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1920 離島覚書（東京都・母島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年７月５日 

観光ガイド 

 母島は、姉島、向島、妹島、姪島、平島などから構成される母島列島の主島で、面積 20.21

㎞ 2、周囲 58.0㎞の南北に細長い島である。父島の約 50㎞南に位置している。父島と母島

との間には伊豆諸島開発㈱（東海汽船の関連会社）が運航する「ははじま丸」（499 トン）

が就航しており、所要時間は約２時間である。 

「ははじま丸」は「おがさわら丸」が二見港に滞在中に運航されるので、「おがさわら丸」

が父島にいない日は運休日だ。「おがさわら丸」が滞在期間中は１日２往復、父島に到着し

た日と出港する日は１日１便になる。 

 民宿たつみに同宿した宮城県と岩手県のヨットマンと一緒に、「ははじま丸」の待合所ま

で民宿の車で送ってもらった。85 歳になる女将の運転は少々危なっかしかった。当初、生

協で昼食用の弁当を購入する予定であったが、閉まっていたので、生協の前にある弁当屋

でタコ飯とメンチカツを購入する。 

 ７時 30分に父島二見港を出発した。すぐに父島の属島の南島が見えてきた。この南島は

石灰岩の典型的な沈水カルスト地形からなり、ヒロベソカタマイマイの半化石が多数残っ

ている。このため、ガイドなしでは上陸できない。この日はよく晴れていたので、港を出

てから、遥か彼方の母島の姿を十分に確認できた。「ははじま丸」は９時 30 分に母島南部

の西側の入り江に整備された沖港（地方港湾）に入った。 

 母島には 12軒の民宿やペンションがあり、観光客の受け皿はそれなりに整っている。当

初は母島に泊まる予定だったが、数ヶ月前の時点で島内の全ての宿泊施設は満杯だった。

またレンタカーも予約で埋まっており、島を回る足もなかった。島を南北に縦貫する都道
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が整備されており、全長は約 17㎞である。したがって徒歩で縦断するのは無理である。自

転車か車を利用しなければならないが、母島での滞在時間は５時間もないので、自転車で

は回りきれない。おまけにアップダウンがきつい。そこで母島観光協会から紹介していた

だき、ガイドを頼むことにしていた。ガイドによる集団視察は自由度がないため避けたか

ったが、島を回る足がなかったので、致し方ない。 

 船から降りてすぐに観光協会に出向き、ガイド料の 5,000 円を支払う。ガイドは小関さ

んという方で、彼のワンボックスカーに乗る。ツアー客は私を含めて７人だった。運転手

の隣に私が座り、後部座席に６人が乗った。小関さんは母島に移住して５年目の新々島民

である。世界自然遺産に指定された小笠原諸島は固有種が多く、ガイドは自然環境に関す

る知識が求められるため、一定の研修を受けた人だけがガイドとして登録できる仕組みに

なっている。  

 

二見港に係留中のははじま丸（左）、母島観光協会が入る船客待合所（右） 

 

元地集落 

 戦前の母島には約 2,000人が暮らしていたが、戦局が悪化した 1944（昭和 19）年には全

島民が強制疎開させられた。強制疎開直前の 1944（昭和 19）年３月の母島の人口は、沖村

が 1,492人、北村が 617人のあわせて 2,109人であった（当時は母島に２つの村があった）。

戦後は米軍による統治が続き、1968（昭和 43）年に日本に返還されるまでの４半世紀にわ

たって無人島の状態が続いた。返還後、インフラの整備が進められ、都営住宅もできたが、

この整備に５年を要し、一般島民が帰島を果たしたのは 1973（昭和 48）年のことである。 

現在は沖港周辺の１ヶ所だけだが、後述するように戦前は島の最北端に北村という集落

があったのだ。沖村地区はいくつかの字に分かれており、島民は元地
も と ち

と静沢に集中、元地

集落に島民の 83％が暮らしている。なお、沖村と北村の２つの集落以外にも全島に農家が

点在していたようだ。 

母島の 2015年国勢調査時の人口は 461人、世帯数は 266戸であった。高齢化率は 20.0％

と低い。2019 年７月１日現在の住民台帳上の人口は 458 人、世帯数は 279 戸なので、４年

前の国勢調査時とあまり変化していない。全島民は 500 人にも満たないので、ほぼ顔見知

りの関係にある。島民は、戦前に母島で暮らしていた島民の子孫である旧島民系、戦後入

植した新島民、さらに観光客が増えてから移住した新々島民に分けられるそうだが、旧島

民系は 50 人ほどだという。新々島民は 50～60 歳が中心だ。なお住民台帳によると外国人
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が２人いる。 

元地集落には、都小笠原支所、村役場の出先があり、駐在所、郵便局、診療所、小中学

校などの公共施設がまとまって置かれている。役場に向かう道路の入口の両側に漁協と農

協の店舗がそれぞれあり、生活物資が売られているが、品揃えは漁協の方が充実している。

その先に前田商店があり、島内の小売店はこの３店に限定される。 

沖港の奥には大きなガジュマルの木が茂り、その下は「ガジュ下」と呼ばれて島民が集

う日陰となっているようだ。ちなみにガジュマルの木は母島には自生しておらず、沖縄か

ら持ち込まれたものだという。日陰をつくるために植えたそうで、ガジュマルの木がある

場所はたいてい人家があったらしい。 

集落の北側に母島小中学校が置かれている。中庭のあるピンク色の校舎だ。運動場、プ

ール、体育館も併設されている。現在の児童生徒数は 37人、教職員は 23人である。 

四半世紀にわたり母島は無人島だったので、復帰後すぐに都営住宅の建設が進められた。

1978（昭和 53）年までに 30 棟 60 戸が整備された。その後、1997（平成９）年度に３階建

１棟６戸、2001（平成 13）年度に１棟９戸、2006（平成 18）年に３階建１棟 21 戸を建設

し、現在の都営住宅は全部で 33 棟 96 戸分である。つまり島民の 1/3 は都営住宅に入って

いる勘定だ。島には東京電力のディーゼル発電所があり、飲料水はもともと井戸水を使っ

ていたが、乳房ダムができてからはダムの水を水源とする上水道が整備され、ライフライ

ンは整っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母島小中学校（左）、元地集落内の道路と建物（右） 

 

ロース記念館 

 小中学校の裏にロース記念館と名づけられた郷土資料館がある。建物の入口には「ロル

フスラルク（良志羅留晋）の像」と書かれた胸像が置かれていた。胸像の主について、隣

に解説板が立っていた。フレデリック・ロルプス（1823～1898）は通称ロースといい、ド

イツのブレーメン生まれの捕鯨船の船員だった。1969（明治２）年に母島に来島し、先に

住んでいたジェームス・モットレー夫妻とともに沖村に居住した。1969（明治 11）年に日

本に帰化し、良志羅留晋と改名した。ロースはモットレー等と母島の開拓に尽力する。石

材を発見し、その利用法を島民に普及させたことから、その石を「ロース石」と呼ぶよう

になったという。 

 この建物は 1917（大正６）年ごろに砂糖収納庫として造られたもので、もともと桟橋の
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近くにあったものを現在地に移築した。外壁はこのロース石を積み上げ、屋根は島の伝統

に従いビローの葉で葺いている。このロース石の採石場は道路を挟んだ反対側にある。 

 館内には、ロース石で作られたコンロ・けし壺・石臼、島特産の桑で作られた茶托など

の木工品、陶器製の甕、サトウキビを絞ったローラー、生活用品、島の生活や産業を記録

した古い写真などが飾られている。敷地内にはヤンマー製の錆び付いた動力式圧搾機の現

物やロース石製の竈などが陳列されている。 

 戦前までの母島は全島でサトウキビがつくられており、その栽培地は山の上まで及ん

でいた。収穫したサトウキビは牛を使役して圧搾機で絞っていたが、その後は動力式に代

わった。サトウキビの搾汁は煮詰めて石灰を加え、白下糖に加工して内地に出荷していた。

「小笠原写真帳」をみると、沖村の背後の山の全域が防風林によって囲まれたサトウキビ

畑で覆い尽くしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石とビローの葉を葺いたロース記念館（左）、ロース石で作られた生活用品（右） 

 

南崎 

 元地の集落を後にし、都道 41号の南進線を南下し、島の南端の南崎に向かう。母島の最

高峰は乳房山（標高：462.6ｍ）であり、登山道が整備されているが、最近の豪雨で東側斜

面が崩壊し、登山道は寸断されているという。 

元地の隣が評議平になる。ここには６世帯６人が住んでいる。評議平にはテニスコート

やグランド、発電所、下水処理場、ゴミリレーセンターなどが置かれている。生ゴミはコ

ンポスト化して島内で処理しているが、それ以外は船で父島に運ぶ。 

少し離れた台地には小笠原ラム・リキュール㈱の工場があるようだ。ところが最近は工

場見学を受け入れていないとのこと。この会社は 1989年に設立され、1992年からラム酒を

製造している。このラム酒は父島・母島の飲酒店や小売店で取り扱われている。2016 年か

らは海底に１年間沈めておいた「海底熟成ラム」も売るようになった。ガイドの小関さん

に「サトウキビ畑を見かけないが、ラム酒は小笠原の砂糖キビを使っているのか」と問う

と、島内ではサトウキビは僅かしか作っていないので、申し訳程度に混ぜているのだろう

との返事だった。ラム酒は廃糖蜜を原料とするものと、サトウキビの搾り汁を直接原料に

するものとに分けられるが、母島のラム酒は前者のようだ。ラム酒は国内の５～６ヶ所で

つくられているが、島の代表的な産地は沖縄県の南大東島である。この島のラム酒は両方

のタイプのものがつくられている。 
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評議平の次の字が中ノ平で、ここに１人が住む。この一帯には農業団地が整備されてい

る。東京都は復帰後の母島の農業を振興するために、1969（昭和 44）年から農業生産基盤

整備事業を導入し、沖村周辺の評議平、中ノ平、静沢、船見台、蝙蝠
こうもり

谷の各地区に 39.5ha

の圃場を整備した。合わせて農道や灌漑用のダムなどもつくられた。しかし農業者の高齢

化や後継者不足から遊休農地や未利用農地が拡大しており、現在の耕地面積は 23.2haとな

っている。27 戸の農家が、パッションフルーツ、ミニトマト、島レモン、マンゴー、オク

ラ、シカクマメ、コーヒーなどを栽培しており、2017年の農業生産額は約１億円であった。

その半分をパッションフルーツが占めている。ちなみに父島の農業生産額は母島の 1/3 以

下の 0.29億円にすぎない。なお、旧島民出身の農家（主として伊豆諸島からの入植者）は

４～５戸で、残りは新島民が占めている。 

 母島の農業は、1887（明治 20）年に八丈島出身者がサトウキビの試験栽培を行ったのが

始まりとされ、島の低地のほとんどはサトウキビ畑になった。しかし 1925年前後に糖価が

暴落すると、サトウキビ栽培は衰退する。一方、1899（明治 32）年にはキュウリ、茄子、

トマトの他に南瓜などの栽培が始まり、昭和期に入ると南瓜成金が誕生するほど農業は栄

えた。だが、戦後になってビニールハウスによる野菜栽培が本土で普及すると市場を失い、

現在は上述したように熱帯性の栽培種に絞られている。 

 やがて都道は南崎のロータリーで行き止まりになった。ここでしばらく母島の自然につ

いて小関さんの話を聞く。近くでメグロという小鳥が木々に間を飛び回っていた。本土に

いるメジロは目の周りが白いが、母島メグロは目の周りの黒い。小笠原諸島の固有種で、

母島と向島、妹島のみに生息し、特別天然記念物に指定されている。また道路上に陸ヤド

カリやトガケが見られたが、陸ヤドカリも天然記念物のようだ。ここから島の南端の小富

士までは徒歩で１時間を要するため、沖港に引き返す。おもと橋の付近で下車し、植物の

解説を聞くが、メモをとらなかったので植物の名は忘れた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

南崎のロータリー（左）、おもと橋でのツアー同行者（右） 

 

グリーンアノールの防除 

 元地の集落を素通りして、都道北進線を北上する。 

次に停車したのが新夕日ヶ丘という場所で、平島、姉島、向島などの属島をみることが

できるビューポイントだ。この付近では道路工事が行われていた。地元に小笠原開発とい

う土建会社があり、この会社は島民へ貴重な雇用機会と提供している。ここで紹介された

のがグリーンアノールの侵入防止柵だ。 
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 グリーンアノールは米国南東部原産のトカゲの仲間である。全長はオスで 18～21㎝、メ

スは 12～18 ㎝で比較的大きい。1960 年代に父島の大村で見つかり、その後 1984 年に母島

の元地に持ち込まれ、それから母島内に分布を拡大している。このトカゲは、蝶、トンボ、

蜂、蝉などの昆虫類を餌にしており、生息数の増加と分布の拡大により、捕食量が増え、

昆虫類の数が減っているらしい。そして昆虫類の減少は母島の在来の生態系に影響を与え

ることになった。例えば植物の受粉を担うイケダメンハナバチが減少し、ムニンノボタン

やアサヒエビネなどの絶滅危惧種に影響を与えているといわれている。またオガサワラシ

ジミ（蝶）、ヒメカタゾウムシ類、オガサワラゼミ、オガサワラアオイトトンボなどの小笠

原固有種への影響も大きいという。 

 このため、一定の区画をアノールが侵入できないように柵で囲い、この保護区域内の昆

虫類を守ろうという取り組みである。柵の高さは１ｍほどで、下の 3/4 ほどは金網だが、

上の 1/4はグリーンアノールが滑りやすいテフロンシートが張られている。また上から 1/3

ほどの所に２本の電線が通っており、ここを通ると感電して驚く仕組みだ。つまり電気と

テフロンシートの両方で侵入を防止する。ちなみに「ゴキブリほいほい」のようなグリー

ンアノールを捕らまえるトラップもある。ただイノシシのような大型動物と違って小さな

トカゲの侵入を防止できるかどうかは疑問だ。なぜならば木の枝がフェンスに架かるかも

しれないし、草が絡まる可能性や風でフェンスが捲られる心配もある。つまりフェンスの

設置とともに頻繁な管理が欠かせない。私には何か徒労のように思われるが、行政は大ま

じめである。 

 

グリーンアノールの侵入防止用の柵（左）、アノールを捕まえるトラップ（右） 

 

桑ノ木山と石門 

次に案内されたのが桑ノ木山付近だ。母島のほぼ中間あたりに位置する桑ノ木山の国有

林では移入（外来）種のアカギを駆除して、「小笠原母島の希少樹種等の遺伝資源を保存」

する事業が独立行政法人材木育種センターと林野庁関東管理局によって 2001（平成 13）年

度から進められている。桑の木山の他に石門、西台などでも駆除が行われている。 

アカギはトウダイグサ科アカギ属の常緑樹で樹高が 20ｍ以上になる。生長が早いことか

ら 1905（明治 38）年に薪炭材として沖縄から導入された。当時、サトウキビの搾汁を煮詰

める燃料に薪が使われており、その需要に応えるためにアカギが植えられたのである。当

初は狭い範囲にとどまっていたが、1965（昭和 40）年ごろから導入したアカギが結実を始
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め、その種子が鳥によって運ばれ、母島の各地に爆発的に分布を拡大した。このため母島

の在来種はアカギとの競争に負け、島の森林生態系が破壊されてしまった。桑の木山はウ

ドノキ、シマホルトノキ、オガサワラグワなどの巨木が混生する小笠原固有の植生を有し

ていたが、アカギが全域に侵入して生態系に悪影響が出ているという。島の植生の変化は、

これらの植物に依存する動物にも影響を与えている。なおアカギの他にもギンネムなどの

移入種が分布を拡大しているという。 

アカギは父島、弟島、平島、母島の４島に侵入したが、このうち面積の小さい弟島と平

島ではすでにアカギの駆除を終えており、現在、母島と父島で駆除作業が進められている。

駆除方法は、①伐採、②樹幹への薬剤の注入、③表皮を剥ぐ巻き枯らし、という３つの方

法で行われている。伐採後、切り株からたくさんの芽が出て来ることから、切り株に薬剤

を注入することも行われている。 

 東湾と大崩湾に囲まれた半島一帯は石門地区と呼ばれている。国立公園の特別保護地区

で、林野庁の森林生態系保護地区にもなっている。この地区にはセキモンノキ、セキモン

ウライソウなどのきわめて貴重な母島だけの固有種が生育している。このため入林には東

京都認定ガイドの同伴が義務付けられている。この日は時間的余裕がないため、林内に立

ち入ることはできず、話だけを聞いた。 

 父島は標高が低く、雲ができにくい。比較的乾燥しているため背の低い木がたくさん生

育している。これを乾燥低木林というそうだ。一方、母島は標高が高く雲ができやすいた

め雨と湿気を好む背丈の高い林が拡がっている。こちらを湿性高木林という。つまり隣接

する島でありながら、環境条件が異なることからそこに生息する生物もそれぞれ固有の種

が多いということになる。  

近くにマルハチの木があった。高さ 10m を超える常緑性シダである。茎の表面にある葉

柄の落ちた跡が八の字を逆さまにしたように見えることからこの名がついた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑ノ木山の実験地の入口（左）、石門を代表する植物のマルハチ（右） 

 

東港と捕鯨 

 母島北部の東側に大きな湾があり、母島漁港が整備されている。漁船が１隻置かれてい

るだけで漁港用地に建物もない。ここは東京都が管理する第４種漁港で、基本的には避難

港の機能を担っている。 

 東港では、1981（昭和 56）年４月から日本捕鯨と日東捕鯨が加工台船を設置して、鯨の
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解体処理を行っていた。しかし 1982年の国際捕鯨委員会の年次会議において商業捕鯨の全

面禁止が決議されたのに伴い、1987（昭和 62）年の漁期を最後に捕鯨の歴史を閉じている。

ここで小笠原近海における捕鯨の歴史を振り返っておこう。 

欧米の捕鯨船の中継地として栄えた父島も明治 10年代には捕鯨船の寄港もまれになった。

一方、明治になってから小笠原島を基地とする捕鯨が日本人によってたびたび計画された

が、いずれも実現には至らなかった。長年の乱獲によって鯨も激減し、このころには従来

のアメリカ式捕鯨（捕鯨銃にロープなし）では採算が困難になっていたからである。大正

時代に入って捕鯨砲を備えた蒸気船で鯨を追うノルウェー式捕鯨（捕鯨銃にロープ付き）

が日本に導入されると、小笠原近海での捕鯨が復活した。 

1917（大正６）年に東洋捕鯨㈱が父島の清瀬に鯨解体処理施設建設の許可を受け、1923

（大正 12）年から事業を開始、その後 1936（昭和 11）年に東洋捕鯨が日本水産㈱と合併し、

日本水産が事業を継承した。当初、鯨の処理場は父島にあったが、戦争に突入すると軍の

要請で兄島に移している。一方、遠洋捕鯨株式会社（後の大洋漁業）は 1939（昭和 14）年

が母島を拠点に処理場建設の許可を得て、事業を開始している。このように戦前は日本水

産と遠洋捕鯨の２社による５隻の捕鯨船で、毎年 200～250頭の鯨を捕獲していた。鯨種は

主としてザトウ、イワシ、マッコウの３種であった。戦前の捕鯨は 1944（昭和 19）年まで

続いた。 

 

母島漁港の岸壁（左）、かつて鯨の処理場があった桐浜（右） 

戦前の捕鯨は陸上の根拠地から沿岸捕鯨を行っていたが、戦後は米国の統治下に置かれ

ため、陸上は使えず、母船式で操業が始まった。1946（昭和 21）年に大洋漁業㈱が第１回

の母船式による操業を再開する。母船式は戦前戦後を通じ小笠原近海における母船式捕鯨

の最初のものであった。もちろんその当時は母船として適当な船がなかったため、旧海軍

の特別輸送艦（1,500トン級）を利用し、これに捕鯨船２隻を付属させたのに過ぎなかった。

その後、日本水産、極洋捕鯨の両社が別に船団を出漁させるようになって、同島の母船式

捕鯨もいよいよ本格的となって来た。1949（昭和 24）年には日本水産が油槽船海幸丸（2,980

トン）を投入する。昭和 21年～24年までは上記３社が単独あるいは共同の経営で出漁した

が、25 年度から３社の申し合わせで、極洋捕鯨の単独出漁になった。この時期は年間 250

～350頭の捕獲成績を上げ、鯨種はイワシとマッコウの２種であった。ところが小笠原海域

で操業していた極洋捕鯨のバイカル丸は昭和 26年秋から南氷洋へ、27年夏には北洋海域に

出漁したため、小笠原における母船式捕鯨は中断されることになる。 
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そして、日本へ復帰後は、上述したように東港を拠点に沿岸捕鯨が再開された。この時

に捕獲されていたのはニタリクジラがメインであった。 

 

北村 

 東港から母島の最北端に北村に向かう。 

戦前まで北村湾にそそぐ衣館川沿いの狭い谷間に南北約 300ｍ、東西約 75ｍにわたって

80軒を超える家があり、集落を形成していた。多い時には 450人ほどが住んでいたらしい。

今でも北村小学校の石垣、階段、門柱が残っているが、この周辺には村役場、郵便局、警

察署、診療所などの公共施設が置かれ、旅館もあった。しかし戦局が迫ると、昭和 19年に

強制疎開になり、以後、北村は廃村になった。返還後、自力で開墾した島民もいたが、集

落の復活は叶わず、現在集落跡は樹木に埋まっている。 

都道の坂を下ると、海に出た。細長い湾の奥には戦前からあったコンクリート製の突堤

が今でも残っている。沖に船が泊まり、艀で荷物や人を運んだようだ。湾奥には観光用の

あずまややベンチが置かれている。戦前には漁港の倉庫や鰹節工場、クサヤの加工場もあ

った。あずまやの裏手には非常用の公衆電話や公衆トイレもある。この周辺には野猫がた

くさんいるらしく、「ノネコを捨てないで、エサをあげないで」と書かれたポスターが貼っ

てあった。 

母島から尾根筋の道を沖港に向けて戻る。途中、ガイドが「坂を下った先にカカオを作

っている農家がある」と教えてくれた。カカオは見たことがないので是非立ち寄りたかっ

たが、時間の関係でそちらには行けなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北村小学校跡（左）、当時の突堤を残す北湾（右） 

 

戦跡 

 沖港の背後の「静沢の森遊歩道」に案内された。林の中に太平洋戦争中につくられた旧

海軍の｢静沢 101 高地防空砲台｣が当時のまま残されている。この施設は、旧海軍が母島警

備隊の施設として 1944年９月以降に建設したもので、10年式 12mm高角砲３門や 96式 25mm

単装機銃が置かれていた。砲身は赤錆びが出ているが、75 年を経た今でも原形をとどめて

いる。近くにはトーチカなどもあり、ここから上陸する米軍を迎え撃つはずだったが、結

局戦闘はなく、現在は静かな森の中に埋もれている。 

母島は 1944（昭和 19）年６月 15 日に米軍による初めての空襲を受ける。空襲により乳
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房山付近で島民数名が戦死した。この時に亡くなった人を祀ったお地蔵さんが元地の集落

に置かれている。戦局が悪化したため、母島、父島の島民は 1944 年６月 30 日に強制疎開

が命じられた。８月初旬までの１ヶ月強の間に５悌団に分かれて引き揚げた。当時の小笠

原の人口は 7,711 人で、そのうち軍属として徴用された島民 825 人を除く 6,886 人が本土

に引き揚げた。母島では、仲村 1,492 人、北村 617 人が強制疎開の対象となり、軍属等と

して残留を命じられた残留者は沖村 130人、北村 48人であった。 

 1945（昭和 20）年１月 19日、硫黄島に米軍が上陸して戦闘が始まり、熾烈な戦いがくり

ひろげられた。そして日本軍は３月 17日には無線連絡を絶ち、玉砕する。硫黄島を攻略し

た米軍は父島、母島を素通りし、実質的な戦闘は行われなかった。両島は山が多く、硫黄

島に飛行場を確保した米軍は両島に戦略的価値を認めなかったからだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10年式 12mm高角砲の残骸（左）、コンクリートでつくられた砲台跡（右） 

 

母島漁協 

13 時すぎに沖港に戻り、母島ツアーは解散した。沖港に岡本征明さんの漁船（第八日喜

丸）が置いてあった。岡本さんは東京海洋大学の出身で、母島でメカジキ漁をしている。

大学同期の関根君から紹介されて、何度か電話をかけたのだが、あいにく沖へ漁に出かけ

ていたようで連絡がとれていなかった。是非、お会いして話を聞きたいと思っていた相手

である。明日の「おがさわら丸」の出航に合わせて泊まりがけでメカジキ漁に出かけ、今

朝もどってきたようだ。船の周りを探したが本人はいなかった。恐らく、疲れて帰って来

て、家に戻って寝ている頃だろう。今回は彼への取材は諦めざるを得なかった。 

船客待合所脇のベンチに腰掛けて父島で購入してきたタコ飯とメンチカツを食べ、農協

と漁協の購買店舗をのぞく。購買店舗の２階が小笠原母島漁業協同組合の事務所になって

いる。２階に上げると、女性の職員がいた。この日は組合長他幹部が新規就業者のフェア

で東京に出張中だったので、彼女１人だったのである。時間もあまりなかったから手短に

話を聞いた。 

小笠原母島漁協は、父島にある小笠原島漁協の母島支部として 1974（昭和 49）年にスタ

ートした。その後、1980（昭和 55）年１月に分離独立し、小笠原母島漁協が発足する。初

代組合長には小笠原島漁協から移籍した佐々木卓氏（小笠原漁協の初代組合長でもあった）

が就任している。発足当初の組合員数は正：24人、准：２人であった。現在の組合員は正：

24 人、准：６人なので、発足当時とほぼ変わらない。組合員は旧島民の系譜を引き継ぐ人
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は１人だけで、それ以外は新島民である。 

 漁船は 19隻なので経営体数も 19になる。正組合員は 24人だから、このうちの５人が乗

組員とみられる。19経営体のうちメカジキの縦縄漁業を営む経営体は 15で、父島と同様メ

カジキ漁が中心である。底魚一本釣のみで、縦縄を営まない経営体は４経営体になる。こ

の他に宝石サンゴ漁を営む経営体が９、カメ漁を営む経営体が１、秋から春にかけてソデ

イカ漁を営む経営体が５で、縦縄と底魚一本釣との兼業になる。メカジキの縦縄漁業は、

年寄りは日帰り操業であるが、若い人は沖に２～３泊して操業する。 

 母島漁協の 2016年の生産額は約３億円で、このうち後述する宝石サンゴが２億円、魚類

が１億円という内訳である。生産額は宝石サンゴ漁が盛んになる 2015年から３億円の大台

に乗ったが、それ以前は２億円弱で、魚類は１億円強で推移していた。近年、宝石サンゴ

のウエイトが高まっている。それにしても 2016年の生産額は正組合員１人あたりの単純平

均で 1,200万円を超えることから、母島の漁業は景気がいい。 

 母島の漁獲物は父島と同様、メカジキを中心にマグロ類、ハマダイ、ソデイカなどの大

型魚介類に代わっているため、生鮮冷蔵品での出荷が可能になっている。以前の漁獲物は

トビウオ、ムロアジなどの小型魚が中心だったから、島で加工して保存性を高める必要が

あった。初代組合長の佐々木さんは島での水産加工に熱心で、カメ、トビウオ、サワラ味

醂干し、ウメイロ（魚）のすり身などがつくられていたという。現在、生鮮で出荷する水

産物は「ははじま丸」で父島まで輸送し、冷蔵コンテナに積み替えて「おがさわら丸」に

乗せ、東京へ出荷している。 

 漁協では、購買、販売、利用、製氷冷蔵、指導などの事業を実施しているが、これらに

加えて、脇浜でアオウミガメの産卵・ふ化の事業を展開している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小笠原母島漁協の事務所（左）、沖港に係留されている漁船（右） 

 

宝石サンゴ 

 漁協で話を聞いてから沖港に行くと、１隻の漁船に宝石サンゴを採取する網が干してあ

った。この網で海底を曳航し、海底に生息する宝石サンゴをひっかけて採取する。小笠原

支庁の水産課の話では、小笠原海域の宝石サンゴは生きているが、最も宝石サンゴ漁のさ

かんな高知県で採っている宝石サンゴは化石化したものだという。 

宝石サンゴの漁業は東京都の知事許可漁業である。小笠原海域の９経営体に許可が与え

られているが、父島と母島の漁業者が話し合い、現在操業しているのは母島の組合員だけ
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だ。 

 小笠原海域におけるサンゴ漁業は大正期から始まったが、1927（昭和２）年の昭和金融

恐慌を境に不況期に入ると、高級品のサンゴは売れなくなり、漁業は途絶えていた。戦後

は米国の占領下にあったため操業はできず、返還後も積極的なサンゴ漁業は行われていな

かった。 

ところが 1979（昭和 54）年 10 月に台湾漁船が大挙して小笠原近海に出没して、サンゴ

を違法操業する事件が勃発、海上保安庁などの関係者の対応により、ひとまず収束した。

一方、中国の経済発展によって富裕層が増大して宝石サンゴの需要は高まったことから、

2014 年には 200 隻を超える中国船団が宝石サンゴの密漁にやってきた。これはテレビなど

で大々的に報じられたことから記憶に新しい。中国の需要の高まりを背景に宝石サンゴの

相場が上昇したことを受けて、母島ではサンゴ漁を再開したのである。 

宝石サンゴ漁は６月いっぱいが禁漁だが、母島漁協では自主的に 12月～３月末までを禁

漁にしているので、実際の操業時期は４～５月、７～11 月の７ヶ月間である。漁場は北緯

26°50′のラインよりも南側にあり、父島と母島の中間線から母島側になる。漁場の水深

は 200ｍ前後である。 

 宝石サンゴの漁獲金額は、2014 年までは１億円を下回っていたが、2015 年は 2.1 億円、

2016年は 1.9億円と急伸し、現在ではきわめて大きな収入源になっている。 

 宝石サンゴを採取している地域は、高知県、鹿児島県と小笠原であるが、主たる取引は

高知県の宿毛で行われているため、小笠原の宝石サンゴは高知県の入札会に出展されてい

る。 

サンゴ漁業の会長は漁徳丸という民宿と遊漁船を経営している月舘さんである。宝石サ

ンゴの水揚額が近年急増しているため、この事実が拡がってしまうと妬みを買う恐れがあ

るためか、漁協職員の口は固かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝石サンゴ採取用の網を積んだ漁船（左）、ロース記念館に展示されていた昔のサンゴ採取用の網（右） 

  

14時発の「ははじま丸」で父島に戻る。母島での滞在時間はわずか４時間半だったので、

島を十分に観察することはできなかった。機会があれば再訪したと思う。 
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