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第２７回日本ウミガメ会議 室戸大会に参加して
2016 年 12 月 10 日から 11 日にかけて室戸市

一昨年に比べアカウミガメの上陸・産卵数が増加し

で第 27 回日本ウミガメ会議が開催されました。宮

たことが報告されました。特に、本土の上陸産・卵

崎野生動物研究会からは松村君、臨光君と保田が参

数の増加が貢献していることが示されました。一日

加しました。宮崎から車で行ったのですが、フェリ

目の夕方には懇親会が開催されました。漁師町なだ

ーと高速

けに、食べきれないほどの新鮮なお刺身が出され参

道路を使

加者が舌鼓をうっていました（写真下）。また、徳島

い南国イ
ンターま
では比較
的快適で
したが、一
般道（国道
55 号：道
路の名前
はゴーゴーで調子いいのですが(^0^;)）がとてもとて
も長く感じ、いつまでたっても室戸に到着しないな
あと思いました。一日目の午前は、開会式のあと四

県から古田琴さんが、愛媛県からは山本達也君が参

国セッションとして口頭発表があり、主に四国のウ

加しており、久しぶりにゆっくり話ができました。

ミガメに関わる調査研究 7 題が発表されました。午

お二人は宮崎大学獣医学科在学時に宮崎南部海岸で

後からはポスター発表（16 題）がありました。本会

ウミガメ調査に参加されていましたのでご存知の会

からは（1）松村君が宮崎市南部海岸におけるアカウ

員もたくさんいらっしゃると思います。二日目の午

ミガメの上陸・産卵・孵化調査 2016 年、
（2）保

前に、12 題の口頭発表があり今年のウミガメ会議は

田がウミガメの非侵襲的な採材方法の検討、の２題

終了しました。次回の第 28 回日本ウミガメ会議は

のポスター発表を行い、有意義な意見交換ができま

再来年の２月に国際会議とのジョイントとして神戸

した。さらに、室戸の海とウミガメに関するミニシ

で行われるとの事でした。宮崎から神戸はフェリー

ンポジウムも行われ、定置網漁をしている漁師さん

で行けますね、皆さんぜひ参加しましょう。

からウミガメに関わるいろいろな話がきけました。

保田 昌宏

日本のウミガメの上陸・産卵状況 2016 では昨年・
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雑誌「宮崎の自然と環境」の発刊
雑誌「宮崎の自然と環境」の創刊号が発刊されま

創刊号はかろうじて印刷代を捻出できる程度の予算

した。

でした。多くの皆さんにこの雑誌の良さと意義を理

宮崎県では、坂元守雄さんの努力により、1989

解していただき、会員にご登録下されば有り難く思

年から 2002 年までの間、「宮崎の自然」が 20 号

います。なお、宮崎野生動物研究会も賛助会員に登

刊行されてきていましたが、現在廃刊となっていま

録していただいています。非会員でも、創刊号をご

す。宮崎県に住むものにとって、宮崎の自然のすば

希望の方には 2000 円で販売しています。

らしさや、自然環境や生活環境に関する様々な話題

なお、会員になっていただけますと、その年に印

や課題を自由に発表できる場がなくなったのは、大

刷された雑誌が 1 冊と、この雑誌へ投稿する権利と

変残念なことだと思っていました。

を得ることになります。基本的に、学会誌のような

そこで、是非とも「宮崎の自然」に代わる新しい

査読制度はありませんが、編集委員会がすべての原

雑誌を創刊したいと思うもの 21 名が発起人となり、

稿内容をチェックし校正して、しっかりした構成の

約 1 年間の準備の末、昨年（2016 年）12 月初旬

雑誌になるよう努力していきます。ぜひ会員になっ

に、
「宮崎の自然と環境」を刊行することができまし

て、おもしろい観察記録等をご投稿いただきたいと

た。創刊号は約 100 ページ、一部カラー刷りできれ

思います。

いな装丁の印刷物となっています。また、記事の内

創刊号の中の宮崎の野生動物に関する記事ですと、

容も動物、植物、地学、環境の各分野から、論文、

ミゾゴイの保全（中村）
、市民の森でのウグイスの繁

調査・研究の報告、エッセイと様々な記事が掲載さ

殖調査（前田）
、日南市の国内外来種オキナワキノボ

れています。一般の方が読まれても分かり易く、ま

リトカゲの分布及び繁殖（岩本、他）、宮崎市の南部

たおもしろいと感じられる内容となるよう編集に心

海岸のアカウミガメの産卵場所（渡部、他）
、南から

がけました。

やってくる蝶（小松）、カタツムリの殻口（西）
、外

この雑誌の出版費用は、購読会員の会費だけでま

来ウズムシ（西田、他）等が掲載されています。こ

かなわれています。現在、個人会員 140 名程度と、

れらの記事をお楽しみいただきたいと思います。

団体と賛助（企業等）、合わせて十数組織が会員とな

なお、会員登録の方法等については、HP の

っています。個人会員は 1 年当たり 1500 円、団体

http://www7b.biglobe.ne.jp/~seseri/miyasizen

会員は 5000 円、賛助会員は 10000 円以上ですが、

tokankyo.pdf をご覧ください。

(岩本

俊孝)

動物しつもん箱
【
質問】外来種のチョウセンイタチと二ホンイタチと

「尾長／頭胴長」のことで、分かりやすくいうと、

の違いはどこで見分けるのですか？
(宮崎市

動物を横から見て、尻尾の長さが、頭と胴体を合わ

A さん)

せた長さの何％なのかで判断します。チョウセンイ

チョウセンイタチはシベリアイタチとも

タチは尾率が 50％以上で、ニホンイタチは 40％程

呼ばれ、ニホンイタチよりも一回り大きいです。し

度と言われています。そのため、ニホンイタチのほ

かし、イタチは雄と雌でサイズが大きく異なり、チ

うが体に対して尻尾が短いということになります。

ョウセンイタチの雌とニホンイタチの雄は体の大き

チョウセンイタチは体が大きいだけでなく、尻尾も

さで確実に区別するのは難しいです。また、毛色や

長いため、比べてみるとニホンイタチよりもずっと

毛質も異なりますが、これらは季節によっても変化

大きく見えます。そのような体の大きさや食性の違

するため、その判別には熟練が必要になります。そ

い等から、両者がいる地域では、チョウセンイタチ

のため、チョウセンイタチとニホンイタチの違いは

は平野部、ニホンイタチは森林部にすみ分けが行わ

「尾率」で判断するのが一般的です。「尾率」とは

れています。

【答え】
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（宮内 亜宜）

私と動物

チンパンジーの珍騒動
動物の世界では人より腕力のある種類は沢山い

うことは出来ないのです。ソフトボールを投げる

ますが､実際に物を投げつけるという行動は見た

ようにアンダースロウしか投げられません｡だか

ことはありません。動物同士が喧嘩して石を投げ

ら投げると言ってもそっと手渡す程度なのです。

たりするのはマンガの世界では見ることはありま

ところが毎日訓練するにつれて、だんだん、スピ

すが､実際にはありません。サルが高い木に登り､

ードも出て上手に投げるようになってきました。

木の枝を折って投げつけるぐらいで､どうやらこ

それにますます面白くなってきたのかミカンやリ

れは人間の得意な技であるらしいのです｡しかし､

ンゴなど、自分が食べるものまで投げ付けるよう

昔動物園で飼育していた一頭のチンパンジーが、

になりました。不意に物を投げてくるチンパンジ

ある日檻の前を通るお客さんに食べ残しのバナナ

ーにお客さんは驚き危険なので､私は餌を小さく

の皮を投げつけたことがありました。
「動物には餌

刻んで与えるようにしたのです。すると投げる物

を与えないでください」という看板の前で動物の

がなくなって、チンパンジーはしばらくおとなし

方から投げられたので､驚いたお客さんは笑いな

くしていましたが､今度は自分の排泄物を投げる

がら、またその皮をサルに投げ返しました。する

ようになりました。これには私たちも参ってしま

とチンパンジーは面白かったのか､人の気を引く

いました、それも命中率がすごく、目標物にきち

ことが出来たことを学習したのか毎日のように、

んと当てるのです。お客さんもびっくりして､怒鳴

その遊びは続くようになりました。サルが物を投

り込んで来られました。動物のすることだからと
許してくださる方もおられましたが、とんでもな
い弁償になったこともたびたびでした。とんでも
ないピッチャーの出現騒ぎに、それ以来人前に出
されなくなってしまいました。しかしこれもみん
な観客マナーから学んだ行動だったのです。

げるというのは手足が自由だし簡単なように思い
がちですが、動物は普通自分の持ち物を他人に与
えるということはしません｡だから自分の物を投
げるという行動は考えられないことです。バナナ
の皮といっても食べ物ですから、それを相手めが
けて投げ捨てると言うことは普通なら決してあり

竹下

ません。それにチンパンジーの体の構造も､人間の
ように手を大きく振り上げて物を投げ下ろすとい
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完

話題を提供１

この冬、動物園に来た野鳥たち
宮崎市フェニックス自然動物園には毎年多くの
野鳥がやって参ります。これまで発見された野鳥
は 50 種近くに及んでいます。本年も多くの野鳥
がやって来ましたが、その中でも興味深かった野
鳥を紹介します

ニホンコウノトリ
下半身だけが白色化したシロハラも 1 月 28 日
に見かけました。少し中途半端でした。

カラアカハラ
２月 14 日、ゲートで背中の青色っぽいアカハ
ラを発見。これがなんと、宮崎県内では 3 例目の
カラアカハラとのことでした。しかし、ゲートを
前回も報告ましたが、昨年（2016 年）11 月

縄張りにしているシロハラからしつこく追い回さ

6 日の朝、コウノトリが初めて姿を現し、その日

れ 2 日後からは姿を見せなくなってしまいました。

は 2 回、当園の上空を旋回しました。そして、最
後に姿を現したのは、2017 年 2 月 16 日に園内
の上空を旋回しました。この時はトビが追従して
いました。

白いジョウビタキと
下半身が白いシロハラ
白い野鳥は興
味を引きます。
12 月 5 日、1
年ぶりに白いジ
ョウビタキが帰
ってきました。発見場所は昨年とまったく同じゲ
ートでした。あれから 1 年、野生では不利と思わ

こんな面白い水の飲み方も。

れる白色という目立つ羽を克服して無事に旅をし

出口

て帰って来てくれたのだろと思うと感慨深いもの
です。
そして、2 月 27 日にも姿を見せてくれました。
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智久

話題を提供２

宮崎県のカタツムリ １３
次の種は全国でも宮崎県北部と熊本県東部でし
か見つかっておらず、まだ、新種記載されていな

落ち葉の中に棲む小さなカタツムリにゴマガイ

いものです。

があります。ごま粒ほどの大きさなのでゴマガイ

ゴカノショウゴマガイ（仮称）という名前で熊

という名前です。宮崎県ではゴマガイの仲間が５

本県の五家荘の名前が仮に付けられています。熊

種類確認できています。
低地から高い山地までの広葉樹林や杉林に広く

本県では五家荘の石灰岩地帯に生息しています。

生息するのがヒダリマキゴマガイとキュウシュウ

宮崎県では北部の石灰岩地帯に生息しています。

ゴマガイです。ヒダリマキゴマガイは名前の通り

産地も個体数も非常に少な

普通のゴマガイとは巻き方が逆で左巻きに巻いて

く宮崎県では３ヵ所でしか

います。キュウシュウゴマガイは最近では九州に

見つかっていません。環境

留まらず、本州でも確認されています。

省の絶滅危惧種には指定さ
れていませんが、新種記載
されたら必ず絶滅危惧種に
指定されると思います。
この種は５種のゴマガイ
の中では最も大きくて、3.
6ｍｍ～4.0ｍｍあります。
ゴカノショウゴマガイ（仮称）

ヒダリマキゴマガイ

最後の種はハマダゴマガイ（仮称）です。丸っ

キュウシュウゴマガイ

写真で殻の巻き方が逆になっていることが分か

こい、可愛らしいゴマガイです。この種も新種記

って頂けるでしょうか。大きさも写真のようにず

載されていない種です。熊本県の故浜田善利氏の

いぶん小さくヒダリマキゴマガイの殻高は2.0m

名前が仮に付けられています。浜田氏は私がカタ

m～2.1mm程度で、キュウシュウゴマガイは2.6

ツムリを始めた大学生の頃に、熊本県陸産貝類目

ｍｍ～3.1ｍｍ程度です。この２種は宮崎県内に広

録（分布資料）という本を出版さ

く分布しています。

れました。陸産貝類というのはカ
タツムリのことで、各県で出版さ

次にシリブトゴマガイです。これもヒダリマ

キゴマガイと同じくらい小さなカタツムリですが、 れている分布資料集の先駆けに
なりました。また、この本は私の
お尻（殻頂部）が太いのが特徴です。
殻高は1.9ｍｍ～2.0ｍｍで

カタツムリのバイブルになっ

す。

ています。これもゴカノショウ
ゴマガイと同様に北部の石灰

シリブトゴマガイは全国
的にも希少な種で環境省の

岩地に生息していますが、生息

レッドデータブッックでは

地は非常に少なく、熊本県でも

絶滅危惧Ⅱ類（VU）に指定

宮崎県でもそれぞれ３ヵ所程度

されています。

です。

ハマダゴマガイ（仮称）

宮崎県では南部でしか確
殻高は2.8ｍｍ～3.1ｍｍです。

認されておらず、都城市と串

シ

間市の数カ所だけで見つか
っています。

シリブトゴマガイ
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西

邦雄

会員のページ
クジラが。優雅に泳ぐ姿は、いつまで見ていても

ホエールウォッチング

飽きませんでした。

3 月 4 日から３泊４日で沖縄に行ってきました。
目的はホエールウォッチング。この時期、出産と
子育てのために沖縄沿岸にやってくる、ザトウク
ジラを観察するためです。
晴天の中、美ら海沖に調査船で向かうと、先に
調査のため沖に出ていた別の船からクジラの位置
情報が入り、数十分後、まだ沖縄本島が肉眼で確
認できるほどの位置にクジラがいました。
ザトウクジラは、尾びれの裏の模様がそれぞれ
違うらしく、20 年以上続いている調査で 1500
頭ほどのクジラが確認・識別されているそうです。

子クジラを見るには、まだ少し早いかも…と言
われていたのですが、幸運にも出会えたのは親子

また、夜にはやんばるの森を案内していただき、

のクジラで、大小並んで泳ぐ姿を見ることができ

木の上で眠るヤンバルクイナの貴重な姿を見るこ

ました。

とができました。

潮を吹く姿はもちろん、母クジラが子クジラを
背に乗せて、海面に押し上げるような行動も見る
ことができました。また、観察地点を変えようと
船を走らせていると、遠くの方でクジラが飛び跳
ねている大きな水しぶきが!! 急いで向かったの

今回の旅では、人の生活の側に野生動物が居
る…そんな魅力的な沖縄を体験することがで

ですが、残念ながらジャンプしている場面には間

きました。

に合わなかったのですが、そこにもまた別の親子

古根村
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幸恵

会員ペンリレー

ウミガメ調査チーム紹介

高山帯の動物たち

～新富班～
宮崎野生動物研究会、新富班は正会員 6
名と、常時数名のボランティアの皆さんと
5.2km の砂浜を北区、南区と２つに分け

宮内

て毎日早朝より、監視・ 観察・記録・孵

亜宜

化場へ移植管理等、出来るだけ正確に研究
会に報告出来る様頑張っております。

私は趣味が登山ということもあり、山に登るた

今年も 400 頭前後のウミガメに会える

め？に全国を転々とし、色々な山に登ってきまし

ことを楽しみに、海岸清掃また、毎年移動

た。山登りの計画を立てて、困難を乗り越えてい

する簡易孵化場の準備など、忙しい日々で

く過程はとても面白いものですが、私にとって野

す。今年は特に南区では（2､6km）今年

生動物や高山植物との出会いも楽しみの一つです。

より優秀な人材も確保でき、孵化率の調査、

植物は動くものではないので、大概、目的のも

タグ取り付け（H28 は１頭のみ）等に力

のを目にすることができますが、動物はなかなか

を入れたいと思います。

出会うことができません。そのため、彼らに偶然
出会ったときの驚きと感動は一入のものとなりま
す。
山に行かないと出会えない動物としては、北海
道のナキウサギや本州のライチョウがおすすめで
す。どちらも低地ではまず見られず、生息数もわ
ずかですが、生息地にいくと結構な確率で出会う
ことができます（しかも、見た目もかわいい）。九
州でカモシカに出会うよりよっぽど簡単です。た
だし、ある程度の登山技術と道具は必要になりま
すが・・・。
低山には低山の魅力がありますが、九州に来て
3 年が過ぎ、最近は高い山に行きたい気持ちが高
まっています。長期休みが取れたら、また、北海
道の大雪山～十勝岳縦走や、アルプス縦走に行き
たいものです。

次回は、宮田
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真紀子さんお願いします。

平成 28 年
9/30

野生研のあしあと

平成 28 年
9/15

本年度アカウミガメ報告会を開催

動物記録

日向市日知屋で特定外来生物に指定され

10/18 10 月度月例会

ている「スウィンホ―キノボリトカゲ」2 頭

11/21 11 月度月例会

を発見したと宮崎県が発表した。

11/23 カモシカ調査実施

国内で 2 か所目とのこと。

11/25 佐土原町信成町サロン講話

11/6

（小豆野）

絶滅危惧種のクロツラヘラサギと国の特

別記念物のニホンコウノトリが相次いで一

11/26 石崎浜ビーチクリーン

ツ瀬川と佐土原で確認。

（アカウミガメの話：小豆野）

11/22

12/9～11 第 27 回日本ウミガメ会議室戸大会に

シカの食害対策でえびの市と市鳥獣被

参加。平成 28 年度宮崎海岸のアカウミガメの上

害対策実施帯、宮崎森林管理署都城支署が被

陸・産卵・ふ化調査、標識調査、携帯調査等につ

害対策協定を結んだ。

いて報告

12/2

（保田）

延岡市島浦島アサギマダラの観察が催さ

れ 1 頭が観察された。

12/13 檍小学校の総合的な学習の時間で環境学
習の一環として「宮崎の自然環境」について講話。

12/11

串間市都井の諏訪浜にすみついたゴマ

内容はアカウミガメ、ニホンカモシカ、オオイタ

フアザラシの「すわちゃん」が滞在半年を経

サンショウウオについて

過したことが報じられた。

（西）

12/23

12/16 県指定天然記念物「アカウミガメ及び産卵

1000 年の森をつくる会」の発足 20 周年記

地」の保護を図るための調査報告を実施

念式典が開催されたことが報じられた。

12/20 12 月度月例会

平成 29 年
2/20

1/24

平成 29 年

1 月度月例会

1/1

宮崎市のアカウミガメ及びその産卵地の

によるもので日本全体の約 6 割を占めると

2 月度月例会

のことである。

2/25・26 第 5 回九州ウミガメ連絡会種子島会議

1/7

に参加（長谷川）
3/11

延岡市の沖田川河口に 3 羽の冬の希少
種ツクシガモが飛来｡

宮崎県合同発表会に参加：宮崎県のアカ

1/26

ウミガメの食害について講演（西田）

出水市のマナヅル 7 羽が北に向かうのを

確認。北帰行の始まり。一方、越冬ヅル分散

同：宮崎県のクモ類についても講演（串間）
3/17

県内で 366 種の鳥が確認されたことが
報じられた。これは日本野鳥の会宮崎県支部

保護調査報告を実施
2/22

広葉樹再生都城の NPO 法人「どんぐり

化計画は進まないとも報じられた。

宮崎県野生動植物生息状況等調査報告

3/13

3/18・19 国の天然記念物・カンムリウミスズメ

高病原性鳥インフルエンザが発生のため

の保全について理解を深めるシンポジウム開催

指定されていた川南町と木城町の 2 か所の

に協力。門川町の枇榔島は毎年約 3 千羽が営巣

「野鳥監視重点区域」を解除した。
3/16

する世界最大の繁殖地。町の財産として後世に残

串間市市木の幸島と対岸の間に砂が堆積

そうと町、町教委、海鳥保全グループが協力して

し陸続きになる可能性が高まり、幸島のニホ

初めて開催

ンザルが往来するのではと危惧されている。

（講演：中村）
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