
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ 2013 年のウミガメ調査が始まりました。今年も 5 月 20 日～8 月 10 日の期間で実施し

ます。ここで調査場所や調査方法の概要をご紹介します。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎野生動物研究会通信 

 

Wildlife 
No.３１ 

２０１３年６月１５日 

ＮＰＯ法人 宮崎野生動物研究会 

Miyazaki Wildlife Research Group 

 

ウミガメ調査開始報告 

 
タヌキ：関 

高鍋町 

新富町 

宮崎市 

調 査 方 法 調 査 場 所 

調 査 道 具 

カゴ 

さし棒 

杭 

ノギス 

完全装備で、いざ戦場（砂浜）へ ! ! 

・カゴ…何の変哲もないカゴです。中に記

録用   

    紙等の道具が入っています。 

・さし棒…砂浜に埋まった卵を探す為の道

具です。 

     意外と重要な道具です。 

・杭…調査済みを示し、識別番号を印した

杭です。重複記録を防ぎ、孵化調査

にも重要です。 

・ノギス…カメの計測に使用します。 

 

1. 午後 9時に集合し、調査開始。 

調査終了時間は大体午前 0 時前後ですが、基本

的にはカメ次第です。(カメの上陸状況次第) 

2. 調査道具を持って行きます。海岸を歩きながら

カメの痕跡（足跡や産卵跡）を探します。 

3. カメに遭遇したら、まずはカメの産卵が終わる

まで待ちます。 

一仕事終え海に帰ろうとするカメに少々時間を

頂き、各箇所の計測と前肢への標識装着を行い

ます。 

作業終了後、お帰りを見送ります。 

4. カメの痕跡を見つけたらカメの行動（産卵、戻

りなど）や周辺環境などの状況を記録します。 

以上を各調査区域で行います。 

わいるどらいふ 
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動物しつもん箱 

 

話題を提供 

カンムリウミスズメも長命 

 

鳥類は一般的に長命ですが、中でも海鳥の仲間

はすごく長命だということが標識調査で分かっ

てきました。例えばコアホウドリは最も長く 42

年という記録があります。またオオミズナギドリ

が 31 年、ウミネコが 30 年、セグロカモメが

28年、マガモが 26年となっています。 

今シーズン枇榔島で 1994年に環境庁（当時）

の足環を付けたカンムリウミスズメが 2 羽再捕

獲されました。1羽は 1994年 4月 4日、もう

1 羽は同年の 5 月 7 日に同じ枇榔島で装着した

ものです。装着した時はいずれも島に帰ってきた

個体を捕まえて足環をつけています。記録を見て

みると性別U（不明）、A（成鳥）となっています。

そして今回再捕獲され、標識してから 19年間生

きていたことが分かりました。これまでにも 14

年間生存していた記録は 3 例ほどありましたが、

一挙に 19年間まで記録が延びました。 

 

 

 

【質問】キリンってどうやって寝るの？ 

（延岡市 H さん） 

【答え】みなさんご存知のとおり、キリンはとても

首が長い動物ですが、その寝姿というのはあまり知

られていません。実はキリンは他の動物のように寝

転がって寝るのではなく、首を背中にたたんでお尻

を枕にするように寝ます。一見窮屈に見えますが、

その体勢が一番キリンにとって寝やすいみたいです。

そもそも野生のキリンはめったに寝ることがありま

せん。寝るとしてもほとんど立ったまま寝ます。な

ぜなら、体が大きく、脚の長いキリンは、起き上が

るだけでも数十分必要で、その間に外敵に襲われて

しまうからです。これがキリンの寝姿があまり知ら

れていない理由なんですね。    （中林 朗） 

 

 

 

 

 

 

ウミスズメの仲間が繁殖のために初めて島に

帰ってくるのは生まれて 3 年してからだと云わ

れています。この時に標識したとしても 22歳と

いうことになり、全長 24cm しかないカンムリ

ウミスズメもやはり長生きであることが分かり

ます。今後も長寿記録がどこまで延びるのか非常

に楽しみです。 

 

写真：環境省の足環を付けているところ。 

中村 豊 

 

 

【質問】キュウカンチョウやインコはなんでしゃべ

れるの？          （宮崎市 T さん） 

【答え】普通鳥というのは、スズメならば「チュン

チュン」、カラスなら「カーカー」といったように種

類ごとで鳴き方が決まっています。これは雛から成

長していく過程で親鳥や仲間の鳥が鳴くのをまねし

て鳴き方を覚えていくからです。ところが人間に飼

われている鳥は鳴き方を覚える機会が無いため、人

間の声をまねてみようとするわけです。キュウカン

チョウやインコだけでなく、どんな鳥も、人間に飼

われている鳥は実は人間の声をまねようとします。

ところが、舌やのどのしくみが人間のものとは違う

ため、ほとんどの鳥はしゃべることができません。

しかし、キュウカンチョウやインコの舌やのどのし

くみは人間のものと少し似ているため、しゃべるこ

とができるのです。        （中林 朗） 
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動物交友記 

 

皇太后様とクモザル 

 皇太后が亡くなられたという報道を聞い

て私はふと思い出しました。それというの

はフェニックス自然動物園が出来て間もな

い昭和 48 年 4 月、全国植樹祭が宮崎県で

開催され､当時の天皇皇后両陛下が参列さ

れることになったのです。そして、翌日動

物園を見学してくださることが決まりまし

た。計画が決まると、6 ヶ月も前から県庁

の人や県警の方々が、毎日のように動物園

に来てはコースやお見せする動物など、こ

と細かく準備が始まりました。私は全体の

演出係でした。動物がお好きと聞いて、ど

のようにお迎えしたら両陛下に喜んでもら

えるだろうかと頭をひねる毎日が続きまし

た。結局、初めて成功した「異種の動物の

共棲飼育」をありのままご覧いただくこと

しかありませんでした。ところが広い囲い

の中にいろいろな動物が一緒に展示してい

るために、動物たちは片隅に集まってしま

うのです。そうなると大変だと、両陛下が

通って行かれる順に動物が現れるように計

画し訓練に入りました。ご訪問の日が近づ

くにつれて、毎日遅くまで作業する係員の

様子に動物たちも何かあるぞと感づいてい

るような気がしました。 

当日の朝は残念にも雨となりました。宮

崎の雨は特別に強く激しいものです。ご訪 

 

 

問は午後 3 時で、それまでにはきっと雨は

止むだろうとただ祈るだけでした。しかし、

雨は無情にも激しくなるばかり。しばらく

して私たちの前に鈍く光った御料車が到着

しました。両陛下が車から降りられ傘を差

しての見学となりました。雨の中出迎えた

可愛いチンパンジーに、皇后様はにっこり

と笑顔で寄り添ってこられました。両陛下

はゆっくりと観覧橋から眺めておられまし

たが、心配していたとおり、動物も 1 箇所

に集まって動こうとしませんでした。私は

園内をいっぱい走らせてみようと懸命に操

作してみましたが動かず、折角の訓練も効

果を出せませんでした。レストランの広場

に着かれたとき、幼稚園児と保育園児が待

ち構えていました。そこでは子供たちと一

緒にチンパンジーのボーリングや、子ゾウ

のお絵かきを披露しました。陛下もその動

物たちのしぐさにほほえんでおられました。

その時、突然飼育係がクモザルを抱いて皇

后様の前に連れてきました。するとサルは

皇后様の顔を見るなり、口をとがらせ「ム

ニャムニャ」と何か話すように声を出しま

した。皇后様が両手を差しのばされると、

サルは飼育係員の手を離れ皇后様に抱かれ

てしまいました。一斉にフラッシュがたか

れ、それを見ていた私は一瞬真っ青になり

ました。服を汚さないか、それより驚いて

噛みつきはしないだろうかと。どうして取

り戻そうか唖然としていたのですが、皇后

様はにこにこしながらまるで赤ん坊をあや

すようにしておられました。それを見て陛

下もにっこり見つめておられたのですが、

少しして皇后様は「さあお帰りなさい」と

優しい声をかけると不思議なことに黙って

飼育係の手に戻りました。私はほっとしま

した。翌日の新聞にはクモザルを抱かれた

皇后様の写真が一面に出ていました。 

竹下 完 
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話題を提供 

 

デジタルタヌキ 

 

 表題はあまり聞きなれない言葉だと思いま

す。これはコンピューター上で自由に野外を動

き回るタヌキの行動シミュレーションプログ

ラムのことを指します。全国に河川生態学術研

究会という研究組織があり、その一つのフィー

ルドが宮崎県北川及び五ヶ瀬川でした。私がこ

のプロジェクトに参加して 15 年位が経ちま

した。昨年度で終了したのですが、その最終的

な成果が「デジタルタヌキ」だったのです。 

 最初にこの研究会で仕事を始めたいきさつ

は、河川改修工事の実施によって、河川敷周辺

に棲む野生動物がどのような影響を受けるか

を明らかにして欲しいという、河川生態学術研

究会からのお誘いでした。実際、平成 9 年の大

洪水（台風 19 号）で、北川は大水害を受け、

河川激甚災害対策特別緊急事業に指定されて、

大規模な河川改修工事が行われる計画が持ち

上がっていました。改修工事が進む時、河川敷

の植生は破壊され、かつ工事用重機の騒音や振

動で、そこに生活していた哺乳類の行動は、大

きく攪乱されるはずです。要は、この行動の変

化をリアルタイムで追跡し、かつどのくらいの

期間経ったら元の生活にもどれるかを明らか

にすることが目的であった訳です。もちろん、

そのような研究はこれまで誰もやったことは

ありません。そのためには、まず、行動をリア

ルタイムに追跡する方法論から確立して行く

必要があります。 

 通常、このような場合、動物に発信器をつけ

てテレメトリ調査をやるのですが、従来の手動

の方探法では 1 時間に 1 点くらいしか地図上

に位置が落ちません。これでは、リアルタイム

に行動する動物の移動ルートを追跡できませ

ん。そこで、数分おきに動物の位置が追跡でき、

さらにその位置が小屋のパソコンの画面上に 

 

 

 

 

 

 

表示されるというシステムを作ることになり 

ました。その開発業務は、NTT 管領会社のグ

ループが受け持つことになりました。今考えれ

ば、多分、その技術の一部が、現在我々が携帯

電話をもっていたら、どこにいるかを判定され

るシステムの一部として使われているのだと

思います。この自動方探テレメトリシステムの

開発に約 2 年を費やしました。最も大きな難点

は、発信機の重さでした。最初は、携帯の外側

のプラスティックの皮を外したほどの大きさ

があり、かつ電池まで入れれば軽く 120g を超

えるものでした。テレメトリの発信機は体重の

5％未満という一般的基準は満たしていました

が、最初のタヌキは、この大きな発信機を背負

うことになりました。これが、2000 年のこと

でした。その後、約 1 年半をかけて、工事がお

こわわれていない自然の状態での、タヌキの行

動追跡を行いました。 

 

 さて、いざ原稿を書き始めると、いくら紙面

があっても足りないようです。それで、数回に

分けてデジタルタヌキの原稿を書かせていた

だくことにしたいと思います。すみませんが、

しばらくお付き合いください。     続く 

2002 年 4 月に発信器を装着したタヌキ 

 

岩本 俊孝 
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サツマゴキブリ成虫(上)と幼虫(下)。 

宮崎の動物 

 

飛べないゴキブリ： 

サツマゴキブリ研究事始め 

 

皆さん、サツマゴキブリをご存じでしょうか。

庭先などで良くみる、丸くて黒くて翅のないゴキ

ブリ･･･それがサツマゴキブリ（写真上）です。

宮崎市内では普通にみることができる本種です

が、それが「サツマゴキブリ」という種であるこ

とはあまり知られていないようです。今回、この

サツマゴキブリの研究を配属学生の卒業論文の

テーマとして始めました。まだ始めたばかりです

が、紙面をお借りしてサツマゴキブリの魅力?に

ついて紹介させて頂きます。 

  

サツマゴキブリとは 

 約 3 億年前に出現したとされる「生きた化

石」・ゴキブリですが、世界には約 3～4,000 種

がいます。日本でも移入種も含めて 52種が知ら

れていますが、不快害虫とされる家屋に侵入する

種は約 12種で、ほとんどのゴキブリは野外性で

す。サツマゴキブリ Opisthoplatia orientalis 

(Burmeister, 1838)は、ゴキブリ目マダラゴキ

ブリ科に属する卵胎生の野外種です。雌雄共に無

翅であるため飛翔能力はありません。体長は

25mm～35mm と大型のゴキブリといえます。

体色が特徴的で、成虫は光沢のある黒色で前部に

白い縁取り，胸部～腹部には赤い縁取りがありま

す。幼虫は茶褐色でつやのない体色をしています

（写真下）。道端の石や朽木、倒木の下などの隙

間、樹木の樹皮下でみることが多いようです。本

種はインド、中国南部、マカオ、台湾、インドネ

シア（ジャワ島）、そして日本にわたる亜熱帯～

温帯の比較的幅広い地域の主に沿岸域に分布し

ており、国内では九州中南部、四国南部、種子島、

奄美諸島、沖縄・八重山諸島が自然分布とされま

す。 

一方で、本来生息しないとされる伊豆諸島八丈

島で 1979年に、和歌山県では 1994年以降に 

生体が確認され、その後も静岡県、千葉県、伊豆

諸島の各島々、小笠原、東京都臨海部でも発見さ

れています。これらは国内もしくは海外からの移

入と考えられており、侵入生物として他の在来種

への影響が心配されると共に、不快害虫としても

問題となっています。 

 

サツマゴキブリ研究のおもしろみ 

このサツマゴキブリの分布を見ると本種は沿

海性種と推測されます。飛ばない本種はどのよう

にその分布を拡大してきたのでしょうか。海流に

よって運ばれているのでしょうか。また遺伝的な

地域性はあるのでしょうか。さらに「人為的」に

分布が広がっているとされる本種、それら集団は

どこから来たのか、そもそも人為的なのか･･･温

暖化の影響か? と、分からないことだらけなので

す。そこでこの研究では彼らの DNAを調べるこ

とで、DNA に刻まれた彼らの「歴史」や各地域

集団の「ルーツ」を探ることを目的にしています。 

現在、試料の採取をおこなっています。宮崎各

所はもちろん、学生と大分・高知・和歌山へ総走

行距離 2,０00km の採取旅行も強行しました。

採取は手づかみです（手袋はすることが多いです

が）。また伊豆諸島・御蔵島、南西諸島の個体も

提供いただいています。会員の皆さんで、特に南

西諸島や台湾、中国南部へ行かれる際は是非ご一

報を、試料の採取をお願い致します。 

 

西田 伸 
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●アカウミガメの観察会･仔ガメの孵化の観察会 

野生研では毎年上記の行事を開催していますがアカウミガメの上陸の条件、産卵の日程など

は先に予定していても当日の天候などによって、折角お集まり戴いてもその日に行うことが出

来ないことが多く、皆さんにご迷惑をかけますので､今年はウミガメ見学を希望の方は７月に

入ってから竹下(0985-25-7585)まで電話でご確認ください。 

 

●賛助会員の方で見学したい方 

調査員と一緒に回っていただきますが、夜の 9時から 12 時までですのでお子様はご遠慮下

さい。なお、事前に竹下(0985-25-7585)まで電話でご連絡下さい。調査場所、時間など日

程は直接こちらから連絡いたします。また、多人数での見学は調査に支障をきたしますので 1

日数人にさせていただきます。早めにお申し込み、お願いします。 

 

●海岸清掃〔ビーチクリーン作戦〕 

仔ガメの生まれる前に海岸の清掃です。皆さん参加してご協力下さい。 

○開催日：平成 25年 7 月 7日〔日〕 

○場所：住吉海岸 8:30～約 1時間です。集合場所は動物園裏の海岸に出る道路です 

 持ち物：手袋・水筒 

※・危険ですのでサンダルはやめてください 

・ゴミ袋などはこちらで準備いたします。  

動物質問箱募集 

 動物に関するご意見、ご質問等をお寄せください。 

   連絡先：situmon@m-yaseiken.org 

ミゾゴイと宮崎の野生動物の保全展 ご案内 

場 所：宮崎市フェニックス自然動物園内こども動物村展示館 (動物園の入園料が必要) 

開催日：7月 20日(土)～10月 1日(火)     ※休園日を除く 

内 容：こども動物村展示館において、希少種であるミゾゴイについておよびその保全の必要

性、動物園での取り組み等について展示します。またその他宮崎県内での野生動物の

保全活動についても紹介します。 

 

新会員の紹介 

正 会 員：保田 昌宏・竹田 正人 

賛助会員：西野 厚・森 文雄・倉永 正弘・滝口 初美・森 美樹 

宮田 理恵・大塚 徹・日高 美香・天良仲 恵 

団体賛助会員：（株)自然舘代表大塚徹 
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会員ペンリレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤本 彩乃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎野生動物研究会会長退任ご挨拶 

3月19日に開催されました平成2４年度理事会にお

いて、19 年勤めてきました会長職を退任することにな

りました。振り返れば 1971 年に宮崎に来た私はアカ

ウミガメとの出会いがあり、その後保護活動を始めたの

がきっかけで「宮崎野生動物研究会」というグループが

発足しました。それから現在まで、そのうち平成 6 年動

物園退職とともに中島義人会長の後を引きつぎ会長に

推薦されました。事務局長の児玉純一さんと二人三脚で

野生研の活動を進めてきました。そして平成１6 年には

会を特定非営利活動法人にし、地域の自然保護活動に全

力を傾けて来ました。会員も増え、活動も広げ、宮崎の

野生動物の実態調査を行い、県民の保護意識を高め、そ

の成果に地元団体や文部大臣賞、朝日新聞社｢明日への

環境賞｣など多くを受賞し、広く評価を得ることが出来

ました。これも会員の皆さんの活躍と深く感謝していま

す。ただ平成 24 年に相棒だった児玉純一事務局長が突

然に逝去されたことが残念でなりません。彼の功績は大

きなものでした。それだけに無念です。今回会長職を退

任しましたが、引き継いで下さった岩本俊孝理事長には

大きな期待を掛けています。 

新しい若者が育ち、宮崎の豊かな自然を守って戴きた

いと念願し、お礼の言葉といたします。    竹下 完 

宮崎野生動物研究会新理事長ご挨拶 

 みなさま、先日の NPO 法人宮崎野生動物研究会総会

にて、前竹下完会長から理事長役を引き継ぎました、岩

本です。野生動物研究会は昭和 51（1976）年に発足

し、すでに 37 年が経つ長い歴史をもつ研究会です。私

も当時、若干 28 歳でしたが、発起人の一人として加わ

りました。発起人はわずか、5～6 名くらいではなかっ

たかと思います。それが現在は 70 名を超える会員、

100 名近くの賛助会員を擁す研究会と発展をしており

ます。竹下完前理事長、故児玉事務局長以下、事務局を

支えて下さった多くの方々の、努力のたまものだと思っ

ています。 

 さて、会員歴だけは長いのですが、なかなかこのよう

な会の運営には明るくない私です。様々な能力をもっ

た、会員の皆さんのご助力をもって、会をさらに発展さ

せ、また楽しい会にして行きたいと思います。どうぞよ

ろしく、ご協力の程をお願いいたします。 

 以上、理事長就任のご挨拶といたします。 岩本 俊孝 

私は、大学時代にモンゴルのフスタイ国立

公園というところで、オオカミとキツネの研

究をしていました。公園内には、観光客用の

宿泊施設と公園を管理する研究者の小さな

建物がありますが、それ以外は、延々と広が

る草原と大きな岩がごろごろしている山で

す。その大自然の中に、オオカミやキツネだ

けでなく、一度は野生下で絶滅したモウコノ

ウマという野生の馬、その馬ほどの大きさも

あるアカシカや、タルバグと呼ばれるマーモ

ットの仲間、その他たくさんの哺乳類や鳥、

昆虫、植物が生息しています。日本では見る

ことのできない動植物が次々と目に入って

きて、研究で訪れる数週間は、とても楽しく

幸せな時間でした。 

 ただ、気がかりなこともあります。私は、

2009 年と 2010 年にモンゴルを訪れてい

るのですが、首都ウランバートルの発展は目

覚ましく、たった１年で街の様子は随分変わ

っていました。都市からフスタイなどの郊外

に繋がる道も次々に整備されており、動物相

手の交通事故もたくさん起こっているよう

です。人間が開発を進めることが必ずしも悪

いことではないのですが、動物と人間がどち

らも上手に生きていけるといいなと思いま

す。 

次は、中林朗さんにお願いします。 
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３/26 ウナギの稚魚、漁獲最悪。今季 168 キ 

   ロ。続く高値、養鰻業者苦境。 

      【宮崎日日新聞】 

3/26 交雑種、生態系に影響。環境省が対策強 

   化。外来生物法改正へ。 【宮崎日日新聞】 

3/29 春駒誕生。都井岬で今期第 1号。 

              【宮崎日日新聞】 

4/3    串間市岬馬の生態身近に。「うまの館」 

   改装オープン。    【宮崎日日新聞】 

4/4  鳥フル強毒型か。中国で新たに 1人死 

   亡。「人から人」感染の恐れ。 

              【宮崎日日新聞】 

4/12  福岡で放流したアカウミガメ、屋久島に 

   戻る。ウミガメ、産卵地こだわる？鹿大調 

   査、回遊経路が判明。  【南日本新聞】 

4/12 絶滅危惧種カンムリウミスズメ。枇榔島 

   に世界の 4分の 1。研究チーム 3年の調 

   査結果報告。        【毎日新聞】

4/16 佐渡で放鳥トキにひな誕生。2年連続繁 

   殖成功。        【宮崎日日新聞】 

4/24  小林・出の山公園、ホタルまつり 4年ぶ 

   り復活。保護活動実り幼虫増。 

              【宮崎日日新聞】 

4/26 延岡市鯛名町でクサフグの産卵始まる。 

              【夕刊デイリー】 

5/3  日南市でアカウミガメの産卵確認。過去 

   20 年で最も早い産卵。 【宮崎日日新聞】 

5/9  恋のバトル？宮崎市折生迫沖でアカウ 

   ミガメ 3匹が折り重なるように水面を泳 

   いでいるところを海保撮影。 

【宮崎日日新聞】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎野生動物研究会通信「わいるどらいふ」  No.３１  201３年６月１５日発行 
 

特定非営利活動法人 
 宮崎野生動物研究会  （Miyazaki Wildlife Research Group） 
    理事長  岩本 俊孝 
       http://www.m-yaseiken.org 

「わいるどらいふ」の無断引用、転載、複製を禁止します。 

 

中村 豊 様  九州ウミガメ会議有志 

宮崎の野生動物保護に使わしていただきます。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野生研のあしあ

と 

 

 

2/28 24年度カモシカ調査報告を県に提出 

3/9  九州ウミガメ情報交換会を宮崎市青少

年プラザで開催。九州各地からウミガメ

の調査に携わっている方々が集まり、事

例発表が行われた。夜には宮崎市内で懇

親会が行われた。   （約 30名参加） 

3/19 野生研３月例会 宮崎市青少年プラザ 

4/1～30 平和台公園はにわ館で｢宮崎の海岸

とアカウミガメ展｣を開催 

来場者約 1300名 

4/11 野生研 4月例会 大宮青少年プラザ 

① わいるどらいふ 31号の編集 

4/18 宮崎県と 25 年度アカウミガメ調査契

約を行う 

4/23 宮崎市と 25 年度アカウミガメ調査契

約を行う 

5/2  日南市でアカウミガメが産卵初上陸 

5/3  宮崎市明神山海岸石崎浜で初上陸 

5/13 野生研理事会  

宮崎市青少年プラザﾞにて 

5/19 野生研通常総会開催  

東大宮地区社協会議室 

    役員改選があり、竹下完会長が退任。新

理事長に岩本俊孝氏が推薦された 

５/20 25年度ウミガメ調査開始 

 

 

野生研のあしあと 

 

動物記録 

寄 付 の お 礼 

 
欄干動物記：ニホンザル 

 


