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ＣＯＰ１０開催記念生物多様性リレー講演会 

静岡の里から考える生物多様性 

 

  講演①  「里 山 の 動 物 た ち                    」 

 

          ＮＰＯ法人静岡県自然史博物館ネットワーク 
                          副理事長  三 宅  隆 氏          
 

 

 皆さん、こんにちは。ただいま御紹介にあずかりました三宅でございます。 

 静岡市役所を退職してもう４年になりますが、現在、静岡県自然史博物館ネットワークというＮ

ＰＯを７年ほど前に立ち上げまして、そこで毎日、遊んでいると言うと語弊がありますけれども、

自然史博物館をつくるためのいろいろな準備をしております。 

 実は静岡県は日本中で唯一、県立の博物館のない県です。これだけ広い豊かな自然が残っている

のに、それをみんなで研究したり観察したりするような、そういう施設が一つもないということは

非常に残念ですので、そういうものを一刻も早く県につくってくださいということを訴えながら、

いろいろな資料、植物とか、昆虫とか、ほ乳類などを現在30万点くらい集めまして、清水区の辻と

いうところにある旧の県の保健所ですが、そこに収蔵しながら、それを整理するという仕事をやっ

ております。 

 きょうはこういう、皆さん方の前で「里山の動物たち」というようなことで話をさせていただく

機会を得たことは非常に光栄に存じます。どうもありがとうございました。若い中学生の方も来ら

れていますので、静岡の里山には一体どんな自然があるのかな、どんな動物たちがいるのかなとい

うのを少し勉強していってもらったらいいなというふうに思っております。 

 それでは、最初のほうの講演、全部聞かれた方は生物多様性というのは一体何だろうかというこ

とをもう勉強されていると思いますし、ここにもパンフレット等が配られており、それを見ればす

ぐにわかることかとは思いますが、非常に難しい言葉です。僕も生物多様性って一体、何だろうか

と、きちんと説明してくださいと言ってもできないくらい、いろいろなことがここに含まれていま

す。簡単に言いますと、微生物から大型の動物まで、地球ができて生物が生まれてから40億年ほど

の長い進化の歴史の中で、地球上に生まれた多種多様な生物と、それらが織りなす生態系の姿のこ

とを生物多様性と言う、というように言われております。 

 その生物多様性には３つありまして、種の多様性、遺伝的多様性、生態的多様性という。現在、
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学名がついていて、人類が把握しているのは175万種類くらいだそうですが、実際にはまだ見つか

っていない動物やその微生物を含めると、一説には１億種以上いるんではないかとも言われており

ます。そのくらい、いろいろな種類の動物たち、動植物も含めて生物がこの地球上に存在するとい

うことです。 

 それから、それらの動物たちも遺伝的多様性という、一人として同じものはほとんどいない。コ

ピーでつくられるクローンのようなものもありますけれども、基本的には、人間もそれぞれみんな

違うように、遺伝的には完全に一緒の人たちはいないということで、こういう多様性がなければい

けないのです。 

 それから、地球上にはいろいろな砂漠もあれば、高山もあるし、いろいろな森林もあります。い

ろいろな生態系があって、その中でやはり動植物はお互いに進化しながら生活しているというか、

存在しているということが言えると思います。 

 今回、ＣＯＰ10での検討項目の中に、生物多様性の保全というのと、それから持続的な利用、利

益の公正な配分との３つが検討されていますけれども、要はヒトもこの生物の１つであって、人間

が生きていくためにはいろんな動物や植物、この自然を享受しながら生きているわけです。その自

然やそういう動植物がなかったら人間はもちろん生きられない。そのためにはこれらの今ある自然

をずっと持続させながら、それはヒトと一緒に生きていくんだよということで、この持続的な利用

というのが相当重要なファクターになっております。 

 それでは今日の本題ですけれども、里山というのがあります。一体、里山って何だろうなという

ことですけれども、静岡市というのは意外と里山が余りないんです。人里からすぐに奥山に行くよ

うなことが多いのです。スライドにあるように一般的にこういう田園風景があって、その奥にちょ

っとした山がある、こういうところを里山と言います。現在、一般的には人里と言われる人が住ん

でいる部分、それから奥山というずっと山奥の部分があり、そのあいだにあるのが里山と言われて

おります。里山とは集落や人里に接した山地で、あるいは、こうした地形において人間の影響を受

けた生態系が存在している状態を示す言葉です。つまり、里山というのは、我々日本人が一生懸命

つくってきた自然なのです。ですからもともと人里と奥山の間に、こういう里山という、人間が出

入りする、そういう場所を長い歴史の中でつくってきたという、それが里山と呼ばれるものです。 

 それで、これはやっぱり我々、日本人の心のふるさとというか、原風景になると思います。こう

いうふうに田んぼがあって、この辺に小川が流れて雑木林があるという、こういう懐かしい、子供

たちはもうそういうのが余りないのでわからないかもしれませんけれども、僕らの年代になると、

昔こういう里山で遊んだ場所があったわけです。そこには田んぼがあって、かかしなんかもだんだ
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ん見られなくなっておりますが、そういう風景があったわけです。さらに、この田んぼの横の小川

には小さな水路があって、そこにはドジョウとか、水生昆虫とか、いろんな動物の生息する場所だ

ったわけです。 

 そして、里山といえばいろいろな動植物からの恵みがあります。カタクリが咲いて、そこにギフ

チョウが来たり、秋にはヒガンバナが咲いたり、アマガエルだとかトノサマガエルとか、いろんな

動物たちがそこに生息しているわけです。また、秋にはいろんなキノコがたくさんはえて、その恵

みを我々人間はそれを受け入れて生活をしてきたわけです。 

 先ほど言いましたように人里、それから里山、そして奥山という、その３つに分かれるわけです

が、最近、非常に動物たちが、クマなどがよく人里に出てきて人間に被害を与えるようなことがあ

りますが、その原因の１つに、奥山が非常に荒れて、食べものがなくなってるというようなことも

言われていますが、実際には里山が一番荒れているんですね。人が関与しなくなった。つまり、里

山が荒廃してきたのです。 

 昔は里山というところではクヌギやナラの木を伐っては炭にしたりとか、そういう薪炭林として

の重要な役割があったのですが、その薪が石炭や石油にとって代わられたために、それらを使うこ

とがなくなりました。そのために人が入らなくなったり、また農業をやっている人の高齢化とか、

猟友会の減少などもありますが、本来、里山に住んでいるタヌキ、キツネ、イタチ、こういう動物

たち。それ以外に奥山に住んでいた動物、ツキノワグマ、シカ、イノシシ、ニホンザル。こんなも

のがこの里山が荒れたためにどんどん里山地域までも入り込んできています。そういうことが１つ

の原因だというふうに思われます。本来、人里に住む動物、モグラ、ネズミなども、逆にアスファ

ルトやコンクリートで覆われた場所には住みづらくなって、どんどん逆に里山のほうに移動すると

いう、もと里山だった場所がそういう動物たちの生活の場になって変わってきたということが言え

ると思います。 

 そして、里山が今、荒廃してきております。スギやヒノキの人工林で、クヌギやナラの木を伐っ

てそこに人工林を植えたりしたのですが、人手が足りなくなったりとか、材木が安価になったとい

うことで手入れがされなくなり、日の光も入らないような荒れ放題のスギ、ヒノキ林ができており

ます。それから、どんどんどんどん竹林が山を覆い尽くして、本来あったいろいろな雑木林がどん

どんどんどん竹林に変わっていっているということも非常に今、問題になっております。 

 今回のＣＯＰ10でも里山イニシアティブと言って、日本の伝統的な里山をどうしたら守れるかと

いうことが議論されていますけれども、もともと里山の生物多様性ということで、いろんな里山の

中には動物たちがいるわけです。まず、ドングリやキノコ、草の実、そういうものが植物として一
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番下にあります。それをアカネズミやリスがこのドングリなどを食べる。それをまたイタチやテン、

タヌキ、キツネがこのネズミやリスを食べる。また、モグラも食べるということです。こういう食

肉獣を、例えば毛皮として人が利用したり、シカやイノシシを肉として利用したりということが行

われて、そのシカ、イノシシなどが死んだ場合には、糞や死体はまた分解されて土に戻ってまた植

物に行くと、こういう里山の中での循環が常にあるわけですが、この辺がうまく機能しなくなって

きたということが言えると思います。人は以前は薪や炭、シイタケ原木として落ち葉、肥料、その

他たくさんの自然の恵みを享受してきたのですが、それがだんだん失われてきたということが言え

るのではないかと思います。 

 それではどんな動物が実際に里山に住んでいるかということを少し見てみたいと思います。里山

の動物と言っても僕は専門が哺乳類と鳥ですので、今回は昆虫類とか、そういう話はせずに、哺乳

類だけに絞って説明したいと思います。 

 まず、リスがいます。齧歯類というネズミの仲間では、こういうアカネズミなどの小型のかわい

いネズミがいます。一般的にイエネズミとノネズミというように分けられますけれども、ノネズミ

の代表的な種類がこのアカネズミです。主に山林のいろんな草の実や木の実や、それから小動物、

昆虫などを食べて過ごしていますが、このネズミがたくさんいれば、それをまたつかまえる動物た

ちもたくさんいるということになります。それから、同じく木の実を利用するのでニホンリスとい

うリスがいます。これもだんだん数が少なくなってきていますけれども、リスも生息します。それ

からムササビというのも昔いました。里山というよりも神社やお寺などの大きなスギの林のような

ところにすんでいますが、そういう場所がだんだん少なくなって、このムササビも見られる機会が

減ってきているように感じます。 

 それ以外にノウサギがいます。ノウサギというのはどちらかというと開けた草原的なところにい

るので、余り木が生い茂ったところには多くないんです。 

 それからニホンザルも本来は奥山にいたのですが、だんだん里山、それから人里のほうに出てく

るようになり、最近ではよく見られるようになるし、また、その被害も出るようになってきており

ます。 

 それ以外に肉食動物としてテンという、ややイタチよりも一回り大きなイタチの仲間がいます。

テンの場合にはもちろんネズミだとか、そういうものを食べますけれども、それ以外に植物、果物、

それから果実なども食べております。それからイタチ。昔はイタチというのはどこでも見られたの

ですが、最近はどうも数が少し減っているようで、見る機会が少なくなっております。それからア

ナグマ。これもイタチ科の仲間なのですが、アナグマは大分、数が増えてきているようで、最近、
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確認されている例が多いようです。 

 それからツキノワグマ。これも今、里のほうに下りて、冬ごもりのための栄養をつけるために、

たくさん食べなきゃいけないので、その餌を確保するために人里まで出てくることが多いようです。 

 それから里山の代表的なイヌ科の仲間としてはキツネがいます。それからタヌキ。どちらかとい

うとタヌキが一番人里に近くて、よく見られる動物ですが、最近、タヌキにも皮膚病がはやってい

まして、毛のない、本当にみすぼらしいタヌキも増えているようです。キツネはやや、里山という

よりも少し奥山のほうに多く見られています。これらが代表的な哺乳類ですね。 

 それ以外に偶蹄類という仲間ではシカ。これも現在どんどん増えてきて、奥山から里山にかけて

は木の皮をかじったりする害獣として増えてきているようです。それからニホンカモシカも、昔は

亜高山の動物で高い山にしか見られなかったものが、今、逆にシカのほうが高いほうに上がって、

カモシカはどんどん下のほうに追いやられて、人里でも見られるくらい増えてきております。 

 日本の動物たちというのはほとんどが夜行性です。ですから昼間、なかなか見ることができない

ということで、私たちは動物を調べるに当たってはいろんな調査をして、どんなところにどんな動

物がいるかということを調べております。そういう調査の中には、目撃をして目で見る調査、また

痕跡調査といって、その動物のいろいろな残した痕跡を調べること、それから捕獲調査、これは動

物をつかまえて、本当にそれから種類を判定する調査です。それから最近僕がやっているのは、自

動撮影のカメラによる調査というのをしています。このような調査を全部合わせて、一体、里山の

どんなところにどんな動物がいるのかなということを常に調査研究しているわけです。それを少し

お見せしたいと思います。 

 まず目撃調査です。主に昼間、シカなどを見つけるときがあるのですが、夜中に車にライトをつ

けまして、そのライトで周りにいる動物たちを見つけながらどんな動物がいるかということをよく

調べることがあります。林道横に出てきたノウサギ。それから、カモシカが見られたり、シカがず

っと奥にいて、そういうものを夜中に見る、目撃調査というのをよくやります。 

 次に痕跡調査というので、いろいろな糞を拾ったり、見たりしながら調べています。例えばタヌ

キの貯め糞です。１カ所にたくさん糞をしているので、それが見られます。それからカモシカの貯

め糞です。カモシカがいっぱい糞をして、１カ所、トイレのように使っているところを調べたりし

ます。それから、普通のシカの糞ですね。カモシカに比べてぽろぽろぽろぽろと歩きながらしたり

とか、同じところにするにしても数が少ないので、シカとカモシカの糞の区別がつきます。あと、

イノシシの糞ですね。テンというイタチの仲間の糞。それから、ニホンザル、サルの糞。それから、

ノウサギの糞ですね。このように糞を見つければそこに何がいたかということが一目瞭然にわかり
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ますし、この糞を水できれいに洗って、中にどんなものを食べていたかということを調べて、その

食性を調査したりすることもあります。 

 それから足跡で見つけることもあります。非常に難しいのですが、シカの足跡は偶蹄類といって、

ひづめが２つあります。それから、雪の上に残ったノウサギの足跡は後ろ足と前足ですが、向こう

へノウサギは歩いています。イノシシの足跡は、シカと同じように２つひづめがありますが、この

後ろに小さく副蹄という２つのひづめがつきます。それから、タヌキの足跡は、こう４つ、爪が少

し見えますけれども、４つの足跡が残ります。それから、ハクビシンは５つ爪が残ります。それか

ら、これはイタチの足跡です。こうやって足跡を見ながら、どんな動物がいたかということがよく

わかるようになります。ちなみにイヌの足跡は、タヌキに比べるともっと幅が広くなって、大きい

ですね。そのように、足跡だけで見分けることができるようになります。 

 最近僕がやっているのは自動撮影装置のカメラによる調査をよくやっています。目撃だとか足跡、

それに痕跡というのは、なかなかそれが本当にそうなのかと、絶対かと言われるとなかなか絶対と

言えない部分があります。そこで、けもの道にカメラを仕掛けて、この辺を通る動物たちが自動的

に写るような、そういうカメラを使って調査をしております。 

 例えば、同じ場所でこんな動物が写るよということがわかります。木が全部同じで同じ場所だと

いうことがわかると思いますが、冬、雪のあるときにノウサギがここを通っています。それから大

きな雄ジカもここを通っていますし、イノシシも写っています。それからテンが写って、アナグマ

が写って、キツネが写っています。つまり、けものたちは同じような道をけもの道として使いなが

らいろんなところに出ているという。ですから、そういう場所をうまく見つければ、この場所には

少なくてもこの６種類の動物たちはいるよということがわかってくるわけです。 

 これは水窪の奥のほうなのですが、これは去年の朝霧高原で同じ場所に仕掛けたんですけれども、

朝霧高原というのは昔、ほとんどの動物たちは、草原にすむ動物たちが多かったのですが、タヌキ

が今、２頭いますね。それからイノシシが写っています。それから野良猫が写っていたり、キツネ

が写って、シカが写って、アナグマがここに写っていますが、やはりネコを除くと５種類の野生動

物たちがこの場所を使って動いているということがわかります。何年何月何日の何時何分に写った

ということまでこれでわかりますので、そういう行動も少しずつわかってくるわけです。 

 昨年、静岡市のほうから依頼を受けて中山間地、つまり里山を含めたいろんな地域でカメラによ

る調査をしました。この丸を打ってある80カ所にカメラを仕掛けまして、そこに写った動物たちを

全部、どんな動物がそこにいるのかというのを１年かけて調査をしました。カメラもある程度、高

価ですので、そんなに80台も一遍にかけられるわけではなくて、10台ずつを３週間ずつ分けてカメ
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ラを設置して、そこに写った動物たちを調べました。 

 そこでたくさん写っていた動物たちの１つにイノシシがあります。イノシシが20数カ所映ってい

ました。日本平、牛妻、安倍川沿い、それから清水区の興津川沿いですね。それから由比、蒲原。

こういうところにカメラを仕掛けて、それに写ったものを調べました。赤丸のところでイノシシの

写真が写っていたわけです。９月４日に子供が４頭写っています。それから、大きいイノシシ。そ

れから、縦に並びながら進行していますけど、５頭くらいのイノシシの子が写っております。それ

から大きな雄と雌のイノシシが写っています。番号はカメラを設置した番号です。 

 それからほかの場所でもやはりこういう雄、雌で写っていました。それから、これも大きなイノ

シシが写ってといました。人家のほとんどすぐ裏に近いところに仕掛けているのですが、いろいろ

なところでこれだけ多くのイノシシが写っているということは、それだけイノシシが人里近くまで

もうどんどん下りてきてるということになります。 

 ただ、今の自動撮影装置というのはデジタルカメラなんですけれども、動物を赤外線で感知して

シャッターが切れるまでに少し、時間がかかるのです。大体５秒から６秒。ですから、そのままス

ッと通り抜けられるとカメラに写らないということで僕らは、基本的にはこれ、アライグマの調査

のためにやったのですが、殻つきのピーナッツを置いて、それを食べているところだったらすぐ写

るだろうということで、撒き餌をしたりしています。 

 ではほかにどんな動物がいたかというと、タヌキが写りました。日本平にはもちろん、たくさん

タヌキがいます。先ほどのイノシシも、日本平で写っているわけです。 

 それからタヌキの場合、やっぱり人里に比較的近い所でタヌキが写っていますね。それからニホ

ンザルとホンドキツネが写りました。ニホンザルは子供を背負っていますけれども、ニホンザルの

場合にはほとんど昼間、写っていることが多かったです。ほかのものはほとんどが夜ですね。キツ

ネは、２カ所だけですから、比較的この中山間地には余りキツネはいないということが言えるのか

なというふうに、地図からは見られました。 

 それからイタチです。イタチは意外と減っているかなと思ったら、思ったより写っていて、人目

にはつかないけれども、案外たくさんいるのかなということはわかりました。 

 それからテンです。テンも本当は奥山の動物かなと思っていたのですが、意外と７カ所で写って

いまして、これも里山のほうに下りてきつつあるのかなというように思いました。 

 それからアナグマです。アナグマは、７カ所で写っていまして、比較的、昼間出てくることもあ

りますし、意外とたくさんいるのかなという気がしました。 

 それからカモシカです。７カ所で写っていますけれども、実際には薩た峠で出たことがあります
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し、もうどんどんカモシカは里山のほうまで下りてきて、竜爪あたりでは必ず見られるくらいに増

えていますので、特別天然記念物ですけれども、どんどん増えている状況が想像されます。 

 それからアカネズミ、ノウサギが写ったり、リスが竜爪山の下のところで写っているのが見つか

っています。 

 そして、今回の種の多様性の中でやっぱり一番問題になってくるのは外来生物という、もともと

日本にいなかった動物が日本に入ってきて、それらの脅威というのがすごく叫ばれております。外

来生物法が平成17年６月１日にできまして、特定外来生物による生態系、人の生命身体、農林水産

業の被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与す

ることを通じて、国民生活の安定向上に資するという目的のために、この外来生物法ができました。

そのために問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、

保管、運搬、輸入といった取り扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしているという

ことで、これは国の法律で、基本的には国が実施することなのですが、こういう外来生物に対する

法律ができております。 

 特定外来生物と今、言ってきましたけれども、特定外来生物とは、海外起源の外来生物であって、

こういう被害を及ぼすものから指定されます。特定外来生物は生きているものに限られ、飼育した

り、栽培、保管、運搬することが原則禁止されます。また、輸入も原則禁止ということで、さらに

今、飼っているものを野外へ放したり、植えたり、まくことは禁止されます。譲り渡し、引き渡し

も禁止されます。そういうことが法で定められ、特定外来生物に指定された動物たちは、我々が飼

うことは基本的には難しいということが言えると思います。 

 では、どんなものが特定外来種かといいますと、アライグマ。これはもう日本の全土におります。

47都道府県におります。それからハクビシンもほぼ、北海道を除いて殆ど見られます。それから千

葉県にはキョンというシカの仲間が増えています。それからミンクは北海道。長野あたりもいます

けれども、北海道でたくさん増えています。それからヌートリアという大きなネズミの仲間ですが、

これが増えて、岡山や広島では農作物の被害が出ています。これは今、愛知まで分布を広げていま

すから、静岡に来るのも時間の問題かなと思います。 

 それから、今一番、問題になっているのはマングースです。マングースは昔、沖縄や奄美でハブ

を退治するためにマングースを入れたのですが、マングースは別に危険を冒してまでハブを食べる

ことはなくて、そのかわりにいろいろな在来の動物たちを食いあさっています。例えばヤンバルク

イナだとか、アマミノクロウサギがマングースによってどんどん数が減っていますし、今、環境省

もマングース捕獲に一番、力を入れて、ここには国のいろいろなお金を使ってマングースの捕獲を



 

 9 

しています。 

 それからタイワンザルもペットというか、動物園というか、民間の動物公園などで飼われたサル

を逃がしたり放したりして、それが増えて今、和歌山あたりだとニホンザルと交雑して、しっぽが

ちょうど中間くらいのサルができているということです。こういう動物たちによって日本の動物た

ちがいろいろな被害を受けるということが言われております。 

 では、静岡県内ではどんな外来種がいるのかなというと、この４つが主な外来種です。 

 まずアライグマです。みんな、アライグマなんてこの辺にいないと思っているかもしれませんが、

実は、あとで言いますが、どんどん増えているのです。現在、静岡市も含めて三ヶ日、浜松、芝川

などにどんどんこのアライグマが増えてきております。 

 それからハクビシン。これは実は戦前に、昭和13年でしたかね。浜名湖で一番最初に見つかって

静岡が発祥地のようになっているのですが、もともとは日本にいた動物ではなくて、船員がペット

で持ってきて放したりとか、あと毛皮として一部輸入されてそれが捨てられたということもあるの

ですが、それがどんどん増えて、静岡ではミカンや果樹の害獣として知られています。この鼻筋が

白いのでハクビシンという名前がついています。 

 それ以外にはタイワンリスがいます。これは伊豆、それから浜松あたりで増えて、今、いろいろ

な樹皮、木の皮がかじられたり、ミカンだとか、電線がかじられる被害が増えています。伊豆のほ

うは多分、大島で増えた個体が船などによって運ばれて伊豆に来たかなと思います。浜松は動物園

で放し飼いにしていたのが増えていったという話を聞いております。 

 それからハリネズミ。かわいい動物なのですけれども、このハリネズミが実は伊東市で繁殖をし

ているということで、この内、アライグマ、タイワンリス、ハリネズミは特定外来種に指定されて

います。ハクビシンは逆に増え過ぎて特定にしても駆除ができないということがあるのかもしれま

せんが、特定外来種からは外されております。 

 ではハクビシンがどのくらいいたかというと、カメラの80カ所のうち、何と56カ所で写っている

のです。カメラに写った動物の中でハクビシンが一番多かったのです。静岡市のこの周辺で動物の

最優先種は何かと言ったらハクビシンなのです。もちろん日本平にもおりますし、人家のすぐそば

まで本当にべたべたと写っているわけです。いろいろなところでハクビシンはたくさん見られるよ

うになっています。 

 それからアライグマ。特定外来種のアライグマですが、かわいいですよね。昔、アニメでラスカ

ルというのであこがれて、みんな子供を飼ったのですけれども、僕はこのアライグマというのは気

が荒いからアライグマだと思っています。物を洗うんじゃなくて気が荒いのです。小さいときは確
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かにかわいいのですが、ある程度大きくなると飼い主でも何でも噛みついてきて手に負えなくなっ

てしまう。ラスカルというのは最後、野生に戻してハッピーエンドなんですね。だから、その飼い

主がラスカルにあやかって全部、自分の飼っていたのを飼えなくなったら野山に放したという。そ

れが増えてきたということが言えるのではないかなと思います。アライグマの特徴はこの黒い尾の

リングと目の周りのこの仮面のような黒い縁取りですね。 

 それで、どんな動物かといいますと、原産地は北アメリカ、こういうアメリカです。大きさは体

重が４から10キロくらい。雄のほうが雌より大きい。手で物をつかむことができるのが特徴です。

雑食性で、果物、昆虫、小動物、サワガニ、卵、何でも食べます。妊娠期間は約、犬と同じで60日

です。年に１回、春に３頭から５頭の子供を産みます。平均は4.2頭。巣は木の幹の高いところのう

ろとか岩のくぼみなどにします。すんでいるところは水辺近くの森や茂み。大体、１頭の生息範囲

が１から３キロくらい。１頭の雄の縄張りの中に数頭の雌が入ると言われています。夜行性で、暗

くなると木から降りて食べものを探し、主として水辺で餌をあさる。寿命としては10年ぐらいとい

うことです。 

 日本では1962年、岐阜の可児市で野生化が確認されました。これは愛知県のモンキーセンターか

ら逃げたのがここで増えております。それから80年代にテレビアニメでアライグマのラスカルが人

気となって、ペットの輸入が急増しました。90年代に入って国内各地で野生化が確認されました。

2001年には北海道。こういうところで自然繁殖が確認され、2002年には39都道府県。2003年に

は41都道府県。特に神奈川県の三浦半島あたりは生息密度が高くて、年間千頭くらいつかまえてい

るのですが、それでも逆に増えていると言われています。国はこの2005年に外来生物法で特定外来

種に指定し、規制をしましたけれども、時既に遅しということですね。 

 県内ではどういうふうな経過をたどっているかというと、2003年に富士宮の花鳥山脈で１頭捕獲

されたのが県内での初確認です。その後、2004年に由比町あたりで見られて、薩た峠で写ったり、

それから蒲原、由比。それから、清水区八木間、こんなところが主体でした。それ以外に船越公園

とか、沼津で保獲があったり、2008年に葵区の門屋、浜北、三ヶ日で確認されています。昨年は葵

区の神明町。神明町って街中ですね。それとか駿河区の大谷。すぐそばですけど、そこで捕獲され

ています。 

 カメラによってアライグマがどのくらい写ったかと言うと、カメラでは由比と蒲原しか写ってお

りません。本当はカメラでアライグマがどの辺まで来ているかなということを知りたかったのです

が、実際にカメラで撮影されたのは由比と清水区興津ですね。小河内とか承元寺とか、この辺しか

写りませんでした。 
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 例えば旧由比町と芝川町の境で写っています。これは桜野というところなのですけど、２頭写っ

ています。山内でも２頭。白井沢で１頭。こういうところでカメラに写っています。これは昨年撮

ったのですが、やはり１頭とか２頭、ある程度いそうな場所ではほとんど姿が見られております。

これは子供と多分、母親ですね。それから、これは母親と子供が３頭、合計４頭写っています。こ

んなふうにいろいろなところでカメラに写っているわけです。 

 結局、こんなに増えたのは、はっきり言ってアライグマに何の罪もありません。アライグマに責

任があるわけではないのです。すべて人間の責任です。ただ、人間の責任だから、やはり、逆にこ

のアライグマがほかの動物を襲ったりとかすると、もともといなかった動物に襲われるという、そ

の日本の動物たちも本当にかわいそうですから、やっぱり現在、日本にはアライグマはいてはいけ

ないということです。捕獲もしていかなければ、アライグマがどんどん増えてしまいます。僕がや

っているのはエッグトラップという、アライグマは器用ですから手で物をつかむことができます。

この中にピーナッツが入っていまして、それをつかむとわながはじけるというトラップを使ってい

ます。ただ押すだけの、タヌキやキツネが中へ一生懸命押してもはじけませんので、アライグマと

あと、サルだったらかかるかもしれないけれども、その２種類だけがかかる可能性のあるわなです

が、これはアメリカで実際に使っているわなを輸入してやっていますが、アライグマしかつかまっ

ていません。こういうものでいかに数を減らすかというのが現在、静岡の課せられた義務かなと思

います。 

 年を追ってアライグマの静岡市での分布を調べてみますと、2005年のときにはこの由比と蒲原だ

けだったのが、2007年には清水の興津川まで行って、それから2008年にはもうこの辺まで広がっ

て、去年、2009年には牛妻あたりでもカメラに写って広がっています。 

 結局、アライグマというのは子供が４月、５月に生まれて、９月ぐらいには親から別れていきま

す。そうすると子供は親と一緒にはいられませんので、どんどん外へ自分の新しいなわ張りを求め

て出ていかなければいけないということで追い出されていくわけで、それで新しいところを開拓し

ていかなければ生きていけないということで、本当に倍々でその確認面積は増えています。多分、

今年はこれがまたこんなになっているかなと。もう安倍川、藁科川を越えて、この辺まではアライ

グマが分布を広げているのかなということが想像されます。 

 それで問題点は、何でアライグマがいてはいけないかというと、やはり農業被害があります。ト

ウモロコシ、スイカを食べます。スイカをアライグマが食べた跡ですが、小さな穴をあけて、そこ

から手を突っ込んで中をほじくり出すということをします。それから家へ侵入します。屋根裏に登

って糞や尿で汚す。特に最近、京都や奈良で問題になっているのが、重要文化財のお寺や神社に入
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り込んでということがあります。それから伝染病などの感染の危険性があります。それにアライグ

マに遭遇して噛まれたりということもあり得ます。 

 さらに問題は在来生物への影響。アライグマが野鳥の卵とか、ひな、小動物、カエルやサワガニ。

こういうものを食べたり捕まえたりすることによってそれが減っていくということです。例えば、

今までの確認経過からいくと、2003年に由比で例えば20頭いたとすると、半分の雌が毎年、２頭

育てたとしたら、2004年、こういうふうに倍々で、2008年に640頭。去年は1,280頭で今年はもう

2,500頭くらいいる勘定になります。実際にはもっといるかもしれませんけれども、そのくらい増

えているということを知っていただきたいと思います。 

 北海道で、増え過ぎて困るというので、つかまえるための基本方針をつくりました。管理計画を

つくって、緊急捕獲地域に4,000頭前後いるとして、毎年2,000頭、2,000頭ととっていけば2011

年にはゼロとなるだろうというふうに試算して一生懸命とりました。その結果、今まで8,000頭く

らいアライグマを捕獲して処分していますが、2,000頭の目標に対して半分の1,000頭くらいしかつ

かまっていないということで、妊娠率が95％。そうやると、逆に半分しかとっていなかった場合に

2011年にはゼロになるどころか11万頭に増えてしまうという推計もあります。そのくらい多いし、

４月から６月の繁殖期にやはり捕獲圧を強める。つまり、雌親をつかまえればその哺乳している子

供たちも死んでいく。かわいそうだけれども死んでいくということを入れて、その札幌の野幌では

４、５百メートルに１個の箱わなを100個かけてつかまえるくらい、そのくらい真剣にやっており

ます。 

 アライグマは、ですから今、静岡市の農業被害とともに、やはり自然の中で一番問題のある種類

かなというふうに今現在考えています。 

 それ以外に野生動物の被害も増えています。奥山から里山に来たという先ほどのクマがあります

けれども、これはクマによる樹皮はぎ被害です。クマはこういうところをはいで、この中の樹液を

なめ取るという。歯の跡がずっとついていますけれども、こういう樹液をなめ取る。現在、いろい

ろなところで、はがされないように木にひもで縛って、クマが口ではがそうとしてもはがされない

ような防除をしたりもしております。 

 それから人里に出てきては悪さをするのが多くて、サルでは「猿落くん」という名前の防除法が

あります。サルがここから登っていくとこの上が外側に倒れるので中に入れないというもので、中

の畑を守るとか、あとは電柵でシイタケを守ります。それから、イノシシなんかではやはりお米を

食べるので電柵で保護します。人と動物たちが今、一生懸命せめぎ合いをやって、基本的に今、野

生動物のほうが人間よりも勝っているというのが現状で、被害はどんどん増えるばかりですね。 
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 あとはシカの被害も天城とか、富士山ではシカに皮をはぎ取られた森林がいっぱい出ております。

イノシシにも掘り起こされるところが至るところに見られますし、日本平もあちこちでこのイノシ

シ被害が出ております。 

 ただ、そういうものをどんどん撃ち殺すにしても、猟友会の方はどんどん数が減ってきて、猟友

会のほうが絶滅危惧種だと言われているくらいですので、（笑）撃ってくれる人もいないというこ

ともあります。やはり僕らは、殺さなくても、何とか一緒に共存しながら防除していくという必要

があり、これは僕がやっている団体の１つですけれども、カモシカから林業を守ろうという一つの

運動をやったりして、何とかカモシカを殺さないでもすむ方法がないかということを一生懸命やっ

ております。 

 要は人か動物かということではなくて、やはり人間が生きていくためには動物をうまく利用して

いかないと我々人類の発展もないわけでして、ですから人も動物の一緒に住める世界をということ

が僕らの目標かなと思います。僕らはやっぱり、このような自然に生かされているのだということ

を認識する必要があるのかなというふうに思います。 

 これで里山の動物たちの話は終わらせていただきます。 

 

○質問 ツキノワグマがよく出ているのですけれども、数年前に毎日新聞で見ましたら、日本には

１万５，０００頭くらいいるのに、４，０００頭ほど射殺されたというニュースを見たんですが、

今、どんな現状になっているのかお聞きしたいです。 

○講師 実際にはもっといるんじゃないかと言われています。ある動物写真家の方がカメラで一生

懸命撮っていて、長野県には千５、６百頭いるというふうに言われています。そのうち５、６百

頭は毎年とっていて、これだともうすぐに絶滅してしまうはずなのだけれども、カメラで撮ると

その場所に、昔よりももっとたくさんのクマが写っています。長野が１，５００から３，０００

頭くらいというのを上方修正しています。静岡にも南アルプスあたりは相当生息していると思い

ます。ただ、富士山のクマは孤立化しているので、富士山からほかの遺伝子の供給ができないの

で、富士山のクマというのは絶滅に向かっている可能性があるかなと思いますが、実際には１万

５，０００頭、もっといる可能性が多いです。それだけ増えているから、やはり人のほうに出て

きているというふうに思います。 
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講演②  「静岡発信、最新カメ情報！                        」 

 

        静岡大学地域フィールド科学教育研究センター 
                        学術研究員  加 藤 英 明 氏           
 

 

 よろしくお願いします。 

 「何でカメを研究しているのか」とよく聞かれます。カメって意外とわからないことが多いので

すよ。カメは私たちにとって身近な生き物ですが、野生の状態で何を食べているかとか、何年生き

るかとか、基本的な情報を知らないでカメをペットとして飼われる方が多いですね。そのため、カ

メを買って５年、10年経ち、大きくなって困った時に捨ててしまう人がいます。それでそのカメた

ちが原因で、静岡市、静岡県、日本全国、大げさに言えば世界中が、外来種問題で今揺らいでいま

す。そんな現状を今日は簡単に紹介していきたいと思います。 

 実際に生きたカメを用意していますので、席が遠くてよく見られないという方は終わったあとに

前に来てじっくり見てください。 

 こちらの新聞、今年の５月のものです。この中で「あ、見たことある、記憶にある」という方い

らっしゃいますか。ありがとうございます。この新聞に写っているカメは、ワニガメといいます。

こんなに口が大きいカメなんです。この新聞のおかげで、記事を見た方からワニガメが駿府公園の

お堀で捕れたよとか、川で見かけたよとかいろいろ連絡もらえました。もう少しあとで出てきます

が、カミツキガメというカメの報告もどんどん得られています。このように新聞で紹介するという

ことは皆さんの興味が深まることにつながって、変なカメがいたら「何とかガメじゃないか」とい

うことで私のところに連絡が入ります。これがまず生物多様性を守るための第一歩になるというこ

とを知っていただければと思います。 

 ワニガメですが、日本のカメではないんです。外国のカメです。詳しくはあとで説明します。実

際に今日は実物を持ってきましたので、見ていただきたいと思います。何でこのカメが私たちの身

近な川にいると困るのか、よくわかるかと思います。私一人では扱うのが大変なので、カメの調査

を手伝ってくれている静岡大学の学生さんにちょっと手伝ってもらいながら、実際に生きたワニガ

メを見ていただきたいと思います。 

 このワニガメは、危険動物（特定動物）に指定されていますので、一般の方にお願いして手伝っ

てもらうということはできないです。ですから普段から危険な生き物を見ている学生に協力しても

らいます。（笑）こちらがワニガメです。これは新聞で紹介された巴川の個体とは異なります。新
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聞掲載の２週間後に駿府公園のお堀で捕獲されたものです。扱いは難しく、ワニガメの口の前に手

を出してしまうと、私の指が３本、４本なくなってしまいます。それだけ怖いカメなので、今がこ

の講演の中で一番緊張します。（笑）このワニガメが噛む力、皆さんはどのぐらいあるか興味ある

かと思います。今日は実際にこのワニガメにあるものを噛ませてあごの力を見ていただきたいと思

います。まず大根を噛ませてみます。よく見ていてください。いきますよ。ザクッ。大根が簡単に

砕かれてしまいました。もし私の手であれば、このように指が取れてしまうわけですね。大根を食

いちぎる、このあごの力、見ていただけましたね。 

 もう１つキュウリも用意しました。もうキュウリでやらなくてもいいかなと思いますが、せっか

く買ってきたのでやってみたいと思います。２本で１００円するんですが。（笑い）２本まとめて

やってみましょう。サクッ、サクッ、サクッ。こんなワニガメが私たちの身の回りにいたんです。

本当のことを言えば、まだいるんですよ。まだまだいろいろなところから連絡を受けます。でもま

だ捕獲されていません。その場所を言うと大騒ぎになってしまうので、今回は詳しい場所をちょっ

と控えさせていただきます。 

 今からワニガメがどのようなカメなのか、簡単に紹介したいと思います。ワニガメは日本のカメ

ではなくてアメリカのカメです。アメリカのどこにいるかというと南東部、ミシシッピ川という場

所周辺に生息しています。大きくなると甲長８０センチ、体重１００キロに成長します。今皆さん

に見ていただいたワニガメは、どのぐらいの体重だと思いますか。前の方。何キロぐらいだと思い

ますか。正解は９キロです。この大きさでわずか９キロなのです。それが体重100キロになるとい

うとちょっと手に負えないですね。皆さんに見ていただいた先ほどのワニガメの甲羅の大きさは、

まだ４０センチないんですよ。カメの大きさの推定は難しいですよね。「今日すごくでっかいカメ

を見たよ。大きさは６０センチぐらい」と言うと間違いです。カメの大きさは甲羅の長さで示すの

が正しいです。首は伸びたりしますからね。この写真のワニガメは、８５キロぐらいあります。大

きいワニガメなんですが、ワニガメを持つこの男性も大きいです。身長１９０センチ以上あるよう

です。だからワニガメが大きく見えないかもしれませんが、私が持ったら私の姿がほとんど隠れ

てしまうかもしれませんね。そのぐらい大きくなるワニガメが、何と静岡市の巴川にもいたという

ことです。怖いですね。 

 ワニガメの寿命は１００年。結構生きますね。カメは万年ともいいますが、なかなか万年までは

いかないですよ。大体４０年、５０年、種類によっては１００年以上生きます。ワニガメの性成熟

ですが、卵を産めるようになるには甲長４０センチ以上が必要と言われています。ですからこちら

のワニガメはまだ子どもということです。大人になるのに１０年以上かかります。この１０年とい
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う時間、１０年と性成熟が遅いことは、実は少しありがたいことなのです。静岡県内、静岡市内の

川や池で繁殖は確認されていません。 

 ワニガメは卵を最大50個産みます。大体直径４センチぐらいですね。大きいサイズの卵です。ワ

ニガメは静岡県で捕れていますが、他県でも捕れています。そして自然の中で卵を産んでいたとい

う記録も残っています。２００６年、東京なのですが、不忍池という場所が上野にあります。その

公園を散歩していた人が、「大きなカメが卵を産んでいる」と通報し、警察が確認したところワニ

ガメであったそうです。もう既に日本国内で繁殖している、そんな状況が確認されたということに

なります。 

 日本における分布を簡単に紹介しておきます。ワニガメは北海道や東北地方の野外では確認され

ていません。実は、ちょっと寒いところが苦手なのです。その他の県ではどこにでも分布している

と考えていいでしょう。実際にワニガメは多くの県で確認され、静岡県では今年捕獲されてます。

去年は別の場所で発見されています。その前の年も発見されている。結構いるのですよ。 

 今日はもう１種類見ていただきたいのですが、こちらのカミツキガメです。この種類も口が大き

くて、噛みつきます。だからカミツキガメなのですが、これも実際に実物を見ていただきます。カ

ミツキガメは法律上生きた状態では運べないので、冷凍したものを見ていただきます。 

 このカミツキガメは、静岡県の東部で捕獲されました。大きいですね。これがカミツキガメです。

あとで前に来て見ていただければと思います。 

 このカミツキガメですが、カナダから南米のエクアドルまで広く分布しています。どのようなカ

メかというと、ワニガメよりも小さくて甲長５０センチ、体重４０キロ前後といわれています。寿

命は４０年以上ですね。実際にはそれ以上、６０年、８０年は生きると思います。 

 性成熟にかかる年数は、ワニガメより短いです。４年、５年ほどで卵を産み出します。もちろん

若いうちは産卵数が少ないですが、だんだん大型になっていくと１年間に40個産みます。最大１０

０個産む場合もあるそうです。卵の直径は約３センチ、ワニガメの卵より小さい卵ですね。小さな

卵を産む動物というのは、個数を多く産む傾向があります。だからワニガメよりたくさん産むので

しょうね。 

 このカミツキガメですが、残念なことに、県内ではワニガメ以上に捕獲されています。例えばこ

ちら、県東部のある川です。「この川に変なカメがいるけどちょっと怖いから調べてみてほしい」

と頼まれました。それで罠を仕掛けてみました。罠というのは簡単なものです。中にえさを入れて

水面下にわなを仕掛けます。すると、えさのにおいにつられてカメが入ってきます。それで、出ら

れなくなるというものです。うげと呼ばれる罠です。川に罠を仕掛けてみたところ、変なカメが捕
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れたとよく見ると、これがカミツキガメだったのです。このカミツキガメが噛む力は強いですよ。

私たちの指を切断する可能性もあります。動きは素早く、噛む力も強いカメなんですよ。静岡県の

東部から西部まで広く生息が確認されています。 

 ワニガメとカミツキガメの被害ですが、今のところ国内で噛まれたという報告はないとされてい

ます。ただ、私の耳には「だれだれさんが足を噛まれた」といった情報が入っています。これらの

カメに命を奪われることはないのですが、噛まれたという被害、報告は少なからずあります。 

 私たちに被害を及ぼすカメで、よくないカメですが、日本の生態系、もちろん水産資源にも悪影

響を及ぼします。だから対策をとらなければなりません。私はこのワニガメに、１週間に１キロぐ

らいえさを与えています。今週はイノシシの肉をあげました。えさを多く与えればバンバン食べて

大きくなってしまうので、今はえさの量を少しコントロールしているところですが、それでもかな

りの量を食べます。静岡の川に入りこんだワニガメやカミツキガメが、普段何を食べているかとい

うと、魚類が多いです。タナゴ、モツゴ、フナ、コイなどをバンバン食べてしまいます。場合によ

っては川を泳ぐ鳥類や小型の哺乳類も食べてしまいます。今後ワニガメやカミツキガメが増えた場

合、静岡県の水辺の生き物に対し大きな悪影響を及ぼすのではないかと考えます。 

 これらのカメを簡単に捕獲できればいいのですが、なかなか大変です。その理由の１つが夜行性

ということ。夜に動くので、人目につきにくいのです。ですから、発見される機会が少なくなって

しまいます。皆さんが寝静まったころに動き出しますから。 

 それから、ワニガメとカミツキガメは上陸することが少ないカメです。産卵期、６月から７月の

間は卵を産むために陸に上がってきます。それ以外の時は水中からほとんど出てきません。普通の

カメは日光浴しますね。昼間に日光浴をして甲羅干しをしている姿を見ることができますが、ワニ

ガメやカミツキガメは甲羅干しをしません。ですから日中に甲羅を干す姿を見られることはとても

少ないのです。それが発見を困難にする要因となっています。 

 これらのカメに川で出会わないのであれば安心ですが、ずっと見つからなければいいかというと

そういうわけではなくて、生態系を守るためにもやはり捕獲しなければなりません。これらの問題

でよくあがる例が千葉県の印旛沼ですね。この周辺では1978年にカミツキガメが初めて捕獲されま

した。「そんなカメもいるのだな」という程度であまり対策も立てずに放置していたら、現在は１，

０００頭以上、２，０００頭にも繁殖していると聞きます。カミツキガメが増え、水産資源をどん

どん食べてしまっているのです。これが大きな問題となっています。 

 ワニガメやカミツキガメを発見したときは、必ず警察もしくは最寄りの保健所に連絡を入れてく

ださい。少しずつでも捕獲していかなければ、将来が危ないです。１０年後、２０年後になって「増
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えたから捕ってくれ」と頼まれても大変です。その頃には駆除にかなりの時間とお金がかかってし

まいます。今のうちであれば、皆さんの協力を得ることで、繁殖と拡散を抑えることができます。

発見したときにはぜひ通報してください。今後、身近な川や池に入り込んだワニガメとカミツキガ

メの個体数を減らしていくことで、将来的に全てを取り除くことが可能になるかもしれません。ま

だ実際にどのくらいの数が潜んでいるかはわからないので、引き続き調査を行う必要があります。 

 ワニガメは性成熟が遅いので、比較的防除は簡単です。でもカミツキガメは対策を今のうちにと

らないと、後で困ることになります。 

皆さんはワニガメやカミツキガメに出会っても、どちらの種かわからないことがあるかもしれま

せん。これら２種の区別は意外と難しいんですよ。そこで簡単にカミツキガメとワニガメの違いを

知っていただきたいと思います。 

 「大きなカメがいる、ワニガメかもしれない」と通報を受け現場に行くとクサガメだったりする

ことがあります。ミドリガメの時もあります。どれがワニガメでカミツキガメなのか、今日聴講さ

れている方は実物を見ていただいたので、区別しやすいかと思いますが、この２種を区別すること

は難しいです。こちらの写真は左側がカミツキガメ、右側がワニガメです。比べてみると、何とな

く形に違いを感じられると思います。まずは、舌の上に疑似餌があるかないか。これは大きな判別

になりますね。ワニガメの場合、舌の先がミミズみたいになっています。これを動かすことによっ

て魚をおびき寄せてバクッと食べます。待ち伏せ型ですね。カミツキガメの場合は徘徊してバンバ

ン生き物を食べます。そんな違いがあります。ただ、口を開けたところをのぞかないとならないの

で、区別するには少し危険ですよね。 

 他の違いですが、これも危ないです。尾の腹面ですが、こちらもなかなか見られないですね。ウ

ロコの数が違うんですが、これも持って見なければわかりません。ですから、これも判別方法とし

てはふさわしくないです。 

 あとは甲羅の隆起が判別によく用いられます。ワニガメの甲羅はボコボコしています。一方、カ

ミツキガメの甲羅はのっぺりしています。この特徴で大体の方が区別されていますが、これも成長

とともに甲羅の凹凸がなくなったりするので判別に十分とはいえません。 

 判別に簡単な特徴はこちら。頭が大きいか小さいかです。ワニガメは口がとても大きく見えるの

ですが、それは頭が大きいからですね。口も大きいです。そのため、頭が大きくて甲羅に引っ込め

ることができません。ですから、私が甲羅の前方を持っても、手を噛まれることがないのです。カ

ミツキガメは、私が先ほどワニガメを持ったように持つと、頭が小さいので、くるっと頭を反転さ

せて私の指をかむことできます。ですからカミツキガメは持ち方がまた少し違うのです。 
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 このように頭の大きさで区別することも可能ですが、では、どうでしょう。皆さんが川辺を歩い

ていたら大きなカメを見つけました。何ガメでしょうか。こちらの写真を見てどちらか当ててくだ

さい。「頭が大きいからワニガメ、でも背中のゴツゴツがないなあ」。なかなか判断難しいですよ

ね。野生の個体は甲羅にこけが生えたりしますし。 

 実はこの写真、私が南米エクアドルで撮影したものです。エクアドルに分布しているのはカミツ

キガメです。カメを専門に研究していないと地域から種を推定することが難しいですね。エクアド

ルで撮影した野生のカミツキガメですが、野生といっても、どこにいたかというと、公園の水場に

いました。だから見てください。この公園、街の中にあるのですが、水場に柵がしてあります。親

水公園ではないのです。水場から離れてくださいということですね。手を入れればもちろんカミツ

キガメに噛まれてしまいます。だから「皆さん近づかないでください」ということになっているの

です。 

 一方で、この柵は、カミツキガメを人間から守る意味でも設置されているのです。実は、エクア

ドル政府はカミツキガメを保護の対象として守っているのです。だから「皆さん大切な動物に触れ

ないように」ということで柵が設けられています。柵には２つの理由があるんですね。でも、変で

すよね。日本では増えて困るのに、現地では保護されています。実は、このようなことよくありま

す。外国から輸入されるカメですが、日本では増えて困るけど、実際現地では数が減っていて保護

の対象になっているということがあります。 

 カミツキガメですが、特に中米のカミツキガメは国際自然保護連合ＩＵＣNのレッドリストでは

絶滅危惧Ⅱ類に位置づけられています。絶滅の危険が増大している種ということです。どのぐらい

のランクかというと、チータやツキノワグマと同等に絶滅の危機があるとされています。アメリカ

では州によって異なりますが、カミツキガメの捕獲が制限されています。それほど貴重な生き物な

のですが、日本では捕まえる人もいないし、食べる人もいない。大型個体の需要が低いために、自

然の中に逃げたものが減らなく、個体数が増えて困っているのです。 

 ワニガメも同様で、ＩＵＣNのレッドリストでは絶滅危惧に位置づけられています。また、ＣＩ

ＴＥＳ（サイテス）にも附属しています。ＣＩＴＥＳに興味のある方は調べてみてください。ワシ

ントン条約と言ったりもしますが、国際間で動物を輸出、輸入するときに規制がかけられています。

ワニガメはその枠に入っているのです。ゾウの形をしたＣＩＴＥＳというログを見ることがありま

す。ワニガメはＣＩＴＥＳ附属書Ⅲに指定されていますから、国際間での取引に対し制限がありま

す。現在アメリカに行ってワニガメをお土産に持って帰ることは難しく、必ず政府の許可が必要で

す。そんな貴重な生き物たちが私たちの目の前にいて、厄介者だと言われています。少しかわいそ
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うですよね。ワニガメは決して悪者ではありません。捨ててしまった私たちが悪いということです。 

 現地での現状ですが、ワニガメは大きくなる、凶暴ということで、古くからハンティングの対象

になっています。「俺はこんなでかいものを捕ったぞ」と競うことでハンティングが進み、ワニガ

メが減ってしまったのです。ですからどの州でも、今はワニガメは保護されています。捕り過ぎて

しまったので、最近のワニガメは小ぶりだそうです。なかなか大きいものが捕れないと言われてい

ますが、大きいものはどんどん乱獲されていなくなってしまったのが現状です。ですから、できる

だけ私もワニガメを大切にしたいのですが、日本の生き物ではないので、殺処分することもありま

す。 

 現地では保護されているワニガメやカミツキガメですが、日本では特定外来生物被害防止法にお

いて各々、要注意外来生物、特定外来生物に指定されています。また、ワニガメは動物愛護管理法

によって危険動物（特定動物）に指定されています。捕まえたからといって自由に飼育できません。

ペットとして購入する場合も飼育するときには必ず事前に都道府県知事、もしくは政令市の長の許

可が必要です。静岡市であれば静岡市長の飼養許可を得て、個体の登録をしなければならないので

す。大きな個体にはマイクロチップを打って個体識別できるようにします。 

 カミツキガメは、特定外来生物被害防止法で特定外来生物に指定されています。特定外来生物は

輸入も飼育も原則禁止です。例外として、死んでしまっているものは移動ができます。ですから、

今日は冷凍したものを持ってきました。カミツキガメは輸入禁止ですから、もう海外からペット用

に輸入されることはありません。それでも過去にはカミツキガメがたくさん輸入されていました。

どのくらいの個体数が輸入されたかについては、確かな頭数が把握されていないので不明です。ア

メリカでは輸出した頭数が記録されることもありますが、申告されていない場合もあるので確かで

はないようです。それでも、過去にワニガメとカミツキガメは合わせて数十万頭が日本に輸入され

たと考えられます。これらは主にペットとして輸入されていたのですが、飼育の途中で病気や事故

によって死んでしまった個体が多いことでしょう。でも、川に捨てられてしまった個体もいるでし

ょう。大きく成長すれば手に負えなくなります。また、２００５年に特定外来生物被害防止法によ

って特定動物に指定されたときに、カミツキガメが数多く川に捨てられたと考えられます。扱いが

煩わしくなると感じたのでしょう。カミツキガメは、過去に安くて１匹３，０００円で販売され、

県内では年間１００匹以上が販売されていたと考えられます。買われた人たちはそのカミツキガメ

をどうしたのでしょうね。環境省の許可を得て個人で飼育登録されている方は、静岡県では１０人

以下です。 

 次にワニガメです。こちらは静岡県では２００６年に危険動物に指定されました。飼育には登録
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が義務づけられたのですが、こちらの登録件数も少ないですね。こちらも静岡県で１０人以下。今

までワニガメを飼育していた人はどうしたのでしょうか。自分で責任持って泣く泣くワニガメの首

を切ってしまった、そういう人もいるかもしれないし、それはできないからといって川に逃がして

しまった人たちもいるかもしれません。ですから、県内の水域で罠を仕掛けてワニガメとカミツキ

ガメが捕まる、もしくはワニガメ、カミツキガメの情報が得られるようになったのは法律が施工さ

れる前の２００４年以降です。静岡市では、ワニガメを登録するのに２万６，０００円かかります。

でも過去にワニガメは安い店では１匹５，０００円で販売されていました。５，０００円で買った

ワニガメを２万６，０００円払って登録しますか？しない人が多いですね。ですから、今私たちの

身の回りの川は、外来産の大きなカメたちが口をあけてエサを待っている、そんな状況に陥ってし

まったのです。 

 静岡県では他にも外来産のカメが捕まっています。外国のカメ、様々なカメが今日本に入ってき

ています。ホームセンターでも売られていますね。そんなカメたちが私たちの身の回りで捕まって

います。 

 まずは、こちらのフトマユチズガメです。名前を聞いたことがない人が多いかと思います。目の

上に太い眉毛のような模様があるのでフトマユチズガメといいます。生物の名前は種の特徴を表し

ていますから面白いですよ。フトマユチズガメは要注意外来生物です。今後、日本の自然に入り込

んで増えたら困るということです。他にはハナガメが捕獲されています。これも要注意外来生物で

す。増えたら困るということです。これらは静岡市の河川で捕獲されています。それからミナミニ

ホンイシガメ。この種はベトナムから中国、台湾、日本の石垣島とか西表島にも分布しています。

どこの産地のものなのかわからないですが、静岡市で捕獲されています。これらの外来産のカメは、

もともと静岡市には生息していませんから、飼育個体が逃げ出したもしくは捨てられたものに間違

いありませんね。 

 もう１つはこちら、アカミミガメです。アカミミガメって御存じですか。耳周辺が赤いからアカ

ミミガメですね。昨年、新聞記事で紹介されたのですが、記憶にあるでしょうか。こちらの記事で

す。私と学生で実際に調べたのですが、県内各地でカメ類を５００匹捕獲したのですが、その８０

％以上は外来種だったのです。もともと在来のカメの個体数や分布を調べるために捕獲を試みたの

ですが、罠を仕掛けたら捕まるものは多くが外来産のカメばかりだったのです。これには困りまし

た。外来種対策も本腰入れなければなりませんね。 

 こちらは実際に捕獲しているときの写真です。カメが多い川では３０分でこれだけ多く入ります。

満員です。よく見るとまだたくさんカメが罠の入り口周辺で待っています。「早く出てきてくれ」、
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「えさ食べたい」と待っているのです。（笑）でも出られないですね。罠ですから。入ったら出ら

れない仕掛けになっています。この罠を引き上げてみると、中は外国のカメばかりです。 

 日本のカメはどこかというとここにいます。写真の中にいる黒いちょこんとしたカメがクサガメ

です。その他は全てアカミミガメです。知らないうちに川がこのカメに占領されていたということ

がわかりました。 

 今日はそのアカミミガメも、紹介したいと思います。皆さん御存じあるアカミミガメ、アカミミ

ガメというのは通称ミドリガメと呼ばれます。ミドリガメの名の由来は緑色だからですね。 

 こちらがアカミミガメの実物です。このミドリガメを縁日やペットショップでは１匹５００円く

らいで売られています。買われる方の多くは、ミドリガメが大きくなるということを知らないので

す。実際に成体を持ってきました。こんなに大きくなります。ですから、５００円で買ってもこれ

だけ大きくなるカメなので、２万円の大きな水槽も一緒に買ってほしいのですが、５００円のカメ

を買って２万円の水槽代を払ってくれる人はなかなかいないですね。大体、ミドリガメは大きくな

ったら川に逃がされてしまいます。 

 「逃がしてあげる」と言う人も多いですね。私は環境教育で必ず小学生に聞きます。「この中で

ミドリガメを飼っている人はいますか」と。すると、３分の１ぐらいの生徒が手を挙げることがあ

ります。そして、「大きくなったらどうするの」と聞くと「川に逃がしてあげる」と返事が返って

きます。仏教国では、カメを川や池に放すと御利益があるといった風習があります。ミャンマー国

でもタイ国でもそうでした。アジア全体でそういった風習がありますね。日本は仏教国なのかわか

りませんが、カメを自然の中に放すことはよいことだと思っている人が多いです。実際にはよくな

いことですが、子どもたちはわかっていないですね。特にこのミドリガメは外国のカメです。川に

捨てないでと教えています。 

 こちらの大きなミドリガメですが、少し見てください。凶暴です。もう噛みましたね。くわえた

ボールペンを引き込み放しません。あごの力はこのぐらい強力なのです。ですから皆さんの指がこ

の口の中に入ってしまったら、出てくるときには肉がなくなっているということです。これが可愛

らしいミドリガメの正体です。捨てられて凶暴化したのではなく、もともと凶暴なのです。日本の

ニホンイシガメ、クサガメは、どれだけいじめても噛みません。性格が穏やかなのですが、外国の

カメって結構凶暴なのです。噛まれたら大変なので、私としてはできるだけペットショップに置い

てほしくないですね。ミドリガメを売るときには、「こんな大きくなるよ」と実物で示してほしい

ものです。大きくなることを知らずに買われる方が多いということです。 

 ミドリガメですが、もう少し説明したいと思います。まず分布ですが、アメリカ、日本、中国、
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インド、フランスなど世界中に分散しています。ただし自然分布という、もともとカメがいた場所、

生息地はどこかというとアメリカのミシシッピ川です。ワニガメとかカミツキガメが生息している

場所ですね。そんな川に生息しています。甲長は最大２８センチ。今日連れてきた個体で２２セン

チです。さらに大きくなりますね。結構大きくなります。「２８センチのカメを飼いますか」と聞

くと、「飼える」と答える人が多いのですが、実際に実物を見せてみるとどうでしょうか。「いや、

うちで飼うのはちょっと」と言う方が多いです。 

このアカミミガメ（ミドリガメ）には、似たような仲間が15種いて、北米から南米まで分布して

います。市内では、キバラガメというアカミミガメの仲間も捕獲されました。他には、クーターと

呼ばれる仲間で、フロリダアカハラガメも捕まっていますね。これらのカメは一般にはアカミミガ

メと区別しにくいです。興味のある方は、書籍やインターネットで調べてみてください。 

 現地ではどのようなところにアカミミガメの仲間が棲んでいるかですが、どうでしょう。こちら

が現地写真です。私たちの身近な川とは大きく異なりますよね。巴川とは全然違います。この川に

何がいるかというと、ワニがいます。アメリカワニは４メートル、６メートルになります。他には

カメを襲うカワウソがいます。凶暴なガーパイクと呼ばれるワニ魚もいます。そんな敵が多い過酷

な環境で生きてきたカメが、アカミミガメなのです。一方、私たちの身の回りの川はどうでしょう

か。ワニもいないしカワウソもいません。そういった環境であるために、アカミミガメは日本の自

然にどんどん入り込むことができたのです。 

 移入の経緯ですが、まずアメリカで養殖が始まったのは今から１００年ぐらい前のことです。カ

メが売れるのではないかと、繁殖させて、それを世界に輸出し始めたのです。日本への輸入は１９

２０年代からです。もしかしたらその前から輸入されていた方もいたかもしれません。その後、野

外でアカミミガメが発見されたのは、今から５０年ぐらい前です。その頃はどうでしょうか。緑色

のカメが川で目撃されたら、みんなでタモ網を持って捕まえに行ったことでしょう。ですから、こ

の頃は川で見つかってもみんなが捕ってくれたので、定着が防げていたでしょう。小学生の頃にミ

ドリガメを持ってたらクラスの人気者だったという話をよく聞きます。 

 １９６６年には、ミドリガメがチョコレートお菓子の景品になりました。今では考えられないの

ですが、お菓子の景品に生物が用いられていました。すごいですね。その数、毎週３，０００名で

す。（笑）このでかいカメの赤ちゃんを。“アマゾンのミドリガメをあげます”というキャッチフ

レーズでアカミミガメが全国に配られました。では、この会社が悪いかというと、そうでもありま

せん。この時代はこういった人気の商品を使うというのはよくありました。それだけミドリガメの

需要が高かったということです。やはり、捨てる人が悪いんです。 
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１９９０年代になりますと、日本には毎年１００万匹以上のアカミミガメがアメリカから輸入さ

れました。どうでしょう、１０年間で１，０００万になります。それだけ大量のミドリガメが日本

に入ってきたのです。さらにミドリガメの人気は高まり、１９９７年にはクレーンゲームの景品に

もなっています。過去８０年間で輸入されたアカミミガメは、少なく見積もって２，０００万匹で

す。少なく見積もってです。ワニガメとカミツキガメとは比べものにならないぐらいの数ですね。 

 話は少し変わりまして、こちらは静岡県西部のある川の写真です。少し濁って汚い川なのですが、

このような川に誰がしたのでしょうか。実は、カメ。よく見てください。川にポコポコ浮いている

もの、これは全部カメなのです。土手でも大量のカメが日光浴しています。カメがたくさんいるカ

メだらけの川。これらのカメの正体は、アカミミガメです。全部ミドリガメです。ミドリガメが静

岡県の河川の環境をどんどん、どんどん悪くしています。 

 その原因の１つは食性にあります。ミドリガメをペット屋さんで買うと、一緒に売られているエ

サも購入して、一般的にはそれが与えられるのですが、野生では何を食べているかというと、実は

植物を中心に食べています。“植物中心に食べる生物は凶暴ではない“というのは私たちの間違っ

た考えで、植物を食べる動物にも凶暴なものはいますよ。野外で捕獲されたアカミミガメの胃の中

を、ちょっと見させてもらいました。これがその写真です。どうでしょうか。99％以上が植物です

ね。その多くが、ガマ。ヒメガマを食べています。大きなアカミミガメの胃内容物の重さは100グ

ラムほど。10匹では１キロ。100匹では、と計算していくと、かなりの量の植物を食べていること

になります。 

 こちらは一般的に見られる水辺の環境です。この辺には沈水植物が生えていて、浮葉植物も見ら

れる。ヒシやハス、ガマが見られます。アカミミガメはこれらの植物のどれから食べていくかとい

うと、軟らかい葉を中心に食べていきます。ですから軟らかい植物が多く生えるこのあたりの水草

から食べられ、食べ尽くすとまた別の植物に移る。少し硬いけどハスも食べます。ハスがなくなっ

たら次にガマを食べます。先ほど見た麻機の池で捕まったカメの胃内容物では、ヒメガマが多く確

認できましたね。きっと、周囲の軟らかい沈水、浮葉植物は食べつくされてしまったのでしょう。

カメの胃の中を調べれば、カメが棲んでいる環境がわかったりします。 

 水草は水質浄化を助けます。その他にも魚の産卵場所となります。この写真の水草には、タモロ

コの卵が産みつけられています。アカミミガメは、このような魚が卵を産む場所である水草、そし

て魚の稚魚が隠れ棲む水草、水質浄化を助ける水草を全部食いつくしてしまうんです。これがアカ

ミミガメが引き起こす大きな問題ですね。静岡県の川が徐々に死んでいます。 

 川が死ぬのはどういうことかというと、一言で言えば生物多様性が失われるということです。水
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草から、それに依存する生き物から水生昆虫まで消えてしまう。もちろん水草がなくなったら次は

他の生物を追いかけて食べますから、様々な生物を食い尽くして生物の多様性を失わせてしまいま

す。だから、たった500円で買ったミドリガメなのですが、川に放されるととんでもないことにな

るのです。私はミドリガメを「生きた地雷」と呼んでいます。地雷というのはつくるのに１個100

円、200円ですが、処理するには結構なお金がかかると聞きます。ミドリガメも買うときは安いの

ですが、残念ながら川に入り込んでしまうとそれを駆除するために結構なお金がかかってしまいま

す。ですから「カメを逃がさないで」と皆さんに言っているわけです。 

 外国のカメは日本のカメにも影響を及ぼしますね。アカミミガメというのは食物や日光浴する場

所、産卵する場所を日本のカメと争ってしまいます。争って負けてくれればいいのですが、どうで

しょう、ワニがいるアメリカの川で生き延びたアカミミガメですよ。日本のカメは負けてしまいま

す。だから日光浴をしているカメを見てみると、大抵アカミミガメ。占領されていますね。日本の

カメは一体どこへ行ったのかというと、追いやられて川の隅っこにいるわけですね。アカミミガメ

は日本のカメを追いやってしまっています。 

 アカミミガメの防除を困難にする要因は繁殖力が高いこと。川に入り込んだものが、どんどん、

どんどん卵を産んでしまいます。アカミミガメは、日本のカメよりも産む卵の量が多いです。日本

のカメは１０個前後。多くても２０個ぐらいです。一方、アカミミガメは年間40個産んだりもしま

す。ですから、今、川に数え切れないほど多くのアカミミガメがいて、それを捕るのが困難なので

す。今日は卵も用意しています。これはアカミミガメ１匹のメスのおなかの中から取られた卵です。

殻がある卵ですね。それから、殻がつく前の状態、この小さな卵は卵胞です。大きな卵胞が大体50

ぐらいあります。この多くがワンシーズンに出てくるんですね。 

 アカミミガメの防除を困難にする要因には、川に捨てられることもあげられます。飼育する場合、

死ぬまで一生世話をしてください。大きくなりますよ。それを覚悟の上で飼育してください。なか

なか難しいですよ。ミドリガメの寿命はどのくらいなのかと聞かれるのですが、約３０年です。長

ければ５０年です。私は今３０歳なので、ミドリガメを飼ったら８０歳まで世話をしなければなら

ないかもしれませんね。大変ですね。私が初めてカメに関わったのは幼稚園のころです。道路を歩

く大きなメスのクサガメが捕まえられて、それを飼育することになりました。そんな幼稚園のころ

に飼い始めたカメが、まだ今も生きています。飼育してもう20年以上になります。カメは結構長生

きしますよ。今は少し忙しいので母親に世話をお願いしていますが、子供の頃には自分だけで飼い

きれるのかどうか考えられないですよね。何も考えずについつい飼ってしまうのですが、カメは本

当に長生きします。 
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 最近、こんな質問を受けます。「日本のカメなら川に逃がしていいのか」。答えはだめです。動

物愛護法で動物の遺棄に相当しますから処罰されてしまいます。日本のクサガメもニホンイシガメ

も、川に放さないようにしてください。法律で禁止されているから捨てない。でも、それだけが理

由ではないですよ。ニホンイシガメは生息域が山間部で水の透き通った場所に好んで棲みます。ク

サガメはどちらかというと平地の濁った場所に好んで棲みます。クサガメはよく泥亀と呼ばれたり

もしますね。このように両種は棲み分けています。私たちの身の回りには、ペットショップがあり

ますね。そこで売られているカメには、クサガメもニホンイシガメもいるわけです。クサガメが生

息する地域に、買ってきたニホンイシガメを捨ててしまうとどんなことが起こるか。けんかをして

くれるならいいのですが、逆なのです。仲良くなってしまうのです。そして、子孫を残してしまい

ます。そんな現状を紹介します。こちらの写真左側がニホンイシガメ、右側がクサガメです。クサ

ガメは比較的真っ黒ですね。ニホンイシガメはオレンジ色です。でも調査を行う中で、変なカメた

ちが捕獲されました。何ガメかというと、実は交雑個体、ハイブリットでした。エコではないです

よ。エコではないハイブリットですね。ニホンイシガメとクサガメの雑種です。これは遺伝子汚染

が起こっていることになります。このまま雑種形成が進行すると、日本の固有種ニホンイシガメと

いう種そのものがいなくなってしまいます。カメはいるけれどニホンイシガメのＤＮＡが消えてい

る状態です。むやみにカメを捨てると、遺伝子汚染という問題を引き起こします。だから法律があ

るからカメを捨てないのではなくて、なぜ捨ててはいけないのか。雑種をつくらない、在来のカメ

を守るためにも、ニホンイシガメやクサガメを飼育しても捨てないように、逃げられないように気

を付けてください。 

 私は、ニホンイシガメとクサガメの調査をしていますが、雑種なのかどうか区別がつかない個体

が捕獲されることがあります。例えばこちらです。クサガメとニホンイシガメの雑種なのですが、

この雑種がまたニホンイシガメと交雑すると、ニホンイシガメっぽい雑種が産まれます。クサガメ

と交雑した場合は、クサガメっぽい雑種が産まれます。こうなると、なかなか外部形態から雑種の

特定が難しくなるのです。ですから遺伝子の汚染の進行は、なかなか目に見えてこないのです。 

 そこで何を調べなければならないか。ＤＮＡです。ＤＮＡを解析することで、静岡県におけるカ

メ類の遺伝子汚染がどれほど進行しているのか明らかにしようと試みています。ＤＮＡを調べると

何がわかるか。まずこちらの写真を見てください。こちらはニホンイシガメのDNAバンドです。複

数のDNA断片を増幅しています。一方こちらはクサガメのDNAバンドです。これらを比較してみた

ところ、それぞれ異なるDNAバンドがあることがわかりました。このバンドを持っていればニホン

イシガメ、このバンドを持っていればクサガメというふうに両種を見分けることができるのです。 
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 では、雑種ではどのようなDNAバンドを持つでしょうか。なんと、雑種ではニホンイシガメとク

サガメの両方のDNAバンドが確認できました。この手法を用いることで、雑種であると判定できる

のです。目に見えない遺伝子の汚染が見えてきましたね。 

 ニホンイシガメとクサガメの雑種は20年前から知られていました。でも、本当に雑種なのか否か

を特定することが難しかったです。それでずっと20年間あいまいだったのですが、今年２０１０年

にDNAからの雑種の特定に成功しました。私と学生で頑張りまして、ようやくこのような学術論文

にすることができました。ただ、この手法が万能ではなさそうです。今後もさらに研究を進めてい

かなければならないですがこのような研究を行うことによって、遺伝子汚染の現状を客観的なデー

タで示すことができ、静岡市の大切な生き物を遺伝子レベルで守っていくことができるのです。も

ちろん研究には時間もお金もかかります。 

 どうでしょうか。ニホンイシガメとクサガメも川や池に放してはいけません。このような説明す

ると、また聞かれます。「ニホンイシガメがいる場所だったらニホンイシガメを逃がしていいでし

ょ」、「クサガメがいる場所だったらクサガメを逃がしていいでしょ」って。いけませんよ。地域

が変われば遺伝子も変わります。九州のニホンイシガメと静岡県のニホンイシガメでは遺伝子が異

なります。ですからどこの産地かわからないニホンイシガメやクサガメをペット屋さんで買って、

それを静岡県で放されるとどのようなことが起こるかというと、やはり遺伝子の汚染が起こってし

まいます。遺伝子の多様性を損なうことになります。 

 生物多様性というのは、生き物がただたくさんいればいいんじゃないです。いろいろな種類がい

ればいい。もちろんそうなのですが、静岡県には静岡県のカメの遺伝子があります。そういった遺

伝子を守るためにも、ほかの地域のカメを持ち込まないということが重要なのです。日本のカメの

遺伝子が均一になってしまうと困りますから。例えば、皆さんには風邪に強い人もいれば弱い人も

います。遺伝子が風邪に弱い人に偏ってしまうと、風邪で全員大変な思いをするということになり

ます。ですから種を守るには、遺伝子の多様性を守らなければならない。それがなかなか目に見え

ない世界なので、生き物を守るというのは大変なことなのですよ。 

 最後に、カメが安心して棲める環境を紹介しておきます。よく、「カメにとって良い環境とは」

と聞かれます。まずは、カメの生活史を知ってください。皆さんはご存知かと思いますが、淡水産

のカメは川の土手や畑で産卵します。意外と畑が多いですね。そして60日ぐらいで孵化したカメの

子どもが川や池に戻り、水辺で成育するのですが、こちらの写真を見てください、このような浮葉

植物とか沈水植物が生えている場所で子どもが育ちます。ここでは稚魚も育ちます。エビもいます。

水生昆虫も育ちます。このような場所をナーサリースペースと呼んだりもします。カメが育つには、
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植物が繁茂し、エサとなる生物が多く暮らすこのような浅瀬の環境が必要です。 

 この写真の中にもカメの子どもがいます。探してください。難しいですよね。ここにカメの赤ち

ゃんがいます。このような環境でカメの子どもが育ちます。カメの子どもが成長して、卵を産める

ようになるまでどのくらいかかるというと、７年ほど必要です。ですから、川にカメがいればいい

のかというとそれだけではなくて、この写真のような生物が多様な環境が必要で、大小様々な大き

さのカメが生息している状態が健全です。 

 でも、静岡の川にはカメの生活環を妨げているものも多いですよ。生活環とは、子どもを産んで

命をつないでいくということです。見てください。こちらの川は、垂直なコンクリート護岸ですね。

これは洪水時に水が逸水するのを防ぐためにつくられているのですが、これではカメも越えられな

いです。カメが陸に上がれません。卵を産めません。ですからこのような川では個体数が減少しま

す。「うちの前の川にはもう10年20年、カメがいるよ。でもいつも同じカメだ」。それではだめな

のです。カメは増えて命をつなげていかなければならないのです。 

 もう１つは砂防堰堤です。魚が越えられない砂防堰堤ですが、この堰堤があるとカメにもよくあ

りません。流されたカメがもとの住処に戻れないのです。ニホンイシガメは比較的川の上流に棲ん

でいます。しかし、ニホンイシガメが堰堤から落ちたらもう戻れません。そんな堰堤が上流から２

０個あったらどうでしょう。徐々にニホンイシガメが堰堤を下りてしまい、最後にはクサガメが棲

む流域に入り込み、雑種を形成してしまう。ニホンイシガメとクサガメが混成して遺伝子汚染につ

ながっていくのです。カメが乗り越えられない堰堤の存在も、カメが安心して生活できない環境要

因の１つです。 

 コンクリート製の用水路も、カメに悪影響を及ぼします。用水路の土手は消え、今は多くが垂直

なコンクリートで作られていますね。これが様々な問題を引き起こします。こちらの写真を見てく

ださい。ここにニホンイシガメがいるのですが、陸に上がれないのです。上がれないとどのような

弊害があるかというと、もちろん産卵できない。それから、日光浴ができず体を乾かせない。体が

乾かないと体についたヒルを落とせませんから、血を吸われてどんどん痩せて死んでしまいます。

カビも体中に蔓延して死に追いやられてしまいます。 

 カメを守るためには、まず残された自然をこれ以上壊さないということが重要です。あとは今ま

で私たちが変えてきた環境、それをカメが安心して棲める環境に復元するというのが大事です。カ

メを守るには、カメをまず知ることが大事ですね。カメが増えていくために必要な環境要因をまと

めていく。カメにとって何が必要かということを考えていかなければ、守ることはできません。 

 例えば過去の試みですが、カメがはい上がれるようにスロープをつくりました。排水路等にスロ
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ープを設置することによって、カメがスロープを上がり陸に出ることができます。カエルも上れま

すね。ただこの写真のスロープは幅が狭くて効果が弱いので、できれば水路の壁面の一部を外して

すり鉢状に掘り込んで、カメが上がれるようなスロープにしたいです。もちろん土地の所有者さん

の許可を得て、カメに安全で棲みやすい環境をつくる試みを進めていきたいです。このような脱出

スロープの作成は、他の生き物にも効果があります。これであれば哺乳類も上れますし、ヘビとか

カエル、イモリも上れます。水鳥の雛も。多くの生物の生活に配慮した環境作りを行うことが、生

物多様性の保全につながります。 

 ただ、外来種を駆除しないとどうなりますか。外来種を駆除する前にこのようなスロープをつく

ると、アカミミガメがどんどん上陸して卵産してしまいます。ですから、まず外来種を駆除する。

そのあとに在来種の保護のための環境作りを進める必要があります。 

 人工的にカメを繁殖して放流することは、なかなか難しいですね。今、私も増やしています。川

で捕まえたカメを繁殖させてもとの川に放す。ただなかなか実現できないのですよ。時間がかかり

ますし、カメを孵化させることも、育てることも大変です。もちろん、遺伝子が汚染されていない

かどうかを調べなければならないし、病気になってしまったら、そんなカメを自然に戻すのは危険

です。 

 こちらの新聞記事を見ていただいたでしょうか。海ガメ、アカウミガメの放流ですね。今年、静

岡市清流の都創造化と東海大学が共同で、卵を保護し孵化させました。そして、子ガメを海に戻し

ました。静岡市ではこのような活動も行われています。淡水産のカメではまだ行われていないので

すが、海のカメでは徐々にですが、このような保護活動が行われています。今後は、海のカメから

川や池のカメまで、広い水域でカメが安心して生活できる、そんな環境を取り戻せていければと思

います。 

 生き物を守るといっても、なかなか個人では大変ですよね。私たちにまずできることは何かとい

うと、カメを川に捨てないこと、また、そのことを周知させることです。これを徹底していただき

たいです。もちろんペット屋さんでも、カメを売るときには「逃がさないで」と言っていただきた

いです。買う側にも、カメを捨てるということは動物の遺棄につながるし、私たちが住む静岡市の

環境を破壊してしまうということをよく理解していただきたいです。そのために、今後もどんどん

啓発的な活動をしていきたいと思います。 

 以上です。御清聴ありがとうございました。 

 


