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1. 古い3つの成層火山

200万年前～数十万年前

■筆島火山：240万年-数10万年前
○筆島海岸の上には、外輪山の山腹の傾きとは逆に、海に向かって高まり海食崖に切られる地形が
見られ、その下に筆島火山の残骸があることを暗示している。筆島火山は、高さ1,000ｍを超え
る大型の成層火山であったらしい。240万年前より若いときまで活動していた。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

○伊豆大島の東海岸、波浮港の北からフノウの滝までの海食崖の下部には、伊豆大島火山よりも古
い火山体の存在を示す玄武岩類(筆島玄武岩類)が堆積している。
久野(1958)は、
筆島玄武岩類は、
筆島付近を中心とした成層火山(筆島火山)の残骸であると考えた。ボーリングの結果は、筆島火
山は厚さ1,000ｍにおよぶ山体であったことを示した。筆島対岸の海食崖には、筆島玄武岩類を
貫く多くの玄武岩の岩脈が存在する。稲本(1974)によると、これらの岩脈の走向は、海食崖の北
半ではＮＮＷのものが、南半ではＮＷのものが圧倒的に多い。海食崖を含む東部の地域は、伊豆
大島火山の山腹とは不調和に東側に高まる地形面や異なる水系を呈することから、古くから注目
されていた。このような地形は筆島火山及び行者窟火山の残骸が潜在していることを示唆するも
のと言えよう。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》

■岡田火山：～42万年前
○島の北西部は、空港を含む平らな地域が北側に高まり、海食崖で切られている。乳ヶ崎、風早崎、
小口崎、大久保山の高まりの下の海食崖には、下部に岡田火山の岩石があって、それらの上を大
島火山の堆積物が厚く覆っているのが見られる。岡田火山は42万年前より若いときまで活動して
いた。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

○
『火山の話』(中村一明著)によると、大島の東側海岸の内側に連なっている高い崖は、古い海食
崖で、それを連ねた線は、一昔前の島の形を示している。古い海食崖がそのまま海崖になってい
る部分では、崖は険しく、ところによっては300ｍ以上の高さになっている。このような崖の地
層を調べると、大島火山より古い三つの火山島がその下に埋れていることがわかる。それらの火
山は現在それぞれの一部にある地名をとって、筆島火山・行者窟火山・岡田火山と名づけられて
いる。
これらは、
おそらく数十万年前という古さのもので、
現在では山体の半分以上が海食によっ
て失われている。古い火山島の岡田火山は、島の北端の海に向って高まる一連の丘、乳ヶ崎、風
早崎、小口崎として見られる。これらの海崖には、三原山の方へ向って低くなる古い成層火山体
の内部が露出しているとあって、現地に立てば、岡田火山の残骸が層をなしているのを見ること
ができる。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》
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■行者窟火山
○行者窟(ぎょうじゃのいわや)火山の残骸は、金剛沢付近からカワノ沢付近までの海食崖の100ｍ
以下のところに露出している。それらは、厚さ数ｍのスコリア層と厚さ20～30ｍの玄武岩の溶岩
とが交互に積み重なったものである。行者窟火山の溶岩層は異常に厚いので、これらは窪地に溜
まったものではないかと考えられている。山体の大部分が侵食されてしまっているために、この
火山の火口の位置等、その他のことはわかっていない。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

○筆島火山体の上に行者窟火山体が載っていることが判明しており、
少なくとも行者窟火山は筆島
火山より新しい火山であることが分かる。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》

No.1-1 おたいね浦の岩脈と筆島
○東京都指定天然記念物 1940(昭和15)年2月指定
○筆島海岸では、海食崖の海抜200数十ｍ以下の部分に露出して50本以上の岩脈がある。幅は4～5ｍ
以下で、岩脈の向きはほとんどが北北西～南南東、あるいは北西～南東である。これらの岩脈自体
のほとんどは筆島火山のものではない。それらは大島火山が活動した時代に、筆島火山の残骸を貫
いてできた割れ目を満たしたマグマが冷え固まったものである。
○高さ約30ｍの筆島は、筆島火山の火道を埋めた凝灰角礫岩が、海食から取り残されて離れ岩となっ
たものである。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

○高さ300数十ｍのおたいね浦の海食崖の大部分は、数十万年前に活動を終えた筆島火山の残骸であ
る。この残骸を縦に貫く50本以上の岩脈は、割れ目を満たしたマグマが冷え固まったもので、それ
らは若い大島火山の活動によって作られた。筆島は、筆島火山の火道を埋めた堅い岩石が浸食から
取り残されて、離れ岩となったものである。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○波浮港から北へ約1.5kmほど行ったところのオタイ浜に、海中から筆の穂先を突き立てたような、
高さ約30ｍほどの岩根があり、これが筆島と呼ばれているオタイネである。
○
「大島の成り立ちについてわかる最も古いことがらは、今から100万年位前のことになります。その
ころ、海底の3ヵ所から噴火が起こって、北西から南東に並ぶ3つの富士山のような形の火山島が造
られました。名付けて、北の方から岡田火山、行者窟火山、筆島火山といいます。その後、長い火
山の活動も終わって、これらの火山島は風や雨水の流れや波に浸食されてしだいに削られ、残骸だ
けが海上にあらわれているようになりました。その残骸は、今では島の北の端の乳が崎から東側を
回って波浮港の数100ｍ北のところまで続く古い海食崖に見られます」(『火山伊豆大島スケッチ』
より)。従って、オタイネは筆島火山の残骸の一つである。
○オタイサマ(オタイ明神)：オタイ浜(筆島海岸)の磯辺の草原にある小祠は「オタイ明神」といい、
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「オタイネ」を神として崇め今でも島の人々がお詣りに訪れている。大島の観光にとって、オタイ
浜は欠かせないところであり、訪れる観光客も多い。また、キリスト教を信仰する人達の中で深い
関心をもって、「オタイサマ」にお詣りする人達もあるとのことである。
○筆島火山が静まり、その後、大島火山がいく度も噴火を重ね、大島のもとの形ができた。そして、
気の遠くなるような時が流れ去った。初めて島民がこの浜辺に立ったとき、何とも形容のできない
感動を覚えたのではないだろうか。清楚雄偉な姿で海中に吃立する岩根が風に耐え、波浪にも耐え
て、自然の猛威に屈せず常に変らない姿に接したとき、非常な感動とともに、神の宿る「御躰(オ
タイ)」であると考え、神霊を認めて崇めるようになったのは、ごく自然のことであろう。島民を
守ってくれる神として磯辺の草原に小祠を建ててこれを祀った。これが「オタイ明神」である。
1789(天明9)年の『伊豆國大嶋差出帳』の中に、荒島明神、中之山明神などとともに「御躰明神 差
木地村」とあり、幕府の寺社奉行に届け出ていることが見える。オタイサマの信仰は特に海を生活
の場とした島民が、航海の安全や漁業の無事を祈願したものであり、その家族もまた、いろいろの
祈願をするようになった。これが他の島民にもだんだんと広がっていった。下って昭和の戦時中、
召集令をうけて、戦場へおもむく家族の無事帰還することを祈願した人達も大勢いた。
○ほかに、1612(慶長17)年、徳川家康により、禁教背犯として伊豆の島に遠流の刑に処せられた朝鮮
の娘「おたあジュリア」の殉教の祠であるとの説もあるが、定かではない。波浮の港が開くまでは、
島の南部の船着場は「かきはら磯」であったことより、「おたあジュリア」は30日位で、新島へ島
替えになった時「かきはら磯」から乗船したからではなかろうか(『伊豆大島の史跡)より)。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○おたあジュリア：1592(文禄元)年、秀吉の命で朝鮮へ出兵した小西行長は、平壌の焼け跡にいた7
歳位の少女を日本へ連れ帰り養育。洗礼を受けジュリアなる零名を受けた。1600(慶長5)年、関ヶ
原の戦いで、西軍(石田三成側)の小西らは敗れ、六条川原で打ち首となり、おたあは家康の居城で
ある駿府城の大奥に連れて行かれた。1612(慶長17)年、二代将軍秀忠の代にキリシタン禁教令が出
され、おたあは従わなかったため、伊豆の網代経由で大島へ流罪となった。島についても朝夕祈祷
を怠らず、棄教しなかったので「島替え」となり、30日後に新島へ、15日後にその先の神津島へと
流され、そこで生涯を終えた。
《引用参考 郷土資料館 解説》

○民俗方言で「おたいさま」があり、伝承では薬草らしきものを教えたとも言われる。1789(天明9)
年の『大島差出帳』に載っている「御躰明神」は、沖の岩礁(根)に神が宿るとした立神信仰、神霊
信仰であり、取り調べに厳しい当時、おタイ様を「おたあジュリア」と知って祀り礼拝したとは考
えにくい。しかし、大島南部地区に早くからキリスト教が開花した土壌は、遠く「おたあジュリア」
の時代から培養されていたのかもしれない。今でも、御躰明神、オタイネの「大滝明神」には花と
供物の供養は絶えない。
《引用参考 島のはなし編集委員会(2004) 『島のはなし：大島町史編纂ニュース』伊豆大島文化協会》

○筆島の湧水：筆島火山ができて三原山が埋め尽くしてしまうまでには、かなり長い時間が過ぎたと
思われる。おそらくその間に、筆島火山は今の大島のように沢山の木や草に覆われ、それが枯れて
は積み重なり、岩は風や雨に削られて細かい土となって、さらに厚く積み重なって表土となったの
であろう。その後、筆島火山と三原山の間の窪みに湖ができ、三原山がこの上を覆い尽くしたが、
昔の表土のため「地底湖」になっている。
《引用参考 柴山孝一編著，伊豆大島文化伝承の会編(2013) 『大島ガイド資料「伊豆大島の風俗」』柴山孝一》
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No.1-2 乳ヶ﨑
○乳ヶ崎は大島の北端にあって海抜96ｍ、昔から航海の目印になっていた岬である。この岬の下、一
帯の海は潮の流れが速く、風のおだやかな凪の日でも、ここだけは白波が見られる程で、大島節に
も「男だてなら乳が崎沖の潮のはやいのを止めて見よ」と歌われている。これは、このあたりの海
底がまわりよりも浅いので潮の流れがそこだけ速くなっているためである。
○碁石浜側から登るとまもなく草原になり、その奥に御影石の立派な石碑が建っている。中央に「陸
軍少佐 福井寛君之碑」と刻されている。ここは敗戦後、戦後処理の責任者としての務めを終えた
福井参謀が27才の若さで従容として自決された所で、この石碑は、当時の有志の人々によって建て
られたものである。
○石碑の右手の小道が頂上に通じている。トベラやイボタなどの雑木が潮風のために低く密生してい
る中を100ｍ位登ると、かつては右に「鎮西八郎為朝古戦場の跡」と書かれた木柱が立っていた。
ここはその昔、源為朝が追討のためにさしむけられた狩野茂光の軍船を有名な強弓で射沈めた古戦
場と言い伝えられている場所である。さらに150ｍ登ると先端の眺望のきく地点に出る。振り返る
と一瞬息を飲むような大島のパノラマが展開する。思わず嘆声を発するような絶景である。島内か
ら大島をこれ程の広角度で一望できる所は、恐らくここが唯一の場所であろう。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○乳ヶ崎からは三原山の全景、伊豆半島、富士山、遠く神津島までの大パノラマが堪能できる。三原
山の中腹が白一色のオオシマザクラで覆われる4月初めの光景は圧巻の一語に尽きる。敵船を強弓
で沈めた為朝伝説の「源為朝古戦場跡」や戦後処理の務めを終え、この地で27歳で自決された若き
将校を慕って有志で建てた「福井参謀の碑」がある。碁石浜海岸から乳ヶ崎を眺めると海に向かっ
て高まりを見せる地層に、悠久の自然史を彷彿とさせられる。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

1-2-1. 風早埼の大島灯台
○海からそそり立つ風早崎は、海抜115.3ｍで乳ヶ崎より高い。その先端には、白亜の四角形の建物
がくっきりと青空に映えている。これが大島灯台で正式には大島航路標識所である。コンクリート
造りの灯台は高さ15.6ｍで、海面上115.6ｍの高さから光度12万燭光の灯光を27海里(約50km)の範
囲の海上に送って船の安全な航行をはかっている。この灯台の初点灯は、1915(大正4)年4月1日で
あるが関東大震災で崖崩れにあって建物は海中に落ち、その後、1926(大正15)年に再建されたもの
である。現在は無人灯台であるが、12秒間に3回の青い光の美しい帯が夜空に弧を描いている。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.1-3 野田浜
○この辺りの崖には、600ｍにわたって地層が見られる。その層には、爆発によってできた角のある
石や、水蒸気爆発で飛ばされた丸い石が見られる。崖の地層は中央が最も厚く、両端にいくにした
がって薄くなる。また、地層には横縞が見られる。このような、爆発による角のある石は、流れて
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きたものではなく、爆発で噴き上げられてから降り積もったことを表している。地層の最も厚いと
ころが、爆発地点に最も近い地点である。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》

○伊豆大島サンセットパームラインの終点が野田浜で、夏場は観光客で賑わう海水浴場である。野田
浜の沖には海に流れ込んだ溶岩が作り上げた海底アーチがあり、多くの魚が集まりダイバーの観光
スポットになっている。正面の小高い岬が乳ヶ崎で、古火山の岡田火山の名残である。
○○海に流れ込んだ溶岩が作り上げた古代文明の遺跡のような大きなアーチが見られる。陸だけでな
く、海の中でも、溶岩が生み出す不思議な光景は続いている。ひだのように細かい多様な地形は、
生き物にとっても絶好の生息スポット。たくさんの魚の群れを見ることができる、オススメのダイ
ビングスポットである。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

No.1-4 秋の浜
○ダイビングスポット

No.1-5 日の出浜
○海水浴場。消波ブロックと岩礁に囲まれた小さな浜で、波が穏やなために家族向けとされている。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

No.1-6 フノウの滝
○この写真は昭和30年の岩波写真文庫160「伊豆の大島」に載っている「フノウの滝」です、今は上
流で堰き止めて「大島の貴重な飲料水として」パイプで運んでいます。この場所も今ではすっかり
雑木林となってしまって面影をみつけることはまったくできません。海を通る船からこの滝は「船
の帆のように見えた」そう伝えられています。
《引用参考 「伊豆大島秘境の旅1」，“伊豆大島木村五郎・農民美術資料館の日記”，
http://plaza.rakuten.co.jp/ankosan26/diary/201012050000/》

○島東部の無人地帯にあり島内では唯一まとまった量の水が常時落ちる滝でした。その豊富な水量か
ら50年近く前に水道源としての利用が始まり、岩壁上部にある落下点付近に取水口を設けて全量が
導水され長い長いパイプを通って島民の飲料水として利用されるようになりました。
《引用参考 「フノウの滝」，“大島の空の下で”，http://blog.goo.ne.jp/jr1uia/e/a41190dc0782a71ee33d750053ca9f5a》

No.1-7 役の行者窟
○東京都指定旧跡 1928(昭和3)年3月指定
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○行者窟：100万年位前に活動した行者窟火山で、その下に、長い間波浪に浸食されてできた海食崖
の洞窟がある。間口16ｍ、高さ11ｍ、奥行24ｍで、ここが昔、大島に流された行者、役小角(えん
のおづぬ)が住み、修業したと伝えられている行者窟である(現在、崖崩れのおそれがあるため立入
禁止になっている)。入口の広場中央に直径2.5ｍ位の円形に石を並べた護摩壇があり、数段登った
所が祭壇になっている。その上の洞穴のせばまった中に、小角自作と伝えられる石の座像が安置さ
れている。天井の岩からは、ひっきりなしに大粒の雫が落ちているので窟内はしっとりとしめって
いる。ぬれて黒々とした石像の下半身には、細かい緑のコケが生えていて時代を偲ばせてくれる。
窟内の岩の割れ目や基壇石垣の間には、イズノシマダイモンジソウが生えていて12月初め頃には白
い可憐な花をいっばい咲かせて薄暗い窟内を明るくしている。
○役小角(えんのおづぬ)：奈良時代に山岳を舞台として活躍した呪術者である。大和国葛城上郡茅原
の人で、藤の皮を身にまとい、松の葉を食べ、40年余り高城山の洞穴にこもって修業した結果、神
通力をえて、五色の雲に乗り飛行したという。699(天武天皇3)年、役の行者は謀をなして国を奪お
うとしているという訴えに天皇は討手をさしむけるが、仙術で空を飛ぶのでつかまえられない。そ
こで、行者の母をとらえたので、行者は母を助けようと自ら出てとらわれ、伊豆の国の大島に流さ
れた。しかし昼は配所にいるが、夜は富士山へ飛んで行をし、赦免を願った。3年後、罪なきこと
が分かって都へ帰ることができた。それ以後、諸国の峯々をめぐって山を開いたという(『神話伝
説辞典』)。像容は僧衣をまとい、頭幅をかぶり、右手に錫杖(上部破損)左手に経巻を持ち、高下
駄を履いている。
○行者祭：島民は、毎年6月1日に三原山に登り、続いて15日に行者窟に参詣するのを習わしとしてい
た。現在の行者祭は、島民はもちろん、島外からも講集団の人達が多数参加して盛大に行われてい
る。修験者の吹き鳴らすほらがいや、鐘をふり鳴らしながらお経を唱える信者達の声が窟内にこだ
まして、護摩たきの煙がもうもうと岩肌を這うように立ち上り、空に消えてゆくさまは壮観である。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○大島公園の中を通って20分ほど下ると行者浜に出る。その突き当たりの絶壁に、波浪で浸食されて
できた洞窟がある。これが修験道の開祖といわれる役小角(えんのおづぬ)が住み修行したという役
行者窟(都旧跡)である。役小角は、699(文武天皇3)年に世を惑わす妖言をなしたという理由で大島
に流されたが、昼は配所にいて夜になると富士山へ飛行して赦免を願ったと伝えられている。
《引用参考 東京都歴史教育研究会編(2005) 『東京の歴史散歩<下> 多摩・島嶼』山川出版社》

○公園内遊歩道を進むとトンネルが見えてくる。その手前が行者浜である。浜の奥は、貞享大噴火
(1684年)のときの溶岩が広がっている。溶岩が扇子のような形に流れ出た土地のため、溶岩扇状地
と呼ぶ。トンネルに入らずに海岸沿いに進むと、旧火山である行者窟火山の残骸の地域に出る。崖
には、波で削られてできた洞窟があり、昔、「役の行者」が修行したと言われている。(現在は立
入禁止)
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》
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2. 大島火山の誕生～カルデラ形成

数万年前～約1,500年前

■大島火山
○伊豆大島の主な部分をつくっているのが大島火山である。伊豆から見える伊豆の姿は、富士山の
下半分に似ている。その稜線を延長してみれば、カルデラが陥没する前は、海抜1,000ｍの堂々
とした大型成層火山であったことが想像される。カルデラが陥没して、その中に中央火口丘の三
原山が成長したので、大島火山は複式成層火山となった。カルデラから外側を外輪山と呼ぶのに
対して、三原山を内輪山と呼んでいる。
○今の三原山あたりの浅い海底で新たな噴火が始まり、
マグマが海水に触れて盛んに大水蒸気爆発
を繰り返した。破壊された大量の岩石の破片や噴出物は火口の周りに積もって、次第に大きな火
山となった。火口を取り巻く堆積物が海水の侵入を阻むようになったために、水蒸気爆発は起こ
りにくくなって、主に溶岩を流したり静かに火山灰を噴き上げるような穏やかな噴火に変わっ
た。度重なる噴火によって、噴出した火山灰や溶岩流が積み重なった成層火山が成長し、割れ目
噴火によって流出した多量の溶岩は島の裾を広げた。これが大島火山である。古い3つの火山の
残骸を覆い、ひとつの島となってなおも成長を続けた。カルデラが陥没する前は、海抜1,000ｍ
の成層火山であったことが想像される。
○数万年前：遥か昔に既に活動を終え、すっかり浸食されてしまった3つの火山の残骸の傍、今の
三原山のあたりの浅い海底で新たな噴火が始まり、マグマが海水に触れて盛んに大水蒸気爆発を
繰り返した。水蒸気爆発で破壊された大量の岩石や破片や噴出物は火口のまわりに積もって、次
第に大きな火山となった。
○およそ2万年前：火口を取り巻く堆積物が海水の浸入を阻むようになったため、水蒸気爆発は起
こりにくくなって、主に溶岩を流したり静かに火山灰を噴き上げるような穏やかな噴火に変わっ
た。たび重なる噴火によって、噴出した火山灰や溶岩流が積み重なった成層火山が成長し、割れ
目噴火によって流出した多量の溶岩は島の裾を広げた。新しい大島火山は古い3つの火山の残骸
を多い、一つの島となってなおも成長を続けた。
○約8,000年前：島は緩やかに沈降して、海岸の低いところは入り江となった。海岸に沿う海流が
砂を運んで、入り江の口に砂州を延ばし、海岸にたくさんの小さな干潟ができた。約7,800年前、
山頂で大水蒸気爆発が起こって、破壊された大量の岩石の破片と土砂が飛散し、それらは大島火
山の山腹を岩屑なだれとなって海へ流れ下った。島は、その後恐らく数百年間は急速に著しく隆
起し、それから緩やかに沈降し続けたと推定される。
○約1,500年前：5世紀、島の東側山腹で割れ目噴火が起こって、割れ目から多量の溶岩を流出した。
その直後、山頂で大水蒸気爆発が起こって、大量の岩石片と土砂とが岩屑なだれとなって山腹を
流れ下った。その後、山頂が陥没して楕円形のカルデラが生じた。その後、7世紀にも大水蒸気
爆発が起こって、もうひとつのカルデラが前にできたカルデラの北東に並んで陥没した。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

○古い三火山の活動の後、4万年前またはそれより古い時期に(富樫・一色、1983)、伊豆大島火山
の活動が始まった。まず、海底噴火活動が始まり、約2万年前頃からは陸上の火山活動が主となっ
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た。約1,700～1,500年前の噴火活動によりカルデラが形成された。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》

○大島火山は、数万年前から活動を始め、緩傾斜の主成層火山体と北北西－南南東方向の割れ目噴
火により形成された多数の側火山から成る。
《引用参考 気象庁「伊豆大島」，http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/317_Izu-Oshima/317_index.html

No.2-1 地層大切断面
○100 数十年ごとに訪れた大噴火のたびに降り積もった火山灰が、見事な地層の縞模様をつくってい
る。ここには、約 100 の大噴火が記録されている。緩やかに波打つ地層は、褶曲によって生じたも
のではなく、下の起伏にしたがって積もったものである。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○千波バス停より波浮方面へ向って徒歩7分。地層切断面の場所に着く。左手に見事な縞模様が約
1,000ｍにわたり、大きなカーブを描きながら続いている。ここから西側海上を見ると、洋上に利
島、新島、式根島、神津島と、他に無人島が浮んでいるように見える。また、南方海上には1983(昭
和58)年10月3日に大噴火を起した三宅島が、また後方に御蔵島が日によって見えることがある。
○この縞模様は、1953(昭和28)年頃の道路建設工事のため、山を切り崩した時に現れたものである。
『火山伊豆大島スケッチ』によると、「大噴火のたびごとに、山頂の火口から空中へ噴き上げられ
たスコリアや火山灰が降り積ってできた見事な地層の縞模様。ここには、一つ一つの大噴火をあら
わす単位層が百数十みられる。風化層の上側は、植物が生えては枯れて腐り、栄養のある黒土となっ
ていることが多い。大噴火は平均すると百数十年おきに起って来た。地層が大きく波打っているの
は、長い間にわたって横からの高い圧力を受けて、しだいに地層全体が曲げられる、いわゆる褶曲
によってできたのではなく、たんに元の地形の起伏にしたがって降り積っただけのことである」と
あり、百数十年毎の大噴火で、百数十の単位層がみられることは、15,000年から20,000年以前から
の地層が出て来たことになる。
○縞模様については、褶曲によってできたものではないとのことであるが、「通常、褶曲といわれる
現象は、元来ほぼ水平な状態に堆積した地層が、地変を起して二次的に屈曲してできたものと考え
られる。堆積した地層に横圧力や海底地すベりなどでできるものである。ここの、縞模様は褶曲軸
の方向がほぼ北東から南西で外輪山の傾斜の方向と同じである。このため、ここの縞模様に見られ
る褶曲は普通の褶曲のように横圧力などをうけて形成されたものとは考えられない。堆積する前の
地形にすでに起伏があって、これに火山砕屑物(スコリア、火山灰など)が、これに沿って堆積した
ので、当初からこの縞模様ができたものと考えるのが適当である。これによって、地変をうけてで
きたものでない褶曲構造であるため、普通の褶曲と区別する必要があり、ぎ褶曲とも言うようであ
る」と『伊豆諸島文化財総合調査報告 第2分冊』にある。
○地層切断面から、間伏地区に行く途中に、宮の沢があり、砂の浜(サナハマ)に流れ込んでいる。上
を都道の宮の沢橋が通っている。「宮の沢といっても、水が流れているのではない。谷底を砂の川
が流れていて、それが砂の浜の供給路となっている。道路の山側の切り取りの壁には、550年頃の
山頂での大水蒸気爆発で生じた泥流の堆積が見られる。それは、大小の角ばった岩片と土砂の混合
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物であるが、爆発角礫岩のような横縞がないことや、上面が平らであることが特徴」(『火山伊豆
大島スケッチ』より)である。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○この地層の大切断面は伊豆大島の火山噴火史を物語る証である。100層ほど積み重なった見事な縞
模様は、おおよそ150年前後に一度と言われている大噴火によってスコリア火山灰主体の降下堆積
物で形成されている。大島では“バウムクーヘン”と呼ばれるこの地層は、1953(昭和28)年道路建
設工事中に偶然発見されたもので、長さ630ｍ、標高70ｍ前後の都道沿いに、高さ24ｍ程に渡って
続いている。自然遺産的な価値を有するものとして海外の火山研究者にも広く知られている。起伏
に富み、一見褶曲のような見かけだが、三原山Ａ火口より3.0数Km飛ばされて来た火砕物が地形を
覆って降り積もった堆積物である。典型的な不整合も見られる。一つ一つの層の厚さや成分を調べ
ることにより、噴火の激しさや期間の長さなどを推測することができる。路面壁の一部分は、おお
よそ15,000～20,000年以前と言われている。巨大バウムクーヘン地層の下には海面まで、さらに約
5,000年以上の噴火の歴史が重なっているとされる。また、伊豆大島火山博物館には、約12,000～
15,000年前の地層20層が表面剝離されて展示されている。洋上に利島、新島、式根島、神津島、天
気に恵まれると三宅島、御蔵島まで見られる。午後の光がシャッターチャンスである。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

No.2-2 トウシキ海岸
○差木地、波浮港間の都道下側に「大島トウシキ園地入口」と書いた木柱を立てた所が2ヵ所ある。
どちらも300ｍ程行くと三原山の砂漠を思わせる広い原に出る。海難者供養のために鳥居を立て(現
在鳥居は無い)、コンクリート塀を回らした一角や、海難者の標柱、トウシキキャンプ場の施設な
どがある。海難者の死体を荼毘(だび)に付した窪地などの端は高い海食崖で、白塗の柵が延々と続
き、その先はトウシキの鼻から海につながる。この鼻からイヤセ、キャンプ下と左手へ回るとそこ
は波浮港の入口である。
○トウシキについて『火山伊豆大島スケッチ』には次のように説明している。「大きな縄のような溶
岩のひだが弧を描いて海に流れている。この溶岩流は、はるばる山頂から流れてきたものではなく
て、おそらくは近くの側火口や割れ目から流れ出したものであろう。」
○トウシキの鼻から右手西へかけては荒々しい磯浜で格好の釣場、その上は今にも崩れ落ちそうな高
い海食崖で、その縁を細い遊歩道が灌木の下を縫って、ヌタの沢まで続いている。途中ちょっとし
た広場にテーブルやベンチ等の設備もあるが、小道の右下、林の中にあるのと共に今は朽ちようと
している。崖上、樹間の道を300ｍ程歩くと視界がパッと開けて目の前に、1421年の水蒸気爆発や
割れ目噴火等によってできたイマサキやその先に差木地前浜方向、シオフキ、クジラネなどの磯、
遠くに利島や新島などが見え、山手の方にはシクボ、岳の平、二子山、白石山等一連の山なみが姿
を見せてくれる。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○トウキシ防風林の散歩道には、ヒメユズリハ、クロマツ、ヤブツバキなどが植えられている。トウ
シキ海岸散歩道や磯には、大島の海岸付近で見られるほとんどの植物(オオシマハイネズ、スカシ
ユリ、イソギクなど)が生えていて、季節ごとに美しい花が咲く。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》
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○近くのトウシキ遊泳場では地層に泥質砂岩が見られる。潟の底に沈殿した砂と泥がつくった水平な
地層である。トウシキの海食崖地層は“元町泥質砂岩”と呼ばれ、1,500年～1,400年前の地層であ
る。これらの地層はいずれも現在の海面より現海抜7.2ｍ高いところにある。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○カルデラを作る前の噴火のときに流れた溶岩が、海辺に広がっている。後ろの急な崖には火山灰や
岩石が積み重なっている。海辺と崖との間は、波にくだかれた岩石のかけらの海岸になっている。
目の前の海岸には溶岩流がぶつかり合ってできたトンネルのような光景がみられる。
《引用参考 伊豆大島ジオパーク推進委員会(2011) 『伊豆大島ジオパーク わくわく探検ガイド』》

No.2-3 愛宕山・愛宕神社
○大島空港滑走路南端にある円錐形の側火山が愛宕山で、高さは121.5ｍである。現在では三方から
頂上の展望台に達する自然休養村の散策コースが完成し、展望台からの素晴しい眺望とあわせて格
好のハイキングコースになっている。この山も、太平洋戦争当時、大島防衛のための重要な拠点と
して、駐屯部隊によって防空壕、敵兵壕が網の目のように掘られ、いまだに山腹にその跡をとどめ
ている。さらに、2000(平成12)年には東側斜面が空港拡張工事により削られたが、その後植林が行
われている。愛宕山は昔から地域の人々にとっては霊験あらたかな神域としてて崇められ、山頂近
くの愛宕神社と不動堂には、今でも月の28日になるとお参りをする人が絶えない。
○愛宕神社：入口の木の鳥居を通って参道に入ると鬱蒼と茂る樹木の間を擬木で整えられた階段がか
なりの急勾配で長く続いている。息をはずませながら約200段程登って二つ目の鳥居をくぐると、
正面に愛宕神社の祠、その左手、小高い所に不動堂がある。神社の祠は小型ながら、銅葺き屋根の
木造で鏡や榊が供えられている。
○愛宕神社は、京都の愛宕山にある愛宕神社が本社で、祭神は記紀神話の火の神誕生の段に出てくる
伊邪那美命(いざなみのみこと)の子の軻遇突知神(かぐつちのかみ)と言われている。古くから愛宕
大権現として名高く、火防の神、疫病の侵入を防ぐ神として全国的に信仰されて約800の分社を持っ
ている。祀られる場所は領界、境界付近の高地や山上が多く、『伊豆大島志考』(立木猛治著)には、
「元町の愛宕山は、伊豆本土を対象に領界として祀ったものであろう」と記されている。祠もこの
記述をうらづけるように、西向き、伊豆半島に面して建てられている。神社の設立について、確か
な記録はわかっていないが、1947(寛延2)年の『伊豆國大嶋差出帳』の社寺の部に崇社合わせて三
拾七社があげられていて、その中の26番目に「愛宕 新島村」とある。これが記録に見える最初の
ものであろう。新島村とは元村、今の元町のことである。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.2-4 赤禿
○和泉浜から北を眺めると、海に突き出た赤褐色に崖がある。その名の通り、赤褐色のスコリアがむ
き出しになっている。大島が火山の島だと実感できる景色である。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》
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2-4-1. 側火山(スコリア丘・タフリング)
○スコリア丘：サド山、地ノ岡、愛宕山、赤禿、大丸山、伊東無、蜂ノ尻、白石山、二子山
○タフリング：シクボ、沢立

No.2-5 王の浜
○ダイビングスポット

No.2-6 砂の浜
○千波崎の地層切断面を過ぎたところに新しい「砂の浜橋」が完成した。「砂の浜橋」を渡ると右側
に「砂の浜」が見える。玄武岩の溶岩が砕かれた礫や砂でできた黒い砂浜で、大島では一番長い浜
で1kmほどある。ウミガメの産卵地。
○陸と海が出あう場所。山から流れた火山灰が海に押し出され、波によって削られ、その繰り返しで
できた地形は、有史以前の神話を感じさせるような景観を創り出している。この海岸からは利島、
新島、式根島、神津島の伊豆諸島の島々が望める。利島は伊豆大島と同じ玄武岩でできているため、
兄弟のような島である。他の三つの島は別の流紋岩という白っぽい岩でできている。海岸には、面
白い形の岩がたくさんある。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

No.2-7 潮吹きの鼻
○東京都指定天然記念物 1939(昭和14)年12月2日指定
○海食崖の海面付近に穿かれた高さ約7ｍ、幅約6ｍの海食洞。押し寄せる大波が海食洞の中の空気を
圧縮し、波が引くとき圧縮された空気が膨張して海食洞から吐き出され、異様な音とともに海水の
しぶきを上げる。「鼻」とは、海岸が突出している様子を意味するものである。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○椿トンネルを行くと中程に、海岸に通ずる道がある。この道を下ると、まもなく大きな松の木の間
から海が広がり海岸遊歩道に出る。遊歩道は海岸線に沿って変化に富んだ美しい磯の風景をくりひ
ろげ、大島公園に達している。遊歩道に出て、50ｍ程行った道の下に、天然記念物に指定されてい
る潮吹きの鼻がある。道からは直接見ることはできない。「鼻」とは、海岸が突出している部分と
いうような意味である。溶岩の絶壁にできた洞窟が、海面すれすれに口を開けている。高さ約7ｍ、
幅約6ｍで、奥行は相当に深いようであるが、長さは不明で、人によっては、都道の反対側にある
小学校の近くまで通じているという。あげ潮時に波が打ち寄せると洞窟内の空気が圧縮され、その
圧力で洞窟の上部から、異様な音を発して海水が水煙となって激しい勢いで空中に吹き上げられる。
太陽の光線の具合によっては見事な虹を描くこともある。特に北風の強い時などには、10ｍ以上の
高さにまで吹き上げることがある。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》
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No.2-8 潮吹きの穴
○村の子供なら一度はこの潮吹きの穴に行って、その様相を眺め、あるいは試し、その威力に驚いて
いることと思う。同名は差木地、泉津にもあるが、泉津のそれは規模も大きく名高い。要は海に臨
む溶岩流の岩盤に洞穴があり、打ち寄せる波で洞穴中の空気を圧し、圧縮された空気が水とともに
岩盤の割れ目から強く吹き出すものである。
《引用参考 坂口一雄(1980) 『伊豆諸島民俗考』未来社》

○東京府『市町村概観』(昭和13年刊)に潮吹きについて次のような説明がある。「村の西南端海中深
く屹然(きつぜん)として突出せる洞窟(どうくつ)にして、潮の去来によりて轟然一発大音響と共に
厳底(がんてい)より吹上ぐる飛抹(ひまつ)は白霖(はくりん)と化して十数丈(約40数ｍ)の高さに
奔騰し其の壮観実に言語に絶す。」
○大島では差木地から波浮港、泉津方面へかけて「潮吹き」と名の付く磯が幾つかある。溶岩流によ
る荒磯と波浪の物すごさを語るものであろう。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.2-9 下高洞遺跡
○東京都指定史跡 1986(昭和61)年3月10日指定
○佐久川から渕の沢までの一帯を下高洞(シモタカブラ)という。元町港の南南東約1km、湯の浜の南
の端の海食崖から縄文時代早期前半の平坂式土器片やそれに伴う黒曜石フレイク、軽石片などが出
土し、ここの地籍名が東京都大島町元町字下高洞であるところから、下高洞遺跡と呼ばれることに
なった。通産省工業技術院地質研究所の一色直記博士により貴重な土器等が発見され、「下高洞遺
跡」と名付けられたものである。1978(昭和53)年1月14日伊豆大島近海地震により崖の一部がくず
れた。その土塊に椿の葉の化石が発見された。平坂式尖底土器が大島に持ち込まれたのが、8～9,000
年前であろうと言われ、その土器類を使用したであろう下高洞人が生活していたと思われる。洞穴
跡の天井を形成する「カタ土」に古代椿葉の化石があるということは、それよりも古い時代のもの
ということになり、1万年位前から大島には椿があったことが立証された。この椿葉化石を発見し
た一人である鈴木龍男氏(郷土研究家、故人となられた)は、1977(昭和52)年12月28日付の『東京七
島新聞』に稿をよせ、この下高洞遺跡は大島郷土史上の意義は大きいのでその適切なる保護と、発
掘調査の必要性を呼びかけている。
○いままで出土品などから想定して大島には、6,500年位前から人が住んでいたと言われていたが、
住みついてはいなかったとしても、8～9,000年前の生活跡が発見されたわけで、この下高洞遺跡は、
これまで伊豆諸島で最も古いとされてきた御蔵島の「ゾウの遺跡」(縄文早期末)よりも古く、最古
のものであろうと言われている。遺跡の近く字金壷(カナツボ)に高さ4.5ｍ余の崖から清水が盛ん
に滴りおちており、その付近一帯に鉄錆色をしている所がある。元町の古い言い伝えによると、源
為朝が大島に配流中、刀を研ぎ、磨いた所で、そのために今でも、なお、鉄錆色をしているのだと
言われている。
○元町の前身である集落が「シモタカブラ」にあった。文禄の頃(1592～1596)に、大鳥では、連日の
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豪雨に見舞われていた。降り続いた大雨は遂に三原山腹を決潰、火山灰、土砂、立木、岩石などを
物凄い勢いで押し流し、山津波となって「シモタカブラ集落」をおそった。これが伝承にいう「び
やく」である。「びやく」に押し流され生き残った人達が現存の元町地域に集団移住したと伝えら
れている。これが新島村(ニイシマムラ)のはじまりであった。遺跡に直接の関連はないが「シモタ
カブラ」にかかわる伝承である。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○バス停から海岸に下りていくと、左側の海食涯に大島下高洞遺跡(都史跡)がある。海食崖の下部か
ら縄文時代早期前半の平坂式土器、神津島産黒曜石の石鏃、イノシシの頭骨などが多数出土し、竪
穴住居も確認され、現在伊豆諸島で最も古い8,000年前に遺跡として注目されている。また、中腹
には縄文中期後半から後期初頭の包含層が確認され、頂部からは古墳時代後半の遺跡も発掘された。
南側100ｍのところには縄文晩期の貝塚も発見されている。隣の海水浴場弘法浜の山側には大正時
代に存島したアララギ派の歌人土田耕平の歌碑がある。
《引用参考 東京都歴史教育研究会編(2005) 『東京の歴史散歩<下> 多摩・島嶼』山川出版社》

○元町地引浜奥、海食崖にある遺跡。海食崖の下部から縄文時代早期前半の土器、神津島産黒曜石の
石鏃(せきぞく・矢じり)、イノシシの頭骨などが多数出土し、竪穴住居も確認されている。現在、
伊豆諸島では最も古い8,000年前の遺跡とされている。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○下高洞は、元町の南の火山博物館付近の台地から海岸付近で、遺跡A～Dが発掘されている。これら
の遺跡には縄文時代から16世紀まで人類が居住生活していた痕跡がある。「びゃく」の災害以降は
居住地としては放棄された。
《引用参考 井上公夫(2014) 「伊豆大島・元町の土砂災害史」，『地理』2014年2月号，古今書院》

No.2-10 カルデラ
○5世紀、山頂の火口から噴火してスコリアを噴き上げ、続いて山腹の数ヵ所から割れ目噴火が起こっ
た。最も大きい割れ目は、東側の山腹を北西から南東に横切って生じた約4kmの割れ目で、割れ目
から大量の溶岩が流れ出して東側の海食崖を下って海に注いだ。その直後、山頂で大水蒸気爆発が
起こった。爆発で山頂は破壊され、飛び散った大量の岩石の破片(角礫)や火山灰が全島に落下した。
引き続き、それらは岩屑なだれとなって島のおよそ半分に及ぶ東西両側の山腹を猛烈な速さで海へ
下った。水蒸気爆発によって立ち昇った巨大な積乱雲は大量の火山灰を含んでいた。そのなかでは、
激しい上昇気流に支えられて火山灰でできた雹が成長し、それらはついには支えきれなくなって全
島に降った。火山豆石とはこの火山灰の雹のことである。この大事件があった後、大島火山の上部
に楕円形の垂直な割れ目ができて、それを境に内側が陥没してカルデラができた。現在の三原山を
囲む外輪山の峰はそのカルデラの縁である。
○その後、7世紀にも再び山頂で大爆発が起こって、前にできたカルデラの北東側に並んで新しいカ
ルデラが陥没した。ふたつのカルデラの陥没によって、全体として繭のような形の窪地ができた。
外輪山の南西側や北東側の低い縁は、その後の噴火による溶岩流やスコリア等に覆われて今では全
く見られなくなっている。二度の大水蒸気爆発によって積もった火山豆石は、火山豆石凝灰岩の層
となって外輪山から東側の裏砂漠一帯に見られる。この火山豆石凝灰岩は非常に硬いので、島では
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カタと呼んでいる。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

○5～7世紀頃、山頂部からのスコリア放出→島内数ヶ所からの割れ目噴火→山頂部での大規模な水蒸
気爆発と火砕流の発生と推移した。水蒸気爆発に伴う噴石は人頭大のものがカルデラ外2～3kmの所
まで飛散し、火砕流はほぼ全島を覆っている。発生年代に関しては、これまで放射性炭素年代測定
により、1,500年から1,300年前くらいとされている。その後、7世紀頃、山頂火口からの降下スコ
リア層→水蒸気爆発による細粒降下火山灰層(火山豆石を含む)と推移した。
《引用参考 産業技術総合研究所地質調査総合センター「活火山データーベース 10伊豆大島火山地質図」
https://gbank.gsj.jp/volcano-AV/volcmap/10/index.html》

○約1,700年前に山頂部で大規模な水蒸気爆発が発生し、陥没してカルデラを形成した。約1,500年前
にも大規模な噴火が起こり、山頂部に相接して複数のカルデラが生じたと考えられている。その後
の噴火による溶岩は、カルデラ底を埋積しながら北東方向に流下し、海岸に達した。
《引用参考 気象庁「伊豆大島」，http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/317_Izu-Oshima/317_index.html》

No.2-11 ネジの鼻
○カルデラができたときの割れ目噴火が、ネジの浜の海食崖に出たところである。割れ目から噴き出
したマグマのしぶきが積もって、暗赤色の鼻を作った。ネジの洞門は、この鼻を南北側から浸食し
た海食洞がつながったものである。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

No.2-12 裏砂漠
○三原山から北東側と南西側に、砂漠と呼ばれる植物のまばらな砂質地帯が広がっている。強風にさ
らされる砂漠には風紋ができて、それらは絶えず移動している。この地域を覆う多量の砂は、噴火
のたびに火口から噴き出された火山灰である。この中には、いったん降り積もった火山灰が固まっ
てできた凝灰岩が、風や流水で削られて再び砂となったものもある。
○島では北東や西南西の風が多く、それ以外の方向の風は少ない。火山灰は火口から風下の方向に厚
く積もる。全島にわたる地層の厚さを調べることによって、島の主な風向きは、過去8,000年の間
はほとんど変わらなかったらしいことがわかった(田沢,1980)。砂漠は、長い間、三原山の噴煙が
通過するところであった。噴煙に含まれる亜硫酸ガス等の有毒なガスは、植物の生育を阻み続けて
きたと考えられる。そのことはまた、この地域の風と流水による浸食を促進してきたのであった。
絶え間ない浸食と堆積にさらされる苛酷な環境が、裏砂漠と呼ばれる素晴らしい景観を生んだので
ある。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

○三原山から外輪山の北東側山腹には、見渡す限り植生の乏しい砂礫に覆われた地域が広がる。ここ
では、浸食と堆積が絶え間なくせめぎ合う。三原山から吹き出される火山ガスと火山灰、強風が吹
きまくる苛酷な環境が見事な景観を作った。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》
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○火山灰やスコリアで覆われ、噴火の度に再現される、植生が少ない黒い砂質地帯。
○この砂漠のような景観が保持される理由 ①卓越風向(南西～西、北東)の風下にあたり、積もった
スコリアや火山灰が揺れ動かされて種子が留まり難い／②卓越風向の風下にあたるため、火山ガス
の影響を受け、発芽が阻害される／③玄武岩質であり、保水性に乏しく発芽の条件を満たしていな
い／④標高500ｍ前後で外気温が低い／⑤噴出物の礫であり、植物の生育に適していない
《引用参考 H26 首都大学東京 合冊.docx』中林利郎委員作成資料》

○国土地理院作成の地図において国内唯一「砂漠」と表記されている場所。一面火山噴出物のスコリ
アで覆われた黒い大地で、映画・ドラマ・ＣＭ等で数多くのロケが行われている場所でもある。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○1950(昭和25)年噴火以前、小学校低学年だったとき、この砂漠でグライダー飛ばし大会があって、
高等科の生徒のグライダーが海まで飛んだことがある。
《引用参考 大村森美(2014) 「1950～51年三原山噴火の体験記憶」，『地質学史懇話会会報』第40号》

No.2-13 ツバキ
○ヤブツバキは公害に強く、日陰でも育つため、緑化樹としての価値も高い。東京都のあげている大
気汚染に強い樹種のなかでもヤブツバキはクロガネモチ、モッコク、ウバメガシ等と共に、第１グ
ループにランクされている。大島においても塩害や火山ガスに強い抵抗性を示し、防風効果も大き
い。
○大島のヤブツバキの特徴 ①樹の総数が多い(大島の面積91K㎡に推定300万本)／②形態の大型
化：花、葉ともに／③早咲きから遅咲きまで10月から5月まで開花しており、鑑賞期間が長い／④
総体的に花と果実が大きい／⑤花形、花色、葉、枝に変化が多く見られる(多元的な諸形質を持っ
た植物)／⑥香りが強い：有香種が多く発見されている／⑦椿が生活と結びついている。
○大島での生育理由 ①温暖な気候：ツバキは、冬の寒さを嫌い、かつ夏の熱暑を嫌う。夏の涼しさ
で花芽が促進され、秋の暖かさで開花が早まる(日本で一番早くに開花を迎える)／②水はけの良い
土壌を好む：三原山の噴火で堆積した粗い土壌で排水性に富んでいる／③豊富な降水量：大島は年
間3,000㎜の多量な降雨に、且つ、多孔質(水はけがよい)の玄武岩である。
○語源 ①「厚葉木(あつばき)」／②「艶葉木(つやばき)」
○自生の始まり 下高洞遺跡(元町地区)の断崖途中にある下高洞Ｃ遺跡(縄文時代中期5,500年前か
ら後期4,500年前)の崩落した土層で化石が発見されている。
○大島の暮らしとツバキ ①椿油：灯油・化粧用・薬用・食用／②燃料：薪(貢租)・製炭材(椿炭は
火付がよいうえ長持ちする上質の炭として価値も高い)／③細工：あんこ人形・玩具・おぼん／④
防風林：防風林(屋敷・畑作林)・採実兼用／⑤鑑賞樹
○防風樹としてのツバキ いつ頃からツバキの防風林造成がなされたか不明だが、非常に風の強い大
島のことだから、住居の防風林(屋敷林)は古くからあったと思う。(略)切り替え畑の方法も平地程
早くやめたようなので、幕末頃から防風林が必要となり、マツやタメノキ等の大木になる種類と混
植したり或いは二重にするためツバキが植えられた。今、島内の防風林を見ると、樹齢200年(1980
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年頃)のものが古い方なので、幕末から明治にかけて、ツバキは防風林として防風林として採実兼
用に植えられ始めたものと思う。
○鑑賞樹としてのツバキ 大島民謡に「ツツジツバキはみ山を照す」とある大島節は、明治20年に生
まれたもので、この頃すでに島民の間でも鑑賞の対象になっていたことがうかがえる。
《引用参考 H21 椿綴り.docx 中林利郎委員作成資料》

○1968(昭和43)年2月27日 「大島町の木」として椿が指定される。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

2-13-1. 火山噴出物堆積物及びそれらが風化してできた土壌
○三原火山の噴出物を主体とする砂質土で、耕土は深いが腐植含量は少ない。土壌孔隙率が大きく透
水性がよい反面、保水力、保肥力が弱い。さらに土質の関係から地下水、河川、湖沼がないため用
水が不足気味であり、農業生産は大幅な制約を受けている。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○大島の溶岩は玄武岩である。玄武岩は、多孔質(穴あき)で、雨水も抜けてしまう。そのため大島に
は川や湖、沼、池がなく、川の決壊、氾濫もないといわれてきた。
○古来、大島では生活水に乏しく、水は大事に使われてきた。アンコさんの頭の上の桶は水くみ桶で
ある。
《引用参考 H26 首都大学東京 合冊.docx』中林利郎委員作成資料》

2-13-2. 椿トンネル
○大島の椿は、そのほとんどがヤブツバキで、民謡の大島節にも「わたしゃ大島一重の椿、八重に咲
く気はさらにない」と歌われている通り、赤い五弁の花びらの一重が特徴である。椿は大島を象徴
する花で、現在では全島で、約150万本を数えると言われ、椿並木も島内各所に見ることができる
が、島内でも特に名高いのが、ここ泉津の椿トンネルである。泉津から大島公園に至る都道の両側
から、椿の老樹が高く枝をはり、重なりあって、日光をさえぎり、道路をすっかり覆って、見事な
椿のトンネルを形づくり200ｍあまりも続いている。11月から4月にかけての花期には、椿の赤い花
がつややかな緑の葉の中に鮮やかに映えて、島の人々は勿論、多くの観光客の目を楽しませている。
なかには、樹齢200年を越すといわれる巨木もある。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○ヤブツバキの並木でトンネルになっている。シーズンになると赤い椿の花で、木の上も道もいっぱ
いになる。花の蜜を吸うメジロ、ヒヨドリも見られる。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》

○泉津の椿トンネルの大木 バス道路の両側約100mの花のアーチ／巨木の樹齢は300年～400年(1980
年頃)と推定されているが不明である／幹周り30㎝以下のものを除いて、約181本(1980年頃)
○しくぼの大木の椿並木、沖の根の椿トンネル、波浮港の椿トンネル、小清水の椿の大木、「都立大
島公園」の椿園、赤禿・新込間の椿並木、新開の椿防風林、椿の森公園(椿模範林)、椿花ガーデン・
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リス村の椿、野増の椿、野地の椿、東京都立大島高等学校農林科ツバキ品種見本園
《引用参考 H21 椿綴り.docx 中林利郎委員作成資料》

2-13-3. 椿油
○その起源について旧誌に「大島の椿油のごときも、初めは灯油として用い、また髪に塗り、搾糟は
煮返して食用に供したとあるから・・・精油の初めはせいぜい江戸期上代」と見られる。
○椿の種子の採取は、普通樹上に登りて未だ落下せざるものを採取し、遠い山からは馬車や大八車、
または背負子で自宅の庭まで運び、翌日天陽ではぜたものを夕方までに土間に運び、夕食後に近所
の叔母さんたちが夜なべで皮をむくのである。椿山を持っている家々では、お茶を飲みながら世間
話とともに、なつかしい秋の風物詩あった。むかれた椿の見は翌日筵(むしろ)の上に干され、夕方
家の中か倉庫に運び込んでは、また翌日庭で干すという作業がおおよそ一週間続けられた。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○椿は、秋と冬の2回花をつけるが、実を採るのは寒椿で、8月末から9月初めにかけて収穫される。
十分に乾燥させた後、搾油する。2斗の実から4升くらいの油が搾油される。椿油は、食用・整髪料
として使用されてきた。椿油の成分は、オレイン酸が約90％を占め、またビタミンＡの効果を求め
るカロチン及びビタミンＤ、Ｅを含んでいる栄養価の高い植物油で、島民の貴重な栄養源であった。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(1999) 『大島町史 民俗編』東京都大島町》

No.2-14 サクラ
○オオシマザクラの特徴：多くの伊豆諸島特産植物に見られる大型化、強い花の香り、開花期が長い、
という島型の特性を持ち合わせている。
○大島での生育理由：桜は多雨で水はけ、日当たりの良い場所を好み、根を浅く広く広げる。多雨・
常春・玄武岩質である、大島の気候・地質が適地に当たる。
○開花は、その年の天候に左右されるが、1月の早々から始まり、二番手、三番手とほぼ間断なく順
次咲き、最盛期はおおむね4月上旬頃である。三原外輪中腹でも中旬に見られ、三原山のカルデラ
内では5月の連休頃まで花が残る。
○オオシマザクラは別名をタキギザクラともいい、以前は燃料用として植樹されており、房総半島や
伊豆大島にもこの用途で広がったとされている。
○果実を食用とするほか、花や葉の塩漬けも食品に利用されている。桜の葉の塩漬けには多くの場合
オオシマザクラが用いられており、伊豆半島南部(松崎地区)において生産が盛ん。
○桜の開花は、農業開始の指標とされていた。
《引用参考 H26 3 オオシマザクラ探訪つづり.docx 中林利郎委員作成資料》

○伊豆の大島には誇るに足る植物が二つあって、その一つが椿、またその一つが大島桜である。この
二つは共に経済的に同島人がその恵みにうるおうている樹木で、島の人々にとっては実に大切な植
物である。それが利用と観賞との両方面を兼ね持っているので、あえて疑う余地もなく、この二つ
は同島天与の宝である。今ここには椿を割愛して単に大島桜について述べてみるが、つでに景物を
添えてみれば、鹿は特別に椿の皮を好んで食うから、椿の木を大事がる大島へは忘れても鹿を放ち
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飼いにせぬことである。大島桜はその名が示しているように、実に大島で発達した同島特産の桜で
ある。(中略)大島桜がとても古い時代から発達していたことは、かの大島で名高い泉津村のいわゆ
る桜株を見ても判る。これは同島唯一の古樹で、その樹はまず一千年も経っているといわれている
ほど古いかつ巨大な姿をしているのである。(中略)とにかく、大島桜は大島の誇りであるから、こ
れと同格の椿とともに、もっとずっと大量に上、雲のごとくまた霞のごとき桜の花と、燃ゆるがご
とくまた絳帳のごとき椿の花とで全島を埋め尽くし、いよいよ同地をして東海上の花彩島たらしめ
たらよいと思う。～ 大島桜(昭和22年発行『続植物記』より)
《引用参考 牧野富太郎，佐藤達夫(2008) 『牧野富太郎選第二巻』日本図書センタ- 》

No.2-15 桜ッ株
○国指定特別天然記念物 1952(昭和27)年3月29日指定
○樹齢800年と言われ、最盛期には幹周7ｍを超えていたが、現在はやせ細り6ｍ台になっている。そ
れでも太枝は接地して独立個体のようになり、いくらか元気に活着し、花期には花を咲かせている。
《引用参考 H26 3 オオシマザクラ探訪つづり.docx 中林利郎委員作成資料》

○泉津の山中にあり、樹齢は推定800年と言われる。大島のサクラッ株の樹齢を正確に記したものは
なく、地質図上は1552(天文21)年大噴火の溶岩流の上にあることから460年以上ということは考え
にくいが、サクラッ株周辺の地形・地質の検証の結果、桜株の生えている場所は溶岩流が枝分かれ
し、その間隙の溶岩流に覆われない場所に残ったのが桜株であることが判明した。そのような場所
を「キプカ」(ハワイの言葉で「新しく流れた溶岩に囲まれた、古来から生長した森」という意味)
と言う(1986年三原内輪山山腹に流れ出したＡ火口溶岩流の黒い筋、その筋と筋との間隙に植生が
見られるが、これが「キプカ」である)
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○大島公園から三原山へ向う登山道の途中、約1㎞左側に国の特別天然記念物に指定されている大島
桜の巨木がある。島の人たちは、これを「サクラッカブ」と呼んでいる。老樹で、大きな幹の底部
だけが残っていて上部の方は枯死している。しかし、残基の地上1ｍ程のところから大小10数本の
枝が四方に伸び広がり、これらの中には斜めに地にたれ、あるいは水平に横たわって、地に接した
ところからは根がはって、再び上方に直生するものもあり、珍しい形をなしている。幹の周囲8ｍ
以上、高さ14ｍ、枝張り東西に24.7ｍ、南北に11.8ｍもある。昔は、桜の幹にしめ縄が張られ、御
幣も供えられていたそうで、桜の花が咲いて早く散ると、シケが来るとか、不作の年になるなどと
いわれ、花の咲き具合が年占いにもなっていたようである。また、大島へ帆船で渡っていた時代に
は、房総方面から来る船はこの桜の木を目当てにして泉津港に着いたともいわれている。樹齢は800
年以上と言い伝えられ、たび重なる噴火にも焼け残り、今でも3月中旬から、美しい一重の花を開
き見事である。地質学的には、1552(天文21)年噴火の溶岩流の上に生えていることから、それ以後
のものとも言われている。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○
「サクラ株」は元株とよばれる最大の太さを誇る株とその周りに立ち上がった3本のサクラで構成さ
れている。中心となる元株は樹高6.5ｍ、樹高幹周6.95ｍ、最大樹幹は9.5ｍ、最小樹幹は7.3ｍあ
る。サクラ株は、もとは1本のオオシマザクラの大木だったと思われるが、元株の主幹は高さ約2ｍ
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から上が枯れ、太い枝が北東方向に伸び、立ち上がっていたが、2004年5月の強風で倒れてしまっ
た。この元株とは別に東、西、北側の離れた場所に各1本ずつ上に伸びた幹がある。これらは元株
と連なったようになっており、台風などの強風で倒れ、のちにその場所で立ち上がったものと思わ
れる。
《引用参考 東京都大島公園 「桜株」，http://oshimakoen.jp/nature/sakurakabu.html》

No.2-16 アシタバ
○古くから島民の食用とされてきたアシタバは薪炭の生産によって、伐採後の林野にアシタバの種が
風によって運ばれ、特に根瘤菌を持つヤシャブシの周辺に植生するが、その後、薪炭の主要材であ
る桜、ヤシャブシ、ミズキ等の伐採が行われなくなると、アシタバの植生サイクルに変化が起こり、
砂漠の一部に自生するヤシャブシの周辺や、道路の日の当たるヤシャブシ周辺にしか野生のものは
得にくくなってきた。こうした状況を見て、元町の寺田康郎は「大島明日葉研究所」を設立したの
であった。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○山野に自生しているアシタバは、天ぷら、和え物、酢の物、炒め物、汁物にと広く使用された。ビ
タミン豊富なこの野草は、島民にとって欠かせない食材である。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(1999) 『大島町史 民俗編』東京都大島町》

○せり科 学名:アンジェリカ･ケイスケイ多年生草木
○｢今日摘んでも明日にはもう芽が出てくる｣と言われるほど、生命力の強い植物。明日葉を多食して
いた伊豆諸島の住民が長命であったことから、「長寿草」とも呼ばれている。原産は伊豆七島で、
紀伊半島から房総半島までの本州の海岸沿いに自生する。
○明日葉の種は平たく薄い。お米の籾をぺったんこにした形。根本は太くしっかりしているが、根の
先は細く長い。これは地面にしっかりと根をはるためである。
○貧血に強い効果があり｢造血ビタミン」と呼ばれる、ビタミンB12をはじめ、ビタミンC、ビタミンE、
カロチン、カルシウム、鉄分など20数種類のビタミンとミネラルか含まれている。
○｢造血ビタミン」ビタミンB12を含有する植物は地上の植物では、明日葉だけと呼ばれている。明日
葉の葉や茎を折ると、独特の粘った黄色い汁がにじみ出てくる。この汁を島の人々は、古来から化
膿止めとして使ってきたが、これがバイオフラポノイド(ルチン、イソクエルシトン)。強力な抗菌
作用があり、明日葉だけに含まれる稀少成分である。
○新陳代謝をよくし、お通じをよくする食物縫維がセロリの3倍、ほうれんそうの2倍、さやいんげん
と春菊の1.6倍含まれている。便秘が引き起こす肥満にも効果がある。
○1年を通して温暖な気候を保つ伊豆大島、その大島の明日葉がすくすくと育つには理由がある。ま
ず、水。大島は日本でも有数の雨の多いところで、せり科の植物で水を好む明日葉には適している。
次に、土地。雨水によって根腐れを起きないのは、大島の土に三原山の火山灰が混じっていて、水
はけが良いからである。その次に、光。直射日光に当てると葉が焼けてしまうが、大島ではハンの
木が半日陰を作り出し、明日葉を守っている。そして、栄養。根瘤菌を有するハンの木とその落葉
が大島の明日葉に自然の栄養を与える。
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○ハンの木とは薪の原木となる落葉高木で、その下で栽培したものとそうでないものを比較すると、
ハンの木周辺の明日葉の方が断然優れていることがわかっている。その理由は、第一に、ハンの木
の根には大量の根瘤菌が付着しており、この根瘤菌が絶えず、土中にとけこんで、豊かな栄養をお
くりこんでいたからである。この栄養分を充分に吸収して優れた明日葉が育つ。第二に落葉樹であ
るハンの木が、夏場は葉を繁らせて太陽の直射から明日葉を守り、秋から冬にかけては落葉して、
これを肥料とするとともに明日葉に日光を十分いきわたらせる、というサイクルができていること。
○ハンの木の葉と根瘤菌がうんだ肥沃な土地で育つ明日葉。大島の明日葉を語るには、この自然の営
みともいえる、ハンの木と明日葉の共棲関係を抜きにはできません。
○
「秦の始皇穿が探した不老長寿の野草」：強大な帝国、泰を率いた始皇帝は、その権力にものを言
わせ、不老長寿の野草をさがし求めた。その始皇帝に伊豆諸島から野草が届けられ、その野草が明
日葉だったという説がある。始皇帝は明日葉を珍重したと言われている。
○「野菜不足や飢饉を明日葉でしのぐ」：火山灰に覆われた大島では、昔はあまり緑黄野菜が採れな
かった。それでも島民がビタミン不足や栄養失調にならなかったのは、島のいたるところに自生す
る明日葉を日常的に食べていたからだと言われている。干ばつや台風など気候の変化によって、飢
饉が起さたときでも同じ理由から大島の人は元気だったという。
○「世界一乳量が多い牛は大島にいた」：かつて1日75リットルもの乳を出した乳牛が大島にいた。こ
の数字は当時、世界一の乳量であった。そのほかの大島の乳牛も、他の地域の牛より30％ほど余分
に乳を出していたといわれている。これは大島の牛たちが、明日葉を食べさせられていたからとさ
れる。そのため、大島では今でも、出産した女性が明日葉をたくさん食べる習慣がある。明日葉を
食べると、乳の出が良くなるという。
○
「溶岩の中から明日葉の芽が出た！」：火山、三原山のある大島は、昔から何度も噴火の被害にあっ
ていた。最近では、1986年に全島民が避難するほどの大噴火があった。このとき、大島明日葉研究
所のある元町にまで溶岩が流れ出すなど、大きな被害があった。灼熱の溶岩は森や畑を焼き尽くし
たが、数ヵ月後、その黒い溶岩の中から芽を出した植物の中に明日葉があった。過酷な条件でも生
育する、大変強い明日葉の生命力の証である。
○
「強壮の素としてチンタチ草と呼ばれる」：大島では明日葉はアシタボと呼ばれる。最初に出てく
る新芽の形が、天を突く槍の穂先に似ているからである。またチンタチ草というユーモラスな別名
もある。これは男性が明日葉を食べると精力がつく、と信じられているからである。
《引用参考 (有)大島明日葉研究所，http://www.ashitaba-lab.com/》

○アシタバは、山野に自生するセリの仲間の植物で、大島のアシタバは、八丈島産より小ぶりだが、
味は良いといわれている。今日では、このアシタバが、ホウレンソウの4倍のナトリウム、1.5倍の
鉄分を含むなど健康野菜として高く評価されるようになり、八丈島産の種子を取り入れ栽培出荷す
るようになった。また、乳の分泌を盛んにするといわれ、乳牛の不可欠な飼料としても利用された。
料理にはその若芽を利用する
《引用参考 大島町史編さん委員会編(1999) 『大島町史 民俗編』東京都大島町》

20

No.2-17 植生遷移
○溶岩の上に一粒のタネが落ち、森ができるまでの歴史(植生遷移)を、徒歩20分の一本道で体験でき
る。焼け野原の上の芽生え⇒成長と他種(ススキ)の侵入⇒ススキの繁栄⇒草地から明るい低木林へ
⇒低木林から濃い緑の森へ
《引用参考 伊豆大島ジオパークポスター発表 一年のあゆみ』2010.9-2011.8》
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3. 歴史時代・古代

歴史時代～平安時代

■684年：火山噴火
○684年『日本書紀』に大島最古の記録がみられる。『日本書紀』によると、天武天皇の白鳳12
年10月14日、「是夕有鳴声如鼓聞于東方有人曰伊豆嶋西北二面自然増益三百余丈更為一嶋則如
鼓音者神造是嶋響也(この夕に、鼓の鳴るような音が東方で聞こえた。『伊豆島の西と北の二
面がひとりでに三百丈あまり広がり、もう一つの島になった。鼓の音のように聞こえたのは、
神がこの島をお造りになる響きだった』という人があった)」と記されている。
《引用参考 坂口一雄(1980) 『伊豆諸島民俗考』未来社》

■838(承和5)年？ 火山噴火「波浮の噴火」
○下位から降下スコリア層→降下火山灰層と重なる。山頂と南東山腹での噴火がいったん休止し
た後、南東山麓で割れ目噴火が起きたらしい。この時形成されたのが爆裂火口波浮港とその北
北西に位置するスリバチ火口である。波浮港火口から放出された噴石は波浮港周辺半径約1km
の範囲に飛散した。N3部層上部には838(承和5)年神津島天上山噴火、あるいは886(仁和2)年新
島向山噴火起源の火山灰層と考えられる流紋岩質火山灰薄層が挟まれており、N3期の噴火が9
世紀に起きたことがわかる。
《引用参考 産業技術総合研究所地質調査総合センター「活火山データーベース 10伊豆大島火山地質図」
https://gbank.gsj.jp/volcano-AV/volcmap/10/index.html》

○マグマ水蒸気爆発でできた噴火口に雨水が溜まり、火口湖(波浮の池)が形成された。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○竜王崎やイマサキには、噴火の際の堆積物が2ｍ以上の層厚で存在する。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》

No.3-1 ボムサッグ
○激しい噴火により飛来し、火山灰の地表面にめり込むような形で着陸した噴積物。トウシキ園地海
岸に多く点在する。着地点の方角から、838(承和5)年の「波浮の池」が誕生した時の噴火と考えら
れている。「波浮の池」周辺からは500ｍほどの距離。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○薄茶色の地面は火山灰でできている。噴火で積もった火山灰がまだ柔らかいうちに爆発的な噴火が
起こり、火山灰の上に大きな石が飛ばされてきたことがわかる。噴石の周囲の地面のめくれ方を見
ると、高く盛り上がった部分と低い部分とがあり、低い部分の方向から飛んできたことが推察でき
る。
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No.3-2 為朝神社
○弓の名人といわれた鎮西八郎為朝が、保元の乱に敗れて捕えられ、大島に流されて住んでいた館の
跡は、後に代官屋敷となったところともいわれる。為朝のため特に許されたという格式ある朱塗り
の門から通称「赤門」と呼ばれているこの屋敷内には戦いに備えたという物見台、抜け穴などもあ
り、奥まった木立の中に為朝神社（頭殿神社＝こうどのじんじゃ）がある。神社の標札板には由来
が記されており「・・・その身柄を預けられた島代官藤井三郎大夫忠重の娘を妻とし、他の島々に
まで勢力を張ったため、朝廷の命により為朝討伐の軍船が大島に攻め込んだ。為朝はこれを迎え討
ち一戦交えるが衆寡敵せず、遂に自刃して果てる。以来八百余年、代々藤井家の氏神とし、またそ
の武勇を称える島民の信仰をあつめて現在に至る」とある。元町港に隣接する長根浜公園には為朝
の事績武勇を称賛した記念碑、そのほか岡田港の八幡神社、為朝が刀を研いだという湧水のある場
所など為朝にまつわる多くの言い伝えがある。為朝と大島との関係は『保元物語』や『椿説弓張月』
などにより詳しく伝えられている。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○
「赤門と為朝神社」：弓の名人といわれた鎮西八郎源為朝が、保元の乱に敗れて捕えられ、大島へ
流され住んでいた館の跡と伝えられるところで、後に代官屋敷となったところともいわれ、為朝の
ため特に許されたという格式ある朱塗の門から通称「赤門」と呼ばれている。屋敷内には戦いに備
えたという物見台、抜け穴などもあり、奥まった木立の中には「為朝神社(頭殿(コウドノ)神社)」
がある。神社の標札板に記されてある由来の要旨は次のとおりである。「流罪となった為朝はその
身柄を預けられた島代官藤井三郎大夫忠重の娘を妻とし、大島のみならず他の島々にまで勢力を
張ったため、朝廷の命により為朝討伐の軍船が大島に攻め込んだ。為朝はこれを迎えうち一戦を交
えるが衆寡敵せず、遂には自刃して果てる。以来八百余年、代々藤井家の氏神とし、また、その武
勇をたたえる島民の信仰をあつめて現在にいたる」元町港に隣接する長根浜公園には為朝の事績武
勇を称賛した記念碑があり、為朝が流罪となったときの上陸地と伝えられる岡田には、為朝を祀っ
た八幡神社がある。そのほかにも、為朝が刀を研いだ所といわれる湧水のある場所、岩盤上に残る
為朝の馬の足跡等々、これら為朝にまつわる多くの言い伝えからも、島の人達の為朝に対する崇敬
の念が如何に深いかを知ることができる。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

3-2-1. 源為朝
○所在地 元町・岡田／交通 バス元町港、岡田港
○骨肉相争う「保元の乱」は後白河天皇方の勝利に終わり、源為朝は父為義とともに崇徳上皇を奉じ
て脱出した。為義は義朝(為義の長男、為朝には長兄に当たる。保元の乱では後白河天皇方につい
て父や弟を相手に戦った)を頼って降伏しようとしたが、為朝はこれに反対し、近江国(滋賀県)へ
逃れ、療養中を捕らえられ、再び弓を引けないようにと腕の筋を切られ大島に流された。
○大島での為朝は、島代官の娘を妻とし、病気が快復すると大島はもとより、三宅島、新島、神津島、
利島、御蔵島と討ち従え、ついには八丈島までも征圧した。流人の身でありながら七島を股にかけ、
勢力を張りはじめた為朝を討つため、1170(嘉応2)年伊豆介狩野茂光の追討軍が大島に攻め寄せる。
為朝は手勢とともにこれを迎え戦ったが、衆寡敵せず、32歳の若さで自決して果てた。
○
『保元物語』では、為朝は大島で悲壮な最期をとげたことになっているが、滝沢馬琴の『椿説弓張
月』では大島で自決したのは為朝の身代わりで、為朝は切腹して海に身を投じたと見せかけ、ひそ
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かに八丈島へ逃れ、さらに琉球まで渡ってここで波乱の生涯を閉じたとされている。
○流謫(るたく)の地において威を振い、討伐にあって滅びたという為朝にまつわる伝説は、伊豆の各
島に今なお残されている。八丈島では、狩野茂光の軍に追いつめられた為朝は八丈小島の宇津木で
自刃したと伝えられ、この地に為朝神社を祀り、また宗福寺は為朝の子為宗が創建し代々その子孫
が住職をつとめたとも言われる。三宅島には大島から逃れてきた為朝が住んでいたという「大屋敷」
という地名がある。神津島の「ほうそう神様」も為朝を祀ったものだとも言われ、御蔵島海岸の「虎
政」「大三郎」という地名は為朝の子の名をとったもので、「八郎畑」は三宅島から為朝の射た矢
が飛んできたところとも伝えられている。新島では景勝地「羽伏浦」に為朝が上陸したとの伝説が
あり、本村には為朝神社を祀ってある。
○
『保元物語』にいう為朝が大島に流された1156(保元元)年から、没年の1170(嘉応2)年まで14年、在
島中に大島において子供をもうけたことも想像できるが、大島には為朝の子孫の存在を聞かない。
○史跡としては「為朝館の跡」、長根浜公園の「為朝の碑」、追手の軍勢を迎えうったという「乳ヶ
崎」「碁石浜」などが有名だが、特に岡田には為朝の伝承が多く残されている。
○次に、岡田在住の白井潮路氏の筆による『大島民俗資料』の中から、為朝の伝承に係る部分を転載
引用させていただく。
○大島民俗資料『大島よもやまの話』流人のことなど：古くから「役の行者」キリスト教受難史上で
知られている「聖ジュリア」(通称オタイサマと言っている)、巷間に名を知られている赤穂浪士の
遺族「間瀬定八正嶺」、野増に伝わる武田の残党「武田信道」等々島の流人の話は多い様である。
その中に、とりわけ島に名高いのは鎮西八郎為朝であろう。岡田の土地のみでも“為朝の船が着い
た”という伝説を残す「つかせっぱの浜」、その磯に伝わる「為朝足蹴の石」、いわゆる“わらじ
のぬぎ場所”とされ未だに神屋敷として色々の古事を残す「ねぎどんの屋敷」、為朝が拓いたとい
う「ムハジョウブラ」の土地、“為朝が身の守護と奉じてきたお巻物を御神体として納めた”と伝
わる「八幡宮」、その八幡宮境内に残る「イボッチャ」の言い伝え、古式として東京都の無形文化
財に指定されている「天古(てこ)の舞」、“磯に出てすなどりの道の他知らなかった島人のため農
耕のことを教え、その畠に通う道を拓いた”ことから始まる「道拓きの神事」の古事、沢立(さわ
たち)の沢に残る「為朝の馬の足跡」、“名だたる八人張りの強弓を引きしぼって攻め寄せる平家
の軍船を一ト矢で射沈めた”と伝える乳ヶ崎の「矢射口」、平家の軍兵が非業の死を遂げたという
「業死(ごうし)の浜」、生き残った平家のものどもが断崖をよぢ上ってくるのを待ちかまえて、崖
上にかねて山積みしてあった木石を一ト落しに落下さして全滅させたという「一ト落しの鼻」、為
朝が島に来て十年、そのもった子供に最後の別れを惜しんだと言う「逢父母の山」(今の大久保山)、
為朝が島を去る時、家来の者達に形見を与えた「そうめん絞り」の由来等々語りぐさは尽きない。
○その為朝についてここに残る一話がある。名だたる強弓の引き人(ひきて)為朝も、保元の乱に敗走
して、しばらく筑紫にかくれていたのであるが、人の世の常、頼みとした家来に寝返りをうたれて
入浴中を裸のまま捕えられた。そして危うく殺されるところを時の関白の進言で命だけは助かった。
然し平家の人達は為朝の弓勢を恐れて再び弓を取ることのないようにと伊豆の大島配流に当たっ
て腕の手筋(てすじ)を断ち切ったのである。
○大島に着いた為朝は全く半病人だったという。為朝は日夜守護神八幡宮に祈願し身の回復を願い平
家の討伐を念じた。或る夜、白装束の八幡様が夢枕に立って「お前は弓が引けるぞ、早く弓を作っ
て試して見るがよい」とお告げになられた。為朝は、早速かたえの薮に入り太い青竹を伐り、もの
の蔓を張って弓を作った。神護によってまさに為朝は弓に再生した。それのみか回復した為朝の腕
は却って手脈が伸びたことによって以前に勝る弓勢となった。為朝は狂気したように躍り上って喜
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び、出島の準備に専念した。
○ところが三年、五年、歳月は流れたが、今日を明日にし、明日をあさってにして為朝の旗揚げの日
は延ばされた。頭初の意気込みは日とともに砕けていった。遂に十年、島の美人に三人の子を産ま
せた為朝は遂に「平家の征伐のことは断念する」と言うに至った。即ち平家を討ち倒すことは天下
に号令することであったのであるが、為朝はさらりとその念願を捨て、愛しい島の美人と暮らすこ
とに満足したのである。後日、島人はこのこと以来大志大願を投げ打ち、名誉も、地位も、財産も
要らないと為朝のように、その好きな島の美人と暮らす心持ちを起こした人を「為朝ごころを起し
た」と言う。これまでにも文士の為朝、役人の為朝等々爾来大島には第何世かの「為朝ごころ」主
が後を絶たない。(原文のまま)
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1988) 『島の史跡 続大島編』》

○
「保元物語と椿説弓張月」：為朝と大島の開係は『保元物語』や『椿説弓張月』によって詳しく伝
えられている。『保元物語』は『平治物語』や『平家物語』と同じいわゆる軍記物語で、鎌倉時代
初期にできた作品といわれるが作者は不明である。後白河天皇方と崇徳上皇方の不和、対立からい
わゆる保元の乱が起こり、上皇方のたてこもる白河殿を中心にして攻防戦が展開されるが為朝の超
人的な活躍にもかかわらず上皇方が敗退して、その一味の者がことごとく処罪されるまでのいきさ
つが記されている。『椿説弓張月』は滝沢馬琴の読本(よみほん：江戸時代の小説の一種)で、「鎮
西八郎為朝外伝」とあるように『保元物語』や『太平記』などの伝記によって為朝の英雄像が描か
れている。この椿説弓張月では為朝は大島を脱山して琉球に渡り、国乱を平定し、その子舜天丸が
王位につくといった話になっているが、これも源義経が中国大陸へ渡ってジンギスカンになったと
いう説と同様に、英雄を死なせたくないという庶民感情によってさまざまに脚色され、各地に生存
の伝承を生んでいくことになったものであろうか。
○
「為朝の最期」：保元物語では為朝が大島で最期をとげた時の様子を伝えている。保元の乱に敗れ
近江国へ逃れた為朝は、病気療養の湯治中を捕えられ、本来ならば斬首の刑になるところを後白河
天皇のはからいで腕の筋を切られた上大島に流刑となった。大島での為朝は、腕の傷もまもなくい
え、大島とその付近の島々を手中におさめた。このため伊豆介工藤茂光ひきいる為朝討伐の軍船が
大島におしよせたが、このとき為朝にはこれを迎えうつ軍勢がなかった。「さりながら、矢一つ射
てこそ腹をも切らめとて立ち向い、大鏑おおかぶらをひょうと放つ。一陣の舟に水際五寸許り置き
て大船の腹を彼方へ射通せば両方の矢目より水入りて舟は底へぞ巻入りける。為朝これを見給うて
『保元の昔は矢一筋にて二人の武者を射殺しき、嘉応の今は一矢にて多くの兵を殺しおわんぬ、南
無阿弥陀仏』とぞ申されける。今は思うことなしとて内に入り、家の柱に背をあて、腹かき切って
ぞ給ひける」。無双の豪傑、鎮西八郎源為朝は大島で悲壮な最期をとげた。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

3-2-2. 流人
○大島は、1796(寛政8)年にその役を免ぜられるまで、実に1120年も流刑の島であった。流人の取り
扱いは、主に浦方島民に課せられ、物心両面から大変な重荷であった。船運の発達により往来が活
発となり、流刑地として不適となってきた。幕府の産業振興策の都合もあって、流刑対象地から早
く免除された。江戸時代の流刑者には、日蓮宗不受不施派の僧侶たち、越後騒動の小栗兄弟、安藤
治左衛門、赤穂義士の遺児、浄瑠璃坂の仇討の奥平源八郎、義人田胡の伊兵衛、おたあジュリア、
武田信玄の孫顕了とその子教了など、著名な人物が名を連ねている。知識人や政治犯と少人数だが、
地域文化に与えた影響は少なからぬものがあった。
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《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○役小角以後の主なものは、1156年源為朝、1612年朝鮮の娘オタ、1660年不受不施派僧日逞、1681年
小栗十蔵、同兵庫、1730年赤穂浪士四遺児と、1796年配流が中止となるまで、数多くの人が流され
たが、この人々が(もちろん島のためにならぬ者も多かったが)島の風俗習慣に及ぼした影響はかな
りあったと思われる。
《引用参考 坂口一雄(1980) 『伊豆諸島民俗考』未来社》
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4. 中世

鎌倉時代～安土桃山時代

■1338(延元3)年 火山噴火
○元町も数度の溶岩流によってつくられた扇状地の上にある。1338(延元3)年の大噴火のときに、
5合目付近の山腹にできた割れ目から流れ出た溶岩流で、元町市街地の大部分を覆っている。
この溶岩流の北端は長根で、南端は弘法浜に見られる。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

○北西山腹の2つの噴火割れ目からスコリア放出と溶岩流の流下が起こり、現在の元町付近を溶
岩が埋め尽くし海まで達した。その後山頂部からのスコリア、細粒火山灰の噴出が起こった。
《引用参考 産業技術総合研究所地質調査総合センター「活火山データーベース 10伊豆大島火山地質図」
https://gbank.gsj.jp/volcano-AV/volcmap/10/index.html》

○現在の元町付近を溶岩が埋め尽くし、海まで達した。
《引用参考 防災科学技術研究所(2013) 「伊豆大島 過去の災害履歴」
http://dil.bosai.go.jp/disaster/2013H25T26/pdf/izuoshima_history.pdf》

○外輪山西側の側火口から大量の溶岩(元町溶岩)を流出。
《引用参考 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会編(2011) 「災害史に学ぶ：火山編」内閣府(防災担
当)》

○大島火山の外輪山斜面はかなり急で、多くの谷地形が発達している。しかし、元町地区の背後
斜面は、1338(延元)3年の溶岩流が分布しており、谷地形が溶岩流によって消され、緩斜面と
なっている。その上に未固結の降下火砕物や崩壊・土石流堆積物が薄く覆っている。標高300
～1,500ｍの斜面上部は30度前後の急斜面で、斜面下部に向かって緩傾斜になっている。
《引用参考 井上公夫(2014) 「伊豆大島・元町の土砂災害史」，『地理』2014年2月号，古今書院》

■1421(応永28)年 火山噴火
○山頂火口からのスコリア噴出とほぼ同時に、南山腹に北西－南東方向に伸びる長さ約4kmの噴
火割れ目を形成し、岳ノ平スコリア丘、大穴・小穴噴火口などができた。この割れ目火口から
溶岩流が差木地・間伏へ流れたほか、噴火割れ目が海に達するイマサキでは、スコリア放出に
続いてマグマ水蒸気爆発が起こりタフリングを形成した。またカルデラ内でも溶岩流の噴出が
あり、カルデラ北縁からわずかにあふれだしている。これらを覆って細粒火山灰が噴出した。
1421(応永28)年5月5日の日付があるいくつかの文献に「伊豆大島焼、其響如雷、海水如熱湯、
魚多死」との記述がある。
《引用参考 産業技術総合研究所地質調査総合センター「活火山データーベース 10伊豆大島火山地質図」
https://gbank.gsj.jp/volcano-AV/volcmap/10/index.html》

○島の南部で規模の大きな割れ目噴火が起こった。「岳の平」は、このときに噴出物が火口にま
わりに積もってできた噴石丘である。噴火の割れ目は海岸まで達し、激しいマグマ水蒸気爆発
を引き起こした。
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○このとき様子は『鎌倉大日記』に、「大島が焼け、ものすごい音が雷のように響き、海水は熱
湯のようになってたくさんの魚が死んだ」と記されている。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博
物館》

■1552(天文21)年：火山噴火
○山頂火口からの降下スコリアの噴出に続いて、溶岩流がカルデラ内に流出した。溶岩流はカル
デラ北東からあふれ出し、現在の泉津の東から大島公園にかけての地点で海に達した。細粒火
山灰層がそれらを覆っている。
《引用参考 産業技術総合研究所地質調査総合センター「活火山データーベース 10伊豆大島火山地質図」
https://gbank.gsj.jp/volcano-AV/volcmap/10/index.html》

○1552(天文21)年10月に火山活動が始まり、約1ヵ月で終了したと考えられる(一色、1984b)。
Nakamura(1961)によれば、この噴火によると推定される溶岩流は、カルデラからあふれ出し東
海岸に達した。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》

○天文21年9月19日(1552年10月7日)からおよそ1ヵ月、「御原」から噴火して「江津」に島をつ
くった。地震や空震が激しく、火柱が高く上り、噴煙も著しかった。
《引用参考 一色直記(1984) 『大島地域の地質：地域地質研究報告(5万分の1図幅)』地質調査所》

■1594(文禄3) 年：風水害(台風)／土砂災害
○文禄年間(中略)『東京市史稿』中の『日本気象史総覧』に、「文禄三年九月九日(1594年10月
22日) 江戸大風雨」と記されている。この大風雨は時期的にみて台風であり、この大風雨が元
町集落移転のきっかけになった災害を引き起こした可能性が高い。佐久川やその北の新高沢
(八重沢)の上流は、大島としては深いＶ字谷へと続き、標高200ｍ以上では、20度を超える傾
斜となり、最上流部は最大38度にも達する。これほどの急な谷であれば、むしろ土石流が起こ
らない方が不思議であろう。
《引用参考 井上公夫(2014) 「伊豆大島・元町の土砂災害史」，『地理』2014年2月号，古今書院》

○元町(旧称、新島村及び元村)[伝承]元村は、もと作川の下流海岸で野増寄りの「下高洞(しも
たかぶら)」にあった。文禄の昔、びゃくに押されて埋没し、今の仲小路(なはしょうじ)の地
に集団移住した。ゆえに、これらの家々には地神ゴサマが祀ってある。以上は、今は亡き故老
はもちろん、現存の男女古老が異口同音に語り伝える口承である。後段「地神を祀る」を附言
する者は、むしろ現存する古老に多い。
○文禄(1592年頃)集団移住以前の「下高洞」部落の所在地は、字お御堂の薬師如来堂西下方数丁
の距離にある海岸である。大正十二年震災の頃までは、下高洞の沿岸「ふずかま」の断崖から
石器、土器その他近世のものと思われる器物の破片が沢山出たが、前記震災の時崩してしまっ
た。また海岸すれすれの所に淡水の噴き出している横穴がある(沢田岩松氏談その他)
《引用参考 立木猛治(1961) 『伊豆大島志考』伊豆大島志考刊行会》
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○
《伝承》『伊豆大島志考』に、新島村(元村の前称)の発祥として、新島村はもと作川(佐久川と
同じ)の下流下高洞に集落をなしていたが、文禄年中(1592～96年)「びゃく」におされて現在
の地域に集団移住したものと伝えられ、・・・また「びゃく」とは、豪雨のため三原山腹から
地水が噴流し、土砂、立木、巌石などを交えて押し流す山津波のことである・・・と書かれて
いる。《大風雨の記録》文禄年間に著しい火山活動や、それに伴う火砕流などの発生はなかっ
た。また、関東や中部地方で大きな地震を引き金とした斜面崩壊による岩なだれも考えにくい。
「びゃく」は、やはり水に関係しているようだ。それで、この期間に起こった大雨の記録をみ
ると、「文禄三年九月九日(1594年10月22日)江戸大風雨 東京市史稿(日本気象史料総覧)」が
あることがわかった。
《引用参考 田澤堅太郎「下高洞遺跡」1988年1月1日東京七島新聞》

No.4-1 元町地区
○1338(延元3)年の噴火によって形成された緩斜面部を利用して形成された。その後、何回もの噴火・
地震・豪雨のよって大きな被害を受けながらも、元町の集落は拡大していった。集落の周りの緩斜
面部は耕作地で、斜面上部の急斜面は、山林・共有地となっている。
《引用参考 井上公夫(2014) 「伊豆大島・元町の土砂災害史と「びゃく」」，『砂防と治水』Vol.47.No2，全国治水砂防協会》

○元町(旧称、新島村及び元村)[伝承]元村は、もと作川の下流海岸で野増寄りの「下高洞(しもたか
ぶら)」にあった。文禄の昔、びゃくに押されて埋没し、今の仲小路(なはしょうじ)の地に集団移
住した。ゆえに、これらの家々には地神ゴサマが祀ってある。以上は、今は亡き故老はもちろん、
現存の男女古老が異口同音に語り伝える口承である。後段「地神を祀る」を附言する者は、むしろ
現存する古老に多い。
《引用参考 立木猛治(1961) 『伊豆大島志考』伊豆大島志考刊行会》

○昔からの言い伝えによると、大昇の付近にあったシモハタ村は、何百年か前に巨大なビャクに押し
流されて(山津波の土石流で流されること)、跡形もなくなった。その時、村の鎮守のネギドン(神
主)の夢枕に、日頃から深く信仰していた鎮守の神が立って「今直ぐにビャクが押すから逃げろ。
誰にも教えてはならないぞ」とのお告げがあった。しかしネギドンは最愛の妻の枕を蹴飛ばして起
こし、一緒に逃げて二人は助かったが、他の村人は皆死んでしまった。ネギドン夫妻が生き延びて
住んだ所の神屋敷が訛って「神田屋敷(かんだやしき)」になった。このビャクは、「伊豆大島志考」
によると1590年頃(文禄年間)のことの由。この時本当は相当の人が生き残って、移り住んで新しく
元村(現在の元町)を作ったと言われている。このビャクの土石流は厚さが20～30ｍあり、北の端は
サクガワの沢で深くえぐられている。サクガワの水はどんな日照りにも涸れることがなかったので、
昭和の初め頃まで元村の非常用の大切な水源だった。
《引用参考 高田鐵藏(2005) 『大島むかしむかし』つばきや》

○シモハタ村を押し流したビャク(土の崩れた所)の土砂流は、厚さ20～30ｍの層となって堆積してい
る。この層はサクガーの沢に深くえぐられて谷を作っている。また、この層は水を通さないので、
地下にしみ込んだ水は、このサクガーの両側、特に南側では泉になって湧出している。これがサク
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ガーで、この水は八重川(ヤーガー)の水が涸れても涸れないので、元町の住民の生活には欠かせな
いものだった。この水が湧き出してくるところに赤褐色の水垢がついている。この水垢は昔ここに
為朝の館があって、為朝が刀を砥いだ砥糞水だといわれている(※元村では水の湧き出る所・泉を
「カー」といった)
《引用参考 柴山孝一編著，伊豆大島文化伝承の会編(2013) 『大島ガイド資料「伊豆大島の風俗」』柴山孝一》

○復興に当たっては、大島都市計画が樹立され、16ｍ道路の建設や換地処分等関係機関の努力と、関
係地権者等の理解と協力の結果(何回となく説明会や個別の折衝を経て)区画整理事業も無事終了
するとともに、復興後の家屋や商店の建築形態も周辺に波及して、かつて曲がりくねった狭い道路
を記憶している住民や観光客にとってそのイメージを一新、大島の中心地としての元町の姿に生ま
れ変わって今日に至っている。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○1965(昭和40)年 元町大火後、その後、復興都市計画が策定され、「総合防災的な都市計画」が実
施され、現在の道幅の広い街区が整備された。
《引用参考 井上公夫(2014) 「伊豆大島・元町の土砂災害史と「びゃく」」，『砂防と治水』Vol.47.No2，全国治水砂防協会》

○岡田や野増にくらべ、元町は道路が広く、歩道もある。これは、大火で中心部が全焼したときの置
土産である。海岸付近が火元だったが、強い西風で火の勢いを止められなかった。大島の平均風速
は、6.5ｍ/sで、自転車ほどの速さがある。東京は2.8ｍ/sである。アンコ姿は、手ぬぐいで髪を押
さえているが、これは風が植え付けたスタイルではなかろうか。畑や(町中以外の)家には、防風林
や溶岩の石垣がある。
《引用参考 中村一明(1978) 『火山の話』岩波新書》

No.4-2 元町港
○太平洋戦争の影響で、岡田港から遅れること12年後の1952(昭和27)年に、元町溶岩流の岬を桟橋の
土台として元村港(元町港)が完成した。東海汽船最大の橘丸、淡路丸(後の藤丸)両船4,000トンを
同時接岸することが可能となり、以後、波の影響で岡田港と振り分けて使用するようになった。
《引用参考 大島町郷土資料館 解説》

○1338(延元3)年の噴火で沢を伝って流れた溶岩は、元町港の桟橋の土台となった(1952(昭和27)年桟
橋完成)。
《引用参考 伊豆大島ジオパーク推進委員会『伊豆大島ジオパークパンフレット【外周編】』》

○元村桟橋は、1948(昭和23)年着工、1952(昭和27)年9月に完成した。全長130ｍ、幅10ｍ、総工費1
億2千万円。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》
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No.4-3 長根岬
○640年間で元町の海岸線は100ｍほど後退、数ｍ沈降していることを、元町溶岩が証明している。元
町桟橋のすぐ北にある黒い小さな岬「長根」は、元町溶岩でできていて、海岸線の後退の後である。
640年前、かつて陸下の谷を埋めて固化したものが、海蝕で谷だった部分がなくなり(谷川に接して
固化した跡が今でも見える)、今は海に溺れている。これは沈降の跡を示している。
《引用参考 中村一明(1978) 『火山の話』岩波新書》

○元町港の北には、海に100ｍほど突き出た岩がある。これは、1338(延元3)年の噴火で谷を流れた溶
岩である。その頃は岩の先あたりまで陸地であったが、波で土の部分が削られて、現在のような姿
になった。まるで天然の桟橋である。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》

○1338(延元3)年の大噴火で流れ出た溶岩が、元町港の北に突き出ている。長根鼻突端には、1795(寛
政7)年韮山(にらやま)代官所の指図で死罪となった城州(山城国)。無宿「久七」が隠れ住んでいた
洞穴があった。入口が狭く底が二畳敷き程の洞穴で、1923(大正12)年9月1日の関東大震災で崩壊し、
さらにその後の海蝕で、今は跡形もない。
《引用参考 柴山孝一編著，伊豆大島文化伝承の会編(2013) 『大島ガイド資料「伊豆大島の風俗」』柴山孝一》

○1338(延元3)年の大噴火で溢れ出た溶岩が溶岩流となり、沢を伝わり海岸に流れ込んだ跡。当時の
地形は今より100ｍほど先までが陸地だったことがわかる。柔らかな砂や土壌は波に削られ、硬い
溶岩流だけが残っている。島は噴火で陸地を広げ、噴火が終わると波などで削られ(海食・浸食)、
行く行くは全て消え去る運命である。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○1338(延元3)年の噴火で沢を伝って流れた溶岩は、元町港では桟橋の土台となった。波に削られて
天然の桟橋のようになった長根岬は、釣り場として利用されるようになった。
《引用参考 伊豆大島ジオパーク推進委員会『伊豆大島ジオパークパンフレット【外周編】』》

No.4-4 弘法浜

No.4-5 イマサキ
○1421(応永28)年の噴火の際に生じたタフリングであり、海食崖に沿って露頭が存在する。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》

○橋に立って海側を向くと、左側は崖で右側は小高い丘(イマサキ)となっている。海岸へ下りると、
崖には何本もの筋が見られ、丘の下の方は赤くなっているのがわかる。1421(応永28)年に起きたマ
グマ水蒸気爆発の跡である。
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《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》

No.4-6 岳の平
○1421(応永28)年頃の三原山噴火の際、このあたりの地面も割れて噴火した。その割れ目から生まれ
たサド山という側火山である。草木が育っているが、山全体はスコリアでできている。
○頂上には、素戔鳴尊(すさのおのみこと)を祀った荒島明神がある。昔の人は、6月1日にお参りし、
ふだんは一人で山に入ることはなかったそうである。
○小さな山であるが、様々な植物が生えている。減ってしまったオオシマツツジを増やそうと、地域
の方が頂上の広場に苗を植えて育てている。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》

○岳の平は海抜231ｍ、ふもとからの高さは約140ｍある。『火山伊豆大島スケッチ』や著者の話によ
ると、1421(応永28)年の頃、山頂での大噴火にともなって、外輪山の南側の山腹に、北西から南東
の方向に、長さ約4㎞にわたる割れ目が生じた。その割れ目から噴火して生まれた側火山の一つで、
北西に大穴、小穴、南東にイマサキと一直線に並んでいる。『鎌倉大日記』に、大島が噴火して雷
のような大音響が聞こえた。海水が熱湯のようになって、沢山の魚が死んだ(大島焼、其響如雷、
海水如熱湯、魚多死)と書かれているのは、この時のことだと推定されている。
○岳の平は、550年頃大島で山頂のカルデラ陥没後にできた最も大さな側火山で、金山、赤紫色と黒
のスコリアから成り、割れ目の通る北西と南西のふもとからは溶岩が流れ出た。頂に、だ円形のく
ぼみがあって杉林となっていたが、スコリアの採掘によって、20年以上たった今ではすっかりなく
なってしまった。このスコリアは、1976(昭和51)年の夏まで建材として波浮港から積出されていた
とのことである。
○この山頂の杉林は百年以上もたった大木で、昼間でも薄暗いほどであった。岳の平は、山の八分通
りが明治時代から小学校の基本財産で、校舎の新改築その他必要に応じて山林の一部を伐採して費
用にあてた、とのことである(寺本松之助氏)。このことについては、大島町立差木地小学校基本条
例(昭和39年)に財産の種類として「(一)大島町差木地字タケノヒラ第六五九番の一 切替畑 二十六
町七反四畝十六歩 (二)大島町差木地タケノヒラ山第六五六番 切替畑 一反六畝五歩 (三)前二号
の立木その他の売払金代金及びその運用により収得した現金」と規定されている(『差木地小学校・
創立百周年記念誌』より)。
○
「荒島明神」：岳の平の急坂を登りつめた森の中にある。鳥居をくぐると奥の正面にコンクリート
造りで、小さな階段までつけた祠がある。地表から棟までの高さ170㎝、木製の扉をつけて中に50
㎝程の石祠が納められ、「荒嶌明神」と刻まれてある。その左側面には「願主 三郎」と刻まれ、
年月日の刻字は見当らない。右側面は祠と密着していて見られないが、早川鉄之助『荒島明神仄聞
(そくぶん)記』に「金森半次郎と彫られていると木村栄松さんは言われる」とある。
○
『伊豆國大嶋差出帳』寛延弐年巳三月(1749)に「崇社合三拾七社」とあって、その中に荒嶋明神 差
木地村」という記録がある。また、1842(天保13)年の『伊豆七島全図』や大島の古地図には、岳の
平を荒島山とも記録されている。
○岳の平の荒島明神の祭神は素戔鳴尊(スサノオノミコト)、祭礼は6月1日で『荒鳥明神仄聞記』には
「一週間乃至(ないし)十日間朝夕潮(うしお)で身を浄(きよ)め、神ノ根神社へお参りする。六月一
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日早朝三原山へ向け出発、こどもは馬の背に揺られた。参詣の途中は『六根清浄』を唱え、三原か
ら帰りに岳の平の社へお参りした。富士山－三原山－岳の平荒島明神－神ノ根神社は一つの系統と
いわれる」とある。6月1日には引続き波布比命(ハブヒメノミコト)神社にもお参りした。しかし普
段は、岳の平を霊山としてあがめ、村人は決して一人では登山しなかった。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.4-7 石の反り橋
○1552(天文21)年噴火の溶岩流のひとつである。外輪山の山腹を北東に進んだ溶岩流が古い海食崖を
下りるところにできたもので、その後の流水等による浸食によって下の地層が取り除かれたために、
堅い溶岩流だけがアーチ状となって残されたものである。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○所在地：泉津カッコノ沢／交通：バス大島公園下車徒歩40分
○大島公園から一周道路を波浮に向って約1.1㎞程登ると、道路の左側が高さ1ｍ位のコンクリートで、
土止めされている所に出る。この向い側の林の中に、奥に通じる小道がついていて、ここが石の反
り橋への入口になっている。小道を辿ると急勾配の坂道になり、それを登りきるとまもなく木々の
間から右の反り橋が姿を現わす。入口から4～5分の所である。
○とっつきに木の立て札があり、次のように説明されている。「天文二十一年(一五五二)の大噴火の
溶岩流によってでき、自然の奇橋の如く形成された。長さ約五メートル、幅は細いところで四十セ
ンチメートル、昔より段々細くなっています。危険ですから上らないこと」
○ここは木もれ陽がもれる叢林の中で、二方向から急傾斜で流れ下る沢が合流し沢がやや広く深まっ
た地形になっている。この沢の上をゴツゴツした細長い形の溶岩が湾曲して両岸にまたがっている。
沢は黒い溶岩が露出し、まわりは枯れ枝や枯れ葉が散乱していて、正に自然の奇橋といった雰囲気
を醸し出している。
《引用参考 『島の史跡－続大島編－』東京都教育庁大島出張所》

4-7-1. 文廿一年修薬師供養法木札
○東京都指定有形文化財 1958(昭和33)年10月7日指定
○1552(天文21)年9月の三原山噴火に際し、その鎮静祈願のため、伊豆下田から来島した沙門某が、
般若心教一万巻を読み、法華経全部を書写して、薬師如来供養法100座をその10月26日に勤修した
供養札である。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○1552(天文21)年9月に起こった三原山の噴火と大地震を鎮静祈祷するために、伊豆下田の真言宗の
僧が来島したときの供養木札で、元町の薬師堂に所蔵されていたもの。薬師堂からは、30余体のヒ
ノキ材の木像が見つかったが、そのうち7体が完形で残っており、平安後期の作として、1958(昭和
33)年に供養法木札とともに有形文化財に指定され、大島町郷土資料館に展示されている。
《引用・参考 樋口秀司(2014) 「大島の歴史に見る火山活動」，『地質学史懇話会会報』第40号》
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○9月19日に神火が出て27日の夜半には溶岩流は海岸に達し、島は六種震動し(上下四方に烈しく揺れ
る)とあるように、噴火の激烈さと共に大きな地震を伴って島民の恐怖はその極に達したことがわ
かる。その時、伊豆下田より真言阿闍梨(しんごんあじゃり)(僧)が島に渡り、般若心経一万巻を読
誦するなどの秘法を祈念して、やっと神火が静まったという。祈祷札は、大島町郷土資料館に展示
されている。(『伊豆大島志考』)
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.4-8 大宮神社(阿治古神社)
○野増集落の北端に西面して鎮座している。「延喜式」阿治古神社とする。野増集落の南方、阿治古
から現在地に移転してきたと伝え、阿治古の旧登山道を約2km余り登ったあたりには旧社殿の礎石
が残っているという。一説には、後土御門天皇の文正年間に降灰によって埋まったため、現在の大
宮の地に移ったという。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○神域の総面積は1,549坪ある。昼も薄暗いほど鬱蒼と樹木が生い茂っている。なかでも百数十本の
シイの群生は見事なもので、幹の周囲が7ｍ、高さ35ｍを越す大木が林立しており、1939(昭和14)
年12月、東京都天然記念物に指定された。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(1999) 『大島町史 民俗編』東京都大島町》

No.4-9 波浮比咩命神社
○波浮湾口の西岸に鎮座しており、神社の森は海へ張り出す形となっている。当社の参道は、都道を
海側へ折れ北から入る道と、東側の海から上がる道とがあり、いずれも入口に鳥居が立っている。
氏子たちは、本来の参道は海から上がる参道としている。つまり、鳥居の下に船着場があり、そこ
から境内に入るのが正式な参拝としている。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(1999) 『大島町史 民俗編』東京都大島町》

No.4-10 波治加麻神社
○古くは沢に接し、水が流れていた地であり、日忌様の信仰などを含めて、中世的な雰囲気を持つ境
内地である。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○室町時代に書かれた『三宅記』によると、波浮の波布比咩の命(はぶひめのみこと)神社を大后とし、
その長男・阿治古の命(あじこのみこと)が大宮神社(野増)、次男が波治の命で、この波治加麻神社
に奉られている。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》
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No.4-11 吉谷神社
○三原山噴火により登山することができなかった時代に、全島の総鎮守三原大明神の拝所として現在
の地に建立された。その際、余興として奉納されたのが、現在に伝わる「若衆の手踊り、神子踊」
である。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

○
「祭神は大山命、三原大明神である。三原山が燃えて、夜空を赤くそめる光景は美しく、神秘的で
さえある。しかし火山が一度活動を始めると、溶岩が遠近に飛び、岩漿が流れて、総てのものを焼
きつくす。人力の如何とも為し得ない大変地異は古来、屢々(しばしば)島民を著しく畏怖せしめた。
人々は之を神業として受けとめ、吉谷の地に神殿を建立して、拝所としたのが本神社の濫觴(らん
しょう)である」と大島町が設置した神社の案内板に説明してある。
○三原大明神の拝所として吉谷の台地に社が建立され、「吉谷大明神」として人々の尊崇をうけ今日
に及んでいる。鎮座地は、古くは新島村字吉谷で、新島村が元村と改称後は、元村字吉谷、そして
1955(昭和30) 年4月大島町が発足すると、元町字吉谷、さらに1965(昭和40)年の元町大火後、区画
整理事業が施行され、元町4丁目2番8号及び9号とかわった。1965(昭和40)年1月11日の元町大火で
吉谷神社も被災、社殿も社屋も焼失した。氏子一同初め関係者大勢の協賛を得て、1970(昭和45)年、
現社殿は完成し、1971(昭和46)年5月には復興大祭も行われた。吉谷神社には、境内社として「浜
宮龍王神」、飛地境内社として「薬師堂」、「愛宕神社」、「不動堂」がある。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

4-11-1. 吉谷神社の正月祭
○東京都指定無形民俗文化財 1958(昭和33)年10月7日
○正月祭のハイライト奉納踊は、神子舞、南北若衆の奉納踊、鹿島踊と3部からなっている。神子舞
は10歳位の男児が花冠の如き独特の鬘を戴き、繍文も古雅な残葱と古代紫の振袖を着重ね、五色の
絹糸を垂らした女性巫の装いを凝らし、鈴と御幣を手に神楽歌に和して舞う。奉納踊は、南北それ
ぞれ十数名の若衆が、日替わり重ねの藍微塵茶微塵にキリリと角帯を締め、白足袋、黒緒の麻裏草
履を履いて競演し、鹿島踊で終演となる。
○行事は神輿の渡御に移る。供奉の隊列を組み、お旅所の赤門に向かう。別れ式を終え、若衆が宿に
着くのは宵の口となる。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○
『伊豆國大嶋差出張』(天明9年)の中に、「一、本宮三原大明神 六月朔日祭礼仕来侯 一、吉谷大
明神 新島村正月十六日 十一月中之酉二祭礼仕来侯」と記されているが、昔は1月か11月のいずれ
の月に祭礼が行われたものであろうか。また、1827(文政10)年の書上の中に「一、正月十六日鎮守
祭礼二面新嶋村吉谷大明神於社地ニ、手踊之祭事御座候 但シ新鴫村四町二分レ‥‥‥(以下省略)」
と記録がある。
○1890(明治23)年新島村に非常組(現在の消防団)が設置され、村内を南北2組に分けて編成された。
同じように祭礼も南北2組に分けて行われるようになった。吉谷様の祭りは、神子(ミコウ)で開い
て鹿島で納めるといわれており、南北両組を年番と非年番とに分け、隔年に先順位をとるようにし
た。神子は年番の組が、鹿島踊は非年番の組が演じ奉納するようになった。祭礼についての伝統は
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厳格に守られ今日に続いている。1958(昭和33)年10月7日「吉谷神社の正月祭」は、「岡田八幡神
社の正月祭」とともに、東京都無形民俗文化財として指定された。現在はおおむね4年に1度行われ
ている。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.4-12 春日神社
○天児屋根の命(あめのこやねみこと)に関係ある神社で、近くにも様々な祠がある。正月15日の祭り
では、地域の方が踊りを捧げる。鳥居の手前には、聖徳太子に関係のあるお堂もある。
○春日神社のイヌマキ群叢：東京都指定天然記念物 1958(昭和33)年10月7日指定 大きなイヌマキが
100本以上あり、最も大きなものは神木とされていたが、近年の台風で倒れてしまった。日蔭が好
きな植物(シダ、シマテンナンショウ、ハエドクソウ、ミズタマソウなど)が季節に合わせて姿を見
せる。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》

No.4-13 薬師堂
○所在地：元町字オミドウ 交通：元町・野増徒歩20分
○
「薬師さま・おびんずるさま」：三原山の噴火活動と神社信仰は密接な関係にある。山林畑地を潰
滅し漁獲も停止させ、時には集落をも全滅させ、恐怖と飢餓をもたらす大噴火を、人々は神の怒り
と信じ、この御神火の鎮静をひたすら祈りつづけた。そして、三原山そのものを御神体と崇め、神
社は三原山の拝所として発達してきた。大島では、薬師堂もそのあらわれと思われる。大島の古文
書『天明九年 伊豆國大嶋差出帳』には、当時の大島に「崇社合三拾七社」とし、その中に「蔵王
権現薬師十二神、新島村、正月四日・五日・八日の三度祭礼仕来候」とある。この蔵王権現薬師十
二神が一般に「薬師堂」または「薬師様」と呼ばれ、現在は吉谷神社の飛地境内社とされている。
創祀は吉谷神社に先行すると考えられ、全島的な信仰を対象として重きをなしてきた。明治初年こ
ろまで、全村による祭礼が行われていたと伝えられる。当堂にある、1652(慶安5)年以降の棟札7枚
と、1684(貞享元)年以降の木槌3個から、全島5か村による堂宇の修復を知ることができる。「薬師
堂」は元町と野増のほば中央辺、「オミドウ」というところにあり、場内はうっそうとした椎、イ
ヌマキの老木に覆われている。昭和の初期、都道が開通するまでは、元町から野増方向への道路は
薬師堂前を通る道と海岸線の2本あって、野増近くで合流するようになっていた。従って、薬師堂
も幹線沿いにあったことになるが、今では都道から歩いて10分程、昼なお暗い山道を通らなければ
参詣することができない。本尊の「薬師如来」は、人々の病苦を救い、本堂外陣に安置治された「お
びんずる様」は特に眼病に霊験あらたかということから、今でも正月8日には多くの信者が参詣す
る。なお、薬師堂を称し「おびんずるさま」と呼ぶ人も多い。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.4-14 観音堂
○昔は、たきぎを積んだ船を出すときに、船乗りや家族が集まって、酒や肴を供えた。そして、無事
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を祈るために歌ったり踊ったりしたという。昭和30年代にぼやがあり、現在のお堂に建て替えた。
他にも第一如来の石像、馬頭観音(文字塔)、地蔵などがある。
○800年以上は生きている大きなタブの木(島ではイヌクスと呼ぶ)があり、昭和14年に東京都天然記
念物に指定された。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》
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5. 近 世

江戸時代

■1684-90(貞享元-元禄3)年 火山噴火「貞享の大噴火」
○3月末から約1ヵ月間の噴火は激しく、溶岩を北東海岸にまで流出。山頂火口はこの時に現在の
三原火口のように大きな火口になったといわれる。地震多発し、家屋倒壊。「貞享の大噴火」
といわれている。噴出物3.5×108トン。火山活動は7年間続いた。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

○1684(貞享元)年3月29日に山頂火口から噴火が始まり、溶岩噴泉、スコリア噴出があった。4
月中旬には溶岩流が東側に流れ、海に達して現在の長根岬の溶岩扇状地を形成した。その後降
灰が翌年まで続き、その厚さは25～100cmに達した。その後、小規模な活動が7年後の1690(元
禄3)年まで続いた。
《引用参考 産業技術総合研究所地質調査総合センター「活火山データーベース 10伊豆大島火山地質図」
https://gbank.gsj.jp/volcano-AV/volcmap/10/index.html》

○山頂火口から噴火が始まり、20数日してから東北東に向かって溶岩が流れ出し、海岸に達して
海中に広がった。この噴火に伴った鳴動・地震によって民家の器財にかなりの損害があった。
1684(貞享元)年の夏から秋にかけても爆発音が時々聞かれ、降灰があった。降灰の厚さは山中
で1ｍあまり、村落近くで25～60cmに達し、畑や山林は埋没した。噴火はその後消長を繰り返
しながら、7年後になってようやく終息した(慶安元禄間記など)
《引用参考 大島町郷土資料館 解説》

■1684(貞享元)年：地震／津波災害
○8月 津波により元町被害。漁船等60隻、人4名、家60流失。噴火に伴う地震？
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1703(元禄16)年：地震 「元禄大地震」／津波災害
○1703年12月31日(元禄16年11月23日)南関東に起こった大地震。推定マグニチュード8.2。震源
は房総半島南端、野島崎沖。下田から犬吠埼にかけて津波が押し寄せ、三浦・房総両半島沿岸
では最大5.5ｍも隆起した。江戸・小田原の被害が特に大きく、全体で家屋の倒壊2万戸、死者
5千人を超した。
《引用参考 松村明編(2006) 『大辞林』第三版，三省堂》

○元禄大地震で発生した津波によって、伊豆大島では、人家58戸・漁船18隻が流失、水死者56
名の被害に遭うとともに、波浮の池(火口湖)の縁が決壊し、海とつながった。
《引用参考 内閣府(防災担当)(2013) 「元禄地震報告書」》

○岡田で津波(10ｍ)により、廻船漁船計18隻、人家58軒が波にさらわれ、死者54名、行方不明2
名。波浮の池が海につながる。
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《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1744-48(延享元-5)年：土砂災害
○一説には和泉村(元町の北方)は、延享年間(1744-48年)に「びゃく(山津波)」によって埋没し
たという。子孫は後に新嶋村に移り住み、家名を「ワガイ」と称し、和泉彦右衛門を名乗り、
明治末年家系が断絶した。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

■1777-92(安永6-寛政4)年：火山噴火 「安永の大噴火」
○1777(安永6)年8月31日より大噴火。スコリアが全島に降下。1778(安永7)年にかけ、大量の溶
岩がカルデラ床を埋め、東海岸へ流出。中央火口丘(三原山)を生成。
《引用参考 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会編(2011) 「災害史に学ぶ：火山編」内閣府(防災担
当)》

○多量の溶岩を流出し、先端は海中に達した。1777(安永6)年8月31日、三原山山頂火口から噴火
が始まり爆発音、地震を伴ってスコリアが全島に降下。翌月、翌々月にかけてしばしば爆発し、
少量の溶岩流出。1778(安永7)年4月27日溶岩流出。1778(安永7)年11月6日溶岩流出、南西方に
流れたものは野増、差木地間の赤沢でとまり、11月15日の北東方への溶岩流出はカルデラ床を
埋め、さらに外輪山から東に流下して海に達した。12月21日には泉津で煙や火を上げた。
1779(安永8)年に入って活動次第に弱まる。「安永の大噴火」といわれる。噴出物6.5×108ト
ン。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

○安永の溶岩流は、歴史時代に噴出した溶岩流としては最も広い範囲を覆っている。この溶岩流
は、大島東部においてカルデラを縁(標高430ｍ付近)まで埋めた後、カルデラから溢れたよう
な分布を示している。安永の溶岩流は、海岸で波にさらされている部分でも溶岩が流れた様子
がはっきり残っており、ほとんど浸食されていない。安永の溶岩流は、当時の谷に沿って細長
く流下した。その後、谷を埋める溶岩の縁が浸食されたことから、現在、細長い溶岩流に沿っ
て同じような形の谷が形成されている。同様の地形は、他の溶岩が流下した場所でも生じてい
る。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》

○1777(安永6)年8月31日(新暦)夕方から三原山山頂火口で噴火が始まり、溶岩噴泉、スコリア噴
出が起こった。翌1778(安永7)年4月19日に三原山北西麓から溶岩流の噴出が始まり、北東に流
下した。噴出点ではパホイホイ溶岩の溶岩丘を作っている。このあとしばらく活動は穏やかに
なったが、11月6日に激しい地震、鳴動を伴って、ふたたび三原山南西側へ溶岩流が流出し、
カルデラ南西壁を越えて、現在の都道近くまで達した。さらにl1月14日あるいは15日に北東方
向へ溶岩流が流下し、現在の大島公園付近で海に達した。12月中旬にもやや激しい活動があっ
た。このあと1783(天明3)～86(天明6)年、1789(寛政元)年ごろにしばしば降灰があり、1792(寛
政4)年に一連の噴火活動が終息した。降灰は1.2～1.5ｍの厚さに達した。
《引用参考 産業技術総合研究所地質調査総合センター「活火山データーベース 10伊豆大島火山地質図」
https://gbank.gsj.jp/volcano-AV/volcmap/10/index.html》
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○1777(安永6)年8月31日～1778(安永7)年2月末：間欠的に鳴動・地震が起こり、スコリア・火山
灰・火山毛を噴出。1778(安永7)年4月27日：三原山北麓から溶岩を噴出、北東へ6km流下、そ
の後活動弱まる。1778(安永7)年10月：活動再開。11月6日には、三原山南麓から噴出した溶岩
が、カルデラ壁を越えて南西へ約6km流出。11月15には多量の溶岩流が北東方向へ流れて海に
達した。1783(天明3)～86(天明6)年：頻繁に多量の降灰。このため多数の馬が死んだ(大島山
火記)。
《引用参考 大島町郷土資料館 解説》

○1784(天明4)年の記事には「右者大島の儀、山焼け砂降り強く、作物申すには及ばず竹木・山
草・海藻の類に至まで枯絶、牛馬は次第に死絶え、島中一同飢渇に付お救い御拝借申し上げ候
処(後略)」と御給米拝借している記載がある。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○伊豆大島安永噴火の推移は、当時幕府直轄地として統治していた韮山代官江川太郎左衛門(英
征)から幕府勘定所へ公文書として逐次報告されていた。
○文書に記録された行政の状況把握と避難計画を調べると、代官所は逐次島民からの注進を受け
て幕府勘定所へ状況を逐次報告していた。島民・代官所はカルデラ壁(よせの腰)が溶岩流下の
地形的な障壁となる集落(新島＝元町・岡田)と、ならない集落(泉津・野増・差木地)があるこ
とを認識していた。また、代官所と島民の間で、全島民約2,300人が島外避難の際に廻船・漁
船に分乗する計画、陸路断絶の際に船を使用して島内避難する計画を検討していた。
○
『大島差出帳』には噴出物による不作・不漁、復興支援のための食糧支給・資金の貸借・返済
の記録があり、噴火災害に対して1777～78(安永6～7)年に170日分、および1779(安永8)年に148
日分の食糧援助、そして降灰期には、1784(天明4)年4月、同9月、1785(天明5)年、1787(天明
7)年、1791(寛政3)年の5回、資金が援助された。
○島民の人口は噴火開始翌年、1778(安永7)年の2,298人(『安永七戌年島方御用留』)から1789(安
永8)年の2,076人(『天明九年大島差出帳』)へと、ほぼ1割減少している。噴火災害により島内
の生活環境が悪化した結果であると推定される。
《引用参考 津久井雅志(2014) 「伊豆大島安永噴火(1777-92)の噴火現象、防災対策、支援について」，
『地質学史懇話会会報』第40号》

○
「安永の大噴火」については、当時、伊豆国の代官であった江川太郎左衛門から、御勘定所に
あてた噴火についての9件の公式報告が、『大島山火記』として残されている。これを読むと、
かなりよくその噴火経過をたどることができる。この噴火以前の三原山は、草木の全くない「小
石交まじりの砂土山」で、山頂にはおよそ1km四方の深い火口があった。93年前に起こった「貞
享の噴火」についての語り伝えもだいぶ薄れていた頃であろう。1777年8月31日(安永6年7月29
日)夕方、三原山の山頂火口から噴火が始まった。爆発音が聞かれ、地震も時折あった。山麓
には長さ数cmから10cmの火山毛(ペレーの毛)や小さい「かなくそ」のような火山灰が降ってき
た。昼間は噴煙だけしか見られなかったが、夜間は山上一面が赤く映えた。このような活動は、
盛衰を繰り返しながら翌年正月下旬まで続いた。『武江年表』によれば、この噴火は江戸品川
沖から毎夜「火光天に映ずる」のが見られるほどであった。同年3月22日に初めて溶岩の流出
が起こった。三原火口の北西からあふれ出した溶岩は、中の沢に沿って流下し、泉津の南東、
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海岸近くまで達した。その後活動は静穏になり、三原火口から時折黒い噴煙をあげる程度に
なった。旧暦5月から8月上旬にかけては、人心も落ち着き、山仕事に出かける人々もでてきた。
ところが8月下旬から再び三原火口の活動が激しくなり、9月18日火口南西から溶岩があふれ出
して野増・差木地両村間の赤沢に沿って流下した。次いで同月26日(あるいは27日)同火口の北
東からごみ沢へ溶岩が流下し、海岸から沖合いへ向かって押しだした。11月17日夜から活動が
一段と激しくなり、同月21日昼頃に泉津村葉地釜(現在の波治加麻神社付近で中の沢に沿って
流下した溶岩流の末端近く)で煙が立ち登り火が燃えだした。『伊豆国七島明細記』などの文
書によると、その後もしばしば降灰があり、畑作や家屋に大きな損害を与えた。しかしながら、
さしもの大噴火も15年後の1792(寛政4)年秋には静穏に帰した。降灰は山麓でも1.2～1.5ｍの
厚さに達していた。
《引用参考 一色直記(1978) 「日本の火山1 伊豆大島」，『アーバンクボタNo.15』株式会社クボタ》

■1822-24(文政5-7)年：火山噴火
○降灰砂、農作物被害。(天保年間1830～1843年)噴煙多量。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1854(安政元)年：地震 「安政東海地震」／津波災害
○推定津波高3ｍ。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》

○12月23日 津波により船破損。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1856(安政3)年：風水害(台風)
○新嶋村にて、家屋6軒流出、倒壊破損は村内の8～9分、漁船2隻流出、19隻破損、作物も7分程
度の被害を受けた。岡田村も同様であった。他の村に関しては不明である。
《引用参考 土木学会・地盤工学会・日本応用地質学会・日本地すべり学会 平成25年10月台風26号による伊豆大島
豪雨災害緊急調査団(2014) 「平成25年10月台風26号による伊豆大島豪雨災害調査報告書」》

○8月25日、大暴風雨で全島被害甚大
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○安政辰年の大暴風「当三辰年八月廿五日昼九ツ比より辰巳風吹き出し、昏六ッ時追々荒吹きと
相成」全島の被害が甚大であったが、新島岡田両村のみ記録に残っている。被害の概要は次の
とおりである。一 家屋の流出六軒、倒壊破損は村内八、九分通。一 山畑の義は作物成木共
七分通荒痛。一 漁船流失弐艘並痛損合而拾九艘。一 薪の流失拾万束。岡田村も同様と報告
あり、両村共人畜の被害無之とある。
《引用参考 立木猛治(1961) 『伊豆大島志考』伊豆大島志考刊行会》
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No.5-1 三原山
○大島の象徴、「御神火」という言葉は古くは今から800年以前より使われ、噴火を「御神火」、溶
岩流を「お流れ」、降灰を「ごばい」、噴煙を「おけぶ」と称し、火口を「みほら」と呼んで、島
民は崇め尊んできた。三原山の「みはら」は「みほら」の転訛ともいわれている。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

○三原山の名称の由来については、旧六ヶ村誌中の『野増村誌』に「古来島人は噴火を神霊視して神
火と称し、火口を御洞といった。御洞が転化して三原と呼ばれるに至ったことと思ふ」とある。噴
火はまさに島民に苦難を強いたが、その一方で大島が観光地として脚光を浴びるようになって以来、
三原山への登山が最大の観光目的のひとつであったことは疑うべくもない。
○1986(昭和61)年噴火後は、山頂口から700ｍ位の溶岩流の端末までしか火口に近づくことはできな
かったが、1996(平成8)年11月、道路が整備され、ようやく10年振りに火口付近までの登山が可能
となった。また、1998(平成10)年5月には、通称「お鉢まわり」といわれる内輪山を一周する遊歩
道が完成、神秘的な火口の観察や、雄大な裏砂漠が展望できることとなり、三原山を観光する者に
とって満足感を与える環境が整備された。
○三原山登山においては、元村からは神達の一合目から旧登山道を、岡田からは川之道から上山に向
かい湯場先の道から外輪山沿いの道を御神火茶屋に、間伏からは滑走台下までの後に観光乗馬が利
用した道を辿り、差木地方面からはヤカタ、奥山を経て白石山を目指して登ったものと推測される。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

No.5-2 波浮港
○1800(寛政12)年 秋廣平六(江戸時代後期の商人)によって掘削され開港。遠洋漁業の風待ち港とし
て栄え、大島発展の礎を築いた。港付近は差木地村から独立して波浮村となる。
○明治～昭和にかけて、幸田露伴・西条八十・林芙美子・与謝野晶子・棟方志功・萩原朔太郎等、多
彩な文人、墨客、貴人が観光や保養、執筆に訪れ、波浮港を題材とした貴重な作品を残している。
○1928(昭和3)年4月に発表された、野口雨情作詞、中山晋平作曲の『波浮の港』は佐藤千夜子の歌に
よって十数万枚のヒット曲となり、有名となる。「磯の鵜の鳥ゃ日暮れにゃ帰る 波浮の港にゃ夕
やけ小やけ 明日の日和はヤレホンニサなぎるやら」
○現在も古い木造家屋の町並みが残り、港東側界隈を「踊り子の里」と呼ぶ。「旧港屋旅館」(踊り
子の里資料館)は、『伊豆の踊り子』の旅芸人一座が芸を披露したことで知られ、当時のままの姿
で保存・公開されており、華やかな往時の宴の様子が人形を使い再現されている。
○近年、波浮港を愛する人々の尽力により、文学碑が随所に建てられ、「文学の散歩道」としてトレッ
キングコースが整備された。椿トンネルも各所に見られる。都道沿いの「波浮港見晴台」から、美
しい円形の入り江の波浮港が一望できる。
○波浮港は、外海の影響を受にくいので、風の強い日などの避難港としての役割もある。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》
《引用参考 東京都港湾局総務部企画計理課(2013) 『東京都港湾局 平成25年度事業概要』》

42

○海を囲む火口の斜面は非常に急勾配であり、その一部は急傾斜地崩壊区域に指定されている。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》

○火山噴火災害時の避難のため、4,000トン級船舶が接岸可能な施設が1993(平成5)年度までに整備さ
れた。
《引用参考 東京都港湾局総務部企画計理課(2013) 『東京都港湾局 平成25年度事業概要』》

○地元漁船のほか大島南方に出漁する漁船の避難港としても利用されている。1986(昭和61)年の三原
山噴火を契機に、火山活動対策として、大島南部地域の住民等が避難するための岸壁等が整備され
た。現在、小型船施設の泊地、防波堤、物揚場の整備を進めている。
《引用参考 東京都大島支庁，http://www.soumu.metro.tokyo.jp/11osima/index.html》

○1838(天保9)年4月波浮港に入港し、大島の視察を行った江戸幕府開明派の学者でもある代官羽倉簡
堂は、伊豆諸島の巡見日記である『南汎録』の中で、紺色の崖が仰ぎみるようにそばだち、中にひ
とつの鏡のような水をたたえている波浮港の景観を賞して、その宿泊先を「漾碧堂」と命名してい
る。
○榎本武揚の艦隊の一部が北風にさえぎられ波浮港に避難した。このとき榎本武揚が碇泊中の艦から
降りて天候が回復するまで伝吉丸の2階の部屋に滞在したという。
○棟方志功は「板極道」の中で、昭和8年頃大島にわたり、波浮に泊って「このときから、わたくし
は原色で他の色を混ぜない色を使うようになったのです。私のからだのどこかにある、南方の性は
あつい太陽の心、原色の心身を蘇らせた土地として大島はなつかしく、有り難いところです」と言っ
ている。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○(前略)波浮の池と言われていた。そしてその昔の池も、後にはミタラシ(御手洗)として明神様へ詣
る人のチョウズイケ(手水池)だったと古文書にも見える。港が開かれてからも、船頭や船方、ある
いはその女房たちがお詣りする時は、港の水で手を洗い、口を漱ぎ、石を拾って供えてから詣った
という。
《引用参考 坂口一雄(1980) 『伊豆諸島民俗考』未来社》

○(前略)池のような波浮の港は歌とは裏腹に、すり鉢の底のような港の周辺に100戸足らずという小
漁村だった(あとで知ったのだが、村の大半は山の上にあったのである)。(中略)夏の終わりから秋
にかけて、サンマ、サバ、イカなどの漁の最盛期ともなると、伊豆大島、房州、三崎方面から集まっ
てくる漁村で港の中もいっぱいになって、平常1,000人くらいの村の人口が、一時的に2,000人以上
にも膨れ上がるのだった。(大正時代「思い出すことなど」川口武)
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

○江戸時代の初め、大島は釜方三か村(野増ノマシ、差木地サシキジ、泉津センヅ)と浦方二か村(新
島ニイシマ、岡田オハタ)で、年貢塩を上納していた。椿油の製油も始まり、回船の所持も公許さ
れた。元禄3年(1690)、塩の年貢は金納に変わった。元禄1年(1703)の大地震、大津波で波浮の池が
海に通じて満潮には小舟の出入りもできるようになった。
○1800(寛政12)年、秋廣平六が幕府の許しを得て港口を広げ、平六とその親類伝吉の外野増や三宅、
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八丈の7人が村造りに取り組み、それぞれ一帯百姓、二番百姓、七軒株と呼ばれた。
○流罪地であった噴火の大島は、たびたび食物がなくなり、幕府の御救米や拝借金で急場をしのいだ。
沢山いた山羊や野牛、野馬も噴火の度に減少して、1784(天明4)年の噴火で絶滅したと言われる。
幕府には異国船が現れ、各村に鉄砲場が設けられた。ちなみに、釜方村、浦方村は後に山方、海方
とも呼ばれている。
○秋廣平六：波浮の池を波浮港とし、波浮港村をおこして大島五ヵ村を六ヵ村としたのは、平六の功
績と言わなければならないし、大島の歴史で近世については、平六をおいて述べることはできない。
波浮へ行くと港を見下す「名勝波浮港見晴台」に「秋広平六翁之像」があり、波浮港17番地旧妙見
寺墓地には「秋広平六墓」があって、昭和3年3月に都旧跡として指定され、平六の業績について簡
明な記載がある。また波浮小学校には親類伝吉の二代目「秋広伝吉翁の像」があって、坂口一雄撰
(せん)として伝吉翁の事績が記されている。波浮港村一番百姓平六平六、二番百姓伝吉、そして七
軒株の人達は子孫に至るまで、その事業に、村政に力を尽し、村の興隆、大島の発展に稗益(ひえ
き)されたのである。
○秋廣平六の業績についてはそれぞれの説明板に記載されているが、生地は上総国周准郡市宿(千葉
県君津郡清和村)で1757(宝暦7)年に生まれた。長じて江戸へ出て商人となったが、伊豆の下田で船
乗りのわざを覚えた。1790(寛政2)年、田村玄長の薬学調査に案内者として来島し、当時わずかに
海に通じていた波浮の池に着目し、幕府に願い出て工事の一式引受人として港口の開削に当った。
総工費980両、延人員12,000人、5ヵ月の月日をかけて1800(寛政12)年工事を完成した。引続き一式
引受人として波浮港村を創設した。それより以前、幕命によって、八丈島、御蔵島にも炭焼技術の
指導に渡島し、利島には桜や椿を移植するなど、島しょ開発、殖産事業の振興に貢献した。上総の
市宿地方では馬鈴しょを平六芋と称しているが、これは平六が種を広め、栽培を教えたからである
と言われている。平六は1817(文化14)年、波浮港村で死んだ。墓石は中のニ基が平六夫妻で、向っ
て右側が平六墓である。なおこの墓地入口のイヌマキの根元に平六の書役を勤めた橋本屋新七の小
さな墓石がある。
○波浮港の大きさは、南北430ｍ、東西280ｍ、深さは中心部が約17ｍで、中には何ヵ所かそれより深
いところがある。港の整備については、1901(明治34)年に横須賀鎮守府の手によって、港口の浚渫
(しゅんせつ)も行われたりした。港の南近くに近海有数の漁場、大室(オオムロ)出しを控えて沿岸
漁業の中心地として活況を呈し、戦前戦後の頃(1945年前後)などさば釣りの船が集まり、一度あら
しとなれば避難の船が四重五重にもやい、波浮港をうずめつくすという状況であった。ところが近
年は漁船が大型化し、船足も速くなって獲物を満載すると、さっさと母港や値の良い市場へ直行し、
波浮港があまり利用されなくなった。
○波浮港は838(承和5)年の水蒸気爆発と1703(元禄16)年の大地震、大津波という二つの大きな自然の
災害によってできたもので、田沢堅太郎氏の『火山伊豆大島スケッチ』によると、差木地の下原(シ
モバラ)や波浮の大滝平(オオタキダイラ)一帯の平らな台地は、「大島火山の山体とは異なったで
き方を暗示している」とのことである。
○大島南高等学校前の切り割りに「波浮港の水蒸気爆発で噴き飛ばされた岩片が落下して下の地層に
めりこみ、その衝撃で岩片の周りの地層も垂れ下がっている」めりこみが見られるし「波浮港西岸
の火口壁には、溶岩層を貫いて幅0.9ｍほどの垂直な岩脈が見られる」とのことである。また「ス
リバチは、直径50ｍ、深さ10ｍほどのスリバチのような火口で、波浮港の火口と同時に、一つの割
れ目から噴き出した。付近にはその時に噴き出した赤紫色のスコリアが露われている」と書いてあ
る。このスリバチは、大島町南部脱塩浄水場の近くで樹木が生えている。
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○波浮の港口東岸の突端は竜王岬で、カジカケの鼻から鯨根、潮吹、鉄砲場などの磯を経て、港内に
は松の湯、波浮の港の歌碑、魚市場、それから木造三階建の家もあるにぎやかな町並み、バス停、
池頭(イケガシラ)には古くは網代(アジロ)納屋やまき積場、製氷所、石炭置場。西岸に回って昔の
花場には今は東京都水産試験場大島分場がある。その先はアゲッパ、回船時代は船虫を焼いたフナ
タテバで六か村の共用地ここでは船も造られたし、渡し舟もここから東岸へ向った。このあたり一
帯、以前は砂浜でアサリも沢山とれた。この先は松の老樹に囲まれた明神様で、ここにお参りする
人は波浮の池を御手洗(みたらし)としてここで手水(ちょうず)をつかった。鳥居前のテトラポット
ではうの鳥が遊んでいる。そしてここは、子供達が対岸の鉄砲場とともにナミツカシをして遊んだ
三つ磯につながる(『伊豆諸島民俗考』より
○名勝・波浮港見晴台の説明板には次のような記載がある。「波浮港には、幸田露伴、西条八十、林
芙美子等おおくの人が遊び、1927(昭和2)年、野口雨情の『波浮の港』は一世を風びした。そして
まだ護岸道路のない当時は渡し舟で往来して旅情を慰めた。また、川端康成の『伊豆の踊子』はこ
こに本拠を持って巡業に出かけ、漁師や土地の人々に演芸を見せた家は今も残っている」。また、
棟方志功は『坂極道』の中で、1933(昭和8)年ごろ大島へ渡り、波浮に泊って「このときから、わ
たくしは原色で、他の色を混ぜない色を使うようになったのです。わたくしのからだのどこかにあ
る、南方の性は、あつい太陽の心、原色の身心を蘇らせた土地として大島は、なつかしく、有難い
ところです。」と言っている。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○波浮比咩命神社の鳥居左手、海に面して「渡船創業碑」がある。碑の高さ102cm、幅59cmで、どっ
しりした台石の上に立ててある。「市村太郎吉 渡船創業碑」、裏面に「大正十三年春」と刻んで
ある。故寺本松之助氏の手記には「明治の末頃波浮の港に渡し舟が通っていた。明神様の下から魚
市場の間を往復していた。伝馬船より少し大きい舟で、渡し銭は1銭だった。私達子供は大人と一
緒の時は渡し舟に乗せてもらったが、子供だけの時は絶壁の下の杉山の中の細い道を歩いたものだ。
この船頭の太郎爺さんは、其の後クダッチで太々見屋(たたみや)という旅館を経営した」と記して
ある。
○市村太郎吉と縁続きの立木いそさん(大正3年生)の話によると「太郎吉はもと川島姓で船大工の市
村太郎さん方へ婿入した。いそさんが知っている頃は船は2艘で、船賃は2銭、夜は4銭であった。
渡船創業の碑は、渡し舟の権利を無償で波浮港村に譲った折建てられた」とのことである。
○その後、村では土地の人に渡し舟の運営を委託して続けていたが、港の周りの道路が整備されるに
つれて、廃止されることになった。それでも1943(昭和18)年まで金川清次郎氏、沖山武義氏等によっ
て続けられた。船は15～16人乗りぐらいで、料金はやはり2銭だったと聞いている。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1988) 『島の史跡 続大島編』》

5-2-1. 文人墨客来島
5-2-2. 井上円了
○1858-1919(安政5-大正8)年 仏教哲学者・東洋大学創始者。「富士を見るなら大島に来れ三保や龍
華寺はまだ規模小さい」大島から見える富士山に風景を絶賛して詠んだ歌
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5-2-3. 幸田露伴
○1867-1947(慶応3-昭和22)年 小説家、随筆・評論家。1912(明治45)年1月2日に来島、9日まで在島
し、釣りや三原山登山を楽しんだ。その時の思い出を日記風にまとめた紀行文「昔日の大島」は、
1940(昭和15)年1月1日から12日まで11回にわたって『東京朝日新聞』に連載された。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

5-2-4. 中村清二
○1869-1960(明治2-昭和35)年 物理学者。名誉町民、中村メイコの親戚、別荘を教員住宅として寄付
(※要確認)、図書館を寄付、つばき小の中庭に像がある(※要確認)

○中村清二博士は、皇紀2600年に際し、充仁荘と十二楚約四町歩を元村小学校に寄付し、その管理は
元村小学校長とした。そして、充仁荘の管理維持費を、十二楚の樹木で充当せよとの仰せであった。
この十二楚の山林は、今なお杉の木立が立派に生育している。中村清二博士は、明治の終わりに大
島に来ており、それは、藤森成吉著の『若き日の悩み』に、小松先生の名で登場している。
○元町小学校百年史によると、「明治41年の夏、三原山調査の目的で寺田寅彦他と来島されたのが縁
となり、その後、三原山の登山道と野増道に挟まれたところに、別荘充仁荘と十二楚約四町を元村
小学区に寄付された」とある。
《引用参考 曽根常吉(1989) 『三原山御幸登山道に憶う』》

5-2-5. パールバック
○1892-1973(明治25-昭和48)年 アメリカ人作家。1938年ノーベル文学賞受賞。映画化のロケ地視察
のため来島(結局映画は九州で撮影することになった)、映画ロケ地は尾道が有名だが、映画撮影の
ため規制が少ないところが好まれる、大島は規制が多い

○大の日本椿愛好家で、昭和36年に初来日したとき、真っ先に大島に赴き、そのときの紀行文を『ア
メリカ椿協会年鑑』に寄せている。そのタイトルは「Cammellia Growing on The Volcanic Island
of OSIMA」で、その一節に「農園は見当たらないが、谷間や低い丘の斜面は野生の椿で緑がかって
いる。早春、椿の花が咲く頃、島は日本中に有名な憩いの水のように無色無臭でテンプラ用の油と
して、また髪の毛の油として種々使用されている」とある。
《引用参考 東京都労働産業局観光部観光振興課編・刊(2007) 『大島観光産業活性化戦略 羨ましがられる大島づくり』》

5-2-6. 和田三造
○1883-1967(明治16-昭和42)年 洋画家・版画家。伊東から八丈島へ渡るときに難破して大島に辿り
着く

5-2-7. 藤森成吉
○1892-1977(明治25-昭和52)年 小説家・劇作家。大島を舞台にした唯一の長編小説が『若き日の悩
み』である。作者の藤森成吉は、1913(大正2)年の夏休み、旧制一高を卒業すると大島を訪れた。
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翌年、大島での体験を題材にして小説『波』を自費出版し、7年後に『若き日の悩み』と改題し、
新潮社から出版された。
○主人公は、青春の煩悶を癒すために大島を訪れる。「すべてを背後に棄却して大海の中の島へ行く
んだ。未だ見ない島へ、桜と椿の島へ、牛の遊んでいる島へ、髪の長い強健な女の群れている島へ」
「そこで自分の傷ついた肉体もすっかり癒えるだろう、自分は新しい生活の力を得るだろう、自分
は再び生まれ更って帰ってくるだろう」
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

5-2-8. 土田耕平
○1895-1940(明治28-昭和15)年 歌人・童話作家。アララギ派、療養のため伊豆大島に渡る、浜の湯
に歌碑

5-2-9. 宮沢賢治
○1896-1933(明治29-昭和8)年 童話作家。女性を追いかけて大島へ、『三原三部』
○病気療養のため大島に来ていた、志を同じくする同郷の友人、伊藤七雄の農芸学校構想を指導する
ために1928(昭和3)年に大島に訪れる。わずか2泊3日の滞在であったが、その4年後に伊藤七雄を校
長とした農芸学校が島民の大きな期待を背にして開校している。不幸にして開校4ヵ月後に伊藤が
死亡したため、1年後には廃校となる。

5-2-10. 伊藤七雄
○1898-1931(明治31-昭和6)年 無産政党活動家。妹チエ。肺病のため大島で療養、大島農芸学校の設
立を計画、宮沢賢治に土壌の調査や農業指導を依頼した、農芸学校の計画は旧ハワイ植物園のとこ
ろ、現在は小関さんの土地

5-2-11. 東郷青児
○1897-1978(明治30-昭和53)年 洋画家。宿代を踏み倒した

○波浮の三崎勝油店には、祖父三崎屋さんが、元村前浜のすぐ上で、青年画家、東郷青児を世話して、
かなり長いこと下宿させたらしい。

5-2-12. 伊東深水
○1898-1972(明治31-昭和47)年 浮世絵師・日本画家・版画家。朝丘雪路の父

5-2-13. 木村五郎
○1899-1935(明治32-昭和10)年 彫刻家。
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○1920(大正9)年、日本美術院の研究会員となり、本格的な彫刻制作に打ち込み、多くの作品を院展
などに出品した。1927(昭和2)年10月、大島に初めて遊び、婦人風俗に大いに興味を抱き、後に「大
島婦人の風俗風習」と題した文章を雑誌『アトリエ』に発表している。「大島に上陸する者は、こ
この婦人の単純素朴な風俗、すべて物の持ち運びは之を頭上に乗せるところの風習に、一種救われ
た如き清涼なる空気と原始への憧れを感ずるに違いない。言えば僕が現にそうであった」

5-2-14. 棟方志功
○1903-1975(明治36-昭和50)年 板画家。沢に落ちたが画板が引っ掛かり助かる

5-2-15. 金田一春彦
○1913-2004(大正2-平成16)年 言語学者。大島のアクセントを調査(結核療養？)

5-2-16. 吉行淳之介
○1924-1994(大正13-平成6)年 小説家。

5-2-17. つげ義春
○1937(昭和12)年～ 漫画家・随筆家。

No.5-3 塩
○塩年貢：野増はかつて、差木地、泉津と共に竃方(釜百姓ともいう)で、塩焼き、植林、材木搬出が
主な仕事であった。特に塩は、貢租(こうそ)として重要な品であった。この釜神様の下の海岸でも
塩を焼いたという。塩を焼いた場所は泉津にもあるが、差木地には大島町の建てた説明板「塩釜の
跡」として「塩釜または釜場などと称し塩を煮た所と言う。昔は釜百姓は塩を煮ることを家業とし、
1689(元禄2)年まで幕府に塩年貢を納めたが関西の塩が多量に江戸に入り、渡世に引合わなくなり、
1690(元禄3)年より薪を伐出すことを生業にした」とある。
○徳川幕府は、慶長年代に伊豆諸島の年貢を塩と絹として、塩は大島、新島、神津島、三宅島の4島
へ、絹は利島、御蔵島、八丈島、青ヶ島の4島へ課した。
○1749(寛延2)年の『伊豆國大島差出帳』によると、「塩3斗5升入2208俵1斗7升5合を定納した外に、
御口(おんくち)塩63俵3升5合を島で焼いて上納していた。これに対して、毎年、御扶持米3斗7升入
を2046俵9升を下されていた。しかし、塩釜が潰れ、塩を焼くことが困難になったので、御代宮に
訴えていたところ、元禄3年から金納となった」旨が記されている。
○浦方と釜方：大島はかつて、5つの村からなり、そのうち新島(今の元町)と岡田は、浦方として漁
船や回船をもっていた。漁業をし、回船で、釜方の焼いた年貢塩を積んで江戸に納めた。釜方の泉
津、野増、差木地は塩を焼くことが家業で、塩焼用の塩木山から燃料とする木を伐り出す。釜まで
伐木を運ぶ牛馬が与えられたとのことである。塩づくりは、海水をただ煮つめるだけの「素水焚(そ
すいだき)」で、海水を汲み上げる労力と時間、燃料となる木が大量に必要であった。そのうえ、
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納める塩の量についてはきちんと決められていたため、釜方の苦労は大変なものであったと思われ
る。1690(元禄3)年、年貢塩が金納になると、釜方は江戸薪を伐り出す山方へ、浦方は、その薪を
積み出す海方へと変わり、島での大量の塩づくりも行なわれなくなったようである。
○大島の塩釜跡：現在、大島内でかつて塩を焼いたといわれるところはあるが、そのあとかたは見る
ことはできない。釜方であった泉津には、行者浜の近くの岩屋橋の下に丸い石で囲んだ釜跡があり、
掘ると灰が出てきたことがあった。その後道路工事でなくなったとのことである。泉津には他に
二ヵ所、汐吹きの近くノブハマと秋の浜に塩を焼いたと言われているところがある。野増について
は、どの浜で塩を焼いたのかよく分らないが、浜宮様と釜神様が祀られていることを考えれば、村
に近い所で製塩を行ったものであろうか。『差木地村のこと』によると、差木地には、「くだりぼ
うの下に、昔塩を焚いた釜跡があった。細長い天然の溝が四筋位あって、これを利用して塩を焚い
たものらしい。」とあり、その後、護岸工事によって今はないとのことである。釜方ではないが、
海岸名として、元町にカマノ下があり、自家塩を焼いた所ではないかと言われている。また、岡田、
野田浜ヌタノハマにも塩焼跡があって、今もその時の石垣が残っているとのことである。(『岡田
古地名』)
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○大島では、塩は年貢としてほとんど取り立てられ、節約の意味もあってウショウと呼ぶ海水を甕に
入れて保存し、サトイモやサツマイモを主食としていた時代には芋を煮る時、それで煮込むのが村
一般の風であったと言われる。ラッキョウ漬けの時、焼酎の空甕などに洗ったラッキョウを詰め、
ウショウと唐辛子等を加えて味付けする法も極普通に行われてきた。海藻や乾魚に浮いた塩の利用
やショッツルやクサヤ液が食品の保存と調理に利用されてきたのも、塩年貢の島にとって貴重で高
価な塩活用の生活の知恵であったといえる。

5-3-1. 薪・炭
○製塩における海水を煮詰めるための薪の切り出しが盛んに行われた。その跡地の条件のよいところ
選び、焼き払い、三年ほどの間、従来からの自給的農作物を植栽し、地力が尽きると次々と新規の
適地に移動耕作した。地力の衰えた畑には、材木を植え付け、十数年養成、成木すると薪として切
り出し、再び焼畑農耕に利用する方式、つまり薪の生産を表作、農耕生産を裏作的に利用する、い
わゆる切り替え畑と称する巧みな輪作を編み出して細々と営み続けた。
○1690(元禄3)年、年貢塩が金納になると、釜方村民の主要産業は薪の生産に移行していった。以降、
昭和年代まで大島の主要産業の一角を占めていた。戦中戦後は都民の燃料需要に貢献している。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○薪は徳川幕府の直轄地の時代から大島の主産物で、東京へ行くこの船を薪船と称した。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

○島の主要産物はなんといっても木炭が第一である。村有林が払い下げられ幾人かの元締めが入札し
て炭を焼かせた。
《引用参考 柴山孝一編著，伊豆大島文化伝承の会編(2013) 『大島ガイド資料「伊豆大島の風俗」』柴山孝一》
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No.5-4 サツマイモ
○サツマイモは、日本では1625(寛永2)年に初めて薩摩(現鹿児島県)に植えられた。『寛延二年伊豆
国大島差出帳』(現在の大島要覧のようなもの)によると、伊豆大島には、1735(享保20)年に甘藷苗
10個が送られ、新島村(現元町)の神達と五輪に植えたという記録が残っている。
○地勢の関係で、古くから穀類に乏しかった伊豆諸島では、異常気象や噴火などの天災に遭うと、わ
ずかばかりの雑穀は収穫皆無、そのため多くの餓死者を出した。しかし、享保年代甘藷の伝来によっ
て、この食糧難はほぼ解決されることになった。『天明九年伊豆国大島差出帳』によると、「享保
20年3月、薩摩芋種が栽培説明書と共に送られ、それを新島村の神達と五輪へ説明書通りに入念に
植えたが、土地がふさわしくなかったためか、枯れてしまった」と記されている。その後、何回か
試作・改良を重ねた結果、ついに地味に適して量産されるようになり、昔から穀類に乏しかった大
島の食糧事情は解決されることになった。
《引用参考 『史跡見学会 岡田地区 配付資料』大島町教育研究会社会科研究部会》

○大島では米麦につぎ主な食糧である。朝のお茶うけ、昼の弁当、一年中なくてはならない食べ物で
ある。
《引用参考 柴山孝一編著，伊豆大島文化伝承の会編(2013) 『大島ガイド資料「伊豆大島の風俗」』柴山孝一》

○サツマイモについては、1735(享保20)年、江戸城内での試作で得た種藷の一部が伊豆の代官を通し、
伊豆の大島に試作させたと伝えられている。たちまち広く作付けされ、食糧および牛馬の飼料とな
り、やがて江戸にも出荷され、耕種に大きく貢献した。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○大島は火山島で平地が少なく、しかも保水力のない砂地で、降った雨水はすぐに海に流れ下るか地
中深くにしみ込んでしまい、川もなければ池もない、田んぼはもちろん皆無。畑で陸稲を作っても、
日照りにでもなれば骨折り損のくたびれ儲け。薪炭や海産物を売っても、買える米は十分にはない
ので、サツマを食べて命を繋いでいた(大島ではサツマイモのことをサツマといい、イモといえば
サトイモのことである)。
《引用参考 高田鐵藏(2005) 『大島むかしむかし』つばきや》

5-4-1. 粟本佐次郎記念碑(てりこの牌)
○福聚寺の入口右手に長方形に石垣を組み、その上に建ててある。碑文は表に「粟本佐次郎記念碑 東
京府大嶋々司正六位勲五等小池友徳書」とあり、裏には粟本佐次郎の業績が漢文体122文字で綴ら
れ「明治四十三年八月建之」と刻字してある。これによると、“粟本佐次郎は豊後(ぶんご)の人、
今の大分県の出身で漁労のため来島した。数年間を大島で過し、嫁を迎えて国へ帰ったが、再び来
島。その折天留古という甘藷を持参した。この甘藷は日照りにも長雨にも強く、その上大変滋味に
富みよくできるので、近隣の人達にわけて苗を植えさせた。そして「今也殆治干全島」(今やほと
んど全島にあまねく)となった。佐次郎は1909(明治42)年1月16日、48歳で亡くなられたので故人の
徳を永くたたえるため有志が相謀って碑を建てた”となっている。粟本佐次郎の妻は岡田の出で、
岡田で家をもったが、子孫は現在元町の北の山に住んでいる。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》
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○1862～1909年、甘藷の改良普及に貢献した人で、大分県佐賀関に生まれる。岡田村で妻帯し住む。
佐次郎が来島した頃は「かんざつま」という八丈種の水っぽくてまずいサツマイモがあったという。
佐次郎は1902～03(明治35～36)年頃、九州から甘藷「天留古」というたいそう甘味のあるおいしい
サツマイモを持って帰り、大島全村に広めたという。佐次郎は1909(明治42)年岡田村で没したが、
その産業開発に尽くした功績は大きく、1910(明治43)年には島司小池友徳の碑文による記念碑が建
てられている。また、佐次郎はタイ、カンパチ、アコウなどを釣る一本釣を教えた人でもあり、漁
業の改良指導にも尽くした。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》
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6. 近 代

明治時代～大正時代

■1876-77(明治9-10)年：火山噴火
○活動は火口内にとどまったが、噴石丘(Naumann丘)を生成。1896-1907(明治29-40)年、1876-1877
年の活動期にNaumann丘を除けば平坦であった火口底は、1896年に火口底に凹部が生じ赤熱溶
岩が露出。1907年に火口壁の陥落により火口は拡大し直径160ｍに達した。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

○安永の噴火以降、1803年、1822-24年、1837-38年、1846年、1870年に降灰を伴う小規模な噴火
があった。1876年12月27日から地震が活発化、火映現象が認められ、翌77年1月に噴火が始まっ
た。1月20日には三原山山頂火口内に、スコリア丘が形成されてストロンボリ式噴火を起こし
ていたことが確認された。その後2月5日ごろに活動は終息した。1887年4月以降には三原山山
頂火口内に竪坑状火孔が生じた。
《引用参考 産業技術総合研究所地質調査総合センター「活火山データーベース 10伊豆大島火山地質図」
https://gbank.gsj.jp/volcano-AV/volcmap/10/index.html》

■1905(明治38)年：地震
○6月7日 伊豆大島近海 マグニチュード7.0。大島の北西部で小被害。野増村で家屋傾斜3、石垣・
道路の崩壊亀裂多し。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

■1909(明治42)年：地震
○1月16日。日本島の南方海底より起こった強震は、差木地波浮港の両村に幾多の被害があった。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

■1912-14(明治45-大正3)年：火山噴火 「明治大正噴火」
○1912年2月23日より噴火。中央火口から大量の溶岩を流出。1914年にかけ、しばしば噴火。多
数の噴石丘を生成。
《引用参考 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会編(2011) 「災害史に学ぶ：火山編」内閣府(防災担
当)》

○1912年2月23日から中央火口で溶岩流出。3月21日には中央火口は溶岩と噴石で埋められた。4
月2日から割れ目火口を形成。多数の噴出口から流出した溶岩が火口底を覆い(溶岩の厚さ35
ｍ)、また噴石丘(中村山)が成長したが、6月10日活動一旦休止。7月27日から火口底に約10個
の噴出孔が開口、爆発音を発し、周囲に小噴石丘形成。この活動で、火口の南東半分が陥落、
火口底より27ｍ低くなる。3日間で休止。9月16日から活動再開、火口南西部の噴出孔から多量
の溶岩流出、噴石丘生成(大森山)。溶岩が7月の陥没部を埋め、噴石丘(大森山)は中村山の10
倍の容積に成長し、中村山は噴石丘と溶岩層の下に埋没、頂部を残すのみとなる。10月30日に
活動休止。しかし1913年1月14日から火口底の陥落が始まり、9月には大森山も崩壊して半分が
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欠けた。1914年5月15日から活動再開。16～18日が最盛期。4個の噴石丘生成。火口底には溶岩
池。噴出物によりNaumann丘、中村山、大森山は埋没。活動次第に低下し5月26日に活動休止。
噴出物3×107ｍ3。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

○1912年2月23日夜から三原山火口内で溶岩噴出が始まり、6月1日には火口内の溶岩の厚さは約
35mになり、スコリア丘は高さ約100mに成長した。その後6月10日ごろにいったん噴火活動は停
止し、その後しばらく火口底の陥没やごく小規模な溶岩流の噴出があった。1912年9月16日か
ら火口底に溶岩流出、新スコリア丘を形成した。この活動は前回の活動より規模が大きく、10
月30日にいったん終息した。1913年5月にはかつて竪坑状火孔があった部分が約60m陥没し、新
スコリア丘の南東半がその中に崩落した。1914年5月15日夜半から爆発的な噴火活動が始まり、
火山弾が三原山火口緑まで放出され、泉津や波浮港でも降灰があった。三原山火口内の溶岩は、
火口縁最低部まで14mのところまで上昇した。5月26日の爆発の後活動はおさまり、火口底が陥
没し始めた。1915年、1919年に火山灰・スコリアの噴出、1922-23年に溶岩流出を伴う小規模
な活動があった。1922-23年の活動後竪坑状火孔が急速に拡大し、1933年－1940年に竪坑状火
孔内でスコリア放出を伴う爆発的噴火活動を繰り返した後活動は収まった。
《引用参考 産業技術総合研究所地質調査総合センター「活火山データーベース 10伊豆大島火山地質図」
https://gbank.gsj.jp/volcano-AV/volcmap/10/index.html》

■1923(大正12)年：地震 「関東大震災」／津波災害／土砂災害(崖崩れ)
○大島で崖崩壊による死者7名、家屋全壊8棟、半壊109棟、浸水4棟。／山岳道路、石垣、水道、
家屋等相当の損害を蒙り、食料の欠乏やら失業問題やら随分困難な事情に遭遇したけれども
(中略)ただし落石の為に三原神社の破壊せられたのは最も遺憾の点であった。
○島しょ地域は台風の常襲地である。住家は強風に耐えるよう建てられており、このことは耐震
性能を向上させることにも役立っている。(中略)家屋の倒壊はほとんど見られず、ここで考え
られることは、当時の家々の耐震建築技法で、これは将来おおいに参考とすべきである。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

○岡田で崖崩れのため7名死亡。津波(12ｍ)により船が2階に押し上げられる。家屋全壊8棟、半
壊109棟、浸水4棟。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

○岡田港に高さ12ｍの津波が襲った。(※「岡田小学校百年誌」に被災体験の詳細記録有り)
○岡田港に面した岡田集落は100ｍ以上の急崖に取り固まれている。崖崩れは1990年に完成した
岡田トンネル(延長481ｍ)の坑口付近のバイパス道路脇の丸久旅館(現在は旅館を営業してお
らず、庄屋となっている)付近であった。
《引用参考 井上公夫(2014) 「伊豆大島・元町の土砂災害史」，『地理』2014年2月号，古今書院》

○岡田港に面した斜面で崖崩れが発生し、3名死亡。
《引用参考 井上公夫(2014) 「伊豆大島・元町の土砂災害史と「びゃく」」，『砂防と治水』Vol.47.No2，全国治水砂防協
会》
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○家に帰ったら裏の高い石垣が崩れて、台所は大きな石に押し潰されて無くなっていた。誰もい
なくて幸いだったが、復旧するには大変だったそうだ。前日にお米を注文してあったのに、大
地震で買えなくて困ったそうだ。よほど困ったとみえて、祖母はいつまでも「米は余裕をもっ
て買っておけ」と言っていた。(中略)長根浜の沖に見慣れない大きな黒い船が泊まっていたの
が強く印象に残っている。これは関西から救援物資を運んできた船で、いろいろな物が配給に
なったそうだ。
《引用参考 高田鐵藏(2005) 『大島むかしむかし』つばきや》

■1923(大正12)年：地震
○9月26日 伊豆大島近海 マグニチュード7.3。大島東岸で瓦落下等の軽被害。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

No.6-1 三原神社
○島の人々は古来、噴火(火映)を「御神火」、火口を「みほら」と呼んで崇め尊んできた。三原山の
語源は「みぼら･みほら」(御洞(火口))が転訛したものとも言われている。人々は三原山を島の総
鎮守、三原大明神として崇敬してきた。毎年6月1日には賑やかに「御山参り」(山開き)が行われる。
○創祀年代は不詳。神殿は、大正の中頃に山頂に小さな祠として建てられた。1950～51(昭和25～26)
年の噴火では事なきを得て、後に建て直す。境内案内板には「これまでに溶岩が火口より砂漠へ流
れ出したのは、1910～1923年と1950～1953年及び1986年(全島民避難)の噴火である。三原神社はこ
の昭和の大噴火による溶岩流も「なぜか」神殿を避け直前で両側へと流れを変えている。これこそ
古代からの信仰である御神火のなせる業ではないだろうかだろうか。不思議の一言につきる。」と
記載されている。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○元村の鎮守で、大島全体の総鎮守たる三原明神の拝所である。字吉谷にあるところから元は吉谷神
社と呼んだが、今では三原神社として通っている。神官はいわゆる赤門の藤井氏が代々務めた。(中
略)この祭りは元来、御神火鎮めの祭典であった。噴火を「御神火」と呼んで畏怖し、この威力を
通じて山自体を崇拝することは、伊豆七島一般に残る古い信仰と思われる。「ミハラ」という語も
「ミホラ」の転化と云われるが、多分に敬信の籠った呼称に違いない。また毎年6月15日には「三原
参り」と称して、神主を先達とし村人は馬に乗って頂上へ行き祈祷を上げて帰ったものである。
《引用参考 柴山孝一編著，伊豆大島文化伝承の会編(2013) 『大島ガイド資料「伊豆大島の風俗」』柴山孝一》

○大島に人が住み始めたのは、下高洞で縄文早期の平坂式無文土器が見つかったことから、7,500年
程前からだと言われる。しかし学者によっては出土した地層の年代測定から考えて、もっとさかの
ぼるべきだとも言われる。また、下高洞より早くから着目された野増の竜の口は、溶岩流下の縄文
人遺跡として、それから泉津の鉄砲場の遺跡も、ヤア(洞くつ)遺跡。岩陰遺跡として、溶岩流との
関連が深く考えられている。大島に住み始めた縄文人以来、島の人々は噴火と共にその生活があり、
大島火山の活動いかんは、そのまま人々の生死につながったのである。
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○
『伊豆大島志考』には、大島の人々が噴火を「御神火」と呼び、溶岩流を「お流れ」、降灰を「御
灰」(ごばい)、噴煙を「おけぶり」、火口を古くは「みほら」、後には「お穴」と呼んであがめ尊
んでいる。三原山のみはらは「みほら」の転訛(てんか)とも言われる、と述べている。
○大島には式内社として波浮明神、大宮神社、波治加麻神社があるが、従来大島の総鎮守として三原
山を三原大明神として崇敬した。もとはふもとに鳥居が在るだけで社殿はなかった。毎年6月1日に
は「御山参り」と称えて登山したが婦人の登山は禁じられていた。泉津の三原神社、元町の吉谷神
社、差木地の春日神社は三原大明神のよう拝所とも言われる。吉谷神社の祭礼には三原大明神と書
いた大幟(おおのばり)が立てられるし、野増や差木地には所々に、噴火の鎮静を祈念した鎮の神が
祀られている。大正の中頃、野増の人達によって内輪山の中腹にコンクリート造りの立派な社殿と、
山頂には小さい祠が建てられた。1950～51(昭和25～26)年の噴火で中腹の社殿は溶岩流に埋没した
が、山頂は事無きを得て後に建て直された。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.6-2 乳牛
○東洋のホルスタイン島といわれた当時の大島は、どの家でも乳牛を一頭は飼っていた。／明治の末
期から大正にかけては、乳牛を飼っていれば何とか生活ができた。／各村の村営のホルスタイン種
の種牛が、3、4頭ずつ飼育されていた。
○差木地の村から見える三原の外輪山を、村人は「端(はた)」(＝果て、山の端っこ、最先端)と呼び、
ここは絶好の草刈り場所である。／大島が東洋のホルスタイン島とよばれた頃の大島バターはその
品質風味共に有名だったのは、一年中青草を飼料としたこともその原因のひとつであった。端はほ
とんどが榛の木林で、ところどころに野イチゴが繁っている。
《引用参考 柴山孝一編著，伊豆大島文化伝承の会編(2013) 『大島ガイド資料「伊豆大島の風俗」』柴山孝一》

○1910(明治43)年 大島で最初のバター製造。
○1985(明治28)年、短各種1頭とデボン種1頭を購入。1900(明治33)年に純粋ホルスタイン種を購入し、
乳牛の改良に努めたため、漸次盛況をきたし、昭和初期には1,200余頭となる。大島牛の発展に、
那知為蔵氏、清水岩蔵氏が貢献したと記録にある。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

○牛の大島への導入は江戸時代初期と推定される。塩年貢に関わる運搬をはじめ、製塩のための海水
の運搬、海水を煮詰め濃縮するための薪の運搬などに使役された。伊豆から移入された牛、馬は飼
育して運搬に利用、一部を三原山麓に放牧、自然繁殖を図り、定期的に捕獲して使役畜力の若返り
更新に供した。山麓に放牧した牛馬は群棲し、大繁殖した。江戸時代までは仏教の教えにより、四
本足の大動物を食べる習慣が無かったが、飢饉時には「養生する」といって放牧牛馬を捕獲して、
集落から離れたところで食し、その場所を養生山と称していたと伝えられている。
○明治維新があり、畜肉の食用需要が増大し、大島の放牧牛・馬・山羊が乱獲され、盛んに移出され
ることとなった。そのため、わずか10年後の明治初年には、放牧家畜はほとんど絶滅したと伝えら
れている。一方、在来牛を土台に肉量・肉質の改良が行われ、肉牛の一大産地を形成していたと思
われる。
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○肉牛に始まる産牛は、明治30年代に入って次第に乳牛、酪農へと転換していった。肉牛より酪農の
方に将来性があると判断し、1900(明治33)年、新島村はホルスタイン・フリーシアン種を導入して
肉牛から乳牛への品種改良を行い、酪農化の推進を図った。1921(大正10)年、全国畜産博覧会にお
いて、吉川三吉氏飼育のエリザベス吉川は、一ヵ月検定平均一日当たりの搾乳量で日本一となった。
1926(昭和元)年になると、乳牛飼育頭数は1,200頭となり、以後太平洋戦争末期までこの水準が維
持された。そして名物牛乳煎餅を育み、脱脂乳を用いた牛乳風呂は古き良き時代の大島観光の語り
草となっている。しかし、太平洋戦争末期、人手不足、飼料不足、牛乳の加工処理不能等が重なり、
酪農事業は衰退した。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○牛は大量に飼育されていたが、すべて乳牛である。品種はホルスタインで各家の庭先に牛小屋を設
け、大事に飼育された。各村に搾乳所があり、そこで「乳っこ屋」(搾乳夫)によって搾乳された。
また、乳っこ屋が各家を巡回して搾乳するところもあった。元町、差木地には練乳所があり、カゼ
インやバター、コンデンスミルクが加工され、内地に販売された。「うんと乳っこを出す牛は、へ
たな月給取りより稼ぐ」といわれ、大事な収入源となっていた。スゲやアシタバを日に二度も三原
山に刈りに行ったりする仕事はもっぱら女性であった。アシタバは、乳っこの出を良くすると言わ
れ、他の飼料に混ぜて与えた。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(1999) 『大島町史 民俗編』東京都大島町》
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7. 昭和時代前半

～昭和20年（戦前・戦中）

■1932(昭和7)年：風水害(台風)／土砂災害(崖崩れ)
○全壊149戸、半壊187戸、破損1,052戸の被害を出す。野増で崖崩れにより1名死亡。栗林商船の
雲海丸(2,000トン)、岡田燈台下で座礁し乗組員24名死亡。
《引用参考 土木学会・地盤工学会・日本応用地質学会・日本地すべり学会 平成25年10月台風26号による伊豆大島
豪雨災害緊急調査団(2014) 「平成25年10月台風26号による伊豆大島豪雨災害調査報告書」》

○昭和7年11月14日大暴風雨 元村：全壊42戸、半壊70戸、破損350戸 岡田村：全壊47、半壊53、
破損198 泉津村：全壊2、半壊15、破損27 野増村：全壊4、半壊5、破損166 差木地：全壊
49、半壊24、破損196 波浮港：全壊5、半壊20、破損115
○被害額は不明であるけれども島民経済に甚大の打撃を与えたことは明らかである。この時、東
京湾汽船榊丸(70トン)は差木地村沖合で行方不明となり、岡田村灯台下では、栗林商船の雲海
丸(2,000トン)が座礁し乗組員24名が溺死した。野増村では崖崩れで死者1名。
《引用参考 立木猛治(1961) 『伊豆大島志考』伊豆大島志考刊行会》

○昭和の初期、通称「おなみ時化」といわれた山津波によって、炭焼き一家のほとんどが流され、
死亡するという不幸な事件が泉津村にあった。当時は製炭が盛んで、伊東無、込内等の山林が
伐採されていて、その方面に降った大雨で流末の松之平の沢地に住んでいたためであろう。後
に、類似した水害が発生している。記録によれば、昭和七年第暴風雨、野増村で死者1名のほ
か全島で149戸が全壊、差木地村沖合で「榊丸」行方不明、岡田灯台下では「雲海丸」座礁と
あるから、「おなみ時化」もこの時のことと思われる。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

■1939(昭和14)年：火山噴火
○１月噴煙多量。2月噴石、鳴動。7月噴煙多量、鳴動、火映。9月小爆発、火口底に溶岩池。9
～10、12月地震群発。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1940(昭和15)年：火山噴火
○3月に地震群発。8月に噴火、黒煙多量、火山弾、火山礫、降灰のため農作物に被害。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1942(昭和17)年：地震
○11月5日-30日 伊豆大島付近に局部的の地震が頻発し／島内にて器物落下あるいは溢出壁に亀
裂等軽微の被害あり。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》
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No.7-1 滑走台跡
○1935(昭和10)年 滑走台完成。三原山「アカダレ」辺りから間伏方面へ600ｍ。
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：大島小史” http://www.town.oshima.tokyo.jp/history/index.html》
《引用参考 大島町郷土資料館 解説》

○1935(昭和10)年、三原山滑走台が完成し、著名歌手の乗車風景の写真等の流布と相まって人気を呼
び、三原山の名所の一つとなった。しかし、戦時中の鉄類供出に協力を余儀なくされ、撤去された
のである。当時の様子は、「三原山に駱駝来る 昭和6年7月30日、ゴビ砂漠に生まれた駱駝2頭と、
満州産驢馬11頭が波浮に上陸後、三原砂漠に放たれた。・・・・当時の名女優 水谷八重子が、御
神火を背にして砂漠に夕日を浴びながら、駱駝に乗って、ネッカチーフを振っているプロマイドは
飛ぶように売れた。」と述べられているが、このラクダも食糧難のころ屠殺されたという。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

7-1-1. 三原山火口投身自殺
○1928(昭和3)年 和田滝蔵(26歳)三原山火口に投身、自殺第1号となる。
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：大島小史” http://www.town.oshima.tokyo.jp/history/index.html》

○1933(昭和8)年2月、実践女子専門学校2年生の松本貴代子が三原山火口に投身自殺をした。このと
き付添人として自殺に立ち会ったのが、親友の富田昌子であった。この昌子は親友の真許(まもと)
三枝子の投身自殺にも付き添っていたことがわかり、センセーショナルに報道された。昭和12年頃
まで投身自殺が相次ぎ、大島は自殺の名所といわれるまでになった。
《引用・参考 樋口秀司(2014) 「大島の歴史に見る火山活動」，『地質学史懇話会会報』第40号》

7-1-2. 三原山砂漠観光
○1931(昭和6)年 ラクダ2頭、ロバ11頭導入。
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：大島小史” http://www.town.oshima.tokyo.jp/history/index.html》

○1931(昭和6)年7月30日 ラクダ2頭(ゴビ砂漠生まれ)、ロバ11頭(満州産)、三原砂漠の船となる。こ
の年の来島者数は、82,104人と増加し始めた。御神火茶屋から砂漠横断の料金は、ラクダ1円、ロ
バ50銭。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

○大島に自動車が入ってきたのは、1928(昭和3)年、観光協会自動車部と南海自動車の導入により、
一日6回の定期便が運行されたのが始まりである。これは道路事情から、もっぱら元町から滑走台
下までの観光客向けであったと考えられる。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

7-1-3. 三原山火口探検
○1933(昭和8)年 読売新聞社、三原山火孔内をゴンドラ探検。
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：大島小史” http://www.town.oshima.tokyo.jp/history/index.html》
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○昭和8年5月29日 御神火の自殺の名所として当時注目された三原山噴火口を探索するため、読売新
聞社のゴンドラが火口探検を行い、1,250尺(375ｍ)降下して世界記録をつくった。この年、三原山
での投身自殺者は、男性117名、女性12名と記録されている。来島者数は194,293人と激増した。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

○続いて昭和8年5月には、読売新聞社において御神火死の噴火口内の探検を目算して、大自然の神秘
を暴かんと決死的の大冒険の壮挙を遂行したのであった。課長に社会次長火口探検者に岩田得三氏、
写真班に真柄秋徳氏、その他探検学者団多数来島、この世界的一大壮挙に参画し、火山国日本の化
学的使命と、三原山噴火口自殺根絶の道徳的使命との二大抱負の上に遂行されたることは当時世上
の注目の的となったのであった。
○当時の三原山噴火口は鳴動と噴煙に凄愴な火の息吹を吐く三原山であった。濛々たる噴煙の中には
人体に痛烈なる害毒を与える亜硫酸からの猛毒が含まれているので、探検はできる限り慎重を要す
る。岩田社会次長はこの着手に先んじ石川島造船所その他で降下用のクレーン及び搭乗箱の設計探
検用の服装等について綿密なる調査研究を続けられた結果、火口底低下の決意をされ、決死的に大
冒険を敢行することに準備を整え、宮地鉄工所に降下用鉄製箱(ゴンドラ)ウィンチクレーン製作な
さしめ、一方、真柄写真課長は三原山火口の飛行機上の撮影を行う等、この世界的壮挙はいよいよ
白熱化した。
○探検者岩田社会次長、真柄写真課長をはじめ、稲葉科学部主任及び読売診療所長山田尚允博士らが
大島三原山現場に来たりクレーン工事用の基礎地質調査及び火口内温度試験、同じく動物試験を
大々的に決行し、この動物試験はモルモット6匹、ウサギ2匹、サル1匹を各々1匹ずつ木製の箱に入
れて火口から1千尺余のところまで吊り下げたもので、その結果は、サルは腰を抜かし、ウサギは
両眼の角膜混濁して呼吸困難となり、モルモット1匹、は翌日ついに死亡し、もっていかに噴火口
内に亜硫酸からの猛毒が充満し、降下することのいかに危険の伴うものなるかを知ることができた。
しかし一行はこの危険に面してますます大壮挙敢行の決意固くして、5月21日この歴史的壮途の第
一歩へ宮崎社会部長を隊長として探検隊第一班が工事担任者、大工、電話工夫一行10余名が来島、
元村三原館を探検隊本部と定め、先発隊一行は人夫200名を動員して活動を開始し、12,500ｍにお
よびぶ電話線の架設工事に着手、一方クレーン発動機その他探検用具の運搬に取り掛かり、険阻な
る登山道、当時の悪天候を克服して準備し、岩田次長らの第二班の来島を得て、人夫400名を総動
員し、血と汗の結晶はついに15日大難工事クレーン発動機の据付工事も完成した。この壮挙を見ん
ものと大島に殺到する客や島人らで火口壁一帯は空前の賑わいを呈し、これが群衆整理に青年団員
等が出動した。
○越えて26日探検隊一同は早朝元村吉谷神社に勢揃いして大壮挙の成功の祈願を込め登山、まずワイ
ヤーロープの先端に250貫余の岩盤を巻き付け、火口から800尺降下する深度試験を行って後、探検
者乗用のゴンドラによるクレーンの最後的加重試験にかかったところ、意外にも火口750尺余降下
したところ突如障害物に当たり停頓状態となった。これはさる11日の大爆発で火口壁が崩壊し、岩
床が突起したものと判った。命の綱たる昇降用クレーンを1,200尺の火口底まで探検者が下ってい
くのは、ただ綱一本を頼り、その命の綱を下げるクレーンは、その道の権威鈴木信三郎氏の図面を
基礎として石川島造船所宮地鉄工所において苦心研究を重ねて設計したもので、主柱の長さが53尺、
腕木67尺、総重量2トン半、動力は10馬力、ヤンマーガソリン機関1分間の上昇下降最大速力80尺、
クレーンによって下げる吊り箱(ゴンドラ)に搭乗するが、この構造設備は総重量150貫で、京橋の
岩瀬商会で製作にかかるゴンドラの内部には地上と連絡用電話、この電線は特に軍用電線として高
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度計湿度計磁石最高最低温度計を備え、探検者は腰かけたまま全部の用が足りる。防毒マスクと圧
搾酸素を身につけ、ゴンドラ内で呼吸する。したがって火口内の亜硫酸ガスになんら災いさるるこ
となく作業が行えるわけである。
《引用参考 廣瀬武(1937) 『三原山悲話』大島風俗保存協會》

7-1-4. 湯場
○三原山に登る途中、標高450ｍのところに通称「湯場」があった。三原山のマグマによって熱せら
れた水蒸気が吹き出るところに格子の簀の子を張り、現在のサウナのようなもので、そこで住民も
観光客も創傷や皮膚病等諸病に効能があるとして湯治したものである。
○1971(昭和46)年、大島町はこの施設を買収し、鉄筋コンクリート建てに改装、ヘルスセンター式に、
また一部宿泊施設も設けた。しかし大量の水を必要とすることや、湧出する蒸気量も期待するほど
ないため、ボイラーでサポートする必要があること等から、1984(昭和59)年には経営が廃止された。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○所在地 元町字二千坪山／交通 元町港より自動車25分
○昭和11年頃の記録に、「元村より三原山火口へ徒歩2時間(5.89km)、幅員3ｍ、村道。湯場へ徒歩1
時間半(5.34km)幅員5.46ｍ、組合道。」とあり、また名勝旧跡の中の一つとして、「湯場 元村 外
輪山の一角にある洞穴を称し、常時噴出する蒸気を利用し、湯治せるものあり、リューマチス、打
身、切傷等に特効あり、島民唯一の療養所たり」とある。
○『火山伊豆大島スケッチ』には湯場も側火山のうちの一つだとのことが、次の様に説明してある。
「外輪山の北側の山腹にある湯場は、島内唯一の噴気孔で46℃の水蒸気が噴出し、天然の蒸し風呂
として昔から島民の湯治場となっています。ここも、550年ころの大水蒸気爆発のときの直前にで
きた側火山の一つです。この噴気孔は南西の風のときにはよく吹き出しますが、北東の風のときに
は少なくなる傾向があります。爆裂火口は海岸近くにだけあります。それは割れ目を通って上昇し
てきた熱い溶岩が、地下水や地中にしみこんだ海水に接触して水蒸気爆発を起すためです。波浮港
やそのとなりのシクボはその例です。側火山は、必ず山頂の大噴火にともなってできます。側火山
だけが単独に活動するということはありません」
○島の人々が湯場を利用しはじめたのは、相当古い頃からと言われているが、1886(明治19)年8月に、
湯場に療養設備をしてほしいと言うことを、新島村ほか5箇村に『大島出張(波浮)巡査 利根川芳渓』
が今で言う、意見書を提出したことが、『伊豆大島志考』に記されている。それは、湯場の効能を
説き、設備が何もないので衛生上からも、島民の利便の上からも、各村々で資金を出しあって設備
をしてもらいたいとの趣旨であった。この意見書が6箇村に提出された後の各村々の対応は早いも
のであった。その年の10月には、新島村年寄2名に工事の世話係を委任して、工事にとりかかり、
約1ヵ月で竣工した。翌11月からは、島民が湯治のために自分で小屋掛(こやがけ)をしたり、また
は、野宿に近いようなことをしなくてもすむようになった。
○その時の記録が、町役場波浮港出張所に補完されている『波浮港村古文書』の中にある。湯場の管
理は新島村が担当することや、島民は誰でも湯場の利用は無償であることや、品行方正の島民のう
ち希望するものがあれば湯場の管理をまかせることができる、としたこと等、こまかい事項につい
て協議のうえとり決めてある。また、島民が守らなくてはならない事項を6か条にまとめて決めて
あり、日付は1886(明治19)年11月1日となっている。
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○1914(大正3)年6月に出版された、藤森成吉『波』に湯場の描写がある。「穴の中は一間半四方はな
かった。真中に格子戸のようなものが、二つ並べて倒されてある。そしてその格子の間から白い湯
気がもくもくと立ち登ってゐる。」
○大島町では、住民の福祉と健康の増進を目的とし、「湯場福祉センター」を総工費5,997万円で建
設し、1971(昭和46)年9月に開所した。廃止になる数年前より蒸気の噴出量が少くなり、廃止年に
は、ほとんど蒸気の噴出は無くなった。また経営の面でも、利用者が激減し、建物と機械器具も老
朽化して経営困難となり、遂に1984(昭和59)年4月1日をもって、島民に親しまれた湯場も廃止され
た。三原山大噴火以後、蒸気の噴出は数回あったそうだが、今は蒸気の噴出は無いとのことである。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1988) 『島の史跡 続大島編』》

No.7-2 三原山旧登山道五合目の地蔵尊
○大島の三原山は昭和の初期から自殺の名所となり、太平洋戦争が終わる頃まで若者と中心として約
3,000人もの投身自殺者があったという。こうした自殺者の供養と、若い人たちに生きることの大
切さを教戒、健全な将来を祈願するため、1935(昭和10)年、当時の登山道であるこの地に、これら
の地蔵尊が奉納建立された。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○1935(昭和10)年10月7日、三原山登山道五合目に中村不折の揮毫による「三原山地蔵尊」の石柱が
東京湾汽船によって建てられ、翌8月には仏画の第一人者木村武山による「線刻地蔵尊」が建立さ
れた。これは、自殺者の霊を慰めるとともに、若者たちに死を急ぐことなく、生きることの大切さ
を教戒することを願ってのものである。
《引用・参考 樋口秀司(2014) 「大島の歴史に見る火山活動」，『地質学史懇話会会報』第40号》

○三原山頂のバス停から御神火スカイラインを20分ほど下っていくと、左側にかつての五合目の石段
に出る近道がある。登っていくと地蔵群に出会う。左側が仏画で有名な木村武山(きむらぶざん)に
よって描かれ、自然石に刻まれた「三原山地蔵尊(線刻地蔵尊)」である。中央には、画家・書家と
して高名な中村不折(ふせつ)の筆による「三原山地蔵尊」と彫られた石柱が建っている。また奥に
は「六地蔵」と「延命地蔵」が並んでいる。これらの地蔵群は、昭和の初め頃から三原山が自殺の
名所となり投身自殺者が多くなったので、その供養のために建てられたものである。
《引用参考 東京都歴史教育研究会編(2005) 『東京の歴史散歩<下> 多摩・島嶼』山川出版社》

○元町からの三原山一日登山道を歩いて30分程で、五合目の石段に出る。かつて、大勢の観光登山客
でにぎわったこの登山道も、今は通る人も極めて少なく、樹木つる草が頭上を覆い路面もかなり荒
れている。御神火スカイラインに地蔵尊の説明板があり、ここから沢を渡り山道を越えて5分も歩
けば五合目近くに出ることもできる。五合目の石段を数段登った左側が、三原山地蔵尊の入口であ
る。一歩踏み入ると、清掃の行き届いた敷地内に立ち並ぶ石仏群に目を見張る。清掃は信者の人達
が毎月、日を定めて行っているとのことである。
○入口に一番近い所に、堂々たる丸彫りの「延命地蔵」がある。左手には宝珠をのせているが右手に
は何も持っていない。以前は錫杖(しゃくじょう)を持っていたものであろうか、その痕跡も残る。
台右裏側の刻字は「昭和九年十月吉日 横川周明建之」と読める。脇に立つ石柱には、正面に「南
無六道能化延命地蔵大菩薩」右側面には「存者福楽寿不窮 横田周明 中屋厳建之」左側面に「亡者
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離苦生安養 大教正古川尭道書」とある。
○延命地蔵につづいて、浮彫り船形光背の「六地蔵」が並んでいる。坐像・立像と交互に並び、目鼻
だちの美しい彫りである。持ち物は、幢(はた)を持った坐像2体、錫杖を持った立像2体、宝珠を持っ
た坐像と立像1体ずつとなっている。基礎にはそれぞれ寄進者の名が刻されている。
○六地蔵の奥には、三原山火山岩を巧みに用いた台座の上に、高さ幅とも2ｍ程の立派な自然石に刻
まれた「線彫地蔵尊」がある。錫杖と宝珠を持ち、腰をかけて右ひざを曲げ、左ひざを垂れた地蔵
尊は、日本画家で仏画に優れていた木村武山画伯の描かれたものである。裏面には、画家の小川芋
銭、洋画家で書家でもある中村不折、同じく洋画家の中村弘光、東海汽船元社長林甚之丞はじめ、
島内・島外の知名人賛助者77名の氏名が刻まれ、末尾に「昭和十年八月九日建之」とある。台座の
正面に刻まれた梵字は、地蔵真言といわれる。
○「中村不折の標柱」：これら地蔵群の中央に、高さ21ｍ余の御影石の標柱が立っている。正面に「三
原山地蔵尊」左側面に「昭和十年七月 中村不折敬書」と、不折特有の書風で刻され、裏面には「納
東京湾汽船株式会社 東京谷中石六謹刻」とある。中村不折の書で石に刻まれたものは珍しいとさ
れている。この標柱は長い間、敷地下方の雑木林の中に倒れて土砂に埋もれていたが、1983(昭和
58)年3月25日、地元の篤志家によって建て直された。石に刻まれた「木村武山の仏画」そして「中
村不析の書」は、ともに大島の貴重な文化財である。
○
「三原山地蔵尊建立の由来」：大島の三原山は昭和の初期から自殺の名所となり、太平洋戦争の終
わるころまでに約3,000人もの投身自殺者があったという。しかも18～25歳の若い人が多かった。
この地蔵群は、こうした自殺者の供養と、若い人達に死を急ぐことのないよう、生きることの大切
さを教戒すると共に、健全な青少年の将来を祈願するため、この地に奉納建立されたものと言われ
ている。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.7-3 都立大島公園
○1935(昭和10)年 東京湾汽船株式会社(現在の東海汽船株式会社)により開園。安永の溶岩流活用。
1938(昭和13)年、東京市に引き継がれる。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》
《引用参考 東京都大島支庁総務課編(2014) 『東京都大島支庁 管内概要平成26年版』》

○1935(昭和10)年6月 泉津海岸約170万坪に動物類を放し飼いにした大島ユートピア公園開設。その
後、東京府に寄贈され、さらに整備された。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

No.7-4 岡田港
○明治維新前までは「浦方」百姓と称して、漁業権、交易権、廻船株の取得権の特権を持ち、元村同
様、大島の行政、産業を掌握してきた。
○1940(昭和15)年1月 桟橋竣工。幾多の波乱を7月の歳月を費やし、ようやく完成した。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》
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○江戸時代末期に出された『異国船打ち払い令』のため、ここで鉄砲の訓練をしていた。島内にはこ
のような鉄砲場が数ヵ所ある。また、ここは、縄文時代中期の遺跡でもある。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》

○岡田港は伊豆大島北端の港で、現在は大島町岡田地区。旧岡田村は江戸時代から「海かた」の村と
して、船を保有して元村（現在の元町）と並んで栄えた古い港街。岡田はオカタと読むのが正しい
とされる一方で、呼びやすさから観光客に説明する上ではオカダと発音することが多い。大島の原
型となった古い火山地形の一帯で、海蝕された断崖の続く天然の良港。波風に強く、元町港に客船
が付かないときには岡田港がその役を担う。漁港が併設している。
○林芙美子と岡田村：林芙美子が『大島行』の短い岡田村の記述の中で何度も岡田を褒めている。ナ
ポリの漁師町に似ていて愉しい、マティスの描いたような渚だ、ここに来て初めて大島に来た気が
した、島の宿らしいご飯に珍しく三杯もお変わりした、短い小説でも書きたくなるほど静かで落ち
着いている、何度も言うようだが勉強するのにいい、と風景と人情、もてなし、食べ物、空気、時
間の流れ、欧州との類似、都会との対比等「大島らしさ」を多面的に評価している。岡田村をナポ
リになぞらえたのは1930年発表の『放浪記』の印税で、1931年から1932年にかけた洋行暮らしを思
い出してのことと思われる。大島には1933年に来島したとされている
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

No.7-5 大島空港
○北の山陸軍飛行場(現在の東京都大島空港)は、もともと陸軍の命令によって大島の住民が強制労働
させられた結果作られたものである。
○1944(昭和19)年1月より、元村北の山に陸軍飛行場の建設工事に着工している。各村の16歳から60
歳までの男女(ただし、3歳以下の子持ちは除く)で、病人以外は全員出役して、約200町歩の荒野に
飛行場施設と敷地の建設ならびに滑走路と防空壕、兵舎その他必要な施設の工事にあたった。完成
まで約8ヵ月間を要し、工事終了は1945(昭和20)年3月頃で、軍事に使用されることなく終戦を迎え
た。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○1964(昭和39)年6月 YS11旅客機が東京～大島間に就航、羽田との間を1日1往復、25分で結んでいる。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

No.7-6 必勝必殺の岩盤
○第二次世界大戦中、大島に16,000人程の師団がいた。終戦を迎えた数日後、兵団長の命により、三
原山外輪山岩壁に｢必殺必勝｣の文字が刻まれる。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○オリットの石垣から下りて、乗馬の道を南におよそ1,000ｍ歩いて外輪山丘陵を見上げると、切り
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立った岩盤上に鮮やかに二段に「必殺」「必勝」と大文字が彫ってある。急勾配の砂山を登り、近
寄ってみると「皇紀二千六百五年 磯兵団」の文字も刻されている。この屏風岩の刻字の経緯につ
いては、去る、昭和54年2月、この刻字を手がけたという当時の大島駐屯部隊の軍曹であった、小
久保文雄氏が来島し、その状況が明らかになった。
○小久保文雄氏は、復員して30数年経過したが、命ぜられたとはいえ、自分達で文字を刻んだ屏風岩
が、当時の部隊も島の人々にも知られずに埋もれてしまうものと心残りがあったようで、現場をみ
る念願が1979(昭和54)年2月に達せられた。その後、町役場あての礼状が来た中に次のようにあっ
た。
○
「(前略)(昭和20年)8月15日御神火茶屋(当時連隊本部に使用)にて陛下のラジオ放送を拝聴して終
戦となったが、数日後、磯兵団長からの命令で三原山外輪山岩壁(通称「屏風岩」)に「必殺必勝皇
紀二千六百五年 磯兵団」と刻むようにとの達しで、師団の中から石工職を集めたところ9名の石工
が集まり、(残念ながら石工職の方方の氏名が不明)私が現場監督を命ぜられ、毎日むすび弁当を
持って岩場に行き、屏風岩に櫓を組み、兵団長の書いた文字を小麦粉で糊を作って岩に糊張りをし
て刻んだ。9名の石屋(兵隊)が一週間ばかりかかってできあがった。刻んだ文字は朱で塗り上げた
ものだった。(後略)」
○兵団長がどのような思いで、終戦数日後に、兵隊に彫らせたのか不明であるが、将兵の士気を鼓舞
するには手遅れのような気もする。いずれにしても、大島に残された戦争の爪跡として関心のもて
る場所である。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

○1944(昭和19)年7月にはサイパンが玉砕し、戦局不利の状況が続く中、本土決戦の備えて大島守備
隊の兵力が強化された。翌年6月、第321師団(後に磯兵団と呼んでいる)を編成し、中国通で知られ
南京政府最高顧問であった矢崎勘十中将を師団長に任命した。防衛庁保存資料によると、大島への
米軍上陸の可能性について、参謀本部第12方面軍首脳部は50％と考えていたようである。第321師
団には、現地大島で臨時動員された島民も含まれており、6月末には1万人程の師団になっている。
既に1944(昭和19)年1月から元村北の山に陸軍飛行場の建設に着手しており、島民男女が動員され、
翌年3月に終了している。一方、第321師団は増員され、約1万6,000人程に膨れ上がっていた。食料
増産の期待は持てず、島民生活も困窮している時の終戦であった。
○1979(昭和54)年2月20日、一人の老人が大島町役場を訪ねてきた。この方は、三原山外輪山岩壁(通
称屏風岩)に「必勝必殺」の文字を刻んだ小久保文雄氏であった。戦後30数年が過ぎ、今どうなっ
ているのかと思って来島してきたとのことである。この時対応した大島町役場観光商工課長宛に、
5月、当時の様子を記した手紙が届いた。それによると小久保氏は当時陸軍軍曹で「8月15日御神火
茶屋(当時連隊本部に使用)にて陛下のラジオ放送を拝聴して終戦となった」が、数日後、矢崎勘十
磯兵団長からの指令で、屏風岩に「必勝必殺 皇紀二千六百五年 磯兵団」と刻むようにと達しを受
けた。師団の中から石工職を集めたところ、9名の石工職が集まり、小久保氏が現場監督を命ぜら
れた。屏風岩に櫓を組み、兵団長の書いた文字を小麦粉で糊を作って岩に糊張りをして刻み、文字
を朱で塗り上げて一週間ばかりかかってできあがった、という。手紙には、「これこそ孫子の代ま
で、御地見学の際はありし日の戦を思い浮かばせることでしょう」と述べている。
《引用参考 樋口秀司(2010) 『伊豆諸島を知る事典』東京堂出版》
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No.7-7 郷土工芸品
○木彫風俗人形：昭和初期、村おこしのひとつとして「大島農民美術組合」が組織され、活動が展開
された。たとえば、日本美術院の同人木村五郎の指導のもとに製作された「木彫風俗人形」は、か
つて昭和天皇もお買い上げになったほどの、質素の中にも格調の高い作品として高く評価された。
それらは「山帰り」「水汲み」等女性の労働着姿のものが多く、その技法を受け継いだ藤井重治等
によって、通称「一刀彫」といわれ、大島を訪れる観光客への貴重な土産品のひとつとなった。
○椿の実の彫刻：元町で旅館業を営む「南島館」の長島定一は大島独特の土産品をと考え、椿の実に
彫刻を施し、「根付け」「キーホルダー」等を製作した。昭和30年から船客待合所等で土産品とし
て販売したのが商品化の最初であるという。
○一刀彫「あんこ人形」：昭和30年代の初期、藤井重治や山田裕信らによって製作され、受け継がれ
てきたもの。椿の木肌に彫刻し、彩色した「あんこ人形」であり、あんこの素朴な佇まいが感じら
れる作品である。
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8. 昭和時代後半

戦後・昭和21年～

■1950-51(昭和25-26)年：火山噴火
○1950年7月16日、中央火口南東側の火口壁から噴火。噴石丘生成。9月13日、カルデラ床に溶岩
流出。1951年2月4日、噴火を再開。大量の溶岩流出、カルデラ壁に達する。
《引用参考 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会編(2011) 「災害史に学ぶ：火山編」内閣府(防災担
当)》

○1950年7月16日に旧火口(直径300ｍ、深さ150ｍ)の南東側火口壁から噴火。赤熱噴石が火口上
200ｍ程に頻繁に上がる。火口底で溶岩噴出。7月26日噴石丘形成、8月29日には三原山最高峰
(755ｍ)の高さにせまる。8月末には溶岩は火口底を埋め、9月13日には火口縁北西部からカル
デラ床に流出。9月23日には噴石活動休止、9月28日頃溶岩流も停止。7月と9月に島内各地で、
地磁気伏359角の測定が実施されたが、この間にカルデラ内で最大30′に及ぶ伏角減少が認め
られた。1950年8、9月地震群発。1951年2月4日に噴火再開、噴火地点は前年形成された火口の
北西約200ｍ。火口底から溶岩流出、2月下旬には火口縁から溢出し数条の溶岩流となり3月半
ばその先端はカルデラ壁に達したが4月に入り活動は急速に衰退した。4月16日に3度目の活動、
火口底に溶岩湖出現。その後噴火を繰り返し、特に6月14日頃は活発で爆発音は海岸に達し、
噴煙の高さ5000ｍ。火口付近の地形は一変し、火口底には直径300ｍ、深さ30ｍの陥没口生成。
6月28日以後数日のうちに火口中央部の陥没は50ｍに達し、旧来の中央火口が再現され、噴石
丘も北半分は崩壊した。噴出物総量3×107ｍ3。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

○7月16日午前9時15分ごろ竪坑状火孔内から噴火が始まった。前兆は同日午前9時7分過ぎの火山
性微動だけだった。スコリア丘形成と溶岩流出が起こり、9月13日には竪坑状火孔と三原山火
口を埋め尽くして、三原山山腹へ流れ出した。噴火活動は9月23日に終息し、溶岩流も24日に
は停止した。翌1951年2月4日にふたたび溶岩片の放出が開始され、2月13日には溶岩流の流出
が始まった。2月28日以降三原山火口縁を越えてカルデラ床へ流下し、4月初めに活動は終了し
た。1951年4月から6月にかけて爆発的な活動が断続的にあった。6月14日と15日の噴火では噴
煙が5,000mの高さに達した。6月27日には最大級の爆発が起こり、元町にかなりの降灰があっ
た。28日には活動はほぼ終了し、火口底中央に竪坑状火孔が再現した。
○1953-56年には竪坑状火孔内でストロンボリ式噴火やスコリア放出を伴う噴煙活動や爆発的活
動があった。1957年8月から活動が活発化し、多量の噴煙があがり、爆発が起きるようになっ
た。10月13日には新噴火口生成に伴い爆発が起こり、観光客など54名が死傷した。1958年から
1964年にかけても爆発的な活動と、噴煙活動が続き、火映現象・空振・降灰も観測された。1964
年から1969年、1974年には竪坑状火孔底内でのストロンボリ式噴火が数日から10日ほど続く活
動が繰り返され、火山灰などの降下があった。1974年後半から火山活動は静穏化した。
《引用参考 産業技術総合研究所地質調査総合センター「活火山データーベース 10伊豆大島火山地質図」
https://gbank.gsj.jp/volcano-AV/volcmap/10/index.html》

○今まで静かに上りたなびく噴煙を見て育った者には、火口から噴き出た溶岩が火口原から内輪
山を越えて2～3条程、ちょうどエスカレーター位の速さで流れ出し、その流末は砂漠を横断し
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て高い外輪山へ向かって上がってくる様は初めての経験で不気味としか言いようがなく、流れ
出した溶岩の表面はすぐ冷えて固まるが、その下部は未だ柔らかいためその方向に流れるのだ
が、「グズッ、グズッ」と音を立てながら押し流されるのを見るのは驚異であった。未だ固ま
らない溶岩を取り出し、灰皿や花瓶、植木鉢等を作って商売をした者もいたように、その限り
では長閑なものであったのだが、いつ外輪山を越えるかが重要な関心事で、外輪山の低い野増
側には堰堤が築かれ、安永年間の噴火によって崩壊したと言われる泉津側の原生林は火災防止
のために伐採作業が続けられた。これらの対策事業は全額都費による三原山噴火対策事業で行
われ、幸い外輪山を越えることなく鎮静した。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○溶岩流が内輪山を越えて流出した記録は、有史以来、第3回目であった。情緒に富んだ三原山
上砂漠が索漠たる溶岩原に変貌した(流出した溶岩は約5,000トン)。この年はまだ戦後の混乱
期であり、来島者数は73,211人であった。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

■1953-54(昭和28-29)年：火山噴火
○1953年10月5日に1951年に生成の噴石丘北側中腹で噴火、噴石活動。11月9日は10月噴火火口の
東30ｍで噴石活動、溶岩流出。12月1日から翌年2月にかけしばしば噴火、噴石活動、溶岩流出、
新火口生成。噴出物総量4×105ｍ3。西岸野増では1953年から翌年2月にかけて約4′に及ぶ地磁
気偏角の西偏が観測された。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1953(昭和28)年：地震 「房総沖地震」／津波災害
○11月26日 房総半島沖 マグニチュード7.4。各所で道路の破損／この地震による大島測候所の
震度は4であった。また、岡田で波高34cmの津波が観測された。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

■1957(昭和32)年：火山噴火
○1、6月地震群発。8～12月噴火、小爆発が続き、10月13日に新火口生成。この時の爆発で火口
付近の観光客のうち死者1名、重軽傷者53名。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1958(昭和33)年：火山噴火
○4月小噴火。6月、1957年10月生成の火口で噴火し、爆発音、降灰、火山弾。この火口の拡大状
況は、直径を比較すると1月に60ｍ、6月に150ｍ、8月に180ｍ、11月に200ｍ、12月に250ｍ。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1958(昭和33)年：風水害／土砂災害(土石流)
○月日不詳(5月28日？) 元町地区で死者18名(出典：東京都1983)
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■1958(昭和33)年：風水害 「狩野川台風」(台風第22号)／土砂災害(土石流)
○昭和33年9月、狩野川台風(平均最大36.1ｍ、瞬間最大風速43ｍ、雨量419.2mm)によって、三原
山山麓からの山津波が発生し、元町で全壊55戸、半壊49戸、死者不明各1名、重軽傷53名の被
害を生じた。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○被害家屋146戸(全壊55戸、半壊49戸、浸水42戸)、罹災者134世帯476名、死者・不明者2名。
○三原山麓大洞一帯の山林約30町歩が崩壊、大金沢、長沢などの沢伝いに、岩石、土砂などに立
木を交えた山津波となって元町を襲撃した。
《引用参考 井上公夫(2014) 「伊豆大島・元町の土砂災害史」，『地理』2014年2月号，古今書院》

○9月26日、伊豆半島に接近した台風第22号は、同日夜大島の西側を通過し、神奈川県鎌倉市付
近に上陸した。この台風により大島でも甚大な被害となった。この時の観測値及び被害状況は
次のとおりである。／観測値 最低海面気圧964.0hPa、最大風速 SSE 36.0m/s、最大瞬間風速
SSE 50.2m/s、総降水量448.3mm、最大24時間降水量374.3mm、最大1時間降水量88.0mm／被害状
況 行方不明者2名、重軽傷9名、住家全壊15戸・半壊18戸・流出3戸・一部損壊10戸、非住家
被害10戸、浸水家屋67戸、山崩れ6箇所、崖崩れ10箇所、道路損壊6箇所、農地冠水6町歩、送
電・通信線被害多数。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1960(昭和35)年：津波災害 「チリ地震津波」
○岡田で高さ1ｍ。
《引用参考 国土地理院(2006) 「火山土地条件調査報告書 伊豆大島地区」》

■1960(昭和35)年：風水害(台風第24号)
○昭和35年10月の台風24号によって南部地区簡易水道の水源である筆島からの導水管が流失し
て、御体山を経由しての導水管敷設の要因となった。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

■1961(昭和36)年：地震
○7月22日 伊豆大島近海 マグニチュード4.6。大島岡田、乳ヶ崎間で崖崩れ3、岡田で地割れ生
ず／この地震による大島測候所の震度は4であった。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

■1964(昭和39)年：地震
12 月 6 日 大島付近に発生した局地地震以後、同付近に月末までに稍顕著地震 2 回、小区域
地震を 3 回を含む(中略)地震が群発した／大島で 7 ヵ所の崖崩れあり。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》
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■1965(昭和40)年：火災 「元町大火」
○○瞬間最大風速36.2mの強風下、11日午後11時10分頃出火、翌12日午前6時45分鎮火。全焼584
棟418戸、公共建物の全焼は図書館、大島支庁、郵便局、法務局大島出張所、農協等。焼失面
積16万5,000ｍ2。罹災世帯408世帯1,273人。被害総額20億7,000万円。12日災害救助法適用。3
月までの全国からの見舞金総額1億2,880万円。
《引用参考 大島町「大島町公式サイト：大島小史」 http://www.town.oshima.tokyo.jp/history/index.html》

○1月11日夜11時10分頃、元町の繁華街で出火した炎が強風(11日最大風速 NSN 24.2ｍ/s)にあお
られ、官公庁の出先機関、商店、旅館、民家など約340戸を全焼させた。焼失面積15万ｍ2、被
災世帯700、被災者1,311人。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

○最大瞬間風速36.3ｍ。元町地区で358戸、408世帯が焼き尽くされた。
《引用参考 井上公夫(2014) 「伊豆大島・元町の土砂災害史と「びゃく」」，『砂防と治水』Vol.47.No2，全国治水砂防協
会》

○1月11日23時10分、元町の飲食店兼旅館「浜寿司」から出火、折からの強風(強風波浪注意報が
発令されていて、最大瞬間風速36.2ｍを記録)にあおられ、瞬く間に火の手は広がり、元町を
一なめにする大火となった。住家全焼：488棟358戸、非住家全焼：95棟59戸、公共建物全焼：
東京都大島支庁、大島町立図書館、消防団詰所、消防団器具置場、大島郵便局、東京法務局大
島出張所、大島農協、公共建物一部焼失：大島町役場、大島電報電話局、被災世帯及び被災者
数：408世帯1,237人、被害総額：約20億7,000万人、しかし幸いに死者は出なかった。
《引用参考 伊豆大島電報電話局編(1977) 『電信電話のあゆみ 大島』日本電信電話公社 伊豆大島電報電話局》

■1978(昭和53)年：地震 「1978年 伊豆大島近海地震」
○1月14日、伊豆大島西岸沖、深さ15kmを震源をとするマグニチュード7.0の地震が発生した。被
害は伊豆大島よりも伊豆半島東部に集中。崖崩れなどにより多数の死者を出した。大島は、地
震の規模や震源に近かったわりには軽微な被害で済んだ。被害のほとんどが元町地区に集中し
ている。被害としては、鉄筋がほとんど入っていないか、入っていても著しく腐蝕していたも
の、あるいはセメントが十分に密着していないような不完全なブロック塀が倒壊したり、傾斜
地上に高さ数ｍにも盛土して造成した地盤に大きな亀裂や落差、陥没が生ずるといった人災的
なものが多かった。家屋一部破損50戸、非住家3戸、道路損壊5ヵ所、崖崩れ16ヵ所、上水道管
故障22ヵ所。
《引用参考 気象庁地震課・石廊崎測候所・大島測候所(1978) 「1978年1月14日伊豆大島近海の地震調査報告」，『験
震時報』第43巻，気象庁》

■1979(昭和54)年：風水害(高潮)
○元町港灯台流失、野増地区で公民館他が波浪被害。
《引用参考 防災科学技術研究所(2013) 「伊豆大島 過去の災害履歴」
http://dil.bosai.go.jp/disaster/2013H25T26/pdf/izuoshima_history.pdf》
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■1979(昭和54)年：風水害(高潮-台風第20号)
○10月19日 岡田港で浸水、波浮港では中通りまで浸水。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1980(昭和55)年：地震 「伊豆半島東方沖地震」／津波災害
○6月24日～7月29日 最大マグニチュード6.7。大島測候所で震度5、岡田で57cmの津波が観測さ
れた。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

1986(昭和61)年：火山噴火
○11月15日頃から火山活動が活発となったが、1950-51年の噴火を経験し、結局大過なかったこ
とを知っている者は、内心喜んでいたのではないか。なぜなら、その頃は夜空に上がる花火を
見るようなもので、夕刻外輪山から噴火の模様を眺める島民や観光客で賑わう状態であった。
○今回の噴火によって直接住民への人的、物的被害はなかったが、島外へ全員避難という事態は
初めてのことで、しかも避難に際し島民が関係者の誘導のもとに粛々として冷静に行動したこ
とは称賛に値するとして、マスコミから大きく取り上げられ世界に報道された。
○(前略)連日のテレビ放映による大島の知名度アップ、大島町の年度予算の3倍以上と目される
国費を伴う噴火復興事業の実施による経済効果、一部地域ではあるが、水道原水の温泉化や温
泉開発の促進という天恵があった。このような噴火の教訓から、国、東京都、大島町をとおし
て火山活動の観測体制の強化や関連機器の整備、情報伝達機能の整備強化、住民の避難体制に
ついても、定例的に防災訓練を実施するなど充実が図られている。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 通史編』東京都大島町》

○11月15日、三原山山頂火口から噴火。19日、三原山斜面に溶岩流出。21日、カルデラ床～外輪
山斜面にかけ、割れ目噴火に移行。溶岩流出し、元町に迫る。全島民、島外へ避難。避難生活
約1ヵ月。
《引用参考 中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会編(2011) 「災害史に学ぶ：火山編」内閣府(防災担
当)》

○4月1～2日地震群発(島の西部、Ｍ2.7、有感38回)。7月微動開始(12年ぶり、以後噴火まで続く)。
8～11月ときどき地震群発(西部・北東部、有感21回)。11月12日南側火口壁で噴気開始。15日
17時25分頃南側火口壁より噴火始まる(Ａ火口)。15～23日山頂噴火続く、溶岩噴泉、溶岩湖、
溶岩流。19日溶岩が火口から溢れ、カルデラ床に流下。21日14時00分頃から激しい地震活動開
始。16時15分頃カルデラ床で割れ目噴火開始(Ｂ火口)。溶岩噴泉・溶岩流。17時46分頃外輪山
外側でも割れ目噴火(Ｃ火口)、20時45分Ｃ火口噴火停止。22日2時00分頃Ｂ火口の活動衰退。
21日夜、全島民1万人島外へ避難(約１ヵ月)。23日朝、山頂部爆発終わる。23日カルデラ内で
二次的な溶岩流。12月17日微動再開。12月18日17時30分頃Ａ火口より噴火、頻繁に爆発し、約
2時間続く。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》
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■1987-88(昭和62-63)年：火山噴火
○年間微動。1987年5月22～25日東部で地震群発。7～11月山頂地震次第に増加。11月16日10時47
分噴火、爆発、中央火口約30ｍ陥没。18日噴火、陥没により直径約350～400ｍ、深さ約150ｍ
の中央火孔再現。11月21日島内東部で地震群発。1988年1月25、27日山頂で小噴火。6月火山ガ
スにより間伏方面の農作物に影響。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

No.8-1 オリットの石垣
○元町港から車で登山道路を30分ほど登ると三原山外輪山に着く。御神火茶屋前を通って内輪山への
道を少し行くと観光客用の乗馬場に出る。1950～51(昭和25～26)年の噴火で流れ出た溶岩と外輪の
間に残っている砂地で、馬の通る道を南西方向に約500ｍ歩くと、右手外輪山の丘の切れ目に幅20
ｍ、高さ3ｍほどの石垣が築かれている。ここは野増に下る道の人口で「オリット」と呼ばれてい
る。「降りっ所」という意味で、元町や差木地の海岸にもオリットというところがある。
○1950～51(昭和25～26)年の噴火のとき、火山から砂漠に流れ出した灼熱の溶岩は日ごとに面積を広
げ盛り上がりを高めていった。このままでは。真先にオリットから外輪山を越え野増に向って流れ
下ることになりかねない。そこで、これを防ぎ止めようと、この石垣が作られた。幸い溶岩の盛り
上りは、そこまで高まる前に、噴火の活動はおさまったが、もし、溶岩流がここまで到達したとき、
あの大自然の猛威をこの石垣で阻止できたであろうか。今となれば、1950～51(昭和25～26)年噴火
の記念碑となった石垣である。
○この石垣を越えて一段下ったところ、灌木に紛れてうっかりすると見落しそうな一角に、コンク
リートモルタル造りの地蔵尊と線彫り石碑がある。地蔵尊は高さ1ｍ、舟形光背に高肉浮彫りの立
像で、丁寧に頭光背をつけているが、台座は三原山溶岩を積んだ上に反花かえりばなだけという簡
素なものである。右手は下げて掌を外に向けた与願印、左手は何も持たず右胸前に掌を上に向けて
いる。古い形の延命地蔵に左手宝珠、右手与願印というのがあるが、ここの地蔵尊はもともと何も
持たないものらしい。姿、形が整っており、顔だちの良い地蔵尊ではあるが、セメント造りのため、
風化が進んでいる。左側の石碑は全く意味のわからないもので、「長命」「ゆめ明けて人の心 百
十一面観音」「昭和十年三月十八日」とあり、寄進者の名前も本名ではないと思われる。中央に観
音像らしい姿が線彫りされているが、百十一面観音というのは知られていない。十一面観音には似
つかず、むしろ白衣観音、聖観音の変形ではないかとも思われる。地元野増の人の話によると、2
体とも三原山投身自殺者を供養するために建てたものらしいということだけで、詳しいことはまっ
たくわかっていない。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

8-1-1. 溶岩灰皿
○緩斜面を流れる熔岩は、黒いシュークリームのような殻をまとっていて、その割れ目からは水あめ
状にドロドロに溶けた真っ赤な溶岩がのぞいていた。そこに長さ1ｍ強、直径5㎝ほどの生の丸木を
突き立て、溶岩を絡め取り、引き出し、すぐさま砂の上に置いて、固まらぬうちに手早く丸木の先
を圧しつけ、容器の形に成形した。初めてのおもしろい体験で、大人も子ども一緒になって熱心に
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取り組んだ。使用目的など度外視して始めたが、素材・技術・サイズから、植木鉢と灰皿にしかな
らず、いつしか溶岩灰皿と称されるようになった。
《引用参考 大村森美(2014) 「1950～51年三原山噴火の体験記憶」，『地質学史懇話会会報』第40号》

No.8-2 航空慰霊碑(もく星号遭難者慰霊碑)
○外輪山、歌の茶屋前を南にそのまま行くと、広場に出る。左手に階段の道があり約20ｍほど登ると
東側、内輪山に向いて「航空慰霊碑」と「副碑」が建立されている。その先には、東京電力の無線
塔とNHKのパラボラ・アンテナが見える。1952(昭和27)年4月9日、羽田空港発の大阪経由、福岡行
き、マーチン202型、双発機「もく星号」が乗客、乗員37名を乗せ、大島三原山内輪、白石山付近
の裏砂漠に墜落、遭難した。この事故をいたみ、1953(昭和28)年10月に、この地に「航空慰霊碑」
として建立したものである。碑文には、「昭和27年4月9日、日航もく星号がここ三原山頂に於て遭
難し、内外人37名の方がたが犠牲となられました。吾等は不祥事を再び繰り返すことなきを期し、
遭難者の冥福を祈り且航空技術の向上発展を念願して、江湖の御賛助の下にここに建碑する次第で
あります」とある。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.8-3 マイアミ球場
○1957(昭和32)年 岡田にマイアミ球場完成
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：大島小史” http://www.town.oshima.tokyo.jp/history/index.html》

○乳ヶ﨑の先端を向かう道を10分も歩くと、三原山全体を見渡せる場所がある。三原山の裾がなだら
かなのは、大島が玄武岩という柔らかい溶岩からできているためである。山の方を見上げると「マ
イアミ球場」を見つけることができる。古い火口を利用した野球場である。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》

○
「火口は丸く平らです。火口の縁は盛り上がっています。火口の平なところは、ホームベースから
センターまでよりも広いです。それで、古い火口を野球場にしました。火口の縁まで打球が飛ぶと
ホームランです。」
《引用参考 伊豆大島ジオパーク推進委員会(2011) 『伊豆大島ジオパーク わくわく探検ガイド』》

No.8-4 大島町郷土資料館
○1982(昭和57)年、大島の自然を愛し、祖先の残した貴重な文化遺産を少しでも多く残したい。そし
て後世にも引き継ぎたい。こんな願いから大島町郷土資料館が出来ました。 館内には、約300点の
貴重な展示物があり、中には東京都指定文化財も展示しています。また、付近には、往時の暮らし
を再現した古民家などがあります。 海と大島・大島の現況・大島の自然・大島の火山活動土器と
石器・鏡と仏像・民家と民具・婦人の風俗祭礼・伝承など厳しい条件の中で必死に生きた先人達の
姿が思いおこされます。
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《引用参考 大島町“大島町公式サイト：大島町郷土資料館” http://www.town.oshima.tokyo.jp/highlight/kyodo-shiryo.html》

○大島の成り立ち、歴史、民俗が学べる大島町郷土資料館。厳しい自然 環境の中で生き抜いた先人
たちの姿に想いを馳せてみませんか。 「大島の火山活動」を始め、「海と大島」、「縄文時代の
土器・石器」、「婦人の風俗」、「大島の祭り」等々郷土民族資料が約600点展示。また、波浮港
を開いた「秋広平六」の事跡を紹介したものと、島の高校生が製作した「あんこさんと高校生」の
映像をごらん頂けます。あんこさんの衣装を着ての記念撮影も出来ます。休憩室もあります。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会「大島郷土資料館」，http://www.izu-oshima.or.jp/work/look/siryou.html》

No.8-5 海のふるさと村
○1684～90(貞享元～元禄3)年 貞享大噴火溶岩流が海食崖を下って作った溶岩扇状地の北端にある。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

○1986(昭和61)年6月にオープン。ロッジ、キャンプ場、プール、テニスコート、自然散策路等が整
備された複合施設。中央に吊り橋があり、下には砂の川が海(メメズ浜)へ続く。毎月1回、各分野
に精通した専門ガイドを招いて「宿泊自然教室」を開催している。
《引用参考 伊豆大島火山博物館～野外観察グループ～『伊豆大島 野外観察ルートガイドブック』伊豆大島火山博物館》

No.8-6 Ｃ火口割れ目噴火跡
○1986(昭和61)年11月15日、三原山は12年ぶりに噴火し、11月19日には1951(昭和26)年以来35年ぶり
に、溶岩が火口壁を越えてカルデラ内にあふれ出た。11月21日には中央火口北側のカルデラ内での
割れ目噴火に続いて外輪山北山腹でも割れ目噴火が始まり、あふれ出た溶岩が長沢沿いに流下し、
元町のはずれまで200ｍの距離に迫った。これにより、大島で初めての全島民一斉避難となり、当
時大島島民は１ヶ月におよぶ避難生活を余儀なくされることとなったのである。
○20年を経過した現在では、割れ目火口にも、溶岩流にも植物が生い茂り、当時の様子は見られなく
なってきている。割れ目火口は当時の道路を分断しており、噴火活動終息後は遊歩道も整備され、
徒歩で観察することができるようになっている。
《引用参考 東京都教育庁大島出張所編(1985) 『島の史跡 大島編』》

No.8-7 Ｃ火口溶岩流遊歩道・溶岩樹型
○1986年の割れ目噴火で外側の山から溶岩流が流れ下り、元町に迫った。東京消防庁の隊員(大島出
身10名が派遣)が、海水をミキサー車で運んで水槽に貯め、ポンプ車で海水をかけて溶岩の流れを
くい止めた。○この時の溶岩が流れる速度は時速1ｍだった。
○現在は、遊歩道、公園が整備されている。溶岩の断面から内部の構造を観察することができる。
○溶岩樹型：1986年、Ｃ火口裂から出た溶岩流が樹木を襲い、樹木に覆いかぶさった溶岩が、樹木を
焼き尽くしながら、樹木の形を残し冷え固まったもの。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》
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9. 平成

平成

■1990(平成2)年：地震／津波災害
○2月20日～25日 伊豆大島近海 マグニチュード6.5。大島で負傷者1名、崖崩れ3ヵ所、道路被害
21ヵ所、住家一部破損1棟。岡田で32cmの津波観測。
《引用参考 大島町史編さん委員会編(2000) 『大島町史 自然編』東京都大島町》

■1990(平成2)年：風水害(高潮-台風第19号)
○9月、岡田港桟橋で自動車4台流失。
《引用参考 防災科学技術研究所(2013) 「伊豆大島 過去の災害履歴」
http://dil.bosai.go.jp/disaster/2013H25T26/pdf/izuoshima_history.pdf》

■1991(平成3)年：風水害(台風第21号)／土砂災害(崖崩れ)
○10月5～13日 崖崩れ、土砂崩れ、倒木。期間降水量555.5mm、最大1時間降水量20.0mm。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1992(平成4)年：落雷
○7月14日 住家一棟全焼、島内一部停電。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1992(平成4)年：風水害(強風)
○11月6～8日 ビニールハウス破損計23棟(被害額約145万円)。最大風速 NNE 14.7m/s、最大瞬間
風速 NE 32.4m/s。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1993(平成5)年：風水害
○7月4～5日 道路冠水 路面剥離、林道等法面崩落8箇所、床上浸水2棟、床下浸水6棟。期間降水
量222.5mm、最大1時間降水量84.5mm。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1997(平成9)年：風水害(台風第7号)
○6月18～20日 家屋一部損壊、ビニールハウス損壊数箇所。最大風速 SSW 17.3m/s、最大瞬間風
速 S 36.4m/s、期間降水量105.5mm、最大1時間降水量14.0mm。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1997(平成9)年：風水害(高潮-台風第20号)
○9月19日 波浮港中通りまで浸水
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《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■1998(平成10)年：風水害(台風第5号)
○9月14～16日 住家一部損壊6棟、停電960戸。最大風速 SW 33.3m/s、最大瞬間風速 SW 38.7m/s。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2000(平成12)年：地震
○6月26日～ 新島・神津島近海の群発地震 最大マグニチュード6.5。最大震度6弱。死者1名、負
傷者13名。住家全壊4棟、住家半壊15棟、一部損壊162棟。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2000(平成12)年：風水害(台風第3号)／土砂災害(崖崩れ)
○7月7～8日 がけ崩れ6箇所、小規模土砂流出12箇所、公共施設損壊3箇所、ビニールハウス損壊
多数、船舶流出1隻・損壊1隻、道路陥没1箇所(被害額計1,129万円)。期間降水量416.0mm、最
大1時間降水量59.0mm、最大風速 N 18.7m/s、最大瞬間風速 NNW 37.2m/s。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2000(平成12)年：風水害(竜巻)
○12月25日 住宅半壊1棟・一部損壊1棟、非住家損壊2棟、ビニールハウス倒壊3棟、倒木20本以
上、送電線断線による停電。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

○泉浜付近に上陸。民家、大島高校のビニールハウスを壊し、大島高校周辺にあった杉の木を150
本倒した。

■2002(平成14)年：風水害(台風第21号)
○9月30日～10月1日 住宅半壊・全壊各1棟、一部停電、貨物船座礁、護岸破損、農業被害額17,867
千円、町道冠水。最大風速 SW 20.7m/s、最大瞬間風速 SSE 45.7m/s、期間降水量165.0mm、最
大1時間降水量50.0mm。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2002(平成14)年：風水害(竜巻)
○10月6～7日 住宅全壊1棟・一部損壊1棟、倒木多数。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2003(平成15)年：風水害(台風第15号)
○9月21～22日 家屋一部損壊2棟、非住家一部損壊1棟、倒木6箇所、街灯損壊2箇所。最大風速 NNE
16.8m/s、最大瞬間風速 NNE 33.0m/s。
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《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2004(平成16)年：風水害(台風第22号)
○10月8～9日 ビニールハウス等破損19箇所23棟、街灯破損1箇所、公共文教施設屋根一部破損2
箇所、住宅一部損壊14棟、倒木20箇所、非住家全壊2棟・一部損壊7棟。期間降水量245.5mm、
最大1時間降水量30.0mm、最大風速 SW 27.0m/s、最大瞬間風速 SW 51.5m/s。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2004(平成16)年：風水害(台風第23号)
○10月19～21日 住家一部損壊及び海水浸水2棟、非住家全壊1棟、海岸転落防止柵一部倒壊3箇所、
元町港船客待合所の防潮扉及びガラスドア破損、波浮港港内進入道路ガードパイプ破損、岡田
港先端ケーソン倒壊、蓄養施設のドア破損、離岸提テトラポット飛散、ビニールハウス損傷2
棟、礒岩の飛散及び一部冠水1箇所。最大風速 SSW 17.1m/s、最大瞬間風速 SSW 31.0m/s、期
間降水量122.5mm、最大1時間降水量11.0mm。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2005(平成17)年：風水害／土砂災害(崖崩れ)
○5月30～31日 林道崩土5箇所・路肩崩壊1箇所、都道倒木2箇所。期間降水量203.5mm、最大1時
間降水量67.5mm、最大風速 NE 14.20m/s、最大瞬間風速 NE 29.2m/s。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2005(平成17)年：風水害(台風第11号)／土砂災害(崖崩れ)
○8月25～26日 林道一部崩壊(5㎥)、住宅一部損壊52棟、波浮港標識灯流出1箇所、街灯倒壊2箇
所、車庫等全壊3棟・一部損壊26棟、倒木多数、土砂崩れ1箇所、自主避難者4世帯4人。期間降
水量292.0mm、最大1時間降水量41.0mm、最大風速 SSW 24.4m/s、最大瞬間風速 S 57.0m/s。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2007(平成19)年：風水害(台風第9号)／土砂災害(崖崩れ)
○9月5～7日 住宅一部損壊9棟、倒木多数、消波ブロック飛散17個、根固ブロック移動・飛散6
個。期間降水量244.5mm、最大1時間降水量31.0mm、最大風速 SSW 21.2m/s、最大瞬間風速 SW
41.2m/s。
《引用参考 東京管区気象台気候・調査課 編(2010) 『大島測候所のあゆみ 71年間の足跡』東京管区気象台》

■2013(平成25)年：風水害(台風第25号)／土砂災害(表層崩壊)
○10月15～16日、24時間雨量824mm。元町神逹、元町2・3丁目被災。死者36名、不明3名、被害住
宅203件・非住宅182件。
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No.9-1 火山博物館
○1990(平成2)年7月開館。火山噴火についての過去の記録を掘り起こし、最新情報を科学的に処理す
ることが将来の防災へ繋げることであり、火山博物館がその使命を果たしている。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○三原山の火山活動や災害をはじめ、全国の火山の様子を展示・解説している伊豆大島火山博物館は、
1986年の三原山噴火後に建設された。展示室内に伊豆大島ジオパークに関するパネルを設置し、別
室にはジオパークコーナーを設けている。エントランスホールには、気象庁の協力を得て三原山の
監視モニターを設置し、来訪者がいつでも見ることができる環境を整備している。
《引用参考 伊豆大島ジオパーク推進委員会(2014) 「伊豆大島ジオパーク現況報告書 2010～2014」》

9-1-1. 御神火スカイライン
○元村三原山線着工以来33年目完成(噴火復興事業)
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：大島小史” http://www.town.oshima.tokyo.jp/history/index.html》

○1989(平成元)年 御神火ラインが開通するなど、「古畑」地区であった斜面中部の「神達」地区に
多くの人家が建立されるようになった。
《引用参考 井上公夫(2014) 「伊豆大島・元町の土砂災害史と「びゃく」」，『砂防と治水』Vol.47.No2，全国治水砂防協会》

No.9-2 元町浜の湯ほか(温泉の恵み)
○浜の湯：1990(平成2)年8月オープン。元町港のすぐ近く、長根浜公園内にある温泉施設。1986(昭
和61)年の噴火の時に、地下水がマグマの熱で温められて湧き出た温泉を利用。伊豆半島や富士山
が望める眺望抜群の水着着用の混浴露天風呂。島民たちの憩い場、観光客と島民とのふれ合いの場
でもある。
○隣接して、1999(平成11)年に同じく町営の天然温泉御神火温泉が落成。地下水を利用していた中学
校の屋外プールも温泉となる。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

No.9-3 三原山溶岩トンネル(ホルニト)
○2006(平成18)年1月 三原山溶岩トンネル(ホルニト) 初公開、総延長43.75ｍ、国内ではもっとも新
しい溶岩トンネル。
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：大島小史” http://www.town.oshima.tokyo.jp/history/index.html》

No.9-4 火山砂防施設
○1986(昭和61)年噴火を契機に、建設省(当時)は平成元年「火山砂事業」を新設。東京都では、これ
を受けて緊急性が高い伊豆大島を「総合溶岩流対策事業」に位置付けて、平成2年度基本計画を策
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定した。大島の火山活動は、大量の溶岩流噴出と降下火山灰が特徴的であるため、溶岩流や火山泥
流を対象とした堆積工・導流堤などを整備するハード対策と、雨量計の設置等のソフト対策から構
築されている。
○
「大宮沢溶岩導流堤」野増地区への溶岩流の流下を抑制するため、溶岩を海まで導流する堤防を整
備した。
○
「長沢(元町地区)」1986(昭和61)年の割れ目噴火に伴い流出した溶岩により、流路が埋塞され、災
害復旧事業により流路の付け替え及び堰堤(本川堆積工)が整備された。元町地区を流域下にもつ渓
流で保全対象が多く、現在捕捉工及び堆積工を施工中である。
○
「北の山川(元町(北の山)地区)」北の山川は、三原山外輪山斜面を刻む急な渓流であり、渓岸には
スコリアや火山砂等の流出しやすい土砂が堆積している。
○
「大金沢(元町地区)」大金沢は元町地区を流域下にもち、保全対象が最も多く、土石流氾濫予想区
域に小学校があるなど、早期に整備が必要な渓流である。2013(平成25)年10月16日台風第26号によ
る土石流災害発生を受け、現在全体計画見直しを実施している。
○
「八重沢(元町地区)」2001(平成13)年に堆積工、2007(平成19)年度末に砂防堰堤が完成し、八重沢
の土砂整備率は67％となった。
《引用参考 東京都大島支庁『伊豆大島総合溶岩流対策事業』》

○噴火の際の溶岩流から被害を最小限に食い止めるには、流れを止めるか流れの進路を変えるかの2
通りである。1986(昭和61)年の噴火で元町へ向かったＣ火口溶岩流は海水をかけ冷やして止めた。
この野増大宮沢の堰は野増の人家を迂回させ、誘導して溶岩流を海へ流す方法を採用した。計画的
に施行された施設としては世界初のものである。
《引用参考 一般社団法人大島観光協会“伊豆大島ジオパーク・データミュージアム” http://oshima-gdm.jp/》

○大規模噴火の際、外輪山から流れ出した溶岩から集落を守るため、日本初の「溶岩導流堤」が作ら
れている。有珠山には泥流の、雲仙普賢岳には土石流の導流堤がある。
《引用参考 伊豆大島ジオパーク推進委員会『伊豆大島ジオパークパンフレット【外周編】』》

○野増地区「大宮橋」完成。橋長：92ｍ×幅17ｍ。工事費7億8千万円。溶岩導流堤付随。
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：大島小史” http://www.town.oshima.tokyo.jp/history/index.html》

No.9-5 椿花ガーデン
○自然林に囲まれた広い敷地のうさぎの放し飼いでは、楽しく餌付けが体験できます。他にもゴー
カートやパターゴルフなどがあり「富士見の丘」の眺めは素晴らしくのんびりがオススメ。6月の
あじさい また秋には早咲きの椿が咲き始め、冬には数百種の椿園の椿が満開となります。
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：椿花ガーデン” http://www.town.oshima.tokyo.jp/highlight/tsubakibana.html》

No.9-6 ぶらっとハウス
○2001(平成13)年7月オープン
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○ぶらっとハウスでは、伊豆大島の獲れたての新鮮な野菜や切り花、大島牛乳など、数多くのものを
販売しています。直売所には、大島の農家が作ったジャガイモ、キュウリ、ナス、トマトなどの季
節野菜、地玉子やガーベラ、トルコギキョウなどのお花もおかれています。ソフトクリームや季節
の素材と大島牛乳を100％使ったアイスクリームも好評です。
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：ぶらっとハウス” http://www.town.oshima.tokyo.jp/highlight/buratto-house.html》

No.9-7 ふるさと体験館
○2005(平成17)年7月リニューアルオープン
○大島の自然体験、文化体験をメインに「田舎でのゆとり休暇を過ごす」施設です。椿油絞り体験、
草木染め体験、あしたば摘み取り体験、郷土芸能体験、陶芸体験ができます。
○椿油絞り体験：昔ながらの方法と最新の方法で作った、ツバキ油の香りや質の比較、搾りたての油
で明日葉など炒めてツバキ油の風味を味わう事が出来、お土産にツバキ油をチョッピリプレゼント
いたします。
○草木染め体験：椿染めをはじめ草木染めが作業の様子を見ながら、あなたにも体験できます。銅や
鉄の溶液で媒染して、自由に色の変化を楽しむ事もできます。アイロン仕上げ後、すぐにお持ち帰
りになれます。
《引用参考 大島町“大島町公式サイト：ふるさと体験館” http://www.town.oshima.tokyo.jp/highlight/kyodo-geino.html》

No.9-8 山頂ジオパーク展
○東京都大島支庁の協力のもと、三原山山頂口の避難休憩展望所を土日祝日等に無料開放する「山頂
ジオパーク展」として整備した。ネイチャーガイドクラブやジオパーク研究会のガイドが解説して
ジオパークを楽しめる環境を整え、悪天候の場合でも来訪者はその魅力を味わうことができる。ガ
イドそれぞれが自らの言葉でジオパークを紹介するとともに、島出身者は自らの噴火体験談を話す
ことによって来訪者の心を惹きつけ、また、ガイド自身が学ぶよい機会ともなっている。
《引用参考 伊豆大島ジオパーク推進委員会(2014) 「伊豆大島ジオパーク現況報告書 2010～2014」》

No.9-9 椿園・新町亭
○1772(安永元)年、大工棟梁 清五郎によって元村25番地に建てられた。藤倉電線株式会社の中内春
吉氏が産業復興のため、椿油製造工場として経営し、大正7年の皇太子殿下行啓視察の栄を贈った。
昭和34年頃、現在のこの地に移転し、ホテルの施設として使用していた。地元、吉谷神社氏子南組
若い衆の踊りの練習場としても開放していた。
○大島に残っている数少ない江戸時代の建物のひとつ。『奇跡の建物』と呼ばれるほど、数々の災害
に耐え、椿園の一画に現在の姿を保っている。戦後は寮に改築されたり、移築されたりもしたが、1958
年狩野川台風、1965年元町大火、1986年三原山噴火、そして2013年土砂災害にも耐えることができた。
《引用参考 ホテル椿園提供資料》
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No.9-10 火山観測機器・火山防災対策
○伊豆大島火山防災マニュアル、噴火シナリオ、噴火警戒レベル、避難計画、緊急減災計画、火山防
災マップ、総合防災訓練
○伊豆大島ジオパークおよび気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所が連携し、防災のしくみをわかりや
すく解説したポスターの掲示や防災勉強会の開催など、住民向けの減災啓発活動を行っている。ま
た、気象庁職員の火山調査観測にジオパーク関係者が同行して火山観測機器を見学し、三原山の火
山活動の状況や観測体制等について学んでいる。2014年9月御嶽山噴火災害を踏まえ、大島町防災
対策室と気象庁伊豆大島火山防災連絡事務所は、観光客向けのポスター掲示やヘルメットの無料貸
し出しなどの緊急的な安全対策を実施した。推進委員会では、突発的な噴火が発生した場合には、
観光客が最初に影響を受けることから、防災の担い手としてのジオガイドの役割が非常に重要と考
え、ガイド教育を行うことにしている。
《引用参考 伊豆大島ジオパーク推進委員会(2014) 「伊豆大島ジオパーク現況報告書 2010～2014」》

80

