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１．事業の概要 

 

本事業は、難分解性廃棄物の分解を助ける宝島固有の新規微生物を探索して、

鹿児島県鹿児島郡十島村の知的財産として確立することを目的とした。 
 
島嶼域の極限環境下に生息する特殊な微生物は、通常の環境に生息する微生

物とは異なり、乏しい栄養源を巧みに代謝する機能や熱・酸・アルカリに対す

る耐性の強い酵素群を進化させている場合が多い。隆起サンゴ島である宝島の

観音堂洞窟のように、高硬度水で炭素源に乏しく光合成による CO2 固定も進ま

ない特殊環境では、たとえマイクロプラスチックスのような分解しにくい炭素

源でさえ利用しようとするような微生物群が発達している可能性がある。当研

究室では、分解産物である CO2 の排出を活発に行う微生物を選択的に分離する

マイクロスフィア・スクリーニング法を開発した。この方法による宝島での新

規微生物の単離は、その地域固有の生物資源としての価値を見出し、その遺伝

資源と培養のノウハウを知的財産として確立することにつながるであろう。 
本年度の研究期間内には、洞窟内のサンプリングを安全に行える体制づくり

と基礎訓練を行い、洞窟内のサンプリング地点を特定できるように正確に洞窟

の形状を測定する３D サンプリング方法を構築した。次に炭素源である海洋漂

流廃棄物の洞窟への輸送経路に関する仮説と、洞窟内での炭素源の流体力学的

な輸送と局所的なくぼ地（キャビティ）などへの集積状況をあらかじめ推定し

た。これらは効率的なサンプリングが行えるために必要な準備である。 
続いて現地調査活動として洞窟の形状分析を行い、精度の高い洞窟の３D 地

図を構築した。想定したサンプリング候補地において漂流廃棄物由来のプラス

チックスが確認できるかどうかを調べ、さらに分解産物や有機物由来の土壌成

分が視認できる地点をサンプリング地点として選定した。このような適切なサ

ンプリング候補地において複数の土壌サンプルを得たのちに、マイクロスフィ

ア・スクリーニング法を実施する準備に入った。 
本法は微小なガラス容器（50μｍ直径）にそれぞれ１個体の微生物を導入し

て、水中において元の環境と同じ温度下で維持することで、ガラス容器内にお

いて分解産物としてのガス成分（メタン、水素、CO2）の拡散が抑制され気泡化

することで容器ごと微生物が浮上してカウントされるという方法で海洋漂流廃

棄物の分解活性を検出するものである。極限環境微生物の大多数は増殖速度の

遅い難培養性微生物であるため、マイクロスフィア・スクリーニング法により

検出されるまでには実環境における代謝速度と同様にかなりの時間を要するた

め、本報告書作成の時点では未だ検出には至っていないが、今後暗所一定温度

で長時間培養することで浮上したガラス容器から得られるであろう遺伝資源が

本研究の最終的な成果となる。 



本研究は、生物多様性条約、名古屋議定書の精神に基づき、遺伝資源の利用

から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS, Access and Benefit Sharing)を前

提として、十島村から有用な遺伝資源を発掘してその価値を明らかにした上で、

原産地の遺伝資源、知的財産、伝統的ノウハウなどを保護するとともに、その

権利化および産業化に資するために行われた。 
 
また本研究は、鹿児島大学工学部化学生命工学科における学外実習活動の一

環として、地域資源の産業化を実現する社会的仕組みづくりを考察し、特に宝

島の微生物資源としてどのようなものがあり得るのか、それをどのように利用

するのか、その権利をどのように守るのかをデザインする活動としても実施さ

れた。参加者は次のとおりである。 
 
安達 大輔（大学院理工学研究科化学生命・化学工学専攻 博士前期課程２年） 
粟根 有香（工学部 化学生命工学科 ４年生）  
沖 大斗（工学部 化学生命工学科 ４年生） 
高瀬 綾香（工学部 化学生命工学科 ４年生） 

 
実施期間：２０１９年８月１日～２０２０年２月２９日 
現地調査実施期間：２０１９年１１月４日～２０１９年１１月８日 
現地調査地：鹿児島県鹿児島郡十島村宝島 
 
２．背景と研究意義 

 

近年、地域の農業生物資源やその他の遺伝資源、さらにはそれらを直接間接

に用いた生活知や産業ノウハウなどの広い意味での知的財産が、国際的な枠組

みの中で保護され、それらを利用した産業やその利益などに対する所有権を原

産地域に明確に帰属させる体制が整いつつある。国際的枠組みとしての生物多

様性条約、名古屋議定書、そしてその中で提唱されている ABS（遺伝資源の利

用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分）という考え方は、多様な自然に恵ま

れた島しょ地域の発展にとって非常に重要な機会をもたらすものであると言え

る。 
重要な遺伝資源として注目されているものとして、未だ詳しく調査されてい

ない環境における有用微生物の発見が挙げられる。特に本研究が対象とする特

殊な微生物とは、栄養源が限られており複雑な代謝を行わないと細胞の素材と

しては利用できない、つまり資化の困難な炭素源・窒素源しか得られない環境

で、しかもエネルギー源としてせいぜい無機的な酸化力（酸素または硫黄化合



物）にしか頼ることのできない環境に生息する微生物である。そのような微生

物は未知の新たな代謝経路を有するように進化しているに違いない。新規な物

質変換系を構築し、海洋漂流廃棄物を主な栄養源として代謝するための酵素群

の遺伝子を有していると期待できる。またそのような未知の酵素群は、本来人

工的な合成が困難な医薬品を簡便に製造できる実用的な方法を提供するきっか

けにもなり得るため、その有用性は計り知れない。 
 極限環境に生息する微生物は、このように高度な炭素源活用方法を進化させ、

多様な化学エネルギー源を利用する進化を伴い、また酵素その他の生化学分子

群の顕著な熱・化学安定性を有している場合が多い。飽和に近い炭酸カルシウ

ム水環境である鍾乳洞内は（よく知られた）一般的な土壌微生物群が容易には

生息できない環境であり、極端にその環境に適応した微生物だけが生き残れる

環境である。我々はそのような環境の候補として、宝島の観音堂洞窟を選んだ。 
同様の観点から、同じ十島村の小宝島においては、温泉水中から特殊な古細

菌が発見され、その高度好熱菌としての細胞内酵素の熱安定性を利用して、一

般的な遺伝子の検出に用いる PCR 法用の耐熱酵素が産業化されている（新型コ

ロナウイルスの診断用にも利用されている）。もしも宝島において海洋漂流廃棄

物を資化する微生物が発見され、その遺伝子から廃棄物を分解して燃料ガスを

産生するような酵素群が見つかれば、近年問題視されている海洋マイクロプラ

スチックスの分解と発電用ガスの産生を同時に行うような有用性の高い応用が

可能となり、地域産業への波及効果は非常に大きい。 
 
３．宝島の地理的・地形的特性 

 
宝島は隆起サンゴ礁起源の石灰岩地質であり、鍾乳洞が発達している。鹿児

島県トカラ列島の南端で奄美大島の北に位置しており、東シナ海を北上する黒

潮の経路上にあるため、海流によって海洋漂流廃棄物がその南西海岸に漂着し

やすい。また、宝島の観音堂洞窟はその入り口が南西海岸に近接して位置して

おり、南風から西風により特に流径の小さいマイクロプラスチックスが洞窟内

へと導かれやすい位置関係にある（図１）。 
南西海岸と洞窟入り口近くの年平均風速・風向は調査中であるが、気象デー

タから別途見積もり、流体力学的シミュレーションを準備中である。洞窟が全

体として単一のキャビティ構造なのか、または奥で別の出口に連結したチュー

ブ構造なのかははっきりしないが、入り口から奥には大きく２方向に分岐して

いるため、トーラス構造である可能性も考えられる。調査中に経験したところ

では、奥に向かっての気流が確かに存在し、風により奥まで微粒子（マイクロ

プラスチックスなど）が導入される可能性は高い。 



 
図１ 宝島観音堂洞窟 a)周辺地図、b)地形立体図（南側視点から北向き透視）

高さは３倍に強調。地図データ出典：国土地理院 
https://maps.gsi.go.jp/#16/29.146567/129.196236/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0
k0l0u0t0z0r0s0m0f1  
 

 
図２ 赤外レーザー３Ｄスキャニングのオペレーション 

 
４．観音堂洞窟の３Ｄ形状スキャニング 

 
観音堂洞窟内において、調査中に選んだ炭素源が集積していると推定される

局所キャビティの位置を客観的に特定するため、洞窟内の３Ｄスキャニングを

行った。iPad オペレーションの赤外レーザー3D スキャナ（Occipital Structure 
Sensor）を用いて横３ｍ×縦３ｍの範囲の深度データを測定し（図２）、互いに

連結しながら全体像を構築した。深度データは加速度センサを用いて視点の移

動を測定して視野補正することで３Ｄ座標データに変換し（図３）、表面の色彩

データをマッピングした OBJ 形式３Ｄモデルに変換した（図４）。また、全連

a)観音堂洞窟周辺地図 b)地形立体図



結の３Ｄ地図を図５に示した。 

 
図３ 洞窟内部の３Ｄレーザースキャン（部分） a)表面マッピング表現、b)
３Ｄメッシュ座標プロット  
 

 
図４ 洞窟内部の３Ｄレーザースキャン（部分） a)上面図、b)前面図、c)側面

図、d)透視図 



 
図５ 観音堂洞窟の調査範囲の全連結３Ｄ地図 矢印は洞窟入り口。そこから

北東方向と南東方向に大きく２分岐している。北東方向は単純な回廊を経て全

長およそ３５ｍの３D スキャンを行った。北東方向最深部には高さ５ｍ程度の

キャビティがあった（挿入図：人物とともに３D スキャンした立体図）。ろうそ

くの燃焼も正常で酸素供給も充分であった。南東方向は複雑な屈曲を経て全長

およそ４５ｍの３D スキャンを行った。南東方向最深部ではさらに奥へと流れ

る気流を経験した。 



５．土壌サンプリング地点の選択と試料採取 

 
サンプリング地点の候補が有するべき条件として、１）外部から輸送された

微粒子の炭素源（海洋漂流廃棄物由来）が堆積することのできるキャビティ状

の形状であること、２）それが滲出した地下水を一定期間貯留できるように鉛

直下方に向いたキャビティであること、３）石灰岩や鍾乳石のみからなる表面

は避け、実際にそこに堆積物があり、鍾乳石などの洞窟生成物とは異なる成分

からなる土壌を形成しているように目視されること、４）実際に廃棄物由来の

プラスチックスが目視で確認できること、の 4 点を課した。 
現地調査の結果、条件４）を満たす候補地点では、過去の調査活動や人工的

な設置物の分解産物とみられるプラスチックスがしばしば見て取れた。ロープ

断片（ポリエチレン）、ボールペンの一部破片（ポリカーボネイト）、また何か

プラスチックス容器（ポリスチレン）の溶融物破片などが見られ、想定してい

る仮説（海洋漂流廃棄物由来マイクロプラスチックス）以外に、少なくとも調

査範囲内では人的活動由来の外部炭素源の導入が見られた。これは、商業的に

見学者を受け入れる多くの鍾乳洞で見られる傾向であり、観音堂洞窟も既に以

前とは異なる外部環境由来の生態系が発達し始めている可能性がある。 
選定した候補地点の特徴は次の通りである(数値はサンプル通し番号)。Point 

1：（図６ １．入り口左奥の糸の付近の土；２．糸の裏の土、３．糸に付着し

た土、４．糸の裏の土（1）、５．糸の裏の土（2）、６．コントロール：糸のな

い箇所、７．コントロール：炭素源がないと思われる箇所、８．コントロール：

炭素源がないと思われる箇所、９．コントロール：炭素源がないと思われる箇

所、１０．コントロール：炭素源がないと思われる箇所、１１．コントロール：

炭素源がないと思われる箇所）；Point 2：（図７ １２．コントロール：入り口

から左に行った道中）；Point 3：（図８ １３．木の付近の土、１４．朽ちた木

の付近の土、１５．コントロール）；Point 4：（図９ １６．ビニールの付近の

土、１７．ビニールの表面の土、１８．ビニールの付近の土、１９．コントロ

ール：土、２０．コントロール：土）、Point 5：（図 10 ２１．コントロール：

土（くぐる直前付近のやわらかめ土）、２２．コントロール：土（くぐる直前付

近のかための土）；Point 6：（図 11 ２３．ペンの後尾付近の土、２４．コント

ロール：土、２５．コントロール：土）；Point 7：（図 12 ２６．赤いビニール

の裏の土、２７．コントロール：土（やわらかめ）、２８．赤いビニールテープ

の下の土、２９．赤いビニールテープの下の土、３０．コントロール：土）；Point 
8：（図 13 ３１．焼け跡の土、３２．コントロール：土（茶））；Point 9：（図

14 ３３．赤い紐付近の土、３４．コントロール：土、３５．電球付近の土、

３６．コントロール：土） 



 
図６ サンプリングポイント１  



 

 
図６（続き） サンプリングポイント１  数字はサンプル通し番号 



 

 

 

 
図６（続き） サンプリングポイント１ 



 
図７ サンプリングポイント２ 

 



 

 
図７（続き） サンプリングポイント２  数字はサンプル通し番号 

  



 
図８ サンプリングポイント３ 

 
  



 
図８（続き） サンプリングポイント３  数字はサンプル通し番号 



 
図８（続き） サンプリングポイント３ 

  



図９ サンプリングポイント４ 

  



 

 

  

図９（続き） サンプリングポイント４  数字はサンプル通し番号 



 

図 10 サンプリングポイント５  数字はサンプル通し番号 



 

図 10（続き） サンプリングポイント５ 

 

 

 
図 11 サンプリングポイント６ 

 

 



 
図 11（続き） サンプリングポイント６  数字はサンプル通し番号 



 

 
 

 
図 11（続き） サンプリングポイント６ 



 

 
 

 
図 12 サンプリングポイント７ 

 



 

 
 

図 12（続き） サンプリングポイント７  数字はサンプル通し番号 



 

 
 

 
 

図 13 サンプリングポイント８ 

  



 

 
 

 
 

図 13（続き） サンプリングポイント８  数字はサンプル通し番号 

 

  



 

 
 

 
 

図 14 サンプリングポイント９ 



 

 

 
図 14（続き） サンプリングポイント９  数字はサンプル通し番号 



 
 

表１はサンプリング番号、採取場所３D内部座標、およびサンプル採取重量の

対称表である。地形情報の３Dスキャニングを経ることで、複雑な洞窟内におい

ても、どのサンプルがどの地点から採取されたものであるかを示す帰属情報が

正確に記録された。 

 

６．マイクロスフィアスクリーニング法によるガス産生代謝微生物の選択分離 

 

本研究室では、一般的な微生物の分離法とは異なり、代謝産物がガスを形成

するかどうかを基準にして、それ以外の微生物群からガス産生微生物を分離す

る方法を開発した。平均して 10μm の単一の孔を有する直径約 50μm の空洞ガ

ラス球殻(マイクロスフィア 図 15)の内部に微生物を吸引して取り込んで培養

すると、代謝の過程でガス成分を供給する微生物を含むマイクロスフィアは、

その内部の溶存ガス成分の拡散が抑制されるため、比較的短時間のうちに溶存

ガス濃度が溶解度の限界に達して気泡を形成し始める。その結果、ガス産生微

生物を含むマイクロスフィアのみがその浮力で浮上し、それ以外のマイクロス

フィアから分離される。一定時間後のマイクロスフィアの浮上数をカウントす

ることにより、試料中のガス産生微生物のポピュレーションを決定することが

できる。 

マイクロスフィアスクリーニング法は、微生物が産生したガスの浮力を利用

した分離法であるが故に、この方法が機能するためにはいくつかのハードルが

ある。まず、ガラス容器に導入される微生物群はその孔よりも小さいものに限

られる。また、代謝が進んでガスを産生するためにはそれに見合った栄養物の

ガラス容器内への有効な導入が確保されなければならない。微生物が遊泳して

容易にガラス容器から抜け出す場合も検出効率が下がる。 

No. 採取場所(座標) 採取量(g) No. 採取場所(座標) 採取量(g) No. 採取場所(座標) 採取量(g)

1 (-2.01, 6.20, -7.90) 1.84 13 (21.60, 4.42, -16.49) 0.98 25 (29.48, 2.40, -16.10) 0.70

2 (-2.11, 6.16, -7.32) 0.22 14 (21.52, 4.51, -16.78) 0.83 26 (34.25, 6.02, -24.75) 1.53

3 (-2.15, 6.11, -7.42) 0.29 15 (21.45, 4.46, -17.07) 0.99 27 (34.27, 6.00, -24.64) 1.26

4 (-2.30, 6.18, -7.72) 0.64 16 (23.57, 3.52, -15.09) 0.58 28 (33.43, 6.12, -24.10) 1.42

5 (-2.15, 6.16, -7.78) 0.73 17 (23.54, 3.64, -15.06) 0.06 29 (33.50, 6.15, -24.18) 1.29

6 (-2.17, 6.17, -7.97) 0.68 18 (23.59, 3.64, -15.13) 1.08 30 (33.27, 6.00, -23.93) 1.46

7 (-2.34, 6.14, -7.97) 1.29 19 (23.45, 3.68, -15.06) 0.72 31 (35.13, 5.92, -26.88) 1.48

8 (-2.31, 6.15, -7.90) 1.23 20 (23.72, 3.51, -15.11) 0.43 32 (35.05, 5.95, -26.93) 0.64

9 (-2.39, 6.12, -8.10) 1.41 21 (26.69, 2.71, -14.93) 3.07 33 (36.17, 6.16, -27.65) 0.66

10 (-2.15, 6.16, -8.06) 1.09 22 (26.20, 2.64, -15.37) 1.19 34 (36.11, 6.21, -27.63) 1.30

11 (-2.33, 6.14, -7.93) 2.10 23 (29.52, 2.32, -15.75) 0.35 35 (36.34, 6.22, -27.66) 0.97

12 (10.05, 8.66, -17.23) 3.38 24 (29.74, 2.48, -15.85) 1.11 36 (36.31, 6.23, -27.64) 1.50

表１　サンプリング番号、採取場所３D内部座標、サンプル採取重量



 
図 15 有孔ガラスマイクロスフィア 

 

そして最も重要な条件は、浮上するまでに必要な培養時間があらかじめ見積

もれないという困難である。既知の培養可能な微生物群については増殖速度や

代謝速度が知られているため、その中から有用な微生物を分離するには最大で

も分裂速度から算出される平均世代時間かその数倍程度でよいことが期待され

るが、環境微生物のほとんどが難培養性の微生物であり、その増殖速度も容易

には見積もれないだけでなく、常識はずれに長い時間を要する場合もある。 

過去の実施例として、屋久島土壌のガス産生能をモッチョム岳の標高別に調

べたケースがあり、一般的な土壌微生物に対して 24 時間の培養を施すだけで、

多くのガス産生微生物が浮上してカウントされ、標高の高いところにはガス産

生微生物の多様性が低いが分裂速度の速い微生物群が見つかるのに対し、標高

の低いところでは非常に多様なガス産生微生物が見つかるにもかかわらず、そ

れらがほとんど分裂しないという対称的な結果を得た（図 16）。 

一般に、炭素源が豊富な環境でない限り、代謝や分裂速度が速い生態は炭素

源の速い枯渇を招いてしまうため著しく不利である。洞窟環境のような極端に

炭素源が制限された代謝の困難な環境では、分裂もガス産生もともにゆっくり

進行するため、ガラス容器の浮上を観測するためにはケタ違いに長い培養期間

を要すると予想される。2020 年 3 月以降、順次宝島観音堂洞窟のサンプルに対

してマイクロスフィアスクリーニング法を適用して解析する予定であるが、現



状では浮上は観測されず、また今後も標準的な浮上観測までの時間は数週間か

ら数か月を要するものと見積もっておきたい。 

 

 
図 16 屋久島土壌のガス産生能をモッチョム岳の標高別に調べた結果  

採取地点の高度に対する土壌 pH(上図)、浮上マイクロスフィア個数(下図●)、

および浮上マイクロスフィアから分離した微生物の 24h 培養後の波長 600nm に

おける濁度(下図□)（http://hdl.handle.net/10232/12863） 

 

７．現地調査活動に付随する地元小中学校訪問と研究紹介 

 

事業計画の段階で本研究の現地調査出張に付随して近隣の小中学校において

研究成果や研究意義についてプレゼンテーションする報告会を企画した。研究

活動の成果やその背景知識、周辺事情などを地元の皆さんに紹介し、研究の意

義をご理解いただくことは非常に重要である。また子供たちに研究の魅力を伝

え、環境や生物や、もっと広く工学・科学技術全般に興味を持っていただけれ

ば、将来、地域の産業発展に大きく貢献する可能性がある。 

当研究室では以前から、島しょ地域出張の際には地域コミュニティへの接触

を試み、地域貢献を積極的に行いながら、同時に参加学生の情報発信力の向上

を目指した実践活動としても位置付けてきた。将来の企業活動においても、地

域住民の理解と協力を得ることで初めて大きく発展した企業は多い。学生参加

者の多くは卒業後、企業活動を進めていくうえで、コミュニケーション能力、

プレゼンテーション能力、あるいは一般消費者への説得力を培うことが求めら

れる。この活動を通じて、興味を持ってもらうための話術の中に様々なスキル



が隠されていることを体感してもらうことは非常に重要なことである。 

本事業においては、宝島小中学校での研究紹介と体験実験を企画し、鹿児島

大学学部生と大学院生のチームによる地域の児童、生徒、または高齢者向けの

科学体験実験会開催のご仲介を鹿児島県企画部離島振興課離島振興係にお願い

し、鹿児島県鹿児島郡十島村教育委員会教育総務課長のご助力を仰いだ。総務

課長にご紹介いただいた宝島小中学校校長と日程・規模・対象出席者について

協議させていただいたが、その後残念ながら調査日程中には公務のため校長不

在となり、研究紹介と体験実験集会は企画までで実施しないまま保留となった。

移動手段がフェリーのみに限定される離島において、日程調整の難しさを痛感

した。この企画の概要として、令和元年 9 月に同じく離島である加計呂麻島に

て実施した科学体験実験会をについて以下に紹介したい（図 17）。この企画は、

同島三浦集落の高齢者７人を対象に「シャボン玉の壊れにくさ」を題材に食品

や洗剤を使って高分子効果、粘性、表面張力を知ることができるようにデザイ

ンして実施された。 

このような活動は参加者の啓蒙ばかりでなく、研究室の学生が科学研究の意

義を一般市民に分かりやすく説明する技術を身につける貴重な機会となった。 

 

 

図 17 「シャボン玉の壊れにくさを科学で説明する」体験実験会 鹿児島県

大島郡瀬戸内町加計呂麻島三浦集落公民館にて 2019 年 9 月 29 日に実施した。

集落の高齢者７人を対象に、身近な食品や洗剤またはせんたく糊などを組み合

わせると、実際に経験したこともないほど大きなシャボン玉を作ることができ、

そのシャボン玉の丈夫さが分子間相互作用によって説明できることを体感した。 



 

 
図 17（続き）「シャボン玉の壊れにくさを科学で説明する」体験実験会 

 

 

８．結論 

 

宝島観音堂洞窟内において組織的な地形データを蓄積して利用することによ

り、微生物資源を探索する基本的な調査体制が整った。炭素源の導入と蓄積、

およびそれを資化する微生物群の進化を仮定し、廃棄物を分解して有用な燃料

ガス産生微生物を探索するための土壌サンプリング実施された、サンプリング

調査を一定の仮説の元で組織的に行った結果、やみくもにサンプリングするよ

りも高い効率で未知の有用微生物群が発見されやすくなったと考えられる。ま

た、単なる平面的な地図ではなく３D地形図を確立することにより、調査に再現

性を持たせ、サンプリング調査そのものの巧拙を検証する基礎的なデータが得

られたことにもなった。 

研究期間内には微生物群の探索そのものは完了していないが、今回サンプリ

ングした試料は今後さらなる分析に供される予定である。本研究を通して、洞

窟の地形と内部の物質循環、そして微生物エコシステムへの理解が深まること

により、特殊な環境下で見つかりやすい機能性微生物が今後発見され、その遺

伝資源が地域の産業化に貢献する端緒となったのは間違いない。本研究は研究

期間終了後も鹿児島大学工学部において継続される予定である。 

 



９．参加者の宝島滞在の印象 

 

今回、宝島は調査の対象であるのみならず、若手研究者の教育の場にもなっ

た。理論を構築し、研究室内で実験結果を検証するだけでなく、実際に現場に

出て環境と生物が複雑に相互作用しながら世界を構築し維持し続けているとい

う実感が重要であり、その背景の元に人々の暮らしや社会的・文化的幸福、そ

して福祉が成り立っている。工学は、広く人類の福祉に貢献するためのテクノ

ロジーを開発して、効率や金銭的価値だけを追求するのではなく、すべての地

域が尊厳をもって幸福を追求できる機会を提供する使命を与えられている。参

加した学生諸君は、今回の努力がどのようにすれば島民やその周りの人々の幸

福につなげていけるかを考えながら、苦しい調査をしてくれたことと思う。こ

のような経験が、宝島を思う若者を増やし、語らせ、人と人をつなぎ、ついに

は地域の発展へと波及していくのであろう。それぞれにとっての宝島の印象に

ついて耳を傾けたい。 

 

９．１．安達大輔 

今回の宝島調査では、洞窟(観音堂)内の土壌サンプリングが一番の目的でした

が、滅多にない機会ということで宝島の自然を感じるアクティビティをたくさ



ん行いました。本土では見ることができないような綺麗なターコイズブルーの

海で遊泳したり、島内で一番高い場所にある展望台で食事をしたり、トカラハ

ブを探しながら岬を散策したりと、非日常的な時間を過ごすことができました。

全体を通して一番感じたことは、時の進む感覚が普段よりも圧倒的に遅く感じ

たことです。早朝から自炊をして朝食を摂り、日中活動し、夕飯とお風呂が 20
時には済むという日が毎日で、ほぼ一日中活動していたにも関わらず時間に追

われる感覚を全く感じませんでした。このように感じた理由を自分の中で二つ

考えました。一つは、島内で行ったすべての活動に義務感がなかったことです。

普段は、常に出さないといけない書類があったり、待っている人がいたりと何

かに追われて生活している割合の方が高いですが、宝島ではそれが一切なく、

時間の感覚の変化に影響したのではないかと考えました。もう一つは、自然に

触れている時間が長かったことです。特に宝島で見た景色は、めったに見るこ

とができないような新鮮さと、人を魅了する美しさがあり、人と接する時間よ

りもそういった自然と向き合っている時間の方が長く、それが心を穏やかにし

て大きなゆとりが生まれ、時間の感覚にも影響したのではないかと考えました。 
また、島で暮らしている人の数は少なく、みんな知り合いといった感じでし

た。現在の日本は、過労や人間関係によるストレスで心が健康でない人が多存

在します。一方、過疎地域の若者離れが伝統的な技術や産業の後継者不足に繋



がっている問題もあります。こういった問題の解決策として I ターンは、両方を

同時に解決できる素晴らしい方法だと私は思います。しかし、それがあまり行

われないのはイメージがわかないからだと思います。そうしたいと考えている

人は多くても、決心するためのきっかけがないために断念している場合が多い

のではないかと思います。そういった方たちに是非現地に行って、実際にそこ

での生活を体験してほしいです。今回私は、この貴重な機会のおかげで宝島の

魅力を知ることができ、そこで住むこともさほど難しいものではないことがわ

かりました。神秘的な景色に囲まれて、非日常を過ごす日々は、現代の若者が

あまり感じたことのないような刺激を与えてくれました。この体験をもっと多

くの人にして欲しいし、自分でもここで学んだことを広めていきたいと思いま

した。今回このような機会を与えて下さり、鹿児島県離島振興協議会さんには

とても感謝しています。有難うございました。 
 

９．２．粟根有香 

初めての未知なる島へ上陸できることへの高揚感とトカラハブへの恐怖心を

胸に宝島へ向かった。海を見る機会があまりない環境で育った私にとって、宝

島へ向かうフェリーから海を眺めることが既にとても楽しかった。場所によっ

てこんなにも鮮やかな水色や深い青色などの違いがあることに驚いた。今回の



調査旅行で様々な初めての体験や多くの感動があったが、最も記憶に鮮明に残

る感動の一つに海の綺麗さが挙げられる。間近で見る青い海の美しさへの感動

だけでなく、宝島の美しい海と自然を全方位眺めることができた高台からの眺

めは一生忘れられないものとなった。美しい海からうける海風はとても心地よ

く、宝島で過ごした時間はとても心地よい非日常であった。特に記憶に残る出

来事のもうひとつに、初めてトカラハブを見ることができたという経験が挙げ

られる。そもそも私は蛇やハブなどを図鑑でしか見たことがなく、生身の実態

を見たのが初めてであった。トカラハブの特徴や毒性を下調べしていたため、

恐怖心は勿論あった。結果として草道を歩いた際や自動車の中から、数え切れ

ないほどのトカラハブを目にした。草木になじみ過ぎているため、はじめは見

つけることがあまりできなかったが、目が慣れてくると草木にいるトカラハブ

を多く確認することができた。私は日頃の生活でハブを目にすることがないた

め、非常に警戒していたが、島の人々にとってはこの光景が日常で有り、ハブ

がいても刺激したりせず適切に関われば何も問題がないということを学んだ。

ハブに限らず、私は島に行くまで虫や生き物に対して非常に苦手意識があった

が、島での生活を通して苦手意識が非常に薄くなったことも私の中で大きな変

化であった。人生で一番の美しい海を目にしたことや、トカラハブとの出会い

など、宝島では初めての貴重な非日常の経験を語りきれないほどすることがで

きた。この調査旅行は数日間という短い期間ではあったが、私にとって一生忘

れることのできない数日間となった。美しい海と自然、心地よい時間を過ごす

ことのできる宝島に、私は必ずまた訪れたいと強く思っている。今回私たちを

受け入れてくださり、お世話になったとから荘のご主人、島の人々にとても感

謝している。 
 

９．３．沖大斗 

私にとって、まるで昔話に出てきそうな名前のその島での体験は、とても思

い出に残るものになった。今回、アイランドキャンパス事業の「宝島の鍾乳洞

に生息する特殊な微生物の探索」という調査で宝島を訪れた。宝島で過ごした

数日間は、鹿児島に生まれ育ちながらもあまり島に行ったことが無かった私に

は、非日常の連続で、生物としての自分を考えさせられる空間であった。宝島

では、普段では絶対に感じることのできない楽しさや恐怖があり、生物として

１つレベルアップできたと思った。 
約半日の船旅は初体験で、宝島までに登場する吐噶喇列島の島々は、様々な

表情で私を迎えてくれた。長時間の船旅は楽しくもあり苦しくもあった。宝島

に到着してまず思ったのは、やはり海の美しさである。人生で 1 番綺麗であっ

た。フェリーで波打っているにもかかわらず海底まで見え、フェリーから魚が



見えるほどクリアであった。私の脳は完全に混乱し、宝島周辺の海は全て浅く

感じた。 
滞在の間は、とから荘に泊まらせていただいた。宝島にはコンビニのような

常に営業しているお店などは当然なく、物が買えるのも昼に一回、夕方に一回

と時間が決められており、当然初めての体験であった。売られているものは意

外にも普通というか、本土でもよく見るようなものが並んでいた。私の予想で

は、畑で獲れた作物とか、手作りの食品といったような、島という閉鎖空間な

らではのものが売られていると思っていたので、少し驚いた。宝島には、トカ

ラハブという毒性の低いハブが生息していた。以前、奄美大島・加計呂麻島を

訪れた時、実際にハブを見る事はなく、注意しろと言うだけで自分の命をヒシ

ヒシと脅かすような感覚はなかった。しかし、宝島のトカラハブは本当にあち

らこちらにいた。黒茶色のものから褐色のもの、少し白に近いトカラハブがウ

ヨウヨ見受けられた。トカラハブはハブよりも毒性が低いとはいえ、やはり生

で野生のものを見ると体が竦んだ。とから荘のご主人はトカラハブに 9 回も噛

まれたらしい。8 回目までは大丈夫だったそうだが、9 回目は命の危険を感じた

そうだ。そもそもそんな複数回噛まれていることに驚きを隠せなかったが、ト

カラハブの出現量を見ると納得であった。事前に調べた情報によると、宝島の

鍾乳洞は「トカラハブ」の住処となっていると聞いていたので、万全な対策と



サンプリングの準備をして調査へ向かった。結局、鍾乳洞内でトカラハブの姿

を見ることはなかったが、洞窟に入ると雰囲気がガラッと変わり、生温かい空

気が身を包んだ。奥に進むにつれて、音もなく光も全くない、今まで体験した

ことのない恐ろしさがあった。時折背中から吹く風で外とのつながりを再確認

し、安心感を得るほどだった。洞窟内をライトで照らしてみると、無機質なの

に生きているような出で立ちで、鍾乳石が発達していた。特殊環境に足を踏み

入れた経験は、人生の財産になった。 
これらの非日常体験は、この宝島調査の機会無しには得られなかったことで

有り、チャンスを頂くことが出来てとてもありがたかった。海や木々の色鮮や

かな景色、トカラハブで体が竦んだこと、鍾乳洞内でのサンプリングで体感し

た恐怖や高揚感は、インドア派である私が、インドアの趣味以外で初めて「生

きている」と感じたことは不思議であった。携帯も全く触らず、Wi-Fi も無い環

境でストレスは全くなかったことも不思議であった。そう言った意味では、こ

の調査を通して自分の新しい一面を発見できたといえる。 
 

９．４．高瀬 綾香 

2019 年 11 月 4 日から 5 日間、私たち上田研究室のメンバーは鹿児島県のア

イランドキャンパス事業の一翼を担うため、宝島を訪問させていただいた。



私は生まれてからこれまでずっと鹿児島県で暮らしてきたが、県の離島を訪れ

たことは一度も無かった。離島での暮らしを全く知らなかった私にとって、宝

島で経験したことはあらゆるものが新鮮で、刺激的だった。その中で私が特に

本土と違うなと感じたのは、「人々の信頼関係」である。 
宝島では、野菜や肉などの必要な食料を自給自足して生活する人々が多い。

本土から輸送される製品の数に限りのある環境の中、生活に必須である食物の

確保はとても重要な生活の基盤である。道の至る所でバナナ等の作物の生育が

行われている様子や、島の広さに対して非常に大きな規模の牧場を実際に訪れ

ることで、宝島というひとつのクニが機能していることを実感した。そんな宝

島での生活のある日、島に唯一の売店付近の公園で、野菜の無人販売所を目に

した。そこには形のきれいなカボチャが数個置かれていた。宝島の人々はこう

やって売買をして生活してるのだなと思ったが、よく見てみると、そこには段

ボールに手書きの文字で「ご自由にお取り下さい」と記されていた。なんと、

このカボチャは販売されているものではなく、無償で島の誰かに提供するため

に置かれていたものだった。大学生になって就職活動を経験し、常にビジネス

チャンスを狙っていくような思考回路が普通だと考えるようになっていた私は、

このカボチャの提供者の心意気に虚を突かれる思いがした。ものが何であって

も、誰だかわからない人に何かを無償で提供するというのは、なかなかできる

ものではないと思う。宝島で見かけた手書きの段ボールの看板は、私の心に何

か温かいものを残してくれた。きっと彼らは、本土の人々が経験したことのな

い形の信頼関係を築いているのだと思う。そんな宝島での生活は、ものは少な

くても、非常に心地の良いものだった。帰り際、私たちは手荷物に一生懸命ス

ペースを作り、カボチャをいくつか持って帰った。宝島での嬉しい出来事まで

持って帰ったような気持ちだった。 
こうして私は、アイラン

ドキャンパス事業のため

の活動とは違ったところ

で、新たな気づきを得るこ

とができた。宝島で感じた

あの温かな気持ちは、これ

からも私の心をふんわり

と包んでくれるだろう。い

つかあの温もりが恋しく

なったときは、またあの島

で心地の良い時間を過ご

したいと感じた。 
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