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小笠原 へ、い ざ出発！

ひ

ざ

さんばし

初め て小笠原 へ旅立っ た時のこと 。午前中 に東京の 竹芝桟橋
を出た船 は、房総の 山々を左 手に見送り 、伊豆 大島の沖を 航行

かんぱん

して いった。真 夏のまば ゆい日射 しによって 、藍色 の海に立つ
さざ波が 銀色にきら めいてい る。円い 水平線の 彼方に見 えるの

な

は、 水球を包 み込む白い 光ばか り……。甲 板に立つ 僕が探し 求
めている のは、島影 や船体で なくても 、せめて 海鳥が飛 ぶ姿だ
った 。入道雲 を頂く三原 山が消 えてから、 凪いだ外 海はけだ る
さすら感 じさせた 。船の速度 は ノット 、自動車で ゆっくり 走
るぐ らいなの だから。
航海は まだ一日 近く続く。 望遠鏡 を目に当て ると、水 面すれ

す れのところ を、カ モメが飛ん でいるで はないか！ 数羽で 群
れており 、しば らく空中を 進んでい くと、疲 れて着水す るのだ
が 、遅れまい として 飛び立つ。 そのさま がまるで 、海中から 噴
き出し てくるか のような のだ。
ずっと立ち 通しだ ったせいで 、足が少 し重くなっ てきた。 ２
等船室 に戻って 、客の間 でごろりと なる。凪 いでいる せいで、
固い床が揺りかごみたいに感じられる。うとうとしたところで、
ふた たび甲板に 出てみる と、空は かなり雲が 広がっ ていた。
「雨です ね」
傍ら にいたお じさんが 言った。一 瞬、耳を 疑ったの だが、先
ほどまで の晴れ間は 消えて、 たちまち 本降りの 雨となっ た。船
室に 逃げ込む と、開け放 たれた ドアを通し て、灰色 となった 後
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方の水 平線に、 シャワー が降り注ぐ 境界を認 めた。外 側はすで
に晴れてお り、遮る もののな い海では、 気象は 前触れもな く変
わる らしい。
船が 八丈島の 沖を通過 したのは、 すでに西 の空が燃 える時刻
だった。 いったん焼 けた空は 透き通り 、夕闇が ゆっくり 忍び寄
って きた。こ のまま眺め 続けて いても、前 方には夜 の海しか 待
っていな い。無為の まま潮風 を浴びな がら、僕 は過去の 歴史へ
と思 いを馳せ ていた。
る にん
近世ま での庶民に とって、 八丈島や 三宅島は 流人のた めの島
であ って、そ れより南 方は未知 の海域だ った。僕が 向かって い
さだより
ぶんろく
る島々に は、小 笠原貞頼とい う人物 によって、 文禄年間 に発見

けいせい か

はやし し へい

さ れたという 伝説が ある。小笠 原の存在 は江戸幕府 には知ら れ
えんぽう
ており、 延宝年 間（十七世 紀後半） には詳細 な地図まで 作られ
ていた。仙台藩士の経世家、 林 子平は『三国通覧図説』（一七
え ぞ ち
八五） の中で、 蝦夷地や 琉球などと ともに、 小笠原の 地理も紹
介しており、 同書は 半世紀後に 仏語訳が 出ている 。
と こ ろで 、 小 笠原諸 島は 欧 米で は、 Bonin Islands
と も呼 ば
ブ ニン
れていた。 これは日 本語の無 人がなまっ たもの とされる。 長ら
く放 置されてい た島々に 、捕鯨で 立ち寄った アメリ カ人やハワ
イ系住民 が住み着い たのを知 った幕府は 、あわ てて八丈島 の島
民らを移住させて、小笠原が日本固有の領土であると主張した。
た だ し 、 諸 外 国か ら 領 有が認 め られ たの は 、『 三 国通 覧 図説 』
の仏 語訳のお かげともさ れ、正 式に日本領 となった のは、一 八
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七五年 明(治八 の
) ことで ある。在住 していた アメリカ 人らは日
本に帰化し て、欧米 系日本人 の先駆けと なった のである。
わが 国の歴史 の中で、 長らく日本 の支配が 及ばなか った境界
まで、僕 は来てしま ったこと になる。し かし、 まだ航海は 三分
の一 も済んでい なかった 。

かざかみ

上 空には細長 い筋雲が 、水平線 には入道雲 が広が っているだ
けなのに 、強風で吹 き飛ばさ れた雨が 、前方か ら斜めに 降って
くる 。船は今 、黒潮を横 切って 風上に向か ってひた 走る。左 右
に引き裂かれた海水は、怒号を上げて白いしぶきをまき散らす。
いく ら眺めて いても、 大洋の真 ん中では 、眺めは変 わり映え し
ない。し かし、 一つとして同 じ形の 波はない。

シ ャワー室 へ移動し た。どこ と言って 変哲もない のだが、 ソ
ープで泡 立った お湯が、船 の揺れで 左右に波 打ち、たま ったと
こ ろで一気に 排水溝 に流れ込む 。一方、 トイレの 方は、水を 節
ふた
約する ための工 夫がされ ていた。用 を足した 後、便器 の蓋を閉
めてスイッチ を押す と、真空の 力によっ て流され て、掃除機 が
大きな 物を吸い 込んだよ うな音がす る。
夜中は甲板 に出る ことが禁止 されてい る。暗い 広がりに波 し

ざ

こ

ね

ぶき を眺め、単 調な揺れ に身を任 せていると 、吸い 込まれそう
、ま
、い
、に襲われるからだ。船体の客室で横になると、ほの明
なめ
るい 床に雑魚寝 なので、 島流しに された罪人 の気持 ちになる。
エンジンの震動と音がすさまじく、地響きで大地震が来る夢や 、
大風 で建物が 吹き飛ばさ れる夢 を見た。両 脇の鉄板 にかかる し
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ぶきの 音を聞い て、大雨 が降ってい るのでは ないかと 思った。

小 笠原のジ ャングル

なこうど じま

朝 食を終え て甲板に 出ると、 日射しが やけにまぶ しい。八 時
むこ じま
過ぎ、 聟島列島 が見えて きた。最も 大きいの が聟島で 、次いで
せつけん
いくふり
針の岩が迫ってくる。石剣が幾振も海から突き出した形である。
その脇 を通過す ると、中 央に 媒 島 、水平線に 嫁島が見 えてく
る。
父島 に到着し たのは、 予定より三 十分早い 十一時頃 。二見港
は波の穏やかな入り江である。沖縄のような古い文化はないが、
光線 の強さは南 国そのも ので、港 の白壁は亜 熱帯の 光を反射す
る。
と りあえず、 空腹を満 たすこと にした。小 笠原の 名物といえ
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ば、島 寿司であ る。これ は八丈島で も見られ るが、サ ワラを醤
み りん
油と酒、味 醂に漬け たものに 、洋がらし をつけ て握ってあ る。
淡泊 な魚には意 外と合う 。地味な 味だけれど も、い くら食べて
も飽きが 来ない。
小笠 原村観光 協会に足 を運び、ジ ャングル フィール ドのツア
ーに予約 を入れる。 一時半ま で時間が あるので 、大村海 岸を歩
いて いると、 人なつっこ いお婆 さんに声を かけられ 、小笠原 ビ
ジターセ ンターを訪 れること にした。 その間、 いろいろ なこと
を聞 かせても らった。
太 平洋戦争 中も、島は 戦中ら しい様子も なく、白 米に刺身 を
食べてい た。と ころが、昭和 十九年 に初めて空 襲があり 、やが

て 成年男子を 除く全 島民に引揚 げの命令 が下った。 お婆さん の
身内は、 マリア ナ諸島から 戻る途中 で、アメ リカ軍の攻 撃で船
も ろとも沈め られた 。
お婆さ んが小 さかった頃 は、オカ ヤドカリ を捕まえて 、これ
かせ
を子供の遊び 相手と して売るこ とで、小 遣い稼ぎ をしていた そ
うだ。今のように、店で働いて金をもらうことはなかったので 。
その頃は本 土まで船 で三日、 明治時代に は八日 もかかった とい
う。 一日余りの 船旅で疲 れ果てた 僕には、途 方もな い長さの時
間である 。
ビジ ターセン ターで島 の自然や歴 史ついて 、展示品 を眺めて
いた。間 もなく一時 半になろ うとして いた。ジ ャングル フィー
ルド のツアー の車が迎え に来た 。長身の青 年がガイ ドで、他 に
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はつ ね うら

女性客 が三名ほ どいた。 目指すのは 初寝浦展 望台であ る。
火山活動で 生まれ た父島は、 起伏がか なり激し く、見上げ る
ばか りの急坂を 、エンジ ンの馬力 を上げて登 ってい く。途中で
さかい うら
境 浦 を通過 したが 、ア メリカ軍 の攻撃で座礁した船 が、甲板
を残 して海中に 沈んでい た。
あい

車 を坂の途中 で止める と、けも の道のよう な草ぼ うぼうの隘
ろ
路を進ん でいく。小 笠原特有 の動植物 が見られ る。島の 植物の
うち 、四割が 固有種であ る。
つぼみ
ホ ナ ガ ソ ウ は 蕾 が 紫 色 の 花を 、 順 々 に エ レ ベ ー タ ー み た い
、ろ
、こ
、状の幹に○と漢
に咲 かせてい く。マル ハチとい う木は、 う
字の八を 逆さに した模様がつ いてい る。一枚の 葉が両腕 を伸ば

し た長さのシ ダで、 人の背丈以 上の高さ を誇る。本 土では草 で
あ る 植 物が 、「東 洋 の ガ ラパ ゴ ス」で は樹 木 と し て進 化 し て い
た 。タコノキ は根が タコ足状に 広がって いる。ア ダンに似た 実
をつけ 、固い実 を割ると 、中にナッ ツのよう なものが 入ってい
て、甘酸っぱ い味が するのだそ うだ。
途中の 谷川で 一休み。マ ルハチの 下の流れ には、小笠 原固有
の小さなア メンボと 川エビが いた。ムニ ンノボ タンは最後 の一
株が 折られたの で、バイ オテクノ ロジーで複 製され たクローン
の株が、 数本植えら れていた 。
海が見え てきた。 二見港の 反対の東側 に出た のである。 そこ
には乾性の低木が生えている。シマムロは別名香木とも呼ばれ、
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ヒノキ に似た香 りを、折 れた枝から 発してい る。
初寝山の頂 上まで 来た。左方 の崖下が 初寝浦の 砂浜で、正 面
の下が石浦である。沖にはサーフィンの若者が集まっていたが、
波が穏や かすぎて、 さざ波と 戯れている といっ た感じであ る。

か ない み さき

本土 で見られる スズメも カラスも 、ここでは ほとん ど見かけな
しおさい
い。潮騒のほかには何も聞こえない。海上に浮かぶ小島が東島 、
左方 に延びて いるのが兄 島の家 内見崎であ る。その 間が兄島 瀬
戸で、幅は八百メートルしかないが、流れはかなり速いらしい 。
、ま
、い
、がするほど崖は切り立ってる。太平洋の青い水平線は
め
弧を描い ている。 木の幹にア ノール トカゲが、 じっとは りつい
てい た。暑さ をしのい でいるの である。 全身が緑色 の珍しい も
のだが、 これは アメリカ原産 の帰化 動物なのだ そうだ。

僕 が目にし ているの は、小笠 原の自然 のごく一部 だ。火山 が
噴火して できた 島々は、遠 い昔にマ グマの供 給が止まり 、山は
風 雨に削られ て老年 期にさしか かってい る。あと 十万年もす れ
の
ば、東 側にある 伊豆小笠 原海溝に呑 み込まれ る。その 時、島が
育んだ固有種 も、運 命をともに すること になるの だ。
本当はユー スホス テルに泊ま りたかっ た。見知 らぬ土地か ら
来た 人と、その 場限りと はいえ、 友人のよう に語り 合うのが好
きで、社 会人になっ てからも 、ずっとユ ースホ ステルを使 って
きた のである。 ただ、島 に一つし かないユー スホス テルは、あ
いにく予 約でいっぱ いになっ ていた。 竹芝桟橋 から乗っ てきた
船の ２等客室 が、島にと どまる 間のホテル 代わりに なるのだ 。
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ざ

こ

ね

かつぽう

きちん とベッド もあり、 雑魚寝の三 等室とは 別世界で ある。
昼間に口に した島 寿司が、ま た食べた くなった 。夜の岸壁 か

い

ら離 れて、明か りのとも った割烹 に入ること にした 。板前の粋
なお兄さ んとおしゃ べりして いた。真っ 黒に日 焼けしてい て、
金色 のネックレ スをして いるが、 出で立ちは 板前そ のものであ
る。仲居 のお姉さん もよく日 焼けして いてピア スをして おり、
紫色 の和服を 着ているの がちょ っとアンバ ランスだ った。二 人
とも水着 姿の方が似 合うので ある。
板 前のお兄さ んから、 島寿司の ネタに使う サワラ のほか、特
産のパッ ションフ ルーツのこ となど も聞いた。 生産の絶 対量が
少な いので、 農協など でも今は ないとい う話だった 。
ふなべり
船に戻 り甲板の 上に出た。 船の明 かりで白濁 して見え る船縁

に 、キイロハ ギが群 れていた。 ところが 、よく目を こらして み
かたまり
ると、小 指ほど の小魚が数 百匹も、 巨大な 塊 と なって うごめ
い ている。明 かりが あると魚が 寄ってく るのは、 逆らいがた い
本能だ とされる が、それ が時として 命取りに なるので ある。
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シーカ ヤック に乗る
小笠 原で明け た最初の 朝、シーカ ヤックの ツアーに 参加する
おうぎうら
ため、 マイク ロバス で二 見港の南にある 扇 浦へ 向かう。海岸
線沿 いのカーブ とトンネ ルの多い 道を、崖下 を見下 ろしながら
進む。本 日のインス トラクタ ーは、九 年前に小 笠原に来 てその

かい

まま 居着いて しまい、社 会復帰 できないま ま三十歳 になった 男
性だった 。それだけ この島の 自然に魅 せられた というわ けだ。
シ ーカヤック というの は、海の 上を進むカ ヤック 、櫂でこぐ
小舟のこ とである 。そのこつ は、と にかく前方 の水面を こぐよ
うに すること 、二人乗 りの場合 には、同 じリズムで こぐとい う
ことだと いう。 方向転換は後 ろの人 が、足でか じを調節 するこ

と になる。例 えば、 左に曲がり たい場合 は、前の人 は右側だ け
前進し、 後ろの 人は左側だ け後進す るように こげばいい 。
僕 がシーカ ヤックの 前に、大 学生の男 性が後ろに なったの だ
が、実 は仕切り 屋が後ろ の方がうま くいくら しい。大 学生は要
領が悪くて、 上手に かじが取れ ず、あら ぬ方に曲 がってしま う
ばかり か、こぐ 力も弱い ために、僕 一人でこ いでいる ようなも
のだった。
天狗鼻という岬を越えたところで、いったん浜辺に上陸する 。
通称 メリケンマ ツという 、松に似 て否なる大 木が生 えている。
たぐ
それ以外にも、さまざまな種が落ちている。この類いの植物は、
一度 海中に落 ちた方が発 芽率が いいらしい 。
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境浦に出たところで、戦時中に米軍の空襲で座礁した貨物船、
ひんこうまる
濱江丸の上 をこいで いった。 全長百二十 メート ルもあった との
こと 。この船体 のおかげ で、境浦 は防波堤に 守られ たように、
波が穏や かなのだと いう。

め がね

軽く 水遊びし てから昼 食の弁当を 開く。お 湯を沸か してイン
スタント味噌汁、ビールにデザートのオレンジまで付いている 。
それ からしば らくは、水 中眼鏡 とフィンを 借りて、 海中を覗 き
ながら泳 いだ。
と ころが、ふ だん使っ ている物 と違って、 レンズ の外に鼻を
出すよう になって いるため、 どうし ても海水が 入ってき てしま
う。 これは口 に手をや って、口 から息を するのに慣 れてから 、
水に入ればいいらしい。あとは呼吸のリズムだ。ゆっくり二度 、

そ ろそろと吸 い、一 度に強く吐 き出すこ と。
ふ たたび、 シーカヤ ックに乗 り込んだ 。境浦の先 にはやっ と
通れる ほどの水 路があり 、正面から すうっと 入ってい くしかな
い。かじがう まく取 れない僕ら は、カヤ ックが磯 にぶち当た る
ばかり で、なか なか通過 できなかっ た。バッ クして方 向転換し
て、ようや く抜けた ところ、 断崖の上に 野生化 したヤギの 群れ
が見 えた。白と 黒のまだ らのヤギ で、野生で も鳴く 声はメーメ
ーだ。
海洋 センター にたどり 着いた。そ こではウ ミガメの 人工繁殖
す
が行われ ており、生 け簀の中 には巨大 なメスが 飼われて いた。
その子供たちが今、小笠原の海を泳ぎ回っているわけか。また、
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ザトウ クジラの 調査など もされてい るらしい 。
あた
僕らはまた 、海上 に出ていた 。母島丸 の見える 辺りは、枝 状
のサ ンゴがびっ しり生息 している 。ただし、 多くは 茶色がかっ
た灰色で 、一部が青 みががか っているだ け。沖 縄の石垣島 で目
にし たお花畑と は、ほど 遠い感じ である。今 回の旅 では、母島
に渡る時 間的な余裕 はない。
オ ールとオー ルを重ね 合わせて 、ちょっぴ り休憩 した後、一
気に扇浦 までこいで いく。断 崖の上に 掘られた 四角い穴 は、す
べて 戦時中に 掘られた壕 なのだ そうだ。コ ンクリー トを使わ な
いトーチ カで、そ こから銃撃 戦が想 定されたわ けだ。実 際に米
軍の艦隊は小笠原沖に集結し、戦闘機による爆撃も行われたが、
住民は強 制疎開 させられてお り、米 軍が父島に 上陸した のは、

終 戦後の九月 になっ てからだっ たという 。
ついに 、シーカ ヤックのツ アーは 終わった。 浜の上に 引き上
げ 、救命胴着 を外し た。僕の気 持ちは早 くも、明 日の冒険に 向
かって いた。弁 当を作っ てくれる店 を探した ら、パッ ションフ
み かん
ルーツを二個 二百円 で食べさせ てくれた 。蜜柑に 似た味で甘 酸
っぱく 風味があ る。種ご とばりばり 食べた。
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ドルフ ィン・ スィムに挑 戦
ここ で語ろう としてい るのは、実 は父島で の体験で はない。
僕の人生 観を変えか ねないよ うな世界を 、垣間 見せてくれ たの
は海 そのもので ある。行 きの航海 で目にした 聟島の 周辺で、ド
ルフィン ・スィムを 中心とし たツアー が開かれ る、とい うこと
を船 内で知っ た僕は、多 少の不 安を抱きな がらも無 線の電話 で
予約をし ていたのだ 。ドルフ ィン・ス ィムとい うと、ち ょっと
聞き 慣れない かもしれな いが、 要するに、 シュノー ケルを使 っ
てイルカ と泳ぐの である。
そ の日は素 晴らしい天 候だっ た。朝食を 急いで済 ませると 、
ジュースとビールを買い、昨夜頼んでおいた弁当を受け取った。

シ ュノーケル と水中 眼鏡は自分 で用意し 、フィンだ けは借り る
ことにし た。参 加するのは 三十名弱 というと ころか。学 生風の
若い男女が大半で、波も穏やかでこれほど天候に恵まれるのは、
久しぶ りだとい うことだ った。
聟島ツアー に行く 純白の高速 船、ミス パパヤ号に 乗り組ん だ
僕らは 、簡単な 説明を受 けると、二 見港内の とびうお 桟橋を出
港した。自 然が相手 なので、 イルカに出 会える かどうかは 、保
証の 限りではな かったけ れど。
小笠原の 海を見る までは、 沖縄の海と 似たよ うなものか、 と
思っ ていたが、 実際はか なり異な っていた。 中国大 陸から突き
出た陸橋 が、地殻の 変動によ って水没 して生ま れた沖縄 では、
周囲 の海は遠 浅で沖には サンゴ のリーフが 発達して いる。浅 い
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しやく ねつ

海は 灼 熱の光 に温め られ 、いわゆるエ メラルド・グリ ーンに
輝いている 。それに 対して、 海底火山の 隆起に よって出来 た小
笠原 では、浜か ら数メー トルも行 けば、たち まち海 は崖のよう
に落ち込 んでしまう 。
小笠 原の海の 美しさと いったら、 とにかく 海が青い ことだ。
ただなか
光の具合 では黒くさ え見える 。言わば 「黒潮」 の直中に ある、
とい った印象 なのである 。
兄 島瀬戸を抜 けたとこ ろで、さ っそくイル カの群 れと出くわ
した。女の子たちが「ああ、かわいい」と叫び声を上げている。
これ ほど多く のイルカ が海にい て、人懐 っこく船の 左右や前 方
を泳ぎ回 るのに は驚いた。ま るで船 を先導しよ うとして いるよ

へ さき

う に 、舳 先 で しば ら く泳 ぎ 続け る 者も いる の だ 。「 す ごい 、 す
ごい」と いう声 に応えてか 、しきり にジャン プを見せて くれた
り もする。言 葉が通 じなくても 、こちら の気持ち を察してく れ
ている のだろう か。
さて、少し 行った 辺りで船は エンジン を止めた。 いよいよ ド
ルフィ ン・スィ ムの開始 である。と ころが、 僕はまだ このスポ
ーツのこと を熟知し てはいな かった。浅 瀬でシ ュノーケル をす
るの とは大違い なのであ る。まず 外海には波 がある 。その日は
凪いでい たものの、 五十セン チぐらいの うねり があった。 救命
胴着 を身に着け ていても 、五秒に 一回ほどは 鼻の上 まで海水が
来る。そ の上、シュ ノーケル は多少の 水が入り 込むのが 常だか
ら、 陸上のよ うに息をし ようと 考える方が 、そもそ も間違っ て
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いるの である。 それを忘 れていた僕 は、溺れ そうにな ったとい
おお げ さ
うのは大袈 裟だが、 船が難破 して荒海に 投げ出 された人間 の恐
怖を 、多少なり とも味合 わされた のだった。
それには こつがあ る。何度 か繰り返す うちに 、ようやく要 領
がつ かめてきた 。まず恐 れや不安 は捨て去る こと。 シュノーケ
ルを着け たら、リラ ックスを して水中 をイメー ジしてみ よう。
そし て船縁か ら静かに海 中へ。 頭を上に出 している より、と に
かく、水 中眼鏡で下 を見るよ うにする こと。ゆ っくりと 二度息
を吸い、長く深く吐いていく。少し疲れたら手足の動きを止め、
しばらく 海面を漂 っていれば いい。 リラックス しながら 緊張す
る、 と言った ら矛盾す るかもし れないが 、緊張を解 きながら も
おこた
油断 を 怠 らない ことだ 。そ の時から人間で あることをやめ 、

別 の生物に生 まれ変 わる気持ち になって 。

あご

よ うやく僕 はイルカ の写真を 撮ること ができた。 ドルフィ ン
・スィ ムではイ ルカに恐 怖心を与え ないよう に、基本 的に手の
使用は禁じら れてい る。足のフ ィンだけ を使って 泳ぎ、手を 差
し出さ ないよう にして、 カメラも顎 の下に引 きつけた ままで。
数頭で群れを作る彼らは、水面に顔を見せた時の愛らしさとは 、
全く の別面を水 中では見 せる。筋 肉の塊とし て流線 型の魚雷の
ごとく、 恐ろしいス ピードで 人間の追跡 を軽く 振り切って しま
う。
けれども 、イルカ が見える うちはまだ 幸せだ 。何も見え ない
海は 寂しい。 僕はエイズ が発症 して死んだ デレク・ ジャーマ ン
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が、晩 年に製作 した『ブ ルー』とい う映画を 思い出し ていた。
スクリーン には青い 色しか映 し出されず 、ジャ ーマンのモ ノロ
ーグ が延々と続 く。そこ で彼はエ イズと共存 してい こう、とい
きゆう だん
う世間 の運動 を 糾 弾す る。 そんな生易しいもの ではないのだ
と。 孤独がある のだ、そ の深い青 には。それ が象徴 するのは大
空の虚無 か、はたま た母なる ものとし て、そし て難破し た者を
飲み 込む深淵 としての海 か。
とにかく僕が目にしたのは青だった。他に何も見えない静寂。
時折 どこから 湧いてくる のか、 ぷくぷくと 泡が昇っ てきた。 ど
こまでも 深く、そ して底無し の世界 。
お昼の 時間にな った。ミス パパヤ 号からモー ターボー トに乗

り 移り、膝ま で海水 に浸かりな がら、聟 島の海岸に 上陸した 。
ここは戦 前には 入植者がい たが、戦 争末期に 強制疎開さ せられ
て から、アメ リカに よる統治時 代を経て 日本に返 還されても 、
無人島 のままに なってい る。
草むらの中 にはた だ一つ、開 拓者の墓 が残されて いた。も は
や親族 が詣でる こともま れなのだろ う。この 島を観光 で訪れる
そな
若者が、ジ ュースの 缶をいく つもお供え してい た。

く

も

戦前に牧場があったとはいえ、この島には実に高木が少ない。
というの も、人間に 置き去り にされたヤ ギが野 生化し、島 の草

ちくとう

木を 食い尽くし てしまっ たからだ 。海岸近く に蜘蛛 の糸のよう
きよう
な花を咲かせる スパイダーリリーと 、枝に毒を持つ という 夾
竹桃 が、かろ うじてヤギ の貪欲 な胃袋の犠 牲になら ずにいた 。
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海岸か ら頂上 の大山まで は三十分 足らず。 そこには戦 時中の
日本軍の施 設が、礎 石のみを 亜熱帯のま ばゆい 光にさらし てい
た。 小笠原諸島 の最北端 、北ノ島 から針ノ岩 までが すっぽり、
この地点 を中心とし た巨大な 水盤の中に 収まっ てしまう。 十頭
近く のヤギたち がメーメ ー鳴きな がら、しば らく遠 目でこちら
の様子を うかがって いた。そ の他には 島にはた だ潮騒と 風の音
しか ない。
ミ スパパヤ号 に乗って 、媒島の 周辺でも、 またシ ュノーケリ
ングをし た。これ からサンゴ を見る という説明 を受けた 。正面
の岩 場の海中 まで行き 、それか ら左方に いる船まで 戻るとな る
と、十五 分近く 泳がなければ ならな い。気が遠 くなりそ うにな

っ た。
覚悟を 決めて水 中に身を投 じた。 とにかくリ ラックス して、
呼 吸をゆっく りして 。小笠原の サンゴは 、ほとん どが灰色が か
った板 状のサン ゴだ。そ の間には小 魚に交じ って、よ く見かけ
る黒いウニの ほか、 毒々しい真 っ赤な針 を立てて いるウニも い
る。体 長二十セ ンチぐら いのずんぐ りしたナ マコも。
最後 に泳いだ のは嫁島 のマグロ穴 だった。 船縁から 海に次々
と下りた 僕らは、五 十メート ル先の切り 立った 崖がくぼん だ辺

ざ

ま

み

りまで泳いでいった。そこには素晴らしい世界が広がっていた。
水深は十 メートル 以上あっ たと思う。 海底の すり鉢状の 岩が
えぐ られたみ たいに同心 円を描 いていた。 沖縄の座 間味の海 で
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発見さ れた物に 似ている 。ちなみに そちらは 海底遺跡 ではない
か、と騒が れている のだが。
ここ には確か にマグロ がいた。小 振りで体 長数十セ ンチのイ
ソマグロ である。そ れから立 派な尾頭付 きにな りそうな鯛 も数
匹い た。僕が最 も感動し たのは、 緑色の巨大 な海亀 の出現だっ
た。そこ に向かって 泳ぎの巧 みな青年 が、人間 とは思え ぬしな
やか さで潜っ ていき、そ っと海 亀に手を差 し延べた のである 。
そのしぐ さには深い 愛が込め られてい た。

ぎわ

も

リ ュック・ベ ッソンの 映画『グ ラン・ブル ー』の ラストシー
ンを、覚 えておい での方はい らっし ゃるだろう か。深海 への素
潜り に挑戦し て命を落 とした友 が、死に 際に洩らし た言葉を 確
かめるために、主人公は同じ潜水病に冒された身でありながら 、

真 夜中の海の 底へと 潜っていく 。深い海 の世界には 愛がある と
いう確信 に応え るように、 死を迎え つつある 主人公の前 にイル
カ が姿を見せ る。そ れは幻に過 ぎないの かもしれ ないが…… 。
その感 動のシー ンと現実 に目にした 光景がオ ーバーラ ップして
しまったので ある。 気が付くと 青年と海 亀の姿は 失せていた 。
、ろ
、こ
、でいっぱいになってい
次の瞬 間、目 の前は銀色 の躍るう
た。数百数 千のイワ シの群れ に取り囲ま れた僕 は、どこを 見回
、ろ
、こ
、が放つ銀色の光に目がくらんでしまった。魚たち
して もう
はまるで 僕なんか存 在しない かのように 、勝手 にそして自 由気
まま に泳ぎ回っ ている。 そこには 瞑想の世界 が広が っていた。
この体験 は僕の生の 中では一 瞬に過ぎ ないかも しれない が、魂
の中 に深く刻 み込まれる だろう 。
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嫁島の海で 貴重な 体験をした 後、帰路 でも多く のイルカと 出
会え た。あとは ひたすら 猛スピー ドで、波を 切って 父島を目指
はんすう
した。泡 立つしぶき を眺めな がら、今日 の出会 いの数々を 反芻
して いた。夕日 が水平線 を照らし ている。一 日の終 わりが近づ
いてきた 。
二 見港に接岸 すると、 あっけな く解散とな った。 ミスパパヤ
号に別れ を告げ、港 の周辺を 歩いてい ると、辛 子の効い た寿司
が食 べたくな った。今晩 も泊ま る船室には 、大学一 年生がい る
のを思い 出した。 島寿司とビ ールを ごちそうし よう。現 在とは
違っ て、高校 を卒業す れば、酒 も煙草も 普通にやっ ていた。 そ
れだけお おらか な時代だった 。

ビ ールを飲 みながら 、今日の 出来事な どを語った 。彼は広 島
に実家が あり、 川崎市内の 大学に通 っている とのこと。 境浦の
濱 江丸の周り で潜っ てみたそう だ。僕は 前日のシ ーカヤック で
の体験 を思い出 した。彼 は疲れてい たらしく 、ほどな く眠って
しまった。
目にした光景を記憶にとどめようと、日記をつけ続けていた。
消灯は午後 十一時だ った。ベ ッドに横に なる。 この船室と も明
日の 朝にはバイ バイだ。 またあの 三等船室で ごろ寝 と思うとぞ
っとした 。
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マイク ロバス で島内巡り
朝に なった。 昨日と比 べれば雲が 多い。食 事を終え ると、マ
イクロバスで島内巡りをすることにした。運転はおじいさんで、
乗客 は十名足ら ずである 。乗り込 んで最初に 訪れた のは、父島
の北西部 、三日月山 の手前に ある展望 台、ウェ ザーステ ーショ
ンだ った。
ここか らは右に兄 島、それ と重なるよ うに弟 島が見える 。目
を南 方に転じ れば、彼方 に母島 もかすんで いる。ホ エール・ ウ
ォッチン グが行わ れる海域で ある。 兄島にも戦 前は人が 住んで
いた が、現在 一般人が 住むのは 父島と母 島だけであ る。
兄島瀬 戸が眺め られる長崎 展望台 に移動した 。この海 峡はと

り わけ大潮の ときに 、川のよう に流れて 渦が逆巻く 。対岸の 兄
島では、 野生化 したヤギが 群れてい た。父島 では農作物 を荒ら
す 害獣として 、ほと んど駆除さ れてしま ったとい うが。若き 日
のブッ シュ元大 統領、も ちろん、親 父の方で あるが、 兄島瀬戸
の東端で、乗 ってい た戦闘機を 日本軍に 撃墜され 、からくも 生

ね むろ

還する ことがで きたと言 われている 。
父島の中ほ ど、東 海岸の初寝 浦は、初 日の出を 拝む名所と し
て知 られている 。根室ほ ど東では ないが、一 般人が 渡れる所と
しては、 日本で最も 早く夜が 明ける。実 際には レアアース で注
目さ れる、絶海 の孤島南 鳥島があ るが、自衛 隊員や 気象庁の職
員を除く 渡航は制限 されてい る。
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初寝浦 はまた 、戦時中に 海軍の施 設があっ た所である 。米軍
は一時、小 笠原上陸 を計画し ていたそう で、父 島の沖にも 軍艦
が列 をなしてい たという 。ところ が、父島に は大き な飛行場も
ないし、 戦車で上陸 すること もできない 。そこ で海軍の飛 行場
が三 つもあった 硫黄島が 攻撃され た。硫黄島 の日本 軍が玉砕し
た後、日 本側の余り の抵抗の 強さに、 父島への 上陸は見 合わさ
れた 。
日本軍 は当初、初 寝浦から 大砲を撃っ ていた が、米軍機 には
届かない。というのも、明治時代の物を使っていたからである。
あと
日本軍が 一発撃つ と、百発撃 ち返し てくる。機 銃掃射の 痕がコ
ンク リートの 施設に残 っていた 。これで はいけない というこ と
で、日本 軍は米 軍上陸に備え ること になった。 父島の道 路も崖

上 の壕も、日 本軍が 整備したも のである 。
最 後に寄っ たのは、 初寝浦か ら島を横 断した、東 海岸を見 下
ろす亜 熱帯農業 センター である。こ こには、 小笠原の ほか、南
米やオースト ラリア などの植物 が集めら れている 。タコノキ は
堅い実 を鉈で割 らなけれ ばならない 。その際 に、指も 一緒に切
らつ か せい
断してしまった人がいる。中には落花生に似た実が入っている 。
なか なかおいし い物で、 お酒に漬 けたりもす る。
タコノキ の実を目 当てに、 オカヤドカ リが標 高二百メート ル
の辺 りまで登っ てくる。 また、こ の亜熱帯農 業セン ターの周り
には、オ ガサワラオ オコウモ リが住み 着いてい る。本土 などの
洞窟 で生息す るものとは 異なり 、昼間は枝 からぶら 下がって 、
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日向ぼっこしている。マンゴーやバナナが大好物だということ。
寒い日など は、数匹 が塊とな ってぶら下 がる。 仕草は子猿 のよ
うで 、意外とか わいいも のである が、果実の 汁を吸 うために、
売り物を 台無しにし てしまう 。天然記念 物であ るので、こ のコ
ウモ リを捕って 食べるこ とはでき ないが、マ リアナ 諸島などで
は、高価 な珍味とし て扱われ ているら しい。
帰 路は扇浦や 境浦の海 岸沿いを 走って、二 見港に 戻ると、も
う午前十 一時半を回 っていた 。欧米系 日本人の 祈りの場 所、聖

け

さ

ジョ ージ教会 の前に来た 。小柄 で簡素だが 美しい。 昼食は島 寿
司に、パ ッション フルーツの ジュー ス。
お みやげに 写真集など を買っ て、今朝ま ではホテ ル代わり だ
った船に乗り込んだ。あてがわれたのは、行きと同じ三等船室 。

足 を伸ばして 横にな るだけで、 隣の人の 頭を蹴っ飛 ばしてし ま
あいさつ
う。同室 だった 大学生の姿 を認めた 。軽く挨 拶したが、 会話は
も はやはずま なかっ た。
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楽園と の別れ
桟橋 は見送り に来た人 たちでいっ ぱいだっ た。甲板 にはハイ
ど ら
ビスカス の花輪を首 にかけた 人々がいる 。銅鑼 が鳴る。午 後二
時、 二見港を出 港。花輪 が桟橋に 向かって投 げられ たが、むな
しく海上 に落ちてし まう。そ れと同時 に、港に 停泊して いた五

つか

ま

隻余 りの船が 、別れを惜 しむよ うに一斉に 走りだし た。
マリン スポーツを 主催して いる団体の 船だっ た。ともに 遊ん
だ束 の間の友 人と、別れ を惜し んでいるの だろう。 聟島ツア ー
に連れて 行ってく れたミスパ パヤ号 も、二見港 の出口ま で送っ
てく れた。船 上には十 名以上の 人が、手 を振ってい るのが見 え
た。

船 室に入る と、昨日 一緒にド ルフィン ・スィムに 参加した 女
の子たち と出会 った。
「 今日も半日 だけ参 加したけど 、イルカ には会え なかったわ 。
風が強 かったか らかしら 」
昨日の僕らは幸運だったのだ。あれほどのイルカと出会えて 、
青年と 海亀の交 感まで見 られたのだ から。リ ュック・ ベッソン
の映画の一 コマみた いな世界 が、目の前 で展開 していたの だか
ら。
しば らく僕は 放心した ように、何 もない太 平洋の、 真夏の潮
と光の戯 れを眺めて いた。昨 日、聟島 からの帰 途に、イ ンスト
ラク ターが話 してくれた 言葉が よみがえっ た。
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「明日 の二時の 船で帰る 人は、三時 半頃に船 の右側に 聟島が見
えますから 、懐かし んでくだ さい……」
父島 を過ぎて まず見え たのは嫁島 だった。 やがて、 媒島、聟
島とすべ てが視界に 入ってき た。双眼鏡 で覗く と、岩肌の きめ
まで がくっきり 見えた。 嫁島の洞 門も目の前 にある みたいに。
、ろ
、こ
、が放つ銀
マグロ穴 での神秘的 な光景、 どこを見 回しても う
色の 光に目が くらんだ瞬 間が、 幻のように 頭をよぎ っていく 。
なだら かな島影が すっかり 消え去るま で、僕 は甲板に立 ち尽
くし ていた。 小笠原との 別れ、 もしかする と、二度 と訪れる こ
とのない 別れなの だから。こ れから 数百キロ、 島らしき ものは
ない 。
船の中 ほどに立 っていた僕 は、丸 い水盤の中 央に位置 してい

る 。黒潮と言 われる 濃い藍色が 、うねり ながらどこ までも続 い
ている。 真夏の 光に堪えて 、空を見 回してい くと、水平 線との
接 点も円をな してい る。キリス トは何も ない砂漠 で神の声を 聞
いたと いう。僕 の耳には ポセイドン の歌が伝 わってく る……。
ゆう ゆう

朝の海 。黒潮 は悠々と流 れる大河 のようだ 。ゆるやか に見え
ても、流れ る量は膨 大で力強 い。背後か ら夏の 太陽を浴び て、
甲板 に立つ僕の 影は泡立 つ潮の上 に映ってい る。僕 自身は船と
同じスピ ードで動い ているの に、海上の ドッペ ルゲンガー は、
じっ と海上の一 点にとど まってい るように見 える。
やがて遠 方に潮目 が現れた 。それを境 にして 、黒潮の動 きは
ほと んど止ま ってしまう 。そし て再び、潮 目。海が 息をして い
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るのだ ろう。海 の中には 僕らの知ら ない地図 があって 、そこを
濃い藍色の 大河が流 れている のだ。海面 にカモ メが弧を描 いて
舞っ ている。魚 が集まっ ているん だろう。
小笠 原での体 験を胸に 抱きながら 、まだ若 かった自 分は、甲
板でノー トに青くさ い言葉を 書き連ね ていた。

"Le Grand Bleu"

「こ れからの 僕は、世界 という 書物を読ん でいくん だ。無限 に
み いだ
見えるペ ージの中か ら、読む べき文を 見出して いくのは 自分自
身だ 」と。

リュック・ベッソン の『グラン・ブルー』（
）
de Luc Besson

海の自然を描いた映像詩『アトランティス』 "Atlantis"
で 知ら
れるフランス の映画 監督、リュ ック・ベ ッソンが 、素潜りす る
青年の 夢と死を 描いた作 品である。 いずれも 音楽を担 当してい
るのは、フ ランスの 作曲家エ リック・セ ラ
である 。
Eric Serra
ベッ ソンの映像 美は、セ ラの音楽 と一体とな って生 命を得た。
ベッソン の『グラ ン・ブル ー』は、ダ イバー のジャック・ マ
イヨ ール
が モ デルになっ たとされ る。親日 家で
Jacques Mayol
日本に別 荘もあり、 イルカの 集まる御 蔵島の海 に潜って いた。
生前 の充実し た素顔は、 日本の テレビでも 放映され たが、晩 年
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は鬱病 に悩み、 イタリア ・エルバ島 の自宅で 自殺した 。テーブ
ルの上には『グラン・ブルー』のビデオが置かれていたという 。
マイ ヨールは映 画の神話 的なイメ ージを思い 描きつ つ、作品の
主人公の ように死を 選んだの だろうか。 体験を 脚色した映 像詩
が、 モデルとな った本人 の最期を も決定づけ たわけ で、フィク
ションと 現実の深い つながり に、呆然 としたの を覚えて いる。
マ イヨールが 自殺した のは、二 〇〇一年の 十二月 だった。僕
がベッソ ンの『グラ ン・ブル ー』や『 アトラン ティス』 に憧れ
て小 笠原を旅 したのは、 一九九 八年八月の ことであ る。詩を 書
き続けた 父が闘病 の末に死ん だ翌年 だった。ベ ッソンの 映像美
に近い光景を目にした体験は、後に『君がまだ見ぬ Ogasawara
』
と題した エッセ イにまとめた 。それ はともかく として、 ベッソ

ン の『グラン ・ブル ー』の世界 を見てい こう。
主 人公はモ デルのマ イヨール と同じく 、ジャック という名 の
青年で ある。ラ イバルの エンゾと素 潜りの競 争をして いる。エ
ンゾは無謀な 挑戦を して命を落 とす。息 を引き取 る前に、エ ン
ゾは自 分の体を 海に沈め てくれと頼 む。そこ はダイバ ーにとっ
ての楽園で あり、人 魚が愛を 確かめに来 るとさ れる場所だ から
だ。 愛が認めら れたとき 、人間は 地上に戻る 理由が なくなる。
遺言通り 、ジャック は泣きな がら、エン ゾの体 を深海へ運 んで
いく 。
危うくジャックまでが死にかける。一命は取り留めたものの 、
海か らの呼び 声には逆ら えず、 恋人のジョ アンナが 止めるの も
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聞かず 、夜の海 にボート を走らせる 。ジョア ンナが妊 娠してい
ることを告 げても、 ジャック の決意は揺 るがな い。
体の 不調を押 して潜水 しようとす るジャッ クに、ジ ョアンナ
は「行っ て、私の愛 を確かめ て」と告げ る。ジ ョアンナは 楽園
にい るという人 魚を、自 分自身と 重ね合わせ ている のである。
ジ ャックは潜 っていく 。海底に は一頭のイ ルカが いる。機器
から離れ て手を差し 伸べ、イ ルカを抱 きに行く 。それこ そダイ
バー にとって の人魚であ り、も はや地上に 戻る理由 はなくな る
……。
ラ ストシー ンの美しさ には息 を呑んだ。 この映画 は音楽と 一
体になっ た映像 詩であり、魂 の深層 に潜む、太 古以前の 水中生

活 へのノスタ ルジー を呼び覚ま す。深海 に住むイル カへ愛を 捧
げるため に、ジ ャックは事 故死した 父や親友 エンゾと同 様に、
海 中での愛と 眠りの 方を選ぶの である。
こうし て見て くると、死 を美化し た世界で あり、モデ ルとな
ったマイヨー ルが、 自身で命を 絶つこと を選んだ のも、必然 で
あった ような気 がする。 それなら、 どうして マイヨー ルは、も
う少し美し い死に方 を選ばな かったのだ ろう。
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あとが き

八月 四日
八月五日

八月 二日
八月三日

八月一日

竹 芝桟橋入 港

聟 島列島で、 ドルフ ィン・スィ ムを体験
マイク ロバスで父 島島内 を巡る 父 島二見港 出港

父 島二見港入 港 ジ ャングル体 験
シーカヤ ックに乗 る

竹芝桟橋 出港

僕が小笠原に向かって旅立ったのは、一九九八年（平成一〇）
八月一日 のことであ る。

八月 六日

そ れから早 くも十五 年の月日 が経って しまった。 若かった 頃
の体験だ が、当 時の日記を もとにし てまとめ 直した。書 き進め
な がら、懐か しい記 憶がよみが えってき た。
二〇一三年 六月十 九日

今 回、リュッ ク・ベッソン の『グラン・ ブルー』と題し た
エッセイ を、巻末に 加えるこ とにした。
二〇一四 年八月九 日
髙野 敦志
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