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離島覚書（沖縄県・与那国島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最西部の久部良集落から与那国島の東部を望む 

 

平成 24年１月 23日 

最西端 

 石垣空港で琉球エアコミュータ（ＲＡＣ）に乗り継ぎ、与那国島に向かう。座席は前方

３列目の窓際であった。飛び立つと眼下に石西礁湖の美しいサンゴ礁が視野に入ったが、

すぐに雲で見えなくなり、寝てしまった。気がつくと与那国島に着陸するところで、島を

上空から観察することができなかった。10時 35分に与那国島に降り立った。 

 飛行機から降りる時、最前列にテレビでよく見かけた人がいるのに気づいた。隣に制服

の自衛官がいたので、すぐに小泉内閣当時イラクに派遣された「ヒゲの隊長」こと佐藤正

久氏であることがわかった。佐藤氏はその後参議院議員となり、安倍内閣で防衛省の政務

官をつとめている。 

 島西端の西崎（いりさき）の経度は東経 122 度 56 分 01 秒で、与那国島は日本で最も西

に位置する島である。台湾までは約 110 ㎞で石垣島よりも近い。冬のよく晴れた日には台

湾をみることができる国境の島なのだ。 

 尖閣諸島を自国の領土と主張する中国との間で緊張が深まるなか、与那国島の国防上の

重要性は増している。このため日本政府は陸上自衛隊沿岸監視部隊の配置を決め、平成 24

年度の防衛予算で施設用地を取得するための費用を計上している。南西諸島の警戒網の死

角を埋めるねらいがあるとされている。 

 佐藤政務官は、先に北朝鮮がミサイルを発射した際、ＰＡＣ３の配備に協力してもらっ

た謝礼のために石垣市を訪れ、その足で陸上自衛隊配置に向けた用地取得の協力を求める

ため与那国島に来たようだ。地元紙には、「年度内に測量を終え、用地買収に向け町と連携

し事業を進める環境を整備したいと語った」と報じられている。 
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 先頭で飛行機を降りた佐藤政務官はすぐに小用をたしにトイレに入った。特に規制もな

いので「連れション」と思ったが、尿意をもよおしておらず、先頭でロビーに出た。レン

タカーの窓口で手続きをしている間に、佐藤政務官はＶＩＰルームへと消えていった。外

には自衛隊広報班の腕章をつけたカメラマン、また一行を乗せる大型バスが駐車していた。 

島内のいたるところに自衛隊の部隊配備に反対する垂れ幕やのぼり、一方賛成の垂れ幕

も目立ち、どうやら島を二分する騒ぎになっているようだ。町長と町議会の与党は推進す

る立場だが、野党議員は反対している。 

反対派島民のスローガンは、「平和な島に自衛隊基地はいらない」という一般的な庶民感

情なのだが、平和を維持するためには同時に武力が必要だという厳しい国際社会の現実は

あまり思慮されていない。反対する人の感情に、「島が島でなくなる」ことへの危機感もあ

るようだ。宿の女将の話では、与那国島の人口約 1,500 人のうち島外から来た人が 1/4 を

占めるようになっている。そこに自衛隊員と関連の人がやってくると他所者が支配する島

になってしまうと感じている人もいるらしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自衛隊の部隊配備に対する反対（左）と賛成（右）の垂れ幕 

 

民俗資料館 

 那覇空港の売店で、司馬遼太郎の「街道をゆく」シリーズの「沖縄・先島の道」を見つ

け、石垣島に向かう機内で与那国島に関する部分を読んだ。 

司馬の本の中に、池間栄三書「与那国の歴史」の話が出てくる。司馬が与那国空港で立

ち寄った売店で買い求めたものだ。この時、売店をやっていたのが池間氏の未亡人の苗さ

んであった。池間氏は島で唯一の病院の院長であり、岳父の意思を継承して同書を脱稿し

てすぐに亡くなり、その後苗さんが刊行にこぎつけたのである。 

司馬が与那国島に来た当日は、島で唯一のタクシー会社の社長宅で不幸があり、運転手

全員が喪に服していたため車を手配できず、苗さんが軽自動車に司馬を乗せて宿まで送っ

ている。本の中で司馬は苗さんのことを次のように書いている。 

 「彼女は戦前の成人者にしては背が高く、洋服のよく似合うひとだった。その背のわり

には小さすぎる自動車だったが、ブレーキをたおすとすばやく始動し、諸事きびきびして

いた。そのくせ物腰も物の言い方もゆっくりしていていかにも昭和初年ころに良家で育っ

たひとの良さをすべて身につけているような感じだった」 
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 レンタカー会社で手続きを終えてから、司馬遼太郎にならって空港の売店をのぞいた。

当時と違って売店は５軒ほどあったが、そのうちの一つに例の「与那国の歴史」が積まれ

ていた。奥付をみると、第９版になっている。初版が 1959年だから半世紀に及ぶロングセ

ラーということになる。 

 店の女性は知的で感じのいい人だった。年の頃はほぼ私と同じくらい。早速 1,500 円の

同書を買い求め、役場が最近出版した「与那国町施行 50周年記念誌」の２巻をぱらぱらと

眺めた。分厚い大作である。とても重くて持ち歩けないため、必要な個所を後日コピーす

ることにした。与那国島には昔、島独自の象形文字があったそうで、その象形文字が書か

れたＴシャツが売られていた。気にいったので買おうとしたが展示してある現品限りで、

サイズがなく断念した。 

 店の女性に司馬遼太郎の本のことを話し、「その時のご婦人は今どうされているのでしょ

うか」と尋ねてみた。そしたら元気で存命だという。そして、祖納（そない）で民俗資料

館をやっているとの返事であった。是非会ってみたいと思った。 

 レンタカーを運転し祖納に行き、「国境（はて）」という店でソーキそばの昼食を済ませ

てから町役場で話を聞き、民俗資料館に行った。郵便局の先の奥まったところにある民家

の一角を利用した小さな建物であった。 

 ところが資料館の入口で夫婦がおばあさんを必死でとめている。どうやら体の具合が悪

いのに資料館を開けようとしているらしい。頑固なおばあさんに無理をするなと言ってい

るようだ。このおばあさんこそ司馬の本に出てくる苗さんであった。そしてとめている女

性は空港の売店で先ほど会った知的な女性であった。うすうす感じていたが売店の女性は

苗さんの娘だったのである。 

 翌日も資料館を訪れたが閉館中であった。隣の建物にいた例の夫婦の旦那に尋ねたとこ

ろ、どうやら苗さんは腰の骨を折ったらしい。島では手当てができないのでヘリコプター

で医療施設のある石垣島まで運ぶ準備をしているのだそうだ。しかし気丈な苗さんはお客

があれば案内したくて仕方がないらしい。今年で 93歳になるそうだ。 

 こんな事情で苗さんの話も聞けず、資料館の中を見ることもできなかった。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

民家の一角を改造した民俗資料館（左）と石のつくばい（右） 
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祖納 

 与那国島は、面積 28.88 ㎞ 2、周囲 28.6 ㎞で、八重山諸島の中では西表島、石垣島に次

いで大きい。島内には祖納、比川、久部良（くぶら）の３つの集落がある。平成 24 年 12

月現在の与那国島の人口は 1,564 人、780 戸であるが、祖納地区にはその６割強にあたる

958人が住んでいる。 

 司馬遼太郎は祖納の集落の印象を、「赤い琉球屋根が樹木に埋もれて小さな宝石の群れの

ようにみえる」と書いている。翌日、アヤミハビル館を訪ねた時に復帰直後の祖納地区の

航空写真をみたが、司馬が表現するように祖納の集落は赤が輝いていた。しかし、今では

赤瓦の屋根はほとんどなくなり、当時の美しい景観は失われてしまった。 

 祖納は与那国島の北側の集落で、町役場、診療所、郵便局などの公共施設が置かれてい

る。このエリアには宿泊施設（11軒）、飲食店も多い。漁業関係者は少なく、農業と商工業

に従事する人が中心で、農協もこの祖納に置かれている。今晩泊る入福旅館もこの集落の

中にある。 

 町役場の総務財政課で基礎的な統計資料を入手した。課の前には与那国島海底遺跡の模

型が置かれていた。二階に上がり、産業政策課で主として島の一次産業のことを聞き、隣

の建設課で島の地図を購入した。 

 役場で、与那国島のサトウキビは全て黒砂糖に加工されていると聞いたものだから、早

速、与那国産の黒砂糖を買い求めようと近くにある農協に向かった。しかし、サトウキビ

の収穫はこれからで、昨年のものは全て販売済みであった。代わりに香菜（シャンサイ）

が大きな袋に入れて売られているのを発見した。香菜は薬味程度に使うものと思っていた

が、この与那国島では、おしたしや天ぷらにして大量に食べるらしい。さすがに亜熱帯に

位置することだけのことはある。 

 集落を登った高台に伝統工芸館がある。与那国織りの技術を伝える施設で、数人の女性

達が機織りをしていた。 

 与那国島は島を一周する道路が整備されている。レンタカーで島を時計回りに回ること

にした。 

集落の裏手の海岸一帯は浦野墓地群となっている。沖縄ではどこでも海に向かって墓が

建てられている。ここは、司馬良太郎に同行した須田画伯が野グソを垂れたところだ。沖

縄の墓はでかい。行事の折には、墓の前に親戚一同が集まって飲食をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

比川 

ティンダハナタからみた祖納の集落（左）と浦野墓地群（右） 
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黒牛と与那国馬 

 浦野墓地群から北部海岸を東に向かう。海側は断崖が続き、道路を隔てた陸側は盆地に

なっていて風が遮られているせいか、サトウキビ畑が広がっている。海からの風は強い。

風力発電のタワーが２基建っていた。ここは昔から眺望がきき、「グティクチデイ」という

遠見番所の史跡が残っていた。なんでも３人の番人が置かれ、船が現れると 1 人が早馬で

村に知らせに行ったと案内板に書いてあった。 

島の東端は「東崎」（あがりざき）といい、周辺一帯は牧場になっている。黒牛や与那国

馬が放牧されていた。牧場の中に駐車場があり、レンタカーが数台駐車しており、先端に

ある灯台や展望台に観光客が芥子粒のようにみえる。島の２ヶ所に牧場がありもう一つは

島の西側南海岸に位置する南牧場で、ここは自衛隊の施設用地の建設予定地になっている。 

与那国島は農業の島である。平成 20年の国勢調査によると、就業者 1,107人のうち農業

就業者が 113人で、漁業の 43人を大きく上回っている。ちなみに最も多いのは建設業の 197

人で、製造業（120）、サービス業（104人）、飲食店・宿泊業（102人）と続く。 

与那国島の農業生産額は３億円前後で推移している。最も多いのが畜産業で農業生産全

体の約半分を占める。農家人口は 134人で、このうち畜産業を営む農家は 45人である。黒

毛和牛の繁殖が中心で、生産した子牛を販売する。ＢＳＥの発生以来市場が冷え込んだが、

その後回復しつつあるという。しかし島では離農する人が多く、高齢化の進行と後継者不

足が深刻になっているようだ。 

馬は「与那国馬」と呼ばれ、かなり純度の高い在来種であることが明らかにされており、

体高 115cm、体長 120㎝で日本の在来馬の中で最も小型である。放牧地に建つ看板には、「蹄

は硬く蹄鉄を必要としなく、強健で粗食に耐え、性質温順である。小型馬でありながら重

い荷物を背中に乗せて運び。馬車を牽き、畑を耕すために鋤を牽き、人を乗せ、与那国島

にとって馬は貴重な家畜でした」と書かれていた。離島という環境が、400年にわたって固

有の遺伝資源を保全してきたのであろう。石油文明の到来とともに、馬の需要はなくなり、

頭数は激減したが、与那国馬保存会が設立され、繁殖保護が図られている。 

 

東牧場の与那国馬と黒牛、南牧場の与那国馬 

 

黒砂糖 

 東崎から急な坂道を南下すると一段と低い土地がある。盆地状の地形で、海からの風は

和らぎ、この一帯にサトウキビ畑が広がっている。平成４～９年度にかけて農水省の土地
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改良総合整備事業で整備されたと看板に書かれていた。 

与那国島のサトウキビの生産額は１億円前後で推移していて、畜産業に次ぐ島の重要な

農作物がサトウキビだ。米の生産額は４千万円前後で推移し、近年急速に増えているのが

長命草（ボタンボウフウ）で平成 22年は 2,300万円になった。与那国島の漁業生産額は８

千万円程度なので、畜産を含め農業の方が４倍ほど大きいことになる。 

サトウキビ栽培の従事者は 92 人、米が９人、長命草栽培が 53 人で、サトウキビが最も

多い。 

与那国島の耕地面積は 663ha であるが、畑が 559ha と全体の約 85％を占め、田は 104ha

と少ない。サトウキビのタイプ別作付面積は、夏植えが 60ha、春植えが 10ha、株植えが 20ha

である。株植えは３年目まで収穫可能であるが、１回目が収穫の中心で、年が経つほど収

量が落ち、害虫発生などの管理の手間がかかる。 

昨年 12 月に訪れた奄美諸島の喜界島ではほとんどが「分みつ糖」に加工されていたが、

この与那国島では、全て「含みつ糖」すなわち黒糖に加工されている。沖縄県黒砂糖工業

会のパンフレットによれば、沖縄県の７島（伊平屋島、粟国島、多良間島、小浜島、西表

島、波照間島、与那国島）で黒糖を作っているようで、八重山地方は黒砂糖の産地なので

ある。島には製糖工場が置かれ、沖縄農協与那国支店が運営している。県八重山農林水産

振興センターの統計によると、22/23年期には 4,898トンのサトウキビを収穫し、575トン

の黒糖を得ている。私が訪れた時点ではサトウキビの収穫は始まっておらず、工場は休業

状態であった。 

与那国島で生産される黒糖は、沖縄県学校給食会２％、明治ストマテリアル 61％、奄美

焼酎５％、その他 32％の割合で出荷しているそうで、明治ストマテリアルへの販売量が圧

倒的に多い。 

黒牛とサトウキビに依存する農業は、ＴＰＰ交渉の行方次第では大きな影響を受けかね

ない。このため、島の農業を多様化させることがこれからの課題になっている。長命草の

栽培はこの一環として始められたが、資生堂がサプリメントとして商品化したことによっ

て生産が伸びている。役場では、長命草に継ぐ次の作物として、種なし赤肉大玉の西瓜を

開発中である。耕作放棄地に農業用ハウスを整備して、冬の出荷を目指す試験が農水省の

協力を得て進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地改良区のサトウキビ畑のＪＡのサトウキビ工場 
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比川・西崎 

 立神岩展望台をすぎると道路は少し内陸部に入り、やがて祖納から南下してきた道に合

流する。そこから南に下った先に比川の集落がある。比川は平成 24年 12月時点で、55戸、

117人で、与那国島の３つの集落の中では最も少ない。ここには漁師はいない。 

比川集落の前には砂浜が広がり、その沖には比較的大きなサンゴ礁が形成されている。

与那国島の周囲にはあまりサンゴ礁が発達していないが、断崖絶壁の北部海岸とは対照的

に比川にはサンゴが分布する。 

以前、比川には個人が経営する商店が１軒あったらしいが、最近やめてしまったため、

平成 23 年 11月に比川地区の共同売店がオープンした。共同売店は 10 時から 20 時までの

営業で、日常生活に必要なものは揃っている。また、わずかだが図書類も置かれ、いわば

地域の図書館の役割も果たしているのだ。 

カタブル浜の手前にクルマエビの養殖場が見えてきた。平成 12年３月に竣工したもので、

与那国町漁協が自営している。沖縄県は周年を通じて水温が高く、クルマエビ養殖の適地

であることから、たくさんの離島にクルマエビ養殖場が整備された。しかし、一時期疾病

がまん延し、多額の赤字を抱えた漁協もある。与那国はどうなのか。関係者にそれとなく

聞いたが、うやむやな返事で実態はよくわからない。後で石垣島で聞いた話では、佐々木

君の息子が勤務する川平湾のクルマエビ養殖会社が与那国の施設もてこ入れしているらし

い。 

養殖場の入口に立入禁止の看板が立っていたが、人は見かけなかった。水車が静かに回

っているだけであった。養殖場のとなりのタブル浜の背後に、比川地区の墓地が海に向か

っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比川地域共同売店と与那国町漁協のクルマエビ養殖場 

 比川から南海岸の道路を走り、最西端の西崎に向かう。途中は南牧場になっていて与那

国馬が放牧されていた。 

 最西端には、与那国灯台と「最西端之地」の石碑が建っている。台湾まで 111 ㎞と書か

れており、よく晴れた日には台湾が見えるらしい。与那国町と台湾東部の花蓮市はお互い

を視認できる関係からか姉妹都市となっている。当日はあいにくの曇り空で、残念ながら

台湾は雲に隠れていた。下から仕事で島に来たらしい２人組が登ってきたので、「最西端」

の石碑の前で証拠写真を撮ってもらった。西崎からは眼下に久部良の集落を一望できる。

ふところの深い漁港が整備され、港を中心に集落が形成され、背後には久部良岳（198ｍ）
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がそびえている。 

 久部良はもともと漁業で発展してきた集落だ。与那国町漁協が置かれている。17 時に近

づいていたが漁協の事務所に顔を出した。二人の女性が事務をとっており、組合長は港で

船の整備作業中で忙しくて手が離せないと言う。年配の女性は森川洋子さんといった。島

の出身で結婚して東京で生活していたが、ご主人が事業に失敗したため、夫婦で島に戻っ

てきたらしい。漁業、漁協のことをひとしきり聞いた。カジキの水揚は明日８時からとの

こと、改めて出直すことにした。 

 

ティンダハナタ 

 日本の最西端だから、日は長い。久部良から祖納に戻り、今晩の宿である入福旅館にチ

ェックインしてから、まだ日は落ちていないので車でティンダハナタに向かった。 

 ティンダハナタは標高 100ｍの台地で、祖納の集落の背後に屏風のようにそそり立ってい

る。入口に駐車場があって、その奥は亜熱帯林に覆われた山道だ。しばらく歩くと島の女

酋長「サンアイ・イソバ」の石碑があった。「明暦弘治十三年（1500年）代、与那国島の女

酋長、四人の兄弟をドナンバラ村、ダテク村、ダンヌ村、テバル村の按司に配置し、自分

は島の中央に位置するサンアイ村に構えて統治し、内治を良くし外患を防いだ」 

「サンアイ・イソバ」とはサンアイ村に住んでいたイソバという意味だ。15 世紀までの

与那国島は、司馬遼太郎の言葉を借りれば、「他から影響をほとんど受けることもなく、い

わば地上の極楽のような社会だったかと思える。法律もなく、税金もなかった。」ところが、 

1500 年オヤケアカハチの乱に勝利した王府軍の一部隊は与那国に向かった。サンアイ・イ

ソバは東崎に上陸した王府軍を撃退する。イソバは琉球王朝の支配を防いだ女傑だったの

である。しかし、10年後の 1510年、与那国島は琉球王府の版図に入る。西表島の人を代官

としてこの島を納めさせた。そして 1609年、薩摩藩は琉球入りし、琉球王朝を支配下に置

く。王府はそれまで八重山諸島に対して人頭税を課していたが、薩摩への貢物を納めるた

めにその重荷を八重山諸島にかぶせた。奴隷以下の状態におとされた。この過酷な歴史が

明治の税制改革まで続いたのである。 

 オーバーハングした遊歩道の先からは、眼下に祖納の集落が一望でき、さらにその先は

東シナ海の大海原へと続く。右手に眼を移すと、早くも水が張られた田が広がっているで

はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーバーハングした岩の下の遊歩道と岩清水の貯水槽 



9 

 

 屏風岩からは岩清水が沸き、それを貯める石張りの水槽が置かれていた。水を飲んだが

生ぬるかった。 

 さらに先には、石垣島出身の詩人・伊波南哲の「讃・與那國島」の詩が石碑に彫ってあ

る。紀元 2603年３月と書かれているから、太平洋戦争まっただなかの昭和 18年の作品だ。

国境・離島の意義と覚悟が感じられるので引用しておこう。中曽根元総理の不沈空母発言

を想い出す。 

 「荒潮の息吹に濡れて 千古の伝説をはらみ 美と力を兼ね備えた 南海の防壁與那國

島。行雲流水 この美と力を信じ 無限の情熱を秘めて 太平洋の怒涛に拮抗する 南海

の防壁與那國島。 宇良部岳の霊峰 田原川の盡きせぬ流れ 麗しき人情の花を咲かせて 

巍然とそそりたつ與那國島よ。おお汝は 黙々として 皇国南海の鎮護に挺身する 沈ま

ざる二十五万噸の航空母艦だ。」 

 

花酒 

 与那国島には３つの泡盛醸造所がある。合名会社崎元酒造は「与那国」、国泉泡盛合名会

社は「どなん」、入波平酒造株式会社は「舞富名」のブランドで販売している。クバの皮で

巻かれた「どなん」は以前お土産にもらったことがあるので知っていたが、小さな島に３

つの醸造所があるとは驚きだ。 

そのうちの一軒の崎元酒造はティンダハナタから車で数分。坂を登った台地上の畑の中

にぽつんとたっている。この隣に伝統工芸の「与那国織」を製造販売している「徳美工房」

がある。陽が沈んでいないので、急いで出かけたら、まだやっていた。さすがに工場見学

は無理なので諦めて、600mlの花酒を購入した。 

 泡盛が琉球に伝わったのは 15世紀のことだ。周知のとおりタイ米を原料に、発酵熟成し

たものを単式蒸留してつくられる。花酒はアルコール度数が 60度である。これほど度数の

高い泡盛はこの与那国でしかつくっていない。アルコール度が 45度を超えるものは税法上

スピリッツに分類され、花酒は、ジン、ウオッカ、ラム、テキーラ、アィアビット、芽台

酒等の白酒と並ぶスピリッツなのである。花酒は蒸留時に最初にとれる初留部分をさす。

もちろん 60度の花酒以外の度数の低い泡盛もつくられている。 

 ここで疑問が沸いた。なぜ、アルコール度の高い泡盛がつくられたのか。なぜ、地元に

産しないタイ米を原料にし続けたのか。 

最初の疑問に対する回答は崎元酒造でもらった解説書に書かれていた。花酒は、当初薬

用だったようだ。解説書によれば、「離島であるがゆえに医薬品がすぐには手に入らず、高

アルコールの花酒は医薬品の代用として湿布薬や消毒薬として重宝」、また、人が死ぬと花

酒を２本墓の中に入れておき、１本の花酒は７年後の洗骨の時に遺骨を清め、火をつけて

燃やし、もう 1 本は個人を偲んで古酒となった花酒を飲んだという。島の生活には欠かせ

ない酒として大事に守られてきたようだ。 

 同じ蒸留酒でも、沖縄は米を原料とした泡盛、奄美諸島は黒砂糖を原料として黒糖酒、

鹿児島はサツマイモを原料とした芋焼酎、鹿児島からさらに北上すると原料は麦にかわる。

沖縄以外は何れも地元でとれる原料で蒸留酒がつくられているが、沖縄もサトウキビがあ

るのになぜか。薩摩藩がサトウキビの作付を厳しく制限した事情によるのだろうか。 
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入福旅館 

 入福旅館は、赤瓦の伝統的な琉球建築で、県の有形文化財に登録されている。昔の祖納

の集落は皆この様式で統一されていたのだろう。客室は隣に併設された建物で、赤瓦の建

物には家族が住んでいるらしい。宿に着き、ロビーでくつろいでいると、女将さんが早速

ドリップのコーヒーが出してくれた。こんな島でも本格的なコーヒーを入れてくれるのは、

米軍施政下の影響なのか。 

部屋は２階で、和室なのにどういうわけかバス・トイレが併設されている。風呂に入っ

て階下に降り、テーブルで食事となった。当日のメニューは、カジキの刺身、カワハギの

煮付け、ゴーヤの炒めもの、ニラ炒め、アーサ汁で、島の産品を中心に比較的質素であっ

た。 

同宿者は千葉から来た定年退職の老夫婦１組で、一緒のテーブルで食事となった。日中、

与那国馬に乗って浜辺を散策してきたらしい。息子に進められて与那国島に来たと言って

いた。島では花酒を飲んで来るようにいわれてきたようで、旅館の夕食時には酒は飲まず、

夕食後、３種類の花酒を飲み比べるため居酒屋「国境」に出かけて行った。 

夕食時にオリオンビールと花酒を飲んだ。60度の花酒はさすがにきついが、甘みはある。

水を飲みながらちびりちびりやった。与那国に出かける前になかにし礼がラジオで食道が

んの話をしていたのを思い出した。同氏はウイスキー党で、水割りは邪道、ストレートが

一番うまいという信念で飲み続けたらしい。その結果、食道がんになったそうだ。強い酒

を飲む人に食道がんや咽頭がんが多いのは昔から聞いてはいたが、この説はほぼ間違いな

い。なかにし礼は医者に手術を進められたが、手術に耐えられる体力はないと悟り、イン

ターネットで治療法を探し、自分で陽子線治療を選択したのだそうだ。その結果、４週間

で大きながんがきれいに消えたというのがラジオの話であった。 

入船旅館で手伝いをしていた若い女性は島の人ではない。与那国島に旅行でやってきて

住み着いてしまった。南の島は現代人を引きつけるのであろう。その後、訪問する八重山

諸島には本土からやってきた若い人たちが実に多いのだ。 

 宿には、「与那国町制施行 50 周年記念誌」をはじめ、島に関するいくつかの書籍が置い

てあった。翌日、記念誌を借りて役場でコピーした。 

 

 

入福旅館の正面と夕食 
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平成 24年１月 24日 

カジキ 

 ８時から漁協でセリが始まると聞いていたので、朝食をすませるとすぐに久部良の与那

国町漁協に車を走らせた。漁協の荷捌場には大きなカジキが並んでいたが、既にセリは終

わっており、組合長と職員は出荷の準備に追われていた。 

 与那国町漁協の正組合員は 30人、准は 120名ほどいるが出資しているだけで、実際に漁

業を営むのは正組合員のみだ。正組合員は、久部良が圧倒的に多く、祖納は３人、比川に

はいない。 

漁協の職員は、男２人、女２人の合計４人、役員は７人。販売、購買、加工、共済の事

業を営んでいる。組合長は大阪からやってきたＩターン漁師で、48歳になる。15～16年前

に島に来て、漁協事務所の眼の前で釣具店を兼業する金城さんに漁業を習ったそうだ。 

実は金城カズシさんは石垣島の佐々木君から与那国一の腕前の漁師なので、是非会って

くるようにと進められた人だ。久部良の金城、玉城の２つの姓はもともと沖縄本島の糸満

から来た漁師で、金城カズシさんは祖父母の時代に与那国にきた。男の職員の１名は販売

担当。もう一人は加工担当で、主としてカジキを原料とした加工品を開発、製造している。

加工担当は 22歳の青年で、島外で１年間加工の研修を受けたそうだ。カジキのカンダイイ

ユ（カジキ肉のピリ辛風味の干物）、カジキの肉巻きおにぎりなどのアイディア商品をつく

っている。これらの加工品は空港の漁協直売店で売られている。 

 現在、与那国島で営まれている漁業は、曳釣（トローリング）と一本釣である。島の周

囲にはリーフがあまり発達していないので、地先海域での漁業、いわゆるイノーでの漁業

はほとんど行われていない。 

曳釣は後述するカジキ突きん棒漁業に代わって、戦後間もなく始まった。曳釣の対象魚

種は周年を通じてカジキ類とシイラである。カジキ類はクロカワ、バショウカジキ、シロ

カワ、メカジキで、このうちの約８割がクロカワカジキである。曳釣は島の周辺に設置さ

れた３ヶ所のパヤオ周辺が主な漁場であることから、日帰り操業となる。曳釣の餌はカツ

オで、先ずカツオを釣ってからこれを一本掛けしてカジキ類を釣る。カジキは魚体が大き

いので、小さい漁船では一本釣れる毎に港に戻る。４～５トンクラスの漁船では船倉の収

容能力が４～５本なので、船倉が一杯になるとやはり港に戻る。 

与那国島の周辺には、昔からカツオと並んでカジキ資源は多く、島の漁業はカジキに大

きく依存してきた。カジキは遊漁の対象としても人気が高く、この人気を背景に島では毎

年カジキ釣り大会を開催している。役場と漁協がタイアップし、島の漁船約 30隻と、島外

のプレジャーボート６隻ほどが参加して、毎年７～８月に開催されている。 

曳釣とともに、10 人程が一本釣を兼業で営んでいる。深海のマチ類などの底物が漁獲対

象だ。漁期は 11月～２月の冬季間に限定され、３月から禁漁になる。一本釣も朝早く出漁

して、日帰りで操業する。金城カズシさんの家を前日に引き続き訪ねたが、朝から一本釣

に出かけていて、残念ながら会えなかった。 

島で漁獲され、漁協に水揚げされたカジキを中心とする漁獲物は島内に一定の需要があ

るため一部はセリで地元買受業者に販売される。セリ参加者は５人である。島内流通は全

体の約３割、残りの７割は島外に出荷される。カジキは主として熊本県の水産会社に、カ
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ジキ以外は本島・泊にある県漁連の市場に出荷する。 

県外への出荷作業は 7 時半頃からスタートする。段ボールの大きな箱にカジキを入れ、

ビニール袋に入れた氷を周りに並べて、飛行機で輸送する。輸送コストは 400 円／㎏にな

るそうだ。カジキの価格は 1,400円／㎏前後であったが、最近は 1,200～1,300円／㎏と少

し下がっており、輸送費が大きなネックとなっている。このため、昨年から県外に送るも

のに関しては 140円／㎏の補助が出ている。 

島内に流通するカジキは購入した買受業者が写真のように漁港内で解体処理している。

昨晩食べたカジキはこうして処理されたものだ。シイラはすり身の原料になる。島内では

シイラと島外から仕入れたすり身を混ぜてカマボコがつくっている。カマボコは沖縄そば

に欠かせない。 

平成 22 年の港勢調査によると、久部良漁港（第４種）の利用漁船数は 43 隻、属地陸揚

げ量は 171.7トン、金額は 86百万円であった。一方、2008年漁業センサスによると、漁業

経営体数は 30であるが、漁協自営のクルマエビ養殖が含まれることから、個人経営体は 29

である。このうち 20経営体が専業、９経営体が１種兼業で、兼業の内容は遊漁である。遊

漁はダイビング案内と遊漁案内が半々らしい。なお、漁業就業者数は 34人で、20歳代２人、

30歳代１人、40歳代９人である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷捌場に並べられたカジキとカジキを捌く買受人のおばさん 

 

久部良 

 港から北側の高台に登った。途中に久部良小学校、中学校が港を見下ろす位置に建って

いる。さらに登ると、「日本最後の夕日が見える丘」があり、その先に久部良バリがある。

バリとは与那国語で「割れ目」を意味する。東シナ海を一望する小高い岩山に幅３～５ｍ、

深さ７～８ｍの岩の亀裂がある。その昔、人頭税に苦しむ島では、人口制限のため村々の

妊婦を集めて、このバリを飛ばせ、能力のない人を淘汰したと伝えられている。 

 久部良バリから目を右に転ずるとコンクリートの柱だけが残ったミニパルテノン神殿の

ような建物の残骸が目に入った。はてはこれがかつて栄華を誇った鰹節工場の跡かとおも

ったが、後に漁協で聞いたところ製塩工場があったところだという。 

 このミニパルテノン神殿の先には墓地があった。しかし、草が茫々でほとんど手が入れ

られていない墓が多い。既に墓守がいなくなってしまったのだろうか。 
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久部良バリと製塩工場の跡地 

 

突きん棒 

与那国町漁協の事務所に突きん棒漁船の模型が置いてあった。昭和 30年代まで与那国島

では突きん棒によるカジキ漁が盛んであった。多い時には 100 人程が営んでいた。この突

きん棒漁業は台湾から伝わり、与那国島ではじまったのは昭和 10（1935）年頃といわれ、

約 30年間与那国の漁業を支えてきた。突きん棒のルーツが与那国島にあったのだ。突きん

棒の技術は九州から黒潮沿岸を北上し、最北端は岩手県の釜石である。釜石には突きん棒

船がたくさんいて、イルカをついていた。もう 30年以上も前に釜石で突きん棒で突いたイ

ルカの竜田揚げを食べたことがある。 

この突きん棒には懐かしい思い出がある。大学院の１年生の夏、神奈川県水産試験場相

模湾支所で泊まりがけのアルバイトをしていた時のことだ。当時、月１回の浅海定線調査

というのが行われていて、相模湾で採水やプランクトン採集などの海洋調査を手伝った。

ちょうど傭船したのが突きん棒の漁船であった。突きん棒漁船は水面近くを泳ぐカジキを

発見するための高い見張り台が取り付けられ、船の舳先がそりたち、ここに銛を射る突き

台が設けられている。 

 海洋調査中に傭船していた漁師がマカジキを発見。海洋観測は放り投げてカジキを追い

始めた。カジキのいる方向に静かに船を進め、突き台の下にカジキがくると一挙に銛を放

った。銛は見事に命中。カジキはおもいきり泳ぎ出した。漁師はロープを伸ばし、カジキ

が消耗するのを待った。海面は血で染まる。30 分ほどロープを引いたり伸ばしたりする作

業が続いた。ヘミングウエイの「老人と海」の世界だ。やがてカジキは船に引きあがられ

た。漁師は血が騒いだのか、それだけでは物足りずシイラを２本突いた。 

 水産試験場から出る傭船費よりもはるかに収入になったであろう。当然ながら、当日の

海洋調査は途中で中止となったが、生涯忘れられない経験をした。ちなみに漁師の職場放

棄に対して水産試験場は一言も文句を言わなかった。誠におおらかな時代であった。 

 

鰹節工場 

与那国島の経済の一時代を築いたものにカツオ漁と鰹節製造がある。 

 脂の乗っているカツオは刺身では美味いが、鰹節の原料にはむかない。長期間保存する

鰹節は脂が酸化し、味が悪くなるとともに、何よりもオキシダントは体に悪い。したがっ
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て鰹節の原料は脂のない南方海域のカツオが適している。今は冷凍技術が進歩したので、

原料魚を一ヶ所に集め、効率的な生産が行われるようになった。鹿児島県の枕崎や山川に

鰹節工場が集積しているが、冷凍技術のなかった時代は、カツオの獲れる場所で鰹節が製

造されていたのである。 

 尖閣諸島の魚釣島では、戦況が悪化し始める 1940年まで鰹節工場が置かれ、最盛期には

250人もの人が住んでいた。これは尖閣諸島にカツオ資源があり、それを産地で加工しなけ

ればならなかったからだ。 

久部良の集落には昭和 40年頃まで鰹節工場があった。鰹節が盛んな時代は久部良の集落

は賑やかで、人口は 5,000人程、小学校も１学年２クラスあったという。 

 「與那國の歴史」（池間榮三）や「町史別巻１・記録写真集・与那国・沈黙の怒涛・どう

なんの 100 年」の記述を総合すると、与那国のカツオ漁業と鰹節製造の歴史は次のように

なる。 

 池間は、「鰹節製造業は、1895年頃宮崎県人によって始められた」と記しているが、町史

では、「与那国の鰹漁業は明治 34（1901）年、鹿児島県出身の寺前嘉次郎が、奄美大島を経

て与那国を訪れ、クリ船 10隻くらいで曳縄鰹釣漁業を行ったことに始まる」となっている。

鰹節製造業とカツオ漁業の差はあるが、どうやら与那国でカツオ漁業、鰹節製造が始まっ

たのは 1900年前後のようだ。その後、「鹿児島県出身の尾辻新兵衛氏が鰹業を盛んにした」

（池間）、一方、「糸満の玉城徳は明治 38（1905）年、白山丸という帆船で鰹の釣り漁業を

始めた」（町史）ようで、当時は曳縄釣と釣竿の漁法の漁法でカツオを漁獲していたと考え

られる。 

これまでは帆船を使用していたが、「1916年に真謝林太郎氏が初めて電気着火による機械

船を使用」（池間）して、この頃から発動機船に転換していったようだ。 

 発田貞彦（1895～1971）は 1920年前後に与那国にわたり、最初に祖納で鰹節工場を始め

たが、その後久部良に移り、製氷施設を有する近代的な鰹節工場を設立した。この当時東

洋一の規模を誇ったようだ。写真集に当時の工場が映っているが、今では想像できないほ

どの水産加工場が久部良にあった。最盛期の昭和 10（1935）年には漁船 23隻、漁民 150人、

工場従業員 50人を擁し、年産額は 20万円に達していると写真集に書かれている。 

   

漁協に置かれている突きん棒漁船の模型（左）と発田が始めた金毘羅祭りの金毘羅宮（右） 

その後、発田貞彦は久部良の工場を弟に任せ、自身は台北に転居するが、久部良の鰹節

工場は昭和 40年代まで操業が続けられた。やがて冷凍技術の進歩は産地加工の必要性を失
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わせ、与那国島から鰹節工場は消えた。 

何れにしても、与那国島の漁業は島外の人によって発展してきたのだ。そしていまでも

島外からやってきて漁師になった人も多い。朝、出向間際にあった漁師は東京で会社員を

していたという。また、見習い研修中の漁師が２人いるそうだ。 

久部良では毎年旧暦の 10 月 10 日に金毘羅祭りが行われているが、この祭りは発田貞彦

が始めた。こうした歴史を後世に残すため記念碑の建立が検討されているという。 

 

超早場米 

 久部良の集落から久部良岳の北側を走り、島の内陸部の農業地帯を見て歩いた。 

 途中、木につるしたカゴがやたらと目につく。はて何だろう。ほとんど想像がつかない。

後に役場で聞いて納得した。南西諸島はウリミバエがまん延して大きな農業被害を与えた。

これを防除する方法として不妊虫を放つ手段がとられた。羽化２日前にγ線を照射して不

妊化した飼育個体を大量に屋外に放ち、野生個体の繁殖を阻止する方法である。実はこの

籠の中には不妊中の蛹が入っていて、ここから周辺に飛び出していくのだ。ウリミバエの

根絶により、ゴーヤやマンゴーの島外への出荷が可能になった。不妊虫は沖縄県の病害虫

防除センターがつくり、ＪＡが放散している。 

ウリミバエと聞いて、学生時代に知った生態学者の伊藤嘉昭を思い出した。この不妊虫

の放散によるウリミバエ駆除の道を切り開いたのが伊藤だったが、この発想が現場に適用

され、そのカゴを見ることができ、感慨深いものが込み上げてきた。 

祖納集落の背後に田が広がる。前日、ティンダハナタからみえた通り、水田には既に水

が引かれ、代かきも行われ、田植えの準備が進んでいた。与那国島は日本一田植えの早い

ところで、超早場米の産地なのだ。与那国島の田植え時期は２月中旬から下旬にかけてで、

６月には稲刈りとなる。したがって、二期作も可能だが、サトウキビとの兼業が多く、ほ

とんどがそのまま田を放置しておくようだ。栽培品種は「ひとめぼれ」。島の米の生産量は

約 69トン、このうち６トンは島内消費し、残りはＪＡが買い上げえて島外に出荷している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウリミバエの不妊虫放散カゴと水が張られた水田 

 

 離島は周囲と隔絶しているため、独自の進化を遂げた生物も多い。ヨナグニサンもその

一つだ。ヨナグニサンは日本最大の蛾で羽を広げると 18～30㎝にも及び、八重山諸島のみ
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に分布する。与那国島では島の最高峰・宇良部岳（231ｍ）周辺に生息している。このヨナ

グニサンを紹介するアヤミハビル館が宇良部岳の麓に置かれている。 

 同館を急ぎ足で見て、役場に寄り、さらに例の民俗資料館を訪ねたが、先に記したとお

り、結局見ることはできず、与那国空港に向かった。 

 レンタカーを空港内の駐車場に戻し、鍵を空港内の営業所に置き、昼食を空港内のレス

トラン「旅果報」で食べた。与那国そばに握り飯が１個ついてきた。 

 役場でも佐藤政務官に会ったが、空港にはいなかった。恐らく那覇に直行したのだろう。

13時 15分のＲＡＣのプロペラ機で与那国島を後にした。 

 

 

宇良部岳の麓にあるアヤミハビル館とＲＡＣのプロペラ機 

 

 

 


