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はじめに 
 

 研究コアプロジェクト(島嶼)は、学内者には自明のことだが、極めて重要な取り組みであ

る。大学憲章で掲げほど、鹿児島大学は、特色ある最重要教育研究領域の柱の一つとして

「島嶼」を掲げている。学部・博士前期(修士)・博士後期(博士)の全課程で一貫して「島嶼」

を意識して学べるのは、世界でも稀で、日本では鹿児島大学が最も体系的である。このプ

ロジェクトの WG は、その教育研究の充実・強化の為にも、学部横断的な展開と、学術を

通した社会貢献をさらに実現すべく、学長肝いりで設けられた公的な組織である。 
今年度は、過去の偉大な成果に加え、さらなる展望を開くべく、幾つかの試みを行った。

①対象地域を、与論集約⇒与論との比較から⇒「広域拡大」とした。②参画の主体をコア

WG からの一部拡大から⇒同様に島嶼研究を戦略的に担っている、国際島嶼教育研究セン

ターの「3 領域 9 分野」18 名の責任者にも呼び掛けて実施することとし、横断性充実と研

究幅拡大を図った。③次年度以降、コア(島嶼)と島嶼研の両プロジェクトの重複を廃し、後

者の下で「一本化」して申請・展開を行い、戦略的かつ効率的運営を図ることとした。④

全参加者の成果「報告会」を市民・島民にも開放した公的な場で行うこととした。⑤発表

の場を、コア 3 領域合同シンポ(学内)から⇒鹿児島大学与論地域活性化センター・人文社会

科学研究科奄美サテライトオフイス・島嶼教育研究センター会議室の「3 拠点」を結ぶ展開

へと格上げした。⑥直接意見を頂ける島嶼関係者の偏りを是正すべく、本予算を用い、有

志の県内島嶼居住の拠点リーダーを公的に招聘し、意見を拝聴することとした(費用・時間

節約のため 3 拠点に集まってもらった)。⑦人選は県離島振興課に依頼した。島嶼人材並び

に同組織は、離島振興法・奄美群島振興開発特別措置法の改正で、ハードからソフト、そ

してエンパワメントを意識した展開が始まっており、益々協働のパートナーとしても重要

になっている。⑧3 次元同時中継は、You Tube での長時間動画配信で行った。他の島でも

視聴出来たので今回は事実上 4 次元中継となった。⑨私費参加者を含めコメントは学生・

兼務教官・学外協力教官以外にも、上甑島(2)・種子島(2)・口永良部島(3)・喜界島(4)・奄美

大島(3)・徳之島(1)・与論島(4)の関係者、離島振興課(2)・自治体職員(2)から頂けた[( )は参

加者数]。集中力ある熱心な討論と意見は、各島での研究に参考になるばかりか、協働の前

提・礎たりうる。大切にしたい内容なので、全文掲載した。⑩次年度からは、研究コア P(島
嶼)は、国際島嶼教育研究センターのプロジェクト部会のリーダーシップのもとで新しい展

開に移る。すでに次年度申請もその体制の下で熟慮して提出されている。それを補強する

外部資金獲得に向けた申請も行った。無論交流企画・出版広報部会も全面的に支える。 
研究コア(島嶼)WG は、過去 3 年間の実績を踏まえ、さらに充実したものに転換すること

を目指している。その実を高めるには、内部理解のみならず、外部、特に島嶼関係者の高

い認識と協働への意欲が不可欠である。今後とも積極的な関与とご協力をお願いしたい。 
最後に年度末の超多忙さのなか、諸協力をいただいた関係各位に厚く感謝したい。 
 

研究コアプロジェクト(島嶼)WG 世話役 長嶋俊介(国際島嶼教育研究センター) 
平成 26 年 3 月吉日 
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2013.7.2  
研究戦略検討ワーキンググループ（島嶼） 

 
「研究コアプロジェクト（島嶼）」推進計画 

－国内外島嶼地域における自立的発展に寄与する研究の推進－ 
 
目的（最終目標） 

鹿児島大学は、その地理的特性と教育的伝統を踏まえ、地域とともに社会の発展に貢献する

ことを目標としているが、特に南九州からアジア太平洋諸地域の産業振興、医療と福祉の充実、

環境の保全、教育・文化の向上など、地域および国際社会の発展と活性化に貢献するとともに

世界水準の教育・研究拠点となることを目指す。 
この目的を実現するにあたり、研究コアプロジェクト（島嶼）においては、鹿児島県南西諸

島から太平洋まで連続する国内外島嶼地域の自立的で豊かな発展のために、学内外の様々な分

野の関係者と連携し、既に構成されている３つのプロジェクトの研究を推進する。それらの成

果を積み上げ、さらに有機的結合を図ることによって外部資金（競争的資金）の獲得や大型の

プロジェクトへの発展につなげ、将来的には、鹿児島大学が国内外に誇る「国際島嶼教育研究

拠点」（ナショナルセンター、リージョナルセンター）の形成を目標とする。 
 
プロジェクトの構成 

１．環境変動に適応する「国際島嶼教育研究拠点」形成プロジェクト 
自然や社会環境の影響を最も受けやすい島嶼域の教育・研究や行政機関と連携して、「国際的

な島嶼教育研究拠点」を太平洋島嶼から鹿児島県において形成する。 
２．島に生きる「島嶼社会」生活力向上プロジェクト 
人々の生活に関わる社会、歴史、文化、医療、情報などの分野における研究テーマを調査・

分析し、その相互関係も含め、総合的に生活力向上の改善策を構築する。 
３．島嶼地域発展のための適応策構築プロジェクト 
農林水産業の経営・経済分析，未利用資源を含めた県内島嶼地域の農林・畜産・水産資源の

探索、機能性成分の分析などを行い、積極的な活用を図り、島嶼地域の農林・畜産、水産業の

発展、振興策を構築する。また、そのための人材育成を行う。 
 
既往の成果 

平成 21 年度 
・「島嶼プロジェクト」～豊かな島嶼の発展のために～ 
・｢新道の島々｣研究・センサーゾーン形成」および「島は一つの世界」プロジェクト（口永

良部島学術調査） など 
平成 22 年度 
 ・鹿児島大学研究コアプロジェクト（島嶼）推進のための研究成果データベース構築 
・国際島嶼教育研究センター設置記念式典・シンポジウム「ネシア・エンパワメント－島の

未来可能性をパワーアップする－」 
 ・｢新道の島々｣研究・センサーゾーン形成」および「島は一つの世界」プロジェクト（黒島
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学術調査） 
・「ミクロネシア連邦でのデング熱媒介蚊の分布調査と予防対策のための地域社会調査」 
・「グローカル地域社会－東南アジア島嶼部と太平洋域との協働・架橋－」 
・「ミクロネシア地域における社会変化－自然・社会環境と人々の生活」 
・「南太平洋島嶼沿岸域における「人と自然の連動システム」に関する学融的研究」 

平成 23 年度 
・「ミクロネシア連邦でのデング熱媒介蚊の分布調査と予防対策のための地域社会調査」 
・「グローカル地域社会－東南アジア島嶼部と太平洋域との協働・架橋－」 
・「ミクロネシア地域における社会変化－自然・社会環境と人々の生活」 
・「南太平洋島嶼沿岸域における「人と自然の連動システム」に関する学融的研究」 
・ ｢新道の島々｣研究・センサーゾーン形成」および「島は一つの世界」プロジェクト（加

計路麻島、与路島、請島およびその周辺海域学術調査） 
平成 24 年度 
・ ｢ミクロネシアの小島における社会関係資本連携型のデング熱対策実践」 
・ ｢島嶼沿岸域における生態系サービスと人間活動の相互関係に関する学融的研究」 
・ ｢グローカル地域社会－東南アジア島嶼部と太平洋域との協働・架橋－」 
・ ｢ミクロネシア地域における社会変化－自然・社会環境と人々の生活」 
・ 亜熱帯島嶼域における「小さな島」の多様性に関する学融的研究」 
・ ｢新道の島々｣研究・センサーゾーン形成」および「島は一つの世界」プロジェクト(三島

村硫黄島およびその周辺海域学術調査) 
研究推進年次計画 
年度 計画（成果） 
平成 21 年 ・プロジェクト立ち上げ 

・「島嶼プロジェクト」～豊かな島嶼の発展のために～ 
・｢新道の島々｣研究・センサーゾーン形成」 

平成 22 年 ・「島嶼に関するデータベース構築事業」 
・国際島嶼教育研究センター設置記念式典・シンポジウム 
・｢新道の島々｣研究・センサーゾーン形成」など（継続） 

平成 23 年 ・「島嶼」に関する研究の掘り起こし 
・「島嶼資源の有効活用と人々の生活向上」プロジェクト－与論島をケー

ススタデイとして－ 
平成 24 年 ・「島嶼」に関する研究の掘り起こし(継続) 

・「島嶼資源の有効活用と人々の生活向上」プロジェクト－与論島から

他の島嶼へ－（次頁参照） 
   ・国内島嶼、国際島嶼での研究の立案・実施 
    成果の積み上げ、島嶼学研究データベースの蓄積 

平成 25 年 

平成 26 年 

平成 27 年 
平成 28 年 ・国際島嶼教育研究拠点 
平成 29 年 
平成 30 年 
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研究の実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究資金 
１．鹿児島大学の予算 
 ・学長裁量経費 
 ・基盤的校費 
２．大型の競争的資金（予定） 
 ・科学研究費 
 ・科学技術振興調整費 など 
３．大型のプロジェクト（予定） 
 
平成 25 年度の具体的計画 
（１）プロジェクト題目： 
 「島嶼地域資源の有効活用と人々の生活向上―地域・学際比較研究による提言ー」 
（２）目的： 
鹿児島県南西島嶼の人々の生活力向上を目指して、島嶼における農畜産および水産業などの

一次産業、加工業などの二次産業、さらには観光業などの三次産業の現状分析を行い、その改

善策や未利用資源を含めた資源の有効活用を図り、生活の経済的基盤を確立するために六次産

業化の可能性について検討し、雇用創出につながるビジネスモデルについて検討する。同時に、

人々の文化的生活の維持に欠かせない歴史・文化、医療、教育などのあり方についても検討し、

研究成果を島嶼に還元する。平成 23 年度は、鹿児島大学連携の実績が豊富な与論島において

ケーススタデイとしてプロジェクト研究を推進した。平成 24 年度は与論島における研究を継

続しながら、これまでに得られた研究の成果をもとに、奄美群島からトカラ諸島や大隅諸島に

おける研究をスタートした。平成 25 年度は、既往年度の実績を活かすべく島嶼間比較を加え

た視点を加え、研究拠点性を強化する。その体制強化策として、前年度の提言を受けて、島嶼

研究推進の核となる領域・部門制への最初の予算措置を実施する(その成果を待って次年度以降

の推進体制を再協議する)。学部横断かつ学際性を担保しつつ、コア拡大会議と応募内容審査の

うえ、従前の 3 プロジェクト(3 領域に相当する)の柱の下、下記サブプロジェクトを展開する。

また各島嶼拠点の現地体制強化もかねて、報告会に関係者を招き、意思疎通を図り、島嶼間の

連携・課題を整理し、さらなる展開に向けた要望を聴取する。平成 26 年度の【研究コアプロ

ジェクト(島嶼)－国内外島嶼地域における自立的発展に寄与する研究の推進－】の原動力とす

るとともに、「鹿児島大学国際島嶼教育研究拠点」の立ち上げを目指す。 
  

学 内 各 部 局 

国際島嶼教育研究センター 

研究コアプロジェクト（島嶼）WG 
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（３）具体的計画： 
コア(島嶼)プロジェクトの構成 
a．環境変動に適応する「国際島嶼教育研究拠点」形成プロジェクト 
b．島に生きる「島嶼社会」生活力向上プロジェクト 
c．島嶼地域発展のための適応策構築プロジェクト 
の 3 プロジェクト研究を推進し、研究拠点の現場との協働を図りつつ、島嶼研究の 3 領域 9 分

野体制をいよいよ本格的に強化する。 
 各プロプロジェクトについては二または三つのサブプロジェクトで、地域枠を広げかつ学際

性・文理融合性などの、分野横断化を目指す。また d.平成 22 年度にスタートした「島嶼に関

するデータベース構築事業」の継続・充実を図る。さらに、e.プロジェクト成果の発表会を、

参加者全員一同に会したところで(可能な限り)行い、被調査地や島嶼振興にかかわるキーパー

ソンにも参加していただき、成果評価を受けるとともに、次への展開(PDCA)並びに次年度以

降の学内外拠点性の強化と展開に資することとする。 
 

 a．環境変動に適応する「国際島嶼教育研究拠点」形成プロジェクト 
①鹿児島県島嶼における多様性と環境変動の影響に関する研究 

～三島村（硫黄島）と十島村（中之島・口之島）におけるブユ対策とその問題点, 
および島嶼沿岸域における海産生物の生態の多様性～ 
(代表河合渓: メンバー野田伸一)   
調査地：硫黄島、中之島、口之島、喜界島、与論島 

②人文社会科学系が挑む環境・郷土情報の島発信力       
  (代表升屋正人: メンバー萩野誠、桑原季雄、新里貴之、長嶋俊介) 
  調査地：喜界島・屋久島 
 

b. 島に生きる「島嶼社会」生活力向上プロジェクト              
① 奄美のエコツーリズムと観光開発              
  (代表:桑原季雄)                       
  調査地：奄美大島・与論島 
② 過疎地の活性化・生活の質向上課題を展望する        
  (代表: 長嶋俊介, メンバー嶽崎俊郎、升屋正人、鳥居享司、中西良孝) 
  調査地：口永良部島・新島・甑島・奄美 
 
c．島嶼地域発展のための適応策構築プロジェクト 
① 奄美大島における食用褐藻ホンダワラの分類と生態     
  (代表: 野呂忠秀, メンバー塩崎一弘) 
     調査地：奄美大島 
② 奄美大島における漁業と漁場利用の現状分析        
  (代表: 鳥居享司, メンバー山本宗立) 
  調査地：奄美大島・与論島 
③ 離島における畑作・園芸・畜産連携による持続的な農業生産システムに関する研究 
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  (代表: 坂井教郎, メンバー中西良孝，山本宗立)       
    調査地：奄美大島・与論島 
 
 d.「島嶼に関するデータベース構築事業」の継続・充実 

（国際島嶼研セ、河合、山本） 
 
 e. 報告会の実施及び報告書の作成 
    2 月上旬か下旬の土曜日(2 月 1 日または 22 日)を目途に鹿児島大学内で開催する。島嶼 
   研究のコア相互の理解促進を図るとともに、その実施を通してPDCA 的な見直しを行う。

学外拠点性の強化に向けて、被調査地域の要望聴取は不可欠なプロセスである。三島 
村・十島村・屋久島町・喜界町・奄美市・宇検村・与論町・甑島・口永良部島および鹿 
児島県離島振興課・島嶼 NPO(トカラ・口永良部)の関係者にも参加し意見をいただく 
会を企画し、次年度に向けた展開に資することとする。 

 
（４）期待される成果 

鹿児島県南西諸島から太平洋まで連続する国内外島嶼地域の自立的で豊かな発展のために、

島嶼研 3 領域 9 分野の教育研究組織を核に、学内外の様々な分野の関係者と連携し、 
１．環境変動に適応する「国際島嶼教育研究拠点」形成プロジェクト 
２．島に生きる「島嶼社会」生活力向上プロジェクト 
３．島嶼地域発展のための適応策構築プロジェクト 
の 3 プロジェクトの研究を推進する。それらの成果を積み上げ、さらに有機的結合を図るこ

とによって外部資金（競争的資金）の獲得や大型のプロジェクトへの発展につなげ、将来的に

は、鹿児島大学が国内外に誇る「国際島嶼教育研究拠点」（ナショナルセンター、リージョナル

センター）の形成を目標とする。具体的期には、 
①本学の島嶼教育研究の拠点強化に関して、学内連携性(3 領域・9 分野体制の確立と展開)

が公式に次のステップに入ることになる。その学際・領域を超えた連携的展開のほか、文理融

合的な体制に向けた試みがなされる。 
②本学の島嶼教育研究の拠点強化に関して、学外(とりわけ島嶼域)との連携は不可欠であり、

本年度はいよいよ本格的にその手順を開始する。 
③コア(島嶼)プロジェクトの実施は、一定の積み上げの成果を、さらに本格的恒久的展開に

つなげていく必要がある。学内外の他のプロジェクトと連携し、かつ鹿児島大学自体の国内・

国際拠点性の強化のためには、国際島嶼教育研究センターの調整推進機能を十全に活かした体

制の下での展開が望ましい。上記 a～e の推進により、新たな長期的な展望に向けての体制強

化とそれに向けての検討始動が可能となる。 
④総合的成果 
本プロジェクトの成果を多様な南西島嶼地域における各島嶼の実情に合わせて適用し、島

嶼のネットワーク構築を図りながら、広い海域面積をもつ南西島嶼社会の自立的発展と国内

外の社会への貢献が期待される。 
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参考資料（平成 23 年～） 
 
 
 
 

① 与論島および他島嶼の農畜・水産資源

の有効活用プロジェクト 

 

 

② 与論島を中心とした南西島嶼の歴史・文

化と島嶼の人々の生活プロ 

③ 与論島を中心とした南西島嶼における

医療・福祉・情報プロジェクト 

 

 

④ 報告書作成・シンポジウム開催 

 

 

・離島の農畜・水産資源の有効活用 

プロジェクト 

・歴史・文化と島嶼の人々の生活 

プロジェクト 

・離島における医療・福祉・情報等 

プロジェクト 

島

嶼

比

較

＋

学

際 

H.25 研究 

公聴会 

発
展
方
向 
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研究コアプロジェクト（島嶼）運営組織 

 
理事 
 住吉 文夫（研究担当） 
研究コアプロジェクト（島嶼）ワーキンググループ 
 長嶋 俊介（国際島嶼教育研究センター，ワーキング代表） 
 河合 渓（国際島嶼教育研究センター） 
 桑原 季雄（法文学部） 
 坂井 教郎（農学部） 
 嶽崎 俊郎（医歯学総合研究科） 
 冨永 茂人（農学部） 
 鳥居 享司（水産学部） 
 野田 伸一（国際島嶼教育研究センター） 
 野呂 忠秀（水産学部） 
 萩野 誠（法文学部） 
 山本 宗立（国際島嶼教育研究センター） 
国際島嶼教育研究センター（4 専任教員名は上記参照） 
 徳田 覚子（事務補佐員） 
研究国際部 
 油原 ゆう子（部長） 
 稲葉 成人（研究協力課課長） 
 安永 政喜（研究協力課課長代理） 
 松崎 聖一（研究協力係係長） 
 冨山 陽子（研究協力係主任） 
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平成２５年度 第１回研究コアプロジェクト（島嶼）ＷＧ 議事メモ 

 

日 時 平成２５年６月１１日（火）１５：４５～１６：１５ 

場 所 国際島嶼教育研究センター会議室（総合教育研究棟５階） 

出席者 嶽﨑、桑原、坂井、鳥居、野田、長嶋、河合、山本 

欠席者 野呂、冨永、萩野 

陪席者 松﨑、九鬼 

 

 

協議事項 

１．Ｈ２５年度実施計画について 

  長嶋代表より、平成２５年度学長裁量経費の事業費について、当初１０１４万円

で要求を行ったが、措置額は３５０万円となった旨の説明があり、資料に基づき、

種々意見交換がなされた。(主な内容は以下のとおり) 

   

  ・昨年度の研究コアプロジェクト（島嶼）ＷＧで、島嶼コアの事業を国際島嶼教

育研究センターの活動と融合し発展させることの提案があった旨の説明があ

り、今年度の島嶼コアの活動については、島嶼コアのメンバーに、国際島嶼教

育研究センターの３領域９分野の教員を加えたメンバーで活動を計画し、実施

することとしたい旨の提案があり、了承された。 

   

  ・島嶼コアのメンバーと国際島嶼教育研究センターの３領域９分野の教員との合

同の会議を６月中に開催し、今年度の事業計画等について検討したい旨の提案

があり、了承され、日程調整を行うこととされた。 

   

・これまで島嶼コアの発表会を実施していなかったので、今年度は、１２月から

１月頃に学外の関係者を呼ぶなどして、学内で発表会を実施したい旨の提案が

あり、了承された。 

 

・今年度の島嶼コアの報告書について、２月頃に各メンバーから原稿を提出して

もらい、３月上旬頃まで作成することとしたい旨の提案があり、了承された。 

 

  ・島嶼コアと国際島嶼教育研究センターで、同じような研究をしているので、整

理する必要がある。 

   

  ・平成２５年度学長裁量経費計画書の事業概要にある「ミクロネシア島嶼の自立

的発展への寄与を目指した学際調査」については、経費の面から実施が難しい。 

   

 

 

                                   以 上 
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研究コアプロジェクト第 2 回（島嶼）ＷＧ、国際島嶼教育研究センター９分野 

合同会議 議事メモ（案） 

 

日 時 平成２５年６月１７日（月）１３：１０～１４：１５ 

場 所 国際島嶼教育研究センター会議室（総合教育研究棟５階） 

出席者 野呂、桑原、坂井、鳥居、野田、長嶋、河合、山本、 

    坂巻、西村、梁川、升屋、川西 

欠席者 冨永、萩野、嶽﨑、仲谷、 

遠城、波多野、寺田、本村 

陪席者 松﨑、九鬼 

 

 

協議事項 

１．Ｈ２５年度実施計画について 

  長嶋世話役代表（島嶼コアＷＧ）より、本日の合同会議について、昨年度の島嶼

コアＷＧで、島嶼コアの事業を国際島嶼教育研究センターの活動と融合し発展させ

ることの提案があったことを受け、６月１１日開催の島嶼コアＷＧで、今年度の島

嶼コアの活動については、島嶼コアＷＧのメンバーに、国際島嶼教育研究センター

３領域９分野の教員を加えたメンバーで活動を計画し、実施することとしたことか

ら、島嶼コアＷＧと国際島嶼教育研究センター９分野の合同会議を開催し、意見交

換することとなった旨の説明があった。 

 

引き続き、長嶋世話役代表より、島嶼コアプロジェクトの立上げから、これまで

の取組等について、資料に基づき説明があった後、平成２５年度の事業計画等につ

いて、種々意見交換等がなされた。（主な内容は以下のとおり） 

 

  ・今年度の島嶼コアの活動について、島嶼コアと国際島嶼教育研究センター３領

域９分野の教員が協力して事業を展開したい旨の説明があり、了承された。 

   次年度以降の活動については、プロジェクト部会等で随時検討を行い、今年度

末に再度検討を行うこととされた。 

 

  ・島嶼コアの報告会について、島嶼地域に関するキーパーソンを招いて、12 月頃

に実施したい旨の説明があり、了承された。 

 

・今年度の島嶼コアの報告書について、２月頃に各メンバーから原稿を提出して

もらい、３月上旬頃までに作成したい旨の説明があり、了承された。 

 

  ・島嶼コアの今年度の学長裁量経費について、350 万円措置される予定となって

おり、この経費を活用して、どのようなプロジェクトを展開するか、意見交換

したい旨の説明があった。 

 

  ・島嶼コアと国際島嶼教育研究センターで、同じような研究をしているので、整

理する必要があること。 

 

  ・島嶼コアと国際島嶼教育研究センター３領域９分野の教員に一人 10 万円程度
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の配分をすることが可能であること。 

 

  ・プロジェクトの提案について、個々人の研究ではなく、①分野の研究領域を連

携したものや分野を越えたもの、②柱のつながりを持ったもの、③地域のつな

がりを持ったものなどを提案して欲しい。 

 

  ・各研究グループが機能していることが、拠点形成や体制の充実として重要であ

ること。 

 

  ・今年度の事業計画について、島嶼コアメンバーは従来どおり提出してもらい、

国際島嶼教育研究センター３領域９分野の教員については、個々人の研究では

なく、分野で連携をしたもの、分野を超えて連携したもの、柱や地域のつなが

りを持ったものなどのプロジェクトを６月２７日頃までに提出することとし

た。 

 

・各教員からの提出のあった、プロジェクトの提案について、長嶋世話役代表が

調整のうえ、学長裁量経費計画書を作成することとした。 

 

 

   以上のようなことから、長嶋世話役代表が、プロジェクトの提出依頼について、島

嶼コアと国際島嶼教育研究センター３領域９分野の教員に依頼し、内容を調整のうえ、

学長裁量経費計画書を作成し提出することとなった。 

 

 

                                   以 上 
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平成２５年度 第３回研究コアプロジェクト（島嶼）ＷＧ 議事メモ 

 

日 時 平成２５年１１月２６日（火）１４：３０～１６：１０ 

場 所 国際島嶼教育研究センター会議室（総合教育研究棟５階） 

出席者 野呂、冨永、嶽﨑、桑原、坂井、鳥居、野田、長嶋、河合 

欠席者 萩野、山本 

陪席者 松﨑 

 

 

協議事項 

１．ＷＧ体制の充実について 

  長嶋世話役代表より、島嶼コアＷＧの体制等について、現状における問題点、そ

の解決策、今後の体制等に関する意見交換を願いたい旨の説明があり、冨永委員（元

代表）及び野呂委員（元代表）より、島嶼コアの立ち上げから昨年度までの経緯等

について説明があった後、資料に基づき、種々意見交換が行われた結果、提案のあ

った「案④（現体制を発展的に解消し、島嶼研のイニシアティブで推進する）」に

ついて、本日のＷＧの意見交換等を踏まえ、長嶋世話役代表、冨永委員（元代表）、

野呂委員（元代表）、野田委員（国際島嶼教育研究センター長）の４名で、研究担

当理事及び学長に説明し、意向等を確認することとされた。 

   

  ・島嶼コアとセンターで重複していることが多いので、島嶼コアの機能をセンタ

ー主導で実施するようにしてはどうか。 

 

  ・実施主体が見える体制づくりが必要ではないか。 

 

  ・島嶼コアの機能をセンター主導で実施することとした場合、センターのプロジ

ェクト部会では、具体的にどのようなことを行うのか。 

 

  ・島嶼コアの成果がセンターの成果になるのか？立場はどうなるのか？ 

 

  ・センターと島嶼コアの違いが、外から見て分かるのか？理解されるのか？ 

 

  ・センターと島嶼コアが別々だと、同じようなことを別々に検討するなど、二度

手間になることが多いのではないか。 

 

  ・環境コア、食と健康コアは、主となる部局がないが、島嶼コアには、センター

がある。センターは、全学の学内共同教育研究施設等であり理解されるのでは

ないか。 

 

  ・研究担当理事及び学長に、島嶼コアの機能をセンター主導で実施することを説

明し、理解してもらう必要があるのではないか。また、島嶼コアＷＧの存続さ
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せるかどうかについても確認する必要があるのではないか。 

 

  ・研究担当理事及び学長に説明し、了解いただいた後に、国際島嶼教育研究セン

ターの運営委員会で検討する必要があるのではないか。 

 

  ・島嶼コアの機能をセンター主導とすることとした場合、センターのプロジェク

ト部会が担当することになるので、部会の部員に説明する必要があるのではな

いか。 

 

  ・案④の「プロジェクト部会」を外して形で、研究担当理事及び学長に説明を行

う。 

  ・島嶼コアの機能をセンター主導とすることとした場合のセンターのプロジェク

ト部会のメンバーについては、来年３月に部会のメンバーを変更する予定とし

ており、その際に現在の島嶼コアＷＧのメンバーを入れるなどの検討を行う。 

 

 

２．中期計画記載について 

  長嶋世話役代表より、研究コアプロジェクト（島嶼）における平成２６年度計画

の記載について、資料に基づき説明があり、長嶋世話役代表が案を作成することと

された。 

 

 

３．２５年度成果の発表会の日程について 

  長嶋世話役代表より、２５年度成果の発表会の日程について、３月８日（土）又

は１５日（土）に予定したい旨の説明があり、研究担当理事の予定を確認し、日程

を決めることとされた。なお、今回の報告会は、喜界島、沖永良部等をスカイプ等

でつないで実施する予定である旨の説明があった。 

また、長嶋世話役代表より、今年度の島嶼コアの報告書の作成について、長嶋世

話役代表、鳥居委員、坂井委員で行いたい旨の提案があり、了承された。また、報

告書はＡ４版で最大５枚程度とし、報告書の依頼を個人にするか各グループにする

かについては、今後、検討する旨の説明があった。 

 

 

                                   以 上 
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平成 25 年度 
研究コアプロジェクト（島嶼）報告会 島の生活力・社会力・適応力・科学力 

～島の拠点・リーダーと結んだ総合討論～開催のご案内 

 

 鹿児島大学では、鹿児島ならではの特徴を活かした教育・研究のコアとして、第 2 期中

期目標で「食と健康」・「環境」・「島嶼」を掲げ、全学横断的プロジェクトで強化推進して

きたところです。平成 25 年度も学長裁量経費を原資にして、島嶼環境（環境領域）・生活

力社会力向上（社会領域）・産業展開（適応領域）について、島嶼の現場で、調査・研究・

協働に取り組んできました。 
その成果報告会を下記の通り行います。島の拠点と結び、あるいは島から人を呼び評価

をいただく会を企画しました。成果は、部内向けから脱したものを目指しており、また、

次への展望を開くためにも、島関係者や外部の意向を大切にします。 
 是非、今回の報告へ意見・コメントをしていただき、将来に向けた問題提起や、協働課

題等についての展望を開いていただきたいと思っています。 
 なお、鹿児島会場では、会費制（2000 円）の懇談会開催も予定しています。参加希望の

方は、早めの予約をお願いします。車で来られる方は、土曜日なのでゲート管理解除措置

を必要とします。到着予定時間について、下記へ連絡をお願いします。会場への地図など

が必要な方はご連絡ください。 
 

               記 
 
1 日時  3 月 8 日（土）13 時 30 分～17 時 30 分 
2 会場  鹿児島会場：国際島嶼教育研究センター会議室 

 （郡元キャンパス 総合教育研究棟 5 階）TEL：099-285-7394 
          与論会場：鹿児島大学 与論地域活性化センター 
                  （与論町大字茶花 1418）TEL：0997-97-5233 
     奄美会場：鹿児島大学 奄美サテライト教室 

（奄美市名瀬公民館金久分館 3 階）TEL：0997-53-3548, 0997-53-5699 
3 懇談会 鹿児島会場：ガロア（学内生協食堂）※予約制 
4 連絡先・報告書提出先 長嶋俊介：コアプロジェクト（島嶼）世話役 
     E-mail：nag@cpi.kagoshima-u.ac.jp 
     〒890-8580 鹿児島市郡元 1-21-24 鹿児島大学国際島嶼教育研究センター 
     TEL：099-285-7393 FAX：099-285-6197                    
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【プログラム】 
 
13:30      開会 
13:30-13:35 趣旨説明 
13:35-13:40 参加者紹介 
13:40-14:00 坂井教郎 「島嶼地域におけるいも類の生産・流通の実態と展開 

－与論島のさといもを事例として－」 
14:00-14:20 鳥居享司 「奄美大島における漁場利用と今後の展開」 
14:20-14:40 野呂忠秀  「セネガルの藻屑研究」 
14:40-14:50 関連討論 
 
14:50-15:10 河合渓  「喜界島における海産生物によるサンゴ礁微地形に与え

る影響に関する調査 」 
15:10-15:30 野田伸一 「奄美地域におけるタラソテラピー」 

(嶽崎俊郎:レジメ参加「沖永良部島におけるタラソテラピー」) 
15:30-15:40 関連討論 
 
15:40-16:00 桑原季雄 「奄美のエコツーリズムの現状と課題」 
     (萩野誠:レジメ参加「屋久島におけるエコツアーの変容から見た 

島嶼域自然環境依存環境について 
―屋久島からみた奄美エコツアーの可能性について」) 

16:00-16:20 新里貴之 「島嶼部の埋蔵文化財からみる観光資源の一分野開発」 
16:20-16:40 升屋正人 「鹿児島県の中規模離島における情報通信基盤の整備と

利活用～現状と課題」 
16:40-17:00 長嶋俊介 「過疎を逆照射する小島嶼における適疎化課題～口永良

部島・喜界島・甑島事例～」 
17:00-17:10 関連討論 
 
17:10-17:30 総括討論 
17:30       閉会 
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島嶼地域におけるいも類の生産・流通の実態と展開 
－与論島のさといもを事例として－ 

 
鹿児島大学農学部 農業経済学研究室  

 坂井教郎  
 
1．はじめに 
 本稿の課題は，与論島農業において重要な地位を占める「さといも」の生産・流通の実

態を明らかにするとともに，特に出荷時期・出荷先・選果方法の違いと農業経営形態の関

係に焦点を当て，島嶼地域におけるさといもの意義と今後の展望を考察する。  
 
2．与論島農業の概要とさといも生産 
（1）与論島農業の概要 
 与論島は総世帯数 2,007 世帯，総

人口 5,327 人（2010 年）の島であ

り，総農家数は 845 戸，農業就業人

口 1,183 人（2010 年） である。耕

地面積は 895ha，農業粗生産額は

1,698 百万円（2012 年） となって

いる。 
 与論島農業は表1に示したように

さとうきび，畜産に野菜を組み合わ

せた形であるが，この島の農業の最

大の特徴は，土地が希少であること

である。表 2 に示したように周辺の島と比べて農家一戸当たりの耕地面積は小さく，その

ため単一作目では生計が成り立たず，複数作目を組み合わせた多様な複合経営が存在する。

また与論島農業に限らず南西諸島農業が共通することであるが，冬期に作業集中する点，

輸送面・労働力確保の不利性という条件下にもある。 
（2）与論島とさといも生産 
 ではなぜ，与論島でさといもが生産されているのだろうか。前述のように，農地が希少

であるため，さとうきび・肉用牛のみでは十分な所得を得ることができず，そのためこれ

らに加えた他の作目が経営内に不可欠

である。  
 また輸送・労働力雇用の不利性に関

しては，生鮮野菜・果実ほど迅速に収

穫・出荷する必要がなく，本土産地と

は競合せず，本土の端境期に出荷できる作目でなければならない。その条件を満たすもの

が冬期のいも類の栽培である。しかし近隣の島嶼地域で栽培される端境期ばれいしょは，

与論島では農地面積の不足のために成り立たない。そのためさといもがこの島では選択さ

れているのである。 

生産
戸数

面積
（ha） 出荷量

出荷額
（百万円）

さとうきび 765 489 21,451t 409

肉用牛
（子牛）

307 364
（草地）

2,365頭 880

さといも 236 55 414ｔ 196

いんげん 140 18 121ｔ 109

表 1 与論町の主な農業生産物 

資料：与論町『与論町農林水産業の概要』平成 25 年度 
注：H24/25 期農協共販実績  

与論島 喜界島 徳之島 沖永良部島

1.3ha 3.6ha 2.5ha 2.6ha

表 2 農家一戸当たり耕地面積 
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 ここでわが国におけるさといも生産の概要を述べたい。わが国のさといも生産量は 173
千 t（2012 年）で，主要な産地は関東と南九州である。関東の産地は，千葉（生産量 22 千

t），埼玉（16 千 t），栃木（9 千 t ）であり，南九州は宮崎（26 千 t），鹿児島（12 千 t）で

ある。鹿児島県は全国 4 番目の産地となっている。 
 さといもは管理作業は少ないが，収穫・調整・選果の作業に多くの労力が必要となる。

また乾燥に弱く，栽培には水が必要であり，風害にも弱い。さらに連作障害が起きやすい

作物とされている。 
 与論島で本格的なさといもの生産が開始されたのは昭和 50 年代後半である。現在のさと

いもの品種は「石川早生」であり，植付は 10～2 月，収穫 1～7 月にかけて行われる。与論

島のさといもの競合産地は沖永良部島である。ただし沖永良部島ではばれいしょ生産の比

重が高く，4 月まではその収穫作業が続くため，さといもは 5 月からが本格出荷となる。な

お沖永良部島のさといもの栽培面積は 167ha（2010 年）と与論島より遙かに大きいが，商

系業者への出荷が過半を占め，また市場での品質の評価も与論島より劣るとされる。 
 本土産のさといもは年中流通しているが，冬期はひねもの（貯蔵いも）が流通しており，

市場では与論島産のさといもとは区別されているため，実質本土産地との競合はない。つ

まり沖永良部島産のさといもが流通する以前の 1～4月において与論島は新もののさといも

の独占的な産地である。また与論島ではさといもの連作障害でにくく，ほぼ全量が系統出

荷となっている点も特色である。  
 
3．与論島のさといもの選果方法と出荷先 
（1）さといもの選果方法と出荷先の概要 
 さといもは収穫・調整・選果に労力を必要とする。与論島ではさといもの堀取り後，親

芋から小芋を外す収穫作業，ひげ，こぶ（孫芋）を外す調整作業，および選果の作業に分

けられる。選果はさといもの形状別に A，B 品の 2 等級，大きさ別に 2S から 4L までの 7
段階の計 14 規格に選別される。 
 与論島のさといもの選果方法と出荷先は，大きく次の 3 つに分類できる。 
 第 1 は「手選果」である。手選果は，農家自身がさといもを選果し，選果後に JA に持ち

込む。手選果をするには選果に慣れた労力が必要になるが，後述の機械選果に比べると正

確に選果できるため，単価がよい傾向がある。出荷したものは JA を通じて卸売市場へ出荷

されるため，価格変動のリスクはある。 
 第 2 は「機械選果」であり，さといも農家は JA の選果場にさといもを持ち込み，場内の

選果機で選果することになる。農家は選果料を支払う必要があるが，選果の労力は削減さ

れる。機械選果されたさといもも JA を通じて卸売市場へ運ばれる。 
 第 3 は「くみ食」への出荷である。くみ食とは「鹿児島くみあい食品（株）」という JA
の関連会社であり，ここに出荷されたさといもは市場を経由せず，生協や量販店に直接販

売される。くみ食への出荷には，さといも農家とくみ食の間で出荷数量や単価の事前契約

が必要である。くみ食出荷のさといもは調整・選果等の必要がないため労力はかからず，

またさといもの単価は安定するが，現在のところ市場出荷に比べて契約単価が低く，また

契約に縛られることへの農家の忌避感もあり，くみ食へ出荷する農家は少数である。 
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（2）出荷先・選果方法別の出荷量・単価 
 図 1 は，与論島の

さといもの出荷

先・選果方法別の出

荷量および単価の

推移を月別に示し

ている。出荷量が最

も多いのは機械選

果である。またいず

れの出荷先・選果方

法でも出荷量は 4
月から急激に増加

し，5，6 月が最盛

期となる。くみ食に

出荷するさといも

は，生協や量販店へ

販売されるため，単

価が下がる時期から取引が始まる傾向がある。 
 単価をみると，単価の高い順に手選果，機械選果，くみ食となっている。いずれの単価

も沖永良部島産の出荷が始まる 5 月から下落傾向にあるが，単価が高い 4 月以前の出荷が

必ずしも農家の収入増につながるとは限らない。さといもの単収は気温の低い時期ほど低

く，暖かくなるにつれて上昇していくため，早い時期の出荷は単価は高いものの単収は低

い。農家としては，他の作物の作業，労働力確保の状況，さといもの生育や市況を見なが

らどの時期に出荷するかを判断することになる。 
（3）さといも収穫・出荷時期とその理由 
 では，さといも農家は収穫・出荷時期をどのように判断しているのだろうか。表 3 は，

与論島のさといも農家 13 戸に，さといもの出荷時期とその理由について聞き取り調査を実

施した結果である。さといもの出荷時期と，年齢や家計に占める農業収入の割合，農業経

営面積との間には，明確な関係は見いだせなかった。さといもの出荷時期は，農家によっ 
 
表 3 さといも収穫・出荷時期とその理由 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 計

1 69 33 120 33 33 33 100 無理せずにこの時期に里芋収穫。
2 67 65 140 4 16 20 20 20 20 100 長年，この期間に里芋収穫。冬場は草地の収穫もないので（きびトップのみ），里芋収穫の労力あり。里芋の値段の問題ではない。
3 72 80 110 20 50 30 100 1－3月はきび収穫
4 32 25 128 10 30 30 30 100 1－2月は里芋単収低く，必ずしも単価高くない。インゲンニガウリの収穫，きび春植えあり。
5 65 60 84 40 60 100 インゲンが収入がいいので優先
6 56 50 160 10 30 30 30 100 1－3月はきびの積込みの仕事
7 40 98 150 20 30 50 100 1－3月は雨多く，きびを手刈する。
8 53 100 330 4 48 48 100 1－3月はにがうり収穫，きび収穫，きびトップ刈り，きび管理。
9 51 100 315 40 30 30 100 1－2月はきびトップ刈り，2月は寒波あり。
10 58 100 110 80 20 100 インゲンが終わってから里芋収穫。
11 63 70 250 10 20 60 10 100 1-3月はきび収穫に注力，他の仕事もあり。後半が量がとれる。
12 56 10 60 100 100 兼業が多忙
13 51 50 140（80） 25 50 25 100 マンゴ－管理，インゲン収穫が優先。

さといも出荷時期の理由

さといも月別出荷量割合(%)
農家
番号

年齢
農業収入

家計収入
（%)

農業経営
面積（a）

0
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(kg)

手選果単価
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（円/㎏）
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/㎏）

単価（円/kg）出荷量（kg）

図 1 さといもの出荷先・選果方法別の月別出荷量・単価（与論，

2010～12 年平均） 
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て様々であり，その理由に関しては他の作目の作業，あるいは兼業との関係で決まってい

ることがわかる。つまり，他作目の作業や兼業が優先され，さといもの収穫・出荷の作業

はそれらより優先度が低いことがわかる。 
（4）さといもの出荷先・選果方法の選択と農業経営との関係 
 次の表 4 は，先の表 3 と同様に調査農家 13 戸の農業経営とさといもの出荷先・選果方法

との関係を示したものである。表は手選果のさといもの割合が高い順に並べてあるが，こ

の表から農家を 3 つのタイプに区分することができる。A タイプはほぼ全てのさといもを

手選果で出荷する農家群である（農家番号 1-4）。A タイプの農家の属性は，高齢農家か兼

業的な農家であり，また農業所得に占めるさといもの割合が高く，さといもを重視する傾

向にあることがわかる。 
 B タイプは農家番号

7-11 の農家が該当し，ほ

ぼ全てのさといもを機

械選果にするかくみ食

へ出荷している。このタ

イプの農家は年齢が比

較的若く，また家計に占

める農業収入が高い主

業的な農家であること

がわかる。他の作目から

の所得も大きいために

農業所得に占めるさと

いもの割合は高くはな

いが，さといもの栽培面積は小さくなく，さといもからの収入も重要な位置付けにある。

これらの農家は，さといもの収穫時期には他作目の作業があるため手選果をせずにその多

くを機械選果やくみ食への出荷を選択する。 
 C タイプの農家は，家計に占める農業収入が小さい兼業農家であるとともに，さといもの

面積も小さな農家群である（農家番号 12，13）。このタイプの農家はおそらく兼業が多忙で

あるため，さといもの選果は機械選果やくみ食を選択せざるを得ないのであろう。 
 なお AB タイプとしている農家番号 5，6 の農家は，A タイプと B タイプの中間的な位置

付けとした。 
  
4．まとめと展望 
 以上のように，与論島では多様な農業経営に対応したさといもの出荷・選果を農家が選

択できる体制が整備されている。そして，さといもの収穫・選果時期は概して他作目の作

業の都合で決まっている。これはさといもの経営における位置付けが低いということでは

なく，1 月から 7 月の長期にわたって収穫ができるというさといもの特性が，冬春期に作業

が集中する他の作目との組み合わせを容易にしていると解釈できる。この点に土地が狭小

で複合経営が特徴であるこの島の農業におけるさといも生産の意義があると言えよう。 
 また，さといもの選果方法・出荷先の選択は，専業・兼業の状況，経営におけるさとい

面積
（a）

農業所得

割合％

手選
果％

機械
選果％

A 1 69 33 120 30 70 100
A 2 67 65 140 30 67 100
A 3 72 80 110 40 80 95 5
A 4 32 25 128 25 51 95 5
AB 5 65 60 84 20 40 76 24
AB 6 56 50 160 80 80 50 50
B 7 40 98 150 30 30 20 80
B 8 53 100 330 50 25 100
B 9 51 100 315 35 30 100
B 10 58 100 110 30 20 100
B 11 63 70 250 30 40 30 70
C 12 56 10 60 15 80 100
C 13 51 50 140（80） 8 40 100

出荷先・選果方法
市場出荷

くみ食
％

タイプ
農家
番号

年齢
農業収入
家計収入
（%)

農業経営
面積（a）

さといも

表 4 さといもの出荷先・選果方法の選択と農業経営 
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もの位置付けによって決まってくる。手選果はさといもの位置付けが大きな高齢・兼業農

家に，機械選果とくみ食は，比較的年齢の若い主業的農家とさといもの位置付けの小さな

兼業農家によって選択されていた。 
 このような状況の中で今後の展望と

して以下の 2 点を指摘したい。第 1 は

機械選果の充実の必要性である。与論

島のさといもは市場では高品質と評価

されているが，機械選果されたものに

ついては規格の混入等の問題があり，

また単価も大きく落ちる。これは現行

の選果機が与論島のさといもの品質の

良さを十分に活かしていないことを意

味する。機械選果は島の農業を担う主

業的農家が多く利用していたことから，

機械選果の改善によるさといもの単価

向上は重要な課題である。 
 第 2 は契約取引を行う「くみ食」の

位置付けである。現状ではさといもに

関しては農家のくみ食への供給意欲は

小さい。問題は将来もそれが続くかで

ある。与論島のさといもの単価（3 年

移動平均）は図 2 のように近年は特に

大きく変動していないが，図 3 の与論

島のさといもの単価と生産量の関係を

みると，生産量の増加が単価の低下に

結びつく傾向がみられる。つまり与論島がさといもを出荷する時期の本土の端境期の良質

なさといもの市場は必ずしも大きくなく，与論島のさといも生産が増加した場合の単価の

低下が懸念される。今回の農家調査においてもさといも栽培に適した農地が確保できれば

生産を拡大する意向を持つ農家が多数いたことから，今後，高齢農家のリタイアに伴う農

地流動化が進展した場合，さといも生産が拡大する可能性もある。その場合，単価の下落

がさといも生産拡大の隘路とならないためにも，出荷先の多様化による価格変動の影響の

分散や，価格変動の小さい契約取引はオプションとなりうるのではないか。特に価格変動

の影響を強く受ける規模の大きな農家にとってはそれが求められる可能性がある。 
 
謝辞 与論島の調査にあたっては，与論町役場産業振興課の麓誘市郎様，あまみ農業協同

組合与論事業本部の竹下義秀様，坂元康孝様，鹿児島大学与論活性化センター竹村浩之様

に多くの便宜を図っていただいた。深く感謝申し上げたい。 
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口永良部島の農業活性化に向けた今後の課題と方向性 
 

鹿児島大学農学部 中西良孝 
はじめに 
 2010 年 3 月 13～14 日に 2009 年度事業「地域貢献型農業実践プロジェクト in 口永良部

島」（代表者：一般社団法人へきんこの会山地竜馬代表理事）の一環として、現地の農業お

よび島民生活に関する実態調査を行った。その結果、町営永迫牧場では夥しい数の野生シ

カが放牧地に侵入して草を盗食しており、放牧牛が削痩していること、未利用の竹林（リ

ュウキュウチク）が散在し、牧場内の道路も竹が過繁茂しており、通行の妨げとなってい

ること、地元焼酎メーカーへ出荷するための甘藷を栽培しており、生産者の自助努力によ

り 1 年間で大幅に増収したこと、新村牧場では永迫牧場同様、牛が削痩しており、厳しい

経営状況に置かれていること等が明らかとなった。 
 その後、2010 年度離島人材育成基金助成事業「1 度は行ってみたい口永良部島を体験す

る交流事業」（代表者：前出の山地氏）の一環として、2010 年 12 月 16～18 日に現地の農

業振興および地域活性化の方向性を探るためのより詳細な情報を得るため、資源調査を行

った。その結果、商品生産用の作物だけでなく、飼料作物や自給生産用作物も獣害を被っ

ており、特に、野生シカによる食害が深刻であり、島内には人間以外の天敵がいないこと

に加え、有効な防除対策が講じられていないことから、人慣れしてしまったシカが日中に

も出現し、甚大な被害を与えていることが明らかとなった。このような野生シカによる食

用作物の盗食は、住民に直接的被害をもたらすだけでなく、飼料作物の盗食（湯向地区の

トウモロコシ畑や永迫牧場の牧草）は飼料不足にもつながり、結果的には間接的被害とし

て肉用牛生産振興の隘路となることが危惧された。 
 上述した調査結果に基づき、著者はシカ害問題を深刻な事態と受け止め、2010 年以降、

肉用牛生産農家でもある前出の山地氏に本件を屋久町へ陳情するよう助言してきた。その

後、山地氏が本件を知り合いの獣医師に相談し、その獣医師が牧場活性化のための野生シ

カ防除対策を屋久町に申し入れたところ、予算措置が行われ、2013 年に永迫牧場にシカ侵

入防止用の牧柵が設置された。しかしながら、山地氏によれば防護柵設置の効果は不十分

であり、野生シカが牧場内へ侵入を繰り返しているとのことである。したがって、野生シ

カが畜産のみならず、農業、環境、生活などにも影響を及ぼしている実態を明らかにする

ことが重要であるが、最近の状況については不明である。 
 本報告では、今回の研究コアプロジェクト（島嶼）報告会において行われた各調査結果

の報告や議論を踏まえ、農業、環境、生活に関する問題点を抽出し、その現状分析を行い、

農業活性化に向けた今後の課題と方向性を提案する。 
 
現状の問題点 
１．野生獣（シカおよびヤギ）による被害 
 販売用作物として焼酎原料用の甘藷、自家菜園に大根、里芋、ピーマンなどの野菜、肉

牛用の飼料作物として牧草やトウモロコシが栽培されているが、住民の高齢化により販売

収入の増大が期待出来ない現状を勘案すると、自給生産は食料確保の貴重な 1 手段である。
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しかしながら、商品生産用の作物だけでなく、飼料作物や自給生産用作物も獣害を被って

おり、2010 年以降もシカ害は鎮静化していない。したがって、シカ害は島民の生活をも脅

かすものである。また、野生シカは人家周辺の農作物のみならず、樹木に対しても幹の剥

皮や樹葉・小枝採食といった形で悪影響を及ぼしているとともに、食害は希少植物にも波

及しているようである。シカ生息数の増加とそれに伴う食害は島の生態系を撹乱する一因

となり、環境に負荷を与えるだけでなく、土壌侵食や土砂流失を惹起し、国土保全上の問

題にもつながる。一方、ナゲシ牧場においては野ヤギの食害による植生破壊が野生シカと

同様、土壌侵食や土砂流失を惹起している。 
２．荒廃した放置竹林 
森林においては針葉樹以外に豊富なリュウキュウチク林が広がっているが、適正な管理

を行っていないため、道路、牧場および耕地に侵入し、生活、交通、農業などに悪影響を

及ぼしている。リュウキュウチクは冬季に枯れず、周年繁茂しており、豊富に存在してい

るが故に、野生シカや野ヤギの飼料資源になっている。このことも害獣の頭数が減らない

一因となっている。 
 

今後の課題と方向性 
１．獣害対策と獣肉利用 
牧場の有効利用と肉用牛生産振興のためには、獣害防除が先決であり、防護柵の設置方

法を再検討し、より有効な対策を講じる必要がある。牧場活性化の前提となる獣害対策に

ついて、自治体が鹿児島大学や一般財団法人鹿児島県環境技術協会の獣害対策の専門家に

相談し、地元関係者と協議する機会を持つべきである。そのためには、国や自治体の鳥獣

害対策関連助成事業を利用したり、今回のような大学のプロジェクトを利用したりして害

獣頭数調査や被害実態調査を継続的に行うとともに、調査結果の報告会や議論の場を設け

ることが考えられる。ただし、島全体としての被害拡大防止のためには、防護柵設置だけ

では不十分であり、狩猟による頭数調整が必要である。著者が昨年 11 月に奄美大島で行っ

た野ヤギの食害実態調査（平成 25年度鹿児島大学国際島嶼教育研究センタープロジェクト）

では、2010 年に環境省より構造改革特別区内において野ヤギがシカやイノシシと同様、狩

猟鳥獣として認定されたことから、各市町村で年次計画により地元猟友会の協力を得て駆

除に取り組んでおり、生け捕りした場合には、と畜場法に基づいて処理し、肉利用してい

ることが明らかとなっている。したがって、口永良部島においても野生シカや野ヤギを有

害鳥獣または狩猟鳥獣（上記の奄美大島と同様、特区認定が必要）として捕獲し、食肉資

源として利活用する方策を模索すべきである。ただし、猟師の確保、捕獲方法、食肉処理

場、販路などの課題がある。なお、野ヤギ問題に関しては、口永良部島だけでなく、黒島、

トカラ列島、奄美群島などでも起きていることであり、島嶼全体に関わる問題として広域

的な特区認定を検討する必要がある。 
２．竹資源の利用 
近年、竹を食用、繊維、飼料、肥料、燃料など多面的に利用する方向性が示唆されてい

ることから、口永良部島で繁茂しているリュウキュウチクを木質系バイオマスとして捉え

ることが出来る。リュウキュウチクの利用に関しては、地元大学であり、竹材の飼料化研

究に関して実績のある鹿児島大学と連携し、肉用牛の飼料資源としての利用可能性を探り、
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放牧と組み合わせた低コストな子牛生産を行う必要がある。牧場内に侵入したリュウキュ

ウチクについては、放牧牛が採食するため、直接利用させることが出来るが、牛がアクセ

ス出来ない場所に繁茂している竹については、人為的に伐採し、解砕処理等によって作製

した竹粉を他の未利用資源と混合してサイレージ化し、牛用飼料として利用することが可

能と考えられる。このように、未・低利用資源を有効活用するとともに、牧場を活性化し、

畜産的土地利用を図ることが国土保全にもつながるものと思われる。 
今回の報告会で鹿児島大学国際島嶼教育研究センターの長嶋教授が指摘したように、小

島嶼は過疎化問題を抱えているものの、同時に、豊かな自然や未利用資源も有しているた

め、島の魅力を島外にアピールし、積極的に活用していくことが重要である。害獣を食肉

資源、放置竹林を牛用の飼料資源として捉えることで、循環型畜産を構築し、農業活性化

の一助となると考えられる。したがって、今後とも鹿児島大学のプロジェクトを通じて大

学側が地域住民とコミュニケーションをとり、双方の連携を図ることが大学の重要な役割

であり、今後一層の連携強化は大学憲章の 1 つとして掲げられている地域貢献となる。 
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奄美大島における漁場利用と今後の展開 

‐クロマグロ養殖に注目して‐ 

 
鹿児島大学水産学部 鳥居享司 

 
1．はじめに 

我が国は世界最大のクロマグロ市場を抱えている。世界では年間 3.8 万トンほどのクロマグロが漁

獲・生産されているが，その 80％以上が日本市場において消費される。日本市場へのクロマグロ供給国

は多岐にわたっており，マルタ，クロアチア，スペイン，メキシコ，トルコなどが上位を占める。 
そのクロマグロも近年，資源水準の低下が指摘されており，クロマグロをめぐる資源管理強化は世界

的潮流となっている。例えば，ICCAT は漁獲枠削減や漁獲証明制度導入など，WCPFC は漁獲努力量

削減や国際貿易の監視・報告などの措置を取り入れている。日本は沿岸・沖合漁業や養殖業などを通じ

てクロマグロ資源を利用しているうえ，世界最大のクロマグロ市場を抱えている。適切なクロマグロ漁

業・養殖管理の実施が日本に求められている。なかでもクロマグロ養殖業は右肩上がりに成長しており，

それに呼応して養殖用種苗として用いられるヨコワは増加の一途をたどっている。当歳魚を大量に使用

するクロマグロ養殖業に対する管理強化は看過することのできない課題となっている。 
そこで本研究では，クロマグロ養殖とその管理をめぐる動向について明らかにする。まず，日本にお

けるクロマグロ養殖の発展過程について簡単に整理する。ついで，クロマグロ養殖の主力産地である奄

美大島を事例に，クロマグロ養殖の現状ならびに資源管理強化の潮流がクロマグロ養殖に与えた影響に

ついてみていく。それらを踏まえ，奄美大島における漁場利用の今後について考えてみたい。 
 

2．日本におけるクロマグロ養殖の発展過程 

日本におけるクロマグロ養殖の技術開発は 1970 年代に開始された。それが商業ベースにのるのは

1990 年代中盤以降のことである。鹿児島県や長崎県などの西日本地域を中心にクロマグロ養殖は大き

な広がりをみせるようになり，その生産量は飛躍的に上昇した。近年では年間 1 万トン前後の養殖クロ

マグロが生産されている。その一方で，クロマグロ養殖に用いるのは天然種苗（ヨコワ）であったこと

から，資源への悪影響が懸念されるようになった。 
幼魚を中心とした天然種苗利用への国際的批判が強まりだしたこと，天然種苗の採捕量は年変動が大

きく安定経営を阻む要因となっていること，などを背景に複数の民間企業や研究機関が人工種苗生産技

術の開発に注力している。その結果，人工集種苗生産技術は飛躍的に高まり，近年では年間 20 万尾ほ

どが養殖に用いられているなど，人工種苗の普及がすすみつつある。 
 

3．クロマグロ養殖の管理強化 

上述したように，1990 年代後半から 2000 年代にかけて，クロマグロ養殖は飛躍的な発展を遂げた。

その背景のひとつには，クロマグロ養殖の利益率の高さがある。高い利益を求めて新規参入者と既存業

者による規模拡大が相次ぎ，養殖に用いる種苗の増加を招いた。養殖生産からの利益は規模拡大へ再投

資され，さらなる規模拡大と活け込み種苗の増加を招いた。こうしたスパイラルにより，クロマグロ養

殖にむけられる幼魚の尾数は増加の一途をたどった。 
クロマグロ資源の管理強化が世界的な課題となるなかで，当然，クロマグロ養殖が注視されることと
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なった。幼魚を大量に利用するクロマグロ養殖はもちろん，種苗の供給源である曳縄釣りなどの沿岸漁

業も管理の対象とせざるを得ない状況となった。 
 
1）特定区画漁業権に基づく養殖対象種の指定 

2011 年 1 月，水産庁は特定区画漁業権の漁業種類を「クロマグロ」と特定して養殖場の実態把握に

努めることとした。さらに，養殖業者に対して養殖施設の設置状況，種苗の入手先，活け込み状況，出

荷状況などの養殖実績の報告を義務化，毎年公表することとした。これによってクロマグロ養殖の実態

把握に努めたのである。 
 
2）養殖規模拡大の制限 

2012 年 10 月，大臣指示が出され，クロマグロ養殖漁場やイケスの規模を現状より拡大させない方針

が示された。これをうけて都道府県では，天然種苗を用いた養殖規模拡大や新規漁場設定を原則，認め

ないこととした。これによって，天然種苗の活け込み尾数増加の抑止が図られたのである。ただし，人

工種苗を用いた養殖については指示の対象外であり，規模拡大や新規参入の道は人工種苗を用いること

を条件に残されることとなった。 
 
3）曳縄釣りの承認制への移行 

種苗供給役である曳縄釣り漁業は制度上「自由漁業」であり，制約を受けずに操業可能であった。し

かし，クロマグロ養殖の規模拡大に呼応して曳縄釣り漁業による幼魚確保が盛んになり，曳縄釣り漁業

の管理強化が求められるようになった。 
 水産庁は，2011 年 4 月より曳縄釣り漁業を「届出制」にするとともに，漁獲実績の報告化を義務化

した。さらに 2014 年 4 月より曳縄釣り漁業を「承認制」にするとともに，広域漁業調整委員会の指示

に基づく隻数制限を導入することとなった。これによって，マグロ幼魚を採捕する曳縄釣り漁業に一定

の制限がかけられることになった。 
 
4）管理強化による影響 

このように，養殖場の新設や規模拡大の制限，曳縄釣り漁業の制限によって，天然種苗を用いたクロ

マグロ養殖の規模拡大は不可能となった。今後，新規参入や規模拡大を望むのであれば，人工種苗の確

保が不可欠となる。それ故，大手資本や研究機関は安定的かつ経済的な人工種苗生産技術の確立，人工

種苗の育成海域の確保に躍起になっている。 
 
4．鹿児島県瀬戸内町における漁場利用と今後の展開 

1）クロマグロ養殖の概要 

奄美大島は養殖クロマグロの一大産地である。そのなかでも生産の中心は瀬戸内町である。瀬戸内町

漁協の管内では 1990 年代半ば以降，マルハやニッスイといった日本を代表する水産系商社（以下，大

手資本）の関連会社による養殖が行われている。大手資本は新規漁場の確保や養殖対象種の転換などを

通じて生産規模を拡大させてきた。 
クロマグロ養殖業の立地は漁協や地域へ経済的効果をもたらしている。漁協には漁業権行使料や各種

経済事業の利用を通じて，地域には雇用機会の提供を通じて，その存在は漁協や地域にとって不可欠な
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ものとなっている。 
 

2）管理強化のインパクト 

先述したとおり，クロマグロ養殖や曳縄釣り漁業の管理強化がすすんでいる。その影響は，瀬戸内町

漁協管内でのクロマグロ養殖にも及んでいる。 
従来まで，特定区画漁業権による魚類養殖では，魚種指定がなされていなかった。大手資本は，新規

漁場の取得に加えて，マダイやカンパチなどからクロマグロへ転換するによって規模拡大を果たしてき

た。 
しかし，2013 年 10 月の漁業権更新を境に魚種指定が導入された。それによって，「クロマグロ小割

式養殖」，「クロマグロ（人工種苗）小割式養殖」，「クロマグロ（親魚）小割式養殖」に分類されること

になり，天然種苗を用いる「クロマグロ小割式養殖」については規模拡大が認められないこととなった。

大手資本はさらなる漁場拡大を望んでいるものの，天然種苗を用いたクロマグロ養殖の規模拡大は認め

られないこととなった。 
 一方で，現在のところ人工種苗による養殖生産については制限が設けられていない。そのため，大手

資本は人工種苗による規模拡大に強い関心を示している。奄美大島はクロマグロの産卵と育成に適した

環境を有しており，人工種苗生産技術の確立と種苗生産に力がそそがれている。クロマグロ養殖を営む

大手資本は，ともに「クロマグロ（人工種苗）小割式養殖」，「クロマグロ（親魚）小割式養殖」を取得

あるいは申請中である。つまり，今後は人工種苗を用いて規模拡大を図ろうとする姿が鮮明になってい

るのである。 
 
3）ふたつの適地 

 奄美大島はクロマグロ養殖にとってふたつの適地である。ひとつは，高い成長率である。温暖な奄美

大島の海域環境はクロマグロ養殖に適しており，他地域に比べてクロマグロの成長率が優れる特徴をも

っている。もうひとつは，クロマグロの産卵に適した環境を有していることである。クロマグロ養殖の

規模拡大の可能性は人工種苗にかかっていることもあり，奄美大島の環境がもつ優位性が改めて注目さ

れている。 
 こうしたことから，大手資本はより多くの漁場を確保することに関心を抱いている。ただし，瀬戸内

町側の漁場のうちクロマグロ養殖に適した漁場は満限利用に近づいている。一方で，海峡を挟んだ加計

呂麻島周辺海域には養殖に適した海域が残されており，大手資本はこの海域を漁場として取得する意向

を示している。 
 ただし，この海域ではすでに真珠養殖が行われている。さらに，潜水漁業や観光業（ダイビング）と

しても使用されている。こうした事業にかかわる人々からは，真珠養殖や潜水漁業などへの悪影響を懸

念する声が挙げられている。また，地元住民からは大量給餌による環境負荷への懸念が示されている。

クロマグロ養殖の立地への警戒感は根強いものがあり，早々に新規漁場を確保できる見込みは薄い。 
 
5．今後の展開～バランスをどう保持するのか～ 

右上がりに成長してきた奄美大島のクロマグロ養殖業であるが，世界的なクロマグロ資源管理強化を

境に新たな局面に直面しつつある。 
クロマグロ養殖における奄美大島の役割や意義が改めて問われている。奄美大島の環境はクロマグロ
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の成魚育成にも産卵・種苗生産にも適している。一方で，利用可能な漁場には限りがある。従来通りの

規模で成魚養殖を継続するのか，あるいは，人工種苗の生産基地として舵を切るのか。成魚養殖が可能

な海域は奄美大島以外にも存在することから，クロマグロ養殖全体を考えた場合，人工種苗生産を重視

した利用体系への転換が有効であるものと考えられる。 
また，他の利用者や環境とのバランスも重要である。もちろん，クロマグロ養殖の立地は地域や漁協

にとって不可欠な存在である。しかし，クロマグロ養殖の一方的な拡大は決して認められず，他の漁業

利用や観光利用などとの調整や配慮が必要とされる。さらに，奄美大島の自然環境は世界的にみても貴

重なものであることが指摘されている。海域環境の保全と利用のバランスをいかに保持するのか，十分

な検討が求められる。 
こうした点を念頭に入れながら海域環境の保全と利用の両立，環境特性に応じた養殖体制などを考慮

し，環境的にも経済的にも持続可能なクロマグロ養殖と漁場利用のあり方を検討してくことが求められ

るだろう。 
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セネガル “藻屑”研究始まる 

（セネガル国海藻資源の潜在量評価研究） 

 
野呂忠秀¹ ・青山光宏 

（鹿児島大学水産学部教授、鹿児島大学大学院水産学研究科研究員） 
 

1. 共同研究要請の背景 

セネガル共和国の首都ダカール近郊の海岸には大量の海藻が打ち上げられるが、海藻を

利用する文化のない同国においては漁網にからまる厄介な藻屑と考えられている。この未利

用資源の海藻が、東洋では食品として利用されていることや、医薬品の原料となりうることは、

日本から現地に赴任して活躍して来た日本の青年海外協力隊員 (JSPS)や国際援助機関の

水産専門家を介して現地にも伝わっており、既にトサカノリ属の紅藻が、海藻サラダの原料とし

て日本に輸出される。また現地の環境 NGO 機関である SOS-Environment も、海岸に打ち上

げられた紅藻イバラノリ属の粉末を混入ししたヨード (I2)添加食パンを病院などに供給してい

る。 

 

図 1. Senegal 共和国と首都 Dakar（現地観光地図を改変）. 

北アフリカのモロッコ王国では、太平洋戦争により日本からの輸出が途絶えた寒天 (Agar)

を補うために、 1940 年代から海岸で採集した寒天原藻を欧州に輸出してきた。また、東南ア

ジアにおいては養殖キリンサイ（紅藻）から粘性多糖類 Carrageenan の抽出が行われているこ

ともあり、セネガル漁業海事省海底資源利用局（Direction de la Gestion et de l’Exploitation 

des Fonds Marins/DGEFM）は自国の海藻資源を有効活用するために、海藻研究者の派遣を

日本の国際協力機構 JICA に求めた。JICA の要請を受けた日本学術振興会 JSPS は、2012

年 3 月に現地事前調査を鹿児島大学に委託、それを踏まえてこの共同研究が始まった。 

 Senegal 

 Dakar 
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図 2. Dakar 南部の Pt.Serene に大量に打ち上がる海藻類 .紅藻イバラノリ属が最も多い. . 

  

 図 3.海藻や薬草を加工する NPO 法人 SOS – Environment の職員と、パンに混入前のイバラノリ. 

  

2.共同研究の目的と方法 
 

本共同研究の目的は、セネガルにおける海藻資源の持続的管理のために学術的な共同

研究を DGEFM において行うことによって、同国における海藻資源の持続的な管理を行うため

の基盤を作ろうとするものである。具体的には、海藻研究者のいるダカール大学(UCAD)植物

学科 (le Département de Biologie Végétale, Faculté des Science et Techniqes, Universite 

Cheikh Anta Diop de Dakar)も参加し、ダカール近郊に分布する海藻の採集と、植物標本館

Herbariu の整備ならびに、海藻の形態分類学や分布生態学的研究を行うものである。JICA 短

期派遣専門家として鹿児島大学水産学部び野呂（教授）が、長期派遣専門家として青山（研

究員）が現地に赴き、Mr. Masato Ndao (生物学、DGEFM 研究員)、 Mr. Moussa Bodian (海藻

学、UCAD 講師)とともに共同研究を実施している。 
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図 4.  UCAD で水質分析と海藻標本作製実験中の青山研究員 . 

 

 
図 5.  DEGEFM が建設した海藻センターの前で、 Bodian 講師と Ndao 研究員 . 

 

3. 現在行われている共同研究活動 

2013 年 3 月には、野呂短期専門家が現地を訪れ、現地研究者と Project Design Matrix 

(PDM) を作成した。その後、 2013 年 6 月には青山長期派遣専門家が赴任し、プロジェクト体

制を構築し、DGEFM に事務室を、UCAD に実験室を設けた。また、UCAD は院生学生 5 名と

講師による研究チームを植物多様性研究室内に作った。 

 その後、2013 年 8 月には野呂短期派遣専門家がダカールに赴き、青山長期専門家や現地

カウンターパート研究者とともに、ダカール近郊（Virage, Villege de Ngor, Ile de Ngor, Pointe 

des Algagie, Wacan, DGEFM, Pointe Sarene）において、磯採集や素潜りによる海藻採集と水

質環境調査を実施している。 

 その結果、今後は、ダカール大学に海藻標本の Herbariumが整備されるとともに、主要な海

藻類の季節的消長や成熟時期、現存量など、海藻研究の基盤が形成される予定である。 
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図 6.  Ngor 島水深５m のトサカノリ群落とトサカノリ標本 

 

図 7.ダカール大学植物学科大学院生への海藻学講義風景. 
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喜界島における海産生物によるサンゴ礁微地形に与える影響に関する調査 

 

鹿児島大学国際島嶼教育研究センター 

河合 渓 

 

サンゴ礁は生物多様性の高い生態系である。そのサンゴ礁はサンゴに共生する褐虫藻

が光合成を行い、そのエネルギーを用いサンゴはサンゴ礁となる骨格が生産している。

一方で、サンゴ礁は物理的要因、化学的要因、生物的要因により様々な形で、浸食され

ている。本研究では生物的要因に注目し、現在も隆起をしている喜界島の沿岸域におい

て 1）生物的浸食の要因の一つと考えられるウニとヒザラガイの生息状況を解明し、2）

ヒザラガイによる生物浸食の度合いを解明することにより、サンゴがどの程度浸食され

ているかを解明することを目的に調査を行った。 

調査は 2013 年 11 月、2014 年 1 月、3月に喜界島の南部、北部、西部、東部にそれぞ

れに調査地を設置し、ウニとヒザラガイの生態について調査を行った。しかし、本調査

時には天候が悪かったため、本年度は主に南部と東部において調査をおこなった。 

調査は以下の項目について行った。1）ウニとヒザラガイの生物浸食が垂直的な場所

の違いによってどのように異なるか、2）ヒザラガイの影響を受けている範囲を解明す

るため、南部の調査地を潮上帯、潮間帯上部、潮間帯に区分し、そこに生息するウニと

ヒザラガイの数を計数した（実験 1）。生物浸食の度合いを調べるため、島の 2 か所（南

部と東部）に調査地を設置し、各地点にランダムに 50cm×50cm の方形枠を 5 地点設置

し、そこに生息するヒザラガイのサイズを測定し、数を計数した（実験 2）。また、ヒ

ザラガイの摂餌量を調べるため、昼間に糞の量を測定する予定であったが、本調査時の

天候が悪かったため本実験は行えなかった。 

南部におけるヒザラガイとウニの分布調査（実験 1）の結果、潮上帯はヒザラガイも

ウニも生息しなかったが、潮間帯上部にはヒザラガイが、潮間帯にはウニが多く生息し

ていた。これにより生物浸食のウニとヒザラガイの影響が垂直的分布では異なることが

示された。一方、ヒザラガイの平均密度 (個体/50cm×50cm)は東部で 1.4 個体、南部で

は 8.0 個体で、平均サイズは東部では 32.2 ㎜、南部で 28.4mm であった（実験 2）。 

Rasmussen & Frankenberg（1990)はヒザラガイ Acanthopleura granulata において、

サイズ組成、密度、毎日の摂餌量を基にヒザラガイの生物浸食の度合いを調べたところ

0.12mm/年であったと報告している。喜界島でのヒザラガイのサイズ組成、密度を基に

（毎日の摂餌量は A. granulata と同じと仮定）、A. granulata の生物侵食量と比較す

ると、生物侵食量はやや低いと考えられる。また、喜界島ではヒザラガイをクンマーと

呼び食生活と大きく結びついており、この漁獲圧がヒザラガイの減少と結びつき、ヒザ

ラガイのサンゴへの生物浸食の低下を起こしていると考えられる。今後、他のサンゴ礁

の島を含めて継続調査し、海産生物の生物浸食について検討を行っていく予定である。 
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奄美地域におけるタラソセラピー 
 

国際島嶼教育研究センター 野田伸一 
 
 タラソテラピーは、ギリシャ語のThallassa（海）とフランス語のtherapie（治療）とを

合わせた造語でThallassotherapieと命名され，日本語では海洋療法と訳されている．タラ

ソテラピーは，海辺の気候と海水を様々な手法を用いて積極的に健康増進や美容，そして

機能回復（リハビリテーション）や治療目的で活用する気候医学療法の一つに位置付けら

れる．南西諸島においては，沖縄県宜野座村に平成15年4月“かんなタラソ沖縄”（運営：

株式会社てんぷす宜野座振興公社），鹿児島県島和泊町（沖永良部島）に平成17年4月“タ

ラソおきのえらぶ”（運営：株式会社えらぶ海洋企画），鹿児島県奄美市（奄美大島）に平

成18年12月“タラソ奄美の竜宮” （運営：株式会社ウエルネスディベロップメント）が相

次いで開設された． その建設にはいずれも公的な資金が使われている．“かんなタラソ沖

縄”は沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業，“タラソおきのえらぶ”は過疎債，“タ

ラソ奄美の竜宮”奄振事業によって建設されている．その運営は第三セクターや民間会社

への委託で行われている． 

タラソセラピー施設の目的としては，住民の健康増進が基本的な目的であるが，その他

に関連事業（商・観光業）の活性化，雇用機会の創出，新しい産業の創出，様々な交流機

会の創出及び促進も期待されている．今回，“タラソおきのえらぶ”と“タラソ奄美の竜

宮”の運営や利用状況について現地調査を実施した．“かんなタラソ沖縄”を含めて現状

を報告する． 

 

１．かんなタラソ沖縄 

 “かんなタラソ沖縄”は３施設の中では最も規模が大きく，平成15年に開業した．しか

し，予想していたほどの利用がなく，その赤字を宜野座村が補填していた．平成25年10月

31日を以って閉館し，運営を担当していた第三セクターは解散し，現在は宜野座村企画課

が施設を管理している．開設から10年以上が経過したことから，改修工事が進められてお

り，平成26年4月から，新しい指定管理者（沖縄でホテルを経営している会社と交渉中）の

もとで再開される予定である．会員の月会費は6,000円であり，施設の運営では観光客の利

用（1回2,500円）や高額のトリートメントプログラムでの収入が重要であると考えられる． 

 

２．タラソおきのえらぶ  

 “タラソおきのえらぶ”では開設時には，会員750名（月会費5,000円），ビジター利用

32,000人（1回利用1,000円）で売上8,700万円，諸経費7,800万円，税などを差し引きほぼ

収支が釣り合うように見込んでいた．現在の会員は300名，シンボル的な風車発電や省エネ

ルギーの努力，従業員の削減（現在8名）を行っているが，赤字経営が続いている．第三セ
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クターの運営会社に対して和泊町から指定管理料が支払われ，赤字の補填が行われている．

実際のタラソ体験では，会員が健康作りを楽しく行っている印象を持った．鹿児島大学大

学院医歯学総合研究科国際島嶼医療学講座による「タラソおきのえらぶにおける高血圧教

室の効果検証事業」によって，健康指標の改善が確認されており，保健活動に定期的なタ

ラソメニューを行うことが提言されている．高齢者の健康維持には最適の施設であるが，

その利用者を増やすことが課題である．施設は和泊町の中心から徒歩で15分の場所にある

が，利用者が高齢であることを考えると，送迎バスの運行が会員増加には不可欠であと思

われた．  

 

３．タラソ奄美の竜宮 

 “タラソ奄美の竜宮”が上記の２施設と違うのは第三セクターの会社ではなく，民間会

社（株式会社ウエルネスディベロップメント）に運営が委託されていることである．会員

600名，ビジター利用約１万人である．従業員は10名のほかパート10名である．株式会社ウ

エルネスディベロップメントは平成12年11月に開業した“し～うらんど海遊館（青森県五

所川原市）”の運営も担当しており，このような施設の運営経験が豊富な会社である．運営

努力により奄美市は指定管理料を支払うことなく運営されている．しかし，その運営は厳

しい状況にあり，奄美市は利用者の送迎バスの提供や大規模な修理の補助を行っている．

私が利用した第一便のバスはほぼ満員で，送迎バスの運行が会員数の維持に有効であると

思われた． 

 奄美市の人口（46,126人，2010年）を考慮すると利用会員の増加が期待できる．株式会

社ウエルネスディベロップメントによると，施設を月８回以上または３ヶ月で24回以上利

用していた74歳以下の32名の国民健康保険被保健者について，施設利用前の３カ月と施設

利用後の３ヶ月を調査した結果，３ヶ月で請求点数が開業前の年度の55％であることが確

認されている．タラソ施設利用の効果評価を早急に実施し，その結果を公表することが望

まれる．高齢者だけでなく40～60歳住民や合併した笠利や住用地域の居住者の利用促進が

望まれる．収入の増加には会員以外のビジターの利用が不可欠であり，タラソ施設を他の

プログラムと組み合わせることも考慮する必要がある．具体的には，金作原原生林散策や

スポーツ合宿へのタラソ施設利用の組み込み，最近盛んになり奄美市にも寄港が予定され

ている大型クルーズのオプショナルツーなどがある． 
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沖永良部島におけるタラソテラピー 
 

医歯学総合研究科 
国際島嶼医療学講座 

嶽崎俊郎 
１．これまでに行われた研究結果 
 
【背景・目的】動脈硬化予防のため日常身体活動や運動習慣は重要な役割を担っている。海洋療

法（タラソテラピー）は海洋の資源や環境を療養や健康増進、予防に活用するものである。本研究

の目的は、沖永良部島において海洋療法の動脈硬化要因及び医療費の改善に対する効果を検

証することである。 

【方法】対象者は沖永良部島の和泊町における健診受診者のうち、2005年10月に行ったコーホー

ト研究のベースライン調査および 2010年の２次調査に参加し、海洋療法利用状況や医療費の情

報収集に同意が得られた 453名(男性 198人、女性 255人)である。海洋療法の利用情報は、年間

あたりの平均利用回数用いた。医療費情報に関しては、2006年 2007年の 5月分と 2010年 2011

年の5月分の平均の差を算出して対数化した上で利用した。日常身体活動と運動習慣における身

体活動量はMETs として計算して用いた。動脈硬化要因として BMI、血圧、血清脂質、空腹時血

糖、CAVIを利用した。解析は重回帰分析を用い、関連要因を調整した上で行った。 

【結果】2005年に比べ 2010年の値が増加した項目は収縮期血圧（軽度）と海洋療法利用回数で、

低下した項目は中性脂肪、総コレステロールであった。日常身体活動量や運動習慣、海洋療法と

収縮期血圧改善との関連では海洋療法のみが負の関連を認めた。また運動習慣と中性脂肪も負

の関連を認めた。医療費の改善に関しては、有意な関連は認められなかった。 

【考察】収縮期血圧の改善に海洋療法が関連していた。海洋療法は温海水中での運動を行うこと

により通常の運動に比べ循環器系により付加的な効果を有する可能性が考えられた。医療費に関

しては有意な関連は認められなかった。医療費には多様な要因が関連し、対象者数と観察期間が

まだ十分でない可能性が考えられた。 

【結論】海洋療法は収縮期血圧低下を通じ、住民の健康増進に効果がある可能性が示唆された。 

 

２．本プロジェクトでの取組み 

 

本プロジェクトとしては、得られた研究結果を、第３セクターとしてタラソテラピー施設を運営管理し

ている和泊町に有益な情報提供としてフィードバックし、今後の活用方法について、双方で意見交

換を行った。本研究のタラソテラピー利用状況データは和泊町の協力のもと、2005年から毎年、提

供を受けている。また、医療費データに関しても、和泊町から提供を受けた。大学側としては学術

的なデータ収集、自治体としては自らが管理する健康増進施設の効果検証が出来ている点で、双

方に有益な関係が構築されている。 
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奄美のエコツーリズムの現状と課題 
桑原季雄（鹿児島大学法文学部） 

 
１.はじめに 

本研究の目的は、近年急速に広まったエコツーリズムについて、その今日までの流れを簡単に

整理し、その上で、事例研究として奄美のエコツーリズムの現状について報告することにある。

特に、奄美のエコツーリズムの特徴や問題点、可能性や方向性などについて検討してみたい。 
奄美群島の亜熱帯気候は、世界的にも価値のある固有の生物多様性を育み、近年、屋久島や白

神山地、知床、小笠原に次いで世界自然遺産登録に向けた動きが進んでいる。すでに世界自然遺

産に登録された屋久島ではエコツーリズムと呼ばれる観光形態が定着しつつある。例えば、屋久

島では現在、年間約 30 万人の観光客が来島し、その多くは縄文杉や屋久杉の森の観光を目的とし

た観光だとされる。特に、片道 5 時間もかかる縄文杉への観光客のほとんどはエコツアーガイド

と呼ばれる観光ガイドを雇っているとされ、こうした観光形態がいわゆるエコツアーであり、300
人前後のガイドが存在すると推測されている。屋久島では、これまでの様々な経験を踏まえて、

エコツーリズム推進協議会が設置され、ガイド登録・認定制度の整備・運用が開始された。 
一方、奄美群島は、世界自然遺産登録をにらんで、エコツアーガイド登録・認定制度の導入が

検討されており、制度化に向けて進行中という段階である。しかし、いわゆるエコツアーに相当

する観光は、金作原原生林や住用のマングローブ群生地、珊瑚礁の海など奄美大島のいくつかの

観光スポットを対象にすでに行なわれてきている。 
 
２.エコツーリズムの歴史と定義 

梅津ゆりえによれば、エコツーリズムの誕生の発端は、1972 年の国連人間環境会議（ストック

ホルム会議）だと言われている。会議の基本概念は「地球の資源は有限である」という考えであ

り、それまで無尽蔵かつ再生可能と思われていた自然資源も、人類が守るべき対象であるという

メッセージが込められた（梅津 2011：14）。 

日本におけるエコツーリズムの最初の事例は 1989 年小笠原ホエールウォッチング協会の誕生

とされ、1990 年代に入ってからエコツーリズムの導入が本格化した。海外でのエコツーリズムが

持続可能な開発論を背景としていたのに対し、日本では地域振興や自然体験の促進を目的として

導入された（ibid.）。2003 年度に環境省が「エコツーリズム推進会議」を設立し、モデル事業 3
カ年計画を実施したことにより、全国な関心と取組が一気に進んだ。それまでのエコツーリズム

の取組みは小笠原や西表島、屋久島、北海道のような典型的な自然地域であったが、この会議を

きっかけに、既存の観光地や里地里山など、これまでエコツーリズムと無縁であった地域が関心

を持ち導入を図るようになったとされる。そして、2007 年 6 月には「エコツーリズム推進法」が

制定され、エコツーリズムによる「自然環境の保全」「観光振興」「地域振興」の方向性が示され

た（ibid.:15-20)。 
エコツーリズムの定義は、「エコツーリズム推進法第 2 条第 2 項」によれば、「観光旅行者が、

自然観光資源について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮

しつつ当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動」であり、
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また、「自然環境への負荷を最小限にしながらそれらを体験・学習し、目的地である地域に対して

何らかの利益や貢献のあるツアーをつくり出し、実践する仕組みや考え方」とされている1。 
環境省はエコツーリズムの自治体への普及をはかるために、「エコツーリズム推進モデル事業」

を推進し、13 地域を採択した。具体的には、西表島や屋久島の島めぐり、軽井沢の野生動植物観

察、佐世保の地域資源再発掘体験、飯能の里地里山の身近な自然・文化・伝統、の体験などが知

られている。2009 年に埼玉県飯能市が「エコツーリズム推進モデル地域」の認定第 1 号となり、

その後、2012 年 6 月に沖縄県の座間味村と渡嘉敷村と群馬県みなかみ町が認定された2。 
 
３.島嶼のエコツーリズム 

日本の島嶼でも、多くの地域でエコツーリズムに取り組んでいるが、その資源や活動、観光客

数も様々である（表Ⅰ参照）。なかでも日本のエコツーリズムの先駆となったのが小笠原諸島、西

表島、屋久島であり、その主な活動は野生動植物の観察、カヌーカヤック等の海体験、文化体験

や集落体験等である。 

 

表 1：エコツーリズムを実施している主な島嶼と概要 

 
主な資源 主な活動 

エコツーリ

ズム開始年 
人口 

観光客数

(人) 

小笠原 

(東京都) 

クジラ、イルカ、 

固有植物等 

ホエールウォッチング、 

ドルフィンスウィム 
1989 2,015 

(父)25,800 

(母)6,846 

西表島 

(沖縄県) 

亜熱帯林、サンゴ礁、

川、伝統文化、生業

等 

カヌー、カヤック、登山、スノー

ケリング、染織体験、祭参加 
1991 1,976 271,852 

屋久島 

(鹿児島県) 

森、屋久杉、山岳、 

信仰(岳参り)等 

登山、トレッキング、屋久杉観察、

スノーケリング 
1993 13,706 171,109 

天売島 

(北海道) 

海鳥(オロロン鳥、善

知鳥他)、海産物 

バードウォッチング、 

ハイキング 
1990 後半 476 15,300 

利尻島 

(北海道) 
高山植物、昆布漁 

植物観察、漁業体験 

(昆布漁) 

1999 

(海浜留学) 
6,953 484,600 

御蔵島 

(東京都) 

巨木、 

オオミズナギドリ 

トレッキング、巨木観察、バード

ウォッチング、ドルフィンスイム 
2000 308 7,519 

八丈島 

(東京都) 

植物、染織文化、 

方言 
自然・文化体験 

2000 

(ガイド業) 
9,488 158,239 

                                                   
1 エコツーリズム推進法については以下に詳しい。

（http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/law/index.html） 
2 エコツーリズム推進法認定団体については以下に詳しい。

（http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/certification/index.html） 
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佐渡島 

(新潟県) 

祭、地酒、動植物、 

郷土料理、鬼太鼓座

他 

農業・漁業体験、集落体験、 

人とのふれあい 
 72,173 826,744 

隠岐の島 

(島根県) 

歴史文化遺産、サザ

エ、ウニ、岩ガキな

どの魚介類 

植物観察、地質観察 2004 522 29,100 

九十九島 

(長崎県) 

200 余島からなる 

景観美 
磯の観察、無人島探検 2004  ― 

野崎島 

(長崎県) 

天主堂、居住地跡、 

野生シカ、自然学塾

村 

文化遺産探訪、集落跡散策、 

野生シカ観察、キャンプ 

2002 

自然学校開

設 

3 1,787 

対馬 

(長崎県) 

韓国との交流、歴史

遺産、魚介類、固有

動植物 

カヌー、カヤック、巨木観察 2005 41,016 247,300 

南大東島 

(沖縄県) 

島の形成、固有種、 

洞窟、人 

島の宝巡り、洞窟体験、野生動物

ウォッチング、島人とのふれあい、

ダイビング 

2000 1,445 18,333 

（*人口は 2000 年度国勢調査データ、観光客数は 2002 年度自治体調べ） 

 

屋久島は 1993 年に世界自然遺産に登録され、観光客が 2007 年に 40 万人に達し、観光業が島の

重要な産業になった。他の観光地とは異なる屋久島の大きな特徴は、多くの職業ガイドが活躍し

ている点である。 

屋久島では、世界自然遺産登録後に、エコツーリズムの制度化にむけた取組が始まり、10年以

上にわたって協議を重ねた結果、2006 年から「屋久島ガイド登録・認定制度」の運用を開始した。

屋久島の公式のエコツアーガイドは、「屋久島ガイド登録・認定制度」登録しているガイドで、屋

久島地区エコツーリズム推進協議会が「屋久島ガイド」の名鑑を作成し、インターネットのホー

ムページで検索できるようになっている3。 

 

表 2：屋久島入込客数の推移 

年度 入込客数 

1993 年 209,219 

1997 年 263,734 

2003 年 314,766 

2007 年 406,387 

2011 年 319,736 

資料：種子屋久観光連絡協議会 

                                                   
3 現在、名鑑には約 100 人のガイドが登録されている。 
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表 3 によると、屋久島はエコツアーガイドの数が、世界自然遺産登録の前後では 1993（平成 5）

年の 20 名から 2012（平成 24）年の 164 名へと約 8 倍も増加している。屋久島観光協会のガイド

数は、登録と未登録を合わせると 300 人を超えると言われ、また、その 8割が島外出身者のガイ

ドだと推測されている。 

 

表 3：屋久島の宿泊・観光関係事業者等の変化 

 登録前 登録後 増加の程度 

宿泊施設 

(H 元年と 24 年) 

施設数 49 軒 137 軒 
2～2.8 倍 

収容力 1,600 人 3,278 人 

観光バス 

(H 元年と 24 年) 
保有台数 11 台 39 台 3～4倍 

レンタカー 

(H4 年と 24年) 

事業者数 5 社 16 社 
3～4倍 

営業台数 107 台 458 台 

観光関係就業者数 

(H元年頃と24年) 
エコツアーガイド数 約 20人 164 名 8 倍 

（資料：広域事務組合「奄美群島エコツアーガイドの現状とこれから」p.3） 

 
４.奄美のエコツーリズムの現状 

世界自然遺産登録に向けた動き 

政府は、2013 年 1 月 31 日に、「沖縄・琉球」（奄美大島、徳之島、沖縄本島北部、西表島の 4

島）のユネスコの暫定リストへの追加を決定した。登録の実現にむけた次なる課題は、現在の国

定公園を国立公園に格上げするという問題である。現在、奄美群島は国定公園として鹿児島県が

管理しているが、従来の国立公園のタイプとは異なる新しい国立公園の指定を目指している。す

なわち、それは、亜熱帯照葉樹林を中心とする生態系全体を管理する「生態系管理型国立公園」

と、人間と自然が深く関わり調和してきた関係そのものを対象とする「環境文化型国立公園」で

ある。鹿児島県としては，国立公園化を実現した後、2016（平成 28）年 6月の世界自然遺産登録

を目指すよう国に要請している。 

奄美の世界自然遺産登録の実現に向けて、その実質的な取組の中心になっているのが、奄美群

島広域事務組合4である。現在、特に力を入れて準備を進めているのが、エコツアーガイドの登録・

認定制度の制度設計と運用である。 

約 20年前まで、奄美群島におけるエコツアーはダイビングなど海域の自然観光が中心であった

が、その後、金作原原生林や湯湾岳、クロウサギ観察などの陸域の自然観光に広がってきた。現

在進めている世界自然遺産登録へ向けた取り組みは、主として陸域の自然観光が中心であり、陸

域のエコツアーガイドも増加してきた。2008（平成 20）年には、観光客の、自然観光資源の保護

や知識の理解を深める役割をするガイドの技術を向上するために『奄美大島エコツアーガイド連

                                                   
4 広域事務組合は 1991(平成 3)年 7月に設立され、奄美群島 12 市町村（当時は 14）の全群的な業務を担当し、

奄美振興開発事業（奄振）、復帰 60 週年事業、世界自然遺産推進などに力を入れてきた。 
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絡協議会』が設立された（表 4 参照）。 
 

表 4：奄美大島エコツアーガイド連絡協議会 

協議会名 設立年月日 会員数 

奄美大島エコツアーガイド連絡協議会 平成 20 年 10 月 24 日 60 名 

沖永良部島エコツアーガイド協会 平成 24 年 6 月 1 日 14 名 

喜界島エコツアーガイド連絡協議会 平成 25 年 8 月 17 日  

徳之島エコツアーガイド連絡協議会 平成 25 年 8 月 24 日  

与論島エコツアーガイド連絡協議会 平成 25 年度中  

（資料：広域事務組合「奄美群島エコツアーガイドの現状とこれから」p.1） 

 

奄美のエコツアーガイドの現状 

上記の屋久島の状況を踏まえて、現在、奄美では、広域事務組合が中心となって世界自然遺産

登録前にガイド登録・認定制度の確立を目指しているが、そのガイド登録・認定制度の条件とし

て以下のような条件（案）と認定試験（案）が示されている。 

1）奄美大島に 2 年以上居住していること 

2）現会員 2 名の推薦が必要 

3）障害・賠償保険の加入 

4）上級救命講習の受講 

5）年 7 回の自主研修会を 3 年間で 3 分の 2以上を受講すること 

 

表 5：認定試験案 

科目名 講師名 講習時間 陸域ガイド 海域ガイド 

① 奄美群島の自然保護  1.5 ○ ○ 

② 奄美群島の自然環境概論  1.5 ○ ○ 

③ エコツーリズムの概論  1.5 ○ ○ 

④ ○○島の植物  1.5 ○ ○ 

⑤ ○○島の動物  1.5 ○ ○ 

⑥ ○○島の海洋生物と産業  1.5 ○ ○ 

⑦ ○○島の歴史  1.5 ○ ○ 

⑧ ○○島の文化  1.5 ○ ○ 

⑨ ○○島の地形と地質  1.5 ○ ○ 

⑩ ガイド技術（講義）  4.0 ○ ― 

⑪ ガイド技術（実技）  4.0 ○ ― 

⑫ 安全管理（講義）上級救命講習 消防組合 4.0 ○ ― 

⑬ 安全管理（実技）上級救命講習 消防組合 4.0 ○ ― 

 筆記試験   ○ ○ 

（資料：広域事務組合「奄美群島エコツアーガイドの現状とこれから」p.5） 
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５.今後の課題 

 屋久島のエコツーリズムや奄美の取組の現状を踏まえて、今後の課題として以下のようなこと

が指摘できるだろう。 
第一に、これまで、エコツアーは主に、自然観光と見られがちであるが、里地里山や歴史や文

化など幅広くとらえる必要がある。奄美のエコツーリズムは、自然観光に関心が集まっているが、

すでに飯能市や屋久島などいくつかの地域でその取組が見られるように、奄美でも、里地里山を

地元の人がガイドするような方向性も考えていく必要があると思われる。 
第二に、島外からの観光客のみに依存するのではなく、まず、奄美の人たちが相互に里地里山

のエコツアーを体験しあい、自ら奄美のエコツアーを楽しめる環境づくりこそが、外部へのアピ

ールとなり、ひいては地域振興にもつながっていくと思われる。そうした実践はすでに多くの地

域で始まっている。例えば、すでに見てきたように、2003 年度に環境省が「エコツーリズム推進

会議」を設立し、モデル事業 3 カ年計画を実施したことが大きなきっかけとなって、全国でエコ

ツーリズムに対する関心と取組が一気に進んだ。それまでのエコツーリズムの取組みは小笠原や

西表島、屋久島、北海道のような典型的な自然地域であったが、この会議をきっかけとして、既

存の観光地や里地里山など、これまでエコツーリズムと無縁であった地域が関心を持ち導入を図

るようになった。2007 年 6 月には「エコツーリズム推進法」が制定され、2009 年に埼玉県飯能

市がエコツーリズム推進モデル地域の認定第 1 号になった。その後、2012 年 6 月には沖縄県の座

間味村と渡嘉敷村のエコツーリズム推進協議会と群馬県みなかみ町の谷川岳エコツーリズム推進

協議会がそれぞれ認定を受けた。 
 
５.まとめ 

奄美の世界自然遺産への登録に関しては、以下のような点を指摘しておきたい。第一に、それ

は、マスツーリズムに代わるものでは決してないということである。第二に、それは、奄美の貴

重な自然や文化の保護・保存・継承の一つの方法あるいは仕組みづくりとしてみることも重要だ

ということである。第三に、島外からの観光客を見込んで、エコツアーガイド認定・登録制度を

設立し運用して、増加が予想される観光客に対応するという以外にも、まず、奄美の人々自身が、

奄美の自然や里地里山のエコツアーを、地元のガイドを通して相互に楽しみあうといった環境づ

くりの機会として捉えることも重要であろう。 
 

参考文献・資料 

梅津ゆりえ 2011「エコツーリズムの歴史」真坂昭夫・石森秀三・梅津ゆりえ（編）『エコツーリ

ズムを学ぶ人のために』世界思想社 
広域事務組合資料「奄美群島エコツアーガイドの現状とこれから」 

鹿児島県ホームページ

http://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/amami/amami-isan.html 

エコツーリズムホームページ 

http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/index.html 
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屋久島におけるエコツアーの変容からみた島嶼域自然環境依存観光について 

―――屋久島からみた奄美エコツアーの可能性について――― 

鹿児島大学法文学部 

萩野 誠 

 

1. 屋久島エコツアーをめぐる環境 

 屋久島におけるエコツアーの現状および将来について、一定の見解を示すのが本報告の

目的である。統計としては 2011年東日本大震災以降のものはまだ発表されていない。しか

し、表１でみるかぎり、2011 年以前からはじまっていたエコツアーをめぐる構造変化を見

出すことができるだろう。それは、エコツアーをとりまく条件を変化させてしまった。つ

まり、従来の構造をくずしたことを契機とし、エコツアーガイド業の淘汰が本格化したと

いう特徴である。 

 これは同じように島嶼域自然環境依存観光に対する大きな警鐘といってもよいだろう。

すでに、島嶼域自然環境依存観光としては、すでに世界自然遺産の小笠原があり、2013年

奄美・琉球が暫定リストに掲載されている。地元財界では世界遺産によって観光を中心と

した地域振興ができるという間違った期待をもつことが多いが、世界遺産の目的は、遺跡

や自然地域を保護・保存することである。このような多大な期待値をもたず、保護・保存

を第一に掲げたなかでの持続可能な観光について、一つの可能性を本報告では示したい。 

 

2. 屋久島エコツアーにおける基本構造：2007年までの屋久島エコツアー観光について 

 報告では 2008年から屋久島のエコツアーは構造変化をおこしたとみなしている。表１で

しめしたように、2008年は屋久スギ自然館から荒川登山口へのシャトルバスが運行された

年にあたる。2007年縄文杉方面の入山者は 81,913人であったが、2008年には 109,091人

と激増しているi。このシャトルバスによって、エコツアーの構造が根本的に変化している。 

 2007年までのエコツアーの構造は以下のようになっていたと考えられる。 

I. 離島であり、日帰りは不可能である。よって、宿泊旅行となり旅行費用の増加を招く。 

II. 目的地が明確化（縄文杉）しており、目的地までいけば必ず遭遇できる。 

III. 縄文杉ルートを日帰りし、宿泊コストをおさえるためにガイドツアーに参加する。 

 ガイドは日帰りを実現するために、早朝 4 時からの民宿等への客の送迎をおこない。荒

川登山口になるべく近い位置に駐車できるようにしていた。これはガイドが日帰りを保証

するための努力だと考えられており、一人 1 万円を超える料金は安全かつ日帰り保証とい

う側面があったことはいうまでもない。 

 

3. エコツアーガイドの淘汰という現状について：2008年以降の構造変化について 

 2008年から運行されたシャトルバスは、上記のガイドの役割に対して決定的な役割を果

たした。早朝に屋久杉自然館までいけさえすれば、すべての入山客はガイドがいなくても
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ほぼ確実に下山できるように運行スケジュールがなされている。個人客がレンタカーで屋

久杉自然館へむかい、朝 5 時発のシャトルバスに間に合えば、あとは以前と比べ格段に整

備された登山道を歩くことで縄文杉に到着できるようになった。それが、2008年の縄文杉

方面への入山者が 2 万人も増加した要因である。この増加のほとんどが、ガイドをともな

わない個人客の増加とみなしてよいだろう。表 1のように 2008年以降この増加分はかわら

ず、縄文杉方面の入山者は年間 10万人を維持している。 

 これを前述の 2007 年までのエコツアーの構造でみるならば、III の条件がシャトルバス

および登山道の整備で必要なくなったと考えてよいだろう。さらに、観光業にとって深刻

なのは、増加した 2 万人だけでなく、従来ガイドツアーに参加していた入山者も個人で歩

けるようになっていることである。エコツアーガイドということで屋久島ガイド全体はみ

られてきたが、日帰り観光を保証するという側面が強く、エコツアーへのニーズは少なか

ったということを認識しなければならないだろう。 

 では、今後の屋久島におけるエコツアーはどのような方向での生き残りができるのだろ

うか。もちろん、エコツアーを求める数少ない観光客もいることは間違いない。ただし、

これはごく少数であることはいうまでもない。逆に、団体客の入山という事態に対しては、

ガイドのニーズはあるだろう。屋久島の縄文杉ガイドがリスクを回避している点について

は、すでに指摘したところであるii。団体旅行を企画した旅行会社にとって、一番避けたい

のは事故であり、そのためにはガイドの存在が不可欠である。また、旅行会社の集客力は

依然として強いものがあり、今後は大口需要に対応できるガイド会社に重点が移ることに

なろう。ただし、ヤクスギランドへの入場者が減少していることに注目しなければならな

い。ヤクスギランドは大型観光バスを受け入れられる施設である。この入場者の減少は団

体旅行の減少傾向を示唆しているといえよう。 

 また、現在、口コミであるが、縄文杉ツアーの実質価格は一人 4 千円を切っているとい

われている。このような低価格の根底には、団体旅行によるガイド料の買いたたき、およ

び、個人客相手のガイドのだぶつきという二つの要因を考えられる。 

 どちらにしても淘汰がすすむことは間違いなく、本来のエコツアーサービスが可能なご

く少ないガイドがこの影響のなかで消えていくことを心配するだけである。 

 

4. 島嶼域での自然環境依存観光の条件：リスク回避からみて 

 奄美・琉球地域のうち奄美群島区での目玉であるアマミノクロウサギ観察エコツアーの

条件をみてみると、以下のようになるだろう。 

 

IV. 離島であり、日帰りは不可能である。よって、宿泊旅行となり旅行費用の増加を招く。 

V. 夜間のツアーであり「ハブ」という高いリスクが存在する。 

VI. 目的が明確化（黒ウサギ）しているが、遭遇できる保証がない。 

VI の条件は、ホェールウォッチングと同様の条件である。そのために、追加費用を負担す
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るかは疑わしい。奄美大島ではエコツアーガイドへのニーズとしては、本来のエコツアー

であるインタープリテーションができるガイド、または抜群に黒ウサギ遭遇率の高いガイ

ドしか成立しないだろう（表２参照）。 

 

5. これからの島嶼域自然環境依存観光について 

屋久島のブームは去ったとはいわれる。たしかに、屋久島は世界自然遺産のなかで特異

な条件が成立し、エコツアーガイドといわれるガイド業が成立した。しかし、今回の分析

では、ガイド業自体のあり方が他の島嶼とは異なったニーズにより成立しており、それが

登山道等の整備によって失われていく過程があきらかになったと考えている。 

つまり、島嶼自然環境依存観光においては、本来交通費と宿泊費がかかる。したがって、

観光客はエコツアーに対する費用負担は観光客としては避けざるをえない。そのなかで、

エコツアーを成立させるのは、ごく少数のインタープリテーションを基調とした本来のエ

コツアーを希望する消費者である。縄文杉のような明確な物標がある屋久島の特殊条件が

ない島嶼では観光と結びつくことは難しい。やはり縄文杉あっての屋久島だったわけであ

る。 

 

表１ 屋久島における基本統計 

年 主要山岳部 自然休養林 入島者数 推計値
縄文杉方面 宮之浦岳方面 計 ヤクスギランド 白谷雲水峡 計 主要山岳部 縄文杉 自然休養林 個人縄文杉（最小値）

2006 H18 63,237 14,416 77,653 100,186 99,047 199,233 333,224 23.3% 19.0% 59.8%
2007 H19 67,074 14,839 81,913 105,514 112,689 218,203 406,387 20.2% 16.5% 53.7%
2008 H20 92,609 16,482 109,091 104,712 117,776 222,488 385,987 28.3% 24.0% 57.6% 7.5%
2009 H21 91,015 14,707 105,722 84,849 111,841 196,690 327,861 32.2% 27.8% 60.0% 11.3%
2010 H22 89,623 10,626 100,249 86,254 100,718 186,972 333,219 30.1% 26.9% 56.1% 10.4%
2011 H23 81,368 105,695 187,063 319,736 58.5%
2012 H24 76,994 98,754 175,748

入島者ピーク
シャトルバス運行

事業所統計
飲食宿泊業
2001年　事業所189　従業員数924
2006年　事業所232　従業員数1,160

１月　新燃岳噴火
３月　東日本震災

のべ宿泊客数
2011年　409,553人
2012年　430,271人
県外-8.1%　県内101.9%木造新築　旅館・ホテル

2008年ピーク　棟数9　面積
2,130

2009年　棟数1　面積187
2010年　棟数7　面積541
2011年　棟数7　面積779

商業統計ピーク
2007年　153.8億円
飲食料品小売　71.9億円

出所 [環境省九州地方環境事務所屋久島自然保護官事務所] [屋久島町, 2013] [九州森林管

理局屋久島森林生態系保全センター, 2014] [鹿児島県, 2013] 

 

表２ リスクからみたエコツアーガイド（縄文杉と黒ウサギ） 

 事故等リスク 目標対象物不明リスク ガイドへのニーズ 

屋久島 

縄文杉 

低い 

（登山道整備） 

ない 1. 団体客誘導 

2. インタープリテーション 

奄美大島 

黒ウサギ 

高い 

（ハブ） 

かなり高い 1. 黒ウサギ遭遇率の高さ 

2. インタープリテーション 
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注 

                                                 
i [環境省九州地方環境事務所屋久島自然保護官事務所]参照。 
ii [萩野誠, 2011]参照。 
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奄美地域の埋蔵文化財の観光資源化について 
 

新里貴之 
 
 琉球列島の縄文時代～中世（並行期は省略）には文字資料がほとんど残されておらず，

その歴史の解明の大きな柱になっているのが発掘された埋蔵文化財の分析である。この

歴史文化財が観光資源になる可能性について，新田栄治氏の論文（2003）に沿いなが

ら述べてみたい。 
 近年，奄美地域の開発に伴う埋蔵文化財をめぐる動きには目覚ましいものがある。特

に喜界島の埋蔵文化財発掘調査は年々増加の一途を辿り，その成果によって，奄美の中

世史は全く異なった様相が描かれるようになってきている。その代表的な遺跡が城久遺

跡群である。古代末～中世前半における大型建物跡群や墓地，製鉄炉，夥しい量の外来

遺物（中国陶磁器，長崎県産滑石製石鍋，徳之島産カムィヤキなど）は，城久遺跡群が

奄美地域における同時期の一大拠点となっていた可能性を容易に想定させるものであ

る。 
 さて，埋蔵文化財は地中に包蔵された遺跡であり，全国で行われるほとんどの調査が

記録保存の形をとり，重要性が認識され埋め戻されるか，調査後に破壊される。その性

格のため，動産的な遺物が文化財資源の重要なカギを握る。いっぽうで，石造建築物や

山城，窯跡，洞穴などは不動産的な遺跡が目に見える形で資源化する。これらが目に見

える形で島ごとに差別化されていれば，観光資源化する可能性が高い。しかも沖縄諸島

や先島諸島などといった観光地とも異なった性格を見出す必要がある。 
例えば中世を主体にみれば，喜界島の拠点集落や墓地から出土する夥しい量の各種交

易品（城久遺跡群など），奄美大島の中世の山城とその麓集落の文化的景観（赤木名城）・

海底遺跡（倉木崎海底遺跡），徳之島の琉球列島唯一の中世の窯跡（カムィヤキ古窯跡

群），沖永良部島の洞穴内の，農耕に関連するかと思われる祭祀遺跡（鳳雛洞第 4 洞口

遺跡・大山水鏡洞）などである。 
倉木崎海底遺跡はダイビングと，そして鳳雛洞第 4 洞口遺跡などはケイビングなど，

現在も行われている自然の景観を楽しむエコツーリズムに文化財を付加させる形なら

ば，文化財が目的でない一般人にでも理解され易くなるだろう。山城や窯跡などはトレ

ッキングと結びつけることも可能である。その場合，毒蛇対策などは最重要課題である

が。歴史文化財は観光資源には成り得るが，それだけで観光客を呼べるものではないこ

とを念頭に入れておく必要がある。その場合，近場の自然や歴史，伝承，戦跡など，島

内者による島内観光地の掘り起こしも必要になってくる。「シマ（集落）の宝「奄美遺

産」として，喜界島から与論島までの島民が守りたいと考えている文化財候補を掲げる，

奄美群島文化財保護対策連絡協議会の活動は参考になる。 
また，奄美地域を結ぶ博物館・資料館ネットワークも重要になる。どこかの島の博物
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館・資料館に行けば，他島の文化財情報がビジュアル化したガイドで伝達されるシステ

ム，この場合，冊子媒体よりも，最新情報が瞬時に掲載可能な各館の HP などが望まし

い。 
 以上のように，奄美地域の埋蔵文化財を資源化する試みにおいては，奄美地域の特性

を活かすために 
１） 各島の遺跡の性格を基本に差別化を図ること 
２） 既存のエコツーリズムに歴史文化財を付加させること 
３） 島内者による島内観光地の掘り起こし 
４） 博物館・資料館ネットワーク構築 

が必要不可欠であると考える。 
 
参考文献 

奄美遺産会議 2013『奄美群島の「奄美遺産」から世界の遺産へ！！奄美遺産提案の手引き』奄美群島文

化財保護対策連絡協議会 

新田栄治 2003「奄美大島における歴史的文化財を活用した観光開発の可能性」『南太平洋海域調査研究

報告書』No.38 鹿児島大学多島圏研究センター 7-11 頁 
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鹿児島県の中規模離島における情報通信基盤の整備と利活用～現状と課題 

 

学術情報基盤センター 

升屋正人 

 

はじめに 

 

ブロードバンド情報通信基盤の整備は都市部で先行し、離島や山間部など地理的条件が不利な

地域では遅れている。これは、整備や運用に必要な費用に対して加入世帯数が少なく、採算がと

れないためである。世帯数が数十から数百の小規模な離島では、必要な費用が比較的小さいため

自治体による整備・運用が行われる例が多い。また、世帯数が数万の大規模な離島では、採算が

とれる人口密集地を中心に民間事業者による整備が行われている。これらに対し、世帯数が数千

の中規模な離島は、整備や運用に必要な費用が多額であり、かつ、採算がとれない。離島におい

ては、その規模によらず情報通信基盤の整備は容易ではないが、特に困難なのは中規模離島であ

ると言える。そこで、鹿児島県内の中規模離島の中でも、最も整備が先行している与論島と、最

も整備が遅れている喜界島を対比することで、中規模離島における情報通信基盤整備の現状と課

題を明らかにする。 

 

与論島と喜界島のブロードバンド整備状況 

 

 与論島と喜界島のブロードバンドの整備状況を下表に示す。 

 

表：ブロードバンド整備状況 

 与論島 喜界島 

情報通信基盤 FTTH ADSL ADSL 

整備方式 公設民営 民設民営 民設民営 

整備年月 2009 年 12 月 2003 年 7 月 2004 年 12 月 

世帯数 2,486 3,492 

世帯普及率 
31% 11% 

34% 
42% 

 

 与論島は、鹿児島県内の中小規模離島の中で最も早期にブロードバンドの整備が行われた離島

である。与論島のブロードバンド整備はＵ・Ｉターン者が中心となって進められた。町民を対象

としたアンケート調査を行い、自治体とともに民間の通信事業者に働きかけを行って ADSL の整

備を果たしている。こうした住民の活動が民間事業者を動かし、ブロードバンドが整備された例

は珍しい。この動きは、近隣の離島である沖永良部島などにも波及した。さらに、高速化を求め

る住民の声により、2009 年 12 月には与論町が光ファイバによる基盤整備を行い、民間の通信事

業者に施設を貸し付け、公設民営での FTTH サービスが開始されている。 
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 喜界島は、本土や他の離島との間に海底ケーブルが敷設されておらず、島外との通信回線は無

線によるものしか利用できない。このため、光ファイバによる基盤整備を行うには、海底ケーブ

ルの敷設までを含まねばならず、十億円を超える莫大な費用が必要となる。民間事業者による

ADSL サービスは 2004 年 12 月から提供されているが、光ファイバによるブロードバンド整備を

行うには海底ケーブル敷設が前提となり、一自治体の予算規模では困難な状況にあった。 

 

与論島と喜界島のブロードバンドの課題 

 

 与論島では、光ファイバによるブロードバンド整備を果たしたものの、速度が十分でないこと

が問題となった。インターネットの通信で用いられる通信規約である TCP においては、確認応答

を行いながら通信するため、単位時間あたりのデータ伝送量（＝スループット）が通信相手との

往復時間によって決定される。インターネット関連サーバが東京に集中しているわが国では東京

から離れた地域でインターネットが遅い。東京からの距離が大きい与論島においてはこの問題が

大きく、100Mbps 以上のアクセス回線であっても 10Mbps 程度の TCP スループットにしかならな

い。このような状況を改善するため、鹿児島大学学術情報基盤センターでは総務省戦略的情報通

信研究開発推進事業の受託研究として 2013 年より TCP スループットの向上に関する研究に取り

組んでおり、与論島でも 50Mbps 以上の TCP スループットを得ることを目指して研究開発に取り

組んでいる。与論島に限らず奄美群島の離島は東京からの距離が大きいため同じ問題を抱えてい

る。与論島を対象としたこの研究の成果は、他の地域にも応用できるものとなるはずである。 

 一方、喜界島では、光ファイバによるブロードバンド整備の前提となる海底ケーブル敷設を 2013

年度の国の補正予算の交付を受けて実現できることとなった。「光」が整備されるという報道がな

されたため、島内についても FTTH サービスが提供されるように誤解されている場合があるが、

補正予算で整備されるのは海底ケーブル部分のみである。島内のブロードバンド整備については、

自治体が中心となりこれから検討されることとなっている。 

 与論島と喜界島に共通の課題として、世帯普及率が高くないことが上げられる。Ｕ・Ｉターン

者が中心になり住民の活動によりブロードバンド整備を果たした与論島でも世帯普及率は 42%で

ある。これは鹿児島県の平均とほぼ等しく、全国平均の 65%を大きく下回る。喜界島での世帯普

及率は全国平均のおよそ半分の 34%にしかならない。普及率の低さには世帯所得が低いことや、

ADSL の場合電話局からの距離が大きいと利用できないなど、さまざまな要因が考えられる。し

かしながら、ブロードバンドによってもたらされる様々なメリットを享受できていないことには

問題がある。ブロードバンドを使わない、使えないことにより、本来得られるべき利益を逸して

いる可能性があることを多くの住民が知らない。普及啓発活動を積極的に展開することで、ブロ

ードバンドの利用に関する情報格差を最小化する努力が求められる。 
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平成２５年度研究コアプロジェクト（島嶼）報告会のインターネット中継 

 

学術情報基盤センター 

升屋正人 

 

2014 年 3 月 8 日に開催された平成２５年度研究コアプロジェクト（島嶼）報告会は、鹿児島大

学国際島嶼教育研究センター（総合教育研究棟）で行われた。この報告会の様子を、YouTube ラ

イブを利用して、奄美市（鹿児島大学奄美サテライト教室）及び与論町（鹿児島大学与論活性化

センター）に中継した。 

 YouTube は動画投稿サイトであるが、映像を生中継（ライブ配信）する機能も用意されている。

YouTube の視聴者は動画に対してコメントを書き込むことができるため、この機能を活用して各

会場からの質問を受け付けることにした。 

 配信映像の作成には、AV ミキサー（Roland VR-3EX）を用い、プロジェクタに投影するプレゼ

ンテーション資料を PC から、発表者の映像をビデオカメラ（SONY HDR-HC3）から入力して合

成した。また、会場のワイヤレスマイクによる音響システムのライン出力を AV ミキサーに入力

することで、高品位な音声を確保した。Roland VR-3EX には映像と音声を PC に対して USB 出力

する機能があるため、これを利用して映像と音声を PC に取り込み、YouTube が提供しているライ

ブ配信用エンコードソフトウエア（Wirecast for YouTube）を介して、YouTube にデータを送信した。

配信の設定は ADSL での視聴も考慮して 400Kbps～1000Kbps（360p）とした。 

 配信自体は安定して行うことができたが、途中で１回、配信が停止する現象が見られた。PC 及

び YouTube には問題は見られず、ファイアウォール等学内ネットワークに起因する問題の可能性

があるが、原因は不明である。エンコーダソフトウェアを一度停止し、再び送信を行うことで復

旧した。 

 YouTube ライブによる配信には次のような利点がある。１）誰でも、どこからでも、何人でも

同時に視聴でき、コメントできる。PC 以外にも、スマートフォンからでも視聴ができる。２）

YouTube の配信システムを用いるため、視聴者数が増えても大きな問題とはならない。自前の配

信システムの場合は、機器の負荷やネットワークの負荷により多くの視聴者に対応できない場合

がある。３）YouTube 側で同時に録画が行われるため、再放送が容易である。４）配信は無料で

行うことができ、費用がかからない。 

また、次のような欠点が明確になった。１）YouTube 側の処理遅延により、最大で１分程度の

遅延がある。このため、双方向でのやり取りが難しい。２）受信側からは文字情報しか届かず、

反応が確認しづらい。 

 複数地点への同時中継については、YouTube ライブを用いた今回の方法が最適と考えられる。

Ustream など他のライブ配信プラットホームを用いてもよい。一方、特に双方向のやり取りが難し

い問題は、遠隔地の参加者に積極的に発言を求める場合において大きな障害となる。双方向性に

ついては、１対１で映像と音声をリアルタイムにやり取りできる Skype を用いれば問題は小さい

が、Skype の場合は多くの地点に向けた配信ができない。複数の拠点を結んだ双方向性が高いシ

ステムについて更なる検討が必要である。 
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過疎を逆照射する小島嶼における適疎化課題と方向性 
～口永良部島・喜界島・甑島事例等の考察～ 

鹿児島大学国際島嶼教育研究センター 長嶋 俊介 
 

1 島を全体としてとらえる方法論 
 ～地域からの研究力と、アカデミズムからの現場学～ 
 科学的手法には、帰納的手法と演繹的手法がある。どちらも現場学を展開するうえで不

可欠である。ただ帰納的科学手法の展開は、実践的応用に於いては限定的である。一方演

繹的手法は、地域振興に於いて現場との乖離が指摘されがちである。具体事実において受

ける相互作用的な諸問題や、「他の条件にして等しければ」という囲いを外すだけでは済ま

ない諸条件や諸制約が幅広く存在したりする。 
 現場学とアカデミズムの知見を結ぶ上で、総合知的アプローチが違和感ない方法として

浮かぶ。そのためにも、島を全体としてとらえる手法は一定の役割を果たすことになる。

その方法も多様にある。システムアプローチやホーリスティクアプローチは、部分と全体

を繋ぎ、地域の総合性と、地域内個々現象の細目とを繋いで考察するのに有効な方法論で

ある。また認識論的に十分条件を整理し、そこから個々・部分を必要条件的に位置づけて、

地域全体を捉えることも、地域振興を考える上で有効な方法である。本論は後者の手法で

のフィールド事実の認識・整理と、そこから見える方向性に関する考察で、より島民目線

での展望と考察の可能性を試みるものである。 
 他にも重要な方法論がある。宮本常一が展開した手法は、記述(科)学ともいうべき手法で

あった。科学的方法論をその中に内包していた。記述はややもすると主観的で、情緒的で、

再現性が乏しかったりする。宮本常一がこだわったのは、フィールドノートと写真であっ

た。前者は、宮本が残した精緻な記述そのものが、現在も図書として復刻され続けている

ことにもその資料価値の高さと存在意義がある。周防大島文化交流センター『農漁村採訪

録』シリーズものが調査から 60 年以上を経て 2008 年から刊行され続けている。写真も同

センターに整理保存され、随時『昭和農漁村』の記録として多次元・多様なニーズに活用

されている。写実を情報量で補い、時代を映し(比較対象用利用も意義深く)、正確さ客観性

を担保する。まだある。宮本は山村・漁村・農村そしてその複合地域である離島・生活の

現場で、道具・民具考察(学会も立ち上げた)とともに、技術・展示・保存・改良とその普及

役も、私的・準公的・ボランティア・ファシリテーター的に務めた。離島に関しては離島

振興協議会の事務局長として人材育成や世話役としての職務にも惜しみなく情熱を傾けた。

常民文化研究所で、大学等の誘いも断り続け、調査を続けたのには更なる理由がある。資

料整理や収集に多大な時間が必要で、それは旅先での任務でもあった。地域を全体として

とらえ、かつ地域固有のそこにしかない資料を見出し、掘り下げた整理ときちんとした考

察・記述に多大な時間を要した。古文書の掘り出し、古老からの聞き取り、篤農家・カリ

スマ漁師・特殊技能者や匠的極みとの触れ合い、地域文化や芸能や物語の収集・保存・振
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興、地域史といっても多次元の産業史・災害史・工事や景観

のの総合)の歴史(特に移動者や技術移転そして定住史

などなどである。ひとりの人間がここまでできるのかという総合性

があるが、「地域(生活の総体を捉える空間的最小単位

宮本自身が総合的学術で、実践的要請にもこたえられる高みを実現していた。その詳細紹

介は別の機会に譲りたいが、地域を総合的にとらえる手法のヒントとしてここであえて論

じた。 
2 地域内の総合学術:生活力・社会力・適応力・研究力エンパワメント

総合学的展開は、ひとりの巨人を必要としているのではなく、学者集団の集合体が実現

を目指す高みの例でもあり、「主人公としての島民」彼ら自身の身に着けてほしい方法論で

もある。後者については、生活の総体に日常的に直面している主体が、素直に自らと仲間

とで「研究力」を高めていくことが

合性の獲得は、地域振興の大原則で

に足りないものを補い、吾、

な)充実した地域性を創造していく道筋にもつながる

た、システム論的=生活環境論的方法論については紙面の都合でここでは割愛する

地域の現場で、地域の資料・史料・

や勉強会などで再現・保存・

域力を高める貴重な取り組みである。温故知新もあるが、地域課題について多次元的に見

直し議論することは、実践の前提として重要である。複数以上の主体が、課題

有(意思伝達)し、取り組(協働

ード的な組織認識]」が展開されていくことになる。

興、地域史といっても多次元の産業史・災害史・工事や景観(自然誌的なものと風土的なも

特に移動者や技術移転そして定住史)等の確認、次世代との地域振興談義

ひとりの人間がここまでできるのかという総合性(学際性を超えた

生活の総体を捉える空間的最小単位でもある)」概念がそうであるように、

宮本自身が総合的学術で、実践的要請にもこたえられる高みを実現していた。その詳細紹

別の機会に譲りたいが、地域を総合的にとらえる手法のヒントとしてここであえて論

生活力・社会力・適応力・研究力エンパワメント 
ひとりの巨人を必要としているのではなく、学者集団の集合体が実現

を目指す高みの例でもあり、「主人公としての島民」彼ら自身の身に着けてほしい方法論で

もある。後者については、生活の総体に日常的に直面している主体が、素直に自らと仲間

とで「研究力」を高めていくことが、そもそも総合性・全体性への近道でもありうる。総

合性の獲得は、地域振興の大原則で、部分的な豊かさ(partial affluence)から、

、唯(ただ)、足るを、知る的な(あるは衣食足りて礼節を知る的

していく道筋にもつながる[その島嶼・生活・主体の認識を礎にし

生活環境論的方法論については紙面の都合でここでは割愛する

地域の現場で、地域の資料・史料・考古遺物・学術成果物等が展示され、地域の研

・発展されたり、現場学的に地域を見直したりすることは、地

域力を高める貴重な取り組みである。温故知新もあるが、地域課題について多次元的に見

直し議論することは、実践の前提として重要である。複数以上の主体が、課題

協働)んだりすることで、柔らかい「組織力[( )のもので

」が展開されていくことになる。 

 

自然誌的なものと風土的なも

等の確認、次世代との地域振興談義

学際性を超えたそれ)
」概念がそうであるように、

宮本自身が総合的学術で、実践的要請にもこたえられる高みを実現していた。その詳細紹

別の機会に譲りたいが、地域を総合的にとらえる手法のヒントとしてここであえて論

ひとりの巨人を必要としているのではなく、学者集団の集合体が実現

を目指す高みの例でもあり、「主人公としての島民」彼ら自身の身に着けてほしい方法論で

もある。後者については、生活の総体に日常的に直面している主体が、素直に自らと仲間

、そもそも総合性・全体性への近道でもありうる。総

から、相互作用的

あるは衣食足りて礼節を知る的

その島嶼・生活・主体の認識を礎にし

生活環境論的方法論については紙面の都合でここでは割愛する]。 
・学術成果物等が展示され、地域の研究会

発展されたり、現場学的に地域を見直したりすることは、地

域力を高める貴重な取り組みである。温故知新もあるが、地域課題について多次元的に見

直し議論することは、実践の前提として重要である。複数以上の主体が、課題(目的)を、共

のもので C.I.バーナ
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 協働の組み方で成功している事例は、与論のような公共民の、「共」部分のバランスある

確立と展開にある。規模が小さいこ

危機意識を住民と共有し、公の機能を補う民サイドの公益性

む人たちを育て、諸活動を奨励してきた。与論「憲法」での

る。生活環境 5 要素を十分条件的に充たし、豊かさの総合性をバランスよく実現する構図

を確保している。 
3 適疎戦略と行政過疎・複合過疎の脱却

行政過疎化(長嶋俊介・伴場一昭・安達浩昭

情報過疎相乗効果の克服～, 
域資源の外部流出・外部保存が進みかねない状況がある。

離島政策について島側からの発信力を高め維持していた「ヘッドコータ機能」

GHQ は島外に移り、「内発的振興」「小規模オートノミ―の競争・連携的存続」機能低下が

一気に進んでいる。適度の危機意識・問題意識的緊張としての郷土性の競争的存続は、一

気に緩み始めている。中甑・下甑架橋は、その突破口としての新展望を必要としている。

これを行政過疎として問題視して

事業展開においては致命的な問題を惹起しかねない状況が散見される。悪循環としての人

口過疎・少子高齢化加速も懸念される。この過疎悪循環を阻止する適疎ファクターとして

の、キーパーソン的主体・個人が呼びかけて実践している協働活動、起業や潜在的資源の

「正の未来可能性」萌芽などを、現場学的に育てていく必要がある。その適疎尺度として

は、人口は減っても、生活質の高い、健康で、未来展望に満ちた地域性が展開可能である

協働の組み方で成功している事例は、与論のような公共民の、「共」部分のバランスある

確立と展開にある。規模が小さいことでまとまりがあり、合併をしなかったことにより、

危機意識を住民と共有し、公の機能を補う民サイドの公益性(新しい公共)に意識的に取り組

む人たちを育て、諸活動を奨励してきた。与論「憲法」での、未来設計が実った事例であ

要素を十分条件的に充たし、豊かさの総合性をバランスよく実現する構図

行政過疎・複合過疎の脱却 
長嶋俊介・伴場一昭・安達浩昭, 島嶼における通信環境の条件不利性～行政・

, 島嶼研究,6, 83-128,2006)していく中で、小さな島嶼では、地

域資源の外部流出・外部保存が進みかねない状況がある。 
離島政策について島側からの発信力を高め維持していた「ヘッドコータ機能」

は島外に移り、「内発的振興」「小規模オートノミ―の競争・連携的存続」機能低下が

一気に進んでいる。適度の危機意識・問題意識的緊張としての郷土性の競争的存続は、一

気に緩み始めている。中甑・下甑架橋は、その突破口としての新展望を必要としている。

これを行政過疎として問題視して捉えると、福祉・医療・教育・文化・情報等のソフト

事業展開においては致命的な問題を惹起しかねない状況が散見される。悪循環としての人

口過疎・少子高齢化加速も懸念される。この過疎悪循環を阻止する適疎ファクターとして

の、キーパーソン的主体・個人が呼びかけて実践している協働活動、起業や潜在的資源の

萌芽などを、現場学的に育てていく必要がある。その適疎尺度として

は、人口は減っても、生活質の高い、健康で、未来展望に満ちた地域性が展開可能である

協働の組み方で成功している事例は、与論のような公共民の、「共」部分のバランスある

とでまとまりがあり、合併をしなかったことにより、

に意識的に取り組

、未来設計が実った事例であ

要素を十分条件的に充たし、豊かさの総合性をバランスよく実現する構図

島嶼における通信環境の条件不利性～行政・

で、小さな島嶼では、地

離島政策について島側からの発信力を高め維持していた「ヘッドコータ機能」まさに

は島外に移り、「内発的振興」「小規模オートノミ―の競争・連携的存続」機能低下が

一気に進んでいる。適度の危機意識・問題意識的緊張としての郷土性の競争的存続は、一

気に緩み始めている。中甑・下甑架橋は、その突破口としての新展望を必要としている。 

 

、福祉・医療・教育・文化・情報等のソフト

事業展開においては致命的な問題を惹起しかねない状況が散見される。悪循環としての人

口過疎・少子高齢化加速も懸念される。この過疎悪循環を阻止する適疎ファクターとして

の、キーパーソン的主体・個人が呼びかけて実践している協働活動、起業や潜在的資源の

萌芽などを、現場学的に育てていく必要がある。その適疎尺度として

は、人口は減っても、生活質の高い、健康で、未来展望に満ちた地域性が展開可能である
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否かの質的評価が肝要になる。

例えば、トカラ列島の歴史民俗資料は中之島に集約されていることになっているが、各

島には無い。中之島にすら中之島自体の総合的なコーナーすらない。島ごとにきちんとし

た総合的展示保存施設が必要であることは論を待たない。

甑島諸島(列島)についてもそれ

篤学者がいた。今は限定的で

村誌・郷土資料館・地域行事が賑やかに存在していた

中甑島に、里村と上甑村があり、下甑島に

で、島に「中央:中心地機能」を具体化する核を残さず、

点を移してしまった。もはや村誌を作る主体は「喪失状態」である。薩摩川内市が、元

自治体統合的な、郷土誌図書等を刊行するとしたら、他の自治体単位との均衡性・公平性

をクリアしなければならない。その諦めにも似た展開を打破するとすれば、

する甑島全体の郷土資料統合・総合化以外にはない。手打に郷土館

充実する、そして新たに北に自然

であればさらに良い)の 3 島連合組織化を図る

な動きを、U ターン家族の、本人は

衣類を作る世界でも稀な)ルネッサンス活動・地域協力隊との山中道路漆喰状白色側面壁画

活動等に見た。また I ターン者干渉的受け入れや、若者の創意を育てていく風土の乏しさも

聞き取り調査では強調されていた。

また起業的取組として二人の

漁村景観を変えていったものを直視しつつ育った彼が、地域デザイン

学び帰ってくる。過疎化による

否かの質的評価が肝要になる。 

 
の歴史民俗資料は中之島に集約されていることになっているが、各

島には無い。中之島にすら中之島自体の総合的なコーナーすらない。島ごとにきちんとし

が必要であることは論を待たない。 
についてもそれらの課題は深刻である。かつては村落ごとに郷土史家的な

今は限定的で、個人努力だけで、かつ繋がりが皆無。行政単位ごとの村史・

村誌・郷土資料館・地域行事が賑やかに存在していた時代の復活は期待薄である。

中甑島に、里村と上甑村があり、下甑島に下甑村と鹿島村があった。それが平成の

中心地機能」を具体化する核を残さず、一気に本土側中核都市に行政の起

もはや村誌を作る主体は「喪失状態」である。薩摩川内市が、元

自治体統合的な、郷土誌図書等を刊行するとしたら、他の自治体単位との均衡性・公平性

をクリアしなければならない。その諦めにも似た展開を打破するとすれば、

甑島全体の郷土資料統合・総合化以外にはない。手打に郷土館があるのでそれを補強

新たに北に自然史資料館を設ける、郷土研究(文化活動的な遊びや学び会

島連合組織化を図る等が考えられる。実際それにつらなる

ターン家族の、本人は I ターンの多子婦人の NPO・ビーダナシ

ルネッサンス活動・地域協力隊との山中道路漆喰状白色側面壁画

ターン者干渉的受け入れや、若者の創意を育てていく風土の乏しさも

聞き取り調査では強調されていた。 
また起業的取組として二人の U ターン者が大胆な取り組みをしていた。

漁村景観を変えていったものを直視しつつ育った彼が、地域デザイン=漁村街路景観設計を

による担い手不足で、若い彼に本物志向の営農機会にも恵まれる。

 
の歴史民俗資料は中之島に集約されていることになっているが、各

島には無い。中之島にすら中之島自体の総合的なコーナーすらない。島ごとにきちんとし

かつては村落ごとに郷土史家的な

行政単位ごとの村史・

時代の復活は期待薄である。上甑・

鹿島村があった。それが平成の大合併

に本土側中核都市に行政の起

もはや村誌を作る主体は「喪失状態」である。薩摩川内市が、元 4
自治体統合的な、郷土誌図書等を刊行するとしたら、他の自治体単位との均衡性・公平性

をクリアしなければならない。その諦めにも似た展開を打破するとすれば、架橋を契機と

あるのでそれを補強

文化活動的な遊びや学び会

れにつらなるの小さ

・ビーダナシ(木の繊維から

ルネッサンス活動・地域協力隊との山中道路漆喰状白色側面壁画

ターン者干渉的受け入れや、若者の創意を育てていく風土の乏しさも

ターン者が大胆な取り組みをしていた。建設業の親が農

漁村街路景観設計を

担い手不足で、若い彼に本物志向の営農機会にも恵まれる。
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それが婚姻の契機にもなる。豆腐屋も始めた。店を構え、デザイン能力のある地域協力隊

経験者も雇い、通信発信力も発揮し、地域産品通信販売などの展開も進めている。もう一

人は、おばあちゃんが細々としていたつけ揚げを、発展させた例である。漁業の他にこれ

を手掛けたが、鮮度保持の離島制約、販路での競争性の離島制約で伸び悩んだ。逆手にと

って、材料には負けない(顧客評価

した商品名・デザイン、深層水も付加価値に加える。真空パック販売とした。主たる販路

「道の駅」では交渉して、競争者による商品位置錯乱などを廃し、独占販売体制を確立し

た。そこに至り経営が一気に安定化した。ただその力を地域振興に向けるにも「出る杭」

をたたく風土の下で引っ込み思案になっている様子であった。新しい時代を開く体制

りに創造的に取り組むか、成功事例の積み上げ

い。架橋は規模の経済を生み、新しい連携機会も開く。島を広域に超えて繋ぐ戦略に未来

がある。 
4 郷土資源の島内展示と観光力

 口之永良部は、中学に郷土歴史資料コーナー

物剥製・ガリ刷り刊行物・新聞コピー・史実資料・文化活動

地域教育力・社会力をそれにより高めている事例である。

ポジウムで紹介し、それを核とした討論も重ねてきたところである。

最近では、「子孫代々の口永良部を夢見る年寄り組み」有志や、「口永良部未来創造協議

会」のリーダーで、里ガイドエコツアーの本業化を目指している若手

料をコピーしたり借出したりし

続けたり、パソコンに保存したり

ている。後者組織は理想や議論熱が高いが実践を伴わないと指摘されてきていたが、頻度

多く集まり、議論を続けてきた成果が実りつつある。夏期の大学生受入も、回数を重ねる

ことでニーズと供給のミスマッチが埋まりつつある。

地域振興の方向性は、小さな島であるほど、不利性の克服が最優先課題になりがちだが、

逆に欠点は長所でもありうる展開が

差別的個性空間であったり、桃源郷的生活設計選択の場だったりする。事実それで移住し

それが婚姻の契機にもなる。豆腐屋も始めた。店を構え、デザイン能力のある地域協力隊

も雇い、通信発信力も発揮し、地域産品通信販売などの展開も進めている。もう一

人は、おばあちゃんが細々としていたつけ揚げを、発展させた例である。漁業の他にこれ

、鮮度保持の離島制約、販路での競争性の離島制約で伸び悩んだ。逆手にと

顧客評価/作り手自負)ことを活かす売出しを図った。

デザイン、深層水も付加価値に加える。真空パック販売とした。主たる販路

「道の駅」では交渉して、競争者による商品位置錯乱などを廃し、独占販売体制を確立し

そこに至り経営が一気に安定化した。ただその力を地域振興に向けるにも「出る杭」

をたたく風土の下で引っ込み思案になっている様子であった。新しい時代を開く体制

成功事例の積み上げや、被理解能力の形成・連携力強化しかな

い。架橋は規模の経済を生み、新しい連携機会も開く。島を広域に超えて繋ぐ戦略に未来

郷土資源の島内展示と観光力・社会力 
口之永良部は、中学に郷土歴史資料コーナー(農具・漁具・民具・遺跡発掘物・天然記念

物剥製・ガリ刷り刊行物・新聞コピー・史実資料・文化活動資料等の展示保存

地域教育力・社会力をそれにより高めている事例である。その意義については島嶼研シン

ポジウムで紹介し、それを核とした討論も重ねてきたところである。 

最近では、「子孫代々の口永良部を夢見る年寄り組み」有志や、「口永良部未来創造協議

会」のリーダーで、里ガイドエコツアーの本業化を目指している若手達が、それら

たりして年表化(その中に聞き取り事実を追加していく取組み

に保存したり、新たな資料発掘にいそしんだりする取組みも

は理想や議論熱が高いが実践を伴わないと指摘されてきていたが、頻度

多く集まり、議論を続けてきた成果が実りつつある。夏期の大学生受入も、回数を重ねる

ことでニーズと供給のミスマッチが埋まりつつある。 
地域振興の方向性は、小さな島であるほど、不利性の克服が最優先課題になりがちだが、

逆に欠点は長所でもありうる展開が意外に有効であったりする。遠隔地性や不便は逆に、

差別的個性空間であったり、桃源郷的生活設計選択の場だったりする。事実それで移住し

それが婚姻の契機にもなる。豆腐屋も始めた。店を構え、デザイン能力のある地域協力隊

も雇い、通信発信力も発揮し、地域産品通信販売などの展開も進めている。もう一

人は、おばあちゃんが細々としていたつけ揚げを、発展させた例である。漁業の他にこれ

、鮮度保持の離島制約、販路での競争性の離島制約で伸び悩んだ。逆手にと

売出しを図った。甑島を表に出

デザイン、深層水も付加価値に加える。真空パック販売とした。主たる販路

「道の駅」では交渉して、競争者による商品位置錯乱などを廃し、独占販売体制を確立し

そこに至り経営が一気に安定化した。ただその力を地域振興に向けるにも「出る杭」

をたたく風土の下で引っ込み思案になっている様子であった。新しい時代を開く体制づく

、被理解能力の形成・連携力強化しかな

い。架橋は規模の経済を生み、新しい連携機会も開く。島を広域に超えて繋ぐ戦略に未来

遺跡発掘物・天然記念

等の展示保存)を設けて、

その意義については島嶼研シン

 
最近では、「子孫代々の口永良部を夢見る年寄り組み」有志や、「口永良部未来創造協議

が、それら歴史資

その中に聞き取り事実を追加していく取組み)を
取組みも活発化し

は理想や議論熱が高いが実践を伴わないと指摘されてきていたが、頻度

多く集まり、議論を続けてきた成果が実りつつある。夏期の大学生受入も、回数を重ねる

地域振興の方向性は、小さな島であるほど、不利性の克服が最優先課題になりがちだが、

に有効であったりする。遠隔地性や不便は逆に、

差別的個性空間であったり、桃源郷的生活設計選択の場だったりする。事実それで移住し
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て 3 世代目を形成したり、小さなシマらしさに牽かれて通ううちに結婚定住したりした事

例もある。隔絶・環海・狭小である真離島性は、ハンディの象徴から、逆に

Styles of Health and Sustainability )
り得る。島の魅力は、そこに住む人の輝きによっても高まる。島らしさを資源にもできる

が、社会的諸条件の改変がエンパワメントの前提である場合は、社会に働きかける取り組

みを始めればよい。新離島振興法の精神も、その支援

金岳中学で 2012-13 年度 ESD
しているが、上記問題意識は、各主体にも自覚的に共有されている。

世代目を形成したり、小さなシマらしさに牽かれて通ううちに結婚定住したりした事

例もある。隔絶・環海・狭小である真離島性は、ハンディの象徴から、逆に

of Health and Sustainability )的生活空間としての憧れ性を生み出しうる場でもあ

り得る。島の魅力は、そこに住む人の輝きによっても高まる。島らしさを資源にもできる

改変がエンパワメントの前提である場合は、社会に働きかける取り組

みを始めればよい。新離島振興法の精神も、その支援と協力にある。 

 

 
ESD(Education for Sustainable Development)モデル校

しているが、上記問題意識は、各主体にも自覚的に共有されている。 

世代目を形成したり、小さなシマらしさに牽かれて通ううちに結婚定住したりした事

例もある。隔絶・環海・狭小である真離島性は、ハンディの象徴から、逆に LOHAS(Life 
的生活空間としての憧れ性を生み出しうる場でもあ

り得る。島の魅力は、そこに住む人の輝きによっても高まる。島らしさを資源にもできる

改変がエンパワメントの前提である場合は、社会に働きかける取り組

 
モデル校の展開を
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 地域力を高めるには、問題意識の共有がある一方で、共に遊び、共に楽しむ関係性も、

意外な核として機能する。「年寄り組」は、麻雀仲間から発展した仲間組・人間関係ネット

ワークである。(ソフトボール仲間から集落景観や地域活性化した場合や、三島黒島のよう

に土曜バーが二集落若手交流を常態化した事例もある。) 楽しみつつ学び、楽しみつつ遊
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ぶ関係性から生まれるコミュニケーション・意識の共有・創意の継続発展の

5 郷土研究会・郷土文化の起爆力

 喜界島の集落案内人制度は、皆既日食を契機に、よりよく地域を知って貰い、楽しんで

もらう企画として始まった。地域研究者にとり大変魅力的なメニューで、

けて、6 集落全てで案内をしてもらった。

とり深さは資源である。知ってもらうことで自ら学び、教えることで研究力自体も向上す

る。もてなしの精神は、地域性を豊かにもする。

みを実感する。触知不可能

れることで、「地域が総体」として見えてくる。人らしい空間への愛着や理解が深まる。都

会ではなかなかアクセスしにくい展開がそこで得られ。欠点は保険代しかとらないかたく

なさで、有償ガイド化を望みたい。

 喜界島は芸達者な人材の宝庫であるが、集落ごとの地域文化も旺盛である。どちらが鶏

であり卵であるかというほどに、全集落的賑わいがある。郷土研究会活動も活発である。

一度はマンネリ化と報告者固定化でこう着状態となったが、

結成となった。歴史民俗資料館の陳列ボランティアを、

も公刊している。K 氏は郷土研究会の名前で、全集落シマ唄歌詞を作成し、

もフォーマルに DVD 化した。

たチームをその度に作り、協働

である事例でもある。 
また地域特産として、農業技術普及センターの調理場を利用した商品は、ヒツト続きで、

同センターのミニ食堂はアンテナショップにもなっている。

から生まれるコミュニケーション・意識の共有・創意の継続発展の

の起爆力 
集落案内人制度は、皆既日食を契機に、よりよく地域を知って貰い、楽しんで

もらう企画として始まった。地域研究者にとり大変魅力的なメニューで、

集落全てで案内をしてもらった。深く知れる喜びは何よりも大きい。リピーターに

知ってもらうことで自ら学び、教えることで研究力自体も向上す

る。もてなしの精神は、地域性を豊かにもする。旅人・通過旅行者は、触知可能な世界の

みを実感する。触知不可能 intangible な、歴史や文化や、分け入りにくい私生活空間に触

れることで、「地域が総体」として見えてくる。人らしい空間への愛着や理解が深まる。都

会ではなかなかアクセスしにくい展開がそこで得られ。欠点は保険代しかとらないかたく

なさで、有償ガイド化を望みたい。 

人材の宝庫であるが、集落ごとの地域文化も旺盛である。どちらが鶏

であり卵であるかというほどに、全集落的賑わいがある。郷土研究会活動も活発である。

一度はマンネリ化と報告者固定化でこう着状態となったが、U ターン者達が連携して、再

結成となった。歴史民俗資料館の陳列ボランティアを、月一回例会・2 年間で達成し、年報

氏は郷土研究会の名前で、全集落シマ唄歌詞を作成し、

化した。元 SE マネージャーらしく、人材・特技・興味を組み合わせ

をその度に作り、協働で諸達成を続けている。人材が宝で、それを活かす人も宝

また地域特産として、農業技術普及センターの調理場を利用した商品は、ヒツト続きで、

同センターのミニ食堂はアンテナショップにもなっている。気候・植生・地域特産は、そ

から生まれるコミュニケーション・意識の共有・創意の継続発展の例である。 

集落案内人制度は、皆既日食を契機に、よりよく地域を知って貰い、楽しんで

もらう企画として始まった。地域研究者にとり大変魅力的なメニューで、ほぼ 2 年半をか

深く知れる喜びは何よりも大きい。リピーターに

知ってもらうことで自ら学び、教えることで研究力自体も向上す

旅人・通過旅行者は、触知可能な世界の

な、歴史や文化や、分け入りにくい私生活空間に触

れることで、「地域が総体」として見えてくる。人らしい空間への愛着や理解が深まる。都

会ではなかなかアクセスしにくい展開がそこで得られ。欠点は保険代しかとらないかたく

 
人材の宝庫であるが、集落ごとの地域文化も旺盛である。どちらが鶏

であり卵であるかというほどに、全集落的賑わいがある。郷土研究会活動も活発である。

ターン者達が連携して、再

年間で達成し、年報

氏は郷土研究会の名前で、全集落シマ唄歌詞を作成し、8 月踊の記録化

マネージャーらしく、人材・特技・興味を組み合わせ

、それを活かす人も宝

また地域特産として、農業技術普及センターの調理場を利用した商品は、ヒツト続きで、

気候・植生・地域特産は、そ
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れ自体観光資源でもある。元旦の菜の花は、翌月には芳香な茂みとなり、その下にソラマ

メが次なる成長を待機していた。外海に離れていることで、高級魚が民宿などで惜しみな

く提供される。価値知るリピーターに贅沢である追体験は、さらなる集客を生むが、外部

流通手段と加工で喧伝集客で、もっと高い付加価値(6 次)産業に展開可能である。 
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 最近発掘され明らかとなった

内に、文化的個性の違いが魅力として存在することを、コンパクトに体験できる場として

も喜界は面白い。個性の魅力であり魔力である。

植生的にも、食材や、昆虫や飛来する鳥類についてもいえることで、科学的・学術的根拠

があることでさらに喧伝力は

 産官学的連携は特定商品に限定的であることが多いかもしれない

は、よりソフトのイノベーションに向かっている。

リテーター、人材派遣での地域再設計

の、人材派遣での地域活性化などの展開

意欲・研究力・開発力のあるところでは、

手段基準)支援となりうる。つまり

るバックアップに有効である。島嶼生活主体の

 

 
最近発掘され明らかとなった古代喜界島の大宰府との関係性も興味深い。

内に、文化的個性の違いが魅力として存在することを、コンパクトに体験できる場として

個性の魅力であり魔力である。近くにあっても違うことは、歴史的にも、

植生的にも、食材や、昆虫や飛来する鳥類についてもいえることで、科学的・学術的根拠

喧伝力は高められ、「鹿児島列島」の「多島域的展開

は特定商品に限定的であることが多いかもしれない。しかし

は、よりソフトのイノベーションに向かっている。デザイン領域や、課題解決的な

材派遣での地域再設計、郷土文化・郷土資料の学芸員補助

の、人材派遣での地域活性化などの展開である。受け身の所では何も生まれない。内発性・

意欲・研究力・開発力のあるところでは、有効性(effective:目標基準)が高く、

支援となりうる。つまり適疎条件のあるところでの、ボトルネック解消や

るバックアップに有効である。島嶼生活主体の被支援能力向上と形成に大いに期待したい。

 

喜界島の大宰府との関係性も興味深い。同じ奄美群島

内に、文化的個性の違いが魅力として存在することを、コンパクトに体験できる場として

近くにあっても違うことは、歴史的にも、

植生的にも、食材や、昆虫や飛来する鳥類についてもいえることで、科学的・学術的根拠

多島域的展開」にもつながる。 
。しかし地域ニーズ゛

課題解決的なファシ

、郷土文化・郷土資料の学芸員補助強化的専門家等

受け身の所では何も生まれない。内発性・

、効率的(efficient:
ボトルネック解消やさらな

大いに期待したい。 
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研究コアプロジェクト（島嶼）報告会 
島の生活力・社会力・適応力・科学力 

～島の拠点・リーダーと結んだ総合討論～ コメント等 

● 所属 
鹿児島大学農学部 
 

● お名前 
中西 良孝 

 
● 島嶼とのかかわり 

与論と口永良部の農業、とくに畜産 
 
● コメント 

他の分野の興味深い話が聴けた。 
やはり島の振興や活性化には総合的・学際的アプローチが必要である。 

 
 
 
 
 
● 所属 

鹿児島県 離島振興課 
 

● お名前 
上拾石 斉宏 

 
● 島嶼とのかかわり 

 
 
● コメント 

いろいろな角度から県内の島々についての魅力や課題などの話を聞くことができ、大

変勉強になりました。鹿児島には多くの島がありますが、それぞれ特徴があり、課題も

あり、それらをどう生かし解決していくか、今後の業務の参考になりました。毎年、県

内外のいろいろな大学等が研究や学外活動で島々を訪れていますが、それぞれの活動内

容、報告などを把握していければ、さらにいろいろなヒントが見つかるのだろうと思い

ます。島で活動している方々や大学等と行政を含めて連携していく仕組みが大切だと感

じました。 
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研究コアプロジェクト（島嶼）報告会 
島の生活力・社会力・適応力・科学力 

～島の拠点・リーダーと結んだ総合討論～ コメント等 

● 所属 
庵地つきあげ店 
 

● お名前 
庵地 優 

 
● 島嶼とのかかわり 

長島先生が来られたから 
 
● コメント 

漁業青年部で長年研究してきた藻場造製を現在断念している理由は、海に○力が無く

なっているからだと結論づけたからだ。本日先生方の話を聞いてみると坂井先生のさと

いもの畑が不足している所、畑を増やす→山を切開く→公共的な事業が生まれる→山で

畑が出来る→山に栄養が付く→海に栄養が流れる→海に○力 が出来る→魚が増える→漁

師が増える→2 次産業の活性化、という流れが見えた気がします。今後もこのような報

告会に参加して私の頭に○力を入れたいと思います。 

 
 
● 所属 

口永良部島 
 

● お名前 
貴船 恭子 

 
● 島嶼とのかかわり 
 
● コメント 

色々な島での試みを勉強させていただき、口永良部島ではどうだろう・・・と考える

機会をいっぱい頂きました。「島」であるという事を客観的に勉強することが出来まし

た。利点、不利な点をきちんと見定め動いていきたいと思います。 
 島の間でなかなか交流する機会がないのでこのような機会は良いなぁと思います。せ

っかくなのでネットワークでつながって色々な問題を共有出来るようになれば良いで

す。 
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研究コアプロジェクト（島嶼）報告会 
島の生活力・社会力・適応力・科学力 

～島の拠点・リーダーと結んだ総合討論～ コメント等 

● 所属 
（一社）なかわり生姜山農園 

 
● お名前 

遠藤 裕未 
 
● 島嶼とのかかわり 

種子島生まれ・育ち。関東から地域おこし協力隊として U ターンをきっかけに定住中。 
 
● コメント 

農・漁・観・情報・社会と多分野に渡って島での現状や課題をお知らせ頂いたので、か

なりお腹いっぱい気味です。しかし、現在自分が関わっている事業を通しても関連して

くる分野でしたので、できればそれぞれの導入をもう少しコンパクトにしてもっと後半

部分の話を深めて聞きたかったという思いもあります。特に種子島をフィールドにした

報告はなかったので、それぞれのことを島におきかえて考えていく上で課題に対する対

応の仕方なども聞いてみたかったです。また後日のレポートで質問含めてお伺いしたい

と思います。 
 
 
 
 
 
● 所属 

鹿児島県 離島振興課 
 

● お名前 
本田 勝規 

 
● 島嶼とのかかわり 

奄美出身でもあります。 
 
● コメント 

多様なテーマの報告に大変刺激を受けました。ありがとうございました。 
長島先生のお話にありましたが、私共の施策の中でもコミュニティ支援の具体論が課

題となっております。ファシリテーションスキルなど、支援のためのツールの研究の必

要性を感じております。 
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研究コアプロジェクト（島嶼）報告会 
島の生活力・社会力・適応力・科学力 

～島の拠点・リーダーと結んだ総合討論～ コメント等 

● 所属 
一般雇用法人へもんこの会 
 

● お名前 
山地 竜馬 

 
● 島嶼とのかかわり 

口永良部島、長島先生 
 
● コメント 

大学の研究発表会にこうやって島民が参加できる機会、これからも積極的につくって

頂ければうれしいです。今日のご招待、誠にありがとうございました。 
詳細はレポートします。 

 
 
 
 
 
 
● 所属 

NPO Turtle Crew 
 

● お名前 
久米 満晴 

 
● 島嶼とのかかわり 

種子島在住 16 年（これまでに沖縄久米島 2 年、小笠原父島 2 年） 
 
● コメント 

多分野の発表があり、勉強になりました。 
 NPO タートルクルのこれからの事業に勉強になったとともに、学生さんに、当 NPO
の活動、これから始める（海外講習、海外体験等）事業の地元住民・町・NPO による

新しい連携の試みの話し合いに参加していただく事が可能なのか？という思いで参加

しました。 
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研究コアプロジェクト（島嶼）報告会 
島の生活力・社会力・適応力・科学力 

～島の拠点・リーダーと結んだ総合討論～ コメント等 

● 所属 
①薩摩川内市役所 企画政策部 企画政策課 
②鹿児島大学人文社会科学研究科地域政策科学島嶼コース専攻 
 

● お名前 
高野 哲也 

 
● 島嶼とのかかわり 

両親が奄美大島出身。 
仕事で下甑島に 8 年在住。これにより甑島を総括したく、本学人文社会科学研究科にて

考察中 
 
● コメント 

専門ごとの内容を切り口に島嶼を学部を越えて取り扱い、議論することに興味を覚え

た。奄美がフィールドになることは多いと思うが、もう少し他の島嶼を取り扱ったもの

も聴いてみたいと思う（それだけ研究のストックが少ないのかもしれないが）。 
運用側面については、報告者の方々の数の多さから仕方ないかもしれないが、休けい

時間が短く、集中力の維持に苦労する。（笑） 
 
 
 

● 所属 
鹿児島大学法文学部人文学科 4 年（2014 年度） 
 

● お名前 
和田 佳津紗 

 
● 島嶼とのかかわり 

2014 年度後期、奄美市にて半年間インターンを考えています。＆卒論関連 
 
● コメント 

部分的にお話を聞かせていただきました。 
島・まちおこし、伝統文化等に興味があります。 
映像として残されることは素晴らしいと思いますが、私以外、島出身の学生が来てい

ないので、インフォメーションなり宣伝なりを島出身の学生へ発信する動きを高めても

いいのではないかと思いました。 
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研究コアプロジェクト（島嶼）報告会 
島の生活力・社会力・適応力・科学力 

～島の拠点・リーダーと結んだ総合討論～ コメント等 

● 所属 
東シナ海の小さな島ブランド株式会社 
 

● お名前 
山下 賢太 

 
● 島嶼とのかかわり 

甑島在住 
 
● コメント 

国定公園指定を目指す甑島にとって、奄美、屋久島などの先進地事例は特に良かった。 
 発表者の専門分野が幅広く（また、極めて部分的な研究発表）は、実際に離島在住の

私にとっては、どのように理解して応用したらよいのか分かりづらい点もあった。 
 ひとつの軸キーワード（例えば観光）をもってそれぞれの専門分野からのアプローチ

などが聞けると良かったと感じております。 
 
 
 
●所属 
 鹿大院人文社会科学研究科博士後期課程（奄美市役所勤務）  
 
●お名前 
 池田 忠徳 
 
●島嶼とのかかわり 
 奄美に在住しながら，「奄振」を研究テーマにしております。 
 
●コメント(意見並びに要望などについてご自由にお書きください) 
 今回は，奄美側から中継等のお手伝いをさせていただいた立場を踏まえてコメントした

いと思います。 
【経過等】 
当日の参加者（出席者）は，長嶋先生が声をかけられた奄美の民間で活躍する NPO 等のメ

ンバーで，奄美市から，麓 憲吾さん，桑野由里子さん，中村さん（来年度より院に入学

予定者），喜界島から北島さん他２名でした。（池田と重田さんを入れて計８名です） 
皆さん熱心で，最初から最後まで聴講されておりました。しかし，今回はユーチューブで

の配信であったため，質問や討論をリアルタイムで行うことができず，また，手元に資料
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研究コアプロジェクト（島嶼）報告会 
島の生活力・社会力・適応力・科学力 

～島の拠点・リーダーと結んだ総合討論～ コメント等 

がなかったため，出席者にはフラストレーションがあったと思います。 
プロジェクト終了後，懇親会を近くの（例の）地鳥屋で行い，麓さんと重田さん以外の６

名が参加しました。奄美の諸課題をはじめ，さまざまな問題について，活発に議論し，有

意義な時間を持つことができました。以下，意見や感想をまとめてみました。私のものも

含みます。 
【意見・感想】 
・ 双方向で，質疑応答の時間が持てればよかった。これまでのとおり，スカイプでの送受

信のほうが一般の参加者も満足すると思われます。 
・ そのこととも関連し，北島さんから，升屋先生のインターネット回線等の速さの研究に

関して，期待するとともに興味深いとのこと。 
・ 麓さんや桑野さんから，長嶋先生の離島の不利性を逆に有利性へと変えていく発想，欠

点は長所でもあるという考え方について賛同する意見があった。 
・ 奄美に大学設置を望む声があった。 
・ 多岐の分野にわたる発表であり，特に奄美について取り上げた内容が多かったので，貴

重な発表ばかりであった。全員から資料を是非入手してほしいとのこと。 
→ 長嶋先生から送信してもらったもの（6 名の先生方の分）。足りなかったもの（3 名の

先生の分）は，池田が直接３名の先生にメールでお願いしてあります。ファイルがそろい

しだい，参加者に私から連絡してみます。 
 
※その他，特に懇親会の場で様々な議論がありましたが，各人，先生と直接メール等でや

り取りしながら，情報交換できればということでした。 
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【参加者のメール・通信による意見並びに感想】 

パナウル診療所・鹿児島大学臨床教授 古川誠二 

古川です。急患で診療所にかえっています。野田先生、ありがとうございました。タラソ

の運営は、一つはリハビリ施設として医療保険システムにいかに取り込むかです。施設基

準と認定を受け、自己負担 5割でも構わないと思います。そうすると利用者増になります。

また島外からいかに呼び込むかです。そうすると他の産業にも効果がもたらされ地域に役

立ちます。地元の会員での利用だけではとても運営はできないと考えています。そのため

に研究会を作り科学的な裏付けをするための検証もしました。[与論受信] 

 

子孫代々の口之永良部を夢見る年寄り組 えらぶ山口英昌。 

本日は、報告会お疲れさまでした。また、たびたびメールで、ご心配、ご配慮いただき

ありがとうございました。所用で中断したこともあり、全てではありませんが、YouTube

で参加、視聴させていただきました。ドコモ携帯経由ですので情報送・受信量が少なく、

データ取り込みで中断しながらの視聴でしたが、PP画像、音声とも明確でした。長嶋先生

のご講演に感銘いたしました。私たち「えらぶ年寄り組」の日頃考えたり、議論したりし

ているところが間違っていなかったこと、理論的に裏付けていただけことなどに、意を強

くしました。先生のご講演中、配信が中断したようで、最終部分が聞き取れず、まことに

残念でした。以下、本日の報告会に参加しての感想です。 

ネット参加:このような離島に関係する講演会や研究会には、前々から参加したかったの

ですが、年金暮らしの身には、おいそれと参加できませんでした。今回のように、ネット

で参加できる企画は、まことにありがたく、日ごろ島嶼研究でご尽力されている長嶋先生

ならではの、ご配慮と心よりお礼申し上げます。スカイプによる会議や講演会の参加は、

屋久島町の環境政策課のご尽力で何回か試みております。この場合も、映像が無理で音声

のみの参加です。参加者が多くなると、集音の具合で聞き取りにくく、もう少し環境整備

が必要です。升屋先生のご指摘のように、離島にこそ高速ブロードバンドの導入が強く望

まれるところです。 

次回は分科会方式を:今回は、テーマが広く、また対象も島の規模に幅があったり、海外

に及ぶなどしたりの特徴があり、さまざまな事例を知ることができるなど意義ある報告会

でした。次回は、課題を絞っての分科会方式の議論の場を、ご企画いただけないでしょう

か。 

口永良部島と同じような規模と課題を持つ島々の皆さんと交流し意見交換したい、先生

方のアドバイスも受けたいと、強く思いました。 

今後とも、口永良部島にもお力添えいただけるよう、お願い申し上げます。まずは、ご報

告方々おれいまで。 

PS. YouTubeの投稿欄で、デジタルでの講演資料を入手したいとの書き込みがありました。

鹿大のサイトからのダウンロードなど可能なのでしょうか。升屋先生に、ブロードバンド

導入でアドバイスを頂きたいのですが、メールアドレスをお教えいただけますでしょうか。

個人情報上問題アリであれば、メール転送をお願いできますでしょうか。[口永良部受信] 
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特定非営利活動法人 ディ 代表理事 麓 憲吾 

 奄美大島・あまみエフエム麓です。先日の鹿児島大学島嶼コアプロジェクト報告会 奄

美サテライトで参加させて頂きました。 各発表大変勉強になりました。特に最後の長嶋さ

まの発表を興味深く聴かせていただきました。私もここ１５年ちょっと奄美大島での音

楽・放送を通して地域興しをしております。地域興しの手段はさまざまあると思いますが、

行動行為の前提であるアイデンティティや想いの宿り方などのお話はなかなか行政の会議

室では上がらず、居酒屋でばかりです。苦笑 そこから検証し、実行すれば時間はかかり

ますが、きっと結果が生まれると日々信じて、仕事をしております。私たちの１５年の活

動しながら、少しずつ奄美も状況が変わってきたと感じられますが、まだまだ課題山積で

す。またゆっくりお話できる機会があればぜひよろしくお願いします。ありがっさまりょ

うた。[奄美大島サテライト受信] 

 

喜界島郷土研究会 北島公一 

 先日の研究発表は大変ありがとうございました、有意義な収穫の多いイベントとなりま

した。また次回この様な催しを御紹介頂ければ幸いです。早速資料お送り頂きありがとう

ございました。[奄美大島サテライト受信] 

 

 今回、３月８日に行われた表題の研究発表会に参加させていただき誠にありがとうござ

いました。以下、感想等述べさせていただきます。発表されたすべての研究発表に対して

コメントすることは不可能で、当方の関心の優先に従っていくつかを提言させていただき

ます。 

Ⅰ．「過疎を逆照射する小島嶼における過疎化課題と方向性」長嶋教授 

  我々南海の離島―喜界島に住む者にとって島の活性化、産業振興はどうすべきか、島

民の幸せは？と 7,500人全員が考えている。 

  この状況に対し氏の提言は刺激的であった。氏の多数のキーワードから小生が刺激を

受けた点から述べさせていただく。 

 １．「公共民連継」で「民の総合力[女性/キーパーソン/組織]」を挙げられている。 

  この視点に立って喜界町(島)を見るとき、公(町役場行政)と民の連携はうまくいってい

るだろうか・・・ 

 ①町(島)民はやる気があるのに対し、町(行政)はその町民エネルギーをうまく取り込めて

いない。二つの例が挙げられる、他にも存するが小生が関わっているもののみ挙げる。 

ⅰ、産業面ー「喜界町アンテナショップ(A/S)」について。 

 これは現在霧島で黒豚牧場を営む平邦範氏が１０年程前に熱心に提言して町の組織とし

て発足したものであるが、今まで殆ど機能していなかった。これを今年度から活動再開し

ていこうとするものであるが、低迷していた原因は町の無理解(A/S なるものの本来の目的

を無理解)と真剣さの欠如である。 

ⅱ、文化面ー「喜界島郷土研究会」の活動との連携。 

 喜界町教育委員会管轄の中央公民館の「歴史民俗資料室」が町民が寄贈してくれた     

先祖から引き継がれた魂の民具、生活用具が倉庫同然の未整理状態であったのを教委が

何も手を付けないので提案書を提示して喜郷研が２年間で整備した。これに対しても初
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期の頃は、教委側は無関心、無理解であり、喜郷研が勝手にやっているものとの認識で

あった。 

 引き渡しは終わったが今後公民館側はこの歴民室をまともに運営していけるか非常に不

安で心もとない。 

②島嶼内において行政の存在は巨大である。 

その巨大さは島民は皆〝役場″に勤めることを〝渇望″していることを見ればわかる。

だが彼らに行政能力、〃哲学があるとは思えない。それを培うのは島民との真剣な対話で

あり、島民の意見を取り入れて自らを変革していこうとする意思しかない。行政の対応能

力の向上がキーである。 

 

２．氏は「内発力＋支援＋〝被支援力″」を挙げ「地域枠を超えた内発性の発見］を挙げ

られた、これに対する小生の反応を述べる。 

①常に、島全体の振興を考えるとき「喜界町民は 7500人だけど喜界島人は本土に何十万

人といる」と考える。彼ら本土喜界島人は「(喜界)島のためには何でも協力する」と言って

いて「故郷は緑なれかし」と思っている。このエネルギーを利用しない手は無い。先の「喜

界町 A/S」も本土喜界郷友会の組織を使って展開していこうとするものである。所詮我々閉

じられた小島(だけ)での努力は「コップの中のさざ波」と言える。外から[地域枠を超えて]

情報を呼びこみ刺激して「さざ波」を「大波」にすることが必要。 

②この時、氏のキーワードの〝被支援力″に反応した。蓋し本土から支援が差し伸べら

れた時、我々はそれをしっかりと受け止め、〝使いこなす″ことが出来るか・・・。 

 これは我々島人に向けられた問いで、自己能力研鑚が求められ、また〝支援″をそれと

認識し、獲得する機会を逃さないアンテナ能力が試される。 

③本土喜界島人が「故郷はみどりなれかし」というとき「緑を維持していくにはコスト

がかかる、それを共に同じ喜界島人として負担してくれ」というのが小生の言い分である。

本土喜界郷友会を「経済活動組織」と位置付けて欲しいのだ。島人が不可能な本土におけ

る営業活動コスト等を受け持ってほしい、と思っている。 

 

３．「甑島」の節で氏は「本物志向評価」を挙げられた。これについて述べる。 

①島の特産品、と言う時「名物に美味い物なし」が当てはまる。 

 本土で島の特産品展で島の商品は良く売れると言う時、小生の受取方は「島出身者のな

ちかしゃや」的心情によるものと「珍し物」的受け取られ方で「リピーター」に結びつい

ているか疑問。島のものは美味くない・・・、小生はそう思う。島人の間では通用しても

本土のシビアな消費者の間では通用しない。島の特産品はもっと鍛えられなければならな

い。そのためには外からのシビアな辛口の評価が必要。島の中で褒め合ってばかりいても

何ら進まない。「本物志向」を意識して「評価」を恐れず受けなければならない。 

②先の「喜界町 A/S」の仕組みに「品質管理委員会」を企図している。 

この評価を A/S及び島内の拠点を通して受取り、島の生産業者へ発信する。この時の「品

質管理委員会」の委員名はブラインドにする予定だ。遠慮が起こらない様にすることと、

委員への攻撃を避けるためである。これも悲しき島の性(さが)ではある。 
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Ⅱ．「鹿児島県の中規模離島における情報通信基盤の整備と利活用」升屋正人先生(教授) 

 小生は日頃、この鹿児島から 350ｋｍ離れた絶対的不利な条件下の離島に於いても「情報

だけは平等よ」と思っている。この領域では本土と比べ何ら不足は無い、瞬時に受発信で

き、同一条件が与えられている。まさに「ユビキタス」とはこの離島の為にあるようなも

のだ。 

①離島では FTTHでも TCPの特性で本土と格差があると知って驚きであった。 

 氏の「・・・TCP スループット向上システムの研究開発」を知り喜界島でも光ケーブル

敷設だけでは不足で、このようなプロトコルを導入してはじめて快適な情報通信設備の利

活用が可能になる、と言える。要は最終的に末端の人間生活に生かされて初めてナンボの

世界だ。いくらハード的に実現できていると言っても人間生活レベルで快適に活用されて

初めて製品(商品)は完成なのだ。 

②上記①が可能になった時、我々はどういう恩恵を受けることを期待できるか。 

 一つには情報連絡のリアルタイム化であろう、以下の事が期待できる。 

ⅰ、各営業所間での即時のストレスのない会議の実現。すれば、海を越えて費用と時間

を掛けて東京の本社迄会議に行かなくて済む。離島に居て本土と同じ営業活動が出来る。

在宅ビジネスがより範囲が広く可能になるだろう。 

ⅱ、我々離島のハンデに医療分野のレベル不足がある。医師不足によるものだがこれが、

画像診断システムが可能になれば本土と同じレベルの診療が受けられる。若手医療従事

者の研究分野にもにも寄与できるだろう。 

ⅲ、映画、ステージ公演、音楽会、学術講義・・・等が離島に居て享受可能だ。文化、

アカデミー分野でも格差は埋まるだろう。 

③二つ目には実用的に「コールセンター」の誘致が考えられる。１拠点で３～４０名の

雇用が期待できる、これが２つもあれば喜界島は潤う。経済的には大ヒットになるのだ 

が・・・。 

Ⅲ．「奄美のエコツーリズムの現状と課題」桑原季雄先生(教授) 

 我々離島が外貨(島外からの資金流入)を企図する時観光がその柱の一つになると皆思う。

エコツーリズムの視点から言えばこれは〝マスツーリズム″であってエコ.Ｔが目指す「自

然環境の保全」「観光振興」「地域振興」の視点からは幾らかずれるようである、これらを

考察したい。 

①エコ.Ｔを実現させるためには「ガイド登録・認定制度」にクリアしたガイドがそれを

実現することが現実的であるようだ。我らが喜界島ではこれはハードルが高いと思われる

かもしれない。だが、島の中で敷衍していけば意識付けになり関心が高まることにはなる

だろう。また、「自主研修」を受ける中で喜界島の新たな観光資源に気付くこともあるだろ

う。 

②現在喜界島では集落単位のツアーはあって３～４ヶ所の１集落内の閉じられた領域で

はツアーが行われている。島全体を網羅するツアーは組織化されていない。１集落のツア

ーでは島外からの呼び水にはならない、「喜界島は分るが(例)佐手久(集落名)と言われても分

らない」となりかねない。「喜界島全体ツアー」とすれば旅行業者も島外へ売りやすい。 

③喜界島では「集落単位ツアー」と「島全体ツアー」の２コースを準備しておけばいい

だろう。全体ツアーで呼びこんでリピートとしてより深く限定地域を見せる、との２段構
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えで、「喜界島はより手厚い体制を敷いている」となろう。この時に指導的立場となるのが

「登録・認定エコ.Ｔガイド」で、彼らの動きで喜界島のツアーの性格が決まるのだろう。 

④前記の「マス.Ｔ」と「エコ.Ｔ」との兼ね合いは、これらの境目は分らないわけだし、

「登録・認定エコ.Ｔガイド」氏の思想でコントロールしていくしかないだろう、というの

がこの節の結論だ。さすれば、この認定者は重要で、喜界島が世界自然遺産とならなくて

も、島の正しいツーリズムの方向性、性格を形成する役目となろう。                                      

以上です。 

 他の研究発表の 

・「島嶼地域におけるいも類の生産・流通の実態と展開―与論島のさといもを事例として」 

・「奄美大島における漁場利用と今後の展開」 ・「セネガルの藻屑研究」 

・「喜界島における海産生物によるサンゴ礁微地形に与える影響に関する調査」 

・「沖永良部島におけるタラソテラピー」 ・「島嶼部の埋蔵文化財からみる観光資源の一

分野開発」 

等、非常に関心を起こされた内容であったが今回は割愛しました、次回の機会を待ちたく

思います。有り難うございました。(了) 

 

                                           

南寓舎(鹿児島市新町)  古勝信次(徳之島出身) 

 突然の打ち上げ参加でしたが、こころよく受け入れていただきまして大変ありがとうご

ざいました。発表の方も現在進行形で進んでいる様々な分野の鹿児島離島の研究状況など

を知ることが出来大変勉強になりました。 

私は元々鹿児島の情報誌「LEAP」の編集部に在籍しておりましたが、その後独立し「じ

ゃらん」などの鹿児島の街ネタライターをやっておりました。その後は東京で DVD制作な

ど動画制作の裏方に従事し、震災後に改めて鹿児島に U ターンして参りましたが、印刷物

やWEB、そして動画といったクロスメディアの発信が出来るフリーランスとして活動して

おります。 

https://www.youtube.com/user/gacchiko, https://www.youtube.com/user/kogachishinji 

個人として、鹿児島の奄美二世としての視点や考え方を訴えたく、私小説的ブログ「凍

てつきと煌めきの南島」 http://nanto.shimajima.info などでも発信しており、そのご縁で

2010 年カルチュラルタイフーン奄美セッションのパネリストとして発表もさせていただき

ました。http://cultural-typhoon.com/events/2010/06/30/amami/ 

 長くなりましたが、鹿児島から島情報を幅広く発信する中の一人として今後も活動して

いきたいと思っております。お手伝いできることなど何かありましたらいつでもお気軽に

お声がけください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

一般社団法人へきんこの会  山地 竜馬 

 総論：まず何よりも、大学の研究報告会に一般住民が参加することは、大変に有意義で

あります。また、研究内容が多岐にわたり、多様な視点で、鹿児島の離島を俯瞰的に捉え

ることができます。一方で、研究の目的がどのような点で、島の生活力や社会力、適応力

に通ずるかについて、一般住民にも容易であれば、討論がより深まるものと考えます。 
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 今後に期待することとして、このような機会を毎年、定期的に開催されることを求めま

す。できれば、事前に研究や発表の内容がわかれば、当日の議論が深まるものと考えます。   

最後に、研究者が研究に至った趣旨や目的、成果や課題について、一般住民から伺うと、

やや理解できない部分があり、研究が離島の発展や振興、住民の生活や福祉の向上につな

がることを目的とするならば、そのような観点で発表を工夫して頂くことで、研究の幅も

広がり、これまでとは異なった新たな島の魅力や問題が浮き彫りになるような気がします。 

各論（坂井先生）：鹿児島の基幹産業であるさとうきびや牛以外の作物の経済性について、

いかにすれば、高品質かつ高単価となるかをリレー出荷の観点から検討されている点にお

いて、今後の離島における農業の課題を具体化していけるような感覚を持ちました。 

 今後は、より数値的な目標や具体的な方法について、他の作物や産地ともあわせて研究

を深めて頂ければ、鹿児島の農業の将来像を提示できる可能性があると思います。 

 各論（鳥居先生）：奄美大島の事例ではありますが、鹿児島における養殖業の現状や課題

にも通ずる点が見受けられました。特に離島の漁業においては、養殖業の発展の余地が残

されていると思いますが、消費や流通、企業や行政の視点だけではなく、漁業者の新しい

職業としての可能性について言及して頂くことを期待します。 

その際には、既存の規制や実現の有無を超えた、研究者ならではの自由な発想や異質な

論点が組み込まれれば、また漁業の魅力や可能性を引き出すことができると考えます。 

 各論（野田先生）：タラソテラピーについて、医学的な立場で、経済的な視点から研究さ

れたことで、離島での実現における課題や目標がより具体的に提示されたと思います。一

方で、タラソテラピーが全国的にみても、そのほとんどが公共的な経営でしか実現してお

らず、民間的な発想で運営されている施設がほとんどないと思われることから、現状の総

合医療と今後の代替医療のあるべき姿について、経済性に力点を置いた研究が望まれます。 

 このような研究は、離島における他の医療や介護などの分野にも導入すべきものと考え

ますので、離島の医療にも、研究者や民間の大胆な視点と発想を取り込んで頂きたいです。 

 各論（桑原先生）：エコツーリズムにおける屋久島との比較は、奄美大島の課題や目標が

鮮明になります。しかしながら、だからこそ屋久島の現状は、より精密に多様に研究され

るべきものと考えます。特に、ツーリズムの研究では、環境や経済が重視される一方で、

生活や文化といったその地域で暮らす人々の視点が欠落しているように思えます。 

その点で、鹿児島の離島ならではのエコツーリズムを発表にもあった、自然やアクティ

ビティから、生活やインタープリテーションの観点で、今後の研究を深めて頂きたいです。 

各論（升屋先生）：住民主導で公共的な情報基盤の整備を実現した事例の発表は、情報通

信の分野のみならず、離島振興全体においても有意義な視点であると考えます。それらの

成果と課題が端的に整理されていて、全体像が比較的容易に理解できました。 

一方で、今回の研究が今後とも他の同規模又は小規模の離島において、どのように活か

されていくのかの他、利用者にとっての利便性の確保も重要ですが、交通や医療などと同

様に、経済性の視点も取り入れた費用対効果の検証も期待したいです。 

各論（長嶋先生）：真離島の適疎化とはどのようにあるべきかを考えさせられました。島

の人たちとの対話からしか生じえない研究ではないかと思います。また、広域化や多島域

化という視点は、研究者ならではの発想で、一般住民や行政職員では想像すらできないも

のであり、小さな事例を１つ２つと積み重ねて頂ければ、より実感が増していきます。 
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そのような意味で、各々の研究者の発表がもっと総合的であってほしいし、そのことで

研究の専門性が深まるのではないかということをあらためて考えさせられた発表でした。 

今後ともそのような視点で、鹿児島大学、国際島嶼教育研究センターの枠を超えた研究

が行われていくことを確信できたことが何よりの成果であると考えています。 

まとめ：本来であれば、全ての発表に対して報告すべきところですが、私見でこのよう

な報告としましたことをお詫びします。また、何らかの形でご報告できればと思います。 

口永良部島の住民として、農家として、経営者として日々感じていることが各々の発表

を通じて、あらためて鮮明になります。生活者として、島を総合的に捉える住民と研究者

として、島を専門的に捉える教授がこのように交わることでしか、島の将来を見出すこと

ができないのではないかと、大ざっぱに極論すればそのように感じられます。 

今回の取り組みは、まだ始まったばかりと考えており、学内及び学外の議論や検討を重

ねられて、今後とも継続的かつ発展的な研究及び発表が行われることを心から期待申し上

げて、誠に簡単で雑な報告となりますが、ご査収頂ければ幸いに存じます。 

このたびは、大変に貴重な機会を提供頂き、ありがとうございました。[鹿児島大学会場] 

 

一般社団法人なかわり生姜山農園 遠藤裕未 

  まず始めに、今回は、このような貴重な報告会に参加させていただきましたことに御

礼申し上げます。報告会やその後の懇親会を通して、会での報告や討論以上に、新しい繋

がりが持てたことが、今後の島内での活動に大きな可能性をもたらしていただいたと思い

ます。ありがとうございました。 

  さて、報告会に関して、ひとつ質問がありました。それは、野呂先生の藻屑研究に関

連してのことだったのですが、実施報告場所がセネガルでしたので、質問を躊躇してしま

いました。 

  現在、種子島では特産品である「ながらめ（とこぶし）」の漁獲量の減少が課題になっ

ております。その要因としては、餌である海草類が減少していることがあげられています

が、その海藻類が減少した原因についての対応があまりなされていないように思います。 

  例えば、平成 19年度 3月に発行された「西之表市農村環境計画」を読んだときに、気

になる調査報告がありました。その報告書の中に、「甲女川については、大腸菌郡数が河川

A級の水質基準を大幅に上回る値が観測されており、水質汚濁が懸念されている。他の河川

については、河川 B の水質基準を超える値は観測されていないが、農業用水基準にあては

めると全ての調査河川で PHが基準を超えていることが分かる。」とあります。 

 こうした主要河川の汚染状況が、その後の 5 年間で改善されているとは思えません。一

度こうした報告書がまとめられたのにも関わらず、改善のための対応がなされていないこ

とが残念ですが、今後もこのままでは島の大切な資源である海の環境が変わってしまうこ

とに繋がりかねません。また、河川が汚染されているということは、その水を利用する土

や農作物への影響、その作物を通してそこで暮らす人々への影響も懸念されます。 

  今、自分達の産業のひとつである「農業」を推進していくことが、土を汚し、川を汚

し、海を汚し、ひいては自分たちの健康まで損ねてしまうということを、もっと島で暮ら

す人たちには考えてほしいと思っています。どのような「農業」だったら、持続可能で、

島のほかの産業とも両立させていけるのか、そういったことを長期振興計画にもおとしこ
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み、実践していくための具体的な内容も提案していかなければならないと思っています。 

  そうした中で、この海草類の減少に関して、各島での現状はどうなのか、島の産業と

の相関関係は見られるのかを聞いてみたかったのですが、長くなるので、この報告書での

質問にしました。 

  また、この問題と関連して、喜界島では数年前に「オーガニックアイランド宣言」を

されていました。この宣言をするにあたり、地元 JAとの連携はどのようにとっていったの

か、またこの宣言をされてからの取り組みやその実績などの情報がありましたら教えて頂

けるとありがたいです。 

  今後も、大学での研究成果を島での具体的な事業に結びつけられるような連携を図っ

ていただけると大変ありがたいですし、離島から出ていってしまう学生層との協働作業が

できる場があるだけで、新しい知恵や力を発揮していけるのではないかと思います。私達

の取り組み拠点が、休校中の小学校でもあるので、「学び」「実践する」ということに重点

を置いているイベントも開催しています。こういった取り組みにも、学生の参加や、イン

ターン体験など、学生を受け入れて活動できることを増やしていけることを目指したいと

思いますので、アドバイス頂けると有難いです。どうぞよろしくお願いします。 

 

ＮＰＯ法人すみようヤムラランド 桑野 由里子 

 島嶼部においては他の地域が見えにくいため、他の事例や比較など「その先」のヒント

になる研究を期待します。そういった意味で、長嶋先生の口永良部の事例や野呂先生の、

セネガルの日本へ向けた新ビジネスの模索など、大変興味深く拝聴いたしました。 

 私たちは今、奄美大島の住用という、深い森と豊かな水を有する場所で観光を活用した

地域づくり活動を行っています。豊かな水は、豊穣な土壌や漁場を形成しまた、ときに水

害という形で生活を脅かします。ここ数年で住用の人口は大幅に減りました。早ければ２

年後、当地は世界自然遺産に登録される可能性があり外資が入って大きな投資をする形態

でも地域は潤うでしょうが自然と共生してきた人々の文化は消えてしまうでしょう。 

 住用は人口の割に面積が広く、集落ごとに地形が大きく異なり、文化も違います。山で

隔てられた各集落の人口は 100~200 名ぐらい。集落単位での「適疎」は通り過ぎてしまっ

ていると感じますが最近になって、全集落合同で「連合青年団」が立ち上がりました。 

 私たちの NPOも集落や年代が入り交じって活動しています。お隣りの島の事例から刺激

をいただきつつ、集落がつながり、地域がつながり、そして島々がつながって発信できる

ようなネットワークを夢見てきました。少しずつ、現実になりつつありますがまだまだ充

分ではありません。 

 今回は、喜界島からご参加の方々との交流もでき、貴重な機会になりました。ありがと

うございました。 

 

特定非営利活動法人 Turtle Crew（NPOタートルクルー）種子島 久米満晴 

 お疲れ様でした。そして、有意義な時間をありがとうございました。 

日頃自然相手に暮らしている中で、久しぶりに教室で教授の講演を聞かせていただく、

というあまりの変化に集中力を保つのが大変でした、というのが素直なところです。 

 PDF で写さなくても、懇親会のような丸テーブルで、自己紹介と研究内容のお話を聞け

76



たら、他の教授のみなさんも含め、島の者ももっとその研究について、質問討論出来たの

ではないかと思いました。 

 

 各発表について、感想、意見、述べさせていただきます。 

坂井教郎 

「島嶼地域におけるいも類の生産・流通の実態と展開―与論島のさといもを事例としてー」 

・与論島の実態は種子島と似ています。種子島にもさといもやっている農家さんありま

す。安納いもが主流ではありますが。  

 ・農家さんの数に対して、ヒアリングが１３戸では少ないのでは？ 

 ・無農薬減農薬の生産は？今後の展開があまり聞けなかったように思います。というか

種子島も同じような状況なので、その打開策をお聞きしたいので、今後の研究頑張って

ください。タートルクルーでは無農薬の安納芋をどうやって、どこに、どれだけ高く売

れるかを活動にしています。無農薬農家を増やし、種子島の川海を綺麗にしたいからで

す。現在はウミガメ型シュークリームに安納芋ペースト（無農薬や規格外品のもったい

ないを生かす）をクリームに混ぜて販売を始めました。 

 

鳥居淳司「奄美大島における漁場利用と今後の展望」 

 ・僕は定置網漁に 16年従事し漁業潜りをしているので、製網会社に頼まれ加計呂麻島の

養殖場に 2 度ほど行って仕事したことあります。あんなに養殖に向いている海域はなか

なかありませんね。小笠原父島船籍の１９tのマグロ船に 2年ほど乗っていたため、マグ

ロについても少し知識あります。人工孵化の増加が課題とは。漁師目線で言いますと、

養殖のマグロばかり流通し、その会社ばかり儲かり、天然ものを命懸けでとる漁師のマ

グロが安くなる、というのはいけないと思います。天然ものの価値観を消費者・小売も

含めセリの市場、仲買がしっかり持ち、漁師のことを考えないといけない。養殖に関す

る研究であれば、天然物の漁師のことも考慮した展開を望みます。他の魚種の漁師も含

め日本から漁師をなくす、これが今一番問題だと思います。 

 

野呂忠秀 「セネガルの藻屑研究」 

 ・太平洋で言えば日本は福島沖、メキシコバハ沖など、暖流と寒流が当たるところはと

てもいい漁場であるため、セネガルもきっととても良い漁場だということわかります。 

・種子島において磯焼け（ナガラメという貝の減少が問題）対策に、漁協が藻場造成の

ためタイル状のものに指宿（定かではありません）で胞子を付け、船で運び種子島の海

底に敷くという事業を行っていて、その経過調査潜りをしています。港内に敷いたもの

はあっという間に魚に食べられ、港外の岩混じりの砂地に置いたものも、結果が出てい

ません。移植について知識があれば教えていただきたいです。 

 

河合渓 「喜界島における海産生物によるサンゴ礁微地形に与える影響に関する調査」 

・喜界島に行ったことありませんが、三島村十島村すべての島をヨットを使い 1 ヶ月か

けてウミガメ調査に行ったことあるので、小宝島など同じようなサンゴ礁であったため、

あの穴はそういうことなのかと初めて知りました。 
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・こういった研究は、海辺を歩き子供たちに自然教育を行うタートルクルーの持ちネタ

に最高です。子供たちに伝わるように、わかりやすいこういった研究が集まった鹿大の

冊子があればと思いました。 

 

 

野田伸一 「沖永良部・奄美大島におけるタラソテラピー」 

・サーフィンをするので海水に浸かる良さがわかります。間違いなく体にいいと体で感

じています。サーファーにイキイキした中年が多いのは、これが理由だと思います。（実

際は海という自然の中での海水であり、いくらお金をかけた豪華な施設でも真似はでき

ませんが） 

・まずは体にいいことを実証して周知しなければ、利用者は増えそうにないと思います。

ただの海水で終わってしまいます。 

 

桑原季雄「奄美のエコツーリズムの現状と課題」 

・屋久島、奄美、県が観光に力を入れている島ですが、種子島がそれに入っていないこ

とが嬉しいです。観光には流行り廃りがあり、あまり好きではありません。自由にテン

トが張れなくなるといった、それまでの楽しい部分がなくなってしまうのは残念です。

どこの島でも、その島が好きになった人が来たらいい、と考えている島民は多いと思い

ます。率直なところ○○遺産とかはいらないと思います。 

エコツーリズムが自然、文化、歴史というのには納得しました。屋久島という前例を

もとに奄美の発展を期待しつつも、自由な島であって欲しいと個人的には思います。 

 

新里貴之「島嶼部の埋蔵文化財からみる観光資源の一分野開発」 

 ・種子島においては、現在南種子町広田遺跡を観光施設にしようとしている流れがある

ようです。しかしここは多くの人骨が発見されていると聞きます。もちろん様々な出土品

があり、遺跡とはそういうものなのだとは思いますが、少し無理やり観光施設化しようと

しているように感じています。遺跡イコール観光地という考え方には少し疑問を感じてい

ます。 

 

升屋正人「鹿児島県の中規模離島における情報通信基盤の整備と利活用」 

・光通信の距離があると遅いことを知り驚きました。しかし始めから分かっていたのでは？

という疑問も生まれました。インターネット整備はやはりこれからの時代は大切だと思い

ます。ただスピードばかり重視しなくてもいいように思いますが。 

 

長嶋俊介「過疎を逆照射する小島嶼における過疎化仮題」 

・過疎化について思うことは、島は本土の過疎地よりも魅力が沢山あると思います。ただ、

僕自身感じることは、島を出てから島の良さを感じると思うのですが、幼少期に島の良さ

を感じていない育ち方をしている子供が多いこと。種子島についてですが、例えば学校で

のクラブ活動はバレー、剣道が主流で、親に強制的に道を決められ生活している子供が多

く、自立、自己主張のできる子供が少なく感じています。もっと自由な発想で、島ならで
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はの環境を生かしたスポーツの楽しみをもっと教えるべきだと思います。山や海の経験を

増やせば、ガイドとして島で生計を立てることも可能なのに、多くのガイドは島の外から

やってきます。地元のガイドの方が山だけでなく島の文化まで体で感じて育っています。

それが本物のガイドだと思います。 

 私ども NPOタートルクルーでは、そんな島の海のガイドのできる人材を育てたいと考え

ています。 

 

以上、私事ばかり書かせていただきましたが、このような機会を与えて下さりありがとう

ございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

                            以上到着順に掲載しました 

 

 

【質疑応答/コメント（抜粋）】 

与論会場から  サトイモの親芋の活用は可能か 

 回答:中西(家畜管理学) 家畜のえさとしての可能性があるが嗜好性の問題があり，今後研

究を進めたい。 

 

鹿児島会場から サトイモに輪作障害がないのはなぜか 

 回答:長嶋(島嶼研) トカラや沖縄の田芋は毎年同じところで栽培している。 

水田と同じ効果なのではないか。 

 

鹿児島会場から 甑島でも養殖漁業適地が多いが環境への影響が懸念されている。 

 回答:鳥居(水産学) モニタリング体制の確保も含めて重要な研究課題である。 

 

奄美会場から  タラソの医学的効果 

 回答:嶽崎(医学)報告の紹介 

 

与論会場から 

補足説明   タラソの外部利用者効果とコスト自治体負担の社会的正当性 

 (古川) 

 

鹿児島会場から 

 補足説明(長嶋) オキュートと同じエゴ海苔は、佐渡ではイゴネリという日常食で、健康 

         食品として人気度が高い。佐和田地区のふるさと特産品№1と認定され 

カタログ販売され、観光客持ち帰りものとしても人気度が高い。「健康」

食材として、国際的普及も考えられる。 
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奄美会場から 

 被支援能力について反応した。喜界島の取り組みで、その重要性を強く認識している。 

 その定義などについて深く知りたい。 

 回答(長嶋)   支援が最善の効果を発揮することを実現する能力。そのためにも受け入 

れ側がニーズをしっかり伝え、無駄や無理をさせない協働性等が求められる。 

老老介護でも男性側によくあることだが、支援を受ける勇気やコミュニケー 

ション能力に欠けて事態を深刻にしている事例もある。社会システムとして、 

支援の効果を高める仲介者(つなぎ手)も重要で、それらも含めたエンパワメン 

トやファシリティターの確保も課題となっている。 

 

奄美会場から 

 通信回線の「距離」がもたらす、遅延をもっと詳しく知りたい 

 回答(升屋)    通信は送信信号と返信信号が同一になることを繋ぎのところで確認し

たうえで、作動する仕組みなので、通信距離は、遅れの原因になる。(動画で

のわかりやすい説明があった。) 

 

      [同時進行的スカイプ的やり取りまではいかなかったが、他にも多くの質問と

やり取りがあった。多次元同時音声方式は、現段階ではスカイプを同時に多

次元で張れば実現可能ということであった。] 
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【会場写真など】 
鹿児島大学国際島嶼教育研究センター会議室  

  

鳥居報告と窓側              野呂報告と画面 

  
  後ろ側参加者              野田報告:質問に答える 

  
   坂井報告質問の中西補足説明    萩野報告(行事でレジメ参加予定であったが 

間に合ったので追加報告が可能になった) 
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升屋報告は終盤だが熱心な議論が続いた 会場横光景 
学生 3 名のボランティア活動で会場設営 熱心で途切れない集中力であった 
・通信機械補助・議事運営が円滑化した 

  
桑原・萩野報告への口永良部側質問   長嶋報告への県離島振興課長追加コメント 

 
懇談会終了後の集合写真(島側も含めて自己紹介と交流・意見交換が実現した) 
なお奄美会場も終了後に交流会・意見交換会が持たれた(池田報告参照) 
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