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2016 年ウミガメ調査開始！
いよいよウミガメ調査の季節がやって来ました。
昨年は上陸回数が 804 回（産卵回数は 493 回）
と一昨年に比べかなり減少した結果となりました

1. 午後 9 時に集合後、調査を開始し、終了時間
は大体午前 0 時前後です。

が、今年はどうなるでしょうか？

ウミガメの上陸状況によっては午前 2 時を過

今年も例年通り 5 月 20 日～8 月 10 日の期間で

ぎることもあります。

調査を実施します。

2. 調査区の海岸を歩きながらウミガメの痕跡

＜調査場所＞
調査区名
堀之内
新富北
新富南
一ツ瀬南
大炊田
明神山
住吉
一ツ葉
人工ビーチ
大淀川
空港北浜
松崎
運動公園
こどものくに
青島
白浜

＜調査方法＞

（足跡や産卵跡）を探します。

単位：km
調査距離
3.0
2.4
2.7
0.7
1.9
3.2
0.7
2.5
0.7
0.2
1.2
4.0
2.3
1.5
0.5
0.3

3. ウミガメの痕跡を見つけたらウミガメの行動
（産卵、戻りなど）や周辺環境などの状況を
記録します。
4. ウミガメに遭遇した際は、体長測定と標識調
査を行います。
これは遭遇したウミガメの状況に応じて以下
のパターンに行動が分かれます。
・帰海中のウミガメの場合：すぐに体長測定
と標識調査
・上陸中のウミガメの場合：産卵完了もしく
は産卵を諦め戻り行動をとるまで待機
その後体長測定と標識調査
以上を各調査区域で行います。
古中
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隆裕

アカウミガメ調査チーム紹介 山田班
瀬堀班から山田班に変わったのは平成 26 年度

横倉さんは、脊椎動物を専門とされております。

で、今年で 3 年目になります。北部海岸を担当し

私（山田）と同級生です。鹿児島大学時代では生

ています。班員の紹介をします。この『わいるど

物学科で共に勉強した仲で、よく一緒に飲んでい

らいふ』で、
「宮崎県のカタツムリ」を連載してお

ました。続いて、瀬堀真紀さん（12 年目）です。

られる西邦雄さん（4 年目）です。暑い夜の調査

野生研在籍歴が長く、調査に関しては超ベテラン

には、特製の「冷凍お茶」を班員に持ってきて下

です。分からないことは瀬堀さんに聞けば全て分

さったり、調査中に楽しい話をして下さったりと、

かります。班員思いの優しいお方です。最後に班

班員思いの優しい方です。続いて、中島実沙貴さ

長の山田真太郎（9 年目）です。現在は高校の生

ん（6 年目）です。次期班長候補の方です。アカ

物教諭ですが、3 年前までは博物館に勤務してい

ウミガメを愛する方で、個人的に屋久島へ行き、

ました。頼りない班長で、よく班員に迷惑をかけ

アカウミガメの調査研修に参加されるほどの方で

ています。

す。続いて、博物館に勤務されている外山真樹さ

毎回、多忙の中での調査ですが、今年も楽しく

ん（2 年目）と横倉康浩さん（2 年目）です。外

明るく元気な山田班で頑張っていきたいと思いま

山さんは、無脊椎動物を専門とされております。

す。どうぞよろしくお願いいたします。

今年の夏の展覧会「ワクワク！ふしぎ生物ワンダ

山田

真太郎

ーワールド」の準備で大忙しのようです。

動物しつもん箱
【質問】ヘビの種類はどれくらいあるの？
（宮崎市

K さん）

【答え】蛇は爬虫類の中でも 2 番目に種類が多

しかし、実際のところ、ヒバカリに毒は無く、と

いとされているグループで、その種類は約

ても温厚な性格で、何故このような名前がついた

3000 種類にも及ぶと言われています。世界最

のか不思議です。

（松村

宙輝）

小のヘビはバルバドスホソメクラヘビで、全長
わずか 10 ㎝です。世界最大のヘビはオオアナコ

←タカチホヘビ

ンダで、全長 9m の個体も発見されています。
日本で見られるヘビの種類は 36 種で、そのうち
本土で見られるのはアオダイショウ（青大将）、
シマヘビ（縞蛇）、ジムグリ（地潜）、ヤマカガ

写真提供：安本潤一

シ（山楝蛇）、ヒバカリ（日計・日量）、シロマ
ダラ（白斑）、ニホンマムシ（日本蝮）、タカチ
ホヘビ（高千穂蛇）の 8 種だけです。
ちなみにタカチホヘビという名前は地名の高千
穂からではなく発見者の高千穂宣麿の名前から
来ており、ヒバカリは噛まれたら命がその日ば
かりという迷信から来ています。
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ヒバカリ→

2015 年度版宮崎県版レッドリストの改訂について
レッドリスト掲載種は、絶滅のおそれの程度に

約 3 年間の編纂作業の後、「2000 年度宮崎県

より、絶滅、野生絶滅、絶滅危惧Ⅰ類、Ⅱ類等に

版レッドデータブック」が発行されて以降、今年

ランク付けをしていますが、ランク毎の増減結果

で 16 年が経過しました。

については下の表のとおりであり、特に、絶滅の

宮崎県は、2000 年度版レッドデータブックの

おそれのある種（絶滅危惧Ⅰ、Ⅱ類）はあわせて

「Ⅲ．検討委員会からの提言」の中の、「RDB の

243 種増加しました。

編集作業の困難さから考えて、5 年に一度程度の
改訂が適当だと思われる。」に基づいて、改訂作業

【改訂の結果】括弧内は改訂により増加した種数

を順次進めてきました。そして、すでに、平成

カテゴリー区分 2010 リスト → 2015 リスト

2007 年度版のレッドリスト改訂と、平成 2010
年度版「宮崎県の保護上重要な野生生物」
（改訂・

絶滅
野生絶滅

宮崎県版レッドデータブック）の発行とが行われ

49 種 → 52 種（ 3 種増）
4種 →

5 種（ 1 種増）

絶滅危惧Ⅰ類

669 種 → 829 種（160 種増）

絶滅危惧Ⅱ類

233 種 → 316 種（83 種増）

り毎年継続的に「野生動植物生息状況等調査]が実

準絶滅危惧

387 種 → 494 種（107 種増）

施されてきました。毎年度の生息状況調査の計

情報不足等

148 種 → 155 種（ 7 種増）

ました。
さらに 2011 年度以降、自然環境課の予算によ

＊詳細については、別添「宮崎県版レッドリスト

画・実施を担ってきた「野生動植物生息状況等調

（2015 年度改訂版）」参照してください。

査に関する検討委員会」は、2014 年度よりレッ
ドリスト改訂のための本格編さん作業を開始し、
2015 年度にその最終的な検討結果をまとめまし

このうち、維管束植物、地衣類、甲殻類、貝類

た。宮崎野生動物研究会はこの作業の事務局を務

での記載種増加が著しいことに気づくと思います。

めてきました。

維管束植物の大幅増加は、県内一円に蔓延するシ

今回の改訂作業における大きな変更点は、維管

カ害による植生破壊が主たる要因であると考えて

束植物を種子植物とシダ植物に分けたことと、新

います。他の分類群では、シカ害の影響（例えば

たに蘚苔類、淡水産藻類、地衣類、クモ類の担当

シカの食害によってチョウの食草がなくなった等）

者を設けたことです。クモ類については 2000 年

と、調査進展により生息状況の実態把握が進んだ

度の初版レッドデータブック以来、欠員であった

ことが考えらます。今後、これ以上のシカ害によ

担当者が復活しました。これらのことを反映して、

る記載種増加が起こらないことを願っています。

今回の改訂報告書では分類群の数が増え、報告内
なお今年度より、2020 年度のレッドデータブ

容も充実したものになったと思います。

ックに向けての調査がまた始まります。

もう一つ強調しなければならない点は、全体的
な記載種数が大幅に増えたことです。
「改訂・宮崎

岩本

県版レッドデータブック」では 1,486 種（植物
879 種、動物 607 種）、植物群落 312 であった
ものが、今回の改訂では 1,850 種（植物 1175
種、動物 675 種）、植物群落 321 となりました。
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俊孝

話題を提供１

鏡洲の鳥と動物観察記 1

（写真４）

（写真５）

私は、宮崎市鏡洲にある団地に住んでいます。
加江田川沿いにあり、野草地、畑、竹林、加江田
渓谷につながる杉林に囲まれています。2 年前に
退職し終日家で過ごすようになり、周囲にどんな
鳥や動物たちが生息し、どんな行動をしているの
か興味を持ち、目視と自動撮影カメラによる観察

っていました。ヒヨドリ

を始めました。今回は、冬から春（2005 年 12

は跳び蹴りで応戦しまし

月から 2006 年 4 月）にかけて姿を見せた鳥と動

たが、結局シロハラに負

物について紹介します。

け、ヒサカキからも追わ

（写真６）

れてしまいました。シロ

家の杉林に面したフェンスの外側に、ヒサカキ

ハラは、4 月初旬には姿

の木があります。

（写真 1）

ヒヨドリ(写真 1)

を見せなくなりました。
杉林では、コゲラが杉の幹を上り下りし、エナ

が 1 羽か 2 羽で、
その枝をよく利

ガ（写真 7）が群で

用していました。

移動し、サンショウ

自動撮影カメラ

クイ（写真 8）もや

には、身繕いをし、

ってきます。その樹

風の強い日に揺れが大きいとちょっと飛び上がり

冠には、いろいろな

枝を移動し、3 月下旬にはその花芽を採食する様

鳥が訪れます。ハシ

子がありました。また、シロハラ(写真 2)は身繕い

ボソガラス（写真 9）
やハシブトガラスが

（写真２） に訪れ、シジュ

（写真７）

（写真８）

ウカラ(写真 3)、 とまり、イカル（写
真 10）は 1 羽の時
外来種のソウ
シチョウ(写真

もあれば群のことも

4) も や っ て き

あります。

ました。
庭には 1 月
（写真３）

にミヤマホオ

（写真９）

ジロ（写真 5）、
2 月下旬には
アオジ（写真 6）
が訪れました。
庭をなわばり
にしていたシ
ロハラは、侵入してくる鳥たちを突進して追い払
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（写真 10）

（写真 14）

1 月初旬の風の強い日にアオバトがとまり、2 月
中旬にはカワラヒワ（写真 11）が、2 月下旬に
（写真 11）

は姿は見せ
ませんがメ
ジロが大声
でさえずっ
ていました。
3 月からは
シジュウカ
ラとヤマガ

フェンス沿いにヤツデが自生しています。1 月
（写真 12） ラ（写真 12）
もさえずり
の晴れて暖かい日に、その葉表に出てきた蝶のム
に来ました。 ラサキツバメを、ヒヨドリは地面から飛び上がっ
て捕食しました。シジュウカラにも捕食され、ム
（写真 15）

12 月から 3 月の夜間に、ホンドテン（写真 13）
が現れました。木の枝を伝って移動し、フェンス
の上を走り、カメラをのぞき込みました。4 月に
入ってアナグマが姿を見せました。3 本足で歩き、
尾に毛がありませんでした。
（写真 13）
ラサキツバメはいなくなりました。ヒヨドリは 2
月下旬から 4 月初旬までその実を食べに来ました
（写真 15）。
シロハラも実を食べました。4 月にはニホンザル
が、その新葉の茎を皮をむいて食べました。子ザ
ルは体の大きい個体に追い払われ、食べ終わるの
を少し離れてじっと待っていました。やっと手に
入れると木の枝に逃げて食べました。よほど美味
毎年タケノコが出る頃になると、ニホンザル（写

しいようです。

真 14）の群がやってきます。杉の枝を飛び移り、

これからの季節の移り変わりとともに、鳥と

フェンス伝いに、あるいは林床を歩いて移動しま

動物たちとのどんな出会いがあるか楽しみにして

す。畑で大根を、刈り払い野草地でススキの茎の

います。
長谷川

根元をかじり、杉に巻き付いた藤の花を食べてい
ました。
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信美

話題を提供２

宮崎県のカタツムリ １１

が這っています。丸い小さなカタツムリで木の葉
の裏などで生活するマルシタラガイでした。

カタツムリの生きた姿を記録しておこうと、10

さらにビィーティングを続けていると布の端に黒

年前から写真を撮り続けています。宮崎県では約

い小さなものがくっついています。目を凝らして

150種類のカタツムリを確認していますが、まだ、 良く見ると、影が動いていて影の先端には角のよ
うなものが二つ並んでいます。これはカタツムリ
20種類ほどが撮影できていません。
５月の連休中に門川町で落ち葉を採って帰った

に違いないと、ルーペを取りだして観察するとキ

所、この中からキバサナギガイというカタツムリ

バサナギガイに良く似て褐色が濃いヤマトキバサ

が見つかりました。大

ナギガイでした。この種も20年以上も生きたもの

きさは殻の高さが1.7

を採集出来ず、写真が撮れていないものでした。

mm、殻の幅が1.1m
mほどのち いさなカ
タツムリです。この種
は宮崎県では死殻が
１個だけしか見つか
っていない希少な種
です。20年ぶりでし
かも生きていました
ので大喜びしました。

この種も非常に小さなカタツムリで殻の高さが
1.9mm、殻の幅が1.2mmほどの大きさです。

やっと生きた姿を撮

この日は雨上がりでしたので、木やシダの葉の

影できます。キバサナ

ギガイの「キバ」は「牙」 上を這っていたものと思われます。
それにしても20年間も探し求めていたものが
の意味で殻口に牙の
１週間で２種類も採れるとは驚きです。

ようなものがありま

この後もヤマトキバサナギガイを数個体採集す

す。

ることが出来ました。

その後、同じ連休中に宮崎市の内海に採集に行
きました。この日はカタツムリ採集に加えて、昆

家に帰ってから採集品を確認すると普通種のカ

虫採集、クモ採集という欲張りな目的で出かけま

サキビに混じって、これも10年以上生きたものが

した。昆虫採集やクモ採集はビィーティングとい

見つかっていなかったタカキビが採れていました。

う木を棒で叩いて昆虫やクモを落として、広い布
で受け止める方法で行います。ビィーティングで
昆虫やクモを採っていると、布の上にカタツムリ

５月の連休は、まさにゴールデンウィークでした。
西
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邦雄

会員ペンリレー

無人島の鳥に魅せられて

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っていま
す。

中村

期間：5 月 20 日～8 月 10 日

豊

※調査員と一緒に回っていただきますが、夜

宮崎に居を構えて 40 数年、野生動物研究会と

の 9 時から 12 時までですのでお子様はご遠慮

の関わりは、思えばウミガメ調査から始まり、カ

下さい。なお、事前にご希望の日にちを(第 2

モシカ調査、イノシシ調査、ニホンジカ調査、コ

希望日まで)ご連絡ください。調査場所、時間な

シジロヤマドリ調査等などいろいろと関わってき

ど詳しい日程は直接こちらから連絡いたしま

ました。その他、カワネズミとカンムリウミスズ

す。また、多人数での見学は調査に支障をきた

メの調査を、ライフワークとして 30 年近く継続

しますので 1 日数人にさせていただきます。早

しています。特に宮崎の無人島で繁殖するカンム

めにお申し込み、お願いします。

リウミスズメは、未知なる部分が多く渡島するた
びにワクワクします。そんな調査を 28 年も続け

連絡先：出口(090-9582-4801)

ていると、いろんなことが判かってきました。平
均 160g くらいの鳥が 30g ほどの卵を 2 個産む
ことや、約 30 日間抱卵して産れたヒナは、孵化

平成 28 年度宮崎県
地域環境保全功労者表彰

後 1～2 日で巣立ちし大海原へ出ていくこと。巣
立ちしたヒナは 2 年で繁殖地に戻ってきました。

当会員の中村 豊さんが、多 年に わたり 、

その時一緒に島を離れた親鳥は黒潮に乗り北海道

環 境 保全 に関 する 普及 啓発 、調 査研 究を 行

南側へ行き、津軽海峡を抜けて日本海側へ出て、

う な ど、地域 又は 地球 の環 境保 全に 多大 な

サハリンまで行き、そこから大陸や朝鮮半島に沿

功 績 のあ った 方に 送ら れる「 平成 28 年度宮

って南下し、少し朝鮮半島を西に回り込んでから、

崎県地域環境保全功労者表彰」を受賞されまし

九州南端を抜けて出発地点の繁殖地へ一年かけて

た。

帰ってきました。また、19 年前に足環を付けて
放鳥した本種を再捕獲して 21 年以上生きる事も
判かりました。時間は
掛 か る が未 知の 扉 を
一 つ ず つ開 けて い く
のは非常に楽しい。そ
ん な 未 知の いっ ぱ い
詰 ま っ た無 人島 の 鳥
に魅せられています。
次回は、海老原 久美子さんにお願いします。
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野生研のあしあと

動物記録

3/21 鵜戸神宮付近にてカモシカ情報あったが、

5/11 ・高鍋の海岸で初のアカウミガメの産卵が

確認はできなかった。

確認された。

4/19 月例会開催（15 名出席）

・県は日南市油津港周辺で特定外来生物の

総会の打合せと準備

ツマアカスズメバチ１頭を捕獲したと発表。

本年度のカメ調査の準備

5/18 日南市油津で今年初のアカウミガメの産卵

わいるどらいふ編集会議

が確認された。

各会員の近況報告

5/19 宮崎市の平和台公園にゲンジボタルとヒメ

5/15 理事会開催（宮崎計総合博物館にて）

ボタルが飛び交っていることが報じられた。

総会開催（宮崎県総合博物館にて）

5/22 ・串間市北方小学校でアオバズクが本年も

現在（総会当日）会員数（８７名）

飛来した。

2015 年度実施したウミガメ調査やレッ

・絶滅が危惧される渡り鳥、コアジサシの

ドリストの取りまとめ等の活動報告並びに会

繁殖地守る運動として串間市の親子連れら

計報告。本年度（2016 年）の活動計画と予

で保護柵設置をしたことが報道された。

算について決議した。

・延岡市の熊野江川でシオマネキのオスが

総会終了後、ウミガメ調査に向けての準備を

求愛する姿が観られた。

行った。

5/23 延岡市鯛名町の海岸で４月下旬から７月末

5/17 アカウミガメの上陸産卵を前に高鍋町堀

までの大潮の時期の満潮の１～２時間クサ

之内海岸では、宮日会の方々により、新富町

フグが群れで波打ち際に産卵することが報

富田浜では町教育委員会が主催でビーチク

道された。

リーンが実施された。

5/26 串間市本城の雑木林でヒメボタルの大群が

5/20 ウミガメ調査開始

飛び交う姿が報じられた。

6/11 ・宮崎の自然と環境協会設立と雑誌「宮崎

6/1

30 日に住民グループが霧立山地にブナハ

の自然と環境」発行準備の総会立ち上げ記念

ナバチの幼虫が発生して、ブナの木の葉を食

と発起人会を行う（岩本理事長）

べていることを発見したと報道された。

・宮日こども新聞にカタツムリの記事を掲

6/2

載（西会員）

宮崎市古城小学校でのビオトープを利用
したオオイタサンショウウオの保護活動が

6/21 月例会開催

新聞に紹介された。

これまでのウミガメの調査速報（本年度上陸

6/23 海鳥保全グループが国の天然記念物のカン

回数は昨年を上回り、1000 回程度となりそ

ムリウミスズメがカラスによって捕食さ

うである）

れる瞬間の撮影に成功したと発表した。

6/23 当協会が調査中の海岸浸食対策のサンド
パック工法設置護岸で産卵を確認したこと
が報道された。
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