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離島覚書（東京都・三宅島）

令和２年６月 19 日
さるびあ丸
新型コロナウイルスによる感染拡大を防止するために不要不急の移動が禁止されていた
が、解禁になった６月 19 日を期して三宅島に行くことにした。島旅の再開である。
竹芝桟橋を 22 時 30 分に出発する「さるびあ丸」
（4,992 トン）はガラガラだった。同船
の旅客定員は 13,546 人だが、この日乗り込んだのは 50 人もいなかっただろう。２等和室
の一角には３人しかいなかった。隣の人とは 10 列以上も離れており、社会的距離は十二
分に保たれていた。
「さるびあ丸」は定刻通りの５時に三宅島の阿古地区にある錆ヶ浜港に入港した。三宅
い

が

や

島には大型客船が利用できる港が３つあり、錆ヶ浜港の他に北西部に伊ケ谷港、東部に三
池港が置かれている。入港時の波浪条件を考慮して最も平穏と思われる港を選んで入港す
る。したがって港が１つしかない御蔵島や利島に比べると、欠航率は低い。
「さるびあ丸」は 1992（平成４）年に就航した２代目で、今月の 26 日から３代目の
「さるびあ丸」が就航することになっており、この船は１週間後に任務を退く。３代目は
２代目とほぼ同じ大きさだが、バリアフリーに対応したこともあり、旅客定員は１割ほど
減ることになるらしい。
三宅島に来るのは 28 年ぶりだ。1992（平成４）年８月に全漁連から受けた「海洋レク
リエーション対策指針調査（ダイビング編）
」で、ダイビングと漁業の調整の事例を調査
かみ つき

する目的で来たのだった。八丈島から船で三宅島に入り、神着の民宿に一泊して、翌日エ
アニッポン（当時は ANA の子会社）のＹＳ-11 で羽田空港に戻った。水産庁の職員だった
田中克哲さんと八幡野ダイビングの河合代表が一緒で、全漁連からは確か待場さんが同行
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したと思う。三宅島では、役場、観光協会、漁協で話を聞き、三宅島海洋開発とマリンロ
ッジの２社を取材した（ちなみにこの２社はすでに存在していなかった）
。
三宅島で下船したのは 20 人ほどだった。港には「民宿夕景」のご主人が迎えに来ていた。
同民宿に泊まる客は私を含めて３人。私以外の２人は釣り客で常連のようだ。
民宿には和室と洋室があり、洋室を予約したが、ことのほか大きな部屋だった。１階にシ
ングルベッドが２つ、ロフトにも２つ置かれており、４人が泊まれる。洗面所、トイレ、風
呂が付き、洗面道具やタオルも完備されてホテル並みだ。後でわかったが、料金は和室より
も割高であった。早朝に着いたため７時の朝食時まで仮眠をとる。

錆ヶ浜港に入港した２代目「さるびあ丸」（左）、錆ヶ浜港のターミナル（右）

三宅島一周道路
朝食を済ませてから民宿で車を借りて、島を回ることにした。小回りの利く軽自動車を希
望したが、あいにく他の人が借りているようで、トヨタのノアというワンボックスカーにな
った。
三宅島は東京から南に約 180 ㎞離れた丸い形の島で、
中央に雄山がそびえる。
面積は 55.20
㎞ 2、周囲は 38.4 ㎞で、東京都の島の中では大島、八丈島についで３番目に大きい。島の周
囲には海岸沿いに都道（212 号線）が整備されており、１周することができる。
朝から雨である。この日は終日雨の予報が出ていた。外を歩くのははばかれる。外に出な
いで済む有効な時間の過ごし方は車で見て回ることと、室内で関係者に話を車で聞くこと
だ。とりあえず島の全体像をつかむため、島を時計周りに一周して下見をすることにした。
島の交通機関として、島を一周する村営バスが時計回りと反時計回りの２つのルートで運
行されている。船が到着する早朝と日中の５便の合計６便あるが、島巡りに利用するのは効
率が悪い。なおバスで島一周に要する時間は１時間 20 分である。
三宅島は東京都三宅村として１島で１村を構成しているが、1922（大正 12）年当時には
かみ つき

神着村、伊豆村、伊ケ谷村、阿古村、坪田村の５村に分かれていた。1946（昭和 21）年に神
着村、伊豆村、伊ケ谷村が合併して三宅村になり、さらに 1956（昭和 31）年に阿古村、坪
田村が加わって三宅村が誕生した。一周してみて気が付いたのだが、その名残が今でも残っ
ていて、それぞれの地区（旧村単位）に警察の駐在所と郵便局が置かれている。小中学校は
2000 年の噴火後１島１校に統合されているにもかかわらず、駐在所と郵便局は昔のままだ。
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都道は完璧に舗装されていて走りやすい。都の三宅支庁前を起点として道路脇に概ね１
㎞間隔で距離と地図を表示する案内板が置かれている。サイクリングをする人にはいい目
標になる。
島の１周は約 28 ㎞である。この間に信号が３ヶ所だけあった。島を一周して８時 43 分
に三宅村役場の仮事務所に到着した。島一周に要した時間は１時間 13 分。途中、写真を撮
ったりしたのでバスで一周するのとほぼ同じ時間を要した。

整備が行き届いている都道 212 号線（左）、都三宅支庁前の距離表示の案内板（右）

雄山
三宅島の中央に雄山がそびえる。三宅島は典型的な火山島で、雄山は今でも活動を続け
る活火山だ。2000（平成 12）年の噴火は記憶に新しい。この時の噴火は約 3,000 年ぶりと
いわれる山頂爆発だったため、これによって直径 1.6 ㎞、深さ 500ｍのカルデラが形成さ
れた。噴火前の山頂は標高 814ｍであったが、噴火後には 775ｍになり、40ｍほど低くな
った。
三宅島ではこの 100 年間に、1940（昭和 15）年、1962（昭和 37）年、1983（昭和 58）
年、そして 2000（平成 22）年の計４回噴火が起こっている。これまでに三宅島で発生し
た噴火のほとんどは山腹の割れ目噴火で、山の斜面から火を噴き、溶岩が流れ出すタイプ
であった。
2000 年の噴火は６月 26 日から地震活動を伴う火山活動の活発化が見られ、７月８日に
山頂が爆発した。その後も断続的に噴火が続いたため９月４日に全島民が島外に避難する
事態となった。噴火に伴い火山ガス（主に二酸化硫黄）が発生し続けたため、島民はガス
の濃度が低下するまで島外での避難生活を強いられた。
全島避難から 4 年５ヶ月を経た 2005（平成 17）年２月１日にようやく避難指示が解除
され、島民は島に戻ることができた。しかし噴火前に約 4,000 人いた人口は 2,400 人ほど
に減った。避難生活の長期化が島の人口を急減させたのである。村役場の職員確保も大変
だったようで、一橋大学の町村研究室の調査によると 2010（平成 22）年１月１日現在の
職員 129 人のうち島外出身者が約半分の 62 人を占めている。
後述するように雄山を取り囲むように雄山循環林道が整備されているが、この道路から
山側は気象庁によるレベル２に指定され、立ち入りが規制されている。もちろん噴火口の
あるカルデラはレベル１で立ち入り禁止だ。雄山噴火とそれに伴う火山ガスの影響で、雄
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山山頂から中腹部、さらに火山ガスの高濃度地域を中心に植生の壊滅的な被害が見られた
が、その後、火山ガス濃度の減少と共に徐々に回復傾向にある。
ここで近年の噴火の概要を見ておこう。
1940（昭和 15）年の噴火は７月 12 日の 19 時半ごろ、島の北東部の山頂から割れ目噴火
が発生し、多数の噴火口から流出した溶岩が赤場暁湾を埋めた。同湾では海中噴火もあり、
ひょうたん山が形成されている。1962（昭和 37）年８月 24 日に島の北東部の山腹から割れ
目噴火が発生し、溶岩は海まで達した。この時に噴出した噴石によって後述する三七山が形
成された。溶岩の流れた場所は 1940 年噴火の北と南側に相当する。1983（昭和 58）年の噴
火は 40 年、62 年噴火とは反対側の島の南西部山腹で発生した。南南西方向に流下した溶岩
流は海まで達し、後述する新澪池はこの時のマグマ水蒸気爆発で空池になった。一方西方向
に流下した溶岩流は阿古地区の住宅を焼失、埋没されながら海岸近くまで達した。

三池港から見た雄山の山頂（左）
、1940 年噴火で形成されたひょうたん山（右）

三宅村役場
都道を一周してから阿古地区にある村役場臨時庁舎を訪ねた。雨はますます激しくなっ
ていた。
三宅村役場の本来の庁舎は島のちょうど反対側（東側）の坪田地区に置かれているが、火
山噴火の影響で有毒ガスの濃度が高いことから使用が禁止され、阿古地区の旧阿古中学校
の校舎を臨時庁舎にしている。ちなみに 2000 年の噴火以前は小学校と中学校がそれぞれ３
校あったが、2005 年の帰島後は１校に再編された。阿古地区と坪田地区にあった小中学校
は廃校になった。
新型コロナ対策の一環で、窓口は１階にある村民課に一本化されており、２階には上がる
ことができない。用事がある場合は１階にいる職員がその都度２階と連絡を取って担当職
員が１階まで降りて対応してくれる。たまたま都知事選の最中で、１階には期日前投票所が
設置されていた。
村民課で住民基本台帳上の地区別世帯数と人口のデータをもらう。また教育委員会の人
に小中学校の在籍者数を教えてもらう。2019 年５月１日現在で小学校が 79 人、教員 18 人、
中学校が 31 人、教員 17 人とのこと。観光産業課からは、村勢要覧、観光パンフレット、
「三宅島」という小冊子などをいただく。
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2000 年の噴火後、島民の多くは帰島後それぞれの集落に戻って自宅を建て替え、補修し
て住んでいるが、損傷が激しく自力で建て替えや補修が出来なかった高齢者や自宅が高濃
度地区にあって戻れない島民は村営住宅に住んでいる。噴火以前は 154 戸の村営住宅があ
ったが、現在 210 戸分が用意されている。なお三宅島には都営住宅はない。
三宅島の 2015（平成 27）年国勢調査時の人口は 2,482 人、世帯数は 1,483 戸であった。
ピーク時の人口は 1955（昭和 30）年の 7,131 人（1,703 戸）であったことからこの当時と
比べると 1/3 弱に減少している。2000 年の噴火で全島避難したことがさらに三宅島の人口
を減少させた。1995（平成７）年の人口は 3,828 人（1,722 戸）であったが、帰島後の 2005
（平成 17）年には 2,439 人（1,404 戸）に減少したのである。

三宅村役場の仮庁舎（左）
、坪田地区に置かれている三宅村役場の庁舎（右）

2015 年国勢調査時の就業者数は 1,413 人で、最も多いのが建設業の 258 人（18.3％）で
あった。これに公務（200 人）
、サービス業（144 人）
、宿泊業・飲食サービス業（128 人）が
続く。農林業は 70 人、漁業は 30 人で、１次産業の占める割合はわずか７％にすぎない。三
宅島の産業構造は、災害復興のための公共工事と公務員が中心となっており、豊かな東京都
の財政が三宅島を支えていると言えよう。そして実需では観光業が最も重要な外貨の獲得
源となっている。
ここで少し三宅島の産業の歴史を振り返っておこう。
1782（天明２）年の七島巡見誌には、
「山は険しく平地はなく、入江は乏しく船を繋留す
や し ゃ ぶ し

る場所もない」
「男は、畑を作り、薪を伐出、女は、椿や夜叉附子（お歯黒に用いた黒色の
と ころ

顔料）の実を採って江戸に売った」と書かれている。当時の島民の食料は芋（里芋）
、野老
いた どり

（ヤマノイモの一種）
、葛、椎の実、虎杖などであった。また海ではイセエビ、アワビ、サ
ザエ、ヒロメ、ハバノリ、フノリ、テングサ、岩ノリなどを採っていた。
畑は山麓の緩傾斜地につくり、1782 年の時点では 24 町歩、４年後には 94 町歩に増大、
さらに 1840（天保 11）年には 220 町に拡大した。江戸末期には伊豆諸島にもサツマイモの
栽培が普及していたので、拡大した畑ではサツマイモが作られたのだろう。主食はサツマイ
モに代わった。
その後、三宅島の外貨獲得源は水産物に移っていく。表１は 1908（明治 41）年当時の
三宅島の産品別出荷額であるが、鰹節、トビウオ（干物）が圧倒的に多く、このころにな
ると水産業が島の重要な産業になっていたことがわかる。
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近年では 1970 年代の離島ブームを契機として、三宅島の経済は観光業にシフトし、その
後の余暇需要の多様化に伴って海洋性レクリエーションの需要が高まると、一層観光業へ
の依存が強まり、現在に至っている。
これに対し、１次産業の地位は相対的に低下している。ここでは農業の変化についてみて
おこう。2000（平成 12）年の噴火で発生した降灰、泥流及び火山ガスによって三宅島の農
業は壊滅的な被害を受けた。農地はもとより農道や農業用貯水池をはじめとする農業生産
基盤が壊滅した。５年間続いた島民の島外避難期間中に農地は原野と化した。その後農地の
復旧が進められたものの、現在の農地面積は 99ha（うち自主開墾が約 10ha）にすぎない。
農家は 102 戸で、このうち販売農家は 47 戸である（自給的農家が 55 戸）
。
あ した ば

島では、キキョウラン、ドラセナなどの観葉植物、明日葉、アカメイモなどの野菜類、パ
ッションフルーツなどの果樹類が生産されている。2017（平成 29）年度の農業生産額は 244
百万円で、うち明日葉が 121 百万円で最も多い（花卉類は 79 百万円）。なお、噴火前は畜産
業も盛んであったが、噴火後は三宅村営牧場も廃止され、消滅した。
表１

農産品
工業品

水産品

林産品

明治 41 年時の三宅島の産品別出荷額

品目
繭
牛
生糸
油
油粕
鰹節
島鯵
鰹なまり節
テングサ
塩辛
鰹アラ粕
トビウオ
薪
炭
ツゲ
桑
椿の実
椎の実
桑の種
合計

金額（円） 割合（％）
金額（円）
割合（％）
1,978
0.6
8,488
2.5
6,510
1.9
400
0.1
1,594
0.5
1,087
0.3
107
0.0
209,426
61.0
471
0.1
6,000
1.7
316,981
92.3
6,701
2.0
481
0.1
4,613
1.3
89,289
26.0
278
0.1
8056
2.3
4,408
1.3
16,230
4.7
1,290
0.4
84
0.0
1,914
0.6
200
0.1
343,293
100.0
100.0
「三宅島史」より作成

三宅島漁協
雨は相変わらず激しく降っている。外を見て歩くことは困難だ。役場で用事を済ませてか
ら三宅島漁協を訪問した。漁協の事務所は、阿古漁港（第４種）と錆ヶ浜港の背後に置かれ
ている。大型客船が着岸する岸壁は一般に錆ヶ浜港とよんでいるが、実際には錆ヶ浜港とい
う地方港湾は存在せず、阿古漁港の一部をそのように呼んでいるにすぎない。
三宅島には各地区に漁港が整備されている。伊ケ谷地区には伊ケ谷漁港（第１種）、伊
豆地区には大久保漁港（第１種）
、神着地区には湯の浜漁港（第１種）
、坪田地区には坪田
漁港（第２種）がある。この５つの漁港の中では阿古漁港が最も大きく、漁船数も多い。
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漁協の事務所に入ると、女性の職員が応対してくれた。訪問の趣旨を話し、儀礼的に参事
さんに面談を申し入れた。ところが参事はやめていないとのこと。話を聞いていた正面に座
っている男性職員が対応してくれた。
開口一番、マスクをしていないことをとがめられる。うっかり外してポケットにしまい込
んでおり、相手もマスクをしていなかったので気が付かなかった。慌ててマスクをかける。
また「アポなし取材はないだろう」と言われ、「短時間なら」と応じていただいたが、とっ
つきが悪い。10 回に１回ほどこうした経験をしているので気にしても始まらない。資料館
の職員に後で聞いた話では、小田切さんという方で島外からの移住者だそうだ。その職員の
息子が漁協でお世話になったとのことだった。
現在の三宅島漁協の正組合員は 31 人、准組合員は 300 人である。2018（平成 30）年には
正組合員 37 人、准組合員 340 人だったので、正組合員はこの間に６人減った。島内の５地
区に組合員は分散しているが、そのうち阿古地区が全体の約４割を占め一大勢力を形成し
ている。ところで正組合員の中には島外からやってきたＩターン漁師４人が含まれている。
年齢は 20～40 歳代だ。三宅島ならではの取り組みで新規就業者を確保してきた。この I タ
ーン漁師確保の取り組みは次のとおりである。水産庁の新規就業フェアで希望者と面談し、
島独自の５日間の短期研修を経て、３年間の長期研修で独立する。長期研修にあたってはベ
テラン漁師が親方になって面倒をみる。
2018 年の漁業センサスによると、三宅島村の漁業経営体数は 41 でこのうち個人経営体が
40 であった。１経営体は漁協経営の小型定置網であったが、三宅島支庁で後に聞いた話で
は２年前の台風によって漁具が破損し、それ以来営んでいないとのことであった。個人経営
体 40 のうち、専業は 11 経営体、１種兼業が 17 経営体、２種兼業が 13 経営体である。兼業
のうちで一番多いのが遊漁専業で、15 経営体（１兼：12、２兼：３）に及ぶ。その他の自営
が 12 経営体で続くが、この中身はおそらく民宿経営だろう。
営まれている漁業はキンメダイを対象とする深場の１本釣りとカツオ、キハダを対象と
する曳釣りがメインである。一本釣りは 20 隻ほどが営む。周年操業しており、漁場は島の
周りの 300～400 尋の海域、漁場までは１時間もかからないほど近い。この２つの漁法は兼
業されており、資源量や価格の動向をにらみながらどちらの漁法にするか判断しているよ
うだ。この他にマグロ類を対象とする延縄を営む船が１隻ある。加えてイセエビを対象とす
る刺網、テングサなどを対象とする採貝藻などの漁業が営まれている。
2018 年の漁業生産量は 265,130 ㎏、生産額は 313,365 千円であった。主な魚種はキンメ
ダイ（金額ベース 49.4％）
、マグロ類 89,728 千円（28.6％）メダイ 15,458 千円、カツオ類
10,692 千円であり、三宅島の漁業はキンメダイに大きく依存している。
2000 年の噴火後の全島避難を契機として漁業の内容は大きく変わっているという。
図１は噴火前後における主要な漁獲物の生産額の推移を示したものである。2000 年の噴
火以前はテングサとイセエビが生産額の３～４割を占めていたが、噴火後はキンメダイと
マグロ類への依存度が６～７割に高まっている。つまり共同漁業権漁場での採藻と刺網を
中心としていた漁業は噴火後、深場の一本釣りと曳釣りに大きく変わってしまい、テングサ
やイセエビはほとんど獲られなくなった。噴火によって環境が変化し、これらの資源が減少
したのかどうかはわからないが、1993 年当時の正組合員数は 225 人、准組合員は 859 人だ
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ったので、噴火後に組合員数が激減した。磯根資源の減少によって組合員が減ったのか、組
合員が減ったために磯根資源の漁獲努力が減ったのか検証が必要である。
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図１

三宅島における主要漁獲物の生産金額の推移
東京都三宅支庁・管内概要より作成

漁獲物は都漁連を通じて消費地市場に出荷している。輸送手段は大型客船で、阿古漁港の
荷捌き場に水揚げされた漁獲物は規格選別後、発砲スチロール等の容器に箱立てされて冷
蔵コンテナに積み込まれる。当日の 19 時すぎには竹芝桟橋に着くので、東京都中央卸売市
場を始め、各地の消費地市場に送られ、翌朝、上場される。
市場出荷とは別に、漁協では事務所の前に「いきいきお魚センター」という直売所を整備
し、主として島民を対象とする直売も行っている。なお調布空港周辺（調布市、小金井市）
の飲食店に朝どれ鮮魚を販売していたこともあるが、今はやめているそうだ。

三宅島漁協の事務所（左）
、阿古漁港に停泊している漁船（右）
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郷土資料館と図書館
村役場の仮庁舎の前に郷土資料館が置かれ、この建物の一角に図書室も併設されている。
資料館は 10 時に開館なので、漁協で話を聞いてから阿古漁港の荷捌き所を視察したのち郷
土資料館に向かうことにした。ところがここでトラブルが発生した。雨が激しく降っている
ため、車の窓を開けて写真を撮っていたのだが、途中で閉まらなくなってしまったのだ。こ
のまま走れば車内は水浸しになるのが必至なので、荷捌き所で雨宿りをしながら電動の窓
をひっぱったりして原始的方法でいじっているうちに何とか窓は閉まってくれた。
開館時間の 10 時を期して郷土資料館を訪ねる。この資料館は 2008（平成 20）年４月にオ
ープンしている。旧阿古小学校の教室をそのまま活用したものだ。通常、入館料は 200 円だ
が、65 歳以上は無料だった。
２階の教室が展示室になっており、展示室は６つの部屋に分かれている。最初が三宅島出
身の画家・平松譲の油絵の作品が展示されている部屋で、古木、海、故郷の風景をモチーフ
として絵画が並ぶ。平松は 2013 年に逝去しており、遺作が展示されているわけだ。
「三宅島のあけぼの」と題する第１の部屋は、ココマ遺跡の出土品などを中心に展示され
ている。最も古い時代は縄文早期（8,000 年前）のもので、伊豆及び坪田の集落で多くの遺
跡が見つかった。当時の縄文人はどうやって三宅島にたどり着いたのか興味深い。
第２の部屋は「三宅島の神社と信仰」のコーナー。927（延長５）年にまとめられた延喜
式の巻９、10 の「延喜式神名帳」には全国の神社一覧が示されているが、その中に三宅島
の神社が 12 社記載されているそうで、1000 年以上前に朝廷の力が三宅島にも及んでいた証
左だという。今回の島旅では、９社（12 社のうち３社は二宮神社に合祀されている）のう
きさき

おんしゅく

ち、 后 神社（伊ヶ谷）
、御 笏 神社（神着）、椎取神社（神着）の３社を訪ねた。
第３の部屋は「流人文化」だ。三宅島は「中流」と言われ、破廉恥罪を犯した流人を受け
入れる島だった。徳川時代から明治政府の 38 人を含めて 1,329 人が三宅島に配流された。
はなぶさ

ひとすぎ

そのうちの著名人である生島新五郎、小金井小次郎、井上正鐵、竹内式部、 英 一蝶、仁杉
鹿之助の経歴がパネル展示されている。また郷土出身の政治家・浅沼稲次郎の展示コーナー
も置かれている。浅沼は三宅島神着で 1898（明治 31）年に生まれ、1910（明治 43）年に、
父と一緒に東京に出ているので、三宅島での生活は 12 年間であった。
第４の部屋は「黒潮の恵み」と題し、三宅島の産業の歴史が展示されている。昭和 30 年
代まで営まれていた炭焼き、酪農・牛乳、織物などの産業の歴史を解説、テングサの採取の
写真や宝貝の標本も置かれている。
第５の部屋は「噴火」で、三宅島における過去の噴火の様子を知ることができる。
入場者は私一人。資料館の管理人は私とほぼ同世代の人。手持ち無沙汰なのか話しかけて
きた。彼は埼玉県の川越の出身で、三宅島に定住して 12 年になる。ご子息が引きこもりに
なったので、環境を変えようと島にやってきたのだという。三宅島は魚が美味しく、しかも
安く、非常に住みやすいところだと絶賛していた。
島の産業の中では明日葉作りが稼ぎになるという。八丈島は気温が高いために夏場は出
荷できないが、三宅島は夏を含めて周年出荷できるのが強みなのだ。多い人では１世帯で
600～700 万円の収入になる。
資料館に引き続き、１階の図書館で郷土資料を閲覧する。図書館にはコピー機が置いてい
ないため、必要箇所をカメラで撮影した。図書室の管理人もやはり同世代の人で、都庁に就
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職して三宅支庁勤務を経験し、定年後、島が気に入ってＩターンしたらしい。元は千葉県の
出身だという。
図書館を 12 時 20 分に出て、ホテル海楽内にあるレストランで味噌ラーメンを食べる。
島内の水産物小売状況
昼食後、漁協の直売所「いきいきお魚センター」をのぞく。女性が店番をしていたが客は
誰もいなかった。ここでは水産物に限らず農産物や加工品、土産物など食料品を中心に様々
なものを販売しており、島の「道の駅」のような存在である。ちょうど農家の人が軽トラッ
クでパッションフルーツを納品にきたところだった。
鮮魚はキンメダイ、メダイ、カツオが売られており、キンメダイは 1,300 円／kg なので
東京の小売価格の 1/3 の安さだ。また島で獲れた魚類の冷凍品、テングサ、ハバノリ、岩ノ
リなどの海藻類などが並ぶ。漁協で加工しているカジキの燻製もあった。パッションフルー
ツ以外の農産品は加工品ばかりで、生鮮品は置いてなかった。
引き続き資料館の管理人がよく利用するという神着にある「やましたストア」を見に、車
を走らせた。管理人の話では地元で獲れた魚が、兎に角、安いというのだ。店内には内地か
らきた魚もあるが、
確かに島で獲れた魚が売られていた。
少し小ぶりのカツオが１尾 550 円、
またメジマグロのロインが 400 円前後である。確かに安い。ちなみに同ストアは島の食料品
店で、小さいながらもスーパーのように何でも品ぞろいされている。店をながめるだけでは
申し訳ないので煎餅を購入した。

漁協の直売所・いきいきお魚センター（左）、神着のヤマシタ商店で売られていた島内産のカツオ（右）

伊豆地区
島の北西部の一帯が伊豆地区である。東京都三宅島支庁産業課が発行している「三宅島」
という冊子によると、伊豆という地名は「かつて伊豆国の人々が多く移り住み、また伊豆半
島がよく眺望できる」ことに由来するらしい。ただ他の書物に同じ記載が見られないことか
ら真偽のほどは定かではない。また「三宅島史」には「あまり溶岩流の被害を受けない特殊
な地域で、神着とともに早くから人が住んでいた」と書かれている。
都道から坂を下ると伊豆岬に至り、そこには伊豆灯台が置かれている。この灯台は石造り
で、1909（明治 42）年に初めて点灯した。その後、1980（昭和 55）年に改築している。ま
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た 2000 年の雄山の噴火で一時消灯していたが、３ヶ月後に仮灯が設置され、2002 年３月末
に復旧した。晴れていれば伊豆半島や富士山も見ることができるらしいが、あいにく小雨で
何も見えなかった。
「伊豆岬園地ラインコース」と呼ばれる海岸沿いの道を走り、都道に戻
ると東京都の島しょ保健所に出た。その先を再び海の方に降りていくと、大久保漁港と集落、
そして真っ黒い砂浜の大久保海岸が現れた。白砂青松の日本の美意識からは、黒い砂浜は何
とも異様である。砂浜の背後の狭い土地には駐車場ゾーンがあった。
伊豆地区は都道沿いに形成された集落と断崖絶壁の下の海際に形成された集落に分かれ
るが、後者が大久保の集落である。伊豆地区の世帯数は 88 戸、人口は 104 人で、このうち
大久保には 17 戸、22 人が暮らしている（５月末現在の住民基本台帳）。
大久保は三宅島の中では特異的な集落で、崖下の海との間の狭隘な土地に家々が密集し
ており、まさに純漁村の雰囲気である。この集落の構造からして漁業に大きく依存していた
ことがうかがえる。集落内にはクサヤの看板を掲げた家が２軒あった。三宅島産のクサヤは
この大久保集落で作られていたのだ。しかし現在は２社とも生産をやめている。後述するよ
うに大久保集落では地曳網や小型定置網が営まれていた歴史があり、クサヤの原料となる
ムロアジやトビウオが獲れたのだろう。しかしつい最近までクサヤをつくっていた清漁水
産という会社は、地元での原料確保が難しくなったため、鹿児島県の枕崎から原料を引いて
いたらしい。かくして伊豆諸島の伝統的水産加工品であるクサヤは三宅島からは消えてし
まった。現在では大島、新島、八丈島でつくられているだけだろう。
奇妙なことにこの大久保の集落の奥まった崖下に東京電力の火力発電所が置かれている。
島の重要なインフラである電力を供給する発電所は巨大な崖下にひっそりと存在していた。
発電所の前には川徳という古い旅館があった。目の前が海水浴場になっているので、海水浴
客や発電所の出入り業者などが利用しているのだろう。
小さな大久保漁港には、斜路に漁船が４隻置かれているだけだった。

伊豆岬の灯台（左）
、大久保漁港と大久保海水浴場（右）

東京都三宅支庁
伊豆地区を回って東京都の三宅支庁を訪ねる。再び雨がかなり激しくなった。駐車場に車
を停めて、走って庁舎に入った。
東京都の島嶼域の行政は、大島、利島、新島、式根島、神津島を大島支庁、三宅島と御蔵
島を三宅支庁、八丈島と青ヶ島を八丈支庁、父島と母島を小笠原支庁がそれぞれ管轄してい
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る。三宅支庁には、産業課、土木港湾課、総務課が置かれており、１階にある産業課・水産
係に顔を出した。ちなみに産業課は水産の他に商工、農務、林務の各係がある。水産係には
若い男性職員が３名おり、親切に対応してくれた。
2000 年の噴火を契機に三宅島の漁業形態は激変しており、その内容を確認するために噴
火前の魚種別、漁業種類別の漁業生産に関する古いデータをいただく。また三宅島漁協は新
規就業者の受け入れに尽力しているので、行政サイドの支援の概要についても話を聞いた。
３年間の長期研修を経て、独立して漁業を営む者に対しては、最も重要な生産手段である
漁船の購入に際し、５年間のリース事業を行っている。漁船は漁協に所有権があるが、当初
の３年間はリース料の 1/2 を国、1/4 を東京都、1/4 を三宅村が負担しており、新規就業者
の経済的負担はゼロである。ちなみに三宅村の負担は離島漁業再生支援交付金で賄ってい
る。つまり新規就業者の負担は４、５年目の２ヵ年分の 1/2 ということになる。３年経験を
積めば十分漁業で稼げる力をつけているから、かなり恵まれた支援が三宅島では講じられ
ていることになる。そして５年後に漁船は自分のものになる。
また大久保地区の印象を話し、集落の歴史的成り立ちについて質問したが、地元民でない
職員は知らなかった。ただ、２年前まで漁協自営で小型定置網を営んでいたが、台風で施設
が破損し、以来操業を中止していること、また以前は地曳網が行われていたことやクサヤの
加工場が２軒あったことも教えていただいた。
神着地区
三宅島支庁で資料を頂いてから、御忽神社の脇の駐車場に車を停めて、雨の中を神着の中
心地を歩いた。島の北部エリアに相当する。
ことしろぬしのみこと

やはり前出の「三宅島」という冊子によると、「三宅島の創造主である事代 主 命 は国土
を天孫にゆずって島根半島を旅立ち、紀伊国を経て途中伊豆半島に立ち寄り、三宅島に渡っ
たとされる。事代主命が三宅島に渡った際、この地域に上陸したとされ、その名のとおり神
が着いた場所としてこの地域を神着と名付けたとされる」と書かれている。納得しそうな解
説である。
神着には島役所跡の建物が残っていることから古くから行政の中心地であった。現在で
も都の三宅支庁、保健所、警察署、中央診療所、村立三宅小中学校などが置かれている。５
月末現在の住民基本台帳上の人口は 472 人で、世帯数は 301 戸である。このうち外国人が
７人含まれる。人口は、阿古、坪田に次いで多い。
島役所跡は 1516（永正 13）年に御忽神社が現在地に遷宮されたのを契機に 18 年後の 1516
み

ぶ

（天文３）年にこの地に移転している。この家は江戸時代の地役人・壬生氏の屋敷跡で伊豆
諸島に現存する木造建築物の中では最古のものである。材は全てシイが使われ（三宅島の極
相林を構成する木）
、建坪は 46 坪で、東京都の文化財に指定されている。
ところがこの建物の裏に回って驚いた。バケツやホースが置かれ、家には明らかに人が住
んでいるのだ。屋根が茅葺きで、所々乱れている。私たちの子供のころは集落の全員が協力
して茅葺き作業をしていたものだが、今は適わない。おまけに良質の茅も少なくなっている
し、ましてや茅葺職人も絶滅寸前だ。屋根の吹き替え作業だけで何百万円という費用が掛か
るのは必至である。民家だと公的支援は難しいので、建物を維持する上で住人の経済的負担
は大変なのではないかと邪推したくもなった。
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というのも私の祖母の生家は、町田市の金井にある江戸時代の代官屋敷で神蔵家住宅と
呼ばれている。200 年以上前の建物と美しい庭園もそのまま残っている。このため敷地全体
が町田市の史跡に指定されているが、この家には現在でも神蔵家の当主が住んでいる（だた
し非公開）
。市の史跡に指定されているのでやたらといじることはできず、しかも個人住宅
なので公的資金の投入もできないから、結構財力がないと維持できないことを知っていた
からだ。ちなみに神蔵住宅は祖母に連れられて子供のころに遊びにいったことがあり、20 年
ほど前にも一度訪ねたことがあった。
この屋敷の前には篤姫ゆかりのソテツが植わっていた。鹿児島から篤姫が第 13 代将軍徳
川家定に嫁いだ時に、ソテツの盆栽を国元から持参したらしいが、積み荷の船が江戸に向か
う途中で事故のために大久保浜に漂着した。その時に植えられたものが 150 年以上の歳月
を経て大きなソテツに生長している。また樹齢 450 年といわれるビャクシンの木がそびえ
ており、幹回り約７ｍ、高さ約 26ｍの巨木であり、こちらは東京都の天然記念物に指定さ
れている。
御忽神社にお参りしてから坂を上ったところにある児童公園に隣接した浅沼稲次郎の生
家を訪ねた。といっても外から写真を撮っただけだが、どう見ても当時のものとは思えない。
浅沼稲次郎は日本社会党の委員長を務めた人物で、三宅島出身の著名人だ。上述した郷土資
料館にもコーナーが置かれていた。浅沼は 1960（昭和 35）年 10 月、日比谷公会堂での立会
おと や

演説会の最中に 17 歳の少年・山口二矢に暗殺された。この日はプロ野球の日本シリーズの
最中で、中学１年生であった私はどういうわけかテレビでこの試合を観ていた。突然、臨時
ニュースがながれ、短刀で一突きにする暗殺シーンが放映された。きわめて衝撃的な映像で、
60 年経った今でも鮮明に覚えている。おそらく家にテレビが入って間もない頃のことだっ
た。
都道から坂を下り、湯の浜漁港に行く。漁港内には 10 隻ほどの漁船が係留され、斜路に
10 隻ほど船外機などが置かれていた。

島役場跡の建物（左）、浅沼稲次郎の生家（右）

伊ケ谷地区
神着地区からＵターンし、阿古の「民宿夕景」に向かう。伊ケ谷地区はその途中にあり、
ちょうど島の西側に位置する。伊ケ谷は長根（阿古との中間に位置し、島で唯一の山の中の
集落であったとされる）の住民が 1471（文明３）年に大船戸湾に面したこの地に創村した
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とされ、島内５地区の中では最も歴史が浅い。集落は漁港の背後と都道の山側の谷あいに形
成され、現在 147 人、83 世帯が暮らしている。
伊ケ谷漁港には６隻の漁船（うち船外機は１隻）が係留されており、斜路に船外機４隻が
置かれていた。この漁港の沖側につくられた突堤は東海汽船の大型客船の桟橋にもなって
おり、波浪やうねりの方角によってはこちらの漁港を利用することになる。
徳川家光が三代将軍を継いだ 1623（元和９）年、幕府は伊ケ谷の大船渡湾で御用船の取
り扱いを開始する。その後、1723（享保８）年には、御用船の出入港を管理監督するための
陣屋が設置された。
江戸時代、流刑は死刑に次いで重い刑罰であった。伊豆諸島の各島は流刑地だったが、刑
量によって配流される島は決まっていた。軽犯罪は大島と新島、破廉恥罪などの中流は三宅
島、そして政治犯は江戸から最も遠い八丈島であった。三宅島には約 200 年間に 1,329 人
が配流されているが、その受け入れの玄関口がこの伊ケ谷だったのである。
当初、陣屋は普請米や幕府の備蓄米を収納する場所だったが、その後江戸からの流刑者が
増えたため地役人が常駐するようになり、関所のような役割を果たすことになった。また江
戸中期になると流人の数がさらに増え、自暴自棄になった流人が島で犯罪を働くようにな
ったために島牢も設けられていた。その場所が港の一角にあったらしい。
このような経緯から伊ケ谷には流刑者の墓が多い。大林寺の境内には八丈島に流罪にな
る途中発病し、伊ケ谷で養生する間に死亡した江戸中期の国学者・竹内式部の墓と像が置か
れている。大林寺の上の高台には江戸時代の人気歌舞伎俳優で「絵島事件」を起こした生島
新五郎の墓もある。

大林寺境内に置かれている竹内式部の像と墓（左）、生島新五郎の墓（右）

阿古地区
都道の途中の見晴らしのよい場所に 1983（昭和 58）年の割れ目噴火によって阿古の集落
を飲み込んだ溶岩流の後を一望できるスポットがある。溶岩流が流れた面積は約 19ha で、
約 400 戸の家が溶岩の下に埋まった。1,300 人いた住民は全員が避難して無事であった。
この溶岩に埋まった一帯に木道の火山体験遊歩道が整備されている。すでに 37 年を経過
するが、依然として黒い溶岩で覆われ、ススキ以外にはあまり植物は見られない。海の近く
に阿古小中学校があったが、溶岩は校庭を埋め尽くし、建物の１階も溶岩が侵入している。
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阿古は島の南西部に位置し、５月末現在 815 人（535 戸）が暮らし、島で最も多くの人が
住む地区である。
「三宅島史」によると、阿古は噴火の多発地帯で壊滅的打撃を受けては移動を繰り返した
歴史があり、阿古の人々は土地に固執しない気質があるという。そして阿古は農作物をつく
るには適地は少なく、むしろ北上してきた黒潮がぶつかる位置にあることから黒潮に乗っ
てやってくるカツオの好漁場を抱えていた。つまり魚が獲れれば土地に依存する必要はな
あ

ま

べ

く、阿古の人々は海人部的な性格の人々であったと分析している。
上述したように明治期の三宅島は、カツオやトビウオなどの水産資源に大きく依存して
いたが、その中心をなしたのが阿古の人々だった。現在でも三宅島の漁業の中心的担い手で
あることはすでに述べた。神着が行政の中心であるのに対し、阿古は漁業に加え飲食店や宿
泊施設が多く、産業を中心とする地区なのだ。
雨は小降りになり、あがった。役場を再び訪問し、ハザードマップをもらう。

溶岩で埋まった阿古地区の集落跡（左）
、放置された阿古小中学校跡（右）

観光協会
錆ヶ浜港のターミナルに三宅島観光協会の事務所が置かれている。三宅島の観光の現状
を聴くため事務所に伺った。窓口で、「島外から来た人はマスクをつけてください」といわ
れ、車の中に忘れてきたことに気づいた。慌てて車に引き返そうとすると、事務所の女性が
マスクをくれた。本土ではマスクは品切れになっていてなかなか手に入らないが、三宅島で
はそれなりに確保しているようだ。
先に示した通り、観光業は土建業に次ぐ三宅島の重要な産業である。朝早く島に着いて午
後の船で帰る人もいなくはないが、大部分の人は島に最低１泊はする。このため、三宅島に
は旅館・ホテルが２軒、民宿が 30 軒、この他にバンガローとキャンプ場がそれぞれ１ヶ所
ずつあり、島の宿泊収容可能な人員数は合計 764 人である。また人口約 2,500 人の島にし
ては飲食店も多い。
2000 年の噴火以前の観光入込客数は年間８万人前後であったが、噴火後は半減し、近年
は 4.5 万人前後で推移している。観光客が島に落とすお金は宿泊・飲食費だけでも１万円／
人を下らないだろうから年間 4.5 億円の宿泊収入があるはずだ。これに遊漁船料、ガイド
料、土産物などを加えると、６～７億円の産業規模になっているものと推定される。
島に来る観光目的は、釣り、ダイビング・シュノーケリング、ドルフィンウオッチング・
スイム、バードウオッチング、ジオスポットウオーキングと多様だ。
87

釣りは周年型の観光で、磯釣り、瀬渡し、仕立てに分かれる。仕立ての船は 10 隻ほど、
遊漁案内を兼ねる民宿も多く７軒に及ぶ。
ダイビングの案内業者は９軒である（28 年前に取材したダイビングショップは２軒とも
すでになかった）
。ドルフィンウオッチングとスイムは御蔵島にでかけ、同島の周辺でイル
カと一緒に泳ぎ、あるいは船の上から見物するものだが、協会に登録している船は 14 隻で
ある。ダイビングとドルフィンは夏季が中心だ。
後述するように三宅島にはアカコッコをはじめ貴重な野鳥が多く、繁殖期の４～７月に
はバードウオッチングに訪れる人も多い。
最近力を入れているのが火山島を売ろうというものだ。三宅島は頻繁に火山噴火が発生、
火山活動に伴う特徴的な地形が至る所で見られる。また植生の遷移を学べる場所も多い。こ
うした特徴的な場所を解説するジオスポットの案内板がこまめに立てられている。また、こ
れらを巡るウオーキングコースなどが設定されている。
三宅島の観光は、周年を通じて何らかの活動が可能で、閑散期がないのが特徴といえる。

観光協会が入っている錆ヶ浜港のターミナル（左）、移動解禁明けに大挙してやってきた釣り客（右）

伊豆地区の大久保集落は明らかに島の他の集落とは異質の存在だったので、集落形成の
歴史を知りたかった。観光協会の女性は島の出身者だったので、この辺の事情を存じ上げて
いるかもしれないと思って尋ねたがわからないとのこと。再び図書館に行って関係しそう
な郷土図書を当たったが、結局わからなかった。
ふるさとの湯と民宿夕景
三宅島は火山島なので、大島、新島、式根島、神津島などと同様温泉が出る。宿にはお風
呂もあるが、折角なので温泉に入ることにした。図書館から宿に戻り、部屋に備えてあった
タオルとバスタオルを持って「ふるさとの湯」という温泉施設に行く。霧雨に変わったので
傘をさして歩くことにした。温泉まで７～８分だった。
この温泉は 1995（平成７）年にオープンしたが、2000 年の噴火により休止していた。そ
の後、内装のレイアウトを変更、岩盤浴を追加して、2007（平成 19）年６月にリニューアル
オープンした。施設は村が整備し、指定管理者に管理委託しているようだ。
泉質は塩化ナトリウムを主体としたいわゆる塩湯で、泉温は 43.5℃、湧出量は 570ｌ／分
である。水色はわずかに黄色を帯びている。温泉水は近くの夕景浜からパイプラインで引い
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ているそうだ。利用料金は 500 円であった。浴槽は 10 人ほどが入れそうな大きなもので、
露天風呂もついている。３～４人の先客がいたが、いずれも地元の人のようだった。
１時間ほどしてから宿に戻る。
「民宿夕景」は漁師をしていた先代が始めた民宿で、1983
年の噴火で建物が埋まってしまい、その後現在地に新たに建てられたものだ。庭は広く、建
物にもゆとりがある。そして清潔である。
ちょうど 19 時を回っていたので、すぐに夕食になった。食堂は 20 人ほどが入れそうな
大きな部屋で、この日の客は私を含めて３人だった。社会的距離を十分確保することになっ
ているため、３人は大きく離れた場所で夕食をとることになった。
「民宿夕景」は「島じま
ん食材使用店」の認定を受けている。この制度は島しょ産の農林水産物を概ね年間を通じて
使用する店を東京都が認定するものだ。

ふるさとの湯の入口（左）
、民宿夕景の全景（右）

この日の夕食は、カンパチと赤いか（ケンサキイカ）の刺身、ゴマサバの唐揚げ、キハダ
マグロのカマの焼き物、メダイの漬け、にがっ竹の筍のボイル、明日葉、蕪のそぼろあんか
け、キュウリの漬物であった。にがっ竹は篠竹の一種と思われる細い笹の筍で、三宅島の人
が昔から食べていたものだ。種類はわからない。温泉で、今年の筍は収穫期間が短かったと
話しているのを聞いていたので、この筍が食べられたのは幸運だった。明日葉はまさに島中
に自生している野草であり、近年は畑で栽培もしていて、三宅島の農産物出荷額のトップを
占める。まさに三宅島を代表する野菜だ。晩飯の食材のうち島産でない食材は蕪のそぼろあ
んかけだけと思われるので、民宿夕景は正真正銘の「島じまん食材使用店」といえる。そし
て調理も上手だ。ちなみに食材は漁師であるご主人のお父さんが獲ってきたものや上述し
た漁協の「いきいきお魚センター」
、あるいは神着のヤマシタ商店などで仕入れているそう
だ。生ビール１本と三宅島の地酒・雄山一をロックで１杯飲む。
民宿夕景では到着した日と出発する日に朝食を食べた。女将さんは料理が好きなようで、
多彩なおかずを上手に作っている。到着した日は、サバ焼き、ヒジキ煮、茹でインゲン、大
豆煮、海苔の佃煮、沢庵、出発する日はアジの干物、ハス煮、茹で青菜、煮豆、梅干しで、
両日に共通したのは目玉焼きとヨーグルトであった。
令和２年６月 20 日
雄山環状林道
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この日は前日と打って変わって晴天になった。７時 10 分に民宿を出発、阿古地区の溶岩
流跡を抜け、岡堀住宅団地方面に向かう。途中から三宅島一周道路に合流し、富賀神社前の
バス停から村道雄山線に入る。この一帯は 1983（昭和 58）年の割れ目噴火で溶岩が流れた
ところに近く、大きな木は噴火当時の有毒ガスによって立ち枯れており、溶岩の通った跡に
は初期植生のススキの原が広がっている。溶岩に最初に侵入してくるのがハチジョウスス
キである。イネ科のススキは溶岩の主成分であるケイ素を吸収し、また空気中の窒素固定菌
を根に持っているため、溶岩の腐食化が進む。道路わきに露出した地層断面を見ると、スス
キが風化した溶岩に根を張り巡らせている様子がよくわかる。
溶岩流の跡は降雨によって浸食が進み、いく筋もの小さな谷が形成されているが、降雨時
以外には水は流れていないようだ。この谷筋には砂防堰堤がいくつも築かれていた。
雄山林道を上り詰めると、雄山の山麓を一周する雄山環状林道と交わる。この周辺は村営
牧場があったところで牛が放牧されていた。牛舎の鉄骨のみが放置され、草原には大きなサ
イロが象徴的に立っている。このサイロが牧場であったことの面影を唯一とどめている。ち
なみに干し草をロールに巻いて保存するようになった現在、サイロは使われていないので、
歴史的遺物といえよう。2000 年の噴火まではこの牧場で乳牛が飼われていたようだ。神着
地区で「岡太楼本舗」というお店が牛乳せんべいというのを作っているのはその名残かもし
れない。

七島展望台のあるスコリア丘（左）、旧村営牧場の跡とサイロ（右）

牧場跡から少し左手に登ったところに七島展望台がある。1983 年の噴火によって形成さ
れたスコリア丘（スコリアとは噴火によって放出された岩滓で、これによって形成された丘）
の頂上に置かれている。植物は少なく、いまだに当時の岩滓がむき出しになっているところ
が多い。展望台からは、大島、利島、新島、神津島、御蔵島が確認できたが、八丈島はよく
わからなかった。展望台に八王子から来たというご夫婦がいたので、写真をとってあげた。
何でも早朝の船で着いて、午後の船で帰るというから強行軍である。
雄山環状林道は雄山の中腹を一周する林道（東京都三宅支庁産業課所管）である。2000 円
の噴火で至るところが寸断され、その後復旧が進められたが、未だに島の東側の 1/3 ほどは
通行止めになっている。
七島展望台から雄山環状林道に戻り、時計回りに車を走らせた。途中、都道から登ってき
た南戸林道、伊ケ谷林道と交わり、この辺を過ぎるあたりから樹木は大きくなる。つまり噴
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火の影響を受けていない。三宅島の植生の極相はスダジイ林であるが、この一帯は極相に至
る前のタブノキが多い。
林道は一部未舗装の部分もあるが、おおむねコンクリートで舗装され、走りやすい。ただ
し、林の中を通るので、道路上に落下した枯れ枝が目立つようになった。続いて三ノ宮林道、
土佐林道と交わる。これまでは下り坂だったが上り坂に変わり、少し走ると通行止めになっ
た。ここから火の山峠の方面に下る。
火の山峠の周辺は 1940（昭和 15）年及び 1962（昭和 37）年に割れ目噴火があった場所
で、原生林は焼失した。この園地からはこの時の噴火で形成されたひょうたん山や三七山な
どを一望できる。
島焼酎
下り道で少し迷ったが島を一周する都道に出た。都道を左折して神着方面に向かい、道路
脇にある三宅島酒造を訪ねる。１階が売店になっており、おばさんが１人で店番をしていた。
４号瓶の島焼酎を購入する。１本 1,320 円であった。海側はギャラリーになっていて、眼下
には海が広がる。醸造所はこの店の下にあるそうだが、工場見学の案内がなかったので無理
と判断した。この酒蔵のブランドは「雄山一」という。
店のパンフレットによると、三宅島には阿古地区に三宅焼酎、坪田地区に三自慢、神着地
区に島娘（後に伊豆地区に移動）
、伊ケ谷地区に雄山一という銘柄あったが、雄山一を除い
た３銘柄は次々と廃業したようだ。雄山一も杜氏の体調不良から休業を余儀なくされたの
で、三宅島における焼酎づくりは一旦途絶えることになる。2000 年の噴火による全島避難
が 2005 年に解除されると、有志による２年間の準備期間を経て、2007 年から焼酎の生産が
開始された。社名も伊ケ谷酒造から三宅島酒造に改名された。昔の「雄山一」は麦麹の芋焼
酎であったが、現在は白麹の米麹で常圧蒸留の麦焼酎を造っている。
たんそうしょう う え も ん

伊豆諸島における焼酎造りは八丈島から始まった。薩摩藩の流人・丹 宗 庄 右衛門が郷里
の薩摩から焼酎の製造器具を取り寄せ、芋焼酎製造の技術を伝えたのが始まりとされ、やが
て伊豆諸島に広まった。島では米は貴重品だったから日本酒が造られることはなく、もっぱ
ら芋や麦を原料とする焼酎が作られてきたのである。恐らく各家が自家製造していたと思
われるが、明治時代に入って酒税の関係もあり、企業化が進んだ。

都道脇にある三宅島酒造の建物（左）、売店の内部とギャラリー（右）
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伊豆諸島には、現在、大島、新島、神津島、八丈島、青島と、この三宅島で焼酎が造られ
ている。なお、利島には「さくゆり焼酎」があるが、原料のさくゆりの球根を島外の醸造所
に提供し、製造委託しているものだ。
港と飛行場
三宅島酒造から都道を時計回りで坪田地区に向かう。溶岩で埋まった椎取神社、三七山や
ひょうたん山を見て、三池浜に至る。
三池浜の先には大型客船が発着する三池港（地方港湾）が整備されている。北西風が強い
時化の時に、島の反対側にあるこの三池港が使われるのだが、周辺には集落も、宿泊施設も
ないのでこちらに船が発着する場合は不便なことだろう。
三池港には長い桟橋が沖に延びており、この桟橋にはたくさんの釣り人がいた。三宅島は
外海に浮かぶ孤島なので、カンパチを始め大型の回遊魚が岸壁から釣れる。
三池港から一周道路に戻った交叉点に信号があり、その角にＲＣ３階建ての村役場が置
かれている。ちなみに一周道路には信号が３ヶ所に設置されているが、この信号はそのうち
の１つということになる。上述したように村役場は有毒ガスの影響は未だ強いため使用さ
れておらず、駐車場には村営バスが４～５台駐車していた。
役場の先の海岸沿いに三宅島空港がある。三宅島空港は 1966（昭和 41）年に開港、当初
の滑走路長は 1,100ｍであったが、その後 1,200ｍに延長されている。28 年前に三宅島に来
た時は、この飛行場からエアニッポンのＹＳ-11 に乗って羽田空港に出た。
空港は 2000 年の雄山噴火によって閉鎖され、再開されたのは 2008 年４月のことであっ
た。2014 年にはＡＮＡの羽田便が廃止され、新中央交通の調布飛行場との間に定期便が就
航し、現在に至っている。調布飛行場との間にはプロペラ機が１日３便就航しているが、コ
ロナ禍の影響で乗客が少ないため、６月は午後の１便だけになっていた。所要時間は約 50
分である。
また東京アイランドシャトルのヘリコプターが１日１便大島との間を結んでおり、所要
時間は約 20 分だ。

三池港（左）
、三宅島空港（右）

坪田地区
島の北東から南部にかけてのエリアが坪田地区で、５地区の中でも最も面積が広い。
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空港から少し走ると、坪田の集落に入る。令和２年５月末時点の住民基本台帳上の人口は
570 名（うち外国人 13 名）
、世帯数は 386 戸で、阿古地区に次いで多い。
集落の中心部付近に旧坪田小学校と中学校の校舎が残っている。2007（平成 19）年に三
宅小学校と統合し、閉校になった。旧体育館は「三宅村レクリエーションセンター」に衣替
えし、今流行りのボルダリングのクライミングウォールが整備されている。小学校のグラン
ドでは地元の子供たちがキャッチボールをしていた。
旧小学校から坂を下っていくと、坪田漁港に着いた。漁船が 10 隻係留されていたが、こ
のうち曳釣りの竿を立てた漁船は７隻。漁港の沖には御蔵島が浮かぶ。坂の途中に三宅島漁
協の坪田支所の事務所があった。しかし全く使われていない模様だ。掲示板には最近の情報
も貼られているので、漁協の情報伝達には機能しているようだ。
集落のはずれに都立三宅高校がある。普通科と併合科（農業科、家政科）が置かれている。
現在の在校生は 21 人である。噴火前の 2000 年には 116 人が在籍していたので、1/5 以下に
減少しており、高校の存続が危ぶまれる状況になっている。噴火後はあきる野市の秋川高校
を三宅高校の臨時分校として使用していたが、避難解除後の 2005 年は 38 人になり、その
後少し持ち直したが、近年は減少の一途を辿ってきた。
三宅高校の脇にある坪田林道を登ると、やがて雄山循環林道に合流する。循環林道は右折
できず通行止めになっている。先に示した通り、火の山峠園地に下る少し先で通行止めにな
っていたので、ここから坪田林道までの間の循環林道が通行止めの区間になっているわけ
だ。雄山循環林道を時計周りに進み、村営牧場に向かう。つまり循環林道の通行可能な区間
はこれによって全て走破したことになる。

坪田漁港（左）、都立三宅高校の校舎（右）

大路池と遷移
た いろ

しばらく林道を登っていくと、大路池展望台に出た。道路脇に木造の展望台が整備されて
いる。大路池は約 2,500 年前の噴火でできたカルデラ湖で、周囲はスダシイの原生林に囲ま
れている。後述するアカコッコ館は池のほとりの原生林の中にある。
池の周囲は約２㎞、水深は約 10ｍで、伊豆諸島の中では最も大きい淡水湖である。また
大路池には流入河川も流出河川もない完全な閉塞湖だ。池の水は三宅島の水道の水源にな
っている。池の水の出入りは地下水によっているので、水を取水しすぎると池の水は枯渇し
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てしまう。そこでかつて新井正（立正大学）さんが水収支を検討して揚水量の限界を 3,000
～3,500 ㎥／日と推定している。
大路池の周囲はスダジイの極相林になっているが、そこから山を登った場所は低灌木の
林になり、火山噴火時に発生した有毒ガスで立ち枯れた木が目立つ。さらに手前の展望台の
下あたりはハチジョウススキの原にオオバヤシャブシが侵入した初期植生を呈している。
溶岩流は既存の生物を駆逐する。生物のいない新しく形成された基質上（溶岩）で始まる
遷移を１次遷移という。一方既に存在している植生が火事などで焼失したのち、撹乱された
場所に起こる遷移を２次遷移といい、１次遷移と２次遷移では初期条件が基本的に異なっ
ている。１次遷移は植物が利用可能な養分が殆どない状態から出発するため、土壌の形成が
重要なポイントになる。三宅島では上述したように最初に侵入してくるパイオニアスピー
シスがハチジョウススキである。裸地に最初に侵入したハチジョウススキは溶岩残滓の主
成分であるケイ素を吸収し、根を張り巡らせることで腐植土を形成、そこに空気中の窒素を
固定する根粒菌と共生したオオバヤシャブシが侵入して、徐々に植生の遷移が進み、最終的
にスダジイの極相林へと至る。極相林に至るまでは 800 年以上を要すると、
「三宅島自然ガ
イド」に書かれていた。
つまりこの展望台からは噴火によって裸地化した土地が遷移によって極相に至る過程を
一度に観察できる場所なのである。800 年に及ぶ変化を一ヶ所の展望台から見ることができ
る例は日本でも極めて稀だろう。

大路池展望台から大路池を望む（左）、ススキとオオバヤシャブシの幼木（右）

キンメダイ
11 時すぎにキンメ釣りの漁船の水揚げが阿古漁港で始まる。大路池展望台から雄山循環
林道を通り、村営牧場跡を経て村道雄山線に入り、都道を通って阿古漁港へと急いだ。
阿古漁港の荷捌き場では島のメインの漁獲物であるキンメダイの水揚げが始まっていた。
上述したとおり、三宅島の漁業は 2000 年の噴火と島外避難を経て劇的に変わった。噴火
後はキンメダイを対象とした深場の一本釣がメインになり、今や三宅島の漁業生産額の約
５割をキンメダイが占めている。キンメダイの資源なくして三宅島の漁業は成り立たない
状況となっている。
漁船は一度に水揚げが集中しないように時間を調整しながら入港しているようだ。ちょ
うど港では「海楽丸」の水揚げが始まった。
「海楽丸」は２人乗りで、夜明けと同時の４時
頃から釣りはじめ、10 時頃まで操業していたようだ。釣りの餌はイカを使っている。
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アイスボックスに収容したキンメダイをバイスケに移し、合計６ケースが運搬車に積ま
れた。どうやらこの日は豊漁だったようだ。ちなみにキンメダイの混獲物であるメダイは１
尾だけで、残りは全てキンメダイであった。メダイは価格が安いので敬遠され、キンメダイ
が多い棚を当てるのが漁師の腕の見せ所となっている。
自動選別機に運ばれたキンメダイは１尾ずつ自動選別機のトレイに並べられ、自動計量
されてサイズ別に所定のバイスケの中に仕分けされる。このうち大、特大サイズ（800ｇ以
上）は「三宅島産日戻りキンメ・釣」と書かれたタグが鰓の部分に打たれ、ブランド化され
ている。静岡、神奈川、千葉の漁師にとって伊豆諸島周辺のキンメダイ漁場は遠いため泊り
がけで操業しており、釣りあげたキンメダイは船倉に氷蔵して地元まで持ち帰るから市場
出荷までの経過時間が長く、その分鮮度が落ちる。これに対して三宅島はキンメダイの漁場
に近いから、朝出かけて昼には戻って来れる。つまり高鮮度のキンメダイを供給できる。こ
の地理的優位性をブランド化したわけだ。
サイズ別に選別されたキンメは出荷用のスチロール箱に並べられ、氷を入れてパーチを
かけ、蓋をしてパレットに積まれていく。箱には生産者名、銘柄、入数、総重量が記入され
る。パレットはそのままコンテナに収容され、午後の船で竹芝桟橋に送られ、翌日の豊洲市
場に上場される。

自動選別機によるキンメのサイズ選別（左）、日戻りきんめ・釣のブランドをつけたタグ（右）

アカコッコ館
荷捌き場を見学してから自然ふれあいセンター・アカコッコ館に向かった。
途中に新澪池園地があり、柵を超えて干上がった池の跡をのぞいた。この新澪池は 1763
（宝暦 13）年７月の噴火によって形成されたカルデラ湖であったが、1983（昭和 58）年 10
月に発生した水蒸気爆発によって一瞬にして干上がったといわれている。現在は池の跡が
残るだけだが、水がなくなって 37 年経つにもかかわらず池底には大きな木がないから池で
あったことがよくわかる。この池に水があった頃は 0.5％の塩分が含まれていて、コイやワ
カサギなどが生息していたと、村が立てて看板に書かれていた。
その少し先にアカコッコ館がある。アカコッコは伊豆諸島とトカラ列島のみで繁殖する
ツグミの仲間の小鳥で、国の天然記念物に指定されている日本の固有種である。三宅島を象
徴する小鳥なので施設名に取り入れたのであろう。アカコッコ館は 1993（平成５）年にオ
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ープンしたが、2000 年の噴火で全島避難したため、一旦休館になっていた。避難解除後の
2005（平成 17）年７月から再オープンしている。
私の父親はバードウオッチングを趣味にしていたが、晩年、日本野鳥の会が主催した観察
会で三宅島まで出かけている。その話を聞いていたのでアカコッコという小鳥の名前はな
ぜか覚えていた。
都道脇の駐車場に車を停めて、うっそうとした亜熱帯林の中を 100ｍほど歩いたところに
アカコッコ館がある。65 歳以上は入場料が無料だが、中に入るにはマスクを着用していな
ければならない。車内にマスクを忘れてきたため取りに戻る。館内には研究員と思しき男性
が１人だけいた。林の中で白い花を付けたランのような植物が目についたのでその男性に
植物名を聞くと、ランではなくショウガ科の植物でアオノクマタケランだと教えてくれた。
冬にはその花が赤い実をつけるそうで、島では正月の飾りとして出荷するという。
大路池の周囲には散策路が整備されているが、時間がないため歩くのはやめる。

新澪池跡（左）、白い小さな花を付けるアオノクマタケラン（右）

アカコッコ館からまっすぐ「民宿夕景」に戻り、宿代を清算。竹芝桟橋行の船は風の関係
で伊ケ谷港に変わったという。ご主人が運転する車で、12 時 45 分に民宿を出発。来た時と
同様、30 歳代の釣りキチ青年も一緒だった。彼はこの１日半の間に大型のハマフエフキを
始め、クーラーいっぱいの魚を釣っていた。クーラーはかなり大きく重量は 20kg ほどにな
るという。若いからできる所業で、私などは鼻から持つ気になれない。
彼は三宅島によく来るから心得たもので、伊ケ谷港の待合室の周りを歩き回り、明日葉を
摘み、私にくれた。家に帰ってから茹でで食べたが、癖のある味は病みつきになりそうだ。
任期を残すこと 1 週間となった「さるびあ丸」は定刻の 19 時 30 分に竹芝桟橋に着いた。
帰りは２等椅子席をとったが、60～70 人は収容できると思われる部屋に私ともう１人の２
人だけだった。
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