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1903 離島覚書（沖縄県・座間味島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿嘉島の西浜から座間味島を望む 

 

2018年１月 23日 

みつしま 

 阿嘉島から座間味島に渡るには、高速船の「クイーンざまみ」と「フェリーざまみ」を

利用する以外に内航船の「みつしま」（座間味村営）を利用する方法がある。「みつしま」

は阿嘉島と座間味島の間を１日６往復している。そのうちの２便は慶良間海峡を越えて渡

嘉敷島の阿波連にも行く。ただし阿波連行きは顧客が多くないため事前の予約が必要であ

る。海が時化て、本島とを結ぶ高速船やフェリーが欠航しても、村内航路はほぼ確実に運

航される。 

「みつしま」は定員が 10人程度の小さな船で、高速船が発着する浮桟橋を利用している。

座間味島までの料金は 300円だ。 

12時 15分の便で阿嘉島を出港、乗客は私を含めて３人であった。座間味港は座間味島の

南側にあり、安室島と安慶名
あ げ な

敷島
しくじま

の間を抜けて座間味港に至る。12時 30分に座間味島に着

いた。港の入口付近の海面にザトウクジラを模したモニュメントが置かれており、座間味

島がホエールウオッチングを売りにしている島だということが印象づける。 

 座間味島には 2006 年に「環境・生態系保全活動現地調査」（水産庁委託事業）の事例調

査で訪れているので、12 年ぶりの再訪である。この時はオニヒトデ駆除を中心とするサン

ゴの保全活動が調査対象であった。その時に購入したオニヒトデをデザインしたＴシャツ

は今でも愛用している。 

ところが座間味港の雰囲気は当時とは大きく変わっていた。以前の船着場は埋立地にな

り、そこに新たな旅客待合所が整備されていた。当時、港を一望できる建物の２階にあっ

たレストランはすでになかった。そのレストランで食べたミーバイ定食がひどく印象に残
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っていて、昼食をそこで食べようと思っていたが、残念なことになった。この時に漁協や

村役場、ダイビング協会などに取材しているが、見覚えのある場所は、今は閉鎖している

慶良間海洋文化館だけであった。それもそのはずで座間味村役場の庁舎は 2016年に新築さ

れている。漁協の事務所もたぶん別の場所にあったと思われる。集落も記憶にあるイメー

ジとは大きく異なっていた。人の記憶は当てにならないことを実感する。そして「10 年ひ

と昔」とはよくいったものだ。 

座間味島は面積 6.66㎞ 2、周囲 23.2㎞で、慶良間諸島では渡嘉敷島に次いで大きな島で

ある。島には座間味、阿佐、阿
あ

真
ま

の３つの集落がある。座間味港の背後に形成されている

のが座間味の集落で最も大きい。阿佐は島の東部の安護の浦湾の背後に、阿真は島の西側

に形成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村内航路をはしる「みつしま」（左）、座間味港のポートターミナル（右） 

 

漁協食堂 

期待していたレストランがなくなっていたので、昼食をどこにしようかと迷っていると、

ポートターミナルから道路を隔てた向かい側の建物に「冬のグルメ」と「漬け丼」と書か

れたのぼりが立っていた。予めパンフレットで確認し、漁協の直売店であることは分かっ

ていたので、ここで食べることにした。 

カジキ漬け丼（500円）、まぐろ丼（500円）、まぐろ・セーイカ２種盛丼（500円）、３種

盛さしみ丼（800円）の４種類の丼物のメニューは阿嘉島の漁協支所と同じだが、本所の方

はこれにマグロてんぷら（１個 50円）、セーイカてんぷら（１個 60円）、かき揚げ（150円）、

海鮮ソーセージ（１本 100円）などの総菜品が加わる。また「おぎぎらず」（中身は魚フラ

イ、島魚フレーク、油味噌の３種類）やモズク酢（300 円）、炒飯（400 円）、魚まん（150

円）、スイートポテトまん（150 円）なども売られている。すぐ食べられるものの他にサワ

ラ、カツオ、マグロ、シイラ、セーイカ（標準和名：ソデイカ）、カジキなどの冷凍品が冷

蔵庫に収納され、販売されている。 

店には食べる場所はないので、直売所前の広場に置かれたテーブルで思い思いに食べる

ことになる。雨天の場合は車の中か、ポートターミナルに移動して食べなければならない。

パンフレットには漁協食堂と書いてあったが、この店は持ち帰り弁当店のジャンルに入る

だろう。 

私は、生ビール１杯とソデイカのてんぷら、かき揚げ、まぐろ丼を購入して、広場に置
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かれたベンチに腰掛けて食べた。同じように食べている人が３組ほどいた。まぐろ丼は発

泡スチロールの丼にご飯を入れてキハダマグロの切り身を並べたものだ。醤油は別途つい

てくる。飯は残念なことに酢飯ではなかった。ご飯の分量が多く、またビールを飲んだ影

響で、全部を食べきれなかった。 

この事業は漁協の直売事業（冷凍魚などの販売と飲食の提供）として位置づけられてお

り、2012年度に「沖縄県振興特別推進交付金」を受けて施設を整備し、2013年４月から営

業を開始した。2016 年度の販売額は冷凍魚などの販売額が約 350 万円、持ち帰り弁当等の

販売額が約 1,000 万円で、合わせて 1,350 万円になる。同年度の漁協の水揚金額は 3,728

万円だったので、漁協の事業としては大きなウエイトを占めている。この直販事業は女性

と若い男性の２人の職員が携わっており、事業収支は黒字である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁協食堂の建物（左）、購入した丼物などを食べるベンチ置かれた広場（右） 

 

座間味村役場 

 昼食を済ませてから、座間味村役場を訪ねた。ポートターミナルから座間味村立幼小中

併設学校に向かうほぼ直線の道路が座間味集落のメインストリートである。道の両側に集

落が形成されている。沖縄戦の時には集落の家々は全て焼き払われているので戦後できた

新しい家が並ぶ。宿泊施設が 40軒近くあることからＲＣ構造の２階建以上の建物が目立つ。

メインストリートと交差するように小さな川が流れており、その交差点に座間味村役場が

置かれていた。 

役場は２年前につくられた新しい建物で白い外壁に赤瓦の屋根を葺いた一部３階建てで

ある。玄関には１対の大きなシーサーが置かれている。沖縄地方の伝統的な特徴が十二分

に取り入れられている。以前来た時は古びた建物だったと記憶しているが、まったく印象

が異なっていた。 

１階の総務課で村勢要覧と最近の統計データを入手する。データはこまめに更新してい

るようで、直近のものになっていた。こうした対応をしている役場は珍しい。続いて「座

間味村史」の上中下巻を閲覧し、必要箇所のコピーを依頼する。総務課でＩターンだとい

っていた女性職員が複写してくれた。コピー代金は１枚 20円と高いが、職員の手を煩わせ

たのだからいたしかたない。 

国勢調査毎の人口の推移を図１に示した。戦後間もない 1955年の人口は 992人であった

が、1980年には 489人に半減している。しかしこの年を底として再び人口は増加に転じ 2005
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年には 663人になった。その後若干減少し、最近は 550人前後で推移している。直近の 2015

年国勢調査時における座間味島の人口は 564人、世帯数は 278戸である。しかも 15歳未満

の年少人口が 32％を占めている。全国の多くの離島が人口減少と高齢化に悩む中で座間味

島はいわば例外的な存在である。 

この島の人口を支えているのは、人口の 200 倍近い観光客が毎年島を訪れ、お金を落と

してくれるおかげである。そして観光客が島を訪れる目的は、「ケラマブルー」と称される

美しい海であり、サンゴ類やザトウクジラ（ホエールウオッチングで後述する）などの多

様な生物相といっていい。島の魅力はＵ・Ｉターン者の加入を促し、子供の歓声にあふれ

る活気ある島の形成につながっている。 

座間味島には３つの集落（字）があるが、直近の住民基本台帳上の集落別人口は、座間

味が 405人（205戸）と最も多く、阿佐が 84人（33戸）、阿真が 75人（40戸）と続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  座間味村の人口の推移 

各年次国勢調査結果より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座間味村役場の建物（左）、座間味の集落の全景、沖に見えるのが阿嘉島（右） 

 

座間味小中学校と松田和三郎 

 役場で村史をコピーしてもらった後再び港の方へ引き返し、漁協事務所を訪ねた。総務

部長が対応してくれたが、組合長は 17時に漁協に来るということなので改めて伺うことに
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した。 

再びメインストリートを歩き、突き当たりにある座間味村立幼小中併置校に行った。学

校の校庭に安里勲と松田和三郎の胸像が並んで置かれている。安里は座間味島出身で米軍

施政下の立法院で議長を務めた人物である。一方の松田和三郎は座間味村の初代村長で、

慶良間諸島におけるカツオ漁業の振興に尽くした人物として知られている。 

 慶良間諸島は 150ｍ級の険しい山地が島のほとんどを占め、まとまった平地がないことか

ら農業の振興による村おこしは限界があった。農林業の現金収入源はスイカと薪木ぐらい

しかなく、沖縄県の代表的な換金作物である砂糖は島内で生産することは無理であった。

一方周囲の海にはカツオ資源が多く、この資源は宮崎県や鹿児島県のカツオ船に横取りさ

れていた。島周辺のカツオ資源を島の経済に役立てることが重要な課題であった。カツオ

漁業を島に定着させるべく宮崎県などからカツオ漁業と鰹節の製造方法を習得させ、カツ

オ漁業の慶良間諸島の基幹産業に育てたのがこの松田和三郎だったのである。そして、集

落ごとの「組」による平等出資、平等就労、平等分配という生産方式を作り上げたのであ

った。 

 校庭には大きなガジュマルの木があった。新入生の入学記念として 1916（大正５）年に

植えたものと書かれていた。米軍の激しい砲撃にもかかわらず残ったのであろう。奇跡の

ガジュマルといっていい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座間味小中学校のグランドと校舎（左）、校門近くに置かれている松田和三郎の胸像（右） 

 

平和の塔 

 小中学校の脇の道を通って集落背後の坂を登って高月山の展望台に向かう。坂の途中の

右手に階段を登ると、座間味の集落を一望にできる地に平和之塔が立っている。沖縄戦で

犠牲になった座間味島の民間人及び軍属を慰霊する碑だ。1958 年に建立されたもので、

1,200柱余の氏名が記されている。 

 沖縄の守備軍は険しい地形の慶良間諸島に飛行場を建設するのは難しく、沖縄本島攻略

後に２次的に上陸することはあっても沖縄本島上陸に先だって攻撃を受けることはないも

のと判断していた。このため第 32 軍は米国の主上陸地点を沖縄本島の西海岸と想定して、

米上陸船団の背後から特攻艇で強襲する戦略を立てていた。 

 この戦略に基づいて、海上挺進基地第１大隊と第１戦隊約 1,000 人が座間味島に、阿嘉

島と慶留間島には第２大隊の約 900人が送り込まれた。特攻を担う特攻艇は座間味島に 100
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隻、慶留間島を含む阿嘉島に 100隻が配置された。1944年９月 10日のことである。この特

攻艇は「マルレ艇」と呼ばれ、ベニヤでつくられた全長６ｍほどの１人乗りで、120㎏の爆

薬を積んで体当たり攻撃をもくろんでいた。 

日本陸軍の駐留の１カ月後にあたる 10 月 10 日には早くも米軍機による最初の空襲があ

り、１月22日には第２回目の空襲があった。その後、２月中旬には基地大隊の主力部隊 1,300

人が沖縄本島に移動、かわりに朝鮮人徴用軍夫が 650 人新たに配置された。３月になると

17～45歳の島民男子による防衛隊が、15～17歳の少年義勇隊が組織された。 

 ３月 23 日から３日間にわたるグラマン機による空襲、艦砲射撃の後の３月 26 日に、米

軍は上陸用舟艇で島に相次いで上陸し、島を占領することになる。座間味島と慶留間島で

は追いつめられた島民が集団自決する悲劇が発生した。ちなみに２月 19日に米軍は硫黄島

に上陸し、３月 26日に日本軍の硫黄島守備隊は玉砕している。 

 山中にこもった島民は日本軍の統制下に置かれ、飢えと虐待を受けることになる。座間

味島では４月初めごろに山から下りて米軍の保護下に置かれたが、阿嘉島では８月 22日以

降、渡嘉敷島では終戦日の８月 15日以降に米軍に収容された人が多い。 

 平和之塔から舗装道路に戻り、高月山に向かう。途中の道路脇に「村長、助役、収入役

以下 59名集団自決之地」と書かれた石碑が建っていた。石碑の前には千羽鶴が置かれてい

る。米軍が上陸した 26日に、産業組合の壕には村役場の首脳部とその家族が避難していた

が、この中にいた全員が死亡している。座間味村史によると、この「集団自決」には謎が

多いという。手榴弾にしてはあまりにも完全すぎるし、また近くの壕にいた人たちは爆発

音を聞いていない。しかもこの壕は集団自決から２～３日後に米軍が陣地構築のために壕

の横から道をつくったために落盤が起こり、全員が埋められてしまったからだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平和之塔の慰霊碑（左）、座間味村役場３役の自決地に建つ石碑（右） 

 

高月山 

高月山の展望台まで歩いて登る。かなり険しい上り坂である。島の北側に至る道路から

右折した突き当たりが高月山展望台の入口である。入口付近では草刈りをしていたと思わ

れる島民の一段が仕事を終えてひと休みしているところだった。 

高月山は標高 131ｍで、その北側にある番所山（144ｍ）より低く、島で２番目の高地で

ある。高月山周辺は園地として整備されている。園地内には２ヶ所に展望台が設けられて

いる。 
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第１展望台からは座間味島の東側に位置する安護の浦という大きな湾が一望できる。こ

の湾は 1372年から始まった唐との貿易船の風待港として利用されていた。船が座礁しない

ように海底の岩礁を爆薬で掘削した通称「唐船グムイ」と呼ばれる船溜まりが残っている。

周囲より水深が深いため水色が群青色になっているのでよくわかる。湾内に真珠養殖の筏

が並んでいた。慶良間真珠という会社がクロチョウガイの養殖をしているようだ。 

その先に第２展望台がある。この頂にはあずまやが整備されている。ここからは座間味

の集落を一望できるとともに、阿嘉島、慶留間島が眺望できる。 

園地を一周して再び座間味の集落に戻る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高月山の第一展望台（左）、安護の浦の全景（右） 

 

座間味村漁協 

高月山から戻り、少し時間があったので集落内を散策して時間をつぶし、17 時に漁協事

務所に顔を出した。ちょうど宮村英美組合長もやってきて、入口で一緒になった。宮村組

合長は村役場に勤めていたが、課長を最後に定年退職し、組合長に選ばれたようだ。ご自

身は趣味程度に一本釣を営んでいる。漁協の事務所で 45分ほど話を聞いた。 

座間味村の漁業者は座間味村漁協に所属している。この漁協が少々特異的なのは、粟
あ

国
ぐに

島

の漁業者を含めている点だ。粟国島には協同組合結成に必要な 20人以上の漁業者がいない

ためである。現在、漁協の正組合員は 31 人、准組合員は 38 人であるが、准組合員のうち

の 10人は粟国島の漁師である（粟国島には正組合員はいない）。 

正組合員の島別の内訳は座間味島が 23人、阿嘉島が７人である。組合員の 1/3以上はＩ

ターンの人で、年齢は 30～40歳代が多い。正組合員のうち漁業を専業としている人は座間

味島と阿嘉島にそれぞれ２人しかいない。この２人はマグロ漁業に従事している。その他

の組合員は海洋レジャーなどとの兼業形態が多く、漁業の水揚げだけで食べていける人は

６～７人しかいない。 

漁協では販売、購買、製氷、利用、共済の各事業を実施している。正職員は６名である。

このうちの１人は阿嘉支所に詰めており、サンゴの種苗生産に従事している。沖縄県では

条例でサンゴの移植が禁止されていることから、サンゴを卵から育てて将来は販売に持っ

ていく方針だという。この職員は阿嘉島臨海研究所に２年間出向させてサンゴの種苗生産

技術を習得させたそうだ。施設の維持費と１人分の人件費は交付金でまかなわれている。 

 座間味島で営まれている漁業は、マグロを中心とする一本釣や曳釣、サンゴ礁で営まれ
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る採貝、潜水漁業、追込み漁がメインで、この他にソデイカ釣、イカ釣、アサヒガニ網な

どである。養殖業はモズク、シャコガイ、真珠（クロチョウガイ）などが営まれている。 

 マグロ類の釣りや曳釣は周年操業しており、マグロ類（キハダ、ビンチョウ）、カジキ、

サワラ類、シイラなどが漁獲対象だ。島周辺に設置してあるパヤオ周辺を漁場としている。 

サンゴ礁内で営まれる潜水漁業は周年操業で、主としてブダイ類を対象としている。追

い込み漁はかつて行われていた糸満から伝来したアギャーではなく、１人追込みと呼ばれ

る漁法で、魚の通り道に刺網を仕掛けて追い込んで獲る。もちらも周年操業でありサンゴ

礁に棲むブダイ類やニザダイが主な漁獲物である。採貝はサザエ、マガキガイ、ヤコウガ

イ、タカセガイなどが対象で、潜って採る方法と干潮時に歩いて採る方法の２通りである。 

ソデイカ釣の漁期は 11～６月である。10トン以上の漁船が１隻だけだが、この漁船は泊

まり込みで操業しており、遠いところでは大東島方面まで出漁する。一方、５トン未満の

漁船は、遠征せず日帰り操業だ。 

一本釣はオキアミを餌にグルクンを釣るサビキ釣である。グルクンの他にフエフキダイ

類も漁獲対象だ。 

イカ釣は今の時期に営まれている。アカイカやアオリイカが対象で、夜間に曳釣で獲る。

アサヒガニは砂地に網を入れて獲る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

座間味村漁協の事務所（左）、真珠養殖が営まれている安護の浦（右） 

この他に小規模ながらモズク、シャコガイ、真珠（クロチョウガイ）が養殖されている。

モズク養殖は後述するようにＩターンの２経営体が営む。真珠は安護の浦で㈲ケラマ真珠

がクロチョウガイの真珠とつくっている。すでに 30年近くになるが、貧栄養の海域のため

貝の成長が悪いという。シャコガイは 40～50歳の組合員が種を水産試験場から分けてもら

い、埋め込み式と垂下式の両方で養殖している。 

2016年度の漁業生産量は約 47トン、生産額は約 3,700万円であった。島を訪れる観光客

が多いため、島で直接消費されるものも相当量あるものと思われるが、島外へは泊港にあ

る漁連の市場に出荷している。漁獲物をコンテナに入れて、フェリーで運ぶ。 

 座間味島では離島漁業再生支援交付金を活用して海岸清掃の活動を行っている。ダイビ

ング協会のスタッフは比較的作業がしやすい海岸を分担し、漁協の活動は集落から少し離

れた海岸を受け持っているという。 

なお、座間味島のダイビング協会の加盟業者は、座間味が 20 数社、阿嘉島が 15～16 社

であるが、地元の人はわずかで、島外からやって来てその後島民になった人がほとんどだ
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という。ダイビングポイントを新しく開設する時は、ダイビング協会と漁協で協議して決

めることになっており、島内のダイビング業者と漁業者との間にはトラブルはない。ただ

本島から直接顧客を連れてくるダイビングショップとの間にはトラブルが多いらしい。 

島には子供が多いが、小学校で在来島民を両親にもつ子はほとんどいないという。片方

は島外の人という例が圧倒的に多いらしい。 

 

民宿中村屋と居酒屋ななまる 

 民宿中村屋に戻り、シャワーを浴びて、18時 15分ごろから夕食を食べる。民宿にはアル

コール類は置いてないので近くの店でオリオンビールを１本購入して持ち込んだ。当日の

メニューは、アカハタの焼き物、厚揚げ、サラダ、タコ刺、エビであった。これにご飯と

みそ汁がつく。アカハタは宿の３代目になる青年の知り合いが獲ってきたとのこと。タコ

はサンゴ礁に棲むテナガダコのようだ。 

民宿で夕食を食べてから集落内にある居酒屋・ななまるに行く。けっこう顧客がいた。

そのうち外人を中心とした顧客が８人ほど入ってきてから騒がしくなった。冬で観光の閑

散期であるはずだが、観光客は意外に多い。 

タカセガイの酢醤油漬け、島豆腐の奴、コロッケをつまみに、泡盛を１合飲む。沖縄県

の島にはたいがい泡盛をつくる醸造所があるものだが、この慶良間諸島にはない。19 時か

ら１時間半ほどいて、民宿に戻った。ところが街灯が十分ではなく、暗いため、道に少し

迷ってしまった。 

 民宿は板の間で畳は敷かれていない。ここに布団を敷いて寝る。テレビはなかった。ト

イレは廊下を隔てた対面にある。１階がシャワールームになっていて、浴槽はあるが使っ

ていない模様だ。顧客は冬でもシャワーですませている。 

部屋は３階にあり、この日は居酒屋で一緒だったと思われる外人グループが夜遅くまで

騒いでいて、寝つかれなかった。ちなみに食事は２階の食堂で食べる。ここにたくさんの

マンガ本が置かれていた。何でも台風で島に閉じ込められた宿泊客が退屈しのぎに読んだ

ものを置いて行ったものらしい。その他島に関する図書もけっこう揃っていて、そのうち

太平洋戦争時の集団自決に関する本を２冊借りて、布団の中で読んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民宿・中村の建物（左）、晩飯のメニュー（右） 

 

2018年１月 24日 
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モズク養殖 

 朝食後、村役場の２階にある教育委員会に行き、座間味村関連の図書の有無を確認する。

資料はあまりなかったが、参考になりそうな著書として教育委員会発行の「戦世を語りつ

ぐ」（2007年発行、1,000円）を購入した。昨夜、宿でみた「座間味村鰹漁業 100年記念誌」

の所在を尋ねたところ教育委員会にはないとのこと。１階の総務課を訪ねると、在庫があ

るという。昨日コピーをとってくれた女性職員が気を効かして贈与してくれることになっ

たが、どこからか横やりが入ったようで、夕方とりに来てくれと小さな声で囁かれた。 

 ホエールウオッチングの船に乗るまで少し時間があったので、集落周辺を歩く。海岸沿

いの道の東はずれに「WAYAMAMOZUKU」と書かれたテラスのある洒落た店があった。店の中

に入ると座間味島でモズク養殖をしている和山通年氏がいた。願ってもない偶然だったの

で、和山さんに座間味島のモズク養殖について話を聞いた。 

 和山さんは大阪の出身で、島にやってきて 26年になる。人生の半分を座間味島で暮らし

てきたというから、年齢は 50歳を過ぎているのだろう。島に来た当初はダイビングのイン

ストラクターをしていた。現在は、阿真の集落に住み、ボートシュノーケリングのガイド

とモズク養殖を兼業している。前者は夏が、後者は冬が活動の中心なのでうまく仕事を分

けている。この他に後述するようなモズク麺の販売（原料を製麺メーカーに提供して加工

を委託）とモズク麺を食べさせる飲食店を営業しており、仕事は多様である。座間味島で

和山さんの他にもう１人モズク養殖を営む漁業者がいるが、神谷豊光さんという。和山さ

んとは反対側の阿佐に住んでおり、後述するように偶然集落内でお会いした。神谷さんは

愛知県の出身で、年齢は和山さんの２つ上である。 

和山さんたちは 20年ほど前から島の５人の漁業者による共同経営でモズク養殖を始めた。

経費は折半にしていたが、そのうちの３人が目先に利益を優先してモズク養殖を止め、結

局、和山さんと神谷さんの２人になった。そして４年前から２人は独立し、個人経営体に

なっている。昨年まではモズクの種網の張りこみ作業は、２人でやっていたが、今年は初

めて個人でやることになったらしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モズク養殖を営む和山通年さん（左）、神谷豊光さん（右） 

２人とも「ずぶの素人」であったが、普及員の指導を得ながら熱心に取り組み、今では

自ら種苗生産を行うレベルに達している。種苗生産はビニールシート着生母藻採取法（天

然採苗）とフリー盤状体培養法（人工採苗）の両方で種苗を確保している。 

前者の方法は旧暦に７月 25日にビニールシートを海中に設置する。11月下旬ごろから陸
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上水槽で海苔網に種付けを始める。海苔網は水槽内に２週間ほどねかして、12月 13日ごろ

に網を重ねた状態で海に沖出しする。モズクが３㎝ほどに伸びたところで重ねた網を１枚

１枚に展開する。この展開作業に２日を要する。今シーズンは 90枚の海苔網を設置する予

定で、すでに 45 枚分を先行して設置してあり、１週間後に残りの 45 枚分を設置した計画

だという。座間味島のモズク養殖は１期作で、３月下旬から収穫が始まり、５月のゴール

デンウイーク明け頃まで収穫が続く予定である。 

モズクの生産量は多い年には 30トンもあったが、最近は１トン未満の状態が続いており、

原因ははっきりしないが生産は不安定である。 

収穫したモズクはそのままの状態でコンテナに詰めてフェリーで本土に出荷し、業者が

選別して商品化する。原藻の一部は乾麺を製造するメーカーに送り、「もずくそば」に加工

してもらう。この商品は後述するように島内で販売している。そしてこの「もずくそば」

を食べさせる「和山海雲」を 10年ほど前にオープンしたのだった。 

なお、和山さんは漁協の理事をしていた時期もある。漁協ではスギの養殖をしていたが、

和山さんは養殖の続行に反対、組合長と意見が対立し、これを契機に理事を辞めたそうだ。

その後、漁協はスギ養殖を断念、上述した直売事業に切り替えた。直売事業に切り替えて

から漁協経営はＶ字回復しているそうだ。 

 

ざまみむん市場 

 和山さんたちのモズク加工品が座間味港旅客待合所にある「ざまみむん市場」に置かれ

ているというので見に行った。2014 年４月にオープンした島の生産者による直売施設で、

2016 年５月からは新たに設立された「ざまみむん市場合同会社」が管理運営にあたってい

る。「むん」とは「もの」という意味の島の方言だから、座間味産の産品を扱う店というこ

とになる。島の特産品の販売は、当初座間味村観光協会が行っていたが、やりきれなかっ

たため、商工会の指導員の助言もあり、島の生産者が協力して販売店を立ちあげた。 

 この店で販売する商品は、島に住み自分で作っていることが条件である。現在、出店し

ている業者は 15社ほどである。 

 店の営業時間は９時から 17時までの８時間。女性１名が販売に対応している。店の販売

手数料は 20％で、この手数料で販売員の人件費や水光熱費などの諸経費をまかなっている。

店舗の女性の話では、年間の販売金額は数千万円？だという。 

 和山さんの場合はモズク麺（170ｇ、388円）、神谷さんの場合はモズク素麺（200ｇ、450

円）であり、違ったタイプの麺に加工し、競合を避けている。乾麺以外のモズク加工品は、

和山さんはレトルトパックのモズクカレー（１袋、540 円）とモズクチップス（タコ焼き、

カレー、みりん、マヨネーズの各味で、388 円）を、神谷さんはモズク佃煮（140ｇ、500

円）とモズク煎餅（白醤油味、黒ゴマコンソメ、サラダ味、七味の各味で、○円）である。

これらのモズク加工品は専門のコーナーが設けられており、この店舗の主力商品になって

いる。 

 モズク以外の食品としては、マドレーヌ、アンダギー棒、黒糖ラスク、バウンドケーキ

などの菓子類や島桑などの健康茶などが売られていた。食品以外では、絵葉書、キーホル

ダー、ストラップ、Ｔシャツなどの衣類が取り扱われている。 
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座間味港旅客待合所内に置かれているざまみむん市場（左）、もずく加工品の売り場（右） 

 

ホエールウオッチング 

 小さいころからクジラを食べていた私たちの世代からすれば、クジラは「食べるもので

あり観るものではない」という意識が強いものだから、ホエールウオッチングごときに関

心がなかった。ただ座間味島周辺はザトウクジラの繁殖地として知られ、またホエールウ

オッチングの歴史が古いので、ものは試しと参加することにした。ホエールウオッチング

は午前と午後の２回に分かれており、前日、午前の部の 10時に予約を入れておいた。 

 10時前に旧旅客待合所に行くと、参加者が集まり始めていた。午前の部の参加者は 20人

ほどいただろうか。座間味島のホエールウオッチングを取り仕切っているのは（一社）座

間味村ホエールウオッチング協会である。この協会は任意法人として 1991年に発足してい

るから、すでに四半世紀を超える活動歴がある。４～５年前に一般社団法人になった。ホ

エールウオッチングの船を出す加盟店は 19ショップ（常時出すショップは 15）あり、その

日の予約に応じて交替で船を出す。この他にダイビング業者３、飲食店１、宿泊施設６、

その他２、個人５が会員になっている。 

 乗船に先だって事務局の大坪弘和さんからザトウクジラについて説明があった。大坪さ

んは愛知県の出身だというから、クジラが好きで座間味島にやってきたのだろう。彼の解

説をもとにザトウクジラについて簡単に紹介しておこう。 

ザトウクジラの和名は、背鰭と背中のコブが琵琶を担いだ座頭に似ていることに由来す

る。座頭とは盲人のことで、勝新太郎が好演した「座頭市」はわれわれの世代に強烈な印

象を残している。鯨類は歯鯨と髭鯨に分かれるが、ザトウクジラは後者である。 

 鯨類は現在 90 種ほど確認されているが、調査の進展によって年々種類数は増えている。

生まれたばかりのザトウクジラの子供は全長が約４ｍ、体重は１トンほどあり、成鯨にな

ると全長 15ｍ、体重は 30トンになる。大きな漁船ほどなので、目視で発見しやすい。ザト

ウクジラは胸鰭が長く、尾鰭は４～５ｍにもなり、尾鰭の裏側の模様がそれぞれ異なるこ

とから個体識別が可能である。呼吸することをブロー（日本語では潮吹）と呼び、１～５

回ほど呼吸してから 10～20分潜っている。 

 ザトウクジラは、冬は餌の豊富な北洋海域で過ごし、繁殖と子育てのため温暖な海に南

下してくる。現在、ザトウクジラが繁殖のために集まって来る海域は、慶良間諸島の他に

小笠原、ハワイ、カルフォルニア沖などが知られている。北洋から慶良間諸島まで長い旅
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をしてくるのだが、南の海には餌が少ないので、夏季は絶食状態になる。長期の絶食に耐

える不思議な動物だという。 

 沖縄県では名護では明治初期から追込み漁法でクジラを捕獲しており、伝統的な産地で

あった。そして現在でも小型鯨類（バンドウクジラ、バンドウイルカ、オキゴンドウクジ

ラ）を突棒漁業（知事許可漁業）で漁獲している。表１は沖縄県における大型鯨類の捕獲

数の推移であるが、1958年からは県外企業が参入したため、ピーク時の 1958年には 290頭

のザトウクジラが捕獲されている。その後、国際捕鯨取締条約で 1963年からザトウクジラ

の捕獲が禁止されると、沖縄県の大型鯨類の捕獲は終焉し、1964 年以降は一切捕獲されな

くなった。 

表１ 沖縄県における大型鯨類の捕獲数の推移  単位：頭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「座間味村ホエールウオッチング協会資料」より作成 

 

 捕鯨が行われていた時代は、慶良間諸島周辺からザトウクジラは姿を消していたが、1987

年に初めてザトウクジラが座間味海域に姿を現した。その後、図２に示すように徐々に慶

良間諸島海域に回遊してくるザトウクジラは増加し、2017 年までの総識別総数は 1,566 頭

に達している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２  慶良間海域におけるザトウクジラの年度別識別個体数の推移 

「座間味村ホエールウオッチング協会資料」より作成 

総数 うち名護 総数 うち名護 総数 うち名護
1950 1 1 0 0 0 0
1952 2 2 0 0 0 0
1954 4 4 0 0 0 0
1955 11 11 0 0 0 0
1956 11 11 0 0 0 0
1957 23 23 0 0 0 0
1958 290 50 0 0 0 0
1959 217 38 7 0 0 0
1960 167 30 14 1 1 0
1961 90 13 9 0 0 0
1962 5 5 0 0 0 0
1963 0 0 1 1 0 0
合計 821 188 31 2 1 0

ザトウクジラ マッコウクジラ
年度

イワシクジラ
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 大坪さんから 15分ほど解説を聞いた後、３～４人ずつのグループに分けられ、乗船する

船が指定される。私が乗ったのは、「ビーナス」という船だった。顧客は私を含めて４人。

協会を通じて申し込んだ人が３人、通さずに直接来た人が１人であった。スタッフは船長

と「ヤスシ」と名乗る若いガイド、関係者らしき女性の３人である。船長は島の出身者で

オーナーであり、夏はダイビング案内、冬はホエールウオッチングを商売にしている。ヤ

スシ君は島外からの雇い人である。顧客のうち２人は超望遠レンズ付の一眼レフのカメラ

を持っており、しかも動揺する船内でも対応できるようにカメラを支える棒も用意してい

る。協会を通さずに乗船した人はザトウクジラを撮影する常連と思われ、水中カメラも準

備していた。 

 乗船してわかったのだが、ホエールウオッチング船に乗るのは写真を撮るのが目的だか

ら、海上のクジラとの間に人が入ると良い写真がとれないので、重ならないようにするた

めには４人前後の小人数しか船に乗せない。したがって船の中は余裕がある。 

 座間味島の２ヶ所の展望台にクジラを監視する人が配置されており、朝から双眼鏡をの

ぞき、クジラが出現する海域を各ウオッチング船に連絡する仕組みになっている。民宿中

村屋の若旦那もその一人である。船の船長はブリッジに立ち、陸からの連絡をもとにクジ

ラを見つけ、クジラに近づいて乗船者に案内する。ガイドはクジラを発見次第、解説を加

える。 

 各ウオッチング船は陸からの情報に基づいてそれぞれの判断でクジラが現れる思い思い

の海域に向かう。ビーナスには常連客が乗っていたせいか、サービス精神旺盛で座間味港

から尾嘉比島と久場島の間のさらに西方海域まで連れて行ってくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座間味ホエールウオッチング協会の大坪さん（左）、船の前に現れたザトウクジラ（右） 

 

ザトウクジラのウオッチングの醍醐味は、ザトウクジラがとるダイナミックな行動にあ

る。一般的にはブロー時に大量の海水を吹き出し、辺りに白波と水しぶきが立つことだろ

う。この他にフルークアップダイブ（尾鰭を水面にあげて潜る）、ペックスラップ（胸鰭を

水面に出して水面を叩く）、テールスラップ（尾鰭で水面を叩く）、ペダンクルスラップ（胴

体を水面に浮かして叩く）、ヘッドスラップ（上半身で水面を叩く）、ブリーチ（ジャンプ

するように水面上に飛び出す）などの行動が知られている。こうした一瞬の行動をカメラ

におさめるのが参加者の喜びなのである。 

このようにザトウクジラがダイナミックな行動をとるのはなぜなのか。後日聞いた話で
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は、ザトウクジラは泳ぐスピートが鯨類の中では遅いため体表にフジツボが着きやすく、

これを落とすための行動だというのだ。 

本来なら 12時には帰港するところだが、12時 50分に港に戻った。 

ここで座間味島におけるホエールウオッチングの経済効果を試算しておこう。座間味島

のホエールウオッチングの期間は 12 月 27 日から４月５日までの約 100 日間である。ダイ

ビングをはじめとする海洋性レクリエーションの活動は夏が中心なので、冬季の閑散期を

補うものとして、つまり観光客の平準化の上でこのホエールウオッチングは重要な役割を

果たしている。ちなみに 2016 年度の座間味島の観光入込客数は約 10 万人、１～３月は

13,500 人であったことから、ホエールウオッチング客は年間観光客の５％、冬季に限定す

れば、４割近くを占めていることになる。 

協会を通じて申し込まれる方が年間約 2,000 人、各ウオッチ船に直接申し込まれる人を

加えると 5,000～6,000人になるという。ちなみに利用客の 1/3は欧米人でヨーロッパやオ

ーストラリアから来る人が多い。なお、利用客はリーマンショックと東日本大震災の時に

減ったが、その後回復し、最近は横ばいで推移しているという。 

座間味島におけるホエールウオッチングの経済効果を試算してみたが表２である。利用

者数を中間の 5,500 人、１回の乗船費用は１人 6,000 円とし、交通費、宿泊費、飲食費、

土産代を考慮すると、利用客が島に落とす総額は１億円程度のなるものと推定される。 

表２  座間味島におけるホエールウオッチングの経済効果の試算 

 

  

モズクそば 

 和山さんの話は途中までしか聞いていなかったので、昼食は和山さんの店で食べること

にした。ホエールウオッチングの船から降りて、集落の東はずれにある彼の店に直行した。

店の名前は和山海雲と書く。海雲はモズクと読ませるらしい。 

店の前がテラスになっており、奥にテーブルと椅子が置かれている。この店のメニュー

は自ら生産したモズクを沖縄そばに加工したものとモズクの炊き込みご飯、ビールなどの

飲料であり、至ってシンプルである。モズクそばは沖縄そばの麺にモズクが入ったものと

思えばいい。蕎麦ではなく、小麦粉にモズクを練り込んだものだ。麺を入れる丼は大中小

の３種類である。朝の仕込み時間に鰹節のいい香りが漂っていたので、スープは鰹だしだ。 

店には外国人が多くいた。そのうちの一団は、昨夜、居酒屋・ななまると宿の両方で一

緒だった騒がしい人たちだった。ザトウクジラを見に来たのかもしれないが、少なくとも

午前の船には乗っていなかったので午後に乗るのか、あるいは前日に見てきたのかもしれ

ない。店内のメニューは英語が併記されているところをみると、こうした外国人観光客に

利用者数 単価（円） 合計（千円） 備考

乗船料 5,500 6,000 33,000 船主及び協会収入

交通費 5,500 5,000 27,500 村営船（高速船往復：5,970円、フェリー往復4,030円）

宿泊費 3,850 6,000 23,100 利用者の３割は日帰りと想定。民宿

飲食費 5,500 2,000 11,000 島内の小売店、食堂、居酒屋など

土産代 5,500 1000 5,500 協会、ざまみん市場、小売店など

100,100合計
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配慮してのことだろう。 

屋外のベンチで和山さんに話を聞きながら、モズクそばの小丼とモズクごはんの小を食

べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和山海雲の外観（左）、昼食に食べたモズク麺とモズク飯（右） 

 

稲崎展望台 

 村役場前にある「あさぎレンタカー」で軽自動車を借り、座間味島の島内を巡ることに

した。３時間もあれば回れるとのことだったので、借用時間は３時間にした。料金は保険

料込みで 3,600円だった。13時 45分に店をスタートする。 

 集落を抜ける際に道を間違え、座間味ダムに突き当たった。集落内を流れる内川の上流

にある。この内川の治水対策と水道水の供給を目的とした沖縄県営ダムで、1991 年に完成

している。 

 前日徒歩で登った高月山展望台への分岐を左折し、島の北海岸に向かう。途中にヘリポ

ートと浄水場があった。ちょうどダムの背後の高い台にあり、ダムから水をポンプアップ

して浄水し、自然落差を利用して各家庭に水を供給している。 

 島の北海岸は険しい地形が続くので、舗装道路は山の中腹につくられている。番所林道

という。海岸から沖にはサンゴ礁が発達している。 

しばらく走ると比較的広い駐車場がある稲崎展望台にでた。展望台に登る階段の途中に

は、「クジラを観測しています。観測中は立ちいらないようにお願いいたします」と書かれ

た札が掲げられていた。上を見ると昨晩泊まった民宿中村の３代目がいた。彼は私が朝食

をとった時点ですでに民宿にはいなかったが、ここで海を見渡しザトウクジラを観測して

いたのだった。この展望台からザトウクジラが潮吹き（ブロー）する場所をホエールウオ

ッチングの各船に連絡し、この情報に基づいてクジラのいる方向に向かうことになる。ザ

トウクジラは全長 15ｍ前後あり、大きな漁船ほどもあるので、十分目視できるわけだ。昔

から沿岸捕鯨ではこの方法でクジラを見つけていた。クジラの観察場所はこの他にも島内

にもう１ヶ所ある。 

彼に双眼鏡をのぞかせてもらったが、十分クジラを観測できることを実感した次第であ

る。彼はクジラの位置とウオッチング船の位置を常に把握しているから、私が乗船した「ビ

ーナス号」が一番クジラをが見ることができたはずだという。 

 島の西端にある女瀬の崎展望台を経て、島の南側にまわり阿真の集落に向かう。 
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クジラ観測が行われている稲崎展望台（左）、西端に位置する女瀬の崎展望台（右） 

 

阿真 

阿真は座間味島の西部に位置し、広い扇状地の一角の東側の山手側に発達した集落で、

周囲を農地に囲まれ、北側には水田もあった。座間味島では最も農業に適した土地であっ

たと思われる。 

また、沖縄戦では、唯一戦災を免れている集落でもある。このため焼け出された座間味

集落の人々を迎え入れ、米軍によって施行された慶良間列島自治制のオフィスは阿真に置

かれた。いわば慶良間諸島の戦後行政のスタートとなった集落でもある。 

1975 年に座間味青少年キャンプ村が開設され、座間味との間の湾岸道路もこの時に開通

している。キャンプ村は主に阿真の人によって管理されている。1987年当時の世帯数は 21

戸、人口は 73人であった。この当時、すでに集落の過半数が沖縄本島に移住していた。 

道を間違えて集落をバイパスして通り過ぎてしまい、途中で気がついて引き返し、集落

に入った。入口のキャンプ村があり、コテージが現れた。海岸近くに管理事務所があり、

その先が阿真ビーチとなる。海岸近くに「ウミガメからのお願い」と書かれた看板が立っ

ているところを見ると、この海岸にはウミガメがと時々現れるのだろう。ひょっとすると

産卵場になっているのかもしれない。 

集落の中心部に公民館がある。海岸近くの家は大部分がＲＣ２階建の村営住宅である。

その奥に古い家があり、在来島民はこちらに住んでいるようだ。モズク養殖の和山さんは

この集落に住んでおり、村営住宅が多いところをみると、Ｉターン者が多いと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集落背後の農地だったと思われる平地（左）、くじらの里ふれあい広場のコテージ（右） 
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阿佐 

 阿真から海岸沿いの道路を走り、座間味の集落をスルーして島の東側にあるもう一つの

集落である阿佐に向かった。阿佐は座間味島の東部に位置し、阿護の浦の入り江を正面に

のぞみ、背後には険しい山が迫っている。５～６軒の在来の家がかたまっており、公民館

と御獄のピンクに塗られた鳥居があった。集落の前に埋め立て造成された用地と斜路があ

り、斜路には船が５～６隻陸置きされていた。 

 海岸沿いを 100ｍほど行くと、再び人家が現れた。道路脇に「特産品加工センター」と書

かれた建物があり、そこで作業をしている人がいた。新しいノリ網を持っていたのでモズ

ク養殖をしている人に間違いない。確認すると上述したモズク養殖業者の神谷さんだった。 

 こちらの集落には２階建の村営住宅が３棟建っていた。そして未就学児童と小学生と思

われる子供が５人で遊んでいた。村営住宅の庭にはブランコや滑り台、ジャングルジムが

置かれている。子供がいない島が圧倒的に多くなっている現在、これほど子供たちの活気

であふれる島は珍しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿佐にある村営住宅（左）、村営住宅で遊ぶ子供たち（右） 

 

阿佐の集落から坂を登り、島の北側にあるチシ展望台へ出る。島には４つの展望台が整

備されているが、これで全てを回ったことになる。さらに山中の道をまっすぐに進み、座

間味島の最東端に向かうが、途中で行き止まりになった。観光案内の地図には唐馬という

地名が書かれている。Ｕターンして元の道を戻り、レンタカーを返却する。 

役場にお願いしておいた「鰹漁業 100 年誌」をいただいた。港まで歩き、例の「ざまみ

むん市場」でモズク麺や菓子類を購入し、さらにホエールウオッチング協会でザトウクジ

ラが描かれた手提げ袋とＴシャツを購入する。 

 16時 20分発の高速船・クイーンざまみに乗船、泊港に 17時 10分に到着した。泊港に近

いスマイルホテル沖縄那覇に泊る。 
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