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奄美諸島近代墓地データベースの構築

一祖先の社会的忘却の問題を中心に一

稲村務

Ⅰ 序

本稿の目的は奄美諸島の近世から近代の墓についての葬墓制を明らかにするためのデー

タベースの概要と､そこから考えられる今後の研究の視点に関して報告することである｡

奄美諸島の聖地と葬地という問題について考察するために､奄美諸島の各島から一つず

つ近世から近代の墓地を選択し､データベース化した｡データベース化した墓地は沖縄県

久米島の久米島町嘉手刈墓地､与論島の与論町中金久墓地､沖永良部島の和泊町畦布墓地､

同町内城チュラ ドウール前の墓地､徳之島伊仙町面縄墓地､奄美大島大和村大和浜の墓地

である｡それぞれ久米島 (のべ5人)､与論島 (のべ30人)､沖永良部島 (のべ30人)､

徳之島 (のべ25人)､奄美大島 (のべ35人)の録音データを含んでいる｡このデータベ

ース自体は大量の個人情報を含むためインターネットその他によって､一般に公開するこ

とができる性質のものではない｡ しかしながら記録としてはほぼ完全なものであり､琉球

大学社会人類学研究室に保管し､今後様々な形で運用しながら個別の論文を作成 していく

予定である｡

また､研究の地域還元に関して言えば､沖永良部島和泊町の畦布集落の墓地はすでに移

転が決定しており､墓地の記録はこれが唯一の墓地の記録となる｡移転前の墓地の姿はこ

のデータベース以外にはなく､我々が作成 したデータは和泊町歴史民俗資料館に寄贈した｡

今後墓地移転の際の資料としても活用されるものと考えている｡

墓というものはいわば家族 ･親族や個人の人生の記録でもある｡人間は両親から生まれ､

その上の世代が4人､その更に上が8人 ･･というように無数の死者の結果として存在す

る｡それら無数の死者と祖先とは同一ではなく､そのうちのごく一部が記憶-記録されて

いるのみである｡ここでは祖先とは ｢名前をもった､死んだ祖 forbearであって一定の系

譜関係で結ばれた生存中の子孫をもつもの｣[フォーテス 1980:135]としておこう｡人類学

でいう父系制､母系制､イエ制度といった親族用語は同時に祖先を記憶-記録するための

システムを表す用語でもある｡さらに死者は､天折した子供､異常死した者というように

文化的に分類され､祖先はさらに絞り込まれる｡思い出のなかにある祖父母も代が変わる

につれ､具体的な記憶は失われ､名のみがただ体系立った記録-記憶として残る｡祖先と

はそうした社会的､文化的な絞 り込みの結果なのである｡モノとしての墓や骨は､こうし

て記憶-記録されなかった死者の忘却の跡を同時に露呈してもいるのである｡

墓制の問題はこうした記憶-記録のシステムの問題でもあり､死者の一部は銘として残

り祖先として記憶-記録されるものの､その大半はむしろ忘れ去らねばならない｡つまり､

この忘却は個人的なものではなく､社会的なものであり､｢社会的忘却｣(socialamnesia)
(Geertz&Geertz1964)なのである｡

奄美諸島から沖縄諸島までは､檀家制度がなく､過去帳などの記録制度のなかった地域

であり､祖先は琉球王府を中心とする ｢系持ち｣と呼ばれた士族層にのみ記録されている｡

そして大半の農民層にはそうした記録はなかった｡農民層は記録がないために配るべき祖

先を記録 していないという現実の一方で､同地域は祖先祭紀の盛んなところであり､ゆえ

に祖先は丁重に供養されなければならないという矛盾がある｡

こうした矛盾の解決の問題として､奄美諸島の葬墓制には､沖縄的な ｢門中化｣があり､

また本土的な ｢祖霊化｣がある｡前者は父系制を志向し､後者は祖先を集合的な抽象的存

在とする｡奄美諸島において､家系図を薩摩の役人によって焼かれたり持ち去られてしま
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ったという伝承は多く､広く信じられている｡その一方で三十三年忌が済んだら ｢神｣に

なっていて､配る必要はないと言っている者も多い｡奄美諸島では ｢門中｣という言葉は

-切開かれないものの､沖永良部島の内城では､沖縄から家系を作成する業者を雇って系

図を作っている家族もあった｡そこにはタテマエとしての ｢神｣､つまり祖霊化と本音のと

ころに続いている見えない父系ラインが想像されているのである｡

そういう意味では前述のフォーテスの定義する祖先について､奄美諸島の方言にそのま

まあたる言葉はない｡ウヤ (親)やウヤガナシ､ウヤホ-ガナシは生きている現在の親も

含む語であり､専ら死者のみを表す語ではない｡また､かつて使っていた洞穴墓に葬られ

ていたとしてもそれは集合的で個性を失った ｢祖霊｣でもない｡

奄美諸島はこうした問題を考えるのに重要な地域である｡沖縄同様 ｢風葬｣地域であっ

たにも関わらす､薩摩の影響が沖縄よりも強くかつ沖縄より本土復帰が早かった (1953年)

こともあり､沖縄と比較してみることにより様々な問題が検出される｡そうした差異はよ

くある伝統に対する当否の問題ではなく､奄美と沖縄の ｢近代｣を考える上で重要なので

ある｡

本稿はグスク時代については射程外として､近代を中心に考察するが､記憶と忘却のシ

ステムの問題は奄美諸島において､聖地として配られる場所 (オボツ山､グスク､テラな

ど)と恐れられている場所 (フジチ山､ヌンギ ドコロ､オ トロシ ド-など)との関連を考

える上での基礎をなすものでもあろう｡本稿では奄美諸島の奄美大島大和村､徳之島伊仙

町､沖永良部島和泊町､与論島与論町に絞って報告したい｡

Ⅱ データベースの方法的概要

データベースの概要については以下の方法により構築した｡データベース構築の詳細につ

いては他に示している (稲村 ･津波 2005)0

①地図や写真などの可視的な情報をデータベースの基礎にしてウェブ型のデータベースに

する｡

②インタヴュー､会話をデータ化し､民俗語嚢を指標として検索可能なものとする｡

地図や写真は話者と調査者が共通して認識可能なものであり､それに基づき話者にイン

タヴューをすることもできるという点で､調査そのものにも戦略的に応用可能である｡ま

た､人間の記憶は地図やものの形象など可視的な事柄に基づいていることが多く､土地の

人々の考え方のモデルにもより近いものと考えられる｡また､これらの視覚的データにイ

ンタヴューの音声データを付加 していくことによって問題を明確化できる｡これらのデー

タ化はデジタル処理の進歩によって近年データベース化が可能になってきたものである｡

与論島の中金久のデータベースを例に説明したい｡

与論島中金久墓地のデータベース

図 1は与論島古里の中金久墓地の地図である｡墓の中の記号は模式化されたもので､遺

骨の入った聾､ガンブタと呼ばれる賓に二次葬を行 うまでの葬地に置く宗教的装置､本土

式の墓､墓標など特徴的な宗教的建造物をもとにクリッカブルマップを作成した｡データ

ベースではそれぞれの墓をクリックすると､ワー ドファイルに墓の写真をつけた図2のよ

うな図が出てくるように-イパーリンクをつけ､これを全ての墓について行っている｡

さらに図2には各々の墓について､墓の持ち主や第三者の話を ICレコーダーで録音し

た音声ファイルがリンクされている｡そしてそれらの音声ファイルはクリックすると再生

できるようになっている｡ ICレコーダーで録音した音声はパソコン上で編集することが

できる｡例えば 1時間の聞いた話を文脈を損なわず､かつあまり長くならない程度に分割

する｡その音声ファイルを必要に応 じてコピーしてリンクさせることもできる｡こうした

処理は同じ話が別の文脈においても有効な場合､異なるカテゴリーにもそれを配すること

ができるという点で優れている｡また､話者は調査者の質問どおりに答えるものではなく､

しばしばこちらが予期せぬことを答えるものである｡そうしたデータもこの方法で整理す

るとかなりの部分生かすことができる｡

またそれぞれの音声ファイルは表 1のようにエクセルファイルで整理されており､特定
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の民俗語桑や内容､話者などで検索が可能であり､同じ表のなかで音声の再生や画像をみ

ることが可能になっている｡

図 1 与論島古里 中金久墓地
年 7月21日調査作成

武井基晃､津波高志､真野俊和､金蚊貞､朴灸栄､稲村務､大城博美 2003
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図 2 墓地の説明の例 (図 1の各々の墓をクリックすると出てくるファイルの一例)

*下線部をクリックすると音声が再生される｡

表 1 墓地のデータを音声と画像をエクセルで処理 した例

口 時 場所 話者 内容 民俗語粂 垂盤上 音声 1 音声2

030713 古里 A 塞 ガンブタ 亜像⊥ 音声 1

030714 古里 ち 葬式 ガンブタ､カイソウ (改葬) 音声 1 音声2

030713 古里 C 墓 ジシ､サークラ 垂盤上 音声 1
030714 古里 D 年中行事 シヌグ､ホーネンサイ 宵rqLf1 音声 2

*下線部をクリックすると音声や画像が再生される｡

こうしたウェブサイ ト型のデータベースを構築することでデータを民俗語褒主体にも

個々の墓を主体にもすることができる｡こうしたデータ処理の利点は一つの墓について同

じ話者が別の機会に喋ったこと､別の話者が同じ墓について喋ったこと､あるいは全く別

の文脈で出てきたその墓-の言及など多角的なデータを集約できる点である｡そ うした､

民俗語桑を中心にした辞書的なデータベース (個々の音声を辞書の用例のように扱 う)と､

写真 ･地図を中心とした視覚的データベースを併用することで個別 と一般の概念構築を簡

便に行 うことができる｡

以上のようなデジタル ･データベースは社会人類学､民俗学の分野において多様な比較

の視座を提供する｡また､こうした方法は得 られた調査データの保存にほぼ完全な形式で､

簡便でもありつつ､集団調査でもデータを共有 しやすい特徴をもっている｡もちろん､こ

うしたデータ処理は墓制以外のデータ処理にも有効であり､すでに学部の社会人類学調査

実習などで学生のレポー ト作成にも導入 したところ調査データの正確 さ､まとめの効率性

において良好な結果を得ている｡
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本稿の例ではデータベースの基礎的指標を墓地の地図､植物の写真､民俗語桑などに置

いているが､同様に村の地図､親族図､年表､ライフステージ､生業暦など図表を中心に

整理 していく方法も考えられる｡調査者は自分の調査の枠組みにあわせて指標を設定し､

それに資料 (文字資料なども含む)を漸次的に付加 していくのである｡長期的な調査にも

有効な指標を設定し､調査者と話者が共通して認識できることをデータベースの基礎的指

標として考えることが､こうしたデータベースを作るうえで調査者の工夫すべき点である｡

人類学や民俗学の最も重要な資料は話者の語るインタヴュー資料､つまり音声データで

ある｡ ICレコーダーによる音声データ処理によってたくさんの ｢声｣がデジタル ･ア

ーカイブスとして保存が可能である｡従来のフィール ドノー ト､あるいはカー ド型のデー

タ整理では､文脈の保存が難 しいこと､書き付ける際にすでに一定の解釈が必要になるな

どの問題があった｡その場ではひとつの解釈ができたとしてもそれを別の観点から解釈 し

ようとするとデータとしては使いにくいものになってしまうことが多い｡ しかし､フィー

ル ドデータとは常に自分がその場で気づいていない解釈の可能性を多分に含んだ性質を持

ったデータなのである｡従来のテープレコーダーの併用も巻き戻 しの手間や整理 したもの

との対応を図るのに問題が多く､事実上発話そのものを取り出し可能なデータとして保存

しているとは言いがたいのである｡こうしたデータのデジタル化処理によって初めて文字

通り ｢データに語らせる｣ことすらできるようになるのである｡

図3 ウェブ型調査データデータベースの概念図
F7E,1越系ファイル-調査上の疑問､課題､論文の骨子を整理するファイル

民俗語桑データファイル-表 1､表2のような語粂中心のファイル

図表データファイル-図 1のような地図などの図表中心のファイル

個別データファイル-図2のような写真などのファイル

仮にギアツのように ｢文化｣を ｢意味の網の目｣(websofsignificance)(Geertz1973:

5)と考えた場合､文字通 り網の目 (web)というモデルを使って､文脈を保持しながら資

料を ｢厚く｣重ねていく方法をとることができるのである｡こうしたデータベースの全体

を図示すれば図3のようになる｡以上の説明のほかに調査者の問題意識をフィー ドバック

するための問題系ファイルを作るべきである｡それによって不明な点､疑問点を組織化 し､

データ全体を組織化するような章立てや問題を柔軟に設定できるようになり､聞き漏らし

の確認や研究の方向性を現場で考えるのに役立つはずである｡

Ⅲ 奄美諸島の墓地と墓の類型

前述のような方法を用いることによって､墓地と墓についての類型化が可能となる｡こ

こでは奄美諸島の墓地と墓について僻轍的な整理を試みる｡

1.奄美大島大和村
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大和村では墓地はほぼ村落に帰属しており､ウ-ハカ (上墓)とシヤーハカ (下墓)と

に分けられていることが多い｡ウ-ハカはかつての郷士格の家系をもつ上層の人々の墓地

であり､江戸時代の銘のある古い墓が多い｡シヤーハカは平民層の墓地であり､近代の墓

が多い｡

湯湾釜村落で盆に線香をあげる行動を観察してみると､最初に自分の家族の墓に墓参し

線香を束であげ､次に線香の束を数本ずつハロジ (親族)の墓にあげ､最後に墓地の全て

の墓に 1本ずつあげていた｡これは墓地が村落共同体に帰属しており､個々の家族は村落

と村落の共有する墓地に帰属 しているということを象徴的に表象しているということがで

きる｡

墓のほとんどは火葬を見込んだカロー ト付きの墓であり､わずかに土葬の墓をみること

ができる｡昭和 40年代に火葬場が出来て以来､洗骨 (大和村ではカイソウという)は人々

の記憶からは遠く､ トウール墓 (掘 り込み墓)はほとんど記憶にない｡湯湾釜のある話者

は､小学校を建設した際にたくさんの人骨が出てきたとき､それを トルコ人の墓だといっ

ていた｡これは トウール墓という発音の ｢トフル｣が記憶のなかにあったものの､具体的

なイメージにはすでになく､言葉だけが ｢トルコ｣という発音と結びついたものと解釈で

きる｡
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図4 奄美大島大和村大和浜クーハカ (上の墓地)

2.徳之島伊仙町

徳之島の墓地は､村落の帰属になっているものの､近隣の村落の家族の墓もかなり入 り

混じっており､また畑地に個人所有の墓を立てている家族も多い｡

面縄墓地は伊仙町にあり､藩政時代に栄えた港である面縄港の北側にある｡蔵屋敷跡地

に現在の面縄小学校が建設されてお り､その西側に現在の集団墓地がある｡墓地は伊仙町

の中でも比較的規模が大きく､古い墓が多い｡奄美諸島の他地域に比べると墓地が周囲に

分散 しており､畑地に個人所有の墓地が点在 している｡小学校の西側には弥生時代の人骨

が出土した面縄第一貝塚がありすぐ横には近世の風葬墓もある｡つまり古代から近代に至

るまでの墓が-箇所に見られるという特徴がある｡

伊仙町で最も古いとされているのは伊仙の松山墓地であるとされるが､はっきりと17世

紀に遡れる銘はない [永喜 1984参照､写真 1･2]｡面縄の墓地の墓の記銘から判断でき

る最も古い墓は多くの伝説のあるミナデウンノーの墓の銘 ｢宝□八□｣が ｢宝永八年｣と

読むとすれば 1711年である [平敷 1985:162]｡これらのことから､伊仙町の銘から判断で
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写真 1 松山墓地の記念碑 (筆者撮影2008年3月16日)

写真 2 松山墓地の古墓の一つ (筆者撮影 2008年 3月 16日)

近年かなりの墓が改修､新築されてきてお り､伝統的な墓はカロー ト付のものに変わり

つつある｡徳之島の伝統的な墓制は､主として徳之島町が土葬地帯であり､伊仙町､天城

町は洗骨地帯である [松山 1979:395]｡伊仙町は火葬場が徳之島町に建設された 1967年

以来､ほとんどが火葬だが､洗骨が全 くなくなっているわけではない｡酒井正子は天城町
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の火葬率と比較 して､伊仙町の岩盤が掘 りにくかったことが､伊仙町で急激に火葬が普及

した原因のひとつと考えている [酒井 2005:197]｡

凶5 改葬 (洗骨)地域と火葬地域 [松山 1979:395]

洗骨をア-ガリニシリと呼び､カイソウ (改葬)とも呼んでいる｡徳之島の場合､特徴

的なのは石塔を動かして､その下の部分に棺を置き､七年後に洗骨をして骨蔵器に頭骨を

安置するということである｡面縄では昭和 40年代ごろから火葬に移行 し始め､近年では当

地の著名な郷土史家の泉義正氏の洗骨が 1993年に行われたのが最後ぐらいではないかと思

われる [泉 2004:118-120]が､酒井は伊仙町で2001年に事故死 した高校生の例を挙げ､火

葬が 100%ということにはならないだろうと述べている [酒井 2005:197-198]｡

ア-ガリニシリ (明るいところに出すの意)という呼び方のなかに ｢埋めっぱなし｣に

することが不徳であるという考え方が読み取れる｡洗骨の仕方としてはユナガシヤー (ユ

ウナの薬)のように葉の裏がざらざらした植物か､石鹸を使って頭骨を真水で洗 うといい､

海水は用いない｡女性の仕事であり､未明に傘を差 し､日に当てないように行 うという｡

ここには､ア-ガリニシリという発想 と目に当てないという両義性がみられる｡つまり､

日に当ててはいけないが土に埋めっぱなしではいけないという象徴的行為なのである｡平

敷は-伝承者の話として､｢洗い終えると寸時傘を閉じて頭骨に陽光をあてる｡それで洗骨

をア-ガリニシリ (明るい所に出すという意)と呼ぶのだという｣[平敷 1985:158]という

興味深い報告を挙げている｡

酒井正子は面縄に隣接する目手久村落において次のように報告 している｡

｢遺棄されたコ-シ (頭蓋骨)は疫病説もあるが 『本当は風葬 した祖先ではないか』とシ

マの人も言 う｡では何故祖先に対してムンバチ呼ばわりするかが最大の疑問である｡古老

の詣からも明らかなのは､ウチニヨーに対 してだけはムンバチとは決 して呼ばないし､サ

ンシル伝承も無い､として区別 している点である｡更に豊正秀は 『佐弁との境のサクのう

ち､カンジャイヨーまでをサベンゾ一､その上のフウイヨーまでをアガレンソーといい､
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ナ-ムンバチと呼ばれるのはアガレンソーのみ (そこにナハ ドウル)があるので』で､他

は単にムンバチと呼ぶ｡ナ- ドウル とい うからには､外来の､ナハからきたノロの一族の

みの風葬場所だったのではないか』と推論する｣[酒井 1993:66]

ムンバチとは恐ろしい死霊のことであり祖先ではないと認識 されている､ウチニヨーと

い う洞窟墓だけは目手久集落の祖先のものとされていることがわかる｡サンシル (三味線)

をムンバチは夜中に弾くとされている｡また､ナハとは沖縄島のことであり､ノロの系統

や島津侵攻 (1609年)の時の殺された兵士の霊をナハムンバチと呼んでいる｡面縄の洞穴

墓に積まれている頭蓋骨について､それが沖縄の人々だという話は度々聞かれた｡

酒井の報告するウチニヨーと呼ばれていた風葬地は2007年に伊仙町教育委員会によって

発掘調査され､現在鹿児島女子短期大学の竹中正巳氏によって形質人類学的分析が行われ

ている (写真 3･4)｡この ｢遺跡｣について､酒井正子氏に確認 したところ､それはウチ

ニヨーのことであるとい う｡ しか しながら､目手久集落においてもこの風葬地の伝承は現

在ほとんど残っておらず､大規模な耕地整理の際に考古学的な遺跡 として知 られることに

なった｡

写真 3 ウチニヨーと思われる風葬地跡 (筆者撮影 2006年 6月 25日)

写真 4 ウチニヨーと思われる風葬地跡 (筆者撮影 2006年 6月 25日)

名を失った祖先の遺骨は社会的に忘却され､徐々にオ トロシ ド- (恐ろしいところ)で
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あるとか､過去の ｢遺跡｣として忌避され､歴史化されていくことが看守されよう｡それ

は風葬から洗骨葬そして火葬という段階を経たために､現在では前々段階の風葬は伝統的

とはみなされず､徳之島には風葬はないという地元の知識人たちも多い｡これは徳之島各

地の洞窟にある移 しい量の頭蓋骨が見られたとしても､それは ｢遺棄｣であって ｢葬｣で

はないという解釈である｡こうした解釈は近代イデオロギーのなかで､風葬が野蛮な原始

的なものであるという理解があるためで､洞穴の入 り口を石で塞いでいる場合は積石墓 (方

言ではチンシ墓)という言い方のほうを好む傾向がある｡

図6 徳之島伊仙町面縄墓地
2008年 3ノ｣ (稲村務 ･松井正隆 ･田村卓也 ･兼城糸絵作成)
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3 沖永良部島

沖永良部島では内城のチュラ ドウール墓地のように一部の ｢士族｣層の占める墓地を除

くと基本的には墓地は村落に帰属 している｡

各家の墓はブロックで仕切られた区画のなかにいくつかあり､それらは-ロジ (親族)

であることが多い｡区画の中には海砂がまかれてお り､その中に入るときは靴を脱ぎ､出

るときは足跡を第で消す｡これは墓が石塔ではなく､区画全体を指 していることを反映し

ている｡

海砂のまかれているところにはかつて一次葬をしたところがあり､カロー ト付きの墓が

増えた現在でもフニガメ (骨蛮)を石塔の横に置いているところが多い｡

トウール墓は沖永良部島の各所でみることができるが､そのほとんどが近隣の村落のも

のではなく別の遠い村落のものであると伝承されている｡知名町の正名村落の トウール墓

のみが明治時代に トウール墓から現在の墓地に移動 したことがはっきりしているというが

これはむ しろ例外的ですらある｡

港

図 7 沖永良部和泊町畦布墓地 2006年 稲村務 松井正隆 作成

4 与論島

与論島には古い墓はほとんどないが､わずかに与論城 (グスク)の周辺の墓に明治時代

の古い家系の石塔がある｡

調査 したのは与論島東部の中金久墓地であるが､これは昭和 30年代頃に整備された墓地

でそれまでは石塔のある墓はほとんどなかった｡最初に建てられたノウコツ ドゥ (納骨堂 :

奄美諸島では骨や骨盤を入れている小網やカロー トのことをノウコツ ドゥと呼んでいる)

が出来たのは昭和 17年であるという｡

もともと崖葬であったものを､明治時代に沖縄から職人を呼んでジシと呼ばれる掘 り込
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み墓を作り､そこに納骨していた｡その後自葬禁止の布達が､遅れて実体化 し､鹿児島か

ら警察が来て土葬にしたという｡その後､洗骨した後に壇に入れる形に変化 し現在でも墓

の区画に1次葬をし､3年後に洗骨し､喪に入れなおすのが普通である｡2003年に昇龍苑

という火葬場が建設され現在は火葬が主流になりつつあるものの､依然として火葬 してほ

しくないというのが大方の老人の意見である｡

奄美諸島の主な近代墓の主な類型

奄美大島大和村､徳之島伊仙町､沖永良部島､与論島で観察された墓制を大まかに類型化

すると外面的な型式から次のようになる｡

1奄美大島大和村

a)カロー ト付き石塔墓

b)石塔のある土葬墓

2徳之島伊仙町

a)風葬墓 ･･･使っていない

b)石塔付き土葬墓 ･･･伊仙町ではほとんどなく､ほぼ徳之島町にのみみられる

C)石塔の下に一次葬をし､洗骨後骨蔵器に入れるもの

d)カロー ト付き石塔墓

3沖永良部

a)掘り込み墓 (トウール墓)･･使っていない

b)砂地に 1次葬をし､洗骨後聾に入れなおすもの

C)カロー ト付きの石塔墓

4与論島

a)掘り込み墓 (ジシ)

b)砂地に 1次葬をし､洗骨後嚢に入れなおすもの

C)カロー ト付きの石塔墓

これらは理念型であって､両方にまたがるような境界事例は多い｡例えば骨蔵器 とカロ

ー トを併用しているものや､1次葬を個人の墓で行 うがジシに納めるものや､カロー ト付き

の石塔墓をわざわざ上下を分けてカロー トを骨蔵器のように使っているものなどが見受け

られる｡

構造的解釈

これらの墓の型式から考えられる奄美諸島の墓の内的な論理を構造論的に解釈するとい

くつかの連続性がみられる｡一つは霊/肉/骨の対立項であり､もう一つは地面から上/

下という対立項である｡

大和村では骨に対する崇拝がかなり薄くなってきているものの､洗骨は記憶としてはあ

り､洗骨の事例もまれに見受けられる｡ しかし､祭配の対象は ｢○○家｣という石塔の文

字である｡徳之島でも同様に洗骨の事例は少なくなってはいるが行動としては､石塔を拝

むのではなく骨蔵器を拝むのが現在でも普通である｡沖永良部島､与論島では骨に対して

拝むことのほうが現在も一般的で石塔のない墓も与論島では多い｡ここでは洗骨によって

霊と死体の分離は長い期間を要し､肉が朽ちて白骨化するまで続けられ､洗骨後も崇拝の

対象となる｡

もう一つは風葬からカロー ト付きの墓までの中にある地面の上下という対立である｡奄

美大島と徳之島東部の徳之島町では ｢土葬｣が行われていた｡この ｢土葬｣は地元の人の

解釈では埋めっぱなしの葬法を言 うのであって､洗骨の際の 1次葬を含んではいない｡

徳之島西部の天城町､南部の伊仙町では火葬場が出来て洗骨をしなくなってからも､骨

蔵器は石塔の背後の地面から上にある｡現在の火葬骨を入れるカロー ト付きの墓にしても
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カロー トはアルミサッシの窓のついた地面から上に出ているものが主流である｡

沖永良部島にもこのアル ミサッシの窓のあるものは見受けられる｡徳之島のコースバコ

(骨蔵器)はほとんど見られないものの､嚢は地面から上に出しておいて全部埋めないの

が普通である｡これは与論島でも同様である｡

Ⅳ まとめと今後の課題

奄美諸島の墓制を大きく比較 してみると通時的には風葬墓から洗骨を伴 う石塔墓-の移

行と火葬を前提にしたカロー ト付きの墓-の移行が見られる｡それぞれの移行は前の段階

の文化的な記憶を残しながら次の段階に進んでいく｡

沖縄の亀甲墓や家墓は風葬の葬制的痕跡を火葬になってもシルヒラシ習俗の残存という

形で解消している｡しかし､奄美の場合は一旦風葬を否定する形で石塔墓に移行し､さら

に火葬を前提としたカロー ト付きの墓に移行するので､風葬を記憶の中に残 しながら表面

的には否定するという傾向が出てくるのである｡

ゆえに､洞穴墓や掘 り込み墓の解釈について､奄美諸島では現在も使っている与論島を

除いて､近隣の村落の墓ではなく遠い人々の墓という解釈が出てくると考えられる｡大和

村の ｢トルコ人｣説や徳之島の ｢ナハチブル｣(1609年の島津侵攻の際の沖縄人の頭骨)､

沖永良部の ｢遠くの集落の人々｣説などである｡徳之島の酒井報告では 20年ほど前にはあ

った記憶が現在は失われて考古学的遺跡のように扱われていることがわかる｡また､沖縄

においてもこうした洞穴墓や振り込み墓が姥捨て山や ｢大和人｣(ヤマ トンチュ-)伝説と

結びつきやすいことが報告されている [名嘉真 1999:65]｡これらの解釈は単に史実として

間違っているかどうかということではなく､自らが紀る必要の無い人々の骨であるとする､

社会的忘却過程にある説明の文化的様式なのである｡

奄美諸島の葬墓制の研究にはたくさんの先行研究がある｡すでに人々の記憶からなくな

っているものにしてもすでに歴史化 した報告のなかから復元できるデータも少なくない｡

これらの研究をもとに上記のフィール ドワークから得られた観点を生かしながら個別の問

題を明らかにすることが必要である｡
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