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Abstract

This paper aims to（1）construct the distribution map of depressions in the reef front，called katama as a
vernacular term，by literature search for the local history and folklore，and（2）examine the organic linkage among
the morphology，deposits，organisms and fishing activities in katama recognized important grounds for local
fishermen，by bio-geomorphological research and interviews with fishermen in Yamato Village，Amami-Oshima
Island，in the summer of 2015.
Our analysis of the distribution map shows that katama is found over the Central Ryukyus（Amami Islands and
Okinawa Islands），but not over the Southern Ryukyus（Miyako Islands and Yaeyama Islands）. We observed that
katama was circular or oval in a plan view，and linked to open sea by some narrow grooves. The floor was covered
with numerous flat gravels or/and boulders，5 to 30 cm in diameter. There were small organisms（e.g.，Porifera，
Ectoprocta，Mollusca，Crustacea，Echinodermata and Ascidiacea）under the gravels/boulders. According to our
interview with fishermen，fishes turn the gravels and feed these kinds of small organisms. It shows that fishermen
have recognized katama as important fishing grounds with their traditional ecological knowledge.
In recent studies，gravel-bed environment（the floor covered with numerous flat gravels or/and boulders）has
been noted as important microhabitat of biodiversity in coral reef，especially its function as the feeding ground
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for fishes. By our interview and literature investigation（e.g.，Nanto-Zatsuwa，an ancient document written
approximately 130 years ago）
，it is clarified that local fishermen have recognized katama as microhabitat for small
organisms, and have been used it as an important fishing ground over many generations. However，the importance
of gravel-bed environment has just been attracted by scientists on reef study or marine biology. It is necessary to
reconsider the holistic conservation measures of coral reef，with understanding the gravel-bed environment as
microhabitat for small organisms.
キーワード：カタマ，サンゴ礁微地形，礫質環境，漁撈活動，奄美大島大和村
Keywords: Katama, micro-topography of coral reefs, gravel-bed environment, fishing activity, Yamato Village
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渡久地

Ⅰ

健・藤 田 喜 久・中 井 達 郎・長谷川

均・高 橋 そ よ

測した．地形測量には，巻尺，ダイビングコンピュー

研究の目的と方法

タ（株式会社タバタ社製 IQ-700 およびスキューバ

中琉球（奄美諸島と沖縄諸島）には，漁師たち

プロ・アジア株式会社製 XP10）に内蔵されてい

が「カタマ」――地域によっては「ハタマ」，
「ハター

る水深計，水位ロガー（クリマテック株式会社製

マ」または「ハタマー」――とよんでいる方名

1）

HOBO U20〈水深 9 m 対応〉U20-001-01），および

がある．本稿では，これらの方名を総称する場合

GPS ロガーを使用した．礫の大きさは，カタマの

には，
「カタマ系」と記すことにする．また，誤解

中央に縦断方向に巻尺を張ったライン上の最表面

の生じない範囲で，単に「カタマ」と記すことが

にある礫をすべて拾い，長径と短径，厚さを，折

ある．このカタマ系方名が指示する地形は，その

尺を使って測った．礫の計測と同時に生物観察を

多くが礁前面

2）

に位置する円形ないし楕円形の凹

おこなった．またカタマにおける漁撈活動につい

地であり，底には礫が敷き詰められている．この

て聞き取り調査をおこなった．

サンゴ礁微地形は，追い込み網漁などの重要な漁

Ⅱ

場となってきた．

先行研究にみるカタマ系が指示する地形

1. カタマ系方名が指示する地形

カタマ系方名については，サンゴ礁地形の民俗
分類に関する先行研究をもとに，渡久地（2011b：

著者の一人が「カタマ」という方名に初めて出

153-156）によって簡単な注釈が加えられている．

あったのは 2007 年，奄美大島大和村においてで

しかしながら，実地調査を踏まえて，カタマ系の

あった（渡久地 2009a：77）．その後，沖縄島本部

地形の全体像を把握し，漁場としての生物地形学

町備瀬では「ハターマ」という方名を採集した（渡

的な評価を試みた研究はない．カタマをめぐるこ

久地 2010：18-19）．そこで，サンゴ礁地形の民俗

れまでの記述（渡久地 2009，2010a など）は，漁

分類に関する先行研究ならびに地域誌（市町村史

師からの聞き書きの段階にとどまっている．さら

や字誌），民俗誌などを渉猟した結果，中琉球にカ

にいえば，従来のサンゴ礁学において，カタマが

タマ系方名が広く分布することが明らかになった．

指示する微地形を明確に認識している研究はきわ

発行順に整理すると表 1 のようになる．

めて少なく，したがってその微地形に対して地形

甲（1955）以外は，カタマ系方名が指示する

学用語も与えられていない．

地形は，いずれも礁前面に位置するが，その形

そこで本研究は，奄美・沖縄で数多く刊行され

状に関しては若干の相違がみられる．堀（1980）

ている地域誌（市町村史や字誌）と民俗誌のなか

と地域計画研究所（1980）は，カタマ系が縁溝

の海辺の記述を渉猟してカタマ系の地理的分布を

（grooves）を指すと明記している．ただし，堀

明らかにしたうえで，奄美大島大和村のサンゴ礁

（1982：18）は，与論島の「赤崎では沖側が狭く

において，カタマの地形・底質・生物の調査と，

なる場合にハタマ，一様に開いている場合はワ

漁撈活動に関する聞き取り調査をおこない，
「地形・

リと区別していた」と述べている．また，名嘉

底質―生物―漁撈」の関係性の内実を生物地形学

真（1981：74）は，読谷村のカタマについて「サ

的観点から考察することを目的とする．

ンゴ礁の小堀，割れめ」であると記している（な

調査場所として大和村を選定した理由は，著者

お，
「小堀」は「クムイ」すなわち凹地を意味す

の一人が大和村をフィールドとしてきたためでも

る）
．また，渡名喜村（1983）におけるカタマも

あるが，最大の理由は，大和村にカタマが比較的

縁溝を指していると思われる．

多く分布し，なおかつ長年サンゴ礁で漁をし，こ

一方，座間味村史編集委員会（1989），渡久地

れらカタマを知悉している現役の漁師がいるため

（2009；2010a）は，カタマ系は礁前面の湾状の凹

である．

地であるとしている．さらに，渡久地（2011b）は，

調査は，2015 年の 8 月と 9 月に実施した．主要

奄美市根瀬部のカタマ 3） は，礁斜面下部の砂床を

な 6 つのカタマを対象に，潜水調査によって地形

指示すると報告している．甲（1955）の沖永良部

縦断形の測量とともにカタマ底の礫の大きさを計

島のハタマがどのような地形を指示するか断定で
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表1

カタマ系の方名が記載された文献（発行順）

著者（年：頁）

地域

方名

方名の説明

指示する地形

甲
（1955：41）

沖永良部島

ハタマ

「ハタマ／珊瑚礁内にあって，底が深海に
続いている穴」

（礁嶺上の凹地）

堀
（1980：211，1982：
18）

与論島

ハタマ

「外側礁原の縁溝部分を指示する．赤崎で
は沖側が狭くなる場合はハタマ，一様に開
いている場合はワリと区別していた．」

縁溝groove

地域計画研究所
（1980：10）

読谷村

カタマ

（「縁溝（ワリ）」の説明）
「礁縁の溝，すなわち縁脚の接合部を縁溝
という．これはワリ（割），ンジュ（溝）
と呼ばれる．宇座ではカタマ，儀間ではガ
マ（釜）とも呼ばれる．／ここは消波され
た波が，礁原内に流れ込むところであると
ともに，建干網等の設置場所でもあり，追
込み漁の重要な地点でもある．」

縁溝

渡名喜村
渡名喜島
（1983：149-150，993）

カタマ

「カタマ／外海に連なっているクムイのこ
と．」
（網漁法のひとつ「タタキンチャー」の記
述に次のような説明がある）
「カタマ（リーフの切れ目で深さが干潮時
で三，四尋，魚がそこを通っていききす
る）に網を張って追い込む漁法（中略）．
魚はカタマを通って浅い所に餌をあさって
いるので，人は外海からごく静かにここに
網を張り，張り終わると浅いところにま
わって網に向かって水面をたたきながら全
速力で追い立てる．」

（縁溝）

和泊町誌編集委員会
（1984：226）

沖永良部島
（和泊町）

ハタマ

（「ミジクサ（ルリハコベ）漁」の記述）
「網切りといって，満潮時に魚群が瀬（引
用者注――礁嶺）に上がるのを見定めてか
らその退路を遮断し，引き潮に一箇所のハ
タマ（礁湖）に追い込んでから，ミジク
サ，デリスなどで酔わせて取ることもあ
り，よく大物がとれた．」

（縁溝）
なお，「ハタマ（礁
湖）」という記述は
明らかな誤り，また
は誤記であろう．

座間味村史編集委員会
（1989：610）

座間味村

カタマ

「イフ（引用者注――礁嶺を指すと思われ
る）の周辺に形成されている湾状の深み．
海底が暗くなって外海にまで落ち込んでい
る．座間味の裏海岸に多い．」

（礁前面の湾状凹地）

渡久地
（2009：77）

大和村

カタマ

「空中写真に青白く写っている部分（中
略）．そこは，サンゴの丸い石（テーブル
サンゴの扁平礫）がいっぱい敷き詰められ
ていて，夏場にはタコがいる．」

礁前面の凹地

渡久地
（2010a：18-19）

本部町備瀬

ハターマ 「パー（引用者注――礁前面）にあって
広っぱみたいになっているところ（中
略）．山川方面のウミンチューは（中
略），ハターマでクチナジ（和名イソフエ
フキ）などの夜釣りをした．底は石が敷き
詰められていて，旧暦4月20日になると，
クチナジが鼻先で小石をひっくり返す.（中
略）フエフキダイの仲間は，小さい石を
ひっくり返し，そこにいるエサ（カニなど
の甲殻類）を食べる．ブダイ科を獲るため
にハターマに網を入れた．」

礁前面の凹地

渡久地
（2011b：167）

奄美市根瀬部

カタマ

礁斜面下の砂床

本研究

伊平屋島
（島尻）

ハタマー 礁前面に位置する凹地．スズメダイなどを
漁獲する追い込み網漁が営まれる．

礁斜面下に広がる砂床．集魚灯を用いて敷
き網漁が営まれた．
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健・藤 田 喜 久・中 井 達 郎・長谷川

均・高 橋 そ よ

きないが，
「珊瑚礁内にあって，底が深海に続いて

フガタマ，⑥ナハシヌハタマという 6 つのカタマ

いる穴」という説明から，外海につながった礁嶺

地名（ハタマ地名）が含まれている．なお，①④

上の深い凹地（surge opening），すなわち，他の地

⑤は同名である．空中写真による地形判読によれ

域では「ヤトゥ」などとよばれる地形であると思

ば，いずれも礁前面に位置する凹地（一部，湾状

われる．

の凹地）である．

このようにみていくと，カタマ系方名が指示す

恩納村博物館（2013：21-26）には，恩納村のサ

る地形は，
（1）縁溝，（2）礁前面の凹地，
（3）礁

ンゴ礁地名（184 地名）が掲載されている．その

斜面下部の砂床，
（4）礁嶺上に位置する外海に通

なかに，
「谷茶ビシ」とよばれる谷茶集落前面の礁

じた凹地，の 4 種類の地形になり，多義的である．

嶺の外海側に「イチャグヮーガタマ」という地名
がある．それは，空中写真判読によれば，凹地で

2. カタマ系地名が指示する場所の地形

ある．

従来の海域地名調査をみると，カタマ系方名を

座間味村には海岸を含むサンゴ礁地名が約 250

語基にもつ地名（カタマ系地名）が，読谷村，渡

ある（座間味村史編集委員会 1989：620-625）．そ

名喜島，伊平屋島，恩納村，座間味村，久米島，

のなかに，
「ソーシガタマ」
（安室島）と「ジチガタマ」
（屋嘉比島）という 2 つのカタマ地名がある．地名

本部町備瀬，大和村において報告されている．
読谷村は最も多くのサンゴ礁地名が採集された

は小縮尺の地図に示されているため，正確な位置

地域の一つであり，地域計画研究所（1980：33-

を知ることができない．また，地名の解説が与え

39）にはおよそ 340 地名が収録されている．このな

られていないので，この 2 つの地名は，いずれも

かに 14 のカタマ地名がみられる．列挙するとつぎ

礁前面または礁嶺の外縁に位置すると思われるが，

のとおりそのほとんどが宇座に集中している．①

その地名が指示する地形は残念ながら判別できな

ヤナノカタマ（楚辺）
，②ヤナノカタマノアガリ

い．

4）

，④アカシノカ
（楚辺）
，③カタマグァー （宇座）

仲村（1992）の『久米島の地名と民俗』には，

タマ（宇座）
，⑤ナガリノカタマ（宇座）
，⑥ニシ

海岸を含む海域地名が 355 記載されている．それ

ンケーノカタマ（宇座）
，⑦ミーグァーガタマ（宇

によると，一部が離水サンゴ礁である久米島北西

座）
，⑧ハニジャーガタマ（宇座）
，⑨イラブチガ

海岸に「ヌヌガタマ」と「アセーラガタマ」とい

タマ（宇座）
，⑩タカヒシノカタマ（宇座），⑪イ

う地名がある．ヌヌガタマについて，「満潮時は水

チバンガタマ（宇座）
，⑫ニバンガタマ（宇座），

面下になって深みがあり，青黒く見えるが，干潮

⑬カタマグァー（宇座）
，⑭カタマグァー（宇座）．

になると池の形になる所」と記されている（仲村

なお，②⑬⑭は同名である．これらのカタマ地名

1992：484）．「池の形」という表現は，ヌヌガタマ

を与えられた場所の地形を，地域計画研究所（1980）

が凹地であることを示唆する．

に掲載されている地名図（地形分類図）でみると，

本部町備瀬には，詳細な位置を特定することは

礁前面に位置する凹地（一部，湾状凹地）ないし

できていないが，備瀬集落の北東のサンゴ礁に

やや広い溝状地形である．

は「マルガタマ」「オオグムイガタマー」というカ

渡名喜島の東側のサンゴ礁には「クラガタマー」

タマ地名があるという．いずれも大きな屋敷ぐら

「ウーガタマ」「グンダガタマ」という 3 つのカタ

いの広さがあり，後者はやや深いという（渡久地

マ地名がある（渡名喜村 1983：926-929）．いずれ

2010a：18-19）．
渡久地（2010b，2011a）は，奄美大島大和村で，
「マ

も礁縁付近に位置するが，示された地名分布図（地

ツガタマ」「ヤスケガタマ」という 2 つのカタマ地

形図）からは，カタマの形状は知りえない．
伊平屋村（2004：96）には，伊平屋島南端・島

名を記載している．その後，著者らは 2015 年夏，

尻集落の漁師らが網漁を営む漁場の地名（71 地名）

漁師を伴った漁船による調査によって，新たに「オ

が示されている．そのなかに，①ウフガタマ，②ヤー

ヤゴガタマ」「クサズィガタマ」「イシキャガタマ」

ルヌハタマ，③アサガタマ，④ウフガタマ，⑤ウ

「クィジンガタマ」「ブーグチガタマ」「タチガミガ
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タマ（別名：ウドゥランサキヌカタマ）
」の 6 つの

り，「多少の呼称の変化はあっても，かなり長い期

カタマ地名を採集した．これら 8 つのカタマはい

間にわたって継続する性質をもつ」（千葉 1994：

ずれも礁前面に位置する凹地である．

21）こと――すなわち，地名の安定性と関係して

以上のカタマ地名が指示する場所の地形をみる

いるであろう．それゆえ，地名から得られる地形

と，読谷村のカタマ地名は凹地と溝状地形の双方

情報は，方名から得られるそれよりも確かである

が認められるが，その他の地域のカタマ地名はそ

と考えられる．

の多くが凹地（一部，湾状凹地）である，あるい
4．カタマ系方名の言語地図

は地名の解説文は，カタマが凹地であることを示
唆している．

ところで，カタマ系地名の分布はカタマ系方名の
分布とどのような関係にあるのだろうか．たとえ

3．方名が指示する地形の多義性について

ば，『久米島の地名と民俗』（仲村 1992）には，2

カタマ系方名が指示する地形（1 節）は多義的で

つのカタマ地名が記載されているが，残念ながら

あるのに対して，カタマ系地名が指示する地形（2

サンゴ礁地形の民俗分類（方名）は示されてない．

節）の多くは凹地である．なぜ，このような違い

しかしながら，久米島にある 2 つのカタマ地名―

が生じるのであろうか．

―カタマという方名（地形語）を語基とする地名

カタマ系方名が指示する地形のもつ多義性は尊

――は，カタマ系方名が久米島にあること（少な

重されなければならない．また，多義性を単純に

くとも，かつてあったこと）を示している．同様に，

「曖昧さ」と解釈してはならないだろう．カタマ系

恩納村，座間味村にカタマ地名があることは，同

方名が指示する地形の聞き取り調査の方法によっ

地域にカタマ系方名がある（あった）ことを意味

ては，得られる結果に違いが生じることは十分に

する．

考えられる．話者を伴った現地調査なのか，地形

こうして，サンゴ礁の民俗分類に関する研究や

図や空中写真を用いた聞き取り調査なのか，によっ

サンゴ礁地名調査などから得られるカタマ系方名

て得られる情報の精度は当然違ってくるであろう．

の分布をまとめた言語地図（方名分布図）を図 1

地形図は縮尺が大きいほど，空中写真は白黒より

に示す．カタマ系方名は，北は奄美大島から南は

もカラーのほうが，より精確な成果が期待できる．

座間味村や久米島までほぼ連続的に分布する．た

また，調査する側が有するサンゴ礁地形に関する

だし，沖縄島東海岸と沖縄島東側の島々からは現

知識量も調査結果に影響するであろう．逆に話者
の属性も無視できない（堀 1980）
．話者が，たと

在のところカタマ系方名は報告されていない．奄

えば漁師なのか否か，外海で釣り漁をする漁師か

美大島から徳之島までは「カタマ」（katama）であ

サンゴ礁で網漁をする漁師なのか，若い漁師かそ

る．ただし，加計呂麻島（西阿室）は「カタマウチ」
（渡久地 2011b）である．沖永良部島と与論島は「ハ

れとも熟練漁師か，という話者の違いは，調査結

タマ」（hatama），伊平屋島（島尻）は「ハタマー」

果に大きく影響する．さらにいえば，カタマは，

5）
（hatamaː） ，本部町備瀬は「ハターマ」（hataːma）

サンゴ礁の内側（礁原）ではなく，礁嶺の外側に
位置し，
容易に近づくことができない．このことも，

となり，語頭が k 音ではなく h 音である．ただし，

調査の精度に影響するであろう．したがって，カ

伊平屋島（島尻）では，「ハタマ」を語基にしてい

タマ系方名の聞き取り調査では，サンゴ礁の内側

る地名が 2 つあるが（ヤールヌハタマ，ナハシヌ

の方名の調査よりも「曖昧さ」が生じやすいとい

ハタマ），残る 4 つの地名は「カタマ」を語基とし

えるであろう．

いて，言語的な揺れが認められる．このように，
「ハ
タマ」など（h 音）は中琉球の中央部に分布する．

一方，カタマ系地名（固有名詞）が指示する地
形は，カタマ系方名（普通名詞）が指示する地形

恩納村以南では再び「カタマ」（k 音）になる．そ

に比べて，収斂度が高い（多義性が小さい）．これ

して，南琉球（宮古諸島と八重山諸島）にはカタ

は，地名が具体的な場所を指示する固有名詞であ

マ系は分布しない．
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24°N

カタマ系方名の言語地図

図中の「－」は，語彙調査がなされているが，カタマ系が採集されていないことを意味する．
図 1 カタマ系方名の言語地図．
（渡久地ほか（2015）のポスター発表を改定）
．
図中の「－」は，語彙調査がなされているが，カタマ系が採集されていないことを意味する．
渡久地ほか（2015）のポスター発表を改定．

Ⅲ

奄美大島大和村のカタマの地形・底質・生物

図 1 訂正

ナ（親子崎）から大金久に至る海域のサンゴ礁地

および漁撈活動

形学図である．このなかに，8 つのカタマの分布を
示した．図 3 は，この海域のサンゴ礁地形のブロッ

1．カタマの分布と地形
図 2 は，1977 年国土地理院発行のカラー空中写

クダイアグラム（立体模式図）である．図中のカ

真の実体視によって作成した，大和村のオヤゴハ

タカナ表記は，地元の漁師によるサンゴ礁微地形
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オヤゴ
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奄美大島

大和村
図2

50 100

クサズィガタマ
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イシキャガタマ

東シナ海
（東中国海）
ナダラ （礁前面）

マッコ

クィシィ （礁嶺）
マッコヌティックシィ

イノ （礁池，浅礁湖）
黒ベタは埋立地

マツガタマ

0

500 m

ナーバマヌティック

トゥールスィ ブーグチガタマ

ヤスケガタマ

クィジンガタマ

ナーバマ

クチ （水道）

マツバマ

クィシィドゥマ （礁舗）

50

200

100

150
200

タチガミガタマ
タチガミ

毛陣 トンネ
大金久

大棚

50
100
150

図2

大和村におけるカタマの分布

図2 7月12日

のよび名（方名）である．

と，ナーバマの前面では，礁嶺が二重になってい

大和村のサンゴ礁は典型的な裾礁で，礁原幅（汀

6）
る ．このような二重の礁嶺において，外海側の

線から礁嶺の外縁までに距離）は 200 ～ 300 m 程

礁嶺を大棚の漁師は「ティックィシィ」とよんで

度で，サンゴ礁地形は陸側から，
「砂浜／転石―礁

いる（ティッは「二つ」，クィシィは「礁嶺」を意

池 （浅礁湖） ―礁舗―礁嶺―礁前面 （緩斜面） ―礁

味する）．マツガタマは，二重の礁嶺の狭間に位置

斜面」という帯状配列を示す（図 2，図 3）
．礁嶺

している．

の幅は 50 ～ 100 m 程度である．マッコの南西部

礁嶺の前面には比高 3 m 程度の「クィシィウトゥ
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タチガミ（離れ岩）

均・高 橋 そ よ

スニ

ティックィスィ
（二重礁嶺）

クルスィ（離れ岩）

ハナ

ウィー（溝状砂床）
ツィブル（塊状サンゴ）

カタマ
ウィー／ワリ／ムズゥ
（縁溝）

オキ（沖）

イチャシチ
（汀砂岩）

図3

シルジ
（砂床）
ツィブル
（サンゴ頭）

フカミ
（深海）

ヤブリ

大和村サンゴ礁ブロックダイアグラム

図4
図4

ナダラ （
礁前面）

スニウトゥシ（礁斜面）

アサミ（浅海）

図3

クィシィウトゥシ

クィシィ（
礁嶺）

クィシィドゥマ（
礁舗）

イノ（
礁池）

ハマ（
砂浜）

ブラク／シマ（
集落）

ヤマ

イギス

タチガミ沖合いのナダラ

写真の右上が陸側方向．斜めに走る溝は縁溝（groove）
タチガミ沖合いのナダラ（撮影＝渡久地健，2015 年 8 月）
（撮影＝渡久地 健，2015 年 8 月）．

写真の右上が陸側方向．斜めに走る溝は縁溝（groove）

である（図 5）．カタマは完全に閉じた凹地ではなく，

シ」とよばれる小崖があり，さらにその前面には
水 深 － 4 ～ － 7 m 程 度 の， 外 海 側 に 緩 や か に 傾

「ウィー［wiː］」または「ワリ」
（割）とよばれる細

斜した「ナダラ」とよばれる緩斜面（礁前面 reef

い縁溝（groove）によって外海とつながっている（図

front）が広がっている（図 2，図 3，図 4）．カタ

6-g）．

マは，その緩斜面上の礁嶺寄りに位置する．カタ
マの平面形は，円形ないし楕円形に近い形である．

2．カタマの低質

カタマ底は，ほとんどが緩斜面（ナダラ）より 2

カタマ底には，一面，扁平礫が敷き詰められて

～ 3 m 程度低く，水深はおよそ－ 4 ～－ 7 m 程度

いる（図 6）．扁平礫は，その大部分が，大和村大
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図5

大和村のカタマの縦断面形

いずれもカタマのほぼ中央部を縦断．左が陸側，右が外海側．縦軸は水深，横軸は距離で，
図 5 大和村のカタマの縦断面形
いずれも単位は m．［ ］内は，方位を表す．各カタマの位置は図 2 を参照
いずれもカタマのほぼ中央部を縦断．左が陸側，右が外海側．縦軸は水深，横軸は距離で，いず
れも単位は m．［

］内は，方位を表す．各カタマの位置は図 2 を参照

棚で「ナバイシ」
（茸石）または「ヒラナバ」
（平茸）

はない．

とよばれる卓状ミドリイシ（tabular Acropora，い

カタマ底の礫の測定データのうち，ヤスケガタ

わゆるテーブルサンゴ）由来である．ただし，オ

マのデータを提示する．ヤスケガタマにおいてト

ヤゴガタマの礫は黒色片岩など陸源の礫が卓越し，

ランセクトライン上の最表面にある 107 個の礫を

サイズ（粒径）も比較的大きく，必ずしも扁平で

計測した結果，礫の長径は 6 ～ 31 cm の範囲 7）
（平

-9-

渡久地

健・藤 田 喜 久・中 井 達 郎・長谷川

a

b

c

d

e

f

g

h
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大和村のカタマ地形と底質

図6 大和村のカタマ地形と底質（撮影＝藤田喜久, 2015年8月）
a：イシキャガタマ，b：クサズィガタマ（スケールは
1 m）
，c：マツガタマ（背後はカタマの縁），d：マ
a：イシキャガタマ，b：クサズィガタマ（スケールは1
m），c：マツガタマ（背後はカタマの縁），
1 m，斜めに走る白線は巻尺＝測線）
ツガタマ底の扁平礫（スケールは
，e：ヤスケガタマの全景（背後の
d：マツガタマ底の扁平礫（スケールは1
m，斜めに走る白線は巻尺＝測線），e：ヤスケガタマの全景
（背後の影はカタマの縁），f：ヤスケガタマの扁平礫（縦に走る白い線は巻尺，長さ約80
cm），g：
影はカタマの縁）
，f：ヤスケガタマの扁平礫（縦に走る白い線は巻尺，長さ約 80 cm），g：ヤスケガタマ
から外海につながる縁溝（groove），h：ヤスケガタマ（魚によって反されたと考えられる礫．赤紫色）
（撮影＝藤田喜久，2015 年 8 月）．
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均値 15.4 cm）
，短径は 4 ～ 26 cm（平均値は 12.1

3．カタマの生物と漁撈活動

cm）
，
厚さは 2 ～ 14 cm（平均値は 4.4 cm）であった．

カタマにおける定量的で詳細な生物調査は実施

15 ～ 20 cm（15
長径のヒストグラム（図 7）をみると，

していない．ただ，地形と底質の調査時における

cm 以上 20 cm 未満）が最も多く 41 個（38％），次

目視観察結果の要点を記すと以下のとおりであ

いで 10 ～ 15 cm が 31 個（29％）で，25 cm 以上は

る．カタマ底の扁平礫の裏側や礫の下からは，小

6 個（6％）と少なかった．頻度分布は正規分布を

型の自由性の甲殻類，海綿類，コケムシ類，ホヤ

示さない．これは，礫の供給源と考えられる，波

類などの固着性の動物種の生息が確認できた．扁

当たりの大きい礁前面や背後の礁嶺の卓状ミドリ

平礫の表面には，全般的に大型海藻類は乏しいが

イシに小型のものが多く（前出の図 4）
，このよう

（ただし，微細藻類がマット状に生えている），ヤ

な小型のサンゴの頻度分布をほぼ反映していると

スケガタマなどでは，部分的にウスユキウチワ

考えられる．

以上―未満 個数

％

礫の長径（L）と短径（B）の関係，および長径
＞5
0
0

5―10 8 に示す．相関係数に差は
16 15.0
と厚さ（T）の関係を図

10―15
31 29.0
15―20
41 38.3
ころが，2 つの関係式の比例定数（グラフの傾き）
20―25
13 12.1
25―30
4 で，大きな
3.7
0.79，後者は 0.28
を比べると，前者は
30―35
2
1.9
差があり，後者は前者の 1/3 程度である．このこ
107 100
あるものの，いずれも正の相関が認められる．と

とは，礫は長径が増すと短径も増していくが，厚

さはそれほど大きくならないこと，言い換えれば，
礫が扁平であることを表している．扁平礫は，そ
うでない礫に比べて重量が小さく，一方，接地面

個
50

N=107

40
30
20
10
0

積には差がない．そのことは，次章の討論（マイ
クロハビタットとしてのカタマの重要性）と関係し
長 径 (cm)

てくる．
図7

図7

ヤスケガタマの礫（長径）のヒストグラム

ヤスケガタマの礫（長径）のヒストグラム

30
短径

短 径 B ，および 厚さ T (cm)

25

B = 0.79 L

厚さ

R² = 0.84

20
15
10

T＝0.28 L

5

R² = 0.43

0
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5

10
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図8

ヤスケガタマの礫の長径と短径，長径と厚さとの関係
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Padina minor Yamada，1925 な ど が 付 着 し て い た．

暦 4 月以降になると，イソフエフキなどの魚類が，

またカタマでは，フエダイ科 Lutjanidae，ブダイ

鼻先でカタマ底に敷き詰められている小さい礫を

科 Scaridae，ヒメジ科（Mullidae），スズメダイ科

返し，礫下や礫裏にいる甲殻類などの小動物を

Pomacentridae などの魚類が観察された．

捕食するという．ワモンダコ Octpus cyanea Gray，

大和村のカタマにおける漁を含めて，漁撈活動

1949 も甲殻類を捕食するため，カタマにやってく

の詳細については別稿の作成を計画しているが，

るという．扁平礫は，前述のとおり，そうでない

大和村大棚の漁師によれば，カタマではかつて，

礫に比べて重量が軽いので，礫を返す魚類にとっ

5 月から 8 月にかけて，
「アミスクェ」
（網付け）

て都合がよいといえる．

とよばれる追い込み網漁が盛んに営まれ，また一

ところで，海底の礫と魚類の関係について，今

年を通じて「トホクヮシ」
（
「トホ」はタコ，
「クヮ

から 130 年以上も前に記された興味深い記録があ

シ」は「釣る」を意味する）とよばれるタコ釣り

る．それは，1880 ～ 1885 年に薩摩藩士・名越左

漁

8）

がおこなわれたという．そして，カタマ底の

源太が遠島中の奄美大島での見聞をまとめた記録，

扁平礫は，集落の屋敷囲いの石垣にも使われたと

いわゆる『南島雑話』のなかに記された「ウチベ

いう．

ヱと云へる漁猟」10）である．
ころ

Ⅳ

討論――マイクロハビタットとしての

四月より八月比 までの間，ウチベヱと云へる
ひろ

カタマの重要性

漁猟あり．七尋，八尋これある海底に，魚の付
いかり

たる跡ある時，夜出て舟の双方に碇 を入れかゝ

1．漁撈を成立させるカタマの生態的特徴

り，釣ヨマ（引用者注――釣り糸）をながして

上述のように，大和村ではカタマは追い込み網

つる

よ

釣 なり．能 き跡を見出せば，過分に釣る猟なり

漁やタコ漁の重要な漁場である．本部町備瀬では，

つき

と云．其の七，八尋の海底に魚の付たる跡いかに

かつてはハターマにおいてイソフエフキ Lethrinus

して知るやと問へば，茶碗位の石返してあると

atkinsoni Seale，1910 などの夜釣りがおこなわれた．

その

いか

云．其返してあるは如何にして知るやと問へば，

また，ブダイ類などの魚類を捕獲する「チナカキ

今日返したる石は赤しと云．其夜出れば過分に

エー」
（綱掛け）9） とよばれる追い込み漁もおこな

釣るなり．二，三日跡（引用者注――この場合，

われたという（渡久地 2010a：19）．名嘉真（1908：

「跡」は「前」を意味する）に返したるは白しと云．

71-74）は，読谷村のカタマは，その多くが「網入

其時になれば，石は返してありとも遅し．（國分・

場所」であると記している．伊平屋島（島尻）の

恵良 1984：142）

ハタマーでは，スズメダイ科などを漁獲する追い
込み網漁が現在でも営まれている．

この記録にはカタマという語は出てこないが，4

カタマが追い込み網漁の重要な漁場になる理由

月から 8 月ころまでの間，水深 10 m 余の海底で，

は，地形的にみて追い込み漁がしやすいこと，魚

魚が茶碗大の石を返すことが述べられている．4 ～

類が集まる場所であることが指摘できる．前述の

8 月という時期は，前述の大和村における聞き取

とおり，カタマは細長い縁溝によって外海とつな

り調査で得られたカタマにおける追い込み網漁の

がっている．その縁溝を伝ってカタマの中に集

漁期とほぼ一致する 11）．魚によって石が返された

まった魚群を捕獲するには，魚の逃げ道である縁

ことは石の色から判ると記されている．すなわち，

溝に網を設置し，その網に魚群を追い込むのだと

赤い石は返されて間もない石であるという．この

いう．

「赤い石」については，転石に付着する各種生物の

一見，生物に乏しい環境にみえるにもかかわら

体色であると考えられる．転石の裏側に付着生育

ず，カタマに魚が集まってくる理由はなぜだろう

する石灰藻類には赤色ものが多く，また，海綿類，

か．前述したとおり，カタマ底には扁平礫が敷き

コケムシ類，ホヤ類などの固着性の動物種にも赤

詰められている．大和村大棚，本部町備瀬，伊平

色の体色を有する種が多種知られている．この礫

屋島（島尻）での聞き取り調査を総合すると，旧

裏の小生物については，大和村におけるカタマ底
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の礫の調査からも確認された（図 6-h）
．返された

そのいずれでもサンゴ礫環境にて値が大きくなる

石が，2，3 日後には白くなるのは，石に付いてい

とを明らかにした．このように，サンゴ礫底質の

た藻類や小動物が魚によって捕食され，あるいは

環境には，多種の生物が生息していることが知ら

死んでしまって白色化したためだと思われる．

れている．
一方，小菅（2014）は，八重山漁協市場で入手

2．
「ガレ場」としてのカタマ

したサンゴ礁魚類，イソフエフキ，ヨコシマクロ

ところで，カタマとよばれる場の環境の大きな

ダ イ Monotaxis grandoculis（Forsskål 1775）， ヒ メ

特徴の一つとして，すでに述べたように，海底一

フ エ ダ イ Lutjanus gibbus（Forsskål 1775）， チ ョ ウ

面にサンゴ礫が敷き詰められている点が挙げられ

チョウコショウダイ Plectorhinchus chaetodonoides

る．それは一種の転石帯であり，サンゴや海藻な

Lacépède，1801 の消化管（胃・腸）内容物を観察し，

どに乏しく，一見しただけでは，豊かな漁場とは

巻貝，二枚貝類，甲殻類（エビ類，カニ類，シャコ類），

思えないような環境である．

棘皮動物（ヒトデ類，ウニ類，ナマコ類），小型魚

近年のレジャーダイビングの世界では，カタマ

類など，多種の小型動物が含まれていることを述

でみられるような礫質の環境を「ガレ場」とよん

べている．また，近年，著者の一人（藤田）らに

でおり，甲殻類や貝類などの生息場所としてみな

よるイサキ科魚類 2 種（コショウダイ類）の消化

され，ダイビングガイドを実施する重要な環境の

管内容物調査においても，小型甲殻類（コエビ類

一つとなっている．実際，著者の一人（藤田）は，

とカニ類）を主とした小型の自由生活種が摂食さ

こうした「ガレ場環境」から，セソコヒメウミ

れており，かつ，それらの餌種は，サンゴ礁浅海

シ ダ Dorametra sesokonis Obuchi，Kogo and Fujita，

域の死サンゴ塊中やガレ場に出現する種との共通

2009（棘皮動物門 : ウミユリ綱）
，ガレバヒシガニ

性が高いことが分かってきている（藤田ら，未発

Furtipodia petrosa Klunzinger，1906（節足動物門 : 十

表データ）．これらの知見は，「ガレ場環境」がサ

脚目）
，カワリエビジャコの一種 Vercoia interrupta

ンゴ礁域の有用魚種の餌場としての機能を有する

Kim and Fujita，2004（節足動物門 : 十脚目）など

ことを強く示唆する．

の新種や希少種を発見し，それらの種が形態的に

このように，「ガレ場環境」がサンゴ礁の種多様

も生態的にもガレ場環境に適応的であることを指

性を支える重要なマイクロハビタットであること

摘 し た（Kim and Fujita 2004; Komatsu and Takeda

が，近年になってようやく明らかになりつつある．

2009; Obuchi et al. 2009，2010; 藤田 2016）
．
Meesters et al.（1991）は，カリブ海のキュラソー

3．サンゴ礁地形学における礁前面の凹地の認識

島とボネール島において，サンゴ礫下に生息する

これまで述べてきたように，カタマは，礁前面

生物を調査し，石灰藻類，海綿類，コケムシ類な

に位置し，縁溝よって外海とつながっている凹地

どを含む 367 種の固着性生物を記録した．また，

で，底には扁平礫が敷き詰められている，という

Takada et al.（2007）は，石垣島の浦底湾において，

際立った特徴を備えた地形である．しかしながら，

サンゴ礫小片を網篭に収容したトラップを設置し，

従来のサンゴ礁地形学において，この凹地が十分

67 種の十脚甲殻類と 105 種の巻貝類を含む 202 種

に認識されてきたとはいえない．それゆえ，カタ

の小型動物を得た．同様に，Valles et al.（2006）は，

マに対応する地形学用語は見当たらない．

カリブ海のバルバドスにおいて，サンゴ礫小片を

サンゴ礁地形学は，研究の進展とともに，微地

網篭に収容したトラップを設置し，28 種の小型魚

形に対する用語を数多く生み出してきた．たとえ

類を採集している．さらに，ごく最近，Kramer et

ば，Clausade et al.（1971）はマダガスカル南西部

al.（2014）は，オーストラリアのグレートバリア

のトリアラ地区のサンゴ礁地形を対象に 68 の用語

リーフの 5 つのマイクロハビタット（死サンゴ塊，

を，また Battistini et al.（1975）はインド・太平洋

サンゴ礫，砂，藻類マット，枝サンゴ群体）にお

のサンゴ礁地形を対象にして 125 の用語を提唱し

ける底性甲殻類の個体数，生物量，生産量を調べ，

ているが，いずれにも礁前面の凹地に対する用語
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渡久地

健・藤 田 喜 久・中 井 達 郎・長谷川

は見出せない．また，1980 年代前半までの琉球列

均・高 橋 そ よ

4．南琉球に分布しないカタマ系方名

島のサンゴ礁地形の研究から地形用語を整理した

ところで，すでに述べたように，カタマ系方名

河名（1987）や，サンゴ礁地形学用語も収録した

は中琉球にだけ分布し，南琉球（宮古諸島と八重

漆原（1996）の「カルスト用語集」も同様である．

山諸島）には分布しない．著者の一人（藤田）の

さらに，近年刊行された 1200 ページに及ぶ大著

潜水調査からサンゴ円礫が堆積した礁前面の凹地

“Encyclopedia of Modern Coral Reefs”（Hopley 2011）

は，宮古諸島でも確認されている．また菅 浩伸氏

をひもといてみても，カタマに対応する地形に与

（九州大学）のマルチビーム測深（未発表）および
菅氏と藤田の潜水調査（未発表）によって，石垣

えられた用語は見当たらない．
従来のサンゴ礁地形研究は，カタマが指示する

島においてカタマに相当する地形が確認されてい

地形を縁溝（groove）の一種（一変形）とみなし

る．つまり，中琉球において漁師らが「カタマ」

ていたのかも知れない．たとえば，本部町水納島

とよぶ地形は南琉球にも分布するが，その地形に

の 礁 嶺（reef-crest） か ら 縁 脚 － 縁 溝 帯（spurs and

対する方名が南琉球にはない．

grooves zone）に至る地形の形成について，港の建

市川（1978：509）は，宮古諸島の大神島の漁撈

設のために礁嶺と礁縁部を開削した水路（submarine

活動に関する研究において，大神島の漁師が海底

‘road cut’）を中心とする詳細な調査を踏まえて考

を構成する礫の大きさなどによって海底を 7 つに

察した Kan and Hori（1993：10）は，「縁脚（spurs）

分類していることを記述している．ただし，底質（海

間には，縁溝堆積物（groove deposits）として円礫

底の礫）と漁撈との関係については触れていない．

が観察される」と記している．この論文に掲載さ

一方，高橋（2004）は，伊良部島における素潜り

れている礁構造を示した図（Kan and Hori 1993：

漁師の漁場認識の研究において，漁師らが識別し

Fig. 5）をみると，興味深いことに，その「縁溝堆

ている 8 種類の海底の名称と底質について言及し

積物」が堆積した地形（縁溝，grooves）の平面形

ている．8 種類の底質のなかで，「ビーガイ・ナカ」

は必ずしも溝状ではなく，一部で凹地状を呈して

とよばれる海底は，手のひら大の礫が敷き詰めら

いる．しかし，この凹地に対して特別な（新たな）

れた海底である．このビーガイ・ナカの礫の大き

用語を与えているわけではない．

さは，上述の大和村のカタマの礫とほぼ同じサイ

管見の限り，琉球列島のサンゴ礁において，カ

ズと考えられる．サンゴ礁で素潜り漁をする漁師

タマに対応する凹地をはっきりと認識し記述し

の環境認識をメンタルマップ分析から明らかにし

ている研究は Kan（1995）が唯一であると思われ

た高橋（2004：109）は，漁師がビーガイ・ナカと

る．その研究は，久米島のサンゴ礁の礁縁部（reef

よばれる礫が堆積する海底を，ゴマハギ Zebrasoma

edge）と礁斜面（reef slope）をフィールドにして，

scopas（Cuvier，1829）や ク ロ グ チ ニ ザ Acanthurus

台風時における堆積物（礫と砂）の移動距離を測

pyroferus Kittlitz，1834 などの藻食性の魚類が多種

定し，移動距離が堆積物の粒径，堆積物の置かれ

生息する場として認識し，追い込み漁などの漁場

た水深や微地形とどのような関係にあるかを考察

として重要視していることを指摘している．

している．この研究には，水深約－ 8 m の礁縁に，

宮古諸島の漁師らが底質を細かくよび分けてい

カタマに対応する凹地がはっきりと示されている．

ることについては，漁撈活動の機能的側面からさ

同様な凹地は－ 12 m と－ 16 m にもある．それら

らなる調査が必要であるが，おそらく底質と結び

の 凹 地（depression） は， 直 径 5 m 以 下 の「 小 凹

ついた小動物，これを捕食する魚類や頭足類など

地」
（small depression）と，それ以上の「広い凹地」

があり，漁撈活動と無関係ではないと思われる．

（extensive depression）に分けられており，台風時

宮古諸島では，カタマ系方名こそないものの，海

には礁縁部の広い凹地で礫の移動が激しく起こる

底の民俗分類において礫質環境ははっきりと認識

ことが示されている．しかしながら凹地に対する

されていて，それが中琉球の事例と同様に，魚類

地形学用語は提唱してはいない．

したがって漁撈活動（漁場）との関係性を示唆し
ているといえるだろう．
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Ⅴ
5．サンゴ礁学における新用語「カタマ」
（katama）
の提唱

カタマは，地形的にも生物学的にも，また漁撈
活動の観点からみても，明瞭な特徴を備えている
だけでなく，三者は一体となった関係を成り立た
せている．つまり，カタマという漁場では，
「地形・
底質―生物―漁撈」という関係が成立している．
著者らは，大和村におけるサンゴ礁で漁をする漁
師を対象とする聞き取り調査から，カタマという
地形の重要性を認識するに至った．その意味で，
本研究課題は大和村の漁師が与えてくれた，とい

まとめと今後の課題

カタマ系方名は中琉球にのみ分布し，南琉球に
は分布しない．中琉球の漁師たちが「カタマ」「ハ
タマ」などとよぶ地形は，その多くは礁前面の礁
嶺寄りに位置する凹地である．それは縁溝によっ
て外海とつながっている．底には，周辺の緩斜面
や後方の礁嶺から供給されたと考えられるサンゴ
礫が敷き詰められている．奄美大島大和村のカタ
マ底の水深は，その多くが － 4 ～－ 7 m 付近に分
布する．カタマ底の礫は，直径 5 ～ 30 cm（大半は
10 ～ 20 cm）の卓状ミドリイシ由来の扁平の円礫
である．礫下や礫裏には，甲殻類を中心とした小

える．
上述したように，
「ガレ場」としてのカタマは，
地形（凹地）―底質（扁平礫）―生物（甲殻類な
どの小動物とそれを捕食する魚類や頭足類）が結
びついた独特の生態系をつくり，追い込み網漁な
どの重要な漁場となってきた，と理解することが

動物が観察された．聞き取り調査や，『南島雑話』
のなかの記録，また魚の消化管内容物の調査など
から判断して，フエダイ科などの魚類が小さい礫
を鼻先で返して，礫下や礫裏の小動物を捕食して
いると考えられる．

できる．凹地であっても底質が砂の場合は，大和

カタマというサンゴ礁の微地形においては，「地

村の漁師は「カタマ」ではない，それは「シルジ」
（白

形（凹地）―底質（扁平礫）―生物（甲殻類など

地）
であるという．
（1）外海と縁溝によってつながっ

の小動物）―小動物を捕食する魚類やタコ類―そ

た凹地という地形，
（2）およそ 5 ～ 30 cm の扁平

れを捕獲するヒトによる漁撈（網漁・釣り漁・タ

礫が一面敷き詰められた底質環境，この 2 つを兼

コ漁）」という関係性が成立している．聞き取り調

ね備えてはじめてカタマというのである．

査によれば，カタマにおける網漁と釣り漁は，5 月

著者らは，この 2 つの条件を備えた礁前面にあ

から 8 月にかけておこなわれる．追い込み網漁は，

る凹地に対して，中琉球の漁師たちの言葉をその

カタマの地形をうまく利用し，昼間におこなわれ

まま取り入れて，
「カタマ」
（katama）という用語

る．一方，魚釣りは，『南島雑話』でも，地域誌の

を提唱したい．Atoll（環礁）がマルディヴ語（ディ

記録でも夜釣りが中心である．

ヴェヒ語）の atolu に由来し（Woodroff and Biribo

近年，海洋生物学において，礫質環境がサンゴ

2011:51）
，faro（環礁の中の小環礁）もマルディヴ

礁の種多様性を支える重要なマイクロハビタット

語がそのまま地形用語になっていること（McLean

であること，特にサンゴ礫環境がサンゴ礁海域の

2011:405）
，また，motu（モツ = 環礁島 atoll island）

魚種の餌場として重要な機能を果たしていること

が小島や独立した小領域を意味するポリネシア語

が示唆されている．中琉球の漁師たちは，『南島雑

（マリオ語，ツバル語を含む）の motu に由来すこ

話』に記録された 130 年以上も前から，そのよう

と（McLean 2011:47-48）などを想起すれば，これ

なサンゴ礫環境が小動物の生息場所であることを

は必ずしも針小棒大な提案でもないと考える．

経験的に認識していた．このように，漁師たちは，

ただ，ここで誤解を与えないために，一言付け

ガレ場環境である「カタマ」が生物多様性を支え

加えておきたい．それは，
「カタマ」という用語の

る重要なマイクロハビタットとして識別し，命名

提唱によって，
「ハタマ」などの方名が排除されて

し，そこを何世代にもわたって漁場として利用し

はならず，それぞれの地域のよび名は等しく尊重

てきた．その事実は，近代科学であるサンゴ礁学

され，言語の多様性を大切にしなければならない

や海洋生物学では近年になってようやくその重要

という点である．

性が注目されてきたことからすれば，驚嘆に値す
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るともいえる．今後のサンゴ礁保全において，カ

5）2014 年 9 月の著者らの調査による．

タマなどの礫質環境が小動物の重要な生息場所で

6）二重の礁嶺は，ニューカレドニア，マイヨット，グレー

あるという認識を深め，サンゴや藻場の保全に主

トバリアリーフなどでも知られている（Hopley，2011:

眼を置いた従来の保全策を総体的に捉え直す必要

325-326）．

があるだろう．

7）この礫サイズは，Kan（1995）が久米島の礁前面の凹地
で計測した値（5 ～ 30 cm）とほぼ同じである．

大和村大棚の漁師・前田幸二氏には海洋調査と聞き

8）タコ釣り漁は，拳大の鉛でカニを象って，それにタコの
足に見立てた先の尖った 8 本の針を付けたルアーを拵え，

取り調査で多大なご協力いただいた．大和村国直の中

タコのいる海底に下ろし，タコがそれを抱いたときに釣

村 修氏（NPO 法人 TAMASU 代表）には調査のさまざ
まな場面で便宜をはかっていただいた．菅 浩伸氏（九

り上げる漁である（渡久地 2009：81-83）．
9）チナカキエー（綱掛け）とは，
袖網ではなく，
脅し紐（ス

州大学大学院教授）には，サンゴ礁地形に関して有益

ルシカー）を付けた綱で魚を追い込んでいく漁法である．

なご助言と関連文献のご教示をいただいた．三氏に対

10）『西古見集落誌』に，「ウチヴェ」という夜間の釣り漁

して感謝の意を表したい．本研究の一部は，2016 年 1

――礁嶺に立って，外海側に釣り糸を投げ入れてハタ科

月 26 日，九州大学西新プラザ大会議室で開催された

やフエフキダイ科などを釣る漁の記述がみえる（西古見
慰霊碑建立実行委員会，1994：225）．

シンポジウム「東アジア島嶼沿岸域における広領域学
際研究」において，
「サンゴ礁ガレ場の環境特性と生

11）本部町備瀬の漁師の漁業日誌から漁師の 1 年の漁法の

物相」
（藤田），「海人の文化――サンゴ礁の民俗分類・

月別変化を分析した橋本（2015）によれば，礁前面でお
こなわれる夜釣りは 5 ～ 8 月の 4 ヶ月に限られている．

地名・漁撈活動」
（渡久地）と題して口頭発表した．な
お本研究には，つぎの研究資金の一部を使用した．沖

文

縄美ら島財団研究助成（海洋文化部門）
（代表＝渡久地
健），科研費（基盤 C）
（代表＝渡久地 健，研究課題番

市川光雄（1978）：宮古群島大神島における漁撈活動 ――
民族生態学的研究．加藤泰安・中尾佐助・梅棹忠夫編『探

号 15K03015），科研費（基盤 A）
（代表＝菅 浩伸，研
究課題番号 25242026）
．末筆ながら，貴重なご助言を
いただいた査読者に対しても謝意を表したい．
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