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2015 年度アカウミガメ上陸報告
2015 年度のアカウミガメ上陸産卵調査の詳し

より前の砂が流出してしまい、カメの上陸が難し

い結果が出ましたので、報告します。今年のアカウ

くなった箇所もありました。大炊田海岸のみなら

ミガメの上陸産卵回数は、上陸 804 回、産卵 493

ず、やはり他の海岸でも砂浜が狭くなっていた

回でした。昨年は上陸 1,739 回、産卵 1,061 回で

り、浜崖が形成されたりと、アカウミガメの産卵

したので、半分以下ということになります。これは、

には厳しい環境となっているところがありまし

新富南海岸や空港北海岸なども調査範囲に含めた

た。アカウミガメの上陸産卵回数には年変動があ

2008 年以降で最も少ない上陸産卵回数です。

って、これまでも多い年と今年のように少ない年

産卵率（産卵回数／上陸回数）は全体で 61.3%

がありました。上陸産卵回数が少ない年が長く続

と、昨年の 61.0%とほぼ変わりませんでしたが、

くことはこれまでありませんが、ここ数年の産卵

1991 年からの記録と比較すると徐々に低下して

率の低下を見る限り、決して楽観視できる状況で

きているようです。特に今年の宮崎市内の海岸の産

はありません。少しでも安定した浜になるよう砂

卵率は低く、北部（大炊田、明神山、住吉海岸）は

がついてくれることを願うばかりです。
前号の速報でも報告されている通り、今年は本

44.2%、南部（松崎、運動公園、こどものくに海
岸）でも 46.1%と、ともに 50%を下回りました。

当に上陸産卵が少ないと感じながらの調査でし

産卵率低下にはさまざまな理由が考えられますが、

た。私自身が調査期間中に遭遇できたアカウミガ

海岸の侵食は無視できないものです。大炊田海岸で

メは 3 個体だけでした。これでも調査員の中で

は、サンドパックによる砂浜の回復が試みられてい

は、遭遇できているほうではないかと思います。

ます。しかし、台風などの大きな波でサンドパック

もっと多くのアカウミガメに会えることを期待
し、今後も議論を重ねながら、調査活動を行って

2015 年度

地区別調査結果

いきたいと考えています。
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藤本

彩乃

アカウミガメ調査チーム紹介 動物園組 B 班
私たち動物園組は名前の通り、ほとんどが動物園（宮崎市フェニックス自然動物園）の職員がメンバ
ーです。毎年２班に分かれて調査を行っています。
今年の動物園 B 班は７名。他の組と比べると、少々人数が多めです。しかし、夏の動物園は様々な
イベントが有り、週に１回のウミガメ調査の日はなかなかハードです。加えて、今年は豪雨の日に当た
ることが多く、体調管理に特に気を使った年でした。
来年はまたメンバーが変わると思いますが、皆で協力して頑張っていきます。

飼育課長：竹田 正人

飼育課：関 希美

飼育課：古根村 幸恵

飼育課：郡 健一郎

物販課：山田 奈津希

飼育課：増田 洋志

篠原動物病院：篠原 秀作

動物しつもん箱
【質問】ウサギの数え方が「匹」ではなく「羽」なの

はなんで？

さか)」から転じたものだとか、朝鮮語から来ている

（日南市 A さん）

とされています。さらに、
「さぎ」に鳥のサギ（鷺）
【答え】 しばしばクイズなどで、「ウサギの数え方

を当てたとする俗説まであります。仮に、ウサギが

は？」という問題が出され、
「1 羽」が正解とされま

「兎鷺」と解釈され、言葉の上では鳥の仲間と捉え

す。鳥でもないのに、なぜウサギは「羽」と数える

られていたとしたら、
「羽」で数える習慣が生まれて

のでしょうか？ウサギを「1 羽」
「2 羽」と数える由

も不思議ではありません。現代では、ウサギを「羽」

来には諸説あります。4 足歩行の獣を口にすること

で数えることは少なくなり、鳥類とウサギを「羽」

ができない僧侶(そうりょ)が二本足で立つウサギを

でまとめて数える場合以外は、
「匹」で数えます。

鳥類だとこじつけて食べたためだという説や、ウサ

（中林 朗）

ギの大きく長い耳が鳥の羽に見えるためだとする説

※動物園などでは、哺乳類なので「頭」を使います。

などが有力です。それだけでなく、ウサギの数え方

また、鳥類やは虫類、両生類など合わせて数えると

の謎は、ウサギの名前の由来とも少なからず関係が

きは「点」を使います。数え方にもいろいろあるの

あるようです。ウサギの「う」は漢字の「兎」に当

ですね。

たるものですが、残りの「さぎ」はどこから来てい
るのかはっきりしたことが分かりません。一説では、
「さぎ」は兎の意味を持つ梵語(ぼんご)「舎舎迦(さ
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（出口 智久）

動物交友記

その後、官民一体となって保護増殖策がとられ、野
生種が数百羽まで増えていました。

「ニホントキと
赤いトキ（ショウジョウトキ）」

日本でもなんとか増殖できないかと、85 年、90
年、95 年と、中国からメスを借りての繁殖を試み
ましたが、すべて失敗。95 年にはオスのミドリも
死んでしまいました。そして、最後のキンが１羽だ

中国の国家主席、江沢民氏が日本を訪問した記念

けになってしまったのです。そんな中、今度いただ

にと贈られたのが２羽のトキでした。

いた２羽の貴重なトキは、中国から専門の飼育員も
ついてきて繁殖に取り組みました。心配されたトキ
も日本の気候にも慣れ、数か月してついに念願だっ
たヒナが誕生しました。これは大変な出来事で、そ
の後も繁殖が続き、やがて野生のトキが再び日本の
空を舞うことになるかもしれないのです。
そんなトキ繁殖計画のあったころ、動物園でもト
キの繁殖研究に取り掛かっていました。もちろんニ
ホントキはいませんが、それに代わる仲間の「ショ
ウジョウトキ」を飼うことにしました。トキ類はコ
ウノトリの仲間ですが、体もずっと小さく、紅色の

トキという鳥は全身が白色で、特に風切羽と尾羽

体は美しいのですが、神経質でなかなか慣れないの

がトキ色といわれる淡い橙赤色を帯びています。顔

で、柵にぶつかったり餌を食べなくなったり、飼育

の皮膚が裸出し赤色で、後頭部には房状の長い冠毛

も困難でした。しかし、宮崎の動物園では過去、コ

があり、嘴は黒色で基部と先端が赤色、それに脚は

ウノトリやフラミンゴ、ダチョウの繁殖に日本で初

真っ赤で、色彩の調和のとれた美しい鳥です。昔は

めて成功した経験から、このトキの繁殖にも必死で

日本全土に分布し、学名も「ニッポンニア・ニッポ
ン」と名付けられ、日本古来の鳥として有名でした。
あまりの美しさに、明治の中ごろ、鉄砲による狩猟
が流行し、どんどん密猟され、急激に減少しました。
それに戦後、追い打ちをかけるように農薬の出現や

取り組みました。ニホントキと違って、生息地は南
米のカリブ海沿岸で、初めは気候や環境の違いで
次々と死亡してしまったのですが、数年してやっと
ペアが成立しました。営巣をはじめ、巣には卵が産
まれました。そのうち巣からヒナが顔を出したので

森林の開発で、田畑や小川の生物がいなくなるとト
キの餌がなくなり、その数は激減してしまいました。
そして 1975 年頃には、石川県の能登半島と新

すが、それは親とは似つかない真っ黒なヒナでした。
カラスの子じゃないかとみんなは笑いましたが、
35 日ほどすると親と同じくらいの大きさに成長し

潟県の佐渡に少し見られるだけになってしまいま

ました。でも羽の色はまだ変わらず、一年ほどして

した。そこで環境庁は 1981 年、あわてて新潟の

少しずつ紅色の羽が生えてきました。そして２年目

佐渡にトキセンターを作り保護に乗り出しました

で完全に紅いトキになったのです。

が、その時はすでに、佐渡には５羽のトキしか残っ
ていませんでした。そこで、全部を捕獲して鳥禽舎
に入れ、人工繁殖に望みをかけて飼育が始まりまし
た。しかし、個体の少ない繁殖は困難で、年々老化
し次々と死亡してしまったのです。この美しいトキ
は地球上から絶滅してしまうと心配された時、中国
北秦嶺山地で日本のトキと同じ種の野生のトキが
数十羽生存しているのが発見されました。中国では
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竹下

完

話題を提供１

同じ倒木の下からカタギセルも見つかりました。こ
ちらは一年中倒木の下で暮らしていますので、カタギ

宮崎県のカタツムリ ９

セルにとっては倒木の下はまだ暖かく活動できる温
度なのでしょう。体を出して倒木を這って活動してい

秋晴れの 11 月初旬、西都市と西米良村の境にある

ました。

掃部岳（かもんだけ）を調査しました。西都市から前

倒木を起こしたり、落ち葉をかき分けたりしながら

谷林道を通って掃部岳登山口まで車で行くことが出

しばらく登って行くと、倒木の脇に、大きいものでは

来ます。掃部岳と言えばヤマビルが多いことで有名で

長さ 15cm

すが、前谷林道では見たことがありません。多いのは

にもなる大

掃部岳北側の西米良の方です。

きなヤマナ

山には登らず、前谷林道沿いを調査することが多い

メクジが這

のですが、今回は登って登山道沿いを調査することに

っていまし

しました。登山道はいきなりの急登坂です。この急登

た。海にい

坂が高さにして 200m 続きます。息を切らしながら

るナマコの

登ってしばらく行くと、ごつごつした岩が広がってい

ような感じ

る場所に出ました。このような場所は岩の間に落ち葉

です。

が溜まり、安定した湿度が保たれるのでカタツムリが

宮崎県椎葉村と熊本県五木村の石灰岩地にはケシ

多く生息していることがあります。落ち葉の中にいる

ョウギセルという白っぽいキセルガイがいます。環境

微小なカタツムリを探すために土嚢袋いっぱいに落

省のレッドデータブック（2014）では最も絶滅が危

ち葉を詰め込み、登山道脇に置いて先へと進みます。

惧される絶滅危惧Ⅰ類とされている種です。

登山道脇に朽ちた木が倒れていました。このような

掃部岳には石灰岩特産種と思われていたケショウ

木の下は湿度と温度

ギセルが生息しています。今のところ石灰岩地ではな

が保たれているので

いところでケショウギセルが生息しているのは掃部

カタツムリが隠れて

岳以外には見つかっていません。残念ながら、今回の

いることが多いです。

調査ではケショウギセルは見つかりませんでした。

さっそく木を起こし
てみるとキセルガイ
が見つかりました。
暖かい時期には木の
幹を這っているナミ
ハダギセルです。
前号で木に突き刺さったナミハダギセルを紹介しま
したが、同じ種類です。霜注意報が出るくらい朝は冷
え込むようになったので、倒木の下で冬眠に入ってい
登山口では紅葉は多くありませんでしたが、登るに

まし た。

つれて赤や黄色の紅葉が多くなり、山頂付近ではきれ
いに紅葉しており、綾錦とまではいきませんが見事で
した。
標高 580m の登山口から標高 1223ｍの山頂まで
約 650m の高低差はきつかったですが、心地よい疲
労感を残してくれました。
西 邦雄
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話題を提供２

ウミガメ調査ドキュメント

思わず「大成功…」と呟きました。10 年ウミガメの
調査、観察をしていて、初めての経験です。

6 月 23 日、
新富町富田浜海岸の起点より南へ 2km

産卵が終わった頃には、周りはすっかり明るくなっ

の所で、両後肢の無いアカウミガメが上陸しているの

ていました。疲れたのか、海へ帰る間も休み休み。途

を発見しました。このウミガメに出会うのは今年 3 度

中、袋で海水をかけてやりながら、30 分以上かけて

目になります。

帰って行きました。時計を見ると午前８時。４時間以

前回の 2 回は、前肢で産卵床は掘れるのですが、穴

上もたっていました。

が掘れず、数ヶ所（5～6 ヶ所）産卵床だけ掘り、結
局産卵できずに海へ戻ってしまいました。
そこで、今回は 3 度目の正直と、穴掘りを手伝うこ
とにしました。時間は午前 4 時頃。まだ暗い中、そっ
とウミガメの後ろから近づき、短い後肢の動きに合わ
せて、気づかれないように砂を掘る手伝いを始めまし
た。上陸してから 9 ヶ所目の産卵床です。

わりと大きなアカウミガメで、甲羅の長さが 90cm
以上。今回産んだ卵は 144 個でした。穴が浅かった
こともあり、孵化場に移動させたのですが、残念なが
ら 30％ほどしか孵化しませんでした。
このウミガメの肢跡は特徴的で、拳大の丸い跡がつ
くのですぐにわかると思います。
2 度 3 度と掘っていると、ピタッとウミガメの動き
が止まりました。顔を上げると、頭をこちらに向けて
私を見ていたウミガメと目が合ってしまいました。
私に気づいたウミガメはその場での穴掘りをやめ、
３m ほど移動して再度、穴掘りを始めました。今度こ
そはと慎重に掘っていくと、水平だったウミガメの体
のお尻の方がググッと下がり、産卵を始めました。

是非またどこかで、元気な姿が見られることを祈っ
ています。
根井 武俊・幸恵
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話題を提供３

クモ ～益虫なのですが～
アシダカグモ

アリグモ（♀）

これは、宮崎の人

そのアリとそっくりな

家ではごく、普通に

クモがいます。ハエトリ

見られるクモで「ア

グモの仲間で、アリグモ

シダカグモ」といい

です。５ｍｍ程度でアリ

ます。メスです。今、

と区別がつきません。糸

ゴキブリを捕えて、動けなくなるまで、消化液を注

をひくと分かります。庭木や生け垣に生息し、アリ

入しているところです。宮崎昆虫同好会の河野さん

や小さいガ、ハエ、カなどに飛びついて捕食します。

が撮影されました。お風呂場での一コマです。彼女

８つの単眼のうち２つが大きく、人のように前面に

らはするどいトゲのような毛を持っています。

あるので距離感がつかめるようです。

この毛の 1 本 1 本が外骨格
内部の筋肉と結びついてお

コガネグモ（♀）

り、逃げようとする相手の

今回、表紙を飾っ

動きをくい止めます。消化

たクモで、最もポピ

液の効果が出てきたら、液

ュラーなコガネグモ

状のなった体液を吸うこと

です。Ｘ状のかくれ

で摂食します。ゴキブリの他にヤスデやムカデとい

帯を付け、獲物がか

った人の家にいることが望まれない虫たちをエサ

かるのをじっと待ち

とします。昔からクモは「家を守る」から「殺して

ます。クモは頭胸部

はいけない」といった言い伝えがあります。益虫と

と腹部の 2 節からな

してのクモを分かっていただけますか?

り、腹部（よく見る背中側）の模様は「心臓斑」と
よばれ背部に広がる心臓の形から、各種の模様がで

チャスジハエトリ

きています。この種はその模様が「美しいクモ」と

家の窓などでよく見られ

しても親しまれており「キンコブ」という方言でも

るクモで、チャスジハエトリ

呼ばれ、「ケンカグモ」として鹿児島地方ではお祭

(♂)といいます。なわばり意

りの主役となっています。巣をはるこれらのクモは

識をもっており、同じ窓を巡

「３爪類」で、糸をつかんで歩くのに適しています。

回して獲物を捕らえます。ハ

また、前種までのクモは「２爪類」といい、垂直な

エやアリがエサです。ところ

壁を歩く際、吸盤の役目をする毛束をもっています。

でこの頃、家に上がってくる小さな赤いアリを見ま

ヤモリの足の裏とそっくりです。不思議ですね。

せんか?(それは、イエヒメアリです)この手のアリ
もこのクモが捕食してくれます。家の中にいるハエ

串間

トリグモの多くは、あまり頻繁に開閉しないサッシ
の窓の桟(上の淵)に卵を産みます。白い糸のかたま
り(卵のう)の中にあります。年末の大清掃で、その
ままにしておくと次の年のアリの被害は激減する
ことでしょう。
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研之

会員ペンリレー

第 4 回九州ウミガメ連絡会 in 宮崎
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

15 年前、小さな 2 匹の子猫と出会いました。雨が

６日 海岸視察(宮崎海岸サンドパック)

降りしきる中、まだ目も開いていない子猫たちは段ボ

フェニックス自然動物園駐車場集合

ールに入れられ置き去りにされていたようです。子猫
を拾った隣人に頼まれ、2 匹のお世話を手伝うことに

講演：５日 記念講演
〇竹下

なった私は、これまで金魚しか飼ったことがなかった

完氏 (宮崎野生動物研究会前理事長)

のでとても嬉しく、そして張り切っていたことを今で

「アカウミガメ調査 45 年を振り返って」

も覚えています。その後、たくさんの愛情を受けなが

〇会員による研究発表

らすくすくと育つ子猫たちに“すず”と“べる”とい
う名前が付きました。当初はお手伝いだけ。そういう

主催：九州ウミガメ連絡会・宮崎野生動物研究会

約束でしたが、あまり乗り気ではない父を説得し、
“す

共催：宮崎県立図書館

ず”は隣人のもとで、
“べる”は我が家で引き取ること

後援：宮崎県・宮崎市・宮崎市教育委員会

になりました。その後、あんなに反対していた父が一

宮崎県市町村教育委員会連合会

番可愛がることになったのは言うまでもありません。

国土交通省宮崎河川国道事務所

数年後、残念ながら“すず”は猫エイズを発症し天
国へ旅立ちました。
“べる”は発症の心配をよそにその

目的：九州各県に産卵のために上陸するアカウミ

後も元気に私たちに幸せを与えてくれました。たくさ

ガメについて調査研究した内容を報告、情報交換

んの幸せをくれた“べる”は 1 年前、天国へ旅立ちま

を行います。また、急速に失われつつある自然環

した。
“べる”がいなくなった同じ年に、意気消沈して

境の保護について考えていきましょう。

いた私たちを励ますかのように姉に赤ちゃんが産まれ
ました。私には、
“べる”が最後にくれたプレゼントな

※発表者募集

のではないかと思ってなりません。

当日、会場で発表してくれる方を募集します。
締切：2016 年１月 31 日

次回は、黒木 一隆さんにお願いします。

下記までご連絡ください

お問い合わせ先
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
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野生研のあしあと
8/6

宮崎・大分両県の 6 市町が登録を目指し

動物記録
8/6

綾の照葉樹林で 2012 年の綾町の生物多様性

ている「祖母傾ユネスコエコパーク」の宮

調査の際に発見されたアンズタケの仲間が本年

崎県推進協議会が日之影町で総会が開催さ

６月に新種として認定されたことが報じられた。

れた。共同代表として岩本宮崎副大学長（当

9/11 特定外来生物ツマアカスズメバチの巣が北九

研究会理事長）が参加。

州門司区で見つかったと環境省が発表した。

9/16 当研究会のウミガメ報告会を開催
9/13 日本スキムボード協議主催のビーチク

国内では、離島の対馬以外では初めての発見。
10/1 延岡市野生動物研究会が延岡市沿岸の浜辺で

リーンに講師派遣（古中、出口）

県天然記念物のアカウミガメの保護・観察活動を

10/19 宮崎市内の高校生が県発見した県内２
例目のヘソカドケマイマイの確認指導（西）

続けていることが報じられた。
10/3 宮崎市・加江田川河口の干潟で、ハマグリの

10/20 10 月例会開催

死骸が多数上がっているのが発見された。原因は

10/21 コガタブチサンショウウオが日之影町

不明とのこと。

で見つかった記事へのコメント（西）

10/7 県自然環境課は、日之影町見立で９月に特定

11/21 ○ 県の４Ｒ推進事業講演会

外来生物のアライグマ１頭を捕獲したと発表。こ

場所：宮崎市体育館の会議室

れまで、九州７県で宮崎県のみ捕獲例がなかった。

「野生動物の現状と人間との共生」
（岩本）

10/14 門川町向ケ浜で本年６頭のアカウミガメを

○岩本理事長の宮崎大学副学長退官記念講
演会開催

発見したと報じられた。
10/19 宮崎市内の高校生が県内初のヨツスジカミ

11/23 都農町石並川上流カモシカ調査

キリムシと２例目のヘソカドケマイマイを発見。

11/27～29 千葉県一宮市にて開催の「第２６回日

10/20 17 日と 18 日にクマらしい動物を佐賀県背

本ウミガメ会議ｉｎいちのみや千葉」出席。当

振山で目撃したと報じられた。22 日、近くでニ

研究会より 3 題の研究発表を実施。（詳細は次

ホンアナグマの糞が発見された。

号にて）

10/22 高鍋町北高鍋、ＮＴＴの鉄塔にオスのハヤブ

11/28 「第 17 回 石崎浜ビーチクリーン」におけ
る「アカウミガメの話」（福島）

サが２０回目の越冬に向けて飛来した。
10/24 アサギマダラが南下シーズン迎えたことが報

11/30 第 2 回宮崎県レッドリスト検討委員会開催
12/5～6 五ヶ瀬町、日之影町カモシカ調査

じられた。
11/24 県内の松林が、2015 年上期では過去最大の

12/6 新富町の根井会員が永年のアカウミガメの保
護調査活動により「平成 27 年度 シニアパワ

松くい虫の被害を受けた。
12/10 県は 11 月に宮崎市などで採取した野鳥の糞

ー賞」受賞（宮崎県より）

より低病原性鳥インフルエンザウイルスが検出さ

12/8 12 月例会開催

れたと発表した。

12/10 ＭＲＴ取材放映「アカウミガメの上陸産卵

12/16 12 月 12 日に西都市でアライグマが確認さ

減少について」（中村）

れた。

宮崎野生動物研究会通信「わいるどらいふ」 No.40 201５年 12 月 2５日発行
特定非営利活動法人

宮崎野生動物研究会
代表 岩本 俊孝

（Miyazaki Wildlife Research Group）

http://www.m-yaseiken.org

かお：ミゾゴイ
「わいるどらいふ」の無断引用、転載、複製を禁止します。
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