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2007年の、各調査海岸の詳しい結果がまとまりまし

たので報告します。

各海岸の今年の状況は表の通りですが、上陸回数

は627回、産卵回数は325回となりました。この数は昨

年の上陸回数545回、産卵回数309回をすこし上回りま

した。しかし、前号でも述べましたように昨年の上陸回

数はその前の年（上陸回数1133回）の半分以下でした

から、とても上陸回数が回復したとは言えません。この

状況は昨年同様に全国的な傾向となっています。

各海岸の上陸回数を見ると、明神山、一ツ葉、空港

北浜が前年より減りました。このうち、明神山海岸は、

昨年度ほとんどの海岸が大幅に上陸回数を減らす中

で、上陸数が増加していた海岸でした。しかし、昨年か

ら続けられていた護岸工事や不十分な養浜工事の影

響でしょうか。今年の明神山海岸は他の海岸とは対照

的に減少結果となりました。その他の海岸の上陸数は

前年より上回っているものの一昨年の数には遠く及び

ませんでした。

さて、今年のアカウミガメの上陸回数は627回で産

卵回数は325回となっています。これはアカウミガメが

産卵のために627回も上陸したものの、結局産卵出来

たのはそのうち325回であったことを表しています。つ

まり、上陸した母親カメたちが産卵できる機会は半分く

らいしかないことを示しています。その原因はいろいろ

考えられていますが、その一番の原因として人間活動

の影響や自然環境変化が挙げられています。私たち

野生研では上陸や産卵回数を記録するだけではなく、

産卵された卵の移植や各種の生態調査を行うことで、

アカウミガメの上陸産卵する砂浜海岸の変化に対応し

た保護活動を今後も続けてゆきたいと思っています。

上陸 産卵 産 卵 産 卵 移植 戻り
標識数

漂着 前年 上陸
前年比

回数 回数 移植なし 移植あり 卵数 回数 死体 上陸数 増減
堀之内 69 44 27 17 1755 25 8 0 56 13 123%

新富 124 84 53 31 3568 40 0 0 95 29 131%

大炊田 99 60 39 21 2569 39 22 0 68 31 146%

明神山 122 48 19 29 3333 74 7 0 154 -32 79%

住吉 38 21 11 10 1112 17 4 0 27 11 141%

一ツ葉 7 3 3 0 0 4 0 0 11 -4 64%

松崎 75 29 22 7 690 46 2 0 72 3 104%

運動公園 41 11 4 7 916 30 2 0 39 2 105%

こどものくに 48 22 11 11 1174 26 1 0 15 33 320%

青島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

空港北浜 4 3 3 0 0 1 0 0 8 -4 50%

全 体 627 325 192 133 15117 302 46 0 545 82 115%
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日本ウミガメ会議「おじゃり申せ種子島会議」報告

2007年11月16日から18日までの3日間、

種子島において開催された第18回日本ウミガ

メ会議「おじゃり申せ種子島会議」に参加し

てきました。鉄砲伝来の地やロケットとして

有名な種子島ですが、アカウミガメの産卵に

関してはお隣の屋久島が有名なせいか、私自

身あまり知りませんでした。

宮崎野生動物研究会からの一行は16日の昼

前に到着し、午後は車で種子島巡りです。南

端門倉岬からは、砂浜から後背の森、田んぼ

が美しく残された前之浜を一望することがで

きました。２日目からは特別講演やポスター

発表です。オーストラリアから来日されてい

たリンパス博士の講演では、オーストラリア

での地道な保護活動が報告されました。196

8年以降、標識調査が実施されており、標識を

つけられた子ガメが約29年で産卵に戻ってき

た話、オーストラリアでは漁業による混獲で

アカウミガメが大きく減少したという話、ま

た産卵後2時間以内に移植することで高いふ化

率が保たれるという話が印象に残りました。

特に移植に関しては、今後我々もふ化率を高

める方策を考える必要があると感じました。

その他の発表では、背中にカメラをつけて採

餌行動を調べた研究などが報告され、ハイテ

ク技術の進歩によりカメの生態も少しずつ明

らかになってきているようです。 岩切 康二

ポスター発表をする竹下会長

ちょっと寄り道

種子島博物館（鉄砲館）

初日の昼休み、種子島博物館を見学したので紹介します。

建物は16世紀のポルトガル船を模した感じで、船尾が入

り口となっています。入館料は420円、入り口すぐ右手に何

かの化石がありますが、何だったか記憶にありません。ただ、

種子島は化石も良く出土し、そのせいか？良質の砂鉄も多く

採取できます。それが国産第一号の火縄銃を製作成し得たのかもしれません。

種子島は平らな島で、大きな木はないと思っていたら、何んと推定樹齢900年、胸高直径

約12ｍ、樹高32ｍのヤクタネゴヨウの切り株の展示があり、昔から屋久島・種子島の特産

種として自生、丸木舟の材料として利用されていたようです。

鉄砲の展示は、1543年ポルトガル人からの鉄砲伝来の地で、鉄砲館と名付けるだけあっ

て、古い火縄銃をはじめ、世界中の珍しい銃が100丁近く展示され、ゆっくりと時間を掛け

て見て回りたい所です。機会があったら是非行ってみると良いでしょう。 中村 豊
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宮崎の動物

『みやざきのさかな』

私たちの住む宮崎県は東に日向灘があ

り、黒潮の恵みを受け、多くの魚類を初

めとする水生生物が生息しています。平

成10年3月27日に「みやざきのさかな」

として15種が選定されていたことをご存

じですか？「みやざきのさかな選考委員

会」が漁協推薦の49種、一般公募3495

通の109種の魚の中から、①宮崎のイメ

ージに合うもの ②県民に親しまれてい

るもの ③相当の漁獲量があるもの④特

産品か特産品にしたいもの等を基準とし

て選定されました。その15種は春夏秋冬

・川のさかなに分けられています。春は

カツオ・マグロ・タイ、夏はカンパチ・

シイラ・トビウオ、秋はイセエビ・アジ

・イワシ、冬はブリ、ヒラメ、オオニベ、

川はアユ、ウナギ、ヤマメの15種です。

その中でも、近海カツオ一本釣り、ウル

メイワシの漁獲は日本一です。カンパチ

やウナギは養殖も盛んで、生産量はカン

パチが全国2位、ウナギが全国3位となっ

ています。「みやざきのさかな」は全国ト

ップクラスなのです。宮崎の豊かな資源

を守るためにも環境保全・改善は喫緊の

課題と言えます。 前田修大

ア ユ 斉藤政美氏提供

孵化調査参加者の声

アカウミガメのふか調査に行ったよ

ぼくは、はじめてアカウミガメの赤ちゃん

を見たときに「かわいー」と思いました。ア

カウミガメの赤ちゃんをもって帰りたいと思

ったけれど「ぜつめつきぐしゅだからだめ」

といわれたのであきらめました。

１００このうち１００ぴき生まれてほしか

ったです。夜の海はザーという音がして風が

強くて気持ちよかったです。

檍北小３年 福島健生

ぼくは、ウミガメのふか調査に行きまし

た。最初生きていないタマゴを見てこんなに

たくさんだめになるなんてびっくりしまし

た。お母さんは行く前に１００こくらいタマ

ゴがあるから、いっぱいみられるといったは

ずなのに、１４０このうち３０ぴきとか、１

５０こ全部うまれなかったとかでした。来年

はたくさん生まれてほしいです。生まれくる

のはむずかしいことがわかりました。これか

らはウミガメのために海を大切にしていきた

いです。車じゃないとこれないけれど、ごみ

をひろったりしたいです。

檍北小５年 福島颯斗
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会員ペンリレー

妙中 友美

大学生活の集大成ともいえる卒業論文審査

会が終了し、私も遂にこの春卒業できること

になりました。論文は御崎馬について研究し

たものです。何はともあれ、解放されたよう

な爽快感といくらかの寂 寥に浸っています。
そうかい せきりよう

振り返ると非常に濃い学生生活を送れたと感

じています。

私には野生動物の獣医師になる夢がありま

した。入学してすぐ学校では野生動物につい

て教えてくれないことを知る訳ですが、幸い

なことに私の周りにはこの研究会の方々を含

む素敵な諸先輩方と、豊かな自然に満ちたフ

ィールドがありました。また、頼りになる後

輩もできました。思い返すと様々な出会いが

あって繋がった縁だったんですね。本当に恵

まれていたと、宮崎に来てよかったと心から

思います。

卒業後は辛くも野生動物の分野には進まな

いことを選びましたが、フィールド好きはや

められないと思います。皆さんとの出会いに

とても感謝しています、本当にありがとうご

ざいました。この春の獣医師国家試験に合格

すれば来年は北海道にいるはずです。いらっ

しゃる機会があれば是非お声を掛けて下さい。

次は出口智久さんにバトンタッチします。

出会いに
感謝

野生研のあしあと
8/19

高鍋町教育委員会主催により蚊口浜で子ガ

メの放流を実施。

8/29

日南市立東郷小学校で「ウミガメの話し」

を講演。 【竹下】

9/29

平成19年度ウミガメ調査報告と反省会を

開催。40名参加。

10/5

南部地区孵化調査。調査後、子どもの国海

岸にて反省・交流会を実施。 【宮大生他】

10/10

国土交通省主催「住吉海岸浸食懇談会」が

市民プラザで開催。

10/11

住吉海岸孵化調査実施。 【竹下・児玉】

11/6

宮崎市立住吉小学校4年生に「ウミガメの

保護」を講演。 【竹下】

11/12

宮崎公立大学主催「NPO団体役員と学生の

意見交換」に参加し、学生との交流を図る。

【竹下】

11/16～18

第18回日本ウミガメ会議「おじゃり申せ

種子島会議」が開催。本会より6名参加。

11/27

宮崎市立東大宮小学校4年生に「宮崎に来

るウミガメとその保護について」講演【竹下】

12/11

宮崎市立木花小学校で「ウミガメの生態と

保護活動」を講演。 【竹下】

新会員のご紹介（敬称略）
正 会 員：工藤敬幸

賛助会員：阿南隆一郎・伊東嘉宏・西村知子

編 集 後 記
11月発行予定が大幅に遅れ、新年になって

しまい、すいません。次号は6頁で編集した

いと考えています。掲載記事のアイディアを

お寄せ下さい。 末吉
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特定非営利活動法人

宮崎野生動物研究会 代表 竹下 完
880-0825 宮崎市東大宮3丁目9-11

Tel 0985-25-7585 Fax 0985-25-7585

Email：kan-take@miyazaki-catv.ne.jp http://www.m-yaseiken.org アサギマダラ
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