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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。 

世界中に広がった新型コロナウィルス感染症は、ワクチンが今までにないスピードで開発され、多くの富める国では

その接種率がかなり高くなり、一時のような医療崩壊を起こすほどの感染爆発はある程度抑えられているように見え

ます。しかし、残念ながらこのウィルスが未だに制圧されたとは言い難い状態です。世界を見渡せば、開発の遅れて

いる国や地域、貧困にあえぐ人々にはこのワクチンがほとんど届いていない状況です。このような国や地域の人々に

もワクチン供給など必要な医療提供が行われない限り、新型コロナウィルスを制圧することは大変難しいと思いま

す。 

さらに、発達した科学の力により我々人類が地球の多くの現象をコントロールできるかのように錯覚しがちですが、

それは大きな誤りです。例えば、現在の科学の力をもってしても、人間が発見できたのは地球上に存在する全ての微

生物（細菌、ウィルスなど）の 20 パーセントにも満たないと考えられています。そして、現在、人類は顕微鏡でも

見ることが難しいほどの小さなウィルスから、地球規模で起こっている気候変動という大きな問題に至るまで様々な

脅威に翻弄されています。その原因の多くは人の生活において自らの利便性や利益のみを追求してきたことであり、

現在の脅威はその結果だと言えます。さらに、その影響を同じ地球に生息する生物（動物、昆虫、植物、細菌やカビ

など）たちが受け、すでに絶滅したり、その危機を迎えている種も少なくありません。地球の健全な生態系は多くの

生物たちの繊細な関りから成り立っており、1 種の生物の絶滅は、大きな生態系全体に影響を与えかねません。 

我々人類は、今こそ地球の仲間たちの存在を認識し、その状況を理解し、慈しむことが必要ではないでしょうか。そ

して、人が地球の支配者であるというような驕りを捨て、謙虚な気持ちでその仲間たちと”共に生きる”ことを考える

べきではないでしょうか。AJWCEF はこれからも皆様と一緒に “自然と人とのより良い共存”を目指し活動を続けて

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。 

 

オーストラリア日本野生動物保護教育財団 

理事長 水野 哲男 

 

 

  



-野生馬とオーストラリアンエコシステム 5- 

AJWCEF スタッフ Yuko です。いよいよ、野生馬とオーストラリアンエコシステムの完結編です。 

政府が定めるブランビー達を駆除する主な方法が陸・空からの銃殺になります。果たしてこの方法が人道的なのか、多くの福祉団体の間で

も意見が分かれます。この点で政府の対策に対して論争が繰り広げられているのですが、この時点になるとメディアが大々的にブランビー

に関するニュースを取り上げてきますので、国民達の耳にもブランビーに関する情報が徐々に広がっていきます。多くの動物関連団体が提

言している“人道的駆除方法“としては、罠をしかけたり馬追いをして捕獲後、乗用馬として再調教して引き取り手を探す、不妊治療が挙げ

られています。 

反対に政府、地方自治体がなぜ、銃殺を駆除方法として推奨しているのか、それは迅速かつ効率的に、低コストで駆除できる。また倫理的

配慮として瞬時にブランビー達を殺すことができると主張しています。ちなみに、前回お話した RSPCA は動物を扱う上での原則を記載す

る Code of Practice（CoP）の作成に参加しており銃殺を支持しています。 

 

  

 

   

もうひとつ、ブランビー達を支持する団体の例として Save the Brumbies をご紹介しましょう。2000 年設立、募金・ボランティア中心

で運営され各州の支持団体を統括、NSW 州に拠点を置く非営利団体です。 

ブランビー達の福祉・幸福・保存を推進、そして RSPCA の理念・管理原則を支持し、オーストラリアの生態系を守るためブランビー達の

頭数管理も必須であるとしています。但し、銃殺による駆除方法には断固反対とし、現在政府方針の改定を求めています。 

では、オーストラリアの生態系を守りながら、人間の生活に害なく、動物福祉を考えながら、どのような形でブランビー達を保護していく

方法があるのでしょうか。多方面で模索は続いていますが、賛成派団体が行っている主な方法を見ていきましょう。 

 ①リーホーミング(捕獲して再調教し里親を探す) 

Save the Brumbies の場合、保護したブランビー達の 90%が里親宅へ送られます。捕獲してからまずは新しい環境や人に慣らし、次の引

き取り先に送るまで平均 3－6 か月掛かります。その間の費用として、輸送費、ブランディング(凍結焼印)、ID 写真、DNA テスト(繁殖な

どに用いる場合近親交配を避けるため)、去勢、健康管理、預託、飼葉(えさ)、初期調教など、1 頭に付き平均$1200－$1500(約 10－13

万円)掛かりますが、この経費は全て寄付でまかなわれています。 

②ブランビー保護区の設置 

現在は私有地のみであり、多くのボランティア、また寄与される土地を保護区として設置しています。Save the Brumbies の場合、

2008 年に数人の一般人による支援で 1375 エーカー(約 556 ヘクタール)の土地を保護区として設置することが出来ました。 

③頭数抑制 

ある程度の頭数は生態系の一部、野生馬として支持する団体もいます。 

④不妊治療 

但しこの治療のみでは頭数抑制は難しいとされています。 

では、最後にブランビー達を保護することによってどのように自然保護につながるのでしょうか。 

ブランビーの保護区(国立公園内)は開拓地域の対象外となりトラックや重機などを遠ざけ、多くの環境団体やブッシュウォーカーなどの

自然愛好家達にも慣れ親しまれる場所を提供していて自然保護という形に繋がっている、とも主張されます。オーストラリアの土地は広

大であり、水の少ない砂漠地域でも生息できるブランビー達との棲み分けは可能、と考える多くの保護団体が政府に対してその地の生態

系にあまり害を与えない国立公園の一地域をブランビー達のための保護区として認め、提供してもらえるよう働きかけているのです。 

さて、数回に渡ってブランビー達のオーストラリア国内にもたらす影響を賛成・反対派の視点からみていきましたが如何でしたでしょう

か。広大な大陸、オーストラリアでブランビーによる被害の大きさは州や地域によってかなり違いがあります。直接的、間接的な被害、

その被害の大きさによってブランビーをペストとして扱うのか、国の宝として、福祉の観点から保護を訴えるのか、第三者がメディアの

情報だけを信じて判断するのはとても難しいような気もします。 

この記事をきっかけに“人間を含めた生態系のバランス・野生動物との共存とは何なのか”“野生動物の定義とは何なのか”そして、何より

オーストラリア大地で走り回っているブランビー達について少しでも知って、考えていただければ幸いです。 

 

 



ここオーストラリアで「野生動物ケアラー」とは、野生下で怪我をしたり、親を亡くして

孤児となったりしたために保護をされた動物たちのお世話をボランティアで行っている

人々のことを指します。怪我などの治療を終えた野生動物たちで、まだ、自然に帰る準備

が整っていない動物たちをケアラーさんが野生に戻れる日が来るまでお世話しています。

今回は、そんな野生動物保護活動の第一線で活躍する野生動物ケアラー、デイドリーさん

が AJWCEF のインタビューに応じてくれました。このインタビューは京都先端科学大学

からのインターンの学生のお二人がオンラインにて実施されました。 

 

   

Q1:なぜ保護活動に取り組もうと思ったのか? 

A: 海洋動物の個体調査の勉強を大学生時代に行っていたが、卒業時にコアラの個体調査の団体の仕事をみつけ、興

味を持ったからです。 

Q2：現在コアラだけを世話しているのか？色々な動物の中でなぜコアラを選んだのか？ 

Ａ：今、世話しているのはコアラだけです。元々コアラの個体調査をする団体で働いていたので、コアラの世話を

中心にしているが、その他にポッサムやカンガルー、ワラビーを世話した経験があります。 

Q3:新型コロナウイルスの感染拡大はコアラの保護活動に影響を及ぼしているか？ 

A:保護活動自体には影響が少ないが、募金集めのための活動や植林活動などの間接的な保護活動は、人が集まって

行う活動のため自粛をしなくてはならないので、多少の影響があります。 

Q4:保護活動中で嬉しかった事、悲しかった事、悲惨であったケースは何ですか? 

A:嬉しかった事はやはりコアラを元いた自然に返してあげることができた時で、悲しいことや悲惨なことは、保護

したコアラが１００％生き残れるわけではないこととと、小さな赤ちゃんコアラなどがどんなに手を尽くしても突

然死んでしまったりすることです。 

Q5:人間が生活するために土地開発を進めなくてはいけないが、そのためにコアラの生息地が減少していると聞い

ている。私たち人間と野生動物保護に対するバランスや人間と自然との共存について、どのような意見があるか？ 

A：多くの保護団体ではこれ以上生息地を破壊することはすべて止めなくてはいけないという意見が大多数だが、

実際にはクィーンズランド南東地区はまだまだ人口も増え続けているので、完全に土地開発を止めるということは

現実的ではないと思う。しかし、土地開発をするにあたって、人間の都合だけではなく動物たちや自然保護に必要

であろうと思われることを、計画の段階で盛り込んでいくことで動物たちの被害を減らす事が大切であると思って

います。 

Q5：保護させたコアラを自然に帰すときは、コアラは縄張りがあるので、元いた場所に戻すと聞いているが、山火

事などで帰るための生息地がなくなってしまった場合はどうしているのか？ 

A: 怪我や火傷が回復して後も、森が新しく芽吹いて再生するまで、ケアラーの元で生活することがあります。元い

た生息地の再生が難しく、別の地域で開放しなくてはならない場合は、その場所で生息しているコアラのパップ(ユ

ーカリの葉を消化するためのバクテリアを含んだ半消化便)を予め与えます。理由は地域によりユーカリの種類が異

なり、それぞれのユーカリの葉を消化するためにはその地域に適したバクテリアが必要だからです。 

デイドリーさん、ご協力ありがとうございました！ 

 写真：保護されたコアラとデイドリーさん 
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皆様ご周知のように、未だに日本の皆様をオーストラリアへお迎えすることができない状況がつづいていますので、オン

ラインにて、オーストラリアと日本を繋いでの活動を積極的に行っております。 

昨年度より実施してきましたオンラインセミナーに加えまして、大学、専門学校、高校を対象にオンライン教育活動、日

本とオーストラリアを結んでの人々の交流会もお手伝いしております。 

 

 

                   

                       

日時 視聴団体 演目 

6 月 4 日 京都先端科学大学 水野哲男「オーストラリアの野生動物保護と国際関係」 

7 月 3 日 岡山理科大学 水野哲男「人獣共通ウイルス感染症とオオコウモリ」 

7 月 6 日 岡山理科大学 クリース悠子「野生馬とオーストラリアンエコシステム」 

7 月 10 日 岡山理科大学 モリスゆう「野生動物との共存 ～フレーザー島のディンゴ」 

7 月 20 日 岡山理科大学 水野哲男「海外の NPO 活動について聞いてみよう! ‐AJWCEF

野生動物保護活動編‐」 

8 月 24 日 奈良女子大学 水野哲男「オーストラリアの野生動物保護と国際関係」 

8 月 25 日 クイーンズランド州政府観光局 水野哲男「共生への道標」 

10 月 6 日 椙山女学園 水野哲男「海洋のごみと海洋生物」 

10 月 20 日 岡山理科大学 モリスゆう「野生動物との共存 ～フレーザー島のディンゴ」 

10 月 26 日 クイーンズランド州政府観光局 水野哲男「海洋のごみと海洋生物」 

10 月 28 日 横浜サイエンスフロンティア高等学校 水野哲男「コアラとその危機」 

 

日本の高校とオーストラリア現地高校とのサイエンス共同研究 

日本でスーパーサイエンス高校の指定を受けている高校とオーストラリア現地高校の両校より選抜された生徒で、弊財団理事長水野の

監修により科学をテーマとした共同研究会を実施いたしました。4 日間の研修期間で、水野の「人獣共通感染症とオオコウモリ」の英

語でのセミナーを受けて頂いた後に、各グループで感染症に関するテーマを選び、グループプレゼンテーションを英語で行い、意見交

換を行いました。 

 

これまで実施されたオンラインセミナー 

日本、オーストラリア文化交流会 

例年のオーストラリア研修旅行に来ることができない高校からのご要望で、オーストラリアの高校で日本語を学ぶ生徒とオンラインに

て文化交流会を実施しております。英語と日本語の両方で質問が飛び交う楽しい交流会です。 

TCA 東京 ECO 動物海洋専門学校、定期オンライン講座 

今年度より、動物関係専門学校様の授業の選択科目の一つを担当させていただくこととなりました。セミナー形式の講義、英語での現

地学生との交流会、野生動物関係の動画の視聴など、90 分全 15 回の授業をすべてブリスベンよりオンラインにて提供しています。 

岐阜医療科学大学、University of Southern Queensland へオンライン留学実現 

岐阜医療科学大学の 13 名の学生が日本の夏休み期間を利用して AJWCEF と University of Southern Queensland

（AJWCEF との業務提供大学）の共同企画によりオンライン留学を実施いたしました。医療専門英語を元看護婦の英語

の先生から学び、現地の看護婦や介護施設で働いている方、現地大学生と交流会などを体験いたしました。 



コロナ後の新しい生活様式の一つとして定着しつつあるオンラインでの活動ですが、この度、AJWCEFでは、日本

の京都先端科学大学様から依頼を受け、日本の夏期休暇中にあたる 8 月にオンラインにてインターンシップの学生

様を 2 名お迎えしました。  

オンラインでのインターンシップは、私たちにとっても初めての試みであり、試行錯誤をしながらとなりました

が、今回の業務タスクとして、このニュースレターの作成をお手伝いしていただきながら、海外での野生動物保護

を行う財団の活動内容を体験してもらいました。 

3 ページ目に記載されている「野生動物ケアラーさんに独占インタビュー」の記事は、インターンのお二人が

zoomを利用して、日本からオーストラリア野生動物ケアラーさんに英語にてインタビューを行い、それを日本語

に訳し記事を制作いたしました。 

以下、お二人に今回のインターンシップを終えての感想を頂いております。 

 

 

   

 

 

 

生き物の調査や絶滅危惧種の保全活動に参加しました。今回のインターンシップ

を通して海外での保全活動を経験することが出来ました。私は日本でもオースト

ラリアでも生き物に対しての情熱は変わらないということを第 1 に感じまし

た。自然を守ることは絶対に悪いことではありません。これからも私は、たくさ

んの自然を守れる人になります。  

また、私の英語力も知ることが出来ました。英語には少し自信がありましたが、

現地の方の英語をどれだけ理解できるのかがはっきりわかりました。 

吉住 楓花さん 

京都先端科学大学 

バイオ環境学部 3 年 

 

 

 

眞邉 涼子さん 

京都先端科学大学 

バイオ環境学部 3 年 

新型コロナウイルスの影響を受け、オンラインで野生動物の保護について現地の野生動物病院の方やコアラ

ケアラーの方からたくさんお話を聞くことができました。保護活動の捉え方は私が想像していたイメージと

は違ったし、特にケアラーになるためには資格がなければできないということに驚きました。お話を聞いて

感じたことは、どこの国でも人間の生活を豊かにするために犠牲になってしまう動物たちがたくさんいると

いうことでした。彼らを保護するためには私たちの生活が不自由になってしまうこともあります。自分たち

を中心に考えがちになってしまうけれど、野生動物たちはその地域の大切な財産でもあるから守るべきだと

感じました。 

また日本の保護活動はまだまだ改善できるところがたくさんあると思います。

環境問題や野生動物の問題についてについて自分は関係ないと思うのではなく

「もし自分が相手の動物と同じ状況だったら」と考えられると動物たちも心地

よい社会になるのではないかと感じました。たくさん感じることはあったけれ

ど実際に自分の目で見なければ、保護されている動物たちの現状を本当に理解

できたとは言えないと思います。状況が落ち着いたら今度はぜひ実際に見て学

びにオーストラリアへ行きたいです。 

 

これからもっと英語力を身につけていきたいです。そして、たくさんの国に行ってみたいと思います！ 



  

AJWCEF チャリティー動画プロジェクト 第2弾  

ご好評を頂きました「オーストラリアでリハビリを受けているコアラたち」に続きまして、AJWCEFオリジナルチャリテ

ィー動画の第2弾、「オオコウモリの危機～キーストーン種」が完成いたしました。今回はBats Queensland 協力のも

と、オオコウモリの生態や山火事で被害を受けたユーカリの森の再生に向けてのオオコウモリたちの重要性について紹介

しています。そして、この動画をご覧頂く事で、野生動物の保護・救護に従事している団体についてよりご理解を頂き、

日本の皆様よりサポートお願いいただくために制作しました。 

このプロジェクトにご賛同いただける学校、団体、個人の皆様に、AJWCEFオリジナルチャリティー動画の本編をお渡し

致しますので、クラスルームや定例会など、または、ご自宅にてご視聴ください。視聴後、希望者によるご寄付を募って

いただくことが、このプロジェクトへのご支援に繋がります。 

お一人お一人のサポートが積み重なることでオーストラリアの野生動物保護・救護、および自然保護活動を変えていくこ

とができると信じております。 

ご興味のある方はまずは☟コチラ☟より予告編をご覧ください。 

 

 

 

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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オーストラリア野生動物保護教育財団本部事務局 
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会員 (個人 • 法人) 募集 及び 支援寄附のお願い 

 

AJWCEFチャリティーグッズに新商品が加わりました 

これからの季節に向けて重宝するパーカーをオンラインショップにて販売しています！ 

売上の一部はオーストラリア政府管轄の野生保護施設、野生動物病院などの寄付金として大切に使わせていただきます。 

 

https: //youtu.be/785Lx85u2p0 

Suzuri.jp/AJWCEF で検索してね！ 

 

 

 

オオコウモリの危機 

 

 


