わいるどらいふ
Wildlife
No.４１
２０１６年５月１０日
ＮＰＯ法人

宮崎野生動物研究会
Miyazaki Wildlife Research Group

ニホンザル(幸島)：関

「第 26 回日本ウミガメ会議 in いちのみや千葉」を終えて
毎年開催されている日本ウミガメ会議。今回は

私も今回「アカウミガメの産卵場所選択と海浜

千葉県一宮町で 11 月 27 日から 29 日にかけて

植生との関係」というテーマでポスター発表をさ

3 日間開催されました。当研究会からは 4 名が参

せていただき、同様にウミガメの砂浜を調査して

加し、口頭発表１題・ポスター発表 3 題（連名を

いる方々から様々なご意見をいただき、私個人と

含む）の発表を行いました。

してもとても勉強になりました。（これについて
の内容はいずれ本誌でご紹介させていただく予

開催地の一宮町は、関東のサーファーは知らな

定です。）

いものがいないといわれるほどサーフィンのメッ

2016 年は高知県での開催です。近場での開催

カとしても知られていますが、実はアカウミガメ

ですのでお時間のある方は宮崎からも積極的に

が産卵する最北の地としても有名です。

参加し、情報交換していきましょう♪

今回の会議の開催地である一宮町では年齢層が
下は中学生から上は 80 代の方までととても広く、
町ぐるみで活発に活動されている地域です。会議
の前半では九十九里浜の自然やウミガメ調査の様
子が紹介され、後半ではウミガメに関する調査報
告が行われました。
最終日には協議会の松沢会長が日本全国で調査
をしている方々と電話中継を結びながら調査の報
告が行われました。また日本ウミガメ協議会が行
ったアンケート結果により、2015 年に日本各地
で上陸産卵したアカウミガメの内訳は昨年と比較
して上陸回数が 47%減、産卵回数が 51％減とい
う結果が示され、参加者同士で情報の共有が行わ
れました。さらに、会議期間中は昨年の奄美会議
で講演していただいたジョージ・バラーズ博士と
前会議の主催者である興さんが奄美大島で発信器
を取付けて、放流したウミガメの追跡結果も逐一
報告され、そのたびに歓声が上がっていました。
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渡部

千尋

第４回九州ウミガメ連絡会 in 宮崎

３月５日、６日に実施した連絡会の報告をしま

海岸での上陸・産卵の報告を伊東校長のご指導の

す。初日、県立図書館で実施した記念講演及び研

もと立派にやりぬきました。続いてワイラの渡部

究発表会に９０名が、浜荘での懇親会に５０名が、

さんが卒業論文で実施した産卵場所と海浜植生と

２日目のサンドパック見学会には３８名が参加し

の関係を、古中さんが西田先生との共同研究でキ

ました。学生有志の駐車場案内ではじまり、藤本

ツネが撮影されていた卵の食害の報告を、最後に

さん、渡部さん、

屋久島うみがめ館の大牟田さんが屋久島で装着し

古根村さん、関
さんらの受付を
経て、理事長の
岩本先生の挨拶
で開会し、報道
機関の MRT テ
レビ、ラジオ、
宮日新聞社、西
日本新聞社が取材に来る中、竹下完さんの記念講
演「アカウミガメ調査４５年を振り返って」がス
ている標識について発表されました。フリートー

タートしました。アカウミガメが県指定天然記念

クでは中村さんが司会をし、日向市でのウミガメ
産卵の報告や都井中での環境教育についての質問

物となる過程で、岩切宮交社長が関わっていたこ
とや調査のジープが海につかった写真など初めて
聞くこと、見ることが多くあり、参加者一同感動

などありました。最後に次回開催地の種子島の久

のうちに完結しました。ここで、写真撮影があり、

米さんからビデオレターで参加の呼びかけがあり

出口さんの工夫で、この日の帰りには記念写真の

ました。懇親会では、県外、県内の参加者の友好

全員への配付が実現しました。研究発表では、大

が深まりました。

分の豊後水道での混獲調査の報告や海洋教育の推
進の２本があり、中学生の発表もありました。子
ガメの扱いに問題があるのではと MRT の木佐貫
さんから個人的に質問がありました。どうしたも
のでしょうね。次に、都井中の井手君は串間市の
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２日目はあいにくの雨模様でしたが、堤課長の軽

参加団体

快な説明で、参加者は大きくうなずいていました。
宮崎の海岸はどうなるのでしょう。真剣に考え、
発信しましょう。

串間

日南市教育委員会生涯学習課
日南市野生動物研究会

研之

宮崎市教育委員会文化財課
NPO 法人 おおいた環境保全フォーラム
NPO 法人 大分ライフセービングクラブ
NPO 法人 屋久島うみがめ館
Save Sea Turtle・定置網 船宿のま池
公益財団法人 鹿児島市水族館公社
鹿児島大学ウミガメ研究会
延岡市野生動物研究会
日向市アカウミガメ研究会
日向市文化生涯学習課
宮崎県文化財課・都井中学校
串間市教育委員会文化財係
串間市アカウミガメ保護協力員
宮崎河川国道事務所

2016年３月
会場

宮崎大学 wila

５日 土 ６日 日

宮崎野生動物研究会・野鳥の会

宮崎県立図書館 ２階 視聴覚室

堀之内海岸ボランティア

５日 土 記念講演及び研究発表会
プログラム

等
※順不同

１３：００～
受付開始
１３：３０～１３：３５ 開会挨拶
NPO法人 宮崎野生動物研究会理事長

１３：３５～１４：２０ 記念講演
「アカウミガメ調査４５年を振り返って」
NPO法人 宮崎野生動物研究会前理事長
１４：３０～１６：２０ 研究発表（発表：10分）
演題1（14：30～14：40）
「豊後水道域におけるウミガメ混獲調査」
NPO法人 おおいた環境保全フォーラム
演題2（14：40～14：50）
「ウミガメ保護活動を通じた海洋教育の推進」
NPO法人 大分ライフセービングクラブ
演題3（14：50～15：00）
「串間市のアカウミガメの上陸・産卵状況報告」
串間市立都井中学校
演題4（15：00～15：10）
「アカウミガメの産卵場所選択と海浜植生との関係」
NPO法人 宮崎野生動物研究会
演題5（15：10～15：20）
「宮崎の食害状況について～赤外線カメラで撮影された動物たち～」
NPO法人 宮崎野生動物研究会
演題6（15：20～15：30）
「屋久島で装着している標識について」
NPO法人 屋久島うみがめ館

主催／九州ウミガメ連絡会
宮崎野生動物研究会
共催／宮崎県立図書館

質疑応答（15：30～15：50）
フリートーク（15：50～16：20）

後援／宮崎県

宮崎市

宮崎市教育委員会

１６：20～１６：2５ 閉会挨拶
NPO法人 宮崎野生動物研究会副理事長

１６：2５～１６：30 次回開催地挨拶

宮崎県市町村教育委員会連合会
国土交通省宮崎河川国道事務所
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動物交友記

「フタコブラクダ」
～子供を産むと母は強くなる～
「ラクダのこぶの中には何がはいっているの？」

すぐ逃げ出すやつでした。でもなぜか、何時も私

昔からよく聞かれる質問でした。それは水だ、油

にはなついて近づいてきました。テン親子は群れ

だ、養分だといろいろ言われていましたが、それ

から少し離れたところにいて、子供のそばには他

でも袋の中に水がいっぱい詰まっていると信じて

のラクダを寄せ付けませんでした。それに私が子

いる人が多くいました。多分、ラクダが暑い砂漠

供に近づくと、テンは子供との間に割って入り、

を行進している姿を思い出すからだろうと思いま

触らせないようにしました。動物園では、野外で

した。実際こぶの中身は水や油でなく脂肪で、こ

生まれた動物の子を雨から防ぐために室内に入れ

れらは養分となって蓄えられていて、これを分解

て飼育していたので、親子を放飼場から移動させ

して栄養にするのです。あの大きい袋には約６０

ることにしました。私は餌を持って誘導し、部屋

㎏の脂肪が詰まっていて、１週間は何も食べなく

に入れようとしましたが、テンは子供をかばうよ

ても平気でいることが出来ます。もちろん生まれ

うにしてどうしても室内に入ろうとしませんでし

たばかりの子供には、袋はありますが中はからっ

た。私は最後の手段として、母親のすきを狙って

ぽで、６か月ほどして自分で餌を食べるようにな

子供をわきに抱えると、急いで部屋の中に飛び込

ると少しずつ袋は膨れてきます。

みました。するとテンは驚いて、ものすごい勢い

ある朝「ラクダが産まれました」と、うれしい

で追いかけてくると、私のそばに来ました。その

報告が私のところに届きました。すぐさま放飼場

瞬間、後足で蹴り上げられました。脚は私の左手

へ走っていくと、そこには母親ラクダにぴったり

をかすめ、幸い怪我はなかったのですが、その素

と寄り添うようにして赤ちゃんが立っていました。 早いことと力の強さに恐ろしくなりました。あん
昨夜のうちに生まれたのでしょう。脚は細いです

なに何時もおとなしいテンが、わが子を守るため

が、でもしっかりと地面についていました。親と

に豹変するものかと、母性愛の強さに驚かされま

違って色はグレーで、ちぢれ毛の細い綿毛で包ま

した。でも子供は母親の温かい愛情に守られなが
ら、元気に育っていきました。

れたかわいい赤ちゃんでした。母親の名は「テン」
と呼ばれており、２度目の出産で元気な女の子で
した。この母親テンは群れの中では弱い方で、餌

竹下

を食べる時もいつも遠慮がちで、隅の方にいまし
た。それに人間にも臆病で、大きな声でしかると
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完

話題を提供１

く、傷も目に見えて良くなってきました。保護観察
中に DNA を採取しミトコンドリアのハプロタイプ
を調べたところオーストラリア近海に生息するタイ

タイマイの保護と飼育経過のご報告

マイに近いとわかりました。はるばる日本まで流れ
てきたのでしょうか？さらに、獣医臨床放射線学の

2015 年 9 月下旬にフェニックス自然動物園の出

佐藤先生に CT 撮影もしてもらいました（写真１）。

口園長より電話があり、ウミガメが人工ビーチで網
に絡まった状態で発見されて、かなり弱っているが
まだ生きていると連絡がありました。そこで宮崎大
学の獣医解剖学研究室で受け入れることにしました。
これまでも宮崎海岸ではウミガメの死亡個体の漂着
はあるのですが、かなり痛んでいて、骨は使えるけ
れども欠損しているし内臓系はほとんど使いものに
ならない場合が多いのが現状です。電話によります
と、かなり弱っているとのことなので、動物解剖学
写真１

を専攻する私としては（正直に打ちあけますと）
、新

CT 撮影後の 3D 構築像

鮮な臓器標本が入手できるまたとない、いい機会で

傷も癒え元気になり、研究室の小さな水槽ではもて

あると内心しめしめと思ったのです。研究室所属学

あますようになってきたので、12 月上旬に出口園長

生に臓器保存用の固定液を沢山作っておくように指

にお願いし、終生飼育してくれる園水館を探しても

示をだし、ウミガメの到着をまちました。ウミガメ

らうことにしました。最終的にすみえファミリー水

が到着すると全身を観察しました。右前肢の上腕骨

族館が受けいれてくれることになり 12 月 22 日に、

が折れて断面が見えているのと右前肢は体と皮膚だ

出口園長と運搬しました。研究室では小さな水槽で

けでつながっているような状態でした。左後肢も腹

飼育していましたし、右前肢が欠損しているのでう

側の皮膚と筋肉が欠損して下腿骨がのぞいていてお

まく泳げないだろうと考え、水族館でも大きな水槽

り、カメもほとんど動かない状態でした。とりあえ

にいれた籠の中でしばらくいれていましたが、泳ぎ

ず、
ウミガメを 15cm 程度の水深にした水槽に入れ、

たがるので大きな水槽に放しました。すると上手に

頭を少し持ち上げると呼吸が出来るようにし、海水

バランスをとり潜っていきました。5 分くらいする

は毎日交換することにしました。ところが 1 日たっ

と浮上して呼吸をしてまた戻っていきました。

ても 2 日たっても生きています、むしろ少し元気に
なってきて動こうとしているような状態でした。し
ょうがないので標本採取から切り替えて（笑）強制
給餌することにしました。スーパーで冷凍イカを購
入し、1cm 角の大きさに切って、カメの口を開けて
カテーテルで食道まで押し込み給餌を始めました。
しばらくして右前肢は壊死して取れてしまいました。
すみえファミリー水族館にて

2 カ月ほどすると口に入れるだけで自分から餌を食
べるようになりました。こうなればしめたもので、2

この運動能力の高さには驚かされました。今回の保

〜3ｃｍ大のイカの切り身を海水に浮かべると自分

護･観察でウミガメの生命力の強さを感じました。最

から近寄ってきて食べるようになりました。11 月中

後になりますが、標本作製や CT を使った骨の観察

旬頃になると海水温が 20℃切るようになってきた

も本気やっておりますので、新鮮なウミガメ死亡個

のでヒーターをいれて 25℃を維持するようにして

体が入手できた時はお声かけください、飛んでいき

飼育しました。25℃を維持すると餌の食べる量も多

ます(*^^)v。
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保田

昌宏

話題を提供２

宮崎県のカタツムリ １０
人家付近にいる馴染みのカタツムリについて
「宮崎のカタツムリ（３）」でウスカワマイマイと
アズキガイについて書きましたが、今回は人家付
近にいる目立たないカタツムリを紹介します。１
種類目はヒメオカモノアラガイです。

この種はおそらく外来種だろうと言われてい
ますが、はっきりしたことは分かっていません。
見付けた場所は道路工事が終わったばかりのコン
クリートの壁でした。沖縄でも確認されています
ので、沖縄で使った道路工事用の車両を清武町に
持ち込んだために、車両に着いていたコシタカオ
カモノアラガイが清武町に入ってきたのかもしれ
写真のように殻の巻き数が少ないモノアラガイ

ません。

という淡水に棲む絶滅危惧種がいます。形が似て

昨年 10 月の雨の日に、見付けた場所に行って

いて陸上に棲むのが北海道にいるオカモノアラガ

みましたが全く見付けることは出来ませんでした。

イです。本州、四国、九州にはオカモノアラガイ

冬の寒さに耐えられなかったのかもしれません。

より小型のヒメオカモノアラガイがいます。

次に紹介するのはオカチョウジガイです。これ
も人家の庭の植木鉢の下や花壇などによくいる白
いカタツムリですが見たことのある人もいるので
はないでしょうか。

ヒメオカモノアラガイは普段は植木鉢の下や落
ち葉の下などに隠れていて、雨の日に這い出して
活動しますが、ウスカワマイマイの半分くらいの
体は黄色で可愛らしいカタツムリです。殻の中

大きさで色も地味で、花の新芽を食い荒らすよう

に白い卵が透けて見えています。植木鉢を開けて

なこともしないのでほとんど目に付きません。

みると見つかるかもしれません。

このヒメオカモノアラガイに似ていますが、も

西

う少し大きくて細長いオカモノアラガイの仲間を
清武町で見付けました。宮崎県初記録のコシタカ
オカモノアラガイといいます。
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邦雄

会員ペンリレー

アカウミガメ調査チーム紹介
動物園組 A 班
昨年の動物園 A 班は動物園職員がメンバーの
7 名。
夏の炎天下での仕事をした後の調査は肉体的
に非常にハードでしたが、みんなで協力しながら
昨年の調査を乗り切りました。
昨年はウミガメの上陸も少なく、メンバーのモ
チベーションも下がり気味でしたが、今年に期待

黒木 一隆

して今後の調査も頑張っていこうと思います。

高校卒業後、前身のフェニックス国際観光に就
職、動物園に配属になり、この春で２４年目を迎
えました。
同期配属は５名いましたが、私１名になり、今
では、飼育課内でも年齢を上から数えたほうが早
園長：出口

智久

飼育課：黒木

い一人になりました。後で聞いた話ですが、真っ

一隆

先に退職する一人に挙げられていたそうです。
右も左もわからず、ただ動物が好きだから、と
いう理由で飛び込んだこの世界でした。
当時の竹下副園長や諸先輩の方々からは、心温
まる叱咤激励の毎日だったと思います。
（今でもそ

飼育課：浜脇

幸一

総務課：西

うですが）

明美

23 年間では、たくさんの動物との出会いや別れ
もありました。アフリカゾウ・ゴリラ・キリン等
の大型動物の搬出や搬入、ヒョウやチンパンジー
の人工哺育。昔、イベントに参加していたチンパ
ンジーやオランウータンの引退後の引継もありま
した。
また、僻地校へ伺う移動動物園は地域の方との
交流等、とても思い出深いものでした。口蹄疫後、

飼育課：髙橋

健太

飼育課：梅田

移動動物園は休止されていますが、近いうちにま

美緒

た、再開したいと思っています。
フェニックス自然動物園の歴史に多数関われて
きたことは、私の大切な宝物です。
次回は、中村
飼育課：越野

慶太
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豊さんにお願いします。

平成 27 年

動物記録

野生研のあしあと

平成 27 年

12/18 県委託平成 27 年度宮崎県指定天然記念

12/22 鹿児島県は、21 日に出水市で死んだナ

物「アカウミガメ及びその産卵地の保護」

ベヅル１羽が見つかり、遺伝子検査で鳥イン

を図るための基礎資料の収集、所要の保護

フルエンザの陽性反応が出たと報道された

対策を推進に資するためのアカウミガメ

が、25 日、ウィルス検査の結果、ウィルス

調査等委託に関する報告書を提出

は検出されなかったと発表した。

平成 28 年

12/24 高鍋町の水田でオオヒシクイ１羽が飛

１/19 １月度月例会を開催

来しているのが確認された。オオヒシクイ

各種活動報告、会員の近況報告、第４回「九

は国の天然記念物に指定されているカモ科

州ウミガメ連絡会 in 宮崎」開催の打合せ他

の渡り鳥で東日本地が越冬地として知られ

２/16 新富町富田浜南側で、漂着スジイルカの

ており、九州南部で目撃されるのは珍しい。

死骸を発見。（発見者は新富班の根井会員）

12/24 美郷町の研究施設「国際うなぎラボ」は

２/19 市委託平成 27 年度アカウミガメ及びそ

22 日、県などと協力し日向市小倉ヶ浜で

の産卵地保護調査研究委託に関する

追跡装置を付けた秋に産卵のために下って

報告書を提出

きたメス３匹のニホンウナギを放流したと

２/19 2 月度月例会

発表した。太平洋の産卵場所、マリアナ諸

宮崎河川国道事務所より住吉海岸の状況説

島西海域にたどるルート解明が目的。

明とその後、討議を実施。

平成 28 年

２/19 平成２７年度第３回目野生動物植物生息

2/8

状況等調査事業会議開催。
2/22

県の希少野生植物に指定されているシコ
クフクジュソウの花が諸塚村七ツ山の自生

古城小にてサンショウウオ学習会の授業

地で寒風に揺れている。

実施（西 会員）
3/5・6 第 4 回九州ウミガメ連絡会 in 宮崎開催

2/8

北川町でアライグマが確認された。

2/9

熊本大学の研究グループが８日、宮崎市

県外から 25 名、県内から 85 名、約 40 団

田野町の本野原遺跡で発掘された縄文土器

体、個人が参加。竹下前会長の基調講演に

片からゴキブリの卵の後を発見したと報道。

始まり、活発な研究発表と討議がなされた。

4/5

昨年の１２月に日向市の海岸で発信機を

2 日目は、宮崎海岸のサンドパックの視

付けて放流した、産卵を控えたニホンウナギ

察を宮崎河川国道事務所の方の説明により

が黒潮に乗って八丈島周辺に達したことが

実施。

分かった。

３/13 「宮崎の自然」合同研究会が宮崎県立図
書館で開催され、当研究会からも２題報告。
３/16 ３月度月例会開催
３/18 県委託平成２７年度野生動物植物生息状
況等調査に関する報告書を提出
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