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2011 年のアカウミガメ上陸・産卵調査が、5

月 20 日から 8 月 10 日までの約 80 日間行われ

ました。調査に参加された調査員の皆さんは本当

におつかれさまでした。 

各班から寄せられた調査結果を集計したとこ

ろ、今年の上陸は約 1300 回、産卵は約 770 回

となりました。5 月から 6 月にかけては上陸産卵

回数があまり伸びずに心配しましたが、後半に入

り日に日に回数が増えていきました。昨年よりか

は数字を減らしていますが、一昨年とほぼ同じ水

準です。ちなみにこの値は、各調査班が速報値と

してメーリングリストで報告した数字を合計し

た暫定値になります。今後、集められた調査報告

を精査し集計していくことで、正確な数字が出る

ことになります。次号の「わいるどらいふ」で各

海岸の上陸・産卵回数とともにお知らせする予定

です。 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下のグラフは過去10年間の上陸・産卵回数と

産卵率を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上陸・産卵回数については2006年と2007年

に非常に少なくなり、2008年に過去最高を記録

して、それ以降は比較的高い水準で続いていると

いえます。しかし、上陸したアカウミガメのどれ

くらいが産卵したかを示す産卵率については、今

年は約59％となり残念ながらあまり高い数字で

はありませんでした。 

また、7月18日前後に接近した台風6号の影響

により、一部の海岸の産卵巣はほとんど流出して

しまいました。このようにアカウミガメにとって、

宮崎の海岸での上陸産卵は非常に厳しい状況が続

いていますが、この宮崎の海岸からより多くの子

ガメが大海原へ旅立って行ってくれればと思いま

す。 

 

 

 

 

 

2011 年アカウミガメ上陸産卵概要報告 

 
 

 

 

 

Wildlife 

No.２４ 
２０１１年９月１０日 

ＮＰＯ法人 宮崎野生動物研究会 

宮崎野生動物研究会通信 

アブラコウモリ、関 希美 
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わいるどらいふ 

年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

上陸回数 782 944 1254 1135 545 737 2489 1126 1663 1300

産卵回数 575 634 808 763 309 401 1470 714 1173 770

産卵率 73.5% 67.2% 64.4% 67.2% 56.7% 54.4% 59.1% 63.4% 70.5% 59.2%

過去１０年間の上陸回数と産卵回数（宮崎市～高鍋町）

2011年の上陸･産卵回数は暫定値  
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会員のページ 

 

●アカウミガメ観察会 

 今年は４回観察会を 

実施しましたが、5 月 

6 月の気温が低く、6 月 

24 日に行われた観察会 

以外カメに遭遇できませ 

んでした。カメに遭遇した 24 名の参加者はその

大きさに驚き大喜びでした。 

 

●仔ガメの孵化の観察会 

 7 月 30 日と 8 月 6 日に計画しましたが、残

念なことに孵化する個体が無く中止しとなりま

した。そこで臨時に 8 月 20 日に実施。約１００

人の親子連れが参加し 

ました。仔ガメたちが 

海に向かって出発する 

と子供たちは大きな声 

で｢元気でまたもどっ 

てきてね｣と仔ガメを 

送っていました。 

 

●海岸清掃 

 ７月１６日、仔ガメの孵化を前に海岸清掃を実

施しました。会員やボーイスカウト宮崎第 15 団               

の子供たち、それに宮

崎オーシャンライオ

ンズクラブ、宮崎県海

外協力協会の方々が

参加。今年は比較的ゴ

ミが少なく、それでも 

空き缶やペットボトル・発泡スチロールなどが沢

山集まりました。ご協力下さいました皆さん暑い 

 

 

 

【質問】世界一大きな 

動物って何？（西都市 Y さん） 

【答え】現在生存する中で最も大きな動物、それ 

は…シロナガスクジラです。平均体長(口から尾 

の手前まで)が 24ｍで、歴代最高記録 33.58m。 

これはおよそビル 8 階分の大きさとなります。 

 

 

仔ガメの観察会に参加して 

         

大宮小学校 3 年 原 みずき 

 私は今日の早朝、仔ガメの生まれるところを

見学に行きました。海岸ではおじさんが待って

いて、巣穴から出てくる仔ガメを見せてくれま

した。砂の中からつぎつぎと出てきました。そ

していろいろカメの話をしてくださいました。

砂の中から出てきた仔ガメは小さな手足をば

たばたして、とても可愛らしかったです。そし

て、あっという間に海の中に消えてしまいまし

た。このカメはアカウミガメといって、毎年 5

月から 8 月頃まで宮崎の海岸に産卵のために

やってくるのだそうです。そして産んだ卵は砂

の中で約 2 ヶ月すると赤ちゃんが出来るので

す。仔ガメは砂の中からはいあがり海に向かっ

ていきます。そして、太平洋を泳ぎ１万キロも

はなれた遠いアメリカの西海岸まで一人で行

くのだと聞きました。それに大人になるまでに

は天敵が沢山いて、１万匹に１頭ぐらいしか残

らないんだよといわれて驚きました。 

私は、仔ガメは大変だなあと思いました。元

気に大きくなってまたこの浜に帰ってきてほ

しいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウで、最高記録は 4.16m です。近くで見たらす 

ごい迫力でしょうね。ちなみに世界最小の動物 

(セキツイ動物の中で)はスマトラ島に生息する 

パエドキプリス・プロゲネティカという魚で体長

はわずか 7.9mm！これでも立派な大人なのです。 

 

  

動物しつもん箱 

 

（山本 達哉） 

 

また、陸上で生活する最大の動物はアフリカゾ 

 

中有り難うございました。 
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動物交友記 

 

サバンナのひょうきん者 

  

サバンナのひょうきん者は、なんといっても

イボイノシシです。イボイノシシはアフリカに

棲むイノシシの代表で、一番出会う確率が高い 

 

動物です。ふさふさしたたてがみ、それに両頬

のイボ、大きい牙、太っちょな体に､細い脚、

見るからに面白い格好です。サファリで何も見

えないとき顔を出してくれるのがこのイボイ

ノシシです。アフリカのサバンナでは時折自然

発火による野火が起こります。そんな時、逃げ

る前に彼らは自慢の牙で穴を掘り､素早く穴に

隠れて難を逃れるということです。ニホンイノ

シシより遙かに小さく､肩までの高さは約

60cm～80cm ぐらいです。イノシシの仲間だ

けに脇目もふらずに一直線に走るというイメ

ージがありましたが、実はヒョウに追いかけら

れてジグザグに走ったり､いきなり方向転換を

したりして逃げるのが得意で、ヒョウもあきら

めてしまうぐらい敏捷です。彼らはいつも単独

かカップル、あるいは親子という単位で生活し

ていますが、サバンナでは日中木陰で休んでい

る動物が多い中、イボイノシシは日の高い内に

働いて夕方には早々と巣穴に戻る品行方正な

動物です。それにしてもイボイノシシの親子が

母親を先頭に一列になり､一定の間隔を取ると

子イノシシは 1 頭１頭アンテナのような尻尾

を垂直に立ててピコピコ振りながら行進する

姿はほほえましく笑ってしまいます。 

さて、もう一つのひょうきん者はハイエナで、

草原の中から突然顔を出したり消えてしまった 

 

 

りします。ハイエナはずるがしこくその上に怠

け者で腐ったものしか食べず、他の動物が捕っ 

た獲物を盗んで食べる、草原の掃除屋だと聞い

ていた私はそのイメージからか目つきも悪く、

薄汚れた体に後ろ足が短く腰を落として歩く

その格好までが、あまり好感のある動物ではな

かったのでした。  

ところが最近の研究でハイエナは実に賢い

動物で怠け者どころか群れでハンティングを

し、それぞれに役割分担を持ち大きなシマウマ

でも倒してしまうすばらしい能力の持ち主で

あることが証明されました。それどころかハイ

エナが倒した獲物を年老いたライオンたちが

盗んでいくことも知られました。今まで働き者

のハイエナがずいぶんマイナスイメージで定

着していたことになるのです。それを知って少

し可哀想になりました。ハイエナは歯が丈夫で

骨までかみ砕いて食べるから彼らの排泄物は

真っ白になります。そこで草原で白いところを

見つけるとその付近にハイエナが棲んでいる

ことがすぐにわかってしまうのです。ある日私

たちが乗ったサファリバスの目の前にハイエ

ナが出てきたのです。早速私たちは車を止めて

しばらく見ていると 10 分もたった頃ハイエナ

は突然後ろにあった穴のくぼみに頭を突っ込

むと子供を引っ張り出し、頭を咥えると急いで

立ち去っていったのです。なんとそこは彼らの

巣穴だったのです。私たちがあまり長い間見て

いたので危険を感じ、子供を連れて逃げ出した

のでした。優しい母親の思いはどの動物にもあ

るものだと感心しました。 

 

 
竹下 完 
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話題を提供 

 

ウミガメ調査に参加して 

私は延岡市にうまれ育ち、その倍以上の時間を

東京で過ごし、去年から奥多摩にある、「山のふ

るさと村」のビジターセンターでシーズナルレン

ジャーをしています。そこで、たくさんの自然の

楽しさに出会いました。ふと気づけば、生まれ育

った宮崎の自然を何も知らず、なんだかとてもも

ったいない事をしているような気になり、宮崎の

自然を知りたいと、この６月から宮崎に住んでい

ます。そして、宮崎野生動物研究会の賛助会員に

加えていただき、朝のカメ調査に何度か参加させ

ていただきました。東京では山の中で、野生動物

に出会っていましたので、海の生物との出会いは

どきどきの体験。興奮の日々を過ごしました。  

アカウミガメを初めて見たのは１０年ほど前。

日向の伊勢が浜を散歩している時の事です。台風

の余波で波が高く、狭 

い浜は寄せられた丸太 

や様々なゴミでいっぱ 

い、そろそろ暗くなる 

頃でした。子ガメが一 

匹、そんな最悪の状況 

の中を沖に向かっていこうとしていました。海に

向かう事が彼らの本能であるとはいえ、懸命な姿

に、思わずガンバレーッと声をかけていました。 

 それから、野生研に入るまでの長い年月、子

ガメとの最初に出会いから、１０年。その間に研

究者の方々は休む事なくデータを取り続けてい

たんですね。私は子育てを卒業し、（無理矢理で

はありますが）宮崎でやっとカメをみる事ができ

ました。先日お邪魔した夜の調査で、成体のアカ

ウミガメにも遭遇しました。半分の月に照らされ

た甲羅、暗いのに明るい海。行く手を阻み計測す

る野生研の人々。美しく、静かで、そして一生懸

命な野生と人間の光景でした。すてきな夜でし

た！ 私はインタープリテーションの勉強をし

ています。ウミガメや宮崎の自然のプログラムを

作り、いつか宮崎で実施したいというのが今の私

の目標となりました。もっともっと、たくさんの

宮崎を知っていきたいと思っていますので、皆様、  

よろしくお願いいたします。 

賛助会員：荒木ひとみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この秋、宮崎で動物に関する学会があります

のでお知らせします。 

 

１．日本哺乳類学会 2011 年度大会 

とき：平成 23 年 9 月 8 日（木）～1１日（日） 

会場：宮崎市民プラザ・宮崎観光ホテル 

公開シンポジウムは無料、参加申し込み不要 

10 日 15:30～ 

シンポジウム１【哺乳類の社会進化】 

「短命のげっ歯類の社会」 

 「シカ科における配偶システムの多様性」 

「ネコ科を中心とした食肉目の社会構造

とその可塑性」 

「霊長類における集団の機能と進化史」 

11 日 10:00～ 

シンポジウム２ 

【やすむとはしるー躍動と静謐に生命を探るー】 

「冬眠パラドクスー静謐に隠された躍動—」 

「走る脊椎動物－哺乳類—」 

 

詳しいプログラムの確認は 

http://www.mammalogy.jp/msj2011/ 

をご覧下さい。 

 

２．日本環境動物昆虫学会 

       ２３回年次大会 

とき：平成 23 年 11 月 12 日(土)・13(日) 

会場：ホテルメリージュ 

無料で参加できます。 

公開シンポジウム（13 日 13：00～ ） 

特別講演 

「サル学発祥の地幸島と 

宮崎のニホンザルの現状」 

竹下完《宮崎野生研》 

「ウミガメの来る街みやざき」 

岩切康二《宮崎野生研》 

「シロアリ多様性から見た熱帯人工林の姿」 

吉村 剛（京都大学生存圏研究所） 

｢自然教材としての都井岬 

～家畜をやめた現代の野生化ウマ｣ 

秋田 優（串間市役所） 

お知らせ 
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会員ペンリレー 

 

 

              

 

 

前田 修大 

「いた！いた！あっちだぁ！こっちもだぁ」の声

が操舵室に響きます。クジラを発見した生徒の声

です。みんな我先に見つけようと躍起になりま

す。 

 私の勤務する宮崎海洋高等学校は，毎年２回，

ハワイ沖での長期乗船実習に出港します。実習内

容は，マグロ延縄実習がメインですが，帰り航海

の途中に小笠原父島に寄港します。約６０日ぶり

の日本です。 

 ２００３年３月上旬，ハワイ州ホノルル港から

小笠原父島二見港に向けて航海中，父島まで数マ

イル（１マイル＝１海里＝１８５２ｍ）の海域で，

親子のザドウクジラに遭遇しました。春先の小笠

原沖では，親子のザトウクジラに遭遇することが

できます。季節によっては，シロナガスクジラ，

マッコウクジラ，ハンドウイルカ等にも遭遇でき

ます。（過去３回航海に行きましたが，毎航海ク

ジラやイルカに会うことができました。） 

 今年６月に世界遺産登録された小笠原諸島。

「生態系が豊富で，固有種は進化の過程を表す貴

重な証拠になる。」と評価されました。アオウミ

ガメの産卵地にもなっており，歴史的には第２次

世界大戦での戦跡など，環境教育や平和教育で大

変興味深い場所です。ゆっくりと旅行してみたい

場所の１つです。 

 次は，大園隆仁さんにバトンタッチします。 

 
  写真提供：元実習船３等機関士 平田武大氏 

 

 

『タマムシ』 

 
 

タマムシ（ヤマトタマムシ）Chrysochroa 

fulgidissima は、コウチュウ目タマムシ科

に属する昆虫で、その独特の光沢からご存じ

の方も多いのではないでしょうか。体長 30

～40mm ぐらいの大きさで、緑色の金属光

沢に赤色のような縦じまがあります。 

 エノキやケヤキなど広葉樹の枯れた木に

産み付けられた卵は、ふ化した後、木の中に

食い進んでいきます。幼虫は 3 年から 4 年

かけてゆっくりと成長し、さなぎを経て成虫

へとなります。 

 野外でタマムシを探すときは、まずはその

食樹であるエノキを探します。エノキは河川

敷などによく生えているニレ科の落葉樹で

す。夏のよく晴れた暑い日に、エノキの樹上

を見ていると十字型の独特な形で飛んでい

る虫を見ることがあります。これがタマムシ

です。メスは卵を産むためにエノキやケヤ

キ、サクラなどの枯れ木や伐採木に集まりま

す。エノキの大木があり、周囲に産卵するた

めの枯れ木や伐採木がある場所は絶好のポ

イントなので、ぜひタマムシを探してみてく

ださい。 

 また、昆虫好きではなくても、あのきれい

な色は多くの人を魅了したのでしょう。約

1400 年前に作られた法隆寺の「玉虫厨子」

や 1500 年前の韓国の古墳から出てきた

「玉虫馬具」。日本と韓国を結ぶ虫としても

注目されているそうです。 

岩切 康二 

宮崎の動物 

 

ウォッチン
ホエール 
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宮崎野生動物研究会通信「わいるどらいふ」  No.2４  201１年９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  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 

「わいるどらいふ」の無断引用、転載、複製を禁止します。 

 

正 会 員：高橋 健太 

賛助会員：杉本 明・荒木 ひとみ・樋口 芳子 

新会員のご紹介（敬称略） 

 

4/29 日本ウミガメ協議会委託の海岸砂中温度計埋設 

5/6  宮崎市とウミガメ調査の契約 

5/10  野生研研修所草刈り作業  

（児玉・竹下・長谷・古根村・関・小豆野） 

 カモシカ調査打ち合わせ（研修所） 

5/20 23 年度ウミガメ調査開始 

 一ツ葉海岸で初上陸・明神山海岸も初上陸 

5/28  宮崎野生動物研究会 23 年度総会 参加 23 名 

5/29 大型台風 2 号が接近沖合を通過 

6/1  ウミガメ写真展平和台はにわ園にて 6/30 まで 

6/2   わいるどらいふ 23 号発行 会員全員に発送 

6/3  人工ビーチ北にアカウミガメ今年初上陸 

6/11 第１回ウミガメ観察会明神山海岸 雨で中止 

6/15 平和台で開催中のウミガメ写真展を宮崎ケーブ

ルテレビが取材放映 

6/21 野生研月例会         参加者 13 名 

6/24  ウミガメ観察会 46 名参加（小豆野調査員案内） 

6/25 ウミガメ観察会 46 名参加（竹下調査員案内） 

7/5  日南市鵜戸小学校にてウミガメ講演会 (竹下)  

7/9  研修所草刈り   （竹下・児玉・長谷・荒木） 

7/12 一ツ葉アリーナにアカウミガメのストランデン

グ            （竹下・児玉処理） 

7/16 海岸清掃 

    午前：一ツ葉海岸の清掃 宮崎オーシャンライ

オンズクラブ 22 名参加協力 

    午後：住吉海岸の清掃 12 名 

7/18  台風 6 号接近、沖合を通過強風で調査不能。 

7/23  宮崎市環境養成講座で「ウミガメの生態と保護

活動話」講演           （竹下） 

7/30  東京ＦＭラジオ取材に来る 

野生研のあしあと 
 

5/15 延岡市長浜海岸で，今年初のアカウミガ

メ産卵を確認．    【宮崎日日新聞】 

5/22 綾町で，国際照葉樹林サミットが開幕．

エコパーク登録へ弾み． 【宮崎日日新聞】 

5/31 高鍋町堀の内海岸で，今年初のアカウミ

ガメ産卵を確認．   【宮崎日日新聞】 

6/23 幸島のニホンザルが，ベビーブームを迎

える．早くも１０匹目． 【宮崎日日新聞】 

6/25 小笠原諸島世界遺産に．独自の生態系が

評価されてユネスコ登録決定． 

              【宮崎日日新聞】 

7/5  日南市は，オキナワキノボリトカゲの拡散

防止のため捕獲調査を１０月まで行う予

定．          【宮崎日日新聞】 

7/9  フェニックス自然動物園で，出産ラッシ

ュ．シマウマ，ラマ，リスザル，モルモッ

ト，ウサギ，ミゼットポニーなどの赤ちゃ

んが４～６月に誕生．  【西日本新聞】 

7/13 高鍋町は，アカウミガメ保護に関心を持

って欲しいと，11 年ぶりに観察会を再

開．                 【宮崎日日新聞】 

7/21 一ツ瀬川河口，台風大波，増水でコアジ

サシ営巣地全滅．     【宮崎日日新聞】 

7/23 馬伝染性貧血に感染した岬馬１２頭処分．

地元，観光再出発誓う． 【宮崎日日新聞】 

7/31 宮崎県と大分，熊本８年ぶり合同でニホ

ンカモシカ調査へ．   【宮崎日日新聞】 

 

動物記録 

 
ササユリ 


