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1921 離島覚書（東京都・硫黄列島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大東亜戦争時の激戦地・硫黄島、手前の山が擂鉢山 

 

2019年７月３日 

硫黄列島クルーズ 

 硫黄列島は火山列島とも呼ばれ、北硫黄島、硫黄島（中硫黄島という場合もある）、南硫

黄島の３島からなる。小笠原諸島の一部を構成しており、東京都小笠原村に属している。

硫黄列島の主島である硫黄島は東京都心から南へ約 1,250 ㎞に位置しており、小笠原列島

の中心である父島からは南南西に約 280㎞離れている。 

 硫黄列島を構成する３つの島のうち、主島の硫黄島と北硫黄島には戦前まで一般島民が

住んでいたが、現在は両島とも一般人は住んでいない。硫黄島には自衛隊員が駐屯してい

る。南硫黄島は以前から無人島である。 

硫黄島は自衛隊員が滞在して働いているので、有人離島に分類され、島旅の対象になる。

しかし基地の島なので公共交通機関はない。ちなみに現地に行くまでは硫黄島に港がある

ものと思っていたが、実際にはなく、島への唯一のアクセス手段は飛行機かヘリコプター

ということになる。このように自衛隊員しか住んでいない島は長崎県対馬北端の海栗島、

同じく壱岐島北端の若宮島などがある。両島は対馬と壱岐から眺めることができ、船も通

っているので防衛省の許可が得られれば上陸することも可能だ。しかし南海の孤島である

硫黄島はそう簡単にその姿を見ることはできない。 

主島である硫黄島へ上陸するためには、島を管理する自衛隊の許可を得て、かつ飛行機

で運んでもらわなければならないから１民間人にこの選択肢はない。第２は東京都が毎年

実施している硫黄島戦没者の追悼式に参列する方法がある。しかし参列者は戦没者の遺族

に限定されている。第３は遺骨収集のボランティアとして参加する方法であるが、厳しい
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作業になることから体力的に無理だ。つまり硫黄島への上陸は事実上不可能である。一方、

北硫黄島は船をチャーターすれば行けなくもないが、港がないので若い人でないと上陸は

難しいし、危険が伴う。南硫黄島は後述するように上陸すら禁じられている。 

島に上陸できないのであれば、せめて船の上からでも間近で島を見てきたいと思ってい

た。しかし硫黄島の付近を通る定期船はないし、漁船をチャーターするには多額の費用が

かかり危険も伴う。ところが硫黄列島を巡るクルーズがあることを偶然インターネットで

見つけた。 

硫黄３島のクルーズは小笠原海運㈱が年に１回実施している。東京と父島を結ぶ「おが

さわら丸」が父島を経て３島を巡る。2019 年の３島クルーズは７月３日～４日にかけて実

施された。このクルーズは 2003（平成 15）年から始まり、今年で 16 回目になる。ただし

2015（平成 27）年は台風のために中止になっている。 

今回の硫黄３島のクルーズのコースと日程は図１に示す通りであり、19 時に父島の二見

港を出港して、翌日早朝、南硫黄島に着く。南硫黄島を２周、続いて硫黄島を１周、さら

に北硫黄島を２周して二見港に引き返す。二見港到着は 18時なので、丸１日船に揺られる

ことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  硫黄島ツアーの工程 

 

パネル展示と講演会 

18時 40分に「おがさわら丸」に乗船した。当日の参加者は 254人であり、このうち小笠

原からの乗客は 100 人以下というから東京から来た人が多かったことになる。クルーズの

参加者は海鳥の観察を目的にする人が多い。たいてい大きな望遠レンズ付の一眼レフカメ
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ラを持っているからすぐにわかる。 

船は 19時に父島の二見港を出航した。このクルーズにはガイドとしてＮＰＯ法人小笠原

自然文化研究所の研究員が５人、小笠原ホエールウオッチング協会と小笠原村観光協会の

スタッフなど全部で 13人が乗船した。 

小笠原自然文化研究所は小笠原に博物館を設立する目的をもって 2000年に設立されたＮ

ＰＯ法人で、所員はアルバイトを含めて 12人である。この中には「なぶら舎」の料理長を

務めた今井君の知り合いの鈴木創
はじめ

さんがおり、ガイドの一員として船に乗っていた。今井

君から鈴木さんのことを聞いていたので、船の中で発見し（名札をつけているのでわかる）、

自己紹介した。新百合ヶ丘の「なぶら舎」にも１度来たことがあると言っていた。彼は固

有種のオガサワラコウモリの研究をしている。コウモリの類いは夜間飛翔するが、オガサ

ワラコウモリは昼間でも飛ぶらしい。研究員のうち小笠原生まれのいわゆる「島っこ」は

理事長の子息である堀越和夫さんだけで、他は島外から小笠原の自然にあこがれてやって

きた人たちだ。研究員はそれぞれの専門分野をもっている。 

同研究所は、小笠原の海と陸の野生生物の調査研究（サンゴのモニタリングやオガサワ

ラコウモリなどの固有種の調査）や野生化した猫の捕獲など自然再生の活動を展開してい

る。定期的に会誌を発行、賛助会員は 300人ほどいるそうだ。 

４デッキの 411号室では、「硫黄列島と海鳥のパネル展示」が行われていた。部屋の中央

には南硫黄島の精巧な模型が置かれている。ここで解説員から３島の概要と島の周辺に生

息する海鳥についての解説を聞いた。室内のテレビでは南硫黄島と硫黄島のＤＶＤを放映

されていた。 

パネル展示場に佐々木哲朗さんという海洋生物を専門にしている人がいたので少し話を

する。彼はどこの大学か聞かなかったが水産学部の出身のようだ。 

「南洋海域は基礎生産力が低いから海鳥の餌が少ないと思うが、何を食べているのか」

という質問には、海鳥の糞のＤＮＡ解析の結果、ハダカイワシ類が多いことがわかってい

るとのこと。「沖縄のようにサンゴの白化は見られるか」との質問には、2009年に小笠原海

域でも大規模な白化が起こったとのこと。また父島の二見湾の湾奥で枝サンゴを多く見か

けたことを話すと、この枝サンゴはマギノキミドリイシという種とのことだ。二見湾は外

洋島に内湾的な環境が形成されているので、湾内の生物多様性はきわめて高いという。象

徴的なのがオガサワラベニシオマネキという固有種で、二見湾々奥の干潟のみに生息して

いるらしい。 

続いてクジラについても聞いた。小笠原海域ではザトウクジラ、マッコウクジラを始め

24 種類の鯨類が確認されている。マッコウクジラは周年小笠原海域で生活しているようだ

が、頻繁にみられるのは６月から秋口がメイン。ザトウクジラは 12～５月に現れ、ハンド

ウイルカ、マゴンドウ？は周年生息しているという。小笠原では、御蔵島のようにイルカ

と一緒に泳ぐことはせず、船の上から観察する。ホエールウオッチングのガイドの船は 10

隻余あり、船の手配は小笠原村観光協会が仕切っている。鯨は高台から探さなくても至る

所で見られるそうで、沖縄の座間味島のように陸上の高台から監視するようなことはして

いない。なお大型クルーズ船が来島した時は、ホエールウオッチングの船が多くでるとい

う。 
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レストランでは金子タカシ氏による南硫黄島の講演が、21時 15分から 21時 45分にかけ

て開催された。2017年に実施された自然環境調査の裏話が中心であった。 

その後、甲板にでて夜空の観察となった。周囲の照明が一切消されると夜空の星が輝き

を増した。恐らくこれほど多くの星を見たのは生まれて初めてであろう。子供のころに見

た天の川を何 10年ぶりかにはっきりとみることができた。小笠原村観光協会の人が星座を

解説してくれたが、実に詳しい。太平洋のど真ん中でみる夜空の星はまさに初めての体験

で、その美しさに魅了された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネル展示会場での解説（左）、食堂で講演会を聞くツアー客（右） 

  

硫黄列島の発見と移住 

ここで硫黄列島の発見と関連する動きを整理しておこう。 

硫黄列島は 1543（天文 12）年にマリアナ諸島近辺を探検中だったスペインの探検船・サ

ン・ファン・デ・レトラン号によって発見された。種子島に火縄銃がもたらされた年のこ

とである。その後、1779（安永 08）年に英国のジェームス・クック船長率いる第３次太平

洋航海（クック船長は硫黄島に来る前にハワイで殺されている）で、硫黄３島をそれぞれ

North Island、 Sulfur Island、 South Island と命名している。一方、明治政府は 1887

（明治８）年に「明治丸」を小笠原に派遣し、翌年には小笠原諸島の領有を欧米諸国に通

告した。 

南進論を提唱する横尾
よ こ お

東作
とうさく

は「南洋公会設立大意」を起草して、時の逓信大臣・榎本武

揚に硫黄列島の開発を建議し、1887（明治 20）年に明治丸を借りて「南洋」巡航団を派遣

し、硫黄島と北硫黄島の本格的調査を実施した。翌年には巡航に参加した依岡
よりおか

省三
しょうぞう

や父島

の船大工・田中栄二郎らが漁業や硫黄採掘試験のために硫黄島に渡航している。そして 1891

（明治 24）年には明治政府は勅令により硫黄列島の領有を宣言し、東京府小笠原島庁の所

轄とした。同時の硫黄列島の３島を北硫黄島、硫黄島、南硫黄島と命名する。硫黄島とい

う名前は「Sulfur Island」を和訳したものであった。 

そして翌年には、硫黄島で硫黄採掘を目的とした本格的開発に着手した。硫黄は火薬の

原料であったが、実際には資源量が限られていたため、硫黄採掘の仕事は長続きしなかっ

た。 

最初に開拓民が移住したのは北硫黄島であった 1899（明治 32）年に母島の石野平之丞（八

丈島～父島～母島～北硫黄島へと移住）らが北硫黄島に移住して、開発に着手した。一方
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硫黄島では久保田宗三郎が東京都との間で綿花栽培を条件とする予約開拓の契約を結び、

移住者を誘致した。その後、1910（明治 43）年にはサトウキビの栽培と製糖が開始された。

同じような条件の南大東島では、1900（明治 33）年からサトウキビの栽培が始まっていた

ので、硫黄島もサトウキビの栽培に向いていると判断したようだ。サトウキビのプランテ

ーションが興り、硫黄島の産業は久保田殖産合資会社（1913年）、硫黄島殖産製糖会社（1920

年）、硫黄島産業㈱（1936）と会社名が変ったが、これらの会社によって島の産業が担われ、

島の人口は急速に増えた。 

 

2019年７月４日 

南硫黄島 

 硫黄列島の島は３島３様である。硫黄島はまさに「戦争の島」、そして北硫黄島は「自然

と人為の島」であったのに対し、南硫黄島は「原始の島」と言われている。 

予定通り早朝６時ごろに、硫黄列島の最南端に位置する南硫黄島に着いた。船内のアナ

ウンスがある前からデッキに人が集まり始めた。クルーズ客の多くは海鳥に関心があるた

めデッキに超望遠レンズ付のカメラを三脚に固定し、よく見える場所を夜明け前から占拠

していたようだ。私はポケットカメラしかもっていないし、特段、海鳥の写真を撮ろうと

も思っていなかったので場所を押さえる必要はない。したがって海鳥にレンズを向ける人

たちの肩越しから島の姿を見つめることになった。 

列島の最南端（硫黄島の南方約 60 ㎞）に位置する南硫黄島は面積 3.54 ㎞ 2、周囲約 7.5

㎞で、硫黄列島の中では最も小さく、その面積は硫黄島の 1/6 にも満たない。しかし標高

は 916ｍにも及び小笠原諸島の中で最も高いばかりか、東京都の全離島の中のトップである。

そして平均斜度は 45度もあり、人を寄せつけない。海からの水蒸気が雲を発生させるから

山頂は雲がかかっている時が多く、雲霧帯を形成する特徴的な自然環境を有している。 

南硫黄島は数 10万年ほど前に海底噴火によってできた島なので、現在海底噴火によって

面積を拡大している西ノ島の数 10万年後の姿と言えるかもしれない。海によって隔絶した

島は、風、鳥、海流などによって島外から生物が運び込まれ、隔絶された環境の下で独自

の進化を遂げているから、島固有の生物相と生態系が形成されてきた。 

このような特徴から、南硫黄島は全島が「原生自然環境保全地域」（自然環境保全法）に

指定されており、島への立入りは制限されている。近年、学術調査でこの島に人が立ち入

ったのは戦前の 1936年と 1982年、2007年、2017年のわずか４回だけだ。2017年の調査は

ＮＨＫの取材班が同行し、開洋丸（水産庁の漁業調査船）で島の近くに接岸し、調査隊が

泳いで上陸、２週間にわたって生物調査をしている。このテレビ映像は 2018年にＮＨＫス

ペシャル（秘島探検・東京ロストワールド）で放映され、さらに「ダーウィンがきた」な

どでも繰り返し放映されているので観ている方も多いだろう。硫黄島クルーズにはこの時

の調査に参加された３名がガイドとして同乗しており、テレビでは放映されない裏話も紹

介された。 

 「おがさわら丸」は右回りでゆっくりと南硫黄島を２周した。島からの距離や水深がア

ナウンスされ、島にできるだけ近づくように配慮してくれているようだ。島に到着した当

初は島の上半分が雲で覆われていたが、太陽が照り始めると徐々に雲が晴れてきた。島を
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去るころには雲はほとんどなくなった。 

 南硫黄島の周囲は海蝕が進み、断崖絶壁が多い。砂利浜が一部あるだけで、小さい船で

さえも着岸できる場所はなさそうだ。したがって調査隊は泳いで上陸し、物資をあげるこ

とになった。登坂ルートも限られ、最初の登りには梯子が使われている。途中の僅かな平

地にビバークして、鳥類、哺乳類、昆虫、植物、陸貝、地質、海洋生物などの調査を 12日

間にわたって実施した。調査隊員は 12 人、サポート隊をあわせて総勢 23 人であった。島

の自然への影響を避けるため島に持ち込んだものは全て持ち帰ったようだ。 

７時 10分頃に南硫黄島に別れを告げ、硫黄島に向かった。朝食はラウンジでサンドイッ

チとコーヒーで済ませた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都の島の中で最も標高の高い南硫黄島（左）、南硫黄島の眺めるツアー客（右） 

 

硫黄島 

 南硫黄島から１時間以上走ると硫黄島の南端に位置する擂鉢山が見えてきた。６人の米

海兵隊員が頂上に星条旗を掲げた硫黄島の戦いを象徴する山だ。「シマダス」では標高 161

ｍになっているが、島が隆起を続けているので最近はもっと高くなっているだろう。山肌

の一部は大きく崩れていた。 

 硫黄島は大東亜戦争末期の激戦地で、栗林中将率いる硫黄島守備隊が地下坑道を掘り巡

らせて死闘をくりひろげた玉砕の島だ。1944（昭和 20）年６月に赴任した栗林中将は、こ

れまでの南方諸島における戦いの反省から水際での戦闘を避け、島を要塞化して上陸した

米軍をゲリラ戦で迎え撃つ持久戦を採った。この作戦を実行するために地下坑道と地下陣

地の建設が進められた。司令部は島北部の北集落から 500ｍほど北東に設置され、島内に全

長 17㎞に及ぶ地下坑道を建設したのだった。僅か８ヶ月間に重機を使わずにしかも火山の

熱と闘いながらつくりあげたのだから凄まじい。硫黄島の地下坑道のことは子供のころか

ら知っていたが、どうして短期間にこれだけの距離を掘り進めたのか疑問に思っていた。

ガイドの話では硫黄島は凝灰岩で形成され、しかも雨が少ないという。こうした条件だっ

たからツルハシやシャベルなどで掘り進めることができたようだ。まさに人海戦術であっ

た。 

1945年２月 19日に米軍が硫黄島に上陸、これに対し日本軍は坑道に閉じこもってゲリラ

戦で応戦した。約１ヶ月に及ぶ死闘の末、日本軍兵士 20,129人、米兵 6,821人が戦死した。

米軍の犠牲は死傷者合わせて２万人以上に及び、最も犠牲者の多い戦いとなった。そして
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島内の坑道には今なお１万人の遺骨が眠っている。米軍が坑道の入口をブルドーザーで埋

めたため、未だに全ての坑道を確認することができないという。最近、集団埋葬地が見つ

かり、800柱を収骨したそうだ。壕の割れ目から水蒸気などが出ていると壕があったと予想

されるため、遺骨収集にあたってはそうした場所を見つけて、シャベルカーで掘って遺骨

探しするのだそうだ。 

東京都小笠原支庁発行の「管内概要 平成 30 年版」によると硫黄島の面積は 23.73 ㎞ 2

で、父島（23.45 ㎞ 2）よりも僅かに大きく、小笠原諸島の中では一番大きな島である。じ

つは硫黄島は今なお隆起を続けているので、年々面積が大きくなっている。1998 年発行の

「シマダス」（日本離島センター）では 23.16 ㎞ 2となっているので、この間に 0.57 ㎞ 2分

増えている。伊豆諸島の新島（23.17 ㎞ 2）よりも少し大きい。島はほぼ平坦で、父島のよ

うに山岳がないから、農業に適していたし、飛行場建設の適地でもあった。 

擂鉢山から時計回りで島を１周する。西海岸にかかると、赤錆びたたくさんの沈船が見

られた。てっきり戦時中に沈没した船かと思ったが、ガイドに確認すると戦後グアム島か

ら運搬し防波堤代わりに設置したものだという。島の隆起によって水中から水面に顔を出

したのだった。たしかに米軍の上陸作戦は反対側の南海岸だったから、西海岸からは上陸

していない。この廃船の陸側に白い煙が昇っていた。温泉の水蒸気だという。また白い燃

料タンクが８基ほど並んでいた。 

西海岸に釜岩と呼ばれる小さな岬があり、この岬の内側の入り江はかつて墓参団を乗せ

た「おがさわら丸」が係船した場所だった。硫黄島には港がないので、沖に船を泊め、運

んできた艀で硫黄島に上陸した。艀は 10人乗りで、父島から５～６隻を積んできたようだ。

しかし、島の隆起によって水深が浅くなり、しかも「おがさわら丸」の３代目は大きくな

って喫水が深くなったことから、2016（平成 28）年以降は艀による上陸は行われなくなっ

ている。 

東海岸から釜岩（もともと島だったが隆起によって陸続きになった）の鼻の先に監獄岩

という小さな島が現れた。その先を回ると段丘上の地形が続く。このあたりの海岸からは

水蒸気が昇り硫化水素臭が漂う。火山活動が活発な一帯だ。また硫黄が析出し、地面は黄

白色を帯びている。この付近に栗林中将の指令壕があったそうだ。 

北ノ鼻を過ぎると、東海岸になる。船から海岸沿いにたくさんの洞窟が見られた。この

洞窟は戦争の時に掘ったものではなく、もともと海中で形成されたものが島の隆起によっ

て地上に顔を出したものだという。硫黄島の内陸部には自衛隊の基地があり、東海岸から

は基地までの距離が短いため、各種の建物、レーダードーム、給水塔などが見られる。 

硫黄島を占領した米軍は日本本土を爆撃するために飛行場を整備した。Ｂ29 爆撃機はグ

アムを本拠地にしていたが、グアムから本土までは 2,000 ㎞以上離れていたので、その中

間に位置する硫黄島はＢ29の中継地として重要な役割を果たしたのだった。 

1968（昭和 43）年に小笠原諸島とともに日本に返還されてからは米軍が使用していた滑

走路や隊舎などの諸施設を引き継ぎ、現在は海上自衛隊硫黄島空軍基地隊及び航空自衛隊

硫黄島基地隊が使用している。また遺骨収集のため陸上自衛隊員も常駐している。島内に

は長さ 2,650ｍ、幅 50ｍの主滑走路と緊急用滑走路として幅 30ｍの平行誘導路が整備され

ている。海上自衛隊は航空管制や基地の施設整備を、航空自衛隊は救難や小笠原諸島など
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の急患輸送（父島と母島で急患が発生した場合はヘリコプターで硫黄島まで運び、飛行機

で入間基地に送る）にあたっている。航空自衛隊の入間基地から定期便が飛び、基地の工

事関係者や物資、食料等の生活物資の輸送しており、飛行機が唯一の輸送手段になってい

る。また日米安保条約に基づき米軍の戦闘機にタッチアンドゴーの訓練の場を提供してい

る。基地内には自衛隊関係者約 200 人が住んでおり、全員が単身者で女性はいない。元自

衛官で硫黄島を 10年ほど前に訪れたことがある豊田肇氏（東京水産大学の後輩）によると、

宿舎は個室でドアの脇には戦死者を弔う蝋燭が灯されているという。 

東海岸は米海兵隊が上陸した地点で、幅５～６㎞の砂浜が続く。無数の上陸用舟艇が砂

浜に押し寄せた場所だ。砂浜に大きな岩が突き出ていたが、この岩は当時水の中にあった

といわれており、戦争当時に較べると砂浜の面積ははるかに拡がっている。砂浜の上部に

草が繁り、さらに上部は灌木で覆われていた。 

1925（昭和元）の硫黄島の人口は 1,144 人で、世帯数は 196 戸であった。島民は島の中

央に位置する元山集落の他に、古山、丸万、西、漂流木、北、東、玉名山、南、千鳥の合

計 10集落が形成されていた。元山集落には硫黄島村役場や硫黄島神社、大正小学校などが

置かれていた。小学校は 1906（明治 39）年に私設小学校としてスタートし、1913（大正２）

年に尋常小学校として認可された。  

 硫黄島を一周するのに８時 30分から９時 50分まで約１時間 20分を要した。再び擂鉢山

の沖に戻り、クルーズ参加者全員が戦没者に菊の花を献花、１分間の黙祷を捧げて、硫黄

島に別れを告げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防波堤のかわりに置かせた中古船と水蒸気（左）、硫黄島を去るにあたっての献花と黙祷（右） 

 

北硫黄島 

硫黄島を後にして１時間半ほどで北硫黄島に着いた。この間、船内のレストランでは北

硫黄島についての講演会が開かれた。講師は小笠原自然文化研究所の飴田洋祐氏である。

同研究所の研究員４人（飴田さんの他に佐々木、鈴木、堀越氏）が１週間ほど前に島に上

陸し、調査をしてきたそうでその時の内容が講演の中心だった。 

北硫黄島は硫黄島の北方約 75㎞に位置し、島の面積は 5.56㎞ 2で、硫黄島の約 1/4ほど

しかない。しかも硫黄島とは対照的に榊ヶ峰（792ｍ）、清水峰（666ｍ）、青ノ峰（538ｍ）

などのいくつもの山を抱く山岳島である。ちなみに、東京都の島の中では、最も高いのが

上述した南硫黄島、２位が八丈島、３位が御蔵島で、北硫黄島には榊ケ峰は第４位になる。 
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戦前までは上述したように人が住んでおり、ピーク時の 1915年には 212人（43戸）が暮

らしていた。島内には島の東岸に石野村、西岸に西村の２つの集落があった。北硫黄島は

島内に川が流れ、水が豊富だったことから人が住むのに適していた。しかし集団疎開で島

に人がいなくなってから、戦後は無人島の状態が続いている。 

 山の頂上付近には「３万坪」と称する平坦地（実際の面積は 4.8 万坪）があり、かつて

はここに牛が放牧されていたらしい。1898 年に母島の石野平之丞が漁業のために入植した

のが始まりで、その後、山を開墾してサトウキビを栽培した。収穫したサトウキビは海抜

170ｍ付近に設けられた製糖工場で加工されたらしい。サトウキビを絞るために牛が使役さ

れたようだ。この製糖工場の周りには沖縄から移植した木が植えられており、それが白っ

ぽく見えるという。 

 漁業では島の周辺に生息するマルサザエが主として採られていた。マルザサエの蓋はボ

タンの原料として、肉は缶詰に加工して本土に出荷していた。 

 この島にはシマアカネというトンボ、オガサワラコウモリなどの固有種が住むが、海鳥

は南硫黄島に較べると少ない。これは人が住んでいた時にネズミが島に持ち込まれ、島内

で繁殖し、幼鳥を襲うためだという。北硫黄島にはオカヤドカリが多く生息し、標高 100

ｍ付近まで分布する。またカクレイワガニは山頂付近まで分布するという。 

 「おがさわら丸」は反時計回りで１時間ほどをかけて島を２周した。海から見ると、北

硫黄島は三角形の尖った形をしている。頂には厚い雲が浮かんでいた。島に近づくにつれ、

頂の雲は消え、山頂が確認できるようになった。島の周りは海蝕崖が続くが、南硫黄島と

は対照的に玉石と思われる浜が形成されている。崖下に小さなボートが打ち揚げられてい

た。遭難したものか、漂着したものかわからないが、回収されないまま何年も放置された

ままになっているという。 

 海岸付近にテーブル上の台地のような地形がみられたが、この台地に石野村の集落が形

成され、小学校も置かれていた。移住後間もない 1902（明治 35）年に早くも私設小学校が

でき、その２年後には石野村尋常小学校が認可されている。当時の日本人は子供がいると

ころには必ず小学校をつくった。明治時代の日本人が如何に教育に力を入れたかがわかる。

もう一つの集落である西村は山を隔てた裏側にあったが、子供たちは山越えをせずに海岸

を歩いて小学校に通ったという。 

 船からは切り立った山にしか見えないが、実際は平坦地の少しはあるのだろう。トカラ

列島の島々は遠くから見ている限りでは、いったい人が住めるような場所があるのだろう

かと思ってしまうが、実際に上陸してみると意外に平らな所もあるから、北硫黄島もきっ

とそうなのだろう。この島に住もうと思った先人たちの勇気に驚くばかりである。 

 北硫黄島に人が始めて渡ったのは 1899（明治 32）年と書いたが、じつはこの島にはそれ

よりも 2,000 年近く前に先住者がいたことを示す遺跡が残されている。島の開拓者である

石野平之丞にちなんで石野遺跡と名づけられた。1989 年に実施された小笠原諸島他遺跡分

布調査で発見された先史時代の遺跡である。旧石野村の後背地の高台部で、石器、土器片、

大きな石に描かれた線刻画などが見つかり、その遺跡の特徴からマリアナ海域の先史文化

やミクロネシアの文化との関連性が指摘されている。恐らくミクロネシアなどの南方から

流れ着いたものと推定される。そしてこの遺跡は集落というよりは墓地か祭祀跡としての
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性格が強いという。しかし、絶海の孤島に辿りついた先住民はいつの日か子孫が途絶え、

絶滅したものと考えられる。 

 12時 30分に予定よりも少し早く、北硫黄島を後にした。昼食はラウンジでスパゲティナ

ポリタンを食べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山頂の雲が切れた北硫黄島（左）、石野村の集落跡とその上にあった製糖工場跡（右） 

  

北硫黄島の周りにはたくさんの海鳥が

いた。硫黄諸島でしか見られない海鳥は、

アカオネッタイチョウ、アカアシカツオド

リ、シロアジサシ、シラオネッタイチョウ

などがリストアップされており、バードウ

オッチャーには相当魅力的な場所なので

ある。私は海鳥の知識はほとんどないが、

ポケットカメラでも撮れるほど船の周り

を飛び回っている。 

 

 

硫黄島と北硫黄島の人口と産業 

ここで硫黄島と北硫黄島の戦前の産業と人口の推移をみておこう。今でこそ都市に人口

が集中し、地方の農山漁村は過疎と高齢化が進み、廃村が現実のものとなっているが、わ

ずか 100 年ほど前は、新たな活路を求め、危険を冒して南海の孤島に移住した人たちがい

たのである。 

硫黄島は、入植当初はサトウキビ栽培と製糖業を中心としていたが、1925 年前後に糖価

が暴落すると、コカ（コカインの原料）、レモングラス（香水などの原料）、デリス（農業

用殺虫剤などの原料）などの栽培へとシフトした。1939（昭和 14）年当時の農作物別生産

額は次の通りで、今は栽培が禁止されているコカが最も多く 33,977円で、以下、デリス：

5,806円、南瓜：5,208円、サトウキビ：5,128円、西瓜：1,692円、バナナ：1,613円、パ

パイヤ：1,316円、冬瓜：1.284円などの順であった。 

周囲を海に囲まれていたから水産資源も多く、農業と並行して漁業も営まれていた。港

がないため、カヌーで操業した。３～６月にかけてはトビウオの刺網、６～12 月はムロア
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ジの棒受網が営まれた。また、夏から秋にかけてマグロ、サワラの一本釣も行われている。

漁獲物は自給したが、余剰分は、節加工（カツオ、マグロ、ムロアジ）、干物（トビウオ、

サワラ）、缶詰（サザエ）などに加工して、本土に出荷していた。 

一方、北硫黄島は秋～春は主としてサトウキビ栽培と製糖に従事したが、５～８月は漁

業に従事した。漁獲物はムロアジとカツオがメインで、島内の加工場でムロ節と鰹節を製

造（硫黄島産業㈱の子会社の南洋水産）した。またサザエ漁も盛んで、肉は缶詰、殻はボ

タンの材料として移出していた。 

図１は硫黄島と北硫黄島の人口の推移を示したものである。硫黄島の人口はサトウキビ

のプランテーションが始まった 1910年以降に急増し、1920年には 1,000人を超えた。その

後集団疎開が始まるまで、1,000人以上をキープしていた。一方、先行してサトウキビ栽培

が始まっていた北硫黄島では 1905年には 200人ほどに達し、硫黄島の人口を上回っていた

が、山岳島で耕作面積が限られていたこと、糖価の暴落で生産量が縮小したこともあり、

北硫黄島の人口は 1930年以降減少する。 

1944 年になると、米軍の空母艦載機による空襲が激化したため、同年４～７月の４ヶ月

間に民間人の本土への強制疎開を実施された。疎開者は硫黄島 1,004人、北硫黄島 90人で

あった。このうち硫黄島の青年男子 103 人は軍属として残留することになる。硫黄列島の

島民の疎開先は、1967年の東京都の調査によると、東京区部（380人）、神奈川県（307人）、

東京島嶼部（253人）、三多摩（107人）となっている。 

戦争によって強制疎開を余儀なくされた島は硫黄島と北硫黄島の他にも父島と母島、そ

して沖縄県の波照間島や伊江島などがあるが、両島以外はすでに旧島民の帰島が実現して

いる。硫黄島からの強制疎開者の中に、後に東京都漁連の会長になった菊地滋夫氏がいる。

16歳の時に硫黄島を後にし、紆余曲折を経て小笠原が日本に返還された翌年の 1969年に父

島に戻り漁師になった。しかし硫黄島への帰島は叶わず、2016年に世を去っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  硫黄島及び北硫黄島の人口の推移  

石原 1)より作成 

戦後 75年を経た今、硫黄島の米軍基地は自衛隊に引き継がれ、滑走路が島の中央を占拠

している。また、土地の隆起、活発な火山活動、放置された遺骨などにより、旧島民は島
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に帰ることができない。 

旧島民は、ソ連軍の侵攻によってふるさとの島を追われた北方４島の旧島民と同じ境遇

におかれている。すでに強制疎開当時に生まれた人も 75歳を超える。硫黄島は自衛隊の島

として、北硫黄島は無人島として固定化される運命にある。 

 

振り返りまショー 

 父島に戻る船内では、総合衣料品メーカーのＣＨＵＭＳ（チャムス）によるスペシャル

イベントがレストランで、硫黄島などがプリントされたＴシャツやタオルとグッズ販売が

４デッキで開催されたが、宣伝臭が感じられたので参加せず。記念にＴシャツを１枚購入

した。 

 続いてレストランでは、「振り返りまショー」と名づけられた硫黄３島のツアーを総括す

るパネルディスカッションが開かれた。 

 海洋生物の専門家である佐々木氏が南硫黄島と三ッ星岩周辺の魚類相をビデオで紹介す

る。2017 年のＮＨＫ取材班が撮影したものだ。島の周辺の海底は比較的平坦で、ギンガメ

アジ、カッポレ、イソマグロやロウニンアジの群れ、ジンベイザメなどを紹介された。 

 続いて富田カスオ氏が硫黄島のことを紹介され、６月に年１回の墓参が行われているこ

と、収集された遺骨は自衛隊の飛行機で運び、千鳥ヶ淵墓苑に納骨されていることなどが

報告された。 

 ホエールウオッチング協会の岡本氏が小笠原海域周辺で見られるハンドウイルカ、コブ

ハクジラ、ハシナガイルカ、マカボイクジラ、マッコウクジラ、マダライルカなどの鯨類

について解説した。 

 パネルディスカッションといっても講師が約 15分づつ一方的に話すだけで、会場とのや

り取りは少なかった。 

 そのうち、母島が近づいてきた。島の東側を通過し、18時に父島二見港に到着した。 

歩いて民宿たつみに向かう。民宿について驚いた。硫黄島ツアーで一緒の部屋のしかも

隣にいた２人組が先に着いていたのだ。２人は民宿に車を手配して乗せて来てもらったの

で、先行して到着していた。やはり父島の民宿が満室だったので港から離れたところにあ

るこの民宿を見つけたという。 
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