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生物多様性シンポジウム「薩南諸島の生物多様性とその保全に関する教

育研究拠点整備」成果報告会の開催を終えて 
 

鈴木
す ず き

英
えい

治
じ

 

（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター） 

奄美分室の活動を支えてきたプロジェクトが

4 年の区切りを迎えたので、4 年間に行ってきた

成果をまとめ今後どのように発展させたらよい

かを考えるために、鹿児島大学郡元キャンパスで

シンポジウムを行い、67 名の出席者があった。

また奄美大島名瀬にある奄美分室と徳之島伊仙

町にある NPO 法人徳之島虹の会の事務局にス

カイプで接続し、約 10 名が出席した。 

企画･社会連携担当理事の岩井 久による開会

のあいさつに続き、鈴木英治が教育活動を中心と

して成果概要を報告した。次に各研究分野の成果

の紹介に入り、最初は陸上植物班の成果概要を遠

城道雄が説明した。そして鵜川 信が徳之島に設

置している 4ha の継続調査区で得られつつある

成果をもとに、主に地形と植物の分布の関係を解

析した結果を報告した。陸上動物班は坂巻祥孝が

班の成果概要を紹介してから、去年の 7 月まで

本プロジェクトの研究員であった鈴木真理子が、

アマミノクロウサギの生態ついて報告した。水圏

生物班は山本智子が概要を説明したのち、田中正

敦と佐藤正典がゴカイなど環形動物の多様性に

ついて、まだ奄美群島に生息する種数もはっきり

とはわかっていないこと、新種も発見したことな

どを報告した。人文班は、渡辺芳郎が今年度に本

として出版される成果の概要を発表したのち、近

年の発掘の進展から新事実が次々と明らかにな

ってきている南西諸島の先史人類学の進展状況

を高宮広土が説明した。そして宋 多情が奄美群

島におけるエコツーリズムの歴史と現在の状況

について、とくに最近活発になってきたホエール

ウォッチングを中心に紹介した。 

次に、学外研究者の 2 名に特別講演をして頂

いた。国際教養大学の名取洋司氏は、国際自然保

護連合（IUCN）が保護区の選定などに使ってい

る KBA（Key Biodiversity Area）のシステムに

ついて紹介し、奄美群島は KBA の点でも高く評

価されることを報告した。最後の講演は琉球大学

の久保田康裕氏で、同氏は東アジアの膨大な生物

地理・分子系統・機能特性情報を統合し、コンピ

ューター上で解析しているが、その成果を紹介し、

それらの解析結果から明らかになってきた薩南

諸島の生物地理学的な特徴と保全上の重要性に

ついて報告した。 

最後に、河合 渓が今後の計画について説明し

てから総合討議に入り、将来どのように進めるべ

きかを議論した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物多様性シンポジウムの様子 
（2020 年 2 月 2 日） 
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新しいプロジェクト「世界自然遺産候補地･奄美群島におけるグローカル

教育研究拠点形成」の紹介 
 

河合
か わ い

 渓
けい

 

（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター） 

 

国際島嶼教育研究センターでは、平成 27 年よ

り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整

備」を推進してきました。その内容は奄美分室を

教育研究拠点として整備し、薩南諸島の生物多様

性の研究を進めるものでした。全学の教員約 50

名に参加していただき、奄美分室の整備、薩南諸

島での教育・研究を行い、その研究成果を地域住

民へ還元するなど、多くの成果を得たと思います。

このプロジェクトは令和元年に終わりましたが、

令和 2 年より新たな文部科学省特別経費プロジ

ェクト「世界自然遺産候補地･奄美群島における

グローカル教育研究拠点形成」が始まりました。 

現在、奄美分室では、教職員 4 名が常駐しなが

ら地域の課題に関する研究を進めています。これ

に加え、新しいプロジェクトでは、今までの実績

を生かし、海外の大学との研究者交流や共同研究

を通して、国際的にも高く評価される研究を行う

ために奄美分室をグローカル拠点へと発展させ、

地域の諸課題解決および国際化に貢献すること

を目的にしています。また、学生･院生が中心と

なって政策を提案する教育プログラムを通して、

得られた学術的研究成果を行政に生かすための

研究を進めています。 

国際的なパートナーとして、大学間交流協定校

であるマレーシア･サバ大学、インドネシア･パテ

ィムラ大学と自然遺産研究に関する国際連携体

制を形成しました。具体的には、これらの連携先

などから研究者を外国人客員研究員として招聘

し、これらの研究者を中心として国際的に評価さ

れる共同研究を進めています。 

また、実施主体の一つとして奄美市及び奄美群

島の 12市町村で構成されている奄美群島広域事

務組合にご参加いただいています。奄美市には、

奄美分室建物、宿舎、実験室などを無償で提供し

ていただいていますし、地域社会への成果還元で

は共催として一緒に活動を行っています。奄美群

島広域事務組合は、世界自然遺産登録や奄美群島

成長戦略ビジョンの実現などを目的に鹿児島大

学と包括連携協定を締結しており、本事業の推進

において密接に連携を取りながら推進していま

す。 

本年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に

より、海外との往来が難しくなっており、本プロ

ジェクトの推進を円滑に行うことが難しくなっ

ているのが現状です。しかし、感染には十分に気

をつけ奄美群島でローカルに活動を行い、そして、

遠隔会議などを駆使しながらグローバルにつな

がることで本プロジェクトでより多くの成果を

上げていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しいプロジェクトを説明する 
    河合センター長（2020 年 2 月 2 日） 
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野生動物の交通事故を減らす研究 

浅利裕伸（平成 31 年度国際島嶼教育研究センター客員研究員／帯広畜産大学） 
 

「ロードキル」と言われてもその言葉になじみの
ない方も多いかもしれない。これは、野生生物の交
通事故を指すものであり、奄美大島ではアマミノク
ロウサギのロードキル問題がよく知られている。 
アマミノクロウサギは夜間道路などのひらけた場
所で活動するため、観光客が観察しやすい動物であ
る。しかし、道路に出てくるということは車にひか
れてしまうリスクも生じ、実際に毎年アマミノクロ
ウサギのロードキルが発生している。そのため、道
路に出てくることを妨げずにロードキル数を減らす
という対策が求められる。 
ロードキルが発生する大きな要因の一つは「速度」

であるため、私は「速度」を抑制するためのシステム
（Wildlife Detection System）を開発し、実証実験
を行なった。このシステムは走行する車両に対して、
「いま動物が道路にいます。速度を落としてくださ
い」というメッセージを伝えるために、動物を検知
するセンサーと受信機、メッセージ看板を組み合わ
せたものである。私が行なった実証実験では速度減

少がみられたため、このシステムの効果が期待でき
る。しかし、対象となる種や地域が異なると同じ手
法が通用しないこともある。奄美大島ではアマミノ
クロウサギ以外にも多くの種のロードキルが発生し
ているため、奄美大島に生息する他の動物のロード
キルもこれから考えていく必要がある。 

 

 

 

ボーダースタディーズからみた奄美 

岩下明裕（平成 31 年度国際島嶼教育研究センター客員研究員／北海道大学スラブ・ユー

ラシア研究センター） 
 

2019年10月からのサバティカル期間中、客員研
究員として島嶼研に滞在した。奄美でフィールドワ
ークをすることが理由の一つだ。日本のなかで境界
問題を考えるとき、奄美ほど興味深い地域はあまり
ない。奄美は、第2次世界大戦の敗戦後、いわゆる
本土から切り離され、米国統治下に置かれたが、
1953年12月に復帰する。これに伴い、与論島と沖
縄本島との間が「国境27度線」となった。だが振り
返れば、トカラ列島も等しく米国が支配し、当初は
北緯30度線こそが本土との「国境」であった。トカ
ラがサンフランシスコ平和条約の締結にあわせ、先
に復帰したことに伴い、2年足らずとはいえ、奄美の
復帰まで、北緯29度が「国境」となっていた。 
「奄美」というひとくくりの表現も微妙だ。大島

の存在は圧倒的だが、「奄美＝大島」ではない。喜界、
徳之島、沖永良部、与論と個性的な島々が続く。後2
つが琉球に親しく、それ以外は薩摩とする理解も、
境界性を意識しているとはいえ、ステレオタイプだ
ろう。沖永良部ではこの2つが共存／緊張関係にあ

る。和泊では西郷隆盛への憧憬が強く、知名では今
帰仁・北山王への郷愁が感じられる。徳之島でも地
区によって風俗が違う。 
まだ新型コロナの感染が深刻でなかった今年2月、

大島の分室を拠点に島への調査を行った。フィール
ドワークの成果は「南海日日新聞」に連載中である。 

 

 

薩南諸島における研究の紹介 

リュウキュウコノハズクのロードキル 

喜界島の東経130度子午線も楽しい！ 
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奄美分室の活動報告（2020年 3月～2020年 8月） 

 
 
＜セミナー・観察会等＞ 

◎NIHU・UBRJ オンラインセミナー「島とボーダー：『奄美』に旅して考えたこと」 

日時：2020 年 5 月 25 日（月）、Web オンラインにて（島嶼研奄美分室にてネット中継会） 

主催：北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター  

後援：鹿児島大学国際島嶼教育研究センター、南海日日新聞 

報告者：岩下明裕（北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター） 

司会：加藤 美保子、諫早庸一（北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター） 
 

 2019 年度島嶼研客員研究員を務めた北海道大学の岩下氏によって、主に客員研究員として奄美群

島へ調査に訪れた成果の報告が行われた。島嶼研の後援等による初のオンラインセミナーであったが、

分室の中継会場からも一般市民による質問や報告者との活発な議論も行われた。コロナ騒動下におけ

る新たな生活様式下での、セミナー・シンポジウム等の再開・継続にむけてひとまずの盛況であった。 

 

 

 

◎奄美博物館サンゴ礁のいきもの親子観察会 

日時：2020 年 8 月 18 日（火）、笠利町須野海岸にて 

主催：奄美市立奄美博物館（奄美市教育委員会文化財課）  

後援：鹿児島大学国際島嶼教育研究センター 

講師：藤井琢磨（鹿児島大学国際島嶼教育研究センター） 
 

 奄美博物館主催による自然観察会としては久々

となる、海の自然、生物を対象とした観察会が当セ

ンターの藤井特任助教を講師として行われた。広報

開始から 1、2 日間のあいだに制限人数の 30 名を大

きく超える申し込みがあり、大盛況となった。当日

は天候に恵まれ、絶好の海日和となった。家族間の

距離に気を付けつつ、講師によるサンゴや危険生物

など生物の説明からはじまり、箱メガネ等をつかっ

て参加者の親子自ら生物を探し触れることによっ

て、身近にあるサンゴ礁の楽しさを思う存分に体感

した。事後アンケートや SNS での広報に対する意

見では再びの開催を求める声が多く、広報期間の短

さと比べても大成功に終わったと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜奄美分室来訪者数＞ 

のべ 88 名（2020 年 3 月 1 日～2020 年 8 月 31 日）

サンゴ礁のいきもの親子観察会の様子 
（2020 年 8 月 18 日） 
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新・奄美分室はどんなところ？ 

 

2019 年 4 月、鹿児島大学国際島嶼教育研究セ

ンター奄美分室は、旧奄美市水道課庁舎 2 階か

ら奄美群島大島紬会館 6 階に移転しました。 

奄美分室が開設されて 6 年目、今日まで多く

の地域の方に来ていただきましたが、まだ奄美分

室のことを知らない方もいらっしゃいます。ここ

では、新しい奄美分室の施設を紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港町にある紫色の紬会館、名瀬公民館（7 階）

のすぐ下の階に奄美分室があります。廊下には奄

美の生き物をはじめ調査に関する写真パネルと

奄美分室の活動が書かれた新聞記事のスクラッ

プを掲示しています。中に入っていだだくと、左

側に展示室があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示室の入口には、国際島嶼教育研究センター

の出版物が並んでいます。プロジェクトの成果を

まとめた書籍や高校生にも分かりやすく書かれ

ているブックレットシリーズ、ニュースレターな

どがあります。大学紹介コーナーには、鹿児島大

学の学部・学科の紹介ポスターやパンフレットが

閲覧できます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奄美群島文庫には、奄美群島に関する書籍や自

治体史、民俗資料、図鑑などを揃えています。書

籍リストは奄美分室のホームページでご覧いた

だけます。貸し出しは行っていないですが、分室

内で閲覧できますのでお問い合わせください。 

その他に、2019 年度客員研究員・内山初美さん

の大島紬に関する展示物や研究ポスターとパネ

ル、使用可能な顕微鏡なども置いています。 

 

▲奄美分室の入り口 
 

▲島嶼研出版物と大学紹介コーナー 
 

住所：奄美市名瀬港町 15-1 奄美群島大島
紬会館 6 階 (平日 9:00-16:00 開室) 

 
 
 

▲奄美群島文庫 
さｎ 
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また、この部屋では、研究の打ち合わせ、勉強

会、研究会の中継なども行っています。研究会の

中継や勉強会に関する情報は、島内のいろんな場

所にポスターを貼っています。ホームページや

Facebook でもご覧いただけます。もしくは、奄

美分室のメーリングリストに登録していだだく

と、お知らせをメールでお送りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示室の隣の部屋は、事務室及び研究室になっ

ています。調査で不在のことも多いですが、在席

中はいつでも対応いたしますのでお気軽にお声

かけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

奄美分室では、開設当初より月に一度、分室内

外での清掃活動を行っています。少しずつの活動

ですが、地域が美しく過ごしやすい場所になれば

と願っています。また、研究活動で得られた成果

を広く分かりやすくお伝えできるよう、島内での

イベントへの参加など、様々な活動を計画してい

ます。研究内容や講師依頼などに関する問い合わ

せにも可能な限り対応いたしますので、お気軽に

お問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからも地域に寄り添った大学施設として

研究活動に取り組んでいきたいと思います。お気

軽にご利用・見学にお越しください。よろしくお

願いいたします。

▲勉強会の一つである「奄美分室で語り
ましょう」の様子（2019 年 9 月 17 日） 

▲奄美分室 Facebook 
https://www.facebook.com/amamist.
kagoshima.u.jp/ 

▲展示室 
 

▲研究室 
 

▲清掃活動 
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編集後記 
 

3 月以来、約半年間島から一歩も出てい
ません。地元のおじいちゃんおばあちゃん
に会いに行くのもなかなか難しいです。早
く状況がよくなって、みんなにいろんなお
話をお聞きしたいです。 

 宋 多情 
 

新型コロナ騒動下、否応なしにできた時
間にたまりがちな研究データの整理が多
少なり進んだ一方、長時間の机仕事によっ
て腰痛に悩まされています。新しいプロジ
ェクトが始まりましたが、新しい生活様式
に慣れるには、まだ時間がかかりそうで
す。 

 藤井琢磨 

 

～学生島体験！vol.11～ 
「加計呂麻メモランダム」 
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 （国際食料資源学特別コース 熱帯作物学研究室 3 年） 

 

鹿児島本土のはるか南方 400 ㎞、奄美市名瀬

からバスと海上タクシーを乗り継ぐことさらに

3 時間、奄美大島を対岸に臨む穏やかな入り江

に芝深浦は位置している。最盛期には 11 軒の

漁家が軒を連ねた集落も今では居住者はなく、

わずかに漁網を染める大釜と廃屋を残すのみで

ある。 

 去る 3 月 16 日から 27 日まで、鹿児島大学の

有志学生と教員らで作る「薩南諸島勉強会」の

活動の一環として奄美大島を訪れた。奄美市内

の食堂で瀬戸内町芝深浦出身の加藤清満さん

（70）に出会い、思いがけずこの集落を案内し

ていただくことになった。集落への旧道は緑に

埋もれ、現在では海路か磯伝いにしかアクセス

できない。当時の住民らは漁業で生計を立て、

子どもたちは海岸沿いに片道 2 時間歩いて小学校まで通っていたそうだ。就職のために加藤さんも

一度は加計呂麻島を離れたものの、将来は芝深浦に戻りたいと言う。防風林のヒトツバ（イヌマキ）

を利用した生家の柱は築 100 年たった今でも腐ることがなく、古木材を転用した民泊も計画してい

る。夜には、芝集落にある加藤さんの現在のお宅にもお邪魔し、娘さん家族も加わって島の子ども

たちの好物であるマダ汁（イカ墨汁）を囲みながら、島の生活や昔の思い出話、加藤さんのお孫さ

んが春から本土の高校に進学することなどについてお聞きすることができた。偶然の出会いから始

まった加計呂麻島での体験を、わずかでも読者の皆様と共有できたら嬉しい。 

 末筆ながら、懇切丁寧に島の魅力を紹介してくださった加藤清満さんと突然の訪問にもかかわら

ずもてなしてくださったご家族の皆様、宿舎の使用ほか活動に対して便宜を図っていただいた鹿児

島大学国際島嶼教育研究センター奄美分室の皆様、最後に、道中で出会ったすべての方に心より御

礼申し上げます。 
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集落跡の植生はさながら田中一村の絵画の
世界のようである。 
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