
 

119 

 

1913 離島覚書（鹿児島県・悪石島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央の一番高い山が御岳 右の岩を回った先にやすら浜港がある 

 

2019年４月 23日 

やすら浜港 

鹿児島港を前日の 23時に出発した「フェリーとしま２」は定刻よりも少し遅れて９時 40

分に悪石島のやすら浜港に着岸した。実に 11時間弱の船旅であった。昨夜は鹿児島市内の

中華料理店で羊肉のクミン炒めというイスラム料理を食べたのだが、とてつもなく唐辛子

が効いておりその影響から船中では胃液が逆流して何度も吐きそうになり、満足に寝るこ

とができなかった。 

悪石島では男ばかり 10人が下船した。船着き場の待合室に入り、予約をいれておいた民

宿・南海荘の車の位置を中年の女性に聞いた。この女性はかなりの美人で、失礼ながら島

の出身者とは思えない。荷役作業が終わるまで待合室にいるようにとのことだったので、

少しの時間を利用して彼女の素性を聞いた。彼女は民宿西荘の女将で想像したとおり東京

都の出身だった。悪石島出身のご主人と結婚して島に嫁いできた。先代の「フェリーとし

ま」をつくるときに造船所で働いており、そこで知り合ったらしい。民宿は祖父母の時代

から経営しているそうだ。ついでに島の様子をざっと聞く。 

現在の島民は 80人ほど。中学生は１人、小学生は６人いるが、このうち在来島民の子は

２人だけで、他は看護士と先生の子供である。ただ未就学の子供が 10人いるので当面小学

校は安泰だとのこと。純粋のＩターン世帯は３戸だけだが、夫婦の片方が島外からきた世

帯はもっと多い。もともと悪石島ではＩターンは少なくＵターンが多かった。Ｉターンが

多い宝島に比べると、人の出入りは少ないという。 

南海荘のご主人はフェリーの荷役作業をしていた。彼女からご主人を紹介してもらい、
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今晩泊まることを告げると、一緒に泊る人が２人いるのでその人たちと一緒の車で民宿に

行ってくれとのこと。この２人は悪石島灯台のメンテナンスの仕事でやってきた人だった。

ちなみに悪石島灯台は 1996（平成８）年にできた新しい灯台だ。年配者の方は海上保安庁

のＯＢのようで 1949(昭和 24)年生まれといったからもうすぐ 70 歳になる。もう１人は鹿

児島市内の電気工事店の社員で、30 歳代の青年だ。奄美大島の出身だといっていた。南海

荘の軽自動車をこの青年が運転して、上集落にある宿に向かった。 

やすら浜港は 1956（昭和 31）年９月に地方港湾に指定され、村が管理する。1971（昭和

46）年から 1991（平成３）年にかけて順次整備された。317ｍの突堤が伸びる。定期船の接

岸は 1977（昭和 52）年の第３十島丸の接岸が初めてなので７つの島の中では中ノ島につい

で早い。後述する秋吉氏の著作によると、彼が悪石島を訪れた 1960（昭和 35）年当時は石

浜に並べた丸太の上に艀を滑らし、沖に停めてあると十島丸から艀に移って上陸していた。

この艀作業は島の青年団の人たちが担っていた。 

突堤の手前に防波堤で囲まれた漁船の船溜まりがある。一番奥に斜路も整備されている。

港内には８隻の漁船が係留されていた。このうちみさき丸は南海荘の船で、海上タクシー

と書かれた看板が掲げられている。天草丸という漁船が置かれていたが、後に確認したと

ころＮＴＴの海底ケーブルの点検で熊本から来たチャーター船のようで地元のものではな

い。「七道」と「積壽」という船名の漁船は後述するＩターン漁業者のものだ。この他に十

和丸などの漁船が係留されていたが、何れも５トン未満の３級船である。陸上にはすでに

使われていないと思われる古い船が置かれている。 

車は断崖絶壁にちかい斜面につくられた急坂を登って行った。坂の途中に対馬丸の慰霊

碑が置かれていた。沖縄県の集団疎開の児童らを乗せた対馬丸は、1944年８月 22日に鹿児

島に向けて航行中に、米軍の潜水艦によって悪石島の沖で轟沈させられ、1,484人が犠牲に

なった。生き残った児童はわずか 59人だったという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やすら浜港の全景（左）、フェリーが着岸する岸壁（右） 

 

上集落 

悪石島には港の近くに「浜」、港からだいぶ離れた「上」という２つの集落がある。上集

落はやすら浜港から山腹を斜めに登りきったところに広がる高原の中央に位置する。 

約５分で上集落にある民宿南海荘に着いた。荷物を部屋に置き、午前中は上集落を回る

ことにし、先ずは情報収集のためにコニュニティセンターに向かった。集落から 400ｍほど
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港の方に戻った道路脇にある。コミセンには十島村役場の悪石島出張所が置かれている。

事務所には、年配の女性と若い女性の２人がいた。若い女性の方は役場の非常勤の職員で、

鹿児島市内の出身である。ご主人の母親が悪石島の出身だった関係で、夫婦で島にＩター

ンした。ちなみにご主人は民宿二本松で調理師をしている。 

彼女に人口のデータや島の様子をうかがう。2019 年２月末時点の住民基本台帳上の世帯

数は 36 戸、人口は 81 人である。このうち島外から移住してきた世帯（夫婦のうちのどち

らかが島外出身の世帯）が６戸、小中学校の先生の世帯が８戸というから、在来島民の世

帯は 22 戸ということになる。島には村営住宅が 18 戸分、また教員住宅が８戸分整備され

ている。仕事別の世帯数は、牛飼いの農家が９戸、漁業は５戸、民宿が４戸である。なお、

浜集落には３世帯が住むだけで、大部分の島民は上集落に住んでいる。 

悪石島は面積 7.49 ㎞ 2、周囲 12.64 ㎞で、十島村を構成する７つの有人離島の中では中

之島、諏訪之瀬島、口之島に次いで大きく、７島のちょうど中間にあたる。標高は御嶽
み た け

の

584ｍである。海岸は崩壊と海蝕が著しく、大部分が断崖となっている。 

悪石島には江戸期（寛延４年から宝暦 13年）に 117人が住んでいた。島の人口のピーク

は 1960 年の 178 人（世帯数は 36 戸）である。その後 1990 年には 30 戸、59 人まで減少し

たが、ＵターンやＩターンによって近年は人口が増加している。 

コミセンの入口の脇に悪石島簡易郵便局が置かれている。2017（平成 29）年７月に開局

した。たしか小宝島もこの時期に簡易郵便局が開局している。 

コミセンある海を見はらす高台に、「美女とネズミと神々の島」の記念碑が置かれている。

石を丸くくり抜いた石碑だ。朝日新聞の記者だった秋吉茂氏は 1960（昭和 30）年に島に１

ヶ月滞在した現地ルポを書いているが、その出版を記念し、彼の友人の彫刻家が制作した

ものだ。その石碑の前に海音寺潮五郎の碑文が刻まれていた。 

このルポは、朝日新聞西部本社の企画「底辺に生きる第４部」（10回連載）として書かれ

た後 1964（昭和 39）年に河出書房から出版された。翌 1965年に第 13回日本エッセイスト・

クラブ賞を受賞している。その後、1984（昭和 59）年に河出文庫に収められている。前日、

鹿児島市内の丸善で問い合わせたところ、すでに絶版になっているとの返事だった。出張

所にあるか尋ねると、たしかコピーがあったはずだといって探してくれたが、見当たらな

かった。小学校にあるのではないかとのことだったので、訪ねることにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役場の出張所が置かれているコミュニティセンター（左）、上集落の家並み（右） 
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テラと野菜畑 

 上集落の西外れにテラと呼ばれる墓地がある。今までに見たことのない墓で、墓石がな

く長方形の石室があるだけのものが多い。墓の前には赤く塗った竹製の筒が立てられ、こ

こに造花が手向けられている。少し離れたところに小さな小屋と広場があった。沖縄県（亀

甲墓）以外では、通常○○家の墓などと書かれた墓石が建つのは普通だが、墓石のない石

室だけの墓は初めてお目に掛かった。小宝島や宝島でも墓地をテラと呼んでいるが、いず

れも本土と同じスタイルの墓石だった。悪石島だけ特異的なのかどうか、今後、トカラ列

島の残りの島を巡って確認したい。 

ちなみに十島村史によると、トカラ列島では埋葬地をハカショ、埋葬地の近くにあるム

ラ共有の無人小屋をテラとよぶそうだ。墓地には石塔と建てた墓と小石を四角形に並べた

塚の２通りであるとのことで、石室型の墓は後者に相当するようだ。 

悪石島では以前は土葬で、15 年ほど経ってから埋葬場所を掘り起こして洗骨し、ハカシ

ョに納めたそうだ。もっとも現在は島民のほとんどは鹿児島市内の病院で亡くなり、現地

で火葬されて骨だけが島に戻る。 

墓の上に小さな畑があり、２人の女性がソラマメを収穫していた。付近にはツワブキや

サトイモも植わる。内地ではこれからサトイモの種イモを植えようというのにこちらでは

すでに芽が出ている。ツワブキは畑に限らず、島の至るところに自生している。ツワブキ

は関東地方にも分布するが、ほとんど食べる習慣がない。しかし九州以南では盛んに食べ

る。採ったらすぐに皮を剥いて茹で、アクを抜いてゴマ油などでいって油揚げなどと一緒

に煮ると美味しい。 

畑の前にはユリ（島ユリ）が白い花を咲かせている。不思議なことに花は全く同じ方向

を向いている。近くにはラッキョウを植えた畑もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハカショ（左）、テラ（右） 

 

生活インフラ 

集落の西はずれに九州電力の悪石島発電所が置かれている。敷地内に 10ｋｌの重油タン

クが２基が配置されており、重油を燃料とするジーゼル発電のようだ。1962（昭和 37）年

５月に「電気利用農業協同組合」が設立され、初めて島に電気が導入された。1976（昭和

51）年ごろから九州電力への移管が検討されるようになり、1978（昭和 53）年７月に九州

電力に移管された。これに伴い安定した 24時間送電が実現した。電気の安定供給により島
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では電化製品の普及が進んだ。 

悪石島の水源は山からの湧水である。湧水をタンクに貯めて滅菌処理し、水道管により

供給しているが、その水道水の貯水タンクが集落上段の道路脇にいくつも置かれている。

このように集落の全戸に給水されるようになったのは 1975（昭和 50）年２月のことであっ

た。明治時代に悪石島を訪れた笹森儀助はその著書「拾島状況録」の中で、「村民ノ飲料水

ハ、村落ハ下荷積崎ノ東部海面懸崖ノ上ニ出ズ。村ヨリ之ニ至ル其ノ下半途ハ急坂ニシテ、

大凡二町四十間、村落迄五町四九間位アリ、土人水箱ヲ冠シ往来ス」と記している。水量

が多く水質もよかったが、水源が集落から離れていたため水汲みに苦労していたわけだが、

近年になってようやくこの苦労から解放された。ちなみに水源を発見したのは南海荘の祖

父だったようだ。 

電話は 1982（昭和 57）年７月から自動化が実現している。携帯電話は後述するようにＡ

Ｕはいまだに通じないが、ドコモとソフトバンクは通じる。 

燃料はもともと山から採取した薪だった。フェリーが着岸するようになると、島外の業

者がプロパンガスを供給するようになり、現在は本土側と同じように業者がガスボンベを

運んでくる。 

最初のへき地診療所が 1969年３月に完成し、1992（平成４）年３月に現在の建物に代わ

っている。医師は常駐せず看護師だけが常駐している。医師の指示のもとに看護師が治療

にあたる。急患は後述するヘリポートを使って鹿児島市内の病院へ搬送する。 

島には昔から商店はない。1950 年代の船便は月に２回ほどしかなく、しかも艀を使って

いたから大量の荷物は運べない。したがって島民は自給自足の生活をしていた。現在は生

協などに食料や日常雑貨を発注し、週２便のフェリーが運んでくる。また飲食店もないか

ら、島外から来た人は民宿で食べるしかない。島内のどの民宿でも昼食を提供してくれる

ので、民宿の料金は３食付である。 

上集落のほぼ中心部に公民館がある。後述するボゼ祭りはこの公民館周辺で催される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州電力悪石島発電所（左）、道路脇に設置された貯水タンク（右） 

 

村立悪石島小中学校 

集落のはずれに十島村立悪石島小中学校がある。1960 年に宝島小中学校の悪石島分校か

ら独立して現在に至っている。 

広いグランドがあり、グランドを見降ろすように校舎と体育館が並ぶ。職員室を訪ねて、
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「美女とネズミと神々の島」という本の所在を尋ねた。最近着任したばかりと思われる校

長先生が対応に現れて、別の教員が書庫を探しにいった。この校長先生もこの本のことは

知っていて、読みたいと思っていたそうだが、学校にはなかった。本の初版は３年後の 1963

年なので学校で購入するか、著者が寄贈してもよさそうだが、貴重な文献はこの島にはな

い。ちなみに島旅から帰ってからこの本の文庫版を伊勢原市立図書館で見つけ、読むこと

ができた。 

著者の秋吉氏が悪石島を訪れたのは 1960（昭和 35）年のことであった。この時、新任の

校長先生夫妻と船で一緒だった。奥さんも教員だったので、当時、小中学校には先生は２

人しかいなかったことになる。ちなみにこの年に十島村立宝島小中学校悪石島分校から悪

石島小中学校に独立している。 

校長先生に小中学校の現況を聞いた。小学生は６人、中学生は１人で、このうち先生の

子供が２人いるそうだ。先生はＡＬＴを含めて８人。アメリカ人のＡＬＴは島に住んでい

るとのこと。給食担当１人いる。十島村では島外からの「山海留学制度」を導入し、各島

で受け入れているが、悪石島には現在いない。 

小中学校のグランドの下に保育園がある。現在の保育園児は９人である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪石島小中学校の正門（左）、校舎と体育館（右） 

 

Ｉターン家族 

小中学校に向かう道で子供を連れた若い女性に会った。一見すると「よそ者」である。

話を聞くと、大阪からやってきた移住者だった。ご主人は漁師になりたくて悪石島にやっ

てきたそうで、漁業と農業（ラッキョウの栽培）を兼業しているとのこと。漁業は南海荘

のご主人に教わったそうだ。後で調べたところ、ご主人は津波
つ わ

古
こ

雅也さん（48歳）といい、

2013（平成 25）年に悪石島に移住したようだ。 

Ｉターンで漁師をしている人がもう１人おり、高知県出身の鎌倉秀成さん（39 歳）であ

る。彼の方は津波古さんよりも３年遅い 2016（平成 28）年に移住してきた。やはりラッキ

ョウの栽培を兼業している。 

集落の下に坂森神社があり、その先に畑があった。全く偶然だがそこで津波古さんがラ

ッキョウを収穫していた。彼の話では、島でラッキョウを栽培している家は４～５軒で、

栽培の歴史は浅く、10年ほど前から始まったという。10月に球根を植えて、４月に出荷す

る。ラッキョウは束ねて葉を切り、袋詰めにして鹿児島の市場に送る。ラッキョウ畑はも
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う１ヶ所もっているとのことであった。ちなみに津波古さんとは夕方温泉で一緒になり、

翌日のフェリーでも家族全員と一緒になった。 

坂森神社はビロウやガジュマルの林の中にある。再び集落に戻ると、村営住宅の前で高

齢の男性が大きなアオリイカ（ミズイカ）をさばいていた。昨夜、港の護岸から餌木を曳

いて釣ったそうだ。そのうち家の中から奥さんが出てきたが、先ほど畑で会った人だった。

ご夫婦は悪石島の出身で大阪に長いこと生活していたが、定年退職後、島にＵターンした

という。イカを「もっていけ」といわれたが、南海荘は漁師の家だから、夕食に魚介類は

間違いなく提供されるはずなので、遠慮した。 

集落の上の方に金山神社があり、そこに向かう途中で雨が強くなりだした。神社の手前

には村営住宅が並ぶ。金山神社はタブやイヌマキの巨木が生い茂ってうす暗い。粗末な小

さな鳥居をくぐると、掘立小屋のような社殿があった。神社の軒下で少し雨宿りして、民

宿に戻った。 

宿の食堂で昼食を食べる。ところがこれがとんでもない代物だった。カレーライスのお

皿にご飯が盛られ、カレーのルーで煮たようなジャガイモが盛ってあり、その脇にソース

がたっぷりかかっている。一見してカレーと思ったが、カレー味は全くしない。ジャガイ

モとひき肉を煮てあんかけにしたものだった。まさかカレー粉を入れ忘れたのではないだ

ろうが始めて食べる得体のしれない料理であった。ソースご飯は全く頂けない、結局半分

を残すことになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島ラッキョウを収穫するＩターンの津波古さん（左）、その奥さんと子供たち（右） 

 

ノンゼ岬と灯台 

午後から宿の軽自動車を借りて、島内をくまなく走ることにした。昼食もそこそこに 12

時 30分に宿を出る。灯台のメンテナンスに向かう２人組はゆっくり休んで、13時過ぎに午

後の仕事に向かうようで、私の方が先行した。 

集落の裏手を登ると御岳に行く林道との分かれ道に出る。ここを右折して島の東海岸の

ノンゼ岬に向かった。途中、ビロウの群生地があり、そこを過ぎるとリュウキュウチク（島

では大名竹と呼ぶ）で覆われた竹林になる。三島村の竹島のように竹が圧倒的に優占して

いる。道の途中に灯台に登る道路があったが、車で上まで登れるか怪しいので行くのをや

めた。 

やがて竹の草原を思わせる原っぱになり、黒牛が現れた。村営のひらが牧場である。牛
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は 30 頭ほどいたが、草ではなく竹を食べている。牛が食べた竹は背丈が低く、しかも細い。

牛が食べることにより竹は矮小化されているようだ。 

村道小石浜線の行き止まりがノンゼ岬である。晴れた日にはノンゼ岬から諏訪之瀬島が

見えるようだが、あいにくの雨で沖には何も見えない。すぐにＵターンした。 

途中、東大地震研究所と鹿児島大学の地震観測の計器を設置した場所があった。トカラ

列島のうち口之島、中之島、諏訪之瀬島、悪石島の４島は火山島である。このうち悪石島

は活火山（過去１万年以内に噴火した証拠が認められていない）として認定されていない

が、付近の諏訪之瀬島の御岳は噴気をあげしばしば地震が多発することから要注意の火山

島であり、さらに北に位置する口永良部島は最近何回も噴火している。こうした最近の情

勢から悪石島でも地震観測が必要なのだろう。 

集落に戻る途中で前方から灯台に向かう２人を乗せた軽自動車が現れ、すれちがった。

灯台のメンテナンスに向かう同宿の２人であった。道路脇に焼却炉が置かれていたが、島

で発生したゴミはここで燃しているのだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビロウの群落（左）、悪石島灯台（右） 

 

御嶽 

悪石島の海岸は崩壊と海蝕が著しく大部分が断崖となっている。したがって海岸線には

道路はなく、島を巡る道路は島の中腹につくられている。 

ノンゼ岬から上集落の手前まで戻り、右折して島の東側の中腹の道を走る。ところが高

度が高くなるにつれてガスが濃くなり、視界は益々悪くなった。周囲は何も見えない。や

がて島の北側にある大峰牧場に向かう分岐点にさしかかり、牧場の方角に坂道を降りて行

く。ところが途中でゲートに遮られ、通行止めになった。恐らく放牧している牛が外に出

ないようにしたもので、手で開けられるはずだが、兎に角ガスが濃く牧場に行っても何も

見えないことは必至だ。しかも道路の幅員は狭く、おまけに片側にＵ字溝があり、運転を

ミスるとＵ字溝にはまりかねない。（後に南海荘で聞いた話では、宿泊客が借りた車をよく

Ｕ字溝に落とす事故が発生するそうで、その度に救出に向かうという）そんなわけで、ゲ

ート前をＵターンして元の道に戻り、右折して島の最高点である御岳（標高 584ｍ）に向か

った。 

トカラ列島には御岳と書く山が、中之島、諏訪之瀬島、平島にもあるからややっこしい。

悪石島はこれを「みたけ」と読む。ちなみに中之島は「おんたけ」、諏訪之瀬島と平島は「お
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たけ」と読む。 

登山道路に設けられたガードレールは錆びが目立った。海からの潮風で錆びるのが早い

のだろう。13時 40分に御岳の頂上付近に着いた。近くには内閣府沖縄総合事務所が管理す

る悪石島無線中継所とＮＴＴの電波塔が並んで建つ。ちなみに悪石島ではドコモの携帯電

話は通じるが、私の持っているＡＵは通じない。無線中継所の裏に山頂に登る道がある。

しかし雨が降り、視界は全く効かないことから登頂は断念する。御岳は「しま山百選」に

選ばれており、山頂からは「360度の大パノラマを楽しむことができ、天気が良い日には屋

久島や奄美大島までくっきりと見える」と書いてあるが、残念ながら今回の島旅では見る

ことができなかった。 

帰り道は島の西側に降りることにした。海から１㎞ほどのところに 600ｍ近い山がそびえ

るわけだから、道路はきわめて急勾配な地形のところにつくられている。このため下りの

道路はヘアピンカーブの連続であった。坂を下った先がやすら浜港である。 

悪石島は 1992（平成４）年４月１日にトカラ列島県立自然公園に指定されており、北部

一帯は第２種特別地域、北西と南東部は第３種特別地域に指定されている。なお第２種、

第３種は特別保護地域や第１種に較べると規制は緩やかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪石島無線中継所（左）、ＮＴＴの電波塔（右） 

 

荷積岬とトカラヤギ 

やすら浜港から再び急坂を登って上集落に向かい、登り切ったあたりを右折して村道大

麦線に入り、島の南西端の荷積岬に向かう。途中に村営大麦牧場があり雨の中に黒牛が群

れていた。 

岬の手前に八幡神社があり、赤い塗料がはげかけた鳥居の前面にリュウキュウマツの巨

木が立つ。この一帯にはリュウキュウマツが分布している。島は竹林がやたらと目立つの

だが、このようにリュウキュウマツが残っていたり、ビロウの群落もあることから、どう

やら竹林は人為的な産物と考えられる。 

十島村村史によると、悪石島ではかつて常畑と焼畑が営まれており、焼畑では餅粟を除

く粟類や麦、サツマイモが作られていた。焼畑が継続していれば竹が入り込む余地はない

が、やがて焼畑農業は行われなくなった。そして段々畑の常畑も後述するように 1960年代

から耕作放棄が進んだ。このようにかつて農地だったところにリュウキュウチクが分布を

拡げ、島の優占群落となったと考えるのが妥当だろう。 
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神社を過ぎると、突然道路上にヤギが３頭現れた。車を見ると急いで逃げだしたから野

生のヤギに間違いない。昔からトカラ列島で飼われていたトカラヤギで、家で飼われてい

たものが野生化したのだろう。 

15時 18分に荷積岬についた。この岬は文字通り荷物を船に積むために昔利用した場所だ

ろう。現在のやすら浜港に較べると集落から比較的緩やかな道が続き、船を停めるには格

好の小さな入り江がある。しかし最近の台風で周囲が土砂崩れを起こし、海に下る道は崩

落していた。近々、復旧工事が始まる予定だそうで、一部の土砂が削られている。 

上集落の下の道を走り、再び集落に向かう。集落に入る手前にヘリポートがある。古い

集落図をみると、ヘリポートと小中学校のグランドとの間にたけのこ工場があることにな

っているが、現在はすでになく大名竹の筍の缶詰製造はやられていない。また近くに村営

住宅か教員住宅のような建物が並んでいたが、比較的新しいことから最近建てられたもの

と推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷積岬のがけ崩れ跡（左）、竹林に逃げていくトカラヤギ（右） 

 

村営牧場と牛飼い 

悪石島には、ノンゼ岬周辺にひらが牧場、北部の大峰台地に大峰牧場、荷積岬周辺に大

麦牧場の、あわせて３つの村営牧場がある。この牧場を活用し、９戸の農家が黒牛を放牧

している。島では人工授精により子牛を繁殖し、牛舎で育てて、本土の伊集院にあるセリ

場に出荷している。 

悪石島では昔から農地の耕耘や運搬のための使役用に牛を飼っていた。したがって牛を

育て、繁殖する技術を古くから有していた。肉用牛の子牛を商品として出荷するようにな

ったのは 1987（昭和 62）年 11 月のことである。以来、子牛の繁殖業は島の最重要産業に

なった。 

悪石島に限らずトカラ列島の７つの有人島は、子牛の生産が島の重要な産業である点で

共通している。十島村最大の現金収入源であり、近年は子牛単価の上昇に支えられて、生

産額が伸びており、2018（平成 30）年には３億円を超えた。島別では口之島が最も多く、

これに宝島が続き、悪石島は３番目であった。 

2018（平成 30）年の悪石島の母牛の飼養頭数は 126 頭であった。１経営体当たりの飼養

頭数は 14 頭ということになる。同年の子牛出荷数は 71 頭で、販売額は 4,300 万円であっ

た。１経営体あたりの粗収入は 480万円ほどになる。 
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牧場というと牧草地を思い浮かべるが、悪石島の牧場は草ではなく竹である。いわゆる

牧草地は全くない。親牛は有刺鉄線で囲まれた竹藪の中に放養され、もっぱら竹を餌にし

ている。反芻胃を有する牛は竹を直接消化するのではなく反芻胃の中で、竹を餌に育った

原生動物などを食べているわけだから、餌は草でも竹でもかまわない。ただ、生まれた子

牛は竹を餌にしたのでは商品価値が低いため、専ら濃厚飼料が与えられている。そしてこ

の濃厚飼料は島外から仕入れているため、餌のコストは大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひらが牧場（左）、大麦牧場（右） 

 

湯泊温泉 

やすら浜港から海岸沿いの道を１㎞ほど西に走ると湯泊温泉がある。1990 年に湯泊温泉

公園整備事業によって十島村が整備したものだ。自然遊歩道、砂蒸し温泉、キャンプ場、

温浴施設、露天風呂、海中温泉などが集積している。秋吉氏の著書には小中学校の校長が

ドラム缶の風呂に入る写真が掲載されているので、この施設が整備される以前には島民は

貴重な水を沸かした風呂に入っていたようだ。施設が整備されてから、島民は専らこの温

浴施設を利用している。 

自然遊歩道は、港から温泉に至る道路の山側に整備されている。山裾のこの一帯は温泉

の地熱で温かく感じられ、その影響かビロウやガジュマル、アコウなどからなる亜熱帯林

が形成され、遊歩道内はうす暗い。竹林に覆われた島の風景とは全く異なる別世界であっ

た。出口の近くに水がほとんどない池があった。この周囲はとりわけ温かく感じられた。

近くには温泉水を汲み上げる井戸とタンクがあり、水蒸気がのぼっていた。ここから露天

風呂と温浴施設に温泉水が供給されている。 

温泉公園の一角をなす砂蒸し温泉は２年ほど前の台風で屋根が飛んでしまい、今年度に

復活すべく準備作業に入っていた。砂が詰められたフレコンバックがすでに運び込まれ、

砂を敷いて屋根をかける段取りが進んでおり、夏休みぐらいには元に戻る予定という。た

だ、野生のトカラヤギが温かい場所に集まってくるため、工事中は柵で囲う必要があるら

しい。この砂蒸し温泉のあった場所の上方の崖からは蒸気があがり、かすかに硫黄の臭い

もする。 

キャンプ場は芝のような植物が敷き込まれている。この季節にしては珍しく一張りのテ

ントが張られていた。後に温泉施設で会うことになる愛知県からやってきた青年のものだ

った。 
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露天風呂は男女別に浴槽と更衣室が整備されている。ただ、営業期間は５～10 月までの

半年間なので、浴槽は空であった。海中温泉は潮汐による海水の混合状態により水温が変

るためタイミングを見計る必要がある。周りは岩場で、雨が降っているから滑る可能性も

あり、海中温泉に入るのはやめた。 

温浴施設は男女別である。浴槽は４～５人が入ればいっぱいになってしまいそうな大き

さしかない。島民以外は 200円の協力金を支払って入浴する。 

風呂に入ると先客がいた。この人は愛知県からバイクで旅してきた人で、志布志までフ

ェリーで来て、鹿児島港から私と同じフェリーで悪石島に来たようだ。悪石島から宝島に

行き、奄美大島、加計呂麻島を周ると話していた。次の宝島行は４日後の土曜日になるが、

一生に１回しか来られない島なのでのんびりするとのことであった。これから超大型連休

になるが、職業は聞かなかったが時間に余裕のある人のようだ。 

泉質は炭酸水素・塩化物泉と書かれていた。うっすらと茶色がかった水色である。海の

近くだが、塩分はほとんどない。最初は多少熱く感じられたがそのうち慣れてきて、よく

体が温まった。雨でＴシャツが濡れて体が多少冷えていたので丁度良いタイミングだった。 

そのうち灯台のメンテナンスにきた同宿の男性２人、津波古さん親子、さらにつなぎ服

をきたＩターンらしき青年、ミズイカの処理をしていた大阪からＵターンした夫婦が相次

いで入ってきた。当然、浴槽には入れないから最初に風呂から出た。Ｕターン夫婦は件の

バイク青年に「差し入れ」と言って手製の料理を渡していた。青年は思いがけないプレゼ

ントにいたく感謝している様子だった。カップ麺と缶詰で野営しながら旅する身には島の

人情の暖か味を実感したに違いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温泉施設（左）、屋根が吹き飛んだ砂蒸し温泉（右） 

 

島の漁業 

温泉を出て宿に戻る。相変わらず小雨が降り続いている。夕食は 18時からなので、食堂

でご主人から島の漁業について話を聞いた。ご主人の有川誠司さんは島を代表する漁師で、

さらに十島村の中でも有力な漁師のようで、村の情報誌の水産業のページにはでかでかと

この人の写真が掲載されている。そのうちビールを飲み、さらに焼酎のお湯割りをいただ

き、長時間の聞き取り調査となった。 

悪石島で漁業に従事するのは５人である。この５人が十島村漁協の正組合員になってい

る。５人のうち２人はＩターン者で、上述したように大阪から来た津波古さん、高知から
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来た鎌倉さんである。したがって在来島民の漁業者は有川誠司さんを含めた３人になる。

港には８隻の漁船が係留されていたが、このうちの１隻は熊本県からＮＴＴの海底ケーブ

ルの点検に来た船なので地元漁船は７隻になる。大きい５隻が正組合員、残りの２隻がた

まに釣りに出る人の船だという。 

島で営まれている漁業は深海一本釣と曳釣（トローリング）である。５人に共通するの

が深海一本釣で、曳釣は在来島民の３人だけが営む。以前はイセエビの刺網漁が営まれて

いたが、今は１人（幸一さん）だけになった。大潮の干潮時に歩いてオオツタノハという

カサガイ類を採る採貝漁業も営まれているが、こちらは専ら自家消費用だ。この貝はこの

日の夕食にでた。ご主人は「ツタノハガイ」と言っていたが、後日貝の専門家（早瀬さん）

に聞いたところオオツタノハと判明した。日本国内ではトカラ列島周辺にしかみられない

珍しい貝とのことだ。 

深海一本釣の漁期は８月下旬から翌年の３月中旬までの約７ヶ月間である。春先からは

潮流が速くなるため一本釣には向かない。漁場は悪石島と小宝島、平島の間にある曽根周

辺の水深 600ｍ前後の海域である。1.5㎏の錘（根掛かりが多いので価格の高い鉛はもった

いないので鉄筋棒を使用）を使用し、10 本の枝針がつく。サンマやイカの切り身を餌にす

る。漁獲対象はチビキ、タルメ（メダイ）、本キンメ（キンメダイ）、平キンメ（ナンヨウ

キンメ）などだ。ただこの海域はサメが多く、釣った魚にサメが食いついてくることもあ

るという。 

曳釣の漁場は島の周辺である。以前は潜航板を使っていたが、機械で巻けないためヒコ

ーキを使用している。ロープに鉛のビシを 30㎝間隔で巻いて沈める。漁獲物は、沖サワラ

（カマスサワラ）、シビ（キハダの幼魚）本ガツオ（カツオ）、シマガツオ（スマ）などで

ある。 

有川さんの話では、以前はサメに追われたキビナゴが水面に盛り上がるほど多かったが、

最近は小魚が少なくなっており、その影響か漁獲対象の魚も減っているという。またイル

カが６～７月ごろにかけて悪石島周辺にやってくるが、最近はイルカや鯨類が増えている

らしい。小魚が少ないのはまき網による乱獲が大きいと有川さんは指摘する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港に係留している漁船（左）、荒天時に船を引き揚げる斜路（右） 

漁獲物はスチロール箱に収納して氷を入れて保存、フェリーで鹿児島県漁連の市場に出

荷する。大型の魚であれば鮮度劣化の心配は少ないので、週２便のフェリーで十分対応で

きるらしい。ただし、チビキは高い時には 7,000 円／㎏ほどもしたが、現在は 1,200 円／
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㎏程度になっており、一部の魚では魚価が安くなっている。現在、悪石島で獲れる魚で一

番高いのがクエで、4,000円／㎏程度で売買されている。 

秋吉氏が悪石島を訪れた 1960年ごろに較べると、漁業を取り巻く環境は大きく改善して

いる。1960 当時は、島に小さな動力船が３隻、無動力の丸木船が９隻あるだけであった。

また漁船は礫浜に丸太を並べて上げ下げしなければならなかった。港が整備されたおかげ

で、漁船の大型化と出漁機会が増えたのである。また当時の本土と結ぶ交通手段は月に２

回しかなかったし、氷も作ることができなかったので、漁獲した魚は鰹節やトビウオの干

物に加工して保存性を高めなければならなかった。 

 

南海荘 

2004（平成 12）年発行の「シマダス」には、上集落に西荘、なかむら荘、さかもと荘、

南海荘の４軒、浜集落に民宿浜辺の５軒の民宿が掲載されている。このうち今でも残るの

が西荘と南海荘だけだ。その後、上集落に悪石島二本松と民宿あおばが新たに加わり、現

在は４軒の宿泊施設がある。上述したように西荘は古くからあり、これに続くのが南海荘

ということになる。ちなみに秋吉氏が島に滞在した当時民宿はなかった。 

有川誠司さんは昭和の終わりに悪石島にＵターンした。ご主人は漁業、奥さんは民宿経

営で生計を立てる計画で島に戻ったのである。つまり 30年ほど前のことになる。ご主人は

漁業の他に遊漁船（瀬渡し、ジギング釣り）、海上タクシーも兼業している。海上タクシー

では奄美大島まででかけるそうだ。ちなみに奄美大島に行くには 30ノット以上の速度が出

せないと許可にならないため、５年前にエンジンを入れ替えたという。 

祖父と父親は島で船大工と漁業を兼業していた。祖父は奄美大島の笠利の出身の移住者

だった。ちなみに悪石島は嫁不足が深刻で奄美大島から花嫁を迎えた時期があったという

から奄美大島との関係は深かったようだ。1870（明治３）年生まれの祖母は朝から晩まで

農作業に従事する働き者であったという。 

造船用の木材を移入することは困難だったから島に生育する木を伐採し、現場で板に挽

いて乾燥させてから牛に引かせて作業場に持ち帰った。板の厚さは８分だった。持ち帰っ

た板材で１艘の船をつくった。つまり島で生活するには木の伐採から船にするまで、１人

でやらなければならなかったのである。現在は分業化が進み、専門化されているが、昔の

島の人は多彩な技術を身につけていた。 

有川さんは 1954（昭和 29）年生まれだから 65 歳になる。鹿児島の高校に進学（現在の

十島村村長は口之島の出身で高校の同級生）して、鹿児島市内で自動車の整備士や冷凍食

品の営業の仕事を経験した。大都会での生活を経験したかったので、その後鹿児島を離れ、

大阪でサッシ工事、東京で住宅設備の仕事に携わる。上司の命令で仕事をするのはあほら

しく感ずるようになり、都会の生活を一通り経験したことから、好きな海での仕事に人生

を捧げるべく島に戻った。35 歳前後の時だった。家は自分で作り、増築を重ねていったと

いう。親や祖父の仕事ぶりを見ていたし、様々な仕事を経験したことが家作りに役立った

ようだ。 

1989（平成元）年、1991（平成３）年にそれぞれ長男、次男が生まれる。長男はトカラ

電気ホームという会社を佐賀県で経営している。二男は鹿児島在住とのことで島には住ん
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でいない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民宿南海荘の入口（左）、島で唯一の自動販売機（右） 

 

島には水田はなく、畑で陸稲（島では「のごめ」といった）を作っていた。米は少なか

ったので正月と祝い事のある時以外は食べられなかったという。日常は唐芋（サツマイモ）

をふかしたものと魚の干物が主体であった。干物は沖サワラがメインで、当時は魚が多か

ったという。段々畑ではサツマイモが主に栽培されていた。そしてサツマイモを原料に密

造酒が作られており、役人が島に調べに来た時には山の中に隠したそうだ。ところが有川

さんが小学校２年生の頃になると奄美大島から大島紬を織る仕事が入り込み、女性たちは

内職の機織り仕事を選んだ結果、段々畑は放棄された。現金収入の道を選んだのだ。以来、

畑は荒れ果て、竹が侵入したようだ。 

 

ボゼ 

南海荘の玄関にボゼの仮面が掲げられている。旧暦の７月 16日に開催される祭に使われ

る面だ。本物ではなく子供がつくったものらしい。この面をかぶり、ビロウの葉の腰蓑を

巻き、手首と足に棕櫚の皮をあて、男根を模したボゼマラという長い棒をもって女子供を

追い回す奇祭である。この島に伝わるボゼはすでに国の重要無形文化財に指定されている

が、今後秋田県のナマハゲなど８県 10件の伝統行事を構成する「来訪神仮面・仮装の神々」

として、ユネスコの無形文化遺産に登録される見通しである。 

有川さんによれば、この仮面は毎年つくりかえるそうだ。１日目に竹で骨組みを組み、

２日目に紙を貼り、３日目に色を塗って完

成する。面に使用する赤は、島で採れる赤

い土が使われるが、採れる場所は限られて

いる。ちなみに面の製造工程は外部には見

せないことになっている。 

この日の夕食は、ご主人が朝獲ってきた

ツムブリの刺身、オオツタノハの味噌和え

（この貝は煮過ぎると硬くなるため要注意

とのこと）、シイラのすり身揚げ、野菜であ
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った。ご主人はかなりの酒豪であるが、だんだん酔いが回り、話がまき網の悪口になった。

沿岸漁業の疲弊の元凶はまき網で釣りの資源を軒並み略奪するからだという。賛同者が昨

年度いっぱい十島村漁協の顧問を務めていた岩本さんという方で、この人で電話を掛け、

話す羽目になった。岩本さんは鹿児島大学の水産学部の卒業し、現在は同窓会の会長を務

めているそうで、地元の山口水産からヨコレイ㈱に移り、退職後ＪＩＣＡからミクロネシ

アに派遣されていた人である。 

 

2019年４月 24日 

南風の暖かい風が吹き込んだせいか、朝から昨日以上のガスが発ち込めている。同宿の

２人と一緒に宿を発ち、やすら浜港へ。乗客は我々が最初だったが徐々に集まり始めた。

昨日会った津波石さん家族４人、小中学校の校長先生夫妻などと顔を合わせることになる。

すでに民宿のご主人は港に到着し、荷役作業の準備にかかっていた。 

船の動向は村役場の防災無線で放送する。小宝島を発ち、７時 30分頃に到着予定と放送

されていたが、潮の関係で少し早く到着した。７時 35分に悪石島を後にした。風呂で会っ

た愛知県出身のバイク旅行の青年が手を振っていた。海上はガスっていて、視界はすこぶ

る悪い。デッキに出ても島影が見えるわけではないので、食堂の机でヒアリングメモをパ

ソコンに入力したり、フェリーに備えてある十島村村史を読む。18時 20分に鹿児島港に入

港、この日は市内のホテルに泊まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やすら浜港に入港するフェリーとしま２（左）、船の待合所で見送る人（右） 

 

 翌日は十島村役場に行き、データを入手。新しい村史が近々出版されるとのことで、試

作品を見せてもらう。秋吉氏が書かれた「美女とネズミと神々の島」を探すため県立図書

館に行くが臨時休館、市立図書館には蔵書がなかった。鹿児島大学の鳥居さんとランチを

共にし、鹿児島空港に出た。 

 

【文献】 

十島村役場：十島村村史 

秋吉茂（1984）：美女とネズミと神々の島、河出文庫、河出書房新社． 

 


