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Ⅵ.調査 ･研究の報告



与論島における洗骨改葬

津波高志

1 はじめに

与論島における洗骨改葬を文化変容の-事例として取 り上げてみたい｡社会変化が否応

なく進行する中で､一見保守的に思える葬墓制も､当然のこととして変化を余儀なくされ

る｡与論島において洗骨改葬を観察すると､沖縄的でも､琉球的でもない､独特の要素が

加わっている｡それを報告し､かつそれに対する私なりの理解の仕方を多少なりとも提示

することが本論の目的である｡

まずはじめに､与論島の洗骨改葬を

取り上げる理由ないし経緯について若

干触れておきたい｡与論島は奄美諸島

の最南端に位置する島で､北側の沖永

良部島とは31km､南側の沖縄本島と

は28km隔たっている｡周囲24km､

最高点で標高97,2mの隆起珊瑚礁の島

である (地図 1参照)｡人口は約6000

人､世帯は約2100世帯あり､一つの島

で一つの自治体､すなわち与論町をな

している｡島は一面のサ トウキビ畑で 地図 1 与論 島

覆われており､製糖業が基幹産業である｡

与論島に町立の火葬場が建設されたのは､5年前すなわち2003年12月である (写真 1お

よび写真 2参照)｡それ以前は､火葬をしたいのであれば､死体をわざわざ沖永良部島か

沖縄本島に船で運んだ｡しかし､それはごく少数で､大多数は地中に埋葬されたのである｡

つまり､与論島では数年前に火葬場が建設されるまでは､一般的な葬法として第一次葬は

土葬を行っていたのである｡そして､現在でも焼かれることを嫌 う老人が多く､火葬にし

ないよう､遺言することも多々あるとされる｡

奄美諸島から八重山諸島までの琉球弧の島々を見渡すと､だいたい1960年代後半くらい

から徐々に火葬が浸透 し､今日ではほとんどの島々でごく一般的な葬法になっている｡そ

れにともなって､土葬はきわめて珍しい､少数派の葬法になっている｡火葬が採用される

と､第二次葬以降の改葬は､若干の儀礼にそれが反映されるだけで､基本的には消滅する

ことになる｡
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与論島は琉球弧の中でも現に洗骨改葬を行っている数少ない島の一つである｡琉球弧全

域から洗骨改葬が消え去る前に､私はそれを直接､自身の目で確かめ､観察するために､

火葬場建設が始まった2003年5月から与論島に通っている｡その年だけで4回､総日数にし

て20日間ほどの現地調査を行った｡そして､私の与論島通いは今でも続いている｡その成

果の一部として､実際に観察した洗骨改葬の事例を取り上げてみたい､という次第なので

ある｡

ところで､本論で用いる ｢洗骨改葬｣とは何か｡それに関しても､あらかじめ若干触れ

ておきたい｡人の死は､避けることの出来ない､古今東西普遍的な事実である｡しかし､

死体をどのように処理し､どのような場所に納めるかについては､文化ごとに異なり､き

わめて多様的である｡

｢死者を葬るための遺体処理の方法｣すなわち葬法 (佐藤 1979:11頁)に関する諸慣

行のかたまりが葬制であり､ ｢死体を安置し､死者に対する儀礼を行 う場所｣すなわち墓

(内堀 1987:583-584頁)に関する諸慣行のかたまりが墓制である｡両者は密接に関達し

合っており､葬墓制と一括されることもある｡

よく知られている世界各地の代表的な葬法は､土葬 ･火葬 ･風葬 ･鳥葬 ･水葬などであ

る｡それらのうち､土葬と火葬は現在の我々に馴染み深いものであり､特に説明を要しな

いであろう｡

風葬は死体を焼いたり､土に埋めたりしないで､大気に曝しておく葬法である (土井 1

971)｡本邦の学会で最初にその用語が用いられたのは､昭和2年に発表された伊波普猷 ｢南

島古代の葬制｣1)においてであった (伊波 1927)｡伊波の ｢風葬｣に対して､柳田国男

は ｢空葬｣が妥当だと述べている (柳田 1929)｡また､土井卓治は ｢風葬｣や ｢空葬｣

よりも､ ｢曝葬｣の方が相応しいとしている (土井 1971)｡私の判断では ｢風葬｣がほ

ぼ定着しているので､本論では一貫してそれを用いたい｡

鳥葬は死体を鳥に食べさせる葬法である｡死体を切 り刻んでハゲタカに食べさせるネパ

ールの鳥葬は有名である｡水葬は死体を川や海に流す葬法である｡インドのガンジス川に

浮かぶ死体は､決して偶然の事故の産物ではなく､水葬の産物である｡

本論に直接関連する葬法は､土葬と風葬である｡それらには､死体を一度だけ処理する

単葬､および一定の年限をおいて二度以上処理する複葬との二種がある｡土葬を例にとる

と､一度埋葬した後で､遺骸に何ら手を加えず､場所の移動もしなければ､それは単葬と

いうことになる｡それに対して､一度埋葬した遺骸を一定の期間を経た後でもう一度掘り

起こし､同じ場所または別の場所に葬 り直すと､それは複葬ということになる｡

複葬は一度だけ葬 り直すとは限らず､二度目､三度目と繰 り返すこともある｡最初の埋

葬を第一次葬と呼び､それ以降は第二次葬､第三次葬等という用語を用いて区別している｡

改葬とは､複葬の第二次葬以降のことを指している｡改葬に際して､ ｢遺骨を水や火など

で清めるものを洗骨改葬と呼ぶ｣ (察 2004:9頁)｡本論ではそれに倣って､単なる改

葬ではなく､骨を給麗にするために､洗 うとか拭くとかの行為が伴 うものを洗骨改葬と呼

んでいる｡

なお､与論島の民族誌学的な研究には､栄喜久元 『奄美大島与論島の民俗』 (栄 1964)

や加藤正春 『奄美与論島の社会組織』 (加藤 1999)のような優れたものがあり､今日の

洗骨改葬を理解するうえでも大変参考になる｡特に､今 日の洗骨改葬の背景をなす葬墓制
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の変容過程を知るうえでは､欠かせない必携の書である｡本文ではそれらを適宜川いるこ

ととなる｡

写真 ] 建設｢F=)の火葬場

与良2 完成 した火葬場
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2 現在の洗骨改葬

与論島の葬墓制について若干触れたうえで､現に行われている洗骨改葬の様相を記述し

たい｡与論島には共同墓地が14カ所ある｡それらはほとんどが町有地を整備 して墓地にし

たものである｡その整備は1960年代以降のことである｡町民は居住地に近い墓地を用いる

傾向があり､行政区と共同墓地は必ず しも対応 していない｡ここでは島の東南側の海辺に

ある前浜墓地の例を見たい (地図1参照)｡

前浜墓地は道路を隔てて東前浜墓地と西前浜墓地に分かれている (写真 3参照)｡東側

の墓地が整備されたのは1974年のことであり､西側の墓地はその数年前に整備された｡墓

地の外部から全体を見渡すと､石材業者がカロー トと呼ぶ石室の上に何々家の墓と刻され

た石塔が立ち並んでいる｡その光景を目にする限りでは､鹿児島県やその他の本土の墓地

と大した違いはないという印象を受ける (写真4参照)｡

しかし､全景から受ける印象は､墓地内に入ると一変する｡墓地の中は3坪ほどにキチ

ンと区画されていて､土地の人々によれば､その一区画ずつがそれぞれの家の ｢墓｣であ

るとされる｡つまり､区画された一定面積の地所が土地の人々にとっての ｢墓｣なのであ

る｡その面積こそ一定しているものの､それぞれの区画の中の様相はかなりまちまちであ

る｡フニガミ (骨聾)だけ並んでいる ｢墓｣ (写真 5参照)､ガンブタ (轟蓋)と称され

る小さな家の形をしたものだけが置かれている ｢墓｣ (写真 6参照)､両者有る ｢墓｣ (写

真 7参照)､それらにカロー トと石塔が加わった ｢墓｣ (写真8参照)､カロー トのない石

塔の ｢墓｣ (写真9参照)､カロー トと石塔だけの ｢墓｣ (写真10参照)等々､実にさまざ

まである｡本土の墓地と大した違いはないなどとは､とても言えない世界なのである｡

与論島で石塔とカロー トの組み合わさった ｢本土式の墓｣ 2)が普及したのは1968年以降

のことであり (加藤 1999:47頁)､現在ではそれが主流になりつつある｡ したがって､

も含めて､葬法と関連させて捉える必要がある｡例として､まず ｢本土式の墓｣を有する

与論島の ｢墓｣について見ることとしたい｡

死者は棺に入れられ､ガン (秦)と呼ばれる葬具に載せられて ｢墓｣まで運ばれる=3)｡

その際､死体の上にガンブタが被せられる｡まさに､その名のとおりガン (轟)のフタ (蓋)

である｡ ｢墓｣では､カロー トの側に前もって掘られたイキと称される場所に棺を埋める｡

普通､1m50cmほどの深さに掘られている｡土を被せた後で､その上に轟蓋を置く｡3年ほ

ど経た後で､洗骨改葬を行 う｡その日取りは決まっており､毎年旧暦の3月27日と29日､10

月27日と29日である｡

洗骨に際しては､先ず轟蓋を壊 し､骨を掘 り起こす｡ したがって､轟蓋は洗骨前の遺骸

がその下に眠っていることを意味する.現在の大方の順序としては､轟蓋が取り除かれ､

骨が掘 り起こされ､洗骨されると､その後はカロー トに納骨される｡私は一昨年の4月24

日 (旧3月27日)､前浜墓地で実際にカロー トに改葬される様子を観察させてもらい､参加

者の顔は写さないという約束で､写真も写させていただいた｡その事例を紹介したい｡

一昨年の4月24日 (旧3月27日)の早朝､まだ目が昇らないうちに､私は前浜墓地に

出かけた｡その日､前浜墓地である家の洗骨改葬が行われること､洗骨改葬は一般的
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に日が昇る前に行われることなどを事前の調査で知っていたからである｡ しかし､墓

地には誰もいないので､いったん宿-戻った｡宿のご主人は､ ｢昔は目が昇る前のま

だ薄暗いうちにやったが､最近は明るくなってからやるようになった｣と話 してくれ

たので､ノンビリと6時過ぎに再び出かけた｡

6時半頃､墓地に着くと､既に洗骨は始まっていた｡轟蓋は壊され､骨は掘り起こ

されていた｡そして､男性二人で掘 り起こした後の整地を行っている｡女性たちが数

人でカロー トの前で骨を洗っている｡また､ ｢墓｣の外には頭骨に白い布を掛け､一

人の女性がそれを持ち､もう一人の女性がそれを日に当てないように傘を差 して立っ

ている｡白い布を掛けた喉仏の骨を持った男性もその側に立っている (写真日参照)0

骨は水道水の入ったポリバケツの中で洗 う (写真12参照)｡水を運ぶのは男性であ

る (写真13参照)｡共同墓地には-カ所水道が引かれている｡水で洗った骨は白い布

(タオル)で拭く (写真14参照)｡その間､男性達はその作業を見守っている (写真1

5参照)｡拭かれた骨は下部から上部-順序よくカロー トの前に並べられる｡カロー ト

に近い方が下部である (写真16参照)｡

骨を洗う作業が終わり､すべて並べられると､当主 (死者の長男)がカロー トの入

り日を開ける (写真17参照)｡その中は上下二段に分かれている (写真18参照)O女

性一人が並べられた骨の下部から順に当主に手渡す｡当主は受け取り､カロー トの中

の下段に入れていく (写真19参照)0

それらを納骨すると､喉仏の骨を上段に納める (写真20参照)｡その間､頭骨を持

った女性と傘を差した女性はカロー トの前に移 り､正座 している (写真21参照)0

当主も正座 し､頭骨を受け取る (写真22参照)｡当主がそれをカロー トの上段に納

めるまで､傘はずっと差したままである (写真23参照)｡頭骨を納めると､カロー ト

に向かって全員で手を合わせる (写真24)｡当主がカロー トの入 り口を閉める (写真2

5参照)0

カロー トの入 り口を閉めた後､その場の片付けをして全員が引き上げたのは午前8

時過ぎである｡おおよそ 2時間ぐらいかかったことになる｡当主の家では洗骨改葬が

無事終了したことを祝うとのことであった｡

大まかに､与論島で現に行われている洗骨改葬の事例を一つ示した｡今 日ではそれに見

るように､轟蓋の下の死体を掘 り出して洗骨 し､カロー トに改葬することが､数的には多

くなりつつある｡ しかし､既に触れたように､カロー トを持たない ｢墓｣も少なからずあ

る｡その場合はどうなるのであろうか｡

カロー トを持つ ｢墓｣も持たない ｢墓｣も洗骨までの手順はまったく同じである｡その

後､カロー トに納骨するか､骨聾に納骨するかだけの違いである｡つまり､与論島におけ

る現在の改葬は､洗骨後にカロー トに納骨するものと骨聾に納骨するものとの二種があり､

違いは納骨の容器だけであり､それが石材か焼き物かということだけになる｡一見､さま

ざまに映る地所としての ｢墓｣も､その点を考慮すると二種 しかないことになる｡

既に触れたように､与論島にカロー トと石塔の組み合わさった ｢本土式の墓｣が始めて

導入されたのは､1968年以降のことである｡与論島の石材業者が鹿児島の業者に相談し､

本土の墓そのままではなく､内部に工夫を加えた上でその年に始めて導入したのである｡
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｣二夫を加えた点とは､事例の記述に見るように､内部を上段 と下段に分け､下段に首から

Fの骨､上段に喉仏の骨や頭骨を納めるようにした点である (加藤 1999:48貞)｡

1968年以前は､土葬の後で洗骨 して骨饗に納骨 したとされる (加藤 1999:48貢)｡ま

た､それ以前には､本土式の石塔もなく､島内産の石を用いた墓石がごく少数みられたに

すぎない (加藤 1999:47頁)0 ｢本土式の墓｣の導入以前も今 日もまったく同じである

が､洗骨 して骨婆に納骨する際には､体の下部から順序よく入れ､喉仏の骨の後､最後に

頭骨を入れる習わ しになっている｡与論島の ｢本土式の墓｣は､外形は鹿児島辺 りの基と

そっくりであるが､それを考慮 して内部に一工夫されているのである｡

時間軸に沿ってみると､洗骨後にカロー トに納骨するものと骨聾に納骨するものとの二

種に分かれる現在の洗骨改葬は､1960年代末以降すなわち過去約半世紀の間に成立 したの

である｡それ以前は骨餐-の納骨 しかなかった｡ したがって､与論島における現在の洗骨

改葬の背景を知るためには､その骨襲-の納骨についてさらに時間を遡って捉える必要が

ある｡つまり､骨聾への納骨がいつ発生 し､どのように変化 してきたのかについて探る必

要があるのである｡

写真 3 東側から見た前浜墓地の全景

=iii

写真 4 前浜墓地西側の全景
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写真 5 骨聾だけの ｢墓｣

写真 6 愈蓋だけの ｢墓｣
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写真 7 骨聾と免蓋の ｢墓｣

写真 8 骨饗 と晶蓋 とカロー トの ｢墓｣
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写真9 カロー トのない石塔の ｢墓｣

I/j'･貞 10 カロー トだけの ｢墓｣
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写真11 墓地に着いたときの様子

写真12 骨を洗 う女性達
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写真13 水を運ぶ男性

写真L4 白い布で拭く
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写真15 作業を見守る男性達

写貞 16 並べられた骨
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写真17 カロー トの人 目を開ける

写真 18 カロー トのI二11
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写真19 手渡 しと納骨

写真20 喉仏の骨の納骨
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写真21 頭骨と傘

写真22 頭骨を受け取る
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写真23 傘は差 したまま

26

写真24 全員で拝む
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写真25 入 り口を閉める



3 洗骨改葬の背景

与論島において死者を土葬し､洗骨してから骨嚢に納骨するようになったのは､いつ頃

からであろうか｡それを明らかにするためには､明治の初期まで遡る必要がある｡明治10

午 (1877年)10月 7日に沖永良部島の官吏に鹿児島県庁から発せられた諭達は､当時の与

論島の葬墓制を知るうえでも参考になる (和泊町 1956:71頁)｡ なぜなら､与論は明治

6年に沖永良部から行政的に分離されたばかりで､両島における葬墓制の様相にそう大き

な違いはなかったと考えられ､また ｢この諭達は沖永良部だけでなく､与論島にも適用さ

れたものであろうことは疑いないと思われる｣ (栄 1964:206頁)からである｡用語は出

来るだけ当時のままにして､その諭達を現代風に訳すると､次のとおりとなる4)0

死者の葬 り方 ･葬儀の仕方は各土地の人々のや り方に任されているが､まず大きく

分けると､地葬と空葬の二とおりのものがある｡近年､当島においては神葬祭に改め

られ､それ以来､当然の事として地葬が行われている｡しかし､ある者たちは棺を墓

所に送 り､喪屋 (もや)と称する小屋内に置く｡そして､親子兄弟連れ合って､そこ

に行き､棺を開いて見る｡数回繰 り返し､数日も経ると､屍は腐敗するが､その臭気

を厭わないようであると聞く｡それは人情が厚いかのようであるが､実はその臭気を

喚ぐ者は甚だしく健康を害するばかりでなく､近くを通る者でもその臭気に触れると､

病を伝染あるいは発生させることになるのである｡甚だ宜しくない事なので､これか

らはそのような弊習を必ず改め､死者は速やかに埋葬することに改めるよう諭達する｡

その諭達にいう地葬と空葬は土葬と風葬のことである｡喪屋と称する小屋および墓地に

数 日も通って死者の顔を見る慣習などが当時の与論島にあったか否かは､今口では確認で

きない｡しかし､風葬が行われていたことは､後々の聞き取り調査によっても明らかであ

る｡

東前浜墓地に接する東側の崖下には､ギシまたはジシと呼ばれる古い墓がある (写貞26

参照)o今 日では用いられていないが､一定地域の人々が利用した共同墓で､ざっと数え

て､12か13ほどになる｡自然の地形をそのまま利用したものもあり､また人工的に岩を削

って造られた横穴式のものもある｡入り口はブロックや石などで閉じられているが､それ

は1970年代以降のことである (写真27参照)｡それ以前は閉じられておらず､中に並べら

れた人骨が丸見えの状態であったとされる (写真28参照)0

『奄美大島与論島の民俗』には､慶応 2年 (1866年)生まれの94歳の老人が1960年に語

った､その崖下の墓に関する話が記されている｡一部を紹介すると､次のとおりである (栄

1964:203-204頁)0

私が子供の時は (明治七､八年頃まで)埋葬する人もあったが､殆どは棺に入れ､

特に貧乏な家は板で死相作ることが出来なかったから､薦包みにしてギシの入口か､

死体を置く習わしになっている崖の下に置いておき､三､四年 して白骨になってから

洗骨してギシ中に入れた｡十五歳の頃になると､この習慣は悪いとして､お上の方か

ら禁 じられたとかで何時の間にか行われなくなったようである｡ ･････死体をそ
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のまま､ギシや尾下に置いてはいけないと禁止されたが､埋葬せよとのことであって､

改葬 した (洗骨)骨をギシに納骨 してはいけないと言 う禁止ではなかったから､ギシ

に納骨する恨わしは大正の末頃から昭和の初めまではやはり行っていた｡む しろその

頃まではギシに納骨できない家は祖先に対 して無頓着であるとさえ思った位である｡

だが近頃は ･････どうしたものかお上から禁止があったわけでもないのにギシに

納骨する人がいなくなったようだ｡

この話者以外の他の話者の記憶､および 『奄美大島与･論島の民俗』の著者の捉え方 (栄

1964:2061207貞)などを考慮 して､与論島における明治以後の葬法の変容を整理すると､

大ノノ~以下のようになる｡明治の 7､8年頃 (1874､5年頃)までは第 ･次葬も第二次葬も､

卜に埋めたり､焼いたりせず､大気に曝す風葬を行っていた｡ しかし､明治13年頃 (1880

年頃)になると､第一次葬は土葬に変わり､洗骨後にギシに納骨 した｡その後､大⊥E/仁年

からIIJuJ和初年頃 (1930年頃)までは､洗骨後に骨饗に納骨 し､33年忌後にギシに移 した.

それ以降は33年忌後もギシに納骨 しなくなった｡与論島の人々は､昭和lo年頃 (1935年頃)

から第 ･次葬は 仁葬 し､洗骨 してから骨磐に納骨するようになったのである｡

ただ し､ギシが戦後すぐくらいまで用いられていた例もあり (加藤 1999:51頁)､戦

後すぐまで33年忌後ではなく､洗骨後すぐにジシに納骨 したとする話者に私自身も会って

いる｡ したがって､多少の遅速や出入 りはあるものと理解 しつつ､ 『奄美大島与諭島の民

俗』によって整理すれば､大まかに上記のようになるのである｡

とはいえ､現在のような共同墓地が整備される直前の墓地の様子といえば､同じ共l司墓

地ではあっても､ ･区画ずつが珊瑚石で区切られ､広さも区々で､上地の自然石を用いた

墓イ)'も数は多くなく､僅かに散在する程度なのであった｡そのような墓地から1960年代末

以降､今日のような共同墓地に様変わりしたのである｡

写貞26 ギシの全景
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写真27 入 り口の閉じられたギシ

写真28 ジシの内部
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4 おわUに

明治初頭まで遡れば､与論島では第一次葬も第二次葬も風葬を行っていたのであるが､

明治10年 (1877年)の鹿児島県の諭達によって､第一次葬は土葬に改めら､第二次葬のみ

風葬が続いた｡その後､第二次葬においてもギシではなく､骨嚢に納骨されるようになり､

さらにカロー トにも納骨されるようになった｡現在の与論島における洗骨改葬の背景には､

そのような葬墓制の変容過程があったのである｡

与論島における現在の洗骨改葬を観察 し､その背後にある葬墓制の変容過程を見ると､

若干の実に興味深い点があるO-つは､変容の中の伝統の継続性 とい う点である｡確かに､

第一次葬における風葬から土葬-の変化､および第二次葬におけるギシから骨饗､カロー

ト-の変化は認められる｡ しかし､土地の人々によれば､ギシも骨嚢もカロー トもすべて

｢納骨堂｣なのであり､それ らはすべて同じものなのである｡その理解に立てば､第二次

葬における風葬の伝統は､依然として継続 していると見なしうる｡ ここで注目すべきは､

風葬に結びついた洗骨改葬は､少なくとも東アジアにおいては､すぐれて琉球的と見なし

うる点である (津波 2007b)0

その一方で､1968年以降､ ｢○○家之墓｣と刻 された石塔の下にカロー トを有する ｢本

土式の墓｣が導入され､今 日ではそれが主流となりつつある｡その外見は鹿児島辺 りの墓

とまったく同じである｡私も当初は火葬に対応 した墓であると､すっか り誤解 したほどで

ある (津波 2007b)｡その外見は､鹿児島の石材業者に相談しただけあって､明らかに本

土的 ･鹿児島的なのである｡ しか し､実は本土においても､ ｢何家之墓 とい う形式が多く

なり､古い石塔を廃棄整理 して一家一基の墓塔が増加｣するのは､1950年代の末頃からで

あり､それには火葬の普及が絡んでいた (土井 1979:2頁)｡つま り､与論島における

｢本土式の墓｣は､当時としては鹿児島でももっとも新 しい､火葬に対応 した墓の形式を

受容 したものだったのである｡

ところが､その内部は鹿児島の墓とは異なり､内部に工夫が加えられ､上段 と下段に分

けられている｡つまり､火葬に対応 したものではなく､洗骨改葬に対応 したものなのであ

る｡その点を見逃すわけにはいかぬであろう｡なぜなら､変化の方向として鹿児島に顔を

向けてはいるが､それは一方的に鹿児島的になることを意味するのではなく､琉球的な要

素を絶妙に組み込みながら進行 している､と理解できるからである｡

要するに､与論島における葬墓制の変容は､琉球的な要素と鹿児島的な要素の組み合わ

せを生 じさせ､しかも､それが一般化 されつつある｡私の奄美諸島における現地調査の経

験からすれば､それは何も与論島における葬墓制だけに限られるわけではない｡琉球的要

素と鹿児島的要素の組み合わせは､奄美諸島における文化変容のきわめて特徴的で､顕著

な点である｡与論島における現在の洗骨改葬は､まさにその奄美的文化変容の-事例なの

である｡

註

1)それは昭和13年に 『をなり神の島』 (楽浪書院)に収載 された｡その際に､写実が入

れ られ､加筆もなされている｡その復刻版が1973年の ｢東洋文庫｣227『をなり神の島 1』
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(平凡社)であり､それはさらに1974年に 『伊波普猷全集 第五巻』 (平凡社)に所収さ

れた｡

2)加藤によれば､ ｢○○家之墓｣と刻まれた本土式の墓石は､昭和43年以降､鹿児島か

ら移入されたものである｡本論では､その墓石 とカロー トの一体になったものを ｢本土式

の墓｣と称 している｡それは現在の与論島の ｢墓｣の一部に組み込まれてお り､それ自体

だけで完全に分立しているわけではない､とい う理解に立っている｡

3)現在､火葬場を用いる際には､ワゴン車などが用いられている｡

4)念のため､原文 (和泊町 1956:71頁)を掲げておきたい｡

死人葬式之儀は随意に任すといふとも先ず地葬､空葬の二つに有之､当島に於いては近

年神葬祭に相改め候､爾来地葬すべきは当然に候処或いは其棺を墓所に送 り ｢喪屋 (もや)

と唱ふる小屋内に備置き､親子兄弟相連れ ｢喪屋｣に至 り､其棺を開き見る数回終に数 日

を経､屍の腐敗するも臭気を不厭趣に相聞右は人情の厚きに似たれ ども､其臭気を喚ぐ者

は甚 く健康を害 し候は勿論､近傍通行の者 と錐も其臭気に触るれば病を伝染 し或いは醸す

ものに有之衛生の甚く不宜事に付き､自今右様之弊習は岐度相改め､死する者は速やかに

埋葬に改云々諭達す｡
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