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琉球弧における民俗文化の記録・保全・継承への試み

－民俗文化目録・データベース整備状況に関する
博物館アンケート調査から－

高　橋　そ　よ
 

１．はじめに

　本稿は、2015 年 10 月に、旧琉球大学国際沖縄研究所（現島嶼地域科学研究所）

平成 27 年度中期計画達成プロジェクト「グローバル社会における主体的島嶼社

会創生をめざした総合的研究」（プロジェクトコーディネーター　かりまたしげ

ひさ）の一環として実施した「文化資源の利活用を検討するグループ」（グルー

プ長　渡久地健）による調査結果を報告するものである。本グループは、琉球

列島における民俗文化資料の収集・記録・保存・活用を検討することを目的と

し、（１）奄美・沖縄の博物館・資料館等における目録・データベースの現状把

握、（２）博物館・教育委員会等に保管されている映像資料の状況把握とニー

ズ調査、（３）博物館・資料館等とのネットワーク構築と情報交換会を行った。

　本稿は、このうち、沖縄県博物館協会と市町村教育委員会を対象に、琉球弧

における民俗文化をめぐる博物館・資料館の目録・データベース整備状況の把

握を目的としたアンケート調査結果を報告する。

２．調査方法

　本アンケート調査は、沖縄県博物館協会に加盟する 58 機関（2015 年 10 月

当時）と沖縄県のすべての市町村教育委員会を対象に行った。実施期間は

2015 年 10 月 23 日から 11 月 20 日までで、当該機関へアンケート用紙と返信

用封筒を郵送した（調査票は別添参照）。2015 年調査当時、沖縄県博物館協会

に加盟する機関の運営形態は、公立が 35 件、民間（私立）が 9 件、財団系が

8 件、企業系が 4 件、NPO 系が 2 件であった。
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用語の定義は次の通りである。

　目録

　　台帳をもとに標本資料に関する情報を収集し、整理したもの

　データベース

　　標本資料に関するデータや画像等を管理し、検索や情報の抽出が可能なシ

　　ステム

３．調査結果

　3.1 回答率

　2015 年 10 月 23 日から 11 月 20 日までの調査期間中、アンケート用紙を郵

送した沖縄県博物館協会に加盟する 58 機関のうち 51 機関より回答を得た。回

答率は、87.9％であった。また、沖縄県内の 41 ある市町村教育委員会のうち、

22 委員会よりアンケート用紙の回答を得られた。回答のなかった 19 委員会に

は電話にてインタビューを行った。

　3.2 目録の整備状況について

　まず、沖縄県博物館協会に加盟する博物館・資料館における所属目録の整備

状況を把握するため、「質問１ 貴機関には所蔵資料の目録はありますか」と質

問をした。回答は、「はい」が 36 機関（71％）、「いいえ」が 15 機関（29％）であっ

た（図 1）。 

図１　質問１ 貴機関には所蔵資料の目録はありますか（n=51）

はい
71％（36 館）

いいえ
29％（15 館）
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　「映像資料」の所蔵状況を把握するため、所蔵資料の目録があると回答した

36 機関に対して、「質問１－１所蔵資料目録のうち、“映像資料”の目録はあ

りますか」と質問を設けた。「ある」と回答したのは、2015 年調査当時、次の

12 機関であった。

　奄美市立奄美博物館

　財団法人奄美文化財団　原野農芸博物館

　和泊町歴史民俗資料館

　宜野座村立博物館

　うるま市立海の文化資料館

　沖縄市立郷土博物館

　宜野湾市立博物館

　沖縄県立博物館・美術館

　南風原町立南風原文化センター

　豊見城市歴史民俗資料展示室

　沖縄県平和祈念資料館

　久米島博物館

　一方、目録を整備していない加盟機関に対しても、映像資料を所蔵している

かを確認するため、「質問１－２　情報未整理の「映像資料」はありますか」

と質問をした。その結果、「ある」と回答した館は、４機関あった。このうち

２機関が公立、２機関が私立であった。

　3.3 データベースの整備状況について

　博物館等が所蔵する標本資料のデータや画像等を管理し、検索や情報を抽出

することのできるシステムを整備しているかを把握するため、「質問２　貴機

関には、所蔵資料のデータベースはありますか」と質問をした。その結果、「ある」

と回答したのは 26 機関（51％）、「ない」と回答したのは 25 機関（49％）であった。

「ある」と回答した 26 機関のうち、公立が 19 機関、財団系が 4 機関、私立が
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2 機関、NPO 系が 1 機関であった。次に、「ある」と回答した 26 機関に対して、

データベースの公開を質問したところ（質問 2-1 質問２で「ある」と答えた機

関では、データベースは公開していますか）、公開しているのは 5 機関と 2 割

に満たず、21 機関が公開していないと回答した。公開している館のうち、ウェ

ブで公開しているのは 3 機関、館内のみで公開しているのは 2 機関であった。

　次に、質問 2 で所蔵資料のデータベースがないと答えた 25 機関に対して、

その理由を質問した。回答項目には「人材不足」、「資金不足」、「IT 環境未整備」、

「その他」を設定し、複数回答を可能とした。その結果、「人材不足」が最も多

ある
51％

（26 館）

ない
49％

（25 館）

公立
73％（19 館）

財団
15％（4館）

私立
8％（2館）

NPOなど
4％（1館）

図２　質問２　貴機関には、所蔵資料のデータベースはありますか（n=51)

図 3　所蔵史料のデータベースがあると回答した機関の運営形態（n=26）
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く（41％）、続いて「資金不足」（26％）、「IT 環境未整備」（14％）であった。

その他の理由として自由記述を求めたところ、データベースを「作成中」や「時

間がない」という回答があった。

　最後に、「質問 3 文化継承や民俗文化の記録・保存等の課題に対して、現在、

抱えている問題や、今後、琉球大学と協働で取り組みたい調査等がありました

ら、ご自由にご記入ください」と質問をした。ここでは、以下の通り、博物館・

資料館と教育委員会からの回答を大きく３つに分けて報告する。全回答は付表

として記す。

図４　質問 2-1 質問 2 で「ある」と答えた機関では、データベースは公開していますか

図 5　質問 2-2 質問 2 で「いいえ」と答えた場合、データベースを整備していない理
　　　由を選んでください（複数回答可能）

公開していない
77％（20 館）

ウェッブで公開　11％（3館）

館内のみ公開　8％（2館）

その他　4％（1館）

人材不足
41％

賃金不足
26％

IT環境未整備
14％

その他
19％
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（１）資料のデジタル化

●　昔、ホームビデオで撮影した調査をデジタル化（もしくは今後の保

存できる状態にする）したいが、手を付けられていない。調査した

ビデオを一般公開して活用するために、肖像権をどうクリアするか

の検討が必要

●　当館の所蔵している資料のデジタル化を進め公開したいが、デジタ

ル化への予算確保と収蔵資料公開後、予想される資料閲覧などへ対

応する人員配置が必要となる

●　一括交付金で実施した民話調査のデジタル化と活用、言語表記等の

監修協力

（２）人材（人手）不足

●　資料整理、登録、データベース管理等に従事する人員の不足。民俗・

歴史資料の収蔵スペースの確保

●　平成 18 年度の市町村合併により、文化保全・記録に関する体制の

脆弱化

（３）資料のレスキュー

●　酸性紙の文字資料の保存。カセットテープに記録された聞き取り調

査資料の再生活用と保存。収蔵資料の管理を専従で行う職員の配置

●　戦災被害の比較的少なかった先島地域における戦前の染織品の研

究について、取り組んでほしい

●　地域の高齢化により、島唄や民俗の伝承や方言についての聞き取り

は緊急の課題となっている

●　1980 年代に調査されたわらべ歌や民話、戦争体験などの聞き取り

テープが約 300 本ある。方言の聞き取りなど、協力を依頼したい
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４．考察

　以上から、2015 年調査当時、沖縄県博物館協会に加盟する 58 機関のうち、

全体の７割（36 機関）目録を整備しているが、15 機関が未整備であったこと

がわかった。所蔵資料のデータベースがあると回答したのは 26 機関で、約半

数の機関で所蔵する標本資料のデータや画像等を管理し、検索や情報を抽出す

ることのできるシステムが未整備であることが明らかとなった。一方、データ

ベースが「ある」と回答した 26 機関のうち、公開しているのは 5 機関と 2 割

に満たないことがわかった。調査期間中、データベースをウェブ上で公開して

いるのは、琉球大学博物館（風樹館）、沖縄県立博物館・美術館、沖縄平和祈

念堂の 3 機関のみであった。未整備の理由として「人材不足」が全体の 41％

と最も多かった。博物館等に所蔵される資料が目録として整備されながらも、

データベースとして公開されていないため、データ検索や情報抽出など、所蔵

されている民俗文化資料の活用が難しい現状が浮き彫りとなった。

未来の人々との共有財産

　本アンケート調査は、琉球列島における民俗文化資料の収集・記録・保存・

活用を検討するため、奄美・沖縄の博物館・資料館等における目録・データベー

スの現状を把握することを目的におこなった。

　本プロジェクト代表であるかりまたしげひさは、その報告書の序論で「島嶼

地域社会に与えられている文化資源は、過去の人々が現在の人々に残した共有

財産であると同時に、未来の人々との共有財産である」と述べ、その多くが消

滅の危機に瀕していると警鐘する（国際沖縄研究所 2016）。本アンケート調査

から 4 年が経つが、その間、宮古島市総合博物館では沖縄振興特別推進交付金

事業（一括交付金）を活用し、1989 年の開館以来収集所蔵されてきた歴史や

民俗、自然科学系、美術工芸分野における資料の目録をカラー写真とともに図

録として作成した（宮古島市総合博物館 2012 年〜 2017 年）。特に、「民俗資料編」

は苧麻や芭蕉、木綿を素材とする多様な衣や、クバやアダン、月桃などの植物

を利用した籠や農耕具、祭祀道具、最近まで使用されていた黒電話などの近代

の資料が、当時の写真とともに掲載され、宮古諸島の台風や干ばつなどの厳し
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い自然と向き合い生きてきた暮らしとその変遷が伝わる図録となっている。そ

して「美術工芸資料編」の特徴は、写真の美しさにある。355 件、そして 531

点の絵画や中国産陶器、九州産陶器などの多彩な資料情報が収録されている本

目録は、宮古諸島が古くから様々な地域と交易ネットワークを築いてきたこと

を理解する工夫がなされている。宮古島市総合博物館のこの目録群はその編集

が美しく、博物館関係者による、資源の限られた宮古諸島に生きてきた人々の

歴史と文化への敬意と、それを学術・教育資料として後世に伝えるための決意

を感じるシリーズとなっている。つまり、それは、かりまたが述べた文化資源

を共有財産として未来へつなぐ行為そのものといえるだろう。

　民俗文化を示す一次資料とは、その当時の社会経済的な状況や変容、他地域

との関わりなどを知る重要な情報リソースとなる。むろん、そのためにはその

資料そのものの情報が付与されていなければならない。例えば、漁具を事例に

考えてみたい。

　琉球弧では、1970 年代後半から、生態人類学的手法によって、生業活動や

それをささえる技術について定量的な資料が地道に集積され、つぶさに記述さ

れてきた。市川光雄や寺嶋秀明は、それぞれ宮古諸島の大神島や沖縄諸島の久

高島を調査地域としてサンゴ礁という自然環境の特性や経済的条件下におい

て、「漁場－水族－漁法」の多様性が、漁撈活動の多様性や分散化を可能にし

ていることを論じた（市川 1977、寺嶋 1977）。特に、当時の生態人類学的研

究では、環境条件に対して、人々がどのように認識し、活動するのか、その適

応のあり方に焦点が当てられた。篠原は、このように生計活動をささえる「自

然を生きる技術」や技能は、いうなれば、人々が絶えず変化する自然と格闘し

ながら育んできた知識に裏打ちされていると指摘した（篠原 2005）。しかし、

特に日本本土復帰以後の急速な社会経済的な変化と自然利用の変遷に関する研

究は十分に議論されてきたとはいえない。さらに、沖縄の漁撈研究において、

漁家の家庭内分業に注目した従来の研究では、漁師によって得られた魚や富の

行方などの社会経済的な関係に主たる関心がおかれ、社会経済的な諸要因がど

のように漁撈活動や資源利用に影響を与えているのかは論じられてこなかっ

た。琉球弧の民具研究の先駆者である上江洲均は、琉球弧の島々の民具や自然



-113-

利用の独自性は、その自然環境と密接に関係すること、その多様な利用を含め

た情報を収集することによって、道具は、歴史資料としての価値を得ることを

指摘している（上江洲均 1973）。琉球弧における漁具をはじめとする生業を支

える民具の記録と保全、継承の研究は、これらの指摘に応えるためにも、自然

とともに生きてきた知恵や技術、暮らしの中から総体的に捉え直すことが重要

である。

　しかしながら、自然を利用しながら暮らしてきた語り部の高齢化や過疎化が

進む中、その民俗知や暮らしの地域史は急速に失われようとしている。筆者

は、別稿で、今後の琉球弧をめぐる文化や社会の研究において、戦争経験やア

メリカによる統治、「本土なみ」というスローガンを掲げた振興政策や都市開

発、土地改良など、政治経済的な変動に揺さぶられながら、人びとがどのよう

に社会的な動態を生きてきたのかをつぶさに記録し、明らかにするもう一つの

沖縄戦後社会史を描くことの重要さを指摘してきた（高橋 2018）。本調査の母

体となった研究プロジェクト「グローバル社会における主体的島嶼社会創生を

めざした総合的研究」（プロジェクトコーディネーター　かりまたしげひさ）は、

琉球弧の現在を生きる民俗文化研究が早急に取り組むべき問題を提起するとと

もに、地域からの要望にどのように学術として応えるのかという新たな研究の

意義も示したといえるだろう。

５．おわりに

　今回のアンケート調査では、地域の博物館・資料館、そして教育委員会から

多くの要望をいただいた。今後、これらのニーズを熟考し、資料救済の協働ネッ

トワークの構築や、学生と地域社会の協働による民俗学的調査研究を通して、

地域博物館・資料館の支援を検討していきたい。また、大学の教育プログラム

として、琉球弧の多様な民俗文化の保全と記録、活用するために、県内外の教

育研究機関とのネットワークを活かし、グローカルな視点から領域横断的に専

門知識を学び、地域文化の継承や地域社会づくりへの応用へとマネジメントが

できる人材を育成する教育を検討したい。
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とって大切だとおっしゃってくださり、まだ幼稚園に通う息子連れの調査や研

究会への参加を快く受け入れてくださった。このプロジェクトを通して、いく

つかの重要なワークショップをコーディネートする機会も得た（資料 3）。本

研究から既に 4 年が経つが、琉球弧の民俗文化の記録・保存・継承の研究は、

より一層重要な局面にある。この研究課題を、地域に貢献する大学に所属する

民俗学研究室の使命として引き継ぎたいと思い、今回、4 年前の調査結果を整

理し、今後の課題を洗い出す作業をした。本研究課題に向き合う機会をくださっ

た、かりまたしげひさ先生に感謝申し上げます。

　本調査の実施にあたり、たくさんの方にお世話になりました。本調査計画の

際、本学博物館（風樹館）佐々木健志先生と島袋美由紀氏には、これまで風樹

館が実施した「沖縄県内博物館の資料 DB 整備及び公開状況」の調査結果を元

にご助言をいただきました。また当時法文学部琉球民俗学教室の学生であった

喜屋武さん、呉屋さんには、研究補助員としてアンケート集計のサポートをい

ただきました。そして、本研究を「生業技術の記録と継承」として位置付けて

展開するため、ご助言をくださった「文化資源の利活用を検討するグループ」

グループ長の渡久地健先生に感謝いたします。本研究からすでに 4 年が経つが、

琉球弧の民俗文化や地域の博物館・資料は多くの課題に直面している。今後と

も、多くの方にお知恵を借りながら、琉球弧の民俗文化の記録と継承を支える

教育研究に取り組んでいきたい。
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（資料 1）アンケート調査票
平成 27 年 10 月 23 日　

 琉球大学 国際沖縄研究所
　副所長　教授　狩俣　繁久

アンケート調査ご協力のお願いについて

拝啓
　平素より本学の教育研究活動にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　

　さて、私ども琉球大学国際沖縄研究所では、研究プロジェクト「グローバル
社会における主体的島嶼社会創生をめざした総合的研究」を実施し、琉球列島
の民俗文化の記録・保存・継承に向けた研究を行っております。

　その一環として、琉球列島の博物館等における所蔵標本資料の目録とデータ
ベースの整備状況について把握するため、アンケート調査のご協力をお願いし
たく、ご連絡いたしました。

　ご回答いただいた内容は、民俗文化資料の記録と保存に対する地域課題と改
善策を検討する際の基礎資料として活用したいと考えております。
　なお、ご回答いただきました内容につきましては学術的な目的のみに使用し、
機関名を特定できないよう配慮いたします。調査結果については年度末に刊行
し、ご報告いたします。

　ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本アンケートの趣旨をご理解いただき、ご協
力くださいますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

【本アンケートに関するお問い合わせ先】
国立大学法人琉球大学 国際沖縄研究所

〒 903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原１番地
電話　098-895-8475（担当　君島）
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「グローバル社会における主体的島嶼社会創生をめざした総合的研究」

（研究代表者）

琉球大学 国際沖縄研究所 

　副所長　教授　狩俣　繁久

（研究の概要について）

　琉球列島の島や地域では，個性的な環境と歴史的背景のもとに，固有の文化

を発展させてきました。しかし，現在は自然環境の変化や後継者不足などの社

会変化の影響を受けて，文化継承の危機に直面しています。本プロジェクトで

は，文化継承のための基礎研究として，国内外の研究者，地方自治体，地域の

諸団体と協働し，無形・有形文化財のレッドデータリスト作成を試みています。

また，無形文化財の継承をめぐる具体的な事例として，生物資源の利用と生業

技術について着目し，島嶼地域の文化資源の保全・継承のあり方を探ります。

　プロジェクトホームページ http://www.res.lab.u-ryukyu.ac.jp/srp_karimata.html

（本アンケートの調査目的と方法について）

　琉球列島の貴重な民俗文化資料の収集・記録・保存・活用に向けて , 博物館・

資料館の目録・データベースの整備状況ならびに映像資料の所蔵に関する現状

を把握するため , 沖縄県博物館協会と市町村教育委員会を対象にアンケート調

査を実施します。

調査対象：沖縄県博物館協会加盟機関と沖縄県市町村教育委員会

調査期間：平成 27 年 10 月 23 日〜 11 月 20 日

回答方法：アンケート用紙にご記入いただき、同封しました返信用封筒にて

　　　　　11 月 20 日までに郵送してください。

　 返 信 先：〒 903-0213 西原町字千原１番地 琉球大学国際沖縄研究所

（用語の定義）

　目録：台帳をもとに標本資料に関する情報を収集し、整理したもの

　データベース：標本資料に関するデータや画像等を管理し、検索や情報の抽

　　　　　　　　出が可能なシステム
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（資料２）博物館・資料館・教育委員会からの要望
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（資料３）博物館や資料館等とのネットワーク構築へ向けて

シネマトーク「海に生きる」

日時：　平成 27 年 12 月 19 日（土曜日）17:00-20:00

場所：　mofgmona　http://mofgmona.com

　　　　沖縄県宜野湾市宜野湾 2-1-29-301

　　　　TEL. 098-893-7303

モデレーター：渡久地 健 （法文学部）

ゲストスピーカー：

　　　　飯田 卓 （国立民族学博物館）

　　　　門田 修 （写真家、海工房） 

主催　琉球大学国際沖縄研究所、附属博物館（風樹館）

《概要》

　本シネマトークは、民族誌的映像製作のための実践的ワークショップ（翌日

12/20）のプレ・イベントとして、上映される機会の少ない文化人類学・民族

学に関する貴重な映像資料を、研究者や映像制作者の解説を交えて上映する対

話式ワークショップとして開催した。今回は「海に生きる」をテーマとし、沖

縄、マダガスカル、オセアニアの人々の海との関わりや社会変化への対応が描

かれた作品を鑑賞した。海の民の研究やドキュメンタリー映像の第一人者であ

る飯田卓氏と門田修氏をお招きし、自然とともに生きる人びとの暮らしと現在

を知り、私たちの暮らしのあり方を考える一夜となった。広く一般の方にも周

知し、学内外から約 30 人の参加があった。
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民族誌的映像製作のための実践的ワークショップ

「自然利用の技と知恵を記録する編」

日時：　平成 27 年 12 月 20 日（日）10:00 〜 16:40

場所：　琉球大学研究者交流施設・50 周年記念館 2 階ラウンジ

主催：　琉球大学国際沖縄研究所、附属博物館（風樹館）

共催：　一般財団法人沖縄美ら島財団、琉球大学研究企画室（URA 室）

対象：　研究者や学生、地域の博物館・資料館の実務者など

　　　　事前申し込み制（申込先 国際沖縄研究所）、参加費無料

《概要》

　琉球列島では、サンゴ礁での漁撈活動や、薬用やかご編み、防風林の有用植

物利用など、豊かな自然を利用した暮らしが営まれてきた。しかし、時代や自

然環境の変化により、自然との関わり方も変わりつつある。文化や技の継承、

民俗文化の記録・保存は、地域社会が抱える大きな課題といえるだろう。

　そこで、本ワークショップでは、「自然利用の技と知恵の記録」をテーマに、

研究者や学生、地域の博物館・資料館などの実務者を対象として、民俗文化の

記録・保存について地域社会が直面する課題を共有し、民族誌的記録映像の可

能性について考え、記録映像の製作技術のコツを学ぶことを目的に開催した。

当日は、北は長崎、南は石垣島から約 25 人の博物館関係者の参加があり、講

師とともに活発な質疑やディスカッション、情報交換の場となった。本ワーク

ショップは本学と連携協定を締結した一般財団法人沖縄美ら島財団との共催に

より実施した。

《スケジュール》

10:00-10:10　趣旨説明　

10:10-10:40　アイスブレーク（参加者による自己紹介と課題共有）

10:40-12:00　「マダガスカルの木彫り技術の展示と映像記録」

　　　　　　　飯田 卓（国立民族学博物館、准教授）

12:00-13:00　昼食・休憩

13:00-14:00　「海洋文化館の展示映像製作について」
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　　　　　　　門田 修（海工房、ドキュメンタリー作家）

14:00-16:30 　「海に生きる術を伝える 〜航海カヌー記録映像：企画から完成ま

　　　　　　で〜」

　　　　　　　宮澤 京子（海工房、ドキュメンタリー作家）

16:30-16:40　まとめ　渡久地 健（琉球大学法文学部、准教授）

《講演概要》

「マダガスカルの木彫り技術の展示と映像記録」

飯田 卓（国立民族学博物館、准教授）

　2013 年、国立民族学博物館では特別展「マダガスカル　霧の森のくらし」

を開催した。企画から開催まで、地域の人びとの協力得ながら準備をしてきた

経験を紹介し、「技術」を映像として展示する際の効果的な見せ方や課題、可

能性について検討した。

「海洋文化館の展示映像製作について」

門田 修（海工房、ドキュメンタリー作家）

　2013 年に、海洋博公園内の海洋文化館がリニューアルした際に、太平洋の

島々に伝わる伝統の技や知恵、食材、民話、儀礼、踊り、そして、展示資料の

作り方や使われ方を紹介する 115 作品のドキュメンタリー映像を撮影した。「太

平洋への人類の移動・衣・食・住・漁撈・装い・信仰・考古学・航海」という

テーマに沿って取材した映像を紹介し、展示用映像の撮影のプロセスやコツに

ついて紹介した。

「海に生きる術を伝える ～航海カヌー記録映像：企画から完成まで～」

宮澤 京子（海工房、ドキュメンタリー作家）

　船の建造や航海をテーマとした映像から、ミクロネシアの環礁島の暮らしや

現状、特に、自然／植物利用の技と知恵、カメ漁などを紹介し、映像制作の基

本的な流れや、撮影の技術的なこと、そして、映像権利の問題（承諾書、映像

二次利用の課題）について検討した。
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《講師プロフィール》

飯田 卓（国立民族学博物館、准教授）

　マダガスカル海岸部の人と海、同山地部の人と樹木などの関わりを調査して

きた。専門は生態人類学、文化遺産の人類学、視覚メディアの人類学。著書

『身をもって知る技法』（臨川書店、2014 年）、『海を生きる技術と知識の民族

誌』（世界思想社、2008 年）など。編著『マダガスカルを知るための 62 章』（共

編、明石書店、2013 年）、『マダガスカル地域文化の動態』（国立民族学博物館、

2012 年）、『電子メディアを飼いならす』（共編、せりか書房、2005 年）など。

門田 修（海工房、ドキュメンタリー作家）

　世界各地の海洋民族と船を追う、ドキュメンタリー作家。フォトジャーナリ

ストとしての出版物あり。沖縄の海洋文化館展示映像制作プロジェクトにおい

て企画・演出・編集を担当し、115 本の常設展示映像を制作。映像作品『トビ

ウオ海道を往く』（2008 年 NHK） 『森と海と人との約束』（NHK,1997）。著書『漂

海民』（河出書房新社 ,1986）『南の島へいこうよ』（筑摩プリマーブックス ,1991）

『海が見えるアジア』（めこん ,1996）『海のラクダ』（中公新書 ,1980）。

宮澤 京子（海工房、ドキュメンタリー作家）

　海と森、砂漠に生きる人々の暮らしの記録映像、テレビのドキュメンタリー

番組制作全般に携わる。インドネシアではサンデ船レースや、破壊的漁法とい

われる毒漁、ダイナマイト漁を取材。ミクロネシアでは伝統的航海カヌー（リ

エン・ポロワット号）の長距離航海に同乗、撮影した。小柄で船酔いをしない

利点を活かした船上カメラマンとして自他ともに認める。パンダナス、パンノ

キ、オオハマボウなど熱帯植物利用の記録を継続中。
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