




喜界島に集まったのは自然科学の研究者・学生と、建築家、演劇を制作するア ー ティスト。2022年8月上旬の2週間、島のあちこちで調査や

創作活動が行われ、多分野の人材が一 つの島で混じることによって様々な化学反応が起こりました。ここでは8月15日に喜界町役場で行わ

れた成果発表会の様子を中心にレポ ー トします！

演劇製作チ ー ム

演劇のフィ ー ルドワ ー クは、 劇団青年団所

属の劇作家・宮崎玲奈さんと演 出家・山

下恵実さんを中心に行われました。喜界島

サンゴ礁科学研究所では昨年から研究の

過程で演劇を取り入れる試みを行ってお

り、 今回は喜界島をテ ーマに戯曲が作成さ

れ、10月 16日に島内で上演されました。

12月には東京でも上演予定です。作成期間

中は主に島を歩き、 集落で聞き取り調査が

行われました。ただ喜界島をテ ーマにする

のではなく、 調査で得られた情報や研究

デ ー タなどを組み合わせて戯曲が作成さ

れました。その中で演劇の内容の軸となっ

たものは、 かつて集落間で行われていた

物々交換でした。荒木集落から米どころの

坂嶺集落まで通い、 お米を目的に物々交換

が行われていたという情報から着想を得

て、 人々の心理や行動、 科学的なデ ー タが

演劇というア ー トの中に表現 されました。

宮崎さんと山下さんも、 普段の演劇づくり

にはない科学的デ ー タと生活の情報が集

まり、 とても面白い調査になったとまとめ

ていました。 （お知らせはp.7へ）

地下水モデル
・ 作成チ ー ム

地下水の調査では、 東京工業大学の大学院

生と喜界島サンゴ礁科学研究所の研究者

を中心に島の方に案内していただきなが

ら、 喜界島の井戸の深さや水位、 主に塩道

湾を中心に海底から湧出する地下水 や河

川の流量の調査が行われました。猛暑の

中、 2週間、 ひたすら外にデ ー タを採りに

行っては集計を行う姿が印象的でした。滝

川集落の調査では深さ3 0mを超える井戸

が複数見つかり、 どうやって掘ったんだと

揃って驚く様子もありました。成果発表で

は調査内容が報告されました。今後の研究

成果が期待されます。

喜界島建築フィ ー ルド
ワ ー クチ ー ム

合同フィ ー ルドワ ー クで大きな軸となっ

たのが、 合同会社ガラ ー ジュの小田切さ

ん、 渡辺さん、 瀬尾さんと建築を専門とす

る学生による建築フィ ー ルドワ ー クチ ー

ムです。 100 年かけて劇場をつくるプロ

ジェクトでは、 全国からフィ ー ルドワ ー ク

参加者を募集し、70名以上の応募があった

中から 7 名の学生が選ばれました。来島を

前に、 2ヶ月間弱のオンラインゼミが行わ

れ、 知りたいことや興味のあることが話し

合われました。そして、 調査テ ーマは 「喜界

島のサンゴでできた特殊な大地と人の暮

らしの間にある建築がどういうものなの

かを発見したい」に決まりました。

島では主に荒木集落を中心に集落歩きや

聞き取り調査、 民家の実測などが行われま

した。学生たちは、 「集落歩きツア ー の間

に、 民家型式が少しずつ見えてきて、 その

中に生活空間が構築されているという、 建

築学的な見方ができるようになった。調査

期間は旧暦の七夕とお盆にも重なってお

り島の文化を体感しながら民家の実測な

どを行う中で、 はじめて石材としてのサン

ゴを意識できるようになった。人々の営み

が蓄積された景観に気づ くことができ

た。」と話していました。

集落調査と並行して取り組まれていたの

が、喜界島の模型制作です。10000分のIの

大きさで、 平たい島の中でも段丘などの年

代を意識できるように高さ方向を3倍に

したこの模型は、 島の砂を使った白い塗料

で塗られ、 研究デ ー タなどが投影できるよ

うになっています。模型は3つに分割され、

島の内部も意識できるように作られてい

ますが、 その切り方には建築チ ー ムや研究

者から様々な意見が出て、「1回の議論では

決めきれなかったのが大きな発見だった」

という感想が出るほど盛り上がりました。

結果的に直線ではなく曲線で切られ、 今後

も様々な情報がインプットできる仕組み

になりました。成果発表では、 「これが喜界

島の建築だと言えるまでには至っていな

いが、 模型制作や島歩き、 聞き取り調査を

通して自 分 たちの中で島の解像度が高

まった体感がある」と話していました。

各チ ー ムが成果発表を終えた後、 模型を囲

んで様々な議論が展開されました。模型に

はプロジェクションマッピングで島のあ

らゆるデ ー タが投影されました。島を立体

的に意識できたことにより、参加者からの

多様な話や記憶が集まりました。それをも

とに、 演劇チ ー ムがイメ ー ジを膨らませる

など、 まさに相乗効果で充実した議論とな

りました。 （報告はp.4へ）

（文責：椛島賢斗）

喜界島でサイエンスキャンプをはじめて7回目になりますが、 サンゴ礁の現場での研究者と

子どもたちとの触れ合いがずいぶん上手くいっています。なぜなら、 両者の間で化学反応が

起きているからです。これをもっと発展させ、 研究者だけではなくア ー ティストをはじめ

色々な物事を創作できる人に集まってもらいたいと考え、 今回の合同フィ ー ルドワ ー クを企

画しました。実際、 喜界島の模型をみんなで囲んだ時は、 予想以上に多くの化学反応と議論が

起こったなと感じました。建築の分野にとらわれず様々な知識や経験の話が出てきて、 自然

と語り合うことができました。今は喜界島サンゴ礁科学研究所の周りで様々なプロジェクト

が立ち上がっています。面白い専門家や研究者、 ア ー ティストたちが始めたプロジェクトが

どんどん独自に発展し、 近い将来、 プロジェクトどうしのネットワ ー クが織りなす世界が広

がってゆくことを期待してワクワクしているところです。 喜界島サンゴ礁科学 研究所

理事長 渡邊剛サンゴ礁の上で起こる様々な化学反応を今後もたくさん発信していきます。







サンゴの骨

2022 年 喜界島でのサンゴの産卵

田中 健太郎（東京都市大学理工学部自然科学科准教授）
1983 年生まれ。2002 年に琉球大学海洋自然科学科に入学。2011 年に博士学位取得。
色々な生き物を分析して、主に海の研究をしています。

初めてサンゴを見たのは大学 1 年目だっ
たと思います。沖縄のどこか思い出せま
せんが、魚が多いとか、カラフルだなど、
ありきたりな感想しか持っていなかった
と思います。その後、たしか学部 3 年生
の頃、海を化学的に分析する実験の授業
を受けました。サンゴ礁の海水を分析し
て、そこに住んでいるサンゴが光合成し
た量や作った骨の量を計算する内容でし
た。これは面白いと思いました。分析の
操作自体が好きでしたし、化学的方法で
海水を分析すると目に見えなかった情報
（海水に溶けている酸素の量など）を取
得できるところに面白さを感じました。

卒業研究では、サンゴや海の研究をして
いる研究室を選びました。先生に渡され
た専門書をいくつか読み、炭酸カルシウ

ムに興味があると伝えたところ、サンゴ
の骨を分析し、育った海の環境を明らか
にする研究をすることになりました。研
究室には、南はミクロネシア、北は千葉
県館山市から集められた様々な形のサン
ゴの骨がありました。ただ眺めていても
育った環境はわかりませんが、化学的に
分析するとそれがわかってすごい、と感
じていました。あともうちょっと、とい
う気分で研究を続けて、気づいたら大学
院に進学して博士課程も修了しました。
もう 10 年以上も前のことです。

思い返してみると、一番興味があったの
はサンゴの骨ができる仕組みでした。特
にサンゴの骨がつくられる体液の炭酸カ
ルシウムの飽和度（その溶液で炭酸カル
シウムが沈殿しやすいか／溶解しやすい

18

喜界島サンゴ礁科学研究所では本年度もサ
ンゴの産卵実験・観察を実施しました。

産卵実験に用いるサンゴは、バンドル（複
数の卵と精子がセットとなった塊）を保持
したコユビミドリイシ群体を許可を得て採
取しています。6 月 17 日、水槽内で産卵を
観察しました（図 A）。
野外観察では、花良治海岸で 6 月 18 日にコ
モンサンゴの仲間、6 月 19・20 日にスギノ
キミドリイシの産卵を確認しました (図 B )。
一斉産卵が始まると静まり返った夜の海に
は、一面のバンドルが雪のように舞い広が
りました。

サンゴの産卵日はわからないので、産卵時
期はなかなか気が休まりません。
産卵が始まったら、複数の群体から放出さ
れたバンドルをバケツに集め、攪拌させる
ことで受精させます。バンドルは油分を含む

ので水面に浮かび上がります。
受精卵は過密にならないように取り分け、
軽めのエアーレーションをかけて発生を待
ちます。サンゴの受精卵は 3 時間もすると
卵割を始めます。産卵から約 7 時間後には
お椀型胚という形態の直前まで卵割が進ん
でいます（図 C）。さらに時間が経つと一つ
一つの細胞は見えなくなり、約 24 時間後
には動き出します。その後はプラヌラ幼生
となって泳ぎ回り、定着する場所を探しま
す。観察している中では早いもので 4 日後
ぐらいから変態を生じ、基盤に定着するも
のが現れます。着底後、炭酸カルシウムの
骨格を形成し始めるので、骨格に取り
込まれる元素を調べる実験はこの段階から
スタートします。

現在、野外実験水槽では、6 月 17 日に生ま
れた稚サンゴたちが成長を続けています
（図 D）。出生時に 1 個体だった稚サンゴた

ちは3～4個体に分裂して徐々に大きくなっ
ています。今年は水温が高い日が続くなど、
過酷な環境ではありますが、いつか親の群
体となるまで無事に育てあげることを目指
しています。                 （文責：駒越太郎）

かの指標）が知りたかったです。そのこ
とばかり考えていました。あれこれ分析
したり考えたりして、もっともらしい値を
提案できた時は、とてもスッキリしたの
を覚えています。その後、憑き物が落ち
たのかわかりませんがサンゴの骨の研究
から遠ざかってしまいました。最近サン
ゴの骨をまた研究したいと思っています。

図説
A 実験水槽で産卵したコユビミドリイシ（2022/6/17）
B 花良治海岸でのスギノキミドリイシの産卵のクローズ
   アップ（2022/6/18）
C 発生が進むコユビミドリイシの受精卵（2021/6/11）
D 野外飼育水槽で成長を続ける稚サンゴ（2022/9/7）

2016年12月にトカラ列島の宝島で撮影
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