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平良勝保（沖縄県立芸術大学附属研究所共同研究員） 

山田浩世（日本学術振興会特別研究員 PD） 

 

要旨  

本報告は明和津波以前における歴史津波の実態を明らかにするために、文献並びに伝承記録に見ら

れる伊良部・下地島のキドマリ村について調査した成果報告である。キドマリ村は 1743 年に編纂さ

れた『宮古嶋記事仕次』ではすでに津波によって廃村となっており、その実態を確認するための現地

調査を実施した。聞き取り調査ではキドマリの村跡とされる箇所が確かに存在することと、その村跡

とされる箇所では石積み等の遺構が現地踏査によって確認された。上記の遺構は戦後の造成事業等に

より、極めて限られた範囲に残存しているのみであることから、その性格については今後、発掘調査

などの検証を通して明らかにしていく必要がある。しかし、今回の踏査によってキドマリ村の実態解

明という点においては大きく前進したと言える。また、キドマリ村の一端が明らかになれば、津波に

よって壊滅した集落がどのような状況で廃村に至ったのか、そして廃村後の土地利用は如何様であっ

たのか、自然災害と集落環境との関係を見ていく上で非常に興味深い遺跡であることを改めて確認す

ることができた。翻ってそれは島嶼社会の変遷を考えていく上でもこのキドマリ村跡は重要な問題を

提起し続けていくものと思われる。 
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伊良部・下地島キドマリ村跡調査成果報告 
 

山本正昭 平良勝保 山田浩世 
 

１．はじめに－本調査の目的と経緯－ 

琉球弧の島々は、広大な海域に点在するというその地理的特性ゆえに海との密接な関係の上に生活

や文化の基盤を形成してきた。海は、豊かな恵みを人々にもたらす一方で、たびたび荒れ狂い、災害

として顕在化することで大きな被害をもたらしてきた。 
海由来の災害の最たるものとして津波がある。琉球弧の島々には、津波にまつわるさまざまな伝承

が残されている。沖縄・宮古・八重山地域における津波伝承について述べた赤嶺政信の論考によれば、

すくなくとも次のような伝承を確認することができる。沖縄島地域では、①旧美里間切古謝村の津波

伝承、②久米島の津波伝承、③旧佐敷町のジュゴンとシガリ（津波）があり、宮古島地域では、④多

良間島の兄弟始祖神話と津波伝承、⑤伊良部・下地島のヨナタマ伝承、⑥伊良部・佐良浜のサトゥヌ

カンにまつわる津波伝承、⑦旧城辺町友利の嶺間御嶽の由来譚に属する津波伝承、⑧旧城辺町砂川の

ナーパイの由来譚に属する津波伝承があり、八重山地域では、⑨黒嶋仲本部落の津波伝承、⑩与那国

島の津波伝承がある1。これらの伝承の中でとりわけ特徴的なのが、「物言う魚」（＝ジュゴン）に関連

する逸話である（①、③、④、⑨等が該当）。 
これら「物言う魚」系の伝承は、柳田国男の論考「物言う魚」以来広く知られることとなったが、

海神（霊）の使いとしての「物言う魚」が津波を呼び起こし、人々や村々を壊滅させたとするもので

ある2。同系統の類話を扱った後藤明によれば、日本沿岸のみならず「物言う魚」は地域的なバリエー

ションを持ちながら、世界的に分布する伝承でもあるという3。 

                                                   
1 赤嶺政信「沖縄における津波と「油雨」に関する伝承」（研究代表者高良倉吉、平成 17 年度～平成

19 年度基盤研究（B）『沖縄の災害情報に関する歴史文献を主体とした総合的研究』、2008）を参照。

自治体史に採録されたものなどを取り上げたもので、類話などを加えればさらに多くの逸話を確認す

ることができよう。 
2 柳田国男「物言う魚」『柳田国男全集６』、ちくま文庫、1989（初出 1932）参照のこと。 
3 後藤明『「物言う魚」たち』（小学館、1999）を参照。 
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これら広く知られる「物言う魚」

伝承の中でもっとも有名なのが、

宮古島西方の伊良部島に連なる下

地島（文献上では下地村、伝承で

はキドマリ村）にまつわるヨナタ

マ伝承である。従来の研究では、

伝承によって村が波に襲われたこ

とを伝えるものの、客観的事実と

しては証明しがたい一種の寓話

（伝説）として位置づけられてき

た。しかし、本伝承は、代々口承

で受け継がれ知られているだけで

なく、1748 年に編纂された『宮古

島記事仕次』（1748 年編纂）にそ

の詳細が記され、その末尾に「今

にいたりて其村の跡形ハあれ共、村立ハなくなりにけり」と記すように、伝説とのみ片付けるには慎

重となるべき記述も残されている。また、後述するように伝承などと符号するように多くの地名を確

認することもできる。 
そこで本プラグラムでは、古文書記録が十分に残されていない伝承によって知られる災害と村落と

の歴史的関係の変遷を明らかにする試みとして、他の文献情報との比較や伊良部島に伝えられている

地名などを検討し、伝承の整合的理解を図るとともに、考古学的検討を通じた分析を行った。文献情

報との比較や伝承の再整理、考古学的手法の導入といった学際的な検討を行うことで、伝説という言

葉で片付けられてきた災害と人々との歴史的関係をより多角的に論じることを目指した。島々の社会

に災害はどのような関係を持ちながら現在へといたっているのか、それらの諸問題を検討する手がか

りとなればと考える4。 
 そこで本稿では、次のような構成で調査によって得られた知見の報告を行いたい。①調査の概要、

②文献資料に記されたキドマリ村・ヨナタマ伝承情報の整理、③考古学的調査の成果とまとめである。 
 
２．調査の経過 
これまでに行った調査及び宮古島での調査報告は、次の計９回である。現地での調査は主に地表面

踏査と聞き取りを中心として実施した。また、地島北西部一帯の地名に関しては伊良部在住の桜井茂

氏からの聞き取りに拠るところが大きかった。 
①平成 24 年 5 月 25～26 日（参加者：石井龍太・新城宗史・山田浩世・山本正昭）、主に下地島北

西部一帯を踏査し、周辺立地、環境を巡見し、聞き取りによって得られていた石積み遺構の確認を行

った。 

                                                   
4 付言：3.11 の震災以来、災害が社会的に大きな関心を集める中、災害研究に対する関心も高まって

いる。一方で、災害に関する情報は社会に対し大きな影響を持つことともなり、事実の把握には慎重

な検討が求められている。本発表では、ヨナタマ伝承、古文書、伊良部・下地島での実地調査を踏ま

えた成果を報告するものであるが、木泊村の実否や波（津波であるのか高波であるのか）の問題につ

いてはさらなる検討が必要であると考える。 
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②同年 6 月 23～24 日（参加者：麻生伸一・平良勝保・豊見山和行・仲座栄三・久貝弥嗣・山田浩

世・山本正昭）、第一回目の調査で確認された石積み遺構一帯の伐採、周辺の精密踏査を行った。 
③同年 10 月 27~28 日（参加者：山田浩世・山本正昭）、下地島北西部、通り池北側地域について伊

良部島長浜集落などで複数人（下地島に戦後居住していた方々）から聞き取りを行い、通り池北部一

帯をキドマリと称していることなどの情報を得た。 
④同年 12 月 1～2 日（参加者：久貝弥嗣・新城宗史・山田浩世・山本正昭）、第三回調査で得られ

た聞き取り情報をもとに通り池北部一帯を踏査し、新たな石積み遺構を確認し、周辺の伐採を行った。 
⑤平成 25 年 1 月 11～13 日（参加者：下地和宏・平良勝保・仲座栄三・山田浩世・山本正昭）、第

四回調査で明らかとなった地点及び石積み遺構を再度伐採し、周辺地域を精密踏査するとともに、下

地和宏氏に遺構の確認を行ってもらい意見交換を行った。 
⑥同年 2 月 17～18 日（参加者：山田浩世・山本正昭）、石積み遺構周辺の伐採を行うとともに、図

面の作成を行った。 
⑦同年 5 月 18 日、宮古郷土史研究会 5 月定例会にて発表（発表者：山本正昭）、宮古島にて山本が、

第六回目までの知見をもとに中間報告を行い、意見交換を行った。 
⑧同年 6 月 21 日、沖縄考古学会 6 月例会（発表者：山本正昭・平良勝保・山田浩世）にてこれま

で得られた知見の報告を行うとともに、石積み遺構及び津波石を含む周辺環境の評価について意見交

換を行った。 
⑨同年 6 月 22～23 日（参加者：山田浩世・山本正昭）である。意見交換などで得られた知見など

をもとに石積み遺構周辺を再踏査するとともに、周辺に分布している津波石の位置確認などを行った。 
 なお、現地調査を実施する前後にも事前勉強会や調査方法についての打ち合わせを実施し、情報の

共有化を行った。 
 
３．文献資料にみるキドマリ村・ヨナイタマ伝承 

 古琉球には伊良部下地島（には人が住んでいたが、近世では無人島あったといわれる。下地島に集

落があり人が住んでいたことは、文献史料や伝承からも明かであるが、1978 年、伊良部村役場から発

行された『伊良部村史』には、かつて下地島に集落があったとは記されておらず、「木泊原屋」（出作

りのための仮家）が記されているだけである5。近世初頭には人家はなかったようであるが、交代制の

任務と思われる「馬番佐事」12 人がいた（宮古島所遣座例帳）6。戦後の記録では、1960 年時点で

77 人の人々が住んでいた。下地島は、1973 年から非公共飛行場として建設がはじまったが、1979 年、

公共飛行場として開港し、同時に航空会社によるパイロット訓練飛行場としても使用された。1994
年を最後に定期便はなくなった7。キドマリ村跡は、外海の東シナ海に面しているため、かろうじて一

部が空港開発の嵐から逃れて残された。 
 ところで、「キドマリ村」または「木泊村」の呼称は、文献史料には見えない。初見は、1940 年の

島尻實永『伊良部村郷土史』である。戦後の改訂版（原稿用紙）には、勝地として「通池」が紹介さ

れ、次のように記されている8。 
 ―前略―／往昔はこの附近は木泊村といってこの附近は富豪の宅地であったといい、口碑の伝

                                                   
5『伊良部村史』（1978 年、伊良部村役場）、245 頁。 
6『沖縄県史料 前近代７ 首里王府仕置３』（1991 年、沖縄県教育委員会）、813 頁。  
7『沖縄県の地名』（2002 年、平凡社）、634 頁。 
8 筆者所蔵。 
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ある所に依れば、其の富豪が海神の使い（ヨナイタマ「人魚」）という魚を捕らえ、俎上して切ら

うとした時、海神が「ヨナイタマ」の使いより帰らざるを不審に思い、声張り上げて之を呼びし

に、該魚は事の顛末を報告し、身の不自由を訴へりために、海神はこれを救うべく海嘯を起こし、

富豪の宅地は海と化したりという。木泊村は木泊山として、今に残っている。（句読点は一部引用

者） 
 この伝承は、後に紹介する「宮古島記事仕次」の記事とも重なる。なお、『伊良部村郷土史』所収の

地図には、現在の下地島空港事務所あたりに「豊部落」が見える。 
以下、文献史料を中心に下地島＝キドマリ村の歴史について、概要を紹介してみたい。 

 
３－１ 古琉球の下地島 

もっとも古く下地島に集落があったことを確認できる史料は、『李朝（朝鮮王朝）実録』世祖 8 年 2
月条 1463）で、「時麻子島」の人々の交流が記されている。「時麻子島」は、記載の文脈や語韻から、

現在の下地島であると考えられている。これによれば、下地島を含む近隣の 5 島の人々は互いに往来

し、飲酒をともにしたという9。 
『伊安氏家譜正統』（現、字仲地に宗家がある）には、五世方至の妹「坊座」が「喜屋泊与人」と

なった白川氏の「伊安渡」に嫁いだと記されているが10、年代は不明である。父の「方智」は尚清王

代嘉靖年間（1527～66 年）に下地の頭となっている。兄の「方至」は、正徳年間生まれ、嘉靖年間

伊良部文子となっている11。この記録の「喜屋」は、「か」の口蓋化音「きゃ」の表記とも考えられ、

「きどまり」と韻が似ている。「喜屋泊」と「キドマリ」が同一村だとすると、嘉靖年間までは同村が

あったと想定することができよう。 

 

３－２ 近世の下地島 

1647 年 『正保国絵図』には、「永良部島之内 下地島 人居無」記される12。同年の『宮古・八

重山両島絵図帳』には、「ゑらふ下地島東西壱里拾六町南北拾九町」と記されている13。その後、1727
年の『雍正旧記』には、「伊良部村の内下地の西方に通池云あり」と継子伝説が記されている14。要約

は以下の通り。 
ある人の後妻に子が生まれた。兄の継子と弟が三・四歳の頃、後妻は両人を連れて通り池に行

き、継子が寝入ったところを見計らって池に落とそうと考えて池の縁に寝たが、母親が先に寝入

ってしまった隙に、子供たちが寝位置を換えていたため、母親は我が子の弟を池に突き落とし、

家に抱えてきた子は継子であったという。 
この説話は、1745 年の『遺老説伝』にも「太古之世宮古伊良部有一悪婦」と載せられている15。 
1748 年の『宮古島記事仕次』に「伊良部下地といふ村洪濤にひかれし事」の記事があり、これが下

                                                   
9 池内望子／内田晶子／高瀬恭子『朝鮮王朝実録 琉球史料集成』（2005 年、榕樹書林）、144 頁、146
頁。 

10 『平良市史』第八巻（1988 年、平良市教育委員会）、474 頁。  
11 同前、486 頁。  
12 『琉球国絵図史料集 第一集－正保国絵図及び関連史料－』（1992 年、沖縄県教育委員会）、88 頁。 
13 『平良市史』第三巻（1981 年、平良市役所）、601 頁。 
14 同前、51 頁。  
15 『遺老説伝』（1978 年、角川書店）、60 頁。筆者は、成立年代 1760 年代初頭を考えているが通説

を採用した。 
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地島に津波があったと記された最初の文献史料である。「むかし伊良部島の内下地という村ありけれ」

ではじまる16。釣り上げられた「よなたま」が燻されているとき、隣家の童子が母親に伊良部村に連

れていって欲しいと激しく泣き出した。同じ頃、「よなたま」は「早く犀をやりて迎ひさせよ」と父に

願いをしていた。仕方なく伊良部村に向かった母子が翌日、下地村に戻ったところ、村は跡形もなく

流されていた。原文は次のとおりである（典拠文献を他の写本参考に筆者が校訂した）。 
 

伊良部島の内、下地といふむらありけれ。ある男猟に出てゝよなたまといふ魚を釣る。この魚

は人面魚躰にして能々ものいふ魚となり。猟師おもふやう、「かゝるめつらしき物なれは、明日

いつれも参会して賞翫せん」とて、炭をおこしあふりこにのせて乾はかしけり。其夜人しつまり

て後、隣家に或童子俄に啼をらひ、伊良部村へいなんといふ。夜中なれは、其母いろいろこれを

すかせとも止す、泣さけふ事いよゝゝ切なり。母もすへきやうなく子を抱て外へ出たれハ、母に

ひしといたきつ、きわなし。きふるふ母も恠異のおもひをなす所に、はるかにこゑをあけてよな

たまゝゝゝゝ何とて遅く帰るそ、といふ。隣家に乾かされしよなたまの曰、われは今あらすミの

上にのせられあふり乾かさるゝ事半夜におよへり、早々犀をやりて迎ひさせよ、とこたふ。母子

ハ、身の毛よたつていそき伊良部村にまいる。人々あやしみて何とて夜ふかく来る、と問ふ。母

しかゝゝとこたへて、翌朝下地村へ立かへりしに、市沖のこらす洗ひつくされて失たり。今にい

たりて其村の跡形はあれ共、村立はなくなりにけり。彼母子いかなる隠徳ありけるにや、かゝる

急難を奇特にのかれし事こそめつらしけれ。 
 

「宮古島記事仕次」では「むかし」とは、おおむね「古琉球」をさしている。この津波説話も古琉

球の出来事を記したものと考えられる。「犀」は、動物の「サイ」しか意味がないようであるが、音韻

を当てたとも考えられる。 
1753 年の『宮古島記事』には、「伊良部下地と申所へ牛馬牧調置候由来の事」という記事があり、

「中古」の出来事とされている17。牛馬牧の設営は、「中古」、伊良部村の国中与人の功績とされる。

伊安氏六世方里（隆慶年間）と七世方清（万暦年間）が国中与人となっていることから、古琉球末期

か近世初頭の出来事と考えられ、この時期までには下地島はほぼ無人島になっていたと考えられる。 
1767 年の「与世山親方規模帳」には、牛馬牧の丁寧な管理、海垣の整備などが指示されている18。

牛馬は、常時 400～500 匹ほどいたが、1771 年の津波で流されたり、その後の飢饉で盗まれ、1785
年には牛は一匹もなく、馬が 20 匹ほどになっていたという19。このとき、一部の開墾が許された。 
 
３－３ 1771年下地島の津波と津波石 

下地島を襲った大波は、高さ 2・3 丈（約 7～10ｍ）ほど打ち上がった。また、南の海端から①高

さ 9 尋（16.5ｍ）、石廻 40 尋（73.15ｍ）、②石廻 12 尋 2 尺（22.61ｍ）、横（直径）8 尋（14.63ｍ）、

高さ 6 尋 3 尺（11.97ｍ）、③石廻 8.1 尋（14.96ｍ）、横 4.3 尋（8.31ｍ）、高さ 4 尋 1 尺（7.64ｍ）の

石が高さ 10 尋（18.28ｍ）程の壇に打ち上げられた。ほかにも、5・6 尋廻（9～11ｍ）、高さ 3・４尋

（5～7ｍ超）石が数多く打ち上げられた。 
                                                   
16 『平良市史』第三巻（1981 年、平良市役所）、82～83 頁。 
17 『平良市史』第三巻（1981 年、平良市役所）、58 頁。 
18 同前、626 頁。 
19 『多良間村史』第二巻（1986 年、多良間村）、612 頁。 
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牧の馬 55 匹のほか、百姓の牛や山羊も溺死し、伊良部と往来用の橋や浮道も壊れた（御問合書）20。 
 

３－４ 近代の文献史料 

1919 年に伊良部村役場が、『伊良部村勢一班』（成立の背景不明）を発行している21。あまり知られ

ていない史料なので記事を紹介しておく（句読点は一部引用が追加した）。 
五、巡遊スベキ勝地 

通池、役場ノ西方二十五町、下地島ノ海岸ニアリ。天然ノ深淵二ツ連リ、継子ノ寝台ト称スル

石壇アリ、鱶等ノ大魚浮沈セリ。 

鍋、通池ノ近所ニアリ。形鍋ノ如シ。潮ノ寄返ル音、鍋中ニ沸返ルニ似タリ。 

通り池が紹介されているが、キドマリ村のことに何も言及していない。近代については、以下の文

献を紹介するにとどめておく。 
(1) 1927 年 慶世村恒任『宮古史伝』 「下地島の海嘯とヨナタマ魚」が紹介されている。 ※

津波を方言で「サイ」と記していることが注目される。 
(2) 1940 年 島尻實永『伊良部村郷土史』 （A）通池／伝説／（B）伊良部元島（上の島とも

いふ）が紹介されている。 ※「木泊村」の名称を初めて使用した著作である。村跡は「木

泊山」と呼ばれていると記されている。また、「ヨナタマ伝説」は、伊良部元島の話として

記されている。 
(3) 編者不詳『伊良部村史参考書』 （A）通池／伝説／B 伊良部元島（上の島ともいふ） ※

『伊良部島誌』草稿の謄写版とみられるが、冒頭一部と後半一部が欠落。木泊村に関しては、

(2)『伊良部村郷土史』とほぼ同一。（筆者所蔵） 
(4) 1945 年 編者碧部隊長多賀哲四郎『伊良部島誌』 「十三勝地／１通池／継子の寝台伝説

／２鍋」が記されている。 ※『伊良部村史参考書』と記述内容は似ているが文章が整理さ

れている。「編輯後記」には、「本書編纂に當りては伊良部青年学校長与那覇春吉、主として

執筆せり。又島の大先輩たる垣花恵辰氏の垂教尠からず。垣花恵高助役始め村役場吏員諸氏

の御助力も亦甚大なりき。民謡調査並に採譜に當ては伊良部國民学校島尻實永、平良（引用

者注―後「大川」）恵良両氏の御努力も忘るる能はざるものあり。誌上深く謝意を表する。

／参考書としては、宮古郡教育會『宮古郷土史』島尻實永編輯『伊良部郷土史』を主として

拠れり」とある。（筆者所蔵） 
(5) 1957 年 稲村賢敷『宮古島庶民史』 「五 海獣伝説／人魚伝説／よなたま／下地島／通

り池／継母伝説」が紹介されている。 
(6) 1974 年 大川恵良『伊良部郷土誌』⑩島尻實永『伊良部村郷土史』とよく似た記述。 
(7) 1978 年 伊良部村史編集委員会『伊良部村史』 「一、下地島通り池の伝説／三、ヨナタ

マ伝説（伊良部下地という村洪涛にひかれし事）」 ※同書には、「木泊原屋」が地図上にプ

ロットされている。 
(8) 1989 年 『伊良部の民話』 「木泊村の津波」ｐ297～298「ヨナイタマと通り池／通り池

の継子台」 ※同書は、現地の翻訳協力者が２人、ほとんど学生が翻訳している。 
(9) 1986 年『沖縄県地名辞典』（角川書店） 

                                                   
20 『平良市史』第八巻（1988 年、平良市教育委員会）、808 頁 
21 沖縄県立図書館郷土資料室所蔵。 
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(10) 2002 年『沖縄県の地名』（平凡社） 
 

４．現地調査による成果 

４－１キドマリ村跡周辺の聞き取り調査成果 

すでに触れたように、キドマリ村跡とされる地点の聞き取り調査と遺構確認の地表面踏査を計

９回に亘って行った。この現地調査で最も大きな成果としてキドマリ村と伝承されている具体的

な位置と下地島空港建設以前の下地島北東部一帯の地名、かつての下地島北東部の状況について、

詳細を炙り出すことが出来たことが挙げられる。聞き取り調査は 50～80 代の伊良部島在住者７名

を対象に実施し、下地島北東部一帯の状況を明らかにするところから始めた。 

図１、２は聞き取り調査によって得られた下地島北東部一帯の地名図である。この地名図を基

に下地島北東部における戦前、戦後の状況について紹介していきたい。 
現在の下地島には空港関係の建物以外での家屋は無く、空港と畑地が広がっている光景となってい

るが、空港建設前は家屋が点在する散村的な風景が見られた。これは戦前に伊良部村による開拓事業

で開拓希望者には一世帯につき住居と２町歩の耕作地を支給したことにより、伊良部や佐和田、そし

て台湾から開拓希望者が下地島に流入し、下地島各所に家屋が建てられた。かつて通り池近くに居住

していた桜井茂氏（昭和 17 年生）は通り池北側を「キドマリヤマ」と称しており、伊良部集落共有

の茅取り場として位置付けられていたことや、自宅近くに竪井戸が掘られていたが、潮味を含んでい

たことから、普段の飲料水は天水を溜めた甕の水を飲料水としていたとの証言が得られた。あわせて

通り池のすぐ北側にある入り江、「キドマリ浜」には大潮の日は小魚が多く入ってくることから網漁を

行っていた。そして、キドマリ浜の外側、ピサラブーの海では大潮の日は大きな魚が採れたとの証言

も得られた。因みにキドマリ浜の東端の浜である「ウツヌバタ」での踏査では沖縄産陶器を１点、表

採している。 

通り池近くの畑地に毎日通っていた洲鎌清俊氏（昭和9年生）は、通り池周辺には津波石が多く散

乱していたが下地島空港建設の際に建設資材として破砕され、持ち運ばれたということであった。ま

た周辺には、ネムの木が密生していたが、近年の植林造成により取り払われてしまったとの証言も得

られた。 

伊良部在住の洲鎌隆氏（昭和 14 年生）は下地島空港レーダー基地（以下、レーダー基地）の東側

を通る道路は、現在の下地島一周道路が完成する前の旧道であり、キドマリ村の東側縁をそのまま旧

道ラインとしていたとの証言が得られた。レーダー基地あたりで南行していた旧道が途中で急カーブ

し、西行している箇所が比定される（図３）。 

下地島空港供用後においてキドマリヤマとレーダー基地周辺は伊良部町主体の植林事業により旧

地形が大きく改変されたとの証言が複数得られた。しかし、レーダー基地東側の、松林が見られる一

帯は地形改変から免れたようである。現在、松林内に畑の畝跡と周囲 3.5ｍほどの巨大な津波石（写

真１）を見ることができる。なお、キドマリ浜からはおおよそ 250ｍ東の内陸部に位置している（図

３）。 
 
４－２ キドマリ村跡想定地と現地踏査成果 

 まずはキドマリ村と伝承されている場所についてであるが、聞き取り対象者のほとんどがキドマリ

浜奥部（東側）の低丘陵上一帯（写真２）であるとの証言を得た。また、レーダー基地周辺までが村

の範囲であり、かつては陶器片が散乱していたとの証言やレーダー基地建設時による造成のため、村
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跡の痕跡は失われたとの話も得られた。 

これらの聞き取りを基に、現地での地表面踏査を実施した結果、通り池のすぐ北側にある入り江東

端のウツヌバタから東へ約 30ｍ地点において野面積みの石積みや集石遺構を確認することができた

（図４）。標高約５～６ｍの丘陵上面の平坦部を画するように人頭大の自然石を組み上げた石積みが高

さ約 1.5m 積み上げており、長さ 7.5ｍにわたって残存しているのが確認された（写真３）。石積みは

ほぼ直に立ち上がり、両方に面を有している。加えて、面石の裏には裏込め石が充填されており、根

石は岩盤直上に据えられているのが確認された（写真４）。この石積みはやや弓なり状に屈曲して石灰

岩塊と石灰岩塊を繋ぐように配置されていることから、石灰岩塊の位置により、石積み配置プランが

決定されていることが看取される。あわせて、西側にも30m近く石積みが延びているのを確認したが、

戦後の植林造成時に混入したと思われるガラも見られる（写真５）ことから、南面と西面は改変され

ている可能性が高い。長さ 7.5ｍにわたって残存している石積み周辺には大小の石灰岩が密集してお

り、大きいもので周囲１～２ｍを測る石灰岩も確認された。 

集石遺構に関しては北側で多く確認された。それらは列状に延びているため、区画の可能性がある。

拳大の石灰岩で構成され、とくに石積み遺構との関連性は窺えなかった（図６）22。遺物については

全く表採されず、石積み遺構周辺の表土には多量の石灰岩小礫が混入しているのを確認した。なお、

石積みや集石遺構周辺の踏査では遺物が得られなかったため、これら遺構の時期については不明であ

る。 
これらの周辺においては植林事業によって植栽されたと思われるモクマオウがこれら遺構群の東

側と南側、更には西側の一部にまで見られる。一方で石積みや集石遺構が集中している箇所において

はモクマオウが全く見られない。このことから、石積みや集石遺構が集中している箇所においては植

林による改変は行われていないことが推察される。また、モクマオウが全く見られない箇所では平場

が展開していることが確認された。この平場内においても踏査を行ったが遺物は得られなかった。 
最後に、石積み遺構の近くの平場において手掘りによる掘削痕が見られたため、土層観察を行うこ

とができたので報告しておく。地表面から 10～15cm は石灰岩の小礫が多量の混入したシルト質の層

でその下層には赤褐色のシルト層が堆積しているのが確認された（写真７）。小礫については角が取れ

ていない石灰岩礫で、ほぼ均一に混在していた。また赤褐色のシルト層はかなり厚く堆積しているこ

とから、地山である可能性が高い。 
  

４－３ 現地踏査結果を踏まえての検証  

ここでは現地踏査を行った中でキドマリ村と伝承されている場所で確認された遺構についてと周

辺で確認された石灰岩塊の 2 点について検証していきたい。 

 キドマリ村と伝承されている場所で確認された遺構では石積みの機能については、表裏に面が見ら

れることと残存高が1.5mであることから、境界区画を表示するための石積みよりも人の往来を遮断す

る石積みであると解される。同時並行で実施したキドマリヤマにおける現地踏査では石積み遺構が数

箇所で確認されているが、全て残存高が0.3ｍ以下であった（写真８）。方形区画で囲繞されているこ

とから屋敷囲いの石積み根石であることを想定したが、その後の聞き取りでは畑を区画する石積みで

あることが判明した。このことからも当該地で確認した石積みは境界区画としての機能とは明らかに

                                                   
22他に村跡として想定されたのはキドマリ浜北側一帯である。この地点において高さ約 1.5m の石積

みが存在しているとの証言が得られたことから、踏査を行った。その結果、遺構、遺物が得られなか

ったことから、村跡として可能性は極めて低いと判断される。 
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異なる機能が付与されているものと想定され、前述のような解釈に至った。ただし、地形の変化点に

配置されていないことから防御性を有するほどの性格は有していないと考えることができる。上記の

点を踏まえると集落における屋敷区画の石積み、もしくは拝所を区画する石積みとしての機能を考え

ることが出来る。 

 次に問題となってくるのがこの石積み遺構が文献、伝承上に見られる「キドマリ村」との関連性で

ある。このことについては遺物が表採されていないため、石積み並びに集石の機能時期が判断できな

いことと、石積み遺構の性格が分かるほど残存していないことから、集落遺跡としての要素が捉える

ことができない。よって「キドマリ村」と関連させるには決定打に乏しいと言える。遺構の性格とそ

の時期がある程度明らかにされない限りは「キドマリ村」に比定することが出来ないと言える。 

２点目の周辺で確認された石灰岩塊について、石積み遺構に接続する石灰岩塊は周囲２ｍとかなり

大きく、下部は岩盤とは繋がらないことから津波石であると判断される。となると、石積み遺構は津

波の後に構築されたと考えられる。他方、石積みの面前に散乱している石灰岩塊も下部は岩盤とは繋

がらないことから津波石であると判断され、一部面に接している石灰岩塊も見られる（写真３-3）。こ

れらのことから石積み構築前にすでに存在していた津波石と石積み構築後に移動してきた津波石、す

なわち２つの異なる時期の津波石が存在していることとなる。これをそのまま文献、伝承にあらわる

津波に比定させると『宮古島記事仕次』の「洪濤」と、1771年の下地島を襲った大波と２度の津波と

なる。となると「キドマリ村」が流された後に石積みが構築されたとことになり、「キドマリ村」とは

全く関係の無い石積み、集石であるということになる。しかし、複数回にわたる津波の可能性を考え

れば、『宮古島記事仕次』の「洪濤」以前にも津波がこの場所を襲った可能性も考えられる。 
かつて河名俊男は津波石の年代分析を行い、これまでに６度の津波が石垣島を襲ったという見解を

出している（河名、中田1994、河名ほか2006）ことから、文献、伝承で確認できる津波以前に下地島

が津波に襲われたことも十分に考えることができる。よって石積み遺構は『宮古島記事仕次』に見ら

れる「洪濤」以降に構築されたとは言えない。 

よって「キドマリ村」が残存しているのかどうかについては今後の発掘調査などで明らかにしてい

かなければならないと同時に、今後「キドマリ村」を考えていく上で今回の調査で確認された石積み

や集石遺構は無視できない要素として位置付けることができる。 

 

４－４ キドマリ村跡周辺を襲った津波について 

ここでキドマリ村跡周辺を襲った津波の痕跡について触れていきたい。 

過去に加藤祐三は通り池の南にある帯岩の年代分析を行い、480～880年前に数値が出たことから、

1771年の大波以前に打ち上げられたとの可能性を指摘している（加藤1988）。また、中村衛は帯岩南

側の低地でボーリングによる地質調査を行い、深さ40～50cmの砂混じり粘土層に枝サンゴ礫が包含さ

れているのを確認、更に帯岩周辺での津波遡上シミュレーションを行い、崖とその間のリーフにある

複雑な地形は局所的に津波を増幅されるとの考察を行っている（中村2007）。このように過去の津波

分析、調査においては1771年以前にも津波が襲っていたことや津波が成因となる堆積物が見られるこ

と、そしてかなりの規模の津波があった可能性が挙げられている。 

翻って帯岩より北側に位置するキドマリ村と伝承されている場所においては、レーダー基地の東側

で周囲 3.5ｍほど津波石が確認されていることから、かなりの規模の波がこの一帯を襲ったことが想

定される。この津波石の西側約 250m にはウツヌバタが位置しており、このウツヌバタは東西約 310
ｍに及ぶ深い入り江の最奥部の浜となっている（写真９）。去る 3.11 の大震災時に発生した津波でも、
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波が川を遡上していったことや、リアス式海岸の湾内において津波が最も高く遡上した例を引いても、

ウツヌバタは波の威力が最も増幅される海岸に相当する。このことからキドマリ浜から西方向に波が

集中的に入り込み、その結果としてレーダー基地の東側にまで津波石が流されるに至ったと考えるこ

とができる。キドマリ村と伝承されている場所もウツヌバタから東へ約30ｍと至近距離にあること、

入り江のほぼ軸線上に位置している（図３）ことから、津波の際には相当な威力の波が当該地を襲っ

たことは想像に難くない。 

まとめると過去、下地島西岸を津波が襲う度に、崖とその間のリーフにある複雑な地形を呈してい

る場所が波を内陸部へ入り込む誘導路として機能していた。その内の一つがキドマリ浜であったもの

と思われる。 

 

５．まとめ 

 これまで文献資料並びに現地での確認調査を通して、キドマリ村跡について検証してきたが、「はじ

めに」で触れた本調査の目的を達成できておらず、多くの課題を残したまま、更に新たな課題を生み

出すに至ったと言える。ただし、全く成果が出なかったかと言えば「キドマリ村」を考えていく上で

物的検証の余地があることを初めて示したという意味では大きな成果を出せたと言える。この点につ

いては今後もより詳細な調査と分析を行う必要があるが、現段階で可能な限りの現地確認調査を行っ

た成果を示し得た意義は大きいものと捉えている。 
 災害と人々との歴史的関係を多角的に論じていく方法は未だ十分とは言い難いが、それらを今後も

模索していくことにより、さらなる災害と人々との関係が明らかにされていくものと思われる。本報

告もその一助となれば幸いである。 
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写真１ レーダー基地東側       
丘陵の津波石 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真２ キドマリ村跡想定 
地遠景（南西から） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真３-1 南東側の石積み   
遺構（北から） 
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写真３-2 南東側の石積み遺構近景

（北西から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真３-3 南東側の石積み遺構と周

辺に散乱する石灰岩礫（北から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真４ 石積み遺構根石部（北から） 
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写真５ 西側の石積み遺構（南から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真６ 集石遺構（西から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真７ 掘削痕西壁 

赤土シルト層 
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写真８ キドマリ山の石積み（西か

ら） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真９ ウツヌバタ遠景（西から） 
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図１ 下地島北東部地名図 
 

図２ キドマリ浜・キドマリ村跡周辺地名 

キドマリヤマ 

キドマリ村 
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ザンヤ

ナカグゥ
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キドマリバダ 

キドマリ村 

佐和田の浜 

キドマリヤマ 
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図３ キドマリ村跡周辺 
 
 

図４ キドマリ村跡想定地で確認された遺構平面概要図（1 マス：50cm） 

キドマリ村跡想定範囲

石積み・集石遺構確認範囲

通り池 

下地島空港レーダ基地 

津波石

下地島空港 
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