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今年の宮崎海岸（堀之内海岸から白浜海岸まで）

へ上陸産卵したアカウミガメの調査結果がほぼ

まとまりましたので概要を報告します。 

本年の初上陸産卵は５月３日に明神山海岸で

記録しました。また、最終上陸産卵日は、９月２

日に新富南海岸での報告がありました。 

本年のアカウミガメ上陸産卵調査の集計結果 

は、上陸回数が 2682 回となり、そのうち産卵

回数が 1750 回で産卵率は

65.2％という結果になりま

した。その調査における全調

査区の概要は表１に示したと

おりとなります。 

 2010 年以降の調査地別上

陸産卵回数をみると、一ツ瀬

南と一ツ葉、松崎、こどもの

くにのそれぞれの海岸で上陸

回数が昨年を上回っています。

特に松崎海岸では上陸回数が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年より 150 回以上増えていますし、一ッ瀬南

海岸でも 50回上陸回数が増えました。それに伴

って松崎海岸やこどものくに海岸では産卵回数

も増加しましたが、一ッ瀬南海岸や一ツ葉海岸で

は減少しています。その他に上陸回数は減少して

いるが、産卵回数が増加している海岸もあります。

それは大炊田海岸や明神山海岸、運動公

園海岸です。特に明神山海岸では上陸回

数が 100 回近くも減少したのに産卵回

数は 20 回以上も増加しています。また

大炊田海岸では上陸回数はほとんど変わ

らないのに産卵回数は 30 回以上増加し

ている海岸もありました。この他、堀之

内海岸や新富北海岸、新富南海岸、人工

ビーチで上陸回数、産卵回数共に減少し

ました。大淀川河口海岸では上陸回数、

産卵回数ともに大幅な増加が認められま

した。これらの原因についてはよくわかりません。

これらの結果は図１グラフに示したとおりです。 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わいるどらいふ 
 

宮崎野生動物研究会通信 
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2013年アカウミガメ調査結果報告 

 

 
サシバ：関 
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動物しつもん箱 

 

会員のページ 

サシバの渡り 

私は 10月に、サークルのメンバーと共に宮崎

県の都城市にある金御岳公園にサシバ観察に行

ってきました。サシバはタカ目タカ科サシバ属に

分類される鳥で、アムール地方南部、ウスリー地

方、中国北東部、朝鮮北部、日本などで繁殖し、

冬期は南西諸島、インドシナ、マレー半島、フィ

リピンなどで越冬する渡り鳥です。金御岳は、宮

崎県有数の観察スポットで、私たちが観察に行っ

たときも大勢の人たちと日本野鳥の会の方でに

ぎわっていました。金御岳のサシバの渡りは１０ 

 

  

【質問】鳥って本当に夜は目が見えないの？ 

               (宮崎市 Sさん) 

【答え】鳥は、とても眼のいい動物で、実は夜も

見えている種類が多いです。しかし夜に活動をし

ない種類が多く、それが見えていないと人々に勘

違いされたのかもしれません。鳥の目は人間の目

に比べて色を感じる細胞の種類が多く、人間より

も鮮やかにものが見えているといわれています。

とても便利な目ですが、ずっと使っていると目が

疲れますよね。人間もずっと読書やテレビを見て

いると目が疲れるのと同じです。夜は鳥も家に帰

って休んでいるのではないでしょうか。 

（徳嶺燿子・渡部千尋） 

 

 

 

 

月上旬がピークで、本州から飛来した他のサシバ

のグループと合流し、南の暖かい地を目指します。 

サシバの渡りは、山に発生する上昇気流にのり、

数十羽から数百羽で旋回しながら十分な高さま

で上昇し、そこから風に乗り南へ向かいます。高

度が下がってきたらまた旋回しながら上昇し、風

に乗ってを繰り返し、長い距離を飛んでいくので

す。金御岳では都城盆地から吹きあがる上昇気流 

によって数百羽が一斉に渡りを行う現象（鷹柱）

がシーズンに 2・3 度確認されています。 

 今回私たちが行った時には渡りのピークが終

わっており、約 30 羽のサシバしか観察できませ

んでしたが、しっかりと上昇気流に乗り、大空高

く飛び上がる姿を確認することができました。私

たちが双眼鏡を使って観察するのがやっとのと

ころの位置に飛んでいるサシバを、日本野鳥の会

の方々は肉眼で発見しているのを見たときには、

さすが専門の人は違うと驚きを隠せませんでし

た。初めてのサシバ観察でしたが、来年はしっか

りとピークに予定を合わせ、何羽ものサシバが渡

る姿を見たいと思います。     

中林 郎 

 

 

【質問】ラッコってどうやって寝るの？ 

               (延岡市Kさん) 

【答え】お腹を空に向け、海の水面にぷかぷかと

浮かびながら生活するラッコですが、いつどのよ

うにして寝ているのでしょうか。ラッコは基本的

に餌を採るとき以外は水面で浮いたまま生活す

るので、寝るときも水面に浮かんだままです。海

に浮かんだままじゃ波に流されてしまいそうで

すが、心配御無用。ラッコが生活しているところ

には「ジャイアントケルプ」と呼ばれる、水面に

も達する非常に巨大な海藻があります。ラッコは

このジャイアントケルプを身体に巻きつけるこ

とによって、波にさらわれないようにします。ま

た、ジャイアントケルプのそばにはラッコの餌で

あるウニもたくさんいます。ジャイアントケルプ

のある海はラッコにとって最高の環境なのです。     

（徳嶺燿子・渡部千尋） 
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動物交友記 

 

「シカのラブコール」 

 先日椎葉村の山に入りました。紅葉の始まる

この季節、奥山に入るとどこからとなく「キュ

ーン」「キューン」と甲高い鳴き声が、谷間の

静けさを破るようにこだましてきます。それは

何ともわびし声ですが､実はシカの声なのです。   

最近宮崎でも異常なほどにシカが増え、山林

で働く人達は困っておられるそうです。話を聞

いてみると、まるで異常繁殖しているようでし

た。どうやら、戦後天然林を伐採し、スギやヒ

ノキを次々と山頂まで造林したのが原因らし

く、造林地の森の中はまるで暗闇のようで、草

も生えていません。だからそこに住む動物たち

の食べ物が無くなってしまい、シカが里に降り、

人家の近くまで姿を現すようになってきまし

た。昔はこんな事はなかったそうです。シカ達

は里で人の作る作物と出会い、次々と食べつく

しているということでした。実際今まで手のつ

けなかった栗や椎茸、それに畑で作られる農作

物も片っ端からシカ達は味を覚えて食べるの

で、その被害は大きいということでした。それ

に昔は冬になるとハンターが山を駆け巡り、シ

カ猟が盛んに行われていましたが、ここでも高

齢化が進み、猟をする人が少なくなってしまっ

たのも原因だということでした。でも私は、自

然の山の中で聞くこの声に、ずっしりと秋の深

まりを感じます。つまり、この季節になるとシ

カの社会では異変が起こるのです。普通シカは

冬から夏にかけては、オスはオス同士でグルー

プを作り、メスはこどもと集団を作り、山の中

で別々に行動しています。ところが秋が来て発

情期がはじまる季節になると、オスはグループ

を解体して単独で自分の縄張りを作ります。強

いシカほど大きい縄張りを作り、これを交尾テ

リトリーとも呼びますが、この頃オスのシンボ

ルである角がまた変化します。実はあの立派に

伸びた大きな角はオスにだけ生えるのです。 

 

 

 

 

 

そして５月頃には自然と角は脱落してしま

います。でも、また新しい角が生えてきます。

年齢が立つほど角は枝分かれして太くなり、貫

禄のある立派な角になります。しかし、まだ生

え替わったばかりの角は袋角と呼ばれ、柔らか

いために折れることがあり、オスシカ達はこの

時期はおとなしく、ほとんど争うことはしませ

ん。ところが、夏も過ぎ角も完全に形が出来る

と袋が破れ、角は枯れ木のように堅くなります。

こうなると角は完全に武器になります。さらに

彼らは岩や木の幹で角を研ぎ鋭くし、燃えたぎ

る心を鎮めるように泥地に寝転んで体をこす

りつけ、勇壮な姿に変身し、自分の縄張りを守

りながらメスが回ってくるのを待ち構えます。

そして発情したメスを捕らえると交尾します。

つまり、この時期一頭のオスを中心としたハー

レムが出来上がるのです。でもメスの群れは、

しばらくすると移動してしまいます。だから残

されたオスの悲しげに聞こえる鳴き声は、その

せいなのです。 

それは自然の中の、秋の風物詩なのです。 

 

竹下 完 
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話題を提供１ 

宮崎県のカタツムリ ２ 

 

前回、宮崎県の地名にゆかりの名前が付いて

いるカタツムリを紹介しました。タカチホムシ

オイ、シイバムシオイ、オオヒュウガマイマイ

の３種です。他にもタカチホマイマイ、ミヤザ

キギセルという名前のカタツムリがいます。い

かにも宮崎県の地名のように思えますが、実は

違うのです。 

 タカチホマイマイは雨の日などに人家のブ

ロック塀を這っているのをよく見かけるカタ

ツムリです。人家付近から山中まで広く生息し

ています。 

 タカチホマイマイの名前の由来はタカチホ

ヘビの名前の由来と同じで「高千穂男爵」の「高

千穂」です。 

 高千穂男爵は高千穂宣麿という方で、「1877

年学習院に入学し昆虫に熱中し、博物学を志し

神田の共立学校（開成中・高校）に通っていた

が、1883 年豊前彦山の座主高千穂家を継ぐこ

とになったため、学業を中断して英彦山神社の 

 

 

宮司となるとともに男爵の位を受ける。」とあ

ります。 

 タカチホマイマイの殻の模様は多様で、白い

ものから黒いものまでいろいろあります。 

 

       

 カタツムリの仲間にキセルガイというグル

ープがあります。殻の形がタバコを吸うときの

キセルに似ています。このキセルガイの仲間に

ミヤザキギセルがいます。ミヤザキギセルは宮

崎県では日之影町、大分県では上浦町でしか見

つかっていない希少種です。 

 ミヤザキギセルの名前の由来は発見者の宮

崎晋介氏に献名されたものです。 

  西 邦雄 

 



- 5 - 

 

話題を提供２ 

 

デジタルタヌキ（No３） 

 

 

さて前回は、デジタルタヌキプログラム
がコンピュータ上で走るようになった所ま
で述べました。このプログラムは Visual 
C++という言語で書かれています。私は、
Visual Basic までは使えていたのですが、
実行速度を上げるにはＣ言語で書かなけれ
ばダメだろうと思い、60 の手習いで一か
ら勉強を始めました。やはり、習得に数カ

月を要しました。プログラム言語は基本的
に同じような構造をしていますので、コー
ディング（プログラム書き）そのものはそ
う難しくはありません。ただ、Visual C++
の使用環境に慣れるのには手間取りました。 
  プログラムの構造を決めるに当たり気を
つけたのは、タヌキの行動だけではなく、
他の動物にもこのプログラムを適用できる
ようにしたいということでした。すなわち、
タヌキに特有の行動パラメータは、定数で
はなく変数として与えるということにしま
した。特に、１個体の行動圏の広さ、移動
のスピード、植生の好き嫌い、泊り場を変

える日間隔、等です。当然、体重も変数で
す。体重はエネルギー代謝量にも関わりま
す。 
  北川の調査地には、タヌキの他、アナグ
マ、イタチ、ノウサギなどの中型動物が棲
んでいます。コーディングを始める前まで
にテレメトリの行動追跡が終っていたのは、
タヌキとノウサギだけでしたので、とりあ
えずこの２種類のみ、シミュレーション対
象としました。右図の上がウサギのシミュ
レーション結果で、下がテレメトリ追跡結
果です。よく合っていると思いませんか。

前号で示したタヌキのシミュレーション結
果と、このウサギでの結果は大きく違いま
すが、動物を動かすエンジンは同じです。
変数を変えてやれば、このプログラムはイ
タチにもアナグマにも使えるはずです。 
  私と共同研究者である独立行政法人土木
研究所の傳田さんは、このプログラムをさ
らに発展させることにしました。一つは、 
 
 

 
 

 
 
 
 
複数種、複数個体が同時に動き回るように
すること、もう一つは、河川敷の環境を時
系列に沿って変化させた時、ここに棲む動
物たちがその環境変化に応じてどのように
行動パターンを変えて行くかを追跡できる
ようにすることです。１番目の改良は、プ
ログラム上のクラス化という機能を使えば
そう難しくありません。すなわち、すべて
の動物に適用できる「動物クラス」をまず

作り、次に「動物種ごとのサブクラス」を
作り、最後に「個体ごとのサブクラス」を
作って、全部を走らせればよいわけです。 
  ２番目の課題はそうたやすい作業ではあ
りません。ただ、これについては紙面の余
裕がありませんので、次号としましょう。

つづく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウサギのシミュレーション結果（上）とテレメトリ

追跡結果（下）。上図の線の 1 色は約 1 週間を、下

図のポイントの 1 塊も約 1 週間を表しています。下

図の白色は昼間の方探ポイント、黒色は夜のポイン

トを示しています。 

岩本 俊孝 
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話題を提供３ 

 

貪欲なゲンジボタルの幼虫 

 

 

「カワニナを食べて、ゲンジボタルの幼虫は

育つ」ということが定説となっていますが、小

林市に生息するゲンジボタルが２枚貝のマシ

ジミを食べて成長しているという報告があり

ます（2004 年：宮崎県総合博物館紀要 第２

５輯）。写真は同紀要に報告されているもので、 

集団でマシジミを襲い、注入後の消化液が流出

しにくくなることで、肉をスープ状にし、摂食

している様子です。  

今年の夏、同じようにマシジミをえさとして

ゲンジボタルが出現している地点を確認しま

した。場所等の詳細は略しますが、その地点で

はカワニナがほとんどいなく、マシジミの多量

な生貝や死貝が見られ、多数のゲンジボタルの

乱舞が見られました。同紀要では「特異な事例」

とありましたが、条件が整えば、他の場所でも

見られるかもしれません。小林市と今回確認さ

れた地点との共通点は、流量、流速とも充分に

あることと、幅の狭い川という点でした。ホタ

ルが発生する地点での調査等により、新たな知

見が期待できそうですが、人によるマシジミの

乱獲が問題となるため、情報発信に注意して取

り組みたいと思います。 

 

串間研之 

 

 

 

船の座礁とネズミの侵入 

９月８日の宮崎日日新聞紙上に「門川沖で漁船

が座礁」の記事が載っていました。見ると枇榔島

北西部の岩場に乗り上げたとありました。繁殖コ

ロニー付近で船が座礁し、船から侵入したネズミ

の影響でコロニーが絶滅した例は沢山報告され

ています。折しも枇榔島では島内にネズミの生息

が疑われ、その生息調査真っ最中でした。こちら

の調査は予想通りネズミの生息痕跡無しで９月

11 日に終了しました。 

それから約２ヶ月して、漁船が座礁した玉砂利

の浜はカンムリウミスズメの繁殖密度が高い所

で、もしここにネズミが侵入した場合カンムリウ

ミスズメの絶滅が危惧されると、かなりの不安と

焦りを感じ、ネズミの生息調査を計画しました。

門川町社会教育課と県の文化課に電話してネズ

ミの生息調査を実施することを告げましたが、全

く危機感に乏しく調査費の補助も期待できず、自

腹で調査に踏み切りました。 

11 月４日、昨日よりは波が収まったので福島

氏と一緒に枇榔島に上陸し、昼過ぎの干潮時に罠

と自動カメラを設置しました。玉砂利の浜へは干

潮時に４～５ｍの少しオーバーハングした垂直

な岩場を降り、濡れた岩伝いに浜の方へ行かなけ

ればなりません。罠やカメラなどの調査用具は波

打際付近の岩場の上から７～８ｍの高さをロー

プで降ろし、先に浜に着いた福島氏が受け取りま

した。調査場所は狭いので罠 10個とカメラ２台

を仕掛け、潮が満ちる前に岩場を登って一旦引き

揚げました。翌５日、同じように岩場を降り、罠

とカメラを回収しました。結果は罠がアリやフナ

ムシの影響で 10個中３個が閉まり、１台のカメ

ラは何も反応せず、もう１台は 39 枚シャッター

が切れ、全て鳥が写っていました。結局ここでも

ネズミ生息の痕跡は皆無だったので、一応ホッと

しているところです。 

                  中村豊 

  

撮影：中島義人 
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第１９回くまもと自然保護講演会 

『熊本県内におけるニホンカモシカの

生息実態と生息数回復への提言』 

日  時：平成２６年1 月１３日（月）  

受付：午後1:30～ 

講演：午後2:00～4:30 

 

会  場：熊本交通センターホテル 会議場 

 

参加料：無 料 

 

参集者：熊本県の自然保護に関心のある方 

 

主  催：熊本県自然保護関係団体協議会 

熊本県 

公益財団法人再春館「一本の木」財団 

 

講 師：宮崎大学 理事・副学長 教授 

理学博士 岩 本 俊 孝 氏 

 

演 題：熊本県内におけるニホンカモシカの

生息実態と生息数回復への提言 

 

内 容：九州脊梁山地に生息し、絶滅のおそれ

のある地域個体群となっている特別

天然記念物「ニホンカモシカ」につい

て 

 

 

 

 

会員ペンリレー 

—

前田皓明

フジツボといえば、海辺の岩礁などに付着して

いるイメージが強いのではないでしょうか。しか

し、じつはフジツボという生物は岩礁ばかりでは

なく、様々な環境に適応した生物なのです。たと

えば、他の生物に付着し宿主と共に生活している

種類もいるのです。たとえばオニフジツボの仲間

はクジラやウミガメなど遊泳する生物に付着す

るフジツボで日本では 12種が確認されています。 

その中にカメフジツボというフジツボがいま

す。このフジツボは名前のとおりウミガメに、特

にその甲羅のような硬い部分に付着するフジツ

ボで、宮崎県に毎年上陸してくるアカウミガメに

も付着しています。 

じつはこのカメフジツボには他のフジツボに

は無い特徴があることが最近の研究で明らかに

なってきました。カメフジツボも他のオニフジツ

ボの仲間と同様に一度付着した宿主に生涯付着

し続けるのですが、付着した後もウミガメの甲羅

の上を移動できるというのです。 

なぜこのような特徴をカメフジツボが持って

いるかはまだ明らかにされていませんが、ただで

さえ同種別個体に出会える可能性の低いウミガ

メの甲羅の上で交配相手と出会うのに有利なの

ではないか、と考えられているようです。 

どこで付着するのか、どのように進化をしてき

たのか、まだまだ十分な研究がされていないカメ

フジツボの仲間ですが、アカウミガメとともに大

海原を生活域として生きていると思うと、不思議

で魅力的な生物だと思いませんか。 

次は、渡部千尋さんにお願いします。 
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９/17 

 ９月度月例定例会         (宮崎市青少年プラザ) 

国土交通省の宮崎の所長をはじめ４名の技術者等

を招き、住吉海岸にて施工予定のサンドパック工法等

の説明や海岸保全の手法について詳しく説明をいた

だき、質疑応答や若干の討議を実施。 

  国土交通省の話によると、完成はこの住吉海岸に

50ｍの砂浜が永続的に確保されることだそうだ。 

９/29、10/5 

 大炊田海岸にてアカウミガメのふ化調査を実施 

 合わせて、９月と 10 月に松崎の海岸もアカウミガメ

のふ化調査を実施。 

10/１ 

 串間市の自然観光資源調査を開始  （当研究会として） 

10/15 

 10 月度月例定例会 

  アカウミガメふ化調査の速報並びに感想の報告 

猛暑少雨の影響かふ化率が低いようだとの報告が

相次ぐ 

11/18 

 11 月度月例定例会 

11/17～24 

  宮崎市フェニックス自然動物園にて、「みんなで考え

る環境保全 in 宮崎」を実施。 

  主催・共催：宮崎野生動物研究会、宮崎市フェニッ

クス自然動物園、宮崎ハマユウ会、ＮＰＯ法人ボ

ルネオ保全トラスト・ジャパン   

  ２３日には講演会を実施。当研究会理事長で宮崎大

学の岩本俊孝副学長、宮崎大学の森田哲郎教授、当研

究会理事で動物園の出口智久園長、そして、ボルネ

オ保全トラスト・ジャパン理事で動物園の竹田正

人飼育課長が講演をした。 

 

 

 

野生研のあしあと 

 

8/22  天然記念物ツシマヤマネコ事故死多発  

対策を強化   環境省：車道改修し横断防ぐ  

対馬住民：農薬使わず環境整備  【宮崎日日新聞】 

8/23  県、日向市、市漁協 イワガキ本格養殖へ 品質

良好、関係者手応え      【宮崎日日新聞】 

8/30  害虫トビイロウンカ大量発生 県内過去10年最

多 水稲の収量低下懸念    【宮崎日日新聞】 

9/2   日向市 野生ザル被害計 11 人に 市民「早く捕

まえて」24 時間態勢で警戒   【宮崎日日新聞】 

9/4   綾・照葉樹林に生息ヤマネ 餌はテントウムシ幼

虫 林さん（宮崎市）確認 学会誌に発表                        

【宮崎日日新聞】 

9/25  世界 野生動物減少続く 環境破壊や密猟原因 

動物園は危機感         【宮崎日日新聞】 

9/30   延岡 愛宕山上空 タカ柱観測 サシバの渡り 

1 時間に 300 羽以上     【夕刊デイリー】 

10/1  外来生物の定着の脅威 強い繁殖力 根絶困難 

作物食害や生態系ダメージが懸念  【読売新聞】 

10/4  今秋トキの放鳥終了 17 羽が野生に【毎日新聞】 

10/18 山口県にコウノトリ 10 羽飛来 兵庫県外では

最多               【朝日新聞】 

10/18 鹿児島県出水市ツル第 1 陣 ナベヅル 5 羽 

【南日本新聞】 

10/19 佐賀・伊万里にコウノトリ ハッピーな 8 羽 

飛来                       【南日本新聞】 

10/19 県内水面センター苦境 シラスウナギ漁獲・収入

最低 「経費削減の努力も限界」   【読売新聞】 

10/29 国の特別天然記念物 コウノトリ 10 羽が飛来 

延岡市北川町 兵庫県で繁殖   【夕刊デイリー】 

10/30 一ツ瀬川河口 クロツラヘラサギ飛来 

【宮崎日日新聞】 

11/7  コシジロヤマドリ放鳥 宮崎市の保護区昨年続

き 2 度目 生息数増に期待       【宮崎日日新聞】 

11/18 コウノトリ仲良く 鹿児島県内に 10 羽飛来 

【南日本新聞】 

 

 

 

 

 

 

 

動物記録 

 
欄干動物記：少女とサカナ 


