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渡嘉敷島から慶留間島を望む、左端が阿嘉島 

 

2019年 1月 22日 

慶良間諸島 

 亥年の最初の島旅は沖縄県の慶良間
け ら ま

諸島である。 

慶良間諸島は、沖縄本島の西 30～40㎞ほどに位置し、大小 20余りの島々で構成される。

このうち人が住む島は、大きい方から渡嘉敷
と か し き

島
じま

、座間味
ざ ま み

島
じま

、阿
あ

嘉島
か し ま

、慶留
げ る

間
ま

島
じま

の４つであ

る。前島は 1960年代まで人が住んでいたが、現在は１人が住民票（渡嘉敷村）を置くだけ

で実際には住んでいない。屋
や

嘉
か

比島
び じ ま

、久場
く ば

島
しま

には戦前まで銅鉱山があったが、沖縄戦で米

軍が侵攻して以来、無人島となっている。 

この慶良間諸島は 2014年３月に全国で 31番目の国立公園に指定された。「ケラマブルー」

と称されるサンゴ礁の美しい海を抱え、陸域とともに島の周辺海域も国立公園に含まれる。 

慶良間海峡をはさんで東側が渡嘉敷村、西側が座間味村に分かれており、座間味村は座

間味島、阿嘉島、慶留間島の３つの島からなる。このうち阿嘉島と慶留間島の間には橋が

架かり、陸続きになっている。 

慶良間諸島は今から 150～200万年前には標高1,500～2,000ｍの高山の頂があったとされ

長い年月をかけて沈降してきたと言われており、現在では標高 200ｍ前後の山地状の地形が

続き、平地は限られている。 

座間味村と渡嘉敷村には沖縄本島の泊港からそれぞれフェリーと高速船が通っている。

何れも村営である。座間味村の船は、阿嘉島と座間味島を経由する。 

那覇空港からゆいモノレールの美栄橋駅で下車、泊港まで歩き 15時発の高速船「クイー

ンざまみ」に乗船した。オフシーズンなので乗客は少なく、私を含めて 17人であった。15

時 50分に最初の寄港地である阿嘉島に着いた。ここで乗客の大半の 12人が下船した。 
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 阿嘉漁港に置かれている船客ターミナルで島に関するパンフレット類を集める。この日

泊まることになっている民宿の位置を確かめ、ターミナルから民宿・新城に直行する。民

宿に着いたが、いくら叫んでも人が出てこない。ようやく高齢のおばあさんが顔を表し、

玄関からではなく、庭から泊まる部屋に直接案内された。しかも障子は破れている。こん

な民宿は初めてだ。荷物を部屋に置き、慶留間島に徒歩で向かった。 

 

慶良間諸島の島々 

 

阿嘉大橋 

 阿嘉島と慶留間島は阿嘉大橋で結ばれている。この橋は 1998年６月に完成した。総延長

530ｍのアーチ型の美しい橋である。橋ができる前は艀が両島の間を通っていた。 

船客ターミナルの前に置かれている「シロの像」の先に阿嘉大橋に登る螺旋階段が整備

されているので、この階段を歩いて橋の上にでる。橋の上からは阿嘉島の集落が一望でき

た。またサクバル奇岩群が正面に見える。 

 慶留間島の集落は橋とはちょうど反対側にあたる島の南端に形成されている。橋ができ

る以前はきつい山越えの道を歩かなければならなかったが、橋の建設後に東海岸を回る海

岸道路がつくられた。 

道路の山側は切り通しになった厳しい崖で、一部地層がむきだしになっているから地学

の実習にはおあつらえ向きだ。崖の下に防空壕のような穴が掘られている。米軍は海から

艦砲射撃をしたので防空壕とは考えられない。ひょっとすると日本陸軍が米艦隊を背後か

ら襲うつもりで配備した特殊潜航艇を隠しておいた壕かもしれない。海岸道路の山側には

アダンの木が続く。 

そのうち道路の崩壊現場が現れた。波浪で護岸の下の土砂が洗掘されたものだ。岩場の

海岸に土砂を入れて道路を造成したためであろう。車は片側通行になっているが、ほとん

ど通らない。左手の海上には渡嘉敷島が見える。 

急な坂を登って下った先に慶留間島の集落がある。集落にさしかかった所に、「天然記念

慶良間海峡 
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物 ケラマジカ及びその生息地」と書かれた石柱が建っていた。ケラマジカはニホンジカ

の亜種で、地域亜種の中では最も小柄なシカで、慶良間諸島に分布する地域固有種である。

文献では 1628～44年代に薩摩から持ち帰ったシカを久場島に放したといわれている。野生

化したニホンジカは島の環境の中で特異化したと考えられている。日本復帰とともに国の

天然記念物に指定された。ところで、このケラマジカは、1975 年ごろは３島（阿嘉島、慶

留間島、屋嘉比島）合わせても 60頭ほどにすぎなかったが、1995年には４島（外地島が加

わる）で約 230 頭に増え、現在ではさらに増えており、阿嘉島では農業被害が深刻化して

いる。 

慶留間島は面積 1.15 ㎞ 2、周囲 4.9 ㎞で、慶良間諸島の４つの有人離島の中では最も小

さい。慶留間島には平地はほとんどなく、厳しい山地が続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶留間島から阿嘉大橋を望む（左）、崩壊した海岸道路（右） 

 

集落 

 慶留間島の集落は島の南端に１ヶ所あるだけだ。海岸道路を登り、再び坂を下ると、集

落が見えてきた。慶留間港の桟橋から伸びた道路の東西に集落が形成されている。1987 年

当時の世帯数は 38戸で、70人が住んでいた。2015年国勢調査時の世帯数は 34戸、人口は

61 人に減っている。後述するように小中学校の教員の世帯が多いことから島外の人が集落

の世帯の半分ほどを占めると考えられるので、在来島民は半分ほどに過ぎないだろう。こ

の調査時の就業者人口は 32 人で、このうち教育・学習支援業（小中学校の先生）が 13 人

と圧倒的に多い。これに公務が９人で続き、１次、２次産業の就業者はいない。 

 慶留間島は座間味島や渡嘉敷島と同様、沖縄戦の時に集団自決した島である。慶留間島

の地形は、米軍の攻撃に対して避難場所としてふさわしいところがあまりなかった。島に

進駐していた日本軍のところまでは集落から標高 150ｍほどの高い山を越えなければなら

ず、仕方なしに集落の背後に壕を掘って隠れていたという。このため３月 26日の米軍によ

る猛烈な空襲と艦砲射撃によりなす術を失ってただウロウロするだけだったという。もは

や逃げられないと悟った住民に残された道は「死」しかなく、慶良間島の島民の半数近く

が集団自決したといわれている。 

集落には「ペンション・ゲルマ」という宿泊施設があり、ここがマリンサービスショッ

プも兼ねている。慶留間島には座間味村漁協に所属する准組合員が１人いるが、このペン

ションの経営者が該当する。おそらく提供する料理の食材を自ら獲りに行っているのだろ
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う。また、集落内には「トラットリア・バール・ゲルマニヨン」という店がある。この日

は休みだったので中に入らなかったが店の名前からしてイタリアンの料理店と思われる。

店の前の看板には「自家栽培野菜と島の魚のお料理」と書かれていた。 

 桟橋の手前に公民館と慶留間小中学校、その周りには教員用のＲＣ構造２階建ての村営

住宅が整備されている。 

集落の入口を南に向かうと、外地
ふ か じ

島との間に架かる慶留間大橋（以前は外地橋と呼ばれ

ていた）に出る。慶留間大橋からは座間味村立慶留間小中学校のグランドを眼下にみるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶留間島の集落の入口（左）、集落内にある村営住宅（右） 

 

外地島 

 橋を渡った先が外地島である。外地島は面積 0.83 ㎞ 2、周囲 4.6 ㎞、標高 76ｍの台地状

の島で、人は住んでいない。平坦な台地状の地形を活かし、飛行場が建設されている。1982

年２月に飛行場の建設工事に着手、同年７月に慶良間空港が開港している。滑走路は幅 25

ｍ、総延長は 800ｍである。 

 慶留間大橋を渡って比較的勾配のきつい坂を登ると平地に出て、飛行場の滑走路と空港

の建屋が現れた。坂道の右側には太陽光発電のパネルがついた照明装置が一定間隔で並ぶ。

建物の前に乗用車が１台駐車しているので、人がいるに違いない。空港の建屋に入ると、

内部はがらんとしていて自動販売機が目に入った。一角に慶良間空港管理事務所と書かれ

た部屋があり、明かりがついていたので、乗用車の人はこの中にいるのだろう。 

 慶良間空港は 1983 年４月に那覇空港との間に航路が開設されて営業が開始されたが、

1986 年に運航会社が倒産してしまった。その後、座間味村などが運航を再開すべく各方面

に働きかけた結果、琉球エアコミュータ（ＲＡＣ）が設立され、1987 年２月にイギリス製

のアイランダー（９人乗り）２機を導入して定期便の運航を再開した。しかしこれも 2006

年３月をもって運休している。その後も複数社による就航と撤退（期間限定を含む）が繰

り返されてきたが、現在は飛行機による運航は途絶えている。現在空港が利用されている

のはヘリコプターの離発着だけになっている。ヘリコプターはエクセル航空㈱が那覇空港

との間を運航しており、最大搭乗可能人員は５人である。通常の片道貸し切り運賃は 97,200

円である。１人当たりに換算すると約２万円と高い。ただし、船舶が運航時間を変更した

場合、全便ないし一部が欠航した場合、高速船がドック入りの期間中は補助が適用されて、
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32,400円になる。 

 那覇空港からモノレールを乗り継いで泊港から高速船を利用、座間味島に至るルートの

所要時間は、連絡がよければ１時間強である。一方、ヘリコプターの所要時間は 15分ほど

であるが、外地島から陸路を阿嘉島まで走り、さらに村営船を利用して座間味島までいく

とすると、その所要時間は連絡がうまくいっても１時間ほどを要することになる。運賃が

高い割にメリットはほとんどない。したがって特殊な事情がない限りは空港が使われるこ

とはないわけだ。 

 空港の敷地はフェンスで覆われ、当然ながら中に入ることはできない。脇の山道を登る

と外地展望台に至るが、時間が限られていたので、Ｕターンして慶留間島に戻る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶良間空港の建物（左）、空港の滑走路（右） 

 

高良家 

橋を渡って、「ペンション・ゲルマ」の脇の細い路地を進むと、国の重要文化財に指定さ

れている高良
た か ら

家の住宅に至る。あいにく公開時間の 17時をまわっていたので、門の鍵が閉

まっていて中に入れない。通常は入場料 300 円を支払わなければならない。石塀の高さは

2.5ｍほどであるが、踏み台に足をかけると塀の上に登ることができた。塀の上から外観を

観察、写真を撮影した。 

この高良家は船頭主家と呼ばれた旧家で、琉球王朝時代末期に公用船の船頭職を勤めた

中村渠親雲上が 19世紀後半に建築したといわれている。建設当初は茅葺きであったが、大

正年間にカツオ漁が盛んになると豊かになった財力で赤瓦に葺き代えられた。 

石垣の材料は、この地方で「ちぶる石」と呼ばれるサンゴ石で、浜から切り出してきた

ものだ。石垣は中にアンコをいれた「相方積み」という特徴的な技法で積み上げられてい

る。台風から家を守る必要性があることから、石垣の高さは家の軒付近までと高い。石垣

の総延長は 60ｍ以上に及ぶ。 

慶留間島に限らず、慶良間諸島の島々は琉球王朝時代、進貢船（中国との交易船）や飛

船（薩摩への早船）、楷船（一般的な船の総称）の船頭や乗組員を多く輩出した島として知

られている。琉球王府の船乗りの 2/3 を輩出していたといわれるほど船乗りが多かった。

その船頭を務めた家だったので比較的広い屋敷を持てたのだろう。敷地面積は 823.87 ㎡、

母屋の建築面積は 111.5㎡である。 

この高良家は沖縄戦で被弾し一部損傷したが、珍しく今日までその姿を残していた。し
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かし経年劣化が進んだため、1999年１月から保存修理が進められ、現在に至っている。 

時間が遅く、内部を見学できなかったのが心残りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高良家に至る路地（左）、高良家の石垣と母屋（右） 

 

慶留間小中学校 

 島の最南端に村立慶留間小中学校が置かれている。創立 102 年目を迎える小中併置校で

ある。３階建の校舎と体育館、そして広いグランドもある。人口 70人で働くところもない

島に子供がいるのが意外だった。高良家から近くにある小中学校を訪ねた。窓口の事務員

に訪問の主旨を伝えると、賀数先生が対応してくれた。 

現在の小学校の児童数は 11人、中学生の生徒数は５人である。ただしこの中には島の子

供はいない。在校生の全員が東京からの留学生５人に先生の子供達だという。先生は小学

校が４人、中学校が５人の合計 11人だ。つまりこの小中学校は島外からの留学生で成り立

っている。 

この離島留学制度の仕掛け人が国士舘大学准教授の永吉英記氏で、代表を務めている。

島の現地代表は松川胡由里さんといい、永吉先生の弟子のようだ。離島留学は 2013 年から

スタートしているからすでに６年目を迎えている。対象は小学４年生から中学２年生の児

童・生徒で、定員は６～７人程度である。１年間という期間を設定し、子供たちによる集

団生活により情操を育むねらいがある。 

同制度のホームページでは、慶留間島で学ぶ意味として次の４点をあげている。 

①本物の自然の中での暮らしが、人間力を育みます。 

②親元を離れ自分の力で、それぞれの目標に向かって、全力で取り組む時間と環境が、

自立を促し、実行力と自ら学習する力を育みます。 

③仲間との共同生活により、基本的な生活力と集団での生活力を育みます。 

④便利さに頼った生活ではないからこそ、本当に必要で正しい知識を身につける事が出

来ます。 

子供たちは集落内に設けられた家で、自分たちだけで生活する。食事の材料は島の方々

の協力のもとスタッフが行い、スタッフの指導のもとで、子供たちができる限り調理する

という生活スタイルである。 

島に小学校がなくなると、地域の活力は急速に衰えてしまうが、慶留間島ではこうした

離島留学制度のおかげで辛うじて元気が維持されているようだ。 
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慶留間小中学校の校舎（左）、慶留間大橋からみた小中学校とグランド（右） 

 

カツオの碑 

 慶留間の集落を抜けると慶留間港に至る。港には一本の桟橋が伸びている。ただ港に係

留されている船は１隻だけだった。 

桟橋の手前付近に「沖縄県域鰹漁業発祥之地 蛭子丸組合顕彰碑」と書かれた石碑が建

っていた。1999 年５月に建てられたものだ。そこには慶留間島におけるカツオ漁業の沿革

が次のように記されていた。 

「1885（明治 18）年、鹿児島県人の漁業出稼者を迎えて沖縄で初めて鰹漁業をこの地で

操業発足、1931 年にパラオ島へ蛭子丸（20 トン、50 馬力）独自で渡航進出。1944 年に太

平洋戦争により解散。1945年終戦で南洋パラオ島から引き揚げ帰省。1946年蛭子丸組合を

再興、1950年木造船を購入、1955年新造船を購入、1967年、過疎化により蛭子丸組合を解

散。」 

明治後期から昭和 40年代まで、慶良間諸島の島々の産業はカツオ漁業と鰹節の製造業で

あった。それぞれの島の字ごとに生産組合がつくられ、カツオの漁獲から鰹節の製造まで

一貫した生産体系がつくられていた。今のように冷蔵設備が十分でなかった時代、漁獲し

たカツオは現地で煮熟し、乾燥・燻製の工程を経て保存食である鰹節に加工する必要があ

ったのである。 

 上述した通り、明治維新以前の慶良間諸島における主要な産業は海運業（船頭と乗組員

を輩出）であった。しかし廃藩置県後の琉球処分によって海運業は衰退、代わって登場し

たのがカツオ漁業と鰹節製造業であった。 

慶留間島では 1903（明治 36）年に集落の東西に２つのカツオ組合が設立され、その後蛭

子丸に統合されが、大正時代後期には大黒丸が東側に設立された。この時期にカツオ漁業

は隆盛をきわめ、漁業収入によって集落 40戸の屋根が瓦葺に葺きかえられ、屋敷も石垣で

囲うなどカツオ漁業に収入で島は潤ったという。上述した高良家はその名残である。 

沖縄周辺のカツオ資源が減少すると漁場を海外に求めて、蛭子丸は当時日本の委任統治

領であったパラオへ出漁する。1931 年のことである。この南洋儲けのおかげで島の子供た

ちの上級学校への進学が盛んになったという。戦後まもなく蛭子丸によるカツオ漁業が復

興されたが、残念ながら 1967 年に解散している。つまり 80 年以上にわたって慶留間島の

経済を支えたのがカツオ産業だったのである。 
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その後、座間味島や阿嘉島、渡嘉敷島は海洋レジャーが主要産業になっていくが、アク

セスが悪く、島が小さい慶留間島では観光業は発達せず、農地もほとんどないことから、

収入源を断たれ、多くの島民は島を出て行った。現在島に残る家は、ダイビング案内とペ

ンションを経営する家が１軒、座間味役場で働く世帯、学校関係などに限られ、働く場所

がないのが現実である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港の近くに建つ蛭子丸組合顕彰碑（左）、慶留間港と桟橋（右） 

 

伊江島収容所 

 集落の入口あたりに、「伊江村民収容地跡記念碑」と書かれた石碑が置かれている。戦後

50周年を記念して建てられたものだ。 

伊江島は沖縄本島・本部半島の北西約９㎞に位置する比較的大きな島で、慶留間島の約

20倍の面積を有する。日本軍は島の平坦な土地を利用して敗戦の前年にあたる 1944年に東

洋一といわれる飛行場を建設した。 

米軍は沖縄本島攻撃に先立ちこの飛行場を接収して本島攻撃の拠点とすべく 1945年４月

16日に伊江島に上陸、21日には島を占領した。この時の戦いで約 4,700人が戦死し、中に

は 1,500 人に及ぶ伊江島島民も含まれて

いた。生き残った島民約 2,100 人は米軍

の捕虜となり、うち 400 人が慶留間島に

強制移住させられたのである。残りの

1,700人は渡嘉敷島に移された。同年５月

のことである。1946 年７月までの１年余

の間、この地で収容所生活を送ったので

ある。しかし、伊江島に帰ると島の半分

以上の土地は米軍の航空基地となってお

り、島民はその後辛酸をなめることにな

った。                    伊江村民収容地跡の記念碑と碑文 

 もうすでに日が暮れかかって来た。とっぷりと日が暮れる前には民宿に戻らなければな

らない。来た道を民宿へと急いだ。ヒッチハイクを期待したが、阿嘉島に向かう車はほと

んど通らなかった。 

 


