
動物映像資料（映像リンクリスト）

ノーマル映像

動物 動作 詳細 アングル

歩行 0'32 側面から

歩行 0'22 群れが歩行→坂の上で方向転換 側面から

食 0'11 側面＋正面

食 0'14 正面＋バック

歩行 0'10 歩行 側面から（遠）

歩行 0'27 側面から

歩行 0'22 歩行 側面から

食 0'05 高い位置の葉を食べる 側面から

食 0'08 高い位置の葉を食べる（木から噛切る） 側面＋正面

食 0'17 飼育員が持った葉を食べる（舌出す） 側面から

歩行 0'45 側面から

四足歩行 0'05 歩行 上から

綱渡り 0'15 斜め前方から

待機、追いかける 0'15 上から

食→歩行 0'34 正面斜め上から

歩行 0'07 歩行 斜め後方から

歩行 0'17 斜め後方から

歩行 0'27 側面から

歩行 0'18 坂歩行 側面から

歩行 0'07 歩行 側面から

歩行 0'13 側面から

走る 0'03 羽ばたきながら走る 側面から

水上、魚食べる 0'20 水に浮かんで、水中の魚を捕って食べる

食 0'08 側面から

食→歩行 0'51

飛行 0'06 飛行→網で方向転換→飛行→木に止まる

※「動物名」クリックでYouTube映像へ飛びます。

再生時間(min）
エミュー

1～15sec待機（首上げ）
17sec：方向転換から歩行　　　　　　

オオカミ

カンガルー1 2頭が地面の草を食べる（下半身静止）

カンガルー2 2頭が地面の草を食べる（下半身静止）

キリン1

キリン2
0～3sec：歩行（側面）
4sec：歩行（正面）
12sec：待機→歩行

キリン3

キリン4

キリン5

キリン6

クマ 17sec：停止→Uターンから歩行

サル1

サル2
揺れるロープをつたって下りる
→10sec：地面に着地

サル3
4頭は待機
1頭は子持ちのサルを追いかける

シマウマ
0～13sec：地面の草を食べる
13～18sec：歩きながら地面の草を食べる
19sec～：止まって地面の草を食べる

ゾウ1

ゾウ2 4secから歩行

ゾウ3
6～9sec：待機
10sec：Uターンから歩行

ゾウ4

ダチョウ

ペリカン1 歩行、1羽は羽を広げて歩行

ペリカン2

ペリカン3

ヤギ1 5頭が地面の草を食べる

ヤギ2
↑の続きから後ろ歩き→歩行（1頭）
4頭は葉を食べ続ける

食：側面から
歩行：バック

ワシ 側面-遠から

https://www.youtube.com/watch?v=kCBUDBGG32Y
https://www.youtube.com/watch?v=glZHR7R60DQ
http://www.youtube.com/watch?v=eCT_499TfsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=366t6fIwXUk
https://www.youtube.com/watch?v=0oHJNRcTibU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=uWBgZB_qvy0&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=oad8a_n8lyU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=hP6tCPbwGQE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=SZt6QqqZI64&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=quROkSoHc2s&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=GdEcobfsvP8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=Qe9OIU48mvE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=kEGWS8UD5qs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=Y5wfHHNxb5w&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=bjx05qWMMCQ
https://www.youtube.com/watch?v=892FWPhv0XU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=CHfwi0CE30g&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=SKK5cf2EqIw&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=PqptmnuxHFU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=nJud_FdB4U8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=GWvrxXNF3co
https://www.youtube.com/watch?v=P9novLFVFww
https://www.youtube.com/watch?v=D5nGNqlGlUc
https://www.youtube.com/watch?v=q0TbQxykIio&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=4_GFkcj1Wl8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=fK4zOIB9Myk


ハイスピード映像

動物 動作 詳細 アングル
水上浮かぶ 0'52 水上に浮かぶ→方向転換 側面から

歩行 0'48 歩行 側面から

2'04 地面の餌を食べる→食べながら歩行 側面から

歩行 1'04 段差の場所を歩行

歩行 0'24 歩行 側面から

歩行 1'28 側面から

歩行 1'08 側面→バック

食 0'35 立ち上がってミルクを飲む 側面から

坂の上り下り 2'07

0'58 正面から

0'42 正面から

泳ぎ 1'38 側面から

泳ぎ 0'27 泳ぐ 側面から

歩行 0'35 歩行 側面→バック

泳ぎ 0'43 泳ぐ 上から

泳ぎ 1'38 水槽の外に反応しながら泳ぐ 上から

泳ぎ 3'39 正面、バック

歩行 0'29 歩行→方向転換して歩行 側面→バック

歩行 0'19 歩行 正面→側面

歩行 0'47 歩行 側面から

歩行 1'09 歩行 側面から

歩行＋待機 0'59 バックから

歩行 0'41 歩行 側面から

歩行 1'14

食 3'16 木の葉を食べる（首から上） 側面

歩行 1'06 歩行 側面から

歩行 2'16 歩行 側面から

歩行 0'54 上から

再生時間(min）
アヒル

イノシシ1

イノシシ2 食+歩行

ウォンバット

オオアリクイ1

オオアリクイ2 歩行→0:26：周囲を見回す→頭を上げながら歩く

オオアリクイ3 歩行→Uターンして歩行

オオアリクイ4

オオカミ 数頭が坂を駆け下りる→待機
0:34：坂を跳び上がる→歩行

オランウータン1 待機+歩行 待機→0:21：起き上がって歩行

オランウータン2 待機+歩行 座り→0:05：起き上がって歩行

カメ1 首を伸ばしながら泳ぐ
0:23：Uターンして泳ぐ

カメ2

カメ3

カメ4

カメ5

カメ6 水槽に顔付けながら泳ぐ（途中Uターン）

キツネ1

キツネ2

キリン1

キリン2

キリン3 1頭歩行、1頭待機

キリン4

キリン5 歩行→0:48：待機 側面+バック

キリン6

クマ1

クマ2

クマ3 歩行→0:42：Uターンして歩行

http://www.youtube.com/watch?v=IsEPxSWtZvk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=g3zk6Uto6yQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=N6SfXbzEXJg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=jSoBWhw79GI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fWy8qzyI4vU
https://www.youtube.com/watch?v=UNuzdBqxh1k
https://www.youtube.com/watch?v=BpxucEnizE8
https://www.youtube.com/watch?v=WcpDgOFgJtU
http://www.youtube.com/watch?v=NxbAhVwLANg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=oaEZXoJ_2E4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uDzLEFyb2CA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qw4M0jalVQM
https://www.youtube.com/watch?v=1sI8ifSFSVw
https://www.youtube.com/watch?v=re899H0svuo
https://www.youtube.com/watch?v=KlgSxAa0YCc
https://www.youtube.com/watch?v=iJ0luP3Oq8Q
https://www.youtube.com/watch?v=wxshs9kDzec
http://www.youtube.com/watch?v=omssm2-XccU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5WoGy_wG1nk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IcptBWXadJk&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=XmZoI0U0CK0&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=IvZR7XZUcOs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=O04G0A2IUxs&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=LaMHljRfU-U&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=B9dXKu09CxU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=aVbejhxLbxc&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=rf91K5drIbE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=Ciu6_fyicYg


ハイスピード映像

動物 動作 詳細 アングル
1'35 正面→バック

待機 1'34 歩行→座る→餌食べる バックから

1'59 少し歩く→木を伝って下りる→地面の餌食べる

歩行 1'39 木の上を歩行 バックから

2'47

小走り 0'22 小走り 正面上から

歩行 0'26 胸を叩きながら歩行→岩から下りて歩行 側面上から

歩行 3'10 歩行（時々止まって物を口に入れながら） 正面上から

じゃれる 1'00 子ゴリラが飛跳ねて親にじゃれる

0'40 木から下りる→小走り バックから

歩行 2'49 歩行→立止まって周囲を確認しつつ歩行 正面から

歩行 2'13 歩行→途中立ち止まる→歩行 バックから

歩行 2'44 側面→バック

歩行 0'45 方向転換して歩行 正面から

歩行 0'30 歩行 正面から

歩行 0'44 歩行 正面から

待機 1'11 待機 側面から

歩行 4'02 側面から

歩行 2'05

歩行 1'40 歩行→停止（途中アングル切り替わる）

歩行 1'02 歩行（鎖の上） 側面から

2'49 側面から

0'41 正面から

歩行 2'09 側面から

歩行 1'24 歩行 側面から

歩行 0'48 歩行 側面から

1'00 側面から

待機 1'01 待機（体を震わせながら） 正面から

再生時間(min）
ゴリラ1 歩行+待機 歩行→0:50：背を向けて座る

ゴリラ2

ゴリラ3（子） 歩行+食

ゴリラ4（子）

ゴリラ5（重） 食+歩行
待機（餌を噛みながら）
0:42：方向転換して歩行→待機
2:25～：歩行

ゴリラ6（子）

ゴリラ7（子）

ゴリラ8

ゴリラ9（親子）

ゴリラ10（子） 着地+小走り

ゴリラ11

ゴリラ12

サイ1 歩行→0:50：Uターンして歩行

サイ2

サイ3

サイ4

サイ5

サイ6 待機→0:10～：歩行と待機を繰り返す

サル1
歩行：正面→側面→バック
1:30：立上り、段差を上る→歩行

サル2 側面+正面

サル3（子）

シマウマ1 歩行+食
地面に口先を付ける（途中首を振り動かす）
1:45：頭を少し上げて歩行
2:20：止まって地面に口先を付ける

シマウマ2 待機（3頭） 待機(途中首を振り動かす)

シロオリックス
待機→0:30～：歩行
1:00：方向転換して歩行（途中頭を下げる）

ゾウ1

ゾウ2

ソリハシセイタカシギ1 歩行+食
待機→0:25～：羽ばたきながら歩行して水に入る
0:37～：水上で餌食べる

ソリハシセイタカシギ2

http://www.youtube.com/watch?v=CprpubC76DU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ifeV1ZvuDKI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=DKWooqn2mDU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5Crv0PaSPAs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=BO9NvHS52fs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=PmuGwCNT4k8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=x3La6FH_wuU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Wa5N_vTz0BI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=d__ivLyUu70&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=8RW_O-QHS74&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=C8kpF7Q2e8Q&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NuE_OE8yBlw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V91vwpDhUEA
https://www.youtube.com/watch?v=_IUAqyJO8CM
https://www.youtube.com/watch?v=n_ZXdpP8zdI
https://www.youtube.com/watch?v=7M227A0LQBo
http://www.youtube.com/watch?v=tvLb8f7maNs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=2J8JPK1JAqs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eF1YtnUvJaY&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=kt73bAt3shU&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=w-iMw1-Lij8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0i7OLhliorg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MiI_IFF_kNU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Qzc2xwf073c&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=K_5T9Nbb10o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ipTUOsAYumU&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=8QO-OXmms3Y
https://www.youtube.com/watch?v=7l7lqVgmY64


ハイスピード映像

動物 動作 詳細 アングル
2'53 止まった状態で、頭を下げて餌をついばむ 正面から

歩行 0'31 歩行 側面から

歩行 0'23 側面から

歩行 0'43 歩行 側面から

食 1'41 首を下に下げて地面の草を食べる 側面から

待機（羽ばたく） 0'45 羽ばたきながらサイドステップ→待機 斜め前から

ジャンプ 3'14 斜め前から

歩行 1'06 側面

食 1'45 側面から

歩行 0'59 側面から

歩行 0'26 側面から

歩行 1'58

歩行 2'18

歩行 0'24 歩行（途中止まって首振る） 側面から

0'22 段差を下りる→歩行 側面から

0'18 側面から

0'39 歩行して壁の穴にジャンプして入る→出る 側面から

歩行 0'57 上から

歩行 2'18 側面から

3'17 側面から

歩行 1'31

歩行 4'22 側面

待機 0'28 止まったまま、羽ばたく 正面から

待機 1'33 正面から

待機 0'42 側面から

歩行（水上） 2'42 水中を探りつつ、歩行 側面→バック

再生時間(min）
タカ 待機+食

ダチョウ1

ダチョウ2 歩行→0:21：停止

ダチョウ3

ダチョウ4

ダルマワシ1

ダルマワシ2
羽広げて周囲窺う→0:45：少しジャンプ→待機
1:47～：その場で速く羽ばたく

ターキン 歩行→Uターンを繰り返す

ツル1 足元の餌を食べる→0:57：顔上げる

ツル2 歩行→0:31～：待機

ツル3 歩行→0:26～：待機

トラ1
～0:45：歩行後待機
0:46～：寝転がるトラに顔をこすり付ける
1:50：2頭とも寝転がる

トラ2 ～0:55：歩行して待機
1:30：座って寝転がる

ニワトリ1

ニワトリ2 段差下り+歩行

ニワトリ3 段差下り+跳び 段差の前で躊躇してから飛び下りる
0:16：後ろから来た動物に驚いて跳び上がる

ピューマ1 歩行+ジャンプ

ピューマ2 歩行→Uターン→歩行

ヒョウ1 歩行→0:45：停止
1:17：岩に飛び乗る→待機

ヒョウ2 待機+歩行 座って待機→1:22～：歩行

ヒョウ3 歩行しながら方向転換→0:30：止まって座る 側面+バック

ヒョウ4 歩行→2:23：Uターンして歩行

フクロウ1

フクロウ2
目を閉じて待機（首を動かす）
1:12：首上げる

フクロウ3 待機(途中首を振り動かす)

フラミンゴ

https://www.youtube.com/watch?v=u3Ls92gU-mc
https://www.youtube.com/watch?v=24lANeePV6Q&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=4zkBAg9YJ6A&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=J0cbap9kbVI&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=bsNSM-p1IAE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=V_MwAvygl20
https://www.youtube.com/watch?v=deSt09pEsRo
http://www.youtube.com/watch?v=NoqnaTQP4AY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XgGvRwU7_Co&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XBgOm6HnCnU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FKxHSQNP27Q&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=x4ljsq-r2dM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_V6n5AGSEXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G6EwfWOMk1g
https://www.youtube.com/watch?v=2wY1TVAi9XM
http://www.youtube.com/watch?v=y3ZaCC02r7A&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=h6zkEvVYByo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Lf0cB3nA30M&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=TsWoc5NL2ns&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wHtJVL4xXfU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KDh31NDLDOQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uE4gblfsVrM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QYAGTgDJLKM
https://www.youtube.com/watch?v=ufL8y98OVDA
https://www.youtube.com/watch?v=XRbrOBu4OMA
https://www.youtube.com/watch?v=_N8ZJZv64jM


ハイスピード映像

動物 動作 詳細 アングル

歩行 2'42 側面、正面から

1'45 側面から

待機 0'46 その場で羽ばたき、身を震わせる 側面から

待機 2'35 バックから

1'16 側面から

食 1'08 側面から

歩行 1'41 斜め上から

0'39 地面の草を食べながら歩行 側面→バック

0'21 地面の草を食べながら歩行 側面→正面

1'04 地面の草を食べながら歩行 上から

歩行 0'10 歩行 側面から

歩行 1'41 歩行 側面から

0'25 側面から

食 0'41 噛み続ける 顔正面から

歩行 1'31

1'47

1'12 側面から

じゃれあう 1'48 側面から

0'55 側面から

1'12 側面から

2'30 斜め下から

3'16 待機→歩行を繰り返す

飛行 0'16 飛行

歩行 1'14 側面から

歩行 1'54 群れが歩行、数羽水面に口を付ける 側面から

再生時間(min）

ペリカン1
歩行（側面）
0:45～：正面→羽を広げて歩行
2:10～：水に浮かぶ

ペリカン2 待機+歩行 待機→0:32：歩行（数羽、羽を広げながら）

ペンギン1

ペンギン2
数羽が壁の光に反応して首を振る
1:27：2羽が喧嘩する→最初に戻る

ムフロン1 歩行+食 飼育員が撒いた餌を食べる
0:49：1頭が坂を下って歩く

ムフロン2
地面に口を付けて餌を食べる
0:07：何かに反応して駆け出す
0:20：止まって地面に口を付けて餌を食べる

ヤギ1 歩行→0:28：止まって周囲を見回す

ヤギ2 食+歩行

ヤギ3 食+歩行

ヤギ4 食+歩行

ヤギ5

ヤギ6

ヤギ7 待機+段差下り 段差の前で待機→0:13：段差を飛び下りる

ヤギ8

ライオン1
0:38まで：寝てるメスの回りをオスが歩く
0:39～：止まる→座る→寝転がる

ライオン2 歩行+待機 1頭歩行、1頭待機→寝転がる

ライオン3 歩行+待機 3頭待機、1頭歩行

ライオン4
2頭でじゃれあう
0:30：そのまま寝転がる

レッサーパンダ1 歩行(枝の上) 歩行→0:30：方向転換して歩行

レッサーパンダ2 待機+歩行
枝上で待機→0:16～：歩行
1:12：枝から地面に下りて歩行

ワシ 歩行+鳴く
待機→0:40～：歩行
0:55：待機→1:22：鳴く→上向いて鳴く

ワラビー 待機+歩行

鳥1 下、側面-遠

鳥2 巣の中で歩行→Uターンして歩行→停止

鳥3

https://www.youtube.com/watch?v=4YeRB7Jm_4s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfXBSSM9uAs
http://www.youtube.com/watch?v=zIXXp0XOyws&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=hOQaH5f-qvg
https://www.youtube.com/watch?v=DWa12PA-Hv8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=fdl_LG9jS8I&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=y2k_YGLORao
https://www.youtube.com/watch?v=j_k3EZ9Rhd4&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=9_qDnphSPP8&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=heRXrrBPcXk&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=4DVLbXr8Iuw&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=I9Nr7Bk7Vss&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=LOpDfvg0HyI&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=tIsE969pfJI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=w2fa99SqCJY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5kxqSt_NecM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=x7p126dJD8A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dAZdlViFl-o
http://www.youtube.com/watch?v=aWAHAVUrTbU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=q7fMzW_xPPM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=boouRKTc8sU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Kv7BB2hD9Qo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_quHVq1lCyQ
https://www.youtube.com/watch?v=g_8-JsH5SII
https://www.youtube.com/watch?v=KiXZzVNVZJ0
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