
 

 

～研修旅行レポート～ 

 

【目的】  

（１）日本の科学技術の最先端の研究所，世界自然遺産を見学することにより見識を深め，日本の将来 

を担う世代として，その志を専門家との交わりを通して主体的に学ぶ。 

（２） 理数科として，研究者に求められる姿勢や科学者としての素養が何であるかを理解し，進路選択

の一助とする。 

 

【研修地】 屋久島                   鹿児島県熊毛郡屋久島町 

      鹿児島工業技術センター           鹿児島県霧島市隼人町小田 

      宇宙航空研究開発機構内之浦宇宙空間観測所  鹿児島県肝属郡肝付町南方  

      いおワールドかごしま水族館         鹿児島県鹿児島市本港新町 

 

【研修概要】   

 午前 午後 

１４日

（水） 

屋久島まで移動 

（新幹線、貸切バス、フェリー） 

白谷雲水峡 

トレッキングツアー 

１５日

（木） 
屋久島環境文化村センター 

鹿児島まで移動 

（貸切バス、フェリー） 
鹿児島工業技術センター 

１６日

（金） 
宇宙航空研究開発機構内之浦宇宙空間観測所 いおワールドかごしま水族館 

福岡まで移動 

（新幹線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 白谷雲水峡（トレッキング） レポート 

 𠮷武 勇人 

 

白谷雲水峡〈屋久島自然休養林（白谷地区）〉 

 

 白谷雲水峡は、屋久島の北東部を流れる宮之浦川の支流、白谷川の上流にある自然休養林。 

 標高 600m～1050m、面積 423.73 ヘクタールで、ヤクスギなどの原生的な森林を容易に鑑賞できる。 

 ハイキングなど気軽に訪れる最適の森林レクリエーション地区として、昭和 49 年 3 月自然休養林と

して指定。 

 

屋久島の降水とその影響 

 

大量の降水 

 屋久島は「1ヶ月に 35日雨が降る」と例えるほど大量の降雨で有名な島。 

 年間降水量は平地で 4,500mm 程度（平年値 4,477.2mm）、山地では 8,000mm～12,000mm にも達する。山

間部の観測点では、淀川登山口で 1999 年に 11,719.5mm（平年値 9,037.3mm）、ヤクスギランドで 2012

年に 11,129.5mm（平年値 9,875.5mm）を記録するなど、毎年 10,000mm 前後の降水量が観測されてい

る。 

 

大量の降水の理由 

 島をとりまく黒潮の海から生まれる水蒸気が島の急峻な山を昇り雲となり雨をもたらす。（図 1） 

 屋久島は大洋と大陸の気団にはさまれ前線がとどまるところでありこの前線が島に雨をもたらす。 

 

 屋久島周辺は、台風の通り道であり、台風の来襲とともに雨をもたらす。  

このような多量の降水により、屋久島は豊富な流水に恵まれ、いたるところで見られる川や滝は、多種多

様な自然を作り出している。 

そのため屋久島は、1500 種にものぼる植物相が見られるという特殊な自然環境を有している。 

また、白谷雲水峡のように、川の周辺では豊富な植生が広がっており、その湿度の高さから、コケが多く

生えている。 

 

図 1 屋久島周辺の海流 図 2 屋久島の年間平均雨量 



屋久島の地理的特徴 

 

 屋久島は花崗岩が隆起して形成された。 

トレッキングでは、露出した巨大な花崗岩が確認できた。（図 3） 

 表土の部分が非常に薄く、すぐ下が花崗岩の岩になっているため木の根は地下に潜れず、地表を這う

ようにして生えている。 

そのため屋久島の森は木の根だらけだと言われている。（図 4） 

 アカホヤという火山灰の堆積層がみられる。 

屋久島から 100km ほど離れたところに硫黄島があり、その硫黄島を取り囲むようにして存在する鬼界

カルデラ火山が、7500 年前に爆発的に噴火したときの火砕流の名残。 

噴火の影響範囲は広く、火砕流は屋久島全土を覆った。屋久島から 1200ｋｍ離れた東京の三鷹湖の

湖底からもアカホヤが確認されている。（図 5） 

 急峻な地形のため、川は滝の連続になっている。 

 

 

ジブリ映画『もののけ姫』の舞台 

 

白谷雲水峡では、石や木など、すべてのものが緑色の苔で覆われた幻想的な世界が広がっている。 

この幻想的な森に、宮崎駿監督は何度も足を運び、アニメ映画「もののけ姫」に登場する森のモデルに

したと言われている。（下図は苔むす森の写真） 

   

図 3 露出した花崗岩 図 4 図 5 噴火の影響範囲 



屋久島の植生 

 

こぶがついた木 

大きなこぶをつけている。 

地肌がオレンジ色で、屋久島の森の中でも一番目立つ木。 

 

大きなこぶは「虫こぶ」と言われるもので虫が中に巣をつく

っている。 

虫こぶには穴が開いており、虫の出入りがあることがわかる。 

石の上に生えた木 

石の上に生えたコケに種が落ちて木が生えている。 

このような生え方をした木が無数にあるが、必ず根が土まで伸びており、土か

ら養分を摂取している。 

 

 

もみの木 

モミ。 

マツ科モミ属の常緑針葉樹。 

日本に自生するモミ属で最も温暖地に分布し、その北端は秋田県、南端は屋久島

に達する。 

図のもみの木の大きさで樹齢が 200 年～300 年。 

表面にコケがついていてコケの中にはたくさんの木の芽が生えている。 

 

 

くぐり杉 

様々な木が着生している。 

くぐり杉自体も、もとは倒木に着生した木であり、それが成長した後、倒木が腐

って抜け落ち、穴ができた。 

 

 

 

七本杉 

1000 年以上生きている。 

着生植物を多く着けているのが特徴。 

中央部分が腐って抜け落ちており、昔の人が資材として使えないと判断し、l 切

り倒さなかったものが現在まで残っている。 

七本杉の名前は、分かれ目で七本に分かれていることから由来しているが、台風

で折れてしまい、現在は七本ではない。 



サルノコシカケ 

キノコの仲間。 

枯れた樹木に生えている。 

樹木の幹に無柄で半月状の形で生えている。 

木質で厚く堅く，上面には同心円紋があるものが多い。 

 

 

白いサザンカ 

サザンカ つばき科。 

花期 10～11 月。 

山野に自生する常緑の小高木。高さ 5～6ｍ。 

晩秋から初冬にかけて、径 5～8㎝程のやや大きな 5弁花を咲かせる。 

通常ピンクや紫の色だが屋久島の野生のサザンカは白い色である。 

 

イタチノシッポ 

コケ植物 ヒノキゴケ科。 

動物の毛皮のようなコケ。 

湿度の高いところを好み、山林中の腐植土上などに大きな群落をつくる。 

茎は高さ 5～10cm。 

葉は茎の中ほどのものが最大で、長さ 1cm ほど。 

植物体の形が動物の尾に似るところからイタチノシッポの名があるが、ヒノキの

樹形にも似ていることからヒノキゴケともよばれる。 

屋久杉 

屋久島に自生する杉。 

標高 500ｍ以上、樹齢 1000 年以上のものを屋久杉という。 

栄養の少ない花崗岩の島に生えているため、成長が極端に遅く、一年間に約

0.8mm しか成長しない。その影響で、木目が詰まっている。（図７） 

屋久島は降雨が多く湿度が高いため、屋久杉は樹脂分が多く腐りにくい特徴を持

つ。そのため、樹木の寿命が長く、樹齢 2000 年以上の大木が多い。 

16 世紀末、豊臣秀吉の時代の頃から伐採され始めた。 

推定では幕末までに屋久島全体の 5~7 割の屋久杉が切られたと考えられてい

る。屋久島では数百年前のものとみられる切り株が島内のあちこちで発見され 

ている。白谷雲水峡でもその様子が観察できた。（図６、7、8） 

 

 

 

 

 
図 ７ 図 ６ 図 8 



感想 

 

トレッキングを通して、白谷雲水峡の自然に深く触れることができた。 

ガイドの方の説明で、屋久島の自然の成り立ちや歴史について詳細に知ることができた。 

屋久島独特の地理状況により、豊富な自然が生み出されていることが分かった。 

現地で、自分で見て体験することで、事前学習ではわからなかったことを確認することができた。 

トレッキングで体験したことを、このようにレポートという形にしてまとめることで、有意義な経験に

することができた。 
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屋久島環境文化村センター レポート 
  宮田 怜美 

 

【1】屋久島環境文化村センターとは 

自然と共生する新しい地域づくりをめざす「屋久

島環境文化村構想」を推進するための拠点施設。 

宮之浦港入口にあり、屋久島の自然や文化に関する

総合的な情報の提供、案内などを行っている。 

県から管理運営を受託した屋久島環境文化財団が、

屋久島環境研修センターと共に運営している。 

 

 

○屋久島環境文化構想 

「屋久島環境文化村構想」とは、県総合基本計画の戦略プロジェクトのひとつとして平成４年に策定

された構想。屋久島の豊かな自然とその自然の中で作り上げられてきた自然と人間のかかわり（環境

文化）を手がかりとして、屋久島の自然のあり方や地域の生活、生産活動を学ぶ「環境学習」を通じ

て、自然と人間の共生を実現しようとする新しい地域づくりの試みである。 

 

○屋久島環境文化財団が行っていること                

 ・ボランティア活動支援事業(図１) 

  →山岳部保全募金への啓発活動協力や、財団イベントの協力、山小

屋、海岸清掃活動への参加など、ボランティアネットワークの 

構築・運用を行っている 

・生物多様性保全研究活動奨励事業 

  →屋久島をテーマに調査研究及び保全活動をしている団体・個人等に対して助成を行い、その研究

成果を「屋久島研究講座」「屋久島通信」等で発表することにより、屋久島における環境保全活動

の推進を図ることを目的にした事業 

 ・新特産品開発支援事業 

  →屋久島環境文化村構想に基づく環境文化村ブランド（屋久島ブランド）の確立を推進するため、

島内で商品の開発等に関する研究や活動を行う者に対して、その必要経費を支援することにより、 

新たな特産品の開発及び普及を目的とし行う事業 

 ・地域づくり支援事業(図２) 

  →島内で実施されるイベントや活動等を行う者に対して、 

その必要経費を支援することにより、地域活性化を図ることを 

目的としている 

 

 

                                 

 

 

図１ 

図２ 

 



【2】主な施設 

 ・大型映像ホール             ・展示ホール 

  
大型スクリーンと迫力ある映像で、      吹き抜け空間にらせん状スロープを設け、屋久島の 

屋久島の自然をダイナミックに紹介      海から里、森、山頂へ順を追って分かりやすく紹介 

 

・エントランスホール            ・貸出施設 

      
地図、ビデオなどで、屋久島の自然、     研修会、セミナー等に利用可能な｢レクチャー室」、 

気象、交通、文化などの情報を提供      島内外の方々の交流の場「交流ホール」       

 

・物産コーナー               ・喫茶コーナー 

      
屋久島の特産品の展示、販売及び       島内外の人々の交流の場であり、憩いの場 

地域産業活性化のための広報等を行う 

 

 

 

 

 

 

 



【3】展示ホール 

屋久島の模型や生息しているシカやトリ、植物についての説明・歴史が写真やクイズ形式を用いて親し

みやすく展示されている。 

  

・屋久島全体の模型、降水量  

 

→施設の方から屋久島の地形や地質、降水量の特徴など島全体に 

ついての説明を受けた。上から垂れている水色の棒は下にある 

模型の地点の降水量を表しており、短ければ降水量が少なく、長  

ければ降水量が多いことを意味している。このことから、九州最 

高峰である宮之浦岳の降水量が多いことがこの模型から読み取 

れた。 

→宮之浦岳とは、屋久島の中部にある標高 1936m の山で九州最 

高峰である。この山を中心に永田岳（1886m）、黒味岳（1831m） 

がほぼ南北に並び屋久三山と呼ばれている。ほとんど全域が新第 

三紀の花崗岩からなる。山岳部は特に降水量が多く、年 8000～ 

1 万 mm に達する。標高 700～1600m 間に屋久杉の原生林が広 

く分布し、屋久島国立公園に属する。 

 

・屋久島はクスリの島 

→屋久島では、江戸時代からガジュツ、ウコン、  

オウレンなどの薬草が栽培されていたことが 

「楠川文書」に記さている。現在も多くの薬草が 

あるが、ほとんど希少なものである。これらの希 

少な薬草は、今すぐに利用できないものも多い 

が、貴重な遺伝子資源として後世に残し、研究を 

待つべきものである。(植物の例：ハマゴウ、サル 

トリイバラ、オオゴカヨウオウレン、スイカズラ、 

ヤクシマフウロ、カギカズラ、センブリ、 

ハマボウフウ 等) 

 

・ヤクシカ 

→屋久島の代表的な哺乳類動物のヤクシカ。最新の調査に 

より、12,000~16,000 頭が生息しており、毎年 1~2 割増 

加していることが分かっている。本土のシカとの違いと 

して、体の大きさ・体色・角の形などがあげられ、ヤクス 

ギランド、西部林道、白谷雲水峡などで出会うことがある。 

植林した苗の若芽や樹皮などを食い荒らすため、林業や 

果樹栽培に害を及ぼす。狩猟は原則として禁止されて 

いるが、必要最小限の範囲で駆除している。 



・屋久島の植生分布 

→屋久島は北緯 30 度 20 分の黒潮の会流域に位置し、   

2000m に近い峰々をもつ急激な地形の島である。その 

ため、海辺の亜熱帯北限域から山頂の亜寒帯下限域 

までの植物が一箇所で見られる貴重な地域となった。 

よって、九州南端から東北地方にいたる日本の縮図と 

もいえる。 

 

・縄文杉 

 

→縄文杉は昭和 41 年に知られるようになり、その幹の様子から縄文  

杉井と名付けられた。確認されている日本の杉としては一番太く、 

推定樹齢は 2,600 年~7,200 年まで諸説ある。周辺は世界遺産登録 

地、国立公園特別保護地域、森林生態系保護地域といった規制を 

受けている貴重な森林である。 

→屋久島で縄文杉に次いで幹部が太いと言われていた推定樹齢 2000 

年の｢翁杉｣は、2010 年 9 月 10 日に折れているのが見つかった。 

調査の結果、幹内部の約 90％が窮朽により空洞化していて上部枝 

などの自重及びヤマグルマやナナカマドなどの着生植物の重さに 

耐えきれずに折れたものと考えられている。そのため、縄文杉も 

そのようなことが起こる危険性があると考えられている。 

 

 

【４】感想 

・今回の研修旅行では、自然の尊さや偉大さが最も印象に残っている。特に白谷雲水峡では、実際に 

 見て触って直接自然に触れたことで普段の生活では感じることが出来ないことまで感じることが 

できた。何千年もの年月をかけて成長し続けている植物、倒木など一個体としての生命は終わって 

しまったものの着生植物の養分となり自然を守る木々、様々な要因により形は変えながらも、 

それぞれが力強く生命を繋いでいることに感動した。ヒトの暮らしの便利さを求めた結果、伐採が 

進み本来あるはずの自然というものが見ることが難しくなった現在、屋久島のように元ある自然を 

大切にすることで未来の環境を守られるだけでなくヒトの暮らしに便利さとは違う豊かさを感じ 

ることができ、自然と向き合い触れ合う時間を自らつくる事が大切なのではないかと感じた。また、 

鹿児島工業技術センターや内之浦宇宙空間観測所では見たことのない機械や施設、技術がほとんど 

で新しい発見と疑問が多く生まれ、良い学びの場となったと思う。自分の気になることを見つけ、 

そのことについて知るために調べたり学べる場所に足を運んだりすることの面白さを実感した。 

これからは学校生活や行事だけでなく普段の生活でも探究心をもって、もっと色々な事柄について 

の知識や経験を吸収していきたい。 

 

 

 



鹿児島工業技術センター レポート 

                              児玉 渉 

 

１．施設説明 

 鹿児島工業技術センターは、県内企業を支援する「技術的拠りどころ」

として、技術相談・指導、依頼試験・分析などの技術支援およびモノづ

くり基盤技術の高度化や地域資源の付加価値創造などの研究開発を通し

て、県内企業の技術開発・技術力向上を支援しています（図１）。 

 

 

２．業務概要 

 県内の中小企業などへの技術支援、工業技術の高度化、先端化、複合化に取り組んでいます（図２）。 

 

 技術支援              研究開発 

 ・技術相談、指導          ・システム        ・発酵食品 

 ・依頼試験、分析          ・計測評価        ・バイオマス 

 ・設備機器利用           ・加工          ・シラス等火山噴出物利用 

 ・人材育成             ・シミュレーション 

 ・技術情報提供           ・デザイン、工芸 

 ・連帯 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．シラス工業の利用 

（１）シラスとは？ 

  日本の九州南部一帯に厚い地層として分布する細粒の軽石や火山灰である。新生代新第三紀鮮新世

から第四期更新世にかけて火山活動による噴出物であるが、地質学においてはこのうち特に入戸火砕

流による噴出物を指します。 

（２）主成分 

  主成分はケイ酸や酸化アルミニウムなどからなる火山ガラスであり、斜長石や石英なども含みます。

５０－５８％の空隙を含み、有機物はほとんど含まれていません。自然状態では２０－２５％の水分

を含み、水分量が増えると著しく強度が低下します。 

図１ 鹿児島工業技術センター 

図２ 業務概要 



（３）シラスコンクリート 

 シラスは火砕流起源のため淘汰が悪く、コンクリート骨材

としては、粒度、吸水率・密度などで JIS 規格を 

満足していません。 

 半径５ｍｍのふるいで奮ったものを細骨材としています

が、０．１５ｍｍ以下の微細成分が含まれるため、 

コンクリートの流動性を阻害し、単位水量の増大を招きま

す。 

 一方で、この微細成分ポラゾン活性を有します。水酸化カ

ルシウムと常温で反応して不溶性の化合物を作り硬化します。 

硬化コンクリートの品質改善への寄与が期待できます。 

 グラフのように同一水セメント比の場合、最初は普通砂を用い

たコンクリートより強度が劣るが、１年以上経つと、普通コンク

リートよりも強度が若干高くなります（図３，４）。 

 

（４）シラスバルーン 

 上記は低価格でも多量に使うものでしたが、 

少量でも高付加価値を追求する道もあります。その１つがシラス

バルーンです。シラスバルーンとは、シラスを焼成発砲させた微

細な風船状の粒径２０μｍ－１．４μｍ程度のものです。低かさ

比重、不燃性、高融点、低熱伝導率、無色、無害、有毒ガスの発

生がないなどの特徴があります。ガラスバルーンに比べて低価格

であり、その上、微細化するとガラスバルーンよりも強度が強く、

耐熱性・科学的耐久性に優れています（図５）。 

 

（５）シラスタイル 

 シラスには、①含水率が高い、②比重が小さい、③粒度が細かい、④粒子形状が悪いといった欠点が

あり、生コンなどには使いにくかったものです。この欠点を変える技術が開発されました。水無添加の

ままのシラスとセメントを混ぜ、圧縮することで、シラス全体に含まれる水分でシラスとセメントを密

着させることに成功しました。水を使わないので排水も出ず、加水だけなのでコストも低く抑えられま

す（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ シラスコンクリートの強度 

図４ シラスコンクリート 

図５ シラスバルーン 

図６ シラスタイル 



４．まとめ 

  鹿児島工業技術センターは地域企業との連携や協力を行っていることが分かりました。実際に研修

旅行で訪れてみて実験の様子を見せてもらったり、研究の説明を聞いてたくさんの経験を積むことで

きたので良かったです。これからも鹿児島工業技術センターで学んだことを課題研究などで生かして

いきたいです。 

 

５．参考文献 

 鹿児島工業技術センター 

 https://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/oyo/advanced/geology/shirasu_use.html 

 鹿児島大学理学部 

 https://www.kagoshima-it.go.jp/#gsc.tab=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



内之浦宇宙空間観測所 レポート 

 小原 宇恭 

 

１．概要 

内之浦宇宙空間観測所は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の施設の一つで、科学観測用衛星の打

ち上げと追跡・管制を行っている。 

 

２．実績 

・カッパロケット K-8、K-9M、K-10 など全 100 機以上 

・ラムダロケット L-2、L-3、L-4S など全 25機 

・ミューロケット M-4S、M-3SSI、M-V など全 32機  

1998 年 7月 4日 M-V ロケット 3号機によって火星探査機のぞみが打ち上げられた 

2003 年 5月 9日 M-V ロケット 5号機によって小惑星探査機はやぶさが打ち上げられた 

・イプシロンロケット 4 機 

・観測ロケット等の多種多様な小型ロケット 全 200 機以上  

2018 年 2月 3日 SS-520 ロケット 5号機によって超小型衛星 TRICOM-1R が打ち上げられた 

計約 400 機が打ち上げられている 

 

３．研修内容 

（１）施設説明、案内       

M センター（図１）で現在日本のロケットは内之浦、種子島などの数箇所でのみ発射されており、 

M センターではロケットの組み立て、発射が行われていると説明を受けた。実物大のロケットの前で

記念撮影も行えた。 

また、KSセンター（図２）では Mセンターで発射されるものより小さなロケットが発射されるこ

とや発射時にはドームの天井が開くといった KSセンターでの発射の仕組みの説明を受けた。 

他にも、ロケットの打ち上げを管制する施設や打ち上げ後の追跡、データ受信等を行うアンテナ

などの設備についての説明を受けた。 

（２）宇宙科学資料館見学 

  宇宙科学資料館（図３）にはロケットや科学衛星、打ち上げ施設設備、科学観測機器等のモデル

の展示やロケットのエンジンの仕組みの説明などが展示されており、それらの見学を行った。出口

には自動販売機があり宇宙食を購入することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ M センター       図２ KS センター        図３ 宇宙科学資料館 



４．感想 

今回の研修旅行で職員の方から様々な話を聞くことができ、施設の中にも入らせていただいて貴重

な体験になった。特にロケットは大きいイメージしかなかったが小さいものがあること、それら用の

発射施設があることにはとても驚いた。 

また、宇宙科学資料館見学では特にパネルによるロケットの説明に興味が生まれた。それだけでな

く、多くの展示があり時間を忘れ撮影をしていた。 

今回学ばせていただいたことをもとに進路などについて考えていけたらと思う。 

 

５．参考文献 

内之浦宇宙空間観測所 ｜ 宇宙科学研究所 - JAXA 宇宙科学研究所 

https://www.isas.jaxa.jp/about/facilities/uchinoura.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



いおワールド鹿児島水族館 レポート 

大山 夢路 

 

１．はじめに 

今回訪れた「いおワールドワールド鹿児島水族館」では水生生物の展示だけでなく、様々な水生生物

の調査を行っている。 

 

２．展示・調査紹介 

（１）深海生物 サツマハオリムシ（図１） 

ハオリムシ類は、現在までに世界で 20種が記載されているが、 

サツマハオリムシは平成５年錦江湾、湾奥の水深 82m の海域で 

発見、平成 9年に新種記載された。 

そもそもハオリムシは、1977 年にフランスとアメリカの調査団   

によって、ガラパゴス諸島東方の水深 2450m にある熱水噴出域で、 

2m を超える巨大なガラパゴスハオリムシの大群衆が発見された。 

ハオリムシはこの時初めて発見された。 

ハオリムシは口や消化器官がなく、硫化水素を利用して栄養を作るという驚くべき生態がある。 

  サツマハオリムシの調査は新種記載された後も行われ、試行錯誤の結果世界初となる“生きた”ハ

オ 

リムシの展示に成功した。前述したとおり、硫化水素という危険な物質を餌としているため苦労もあ

ったという。 

これから、鯨骨を用いた「種苗採取」により、非常に良好なサツマハオリムシを飼育することがで

きているので繁殖へ向けた取り組みを行っていくという。またハオリムシの生息域における群衆の形

成速度などを明らかにし、錦江湾のサツマハオリムシ生息域の調査や保全に努めていくという。 

 

（２）タイヘイヨウアカボウモドキ （図２） 

  タイヘイヨウアカボウモドキが日本近海で初めて確認され  

たのは、2002 年 7月 26 日で、鹿児島県の川内市の海岸にスト 

ランディングしていたものがその個体だ。 

当初はツチクジラ（図３）と思われていたが、後の調査で 

タイヘイヨウアカボウモドキであることが発覚した。このことが 

タイヘイヨウアカボウモドキの謎を解き明かすカギとなった。 

 いおワールド鹿児島水族館では、世界初となるタイヘイヨウ 

アカボウモドキの全身骨格標本が展示されている。展示されている個体は世界で7番目の標本である。 

 

 

図１ サツマハオリムシ 

図２ タイヘイヨウアカボウモドキ 

図３ ツチクジラ          図４ タイヘイヨウアカボウモドキ 



（３）鹿児島のサンゴ研究 

 鹿児島を取り巻く浅海域には、亜熱帯のサンゴ礁から本土周辺の高

緯度サンゴ群集まで、多様な有藻性のサンゴが生息している。光の届

かない深海域には、褐中藻を共生させない無藻性のサンゴが生息する

が、これらのサンゴ調査や研究はほとんど行われていない。 

  いおワールド鹿児島水族館では飼育や採集の機会を利用して、鹿児

島のサンゴ礁の生態的な知見を深め、保全の取り組みに結び付けたい

という。そのため、いおワールド鹿児島水族館ではサンゴに関する

様々な取り組みを行っている。水族館で飼育されているサンゴの繁

殖が行われている。ミナミウミサボテン（図５）は毎年 8 月から 11

月の日中、水槽内で産卵している。2008 年と 2009 年に回収した卵の

一部を作成し初期育成に関する多くの新しい知見が得られたとい

う。 

また、有藻性イシサンゴ（図６）の繁殖を目指しているが産卵の様

子を確認できなかった。しかし、スリバチサンゴやミドリイシのなか

まの小型群生が出現することがあったという。 

 

（４）ジンベエザメの遊泳経路の調査 

いおワールド鹿児島水族館では、飼育したジンベエザメを海にかえす。

その際に、ジンベエザメの背びれに発信機をつける。その発信機の情報

を基に、鹿児島県の海に来るジンベエザメがどこから来るか、遊泳経路

調査を行う（図７）。 

 

３．鹿児島水族館の通常イベントについて 

 「いるかの時間」や「あざらしの時間」などの他の水族館と同じようなイベントや「電気ウナギ」や

「ピラルクーの観察、実験」のようなここにしか無い一段と興味惹かれるイベントがある。ただ、新型

コロナウイルスの影響で、規模を縮小して行っているものもある。 

今回の訪問では、時間の関係もあって、ほとんどのイベントを見ることが出来なかった。特に電気ウ

ナギはこれまでに見たことがなく放電の実験にはとても興味を持っていたために残念だった。 

下の画像は各イベントの様子である（図８，９，１０，１１）。ちなみに、鹿児島水族館の電気ウナギ

の愛称はデンジロウ。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ イシサンゴ 

図５ ミナミウミサボテン 

図８ いるかの時間   図９ あざらしの時間  図１０ 電気ウナギ  図１１ ピラルクー 

図７ ジンベイザメ 



４．いおワールド鹿児島水族館を訪れた感想 

事前学習で知っていた調査や研究もあったが、水族館で働いている方から直接聞くことで知ったこと

や学んだことのほうが多く、また印象に残った。鹿児島の海に生息したり、来たりする水生生物の調査

には興味を惹かれるものがあった。 

また、初めて訪れたため、見たこともない生物が多くいた。特にジンベエザメは事前学習から実際に

見てみたいと、興味をもっていた。そのためジンベエザメが実際に目の前で泳いでいる姿を見たときに

はとても感動した。 

  

５．参考文献 

いおワールド鹿児島水族館 HP  

http://ioworld.jp/ 

 

 


