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オーストラリア日本野生動物保護教育財団（AJWCEF） 

理事長 水野 哲男 

 

オーストラリア日本野生動物保護教育財団会員及びご支援を頂いております皆様へ 

 

皆様におかれましては、平素よりオーストラリア日本野生動物保護教育財団（AJWCEF）の活動にご理解とご支援を賜り誠に有難

うございます。 

今年はいくつかの台風が日本を襲い突風や洪水により甚大な被害をもたらし、多くの人々の尊い命が奪われ、未だに行方の分から

ない方もおられると伺っております。また、ご自宅が被害を受けご不自由な避難生活を送っておられる方も少なくないと伺い、弊

団体スタッフ一同心からお見舞いを申し上げます。 

 

日本とは逆に弊団体が本部を置く東南クィーンズランド州周辺は干ばつが進んでおり、庭の芝生はほとんど枯れて茶色に変色して

おります。同州の内陸の穀倉地帯や牛などの放牧地域ではさらに干ばつが深刻で、農業に深刻な被害が出ております。さらにこの

干ばつにより山火事が多発し、死傷者もでており、人家や観光施設などの焼失した地域もあります。もちろんそのような地域では

野生動物も焼け出され、火傷を負ったり、餌が焼失して飢餓状態になるなど大変厳しい状況が続いており、野生動物のレスキュー

施設やボランティアを含むそのスタッフはそれらの野生動物の救護やリハビリのため多忙を極めております。この山火事の主な原

因は気候変動による極端な干ばつに加え、心無い人々が車を運転中などに火のついたままたばこを窓から捨てることなどが考えら

れています。現在に至るまで人類が自らの利便性のみのために健全な地球環境を損なう活動を行ったり、一部の人の残念な配慮の

無い行動がどれほどの自然やそこに生息する生物たちを傷つけているかと思うと非常に心が痛みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

少しでも多くの動物達が回復し自然に戻れるよう支援を行っています。 

 

AJWCEF はこれからも皆様と一緒に野生動物たちが快適に過ごせる自然環境を守るため活動を続けてまいります。皆様の更なる

ご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

孤児のワラビーを授乳する様子 

AJWCEF のパートナー施設の一つであるオーストラリア野生動物救護リハビリ教育協会で

も数多くの傷ついた動物が収容され、ケアラーの献身的な世話を受けています。しかしこ

の施設がある地域も、長引く干ばつの影響を受け、動物たちが回復に必要な運動リハビリ

施設の草は枯れ、飲料水も底をつき（上水道が敷設されていない地域で通常は雨水や地下

水に頼っている）、動物たちを維持するための水を購入するだけでも多額の費用を要しま

す。また、収容されている野生動物の多くは草食性で（例えばカンガルーやワラビー）通

常施設内の放牧リハビリ施設の草を食料としていますが、すべて枯れてしまい、それらの

動物に与える干し草などを購入しなければなりません。しかし、その料金も干ばつのため

高騰し、施設維持が非常に難しくなっております。よって、弊団体からは普段の寄付とは

別に、皆様のご好意で頂きましたご寄付や年会費などから捻出し、緊急の資金補助を行い 

 



-野生馬とオーストラリアンエコシステム- 

 

皆さん、こんにちは。AJWCEF スタッフ、Yuko です。 

このお部屋に集まってくれる皆さんと同じ、動物大好き、幼い

頃からオーストラリアのワイルドライフに憧れ、何度かこの国

で自分なりの野生動物探検旅行を実践。最終的にはクィーンズ

ランド大学で Equine Studies(馬学)を専攻し、オーストラリア

に落ち着きました。野生動物に関わるお仕事をきっかけに今回

は、ウマは馬でも、視点を変えて野生馬に目を向けてみようと

思います。数回に分けて更新していきますので皆様、末永く宜

しくお願いしますね。 

 

オーストラリアの野生馬って何??? 

オーストラリアには Brumby(ブランビー)と呼ばれる野生馬が

全土に棲息しています。まとまった分布が見られるのが、肉牛

の放牧地が広がるノーザンテリトリー州の荒野地帯をはじめ、

西オーストラリア州や南オーストラリア州、この国では一番高

いとされる標高 2000m の山々が連なる地域、オーストラリア

アルプス(ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、オースト

ラリア首都特別地域)になります。国立公園内にも生息している

んです。 

ただ野生馬って何?牧場にいる馬とどう違うの?と疑問に思われ

るかもしれません。確かにそうです、、、私達が日常的に目に

できる馬達は主に乗用、運搬、農耕など家畜化されて飼育され

ているものばかりですよね。 

オーストラリアでの野生馬の定義は Free-Roaming Feral 

Horse と言って、飼い主・帰る場所もなくフラフラしているウ

マと説明されています。これには理由があり、オーストラリア

にはもともと野生馬はいないと言われているからです。 

1780 年代ヨーロッパからの入植、開拓を機に既に家畜化され

た馬達が人や物の輸送、農耕目的に持ち込まれたのが始まりで

す。ヨーロッパからオーストラリアまで長い時間掛けて、とて

つもなく遠い距離を船で渡り、生き抜いてきた馬達はスタミナ

があり、足腰が強く、健康な家畜動物として重宝されました。 

 

 

 

 

  

動物大好きの部屋 

これらの馬が時代と共に品種改良され、気性が穏やかで、持久

力に優れ、機敏性のある馬として現在は Australian Stock 

Horse(オーストラリアンストックホース)と呼ばれています。

ヨーロッパから運ばれた頭数は 1800 年にはまだ 200 頭ほど

だったのが 1810 年頃から競馬レースが開催されるようにな

り、特にイギリスからサラブレッド種の馬を輸入する数が急激

に増え、1820 年までには 3500 頭、1850 年までには 16 万頭

と、急激にウマの個体数が増えたと言われています。 

 

開拓が進むにつれて馬の繁殖/需要数も増える一方、フェンス

などで飼育されていた馬達が逃げ出し、野生化したのが野生馬

Brumby(ブランビー)の始まりだと言われています。逃走の報

告が初めて記録されたのは 1804 年のことでした。 第一次世界

大戦後、機械革命が起こると同時にそれまでのヒトやモノの輸

送、戦争に駆り出される騎馬隊としての需要が激減、野放しに

される家畜馬が野生馬として荒野で生き残り、数が急激に増え

たのがこの時期です。 

2000 年に豪政府から公表されたオーストラリア国内で野生化

した馬たちの数は 40 万頭、現在はさらに上回り 100 万頭以上

と推測されています。 

ブランビー達は 1860 年代頃から初めてオーストラリア特有の

エコシステム(生態系)を破壊するペスト(害獣)として主に政府･

環境問題研究家･環境保護主義者などから扱われ始めました。

一方、オーストラリアの歴史の一部、国遺産として動物保護活

動家や愛好家、団体からサポートを受け、非人道的な扱いや駆

除されないよう再家畜化する動きもあります。 

次回はブランビー達がオーストラリアのエコシステムに 

どのような影響を与えているのか一緒に見ていきましょう! 

 
AJWCEFホームページの「動物大好きの部屋」では様々な野生動物についての 

お話がご覧になれます！（http://ajwcef.org/category/room-for-animal-lovers） 

 



    

2019 年 3 月トレーニングコース体験談 

（初級） 
 麻布大学 獣医学部 獣医学科  中村 浩太郎 

皆様は「エンリッチメント」をご存知でしょうか？直訳すると「豊かにするもの」という意味となりますが、これは 

動物園の限られた空間内で生活する動物たちの日常に少しでも変化を与えるために、他の動物の匂いが付いたものや 

普段少し異なった食べ物を与えることで日々のストレスを軽減することを指すそうです。今回私が AJWCEF のトレー 

ニングコースに参加を決めた理由はいくつもありますが、日本ではほとんど得ることが出来ない貴重な体験をするこ 

とができる、という点に大きく魅力を感じたからです。さらに、Currumbin Wildlife Sanctuary ではコアラの解剖も 

見学させていただきました。このような機会は日本国内で得ることは非常に難しく、またオーストラリアの学生でも 

十人程度のグループに対してコアラが一頭しか割り当てられることがないほどの本当に珍しい機会だと言えます。私達は大学や職場と言ったごく限られ

た生活環境の中に置かれています。そのような環境の中に居続けると、徐々に視野も狭まり生活も退屈になってきます。今の生活に対して刺激を与え

る、学ぶことへの意欲を高める、そして何よりこれからの生活を少し豊かにする自分のための「エンリッチメント」として、このトレーニングコースに

ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。きっと自分にとってのターニングポイントに出会えるはずです。 

 

麻布大学 獣医学部 獣医学科  久岡 望 

デービットフレイ野生動物公園…こちらの施設では主に飼育管理や観察記録について学びました。絶滅危惧種を多数保護し、希少動物の宝庫です。日本と

は異なり、オーストラリアの動物園は生態展示です。野鳥ですら展示の一部になっており、感染症への対応などかなり考えられた仕組みで管理している印

象を受けました。 

カランビン野生動物病院…こちらでは主に動物の治療方法について学ぶことが多かったです。特に有袋類については自分から能動的に学ぼうと思わないと

日本では勉強できません。このコースの看板であるコアラの解剖が特に印象に残っています。交通事故で亡くなっ 

てしまったコアラを実習として用いさせて頂きました。ユーカリを主食とするため盲腸がとても長いことに衝撃を 

受けました。 

RSPCA(王立動物虐待防止協会)…オーストラリアでは動物虐待に対して、国や国民は非常に厳しい態度をとってい 

ます。国を巻き込んだ制度や取り組み、個人個人の意識改革が関係してくる話ですので簡単な話ではありませんが、 

オーストラリアの取り組みから良い点を真似することが大切です。各国、各組織、各個人が情報交換や意識の擦り 

合わせ、考え方を共有していくことが人間と野生動物の共存に向けた最善の取り組みであると考えます。 

 

M・H（大学生） 

トレーニングの間は今まで見たことのない多くの動物との出会い

があり、オーストラリア固有の種の生態や飼育上の注意について

多くのことを学ぶことができました。実習中はただお話を聞くだ

けでなく、実際に動物とふれあったりエンリッチメントを意識し

た餌作り等実践的な体験もできとても良い経験になりました。ゴ

ールドコーストには日本と比べて多くの野生動物が人間の暮らす

直ぐ近くで生活しており、環境にも恵まれた 2 週間を過ごすこ

とができたと思います。今回の実習を通して学んだ多くのことを

忘れず、今後の学習に生かしていきたいです。 

M・H（大学生） 

2 週間も海外で生活することすら初めてだった私にとって今回の

トレーニング中に学んだことは数え切れませんが、なによりも日

本とオーストラリアにおける野生動物保全に関する姿勢、取り組

みの違いということについて、人から聞く話としてではなく、自

分の目で実際に見て、現地のレンジャーさんたちから直接聞けた

ということ、その人たちとの関わりを得たということは絶対に日

本に居続けたらできなかったことでこのコースに参加してよかっ

たと心から思ったことでした。これからも視野を広く持ってこの

2 週間で得たことを頭の片隅に置きながら学び、将来に生かした

いと思っています。 

服部 未奈（大学生） 

オーストラリアに来て驚いたことの１つに動物園の在り方が国によって全く異な

る、と言うことがあげられます。日本はより多くの動物を来園者に見てもらうこ

とを目的として動物を展示する行動展示であるのに対し、オーストラリアは動物

の生態そのものを展示している生態展示の方法をとっています。両者にはそれぞ

れメリットとデメリットがありどちらが優れていると言うこともありません。 

動物園は世界中、自分自身が今まで見たことの

ある形式で展示されていると思い込んでいたた

め初めてこの事実を知った時驚きました。この

時同時に、物事を多角的な視点からみることの

重要性を痛感しました。 

 

 

帯広畜産大学 畜産科学学科 保坂 拓磨 

世界各地で人間の行き過ぎた活動による環境破壊により、多くの生き物たちが命

を奪われています。動物たちのため尽力されている方々の活動をもっと知りたい

と思っていたところ、友人からこのツアーを紹介してもらったのが参加のきっか

けです。2 週間かけてオーストラリアの 2 か所の動物園の実習をさせて頂きまし

た。現地の飼育員の方々の生の声を聴けたこと、このことが僕にとって一番大き

かったです。印象深かったことはオーストラリアでは昆虫よりも高等な生き物を

生きたまま餌として与えることは禁止されているということです。動物倫理や福

祉をしっかりと考え飼育されている動物たちはどこか幸せそうでした。AJWCEF

の皆様、飼育員の方々、貴重な経験をありがとうございました。 

言葉が喋れない動物たちの声を聴き取る。私のこれからの目標です。 



            

活動報告  
2019 年 5 月から 2019 年 10 月末まで 

セミナー in JAPAN （2019年10 月） 

 

AJWCEF 理事長 水野哲男（獣医学 博士） 

「海洋ごみと海洋生物 Marine Rubbish and Marine Life ～ オーストラリア モートン湾の例を中心に 

Morton Bay in Australia ～」 

「AJWCEF 野生動物保護トレーニングコース及びインターンシッププログラムについて」 

2019 年 10 月 2 1 日 日本獣医生命科学大学 

2019 年 10 月 2 2 日 岩手大学 

2019 年 10 月 2 3 日 麻布大学 

2019 年 10 月 2 5 日 岐阜医療科学大学 

 

 

                       

 

                   

                       

トレーニングコースの様子 

 

寄付  
バッツ クィーンズランド インク   $100 

クィーンズランド大学獣医学部     $100 

王立動物虐待防止協会                 ＄375 

 

  

 

オーストラリアスタディツアー 

2019 年7月       岐阜県立可児工業高等学校 

2019 年8月       大阪生野高校 

2019 年8月       かにっこ海外交流訪問団（岐阜県可児市） 

2019 年8月       東邦大学付属高等学校 

2019 年9月   日本獣医生命科学大学 

2019 年9月   岐阜医療科学大学 

 

 トレーニングコース 

2019年８月    野生動物保護トレーニングコース（初級） 

 



  

トレーニングコースお知らせ  

 

 

 

第一回野生動物保護トレーニングコース（基礎） 

開催期間 2020年3 月9 日～3 月21 日 

（一次募集期間：2019年11月1日～2019年12月10日迄） 

 

第二回野生動物保護トレーニングコース（応用） 

開催期間 2020年3 月21 日～3 月30日 

（一次募集期間：2019年11月1日～2019年12月10日迄） 

 

コースの詳細や募集状況はＡＪＷＣＥＦのホームページhttp://ajwcef.org/からご確認ください。 

メールでのお問合せ：training@ajwcef.org 

皆さまのご支援が小さな命を助けます。 

詳細は、AJWCEFのサイトwww.ajwcef.org『入会・寄付』のページにお進みください。 
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オーストラリア野生動物保護教育財団本部事務局 

発行責任者  水野 哲男 
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会員 (個人 • 法人) 募集 及び 支援寄附のお願い 
 

 

 

基礎コースの主な見学・実習施設 

カランビン野生動物病院 

デイビッドフレイ野生動物公園 

王立動物虐待防止協会など 

応用コースの主な見学・実習施設 

カランビン野生動物病院 

バード クィーンズランド（クィーンズ

ランド州 野鳥の会） 

クィーンズランド大学 モートンベイ 

海洋研究センターなど 

 

現在両コース同時募集中！！！ 

ご応募お待ちしております！！ 

 


