
2008年度アカウミガメ上陸概要報告

！！ 上陸・産卵回数ともに激増 ！！
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今年の調査も、5月20日から8月10日（一

部の海岸を除く）までの80日間行なわれまし

た。調査員の皆様本当にご苦労様でした。

８月１５日までに、各調査班から寄せられ

た結果を集計したところ、上陸約２４５０回、

産卵約１４５０回となりました。この数字は、

各調査班が速報としてメーリングリストで流

した数字を合計したもので、あくまでも暫定

的なものです。今後、各班から集められる調

査報告の詳細を集計することで若干の修正が

加えられます。

驚くことに、昨年、一昨年の上陸・産卵回

数の約４～5倍に激増し、宮崎野生動物研究

会がアカウミガメの調査を始めて以来、いず

れも最高記録となりました。上陸・産卵回数

が増加したのは宮崎県だけではなく、一部地

域を除いての全国的傾向のようです。

上陸・産卵回数の増加の原因について

は、様々な推測はあるようですし、複数の

要因が関係しているかもしれません。その

ため理由を特定するのは困難でしょう。い

ずれにせよ、アカウミガメの産卵回数が増

えたことは大変喜ばしいことです。来年度

以降もこの傾向が続けばと願っています。

なお、各海岸の産卵数等は、次号で詳しく

お知らせする予定です。

上陸・産卵回数の推移
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調査に参加した宮崎大学の留学生と都城泉ヶ丘高校生の感想を紹介します。

Spectacular Sea Turtles
Jillian Pyle

On June 27th I was invited to look for loggerhead sea

turtles on the Miyazaki beach. We walked along the

beach till Miyazaki airport scanning the ground for

sea turtle tracks and nest sites. We found many nest

sites, but thought the turtles were going to be evasive

for the night. Until we spotted one! She was

digging her nest, so we sat back and waited till she

was ready to lay her eggs. When we approached I

was amazed at the size and beauty of her. She had

gone through such a tremendous effort to crawl up

onto the beach to lay her eggs. I was extremely

lucky and happy to have the experience to see one of

these magnificent creatures up close.

私は６月２７日に、宮崎の海岸でアカウミガメの

調査に参加しました。私たちは宮崎空港までの海

岸に沿って歩きながら、ウミガメの足跡と巣を探

しました。その夜、多くの巣を見つけましたが、

見るのはもうダメかと思っていました。しかし、

ついに１頭のカメを見つけたのです。そのカメは

ちょうど巣穴を掘っていました。そこで私たちは

後ろに座り、カメが産卵を始めるの待ちました。

私は、そのカメに近づいたとき、カメの大きさと

美しさにびっくりしました。そのカメは産卵のた

めに、海岸の砂浜を這い上るというすごい努力を

してそこまで来たのです。現代まで生きながらえ

てきたすばらしい生き物のひとつを見ることがで

きて、私は本当にラッキーで、幸せでした。

岩本俊孝 訳

ウミガメ調査に参加して
石井 佳帆

私はこの夏、アカウミガメの産卵というもの

を初めて見た。新しい生命の誕生の瞬間を見る

ことができて、今本当にこの会に参加して良か

ったと思っている。

見学の日、宮崎野生動物研究会の方々にお世

話になって、さっそくウミガメ探しが始まった。

ウミガメは光と音に敏感なので慎重に砂浜を歩

かなければならない。しかし、ウミガメはなか

なかおらず、思った以上に砂浜を歩くのはきつ

かった。しばらくすると研究会の方が砂浜に穴

を掘って産卵後の卵を見せてくださった。卵は

ピンポン球にそっくりで持つと重さがあってま

すますウミガメが見たくなった。それからまた

歩き始めて足の疲れから友達と後ろの方でゆっ

くり歩いていると波打ち際に大きな岩のような

ものを見た。なにか岩にしては不自然だなと思

って目を凝らすと何とウミガメが歩いていたの

だ。とっさに近くにいた先生と友人と私はしゃ

がんで光を消し静かにその場を見守った。疲れ

なんてふっとんでただもううれしかった。ウミ

ガメが卵を産む場所を定め、産卵するまでは気

づかれないようにしなくてはいけない。会の参

加者全員と研究会の方々で静かにウミガメを見

守った。するとウミガメは穴を掘り始め、産卵

が始まった。産卵が始まれば近くに行ってもい

いので近寄るとウミガメはとても大きかった。

涙を流してフーフーと言いながら卵を産んでい

た。ウミガメの迫力と生命誕生の感動を見れた

ことの嬉しさで心がいっぱいだった。産卵を終

えたウミガメはまた海に戻っていった。

私はこのような貴重な体験をすることができ

て、本当に嬉しく思っている。そして私の夏の

最高の思い出となった。最後に引率して下さっ

た先生方、宮崎野生動物研究会の皆さん、一緒

に感動を分かち合った友人達に心から感謝した

い。
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宮崎の動物

『 ア カ テ ガ ニ 』

アカテガニが幼生（ゾエア）を放出す

るのは１日の平均気温が２５℃を前後す

る７～９月で、大潮満潮の時間帯に集中

しています。その時刻にあわせるように

メスは山を下り、川岸へ移動し、オスも

交尾するために移動します。いわゆる「大

行進」が県内各地で観察されるのです。

宮崎市加江田川右岸の尾根から川岸にか

けて、多量のアカテガニが県道３７６号

の限られた区域を横断します。その場所

は尾根が川に近く、移動するアカテガニ

が自分の姿を見せる時間を最も短くでき

るポイントです。メスは１回に約３万頭

の幼生をシーズン中に３度放出します。

大潮満潮では海面が約２ｍ上がり、引き

潮になるタイミングに放出することで幼

生は潮の力で河口から海へと拡散するの

です。放出を歓迎するアシハラガニやハ

ゼなどの小魚たちが集まり、幼生を食べ

ます。その小魚を食べる魚やさらに大き

な魚、それを釣ろうとする人で大潮満潮

の河口は活気にあふれています。２０日

前後で甲幅３～４ｍｍの子ガニが、逆の

ルートで山へと帰っていきます。赤くな

いですが親と同じ形をしています。落ち

葉を食べて育つアカテガニは、変わらぬ

山の豊かさを海に運び続けているので

す。 串間 研之

調査こぼれ話

カモシカ調査奮闘記 ３

竹下 完

カモシカの糞を探すために急な斜面を登り

始めた調査員は、たとえ目の前に大きな岩が

現れても何とかして登ります。左右の担当場

所を見つめながら石を落とさないように、木

の葉の下の糞を探すのです。この急な斜面で

一歩でも足を滑らすとそれこそ大事故になっ

てしまうので、慎重に登ります。

しばらく突き進んでいると私の目の前に待

望の糞が見つかりました。「カモシカ糞発見」

と誇らしげに隊長に報告すると隊列はその場

でストップです。その間、発見者はカモシカ

の糞の痕跡を写真に撮り、糞場の大きさを測

り一粒ずつ拾うとビニール袋に入れます。そ

の数は、なんと500粒にもなるのです。そし

て、傾斜、周囲の植相を記録し休むひまなく

仕事をします。一方他の人たちはその間休息

です。「終了しました」と隊長への報告をする

と再び出発です。隊列は再び登山です。休ん

でいた連中は元気よく登り始めますが糞採集

をしていた私はもうくたくたです。森の中は

湿度や気温が高く、それに蚊や蜂、ヤマビル

やヘビ（まむし）が岩陰に潜んでいるので、

精神的にも疲れます。雑木や岩はまだいい方

で、標高が上がりスズタケの茂った所に出る

ともう足が全く動かなくなります。こうして

いくつかのカモシカの糞を見つけながら頂上

近くまで登るのです。

発見したカモシカの糞
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会員ペンリレー

古根村 幸恵

７月の末、前々からウミガメを見たいと

言っていた福岡の友人二人を連れて調査に

行きました。残念ながら親ガメを見るには

若干遅くなってしまったのですが、そろそ

ろ子ガメのふ化が始まると言うことで、杭

の日付と足跡に注意しながら歩くことに。

カニの足跡に惑わされながらも、とうとう

子ガメの足跡を発見！！さっそく掘ってみ

ることに。すると、残念ながら死んでしま

った個体が３頭出てきました。遅すぎたか

な、と思いながらもさらに掘っていると、

何かモゾモゾっと動くものが！？びっくり

して引っ込めた手を、恐る恐る穴の中へ。

すくい上げてみると元気な子ガメ達でし

た。その後も出てくる出てくる。最終的に

２５匹の子ガメを掘り出し、無事に海へ帰

っていく姿を見届けることができました。

友人も大喜び。興奮しすぎて写真を撮るの

をすっかり忘れてしまいました。

来年はぜひ親ガメを見に来たいと言って

いたので、今年同様、たくさんの上陸を期

待したいと思います。

次回は、米村 光一さんにお願いします。

「子ガメ」

野生研のあしあと
4/30 シーガイアよりウミガメ保護活動助
成金5万円をいただく。
4/30 2006・7年度調査報告書を発行
5/10 平成20年度理事会・総会を開催。そ
の後、明日への環境賞受賞パーティを開催

5/13 5月例会、20名参加
5/20～8/10 平成20年度ウミガメ調査
6/12 一ツ葉海岸でアカウミガメ救助
6/10･6/20 第１・２回賛助会員のウミガ
メ見学会を計画するが、雨で中止
6/17 6月例会、7名参加
7/ 2 県自然環境課主催イノシシ保護管理
検討委員会に出席 【岩本・竹下】
7/ 2 第3回賛助会員ウミガメ見学会実施、
約80名参加

7/14 日南市教育委員会主催の日南市立鵜
戸小学校と潮小学校合同のウミガメ勉強会
に講師として参加。なお潮小は第62回愛鳥
週間全国 野鳥保護のつどいにて「環境省自
然環境局長賞」を受賞しています。 【竹下】
7/11 7月例会開催、10名参加
7/19～8/31 シーガイアアクティビティー
センターにてウミガメの写真展を開催

7/26 住吉・明神山海岸の清掃をグリーン
ヘルパー・本会員・賛助会員で実施
8/ 5 第1回賛助会員による子ガメ見学会を
開催

8/18 実習生の受け入れ。宇都宮大学生2
名、北里大学生１名、追手門学院生1名。
8/19 8月月例会、30名参加

新会員のご紹介（敬称略）
賛助会員：原田 津、森崎理恵、木脇睦子、
宮崎久常、藤崎亮子、中野かつこ、中田 忠
織茂 誠、長友良行、佐々木柾博、島田喜恵
平井義文、下園孝司、南久保美香、長友昌雄
岩切 平、井上美津子、田辺やよい、後藤美
樹・崇・天成、猪島蘇風、今西碧、小田原剛
県外の方も沢山入会して下さいました。

正 会 員：赤木 愛、藤井晃太郎、数面麻子
山田真太郎、有田辰美、赤池紀佳香、野口マ
サエ

編 集 後 記
アカウミガメの上陸・産卵回数の激増に3ヶ
月にわたる調査の疲れも癒されました。また、
編集しながら、ワクワクしました。

末吉
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