
高病原性鳥インフルエンザの発生と対応について報告！！
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2007年の正月気分覚めやらぬ穏やかな

冬の一日、日本国内を震撼させる鳥インフ

ルエンザ（以下鳥フルという）の発生が宮

崎から報道されました。国や県の対応の早

さからいったん終息の兆しを見せました

が、その後、日向市、新富町と相次いで発

生しました。発生やその対応についての経

過については、新聞等をご参照下さい。そ

の中で、私、中村豊がかかわった部分のみ

報告します。

1月12日(金)、朝、日本野鳥の会本部の

金井氏（農水省鳥フル感染経路究明チーム

メンバー）から、宮崎で鳥フル発生の連絡

と 「環境省と県に野鳥の専門家として推、

薦したので協力頼む」のメールが届き、こ

こから全てが始まりました。

県内３地点の発生現場から半径10km以

内の野鳥について情報提供、環境省の鳥獣

専門官との同行調査。環境省・自然環境研

究センター指導のもとでカモ糞採集、環境

省・山階鳥類研究所・鳥取大合同の陸鳥捕

獲調査（採血、粘膜採取）と次々に発生す

る鳥フルに追いつくよう２月10日までに

は調査を終了しました。これらの結果は、

県内3ヶ所分合わせて採集糞359個、採血

個体308羽全てで陰性とのことでありま

した。また宮崎に渡来するカモの渡り経路

については東京大学の樋口研究室に協力

し、ヒドリガモとマガモに20個あまりの

GPS発信器を装着し現在追跡中です。

2004年の鳥フル発生時にも韓国で先に

発生し、今回も2006年11月に韓国で発

生した後に日本で起こっています。感染の

起こった時期と渡りの時期から、渡り鳥が

朝鮮半島経由で鳥フルのウィルスを保有し

伝播する可能性があると考えられています

が、ウィルスが鶏舎へ運び込まれる経路に

ついては全く分かっていません。しかし実

際に感染したニワトリからはH5N1型の

高病原性ウィルスが分離されていますの

で、何らかの原因で鶏舎へウィルスが侵入

したものと思われます。直接では無いにし

ろ何らかの形で渡り鳥が関与している可能

性もありますので、感染経路の究明を急い

でもらいたいと思います。

中村 豊



【外来種】を知っていますか？Ａｌｉｅｎ ｓｐｅｃｉｅｓ

みなさん「外来種」という言葉をご存じで

すか？また、その言葉を聞いて何を思い浮か

べますか？きっと、テレビや新聞などで目に

することの多いブラックバスやマングースを

思い浮かべるかもしれません。生物多様性条

約の定義によると 「過去あるいは現在の自然、

分布域外に導入された種、亜種、それ以下の

分類群であり、生存し、繁殖することができ

るあらゆる器官、配偶子、種子、卵、無性的

繁殖子を含む」となっています。要するに、

もともとその地域にいなかったのに、人間の

活動によって別の地域から入ってきた生物の

ことです。

この外来種が、日本各地で様々な問題を引

き起こしています。生物は本来、地理的な障

壁により隔離されながら、その地域独自の生

態系を進化させてきました。この結果、様々

な生物が微妙な相互作用の上に生存していま

す。そこに、本来生息していない野生生物が

持ち込まれ定着した結果、外来種として生態

オオヒキガエル

オオクチバス（ブラックバス）

系や人間活動に影響を及ぼすことが多くなっ

てきました。冒頭にも書きましたが、スポー

ツフィッシングのために放流されて野生化し

たブラックバスなどは、淡水魚のみならずト

ンボなどの水生昆虫まで捕食し、生物多様性

。 、や生態系に大きな影響を与えています また

ネズミ類やハブの駆除目的で南西諸島に導入

されたマングースが、アマミノクロウサギや

ヤンバルクイナなどの絶滅危惧種を捕食し、

生物多様性の保全に大きな問題となっていま

す。最近の話題では、両生類に感染して高い

致死率をもたらすツボカビ症が国内でも輸入

ペットより確認され、国内の両生類への影響

が危惧されています。

このように様々な問題を引き起こしている

外来種ですが、平成17年より外来生物法が施

行され対策が動き出しています。ブラックバ

スやマングースなどの問題を引き起こす海外

、起源の外来生物を特定外来生物として指定し

、 、その飼養 栽培等といった取扱いが規制され

特定外来生物の防除等も始まっています。私

たちの身近な生き物では、ウシガエル、カダ

ヤシ、ブルーギル、オオクチバス（ブラック

バス 、ボタンウキクサ（ウォーターレタス））

は特定外来生物に指定されているので、その

取り扱いには注意が必要です。

【参考文献】

外来種ハンドブック 日本生態学会編 地人書館 2002

岩切康二

ウシガエル



宮崎にも 外来種いる？いる！
宮崎県にもたくさんの外来種がいます。皆さんがよく知っている種で前述の種をのぞけば、タイ

リクバラタナゴ、ミシシッピアカミミガメ、ソウシチョウ、アメリカザリガニ、スクミリンゴガイ

ジャンボタニシ ヤシオオオサゾウムシ ・・・・ 他にも多くの種を思いつくことでしょう も（ ）、 、 、 （

ちろん植物を含めて 。また、この中には特定外来生物に指定されていない種もあります。ここでは）

かなり以前から定着が知られているミシシッピアカミミガメ、最近になって定着が判明したオキナ

ワキノボリトカゲについて紹介します。 末吉豊文

タイリクバラタナゴ ヤシオオオサゾウムシスクミリンゴガイ

ミシシッピアカミミガメ

北アメリカ原産で、ミドリガメの名前

でペットショップで売られています。昭

和３０年代から輸入販売が始まり、４０

年代には大量に販売されましたが、５０

年代に人間へのサルモネラ菌感染例や、

飼育個体の保菌率が高いことが報告され

ると多数のカメが捨てられました。淡水

であれば様々な環境でも生息でき、動植

、物の生体・死骸を問わずエサとするため

寒冷地を除く日本各地で定着しました。

宮崎県内でも多くの河川、池に多数定

着しています。例えば、平和台公園の池

では甲羅干しをしたり、水面に浮かんで

いる本種を見ることができ、ざっと数え

ても200頭は超えています。しかし、県

内での定着の実態は詳しく調査されてい

ません。

オキナワキノボリトカゲ

オキナワキノボ

リトカゲは、キノ

ボリトカゲ４亜種

の原名亜種（基亜

種）で、沖縄諸島

と奄美諸島に生息

しています。

2005年5月、

本種の生息が日南

市油津地区で確認されました。その後、

体内に殻付きの卵を持ったメスや幼体が

確認され、12月には越冬している個体も

確認されました。翌年4月には琉球大学

、太田英利教授も加わり調査をしたところ

多数の個体が確認され、太田教授によっ

て本個体群が、形態的特徴から沖縄諸島

と奄美諸島に分布するオキナワキノボリ

。トカゲであることが明らかにされました

なお、地域住民からの情報や過去の新聞

、 、記事から 本種が少なくともここ十数年

油津地域で繁殖個体群として定着してい

ることが、わかりました。



を知っていますか？指定希少野生動物

宮崎県の豊かな自然は、多くの野生生物

を育んできました。森には宮崎県が生息の

南限とされるニホンカモシカが生息し、私

たち宮崎野生動物研究会も以前より生息調

査を行っているところです。また、宮崎の

海岸はコアジサシが集団繁殖を行う重要な

地域となっています。これら多くの野生動

植物を有する豊かな自然環境を保護し、後

世に引き継いでいくことは、私たちにとっ

て重要なことです。しかし人為的な影響に

より環境が変化し、野生動植物の中には、

絶滅の危機にさらされているものも少なく

ありません。そこで県は、野生動植物を保

護し、人と自然の共生する宮崎づくりを行

うために宮崎県野生動植物の保護に関する

条例を制定しました。この条例の規定によ

り、指定希少野生動植物（37種）を指定

しました。

指定希少野生動植物は、県内において捕

獲、採取、殺傷、損傷ができず、また、条

例に違反して捕獲等された指定希少野生動

植物を所持し、譲り渡し、譲り受けたりす

ることもできません。また、これらに違反

すると罰則（懲役又は罰金）が適用されま

す。

なお、これらの条例の規定は、平成18

年4月1日から施行されています。なお、

指定希少野生動植物（２次指定があり４２

種）のうち動物は下の表の７種です。

福島英樹

名 称 科 名

二ホンカモシカ ウシ科

ヤマネ ヤマネ科

コアジサシ カモメ科

ヤイロチョウ ヤイロチョウ科

べッコウサンショウウオ サンショウウオ科

アカメ（地方名：マルカ） アカメ科

サダミマイマイ ナンバンマイマイ科

ベッコウサンショウウオコアジサシヤマネ



会員ペンリレー

脳 内 変 換

宮崎大学 越本知大

インド洋の島国モルジブの海に潜ってき

ました。水中カメラ持参で色とりどりの生

物写真を！と意気込んで出かけたのです

が、実際はどれも青黒い変な調子の写真ば

かり。がっかりして帰ってきました。海中

では赤い波長は減衰し、青が強調される事

は承知の上、ファインダーを覗いた時には

確かに極彩色だったのに・・。海の生物は

照明された水族館やドキュメンタリー番組

で何度も見ており、それらのイメージが先

行していたのでしょう。写真は嘘をつかな

いので 「極彩色のはず」と期待を込めて、

勝手に脳内変換していたようです。

人間長いことやっていますと、この手の

フィルターが悪い頭に溜まってしまうよう

です。時にそれらは知恵や経験という宝に

もなりますが 私の場合 思いこみ や な、 「 」 「

れ合い」の原因になることが多くてイカン

ですなぁ。野生研に参加して10年 「ウミ、

〜ガメは のはずフィルター」もずいぶん溜

まったようで、意識して外さねば！と毎年

この時期に決意するのですが、すぐに忘れ

ています。イカンですなぁ。

次号は、福島英樹さんにリレーします。

小学生の手紙から

2006年11月24日、竹下会長が宮崎市

立東大宮小学校の四年生を対象に、ウミガ

メについての講話を行いました。子どもた

ちから寄せられたのお礼の手紙の一通をご

紹介します。

竹下先生へ

この前は、ウミガメのことをおしえ

てくださってほんとうにありがとうご

ざいました。ぼくも、三年生のときか

らウミガメのほごをしたことがありま

す。でも、しらないことがとてもいっ

ぱいわかりました。

一番びっくりしたのが産まれたとき

の土の温度でカメのオスメスが、かわ

ることです。２８度がオス、３０度が

、 。メス ２９度がオスとメスでしたよね

それにとてもびっくりしました。

また、世界一大きいカメがオサガメ

というカメでたたみ一まい分というこ

とにもびっくりしましたこの前は本当

にありがとうございました。

谷口真郷（たにぐちまさと）

宮崎市立東大宮小学校四年生

谷口真郷 作



宮崎の動物

『オオイタサンショウウオ』

オオイタサンショウウオは、大分県が主産地

なのでその名がつきました。体長は13cm程

度、体色は灰色から暗緑色、産卵期以外は林

床などで生活しています。産卵の時期は１～

３月、流れのない水路や水たまりで、写真の

ような卵嚢を見るようになります。

1996（平成8）年、宮崎

市内の小学生が見つけたサ

ンショウウオを、国立科学

博物館の上野先生がオオイ

タサンショウウオと同定し

たことで、宮崎市での分布

が確認されました。その後、清武町と宮崎市

田野町でも生息が確認されました。また、大

分・熊本県境の高千穂町五ヶ所地区にも生息

しています。

オオイタサンショウウオの分布は、調査が

すすむにつれて徐々に明らかになっています

が、不明の部分もたくさんあります。特に、

東臼杵郡や児湯郡での分布は確認されていま

せん。もしかすると、あなたの住んでいる地

域でも見つかるかもしれませんよ。 末吉豊文

卵嚢

野生研のあしあと
18･11/20～

明神山海岸石崎川河口に高さ4m・幅25m

・長さ400m、石崎浜荘近くの護岸の前に高

さ２m・幅25m・長さ900mの養浜がされる

ことになり、現在工事中。

11/2４

宮崎市立東大宮小学校四年生にウミガメに

ついての講話をしました。 【竹下】

3/1（移動制限解除）19･1/10～

清武町の養鶏場で鳥インフルエンザーが発

生。その後日向市、新富町にも発生。関係者

の懸命の対策と努力で無事終息。

1/15

第1回RDBリスト検討委員会開催。

２/22

第2回RDBリスト検討委員会開催。

３/9

第3回RDBリスト検討委員会開催。

3/10

福岡市で開催された九州うみがめ会議(屋

。 【 、 】久島うみがめ館主催)に参加 外山 竹下

3/21

2006年度キープ宮崎ビューティフルキャ

ンペーン「MRT環境賞・優秀賞」を受賞。

新会員のご紹介 編 集 後 記

今号は6頁で編集してみました。私が編集するようになって初めてです。是非残念ながら新会員はいません

ご意見をお寄せ下さい。本号制作にあたり、ブラックバスとスクミリンゴガイでした。皆さん、身近な方に

の写真は本会員外の斉藤政美氏から提供いただきました。会の紹介をお願いします。

宮崎野生動物研究会通信「わいるどらいふ」 No.６ ２００７年３月３１日発行

特定非営利活動法人

宮崎野生動物研究会 代表 竹下 完

880-0825 宮崎市東大宮3丁目9-11

Tel 0985-25-7585 Fax 0985-25-7585

Email：kan-take@miyazaki-catv.ne.jp http://www.m-yaseiken.org
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