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これを読まれている頃は、もう上陸産卵調査終了後

だと思いますが、調査終盤を迎えての今年のウミガメ

の上陸状況をみなさんにお知らせします（７月末にこ

の原稿を書いています）。 

 今年のアカウミガメ産卵は、5 月 9 日の明神山海岸

と新富南海岸から始まりました。例年とほぼ同じ頃に

初上陸です。しかし、それからなかなか数字が伸びず、

毎夜の調査では 1〜2 頭の上陸痕跡があるのみ。まだ

まだ序盤だからと思いながらも、今年は少ないのかも

…という思いが頭をよぎります。5月の速報値は上陸

回数 100 回、産卵回数 58 回という数字となりまし

た。上陸頭数が 2,500 回を越えた 2012 年および

2013 年と比較すると 30%から 35%程度、1,739

回上陸した 2014年と比較すると 75%程度です。 

 6月に入ってからも上陸頭数はあまり伸びませんで

した。これまでの経験からいうと、アカウミガメの上

陸産卵にはシーズン中に 2回程度のピークがあり、6

月と 7 月にそのピークが見られます。そのような時は、

どの調査班も夜間調査の時にアカウミガメに遭遇し、

計測調査や標識調査を行うのですが、今年はそのピー

クらしいものが見られず、「今年はまだカメに会っち

ょらんが！」という調査員の声もちらほら聞かれまし

た。6 月を終えた段階の速報値では、６月末までの上

陸回数は 413 回、産卵回数は 254回という数字でし

た。台風の接近はなかったものの、平年と比較して雨

の多かった 6月。この雨が影響しているかどうかは定

かではありませんが、今年はカメの上陸が少ないとい 

 

 

 

 

うことが現実味を帯びてきた 6 月の調査結果でした。

7月に入ると今度は台風の接近が調査を苦しめました。

7 月 10 日前後にやってきた台風 9 号、その後続いた

11 号、12 号により海が荒れて、調査ができない日

が何日か続きました。侵食が激しい宮崎市近辺の海岸

では、砂浜が狭いため波が高くなると浜を歩くことが

できなくなります。調査ができない日が何日か続いた

上に、台風の接近があると産卵地としての浜の環境も

厳しくなります。侵食対策で設置されているサンドパ

ックは、カメが上陸産卵しやすいように配慮してはも

らっていますが、台風の荒波みにもまれると前面の砂

が流出し、上陸産卵が困難になります。結局のところ、

7 月の数字もあまり伸びずに終わってしまいました。 

 以上、7 月までの結果から見ると、上陸回数が跳ね

上がった 2008 年以降では最低の数字になりそうで

す。ただ、アカウミガメの上陸産卵には年変動があり、

2〜3 年おきにピークがあると言われていますので、

今後も継続して見守っていく必要があると思います。 

 最後にもうひとつ気がかりな点を報告しますと、南 

部の松崎海岸を中心にアカウミガメの卵の食害が頻繁

に発生しています。以前は北部の大炊田海岸や明神山

海岸で多かったのですが、最近は北部ではほとんどな

くなり、南部が主戦場となっています。この食害対策

を進めるために、自動撮影カメラを用いて犯人探しを

おこなっています。その詳細については６ページの「話

題を提供３」をご覧下さい。 

 岩切 康二 

 

Wildlife 
No.３９ 

２０１５年８月 25 日 

ＮＰＯ法人 宮崎野生動物研究会 

Miyazaki Wildlife Research Group 

 

2015年アカウミガメ上陸産卵速報 

 

 
ヤイロチョウ：関 

 



- 2 - 

 

  

会員のページ 

  

        

木崎浜ビーチクリーンを終えて 

↑ビーチクリーン中 ↑ビーチクリーン後 

2015 年 7 月 4 日の土曜日、KIRISHIMA

ヤマザクラ宮崎総合運動公園裏の木崎浜にて

宮崎大学野生動物研究会（同好会）wildlife 

association(通称：wila)と宮崎大学農学部ボ

ランティア支援室の共同でビーチクリーンを

行いました。あいにくの悪天候の中、wila の

部員（OB を含む）をはじめ、宮崎大学の学

生ボランティアや本郷中学校の学生、地元の

サーファーさんなど、計 30 名の方が集まり、

ゴミの回収や流木の撤去作業を行いました。 

海岸ゴミが砂浜に打ちあげられていたり、

砂の中に埋まっていたりするとウミガメが産

卵のために陸地にあがるとき、または産卵す 

 

るための穴を掘るときに邪魔になります。ま

あ、流木があるとウミガメがそれ以上陸側に

進めないため、産卵せずに海に戻ってしまう

こともあります。 

この木崎浜では6月中旬から漂着ゴミが多

く見受けられており、ゴミや流木の影響でウ

ミガメが産卵せずに海に戻ってしまうという

ことがありました。今回のビーチクリーンで

はゴミ袋が 80 袋と流木が多数撤去でき、後

日流木のカット作業を数名で実施しました。

今回は一部区間のみだったため、今後も wila

ではビーチクリーンを行っていく予定です。 

このビーチクリーン後、またウミガメが産

卵してくれることを祈っています。 

今後は wila の facebook 等で募集などを

行っていく予定ですので、興味のある方はご

参加下さい。 

渡部 千尋 

～参加していただいた皆様、 

ご協力ありがとうございました～ 

 

 

上が（7 月 4 日のビーチクリーンの流木）下に（8 月 8日、１ｍにカット）なりました。 
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動物交友記 

 

「初めてのキリンのお産」 

 

 ドスン、ドスンと重い大きな音が響いてきました。

それはネッキングといってキリンの求愛行動です。

長い首を相手のメスにからみつけると思い切り頭

で首や胴を打ち合いする。私はそれをみたとき、い

よいよキリンも大人になったんだと思いました。動

物園に来て７年。３歳の時の入園だから、もう１０

歳になります。すっかり大きく成長したのに、まだ

出産の傾向はありませんでした。他の動物園では４

～５才になると出産していましたから悔しかった

です。何か栄養の不足だろうか…何度も調べました

がよくわかりませんでした。そんなある日、思いが

けないことを発見しました。４頭のメスのうち１頭

のキリンがいつもと違う行動をしていたのです。そ

れは歩く時の歩幅が狭く、座ることもなく、どこと

なく苦痛そうでした。ひょっとして妊娠かと思いま

した。それから３ヶ月が過ぎ、腹部が大きくなり、

乳腺も乳房も大きくなってきました。これは妊娠に

違いないと確信しました。現在の状況から、妊娠１

０ヶ月と判断しました。キリンの妊娠期間は１５か

月ですから、これからが一番大切な時期を迎えるこ

とになります。担当者にも念入りに観察を続けさせ

ました。そして数か月たった朝でした。担当者のＫ

君がキリンの放飼場に白い膜のようなものが落ち

ていると報告に来ました。もしや、と思いメスのキ

リンたちを調べると、１頭のお尻から１０㎝程の足

の爪先が出ているのを見つけました。出産です。急

いでみんなを集め、出産するメスを分けることにし

ました。部屋の中で１頭になったキリンは落ち着き

をなくし右往左往していましたが、やがて１０分お

きに陣痛が来て、その都度少しずつ足首が出てきま

した。２時間ほど経過しても胎児は出てきませんで

した。私たちもキリンのお産は初めての経験ですか

ら、どうすればいいか心配するばかりでした。親も

苦しいのか前足で床を蹴ったり、座ったりしていま

す。このままだったら親も子も死んでしまうかもし 

 

 

 

 

 

 

 

れません。私たちが手伝おうとしましたが、体の大

きいキリンには手の出しようがありませんでした。 

ただ不安げに見つめていましたが、やがて子どもは

無事に産み落とされました。キリンのお産は母親が

立ったまま子を産むのでした。床に落とされた子ど

もはつぶらな目をし、大きな鼻の穴を開いて元気に

深呼吸していました。なんと発見してから２時間２

０分も経過していました。母親は疲れたのか、子ど

もをかばう様子はありませんでした。私たちは急い

でバスタオルで子どもの体をふき取ってやりまし

た。やがて、２０分もすると子どもは自分で大地を

しっかりと踏みしめて、立ち上がろうとしました。

しかし、何度も何度も倒れながら、やがて立つこと

ができ母親の乳首を探り当て、お乳を飲み始めまし

た。そんな様子を一部始終見ていた私たちは、思わ

ず万歳と叫んでしまいました。今までいろんな動物

の出産に立ち会いましたが、初めてのキリンのお産

には感動しました。遅かったキリンのお産でしたが、

その後４頭のメスから６０頭もの子どもが生まれ、

日本一の繁殖記録を作ることができたのです。 

 

竹下 完 
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話題を提供１ 

宮崎県のカタツムリ 8 

 

 串間市には海の貝が良く打ち上げられる場所がた

くさんあります。大きな貝が打ち上げられる場所もあ

れば、微小な貝が集まって打ち上げられる場所もあり

ます。運が良ければマンガに良く描かれるトゲトゲの

ホネガイが拾えることもあります。串間市に海の貝を

拾いに行った帰りに通った海岸樹林で、タカチホマイ

マイの死殻を見つけました。まだ新しく、標本になり

そうだったので持ち帰ることにしました。タカチホマ

イマイは人家付近から山地にまで生息する最もポピ

ュラーなカタツムリです。  

持ち帰っ

たタカチホ

マイマイに

は、殻の中

に砂が入っ

ていたので、

標本にする

ために砂を

とりだして

から水洗いすることにしました。砂をとりだしたとき、

小さな貝が混

じっているこ

とに気付きま

した。見たこと

のない貝です。

海の貝か陸の

貝か分かりま

せんでしたが、

調べてみると

陸の貝のノミガイでした。宮崎県初記録です。「瓢簞

から駒」とはこのことです。 

同じ串間市の山林を歩いていると、ナミハダギセル

というキセルガイの仲間がたくさん樹幹を這っていま

した。さらに歩いて行くとナミハダギセルが木に突き

刺さって立っているではありませんか。樹幹に張り付

いていたところを強風に吹き飛ばされて、たまたま突

き刺さったのでしょう。このような光景は初めて見ま

した。 

這っているナミハダギセルを撮影しようとカメラ

をのぞき込むとナミハダギセルのすぐ近くに小さな

カタツムリがいるではありませんか。木に絡まったツ

タの影に隠れるように張り付いています。ゴマオカタ

ニシというフタを

持ったカタツムリ

に似ていますが少

し違います。 

 ゴマオカタニシ

は赤みを帯びてい

ますが、これは黄

色味を帯びています。殻の表面にある筋が細く弱いと

いう違いもあります。よく分からないので東京大学の

Ａ博士に見てもらうと「ベニゴマオカタニシ」という

返事でした。ベニゴマオカタニシは名前の通りゴマオ

カタニシよりさらに赤みの強いカタツムリですので、

疑問が残りました。今年になって東京大学のＢ博士が

宮崎に来られたのでこの話をすると、ＤＮＡを調べて

下さいました。結果は奄美大島や沖縄に生息する「フ

クダゴマオカタニシ」でした。九州本土初記録です。 

 

西 邦雄 
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話題を提供２ 

 

16mマッコウクジラの骨格掘り上げ 

進行中！ 

 

36 号で報告させて頂いた、2014年 4 月 15 日に

川南町孫谷浜海岸に座礁した体長約 16m、推定体重

40 トン・オスのマッコウクジラの続報です。2014

年4月17日に川南町、NPO法人宮崎くじら研究会、

国立科学博物館を中心とし、本会会員も参加して解剖

調査が行われた個体です。骨格標本とすべく現地に埋

設されていたのですが、現場は満潮時には潮を被り、

陸側からは湧き水がでるような場所で、きれいな骨格

とするには不向きでした。このような場所では腐敗も

悪く、一方で骨はもろくなるとのこと。そのため一年

経過した今回、一度掘り上げて、乾燥した場所へ再度

埋める作業が必要となったわけです。 

2015 年 6 月 6 日に作業が開始されました。私も

学生を連れて、大学の 2 トントラックを借りての参戦。

野生研会員、宮大サークル・wila の皆さんにも参加頂

きました。炎天下、過酷な現場でした。まず予想外だ

ったのは頭骨の状況です。解剖した際に、上顎骨が大

きく折れていることは分かっていたのですが、その他

の部分も、頭骨の各接合部を境にいくつものパーツに

分かれてしまっていることが判明。さらに予想以上に

脂皮や筋肉がそのままに残っていました。当然、臭い

も強烈です。当初は頭骨がひとかたまりで発掘され

て・・・、もしかしたら一日で作業が終わるかもなど

と甘い考えがあったのですが、順当に 2日目に突入で

した。やはり個体が大きいと何をやるにも大変です。

脊椎骨一つでも、抱え込んでやっと持ち上げられるか

どうかの重さ。縄文土器の底に「鯨底」と呼ばれる圧

痕があるものが発掘されることがあり、それはまさに

縄文人が鯨類の脊椎骨を机として土器作りに利用し

た跡なのですが、脊椎骨を抱えながらそんな縄文時代

に思いを馳せます（本当は意識朦朧です）。それでも

下顎骨、下顎歯、脊椎骨、骨盤骨×１、舌骨の一部、

頭蓋骨の一部が掘り出され、現場に近い伊倉浜に再度

埋めることができました。 

 

 

 

さて残りの骨格は。もちろん掘り上げなければなり

ません。7 月 11 日にリベンジが行われましたが、こ

こで問題が。なんと前回拝借した大学のトラック。運

転席に臭いがついてしまい、これがなかなか取れずそ

の後の業務に支障がでたとのこと。貸出拒否という事

態に（もちろん注意していたのですが…）。どうにか

別のトラックを拝借できましたが、この日は台風と高

潮の影響で午前中しか時間が取れず、新たに頭骨の一

部を掘り上げて終了。まだ頭骨の一部、肩甲骨から腕

のペア、もう一つの骨盤骨が砂の中です。次回は 9月

に再度のリベンジが予定されています。 

まだまだ困難が続きそうですが、16m 級マッコウ

クジラは、展示物として大きな目玉となることが期待

されます。とにかくインパクトがあります。今後は残

りの骨を掘り上げて再埋設、さらに 1～2年後に本掘

り上げと長丁場です。これからも皆さんの参加をお待

ちしています。 

 

西田 伸 

 

軟部組織が残る尾部の堀上げ 

 

再埋設される骨格 
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話題を提供３ 

 

食害の犯人は？ 

センサーカメラに写った「キツネ」 

 

アカウミガメの産卵調査をしていると、卵の破片が

散らばり、産卵巣に深い穴が掘られている状況に遭遇

することがたびたびあります。「食害」です。なんら

かの動物が巣を掘り返し、卵や稚ガメを食べているわ

けです。上陸数速報にもありましたが、今年のカメ上

陸数はとても少なく、県全体でも 1000 頭を越えな

い可能性もあります。そのような中、多くの巣が「食

害」に遭い、例えば私が調査に参加している松崎南部

では、この食害と台風および高波による逸失により、

生き残っている巣がほぼゼロという状態に。自然の摂

理、生態系の営みとはいえ、食害を見つけると本当に

がっかりし、犯人は誰だとなります。 

 食害被害に遭った巣の周りには多くの動物の足跡

がみられます。また他の地域での食害情報、野生動物

との遭遇情報、残された糞の形や糞から得られた

DNA の情報から、いくつかの「犯人候補」が分かっ

ています。「キツネ」、「タヌキ」、「イノシシ」です。

一方で、その決定的な証拠がないのも事実でした。そ

こで今回、野生研で赤外線自動撮影センサーカメラを

購入し、その決定的瞬間を狙うこととしました。購入

したカメラは、Ltl-Acorn 6210M です。26000 円

程度と比較的安価で、かつ動画（赤外線センサーによ

り熱を探知すると～1分間撮影し、その後1分間休止、

まだ熱源があるとまた動画のスイッチが入ります）と

写真が同時に撮影でき、単三電池 4 本で 3 ヶ月程度

稼働できるという優れものです。松崎地区の南部を対

象にこのカメラを 3 台設置しました。さて何が写って

いるのでしょうか。 

 野生動物、特にキツネは警戒心が強いため、三脚に

取り付けたカメラ（写真・下）という異物を避けて、

何も写らないという可能性も想定していたのですが、

予想に反して多くの動物たちが撮影されました。 

 

 

 

 

まずはなんといってもキツネです。写真にありますが

とても痩せた個体でした。はじめ野犬とも思ったので 

すが、細長い顔、三角に尖った耳、長く細い脚、先端

が白い長い尾からキツネに間違いないようです。同じ

個体と思われるキツネが、別々に仕掛けた 3 ヶ所の巣

全てに記録を残していました。彼らは広いなわばりを

持つため、広範囲に餌を探索しているようです。動画

も撮影されていました。ひどく警戒しながら、巣の周

りを歩き、試し掘りをしているようでした。ただ残

念？なことに途中で止めてしまい、食害の瞬間は撮影

できず・・・。一方で、いくどかキツネが撮影された

巣において、カメラを回収した数日後に食害に遭うと

いう事件も。やはりカメラを警戒していたのかも知れ

ません。 

他の動物たちは偶然映り込んだようですが、ヒト、

ヒトの子、散歩中？のイヌ、ネコ、ウマ（乗馬クラブ

の訓練中）、ノウサギ、カラスと多種に渡っていまし

た。今後も継続的に、またいくつかの地域にカメラを

仕掛け、食害を引き起こす動物種、そのタイミング（卵

のステージや時間帯）といった情報を収集していきた

いと考えています。 

 

西田 伸 

 

松崎地区で撮影されたキツネ 

設置されたセンサーカメラ 

 



- 7 - 

 

 

 

 

 

日時：平成 28 年３月 5 日(土)～6 日(日) 

   5 日 13:00～16:00 

   6 日 9:00～ 

 

会場：５日 宮崎県立図書館２階 視聴覚室 

   ６日 海岸視察 

      フェニックス自然動物園駐車場集合 

 

講演：５日 記念講演会 

     〇竹下 完氏 

(宮崎野生動物研究会前会長) 

     テーマ：「アカウミガメ調査 

45年を振り返って」 

     〇会員による研究発表 

    ６日 サンドパックについての講話 

 

主催：九州ウミガメ連絡会・宮崎野生動物研究会 

共催：宮崎県立図書館 

後援：宮崎県教育委員会・宮崎市教育委員会 

      国土交通省 宮崎河川国道事務所 

  

目的：九州各県に産卵のために上陸するアカウミ

ガメについて調査研究した内容を報告、情報交換

を行います。また、急速に失われつつある自然環

境の保護について考えていきましょう。 

 

お問い合わせ先 
 

 

 

 

会員ペンリレー 

 

 

 

 

 

 

髙橋 健太 

 

蟻やモグラなど、土を掘る生き物は数多くいますが、

その中でも一番の働き者はミミズではないでしょう

か。人間が畑を耕すように、ミミズや他の動物が地面

を掘って耕すことは肥沃土層の形成にはとても重要

な働きです。クソミミズが 1 年間（活動期間中のみ）

に 1m2あたり 3.8kg もの土を動かすと言った報告も

あり、この耕耘量（こううんりょう）は他の生き物と

比べてみてもミミズがいかに働き者であるか物語っ

ています。 

しかし、手足を持たず、体は粘液に覆われ、その見

た目から嫌われ者の印象があります。普段は地面の下

に隠れており、人目につかない場所で黙々と働き続け

る彼らはその働きにも関わらず、嫌われる存在なので

す。 

ミミズ以外にも、嫌われ者の働き者はたくさんいる

と思います。彼らはそういう存在だからこそ、人々に

興味を持たれることも、邪魔されることもなく働き続

けることができるのではないでしょうか。私はそんな

働き者のことを尊敬してやみません。そのような存在

について皆様が少しでも興味を持っていただければ

ともいます。 

 

次回は、梅田 美緒さんにお願いします。 

  

第 4 回九州ウミガメ連絡会 in 宮崎 

特定非営利活動法人宮崎野生動物研究会  

  担当 串間研之(ｸｼﾏ ﾉﾘﾕｷ) 

  電話 090-9585-2466 

メール jlxc3pokiba7@yahoo.co.jp 

mailto:jlxc3pokiba7@yahoo.co.jp
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5/9  新富海岸と明神山海岸でアカウミガメの

初上陸、初産卵を確認 

5/15 綾町北俣の農家で白いツバメがすくすく

と成長 

5/16  アサギマダラが日南海岸に今年も姿を見

せる 

6/17 国内外来種の問題が注目され、環境省な

どは行動計画を策定。宮崎県は県内の国内

外来種としてオキナワキノボリトカゲ、イ

ワナ、ハラアカコブカミキリをリストアッ

プしたと新聞で報じられた 

6/27 宮崎県高岡の大淀川で要注意外来生物に

指定されているワニガメが発見された 

7/5  日南市油津港でキハダマグロが豊漁。少し

不思議がられている 

7/9  高千穂町五ケ所高原で希少植物のヒメユ

リが開花 

7/9  宮崎県綾町でアンズタケの仲間の新種の

キノコが発見される 

7/16 都城市立梅北小学校の校庭のセンダンの

木にアオバズクが飛来し話題 

7/20  県北、南部を中心にサンゴの群生が広が

る。だた、オニヒトデなどの食害等が深刻。

一方、回復の兆しもあると新聞に報じられ

る 

7/24  シカ被害軽減へ一丸。日之影町など対策

協定と新聞に報じられる 

8/9   新富海岸で今年初のふ化を観察 

8/12  延岡市北浦町にて体長 4m のジンベイ

ザメが捕獲 

 

 

5/17 平成 27年度総会を実施 

   宮崎県総合博物館内研修室にて実施。 

   平成 26 年度活動方針、平成 27 年度活

動計画、新理事 2名選任等を協議 

    正会員総数 72名（5月 17 日現在） 

5/20  アカウミガメの上陸産卵等の調査開始 

5/28 串間市都井中学校でのアカウミガメ講

話会に講師派遣   

6/9 「野ノ苑」主催のカメ観察会に講師派遣 

（参加者 12名） 

6/23 6月度定例会議 

    宮崎の住吉海岸等に設置されたサンド

パックの状況や、アカウミガメ上陸産卵に

関する調査について、国交省宮崎河川国道

事務所海岸課の方が説明、その後ディスカ

ッションを実施。 

7/4  木崎浜ビーチクリーン 

 （Wila、宮崎大学農学部ボランティア支援室） 

7/21 ７月度定例会議 

   ウミガメの中間速報、 

   川南町にて作成中のマッコウクジラの作

業協力について等の報告があった。 

7/25  アカウミガメ観察会（こどもの国海岸）  

   ボーイスカウト約 30名と保護者数名に、

アカウミガメの調査方法や生態の解説を

行う 

8/8  ｢みやざきの海岸を美しくする会｣主催

のカメ観察会に講師派遣(参加者 400 名) 

8/10  アカウミガメの上陸産卵等の調査終了 

8/16  「広瀬小学校地域つくり協議会」主催の

子ガメ観察会に講師派遣(参加者 150 名) 

 

 

 

動物記録 

 
おもちゃ：カメ５ 

野生研のあしあと 


