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イヌワシ、関 希美 作

会議は２７日～２９日の３日間行われま

したが、私が参加したのは２８日でした。

会議といっても堅苦しいものではなく、一

般の方でも十分に楽しめるもので、講演者

は小学生から海外から来た方まで幅広くど

の内容も興味深いものばかりでした。

その中でも私にとって最も興味深かった

のは、「前肢切断アカウミガメの人工ヒレ

開発」でした。カメは爬虫類ですが、骨格

構造や筋肉分布は我々人間と同じことに可

能性を見出し開発を始めたということでし

た。まだまだ改良を重ねていくそうですが、

映像で見た人工ラグーンを泳ぐ義足アカウ

ミガメの様子はとても悠々としたもので、

これからの進展を開発者のみなさんに期待

したいと思います。

その日の夜には懇親会も行われ、食事を

しながら参加者のみなさん同士とても楽し

会議の様子

くお話が進み、東京、大阪、鹿児島などの

大学から来た学生さんと交流をすることが

できました。話をするなかで他大学生の野

生動物の保護に対する熱心さに感心すると

ともに、宮崎がいかに自然に恵まれている

かを実感しました。私も同じ大学生として

負けないように、これからもっと勉強して

ウミガメはもちろん他の野生動物や自然環

境の保全に繋がるようなことができたらと

思いました。約２時間があっという間に過

ぎていきました。

今回、ウミガメという１つの種だけでも

会議ができるほどウミガメは奥が深く、ま

た人を引き付ける生き物だということを改

めて感じました。参加できなかった方も機

会がありましたらぜひ来年足を運んでみて

はいかがでしょうか？

数面 麻子

ポスター発表を見ている参加者
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ウミガメ観察会の感想紹介

「海からのお客さん」
西池小学校 ４年 衛藤 光希

宮崎は、アカウミガメの産卵地です。ぼく

は、この目で産卵する様子を、見たいと思い

ました。産卵期は、５月から７月にかけて、

午後９時から朝方です。

ぼくは、家族といっしょに、この夏３回、

夜の海に、たんさくに出かけました。

「ザーン、ザブーン。」

身ぶるいがした。なんて、はげしい波の嵐。

初めてのたんさくがはじまった。カメは、と

てもけいかい心が強いので、かい中電燈で海

をてらさないこと、静かにすることに気をつ

けて歩きました。

「あっ、カメの足あと。やったぁ。」

ぼくは、ワクワクしてきた。かい中電燈でて

らしてみると、その足あとは、浜をはいずり

回って産卵せずに、海にもどっていた。ゴミ

があったり、浜が奥行きがせまいと、産卵せ

ずにもどってしまいます。

２回目のたんさくでは、卵のからをみつけ

た。どうやらキツネや犬に食べられたようだ。

１度もカメに出会うことなく３回目のたん

さくをむかえた。最後のたんさくだ。

「今日こそは、会えますように。」

ぼくはいのりながら歩いた。とてもおだやか

な波。出てくることを、期待するが足あと一

つみつからない。今年は、ダメか。来年に期

待しよう。たんさくも終わりに近づいた時、

きせきが起きた。

海からのお客さんは、すでに、産卵場所を

みつけていた。後ろ足を、左右交互に動かし

て、シャベルの様に器用に砂をすくいあげる。

２０分ほどたつと、いよいよ産卵。

ポロポロ・・・。卵は、とう明のねばねばし

た液がのびて１個から２個、数秒おいて２個

から３個とくり返し産みつづける。１回の産

卵で１００個から１２０個２０分かけて産む。

卵は、ピンポン玉より少し大きく赤みがかっ

た白である。産卵が終わると、後ろ足で卵に

砂をかけました。生命のたん生は、メスガメ

は、命がけであることを感じました。

２か月ほどしたら子ガメにふ化します。夜

から朝にかけて子ガメは、はい出し海に向か

います。一度も海をみたことがない子ガメが

海の方向がわかるのがふしぎです。この日の

波は、うねりがあってはげしい波でした。そ

んな波でも子ガメは、へっちゃらです。波に

おしもどされては、つき進み、ひっくり返っ

ては、起き上がり沖に向かって行きます。か

わいいのに子ガメは、とても勇かんだと思い

ました。

「大きくなったら、また帰ってきてね。」

ぼくは、大きな声でさけびました。

動物しつもん箱

【質問】「浦島太郎」が助けたウミガメの種類は

何ですか？ （日南市 Aくん）

【答え】浦島太郎のお話の起源は、西日本あち

こちで諸説ありますが、京都の丹後地方が発祥

地として有力視されているようです。つまり本

州に上陸するカメということになりますから、

浦島太郎に登場したのは“アカウミガメ”の可

能性が高いと言えます。

アカウミガメは宮崎や屋久島を中心に関東～

南西諸島に多く上陸してきます。アオウミガメ

やタイマイは沖縄以南を主な産卵地としている

ため、浦島太郎の起源が沖縄であれば、これら

のカメだったということになるでしょう。

ちなみに日本の砂浜に上がってくるウミガメ

は、全てメスになります。お話の中で子供達に

いじめられるウミガメの描写は有名ですが、こ

のウミガメは夜中遅くに上陸して産卵が朝まで

かかってしまったために、早起きの子供達に見

つかってしまったのでしょう。いろんな想像が

膨らんでおもしろいですね。 （米村 光一）
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動物交遊記

ドラムとリズ

サルと人を含めて霊長類と呼びますが、中

でもゴリラ、チンパンジー、オランウータン、

テナガザルそれに最近発見されたボノボとい

うサルの５種類は類人猿と呼ばれヒトに最も

近いとされています。動物園にいるとよく聞

かれることに一番ヒトに近いサルはどれとい

う質問です。しかし、まだよく知られていま

せん。生態学、生理学、形態学、心理学など

で学者は研究していますがそれぞれ種によっ

て特徴があり、今のところ断定することは出

来ないのです。たとえば大きさで云えばゴリ

ラ、オランウータン、チンパンジー、ボノボ、

テナガザルといった順で脳の容積もその順に

なりますが、それだけで知能が発達している

とは限らないのです。それぞれ得意な分野で

発達が見られます。

ある時それぞれの専門家が集まって学術シ

ンポジュームが行われましたが、学者にもそ

れぞれひいきがあるようで自分の研究してい

る動物が一番だと譲らなかったのは面白かっ

たです。

さて動物園ではこれらの種を飼育していま

すが、ここでもまた担当者は自分の動物が一

番だと主張します。どうやら彼らは人間と変

わらないらしく、チンパンジーを調教する場

合、何回も何回も繰り返し、そのうち覚えま

すが、ゴリラはどちらかといえば一発勝負で

行動に移します。それに対してオランウータ

ンはさすがじっくりと考えてから手を出し正

解に導きます。そんな様子を見ているとどう

もオランウータンに凱歌が上がりそうに私は

思っています。チンパンジーは根っからの陽

気もので一日中動き回り、そんな中で突然突

拍子のない発明をすることがあるのです。い

わゆるベンチャーです。またゴリラは悠々と

構えあまり動かないが判断力はどうも正しい

ようです。一方オランウータンは動作も鈍く

一見怠け者のように見えるのですが一日中考

えているようで彼の目の奥はよくわかりませ

ん。最近有名になったボノボは社会もヒトに

似ていて行動もかなり高度だと聞いています

が私はまだ接したことがないのでわかりませ

ん。

動物園で飼育していた、ゴリラの子どもド

ラムとチンパンジーの子どもリズはどちらも

同じ年で、体はドラムの方が数倍大きく成長

も早く、はじめ檻の中に一緒に入れましたが

「リズ」は恐ろしがって寄りつくどころか泣

き叫びながら檻の中を逃げ回っていました。

そこで一緒にするのをやました。それからし

ばらくして、ある日のこと「ドラム」の連れ

合いのメス「オリーブ」が突然病気で死んで

しまいました。気丈夫そうに見える「ドラム」

は以来ショックで餌も食べなくなってしまい

ました。いろいろ試してみましたが意外に神

経質でそのショックを解消することは出来な

かったのです。そこで再度登場したのが「リ

ズ」でした一緒にするとはじめは互いに緊張

していましたが、しょんぼりしたドラムの様

子を「リズ」が察して「ドラム」に近づくと

慰める様子がたびたび見られました。そして

10日も過ぎるとまるで兄弟のように仲良くな

りました。食欲も戻り「ドラム」は元気を回

復しました。ある日「ドラム」が「リズ」を

だっこしているのを見つけました。でもリズ

は自分はチンパンジーだという誇りを捨てな

いようで得意の暴れ回る遊びを取り入れ、大

きなドラムは後を付いて回るのが必死でした。

その仕草はまたほほえましい行動でした。

竹下 完
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話題を提供

アカウミガメの付着生物について

山田 真太郎

水の流れや温度、光環境などの著しい変化

をまともに受ける特殊な環境にも関わらず、

アカウミガメの体表には多種多様な生物が数

多く生息しています。

2008～2009年の2年間（各年5月20日

～8月10日）、宮崎県宮崎市内の海岸において、

アカウミガメの上陸・産卵調査の際、偶然に

もアカウミガメの上陸に遭遇した時（2年間

で7頭）に、体表に付着している生物を採集

しました。その結果、合計13種の付着生物が

確認できました。その内訳は、環形動物門が

1種、節足動物門が10種、軟体動物門が2種

です。出現頻度が最も高かった種が、ワレカ

ラ科Caprella andreae とドロノミ科ウミガ

メドロノミで、調査した７頭のアカウミガメ

中５頭で採集されました。また、全１３種中

４種が背甲に付着した藻類中から採集されま

した。

今回の調査は、背甲側のみの採集で、腹甲

側の生物は採集していません。今後は、機会

を見て腹甲側の採集も試みたいと考えていま

す。まだまだ多様な生き物が見つかる可能性

があるのでとても楽しみです。

上：アカウミガメの瞼に寄生

したオオウミエラビル

右：オオウミエラビル

拡大写真

調査こぼれ話

イヌワシ調査顛末記 ４

＜ 距 離 感 ＞

中村 豊

今日こそは誰よりも先に見つけるぞと

思っていた矢先、Ｓ２から「Ｐｆの山頂

上空飛翔」の無線が入りＰｆ方向を双眼

鏡で探す、が確認できない。次々に「Ｓ

４確認」、「Ｓ３確認」、「Ｓ１も確認しま

した。南へ流れています。」悔しい思いで

やっとＳ５でも確認、標高の高いＳ５か

らは上空には見えず、山頂より低い位置

に見えていたのです。また、Ｓ４の調査

地はＳ３の上にある。Ｓ１から「Ｓ３の

直ぐ上空に確認、旋回上昇中」の連絡。

Ｓ３では上空を探す、Ｓ４もＳ３方向を

探すが確認できない。さらにＳ１から「降

下して谷へ・・」の連絡、Ｓ２から「確

認、Ｓ２の上空から谷へ入った」、さらに、

Ｓ３から「Ｓ２方向に確認」とのこと。

結局、第一声に惑わされ違う方向を探す

ことが多い。飛翔個体の方向は分かるが、

○○上空などの距離感は当てにならない

場合があるので、各地点で修正を加えた

場所を探す事になります。この錯覚は調

査中ずっと続き、データ整理で頭を悩ま

す事になるのですが、幸い各地点からの

報告に時間と方向、場所が記入されてい

るので各地点からの線が交わった所が大

凡の位置として割り出せます。

続く
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宮崎の動物

『キクガシラコウモリ』

キクガシラコウモリは、鼻が菊の花の

ような形をしていることからその名がつ

きました。複雑な形をした鼻は「鼻葉」
び よ う

と言い、ここから超音波を好きな方向に

出すことができるのです。跳ね返ってき

た音は大きな耳で受け

取ります。この仕組み

があるので暗闇を自由

に飛び回ることができ

ます。

また、キクガシラコウモリは翼を広げ

た大きさは約３０cmありますが、体重は

わずか２０～３０gしかありません。こ

の体の軽さも自由に飛ぶことのできる理

由の一つです。なお、コウモリの翼は鳥

のような羽ではなく、薄い膜でできてい

ます。この膜は皮膚が２枚重なっていて、

その間には血管や神経、筋肉があります。

キクガシラコウモリは洞窟や廃坑道な

どをねぐらとし、希に人家をねぐらにす

ることもあります。夜行性ですが、盛ん

に活動するのは日没後１～２時間と明け

方で、１日の多くを寝て過ごします。ま

た、皆さんもご存じの通り、冬の間は冬

眠をします。

このように多くの時間を寝るからでし

ょうか、コウモリの寿命は１５年程で、

キクガシラコウモリには２０年以上生き

ているものも知られています。

末吉 豊文 写真提供：中島義人

会員ペンリレー

カモシカが綾町に生息しているのを知った

のは、昭和２９年か３０年頃の事だったと思

います。姉夫婦が綾町に住んでいて、まだ郷

田前町長が助役時代、綾営林署の貯木場には、

切口が背丈程もあるモミ、栂、樫の大木が山

と積まれていて、綾南川の橋の下でアユの２、

３０匹は子供の私でも取れる清流でした。そ

の姉の家に、カモシカの毛皮が和室に敷物に

してありました。黒々としたあの小さめの角

が付いていました。またカモシカ肉はただ「に

く」とよんで食べていたようです。私も一度

だけすき焼きを食べた事がありました。味は

覚えていませんが、鹿肉よりは美味しいと言

って食べていたようです。

１９５５年特別天然記念物に指定された頃、

古老の猟師の話として、猟犬がカモシカを追

いつめると、犬の近寄れない、そそり立つ岩

の上に登って前足を跳ね上げて立ち上がって

岩を打ち鳴らし「クゥックゥッ」と鳴いて犬

を威嚇するそうです。ちなみにカモシカは蹄

の先をひろげる事ができるので、立ち上がる

事が出来るのだそうです。また両足をひろげ

て崖に張り付くこともぶら下がることもある

と話していました。このような話から険しい

岩場での活動に向いたしなやかな足の持ち主

であることが分かります。カモシカの毛皮は

水分を通さず保温性があるので、猟師や山師

（木こり）の腰当や鋸や斧の鞘また蓑として

として当時の必需品だったようです。

次は串間研之さんにお願いします。

長谷 勝之

綾 の

カモシカ

猟師話
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野生研のあしあと
8/11 海岸調査都農町～日向市

【竹下・郡・古根村】

8/20 麻布大学獣医学部学藤本彩乃さんを

インターシップで10日間の受け入れ。

住吉・明神山・大炊田の海岸計測調査指導

以下※はインターンシップ関連 【竹下】

8/21 ※孵化調査 一ツ葉海岸

【竹下・長谷・藤本】

8/22 ※孵化調査 空港北浜

【竹下・長谷・藤本】

8/24 ※インターシップ講話「アカウミガ

メの生態・ニホンザルの生態」 【竹下】

8/26 ※海岸調査日南市～串間市幸島

【竹下・長友・藤本】

8/28 ※野生動物調査指導 椎葉村

【児玉・中村・串間】

9/10 9月月例会と21年度ウミガメ調査

終了の反省会 花月亭 29名参加

「わいるどらいふ16号発行

9/12 佐土原町地域協議会高校生の部にて

「ウミガメの話」講演 31名 【小豆野】

9/18 研修所草刈り 【長谷・竹下】

9/25 佐土原地域協議会青年部会にて「佐

土原のウミガメ」講演 20名 【小豆野】

9/28 海岸調査 串間市【長友・関・竹下】

10/ 1 RDB検討委員会準備事務局会議

宮崎大学にて 【岩本・児玉・竹下】

10/ 4 一ツ葉海岸孵化調査 【竹下】

10/ 5 ウミガメ死体漂着 青島北浜海岸

(アカウミガメ･アオウミガメ各１頭)埋設

処理 【竹下】

10/20 10月月例会 13名参加

10/21 孵化調査一ツ葉海岸 【長谷･竹下】

10/25 海岸調査串間市 【長友･長谷･竹下】

10/27 明神山海岸と住吉海岸の温度計測

機の撤収 【竹下】

10/28 第20回ウミガメ会議準備のため

日本ウミガメ協議会から水野氏来訪

11/ 2 海岸調査 延岡市北浦町～浦城

【長友･古根村･児玉・竹下】

11/ 6 海岸調査 延岡市～門川町【関･

古根村･竹下】

11/16 日本ウミガメ協議会亀崎会長来訪

宮崎市長表敬訪問 【亀崎･児玉･竹下】

11/17 11月月例会 ウミガメ大会に向け

野生研究発表準備

11/19 西池小学校4年生(160名)にアカウ

ミガメについて講演 【米村・近藤・中村】

11/21 花山手自治会主催文化講演会にて

「ウミガメの保護について」講演 【竹下】

中村豊氏 宮崎日々新聞社賞受賞祝賀会

11/26 瓜生野小学校にて「ウミガメの浜

を守る」講演 58名 【竹下】

11/27 第20回日本ウミガメ会議、サンホ

テルフエニックス国際会議場にて開催

12/ 1 東大宮小学校４年生(151名)に「宮

崎のウミガメ保護」を講演 【竹下】

川南小学校6年生(83名)にアカウミガメに

ついて講演 【米村・吉田・近藤・中村】

12/ 4 学園木花台小学校4年生(81名)にア

カウミガメについて講演

【米村・近藤・中村】

12/ 8 鵜戸小学校3・4年生(10名)にアカ

ウミガメについて講演 【米村・家弓】

12/15 12月月例会 15名参加

新会員のご紹介（敬称略）
正 会 員：根井武俊・岩永勝美･末光優子

賛助会員：井上みどり･松田欣也･原田 忠

古賀金義

寄 付 の お 礼
佐土原町みちのまち工芸会 代表青木幸雄様

宮崎のウミガメ保護のため、多額の寄付をい

ただきました。

編 集 後 記
「日本ウミガメ会議in宮崎」は全国から多く
の方々が集まり成功でした。ご協力いただい
た皆さんありがとうございました。末吉
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