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第Ⅰ部 本プロジェクトの活動概要 
 
１、プロジェクトの研究体制 
①プロジェクト名及び研究代表者 
◯プロジェクト名 

2011 年度トヨタ財団研究助成プログラム 
「沖縄・奄美島嶼社会における行政防災施策・制度・システムの歴史的変遷に関する包括的研究」 
（An Integrative Study on Regional Formation and the Historic Transition of Disaster 

Dispersion Mechanism in Okinawa and Amami Islands Communities） 
◯研究代表者 山田浩世 

 
②プロジェクト期間及び助成額 

 ◯プロジェクト期間：２０１１年１１月～２０１３年１０月（計２年） 

◯助成額：一年目１，９５０，０００円 

二年目２，２５０，０００円 

計４，２００，０００円 

 

③プロジェクト参加者（五十音順、2013年 10月時点） 

1. 麻生伸一     沖縄県立芸術大学講師（琉球史） 

2. 川島淳  沖縄国際大学南島文化研究所特別研究員（近代沖縄史） 

3. 平良勝保  沖縄県立芸術大学附属研究所共同研究員（近世琉球史） 

4. 玉城毅  奈良県立大学准教授（社会人類学） 

5. 陳碧霞  国連大学高等研究所ポスドク研究員（林政学、地理学） 

6. 輝広志  うるま市教育委員会文化課嘱託員（近代沖縄史） 

7. 得能壽美  法政大学沖縄文化研究所兼任所員（琉球史） 

8. 豊見山和行 琉球大学法文学部教授（琉球史） 

9. 仲座栄三  琉球大学工学部教授（防災工学） 

10. 深澤秋人  沖縄大学法経学部准教授（琉球史） 

11. 町健次郎  瀬戸内町役場（民俗学） 

12. 山田浩世  日本学術振興会特別研究員PD（琉球史・琉球災害史） 

13. 山本正昭  沖縄県立教育庁文化財課（考古学） 

14. 弓削政己  奄美郷土研究会（奄美諸島史） 

15. 渡邊康志  琉球大学・沖縄国際大学・沖縄大学非常勤講師（GIS、地質学） 

 
２、活動状況 
 本プロジェクトが、2011 年 11 月から 2013 年 10 月の期間において行った調査は、主に二つのグル

ープに分けられる。①集落の踏査を含めた現地調査、②災害・防災に関する文献調査である。 
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①集落の踏査を含めた現地調査 
 主に山本正昭・平良勝保・山田浩世氏によって行われた下地島キドマリ村跡調査は、聞き取り及び

実地調査などを通してヨナタマ伝承を検討するとともに、下地島にのこされた帯岩（オビオコジー）

などの巨大な津波石の調査を行った。また、仲座栄三氏は、宮古島南部の沿岸地域に点在した古集落

跡（元島）に見られる津波堆積層に関する調査及びボーリング調査を宮古島市教育委員会の協力を得

て行った（活動写真１，２）。キドマリ村跡調査については、第Ⅱ部２－１論文も参照されたい。 

  
写真 1（2013 年 2 月調査：下地島）           写真2（左同） 

 

 
写真 3（2013 年１月調査写真：友利元島遺跡）        写真 4（左同） 

 
 また、玉城毅氏は、2012 年 8 月から 9 月にかけて国頭村（奥）、名護市（大北・宇茂佐・喜瀬・嘉

陽）、読谷村（渡慶次・古堅）、豊見城市、八重瀬町（具志頭・港川）、浦添市（小湾）において台風に

よる家屋被害と復興状況に関する聞き取り調査と資料調査を実施した。また、2013 年 3 月にも糸満

市字糸滿地域を中心に調査を行った（写真 5～8）。同じく、陳碧霞氏も 2012 年 1 月から 2 月にかけ

て琉球大学農学部の協力を得ながら、今帰仁村今泊集落の住民の意識調査及び集落内の毎木調査を行

った（写真 9・10）。 
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            写真 5（名護市宇茂佐）        写真 6（左同） 

 
             写真 7（名護市嘉陽）          写真 8（赤瓦（名護市博物館）） 

  
       写真 9（今帰仁村今泊）            写真 10（左同） 
 
②災害・防災に関する文献調査 
 災害及び防災に関する史料の収集調査については、まず 2012 年 12 月に弓削政巳氏によって沖縄本

島（沖縄国際大学図書館・琉球大学図書館など）及び鹿児島に残された文献調査が行われた。奄美諸

島の災害に関る史料の発掘を行った。また、輝広志氏は、東京（東京都立中央図書館・国立国会図書

館）にて近代沖縄に関する災害関係史料の調査を行った。 
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 2013 年 1 月～3 月にかけて山田浩世・得能壽美・麻生伸一氏等は、石垣市立八重山博物館、同図書

館及び石垣市史編纂課の協力を得ながら、博物館及び図書館において八重山諸島の災害を記録した諸

史料の収集を行った（写真11・12）。 
 

  
    写真 11（石垣市立八重山博物館）          写真 12（調査史料） 
 
 
３、研究報告会などの開催及び参加状況 
本プロジェクトを遂行する中で、大会への参加または開催・共催・後援した主なシンポジウム、研

究報告会は次の通りである（開催または参加順）。 
 
①（共催） 

沖縄防災環境学会：伝承・古文書・遺跡・堆積物調査が明かす歴史津波の実態と教訓琉球大学 
2012 年 8 月 27 日（台風により延期）→9 月 11 日（火）開催 
時間 9:30 ～17:00／琉球大学法文学部新棟 114 教室 
発表者（ポスター発表含む） 
豊見山和行：前近代球の災害史について：環境社会史の視点から 
玉城毅：ソーシャルキャピタルと災害：人のつながりが災害対策 
宮城清志：地図リテラシーと減災リテラシーの創造と普及 
麻生伸一：近世琉球の災害と祈りに関する覚書き 
深澤秋人：久米島周辺における綿子生産体制と災害 
山田浩世：気候変動と沖縄の災害―1780 年代を考える― 
盛本勲：友利元島遺跡が証す明和大津波 
久貝弥嗣：宮古における地震・津波に関する研究動向 
仲座栄三：堆積物調査が証す琉球列島における歴史上最大の津波 
山本正昭：木泊村跡確認調査概要報告 
得能壽美：八重山の集落形態と災害リスクへの対応：明和津波後の集落移転問題を中心に 
稲垣賢人：ＧＩＳ解析が明かす大津波後の防潮林 
中村衛：津波堆積物調査から明らかになった宮古・八重山諸島の巨大津波（ポスター） 
平良勝保：普門好善の伝承と津波（概要発表） 
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②（共催） 

明和津波に関する学術検討会―古文書・遺跡からのメッセージ― 
2012 年 12 月 14 日（金） 
時間：16：30～18:45／場所：琉球大学工学部小会議室工学部２号館２階 
発表者 
得能壽美：八重山の集落形態と災害リスクへの対応-明和津波後の集落移転を中心に- 
山本正昭：遺跡における地震・津波の痕跡-石垣島東部の発掘調査成果から- 
島袋綾野：八重山諸島における明和大津波の痕跡調査-石垣島を中心に- 

 
③（プロジェクト分担者参加） 

八重山明和大津波研究会第 4 回講演会：災害の痕跡や記録を防災・減災に活かすために 
2013 年 1 月 15 日（火） 
時間 18:00～／場所：石垣市健康福祉センター 
発表者 
仲座栄三：3.11 大津波及び明和の大津波の教訓に基づく防災対策のあり方 
山田浩世：八重山系家譜から見る明和津波 
山本正昭：遺跡における地震・津波の痕跡―石垣島東部の発掘調査成果から― 

 
④（後援） 

沖縄防災環境学会談話会：青山学院大学による先島諸島における発掘調査結果を語る 
2013 年 2 月 16 日（土） 
時間 15：00～17:00／場所：琉球大学工学部２号館大会議室 
講師：田村 晃一 

 
⑤（プロジェクト分担者参加） 

開南大学・奈良県立大学学術研討会：台湾与日本観光発展議題 
2013 年 2 年 19 日（火） 
場所：開南大学（台湾） 
発表者 
玉城毅：Impact of Typhoon on Okinawa: Community as Countermeasure against Typhoon 

 
⑥（後援） 

沖縄防災環境学会シンポジウム：発掘調査が証す歴史津波の実態 
2013 年 3 月 16 日（土） 
時間 13:30～17;00／場所：青山学院大学青山キャンパス 17 号館 309 教室 
発表者 
山田浩世：古文書が伝える明和大津波 
盛本勲：発掘調査による明和大津波の実証 
山本正昭：遺跡にみる地震津波災害跡の様相 
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久貝弥嗣：2013 年度友利元島遺跡発掘調査速報 
仲座栄三：考古学と自然科学の融合による歴史津波の実態解明 

 
⑦（プロジェクト分担者参加） 

宮古島郷土史研究会 5 月例会 
2013 年 5 月 18 日（土） 
時間 15;00～17;00／場所：宮古島平良図書館北分館 
発表者 
山本正昭：下地島・木泊村跡調査について―明和津波以前における津波検証を目的として― 

 
⑧（プロジェクト分担者参加） 

第 236 回沖縄・八重山文化研究会 
2013 年 6 月 16 日（日） 
時間 17:00～19:00／場所：沖縄県立芸術大学付属研究所 AV 講義室 
山田浩世：家譜から見る 1771 年宮古・八重山大津波 

 
⑨（プロジェクト分担者参加） 

沖縄考古学会 6 月定例会 
2013 年 6 月 21 日（金） 
時間 17:00～／場所：沖縄県立埋蔵文化財センター研修室 
発表者 
山本正昭、平良勝保、山田浩世：下地島木泊村跡調査成果概要報告 

 
⑩（後援） 

沖縄防災環境学会講演会 in 宮古島：古文書・発掘調査から証す明和大津波 
2013 年 6 月 22 日（土） 
時間 14;00～17:30／場所：宮古島市中央公民館大ホール 
発表者 

山田浩世：多良間島民と 1771 年明和大津波 
山本正昭：遺跡にみる地震津波災害跡の様相 
盛本勲：発掘調査による明和大津波の実証 
久貝弥嗣：2013 年度友利元島遺跡発掘調査速報 
仲座栄三：考古学と自然科学の融合による歴史津波の実態解明 

 
⑪（プロジェクト分担者参加） 

2013 年度沖縄文化協会公開研究発表会 
2013 年 7 月 14 日（日） 
時間 9:20～17:30／場所：沖縄県立芸術大学 302 教室・大会議室 
発表者 

山本正昭：下地島キドマリ村跡確認調査概要報告 
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陳碧霞：沖縄におけるフクギ屋敷林に関する住民意識調査及び CVM による屋敷林の価値評価 
山田浩世：琉球・奄美における災害の頻発と気候変動問題―1830 年代を中心に― 
玉城毅：沖縄における台風のインパクト―災害対策としてのコミュニティ 

 
⑫（プロジェクト分担者参加） 

琉球環境文化史研究会第 9 回研究報告会 
2013 年 10 月 13 日（日） 
時間 9:30～17:00／沖縄県立博物館・美術館講座室 
発表者 
山田浩世：近世琉球・奄美の災害と気候変動問題―1830 年代を中心に― 
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