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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。調査員の皆さん本当にご苦労

様でした。

調査期間終了後に、各調査班から寄せら

れた結果を集計したところ、上陸回数は、

約１１００回、産卵数は約７００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、各班より集められた調査報告をきち

んと集計していくことで、正確な数字が出

てきます。

下の表は過去9年間の上陸回数と産卵数

です。見れば分かりますが、昨年の上陸回

数は２４８０回、産卵数は１４６６回でし

た。その数に比べると、今年の上陸回数と

産卵数はその半分となります。ただ、昨年

の上陸回数と産卵数は、宮崎野生動物研究

会がアカウミガメの調査を始めてからの最

高記録で、例年と比較してもずば抜けて多

い数でした。

今年は、数だけで見るならば2005年に

近いものですが、その数だけに捕らわれる

のではなく、次年以降の推移・変化につい

て注目する必要があります。

ところで、上陸調査から離れますが、今

年もアカウミガメの救出がありました。7

月30日、場所は大淀川右岸です。この時

は一度に2頭のアカウミガメを救出したと

のことです。また、上陸調査時にアカウミ

ガメの外部寄生虫の採集し、同定を試みて

いる会員もいます。これらのことについて

も、機会を見て皆さんに紹介したいと考え

ています。

外部寄生虫の採集

過去9年間の上陸回数と産卵数

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

上陸回数 719 782 944 1254 1135 545 627 2480 約1100

産 卵 数 531 575 634 808 763 309 325 1466 約700

-１-



ウミガメ観察会の感想紹介

「アカウミガメの産卵見学に参加して」
賛助会員 斉藤善郎

私が、小学生の頃４０年程前になりますが、

宮崎市内でもあたりまえのように自然に満ち溢

れ、夏になると山でカブトムシ・クワガタムシ、

川でメダカ・フナなどを取ったり、海でも広い

砂浜でよく遊んだりしたものでした。

７月頃になると、赤江海岸の方に住んでいた

学友が、よくプヨプヨの卵を持ってきて配って

いたのですが、ウミガメの卵と聞いても何も考

えず、そのまま破棄していたのを記憶していま

す。今となっては、非常に悔やまれますが、当

時保護すると言う概念もなく、かなりの数の卵

が盗掘されていた事だと思います。

竹下会長とは、小学６年生の時に、動物園で

の第１回サマースクールに参加した際に、動物

園の副園長として講義を受けたのが出会いにな

ります。直に、動物園の動物に接し、世話をし

て自然や環境の大切さを初めて学んだ時期でも

ありました。社会人になっても、動物園との仕

事のつながりでよくお会いして、ウミガメが絶

滅の危機にあり、宮崎がアカウミガメの産卵場

として、いかに大切な地域かも教えていただき

ました。宮崎野生動物研究会の地道な努力と活

動もあり、宮崎県天然記念物の指定も受け、卵

の盗掘もなくなったと聞きます。徐々にではあ

りますが、県民の間でもアカウミガメ保護に理

解が増した気がします。

今年７月４日に行われたアカウミガメの産卵

見学会では、親ガメの上陸に初めて遭遇し、ま

た、７月１８日の見学会の際には、実際に親ガ

メが上陸して産卵を行うという場に出会いまし

た。６０センチ程掘った後に産卵し始めたので

すが、涙を流しながら産卵している姿に、歩き

疲れていた子供達も、食い入るように見つめて

いたようです。目の前で産卵を見る事ができた

のですから、本当にすばらしい体験でした。

しかし、その環境を日々観察しながら保護活

動を行い、守ってくれる方があってこそ保たれ

ているのも事実です。それを大人である私達が、

一人でも多くの子供達に伝えて、我が「ふるさ

と宮崎」の自然に興味をもち、保護していく事

の重要さに目を向けて欲しいと思います。

この体験の場を作って下さった竹下会長を始

め、宮崎野生動物研究会の皆様には、感謝の気

持ちで一杯です。ただ、環境破壊によって、砂

浜の減少などウミガメの数は、この半世紀で２

０分の１程度に激減したと聞きます。今からで

もできる事から少しずつ、環境保護の意識を持

って、今後の生活に生かして行きたいと思いま

す。

動物しつもん箱

【質問】孵化したアカウミガメはどこに行くの

ですか？ （宮崎市佐土原町 Ｎさん）

【答え】孵化した子ガメ達が、その後どこに回

遊し、何年たって日本近海に帰るのか等は、ま

だまだ分からないことばかりです。ただ、日本

近海では子ガメや若いカメの発見が少ないこと

や、アメリカ西海岸では若いカメが発見される

こと、日本からアメリカ西海岸へ海流があるこ

となどから、「日本で産まれた子ガメ達は海流を

利用しながら、太平洋を横断し、アメリカ西海

岸へ到着。そこで成長し、再び日本近海へ帰っ

てくる。」と考えられています。今後、子ガメに

着けるタグやＤＮＡの調査により、より詳しい

ことが明らかになることでしょう。
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動物交遊記

白 い 動 物

白いイノシシシが動物園に来たという新聞

記事を読んで早速見に行くことにした。ブタ

とどう違うだろうかと興味があったが実物を

見て、やはり白くても野生のイノシシだと思

った。それは、顔が長く鼻が付きだし、たて

がみを立て真っ赤な鋭い目をしていた。これ

を見て私はイノシシというより何か不思議な

動物に見えた。白い毛をしたイノシシは真夏

の太陽に照らされて暑そうに「はあはあ」と

息をはずませ柵のそばを行き来していた。

白い動物はシロヘビやシロネズミ、シロウ

サギなど別に不思議ではなくどんな動物にも

時々生まれてくる現象だ。これは遺伝的に色

素のない個体が現れるのでこれをアルビノと

いっている。私が今までに見た中でも、白い

ライオンやトラもいた。とくに白いライオン

は手塚治虫のマンガ、ジャングル大帝の主人

公レオで有名となり、またホワイトライオン

は貴重がられていた。またスイスのバーゼル

動物園には白いゴリラがいてこれは世界的に

も珍しい。しかしゴリラの白いのはどことな

く弱そうで貫禄にかける、やはり黒光りした

精悍なゴリラが似合っているように思う。

私も動物園に勤めていた頃、鹿園で白いシ

カが誕生して驚いたことがあった。当時これ

は珍しいと騒がれ、その成長を期待したが数

日ですぐに死んでしまった。残念なことをし

たと思った。それは１万頭に１頭しか生まれ

ないと云われたからだった。ところがなんと

翌年また白い赤ちゃんは誕生した。今年こそ

絶対に育ててみようと取り組んだが、色素の

無いこの個体はどうしても虚弱体質で、特に

暑さに弱く太陽に当たると皮膚がただれてし

まう。それに色が違うので仲間はずれにされ

いじめられたりし、３ケ月ほど生きたが暑い

宮崎の夏がきて耐えられなくなり、衰弱して

またも残念なことに死んでしまった。白い子

どもは珍しいといわれるのは成長するのが希

だからである。それからしばらくは生まれな

かったが、数年してまた白い子は産まれた。

今度はオスの赤ちゃんだった。幸いにもその

年は冷夏といわれ白い赤ちゃんの成育には都

合が良かった。うまくいくぞと私は思い立派

に育ったシカを想像した。そうだ大きくなれ

ば、灘の銘酒で有名な白鹿のコマーシャルに

出演させ、どっさり銘酒を頂こうと密かにも

くろんでいた。シロジカは期待に応えてだん

だんと大きく成長して１才を迎えた。ところ

がまだ１才では角は生えない。これではヤギ

と少しも違わない。立派な角になるには４年

はかかる。早くも頭の中はその勇壮な姿が私

の目に映り期待をかけていた。そして３年目

シロジカは仲間にも迎えられ、角も大きくな

ったが想像していた勇壮な姿は何処にもなく、

どことなく元気のないただの白シカだった。

お客さんからどうしてシカの中にヤギが入っ

ているのですかと聞かれることが多くなった。

その度にがっかりし、とうとう白鹿のコマー

シャルの夢も消えてしまったのだ。

竹下 完
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話題を提供

アオウミガメが宮崎に上陸

岩切 康二

2009年7月17日にアオウミガメが上陸し

ました。場所は、宮崎市北部の明神山海岸で

す。アオウミガメは世界の大洋に広く分布し

ており、日本では屋久島以南の南西諸島や小

笠原諸島で産卵が行われています。宮崎県で

産卵するウミガメは、そのほとんどがアカウ

ミガメであり、アオウミガメは2005年に日

南市で産卵が記録された他は、死亡個体が時

々打ち上がるくらいです。

調査時にいつものアカウミガメとは違う足

跡を発見しました。しかし、アオウミガメの

足跡をこちらで見る機会はほとんどないため、

自信を持ってアオウミガメとは判断できませ

んでした。そこで、足跡の写真を撮って日本

ウミガメ協議会に問い合わせたところ、「アオ

ウミガメ」との返事をもらいました。アカウ

ミガメとの違いは、足跡が左右対象である、

足跡の間隔が小さい、後肢の跡もよく残るな

どです。この個体は残念ながら産卵せずに戻

って行きましたが、8月には大炊田海岸でア

オウミガメと思われる足跡の産卵が確認され

ています。このアオウミガメの子ガメ達が無

事に孵化して大海に旅立ってくれる日が今か

ら待ち遠しいです。

明神山海岸で確認した足跡

調査こぼれ話

イヌワシ調査顛末記 ２

中村 豊

第１回の現地調査は1999年10月某日

に開始することを決め、調査協力者へ連

絡しました。調査日の早朝、集合地点で

無線の有資格者を１名混じえた調査班を

５組編成しました。次に地図や記録用紙、

無線機などを配分し、調査方法や記録用

紙の記入方法、無線機の使用周波数を確

認してから、５台の車に分乗し現地へ向

けて出発しました。

林道みたいな県道を30分ほど車で走り

林道入口に到着、ゲートの鍵を開け、さ

らに林道を走ること30分、一番近い調査

地のＳ３（標高540ｍ）に到着しました。

そこで全員が車を降り地図と地形を比べ、

目印ポイントを確認したあと、Ｓ３に調

査員を残し次の調査地Ｓ２へ向かいまし

た。Ｓ２は林道の分岐点で、右はＳ１へ、

左はＳ４とＳ５へと続いています。20分

ほどして最も遠いＳ５（標高900ｍ）か

ら無線で準備完了の連絡が入りいよいよ

調査開始です。

と言っても調査は、一日中同じ場所か

ら周囲に気を配り、何処からともなく現

れるイヌワシを見つけることです。なか

なか出てこないイヌワシを探すことは結

構きつい調査です。 （続く）

調査地
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宮崎の動物

『 キ ツ ネ 』

キツネVulpes vulpesは北半球に

広く分布しており、日本の本州以南に

生息しているものはホンドギツネV.v.

japonica として亜種で区別されて

います。宮崎県内に広く分布していま

すが、見かけることはあまり多くあり

ませんでした。しかし、最近はキツネ

の目撃情報が増えてきているようで

す。森林と田畑が混在するような里山

環境を好み、海岸近くの松林にも生息

しています。宮崎市北部の海岸ではア

カウミガメの卵がキツネ（もしくは野

犬）に食害されており、年々被害は深

刻になってきています。

キツネは肉食動物のイメージがあり

ますが、実際には哺乳類、鳥類、昆虫

などの様々な動物や果実などの植物を

生息環境や季節によって食べ分けてい

ます。また、人家のゴミを食べること

もあるので、糞にはポリ袋の切れ端な

どが入っていることもあります。哺乳

類の調査をしている時にキツネのフィ

ールドサインはなかなか見つけられな

いのですが、袋混じりの糞を見つけた

ときはキツネの可能性があるので要注

意です。また、穴を掘ることが上手で、

巣穴を掘ってその中で子育てをしま

す。子育てには若メスがヘルパーとし

て加わることが知られています

岩切 康二

会員ペンリレー

2008年北京オリンピックの公式マスコ

ットの一つである迎迎（インイン）は、チ

ベットアンテロープのことで、別名チルー

（Ｃhiru）と呼ばれます。この動物は中国

のチベット高原からインドのラダク地方に

生息し偶蹄目ウシ科に属します。体毛は背

中が茶色で、腹部は白色を呈し、雌で体高

約75㎝、体重25-30㎏で 群れを作って

生息している中型の有蹄類です。雄は長い

2本の角をもちます。雌は2.5歳までに性

成熟し、妊娠期間は7-8ヶ月で、7月頃1

頭の子供を出産します

チルーの毛はシャトゥーシュとよばれる

高級毛織物（主にショール）の材料になり、

ショール1枚作るのに、3～5頭のチルー

のアンダーファー（下毛）が必要で、その

ため密猟による乱獲が横行し、1900年に

は100万頭いたチルーは、1995年には

約75,000頭にまで激減しています。20

00年に国際自然保護委員会により絶滅危

惧IB類に分類され、中国政府も国家１級保

護動物に指定し、保護に力を入れています。

チベットでは、保護団体のレンジャーが密

猟防止のため、過酷なチルーの棲息地域を

パトロールしています。（中国映画 “可

可西里 ”ククシリ を参照）

次回は、長谷勝之さんにお願いします。

那須 哲夫

チ ル ー
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野生研のあしあと
5/20 21年度ウミガメ調査開始

6/13 第1回賛助会員ウミガメ観察会

2名参加（明神山海岸） 【竹下】

6/14 第2回賛助会員ウミガメ観察会

25名参加（大炊田海岸） 【小豆野】

6/16 第２回RDB改訂委員会開催

（宮崎市民プラザ研修室） 【事務局】

6/17 6月月例会 13名参加

6/20 第３回賛助会員ウミガメ観察会

30名参加（明神山海岸） 【竹下】

6/27 第４回賛助会員ウミガメ観察会

35名参加（大炊田海岸） 【竹下】

6/28 第5回賛助会員ウミガメ観察会

20名参加（大炊田海岸） 【小豆野】

6/30 海岸調査（内海～日南）

【竹下・長谷・長友】

7/ 4 第６回賛助会員ウミガメ観察会

20名参加（大炊田海岸） 【竹下】

7/10 第７回賛助会員ウミガメ観察会

18名参加（大炊田海岸） 【竹下】

7/11 第８回賛助会員ウミガメ観察会

5名参加（大炊田海岸） 【竹下】

7/11 宮崎市環境学習指導養成講座に講師と

して参加（市民プラザ） 【中島・竹下】

7/13 日南市主催南郷小学校・北郷小学校

「ウミガメの勉強」講演 【竹下】

7/14 海岸調査（高鍋～都農）

【竹下・古根村・長田】

7/18 第９回賛助会員ウミガメ観察会

18名参加（大炊田海岸） 【竹下】

7/21 7月月例会 15名参加

7/25 子ガメの孵化を前に、午前9時から住

友生命職員の方22名で一ツ葉海岸を、午後

6時からグリーンペルパーと野生研の皆さん

で住吉・明神山海岸を清掃。どちらの作業

でも、軽トラックいっぱいのゴミが集まる。

お疲れ様でした。

住友生命の皆さん グリーンヘルパーと

野生研の皆さん

7/30 大淀川右岸テトラポットに挟まって動

けないアカウミガメ２頭を救出

【児玉・長友・出口・郡・他会員外3名】
8/10 21年度ウミガメ調査終了

8/18 ８月月例会 15名参加

8/18・25 賛助会員「子ガメのふ化調査を

観察する会」どちらも70名参加 【竹下】

宮崎動物記録
6/ 5 陸貝「ウスイロオカチグサ」を大宮高

校河野勇太さんが宮崎県初採集 【宮日】

6/ 8 住吉海岸沖で船釣り中の男性が、体長

1ｍのゴマフアザラシを確認 【宮日】

6/22 宮崎市新名爪で「セアカゴケグモ」を

県内初確認 【新聞各社】

7/22 午前中に日蝕、曇空で良く観察できず。

暗くなりカラスが騒いだりした 【会員情報】

8/ 5 日南市が東郷地区に野生猿対策のため

の囲いわなを設置 【新聞各社】

新会員のご紹介（敬称略）
正 会 員：増田洋志
賛助会員：衛藤貴美・藤沢幹夫・竹本行雄・
紺野克彦・宮城みのり・原田和幸・温水佳世
子・藤本彩乃

寄 付 の お 礼
佐々木柾博 様 （ウミガメ保護のため）

編 集 後 記
今年はまだ台風の来襲はありません。順調に
子ガメが孵化することを祈ります。末吉
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