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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。

2020 年は年初より新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により多くの人々がその命を奪われ、未だに終息の兆
しは見えません。ここオーストラリアでも 5 月 25 日までで感染が確認された方が 7118 名、亡くなられた方が 102
名となっております。しかし、最近の一か月ほどは全国での感染確認が 10 名前後となり、オーストラリア連邦政府
も外出規制などを段階的に緩め始めています。

この度の新型コロナウイルス感染症などは新興感染症と呼ばれ、1900 年代後半から
時々人間社会を脅かしています。代表的なものはヒト免疫不全ウイルス（エイズウイ
ルス）やエボラ出血熱ウイルスなどがあげられます。その多くは動物由来の病原体と
され、現在知られている約 1400 の人の病原体の実に 60％以上が動物から伝染したと
考えられています。動物の中でもこのような病原体の自然宿主や運び屋として注目さ
れているのがコウモリです。新型コロナウイルスもコウモリが関係しているのではな

コウモリ（フライングフォッ

いかと考えられています。オーストラリアでは 1970 年代以降このコウモリ（特にフ

クス）が群れで暮らす様子

ライングフォックスと呼ばれるオオコウモリ）が関係した新興感染症がいくつか確認されており、代表的なものはヘ
ンドラウイルス感染症、オーストラリアン バット

リッサウイルス感染症などがあげられます。これらのウイルス

は新型コロナウイルスほど伝染力が強くなく世界的に蔓延する兆候はありませんが、致死率は大変高く、ヘンドラウ
イルスでは 50％以上、オーストラリアン バット

リッサウイルスにおいては発症したらほぼ助かりません。

では、なぜこのようなウイルスが 1900 年後半から多く出現するようになったのでしょうか。多くの研究者たちが
「人口の増加に伴い今まで野生動物が生息し人が入らなかった自然の森などの地域を開発し、町や住宅が作られ、人
の流入が起こったため、今まで接触することがほとんどなかった野生動物と人の接触が起き、知られていなかった病
原体が人に伝搬したのではないか。」と考えています。この新型コロナウイルス感染症の勃発を機会に、地球の限ら
れた環境を自然や野生動物と人がどのように共存していったらよいのかを改めて考える必要があるのではないでしょ
うか。
AJWCEF はこれからも皆様と一緒に野生動物と人が快適に共存できる環境を作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。

動物大好きの部屋
-野生馬とオーストラリアンエコシステム 2こんにちは、AJWCEF スタッフ Yuko です。今回はオーストラ
リア野生馬の第 2 弾、 Brumby(ブランビー)と呼ばれる野生馬
がオーストラリアの生態系にどのような影響を与えているの
か、一緒にみていきたいと思います。
さて、ブランビー達が群れでどのように行動していくのか、皆
さんご存知ですか？ブランビー達は野生下、また家畜化されて
も通常、社会性のある群れで生活する動物です。野生下では主
に 2 種類の群れに分かれて生活するんですね。
①オス馬 1 頭とメス馬 1－3 頭、またその仔馬で形成されるフ
ァミリーグループ
②オス馬のみで形成されるバチェラーグループ

馬は Hierarchy(ヒエラルキー)のある動物です。 ファミリーグ
ループ内のオスの子馬が 2 歳ぐらいまで成長するとそのグルー
プの長である種馬(スタリオン)によって追い出され、バチェラ

が 1 日に食む量は約 10 ㎏前後、また飲み水は 1 頭につき 45L
が目安になります。柔らかい青草、若葉や茎を好む傾向があ
り、好みの草を求めて 1 日に 50 ㎞範囲内をさまよいます。
100 頭の群れが同時に草を食んで進んでいくことを考えるとそ
の地域の生態系へ与える悪影響は計り知れないものかもしれま
せん。
では次に本題に入りましょう、オーストラリア特有の生態系に
ブランビー達がどのような脅威・悪影響を与えているのでしょ

ーグループへ住処を移してメス馬を探すようになります。この

うか。 群れで生活することにより、一か所に頭数が多ければ多

オス馬達がメス馬を見つけ出す=他のオス馬と対等に戦ってメ

いほど生態系への被害は集中してきます。

ス馬を勝ちとれる 5 歳ぐらいまではバチェラーグループで下積
み時代を過ごします。 ファミリーグループにいるメス馬達は 3

•

路を壊してしまう

歳ぐらいまで母馬と共に行動しますが、その後は初めて交配す
るオス馬とファミリーグループを形成します。

•

が圧縮され、水分を保存するスペースがなくなる =植

定住する傾向がありますが、バチェラーグループは群れで活発

物の生存が難しくなる

に移住する傾向があり生息地の環境によっても行動範囲は異な

あります。

集団で野生馬たちが移動する際、肢踏みによる土壌へ
の圧迫から土壌内のエアスペース(空気のたまる部分)

ファミリーグループは飲み水・牧草が年間を通して豊富な地に

るのですが、平野の砂漠地帯だと大体、88 ㎢前後という記録が

集団で農場地帯を移動する際にフェンスやパイプ、水

•

食した植物の種や芽、雑草が体内に入り、移動中に排
泄物としてまき散らされる、また馬のたてがみやしっ
ぽに付いた雑草も一緒に移動させ、もともとは必要の

•

人里におりてきて牧草地を荒らす

ない、到達できない場所に落とされその場の生態系を

•

一定場所の牧草を一気に、なくなるまで食い荒らして

乱す可能性がある (ただその反面、雑草を分散できる

しまうので土壌の浸食を起こす引き金になる、植物の

メリットもあり、野生種が生き残れるようになる事実

生存に必要な水路を破壊してしまう

もあるそうですよ)。

•

野原に有害な雑草だけが残ってしまう
以上、これら原因で自然環境のバランスを壊し生態系へ悪影響

ウマは皆さまもご存じのように草食動物ですね。1 日の 4 分の

を与えてしまいます。このような被害は馬が飲み水や餌を求め

3、約 18 時間草を食みながら遊牧民のように移動しています。

るほど、歩き回る距離が長くなるためこの影響は干ばつがひど

1 日に食する草の量は体重の 2-2.5％ですので体重 400 ㎏の馬

い時に顕著に表れます。それでは、次回に続きます！

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）

2020 年 3 月トレーニングコース体験談
（基礎）
小原

歩実（大学生）

T・K（大学生）

到着の翌日から始まった研修は、園内の動物たちの世話や生態学、形態学、動物園学など様々な

オーストラリアには心うたれる景色が溢れていま

分野で盛り沢山でした。少人数のグループに分かれての研修は、他の参加者との仲が深まるだけ

した。日本と違う匂い、日本より青く感じる空と

ではなく、やらせてもらえることが多くなり、気兼ねなくレンジャーさんに質問することもでき

海、いきいきと働く人々、個性豊かな動物達、ま

ました。行く前は不安が大きく、やりたいこともないまま参加して大丈夫かなと思ったこともあ

た、色んな考えを持った参加者のみんなと過ごす

りました。しかし考えるよりまず行動すべきだ！と飛び込んだオーストラリアの地は、今まで行

時間は、自分の世界の狭さを教えてくれました。

ったどの国よりも一番素敵な国でしたし、トレーニングコースも大

日本の野生動物を守りたい。その一心で今まで過

満足でした。将来やりたいことの方針も無事に見つけることができ

ごしてきました。そのためには、日本にいるだけ

ました。詳しい内容や出会った動物たちは、ぜひみなさんの、自分

ではだめだ、もっと世界を見て、色んな考えを知

たちの目で見て欲しいと思います。間違いなく感動することを誓い

って、それを活かしていこう、という考えを持て

ます。

たのが、今回の 1 番の収穫だと思います。

金谷

美里（大学生）

オーストラリアではドネーションや慈善の文化の度合いが日本と異なることに衝撃を受けました。道中でも多くのカランビン
をはじめとした野生動物への募金箱を見かけるに加えて、各施設にはボランティアが多く在籍しており、人々の協力で運営さ
れていることを強く感じました。やはりオーストラリアでも野生問題に対して抱える問題は大きく、コース中様々な場面で人
間の与える影響の大きさを思い知らされました。孤児のコアラや片目を失ったコアラ、ひかれてしまったアナコンダの話や埋
め立てられたウォンバットの巣穴の話を聞きとても心が痛みました。いかに人間が自然に対して寄り添えるかが共生のヒントだと感じました。また、オ
ーストラリアでは小学校から野生動物に関する教育があると聞き驚きました。日本ではまだ野生動物に対する理解は深いとは言えないと思います。です
が、これから人々が深めていくことはできると思うので自分もそれらの一端を担えるように日々努力していきたいと思います。

原賀

瞳（社会人）

N・S（大学生）

映像では見たことがあったコアラやカンガルー、そ

この 2 週間で印象に残ったことがありました。それはオーストラリアと日本における野生動

して初めて見る種類の動物であったディンゴやロリ

物保護に関する社会への浸透度の差です。トレーニングコースで訪れた RSPCA は虐待を受け

キートと間近で会ったこと。現地の人に助けられな

る動物を人間から守るシェルターの役割を持っています。日本では人間が飼えなくなったなど

がら、バスや電車を乗り継いで目的地まで行ったこ

の都合で動物を保健所へ連れてくることと比べると真逆の視点であることに大変驚きました。

と。新しくできた友達と自由時間を過ごして色んな

実習でお世話になった David Fleay Wildlife Park では生態系展示を行なっており、動物が感

話をしたこと。ルームメイトと自炊を頑張って楽し

じるストレスをいかに軽減させるかのエンリッチメントについてもレンジャーさんたちが試行

く過ごしたことなど、初めて行く国で経験したたく

錯誤して行われていて、感銘を受けました。また、Currumbin wildlife Sanctuary では寄付

さんの新しいことの一つ一つがとても楽しくて、と

やボランティアからなる野生動物病院があり、実習中でも怪我をした野生動物が多く運び込ま

ても素敵な時間でした。研修中に学んだことで、野

れ治療を受けているところを多く見ることができました。Free day ではトレーニングコース

生動物が傷ついている主な原因の一つに「人間の生

でできた友人とナイトマーケットに行きました。ナイトマーケットが行われている近くの原っ

活によるもの」がありました。例えば、都市開発を

ぱでは野生のカンガルーを見ることができました。人が近づいても逃げることなく草を食べて

する上で元からその場所に住んでいた動物の居場所

いられるくらい人に慣れていました。オーストラリアでは人と野生動物が身近であることを感

を奪ったり、居場所を失って人間の生活する所に来

じられました。日本とオーストラリアでは、環境も違いますが、野生動物を害獣として扱うの

た野生動物を物理的に車などで轢いてしまったり、

ではなく、共生していくものとして見られるようになって欲しいと思いました。

家で飼い慣らされた犬などの動物が攻撃をしたりす
るというものです。また近年、気候変動が世界規模
で大きな話題となっていますが、これも「人間の生
活によるもの」が原因であるとされています。実際
に野生動物に関わっている方の話を聞くことでより
身近なことに感じ、他の生き
物のことや環境のことを考え

S・K（大学生）
私は大学のサークルの先輩を通してこのプログラムを知り、2020 年 3 月の回に参加しまし
た。動物関係の知識や経験はもちろん、海外での日常生活・英会話など、事前に考えていたよ
り多くの方面の経験を積むことができ、とても刺激的で楽しかったです。私は英語に不慣れで
特にリスニングが苦手だったので、プログラムを無事修了することができるかなと当初不安で
した。しかし、約 2 週間の実習の中で現地の方と色々とお話しするうちに段々と英語に対す

なければ、そのうちすぐに人

るハードルが下がり、少しだけですが自ら英語で質問することができるようになったり初日よ

間のせいで誰も生きていけな

り聞き取れるようになっていきました。また、スタッフの方や同じプログラムに参加している

くなると、改めて危機感を覚

友達の存在も大きく、色々サポートしてくれたおかげで、楽しく全日程を過ごすことができま

えました。

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
2020 年 11 月から 2020 年５月末まで
オーストラリア森林火災 支援基金のご寄附
AJWCEFへ、皆様よりお寄せいただきました「オーストラリア森林火災 支援基金」のご寄附を、この度
オーストラリア クィーンズランド州に位置する4施設へと寄附いたしました。その時の様子と各施設か
らの感謝状を紹介します。

王立動物虐待防止協会

カランビン野生動物病院

バッツ クィーンズランド インク

$1000

$2000

$1100

この度は、ご寄附を
お寄せいただき誠に
オーストラリア野生動物

ありがとうございました！

救護リハビリ教育協会
$4750

AJWCEFへのメディア取材
2020年1月23日掲載：朝日新聞DIGITALから弊団体理事長、水野が取材を受けました。
“コアラやけど、多くは脚 木から下りる途中 豪州火災”
2020年2月掲載：朝日新聞社から当団体理事長、水野が取材を受けました。
“森林火災、どこまで続く（一面）”“12億匹こえる野生動物が犠牲に（二面）”
が朝日小学生新聞（2020年2月4日発行）と朝日中高生新聞（2020年2月2日発行）に掲載されました。
2020年4月21日放送：テレビ朝日20:54～「トリニクって何の肉」番組の一部内容の
監修を弊団体理事長、水野が担当しました。
2020年5月16日掲載：朝日新聞DIGITALから弊団体理事長、水野が取材を受けました。
“豪州の森林火災、コアラの保護ピンチ 外出制限どう影響”

AJWCEF からのお知らせ
AJWCEF主催トレーニングコース（2020年8月）について
新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の影響により、オーストラリア政府の国外からの入国制限が続いているこ
とを受け、第3回基礎トレーニングコース（8月3日～8月15日開催予定）、第4回基礎トレーニングコース（8月17
日～8月29日開催予定）及び第5回応用トレーニングコース（8月29日～9月7日開催予定）は誠に残念ながら、
2021年3月へ延期とさせて頂きます。尚、各トレーニングコースの募集開始は2020年11月頃を予定しています。
臨床トレーニングコース実施予定日：2月27日（土）トレーニング開始～3月7日（日）終了・ご帰国
基礎トレーニングコース実施予定日：3月8日（月）トレーニング開始～3月20日（土）終了・ご帰国
応用トレーニングコース実施予定日：3月22日（月）トレーニング開始～3月31日（水）終了・ご帰国

詳細は随時AJWCEFホームページ（https://ajwcef.org/）及びFacebook（Friends of AJWCEF）にて掲載い
たしますので、ご覧ください。
*但し、やむを得ない事情により若干日程の変更がある可能性があります。
*実施はオーストラリア政府がオーストラリア国外からの入国を許可した場合に限ります。

AJWCEF動画チャンネル開設しました！
オーストラリアの野生動物たちや、AJWCEFの活動やトレーニングコースの様子を動画にてお届けする「AJWCEF
動画チャンネル」をホームページにて開設しました！YouTubeページにて、AJWCEFの動画を視聴・チャンネル登
録すると、野生動物保護・環境保全への寄付へと繋がります。今後は、野生動物保護の草の根活動となる野生動物ケ
アラー宅での孤児の赤ちゃん達の様子などをアップロードしていく予定ですので、お見逃しなく！

AJWCEF 動画チャンネルに遊びに来てね！
ホームページ（https://ajwcef.org/category/ajwcef-channel）
Youtube アカウント名（AJWCEF ORG）

会員 (個人 • 法人) 募集 及び 支援寄附のお願い
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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