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九州ウミガメ連絡会の鹿児島会議が4月12日

（土）に国民宿舎レインボー桜島で開催され、九

州各地から集まったウミガメの調査・研究団体や

飼育展示を行っている水族館などから総勢 100

名近くが一堂に会しました。私たち宮崎野生動物

研究会からは、岩本先生を筆頭に、出口さん、保

田さん、徳嶺さん、松村さんと私の計 6 名が参加

しました。会議では屋久島うみがめ館やかごしま

水族館など 7 団体から活動報告や研究発表があ

り、野生研からも岩本先生が宮崎県における平成

25 年度の上陸状況について報告してくださいま

した。また、会議後半にはフリートークとして個

人の取組についての紹介などもあり、活発な情報

及び意見の交換が行われました。 

今年で

2 回目を

迎え、九

州におけ

るウミガ

メ関連の

情報及び

意見交換の場として定着しつつある本会議です

が、私は今回初めての参加であり、いずれの報告

も興味深く感じられました。その中でも特に、鹿

児島県南さつま市笠沙町で定置網漁を営んでい

る宮内さんから伺った、定置網にかかったウミガ

メを保護しているお話が大変印象に残りました

ので、そのことに少し触れたいと思います。 

 

ミガメで、その数は年間 200頭にも上るそうで

すが、それらの個体は船上で標識タグをつけた後、

再び海に放流しているそうです。なお、一度標識

タグをつけた個体は、再捕されることはほとんど

ないとのことでした。この報告を聞き、宮崎近海

でも同様に漁具で混獲されるウミガメ類が少な

からず存在するのではないかと思い、それらの個

体の行く末を案じているところです。アカウミガ

メの場合、孵化幼体が太平洋を回遊して日本近海

に戻り、繁殖に参加するまでには 30 年以上かか

るとも言われている中で、その様な個体が混獲で

死亡する事態は極力避けたいものです。私たち野

生研は長年にわたるアカウミガメの上陸産卵調

査を通して繁殖に係る個体やその卵の保護活動

を行い、その成果が近年の上陸産卵数の拡大につ

ながっているものと考えられます。そこでこれら

の活動に加えて、宮崎近海を回遊したり、生息の

場として利用しているウミガメ類について、漁具

などによる混獲から守るための取組ができない

かと考えました。まずは現状を把握するところか

ら始めなければなりませんが、将来的には地元の

関係機関と連携して保護活動まで行えればと思

います。 

今回、九州ウミガメ連絡会の鹿児島会議に参加

したことにより、九州各地で活動されている方々

と交流することができて、有意義なひと時を過ご

すことができました。来年の会議は大分県で開催

されるそうですので、奮ってご参加いただければ 
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朝の調査も夏場はクラクラ 

空港北と白浜海岸 
長谷班は２人ですが、いずれも７０歳以

上のロートル組です。にぎやかさはありま

せんが、暑さや熱風にも負けずのんびりと

白浜海岸と空港北（大淀川右岸河口）を調

査しています。 

朝の調査も夏場は気温が高く、クラクラ

しそうです。探索棒を差し込み、産卵場所

を探す長谷さんは、さすがにベテラン。目

印をつけた場所に卵があります。この作業

がスムーズにいかないと大変なことに。移

植する場合もあるので、探す時間がかかる

と体力を消耗してしまいます。 

長谷さんの技術を早く身に着けようと昨

年、挑戦しましたが、思うように行きませ

んでした。今季は少しでも貢献できるよう

に腕を磨きたいと思っています。 

白浜海岸で昨年７月、記録用紙がクリッ

プボードから外れ、強い南東の風にあおら 

  

【質問】シマウマはどうして縞模様をしてい

るの？        (日南市 Ｓさん) 

【答え】シマウマがどうして縞模様なのかで

すが、ライオンなどの捕食者から見えにくく

して身を守るため、暑さから身体を守るため

など、様々な説があります。中でも最近わか

ってきたことは病気の原因を持つハエから身

を守るためということです。シマウマの白と

黒の模様をハエは避けるという習性があるそ

うです。シマウマの模様はふつう縦じま模様

ですが、個体によってはすこし模様が違うの

もいるようです。ぜひ模様を見てみましょう。

(渡部 千尋) 

 

動物しつもん箱 

 【質問】最近 TV でよく見る深海魚。どうし

て目がとびでているの？ （宮崎市 N さん） 

【答え】深海魚は暗い海で住むため沢山の光

を集めようとして目が大きく進化したもの

と、目ではなく、他の器官を進化させようと

目が退化しているものの２種類がいます。 

今回の質問は目の大きいお魚についてです

ね。 

この深海魚がすんでいる海の中では実はこ

んなに目が飛び出ているわけではないので

す。水の中では水圧という力がかかっていま

す。海の中では弱い水圧が、深いところでは

強い水圧がかかっていますが、深海魚の場合、

水圧の強い場所から弱い場所にくると目が大

きく飛び出て見えるというわけです。 

（渡部 千尋） 

 

アカウミガメ調査チーム紹介 長谷組 

れて砂浜に飛び散ってしまうというハプ

ニングも。「あっ！大変」一瞬青くなりま

した。砂に足を取られながら必死で追いか

けました。雨靴の上に砂浜、速く走ること

ができません。「海にはいるなよ」と願い

ながら１枚１枚集めました。幸い干潮で砂

浜が広かったこともあって無地、回収する

ことができました。さすがに息があがって

しまいました。 

調査していると楽しい事もありました。

白浜海岸で草の根に絡まっていた子ガメ

を保護していた時、広島から旅行中の一家

がやってきました。アカウミガメの調査を

やっていることなどを説明、子ガメの放流

を見てもらいました。子供たちも「かわい

い」「子ガメを見るのは初めて」と感激し

ていました。 

空港北は砂浜が広がっており、上陸頭数

が多くなりそうですが、体調には十分気を

付けて大事な記録用紙が吹き飛ばされな

いように調査したいと思っています。 

 前田 幹雄 



- 3 - 

 

動物交友記 

 

ナマケモノ 

 

子どものころ、南米のジャングルには｢怠

け者｣といって、一日中木の枝にぶら下がっ

て寝てばかりいるので身体にはコケが生え、

やせこけて何とも見苦しい動物がいると親

から聞かされていました。でも、そんな動

物が本当にいるのだろうか。まだ見たこと

はありませんでしたが、図鑑にはちゃんと

載っていました。体長は 60cm ほどで尾が

なく、体重は約７キロ。２本の指を持つも

のと、３本の指を持つものの２種類がいま

す。それに英語でもスロース｢不精者｣と呼

ばれていました。そんなある日、ジャング

ルの大きな木の枝に両手、両足の大きな爪

を引っかけ、体を仰向けにしてぶら下がり､

時々大きな長い指で体をひっかくと、ゆっ

くりと移動するナマケモノの姿を初めてテ

レビで見ました。目の周りが黒く､動作の鈍

いその動物は子どもの時に聞いた話と一緒

だったので驚きました。動物園を運営する

ようになって、一度あのナマケモノを飼育

してみたいと思いました。でも当時の日本

の動物園では、四国の動物園に２頭のフタ

ユビナマケモノが飼育されているだけでし

た。なぜ、日本では飼育できないのだろう

かと思い、いろいろ調べてみることにしま 

 

 

 

した。初めて飼育するには充分調査が必要

です。前にも紹介しましたが、マレーバク

が水の中にしか排便しないことを知らなか

ったために死なせてしまった例もあるため、

慎重に研究することにしました。その時、

面白い事を沢山知ることが出来ました。食

べ物は現地ではセクロピアという木の葉を

常食にします。それはコアラがユーカリの

葉だけを食べるのと同じでした。でも動物

園ではニンジンやサツマイモ、バナナで代

用できることがわかりました。また、あの

のんびりと木の上でだけ生活しているナマ

ケモノが、実は泳ぎの達人だということも

知りました。南米の野生動物研究者の研究

をしている友人の伊沢康生さんの話を聞く

と、ジャングルの大きな木の股に腰を掛け

て仰向けになって昼寝しているのを何度も

観察したということでした。やっぱりナマ

ケモノも木にぶら下がっているばかりでは

ないようです。こんなのんびり屋の動物が、

天敵の多いジャングルでよくも生きられる

ものだと思いましたが、彼らの唯一の武器

は、手足の大きな指の爪で､相手の手足や足

首の間接にかぎ爪を打ち込むらしいのです。

すると間接が炎症をおこし、動けなくなる

ので死んでしまうのです。彼らがあんまり

動かないのも防衛のたまものらしく、じっ

とすることによって、天敵に見つからず現

在も存続しているのです。彼らの生息環境

は熱帯のジャングルで一年中同じ気温です

が、日本には四季があり、あまり適さない

ことがわかったので導入することをやめる

ことにしたのですが、こんな面白い行動を

する動物も怠けているのでなく、一生懸命

生きているのだということがわかりました。

ナマケモノという名前を付けた人間の方が

悪い気がしました。    

 竹下 完 



- 4 - 

 

話題を提供１ 

 

宮崎県のカタツムリ ４ 

  

カタツムリの仲

間に細長く、タバコ

を吸うときに使う

キセルに似た形の

ものがいます。 

右巻きのタカチホマイマイやウスカワマイマ

イとは逆で、キセルガイは左巻きです。キセルガ

イの仲間のほとんどは深い森に棲んでいますが、

一部は人間と関わりの深い場所に棲んでいます。 

 人家の庭や公園などでよく見かけるのがキュ

ウシュウナミコギセルやギュリキギセルです。キ

ュウシュウナミコギセルの「ナミ」は「並」とい

う意味で、九州にいる普通の小さなキセルガイと

いうことになります。 

 

ギュリキギセルのギュリキはギューリックとい

う人の名前から付けられています。 

 

 

社寺林でよく見られるキセルガイにシイボル

トコギセルがあります。黒くて太いキセルガイで

す。神社の木の幹に付着しているのをよく見かけ

ます。宮崎市では本郷北方の田元神社に生息して

います。日南市では虚空蔵島の神社、延岡市では

北浦町直海の神社で確認しています。シイボルト

コギセルのシイボルトは、江戸末期に長崎にやっ

てきた有名な医者のシーボルトの名前に由来し

ます。一般にはシーボルトですがカタツムリの名

前としてはシイボルトと表すことが多いです。 

 人家の庭でもときどき見かけることがあります。 

 

キセルガイの仲間には卵を産むグループと稚

貝を産むグループがあり、卵を産む卵生の種類が

多いです。今回紹介した３種はすべて稚貝を産み

ます。今回の３種は体の中で卵がふ化し、ふ化し

た状態で産まれ、卵胎生と言われます。確実に子

孫を残すための理にかなった方法だと思います。 

 カタツムリは乾燥に弱いのですが、キセルガイ

の仲間では殻の構造によって乾燥に耐える工夫も

見られます。殻の入口奥に閉弁と呼ばれる自動ド

アのようなものがあり、体を引っ込めると自動的

にフタが

される仕

組みを持

っていま

す。 

 

 

 

西 邦雄 

キュウシュウナミコギセル 

ギュリキギセル 

シイボルトコギセル 

キセルガイの閉弁 
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話題を提供２ 

 

 

 

 

 文化庁の補助事業である九州山地カモシ

カ特別調査は2011～2012年度にかけて

行われましたが、今回で4回目になります。

ちなみに、第１回目は1987-1988年度、

第 2 回目は 1994-95 年度、第 3 回目は

2002-03 年度でした。このように特別調

査はほぼ 8 年間隔で行われていますが、こ

れら特別調査と特別調査の間は通常調査と

よばれる市町村毎の現地調査、聞き取り調

査等が行われ、継続的に情報が蓄積されて

います。この継続的な情報蓄積に基づいて、

特別調査では県内のどこを調査するかを決

めています。また、この特別調査は大分県、

熊本県、宮崎県の 3 県で、同時期に行われ

ています。 

  

まず前回（第 3 回）の特別調査結果の主

な特徴は、大幅なカモシカ生息数の減少と、

生息地の分散化でした。従って、今回の特

別調査ではその確認がもっとも重要な課題

でした。2 年間にわたる調査期間中、県内

全域の 134 箇所にて、糞塊を見つけるた

めの方形区調査を行いました。一定面積内

で発見された糞塊数を密度に直し、「糞塊法」

と呼ばれる計算式にこの糞塊密度を入れる

と、その地に生息しているカモシカ生息密

度を計算できます。ある地域に、複数の調 

 

 

 

 

 

査方形区を設

定することに

より平均密度

が計算でき、

またその平均

密度をカモシ

カが生息でき

るであろうと

思われる山地

面積にかける

ことによって、

その山地での

カモシカ生息

数を推定することができます。 

今回の調査によって、宮崎県全域のカモ

シカ生息数は 570 頭～810 頭と計算され

ました。二つの生息数推定値があるのは、

計算方法の違いです。少ない方の頭数は、

実際に確認された場所のみを使った推定、

多い方の数値は確認された場所の周辺にも

生息している可能性があると考えて計算し

たものです。前回（第 3 回）の特別調査の

推定値は 490 頭～640 頭で、その前（第

2 回目）は 1450 頭～2200 頭でした。こ

のようにカモシカの生息推定数は第2回目 

 

第４回ニホンカモシカ特別調査報告 
 

発見されたカモシカの糞塊 

 

調査地点に行くのも大変です 

糞の数を数えます 
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～第 3 回目の間に急激に減り、その後今回

の調査でも基本的に回復していないことが

判明しました。 

この大幅減少の原因が何かを突き止める

ことが今回の特別調査のもう一つの目的で

した。この原因を、前回の特別調査で想定

されていたシカの爆発的増加によるものと

仮定し、今回の特別調査では、過去 1970

年代からのカモシカ密度変化と、1990 年

代からのシカ密度変化のデータを3 県すべ

てから収集し、比較分析しました。その結

果、1970-80 年代にはカモシカは九州山

地の深山奥地に、何か所かの非常に密度が

高いコア生息域をもっていたましが、

1990 年代以降、徐々にそのコア生息域か

らいなくなり、2000 年代に入ると低山帯

へ生息分布域を移動させていたことが明ら 

かになりました。それに対して、1970-80

年代以降、高山帯の伐採が盛んに行われる 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようになったため、そこにシカが侵入を始

め、1990 年代に入るとさらにシカの爆発

的増加が起こったと考えられます。この後、

シカによる下層植生の破壊が生じ、シカ自

身も餌が枯渇し、2000 年代に入ると低山

帯への移動を余儀なくされてきたという状

況も明らかになりました。今後、カモシカ

の保護方針も大きく変えざるを得ないよう

です。           岩本 俊孝 

 
 
 

 

  

図１ カモシカの生息状況の変化概念図 
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宮崎市フェニックス自然動物園より 

 

会員ペンリレー 

 

      

 

 

徳嶺 燿子 

 オキナワキノボリトカゲは、沖縄諸島と奄美

諸島に生息するトカゲですが、宮崎県日南市と

鹿児島県指宿市でも定着しています。オスは鮮

やかなキミドリ色です。樹上を動き回り、主に

アリなどの昆虫類を食べています。繁殖期にな

るとオスは木の高い位置にいることが多く、縄

張りに侵入してくる他のオスや敵がいないか

を見張り、ときに腕立て伏せの様な行動で威嚇

をします。ユニークな生態を持つトカゲですが、

同様の生態のトカゲはもともと本州におらず、

温暖化で生息地を広げるおそれもあることか

ら、生態系に悪影響を与える可能性のある国内

外来種として問題視されています。一方、本来

の生息地では、環境の悪化や乱獲により減少し

ており、環境省のレッドリストでは絶滅危惧Ⅱ

類です。近年このように問題になっている彼ら、

実は日南市では、中には50年前と、意外に古

くから目撃されているようです。二つの地域が

昔から交流があったということでしょうか。興

味深いですね。  

 

次は、保田 昌宏さんによろしくお願いします。 

 

ウミガメ調査観察会 

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、事前にご希望の日にちを

(第 2 希望日まで)ご連絡ください。調査場

所、時間など詳しい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。 

連絡先：出口(090-9582-4801) 

 

宮崎の野生動物展  

～知ってる？ミゾゴイ！？～  

 

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 19日(土)～９月 30 日(火)     

           ※休園日を除く 

内 容：動物園で保護活動に取り組んでいる

希少鳥類ミゾゴイを中心、に県内に生 

息する野生動物につい

て紹介します。野生動物

の宝庫である宮崎の自

然や環境保全について

考えてみましょう。 
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4/21 延岡市でヤツガシラが発見された。 

4/29 串間市の都井岬にて７頭の春駒が元気に生 

育する。この日現在都井岬には９８頭の御崎馬が 

生息しているとのこと。 

５/２ 日南市でヤマセミの子育ての姿が撮影。 

延岡市北方町家田湿原で本年も県絶滅危惧 

種・グンバイトンボが観察された。 

５/６ 日向市の山間部で県絶滅危惧Ⅱ類に指定 

されているハッチョウトンボが今年も確認。 

世界でも霧島連山・えびの高原だけに自生 

するノカイドウの花がほころび始める。 

５/10 高鍋湿原でハッチョウトンボが舞い始める 

５/15  延岡市北川湿原で希少なコウホネの開花が 

始まった。 

５/16 新富町日置の富田浜で、宮崎県では本年初 

のアカウミガメの産卵が確認された。 

5/25 えびの高原でミヤマキリシマの花が咲き始 

める。 

６/1  延岡市の金堂ケ池で、県内では一時絶滅し 

たとされていた(野生絶滅)水生植物「アサザ」が 

開花した。 

６/7  宮崎市田野町の山林で県絶滅危惧ⅠB 類に 

指定されている発行キノコ「シイノトモシビタケ」 

が淡い緑色の光を放っている。 

６/11 宮崎市の周辺住民が浮かべた人工浮島でコ   

アジサシのふ化が確認。８日時点で１０羽の雛が

いるとのこと。 

鹿児島県の喜界島を飛び立ったアサギマ 

ダラが９日に日南市平山で確認された。 

６/13 「国際自然保護連合」IUCN は１２日最新

のレッドリストを公表し、ニホンウナギを絶滅危

惧ⅠB 類に指定した。 

 

 

 

4/17 九州ウミガメ連絡会参加(鹿児島) 

4/22 野生研 4 月例会開催 

5/16 当研究会の長谷勝之さんが日本鳥類保護

連盟会長褒状などの野生生物保護功労者表

彰を受けた。 

5/17 石崎浜ビーチクリーン開催。530 名参加。 

5/18 野生研の理事会並びに総会を開催。場所は

宮崎県総合博物館にて。 

本年度の活動内容は、アカウミガメの調査

(宮崎の海岸から高鍋の海岸における、上陸

状況、産卵状況、標識調査、海岸の状況、

その保全状況調査などの例年の調査に加

え、新たに設置されたサンドパックを含む

養浜の効果やその地域の砂の軟度も含む状

況についての調査計画も説明された)、宮崎

県の野生動植物生息状況調査等の計画や本

誌「わいるどらいふ」についても年４回の

発行を計画等の説明があった。 

   総会後、今年度のアカウミガメの調査方法の

確認や道具の準備を実施した 

5/20 平成 26 年度ウミガメ調査開始 

5/24 宮崎市民文化ホールで、宮崎市市政 90 周

年記念事業において「宮崎市教育文化功労」

を竹下完さんが受賞 

6/10 新富町商工会青年部は、「商工会の日」に

合わせ新富町の富田浜のアカウミガメの上

陸を妨げる漂着ゴミなどの取り除く清掃を

行った。 

6/16 野生研 6 月例会開催 

6/18  佐土原町にて、当研究会員指導の下アカウ

ミガメの産卵の観察会を実施。 

   

 

動物記録 

 
おもちゃ：カメ２ 

 

野生研のあしあと 


