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11/26(金)～28(日)の 3 日間、愛知県田原市

でウミガメ会議が行われ、宮崎野生動物研究会か

らは竹下会長と私、そして宮崎大学 1 年生の 3

名、計 5 名が参加してきました。会議の内容は、

今年のウミガメの上陸産卵結果の報告に始まり、

砂浜の変化、カメの生態系、飼育繁殖法など様々

な分野の発表がなされ、自分の知らない世界を感

じ、学ぶことができました。参加者も全国各地か

ら集まり、フィールド調査をしている人や、水族

館関係の人、環境省、さらには海外の研究者まで

参加されていました。 

 色々な発表がありましたが、中でも私が興味を

持ったのはアメリカから来られた Owens 博士の

「ウミガメの繁殖生理学」の講演でした。 

  

 

 

 

 

 

 

ウミガメは性別が発生後期の砂中温度で決定

し、低温で雄・高温で雌が産まれてくるのですが、

現在圧倒的に雌の割合が多く産まれているそう

です。これは地球温暖化の影響ではないかと考え

られるそうです。他にも、外観からでは性別の判

断はしにくいのですが、血中のテストステロンと

いうホルモン量を調べると性別がわかるという

研究結果など、生理学の範囲で色々なことを知る

ことができてすごく勉強になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 日の夜には懇親会が開かれ、食事をしなが

ら、参加された方々から研究内容について伺った

り、意見交換したりして交流を深めました。 

      
みなさん、各々の分野にかける熱意がすごく、

時間の過ぎるのが早く、もっと話を聞いていたい

と懇親会の終了を残念に思いました。その後、全

国から集まった学生同士で 2 次会を開催し、また

そこでもお互いの熱い気持ちをぶつけあい、充実

した時間を過ごしました。 

私にとって 2 度目となった今回のウミガメ会

議は、昨年よりも積極的に色々な人と話をしにい

くことができ、各大学との交流も深めることがで

きました。またカメが好きな人たちと話をしてい

く中で、自分の将来について考えるきっかけとも

なり、すごく意味のあった会議となりました。飛

行機の時間もあり、途中で帰らなければならなか

ったのがすごく残念でした。来年の会議にも参加

できるように今から準備して、研究発表なんかも

できたらなと思います。今回参加できなかった方

も是非来年の会議に参加してみてください！！

きっとカメに熱い情熱を持つ人たちとの素晴ら

しい出会いが待っていることでしょう。 

   

山本 達也 

    

キツネ、関 希美 

 

第 21 回ウミガメ会議（田原会議）に参加して 
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宮崎に上陸するアカウミガメは、宮崎の砂浜で

卵を産み、そして海に帰っていきます。私たちが

調査をしている高鍋町から宮崎市までの海岸で、

今年は約 1,100 回の産卵が確認されました。1

回の産卵で約 100 個の卵を産むので、全部の卵

が孵化して子ガメが海に帰ったとすると、約

110,000 頭の子ガメが太平洋に旅立ったことに

なります。 

砂浜でのアカウミガメの保護活動は、産卵に適

した砂浜をより多く残し、より多くの子ガメを海

に旅立たせることが最終的な目標と言えるでし

ょう。では、どれくらいの子ガメがこの宮崎から

太平洋に旅立って行ったのでしょうか？この疑

問を解決するために、われわれは子ガメが孵化し

て海に旅立った後に孵化調査を実施しています。

今日はその結果について簡単にご報告します。 

毎日の上陸産卵調査の際、このまま放っておい

たら波により流出してしまうであろう場所に産

み落とされている卵があります。そのような場合、

われわれは新しい卵に限り少し高台の流出しな

い場所に移植します。なぜ「新しい卵に限り」か

と言うと、砂浜に産み落とされたアカウミガメの

卵は、時間とともに成長していきます。産卵後の

数時間は卵を移動させてもあまり問題はありま

せんが、時間が経つにつれて成長が進み、動かす

ことで卵が死んでしまうことがあるのです。その

ため、移植するかしないかの判断は非常に難しく、

移植しない方が卵にとっていい時もあるし、移植

することで守られる卵もあります。ちなみに今年

は約 200 の卵巣を移植しました。 

孵化調査の結果を自然孵化と移植孵化に分け

て整理してみました。その結果が次の表です。 

75% 99% 10%

62% 97% 0%  

自然のままの卵の孵化率は 75%、移植した卵の

孵化率は 62%でした。なぜこのような差が出た

かというと、最小値に注目して下さい。自然卵の

孵化率の最小値は 10%、移植卵の孵化率の最小

値は 0%でした。あまり差がないように見えます 

 

が、移植卵の孵化率 0%は移植方法が適切ではな

かったために全滅してしまった卵です。アカウミ

ガメの卵を守るためにやったことが、逆にアカウ

ミガメの卵を全滅させてしまった。調査員にとっ

ても非常にショックなことで、常にこうならない

ように気をつけて移植を行っていますが、1～2

回は起こってしまうのが現実です。 

アカウミガメ保護の流れとして、出来るだけ卵

の移植を行わない方向に進んでいます。われわれ

も移植を行う条件として、「産んで数時間の卵」、

「もし移植をしないならば確実に流出してしま

う卵」のみに限って移植をしています。産卵場所

の状況からやむなく移植を行う場合もあり、移植

孵化率の数字を自然孵化率の数字に近づけるこ

とが今後の目標です。 

話が少し移植の話にそれてしまいました。今年

の孵化率は全体で 67%でした。と言うことは、

全体の 67%の約 70,000 頭が海に旅立ってくれ

たのでしょうか？実はそうではなく、宮崎の海岸

ではもう一つの大きな問題が発生しています。そ

れは他の動物によるアカウミガメの卵の食害問

題です（写真）。 

 

食害問題は数年前より増え始め、今年は場所に

よってはほとんどの卵巣が食害にあった地区も

あります。犯人はキツネ？、野犬？、タヌキ？な

どと言われていますが、糞や足跡の状況からキツ

ネの可能性が高そうです。今回の孵化調査結果の

自然孵化にはこの食害があった卵巣の孵化率は

含まれていません。食害された卵の正確な数は分

かりませんが、相当な数の卵が食べられてしまい

ました。これも生態系の一部として放置しておく

べきなのかどうか。難しい判断になりますが、来

年以降は何らかの食害対策を行う必要があると

当会では考えています。 

孵化調査結果報告 
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動物交友記動物交友記動物交友記動物交友記    

尻 尾尻 尾尻 尾尻 尾 の は た ら きの は た ら きの は た ら きの は た ら き    

 

ある日「何で動物には尻尾があるの？」

そんな質問をしてきたのはどうやら小学生

のようだった。私も突然の質問にどのよう

に答えればよいのかとまどった。ほ乳類に

はほとんど尻尾はあるし、その役割もいろ

いろ違うからである。形も太いものや細い

もの、それに短いものから長いものといろ

いろで、子供が尋ねてきた質問はいったい

何を聞きたいのかと、考えてしまった。し

かし人間には尻尾がないのに、どうして動

物にはあんなものがついているのかと、不

思議に思った着眼と質問する勇気に私はそ

の少年に楽しくなった。そこで受話器を持

つとゆっくりと話を聞きながら答えること

にした。例えば嬉しいときに振る犬の尾、

キツネやタヌキのようにふさふさした尾は

寒さを防ぐ防寒の働きがあり、木の枝で生

活するリスやムササビは枝を渡るときのバ

ランスを保つため、またスカンクなどは敵

から身を守るために尾を長く立てて毛をふ

くらませると体を大きく見せるのに役立つ

し、巨大なゾウの細い尾は草原を移動する

とき、子供たちがお互いにお母さんの尾を

鼻で掴んで行進する。つまり尾の役割は感

情を表現したり、バランスをとったり、威

嚇をしたり寒さを防いだり身を守ったり、

いろいろに使われているのだよと話して聞

かせた。でも子供の質問を聞きながらこん

な答えでいいのかなあと思った。 

  

 

 

 

 

考えてみると動物たちは、もっといろい

ろ尻尾を利用しているからだ。シマウマた

ちは体につくハエを払うために使うし、カ

バは糞をするときスクリューのように尾を

くるくる回し、糞をまき散らし、臭いで自

分の縄張りを示す道具に使っている。また

カンガル－は身長ぐらいの長い太い尾を持

っていて、敵と戦うときは尾で全身を支え

両足で相手を蹴飛ばすのに使う。走るとき

には尻尾を地面にたたきつけて一挙に 8m

も飛ぶことさえ出来るのだ。また人間に近

いサルたちにも長い尾を持っているものが

いるが、もっとも人間に近いチンパンジー

やゴリラ、オランウータンには尾はない。

一般にサルは尾が短いものほど高等動物だ

といわれていて、中でもニホンザルは尻尾

が 10cm ぐらいしかない。貧弱なものだが

それがなかなか敏感に表現する。オスザル

が尻尾をまっすぐ立てているのは自分が強

いという優位の印で､これに対して他のサ

ルはみんな尻尾を下げている。それは自分

より強いサルが近くにいることを示してい

るのだ。ところが強いサルに追われて逃げ

ていくサルが尻尾をあげていることがある

が、これはこれから攻撃を開始するぞとい

う合図で、強いオスザルは常に尻尾を水平

になびかせているし、尻尾をあげたままで

左右に振るのは怒っているとき､下げたま

まで左右に振るのは許しを請うときなので

ある。 

このように動物の尻尾にはいろんな役割

や意味があり､研究するととても面白い。少

年が何気なく疑問に思った小さな質問も、

動物を知るためにはこんなに重要なことな

のである。 

 

 

                竹下 完 
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話題を提供 

 

 

口蹄疫は家畜だけに流涎、蹄部の水疱な

どが出来、跛行するなどと考えられがちで

すが、もちろん動物園の動物とて例外では

なく、口蹄疫に感染する可能性はあります。

家畜のような症状が出るとは限りませんが、

過去には、バイソン、アジアゾウなども感

染したとの報告もあります。そうした中で、

宮崎市フェニックス自然動物園は動物を守

るために日本初となる休園措置が取られ、

無事に再園するに至りました。 

簡単ではありますが、経過と動物園の獣

医師として対応などについて説明したいと

思います。 

2010 年４月 20 日。宮崎県内において

口蹄疫発生が報告されてから宮崎市フェニ

ックス自然動物園では、発生を受けて来園

者向けにゲートでのマットによる消毒の徹

底や獣舎、業者への消毒を口蹄疫に有効な

ペルオキソ一硫酸ナトリウム（商品名：ア

ンテックビルコンＳ（以下ビルコンとす

る））に変更しました。日々の動物の観察を

徹底するとともに、園内に入園者向けの消

毒マットの設置や一部イベントの中止、展

示の制限、園内通路の一部封鎖などの防疫

措置の強化を行いました。偶蹄目の飼育担

当はグループ分けをし、重複をしないよう

にするなど変更を行いました。また飼料搬

入業者の出入りを制限し、通用門での受け

取りや食酢を用いた青果などの消毒を行い

ました。 

さらなる口蹄疫の拡大を受け、5 月 17

日宮崎市の指導により動物園を無期限の休

園とする措置が取られ、休園中は工事の中

止や園内に消石灰を敷設や担当者以外の飼

育エリアへの侵入の制限などを行い、より

強化した防疫体制を敷きました。7 月には

宮崎市内での発生もありました。そしてワ

クチン接種により終息に向かいつつある中 

でも、園内での発生を防ぐ為に防疫に全力 

 

 

 

 を注ぎました。 

 

 そして 7 月 27 日の宮崎県内での制限解

除を受け、再園が 8 月 8 日と決定されまし

た。さらに再園に向け工事の再開など園内

に業者などの立ち入りが再開されました。

8 月 8 日の開園時には、併設施設（遊園地

やプール）は通常営業にはなりましたが、

ゲートや動物エリアに関してはビルコンで

の消毒マットの設置や一部イベントの中止、

展示の制限など休園前の防疫対策での再園

となりました。 

 8 月 27 日の安全宣言を受け、清浄化さ

れたと判断し、9 月 1 日からゲートの消毒

は継続していますが、園内での入園者向け

のマットは中止し、正常開園になりました。

その一方では、現在でも野生傷病鳥獣の受

入は中止しています。こちらは来年度辺り

には再開できるのではないかと考えていま

す。 

現在までの口蹄疫の調査結果によれば、

発生原因に関してはまだ特定出来ていませ

ん。そして今もなお世界中で発生している

伝染病です。また日本に入ってくる可能性

だって否定できません。将来口蹄疫で被害

を出さない為にも原因を追求し、より確実

な防疫体制を作っていく必要性を感じてい

ます。 

宮崎市フェニックス自然動物園  

獣医師 越野慶太 

 

口蹄疫発生時口蹄疫発生時口蹄疫発生時口蹄疫発生時のののの対応対応対応対応とそのとそのとそのとその後後後後    
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会員ペンリレー 

 

 

 

 

 

 

 

増田増田増田増田    洋志洋志洋志洋志    

幼少の頃、私は犬や猫といったペットが

苦手でした。なぜなら、かわいいという感

情よりも噛まれるかもしれない、引っ掻か

れるかもしれないという恐怖心の方がはる

かに強かったからです。そんな私が、今は

動物園で飼育員をしています。今思えば、

私が小学生のときの父の何気ない行動が、

その後の私を大きく変えたような気がしま

す。 

私はよく風邪をひく子どもで、その度に

父に連れられて病院に行ったのを覚えてい

ます。そんなある日、病院の帰り道でふと

父が車を止めたのです。「ほら見てみ。」と

いう父の指さした先を見ると、人を乗せて

走る馬の姿が目に飛び込んできました。金

沢大学の馬術部の練習風景でした。そのと

き、私が何を感じたのか、はっきり覚えて

いませんが、馬の走る美しい姿に見とれて

しまったのは確かです。車を止めている時

間はわずかに5分ほどだったと思いますが、

今思えば、そのときの5分が私の中の動物

に対する見方、感じ方を変えるきっかけだ

ったように思います。 

今では仕事場でたくさんの動物たちに囲

まれ、日々彼らの生死に一喜一憂していま

す。飼育員としてはまだまだ半人前ですが、

最近、ようやくアフリカ園の清掃作業に慣

れてきたところです。まぁ、これからダチ

ョウの繁殖シーズンが到来するとまたひと

波乱ありそうな気がしますが・・・。 

  

次は長田幸子さんにお願いします。 

 

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８８８８    

＜＜＜＜おわりにおわりにおわりにおわりに＞＞＞＞    

中村 豊 

1999 年 2 月 14 日にイヌワシの生息が

確認され、その後 8 月から 2002 年 3 月ま

でほぼ毎月姿を目撃し、２年半の調査で、宮

崎に生息するイヌワシが単なる移動個体で

はなく以前から生息し、留鳥として一年中こ

の地に生息していることは間違いのない事

実となった。その中で一番の関心は、イヌワ

シが繁殖しているかどうかであった。それで

秋から冬にかけての調査では、その事に気を

配りながら調査を行った。その結果秋には巣

材を持って波状飛行したり、巣材を巣に運ぶ

のを確認したが、結局は繁殖を確認すること

はできなかった。それどころかペア行動も確

認できず、結論として 2 年半の調査ではこ

の付近に生息するイヌワシは 1 羽であると

した。しかし、最近の情報では 2 3 羽見た

との報告があるが、写真等の決め手が無く不

確実情報に過ぎない。  

当初（1988 年）この付近で目撃した時

は、翼にはっきりと白斑のある若い固体であ

ったが、あれから 20 年以上経過している。

猛禽類は長生きするとは言え同一個体であ

れば行き遅れ、貰い遅れの感がする。何とか

相手が現れ繁殖に繋げて欲しい。今幸いにし

て生息地への道が不通のためマニアのカメ

ラマンが入り難い状況にある事は良いこと

である。 

 

 

 
今回でイヌワシ調査顛末記は終了です。 

長い間ありがとうございました。 

 

調査こぼれ話 

私の原点 
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今年は口蹄疫で大きな被害を受けました。来年は

延期になっていたカモシカ調査も始まり、忙しく

なりそうです。がんばりましょう。 （古根村）
 

金谷 嘉郎 様・原田 実太郎 様・佐々木 柾博 様 

野生動物保護のために使わせていただきます。 

正 会 員    ：山下 竜二・伊東 嘉宏・今岡 成紹 

      追中 大作・前田 皓明 

賛助会員    ：：：：岩崎 博信・日高 和彦・徳永 貢 

徳永 由佳・荒武 たえ子 
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9/21    ９月月例会 

1) 2010 年アカウミガメ調査結果報告 

組別調査実績、ＧＰＳデータの整理 

2) 孵化調査の進行状況 

3) 報告会･反省会の日程 

4) ウミガメ大会について 

5) 卵の食害とその対策について討議 

9/28 宮崎県森林林業活性化研究委員会 

鳥獣害防止検討会に出席   （竹下） 

9/30 宮崎海岸侵食対策検討委員会第 5 回技術

分科会を一般傍聴 （竹下・中島・林） 

10/4 日本ウミガメ協議会用設置自動温度計を

回収（明神山海岸･大炊田海岸） 

10/6 孵化調査（一ツ葉海岸） 

10/7 ※日本人の鈴木章氏と根岸英一氏がノー

ベル化学賞を受賞 

10/7 22 年度ウミガメ調査報告会･反省会 

29 名参加（花月亭） 

10/14 ※チリ鉱山の崩落事故による生き埋め

33 名が全員救出された。 

10/19 10 月月例会 

1) 2010 年孵化調査報告 

2) 海岸調査報告書 

3) ウミガメ会議参加 

4) わいるどらいふ 21 号編集会議 

11/11 講演「ウミガメの生態と保護」 

住吉南小学校        （竹下） 

11/26 日本ウミガメ協議会理事会   （竹下） 

11/27～28 第 21 回 日本ウミガメ会議 

(田原会議) 

 

野生研のあしあと 

編 集 後 記 

寄 付 の お 礼 

新会員のご紹介(敬称略) 

 

8/25 国の天然記念物カンムリウミスズメの生

息地である門川町枇榔島が、1１月より

国の鳥獣保護区と特別保護区に指定 

9/7  1987 年に九州最後の確認となった雄

のツキノワグマは、九州由来でなく本州

由来であることがＤＮＡ解析で判明 

10/5 国際調査チームにより、過去 10 年間で

6 千種以上の海洋生物の新種を確認 

10/11 10 月 11 日から名古屋市で国連生物多

様性条約第 10 回締約国会議（COP10

＝名古屋会議）が開会 

10/31 国の天然記念物の野生馬「岬馬」のダニ

駆除のために行う「馬追い」が、串間市

都井岬で 10 月 30 日に行われた 

11/11 宮崎県総合博物館斉藤副館長によりナ

ワベリ属２新種が発見される。世界５種

のうち３種が本県に生息 

11/19 国の特別天然記念物ニホンカモシカが、

延岡市桜ヶ丘の長尾山の斜面に出現 

動物記録 
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