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平成 9年 度 に発掘調査が行われた小湊 フワガネ ク遺跡 は,平 成 22年
度に国指定史跡 とな りま した。
奄美市教育委員会 では,翌 年 の平成 23年 度か ら国庫補助事業 をいた
だき,平成 25年 度 まで「小湊 フワガネ ク遺跡 を学び地域活性化 に活用
す る事業」 を 3年 間実施 して きま した。
本事業 は,小 湊 フワガネ ク遺跡 が所在す る小湊集落及 び古見方地区
のみな さんをは じめ,広 く市民 に対 して,こ の遺跡 の学術的重要性 を
理解 していただ くとともに,遺 跡 を通 じて奄美 の総合的 な郷 土学習 に
取 り組 めるよ う教育普及活動 に取 り組 んで きたものです。
そ の事業 の一環 として,毎 年 ,啓 発普及用 の冊子 を発行 して きま し
た。平成 23年 度 は小湊 フワガネ ク遺跡 の概要 と学術的意義 の解説,平
成 24年 度 は「
蟻 フワガネ ク遺跡 の周辺環境 を理解す るための古見方地
区の 自然 を解説 を した冊子 を作成 しま した。今年度 は,小 湊 フワガネ
ク遺跡 が所在す る小湊集落 の歴史 と文化 に解説 を加 えなが ら,小 湊 フ
ワガネ ク遺跡 について総括 しています。
3冊 の冊子 をまとめて活用 していただ くこ とによ り,小湊 フワガネ ク
遺跡 を通 して,奄 美 の 自然・歴史・文化 の各分野 まで発展的 に学習 が
で きるよ う内容 に西己
慮 してあ ります。
これ らの冊子 を市内小 中学校や公民館等 で ご活用 いただき,小 湊 フ
ワガネ ク遺跡 をは じめ,ふ るさと 「奄美市」 の 自然・歴史・ 文化 をひ
もとく一助 としていただければ幸 いです。
平成 26年

3ノ 月31

日

奄美市教育委員会
教育長 坂 元 洋
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本書は,小 湊 フワガネ ク遺跡について理解 していただ くために,奄 美市教育委員会 が作成 し
たものです。

2

小湊 フワガネク遺跡 の発掘調査における調 査記録 。出土遺物 の一切 は,奄美市教育委員会 の
奄美市 立奄美博物館に保管 されてい ま九

3

本書は,山 田和憲 (奄 美市教育委員会文化財課課長 )の 監修 の下,久 伸博 (奄 美市教育委
員会文化財課主幹兼係長),高 梨 修 (奄 美市教育委員会文化財課 主幹)が 編集 ・執筆 を担当
しま した。

1撻77■ iiネ ク遺跡以後の様子
小湊集落 の中を散策 してみると,あ ちこちに貿易陶磁器 の破片 (平 安時代 か ら
室町時代頃のもの)力 ｀
落ちている事実に気づ きます。
小湊 フワガネ ク遺跡 の発
掘調 査で も,平 安時代後期
(11世 紀後半〜12世 紀Q
の中世遺跡 が,6世 紀〜8世
紀頃 の遺跡 の地層 よ りも上
層 か ら確認 されていま した。
特に平成 12年度・平成 13
年度 の範 囲確認発掘調 査で
は,平安時代後期 の長崎県産
二
〆
(西彼杵半島)滑石製石鍋 の
=藤
破片や 九州産 の土師器等が
出土 して,そ の後の喜界島に
おける城 久遺跡群 の大発見
小湊 フワガネク遺跡か ら出土 した滑石製石鍋破片
につなが ります。
副こ『 日本書糸
律令国家の成立に伴い,7・ 8世 糸
劃『続 日稀 」 で 日本歴史の舞
副こは 日本歴史の舞台から姿を
台に初 めて奄美群島が姿 を現 しますが,9・ 10世 糸
ほとんど消 してしまいます。
10世紀末に『 日本紀日
旨す と考 えられ る
各』 とい う文献に,薩南諸島の どこかをキ
「キカイガシマ」 とい う名称 がふたたび姿 を現 します。以後,キ カイガシマの名
称は,13世 紀頃まで文献史料 に散見され るよ うにな ります。当時の中世国家領域
の地理認識は,東 の境界がソ トガハマ,西 の境界がキカイガシマ と考 えられてい
ました。
キカイガシマが示す場所は,必ず しも同一ではない と考 えられますが,そ の範
囲は,薩 南諸島海域におおむね重なる と理解 されています。 この海域 には,キ カ
イガシマの名称を所有する島が実際に二島認 められます。大隅諸島の硫黄島 (三
島本
→ と奄美群島の喜界島 (喜 界町)で す。いずれも俊寛 が配流 された伝承が伝
えられ,墓 碑まで残 されています。硫黄島は,『 平家物語』諸本等で 「イオウガシ
マJと 記載 されています が,「 キカイガシマ」 とも別称 されています。11〜 13世
紀の薩南諸島海域 については,最 近,「 キカイガシマ海域」 と呼ばれることもあ り
ます。
特 にキカイガシマの名称を直接的 に持つ 喜界島で,文 献史料 にキカイガシマの
副こ重なる年代の大規模な中世遺跡が発見されま した。そ
名称 が現れ る 11〜 13世 糸
の遺跡 が,城 久遺跡群 (鹿 児島県喜界町)で す。
城 久遺跡群の拠 点的性格 を理解す るために,平氏政権 が栄華 をきわめは じめた
￨
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頃の様子 に少 し触れてみます。
平忠盛 (平 清盛 の父)は ,後 院領 (天 皇
の私的財産の′
性格が強い所領・荘園等)の
饉鰺轟‐
m吼
預所 (荘 園制の管理職)と して肥前国神埼
荘 に異動 した際,そ こで 日宋貿易 に関与 し
宇治群轟彎
ていたのではないか と考 えられています。
さらに嫡子 の平清盛も,忠 盛の後継者 とし
て昇進を続け,大宰大弐 (大宰府 の事務次
官)に なると,日 宋貿易の経済的権益を掌
握 した と考 えられています七 日宋貿易 が
撃撃観
平氏政権 の経済的基盤 になると推測 され
ています。
平清盛は,大 宰大弐に任官 した直後 ,側
近 の平家貞 を筑後守に任命 して,肥 前国の
展轟
日向通良,薩摩国の阿多忠景 を追討 させて
横甕轟 静
います。この追討事件 の背景 には,日 宋貿
易 の拠点 がある肥前国・薩摩国を掌握す る
ため,清 盛が在地勢力 の排除を意図 したも
のではないかと考 えられていま九
キカイガシマ海域 では,日 宋貿易 で,硫
響
ヽ
囁
̲̲沖 永
部麟
農
黄島のキカイガシマが硫黄交易 で重要な
≒―轟与畿轟
役割 を果た していた と考 えられています
が,喜 界島のキカイガシマにも重要な役害J
二つのキカイガシマに挟まれた海域
が考 えられていま丸
世界遺産 「平泉の文化遺産」の象徴的存在 ともいえる中尊寺金色堂は,「 極楽浄
土」の再現を意図 して 12世 糸
副こ建立されたものです。その建物は,大 量の金箔 と
膨大な螺釦 で装飾 され,黄金 と自銀 の輝きに覆われています。荘厳な輝き こそが
「極楽浄土」の象徴なので した。
この螺釦装飾 で,大 量に使用 され てい る材料が夜光貝の貝殻 です。中尊寺金色
堂だけで,6,000個 ともいわれ る貝殻が使用 されてい ると推測 されています。また
宮廷貴族たちは,威信財 (入手が容易でない遠隔地の交易 品で,分配 された所持
者 の社会的権力 の家 敦となるもの)と して夜光貝を珍重 していた様子 も知 られ て
います。
夜光貝 は, 日本 では種子島・屋久島以南の南西諸島海域 にしか生息 していない
貝種 ですЭ12世 紀の段階で,岩 手県平泉まで南海産の夜光貝が運ばれていた事実
が解 ります。
国産螺釦 は,宋 で も高い評価 を受けるようにな り, 日宋貿易 の主力輸出品の一
つ にな ります。夜光貝は,薩摩国・大隅国の特産品であり, 日宋貿易 に関係す る
交易産物 として, 日本最北の亜熱帯地域である奄美群島の北三 島 (喜界島・奄美
獅手

轟轟 濃

椰
轟
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,

大島・徳 之 島)近
海 で夜光貝交易 が
行われ ていた と考
えられています。
古代並 行期 には
小湊 フワガネ ク遺
跡 をは じめ として
夜光貝貝殻 を集積
させた 「夜光貝大
量出土遺跡」が奄
美大島か ら複数確
認 されてい ます の
で,交 易拠点 が早
中尊寺金色堂で装飾 されている極楽浄土に咲 く花 「宝相華」の螺釦 (夜 光貝鋤
い段階か ら形成 さ
れていた様子 が うかがわれます。奥州平泉に運び込まれた夜光貝貝殻も,奄 美群
島産出の萌 旨性が高い と考 えられます。文献史料にみえるキカイガシマの名称や
城久遺跡群の形成 から,「 日本最北の亜熱帯」 として, 日宋貿易における夜光貝等
の交易拠′
点を形成 してい く様子が うかがわれてきます。
その後,列 島の東西で繁栄 した平氏政権・奥州藤原政権は,源 頼朝 により相次
いで滅 ばされ,鎌倉幕府 が列島支配す る時代にな ります。 さらに鎌倉幕府が滅 亡
した後は,南 北朝動乱の時代を経て,室 町幕府に政権が移行 していきます が,室
町幕府 の中央集権体制の弱体化に伴 し、 有力大名 が群雄害J拠す る戦国時代へ突入
していきます。
東アジア情勢も,宋 →元→ 明 と大国の滅亡 と建 国が繰 り返 される激動 の時代 が
展開 していました。
13世 紀以降のキカイガシマ海域 の様子 は明らかではあ りませんが,そ の頃か ら
沖縄本島で独 自の琉元貿易が開始 されはじめます。そして 14世紀代 には、沖縄本
島の各地にもアジが群雄害J拠す る時代が到来 して,大 型城塞型グスクが構築 され
るようにな ります (三 山時代)。 山北・中山・山南の王は,明 に対 して朝貢貿易を
開始するよ うにな り,そ の後,「 琉球国」が成 立するのです。
オ
l漆フワガネク遺跡以後の南西諸島の様子 を理解す るためには,た とえば 日宋
貿易,平 氏政権,鎌 倉幕府,元 寇,南 北朝時代,室 町幕府, 日明貿易等, 日本や
東 アジアの歴史の展開も十分把握 しなが ら広い視′
点で南西諸島の事象を捉 えてい
くことも必要です。
,
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「 古見方」 の 由来

″
車

「古見方」 とい う名称は, どのよ うな歴史的由来があるものなのか,少 し難 し
くなるか もしれませんが,そ の歴史を概観 してみたい と思います。
奄美群島は,15世 紀中葉 には琉球国 (現在の沖縄県)の 統治下に置かれていま
した。琉球国統治時代 に施行 されていた地方行政制度である 「間切制度」が奄美
群島にも適用 され,奄 美大島は 7間切 (笠利間切・古見間切 ・名瀬間切 0住 用間
切・屋喜内間切 0東 間切・西間切)に 区分 されていま した。
その後 ,薩 摩藩による 1609(慶 長 14)年 の軍事侵攻の結果,琉 球国の統治下
を離れて,薩 摩藩 の直轄地域 として支配 されるようにな りま丸
薩摩藩統治時代 も,間 切制度は引き継 がれ,元 禄年間 (1688年 〜1703年 )に
は,笠 利間切 (赤 木名方・笠利方),古 見間切 (古 見方・瀬略方),名 瀬間切 (龍
郷方・名瀬方),住 用間切 (住用方・須垂方),屋 喜内間切 (大和浜方 ・宇検方),
東間切 (東 方・渡連方),西 間切 (西 方・実久方)の 7間 切 14方 で構成 されてい
ま した。
この 「古見間切古見方」 とい う行政単位 が,現在の古見方地区の名称 の出来 と
なるのです。
元和 9(1623)年 の 「大島置 目条々」発令後 ,琉 球国統治時代の間切最上級役
職 である 「大親」が廃止 され ,新 たに間切最上級役職 として 「与人」が設置 され
るよ うになります。各間切 には,与 人 (よ ひ と)一横 目 (よ こめ)一筆 子 (て つ
こ)一 掟 (お きて)の 役職 を基軸 とした島役人の行政組織が整 えられ ,基 本的に
14人 の与人が酉己置 されるよう
にな ります。
薩摩藩統治時代終末 に,名 瀬
に伊津部仮屋 (代官所)が 設置
屋
され てか ら,名 瀬 の街 の形成が
女
台ま ります。
明治維新による 1871(明 治
4)年 の廃藩置県後,薩摩藩は
「鹿児島県」とな り,1873(明
治 6)年 に県下に 6支 庁 (C加
治木・②隈之城・③垂水・④知
覧・⑤種子島・⑥大島)が 設置
されま した。
しか し,実 際には名瀬 の第 6
支庁は開設に至 らず,1875(明
治 8)年 に名瀬 の伊津部仮屋が
笠 利 間切

尾本

予
室
摯
﹁
滅
中
Ａ

書
が
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止 され

,新 た

に 「大 島 大 支 庁 」

が名瀬金久村 に設置 され,喜 界島・徳之島・沖永良部島・与論島の各島にも支庁
が設置 されま した。
明治時代 における奄美群島の行政機構は,旧 来 の間切制度 を踏襲す る形で移行
しま した。 1873(明 治 6)年 に 「戸長役所」の設置が布告 され,与 人は 「戸長」
に,間 切横 目は 「副戸長」に任命 され ていますЭ
琉球国は,1872(明 治 5)年 の 「琉球藩」設置か ら 1879(明 治 12)年 の沖縄
県設置 に至るいわゆる 「琉球処分」により, 日本 に強制編入 されます。対外関係
上は琉球国領 に帰属 していた奄美群島も, この 「琉球処分」 と全然無 関係 とい う
わけではあ りませんで した。明治時代 の奄美群島の行政統治 は,不 安定な状態が
長 く続きま した。以下で,そ の複雑な変遷の一端を確認 しておきます。
1878(明 治 11)年 には,「 大島大支庁」力｀「大島支庁」に改称 されま した。翌
区嚇 協論 J法」の施行に伴 い,奄美群島は 「大島
年 1879(明 治 12)年 には,晴 Б
郡」 として鹿児島県大隅国に編入 され ることにな り,「 大島郡役所」が名瀬金久村
に設置 されま した。
さらに 1885(明 治 18)年 には,大 島郡役所 が廃止,「 金久支庁」が設置 され
熊毛郡・馬
暉請『と薩摩国 ￨1辺 郡 における黒島・竹島・硫黄島・諏訪之瀬島・臥蛇
島・平島・口之島・中之 島・悪石島・宝島の 10島 が新 たに編入 されま した。同年
熊毛郡西之表村に金久支庁種子島出張所が設置 され ,熊 毛郡・駆誤郡並びに黒島・
竹島・硫黄島の 3島 の管轄が行われました。
しか し,翌年 には金久支庁が 「大島島庁」 に改称 され,大 島島庁種子島出張所
は廃止 されて しまいます。「競 長 」は,「 島司」に改称 されま丸
1888(明 治 21)年 に施行 された 「市制・町村制」に伴い,翌 年 には熊毛郡・駆
護郡 を管轄す る 「熊毛郡役所」が北種子村 に設置 され,黒 島・竹島・硫黄島の 3
島が大島島庁の直轄 とな ります。
続 いて 1896(明 治 29)年 に行 われた郡の廃置分合 に伴い,翌 年 には薩摩国川
辺郡の島嶼部 (黒 島・竹島・硫黄島・諏訪之瀬島・臥蛇 島・平島・ 口之 島・ 中之
島・悪石島・宝島)が 大島郡に合併 されるこ とにな ります。
1908(明 治 41)年 ,「 島嶼町村制」が施行 され ると, トカラ列島は十島村 に
・名瀬村・住用村・大和村・焼 内村・東方村・鎮西村
奄美大島は笠利村・龍狙隣寸
の 8箇 村が成 立 しました。
「名瀬村」は,名 瀬間切 の名瀬方 10集 落,龍 郷方 2集落,古 見間切 の古見方 5
集落 から構成 されていま した。 さらに 1922(大 正 11)年 に,名 瀬村か ら金久 と伊
津部の 2集落 が分立 して 「名瀬町」 となり,名 瀬村 における他集落は 「三方村」
となるのです。
1920(大 正 9)年 に 「島嶼町村制」は廃止 され,新 たに 「町村制」が施行 され
ます。1926(大 正 15)年 の君附J廃 止 に伴い,大 島島庁は廃止 され,大 島支庁・熊
毛支庁がそれぞれ設置 され ることになります。「大島島司」は,「 大島支庁長」に
改称 されま丸
1946(昭 和 21)年,日 本敗戦 により,琉 球弧における1騰 30度 以南の島嶼は
,

,

,

,
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アメ リカ 占領軍沖縄海軍軍政府 の管理統治下に入る事態 となります。同年 ,名 瀬
町は市制を施行 して 賂 瀬市」 とな り,北 部南西諸島軍政府が開設 されます。
1952(昭 和 27)年 2月 10日 ,1辟 29度 以北の トカラ列島が 日本 に復帰 しま
す。続 く 1953(昭 和 28)年 12月 25日 ,北緯 27度 以北の奄美群島も,日 本復帰
を果た します。
北緯 24度 以北の琉球諸島 (沖縄諸島・先島諸島)が 日本 に復帰 したのは,奄 美
群島の 日本復帰からさらに 19年後 となる 1972(昭 和 47)年 5月 15日 で した。
日本復帰後 の 19550召 和 30)年 ,名 瀬市は三方村 と再び合併 して新生 賂 瀬
市」 となります。そ して 2006(平成 18)年 ,笠 利町 0名 瀬市・住用村の 3市 町
誕生 して今 日に至 りま丸
村が合併 「奄美市」力｀
現在の奄美市名瀬地区は,薩 摩藩統治時代の名瀬間切 の一部 と古見間切 の一部
から構成 されていま九 名瀬間切 は,名 瀬方 (金 久・伊津部・大熊・浦上・有屋・
宿・鮎 瀬・根瀬部 の 10集 落)と 龍郷方 (有 良・芦花部・秋名
仲勝・朝仁 0月 ヽ
幾里・嘉渡・ 円・青飲『・久場 の 8集 落)か ら構成 されていました。古見間切 は
古見方 l漆・名瀬勝・西仲勝・伊津部勝・朝戸 の 5集 湘 と涯洛方 (中 勝・奥
間 (廃 村)・ 古里 (廃村)・ 戸 口・大勝・浦の 6集落)か ら構成 され ていま した。
また奄美市笠利町・奄美市住用町は,薩 摩藩統治時代における笠利間切・住用
間切をそのまま踏襲 した歴史的行政区域 を維持 した地域 とな ります。
2013(平 成 25)年 12月 25日 ,奄 美群島は 日本復帰 60年 の節 目を迎 えました。
0

,

(ノ
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太平洋戦争敗戦後,日 本か ら行政分離 された南西諸島地域の 日本復帰
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3

小湊集落の伝承 と歴史

(1)古 見方地 区 の 伝 承 と歴 史
小湊集落 をはじめとす る名瀬勝・前勝・西仲勝・西田・伊津部勝・朝戸の 7集
落 は,太 平洋 に注ぎ込む大川 (奄 美大島北部最大 の大型河川)流 域 に広がる平地
の山裾 に営 まれていますも 開拓村 といわれ る崎原集落 は,名 瀬勝集落 J麒Jの 山地
に所在 しています。
古見方地区は,奄美大島でも屈指 の面積 を誇る広大な谷地ですЭ奄美大島では
こ うした広 い谷地 の奥部 に,奄 美市住用町の川内集落,青 歌「町の川内集落のよ う
に,「 コチ」 と呼ばれる集落が しばしば認 められますЪ この古見方地区でも,・蟻
集落では,西 田集落・西仲勝集落 の一帯を指 して コチ と呼んでいます。 さらに西
田集落・西仲勝集落では,朝 戸集落 の一帯を指 して コチと呼んでいます。
それか ら古見方地区には,名 瀬勝・前勝・西仲勝・伊津部勝の 4集 落で「○○○○
ガチ」 と呼ばれる地略 が認 められます。奄美大島各地における 「○○○○ガチ」
とい う地名 の場所 は,谷地 に広い平地が広 がる共通 した地形的特徴があると理解
できそ うですЭ「コチ」蹴 と関係がある地洛 と考 えられ るかもしれませれ
また小湊集落 の古老のみなさんによれば,西 田集落・西仲勝集落一帯 について
コチとい う呼称のほかに 「シタラガチ」 とい う呼び名 も存在 した と伝承 されてい
ます。 1851(嘉 永 5)年 に薩摩藩守衛方の扮陽次郎右衛門 (か わみなみ・ じろ う
うえもん)等 により作成 された 「大島古図」 (鹿児島県立図書館所蔵)を 見てみる
と,現在の奄美市営農センター (旧 朝戸集落所在地)付 近に 「須垂勝村」 とい う
地名の記載 を確認 できます。 この 「須垂勝村」が,お そ らく小湊集落 で伝承 され
てい る 「シタラガチ」であると考えられそ うです。
古見方地区には,左 綱 を持ちながら集落 内を歩きまわる綱引行事が残 されてい
ます。現在でも行われてい るのは,小 湊集落・西田集落・西仲勝集落の 3集 落で
す が,名 瀬勝集落 でも以前は行われていたそ うですし疫病や災害等か ら集落 を守
る魔除の行事 と伝 えられ ていて,こ どもたちだけで行われま丸
これ らの綱引行事は,ノl渫 落では 「十五夜綱かつぎ」 と呼ばれて,旧 暦 8月
15日 に行われています。西田集落では 「ビッコサラッコ」,西 仲勝集落では 「ビ
ッコひき」等 と呼ばれていて,西 田集落が旧暦 9月 9日 ,西 仲勝集落 では旧暦 8
月 15日 に行 われていま丸 小湊集落の綱弓1宿 については,次 章でも う少 し解説
を加 えてみることにします。
それ か ら昇曙夢の『 大奄美史』には,「 古見我利爺 (こ みが りや)」 と呼ばれて
いた古見間切の首長 (ア ジ)を め ぐる伝承 が記録 され ています。古見方地区に関
係す る伝承 として注意 され るのですが,今 日,古 見方地区でこの 「古見我利爺」
の伝承 を確認す ることはできませれ 『 大奄美史』に記録 されてい る伝承の大筋で
す が,住 民たちか ら慕 われていた典湾 大親 と呼ばれるアジ (興 湾大親 の居住地に
,

,
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ついては,笠利町用安集落説 と宇検村湯湾集落説 があり,明 らかではありません)
を妬んだ古見我利爺が,典湾大親 が謀反 の準備 を進めていると琉球国王 に嘘 の報
告を して,無 実の典湾 大親 が琉球国か ら派遣 された軍勢 に討伐 されて しま うとい
うものです。その後,古 見我利爺 も計略が発覚 して,討 伐 されて しまいま丸
小湊集落・名瀬勝集落・西田集落 0伊津部勝集落・朝戸集落等 には,大 昔 に 賠L
れ戦」の時代が存在 したと語 られる伝承があ りますも また小湊集落・伊津部勝集
落・朝戸集落等には,「 アジ屋敷」 と呼ばれる場所 も残 され てい ま丸
「アン壁加 については,名 瀬村長 を務 めた都成植義の『奄美史談』 (1933年
頃に執筆 されたもの と考 えられ てい る)の 中に,以 下のよ うな記述があ ります。
本島諸所二案司屋敷ア リ,或 ハ村近 キ高丘ノ嶺 ヲ平 ラカニシ,或 ハ 山間人 ノ通 ヒ
難 キ険峻 ノ地ヲ撰 ミテ地引 ヲナシ,且 ツ環 ラスニ壕 ヲ以テセ リ,在 昔戦斗 ノアリ
シ趾ナ リト相伝 フ
いわゆるグスクではなく,ア ジ屋敷 と伝承 され てい るところにも,奄 美群島の
中世 の歴史を明ら力ヽこす る手がか りが隠 されてい るのかも しれませ れ
古見方地区のそ うした乱れ戦伝承や アジ伝承 に呼応するかのよ うに,平 成 10年
度か ら平成 12年 度に実施 された 「名瀬市 グスク詳細分布調査」の結果では,古見
方地区から 17箇所の 中世城郭的遺跡 が発見されています。

古見方地区 における中世城郭的遺跡 の分布
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(2)小 湊 集 落 の 伝 承 と歴 史
ノ
]渫 落は,古見方地区 8集落の中では最 も規模が大きく,平成 26年 2月 28
日現在で,住 宅 288戸・人 口 483人 を数えます。太平洋に面 している海岸線 には
標高約 9mに も達す る大型砂丘が発達 していて,砂 丘南側に集落が営まれています。
砂 丘北側には,現在は学校法人 日章学園 「奄美看護福祉専門学校」の施設が広
が りますが,も ともと周辺一帯 は畑地 として利用 されていた場所で,土 地境界 に
植 えられているソテツが美 しい景観を作 り出 していました。 シマ ウタにも 「ソテ
ツぬキョラさや古見金久」と歌われ るぐらい小湊集落の畑地におけるソテツ景観
は有名 なもので した。
小湊集落の伝統的空間区分について も少 し触れておきま丸
その起源は不明です が,小 湊集落 の居住空間は 「ホ ッパー レ (古 晴)」 と 「フー
ガネク (大 金久)」 に分けられています。海側 を望んで右側 が 「ホ ッパー レ」,左
側が 「フーガネ ク」です。「フーガネク」は,最 近では 「オオガネク」と呼ばれる
よ うです。現在でも,小湊集落 のみなさんは,自 分が住んでいる場所は,「 ホ ッパ
ー レ」なのか,「 フーガネ ク」なのかを明確 に認識 されていますЭ
また集落中央 を通る 「フー ミチ」を境 として,海 側を 「ウー ミチ」
,山 側 を 「シ
ャー ミチ」 と分ける空間区分 もありま九
これ らの空間区分を組み合わせ るならば,小 湊集落の居住空間は,「 ウー ミチ フ
,

ホ ッパ ー レ

フーガネク

が轟

島

小湊集落 における居住空間の区分
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―ガネ ク」「シャー ミチ フーガネ ク」「ウー ミチホ ッパー レ」「シャー ミチホッパ
ー レ」の 4つ に区分す ることができます。以前は,こ の 4区 分 を活動単位 として
集落行事等が行 われていたとも聞きま丸
「ホ ッパー レ」には,「 マー」 と呼ばれ る広場があ り,隣 接 して 「アジ屋敷」と
呼ばれ る屋敷 があ ります。小湊集落の始 ま りの場所 であると伝 えられています。
集落の起源が語 られる伝承 の大筋は,以 下の とお りです。
結婚す るために伊平屋島を脱出 してきたアジの兄妹が,イ スビラ (大 廣)の 海
岸 に漂着 しま した。 その海岸 は高い山に囲まれていたので,二 人は山の頂上か ら
景色を見渡 してみることにしま した。 二人は,石 を持ちなが ら山を登 り,山 頂 か
ら周囲を眺めてみる と,よ さそ うな平地 が見 えたので,そ こで暮 らす ことにした
そ うです。その時,二 人 は山頂に石を置いて 山を降 りてい くのです が,「 シマダテ
石 」 と呼ばれ る 2個 の巨石が実際に存在 しています。大きい石が男石 (イ ヒリガ
ナ シ石),小 さい石 が女石 (ウ ナ リガナ シ石)と 呼ばれています。兄妹 は,平 地 の
「
中心にマーの広場 に定めて,そ の隣に屋敷を構 えたそ うです が,そ の屋敷が ア
ジ屋激」 と呼ばれていますЪ この兄妹 が小湊集落 の始ま りであると伝承 されてい
るのです。
マーの広場は,次 章で解説す る 「十五夜綱 かつ ぎ」 と呼ばれ る綱引行事の開始
場所 とな りますが,人 月踊 りの打ち出 しの場所でもあり,小 湊集落 における伝統
的行事 を行 う大事な場所であるといえます。
集落起源伝承 を考えるならば,「 ホ ッパー レ」 とい う不思議な地略 は,「 フーブ
レ (大群)」 を意味す るものなのか もしれません。

難嬢
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一
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1● 鷲
奮

小湊集落の集落起源の伝承 に関わる場所
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(3)小 湊 集 落 の 文化 財
小湊 フワガネク遺跡 をはじめ,小 湊集落 には,古 い歴史を感 じさせ る文化財や
伝承が多数残 されていますし代表的なものを紹介 しなが ら,整 理 しておきます。
厳島神社
この神社は,も ともと 「観音寺」で したが,明 治時代 の 「廃仏毀釈運動」以後
に廃止 されて,厳 島神社 に名称が変 えられたと伝 えられ ていま丸
徒財申体 として祀 られている仏像 は,1791(寛 政 3)年 に古見間切古見方 の役人
(筆 子)の 恒雲 (つ ね うん)が 寄進 した もので,木 造の弁才天坐像です。 また境
内にある石灯篭は,古 見方の役人 (与 人)の 貫悦 (か んえつ)が ,手水鉢 は同 じ
く古見方の役人 (与 人)の 覇仁志 (は にし)が 寄進 したものです。
「小湊厳島神社 の本造弁才天坐像及び黒漆塗 り厨子Jと して,奄 美市指定文化
財 に指定,保 護 されています。
この神社にお参 りをすると子宝に恵まれ ると伝 えられてお り,全 国各地から参
拝 に訪れる方がいます。
モーヤ墓
小湊集落の墓地には,「 モーヤ墓」と呼ばれる沖縄 の門中墓 に似 た血縁関係があ
る一族 の墓が 3箇所あ りま丸 「モーヤJと は 「喪屋」を意味すると考 えられてい
ます。「講勤 とも呼ばれていて,そ れぞれ 「中間講 (ナ ーマ ゴ)」 「赤中講 (ハ ー
タリゴ)」 「保呂講 (ホ ロう 」の名称 が
ありますЭ以前は,サ ンゴ石 と赤土で ド
ーム形に盛 られたものが作 られ ていま
した。いつ頃に作 られたものなのかは解
か りません。
旧暦 9月 9日 以降の庚 申 (か のえ・さ
る)の 日に 「庚 申講 (カ ネサル ゴ)」 と
呼ばれる先祖祭 りが行われています。当
日は,墓 の掃除を して,お 墓参 りした後
酒宴を開催 しま丸
ナーマ講
,

ホ ロ講

ハ ー タ リ講
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伝承の宝庫
小湊集落 には,さ まざまな伝承が残 されていて,古 見方地区の歴史を理解す る
上で大事な資料 とな ります。
誦召介 しま
既 に小湊集落 の始 ま りにまつわる 「シマ建て石」「アジ屋敷」の伝承 ヤ
したが,ほ 力ヽこも 「アジ屋敷」だけに生えるといわれ る 「アジ草」の伝承や 「ア
ジ屋敷」 の後側 を通る 「カ ミミチ」の伝承等 もあります。
海岸 には,通 称 「鯨松」 といわれる大岩 があ ります が, この 「鯨松」にも伝承
があ ります。大昔 に松が生えた大岩を乗せた鯨 が回遊 してきた ことがあ り,そ の
際 に小湊 と名瀬勝 の神様が,鯨 を手招 き して 自分 の側 に引き寄せ よ うと競い合い
をしたそ うです。結局,名 瀬勝の神様の側に鯨は引き寄せ られて,大 川河 口に接
岸 して,大 岩の下敷き とな り,死 に絶 えたと伝 えられていま九
1851(嘉 永 5)年 に薩摩藩が作成 した 「大島古図」 (鹿 児島県立図書館所向 に
は,こ の 「鯨松」の場所 に 「トベ ラ島」の記載が認 められま丸
その 「大島古図」が作成 された 1851(嘉 永 5)年 , 日本開国任務 を与えられた
アメリカ海軍東イ ン ド艦隊のペ リァ艦隊が,琉球国に寄航 しています。その際に
小笠原諸島の探検 まで試みてい るのですが,実 は小湊集落 には,ペ リー艦隊が上
陸 したとい う伝承 も聞くことができます。
に関
そのほか夕
ヽ
藻 落をはじめとして,古 見方地区のあちこちで 「アジ動
連 して 賠臓 」の伝承 を聞くことができま丸 伊津部勝集落・西 田集落 には,「 按
司蟹 (ア ジガン)」 の伝承も残 されています。

現在 の 「鯨松」 (残 念 なが ら松は枯れて しまいま した )
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4

小湊集落の十五夜綱引行事

奄美市立奄美博物館では,古 見方地区に伝承 されてい る 聯岡引行事」について
小湊集落・西田集落 の 2集落を中心に,1997(平 成 9)年 か ら調査を行 い,映像・
写真の記録等を実施 してきました。
古見方地区における綱 31宿 は,小 湊 0西 田・西仲勝・名瀬勝の 4集 落 に認 め
｀
られま 九
小湊集落 では旧暦 8月 15日 の夕方に,西 田集落では旧暦 9月 9日 の午前中に行
われていま丸 また西仲勝集落では,旧 暦 8月 15日 の午前中に行 うのが原則 でし
たが,児童・生徒数の減少等 のため,そ の 日前後 の 日曜 日に振 り替 えて行 われて
います。名瀬勝集落では,児 童・生徒数の減少が大きな理由で昭和 30年代を最後
に行事が行 われなくな りました。
以下に,小湊集落の綱弓1得の概要 を解説 してみます。
3章 (2)で も説明 しましたが,小 湊集落の居住空間は 「ホ ッパー レ (古 日
罰」
「
と フーガネ ク (大金久)」 に分け られています。昭和 30年代頃まではホッパー
レオ,フ ーガネクのそれぞれで旧暦 8月 15日 に綱弓1徊 が行われていました。そ
の後,児 童・生徒数 の減少が理 由で一つにま とめて行われ るようにな りました。
この綱引行事は,ノl滋 落では 「十五夜綱かつ ぎ」 と呼ばれていま丸
写真は,1997(平 成 9)年 9月 16日 (旧 暦 8月 15日 )に 行なわれた 「十五夜
綱かつ ぎ」の様子 です。
午後 3時 頃,「 マー」と呼ばれる広場 に,軽 トラックで稲 ワラが運び込まれま九
小湊集落の一帯は,か つては奄美大島で も屈指の水田稲作地帯で したが,近 年 は
水 田がほとんど消滅 してしまいま したので,綱 の材料 となる稲 ワラの調達 に苦労
してい るそ うです。 この時の稲 ワラは,龍 郷町秋名集落か ら調達 して きたものだ
そ うです が,現
在 は 学校 と連
携 して稲 作 体
験 学 習 を実施
してい るので
ふ た たび 稲 ワ
ラが確 保 で き
る よ うにな り
ま した。
小 湊集 落 の
綱引行事 では
「子 供 会 育成
会Jの役員 のみ
な さんがそ の
,

,

,
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準備,指 導 に当たられて
いますι縄 を作る作業は
前 日に行 う予定 で した
が,台 風接近 の影響 で当
日行 うことにな り,午 後
4時 に小学校 の授業が終
了すると,午後 4時 半頃
には子供たちが 「マー」
の広 場 に集 合 して きま
した。
まず左 纏 りの細 い縄
を約 5mの 長 さにないま
す。細い綱 (直 径約 2cm)を 左纏 りにな う (ね じりあわせ る)の は非常に難 しい
‐
ため,熟 練 した年配 の方が担当 しま 九
次 に この縄 の端 か ら,直 径約
3cmの 稲 ワラの束を用いて,今度
は太い縄 (直径約 15cm)を 左縫
りにないます。
「子供会育成会」
役員 の指導 で
子供たちが稲 ワラを選 りなが ら直
径 3cm程 度 の東 にしていきます。
電柱を支 えにして,3束 を交互に
左綻 りにないます。縄 は,後 倶Jが
次第 に細 くなるよ うに仕上げ られ
ていき,約 10mの 長 さになると完成です。
縄が完成 した ら,「 マー」の広場 を清掃 して,綱 を 「マー」の中央部 に渦巻きに
して 佐 巻き)安 置 しま九 縦横 20cm程度の稲 ワラを十文字に したものを作 り
綱 の 中央部分 に乗 せ ま
すgこ れ らの諸準備 が整
うと,大 人が一升瓶の焼
酎 を綱 の上 に振 りかけ
お祓いをしま丸
以上の準備作業が,約
1時 間半で終 ります。
この頃には,授 業 を終
えた中学生 も加わ り,子
供たちの数 は 20〜 30名
程 にな り,「 十 五夜綱 か
つ ぎ」が始ま ります。
,

,

,

,
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綱を担 ぐのは,保 育園
児 か ら中学生 まで の男
女の子供たちです。
先頭 は,竿 に吊した鐘
を 2人 の男子小学生で担
いで、後の子供が鐘を叩
い て 鳴 らしな が ら歩 い
てい きます。 また 3〜 4
人 の男子小学 生 がホ ラ
貝を吹き鳴 らします。
綱 を担 い だ子 供 たち
は,「 十五夜 どお〜」 と
声 を張 り上げなが ら,集 落内を移動 していきます。最初は、「アジ屋敷」 のある一
角 を左回 りに 3周 して,そ の後,決 められた週 頃で集落 内を回 ります。
昭和 30年 代までは,小 湊集落
の 「ホ ッパー レJと 「フーガネ
クJの 双方で この綱引行事 が行
われていて,そ れぞれで道順 も
決 められ ていたそ うです が,児
童 ・生徒数 の減少 により,現 在
の よ うに一つ にまとめられた と
のことです。
移動す る道順で,集 落 の出入
口部分 を通 る時には,左 回 りに
Uタ ーンをします。
Uタ ーンして戻る際には,声 を出 した りしない ように静力ヽこしなければならな
い と決め られていますも それは,声 を出 した りす ると,集 落の外に追 い出 した悪
霊が戻 るか らと伝 え ら
れていま九
綱 を担 い だ子 供 たち
が,集 落 の出入 田部分を
Uタ ーン して移動 した後
は,大 人たちが出入 口部
分の道路に長 さ約 20cm
のワラ 2本 を十字に組ん
で置 きます。集落 の外ヘ
追 い 出 した悪霊 が 三度
と集 落 内 に戻 らない よ
うに祈 ります。
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決 め られ た道 順 を回
り終 えた ら,最 後 は,小
学校 下 の海岸 に降 りて
い きます。
海岸 へ 降 りる場 所 で
は,3回左 回 りをしてか
ら海岸 に移動 してい き
ます。
海岸では,綱 を渦巻き
(左 巻き)に してから崩
れない よ うに縛 り,そ の
綱に火をつけます。男子
中学生 2人 が,燃 えてい
る綱 を板に乗せて,海 の沖合約 20mま で泳 いで運び,綱 を流 します。浜辺 の子供
たちは,鐘 を強 く叩き,ホ ラ貝を大きく吹き鳴 らし,大 声を出 して,流 れてい く
綱 を見送 りま丸 綱を流 して きた 2人 が,海岸 に戻 ると綱引行事は終了とな り
そ こで解散 とな りま九
古い時代 の綱引行事
は,15才 ぐらいまでの
男子だけで行 われてい
たそ うです。また綱 を
な うところから,行 事
のすべてが子供 たちだ
けで実施 されていた と
のことです。
子供が多い時代には
綱 の長 さは 50mぐ ら
い あり,そ の太 さも現
在 の倍 ぐらいのもの と伝 えられています。最近は,子 供 たちの数の減少 により
女子 も参加するよ うにな り,子供会育成会が組織 されて大人が手伝 う等,伝 統的
行事も変化 してきてい る様子 が解 ります。
次のペー ジには,「 マー」の広場を出発 して,「 アジ屋敷」の一角 を左回 りに 3
周 した後 ,集 落内の出入 口を交互に移動 して,海 岸 か ら綱 に火をつ けて海へ流す
道)贋 を図示 しています。
昭和 30年代までは⑤ と⑥ を結ぶ道路を境に して,西 側 の 「フーガネ ク」 と東側
々に糸
の 「ホ ッパー レ」の 2区 域 で,男 り
岡引行事が行われていたそ うです。道 頓も
それぞれ男咄こ決 められていま した。
小湊集落の古老によれば,海 に流 した綱が再び戻 り,浜 に打ち上 げられた事例
は過去に一度もない とい うことで丸
,

,

,
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5

小湊集落の畑地 とソ テツ群落

′
]渫 落及び小湊 フワガネ ク遺跡が立地する海岸砂丘は,約 30haの 広大な面積
がありますЪその半分 に相当する約 15haが 畑地 として利用 され てきま した。
畑地は,主 に自家用野菜が栽培 され ていますが,細 か く方形に区画 され,土 地
境界 にソテツが植栽 されて独特の畑地景観を形成 していま丸
平成 7年 4月 に学校法人 日章学園 「奄美看護福祉専門学校」力S,当 該畑地の一
角 に開校 しました。その後,学校 の施設拡張に伴 い,畑 地の約 5分 の 2は 減少 し
ま したが,現 在でも畑地にソテ ツ列 が立ち並ぶ印象的で美 しい景観は,十 分 に残
されていま丸
ソテツは,ま ず「防風林」
として畑地 の作物 を保 護
して くれますЭ
またソテツの葉 は,①植
え付 け した作物 を炎天下
の強い 日射 から守る,② 動
物 による作物 の食 害 か ら
守る 蝶 の トゲが効果 があ
る)等 の 「保護用覆 い」 と
して禾J用 されています。
さらにソテツの葉 は,畑
地で焚火の 「燃料」 として
禾J用 され,そ の灰は 明日午」
小湊 フワガネク遺跡周辺の畑地におけるソテツ葉の利用
として砂地 に混ぜ るとい
う利用 も行われ ています。
また実や幹 は,飢 饉 の際
の 「救荒食」 として重要な
役害Jを 果 た してきま した。
現在 は 「救荒食」 として
利用 され る機会 はほ とん
どありませんが,畑 地では
防風林 ・保護用覆 い・燃
料・肥料 としてのソテツ利
用 が今 で も行 われて い る
のです。
厳密 な起源 は よ く解 か
りませんが,加 計呂麻島諸
フワガネク遺跡
の畑地におけるソテツ葉の利用
小湊

周辺
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鈍集落の 「林家」に残 さ
れている 1831(天 保 2)
年 の『 遺言記録』 には
救荒食 として ソテ ツの
植栽 にまず取 り組む よ
うに とい う記載 が認 め
られます。′
1渫 落の畑
地 にお け る ソテ ツの樹
齢 も相 当古 い と考 え ら
｀
れま 九
また奄美大島では,運
動会や豊年祭等 で ソテ
ツ葉 を利 用 したアー チ
俯潤 )が ,現 在でも盛
,

奄美市立名瀬小学校運動会 のソテツ葉 を利用 したアーチ

んに作 られています。
「救荒食」 としての利用 を除けば,少 なくとも薩摩藩統治時代 から現在 に至る
研 J用 が続け られて
まで,小湊集落 の畑地では,あ ま り変 わらないソテツの多角自
いるといえます。「奄美看護福祉専門学校」 に隣接 した畑地約 13,000ど は,国 指
定史跡・小湊 フワガネク遺跡 として保護 されてい るので,畑 地の景観 も維持 され
てい くと思われま丸

不

空か ら眺めた小湊 フワガネク遺跡 口小湊集落の全景
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6

小湊 フワガネク遺跡か ら学べ ること

歴史教科書の 日本歴史は,青森から鹿児島まで,基本 的に同 じ内容 を扱います。
北海道 と沖縄県の歴史は,そ うした 日本 の歴史 とは著 しく違 う歩みを持つ とい う
ことをまず理解 してお く必要 があります。最近 の教科書では,北 海道や沖縄 の歴
史についても,ず いぶん記述 が認 められるようになりました。
奄美群島の歴史も,同 じよ うに違 う歴史の歩み を持つ のですが,残 念なが ら教
科書 には何も記述 されていません。 だか ら奄美群島の歴史が重要ではないのか と
い えば,決 してそ うではありませ れ 最近では,む しろ 日本歴史を理解す る上で
奄美群島はきちんと把握するべき地域 として歴史学界で認識 されつつ あります。
日本列島における時代区分 を概観 してみるならば,南 西諸島の時代区分には
奄美群島や トカラ列 島に相当の不詳部分 が残 されていて,列 島最大 ともい える空
白部分が形成 されていまt
特に琉球 国の成立以前 については,地 元側における文字記録 は残 され ていない
ので,15世 紀以前￨ま ,「 無文字時代」 とい うことになります。「無文字時代」の歴
史を解明 してい くためには,「 無文字時代」の人び との営みが痕跡 として残 されて
い る遺跡 を調査研究する 「考古学」 とい う分野が欠かせません。
l液フワガネ
複数 の時代にわたる遺跡 が,広 大な面積で良好に保存 され てい るノ
ク遺跡 は,奄 美群島における 「無文字時代」の歴史を解明す るための重要な鍵 と
な ります。
南西諸島北半の島嶼地域 (奄美群島・沖縄諸島)は,既 に弥生時代並行期 から
,

,

,
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小湊 フワガネク遺跡が営まれた時代 と日本史 口琉球史
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九州地方の経済空 間 として機能 していて,遠 隔地交易 が行 われていま した。 この
時期に限られた社会1階 層 の人び との間で流行 しは じめた貝製腕輪は,奄 美群島以
しているゴホ ウラ・イモガイ等の南海産大型貝類 が材料 として用い られ
自、
南に生′
ていて,そ の貝殻供給地域 として交易 が行われていました。
ゴホ ウラ・イモガイ等の南海産大型貝類をめ ぐる貝交易 の歴史は,い わゆる「貝
の道」 としてよく知 られてい るところです。 この 「貝の道」は,古 墳時代並行期
でおおむね終焉を迎 えるとこれまで考 えられてきま した。
しか し,奄 美大島から土盛マ ツノ ト遺跡FD/1ヽ 湊 フワガネ ク遺跡等の 「夜光貝大
量出土遺跡」とい う新たな事実が確認 され て,南海産大型貝類の貝交易 の歴史は
古代以降も活発 に行 われていた様子が浮び上が りはじめたのです。夜光貝交易 の
調査研究は,開 始 されたばか りの新 しい研究課題 です。小湊 フワガネ ク遺跡をは
じめとして,今 後 の夜光貝大量出土遺跡の調査研究に歴史 の解 明が委ね られてい
ますЭ小湊 フワガネ ク遺跡 を後世に保護保存 してい くことが,奄 美群島の歴史
ひいては日本歴史 の解明に貢献することになるので現
奄美市教育委員会 では,平 成 23年 度 0平成 24年 度・平成 25年 度 の 3年 間に
わた り,小 湊 フワガネ ク遺跡の啓発普及用の冊子を発行 してきま した。
ヽ
平成 23年 度は,『 国指定史跡・ ′
渡 フワガネク遺跡 解説資料』 として,小 湊
フワガネ ク遺跡 について,み なさんに理解 していただ くために,発掘調査の概要
と学術的意義の解説 をまとめました。 ′
蟻 フワガネ ク遺跡 が どの よ うな遺跡 であ
るのか理解 していただ けるよ うに,発 掘調査結果や学術的意義等 を整理 してあ り
ます。
平成 24年 度は,『 国指定史跡・ノ
l漆フワガネ ク遺跡 遺跡周辺の 自然環境』 と
して,Fヽフワガネ ク遺跡か ら大量の 自然遺物 (食べ かす と考 えられ る獣骨・魚
骨・貝殻等)が 出土 してい るので,当 時の 自然環境を理解す る環境学習 の観点も
含 めて,古 見方地区の 自然環境 の解説 をまとめま した。小湊 フワガネ ク遺跡 が所
在す る古見方地区が, どの よ うな自然環境 の特徴を持つ地域 であるのか理解 して
いただけるよ うに,小 学校低学年 にも親 しみやす くす るため,多 数のカラー写真
を使用 して整理 してあります。
平成 25年 度は,『 国指定史跡・小湊 フワガネ ク遺跡 小湊集落の歴史と文化』
として,小 湊 フワガネ ク遺跡 が所在す る小湊集落 の地域学習 の観 ′
点も含 めて,小
l漆 フワガネ ク遺跡 を含 めた小湊集
湊集落 の歴史 と文化 の解説 をまとめま した。 ノ
落 の文化財 を多角的に概観 して,小 湊 フワガネク遺跡 と現在 の小湊集落のつ なが
りを考 えながら,地域の学習 に取 り組 んで もらえるよ うにまとめています。
小湊 フワガネ ク遺跡は,奄 美 の 自然・歴史・文化を理解す るための入 国のひ と
つです。私 たちは,国 指定史跡・小湊 フワガネ ク遺跡 から,過 去 の人び との営み
を学ぶだけではな く,遺 跡 の形成 を可育日こした古見方地区の 自然環境 , さらには
小湊 フワガネ ク遺跡以後も連綿 と営まれ続けてきた小湊集落 の歴史 と文化まで
地域 を学ぶ視′
点に向き合 うことにな りま丸
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楽 しい講座 を終えて (2014年 2月 25日 、奄美市立小湊小学校 )
前列右端 口池田榮史先生 (琉球大学法文学部教授 )
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