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ウミガメ人工産卵場での産卵・孵化

-2012年の結果-

吉田 徹

今年もウミガメの産卵・孵化が終了した。

2010 年・2011 年と連続で孫世代（F2）アカ
ウミガメ誕生と良い結果が続いたが、2012 年
はやや寂しい結果となった。2012 年のウミガ
メ産卵・孵化結果を報告する。

●産卵結果

・アカウミガメ

アカウミガメは、3 頭が 6 月 13 日～ 7 月 29
日の間に 7回産卵を行ったのを確認した。この
内、1995 年に当館で繁殖した個体は 1 頭が 2
回産卵している。また、産卵個体・日時不明の

産卵巣が 5カ所確認され、アカウミガメの産卵
は合計 12回であった。
・アオウミガメ

アオウミガメは、時々上陸する個体は見られ

たが、産卵は行われなかった。

・産卵まとめ

2012年はアカウミガメのみが産卵を行った。
合計産卵回数は 12 回と前年に続き多回数であ
ったが、その内 5回の産卵巣では産卵個体と産
卵日が不明であり、詳細の判明している産卵巣

は多くはなかった。今年は調査時間外の深夜に

産卵する事が多く、その際に風雨や他の上陸個

体によって産卵跡が消されてしまい未確認とな

ってしまったケースが目立ったためである。産

卵を確認した個体は、前年とほぼ同様の顔ぶれ

であった。繁殖個体の産卵は、2010 年に F2 を
産んだ No.17938 が今年も産卵し、これで 4 年
連続の産卵となった。しかし今年の繁殖個体の

産卵はこの 1頭のみであった。
●孵化結果

・アカウミガメ

産卵個体・日時不明を含めて 12 箇所の産卵
巣の内、孵化したのは僅か 4ヶ所だけであった。
さらに、その内 3ヶ所は個体・日時不明の産卵
巣であり、詳細の判明している産卵巣からの孵

化は 1 ヶ所のみであった。それぞれの産卵巣か

らの孵化率・孵化数は、7 月 15 日産卵 21.9 ％
で 21匹、不明③ 53.7％で 58 匹、不明④ 8.9％
で 11 匹、不明⑤ 52.5 ％で 52 匹であった。ア
カウミガメ全体では 11.9 ％で 142 匹が孵化し
た。

・孵化まとめ

2012 年は、産卵の項で記してある通り詳細
不明の産卵巣が多くなってしまっているため、

孵化結果も同様に不明確な点が多くなってしま

っている。この点も踏まえた上で、2012 年は
前年同様産卵回数は良好であったが、孵化率は

前年より低下した結果となった。アカウミガメ

全体で 12 ヶ所の産卵巣の内、孵化したのは半
分以下の 4 ヶ所のみ、さらに 2010 年まで毎年
産卵・孵化していた当館ウミガメ繁殖の主力個

体の 1 匹であったと言える No.37119 が、前年
に続き今年も孵化率が 0 ％となってしまってい
る。繁殖個体についても F2初誕生の 2010年、
2011 年と産卵・孵化してきた No.17938 が、産
卵したものの孵化率 0％となってしまった。こ
の様に今年はアカウミガメ全体で孵化にブレー

キが掛かってしまっているが、一つ要因として

考えられるのは給餌量の減少である。当館では

ウミガメの餌として主に魚と配合飼料を与えて

いるが、近年この餌の量が以前と比べ減ってき

ており、現在十分な量を与えているとは言い難

い状況である。また給餌量の減少は孵化率の低

下だけでなく、プール内でのウミガメ同士の咬

み合いも誘発しており、給餌量の増加は必須か

つ急務である。

●砂中温度

当館で産卵が開始される 6月初旬から孵化が
終了する 9 月末まで、人工産卵場内に温度ロガ
ーを埋めて砂中温度を測定した。既存の旧産卵

場と 2007 年に増設した新産卵場それぞれ 1 ヶ
所ずつに、産卵巣と同等の 50 ㎝の深さにロガ
ーを埋めて 1時間毎に測定した。
砂中温度を測る目的は幾つかあり、先ず孵化

場の環境が適当かどうかの判断を行う為であ

る。砂中温度は卵の発生に大きな影響与え、24
℃～ 33 ℃の範囲を超えると孵化率が著しく低
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下してしまう。次に、ウミガメは卵周囲の砂の

温度によって雌雄が決まる「温度依存性決定」

であるため、誕生した子ガメの雌雄の偏りを推

測できる。性決定の正確な時期は未だ不明だが、

おおよそ発生中期と見られている。この時期の

砂中温度が 29 ℃より高ければ雌に、低ければ
雄に偏って生まれ、29 ℃で雌雄比は概ね 1：1
となる。また他には、新旧産卵場で環境の差異

を調べ、ウミガメが産卵場所を決める要因を探

る目的もある。

今回の結果では、7 月の温度上昇期は新産卵
場の方が 1℃ほど高く推移したが、全体的には
新旧の産卵場で大きな差は見られなかった。産

卵期初期（6 月初旬）から新旧共に 24 ℃を下
回る事が多く、7 月に入り梅雨が明けると急上

昇し 24 ℃を上回る様になる。7 月末から 8 月
初旬に最高値となるが、共に 33 ℃を超えるこ
とはなかった。以降 9 月中頃までは、29 ℃前
後で安定して推移した。梅雨が明けるまでは温

度が低く今一つだが以降は適切な温度状況であ

ったと言え、砂中温度は今回の孵化率の低下と

は関係ないと考えられる。次に雌雄の偏りだが、

今回産卵と孵化の詳細がはっきりしているのは

7 月 15 日産卵のみである。これは新産卵場で
産卵しており、孵化期間中期を見ると丁度最高

温期でほぼ 29 ℃を超えているため、雌に偏っ
ているのではと推測される。

今後も産卵・孵化期の砂中温度の計測は継続

して行い、データを蓄積してウミガメの研究や

繁殖に役立てていきたい。

個体NO 産卵日 産卵時間 脱出日 脱出日数 卵数 孵化数 孵化率(％)産卵間隔(日)
6月29日 18：30 84 0 0.0%
7月14日 22：15 66 0 0.0% 15
7月2日 22：00 75 0 0.0%
7月15日 21：00 8月31日 47 96 21 21.9% 13
7月29日 24：00 108 0 0.0% 14

17938 6月13日 22：20 118 0 0.0%
繁殖個体 7月14日 22：00 101 0 0.0% 31
不明① 8/6発見 99 0 0.0%
不明② 8/6発見 116 0 0.0%
不明③ 不明 9月7日 不明 108 58 53.7%
不明④ 不明 8月15日 不明 123 11 8.9%
不明⑤ 不明 8月27日 不明 99 52 52.5%
計 1193 142 11.9%

表．2012年ウミガメ産卵・孵化結果
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コモンサンゴ類の同定の話（7）

分類形質③ 群体型 2

野村 恵一

前回に続きコモンサンゴ類の群定型とその定

義の残りについて述べる。

4 準塊状型（ sub-massive type ）：群体型の基本は
塊状であるが、群体表面は短いが顕著な大

型突起を備える。突起突出比は 1/10 未満。
本群体型は大型突起の種類によりさらに以下

のように細分される。

4a 塊板状型（ massive plate type ）：群体縁部が
短く板状に張りだしたもの（図 11-III-4a ）。

4b 塊指状型（ massive digitate type ）：指状の短
い突起を持つもの（図 11-III-4b ）。

4c 塊瘤状型（ massive mound type ）：瘤状の突
起を持つもの（図 11-III-4c ）。

4d 塊柱状型（ massive columnar type ）：短い柱
状の突起を持つもの（図 11-III-4d ）。

4e 塊樹枝状群体（ massive arborescent type ）
：短い樹枝状の突起を持つもの

（図 11-III-4e ）。
5 準大型突起状型（ sub-projecting type ）：突起突

出比が 1/10 ～ 1/2 のやや長い大型突起を持
つもの。大型突起の種類によりさらに以下のよ

うに細分される。

5a 準柱状型（sub-columnar type）：やや長い
柱状の大型突起を持つもの（図 11-III-5a ）。

5b 準樹枝状型（ sub-arborescent type ）：やや長
い樹枝状突起を持つもの（図 11-III-5b ）。

5c 準板状型（ sub-plate type ）：群体縁部にやや
長い板状の張り出しを持つもの

（図 11-III-5c ）。
5d 準葉状型（ sub-foliose type ）：水平方向もし
くは上方に 2 枚以上の複数の葉状の張り出し
を持つもの。張り出しはやや大きい

（図 11-III-5 ）。

6 大型突起状型（projecting type）：突起突出比
が 1/2 以上ある長い大型突起を持つもの。大
型突起の種類によりさらに以下のように細分さ

れる。

6a 柱状型（columnar type）：長い柱状の大型
突起を持つもの（図 11-III-6a ）。

6b 樹枝状型（ arborescent type ）：長い樹枝状突
起を持つもの（図 11-III-6b ）。

6c 板状型（ plate type ）：群体縁部が長く板状に
張り出したもの（図 11-III-6c ）。

6d 葉状型（ foliose type ）：水平方向もしくは上
方に 2 枚以上の複数の葉状の張り出しを持
つもの。張り出しは特に大きい

（図 11-III-6d ）。

図11-II. 模式的にみたコモンサンゴ類の群体型

（準被覆状型）.

3a：被覆板状型、3b：被覆指状型、3c：被覆瘤状

型、3d：被覆柱状型、3e：被覆樹枝状型。
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図11-III. 模式的にみたコモンサンゴ類の群体型.

準塊状型（4a～4e）、準大型突起状型（5a～5d）、大型突起状型（6a～6d）.

4a：塊板状型、4b：塊指状型、4c：塊瘤状型、4d：塊柱状型、4e：塊樹枝状型、5a：準柱状型、5b：準樹枝

状型、5c：準板状型、5d：準葉状型、6a：準柱状型、6b：準樹枝状型、6c：準板状型、6d：準葉状型.
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癌を患ったサンゴ
森 美枝

一見すると石や植物のように見えるサンゴは

れっきとした動物で、イソギンチャクに近い仲

間である。サンゴはポリプと呼ばれるイソギン

チャクのような形をした 1 個のサンゴ虫が集ま
ってできた群体からなり、そのポリプが分裂し

て大きくなっていくため、サンゴ群体そのもの

の寿命は何事も無ければ半永久的といわれる。

しかし、サンゴの世界にも病気がある。高水温

によるものではない白化や突然サンゴの肉が溶

け始める病気など、その多くは、細菌やウイル

スなどの微生物が関わっているとされている

が、詳しいことは解明されていない。謎の多い

サンゴの病気であるが、その中の一つにサンゴ

の腫瘍、いわゆる癌がある。サンゴの癌とは、

サンゴ群体の表面に瘤のようなものができる病

気である。サンゴの中には瘤のような突起を持

つ種類も多いが、腫瘍の場合は本体の色や形と

違っていたり、腫瘍の大きくなるスピードが本

体に比べ速かったりする。このような腫瘍を持

ったサンゴを 10 年以上前に発見し、以後毎年
そこに潜るたびに観察してきた。そこで、今回

はそのサンゴの変遷について紹介する。

腫瘍を持つサンゴを最初に見つけたのは

2000 年、和歌山県南部沿岸の水深約 10 ｍの海
底に潜っていたときである。それは、直径 2ｍ
高さ 1 ｍ程の立派なコブハマサンゴで、この辺
りでは比較的珍しいので写真を撮った（図 1）。
この時すでに腫瘍の一部が写っているが（矢印

部分）、その時はあまり気にとめていなかった。

2002 年腫瘍全体が薄い灰褐色とピンク色のま
だら模様になって（図 2）、全体の約 1/3を占め
ていることが分かった。最初は何か別の種類の

サンゴが覆っているのではないかと思ったが、

覆っている部分をよく見ると表面はざらざらし

た感じで、通常表面がなめらかなコブハマサン

ゴとは明らかに違う質感であった。2007 年腫
瘍は全体的に一回り大きくなったような印象を

受け（図 3）、この腫瘍以外にも別の場所にで

きた腫瘍が目立つようになる。腫瘍の形は基本

的に丸い塊状で、莢（ポリプの入る穴）が通常

のコブハマサンゴに比べてやや大きい。そして、

今年 2012 年腫瘍の大部分が死に始めているの
を発見した（図 4）。死んで骨格がもろくなっ
たのか、部分的に欠損している箇所も見られた。

観察したところ、死んでいるのはほとんど腫瘍

の部分で、本体に損傷はあまり見られなかった。

このように 12 年にわたってこのコブハマサ
ンゴを観察し続けてきたが、なぜ今回腫瘍部分

が急激に死に始めたのかはよく分からない。サ

ンゴを食害する生物も周辺には見られなかっ

た。サンゴの病気を調べるためのガイドブック、

Underwater Cards for Assessing Coral Health on
Indo-Pacific Reefsによると、サンゴの腫瘍は色
が薄くなることがあり、それは褐虫藻の減少に

よるものであると書かれている。確かにこのサ

ンゴの腫瘍も本体に比べ色が薄い。それならば、

元々褐虫藻が少ない上に、近年の度重なる高水

温は腫瘍にとってかなり大きな影響を与えてい

るのではないだろうか。高水温は健康なサンゴ

本体にも影響を及ぼすが、腫瘍に対してより大

きなダメージを与えるのかもしれない。

今後、この腫瘍が死滅して、コブハマサンゴ

は本来の健康な姿を取り戻していくのか、ある

いは死滅範囲は本体にも及んでやがてコブハマ

サンゴ全体が死んでしまうのか、あるいは腫瘍

がまた復活して成長していくのか、非常に興味

がある。今後も注意深く観察していきたい。

図 1 2000年 図 2 2002年

図 3 2007年 図 4 2012年
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「アート魚拓とフィッシュカービング展」開催中

今にも動き出しそうな魚たちのもつ生命観・

躍動感を、紙と木という全く別の素材を用い「生

きている魚」の表現に徹底的にこだわった 2 人
の芸術家の作品を展示します。

「アート魚拓・遊水」代表 谷口岬人氏（串

本町出身）による絵の具を使ったカラーの魚拓

をアートに進化させた作品 20点。
田中麟水氏（田辺市在住）による全て木製・

無着色で材の色や模様を生かした立体の木彫魚

・フィッシュカービング作品 9点。
期間：2012年 11月 23日～ 2013年 4月 14日
主催：㈱串本海中公園センター

後援：串本町、串本町観光協会

－ 7 －
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この秋はツムギハゼとソウシ

ハギが世間を賑わせた。どちら

も食べると死亡することもある

のでニュースでは絶対食べない

ようにと呼びかけていた。有毒

魚は仕方ないが、世の中には食

べられるのに捨てられる魚がた

くさんある。エビ網に行くと売

れない魚がゴミと一緒に捨てら

れている。中には食べると美味

しい魚もあるのだが、見た目が

不味そうとか、調理が面倒とい

った理由で漁師さんのおかずに

もならず捨てられてしまうのだ。

そんなかわいそうな魚に日の目

を当ててやろうと、郷土料理や B
級グルメとして世間に紹介して

いる人たちがいることを新聞で

知った。今日本は世界中の魚を

食べ尽くすと非難されているが、

捨てられている魚をもっと利用

すれば資源の維持に少しでも貢

献できるかもしれない。私も昔

エビ網で捕れたカゴカキダイや

イタチウオなどを試したが、ど

れも意外に美味しかった。商品

になるとなれば、網干し場で足

蹴にされることなく大切に扱わ

れるだろう。でも、あまり人気

が出ると、その魚狙いの漁が増

えて数が減ってしまうかもしれ

ない。魚にとって幸せなのはど

ちらだろう。
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電話 & FAX 0735-62-4875
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気　　温 26.2℃ +1.6℃ 22.0℃ +1.4℃

水　　温 27.4℃ +0.9℃ 24.0℃ -0.2℃

塩分濃度 33.9‰ -0.6‰ 34.4‰ -0.3‰

水中透視度 13.3ｍ +0.6ｍ 13.4ｍ -1.6ｍ

降　水　量 343.1㎜ +69.6㎜ 169.5㎜ -47.3㎜

9月 10月

錆浦定置観測結果（月平均値と平年値比）


