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1.

日本におけるウミガメ関連情報のとりまとめ

1-1

2014 年シーズン（2013 年 10 月～2014 年 9 月）の日本の産卵情報の収集

日本国内の 262 機関・個人より、540 ヶ所の砂浜のウミガメ類の上陸・産卵情報をいただいた。アカウミ
ガメは 385 ヶ所の砂浜で 18215 回の上陸、内 324 ヶ所の砂浜で 9425 回の産卵が確認された。また、アオ
ウミガメは 106 ヶ所の砂浜で 935 回の上陸、内 90 ヶ所の砂浜で 603 回の産卵が、タイマイは 2 ヶ所の砂
浜で 18 回の上陸、内 2 ヶ所の砂浜で 7 回の産卵が確認された。また、種の特定できなかった上陸回数は
143 回、産卵回数は 87 回であった（2014 年 10 月 31 日集計段階）。(植月・松沢)

1-2

2014 年シーズンの漂着死体情報の収集

期間中、日本ウミガメ協議会に報告された漂着死体は 422 個体であった。内訳はアカウミガメ 188 個体、
アオウミガメ 429 個体、タイマイ 3 個体、オサガメ 4 個体、ヒメウミガメ 6 個体、クロウミガメ 2 個体、
雑種 6 個体、種不明 47 個体であった。 (渡辺・亀田)

1-3

2014 年シーズンの標識調査

2013 年 10 月～2014 年 9 月の間に、16 の個人・団体・機関に 3472 個の標識を配布した。標識個体の再発
見情報（同一の調査主体による上陸産卵の再発見は除く）は 73 個体について寄せられた。種内訳はアカ
ウミガメ 42 個体、アオウミガメ 28 個体、タイマイ 1 個体、種不明 2 個体であった。種別の発見状態は、
アカウミガメでは混獲 16 件、上陸・産卵 16 件、漂着・漂流 10 件、アオウミガメでは混獲 25 件、漂着・
漂流 3 件、産卵 0 件であった。（松沢）

1-4

第 24 回日本ウミガメ会議（牧之原会議）の開催

2013 年 11 月 23 日から 11 月 24 日にかけて標記の会議を静岡県牧之原市で開
催した。参加者はのべ 600 人を越え盛大に行われた。また、会議初日には、牧
之原市の小中学生約 550 名を対象にウミガメ出前講座が実施された。海外から
はブレアー・ウェザリントン博士（米国・フロリダ州）を講師として招聘した。
会議の中では１つのシンポジウム(2 部制)、13 件の口頭発表、17 件のポスター
発表や、上記 1-1 から 1-3 の報告・議論を行った。（植月）

1-5

第 25 回日本ウミガメ会議（奄美会議）の準備

2013 年 12 月より奄美市に予算申請を行い、2014 年 2 月より会議の体制を構築、準備委員会を実施しなが
ら、3 月より奄美大島日本ウミガメ会議実行委員会を設置した。定期的に実行委員会を開催しながら、会
議の内容について協議した。（植月）

1-6

平成 26 年度

徳島県

自然環境協力員育成委託業務（水辺環境）

徳島県内のアカウミガメ上陸・産卵調査等に関わる人材育成事業を行った。県内の住民から協力調査員を
募集したところ、18 名が集まった。そして、産卵シーズン前の 2014 年 5 月 25 日(日)に徳島県阿单市で、
徳島県のアカウミガメ調査についての講習会(参加人数 29 名)を一般向けに行った。調査結果は日本ウミ
ガメ協議会が収集・まとめを行い、産卵シーズン後の 11 月 24 日(月)(来事業年度)に徳島県内にて報告会
を開催予定である。 （植月）

1-7

環境省モニタリングサイト 1000 ウミガメ調査

委託業務

本事業は、国内の様々な生態系に忍び寄る変化をいちはやく察知するべく、環境省が多くの調査主体の協
力により実施している包括的生態系モニタリング事業で、当会はそのうちウミガメの上陸産卵モニタリン
グと関連情報の調査とりまとめ等を担当している。地域性や産卵規模、継続性などの観点から選ばれた約
40 箇所について、上陸産卵状況に加え、砂の堆積や温度などの環境について独自の調査を実施し、地域
ごとに整理・分析した。また、毎年地域ごとに順次実施している情報交換会については、2014 年１月 25
日に長崎市内の長崎カトリックセンターにて開催し（参加人数 20 名）、西九州地域におけるこれまでの
調査研究や保護活動の流れを整理するとともに、侵食や食害など各地の状況や懸念される様々な問題につ
いて共有した。また、事業開始から 10 年間のまとめを行い、アカウミガメ、アオウミガメともに産卵は
回復傾向にあることを報告した。（植月・亀田・松沢）
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２

国際的な活動

2-1

第 34 回国際ウミガメシンポジウム（於米国ニューオーリンズ市）に出席

2014 年 4 月 12 日から 19 日まで開催された標記会議に事務局から松
沢慶将、石原孝が出席した。なお、石原はアカウミガメ北太平洋個
体群について口頭発表を、松沢は全国の主要なアカウミガメの産卵
地の環境特性と産卵成功率についてポスター発表を行った。また、
シンポジウム開催中には、米国西部太平洋区漁業管理評議会の石崎
女史と松沢とで共同世話人をつとめる第 3 回東アジア地域会合が開
催され、日本、台湾、米国などから集まった約 30 名が、情報意見
交換を行った。 （石原・松沢）

2-2

米国西部太平洋区漁業管理評議会との協働

標記評議会では北太平洋のアカウミガメ個体群の保全のための事業を行っており、亀崎が諮問委員の一人
として参画していた。これに関連して、本事業年度は、以下にあげる事業を担当した。
母浜回帰を念頭においた産卵群のＤＮＡによる識別
米国大気海洋局の Peter Dutton 博士との共同研究によって、单西諸島で産卵するアカウミガメには单太
平洋に生息するものと同じ遺伝子型が多く認められ、出現する遺伝子頻度は屋久島やより北に位置する産
卵地のそれとは明らかに異なることが確認されていた。そこで、单西諸島におけるアカウミガメの生態や
遺伝的情報を詳しく明らかにするため、鹿児島県の奄美大島において産卵個体の甲長計測、遺伝子解析用
試料の収集を行った。今後詳細に分析を行う予定である。（石原）

2-3 在日米軍基地における産卵調査およびアセスメント
在日米軍からの委託事業として、沖縄県読谷村の施設内でウミガメの保護事業を実施した。本事業は2008
年からの継続である。2014年は4/16から8/15の期間に週4日間砂浜を踏査し、卵の探索と移植、脱出とふ
化率ならびに砂中温度などの周辺環境の調査を実施した。前年までは現地調査の大部分を琉球大学ウミガ
メ研究会の分担としていたが、本年度は松沢・若月・亀田も毎回、交替で現地に入った。（亀田）

３

講演・学会発表・普及啓蒙活動（※付属施設の活動については、「５」に記載）

3-1 講演活動
漁業によるウミガメの混獲問題と対策－日本の場合 神戸市立須磨海浜水族園 石原 2013.10.12
ウミガメ調査最前線～ウミガメの謎解きの仕方～ 東急ハンズ渋谷店HINT７ 石原 2013.10.22
アカウミガメの生態と保全 ―最新の知見を交えてー 豊橋市立五並中学校 松沢 2013.10.26
深砂浜とウミガメ 豊橋技術科学大学サテライトオフィス 石原 2013.11.10
ゴミ袋を食べてウミガメが減るというウソ 東急ハンズ渋谷店HINT７ 石原 2013.11.12
ウミガメにとって良い浜、悪い浜 ライオン大阪工場 松沢 2013.12.5
ウミガメ調査最前線～ウミガメの謎解きの仕方２～ 東急ハンズ渋谷店HINT７ 石原 2013.12.17
世界のウミガメ１～同じようで全く違う暮らし方～ 東急ハンズ渋谷店HINT７ 石原 2014.1.22
ウミガメにとって日本海とは 福井市自然史博物館 岡本 2014.2.15
冬のウミガメ達 東急ハンズ渋谷店HINT７ 石原 2014.2.18
ウミガメの甲らは何のため？～隠れられない甲らの秘密～ 外房ウミガメ懇話会 石原 2014.3.1
海とウミガメ－水深1000mへのダイビング 東急ハンズ渋谷店HINT７ 石原 2014.3.10
総合科学部で学んで～働くとは何か？ 徳島大学 植月 2014.5.28.
みなべ町千里浜におけるウミガメ生態調査方法 千里観音 松沢 2014.6.28.
小型化している？日本のアカウミガメに今、ナニが？ ライオン大阪工場 松沢 2014.7.4.
みなべ町千里浜におけるウミガメ調査 帝京科学大学サルカメ実習 千里観音 松沢 2014.7.20.
甲らにかくされたウミガメの秘密 紀宝町ウミガメ公園 松沢 2014.7.27
日本におけるアカウミガメの保全の現状と課題 下田市立中央公民館 松沢 2014.9.3.

3-2 学会・論文等発表
Ishihara, T., M Kayo, Y Yamashita, T Hamabata and N Kamezaki. 2014. Genetic structure of southern part
of North Pacific loggerhead turtle population and its implication of gene flow with South Pacific
population. 34th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Abstract ID 5713. USA.
(Oral)
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Ishihara, T. 2014. Sea turtle bycatch on coastal fisheries around Japan and differences on the fishing
methods. The Third East Asia Regional Meeting at the 34th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and
Conservation April 13, 2014 Summary Report 4-5. (Oral)
石原孝・興克樹・水野康次郎・嘉陽宗幸・山下芳也・浜端朊子・亀崎直樹．单西諸島で産卵するアカウミガメの特性．
第52回日本爬虫両棲類学会．B-07．北海道．Nov．2013．
亀崎直樹・渡辺紗綾・石原孝・岡本慶・宮内叶．日本沿岸におけるアオウミガメの移動．第52回日本爬虫両棲類学会．
B-06．北海道．Nov．2013．
石原孝．ウミガメ類解剖時に見られた特異な事例．P-14．第24回日本ウミガメ会議．静岡．Nov．2013．
久米光晴・石原孝．種子島熊野漁港沖定置網におけるウミガメ混獲．O-4．第24回日本ウミガメ会議．静岡．Nov．
2013．
上野真太郎・岡本慶・石原孝・興克樹・亀崎直樹．奄美大島で孵化した雑種と思われるウミガメの子ガメの特徴と成
長過程．P-16．第24回日本ウミガメ会議．静岡．Nov．2013．
Phaller, J. B., J. Alfaro-Shigueto, B. Giffoni, T. Ishihara, J. C. Mangel, S. H. Peckham, K. A. Bjorndal
and J. A. Baeza. 2014. Social monogamy in the crab Planes major, a facultative symbiont of loggerhead
sea turtles. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 461: 124-132.
Phaller, J. B., J. Alfaro-Shigueto, G. H. Balazs, T. Ishihara, K. Kopitsky, J. C. Mangel, S. H. Peckham,
A. B. Bolten and K. A. Bjorndal. 2014. Hitchhikers reveal cryptic host behavior: new insights between
Planes major and sea turtles in the Pacific Ocean. Marine Biology 161(9): 2167-2178.
一澤圭・林耕介・小笠原淳子・田島木綿子・上野真太郎・石原孝・川上靖・山田格．2014．鳥取県沿岸と周辺海域で
記録された海洋動物（2012 年～2013 年）－鯨類，鰭脚類，ウミガメ類，およびアカマンボウ目魚類について－．
鳥取県立博物館研究報告 51: 59-65．
Matsuzawa,Y. 2014. Nesting success of loggerhead turtles at major nesting beaches in Japan 34th
International Sea Turtle Symposium. April 12-19, New Orleans Louisiana, USA.

3-3 普及啓蒙活動
エコプロダクツ 2013 2013/12/12-14 出展
東京ビックサイト
西九州地区ウミガメ情報交換会 2014/1/25 長崎市
徳島県アカウミガメ上陸産卵調査講習会を開催 2014/05/25 徳島
イルカ with Friends Vol.10 に参加・出展
2014/7/26 河口湖ステラシアター
ウミガメエコツーリズム 2014/8/3 神戸空港ラグーン
美波町ウミガメ特別講演会に協力 2013/11/26 美波町公民館

3-4 その他
(1)メディア協力・監修
科学雑誌「ニュートン」10 月 「カメ特集」 協力
映画「サミーとシェリー 七つの海の大冒険」 広報協力

(2)情報の発信・印刷物の発行等
●機関誌「マリンタートラー」の発行
日本ウミガメ協議会の活動を広く周知するために、機関誌「マリンタートラー」
第 19 号を発行した（2014 年 7 月 31 日）。
●ウミガメ速報の配信 計 16 回（2013 年 10 月～2014 年 9 月）
ウミガメに関わる個人・団体間での連携と情報の即応性を高めるために、電子メ
ール・ファックスなどを利用し、ウミガメの産卵情報を中心とした情報を不定期に配信した。
●「うみがめニュースレター」の発行支援
うみがめニュースレター編集委員会（委員長 石原孝氏）が発行している情報誌「うみがめニュースレタ
ー」の発行を支援（経費の支出、発送作業の実務）し、編集には亀田が編集委員、宮原がデザイン担当と
して参画している。事業年度中に No.97、No.98、No.99 の 3 号を発行した。（亀田）
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(3)東京大学大学院大学院生への研究協力
岡本慶／上野真太郎
(4)卒論・修論指導
鶴田祐士（大阪府立大学修士）/ 川崎了治（名城大学）/

山際幸太郎（東海大学）

(5)インターンシップの受け入れ
濱田暁聖（大阪コミュニケーションアート専門学校）／田中颯（大阪動植物海洋専門学校）／上野真未
（近畿大学）／横山翔太（龍谷大学）／大阪経済大学 ほか

４

個別プロジェクト

4-1 ウミガメ義肢プロジェクト（悠ちゃんプロジェクト）
2008 年に紀伊水道で１頭のアカウミガメが捕獲された。そのアカウミ
ガメは両前肢をサメに食いちぎられてうまく泳ぐことができず、その
スピードは健常のカメのたった 60％ほどだった。このウミガメを「悠」
と名付け、うまく泳げるよう人工ヒレをつけてあげようと、㈱川村義
肢、㈱山本化学工業、東京大学大気海洋研究所、大阪大学、京都大学、神戸市立須磨海浜水族園など、
様々な専門家が集まって 2009 年に「悠ちゃんプロジェクト」が始動した。本事業年度は 2013 年は 10/13、
11/7、12/16、2014 年は 2/23、3/15 に人工ヒレ装着試験と人工ヒレ開発プロジェクト技術検討会議を行
った。5 年間にも及んだ人工ヒレの開発は困難を極めた。悠ちゃんがうまく使いこなしたのは人工ヒレの
先端に人間用のフィンをつけたものであった。これ以上よい人工ヒレを作ることはできない、と技術の限
界を感じながら、ウミガメ専用の人工ヒレは完成をみた。2014 年 4 月 5 日には人工ヒレ完成報告会とお
披露目パーティを行い、悠ちゃんプロジェクトは終了した。今後はやや太り気味の体重を減量することと、
尐しでも自然に近い環境で過ごせるよう、夏から秋の時期は半自然環境の神戸空港島人工海水池で過ごし、
水温の低くなる冬期は神戸市立須磨海浜水族園で生活することとなる。（三根）

4-2 大阪湾ウミガメレスキュープロジェクト
漁業が活発な大阪湾では年間十数個体のウミガメ類が確認されており、水温が低下する時期まで湾内にと
どまることが分かっているが、その多くが混獲や漁船との事故により傷つき、死亡して見つかる。そこで
大阪湾とその周辺で保護されたウミガメ類を水温が低下する 12 月頃まで閉鎖的な神戸空港島人工海水池
に収容し、必要に応じて治療を施す事業を行った。今事業年度中はアカウミガメ 5 個体漂着情報があった。
そのうち 1 個体は生きた状態で保護し、神戸空港島人工海水池に収容している。（三根）

4-3 ウミガメの混獲死低減のための技術開発プロジェクト
本プロジェクトは須磨海浜水族園、在メキシコ NGO grupo tortuguero、漁業者、他機関の研究者との協
働で行われて来た。本年度の実験は 2014 年 5 月 18-27 日にかけて徳島県阿单市椿泊の底層定置網での実
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地試験および 2014 年 9 月 3-7 日の神戸市立須磨海浜水族園での開発実験を実施した。実地試験では 4 つ
の型を操業中の定置網に順次設置し、魚群の逃避がないことを確かめ、開発実験では実地試験で確認した
型を中心に、よりウミガメが脱出しやすく、操業に影響を及ぼさないよう改良した。本プロジェクトは米
国 NOAA-NMFS および水産庁より助成ならびに委託を受けて実施した。（石原）

4-4 アカウミガメで新たに確認された单西諸島グループの実態調査プロジェクト
これまでに行った遺伝学的な調査の結果、日本で産卵する北太平洋のアカウミガメは、前述の单西諸島グ
ループと鹿児島県屋久島以北に産卵地を持つ本土グループとに分かれることが明らかになった。これを踏
まえてこれまでの知見を振り返ると、单西諸島グループと本土グループでは餌場とする生息地も異なって
いる可能性が高い。そこで、今年度も奄美大島においてアカウミガメの産卵個体の甲長の計測、遺伝的な
解析のための試料採取を行った。なお、本事業では嘉陽宗幸氏と琉球大学ちゅらがーみー、沖永良部島ウ
ミガメネットワーク、奄美海洋生物研究会と渡連キャンプ場の荒田政行氏のご協力をいただいた。（石原）

4-5 鹿児島県野間池におけるウミガメ類混獲調査
鹿児島県单さつま市野間池に設置されているしろせ定置網の所有者兼当会理事宮内叶氏の協力の下、同定
置網に混獲されるウミガメ類の調査を行なった。本調査は、毎朝実施される定置網漁においてウミガメ類
の混獲が確認された場合、種同定、甲長甲幅等の体サイズ計測を行なった後、左右前肢に標識を装着して
放流するというものである。2013 年 10 月から 2014 年 9 月までの 1 年間に、合計 137 個体のウミガメ類
が混獲され、種の内訳はアカウミガメ 11 個体、アオウミガメ 126 個体であった。来年度以降も継続して
調査を実施していきたい。なお、本調査の一部は三井物産環境基金による助成を受けている。（渡辺）

4-6 明石のアカウミガメ
6/16 に明石市船上町望海浜にてアカウミガメの産卵が確認された。明石市内で産卵が確認されたのは
2008 年以来、6 年ぶりのことである。明石市の要請をうけ、台風の接近に伴い冠水・流失の危険が高まっ
た際には、須磨海浜水族園と協力して卵を一時的に避難させた。また、明石市の依頼のもと、市民への環
境に対する意思向上を図るため、須磨海浜水族園と協力して、産卵巣内に赤外線カメラを埋設し、ふ化脱
出の様子をインターネット中継した。8/1317 時から 19 日 22 時 30 分まで 7 日にわたる配信中のページビ
ュー合計は 36,907 で、ユニークユーザー数は 16,802 となった。この間、66 の国と地域からのアクセス
を確認した。詳細については、明石市のホームページでも確認できる。（石原・松沢）
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５

付属施設の活動

5-1 黒島研究所の活動
Ｉ-1．主な調査・研究活動
モニタリング調査

●ウミガメ類の上陸産卵調査
黒島西の浜におけるウミガメ類の上陸は 17 回（タイマイ 15 回、種不明 2 回）、そのうち産卵はタイマイ 4 回で
あった。今年度はアカウミガメとアオウミガメの産卵は確認できなかった。1978 年からのウミガメ類の産卵上陸
数を図に示す。黒島では、西の浜以外での上陸・産卵は確認できなかった。西表島の单岸のウブ浜とサザレ浜で
は 7 回の調査を実施した。その結果、サザレ浜ではアカウミガメ上陸 1 産卵 1、アオウミガメ上陸 65 産卵 31 であ
った。ウブ浜ではアカウミガメ上陸 1 産卵 1、アオウミガメの上陸 42 産卵 31 であった。なお、イノシシによるウ
ミガメ卵の捕食は、サザレ浜 16 産卵巣、ウブ浜 29 産卵巣であった。

産
卵
数

西の浜におけるウミガメ類の産卵数の推移
2014 年 西表島のウブ浜とサザレ浜におけるウミガメ類の上陸・産卵状況
地点名

上陸跡数

アカウミガメ

アオウミガメ

不明

上陸

産卵

上陸

産卵

上陸

産卵

産卵跡数

ウブ浜

43

32

1

1

42

31

0

0

サザレ浜

66

32

1

1

65

31

0

0

●ウミガメ類の標識放流調査
2012 年 10 月から 2013 年 9 月までにアカウミガメ 3 回、アオウミガメ 134 回、タイマイ 3 回の合計 140 回標識放流
をした。再発見はアオウミガメ 20 回、タイマイ 2 回であった。
●刺網をもちいたウミガメ類の捕獲調査
黒島周辺海域において、刺網をもちいたウミガメの捕獲調査を月に 1 回程度 実施した。2013 年 10 月から 2014 年 9
月までに 9 回の調査を行い、アオウミガメ 28 頭を捕獲し、標識放流した。
助成・委託事業
●新石垣空港に隣接する砂浜におけるウミガメ類の上陸産卵状況(いであ株式会社 委託)
2014 年 5 月から 10 月まで、新空港前の砂浜におけるウミガメの産卵状況を調査した（継続中）
●西表島におけるウミガメ類の繁殖状況調査（沖縄海邦銀行助成）
ウミガメの交尾海域を特定するため、西表島单岸の周辺海域において交尾の回数などを調査した
●沖縄島の人工海浜におけるウミガメの産卵状況調査（みなと未来財団助成）
6 月～8 月にかけて沖縄島の人工海浜 41 か所におけるウミガメ類の産卵状況を調査した
●ウミガメ類の生態調査をとおした自然環境保全への啓発と地域の文化・観光振興活動（前川報恩会助成）
ウミガメ勉強会の開催
●ウミガメ類の生態調査を通じた自然環境保全への啓発活動（w-bridge 助成）
ウミガメ勉強会の開催とアルゴスによる交尾海域の推定調査（継続中）
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Ｉ-2．講演・発表
亀田和成．沖縄県のウミガメ類の現状について. 沖縄県海区漁業調整委員会. 那覇. 9/11
亀田和成・若月元樹．沖縄の伝統的ウミガメ漁に同行して．第24回日本ウミガメ会議. 牧之原. 11/24

Ｉ-3．論文・報告書
亀田 和成・阿部 悠・笹井 隆秀・伊澤 雅子. 琉球列島におけるリュウキュウイノシシによるウミガメ卵の捕食の記録.
うみがめニュースレター(97). 97: 2-8. 2013.
Takahiro Shimada, Shigeru Aoki, Kazunari Kameda, Julia Hazel, Kimberly Reich, Naoki Kamezaki1. Site fidelity, ontogenetic
shift and diet composition of green turtles Chelonia mydas in Japan inferred from stable isotope analysis. ENDANGERED
SPECIES RESEARCH. Vol. 25: 151–164, 2014.

Ⅱ．利用研究者・学生
2013 年
10 月 岩瀬 黒潮生物研究財団、柳 千葉県立博物館（生物調査）
12 月 岩崎 三重県保健環境研究所（水質調査）
間中 東京コミュニケーションアート専門学校（実習）
2014 年
2 月 鈴木・能田 酪農学園大（ウミガメ調査）
一橋 東京大学（ナマコ調査）
原田 大阪大学（博論）
喜多・長谷川・平野 三重大（研修）
前田 甲单大（研修）
高橋・野中 琉球大（研修）
鈴木 新潟動物専門学校（実習）
3 月 与那嶺 沖縄県博物館（黒島総合調査）
松川・佐久本・清水・川島・古堤 琉球大（研修）
菅沼・山本 海洋大（研修）
5 月 tu, Ming-Chung 台湾師範代（ウミヘビ調査）
原田 大阪大学（博論）
7 月 戸倉・北嶋 江ノ島水族館 （ウミガメ研究）
原田 大阪大学（博論）
藤村・宮代・淡路・谷崎・松尾・飯塚・今井・近藤・
岡倉・佐山 海洋大 （研修）
早川・岡部 海洋大 （学芸員実習）
8 月 志村・落合・増田・小倉・小林 海洋大（研修）
伊藤・前田・荒田 甲单大（研修）
矢野 長崎大（研修）
堀田・川上・喜多・平井・大矢・加納・高塚・長崎・高橋
三重大（研修）
石橋 日本生命獣医大（実習）
早津・野中・宮城・大西・佐久本・鈴木・吉谷・山本・
出田 琉球大（研修）
9 月 鈴木・能田 酪農学園大（ウミガメ調査）
吉田 岐阜大（研修）
川島 琉球大（研修）
冨川 海洋大（学芸員実習）
浜地 鹿児島大 （学芸員実習）
利用者合計 66 名（ 研究者 9 名・学生 57 名）

沖縄島の人工ビーチ：埋め立てラッシュ
でこのような場所が増えている

学生らによる産卵調査

学芸員実習生によるウミガメ勉強会

Ⅲ．団体の受け入れ
2012 年
10 月
2012 年
1月
3月
5月

石垣島アースライドツアー

農協観光ツアー
箕面自由学園修学旅行
吉原小・野底小・名蔵小・登野城小・真喜良
小学校遠足
8 月 ジャンボツアー

実習で作成した骨格標本

Ⅳ． 新聞掲載・テレビ出演等
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2014 年
7 月 コーラルウェイ取材
聖教新聞取材
BBC・NHK 取材協力（～9 月まで）

Ⅴ． その他
入館者数 12,717 人（2012 年 10 月～2013 年 9 月）
●ウミガメ勉強会 冬休み、春休み、夏休み、
5 月と 9 月の大型連休などの連休時に毎日
●ナイトガイド随時
●うみがめニュースレター発行作業

BBC と NHK 共同制作番組に協力

2013 年
12 月 亀田 動物取扱業・特定動物の更新手続き
2014 年
2 月 亀田 モニ 1000 検討委員会
3 月 若月・亀田 情報交換会・沖縄亀宴会
5月
7月

亀田 横浜フロンティアサイエンス高等学校（視察対応）
若月・亀田 JTB 常務（視察対応）
亀田 沖縄県海区委員会（視察対応）
8 月 若月 黒島ビジターセンター運営協議会
若月 石垣市水族館新設委員会
若月 HIS 社員（視察対応）
9 月 若月 石垣市水族館新設委員会
9 月 若月 沖縄在アメリカ総領事館（交流会）

新江ノ島水族館との共同研究

Ⅵ．現在実施中のプロジェクト
●人工ふ化したウミガメのリハビリテーション（新江ノ島水族館共同研究）
●ウミガメの環境汚染暴露状況をスクリーニングするための粒子励起 X 線分析法による血球・血漿中微量
元素の多元素同時定性定量の確立と保全調査 （酪農学園大共同研究）
（若月・亀田）

5-2 室戸基地の活動
Ⅰ-1 主な調査・研究活動





ウミガメ類の上陸産卵調査(室戸周辺)
室戸定置網で混獲されるウミガメ類の標識放流調査(椎名、三津、高岡漁港)
ストランディング・孵化調査
高知県室戸定置網における混獲・投棄魚問題の解決及び有効利用に向けた研究

Ⅰ-2 調査結果 (確認個体数）
大敷網（高岡、三津、椎名）
イセエビ刺網
漂着
上陸
産卵

アカウミガメ 89 個体
アオウミガメ 11 個体
アカウミガメ 5 個体
アカウミガメ 2 個体
アカウミガメ 1 個体

アオウミガメ 60 個体
タイマイ 1 個体
アオウミガメ 19 個体

Ⅰ-3 講演・発表
ウミガメ類の生態調査・生息環境保全プロジェクト、2014/1/25、UNDB-J 生物多様性地域セミナーin えひめ
辺
ウミガメと海岸国定公園、2014/6/8、室戸阿单海岸国定公園指定 50 周年記念シンポジウム 渡辺
ウミガメについて、2014/6/29、高知大学解剖実習 渡辺
室戸とウミガメ、2014/7/12、室戸尐年自然の家 渡辺
海の生き物よもやま話、2014/7/17、室戸連合婦人会 渡辺
コツコツ集めてクジラまで、2014/7/26、愛媛県面河山岳博物館ホネものがたり 渡辺
室戸と海の生き物、2014/8/23、室戸ジオガイドの会 渡辺

渡
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海の生き物よもやま話、2014/9/26、室戸シルバーセミナー 渡辺
室戸漂着鯨類について、2014/9/28、ハナゴンドウ解剖会(椎名小学校利用) 渡辺

国定公園指定 50 周年記念シンポジウム

シルバーセミナー

Ⅰ-4 論文・報告書
渡辺紗綾・河野希和.2013.超音波画像診断を用いたアカウミガメの抱卵診断.日本ウミガメ誌 2013.74pp.
臼井平・渡辺紗綾・野村卓之.2014.オホーツク海沿岸の枝幸沖で混獲された枝幸町初記録のアカウミガメについ
て.オホーツクミュージアムえさし年報枝幸研究,5：29-31

Ⅰ-5 共同研究
日本沿岸のアオウミガメの遺伝子解析 浜端朊子 (京都大学大学院理学研究科)
化石海生爬虫類の生態・生理の復元を目的とした骨組織学的研究 中島保寿（ボン大学・シュタインマン研究
所）・林昭次（大阪市立自然史博物館）

Ⅱ利用研究者・学生
2013 年
11 月
2014 年
1月
2月
8月

谷地森 四国自然史研究センター（四国哺乳類研究）
ロバート・ジェンキンズ 金沢大学古生物学研究室 (古生物学研究)
濱田 大阪コミュニケーションアート専門学校 (研修)
谷、坂口 兵庫県立尼崎小田高等学校 (ワレカラ研究)
後藤 ジオパークガイドの会(研修)

ロバートジェンキンズ研究室

研修生ウミガメ計測

ワレカラ採集

Ⅲ団体の受け入れ
2014/3/26 エデュパーク広島駅前本校、ウミガメ勉強会＆放流体験
2014/8/24 イオン株式会社コックス・豊島株式会社、ウミガメ勉強会＆放流体験

Ⅴ新聞掲載・テレビ出演等
2013 年
10 月
2014 年
4月

愛媛県立とべ動物園より人工孵化稚ガメ 1 匹預かり、放流
(愛媛新聞、産経新聞、高知テレビ、愛媛朝日テレビ、とべ動物園機関誌)
定置網にホテイエソなど深海魚大量混獲
(TV:テレビ高知、日本テレビスッキリ、フジテレビノンストップ、TBS テレビ N スタ、高知さんさ
んテレビ、東海テレビゴゴスマ、テレビ朝日モーニングバード、フジテレビとくだね、フジテレビ
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バイキング、TBS テレビひるおび、サンデージャポン、サンデースクランブル、スーパーJ チャンネ
ル、ブラジルテレビグローボ
新聞：共同通信、産経新聞、北海道新聞、東奥新聞、デーリー東北、福島民報、産業経済新聞、日本
経済新聞、新潟新聞、中日新聞、静岡新聞、京都新聞、四国新聞、徳島新聞、高知新聞、西日本新聞、
大分合同新聞、長崎新聞、佐賀新聞、毎日新聞、東京新聞、高知新聞、夕刊フジ、スポニチ、スポー
ツ報知、日刊ゲンダイ、J キャスト、FRIDAY、読売 KODOMO 新聞、朝日小学生新聞)
4 月 ウミガメ放流体験紹介(朝日新聞)

Ⅵその他
2013 年
10 月

とろむの日(室戸ドルフィンセンター)にウミガメ協議会紹介のブース展示参加
海亀混獲防止対策事業(須磨海浜水族園大水槽実験)参加
室戸くろしお祭りにウミガメ協議会紹介のブース展示参加
とべ動物園より預かり仔アカウミガメの放流会
灯台祭りにウミガメ協議会紹介のブース展示参加
徳島ウミガメ報告会参加

11 月
12 月
2014 年
2 月 室戸観光びらき祭りにウミガメ協議会紹介のブース展示参加
定置網形態航空調査参加
元小学校ウミガメ学習会
3 月 ハピもぐ海山フェスタ in 高知にウミガメ協議会紹介のブース展示参加
4 月 愛媛大学沿岸環境科学研究センター視察
アマテラス祭り in 室戸にウミガメ協議会紹介のブース展示参加
とろむ祭りにウミガメ協議会紹介のブース展示参加
5 月 とんがり市 in 室戸にウミガメ協議会紹介のブース展示参加
ウミガメ脱出装置開発実地試験参加
徳島ウミガメ報告会参加
6 月 元小学校にてウミガメに関する出前授業
7 月 愛媛県面河山岳博物館に骨格標本展示協力
徳島県立博物館企画展「四国の哺乳類」に鯨類の写真提供
9 月 海亀混獲防止対策事業(須磨海浜水族園大水槽実験)参加
ハナゴンドウ解剖会開催(椎名小学校利用)

5-3

（渡辺・河野）

みなべ基地の活動

6/9 から 9/5 まで、みなべ町教育委員会から支援を得て千里観音内の調査基地に常駐し、みなべウミガメ
研究班（代表：後藤清理事）および青年クラブみなべと協働で、千里の浜における夜間パトロール調査を
実施し、産卵メスの個体識別および産卵巣へ食害対策用の竹網・金籠の設置を行い、随時、孵化率調査を
実施した。また、この期間を通じて、周辺の砂浜（岩代浜、小目津浜、单部浜）での痕跡調査を昼間に実
施した。なお、食害対策および孵化調査については、株式会社ライオン大阪工場のボランティアの皆様の
協力を得た。（松沢）

5-4

東京事務所の活動

首都圏で行われる各種講演会、報告会、説明会、会合に参加し、エコプロダクツやイルカコンサートにブ
ース出展を行った。室戸調査基地での調査・研究活動の指導や補佐、混獲調査活動の指揮をとり、定置網
用ウミガメ類脱出装置開発実験の準備をおこなった。また、单西諸島におけるアカウミガメの調査を実施
した。東京大学大学院農学生命科研究科とも連携し、研究上の情報交換を日常的に行った。活動は石原の
異動に伴い 2014 年 3 月をもって終了した。（石原）

6
6-1

その他
ミシシッピアカミミガメ防除調査

兵庫県明石市の谷八木川とその流域にある 4 箇所の池において、ミシシッピアカミミガメ Trachemys
scripta elegans(以下、アカミミガメ）の防除を行った。2013 年 5～11 月の 15 日間にカメ専用の捕獲網
を合計 1565 個設置し、合計 2019 個体のアカミミガメを捕獲し、谷八木川流域から取り除いた。（三根）
以上
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