
琉球大学学術リポジトリ

近世琉球・奄美における災害と気候変動問題―1780
・1830年代を中心に―

言語: 

出版者:

2011年度トヨタ財団研究助成採択プログラム沖縄・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

公開日: 2014-05-27

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 山田, 浩世

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/28841URL



 
 
 

３－３ 

 
近世琉球・奄美における災害と気候変動問題 

―1780・1830 年代を中心に― 

 
山田浩世（日本学術振興会特別研究員 PD） 

 
要旨 

 近世琉球・奄美において発生した災害は、その多くが個別の事件として把握され、各島々

でどのような災害が起こり、総体としてどのような対処がとられてきたのかについては十

分に把握されてこなかった。また、琉球・奄美の島々で起った災害は、同時期の日本や世

界的規模で発生していた災害とどのような関係性をもっていたのかという点についても十

分に論じられているとは言いがたい状況に置かれてきた。 
 1780 年代及び 1830 年代において日本では、天明の大飢饉及び天保の大飢饉が発生し、

大規模な飢饉が起っていた。飢饉の発生の要因には、冷夏や風水害などさまざまな要因が

示されてきたが、琉球・奄美の島々ではどのような災害が発生していたのであろうか。本

稿では、伝存する諸史料の記載によりながら、島々でどのような災害が発生していたのか、

またその関連性について検討を加えた。琉球・奄美の島々の歴史の中で個別の災害として

捉えられてきた現象が、実は広く世界的規模で展開していた気候変動の影響を受けたもの

であり、人々と社会は大きな転換を災害との関係の中で迫られていたことを本稿では検討

した。 
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近世琉球・奄美における災害と気候変動問題 

―1780・1830年代を中心に― 

 

山田浩世（日本学術振興会特別研究員 PD） 

1. はじめに 
気候変動（環境変化）に対して社会は、どのように対応してきたのだろうか。これまで気候変動問

題については、気象研究を中心に地理学や歴史学などを含む諸分野が協同しながら、気候学と呼ばれ

る研究領域を形成し進められてきた1。これまでの気候学の研究蓄積によって数万年にわたる気候の変

化が、人類の歴史に大きな影響を与えてきたことが明らかにされている。 
一方で、琉球列島の島々で起こった自然現象（災害）と気候変動との関係については、これまで十

分な議論がなされてきたとは言いがたい状況にある。古気候復元の取り組みや分析の指標が確立して

おらず、同時期の日本における気候変動と比べ琉球・奄美の島々はどうであったのか、さらにどのよ

うな被害が発生していたのか明らかにする必要があろう。また、災害に対する社会的な対応のあり方

についても、広大な海域に点在する島嶼社会としての性格を踏まえながら、どのような特質を持って

いたのか見つめ直していくことも必要であろう。 
そこで本稿では、先学の研究成果に依りながら、16 世紀から 19 世紀半ばの「小氷期」と呼ばれる

世界的に寒冷とされた時期について、とりわけ気候変動の激しかった 1780 年代及び 1830 年代につい

て取り上げながら、琉球・奄美においてどのような災害が展開していたのかを見ていくこととしたい。 
本稿が 1780 年代及び 1830 年代を取り上げるのは、同時期に江戸の四大飢饉として有名な天明の大

飢饉及び天保の大飢饉が発生し、また世界的にも火山噴火や異常天候といった自然災害が頻発し大き

な被害を出していたからである2。これら広範な地域で確認された頻発する災害とどのように琉球弧の

島々は結びついていたのか、両時期を例に検討することで、琉球弧における災害を描き出すとともに、

同時代の世界的な動向との関連性を考えてみることとしたい。 
 
2．近世期の気候変動と災害の頻発 
 気候学において気候変動とは、平均的な気象状態（気温や降水量など）の平均的な推移に対し、値

が大きく揺らいで観測される状態を指す3。例えば、夏における平均的な気温に対し、極端に平均気温

が下がっていた場合、大きな気候変動をともなった冷夏の状態として捉えられるのである。 

                                                   
1 気候学の展開状況については、吉野正敏『気候学の歴史―古代から現代まで―』（古今書院、2007）
を参照。このほか、吉野正敏「歴史時代の気候変動に関する研究の展望」『地学雑誌』116（6）、東京

地学協会、2007 も参照。 
2 なお、飢饉の発生については、単純な自然エネルギーによる被害が招いたものではなく、それを受

け止める社会の流通や政策、構造の強弱、結びつきのあり方にも大きく起因したことが指摘されて久

しい。それら社会的な受け止めがどのように影響していたのかを分析することも必要であろう。 
3 W.J.バローズ／松野太郎監訳『気候変動―多角的視点から』（シュプリンガー・フェアラーク東京、

2003）参照。 
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日本における気候変動については、1980 年代に

解明が進み、16～19 世紀半ばまでの 300 年間

は、世界的に寒冷な時期であったことが明らか

にされ、その推移と社会的な危機（災害による

飢饉など）の関係に注目が集まった。この時期

はとりわけ「小氷期」と呼ばれ、その中でも温

暖期と寒冷期が繰り返される時代であった。近

世後期の気候変動を概括的に示せば、1740～80
年が温暖な時期、1780～1820 年が寒冷な時期及び 1820～50 年が非常に寒冷な時期として区分され

ている（表１参照）4。 
本稿で取り上げるのは、小氷期の中でも第 2 小間氷期と第 3 小氷期の変わり目、すなわち温暖期と

寒冷期の変わり目に位置する 1780 年代と、第 3 小氷期のなかでももっとも寒冷な時期とされた 1830
年代である。同時期はまた、日本においてつとに有名な江戸四大飢饉と称される天明の大飢饉（1782
～87 年）と天保の大飢饉（1833～1839 年）が発生していた時期にあたる。 
天明の大飢饉は 1785 年をピークに東北地方を中心として甚大な被害と多くの餓死者を出した飢饉

であった。日本では天明 3（1783）年 3 月 12 日に岩木山（青森県）、7 月 6 日に浅間山（長野県）が

噴火したことで大量の火山灰が吹き上がり、また日射量の低下によって冷害が引き起こされていた。

また、1783 年には、浅間山に先立ってより大規模な噴火がアイスランドのラキ火山・グリムスヴォト

ン火山で起こっており、ラキ火山にいたっては 1783 年 6 月から翌年 2 月まで噴火が続き、地球規模

で火山灰が降り注ぎ日光を遮ることとなった。現在、これら巨大噴火によって北半球全域に低温化と

冷害が引き起こされたとする研究が定説となりつつある5。この大噴火は、ヨーロッパ全域において慢

性的な飢饉を生み出し、1789 年のフランス革命の一因になったともされる。一方で、大規模な飢饉の

発生には、上記の火山活動の他にも太陽活動や深水層の形成、雪氷などといったさまざまな要因が考

えられており、北半球全域がまったく同じ自然現象や環境変化を経験したのではなく、環境変化の地

域的な偏差も重視すべきであるとの指摘もなされている6。 
1780 年代の日本における気候状況についてみてみると、各藩の日記に天候記録が残されており、そ

の解析から次のようなことが明らかとなっている7。夏期の天候分布は、全部で 17 のタイプに類型化

され、その中でも 1781 年、1785 年、1790 年は、全国的に晴れの続く天候状況が見られ、典型的な

暑夏であった。また、1783 年と 1786 年は一転して晴れが少なく、その中でも 83 年は雨域が東北地

方北部、86 年は関東以西の中部・西日本に偏在する傾向が見られた。また、1780 年代における気候

                                                   
4 吉野正敏「歴史時代における日本の古気候」『気象』26（日本気象協会、1982）、前島郁雄・田上善

夫「中世・近世における気候変動と災害」『地理』27（12）（古今書院、1982）による。 
5 谷治正孝・三澤明子「天明飢饉前後の気候に関する一考察」『横浜国立大学紀要第二類』28（横浜国

立大学、1981）。 
6 増田耕一「小氷期の原因を考える」『地理』37（2）、（古今書院、1992）及び松本淳「世界各地の小

氷期」『地理』37（2）、（古今書院、1992）による。 
7 参考とした日記は、三上岳雄「18 世紀末における日本の気候復元」『気候変動の周期性と地域性』（古

今書院、1986）によれば、弘前（藩日記）、八戸（藩日記）、盛岡（藩家老席日記）、高田（榊原藩政

日記・歳日記）、日光（社家御番所日記）、高崎（鯖江藩日記）、江戸（弘前藩庁江戸日記）、甲府（坂

田家御用日記）、伊勢（外宮長官の日記）、大坂（蒹葭堂日記）、佐賀（鍋島藩日記）、諫早（藩日記）、

宮崎（佐土原藩日記）であった。 

－ 85－

気候

第1小氷期 非常に寒冷

第1小間氷期 温暖

1690～1720 非常に寒冷

1720～1740 寒冷

第2小間氷期 温暖

1780～1820 寒冷

1820～1850 非常に寒冷

1850～1880 寒冷

表１：日本の小氷期の時代区分

*表の作成には、〔前島・田上1982〕及び〔前島1984〕参照

第2小氷期 1690～1740

第3小氷期 1780～1880

小
氷
期

時代 西暦

1610～1650

1650～1690

1740～1780



 3

分布と地域別の降雨日数の記録を照合し、全国的な乾湿分布の状況を整理すると、以下のような状況

が見られたという。まず、1781 年は東北地方を除き、全国的に少雨で、西南日本で著しく乾燥した気

候であった。1782 年は、東北及び関東・中部地方で少雨傾向を示し、四国・九州では多雨傾向となっ

た。1783 年は、全国的に著しく多雨傾向となり、東北地方の太平洋側で降雨日数が増大した。1784
年は、典型的な北暑西冷型の夏となり、九州を中心に多雨傾向となった。1785 年は、東北地方南部か

ら西日本にかけて著しく乾燥し、典型的な暑夏となった。1786 年は、中部・西日本を中心に著しい多

雨傾向を示した。1787 年は、多雨・少雨とも認められず、平年並みの夏となった。1788 年は、東北

で少雨、西日本で多雨の傾向が見られた。1789 年は、関東から中部地方にかけて顕著な多雨傾向が見

られた。1790 年は、西日本を中心に少雨傾向となり典型的な暑夏となった。このように 1780 年代は、

冷夏と暑夏が 2～3 年の周期で繰り返される気候変動の大きな環境の中にさらされていた時期であっ

たと言う。 
次に 1830 年代の天保の大飢饉についてみてみると、主に二つの時期に飢饉のピークが発生してい

た。まず、1832～33 年は正月の極寒と強烈な冷夏、異常気象が稲の成長期に重なることで大規模な

飢饉が引き起こされていた。また、1835～36 年は霖雨と冷夏を中心に度重なる風水害（台風・洪水）

によって大規模な不作を招き、大飢饉へと発展したことが指摘されている8。続発する不作とそれに基

づく飢饉は、1837 年に起こった大塩平八郎の乱の遠因ともされ、災害によって社会は極度の恐慌状態

に陥っていた。 
 
3．1780 年代における琉球・奄美の災害の発生状況 
 近世琉球期の災害を体系的に記載したものに、18 世紀中ごろから編纂されはじめた諸史料が残され

ている。例えば奄美では、諸「代官記」があり、沖縄島では『球陽』を見ることができる。『球陽』の

他にも宮古島では「在番記」のような経年的な出来事を記録した史料や家譜資料などから災害につい

ての記録を見ることができる（1780 年代における災害記録を整理したのが〔表 2〕である）9。 
まず、これらの中で 1780 年代全体を通して見てみると、沖縄島周辺で 1781 年及び 1782、1783

年に雹や雷などの被害が散見される10。一方、1782 年は、具体的な記述を欠き詳細は不明であるが、

宇姓家譜・昴姓家譜に宮古・八重山で台風と旱魃による被害があったことが記されている11。「近年諸

郡屢逢颶旱五穀不登貢賦有欠宮古八重山両島亦如此」ともあるように、五穀が実らず年貢未進の状態

に陥っていたようである。 
奄美では、1781 年に旱魃と台風の襲来で大規模な飢饉が発生し、断続的に食料が不作となる凶年が

続いたが、沖縄島及び宮古・八重山で被害が記録されないなど、全域を覆うような被害ではなかった

ことが推察される。もっとも、凶年とのみ記録されているものも多く、具体的な実態を把握すること

は現時点では判断を保留せざるを得ない。 
                                                   
8 前掲谷治・三澤 1981 論文参照。 
9 各島の出来事を記録した本文中の記録類における災害事例は、研究代表者高良倉吉、平成 17 年度～

平成 19 年度基盤研究（B）『沖縄の災害情報に関する歴史文献を主体とした総合的研究』（琉球大学、

2008）がある。 
10 気候変動の大きかった 1780 年代における特徴的な現象の一つとして、雷や雹などが頻出する傾向

にあったことは、先学によって指摘されており、琉球においても共通する影響が見られたことを示唆

する。気候学的解釈は、今後の課題に委ねられよう。 
11 宇姓家譜（仲浜家）一世思嘉那（『那覇市史』那覇・泊系家譜 7 頁）、昂姓家譜（安慶田家）新参一

世憲英（『那覇市史』那覇・泊系家譜 214～215 頁）を参照。 
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述べたような 1780 年代初頭の状況に対し、沖縄島ではより大規模かつ甚大な被害を出した災害が

起こっていた。それが 1784～1785 年に発生した飢饉である。『球陽』によれば、乾隆 50（1785）年

の条に「本国大いに餌ゑ、万民困窮す。既に倉廩を発して救助するも、而も粟米足らず。此れに因り

て、国中及び各島の、凡そ銭穀有る者に飭行し、奉借して以て国用に備ふ」とあり、非常の大飢饉の

西暦 奄美 沖縄 宮古諸島 八重山諸島
4月9日,伊平屋島に雹雨降る（球陽
1342*）
閏5月28日,勝連に雨雷（球陽
1346）

2月30日,伊平屋島に雨雷（球陽
1353）
4月14日,読谷に竜（竜巻？）に人家
損傷（球陽1356）
7月4日以前,諸郡颶旱に遭い五穀実
らず、未納となり、宮古・八重山も
同様（宇姓家譜）

7月4日以前,近年先
島で風旱の災殃が
続く（昴姓家譜）

1783年
？,凶年にて御救米を琉薩
より輸送（前録帳）

4月15日,首里・羽地に雨雷（球陽
1365）

？,稲・粟が不作
（御手形写）

？,大飢の時に当たる（球陽1396）

？,無類の凶作、餓死人・身売り人
が出て疲弊（毛姓家譜他多数*）

？,国中大いに飢饉う（球陽1384）
？,大飢の時に当たる（球陽1396）

？,前年冬より春まで大飢饉（柳姓
家譜）

1786年
？,凶年にて御救米を薩摩
より輸送（前録帳）

9月19日,摩文仁に検者を立つ、近年
飢饉（球陽1378）

1787年 6月12日,那覇に雷（球陽1387）

1788年
？,慢性的な飢饉
が1790年代まで
（向裔氏家譜）

1789年

1790年
冬から疱瘡流行し6848人羅
患し431人死亡（前録帳）

【表2：1780年代における災害記事一覧】

1781年

？,小浜島は台風で
稲・粟に被害（御
手形写）

1782年

1785年

？,無類の飢饉
（宮金氏家譜そ
の他多数**）

1784年

5～8月,大干魃、8月までに
五度の台風にて稲・芋大凶
年（大嶋）、5月19日、6月
17日、7月26日、8月4日の
台風にて10月大飢饉（沖永
良部）
？,凶年にて御救米を琉薩
より輸送（前録帳）

*この他にも恵姓家譜・昴姓家譜にも同様の記載あり。
**宮金氏家譜・向裔氏家譜・忠導氏家譜・根馬氏家譜などに記載あり。

〔史料〕大嶋：「大嶋代官記」『奄美史料集成』（南方新社、2006）、前録帳：「前録帳」、沖永良部：「沖永
良部島代官系図」前掲『奄美史料集成』、前掲『奄美史料集成』、球陽：球陽研究会編『球陽』（角川書店、
1974）、御手形写抜書：『石垣市史叢書』11 御手形写抜書（石垣市、1998）を使用。
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発生、貯蓄食糧の払底とともに富裕者への米銭の供出が命ぜられていた12。経験のない大規模な飢饉

の発生に王府は民間からの借り上げという名の私財の供出（献納）を公命で指示し対応しようとして

いたことが分かる。 
 さらにその前年の 1784 年に同じく深刻な飢饉が発生していたことが、『家譜』等の記事から窺うこ

とができる。例えば、具志川間切の検者であった「柯姓家譜」四世房慶の乾隆 51（1786）年の条に

は、「多年疲入候上、去々年（1784）大凶歳付而者、猶亦上納未進相増身売・餓死人等茂及太分、極々

難儀仕事候」とあって、無類の大凶作となり、身売り人や餓死人が続出していたことが記されている。

この 1785 年の飢饉は、宮古島でもその発生を確認することができるが、1784 年に宮古・八重山で飢

饉が発生していたのかは史料上、判然としない。ただし、1784 年における大凶作が、1784 年冬から

85 年春にかけての大飢饉を誘発した大きな要因の一つであったことは間違いなさそうである。規模に

おいても 1784～85 年の大飢饉が 1782 年の比ではなかったことは、各飢饉を記した文書件数の違い

からも分かる。 
 1786 年（沖縄）、1788 年（宮古）にもそれぞれ慢性的な飢饉の発生を示唆する記録は見られるもの

の、管見の限り1785年以降の災害記録は具体的な記述に乏しく、1784～85年における飢饉の発生が、

1780 年代における最大の災害であった。ただし、飢饉発生の一文を記録した文献は多いものの、飢饉

発生の原因や状況については、具体的な記録は見られず、同時期の日本で観測された気候変動・気候

分布と連動するものであったのかは、経年的に編纂された史書類でははっきりとしない。 
そこで次項では、当時三司官を勤めた伊江親方朝睦の日記（『伊江親方日々記』）を取り上げ、ミク

ロな（個人の）視点から、1784 年の状況について検討を加えて見ていくこととしたい。 
 
4．『伊江親方日々記』に見る 1784 年の飢饉 
 『伊江親方日々記』は、乾隆 47（1782）年から嘉慶 7（1801）年まで三司官を勤めた伊江親方朝

睦（唐名：尚天迪）が書き留めた種々の日記の総称である13。王国時代における個人の生活日記は非

常に少なく、琉球の様相を個人の記録として記す貴重な史料である。この『伊江親方日々記』内には、

三司官就任直後の 1784 年当時の「御物日々記」、すなわち公務日記が収録されており、1780 年代の

なかでもとりわけ大規模な飢饉が発生した 1784 年当時の王府中枢部の状況や彼が耳目した世相が記

録されている。記録は旧暦で 1784 年 1 月 13 日から 12 月 23 日まで記録されている。限られた期間

の記録であるが、それらを通じて 1784 年の災害の様相と王府の対応状況について見ていくこととし

たい。 
 1784 年における災害の影響を垣間見ることができるのが、3 月 2 日～5 日の条に見られる焼酎（泡

盛）作りに関する議論である。3 月 2 日に世間では、穀物価格が高騰し万民が困窮にあえでいるため、

穀物を原料とする焼酎作りは禁止すべきではないかとの提案が上申され、国王の判断が仰がれことが

記されている14。同案件は王府内部での議論が重ねられ、祭礼や宴席などでの酒の禁止（3 月 2 日）、

                                                   
12 球陽研究会編『球陽』（読み下し編、角川書店、1974）、記事 1384 参照。 
13 日記には、乾隆 49 年・乾隆 53 年の御用日々記、嘉慶 8～12 年の日々記、嘉慶 13～14 年の日々記、

嘉慶 15～16 年の日々記、嘉慶 18 年の日々記、嘉慶 19～21 年の日々記、嘉慶 20 年からの御病中日々

記と乾隆 60 年の御先室御病中御看病日々記の計七冊が収録されている。詳しくは、公文書館管理部

史料編集室編『沖縄県史』資料編 7 伊江親方日々記（沖縄県教育委員会、1999）を参照。 
14 『伊江親方日々記』3 月 2 日の条には、「世上穀物餘り高直ニ相成、諸士・百姓困窮之体候間、焼

酎作り候儀御禁止被仰付度与、十五人吟味を以被申出候」とある。 
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さらに製造の禁止（3 月 5 日）へと展開していくこととなった。また、飢饉に前後して穀物価格が上

昇していたことも押さえておきたい。 
 さらに、5 月 26 日には、収穫が少なく穀物が払底している状況が記されている。1784 年分として

薩摩へ上納が予定されていた積穀に不足が生じ、飢米（救援米）の臨時支出もあって船への積み込み

が滞っている旨が伝えられている。また、大和（薩摩）も凶作で、囲米（緊急時用の貯蓄米）1400
石の輸送が昨年に引き続いて要請されていたことも見て取れる15。積穀の不足と飢米の支出、さらに

大和における凶作への対応等、穀物の不足や凶作が問題化していたことが見て取れよう。 
 このような中で 8 月 17 日には、同じ三司官であった与那原親方から伊江親方に今後の方針に関わ

る趣意書作成の相談がなされ、草案が伝えられている。その内容を見ると、当年の災害がどのような

ものであったのか、さらに災害に対する王府の対応策の状況を知ることができる16。また、8 月 17 日

の条には、災害（長雨と台風）の頻発と穀物価格の高騰から国王が将来について憂慮していたことが

記されている17。 
 趣意書（「御伺書」）には、前文において 1784 年の災害が、長雨（「霖雨」）が続いたため、例年通

りには作物が実らず物価が高騰していること、さらに二度の台風もあって食糧不安が広がっていたこ

とが述べられている。関連する記載は他日にも見られ、「当年之儀天気不順有之､ 災変共出来世振あし

く世上及困窮候付而ハ､ 御政道向随分気を付吟味を以不奉伺候而不叶候」（10 月 20 日の条）とあって、

天候不順が類例のない規模であったこと、6 月 22～25 日、7 月 25～27 日に「あらし」があったこと

も確認できる。 
また、長雨による被害の一端として、「頃日いもかつら□（にカ）虫付、殊之外相痛候」（10 月 19

日）、「いもかつら虫付候儀ニ付､ 取納奉行両人近方之間切々々江見分ニ差遣候付､ 検者・さはくり・

耕作当召寄吟味させ候処､ 当年之儀雨天相続候付､ 草取方も差支､ 其上湿之痛有之､ かつら相草臥候

付虫付出来候様ニ相見得申候付而者」とあり、長雨によって重要な食糧源となる唐芋に大きな被害が

出ていたことが分かる。 
このように伊江親方の日記からは、長雨などの天候不順が凶作の原因となっていたこと、そこに穀

物値段の高騰も相まって、社会不安が増大していたことが見て取れる。また、それは同時代の日本に

おいて天明の大飢饉を引き起こしたとされる変動性の激しい気象状況の内容（1784 年は、典型的な北

暑西冷型の夏で、九州を中心に多雨傾向）と合致するものであった。 
さらに日記には、11 月に入り物価上昇が続いたことが記され、11 月 20 日に「此内米日増高直ニ罷

成候付而ハ､ 世上猶々困窮之筈候間､ 一往直究を以被渡候而者何様候哉」とあって、公売価格の決定

による物価高騰の抑制策が協議されていたことが分かる18。同日には、「此境節格別之事候間､ 米持合

                                                   
15 『伊江親方日々記』5 月 26 日の条には、「新垣親雲上被罷出被申聞候者、附役衆より御相談之趣者、

此節新米立船々之儀、積穀不足之上飢米も臨時出方有之…其上大和江も凶年之由候間、当年囲米千四

百石運賃相付可差登候」とある。 
16 王府の対応策として、上納物の納品厳守、焼酎作りの禁止、特殊な事情（王府の祭礼）を除いての

酒の禁止、無駄な饅頭・素麺の生産禁止などといった日頃からの節制策と取締りが関係機関に伝えら

れている。 
17 『伊江親方日々記』8 月 17 日の条には、「当年之儀、長々之霖雨大風等之災殃有之、石物高直罷成、

先様世振何様可罷成哉､上様御念遣被思召上」とある。 
18 公定価格の決定は、12 月 3 日の条に、「一同三日、穀物無類之高直ニ罷成候付、七貫文直成を以売

出候様直究申渡候処、段々差支、同六日より相場直成を以相払候様、申渡候事」とあって、7 貫文で

あったところ、後に改定されていったことが分かる。 
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之方ハ差出売出､ 又窮迫之者共相救候ハゝ夫々相当之御褒美・新禄なと被成下候段」（11 月 20 日）と

もあって、格別な時勢であるので米を提供して者や窮迫者を救った者には、ご褒美や新禄を授けては

どうかとの提案が王府内で出されていたことが分かる19。11 月 26 日に「奉備 上覧候処､ 弥其通可

然被思召上候」とあって、先の対応策が許可されるに至っており、翌年の『球陽』に記された大量の

米・銭の供出によって褒賞されるという政策へと展開していったことが考えられる20。 
 12 月には、1784 年の飢饉の状況を象徴するように次のような事件が起こっていた。12 月 21 日の

条に、首里居住の人々2～300 人が、徒党を組んで西原・中城間切に赴き、山野に生えていた蘇鉄を無

理やりに切り取っていったことが、西原・中城間切から訴えとして伊江親方が耳にした。行き詰まる

生活の中で、食料確保に躍起となっていた社会状況が垣間見え、また、その懲罰については、「当時節

其上多人数之事候間、堅締方申付、御沙汰なしニ被仰付度」とあって、現在のような（食料に逼迫し

た）状況を鑑み、かつ多くの人が関わっているとして、以後の取締りを厳にするのみで、法外な行為

であるものの寛容な取り扱いをしたいと記している21。このような行為についても致し方なしとする

ような厳しい食糧事情が広がっていたことを示す証左であろう。 
 以上のような状況から、1784～85 年の大飢饉の原因について見てみると、同時期に日本で発生し

た天明の大飢饉とほぼ同時期に琉球でも飢饉の発生が見られたことがまず指摘できよう。さらに 1784
～85年の沖縄島での災害は、84年の状況については現象面でも近似した状況が見られ、『伊江親方日々

記』の記載から異常な長雨と天候不順によって食料の払底と穀物価格の高騰が招かれ、社会不安をあ

おる中で飢饉が連続的に発生していたことが分かる。 
1784 年における災害が、霖雨などの天候不順を原因としていたことが確認できる一方で、同時期の

日本において進行していた長雨（とそれに伴う冷夏）から一転して 85 年の極度の乾燥（旱ばつ）に

ついては、琉球弧の島々でどのように発生していたのかは判然としない。今後の課題とせざるを得な

いが、奄美や宮古・八重山では 1784～85 年については大規模な飢饉の発生を確認することができず、

異なる状況も見られており、奄美においては 1781 年頃から台風や旱魃なども起こり凶年であった。

これらの状況から、日本と連動する現象が展開する一方で、琉球弧内で地域的な偏差が大きかったこ

とも推察され、日本の異常天候が琉球弧全域に直接連動するか否かについてはさらなる検討を待つ必

要があろう。次に 1830 年代の状況をみていくこととしたい。 

                                                   
19 民間からの食料・金銭の供出によって窮迫する人々の救済にあたろうとする政策は、『球陽』に褒

賞事例として頻出する。同政策が琉球王府に採用されていく背景には、変動するゆるやかな身分制が

敷かれていたことと関連して次の記載に注目する必要があろう。『伊江親方日々記』の 11 月 30 日の

条には、「一同廿日、御位役御伺ニ付、譜久山親方・私御前参上、右之御伺相済、当世振ニ付而者段々

御物入多、極々御手迫ニ付而ハ御借入無之候而不叶由、十五人吟味を以被申出、右吟味書奉備 上覧

候処、御意之趣ハ、御借銀差上候方ハ新禄被成下候処、得与御考被遊候処、御当国之儀先懸而も何歟

ニ付而御要用相支候節者、御借入無之候而不叶事候処、借上候面々永々士ニ被仰付候而者以後差支可

申候間、右褒美ニ一代士ニ被仰付、其身勲功次第御吟味之上子孫江茂相続被仰付候而ハ何様候哉、読

谷山王子・与那原親方江も御相談を以可申上旨、被仰下候事、但、御国元江も一代士与可有之由、被

聞召上由被仰下候事」とある。 
20 同記事については、球陽研究会編『球陽』（読み下し編、角川書店、1974）、記事番号 1384 を参照。 
21 12 月 21 日の条には、「一首里住居之者共、弐三百人徒党組を以西原間切・中城間切押寄、山野々々

の蘇鉄無理ニ切取候由、両間切より披露申出候段、被聞召上候、何共法外之仕形候間、急度糺方可申

付由被仰下候処、人差を以披露も無之、当時節其上多人数之事候間、堅締方申付、御沙汰なしニ被仰

付度由、奉伺可然由ニ御相談仕候事､」とある。 
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5．1830 年代における琉球・奄美の災害の発生状況 
 1830 年代の琉球・奄美における災害状況について記した文献は、奄美では引き続き諸「代官記」な

どが存在し、沖縄島では災害や奇妙変異な事象をも収録した『球陽』などがあり、宮古・八重山では

「宮古島在番記」や諸「家譜」の記載がある。後述するが、1836 年の宮古島での台風被害及び飢饉に

ついては「宮古島近古文書」（柳田国男文庫所蔵）に詳細な被害報告書が記載されている。19 世紀前

半の記録は、体系的に編纂された諸正史類とともに「家譜」の記録が盛んになっており、多くの記事

を見ることができる。それら諸記載を抽出し、整理したのが下載の【表 3】である。 

 

 【表 3】から 1830 年代の災害の特徴を見てみると、1832 年から 33 年、1835 年から 36 年にかけ
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【表3：奄美諸島・沖縄島・宮古諸島・八重山諸島に関する災害記事一覧】
西暦 奄美諸島 沖縄島 宮古諸島 八重山諸島

?,前年五度の台風襲来し、砂糖・唐芋凶
作(大嶋)
?,台風の高波にて亀津村の堂社倒壊、人
家３０軒が流出(前録帳)

1832年

?,春先余寒、唐芋・黍の生育悪く6～8月
大旱魃、9月11日非常の台風、砂糖凶作
(大嶋)
6～8月旱魃、9月10より稀なる台風、島
中作物痛み津口番所流失、家屋数百軒
倒壊(前録帳)

6月以降、旱魃となり9月3日雨降
る(球陽1708)
9月10日台風ありて人命損失、人
家3293戸に被害(球陽1710)
9月29日、金武にて雹降る(球陽
1712)
秋～翌年春、大いに飢え、2455
人絶命、1473人疫病(球陽1715)

？、白保村は、近ごろ
(1830年以前)作物不
熟、熱痢流行して死亡
者多数、1832年8月大
風襲来、人家30軒余り
倒壊(松茂姓家譜)

1833年
5～3月長雨、昨年の影響で唐芋・砂糖
凶作、蘇鉄絶えて苦しみ例えるなし(大
嶋)

風旱起こりて飢饉あり(球陽
1723)

1834年 ?,砂糖凶作(大嶋)

6月7～8（17～18）日、宮
古島で無類の台風、杣山・
人家に被害(在番記)
5月から（～12月）まで旱
魃、6月・8月に未聞の大
風にて1106人の餓死人発
生（宮古島近古文書）
?,台風・飢饉あり(在番記)
7月23日、8月12日台風あ
り(在番記)

?,近年砂糖大凶作(大嶋)
?,三年続けての凶年、害虫の発生(大嶋)

1839年 8月以降旱魃となる(球陽1783)

1840年
8月台風襲来、名瀬・龍郷にて岡崩れ・
洗い崩れ(大嶋)

前年より雨降らず旱魃虐をな
し、正・2月雨乞いす(球陽
1787・1789)

**この他に山陽姓家譜(一世方因）、梅公姓家譜（五世孫重）、長興姓家譜（五世善盛）

〔史料〕大嶋：「大嶋代官記」『奄美史料集成』(南方新社、2006)、前録帳：「前録帳」(前掲書)、球陽：球陽研究会編『球陽』(角川
書店、1974)、在番記：「宮古島在番記」『平良市史』3巻1(平良市役所、1981)、「宮古島近古文書」（柳田文庫所蔵）を参照。
*この他に向裔氏・白川氏・仲立氏・土原氏家譜などに記載あり。

1831年

1835年

1837年

1838年

余寒強く、6～7月旱魃、二度の台風に
て唐芋種子生育悪く秋より凶年、翌年
夏まで極々凶年(大嶋)

5月以降、旱魃となる(球陽1733) ?,多良間島及び宮古島で無
類の台風、旱魃、飢饉あり
(南興氏家譜他多数*)

?,本年旱魃ありて粟苗
枯れる(球陽1726)
?,倉貯えなく、麻疹流
行して、飯食欠乏す
(球陽1741及び上官姓
家譜他多数**)

1836年

5月以降旱魃となり、7月22日雨
降る(球陽1743)
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て災害が多発していたことが分かる。同様の記載が複数の史料に記載されていた例を除いても、全 28
件中、1832～33 年に関る記事が 9 件、1835～36 年に関る記事が 8 件と、全体の過半数以上が集中し

ていたことが分かる。また、これは日本で発生した天保の大飢饉のピーク（1832～36 年）とも重な

っており、同一時期に災害が頻発していたことを示している。本表の分布状況から、日本における天

保の大飢饉と琉球列島において災害が頻発した時期は、ほぼ一致し重なっていたことを知ることがで

きよう。 
次項では、1832 年から 33 年と 1835 年から 36 年に注目し、具体的な状況を地域毎（奄美諸島、沖

縄島、宮古諸島、八重山諸島）に概観しながら、どのような事態が発生していたのか。また、日本で

発生していた天保の大飢饉との現象的な連関についても比較しながら検討していくこととしたい。 
 

6．1832～33 年における災害状況 

同年の奄美における災害の状況についてみてみると、まず「大嶋代官記」（『奄美史料集成』85 頁―

1832 年の条）に「一天保三壬辰年･･･此御代春先余寒強、唐芋植付不相調黍生立悪敷、六月ヨリ八月

初マテ大旱魃、九月十一日稀成非常之大風諸作大痛、十月頃ヨリ一統飯料支・・・翌巳（1833 年）春

ニ至リ飯料極々差迫リ･･･年内ハ漸ク助命」とあって、奄美大島において春先の余寒が強く、唐芋の植

え付けがままならず、サトウキビも不生育の状況となっていたことが分かる。また、6 月から 8 月ま

で大干魃となり雨が降らない日々が続き、9 月 11 日に非常に強力な台風が襲来したという。結果、10
月頃から食料が逼迫し始め、翌年春になると非常な窮乏となったという。年内はなんとか食いつない

でいたものの、年明け以降、大規模な飢饉が発生したことが記されている。 
 関連して同じく「大嶋代官記」に記された翌年（1833 年）の記載（『奄美史料集成』86 頁―1833
年の条）をみてみると、次のように記されている。「一天保四癸巳年･･･此年五（〔正〕抜）月ヨリ三月

迄雨降リ続、去年ノ旱魃・大風ニテ黍・唐芋相痛非常之凶作･･･唐芋大不作ハ霜月（11 月）頃ヨリ此

夏迄山野之弄又ハ蘇鉄ヲ以漸ク助命、夏ニ至リ蘇鉄モ切絶程之凶年･･･窮民之苦タトフルニモノナシ、

此年・・・猿化騒動ト名付シ書見得タリ･･･百姓之窮ヨリ出来タリト見ユ」とあって、まず、正月から

三月まで雨が降り続き（長雨）、非常の凶作となったという。昨年の旱魃と台風で痛めつけられたサト

ウキビ及び唐芋の不作に続き、昨年 11 月頃から翌年夏まで唐芋は大不作に陥っていたた。人々は、

山野の食物や蘇鉄によってようやく生きつないでいたという。特に蘇鉄は、救荒植物として広範に植

えられていたが、すべて切り絶えるほどの状態となり、「窮民の苦しみは例えるものなし」とのありさ

まであったという。同年に「猿化騒動」と名付けられた書物が出まわったようであるが、詳細は不明

である。 
 次に沖縄島における状況を見てみたい。沖縄島については、『球陽』に災害に関る記事が散見され、

まず「是の年六月以来、旱魃灾を為す。･･･九月初三日に于て旧に照して再び雩す。此の日未時、雨沢

大いに降り･･･」（『球陽』1708 番―1832 年の条）とあって、1832 年の沖縄島で 6 月から 9 月まで雨

が降らず、旱魃が発生した。その後、「本年九月初十日、大風大水ありて石の海より揚るもの三」とい

う記事には、「是の日、暴風大いに起る。国中、人命を損失するもの共に十四名、人家･･･三千二百九

十三戸、倉廩を吹き倒すもの･･･二十三戸、海船を損壊するもの大小共に九百九十隻･･･」（『球陽』1710
番―1832 年の条）とあって、9 月 10 日に強力な台風が上陸し、亡くなる者 14 名、被害のあった人

家 3293 戸、倉庫 23 戸、大小の船 990 隻に被害が出たという。台風被害に続いて大飢饉が発生し「是

の年、本国暴風大いに起り、旱魃虐を作し、秋より翌年（1833）春に至るまで民、凶荒の苦に坐す･･･

絶命する者共計男女二千四百五十五人･･･疫癘の為に失命する者共計男女一千四百七十三人なり」（『球
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陽』1715 番―1832 年の条）とあるように、9 月 10 日の台風襲来以降、1832 年秋より翌（1833 年）

春にかけての大飢饉で 2455 人、疫癘で 1473 人もの死亡者が出た。旱魃及び台風による被害が顕著に

見られ、飢饉の発生によって大規模な死者を出していたのである。 
 宮古島及び八重山島における状況を見てみたい。1832～33 年の宮古島については、関連する記載

は確認されていない。八重山島に関する記載については、残存する「家譜」に記載を見ることができ

る。『松茂姓系図家譜三世当元』の九世当和の項には、「同（道光）十三（1833）年辛巳、白保邑作物

及不熟且疫癘就流行尽心力救身因此褒賞巻如左･･･真謝目差真栄里尓也･･･右者白保村之儀作物不熟相

続漸々疲入候上熱痢病相時行五拾歳以上之者共三部弐程相果･･･去寅（1830）年目差被仰付･･･去

（1832）年八月大風ニ船々破船･･･右大風之時分人家三拾ケ所余吹倒余者多分大破相成候･･･」とあっ

て、1832 年 8 月に台風が襲来し船に被害があり、その他、風によって人家 30 戸が吹き飛ばされたよ

うである。また、作物の不作や流行病なども確認されるが、関連する記載が見られないことなどを考

えると、被害は限定的なものであった可能性が考えられる。史料の精査などさらなる検討の必要を残

すが、八重山島についての記載ともあわせて考えると、総じて宮古・八重山島での被害は限定的であ

った点が指摘できるのではないだろうか。 
 以上、1832 年から 33 年における琉球弧内の災害について検討してきた。同時期の琉球弧内で顕著

に見られた災害を整理すると、まず、奄美において冬から春にかけての強烈な余寒が作物の生育、と

りわけ重要な食料源となっていた唐芋の生長を阻害し、甚大な被害を出していた点を確認しておきた

い。食料生産の根幹が揺さぶられるとともに、異常な寒さが一帯を襲っていたのである。また、顕著

であったのは、1832 年 9 月 10 から 9 月 11 日に沖縄島及び奄美地域を通過した台風による被害であ

る。両地域でも異例の強力な台風であったようで、作物および人・家・船などの生活基盤に甚大な被

害を与えていた。また、同時に台風が襲来するまでの数ヶ月にわたる長期の旱魃が見られた。奄美で

は余寒が作物の生育を阻害する一方で、奄美・沖縄島で強烈な旱魃及び台風被害が、翌年（1833 年）

における沖縄島だけで 4000 人近い死者（疫病による死者も含む）を発生させていたと言えよう。 
一方で、宮古・八重山地域では、台風被害が八重山で一部確認されるものの、記載は全体として低

調であり、琉球弧内でも奄美・沖縄島と宮古・八重山で災害の発生に異なる状況が存在したことを確

認しておきたい。非常に広範な海域に点在する琉球弧内の島々において、地域的な偏差が大きかった

可能性を想定する必要があろう。 
また、これら琉球弧内で見られた現象を同時期に発生していた天保の大飢饉と比較すると、飢饉発

生などの時期的な一致は見られるものの、それ自体を引き起こしたプロセスはたぶんに異なる状況が

みられた。特に、天保の大飢饉の特徴として説明される正月の極寒や強烈な冷夏、異常気象などとい

った現象と比べると、余寒は奄美の一部で見られたものの、冷夏と見られる記載はなく、むしろ旱魃

と強烈な台風被害などが特徴として見られた。稲の生育については、琉球弧内で行われていた冬場の

生育という農事サイクルを考えると、その被害のあり方にも異なる結果が出ていたと考えられよう。

まずは、飢饉の発生時期は共通するものの、現象面でのプロセスは地域的な偏差が大きい点も含め、

異なる様相を示していたことを確認しておきたい。 
 

7．1835～36 年における災害状況 

 次に 1835～36 年の状況について見てみたい。 
 1835 年の奄美の災害については、「大嶋代官記」（『奄美史料集成』87 頁―1835 年の条）に次のよ

うな記載がある。「一天保六乙未年･･･此年余寒強ク入梅少、六月ヨリ七月迄旱魃、両度ノ大風・余寒
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ニテ唐芋種子生立無之、植付方相少旱魃・大風ニハ実入少、秋ヨリ凶年暮ヨリ申ノ春・夏ニ至リ極々

凶年ニ付、山野之弄ヲ以万民助命より（ﾏﾏ）砂唐黍災殃ニテ生立不申･･･」とあって、1835 年の春先

は、1832 年同様に余寒が続き、さらに梅雨が少なく、6 月から 7 月まで旱魃が続いた。短い記載であ

るが作物にも大きな影響があったようで、襲来した二度の台風と余寒の影響で唐芋の「種子」（葛のこ

とか）の生長に大きな支障が出ていたことが分かる。唐芋は一般的に寒さに弱いとされるが、亜熱帯

の琉球弧において生長が叶わないほどの寒さであった点をあらためて確認しておきたい。また、種子

の生長が思わしくなく植え付けることのできた数が少なくなり、そこに旱魃と台風が猛威を振るった

ため、取り実が非常に少なかったという。秋頃から凶年となり、翌年の春から夏に到ると非常の凶年

となったことが記されている。人々は山野に分け入り食料を確保することでなんとか生きつないでい

たようである。1832 年同様に、余寒による唐芋の不生長、旱魃と台風による作物被害が、非常の凶年

として飢饉を発生させていた。 
 沖縄島についての災害状況を見ると、「本年閏六月、雩す。･･･是の年五月以来、旱魃虐を為し、雨

沢降らず。閏六月二十四日より二十六日に至るまで、例に照して雨を雩る。」（『球陽』1733 番―1835
年の条）とあって、五月から閏六月までの約三ヶ月間、旱魃が続いた。また、翌年も同様に、「本年七

月、雩す･･･是の年五月以来、旱魃虐を為し、雨沢降らず。例に照し官に命じて、七月二十二日より二

十四日に至るまで、雨を雩らしむ。翌年六月二十四日、例に照し官に命じて、其の雨を雩るの願を還

さしむ。」（『球陽』1743 番―1836 年の条）とあって、五月から八月頃まで雨が降らず、雨乞いの祈祷

をする日々が続いたという。もっとも旱魃が続いたとする記載はあるものの、台風や飢饉についての

記録は見られないことから、最終的な被害は限定的なものに止まった可能がある。 
沖縄島に比べて大きな被害が出たのは宮古島であった。宮古島系「家譜」には、1835 年から 36 年

にかけての記事が散見される。例えば、「南興氏系図家譜支流」（『平良市史第三巻資料編 1 前近代』

412 頁）には、「同（道光）二十二（1842）年壬寅、出物御用布為宰領馬艦船ヨリ五月三日上国首尾

能相勤春立船ヨリ九月三十日帰島」との項内に、「口上覚･･･恐多御座候得共申上候、私事去未（1835）
年多良間島詰筆者之時、無類之大風・旱魃等災殃有之･･･」とあって、多良間島駐在の筆者（書記官）

として赴任していた 1835 年に、多良間島では強烈な台風が襲来し、さらに旱魃による被害があった

という。同様に、「向裔氏系図家譜正統」（『平良市史第八巻資料編 6（考古・人物・補遺）』546 頁）

の「同年（道光 20）八月二十八日黄八巻添而為惣横目」の項目内には、「覚･･･宮古嶋惣横目与那覇与

人･･･右者宮古島之儀、去未申両（1835・36）年無類之大風・飢饉等之災変有之、一統疲入･･･」とあ

って、宮古島で 1835 年及び 36 年に強力な台風の襲来と飢饉が発生し、甚大な被害が出たことを記し

ている。1836 年の『宮古島在番記』には、「同（道光）十六申年六月七日ヨリ翌八日迄、無類ノ大風

有之、座々蔵々并島中人家杣山樹木迄悉ら吹損候事･･･」とあって、1836 年の 6 月 7 日（実際には 17
日）から 8 日（実際には 18 日）に強力な台風が襲来し、諸役所や倉庫、島中の人家・山林に甚大な

被害をもたらしたという。 
この 1836 年に記された台風は、別に「申年の風」（サヌティカジ）と呼ばれ、後年まで語り継がれ

る台風であった。申年の風についての被害及びその後に発生した飢饉の詳細な状況を記した史料とし

て『宮古島近古文書』がある。「當島今月十七日之夜半頃ヨリ翌朝迄大風之成行左ニ申上候覚」と題さ

れた一連の文書には、申年の風についての直接的な被害状況及び台風以後に発生した飢饉の状況につ

いてそれぞれ記されている。まずは、本史料を用いながら 1836 年の被害状況についてみて行くこと

としたい。 
史料には「一、當（1836 年）六月十七日･･･其夜八ツ時分頃ヨリ翌十八日五ツ時後迄大雨添テ致大
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風、座々蔵々並島中人家又ハ杣山樹木村々屋敷囲之大木迄モ都テ等吹倒、右ニ付住家樹木ニ被覆及失

命ニ候者男女六拾九人、其外手足相損段々疵付候者餘多罷在、何共苦々敷仕合御座候･･･」とあって、

6 月 17 日の午前 2 時頃から翌日の午前 8 時ごろまで大雨とともに暴風が吹き荒れ、役所や人家、山

林の樹木や屋敷林の大木が根こそぎ吹き倒され、その下敷きとなって失命するものが相次ぎ、男女 69
人が死亡し怪我をする者も続出したという。山の樹木について「一、杣山樹木之儀、都テ折倒大抵貮

拾部壱社（程ｶ）相残候哉之見立ニテ候処、残分モ曲木勝ニテ難用立候上、枝葉被吹折根本相弱ミ漸々

枯掛リ最早山絶之涯相成･･･」とあって、山林の樹木の二十分の一程しか残されていなかったようで、

残った木々も曲木の様になるものや枝葉が吹き飛ばされてすでに枯れ木寸前の状態のものなど、「山絶

え」寸前の状況にまでなっていたという。 
さらに宮古島では、台風の襲来に続いて飢饉が発生したが、その様相について同記事は次のように

記している。「一、當島之儀、去年五月中旬頃ヨリ旱打続、諸作物虫相付後粟唐黍悉ク喰尽･･･古来未

聞之大変（―6 月 17～18 日の申年の風）差當･･･上下共至極及困窮･･･殊之外大風以後長々雨降不申、

芋・豆カツラ痛相附候・・・別而極暑之時分故痛付増及世話候･･･八月十一日より仝十三日迄･･･致嵐

カツラ悉ク吹損芋・豆類皆共致不米（作ｶ）、最早飢饉之模様成立必至ト驚入･･･仝廿四日夜半頃ヨリ廿

六日迄相應之雨降候付、夫ヨリ役々立合之下知方ヲ以テ芋植付方彼是折角相働シ候処、右式旱勝有之

候故芋カツラハイ延不申植付差支候処、九月十一日ヨリ仝十二日迄猶又相応應之雨降リ最早カツラモ

所々ハイ延候付、漸々植付サシ･･･」とあって、宮古島では 5 月頃より旱魃が続き、作物に虫が取り

付き、粟とサトウキビがことごとく食べ尽くされていた。その上、申年の風が襲ったことで、すべて

の民が困窮したという。また、台風の後も長く雨が降らず旱魃が続いたようで、唐芋や豆に被害が出

るとともに夏場の酷暑の中で被害が拡大していった。8 月 11～12 日に襲来した台風とみられる嵐によ

って葛類が吹き飛ばされ、唐芋や豆が不作となると、飢饉が発生するのは目前の状況になった。飢饉

を目の前にして役人層は、8 月 24 日から 26 日に降った雨を頼りに、芋葛を徹底して植えさせる指示

を出したものの、その後は旱魃となって生長せず、9 月初旬の雨の折に再度植え付けさせ、急場を凌

ごうとしていた。 
 もっとも「一、右通之次第ニテ島中一統飯料續兼、八月末頃ヨリ村々役人救米申出之趣キ有之・・・

及餓病候者多ク腫気相付候者モ有之候･･･十二月中旬頃ヨリ雨降リ續、正月始頃ヨリ九月植之芋少々宛

実入救米取更リ漸ク飯料相済候得共、長々之飢饉其上年内痢病下シ熱病抔モ所々相行リ今ニ餓躰取直

不申救米当分難召留･･･別紙之通及死失候者共有之、何共苦々敷次第御座候」と記されているように、

島中の食料の逼迫は避けがたく、8 月末頃からは各地の村役人より「救米」（救援食料）の要請が度々

出され、飢え（餓病）に苦しむ様相が記されている。中には、（お腹が）「腫気」勝ちといった栄養失

調状態を示す記載も見られ、そこに痢病（腹を下す）や熱病の蔓延も重なって、「救米」を支給したに

もかかわらず、1106 人もの死者を出した。 
 このように 1836 年の宮古島では、強烈な台風とともに旱魃や虫害が発生し、主要な食糧となる粟

や唐芋、豆などに甚大な被害が出て飢饉が発生し、多くの死者を出していた。また、夏場には「酷暑」

が続いたことも被害を拡大させた要因として挙げられており、天保の大飢饉の典型的な現象として指

摘される冷夏とは異なる状況も見られた。また、天保の大飢饉は、1835 年から 36 年にかけての被害

によって飢饉を発生させたが、宮古島の場合、1835 年に多良間島で被害があったことが確認できるも

のの、1836 年の飢饉へと帰結するような直接的な記載は見られず、飢饉を発生させたプロセス自体が

異なる状況にあった可能性を想起させる。この点は後述することとしたい。 
 次に八重山島について見てみると、『球陽』に「本年、八重山島野底村上盛仁屋の善行を褒嘉･･･上
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盛の人と為りや、家を治むるに善を以てし･･･又今年旱魃虐を為し、粟苗枯槁するのとき、該上盛、粟

種一石五斗を将て種を欠く者に分ち給し…」（『球陽』1726 番―1835 年の条）とあって、1835 年に旱

魃が発生し、粟苗が枯れるなどの被害が出たことが記されている。また、八重山系「家譜」の「上官

姓家譜小宗七世正作」（十世正保）の道光 16（1836）年の条内の「覚」には、「覚･･･野底与人･･･右

者事川平村･･･去（1835）年者疫癘・麻疹之災変ニ付･･･去年者風旱之災変出来都而之村々年貢米多分

及不足候處…」とあって、1835 年に川平村では疫病や麻疹が流行し、さらに台風及び旱魃の被害によ

って納めるべき年貢米に大きな被害があったことが知られる。この年貢の不足については、全ての村

で起こっていたとあるように八重山全域で発生していたようである。八重山島の被害は、二箇所の地

域で旱魃を示す記載がみられること、さらに八重山の全域で必要な年貢米に不足がおきていたことか

ら、八重山全域において旱魃などの災害によって被害が出ていたことが考えられる。 
 以上、1835 年から 1836 年にかけての災害状況を確認してきた。ここで同年の災害の特徴を整理し

ておきたい。まず、1832～33 年と同様に奄美では余寒の影響により作物が不作となるなどの記載が

見られた。一方で、他地域で寒さを特筆するような記載は見られなかったことから、余寒による影響

は奄美地域に限定的なものであった可能性が考えられる。また、全域で共通してみられた現象に長期

の旱魃の発生がある。奄美から八重山に到る広範な地域で旱魃の傾向が確認され、作物の生育に大き

な影響を与えるとともに宮古島に襲来した台風（申年の風）で同島に 1000 人を越える死者が出るこ

ととなった。旱魃を共通現象にしつつ台風の被害が重なることで飢饉が発生するというプロセスを見

ることができよう。天保の大飢饉の展開状況と比べると、日本で見られたような正月の極寒、長雨、

冷夏といった要因は琉球弧内ではほとんど確認されず、旱魃と台風を主因として災害が発生していた

ことに特徴を見いだすことができよう。 
 

8．おわりに 

 本稿では、近世の琉球・奄美における災害について各島々の災害記録を頼りに可能な限り復元を試

み、1780 年代及び 1830 年代の両期間の災害について検討を行った。両時期はまた日本全域において

天明の大飢饉及び天保の大飢饉が発生した時期であり、気候変動の影響を強く受けていたことがこれ

までの気候学及び古気候復元の試みの中で明らかにされてきた。本稿では、それらの状況を踏まえ、

①琉球弧内で展開していた災害を特定の島や地域に限定せず復元しその動態を描くこと、また、②そ

れら琉球弧の広範な地域で確認された現象が日本各地で確認された災害とどのような関係として捉え

られるものであるのかを検討した。 
 明らかとなった 1730 年代及び 1830 年代の琉球弧内における状況と論点は、主に以下のようなもの

であった。1780 年代における災害は、1784 から 1785 年をピークに発生し、琉球各地から食料・金

銭の供出（献納）が指示されるなど、沖縄島で大きな被害が確認された。1785 年については宮古島で

も飢饉が発生していたが、沖縄島の飢饉と現象的に連動するのか否かは史料的な制約もあり本稿で明

らかにすることはできなかった。一方で、奄美や八重山では、同時期に飢饉の発生を明確に示す史料

が確認されておらず、琉球弧内において災害の展開は地域的な偏差を伴うものであったこと把握され

た。また、同時期の三司官（王府の最高役職の一つ）を勤めた伊江親方の日記には、「天気不順有之」

と記され、天候不順とりわけ長雨と虫害によって作物に大きな被害がでていたこと、それによる極度

の社会不安が琉球を襲っていたことが散見された。日本における天明の大飢饉は、長雨からの一転し

た旱魃、さらに火山爆発による気候の低温化（日射量不足）によって引き起こされていたが、1784
年の沖縄島での長雨については現象的には一致するものであった。もっとも留意すべきは 1785 年に
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ついての記録が確認できないことで、本稿では 1785 年を含め飢饉発生のプロセスが同じものであっ

たのかについては判断を保留とした。 
 1830 年代における災害は、1832～33 年及び 1835～36 年をピークに大規模な飢饉が確認された。

これは天保の大飢饉がピークに達した時期と一致したものであった。一方で、飢饉へと到るプロセス

を見てみると、奄美では余寒によって作物（とりわけ唐芋）の生育に支障がでていた。また、奄美・

沖縄島・宮古・八重山で長期にわたる旱魃が共通して確認され、1832 年の強力な台風によって奄美・

沖縄島で、1836 年の強力な台風（申年の風）で宮古島に飢饉が引き起こされていたことが確認できた。

これらの現象を天保の大飢饉のものと比較すると、日本と同様に琉球・奄美でも気候変動を原因とす

る飢饉が、同時的に発生していたと言えよう。一方で、天保の大飢饉に見られた寒冷化・長雨・冷夏

といった現象は見られず、強烈な旱魃と台風によって飢饉が発生するという特徴的なプロセスが見ら

れた。このことから 1830 年代の琉球・奄美で起こった飢饉とは、日本のそれとは異なる様相を示す

ものであったと言えよう、もっとも琉球・奄美における様相の差異については、さらなる検討が必要

であろう。旱魃（琉球・奄美）と長雨（日本各地）といったような両極端に見える現象が確認されな

がらも、それらは相互に影響し合って引き起こされていたとも想定することができるからである。一

見、対照的に見える両地域の災害は、どのような気候現象として整合的に説明しうるのか、理化学的

な見地からの説明を加えていく必要があろう。 
 最後に琉球弧の島々が災害に対しどのように対応しようとしたのかについて簡単に述べ、残された

課題を記しておきたい。1780 年代及び 1830 年代の災害に対し王府は、食料・金銭の自発的な供出と

それに対する冠位の下賜や褒賞によって難局を乗り切ろうとする施策を展開した。褒賞については、

1776 年の「褒賞条例」（御褒美条例または褒美科律）によって基本的な方針が示されており、19 世紀

前半の『球陽』にはこれに対応して各地の村々で自ら資材を投げ打って身売りを防いだ者や村の再建

に尽力した者が頻繁に取り上げられている。一方で、疲弊した村々へは、下知役や検者といった復旧

政策専門の役人が派遣され、村の再建を推し進めたが、基本的には村及び間切などといった単位での

復旧も推し進められていった。琉球弧全域で災害が頻発し極度の社会不安が発生したが、その背景に

は本稿で明らかにしたような数十年または数百年単位の気候変化による災害があり、否応なく琉球弧

の島々はその対応に追われていくこととなったと考えられる。その意味で本稿は、個別の災害とみら

れがちな事象を結びつけ頻発した災害を点から面の中で描く試みに成功したものの、それらに対し

島々はどのように対応していったのか、王府や村、各個人の視点からの検討を欠くものとなった。改

めてこの点については検討していく必要があろう。多くの課題を残すこととなったが、それらはすべ

て他日を期し、本稿を結ぶこととしたい。 
 
【付記】 
本稿は、既発表の山田浩世「気候変動と沖縄の災害―1780 年代を考える」（『防災と環境』№１、沖縄

防災環境学会、pp25-30、2012）を改稿したもので、一部論旨の修正を行った。また、本稿の一部は、

〈第 45 回琉球大学史学会奄美大会〉（2012 年 11 月 23 日）及び〈2013 年度沖縄文化協会公開研究発

表会〉（2013 年 7 月 14 日）、〈琉球環境文化史研究会第 9 回研究報告会〉（2013 年 10 月 13 日）にて

行った「近世琉球・奄美における災害の頻発と気候変動問題」等の報告をもとに作成したものである。

各会において多くのご意見・ご指摘を賜った。記して感謝申し上げたい。 
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