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ゴマフアザラシ「スワちゃん」：関

2016 年度アカウミガメ上陸速報
今年も 5 月 20 日（金）〜8 月 10 日（水）の期間

昨年は 1991 年からの調査記録の中でも上陸数がとて

でアカウミガメの上陸・産卵調査を行いました。今年

も少なかった年なのです。長い目で見ると、今年の上

度もあっという間にウミガメ調査のシーズンが終わっ
てしまいました。調査メンバーの皆様、今年もお疲れ
さまでした。
今シーズンの印象といいますと、一番はやはり台風
が少なかったこと。台風 1 号の発生が例年よりもかな
り遅かったことに加え、9 月中旬にやってきた台風 16
号まで宮崎の海岸に大きな影響を与える台風はほとん
どありませんでした。台風が少ないと波に砂浜の砂を
持って行かれずにすむため、台風がよく来る年よりも
陸・産卵回数も少ない方となります。ただ、アカウミ

比較的広い砂浜を、アカウミガメの産卵シーズンに維

ガメの上陸・産卵は数年おきにピークがあると言われ

持できることになります。広い砂浜があれば、お母さ

ており（この理由はまだはっきり分かっていません）

んガメも安心して産卵できる場所が増え、波で卵が流

2008 年や 2012 年、2013 年のように、来年以降に

されてしまうことも防げます。

再び上陸・産卵数が跳ね上がることが考えられますの

ならば、今年のウミガメの上陸・産卵回数はさぞか

で、これからも継続して調査を行って見守っていく必

し多かったのでは…？しかし、そう単純ではないので

要があります。

す。今年度の上陸回数は 1,171 回、産卵回数が 747

また、台風が少なかったおかげで、今年は孵化調査
を行いやすい年でした。アカウミガメの卵は、産卵か
ら 1 ヶ月半〜2 ヶ月程で孵化します。私たちは、卵が
かえりきった時期を見計らって、どれくらいの卵が無
事にかえったかを調べる孵化調査も行っています。産
卵の記録があった場所を掘り返し、卵の殻を数える調
査なのですが、台風がたくさん来た年の場合、産卵の
記録があった場所を見つけ出すのは難しく（流されて
回で、産卵率（産卵回数/上陸回数）は 63.8%となっ

しまう卵も増えるので）、毎年思うように孵化調査が出

ています。昨年の記録は、全体の上陸回数が 804 回、

来ずにいるのですが、今年は例年より多くの孵化調査

産卵回数が 493 回で、産卵率は 61.3%でした。

が出来ました。孵化調査の結果などもわいるどらいふ

確かに昨年よりも上陸・産卵回数とも増えていますが、

にて報告できたらと考えています。
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（藤本 彩乃）

話題を提供１

ゴマフアザラシの
スワちゃん、現れる！
そして、まだ居るよ！
今年の６月６日の宮崎日日新聞にアザラシ出現と
の記事が掲載されまし

まず、スワちゃんが

た。そこで、すぐに都井

水面に顔を出すときは、

中の生徒と職員全員で

ゆっくり鼻からで、閉

観察に行きました。

じた鼻の穴がゆっくり
開いて、大きく呼吸し

その後、多くの見学の

ているのが分かります。

人が訪れています。そして、地元の人が設置したホ
ワイトボードには、連日、
「かわいい！」
「見ました」

その後、上へ伸ばした

「会えました」といったものや、サーファーが突然

顔（頭部）を水平にし

現れたスワちゃんに驚いた様子が書き込まれて一杯

て周囲を見渡すようで

になっていました。そのボ

す。その時に目が合い

ードは、先の台風で吹き飛

ます。しばらくすると、

んでしましましたが、今は

鼻を上に向けて、大き

新しいボードとなり、新た

く息をすると、そのまま下に沈むようにいく場合と

な書き込みがされています。

ジャクナイフのようにサッと潜る場合があります。
一度潜ると５～１０分、長いときは１５分くらい

まだ、居ます。
さて、その“スワちゃん”という名前を不思議に

してまた浮上してきます。概ね同じ場所に浮上して

思う人が多いと思いますが、串間市には既に「トイ

きますが、浮上を繰り返して移動していく場合もあ

ちゃんとミサキちゃん」という可愛い岬馬のキャラ

ります。台風のときは、港の中に居たとか、砂浜で

クターがいるのです。

休んでいるのを見たとか、ボラを食べていたとか地
元では、ちょっとした有名人（海獣）です。

名前の由来は、発見され、居ついた場所が、地元
では“諏訪浜”と呼ばれているためです。また、こ

都井では、２８年前にもゴマフアザラシの訪問が

のスワちゃんは、まだ若い個体のようで、男の子か

あったよ

女の子か分かりませんが、最近、串間市では、
「都井

うで、この

諏訪夫」という名前で特別住民票を作成し、カラー

時期のゴ

の写真付きで、都井支所の窓口で見ることができま

マフアザ

す。

ラシは単
独行動を

前置きが長くなりましたが、このスワちゃんは、
海岸の堤防から２０～

するよう

３０ｍのところに現れ

です。

ることが多く、目視で

観察に来る時は、満潮時の前後が良いです。また、

充分観察できますが、

最低でも３０分は観察を続けてください。近所の人

双眼鏡があるともっと

が「こっちだよ」と教えてくれることもあります。
スワちゃんは、まだ居ます。

良いです。
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（伊東 嘉宏）

私と動物

ニホンザルと順位
声で騒ぎ、さんざん罵声をかけサルに唾をかけた
ので私も思わず注意しました。すると客は突然私
に、生意気だと殴りかかろうとしてきました。そ
れまで知らないふりをして餌を食べていた。サル
たちの中から突然ボスや若者たちが立ち上がり、
一斉にお客めがけて取り囲み歯をむき出すと、も
のすごい血相でお客に襲いかかっていったのです。
決して噛みつくまではなかったのですが、その客
は、その恐ろしさに退散し二度と公園に戻って来
ませんでした。私はサルたちが私の存在を知って
今年の干支は申年。幸島や高崎山の猿たちも賑

いてくれて助けてくれたのだと、その時ほどうれ

わいを見せています。さて、動物園でも一番の人

しいことはありませんでした。

気者はサルで､特にサル山に出てくるサルの仕草

この順位付はすさまじいもので、サルは自分に

を見ていると退屈しません。それはサルが感情の

とって都合のよい大切な人をよく知っていたので

表現や行動が多彩で､仲間同士、頻繁に忙しく走っ

す。私は役職がら、常に直接動物たちを世話して

たり、喧嘩したり､泣いたり、実によく動くその行

いるわけでなかったのですが､それでもサルは私

動が面白いからです。

を群の中で順位を高く評価してくれていたことに

ところで、ニホンザルは社会を持ち、群れを統

うれしくなりました。

率するために､大人になると順位が出来きるので
す。平素は別にそれらの順位を傘にかけているよ
うには見えないのですが、餌を食べる時や繁殖期
になるとそれが発揮してきます。たとえば群の中
に別の群のサルが紛れ込むと、そう簡単には受け
入れません。新顔を見つけると彼らは容赦なく追
い返してしまい､それでも侵入すると大混乱を起
こします。それは順位が定まらないからです。し
かし、一度檻に入れてしばらくお見合いをさせる
と彼らは相手を見て、自分はこの群のどこに位置
するかを見極めることが出来、素直に群に入るこ
とが出来るのです。またサルたちは自分たちに順
位があるだけに､人にも順位付けます。それは不思
議と的確で毎日餌をもらったり、世話をしてくれ
る人と、普通の人では、はっきりと区別している
のです。私にもこんな経験がありました。
ある日、ニホンザルが放し飼いになっている野
猿公園で管理をしていた時のことです。サルを見

(竹下

に来た観光客の中に、一人とても悪い態度の客が
いました。少しお酒を飲んでいたようですが、大
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完)

話題を提供２

第 22 回日本野生動物医学会
宮崎大会での市民公開講座
平成２８年９月１６日〜１８日まで第２２回日
本野生動物医学会

いては、１９９９年からの調査で明らかになった

宮崎大会が、宮崎市民プラザ

生息環境や産卵行動などを紹介していただきまし

で開催され、延べ数で６００人を超える参加者が

た。環境の変化に影響を受けやすい両生類の保護

有りました。その中で１８日に市民公開講座「宮

についてご理解が深まりました。

崎の野生動物たち」を開きました。宮崎野生動物
研究会から４名の演者に方にお話を頂きましたの

それぞれの講演の後は、活発な質疑応答が有りと

で、その概要を報告します。

ても盛会となりました。ご協力頂きました皆様に
感謝いたします。

最初に、岩切 康二さんから、「九州のカモシカ
の現状と今後の保護について」話をして頂きまし
た。カモシカの分布や生息密度などの生息状況と、
生息地の土地利用状況や植生などの生息環境など
がこれまでの調査によって明らかになり、九州に
おけるカモシカ保護施策の基礎となる情報が収集
されていることが紹介されました。さらに、今後
の保護についても話をして頂きました。
次に、福島 英樹さんから「みやざきの豊かな自
然と野鳥」について話をして頂きました。冬に見
られるカモ類の渡りに関すること、宮崎県門川町
の枇榔島が世界最大の繁殖地とされる天然記念物
のカンムリウミスズメの巣立ち、そして近年確認
された珍しい野鳥の話題など、これまでの調査・
記録でわかったことを調査のエピソードとともに
紹介いただきました。
さらに、保田が「宮崎海岸に上陸産卵するアカ
ウミガメ」について話をしました。特に宮崎大学
の学生サークル Wila の紹介と、大学生の皆さんが
ボランテイアでウミガメ調査に関わりながら、自
然環境と生命を学んでいることなどとともに、最
近少し気になっている交雑種についても話をしま
(保田

した。
最後に、末吉 豊文さんに「宮崎県に生息する小
型サンショウウオについて」話をして頂きました。
小型サンショウウオの生態や生活史、特にオオイ
タサンショウウオとベッコウサンショウウオにつ
-4-

昌宏)

話題を提供３

がどんどん食べられてしまい花が咲かないことが
ありました。カタツムリの仲間は夜行性なので、
夜10時くらいになって、懐中電灯で花壇を照らす

宮崎県のカタツムリ １２

と花芽にたくさんのチャコウラナメクジがいて、

ナメクジはカタツムリの仲間で、カタツムリの

花を食べているのです。容器に洗剤を入れた水を

殻が無くなる方向に進化したものです。殻がある

準備して、割り箸で１匹１匹捕まえて容器の水に

と殻が邪魔になって狭いところに入り込むことが

投げ入れて殺しました。一晩に1,300匹捕まえた

出来ませんが、殻がなければ狭いところにも入り

こともありました。

込むことが出来ます。カタツムリの殻は外敵から

外来種と言えば、最近少し増えてきたのが黒い

身を守る以外に、乾燥から身を守る役目もありま

ノハラナメクジです。このナメクジは畑でキャベ

す。身を守るための殻を無くしても大丈夫なので

ツなどを食べるようです。

しょうか。森の中では薄くめくれた木の皮の下、
石や倒木の下などに隠れているナメクジを見かけ
ます。固い木の皮や石、倒木が殻の代わりに乾燥
を防ぎ、外敵から身を守る役目を果たしてくれる
のです。
宮崎県では８種類のナメクジを確認しています。
最も良く目にするのが、雨の日に家の壁やブロッ
ク塀を這う「ナメクジ」です。
この他、新種と思われる真っ黒なナメクジを高
岡町で１匹だけ見付けましたが、２匹目が見つか
りません。

最近では、ナメクジと同じくらい良く目にする
ようになったものに、外来種のチャコウラナメク
ジがいます。
新種と思われるものは、椎葉村の山中でも見付

名前の通り茶色のナメクジで、背中に甲羅のよ

けています。身体の表面にぶつぶつがあり、イボ

うに丸く盛りあがった部分があります。

イボナメクジと呼ばれる仲間です。幅１mm、長
さ１cmほどしかありません。

このナメクジは花の花芽や野菜の出たばかりの
新芽を食べる厄介者です。小林市に住んでいたと
（西

き、小さな花壇と野菜畑を作っていました。花芽
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邦雄）

会員紀行

古根村
「空気が違う、空の色が違う。朝・昼・夜で全く違

アフリカ、オカバンゴを訪ねて １

う、日本では見られない風景の数々。そして、生息
している動物の数の多いことに驚きました。

動物園に勤める者として 1 度は訪ねてみたいのが、

肉食獣などかなり近くで見ることができ、人と動

アフリカです。2016 年 6 月 7 日から 13 日間、そ

物とお互いがほどよい距離で生活していることが羨

の希望が叶いました。しかも、野生の楽園といわれ

ましく感じました。」

るボツワナのオカバンゴ地帯です。気候も最も良い

出口

時期で、多くの哺乳類と鳥類に遭遇することが出来

「感想は結構単純です。ただ、すごい。野生はす

ました。種類を上げると、哺乳類は、アフリカゾウ、

ごい、広さ、植物の豊富さ、そして、動物の多さ。

ヒヒ、ショウギャラコ、そして、肉食動物だけでも、

とりわけ、１群れの構成員数の多さ、豊かさは半端

ライオン、ヒョウ、チーター、ハイエナ、ジャッカ

ではない。反面、キリンの 1 頭のオスの存在や多く

ル、リカオン、ラーテル、カワウソ、そして、草食

の種の哺乳類がオスの集団がたくさん存在している

動物では、キリン、カバ、インパラ、エランド、シ

ことは意外でした。チーターの狩りに出会ったので

マウマ、その他のレイヨウ類、鳥類に至っては、ハ

すが、余りに簡単に捕まえてしまったのには驚きま

ゲワシ、アフリカハゲコウは勿論、数種の猛禽類、

した。とにかく桁外れ、規模が違う。」

水辺のハチクイなど美しい鳥、サギの仲間、国鳥の
アフリカオオノガン、ライラックニシブッポウソウ、

それでは、気に入った写真を 1 枚ずつ紹介します。

そして、ヘビクイワシや土の中に潜むカエルを捕ま
えて食べるショモクドリなどまだまだたくさんの鳥
に出会いました。勿論、ワニにも出会いました。
この旅行は、国内の動物園の園長や園長経験者が
4 名、飼育員など関係者や熱烈のファンが 6 名の計
10 名の旅でした。ただ、飛行機もしくは空港で過ご
す時間が宮崎からですと 30 時間程度かかるのには
少し疲れました。
宮崎野生動物研究会の会員から 2 名が参加しまし

お互いに干渉しないヒョウと観察者（出口）

たので、その印象を報告することにしました。
この旅行に行こうと思った、動機、思いは、お聞
かせください。
古根村
「子供の頃からテレビで見ていた野生動物の楽園。
行ってみたいけれど、きっと行く機会などない…と
思っていたところに舞い降りてきたお話だったので、
飛びついてしまいました。
」
出口
「私は動物園に勤めて、40 年以上になります。キ

パピルスにとまるカワセミの仲間（古根村）

リンやシマウマの野生の姿を見たことがなかった。
最後に、まだまだ、写真や体験が有りますので、

ただ、これだけの理由です。それと、同行の仲間が

またの紹介する機会をお願いして今回はこれまでに

楽しい方ばかりでしたので参加を決意しました。」

します。

（出口

旅行に行って、思ったこと。1 番目の質問です。
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智久）

会員のページ

会員ペンリレー

ニホンコウノトリがやって来た

宮

崎

の

海

11 月 6 日、突然、福島さんから「コウノトリが
動物園の方角に飛んでいった。
」との、電話を受けま

海老原

した。一ツ瀬川で観察をしていたところ、発見した

久美子

とのことでした。動物園には、近縁種のインドトキ

私は、宮崎県西都市で生まれ、物心ついた頃か

コウを飼育していることを知っており、動物園に行

ら動植物が好きで野山を駆けまわる子どもでした。

くのではないかと思ったそうです。

初夏になると、よく父と海へ行き潮溜まりの生き

期待と冬時期の野鳥の飛来は高病原性鳥インフル

物探しをしました。

エンザのこともあり、少し不安でした。連絡から約
30 分後、動物園のすぐ近くの上空に、ひときわ大き

エビ、カニ、ヤドカリ、ナマコ、ウニ、タカラ

な鳥影を発見しました。ニホンコウノトリがやって

ガイ、カメノテ、カラフルな小魚達、タコ！この

きたのです。とてもきれいとしか言いようのない、

小さな潮溜まりに色んな生き物がいて海って本当

若いコウノトリのようでした。ひょっとしたら、動

に楽しいな～

物園内に来るのではと思った瞬間、3 羽のカラスが、

海の中にはもっと沢山の生き物がいるんだろうな

このコウノトリに向かって、まるでスクランブルで

と思っていました。

もするように鳴きながら追い立てて行きました。コ

宮崎の海岸にウミガメが産卵で上陸するとこは

ウノトリは北の方に飛び去ってしまいました。実は

何となく知っていましたが、いつか会えるかも…

動物園の北側の電柱にしばらく止

と思いつつも実際に目にすることもなく大人にな

まっていて、その後、更の北に飛び

りました。

去って行ったようです。しかし、午

昨年、ウミガメを見たい！会っておかなくて

後には、カラスも飛んでこないくら

は！と言う気持ちが強くなり、調査観察会に３回

い上空を北から西にかすめて行き

参加させてもらい、1 頭のウミガメに会うことが

ました。

出来ました！映像などではわからないお母さんガ
メの息づかいと力強さにとても感動しました。

それから、1 週間後の 11 月 15

その後、野生研に入会し、今年は７頭もの親ガメ

日の 10 時ころ、佐土原町の松林で、やっと黒い羽

根が確認できるくらい上空を旋回したのを見ました。 や孵化したての子ガメに会うことが出来ました！
宮崎には数年間隔でコウノトリの飛来情報があり、

様々な生き物がいて、沢山のウミガメがやって
来る宮崎の海を、私はとても誇りに思います。

2000 年 12 月から約 3 か月間佐土原町に居たコウ
ノトリは兵庫県にあるコウノトリの郷のシンボル的

次回は、宮内

存在になったこともあります。宮崎のこの海岸一帯
にコウノトリが住み着くと楽しいと感じました。
出口 智久
-7-

亜宜さんにお願いします。

動物記録

野生研のあしあと
７/３

7/7 ●6 月 5 日に串間市都井の諏訪浜で発見され
た九州では珍しいゴマフアザラシは「すわちゃ
ん」と呼ばれて可愛がられています。

木崎浜（運動公園の浜）の清掃会を開催
83 名（中高生 60 名、地域の方やサーファー、野
生研、学生などの大人 23 名）が参加者（串間）

７/８

アカウミガメの講演会

●中国地方でツキノワグマの目撃情報が増加

東大宮地区コミニセンター

して警戒が強まっていることが報じられた。

研修所にて開催。地域住民が５０名参加(講師：竹下)

7/24 宮崎県高鍋の堀之内海岸でアカウミガメの本

7/14 都井中学校でゴマフアザラシとアカウミガメの学

年初の孵化を確認しました。

習会開催

7/25 ニホンザルの生息地として国の天然記念物に

7/15 青島中学校を対象にウミガメの調査活動の学習会

指定されている串間市幸島で、群れのボスが 4

開催（保田）

年ぶりに交代しました。それまで、ナンバー3

7/20 7 月例会開催

だった「ケイ」12 歳が 9 代目の新リーダーと

7/23 カメ調査の取材を受けた（ＭＲＴ）：出口、古根村

なりました。

7/28 串間市と日南市の小中学生対象の夏休み企画「科学

8/5

不思議体験「実験・観察教室」（講師：西）
7/29

チョウトンボの群生が見つかりました。生息地

会員の前田幹雄さんの行ってきた野生植動物保護

が年々減少しているだけに保全が求められま

や公園利用者へのルール徹底、指導活動が認められ、

す。

本年度の環境省自然環境局長表彰を受けられた。

●えびの市文化センターで 7 月 31 日にサマス

8/23 8 月例会開催

クールでシカ革小物入れ作り教室が開催され

8/24 平成 28 年度第 1 回野生動植物生息状況等調査会議

した。教室に先立ち、シカ革の生産について「農

開催

作物や森林を荒らして、捕獲が必要となったシ

８/27 アカウミガメの孵化調査観察会をこどもの国の浜

カを地域資源として有効活用している」と説明

で開催。田中校長（本郷中）らに参加していただき、

がありました。

合わせて 200 名を超える参加者となった（国富小学

8/27

校の親子 80 名、本郷中学校家庭教育学級 20 名、加

されました。

所 40 名、宮崎県河川課 15 名、九電関係 15 名、本

8/28 世界的な自生の北限とされるマングローブの

郷地区の民生委員や青少協の方々５名、串間、渡部ら

一種の鹿児島市喜入町のメヒルギ（国特別天然

ワイラの方々５名、藤田、古中、西田、長谷、八木）

記念物）に群生地の日とんどの葉が落ちる異変

9/11 日本スキムボード協会主催ビーチクリーン活動に

が確認にされました。

講師派遣、ふ化調査見学会(出口、古中、渡部、中林)

9/13 美郷町を中心とする県北部でシイタケの原木

日本野生動物医学会主催の第 22 回日本野生

になるクヌギの葉を食べるガの一種「ヤマダカ

動物医学会宮崎大会に共催。18 日には市民公開講座
「宮崎の野生動物たち」を開講

高千穂町五ケ所高原で、生息する県の絶滅危
惧指定のチョウ「ゴマシジミ」の後援会が開催

納中学校生徒・先生 20 名、国土交通省宮崎河川事務

9/16～18

●都城市関之尾町の空き地に国内最小のハッ

レハ」が大量発生。

（宮崎市民プラザ）

9/21 会員撮影のカモシカ動画がＭＲＴにて放映される。
翌 22 日にはＴＢＳにて全国放送(撮影者：西)
9/30 本年度アカウミガメ調査報告会を開催
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