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宮崎市小内海の海岸から高鍋町堀之内海岸までの

うち約 30kmの海岸について、アカウミガメの上陸

や産卵、形態計測、標識調査、孵化調査、戻りの原

因等の調査をしました。その概要について報告しま

す。 

 本年のアカウミガメの上陸回数は 1,009回で、昨

年の 1,493 回より減少しました。産卵回数も 614

回で昨年の 951回よりも減少しました。そして、最

も早く上陸と産卵が確認されたのが、5 月 9 日で堀

之内海岸でした。最も遅い上陸産卵も堀之内海岸で

8 月 25 日に確認されています。今年は、宮崎の海

岸に影響を与える台風が 3 度もやって来て、海岸の

砂を大きく侵食されたとの報告が寄せられました。

特に、宮崎市の北側に位置する住吉海岸、明神山海

岸、大炊田海岸に影響が多かったようです。 

この地域は、ウミガメが上陸産卵できる海岸を目

指して、サンドパックや、砂浜への養浜、沿岸への

海中養浜、突堤等の対策が施されているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年秋にはサンドパックの設置は完了しますが、

どのようにして、この海岸に砂を定着させるかが課

題となっています。本年調査初期には住吉海岸に設

置した突堤に砂が付いて砂浜が成長しアカウミガメ

が上陸産卵

したのです

が、台風の影

響で調査後

半は大幅に

減少してし

まいました。

今後も調査を重ねたいと思います。 

 標識調査は 49 個体、形態測定は 60 個体実施し

ました。漂着死体は 3 個体でした。孵化調査は移植

した巣数 92 巣、自然卵巣数 133巣で実施し、孵化 

率はそれぞれ平均で 46％と 57％でした。1991 年 

から本年までの 28 年間の上陸産卵をグラフにして

載せました。これまでの、上陸や産卵の周期性等が

分かると思います。 
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ニホンカモシカ（以下、カモシカと省略）は、1955

年（昭和 30年）、国の地域を定めず保護を行うべき

特別天然記念物（種指定）に指定さています。その

後、全国的な手厚い保護政策の下、徐々に数を増や

してきました。その理由も一つありますが、後に述

べる理由もあって、1970 年代以降、地域により、

植林地への食害が発生するほど増えた地区がでてき

ました。 

 その食害に対処するため、1979 年、環境庁・文

化庁・林野庁の 3 庁が、天然記念物の指定を種指定

から地域指定（保護地域設定）に変更する方向を確

認しました。これを 3 庁合意と呼びます。結果的に

は四国と九州で保護地域の設定ができませんでした

ので、今だ「種指定」は残ったままです。その後、

複数の県でのカモシカの銃による捕獲や、カモシカ

訴訟などの経緯もありましたが、カモシカ保護の枠

組みは、それ以後もあまり変わっていません。 

 ところが、近年、カモシカの全国的な生息状況は

大きく変わってきました。カモシカは深山幽谷の動

物と言われ、標高が高く、人を寄せ付けない岩場が

ある山地にしか生息していないと考えられていまし

た。それが現在は、そのような山地にはほとんどカ

モシカが見られなくなっているのです。すなわち、

かつての中心生息地にはカモシカがおらず、昔なら、

「こんなところに？」と思われるような低標高の人

里近くでカモシカが頻繁に見られるようになってき

たわけです。 

 カモシカの特別調査は全国 15 箇所ある保護地域

（九州・四国では生息地域）を 4 か所ずつ 8 年おき

に集中的な生息状況調査を行うものです。その間の

約 7 年間、何も調査を行わないと、急激な生息状況・

環境の変化が起こったとしても、それを検知できま

せん。そのため、通常調査と言って小規模な地元の

調査員による地道な調査を毎年行うことになってい

ます。この調査によって実に多くのカモシカ目撃や

痕跡の発見情報が寄せられるようになっています。

それらの位置にも、低標高化が見られています。 

 さて、全国の特別調査は 1985 年から始まってい

ます。九州・四国地方では、第一回が 1988年、二

回が 1995年、三回が 2003年、そして四回が 

 

 

2012 年に開始されています。大雑把な傾向として、

第一回、二回目まではカモシカの棲息数は急激に増

え、第三回、四回目では逆に急に減ったという結果

です。特に、第三回目の調査結果は衝撃的で、第二

回目には2000頭を超えるカモシカがいると推定さ

れていたものが、第三回目ではわずか 600頭位しか

いないという推定になってしまいました。 

 第四回の調査でもその数の大きな回復はみられて

いません。それではなぜ、そのような変化が起こっ

たのでしょうか。その分析結果は第四回特別調査の

報告書に詳しく報告されています。興味ある方は、

ぜひ宮崎県教育委員会ＨＰの pdf をご覧ください。

かいつまんで、その結果を述べると以下の通りです。 

 1970 年代～1990年代の間、標高の高い位置ま

で伐採・拡大造林が進み、その結果、藪や草原が高

標高地に広がり、カモシカに餌を提供したので増え

ました。やがて、その餌場を求めてシカも上がって

来て、本来カモシカの生息地であったところにシカ

も急激に増えました。シカの繁殖速度は著しく、や

がてシカは周りのすべての餌を食べつくし、カモシ

カの餌がなくなってしまいました。その後、シカ自

身も餌がなくなり、高標高地はシカもカモシカも棲

めないという荒れた林になってしまいました。当然、

現在は両種とも低標高に下りてきています。 

 これは、第四回特別調査報告書で九州三県が描い

た変化のシナリオで、かつ仮説です。今年度より再

び 2 年間カモシカ特別調査が始まります。今回の調

査の最大の目的は、この仮説が正しいかどうか、カ

モシカ生息地の空洞化がどの位進んでいるかを見る

ことにあります。          岩本 俊孝 

 

 

第五回カモシカ特別調査が始まりました 

 

 

 

第 5 回特別調査メンバーの発会式（9月 22日） 
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私と動物 

 

野外調査と花粉症のサル 

 

もう何年も昔のことであるが､山の中腹で野鳥

の観察をしていた時のことです。それは 3 月はじ

めで、道ばたには所々濃い緑の葉に覆われた中に

かわいらしい黄色いスイセンの花が我慢強く咲い

ていました。谷間の落ち葉の間からは蕗の頭も顔

を出していました。何となく、春の近づいている

のが感じられました。椅子に座り一日中望遠鏡を

のぞきながら、近くに来る野鳥の記録をする調査

はなんとのんびりしたことでしょう。日常忙しく

していた私にはまるで時間がとまったようでした。   

でも面白いことに、これが結構忙しいのです。

次々といろんな野鳥たちが姿を現し、時には猛禽

までが現れる。私には見えない自然の動きが次々

と展開しとても面白い。時折冷たい風が谷間から

吹き上げてきて頬を通り過ぎて行く。そんなある

ときでした。猟師に追われたのか、谷向の斜面を

逃げるように大きな獣が崖を登るのが目に入って

きまた。なんとシカの親子のようでした。九州に

はいませんが、あれがクマだったらどうしようか

とそんな馬鹿げたことを想像しながら時間は立っ

ていきました。コンビニで買ってきた弁当は美味

しいけれど、一人で食べるのは味気ありません。

そんなときでした。今度は賑やかに木を揺らしな

がら山の上から降りてくる物音がしました。何だ

ろうかと、私の目と耳はとっさにその方角に集中

しました。でも、何の姿も発見できませんでした。

時々「クシャン、クシャン」とくしゃみや咳をす

る音がします。たぶん、先ほど追いかけていた猟

師さんが来たのだろうと私は思いました。間違え

られると撃たれるかもしれないと、ラジオをつけ

て防衛しました。ところがそのくしゃみの音は近

づいてきたのです。ふと見ると、そこにはサルの

顔が見えました。なんだ、サルだったのか。私も

出来るだけ気づかれないように静かにしていまし 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。木に登っているやつ。お母さんの背中にしが    

みついているやつ。顔を真っ赤にして気を逆立て

威張っている大きなサル。木の芽を摘んでは食べ

ている食いしん坊の連中。まるで保育園の遠足の

ように見えました。その中におばあさんでしょう

か、目を真っ赤に腫らし、しばしばさせて鼻はぐ

ちゃぐちゃにしながらくしゃみばかりしているの

がいました。ああこいつだったのか、先ほどから

くしゃみをしていたのは、と思いました。久しぶ

りに見る野生サルの面会に、面白い行動に楽しく

見とれてしまっていました。どうやら 20 頭ぐら

いの群であることも分かりました。それになんと

花粉症にやられていたのです。サルに花粉症があ

ると言う報告書は聞いていましたが、目の前で確

認したのは初めてでした。そういえば宮崎県は杉

花粉症は日本一らしい。そのはず、県内至る所に

杉の造林が有り、今からが花粉の舞う季節に入る

のです。ここでも野生の動物にまで公害を出して

いるのだとサルに同情するのでした。 

 

 

 

竹下 完 
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話題を提供１ 

 

宮崎県のカタツムリ（１７）    

  

梅雨に入り、カタツムリたちが這い回る季節にな

りました。 

梅雨の晴れ間に、日南の森に入りました。森に入

るととても静かで、気持ちが落ち着きます。早速出

迎えてくれたのがギンリョウソウでした。 

 カタツムリ

を探して歩く

と、木の幹を

這っているダ

コスタマイマ

イを見つけま

した。直径が

１円硬貨より

小さな可愛いマイマイです。 

さらに森を歩いて行くと、朽ちた大きな木が倒れ

ていました。このような水気をたくさん含んだ倒木

には、キセルガイが良く着いています。何かいるの

ではないかと探してみるとニチナンギセルがぶら下

がっていました。ニチナンギセルはまだ、記載され

ていない新種のカタツムリです。キセルガイの仲間

としては大型です。 

 木の葉にくっついているカタツムリもいるので、

木の葉を叩きながら歩きます。木を叩くといろいろ

なものが落ちてきます、昆虫やクモが落ちてきます。

キラキラ光る

小さなクモを

見つけました。

帰ってから図

鑑で調べると

コガネヒメグ

モというクモ

でした。 

 少し大きな木がありました。このような木にはナ

ミハダギセルやアメイロギセルが着いていることが

あります。何本かの木を探していると、やっとナミ

ハダギセルを見つけることができました。 

 ナミハダ

ギセルは大

隅半島が模

式産地です。

大隅半島の

ものと宮崎

のものは少

し違っていて、大隅半島のものは名前の通り、殻の

表面が波肌で

すが。宮崎のも

のは波肌にな

っていません。

写真では違い

が分かりにく

いですが、見た

目がずいぶん違います。 

 着生ランの一種、フウランが地面に落ちていまし

た。そのままにしておくと、腐ってしまうだけなの

で、うまく生きていけるか心配でしたが、大きな木

に絡まっているツタに挟んでおきました。  

 

 

 

 

 

西 邦雄 
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話題を提供２ 

     

鏡洲の鳥と動物観察記 3 
 

 

 自宅に隣接する杉林を、いろいろな動物たちが通

ります。古中隆裕さんがWild Life No. 47で紹介さ

れたセンサーカメラを、庭のフェンスに杉林に向け

て設置して、通る動物を動画で自動撮影しています。 

 よく写るのが、アナグマです。アナグマは後躯を

振りながら歩きます。雄は夜間に、臭い嗅ぎをした

り、体掻きをしたりしながらカメラの前を通過して

いきます（写真

1）。雌は昼間に

通ることが多く、

脇目も振らず地

面に積もった枯

れ葉に鼻を突っ

込んで、食物を

探す姿が映って

います（写真 2）。 

 7 月から 8 月

にかけてはアナ

グマの親子が通

ります。子ども

はとても好奇心旺盛です。去年は子は 1 頭で、地面

近くに設置したカメラにビックリして、のけぞる姿

が映っていま

した（写真 3）。

今年は子は 2

頭で、おかあさ

んアナグマが

食べ物探しに

一生懸命な後

を、じゃれて飛

び跳ねながら

ついて行って

いました（写真

4）。 

 

 

 

 

 

おかあさんアナグ

マが木の根元に座

って身繕い行動を

すると、そばで転

げ回って遊んでい

ました（写真 5）。 

  

杉林で 2 種のヘビが撮影さ

れました。アオダイショウ（写

真 6）とヤマカガシ（写真 7）

です。アオダイショウは鎌首

をもたげて、樹の幹を登って

いきました。樹林の枝下を慌

てた様子で往復しながら、飛

ぶ鳥が写っていました。ヘビ

に巣を襲われたのかもしれま

せん。 

雨上がりのためカメラレンズに水滴がついてぼや

けていますが、おかあさんアナグマがアオダイショ

ウを採食する様子が写っていました（写真 8）。子育

てに必要な栄養を取るために、必死なのでしょう。 

 こんどは動物たちがどんな姿とドラマを見せてく 

れるのか、いつもとても楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

長谷川 信美 

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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添付した写真を 

挿入してください 

添付した写真を 

挿入してください 

話題を提供３ 

 

新種記載された 

トサシミズサンショウウオ 

 

2018 年、トサシミズサンショウウオ（以下、ト

サシミズ）（図１）は、国内 30 種目のサンショウウ

オ科の新種として記載されました。ただし、トサシ

ミズは新たに発見されたサンショウウオではなく、

オオイタサンショウウオ（以下、オオイタ）（図２）

の一個体群が、調査研究の結果、独立種として新種

記載されたものです。 

 

オオイタは大分県大分市を基産地とし1931年に

記載され、大分県、宮崎県、熊本県に分布します。

体長約 15cm、体色は暗緑色から黄褐色で黒色の小

斑点が散在しています。丘陵地の林床に生息し、1

～３月に生息地周辺の池沼、溜まり、水路等にバナ

ナ状の卵のう（卵の入った透明の袋）を産みます。

孵化した幼生は水中の小動物を餌として成長し、6

月頃には水から出て陸上で生活するようになります。 

トサシミズは、1972 年に高知県土佐清水市で発

見され、前述の通りオオイタの一個体群とされてき

ましたが、大分県在住理学博士菅原弘貴氏、わんぱ 

ーくこうちアニマルランド（以下、わんぱーく）園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長渡部孝氏、同園吉川貴臣氏、大分大学准教授永野

昌博氏はこの一個体群とオオイタの形態的および遺

伝的観点から再検討を行い、新種という結果を導き

ました。 

オオイタとの形態的差異としては、○トサシミズ

はオオイタに比べ体サイズが小さい。○オオイタは

背面に黒色の小斑点があるが、トサシミズにはない。

○トサシミズの腹面には白色の小斑点があるが、オ

オイタにはない。○トサシミズの卵のうはコイル型

であるが、オオイタはバナナ型である。ことがあり

ます。私は、今年の 8月にわんぱーくでトサシミズ

♂成体を見せていただき、印象としてトサシミズ♂

の体型はオオイタ♂より丸みを帯び、特に頭部は角

張っていない。四肢は太くなく、肋条の隆起も小さ

いと感じました。 

また、遺伝的差異として、○ミトコンドリアＤＮ

Ａの塩基配列には両種に明確な違いが存在する。○

ＤＮＡデータを用いた系統解析では、両種は明らか

に異なる系統に属する。ことが明らかになりました。

特に系統解析による系統樹（図３）により、トサシ

ミズはツシマやオキよりも、オオイタとは遠縁の関

係にあると考えられます。 

トサシミズの調査保護は生息地の土地所有者の協

力のもと、わんぱーくが 2000 年から継続して取り

組んできました。その間の研究、保全の努力が今回

の新種記載に結びつきました。更に 2017年には市

の天然記念物に指定され、許可無く捕獲することや

保護に影響を与える行為は禁止され、本種の保護は

一層充実しました。また、生息地がごく限られた地

域のため、災害等で絶滅させないために域外保全と

して、わんぱーくでの累代飼育も行われています。

これらの取組により、今後も本種の維持が図られる

ことが期待されています。      末吉 豊文 

 

 

  

図１ トサシミズサンショウウオ 図２ オオイタサンショウウオ 

図３ 系統解析による系統樹 

※本稿の多くの部分は、新種記

載されたトサシミズのプレスリ

リースを引用したものです。 
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宮崎の動物・植物・地質の最新情報を 

一堂に公開発表！ 

県内の動物や植物、地質などの自然を調査研究し

ている研究団体が、最新の情報やためになる情報を

発表します。宮崎の自然情報に関心を持つととに、

貴方もナチュラリストとして活動してみませんか。 

 

日時：平成３０年３月９日（土） 

１３時～１６時 

場所：宮崎県立図書館2階 視聴覚室 

※参加料無料、申込み不要 

問い合わせ先：宮崎県総合博物館 

TEL 0985-24-2071 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 日 時 ：平成３１年３月１６日（土） 

13:00～17:00（12:30 受付開始） 

場  所 ：はざこ渚の交番 海辺の村交流館

（大分県佐伯市米水津大字浦代浦 1812） 

参 加 費 ：1,000 円（大分県民・学生無料） 

 

お問い合わせ先： 

宮崎野生動物事務局（出口）まで、 

   ＴＥＬ：０９０－９５８２－４８０１ 

             出口 智久 

 

 

 

 

 

 
会員ペンリレー 

 

イギリスの野生動物 

 

 

 

 

 

               

 

中森 沙織 

 

 私は小学生の頃、親の仕事の関係でイギリスに

住んでいました。スコットランドのすぐ下、ニュ

ーキャッスルという地域で、ロンドンみたいな都

市部とは違い街にも緑が多く、少し車を走らせれ

ば牛や羊、馬が野原で放牧されている、そんな自

然があふれる街です。春には煙突にハチがやキジ

バトが巣をつくり、冬には暖を求めてコウモリが

迷い込んだこともありました。庭にはキジ、アオ

ガラ、クロウタドリ、ハリネズミ、ウサギ、フク

ロウ、キタリス、多種多様の野生動物・野鳥が訪

れます。 

    元々動物は好きでしたが、イギリスでの生活で

動物との距離がぐっと近くなったと思います。家

畜も野生動物も関係なく、動物も、人も同じ空間

に暮らす、同じ『生き物』としてお互いを尊重し

ながら人々は動物と接していたと思います。これ

からもこの気持ちを忘れずに、動物の知識を深め、

調査などにも参加したいと思います。 

 

 次回は、児玉 芳宣さんにお願いします。 

 

 

 

  

 

「宮崎の自然」合同研究発

表会 
 

第 7 回九州ウミガメ連絡会 

第3回大分県ウミガメ会議 はざこ会議 

 



- 8 - 

 

 

宮崎野生動物研究会通信「わいるどらいふ」  No.4８  201９年２月10 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。 

  

4/24 4月度月例会開催。本年度のアカウミガメ調査の準備 

5/12 シーガイアビーチクリーン活動に講師派遣 

5/13  平成 30年度総会 

  午後 2時より宮崎県総合博物館内にて開催。 

  平成 29年度事業報告や平成 30年度事業計画 

  ウミガメ調査研修と準備。 

5/15 宮崎日日新聞社主催の海岸（堀之内海岸）の清掃活 

動に講師派遣 

5/20  アカウミガメの上陸産卵について本年度一斉調査開始 

6/7  宮崎市立広瀬西小学校 4年生対象に総合的な学習 

の時間「アカウミガメの保護について」講師派遣 

6/18   6月度月例会開催     ウミガメ調査の中間報告 

7/11  青島「渚の交番にて」青島中学生対象にウミガメの 

講義を実施。 

日本財団助成「海洋教育プロジェクト」 

7/17  石崎浜ビーチクリーン：地元の企業他によるボラン 

ティア活動 

宮崎海岸出張所依頼により講師派遣 

7/24  7月度月例会開催 

ウミガメの中間調査報告と見通し報告他 

7/27  宮崎海岸市民談義に会員が参加 

宮崎市佐土原総合支所にて 

8/4  旭町児童館サマーキャンプにおけるウミガメ講話に 

講師派遣 

8/10 全域一斉の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。アカウミガメの集計速報等の報告 

8/25  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 140名ほど 

9/18  9月度月例会 

  本年度の報告会ならびにウミガメ会議参加について協議 

10/13 本年度アカウミガメ調査報告会を開催 

 

5/2 宮崎市フェニックス自然動物園がコシジロヤマドリの 

人工繁殖に成功し、展示中。 

   九州南部にしか生息しない宮崎県鳥でもある準絶滅危 

惧種の本種が動物園と宮崎県の協働研究成果として報じら 

れた。 

5/12 絶滅危惧種のシルビアシジミを守るために、外来植物 

を抑制し幼虫が食べるミヤコグサや越冬するためのチガヤ 

を守る目的で除草時期の見直しを検討するという取り組み 

が始まった。 

5/22 2016 年 6月から串間市都井で目撃されていたゴマ 

フアザラシの愛称すわちゃんがここ数日目撃されなくなっ 

たと報道された。 

5/28 2月に対馬で発見されたカワウソは糞のＤＮＡ分析 

の結果、雌1頭雄2頭が生息していると環境省は発表した。 

5月の県内のホタル情報 

 14日、西都市の西都原古墳群周辺にヒメボタル。 

14日、串間市江切川にゲンジボタル。 

19日、串間市本城でヒメボタル。 

23日、小林市出の山でゲンジボタル。 

28日、高千穂町高千穂峡でゲンジボタル 

アカウミガメ上陸産卵前の海岸清掃情報 

 4月 29日，串間市千野・崎田浜にて。 

5月１2日、宮崎市一ツ葉海岸にて。 

5月 19日、宮崎市石崎浜にて 

6/6  宮崎県指定の絶滅危惧種のハッチョウトンボの観察 

会が都城市関之尾の保護区で開催 

6/7  日南市南郷沖でゴマフアザラシを目撃 

6/23 延岡市北方町で絶滅危惧種のブッポウソウの保護の 

ために巣箱が設置された。 

8/29 今春から陸続きになっていたニホンザルの生息地幸 

島が台風の影響で陸続きが解消 

9/5 九州森林管理局が日南市北郷町猪八重地区の国有林を

「猪八重照葉樹林生物群集保護林」に設定した 

野生研のあしあと 動物記録 

 
ニホンモモンガ 


