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大 滝 

２７ 小笠原神社旧跡地の碑 

 

碑 文 

  小笠原神社旧跡地 

 

解 説 

扇浦の貞頼神社は、昔は大神山神社に劣らない村人の尊崇を集めていた由であるが、その始めは

明治十五年小笠原貞頼公三百年祭を扇浦で行ったのを契機として、同十九年大滝の住人小林彦九

郎、青木佐太郎等が協力して同地に小祠を建てて貞頼神社としたことに依る。 

然し山奥で不便のため、明治三十二年扇浦の現在地に移し、天
あま

照皇太神
てらすおおみかみ

を主神として小笠原神社

と称したものである
注一

。当初の地に本碑が建っているが、知って訪れる者は皆無だろう。 

都の文化財として小笠原神社旧跡が昭和二年三月に指定されているが、それはここであろう。 

 

設置状況等 

大滝の湿地の右手奥、都道と細流をはさんで向う側に昔の東海岸へ行く道がある。 

その道を少し行くと今は枯れてしまっているが、太い松の二列に並んだ並木が道の左手直角方向にある。その松の並木の間が昔の参

道らしく、道より小高くなったその参道に入れば目の前に本碑がある。 

ロース石の柱状で、古い溶岩を二段に積んで台座となし、その中央に立つ。碑は概ね高さ一四〇㎝、幅二一㎝、奥行き二〇㎝。台座

は二段で三〇㎝ほど。右に傾いて立ち、背面上部、前から見て左側に鋸で切り込んだらしい痕が縦に長さ八㎝、深さ四㎝ほどのもの

と、右側面に釘かなんかで刻ったような小笠原という悪戯書きがある。ロース石が柔らかいため、簡単に傷つけられるからであろう。 

＊小笠原神社旧跡地の碑 
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近くの松が一本を残してみんな立ち枯れており、これが倒れたとき碑に当れば倒壊する恐れがある。 

 

 

〔小笠原の碑文（一）完〕 

 

追加採録の碑文について〔小笠原の碑文(二)より転載〕 

 前回二七の碑を採録して、もう父島の碑は網羅しおえたと考えていたところ、紀要が発刊されたのち人から教えられたり自ら気がつ

いたりして、更に九つの碑の存在が判った。 

 碑とはいしぶみ、即ち石に刻まれた文のことである。それは、後世に伝えたいことがらを、最も滅しにくい石を素材としてそこに刻

み、不朽を図ったものである。従って木を素材としたものは碑にはなりにくい。オガサワラグワのように特殊な木で、樹脂に富み極めて

堅硬なものは碑として或いは暫らくは役立とうが、風雨日射に晒されるのであるから、その耐久度は到底石には及ばないであろう。 

 木の板に書き誌した碑様のものの存在を教えられもしたが、右の考えからここでは碑としての採録は見合せた。金属板を素材とする

碑も存在するが、この方は石に近い耐久度が期待できるであろうから、これは採録することにする。 

 

２８ 要塞神社の碑（大根山） 

碑 文 

（正面） 要塞神社 

（背面） 第十二代築（以下剥落） 

      陸軍大佐（以下剥落） 

 

解 説 

注一：「小笠原島略誌」（昭和十年、北川酉之助著、私家版） 
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 小笠原は、明治年間は軍施設とは関係ない島嶼であった。大正三年、父島に海軍無線電信所が設けられた 

が、これは通信専門の部隊だった
注一

。 

陸軍は海軍の強い要望で大正八年十二月、父島に要塞を建設することを決定した
注二

。翌九年八月、陸軍は築城

部の下に築城部父島支部を設置、同年十月五日父島大村に支部を開設した。支部長は工兵少佐門田宥。これに

より、小笠原は本格的な軍隊を迎え入れることとなる。 

 父島要塞は、第一砲台から第四砲台まで建設の計画で、大正十年六月から第一、第二砲台関係工事に着手し

た。次いで同年十一月より第三、第四砲台の工事を開始したが、翌十一年二月のワシントン会議で太平洋防備

は現状維持と決したため、同月二十七日付でその工事を中止してしまった
注三

。 

 これにより、築城部父島支部は大幅に縮小され、大正十二年四月第一師団隷下の父島要塞司令部の設置によ

り、同支部は司令部に所要の事項を引継いで同月末日廃止となった。 

 要塞司令部は置かれたものの、要塞そのものが出来上っていないのではどうにもならない。 

 

要塞防備ノ骨幹タル火砲其ノ他ノ兵器ハ一ツトシテ其ノ備ヘナク、只僅ニ要塞地帯法ニ依リ軍機保護上ノ取締ヲ行フニ止マリ甚ダ

寂寥タルモノナリシ
注四

 

 

とか 

砲台の基礎工事と道路が完成しただけで、実際は大砲一門もない父島大要塞は司令官以下十名足らずの職員がその維持と改修に当

っていたのだ
注五

。 

 

という記述に見られるような状態だったようだ。とても本格的な軍隊というわけには行かず、どうも名前ばっかり大きい、頭デッカチの

司令部であったらしい。このような状態はかなり長く続き、海軍の方は昭和七年洲崎飛行場工事を始め、十四年海軍父島航空隊を設け、

海軍防備隊の設置や海軍無線通信所の拡張などに努めているのに比し、要塞司令部の方は鳴かず飛ばずの有様であったようだ。 

要塞神社の碑 

(大根山 村道脇) 
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 昭和十五年になって東部軍司令官の指揮下に入り、やっと第一砲台、第二砲台、巽谷砲台（新設）に大砲が据えつけられ、要塞の面目

が整った。昭和十六年独ソ開戦、関東軍特別大演習の実施に伴い、各要塞部隊の臨時編成（動員）が下令され、父島要塞は突如、第四二

及び四三要塞歩兵隊、父島要塞重砲兵連隊、第十五要塞工兵隊、父島陸軍病院、及び父島要塞防空隊からなる大部隊に変身した
注六

。 

この臨時編成が島民にどんな衝撃を与えたか、一島民の手記は次のように述べている。 

 

昭和十六年八月、ある日父島の役場の責任者、村長、村の有力者が突然要塞司令官に招集された。緊張し切った司令官は、父島要塞

に部隊が配置されることになったと告げ、軍備と、機密保持について民間の協力を要請した。 

父島要塞とは名ばかり
、、、、、、、、、、

で軍隊受入れの設備なぞ全然ない。八丈島から数百名の青年が軍夫として招集され突貫工事が始まり、島民

も商家、料理店といわず男という男は全部招集された。島民が驚きあきれているうちに、砲兵、歩兵各一連隊が輸送されてきた。島の

在郷軍人に赤紙が配布された。 

島民は、はじめて戦争ということを考え始めた。母島に敵前上陸専門部隊が立寄りやがて南に去って行った。父島の防備は着々固め

られ、硫黄島の飛行場は拡張された。 

こうした緊張の中に十二月八日（一九四一年）が来た。然し、今日の悲しい運命がその日から自分達に刻々近づいているのだとは誰

一人思いも及ばなかったのである
注七

。 

 

この時の父島要塞重砲兵連隊は、横須賀の重砲兵第九連隊から派遣されて、部隊長渋川大佐が要塞司令官も兼ねたようだが
注八

、その高射

砲隊員の手記に（同年十二月四日上陸している） 

 

世界四大要塞の一つと云われた父島も、軍事極秘で知らされていなかったが、上陸してびっくりしたことに、何の軍事施設もなかっ

た。大東亜戦争が始まったのに、これから陣地を作るのだと知らされて云々
注九

 

 

と書いているように、砲台に砲を据えたぐらいで、兵隊が驚くほど兵備の薄い要塞だったのである。 
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 少々軍に関する説明が長すぎたが、このような要塞で、他に何もやることがなかったためか、神社を祀ったらしい。らしいというの

は、その存在を聞いたこともなく、文献で見たこともなく、その跡だという場所も知らないからである。 

 研究紀要第三号を発刊したのち、前出延島冬生君からこの碑の存在を教えられた。早速行ってみると、何と道路脇の草むらに投げ捨て

られたように横たわっている。場所は、村道行政文教地区循環線と大根線の交叉点の登り方向の右側である。ガードレールの傍らの草に

埋もれてあった。 

 この辺は、最初に要塞地帯になったところで、附近には旧軍の遺構も存在し、要塞神社があった所としても不思議でない。しかし、そ

れがどこだったのか全くわからない。返還後大規模な道路工事を行ったところなので、この碑自体その影響は受けているだろう。道路工

事の邪魔になったので、ポイと道路脇に捨てられたのかも知れない。 

 碑といっても、単に要塞神社と記してあるだけで、恐らくは神社境内の入り口に設置された表札みたいなものなのだろうから、碑とし

て取り上げることも少しはためらわれた。けれども、これも小笠原の歴史の一齣を証するものである、と考えて碑の仲間入りをさせてみ

た。 

 しからばいつ作られたものか。裏面に「第十二代築」とそこまでと、並んで「陸軍大佐」とそこまでの文字が残っている。 

 父島要塞の最初は陸軍築城部父島支部であった。これは築城部本部の隷下である。父島支部長は少佐である。とすると、築城部本部長

（部長は築城部長でなく本部長といった）は大佐ぐらいかも知れない。 

 この裏面の剥落してなくなった部分は、「第十二代築」から「城部本部長」と続くのではないか。そして左へ陸軍大佐何のなにがしと

書とあったことであろう。こう推測するのは、築城部父島支部の後を継いだのが第一師団隷下の父島要塞司令部であるからである。 

司令部には司令官が当然置かれるし、司令官であれば、こんな現地の神社のひとつや二つは、自己の権限と責任において作れた筈だ。

何も指揮系統でない築城部あたりに揮毫を依頼することもなかろうと考えるがいかがか。従ってこの碑が建てられたのは、築城部父島

支部の時代、即ち大正九年十月から同十二年四月の間であったろう。 

 この要塞神社はいかなる使命を果したか、当然つまびらかでない。ただ、次のような記述を見つけた。 
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川崎、高堂、川田の三名は後年夜明山バンドで活躍されたのは御存知の通りで、昭和十七年五月十四日要塞神社大祭出演記念の写真

に若かりし頃の諸氏の顔が懐かしい
注十

。 

 

年に一度の例大祭を行って、将兵の士気を高め、何よりもその無聊を慰めた。これは、大変大きな役割だったろうと想像するものであ

る。 

 

碑の現状 

 コンクリート製モルタル塗り。高さ約八四㎝、幅約四九㎝、厚さ約一五㎝。額づくりとなっていて、額の内径は高さ約六五㎝、幅約三

四㎝。 

 周囲のモルタルは非常に脆くなっていて、碑を起そうとして手をかけたら、その部分がポロッと取れてしまった。打捨てられて四十五

年、セメントは劣化し易い。この碑の保存はどうなるのだろうか。とうに役割りを終えているのだから、そのままそっと寝かせておいて

あげていいのかも知れない。 
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注一：「望郷―南千島・小笠原諸島・琉球―」（昭和三二年、高城重吉・菊池虎彦・饒平名智太郎編、三光社）一〇一、一〇二頁 

注二：「父島要塞築城史」（昭和一七年？、現代本邦築城史第二部第十四巻、帝国陸軍）六頁 

注三：同書八頁 

注四：同書一四頁 

注五：前掲「望郷」一〇二頁 

注六：「防衛された伊豆諸島」（昭和六三年、松本一著、私家版）八八頁 

注七：前掲「望郷」一〇三頁 

注八：「夜明会・昭和五七年」（第百九師団高射砲隊戦友会機関紙、「夜明山と私」長田実述）四三頁 

注九：「夜明会・昭和五二年」（同前機関紙、「戦友苅谷定時君の思出」佐藤武夫述）三三頁 

注十：同書（「夜明山印鑑作製の回想」村松正志述）三七頁 
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２９ アオウミガメ放流発祥地の碑（清瀬） 

碑 文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

 ウミガメ類は、全世界にわずか二科八種しかいない。そのうち、日本で繁殖する種は

アオウミガメ、アカウミガメ、タイマイの三種だけらしい。ウミガメはいずれも暖海性

で繁殖地も南の海域に限られ、八種のうち最も北に産卵場をもつといわれるアカウミガ

メも、茨城県の海岸あたり（ほぼ北緯三六～三七度）が限度らしい。日本本土でのウミ

ガメの繁殖はアカウミガメのみのようだが、南西諸島ではこの三種の繁殖が知られてい 

る。ただし、タイマイの繁殖はごく稀らしい。 

緑蠵亀
あおうみがめ

人工ふ化放流事業 

 

発 祥 の 地 

 

昭和 59年 3 月 1日 

 

東京都小笠原支庁  

 

アオウミガメ放流発祥地の碑 東面 

（清瀬 水産センター構内） 
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 小笠原諸島はアオウミガメの日本最大の繁殖場として知られ、久しくこれ一種のみが繁殖すると考えられ 

ていたが、昨年五月、東京都小笠原水産センターと㈶東京都海洋環境保全協会小笠原海洋センターとの共同調

査で、父島の初寝浦においてアカウミガメの産卵が発見されたことから、小笠原には二種のウミガメが繁殖し

ていることが判明した
注一

。しかし、アカウミガメについては極めて稀な繁殖であるようだ。 

 ウミガメ類は古くから人類の食用に供されていたようだが、そのうちアオウミガメは極めて美味とされ、ヨ

ーロッパ諸国においても珍重されている。アカウミガメはくさみがあって不味だそうで、タイマイは時として

中毒し、屢々死に至るそうである
注二

。 

 小笠原では、一八三〇年のナサニヨル・セーボレー等の入植以降アオウミガメの利用が続いている。 

 アオウミガメは、成体になると甲長一ｍ、体重百数十㎏に達し、大きい個体だと甲長一二〇㎝、体重二〇〇

㎏以上になるそうである。筆者は小笠原諸島返還直前に父島へ赴任したが、欧米系島民が捕えたアオウミガメ

をリヤカーで運んでいるのに遇い、その巨大さに一驚したことを覚えている。 

 多量の肉がとれ、しかもそれは甚だ美味で、その脂肪は調理用、薬用、灯用に適し、その卵も食用に供することができ、その上捕獲が

極めて容易だったため、入植当時は大いに利用されたのである。 

 欧米人の初期の入植者達は、その頃日本近海に盛んに出没した欧米捕鯨船相手の交易を生業の一部としていたが、その交易品として

アオウミガメそのものや塩蔵肉、樽詰めの脂肪等を用意している
注三

。勿論自分達の食用、薬用、灯用として利用したのは言うまでもない。

アオウミガメによって彼等の生活が支えられたこと、大なるものがあったと言えよう。 

 当初は、アオウミガメは無尽蔵と思えるほどおり、五月から八月にかけての産卵期は上陸したカメで砂浜が見えなくなるほどであっ

たという
注四

。 

 明治の開拓当初は官もウミガメ漁を奨励し、一年で三〇〇〇頭も捕ったそうだが、乱獲が祟って早くも明治十三年には二〇〇〇頭を

割り、明治四十三年には僅か三〇〇頭しか捕れていない。 

 ウミガメの乱獲による資源減少については、現地為政者は早くから気がついていて、明治政府による小笠原統治の最初の現地責任者

アオウミガメ放流発

祥地の碑 西面 
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である初代内務省小笠原島出張所長小花作助（明治九年十二月～同十三年十一月在任）は、カメの卵を砂中に埋めて人工孵化させること

を試みたそうである。 

その後明治三十一年から三十六年までの六年間は、毎年二〇頭の未成熟ガメの標識放流を行い、四十一年には父島清瀬に繁殖場を作

り、同四十三年から人工孵化放流を開始した。これは世界で最初のことである。以降昭和十四年までの三〇年間で計三八、七〇二頭の稚

ガメを放流した
注五

。 

 この碑は、ウミガメの利用に関し、世界にさきがけて人工孵化放流事業をこの地で開始したことを記念するものである。 

 

 前号の鏑木余三男の碑の項で、彼がアオウミガメの孵化放流を初めて行ったと記したが、鏑木は明治四十一年に没しており、孵化放流

は明治四十三年に開始したので、それは誤りであった。ここに訂正する。このときの放流事業を軌道にのせたのは藤森三郎技手であっ

た。 

 但し、鏑木の没年に清瀬のウミガメ繁殖場が出来ているので、孵化放流のための条件整備については彼は担当した筈である。従って全

くの間違いということでもなかろう。 

 明治から昭和にかけてのアオウミガメの人工孵化は、平均孵化率が二五・一％と極めて低く、そのため三十年間の放流数が僅か三九〇

〇〇頭ほどに止まっていた。 

 返還後五年目に、東京都小笠原支庁に小笠原水産センターが設置され、その年からウミガメの人工孵化放流の研究に着手、一〇年後に

は孵化率八〇％という高率を達成し、昭和四十八年から六十二年までの十三年間に計一三三、二七六頭の稚亀が放流された
注六

。 

昭和五十七年に前記小笠原海洋センターが開設され、その時点で水産センターの行って来たアオウミガメの人工孵化放流試験を海洋

センターが引継いでいるので、これは両センターの努力の総合された成果である。両センターの研究成果の素晴らしさは、戦前の放流数

を考えれば、誠に賞賛に値する。 

 天然の場合、卵は捕食や波浪作用によって死亡率が高く、孵化率は三〇％ほどである。これだけ見れば、カメの卵は天然より人工孵化

の方が圧倒的に歩止りが良く、できれば自然産卵したものを皆採集して人工孵化放流を行えば、カメ資源は飛躍的に増大することと思
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われる。 

 しかしながら、大海原をその棲息域とするウミガメの生態は、実は不明なことだらけなのだ。第一、捕獲されるカメの年齢を推定する

こともできていないし、何より性成熟する年数も解っていない。研究者によって五年から六〇年近いという説があり、その違いは余りに

も大きい。寿命の長い動物なので、簡単に実験するというわけにも行かない。永年飼育して仮りに何等かの知見を得たとしても、果たし

てそれが自然条件下でも同じことであるのか容易には結論を出せまい。 

 天然産卵を採集して人間の管理下に置き、高い孵化率を得たとしても、そのような状況下で生れ出た稚ガメが、天然孵化したカメと同

じような行動が取れるのかどうか、全く解っていない。カメの子は海に入ると四散し、殆んど目撃されなくなってしまうのだ。子ガメが

生れて海に帰り、親となって産卵に上陸して来るまでの生活史は、実は全く解明されていないのに等しい。 

 何も確実なことが言えない、解らないことだらけの状況なのに、高い孵化率のみを考えて卵を人間の管理下に置くのは、非常に危険な

ことであるかも知れないのだ
注七

。 

 アオウミガメの生態研究は、やっとその緒についたばかりだ。小笠原のアオウミガメは返還後続けて漁獲されているが、その年間捕獲

数は百頭から二百頭であり、明治以前に比べて資源が著しく減少していることがわかる。この種は既に絶滅に瀕しているとも言われて

いる。 

 我々は、ウミガメを海洋資源という目で眺め、ウミガメの研究はすぐに資源増につながるものと期待し勝ちであるが、アオウミガメは

今絶滅に瀕している。茫洋たる太平洋を回遊して生きている彼らの真の生活像を理解し、その上で再生産の可能な範囲内での利用を考

えるべきであろう。そのためには、目先の利益のみを考えた性急な結論を求めるのではなく、六〇〇〇万年という悠久を生きて来た彼ら

の生態を十分に解明しなければならない。息の長い研究が必要となろうが、小笠原海洋センターの若さに溢れた気鋭の研究者に期待し、

心からの声援を送りたいと思う。 

 

碑の現状 

 小笠原水産センターの正門を入って右に、都道に面して立つ。この碑は東京都の「文化のデザイン」事業の一端として作られたため、
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西面はウミガメの躍動が幻想的なタイル画で表わされ、碑文は東面にある。 

 「文化のデザイン」事業とは東京都が昭和五十六年度から全庁的に取り組んでいるもので、都の施設に文化性を付与して地域のシンボ

ルとするとともに、美しく、人間性豊かな環境づくりを図ることを目的とし、生活文化局が担当している。 

 碑のデザインは西原千司作。太古の海底を舞い泳ぐウミガメの始祖アルケロンを中心に上部左右に日月、中央に小笠原の花であるム

ニンヒメツバキを配し、父島母島両列島をあしらってある。盛り沢山な内容を取り込みながらも、安定した配置と微妙な色彩のハーモニ

ーは、正に太古の海底に居るかのような幻想を誘う優品である。 

 碑は高さ約二四〇㎝、幅約一九〇㎝、厚さ三〇㎝。東面に黒御影石が縦六〇、横一一〇㎝にはめ込んであり、そこに横書きに楷書筆字

の碑文が刻られていて、字は白く染めてある。 

 碑はコンクリート製。それを囲んで高さ約四五㎝、一辺が約二三〇㎝の六角桝形のコンクリート壁がめぐらされている。これは碑の台

座になぞらえているのであろう。離れて見るとそのように見える。が、これは実は水槽になっていて清澄な海水が環流し、三頭のアオウ

ミガメの仔、島でウェントルと呼ぶ大きさのものが、穏やかにヒレを動かしながら優雅に泳いでいる。内一頭は珍しい白亀である。動物

界に稀にあるアルビノと呼ばれる突然変異による色素欠乏型だ。他にマダイやアジアコショウダイなども泳いでいた。水槽の内部の高

さ約六六㎝、水深約四六㎝。 

 水槽の形は亀甲に因んで六角形、水槽の外壁に貼られたタイルも六角形、そして色違いのタイルを使ってこれまた亀甲紋を表し、また

礎石も水槽外壁から約一一〇㎝の幅で六角形を描き、そこに貼られたタイルもまた大ぶりな六角形と、どこまでも六角と、どこまでも拘

泥わった亀甲づくしの粹は、江戸趣味の世界に近づく。 

 周囲には幾個かゾウガメの焼き物が配され、心にくいばかりの亀づくしは近頃にない快さを感じさせる。 

 

 アオウミガメは、その脂肪が灰緑色であるところから名付けられたと聞く。昔は正覚坊
しょうがくぼう

とも言った。漢字でウミガメは蠵
ケイ

。蟕蠵
シ ケ イ

と連

文にして用いることもある。亀
キ

（龜）というのは陸ガメのことである。日本ではウミガメにも亀の字を使うのがほとんどであるが、アオ

ウミガメのことを緑蠵亀と書くようになったのはいつの頃なのか。文久二年六月から三年五月にかけて幕府から小笠原に派遣された本
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草学者阿部櫟齋は、その手記においてはアオウミガメのことを或時は亀、あるときは蠵として、一字のみで表現している。 

 アオウミガメの名の由来である脂肪の色をことさら持出して「緑」とまず据え、次にウミガメの意である「蠵
ケイ

」を置き、次いでリクガ

メの意である「亀」を持って来て「緑
リョク

蠵
ケイ

亀
キ

」と書いてアオウミガメと読ませようとしたのは、どこの誰なのか。蠵
ケイ

も亀
キ

も、ウミとかリ

クとかを考えなければ、カメである。緑
リョク

蠵
ケイ

亀
キ

と書くならば、訓みはミドリガメガメでなければならない。噴飯物である。それを物知り

顔にアオウミガメと読んで澄まし込んでいた、ご一新の頃の、矢鱈に新造漢語を振り廻す偉いお役人が居たに相違ない。権威に弱いは俗

人の常。明治以後は、公文書等でマジメにアオウミガメのことを表記する場合は、このややこしい、矢鱈滅多羅字画の多い字を使うよう

になってしまった。半可通の悲しさ、ミドリガメガメとは露知らずに。 

 アオウミガメとは立派な日本語である。青海亀と書いて何等誤りではない。現に国語辞典を引けばそう出ている。決して緑蠵亀なぞと

いう珍妙な字は飛び出してはこない。日本語では、ミドリもアイもアオも、等しくアオということばで表現するのである。馬なんか、黒

いやつまでもアオと呼ぶ。漢語にも日本語にも、元来存在しなかった 緑
リョク

蠵
ケイ

なンぞという字を持出すべきではなかったのだ。 

 日本ではリクでもウミでもカメはカメで、「亀」一字で表現して来たし、それは決して間違いではない。ましてや青海亀とワザワザ海

の字を入れて素性をはっきりと明らかにしているのだから、これに優る表記はなかろう。「蠵
ケイ

」なんぞという、全くなじみのない字を掘

り起こして得意になっているのは誠に愚かなことで、当今の矢鱈にカタカナ語を遣ってインテリ振り、人を煙に巻いて喜んでいる連中

の卑しい根性と同じである。 

緑蠵亀という語が愚かだったのは、今日、この語を読める日本人が何人居るか、考えてみればすぐに解ることだ。 

ということで、今日ことさらこんな漢字を使う意味はなかろう。にもかかわらず、確かに戦前はこの字を使って、小笠原島島庁も小笠

原支庁も孵化放流事業をやったのだろうから、その発祥地を記念するためのこの碑に敢えてその当時の字を用いて丁寧に仮名まで付し

たというのは理解に足る。 

しかしながらこの碑においては「蠵」の字を「●」と書いている。こういう書き方があるのかも知れないが、筆者は無学にして審かに

しない。 

最後にひとつ、願望を言わせて貰えば、この碑のどこかにアオウミガメ人工孵化放流の由来と意義と現状と展望などが刻されてあっ
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たらいいのになあ、ということである。実は、その由来を水産センターに聞いても産業課に聞いても、分からなかったからである。小笠

原支庁の名で建ててありながら、支庁の担当部門もその由来が分らなかったのは聊か寂しい。碑に刻み込んでいればそういうこともな

い。碑とは、正にそういうことのために存在するものなのである。 

 

注一：「小笠原の水産・№一一二」(平成元年八月一〇日、東京都小笠原水産センター) 

注二：「沖縄有毒害生物大事典」（昭和五七年、白井祥平著、新星図書出版）三五～三八頁 

注三：これについては諸書に散見される。 

（１）イギリス軍艦エンタープライズ号が一八五三年四月二六日に父島に入港したときのコリソン艦長は、次のように述べている。 

ボニン諸島における植物栽培の季節は三月と四月である。この諸島を訪れてくる船舶はその必要とするどんな物質でも手に入れることがで

きる。たとえば馬鈴薯、やまの芋、たまねぎ、かぶら、豚、山羊、家禽、魚などはいずれの季節においても、また青海亀は二月から三月の間の

期間において手にはいる。薪水もまた、どんな時でも手に入れることができる。大海亀は五月になると、その卵をうみつけ、八月まで海岸にい

て、その後島から離れ去るが―中略―。かれらの物質の販売価格は次のとおりである。 

    やまの芋  一袋（バレル）につき二ドル 

馬鈴薯   同右 

たまねぎ  一ブシェル 四ドル 

かぶら   百個に着き 一〇ドル 

玉蜀黍
とうもろこし

   一ブシェル 一ドル 

海亀    一頭    二ドル 

山羊    一頭    二ドル 

 豚     それぞれの大きさにより決定 
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   （小笠原諸島異国船来航記、昭和六十年、大熊良一著、近藤出版社）九六～九七頁 

（２）アメリカ、ペリー艦隊所属軍艦マセドニアン号が一八五四年四月一四日父島を訪れたとき、プレブル中尉から妻に宛てた手紙。 

艦長は私に命令してボートに乗って港の入り口近くの位置を調査させられた。すると、わたしは一ダースも数える大きな亀の群れが海面を

泳いでいるのを見つけた。不幸にしてわたしはこの亀をたたいてつかまえるモリをもっていなかった。われわれはこの島で海亀を三百ポンド

につき三ドル、つまり、一ポンド一セントのわりで島の人から買い上げた。 

   （同書）一二七頁 

（３）ペリー提督に随行して一八五三年六月十四日父島を訪れたＳ・ウェルス・ウイリアムズの手記。 

海亀は主たる肉の供給源であり、また、これを塩漬けにして捕鯨者の食料品との交換に当てていた。野菜の種類は玉蜀黍、メロン、西瓜、

甘藷、ジャガ芋、タロ芋、豆類、玉葱、バナナなどであった。それに山羊、豚、鶏、家鴨、鵞鳥が飼われていた。 

（ペリー日本遠征随行記、新異国叢書八、洞富雄訳、昭和五八年、 

 雄松堂書店）六六頁 

（４）ロシア軍艦パルラダ号にプチャーチン提督の秘書として乗艦し、一八五三年七月二五日父島を訪れたイワン・アレクサンドロヴィッチ・ゴ

ンチャロフの手記。 

 

住民達は野菜や海亀やさう云ったやうな品を航海者に売ってゐる、いや少くとも売らうと努めてゐる。一方航海者の方では、何も彼も只で

取らうとしてゐるのである。（日本渡航記、井上満訳、昭和四九年、岩波文庫）三六頁 

注四：前掲「小笠原諸島異国船来航記」中「ビーチー〝ブロッサム〟号無人島に来る」の項に次の記述がある。 

 

この島には幾つかの砂地の入江があるが、そこには、青海亀がときによっては群れをなして上がってくるので砂地がかくれてしまうほど

である。（五〇頁） 
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この〝テン・ファゾム・ホール〟の上手の端には、非常に沢山の青海亀が群れをなしていた。 ―中略― 青海亀は一頭三百ないし四百ウ

ェイトの体重があった。かれらはその動作が非常ににぶいので、もし充分な乗組員が、そこに居合わせていたならば、大量の亀を捕獲するこ

とができたであろう。（五一頁） 

われわれは航海中の食糧として四十四頭の大海亀を捕えて船に乗せたが、このほかにこの港に停泊中は、一日二頭のわりで食糧に供するた

め別の海亀を捕獲した。これらの海亀の重量はそれぞれ三百ウェイトあった。（五五頁） 

 

これは英国海洋調査軍艦ブロッサム号が一八二七年六月九日に父島に入港したときの、艦長ビーチーの手記である。ビーチーは父島にピール

島、二見湾にロイド港、聟島にケーター島と名付けて英国の領有宣言をした艦長として有名である。 

彼が入港したとき、イギリスの二人の難破船員が洲崎と覚しきところに定住していたが、たった二人なので自然への影響は余りなく、このよ

うにアオウミガメが群集していたものと思われる。なお、ウェイトという単位はポンドと同じようである。と言うのは、彼の部下ジョージ・ピ

アード中尉が航海日誌をつけていて、それは次のとおりである。 

 

あらゆる砂地の海岸には、大海亀が群っている。（五六頁） 

はじめに捕獲した海亀のうち若干頭が甲板の上に積み重ねられて、その海産物の貯蔵量は四十四頭に達した。それぞれ三百ポンドから四百

ポンドの目方のある海亀二頭と若干量のキャベツ椰子の実と艦の貯蔵食品の半ばの分量が毎日の食事のために用いられた。（六六頁） 

 

両記述の数字は符号しているので、その単位のウェイトとポンドは同じ単位として考えなければならない。三〇〇ポンドで一三六㎏、四〇〇ポン

ドでは一八一㎏となる。すごい大物揃いだ。こんなのばかりが砂浜という砂浜にベタ一面犇いていたというのだから物凄い。しかもその場所は

二見湾内である。壮観なんていうのを通り越した感じだ。 

  このほぼ三年後、即ち一八三〇年の六月二十六日には、マテオ・アザロ、ナサニョル・セーボレーら二〇数名の入植となる。と、どうなる

のか。 
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  アメリカ合衆国の通商特使エドマンド・ロバーツが軍艦ピーコック号に乗って東南アジア各国を廻り、マカオから小笠原に向い、一八三六年

六月二十三日父島に入港している。この時の乗組軍医ラッシェンベルガーの手記には 

 

二月から八月にかけて非常に多くの海亀が海岸の砂地にのぼってきて、海の波がとどかない砂地に卵を生みおとす。 ―中略― 

われわれは、この島に停泊していた間に約四十頭の海亀を捕獲したが、この海亀二頭もあれば、一八〇人ほどの人々の一日分の食糧を十分ま

かなうことができる。こうして、無数の亀の卵が産みつけられ、それが孵化するのであるが、島の移住民の話によると、その数は毎年減少し

ているということだ。（一一二頁） 

 

二〇数名が入植してから僅か六年、もう亀は年々減ってきている。人為の影響の恐ろしさをうかがい知る思いである。 

それから十七年。前出のロシア・プチャーチン提督秘書ゴンチャロフの手記をもう一度見てみよう。 

 

ビチーの書いてゐるところによると、彼が居た頃には、亀が海岸の砂中に産卵に来て、海岸を蔽ひかくすほど沢山ゐたと云ふことである。 

―中略― 

それは今何処へかくれたのだろう？ 人の移住につれて亀の来るのが少なくなった。土民は亀を獲って、生簀のやうなところに囲って置いて、

航海者に売るのである。私達は一匹の亀に四ドル払ったが、それは六人がかりでやっと運ぶ位のすばらしい代物であった。此処の土民は犬を

使って海岸で亀を獲るのである。犬は鰭脚（海亀は脚の代りに鰭脚をもってゐる）に咬みついて、汀から引き離すのである。この亀はスープ

にするより他に使ひ途がない。櫛にするのは玳瑁の甲である。（前掲「日本渡航記」四十四頁） 

 

 砂浜を蔽っていたアオウミガメがたったの二十六年後の同じ時期には「どこへ隠れた？」となった。ほんの僅かな移住民のために。人為の

自然環境への影響のこの甚大さを見よ！ 

注五：「未成熟アオウミガメの資源生態に関する研究」（昭和六一年、東京都水産試験場）四三頁 
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３０ 鎮魂の碑（清瀬、東京電力社宅構内） 

碑 文 

 鎮 魂 

 

解 説 

 清瀬の東京電力株式会社社宅敷地は、もと国有地であった。戦前は清瀬川の遊水地で、軍が埋め立てた

ものという。 

 米軍統治時代、そこに建っていた民家で若い男女の拳銃心中事件があったそうである。 

 返還後は大蔵省所管の普通財産としてギンネムの茂った藪であったが、昭和五十三年東京電力が払下げ

を受けて社宅敷地としたものである。 

 社宅の敷地に、かつてそのような痛ましい事件があったのを知って、その犠牲者の霊を弔うため建碑さ

れたもののようである。 

 本碑の存在は、前出森田裕一君の教示によって知ったものである。 

 

碑の現状 

 二棟の社宅の間、清瀬川を背にして西向に立つ。高さ約四五、横三〇、奥行二七㎝の粗面の白御影石の正面のみ長方形に研磨し、そこ

に二字が刻されている。背の粗面に、もう薄れてほとんど読めなくなっているが、昭和六十二年何々と黒色のなにかで書かれた痕跡が、

注六：「小笠原のアオウミガメ―捕獲と資源保護―」（一九八九年三月、菅沼弘行述、海中公園情報第八二、八三号）九頁 

注七：同書一一頁 

 

 

鎮 魂 の 碑 

（清瀬 東電社宅構内） 
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かすかに認められる。 

礎石は島の造礁サンゴ、メノウ、緑石などをコンクリートで固めたもので、高さ約一七、横・奥行とも約六七㎝。それを一辺約一六三

㎝で四角にコンクリートテストピースが囲っており、その中に小さな黒丸石が敷きつめてある。 

 

３１ 金刀毘羅神社の碑（釣浜） 

碑 文 

 （表面）金刀毘羅神社 

 （背面）  浅沼万蔵 

         熊太良 

           立之 

解 説 

 金
こ

刀
と

毘
ひ

羅
ら

神社とは、四国讃岐（香川県）にある金刀毘羅宮のことである。金刀毘羅宮の祭神は大物主神
おおものぬしのかみ

と崇徳天皇である。崇徳天皇

は保元の乱に敗れて讃岐の国に流されたためここの祭神になったのだろうが、大物主神は大国主命
おおくにぬしのみこと

の和魂
にぎたま

（静的・穏和な側面）と言わ

れ、本地
ほ ん ぢ

垂迹
すいじゃく

説で仏法守護の十二神将の一人宮毘
く び

羅
ら

大将
だいしょう

の垂迹の姿だと言われる。 

 宮毘羅はサンスクリット語の Kumbhiraの音写で、ガンジス河に住む神話的な鰐である。それが仏法守護神とされ、日本の大物主神に

垂迹（仏菩薩が衆生済度のため神となって仮りにこの世に姿を現した状態）したものが、即ち金毘羅権現である。 

 金刀毘羅宮は江戸時代象頭山
ぞうずさん

金毘羅
こ ん ぴ ら

大権現
だいごんげん

と称し神仏習合であったが、慶応四年の神仏分離によって神社となり現称となった。金毘羅
こ ん ぴ ら

がどうして金
こ

刀
と

毘
ひ

羅
ら

になったのか今はわからない。香川県仲多度郡の琴平町にあるからなのか。しかし、逆に琴平町の方が                  

金毘羅から借音したものかも知れない。 

金毘羅大権現は、室町時代から海上の安全を守る神として全国の漁師・航海者に尊崇されて来ており、八丈島、青ヶ島でも人々の信仰

は厚く、渡航者、漁業者は深くこれに帰依していたということで、青ヶ島から態々讃岐の金毘羅大権現に船を仕立てて行き御札を貰って
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来たという言い伝えもある程だ
注一

。 

 現在奥村で民宿「シーサイド浅沼」を経営している浅沼捨男氏は、戦前釣浜に住んでいた由で、釣浜にはまだその当時の井戸が残って

いる。 

 この碑の建立者の一人熊太郎は捨男氏の祖父の由で、ここに住んで、当時のことであるから恐らく半農半漁の生活を営んでいたこと

だろう。 

 そして海上に出る者の常として、金毘羅様を信仰し、その宅地内にこの碑を建てて礼拝していたものと考える。 

 

 釣浜に下る道が浜に達する辺の右手、下から三ｍほどの岩の棚のようなところに、本碑が立てかけてある。 

もともと、浅沼家は、この岩山の左下手を敷地としていたようで、この碑も屋敷内のどこかに建

てられてあった筈だ。この釣浜は、昭和十九年九月海軍第一震洋隊の基地となり基地施設の設営が

なされているので、そのとき邪魔にならぬよう現在位置に移されたものと思う。その頃は、住民は

強制疎開で既に内地に引揚げていた。昭和五十七年の七月、村役場の職員がこの碑を見つけて三人

がかりで役場まで持って来たことがあるが、私物だろうし宗教のこととて文化財としての保管も

まずいと考えてであろう、結局元の場所に戻した、ということがあった。 

なお、海軍震洋隊というのは所謂特攻部隊で、全部で一五一隊作られ、そのうち小笠原へは第一

(釣浜)、第二(宮之浜)、第五（巽湾）と三隊が父島、第三（西浦）、第四（東港）と二隊が母島、

の計五隊が配置された
注二

。 

その使用した特攻兵器は通称「マルヨン」と呼ばれたベニヤ製のボートで、全長五・一ｍ、重量

一・四ｔ。トヨタ製の自動車エンジンが取り付けられ、出力六七馬力、速力二八ノットで船首に二

二〇㎏の炸薬を積む。乗員は一名で、防御用として一二㎝ロケット弾二発を装置していた。 

上陸の目的で近づいて来る敵艦に夜間ひそかに接近して、乗員もろとも激突してこれを撃沈する
金刀毘羅神社の碑（釣浜） 
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という戦争末期のヤブレカブレの戦術である。 

一箇の震洋隊は四艇隊編成で搭乗員五〇名、基地隊百名、整備隊三〇名計百八十名構成。部隊長は若い海兵出の大尉中尉、或いは少尉

が任命されていた。搭乗員は予科練出身者が多く、いずれも十八、九歳の若者であったそうだ。コレヒドールとか沖縄とかは出撃して敵

を相当悩ませたそうであるが、幸い小笠原は敵が上陸しなかったため出撃はまぬがれている。釣浜や宮の浜の海岸に奥深く掘った横穴

があるが、それらはこの「マルヨン」艇を格納した艇庫なのだ。釣浜は第一震洋隊部隊長大蝶浩志大尉以下一八〇名もが駐屯していたの

である。 

数年前、母島の西浦の洞窟の中に残されたマルヨン艇の炸薬を、自衛隊の爆弾処理班がやって来て洞内で爆破処理したことは、まだ

我々の記憶に新しい。相当強力な炸薬であったとのことである。 

 

碑の現状 

 写真に見られるような変形の四角形の碑石は、高さ左側が約七六㎝、右側五八㎝、横幅は基部で二二㎝、上部で斜めに四〇㎝、厚さは

基部の左側が一〇㎝、右が一三㎝、上部は左側がうんと薄くなり先は欠けており、右側は六㎝。（寸法は全て概数。） 

 形は随分不定形だが何となく納得できるような形で、上部が開き下部がすぼんでいるが、上に薄く下に厚く、また重量もあり安定した

感じはする。ただ、後の岩壁に単に立てかけてあるだけなので、少々心もとなくは感じられる。 

 なお、この碑の存在も、前出延島冬生君の教示により知った。 

 

 

 

 

 

 

注一：「青ヶ島の生活と文化」（一九八四年、青ヶ島村教育委員会編、青ヶ島村役場）八七二頁 

注二：「オーネルービー」昭和六一年四月一五日（火） 

 


