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わいるどらいふ 
 

 

第 6 回九州ウミガメ連絡会が Save Sea Turtle

主催により、3 月 3 日(土)14 時 20 分より 16 時

45 分まで志布志市社会福祉協議会で開催されまし

た。活動を報告した団体は Save Sea Turtle、NPO

法人宮崎野生動物研究会、日向市アカウミガメ研究

会、NPO法人おおいた環境保全フォーラム、鹿児島

大学ウミガメ研究会、NPO 法人屋久島うみがめ館の

6団体で、全体参加者は 41人でした。 

 Save Sea Turtle 代表の永田 梓さんから挨拶と

会員紹介

に続き、

志布志で

の 2017

年度の活

動状況が

説明され

ました。 

ダグリ岬では 18 頭が上陸し脱出は 7 卵巣で、通山・

押切海岸では 3 頭が産卵しすべて通山小学校の孵化

場へ移植したとのことでした。 

 続いて宮崎野生動物研究会として長谷川が 2017

年度の全体の調査結果とサンドパック設置区間の調

査結果について報告しました。 

 日向市アカウミガメ研究会からは、上陸 32 頭・

産卵 24 頭で減少しており、自衛隊の演習の影響と

考えられる、会員数の減少と高齢化で活動が困難に

なっている、お倉ヶ浜と金ヶ浜が県天然記念物に指

定されたなどの報告がなされました。 

NPO 法人おおいた環境保全フォーラムからは、昨年 

度の上陸産卵は 1頭のみで移植を行ったとの報告が 

 

あり、また、はざこネイチャーセンターの紹介がな

されました。 

 鹿児島大学ウミガメ研究会からは、上陸が 74、産

卵が 14で、産卵率が 19％であったこと、吹上浜の 

砂浜が後退しており、植生帯に入るカメが多かった

ことなどの報告がありました。 

 NPO 法人屋久島うみがめ館の大牟田館長からは、

今年で解散することが報告され、今までの歩みにつ

いての話がありました。盗掘とヒトの踏みつけから

守るために卵の移植を行ってきたが、カメが増えす

ぎた、波をかぶったくらいでは卵は死なない、同じ

場所への移植は病気の発生や性の偏りが起きる、

UFO、人魂、足のないヒトを見たことがあるなどの

裏話もされました。 

 懇親会が 18 時 30 分より 21 人の参加によりも

みじ屋で開催されました。次回の九州ウミガメ連絡

会は、おおいた環境保全フォーラム主催により、は

ざこネイチャーセンターで秋頃に開催することとな

りました。 

 3月4日(日)10時より22人が参加して現地見学

会が行われました。ダクリ岬では、屋久島うみがめ

館の大牟田館長が卵の見つけ方の講習をされ、つつ

き棒なしでも卵を見つけるこつを説明されました。

通山・押切海岸

見学後、通山小

学校の孵化場

を見学して 12

時半過ぎに解

散しました。 

(長谷川 信美) 
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希少な野生動物であるアカウミガメは、

「種の保存法」「自然公園法」「文化財保護条

例」など様々な法令により保護が図られてい

ます。私たちが行っている、調査研究や保護

活動もその法令等に則って、必要な許可手続

きを行って実施しています。宮崎地区、日南

市、延岡市、日向市の海岸は宮崎県の天然記

念物に指定されおり、県教育委員会からの委

嘱を受け、上陸産卵状況等の調査や保護活動

が行われているところです。委託されている

こと以外の調査研究等を行う場合には、条例

に基づき許可を得る必要がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律・条例ではありませんが、宮崎県漁業

調整委員会から出されている宮崎海区漁業調

整委員会指示というものがあります。これは、

水産動植物の保護増殖や漁場使用等の漁業調

整等において必要がある場合に出されるもの

で、「宮漁調委指示 119 号」にはウミガメに

関する指示があります。指示の内容は「許可

なくウミガメを採捕してはならない」という

ものです。試験研究や増殖を目的とする場合

は、委員会の許可を得ることで採捕できるこ

とになっており、当研究会では、申請し承認

を得ています。 

 

 

これにより、流出の危険がある卵の移植や、

上陸したウミガメの計測や、標識装着などを

行うことができます。承認の期間は 3 年間で、

移植した卵の数などは毎年報告することにな

っています。なお、宮崎県庁ホームページに

漁業調整委員会指示の内容が掲載されていま

すのでご覧ください。 

福島 英樹 

 

アカウミガメの保護と法令 ～漁業調整員会指示について～ 

 

 

 

アカウミガメ 

アカウミガメの計測の様子 
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私と動物 

 

ダチョウの首はなぜ長い？ 

 

動物園には､奇妙な形をした生物がいます｡

たとえば首の長いキリン、鼻の長いゾウ、体

中針を持ったヤマアラシ､大きな甲羅のゾウ

ガメなど。とそれぞれ特徴がありますが､人間

から見ると不思議な体型です。でも、これら

の動物たちもみんな長い歴史の中で、環境に

適応してこんな姿になったのに違いありませ

ん｡それは、第一に食べ物との関係。第二に身

を守るための防衛。そして第三には子孫を残

すための繁殖がこうした進化をもたらし、体

型を変えていったのだと考えられます｡ 

ところで子供たちにとっさに「キリンはな

ぜ首が長いの」と尋ねられたら、子供ばかり

か大人の私だって「どうしてかな」とずばり

回答の出来ないことがあります。 

元上野動物園の増井光子園長は面白い話を

されました。それはキリンの首の長くなった

理由の一つは、仲間同士の順位争いの結果な

のだと。それは仲間同士で力を争いあう場合、

体を大きく見せて脅かしあう。つまり力比べ

の前に背くらべをするのだそうです。シカや

レイヨウは立派な角を発達させて武器にしま

したが、キリンは足や、首が発達し大きくな

りました。面白い考えかもしれません。確か

にアフリカで野生のキリンを見ていると、高

い木の葉ばかりを食べるわけではなく、低い

木の葉や草も採食しています｡それに、彼らの

行動を見ていると、彼等同士で背較べしてい

て､爪先をたて少しでも背伸びしているよう

な行動を見たことがあります。そういえば動

物たちの順位には目の位置が重要で、高いほ

ど強いとされ、動物園の中でもキリンはだん

とつに優位だし、猛獣を除けばほとんどキリ

ンに攻撃していきません。人間は知能がある

し､道具を使うので恐れられますが、体力だけ

なら簡単に負けてしまいます。でも二本足で

立つことにより、ほかの動物より目の位置が 

 

 

 

 

 

高いので優位になったと考えられ、大きな動

物たちでも人間にはすぐに襲いかかろうとし

ないのだと聞いたこともあります。これもま

た面白い発想です。 

こんなことを考えていたある日、進化論で

世界的に有名な京都大学名誉教授、故今西錦

司博士が動物園に訪ねてこられました。私の

恩師でもあるし、園内を案内していると「君、

キリンの首の長いのは分かるが､ダチョウは

なぜ首が長いのや？」と突然尋ねられました。

大先生にそんなことを言われて、私は戸惑っ

てしまいました。これは変なことはいえない

と思いました。確かにサバンナに棲む彼等は、

地面の草や昆虫を食べます｡それでも首の長

いのは、飛べないダチョウが草原で少しでも

早く敵を発見することが出来るように進化し

たのでしょう。でも先生は答えを出して下さ

いませんでした。別に進化の秘密があったの

かもしれないと私は思いました。 

 

竹下 完 
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話題を提供１ 

 

センサーカメラと 

      カモシカ調査 

 

 近年、野生動物の研究において、センサーカメ

ラによる自動撮影が広く活用されています。今回

はこのセンサーカメラとカモシカ調査についてご 

紹介します。 

 

本誌わいるどらいふでも、39 号の“食害の犯人

は？センサーカメラに写った「キツネ」”（西田 伸 

氏）や 42 号、46 号の“鏡洲の鳥と動物観察記 

1”、“鏡洲の鳥と動物観察記 2”（長谷川 信美 

氏）などが紹介されてきました。これらもセンサ

ーカメラを活用した事例になります。 

センサーカメラを設置するのも意外と簡単では

ありません。目的の対象がしっかりと写るように、

設置場所の選定が重要になりますし、画角の調整

も大事です。使用する機器の設定もしっかりと確

認しておかないと、せっかく撮影できた写真がピ

ンボケしているという悲劇の可能性も。さらに油

断していると、電源を ON にし忘れてしまう…な

んてことも。そんな根本的なことはありえない！

と思われますか？残念ながら私は一度経験済みで

す。どんなものが写っているかな～と期待しなが

ら回収に向かい、電源 OFF の状態を見た時の心境

は名状しがたいものがあります。ただただ機械を

野外に放置していただけという…。 

閑話休題、右図のようにセンサーカメラを正し

く設置すれば様々な野生動物の貴重な姿を確認す

ることができます。九州におけるニホンカモシカ

は、生息環境がそれほど広くないことから数も少

なく、なかなか姿を見ることがありません。カモ

シカ調査の際も、カモシカ自体ではなく糞塊を探

して一喜一憂しています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜提供 西 邦雄 氏 2016 年 日之影町＞ 

 

夜間の様子もしっかり撮影できます。（下図では

少し分かりにくいかもしれませんが、実際の写真

で見るとバッチリです。 

＜提供 西 邦雄 氏 2016 年 日之影町＞ 

 

ここでは静止画しか紹介できませんが、センサ

ーカメラでは動画の撮影も可能です。（もちろん使

用する機材にもよりますが） 

今年は 7 年に一度のカモシカ特別調査が実施さ

れることになっており、さらに今回はセンサーカ

メラを用いた調査も実施される予定です。どのよ

うな様子が確認できるか非常に楽しみです。 

古中 隆裕 
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話題を提供２ 

 

奄美大島に行ってきました 
 

 2018年 1月。奄美大島に（仕事の関係で）行く

ことになりました。天然記念物や奄美大島、琉球諸

島でしか見られない動植物が生息しているため、仕

事とはいえ、出発前から密かにワクワクしていまし

た。 

 環境省奄美野生生物保護センターに宿泊し、１日

目。仕事に向かう前、「ギャー、ギャー」というルリ

カケスのけたたましい鳴き声が聞こえてきました。 

これは近くにいるはずと思い、周辺を散策すること

にしました。ルリカケスの鳴き声を頼りにウロウロ

していると「タララララ…･」と軽快に何かをたたく

ような音が響いてきました。音の出処に目を向ける

と、山の中腹に１本だけ目立つ枯れ木にオーストン

オオアカゲラがとまっていました。 

 かなり距離があっ

たので、手持ちのデジ

カメではうまく撮れ

ませんでしたが、とて

も分かりやすい位置

にいてくれたため、何

とか姿を確認するこ

とが出来ました。 

 その間も、ルリカケ

スの鳴き声は途切れ

ることなく聞こえて

おり、近くに２～３羽ほどいるようでした。 

 やっと姿を見

つけ、写真を撮

るのに夢中にな

っていると、ル

リカケスの足元

でミサゴが大き

な魚を捕まえて

食べているとこ

ろでした。 

 

 

 

 山林の中に入ると、姿を見ることはできませんで

したが、至るところでカラスバトの鳴き声がしてい

ました。また、アカヒゲのメスにも出会うことがで

きました。 

 夜の山道を車で走ると、リュウキュウヤマシギ、

リュウキュウコノハズク、そして一番見たかったア

マミノクロウサギにもなんとか出会うことができま

した。残念ながら写真に収めることはできませんで

したが、リュウキュウアカガエルだけはゆっくり被

写体になってくれました。 

   

 いつまでも、この貴重な生物たちが生きていける

環境を残していきたいと思いました。 

                 古根村 幸恵 
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話題を提供３ 

 

宮崎県のカタツムリ １６ 

 

宮崎県には、殻径が8 .7～ 13 . 7mm程 度 の

小型のマイマイで、ダコスタマイマイというカタ

ツムリがいます。 

ダコスタというのは外国人のカタツムリ研究者

の名前を付けたものです。ダコスタマイマイは模

様は同じですが、殻の色の変化の大きいマイマイ

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真Ａが最もポピュラーな色で、薄く染め分け

ています。写真Ｂはたまにしか見かけない色で、

色がすごく薄く、写真Ｃは標高の高いところに多

く褐色が濃いです。 

 

 

大分県にはダコスタマイマイの亜種でクマドリオ

トメマイマイというカタツムリがいます。クマド

リオトメマイマイの死殻を北浦町で見つけたので、

生きたものがいないか探しましたが見つかりませ

んでした。 

 そこで、大分県にクマドリオトメマイマイを採

集に行って来ました。ダコスタマイマイとクマド

リオトメマイマイがどのように違うか気になった

からです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色はダコスタマイマイのＡに良く似ていますが、

少し大きく（殻径14.7mm）、殻の高さが低いく

らいで良く似ています。私が採集したクマドリオ

トメマイマイには、ＢやＣのような色のものはあ

りませんでした。 

 念のために解剖してみましたがやはりダコスタ

マイマイとほとんど違いがないことが分かりまし

た。 

 少し違いはありますが、殻も生殖器も良く似て

いるので亜種とされているのでしょう。クマドリ

オトメマイマイの分布は大分県南部です。北浦町

で死殻が見つかりましたので生きたものもいるは

ずです。生きたクマドリオトメマイマイを見つけ

たいものです。          

 西 邦雄 

宮崎県高千穂町のダコスタマイマイ 

宮崎県日南市のダコスタマイマイ 

宮崎県諸塚村のダコスタマイマイ 

A 

C 

 

B 

 

大分県佐伯市産クマドリオトメマイマイ 
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当協会が実施するウミガメの調査に

同行し、ウミガメを観察することが出

来ます。 

希望する方は、下記に事前連絡先にお

願いします。 

 

ウミガメの調査には、決まりごとがあ

ります。勝手にカメに触ること、卵を

掘り出すこと触ることは法律に触れる

恐れがあります。 

また、調査は砂浜を 3km 程、徒歩で

調査いたします。この間、途中の抜け

道等はありません。その他、日時や参

加者人数、装備等にも決まり事があり

ます。 

  必ず、事前の問い合わせをお願いしま

す。 

  場合によっては、お受けできないこと

が有ります。 

  なお、高波や雷等で途中中止すること

もありますので、ご了承をお願いいた

します。 

 

 

090－9582－4801(出口)まで 

 

 

 

 

 

 
会員ペンリレー 

 

縁（えにし） 

 

 

 

 

 

 

 

竹田 正人 

 

宮崎に来て 5年が過ぎ、今年にいよいよ還暦を迎

えます。自分が 60歳なんてビックリですが、身体

の様々な部分に老化を感じる今日この頃です。 

小生、出雲の国（島根県出雲市）で生まれました。

出雲の国はヤマタノオロチ神話のとおり、スサノオ

ノミコトの第 2の故郷として有名です。また、出雲

と言えば縁結びとして有名な出雲大社があります。

この出雲大社に祭られているのは大国主命ですが、

古事記によると大国主命はスサノオノミコトの 6世

の孫だそうです。そして、今住むこの地・宮崎がま

さにスサノオノミコトの生まれ故郷！縁結びの神様

のお力を感じながら日々過ごしています。 

宮崎に来る前の 20数年間天王寺動物園で働いて

いました。ある夏の日、飼育員の先輩に誘われ、和

歌山県の南部（みなべ）を訪れました。そこで見た

のがアカウミガメの産卵と孵化でした。初めての観

察で両方見られるなんてチョーラッキー。そして、

ここ宮崎でもアカウミガメ調査ができるなんて、こ

れまた縁を感じます。単身赴任の家事三昧に加えて

趣味が多く、なかなかウミガメ調査に参加できませ

んが、可能なかぎり続けたいと思いますので、これ

からもよろしくお願いします。 

 

次回は、中森 沙織さんにお願いします。 

 

 

うみがめ観察会について 

 

電話連絡先 
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宮崎野生動物研究会通信「わいるどらいふ」  No.4７  201８年６月2０日発行 

特定非営利活動法人 
 宮崎野生動物研究会  （Miyazaki Wildlife Research Group） 
    代表  岩本 俊孝 
  http://www.m-yaseiken.org 

「わいるどらいふ」の無断引用、転載、複製を禁止します。 

  

1/21 宮崎大学主催「青島とアカウミガメ

のこと」ワークショップを開催。 

    小学校低学年対象：西田先生にて 

1/22 1 月度月例会議（12 名参加） 

 ＲＤＢ経過報告 

 第 6 回九州ウミガメ連絡会について 

 2 月をもって屋久島ウミガメ協議会 

解散するとのニュースについての報告 

 宮崎合同発表会 

２/18～23 

第 28 回ウミガメ会議(国内)ならび

に第 38 回国際ウミガメシンポジウム

(海外より約 400 名参加)合同会議が

神戸にて開催されました。当協会から

も参加 

2/20 平成 29 年度アカウミガメ及びその 

産卵地保護調査研究委託報告書提出 

（宮崎市文化財課） 

2 月度月例会開催 

3/3・4 第 6 回九州ウミガメ連絡会が志布

志にて開催されました。当研究会から 

も参加。 

3/4  宮崎合同発表会が開催 

   場所：宮崎県立図書館 

 「ゲンジボタルの発生頭数予想の方法」西 

 「アカウミガメのサンドパック護岸への本

年度の上陸状況」        出口 

3/16 平成 29 年度野生動植物生息状況等 

調査について報告書 

（宮崎県自然環境課） 

3/20 3月度月例会 

 

 

1/22 月例会情報 

  ・田野宮崎大学演習林、綾にてコシジロヤ

マドリを発見 

  ・12 月に綾ダム右岸での確認報告有 

  ・野外調査で鳥の巣箱より中身を引き出す

テンを発見。 

1/27 日南市南郷町の外浦湾から大島に向か 

  う途中に 10 数頭のマイルカに遭遇                   

[宮崎日日新聞] 

2/9  国の天然記念物の野生馬が生息する都

井岬で野焼きがあった。 

2/20 月例会情報 

  ・早川神社でヒキガエルの産卵を発見 

  ・枇榔島でカンムリウミスズメ観察 

3/13 大淀川水系だけに生息する固有種 

「オオヨドシマドジョウ」が大淀川学習館

にて紹介された。 

4/9 ・都井岬の国天然記念物「御崎馬」がこ 

の春初めて生まれた。昨年より 7 日遅く 6 

月までに 20 頭程度生まれるらしい。 

   ・門川町役場で枇榔島での生息調査報告 

が開催された。報告によると 6 回調べた個 

体数調査で最多時 3,832 羽確認。 

4/14 日本の霊長類学発祥の地として知られ 

る幸島には国の天然記念物のニホンザル 

が生息する。この島が対岸と陸続きになっ 

たため監視員を配置した。 

4/24 毎年 4 月中旬に絶滅危惧種のコアジサ 

シが飛来し繁殖する一ツ葉入江を地元住 

民が人と生物が共存できる「里浜」づくり 

に取り組んでいることが報道された。 

 

野生研のあしあと 動物記録 

 ヒメネズミの親子 


