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ワオキツネザルのア カンボウの割検 と死因の推定
ノ4%D筋 陥 カ グη ク 蕊 0ゃ∫
夕
″
ノ 丁 ″ 万″
ξ

″ ′力″ 力 陶 ク″

r上 ♂陶 ク″″ 賜

夕
η
ノケ
ン
プ
ιレ孵 ο
″′
蒻
抄 ″″
/蒻 ♂

デ
ヮて
′
,〃 協″
ガ
薫 鯵。
(音 楽学部教養部会)
″̲プ ′
ノ
′
グ
胞 rと、
′
物。
市野進 一 郎 誘ガ

茶谷

(京 都大学霊長類研究所)

宮本

″,Mり,ヮ ο
″
直美 Ⅳ′。
。アフリカ地域研究研究科)

(京 都大学大学院アジア

相 馬 貴代 T′ 物 ヮ肋″ク
(京 都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科)

ワオキツ ネザル 当歳児 の遺骸分析 の意義
考古学 に携 わる自然人類学者や法医学者 の手 による一般向け書籍や テ レビ ドラマ で も有
名 になったよ うに、 ヒ トの遺体 か らはさまざまな情報が得 られる。無論 ヒ ト以外 の動物 に
お い て も、遺骸 はその個体その ものや、その種 についての様 々 な情報 を提供 で きる。その
ため遺骸 の分析 は生体 の観察 と並 んで研究お よび当該動物 の保護や環境保全 にとり重要だ
と考 えられる。
個体識別 を した上である動物の観 察 を行 っていた場合、遺骸 の主が誰 であるかが分かれ
ば よ り詳細 な情報が得 られる。だが野生動物 の死亡が人 間の観察 によって直接的に確認 さ
れる ことは稀 である。 よって特定個体 の遺骸 を計測 した り、死 因を分析 した りす ることは
難 しい。大型 の動物 であれば当該個体 の遺骸 をその遊 動域内 で確認 で きる こと もあるが、
腐敗 が進んだ り、別 の動物 による被食で遺骸が傷付 い た りす る と、遺骸か ら個 体 を識別す
る術 はほ とん ど失われて しま う。外観か ら個体識別で きない遺骸 をどの個体か特定す る方
法 として最 も確実性 の高 い ものは DNA分 析 であろ うが、生前 にその個体 の DNAを 採取
してお くとい う別 の困難 さが伴 う。小型 の動物 で あれば遺骸 の個体識別 どころか、藪 に隠
れて しまい易 いの で遺 骸 の発見その ものが一層困難 である。 また遺骸全体 を トビの よ うな
腐食性 の大型鳥類等 に持 ち去 られて しまい、痕跡す ら完全 に消失 して しまう可能性 も高 く
なる。 ワオキツネザ ルは成体 で も体重 2kg強 と小 さ く、遺骸 の発見 は難 しい。特 に身体
の小 さなアカ ンボ ウの ものは 目の前で死亡が確認で きない 限 り遺骸 の 回収 は絶望的で ある。
ワオキッネザルはメスが成 育群 に残 るとい う母系群 を構成す るため、 メスの場合 は群れ
か ら消 え、か つ群れ の分裂 も認め られない場合 は高 い確度 で死亡 した と推定で きるが、別
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群に移籍する可能性 のあるオスの場合 はこれ さえ も困難 となる。 アカ ンボウの場合、ある
時点 まではアカンボウを連れ歩 いて い た母ザルか ら仔が消 え、群れの中に もその存在が確
認 で きな くなったことで死亡 した と推定す る。 ワオキツネザルの未成熟個体 の死亡 率 は高
く、1歳 になるまでに 20〜 50%も の個体が死 亡す る

(1)。

年 によっては調査地 を遊動す

る複数 の群れで全ての仔が死亡す ることもある (市 野、宮本、相馬の未発表デ ー タ)。 マ
ダガスカル に棲息す る動物 はキツネザル類 に限 らず絶滅 の危機 に晒 されて い る。著者 らの
調査地 であるベ レンティ保護区にお い て もワオキツネザ ルの個体数は近年、減少傾向にあ
ると推定 される。絶減 を防 ぐにはその種が生息す る環境全体 の保全が最 も重要であるが、
彼 らの死の直接的要因を探 ることも必要 であろ う。本稿 ではこの考 えに基 づ き、著者の一
人 (茶 谷 )が 観察中 に死亡 したワオキツネザ ルの 当歳児 の遺骸 を回収 し、原因究明のため
解剖 した結 果 を報告する。

対象 と解割の方法
対象 はマ ダガスカル共和 国南部 のベ レンテ イ保護 区 (2)に お い て、小 山直樹 、本稿著
者 の宮本、市野、相馬 らにより個体識別 され、母系の系譜 が明確 なワオキツネザルの複数
の群れ の うちの一 つ で、2012年 に生 まれたオス (死 亡 後 の遺骸で性別 を確認 )の 当歳児
である。誕生 した 日付 は確認 した者が い ない ため不明確 であるが、2012年 8月 27日 の段
階で 13歳 の母親 の腹部 に しがみつい て いたことか ら、死亡 した 9月 7日 には少 な くとも
生後 12日 には達 して い た と推定 される。図 1で 示す よ うに個体 の毛 に よって構 成 される
額 の模様が特徴的 だつたため個体識別 は容易 で、アカンポウの取 り替 えは少 な くとも8月
27日 以降は起 きてい ない と推定 される。茶谷 は 9月 7日 の午前 8時 32分 よ り母親 とアカ
ンボウを個体追跡法 で観察 した。 11時 42分 に母親が完全 に観察者 の視界か ら消 え、その
音声が聞 こえな くな った後、 11時 45分 に遺 骸 を回収 した。死亡前か らの観察 よ り、遺骸
は解剖 開始時点で死後 2時 間以上経 った もの と推定 された。
次に解剖の用具 につい て述べ る。遺骸 の解剖 は通常、解剖用 のメスや ピンセ ッ ト等 を用
い るが、遺骸 の 回収 を全 く予想 して い なか ったため適切 な用具が無 く、急邊 ア ー ミー ナイ
フ (十 徳 ナイフ)の

WENGER製 レギュラーサ イズ 。モデルのメインブ レー ドお よび裁縫

セ ッ トの鋏で代用 した。遺骸か らの感染 を防 ぐため、マス クお よび使 い捨 ての ラテ ックス
製手袋 を着用 した。実体顕微鏡等が無かったため、全て肉眼で確認 した。
解剖 の手順 であるが、 まず体表面か ら見 えるタト
傷 を確認 後、遺骸 を仰臥位 に して腹部 を
頭尾方向に切開 し、消化管や肝臓、膵臓、牌臓、腎臓、膀脱等、腹 部 の内臓お よつ胡夏膜等
の出血の有無等 を確認 した。その後、胸部の皮膚 を一部剥 ぎ、右側の肋軟骨 を胸骨の右横
、
と
す ぐの ところで切断 して胸腔 を開 き、肺お よび′
臓、気管、気管支、胸膜、肋骨、胸骨、
鎖骨お よびこれ らに付 着す る筋 の状態 を確認 した。 また体幹お よび頭部、四肢 の皮膚 を乗J
離 し、直下の筋、脊柱お よび頭蓋骨や四肢骨 とこれ らに付 着す る筋 の状態 を観察 した。
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図 1:死 亡したアカンボウの特徴的な額の模様。 図中の白い矢印で示すように、額の正中から少し右側では濃い灰色の毛が生えた領域が細
長く目に向かって伸びており、左右非対称であった。このような模様は珍しいので個体識別の手掛か なる。 死亡したアカンボウが当
',と
該個体であることは、既に個体識別されていた母親の体から落ちたことと、遺骸を回収後にこの額の模様により確認した。 写真は母親
の背を登り降りするなど活発に行動していた時の様子を2012年 9月 3日 14時 42分 からビデオカメラで撮影した動画より静止画に落
としたものである。またアカンボウが乗っている左を向いた個体が母親である。

解割結果および死因の考察
対象個体の遺骸 には警落等 で強打 された痕跡が複数個所認 め られた。以下、各箇所 につ
いて記述す る。

A)胸 部 の第 10〜

11胸 椎付近 で脊柱 の大 きな損傷が認め られた。脊柱 は完全 に折れて

お り、脊柱管内の脊髄 も切断 されていた。 この位置で の脊髄損傷であればイ
本幹 の筋 の下半
分、尾、下肢 は麻痺 した と考 え られる。 これは死亡当 日の観察当初 (午 前 8時 32分 )か
ら遺骸 を回収 した 11時 45分 まで下肢お よび尾が全 く動かない まま垂れ下が り、地面 に引
きず られて い た とい う観察結果 とも合致す る。 この ことか ら遅 くとも 8時 32分 時点 で脊
髄が損傷 されてい た と推定 される。 また茶谷が当 日 7時 57分 に当該母子 の群れを発見 し、
他 のメスを個体追跡法で観察 して い た間、母子 は群れの移動か らかな り遅れて い た。 この
ことか ら、8時 32分 よ りもかな り早 い段階で大 きな怪我 を負 っていた可能性 もある。

B)右 の第 11肋 骨 の骨折が認め られた。8時 32分 以降、 10回 、2〜

5メ ー トル程度 の

高 さ (3)の 木 の上 にい る母親 の体か ら転落 した ことが確認 されてい るので この骨折が上
記 Aと 同時に起 きた ものか、それ以前の ものか、以降の ものかは不明である。

C)右 肺 に出血 痕があ った。肺 は潰れてい たが、正 常 であれば第 11肋 骨骨折部 に隣接す
る部位 に出血 痕があ ったため、上の Bで 述べ た、骨折 した肋骨が刺 さった可能性 が 高 い。
その結果、気胸 を起 こ し呼吸 困難 に陥った可能性 も否定で きない。

D)右 の側頭骨 ・前頭骨 の 陥没骨折、右 の頬骨弓の骨折が認め られた。陥没骨折 を起 こ
181

名古屋芸術大学研究紀要第 34巻 (2013)

した部位の頭蓋内に も大 きな出血痕が薄 い骨 を透か して認め られた。茶谷が解剖す るにあ
た り、 ベ レンテ ィの悼物館 に寄贈す る骨格標本作成 を念頭 に置 き、頭蓋骨 は切断 しなかっ
た。そのため頭蓋 の 内部 は確認 してお らず、 この 出血が起 こった位置が脳 の硬膜内、硬膜
外、 クモ膜下か等 の 区別 は明確 ではない。ただ しいずれにせ よ頭蓋内に溜 まった血波によ
る脳 へ の圧 迫があった可能性 は高 い。 この骨折 も上の Bで 述 べ た よ うに、Aや Bと 同時
に起 きたものか、それ以前の ものか、以降の ものかは確定で きない。

E)牌 臓 に大 きな出血痕が認め られた。牌臓 は肋骨 で守 られて い ない臓器のため、左背
部 を強打 した場合、 しば しば出血す る。 いずれかの転落 の際、強打 した結果ではない か と
推量 される。

F)頸 部お よび腹都 の筋 ・骨格、四肢 の筋 ・骨格、歯、口腔 を含 む消 化管、心臓、左肺、
肝臓、腎臓、膀肌、睾九、腕 ・腰等 の神経叢 には異常 は認め られなかった。ただ し食道上
部 に硬 い葉 の破片が詰 まって いるのが確認 された。 これは重大 な傷 を負 った後、日腔内に
入 り込んで しまった葉 を出せ ず に囃下 して しまったのか、それ以前 に遊び等で葉 を飲み込
んでいたのかは不明である。

G)A,B,Dと

関連す る皮膚 の損傷以外 に、背部 にも浅 い傷 と出血 痕が認め られた。Eに

伴 う損傷 は体表面か らは確認 で きなか ったが、皮膚 を剰離す ると打撲 した痕跡が認め られた。

以上か ら、当該個体 の直接 的な死因 は小明であるが、死 に至 る大 きな要因 として脊髄損
傷 による下肢

(お

よび尾 )の 麻痺が挙げ られ よう。 ワオキツネザ ル に限 らず多 くの霊 長類

では巣 を作 らず、ア カンボウは多 くの場合、母親 に しがみつい て運ばれ保護 される。腹 に
懸垂姿勢 で しがみ つ く場合 は、手足 で母親 の体幹 の毛 を強 く握 り締 めなければな らない。
特 に母親が跳 躍や走行 で激 しく動 く場合 はアカンボウに も強 い慣性力 が働 くと推定 される。
その場合 はアカンボウにはよ り強 く把握す る力が要求 される。 ワオキツネザルはキッネザ
ル類 の 中では地上性が強 い と言 われるが、木 に登 ることも少な くな く、跳躍 で移動す るこ
とも稀 ではない。 メスはオス よ りも「慎重」 な移動様式 をとるが、アカンボウを運搬する
母親 も走行 もす る し跳躍 も行 う (茶 谷 の未発表デ ー タ)。 走 つた り跳 んだ りす る母 親 の激
しい動 きについ て い けず振 り落 とされない ためにも、アカンボウは上肢 だけでな く下肢で
も強 く母親 の毛 を把握 しなければなるまい。当該 アカ ンボウが脊髄損傷 に至 った理由は不
明 であるが、この大 きな怪我 により上肢 のみで母親 に しがみ つ かなければな らない事態 に
陥 ったことが、その後、何度 も木か ら落 ち、最終的には不幸 な結末 を招来 して しまった大
きな要因であろう。
しか し下半身が麻痺 した状態で二 時間以上 は生存 してい たこと、 ヒ トで も脊髄損傷 によ
る重大 な運動障碍があった として も生命維持 その もの とは直接関係 しないことか らすれ ば、
致命傷 とは言 えない とい う反論 も妥当である。ただ し高度 な医療 や福社 の恩恵が得 られな
い野生動物の場合、長期的にみれば致命的な怪我である。実際、餌 に不 自由せ ず天敵 の危
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険 もほ とん どない飼育下 の ニ ホ ンザ ルです ら、四肢が不 自由なア カンボウは母親が片手 で
抱 いて長期間連れ歩 い ていたが、結局育たなかった (京 都大学霊長類研究所 の放飼場 で茶
谷が観察)。
何度 も繰 り返す ように直接的な死因 は不明であるが、頭部 の強打 で頭蓋骨 の陥没骨折が
起 き、頭蓋内での出血 も多 く脳 を圧迫 した こと、肋骨骨折 に伴 う と推定 される肺 での 出血
や気胸 による呼吸困難、牌臓か らの出血、その他 多 くの外傷 による出血 も落命 した要因で
あろう。 また解剖結果で示 した こととは別に、母親 の体 に しがみつ けず、そ の結果、母乳
が飲 めな くな ったことによる脱水やカ ロ リー不足 も重大 な要因か もしれない。更 に、9月
7日 は乾季 で朝晩は冷え込み、晴天で気温が上が った とはいえ、落 ちた先の地面が 日陰で
冷 たかったことを考慮す れば、10回 目の転落後 に長 い 間、腹 臥 した こと も死 の 直接 的要
因にな り得 る。詰 まり、冷 えた地面に接す る腹部か ら体温が奪 われ、低体温症 に陥った可
能′
陛もあ るとい うことだ。
当該個体 は死亡前 日の 2012年 9月 6日 午前 11時 25分 までは母親 の背 に登 るな ど活発
に動 い て い た。翌朝 8時 32分 には下肢や尾が引 き招 られたまま母親 の腹 に しがみ つい て
逗 ばれる、 とい う状況 に陥るまでの 21時 間強 の 間に外傷以外、重大 な疾患が発生 した と
は内臓の観察か らも考 え難 い。 いずれにせ よ上 記 で述べ た外傷お よび外傷 か ら発す る様 々
な障碍が死 因であろ う。
ワオキツネザルの当歳児が転落 した結果、死亡 に至 るとい うことはベ レンティ保護 区の
別 の群れで 2011年 にも観察 された (前 畑晃也 の情報 )。 前畑 に拠ればアカンボウが 木か ら
落 ちた後、動かな くな り、母親が「 困 った よ うに」そ の周 囲をうろ うろ して いた とい う。
この時は転落が一度観察 されたが、 もしかす ると観察以前 に も何度か落下 し、アカ ンボ ウ
が弱 っていたのか もしれない。
では何故 ワオキツネザルのアカンボウは落ちて しまうのか。 ニ ホ ンザ ルのアカンボ ウは
木 で遊 んでい る際、転落する ことはあるが、身体的損傷 を起 こす よ うな高 い所 か ら落 ちる、
とい うことは観察 されなかった (茶 谷 の未発表デ ー タ)。 これはニ ホ ンザ ルの アカ ンボ ウ
が転落時に大怪我 を負 うよ うな高所 で遊 ぶ頻度が低 いか らか もしれない。 またニ ホ ンザ ル
のアカンボウはバ ラ ンス を崩 し、転落 しそ うになった際は手足で枝 を素早 く把握 して踏み
止 まるのが通常 だった

(4)。

この よ うな場合、 ワオキッネザルのアカ ンボウは どの よ うに

対処 してい るかは不明 であるが、落ちて重症 を魚 い死亡 に至 るとい うことは、 ニ ホ ンザ ル
のアカンボウのよ うに は踏み止 まれない場合がある ことになる。その要 因 は何 であろ うか。
身体お よび運動能力 の発達段 階 と母親 の 身体 に しがみつ くこと以外 の運動 の 開始時期が噛
み合 ってい ないのか、 もしくは把握 に適切 な木の枝が ニ ホ ンザルの生息環境 よ りも疎 であ
る、つ ま り転落 を防 ぐ安全装置が働 き難 い環境 で あるのか、他 の要 因があ るのか。ヤヽ
ずれ
にせ よ更 なる観察が必要であろう。
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また、そ もそ も転落 による負傷が ワオキツネザ ル当歳児 の高 い死亡率 にどの程 度「寄与」
して しまってい るのか も不明である。感染症 による疾患、栄養や水分 の不足等 の生理 的な
問題 で死亡 に至 る率 はどの程度か。当歳児 の死亡要因を包括的に探 るために も遺骸の回収
と解剖 による分析 の例 を増や して行 く必要があると考 えられる。
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