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2020年２月 18日 

久米島空港 

 久米島は那覇市の西約 90 ㎞の東シナ海に位置する。面積は 59.53 ㎞ 2で、沖縄県では西

表島、石垣島、宮古島に次いで大きい。周囲は 53.3㎞に及ぶので、島の規模からしてレン

タカーを使わないことには身動きがとれない。 

数日前から西高東低の気圧配置が続き、海上交通はマヒしたままだったので、那覇空港か

ら飛行機を利用した。久米島と那覇空港の間は１日７便のプロペラ機が就航しているから

便利である。 

久米島を訪れるのは今回で４回目となる。水土舎を設立したばかりのころに、上棚さんと

いう水産庁漁港部のＯＢがつくられた会社から頼まれて新しい漁港建設の仕事で来たのが

最初だった。その他にサンゴの保全活動の取材でも訪れたが、何れも要件を済ませるととん

ぼ返りしたために、島の印象はきわめて希薄であったし、島全体についてはほとんど知識を

有していなかった。ただ前回来た時はやはりきわめて強い風が吹いており、飛行機は１回で

着陸できず２回目に激しく揺れるなかを着陸し、肝を冷やした記憶だけが残っている。 

久米島空港には９時に着いた。すぐにイーストレンタカーの受付に行き、軽自動車を借り

る。じつは沖縄県海洋深層水研究所の前所長で、現在は佐賀大学の客員教授を務めている鹿

熊さんが 10時半までしか研究所にいないというので、急いで同研究所まで行かなければな

らなかった。飛行場は久米島の西のはずれ、海洋深層水研究所は島の東はずれにあるから島

を横断しなければならず、車で少なくとも 20分はかかりそうだなので、鹿熊さんとの面談

時間を確保するためには急いだ。 
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レンタカーは丸２日間借りた。空港内の駐車場まで歩き、県道 89号（久米島空港真泊線）

を一路東に向かい、真謝
ま じ ゃ

にある沖縄県海洋深層水研究所へと車を走らせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久米島空港（左）、琉球エアコミュータのプロペラ機（右） 

 

沖縄県海洋深層水研究所 

 研究所に着くと、鹿熊さんは所員と打ち合わせ中だった。会議を中座し、すぐに久米島漁

協に連れて行ってくれた。代表理事専務の宮里真次さんを紹介され、翌日の 13時に調査の

アポをとる。またサンゴの保全活動を担っている地域おこし協力隊の黒木恭子さんを紹介

された。彼女は愛知県の出身で協力隊員としては珍しく漁協に詰めている。 

研究所に戻り、パワーポイントの資料をもとに鹿熊さんから研究所の概要について説明

を受ける。 

旧海洋科学技術センターは中島氏を中心に海洋深層水の低温特性、富栄養特性、清浄特性

に着目した研究を進めてきたが、高知県室戸岬に海洋深層水研究所が設立されると（1989

年）、海洋深層水ブームが訪れる。特に逆浸透膜による脱塩水を利用した様々な商品群が誕

生すると、国民的レベルで深層水に対する認識が深まった。かくして深層水の取水が経済的

に可能と思われた全国各地（急深な海底地形を有する半島や離島が中心）に深層水の取水設

備が整備されていく。水土舎もこの間深層水のコンサルの仕事を請け負ったが（設立当初は

フィジーにおける海洋深層水の水産利用の仕事。東電や東芝、日本鋼管などで組織したＯＴ

ＥＣＡから受注、仕掛人の金丸信の失脚によってこのプロジェクトは頓挫）、私自身は本来

の水産利用があまり進まず、脱塩水が如何にも健康に良さそうな宣伝のもとに急拡大して

いく状況を見て、このブームはいずれ萎むだろうと思っていた。案の定その様相を呈してい

る。 

 沖縄県海洋深層水研究所は高知県から遅れること約 10 年後の 2000（平成 12）年６月に

開所している。当初、県内に３つの候補地（久米島以外に本島の辺戸岬と粟国島）があった。

その中から水深 600ｍ地点までの距離が短い、後背地の確保、交通の便、リゾート等との整

合性、離島振興、地元の協力などを考慮して最終的に久米島に決まったそうだ。ちなみに元

県知事の太田昌秀氏が久米島の出身だったことも影響しているようだ。 

 海洋深層水の取水施設は清水建設㈱が施工し、取水管は古河電気工業㈱製の鉄線鎧装硬

質ポリエチレン管（内径 280㎜）が用いられている（日本で最初の深層水取水は私が以前勤

めていた㈱東京久栄が徳之島で施工している）。取水ポイントは距岸 2.3 ㎞、水深 612ｍで
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ある。ちなみの全国の海洋深層水の取水水深としては２番目に深い。取水量は日量 13,000

トンであり、国内に 16ケ所ある海洋深層水の施設の中ではダントツの水量である。ちなみ

に沖縄県に次ぐのが北海道羅臼町と高知県室戸市の約 4,000 トンであるから２位とは３倍

以上のひらきがある。深層水の水温は年間と通じて８～９℃と安定している。表層水は 20

～30℃の範囲にある。 

 深層水と表層水はそれぞれ着水槽に導入、さらに配水塔にポンプアップされて、位置エネ

ルギーを利用して、周辺の関連施設に配水される。研究所の敷地内には、本館、海洋温度差

発電（ＯＴＥＣ）の実証装置、水産研究棟、水産土木技術センターのサンゴ種苗生産棟、冷

温農業研究温室、水産実用化試験棟、屋外水槽、海藻・介類研究棟などが整備されている。

また研究所の周囲にはクルマエビの種苗生産施設（沖縄県車海老漁業協同組合）、海ブドウ

の陸上養殖施設（久米島海洋深層水開発㈱）、化粧品製造工場（㈱ポイントピュール）、カキ

養殖施設（ジーオーファーム）などが立地し、これらの施設に深層水と表層水が供給されて

いる。周辺施設にはパイプラインで供給されているが、周辺以外の利用施設にはタンクロー

リーで運ばれている。 

 深層水の供給単価は用途別に設定されている。塩や飲料水、化粧品などの工業向けは 400

円／トン、久米島漁協の荷捌き場で鮮度保持用に利用されているものは 110円／トン、奥
お

武
う

島にあるバーデハウスに温浴利用向けに供給されているものは 40円／トン、クルマエビ種

苗生産、海ブドウ養殖、カキ養殖などの水産利用は６円／トンである。 

 久米島海洋深層水協議会の調査によると、2016年の海洋深層水関連企業の経済効果は 25

億円と推定され、このうち水産が 64％と最も大きく、その他 26％、食品関連 10％という内

訳であった。そして 18社で 140人の新規雇用が発生したと報告されている。上述したよう

にわが国の海洋深層水利用は脱塩水の販売を中心としてきたことからブームが去った後は

息絶え絶えになっている。こうした状況に対し水産利用を中心としかつ多様な利用を図る

久米島は海洋深層水利用の理想に近いと評価できるのだ。 

沖縄県海洋深層水研究所は所長と水産関係の研究員１人、臨時職員４人で構成され、研究

員が少ないのが難点になっている。なお農業分野の研究員は昨年４月以降ゼロになってお

り、同分野の研究はストップしたままだ。ちなみに農業分野では深層水の低温特性を活かし

て土を冷やし、夏季にほうれん草を生産する研究が行われていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県海洋深層水研究所の本館（左）、深層水の着水ピットと配水塔（右） 
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サンゴの種苗生産 

研究所の敷地内に（一社）水産土木建設技術センターのサンゴ増殖研究所が置かれている。

ここではサンゴの幼生を有性生殖法で生産している。同センターの専属の職員がいるはず

だが、どこかに出かけているようで鹿熊さんに施設を案内してもらった。彼はもともとサン

ゴが専門である。 

アマモ場やガラモ場を増やす場合、自然に分布する藻（草）体を採取し、移植することは

基本的に許されているが、サンゴについては移植する目的であっても自然のサンゴを採取

することは沖縄県の県条例で禁止されている。このため何らかの方法（土木工事で撤去する

など）で確保したサンゴを施設内で飼育して親サンゴとし、年１回の産卵によって抱卵した

サンゴをプレート等に着生させて移植用の稚サンゴを確保することになる。 

水産土木建設技術センターでは、沖ノ鳥島にサンゴを移植し、造礁サンゴの拡大を図る事

業を展開してきた（ＥＥＺの確保が目的）。この移植に要するサンゴ種苗は、これまで阿嘉

島の臨海研究所で生産していた。ところが同研究所が閉鎖されたため沖縄県海洋深層水研

究所の協力を得て、この地で生産することになったものである。 

鹿熊さんはちょうど出張にでかける時間になったため、施設内の案内は研究所の唯一の

研究員である照屋清之介にバトンタッチした。 

  

海洋温度差発電 

研究所の入口近くに日本で唯一の海洋温度差発電実証設備が置かれている。この設備は

沖縄県が 2012 年 11 月に着工し、2013 年６月から発電を開始したもので、100kw の出力を

有するプラントだ。現在、ＩＨＩプラント建設㈱、㈱ゼネシス、横川ソリューションサービ

ス㈱の３社の共同企業体に運営を委託している。設備の建設にあたっては佐賀大学がこれ

までの研究成果を提供し、協力している。 

見学対応のマネージャーはベンジャミン・マーティンという外国人で、もともと久米島に

英語教師としてやってきた人のようだ。彼の案内で屋外の施設を見て回った。 

海洋温度差発電（ＯＴＥＣ：Ocean Thermal Energy Conversion）は沸点の低い冷媒を表

層の温かい海水で蒸発させてタービンを回して発電、冷たい深層水で冷却して液体に戻す

仕組みだ。冷媒には代替フロンの一種の「３M Novec 7000」が用いられている。また海水温

を冷媒に伝える熱交換器にはチタンのプレートが使われている。実証設備は３階建てで最

上階にタービン発電機、２階に蒸発器が置かれている。以前は 24時間の連続運転を行って

いたが、現在はやっていないとのことだ。 

久米島町では 2011年３月に、海洋深層水複合利用基本調査報告書を発表している。取水

管を増設し、１Ｍｗ級の海洋温度差発電と深層水の総合的利用を組み合わせた「久米島モデ

ル」を提唱している。現在の日量 1.3万トンの取水量を 10万トンに増やし、ＯＴＥＣの出

力を１Ｍｗに増やし、取水した水を多面的な事業に活かし、島嶼自立型の「久米島モデル」

を目指そうというものだ。 

久米島のピーク時の電力量は 10Ｍｗｈ、平均５Ｍｗｈなので、１Ｍｗの出力が得られれ

ばベース電源になりうるという。ちなみにキリバスや韓国には１Ｍｗのプラントがあるそ

うだ。取水管は内径 1.2ｍの取水管を２本増設する必要があるという。 
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ＯＴＥＣに用いた海水は、①既存事業の拡張、②カキ、藻類などの実証事業の商業化、③

海水淡水化や空調利用、④リチウム回収やバイオ利用などの技術開発に用い、島の産業をボ

トムアップする計画だ。マーティンさんの話では、海水をポンプアップするための動力費は

トンあたり３円になるという。エネルギー利得がどの程度期待できるのか、また巨額の設備

投資資金とその回収についても気になるところだ。 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

海洋温度差発電の実証プラント（左）、チタンプレートを用いた熱交換機（右） 

 

クルマエビの種苗生産 

沖縄県海洋深層水研究所の水産分野の最大の貢献がクルマエビの種苗生産である。深層

水にはウイルスや細菌が少ないという清浄特性を利用してウイルスフリーのクルマエビ種

苗を生産し、沖縄県内の養殖場に供給したのであった。沖縄県は日本一のクルマエビ生産県

であるが、1993 年ごろに発生した急性ウイルス血症（ＰＡＶ）によって多大な被害を受け

たのである。このため同研究所が生産したウイルスフリーの種苗が県内のクルマエビ養殖

を救った。現在は県内の種苗需要の約９割を久米島から供給している。 

当初は研究所で直接生産していたが、現在は民間に技術移転し、隣接する沖縄県車海老漁

業協同組合の海洋深層水種苗供給センターが生産するようになっている。 

ただ長年にわたって県内産の親エビを選抜育種して、特定の親を使いまわしていたため、

近親交配と思われる原因不明の疾病が発生し始めたという。原因を特定するために東京海

洋大学との合同研究に着手しているとのことだ。一方、他県産のクルマエビを親として活用

を図ることにより、この問題をクリアーする研究も同時に進められている。ところが他産地

のクルマエビの多くはすでにウイルス感染を受けていることが多いという。このため、研究

施設に機器を整備して、感染状況を明らかにするためにＬＡＭＰ法（遺伝子増殖法）によっ

て検査をしながら進めているようだ。 

また種苗生産のためには眼柄
がんぺい

処理（卵の成熟を抑制するペプチドホルモンを分泌する）と

ともにクルマエビの催熟促進にはゴカイ類を不可欠だという。この話は初めて聞いたのだ

が、何でもゴカイ類のアラギドン酸という脂肪酸が催熟には欠かせないらしい。餌としての

ゴカイはすでに国内で調達することは難しくなり、中国からの輸入に依存している。ところ

がこのゴカイ類がほとんどウイルスに感染しているため、ウイルスフリーのゴカイ類を安

定的に確保することがクルマエビ種苗生産にとってもう一つ重要な課題になっているそう

だ。このため、研究所では餌のゴカイ類を培養するための研究も併せて進めている。 
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沖縄県車海老漁業協同組合の海洋深層水種苗供給センター（左）、クルマエビの種苗生産施設（右） 

 

藻類研究 

同研究所では、海洋深層水を利用した海ブドウ（クビレヅタ）の陸上養殖の研究を進めて

きたが、その成果は民間に移転され、後述するように海ブドウ養殖の産業化に成功している。

海ブドウに白化粒が出現することがあるため、現在はその原因究明に取り組んでいるとの

ことだ。一方、新たな海藻類の陸上養殖の対象としてトサカノリとアオスジノリの養殖試験

が行われている。 

トサカノリは海藻サラダや刺身のつまなどに使われている紅藻類である。フリー培養に

は成功したが、トサカノリの表面に珪藻類が付着して鮮やかな紅色を阻害する問題があっ

たそうだ。そこでチグサガイという小さな巻貝を一緒に飼ったところトサカノリの表面の

珪藻類をこの小巻貝が食べてくれて、問題は一挙に解決したという。ちなみに私はシマハマ

ツボというやはり小型の巻貝がたくさん付着したアマモの葉の表面は鮮やかな緑色を呈し

ているのを発見したことがあるが、この話を聞いてその時のことを思い出した。 

スジアオノリは大産地であった徳島県の吉野川河口が環境悪化で不作が続き、国内の供

給量が大幅に減少しているらしい。照屋さんの話では、需要に対して 90～100トンほど足り

ないそうだ。このため価格は高騰し、１kgあたりの単価は６万円ほどになっているらしい。

スジアオノリの養殖は技術的にすでに可能になっており、単価の上昇によって、養殖対象と

しての魅力は増しているという。 

 

パンライト水槽で培養中のトサカノリ（左）、スジアオノリ（右） 
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海ブドウ養殖 

 続いて照屋さんに研究所のすぐ隣にある海ブドウの養殖施設に連れて行ってもらった。

敷地内には４棟の鉄骨造りのハウスが建ち、ハウス内にコンクリート製の小割水槽が約

1,000基並ぶ。場長の仲道さんから説明を受ける。 

この施設には水温７～８℃の深層水と表層水がパイプラインで供給されており、両方の

海水をブレンドして海ブドウの生育に適した水温帯（24℃前後）を確保している（ちなみに

水温が高いと粒の付きが粗くなる）。つまり海洋深層水の低水温特性を活かしているわけだ。

また海ブドウの生長には栄養塩類が必要だが、深層水の富栄養特性によって供給できる濃

度には限りがあるため、この施設ではタイ養殖用の配合餌料を添加しているという。 

海ブドウは標準和名を「クビレヅタ」という緑藻で、球状の小枝が密生し、形状がブドウ

の房に似ていることから名づけられた。もともと亜熱帯域に分布する海藻で、当初は海面で

養殖が行われていたが、1994 年ごろに本島の恩納村漁協が陸上養殖方式を導入し、産業規

模での生産が始まった。上述したように沖縄県海洋深層水研究所では 2002 年から 2006 年

にかけて海ブドウの陸上養殖技術の研究開発を行い、その成果を民間移転したものだった。

民間の受け入れ先が久米島海洋深層水㈱で、同社は海ブドウ養殖の他に、深層水を脱塩した

飲料水と塩を生産している。 

 海ブドウは栄養繁殖で増えるので、断片を養殖用の網棚に植え付けると、約 30日で 20㎝

ほどの長さに生長する。生長した海ブドウは人海戦術で摘み取り、選別、養生を経てパック

詰めされる。 

久米島は海洋深層水が利用できることから低コストでの水温調整が可能である。これに

対して同島以外の県内他産地では夏季に水温を下げる手段がないことから、高品質の海ブ

ドウが生産できず、この時期は品薄になる。この市場を埋めているのが久米島産で、夏場に

流通する海ブドウのほとんどが久米島産といっていい。沖縄県の海ブドウ生産に占める久

米島のシェアは約７割にも及ぶ。 

久米島町の「産業の概況」によると、海ブドウの本格的な出荷は 2011年から始まり、2018

年の生産量は約 223トン、出荷額は 3.8億円であった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

説明していただいた仲道場長（左）、海ブドウの陸上養殖施設（左） 

 

町役場 

役場の近くにある「ひらまつ」という食堂で久米島そばを食べ、昼休みが終わったころを
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見計らって 13時に久米島町役場仲里庁舎を訪ねた。役場の隣に町立球美中学校があり、付

近には小学校と幼稚園、郵便局、駐在所、歯科診療所、Ａコープなどが固まっている。 

久米島は現在１島１町であるが、2002（平成 14）年前は島尻郡具志川村と仲里村という

２つの村で構成されていた。島の西半分が具志川村、東半分が仲里村であった。ただ合併し

たにもかかわらず、本庁舎とはいわず、仲里庁舎、具志川庁舎を名乗っている。どうやら本

庁舎が旧村のどちらなのかを明確にするのを避けているようなのだ。 

ただ仲里庁舎に町長がおり、教育委員会と水道課を除く各課が置かれていることから、実

態としては仲里庁舎が本庁舎に相当する。なお、久米島町には、久米島本島の他に有人離島

である奥武島とオーハ島、米軍の射爆場が置かれている鳥島、さらに以前硫黄鉱山で栄え火

山噴火後に久米島に集団移転してきた硫黄鳥島も含まれている。 

町民課に行き地区別の人口と世帯数のデータを入手する。町勢要覧を入手しようと２階

の総務課を訪ねたが作成中とのことだった。産業関係の統計なら産業課が「産業の概況」と

いう冊子を毎年更新していると言って、１階の産業課まで案内してくれた。さらに隣の建設

課で管内地図をいただく。 

2015（平成 27）年に実施された国勢調査時における久米島町の人口は 7,733人（3,350戸）

であった。また、2020（令和２）年１月末現在の住民基本台帳の人口は 7,767人（3,985戸）

となっており、当時とあまりかわらない。 

ここで久米島の人口の推移を振り返っておこう。明治期以前の久米島は 18世紀後半から

19世紀にかけて頻発を繰り返した疫痢や天然痘の流行で、人口は激減している。例えば 1809

（文化６）年ごろの久米島の人口は仲里間切（村）だけでも 5,000人余にのぼったが、疫痢

の流行が収束した後の人口は 1,300 余人に激減したとされている。そして 1879（明治 12）

年の廃藩置県直後の久米島の人口は 4,390人（世帯数は 947戸）にすぎなかった。1） 

 沖縄県の誕生後は島外からの移住者が相次いだ。仲里の銭田や真我里は沖縄本島からの

移住者が家を構え、奥武と真泊は糸満や渡名喜島、粟国島の漁民が漁期にやってきて、間切

に「津口銭」を納めて漁をやり、漁期が過ぎると引き揚げて帰ったが、廃藩置県後は定住す

る者が次第に多くなって集落を形成していった。また大原は首里や那覇の没落士族が「大原

開墾社」を結成して移住してできた集落であり、鳥島の集落は 1903（明治 36）年４月に硫

黄鳥島が爆発し、島民を久米島に移すことになり、同年 12月と翌年４月の２回にわたって

移住してできた集落である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久米島町役場仲里庁舎の建物（左）、役場の隣にある島で唯一の中学校・球美中学校（右） 



45 

 

その後、方々から人が集まって集落が拡がり、かくして 1955（昭和 30）年の国勢調査時

には人口（世帯数）は 17,167人（2,980戸）に膨れ上がった。しかし、高度経済成長以降、

人口の流出が相次ぎ、徐々に減少しながら推移している。ただ人口の減少は全国の離島に比

較すると穏やかである。 

 

久米島博物館 

 役場にある資料は限定されていた。博物館に郷土関係の資料が揃っていると聞いて、すぐ

に村立久米島博物館に向かった。博物館は役場と空港の中間あたりの小高い丘の上にあり、

すぐ近くには公立久米島病院、坂の下の海の近くに県立久米島高校が置かれている。そして

周囲にはサトウキビ畑が広がる。 

博物館は 2000 年にオープンした。常設展示室は、「久米島の自然」「時代の移り変わり」

「久米島の貴宝」「島の暮らし」の４つのテーマにわけて比較的整然と資料が展示されてい

る。島の形成、下地原洞人、グスク、移住など、時代を追って時系列的に展示され、久米島

の歴史を手軽に学ぶことができる。島の暮らしは、農、漁、祭、衣、貯、食、墓などにわけ

て古い品々が並べられていた。 

エントランスの右側に特別展示室があり、ここでは久米島紬事業協同組合創立 50周年を

記念した「久米島紬展」が開催されていた。久米島紬の特徴である「黒物」を中心に 24～25

点が展示されており、かりゆしウェアもあった。 

久米島では古くから養蚕が行われていた。1713年に編まれた「琉球国由来記」には、「尚

寧王世代の万歴 47（1619）年に越前出身の坂元宗味が久米島に渡り、蚕を飼い、桑の木を

植え、綿子（真綿）を島の百姓たちに教え、それが紬布の始まりである」と書かれていると

いう。18世紀以降は紬の生産が盛んになると税金として納めるようになり、久米島では「御

用布」と呼んでいた。米に代わって紬を納めていたのである。15歳から 45歳までの女性に

この税が課せられ、大変重い負担であったという。明治 30年代に入ると御用布制度はなく

なったが、そのころまでに伝えられていた紬織の技術の伝統はその後も脈々として受け継

がれ、今日に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久米島博物館の建物（左）、通路に置かれた船の展示（右） 

1980年代中頃までは養蚕を行う兼業農家も多かったが、次第にサトウキビ専業に移行し、

1990年代に入ると島での養蚕は途絶えた。10年ほど前に久米島紬保持団体が中心となって

養蚕を復活させている。ただ、桑畑の面積は 300坪に過ぎないので、生糸の多くは外国産や
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県外産のものに依存しているのが現状だ。 

生糸の染色には島に自生するグール（オキナワサルトリイバラ）、ティカチ（シャリンバ

イ）（茶色及び茶褐色）、ユーナ（オオハマボウ）（銀鼠色）、サンニン（ゲットウ）（桃色）、

クロキ（ナカハラクロキ）、ヤマムム（ヤマモモ）（黄色）、ウージ（サトウキビ）、ギキチャ

ー（ゲッキッ）（緑色）などが用いられる。いわゆる草木染である。久米島紬の伝統的な染

色法の一つが泥染であり、久米島紬を代表する独特の黒物はこの泥染で、島でとれた池の泥

をくぐらせてつくる。 

久米島には現在、久米島紬の織子が 50～60人ほどいる。彼女らは後述するユイマールと

呼ばれる共同作業場で自分の織機を持ち込んで作業をしている。 

館内を一通り見学してから、図書室で島の文献を確認し、自分でコピーする。コピー代は

１枚 10円。博物館には島の関連資料が豊富に揃っていた。 

博物館に敷地内には、フールと呼ばれる豚舎、さらに背後の山は伊敷城跡で、県の史跡に

指定されている。 

 

上江州家と月桃 

博物館を出て、島を時計回りに一周することにした。県道 89号を東に向かい、役場の具

志川庁舎の角を右折して県道 242号（宇根仲泊線）に入り、しばらくして県道から右に入っ

た西銘地区の集落に上江
う え

洲
ず

家の屋敷がある。1750 年ごろに建てられたもので、国の重要文

化財に指定されている。久米島は山裾の水が豊富な土地に最初に集落が形成された。この西

銘地区は背後の北側にダルマ山があり、最もその条件に適っていたようで、集落の形成は古

い。集落の案内図をみると、周辺には史跡が多く分布しているようだ。 

観光案内によると、具志川城主の末裔である上江洲家は、具志川間切（村）の地頭（村長）

を勤めた旧家で、綿糸やお茶等の栽培を促進し、特に紬の製法を住民に普及させるとともに、

貧民の救済、国王への献納など数々の善行をしたことでも知られているという。 

車を近くに停めて、石垣沿いの道を歩いて敷地内に入る。入り口に沖縄の伝統的な様式で

あるサンゴ石のヒンプンが置かれている。そこを回って中に入ると、正面に赤瓦の古い主屋

が建つ。庭木はきれいに手入れが行き届いている。家にはだれもいなかったので、勝手に中

を見て回った。主屋の他に、蔵、先祖を祀った離れ、トイレを兼ねた豚小屋のフールなどが

ある。この屋敷は中国の風水思想によって配置されているといわれている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

上江州家の屋敷（左）、庭に咲いていた月桃の花（右） 
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主屋の裏手に月桃が白い花を咲かせていた。月桃はサトウキビを束ねるのに活用された

植物であるが、最近は香りが良いことから化粧品や食品などの様々な商品が開発されてい

る。沖縄地方を代表する植物で、美しい花を見るのは初めてであった。 

 

泡盛 

 宇江城地区に「㈱久米島の久米仙」という随分長ったらしい名前の泡盛醸造所がある。「久

米仙」という泡盛は比較的名が知れていて、私も以前に飲んだことがある。実はこの泡盛は

久米島産ではなく、本島の那覇市に本社があることは知っていた。久米島出身の人が出身地

の島の名前をブランドにしたものだった。久米島に来て、これとは別に泡盛の醸造所がある

ことを知った。那覇市でつくられている「久米仙」と区別する意味でわざわざ「久米島の久

米仙」と命名したわけだ。ところで「久米島の久米仙」は 1949年の創業で、「久米仙」の方

が 1952年の創業なので、久米島の酒蔵の方が歴史は古いことになる。 

「久米島の久米仙」は県道から少し坂を登ったところにあった。夕方だったので工場内は

見学できなかったが同じ敷地内に売店があり、自社製品が陳列されており、泡盛の製造工程

を紹介する映像も流されていた。 

泡盛の原料はタイ米（硬質米）である。原料の米を洗い、蒸した後、黒麹を散布して米麹

をつくる。出来上がった米麹をステンレス製のタンクに入れて水と酵母を加えて発酵させ

る。発酵には 15～17日かかる。発酵後、単式蒸留して大型貯蔵タンクに入れて熟成させる。

長時間保存するほど風味とまろやかさが増し、３年以上熟成させた泡盛は古酒
く ー す

と呼ばれる。

この会社のボトリング能力は一升瓶換算で１日６万本である。売店で古酒を一本購入する。 

新婚旅行で沖縄に行ったとき、那覇市にある「瑞泉」というメーカーの泡盛を土産に購入

してきた。素焼きの瓶にコルクの栓がしてあったが、25 年後に飲んだところ量は半分に減

っており、それほど感激する味ではなかった。 

沖縄県には泡盛醸造所が約 45ある。このうち離島では伊平屋島、伊是名島、宮古島、伊

良部島、石垣島、与那国島、波照間島とこの久米島の合計８島にあり、合計 20 社に及ぶ。

比較的大きな島には複数の醸造所があり、久米島にはもう一つ米島酒造というメーカーが

あり、「久米島」「美ら蛍」「美ら波」「星の灯」などのブランドで売られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇江城地区にある「久米島の久米仙」の工場（左）、大田地区にある米島酒造の建物（右） 

米島酒造は 1948年３月に７人の仲間と始めた米島興業合資会社がルーツで、1962年に個

人会社となり、現在は４代目になる。生産量は久米島の久米仙に比較すると遥かに小さく、
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生産量の８割は島内消費で島外では知られていない。 

この工場の下に、久米島海洋深層水開発㈱のミネラルウォーターと製塩の工場が置かれ

ていた。 

 

グスク 

続いて島の北海岸に築かれたグスク（城跡）を訪ねる。最初に訪ねたのが具志川城跡だ。

海岸に突き出た標高 25ｍほどの台地に築かれたもので、15 世紀の初めに島外から来た

真達勃
マ タ フ ツ

按司が築城したと伝えられている。マタフツの死後、子のマカネゴエの時代に伊敷索
イ シ チナ ハ

按司の次男のマニクタルに滅ぼされ、マニクタルは具志川城に入って具志川按司と称した

という。このグスク時代に現れた各地の支配者を按司
あ じ

といった。 

具志川グスクは４つの郭（曲輪）からなり、そのうち２の郭には基壇の上に城が築かれて

いたとされる。城壁の石材はサンゴ石灰岩や琉球石灰岩が用いられ、板状の輝石安山岩と組

み合わせた箇所もみられるという。2000 年から始まった石積み修復を目的とした発掘調査

から元及び明代の青花磁器や竜泉窯系青磁、華南産黒袖などの輸入陶磁器をはじめ古銭、金

属製品などが出土しており、この時代から中国との貿易が盛んに行われていたらしい。 

具志川グスクから海岸に下ったところに「ミーフガー」と呼ばれる観光地がある。巨大な

岩の間に穴があいている。石灰岩と凝灰角礫岩で構成され、違った時代につくられた岩が風

化して柔らかな部分が削られて穴ができたそうだ。女性器を想像させるためか、女性が拝む

と子宝に恵まれるとパンフレットに書いてあった。 

県道 242号に戻り、東に進むと高台に自衛隊のレーダーが見え、近くに城壁らしきものが

そびえている。次に訪れたのが宇江城城跡だ。県道 242号から山側に入り上り詰めたところ

が、久米島の最高峰である宇江城岳（309.5ｍ）になる。この山頂に築かれたのが宇江グス

クである。 

戦後、米軍に接収されていたが、2001年に一部が返還され、2003～2004年度にかけて範

囲確認調査が行われ、さらに 2007年度から復元整備を伴う発掘調査が進められてきた。こ

のグスクは３つの郭で構成され、城壁は安山岩である。一番上の郭の東側の石垣は城内で最

も高く、物見用だったといわれている。上述した伊敷索按司の長男が宇江城の城主であった。

ちなみに伊敷索按司には３人の男子がおり、３男は登武那覇城にそれぞれ配置した。ここは

現在、登武那覇園地として整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具志川城跡（左）、宇江城岳に築かれた宇江城城跡（右） 
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久米島に按司が出現した時代、つまりグスク時代は三山統一（1419 年）のころから尚真

王（伊是名島出身で第二尚氏を築いた尚円の子）による討伐までのわずか 80年ぐらいと考

えられている。その後は琉球王国に支配されることになり、具志川と仲里の間切に蔵元（役

所）が配置された。 

宇江グスクの頂上まで歩いて登ることができる。久米島を 360度眺望できる絶景だ。転落

の危険があるため、周囲には柵が張り巡らされている。このグスクの反対側に航空自衛隊久

米島分屯基地が置かれている。久米島町の住民基本台帳によると、この基地には単身者 53

人がいるようだ。 

 

ビーチ通り 

宇江城城跡から再び周回道路に戻ったところに比屋定バンタがある。バンタとは「崖っぷ

ち」という意味だ。海抜 200ｍほどの断崖絶壁に続く。眼下には農地やクルマエビの養殖場、

そしてその先に海が続く。展望台が整備されており、洋上に粟国
あ ぐ に

島、渡名喜島、慶良間諸島

が見えるはずだが、あいにく視界が悪く、これらの島々は見られなかった。 

展望台から真泊漁港に下る道は素晴らしい眺めだ。2013 年 11 月に開通した陸橋で、「て

ぃーだ橋」「つむぎ橋」と名付けた橋が続く。ここから海洋深層水研究所一帯とオーハ島か

らハテノ浜が眺望できる。 

久米島には２連泊することになるが、その宿は島の南東部の海の近くにある。この一帯に

は、後述するイーフビーチホテルやリゾートホテル久米島アイランドと多数の民宿が固ま

っている。おそらく久米島の半数近くの宿泊施設がここにあるだろう。謝名堂と比嘉という

集落に属するが、もとから形成されていた県道 89号沿いの集落とは別に本土復帰後の観光

客を受け入れるために新しくできた町に違いない。海岸沿いの道はビーチ通りと呼ばれ、こ

の一帯の陸側にはサトウキビ畑が広がる。ちなみに久米島にはコンビニ（フェミリーマート）

が２軒あるが、そのうちの１軒がビーチ通りの近くにあり、それだけ需要が多いということ

だろう。 

ビーチ通りのわきの空き地に車を停めて、「民宿シーサイドジュゴン」にチェックインす

る。靴を脱いでカウンターに行き、大声を出すと奥から女性が出てきた。２階の部屋に案内

される。この民宿の客はほとんどがマリンレジャーで訪れる人たちなのだろう。オフシーズ

ンなので泊り客は数人しかいなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民宿シーサイドジュゴンの外観（左）、ビーチ通り（右） 
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部屋はツインルームで、トイレとシャワーがついているがバスタブはない。食事の提供は

なく、素泊まりだ。このあたりの民宿はほとんどが素泊まりのようなので、周辺には居酒屋

や飲食店が多い。パンフレットには 18軒ほどが載っており、宿泊施設と飲食店が共存共栄

していることになる。 

地元の産品が食べられると民宿で紹介された「波路」に行く。ボイルしたマガキガイ（地

元ではコマガイと呼ぶ。高知県ではチャンバラガイ）のボイル、島豆腐の冷奴、ハリセンボ

ン（アサバー）の唐揚げ、海ブドウ、そしてソーキ煮を食べる。オリオンビールの生ビール

を１杯と「久米島の久米仙」をロックで１合飲んだ。 

 

2020年２月 19日 

サトウキビと製糖工場 

 陽が昇った７時すぎに民宿を出た。朝食は宿の近くのファミリーマートでハンバーガー

を購入して食べ始めたが、ちょっと危険なしろもので半分も食べられなかった。 

久米島の南端の島尻崎に向かう。道路は海岸線沿いを走るので途中、奥武島を撮影する。

７時 30分ごろに最南端の集落である島尻に着いた。さらに先端に島尻崎まで行き、駐車場

に車を停めて、鳥ノ口と名づけられた奇石が見える場所まで行こうと思ったが、700ｍほど

歩かなければならないし、先行者もいたので行くのを諦め、島尻の集落に戻る。途中、牛小

屋があったのでのぞく。小屋には人がいるらしく、ラジオからは哀愁を帯びた「上海帰りの

リル」が流れていた。 

 島尻の背後にはサトウキビ畑が連なっている。その間に牧草を栽培する草地が混ざる。ア

ーラ林道を抜け、儀間の集落に向かった。アーラ林道の両側には宝くじの資金提供を受けて

桜並木が整備されており、ちょうどカンヒザクラが紅い花を咲かせていた。林道を下ると視

界が開け、儀間の集落が眼前に広がった。 

集落の南東側の端に製糖工場が置かれている。まっすぐに製糖工場の前まで行った。現在

はちょうどサトウキビの収穫期に相当し、近所の人の話では８時から工場は操業している

というが、至って静かであった。 

 明治時代の久米島の主な農作物は稲、甘藷、サトウキビであったが、その中で専ら換金作

物としてつくられていたのがサトウキビである。ただ久米島におけるサトウキビの栽培の

歴史は沖縄本島に較べるとそれほど長い歴史はなく、1888（明治 21）年に甘蔗栽培制限が

撤廃されてからのものである。当初の品種は生産性が低かったが、1928（昭和３）年頃に大

茎種といわれる優良品種が導入されると一躍生産量は増した。 

 現在の久米島の農業生産は、サトウキビ、肉用牛の子牛生産、甘藷（紅芋）、野菜類、電

照菊である。その中心はサトウキビで、2018 年度の生産量は 54,818 トン、生産額は 11.6

億円であった。同年の農業生産額は 24.9億円であったからおよそ半分を占めていることに

なる。サトウキビに次ぐのが肉用牛の 7.8億円（31.3％）、これに電照菊の 3.3億円、野菜

類の 2.2 億円が続く。野菜類で最も多いのが甘藷の 1.3 億円で、これにニガウリの 0.3 億

円、インゲンの 0.2 億円となっている。以前は葉たばこも作られていたが、2012 年で終わ

った。 

 サトウキビは久米島の農家 745戸が営み、その栽培面積は 9.2㎞ 2、で島の農地面積（13.2
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㎞ 2）の約７割を占めている。ただし生産量が 100トン未満の小規模生産者が圧倒的に多い。

サトウキビ生産量は 1980年代には 120トン前後で推移していたから、現在は約半分以下に

減っている。 

久米島のサトウキビの作柄は赤土流出が少ない株出しが全体の６割強を占めている。 

 島で生産されたサトウキビは儀間集落にある久米島製糖㈱の製糖工場に集荷され、分蜜

糖に加工される。この工場は久米島島内にあった小さな 17つの黒糖工場（含蜜糖）を統合

して、1962年１月から操業しているものである。2016～2017年期の分蜜糖の産糖量は 6,258

トンであり、沖縄県内の分蜜糖工場の中では伊是名島、北大東島についで少ない。製糖工場

の近くには沖縄電力の火力発電所があった。 

９時に泊フィッシャリーナを出発してオーハ島に連れて行ってもらうべく渡船業者に手

配していたので、儀間から泊フィッシャリーナに直行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島尻地区のサトウキビ畑（左）、久米島製糖㈱の工場（右） 

 

イーフビーチホテル 

 オーハ島を調査して泊フィッシャリーナに戻る途中、沖からは砂浜を独り占めしている

「イーフビーチホテル」が見えた。フィッシャリーナに戻ってから車で橋を渡って奥武島に

行く。朝食は散々だったので、奥武島から戻って、このホテルのレストランで昼食を食べる

ことにした。同ホテルは 80室のツインルームを有する久米島最大級のホテルである。ホテ

ルの前には長い砂浜が連なる。オフシーズンなのでホテルの館内は閑散としており、レスト

ランにも団体客が１組いるだけだった。 

イーフビーチのある海岸沿いの集落は久米島の一大観光地である。宿泊施設や飲食店の

他に、ダイビングショップ、総合グランド、野球場などもあり、大学生の合宿などにも使

われている。「イーフビーチホテル」は閑散期に客を集めようと、大学生の合宿需要にも

対応しており、この日は日本体育大学の野球部が泊まっていた。 

 久米島は農業や水産業に加えて、マリンレジャーを中心とした観光業も盛んである。年間

の観光客数は 10 万人を超えるから観光消費額は数 10 億円に及ぶものと推定され、農業・

水産業と並ぶ、島の重要な産業の一つとなっている。 

昼食はランチをたのむ。アグー豚のメンチカツにスープ、野菜サラダがついた。食後にホ

ットコーヒーを飲む。料金は 1,200円。味はそれなりで、満足した。レストランからそのま

ま砂浜に出られる。イーフビーチは日本の渚百選に選ばれた久米島を代表するビーチで、そ
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の長さは２㎞にわたる。白い砂浜と青い海がコントラストをなす。ホテルの前からはハテノ

浜にかけて広大なサンゴ礁が連なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イーフビーチホテルの建物（左）、ホテルに前面に拡がるイーフビーチ（右） 

 

久米島漁協 

午後から久米島漁協に行き、宮里真次代表理事専務から１時間ほど島の漁業について話

を聞いた。 

 久米島漁協の 2018 年度末時点での組合員は、正が 127 名、准が 50 名の合計 177 名であ

る。漁業地区は、みさき、中央、久米島、具志川の４地区に分かれているが、最も多いのが

中央地区だ。なお正組合員の２名は奥武島に住む。このうち１名がモズク養殖を営んでいる。

組合員数は減少することなく横ばい状態で推移している。漁業の後継者がいるので更新さ

れているわけだ。なお島外からの移住者で組合員になっている者はいない。後述するように

久米島には民間のクルマエビ養殖の会社があるが、うち１社は法人として組合員になって

おり、残りの２社は代表取締役が個人の資格で正組合員になっている。 

職員は参事を含めて 19名（男：17名、女：２名）である。後述するように加工等の現業

部門を抱えているためパート従業員も多く、これらを含めると 50名近くになる。しかし島

内の労働力不足で人手が足りない状態が続いているという。 

 組合員が営む漁業は、パヤオでのマグロ釣りと天然モズクの採取、モズクとアーサ（ヒト

エグサ）の養殖である。それぞれ部会が組織されており、パヤオ漁業部会の構成員は 110名、

天然モズク部会 57名、モズク養殖生産部会 35名、アーサ養殖生産部会 15名の内訳である。

また青壮年部も組織されており構成員は 18名だ。なお女性部は現在休部状態にある。 

かつてイノー（礁湖）内で営まれる刺網漁業が花形的存在であったが、サンゴ礁の環境変

化によって以前は多く獲れたタコ、コブシメ、貝類、シラヒゲウニ、ナマコなどが激減した

そうだ。５月からウニ丼が食べられたが、今は餌の海藻類がなくなり、ウニは獲れなくなっ

た。この大きな要因はサトウキビ栽培に使用する除草剤などの農薬にあるという。加えて刺

身商材の魚が中心となってきたことから、汁物として活用していた前浜の魚類が売れなく

なっていることも響いているらしい。 

 パヤオを中心にマグロ一本釣りを 30経営体ほどが営む。ただしこのうちの半分ほどは遊

漁案内である。パヤオは表層に 11基入っていたが台風で流されてしまい、現在は水深 1,000

ｍ以上の海域に中層パヤオ（40～100ｍ層）を 17基設置している。１基 2,500万円ほどかか
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ったそうだ。このパヤオには周年マグロがついている。なおパヤオでの操業は入漁料を徴収

しており、年間の入漁料収入は 400万円ほどになる。釣りは技術を要するが養殖は真似すれ

ばよく、しかも収入が安定しているので、次第に養殖業が中心になってきたわけだ。 

久米島漁協では、共済、購買、販売、製氷冷凍、加工（１次加工処理）、水産加工（２次

加工）、利用、自営（クルマエビ養殖）、直売の各事業を営んでいる。 

 購買事業はＡ重油を中心とする石油類、漁業資材に加えて生活物資の一部を扱っている。 

 販売事業は泊（本島）にある漁連の市場への共同出荷と島内向けに販売する産地市場運営

に分けられる。販売事業の売り上げは年間約２億円で、このうち島内販売が 3,600万円であ

った。販売額の約８割はマグロが占めている。漁連への共同出荷はフェリーを利用し混載便

として出荷する。共同出荷なので、組合員の魚種別出荷数量に漁連での販売単価を乗じて清

算する。一方、産地市場は漁協事務所前の荷捌き場で 10時から始まる。島内の刺身店、食

堂や宿泊施設を中心に 50軒ほどの業者が買いに来る。 

 加工事業はモズク（オキナワモズクと糸モズクの２種）の共同加工である。組合員が養殖

あるいは採取したモズク類は原藻のまま加工場に搬入され、漁協が作業員を雇い、一括して

加工している（夾雑物の除去、選別、塩蔵、冷蔵の諸工程）。モズクの加工場は 40年ほど前

には鰹節工場だったところだ。モズクの総販売額は７億円ほどになる。 

漁協で水産加工事業としているのは、主として島内で観光客向けに販売する商品を２次

加工する事業のことで、モズクやアーサの小売パック、乾燥品、クルマエビの活〆やレトル

トカレー、せんべいなどがあり、年間の販売額は 8,000万円ほどである。 

 自営事業はクルマエビの養殖だ。漁協では合計 70,000㎡の養殖池（４面）を保有し、ク

ルマエビを養殖している。クルマエビの種苗は一部自家生産し、残りを沖縄県車海老漁協か

ら購入している。６～８月に放養して、年末から翌春にかけて出荷する。昨年度のクルマエ

ビの生産量は約 55トン、販売額は 2.3億円であった。 

 直営事業は、漁協事務所の近くに整備されている「久米島町水産物海業支援センター」で

の一般観光客を対象とした小売と飲食の事業である。12 月以降は観光客が少ないために閉

店しており、モズクの収穫シーズンは忙しくて人員の確保もままならないことから、施設の

利用頻度は低い。昨年度の直売事業の販売額は 165万円に過ぎなかった。 

久米島漁協の昨年度の税引き前利益は 4,133 万円であった。また内部留保金は 4.6 億円

に及び、自己資本比率は 70％と財務内容はすこぶるいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久米島漁協の建物（左）、久米島町水産物海業支援センター（右） 
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クルマエビ養殖 

 上述した通り久米島漁協ではクルマエビの養殖を自営しているが、漁協以外にも島には

民間業者３社（南西興産㈱：1972年創業、久米総合開発㈱：1976年創業、㈱エポック：1984

年創業、）と沖縄県車海老漁業協同組合の４機関がクルマエビ養殖を営んでいる。 

 2018年の５機関のクルマエビ生産量は 176トンであった（生産額は 8.4億円）。同年の沖

縄県の生産量は 549 トンなので、久米島のシェアは 32.1％であり、ダントツである。一方

同年の全国の生産量は 1,448 トンなので、全国のシェアは 12％になる。つまり久米島は日

本最大のクルマエビ生産地なのだ。 

クルマエビ養殖は、戦後、わが国で初めて種苗生産に成功した藤永元作が山口県秋穂で始

めたのが最初である。その後、瀬戸内海各地に拡がり、さらに産地は熊本県、鹿児島県へと

南下し、現在では沖縄県が主力産地となっている。水温の温かい地方は成長が早いため、経

営的に有利であったからだ。そして現在では沖縄県が主力産地になっている。 

久米島のクルマエビ養殖は海岸に築堤した池で飼育する方式と、サンゴ礁の海岸を掘削

して作った養殖場に大別される。種苗は６月ごろに放養し、11～４月にかけて出荷し終える

ので、養殖期間は短い。各養殖場ではこの時期には活エビを直売している。各養殖場では出

荷を終えると、池を干出させて石灰をまき、漁場の管理に努めている。 

久米島でのクルマエビ養殖は 1970年代に入って始まったが、これまでの生産量のピーク

は 2009（平成 21）年度の 245トンであった（生産額は 10億円ほど）。しかしその後、生産

量は低下傾向で推移している。これはクルマエビに病気が出るようになったためである。上

述した通り、種苗生産に用いる親エビを使いまわしにしてきたため近親交配で病気になり

やすくなったとの説が有力だ。何代も交配を重ねてきたヤイトハタでも同じ問題が生じて

いるという。このため、他県産の親を導入して新しい血を入れる必要性が叫ばれており、上

述したように沖縄県海洋深層水研究所ではこのテーマに取り組んでいる。ただ、宮里さんに

よると、種苗生産を車海老漁協に移管しているため、研究所としての対応が十分ではないと

こぼしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久米島漁協のクルマエビ養殖場（左）、リーフを掘削してつくられたクルマエビ養殖場（エポック）（右） 

 

モズク 

 海ブドウとクルマエビの養殖は組織型経営だが、個人経営の代表がモズク養殖である。 

モズクの生産量（天然モズクも含めて）は 2,761トン、生産額は約８億円に及ぶ。つまり久
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米島の個人経営体の収入はモズク養殖に大きく依存している。ちなみに久米島のモズク生

産量は、本島の勝連漁協、知念漁協に次いで県内第３位である。漁協では知念漁協を抜いて

第２位になることを目標にしているそうだ。 

モズク養殖の対象は今年で４年目に入った早摘みモズク（１～３月に収穫する柔らかい

モズクで塩蔵には向かない）、通常の時期モズク、糸モズクの３種類である。なお、天然モ

ズクは 40 人ほどが採取しており、１月から始まる。収量が多ければ参加者も多くなるが、

昨年は不作だった。 

 モズク養殖を営む 36人は、モズク養殖生産部会を組織している。久米島のモズク養殖は

個人経営とはいえ、組織的に取り組んでいる点に特徴がある。モズクの生産者は３～４人で

グループをつくり、12～13 のグループがそれぞれ共同で作業に当たっている。もちろん種

苗生産は全員の共同作業だ。そして収入はグループ内で均等に配分される。また収穫したモ

ズクは漁協の加工場で一元的に処理され、夾雑物を除去後、塩蔵品に加工される。こうして

一次加工処理されたモズクは大手加工メーカー５社に共同販売される。わずかだが漁協で

は２次加工品もつくっており、これらは島を訪れる観光客向けに売られている。 

 早摘みモズクの収穫は１～３月、引き続いて時期モズクの収穫が始まり６月中旬まで続

く。一方、８月からは種苗生産が始まるので、モズク養殖は周年を通じて忙しく、今ではほ

ぼ専業化されている。なお早摘みの漁場はイーフビーチの前から島にかけての海域で、春を

過ぎるとサトウキビ畑からの赤土でモズク養殖は無理になるそうだ。 

なお、モズクの他にアーサ（ヒトエグサ）の養殖も行われており、15人ほどが営む。漁協

に一元集荷して乾燥、袋詰めにして小売対応している。本島の卸売業者やスーパーと直接取

り引きする。量がまとまらないため、県漁連本部の共販の扱いにはなっていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水揚されたモズク（左）、漁協のモズク１次加工場（右） 

 

真謝の集落 

 漁協で話を聞いてから真謝
ま し ゃ

の集落を見て歩く。最初に㈱ポイントピュールという海洋深

層水を使った化粧品を作っている会社のショップ（琉球コスメハウス）を訪れた。脱塩した

深層水を原料に化粧品を作っている会社は「シュウウエムラ」などいくつかあるが、この会

社は久米島が本社工場で、2001（平成 13）年に創業した名実ともに地場企業である。 

続いて仲原善忠という人（歴史家・教育者）の生家を見る。典型的な沖縄の民家が保存さ

れ、敷地の一角には豚舎と便所が一体となったフールの跡も残る。沖縄は中国の文化の影響
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を受けていたから、人間の排せつ物を豚に食べさせ、有機物の徹底利用を図っていたのだ。

真謝には仲原家を含め、沖縄の伝統的な家が残っている。 

真謝の道路沿いには沖縄を象徴するフクギの街路樹が残る。道路を拡幅する際に伐採か

保存か問題になったのだが、結局、樹齢 250年に及ぶ古木を残した。したがって道路はフク

ギの街路樹を挟んで両側に作られている。 

フクギの街路樹の先に、「宇根の大ソテツ」がある。喜久村家の敷地内にあるため入館料

として 150 円を支払った。この大ソテツの樹齢は 250 年ほどであり、県の天然記念物に指

定されている。フクギとほぼ同じ時期に植えられたようだ。この古民家の庭にはブーゲンビ

リアの鉢植えが多数並べられていた。 

続いてもと来た道を戻り、久米島紬の里・ユイマールに向かう。その途中の道路わきに県

指定の重要文化財である天后宮が置かれている。中国への航海安全のために神天妃（天宮）

を祀った建物だ。1759 年に中国から琉球王国に冊封使（中国に朝貢してくる国の権力者を

王として地位を与える使節団）の一行（約 200人）が真謝の港外で遭難したが、島の人々に

よって救助され、蔵元（役場）にしばらく滞在し船を修理して無事那覇につき、冊封の儀式

を行うことができたそうだ。そこで 1759年に琉球王国の尚王がこの堂を創建したと伝えら

れている。 

ユイマール館は久米島紬事業協同組合が運営する施設で、久米島紬を生産する人たちの

共同作業場である。ユイとは「助け合い」を意味する。島内にはこうした共同作業場がこの

ほかに３ヶ所整備されている。入場料 200円を支払って館内に入ると、展示資料室と紬製品

を販売する売店がある。２階に織場があり、織機に向かって女性たちが機織りにいそしんで

いた。彼女らによると、１日に織れる反物の長さは 50㎝ほどとのことだ。この久米島紬は

沖縄本島、奄美大島を経て本土に伝えられ、大島紬、久留米紬、結城紬などのもとになった

といわれている。 

15時７分にユイマールを出発し、家畜市場に向かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フクギの並木（左）、宇根の大ソテツ（右） 

 

肉牛の繁殖 

 山城集落から台地上に登ったところにＪＡが経営する久米島家畜市場が置かれている。

沖縄県には８つの家畜市場があり、離島では伊江島、宮古島、多良間島、石垣島、黒島と久

米島に６つある。島単独で市場が成立しているということは相当数の子牛が島で生産され
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ていることになるだろう。市場では奇数月ごとに入札会が開催されている。つまり年６回に

なる。 

久米島の 2018年度の飼養農家数は 102戸、飼養数は 3,017頭であった。１戸当たりの平

均飼養数は 30頭ほどだ。同年度に入札にかけられた子牛の数は 1,225頭で、平均単価はメ

スが 56.1 万円、去勢が 68.4 万円であった。１戸当たりの出荷数は平均 12 頭前後になる。

同年の生産額は 7.8億円であった。子牛の生産はサトウキビに次ぐ規模であり、近年急速に

生産額を伸ばしている島の重要な産業なのだ。 

久米島では牛はすべて牛舎で飼われており、放牧はしていない。餌は草地で生産し、年に

３～４回刈り取ってロールに加工して保存している。もちろん飼料を完全に自給できるわ

けではなく、島外から購入しているものも多い。 

子牛は 10ケ月ほど飼養してから入札にかけられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久米島家畜市場（左）、生まれた子牛（右） 

 

内陸部のため池群 

 家畜市場から島を縦断して島の北側に向かう。 

 内陸部にはため池がいくつも見られた。ちょうど山を取り囲むように山麓に分布してい

る。最初に現れたのが儀間ダムで、比嘉池、フサキナ池と続く。フサキナ岳（標高 219.9ｍ）

を水源とする儀間川水系につくられたものだ。同じように大岳やだるま山、アーラ岳の周辺

にもため池が分布し、大きいものだけでも 20以上に及ぶ。 

 久米島の集落はもともと水源が得られる山麓に形成され、17 世紀初めごろから米を作る

ために水利施設が造られてきた。その後、集落は徐々に海岸近くの平地に移動していく。し

たがって海岸沿いの集落は歴史的には新しいことになる。サトウキビが全土でつくられる

ようになると、水は不足し、公共事業によって次々とダム建設が進められていった。 

 2015 年農業センサス時の久米島の農家戸数は 675 戸、うち専業農家は 390 戸、耕地面積

は 1,329haであった。現在、田んぼはほとんどなくなり、畑地が 1,073ha、牧草地が 211ha

という内訳である。畑地で栽培されているのは大部分がサトウキビで、この他にサツマイモ、

ニガウリ、ラッキョウ、インゲンなどの野菜類や電照菊を中心とする花卉類が作られている。 

人里離れたところに立地するごみの焼却場を過ぎて島を縦断すると、昨日に引き続き比

屋定バンタに出た。昨日は周辺の島を見ることができればとなかったので、再び展望台に登

り、粟国島や渡名喜島を確認した。 
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北側の道を東に向かい、太陽石、タチジャミ自然公園を経て、具志川城跡から海岸沿いの

道路を通り、久米総合開発㈱のクルマエビ養殖場を見学する。この養殖場は 1977（昭和 52）

年に操業した久米島で最も古い養殖場でサンゴ礁を掘削して作った。作業員がいたので、簡

単に話を聞いた。６月に池を干して消毒することになっているという。 

 
儀間ダムと管理事務所（左）、サトウキビなどの畑（右） 

 

じんじんロード 

クルマエビ養殖場から久米島空港に向かう途中の畑でサトウキビの茎を植えている人が

いた。50 ㎝ほどに切った茎を埋めておくと節から芽が出て増えるらしい。空港の周辺には

島の重要な農産品である電照菊の畑が見られた。空港から島の南側の海岸沿いの道を走る。

一帯はサトウキビ畑で、廃藩置県後首里や那覇の没落士族が入植した大原地区にあたる。

1885（明治 18）年に同志 20人他 64人がこの地に入り、未開地を開墾した。その面積は 16

町歩であった。 

畑を抜けると久米島野球場に出た。久米島は楽天イーグルズのキャンプ地になっており、

この野球場で練習をしている。至るところに楽天イーグルズを歓迎するノボリが林立して

いた。 

清水小学校前から右の通りに入ると、久米島の繁華街である新興通り商店街になる。じん

じんロードとも呼ばれているようだが、じんじんとはホタルのことで、クメジマホタルが発

見されてから命名されたものだろう。この道路の両側は硫黄鳥島からの移住者が形成した

鳥島集落が続いている。硫黄鳥島の島民を受け入れるために海岸沿いの当時防潮林として

アダンやソテツが植えられていた原野に約 2.1 町歩の土地が割り当てられた（うち 0.6 町

歩が道路用地）。集落は幅 1.5間から３間の当時としては広い道路で碁盤の目状に整然と整

備された。１戸当たりの敷地面積は 81～171坪（平均 126坪）に 107区画され、現在もその

ままの形で残っている。住宅地とは別に、１戸あたり５～20反（平均 12反）の農地が自給

用として割り当てられた。鳥島の人々は漁業が得意だったので、大正年間まではカツオ漁業

と鰹節製造が盛んに行われていた。その後、鳥島漁港が整備され、ここに那覇とも結ぶ船の

港が出来たため、久米島の交通の要衝として発展することになり、商店、旅館、飲食店が立

地し、商業地域が形成されたのだった。 

兼城港まで走り、レンタカーの返却場所を確認し、米島酒造を外から眺め、島で唯一のパ

チンコ屋の前にある丸富写真館（ＡＵショップを兼業）で昔の島の写真を見る。 
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五枝の松とカンジン池 

 ジンジンロードを抜け、役場の具志川庁舎から県道 242号を北上し、五枝の松に行った。

駐車場に車を停め、階段を下るとウフガーを呼ばれる泉がある。その下に五枝の松がある。 

このリュウキュウマツは高さ６ｍ、幹回り約 4.3ｍで、根元から枝が分岐し地面を這う様

に広がる。松の枝に覆われる面積は約 250ｍに及ぶ。1839年の植えられたもので樹齢は 150

年を超える。同じような枝ぶりのリュウキュウマツは伊平屋島にもあり「念頭平松」と呼ば

れているが、こちらは樹齢 300年と久米島のものより古い。 

五枝の松の下方にカンジン池という貯水池が広がる。島の農業用水を確保するために造

られた人工池で、2005 年に完成した。地下に止水壁を造って水をせき止め、凹地を利用し

て地表まで貯水した「地表たん水型地下ダム」と呼ばれるもので、世界でも珍しいダムらし

い。もともとウフガーという泉があることからわかるように背後の大岳という山からの湧

水が供給される環境にあったようだ。 

久米島にはこの島にしか生息しないクメジマホタルが 1993年に発見され、天然記念物に

指定されているが、この貯水池に流れ込む小川にも生息しているようで、案内板が設置され

ていた。 

近くにサツマイモの畑があったが、花を咲かせていた。関東周辺ではサツマイモの花が咲

くことはないが、温かい沖縄ではこの時期に花が咲く。 

駆け足で島内を巡り、18時に民宿シーサイドジュゴンに戻る。この日は「味処・亀吉」と

いう店で行った。モズク、豆腐チャンプル、養殖クルマエビの天ぷら、島の地鶏・赤鶏の焼

き鳥を食べる。オリオンビール１本と島のもう一つのメーカーである米島酒造の泡盛を１

合飲んだ。オフシーズンだというのに店は結構混んでいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五枝の松（左）、ウフガー（右） 

 

令和２年２月 20日 

兼城港 

久米島に引き続き、渡名喜島を訪ねる予定にしていたが、数日続いた時化のため島に３つ

ある民宿は全て満室で、泊まるところがなかった。役場に民宿以外に泊まれるところはない

かと問い合わせたが、「ない」との冷たい返事。船便の関係で日帰りはできないため、今回

は渡名喜島の調査を断念せざるを得なかった。 
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久米島商船㈱が運航するフェリーは泊港との間を午前と午後の２便通っており、午前便

は渡名喜島経由、午後便は直行する。もともと午前便で渡名喜島に行く予定をしていたので、

レンタカーはフェリーが発着する兼城港の駐車場に９時までに返すことにしていた。 

民宿を８時前に出発し、兼
かね

城
ぐすく

港に向かう。役場の近くの謝名堂集落にある南謝宮に寄っ

た。南謝宮は五穀豊穣を祈願する拝所で、旧暦の６月に稲大祭が行われる。石造りの鳥居の

先に堂が置かれ、稲大祭の時にうたわれる南謝門節の歌碑が鳥居の近くに置かれていた。ま

たコバデイシ（標準和名：モモタマナ）とデイゴの古木が生えており、久米島町の天然記念

物に指定されている。近くに久米島交通の本社があり、女性が大型バスのガラス窓を拭いて

いた。 

島で唯一の中学校である町立球美中学校の前に、「くくるパン」というパン屋があり、こ

こで朝食用に菓子パンを２個購入する。この店のご夫妻は２年半ほど前に大阪から移住し

てきたとのこと。中学校の校門前では生徒たちの道路の清掃活動を行っていた。 

途中、県道脇の久米島高校ものぞいた。戦後開設された同校は久米島で唯一の高校で、普

通科と園芸科が置かれている。園芸科があることから敷地内に温室が整備され、校門の前に

は野菜の直売所が置かれていた。ただし品物はなかった。 

県道から新興通り（じんじんロード）の方向に左折すると、兼城の集落になる。港に向か

う道路から少し入ったところに具志川間切蔵本跡があることから、この一帯は琉球王朝時

代の行政の中心地だったのだろう。 

フェリーターミナルで乗船券を購入、レンタカーはキーをつけたまま指定された駐車ス

ペースに停め、フェリーに乗り込んだ。若い自衛官が４～５人一緒だったが、オフシーズン

のこともあり、客室はガラガラである。自動販売機にミルクティー缶を購入し、「くくるパ

ン」の菓子パンを食べる。 

フェリーは９時ちょうどに出港し、渡名喜島を経由して那覇の泊港に 12 時 45 分ごろに

到着した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊港と結ぶ久米島商船の「フェリー琉球」（左）、兼城港と集落の全景（右） 
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