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1. 海上に浮かぶ尖がり帽子の島影

29 

南北に約135kmと細長い沖縄本島の北部では，本部半島がこぶのように東

シナ海に突き出ている。その半島先端から北西 9km沖合には， 1つの山がー
いえじま

際高く釜え，洋上に尖がり帽子を浮かべたような島影の伊江島が見える（写真

8一1）。北緯26度42分57秒，東経127度48分32秒に位置する伊江村 1村の島で，
レぜ なじま いへやじま あく にじま

その北東方向には伊是名島と伊平屋島，西南方向には粟国島，遠く南西方向に
と β しきじま ざまみ仁ま けらま

は渡嘉敷島・座間味島等の慶良間諸島など東シナ海上に浮かぶ島々が眺望でき

る。伊江島へのアクセスは，本島本部町の本部港から 1日4便就航している村

営フェリーでの30分の船旅が快適である。また，伊江島では1994年10月にはセ

スナ機による那覇聞との空路も開設されている。紺碧の海に浮かぶ真白なリー

フに縁取られた島影を上空300mから眺めながらの30分の空の旅も爽快であ
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写真8-1 洋上に尖がり帽子を浮か

べたような島影の伊江島
(2004.4.5撮影）

る。島の形状は東西に8.4km，南北に 3kmの楕円形で，周囲22.4km ，総面

積22.67km2の小島である。人口は約5600人であるが，島を往来する人は年間

50万人以上に上り，そのうち約20万人の人達が行楽で訪れる観光の島でもある。

伊江港に近づくフェリー船上から島を見上げると，海面から大壁が立ちはだ

かる迫力で岩峰が追ってくる。それは，島中央部のやや東寄りに鋒える海抜
くすくやま

172 mの城 山で， 「伊江島タッチュ ー」の呼び名で親しまれている鳥唯一の巨

大な岩山である。「タッチュー」とは「とんがっている」ことを意味している

沖縄の方言である。海面から迫り上る独特の山形は，古くから近海を航行する

船舶の目印や標識として重要な役割を果しており，島のシンボルで、もあり，守

り神ともなっている。城山には御獄が設けられており，今も，航海安全，健康，

豊作祈願の拝所となっている。

タッチューを形成している岩石は，チャートと呼ばれる古生代に堆積した岩

石で非常に古い地質年代である。一般にチャートとは，硬く綴密な微粒珪質堆

積岩の総称で，産状により団塊状，塊状，層状チャートに区分される。ここで

のチャートは放散虫の生物の遺骸が堆積したもので，岩肌には赤色や白色の縞

模様がはっきりした層状チャー卜や鮮明でない塊状チャートが観察される。チ

ャートの岩石は対岸の本部半島先端部の備瀬崎や渡久地の海岸及び近島の
いぜな 、へや
伊是名・伊平屋島などの地層でも観察できる。海抜172m のチャートでつくら

れたタッチュ一以外は，伊江島は平坦な地形で，島全体は琉球石灰岩の地層で

覆われている。琉球石灰岩はチャートよりも 7千万年程新しい新生代に堆積隆

起したサンゴ・貝殻・有孔虫遺骸などからつくられた岩石である。伊江島のタ

ッチューのように，古いチャートの地層が新しい琉球石灰岩の地層の上に乗り

上がっている状態は，地質学的に非常に珍しい事象といわれている。タッチュー

水利科学 No.301 2008 
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について次のような紹介がなされていた。

『 沖縄県指定名勝 伊江村の城山 昭和42年 4月11目指定

伊江村字東江上グスク原

伊江島の唯一の山である城山は，島の中央部やや東寄りに位置し海抜

172Mの赤色のチャートからできた岩山で，古くから近海を航行する船が

目印とした山で、ある。村民の間では「グスィク」，また村外で・は「伊江島

タッチュー」などと呼ばれ親しまれている。その山頂から360度の眺望は

絶景とたたえられ沖縄八景の一位に選ばれたこともある。この山は沖縄の

グスク時代の遺跡の一つで地域住民の信伸の対象になっており，中腹の城

御厳には，ヲシアゲ森（神名ヨーセジ）と伊江セイ森（神名アマミヤガナ

シ）の二神のオイベが隣合わせに杷られ航海の安全と人々の健康豊作祈願

する拝所となっている。またイエジマチャセンシダなどの植物の自生とし

て知られている。山肌には，去る大戦で打込まれた弾痕ゃくぼみが多数見

られ，戦争の悲惨さを今に伝える生き証人ともなっている。

沖縄教育委員会 伊江村教育委員会』

タッチューは島南岸部の伊江港から真北へ約l. 5 k m に聾えている。登山口

からは急峻な階段が整備されており，海抜172m の山頂までは徒歩で20分程で

ある。山頂からの視界360度の眺めは必見で， 1951年11月には沖縄八景の第

l位にランクされた一大パノラマを堪能できる（写真 8-2）。足元の山麓から

遥か遠くの海岸線まで広がる大平原には，点在する 8集落の家並み，所々に点

在する溜池，幾何学的に延びる道路網と滑走路，サトウキビ耕地と赤土畑など

写真8-2 海抜172mの「タッチュ
-J山頂からの眺望
(2004.4.5撮影）
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がパッチワーク風の絵模様を描き，色彩も鮮やかに芸術的な配列をみせ調和し

ている。さらにその島の情景を紺碧の東シナ海がくっきりと切り取り，水平線

の彼方まで延々と続く景観は絶景の一言に尽きる。
しちじり

島面積の約55%を占める葉タバコやサトウキビ栽培などの農耕地には，島尻

マージと呼ばれる赤士の土壌が分布している。土壌の母材は表層部に堆積して

いる琉球石灰岩で，亜熱帯気候下での長年の活発な化学的風化作用によって生

成された風化土壌で、ある。赤土と呼ばれるように独特の暗赤色の色調を呈して

いるのは，強い紫外線下に長年曝され土壌に含まれているアルミニウムや鉄成

分が著しく酸化作用を受けていることに起因している。島尻マージは琉球石灰

岩を母材としていることから弱アルカリ性土壌で，保水機能と肥沃性には乏し

い。ちなみに本島中部・北部地域に広く分布する赤黄色の国頭マージと呼ばれ

る赤土は，非石灰質岩を母材とした風化土壌で強酸性土壌に分類され，伊江島

に分布する島尻マージとは土性が異なっている。

2. 絶景の断崖から湧き出す湧出

島の南側にかけては緩傾斜の地形が広がり，海岸沿いには砂浜ピーチや磯浜

などが続いている。それとは対照的に，北側の海岸線では高さ約60m以上に

も及ぶ断崖絶壁が連続する男性的地形が発達している（写真 8-3）。長年の激

しい波浪浸食作用で吃立した琉球石灰岩の断崖下には，えぐりとられた巨岩が

水利科学 No.301 2008 
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埋め尽くす岩礁が形成され，怒濡が白波を巻き立ててし、る。この断崖絶壁の岩

聞から真水が湧き出ていて，昔から断崖根元から水が湧き出ていることから，

この場所は「湧出」（「湧地」とも表記され，「ワジィー」， 「ワジイ」，「ワジー」

とも読まれている）と呼ばれている。河川や湖沼などの地表水のない伊江島で

は， 古くから島民の大事な水源地として保全管理がなされ，今も湧出の水は水

道水の一部として利用されている。 1996年8月に訪ねた際の説明板には，湧出

について次のように紹介されていた。

『 ワジィー（湧出）

島の北西岸， 60m もある断崖の下にある。海中にあるので干潮時に汲

んだ。飲料水に適するので不思議である。

普から島の大事な水源地とされてきた。村内の井戸が澗れるとここに頼

った。村内から 3キロある岩聞を通って行くので苦労した。小さな人一人

通れる道があった。

伊江村商工会青年部 OB会 資料伊江村史』

『第2番景勝 湧出（ワジー）

この断崖下の浪打際にその昔釣り人に発見された大泉水場があります。

その泉，大花の咲くように噴水し神秘な光景であったようです。

いつしか，これを湧出水と呼ばれていますが，その冷たさは氷のように，
むらんちゅ ちょうじゅかんじゅ くすLみじ

又味は甘露の如く村人から長寿健康の薬水としてよろこばれました。
わじみじ しまんちゅ

いつの世も枯れ尽きることない湧出水は島人の宝であり，命水として

大切にしております。

制作 伊江村商工会青年部 』

断崖絶壁の上には，峻険な荒々しい海岸線が一望できる湧出展望台が設置さ

れており，巨岩の原石に刻彫した石碑が立ち，湧出はその断崖真下に位置して

いる。徒歩で20分程迂回して下方にみえる断崖裾にへばりつくように走る海岸

沿いの道に下りると，村の取水場として建造されているコンクリート製の建物

が施設されている（写真 8-4）。現在は，伊江村の水道水源の大半は， 1977年

10月に完成した本部半島からの海底送水によって供給されている。永年の水不

足は解消され，増加する水需要に対して各家庭への安定配水の充実が図られて

水利科学 No.301 2006 
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写真8-4 断崖絶壁下に建造された

「湧出」の取水施設（2004.

4目6撮影）

いる。しかしこの湧出からも水道水源の10%が供給されており，今なお，村の

重要な水源的役割を担っている。湧出は村の水道水源地として管理されている

ことから，今は，施設内に立入ることはできないが， 1996年 8月に調査で訪れ

たときは，幸運にも役場の方の案内で取水状況を見学することができた。説明

板にあるように岩聞から「大花の咲くように噴水し」ていたとしづ状況は観察

できなかったが，太い数本の導水パイプが岩壁深く差し込まれ大量に取水して

し、る状況を目の当りにして，澗渇することのない豊富な湧水量を誇る「湧出」

の存在を，今も垣間見ることができた。海岸沿いで湧き出していることから，

湧出水はかなり塩分を含んだ塩辛い水ではなし、かと想像していたが，役場の人

が見せてくれた原水の水質検査表で、は，酸－アルカリ性の指標であるベーハー

(pH）は7.5で弱アルカリ性を呈し，ナトリウムイオンが29.5mg/I，塩素イ

オンが50.7mg/Iと，案に相違して海岸沿いの湧水ではあるが確かに塩分溶存

量の低い真水であった。琉球石灰岩層を浸透した湧水て、あることを物語るよう

に，カルシウムやマグネシウムイオンの溶存量は高く，水の硬さを表す硬度は

250 mg/ Iと，硬水（硬度が200mg/ I以上）として分類される水であった。

さらに役場の人の話では，取水した湧出の原水を水道水 （上水道）として給配

水する際には，填分濃度，硝酸性窒素濃度，大腸菌数等をさらに低減 除去し

硬度は100mg/ I以下の軟水に水質浄化しているとのことであった。なお高さ

ほぼ60m にも及ぶ垂直な断崖壁面には，送水パイプが敷設されていて，農業

用水源として崖上に広がる広大な畑地などにも給水している。

湧出の取水場所は海抜 5～6m付近に位置しているが，菅は，さらにこの下

の波打ち際や海中の岩聞から湧き出していたとされ，干潮時に水扱みがなされ

ていたようだ。この湧出には 2度訪ねているが，最初は満潮時であったため，

水利科学 No.301 2008 
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写真8-5 断崖絶壁下の海岸沿いで，
今も海に湧き出す「湧出j

(2004.4.6撮影）

大岩が埋め尽くす危険な岩場を辿って波打ち際近くまで降り立ってみたが，残

念ながら水の湧き出ている様子は確認できなかった。しかし 2度目の2004年

4月には，浪打ち際のコンクリート護岸の上で， 1時間ほど水の引く のを待っ

ていると，護岸底端部のブロックの隙聞から，海中に湧き出している湧出水の

状況を鮮明に確認することができた（写真 8-5）。今も断崖裾からは大量の湧

出水が海中に流れ出している様子が窺われる。今は車道が整備されているが，

戦前までは，島の人達はこの険しい道なき断崖を波打ち際まで降り，扱んだ水

を桶や瓶などに入れて，再び急峻で危険な断崖を登って集落までの長い道のり

を運んだとされている。この断崖絶壁の地形を観ていると，水汲みの仕事には

想像を超えた苦労が偲、ばれると共に，湧出水が島民の生活基盤を支えていた
k のち

「生命の水」であることを実感させられる。戦後は，米軍によって湧出を水源

地とした輸送管路が集落に敷設され，島の水不足と危険な水運びの苦労は一気

に解消されたといわれている。これにより，湧出水は，島に欠かすことのでき
い の ち

ない「生命の水jとしての貴重性が一段と増し，島の重要な生活水源として大

切に守られてきた。

3. 湧出を創出する特有の地層構造
わ じみじ

湧出水は伊江島を形成している島の地質構造と密接に関連しているようだ。

断崖絶壁が連続する地形の何ヵ所かの露頭部分の地層を観察すると，湧出水は

島の基岩となっている古生代のチャー卜層とその上部に厚く堆積している新生

代の琉球石灰岩層との両地層の境界付近を浸透している地下水脈が水源になっ

ているものと推察される（図 8 1）。サンゴ・貝殻・有孔虫の遺骸などの生物

遺体が堆積してできた琉球石灰岩は，空隙に富んだ多孔性の組織構造を有して

水利科学 No.301 2008 
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図8-1 「湧出」の地下水が湧き出す地層のメカニズム

いるのが特徴である。そのため保水性は乏しいが，水は通り易く浸透性の高い

透水層を形成している。これに対して，基岩のチャートは，放散虫という同じ

生物遺骸が堆積した岩石であるが，地質年代が古生代と非常に古いことから，

堅く固結化した綴密な微細構造を有しているため，水が浸透しづらい不透水層

を形成している。そのため島尻マージの表層部等から浸入した雨水は，地下水

となって透水層を形成している琉球石灰岩層の底部付近に達すると，今度は，

チャ ート層の上面に沿って海側に向かつて浸透流下する。このようにして断崖

の岩聞から海に湧き出した地下水が湧出水である。両地層の境界付近を詳細に

観察すると 4～5m，厚い所で10～20mの層厚で，砂やチャート撲の堆積した

砂岩・磯岩層が挟在しているのを確認できる （写真 8-6）。しかも堆積してい

るチャ ートの磯石はすべて角張りが削れて丸形の形状をしている。この地層は，

上層の琉球石灰岩が堆積する以前，チャート層が陸上にあった時期に，チャー

ト表層部が河川や波浪などの流水の浸食作用を受けて風化堆積したことを物語

っている。この層の存在が地下水脈の保水性を一層高める浸透層の役割を果し，
L のち わじ

「生命の水」であった「湧出」を育む起源となっている。このように伊江島の

湧出は層厚60m 以上にも達する透水性の琉球石灰岩層が不透水性のチャート

層の上に乗っかった独特の地層構造によって形成されたものである。いわゆる
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写真8-6 地中で浸透層を形成するチャート磯層が

水の湧き出すポイント（2004.4.6撮影）

琉球石灰岩層のザ、ル底にチャー卜層の防水シートを張って造った天然の巨大貯

留水槽のようなもので，その水槽から少しずつ流れ出している水が湧出水とい

える。

このような地層構造は宮古島や波照間島などでもみられる。特に宮古島では，

河川や湖沼等の地表水は乏しいが，地中では水脈が迷路のように走り，宮古島

の地下水は無尽蔵といわれている。それは，島全体が深さ50～60m kこも達す

るぶ厚い琉球石灰岩層で覆われ，天然の巨大貯留水槽となっているためてある。

宮古島の場合には，琉球石灰岩層を支える基岩は伊江島のチャートとは異なる

が，やはり不透水層を形成する八重山層群の泥岩である。宮古島でも，湧出水

と同様に，今も，琉球石灰岩層を浸透した大量の地下水が海岸沿いの崖や海中

に自然流出している。近年は，地下水脈に横から蓋を被せるように地中に巨大

な遮水壁を設けた地下ダムを建設し，琉球石灰岩層を天然貯水槽に仕立てた水

資源開発がなされている。

4. 飲料水確保の知恵「ミンカザントゥ」
わ じみじ

今も，澗れることのない湧出水は島の大切な飲料水となっているが，沖縄で

は昔から，雨水もまた貴重な生活用水源として利用されてきた。港から約

2km離れた島南部の農耕地帯を通る海側の道沿いに「ミンカザントゥJと呼

ばれる（写真 8 7），離島ならではの水確保の苦労が偲ばれ，生活の知恵と工
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写真8-7 今も畑地に残る雨水収水
マス「ミンカザントゥJに
みる生活の知恵（2004.4.5

撮影）

夫が穆み出ている雨水集水用の貯留タンクが残っている。説明板には簡単な紹

介がなされていた。

村指定文化財 ミンカザントゥ

ミンカザントゥは岩盤を利用して天水を受ける露天タンクです。昭和15

年頃に造られたもので，畑の往来に村民はここで水を飲み，水分補給地と

して大きな役割を果していました。水の不自由な島の人々の知恵を物語る

遺構です。 』

2個の琉球石灰岩の大岩を並べて造っている。後方に置かれている岩の上表

面は長径約 3m，短径約1.5 mの楕円形状で，しかもその上表面は集水マス

のように多少すり鉢状に削られ，手前の岩の方へ約 50 程傾斜している。降下

した雨水をここで集め，穴の聞いた手前の岩に自然に流し込む仕組みとなって

いる。即ち，前からは見えないが，手前の岩の裏側には直径 5cm程の丸い穴

が聞いており，後ろの岩の上表面から雨水がこの穴を通って手前の岩をくりぬ

いた貯水槽部に落ち込む手の込んだ構造となっている。手前の岩の大きさは，

幅と奥行が 1m程度で，後ろの岩と接触している部分の高さは50cm程で，前

面に 1辺30cm程の矩形の取水口が設けられている。貴重な飲料水なので，土

挨や落葉などの異物混入による水質悪化に配慮してのことか，また亜熱帯下で、

の蒸発散防止を考えてのことか，実に感心するほどよく考えられた水確保の知

恵と工夫を物語る珍しい遺構である。手前の岩の内部はくり抜かれた露天の貯

水タンクで，多くの村人が畑の往来で利用した水飲み場で、あり， また近くの畑

で働く人達の飲料水源地として重要な役割を果していた。 1940年頃造られたも
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写真8-8 沖縄の島今に残る水確保

のための生活の知恵を見る
上：粟国島の凝灰角磯岩の大水瓶「ト

ウージJ(1999.4.8撮影）

下：与那国島の砂岩の大石盟（2001.

3.30撮影）

のとされているが，貯水槽部の中を覗くと今も深さ20cm程水がj留まっており，

十分に貯水タンクの機能を果していた。宿泊した民宿の主人の話で、は，これと

問機能の小型のミンカザントヮは最近までは個人の軒先などにも設置されてい

て，生活用水として雨水を利用していたとのことである。

沖縄では赤瓦屋根に降った雨水を樋で弓｜し、てコンクリート製タンクに貯留し

ている場合がほとんどである。しかし島に産する特有の岩石を利用し，伊江島

のミンカザントゥのように，独特の貯水タンクを築造して雨水や地下水などの

生活用水を貯留していた島もある（写真 8-8）。伊江島の西南に望む粟国島で

は，断崖から凝灰角磯岩の大岩を切り出し，「トゥージ」と呼ばれる巨大な石

の水瓶を造り生活用水を貯留していた。また我が国の最西端に位置する与那国

島では，「石盟」と称される家庭風呂ほどの大きさのものもある，様々な大き

さや形状の砂岩の水槽が造られていた。島特有の地形・地質や水事情に鑑みた

水確保の知恵と工夫が偲ばれる利水文化には，それぞれの島が発展してきた生

活史が反映されている。
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写真8-9 かつて集落の貴重な共同
水汲み場であった「マー
ガ」の古井戸（2004.4.5撮

影）

5. 島民の生活用水を支えた古井戸「マーガ」

8つの集落が点在する伊江島には，本島本部町からの海底送水による水道施

設が完備される最近までは，主要な 6つの井戸が存在し，集落共同の水汲み場

として活用されていたとし、う。その代表的な井戸の 1つが，タッチューの南西

側の伊江中学校付近に掘られている「マーガ」と呼ばれている古井戸である

（写真 8-9）。 18世紀中頃に造られたといわれているかなり古い大規模な井戸

である。伊江村歴史一覧表によると，当時の家屋数は百数十戸とされることか

ら，多くの屋敷の人達が使用する生活用水を賄っていたと思われる。このマー

ガの古井戸には下記のような由来がある。

『 村指定文化財 マーガ

18世紀の中頃にできたマーガは水質が良く， 水量が豊かで，水保ちの良

L、井戸として知られ正月の若水や産井（産湯の水を汲む井戸）として使用

されていました。このマーガは，カマトとし、う少女が手強を無くしそれ

を探すため落ち葉をかき分けているうちに見つけたと言われています。

最初はカマト井戸と呼ばれていましたが，後に真井（マーガ）となりま

しTこ。』

車道に面した住宅街の小広場に大木に覆われるように残るマーカnの古井戸

は，島の中心的な水源であったことから，かなり大規模な造りの掘り抜き井戸

のようである。今は井戸の表面は，幅約10m，奥行約 Smの扇平な扇形のコ

ンクリート製の蓋で覆われている。蓋の表面に 2ヵ所，側面に4ヵ所ほどカス

抜きの丸い穴が聞いているが， 地下水の状況など，井戸の内部の様子は窺い知
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れない。正面には「一九五九年四月 改修六十七代村長」と刻字されており，

つい40年程前までは，島の重要な井戸として改修工事を施し，使用していたこ

とがわかる。井戸背後の薮には香炉が安置され泉拝みの拝所が設けられている。

集落に点在する昔からの主要な 6つの古井戸に相当する井戸かは定かではない

が，マーガのある住宅街一帯を散策すると，道路脇の空地や人家の軒先などに

古井戸を見かける。今でも電動ポンプを取り付けて利用している井戸もある。

また大きなコンクリート製貯水タンクを設置して，屋根に樋を引き雨水を貴重

な水源として利用している家庭も見られる。

伊江島での年間降水量は約1,800m mと決して少なくはないが，水はけの良

い琉球石灰岩が島の平坦地を覆っているため，地下水が地表に湧き出している

ヵ所は極めて稀だったように推察される。また琉球石灰岩層が地表面から厚く

堆積している地域が大半と思われ，堅い石灰岩層をチャート層に達するほど深
のみ

く掘って井戸を構築するには，重機材のない当時，撃等による手作業で少しず

つ掘削することから，大変な労力と苦労を要したことが想像できる。マーガの

古井戸は，地底に発達した洞穴を流れる地下水脈の一部が地表に流れ出してい

た湧水地点と思われ，さらにそれを開削・掘削して大量の地下水を取水するた

めに造られた大規模な掘り放き井戸だったように思う。
t の ち わじ

マーガの発掘による悲願の地下水確保，島の「生命の水源」となった湧出，

ミンカザントゥの感服させられる雨水獲得の知恵，水不足解消が一気に図られ

た海底送水等と，伊江島の水事情を通して生活史の一端を垣間見ることができ

る。現在島の主要産業であるサトウキビ，葉タバコ，花井園芸，肉用牛などの

生産を支える農地や牧草地での農業用水の確保が大きな課題となっている。特

に農業用水として重要な役割を果している島の溜池の歴史は古く，当初は火難

写真8-10 往時，防火用水として築
造された島で最も古い溜池

「唐小堀溜池」（2004.4.6撮

影）
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の相に対する防火用水の目的で造られたようで，城山の麓に掘られた唐小堀溜

池の由来にそのことが記されている（写真 8 10）。

『 唐小堀溜池の由来

唐小堀（ハラクブ）溜池は，一七一九年著名な風水師であった中国（唐）

から来た冊封副使徐謀光（じよほこう）が，伊江島に来島した時，「城山

と山グシに火難の相があるからこれを消すため中聞に池を掘った方が良

L、」と勧めたので、掘った池と伝えられている。よって，唐小堀と呼ばれる

ようになった。（伊江村史より抜粋）

また，池は東（アーリ）・西（イリ）ブチャと称して，東村・西村の人々

に広く利用親しまれてきた。

平成14年度の改修工事にあたり銘板にその由来を記す。

伊江村 平成十五年三月建立』

これからの伊江島においては，雨水を有効に利用貯留し，厚く堆積している

琉球石灰岩層を巨大な天然貯水槽に仕立て上げる溜池の整備や合理的に利水計

画が促進できるような濯概施設の充実を図っていくことが期待されている。

くフィールドガイド＞

－伊江島へは，那覇パスターミナノLから名護行き定期パス（20, 21, 111, 120番）に乗

車し名護パスターミナノレ下車約2時間40分（高速パスで約 1時間50分），名護パスター

ミナノレから本部半島線（渡久地廻りあるいは備瀬崎行き）定期パス（66番）に乗車し本

部港下車約30分，本部港から伊江港行きフェリーに乗船約30分。あるいは那覇泊港北岸

から伊江港行きマリンジェットに乗船約60分。那覇空港からセスナ機（エヤードルフィ

ン）で伊江空港まで約30分。

－島内に伊江港を起点に 1日8本の定期パス有り。

・タッチューの城山は，伊江港から北へ約1.5km tこ位置し徒歩で約20分。

－湧出は，伊江港から北西へ約4mの北側海岸沿いに位置し徒歩で約 1時間。高さ約

60mの断崖上には湧出展望台が有る。

・ミンカザントゥは，伊江港から西へ約2.5 kmの南側海岸沿いに位置し徒歩で約30分0

・7 ーガ井戸は，伊江港から西へ約 lkmの南側海岸近くに位置し徒歩で約15分。

く訪調年月日＞

①1996. 8 . 6と7 ②2004.4. 5と6
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(2004. 2 .24草稿.2004. 8 .20推敵 2006. 5 4了）

9章粟国島の大水瓶「卜ゥージ」に偲ぶ水確保の知恵と苦労

1. 断崖地形の連なる火山島
あぐにじま

沖縄本島那覇市から西北約60kmの東シナ海上に浮かぶ粟国島は周囲約

12 km ，面積7.62 km2の小さな島である。人口は930人余で，そのほとんどは

島の南側の漁港周辺に集中している。島の地名は，ずばり，その昔，粟の産地

であったことに由来しているらしし、。地勢は，隆起珊瑚礁の琉球石灰岩を基岩

とする琉球列島の島々には珍しく ，霧島火山帯に連なる火山岩類の地層が広く

堆積した火山島である。島の東部に 1ヵ所，海水浴場となっているサンゴ白砂

の美しいウーグの浜（長浜ビーチ）が約1.5 kmにわたって広がっている。背

後をモンパの木 （ムラサキ科）の大群落に固まれたこの浜には，毎年5～ 8月

にかけて母ウミガメが産卵のため上陸する。また，サンゴ白砂には星形の有孔

虫遺体が混じる星砂の浜が続いている。ウーグの浜を除いて，急峻な崖地形の

海岸線が島を巡っていて，島の東北部から南西部に向かつて海抜が徐々に高く

なる地形である。北岸部は高さ約10m，南岸部は高さ約20mの海蝕崖が形成

写真 9-2 筆ん岬の白色凝灰岩の垂直な断崖
(1999.4.9撮影）

写真9ー1 断崖絶壁が連続する粟国島筆ん岬一帯の景観 (1999.4.9撮影）
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され，特に島の南西岸部は高さ87m tこ達する垂直な断崖絶壁が連続している

（写真 9 1）。南西端の筆ん崎 （マハマとも言う）一帯は番屋原の広場と呼ば

れ，海抜96m と島では最も高所で，展望台が設置されている。見晴らしがよ

く，南西方に久米島，南方に表名言語最長自諸島，東方に沖縄本島市丘島

などが見渡せる。四方からの海風が強く，厳しい自然環境のため草原に似た背

丈の低い濯木が自生している。展望台脇には，最近，この海風を利用して風力

発電用の風車が建設されており，島の約25%の家庭に電気を供給している。

南西端の筆ん崎から南東部の漁港にかけての南岸沿いには，峻険な崖下の海

岸に下りる曲折した道が数本延びている。最も筆ん崎寄りの急峻な道を降りる

と，海岸沿いに辿って筆ん崎先端の90m近い垂直な断崖絶壁の真下に行き着

ける。断崖下の海岸域には，サンゴ磯浜，玉砂利浜，琉球石灰岩の岩礁，満潮

時には海中に没する海食台などが発達している（写真 9-2）。波打ち際に近い

海岸沿いから，高さ90m近く覆い被さるように迫り上がる白色の連続した岩

壁を見上げると，数万年前まで霧島火山帯に属する火山島であったことを物語

る筆ん崎一帯に分布する火山岩類の地層がよく観察できる。断崖上層部には火

山灰の細粒子が堆積した真白な凝灰岩層，その下層部には軽石，安山岩質溶岩，

写真9-3 層理面が発達した
白色凝灰岩（2003.4.l

撮影）
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石英安山岩などの灰～黒色の角礁が混じった凝灰角磯岩層が堆積し，この凝灰

角磯岩層の下にさらに安山岩質溶岩層が観察できる岩壁ヵ所もある。上層部の

凝灰岩は水平方向にきれいに成層している（写真 9-3）。しかし下層部の凝灰

角磯岩にはこのような層理面は見られず，浸食・風化作用によって岩壁には無

数の凹穴が形成され，蜂の巣模様をはじめ独創的な形状模様を描いた化石漣根

が発達している（写真 9-4）。これらの凝灰岩や凝灰角磯岩などの火山岩類は，

主に火山灰や軽石などの降下火山性噴出物が海底で堆積し，その後隆起したも

のとされている。このような火山岩類が堆積する筆ん崎周辺の島の南西部以外

は，隆起珊瑚礁の琉球石灰岩が堆積分布し，島の北岸部には洞寺と呼ばれる鐘

乳洞窟がある。

欝蒼と繁茂する樹木に固まれた洞窟の狭い門をくぐり階段を下ると，神秘的

な地底空間が広がっている。センサーによる自動照明に輝いて，天井からは無

数のストローやツララ石，壁面にはカーテンやフローストーン，床からは萄の

ように伸びた石街，また天井からのツララ石と床からの石箱が連結した 2～

3mに達する巨大な石柱などが，古代ローマ帝国時代の宮般の柱やシャンデリ

アを連想させる見事な芸術美を造形している（写真 9-5）。比較的小規模では

あるが，この洞窟はドリーネが陥没して形成された竪穴型洞穴で、ある。この洞

写真9-5 僧侶伝説を秘めた洞寺鍾乳洞窟の地底の神秘美（1999.

4.9撮影）
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窟には僧侶伝説が秘められている（洞寺鐘乳洞窟案内説明板より引用）。

『 この洞寺は，今から二百年ほど前，雲水和尚という僧りょが渡島して

この洞寺で読経ざんまいに過ごすうちに亡くなり，つくられたものとされ，

頭の化石が今も祭られている。

伝説によると，雲水和尚は那覇の寺に在職中，他の寺の僧との問答を行

い，雲水は信の功徳によっては，水面を下駄ばきで歩行することができる

との議論になった。問答は「首を切る」かけにまで発展，二人は実行する

ことになっTこ。

雲水が呪文を唱えて水面に立ち，水鳥が水面に浮かぶように徐行し始め

たので，他の僧は驚き，法力で彼の法術を縛ろうと呪文を唱え出した。し

ばらくは読経の声が続いたが，奥武山に近づいた時，法術が壊れたか，片

足を水に突っ込み濡らしてしまい，かけには負けてしまった。

しかし奥武山へあと一歩のところまで、来たことで，首切りは許され粟

国島への流刑となった。雲水は洞くつをみつけ，そこで暮らすうち，周辺

の農民や青年を相手に遊びゃ話を通じて親しくなった。今でも和尚と親し

くなった畑主の子孫らが洞くつ参りとして旧正，九月には主として拝むよ

うになっている。「粟国村誌」より 』

2. 生命の水を溜めた大水瓶「トゥージ」

粟国島には河川，池，湖沼など，自然水源として直接取水できる地表水は見

当たらない。井戸を掘っても海水が混じり，汲み上げた地下水は「塩辛い水」

のため，飲料水としては使用できず，昔から水が乏しく水には大変苦労してき

た島である。現在の水事情は濃い塩分を含んだ地下水を取水する地下水井戸と

海岸部に掘られた海水を取水する海水井戸を併用して，波み上げた水を淡水化

する「かん水淡水化施設」が1987年から稼動を開始し全家庭への清浄水の配

給がなされている。しかし「かん水淡水化施設」による簡易水道が普及するつ

い最近の二十数年前までは，家庭での飲料水などの生活用水源は，もっぱら雨

水に頼っていた。

各家庭では「トゥージ」と呼ばれる円筒形に近い石臼をくり抜いたような水

瓶を軒先や庭先に設置していた（写真 9-6）。トゥージは飲料水として集水し

た雨水を貯留するための石瓶で、ある。屋根なと。に降った貴重な雨水は樋を引き
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写真9-6 今も雨水や地下水を溜め

る「トゥージ」と呼ばれる
凝灰角様岩をくり抜いた水

瓶が使用されている
(1999.4.9撮影）

導水パイプなどを通して大切にトゥージに保存していた。また敷地内の木々を

利用し，桑やフクギの太い幹や枝に藁を巻き付けて桶に結び，木々から滴り落

ちる雨水を集水してトゥージに貯留していた。通常，一家庭では少なくとも大

小 2個以上のトゥージを保有し，大きい方のトゥージは雨水を貯留して飲料水

用に，小さい方のトゥージには集落の共向井戸から混んできた塩分を含んだ地

下水を雑用水用に貯留していた。 トゥージには様々な大きさのものがあるが，

大きいものは大人の背丈ほどもあり直径 2m，高さ1.5mを超える巨大なト

ゥージも残っている。昔，保有するトヮージの大きさや個数によって，家の財

力がわかるといわれ，特に巨大なトゥージは親から長男に財産として代々受け

継がれてきている（写真 9-7）。

トゥージを造る石材には，島の南西端筆ん崎の断崖絶壁を形成している下層

部の地層が適しているとされた。即ち，凝灰角磯岩の大岩を切り出し，崖下の

海岸沿いで農作業用具を使用してくり抜きトゥージを造った。運搬には，伝馬

写真9-7 かつては巨大な「トゥー
ジ」は代h財産として受け

継がれてきた（2003.4.l撮

影）
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船と呼ばれる木製の小舟2隻で挟んで港まで海上運送し，港から数十 m の高

低差のある集落までは船の帆柱を棒にして，小さいトゥージは大人が三，四十

人がかり，大きいトゥージは百人余りで担いで、運び上け守たとされている。

島の人達は白色の凝灰岩をシラクチャ， トゥージの石材であった灰黒色の凝

灰角機岩はトゥージイシと呼んでいた。このような凝灰質岩は，主に火山灰粒

子や軽石などの軟らかい火山性噴出物が主体に堆積した軽質岩で－ある。そのた

め硬岩と呼ばれる建築石材や墓石などによく使用される花崩岩（御影石）や大

理石などに比べ，凝灰質岩は土粒子聞の固結力が弱く脆いことから，土・岩石

を土木材料として扱う地盤工学分野では軟岩として分類している。凝灰質岩を

はじめ砂岩（砂粒子の堆積固結化），泥岩（粘土粒子の堆積回結化）などの軟
ておの のみ

岩は手斧や撃のような簡単な掘削・穿孔具などで容易に加工・成型できること

から，昔から石仏・石像などの石材，岩壁彫刻画のキャンパスなどになってき

Tこ。

トゥージの石材には白色凝灰岩ではなく凝灰角磯岩が使用されている。筆ん

崎の断崖上層部の地層に見られるように，白色凝灰岩層には無数の水平な層理

面が発達している（写真 9-3参照）。この層理面に沿って亀裂や割れ目が発生

し水漏れを起すことが懸念されることから，白色凝灰岩はトゥージの石材には

不適切と判断されたものと推察される。現に，断崖下の海岸には，風化・スレー

キング劣化（乾燥収縮・吸水膨脹が繰り返されることによって発生する自破砕

現象）の進行と共に層理面に沿って岩壁から破砕崩落した白色凝灰岩の大岩が

多数点在している。

3. 先人達の英知を伝承

トヮージは1921年（大正11年）頃まで造られていたとされているが，今まで

どれ位の数が造られてきたのか，いつ頃から使用されていたのか，その総数や

製造起源及び創案者に関する情報などについては定かではない。

現在も，人家・空き家の敷地や畑地などを覗くと多くのトゥージが点在し残

っている。固結力が弱く劣化して亀裂などが発生し易いことから，水漏れ防止

のためか，補強のためか，表面をセメントモルタルで、被覆したトゥージも見ら

れる。時代と共にトゥージの水瓶に代わり， 2～3トンの雨水を貯留できる大

型コンクリート製水槽，プラスチック製ポリタンク，スチール製タンクが利用

されるようになった。今は花壇や庭木などの散水用の水槽に利用されている場
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写真9-8 見捨てられ，打ち捨てら
れた「トゥージ」が島のあ
ちらこちらで散見される
(2003.4.1撮影）

合もあるが，ほとんどのトゥージは使用されずに苔むしたまま放置されている

ものが多い（写真 9-8）。しかし中には今でも，水道水はカルキ臭いのでお茶

を沸かす飲料水や料理に雨水を利用するためにトゥージを使用している家庭

や，水道水を供給する淡水化施設が万が一故障した場合に備えて，予備タンク

代りにトゥージを設けている家庭もあり， トゥーシを活用 Lている家庭は僅か

ではあるが残っている。

その昔， トゥージは常時満タンにしておかないと心配とされ， トゥージを満

タンにするまで共同井戸から地下水を扱んで運ぶ仕事は，子供達の重要な役目

とされていた。先人が水確保のために計り知れない苦労と戦い，粟国島特有の

地層に着眼して創造された「ト ゥージ」は， 親から子，子から孫へと世代を重

ねて受け継がれてきた「生きる知恵の産物」であり，それには島の発展史と生

活史が深く刻まれている。保全利用されているトゥージに比べほとんどが放置

され劣化しているものが多い中，「トゥージ」を通して「先人達の生活水確保

の苦労」や「水の大切さ」を伝承していく意味からも，残存するトゥーシの実

態調査を期待し，再利用方法の検討や貴重な文化遺産としての保存を願いたい

ものだ。

くフィールドガイド＞

ー菜園島までは那覇空港から航路で粟国空港へ約30分，筆ん崎断崖までは空港から徒歩

で約 1時間。あるいは那覇市泊港からフェリー粟国で粟国港へ約2時間30分，筆ん崎断

崖までは港から徒歩で約30分。トヮーシは粟国港一帯の人家や畑に散在。島内には定期

パスはなし、。
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く訪調年月日＞

①1999. 4. 8 ②2003. 4. 1 

(2003.10.30草稿.2004. 8 .20推敵.2006. 5 . 4了）

10章久米島の海浜景観に映える阿嘉のひげ水と古井戸

1. 東シナ海に浮かぶ、楽園島

久米島は沖縄本島の西方約94km沖合に位置し那覇から飛行機で40分，高

速船で 1時間45分，フェリーで4時間の距離にある東シナ海上に浮かぶ野趣豊

かな島である。沖縄県にある 150余の島々の中でも宮古島に次いで 5番目，周

囲約48km（面積約58.8km2）の大きさで，沖縄本島の約20分の lの広さであ

る。地図上に見る島影は，大海原を南西に向かつて舞う「蝶」によく形容され

る。島の北東約200kmの洋上にある火山島の硫黄鳥島（2.55km2），島の西岸
お う じ ま

部に近接する奥武島（0.63km2）とオーハ島（0.37km2）も久米島に属してい

る。久米島は琉球王国の「美」を集積した島として，古来，「球美」と呼ばれ

ていた島で，「続日本紀」に「和銅 7年（714年）に球美の人が奈良を訪れた」

と記されていることが分かっているとし、う。往時，島近海には南蛮船が黒潮海

流に乗り頻繁に渡来していたと伝えられている。琉球王朝時代には，東南アジ

ア，中国，朝鮮などの国々との中継貿易の寄港地として栄え，首里王府の重要
く しかわそん

な役割を担っていた島といわれている。近年までは，久米島は西側の具志川村
なかさとそん

と東側の仲里村の 2村から成っていたが， 2002年4月 1日には両村が合併し，

人口約950人の新生久米島町が誕生している。

海洋の気候に左右される亜熱帯海洋性気候に属し，夏場の最高気温も30℃程

度とそれほど高くはない。最低気温は約15℃と 1年を通しての気温差も約15℃

と非常に小さく，年間平均気温は22.7℃である。降水は 5月と 6月の梅雨時季

と8月と 9月の台風シーズンに多いが，年間降水量は2100mm程度で，沖縄

県でのほぼ平均的な降水量に相当している。島北部から中央部には最高峰の宇
えぐすくだけ

江城岳（309.8m）をはじめ，大岳（230.8m），だるま山（202.6m），フサ

キナ山（219.9m），フサンナ山（199.0m）などの海抜200～300m台の山岳

域が，南部にはアーラ岳（287.0m）はじめ海抜100～200m台の峰々が連な

っている。そのため特に北岸部と南岸部の海岸域では，高さ200mにも及ぶ断
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崖絶壁が続く男性的な地形が眺望できる。しかし他の海岸域では，延々と続く

サンゴ白砂の肱しい海浜や珊瑚岩礁の磯浜などが発達しており，北岸部や南岸

部とは対照的な海浜景観を醸し出している。中でも島の東岸部に 2kmにわた

って広がるイーフビーチはコバルトフ守ルーの海に埠く真白なサンゴ砂浜で，

「日本渚百選」にも選ばれている島を代表する美しい景観の砂浜である。

2. 断崖絶壁から天空に向って噴き上げる奇妙なひげ水

島の東岸部に所在する真謝から海岸沿いを走る曲がりくねった坂道を 2km
しもあか

程北西方向に登ると下阿嘉に至る。下阿嘉は高台に位置しており，遠方には紺

碧の海原に浮かぶ喪主主島業菌島最長自諸島，東方海上には飛石のように

連なる奥武島・オーハ島 ・ハテノ浜，高さ200m に近い断崖絶壁の続く北西側

海岸線などが眺望できる絶好のビュ ーポイントとなっている。旧阿嘉集落の背

後の海側は断崖となっており，この断崖の地層から湧き出し流落している曝布
あか

が「阿嘉のひげ水」と呼ばれている。車道脇から海側に約30m 入ったところ

の駐車場の隅には大きな石碑が建っており，「阿嘉のひげ水」の琉歌が刻字さ

れている。
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むら てんく

この歌は，阿嘉の美しい娘と若い村役人（天子）との恋仲が噂に上り，その

二人の仲をひげ水て、たとえるなど，大変ユーモラスに歌われている。この他に

も数首ある。

ひげ水の名称は，断崖から落ちる水が，北風により水煙となって吹き上げら

れ，白いひげに似ていることから名づけたのであろう。

平成七年（一九九五）十一月建立 』
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歌碑の横には崖沿いに降りるコンクリートの幅約 2mの階段が延々と下へ

下へと延びている。途中，草木に覆われて行き先不案内になりそうな階段を迷

うことなく 180段ほど下ると，ひげ水の流落している断崖が一望できる展望台

に辿り着く。前方に眺望する垂直に迫り立つ岩壁は深緑のE熱帯植物に覆われ

ているが，崖上方の露頭部分には幾本かの断層亀裂が走っている。何ヵ所かの

亀裂からは，小さな曝布を形成するように湧き出した水が流落している。地元

の人によると最も大きな断層亀裂からの湧水は澗れることはないとされている

が，季節によって水量は異なり，夏場より冬場に湧水量は多くなるといわれて

し、る。特に冬場になると，亀裂から流落する水が強い北方からの海風に煽られ

て，逆に吹き上げられる現象が起こる。この様が，まさに黒褐色の岩肌に映え，

「白い髭」のように見えることから，「ひげ水」と呼ばれている所以である。こ

の「ひげ水」の様子を確かめたくて1995年8月から何度か訪ねているが，いず

れも水量の少ない夏場に訪ねることが多く，残念ながら白い髭のように吹き上

がっている状況に遭遇したことはなかった。しかし 5度目に訪ねた2004年 3月

19日の海風の特に強い春，幸運にも噂に聞いていた白煙のように水飛沫を舞い

上げるひげ水の濃布を眺望する機会に出くわすことができた。いつものように

駐車場脇から続く約180段の長い石段を勇んで降り展望台から黒褐色の断崖絶

壁を見上げると，流落するはずの濃布が白煙のような水飛沫となって，あたか

も象が鼻を持ち上げるかのように，天空に向かつて噴き上げていた （写真10-

1）。断崖絶壁にぶつかった海からの北風が上方に風向を変えることによ って，

嘩布水が天空に向って噴き上がる奇妙な現象が起こっていた。春先の海上から

の風力や断崖絶壁から流落する濃布の水量などの複雑な自然条件がうまく相ま

って，重力に逆らって噴き上げる珍現象，「阿嘉のひげ水」は発生するものと
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写真10ー1 幸運に恵まれると風の強
い春先，天空に向かつて噴
き上げる「阿嘉のひげ水J
の珍現象に遭遇できる
(2004.3.19撮影）
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推察される。ひげ水の琉歌に記述されていた「かまど」は「女の子の名前」，
ぐわ ちむ ゆ；.： L くだレ

「小」は「ちゃん」，「肝Jは「心」とし、う意味で，琉歌はひげ水の「上り下り」

する様に喰えて，「かまどちゃんの心もひげ水と同様に，あっちを向いたりこ

っちを向いたり」とし、う揺れ動く浮気っぽい女心を歌ったものといわれている。

十分に「ひげ水」を堪能した後，展望台から更に下り道はないが，薮をかき

分けて岩壁近くに進み，流落する「ひげ水」を水質分析のために採水した後，

一帯で地層観察を試みた。「ひげ水」は砂岩層の亀裂部から湧き出す断層崖湧

水である。その砂岩層も単一の地層ではなく，堆積している砂粒子の大きさが

堆積層の高さによって異なっている。概ね崖の下方部は磯岩や砂粒の粗い粗粒

砂岩層であるが，水が湧き出す亀裂の発達した上方部で、は細粒砂が固結した砂

岩層が堆積している。また岩壁表面には，水流や風流による堆積物の移動に伴

って形成されるクロスラミナ（斜交成層）と呼ばれる締麗な筋状模様が見られ

る。久米島では北部や南部の山岳域では，主に安山岩質の溶岩，凝灰岩，凝灰

角磯岩などの火山岩類の地層，平地や海岸域では琉球石灰岩層や砂層などがよ

く観察できる。阿嘉一帯には透水性や帯水性に優れた土質機能を有する砂岩層

が厚く堆積分布しており，この地層の存在が「ひげ水」が酒渇することなく湧

き出す原因ともなっている。

3. 古泉「ウフガー」と島の巨木

島の西側中央部の久間地集落にある主在の松園地には，今も「ウフガー」と

呼ばれる古泉が残っている（写真10-2）。説明板には次のように紹介されてい

る。

写真10-2 五枝の松園地にある「ウ
フガー」の古泉（1999.8.21

撮影）
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『 ウフガー

この井戸はウフガー（産）｜｜）と呼ばれ，水道が普及する前までは生活用

水として近隣の住民に利用されていました。ウフガーという名の由来は，

昔はこの水を産湯にも使ったことからきています。井戸の上にはリュウキ

ュウチク（琉球列島のみに分布する竹の一種）を立てかけて屋根を作り，

枯れ葉などが入らないようにしてきれいな水を守っています。 』

沖縄では「ガー」や「カーjは井戸のことを意味している。説明板には，現

状の古泉のスケッチも描かれており，浅掘りで地下水が湧き出している湧水池

のような掘り井戸である。一辺が 2m程の正方形に近い湧水口には琉球石灰

岩の切石が高さ lm程にきちんと積み上げられ，地表面に蓋をするようにリ

ュウキュウチクの日覆が被せられている。水面の周りには水草が生茂り水生生

物も生棲しているが，今も，澄んだ地下水が微かに湧き出しているのを確認で

きる。この古泉は近年修復されたものと思われ，湧水口の前には直径 5～6m

程の石階段式半円型の水汲み場が新設されている。

ウフガーにみられるように自然水に恵まれた松園地一帯で、は県指定天然記念

物の「クメジマボタル」が4月上旬から 5月上旬にかけて乱舞するのを観察で

きるのであろうか。付近には，クメジマボタルの一生の生活史や交尾の様子を

絵にした親切な説明板が設置されている。

『 県指定天然記念物 「クメジマボタル」生息地

クメジマボタルは1993年に発見されたばかりのホタルで，久米島の川だ

けに生息しており，この小川にも住んでいます。ホタルの成虫は 5月頃水

辺の突き出た石の苔等に卵を産みつけ，約 1ヶ月でふ化し，幼虫となって

水の中に入ります。幼虫は巻貝の仲間のカワニナ等を食べ， 6回の脱皮を

しながら成長します。 3月上旬に岸にはい上がると土にもぐり，まゅの中

でさなぎとなります。上陸して40日で成虫となり，産卵を済ませ， 2週間

ほどで命をとじます。 』

クメジマボタルは島中央部の山岳域から南方に流れ兼城港に注ぐ白瀬川の上

流で15年程前に発見されている。成虫の体長は1.5cm程になる大型のホタル

で，ゲンジボタルと同様に幼虫は水棲で澄んだ水に生棲するカワニナを餌に，

水利科学 No.301 2008 
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写真10-3 日本の名松百選に選ば
れている樹齢250年の優美
な「五校の松」（1999.8.21

撮影）

成虫になると 14日の寿命の間，水以外は口に入れることはないことから，ウフ

ガーの湧水池は幼虫，成虫の貴重な繁殖池になっているのかも知れない。

五枝の松園地と称されるように，園地中央には大扇子をいっぱいに広げたよ

うに樹齢250年の「五校の松」がどっかりと陣取っている（写真10-3）。通常，

リュウキュウマツは成長と共に上方に伸びるが，この五枝の松は根元から五本

の枝に分かれて地を這うように四方に伸びているのが極めて珍しいとされ，国

の天然記念物に指定されている。また近年，日本の名松百選にも選ばれている。

説明板には地中に張った根網の深さや広がりの様子も描いた全景スケッチを掲

載して紹介している。

『 国指定天然記念物 「久米の五枝のマツ」

久米の五枝のマツは，高さ 6m，幹の周りが約4.3m，校が地面をおおう

面積は250m2にも及ぶリュウキュウマツです。 18世紀初頭，土帝君（農

業の神）を祭ったときに，この地に植えられ現在に至っています。根が石

を枕にして地面に広がり，校が波打つように地をはうその美しさは，天下

関ーといわれ，琉歌にもその美しさは歌われています。 』

横へ横へと伸び独特の風情を与える五枝の松は，昔から島人に親しまれてお

り，次のように琉歌では歌われている。

“久米の五校の松下校どまくら 思わらび無蔵や我腕まくら”

全国の井戸や湧水地などを廻りながら「巨樹・巨木に聴く水環境」の調査も
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写真10-4 樹齢250～ 300年と推定されている字根
の大ソテツ（2004.3.19撮影）

併行しており，すべての生命体と同様に，幾千年も繁茂し続けている巨樹・巨

木にとっては，取り分け生命にかかわる最も重要な要素は「水」であると確信

している。全国調査を通して，長寿令の巨樹・巨木を育んでいる周辺の生育環

境には，古来より酒渇することのない名水・名井などの自然水に恵まれた水環

境が不思議と存在している場合の多いことに気付かされてきた。水道水が普及

する以前までは集落共同の重要な生活用水源として利用され，今もなおも清視！な

水が湧き出している「ウフガー」と長寿令の「五校の松」とが互いに数十m

程しか離れていないことは，まさに澗渇することのない恵まれた水環境の重要

性を立証しているようにも思える。他にも久米島では長寿令の巨木が散見され

る。島東岸部の字根には，樹齢250～300年と推定されている大ソテツの巨木が

ある（写真10-4）。県の重要文化財に指定されている「喜久村家」の個人宅庭

園に繁茂している高さ 6m以上もの風格のあるソテツである。次のような説

明板が立っている。

『 県指定文化財（天然記念物） 字根の大ソテツ

指定年月日 昭和43年12月16日 所在地イ中里村字宇根 5番地

ソテツは裸子植物の仲間で宮崎県から与那国島，そして中国の四川省ま

で分布するヤシ状の常緑低木である。果実は長さ 3cmで，やや円形で平

たく，熟すと赤くなる。王国時代には飢餓の時の食糧として重宝されたが，
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写真10-5 樹齢250年のチユラフク

ギの巨木並木（2004.3.19

撮影）

茎や果実に毒性があるため，茎を細く切り水につけて腐植させたり，果実

を砕いて水にさらしたりして食用にした。

ソテツは一般に海岸近くの風当たりの強い傾斜地やがけ地に自生し，樹

高も約 2m程度で雌株，雄株がある。しかしこの久喜村家（屋号上比

嘉殿内）庭園内にある 2株（雌株）のソテツは，高さ 4m余と 6m余も

あるが，高さ約 3mから枝分かれして葉を展開してみごとな美しさを保

っている。このように大きく生長したのは，庭園内にあり，屋敷林に囲ま

れているため，台風などの影響をまぬがれ，また保護・管理が行き届いた

ためと考えられる。

このソテツの樹齢については約250年または300年といわれているが，同

家の家譜にもソテツに関する記録はなく口碑も伝わっていない。しかし

1756年（乾降21年）同家の六世葉聡のときに，字根真謝の屋敷林の雑木を

伐り払って，樫木（チャーギ），鉾木（福木）を植えた（公孫姓家譜）と

あり，その時にソテツも植えられたと考えると230年余になる。

平成 4年3月 仲里村教育委員会 沖縄県教育委員会』

また人家沿いの車道には中央分離帯のように，樹齢250年のチュラフグギの

巨木並木が延長40mにわたって続いている（写真10 5）。もともとは屋敷の

防潮風林として1756年に植えられたとされる並木であったが，道路の拡幅工事

の際に残されたものといわれている。長年たくましく成長を続け，高さ約 6m,

幅約 3mに及ぶ美しい深緑の景観を醸し出していることから，このフクギ

（福木）並木はチュラフクギ並木と呼ばれるようになり， 1970年 5月15日に県

指定の天然記念物となっている。「チュラ」は「美しし、」を意味している。説
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明板には次のような紹介がなされている。

『 県指定天然記念物 ｛中里村真謝のチュラフクギ

昭和45年 5月15日指定

このフクギは，元来屋敷林の一部で，道路側の風致を整えるために刈り

込んだものであり，「真謝のチュラフクギ（美しいフクギ）」の名で親しま

れていましたが，道路の拡幅に伴い伐採か保存かで問題になった折，関係

者の努力によってその一部が保存されることになりました。記録によれば，

これらのフクギは， 1756年に植えたことになっており，これにしたがえば

樹齢は220年以上になります。

「チュラフクギ」は，胸径約40cmのフクギを最大として，高さ約 6m,

幅約 3mで，長さは約40mあります。

フグギは，熱帯原産でオトギリソウ科に属し，生長は遅いが材質は硬く

がん丈であることから，防風－防火－防潮林，そして屋敷林に最適な木と

して，沖縄では古くからよく利用されています。

なお，この地域において許可なく現状を変更することは，県条例で禁じ

られています。

昭和57年 3月20日 沖縄県教育委員会 仲里村教育委員会』

ソテツやフクギの大木が生育している宇根と真謝の集落を散策してみると，

多くの人家の庭や軒先にはコンクリート製井筒を設けた掘り抜き井戸をみかけ

る。欽料水源として使用している井戸はないようだが，今も，電動ポンプを設

置し，野菜栽培や洗濯用水を汲み上げて活躍している古井戸も多い。一帯の地

層を観察すると，海岸沿いの宇根や真謝地区では，砂層が厚く堆積していて地

下水の帯水に恵まれ，井戸の立地に適した地層の堆積環境が形成されている。

4. 豪農屋敷「上江洲家jの大きな古井戸

現在，久米島の水道水源は島中央部の山麓域に建設されている数基のダムと

地下水が主体となっている。渇水や増加する水需要による水不足を恒久的に解

消し，水資源の確保と安定供給を目指して，新たなダム建設計画や地下ダ、ム構

想、などが検討されている。沖縄県の島々では，水道水が普及する近年までは，

生活用水源として利用した雨水，地表水（河川水，湖沼水，話芸布水等），地下
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農屋敷「上江洲家」（2004.3.18撮影）
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写真10ー7 「上江洲家」の水瓶であった大きな釣瓶式の古井戸（2004.3.18撮影）

水などの水確保の構想・技術には，地形・地質や地下水脈などの状況が生活の

知恵として反映され，鍾乳洞窟や湧水地などを開削 掘削して築造された島独

特の洞穴井戸や掘り抜き井戸などの村共同の水扱み場が数多く残されている。

久米島にも，かつて家庭の生活基盤を支えていた重要な古井戸が，今も多くの

屋敷や軒先などに残っているものと思われる。島西部に所在する西銘集落の
うえずけ

「上江洲家」の母屋前にも立派な大きな古井戸が残っている。この「上江洲家」

は琉球王朝時代に代々地頭職（現在の村長に相当）を務めた旧家で，敷地は

600坪を超え豪族屋敷の面影をとどめている（写真10-6）。通称，「石垣殿内」

と呼ばれている。 琉球伝統の美しい赤瓦屋根左，周囲は高度な石工技術で琉球

石灰岩を積み上げた立派な石垣で固まれた屋敷で， 1972年には国の重要文化財

に指定されている。現在の建物は1726年に前身の家屋を拡張し新築したと伝え

られている。母屋を目隠しするようにヒンプンと呼ばれる石垣や門などが複雑

に配置されている。母屋前には釣瓶式の大井戸が構築されている（写真10ー7）。

井戸は地表面から高さ 1.2m程突き出た方形のコンクリート製井筒で囲まれて

いるが，内部を覗くと直径 lm程の大きさで丸く掘り抜きされた古井戸で，

壁面には琉球石灰岩の切石積みが組まれている。 5～6m下には水面が見え，

今も，地下水が豊富に溜まっている深井戸である。井筒を挟み鳥居状に横木を

渡した 2本の支柱が立てられていて，その横木の中央部には数年前までは直径
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写真10-8 古井戸の前の二つの石は，洗った野菜
の水きり石（向かつて左）と紡ぎ糸の叩
き石（右） (2004.3.18撮影）

20～30 cmの鉄製の滑車が取り付けられていたが，今は，破損して取り外され

ている。この古井戸は，滑車から紐を垂らしその先に桶を結んで水を汲み上げ

る大規模な釣瓶方式の井戸である。井戸の傍には 2つの琉球石灰岩の石が設置

されている（写真10 8）。向かつて左側の石は井戸水で洗った野菜などを－＿§＿

この石の上に置き，水切りをするために使用されていた。また右側の多少窪ん

だ平坦な丸い石は布織に用いる紡ぎの糸が堅いので井戸水で洗った後，この石

で叩し、て柔らかくするために使用された。現在の家屋敷は1754年 6・7代目に

築造された旧屋敷で，当然，この古井戸はそれ以前よりあったとされているこ

とから， 300年以上前にはすで、に構築されていた掘り抜き井戸であったと思わ

れる。個人が屋敷内に掘り抜き井戸を所有した歴史としてはかなり古いものと

思われる。ちなみに先島諸島の宮古島では， 1953年に平良市街全域に簡易水道

が敷設されている。それまでは井戸が主流で，古くは集落共同で鍾乳洞窟を開

削して築造した、洞井が生活用水源で、あった。明治中期から大正期にかけ商工業

の発展と共に，裕福な家庭で、は屋敷内に個人で、掘り抜き井戸を所有するように

なり，簡易水道が整備されるまで，それが徐々に一般の家庭にも普及したとさ

れている。宮古島で屋敷内に掘り抜き井戸を所有しはじめた頃を1880年頃とし

ても，上江洲家では，それより 150年以上前には掘り抜き井戸を所有していた

ことになる。往時，経済上の問題で一般の家庭では掘り抜き井戸を所有するこ

とが難しかったことから判断すると，掘り抜き井戸の構築年代や規模は，資産

水利科学 No.301 2008 



や財力の一つの指標ともいえる。

山口沖縄水史観 （D() 61 

写真10-9 久米島の泡盛文化を支
えている名泉の誉れ高い

「堂井」の古泉（2004.3.19

撮影）

5. 泡盛酒造文化を支える名泉「堂井」と新しい利水文化「海洋深層水」
う え くすくだけ あわもり

島北部の字江城岳の山麓を背に湧き出す，久米島の泡盛文化を支えてきた

井泉が活躍している。全国的に知られた泡盛「久米島の久米仙」の製造工場に

も導水されている堂井（ドーガー）と呼ばれる古泉である（写真10-9）。堂井

の湧水は古くから沖縄屈指の名水としての誉れが高く，カルシウムなどのミネ

ラル成分の溶存量が豊富な硬水で，創業以来，泡盛の製造過程で利用されてき

た貴重な湧水で、ある。字江波の海岸沿いを走る車道脇に湧き出す堂井の古泉は

幅30～40m，奥行20m程の広さで，湧泉部分の貯水槽は長さ約18m，奥行約

1.5 mの方形で，高さ 3mほどのコンクリート製屋根が構築されている大規模

な井泉である。水波みする前面の間取りは幅約 6m間隔で3つに仕切られた

構造で，奥の壁面には大きなペンキ文字で『堂井』と並んで『飲料水』と表記

されている。今は貯水槽の表面には金網が張られ，直接，水を浪み上げて飲水

することはできないようになっている。しかし深さ30cmほどの貯水槽内部を

覗くと満タンに湧き出した水が溜まっており，側壁の取水用の穴から水が流れ

出している。貯水槽内にはパイプが 7～8本程差し込まれており，地域の重要

な水源ともなっている。堂井の近くには久米仙の泡盛製造工場があり，貯水槽

内に差し込まれたノ4イプの何本かは，泡盛醸造用に送水するためのパイプなの

かも知れなし、。工場入口にも小規模な湧泉が造られており，醸造見学の際には

堂井の水で、立てたお茶がサービスされた。また堂井の貯水槽と向かい合った車

道側のコンクリート床台には 5～6台のポンプが設置され，各ポンフ．からパイ

プが延びていて，今も一帯から地下水を大量に浪み上げており，集落の貴重な
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生活用水源として利水しているようである。井泉の壁面には『お願い この水

は，飲料水に使用していますので，コインなど，物は一切投げないようにお願

いいたします。 宇江城自治会』の看板が掛かっている。堂井の南側には久米

島最高峰の字江城岳 （309.8m）が裟えており，堂井の湧水は山岳域への降水

が地下水脈となって長年地中を浸透し，山麓で湧き出した伏流水と思われる。

最近の水の話題としては，久米島では高知，富山に次いで海洋深層水の取水

をはじめており，海洋深層水に関連する生産品は島の新しい特産品として全国

的に人気が高まりつつある。島沖合2.3km，水深612mの海中から波み上げる

日量 l万3000トンの取水量は，我が国では最大規模を誇っている。「海洋深層

水」とは，一度も大気と接することなく太陽光の届かない深海底を，約2000年

の歳月をかけて地球規模で循環している，水深200m以深の深海水を総称した

呼び名である。多量の栄養分やミネラル成分を含み細菌などの微生物の極めて

少ない清浄水であることから，飲料水，化粧品，健康食品などの製造に利用さ

れ，多くの海洋深層水の製品が販売されている。特に硬度「100」や硬度「250」

の「球美の水」は豊富に含まれるマグネシウムとカルシウムのミネラルが血液

をサラサラにし，新陳代謝を促進する健康飲料水として，また海洋深層水から
く み

抽出した高級純度の塩分は「球美の塩」として評判が高い。埋く紺碧の海に囲

まれた久米島ならではの新しい利水文化の誕生ともいえ，益々期待されている。

6. 東シナ海の日の出から刻時する石時計「太陽石」

堂井やひげ水などが点在する島北岸部の幹線道路沿いは海抜200mの切り立

った断崖が連続する高所域で，紺碧の海と峻険な海岸地形が調和した景観が堪

能できる絶景のスポットとなっている。この一角に，県指定史跡の「太陽石

（ウティダ石）Jと呼ばれる500年前の石時計が，東シナ海の水平線の彼方を見

据えるように設置されている（写真10ー 10）。高さ約1.3m，周長約 5mの楕

円形の大岩で，岩種は一帯の山岳域の地層を構成している火山岩類の安山岩で

ある。説明板には次のように紹介されている。

『 県指定史跡 ウティダ石

指定年月日 昭和49年 1月28日

今から500年前の尚真王時代に，久米島格差由訪の量のえ長という人が
ひ やじ よう

日の出を観測した遺跡だと伝えられている。石はあぶみ形で，比屋定の
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写真10ー10 琉球王朝時代に農事暦として考案され
た久米島の「太陽石」（2004.3.19撮影）

東端の松林の中にあって，その上面に数本の線がきざまれていて，太陽の

動きを測るめじるしとなっている。一年中で最も昼の長い夏至の頃の日の

出を粟国島の真上に求め，最も昼の短い冬至の日の出を慶良聞の久場島の

上に位置づけ，両島の聞を往復する日の出を，両島の聞に並ぶ島々に目安

を置いて，各季節の特徴を捉え，ーヵ所でいながらに観測できる位置は，

現在のウティダ石の据えられた位置以外にないと考えて観測が行なわれて

いる。
のうじこよみ

農事暦のない頃の唯一の独特な観測方法であり，日の出の位置の移動

によって変わってし、く季節の特徴を捉え，その簡潔な言葉によって広く農

民に教え伝えて農事にいそしませたとしづ貴重な遺跡である。極めて素朴

な，そして科学的な伝承が今日も語り伝えられている。

古い時代の農事暦に相当するこのウティダ石は歴史上貴重な価値ある資

料である。

なお，この地域で許可なく現状を変更することは条例で禁じられており

ます。

昭和63年 3月30日 沖縄県教育委員会 仲里教育委員会』

大岩の平坦な上面を覗くと，刻まれた数本の線が確かに鮮明にわかる。この

安山岩質の大岩は磁性を有していることから，磁石を近付けると針が振れると
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いわれている。日の出の位置の変化を観測して，時間や季節を割り出し，農作

業 ・漁 ・航海などの最適な時期を決めるのに利用するのに据えられたウティダ

石には，まさに自然と巧に生きる先人の知恵と工夫が窺われる。

7. 島按司の居城跡「具志川城跡」と巨大海蝕洞門「ミーフガー」

太陽石から海岸沿いの幹線道路を 2kmほど西に進むと仲村渠集落がある。
く し かわじようせき

そこから海岸に向かう途中の海に突き出た小高い丘に具志川城跡がある。三
ぐす〈

方を海に固まれ，急傾斜の南側が城門となっている堅固な城で， 15世紀初頭
まだふつあじ

噴に久米島を支配した真達勃期按司（按司は豪族のような地方の支配者）が築
くるわ

滅したと伝えられている。 3つの郭は安山岩と琉球石灰岩の岩塊を交互に混

ぜて積み上げる野面積みによって築造された石垣で、固まれ，その構造には考古

学的に注目すべきものがあるとされている。城は東シナ海を一望できることと，

城内から数多くの中国製青磁や土器片と共に鉄くずが出土していることから，

鍛冶場があったことや南海貿易の歴史の一端をうかがわせる貴重な遺跡とさ

れ，国指定文化財史跡となっている。城門前には，往時，久米島に繁栄をもた
あ じ うた

らした城主の按司を讃えた“謡”とそれを解釈した石碑が建立されており，当

時の様子が偲ばれ興味深い。

『 あおりやへが節
ぐし かわま たま うち ょ

具志川の真王内はげらへて 良く
まさ せ たかこ

げらへて勝り ゆわる精高子

又 金福の真王内はげらへて

又 唐 の 船 ぜ に 金 持 ち ょ せ る くやすく

良く げらへて

又 大和の船ぜに金持ちょせるぐすく

説明

この謡は，具志川城と城を築いた按司を称賛したオモロで「具志川城を

見事に築いた優れた按司よ，この城は唐（中国）の船や大和（日本）の船

が酒や黄金を持ち寄せる素晴らしい城だ。」とし、う意味です。具志川城が

交易を行い栄えていた様子がうかがえます。城下海岸に大和泊と称する入

江があり，域内外からは唐の陶磁器片等も採集されることから，このオモ
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ロは往時の具志川の社会の賑わいを具体的に歌ったものと考えられます。

オモロとは約一二世紀から一七世紀頃にかけて，奄美，沖縄諸島で謡わ

れてきたと考えられる古謡歌で，これを首里壬府が採録し編纂したものが

「おもろそうし」です。

平成六年三月三十一日 具志川村教育委員会 』

大和泊の方に向かつて急勾配の坂道を下り海岸沿いの車道に出ると，海面か

ら2～3mの海抜で広々とした平坦な海食台の地形が広がっている。浪打ち際

の海岸線までは数百 m の距離があり，ごつごつした針状の琉球石灰岩の岩礁

によって形成されている。海食台の北側を望むと，海沿いの崖地形に，高さ約

20 m，幅 6～7mはあるレンズ状に開口した巨大な洞門型の岩の割れ目が見え

る。この岩の割れ目は，長年の波浪浸食によって崖地形に開いた巨大な海蝕洞

門である（写真10-11）。土地の人はミーフガーと呼び，昔から女性の象徴と

して崇め，拝むと子宝に恵まれるとの言い伝えがある。今でも訪れる人が多く，

最基な地となっている。そのため「ミーフガー」には「女岩」との意味があ

る。ちなみに島西岸部の兼城港のすぐ沖合に浮かぶ「ガラサ一山」と呼ばれる

写真10ー12 島西岸部の兼城港の沖合に浮かぶ
「ガラサ一山」の男岩（2004.3.18撮
影）

写真10ー11 昔から女性の象徴として崇められ，子宝祈願がなされている
巨大海蝕洞門「ミーフガー」（2003.3.31撮影）
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小島は「男岩」と称されている（写真10-12）。小島からは拳を突き上げたよ

うな岩柱が直立し男性のシンボルとされている。ちなみに「ガラサー」はカラ

スの意味で，夕暮れにはカラスの寝床となることから，島名が付けられている。

ミーフガーの崖地形を形成している地層をよく観察すると，割れ目部とその上

部に発達した深い亀裂部を境として，山側は凝灰角磯岩の火山岩類で，海側が

隆起珊瑚礁の琉球石灰岩の地層で形成されている。一面に広がる海食台には，

今は波浪が進入することはほとんどないが，海面から数百m 陸側に入った道

路沿いの凝灰角磯岩の崖地形には，他に数カ所で直径 4～Smの巨大な海蝕洞

穴が観察できる。かつては海面が高くこの洞穴付近にも海水が浸入し，激しく

打ち寄せていたことが窺われる。海面高の変動痕跡を今に残す奇岩が島西岸部

の仲泊の海岸にある。沖縄ではよく見かける「きのこ岩」と呼ばれる岩で，海

水浸食と海生生物作用によって琉球石灰岩の根元がくひ、れた珍岩で、ある（写真

10ー13）。このくびれ部分は「ノッチ」といわれ，きのこ岩の中にはノッチが

2段になっているものもある。下の 1段目のノッチは現在の海面高で，それよ

り約 2m高い所に位置する 2段目のノッチは，数千年前の縄文海進時代に浸

食されてできたものと推察されている。このように今は陸上にあるミーフガー

の巨大海蝕洞門も，その当時激しく波に浸食され形成されたものと思われる。

ミーフガー前の広い平地には，最近，立派なカラー舗装道が新設されている。

割れ目開口部下の岩礁には，海水が迫る深い溝ができており，干潮時を利用し
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て通り抜けることができる。ミーフガーを抜けて海岸沿いに 1km程奥に進む

と，つい立のように立ち塞がる大岩に遭遇する。高さ20～30m，幅 7～8m規

模の立神岩と呼ばれる大岩である。岩種は火山岩類の流紋岩で，岩名のように

岩肌表面に流れるような筋模様を描いているのが特徴である。孤立して立つ立

神岩と山倶｜！の崖地形との聞に聞いている空間を見詰めていると，陸続きだった

地形に，まず浸食作用で巨大な海蝕洞門が発達し，その後さらに風化浸食作用

によって洞門天井が崩落したためにで、きた空聞かなと，ふと想像したくなる光

景である。付近の崖からは曝布のように数十 m の高さから幾筋もの渓流が流

落し紺碧の海に注いでいる。ミーフガー背後の海岸域には，余り立ち入る人も

おらず，岩礁と奇岩が混在する荒々しい自然感を満喫できる海浜景観が続いて

いる。

8. 紺碧の渚に映える巨大柱状節理の奇岩「畳石」とハテノ浜の長大な海上

砂丘

久米島の東岸から約500m洋上には周囲3.4kmの奥武島が浮かぶ。 7世帯25

人（2003年 7月現在）が居住している小さな島である。奥武島は島ではあるが，

今は1983年に完成した海中道路で－久米島と陸続きとなっている。橋が架かる20

年ほど以前までは，干潮時は徒歩で，満潮時は竹馬や舟（サパニ）で行き来し

ていた。特に通学時には，学生服を着た男子学生が竹馬て、渡るのが毎日の光景

となっていた。海中道路を渡るときには，エメラルドフ守ルーの舷しい海原に浮

かび上がる純白に輝く砂浜の情景に魅せられて，橋の上でいつも足が止まる。

一際紺碧に輝く海が広がる奥武島の西南端の浜辺には，一辺 1～2mほどの

五角形や六角形の平らな亀の甲羅形の黒い石が畳を敷詰めたように広がり，磯

写真10ー14 安山岩の巨大柱状節理

の水平断面群が岩礁を造

る「畳石」（1995.8.13撮

影）
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を形成している（写真10 14）。「畳石」と呼ばれ，火山岩類の一種， 安山岩

による巨大柱状節理の水平断面群が露出した面白い地層である。砂に覆われて

いる部分もあるが，畳石の範囲は海側に約50m，海岸長側に約250mで，亀の

甲羅状の石が1,000個余り規則的に並んで九、る。説明板には次のよ うに紹介さ

れている。

『 県指定天然記念物 仲里村奥武島の畳石

指定年月日：昭和42年 4月11日

仲里村西奥武島南西部にひろがる六角状の岩石群，この岩石群は，安山

岩質のほぼ均一な溶岩がゆっくり冷えて岩石になる時に規則的に割れ目が

できたと考えられる六角柱状節理からなる。

表面は，波の侵食を受け，ほぼ平坦であたかも六角（五角形もある）の

畳をしきつめたような景観を示すことから畳石の名がついている。また，

亀の甲のような形をしていることから，亀甲石とも言われている。

この畳石の範囲は，南北50m，長さ250m位で，畳石の数は約1,000個

あるといわれているが，砂にかくれて見えない部分もある。このような柱

状節理は全国的にも珍しい大規模なものであり，また学術上貴重なもので

ある。なお，この地域で許可なく現状を変更することは県条例で禁じられ

ております。

昭和63年 3月30日 沖縄県教育委員会 仲里村教育委員会』

この柱状節理は火山岩類特有のマク。マの冷える収縮過程で形成される典型的

な冷却節理である。まさに畳石は巨大な鉛筆を1,000本以上並べて上から見下

ろしたような奇岩で， 1本ずつの深さは100m に達するといわれている。火山

岩類の堆積地層の少ない沖縄県では珍しいが，火山地形の発達している本土で

は，北海道上川町の層雲峡，福井県三国町の東尋坊，新潟県中里村の清津峡，

兵庫県豊岡市の玄武洞，長崎県生月島の塩俵断崖，宮崎県日向市の馬ノ背など

の多くの場所で，溶結凝灰岩，安山岩，玄武岩などの地層が描く巨大柱状節理

のパノラマ芸術が眺望できる。奥武島の畳石のように，巨大六角・五角形の水

平断面群が波打ち際の磯を形作っているのは非常に稀である。しかし近年，貴

重なこの磯を漂砂が覆い埋れつつあり，定期的な保全管理が望まれるところで
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写真10-15 東洋一の砂洲の長さを
誇る海上の砂丘「ハテノ
浜」 (1995.8.14撮影）

さらに地形学的・学術的に極めて興味深い海浜地形が久米島沖合約 4kmの

海上に浮かぶ。奥武島の東側に位置するオーハ島よりさ らに東方海上に，全長

約 7kmにわたって延々と続いている真白な細砂の帯で，東洋一長い規模を誇
さ す

る砂洲といわれているハテノ浜である（写真10-15）。この砂洲はメーヌ浜，

ナカノ浜，ハテノ浜の連続する三つの砂の小島からなり，それを総称して「ハ

テノ浜」と呼んでいる。ハテノ浜は奥武島の「石畳」からロケットボートと呼

ばれるモータボート牽引式ゴムボートで約30分の沖合に位置している。上陸す

ると視界360度エメラルドグリーンの海に固まれたサンゴ白砂の舷しく輝く，

全く人工物（実際にはボックストイレ 1個と日除け櫓有り）のない海上に浮か

ぶ砂丘である。全長約 7kmにわたる砂洲は，広い所で幅100m以上に達する

ところもあれば十数m の狭い所もあり，適当に蛇行している。潮の干満差，

波高の高低，季節などの海象状況によって，長さや形状などの砂洲の姿は常に

変動している。またノ、テノ浜は眺望する場所によっても大きく姿を変える。航

空機での上空からの眺めや，比屋定（「太陽石」付近）や鳥の口の展望台から

の眺めは素晴らしい。特に，島南端部の奇岩「鳥の口」展望台からは，遥か遠

方の紺碧の海面に，白線を一本水平に号｜し、たように浮かび上がるハテノ浜の姿

は感動的で，まさに自然が大海に創造した一大芸術である。

9. 島の生命線は海岸線だ

このように東シナ海に浮かぶ久米島は，紺碧の海と肱しく輝く白砂の浜辺，

奇岩・珍岩が聾え，曝布が流落する断崖絶壁など，複雑な海岸線と自然感溢れ

る海浜景観に囲まれている。しかし近年，琉球列島の多くの島々の海岸で重大
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写真10ー16 久米島の美しい海岸線

を襲う大量の漂着ゴミ

(2003.3.31撮影）

な環境問題に発展している漂着ゴミによる汚染問題が紺碧の海に固まれた久米

島の海岸でも深刻化しつつある。南方から北上する黒潮海流のルート近傍沿い

に立地していることから，中国・台湾－韓国などの近隣諸国からの大量の外国

製ゴミが押 し寄せ，漂着ゴミの廃棄場と化 しつつある海岸が散見される（写真

10-16）。調査では，特に， ミーフガーの奇岩や大和泊などが点在する北部の

海岸域では，延々と続く海食台や岩礁域を発泡スチロール製フーイ等の漁具類や

ベットボトル等の生活廃棄物が山のように打ち上がっているのが確認され，美

しい自然景観の海岸線を著しく損ねている。海岸線が生命線ともいえる久米島

でも漂着ゴミ問題は深刻な問題となっており，海浜環境保全の立場から防止・

処理対策の一層の推進が望まれる。

くフィーJl-ドガイド＞

－久米島へは，那覇空港から空路で久米島空港まで約25分，東京羽田空港から空路で久

米島空港まで3時間。あるいは那覇泊港から久米島フェリー高速船で真泊港まで 1時間

40分，那覇泊港から久米島フェリーで兼城港まで 4時間。

－島内には定期ノミス運行。便数は少ないがほとんどの場所を訪ねることができ便利であ

る。空港線：村営パス営業所（仲里）ー謝名堂一儀間一兼城港ー仲泊 空港，右廻り一

周線（所要50分）：村営パス営業所（仲里） ー比嘉一儀問一仲泊ー比屋定 村営パス営

業所（仲里），左廻り一周線 （所要50分）：村営パス営業所（仲里） 比屋定仲泊ー儀

間村営パス営業所（仲里），島尻線：村営パス営業所（仲里） 謝名堂真我里一島

尻。

・イーフビーチへは，久米島空港から定期パスに乗車しイーフビーチ停で下車約30分，

徒歩2分。

－阿嘉のひげ水へは，左廻り一周線バスに乗車し下阿嘉停で下車約 7分，徒歩10分
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・ウフガーと五校の松園地へは，久米島空港から東へ車で約5分。あるいは右廻り一周

線パスに乗車し西銘停で下車，徒歩約5分0

・具志川城跡へは，久米島空港から仲村渠方面へ車で10分。あるいは右廻り一周線バス

に乗車し仲村渠停で下車，海岸方向へ徒歩15分。

－太陽石へは，久米島空港から県道242号線を経由し比屋定方面へ車で約10分，比屋定

公民館付近。あるいは左廻り一周線ノ〈スに乗車し比屋定停で下車，海側方向へ徒歩約

5分。

・ミーフガーへは，久米島空港から仲村渠方面へ車で10分，具志川城跡を過ぎた海岸。

あるいは右廻り一周線パスに乗車し仲村渠停で下車，具志川城跡前を通り海岸まで徒歩

20分。

－畳石へは，久米島空港から県道89号線を真泊港方面へ約13.5km進み，左折して奥武

橋を渡り0.8km，車で約25分。あるいは久米島空港から空港線パスに乗車し村営パス営

業所で下車，徒歩50分0

・ハテノ浜へは，久米島空港から空港線パスに乗車し村営パス営業所で下車，徒歩約10

分で仲里港，そこから観光船で約30分沖合。

く訪調年月日〉

①1995.8.13と14 ②1999.8.20と21 ③2001.8.16と17 ④2003.3.29～4.1 ⑤ 

2004. 3 .18～20 

(2004. 2 .10草稿.2004. 8 .21推敵 2006. 5 . 4了）

（防衛大学校教授・工学博士）
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