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2014 年度ウミガメ上陸報告
2014 年度のアカウミガメ上陸産卵の詳しい

海岸、運動公園海岸（木崎浜）の産卵率が低く、

結果が出ましたので報告します。前号でお伝えし

特に大炊田海岸（前年 67.6％）、明神山海岸（前

た集計の速報値から少し数値が変動しています

年 67.1％）、住吉海岸（前年 23.8％）の産卵率

が、今年のアカウミガメの上陸産卵回数は上陸

の低下は著しいものでした。海岸侵食により産卵

1,739 回、産卵 1,061 回となりました。

場所の環境が大きく変化したことが原因と思わ

上陸回数は徐々に増加傾向にありますが、産卵

れます。こういった状況の中、大炊田海岸ではサ

回数は減少傾向にあります。これは産卵率（産卵

ンドパックによる砂浜環境の回復の試みが始ま

回数／上陸回数）に表れており、1991 年～

っており、その効果が期待されます。一方でサン

2000 年頃の産卵率は 70％前後を推移していま

ドパックによるウミガメの上陸阻害ということ

したが、徐々に低下傾向が見られ、ここ数年は

も十分起こり得るので、今後もその効果と影響の

60～65％で推移しています。産卵回数減少の原

両面について見守りたいと思います。

因としては主に海岸浸侵食（産卵場所の環境悪化）

また、私たちは侵食により流出するおそれのあ

が考えられます。海岸浸食の危機は宮崎の海岸が

る卵の移植を行っていますが、産卵後一定時間

直面している問題です。

（4～8 時間）以上経過した卵は動かすと死んで

今年の産卵率を見てみると、全体で 61.0％と

しまうという報告もあり、移植可能なタイミング

いう結果でした。大炊田海岸、明神山海岸、住吉

やその見極め方などについて今後も議論を行っ

2014年度

ていきたいと考えております。
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アカウミガメ調査チーム紹介 大学組
私たち大学組はこどものくに浜と木崎浜（運動

さを武器に頑張って調査をしています。また、部

公園）との 2 つの海岸を担当させていただいてい

員同士も仲が良く、古中組のベテランの方々にも

ます。調査期間が長く、夜間の調査となるため、

お手伝いしていただいているため、調査中はとて

学生の本分である学業との両立は大変ですが、若

も良い雰囲気です。
宮崎大学サークル

野生動物研究会「wila」
部長 中林 朗

動物しつもん箱
【質問】 家で飼っているハムスターなどのペッ
トも冬眠するの？

（日南市 I さん）

【答え】皆さん知ってのとおり、野生で生活して

由があります。野生の動物は冬眠の前に餌をた

いるクマやリス、カエルなどは、気温が下がって

くさん食べて、冬のあいだ眠り続けるためのエ

くると冬眠に入ります。これは、冬の間に十分な

ネルギーを蓄えます。ところが、一般家庭の場

餌が取れなくなるなどの理由が挙げられます。そ

合には急激な冷え込み等でがくんと温度が下が

れでは、普段から定期的に餌をもらっているハム

り、冬眠準備をすることなく眠りはじめてしま

スターなどのペットは冬眠するのでしょうか。答

うケースがほとんどです。そのため、準備をす

えは Yes です。飼っているペットの周りの気温が

ることなく冬眠してしまい、冬眠中に餓死して

下がると、あるときいきなり目が覚めなくなると

しまうことがあるのです。そのため、ペットは

いう時があるかもしれません。また、家で飼って

冬眠させないように室温に注意する必要があり

いるペットを冬眠させてしまうのは、あまり良く

ます。なにより、自分のペットが冬の間ずっと

ないとされています。その理由は、野生の動物に

動かないなんて、寂しくてつまらないですよね。
（中林 朗）

比べて、ペットは冬眠の準備ができないという理
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動物交友記

暑い宮崎に来たトナカイ

地球がだんだんと温暖化してくると、消滅したり、
寒冷地へと徐々に移動し、現在ではユーラシア北
方とアメリカ大陸の最北部に追いやられ、生息し
ています。トナカイというのはアイヌ語で、アメ
リカではレインディア呼ばれています。体が大き
く、約２００ｋｇ～３００㎏にもなるし、毛や皮、
肉、骨、腱とすべてが人間の衣食住に役だつので、
原住民たちは唯一の狩猟対象としていました。ま
た、家畜としても早くから利用されていたようで
す。野生のトナカイは、大きな群れで生活し、時
には２０万頭もの大群になり、大氷原を移動し地
面の草や岩に生えたコケを食べて生活します。オ
スにもメスにも角が生えるのですが、メスに角が

毎年クリスマスの頃になるとスターになるト

生えるのは、鹿の仲間ではトナカイだけです。そ

ナカイは、童話や童謡で知られているが、実際に

の理由は、冬季は雪に覆われ餌を探すのに角を使

はあまり見る機会がありません。そこで、子供た
ちにトナカイを見せてやろうと動物園が企画し、

用し、雪をかき分け草を食べるためだといわれて
います。また、暑さに弱いトナカイたちはこの大

北海道から導入することにしました。ところが私

きな角を体温調節に使っているようです。つまり

はその話を聞いた時、冬はいいけれど、この暑い

夏の間は袋角と呼ばれ、柔らかい血管の塊で、体

宮崎の夏を越すことが出来るだろうか…と心配

の血液はここで冷却される。つまりラジエターの

でした。動物園でも心配だったらしく、夏が近づ

役目をしているらしいのです。秋になって寒くな

くと宮崎で最も涼しい五ヶ瀬町のスキー場に避

ると、角は固くなって枯れ木の枝のようになり、

暑として預けることにしたらしいのです。それを

今度は繁殖のための武器となります。そして、氷

聞いて私も安心しました。年の瀬も迫り、トナカ

が解けて春になると、その角は必要がなくなり根

イが宮崎に戻ってくるというニュースが新聞に

元から落ちてしまいます。しかし、また暑い夏が

出ました。そこで私も、動物園に行くことにしま

来る前には袋角が新しく出来上がります。こうし

した。トナカイたちはすっかり大きくなって、立

て環境に適応しているのです。ところが最近では、

派な角が生え貫禄充分に育っていました。よほど

原住民の貴重な食料となるため家畜として飼育

五ヶ瀬町の人たちが大事に育ててくれたのだな

されるようになり、野生ではほとんど姿を消して

あと感じました。

しまいました。あの白銀に群がるトナカイは、も

ところでトナカイはシカの仲間で、地球がまだ
氷河期の頃に寒冷に適応し、繁栄した動物です。

う見ることはできないのでしょう。

当時は広大な地域に分布していました。その証拠
竹下 完

に、旧石器時代の各地の遺跡から発見される獣骨
のほとんどは、このトナカイの骨です。しかし、
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話題を提供１

そこには、可憐なサバノオがたくさん咲いてい
ました。

宮崎県のカタツムリ ６

サバノオという名前

笹の峠。昔は塩の道として利用されていた、椎

は果実が鯖の尾に似て

葉村と南郷村の間の山です。100 年以上前に日

いるからだそうです。

本民俗学の父と言われる「柳田国男」が南郷村神

カタツムリを探しま

門から笹の峠を越えて椎葉に入り、ここでの研究

すが、なかなか見つかりません。岩をどけると、

が日本民俗学を確立したと言われています。

下から絶滅危惧種のナンピギセルが現れました。

1000m を越える山なのでブナの大木が見られ

殻の色は白で、可愛いらしいキセルガイです。

ます。笹の峠という名前が示すように、スズタケ

シンチュウギセルよりさらに小さく、殻高 7.5

が生い茂っていましたが、近年はシカの食害でス

～10.8mm、殻径 2.0～2.4mm 程度しかありま

ズタケはだんだん少なくなって来ています。

せん。

笹の峠は石灰岩はありませんが、調査して見た

微小なカタツムリを探すために、急な岩場を登

い場所の一つでした。宮崎野生動物研究会の一員

り、適度な湿気のある落ち葉だまりで落ち葉を土

である串間研之氏が椎葉村立松尾中学校に赴任

嚢袋にたくさん詰め込んで、家に持ち帰りました。

しておられるときに、椎葉村松尾から笹の峠に行

家で、落ち葉の中から小さなカタツムリを探し

けることを教えて頂き、行ってみることにしまし

ていると見たことにない、直径３mm ほどのベッ

た。

コウマイマイの仲間が出てきました。専門家に見

登山道は良く整備され、登山道の脇には大きな

てもらうと、自分も見たことのないもので、おそ

ブナの木がありました。湿気が多い日でしたので

らく新種でしょうとのことでした。

ブナの木には絶滅危惧種のシンチュウギセルが

仮の名前を付けておきたいと思いますが、希望

這っていました。

の名前がありますかと訊かれるので、南郷村で採
れたのでナンゴウベッコウ、またはミサトベッコ
ウ、ヒュウガベッコウではいかがでしょうかと答
えました。専門家からは、ミサトベッッコウにし
ましょうとの返事をもらいました。

殻の形がタバコを吸うときに使うキセル（煙管）
に似ているキセルガイの仲間です。キセルガイの
中では非常に小さく、殻高 9.3～12.4mm、殻径
2.0～2.7mm 程度です。
この日は他に大きな収穫もないまま、帰宅しま

この後、目的の時雨岳で調査を行い、石灰岩特

した。今年の春、椎葉村の時雨岳に行きたくなっ

産種で絶滅危惧種のケ

たのですが、ひむか神話街道が崖崩れのため通行

ショウギセルを採集し

止めだったので、笹の峠を通って行くことにしま

ました。登山道には珍し

した。せっかくなので笹の峠でも調査をすること

いキヨスミウツボの花

にしましたが、前回とは別の場所を調査すること

が咲いていました。

にして、笹の峠の南郷村側の沢に入りました。

西 邦雄
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話題を提供２

し、色や形の違いで分けました。白と黒のまだら
模様の破片が一番たくさんありました。昆虫の外
骨格のように見え、筋肉と思われる白いふわふわ

照葉樹林のニホンヤマネの食べ物

したものもたくさんついていました。死ぬ直前に
食べた虫らしいことはわかったのですが、虫の種

綾町の照葉樹の森で、昆虫を採集するワナを仕

類まではわかりません。しかしその破片をよくみ

掛けました。虫の通路をさえぎるように網を張る

ると、独特の形のトゲがありました。そこで、ヤ

と、網に突き当たった虫の多くは、上へ上へと移

マネと一緒にとれた虫の中にトゲのある虫がい

動します。屋根形の網を組み合わせれば、屋根の

ないか探したところ、1 匹だけいたテントウムシ

いちばん高いところに虫が集まります。そこに直

の幼虫の背中に、そっくりの形のトゲがありまし

径 4cm ほどの穴をあけ、80％アルコール入りの

た。色も合います。この幼虫を食べたに違いあり

瓶をつなげておけば、のぼってきた虫が採集でき

ません。そこで今度は幼虫図鑑で調べたところ、

るというわけです。ところが 2012 年の 5 月か
ら 6 月にかけて 2 週間設置した時に、さまざま
な昆虫と一緒に、ニホンヤマネが 1 匹採集できて
しまいました。
ヤマネはネズミの仲間で、冬眠することはわり
ナミテントウ（成虫）

と知られていますが、木の上に棲み、夜行性なの

ナミテントウ（幼虫）

で、実際に森でどのような生活をしているのかは

ヤマネが食べたのはナミテントウの幼虫である

よくわかっていません。日本では天然記念物なの

ことがわかりました。

で、やたらと捕獲するわけにもいきません。保護

採集した虫の標本の中に

されたヤマネにいろいろな食べ物を与える実験

はナミテントウの成虫も 3

からは、昆虫を食べたり、樹皮をかじったりする

匹いました。胃の中には、

らしいことはわかっています。発光ダイオードつ

褐色の薄っぺらな破片もあ

きの小さなランドセルをヤマネに背負わせて、夜

り、3 匹の成虫の前翅（テ

の森を追跡した調査では、アブラムシ（アリマキ）

ントウムシ特有のドーム型

を食べたことが確認されています。

の硬い翅）と色も厚さも似

綾の森でアルコールに溺れて死んでしまった

ていました。ヤマネは幼虫

ヤマネは、事故死の手続きを役所でとったあと、
剥製にしてもらうことになりました。死んでから

ヤマネと一緒に採集され
たナミテントウの幼虫

だけでなく成虫も食べたと
思われます。明かりつきラ

も 80％アルコールに浸かっていたので、保存状

ンドセルを背負わせた追跡調査では、夜にヤマネ

態は良好でした。そこで、剥製にするときに胃だ

が立ち止まった場所を記録し、翌朝その木に登っ

け取り分けてもらって、何を食べていたのか見て

てアブラムシがいたことを確認しています。ナミ

みることにしました。

テントウは、幼虫も成虫もアブラムシが大好物な

胃 は 長 さ が 1.5

ので、ヤマネは、

cm ほどで、中には

「アブラムシを食

黒っぽいものが詰

べていたテントウ

まっていました。実

ムシ」を食べてい

体顕微鏡で見なが

たのかもしれませ

らナイフで切り、細

ん。

かい破片をかき出

剥製にしてもらったニホンヤマネ

林
ヤマネの胃の中の虫の断片
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裕美子

会員のページ

り」を開いて会議参加者をもてなしてください
ました。
２日目は 2014 年の日本のウミガメの上

日本ウミガメ会議 in 奄美大島
年に１度、全国でウミガメの調査・保護を行
っている方々が集まる日本ウミガメ会議が 11
月 28 日から 30 日にかけての 3 日間、奄美大
島で開催されました。
私は丸々参加するのは今回が初めてだった
ので、会議も奄美大島に行けるのもとても楽し

陸・産卵状況報告があり、昨年に比べ全国的に

みでした。
奄美大島には鹿児島空港からプロペラ機で

上陸頭数の減少が見られること。各地のウミガメ

約 1 時間。天気はイマイチでしたが気温は暖か

の卵の食害状況(タヌキや野犬の他にリュウキュ

く、上着はいらないくらいでした。

ウイノシシやアカマタによる被害もあるそうで
す)、口頭発表、ポスター発表と続きました。

1 日目の正午、奄美大島についてからウミガ
メの上陸のある海岸の観察に行きました。宮崎
の海岸と違って、砂浜が白く、まさにイメージ
にあるような南国の海岸が広がっていました。

私は今回、
「2014 年宮崎海岸アカウミガメ上
陸産卵状況」でポスター発表させていただきまし
た。ウミガメの上陸頭数は増加しているのに、産
卵率が悪くなっていることに皆さん注目され、宮
崎の海岸の砂浜の侵食が進んでいることを知っ
海岸に行くまでの道に生えている植物も、宮

ていただけたと思います。夜には懇親会があり、

崎で見るものとは全く違いました。また、バス

前日に続きとても盛り上がりました。

から降りてすぐ、「ハブが出るかもしれないの

3 日目は午前中に口頭発表が行われ、日本ウミ

で気をつ

ガメ会議は終了しました。

けてくだ

今回の会議には小学 6 年生からご年配の方ま

さい」と

で幅広い年齢の方が参加され、それぞれの取り組

言われた

みや苦労話など沢山のお話を聞くことができ、貴

ことも印

重な経験をさせていただきました。来年は千葉県

象的でし

で開催の予定です。

た…。

また参加できるよ

その後、会場に移動して開会式が行われまし

う、来年度の調査も

た。日本ウミガメ協議会新会長、松沢慶将氏の

頑張ろうと思いま

挨拶があり、ハワイからいらしたジョージ・バ

す。

ラーズ氏による公演がありました。夜には地元

古根村 幸恵

のやんご商店街の皆さんが「やんごウミガメ祭
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会員ペンリレー

九州両生爬虫類研究会
日

第６回宮崎大会

時：2015 年 2 月 21 日（土）
10:00～16:00

会

場：宮崎県立図書館 研修室

講

演：演題「九州の爬虫類における外来種問

松村

宙輝

題の現状について」
講演者：太田 英利 氏

最近はめっぽう寒くなり、春や夏に見えたシマ

兵庫県立大学 自然・環境科学研究

ヘビやカナヘビは姿を消してちょっとさみしい

所 所長（併）兵庫県立人と自然の博

季節です。

物館 次長（学術担当）

そんな中、家に帰ると、飼っている爬虫類たち
が餌を求めて動き回っているのはなんだか不思

研究発表：各県から 1 人程度の研究発表を行い

議な光景です。飼っているのは熱帯に生息してい

ます。

る種が主なので基本的に冬はケージに暖房器具
を付けていますが、部屋に暖房もつけれない自分

☆参加料は無料、ただし、事前申込みが必要で

が暖かいケージの中で餌を欲しがる彼らと接し

す。

ていると、飼い主とペットというよりオカンと息

申込先：宮崎大会事務局

子みたいな関係に感じます。もちろん、熱帯に生

末吉豊文 090‐1925‐3815

息している生き物を環境が全く違う日本で飼育
するのですからその生息環境に合わせるのは当
然で、見方を変えれば彼らはゲストとも言えます。
しかし、彼らと長いこと一緒に生活していると、
世話の内容は変わりませんが彼らをゲストとい
うより手のかかる子供というように感じるよう
になりました。
南国と言われている宮崎でも冬はやはり寒く、
これからどんどん気温は下がっていきます。早く
暖かくなってヘビに驚かされ、トカゲを追い掛け
回す日がきてほしいです。
次回は、林 裕美子さんにお願いします。
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野生研のあしあと
９/16

９/20

動物記録
9/24

野生研 9 月月例会を兼ねて、今シーズ
ンのアカウミガメ調査報告会を開催。会員並

ノヒゲやツクシイヌノヒゲ､クロホシクサ

びに保護関係者 30 名が参加。

が星のように咲き誇る。
10/1

わいるどらいふ３6 号発行

10/5

サンドパックの現状について報告があった。

るミズトラノオの花が咲き始めている。

度宮崎海岸等アカウミガメ上陸産卵現地調

10/13 高鍋町の高鍋湿原にスイランの花が見

査報告実施。

ごろを迎えた。湿原内にはアキアカネやノ

ニホンカモシカの生息調査実施

シメトンボも飛んでいる。

五ヶ瀬町二上山・高千穂町向山

11/1

11/23 ニホンカモシカの生息調査実施

川南町川南湿原でウメバチソウの花が
見頃。

西都市地蔵岳

11/4

11/25 野生研に新たな研修所ができ（会員より無

宮崎市一ツ瀬川河口に環境省レッドデー
ターブック絶滅危惧１A 類に分類されてい

償借用）、11 月度月例会開催
11/28～30

延岡市北川町の家田湿原で県のレッド
データブックで絶滅危惧種に指定されてい

10/30 宮崎河川国道事務所依頼の平成 26 年

11/1～２

高鍋町北高鍋に越冬ハヤブサが今年も
姿を見せるようになった。今年で１９度目。

10/28 野生研 10 月度月例会を開催。

るクロツラヘラサギが越冬のために飛来。

鹿児島県奄美大島にて開催のウミガ

11/10 都城市高城町石山の山林でヤッコウソ

メ会議ｉｎ奄美大島に出席。当研究会より 3

ウがひっそり花を咲かしている。

題のポスター発表を実施。

11/13 串間市福島川下流にコハクチョウが飛来。

「ウミガメ交雑種における種特定のための遺伝

12/16 延岡市北川町の養鶏農場で高病原性鳥

子検査法の確立」

インフルエンザが発生。

「2014 年宮崎海岸アカウミガメ上陸産卵状

12/23 宮崎市の一ツ瀬川河口で、左足に棒をぶ

況」

ら下げたまま飛ぶクロツラヘラサギを発見。

「宮崎海岸大炊田浜におけるサンドパック工法

釣り糸に足と棒が絡まったとみられる。

による養浜の紹介」
12/6

国の天然記念物の川南湿原でシロイヌ

石崎浜海岸清掃（主催:宮崎海岸出張所）
開催される。当研究会員による講話実施する。
参加者 200 名

新会員のご紹介（敬称略）

12/15 野生研１２月度月例会議実施
12/19 宮崎県依頼の県指定天然記念物「アカウミ

正 会 員：山田

ガメ及び産卵地」の保護を図るための基礎資

松村

料の取集、所要の保護対策の推進に資するた

賛助会員：前田

奈津希
宙輝
水無子

めのアカウミガメ調査等の報告実施。

宮崎野生動物研究会通信「わいるどらいふ」 No.３７ 201４年 12 月 29 日発行
特定非営利活動法人

宮崎野生動物研究会
代表 岩本 俊孝

（Miyazaki Wildlife Research Group）

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。
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おもちゃ：カメ３

