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201７年度アカウミガメ調査結果速報
今年も５月２０日から 8 月 10 日の約 2 か月間に
及ぶアカウミガメ上陸産卵調査が終わりました。そ
こで、アカウミガメ上陸産卵調査結果の速報をお知
らせします。正式な数値は現在集計中ですので、改
めてお知らせします。
さ て 、 気 に な る 上 陸状 況 で す が 、今 年は 上 陸
1,282 回、産卵 871 回、戻り 411 回という結果
でした。昨年の上陸 1,171 回、産卵 747 回、戻り
424 回と比較すると、現時点での比較でも昨年より
は増加しています。
今年の上陸状況の印象は、調査開始直後の 5 月末
はそれほど上陸回数は多くなく、のんびりとしたス
タートという印象でした。それが 7 月から 8 月にか
けて増加していった感じでした。特に、例年なら７
月の後半からは徐々に上陸数が減ってくるのですが、
今年は 8 月になっても上陸回数が減ることがありま

せんでした。
（調査地区によって異なるかもしれませ
んが）8 月上旬の台風 5 号通過後から一気に減った
印象もありますが、それでもまだ多少は上陸がみら
れました。
今、調査期間前に施工された住吉海岸から大炊田
海岸に及ぶ突堤やサンドパック、養浜の影響か、ま
た、自然の力かは不明ですが、期間中宮崎市より北
側の海浜には多くの砂が堆積していたように思われ
ました。
一般にウミガメが産卵することが可能な海浜であ
った期間が、昨年よりも長かったことは印象に残っ
ています。特に新富の海岸は、とても広い海浜が維
持されていました。
最終的には 1,300～1,400 回程の上陸数になる
のではないかと思います。集計結果の確定値は、次
号にはご報告できると思います。

調査地区 上陸回数
産卵回数
戻り回数
前年上陸数 上陸前年比
堀之内
6
4
2
108
▲102 ※集計途中
新富北
7
7
0
159
▲152 ※集計途中
新富南
295
226
69
205
90
一ッ瀬南
165
116
49
94
71
大炊田
194
106
88
113
81
明神山
124
82
42
111
13
住吉
37
22
15
6
31
一ツ葉
73
55
18
69
4
人工ビーチ
19
10
9
1
18
大淀川
5
1
4
7
▲2
空港北浜
29
25
4
24
5
松崎
149
95
54
113
36
運動公園
80
56
24
79
1
こどものくに
70
44
26
51
19
青島
6
2
4
4
2
白浜
23
20
3
27
▲4
小内海
0
0
0
0
0
全体
1,282
871
411
1171
111
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話題を提供１

一ツ葉海岸にオガワコマッコウ、
赤江浜(松崎北)にユメゴンドウ７頭が集団座礁
西田伸（宮崎大学教育学部）

2017 年 5 月 14 日、宮崎市一ツ葉海岸に小型鯨類

ユメゴンドウ Feresa attenuate は熱帯・亜熱帯海

のオガワコマッコウが、そして 6 月 9 日〜10 日にか

域に生息する小型歯鯨類です。体長は 2.7 m 程度にな

けては、宮崎市赤江浜（松崎北）にユメゴンドウ７頭

ります。和名のユメは「夢」のこと。実は 1874 年に

の座礁（ストランディング）がありました。いずれも

本種が記載されてから、１世紀近くも再発見がなく、

宮崎野生動物研究会（以降、野生研）会員の皆様にも

まさに「夢」クジラだったわけです。

協力を頂き、調査を行いました。あまり聞き覚えのな

6 月 9 日、松崎北地区（空港の南）のウミガメ調査

いイルカ・クジラではないでしょうか。今回は、この 2

中に最初の個体を発見しました。満月の夜、波打ち際

つの座礁事例について紹介させて頂きます。

にウミガメとも異なる黒い影。近づくと、表皮が大き

５月 14 日、県総合博物館にて野生研総会が行われ

く擦りむけたクジラが、苦しそうにもがいていました。

ていた、まさにその時に、博物館に鯨類座礁の一報が

波も穏やかでしたので、ひとまずは沖へ出すことに成

ありました。総会終了後、野生研メンバーとともに現

功しましたが…。翌朝、野生研メンバーと浜へ向うと、

地へ。NPO 法人宮崎くじら研究会、宮大・教育学部、

同じ個体が再座礁。さらに離れた場所に別個体も！最

宮崎県・市と共同で調査を実施しました。

終的に 7 個体の集団座礁でした。4 個体は生存してい

座礁した個体は体長 1.78 m のオガワコマッコウ

ましたが、お昼過ぎには全個体の死亡を確認しました。

Kogia sima。ハクジラ亜目（歯を持つ鯨類グループ）

本種の座礁は本県で 3 例目、3 頭以上の座礁としては

マッコウクジラ上科 コマッコウ属に属する小型鯨類

国内 2 例目となる、非常に珍しい事例です。

です。最大で 2.7 m 程度、270 kg になります。高度
腐敗の状態でしたので、性別は不明ですが、若い個体
であったことが伺えます。コマッコウ属鯨類（本種お
よびコマッコウの現生 2 種）の最大の特徴はそのフォ
ルムです。サメに擬態しているといわれており、胸ビ
レの前部には、偽鰓（ぎさい）とよばれるエラを模し
たと思われる、白い三日月状の模様があります。さら
におもしろいのは、敵（サメやシャチ？）に襲われた

写真１ 座礁したユメゴンドウ

際には、タール状の糞便をまき散らして、煙幕を張る
7 個体ともなると、対応も困難となるため、すぐに

といわれています。下顎にのみ華奢な歯があり（K.

国立科学博物館のプロ集団にも連絡。翌日から、科博、

sima では 7−12 本）、イカを主食としているようです。

県、市、クジラ研、野生研、長崎大、愛媛大、宇都宮

とはいえ、なかなか地味な鯨類で、詳細な生態はまだ

大、wila、宮大で現地にて解剖調査を実施しました。

謎が多い種類です。宮崎県では、もちろん座礁のない

体長は 2.2 m〜2.3 m、オス３、メス４個体のグルー

年もありますが、年に１もしくは２件程度の座礁報告

プで、ほとんどが性成熟しているようでした。現在、

があります。

各研究機関にて解析を進めているところです。どうい
った群れなのか？寄生虫は？環境汚染物質の蓄積の有
無は？胃内容物は？そしてなぜ座礁したのか？こうい
った座礁事例への対応により、少しずつ解明につなが
ればと思っています。
座礁事例に遭遇された際は、是非ご連絡を！
図１ オガワコマッコウ(©国立科学博物館)

(西田：irukuji@gmail.com)
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私と動物

やがて、新たな子ゾウがやって来ました。今度は
「パク 2 世」と名づけました。この子はとても頭が

子象の思い出

よく聞き分けのよい子ゾウでした。飼育員にもよく

私は子供の頃「好きな動物は」と聞かれるといつ

なれ、背中に乗ることも出来るし、鼻で起用に絵を

も「ぞうさん」と答えていたらしいです。なぜゾウ

描くことも覚えました。昭和天皇皇后両陛下が動物

さんが好きだったのかはよくわかりませんが､幼稚

園を視察に来られた時には、目の前でお絵かきを披

園の時、遠足で動物園に行って､初めて見たゾウの大

露しました。しかし、彼女も大きく成長し、５歳に

きさ、面白い形、それに力強さに心を引かれたのか

なるともらわれて行くことになりました。その頃、

もしれません。

日本もワシントン条約に批准し、アジアゾウは輸入

大人になって動物園の仕事をすることになった時

が禁止となりました。でも、ゾウの人気は高まるば

も、一番に入手したのもゾウでした。それにアフリ

かり。ゾウのいない動物園は動物園でないとまで言

カに行き、サハリーでゾウの群を見つけた時､思わず

われ、そこでなんとかしてゾウを手に入れようと計

運転手さんに車を止めさせ､彼らが砂煙を立てなが

画しましたが、輸入できるアフリカゾウはアジアゾ

ら草原を通り過ぎるまで胸をはずませ最後まで見送

ウと違って気が荒く、扱いが難しいのです。でも、

っていました。やっぱりゾウは大好きでした。

子ゾウなら大丈夫だろうと購入が決まりました。

宮崎でのゾウの出会いは動物園が出来る１年前。
大阪万博が開催され､その時にインドからやって来
ました。ゾウの群の中に可愛い赤ちゃんゾウが 1 頭
いました。それを万博終了後に購入し、宮崎につれ
てきたのでした。そこで「パク」いう名がつけられ
ました。小さな子ゾウは短い鼻を振りながらちょこ
ちょことよく動き、出来たばかりの動物園のマスコ
ットになりました。それから 2 年ほどしたときです。
足に刺さった古釘から破傷風になり突然大病になり
ました。まず直らないと言われたこの病気を私たち
は必死で看病し 9 日間の闘病で奇跡的に回復しまし

しばらくして貨物飛行機で輸送されてきたアフリカ

た。これは動物園界の記録にもなりました。しかし

ゾウは、想像もしなかった６０ｋｇという小さな赤

ゾウは成長も早くみるみる体重が増え体も大きくな

ちゃんゾウでした。ところがこの子ゾウは今までの

り 4 歳にもなると､とても簡単には扱われなくなっ

アジアゾウと違って気が荒く、大きな耳を広げなが

てしまいました。それに残念ながら、動物園には大

ら容赦なく頭から体当たりしてきました。目が赤く
充血し、興奮しているようで恐ろしくて近づけませ
んでした。さすがにアフリカゾウだと思いました。
世話をするにはなんとしても馴らさなければと、ま
ず担当者が一日中そばにつくことにしました。それ
は昼も夜もでした。ゾウ舎の前で寝泊まりすると子
ゾウに話しかけました。６日ほどするとやっと安心
したのか少しは心を開いてくれて、手から餌をとる
ようになりました。子ゾウとの信頼関係が出来たこ
とに、こんなうれしいことはありませんでした。そ
れから 6 年飼育しましたが大きく成長し、宮崎から

人のゾウを飼う施設がまだありませんでした。そこ

別れる日が来ました。互いに目に涙がありました。

で他の動物園にもらわれていくことになりました。

竹下 完
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話題を提供２

宮崎県のカタツムリ １４

今回の調査ではクモで宮崎県初記録のコキハダ
カニグモが見つかりました。私が初めて見る赤い
コガネグモもいました。串間研之氏に訊くと「オ

延岡市の島野浦島の調査に行きました。次の日

オスミコガネグモ」とのことでした。

には小型の台風３号が接近するという梅雨の中休
みでした。
島野浦島には今まで５～６回来ていますが、ほ
とんどが島の東側にある日井の浜という「さざれ
石」のあるところを調査してきました。今回は島
の西側の須佐白というところを調査することにし

コキハダカニグモ

ました。

オオスミコガネグモ

１２０ｍ登って、１２０ｍ下ると須佐白という

島の若者達が島起こしのために、尾根沿いにあ

海岸です。そこは、砂浜ではなく礫浜でした。波

る、「西国三十三観音」や海水浴場に通じる遊歩

の動きで石どうしがぶつかり合う音が懐かしいよ

道を整備してくれているので、ずいぶん歩きやす

うな気がしました。

いです。集落の中心にある神社から急な坂道を登

昼食を済ませて、再び１２０ｍ登ります。帰り

ります。標高１２０ｍ付近から下りです。木の葉

道で落ち葉を採って帰ります。落ち葉の中に棲む

にいるカタツムリを採集するために、昆虫採集で
使うビーティングという方法で木の葉を叩きます。
カタツムリはもちろん、昆虫やクモも落ちてくる

小さなカタツムリを探すためです。家に帰って落
ち葉の中を探しますが、ほとんど何も出てきませ
ん。絶滅危惧種のサツマムシオイ３頭だけでした。

ので、いろいろな生き物を採集します。今回ビー
ティングで一番多く落ちてきたカタツムリは小さ
なカサキビでした。

サツマムシオイ
オイ
道ばたには黒っぽい花のコクランも咲いていまし
カサキビ

た。

遊歩道の途中で大型のナメクジのヤマナメクジ
を７～８頭見かけました。

コクラン

台風が接近しているので、海上タクシーを利用し
て、早々に島を後にしました。
西 邦雄
ヤマナメクジ
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話題を提供３
「カンムリウミスズメ シンポジュウム
in 門川 2017」に参加しました

２日目の 19 日はセッション２として、まず、中
村が一般向けにカンムリウミスズメの話しをして、
中

カンムリウミスズメの世界最大の繁殖地「枇榔島」

その後キム ネルソン（アメリカ）氏が日本で繁殖す

がある東臼杵郡門川町で、2017 年 3 月 18・19

るウミスズメ類の保護と保全について話をし、今回

日（土・日）の両日に「カンムリウミスズメ シンポ

最も門川でのシンポジュウムを熱望していたハリー

ジュウム in 門川 2017」が開催され参加しました。

カーター（アメリカ）氏の講演を予定していたが、

主催は、このために１年前から立ち上げた「門川カ

体調不良で福岡で動けなくなり、代わりに大槻氏が

ンムリウミスズメシンポジュウム実行委員会」で、

繁殖個体数の推定について説明しました。その後山

門川町・門川町教育委員会・公益財団門川ふるさと

口典之（長崎大学）氏がジオロケータにより明らか

文化財団が人と会場、資金面でバックアップしてく

になったカンムリウミスズメの移動経路について最

れました。

近の情報を交えて話をされました。チェ チャンヨン

シンポジュウムのプログラムは、門川町長の挨拶

（韓国）氏は韓国のウミスズメ類に対する脅威要素

から始まり、18 日のセッション１では、ジョン パ

である混獲や油汚染、外来捕食者について紹介しま

イアット（アメリカ）氏が希少海鳥のモニタリング

した。窪田麗子（門川町）氏がカンムリウミスズメ

の必要性について話され、続いて中村（枇榔島調査

に対する門川町の取り組みを時系列に繋げて紹介し

研究会）が枇榔島で行っている標識調査の結果を紹

ました。最後に、濱田秀一（門川町）氏が門川町の

介し、デロー ウィットワース（アメリカ）氏がスポ

漁師代表で漁業とカンムリウミスズメについて話を

ットライトサーベイの調査手法について紹介しまし

しました。締めは、アメリカ、韓国、日本の代表が

た。富田直樹（山階鳥類研究所）氏は環境省が行っ

前に出てそれぞれの総括を述べて閉会し、午後のエ

ているモニタリングサイト 1000 の海鳥調査につい

クスカーションへと繋げ、カンムリウミスズメ洋上

て紹介し、田尻浩伸（日本野鳥の会）氏は伊豆諸島

観察会が行われました。参加者は全員、実際のカン

でカンムリウミスズメが巣に出入りする時間の観察

ムリウミスズメを見て喜んでいたようでした。

を報告しました。パク チャンウク（韓国）氏は韓国

最後に 250 名もの参加があり、大変盛会に終了し

の Gugul-do ではカンムリウミスズメとウミスズメ

たシンポジュウムであったと関係各位に感謝申し上

が混棲し繁殖していることを報告をし、大槻都子（海

げて、報告とします。

鳥保全グループ）氏は烏帽子島と小屋島でソングメ
ーターを使った調査の紹介を、ニーナ カーノフスキ
ー（アメリカ）氏はモーションカメラを使ってカン
ムリウミスズメの捕食者を突き止めた話をしました。
最後に質疑応答を行って 1 日目のシンポジュウムを
終了しました。
その後今回参加した専門家が集い、ウミスズメ類
の調査事例を踏まえ、モニタリングの時期や時間帯、
経費などについて議論したが結論は得られなかった。
２時間近くの専門者会議が終わり、いよいよ、夜は
門川町の温泉センター「心の杜」で懇親会が開かれ、
門川町長はじめ教育長、議長や一般の方など沢山の

中村

人たちが参加して、大変楽しい雰囲気のうちに終了
しました。
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豊

話題を提供４

ホタルのいる風景
上映会・講演会
6 月 11 日、宮崎市フェニックス自然動物園で、
THE ZOOLOGCAL

LITING INSTITUTE

(ZLI)が制作した「ホタルのいる風景」の上映会と
この映画に関する「動物と光について」と「ホタ
ルについて」の講演会がありました。上映会は
講演会に来られた方は約 80 名。お客様は光る

11：00 からと 12：00，14：00，15：30 か

ホタルの卵には驚いていました。上映会のお客様

らの 4 回、上映時間は約 12 分です。

を含めると 200 名の方が光と自然（動物）につい
て、新たな思いを胸に刻み込んだことでしょう。
最終の上映会には河野宮崎県知事もプライベート
でお越しになり、フィシャー博士と光害と宮崎の
自然について話をされていました。通訳は研究会
員の長谷川信美宮崎大学名誉教授と長谷川岳子さ
14：00 の上映会後に、ZLI 代表のジェームス・

んが勤めました。

カール・フィシャー博士による講演はお話に出て
きた「最小限残して欲しい人工光を利用した宮崎
の自然の素晴らしさ。」が印象的でした。その後、
ZLI の越智信彰東洋大学准教授による「暗さの大
切さ。光の害（光害）ってなんでしょう」の講演
がありました。

そして、宮崎野生動物研究会の西邦雄会員によ
る「宮崎のホタル」と題して宮崎に生息ホタルの
説明や長年調査を行っているゲンジボタルの生態
や産卵などの貴重なシーンを紹介していただきま
した。
出口
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智久

会員ペンリレー

北限のサル
研究会の車両が新しく
これまでは砂浜使用の軽 4 輪駆動車で
したが、今回、カモシカ調査などの山林
や長距離でも移動可能な日産 AD ワゴン
4 輪駆動車を購入しました。車体の横に
はアカウミガメとニホンカモシカのマー
ク入りです。

宮田

真希子

大学時代、青森県下北半島でニホンザル調査に参
加しました。下北半島は、野生の霊長類の生息北限
地としても知られています。12 月下旬であったため、
調査地はもちろん雪山。
長靴で一歩進むと膝まで埋まります。かんじきを
つけ、サルの足跡や糞などの痕跡を探しながら歩き
ます。サルの食性・分布などの生態や、個体間関係
の変化などの社会的内容を調査するためです。
残念ながら、雪山ではサルに会えませんでした。

ライフジャケットの寄付を受ける

しかし、人里近くで親子ザルに会うことができまし

住吉海岸を工事している 4 社・団体（株
式会社志多組様、大淀開発株式会社様、
株式会社坂下組様、伊達組･伸洋土木経常
建設共同企業体様）から、ウミガメの調
査に役立てて頂きたいとライフジャケッ

た。木の上に、ふわふわの体がふたつ！全体は灰色

ト１０着を寄付して頂きました。６月１
２日に贈呈式が行われ、岩本理事長より

も遭遇しました。厳しい自然環境と共存しながら、

と茶色を混ぜたような色。下毛は白くて柔らかそう
でした。雪の舞う中、赤い顔をした母ザルが子ザル
の毛繕いをしていて、ちらちらと人間の方を向きま
す。下北半島では、野生のカモシカとオジロワシに
動物たちは逞しく生きていました。
動物園への就職を機に、東京から宮崎へと移り住

感謝状をお渡ししました。

んできました。宮崎でも、野生動物たちとの出会い
が楽しみです。

次回は、東
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篤志さんにお願いします。

動物記録

野生研のあしあと
４/18 ４月度月例会開催

4/23 トキの野生ペアが 40 年ぶりにヒナが誕生。

５/14 平成２９年度総会を開催

新潟県佐渡市で、自然界で繁殖し育った国

午後２時より宮崎県総合博物館内にて開催。

の特別記念物トキのつがいから 1976 年以

出席者は 70（委任状 37）名。

来 40 年ぶりにヒナが繁殖したことが公表。

平成２８年度事業報告や平成２９年度の事業

5/12 宮崎県は 11 日、日南市の油津港周辺で特

計画、役員改選を実施。会員により、会報の作成

定外来生物のスズメバチ「ツマアカスズメバ

や賛助会員の充実等の要望がありました。

チ」1 匹を捕獲したと発表した。

５/20

●アカウミガメの上陸ならびに産卵等の本

5/14 住吉海岸にオガワコマッコウ 1 頭が座礁

年度一斉調査開始

5/27 宮崎古城小学校のビオトープに、地元に生

●第２１回石崎浜ビーチクリーン」

息するオオイタサンショウウオを放流

宮崎海岸出張所主催において小豆野会員が「ア

6/9～10

カウミガメ及び海岸周辺の希少植物の話」講演

松崎海岸に 7 頭のユメハゴンドウが座

礁しているのを発見。性別はオス 3 メス 4。

●シーガイアビーチクリーン一ツ葉に協力

集団座礁は全国でも珍しいとのこと。

講師派遣（出口）

6/9

５/22 高鍋町立高鍋西小学校４年生が総合的な時

毎日新聞のコラムに宮崎県内のグンバイト
ンボ、ハッチョウトンボ、ベニトンボの情報

間で海岸の清掃活動を行い、岩永会員が講話

が紹介。

６/11 宮崎市フェニックス自然動物園で実施した

6/15 ユネスコの人間と生物圏計画国際調整理事

「ホタルのいる風景」の上映会と講演会に協力

会は 14 日パリで開かれ、宮崎県と大分県に

西会員が講演

またがる「祖母・傾・大崩」地域を生物圏保

６/20 ６月度月例会開催

存地域「ユネスコエコパーク」に登録するこ

ウミガメ調査の中間報告や稚ガメの放流会や

とを決めた。

カメの卵の移植について討議。

6/16 整備護岸（サンドパック工法）の設置海岸
でアカウミガメの産卵が報じられた。

７/11 宮崎市立檍北小学校３年生対象のホタルと
アカウミガメの授業に講師派遣（出口）

6/19 ●延岡市長浜海岸のコチドリの繁殖が紹介

７/13 宮崎市立広瀬中学校１年の総合の時間に宮

●九州電力は生物多様性のために耳川水系

崎の海岸で産卵するアカウミガメの生態につ

の美郷２ダムの通砂運用を 7 月から開始する

いて講師派遣（出口）

と報じられた。

７/14 青島「渚の交番にて」青島中学生対象にウミ

6/21 幸島が昨年 3 月より陸続きとなり、監視員
が見張っていたが、13 日 1 頭が対岸に渡っ

ガメの講義を実施。
日本財団助成「海洋教育プロジェクト」

たと報じられた。なお、8 月の台風で陸続き

（西田会員）

は解消された。

７/19 ７月度月例会開催

7/11・13

ウミガメの中間調査報告他

都城の梅北小と赤江小にアオバズクが

飛来とのこと
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