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1919 離島覚書（東京都・父島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 7月 2日 

おがさわら丸 

 小笠原諸島は、北から聟島
むこじま

列島、父島列島、母島列島、硫黄（火山）列島で構成される。

この他に南鳥島（コーカス島）、沖ノ鳥島、そして近年の火山活動で面積を拡げている西之

島を含む。このうち人が住むのは父島と母島、中硫黄島、南鳥島の４島である。ただし、

中硫黄島と南鳥島は自衛隊員や気象庁、国交省の職員が駐屯するだけで一般人は住んでい

ない。 

 主島である父島は東京から約 1,000ｋｍ離れている。父島への交通手段は小笠原海運が運

航する「おがさわら丸」（11,035トン）だけだ。「おがさわら丸」は概ね週１便通っており、

船中２泊、父島に３泊停泊する。所要時間は 24時間である。乗船した「おがさわら丸」は

第３代目で、2016 年７月に就航した新鋭船だ。ここで父島航路の定期船の歴史を振り返っ

ておこう。 

後述するように小笠原諸島は 1968（昭和 43）年にアメリカから返還された。翌 1969 年

に小笠原海運㈱が設立され、1972（昭和 47）年４月より定期運航が始まる。当初の船舶は

東海汽船㈱から傭船したもので、「椿丸」（1,016 トン）といい、東京港と父島の間は約 44

時間を要した。翌 1973年に関西汽船の「浮島丸」を購入して「父島丸」と改称し、所要時

間は約 38 時間に短縮された。大学同期で都庁に就職した堤清樹さんは 1973 年４月から小

笠原支庁に勤務しているが、彼が書いた小論によると、この父島丸で父島に赴いている。 

 その後、1979（昭和 54）年４月に初代「おがさわら丸」（3,553トン）が就航し、1997（平

成５）年３月から２代目「おがさわら丸」（6,700 トン）を経て、現在の３代目に至ってい

る。代を重ねるごとに船は大きくなり、かつ所要時間も短縮されてきた。 

 「おがさわら丸」は７層に分かれている。当然のことだが下層ほど運賃は安い。私は和



196 

 

室エコノミーだったので最下層の２デッキ、217号室であった。室といっても壁で部屋が仕

切られているわけではなく、７人が寝るスペースが確保されているだけで、枕とマットが

用意されている。 

３デッキは和室エコノミークラスであるが、部屋は少し大きい。４デッキがエントラン

スになっており、案内所、レストランが置かれ、和室エコノミーと２等寝台の船室になる。

５デッキは特２等寝台、１等スタンダード、２等寝台の各船室があり、６デッキはショッ

プドルフィンという売店、１等寝台、特１等・デラックスの船室、さらに７デッキは特１

等と特等室（スイート）になり、展望ラウンジが設けられている。６、7デッキからは外に

出ることができ、８デッキは甲板が広がる。 

 「おがさわら丸」は竹芝桟橋を 11時に出発した。この便は年に１度の硫黄島クルーズが

組まれているため超満員で、定員いっぱいの 894 人が乗船していた。梅雨前線の影響で竹

芝桟橋を出る時からどんよりと曇っている。昼食はレストランでカレーライスを食べ、茄

子をつまみに生ビールを飲む。部屋では寝るか、寝ながら本を読むか、のどちらかしかな

いので、航海中の昼間は展望ラウンジで過ごすことが多かった。パソコンを持ち込み、小

笠原の資料を読みながらメモをとる。飽きて来ると船内を歩きまわり、デッキに出た。 

 東京湾を出て御蔵島あたりに来ると、海上には白波がたち、船は大きく揺れ始めた。三

宅島も御蔵島も海抜 50ｍ付近より上は厚い雲に覆われている。揺れが激しくなったので気

分はすぐれない。夕食は小笠原特産のカジキが特別メニューで提供されていたのでこれを

注文、昼間に続いて生ビールを飲む。24 時間の航海だから食事はなるべく美味しい方がい

い。伊豆諸島やトカラ列島を巡るフェリーの食事に較べると、この船のレストランは格が

上だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４フロアーにある船内案内所（左）、父島二見港に停泊中のおがさわら丸（右） 

 

2019年７月３日 

聟島列島 

 朝食はラウンジで手づくりのハムサンドとサラダを食べ、コーヒーを飲む。ラウンジは

２人の女性で営業しているが、けっこう気のきいた軽食類が多い。９時ごろになり船内放

送が、聟島列島が見えてきたことを告げた。６及び７デッキで船内スタッフによる解説が

始まったので、ラウンジから外にでた。 

 聟島列島は主島の聟島（2.56㎞ 2）、媒島（1.37㎞ 2）、嫁島（0.85㎞ 2）など大小合わせ
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て 82の島からなる。現在は何れの島も無人島であるが、聟島と嫁島には戦前まで人が住ん

でいた。 

 聟島には 1881（明治 14）年に佃島の田中鶴吉が移住し、牧場を始めている。1887（明治

20）年には５人の牧夫を雇い、牛 35 頭、羊 40 数頭、山羊 300 余頭、この他に豚も放牧し

ていたという。その後、1890（明治 23）年に茨城県那珂湊出身の岩崎亀五郎が事業を継承

する。亀五郎は 1938（昭和 13）年９月に 73歳で没しているが、入植以来 48年間牧畜一筋

で過ごしたようだ。当初、牛はサトウキビを搾るための役牛として需要があったが、羊や

山羊は父島や母島の経済的発展によって増えた食肉の需要に応えたものであった。その後、

牛は食肉として需要が増えた。これらの家畜類は父島の関谷商店におろしていたという（小

笠原協会機関紙特集第 58号）。 

 戦争中の強制疎開によって聟島は無人島になったが、2008（平成 20）年からアホウドリ

の移住作戦の舞台となっている。この移住作戦は（公財）山階鳥類研究所によって進めら

れている。1991（平成３）年から鳥島で始まったアホウドリデコイ作戦によってアホウド

リが復活（2018年春には 708羽のヒナが育ち、個体数は 30年で 10倍以上に増えた）して

いるが、この鳥島のアホウドリのヒナをヘリコプターで聟島に移送し、新たな繁殖地を増

やそうとの試みである。これまでの 10年間の試みで約半数のヒナの帰還を確認しているが、

定着し繁殖したのは２個体だけで、現時点では試行錯誤が続いている（山階鳥類研究所 HP）。 

当初、聟島列島の島々は霧の中に隠れていたが、徐々に霧が晴れてきて、列島を構成す

る５つの島影を確認できた。船の周りには海鳥がきわめて多く、乱舞している。海鳥が船

についてくるのは、船の進行に驚いて飛び出してくるトビウオを狙っているとのことだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ラウンジの朝食（左）、聟島列島の主島・聟島（右） 

 

小笠原村役場 

 「おがさわら丸」は 10分遅れて、11時 10分に父島二見港に着岸した。 

父島は面積 23.80 ㎞ 2、周囲 52.0 ㎞で、父島列島の主島である。小笠原諸島の中では中

硫黄島に次いで大きい（中硫黄島は毎年隆起しており、面積が年々大きくなっている）。父

島列島は兄島（7.88㎞ 2）、弟島（5.20㎞ 2）の他に大小 72の島々で構成される。 

 船客待合所は船を降りた観光客と出迎えの人でごった返していた。この日の夜、再び「お

がさわら丸」に乗船して硫黄列島に向かうので、荷物は船会社が預かってくれる。道路を

挟んだ対面の倉庫にバックパックを預け、小笠原村役場に向かう。海岸沿いのメインスト
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リート沿いには生協やスーパーの店舗、飲食店、宿泊施設などが並ぶ。しばらく西に進む

とＪＡの直売所があった。 

 店内をのぞくと、マンゴー、バナナ、パッションフルーツ、パパイヤなどが売られてい

る。船が入港しないと客はいないから入港した客目当てに朝方入荷したものと思われる。

また、「小笠原自然塩」「小笠原の塩」「小笠原島塩」という３つのブランドの塩が売られて

いた。高校の同級生で神奈川県の県会議員をしていた岩本さんが小笠原で塩を作っている

知り合いがいると言っていたが３軒あるとは意外だった。彼からどのメーカーと知り合い

なのか聞いてこなかったので、その後製塩場を見学するのは諦めた。手荷物になるから何

も買わず、パッションフルーツのジュースをその場で飲んだ。ところが製造地は北海道に

なっている。店の人に聞くと、小笠原に加工場がないためだそうだ。それにしてもわざわ

ざ北海道まで原料を運び、製品を送って来るわけだから、輸送費だけでもばかにならない。

通常サイズの飲料缶が 324円もしたのはこのためだった。 

 直売所の先に大神山公園があり、その対面に小笠原村役場が建つ。戦後、米軍の統治下

に置かれていたが、1968（昭和 43）年に小笠原諸島が返還されると、同時に小笠原村が設

置された。その後、1979（昭和 54）年に村長及び村議会議員選挙が実施され、名実ともに

村政が確立している。 

 総務課で村勢要覧と字の区分図をいただき、村民課で直近の人口と世帯数を聞く。７月

１日現在の父島の人口は 2,158 人、世帯数は 1,218 戸で、島民の多くは港背後の清瀬、奥

村、東町に集中している。外国人世帯は 22戸、小笠原の特徴でもある混合国籍世帯は８戸

である。なお、高齢化率は 14.3％であり、わが国の平均よりも低い。ちなみに 2015年の国

勢調査時の人口は 2,089人、世帯数は 1,119戸であった。産業別就業者数のうち農業は 50

人、漁業は 53人で、１次産業就業者の割合は１割にも満たず、サービス業が圧倒的に多い。 

父島の人口は入植以来増加の一途を辿り、4,000人を超えるまでになっていた。1944（昭

和 19）年４月時点における父島の強制疎開の対象人口は 4,348人であり、このうち 487人

が軍属等で島に残留している。敗戦後、父島の人口はゼロになったが、一部の外国人につ

いては 1947年に父島への帰還が認められて 129人が帰島した。返還時の人口（1968年６月）

は 181人であったが、帰島促進で人口が増加し、1975年には 1,356人となる。その後、旧

島民（戦前に住んでいた人）に加え、新島民（戦後移住した人）、新々島民（４～５年前に

移住した人）といわれる人々が加わり、近年の人口は 2,000人強で推移している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡ直売所の店内（左）、小笠原村役場の建物（右） 
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ビジターセンター 

 大神山公園の隣に東京都が指定管理を委託するビジネスセンターが置かれている。小笠

原の歴史、文化、自然を紹介した施設で、1988 年に開設された。館内は歴史コーナー、自

然・動物コーナー、ビデオコーナー、閲覧コーナーに分かれている。ビデオコーナーでは

15～16 本あるビデオライブラリーからチョイスして観ることができる。ちょうど「小笠原

の歴史」について上映されていた。ビデオと資料をもとに簡単に小笠原の歴史を振り返っ

ておこう。 

 通説では、信州松本深志の城主・小笠原貞頼が発見したとされ、小笠原の地名は彼に由

来するとされているが、どうやらこの話は史実ではないようだ。1720 年代に小笠原貞頼の

曽孫だと自称する小笠原貞
さだ

任
とう

を名乗る人物が、貞頼が 1593年に現在の小笠原諸島にあたる

無人島群を発見、「父島」「母島」などの島名をつけた文書記録を所持しているとし、小笠

原諸島への渡航と開発を幕府に申請した。しかし幕府の調査によってこの人物は貞頼の曽

孫ではなく、貞任という名は偽名で、文書も偽書だと判明したため、幕府から重い処分を

受けている 1）。 

後述するように幕府は「無人島」の領有・入植事業を開始するため水野忠徳を団長とす

る官吏団を咸臨丸で父島に派遣するが、この時に大学頭・林昇に命じて、16 世紀末に小笠

原貞頼が「無人島」を発見し「小笠原島」と名づけたという記録を提出させている。つま

り幕府は欧米諸外国に対して「無人島」の領有権を主張するために、かつて自ら否定した

はずの小笠原貞頼発見説や「父島」「母島」といった呼称を利用したというのが真相のよう

だ。かくして小笠原という地名が定着したのだった。 

 この小笠原諸島を最初に発見したのは日本人であった。1670（寛文６）年に、阿波の国

浅川浦のミカン運搬船が、和歌山でミカンを積み、江戸に向かう途中で遭難して漂流、母

島に漂着した。乗組員６人はカメと魚を食べて生き残り、船を作って八丈島を経由して下

田に戻った。幕府はミカン船の乗組員からの報告に基づき、５年後の 1675（延宝３）年に

島谷市左衛門ら 32人を小笠原諸島に派遣し、現地調査をさせている。船は唐船を模倣した

大型船で全長は 40ｍを越えた。この時は 36日間に亘って父島、母島などの主な島を探検し

ている。その際、「此の島大日本の内地」と書いたものを祠に入れたという。そして父島を

北ノ島、母島を南ノ島と名付けたのである。 

 その後、無人島時代が続いていたが、1827 年にイギリス海軍の探検調査船ブロッサム号

がこの無人島に到着。艦長ビーチーはイギリス領を宣言する。翌 1828年にはロシアの探検

調査船セニャーヴィン号が二見湾に来航している。 

1820 年ごろに日本近海でマッコウ鯨が発見され、欧米の捕鯨船の活動領域が北西太平洋

に及ぶようになると、大型帆船の停泊が可能な父島や母島は寄港地としての重要性が高ま

った。そして 1823年９月に英国ブリストルの捕鯨船トランジェット号が始めて母島に停泊

した。このように 19世紀に入ると鯨資源を求めて欧米各国が小笠原海域にやってくるよう

になり、小笠原諸島は捕鯨船の補給基地として注目されるようになる。 

こうした中、1830（天保元）年にサンドウィッチ諸島（ハワイ）から５人の欧米人と 20

人のハワイ人が移住した。欧米人は、マテオ・マザロ（イタリア生まれのイギリス人）、リ

チャード・ミリチャンプ（デヴォンシャー出身のイギリス人）、ナザニール・セボレー（マ
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サチューセッツ出身のアメリカ人）、アルディン・Ｂ・チャピン（ボストン出身のアメリカ

人）、チャールズ・ジョンソン（コペンハーゲン出身のデンマーク人）の５人である 2）。こ

のうちナザニール・セボレーは島の主導的立場にあり、その子孫は今でも健在である。彼

らは捕鯨船相手にカメなどの食料や水、燃料を提供し、捕鯨船への便宜を図ったのである。

さらに日本開国を求めるペリーは 1853年６月に父島二見港に入港し、父島に貯炭場を購入

してその管理をナザニール・セボレーに委託している。 

しかし 1859年にペンシルベニア沖で石油が採掘されるようになると照明用の鯨油は灯油

に変り、鯨油の需要は急速に衰退していくことになる。捕鯨業の衰退は同時に捕鯨船の補

給基地としての役割も低下させていくことになった。 

 太平洋横断航路の中継地点として、あるいは捕鯨基地、農業植民地としての小笠原の将

来性が期待され、領土意識に目覚めた幕府は 1862（文久元）年に外国奉行水野忠徳を咸臨

丸で小笠原島に派遣する。ミカン船の漂着から 192 年ぶりのことであった。当時母島には

19世帯 38人が住み、この他に２人の逗留者がいた。その後、引き続き母島に向かう。母島

には５戸 14人が住んでいた。水野は日本の占領を宣言し、居住者の同意を求めた。捕鯨船

の来島で秩序が乱れていた島に公権力が発生することは島民の歓迎するところだったよう

だ。小笠原島に 80日間滞在し、下田に戻っている。翌年、朝
ちょう

陽
よう

丸は八丈島の入植者 30人

と大工、木挽き、鍛冶屋を伴って父島に到着、日本人の移住者は扇浦を中心に集落を形成、

北袋沢、南袋沢を中心に開墾した。しかし、生麦事件が発生すると、イギリスとの衝突を

恐れた幕府は父島から入植者を退去させる。入植から９カ月目、咸臨丸の来島から１年５

ヶ月後のことであった。 

 維新後の混乱が落ち着くと、明治政府は 1875（明治８）年 11月に工部省の灯台巡視船・

明治丸（東京海洋大学越中島キャンパスに保存）で官吏団を小笠原に派遣し、再回収（再

び日本に取り戻すこと）を図る。先住民に対して日本国の法を宣言し、これへの服従を求

めるとともに、外国からの小笠原諸島への移住を禁止した。19 世紀前半から小笠原諸島に

住み着いていた世界各地のルーツをもつ先住民たちは 1882年までに日本国民に編入された。

翌年、日本政府は欧米諸国に対して小笠原諸島の領有を通告する。 

２日遅れでイギリス船が到着していることから、間一髪、日本の領土を保守したことに

なる。当時の父島の人口は 68 人（13 戸）、母島にはフレデリック・ロルフス１家３人だけ

が仲村に住んでいた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジターセンターの展示（左）、ビロウの葉でつくられた開拓当時の家（右） 
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1876（明治９）年 12月、内務省小笠原出張所の仮庁舎が扇浦に完成し、初代事務所長（内

務省小笠原事務所）に小花作助が着任した。小花は 1863（文久３）年の撤退以来 13年ぶり

２度目の島長就任となった。翌年から伊豆諸島や日本本土から日本人の入植が始まる。1880

（明治 13）年 11月に東京府に移管され、この年の小笠原島の人口は 117戸 380人（このう

ち外国人は 13 戸 62 人）だった。なお、この段階で日本の主権が及んでいたのは父島・母

島とその周辺の島々に限られていた。 

 

東京都水産センター 

ビジターセンターを後にして、飲食店が並ぶボニン通りに面する寿司割烹「丸丈」で島

寿司を食べる。島寿司は八丈島の郷土料理で、伊豆諸島と小笠原諸島で食べられている。

島周辺で獲れた魚を「醤油漬け」にし、ワサビの代わりに練り芥子を使うのが特徴だ。八

丈島からの移住者が多い沖縄県の南大東島ではこの島寿司が「大東寿司」と呼ばれている。

「丸丈」で食べた島寿司のネタはオキサワラで、一人前 1,000円であった。 

昼食後、東京都小笠原支庁産業課水産係の小島さんを訪ねるが、休暇中で会えず。引き

続き東京都小笠原水産センターに向かう。 

水産センターは二見湾湾奥の二見漁港の西側にある。門を入ってすぐわきに「アオウミ

ガメ人工ふ化放流事業発祥の地」と書かれた六角形の水槽があり、カメが一匹いた。右手

に屋外水槽と餌料や種苗の生産棟が置かれ、正面奥が小さな水族館になっている。守衛が

いるわけではないので、自由に見学できる。左手に管理棟があり、２階に上がり、事前に

紹介していただいていた川辺研究員に面談した。 

水産センター発足当初はウミガメの研究をメインに行ってきたが、その後、ウミガメの

研究は小笠原海洋センターに移管しているとのこと。現在は地元漁協のニーズに対応した

試験研究を基本としており、平成 26年度で漁協がシマアジ養殖事業から撤退しているので、

以前行われていたシマアジの種苗生産等の研究は止め、現在は水産資源の研究が中心だと

いう。 

資源研究の対象は、マグロ、メカジキ、ハマダイ、アカハタが中心である。 

沖縄で盛んになったソデイカ漁を小笠原海域に導入したところ、ソデイカの仕掛けにメ

カジキが混獲されたことからメカジキの縦縄漁業が 1995（平成７年）前後から始まった。

今では島の漁業生産額の半分強を占める重要な水産資源になっている。それまでは、アカ

ハタやハマダイなどを中心とする底物一本釣が主力であったが、メカジキ漁が始まったこ

とにより、底物資源への漁獲圧力は低下しているという。 

メカジキは水深 500ｍ付近で漁獲されるが、垂直移動を繰り返しながら大回遊する魚でそ

の生態はよくわかっていない。そこで漁獲したカジキにポップアップタグを装着して放流、

メカジキの移動実態を解明する研究が行われている。水温、水深を記録したポップアップ

タグは一定期間後に自動的にメカジキから離れて、データを人工衛星に送る。この研究は

2006（平成 18）年ごろから始まった。タグは高価なため、限られた予算のなかでは年間６

～７個ほどしか使えないらしい。 

アカハタは小笠原を代表する魚種で、水深 20～130ｍ付近に分布する。漁獲量は少ないが、

単価が高く（1,500～1,600円／㎏）、島にとっては重要な資源である。アカハタに関する研
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究はここ５年間ほど続けられており、これまでに 2,000 個体から耳石を採取し、年齢査定

を行い、餌料と成長の関係、年齢組成などを明らかにし、加入量の推定や資源解析を進め

て、乱獲にならないような対策を検討しているとのことだ。なお、1998（平成 10）年に禁

漁区が設けられている。 

ハマダイは水深 200～300ｍに生息する底物一本釣の最重要資源である。昨年から標識放

流による資源量調査を開始している。また、来年度から小笠原の固有種であるアカイセエ

ビの本格的調査に着手するそうだ。アカイセエビの漁期は 11月の１ヶ月間だけだが、以前

は６トンもとれていたが、現在は３トンほどに減少している。 

復帰間もない頃の小笠原の漁業を支え、今ではすでに行われていない漁業に、トビウオ

を対象とした流し刺網とムロアジの棒受網がある。メカジキの漁業が導入されると、この

２つの漁業は行われなくなった。流し刺網は夜間操業する漁業で、火器に集まって来たト

ビウオを獲った。しかし網の長さが 20～30反になり、少人数での操業が難しくなるととも

にやられなくなった。トビウオとムロアジは鮮魚での流通は無理があったので、漁協に加

工場があり、トビウオの干物、一夜干し、ムロアジの燻製、タコ燻製などがつくられてい

たという。ちなみにトビウオの種類はオオメナツトビ、本トビ、アカトビ、オオアカトビ

などで、３月ごろに南硫黄島に現れ、水温の上昇とともに北上し、６月には北硫黄島に達

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大神山の展望台から見た東京都水産センターの全景（左）、同センター内のミニ水族館（右） 

 

小笠原島漁協 

二見漁港をぐるっとまわり、水産センターの反対側に置かれている小笠原島漁協に向か

った。小笠原島漁協は日本復帰（1967年 11月）の翌年 10月に設立されている。母島には

支所が置かれていたが、1980（昭和 55）年４月に分離独立し、新たに小笠原母島漁協が設

立された。 

漁協事務所の前で水揚げに備えて魚箱の準備をしている若い職員がいた。訪問の主旨を

伝えると、事務所に案内され新島課長が対応してくれた。この日は組合長も専務（参事を

兼務）も出張中で留守だった。 

現在の漁協の組合員は、正が 45 人、准が４人である。所属漁船は 34 隻なので、船を持

たない乗り子の正組合員が 11人いる勘定だ。漁協設立当初は島民から広く組合員を募った

ためピーク時（1973 年）には 109 人の組合員がいたが、その後、兼業組合員の脱退などに
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よって 45人前後に減少し、ここ 30年ほどの正組合員数は 45人前後で安定して推移してい

る。組合員が右肩下がりで減少している漁協が多い中で、小笠原島漁協は特別の存在であ

り、本土から移住して新規参入する若い漁業者が後を絶たない。今では組合員の大半が新

島民で占められている。 

漁協では自営事業により 2014（平成 26）年までの４半世紀ほどシマアジの養殖と種苗の

生産販売を行っていたが、シマアジの単価の下落を受け、2015 年以降は同事業から撤退し

ている。新島課長はこの事業の責任者であった。 

現在は後で詳しく述べるメカジキの縦縄と底物の一本釣が中心で、この他に曳釣りやカ

メ突き、エビ籠などの漁業が営まれている。 

縦縄は後で詳しく述べることにして、底物の一本釣について紹介しておこう。一本釣を

営む経営体は 15～16で、一部は縦縄と兼業する経営体もいる。兼業の場合は道具を積み替

える必要があり、面倒なのであまり多くはない。一本釣の漁期は周年で、漁場は水深 100

～200ｍ付近である。主な漁獲対象はハマダイ（オナガ）、ハタ類（アカハタ、マハタ、ホ

ウキハタなど）である。 

漁協では販売、購買、製氷冷蔵、加工、利用、指導の各事業を営んでおり、職員は参事

を含めて 11人である。漁協の事務所には漁業資材や生活用品を扱う販売施設が併設されて

いる。事務所は清潔で新しく見えるが、20 年前に建てられたものらしい。漁港内には共同

作業場、漁船修理施設、上架施設、給油施設は船舶用と一般用（ガソリンスタンド）があ

る。近年の漁業生産額は４億円強で推移しており、正組合員 1 人当たりの平均生産額は約

1,000万円と高い。 

新島課長の話を聞いている最中に荷捌き場に縦縄の漁船が１隻入って来た。荷受け時間

は８時～17 時までだが、おがさわら丸の出港前には水揚げが集中するとのことである。水

揚げと出荷作業に立ち会わなければならなくなり、課長はそちらの対応に出かけた。引き

続き、加工担当の職員に話を聞いた。 

漁協の加工事業は当初トビウオとムロアジの加工からスタートしている。両種とも小型

の魚なので消費地向けの生鮮出荷は無理だったから、島で加工して保存性を高める必要が

あったためだ。伊豆諸島と同じく「くさや」に加工していた。20 年ほど前のことである。

しかし加工事業を中心的に担ってきた人が倒れ、くさや液がダメになってしまい、それ以

来「くさや」は作っていない。加えて漁業の形態がかわり、トビウオの流し刺網は 18年前

から、ムロアジの棒受網は 10年前からすでにやられていないことも影響している。 

その後、マグロの燻製、みりん干し、すりみなどに取り組んで来たが、現在はメカジキ

のレトルトカレー、マグロの燻製、サワラ味醂干し、ソデイカの柵を作っている。このう

ちメカジキカレーは４～５年前から取り組んでいるものだが、実際は原料のメカジキを島

外の加工業者に送って加工を委託している。このメカジキカレーは漁協の店頭、島内の生

協、佐藤商店と「おがさわら丸」で販売しており、昨年の販売数は 3,200パックであった。

ちなみに価格は１パック 650円である。 

ここで父島の水産物の流通についてふれておこう。 

漁獲物の一部は島内で観光消費されるものもあるが、大部分は島外に出荷されている。

例外はカメで、後述するようにほぼ島内の飲食店、宿泊施設で観光客向けに提供されてい
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る。カメ以外の水産物の約９割はおがさわら丸で、１割は都漁連の八幡丸で東京へ運ぶ。

八幡丸は燃料油の運搬船で、帰りの荷として水産物を運んでいる。 

「おがさわら丸」は竹芝桟橋で乗客を降ろした後、芝浦埠頭に着く。ここで栗林運輸が

荷を下ろし、永井運送が漁協の指示に基づき、豊洲の東京都中央卸売市場を始めとする関

東圏に出荷する。ただしメカジキは例外で後述するように大部分は気仙沼に出荷されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小笠原島漁協の建物（左）、同漁協の水揚げ岸壁（右） 

 

カジキ縦縄漁業 

2016 年の父島の漁業生産額は 467 百万円であったが、このうち魚種別生産額のトップは

メカジキの 158 百万円であり、全生産額の 1/3 を占めている。つまりメカジキは父島の漁

業を支える最重要魚種なのだ。このメカジキは上述したようにマグロ類やソデイカととも

に縦縄漁業で漁獲される。父島では 1994（平成６）年にソデイカの縦縄漁業を導入したが、

1996（平成８）年に大型のメカジキが漁獲されることがわかり、以後メカジキを狙った漁

業に切り替わり、今日の父島の漁業を支える主力魚種になった。縦縄漁業はまさに父島の

漁業の救世主といえよう。 

父島で縦縄漁業を営む経営体は 24～25 で、このうち専門とする経営体は 19 である。19

トン未満の漁船を使用し、単独操業と乗り子１人を乗せた２人操業に分かれ、その経営体

比率は概ね１：１である。漁期は周年だが、７～８月が盛期になる。漁場は島周辺の水深

300～500ｍの海域で、遠くは聟島列島まで出かける。操業は日帰りと沖に泊まって数日操

業するパターンに分かれるが、父島の場合は沖泊まり操業が多い。 

縦縄漁業は延縄を縦にした道具で、枝針は最大６本ほどだ。餌は冷凍のムロアジやイカ

が使われている。日の出とともにボンデンブイと旗をつけた仕掛けを投入する。投入する

仕掛けの数は１経営体あたり 15～20本。沖縄や奄美地方で行われているいわゆる旗流しと

同じ方法である。メカジキが掛かればボンデンが沈むので、引き揚げる。漁獲したメカジ

キは頭と内臓を除去しビニール袋に入れて、漁船のイケマに入れ、水氷で貯蔵する。 

漁港で「太咲丸」という縦縄漁師に会ったが、神奈川県の出身で父島にきて 36年になる

新島民であった。彼によると縦縄漁は体力勝負の仕事で、根性がないとダメだという。こ

のため新規就業者が毎年やって来るが定着率は１割ほどにすぎないそうだ。 

「弘進丸」という漁船が荷捌き場の岸壁に横付けされ、水揚げ作業が始まった。この船
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は単独操業なので、水揚げ作業を新島課長と若い職員が手伝った。ビニール袋に入ったカ

ジキを船倉からデリックで引き揚げ、パレットに並べフォークリフトで荷捌き場に移動す

る。メカジキは１尾ずつ計量し、中型サイズは発泡スチロール箱、大型サイズは木箱に収

容して氷蔵する。大きいものは 150 ㎏を超えた。ところがメカジキの表面にいくつも丸い

穴があいていた。これはダルマザメに食いちぎられた跡だという。魚箱は一旦冷蔵庫に保

管し、おがさわら丸の出航日に冷蔵コンテナに積み込む。 

父島に水揚げされたメカジキの大部分は芝浦埠頭に着いた後、そのまま宮城県の気仙沼

に出荷される。気仙沼はカジキを取り扱う業者がたくさんおり、相場がいいためだ。トラ

フグの多くが下関市の南風泊市場に集中するのと同様、気仙沼にはカジキの価格形成力が

ある。カジキはこの地で切り身として商品化され、再び大消費地の首都圏に戻ってくる。 

メカジキの産地価格は平均 1,000 円／㎏ほどである。弘進丸はこの日４本のメカジキを

水揚げした。総重量は 500㎏ほどになるだろう。しめて 50万円ほどになる勘定だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メカジキの縦延縄漁船（左）、水揚げされ、箱詰めにされるメカジキ（右） 

 

この日は夜から硫黄列島３島のツアーに参加することになっており、漁協で話を聞いて

から二見港に戻り、「ぼう家」という店で夕食を食べる。18 時 30 分に「おがさわら丸」に

乗り込む。船は 19時に二見港を出発し、南硫黄島に向かった。 

 

2019年７月４日 

民宿たつみ 

 「おがさわら丸」は 18時に硫黄島のツアーから戻った。民宿たつみは船客待合所から１

㎞強ほど離れた奥村にある。この地は最初に小笠原に移住した外国人が住み着いたところ

である。船客待合所から長さ数 100ｍほどの清瀬隧道を抜け、海岸道路を歩く。清瀬隧道は

大村トンネルと呼んでいるようだが、戦争中は防空壕として使われていた。集団疎開で船

に乗り込むために待機していた島民はこのトンネル内で過ごしていたことが手記に書かれ

ている。 

父島の宿泊施設は 65施設、定員は 1,066人（2017年）である。「おがさわら丸」の定員

は 892 人なので、船が満席の場合は需給がひっ迫する。船を予約してから１週間ほど後に

父島の民宿やホテルに片っ端に電話をかけまくったが、どこも断られた。ようやく奥村と

いう集落に空いている民宿をみつけた。これが今回お世話になった「民宿たつみ」である。
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民宿の女将は近ごろ心臓病を患い、硫黄島の自衛隊基地から緊急搬送され、都立広尾病院

でペース―メーカーを埋め込む手術を受けたという。このため、夕食は提供できないとい

う条件を受け入れての宿泊であった。 

民宿に着くと、硫黄島ツアーで同じ部屋だった２人連れがいた。２人は民宿に迎えを頼

んだらしく、私よりも先行して到着していた。２人は私よりも歳は若いが、現役は退いて

いるようだ。宮城県塩釜のマリーナにヨットを置いている仲間で、少し太った人が仙台在

住で父島は２度目、背の高い人は一ノ関在住で父島は３度目だという。今回は硫黄島ツア

ーが目的だったようだ。民宿の客はこの他に２組いた。 

女将さんは 1935（昭和 10）年にテニアン島で生まれ、85歳になる。父親は八丈島の出身

で、当時日本の委任統治領だったテニアン島に渡り、南洋興発のサトウキビプランテーシ

ョンで働いていたようだ。テニアン島はスペインからドイツに売却され、第１次世界大戦

でのドイツの敗北によって 1920（大正９）年に日本の委任統治領になっていた。この島で

事業展開をしたのが南洋興発で、砂糖、コーヒー、綿花などのプランテーションを営んで

いた。戦前の 1944年には 15,700人の日本人が住んでいたという。 

女将さんの父親は菊地雄二さんといい、現在、小笠原や八丈島で盛んに栽培されている

「島レモン（菊地レモンとも呼ぶ）」をテニアン島から持ち込んだ歴史的な人物である。テ

ニアン島から八丈島に引き揚げる時にレモンの苗木を持ち帰り、さらに 1973（昭和 48）年

には父島に持ち込まれた。この「島レモン」はマイヤー系統のレモンとオレンジをかけあ

わせた大型のレモンで、近年栽培地が拡がり、父島の特産品になりつつある。 

民宿たつみは女将さんが 50歳の時、つまり 1985（昭和 60）年に創業した。復帰後 17年

後のことである。民宿を始める前は、ご主人は島で電気屋をやっていたそうだ。子供は４

人おり、長男は島の建設会社に勤めており、将来は民宿を継いでくれる予定になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防空壕として使われた清瀬隧道（左）、民宿たつみの外観（右） 

 

居酒屋丸丈 

父島はすでに梅雨があけており、暑い。おまけに１㎞強の道を歩いてきたので汗びっし

ょりである。１階の風呂で汗を流し、宿の自転車を借りて再び海岸道路を走り、飲食店が

集中するボニン通りに向かう。すでに陽は落ちており、発電機のライトを点けて走った。

初日の昼食に島寿司を食べた「丸丈」に入った。ここはいろんなウミガメ料理が揃い、海

産物が豊富で、ご主人はよくしゃべる人だから情報が得やすいを判断したことによる。 



207 

 

店はＬ字のカウンターとテーブルがあり、カウンターの角に座った。ほぼ満席の状態で

結構繁盛している。 

生ビールを１杯、引き続き母島で作っているラム酒のロックを飲む。そして、カメ煮、

カメの卵を注文、さらにアカハタの唐揚げ、パパイヤの酢の物を食べた。ご主人によると、

同じ小笠原でもカメ煮の味付けは異なるという。父島は塩味、母島は醤油味に分かれる。

この店は塩味と醤油味のちゃんぽんで、しかも内臓と玉ねぎが一緒に煮てある。アカハタ

はどうやら冷凍品のようで、肉はパサパサしていた。ラム酒は南大東島のものに較べると

味は落ちる。 

こちらの店の先祖は八丈島の出身で、1876（明治９）年に移住して来たというから、八

丈島からの小笠原移民の最初のグループの一員だったということになる。 

観光客が多いせいか父島には様々なジャンルの飲食店があり、パンフレットに載ってい

るだけでも大村地区に 28店舗ある。海岸通りの「かがや亭」という中華料理屋に入り、タ

ンメンを食べた。店にセーボレー孝さん編著の小笠原協会が発行する「小笠原」の特集第

63号が置かれていたので、ざっと目を通す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アカハタの唐揚げ（左）、カメの卵煮（右） 

 

2019年７月５日 

東京都小笠原支庁 

この日は朝から母島に出かけていた。16 時に二見港に戻り、その足で東京都小笠原支庁

に向かう。港の前のメイン通りはなんとなくすっきりしていて、異国の雰囲気である。そ

の理由は電柱がないことに気づいた。 

観光コースの基点となっている観光協会の入るＢ－しっぷを右折した正面が小笠原支庁

である。この道の両側には小笠原村役場、郵便局、警察署、国の出先である小笠原総合事

務所などの公共施設が置かれている。財布の中身が少々心細くなってきたので、近くの七

島信用金庫のキャッシュコーナーで現金をおろす。また明日の日程を検討するため、Ｂ－

しっぷで島内を巡回するバスの時刻表を入手した。 

支庁は総務課、産業課、土木課、港湾課の４課あり、産業課の中に水産担当が２人いる。

大学同期の堤清樹さんから紹介された小島さんに話を聞いた。小島さんは父島に赴任して

４年目になる。 

小笠原島漁協では設立 50周年にあたる 2018年に「懸河」という記念誌を発行している。
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漁協ではこの話を聞かなかったので見せてもらった。かなりコンパクトにまとめられた貴

重な資料だった。水揚げ額が右肩下がりで推移している漁協が多い中で、記念誌などをつ

くる余裕のある漁協は稀有な存在だが、父島はその稀有の部類に入る。明日の「おがさわ

ら丸」の出航時間までにコピーを届けてくれることになった。 

小島さんからメカジキの縦延縄、深海一本釣、カメ漁業、サンゴ漁などを中心に話を聞

く。 

父島、母島ともに漁協の幹部は出張中だったが、小島さんによると東京で開催中の漁業

就業支援フェアにでかけているとのこと。新規漁業就業者の募集枠は、父島が９人、母島

が３人だという。以前は新規漁業就業者の残留率は１割にも満たなかった。年間 18人が新

規就業した年もあったが、半年足らずで全員いなくなった年もあったそうだ。ただここ数

年は覚悟して来る人が多くなったせいか残留率が高くなっており、漁協では３割の確保を

めざしているとのことだ。母島には５人の新規就業者がいるが、仲間が多いと残留率が高

くなる傾向にあるという。 

新規就業者は、メカジキ縦縄などの乗り子として働き、経験を積んで独立することにな

る。独立にあたっては漁船が不可欠であり、この漁船導入には国の助成制度を活用してい

る。すでに「もうかる漁業創設支援事業」を活用して漁船２隻が導入されている。また「広

域浜プラン」に基づく「漁船リース支援事業」により、父島では２隻、母島では１隻の漁

船を建造することになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メイン通り（左）、都小笠原支庁の建物（右） 

 

大神山神社と大神山公園 

 二見港背後の丘陵地は、都立大神山公園として整備されている。メイン通りの裏に飲食

店がならぶボニン通りであり、ここを通って大神山神社の参道の階段を登る。 

1675（延宝３）年に島谷市左衛門らが無人島巡検の際に宮の浜に建立し、天照大神、八

幡大神、春日大神の３神を合祀したのが始まりとされ、1886（明治 19）年に大神山神社の

前身である大神宮が大根山に築造された。その後、1895（明治 28）年に現在地に社殿を築

造して社名を「大神山神社」に改装している。戦争中は御神霊を本土に移し、1972（昭和

47）年に現在地に小社殿を建立して御神霊を移し、1979（昭和 54）年に現社殿が築造され

今日に至っている。なお戦前の神社の建物は戦火で焼失している。 

 神社背後の丘陵地帯は公園として整備されている。神社の脇から上に登る道があり、公
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園内のメイン展望台、山頂展望台、パノラマ展望台をそれぞれ回る。各展望台からはほぼ

360°を見渡すことができる。展望台からは二見湾が一望できる。二見港の奥は漁港になっ

ており、港内には 22隻の漁船が係留されていた。そのうち１隻の漁船が港に入って来た。 

展望所から降りて再びボニン通りに戻り、「南国酒場こも」に入る。ビールと神津島の焼

酎・盛若を飲む。塩味のカメ煮、オナガの刺身とポテトサラダを注文。カメ煮には肺臓の

部分が入っていたが、これまで食べた３回の中では一番いい味だった。一口にカメ煮とい

っても店によってだいぶ味が異なる。 

そのうち隣の席に若い男性が腰かけて飲み始めた。話を聞くと、37 歳になる漁師で島に

来て 18年になるという。東京都の小岩の出身で、大島の海洋高校に進学、父島にきて漁師

になった。もともと深海釣りを専門にしていたが、数年前からメカジキを対象とする縦縄

を始めた。延縄の枝針は最大６本で、餌は冷凍のムロアジとイカを使う。１本の延縄に２

本のメカジキが掛かったこともあるそうだ。また１週間の航海で 100 ㎏以上のメカジキを

７本釣ったというから、かなりの収入になっている。なお、泊まりで釣りに出ている関係

から、乗組員を雇用する２人操業だ。 

「コモ」を出て、前日行った中華料理屋（かがや亭）で焼きそばを食べ、夜道を歩いて

民宿に帰った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大神山神社（左）、大神山の展望台から東町・西町の集落を望む（右） 

 

カメ漁とカメ料理 

わが国でカメの肉を食べることができるには小笠原だけである。小笠原の砂浜は太古の

昔からアオウミガメの繁殖地であった。カメは魚に較べると比較的容易に捕まえることが

できるし、かつ餌を与えなくても蓄養が可能だ。したがって、開拓時代にカメは食料とし

て重要な位置を占めていた。こうしたことから小笠原ではカメ食は地域の食文化として定

着していたのである。 

しかし乱獲がたたり一時資源が減少するが、東京都水産センターの増殖事業などによっ

て近年は資源が回復している。 

現在カメを主に捕っている漁船は、父島、母島それぞれ１隻である。カメの年間の捕獲

数は都と水産庁が協議して決めており、当初から 135 頭で変わっていない。つまり、資源

評価によって捕獲枠を変更するような措置はこれまで講じられていない。この枠を父島 55

頭、母島 80頭に配分している。なお曲甲長 75㎝以下のカメの捕獲は禁止されている。 
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以前は産卵のために上陸してきたカメも捕っていたようだが、現在は禁止されており、

沖に出て水面を泳ぐカメの甲羅に銛を刺す方法で漁獲している。カメの平均体重が 100 ㎏

を超えるので２人で引き揚げることになる。父島と母島を合わせたアオウミガメの捕獲重

量は 15トン前後である。ここ５年ほどの水揚げ金額は 1,000万円前後で推移しており、平

均単価は 660 円／㎏強である。また１匹あたりの単価は７万円強ということになる。３ヶ

月の漁期で、２経営体合わせて 1,000 万円の収入になるので、カメ漁はけっこう実入りの

いい仕事といえる。カメは島内で全て消費されているようで、島内の飲食店では漁協から

購入している。漁期は３～５月末までの３ヶ月間なので（６～７月は禁漁期）、購入したカ

メは解体処理して冷凍保存する。 

新しい天皇が即位して初めて行う大嘗祭にお供えする新穂をつくる田んぼ（斉田）は「亀

朴」という占いで決める。カメの甲羅を焼いてヒビの入り具合で占うが、この占いに使わ

れた亀は小笠原から送られたものだった。ちなみにこの儀式は令和元年５月 13日に行われ、

斉田の誉れに輝いたのは栃木県と京都府であった。 

カメの肉の歩留まりは何人かの人に聞いたが、５～６割だといってはっきりしない。だ

れもきちっと計っていないようだ。カメは甲羅、頭、骨を除いてすべて食べられる。内臓

もカメ煮にすると美味しい。私は大分以前に、東海大学にいた清水先生から梅ヶ丘の美登

利寿司で御馳走になったことがあり、この時にカメの生卵は食べている（おそらく不法に

入手したものだろう）が、カメの肉を食べるのは初めてであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新亀入荷の看板が掛かる店（左）、アオウミガメの刺身（右） 

 

2019年７月６日 

扇浦 

「民宿たつみ」の朝食は、シラスおろし、卵焼き、鯖焼きで、味噌汁はシジミだった。

前日は鮭の焼き魚だったので、食材はほぼすべて島外から持ち込まれたものが使われてい

る。 

電話では宿の自家用車を貸してくれる約束だった。ところが宿泊客が多く、送迎需要が

発生したのだろう、そちらを優先したようで車を借りることができなかった。父島は南部

の 1/3 ほどは山岳地帯で登山の準備とガイドが必要だが、北側の 2/3 ほどは車道が整備さ

れており、海岸沿いと尾根筋を車で走ることができる。最終日はこの車道を回る予定でい

たが、車を借りられなくなったため（レンタカーは事前に連絡した時点ですでに空きがな
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かった）海岸沿いの道を南下し、小港海岸まで往復する計画に変更した。小港海岸までは

村営バスが走っているので、バスを利用するか、自転車にするか迷った。バスでは点で島

を見ることになり、しかも効率が悪い。一方、民宿の女将は、自転車は坂が多く無理だと

いう。体力勝負になることを覚悟して、結局自転車にした。 

早い朝食を済ませ、７時に宿を出発する。メカジキの水揚げをしていないかどうかを確

認するため、漁協周辺を回ってから小港方面に向かう。奥村の信号を渡り、二見湾沿いに

整備された海岸道路に出る。発電所の裏手あたりから急な坂道になった。もちろんペダル

を漕ぐことはできないので自転車を押して歩いた。峠から少し下ったあたりが境浦の海岸

である。この海岸前のブルーの海に沈船が横たわっていた。ブリッジの部分だけが水面の

上にある。この船は陸軍が徴用した補給用貨物船で、米軍の魚雷を受けてこの地に沈没し

たのだった。 

多少のアップダウンを経て、長い坂を下った先が扇浦の集落である。ちょうど二見湾の

南の隅に位置する。湾の北側の奥村や清瀬は先住民が形成した集落であるが、この扇浦は

八丈島からの入植者が最初に住んだところであり、1876（明治９）年に内務省小笠原出張

所の仮庁舎が設置された場所でもある。集落の前に海岸が広がり、６～７軒のペンション

や民宿などの宿泊施設が点在する。初代所長は 1861（文久元）年に咸臨丸で来島し、その

まま小笠原島役所の支配人として残留し、一旦引き揚げた後再び 1876年に来島した小花作

助であった。この小花作助の石碑が海辺に立っていた。 

海岸通りの山側に小笠原神社が置かれている。この周りにさまざまな記念碑が建つ。小

笠原神社は明治の初めに創建され、1899（明治 32）年に現在地に移った。戦時中に焼失し

たが、返還後に再建されて現在に至る。 

鳥居をくぐった先に「小笠原のバナナ」と書かれたパネルが立つ。ハワイから移住した

欧米系の人がバナナの株を持ち込み、小笠原でのバナナ栽培が始まった。明治後半には栽

培面積が急拡大し、本土に移出されて大きな収入源になったらしい。当時バナナは輸入さ

れていなかったので、小笠原の独壇場だったようだ。しかし大正期に入ってバナナの病気

が広がり壊滅状態になる。その後回復するが、すでに外国産バナナが輸入されるようにな

っており、小笠原バナナが復活することはなかった。 

続いて参道の右側に東京都指定の有形文化財である「小笠原開拓碑」が建っていた。撰

文は大久保利通、書は明治の著名な書家である日下部東作による漢文の碑で、1877（明治

10）年に本土で制作し運んできた。明治丸が小笠原島を日本の領土と宣言したわずか１年

余り後のことであった。その近くには「にほへ碑」も置かれている。1863（文久２）年に

朝陽丸で小笠原に渡って来た八丈島の開拓団 30人の中に８人の子供がおり、この子供たち

に役人が読み書きを教えたのだが、その時に使い終えた筆を供養するためにつくられた筆

塚である。しかし上述したように国際情勢の悪化から開拓が一旦中断されて島から引き揚

げることになる。放置されていた碑を立て直したいという島民の要望で再び設置されたも

のである。 

さらに坂を登ると、天然の岩をくりぬいたと思われるトーチカが現れた。 

そして最上段に小笠原神社が置かれている。この神社は小笠原の最初の発見者といわれ

る小笠原貞頼を祀った神社である。その隣に無人島発見之碑が建ち、小笠原貞頼が小笠原
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を発見した経緯が記されている。しかし上述したようにこれは史実に反し、歴史学者の間

ではすでに否定された内容である。史実を歪曲する碑が置かれているのはいかがなものだ

ろうか。石碑の内容は独り歩きして、ここを訪れた人はまちがった知識を持つことになる。

ただこうした事例は私たちが知らないだけで、意外に多いのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扇浦海岸（左）、天然の岩をくりぬいて作られたトーチカ（右） 

 

東京都亜熱帯農業センター 

扇浦から南に向けて急な坂道を登る。８時 46分に東京都の亜熱帯農業センターに着いた。

亜熱帯農業センターの前身は 1910（明治 43）年に北袋沢地区に設置された農産物試験場で

ある。この北袋沢地区は八丈島からの開拓団が入った土地で、最初に農地がきり開かれた

ところだ。 

農産物試験場は復帰後の 1973（昭和 47）年に亜熱帯農業センターと改組し、1978（昭和

53）年には観光客の増加に対応して小笠原諸島の固有種などを展示する植物園的な性格も

付与されている。もともと小笠原諸島の農業振興の拠点として農産物の栽培技術の開発・

改善や優良種苗の選定・育成などを行うとともに、農家への技術指導や営農相談にも携わ

って来た。センターの敷地は約 24haで、一般の人が立ち入ることができる公開エリアは約

11ha である。朝早くにもかかわらず、センター内には４～５組みの見学者が地元の人に連

れられてきていた。 

現在取り組まれている主な業務は、①特産熱帯果樹の周年生産モデル確立に向けた生産

技術開発（菊地レモンや小笠原オレンジなどの柑橘類、パッションフルーツ、マンゴー、

レイシ）、②小笠原諸島自生種による公共工事利用技術の開発（ムニンナキリスゲ、ココメ

スゲ、ムニンテンツキ、ヒメツバキ、モモタマナなど）、③病害虫防除試験、④畜産に関す

る業務、⑤島内外の関係機関との協同取り組み、などである。 

公開エリアには様々な種類の熱帯性の植物が植えられている。またハウス内にはカカオ、

スターフルーツ、菊地レモン、バニラ、各種パッションフルーツ、マンゴーなどが育つ。

名前は知っているが実際に見るのは初めてという植物も多かった。 

農業センターの近くに「島のお茶やさん・グレース」というコーヒー農家が経営する店

がある。小笠原産のコーヒーを飲みたいと思って出かけたが、あいにくこの日は貸し切り

で、店は閉まっていた。道路を隔てた反対側に菊地レモンが数 10本植えられている。すで

に小さな実を着けていた。コーヒー畑は見当たらなかった。 
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亜熱帯植物園のハウス（左）、コーヒー栽培園（右） 

 

小港海岸 

農業センターを過ぎると下り坂になる。自転車はフルスピードで下る。北袋沢地区に入

ると道路の下に比較的まとまった農地が見えてきた。地形から見て父島で最も水に恵まれ

ているのが八ツ瀬川の流域だろう。一つ尾根を越えた南側にも小さな河川があり、この一

帯を南袋沢と呼ぶ。八丈島からの開拓民が最初に入植したのが北袋沢と南袋沢なので、最

も農業に適した土地を選んでいたことになる。幕府は派遣した探検隊は、事前に地形調査

をしていたのだった。 

道路は八ツ瀬川沿いにつくられており、道路脇に熱帯系の植物が植栽されている。川の

上流には時雨ダムが整備されている。川沿いの道の突き当たりが小港海岸で、商工観光会

館を出発したバスは海岸道路を南下し、ここが終点になる。 

道路脇にはビロウが植えられ、河畔には遊歩道も整備されている。離島の中のさらにへ

き地にもかかわらず、整備と管理が行き届いており、東京都の財力を物語っている。 

終点のバスロータリーの中央には大きなガジュマロの木が木陰をつくっている。ここか

ら中山峠、ブタ海岸、ジョンビーチに至る山道は森林生態系保護地域になっており、入山

する場合は入口の箱に指定された石を入れることになっている。石は島民、ガイド、調査・

研究、観光、行政・仕事の５種類に分かれている。 

また「ノヤギ排除のお知らせ」という貼り紙が掲示されていた。ここでは「駆除」とは

いわず「排除」ということばが使われている。わけのわからぬ動物愛護団体の人たちから

「駆除とはなにごとか」と咬みつかれることに配慮した言葉づかいなのだろうが、全く情

ない。ノヤギは小笠原固有の生態系を壊すから絶滅しなければならないと考え、銃によっ

て野生化したヤギを殺すのだからもっと本音を表現したらいい。 

こもれびの中を歩くと一挙に視界がひらけ、白い砂の海岸に出た。コバルトブルーの海

と白い砂のコントラストが美しい。砂浜にはほとんどゴミは漂着していない。東シナ海の

離島海岸は漂着ゴミだらけで、しかもプラスチックごみが大半である。ここ数 10年の間に

人類が経験していない驚くべき事態が進行しているが、父島には意外なことに漂着ゴミは

ほとんどない。大陸から離れているからであろう。 

そのうちガイドに連れられて 10 人ほどの団体客が現れた。「東シナ海の島の海岸は中国

や韓国からの漂着ゴミで大変ですよ、この島はきれいですね」と話したら、「ありがとう」



214 

 

とお礼を言われた。清掃活動をしているのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小港海岸のバスロータリー（左）、小港海岸（右） 

 

パッションとマンゴーの農園 

小港海岸から戻る途中の八ツ瀬川と道路の間に、木立で囲まれた畑があった。欧米系の

人が家族とともに農作業をしていたので、話しかけると畑を案内してくれた。本人、妻、

息子が別々の区画で、それぞれ勝手に好きな作物を作っている。植えられていたのは、四

角豆、インゲン、ニラ、パッションフルーツ、トウモロコシ、茄子、ピーナツ、バナナな

どである。四角豆は本土ではあまり馴染みがないが、現地では天麩羅にするようだ。３様

の畑の中では、長男がつくっている畑が、一番成績がいいと見受けた。ただ、プロの農家

のものとは言い難い。何れも肥料が足りず、農作物はみすぼらしい。 

ここの土地は砂地で、ピーナツには向いている。パイナップルもあったが、砂地はパイ

ナップルの栽培には向かないようで、別の場所から持ってきた土に鉢植えされていた。バ

ナナはオガサワラコウモリによる食害を防止するため、覆いが施されていた。 

続いて来る時に確認している谷間にある農地を見に行く。共産党のポスターがたくさん

貼ってあったから支持者か党員だろう。ここでは比較的若い女性数人が働き、若い髭の男

性は堆肥を運んでいる。敷地内にはハウスが立ち並び、中ではマンゴーとパッションフル

ーツが栽培されていた。こちらは果実に袋がかけられ、プロのものである。露地には枝豆、

サトイモ、タロイモ、ハスが植わり、取り残したセロリが放置されていた。また西洋ミツ

バチの巣箱が３箱置かれている。授粉用に飼っているのだろう。働いている女性に農場の

案内を求めると、「社長は配達に出かけていて、いない」というから会社組織になっている

のだろうか。 

小笠原の農業はサトウキビからスタートし、上述したようにバナナの栽培が盛んになっ

た。その後、南瓜、西瓜、キュウリ、トマト、セロリ、サトイモなどの蔬菜類がつくられ

るようになる。特にビニールハウスなどがまだ普及していない戦前の冬季には小笠原のト

マト、キュウリ、南瓜などが促成栽培として京浜市場に出荷され、貴重な収入源になった。

た。しかし、本土でのハウス栽培の普及とともにその地位を失っていき、小笠原における

農業は衰退していった。 

支庁の統計によると、2018年４月現在の父島の農家戸数は 24戸、耕地面積は 1,217aで、

農産物の総生産額は 3,000 万円弱であった。主な品目はマンゴー、コーヒー、パッション
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フルーツでこれら３種以外の生産額は 100 万円にも満たない。ちなみに母島の方が農家戸

数、耕地面積ともに多く、生産額は３倍以上の約１億円強である。 

この農園に隣接して、坂の登り口にコーヒーショップがあった。「ＵＳＫコーヒー」とい

う店で、隣の畑でコーヒーを栽培している。この農家は奥さんが島出身で、ご主人は島外

からの移住者らしい。店のオープンは 11時というから、残念ながら小笠原産のコーヒーを

飲むことができなかった。手づくりのクッキーと炭酸水を購入する。クッキーはモモタス

ナ（シクンシ）という植物の実と隣の家で採った蜂蜜でつくったという。 

ちなみにここでコーヒーを飲んだという人に昼食時にお会いした。その人の話では小笠

原産のこのコーヒーは「ボニンアイランドコーヒー」と呼ばれ、１杯 900円だったそうだ。

味はまあまあというから、小笠原で栽培しているコーヒーを飲むという物珍しさに価値が

あるのだろう。そして、そのくらいの値段をとらないと割に合わないと思われる。 

ちなみに父島でコーヒーを栽培している農家はここを含めて３軒である。農業センター

近くの「島のお茶やさん・グレース」と戦前から栽培している老舗の野瀬ファームガーデ

ンだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷間に開けた農園（左）、マンゴーの施設園芸（右） 

 

道路には車に轢かれたヒキガエルが目立つ。自転車を引きずり、来た時とは反対に厳し

い坂を登る。農業センターの峠を越えると急な下り坂になり、扇浦の集落に戻った。すで

に上半身は汗でずぶ濡れの状態である。集落内の小さな店で島レモンのサイダー、麦茶、

ハーゲンダッツのアイスクリーム（ライチー）を購入し、立て続けに飲んで、食べた。 

 

小笠原海洋センター 

扇浦の集落を 10 時 50 分に出発し、海岸通りを二見港に向けて戻る。登りは自転車を押

し、下りはフルスピードで走る。トンネルの手前を海側に下り、11時 15分に小笠原海洋セ

ンターに着いた。 

この施設はもともと（財）東京都海洋環境保全協会が 1982年４月に設立したもので、カ

メと鯨の生態を研究してきた。しかし 2001年３月に同財団が解散、基本財産は小笠原村に

譲渡され、事業の運営・管理はＮＰＯ法人日本ウミガメ協議会が担っていた。2006 年４月

からはＮＰＯ法人エバーラスティングネイチャー（ＥＬＮＡ
エ レ ナ

）に代わっている。もともと

小笠原におけるウミガメの繁殖や研究は東京都の水産センターが担っていたが、1991 年か
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ら現在の海洋センターに移行している。ＮＰＯ法人の経営で収入はあまりないため、村役

場が運営費を出し、笹川財団も資金面で支援しているようだ。エレナの現地スタッフは６

人、パトロールで他に１人を雇っている。また在京スタッフは３人である。 

海洋センターは二見港の西側、海岸沿いの細長い敷地に整備されている。入口を入ると、

ウミカメやクジラに関する展示館がある。その先の屋外にウミガメの産卵場、ふ化場があ

り、さらにその奥には子ガメの水槽が置かれている。海洋センターでは、①アオウミガメ

の短期育成放流、②産卵巣数調査、③ふ化後調査、④大村海岸の卵の移植・ふ化、⑤小学

生などの環境教育、⑥ザトウクジラやサンゴの調査を主な業務としている。 

小笠原諸島はアオウミガメの日本最大の産卵地になっており、３月ごろに島の周辺にや

って来て３～５月に交尾、５～８月にかけて砂を掘って砂浜に産卵する。砂の中で約２ヶ

月間暖められた後ふ化し、稚ガメは海に入り日本沿岸に散っていく。アオウミガメの成熟

までは 40年ほどを要し、再び繁殖のために生まれた海域に帰って来るといわれている。 

1827 (文政 10)年にイギリスの軍艦ブロッサム号で父島二見港に寄港した同軍艦の艦長が

書いたビーチ航海記には、「父島の海岸には砂浜の色が全く見えないくらいの無数のアオウ

ミガメがおり」と記されているそうで（大里知彦、小笠原の歳月、小笠原特集第 62 号）、

小笠原は世界有数のアオウミガメの繁殖地であった。 

2018年の大村海岸（二見湾の西側）での産卵期間は４月 24日～８月 12日で、平均産卵

数は 110個／巣、産卵回数は４回であった。また 2016年の父島列島における稚ガメの発生

数（海に入った個体数）は天然浜が 84,798 個体、ふ化場移植分が 14,524 個体のあわせて

99,322個体であった。ちなみに母島列島が 25,101個体、聟島列島が 1,228個体の内訳で、

父島列島が最も多い。 

アオウミガメの曲甲長と体重の関係について質問したが、対応した女性は要領を得ない。

代わりに男性がでてきて答えてくれた。曲甲長 75㎝のアオウミガメの体重は個体差がある

が、♀で 120～160㎏、最少 90㎏、最大で 200㎏になるとのことだった。 

センターの展示物やカメの飼育水槽を見学し、話を聞く。アオウミガメは植物食性で、

本土周辺の海藻・海草が多い海域で餌を食べて育つらしい。もう一つの研究対象であるク

ジラは毎年ホエールウオッチング協会と一緒に調査をしており、ザトウクジラについては

今までの識別個体数は 1,400頭に及ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カメの飼育水槽（左）、アオウミガメの骨格標本（右） 
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環境省世界遺産センター 

小笠原海洋センターから海岸沿いの道を走り、メイン道路の突き当たりまで行くと海上

自衛隊の基地になり、行き止まりになる。隣に気象庁の父島気象観測所（1906年 7月）、少

し手前にあおい芝を湛えた聖ジョージ教会がある。 

教会の隣にパパス・アイランド・リゾートという宿泊施設がやっている食堂があった。

普段は宿泊客向けの食堂だが、「おがさわら丸」が出航する昼だけは一般客を受け入れてい

る。店内には８人ほどの定年退職者グループの男たちがビールを飲んでいた。このうちの

１人は見覚えのある顔で、硫黄島ツアーの時に船のデッキで言葉を交わした人だったので

ある。私が島旅をしていること、「薩摩硫黄島も迫力がありますよ」と話したことを覚えて

いて、グループの男たちから矢継ぎ早に質問が飛んできた。何でも彼らは厚木市や清川村

に住んでいる人が多いとのことで、意外にもお隣どうしだったから話はさらに弾んだ。 

炎天下で自転車を漕いできたから汗だくで、喉が渇いている。生ビールを飲み、ランチ

を頼む。ランチはヒジキとレンコンのサラダ、カンパチのなめろう、豚カツ、キャベツ、

沢庵で、豚カツの揚げ具合は絶妙だった。数に限りがあるから私の後に入って来た人は品

切れになり、断られていた。この店の料理は確かに美味く、宿泊施設も人気があるような

ので、半年前から予約が埋まっているという。 

昼食を食べてから裏手にある小笠原世界遺産センターに行く。小笠原諸島は 2011年６月

にユネスコの世界自然遺産に登録された。大陸とつながったことのない海洋島だから、人

間が持ち込む以前の島の生物は、海流や風、鳥などによって運ばれてきた生物に限定され、

しかも閉ざされた環境のもとで独自の進化を遂げてきた。したがって小笠原諸島には固有

種が多い。 

この小笠原諸島の自然と固有種を守るための取り組みを紹介するために環境省が設置し

たのが、この世界遺産センターの一般公開部分である。世界遺産に指定された地域には環

境省がこの手のセンターを整備し、一般国民に広報しているが、総じてあまり見応えがな

い。小笠原も似たりよったりである。展示物は小笠原ならではの多様性を示す陸貝、タイ

外来種対策（ノネコ、グルーンアノール、ノヤギなどの動物、アカギ、ギンネム、モクマ

オウなどの植物）の取り組みの紹介が中心であった。 

ビジターセンターを再訪し、資料閲覧室でセーボレー孝さんが書いた小笠原協会の会報

63号を探すが見つからず、職員の話では誰かが持ち去ったようだという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省世界遺産センター（左）、館内の展示（右） 
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民宿に戻ってシャワーを浴び、クーラーを入れた部屋で少し休む。同宿のヨット仲間の

２人は複数回父島に来ているので、午前中は民宿の部屋で休んでいたらしい。 

宿の女将が運転する車にヨット仲間の２人と同乗し、船客待合所まで送ってもらった。

その前にひと悶着あった。車の鍵が見つからなかったのである。だれかが見つけてきて事

なきを得た。 

約束の 14 時 30 分に、小笠原支所の小島さんが漁協の記念誌と漁獲統計のデータを船客

待合所に届けてくれた。昨日会った時は座ったままで話を聞いたのでわからなかったが、

彼はずいぶんがっちりした体格であった。 

タラップに向かう乗客を送る列に硫黄列島ツアーでお世話になった小笠原自然文化協会

の鈴木創さんがいた。彼はなぶら舎の料理長である今井君と父島時代からの知り合いで、

店にも来たことがあるとのこと。写真を撮られて、その写真をすぐに今井君に送ったよう

だ。 

「おがさわら丸」は 15時に父島の二見港を離れた。 
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