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徳之島伊仙町面縄地区の考古学的調査

後藤 雅彦

池田 黛史

はじめに

徳之島伊仙町面縄地区には奄美諸島における考古学研究の学史上､著名な面縄貝塚がし

られる｡面貝塚は面縄川河口部に位置し､この面縄川 (3.5km)にそって考古遺跡が時間的

推移の中で所在する (第 1･2図)｡立地条件も海岸から丘陵､山間部まで変化がみられ､

先史時代から近現代の葬地まで確認することができることから､本研究の研究課題である

聖地と葬地の関りを時間軸の中で捉えられる地域として有効である｡

そこで､聖地として伝承される地点を確認 しながら､とくに考古班 (池田､後藤)は地

表面にみえる構築物として積石をとりあげることによって遺構の構造把握に関する調査を

実施することにした｡

1.考古調査の内容

研究第一年目にあたる平成 17年度は調査対象地を奄美諸島のうち､徳之島伊仙町を調査

候補地に選び､7月に徳之島伊仙町面縄地区における聖地･葬地の基礎的な調査を実施した｡

面縄地区は先史時代から近現代の葬地まで確認することができ､本研究の研究課題である

聖地と葬地の関りを時間軸の中で捉えることができる地域として有効であると判断した｡

これを踏まえて平成 18年 2月 14日 (火)～22日 (水)､伊仙町面縄地区において第一

次調査を実施した｡考古班は面縄按司墓と伝承される積石遺構の実測と周辺地形の測量調

査を実施し､葬地に関する遺構のデータ化を行った｡

二年 目の平成 18年度は平成 19年 2月 17日 (土)～24日 (土)に第二次調査を行い､

継続 して面縄按司墓の調査 として積石遺構の側面図を作成 した｡さらに前当アム ト所在

地の地形測量図を作成 した｡

最終年度の平成 19年度は､まず平成 19年 12月 23日 (日)～28日 (金)に第三次

調査として恩納城の踏査､遺構確認､および前当アム ト所在地､面縄貝塚周辺の遺跡探

査 (地中レーダー調査)を実施 した｡さらに平成 20年 3月 4日 (火)～11日 (火)に

は第四次調査 として前当アム ト所在地における遺跡の確認のための試掘調査を伊仙町

教育委員会と共同で実施 した｡

2.面縄按司墓の調査 (写真 1-3)

上面縄に所在する｡道路で切断された丘陵頂部に立地する｡測量調査では道路脇海抜 87.2

m､積石がある最高所で海抜 92,0m､比高差約 5mである｡積石の規模は外枠で東西 6m､

南北4mで､幅 1mの範囲で石が積まれている｡残 りの良いところで､5段､高さ120cmに

なる｡石灰岩の石の大きさは不規則であるが､残 りの良い北東隅では長さ40-60cm､厚さ

30-40cmである｡この積石がのっている岩盤は東西 8m､南北 6mの平坦な面になってお

り､整形している可能性もある｡

伝承ではアジバカ (按司墓)といわれ､一番高いところに石積みがあることからチンシ

塞 (積石墓)とも呼ばれる｡また､伝説の英雄ミナデウンノウの霊を示巳る (徳富 1976)､あ

るいはのろし台ともいわれる｡また､泉義正の 『伊仙町の民俗文化 一泉 義正遺稿集』

(2004年)によると恩納城の外の丘にはタシキシ石 (積み石ともいわれる)があり､この

石の上に立っと面縄と目手久が見渡せ､敵の来襲を監視するともいわれる｡
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3.前当アム トの調査 (写真 4-9)

(1)前当アム トの由来

上面縄東部落にあるメータリ (前当)に稚られているアム ト神ガナシ (加奈志)につい

て､泉義正の 『伊仙町の民俗文化』(2004年)に次のように記載されている｡

アム ト神ガナシは､｢昔､よその国から渡ってきた人たちのもたらした神様とされる｡こ

のアム ト神の始まりという｣｡その御神体については ｢黒真石｣の長さ約 6cmの細長い小さ

い石が3個並ぶもので､その石の小さいことから､｢よその島からの移住の人たちが持って

きた｣とされる｡

(2)現状

低丘陵上に立地する｡以前､耕作地であった場所で､現状でも周囲に畝や段状をなすと

ころがある｡アム トの御神体 (御神体の石自体､前述したように小さいため位置関係は不

安定なようである)の南側に約 180cm の範囲で長さ 30-40cm (高さ 25cm)の石が横に

列をなしているのが地表面で確認できる｡右列の東側には大木 (センダン)があり､また

御神体のすぐ北にも樹木 (レンゲツ)がある｡御神体には花瓶と杯 2点が供えられている｡

(3)調査の経過と成果 (第 3図)

調査経過は以下のとおりである｡

平成 20年 3月 5日 (水) 前当アム ト所在地にて調査区設定｡高まりに対 し十字に トレ

ンチを設定 (北 トレンチ 2.8×0.5m､南 トレンチ 8×1m､

東 トレンチ 3.5×0.5m､西 トレンチ 5×1m)｡写真撮影後､

南 トレンチ掘 り下げ開始｡

3月 6日 (木)東 トレンチ､西 トレンチ､北 トレンチ掘 り下げ開始｡

南 トレンチ 表土除去｡写真撮影｡表土下の遺物とりあげ｡

3月 7日 (金)南 トレンチ (a) 表土除去､地山検出.写真撮影o完掘後､

石列の見通 し図作成｡右列の広がりと南側の情状の落ち込み

を確認するために､西側 50cm離して トレンチ設定 (b､C)0

掘 り下げ｡

3月 8日 (土)各 トレンチ掘 り下げ

3月 9日 (日)北 トレンチ 完掘写真撮影｡平面図作成｡

東 トレンチ 完掘写真撮影｡

南 トレンチ a :部分的に掘 り下げ､地山検出｡完掘写真撮

影

b :掘 り下げ｡完掘写真撮影｡平面作成｡

C:掘 り下げ｡完掘写真撮影｡

西 トレンチ

3月 10日 (月)北 トレンチ

東 トレンチ

南 トレンチ

西 トレンチ

埋め戻し

掘 り下げ

土層断面図作成

平面図 ･土層断面図作成

平面図 ･土層断面図作成

完掘写真撮影､平面図 ･土層断面図作成

石列は地表面における観察によると東西方向に幅約 180cmの範囲に8個の石を配列して

いる｡長さ約 30cm の石を 1,段､横積みに 2段になっているところが 1カ所ある｡発掘の

成果によるとこの石列の西側がさらに北方向に直交して伸びることが判明した｡ただし､

連続的に配列した状況でなく､約 80cm の範囲に 4個が点在 している｡また右列の周囲約

1mの範囲において白砂がまかれている｡

右列北側の一段高くなっている地点 (東西約 5m､南北約 3.6mの範囲)では表土厚さ約

15cmの下､褐色土が厚さ15cm堆積 し､地山層になる｡この褐色土層ももともと地山層で

あり､木の根や風化によって変移 した層であり､近世以降を主とする陶磁器類が出土して
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いる｡その範囲は東西 440cm､南北 279cmである｡今回の調査では地山の上に配列された

石列以外に明確な遺構は確認されていない｡

4.恩納城の調査 (写真 10-15)

恩納城は面縄集落から北方- 1.2km に位置し､海抜約 100mの丘陵上に立地する｡通称

ウガンウスジともいわれ､泉義正の 『伊仙町の民俗文化 一泉 義正遺稿集』(2004年)に

よると中央に按司屋敷跡があるとされ､当時の遺跡として按司の鍛冶堤 (ツガイヨク､ツ

ガイ-桝 ヨウニ桝のように真四角になっている洞窟)､按司グムリ (水たまり)と称する

泉､北側入口近くの多数の遺骸 (豪力者ミナデ恩納が攻めてきたときに､按司一族が殺害

された)､南側入口には石垣二段積みが残っているとされる｡また､ウガン按司の滅亡に関

してミナデ恩納との戦いがあった場所がウガン城の北側の入口であったといわれ､その入

り口は幅 1mぐらいの細い道で､両側は 10mほどもある崖であるとされる｡

さらに仲松弥秀の報告 (1984)によるとアジ屋敷は石積み壁の 3段の弧状台地の背後の

高所をなすとし､最高所の前面も畑化していて､後方の石灰岩だらけの 1坪ぐらいの草地

から鳥目 (銭)出土している｡また､最背部の絶壁上までは行くことができないが､人骨

収納の洞穴がないかと聞いたところ､あったが､火葬され､ 2,3の頭骨が残っていると

のこと｡｢御供えの金銭により､ウガミ原の地名によって､アジ屋敷が面縄の拝所をなして

いることが判った｣としている｡アジ屋敷の洞穴内の人骨処理が明治 10年頃の鹿児島県庁

の指示によるとも確認 している｡

また､恩納城からは完形の青磁碗 11点以上がまとまって出土している｡山の斜面をブル

ドーザーで耕作地の造成を行っているとき発見されたもので､重ねた状況であったとされ､

それらは 15世紀前後とみられる竜泉窯製品である (亀井 1993)0

2007年 12月の第三次調査において現地を踏査した結果､面縄川の東側に位置する海抜

153.2mと海抜 151.3mの2つの尾根にひろがる｡西側尾根においては土塁や積石が部分的

に確認されるが､尾根頂部から北側は絶壁になっている｡調査の目的として崖地および前

述の仲松氏記載の人骨収納の洞穴確認のために､東側尾根の北側を踏査した (写真 10)0

東側尾根の最高所 151.3mの地点からさらに北側にむかって尾根上を進みながら､崖状の

地形や洞穴などに注意 した結果､石積遺構､入口に石を積んでいる岩陰､洞穴状の地形を

確認した｡以下､個別に概要を整理する｡

積石A

最高所 (海抜 151.3m)から約 35mの位置にあり､尾根下の水田跡沿いにある｡幅約 9m､

高さ1.1mが残 り､約 20-40cmの石が 3-4段積まれている｡

積石 B (写真 11)

最高所から約 110mの位置にある｡幅 5.5m､高さ1.6m (3段)が残る｡

積石 C

最高所から約 150mの位置にある｡幅 2.3m､高さ約 90cm が残 り､約 20-40cmの石が 3

-4段積まれている｡

積石D

最高所から約 140mの位置にある｡内法で約 2.2mX1.5m (?)をはかり､高さ1.1m残る｡

積石 E

最高所から約 170mの位置にある｡谷底周辺に広い範囲｡残高約 1.8m｡

積石F

最高所から約 150mの位置にある｡保存は良好で､高さ1-1.8m､30cmの石が4-5段積

まれている｡川-下っていく道があり､石積みが切れているところは入 り口である可能悼

もある｡

岩陰A (写真 12)

最高所から約 80mの位置にある｡開口部幅約 2.5m､高さ0.7mを図り､岩自体の高さ2.7

m､奥行き2.6mをはかる｡

岩陰B(写真 13)
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最高所から約 140mの位置にある｡開口部幅 3.8m､高さ 0.6mをはかり､手前を約 10cm

の石を充填している｡

岩陰 C (写真 14)

最高所から約 140mの位置にある｡開口部幅 2.2m､高さ1.9m､奥行き3.3m (石積み幅

約 0.8 ､内側の空間奥行き 1m)を図る｡手前に約 20cmの石を高さ0.8m に積む (空隙

約 20cm)｡岩自体の高さ5.5mをはかる｡

この岩陰B･Cと石積遺構Dは約 10mX9mの方形の区画の中に所在している｡

洞穴 (写真 15)

最高所から約 90mの位置にある｡開口部 幅 2.0m､入 り口高さ0.65m?､内部の深さ2

-2.4m､奥行き4mをはかる｡

積石については西側尾根においても確認されており､積石Aのように耕作地の境として

新しく積まれたようなものもあるが､尾根の自然地形を利用しながら積まれた積石は恩納

城を構成する構築物である可能性が高い｡また両側絶壁で細長い東側尾根の北側にある岩

陰､洞穴は仲松の聞き取 りの状況を示唆するような地点と思われる｡とくに岩陰B･Cは

入り口に石が積まれているような状況は人為的な状況を示していると考えられる｡ただし､

表面観察では各地点とも人骨を確認することができなかった｡また､第三次調査後､2008

年 3月に再度､恩納城に赴いた際､さらに北側においても岩陰などの存在も確認すること

ができ､恩納城の全面的な構造把握が今後の課題である｡

3.面縄地区の遺跡

面縄地区の考古遺跡には前述したように面縄貝塚がある｡この貝塚群には面縄小学校の

西約 200mの隆起珊瑚礁崖の面縄第一貝塚 (面縄兼久パル ･扇状地 ･縄文～弥生)､小学校

東の隆起珊瑚礁上の砂丘上面縄第二貝塚 (面縄兼久パル ･砂丘 ･縄文 (後))､第二貝塚の

北東 230mの崖下の面縄第三貝塚 (兼久貝塚))(面縄兼久パル ･丘陵 ･縄文～弥生)､第二

貝塚北 145mの崖下の半洞穴とその前庭部の面縄第四貝塚 (面縄兼久 661･丘陵･縄文 (前 ･

中 ･後)がある｡

砂丘上には東浜貝塚 (東面縄 ･砂丘 弥生 (後))がある｡台地上にはヲクラチ (面縄ヲ

クラチ ･台地 ･縄文～中世)､ミック (面縄 ･台地 ･古墳～中世)があり､さらに上流域に

は今回調査した面縄按司墓 (上面縄 ･丘陵 ･中世)､恩納城跡 (面縄ウガン ･丘陵 ･中世)

が所在することになり､前当アム トも按司墓に近く､集落と耕作地の境に所在する丘陵上

に立地する｡

この中で､墓葬が確認されているのが面縄第一貝塚であり､洞穴遺跡に箱式石棺が確認

されている｡埋葬人骨は 1体､仰臥伸展葬で壮年女性と推定されている(松下､石田1983)0

石棺は､右側石に大型石灰岩塊4個､右側石は石灰岩塊 14個をおき､両小口には南平な石

灰岩塊を用い､頭骨右の側石はみられない｡棺内には白砂が埋土され､遺跡外からの搬入

も想定されている (伊仙町教育委員会 1983)｡この他に洞穴からは散乱骨も出土している｡

砂層の分類と石棺内の副葬品はみられなかったが供献土器から弥生時代前期から中期とさ

れる｡

また､面縄第四貝塚の東側岩陰前のテラス状の隆起珊瑚礁があり､海抜約 6-7m､幅約

12m､奥行きは東洞前で約 5mをはかる｡この上の約 12m2の堆積層と珊瑚礁のフィッシャ

ーの中から人骨が出土した｡人骨は男性 ･女性両方で､年齢も熟年 ･老年のものであり小

児もみられるとされ､二次葬あるいは三次葬の集骨と想定されている｡国分直-氏 (1976)

も､｢第一次葬が埋葬的処置を経たものか､岩陰で処置されたものであるか不明｣としなが

らも､｢乾燥葬の伝統が最近代にわたって保持されてきた地方｣であることから第一次葬は

岩陰で処置されたものではないかとしている｡

以上の周辺遺跡の状況から､今回の調査を実施 した面縄按司墓､前当アム ト所在地､恩

納城の位置づけについて若干検討してみたい｡

まず､立地としては面縄川流域の丘陵上にあり､面縄按司墓､前当アム ト所在地は上面
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縄集落のはずれにあり､恩納城はさらに高くなった段丘上に存在する｡その年代的位置づ

けは前当アム トの出土品は近世期以降､近現代の遺物も多いが､恩納城の出土青磁から中

世期にこうした丘陵上に遺跡が分布する傾向がうかがえる｡今後の資料整理によって､さ

らに検討をくわえたい｡

また､その構造的特徴は自然地形を利用 しながらも石で区画する点において共通する｡

その石による区画の構築方法については､(∋石を積み上げる方法 (面縄按司墓､恩納城の

積石)､(診右列を境界面に築く方法 (前当アム ト)､③石を充填することによって入口を塞

ぐ方法 (恩納城の岩陰)がみられる｡

その性格についての詳細は不明であるが､それぞれ聖地としての伝承があり､恩納城の

岩陰の状況は仲松の報告にある人骨収納の場所を想定できるものであった｡ただし､表面

観察によっても人骨の存在を確認することができなかった｡今後､積石の事例の蓄積によ

って､構造面からの比較検討を加えることが必要である｡

まとめ

今回の報告では遺構に関する基礎的データの整理が主となり､葬地については十分検討

することができなかったが､調査は聖地とされる場所の中で石によって区画する地点をと

りあげた｡立地としては集落周辺の丘陵上､あるいはさらに高い段丘上にある｡そしてそ

の区画された範囲の性格が問われるが､構造面における検討が必要であり､今回とりあげ

た場所においてもその区画する方法もそれぞれ異なる｡

琉球大学考古学研究室ではこれまでにも奄美諸島の中世城郭､グスクの調査に取 り組ん

でいる｡その中でグスク､城郭研究においては各々の遺跡､遺跡を構成する遺構に関す

る位置 と構造を記録化することが急務であると考えている｡ そ して､遺跡内の分析 と

い う資料の蓄積 とともに､遺跡間の関係を分析することが重要である｡恩納城の積石､

岩陰､洞穴についても報告 したもの以外に異なる地点も確認 してお り､恩納城における

遺構の空間的位置関係をお さえることが必要である｡また､前当アム トにしても今回の

調査では石列以外に墓葬などの遺構は確認 されていないが､他のアム トとの比較が課題

である｡いずれにしても､今回の調査のように遺構の確認 と記録化によって､今後の構

造的な比較研究が可能になると考える｡

本調査において伊仙町教育委員会には多大なご協力をいただいた｡ とくに伊藤勝徳氏､

新里亮人には事前打ち合わせから調査中､様々なご配慮､ご支援いただいた｡また面縄の

皆様にも多大なご協力いただいた｡ とくに富本義雄氏には多大なご支援をいただいた｡記

して感謝の意を表したい｡

なお､調査参加学生は以下のとお りである｡

第一次調査 主税英徳､後藤法宣､杉山健雄､山田吐夢､粟国有正､内聞梓､金城龍治､

宮城光平､佐藤史奈､平安名常泰

第二次調査 後藤法宣､山田吐夢､粟国有正､内間梓､宮城光平､赤嶺周作､三宮央意､

平安名常泰､宮城康

第三次調査 平安名常泰､上原英太､久田諭､無津呂健太郎

第四次調査 後藤法宣､粟国有三､平安名常泰､上原英太､木野沙央里､久田諭､宮城

良美､無津呂健太郎
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写真 1 面縄按司墓遠景

写真 2 面縄按司墓東側積石
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写真 3 面縄按司墓北東隅から内部状況

写真 4 面縄前当アム ト所在地遠景
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写真 5 面縄前当アム ト所在地調査前

写真 6 面縄前当アム ト所在地南 トレンチ完掘状況
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写真 7 面縄前当アム ト所在地南 トレンチ石列検出状況

写真 8 面縄前当アム ト所在地西 トレンチ完掘状況
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写真 9 面縄前当アム ト所在地調査後

写真 10 恩納城東側尾根遠景
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写真 11 恩納城東側尾根積石B
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写真 12 恩納城東側尾根岩陰A



写真 13 恩納城東側尾根岩陰B

写真 14 恩納城東側尾根岩陰C
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写真 15 恩納城東側尾根洞穴


