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ソボサンショウウオ：関

第３回九州ウミガメ連絡会 大分会議 in 別府について
先日、２月７日(土)に、大分県別府市の県立社会教育

あり、宮崎河川国道事務所につなぎました。フリ

総合センターにおいて実施され、私は午後の九州会議

ートークでは、「ウミガメがわが町にも来てほし

から参加しました。午前中は第２回の大分県ウミガメ

い」という切実な願いが多くありました。また、

会議が実施されたようで、県内のウミガメ保護にたず

調査する人が少ないことや行政との連携の難しさ

さわる多くの関係機関の方々が一堂に集まったようで

などの意見も出ました。大分ではライフセービン

す。

グクラブと連携し、九州会議の運営そのものも協

まず「大分にウミガメが上がるんだ！」という驚き
と「何と多くの方々がウミガメ保護に真剣に取り組ん

力し合っていました。来年度は宮崎で実施です。
多くの方々に声をかけ成功させたいものです。

でいるのだろう！」と感動しました。私は一瞬、ウミ
ガメ調査時の後半に脳裏を横切る「今晩は１頭上がっ
たから、もう無いかな。帰りに見つからなければいい
のだが…」という大変いけない感情を思い出しました。
１シーズンに１頭上がるか上がらないかという大分県
内７か所の海岸で、調査をした結果が午前中に報告さ
れました。また、オープンディスカッションでは「ウ
ミガメ保護のための適正な海岸の保全と利用」が１時
間以上かけて、討議されたようです。私はえりを正さ

発表する屋久島ウミガメ館の大牟田さん

なければいけないなと痛感しました。
午後の会議では、屋久島ウミガメ館、宮崎野生研、
鹿児島大学ウミガメ研究会、鹿児島水族館、日向市ア
カウミガメ研究会、大分･佐伯土木事務所、熊本･荒尾
ウミガメ復活の会の代表者が発表しました。屋久島で
は台風により海岸が流出し約３万個の卵が流されたそ
うです。日向の発表では市が指定した７地区の海岸を
１１名の７０歳前後の会員で地道に調査されているこ
とが発表されました。鹿児島大学はアルゴスを装着し
たアカウミガメが東シナ海から対馬方面へ回遊するこ
とが報告されました。私はサンドパック工法による養

日向市アカウミガメ研究会の吉田さん
串間 研之

浜について話しました。後日、福岡から問いあわせが
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アカウミガメ調査チーム紹介 中村組
中村組は、北部海岸、すなわち住吉、明神山、大炊

車の移動などの負担のかからない部分を担当していま

田の各海岸を調査しています。調査のメンバーは、年

す。岩切さんと外村さんは別々の調査地をそれぞれで

寄りの中村を筆頭に、岩切康二、若手バリバリの外村

やってもらっていますので、調査がはかどります。ま

浩幸、長友宏子、中島実沙貴の５人がメインとなって

た、長友さんと中島さんは、記録用紙の記入などを積

行っています。その他に時間の取れる時に末吉豊文さ

極的にこなして頂けるので助かっています。

んが強力な助っ人として参加してくれます。

中村組のメンバーはこれからも頑張って調査します

年寄りは足手まといになるので、気を遣ってもらい、 ので、よろしくお願いします。

中村

中村組調査メンバー（20130807 撮影）

動物しつもん箱
【質問】

うなぎってなんでぬるぬるしているの？
(西都市

【答え】

T さん)

うなぎを掴む時に非常にやっかいなぬる

は地上を移動することもできます。このぬるぬ

ぬるですが、実はうなぎが生活する上で非常に重要

るの保水機能は非常に優れていて、水から出て

な役割を持っています。皆さん知ってのとおり、魚

丸一日経っても生きていられるのだそうです。

はエラという器官で水中の酸素を取り込むことによ

また、このぬるぬるは外敵から自分の身を守っ

って呼吸を行っています。しかし、うなぎはこの「エ

たり、普通では進めない滝や人工物を超えるの

ラ呼吸」の他に、皮膚から直接酸素を取り込む「皮

にも役立っています。私たちが土曜の丑の日に

膚呼吸」をします。普通、直接皮膚から酸素を取り

おいしいうなぎが食べられるのは、うなぎを守

込むには水分が必要になります。そこでうなぎは皮

っているこのぬるぬるのおかげなのです。

膚からこのぬるぬるを分泌し、酸素を取り込めるよ
うにしているのです。この皮膚呼吸により、うなぎ
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（中林

朗）

豊

動物交友記

「夢を食べるバク」
初詣の境内で若者たちが大きな声で「初夢は何時

は上唇とともにのびていて、目は小さく尾は短かい。

見るんだ」と会話していました。元旦の夜の夢だか

そんな体型から、バクはゾウの鼻を持ち、サイの目、

ら２日の朝見たことになるんだと私は思ったもので

牛の尾、トラの足を持つ珍獣動物とされていました。

す。

目の前で見ると、とても優しく愛嬌がありました。

さて、動物にも夢に関係したものがいます。それ

お客さんにも一番の人気動物になりました。

はバクといい、面白い恰好をした動物で、アジアと

草やリンゴ、バナナなど果物を食べ食欲も旺盛で

南米に棲んでいます。ところが、中国には獏という

元気に成長していきました。熱帯地方の動物だけに、

架空の動物がいて悪夢を食べたり、邪気を払ってく

暑がりですぐに池の中に入っていました。その頃マ

れるという伝説がありました。その頃日本にも、正

レーバクは日本の動物園でもあまり飼われておらず、

月によい初夢を見ようと枕の下に宝船を挟んで寝る

繁殖した例もありませんでした。私は早く大きくし

習慣がありました。その宝船には「獏」という文字

て二世の誕生を…と思っていました。ところが夏が

を書くそうです。そんなことで、バクは夢を食べる

過ぎ冬がやってきても冷たい池に入るので心配でし

動物とされていました。

た。南国宮崎といわれても氷点下になることも度々

本当にそんな動物がいるのなら、私も動物園で、

で、こんな寒いのに大丈夫なのかと貴重な動物なだ

その動物を一度飼ってみたいと思い、幸いにも購入

けに心配し、部屋の中に入れて過ごさせることにし

することが許可されました。しかし、マレーバクは

ました。ところがそれから２週間もしたころ、急に

すでに絶滅の危機にあり、購入が大変困難でした。

食欲がなくなりお腹がはれあがり、とうとう脱肛に

でもまだ今とは違い、輸入は禁止されてませんでし

なってしまいました。一生懸命手当てをしましたが、

た。五月の初めごろ、業者に頼んでいたのがやっと

残念ながら治らず死んでしまいました。さらに、続

手に入ることになって、空輸されてきました。どん

いてもう１頭も死亡させてしまいました。原因がわ

な動物だろうと興味を持ちながら到着したばかりの

からないのでとても悲しかったです。ところが後で
わかったことは、バクは水の中だけしか排便ができ
ないということでした。だからいつも水の中に入っ
ていたのです。もう少し早く気が付いていたら死な
せずに済んだのにと残念で、本当に可哀そうなこと
をしたと後悔しました。もう２度と飼うことができ
ない貴重な動物だっただけにいつまでも悔いが残り
ました。
竹下 完

マレーバクを箱から出しました。パンダのように黒
と白のツートンカラーで、おなかの部分は腹かけを
したように白くなっていました。足と顔は白く、鼻
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話題を提供１
路が出来たと報じていたのを思い出して、日之影町役

宮崎県のカタツムリ ７

場に問い合わせてみると「日之影町見立煤市から行け

香川県在住のムシオイガイの研究者、矢野重文氏か

ますが、道が荒れているかもしれませんよ。
」という返

ら絶滅危惧種タカチホムシオイのＤＮＡを調べたいの

事でしたが、行けるところまで行ってみることにしま

で、基準産地である高千穂町柘の滝鍾乳洞付近のもの

した。言われたとおり道が雨でえぐれていたり、倒木

を送って欲しいという依頼がありました。この産地以

が道を塞いだりしていましたが、何とか進んでいくと

外のものも欲しいということです。

二ッ岳登山口という案内板が現れました。二ッ岳は調

さっそく柘の滝鍾乳洞に行ってみました。登山道入

査していない山なので、調査することにしました。標

口に案内板がありますが、行く人がいないのか登山道

高 1,257ｍの高い山でブナ林です。８月の雨上がりで

が分からなくなっています。近くで農作業をしている

したので

人に訊いたところ、杉林の中を山に向かって右上方向

カタツム

に行けば見つかるだろうとのことでした。

リたちも

言われたとおりに登っていくと、石灰岩の崖に出ま

木を這っ

したが鍾乳洞は見つかりません。仕方なくその付近を

ていまし

調査して、落ち葉を持ち帰ることにして山を下りるこ

た。大型

とにしました。

のキセル

下山途中で鉄条網で囲われた鍾乳洞の入口を見つけ

ガイのア

アメイロギセル

ることが出来ました。次回来るときの目印に、持ち歩

メイロギセル（写真）、小型のアワジギセルなどがいま

いている赤いガムテープを木に貼りつけながら山を下

す。

りました。残念ながらこの時の落ち葉からはタカチホ

ブナの大木の根元でア

ムシオイは見つかりませんでした。

ワジギセルより小型のキ

再度挑戦です。今度はガムテープのおかげで迷うこ

セルガイが見つかりまし

となく鍾乳洞にた

た（写真）。

どり着きました。

家に帰って顕微鏡で観

今度の落ち葉から

察すると、屋久島や種子

は１個だけですが

島に生息するハラブトノ

生きたタカチホム

ミギセルに良く似ていま

シオイが見つかり

す。キセルガイの専門家

ました。

タカチホムシオイ

の湊 宏先生に見てもら

キセルガイ

タカチホムシオイは、日之影町戸川岳でたくさん見

ったところ、
「ハラブトノミギセルの特徴を持っている

つけたことがあるので、今度は戸川岳を調査すること

が、若干の違いが見られること、地理的分布のこと、

にしました。ここも十数年ぶりに行ったので道路が整

１個体しか採れていないこと、死殻であることなどか

備され、林道の入口が分かりません。それらしい林道

ら、ハラブトノミギセルと同定するには慎重にならざ

に入りやっと見覚

るを得ません。今回は類似種としておきます。今後の

えのある石灰岩の

調査を期待します。」という返事でした。

岩場を見つけて登

名前ははっきりしませんでしたが、宮崎県初記録のカ

りました。途中で

タツムリが見つかりました。

カモシカのため糞

二ッ岳の近くには未調査の乙野岳もありますし、乙

に出会うことが出

野岳近辺には石灰岩もあるようですから暖かくなった

来ました。

らもう一度調査に出かけようと考えています。

テレビで日之影町見立から高千穂町岩戸に通じる道

西 邦雄
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話題を提供２
以前ウミガメ会議で外国人研究者が、「25 日以上経過
した卵は移植しても大丈夫」と言っていたのを思い出

産卵 34 日後の移植

しました。自分で実際に 25 日以上経過した卵を移植
したことはなかったのですが、放置していても流され

アカウミガメの卵の移植は難しいもので、移植した

るだけだし…と思い、一緒に調査をしていた中島実沙

からといってすべての卵が孵化するとは限りません。

貴さんと 120 個の卵を全部掘り出し、そのうち発生が

特に産卵後に時間が経った卵は胚の発生が進み、動か

進んでいた 112 個の卵を養浜の最後部に移植しまし

したり向きを変えたりすると死んでしまうことになり

た。産卵から 34 日後でした。

ます。私たちが卵を移植するときは、産卵直後か遅く

その後、10 月 29 日に中村豊さんが孵化調査をして

ても産卵後 8 時間を越えないように気をつけています。 くださったところ、孵化 94 個、未孵化 13 個、食害
8 月 6 日の調査は台風 11 号が接近中で波が日に日

5 個という結果でした。孵化した数が最初の産卵数の

に高くなってきている時でした。大炊田海岸に調査に

78％ということで、これは孵化率としては悪い数字で

行ったものの、サンドパック近くまで波が来ていたた

はなく、移植した者としてほっと胸をなで下ろしまし

めサンドパックの海側は歩けず、サンドパック上の砂

た。

も半分は流されて浜崖ができていました。そんな時、

侵食が激しい宮崎市周辺の海岸では、産卵されたば

浜崖から陸側 10cm ぐらいの場所に産卵を示す杭が立

かりの時は浜幅があり大丈夫と思っていても、大きい

っているのを見つけました。今にも流されてしまいそ

台風が来るたびに砂浜が流出し、その砂と一緒に流出

うな場所です。きっと産卵したときは養浜がまだたく

してしまう卵が多くなってきています。今回の経験か

さん残っており、移植する必要はなかったのでしょう。 ら 1 ヶ月程度経過した卵も移植可能だと考えられので、
台風 11 号が近づいてきている中でこの卵も流されて

今後は浜の状況を観察しながら、柔軟な移植方法を取

しまうのか…と思いながら杭を見ると、
「7/3 産」と書

り入れていくことが必要かもしれません。

かれていました。もう 1 ヶ月以上も前…と考えた瞬間、
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岩切 康二

会員のページ

展示動物防疫衛生シンポジウム
なのかを明らかにして前進させていただきたいこと。

「口蹄疫禍から５年、

などを訴えさせていただきました。

常在危機に備える。」に参加して

Ｄｒ．Ａｍｙ－Ｊａｎｅ

Ｂｅｅｒの特別講演「英

国での口蹄疫からの教訓：動物園・野生動物公園に
おける伝染病防疫」では、イギリスでの口蹄疫の対

平成 27 年 3 月 6 日、宮崎市内で、上記のシンポ

応と新しい法的整備と政府組織も含めた防疫の整備

ジウムが開催されました。主催は宮崎大学産業動物

を行ったことが紹介されました。その他にも幅広い

防疫リサーチセンター、そして、宮崎市フェニック

各分野の専門の先生が事例報告や現状分析の報告を

ス自然動物園が共催で関係する大学や動物園、市民

していただきました。また、
「展示動物防疫衛生：課

の方々を対象に公開で行いました。参加者は約 120

題を整理して明日への道筋を探る」と題して公開討

名を数えました。

論会を行いました。

このシンポジウムの趣旨は、動物園など農場以外

口蹄疫のウィルス研究やとワクチンの最新現状や

の動物飼育施設を口蹄疫や高病原性鳥インフルエン

先生方が発生地へ積極的に防疫活動を行い、発生し

ザなどの社会的に影響の大きな動物の伝染病からま

ていないゾーンを増やしている活動報告、これまで

もる方法を探ろうというものです。一般によく知ら

に動物園で発生した感染症例や御崎馬の事例、野生

れる移動制限や搬出制限は農場を対象とした規制で、 動物の腸内細菌など多岐にわたっての報告がありま
動物園は農場ではないので対象外となります。こう

した。そして、今回は法的な立場から、動物園を取

いった対象外の動物や施設をまもるにはどのような

り巻く防疫衛生行政についても分析をしていただき、

方法が考えられるのか、その問題点を、多くの関係

動物園法の検討もしていただきました。とても有意
義な報告ばかりでした。

者が集まり検討して絞り出そうというものでした。
私は、口蹄疫禍ならび高病原性鳥インフルエンザ
禍を経験した動物園の立場から、その対応を報告し
ました。防疫対応は、対策を個々によく吟味し、検
討して決定すること。多くの関係機関の協力があっ
たこと。そして、動物園の動物をまもる法律がない
こと。それらを解決するのに何が必要で、何が問題
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出口

智久

会員ペンリレー

アカウミガメ調査観察会
今年もアカウミガメの調査が始まります。
期間：5 月 20 日～8 月 10 日

林

※調査員と一緒に回っていただきますが、夜

裕美子

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)

砂浜は、風や波で絶えず砂が動き回る過酷な世界で
すが、波打ち際にはナミノコガイやスナホリガニがい
ます。
ナミノコガイは、寄せる波に乗って砂浜を陸方向へ
のぼり、波が引き始めると素早く砂にもぐります。長
さ 3 センチほどの二枚貝全体が、わずか数秒で砂にも
ぐってしまいます。ドラエモンの漫画に「ハマグリパ
ック」というのがあります。丸っこいハマグリが、ネ
ットの動画のように数秒でもぐれるのかと思って、ハ
マグリがもぐる時間を測ったことがありますが、完全
に潜るのに 10 分くらいかかりました。だからあの漫

MRT 環境省

大賞受賞

当会員の中島 義人さんが、宮崎県の自然環
境保全に非常に大きな功績を残した点を非常
に高く評価され、「MRT 環境省 大賞」を受賞
されました。
※「個人部門」での優秀賞で部門全体での最優
秀賞として大賞を受賞されたそうです。

画は、ハマグリではなくナミノコガイをモデルにして
いると思います。
潜るタイミングを
間違うと砂が硬く
なってしまい、殻
が半分砂に突き刺
さった状態で身動
きがとれなくなり
ます。
波打ち際にはスナホリガニもいます。これも、あっ
という間にお尻から砂に潜ります。長さ 1 センチあま
りの楕円形の甲羅を持つヤドカリの仲間です。そうい
えば、二枚貝も、ウミガメの甲羅も、楕円です。海と
陸が出会う場所では楕円が有利なのかもしれません。

次回は、高橋
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健太さんにお願いします。

平成 27 年

野生研のあしあと

平成 27 年

1/20 野生研 1 月度月例会開催
2/7

動物記録

1/31

第 3 回 九州ウミガメ連絡会が大分で

諸塚村七ツ山の標高約 800 メートルの山林

開催。当研究会からは 1 名参加し,宮崎の

で希少植物のフクジュソウがほころび始める。

海岸で実施されているサンドパック工法

2/4

について説明しました。

11 月から御池野鳥の森に 2 年続けて飛来

２/20 宮崎市にアカウミガメ及びその産卵地

しているイワミセキレイを県内外から多くの

保護調査研究報告

野鳥愛好家が撮影に訪れている。
一部の人が撮

2/24 野生研 2 月度月例会開催

影のために「餌付け」をしていることが「生態

3/6

系を乱すことになる。
」問題になっている。

展示動物防疫衛生シンポジウム「口蹄疫
禍から 5 年、常在危機に備える」主催：

２/８

宮崎大学動物防疫リサーチセンター、共

宮崎市古城小の児童らによって絶滅危惧種

催：宮崎市フェニックス自然動物園に後

２類のオオイタサンショウウオを育成してい

援し、会員が講演並びに協力、参加した。

る。

３/11 宮崎県に平成 26 年度野生動植物生息

2/９

状況調査報告

串間市福島川に国の天然記念物に指定され

3/15 「宮崎の自然」合同研究会が宮崎県立図

ているヒシクイ 2 羽が飛。

書館で開催された。
当研究会からも「DNA

３/4

からみたサツマゴキブリの地域性～

都城御池小の児童が沖縄県座間味村の慶留

mtDNA・COI 遺伝子の解析」と題し報告

間阿嘉小の児童とテレビ会議でシカの研究に

した。

ついて意見交換をした。

3/24 野生研 3 月度月例会開催

３/28

合わせて、国交省 宮崎国道河川事務所

綾ユネスコエコパークの照葉樹林の森で国

とサンドパック工法等、宮崎の海岸につい

の特別天然記念物ニホンカモシカの死骸が見

て意見交換を行った。

つかった。

3/27

MRT モーニングテラスに会員が出演。

3/31

オオイタサンショウウオの現状と取組に

串間市都井岬で国天然記念物に指定されて

ついて解説した。

いる岬馬に今年第１号の子馬が誕生した。

４/2・４ 串間市の海岸でハナゴンドウのスト

４/2・４

ランディング調査を当研究員が行っ

串間市の岩礁と砂浜に小型ハナゴンドウの

た。

死骸２頭が漂着した。

4/21 野生研４月度月例会開催
4/26

シーガイア主催によるビーチクリーン
開催

宮崎野生動物研究会通信「わいるどらいふ」 No.３８ 201５年４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４

