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賛助会員ウミガメ観察会のお知らせ  

今年も賛助会員の皆さん向けにウミガメ観察会を計画しました。ウミガメは夜の 9 時頃から

12 時頃にかけて産卵のために上陸してきます。昨年は１０回計画しましたが、2 回しか見るこ

とが出来ませんでした。今年は下記の日程でおこないます。ただ、雨や雷が鳴るような天候の時

は中止することがあります。 

アカウミガメの産卵探索 

●●●●大炊田海岸大炊田海岸大炊田海岸大炊田海岸コースコースコースコース((((案内案内案内案内：：：：小豆野調査員小豆野調査員小豆野調査員小豆野調査員))))    集合場所：石崎川河口左岸 午後 9：00    

    ６月１９日(土) ７月１７日(土) 7 月３１日(土)  

●●●●明神山海岸明神山海岸明神山海岸明神山海岸コースコースコースコース((((案内案内案内案内：：：：竹下調査員竹下調査員竹下調査員竹下調査員))))        集合場所：元石崎浜プール駐車場 午後 9：00    

    ６月１２日(土) 6 月２６日(土) ７月２４日(土)  

子ガメの孵化観察（（（（案内案内案内案内：：：：竹下竹下竹下竹下・・・・小豆野調査員小豆野調査員小豆野調査員小豆野調査員））））    

８月７日(土)  8 月１４日(土)    集合場所：元石崎浜プール駐車場 午前 6：30 

※ なおなおなおなお、、、、雨天雨天雨天雨天中止中止中止中止やややや集合時間集合時間集合時間集合時間・・・・場所等場所等場所等場所等はははは変更変更変更変更となるとなるとなるとなる場合場合場合場合がありますのでがありますのでがありますのでがありますので当日当日当日当日ごごごご連絡下連絡下連絡下連絡下さいさいさいさい。。。。    

竹下調査員（0985-25-7585）   小豆野調査員（0985-74-1695） 

 

調 査 場 所 

宮崎市

新富町

旧佐土原町

清武町

堀之内海岸

新富海岸

大炊田海岸

明神山海岸

住吉海岸

一ツ葉海岸

松崎海岸

運動公園海岸

こどものくに海岸

高鍋町

 

                                    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方 法 

１ 調査は期間中、毎日交代しながら行って

います。午後 9 時から始めます。調査終了

はカメの上陸の有無によって変わりますが

夜中の１～2 時になることもあります。 

２ 調査では足跡や産卵の跡を探しながら歩

き、発見した際はその状況を記録します。 

３ カメに遭遇したときは産卵を見届け、カ

メの計測を行い、標識を取り付けます。荒

波をかぶるなど産卵場所が安全でないとき

は移植も行っています。なお移植には県の

許可が必要です。 

4 カメの卵の孵化状況についても調査して

います。 
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わいるどらいふ 
Wildlife 
No.19No.19No.19No.19    
2010 年 6 月 1 日 

NPO 法人 宮崎野生動物研究会 

Miyazaki Wildlife Research Group 
キ ノ ボ リ ト カ ゲ 、 関  希 美 

宮崎野生動物研究会通信宮崎野生動物研究会通信宮崎野生動物研究会通信宮崎野生動物研究会通信 

ウミガメ調査が始まりました！ 

今年も 5 月 20 日から 8 月 10 日の間、ウミガメ調査を実施します。賛助会員のみなさ

ん向けに、調査場所や調査方法の概要についてご紹介します。       
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カモシカは国の特別天然記念物（種指定）

であり、文化庁による手厚い保護や現状調査

が行われています。そのうち特別調査は約 8

年毎に行われています。宮崎県では、大分県、

熊本県とともに、第 4 回目の特別調査が今年

度より 2 年間に渡って行われることになって 

 

 

 

 

 

 

【質問】“アライグマ”と“タヌキ”は似てい

るけど、どう違うの？  （宮崎市 N さん） 

【答え】どちらも格好が似ている上、森林に

生息し夜行性であるという共通点をもってい

ますが、アライグマはしましま模様の尻尾が

特徴のアライグマ科の動物で、タヌキはイヌ

科の動物です。指にも特徴があり、アライグ

マは指が長いため、ものを掴むのに適してお

り、木登りも得意ですが、タヌキは指が短く、

木登りはできません。また原産国も異なり、

アライグマはアメリカやカナダ、タヌキは日

本や中国・ロシア原産です。現在日本で目撃

されるアライグマは、ペットとしてアメリカ

から輸入されたものが野生化したものです。 

他に、アライグマは餌を洗って食べるとい

う特徴を聞きますが、これはものを洗ってい

るわけではなく、川辺のカニやカエルを獲ろ

うとする本能的な行動が、頭の中で餌を食べ

るという行動とセットになることで起こされ

たものだと考えられています。 

             （山本 達哉） 

 

 

岩本 俊孝 

いました。しかし、残念ながら口蹄疫蔓延の

ため、来年度以降に調査は順延される見込み

です。 

 第一回目の特別調査（昭和 62/63 年度）

では九州全域の生息頭数は推定されませんで

したが、2 回目（平成 6/７年度）には約 1400

頭、3 回目（平成 14/15 年度）には大幅に

減少して 500 頭内外という数が報告されて

います。この大幅な減少には様々な原因が考

えられます。大きな原因はカモシカの生息地

に侵入し増加したシカとの競合・シカ猟によ

る圧迫でしょう。第二にヒゼンダニによる疥

癬の蔓延、第三に植林防護柵での事故死など

があげられます。 

4 回目の特別調査による結果が気になりま

す。回復してくれているとよいですが。また、

口蹄疫が野生動物に広がらないことを祈って

います。 

 

 

 

 

【質問】卵のときの周りの温度によって性別

が決まる動物がいるって本当？ 

            （宮崎市 Y さん） 

【答え】本当です。爬虫類、特にカメやワニ

では遺伝子によって雌雄が決定せず、卵の孵

化温度によって性別が決定する温度依存性決

定(TSD)が見られます。孵化温度が①低温で

雌・高温で雄(例;アメリカアリゲーター)②低

温高温で雌・中間温度で雄(例;カミツキガメ)

③低温で雄・高温で雌(例;アカウミガメ)の 3

パターンがあります。なぜこのような性決定

を行うのかはまだ研究段階のようです。 

 他に魚類に多いですが、成長して繁殖をし

た後に性別が変わってしまう動物もいます。

繁殖後、クマノミやクロダイなどは雄から雌

へ、ベラやハゼなどは雌から雄へと性別が変

わってしまいます。なぜこんなことが起こる

のかというと、子供を多く作ることや縄張り

を持つことなどに有利になれるからなのです。 

（山本 達哉） 

 

カモシカ特別調査 

動物しつもん箱  
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動物交遊記 

フ ラ ミ ン ゴ の 不 思 議 

 

 動物園では面白いことがよく発見され

る。フラミンゴという鳥を知っている？

と尋ねてみると、「ああ、音楽に合わせて

集団で美しいダンスをする鳥でしょう」

と返事が返ってきた。フェニックス自然

動物園では 30 年以上フラミンゴショー

として見せてきたからかと思った。実は

フラミンゴは別に音楽やおどりを好んで

いるわけでない。あれは集団で生活する

習性を利用して、人が勝手に作り出した

ショーなのだ。それがどうやらお客さん

には受けているらしい。 

フラミンゴは世界に１科３属５種が生

息しヨーロッパ、アフリカ､中南米に分布

する。ほとんどが熱帯か亜熱帯地方の水

辺に棲んでいて、大きさも多少違いはあ

るが大型の鳥と言っていい。小さいのは

アフリカでコガタフラミンゴと呼ばれ、

それでも全長が 90cm ほど、大型のヨー

ロッパフラミンゴは 130cm にもなる。

その中間が中南米に棲息している。私が

訪問したアフリカのケニアのナクル湖で

はおよそ 30 万羽のフラミンゴが集団で

目の前の湖水をピンクに染めていた。時

折サンショクウミワシに追われ一斉に舞

い上がるが、その時羽の裏側が黒いので

雨雲のようにみえるなんともすばらしい

光景だった。 

 足が細く長い首を持つために昔はベニ

ヅルと呼ばれ分類上コウノトリとされて

いたが最近では足に水かきがあり､カモ

類に近いとされるようになった。食べ物

は水生植物とプランクトンを土壌と一緒

に掬って食べ、櫛のようになったスプー

ンのような嘴で上手により分けて食べる。

昔は飼育が非常に困難で動物園で入手し

ても数ヶ月しか生きていなかったが、現

在では各園が研究し 1970 年代には飼育

も確立され動物園での繁殖も始まった。 

宮崎では集団繁殖が成功し、毎年 30 羽ほ

どが孵化し日本一の飼育数になっている。 

 繁殖期は春から秋にみられるが、元々 

 

 

 

 

熱帯産のためか決まった季節は見られな

い。繁殖が近づくとピンクの色が冴え、

いっそう美しくなる。そして、お互いに

背伸びをし、首を長く伸ばし頭を左右に

キュ、キュ、と何回も振る。それが求愛

の行動で、まるで旗振りをしているよう

だ。やがてお互いに気が合うとペアにな

って巣作りを始める。水辺に泥を固め、

高さ 50cm ほどの巣台を作る。そこに 1

個だけ卵を産むと雌雄が交代で温め 28

日で孵化する。 

   

 

 

孵化したヒナは狭い巣台の上でお母さ

んのお腹の下で守られる。また餌も変わ

っていて、真っ赤な液体を親は口からは

き出しヒナに与える。それはフラミンゴ

ミルクと呼ばれオスにも出すことができ、

交代で与えている。栄養が高くヒナは日

に日に成長し、1 週間もするとすっかり

大きくなるが、まだ嘴はまっすぐで全身

羽毛で黒い色をしている。2 週間もする

とおもしろいことに、昼間は保育園が出

来る。そこでは子供ばかりを集め、世話

役は新しく仲間入りした親が担当する。

ベテラン親は子供を預けるとえさのとき

以外近づこうとしない。まるで保育園そ

のものだ。 

               竹下 完 
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宮崎の動物 

 

『『『『アオウミガメアオウミガメアオウミガメアオウミガメ』』』』    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県におけるにおけるにおけるにおけるアオウミガメアオウミガメアオウミガメアオウミガメのののの知見知見知見知見    

 

 1987 年 10 月 11 日、九州電力大淀

川第 1 発電用轟ダムにおいて、ダム堰堤
えんてい

の放流口にある水面浮遊物収集のバスケ

ットに入っているアオウミガメ 1 頭が外

山亀子・外山廣美さんらによって保護さ

れた。轟ダムは、左岸側が都城市高崎町

笛水、右岸側が都城市高城町大字四家に

位置し、流域面積 941 ㎢、総貯水量  

850 万㎦で、1961 年に竣工したダムで

ある。保護した後、早速真水で砂子田荘

のガラス水槽に入れて飼育したが、翌朝

死亡していたため剥製にして保存してあ

る。 

 1995 年 7 月 6 日、再び轟ダムにおい

てアオウミガメが採捕された。甲長 45.5

㎝、甲幅 37.0 ㎝、甲周 44.0 ㎝、甲高 

 

 

 

 

 

 

 

10.0 ㎝、頭長 9.0 ㎝、頭幅 7.5 ㎝、外

部形態の大きさから亜成体であると推察

された。1987 年に捕獲された個体と比

較すると、ほぼ同一の大きさであること

が わ か っ た 。 1995 年 7 月 10 日

TAG4800 装着した後、宮崎県環境対策

課と協議の結果、轟ダム湖に放流するこ

とにした。その後、同年 8 月 28 日轟ダ

ムの上流 32 ㎞に位置する都城市早水公

園の 3 番目の池でアオウミガメが発見さ

れた。都城市役所維持管理課の職員が捕

獲したが、串本海中公園の指示によって

宮崎市一ツ葉海岸に放流した。 

 

 1996 年 8 月 10 日、高鍋町堀之内海

岸において、石井正敏氏が人工孵化場に

移植した産卵塊の中にアカウミガメ♀と

アオウミガメ♂の交雑個体を発見した。     

 

 

 

 

その後、交雑個体 2 個体を南知多ビーチ

ランドにおいてヒラメ養殖用ペレット・

アジ・チカ・イカなどを給餌して飼育し

た結果、順調に発育し、2009 年 6 月 9

日には A 個体は甲長 82.2 ㎝、甲幅長

63.6 ㎝、B 個体は甲長 67.7 ㎝、甲幅長

は 63.6 ㎝に成長し、両者に大きな違いが

あることがわかった。今後交雑個体がど

のように成長してゆくのか大変興味がも

たれるところである。 

 

               中島 義人 

 

 

 

背面 

 

腹面 

 交雑個体 

アオウミガメ（左）とアカウミガメ（右) 

轟ダム 
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調査こぼれ話 

イヌワシイヌワシイヌワシイヌワシ調査顛末記調査顛末記調査顛末記調査顛末記６６６６    

＜＜＜＜山山山山のののの天気天気天気天気＞＞＞＞    

中村 豊 

調査する時、天候が一番気になります。

特に山の天気は変わりやすく、出発前は

問題なさそうな天気でも、現地に入って

から雲行きが怪しくなり、昼からは大雨

ということもあります。朝薄暗い時点で

の天候は問題なく、山の方も明るいので

早速出発しました。ところが各調査地に

人を配して暫くすると、風が強くなり、

雲の流れが早くなって雨が降り出しまし

た。それでも調査を続けていると雨脚は

強くなりイヌワシも飛ばないし調査どこ

ろではありません。Ｓ５の調査員を呼び

戻し、その他の地点にも調査終了を告げ、

全員Ｓ３に集合して下山を開始しました。

林道を川のように水が流れ雨脚は強くな

り、落石、崖崩れ、鉄砲水に途中で遭遇

しないか気が気ではありません。林道入

口に帰着するまでものすごく緊張しまし

た。また、調査地は標高が高いので冬の

調査では降雪にもあいます。調査地に向

かう林道に雪がチラホラ現れ始め、南国

の人間にとって雪はうれしいけれども、

その分雪中行軍は経験がありません。標

高を稼ぐに従って降雪は増え林道は新雪

に埋もれ、一歩運転を誤れば谷底です。

漸くＳ３に辿り着いた時には視界が悪く

一面乳白色でした。視界のない世界でＴ

隊員が入れた旨いコーヒーを飲みながら

調査を断念しました。 

 

 
続く 

 

会員ペンリレー 

  

ダイビングに 

   魅せられて         

 

 

 関関関関    希美希美希美希美    

               

３年前、初めてダイビングを経験した。

沖縄県宮古島での２日間の体験ダイビン

グである。体験ダイビングは初心者向け

のプログラムではあるが、インストラク

ターと共に本格的に潜る事ができる。２

日目には沖合いに船で行き潜るというボ

ートダイビングもすることが出来た。 

 ダイビングはまったくの素人の私は、

装備の装着段階で早くも驚きの連続。窮

屈なウェットスーツに重たい酸素ボンベ、

浮かばないように腰に巻きつける 錘
おもり

、水

中眼鏡は（当然なのだが）鼻で息が出来

ない、視野が狭い、・・・。潜ってからも

更に驚きの連続。音がない！！聞こえる

のは自分の呼吸音“スーー・・・ハーー

ー・・・”と吐く息の泡音“ボコボコボ

コ・・・”のみ。そして、すぐに襲って

くる耳鳴り（常に耳抜きという動作をし

ないと水圧で鼓膜が圧迫されるのだそう

だ）。 

だが、これらの驚きを払拭させるほど

の世界が海中には広がっていた。静寂の

世界に存在しうごめく多種多様な生物た

ちは、地上の喧騒な世界をひと時の間忘

れさせてくれた。 

 海中を泳ぐアカウミガメに出会えるこ

とを目標に今年こそはダイビングライセ

ンスを取ろう、と思う今日この頃である。 

  

次は、郡健一郎さんにお願いします。 
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野生研のあしあと 

3/16  

第 2 回自然環境課主催野生サル被害防止 

総合対策委員会      【岩本･竹下】 

3/17  

西都市農林課サル被害対策指導  【竹下】 

3/22  

「わいるどらいふ」18 号発行 

3/29  

県議会第 2 回 宮崎県森林林業活性化研究 

会 開催            【竹下】 

4/1   

住吉海岸一ツ葉有料道路サービスエリア前 

護岸堤北側から動物園入口・明神山海岸護 

岸堤までの養浜工事が行われている 

5 月中旬に終了の予定 

4/20  

野生研 4 月例会 17 名参加 

  21 年度ウミガメ調査の検討 

「わいるどらいふ」編集会 

 4/20 

宮崎県内において家畜伝染病口蹄疫発生 

 5/5   

一ッ葉海岸人工ビーチで今年度初となる 

アカウミガメの上陸を確認 

 5/14 

  宮崎野生動物研究会 22 年度理事会(研修所) 

 5/17  

新富町 山本繁幸さんが日本鳥類保護連盟 

より野生動物保護功労者表彰を受賞 

5/18  

野生研 5 月例会 

今年度ウミガメ調査準備 

5/23  

宮崎野生動物研究会 22 年度総会(研修所) 

 

 

 宮崎動物記録 

3/6  国の特別天然記念物ニホンカモシカ

のこどもが西米良村の国道 265 号に

現れた。5 月 11 日山登りに行くため

に車を運転していた熊本市の会社員が

発見し撮影に成功。宮日新聞に送られ

てきた。      【宮崎日日新聞】 

3/30 10 歳雄のグラントシマウマ「モモ

タロウ」が、広島市安在動物公園から

宮崎市フェニックス自然動物園に婿入

り。       【フェニックス自然動物園】 

 4/2  宮崎市内でキオビエダシャクの成 

虫を多数確認。今年も猛威を振るう 

のか？        【会員情報】 

4/23  宮崎市学園木花台の雑居ビル敷地

内でワニガメを発見し捕獲。   

【宮崎日日新聞】 

5/5  5/4 に延岡市新浜海岸で、今年初と

なるアカウミガメの産卵(127 個)が

確認された。   【宮崎日日新聞】 

    

新会員のご紹介(敬称略)    

正 会 員：重富 紀里佳･中島 実沙貴 

賛 助 会 員：四元 謙一 

 

  編 集 後 記 

  今年は寒暖の差が激しく、一気に夏になった

ような気温の日もありますね。いよいよウミ

ガメ調査が始まりました。上陸数もおおいよ

うです。体調に気をつけてがんばりましょう。 

                  古根村 
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