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近年、宮崎県でも生息数が増加している

ニホンジカについて、特徴や樹木への被害、

狩猟数等について紹介します。

九州・四国に分布するニホンジカは、亜

種キュウシュウジカに区分されています。

夏毛は赤褐色か暗褐色で白い斑点がありま

す。南方のものほど赤みが強く、北方のも

のは淡くなっています。冬毛は赤褐色で白

斑が無く、また、体は北方のものほど大型

になります。角はオスジカのみ毎年脱落し

て新しく生えてきます。角は生後２年目に

１尖、４年目に４尖となりますが、左右対
せん せん

称に成長するとは限らず、不統一の時もあ

ります。メスジカは角が無く、体色がやや

淡くなります。

森や灌木林に少群で生息し、採食時以外

は森林を出ないで、見通しのきく場所で休

息しており、危険を感じたり驚いたりした

カガミ

時、尾を立てて尻の白い毛をパット広げて

（カガミという）逃げます。

交尾期は10月頃で、オス同士の闘争で

勝ったものが数頭のメスを従えます。妊娠

期間は約220日、６月前後に１子を出産、

まれに双子が見られます。秋の交尾期を除

いてオスとメスは別々のグル－プを作り、

一夫多妻の形で交配します。最高寿命はオ

スが11年前後、メスは15～20年です。

シカの食性は草本類と木本類の樹皮・葉

を好み、宮崎県内ではアオキ・ツクシイヌ

ツゲ・ノリウツギなどを好んで食べます。

農耕地にも出現して作物を食べることがあ

ります。また、林地ではスギなどの幼木・

成木を加害して枯死させ、その被害が顕著

になっています。そのため平成8年からメ

スジカも有害鳥獣捕獲の対象となっていま

産まれて間もない仔ジカ
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シカの被害を受けたアカマツ

す。グラフは昭和60年～平成15年の県内

でのニホンジカの捕獲数の変化を示したも

のです。グラフを見て分かるように、平成

15年にはオスジカの狩猟数と有害鳥獣捕

獲数、メスジカの有害鳥獣捕獲数の合計は、

年間6,000頭以上になっています。

中島 義人

動物しつもん箱

宮崎野生動物研究会には、直接または講演会の時に動物に関する質問が寄せられます。このよう

な質問と答えを紹介するコーナーを設けました。皆さんが動物の不思議と思ったことをお尋ね下さ

い。専門家がお答えします。

宮崎県内のニホンジカ捕獲数
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【質問】ウミガメはなぜ卵を産むときに涙を

流すのですか？

（宮崎市 Ｔ．Ｙさん）

【答え】産卵しているところを見たのですね、

そうウミガメは涙を流します。でも産卵の時

ばかりでなく何時でも涙を出しているのです。

それは海に棲んでいると塩分が体内にたまる

のでそれを目の横にある塩類腺から排出する

のです。それが涙のように見えるのです。何

か苦しそうに見えますが産卵の時だけでなく

泳いでいるときも出ているのです。

【質問】コウモリは暗い所でもどうしてあん

なに早く飛べるのですか？

（川崎市 Ｔ．Ｒさん）

【答え】コウモリにも色々な種類がいますが、

多くのコウモリは夜行性で昼間は寝ていて夜

活動します。鳥のような翼はありませんが手

と足の間に膜があり自由に飛べるのです。

それにコウモリは自分で出した高周波音と

物にあたって跳ね返ってきた反響音を比較し

て、暗いところでも障害物を認識して飛ぶこ

とができるのです。素晴らしい動物ですね。
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ウミガメ調査に参加して

ウミガメ調査に参加した方々に、感想文をいただきましたのでご紹介します。

アカウミガメの見学会に参加して

小戸小学校 三年 斉藤千紘

私は、この夏アカウミガメの見学会に参

加しました。暗闇から、広い海に向かって

いく子ガメを見て自然のすごさと、命の大

切さを知る事が出来ました。また、アカウ

ミガメの保護活動をしている人達が、長い

時間をかけて、アカウミガメをまもってい

るという事にもおどろきました。いろんな

話しを聞いて、私はこれから何ができるか

考えると、まず海岸でゴミを見つけたら、

カメが食べて死んでしまわないように、き

ちんと拾いたいと思います。また、これか

らもアカウミガメの事を勉強して、一人で

も多くの人にはなせるようになりたいと思

います。宮崎の海岸は最近浜がせまくなっ

たり、なくなったりして産卵する場所が少

なくなっているそうですが、一頭でも多く

のアカウミガメが私たちの宮崎の浜に帰っ

てきて産卵して欲しいです。

ウミガメの産卵

都城泉ヶ丘高校 永吉 梓

今回私は初めての参加でウミガメの産卵

を見ることができました。参加する前は、

ただの興味本位だけでしたが、実際にウミ

ガメの産卵に遭遇して想像もしなかった感

動をおぼえました。

最初、研究会の方が産卵確認のために掘

りおこしたウミガメの卵を見せていただき

ました。卵はピンポン球くらいの大きさで

意外とやわらかいものでした。砂浜を歩い

ていると卵の殻がたくさん散らばっていま

した。私は、なぜ卵が散らばっているのだ

ろうと不思議に思いました。でも、調査員

の方の話を聞いてびっくりしました。それ

は、犬がにおいをかぎわけて穴を掘り卵の

中身を食べてしまったからだと分かりまし

た。ウミガメは生まれてきても海に行くま

でに鳥に襲われたり、海にたどり着いたと

してもサメなどの大きな魚に食べられたり

してごくわずかしか生き残って成長するこ

とができないと知り自然の厳しさを痛感し

ました。また、ウミガメの産卵は、とても

感動的なものでした。ウミガメは私の想像

していたよりも大きいものでした。ウミガ

メは一生懸命砂浜までいき穴を掘り、涙を

流しながら産卵していました。どんな思い

で卵を産んでいるのか考えるととても切な

く思いました。私たちもウミガメが安心し

て産卵できるように海を汚さないようにし

なければいけないんだと思いました。今回

ウミガメの産卵にたちあえたことを感謝し

たいと思います。
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動物交遊記

ニホンザルの子育て

竹下 完

串間市の文化ザルで有名な幸島で双生児の

サルが誕生した。新聞にも出たが、人に近い

サルのことだから、双生児が生まれてもけっ

して珍しいものではなかろうと、さほどニュ

－スにはならなかった。でも、ニホンザルの

双生児の出産例は少なく、とても珍しいので

ある。私が知っているのだけでも、日本では

これが11例目である。それに生まれた子ども

が二児とも大きく育ったという例はなく、不

思議なことに元気な方が先に死んでしまうと

いうか殺されてしまうのである。それは、双

生児のめんどうをみる母親が母性本能からか、

弱い方を大切にし、元気に暴れ回る子の方を

じゃまあつかいするか

らだろうか、その内ミ

ルクも飲めず弱ってし

まい、どの個体もいま

までおとなになるまで

育った記録がないとい

うことだ。私は、幸島

のサルはそんなことに

ならないでほしいと願

った。

さて、昔動物園で経験したサルのお産を思

い出した。動物の世界では、出産はするけれ

ど子育てという行動は難しいのである。特に

人間に育てられた動物は育児という行動をし

らないのである。

寒い冬も峠を越し芝生が少し黄色くなりは

じめた頃だった。私は動物園のサル島の中で、

お腹を抱え込むようにして苦しんでいるサル

を見つけた。それが出産だと気がつくと島の

外側からしばらく様子を見守ることにした。

双子のサル

数回の陣痛を繰り返している内に、胎児の顔

が見えてきた、すると母親は、自分の手でそ

の頭を力いっぱい握り引っ張り出した。「チッ、

チッ」と生まれたばかりの子ザルは低い声で

泣いていたが、まずまず無事に生まれたこと

に私は胸をなで下ろした。しかし、その時だ

った。生まれたばかりの我が子を地面に置く

と、血のついた自分の手の指が気になるらし

く、砂で指を拭い始めた。捨てられた子ザル

は歩けないが、それでも泣きながらぐねぐね

と体を動かし、這って母親の元に戻ろうとし

ていた。そこへ仲間のサルが四、五頭やって

くると、子ザルを覗き込み、そのうち子ザル

に手を出し、引っ張り回すとボ－ル遊びをす

るようにはしゃぎはじめた。それでも親は驚

いた様子もなかった。私は急いで池を乗り越

え、島の中に入って子ザルを救いあげた。そ

して人工哺育をすることにした、しかし、ぐ

ったりしていた赤ん坊は数時間後に死んでし

まった。そのことがあって、数ヶ月後サル島

ではまた別のサルが出産した。でも結果は同

じだった。私は、二度まで経験したこの残酷

な事件に今度は、妊娠中の母親を別にして出

産まで見守ることにした。でも、数日して出

産はしたものの、この母親ザルも自分の生ん

だ子を抱こうともせず子育ての意志は全く見

られなかった。つまり、この島のサルたちは

子ザルばかりを集めて作った群だったために、

出産はしても育児をすることは全く知らなか

ったのである。野生の動物が子どもを産み育

てる事は子孫を残すための本能のように考え

られがちだが、実際にはこうした行動は学習

して学ぶのである。それも母親によって学習

されていくので私たち人間がいくら大事に育

てて来たつもりでも母親の力には勝てないの

だと気が付いた。
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宮崎の動物

『アオダイショウ』

アオダイショウは全長２ｍにもなり、

九州以北に生息するヘビの中では最長で

す。体色はその名のとおり褐色がかった

青色ですが、個体差があります。生息場

所は、森林、草地、水辺、農耕地などと

幅広く、昔は人家の屋根裏などにすむこ

ともあり「家ヘビ」として身近なヘビで

した。ネズミなどの小型ほ乳類、鳥類や

その卵などをエサとしますが、子どもの

頃は、トカゲやカエルなども食べます。

ヘビは大きなエサを丸呑みできます。

それは、あごに2つの関節があり口を大

きく開けられ、下あごの骨を左右別々に

動かしエサを口の奥へと移動できるから

です。アオダイショウは体も大きいので

かなり大きなものまで丸呑みします。下

の写真はノウサギを飲み込んでいる途中

のアオダイショウです。ノウサギの上半

身は既に飲み込まれていますが、口から

後足が飛び出ているのが分かります。

写真提供 中島義人 氏

末吉 豊文

調査こぼれ話

イヌワシ調査顛末記 １

中村 豊

宮崎野生動物研究会が主体で行った調査活

動ではありませんが、調査員の中には野生研

の会員も多数いますので、イヌワシ調査の顛

末を紹介します。

1999年６月、「県内で天然記念物のイヌワ

シ生息確認」の報道が出てすぐに、宮崎県か

らの依頼を受け、８月中に現場の下見と生息

の確認に行きました。この時まで、九州での

イヌワシの生息地は、主に大分県の黒岳周辺

のみとの思い込みがありましたので、県内で

生息が確認された喜びやら、今後の保護活動

への戸惑いがあり困惑していました。しかし

宮崎でも記録がないわけでは無く、1988年

11月１日に、今回確認した場所のすぐ近くで

カモシカ調査の折、自分が確認した記録や韓

国岳など数カ所で記録はありましたが、全て

季節移動の単発記録として処理していました。

ところが今回は、当初に発表された目撃数が

３羽であったことと複数の人が数回確認して

いたので「今までと違うな」という感じがし

ました。

８月の下見では１羽しか目撃できませんで

したが、確かに生息を確認することができま

した。 （続く）

確認できたイヌワシ
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会員ペンリレー

吉田 博美

みなさんツシマヤマネコという動物をご

存知ですか？

九州の北に位置する『対馬』という島に

生息するヤマネコです。生息数は約80～

110頭といわれ、今絶滅の危機に瀕して

いる動物の一種です。胴長短足の足、太く

て長い尻尾、鋭い目つき、けれどどこか気

品のある顔立ちをしています。昨年、私は

この対馬にある保護センターの実習に参加

させて頂きました。

実習を通してツシマヤマネコをほとんど

知らないという地元の方が思った以上に多

いのに驚きました。そして地元の方々の興

味と理解が必要であることを痛感しまし

た。どの動物に関しても、そこで生活して

いる人々の興味や理解が必要だと思いま

す。宮崎でもアカウミガメやその他の動物

のことをもっと多くの方に知っていただ

き、興味を持ってもらえるようになったら

いいなと思います。まずは私の周りから広

めていこうと思います。私が卒業するまで

にこの輪が広がれば嬉しいですね。

次回は、岩本俊孝さんにお願いします。

ツシマヤマネコ
野生研のあしあと

12/25
県文化財課に20年度ウミガメ調査報告書

提出
12/28
「わいるどらいふ13号」発行

1/2
小内海海岸でアオウミガメ（甲長約50cm）

の死体が漂着しているのを山田浩之氏が発
見、海岸に埋設処理 【竹下】
1/15
宮崎県特定鳥獣（ニホンザル）保護管理計

画検討委員会に出席 【岩本・竹下】
1/19
1/11に延岡市に飛来したコウノトリを延

岡市北川町川坂で追確認 【岩切】
1/20
１月例会 25名参加

2/2
宮崎県特定鳥獣（ニホンザル）保護管理計

画の策定に関する公聴会に出席 【竹下】
2/8
新富町海岸でアカウミガメの死体発見（甲

長78cm.甲幅65cm．頭長18cm頭幅16c
m）、埋設処理 【山本】
2/10
宮崎市に20年度ウミガメ調査報告書提出

2/10
新富町に埋設したアカウミガメの頭骨標本

作製のため宮崎海区漁業調整委員会に申請を
提出 【竹下】
2/17
2月例会、10名参加

3/17
3月例会、12名参加

新会員のご紹介（敬称略）
正 会 員：三浦知之 賛助会員：永田美子

お 知 ら せ
毎月第3火曜日の午後7時から、研修所で

月例会をしています。多くの会員の方の参加
をお願いします。

編 集 後 記
次号も是非6ページ構成にしたいと思いま

すので、話題提供お願いします。 末吉

宮崎野生動物研究会通信「わいるどらいふ」 No.１４ 200９年３月２０日発行

特定非営利活動法人

宮崎野生動物研究会 （Miyazaki Wildlife Research Group）

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 ヤマザクラ

「わいるどらいふ」の無断引用、転載、複製を禁止します。
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