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スウィンホーキノボリトカゲは、台湾の標高

1500m 以下のほぼ全域に生息するアガマ科のトカ

ゲです。本種は外来生物法で、2016 年 8月に特定

外来生物に新規指定されました。これまでに国内で

は、静岡県磐田市や神奈川県厚木市で生息が確認さ

れています。宮崎県では、2016 年 8月に日向市牧

島山の麓の民家で飼われている猫が捕まえて持ち帰

ったことから､初めて生息が確認されました。その後､

本会会員と環境省の数名で飼い猫が持ち帰った地区

を中心に生息の確認を行った結果、山の反対側の遊

歩道で成体の雄（図）や雌ばかりでなく幼体を含む

多くのキノボリトカゲが認められ、残念ながら既に

かなりの頭数が定着して繁殖していると考えられま

した。丁度、秋も深まりはじめ気温が低下するとト

カゲが動かなくなるため、調査は次の春以降に持ち

越しとなりました。2017 年度は 5 月から 11 月

（10月は天候が歩く中止）まで毎月１回現地に赴き、

牧島山の遊歩道と尾根を一周するルートセンサスを

行いました。また 8 月には広域調査を行い、牧島山

周辺の地域も調査を行いました。同時に､トカゲ生息

場所の気温を通年で測定するために、データロガー

の設置を行い冬季の現在も測定を続けています。さ

て、本年の調査結果の概要を列記すると、1）発見頭

数が 210頭（うち捕獲成功は 164 頭）でした。2）

雄の精巣での精子形成は 5月から 10 月まで観察さ

れました。SVL（鼻先から排泄腔までの長さ）が

55mm の個体では精巣に精子が観察されますが、精

巣上体には精子が見られませんでした。SVL55m以 
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２０１８年２月２５日 
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日向市に定着したスウィンホーキノボリトカゲ 

 

 
キジ（オス）：関 

上が性成熟していると思われた。3）雌一個体当たり 

の輸卵管中の卵数は 4～8 個でした。最大で 8 個も

卵を産むとなると、当該地域でどんどん個体数が増加

することが容易に予想され、本種の爆発的な繁殖力に

恐怖を覚えました。4）骨の年輪から、寿命は 4 年程

度であると予想されました。5）グリーンアノール用

の粘着トラップを（環境省の委託会社の担当者が）仕

掛けた結果、昆虫などは大量にかかっているが、キノ

ボリトカゲの捕獲はうまく行っていないようでした。

6）11 月初旬には、キノボリトカゲが一頭も樹上で

発見できなくなったため、高密度に定着が確認されて

いる遊歩道の一角で腐葉土等をかなり丁寧に掘り返

したが一頭も発見できませんでした。7）広域調査の

結果、牧島山以外では発見できませんでした。これは

不幸中の幸いな事で、この地区より外に広がらせない

ようしなければなりません。 

 本年度成熟した雄の捕獲数がとても多かった事か 

ら、次年度は成熟雄を捕獲した後、ガンマ線照射など 

で不妊化して再放流できないかなどを環境省と協議

中です。               保田 昌宏 

 

図. 成体の雄は体側中の黄色い稲妻模様が特徴 
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2017 年度アカウミガメ上陸産卵調査の集計結果

は、上陸 1493、産卵 1031、戻り 462 となりま

した。地区別の詳細は、下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで産卵率について見てみたいと思います。

2001 年以降の産卵率の推移をグラフにしています。 

図 1は堀之内（高鍋）・新富北・新富南を示し、図

2 は一ツ瀬南・大炊田・明神山・住吉・一ッ葉、図

3 で空港北・松崎・運動公園・こどものくに・白浜

を示しています。なお、人工ビーチ・大淀川・青島・

小内海はデータ数が少ないため除きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀之内・新富北・新富南は、調査対象地域の中で

最も高水準の産卵率（70～80％）を維持していま

す。ただし、堀之内の産卵率がやや低下傾向となっ

ています。 

一ツ瀬南・大炊田・明神山・住吉・一ッ葉は、産

卵率の推移の変動が激しいのが見てとれます。大炊

田・明神山・住吉は 2001 年と 2016 年を比較す

ると‐40％となっていました。産卵率は年によって

変動がありますが、全体的に低下傾向でした。しか 

し、2017年は昨年に比べて大きく増加しています。 

特に、近年 20％前後まで低下していた住吉の産卵率 

が約 60％まで回復していたのは印象的でした。 

 

住吉などは砂の流出が著しいため産卵に適した場所

がない、また砂浜現象の対策の工事などの影響もあ

り、産卵率が大きく低下していたものと考えられま

す。そこに回復傾向が見られるというのは喜ばしい

です。ただし、上陸回数で見ると、住吉はまだ少な

いので引き続き産卵環境の改善・回復が必要と思わ

れます。他にも、一ッ葉の産卵率の上昇が顕著とな

っており、一ッ葉の海岸環境が産卵適地になってき

ているのだと思われます。 

空港北・松崎・運動公園・こどものくに・白浜に

ついても、産卵率の推移の変動が大きいのは先述の

大炊田・明神山・住吉と同様のようです。 

松崎・運動公園・こどものくには、2001 年以降

産卵率が大きく低下していますが、近年徐々に上昇

傾向にあります。このままアカウミガメの産卵適地

の環境を維持しつつ、改善箇所についても目を向け

ておかなければなりません。 

全体的には、昨年度と比較すると上陸回数、産卵

率ともに増加という結果でしたが、2001 年以降の

産卵率の推移を見てわかるように、産卵率はやや低

下傾向にあります。今後も上陸産卵調査を継続し、

アカウミガメの産卵に適した環境が残されるように 

２０１７年ウミガメ調査詳細報告 

 

 

 

2017年度　アカウミガメ調査地区別調査結果

調査地区 上陸回数 産卵回数 戻り回数 産卵率 移植巣数 標識数
前年

上陸数

上陸

前年比

堀 之 内 100 70 30 70.0% 31 0 108 ▲ 8

新 富 北 123 100 23 81.3% 71 0 159 ▲ 36

新 富 南 295 226 69 76.6% 184 24 205 90

一 ツ 瀬 南 165 116 49 70.3% 0 2 94 71

大 炊 田 194 105 89 54.1% 1 18 113 81

明 神 山 124 83 41 66.9% 8 10 111 13

住 吉 37 22 15 59.5% 7 3 6 31

一 ツ 葉 73 55 18 75.3% 0 0 69 4

人 工 ビ ー チ 19 10 9 52.6% 3 0 1 18

大 淀 川 5 1 4 20.0% 0 0 7 ▲ 2

空 港 北 浜 30 26 4 86.7% 0 0 24 6

松 崎 150 96 54 64.0% 14 14 113 37

運 動 公 園 80 56 24 70.0% 9 8 79 1

こ ど もの く に 70 44 26 62.9% 1 6 51 19

青 島 6 2 4 33.3% 2 0 4 2

白 浜 22 19 3 86.4% 2 0 27 ▲ 5

小 内 海 0 0 0 ー 0 0 0 0

全 体 1,493 1,031 462 69.1% 333 85 1,171 322

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

産卵率（ ％）

空港北

松崎

運動公園

こどものく に

白浜

図 2 地区別 産卵率の推移（一ツ瀬南・大炊田・明神山・住吉・一ッ葉） 

図 3 地区別 産卵率の推移（空港北・松崎・運動公園・こどものくに・白浜） 

図 1 地区別 産卵率の推移（堀之内・新富北・新富南） 

していきたいと思います。          古中 隆裕 
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私と動物 

 

ラマ 寒さなんかへぃちゃら 

 

晩秋ともなると、朝夕冷気が訪れてきます。こ

の頃になると､南国宮崎といえども動物たちのた

めの冬支度が始まります。一般に動物園の動物た

ちは南国生まれが多いですが、冷気を胸いっぱい

吸い込んで鼻をひくひくさせて喜んでいる冬型動

物もいます。その代表がラマです。それもそのは

ず、ラマは南アメリカのペルー、ボリビア、チリ

ーを縦断するアンデス山脈の高度 3000ｍ以上の

険しい山岳地帯で荷物運搬用の家畜として活躍し

ています。体調 2.5ｍ、体高 1.2ｍ、体重 70～

140ｋｇで、角のないトナカイのような体格で、

体中密集した長い毛で覆われています。だから寒

さなんかへぃちゃらで､彼らにとって宮崎の冬は

心地よい風の吹く楽園といった感じなのでしょう。   

このラマは､今から 3000 年ほど昔、南アメリ

カにペルーのインカ文明が栄えたころ家畜化され

たもので､海抜 5000m の空気の薄い高地を

100kgほどの荷物を背に1日26kmも運ぶとい

う、ラマ以外では考えられない強健な動物です。  

そこで原住民たちは労役に使ったり､肉は食料

に､毛は織物やロープに、皮下脂肪はローソクにと

生活上欠かせない動物なのです｡ところが家畜化

されたためか、彼らの先祖は現在では絶滅したの

か存在しません。 

  

 

家畜だけに一見かわいらしい顔をし、とてもおと

なしく､決まったところで糞便をし、清潔で、アメ

リカなどでは老人ホームや病院などに訪問し、ア

ニマルセラピーとして喜ばれています。ところが、

ラマは本来ラクダの仲間で、コブのないラクダと

言った方がぴったりです。形態的な特徴はもちろ

んのこと、頑固で気分屋といった性格はいやなほ

ど似ています。あの大きな愛らしい透き通った瞳

をすり寄せてくるかと思えば、突然前足で蹴り飛

ばしたり、またふくよかな唇でキスをしに近づい

たと思うと突然、悪臭の青汁を遠慮なく吹き付け

たりします。私も昔長く飼育していた展示場から

新居に移すときに、簡単に移動するだろうと 

思っていたのですが、古い小屋から頑固に動こうと

しませんでした。餌をやったり、いろいろとなだめ

たのですが通じずに、ついに首にロープをつけて引

き出すことにしました。しかし、岩のように座り込

み動かなくなり､ついに私たちが負けました。後日、

とうとう新居まで彼らのための通路を作り、1 週間

かけて移動した苦い経験が思い出されました。彼ら

の頑固さはただものではなかったのです。優しい目

にだまされた私たちの失敗だったのです。しかし、 

これが家畜なのか。原住民はどうして上手に扱える 

のか。今でも不思議です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹下 完 
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話題を提供１ 

 

宮崎県のカタツムリ １５ 

 北浦町三川内に自然林が残っていると聞いて行く

ことにしました。宮崎の家を午後９時に出て、三川

内に着いたのが深夜１２時前でした。深夜に、行っ

たことのない林道を探すのは難しいので、三川内で

宿泊して、次の日の早朝から林道探しをすることに

しました。明るくなったので林道探しです。道路沿

いに進んでいくと林道入口が見つかりました。少し

進むと、ある程度の大きさの木が生えている森に出

ました。さらに進んで行くと木が小さくなってきま

した。さらに進みましたが、良い森は見つかりませ

ん。目的の場所を過ぎたところに広場があったので、

卓上コンロでお湯を沸かし、レトルトカレーとレト 

ルトご飯を温めて朝食です。 

途中に、目的地に近づけそうな林道の支線があっ

たので、支線を行けるところまで行くことにしまし

た。しばらく進むと大きな木が倒れていて、先へ進

めなくなりました。 

引き返しながら採集します。森に入ると、昔炭焼

きに使ったと思われる窯の跡を見付けました。中に

は落ち葉が溜まっていて、湿気が保たれています。

カタツムリにとっては良いすみかです。落ち葉の下

から、準絶滅危惧のスギモトギセルとサツマムシオ

イが見つかりました。             

さらに引き返すと、やや大きな木が残っている森

がありました。大きな木の根元を探すと、準絶滅危

惧のカワモトギセルが現れました。 

  

 

 

 

落ち葉を持って帰りましたが、その中からも準絶

滅危惧のオオウエキビが見つかりました。 

 また、落ち葉の中

からは死殻ですが、

絶滅危惧Ⅱ類のヤ

マトキバサナギガ

イも出てきました。 

 昆虫採集で使わ

れる、ビーティング

という木の葉を叩

いて採る方法では、

木の葉にくっつい

ているカタツムリ

が落ちてきます。今

回はマルシタラガ

イが落ちてきまし

た。 

  

 初めての所でしたが楽しく調査が出来ましたし、

絶滅危惧種も見つかり成果のある一日でした。 

 

西 邦雄 
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話題を提供２ 

 

鏡洲の鳥と動物観察記 2 
 

自宅の庭にネムノキがあります。4 月下旬になる

と芽が膨らみ始

め、5月中旬に新

緑となり、6月中

旬には花が咲き

ます(写真 1)。ネ

ムノキにはいろ

んな鳥がやって来ます。 

 2月初旬に、黄色の鳥が枝で光を浴びていました。

アオジの雄（写真 2）でした。いつも地面の日陰に

いる灰色の背中しか見ていませんでしたので、腹部

がこんなに鮮やかな黄色だったことにとても驚きま

した。 

 5 月にヤマガラ（写真 3）がやって来ました。枝

に逆さまに止

まり、一瞬で

回転しながら

落下して下の

枝に移ります。

そのアクロバ

ット術にはび

っくりです。コ

ゲラ（写真 4）

もやって来て、

枝をすごいスピ

ードでつつき穴 

 6 月下旬に

アオゲラ（写

真 5）が来ま

した。鳴きな

がら枝から幹

を上り、杉林

内に飛んでい

きました。いつも声は聞こえても姿を見ることのな

いメジロ（写真 6）

がやって来て、アオ

ムシを口いっぱい

にくわえて杉林に

消えていきました。 

 7月のある日、キ

ジバトの雄が枝で

鳴いていると、雌が飛んできました（写真 7）。雌は

嘴を雄の嘴に入れて給餌を受けましたが、雌がさら

に首をつついても雄は知らんぷりで、雌が少し離れ

て身繕いを始めると雄は飛んで行ってしまいました。 

 時々、

夜にフク

ロウ（写

真 8）が

来て鳴い

ています。

飛び降り

地面で何

かを捕食

します。 

 今度はどんな鳥のどんな行動が見られるか、楽し 

みにネムノキをながめています。   長谷川 信美 
を開けます。 

写真１ 

写真２ 

写真３ 

写真４ 

写真５ 

写真６ 

写真７ 

写真８ 
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話題を提供３ 

 

コシジロヤマドリの繁殖報告 

 2017年、宮崎市フェニックス自然動物園では初

めてコシジロヤマドリの繁殖に成功しました。 

 

 

 

 

 

 

コシジロヤマドリは、日本固有種であるヤマドリ

の亜種で、オスの腰の部分が白いのが特徴です。宮

崎県の県鳥に指定されています。 

 宮崎市フェニックス動物園でコシジロヤマドリの

繁殖に取り組み始めて早４年。待望のヒナに会うこ

とができました。 

 コシジロヤマドリのオスは繁殖期（３月下旬頃～

５月頃）になると攻撃性が強くなり、限られたスペ

ース内ではメス攻撃してしまうこともあるため、繁

殖には人工授精という方法を用いました。 

 ４月、メスの産

卵が始まるとオ

スから人工的に

精子を採取し、メ

スの総排泄口の

中に注入します。 

上：オスから精子

を採取して 

右：メスの総排泄 

口に注入 

 そして、産まれた卵を孵卵器の中で温めることおよ

そ 2４日。卵にヒビが入り始めてから 1日かけて、

ヒナが誕生しました。 

 孵化したばかりのヒ

ナの体は濡れていて、羽

が乾くまではじっとし

ています。羽が乾くとち

ょこちょこと動き出す

ため、育雛箱と呼ばれる

温度管理が出来る木箱

に移します。 

 そして、ここからが飼

育員の一番気をつける

ところ。きちんとエサを食べるかどうか、確認でき

るまではまだまだ安心できません。 

親に育てられているヒナは、親の行動を見て餌の食

べ方を覚えます。人が育てる場合、エサを指でつつ

いたりして教えなければならないこともあるのです。 

幸いなことに、ヤマドリのヒナは動くものをつつく

ようで、普段の餌（鶏用の配合飼料：ヒナ用）の上

にミルワームという虫を置いてやると積極的につつ

いて、餌を食べてくれました。 

 自分で餌を食べ出すと、順調に成長し、２ヶ月も

経った頃には広い展示場に出すことができました。 

５ヶ月も経つと、オスとメスで羽の色が変わってく

るため、性別もわかってきました。 

 2017年はオス３羽、メス３羽。計６羽のヒナを 

得ることができました。 

 コシジロヤマドリは南日本にしか生息しておらず、

準絶滅危惧種に指定されており、生息数の減少が心

配されています。今後も動物園では繁殖に取り組み

続けていきます。 

 

古根村 幸恵 

メス オス 
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 九州や沖縄にかけてウミガメの保全に取り

組んでいる仲間たちが一堂に集って、語り合い

ます。今年は、鹿児島県の志布志市で開催され

ます。 

 

 

 日時：3/3（土）～3/4（日）志布志市 

日程：3/3 14:00-17:00  連絡会  

 参加費 1000円 

                  18:30-20:30  懇親会  ： 

参加費 4000円／人 

    3/4  10:00-12:00 見学 

（ダグリ岬・押切海岸・通山海岸） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会員ペンリレー 

 

末吉先生の講演から 

 

 

 

 

 

 

東 篤志 

 

私は、現在、川南町の山本小学校に勤務していま

す。子ども達は、動物や昆虫のことが大好きで、授

業の合間に調査しているウミガメのことを話題にす

ると、みんな、目を輝かせてきます。先日、とある

研修会で、西米良中学校の末吉豊文校長先生の講演

がありました。末吉先生は、私の大学の大先輩でも

あり、今でも野生動物研究会のメンバーとしてお世

話になっています。先生は以前、博物館にも勤めら

れていた経験もあり、身近なカラス、セミやトンボ

などの生態や、種類の見分け方など教えていただき

ました。どれも目からうろこの話ばかりで、わくわ

くして聞き入っていました。そういえば、夏休み前

に、私のクラスのとっても元気のいい男の子が蝉の

抜け殻をもってきて、種類を尋ねていたことを思い

出しました。もっと早く末吉先生の話を聞いておけ

ばと思ったところでした。小学３年生の理科の授業

の中では、「チョウを育てよう」「昆虫の観察」など、

校庭や野原で見つけた生き物についての観察や、体

の大きさや形などを調べ、昆虫の育ちについて調べ

る活動があります。目を輝かせて、夢中になって昆

虫のことについて話を始める・・こんな先生が理科

を教えてくれたら、子どもたちもきっと理科好きに

なるのではないかと思いながら参加した講演会でし

た。 

 

 次回は、竹田 正人さんにお願いします。 

 

第６回九州ウミガメ協議会について 
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 平成 29年 

8/10 全域アカウミガメの上陸産卵調査終了 

8/22 8月度月例会開催 

アカウミガメ調査の集計速報等の報告 

上陸ならびに産卵共に前年に比べ増加。 

8/26 こどもの国海岸で孵化調査観察会開催 

国富小、本郷小、本郷中の保護者と児童生徒、

国土交通省宮崎河川事務所、宮崎県河川課、九

州電力職員の親子を招いて実施した。 

参加者 150名ほど。 

9/10 日本スキムボード協会主催ビーチクリー 

ンに講師派遣。 参加者 30名程度 

9/22 本年度アカウミガメ調査報告会を開催 

  宮崎市から高鍋町にかけての海岸でのアカウ 

ミガメの上陸ならびに産卵、生態調査、孵化調

査、標識調査等や各海岸の状況について報告 

  会誌：ウミガメの調査報告書（2013～2016 

年）を発行 

10/8・9 門川町乙島子ども夢基金「かどっぴー 

の海を守ろう！」（小学校４～６年生：中村） 

10/24 10月度月例会議 

10/28 門川町草川小学校にてオープンスクー 

ル「カンムリウミスズメについて」の授業 

（小学校 5・6年生対象：中村） 

11/20 11月度月例会議 

11/22 西先生、ＭＲＴモーニングテラスに出演 

11/23 カモシカ調査実施（綾南側地域） 

11/27 中村会員（副理事長）が公益財団法人社 

会貢献支援財団より第 49回社会貢献者表彰 

を受賞 

12/5  門川町生涯学習講座遊学塾「カンムリウ

ミスズメの不思議」（門川町立中央公民館にて

門川町シニア町民対象：中村） 

12/18 12月度月例会議 

 

平成 29年 

8/18 長崎県対馬にカワウソがいることを琉球 

大学や環境省が確認し報告した。 

   後日、この個体は韓国から海を越えて流れ 

着いた可能性が高いとの調査結果が発表され 

ニホンカワウソの可能性をほぼ否定した。 

8/24 里山に生息するオオタカを「国内希少野 

生動植種」の指定を解除報道があった。 

9/9   国内の離島で生息する希少動物が野生化 

したネコに捕食されるなどの被害を受けたと 

して、動物学者らの「外来ネコ問題研究会」

が、環境省に対策を要望した。国の特別天然

記念物で絶滅危惧種であるアマミノクロウサ

ギは野生化したネコに捕食されている。 

9/21 宮崎県は県内の2016年度シカやイノシ 

シなどの野生鳥獣による農林業被害が前年比 

22%減少したことを発表した。 

10/14 出水のツル越冬地に今季第 1陣となる 

ナベヅルが飛来した。昨季より6日早かった。 

11/3 国の天然記念物に指定されているヤマネ 

が、五ヶ瀬町三ケ所の山林（スギの木）で見 

つかった。 

11/4 国内最大のツルの越冬地出水平野で 11 

月 3 日羽数調査が行われ 11,193羽が確認 

された。ナベヅルマナヅルが多く、クロヅル 

やカナダヅルも見られた。 

11/22 佐土原町の一ツ瀬川河口周辺に絶滅危 

惧種ⅠＢ類のクロツラヘラサギが飛来してい

る。 

11/24 国が特定外来生物に指定している「タイ 

ワンザル」の根絶宣言が、和歌山県で出る見 

通しになったと報じられた。 

野生研のあしあと 動物記録 

 
ニホンヤマネ 


