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カモシカ特別調査
カモシカ特別調査
カモシカ特別調査とは
特別調査とは？
とは？

数が安定した地域が

平成２３・２４年度に九州山地における「カモ

多くなっています。し

シカ特別調査」が実施されます。カモシカ（和名

かしながら、九州山地

はニホンカモシカ、天然記念物の名称はカモシ

や鈴鹿山地などはも

カ）は特別天然記念物に指定されており、本州の

ともと少なかった個

青森から九州まで３０の都府県（１５の生息地

体数が、更に減少して

域）で生息が確認されています。カモシカ調査は

いるということがわ

国(文化庁)の補助を受け、県教育委員会が調査を

かりました。この地域

実施するものです。九州山地のカモシカ生息地は

においては引き続い

本県と熊本・大分の３県にまたがっており、この

て調査を行い、生息状

３県で同時に２年間の調査を行い、３県合同で調

況を把握する必要が

査報告書をまとめます。カモシカはわが国固有の

あります。

18

哺乳類ですが、過去に個体数が激減し絶滅が危惧

これまでのカモシカ
これまでのカモシカ調
カモシカ調査の結果

されたため国は天然記念物(のちに特別天然記念
物)に指定し保護を行ってきました。この成果もあ

九州山地における特別調査はこれまで３回実

って全国的に個体数は増加したのですが、今度は

施されています。第１回目が昭和６２・６３年度、

逆に植林されたヒノキや農作物がカモシカの食

２回目が平成６・７年度、３回目の調査は１４・

害に遭うという問題が生じるようになりました。

１５年度に実施されています。

そこで国は、カモシカの食害対策として、カモ
シカの保護区を設定し、保護区外では計画的に個
体数の調整を行えるようにするという方針を打
ち出しました。この保護区を設定するためにはカ
モシカの生息状況を調査し把握する必要があり
ます。そのためカモシカの生息する１５地域を調
査し、全国的なカモシカの生息状況を調査するこ
とになりました。カモシカによる食害が多かった
本州は、保護区が設定されたことで、近年、生息

14 15
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カモシカ調査
カモシカ調査の
調査の方法
下では生息地の糞塊の数は一定のバランスを保

カモシカの個体数推定のためにはいくつかの
調査方法があります。離れた場所からカモシカの

っていることになります。１頭のカモシカの単位

数を調査する「定点観察法」、複数の調査員があ

時間における排泄糞塊数と消えていく糞塊の割

る調査区を分担して歩き、カモシカを数えていく

合（消失率）がわかればカモシカの数を計算する

「区画法」などがあります。これらはカモシカを

ことができます。森の中の糞塊をすべて見つける

直接探してカウントするものですが、もともと個

ことはできませんので、発見率も計算に加え、こ

体数が少なく、険しい九州山地においては適当な

こに示すような式が成立します。

方法とは言えません。冬期でも葉を落とさない照
葉樹の森にあっては遠くからの定点観察もでき

β

N

F

α H

ません。そこで、カモシカの糞塊を見つけること
でカモシカの数を推定する「糞塊法」が用いられ

α

ています。カモシカの糞は数百個からなる糞塊
（いわゆるため糞）として排泄されます。「糞塊

β

法」では調査範囲における糞塊の数を調査するこ
とで、カモシカの生息数を計算します。カモシカ
の糞塊は排泄されるたびに増えていきますが、糞

この結果から生息密度を計算し、さらには生息頭

は小動物・微生物によって分解されるため森が糞

数を算出することになります。
福島 英樹

塊だらけになることはありません。安定した状況

動物しつもん箱
【質問】北極や南極にいる魚は凍ってしまわな

【質問】カメレオンはどうして体の色が変わる
の？

(延岡市

いの？

Ｋさん)

(日向市

Ｍさん)

【答え】カメレオンは周囲の気温や光の強さに

【答え】大丈夫です、凍りません。普通の魚は

合わせて、体内で色素顆粒(色のもと)を分泌し

－0.8℃ぐらいで凍りますが、北極や南極に生

て、体の色を背景に合わせることができます。

息する魚は、体の細胞や血液中に不凍(耐凍)タ

これによって敵から隠れ、自分の身を守ってい

ンパク質(AFP)を持っているため氷点下の海中

ます。このような変化を「保護色」と言い、他

でも生活することができます。水は凍る時に結

にもヒラメやメダカ、また季節の変わり目にお

晶化していくのですが、AFP はこの結晶化を和

けるノウサギの体毛色変化でも見られます。体

らげて水の凝固点(凍り始める温度)をさげるの

色変化は、他にも繁殖期に体色を派手にして異

で魚は凍らずに済むのです。ただし、海から釣

性にアピールする「婚姻色」(ベニザケ・トノサ

りあげられると結晶化を抑える対象となる水

マガエルなど)など様々な目的で行われていま

がなくなるので(－10℃の空気中では)、即座に

す。

“冷凍魚”となってしまうのです。
(山本

(山本

達哉)

達哉)

動物に関する疑問・質問等がありましたら、宮崎野生動物研究会までご連絡ください。
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動物交友記

ド ラ ム の 死

ちも悲しかったのですが、それよりもドラムのシ

上野動物園の友人から電話が来ました。それは

ョックはもっと大きく、それからというもの、気

突然ドラムが急性肺炎で死んだということでし

が抜けたようにしょんぼりし餌も食べなくなっ

た。まだ 21 才のドラムがと私は驚きました。ド

てしまいました。私たちも心配し、ドラムと寝て

ラムというのは私がまだ動物園に勤めていた時、

やる日が続きました。数ヶ月でドラムも元気が回

上野動物園に繁殖のために預けたゴリラのこと

復しました

です。

私たちは何とかしてメスを入手してやらない

宮崎の動物園でゴリラを飼いたいと思った私

とと、いろいろ手配をしましたが、ワシントン条

は、何とかして手に入れたいと思いました。しか

約で入手はますます困難となりました。月日が経

し、ゴリラはすでに世界の希少動物となっていて、 過し、ひとりぼっちのドラムも 13 歳の青年に成
非常に入手が困難でした。そんな時、ベルギーの

長し、体重 120kg、身長 2m にもなりました。

動物園で生まれているという情報が入ってきま

そんな時、ゴリラの絶滅を救おうと各地の動物

した。なんとしてもそれを手に入れたいと交渉を

園がゴリラ繁殖に取りかかったのです。でもゴリ

し、ついに 2 頭のゴリラが宮崎に来ることになり

ラの繁殖はむずかしく、それにどの園にも 1，2

ました。ゴリラといっても赤ちゃんゴリラ。小さ

頭しか飼っていなかったのです。そんな時アメリ

な箱に詰められて飛行機でやってきました。宮崎

カの動物園で集団飼育すると繁殖も良くなると

に着いたちびっこゴリラは何とも可愛かったで

いう研究が発表されました。ところが日本ではゴ

す。

リラを集団で飼う施設を作るだけでも大変だし

箱から出ると２頭は抱き合って離れようとし

ゴリラを集めるにも困難がありました。ところが

ませんでした。ゴリラは思ったより神経質で、担

上野動物園が中心となってブリーデングローン

当者になつくまでに大変苦労しました。数ヶ月し

事業としてゴリラの繁殖計画が持ち上がったの

てやっと馴れても､オスは暴れん坊で何時も小さ

です。つまり日本中に飼われている片割れゴリラ

な手で胸を叩いて威張っていました。メスはやや

を集めて共同で飼育し、繁殖を計ろうという計画

小さくておとなしく、２頭は仲良しで一日中遊び

でした。でもゴリラを集める段階になると、どこ

回り動物園の人気を独り占めしていました。早速

の動物園でも一番の人気者を手放すところは無

名前を一般から募集して、オスは「ドラム」メス

かったのです。この計画も困難になりました。私

は「オリーブ」と名付けられました。彼らは日に

たちは園のことではなくゴリラの将来について

日に大きく成長して１年がたったある日、オリー

絶滅を考えると、この計画こそ必要だと宮崎が一

ブが残念なことに病死してしまいました。私た

番に賛成し宮崎からドラムの婿入りが実現した
のです。続いて各園から 12 頭が集まり集団飼育
がスタートしました。中でもドラムは一番若く元
気でリーダーになる期待がかけられ、2 世の誕生
を待っていましたが、1 年すぎ 2 年すぎても朗報
は伝わって来ませんでした。でもゴリラたちも恋
が芽生えてもいい頃だと思っていたそんな時、訃
報が舞い込んできたのです。驚きと悲しさが思い
出とともにこみ上げてくるのでした。
竹下 完
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話題を提供

お知らせ

小豆野次則さん受賞

ウミガメ観察会のお知らせ
今年も賛助会員の皆様

小豆野次則会員が
小豆野次則会員が全国野鳥保護の
全国野鳥保護の集い
において野生生物保護功労者
野生生物保護功労者として
として環境
において
野生生物保護功労者
として
環境
省自然環境局長賞を
受賞されました
されました。
省自然環境局長賞
を受賞
されました
。

と一緒に行くウミガメ観
察会を計画致しました。ウ
ミガメは夜の 9 時頃から
上陸して産卵します。簡単
に逢えるわけではありま
せんが､頑張って探しまし
ょう。雨が降ったり､雷が鳴るような天候の時は
危険ですので中止します。当日参加される方は必
ずご連絡下さい。小さなお子様は保護者が同伴下
さい。

アカウミガメの
アカウミガメの産卵探索
●明神山海岸コース(案内:竹下調査員)
日時：
：6/11（
6/11（土）・25（
25（土）・7/3（日）
午後 8:00 集合
集合場所：石崎の杜歓鯨館元ﾌﾟｰﾙの駐車場

1955 年から航空自衛隊に勤められて

●大炊田海岸コース(案内:小豆野調査員)

いましたが 1987 年退職後、当時佐土原
町役場の嘱託として、アカウミガメ保護

日時：６
６/11（
・2４（金）午後 8:00 集合
/11（土）
集合場所：佐土原支所駐車場か石崎川河口

員となり佐土原町内の海岸、特に明神山

（自転車道広場）

海岸(約 3km)で、毎年 5 月から 8 月にか
けて産卵に来るアカウミガメの保護活動

仔ガメの
ガメの孵化の
孵化の探索会（案内:小豆野・竹下）
日時：７
７/30(
30(土)・８/6(
/6(土) 午前 7:00 集合

を毎夜献身的に続けられてきました。

集合場所: 石崎の杜歓鯨館元ﾌﾟｰﾙの駐車場

2006 年からは宮崎市と合併後 NPO
法人宮崎野生動物研究会の会員として保

海岸清掃の
海岸清掃の日
7 月に入ると孵化が

護活動を継続、現在に至っています。約
30 年に渡る活動で、その経験を地区の

始まり仔ガメは海へと
帰っていきます。大き

子供会や小学校に出向いて自然保護の啓

なゴミに邪魔されて動

発に貢献されました。
現在７８歳。趣味は民謡。その腕前も

けなくなるのを防ぐために、今年も海岸清掃を行
います。皆さんご協力ください。

優秀で、施設訪問で人気があります。こ
れらの功績が認められ、今回の受賞とな
りました。おめでとうございます。

日時：７
７/１６(
１６(土)
●午前の部：一ツ葉海岸 午前 8:30 集合
集合場所：サンビーチ東側の浜
●午後の部：住吉・明神山海岸 午後 5:30 集合
集合場所：動物園東側の浜

連絡先

竹下調査員 （0985－25－7585）
小豆野調査員（0985－74－1695）
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会員ペンリレー

宮崎の動物
『ギンボシザトウムシ』
ギンボシザトウムシ』
－宮崎県からの初記録－

沖永良部を
旅行して
西 明美

みなさん「ザトウムシ」という生き物を知っ
ていますか？足が長くてユラユラと森の中を歩

昨年 9 月、家族で鹿児島県の離島、沖永良部に

いているあの…と思った方はなかなかの生き物

行きました。天気がよく晴れていたので、とても

通です。分類学的には、節足動物クモ綱ザトウ

とても暑かったです。

ムシ目に属しているクモに似た動物です。糸の

旅行ではいくつか観光地を回りましたが、その

ような細長い脚が、小豆粒のような体から４対

中で「田皆岬」に行ったときのことです。

出ており、初めて目にした人はクモと間違えて

その岬の近くにはウミガメのエサやりが体験

しまうかもしれません。多くの種が森林内の樹

できる浜辺もあり、岬でウミガメを見ることがで

幹や倒木下、土壌中など様々な場所に生息して

きるかもしれないという場所です。

いて、昆虫類や植物の種子・花粉等を食べて生

断崖の眼下に広がる海は青く透き通っていて、

活しています。オスとメスは交尾を行い、メス

とてもきれいです。

は直径１mm 程の卵を湿った地面・倒木などに

その海に、まさ

産卵します。ふ化した幼体はすでに４対の脚を

かのウミガメが泳

もち、５～６回の脱皮を経て成体となります。

いでいるではない

2010 年に「ギンボシザトウムシ」というザ

ですか。私も水族

トウムシが初めて宮崎県内（宮崎市と都城市）

館以外で昼間泳い

で確認されました。

でいるウミガメを

腹部第２背板に長い

みたのは初めてで

針状突起があり、雄

した。しかも５～６頭もいます。海面に浮かんで

にはその突起の両側

きては息継ぎをして、また海に潜り、浮かんでは

に白斑が見られるの

潜り。海の青さと相まって、ちょっと感動でした。

が特徴です。かつては、琉球列島（沖縄本島か

皆で「あっちにもいるよ」と、しばらくウミガメ

ら種子島・屋久島）での生息しか確認されてい

捜しに夢中でした。時期によっては 30 頭ほど観

ませんでしたが、近年は宮崎県以外にも、鹿児

察できるそうです。

島県、佐賀県、福岡県、山口県で次々と生息が

沖永良部では、２～４月頃に運がよければクジ

確認されています。何かと話題になることが多

ラも見ることができるとの事。次はクジラ探しに

い、地球温暖化による南方系生物の北上現象で

も是非行ってみたいと思っています。

すが、宮崎県でこのギンボシザトウムシの生息
が確認されたことも、この温暖化が原因なのか
もしれません。

次は、前田 修大さんにお願いします。

山田 真太郎
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野生研のあしあと
野生研のあしあ
2/14

動物記録

宮崎市に 22 年度ウミガメ調査報告書

２/20

を提出

新燃岳噴火の影響でサンゴも被害、一部死滅。日
南市南郷町大島沖で、サンゴに火山灰堆積し窒息

2/16 宮崎県森林・林業活性化研究委員会に
出席

か？

(竹下)

３/５

3/11 東北地方太平洋沖地震（M9.0、最大震

【宮崎日日新聞】

全国植生 48％シカ被害。生態系に重大脅威。早
急な対策を国に求める。

度７）が発生。これにより津波が発生し

３/７

街は海水に飲み込まれ、死者・行方不明

【宮崎日日新聞】

新燃岳噴火により、霧島代表する希少植物ミヤマ
キリシマ枯死恐れ。灰埋もれ群生壊滅的。

者数は 2 万人を超えた。また福島県の東

【宮崎日日新聞】

京電力福島原子力発電所が直撃され、被

４/２

害が発生した。

３年ぶりに上野動物園でパンダ２頭、雄の「リー
リー」と雌の「シンシン」公開。
【宮崎日日新聞】

3/16 ３月月例会開催

４/12

3/20 東大宮地域事務所協賛、市民の森探鳥会
開催、20 名が参加

串間市都井岬の岬馬５頭に伝染性貧血を確認。隔
離して、全 110 頭検査へ。

(講師:竹下)

４/16

3/25 理事会開催

【宮崎日日新聞】

宮崎県が口蹄疫防疫へ新マニュアル策定。国外発
生にも対応、感染経路究明も重視。

午後 6 時 30 分～宮崎市内花月亭にて

【宮崎日日新聞】

10 名の参加 23 年度の事業計画及び役

４/19

員改選について協議された。

・延岡市鯛名町、クサフグの産卵始まる。
・門川町枇榔島周辺で米国人学者ら専門家チー

4/19 4 月月例会開催

ムが、カンムリウミスズメの個体数、営巣調査

4/20 県庁自然環境課・文化財課と 23 年度事

を開始（24 日まで）

業の打ち合わせを行う

(竹下・児玉)

４/29

宮崎県税務課に 22 年度報告書提出

【夕刊デイリー】

・中国北東部～ベトナム渡り鳥のカラアカハラ、
宮崎神宮で確認。

4/21 平成 22 年度会計監査を実施

・宮崎県内渇水。田植え遅れや断水。宮崎県知

監査：長谷勝之・岩切康二

事が節水呼びかけ。

事務局：竹下完・児玉純一

５/９

4/28 23 年度事業特別天然記念物カモシカ調

【宮崎日日新聞】

宮崎県内（日南市風田浜）でアカウミガメの産卵、
今年初確認。

査の契約

【宮崎日日新聞】

編 集 後 記

新会員のご紹介（敬称略）
正会員：奥田 悠・中島

被災地の方々にお見舞い申し上げます。

洋雄

いよいよウミガメ調査・カモシカ調査が始まりま

梅田 美緒・渡部 千尋

す。がんばりましょう!!

古根村
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