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飛行機から撮影した種子島北部 

 

令和２年 10月 20日 

種子島空港 

 種子島は鹿児島市内から約 115 ㎞南に位置する南北に細長い島である。南北の長さは約

58㎞に及び、周囲は 169.6㎞だ。島の面積は 444.3㎞ 2で、北方領土を除くと、佐渡島、奄

美大島、対馬島、屋久島に次いで５番目に大きい。島は台地状で高い山（標高は 282ｍ）は

なく、丘陵が連なる。 

 種子島は３つの行政区に分かれている。島の北半分が西之表
にしのおもて

市、中部が中種子町、南部が

南種子町である。2015年国勢調査時の人口は、西之表市が 15,967人（7,368戸）、中種子町

が 8,135人（3,741戸）、南種子町が 5,745人（2,727戸）であり、種子島全体では約３万人

が暮らしている。 

 鹿児島空港で日本エアコミュータのプロペラ機に乗り換えて種子島に向かう。15時 25分

に出発予定のＪＡＣ3769便は到着機遅延のため出発が 20分ほど遅れた。離陸した飛行機は

錦江湾を右に、大隅半島を左に見ながら南下した。半島の先端から 40㎞ほどしか離れてい

ないので、大隅半島を過ぎるとすぐに種子島が見えてきた。 

自衛隊の基地計画が進められている馬
ま

毛
げ

島
じま

が種子島北部の西側に横たわるので、是非島

の写真を撮ろうと思っていた。しかし、あいにく島を見渡せるのは反対側の列の窓側だった

ため、島全体を捉えた写真を撮ることはできなかった。コロナ禍の影響もあってか、座席の

７割ほどは空いていたが、飛行中の移動はままならなかった。 

空港は島のほぼ真ん中の高台にある。着陸時に気流の関係で機体が大きく揺れて肝を冷

やした。新種子島空港は 2006年３月に開港している。旧飛行場は現空港よりも南側にあり、
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滑走路も短く、小型ジェット機の発着に対応できなかった。 

種子島には 2005（平成 17）年７月に１回だけ訪れている。往路は飛行機、帰路は高速船・

トッピーを利用した。当時は旧飛行場に降り立った。「サーファーの定住とＩターン漁師の

誕生」というテーマで取材に来たもので、水産庁の塩手さんという女性と一緒だった。１泊

２日の工程で、西之表市役所、中種子町役場、種子島漁協、同中種子支所、南種子町漁協と

サーフショップ・オリジンに取材している。「珊瑚礁」という民宿に泊まった。 

 種子島へのアクセスは、飛行機、高速船、フェリーの３つの方法がある。飛行機は鹿児島

空港との間を１日２便、高速船は鹿児島港と西之表港との間を夏場が日に９便、冬場は６便、

フェリーは「プリンセスわかさ」と「はいびすかす」がそれぞれ１日１便就航している。所

要時間は飛行機が 40分、高速船が１時間 35分、フェリーが３時間 40分である。 

出がけに横浜駅西口地下街の有隣堂で、司馬遼太郎の「街道をゆく８、熊野・古座街道、

種子島みちほか」を購入し、飛行機の中で読んできた。司馬は 1975年に種子島を訪れてい

る。 

 
種子島空港（左）、鹿児島空港と種子島空港を結ぶ日本エアコミュータのプロペラ機（右） 

 

西之表市街地 

 種子島空港に到着後、すぐにトヨタレンタカーの窓口に行き、ビッツを借りる。山の中の 

中央部を貫く県道 76号線を北に向かい、西之表市の市街地をめざす。県道の両側は田んぼ、

茶畑、サツマイモ畑、牧草地などの農地が山林の間に混ざる。種子島は農業がさかんという

のが第一印象だった。電柵で囲われている畑もみられたが、後で聞いたところでは鹿による

被害が大きいようだ。イノシシはいない。途中、古田という比較的大きな農村集落を通った。 

 この集落を過ぎて、しばらく走ると細長い大きなタンクが道路脇に立っていた。敷地内に

乗り入れると、種子島酒造㈱という芋焼酎のメーカーであった。脇に売店があったので中に

入り、話を聞く。最初、若い女性が対応してくれたが、あまり詳しくなく奥から高齢の男性

が出てきて解説してくれた。道路脇のタンクは芋焼酎を貯蔵するもので、180リットルのド

ラム缶を 300本分収容できるという。種子島酒造㈱は 1902（明治 35）年創業の老舗蔵元で

ある。原料の芋にもこだわり、自社農園で芋を栽培しているとのことだ。栽培品種は伝統的

な白豊芋と安納芋、種子島紫芋の３種である。通常は 10月が生産の最盛期だが、今年は新

型コロナの影響で生産量を削減しているので、すでに作業は終わっているという。この酒屋

の看板は「久
く

耀
よう

」というブランドである。このブランドの芋焼酎は昔ながらの甕仕込みでつ



229 

 

くられている。甕は素焼きなので多孔質、また形状が発酵に適しているとの説明だった。以

前、甑島で「亀五郎」というメーカーを訪ねたことがあったが、ここも甕を使う伝統製法だ

った。種子島酒造の従業員が 20人ほどで、杜氏も社員である。この「久耀」を１本購入し

た。 

 後述するように種子島にはこの他にも芋焼酎の蔵元が３つある。そのうちの一つが同じ

西表市の髙崎酒造㈱で、商店街に本社がある。残りの２つは、中種子町の四元酒造㈱と南種

子島の上妻
こうづま

酒造㈱だ。 

 西之表市の中心部に近づくと、本土にみられる「ヤマダ電機」や「つたや」などの全国チ

ェーンの量販店が立地していた。人口３万人は量販店が出店する目安なのだろうか。市街地

は西之表港の背後に形成されている。商店や飲食店は２本の通り沿いに並び、市役所を始め

とする公共施設や住宅は港を見下ろす高台に位置する。 

 西之表市には連泊することにしており、島で一番大きいホテルニュー種子島にチェック

インした。ちょうどＧｏＴｏトラベルを実施中だったので、料金は１泊 5,000 円以下で、

3,000円の地域振興券も頂いた。ホテルは商店街のほぼ中央部にあり、８階建てだ。最上階

にはレストランがあり、ここから西之表港を一望でき、その先の水平線上に平坦な馬毛島が

横たわる。 

 商店街を歩き、夕食場所を物色する。飲食店は結構多い。しかもコロナ禍にもかかわらず

人出は多かった。ホテルの近くに和田書店という本屋がある。事前の調べでこの書店は地方

出版物を扱っていることがわかっていたので訪ねたのだが、店にはシャッターが下ろされ

ていた。脇に入口があり、中に入るとご主人が出てきて廃業したという。中種子町に支店が

あるので、そこに種子島に関する書籍の在庫が残っているかのしれないと話された。 

 出版業界もさることながら、全国の書店は存亡の危機にある。アマゾンに注文すれば全国

どこにでも届く時代、大手書店チェーンがわずかに残るだけになっており、個人経営の書店

はほぼ壊滅した。人口３万人の島ではもはや書店は成り立たないことを示している。現物の

本を手にとって内容を確認しながら購入する習慣がついているから、街から書店が消えて

いくは誠に寂しい。特に地方の出版物を取り扱う書店が消えていくのは、文化の衰退をつな

がるというものだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ホテルニュー種子島（左）、港前に形成された西之表市の市街地（右） 

メイン道路に面した「なごみ」という居酒屋に入った。つき出しに根菜煮と春雨が出てき

た。刺身の盛り合わせは、カンパチ、アオリイカ、シイラの３種盛りであった。種子島では
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カンパチのことをアカハラと呼ぶ。島で盛んに作られている落花生の塩ゆで、ミズイカの天

ぷらも注文。現地でモハミと呼ぶブダイ、同じくナガラミと呼ぶトコブシを食べようと思っ

たが、あいにくこの日は入荷がなかった。生ビール１杯と西之表市のもう一つの焼酎メーカ

ーである高崎酒造の芋焼酎「甘露」を飲む。清算時に地域振興券を使うつもりで出すと、こ

の店は取り扱っていないとのこと。どこでも使えると思っていたが、西ノ島市内で使える飲

食店は極めて限られていることがわかった。 

 

令和２年 10月 21日 

魚市場と直売所 

 西之表港の北側は漁港区になっており、その一角に種子島漁協が運営する魚市場と直売

所が置かれている。市場の様子を見るために、朝食前の６時 30 分に荷捌き場にでかけた。 

現場では、漁協職員２人と臨時職１人の３人が搬入された水産物を市場のコンクリート

の床にプラスチック製のスノコを敷き、その上に並べていた。荷受けは６時から始まり、９

時に入札が開始されるとのこと。職員の１人は偶然にも漁協で参事を務める加川隆志さん

だったので、後に話を聞く時間をとってもらう約束をした。直売店の営業は８時からとの情

報を得て、ホテルに戻り、朝食をとってから出直すことにした。 

７時からホテル８階のレストラン海宝で朝食をとる。コロナ禍の折、バイキング形式では

なく、器に盛られてきた。朝食のメニューは次の通り。 

飯①、みそ汁、卵焼き、もやし、豆腐、ちくわ、さつま揚げ、魚照り焼き、油揚げ含め煮、

ワカメ茎煮（紫蘇の実）、スパゲティサラダ、オレンジ、コーヒー 

８時すぎに漁協の直売店・「種子島おさかなセンター」の方を先に覗いた。店内には活魚

水槽が置かれ、イセエビやゾウリエビなどの甲殻類が収容されている。鮮魚は販売されてお

らず活魚のみだ。この他にさつま揚げ（原料はトビウオ）、冷凍すり身、干物類、キビナゴ、

ナガラミ、ミズイカ、タコなどの冷凍品が売られている。何れもストックが可能なものに限

られている。加工品類は漁協の加工場で生産されたものだ。同センターは以前、居酒屋を併

設していたが、何か事情があったようで現在は営業していない。 

続いて漁協の荷捌所（市場）に行った。既に買受人が集まり始め、入札にかけられる魚が

並んでいた。しかし、その数量は２列分にすぎず想像した以上に少ない。水揚げされる魚介

類の９割を洲崎地区の漁師が占めるそうだが、この日は時化で多くの漁師が出漁していな

かったらしい。魚種は豊富だがなじみのない魚が多い。アイゴに似たエバという魚やバーバ

という亜熱帯域の魚が中心だ。市場への集荷は直接漁船が岸壁に横付けするケースと、トラ

ックで搬入するケースに分けられる。 

買受人は 18人で、９時きっかりに入札が始まった。陳列された魚箱やプラスチックトレ

イ毎に入札するから、取引の単位は小さい。出荷仲買人はおらず、もっぱら島内で消費され

る規模のためだろう。木札に白墨で金額を記入し、それを入札場の職員に見せ、高い人が落

札する。付近にいた仲買人に最近の漁模様を聞いた。 

キビナゴ（現地ではザコと呼ぶ）はトビウオ、カツオ・マグロ類と並び、種子島を代表す

る魚である。キビナゴを獲る漁業者は 13隻おり、入札順は日によってローテーションを組

んでいる。今年は漁獲量が極端に少なく、８月 25日に解禁になってからこれまでに３日し
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か水揚げされていないそうだ。このため価格は 4,500～5,000円／kgと高騰している。キビ

ナゴ漁は４～５人の乗組員を必要とするが、出漁日数が少ないことから雇う金も事欠く状

態らしい。 

かつては種子島の特産品であったトコブシも資源が大幅に減少している。餌の海藻類は

全島でなくなり、いわゆる磯焼け状態が固定化されているためらしい。また小型定置網も営

まれているが、現在は網を揚げていて、正月から操業が始まるため、定置網の漁獲物がない

ことも市場に極端に魚が少ない原因になっているとのことだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種子島漁協魚市場での入札風景（左）、漁協のおさかなセンター（右） 

 

種子島漁協 

９時すぎに２階の漁協事務所に伺い、加川参事に話を聞く。「海洋と生物」および「しま」

の拙書のコピーを渡す。用事があるとのことで、取材時間は 30分ほどに制約された。 

種子島漁業協同組合は昭和 54（1979）年に西之表市内の４漁協が合併、その後 1993（平

成５）年 10 月に中種子町漁協と合併して発足した。旧中種子町漁協は支所になっている。

現在の組合員数は 406人でうち正組合員は 124人だ。地区別の内訳は西之表市が正：104人、

准：173人、中種子が正：20人、准：109人である。15年前に同漁協を調査した時の正組合

員数は 349人だったので、この間におよそ 1/3に減少したことになる。 

種子島漁協の管内は広いため、各地区に水揚げされた漁獲物は上述したようにトラック

（２～３トン）で集荷している。その集荷拠点は浦田地区（西海岸北部）、田之脇地区（東

海岸中部）、住吉地区（西海岸南部）と中種子地区（東海岸南部）の４カ所である。 

漁協の職員は全部で 18人おり、本所に 16人、支所に２人が配置されている。 

2018年漁業センサス時の漁業経営体数は西之表市が 173、中種子町が 39であった。この

うち会社組織が西之表市に１、中種子町に２あり、それ以外は全て個人経営体である。西之

表市と中種子町にそれぞれクルマエビの陸上養殖を営む会社が１社ずつあり、また中種子

町で小型定置網を営む経営体は有限会社になっているので、この３経営体が会社組織にな

る。ちなみにクルマエビの養殖経営体は漁協の組合員にはなっていない。 

種子島漁協で営まれている漁業は、モジャコ採り、キビナゴの刺網、エビ網、トビウオロ

ープ曳、曳釣り、瀬もの一本釣り、カニ籠、沿岸イカ釣り、小型定置網、採貝、マグロ延縄

などである。 

 モジャコ採りは漁業センサスでは船曳網に分類されており、2018年漁業センサスでは 14
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経営体が営んでいた。漁期は４～５月にかけての 23日ほどで、甑島から屋久島周辺にかけ

ての海域が漁場である。船長の他に数名が乗り組んで操業するので、短期間に集中して労働

力が必要となることからサーファーがアルバイトとして雇われるケースが多い。 

 キビナゴの刺網は 13経営体が営む。県の規則では周年操業が可能であるが、種子島では

内規で漁期を８月下旬から２月末までと定めている。キビナゴの刺網も１隻当たり３～５

人の乗組員を雇用することから、サーファーをアルバイトで雇用する。 

 エビ網は 50～60経営体が営み、イセエビ、ゾウリエビ、クツエビ（セミエビ）などの甲

殻類を対象とする。イセエビの漁期は９月から翌年４月まで、その他のエビ類は周年操業し

ている。 

トビウオロープ曳は２隻の漁船に４～６人が乗船して操業する。漁期は原則として周年

であるが、漁模様と相場を勘案して漁期を調整している。収益が期待できそうもない時は、

一本釣りなどの他の漁業に切り替える。 

 曳釣りは 20 経営体ほどが営み、スマやハガツオを含むカツオ類、シビ（キハダの幼魚）

などが対象である。一本釣りは水深 50～100ｍ付近のカンパチ釣りの他、東海岸は水深が深

くメダイ、アオダイやウメイロなどのホタ類、ハマダイやオオヒメなどのチビキ類などの瀬

ものが獲れる。カニ籠はアサヒガニを対象とし 20経営体ほどが営む。沿岸イカ釣りはアオ

リイカが対象で漁期は冬から６月にかけてである。小型定置網は中種子支所で浜山水産㈲

が１社営んでいる。この会社は 15年前に取材しているが、当時は乗組員 7名全員がサーフ

ァーだった。採貝はトコブシが対象で、かつてはたくさん獲れていたが現在は大きく減少し

ている。マグロ延縄は後述するように島外で活動している。 

 外洋に位置する種子島は時化が多いため、年間の出漁日は 120～150 日と少ないそうだ。

こうした環境から後継者は２割ほどにとどまり、先行きが危ぶまれる状況だという。 

 種子島漁協では共済、購買、販売、製氷冷凍、加工、利用、指導の各事業を営んでいる。

自営事業としてトコブシ養殖を行っていたが、現在はやめている。加工事業は 1989（平成

元）年にスタートした。漁協事務所の対岸にある加工処理施設で職員３人とパート２人で対

応している（製氷事業も兼務）。トビウオのすり身を始め、様々な加工品を生産し、直売施

設で販売されていることは既に述べた。 

 

種子島漁協の建物（左）、同漁協の加工処理施設（右） 

 2019 年における魚種別の生産量と生産額を表１に示した。生産量及び生産額ともに最も
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多いのがカツオ・マグロ類である。生産額は 2.8億円を超えるが、このうちの約２億円分は

19 トン型の近海マグロ延縄漁船３隻によるもので、実際は宮城県の塩釜や和歌山県の勝浦

などに水揚げし、広範囲で操業している。種子島周辺を漁場とする漁業に限ると、生産量が

最も多いのがキビナゴの 107トンで、これにトビウオ類、その他魚類、ブリ類と続く。一方、

生産額ではモジャコが約 1.5億円で最も多く、キビナゴ、ブリ類、ハタ類と続く。つまり種

子島漁協にとって重要な魚種はモジャコ、キビナゴ、トビウオ、ブリ類、ハタ類などになる。 

 種子島漁協の昨年の生産額は約７億円であったが、このうち島外出荷が約４億円で、残り

の３億円が島内消費であった。島外出荷のうち約２億円分は上述した近海マグロ延縄漁船

によるものである。モジャコの 1.5億円分も本土側のブリ養殖業者向けである。 

 

表１ 種子島漁協の魚種別生産量及び生産額（2019年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊毛の水産業・令和何年度版（熊毛地区水産振興会）より作成 

 

西之表市 中種子町 合計 西之表市 中種子町 合計

カツオ・マグロ類 44,980 303,766 348,746 30,051 254,786 284,837

モジャコ 19,323 2,323 21,646 121,691 31,943 153,634

キビナゴ 107,315 39 107,354 44,665 6 44,671

ブリ類 24,123 14,870 38,993 24,748 10,331 35,079

ハタ類 13,296 1,363 14,659 31,929 1,827 33,756

その他魚類 16,392 42,033 58,425 12,632 20,500 33,132

アオリイカ 9,733 2,086 11,819 20,063 4,334 24,397

トビウオ類 67,922 3,084 71,006 21,295 451 21,746

トコブシ 1,950 40 1,990 11,826 227 12,053

アオダイ 7,643 4,284 11,927 6,833 3,931 10,764

メダイ 3,629 8,618 12,247 2,933 6,883 9,816

サバ類 6,625 13,475 20,100 2,690 4,680 7,370

その他のエビ類 1,181 282 1,463 5,587 1,200 6,787

オオヒメ 2,039 6,100 8,139 1,813 4,518 6,331

その他の水産動物 5,154 28 5,182 5,955 37 5,992

アジ類 3,901 18,712 22,613 2,181 3,280 5,461

ウメイロ 594 5,237 5,831 579 4,814 5,393

その他のタイ類 7,033 1,155 8,188 3,927 1,339 5,266

ハマダイ 946 2,523 3,469 1,329 3,519 4,848

イセエビ 929 146 1,075 4,072 706 4,778

アサヒガニ 1,781 680 2,461 3,304 1,272 4,576

メジナ類 3,225 384 3,609 3,228 131 3,359

コウイカ 1,429 1,467 2,896 1,429 1,836 3,265

その他の貝類 565 485 1,050 1,129 423 1,552

マダイ 1,296 209 1,505 1,108 177 1,285

その他ホタ類 60 558 618 78 766 844

ムツ類 22 576 598 29 735 764

藻類 492 0 492 202 0 202

ヒメダイ 0 79 79 0 124 124

その他のカニ類 131 20 151 67 34 101

その他のイカ類 0 96 96 0 87 87

フグ 128 0 128 46 0 46

カワハギ類 22 6 28 17 5 22

イワシ類 0 26 26 0 4 4

ヒラメ 3 0 3 2 0 2

合計 353,862 434,750 788,612 367,438 364,906 732,344

魚種
生産量（kg) 生産額（千円)
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西之表市役所と鹿児島県熊毛支所 

種子島漁協で話を聞いた後、歩いて市街地の高台に位置する西之表市役所に行った。戸籍

担当の部署で小学校校区別の人口と世帯数を入手する。12 校区の中では市役所が置かれて

いる榕城校区が圧倒的に多く全体の約半分強を占めている。これに下西校区、現和
げ ん な

校区、国

上校区と続き、立山と中割の両校区は人口 50人以下と極端に少ない。次いで企画課まで行

き、統計書を 400円で購入した。 

西之表市の人口は 1960年には３万人を超えていたが、その後一貫して減少し続け、現在

はピーク時の半分以下になっている。このため市では「種子島・西之表市に住む」というガ

イドブックを発行するなどして島外からの移住促進に力を入れている。具体的には空き家

バングを開設し、３ヶ月の短期ためし住宅、５ヶ年間の長期ためし住宅などを用意し、移住

の受け入れ基盤を整えている。また東京圏から移住し医療・介護の職に就いた場合は 100万

円の定住支援補助金を用意している。 

種子島は南北に細長いため東西どちらかの海岸で波が高いことが多く、サーフィンをす

る機会に恵まれていることから日本におけるサーフィンのメッカになっている（南北に細

長い東京都の新島も同様）。そして種子島を気に入って移住する人も多い。15年前に調査に

来たのはこうして定住したサーファーの漁業就業の実態を明らかにするためだった。日本

の多くの島がよそ者の受け入れに消極的なのに対し、種子島は実にオープンであったこと

だ。その理由が今回島にきてよくわかった。 

西之表市教育委員会は「明治期の種子島移住史」という冊子をまとめている。これによる

と、種子島は過去に多くの移住者を受け入れてきた歴史があった。甑島、桜島、沖永良部島、

徳之島などの県内離島を始め、西日本各地から移住した人が多い。こうした移住者に寛容な

伝統が今日にも反映されていたのであった。 

市の移住者を受け入れている窓口でお話を聞くと、2011（平成 23）年から 2019（令和元）

年までの移住者は市役所に相談に来た人に限っても 233 人にのぼるそうで、実際はこの１

～２割増の人が移住しているという。 

市役所の近くに本源寺がある。1469（文明９）年に 11代時氏（1447～1504年）によって

建立された法華宗の寺で、種子島家の菩提寺にあたる。種子島は奈良時代から律宗が根強く

信仰されていたが、後述するように時氏は法華宗に改宗し、以後島民は法華宗を信仰するよ

うになった。 

市役所の脇にある市民会館から西之表港が一望できるので、写真を撮った。西之表港は、

もとは赤尾木港と呼ばれ、中国大陸などとの交通の要衝であったが、冬季の季節風や台風に

よって停泊している船が難破するなどの課題を抱えていた。この港に防波堤を築くなどの

修築工事を進めたのが 23代久道の正室で薩摩藩主島津斉宣
なりのぶ

の次女にあたる松寿院であった。

彼女は斉宣の死後、島の政治を担い、港の修築の他にも大浦川の改修、平山の塩田開発の３

大事業を進め、「女の殿様」と呼ばれた。 

市民会館の隣に栖
せい

林
りん

神社がある。後述するサツマイモを島に導入した第 19代久基（1664

～1741 年）を祀る神社で、境内には種子島家の墓所も置かれている。この神社では大的式

という行事が毎年１月 11日に弓場で行われ、その年の悪魔災難を祓い清め島の平安と無病

息災を祈願する。この行事は鹿児島県の無形民俗文化財に指定されている。本殿と並んで

「大的始式保存会場」と書かれた看板の建つ弓場があり、建物の中では一人の初老の男性が
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練習に励んでいた。 

続いて鹿児島県の熊毛支所の林務水産課を訪ねる。担当の田原義雄さんに面談し、「熊毛

の水産」を入手する。以前県庁の田中さんに頼まれて、カキ養殖のことを講演したことがあ

ったが、田原さんはその時に私の話を聞いていたそうで、親切に対応してくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西之表市役所（左）、本源寺（右） 

 

鉄砲館 

熊毛支所から坂を登り、種子島開発総合センター・鉄砲館に行った。1983（昭和 58）年に

開館した種子島を紹介する総合的な博物館である。種子島は「鉄砲伝来の地」としてあまり

にも有名なので鉄砲館と称しているが、鉄砲以外の展示も充実している。 

受付で鉄砲館と後述する月窓亭との共通入場料として 570 円を支払い、エントランスで

「私たちの種子島」という種子島の全体像を紹介するビデオを見る。 

入ってすぐのコーナーで種子島の地形や地質を解説したパネルを見る。隣の企画展では

上妻家文書展が開かれていた。 

漁業資料の展示コーナーにはヤクタネゴヨウマツからつくられた丸木船の現物や馬毛島

でのトビウオ漁などの漁業関連の資料が展示されている。藩政時代、種子島には次の 18の

浦があり、浦人たちは島主より漁場と農地を与えられ、半農半漁の暮らしをしながら島主か

ら要請される海上任務を担っていたようだ。 

【西海岸】浦田、洲之崎、池田、塰泊、住吉、浜津脇、大町田、島間 

【東海岸】花ノ木、庄司、田之脇、川脇、岩屋口、大場、女洲、熊野、浜田、竹崎 

続いて歴史コーナーに移る。不覚にも種子島という島名は、島を支配した種子島家に由来

することを種子島に来るまで知らなかった。種子島家は初代伸基から始まって 29代守時に

至るまで（明治中期）、全 89巻からなる「種子島家譜」という歴代島主の記録が残されてい

る。これらの資料をもとに種子島家の系譜が紹介されている。また島内で発掘された様々な

考古学的出土品も見られる。 

館内には「七尋五葉」の切株が置かれている。丸木舟の材料となったヤクタネゴヨウマツ

の根元の部分で、シロアリに食われたものを伐採して持ち込んだようだ。胸高周囲が約 12

ｍというから７尋ということなのだろう。そこに馬毛鹿のはく製があった。日本鹿は、九州

鹿、対馬鹿、馬毛鹿、屋久鹿、慶良間鹿、本州鹿、エゾ鹿の７亜種があるそうで、本州鹿と

エゾ鹿を除くと、何れも小さな島で独自に進化していることは興味深い。 
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郷土の偉人コーナーには、種子島家に仕えた学者で家老も務めた前田豊山（1831～1913

年）、その一番弟子で朝日新聞の主筆を務めた西村天囚（1865～1924 年）、華道家の羽生慎

翁（1826～1901）、第 25代横綱の西ノ海嘉治郎（1880～1931年）の４名が紹介されている。

羽生慎翁は池坊大日本総会の頭職の地位にあった。また慎翁の曾孫は、７タイトルを独占し

一時将棋界を風靡した羽生善治である。 

偉人コーナーの隣に種子鋏のコーナーがある。鉄砲を伝えたポルトガル人が乗っていた

明船の中国人から鋏鍛冶の技術が伝えられたといわれており、中間支点式の鋏である。近頃

はこの中間支点式の鋏ばかりでＵ字型の鋏はほとんどみかけないが、昔はこのタイプがよ

く使われていたものだ。コーナーでは種子鋏の製造工程の解説や鋏鍛冶を再現したジオラ

マが展示されている。ちなみにこの展示では種子島に製造所が６社残っていることになっ

ているが、高齢化で次々と廃業し、現在島に残っているのは３社にすぎない。 

次が能
よき

野
の

焼のコーナーで、能野焼の発祥、断絶、復活から現在に至る歴史を紹介、古い能

野焼の作品が展示されている。種子島は砂鉄の産地で原料の年度に鉄が含まれるため重量

感のある作品が多い。 

鉄砲伝来物語のジオラマは、ポルトガル人を乗せた明の船の漂着から種子島銃を製造す

るまでのプロセスを紹介している。ポルトガル人から２丁の鉄砲を購入した 14代時堯
ときたか

（1568

～1611年）は島の刀鍛冶を総動員して模造品を作らせた。当時、種子島には 50軒ほどの刀

鍛冶がいたという。その中心人物であった八板金衛清定は銃元のネジの作り方がわからず、

娘のわかさをポルトガル人のところに嫁がせて技術を盗んだのだそうだ。そして待望の火

縄銃をつくることができたというストーリーで、真偽のほどはわからないがよくできた物

語だと思う。 

鉄砲の展示室は充実しており、ポルトガルから伝わった銃や国産第１号とされる火縄銃

の他に、国内外の古式銃約 100丁が展示され、さらに火薬の作り方やその道具も陳列されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種子島開発総合センター・種子島博物館の外観（左）、鉄砲伝来に関する展示（右） 

 

種子島家 

ここで種子島を統治した種子島家について整理しておこう。 

種子島家には「種子島家譜」という全 89巻からなる歴代島主の記録が残されている。同

書には正本と副本があり、正本は鹿児島、副本は種子島の種子島家に保存されていた。しか
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し正本は鹿児島大空襲ですべて焼失した。副本の１～40 巻は鹿児島大学に貸し出していた

が火災によって９巻を残して焼失している。ただ焼失した 31 巻のうち 20 巻は東大史料編

纂所に正本の写本が残されていた（27～40巻）。一方、家譜の和訳作業（原文は漢文だった

ので書き下しにする作業）が県立種子島高校の国語科教師であった鮫島宗美によって進め

られており 42 巻までの作業を終えていた。そこで欠落した 11 巻分を漢文に復元する作業

が急遽すすめられ、一応現在では家譜全体を読むことができるようになったという。ただ、

和訳作業には収録文書は含まれていなかったためこの復元は叶わなかった。また 90～93巻

は副本がつくられていなかったため、1892（明治 25）年から 1902（明治 35）年までの期間

は永久に失われている。 

種子島家譜を書き下し文にしたのが鮫島宗美で、ガリ版刷りで地元の熊毛文学会から

1962（昭和 37）年に発行されている。その後、「種子島家譜（復刻版）として 2003（平成 15）

年に鹿児島市のぶどうの木出版から出版され、広く一般に読むことができるようになった。

宗美のご子息の鮫島穣さんは「種子島物語」としてこの家譜の解説本を出版している。この

本の発刊・発売をしたのが、上述した種子島の和田書店であった。 

鎌倉幕府は地方の諸国に守護・地頭を設置し、支配力を全国に広げた。種子島の地頭には

御家人の中から大浦口氏を任命する。ただ大浦口氏は鎌倉に留まり、種子島には筑後国上妻

庄を名字の地とする「上妻氏」（藤原鎌足を初祖とする）の家系上妻家真を代官として種子

島に派遣した。その後、鎌倉幕府の初代執権・北条時政は平清盛のひ孫にあたる種子島信基

氏を南海 12 島（種子島、屋久島、口永良部島、硫黄島、竹島、口之島、臥蛇島、中之島、

諏訪之瀬島、平島、悪石島、宝島）の領主とし、種子島へ配流、これ以降、種子島氏による

統治が始まる。一方、それまでの種子島の統治者であった「上妻氏」は出自地である筑後国

へ引き揚げる意思があったが種子島氏やその家臣団の強い説得を受け、領地 50町歩を与え

られ種子島に留まることになった。以後、上妻氏は代々島主種子島氏の有力な側近として島

政に尽くすことになる。 

種子島家の初代信基は源頼朝の死後まもなくの 1201 年から 1204 年の間に種子島に来島

したとされる。来島当時の年齢は 20歳前後のようだ。その後、鎌倉時代が１～５代目、室

町時代が６～15 代、安土桃山時代が 16 代、江戸時代が 17～24 代、明治時代が 25～26 代、

25 代が最後の島主となる久尚である。種子島家はじつに約 700 年間にわたって続いたので

ある。 

17 代忠時（1612～1654 年）の時代になると（1643 年）、薩摩藩島津家の命で種子島家は

鹿児島に移住する。城下に種子島屋敷を構え、歴代島主は島津藩の重臣として鹿児島に常駐

し、種子島の政治は家老職が代行した。いわば島津藩に吸収合併されたわけだが、「廃絶さ

れることなく島主である身分が保証され、島津家の一門といった冷遇を受けつづけて明治

に及んでいる」。この間、島津氏との婚姻政策で島津との血が混ざっていった。司馬遼太郎

は「街道をゆく」の中で書いている。「ひょっとすると小さな島の領主の家で 29代もつづい

ているのは世界に類のないことではないかと思ったりした」。 

明治維新後、大正時代が 27代、大正・昭和時代が 28代、平成・令和時代が 29代の時邦

氏と続く。29代は鹿児島県庁に勤めていた。「街道をゆく」に登場するアッキー様（種子島

時哲）は 28代の弟にあたり、時邦氏の叔父になる。現在は 30代目で、この人は南日本新聞
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に勤務しているそうだ。 

鉄砲館から道路を隔てた旧榕城
ようじょう

中学校の入口に鉄砲が伝来した当時の島主であった第

14 代時堯の大きな像が建っている。この土地はもともと城（内城といった）が置かれてい

たところだ。その後、1624（寛永元）年に第 17代忠時が 12歳の時に上の土地に城を移して

いる。上の城はアコウの木が繁っていたことから赤尾木城と呼ばれ、1869（明治２）年の版

籍奉還までの約 250 年間にわたり種子島家の居城であった。天守閣のない屋形づくりの平

屋だったという。現在は榕城小学校になっているが、土塁の一部は当時の様子を残す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種子島時堯の銅像（左）、赤尾木城跡の土塁と石段（右） 

 

月窓亭 

 鉄砲館と月窓亭の共通入場券を購入したので、引き続き坂を登って月窓亭を訪ねた。 

 月窓亭は 1793（寛政４）年に羽生道
みち

潔
きよ

が 27歳の時に建てた建物である。道潔は種子島家

の家老職を務めた人物で、鉄砲館の偉人コーナーに展示されていた羽生慎翁の祖父に当た

る。慎翁自身もこの家で茶道や華道の修行を重ねたらしい。慎翁が梅陰亭月窓と号していた

ことから、月窓亭と呼ばれていた。 

この月窓亭は明治維新後、幼少だった 27代目守時（８歳）を鹿児島から迎え入れ、種子

島家の邸宅として使われるようになる。種子島当主は鹿児島に詰めていたが、廃藩置県によ

って種子島に戻ることになったためだろう。 

28代時望はこの屋敷で生まれ育った。2000（平成 12）年まで種子島家の住宅として使わ

れていたが、所有者の転居によって現在は西之表市が保存、活用している。 

司馬遼太郎が「街道をゆく」の取材で種子島を訪れた 1975（昭和 50）年９月にこの月窓

亭で歓待を受けているが、その時の邸宅の主が上述したアッキーさん（時望の弟）であった。

時望は鹿児島に住み、弟の時哲が月窓亭に住んでいたのだろう。ちなみに、同書で司馬は、

一連の取材旅行で「お招ばれをいうものを受けたことがないし、元来、お招ばれというもの

がにがてなのである。しかし玲瓏とした薩摩晴れの笑顔でいる沈寿官氏にむかってこうい

うせせこましいことを言いだしかねて、よろんで受けることにした」と書いている。この時

の宴席の写真が月窓亭に残されていた。 

 坂道から左手の石段を登り、直角に曲がると門があり、その先の石段をさらに登ると、月

窓亭が建つ。一部２階建ての建物で、２階には蚕室も置かれていたようだ。以前は台所や風

呂場などもあったが、東側の建物の一部は撤去されて現存しない。建物は「ひとつ葉の会」

という団体が市の指定管理者になっていて、この会のメンバーと思われる数人の高齢女性
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たちが部屋に詰めて接待にあたっている。座敷には椅子が並べられ、椅子に腰かけて種子島

を紹介した映像をみる。すぐに月桃茶と安納芋をふかしたお茶受けが出てきた。月桃は種子

島以南の亜熱帯域に分布する植物でもともとサトウキビを結束するのに用いられていた。

ハーベスターの普及でサトウキビを結束する必要がなくなったので、この植物の活用を考

えていたところ、近年、様々な薬効が注目されるようになり、沖縄や大東島で化粧品やらお

菓子がつくられるようになっているが、お茶を飲んだのは初めてであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月窓亭の玄関と建物（左）、椅子が並べられた座敷と庭（右） 

 

種子鋏 

月窓亭から榕城小学校の下の道を南に向かい、太い道路を右折したところに市立図書館

がある。閲覧室は２階にあるが、郷土関係の資料は３階にまとめられている。そこで関係図

書を物色する。関係図書は比較的よく集められているようだ。ただ西之表市ではこれまでに

「市史」を作っておらず、現在編纂作業が進められているとのことで、まとまった資料はな

かった。 

図書館から急坂を下り、「風車」という喫茶店とレストランを兼ねたような店で、昼食の

スパゲティを食べる。続いて港まで歩き、国産の鉄砲を最初につくった鉄匠八板金兵衛の像

をみる。このあたりに、昔、鉄砲鍛冶の集落があったらしい。ここで取材ノートを紛失して

いたことに気づく。あわてて昼食場所に戻ったがなかった。さらに図書館まで戻り、郷土資

料室に置き忘れてきたノートを発見、事なきを得た。 

鉄砲館の種子島鋏のコーナーには６軒の製作所の写真が掲げられていたが、そのうちす

でに３軒が廃業となっており、さらに牧瀬種子鋏製作所も 37 代目当主が 2016 年４月に逝

去していた。現在は唯一の弟子であった梅木昌二氏が伝統を引き継いでいるようだ。したが

って、現在、種子鋏を製造しているところは梅木さんと池波刃物製作所と田畑刃物製作所の

３軒だけになっている。 

種子島の鋏は軟鉄に刃鋼を接するツチハガネづくりで、日本刀の制作技法を取り入れた

ものといわれている。材料の鉄は刀や鉄砲と同じく明治初期までは島に産した砂鉄が使わ

れていた。もともと刀をつくる傍ら鋏をつくっていたが、廃刀令後は刀の需要がなくなった

ので鋏づくりが本業となり、やがて島の伝統産業になった。 

池波刃物製作所は、昔、鉄砲鍛冶の集落があった国道 58号沿いに店がある。ここでは 15

年前に種子島を訪れた時に鋏を購入しているので、再訪ということになった。店の女性に聞
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くと、先代はすでに亡くなり、その後、娘婿が後を継いでいるとのことだった。息子もいる

ようなので、当面後継者は確保されているようだ。 

種子鋏は黒く染めたものと、磨いたものの２種類がつくられている。鋏の他に各種の包丁

類も作っている。種鋏は愛用してきたが確かに切れ味はよく 15年間使ってきた。もう一つ

あってもいいと思い以前購入した物よりも一回り大きい鋏と出刃包丁を購入した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄砲館における種子島鋏の展示（左）、池波刃物製作所の店内（右） 

 

浦田地区 

午前中は赤尾木城下のいわば歴史巡りをしたことになる。午後からレンタカーで島の北

部を海岸沿いに回ることにした。ホテルの駐車場に戻り、西之表港から海岸沿いを北上する。 

 港から坂を登った高台が洲之崎の集落で、もともと漁業の盛んだったところである。馬毛

島にも漁業権を持っていた。その先は農地や山林が続き、人家は少ない。最北端の近くに浦

田の集落がある。集落は谷筋に形成されている。天然の入り江で、立派な漁港が整備されて

いた。西側には砂浜が拡がり、海水浴場になるようだ。 

 漁港の近くに浦田神社が置かれている。御祭神はウズヤフキアエズノミコトで、種子島南

部にある宝満神社の祭神タマヨリヒメと夫婦神とされている。浦田は白米を祀り、宝満神社

の赤米とは対を成すそうだ。創建は 1467（応仁元）年と伝えられている。もとは浦田漁港

の北の小島に鎮座していたが、明治時代に現在地に遷座され、1907（明治 40）年に村社と

なった。拝殿は 1983（昭和 58）年に改築している。境内には「御種蒔きの石」という巨石

があり、御祭神が日向の国から渡島された時にこの石の上から稲の種子を蒔いたと伝えら

れている。 

 浦田漁港の一角に「原捨思先生頌徳碑」が置かれていた。1974（昭和 49）年に地元の人た

ちが建てたものである。原捨思（1881～1976）は薩摩半島西端の坊津
ぼうのつ

の出身で、漁業経営者、

政治家（衆議院議員通算２期）で、初代鹿児島県漁連会長を務めた。兄は医者、漁業経営者、

政治家であった原耕（1876～1933）である。石碑には、「種子島唯一を誇る我が浦田の地曳

網によるキビナゴ漁、これは実に大正末期、先生が自ら居を此所に移して導入し指導された

ものであります。これにより以来浦田は豊漁に恵まれ、漸次経済基盤も安定してかの終戦に

伴う恐慌の嵐の中にも、独り実富を保ち得たのであります。これこそ偏に先生の御慧眼と、

私心を離れた御尽力の賜物であります」と書かれていた。原の家はカツオ漁業を経営してお

り、カツオ釣りには餌が不可欠であり、餌の確保が大きな課題であったと思われる。原は浦
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田に住み込み餌のキビナゴを大量に漁獲するための地曳網を開発したのだろう。餌として

安定的に販売できたから、浦田はキビナゴで栄えたのだと思われる。なお浦田漁港は第４種

漁港、つまり避難港の機能を担っているが、この漁港整備には全国漁港協会の副会長を務め

た原捨思が尽力したことは間違いない。石碑が建てられた当時の浦田の戸数は 81戸、漁船

数は 27隻であった。 

 原がカツオ釣りの拠点とした影響もあって、浦田は昭和の初めごろまで八丁櫓によるカ

ツオ釣りが盛んであった。しかし本土から動力船がやってくるようになると櫓漕ぎ船は負

け、衰退した。 

浦田漁港は間口が西に向いた比較的入り江の深い港で、北側と西側に防波堤が築かれて

いる。港内には漁協の古い作業場があり５～６人の漁師がたむろしていた。以前は漁協の職

員がいたようだが今はいない。係留されている漁船は 20隻ほどで種子島の漁港の中では多

い部類に入り、漁業が比較的盛んなことを物語る。漁船には曳釣り用の竿が積まれているこ

とから釣りが盛んなようだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

浦田漁港に係留されている曳釣りの漁船（左）、白米を祀る浦田神社（右） 

 

難破船 

浦田集落から再び県道に出て、島の最北端の喜
き

志
し

鹿
か

崎灯台に行った。灯台は 1963（昭和

38）年に建てられたもので四角いコンクリート製である。並んで携帯電話の電波塔のような

ものが建つ。灯台の下は海食崖で、眼下に礫浜が見える。東風が激しく吹き、白波が立つ。

海上はどんよりとして視界は悪く、大隅海峡を挟んだ対岸は見えない。 

東海岸に出て、久保田の集落を過ぎると道路の工事区間となり、その先に砂浜につくられ

た湊漁港（第１種）がある。小さな漁船が６隻係留され、船底を塗装中の漁船が１隻陸揚げ

されていた。 

道路沿いはサトウキビ畑や牧草地が目立つようになり、すでに刈り取られた牧草のロー

ルも所々に積まれている。肉牛の繁殖農家も見られ、黒牛の牛舎には 20頭ほどの牛がいた。 

伊関地区に入る。伊関漁港に出て、海岸沿いを進むとカシミア号の乗組員の漂着碑が置か

れていた。1885（明治 18）年９月、米国の商船カシミア号は種子島の東海岸沖で遭難し、乗

組員は二手に分かれて種子島に漂着した。漂着地は北部の伊関と中部の立山であった。両地

区の住民は乗組員を丁重に保護し、米国に送り届けたので、米国政府から両地区に 5,000ド

ル（現在の日本円にすると数億円相当）が送られている。 
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伊関には、「米国人漂着地居趾」（昭和 10年建立）と「美徳伝承の碑」と書かれた２つの

石碑が置かれていた。「美徳伝承の碑」は伊関校区民一同が 1981（昭和 56）年に建てたもの

で、碑文は次の通りである。 

明治 18 年９月 20 日夜、当海岸に漂着した米国商船カシミア号乗組員５名が生死にさまよいたるを古田貞吉氏によっ

て救助されるや地域民は博愛の精神をもって鎌倉平兵衛氏宅に相寄り手厚い看護を尽くし本国への帰還を果させた。今

に伝わる先人の感動溢れたこの頌徳を永く後世に継承し美徳の里を創造するために伊関小学校創立百周年を記念してこ

の碑を建立す。 

この碑文に出てくる古田貞吉の生家は集落内にあり、生家跡を示す石碑が建つ。もう一方

の漂着地である立山校区にも石碑があるようだが、時間の関係で行かなかった。 

外国との往来を船に依存していた時代、時々難破して島に漂着する船があった。難破船は

様々な文化や物品をもたらしたから、島は外に向けて開かれていたと言っていい。種子島に

鉄砲を伝えたポルトガル人を乗せた明の船の他、このカシミア号、さらには種子島南部の前

の浜海岸に漂着したイギリスの帆船ドラメルタン号が知られている。周知の通り鉄砲はわ

が国の戦に革命をもたらした。またドラメルタン号からは鶏が持ち込まれ、その鶏は代々血

統をつなぎ、今でも現地で飼われていて「インギー鶏」と呼ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種子島の北端に位置する喜志鹿崎灯台（左）カシミア号の乗組員が上陸した土地に建つ石碑（右） 

 

黒糖工場とクルマエビ養殖場 

伊関漁港から南下したところに沖ケ浜田漁港がある。伊関漁港には３隻の漁船が陸揚げ

されていたが、沖ケ浜田漁港に漁船はなかった。種子島の東岸北部一帯はどうやら漁業はあ

まりさかんではなく、サトウキビ、牛、サツマイモなどの農業が中心のようだ。 

沖ケ浜田漁港にはたくさんの薪が積んであった。何かと思い付近を探索すると手前に２

つの建物があり、入口には「種子島沖ケ浜田黒糖生産協同組合」と書いてある。協同組合と

いう名称は協同組合法に基づくので、生産者組合の誤りであろう。この薪は黒糖を煮詰める

燃料だった。 

サトウキビから作られる砂糖は含蜜糖と分蜜糖に大別されるが、ここで作られているの

は分蜜糖で、サトウキビの圧搾作業以外は昔ながらの手作業で行われ、昔ながらの砂糖づく

りに徹しているようだ。サトウキビの収穫はまだ始まっていないので建物には誰もいなか

った。沖ケ浜田集落で栽培されているサトウキビはここで加工され、黒糖を求める全国の消

費者に販売しているようだ。 
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少し南に走った道路脇に農研機構の九州沖縄研究センターがあり、温室の中にサトウキ

ビが育っていた。サトウキビの育種に取り組んでいるようだ。終業時間に近かったので見学

は諦め、外から施設を眺めて通り過ぎた。 

「安納芋」で有名な安納の集落から海岸に出ると野球場があり、その北側にクルマエビの

養殖場があった。㈱拓水が営んでいる。同社は種子島の他にも長崎県の久賀島、沖縄県の与

那国島にも養殖池を有する。海と養殖池は道路一本で仕切られているだけなので、台風の時

などには車が通れなくなるのではと余計な心配をした。 

種子島にはこの他に東海岸の住吉と中種子町の熊野の２ヶ所にクルマエビの養殖場があ

り、２つとも車海老日本㈱（2019年４月に鹿児島マリナーズから現社名に変更されている）

が経営している。同社は鹿児島の知覧、屋久島に２ヶ所、山口県秋穂、大分県日出の合計７

ヶ所に養殖池を持っている。３つの養殖場が 2019 年に生産したクルマエビは 66.6 トンな

ので、種子島は鹿児島県のクルマエビ養殖生産量の 21.6％を占める有力な産地なのだ。と

ころでクルマエビ養殖の業界は、近年、経営不振に陥った養殖池を買い取り、経営統合が進

んでいるが、種子島の養殖場も元々は地元資本が営んでいたのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖ケ浜田黒糖生産協同組合の製糖工場（左）、㈱拓水のクルマエビ養殖場（右） 

拓水のクルマエビ養殖場から県道 75号に戻り、さらに南下する。現和校区の田之脇漁港

と浅川漁港に立ち寄る。田之浦漁港は船外機が２隻置かれているだけで、漁港用地は消波ブ

ロックの製作ヤードとなっていた。浅川漁港は小さな漁船が３隻陸揚げされていた。何れも

漁業は不活発であることが伺える。 

この付近には縄文時代や弥生時代後期から古墳時代にかけての遺跡が発掘されており、

それぞれの発掘現場に解説板が設置されていた。安城の校区まで走ってＵターンし、浅川漁

港付近から内陸部に入り、武部の集落を抜けて、県道 75号に出る。武部の集落では乳牛が

飼われていた。市立図書館脇の坂を下り、ホテルニュー種子島に戻った。 

夕食はホテル裏にある「魚匠一条」に入る。女将は知識が豊富で種子島のことにも詳しい。

この店は地域クーポン券が使えるためか、客が多い。女将はてんてこ舞いで、話を聞く時間

があまりなかったのは残念だった。カンパチ、マダイ、アカハタ、スマの刺身盛り合わせ（少

量ずつ多種類の魚種が楽しめる）にトビウオのすり身揚げと冷奴を食べる。生ビール１杯と

芋焼酎を２杯飲んだ。１杯目は高崎酒造の島産安納芋を原料にした「しま茜」を飲む。２杯

目は南種子町の上妻酒造㈱の南泉に代えた。 
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ホテルのロビーに、塰
あま

泊
どまり

浦
うら

を研究する会の会報Ⅲ「馬毛島でのトビオ捕り」（平成 28 年

10 月 31 日）、が置いてあったので、ホテルの部屋で拾い読みする。著者は坂中睦男さんと

いい、住所を見ると厚木市下荻野で私の自宅に近い。帰ったらこの本を入手すべく連絡先を

メモした。（厚木市下荻野１４５１－７ 046-241-8359、090-7191-1324） 

 自宅に戻ってから坂中さん宅に電話をしたのだが、2017年４月に 74歳で亡くなられてい

た。彼が所属していた水鶏会事務局の上妻茂香さんに連絡を入れると、会報のⅠ～Ⅲとその

他に種子島に関するたくさんの書籍を送ってくださった。 

 

令和２年 10月 22日 

塰泊浦 

 この日の朝食会場は２階の大広間に移った。７時に朝食（飯①、みそ汁、冷奴、サバ焼き、

さつま揚げ、卵焼き、ソーセージ、きんぴら、ポテトサラダ、煮物、パイン）を食べ、荷造

りをする。 

 ８時ごろにホテルニュー種子島をチェックアウトしたが、あいにく朝から小雨が降り続

いている。国道 58号を南下する。国道は西之表港から南種子町の島間港を結んでいる。ホ

テルの人に馬毛島に漁業権をもつ３つの浦の一つである池田集落の場所を聞くと、ホテル

の前を直進し、信号を渡ったあたりとのこと。レンタカーで走りながら確認したが、現在は

市街地になっており、漁村の風情は全く残っていない。 

 西之表の市街地のはずれにヤマト運輸の営業所があったので、ここで宅配便用の箱を購

入した。昨日購入した種子鋏と包丁は飛行機内に持ち込めないので宅配便で送らなければ

ならなかったからだ。ここから国道を挟んだ海側が、池田浦と同様に馬毛島に漁業権を持っ

ている塰泊浦の集落になる。国道を右折して、集落の様子を見に行くことにした。細い道が

入り組んでおり、土地に不案内なことから、若宮団地に出てしまった。そこから戻り、塰泊

の集落を経て、漁港に行く。漁港の手前に塰泊浦の氏神様である王之山神社があった。 

漁港は最近整備されたようで、西港と東港に分かれている。漁船は結構多い。今でもそれ

なりに漁業が盛んなようだ。漁港用地にはモジャコ（ブリの稚魚）を活かしておくための生

簀の枠がたくさん積み上げられていた。モジャコ漁がさかんなのだろう。 

塰泊浦の国道の近くに国の合同庁舎があり、ここでトイレを借りる。 

 

塰泊地区の王之山神社（左）、塰泊漁港（右） 
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甘藷 

 海士泊から国道を数㎞南下した先に下石寺神社があり、その下に「日本甘藷栽培初地の碑」

が建つ。19代久基が琉球王朝から 1698（元禄 11）年に取り寄せ、最初に植え付けられたの

がこの地であった。1609 年には薩摩藩が琉球王朝に武力侵入し、属国化しているので、な

かば強制的に送らせたのかもしれない。その後、甘藷づくりは島全体に拡がり、生産量も増

えていった。一方、本土の山川でも種子島よりも８年遅れて、琉球から甘藷を導入、以後薩

摩藩から九州全体へと普及する。 

 江戸にサツマイモがもたらしたのは青木昆陽とされており、小学校の教科書にも出てく

るが、これには諸説あるらしい。何れにしても江戸に甘藷が伝わったのは、種子島に唐芋が

伝わった 36 年後の 1734 年のことであった。サツマイモの正式な和名は甘藷であるが、通

常、関東では薩摩からもたらされた芋であることからサツマイモと呼んでいる。もとは中国

の唐から伝わったため唐芋と呼ぶ地方もある。 

 サツマイモは日本人を救った革命的な食物だった。サツマイモの普及によって人口は飛

躍的に増えた。食文化研究家の石毛直道さんが日経新聞の私の履歴書の中で、幼少期（戦後

の食糧難の時期）に一生分のサツマイモを食べたと告白しているのを読んだことがあるが、

ひどく印象に残っている。 

 種子島で栽培されている甘藷は焼酎や澱粉の原料向けと青果向けに分けられる。2018（平

成 30）年のそれぞれの用途別の生産量と生産額は表２に示すとおりである。島全体の生産

量は 36,149トン、生産額は約 27.7億円であった。種子島の耕種生産額は約 82.5億円だっ

たので、全体の 1/3を占める有力な耕種である。自治体別では西之島市が最も多い。数量ベ

ースでは加工原料用が多いが、青果用は単価が高いため金額ベースでは青果用が多くなる。 

 甘みが強いことで評判の安納芋は種子島で古くから栽培されてきた在来種である。安納

芋という品種はもちろん知っていたが、種子島産で、しかも安納は種子島の地名であること

は種子島に来て初めて知った。安納芋は安納紅と安納こがねの２種類あり、道路脇の無人売

り場で、１袋 100～200円で売られていたので、土産に購入した。 

種子島には上述したように芋焼酎の蔵元が４社ある。各社とも島で収穫された甘藷を原

料にしており、島内での水平分業型の六次産業化が実現している。 

 

  

下石寺神社に置かれている日本甘藷栽培初地の碑（左）、西之表市のサツマイモ畑（右） 
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表２ 種子島における甘藷の生産量と生産額（平成 30年） 

 

 

 

 

 

 

 

各市町村の統計資料より作成 

能野焼 

国道を南下して能野地区に入ると、道路脇に能
よき

野
の

焼の窯元・福元陶苑があった。敷地内に

登り窯があり、周りに燃料の薪が積まれている。事務所には多数の作品が陳列してあったが、

備前焼や珠洲焼を思わせるような黒褐色の素焼きの作品であった。朝早かったこともあり、

誰もいなかったので、勝手に中に入って見学した。 

種子島にはこの福元陶苑の他に、種子島無比、陶房六大、種子島南蛮住吉窯、種子島焼葉

山窯の４つの窯元がある。福元陶苑以外は能野焼を名乗っていない。 

種子島家は島での自給自足経済をめざし、その一環で、花瓶、壺、皿、茶碗、徳利などの

陶器製の日用品をつくっていた。この窯が能野にあったことから能野焼と呼んでいた。種子

島における能野焼の起源については、①朝鮮の役（1598年）に出陣した 16代島主・久時が

陶工を連れてきた、②1616（元和２）年に琉球に派遣された薩摩の陶工の安兄弟が島に住み

ついて開いた、③1731（享和 16）年に薩摩の苗代川から渡来した、という３つの説がある

そうだがはっきりしない。 

能野焼は種子島縦貫道を建設する時に土管製造に切り替えて以降、衰退したといわれて

おり、1902（明治 35）年ごろに自然消滅した。一方、能野焼の復活を願う人たちは、1971

（昭和 46）年に唐津焼・中里家の五男の隆氏を招聘し、種子島焼として再興する。その後、

窯元が増え最盛期には 12 窯になったそうだが、上述したように現在は５窯に減っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能野焼の登り窯（左）、墓石が統一された上能野共同墓地（右） 

 

馬毛島生まれのお婆さん 

国道 58号を右折して能野漁港に向かう。道路脇に上能野地区の共同墓地があった。墓地

市町 区分 生産量（トン） 生産額（千円）

甘藷 8,215 370,613

青果用 6,304 1,134,774

甘藷 12,352 439,420

青果用 1,837 370,709

甘藷 6,119 217,626

青果用 1,321 239,202

甘藷 26,686 1,027,659

青果用 9,462 1,744,685

合計 36,149 2,772,344

西之表市

中種子町

南種子町

種子島
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の区画面積、墓石は統一されており、墓の立派さを競うこともない。この地区は平等なのだ

ろう。そして貧富の格差も大きくないのだろう。 

海沿いの道と交叉したところに商店があり、お婆さんがいたので話しかけた。ところがそ

のお婆さんは饒舌で、これまでの人生を振り返られなかなか放してくれない。雨が降ってい

たので軒下に雨宿りしながら、20 分ほど話を聞いた。種子島の昔の生活を理解する上で貴

重な証言なので紹介しておこう。 

彼女は馬毛島で 1936（昭和 11）年に生まれた。馬毛島では当時マオランという繊維の原

料になる植物を栽培しており、ご両親はその会社で働いていた。母親は若い頃は大阪の紡績

会社で働いていたが、種子島に戻って父親を養子に迎えた。そして現金収入を得るために馬

毛島へ出稼ぎに行っていたのである。馬毛島の会社は神戸の奥村さんという人が責任者で

来ており、その人に敏子という名前をつけてもらったが、どういうわけか戸籍上はトシ子に

なったという。 

注）ロープ工場を経営していた川西清兵衛が大正 14年に東京の三浦泰輔から馬毛島を購入し、ロープの原料をマニラ

麻からマオランに切り替えるべき始めたのが川西馬毛島農場で、農場主任に奥村甚平が任命され現地に常駐していた。

マオランはニュージーランド原産の常緑多年草で、繊維植物として一時紐の原料となり石本マオラン㈱という会社も現

存するが、今は全く使われていない。馬毛島での栽培も数 10 戸に広がったが結局日の目を見ずに失敗に終わっている。 

 

彼女は少し南に下がった住吉地区の出身だった。幼少期は戦争中で、本土の伊佐郡（現在

の伊佐市）に疎開した。屋久島が米軍の艦砲射撃を受け、沖縄戦に続き種子島も危ない状況

だったという。大人たちは島に残り、20 番という山の中に壕を掘り、米軍が上陸した場合

は玉砕を覚悟していたそうだ。 

戦後島に戻り、中学校を終えて、種子島高校に進学した。１年生の時は住吉から西之表ま

で約３里（12 ㎞）の道を毎日歩いて通った。夜は怖かったので友達と集団で通学した。２

年生になって寮に入り、３年の時は沖さん宅に下宿した。下宿代は 2,000円で、これに炭１

俵と米を持参した。1955（昭和 30）年に卒業する。補修で習った地理などは後にすごく役

立ったという。 

高校卒業後、地元の郵便局に勤め、1958（昭和 33）年に 22歳で結婚した。以後、現在の

場所に住んでいる。嫁いだ先は商売をしていた。この家は 1954（昭和 29）年に建てたもの

だ。男４人、女２人の６人の子供に恵まれ、現在、末っ子が家を継いでいる。娘２人は看護

師になった。働いていないと気が済まない性分らしく、84 歳にもかかわらず、果物や野菜

作りに精を出している。若い時にタンカンの苗を 70本買ってきたら夫に叱られたそうだが、

その木を夫が穴を掘って植え、今では大きな木に成長し、毎年たくさんの実をつけるらしい。

お婆さんの店を下った先に上能野漁港がある。係留されている漁船は８隻ほどしかなく、漁

師は少ないと見受けられた。ただ漁港は広い。近くに上能野神社があり、また漁港用地には

坂下巌先生顕彰碑と書かれた石碑が立っていた。漁協とは別の上能野小組合と下能野小組

合が建てたものだ。 

国道に出てすぐに小さな下能野漁港があった。こちらも漁船２隻、船外機３隻が係留され

ているだけで少ない。 
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上能野地区の共同墓地（左）、上能野漁港の漁船（右） 

 

牛乳 

 国道から右折した小高い場所に南日本酪農協同株式会社の種子島工場があった。定礎板

によると、この工場は 1988 年 11 月に竣工したようだ。数名の職員が歩き回るのを見かけ

たが、工場内はガランドウであった。島旅から帰ってホームページで確認すると、2007（平

成 19）年に同社の工場再編に伴って閉鎖されていることがわかった。現在は島内から集め

た原乳のクーラーステーションとして使われている。 

 ここでは、タンクローリーで各酪農家から集乳した原乳の検査、計量、貯乳、清浄化など

の作業が行われ、その後サイロタンクに貯蔵される。そして日曜日を除く毎日、専用のタン

クローリー車に原乳を積み、貨物船に載せて同社の宮崎県にある都城工場に送られる。 

 幕藩時代から種子島で牛は使役動物として飼われていたが、牛を商品として飼養するよ

うになるのは明治維新後の 1874（明治７）年のことである。馬毛島の土地の払い下げを受

けて、士族の失業対策として７人の旧士族が馬毛島で牛牧舎という牧場を始めたのだった。

その後、1913（大正２）年に馬毛島牧場の一切の権利を東京の三浦泰輔に譲渡して断絶する。 

一方、鹿児島高等農林（現鹿児島大学農学部）の初代校長の玉利喜造は種子島が酪農の好

適地と判断し、1915（大正４）年に同校の種子島牧場を設置する。1965（昭和 40）年に移転

するまで半世紀にわたり種子島の酪農発展の後ろ盾になった。民間レベルでは 1901年に「種

子島産牛馬組合」が創設され、1905～1906 年にかけてホルスタイン種牝牛が数人の島民に

よって飼養され、次第に乳牛の飼養が盛んになる。1926（昭和元）年に中種子町に婦人酪農

組合が組織され、1928（昭和３）年には西之表市にも組合ができた。そして 1929年に両組

合が合併して種子島酪農組合が誕生したのだった。 

 戦後、1965年に「種子島酪農協同組合連合会」が発足し、練乳や生乳などを生産した。島

内分は「種子島牛乳」として販売し、余剰分は「南日本酪農協同株式会社」に販売していた。

しかし、「種子島酪農協同組合連合会」の経営が悪化したため、生乳生産と練乳や加工乳の

全てを「南日本酪農協同株式会社」に譲渡し、同社の種子島工場として 1982年に再スター

トしたものである。同社はデーリィ牛乳のブランドで全国に販売しており、種子島島内の商

店にも置かれている。 

 種子島にはピーク時（1975 年）には 300 戸の酪農家がいたが、2012 年末には 30 戸に減

り、1/10になった。一方、経営体当たりの多頭化が進む。1965年当時 3.5頭／戸であった
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が、2010 年には 100 頭／戸近くに増えている。経営規模の拡大により島における乳牛の飼

養頭数は 3,000 頭強で安定して推移している。また１頭あたりの乳量が２倍になったこと

から、牛乳の生産量も大幅に増えた。 

 2018（平成 30）年の市町別の牛乳の生産量と生産額は表３に示す通りであり、生産量は

16,494トン、生産額は約 19億円であった。生産量は西之表市が最も多く、これに中種子町、

南種子町が続く。2015（平成 27）年の農林センサスによると、乳牛を飼う農家は 46経営体

で、うち西之表市が 36経営体と最も多い。 

表３ 種子島における牛乳の生産量と生産額 

 

 

 

 

各市町の統計資料より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武部集落の牛舎と乳牛（左）、デイリー牛乳の種子島ブランド（右） 

 

サトウキビと製糖工場 

南日本酪農協同㈱のクーラーステーションから住吉の集落に入り、住吉漁港を視察する。

港内には 10隻ほどの漁船が係留されている。また荷捌所には加工場があり、「浜のかあちゃ

ん」の看板が掲げられていた。住吉の集落を過ぎると、国道沿いから人家は消えた。右手が

海、左手に畑と木々が続く。中種子町に入ったところで、製糖工場の案内が現れたので、左

折し坂を登っていくと大東製糖種子島㈱の工場があった。 

工場の前の斜面には土地を整備した時に掘り出された大きな石がトーテンポールのよう

に並べられている。もちろんこの時期はサトウキビの収穫作業は始まっていないので、車の

出入りもない。事務所に顔をだし、会社のパンフレットをいただくとともに手短に話を聞い

た。 

社名からすると大東島にある製糖会社かと思ったのだがそうではなく、千葉市に本社を

置く大東製糖㈱という会社の子会社だった。この会社ではサトウキビの栽培から砂糖づく

りまでの一貫生産をめざしている。砂糖は含蜜糖と分蜜糖に大別されることは既に述べた

が、この会社の製品は含蜜糖で、手刈りで、刈り取ったサトウキビは速やかに圧搾し、煮詰

めるという生産工程にこだわったいわばプレミアム砂糖づくりで他のメーカーとの差別化

生産量（トン） 生産額（千円）

西之表市 9,446 1,087,198

中種子町 4,905 568,044

南種子町 2,143 232,047

合計 16,494 1,887,289
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を狙っているようだ。ちなみにハーベスターによる機械刈りだとサトウキビが裁断され、切

り口からショ糖が劣化するらしい。 

この工場は以前、鹿児島市に本社を置くトーシン㈱という会社の種子島健康工場で、同社

は芋とサトウキビの加工品をつくっていたらしい。この工場を買収して 2018（平成 30）年

に会社を立ち上げたものだ。中種子町との間に立地協定を結び、農地所有適格法人の認定を

受けて約 2.4haの農地を所有し、サトウキビの生産も行っている。サトウキビの収穫は冬期

間が中心なので、年間の半分は施設が遊休化することから、安納芋の焼芋も商品化している。

つまりプレミアム砂糖と芋加工品の２つの事業を展開している。工場の裏手では職員２人

が安納芋を洗っていた。この会社はまだ始まったばかりであり、砂糖の差別化戦略が当たる

かどうかは未知数である。 

 薩摩藩が種子島でサトウキビの栽培を許可したのは 1827（文政 10）年というから、今か

らおよそ 200 年前のことである。サツマイモの導入からは約 130 年遅れた。しかし島民に

はあまり普及せず、島でサトウキビの生産が本格化するのは戦後のことであった。 

サトウキビの生産は 1980 年代後半をピークに 1990 年代後半まで減少傾向にあったが、

その後、新品種の普及や収穫の機械化が進んだことから 2010年ごろまでは再び増加傾向に

転じた。その後は農家の高齢化や災害などの影響を受け、栽培面積、反収地ともに減少して、

現在に至る。 

2018（平成 30）年におけるサトウキビの生産状況は表４に示すとおりである。作付面積

は合計 2,187haで、生産量は 11.4万トン、生産額は約 23.2億円であった。 

表４ 種子島におけるサトウキビの作付面積、生産量、生産額（平成 30年） 

 

 

 

 

各市町の統計資料より作成 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大東製糖種子島㈱の製糖工場（左）、焼き芋用の安納芋を洗う職員（右） 

 ちなみに大東製糖種子島㈱の作付面積は 2.4haなので全体の 0.1％にすぎない。収穫した

サトウキビは当初、集落単位で含蜜糖（黒糖）に加工していたが、1956（昭和 31）年に後述

する新光製糖㈱の種子島工場が設立され、こちらで島内のサトウキビは処理されるように

作付け面積（ha） 生産量（トン） 生産額（千円）

西之表市 572 29,174 592,023

中種子町 1,170 66,272 1,336,402

南種子町 445 19,508 392,775

合計 2,187 114,954 2,321,200
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なる。同社では当初は黒糖を生産していたが、1960（昭和 35）年に含蜜糖生産に切り替え

現在に至る。当社のホームページによると、従業員は 55人で、季節従業員 51人を含めて、

106人が働いているようだ。なお種子島はサトウキビ栽培の北限で、鹿児島県内では島嶼部

を中心に栽培されているが、生産量は徳之島に次いで多い。再び国道に戻り、牧川漁港に立

ち寄る。海岸の岩を掘削してつくった港で、漁船３隻と船外機４隻が係留され、10 隻ほど

の船外機が陸揚げされていた。星原小学校前の海岸脇に駐車場があり、「雄龍・雌龍の岩」

と呼ばれる名勝があった。星原郵便局の裏側は浜津脇漁港である。開放的な海岸につくられ

た漁港のため、北西風を遮るように北側に長い突堤が伸びている。船溜まりは２ヶ所に分か

れており、手前に船外機が３隻、奥に６隻の漁船が係留されていた。 

 

家畜市場と肉牛の繁殖 

星原の集落を過ぎると国道 58号は海岸線を離れ、内陸部に入る。１㎞ほど走ると、種子

島家畜市場の看板が現れたので脇道を進むとちょうど多数の車が集まり、「市」が開催され

ていた。 

この市場はＪＡ種子屋久が運営しており、種子島の各地と屋久島から繁殖した子牛が持

ち込まれている。市場は毎月開催されており、たまたまこの日が幸運にも開催日だったので

ある。部外者なので市の見学は遠慮し、すぐに南種子町役場に向かった。 

2018年の種子島の農業生産額は 142.75億円であるが、黒毛和牛の子牛生産額は表５に示

すように 36.6億円であり、種子島の農業生産額の約 1/3を占める最も重要な産品なのであ

る。近年の子牛価格が高値で推移していることが影響している。ちなみに去勢牛の１頭あた

りの単価は 70万円を超えている。 

2015年農林センサスによると、種子島の繁殖農家は 448経営体（西之表市：197、中種子

町：171、南種子町：80）で西之表市が最も多いが、平均経営規模は中種子町の方が大きい

と思われる。 

和牛肉の繁殖と肥育は基本的に分業化されている。肥育は主として消費地に近いところ

で銘柄牛に育てられており、島で肥育している例は香川県の小豊島
お で し ま

などに限られきわめて

少ない。種子島では農協が肥育センター（西之表市と中種子町の２ヶ所）をもち、年間 200

頭ほどが肥育されているようだ。ただし出荷額は子牛出荷に比べると圧倒的に少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農協の種子島家畜市場の入口（左）、繁殖用の親牛（右） 
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表４  子牛の出荷数と生産額（平成 30 年） 

 

 

 

 

各市町の統計資料より作成 

中種子町役場 

 家畜市場から国道 58号に戻り、再び南下して中種子町役場に向かった。 

役場の２階にある企画課に行くと、階段の前に人だかりがしていて異様な雰囲気だ。座り

込んでいる人に聞くと、防衛省の関係者が議会で馬毛島の基地計画を説明しているとのこ

とで、新聞やテレビが議員から取材すべき待機しているところだった。 

 企画課で町勢要覧をもらう。資料集は印刷物にして配布はしておらず、インターネットで

公表しているとのことだったが、親切にわざわざコピーしてくれた。なお、「中種子町史」

は現在作成中とのこと。 

 2015 年国勢調査時の中種子町の人口は 8,135 人、世帯数は 3,441 戸であった。人口のピ

ークは 1960（昭和 35）年の 19,321人（世帯数は 4,051戸）だったので、現在は半分以下に

減少している。町は、星原、納官、増田、野間、油
ゆ

久
く

、南界、石岡の７つの地区に分かれて

いて、役場は中心地の増田地区に置かれている。 

町の産業は農業で、2018年の農業生産額は約 53億円であった。子牛の繁殖（14.6億円）

と牛乳生産（5.7億円）などをあわせた畜産が 22.3億円、耕種栽培が 30.4億円という内訳

である。耕種で最も多いのがサトウキビの 13.4億円で、これに甘藷、米、たばこ、ブロッ

コリーなどが続く。 

役場の隣に公民館があり、その中に図書室が置かれている。郷土関係のコーナーで関連す

る図書を閲覧する。管理人の若い女性（図書館ではないので司書ではないのだろう）にコピ

ーの是非を聞くと、ここは図書館ではなく図書室なので、コピーはできないという。それな

らば写真を撮ろうとしたら写真撮影もダメだという。図書室は広く情報を公開するために

あるはずだ。手書きで写すことはできるが、近代兵器を使うことは許されない。この時代遅

れの対応にいささかあきれ返った。今まで公民館に置かれている図書室でもコピーも写真

撮影もできていたので、今回のケースは初めての経験だった。どういう根拠でコピーができ

ないのかと聞いたら上司の女性が現れ、法律の写しをもってきた。 

著作権法第 31条の「図書館等における複製等」には、「公衆の利用に供することを目的と

する図書館その他の施設おいては、図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供

するために、公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合は著作物

を複製することができる」としている。つまりこの村の図書室を「図書館等」の範疇に含め

ればいい話なのだが、どうも村の対応は頭が固すぎるように思われる。 

 

南種子町役場 

昼過ぎに公民館を出て国道 58号を南下し、南種子町役場に向かう。途中のレストランで

生姜焼定食の昼食を食べる。 

出荷数（頭） 生産額（千円）

西之表市 1,835 1,316,172

中種子町 2,082 1,457,400

南種子町 1,288 890,851

合計 5,205 3,664,423
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南種子町役場の近くにトンミー市場（南種子町観光物産館）がある。生産者の直売施設だ

が、島内産の農産物をまとまって買える施設で、種子島の中ではほぼ唯一の存在だろう。こ

こで島バナナ、安納こがね、島ニンニクを購入する。市場の前に南種子町の郷土館が置かれ

ている。時間の都合で入館せず。 

続いて役場の企画課に行き、町勢要覧の資料編を購入する。2015 年国勢調査時の南種子

町の人口は 5,745人、世帯数は 2,727人であった。1965（昭和 40）年には 11,756人だった

ので、約半分になっている。島の産業は農業が中心で、2018年の生産額は 27.4億円であっ

た。このうち畜産が 12.1億円（肉用子牛：8.9億円、牛乳：2.7億円）である。耕種栽培は

甘藷が最も多く 5.31億円（加工用と野菜用をあわせて）、これに米の 1.9億円、レザーリー

フファンとロベを中心とする花卉が 1.8億円であった。 

総合農政課へ案内していただき、インギー鶏のことを聞いたが直接の担当者がおらずわ

からなかった。 

役場から北に進んだ郵便局の前に、南種子町漁協の直売店「天空のパラダイス」がある。

「宇宙への始発駅」と書かれており、青年部の漁師が酒を飲んで「ノリ」でつけたような名

前だ。開店して６年目を迎えるそうだが、店内にはきれいに盛られた刺身類が売られていた。

水産物以外にも様々な商品が売られていて小さなスーパーの雰囲気である。ここで種子島

牛乳を購入した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トンミー市場の売り場（左）、南種子町漁協の直売店・天空のパラダイス（右） 

 

島間港 

 国道 58号線は南種子町役場からＶ字に折れて北上する。その終点が島間港である。そし

て海上を通って奄美大島に至り、沖縄本島を縦断する。 

司馬遼太郎によれば、種子島の南部は水田地帯で米がとれるため南部の農村は北部の武

士団に支配されていた。そして南部の貢納米は島間港に集められ、船で現在の西之表港（旧

赤尾木）に運ばれていたという。 

司馬は、「島間はひどくさびしい港だった。コンクリートの防波堤が白く骨のように晒さ

れていて、風があらあらしく人影もなく売店ひとつ無く、港である証拠に無人の小汽船が一

隻繋留されているだけで、港ごと盗まれはしないかと思われるほどだった」と島間港の印象

を記している。 

この寂しさは今も変わらない。埋め立てによって造成されただだっ広い用地には何もな
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く、コンテナがいくつか見かけられた他、中央付近にぽつんと屋久島に通うフェリーの待合

所が置かれているだけだった。フェリー太陽が屋久島の宮之浦港との間を１日１便通って

いる。港までのアクセスは悪いからこのフェリーを利用する観光客は少ないにちがいない。 

南種子町に宇宙開発センターができてから、この港は打ち上げられるロケットや人工衛

星の陸揚げ拠点となっており、普段は空き地になっていても大きな荷物を陸揚げするため

このように広い空間が必要なのかもしれない。 

この背後に九州電力の火力発電所が置かれ、２本の煙突が立っていた。ここから島の南部

に電気が送られているのだろう。九電の発電所は西之表市にもあり、こちらは島の北部に電

気を供給している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寂しい港・島間港（左）、九州電力の火力発電所（右） 

 

南種子町漁協 

島間港の東の隅に漁船の船溜まりがあり、漁船と船外機が 20隻ほど繋がれていた。南種

子町には、西海岸に洲崎、大川、砂坂、田尻、下西目の５漁港、南海岸に門倉、竹崎の２漁

港、東海岸に広田、浜田の２漁港が整備されており、浜田漁港を除くと何れも小さく、漁船

数は少ない。つまり南種子町の漁業拠点は、東側は浜田、西側は島間ということになる。 

漁船の船溜まりの脇には、燃油タンク、製氷施設、荷捌場、そして現在は使われていない

漁協事務所が並んでいた。現漁協事務所は少し離れた道路脇に新しく建てられているが、こ

の日は誰もいなかった。 

2019年時点の南種子町漁協の組合員は 168人で、このうち正組合員は 42人である。15年

前の正組合員は 64 人だったので当時から 2/3 に減っているものの、1/3 になった種子島漁

協ほど減少割合は顕著ではない。2018年漁業センサス時の漁業就業者は 63人で、このうち

男が 60人であった。20～30代の就業者が 15人おり、高齢化率は 28.3％にとどまっている

ので、同漁協は比較的若い人が多い。恐らくＩターンしたサーファーが漁業に就業したと思

われるが、詳しく調べられなかったのは残念だ。経営体数は 37でこのうち個人が 35、個人

経営体の多くは農業との兼業が多い。 

南種子町漁協で営まれている漁業は、モジャコを対象とした船曳網、刺網（主にイセエビ

やゾウリエビなどのエビ類）、一本釣（底もの）、沿岸イカ釣り（アオリイカなど）、アサヒ

ガニを獲る籠、小型定置網などである。船曳網の漁期は４～５月の約１ヶ月ほどなので、こ

の漁業に従事する人たちは刺網や一本釣り、籠などの漁業を兼業している。 
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南種子町漁協の 2019年の漁業生産額 1.76億円で、このうちモジャコが 0.96億円と圧倒

的に多い。船曳網の経営体は 15なので１経営体当たりの生産額は 600万円になる。モジャ

コに続くのがブリ類、カツオ・マグロ類で 1,000万円以上を水揚げる。釣りではメダイ、ア

オダイ、ウメイロ、ハマダイなどの底ものの水揚げが多い。 

このように南種子町の漁業はモジャコに大きく依存しているわけだが、このことは旧事

務所の壁面に「日本一の天然ぶり（もじゃこ）の生産地」と書かれていることからもうなず

ける。この看板にはモジャコの供給先として、同じ県内の東町、牛根、北さつまの名前が記

されており、何れもブリ養殖の著名な産地である。また「人工ぶり種苗中間育成地」とも書

かれており、東町漁協と共同でブリの種苗を育成しているようだ。 

港にはモジャコの中間育成に使用する小割生簀の枠が野積みにされていた。 

なお南種子町では海面漁業の他に、河川でシラスウナギの捕獲しているようで、その生産

額は 2,000万円前後で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧漁協事務所に掲げられた看板（左）、モジャコを活かしておく生簀枠（右） 

 この島間港は伊能忠敬が種子島の測量を行うために来島した上陸地であった。旧漁港事

務所の近くに「伊能忠敬種子島測量上陸の地」と記された石碑が置かれていた。屋久島の測

量を終えた伊能忠敬一行は 1812（文化９）年４月 26日にこの地に上陸している。５月１日

から南北両隊に分かれて測量を開始し、５月９日に終えている。測量隊員は幕府から派遣さ

れた伊能忠敬以下 16 名に加えて、島津家役人 107 名、種子島家役人 86 名の総勢 209 名が

動員された。伊能忠敬は島間から西海岸を北上して喜志鹿崎を回り、忠敬の弟子の坂部貞兵

衛は東海岸を進んで、北部の現和
げ ん な

村田之脇で合流している。忠敬 67歳の晩年であった。こ

の足で五島列島の測量にかかるが、坂部は翌年７月、福江島で亡くなっている。 

 

鉄砲伝来の地 

 島間港から西海岸沿いの県道 75号を南下して、種子島の最南端の門倉岬に向かった。途

中の洲崎漁港には小さな漁船が５隻、大川漁港には船外機が２隻置かれているだけだった。

県道から最南端の地・門倉岬に向かう道を下る。門倉岬には公園が整備されており、手前に

比較的広い駐車場があった。 

公園の入口には鳥居が建ち、その隣に鉄砲を構える武士の彫塑が置かれていた。もちろん

平成年代に入っての作品だ。公園の中央には「鐵砲傳来紀功碑」と書かれた石碑が建つ。27

代守時（男爵）が揮毫したものだ。明船を模した展望台ができているが、ちゃちな感じがす
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る。この日は小雨が降り曇天だったので屋久島は見えない。展望台の下に朱色の鳥居が建ち

その先に御崎神社が置かれていた。岬からは種子島宇宙センターのある竹崎方面が見渡せ、

断崖絶壁が眼下に迫る。 

 1543（天文 12）年８月 25日、見知らぬ大きな異国船１隻がこの門倉岬に漂着した。船は

明国のもので、ポルトガル人３人を含む明国人、琉球人など百数十名が乗り組んでいた。西

之村の地頭西村織部丞が明国の五峰と名乗る者と砂上で筆談し、ようやく意が通じた。織部

丞は早馬で島主に知らせ、やがて異国船は２日がかりで赤尾木港に曳航された。異国船の修

理が終わるまで乗組員一行はおよそ半年間種子島に滞在した。時の島主は 14代時堯
ときたか

であっ

た。時堯はポルトガル人が持っていた２丁の鉄砲を購入し、鉄砲の国産化に着手、島の刀鍛

冶を総動員して鉄砲づくりに成功する。 

この技術は根来寺
ね ご ろ じ

の津田監物や、堺の商人・橘又三郎によって中央に伝わり、たちまち全

国に広まって戦は刀から鉄砲の時代を迎える。その象徴が 1575（天正３）年の「長篠の戦

い」であった。鉄砲伝来から 32年しか経っていない。織田信長勢は 1,000丁とも 3,000丁

ともいわれる鉄砲で、武田勢の騎馬隊を破っている。黒澤明は「影武者」にはこのシーンが

描かれている。 

種子島は砂鉄が採れ、古くからたたら製鉄が行われ、刀鍛冶も多かったから鉄砲を作る技

術的・社会的条件が整っていたといえる。また種子島に熊野神社が置かれていることからわ

かるように、種子島家は島津藩に従属する以前の戦国時代まで紀州との結びつきが強かっ

たのである。したがって紀州根来衆との関係も深かった。司馬遼太郎によれば、時堯の時代、

津田監物は種子島に長期逗留していたといわれる。 

つまり種子島は鉄砲を国産化する技術的・社会的背景を有し、一方、普及する上での人的

背景も整っていたということになる。明船が種子島以外に漂着していたならば、わが国の鉄

砲生産はずっと遅れ、その後の歴史も大きく変わっていたのかもしれない。 

公園にきて 10分ほど経ったあたりから激しい雨に変わった。あわてて駐車場に引き換え

し、車に戻る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

門倉岬公園に置かれた鐵砲傳来紀功碑（左）、ポルトガル船が漂着した海岸（右） 

 

宝満神社と赤米館 

 門倉岬から県道 75号を東に進むと、道路脇に見晴らしの効く展望所が現れた。門倉岬か

ら前之浜にかけての砂浜、砂丘、海浜林を一望にできる。海浜林の背後には広大な農地が広
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がり、主として米が作られているようだ。みごとな景観である。海岸付近には海浜公園やド

ラメルタン号の漂着した場所があり、季節にはウミガメも産卵に来るらしい。 

山裾と農地の間を走り、やがて農地が切れた先の山中に「たねがしま赤米館」があり、県

道を挟んだ反対側の森に宝満神社が位置している。 

浦田神社のところで述べたように、浦田神社と宝満神社は夫婦神とされており、浦田神社

の祭神は白米、宝満神社の祭神は赤米である。宝満神社では、毎年、赤米を植えて豊作を祈

願する御田植
お た う え

祭
まつり

が行われている。「御田の森」と呼ばれる小高い山で儀式を行ってからオセ

マチと呼ばれる神田で赤米の苗を植える。この行事は国の無形文化財に指定されている。 

車を赤米館の駐車場に停めて館内に入った。ここは 1998（平成 10）年 10月にオープンし

ている。入館料はいらない。館内には米づくりに用いる鍬、田下駄、田車などの農機具が展

示されている。また、稲の道と赤米のルーツ、宝満神社と赤米の祭り、南種子の米つくりの

３つのテーマがパネルで解説されている。 

この赤米の特徴は、①茎が長く草丈が 150㎝ほどになる、②籾の先端にあるノギが長く、

総社や対馬の赤米はノギが赤く染まるのに対し、宝満神社の赤米は赤くない、③湿田だけで

なく、雨水による「天水田」や畑でも栽培可能な水稲・陸稲双方の性質を備えている、④ジ

ャバニカ米という品種に近く、稲作が東南アジアから海の道を経て伝播した可能性を示し

ている、としている。アジアで栽培されている稲は、インディカ、ジャポニカ、ジャバニカ

（Javanica）の３種類に大別されるそうだが、インディカ米とジャポニカ米は知っていたが、

ジャバニカ種というのは初めて知った。約 2,000 年前に東南アジアの丘陵地帯や山間部で

栽培されていた陸稲種が起源とされている。大正期まで琉球列島の島々で栽培されていた

在来種は種子島の赤米に近い稲を含んでいたらしい。 

赤米館と宝満神社がある土地は茎長と地名であるが、古くから茎の長い米が採れたこと

に由来するのだろう。 

わが家でも赤米は時たま食べる。白米に少量の赤米を入れて炊くと、赤飯のようになる

（赤飯の起源は赤米にあるのかもしれない。赤米が作られなくなってから代用としてササ

ゲや小豆を入れたというのは邪推だろうか）。しかしこうして赤米を食べるようになったの

はここ 30年ほどのことで、それまではあまりなじみがなかった。最近は赤米づくりが流行

っているようで、そこいらの農産物直売所でも散見されるようになっている。石垣島で米を

作っていた高校時代の同級生は赤米をつくっているし、南方の島々では赤米は一般的であ

ったようだ。 

国分直一は「我が国古代稲作の系統」の中で、わが国の米の伝来経路は、華北－朝鮮－北

九州のコースが有力な説だが、南方島嶼コースについても考えてみる必要があると述べ、宝

満神社の赤米づくりを取り上げている。フィリピンあたりの山岳地帯で作られていた赤米

が琉球弧を通じて北上したもう一つの米伝搬コースがあるのかもしれない。その証拠が種

子島の宝満神社と考えるとロマンが湧くのである。 

続いて道路の反対側にある宝満神社を訪ねた。鬱蒼とした樹林に覆われた参道を進んだ

先に社が置かれている。神社のすぐ西側には池がある。周囲 1,230ｍと比較的大きな池で、

深さは６ｍほどだという。地盤が沈下して入り江になった後、海との間を砂丘がせき止めて

できた海跡湖らしい。 
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宝満神社の鳥居と社（左）、たねがしま赤米館（右） 

 

米作地帯 

 種子島の南海岸の砂丘背後は海岸線に平行に細長い農地が続き、水田が多い。東隣りの茎

永地区は盆地になっており、やはり水田が多い。 

 種子島は屋久島と異なり、台地状の地形で高い山はなく丘陵が連なることから農地の開

拓には適しており、古くから農業が盛んであった。藩政時代、種子島の南部は水田が多く、

ここで生産された年貢米は島間港に集められ、北部の士族が集中的にする城下町に送られ

ていたことは既に述べた。種子島が島外からの移住者を受け入れ、寛容であったのはおそら

く農地に適した土地が多かったためだろう。豊かな島だったのである。 

 当時に比べると、水田の面積は少なくなっているのだろうが、それでも 2018年時点の種

子島における米の作付面積は 796haで、生産量は 3,000トン強、生産額は 5.75億円に及ぶ

（表５）。最近の日本人 1 人あたりの米の消費量は約 50 ㎏であるから、種子島では米は完

全に自給できるばかりでなく、島外に販売しなければならない状況なのである。 

表５  米の作付面積と生産量及び生産額 

 

 

 

 

各市町の統計書より作成 

 ここで種子島の農業の現状について整理しておこう。表６は 2018年の市町別品目別の生

産額を示したものである。種子島全体の農業生産額は約 143億円であった。一方、種子島の

漁業生産額は約９億円、クルマエビの養殖生産額は約３億円なので、漁業・養殖業の生産額

は合わせて 12億円に過ぎない。農業はその 10倍以上になる。そして、サツマイモを原料と

した醸造業、澱粉加工業、サトウキビを原料とした製糖業などの２次産業も農業が支えてい

るので、種子島はまさに農業立島といえる。 

 農業生産額の内訳は耕種農業と畜産業がおよそ６：４の割合である。耕種農業ではサトウ

キビ、甘藷、水稲、茶が５億円を超える。畜産業は肉牛の子牛生産が約 37億円と圧倒的に

多く、これに牛乳生産の約 19 億円が続く。南西諸島（大隅諸島、トカラ列島、奄美群島、

沖縄諸島、先島諸島、大東諸島）の島々のうち、多くの島がサトウキビや畜産などにモノカ

作付面積（ha） 生産量（トン） 生産額（千円）

西之表市 214.1 874.8 153,036

中種子町 268.5 1,136.0 228,904

南種子町 313.4 1,272.0 193,685

合計 796.0 3,282.8 575,625
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ルチャー化しているのに対し、種子島の農業はきわめて多様性に富んでいるのが大きな強

みであろう。 

 市町別では土地面積の多い順に生産額も多い。サトウキビは中種町、甘藷と茶、馬鈴薯、

スナップエンドウは西之表市、花卉や果樹は南種子町が多い。見慣れない作物としてガジュ

ツがある。カジュツはウコンの仲間で、漢方薬の原料となる。もともと屋久島と口永良部島

で盛んに栽培されていた。この作物は口永良部島を訪れた時に初めて知ったが、種子島でも

結構作られていることに認識を新たにした。 

表６ 種子島の品目別市町別農業生産額（平成 30年） 単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各市町の統計書より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種子島南部の穀倉地帯（左）、サトウキビと牧草地（右） 

 

種子島宇宙センター 

茎永の集落から種子島の南東端に向かう。先端には種子島宇宙センターが置かれている。 

種子島宇宙センターはＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）が設置し、運用する施設である。

1966 年に科学技術庁が建設し、その後ＪＡＸＡの前身の宇宙開発事業団が引き継ぎ、現在

に至っている。敷地総面積 9.7㎞ 2の日本最大のロケット発射場である。敷地内には、大型、

区分 品目 西之表市 中種子町 南種子町 合計 割合（％）

サトウキビ 592,023 1,336,402 392,755 2,321,180 16.27

青果用甘藷 1,134,774 370,709 243,429 1,748,912 12.26

加工用甘藷 370,613 439,420 217,626 1,027,659 7.20

水稲 153,036 328,904 193,685 675,625 4.74

茶 510,789 48,367 34,852 594,008 4.16

花卉類 171,414 50,779 183,985 406,178 2.85

馬鈴薯 325,448 47,117 21,766 394,331 2.76

スナップエンドウ 159,582 64,114 46,225 269,921 1.89

たばこ 80,066 116,119 58,337 254,522 1.78

果樹類 7,177 30,653 48,175 86,005 0.60

カジュツ 23,059 4,168 32,553 59,780 0.42

その他 154,396 202,882 57,788 415,066 2.91

小計 3,682,377 3,039,634 1,531,176 8,253,187 57.85

子牛 1,316,172 1,457,400 890,851 3,664,423 25.68

牛乳 1,087,198 568,044 232,047 1,887,289 13.23

その他 169,645 207,379 85,251 462,275 3.24

小計 2,573,015 2,232,823 1,208,149 6,013,987 42.15

合計 6,255,392 5,272,457 2,739,325 14,267,174 100.00

耕種

畜産
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中型、小型の各ロケットの発射場、総合指令棟、80ｍ気象塔、衛星組立棟、衛星フェアリン

グ組立棟、液体エンジン試験場、固体ロケット試験場などの施設が整備され、ロケットの組

立、整備、点検、打ち上げ、人工衛星の最終チェックからロケットへの搭載、打ち上げ後の

ロケットの追跡までの一連の作業を行っている。 

門も守衛所もないので、自由に敷地内に入れる。おまけに社員食堂も一般に開放されてい

るようだ。駐車場にレンタカーを停めて、ＪＡＸＡが運営する宇宙科学技術館に入った。２

階建ての建物は、ロケットエリア、フロンティアエリア、サテライトエリア、ステーション

エリアに分かれている。シアターホールではロケットの打ち上げ時の音響を体験できる。 

今はどうなっているかわからないが、ロケットの破片が海に落ちる可能性があるため、打

ち上げ時は立ち入り禁止の海域を設定していた。このため漁業補償の仕事があったようで、

水産庁から種子島の宇宙開発事業団に出向していた。その一人が中央水研の経営経済研究

センターにいた松浦勉さんで、彼は暇な時間を使って種子島の集落や漁業のことをまとめ、

東京水産振興会から「宇宙開発と種子島」を執筆されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種子島宇宙センターの宇宙科学技術館（左）、センター内の敷地（右） 

 

中種子の市街地 

 宇宙科学技術館から県道 75号に戻り、一路北上、今晩の宿である中種子町のホテルサン

ポストに向かう。茎永集落から平山集落に至る間、道路の両側は山林が続く。途中、メヒル

ギの自生する湿地があった。メヒルギはマングローブの一種で樹高は比較的低く、鹿児島県

の喜入町が北限である。大分前のことになるが、喜入の石油備蓄基地の環境アセスメントを

した時に、このメヒルギが問題になったのを思い出した。 

種子島漁協の中種子支所が置かれている熊野漁港に立ち寄る。同漁港は第４種漁港で避

難港の機能を担っている。10隻ほどの大きな漁船が係留されていた。ここには 15年前に訪

れているが、当時の印象は全く残っていなかった。小型定置網の経営体が１社（浜山水産㈲）

あり、従業員７名全員がＩターンしたサーファーで、島の出身者は親方だけだった。その後

どうなっているか気になっていたが、本所で聞いたところでは相変わらずの様子だという。 

 中種子町の市街地に入る手前に新光糖業㈱の製糖工場があった。この工場は 1960（昭和

32）年に建設されたもので、当初は含みつ糖（黒糖）の生産からスタートし、1960（昭和 35）

年に分みつ糖の生産を開始している。新光糖業㈱は住友商事と日新製糖が株主で、最終商品

はカップ印でおなじみのものだ。 
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 ホテルサンポストは中種子町役場の目の前にあった。４階建ての建物で、１階がレストラ

ンになっている。エレベータはなく３階に上った正面の部屋が割り当てられた。チェックイ

ン後すぐに和田書店に行った。この書店の本店は西之表市のメインストリートにあったが、

近ごろ閉店になり、こちらに支店があることを聞いてきたからだ。上述したとおり郷土出版

物を積極的に扱っていた書店である。さすがに本だけでは経営が厳しいようで文房具の類

も扱っていた。家賃がないから成り立っているに違いない。ここで「馬毛島異聞」という書

籍とサインペンを購入する。 

 中種子町の中心市街地は役場を中心に国道 58号の東側に形成されている。国道の西側に

は野間小学校と中種子中学校が並んであり、Ａコープやドラッグストアなどの量販店も立

地している。また市街地の北側のはずれには種子島に２つある高校のうちの一つである県

立種子島中央高校も置かれている。国道脇に歴史民俗資料館があったが、開館時間を過ぎて

おり行きそびれてしまった。 

 一旦ホテルに戻り、本屋で紹介してもらった居酒屋・茶ぶけに行く。ホテルのレストラン

はカレーとかカツ丼とか定番のメニューしかなかったからだ。居酒屋は本屋の道路を挟ん

で反対側にあった。地元の人がよく宴会で使うようで、けっこう混んできた。ただ水産物は

少なく、想像していたよりも地方色のない店だった。生ビールを１杯飲み、中種子町の芋焼

酎・島乃泉をロックで１合飲む。つまみに島で採れたゆで落花生（種子島には落花生が多く

作られている）、冷奴、レンコンとポテトのはさみ揚げをつまみに食べた。 

 

令和２年 10月 23日 

四元酒造 

 昨日から一晩中降り続いていた雨は明け方にはやんだ。７時 30分に朝食を予定していた

が少し早く食べ、７時 45分ごろに宿を発った。朝食はモーニングセットで、トースト、ベ

ーコンエッグ、野菜サラダがついた。コーヒーを飲む。 

国道 68号を南下し、途中にある四元酒造を見学した。創業者は鹿児島市谷山から種子島

に移住した四元佐一郎で、1909（明治 42）年の創業だという。３代目を引き継いだばかり

の四元一記さんが急逝し、東京と大阪に出ていた息子さんが現在は後を継いでいる。昨日飲

んだ「島の泉」の蔵元である。 

これから原料のサツマイモを仕込むところで、工場内では４～５人の女性が洗ったサツ

マイモの傷んだ部分を包丁で削り取る作業をしていた。１個１個芋を確認しながら、手作業

で切り取るため手間のかかる作業だ。原料のサツマイモは白
しろ

豊
ゆたか

という品種のようだ。芋削

りの作業を終えたサツマイモはすぐに蒸して、破砕され、麹を加えて発酵させる。その後、

単式蒸留して焼酎ができあがる。 

種子島にはこれまでに述べてきたように種子島酒造（明治 35年創業）、高崎酒造（明治 36

年創業）、四元酒造（明治 42年創業）、上妻酒造（昭和元年創業）の４つのメーカーがある。

種子島酒造、高崎酒造、四元酒造の３社の創業者は鹿児島市内からの移住者で、種子島出身

の創業者は上妻酒造だけのようだ。 

サツマイモは 1698年に種子島に渡ってきたが、サツマイモを原料とする焼酎づくりが始

まるのは島津斉彬（1809～1858 年）の時代になってからである。斉彬は列強に対抗するた
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めに軍備の近代化を進めるがその一環として大量のアルコールを確保するために、当時シ

ラス台地で盛んに栽培されていたサツマイモに着目し、サツマイモを原料にアルコールを

つくらせた。そして余剰のアルコールを飲料とすることを勧め、芋焼酎が誕生する。 

幕藩体制下での酒づくりは酒株制のもとで統制下に置かれていた。1871（明治４）年にこ

れが廃止されると、自家製造の焼酎が急増する。その後、1898（明治 31）年に自家用焼酎の

製造が禁止され、蔵元が誕生する。種子島で最初に芋焼酎づくりが始まるのは種子島酒造の

1902（明治 35）年のことなので、種子島には鹿児島市内に遅れること４年で芋焼酎のメー

カーが誕生したことになる。当初は島内の需要に対応していたが、やがて島外に出荷される

ようになり、現在に至っているわけだ。 

 

四元酒造で芋削りの作業をする女性従業員（左）、収穫された焼酎の原料となる白豊（右） 

 

坂井公園 

 四元酒造から少し走り、東海岸に抜ける道の角に大きな石碑が立っていた。日良法印とい

う人の遺徳を顕彰したもので、この場所に墓所があったらしい。 

 種子島の仏教宗派は奈良時代から律宗であったが、日良は島主及び島民を法華宗に改宗

させた立役者であった。石碑の脇にあった解説版によれば、日典上人の遺志を継いだ淡路島

出身の日良法印は「茶道師範の看板をかけて茶人を装い、出入りする大家の子女に茶道とと

もに華道、行儀、教養、連歌を教えながら島主の時氏に近づいていき法談を説いて」、20数

年かけて、３島（種子島、屋久島、沖永良部島）の島民を法華宗に改宗させることに成功し

た。ところで日典上人とはどんな人物のだろうか。日典は種子島の下西・川迎の出身で、西

之表にある慈遠寺の学問僧として働いていた。その後、本山の奈良興福寺に留学、およそ 10

年の本山での生活を終えて種子島に帰る途中、船待ちの間に法華宗信者の家に泊まり、ここ

で法華宗に帰依して名を林応から日典と改めた。島に戻ると熱心に法華経の布教を試みる。

しかし島民から迫害を受けて 1463（寛正４）年に亡くなっている。 

日良はこの場所に浄光寺を建てて、1495（明応４）年に逆修（生前供養）の墓石を自ら刻

して入寂したという。この浄光寺は 1868（明治２）年の廃仏毀釈により廃寺になっている。 

 ところで「街道をゆく」の中に、司馬は例のアッキー様に「幡時がなぜ日蓮宗をもちこん

だのでしょう」と聞き、アッキー様は「好きだったのでしょうな」と答えるくだりがある。

10代幡時（1405～1462年）は日良が来島する３年前に亡くなっているので、日蓮宗に改宗

したのは幡時の子の時氏（1447～1504 年）に間違いはなく、司馬は時氏と幡時を勘違いし
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ていたのだろう。 

石碑の山側に坂井神社が置かれている。この境内に樹齢 600年を越すといわれるソテツ

の大木がある。看板には樹高７ｍ、樹長 10ｍ、根回り２ｍ以上と書かれていた。この神社

は 1477（文明９）年に坂井の地頭が 12代忠時（1447～1504年）に懇請して浄光寺境内に

建てられたが、上述したように廃仏毀釈により浄光寺が廃寺になったため神社だけが残っ

たものである。 

国道を左折し、東海岸に向かうとすぐに古市家住宅がある。民家の脇にある駐車場に車を

停め、玉石の石畳と低い石垣のアプローチを進むと、広い庭を有する古市家住宅に出た。古

市家の祖は元禄年間（1556～70 年）に種子島家の招きで河内国古市郡（現在の羽曳野市）

から来島した家老清三で、二代目実置の４男が現在地に移住し、家をおこしたと伝わってい

る。現在の主屋を建てた源助は村の庄屋や横目を務めた郷士であった。この家は 1846（弘

化３）年に建てられたもので、シロアリや雨漏りによる被害が進行したため、2001（平成 13）

年１月から解体修理工事に着手し、2002（平成 14）年 11月に元の姿に復元されている。建

物は２列２室からなり、カミノザ、ナカノザ、シモノザ、ジロンマと呼ぶ座敷と土間、台所

などがある。古市家住宅は 1994（平成６）年には国の重要文化財に指定されている。東海

岸に向かう道路脇には「古市家宗流之墓地」と書かれた石碑が建ち、背後には歴代古市家の

人々の墓が置かれていた。 

これらの史跡を中心に、この一帯は中種子町が坂井公園として整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂井神社の大ソテツ（左）、古市家住宅（右） 

 

浜田漁港 

道路を東に進むと平野が現れ、田んぼが広がった。やがて県道 75号に交わり、そこを右

折して県道を南下し、平山の集落にある浜田漁港に向かう。漁港の少し手前に浜田海岸と呼

ばれる広い海水浴場があり、沖には海食によってできた様々な形の奇岩が並ぶ。圧倒される

ほど美しい景観だ。また近くには「千座の岩屋」と呼ばれるやはり海食によってできた洞窟

もある。千人も座れる広さがあることからこう呼ばれているようで、洞窟から眺める沖の奇

石群は格別らしい。残念ながら干潮時でないと、この洞窟には入れないので、パンフレット

の写真を見ただけに終わった。 

浜田漁港には定置網の作業船が係留され、網が漁港用地に干してあった。種子島では台風

シーズンに網はあげることになっている。この漁港は南種子町になるので、定置網は南種子
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町漁協に所属している。上述したように同漁協はモジャコ獲りがメインで、その他の漁業の

生産額は１億円にも達していないので、この定置網の生産額は大きな比重を占めているも

のと推定される。他に漁船が６隻、船外機が５隻、港内に係留されていた。 

漁港の入口に「はまだの湯」という温浴施設があった。比較的新しい建物である。戻って

調べたら、最近リニューアルオープンしたようだ。地元の人を中心に利用しているようだが、

海水浴場が近いので、季節には海水浴客も多いのだろう。 

引き続き東海岸にあるもう一つの漁港である広田漁港に向かう。小さな島の北側に防波

堤を築いた小さな漁港で、漁船２隻、船外機５隻が繋がれているだけだった。漁港背後の空

き地にはスクラップになった漁船が５～６隻放置されている。また、陸揚げされた漁船では

船底塗料を塗る作業が行われていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田海岸と沖に浮かぶ奇石群（左）、浜田漁港の定置網作業船（右） 

 

広田遺跡 

 広田漁港からＵターンして広田遺跡ミュージアムに向かった。 

広田漁港に行く手前の海岸に広田遺跡がある。弥生時代後期後半から古墳時代（今から

1,700年から 1,300年前）にかけてつくられた集団埋葬墓の遺跡である。南種子町は遺跡が

発見された後、周辺の土地を買収して保存するとともに公園として整備した。また 2014（平

成 26）年にはミュージアムをオープンしている。公園とミュージアムは一体となっており、

南種子町が管理運営に当たっている。博物館に相当するので学芸員も配置されている。入館

料 300円を支払って入場した。 

 1955（昭和 30）年９月 30 日、台風 22 号が襲来した後の広田海岸で２人の地元民が人骨

と土器片を拾ったのが遺跡発見の始まりであった。昭和 32年から 34年にかけて国分直一、

盛岡尚孝（地元野崎中学校教諭）、金関丈夫（九大教授）らによって発掘調査が行われ、90

ヶ所以上の埋葬遺跡から 157体の人骨と 4,400点を超える貝製品が出土した。 

国分直一（1908～2005 年）は台湾で育った（旧制台北高等学校卒）民俗学者・考古学者

で、京都大学を卒業後台湾に戻り台南高等女学校、台湾師範大学で教鞭をとった。この間、

蘭嶼（台湾南東部の島）や卑南遺跡の調査など、台湾先住民の研究に情熱を傾けた。戦後も

国民党政府によって留め置かれて台湾大学の助教授を務め、1948（昭和 23）年に帰国して

いる。帰国後は第二水産講習所、水産講習所、水産大学校の教授を務め、1968 年に東京教

育大学に転出されている。広田遺跡の調査は水産大学校の時代に行われたもので、日本考古
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学学会誌に「種子島南種子町広田の埋葬遺跡調査概報」として発表している。 

昨年、台湾の台東にある卑南遺跡に行った時に国分直一の存在を知ったが、種子島で彼の

業績に再び接することになり、国分直一への想いが深くなった。水産大学校時代は蓋井島や

六連島の調査にも関わっている。 

 その後、南種子町教育委員会は 2004（平成 16）年から３ヵ年にかけて再調査を行い、未

調査の墓が数多く残存することもわかってきた。この遺跡は 2008（平成 20）年３月に国の

史跡に、2009（平成 21）年７月に重要文化財に指定されている。 

 広田遺跡の出土品は、通常、九州大学総合研究博物館や鹿児島県歴史・美術センター黎明

館に保存されている。10月 24日から 12月 20日にかけて「広田人と貝装飾～広田遺跡出土

品里帰り展～」が開催されることになっており、ミュージアムに２人配置されている学芸員

のうちの女性が展示作業に追われていた。もう一人の学芸員は見学に来た地元小学生に対

応していたが、私が国分直一を知っていることと話すと、特別に準備中の貝装飾品の展示室

に入れてくれた。装飾品はかなり精緻な彫刻がされており、デザインも今日に通ずるほどに

洗練されている。 

公園内には、出土した墓を巡る小道が整備されている。ミュージアムからまっすぐ海に向

かって歩くと、海岸を見下ろす丘に 158体の人骨が発見された南側墓群がある。遺骨が発掘

された位置に白い標柱が立っていた。ここから広田川沿いに出ると、北側墓群の３～９号墓、

さらに北側墓群１～２合墓がある。川沿いを登り、林の中の小道を抜けて、再びミュージア

ム前の入口に戻る。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

158体の人骨が発見された南側墓群（左）、貝装飾品の展示作業が進められていた広田遺跡ミュージアム（右） 

 

熊野神社 

 広田遺跡から昨日の夕方にも立ち寄った熊野漁港に行き、定置網を確認する。 

 熊野漁港の北側に熊野神社がある。漁港から直接行く道はなく、一旦県道 75 号に戻り、

田んぼの中を海に向かって進んだ先の小さな山の中に熊野神社があった。車を駐車場に置

き、うす暗い砂利道を歩いて神社に詣でた。社はコンクリート造りに建て替えられたようで、

情緒はない。 

 神社の由緒書きによると、熊野神社は鉄砲伝来の 91年前の 1454（享徳元）年に建立され

ている。種子島家 10代の幡時は平素から尊崇していた紀州の熊野権現に詣でて、小さな石

を御分霊として持ち帰り、この地を熊野山中に見立てて奉祀したようだ。 
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 司馬遼太郎は、「街道をゆく」の中で次のように書いている。 

 何れにしても熊野浦という地名は、この南海の孤島と畿内との交通が、古い時代にはよほど頻繁だったのではないか

という想像を色濃くそそるようである。種子島家譜には、第 10 代種子島幡時は、「紀州熊野権現を崇信して毎年詣づ」

と書かれているそうだ。毎年紀州熊野に行っていたということは、種子島氏と紀州とのつながりを濃厚にし、やがては

紀州根来衆とも懇意になる機運がうまれたとも解されなくはない。幡時から４代のちの時堯にいたって鉄砲が伝来し、

その鉄砲を種子島館に滞留中の根来の行人が持ち帰って津々浦々に広げるきっかけとなった事実と、地縁の点で相応し

ている感じがある。 

 

神社の近くに松濤庵跡の立札が立っていた。第 23代久道の正妻であった松壽院は熊野神

社への信仰が厚く、神社の近くに熊野権現擁護寺をたて、これを松濤庵と名付けて幾度とな

く滞在したそうだ。ちなみに松壽院は赤尾木港（現在の西之表港）の整備の他に、大浦川の

改修、平山の塩田整備などの３大事業を手掛け、女の殿様と呼ばれたことは既に述べた。種

子島家の血をひく村川元子さんが最近、「松寿院種子島の女殿様」という本を書かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊野神社の参道の階段（左）、神社の拝殿（右） 

  

地図を見ると、近くにクルマエビの養殖場があることになっているが、すぐに道がわから

ず、帰りの飛行機の時間も迫っていることから、まっすぐに種子島飛行場に向かった。県道

75 号は中種子町を過ぎると県道 76 号になる。76 号沿いは農地と山が連なり、人家は少な

い。滑走路の下の地下道を抜け、トヨタレンタカー営業所で車を返却、宅配便を預けた。 

 11時 35分に種子島空港を離陸する。乗客はほぼ満席で席の移動ができず、またしても馬

毛島の写真を撮ることができなかった。 

 

【文献】 

濱田龍郎（2016）：空と海と緑と－種子島の詩－、たましだ舎．西之表市． 

鮫島穰（2011）：「種子島家譜」を読む 種子島物語、ＮＡＣ編集室．町田市． 

尾形之善（2010）：写真で見る種子島の自然、たましだ舎．西之表市． 

井元孝章（2017）：訪れた九州・沖縄の島々．自費出版． 

井元正流（1999）：種子島、かごしま文庫 53、春苑堂出版，鹿児島市． 

國上明（2015）：種子島再発見、ペダルで巡る種子島、自費出版． 

白尾裕志：社会科・総合学習実践「種子島の酪農」 

下野敏見著、種子島の民俗Ⅱ．1990 年法政大学出版局 


