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天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物とはとはとはとは？？？？    

「天然記念物」これは文化財保護法によって規定さ

れた「文化財」の１つです。天然記念物には動物、植

物、地質･鉱物の３つの種類がありますが、県内には国

指定の天然記念物に指定されたものが４０件あります。

この数は全国の都道府県で２番目に多いもので、宮崎

の自然の豊かさをあらわしているものといえるでしょ

う。天然記念物の中で、特に重要なものは特別天然記

念物に指定されます。重要文化財(有形の文化財)の中

で特に重要なものは「国宝」に指定されていますが、

特別天然記念物は

それと同じような

価値付け（国宝級

の天然記念物）に

なります。県内で

は「青島亜熱帯植

物群落」「都井岬ソ

テツ自生地」「内海

のヤッコソウ自生地」が特別天然記念物に指定されて

います。動物では指定の地域を定めない「種指定」の

ものとして「カモシカ」が対象となります。稀に県内

に飛来してくるコウノトリも種指定の特別天然記念物

です。前に記しました４０件に、宮崎県内で繁殖等が

確認されている種指定の動物と、２県以上にまたがっ

て地域が指定されている「ノカイドウ自生地」なども

加えると、県内の国指定の天然記念物は４７件となり

ます。そのうち、動物は１１件です。 

宮崎県文化財保護条例により規定された県指定の天

然記念物もあります。そのうち動物は、私たち宮崎野

生動物研究会が調査活動を実施している「アカウミガ 

メ」の１件のみです。「アカウミガメ及びその産卵地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

という指定名称で、指定範囲と期間が設定されていま

す。 

 

天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物としてのとしてのとしてのとしての規制規制規制規制    

天然記念物に指定されると、保護のために様々な規

制が加えられます。このことは、研究者や保護に携わ

っている方々にとって、その研究目的の調査や保護活

動にも許可を必要とすることがあるため、煩わしいも

のと感じる方もいるかもしれませんが、この規制があ

るからこそ、対象となる自然が守られているのです。

指定地の現状

を変更する際

や、保存に影

響を与える行

為を行う際に

は申請して許

可を得る必要

があります。 

県内において「ヤマネ」や「カンムリウミスズメ」

などの調査が行われていますが、これらも関係機関の

許可を得て実施されています。アカウミガメの調査は、

天然記念物の監督部局である県教育委員会の委託によ

り実施されているもので、調査の内容等については事

前に確認がなされています。 

 

ニワトリニワトリニワトリニワトリはははは天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物？？？？    

表１（2P）には「薩摩鶏」を掲載しています。実は、

薩摩鶏のほか、地頭鶏、軍鶏、烏骨鶏など16 種のニ

ワトリが天然記念物に指定されています。「薩摩鶏」に

ついては、えびの市の養鶏農家で特別に保護がされて 
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いるため県内に所在する天然記念物としています。ち

なみに、多くの人々に食べられている「みやざき地頭

鶏」は、地頭鶏♂と白色プリマスロック種♀を交配さ

せて生まれた鶏を父親に、九州ロード（ロードアイラ

ンドレッド♂と白色プリマスロック♀を交配させて生

まれた鶏）を母親にもつものであり、天然記念物とし

て保護されている「地頭鶏」とは異なります。 

 ちなみに、日本犬である柴犬、秋田犬、甲斐犬、紀

州犬、四国犬、北海道犬の６種も天然記念物に指定さ

れています。柴犬は県内でも飼育されていますが、現

在絶滅の危機に瀕していることはないために、特別に

保護を受けているものを除いて、規制は受けておりま

せん。天然記念物としての諸届出は不要です。 

 

 

 

 

 

【質問】渡り鳥って何故、どのようにして渡ってく

るの？       （宮崎市 K さん） 

【答え】渡り鳥は移動する時期によって夏鳥（ツバ

メなど）、冬鳥（ハクチョウなど）、旅鳥（シギな

ど）に分類されています。季節の変化で餌が少な

くなったりすると、自分たちに適した餌と繁殖地

を求め、群れで長距離の「渡り」をします。かれ

らは、太陽や星などを見て方向を知る「天体コン

パス」を持ち、また片方の脳だけ寝かせる半球睡

眠という特殊な方法を行うことで常に敵に注意

しながら目的地に向けて一日中飛び続けること

ができるのです。       （山本 達哉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤドカリヤドカリヤドカリヤドカリもももも天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物！！！！    

主に県の中央部から

南部の海岸域に生息す

る「オカヤドカリ」も

実は天然記念物に指定

されている動物です。

当然、捕獲することは      

できません。 

沖縄県にはオカヤドカリが多く生息しており、指

定前から捕獲されていたため、捕獲数を決め、文化

庁の許可を得て販売しています。県内のペットショ

ップ等でも、この許可を得たオカヤドカリが販売さ

れています。            福島 英樹    

 

 

 

 

 

【質問】冬眠って何のために行うの？ 

              （西都市 H さん） 

【答え】冬眠は、低温で食物の不足する冬期間を乗

り越えるために、自身の活動を停止状態に近づけ

ることで冬を越すことです。クマなどの哺乳類や

鳥類を始め、変温動物であるヘビ、昆虫類にも見

られます。冬眠前にしっかり食べてエネルギーを

貯め、冬眠状態に入ると体温や心拍数、呼吸数を

減少させエネルギー消費を抑えます。ただ、冬眠

中も感覚は麻痺せず残っているので刺激に反応

して覚醒しますし、冬眠中に中途覚醒があり、そ

こでエネルギーの補充をしたりして厳しい冬を

乗り越えているのです。    （山本 達哉） 

表１ 宮崎県内における天然記念物に指定されている動物(国･県指定) 

名 称 指定地(市町村名) 備 考 

カモシカ 地域を定めず 特別天然記念物 

幸嶋サル生息地 串間市  

狭野神社ブッポウソウ繁殖地 高原町  

薩摩鳥 地域を定めず えびの市内で飼育 

岬馬及びその繁殖地 串間市  

イヌワシ 地域を定めず  

オカヤドカリ 地域を定めず  

カラスバト 地域を定めず  

ゴイシツバメシジミ 地域を定めず  

ヤマネ 地域を定めず  

カンムリウミスズメ 地域を定めず  

アカウミガメ及びその産卵地 延岡市 高鍋町 新富町 宮崎市 日南市 宮崎県指定天然記念物 

 

           

 

動物しつもん箱 
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動物交友記 

 

ラ イ オ ンラ イ オ ンラ イ オ ンラ イ オ ン のののの 寝寝寝寝 るるるる 秘 密秘 密秘 密秘 密    

 

久しぶりに動物園を訪ねました。梅雨の晴れ

間だったせいか、動物たちも元気よく迎えてく

れました。鳥たちは木の枝に止まり大きな羽を

広げて日差しを楽しんでいたし、キリンやシマ

ウマ、サルたちの動きも活発でした。そんな中

に相変わらずどっしりと横たわり､だらしのな

い格好で寝ているライオンが目に入りました。

動物園には他にもタヌキやキツネなどライオ

ンと同じように寝る動物も沢山いますが、彼ら

は夜行性だから夜になると活動します。しかし、

こんな連中は動物園ではあまり目立たないせ

いか平素は人気がありません。ところが、ライ

オンは寝ていても人気があるのです。その秘密

は何だろうと私は思いました。 

百獣の王と呼ばれるだけに、自分以外にこの

世に強い者はいないといった風格で悠然とし

ています。がっしりした体躯､強力な攻撃力を

秘めた四肢を持ち、威厳を示すたてがみ。確か

にその風貌は誰でもあこがれ恐れる動物で、動

物園には欠かせない人気スターのライオンを

一目見ようと駆けつけるのでしょう。    

ところが、がっかりさせるのは何時に見に来

ても､何時まで見ていても寝てばかりで､やっ

と起きたと思えば 2，3 歩歩いてまたごろり、

威厳などまるでありません。 

 

 

 

 

 

 

そんな様子を見ていた子供までが、日曜日の

お父さんみたいだと言っていました。私もラ

イオンは一日にどれだけ寝たら気がすむの

だろうかと、不思議に思って調査したことが

ありました。その結果、1 日になんと10 時

間から 15 時間は睡眠をとり､あとは立った

り座ったりでごろごろしていました。本当に

起きているのは食事前と食べている時ぐら

いで、1 時間か 2 時間でした。ドイツのあ

る学者の論文の中にライオンは 23 時間寝

ると書いてありました。それは動物園の中だ

けでなくアフリカの野生のライオンでも同

じで、私がアフリカで見た時も餌を捕るか食

べている時以外は、木陰に寝そべっているの

が普通の行動のようでした。人は一般に 1

日8 時間働いて8 時間遊び8 時間寝るとさ

れていますが、中には仕事や遊びで数時間し

か寝ない強者もいます。こうした行動を見て

ライオンは怠け者だと決めつける人がいま

す。ところがある外国の学者が、それはライ

オンのこうした行動は狩猟の失敗を許さな

い狩りにあり、一瞬に全精力を集中させるた

めの生活様式なのだ。つまり、ブッシュに隠

れて待ち伏せして襲いかかるヒョウやトラ

と違って、あの大きな体で獲物を捕るために

は､獲物に知られないように忍び寄り最後の

ダッシュで獲物を捕まえるまでのエネルギ

ーが必要で、その鋭気を養うための平素の姿

なのだと書いてありました。あのだらしない

姿も実は子孫を守り養うためだと思って許

してやらなければならないと思いました。       

 

竹下 完 
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小学生の手紙紹介 

 

昨年12 月９日、宮崎市立東大宮小学校の要請で

学校に出かけました。4 年生の子供たちが国語の学

習で「ウミガメの浜を守る」ということを勉強して

いました。ウミガメは教科書にある静岡県の御前崎

にしかいないと思っていたらしく、身近な事を知ら

ないのに私も驚きました。 

すると、数日して 144 名の生徒さんからお礼の

お手紙が来ましたので一部紹介します。 

                 竹下 完 

    

 

アカウミガメの話を聞いて 

 

宮崎市立東大宮小学校4 年生  

嘉見 真生 

今日はわざわざウミガメについての話をしてく

ださって有り難うございました。私はアカウミガメ

が宮崎にいることを知りませんでした。 

はじめにウミガメの模型を見せてもらって大き

さを教えてもらったので、「こんなにアカウミガメ

は大きいのだなぁ」と思いました。次に大きな画面

でアカウミガメや子ガメを見せてもらいました。

「アカウミガメの子ガメはこんなに小さいんだな

ぁ」と思いました。その後にウミガメの種類を教え

てもらって話を聞いたら、ウミガメは8 種類しかい

ないということでびっくりしました。でもまだ8 種

類残っているので良かったと思います。それからウ

ミガメの生態の話ではウミガメの種類によって食

べ物の変わることも知りました。それにオスと 

メスは生まれるときの温度で変わると言うことも

知りました。だけどアカウミガメの卵はイヌやタヌ

キ、キツネ､カラス、カモメ、大きな魚などに食べ

られて大人になってもサメに脚を食いちぎられる

など可哀想だと思いました。私はどうしてそんなひ

どいことをするのだろうと思いました。なんと大人

になるまでに 1 万頭に 1 頭ぐらいだと聞いてびっ

くりしました。守ってやりたい気持ちになりました。

最後に私たちの出来る保護活動を教えてください

ました。それは産卵場所のごみなどを無くし、砂浜

をきれいにすること。産卵の期間海岸を車で走らな

いこと。花火をしないことなどいろいろ教えていた

だきました。とても勉強になりました。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田啓さん逝く 

 

池田啓さんと言っても、宮崎野生動物研究

会の若い方はピンと来ないかもしれません。

池田君は私の研究室の1 つ後輩で、タヌキの

研究者でした。大学院で博士号を取り、文化

庁の調査官になりました。そしてカモシカ調

査担当となり、長いこと宮崎県のカモシカ調

査を指導して下さいました。また、時には宮

崎県のカモシカ調査隊の一人となり、一緒に

岩場を歩いたものです。山では一つのエピソ

ードがあります。斜面の上を歩いていたメン

バーが誤って石を落とし、その破片が胸に当

たったのです。その時には特に痛みなど訴え

なかったのですが、宿に帰って痛いというの

で、夜、山を下り病院に行ったら、肋骨が一

本折れていることが分かりました。大変我慢

強い男でした。 

多分、その我慢強さが病気の原因になった

のかなと思わないでもありません。文化財行

政を長くこなした後、請われて兵庫県の「コ

ウノトリの郷」の主任研究員になり、コウノ

トリを野外に放す事業に従事しました。研究

者としてもすぐれていたのですが、行政手腕

もたいしたもので、難しい状況の中、様々な

調整をこつこつとこなしていたのだと思い

ます。 

一昨年末、突然、今東京に今いると聞いた

のですが、その時には胃がんが進行してお

り、すでに手遅れの状態でした。昨年、亡く

なる1 ヶ月ほど前、やっとお見舞いに行けた

のですが、苦しそうでした。しかし、生態学

の話をすると顔が生き生きして本当にうれ

しそうでした。その顔が今でも忘れられませ

ん。何もしてやれませんでしたが、葬式でお

棺を担げたのが唯一の慰めです。あまりに早

い逝去でした。惜しい人を亡くしたとはこの

ことを言うのだと思います。合掌。 

 

                 岩本 俊孝 

話題を提供 
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『『『『カラスバトカラスバトカラスバトカラスバト』』』』    

    

  カラスバトは、本州西南部沿岸地方、四国・

九州の周辺の小さな島々や沖縄本島に棲む

亜種カラスバト、小笠原諸島，硫黄列島に棲

むアカガシラカラスバト、先島諸島に棲むヨ

ナクニカラスバトの３亜種が知られていま

す。名前のとおり黒っぽい体色をして、日本

に棲むハトの仲間では最も大きなハトです。

また鳴き声が「ウッ，ウォ～ゥ，ウォ～」と

低く、牛の鳴き声に似ていることからウシバ

トとも呼ばれています。亜種カラスバトは、

1971 年に種指定で国の天然記念物、1998

年に国のレッドリストで準絶滅危惧に、

2000 年には県のＲＤＢで絶滅危惧Ⅱ類に

指定されました。県内では、県南の南郷町大

島と県北の枇榔島および小枇榔に生息して

います。枇榔島および小枇榔での繁殖期は３

～10 月までで、地上や岩上に小枝を集めて

ほぼ円形に直径約 20cm の皿状の粗雑な巣

をつくり、４×３cm くらいの白い卵を1 個

産みます。産れた卵は約18 日で孵化し、ヒ

ナは21 日ほどで巣立っていきます。餌はシ 

               イ、カシ、タ

ブノキ、ヤブ

ツバキ、アコ

ウなどの堅果

や多肉果を樹

上や地上で採

餌しますが、

特にアコウの 

実が熟す頃になると同じ樹上で数羽のカラ 

スバトが群れて採餌しているのが見られま 

す。 

  中村 豊 

 

会員ペンリレー 

    

    

昆昆昆昆    虫虫虫虫    食食食食    

        

    

長田長田長田長田    幸子幸子幸子幸子    

 

私は最近、マレーシア、台湾、韓国の友人が

でき、それぞれの国の文化に触れる機会が多く

なりました。特に興味を持ったのが食文化です。

先日、昆虫食が知られている韓国の友人から

“カイコ”の缶詰をもらいました。早速、缶詰

を開けてみると、セミの抜け殻を沢山集めたよ

うな匂いと、沢山のカイコの成虫が目に飛び込

んできました。韓国人の友人によると、温めた

方がより美味しいとのことだったので一先ず

レンジで温め試食してみました。最初は昆虫を

食べることに抵抗を感じていましたが、慣れれ

ば意外と箸がすすむものだなと思いました。日

本にも昔は昆虫食があり、貴重なタンパク源と

して広く普及していました。しかし、飽食の時

代となり昆虫食は徐々に衰退していき、現在で

はイナゴやハチの子などが伝統的食文化とし

て食べられているぐらいです。 

偏見と文化のちがいによって昆虫食＝ゲテ

モノ食というイメージがついていますが、昆虫

の食用的価値が見直され、最近ではアメリカで

子供を対象とした昆虫試食会がしばしば行わ

れているそうです。そして昆虫は宇宙食として

も研究されています。様々な可能性を秘めてい

る昆虫・・・。昆虫食＝未来食になる日もそう

遠くないかもしれませんね。 

 

次は、西明美さんにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

宮崎の動物 
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ナワシログミ 

 

宮崎はなかなか心配事がなくならないですね…

早く落ち着いてほしいものです。    古根村 

編 集 後 記 

 

賛助会員：満枝 修作 

 

新会員のご紹介（敬称略） 

 

12/16 絶滅種「クニマス」山梨の西湖で70 年

ぶりに生息確認。 

23232323 年年年年    

1/22 宮崎市佐土原町の養鶏場で H5N1 型の

強毒タイプのインフルエンザが発生。その

後、県内で12 例目（2 月16 日現在）ま

で確認。 

1/26 新燃岳で大噴火。現在も噴火を繰り返し、

付近の住民は不安な日々を過ごしている。 

2/1  H5N1 型の強毒タイプのインフルエン

ザウィルスに感染したオシドリが，延岡市

北川町で確認された． 

その後、諸塚村のカイツブリ、宮崎市・西

都市・延岡市のハヤブサで同タイプのイン

フルエンザウィルスが次々と検出され、5

例目（2 月16 日現在）までが確認されて

いる。 

2/2  世界で初めて日本の南 2000 キロ海域

で、東大教授らにより天然ウナギの卵を発

見。 

2/1０ 国の天然記念物“アホウドリ”が人工飼

育の小笠原・聟島へ帰郷。 

新燃岳の噴火による降灰や噴火熱によ

り、ミヤマキリシマが壊滅状態。 

2/11 高崎山で、推定 32 歳の最高齢ザル“ベ

ンツ”が24 年ぶりにボス返り咲き。 

 

 

動物記録  
12/2  

講演「ウミガメの浜を守る」 

宮崎市立大宮小学校4 年生144 名 

教員4 名参加           【竹下】 

12/5  

県自然保護推進員大会が開催される。野生研

会員も多数参加 ＪＡアズムホール） 

12/9  

講演「アカウミガメの生態と保護」 

宮崎市立東大宮小学校4 年生144 名 

教員3 名参加           【竹下】 

12/17   

22 年度ウミガメ採捕報告を提出 

12/21  

宮崎県森林・林業活性化研究委員会 【竹下】 

12 月月例会 参加6 名 

12/25  

研修所大掃除 参加：竹下 児玉・末吉・ 

岩切・瀬堀・長谷・山本  

有り難うございました。 

23232323 年年年年    

1/18  

1 月月例会 参加9 名 

1/20 

東国原英夫知事１期終了で退任 

1/21 

宮崎県新知事就任 河野俊嗣氏 

1/26 

環境保全アドバイザー、エコ幼稚園・保育所、

こどもエコクラブ研修会に出席 

（宮崎県立図書館）  【竹下】 

2/8 

東大宮地域まちづくりリーダー講演会で「ウ

ミガメの生態と保護活動」について講演 

地域の方々58 名が参加      【竹下】  

野生研のあしあと 


