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Ⅰ.はじめに

研究代表者 津波 高志

本報告は2005年から3年間行ってきた ｢奄美諸島における聖地と葬地の人類学的共同研

究｣ (基盤研究 (A)､代表者 :津波高志琉球大学法文学部教授)の成果をまとめたもの

である｡ただし､3年間に得られた素資料はかなりの量に上 り､整理と分析に今 しばらく

の時間を要するため､本報告書に全てを盛 り込むことは残念ながらできない｡今後も継続

的に整理と分析を進めることとし､本報告書に間に合った成果のみを収載した｡あらかじ､

めそれらについて若干紹介しておきたい｡

津波高志 ｢与論島における洗骨改葬｣は､与論島で風葬墓と洗骨改葬を集中的に調査し

た成果である｡与論島において風葬は明治の初め頃に禁止されたが､風葬墓は現在でも子

孫達との繋がりを失っておらず､また､洗骨改葬は今 日でも盛んに行われており､それら

に関する聞き取り･観察を行ったものである｡本研究チームを組織する発端となった仲松

弥秀説を岨曝し超えるためには､与論島のような事例を一つ一つ根気よく追っていく必要

があろう｡

稲村務 ｢奄美諸島近代墓地データベースの構築｣は､奄美諸島を中心とする近代の墓を

データーベース化したものである｡事例として徳之島 ･沖永良部 ･与論 ･久米島から一例

ずつ選択した｡ただ､大量の個人情報を含むため､直ちに一般公開には至らないが､今後

の問題として､それが可能な方策を考えたい｡

後藤雅彦 ･池田栄史 ｢徳之島伊仙町面縄地区の考古学的調査｣は､弥生時代の面縄貝塚

で有名な徳之島伊仙町の二つの点に関する報告である｡一つは､伊仙町字面縄における伝

承でアジバカ (按司墓)と称される聖地および周辺の実測に関する報告である｡実測図を

作成した結果､聖地の核となる丘陵の最高所は石積みされたチンシ墓 (積石墓)であるこ

とが判明した｡もう一つは､土地で神様とされ､一部の研究者が墓であるとしたアム ト神

と称される聖地についての発掘報告である｡発掘の結果､近世以降を主とする陶磁器類が

出土し､土地の伝承や従来の研究報告にもかかわらず､葬墓ではないことが明らかとなっ

た｡

石田肇 ｢琉球列島における形質人類学的研究成果報告｣は､久米島の近世墓の人骨121個

体の頭蓋形態小変異を調査し､近隣の人類集団と比較したものである｡比較の結果､沖縄

は､本島､奄美､先島､久米島と一つにまとまり､弥生時代人を始めとして､本土日本集

団とともに､南中国や東南アジア集団との類似も見られた｡これは､近年の遺伝学的研究

でも言われているように､先史時代から歴史時代にかけて､本土日本からのみならず､南

方からの遺伝的影響を受けている可能性を示唆する｡



土肥直美 ｢研究報告 (形質人類学)｣は､平成17年度に徳之島で調査を行い､葬地の情

報収集に努めた報告である｡奄美諸島の主な人骨出土遺跡を表に示し､近現代人の研究報

告を文末に掲載している｡土肥は南西諸島における人類史解明を目指し､これまで沖縄諸

島を中心に人骨研究を進めてきたが､本研究において､奄美諸島まで枠を広げ､人骨調査

と情報の収集を目指 した｡その後､周辺地域の各時代の人骨情報の整理を行い､分析の準

備を進めている｡

以上が本報告の概要である｡今後､さらなる整理と分析を個別の分野で進めると同時に､

個別の分野間の連携も図っていきたい｡

図･奄美諸島

●■

●
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徳之島

〆 沖永良部島

与森島
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Ⅱ.研究の目的

戦後､とりわけ本土復帰後における琉球弧に関する個別科学ごとの研究成果には目覚ま

しいものがある｡考古学では10世紀以前の先史時代において奄美諸島 ･沖縄諸島の北琉球

と宮古諸島 ･八重山諸島の南琉球は文化的に連続 していなかったことを周知のものにし､

形質人類学では現在の琉球弧の住民に直接繋がる身体的特徴を有する先祖はグスク時代と

称される11世紀から14世紀あたりの人々であることを明らかにし､文化人類学では戦前ま

で城郭と一面的に理解されていたグスクなる遺構の大多数が実は今 日でも民俗宗教の中に

息づく聖地や葬地であることを実証するという具合である｡

しかし､個別科学ごとの研究の発展は同時に個別科学ごとの研究の限界も露呈させてい

る｡たとえば､文化人類学では相変わらず時代概念の唆味な ｢伝統｣や ｢古代｣が語られ

ているし､逆に考古学では現在の文化における位置づけが等閑視されたまま ｢遺跡｣や ｢遺

構｣が語られている｡文化の ｢古代｣は考古学の成果に待たねばならず､ ｢遺構｣の現在

は文化人類学の成果によらねばならない､にもかかわらずである｡形質人類学においては

今日の人々が祖先神と信じて祭紀の対象としている ｢骨｣がほんとは人骨ではなく動物の

骨である場合もあることを明らかにしているが､その反面まさに神として崇拝されている

人骨には研究の手が行き届いていないといった側面もあるのである｡

本研究は､琉球弧における考古学 ･文化人類学 ･形質人類学のこれまでの研究成果を踏

まえた上で､共通の課題を設定し､合同の現地調査と資料の分析を行 うことによって､個

別科学だけでは到達しえない新たな段階-研究を導き､展開することを目的としている｡

さらに､このような共同研究の機会はそうそうはないので､資料の整理や整理された資料

の考察に地理学的手法を加味することによって､より視覚的なデーター･ベースも構築し､

直接はかかわらない研究者にも広く資料の利用を容易にしたいと思う次第である｡

本プロジェクトにおける共通の研究課題は奄美諸島の聖地と葬地である｡琉球弧におけ

る村ごとの聖地がいわゆる古代の葬地であることは従来の文化人類学的研究で明確になっ

ている｡そこに止目し､聖地になっている葬地であっても､そうでない葬地であっても､

ともに墓地として､人骨の在所として共通の研究課題に設定しうるのである｡そして､地

域的には琉球弧の中でも奄美諸島に絞ることには特別な意義もあると思われる｡

今 日の奄美諸島をみると､その葬墓制がきわめて多様であることがわかる｡同一村落に

おける共同墓地をみても､さまざまなタイプの墓が立ち並び､それと平行するかたちで遺

体の葬法も一般的な埋葬や洗骨 ･改葬をともなう埋葬､および火葬など多様性に富んでい

る｡また､いわゆる ｢風葬地｣や洞窟墓や崖を掘 り込んだ掘 り込み墓など古代の葬送と関

連したようにみえる墓もある｡こうした現在の状況を包括的に説明するには､古代から現

在までの琉球弧全体というマクロな視点と墓一つ一つの持つ伝承や墓誌の調査のようなミ

クロな視点とを融合させ､それぞれの墓の形態およびそこに葬られている骨にいかなる連

続性があるのかを検証する必要がある｡
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こうした検証は､今後の琉球弧の基層文化の復元において画期的な視点を生み出すであ

ろう｡また､こうした物を中心とした歴史の研究によって従来の文献史学の偏重を糾し､

今まで繋がらなかった点と線を結びつけた新しい琉球 ･奄美の歴史像を提出することがで

きると考えている｡研究代表者の津波は韓国人類学､研究分担者の池田栄史は韓国考古学､

後藤雅彦は中国考古学､稲村務は中国人類学をそれぞれ沖縄研究とともに専門とし､奄美

諸島でのインテンシブな研究成果を広く東アジアの文脈で位置付けることができる｡形質

人類学では石田肇がDNA分析､土肥直美が骨の形態分析をそれぞれ担当し､人骨を内と

外から解明する｡歴史地理学の町田宗博は沖縄の集落地理学にGPSを導入した研究を行

っており､今回の分担者として最適である｡
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Ⅲ.研究組織 ･研究経費

研 究 組 織

研究代表者 :津波 高志 (琉球大学法文学部教授)

研究分担者 :池田 柴史 (琉球大学法文学部教授)

研究分担者 :町田 宗博 (琉球大学法文学部教授)

研究分担者 :後藤 雅彦 (琉球大学法文学部准教授)

研究分担者 :石田 肇 (琉球大学医学部教授)

研究分担者 :土肥 直美 (琉球大学医学部准教授)

研究分担者 :稲村 務 (琉球大学法文学部准教授)

(研究協力者 :山下 欣- 鹿児島国際大学名誉教授)

(研究協力者 :町健 次郎 瀬戸内町立図書館 ･郷土館係長)

(研究協力者 :伊東 勝徳 伊仙町教育委員会社会教育課主幹)

(研究協力者 :新里 亮人 伊仙町教育委員会社会教育課学芸員)

(研究協力者 :四本 延宏 伊仙町企画課課長)

(研究協力者 :義 憲和 伊仙町歴史民俗資料館前館長)

(研究協力者 :先田 光演 沖永良部郷土研究会会長)

(研究協力者 :北野 堪重郎 和泊町教育委員会生涯学習課)

(研究協力者 :弓削 政巳 奄美医療生活協同組合総務部長)

(研究協力者 :呉屋 淳子)

(研究協力者 :神谷 智昭)

交付金決定額 (配分額) (金額単位 :円)

直接経費 間接経費

平成17年度 5,300,000 1,590,000 6,890,000

平成18年度 5,400,000 1.620.000 7,020,000

平成19年度 5,600,000 1,680,000 7,280,000
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Ⅳ.調査 ･研究の概要

[平成17年度]
研究第一年目にあたる本年度は調査対象地を奄美諸島のうち､徳之島と沖永良部島を設

定した｡そこで､6月に徳之島 ･沖永良部島に赴き､現地研究者との情報交換や聖地 ･葬地

の踏査を行いながら､二島における研究状況の確認と調査候補地の選定を検討 した｡その

結果､本年度は徳之島伊仙町を調査候補地に選び､7月に徳之島伊仙町面縄地区における聖

地 ･葬地の基礎的な調査を実施した｡面縄地区は先史時代から近現代の葬地まで確認する

ことができ､本研究の研究課題である聖地と葬地の関りを時間軸の中で捉えることができ

る地域として有効である｡

これらを踏まえて平成 18年 2月に伊仙町面縄地区において9日間の実地調査を実施した｡

考古班 (池田 ･後藤)は面縄の按司墓と伝承される積石遺構の実測と周辺地形の測量調査

を実施し､葬地に関する遺構のデータ化を行った｡同時に､文化人類学班 (津波 ･稲村)

は葬地を中心としたデジタル ･データベースの構築と聖地 ･葬地に関するインタヴュー調

査を行った｡

形質人類学班 (石田 ･土肥)は徳之島伊仙町における既知の出土人骨に関する情報を収

集 ･検討を行い､町田は聖地､葬地および現在の集落､墓地などの関連性について地理情

報学的にGISを駆使して分析をすすめた｡

また､各分野における調査研究成果の共有化を図るために調査現地を含めて研究調査の

打ち合わせを行い､聖地 ･葬地に関わる共同研究の方法論の構築を図った｡さらに方法論

の一つとして東アジア世界での比較研究が有効であることから平成 18年2月に韓国研究者

である東京大学伊藤亜人教授､中国研究者である萩国際大学察文高助教授を招聴して､ス

タッフセミナーを開催 し､各々の事例研究の発表と意見交換を行った｡また､沖永良部で

は研究協力者として沖永良部郷土研究会会長の先田光演氏が歴史学的な面から協力した｡

[平成18年度]

研究第二年目にあたる本年度は調査対象地を奄美諸島のうち､徳之島と奄美大島に設定

した｡4月はまず琉球弧において洗骨儀礼が現在観察可能な与論に行き､洗骨儀礼の観察を

行った｡次に､概念構築のための比較例として沖縄側の墓制の変遷が明確に辿れる久米島

を調査した｡その後､徳之島 ･奄美大島に赴き､現地研究者との情報交換や聖地 ･葬地の

踏査を行いながら､前年度に引き続き徳之島伊仙町面縄地区を中心に聖地 ･葬地の基礎的

な調査を実施した｡面縄地区は先史時代から近現代の葬地まで確認することができ､本研

究の研究課題である聖地と葬地の関りを時間軸の中で捉えることができる地域として重要

である｡

これらを踏まえて平成 19年 2月に伊仙町面縄地区において8日間の考古学的調査を実施

した｡考古班 (後藤)は面縄の按司墓と伝承される積石遺構の実測と周辺地形の測量調査

を実施し､実測図を完成させた｡また､徳之島でアム トと呼ばれている祭稚場において､

所有者の了解を得た上でレーダー探査などの初歩的な調査を行った｡

文化人類学班 (津波 ･稲村)は葬地を中心としたデジタル ･データベースの構築と聖地 ･

葬地に関するインタヴュー調査を行った｡また､奄美大島では以前から継続調査をしてい

る大和村において葬墓制に関する親族､儀礼､伝承の調査を行い､関連する文献資料の収

集も行った｡これらの資料はデジタル化された形で整理されている｡

形質人類学班 (石田)は徳之島伊仙町における既知の出土人骨に関する情報を収集 ･検
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討を行い､町田は聖地､葬地および現在の集落､墓地などの関連性について航空写真や現

地情報をもとに地理情報学的にG ISを駆使 して分析をすすめた｡

また､各分野での調査成果の共有と仮説や問題点の検討のために現地での打ち合わせを

行い､今後の研究のフレームワークの構築を図った｡

[平成19年度]

奄美の島々は土葬や火葬の導入の時期に違いがあり､島々の葬制や墓制にその分だけ差

異を生じさせている｡ したがって､時間の許す限り､広域調査も試みる必要がある｡ただ

し､広域調査は各分野ごと､個人ごとの判断によって､日程を決めることとする｡大まか

な日程としては夏休み以降になる予定である｡ただし､研究代表者は全体的な見通しをつ

けるために､4月から現地調査を始めている｡各人が行った現地調査をもとに､次年度に

インテンシブな調査を行 う対象地を限定する｡

19年度は考古学と社会人類学は徳之島 ･沖永良部島 ･与論島を中心にして調査を行い､

形質人類学は奄美諸島との比較のため久米島にて調査を行った｡徳之島では伊仙町の著名

な面縄貝塚の所在地に注目し､伝承ではアジバカ (按司墓)と称される聖地および周辺の

実測図を作成した｡聖地の核となる丘陵の最高所は石積みされたチンシ墓 (積石墓)であ

ることが判明した｡また､土地で神様とされ､一部の研究者が墓であるとしたアム ト神と

称される聖地については発掘を行った｡その結果､近世以降を主とする陶磁器類が出土し､

葬墓ではないことが明らかとなった｡

沖永良部では古琉球時代の支配者の洞穴振 り込み墓に関して村落祭紀との関連を調べた｡

現在でも､その ｢骨｣が和られて神聖視されており､昭和 41年までは村落レベルの祭稚儀

礼の施行者である神女達が墓の内部で隔年ごとに焼酎で ｢骨｣を洗い清めていたことが確

認された｡与論島では風葬墓と洗骨改葬を集中的に調査した｡風葬は明治の初め頃に禁止

されたが､風葬墓は現在でも子孫達との繋がりを失っておらず､また､洗骨改葬は今 日で

も盛んに行われており､それらに関する聞き取り･観察を行った｡なお､近代の墓に関し

ては徳之島 ･沖永良部 ･与論 ･久米島から一例ずつ選択 し､データベース化 した｡大量の

個人情報を含み､直ちに一般公開は出来ないが､それが可能な方策は考えたい｡

形質人類学では久米島の近世墓の人骨 121個体の頭蓋形態小変異を調査し､近隣の人類

集団と比較した｡その結果､沖縄は､本島､奄美､先島､久米島と一つにまとまり､弥生

時代人を始めとして､本土日本集団とともに､南中国や東南アジア集団との類似も見られ

た｡これは､近年の遺伝学的研究でも言われているように､先史時代から歴史時代にかけ

て､本土日本からのみならず､南方からの遺伝的影響を受けている可能性を示唆する｡
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Ⅴ.調査 ･研究成果の報告 ･発表

[論文 ･報告書]

1.津波高志 2007｢琉球列島の洗骨改葬-与論島の事例を中心に｣

『韓国珍鳥学会論文集』韓国珍島学会

2.津波高志 2007｢与論島デジカメ民俗散歩｣『沖縄民俗研究』25号 pp.51-65

3.津波高志 2007｢済州島の祭紀継承における中心性 と周縁性｣

『中心と周縁からみた日韓社会の諸相』伊藤亜人 ･韓敬九編 (分担)

慶応義塾大学出版会

4.津波高志 2006｢加計呂麻島於斉の調査ノー トから｣『沖縄民俗研究』24号 pp.67-79

5.津波高志 ･稲村務 2005｢民俗調査データベースの構築一奄美諸島の墓地とエスノ ･

ボタニーの調査から｣『人間科学』15号 琉球大学法文学部

人間科学科紀要 pp.115-127

[口頭発表]

1.津波高志ほか ｢新たなる奄美史像を求めて一奄美研究の現状と課題-｣

琉球大学史学会 第 40会大会 平成 19年 12月 15日 於琉球大学

2.津波高志 ｢与論島における葬制と墓制｣

日本民具学会第 30回大会 平成 17年 11月 20日 於琉球大学

3.津波高志 ｢与論島の洗骨改葬｣

沖縄民俗学会地方開催 平成 18年 6月 10日 於久米島自然文化センター

4.津波高志 ｢与論島の洗骨改葬｣

韓国珍道学会 平成 19年 11月 3日 於韓国全羅南道珍鳥

5.津波高志 ｢琉球弧における角力の歴史と分布｣

沖縄民俗学会例会 平成 19年 4月 26日 於沖縄県立芸術大学

*ここには本研究に関係する研究代表者のもののみを記載 した｡
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