
1996 徳之島洞穴調査
THe Report of Tokunosima Cave Reserch in 1996

報告書

1996 徳之島洞穴調査隊



はじめに

　鹿児島県奄美群島徳之島は、最近では日本中のケイバーがよく訪れる沖永良部島の北

隣に位置している。
　この島の地質は、北部や山岳地帯を占める奄美古成層と南部の琉球石灰岩帯に大別で
き、沖永良部島と同様に相当数の鍾乳洞の存在が予想された。実際に1964年の愛媛大学
学術探検部に始まり、1970～1993年までの九州大学探検部による数回の調査により、
総延長2052mの銀河洞を含め、30程の鍾乳洞の存在が確認されている。それでも、ハブ
の生息地であるという理由からであろうか、沖永良部島に比べて十分な調査が行われたと
は言えず、また、沖永良部島でさえ現
在でも新洞の発見が後を絶たないこと
から、徳之島に関しても、大規模な洞
の存在が期待できるのではないだろう
か。

　このような考えのもと、我々は1996
年春からこの島の調査にとりかかっ
た。同年の夏、及び冬にも調査を継続
して行い、合計23日間、延べ人数25人
を動員した。結果として小規模な洞穴
は多数発見したが、それらは当初我々
が夢に見た1000mオーバーにはとても
及ばないものであった。しかし、全員
が３回生以下で、洞穴調査の経験のあ
るものは殆どなく、初めて訪れる島
で、右も左も上も下も分からない段階
から始まったこの調査も、参加者全員
の努力と、新洞発見にかける情熱で３
次隊まで継続できた。結果はどうであ
れ、内容的には非常に満足している。
　
　我々は、1996年12月27日から1996年1月3日まで行った第3次の調査をもってひと
まず徳之島の調査を終了させる。この報告書は総ての成果をまとめたものである。御一読
頂きたい。
　今後、徳之島の調査を行いたい団体には、ご連絡下さればできうる限りの協力をする。
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徳之島洞穴調査隊参加者一覧 　

第一次徳之島洞穴調査隊員
愛媛大学学術探検部 鈴木　知昇
地底旅団暗黒大魔王 大岡　素平
高知大学学術探検部 水本　祐之
京都産業大学探検部 吉冨　泰央
岡山大学ケイビングクラブ 水ノ上　優子
岡山大学ケイビングクラブ 中村　英里香
高知大学学術探検部 菊地　悟朗
京都産業大学探検部 福島　真樹
京都産業大学探検部 加納　義之

第二次徳之島洞穴調査隊員
愛媛大学学術探検部 鈴木　知昇
地底旅団暗黒大魔王 大岡　素平
高知大学学術探検部 水本　祐之
京都産業大学探検部 吉冨　泰央
高知大学学術探検部 菊地　悟朗

第三次徳之島洞穴調査隊員
愛媛大学学術探検部 鈴木　知昇
地底旅団暗黒大魔王 大岡　素平
高知大学学術探検部 水本　祐之
高知大学学術探検部 菊地　悟朗
高知大学学術探検部 友松　貴史
高知大学学術探検部 松井　英晃　
京都産業大学探検部 福島　真樹
京都産業大学探検部 中川　美佐恵
京都産業大学探検部 小倉　宏之
京都産業大学探検部 川口　幸子
京都産業大学探検部 本吉　陽介

参加団体　　愛媛大学学術探検部・岡山大学ケイビングクラブ

　　　　　　　・京都産業大学探検部・高知大学学術探検部・地底旅団暗黒大魔王

延べ参加人数　２５人

参加人数　　　１５人　
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活動記録

第一次徳之島洞穴調査　(1996年3月1日～14日）
3月1日 ウチニョウ下の穴、上の穴洞口確認

聞き込み調査（西伊仙地区）
歴史民族資料館に話を聞きにいく

3月2日 ヨヲキ洞穴　洞口確認
銀竜洞確認
銀竜洞の上のフキ（竪穴）洞口確認
小島の暗川確認
西阿木名のシンバルで3洞穴を確認

3月3日 ヨンマイ洞　洞口確認
鍋ンヨウ洞口確認
MDCⅠ,Ⅱ洞口確認、探検
MDCⅠ,Ⅱの続きの洞口確認、探検
義名山運動公園周辺を調査
農業高校裏のイヨウ洞窟確認　多数の人骨有り
穴八幡洞口確認

3月4日 ヨンマイ洞探検　鈴木、福島
ヨンマイ洞測量　水本、吉冨、菊地、加納

3月5日 ヨンマイ洞の測量の続き

3月6日 素平の文字は読めない

3月7日 竜口洞口確認　コンコロ畑の穴の測量

3月8日 鍋ンヨウ上流部分を探検、後にケンプクドブ穴であることがわかる。
ユンボ穴洞口確認　開発によって崩れた閉鎖洞

3月9日 ウチニョー上の穴、下の穴測量

3月10日 暗黒第一洞洞口確認　洞口2個確認、後に上喜念西の穴とわかる
徳和瀬の谷で3洞を確認　谷の上流から第1、2、3洞とする

3月11日 徳和瀬第1～3洞探検
中部ダムの穴は崖崩れで埋まったとの情報を得た
ミャードバルは海水による浸食が激しくほとんど洞をなしていない
海風洞の洞口確認

3月12日 畑の穴の洞口確認に行くが埋まっている
松の下のフキ確認できず　再調査の必要有り
上代跨洞の洞口確認
洞の天井が全て崩落したような場所を確認

3月13日 ヨヲキ洞穴測量
中部ダム周辺の洞口確認
上代跨洞測量

3月14日 鈴木が未調査洞の洞口確認。後に水没しているため入洞不能であることが分かる。
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第二次徳之島洞穴調査 (1996年8月22日～29日)
8月22日 海風洞探検

8月23日 海風洞探検測量

8月24日 海風洞探検測量

8月25日 海風洞探検測量終了。

8月26日 小島新洞（後の海観洞）のおおよその位置を確認

8月27日 瓶穴（カムアブ）の探検測量

8月28日 ヨヲキ洞穴の探検測量

第三次徳之島洞穴調査 (1996年12月27日～199７年1月3日)
12月27日 海観洞（小島新洞）洞口確認

12月28日 海観洞探検測量

12月29日 海観洞測量
西阿木名地区聞き込み

12月30日 下原地域薮こき、ぺったんこ洞測量
阿権地域聞き込み
糸木名地域薮こき。糸木名大岡洞測量

12月30日 鹿浦川流域薮こき
阿権地域聞き込み、薮こき

1月1日 OFF

1月2日 小倉の風穴探検測量
MDCⅠ、Ⅱ測量
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第１章

洞窟調査報告
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調査概要

　徳之島における石灰岩帯は、主に島の南部、伊仙町に存在する。よって、我々の調査は
伊仙町を中心として行った。ただし、後で記すように、喜念から検福にかけての海抜
120mから160mの地域は九州大学探検部を中心に詳細な調査が行われている。そのため
我々は調査の重複を避けるためこの地域は調査対象外としてあつかった。
　前記したように徳之島はハブの生息地であるため、むやみに薮の中に入っては行かず、
地元住民に聞き込みを行い、洞口のおおよその位置を特定した後、ハブの活動が弱まる冬
に行った第3次調査時に、まとめて薮こきを行った。第1次調査、第2次調査時には、完
全に洞口位置が分かっている洞窟の測量を行った。
　3回にわたる調査における聞き込みで得た情報を総合すると以下のようになる。
　　　　　　とく　わ　せ

［徳之島町　徳和瀬］
　愛媛大学学術探検部の報告と我々が発見した３つの新洞を合わせ、７つの鍾乳洞が確認
されているが岩帯の幅が狭いので大きな洞の存在は期待できないと思われる。
　　　　　　 お　ぼ

［徳之島町　尾母］
　集落の人々への聞き込みを行ったが、洞窟の情報は全く得られなかった。石灰岩帯は存
在しているので、洞窟がある可能性は捨てきれない。
               きねん　　  けんぷく

［伊仙町　喜念～検福　主要地方道　伊仙・亀津・徳之島空港線（以下　県道）より山　
　側］
　九州大学探検部を中心に詳細な調査が行われている。この地域には徳之島最大の洞窟で
ある銀河洞（2052m）が存在する。調査を通じて、規模の大きな洞窟が存在するとした
らこの地域だろうと感じた。ただし、聞き込みではすでに調査が行われている洞の情報し
か得られなかったので、今後は、地形などから推定される「ありそうな場所」を薮こきす
るしかないだろう。

［伊仙町　喜念～検福　県道より海側］
　数個の洞窟しか存在が確認されていない。どれも小規模であり、最大のものは我々が調
査したヨンマイ洞で測線延長174.7mである。聞き込みでも、この地帯の有力な情報は得
られていない。海抜が70m以下であるので、大規模な洞は無いと考えられる。
　　　　　　　　　　　ぎなやま

［伊仙町　義名山運動公園周辺］
　鹿児島大学探検部の調査により、数個のケイブシステムの存在が確認されている。ま
た、我々も総延長266.5mのヨヲキ洞穴の調査を行った。この洞も鹿児島大学によって確
認されたケイブシステムの一部であると思われる。薮こきによってさらに多くの洞窟が発
見されるかもしれない。
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　　　　　　　　　　　あごん　　　しかうら

［伊仙町　阿権・鹿浦川流域］
　鹿浦川上流では九州大学探検部が、中流では、我々が洞の存在を確認している。中流の
洞に関しては、川の東側に数カ所の洞の存在を確認したが、どれも非常に小規模である。
阿権の集落での聞き込みからはこれ以上の洞の存在は確認できなかった。薮こきによって
さらに発見できるかもしれないが、ハブには特に注意したほうがよい。
　　　　　　　　　　いぬたっぷ　　　　こじま

［伊仙町　犬田布　小島］
　犬田布岬から小島、後に記す下原・秋利神川さらに天城町にかけては海岸が崖になって
いる。この地帯の石灰岩層の厚さは200mにも達するとされ、実際、海岸付近では徳之島
で一番深いとされる小島の竪穴（-40m）や、我々が調査した海風洞（-32.6m）、海観
洞（-36.8 m）などの竪穴が存在する。わずかに内陸に入った地域でも小島鍾乳洞や竜ノ
口などの横穴の存在が確認されている。聞き込みによれば、近年の畑地造成により多くの
洞口が埋められているらしい。

　　　　　　　　　　しんばる（したばる）

［天城町　下原］
　
　石灰岩の採石場があるため、岩帯は大きいのだろうが、聞き込み、調査では小規模の洞
と湧泉の存在しか確認されなかった。どれも洞口は大きいので、数百年前は非常に大きな
洞窟があったのかもしれない。
　　　　　　　　　　あきりがみ

［天城町　秋利神川流域］
　河口付近の調査を行ったが、非常に小さな洞窟の存在しか確認できなかった。
　　　　　　　　　　　あさま

［天城町　浅間］
　九州大学の調査で２つの洞の存在が確認されている。今回の我々の調査範囲外であった
ため詳しい規模は分からない。
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図　徳之島の石灰岩帯と代表的な地名
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徳和瀬第一洞（TOKUWASE-DAIICHI-DO）

　　  測図：　なし
所在地： 鹿児島県大島郡徳之島町徳和瀬

　　  登録番号：　５

　徳和瀬公民館から南南西へ約400mの地点で、谷の下流に向かって左岸の基部に３個の洞口が隣接して開口してい
る。川下から第一洞口、第二洞口、第三洞口とする。第一洞口は縦0.7m、横0.6mで、洞口付近には水があるが、流れ
はなく洞口から約4mの地点から湧出している水流が洞を形成し、流入洞となっている。
　第二洞口は第一洞口よりも西側にあり、川面から2mの高さにある。第三洞口は第二洞口よりも西側にあり、川面よ
り4mの高さの崖に開口している。この３つの洞口は入洞して約2.5mの所で合流している。洞は北にのび、石灰岩と非
石灰岩とで挟まれた水流によって形成されているので、洞床にはほとんど二次生成物は見られない。全体的に狭く、天
井高は平均して1.5mほどである。

徳和瀬第二洞（TOKUWASE-DAINI-DO）

　　  測図：　なし
所在地： 鹿児島県大島郡徳之島町徳和瀬

　　  登録番号：　6
 
　この洞は、ほぼN60Wへのびる沢の、上流つきあたりから下流へ約150ｍの位置の南側に開口している。
　洞口は縦横2mほどであり、入洞してすぐに水流がS方向に向かって続いている。洞は水流に沿って発達しており、最
奥までおよそ40mである。途中には直径5m天井高約3mのホールがあり、すり鉢状の土砂が堆積している。天井のエ
ンピツほどの隙間からは外の光が見えた。
　全体的に黒い非石灰岩に挟まれた、わずかな石灰岩中に発達した洞窟であるため狭い。二次生成物も多少は見られる
が、あまり美しくない。

徳和瀬第三洞（TOKUWASE-DAISAN-DO）　

　　  測図なし
所在地： 鹿児島県大島郡徳之島町徳和瀬

　　  登録番号：　7　

 
 この洞は徳和瀬第一洞、第二洞と同じ河川の西側に開口しており、沢を歩いていくとすぐに見つかる。反対の側面か

らは非常に臭い汚水が流れてきている。その洞口は第二洞から下流に約150mの位置にある。洞口は縦2m横4mと結構
広く、その左下から水が流れ出している。
　入洞して約10mの地点で左と右に分かれる。左は10m行くと詰まって終わっている。右に行くと岩の下から水が流
れ出している場所に出る。岩の下の水が出ている所は狭く、今回は行っていない。その岩の左へ続く通路を行くと、洞
口から15m地点へループした。下から水が出ている岩の左の穴から奥に入って行くと狭い通路が左右へ分かれており、
西方向に延びていく通路は奥に向かって水が流れていた。この通路は、水の出る岩の地点から約10mでとても細くな
り、その奥に小さなホールが見えたが、未探検である。
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徳和瀬第１、２、３、洞周辺図徳和瀬第１、２、３、洞周辺図

1:5000
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ウチニョウ上の穴（UCHINYOU-UE-NO-ANA)
         
         総延長： 60m

高低差： -
標高： 70m
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町目手久

         登録番号：　14
　
 目手久の八幡神社の北北西へ約500mの畑の東に隣接している森へ、その畑から30m入
り込んだ場所に開口している。洞口は縦1m横1.5mで、左に曲がりながらだんだん広く
なっている。そのまま、二次生成物が多く発達している広い通路が約50mほど続き、そ
こで一見詰まっているかと思われるが、右側に非常に狭い通路があり、左に曲がりながら
4m行くと、人が２人ほど入れるホールで終わっている。

ウチニョウ下の穴（UCHINYOU-SHITA-NO-ANA)
         
         総延長： 51m

高低差： -
標高： 70m
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町目手久

         登録番号：　15

　この穴は、直径0.7mほどの洞口が縦1.5m開口しており、入洞して約7mは急傾斜であ
る。この通路の途中にSW方向にのびる支洞がある。急傾斜の通路を抜けると高さ3m幅
5m長さ9mのホールに達する。さらにその奥に幅5m長さ16mほどのホールが続く。この
２つのホールにはかなりの二次生成物が点在しており、奥のホール中央部には3m四方ほ
どの岩がある。
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ウチニョウ上、下の穴周辺図ウチニョウ上、下の穴周辺図
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ユンボの穴

　　　測図：　なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町目手久

         登録番号：　19

　ただの陥没洞である。中にはストローが何本か発達していた。
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瓶穴（KAMUABU）

　　　総延長： 11.3m
高低差： -
標高： 160m
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町目手久

         登録番号：　20

　小高い丘のてっぺんの茂みに、直径約0.7mの洞口が下に向いて開口している。洞口か

ら下をのぞき込むと約3m下に洞床が見える。洞口から洞床に降りると、直径10mのホー
ルになって終わっている。ホールには多数の鍾乳石が見られ、3mくらいの石柱も１本あ
る。
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瓶穴周辺図瓶穴周辺図
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ヨンマイ洞（YONMAI-DO）

　　　総延長： 174.7m
高低差： 15m
標高： 13.5m
水流： あり（最奧部）
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町面縄

         登録番号：　22

　

　重田氏のサトウキビ畑の北側に開口している。洞は、ほぼ北方向へ発達している。入洞
すると約20m四方のホールとなっており、方位S8Wの支洞には人骨が見られた。また、
このホール中央には狭い下層が発達しており、そのやや狭いホールにはわずかだが白いス
トローや石じゅんがある。本洞はさらに、方位N2Eの狭いパッセ-ジを経て第二ホールに
至る。このホールの北端には下方へ伸びる開口部があり、プールとなっている。第二ホー
ルはほぼ全体にわたり、落盤で覆われており、岩が脆く、注意が必要である。今回の調査
では、このホールでホラガイの化石と獣骨の化石を採集した。
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ヨンマイ洞周辺図ヨンマイ洞周辺図
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M,D,C  Ⅰ
（Mountain Dust Cave　Ⅰ）
　　　

　　  総延長： 103.4m
高低差： -
標高： 約50m
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町面縄

         登録番号：　24

　面縄小学校の北側に位置する。洞床は石と泥がまざりあい、ぬかるんでいる。洞内に一歩踏み込むとその奥には大き

な三角錐の山が見える。その頂の真上にはぽっかりと直径3mの穴があいており、そこから一筋の金色の光の帯が山の
てっぺんへ差し込んでいる。それを前にして誰もが立ちすくんでしまうだろう。そしてこう叫ぶ。「なんて神々しいの
だ!」と。しかしそのすそ野まで行くと、それは我々を近づかせまいとしているかのごとく蒸気と臭気を絶え間なく発散
させつづけ、丘の周りにそれを沈殿させている。遠くから眺めれば神の山も、近づいて見れば悪魔の山に早変わりであ
る。ゴミがうず高く積もってできたこの山は臭いことを問題にしなければガウディーを思わせるフォルムと内容物でで
きた素晴らしい芸術作品である。世の中にこれほど心を揺すぶられ静かなマグマを感じさせるものは少ないと私は思
う。そのゴミ山の横を後ろ髪をひかれる思いで通り過ぎると、１本だけ支洞を見つける。その支洞は天井が低いので膝
をついて進む。床は泥でぐちゃぐちゃである。30m位それをぐねぐねと進むと洞口の光が見え、洞外に呆気なく出る。
この貫通洞の見所といえばゴミの山ぐらいである。洞口までのアプローチがいかにハブの危険にさらされようとも、私
はこのゴミ山を見るだけの価値は十分にあると思っている。
　その後、２度目にここを訪れたときは、上記のような感動はなく、ただの臭いゴミ山にしか見えなかった。

M,D,C  Ⅱ
（Mountain Dust Cave　Ⅱ）
　　

　　  総延長： 120.9m
高低差： -
標高： 約20m
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町面縄

         登録番号：　25
　この洞窟で徳之島での最後の測量となる。正月だというのに、薄ら寒い潮風が竹薮をひどく揺すって吹き抜けてい

く。そのカサカサという音が我々の心のうつろさを物語っているようだ。さみしい。ものすごくさみしい。体の重心が
定まらない。ただ、なびいていく。ただそれだけである。ハブへの恐怖心ももう無い。大きな洞窟の発見もできずに終
わってしまった空虚な空っぽな心には、そんなことはもうどうだっていいのである。溜息をつくだけである。軽い、薄
い溜息を。
　この洞窟も、前回の調査で内容は分かっている。何の喜びも感動も無い。ただ、淡々と機械的に足と腕を動かして、
早くこの仕事が終わらないかと願って測量をするばかりである。わずか120m位の、目立った二次生成物も何もない、
何の変哲もないこの洞窟の為だけに。
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MDC周辺図MDC周辺図
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ヨヲキ洞穴（YOWOKI-DOUKETU)

総延長： 266.5m
高低差： -
標高： 150m
水流： あり　流入型
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町義名山

         登録番号：　31

　
　義名山運動公園の北約500mの畑の横に開口する。この洞は当地域では数少ない内陸部
にある洞穴遺跡として、1985年に発掘調査された洞穴である。しかし、全洞穴の測量は
行われておらず、測量図は存在しなかった。
　北端の洞口は南東方向に幅7.6m、縦2.4mで開口しており、1つ目の洞窟は全長約54m
である。洞内の中央部には水流があり、二次生成物は、つらら石が多く見られるが他の生
成物はあまり見られず、乾燥している。第二洞口付近で水流は消失する。この水流は第三
洞口から再び現われ継続的に奥へと流れている。第三洞口から約12.4mで高さ3m幅5m
のホールがあり、ここに第四洞口が開口する。このホール中央を北東に向かって水流が流
れている。この水流を50mたどった地点から、左には、このケイブシステムにしては比
較的大きな支洞があり、ほぼ南東方向に伸び、途中に奥行き13ｍ幅5ｍのホールがあ
り、その先に2本の支洞がのびる。1本は3ｍ程上がったところでホールになって終わっ
ており、もう1本は水のたまった細い所をくぐりながら50ｍ程行くと高さ0.4ｍ位の水の
たまった水平天井の水路があり、その水路の奧は狭くて人はいけない。
　この洞を流れる水流の本流をたどっていくとだんだん細くなり、40ｍ程行った所で2
つに分かれている。右は水が流入しており、細くて入れない。左も水が流れていっている
が5ｍ程行くと狭くなってゴミによって遮られ、いけなくなる。この水流はおそらく義名
山運動公園の森に流出しているものと思われる。
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ヨヲキ洞穴周辺図ヨヲキ洞穴周辺図

1:5000

23　  　                       　　　　　　　  The Report of Tokunoshima Cave Reserch in 1996



小倉の風穴（OGURA-NO-KAZAANA)
　　　

　　  総延長： 81.45m
高低差： -
標高： 約20m
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町阿権

         登録番号：　35

　

 この洞の第一洞口は、沢筋にあり、ほぼ北北西方向に伸び、天井部分の崩落によって開
口したと思われる第二洞口に至る。洞内にはキーホールパッセイジ状の通路や流礫棚のよ
うなものも見られ、過去の水位変動を知ることができる。二次生成物も比較的発達してい
る。

小倉の風穴洞内
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小倉の風穴周辺図小倉の風穴周辺図
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コンコロ畑の穴
　（KONKOROBATAKE-NO-ANA)

     
    　 総延長： 121m

高低差： -
標高： 75m
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町犬田布

          登録番号：　38

　
　

  この穴は犬田布中学校の真南 方向３００ｍの地点にあるサトウキビ畑に開口している。洞口は一部がゴミ
によってふさがれており、縦1.3ｍ　横0.6ｍである。入洞するとすぐに急傾斜の通称ゴミバコと呼ばれる
ホールがあり、一面ゴミでおおわれている。入洞の際は、ゴミとともに滑り落ちる可能性があり、注意が必
要である。天井には風化したつらら石が多数みられる。
　このホールからは支洞が三本のびており、洞口から時計回りに1、2、3支洞と呼ぶことにする。
　まず、1支洞は、ホールの中央からＷ方向の壁面より、ｓ方向にのびる狭い支洞があり、これを進むと洞
床が泥でおおわれた広い通路となる。最奥部は左右に分かれ、右はグアノの堆積したホールで二次生成物は
わずかに発達している。左は泥の傾斜となって終わっている。
　2支洞はゴミバコの中心からN45Eの床面にあり、N45Ｗで下方にのびている。最奥には茶色い鍾乳石が
みられる。
　3支洞は2支洞のＳ方向にあり、3ｍ進むとＳ字状の非常に狭い通路がある。これは天井高3ｍの広い通路
の床から2ｍの位置に抜ける。この通路をたどると、床面が泥におおわれるようになり、やがてほぼ垂直に
のびる、泥で滑りやすい部分がある。これを登り切ると、天井高約5ｍ半径約3ｍの円形のホールの下に出
る。ここの床面も泥でおおわれており、非常に気持ち悪い。これらの泥は、おそらく地上の畑から流入した
ものであろう。二次生成物もわずかではあるが、みられる。
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コンコロ畑の穴周辺図コンコロ畑の穴周辺図
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上代跨洞（UEDENMATA-DO)

         総延長： 36m
高低差： 6m
標高： -
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町大字

　  　登録番号：　39

舗装していない道路を300m入り、獣道を20m入ると、比較的開けた平地に洞口が開口
している。ここは昔畑であったらしい。洞口は２つあり、第一洞口は深さ6mの竪穴で上
部には石が積んである。第二洞口は直径4mのホールの上に直径1mで開口している。　
　竪穴の方からクライムダウンすると南の方角に人が一人通れる穴があり、そこを入ると
直径2mのホールに出る。西の方角にもホールがあり、北の方位にある割れ目をくぐると
第二洞口のあるホールに至る。この洞穴では大ゲジ10体を確認し、穴に落ちた獣のよう
な骨が２、３体見られた。
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海風洞（UNKAZU-DO）

総延長： 51.2m
高低差： 32.6m
標高： 125m
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町崎原

        登録番号：　40

　洞口は4ｍ×3ｍで付近には樹や草が密集している。こ
の洞は-28.8ｍの竪穴であり、ラダーをたらすと途中2、
3カ所で洞壁と接触する。洞床及び、洞の途中は洞外より
流入した泥でおおわれている。洞口より-7ｍの地点でｗ
方向にのびる支洞があり、この入り口には二次生成物が
多くみられる。約5ｍ進むと-14ｍの竪穴が現れる。ラダ
ーを途中の転石にセットすることになる。この竪穴の洞
床は泥が堆積しており、4つの支洞がのびている。うち2
つの支洞は連結しており、残りの2つはしばらく進むと狭
くなり、進行不能となる。
　洞はさらにｗ方向にのびており、この竪穴を含め全体
的にたてに長いトレン
チ状である。竪穴の洞

床よりフリーで-8ｍ降りるとこのトレンチの底部に達
し、ｗ方向と、Ｎ56E方向の2方向に洞はのびてい
る。Ｎ56E方向の洞はしばらく行くと非常に狭くな
り、人間にはいけなくなる。ｗ方向は8ｍ程進むと足
下に這ってしかいけないような洞が現れる。洞床は泥
におおわれ、洞壁はごつごつして非常にいたい。やが
てどうしてもすすめないほど狭くなる。さらにｗ方向
の洞の途中にはＳ方向にのびる、これまた狭い支洞が
のび、2ｍ程行くと水たまりがみられる。春には洞口
から温風が吹き出ていた。
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海観洞｛小島新洞｝（KAIKAN-DO)

   

         総延長： 372.4m
高低差： 36.8m
標高： -
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町小島

　　　登録番号：　43

 

　サトウキビ畑の向かい側の薮の中を約15m 降りてゆくと3m四方ほどの窪地があり、
その壁面Ｓ方向に洞口が開口する。洞は途中でＳ方向に向きを変え、海が一望できる第二
洞口に出る。
　洞内は二次生成物がかなり点在しており、途中、整備された通路が100m程続く。支洞
はほとんどなく、人が立って歩けるほどの天井高があり、落盤の跡も見られない。
　第二洞口からSE方向にも洞がのびている。岩の割れ目を抜けると中央に直径1m程の石
柱がある半径3m程のホールに出る。さらに奥には半径4m程のホールがある。さらにそ
の先のＳ方向には60cm程に入り口があり、約20mの縦穴へと続く。この縦穴はロック
で十分降りることができ、つらら石やその他の二次生成物が数多く存在する。洞床は泥で
おおわれており、そこからSE方向に支洞がのびる。さらにこの支洞はE方向に5m程の縦
穴が続き、最奥部に至る。
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ぺったんこ洞（PETTANKO-DO)
   

         総延長： 47.5m
高低差： -
標高： -
水流： なし
所在地： 鹿児島県大島郡伊仙町下原

　　　登録番号：　45
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第２章

測量図集
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測量図について

測線の精度、洞内の記載のレベルは、B.C.R.Aの測量基線のグレードと内容のクラス分け
を使用した。測量記号は以下のように記述している。

測量基線のグレード
グレード１ 測定器具を用いずに表現した概念図。

グレード２ グレード１と３との中間であるようなスケッチ図。
グレード３ 簡易コンパス測量で水平垂直の角度は±2.5゜で、距離は±50cmで

　　　　　　　　　　　　　　　　　測定する。基点の誤差は少なくとも±50cm以内である。
グレード４ グレード５のすべての要求を満たせない場合。
グレード５ 普通のコンパス測量。水平垂直の角度は正確に±1゜以内で、距離は
正確に10cm以内。基点の誤差は少なくとも10cm以内。
グレード６ コンパス測量であるが、グレード５よりも精度が正確なもの。
× コンパスの代わりにセオドライとを用いた測量法。

内容のクラス分け
クラスA 測量内容が全て記憶によるもの。
クラスB 通路の記載だけのもの。
クラスC 基点も記載したもの。
クラスD 記載内容が、基点と基点間の通路の大きさ、方向、形態の変化の重要

なものを記入してあるもの。
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第３章

資料
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徳之島洞窟リスト

　登録番号　洞窟名　　　　           位置　     分類　 水流          測図　　　        開口数        洞窟記載
１ 富エ一  亀津 横 なし あり　約50ｍ ２ １～３
２ 富洞 〃 横 なし なし １ ２、３
３ 南原洞 徳和瀬 横 ？ あり　約80m 1 １
４ 向田洞 〃 横 なし あり　約100m １ １
５ 徳和瀬第１洞 〃 横 あり なし ３ ８
６ 徳和瀬第２洞 〃 横 あり なし １ ８
７ 徳和瀬第３洞 〃 横 あり なし １ ８
８ 上喜念北の穴 喜念 横 あり あり    250m 2 ２、３
9 上喜念東の穴 〃 横 あり なし　約30m  1 ２、３

10 上喜念地下道 〃  横 あり なし    約10m 1 4
11 上喜念小穴 〃 横 なし なし １ 4
12 権現(上喜念南の穴) 〃 横 ？ なし 1 ２、３
13 ウチニョウの穴 目手久 ？ ？ なし 1 ６
14 ウチニョウ上の穴 〃 横 なし あり　60m 1 ８
15 ウチニョウ下の穴 〃 横 なし あり　51m 1 ８
16 上喜念西の穴 〃 横 あり あり　約500m 7 ２、３
17 西目手久畑の穴 〃 横 なし あり　約145m １ 　６   
18  中城の穴 〃 ？ ？ なし ？ ６
19 ユンボの穴 〃 横 なし なし 1 ８
20 瓶穴 〃 横 なし あり　11.3m 1 8
21 明神 面縄 横 あり あり　約700m ３ ３、４
22 ヨンマイ洞 〃 横 なし あり　174.7m 1 8
23 森崎氏宅の穴 〃 横 なし なし　約20m １ ３
24 ＭＤＣ１ 〃 横 なし あり  103.4m ３     ８    
25 ＭＤＣ２ 〃 横 なし あり 120.9m ２ ８
26 銀竜洞（穴八幡) 検福 横 あり あり　272m １ ２、３、７
27 銀河洞 〃 横 あり あり　2052m  ４ ２、３、７
28 検福ドブ穴 〃 横 あり なし ３ ６
29 上検福南の穴 〃 横 ？ なし １ ３
30 義名山洞穴群（仮) 〃 横 あり あり ／ ５
31 ヨヲキ洞穴 〃 横 あり あり　266.5m ６ 8
32 フウアブ 阿権 ？ ？ なし ？ ６ 
33 アブゴウⅡ 〃 ？ ？ なし ？ ６
34 アブゴウⅢ 〃 ？ ？ なし ？ ６
35 小倉の風穴 〃 横 なし あり　81.45m ２ ８
36 トッカブチの穴 〃 ？ ？ なし ２ ６
37 竜の口 犬田布 ？ ？ なし ？ ６
38 コンコロ畑の穴 〃 横 なし あり　121m １ ８
39 上代跨洞 〃 縦 なし あり　-6.6m ２ ８
40 海風洞 崎原 縦 なし あり　-32.6m １ ８
41 小島の暗川 小島 横 あり あり　約670m ２ ３、６
42 小島の竪穴 〃 縦 なし あり   約-40m ２ ２、３
43 海観洞 〃 横 なし あり　372.4m ２ ８
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44 糸木名大岡洞 糸木名 横 なし あり　3m 1 8
45 ぺったんこ洞 下原 横 なし あり　47.5m １ ８
46 鬼の家 瀬滝 ？ ？ なし ？ ６
47 秋利神の風葬窟 〃 ？ ？ なし ？ １
48 海吹洞Ⅰ 浅間 水中 ／ なし ？ ２、３
49 海吹洞Ⅱ 〃 水中 ／ なし ？ ２、３
50 浅間の窟 〃 ？ ？ なし ？ １～３

徳之島洞窟記載文献
１）　愛媛大学学術探検部（1965）：愛媛大学琉球列島総合学術調査報告、⑵、1-41。
２）　九州大学探検部(1974)：奄美群島調査報告書、1-22。
３）　九州大学探検部(1979)：奄美群島徳之島の洞窟、洞人、１、⑵、2-9。
４）　森徹・大西亮・深道健次郎・吉岡賢治(1980)：奄美群島徳之島の洞窟⑵、洞人、２、⑵、
　　　10-15。
５）　鹿児島大学探検部(1980)：伊仙町義名山地区鍾乳洞調査報告書。
６）　井倉洋二・村上英治・池田悟・重住司(1981)：九州大学探検部第６次徳之島洞窟調査報告。
７）　九州大学探検部(1984)：奄美群島徳之島の洞窟⑶、洞人、５、(3-4)、47-66。
８）　1996 徳之島洞穴調査隊：1996 徳之島洞穴調査報告書。

　

　本リストは、洞窟記載文献　６）p23 「第１表　徳之島の洞窟リスト」にそれぞれの
文献の記載事項をつけ加えて作成したものである。登録番号は任意である。
　登録番号13と14及び15は同一の洞窟である可能性が高い。

　次ページのプロット図中の番号は本リストの登録番号と対応している。
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第４章

各務報告
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会計報告

第１次調査 第２次調査 第３次調査
参加人数 9  5  11

食費 67640円 40025円 58747円

レンタカー
ガソリン代 114100円 42275円 120621円

その他 4460円 5200円 2132円

小計　 186200円 87500円 181500円

合計 455200円

＠新洞調査をするにはレンタカーが便利である。
　松山石油レンタカーでは軽トラックを１週間借りて35460円であった。
    (1996年８月現在）

＠風呂屋は徳之島町亀津に「朝日湯」がある。１回280円で入れる。
　(1997年１月現在)
　風呂屋はここ以外では確認していない。

＠食料品店は亀津に多数ある。伊仙町では役場の近くの「ダイマル」、西の
　町外れの「スーパー太平」が便利である。
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装備報告

ここでは参考までに、第３次隊で携行した装備をあげる。第１次隊、第２次
隊で携行した装備とは多少異なる。

品名 個数 品名 個数
資料 誓約書 各自
カメラ ２ ラダー ５
ダイナミックロープ50m スタティックロープ60m
（ザイルバック付き） １ （ザイルバック付き） １
カラビナ（O環含む） 14 テープ５m 5
ウェス ５ ベーシックアッセンダー ３
プーリー ３ 個人SRTセット 所有者のみ

メジャー ４ 測量用コンパス ２
関数電卓 １ 測量用ノート ３
方眼紙 適量 地形図1/5000
地形図1/25000 医療品セット １
測量用筆記具 ２

医療品セット内訳
目薬　三角巾　包帯　ガーゼ　バンドエイド　紙絆創膏　体温計　毛抜き
ピンセット　剃刀　綿棒　テーピング　ロウソク　感冒薬　解熱鎮痛剤
胃腸薬整腸薬　下剤　傷薬　消毒薬　湿布　冷却剤　ムヒ　虫よけ　吸引器
（ポイズンリムーバー）
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渉外先、連絡先等（１９９６年現在）
病院　徳洲会病院
　　　鹿児島県大島郡徳之島町亀津7588　 0997-83-1100

警察　伊仙町駐在所 0997-86-2339

消防　伊仙町分遣所 0997-86-3990

面縄コミュニティーセンター
　　　管理　伊仙町東公民館
　　　891-81  鹿児島県大島郡伊仙町面縄1984 0997-86-2374

伊仙町役場　企画課
　　　891-82  鹿児島県大島郡伊仙町伊仙 1842 0997-86-3111

レンタカー　松山石油レンタカー 0997-82-1053

山羊料理　ハンター　伊仙町母間 0997-84-1311

大島運輸（大阪南港） 06-341-8071

沖縄ハブ研究所 098-946-6710
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終わりに

　
　　

　我々はこの３次隊までの調査で、徳之島の調査に関してはやれることは総
てやり尽くした。役場の協力を十分に得て、新聞によって住民の方々に広く
情報の提供を呼びかけた。
手当たり次第に聞き込みも行ったが、やがて同じ情報が重複するようになっ
た。頼りなさそうな情報に関しても、ハブに恐怖しつつも薮こきを行い、新
たな洞窟を求めた。得られた結果は、本報告書を御覧になれば分かるように
大きなものではかった。しかしもちろん、我々の調査は完璧な訳ではなく、
やり残した谷もあるし、天城町の方も聞き込みをしていない。まだ調査する
余地はあると思う。
　調査を通して感じたことがある。この島の洞穴は土地開発により、どんど
ん埋められており、洞穴に関心の無い人々によってごみ捨て場にされ、どん
どん入洞が不可能になっているのだ。もっと多くの人に洞穴に関心を持って
欲しいし、我々もそれを伝えていきたい。我々が普段目にする山や川、森と
同じように、隠れて見えない洞穴も、自然が長い年月をかけて作り出したも
のなのだと。
　今回の調査は多くの寛大な島の人々の協力と、洞穴を発見してやろうと日
本各地から集った多くの素晴らしい隊員の努力と情熱により無事終えること
ができた。私はこのことを彼らとともに喜びたい。特に水本、吉冨、大岡、
菊地の協力なしにはこの調査は成功しなかっただろう。ここに厚くお礼を申
し上げる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９７年７月２５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９６徳之島洞穴調査隊　隊長
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69　　         　　　　　　　　　　　　　　　 The Report of Tokunoshima Cave 

Reserch in 1996



1996 徳之島洞穴調査報告書
THe Report of Tokunosima Cave Reserch in 1996

1996 徳之島洞穴調査隊
愛媛大学学術探検部

岡山大学ケイビングクラブ

京都産業大学探検部

高越大学学術探検部

地底旅団暗黒大魔王

合同

1997年11月1日　発行

代表連絡先

大岡　素平

〒343　埼玉県越谷市赤山町4-9-1 C-614


