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オセアニアにおける住民参加型による持続可能な
デング熱対策の実践
国際島嶼教育研究センター

大塚

靖

デング熱・デング出血熱はデングウイルスの

いました。このプロジェクトではミクロネシア

感染による急性熱性疾患で、アジアや太平洋諸

連邦ポンペイ州ピンゲラップ島およびチュー

島など熱帯・亜熱帯に広く分布しています。近

ク州ピス島において、地域の経済・社会、地域

年、患者の増加、流行地域の拡大、重症型デン

の植生調査、伝統的な食物の生産、住民の食生

グ出血熱の出現などにより大きな問題となっ

活と健康状態、食生活にともなって生ずるゴミ

ています。

の状況の把握について調査しました。その上で、

国際島嶼教育研究センターでは 2010 年から

住民に対してデング熱に関する説明会を開き、

「ミクロネシア連邦でのデング熱媒介蚊の分

パンフレット配布や DVD 上映などで蚊の対策

布調査と予防対策のための地域社会調査」（科

が重要であることを説明し、島のコミュニティ

学研究費基盤 C、平成 22～24 年度、代表者：

での対策を促し、その過程で蚊の発生源がどの

野田伸一）を行い、ミクロネシア連邦で蚊の分

ように変化するのかを調べました。

布を明らかにしました。その結果、伝統的な自

ピンゲラップ島で全ての蚊の発生容器数は

給自足の食事から輸入食品に依存する食生活

165 個（2012 年）、171 個（2013 年）、100 個

に変わったことによって発生する大量のゴミ

（2014 年）でしたが、デング熱媒介蚊である

（空き缶やプラスチック容器）がデング熱を媒

Aedes aegypti の発生容器数にいついては年々減

介する蚊の主要な発生源になっていました。

少傾向でした。これは人工容器、特にプラスチ

この調査をさらに発展させるため、2012 年よ

ック容器での発生が減少したことによるもの

り「ミクロネシアの小島における社会関係資本

で、コミュニティ内で蚊の対策の成果が少しず

連携型のデング熱対策実践」（科学研究費基盤

つ表れているものと思われます。ピス島では Ae.

B、平成 24～26 年度、代表者：長嶋俊介）を行

hensilli が媒介種になると考えられます。全体の
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発生容器数はピンゲラップ島同様 2013 年が一

理解し実践することの難しさも表れました。

番多かったですが、2014 年は大きく減少しまし

今年度より「オセアニアにおける住民参加型

た。Ae. hensilli は人工容器と天然容器を共に利

による持続可能なデング熱対策の実践」（科学

用しているので、天然容器の対策も重要です。

研究費基盤 B、平成 28～30 年度、代表者：大

ピス島でのココヤシ殻の発生数は 87 個（2012

塚

年）、45 個（2013 年）、37 個（2014 年）と減

洋生物学者などを加えて、島の社会・生活をよ

少傾向でした。ココヤシ殻はヒトが使用して割

り理解したうえで、住民参加型で持続可能なデ

れたものに蚊が発生するので、水が溜まらない

ング熱対策を行う予定です。さらに、これらの

ようにココヤシ殻を処分すれば蚊の発生は抑

対策をオセアニアの他の地域でも行い、各地の

えられます。

違いを理解したうえで、様々な地域で利用可能

両島とも発生容器は特定の世帯で多い傾向
にあり、すべての住民が媒介蚊対策の重要性を

靖）を開始した。兼務教員の人類学者や海

なスタンダードな対策を提唱していきたいと
考えています。

蚊の幼虫を採集していると集まる子供達（ピス島、2015）

各家庭の経済状況について聞取り調査（ピス島、2016）
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学生奮闘記
フェリーに揺られながら
迫口友里（鹿児島大学教育学研究科）
また

「汽船も亦道路なり」。十島村、中之島の港近くに建てられている石碑に刻まれている言
葉である。村営航路を設立するのに尽力した、当時の十島村村長である文園彰氏の言葉だ。
大学院共通科目の島嶼学概論Ⅱの講義で、中之島を訪れたときに初めて目にした。私は毎日、
桜島フェリーを利用して大学に通っており、この言葉に少なからず共感をした。
大学では離島を訪れる機会が幾度かあった。その島々で、フェリーから降りると感じる、
それぞれ異なった空気があった。屋久島では、苔むした杉の森に圧倒された。与論島では同
じ鹿児島県でも、現地の方々が喋る言葉の違いに驚いた。そして、強く印象に残ったのは、
三島村の硫黄島である。
硫黄島には、来年度新設される教職大学院のプログラムに予定されている、離島での教育
実習の事前視察として訪れた。硫黄島に近づくにつれ、その雰囲気に息をのんだ。猛々しく
そびえる硫黄岳はところどころから噴気を出しており、港は赤褐色の海水に覆われている。
さらに現地の方々のジャンベ演奏も加わり、どこか外国に来たのでは、という錯覚を覚えた。
以前、沖縄に向かう飛行機の上から硫黄島を見下ろしたときには「赤潮が発生しているのか
な」と思った海水の色であったが、いざ間近に見るとそれとは違うことが分かる。後に伺っ
た話だと、鉄を含んだ温泉が海水と反応して赤褐色を呈しているそうだ。
現地では、三島村立三島小中学校を訪問し、離島での教育実習の可能性や、克服しなけれ
ばいけない点について検討した。鹿児島県における離島人口は全国でもトップクラスであり、
離島教育は鹿児島県の教育の特色ともいえる。そのため、教職大学院の新設にあたり、離島
での教育実習の実施が検討されているのである。実際に三島小中学校に訪れ、お話を伺って
感じたのは、学校・家庭だけではなく、地域も一緒になって子どもを育てる姿勢の強さであ
る。これは、十島村の中之島小中学校を訪れたときにも同様に、強く感じた。滞在時間はと
ても短いものであったが、それでもその様子は見て感じることができた。教育実習を行うと
なると、実習者は更なる発見をすることができるだろう。また、離島教育について今一度考
えるきっかけにもなる。離島の学校においても大学と提携することで、新たな知見を得られ
るに違いない。そのようなことを思いながら、再びフェリーに揺られ帰宅をした。
離島はそれぞれ異なった文化や自然を持つ。しかし汽船もまた道路であり、そのそれぞれ
が確かに繋がっている。来年度から教壇に立つ者として、その輪に身を投じるのが楽しみで
ある。

記念に持って帰れない乗船券

鹿児島県最南端の中学校より
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国際島嶼教育研究センター研究会発表要旨

第 167 回

2016 年 3 月 7 日

国内におけるパッションフルーツ、アボカ
ドなどの熱帯果樹栽培の現状と課題

の課題が存在する。パッションフルーツおよび

近藤友大

の研究成果や今後必要となる研究に関して発

アボカドの国内での栽培状況と課題、これまで

（宮崎大学地域資源創成研究センター）

表する。

温暖化の進行などの影響により、近年国内で

第 168 回

2016 年 4 月 25 日

は西南暖地を中心に熱帯果樹栽培に注目が集

奄美大島における林道での観光がアマミノク

まっている。特にカンキツの生産地では温暖化

ロウサギの生理や行動に与える影響の評価

に伴い浮皮や低酸化、貯蔵性の低下など栽培上

鈴木真理子

の問題が顕在化してきているので、新規熱帯果

（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター）

樹の導入などの対策が望まれている。現在国内
で栽培されている代表的な熱帯果樹はマンゴ

アマミノクロウサギ（Pentalagus furnessi）は

ーであるが、重油代の高騰などによって栽培面

奄美大島と徳之島にのみ生息する日本固有種

積の増加は頭打ちになっている。そこで西南暖

である。夜行性で、林道や河川などの開けた場

地において無加温での栽培や露地栽培が可能

所に排泄や採食のために出没する習性がある。

な熱帯果樹に注目が集まっている。パッション

この習性を利用して、夜間に車で林道上を探索

フルーツは 1 年生作物のように毎年更新しなが

する観光が近年増加している。しかし、観光を

ら栽培することが可能なので暖房費はほとん

含む自然を利用した娯楽活動の過多は、そこに

どかからない。またアボカドは低温に比較的強

生息する野生動物にストレスを与え、行動や行

く、品種によっては‐6℃まで耐えると報告さ

動域の変化、個体数の減少を招くことが様々な

れており、露地栽培や無加温での施設栽培が可

種で知られている。本研究では、奄美大島にお

能と考えられる。したがって、パッションフル

ける観光による林道利用がアマミノクロウサ

ーツの栽培面積は急激に拡大しており、アボカ

ギの行動や生理に影響しているかを明らかに

ドの栽培は国内各地で始まっている。

するため、まず、糞塊による出没頻度調査と自

パッションフルーツもアボカドも国内での
栽培が始まったばかりなので、数多くの栽培上

動撮影から、アマミノクロウサギの林道利用の
実態について調べた。糞塊による調査では、
DNA による個体識別を行った。次いで、スト
レスの指標となる糞便中コルチゾル濃度につ
いて、林道交通量の異なる時期、および人の利
用頻度が異なる林道間で比較をおこなった。分
析の結果、調査を行った林道区間で 4 個体以上
が利用しており、その排泄場所は局所的であっ
た。林道上では休息や匂い嗅ぎ、2 匹による追
撃行動なども見られ、林道が重要な活動空間で
あることがわかった。しかし、今回得られた結

近藤友大先生

果では、林道への出没頻度およびコルチゾル濃
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度と交通量との関連は見られなかった。一方で、

性者・患者の多い難治性疾患、「成人 T 細胞白

交通量の異なる林道間ではコルチゾル濃度の

血病（Adult T-cell Leukemia: ATL）」について、

差が見られた。アマミノクロウサギの生態や林

南方系の伝承薬用植物を探索源として細胞レ

道利用については、繁殖期や食物量の変化、捕

ベルのスクリーニング手法を用いて治療薬の

食者の有無なども考慮する必要があるため、こ

リード化合物を探索した例を紹介する。

れらについても考慮しながら、観光の影響につ
第 170 回

いて考察したい。

2016 年 6 月 27 日

海溝型巨大地震の地質学
第 169 回

2016 年 5 月 30 日

南方系の薬用植物や海洋生物から南九州特有

北村有迅
（鹿児島大学大学院理工学研究科）

の病気の治療薬を探索する
濱田季之

日本列島はプレートの沈み込みに伴って形

（鹿児島大学大学院理工学研究科）

成される「島弧」からなる。プレートの沈み込
みは，島弧において地震の発生，火山活動，付

天然の動植物は、生態系の厳しい生存競争の
すべ

加体の形成など様々な地質学的現象を引き起

中で生き残る術として、自らの体内で毒や薬と

こす。付加体とは海洋プレート上の堆積物が大

なる有機化合物を作り出し、蓄えている。これ

陸に付加してつくられる地質体のことである。

らの有機化合物の正体を解明し、生命現象の疑

日本列島の大きな部分を占める付加体を研究

問や不思議を解明するという挑戦が天然物化

することによって，この島弧がどのように形成

学（Natural Products Chemistry）の原点である。

されたか，地震がなぜどのように起こるのかを

一方、昔から人間の病気や怪我の治療に用いら

知ることができる。

れてきた動植物の有効成分を明らかにすると

石を掘って地震の何が分かるのか。本発表で

いう創薬目的の天然物化学研究も進展してき

は沈み込み帯地震研究の最前線である日本列

た。抗体医薬や核酸医薬分野が脚光を浴びてい

島弧の例から，地下のプレート境界で起こって

る現在でも、医薬品の約 6 割は天然物に関連し

いる現象をいかにイメージするかについて，地

た化合物である。

質学的な研究アプローチを紹介したい。西南日

私の研究室では、南九州、特に鹿児島の地の

本には，世界に先駆けて発見されたプレート境

利を活かした天然物化学研究を行っている。今

界断層の化石を陸上で観察できる場所がいく

回、奄美大島以南の熱帯・亜熱帯地域で広く発

つかある。その岩石がプレート境界で地震を起

生している、世界最大規模の魚毒食中毒、「シ

こしつつ変形した過程を地質学的に解き明か

ガテラ（Ciguatera）」、および、鹿児島県に陽

した過程を紹介し，巨大地震発生帯の実体を浮

濱田季之先生

北村有迅先生
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き彫りにする。

な影響を受けてきた。本発表では、放射状列島
（フィンガーアイランド：海に面した狭い半島

第 171 回

2016 年 7 月 11 日

半島性と臨海性：放射状列島と運河区域開発

状の居住地）と、それを支える運河区域開発に
ついて紹介したい。まず、オーストラリアの放

HAYWARD Philip

射状列島区域開発のモデルとなったアメリカ

（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター）

合衆国・フロリダ州の事例と比較して、放射状
列島の特徴を明らかにする。次に、クイーンズ

ゴールドコーストは太平洋側に沿って広が

ランド州南東部における開発の特異性を考察

る大都市で、クイーンズランド州南東の後背地

する。最後に、フランスの「presqu'îléité」（半

に位置し、オーストラリア第 6 番目の都市であ

島性：島嶼性とほぼ同義）や日本・琉球の「し

る。過去 60 年間の急激な発展によって、河川

ま」という概念を用いて、放射状列島および運

や河口、海岸線、そして関連する生態系は多大

河区域開発を概念化する。

お知らせ
（１）研究調査
国際島嶼教育研究センターでは「島はひとつの世界」という概念のもと、「多島域における環境
変動に対する適応」というテーマで国内外の島嶼部で研究調査をおこなっています。
プロジェクト「ミクロネシア地域における自然・社会環境と人々の生活に関する調査」
目的： ミクロネシア地域ではグローバリゼーションや気候変動の影響を受け、伝統的な社会の
崩壊とともに自然・社会環境が悪化している。本地域の島嶼国は環海性・隔絶性・狭小
性・分散性という地理的環境としての困難性を抱え、脆弱な経済からの脱却は容易なこ
とではない。しかし、人々は先進諸国の政策に翻弄されながらも、誇りを持っていきて
きており、その生活の多様性は尊重されるべきである。本研究の目的は、ミクロネシア
地域における自然・社会環境の変化がどのように個人の生活に影響しているのかを明ら
かにするとともに、この地域の生活改善策の提言を行う。
調査地：ミクロネシア連邦コスラエ州
調査期間：平成 28 年 8 月 5 日～9 日
メンバー・調査内容
高宮広土（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター）
Comparison of prehistory between Micronesia and the islands of Ryukyus
Hafiz Ur Rehman（鹿児島大学大学院理工学研究科）
Geological investigation of the volcano islands in Federated States of Micronesia
大塚

靖（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター）

Survey of blackfly and mosquito fauna in Kosrae
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岩石調査

レラ遺跡

先史時代について聞き取り調査

サウラン滝

（２）着任
外国人客員教授としてオーストラリア・ザンクロス大学の Philip Roy Hayward 氏が客員教授とし
て 2016 年 5 月 2 日に着任しました。研究テーマは「文化的肯定と観光の呼び物としての日本の島嶼
の祭り」、専門は「島嶼学」で、2016 年 10 月 28 日まで滞在予定です。

研究会で発表する Hayward 教授
奄美分室事務補佐員の福澤文香さんが 2016 年 3 月末で退職し、4 月より久野仁智佳さんが採用さ
れました。
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最近の出版物

『The Amami Islands』Kawai K, Terada R. and Kuwahara S. eds, 151pp., 北斗書房

(March 2016)

南太平洋研究 (South Pacific Studies) Vol.37, No.1, 2016
Research Papers
Koeda K., maekawa T., wada H. and motomura H.: Records of the Orange Goatfish, Mulloidichthys pflugeri
(Teleostei: Mullidae), from Amami-oshima and Yonaguni-jima islands in the Ryukyu Archipelago,
southern Japan
Manus P. A.: Economic Efficiency of Smallholder Peanut Farming: An Application of Data Envelopment
Analysis to Smallholder Producers in the Markham Valley of Papua New Guinea
Royle S. A.: Japan and A Geography of Islands
Occasional Papers
No.57 (March 2016)
平成 27 年度文部科学省特別経費（プロジェクト）薩南諸島の生物多様性とその保全に関する教育研
究拠点形成活動報告書 (鈴木英治・河合

渓・山本宗立 編)

鹿児島大学島嶼研ブックレット
No.3「鹿児島の離島の火山」小林哲夫 著 (March 2016)
No.4「生物多様性と保全―奄美群島を例に―（上）陸上植物・陸上動物・基礎編」鈴木英治・桑原
季雄・平 瑞樹・山本智子・坂巻祥孝・河合 渓 編 (March 2016)
No.5「生物多様性と保全―奄美群島を例に―（下）水圏・人と自然編」鈴木英治・桑原季雄・平
樹・山本智子・坂巻祥孝・河合 渓 編 (March 2016)

『The Amami Islands』

鹿児島大学島嶼研ブックレット No.3～5

瑞
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～フィールドこぼれ話～
「ピンゲラップ島のイニシエーション」
中谷純江（鹿児島大学グローバルセンター）
「イニシエーション」は「入会儀礼」「伝授」と訳され、文化人類学では、伝統的社会におい
てある一定の年齢になった子どもが、社会のフルメンバーとしてコミュニティに入会するときに
行う儀礼を意味する。子どもは日常の暮らしから隔離され、多くの場合、何らかの痛みをともな
う儀礼的暴力（象徴的死）を経て、新しい地位を身につけて再生する。例えば、ペニスの先にナ
イフを入れる割礼は、イスラム社会で男児が一人前になるための儀礼とみなされている。割礼は
本人と家族にとって一大イベントであり、無事に儀礼をおえると、家族はコミュニティの人々に
ご馳走をふるまってお祝する。
日本の農村にも、かつては若者小屋があり、入会儀礼が行われていたという資料もあるが、現
在では、「成人式」があるぐらいで、子どもから大人への生まれ変わりを象徴する「死」を体験
することはない。いつから自分が大人になるのか、いつからフルメンバーとして社会に入会する
のか、実感としてはよくわからない。自分が地域社会に入会しているのかも確信がない。かろう
じて残されている確認方法は、
（痛みをともなう）自治会費を支払っていることぐらいだろうか。
こんな私がミクロネシアの小さな島で、イニシエーションを受けることになろうとは・・・。
ピンゲラップは、太平洋の東カロラインに浮かぶサンゴ礁の島で、ミクロネシア国ポンペイ州
に含まれる。ポンペイ本島から８人乗りのプロペラ機で１時間ぐらいかかる。パンノキや椰子が
茂り、島の中心部にはタロ畑がある。人々の主食は島でとれるパンノキの果実とタロイモが中心
で、サンゴ礁で漁をおこなって生活している。男たるもの一人前と認められるには、パンノキに
登って実をとり、暗い夜の海にでて魚を突くことができねばならない。一方、女性は食物の加工
や料理、家族の世話に加えてタロ畑の管理をする。
2014 年の夏にピンゲラップ島を訪問する機会に恵まれた。私たちが乗ったプロペラ機が到着
すると、島の人たちが集まってくれていて、女の人が貝殻でつくったレイを首にかけて歓迎して
くれた。私は初訪問であったが、他のメンバーは以前にも訪問しており、お互いに再会を喜びあ
っていた。日中は、養子や相続や家族の変容をテーマに聞き取り調査を行い、毎日島の人が作っ
てくれる料理をお腹一杯食べて、暗くなると海辺で潮風にあたりながら、メンバーや島の人たち
といろんな話をして過ごした。数日が過ぎた頃、午後から魚をとりに隣の島までボートで出かよ
うと誘われた。全員で行くのかと思いきや、なぜかピンゲラップ新参者のメンバーだけが参加し
た。私の実力で、銛で魚が突けるわけはなく、海の中を覗きながらしばらく遊んで戻ることにな
った。岸が見えてくると、島の人や古参メンバーが迎えに来てくれていて、なぜそんなに歓迎さ
れているのかわからないまま、ボートから手を振った。ボートが浅瀬につくと、今度は花のレイ
をもった女の人が海に入って来て、にこにこしながら私に向かって手を差し出してくれた。降り
るのを手伝ってくれるのかと、「ありがとう」と口を開いたその瞬間、ドブンと頭から逆さまに
海の中に落とされてしまった・・・ぶくぶく、ゴクッ、ゲボ・・・。
後でわかったことだが、初めて遠洋に漁にでた若者を迎えるときの儀礼だとのこと。他のメン
バーもみんな経験ずみだった。あっそうか！このために魚とりに誘われたのだと気づいたときに
は、無事に島社会への入会が終わっていた。魚は獲れなかったけれど、一度島を離れて、ちょっ
と痛い体験をして再生した私は、いつかまたピンゲラップを訪問できる日を楽しみにしている。
今度はフルメンバーとして。
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『とうがらしに旅して』
第十三回

「東南アジアにトウガラシ属の栽培種 5 種がすべて分布？」

2016 年 10 月に鹿児島大学で開催された日本熱帯農業学会第 120 回講演会に参加したとき、ベ
トナム・ソンラ省に Capsicum baccatum が分布している、との発表を聞いてとても驚いた。C.
baccatum は中央アンデス山麓地帯が起源地と考えられており、現在でも主に南米で利用されて
いる。東南アジアではトウガラシ（C. annuum）とキダチトウガラシ（C. frutescens）が一般的
に、そして一部地域では C. chinense や C. pubescens も合せて栽培・利用されている。 C.
baccatum がベトナムに分布しているとなると、トウガラシ属の栽培種 5 種すべてが東南アジア
に存在していることになる。中南米以外では稀有な事例だ。が、ふと思い出した。大学の研究室
の後輩がラオス北部で調査を行っていた時、今までに見たことのない唐辛子がルアンパバーンの
街中にありました、と 2012 年の暮れに写真を送ってきてくれた。唐辛子研究者冥利に尽きる。
早速ファイルを開いたところ、花びらの中央に黄緑色の斑点がある。C. baccatum と判別する上
で鍵となる形質だ。これは C. baccatum と思われるけど、なぜラオス北部に分布するのか不思議
だ、と返信したように記憶している。そこで、学会発表を聞いた後、すぐに後輩から送られてき
た写真を見直した。するとどうだろう。ベトナムのものと瓜二つではないか。果実は上を向いて
なり、先端が丸く、小型。そして未熟な時は淡い黄緑色、熟すと紫色。南米で香辛料として利用
されている品種群とは形態的に大きく異なる。後輩は「ルアンパバーンで見たものは観賞用かも
しれない」と言っていた。一方、ベトナムでは「食べられる」との回答を所有者より得た、と講
演者がおっしゃっていた。この「食べられる」という回答は難儀である。本当に「食べる」のか、
それとも「食べるのか？」と質問したから「食べられる」（通常は食べないけどね・・・）と答
えたのか。今後東南アジアで唐辛子を調査する時には「C. baccatum の分布および利用」にも注
目しなければならない。そして「食べられる」問題も解決しよう。いずれにせよ、いつ頃、そし
てどこから C. baccatum が東南アジアに導入されたのか謎である。研究テーマがまた一つ増えた
と一人にやにやしている。（山本宗立）

編集後記
今年も共通教育科目「島のしくみ」で学生と与論島に行きま
した。与論島は減少し続けていた観光客数が昨年から増加傾向
にあるそうです。新しいお店や宿泊施設ができ、活気が出てき
たような気がします。帰る日は台風が近づいていたので船が抜
港するか心配でしたが、無事予定通り帰ることができました。
船が来るかどうかが島の生活に直結していることを、学生も少
しは実感できたでしょうか。（大塚 靖）
惜しみつつ与論島を出港
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