
69 

 

1907 離島覚書（広島県・大久野島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年３月 25日 

忠海港 

 広島空港でレンタカーを借り、竹原市の忠海港に直行する。途中道を間違え同じ道を走

るはめになり、予定より時間を要した。 

忠海港はＪＲ呉線の忠海駅の裏手にある。かつて広島県漁連の委託で実施した漁協合併

の調査で付近に行ったことがある。その際、近くにあるアオハタ㈱のジャム工場を見学し

たことがあった。10年以上前のことであるが、港の周辺は当時と随分変わっていた。 

港には土産物屋を兼ねたフェリーのチケット売り場、忠海港待合所、トイレ、駐車場が

ある。駐車場はかなり広いが、ほぼ満車だったので道路脇に停めた。フェリーのチケット

売り場はずいぶん洒落た建物になっていた。久野産業という会社が運営しており、４～５

年前にできて、昨年さらに店舗を増設したそうだ。店内にはウサギのグッズやキャラクタ

ー商品がところ狭しとならんでおり、観光客は争うように買い求めていた。 

昼食を食べていなかったので、忠海港待合所で天麩羅蕎麦を食べる。忠海名物と書かれ

ていたが、オキアミが少し入った天麩羅でとんでもない代物だった。 

 大久野島には大三島フェリー㈱が運航するフェリーと休暇村大久野島が運営する客船が

通っている。フェリーは１日７便、客船は１日 10 便あり、両方をあわせるとおよそ 30 分

間隔で運行されていることになる。フェリーの定員は 220～250 人、客船は 100 人である。

なお、フェリーは忠海港から大久野島を経て大三島の盛港を結んでいる。 

 フェリーが出発する 20分ほど前から長蛇の列ができた。乗客を誘導していた船会社のア

ルバイトに聞くと、この便の乗客は 130 人ほどだという。土・日曜日は乗客が多いが、平

日にこれだけの乗客がいるのは春休みに入って子供連れが多いためだ。そしてこの乗客が

大久野島に行く目的はウサギを見るためだというから驚くばかりだ。そのうち大久野島か
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らのフェリーが桟橋に入って来た。２階のデッキは人が鈴なりの状態であった。 

忠海港発 14時 05分のフェリーに一番最後から乗った。２階にある座席はすべて埋まり、

立錐の余地もない。しかたなしにデッキに出て、風に吹かれながら立ちつくすしかなかっ

た。10 数分で大久野島の第２桟橋に着いた。大久野島には、島の東側に第２桟橋、南側に

第１桟橋の２つの桟橋がある。早朝と夕方の便は第１桟橋に着くが、それ以外は第２桟橋

を利用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久野島行きの切符売り場（左）、乗客が鈴なりのフェリー（右） 

 

ウサギの島 

 大久野島は忠海港の沖 2.3 ㎞に浮かぶ面積 0.70 ㎞ 2、周囲 4.3 ㎞の米粒の形をした島で

ある。豊田郡忠海町に属していたが、1958 年に忠海町と竹原町と合併して竹原市になった

ので、現在は同市に属している。 

第２桟橋の脇にフェリーの待合場があり、桟橋の前は広場になっている。広場ではたく

さんのウサギが走り回っていた。島に上陸した観光客は、早速本土側で購入してきたウサ

ギの餌を与え始めた。観光客の目当てはこのウサギなのだ。島内では餌を販売していない

ので、観光客はキャベツや配合飼料などを島外で調達して持ち込んでくる。 

 大久野島には後述するように 1902（明治 35）年に砲台が築かれており、要塞の島だった。

島の大半を軍が支配していたのである。その後、要塞が廃止され、1929（昭和４）年から

毒ガスの製造が始まった。戦前までの大久野島は「毒ガス製造」の島であり、島の存在す

ら徹底的に隠ぺいされてきた。「地図にない」島だった。戦後、そうしたイメージを払しょ

くすべく、島は国民休暇村となり、「うさぎの島」としてＰＲしてきたことが功を奏し、今

ではたくさんの観光客でにぎわっている。 

 竹原市の観光統計によると、2017 年の来島者数は過去最高の 362,336 人であった。４年

連続で対前年を上回っている。そして観光客の中には外国人も目立つ。しかもアジア系か

ら欧米系まで様々であり、全世界から来ているような雰囲気だ。４～５年前に動画投稿サ

イトで紹介されたことがきっかけになり全世界に拡散し、一挙に火がついた。 

 島に生息するウサギはアナウサギという外来種である。もともと毒ガスの実験に使うた

めに 200 匹ほどのウサギが飼われていたが、戦後処分されている。現在のウサギは国民休

暇村で飼っていたものが島内に逃げ、野生化してかつてに繁殖したものらしい。ウサギの

生息数は 2007年の時点で 300羽、2013年で 700羽といわれているが、島内を歩きまわった
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ところでは、全島に分布しており、今では数千羽に及ぶに違いない。 

 島にはウサギの天敵はいない。せいぜい空から襲ってくる猛禽類ぐらいだろう。餌は島

外から人が毎日持ち込むので十分あり、繁殖する条件がそろっている。アナウサギは草食

性でおとなしく、人に被害を与えることがほとんどない。また愛らしく人に懐いて手から

餌を受け取るから、人気者で駆除する理由はない。したがってますますポピュレーション

は増加することになるのである。 

ところでアナウサギは地中に穴を掘って生活する習性があることから島のいたるところ

にウサギが掘った穴が見られる。この穴が異常に増えると植物を枯らし、島の生態系に影

響を与えることが危惧される。ウサギの繁殖と島の生態系保全のバランスに配慮すべき事

態が将来起こる可能性もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光客から餌をもらうウサギ（左）、ウサギに掘られた穴（右） 

 

ビジターセンター 

 第２桟橋から海岸沿いの道路を第１桟橋に向かって歩いていくとやがて道路は２手に分

かれる。左側の海岸沿いの道が歩行者・自転車用の道路、右側の内陸側の道が車・バス用

の車道だ。海岸沿いの道の周辺はキャンプ場になっており、道路は木道である。周辺には

ウサギがたくさんおり、フェリーでやってきた観光客がおもいおもいに餌を与えている。 

 第１桟橋の向かいに大久野島ビジターセンターが建つ。2002 年につくられた平屋建ての

建物（建築面積約 753㎡）の建物で、翌 2003年にオープンした。開館時間は９時～16時で、

無料である。建物は段差のあるところにつくられているようで、海側のフロアーは少し低

くなっている。 

このセンターは環境省が整備したもので、島の動植物や生き物、瀬戸内海の自然環境な

どを学ぶことができる。また竹和紙づくりの体験プログラムも用意されている。ただ島に

来る観光客はウサギに関心があるようで、館内は閑散としていた。入口にいた案内の女性

は休暇村に雇われてビジターセンターの管理業務を行っているとのことだったので、少し

島のことについて話を聞いた。彼女は毎日本土側から通っている。 

 管内の展示で印象に残ったのが、「海砂採取による崩壊状況」というパネルだった。瀬戸

内海各地で頻繁に行われた海砂の採取が、いかに瀬戸内海の環境を破壊したかというもの

だ。私はかねてから瀬戸内海の海砂採取がイカナゴの夏眠場を奪い、食物連鎖の底辺を構

成するイカナゴ（プランクトン食性）の資源を減少させ、瀬戸内海全体の生態系に大きな
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影響を与え、このことが漁業にも深刻な影響を与えたと考えてきた。まさに環境破壊の元

凶なのだが、こうしたアピールはほとんど行われていないことに危惧していた。したがっ

て、このような展示がなされていることに共感するとともに、広く国民に理解してもらお

うとの意図には敬意を表したいと思う。 

 ビジネスセンターの前に幹部用防空壕跡があった。コンクリート製で長さ５ｍ、幅２ｍ

の小さなもので、半地下式のかまぼこ型をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸沿いの木道（左）、大久野島ビジターセンター（右） 

 

毒ガス資料館 

ビジターセンターの斜向かいに毒ガス資料館が置かれている。1988 年に開館した。建物

は竹原市が所有し、当初毒ガス被害者の数団体で結成された「大久野島毒ガス被害者対策

連絡協議会」が運営していたが、2006 年から指定管理者制度が導入され、現在は休暇村が

管理・運営に当たっている。入場料は 100 円だった。内部の撮影は禁止されている。窓口

の男性は定年退職後に再就職したようで愛想ない人だった。 

資料館はレンガ造りの平屋建てで、２つの部屋に分かれている。１つが当時の関連資料

を展示しており、もう１つの部屋が学習用の教室になっている。開館当初は関心が高く年

間５～６万人が入場していたが、次第に関心が薄れて２万人台になり、その後観光客の総

数が増加したことから４万人台に回復しているらしいが、それでも大久野島に来る観光客

36万人のうちの 10％強に過ぎない。 

毒ガスの製造にあたって万が一でも事故が起これば周辺住民に被害がでることから、周

囲を海に囲まれ社会から隔絶した島が毒ガス工場の立地場所として適していたことはいう

までもない。大久野島には明治時代から芸予要塞が置かれ陸軍が管理していたこと、地元

忠海町が不況対策として積極的に軍施設を誘致したことにより、毒ガス工場が置かれるこ

とになった。 

芸予要塞が廃止されてから大久野島には代々の居住者である柴田家２世帯と灯台守一家、

火薬庫看守一家の４世帯だけが住むだけになり、一般の人は居住禁止となっていた。1927

年には全島が軍用地となり、島にいた人は島外に移住させられ、毒ガス工場の建設に着手

する。そして 1929 年から毒ガスの製造が始まった。島ではイぺリットガス（びらん剤）、

ジフェニルシアノアルシン（嘔吐剤）、青酸ガス、クロロアセトフェノン（催涙剤）などの

ガスが生産された。ちなみに私の学生時代は学生運動が盛んで激しいデモがあり、そのた
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びに機動隊から催涙剤が発射され、目を腫らした経験がある。戦争の本格化とともに工場

の操業体制も本格化し、1933年には島で働く従業員は 200人ほどになり、さらに 1937年に

は工場を拡大し、従業員は 1,000 人を超え、ピーク時には 2,000 人に達した。そして終戦

前の 1944年に毒ガスの製造は終わった。 

敗戦後、島に貯蔵されていた毒ガスは旧日本軍とＧＨＱによって、埋設、海中投棄、焼

却の３つの方法によって処分された。 

資料館には毒ガスに関する資料が３種類売られており、そのうちの１部を購入する。ま

た、連絡協議会によって会報が発行されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毒ガス資料館（左）、毒ガス製造に用いられた陶器製の製造器具（右） 

 

休暇村 

 毒ガス資料館の先に大きな広場がある。もとは毒ガス工場があったところで、戦後すべ

ての工場施設が撤去されて、現在の広場になった。広場の南側に標高 25ｍほどの高台があ

る。ここは芸予要塞時代に南部照明所が置かれていたところで、巨大なサーチライトが取

り付けられていたようだ。広場の海側にはプールが置かれている。広場の背後に４階建の

休暇村の宿泊施設が建つ。 

大久野島を含む瀬戸内海は 1950年に国立公園に指定された。1961年に(財)国民休暇村協

会が設立されると、国立公園及び国定公園の集団施設地区に総合的休養施設の整備が進め

られるようになる。 

大久野島でも国民休暇村が建設されることになり、島の土地は灯台のある敷地を除いて

厚生省の所管となり、1963年７月に大久野島国民休暇村ができた。1971年に環境庁が設置

されると国民休暇村は厚生省から環境庁（現環境省）に移管され、2001 年には休暇村に改

称している。現在、（一財）休暇村協会が全国 37 施設を運営するが、大久野島の施設は初

期につくられたものである。 

第２桟橋から宿泊施設までは休暇村のバスが走っている。歩いても大した距離ではない

が、歩くのが苦手な人はバスを利用する。宿泊施設は和室を中心に全部で 65部屋（洋室は

２部屋のみ）あり、最大で 300 人以上泊れる。料金はスタンダードプランが、朝夕食付で

１泊（２名１室）10,000 万円と安い。当初、休暇村に宿泊する計画で電話を入れたが、ち

ょうど春休みで観光客が多く、残念ながら泊まることができなかった。 

 島には住宅はないが、休暇村で働く人が社員 20人、パート 30人ほどの合計 50人ほどい
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る。また休暇村の寮もあり、20人ほどが島で生活している。残りの 30人ほどは忠海港から

船で通勤している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休暇村大久野島の全景（左）、フェリー発着場を結ぶバス（右） 

大久野島には島の海岸沿いを一周する道路が整備されている。パンフレットに所要時間

は徒歩で１時間と書いてあった。時計回りに毒ガス製造施設や芸予要塞の遺構を見学しな

がら歩くことにした。 

 

毒ガス製造施設の遺構 

 休暇村本館の近くに三軒家毒ガス貯蔵庫跡がある。土手にコンクリート製の浅いトンネ

ルが２つ作られ、洞窟のような穴に見える。コンクリートが割れ、錆びた鉄筋がむき出し

になっていた。この貯蔵庫には腐食防止のために内部に鉛を張った 10トンタンクが収容さ

れていたようだ。 

 島の西岸に出ると左手に小久野島（無人島）が見えてきた。国立公園整備事業によって

つくられた護岸が続き、テニスコートが６面ほどつくられている。このあたりはかつて長

浦の毒ガス工場が置かれていた所らしい（島の毒ガス工場は２ヶ所に分かれていた）。テニ

スコートの間に半分埋もれかかった毒ガスの貯蔵庫が左右に４つずつ計８つの貯蔵庫が置

かれていた。 

 テニスコートの裏手の山側に日本庭園跡、テニスコートの間には毒ガス工場時代のトイ

レ跡などが残っている。本土側に電源開発の竹原火力発電所が見える。この発電所には何

回か入ったことがある。増設工事をしているようで新しい発電所建屋ができつつあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

崩れ落ちた毒ガス貯蔵庫跡（左）、長浦の毒ガス貯蔵庫跡（右） 
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 続いて長浦毒ガス貯蔵庫跡が現れた。戦後、米軍が火炎放射器で焼いたそうで、当時の

焼け跡が黒く今でも残っている。ここから先は島の北部になる。 

 

芸予要塞 

 明治政府は、欧州列強の艦船が京阪神へ侵攻するのを防ぐため、紀淡海峡、鳴門海峡、

豊予海峡、下関海峡に要塞をつくり砲台を置くことになった。しかし４つの海峡のうち豊

予海峡は幅が広く、当時の大砲では射程をカバーできなかったため、芸予要塞がつくられ

ることになる。すなわち瀬戸内海に侵攻してきた艦隊を来島海峡と忠海海峡の一線で防衛

しようとの戦術であった。こうして来島海峡に面した小島と忠海海峡に面したこの大久野

島に要塞がつくられた。じつは小島には 2017年７月に出かけており、小島の要塞跡はすで

に見ている。 

 大久野島では 1902年に要塞が完成し、北部砲台、中部砲台、南部砲台の３つの砲台が設

置され、計 22門の大砲が置かれた。しかし、大砲の射程距離の向上、また航空機の登場に

より防衛戦略が大きく時代変化を遂げたことで芸予要塞は一度も使われることなく 1924

（大正 13）年に廃止になっている。 

 長浦の毒ガス貯蔵庫跡を過ぎると、北部砲台跡にでる。ここには 24㎝加農砲４門、12㎝

加農砲４門がそれぞれ置かれていた。また地下兵舎跡、発電機関跡などが残されている。

なお中部砲台跡と南部砲台跡は後述するように昨年７月の集中豪雨によって途中の道が崩

壊しており立入り禁止になっていることから見ることはできなかった。北部砲台跡と第２

桟橋との中間あたりに火薬庫跡があった。立入り禁止のロープが張られていたが、おそら

くそれほどの被害ではないと思ってロープを越えて中に入るとレンガ造りの火薬庫跡は発

生した土砂で崩壊していた。 

 北部砲台跡から第２桟橋に向かう島の東側道路では観光客が著しく少なくなる。若い男

女のペア以外に出会ったのは数組だけだ。しかし観光客が少ないにもかかわらず、ウサギ

は東側にもたくさんいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24㎝加農砲砲台跡（左）、12㎝加農砲砲台跡（右） 

やがて毒ガス工場に電力を供給していた発電所跡が現れた。ディーゼル発電機８基が設

置され、重油を燃料としていた。長方形の窓が３段あるが、もちろんガラスは割れ、窓枠

は鉄製だったので錆びている。建物の中に入ることは危険なため禁止されている。近くに

芸予要塞時代につくられた石積みの桟橋が当時のまま残っていた。毒ガス工場時代も人の
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上陸に利用されていたが、その後新しい桟橋が２つでき、こちらの桟橋は使われなくなっ

た。 

 

土砂崩れ 

島のほぼ中央に展望台（標高 95ｍ）があり、その北側には中部砲台跡がある。展望台に

は島の四方から登山道が伸びているが、あいにく立入り禁止になっていた。したがって島

を一周する海岸沿いの道を歩いただけだった。立入り禁止になったのは昨年７月に広島地

方を襲った集中豪雨によって山の至るところが崩れたためで、その後復旧工事が遅れてい

ることによる。 

テレビでは呉方面の住宅地の被害がさかんに報じられていたが、大久野島を含む広範囲

で大きな被害が生じていることを実感し、当時の豪雨のすごさを改めて実感した。 

上述したように火薬庫跡の建物は土砂に流されたまま放置されている。おそらく遺構を

復旧しながら再整備するとなるとかなり時間がかかりそうだ。特に人の生活とはかかわり

がないため優先順位は低い。また、海岸沿いの道路脇の斜面の大きく崩壊している箇所が

あった。道路まで崩壊面が及んでいないため、一周道路は確保されているがもし道路まで

かかっていれば大ごとになったことだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂崩れを起こした海岸沿いの斜面（左）、土砂で押し流された火薬庫跡の建物（左） 

 

 島を一周して 16 時 37 分に第２桟橋に戻った。フェリーの出発までしばらく時間があっ

たので、広場周辺にいるウサギを見て歩いた。17 時 16 分発のフェリーで大久野島を発つ。

大久野島の滞在時間は３時間だった。帰りのフェリーには数 10人の乗客しかいなかったの

で、多くの観光客は島を一周することもなく１時間ほどウサギと戯れて帰ったのだろう。 

17時 30分に忠海港に着き、この日の宿泊先である竹原市内のホテル大広苑に入った。 

  

【文献】 

大久野島から平和と環境を考える会（2012）：おおくのしま平和学習ガイドブック、94p. 

 


