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消失の危機にある琉球の生物文化の記録保存から「生物文化遺産」創出の道を開く 

 

代表者 当山昌直（沖縄大学地域学研究所） 

 

概 要 

琉球列島の島人は古来自然に寄り添い自然とともに暮らしてきた。そのために身の回り

の動植物や地形などに地方名をつけて利用し、さらにそれぞれの特性を理解して暮らしに

活かす先祖代々の知識と知恵が引き継がれてきた。しかし、琉球列島の自然環境は、開発や

第一次産業の衰退等の社会変化により大きく姿を変えると同時に、語り部の高齢化や過疎

化などにより、それまで身近な自然を生活の中に多様な形で利用していた文化も、急速に失

われつつある。 

本研究では、このような文化の危機的な状況に向き合ってきた地域の人々ともに、消失の

危機にある琉球列島各地に残る「生物文化多様性」の記録に取り組み、次世代への継承のあ

り方を探ることを目的とする。また、地域の特徴やそのもつ意味を地域の人々とともに明ら

かにし、地域についての気づきや興味、さらには深い理解にもとづく自信と希望を育てたい。

これを「地域の生物文化遺産」データベースとして公開し、地域を超えた伝統的な知識と知

恵の継承と交流の場の創出を目指す。 

実施内容や方法については、以下のとおりである。 

 奄美・沖縄・宮古・八重山諸島の各地において、動植物の方言やその利用等について聞き

取りや映像により調査・記録し、データベースを作成する。沖縄島に取りまとめの本部を置

き、代表とコアメンバーで、調査の計画、調整、進捗状況のチェックなどを行い、短期間で

効果的な調査が実施できるように行う。奄美大島、宮古島、石垣島に地元の調査員を置き、

効率的に広範囲の調査が行えるようにする。また、沖縄島からの調査員が一緒に行う合同調

査なども行なう。地元の教育委員会、市町村史編纂室、博物館・資料館等と連携を取りなが

ら調査を実施する。また、学校現場や社会教育の主体とともに調査後の地元への成果の還元

や普及に取り組める体制をつくる。 

本研究の参加者は以下のとおり（所属は 2019年 4月時点）。当山昌直（沖縄大学地域研

究所・特別研究員：研究代表者）、渡久地 健（琉球大学・退職）、盛口 満（沖縄大学・

学長）、高橋そよ（琉球大学・准教授）、城間恒宏（沖縄県教育庁文化財課・指導主事）、

中本 敦（岡山理科大学・講師）、佐藤寛之（沖縄大学・非常勤講師）、富田 宏（漫湖水

鳥・湿地センター ・専門職員）、當山奈那（琉球大学・准教授）、町 健次郎（瀬戸内町

立図書館・郷土館・学芸員）、久貝勝盛（宮古島市史・自然部会長）、佐藤宣子（宮古島市

史・事務局）、島村賢正（竹富町史・編集委員）、寄川和彦（八重山博物館・学芸員）、安

渓遊地（山口県立大学・名誉教授）、安渓貴子（山口大学・非常勤講師）。 



 

 

 

成 果 

 調査活動は、沖縄島の本部メンバーと各地域の調査員に分けられるが、ここでは主に全体

的な活動を中心に記す。成果として、各地域における講演等、シンポジウム、報告会、地域

と連携した調査、概要報告書の刊行の順でまとめた。 

（１）各地域における講演等 

 宮古の池間島と八重山の石垣島で開催されたアダンサミットには地域をまたがって参加

した。2017 年 8 月５日から 8 月６日は、宮古池間島（琉球弧アダンサミット、主催：ＮＰ

Ｏ法人いけま福祉支援センター）：当山昌直、盛口満、渡久地健、寄川和彦が参加。報告講

演：当山昌直「オカヤドカリからアダンへ」、盛口満「アダン好き？」、渡久地健「絵画と

文学にみるタコノキ科」。2018年 12月 8日から 9日は、石垣島（琉球弧アダンサミット）：

寄川和彦（事務局）、島村賢正（事務局）、盛口満、当山昌直、久貝勝盛が参加。講演：盛

口満「島々の植物利用─岩崎卓爾とアダン」。 

 与論島では 9 月 7 日～11 日に与論島合同調査を実施。当山昌直、安渓遊地、安渓貴子、

佐藤寛之が参加。10日 19時与論郷土研究会に参加。プロジェクトメンバーの発表：当山昌

直「生物文化遺産の道をひらく」、安渓貴子「毒抜き法からみた奄美・沖縄のソテツ文化史」、

安渓遊地「木のない島の家づくり─与論島麦屋・佐藤為宜志さん」。4 月 29 日から 5 月 3

日、与論島における調査に当山昌直、久貝勝盛、佐藤寛之が参加し、29 日郷土研究会にお

いては、当山昌直「古風葬とオカヤドカリ」「沖縄の古代神（アマン）を考える」と題し報

告講演した。 

 

（２）シンポジウム 

 2018 年 11 月 23 日、沖縄県立博物館・美術館においてシンポジウムを開催した。内容は

以下のとおり。 

◆シンポジウム 

人と自然が織りなす世界──奄美沖縄の生物文化 

 琉球列島の島びとは古来自然に寄り添い自然とともに暮らしてきました。そのために身

の回りの動植物や地形などに地方名をつけて利用し、さらにそれぞれの特性を理解して暮

らしに活かす先祖代々の知識と知恵が各地域で引き継がれてきました（これを「生物文化多

様性」と呼びます）。しかし、これらの地域の宝は、生活環境の変化、語り部の高齢化等に

より、急速に失われつつあります。 

 このような中、私たち研究チームでは、消失の危機にある琉球列島各地に残る「生物文化

多様性」の記録に取り組み、地元の方々と協同で次世代への継承のあり方を探っています。

本シンポジウムでは、研究成果の報告と同時に、各地域の生物文化の特徴やそのもつ意味、

地域の宝としての気づきや興味、さらには「生物文化遺産」としての創出の可能性を参加者

のみなさまとともに探りたいと思います。 



 

 

期日：2018年 11月 23 日（金）午後２時～午後５時半 

場所：沖縄県立博物館・美術館（２階講堂）入場料：無料 

主催：生物文化遺産プロジェクトチーム 

プログラム  司会・進行 高橋そよ（琉球大学研究企画室上席 URA） 

 基調講演 琉球弧の農耕文化と生物文化 安渓遊地（山口県立大学名誉教授） 

 八重山からの報告 八重山のアダン文化 寄川和彦（石垣市立八重山博物館学芸員） 

 宮古からの報告 宮古のサシバ文化 久貝勝盛（宮古島市史編さん委員） 

 奄美からの報告 屋敷、アタリの植物と利用 田畑満大（奄美市文化財保護審議委員） 

 沖縄島からの報告と全体まとめ 奄美沖縄の生物文化──島じまを巡って 

     当山昌直（沖縄大学地域研究所特別研究員） 

 パネルディスカッション  座長：花井正光（元文化庁主任文化財調査官） 

 おわりのあいさつ   渡久地 健（琉球大学准教授） 

************************************************************************** 

◆講演報告概要（レジュメをもとに作成） 

基調講演 

奄美沖縄の農耕文化と生物文化 

安渓 遊地 

山口県立大学名誉教授（http://ankei.jp） 

 

研究のモラルと学びあいの方法 

 私たち生物文化プロジェクトチームは、もともと総合地球環境学研究所で日本列島 3 万

年の人と自然の関わりの歴史を調べようという湯本貴和教授（現在京大霊長類研究所所長）

の率いる研究プロジェクトの奄美沖縄班として発足しました。 

 班長として班員の人選を任せられた私は、たくさんの優れた研究者の中から次のような

基準でメンバーを依頼しました。１）奄美または沖縄を 30年以上研究している人、２）こ

れから少なくとも 30年はかかわり続けてくれそうな人。 

 「調査というものは地元のためにはならないで、かえって中央の力を少しずつ強めていく

作用をしているものが多く、しかも地元民の人のよさを利用して略奪するものが意外なほ

ど多い。」という、宮本常一先生の鳴らした警鐘を心にきざみ、地域と学問の両方に正直で

あるような、そしてできることならともに力を合わせ、知恵を持ち寄ってひとつの成果を作

れる、そんな出会いが生まれることを期待しました。そうした試みのひとつの成果を、トヨ

タ財団のご支援を得て今日ここに発表できることを嬉しく思っています。 

奄美沖縄の農耕文化の特徴 

 私は、1974 年にはじめて西表島を訪問して以来、たくさんの廃村が生まれた歴史や数百

年以上にわたって脈々と受け継がれた稲作や畑作の文化について、妻とともに研究してき

ました。与那国島やさらには沖縄県全体の農民の歩みについて勉強したこともあります。ま



 

 

た奄美の加計呂麻島は母方の実家でもあり、屋久島や種子島にも通いましたから、九州と台

湾のあいだの島々の人と自然の関係についてこれまでの研究を紹介してみたいと思います。 

 農作物とその品種は、最も多様性が高いところが起源地であるとされます。そして中国大

陸や九州以北を経て北からやってきた温帯作物なのか、あるいは、南から島づたいに海上の

道をたどった熱帯作物なのかを作物自身が語ってくれます。また、夏場は干ばつと台風の被

害があるために、もともと熱帯に起源したイネのような作物でさえ冬作を中心にせざるを

得ないという環境条件があります。品種はいちど失ったらふたたび取り返すことは不可能

ですから、栽培植物こそは人類の宝物としての生物文化多様性の遺産の最たるものなので

す。 

 地をはうようにして島々の民具を愛情深く研究し続けた上江洲均先生は、在来の稲の脱

穀に使う竹の「こき箸」が、奄美と宮古・八重山では掌にすっぽり入るほど短く、沖縄島・

久米島・与論島ではそれが食事の箸よりも長いものであったことを見出しました。こうした

民具の集圏的分布は、琉球王朝の成立に関わった人々が中国南部の福建省あたりからもた

らした新しい品種が中央に分布し、より古い在来品種が周縁に残ったことを反映している

のではないかと、私は考察したことがあります。安渓貴子が調べたソテツの幹の毒抜き法に

おいても、これによく似た分布が見出されました。 

生物文化多様性のホットスポット 

 奄美沖縄の島々とその海が有する生物多様性は、東アジアでも飛び抜けて豊かなもので

あり、西表島の浦内(うらうち)川や、辺野古の大浦湾のように、人間の勝手な都合によって、

危機に直面しているものも少なくありません。生物の多様性が失われると、それを賢く生か

して生活を成り立たせてきた島びとたちの暮らしも成り立たなくなります。さらに個々の

生物名や細かくつけられた地名などが忘れ去られるとき、自然環境と調和した人間活動に

よって、より豊かにさえなってきた生物文化多様性が、まるごと失われてしまうということ

が危惧されます。 

 生物文化多様性の中核には、奄美のケンムンや、沖縄のキジムナーなど、普通の生物図鑑

には載っていない「いきもの」が確かに息づいています。こうした超自然的な存在も含めた

生物文化多様性が生き生きと次の世代に手渡されていくためにはどうすればよいのでしょ

うか。この基調講演とそのあとに続く地域からの個別の発表を手がかりに、会場の皆さんと

ともに考える機会がもてれば幸いです。 

北からの道・南からの道・土着のもの 

 おわりに、安渓貴子が長年調べてきた、西表島をはじめとする八重山の行事食を手がかり

に、日本からの精進料理と、中国大陸に起源をもつ三牲・五牲、そして台湾とも共通する、

より古い土着の食文化の、少なくとも３つの層があることを紹介します。 

 何気ない日常の生活の中から、世界の人びととも共通する要素や、わが島独自の特徴など

が見えてくることは、わくわくすることではありませんか。 



 

 

 はるか熱帯からずっと分布しているアダンの八重山での利用法は、どの程度南とつなが

るものでしょうか。フィリピンと日本を結んで飛び回るサシバは、なぜ宮古島で特別のごち

そうになったのでしょう。「野山がコンビニ」だった時代の沖縄島の暮らしや、いろいろな

時代に到来されたあらゆる神々が共存している奄美の不思議など、南北の道の視点は、島々

の生物文化多様性の未来を考えるにあたって、パネルディスカッションのひとつのテーマ

になりうるのでは、と楽しみにしています。 

 参考文献 

安渓貴子・当山昌直編著 2015『ソテツをみなおす──奄美・沖縄の蘇鉄文化誌』ボーダーインク 

安渓遊地編著 2007『西表島の農耕文化──海上の道の発見』法政大学出版局 

安渓遊地・当山昌直編著 2010『奄美沖縄環境史資料集成』南方新社 

宮本常一・安渓遊地 2008『調査されるという迷惑──フィールドに出かける前に読んでおく本』みずのわ

出版 

************************************************************************ 

八重山のアダン文化 

 

寄川 和彦 

石垣市立八重山博物館学芸員 

 

 アダンは沖縄各地に自生する植物で、海岸林として密生している。海岸線のアダンは、防

風・防潮・防砂の役目を果たすとともに、その幹や葉、気根、実は八重山の人々の生活にと

って欠かすことの出来ない大切な存在であった。 

 八重山ではアダンのことをアザニ、アダニという。郷土史家・喜舎場永珣の大正年間の調

査によれば、地上に最初に現れたヤドカリの後に現れた人間が食べて飢えをしのいだのが

熟したアダンの実であった。そのため、アダンは神聖なものとして神仏に供えるものになっ

たとされ、旧盆には仏前へ熟した実を供え、豊年祭では神前への供物に熟した実の芯を細切

にしたものを供えたという。幹はビギ（雄）アダン、ミー（雌）アダンと区分され、ビギア

ダンは「カニ（金＝金属のように硬い）アダン」と称し、穴堀屋の柱や屋敷の垣根の柱とし

て利用された。葉は莚、草履、玩具の素材となり、幹を支えるために長く伸びる気根は乾燥

させ細かく裂いて、大小様々な縄を綯い、農耕、牧畜、漁労、日常生活の様々な場面で使用

した。また、小縄を編んで運搬具アンツク（編袋）が作られた。熟した実（分果）は野外で

遊ぶ子供たちの格好のおやつで、分果を取り外した実の芯を食べた古老の話を今でも聞く

ことできる。フキ（芯芽）は法事料理の食材として独特である。 

 現在の八重山では、カニアダンの垣柱を見ることはないが、アダン葉草履やアンツクは土

産物の店頭を飾っているし、アンツクは日常使いのバッグとして、大きさや形、手提げやシ

ョルダーなど様々なバリエーションが展開している。芯芽は法事料理以外でも、八重山独特

の食材として居酒屋の看板メニューに取り入れられている。 



 

 

************************************************************************ 

宮古のサシバ文化 

 

久貝 勝盛 

宮古島市史編さん委員 

 

 琉球でサシバが初めて記録されたのは中山伝信録（1721、徐葆光）で科学的に記録された

のは石垣島気候編（1974、岩崎卓爾）である。 

サシバ受難時代 

昔からサシバの集団渡来地として知られる宮古。サシバのシーズン中（寒露の 2週間）は

島中が燃えた。大人も子供も血が騒いだ。皆、こぞってサシバ捕獲に繰り出した。サシバ捕

獲は島人達の年に一度の楽しいハンテングだったのである。 

サシバと関わった長い歴史の中で島人達は世界のどこにもないようなサシバ捕獲方法を

考え出した。それはツギャと呼ばれる捕獲小屋を利用した捕獲方法である。ある古老は一日

で 138 羽のサシバを捕ったと話してくれた。捕獲されたサシバはタンパク源や子供たちの

ペットになった。市内のみならず那覇の国際通りでも売りに出され貴重な換金動物でもあ

った。 

古謡の中のサシバ 

サシバが多く飛来する平良地区や伊良部島には以下のような古謡がある。かつて子供た

ちは寒露の頃になると、この歌を歌いながらハートをときめかせた。 

旧平良市少年少女合唱団（1980） 

タカ どおい でんご うわが やーや んざが たらまぬ ぱいぬかた うぷぎぬ  

すたんど やーや つっふい すっさ つっふい びじゅい たーかー ぬい ぬい 

（タカさん おまえの 家はどこだ 多良間島の南側の 大きな木の下に 家を造り 

巣をつくって 座っているよ） 

伊良部島国仲地区（仲宗根玄信、千代・村吉蒲五郎、1979，10，21） 

くがつん まいふう タカがま どんま しっつあ っしど とうびまいふう 

（旧暦 9月に 飛来する サシバは 毎年 季節を知って 飛んでくるよ） 

くがつん まいふう タカがま どんま すまぬばん むらぬばんちど ぬくいあむぬ 

どうたまい すまぬばんちど ぬくらじてい 

（旧暦 9 月に 飛来する サシバは 島や村を守るために 居残る 自分たちも島や村を

守るために 残って 頑張ろう）〈これは越冬サシバについて歌っている〉 

しつぬ といがま どんま むどりっち みいらいすが どうぬ っふぁんみゃ  

のうちが みいらいんが 

（その季節になると サシバは 必ず見られるが 死んだ わが子は どうして 見られ

ないのか） 

************************************************************************ 



 

 

屋敷林、アタリの植物と利用(龍郷町秋名・幾里) 

 

田畑 満大 

奄美市文化財保護審議委員 

 

１．今、なぜ、何のための屋敷林？―より良い住環境、先祖の知恵から 

①台風や季節風対策 

②樹木による大気浄化作用 

③緑陰の場 

２．屋敷林にどんな樹種があり、どのように利用されたか？ 

【ガジュマル】成長が早いこと、家に被さるときは枝を落とし、葉は家畜の飼料、枝は枯ら

して燃料、落ち葉は掃き集めて堆肥、または焼却して肥料に。 

【ヤマグワ】戦前は、養蚕もあり、ふだんは桑畑の桑を利用するが、たまに桑の葉が不足す

る際、屋敷林の中のヤマグワ利用となる(枯れ木にはアラゲキクラゲが生える)。 

【クワノハエノキ】奄美で１月 14日に行われるナリモチを作るのにこの木の枝を使う。 

【ビロウ】若い葉で簑や傘、草履などを作るのに使用する。枯れ葉は燃料。葉柄は子供たち

の遊び道具に加工(船や刀を作る)。 

【イヌマキ】旧暦 1月 15日に先祖の神棚に花生けとしてきれいな枝葉を使用。庭園樹や盆

栽にも使用。また材が取れるほどになると、柱や床柱に使い、代わりのイヌマキを捕植。 

【ヤブニッケイ】防風林としては良いが、防火としては望ましくないものの植栽してある。

樹皮がすべすべしていて、天水を集めるのに良いようである。ワラを巻き付け、水受けの容

器を置き、水を貯めて使用したようである。枯れたら薪炭用。 

【ホウライチク】防風用でもあるが、農業用として一番多く使用されている。結束用(ウビ

ィ)。ティル、サンバラ(沖縄のバーキ)、ザルなどの入れ物、建築用、野菜などの支柱、垣用、

土木用、数えあげればきりがないほどである。畑や山林などの境界線などに植栽。筍は食用、

枯れたのは燃料用 

３．アタリという菜園が屋敷内にあるのは？ 

現在では、スーパーマーケットで野菜類を購入し冷蔵庫に入れておけばある程度貯蔵でき

る時代だが、冷蔵庫がなかった時代、自然の中で身近な冷蔵庫代わりになったのがアタリだ

った。汁鍋を炊きながら短時間で取ってこれですぐ利用できた。アタリは先祖が考え出した

知恵である。 

************************************************************************ 

奄美沖縄の生物文化──島じまを巡って 

 

当山 昌直 

沖縄大学地域研究所特別研究員 



 

 

 

 琉球の島びとは、身のまわりの動植物に独自の名前をつけ、同時にこれらを利用して暮ら

してきた。そこには先人たちの知識や知恵が豊富に残されている。これらを生物文化と称し

ている。奄美や沖縄の島じまで聞き取りをしていると、動植物に関する先輩方（お年寄り）

の知識や情報の豊さにはいつも驚かされる。すごいのである。島の動植物を方言で称（分類、

認識）して、その特徴などもよく知っている。見方によっては生物研究者にもおとらない知

識ではあるが、本人たちにとってはそれが当たり前のこととして認識されている。 

 話をお聞きしたいというと、「何もわからんさー」といって遠慮される方が多い。みなさ

んが暮らしてきたこと、経験したことなどを教えて下さい、といって話をはじめると、調査

を始めた当初は「なんで当たり前のことを聞くの」と、よく言われたものだった。我々には

新鮮な情報である昔のことは、先輩方にとっては日常の風景だったのである。ただし、各地

で聞き取りをしていると、およそ昭和１０年生まれを境に動植物の方言や利用に関する情

報量の差が明らかに大きくなるというのが実感としてある。最近では、「是非、若い人にも

伝えて欲しい」と積極的に話してくれる先輩も多くなった。 

 一方、動植物の方言は、極端にいうと、集落によって言葉そのものが異なることが多い。

同時に、その利用の仕方も集落によって違いがみられることがある。琉球の生図表目次項目

が見つかりません。物文化は、多様性に富んでいるのである。 

 今回は、奄美沖縄における聞き取りの中から、利用に関する知識や知恵を紹介したい。 

・毎日利用：オオハマボウ（方言の一例：ゆーな、ゆな、ゆなぎ、ゆなき、よーな） 

・萎えさせて使う：オオバコ、シマアザミ、糸芭蕉 

・飢えから救った：蘇鉄／乳幼児を救った：ヌマガエル／身近な栄養源：カタツムリ 

・茅葺、壁、成長による名称の変化：リュウキュウチクとススキ 

・縄：クロツグ、シュロ、アダンなど 

・お盆の供え物：アダンの実、ナシカズラ（代わりのタマシダ）、スベリヒユ。 

・霊力を持つ植物：ススキ、ダンチク、ボタンボウフウ、トベラ、ゲットウ、オヒシバなど 

・その他 

 大部分の生物文化が消えようとしている今、各地を調査し、記録保存することが急務であ

り、また、これらが大事なシマの宝（遺産）であることを知らせることも重要である。そし

て、普及、伝承する道を探らなければならない。一方、このままでは、資料が散在して残ら

ない可能性も否定できないので、今後は体系的な研究（生物文化研究）が必要と思われる。 

************************************************************************ 

パネルディスカッション 

奄美沖縄にみる生物文化－その豊かさを次代に引き継ぐ意義と手立てについて考える－ 

 

花井 正光 

元文化庁主任文化財調査官 



 

 

 

 琉球弧の生き物たちの世界の豊かさは地球上でも名だたる存在で、その多様さの顕著な

普遍的価値が改めて認められようとしています。小さな島じまが連なるこの列島で、長年人

と自然が相互に関係しあって紡ぎ出した文化もまた多様性に富むものでした。自然と密接

に関わった暮らしを通じて、自然を畏れ敬い、自然から恩恵を受けるための知恵や技術を培

い、身に着け、そして伝承する営みは、時にめぐり合わす天災への備えにもなるものでした。 

 転じて、昨今は、自然と寄り添い生き物たちと様々に関わったかつての暮らしが遠退き、

自ずと土地とちの生物文化も消えつつあり、その多様性も同時に喪失しそうにあります。一

方で、将来世代が安全で健康に暮らせる自然環境や資源の持続性を脅かす地球環境の劣化

が進行するなか、この事態の回避を目標とする措置が地球規模で取り組まれるようになっ

て久しい昨今でもあります。そうした取り組みのなかに、地域社会で育まれた自然と人が関

わる知恵や技術を見直し、実践に繋げる行動を奨励している例が少なからず見られます。生

物多様性条約や世界遺産条約、持続可能な開発目標（SDGs）といった国際ルールがこの例

にあたります。 

 今日の基調講演と４題の地域からの報告から、琉球弧にみる生物文化に関する事象とそ

の多様性に気づき、あるいは思い起こすことができることと思います。また、生物文化とそ

の多様性の今日的意義についても思いを及ぼす機会が提供されるでしょう。 

 本パネル討論では、会場からの質問や意見を交え、琉球弧にみられる生物文化とその多様

性に求める意義や地域での実践に繋げる取り組みについて、会場との共有に注意しながら、

登壇者の問題意識と豊富な体験を通じた活発な議論を期待したいと思います。 

 パネリスト：  安渓遊地（山口県立大学名誉教授・人類学） 

    寄川和彦（石垣市立八重山博物館学芸員・民俗学） 

    久貝勝盛（宮古島市史編さん委員・動物学） 

    田畑満大（奄美市文化財保護審議委員・植物学） 

    当山昌直（沖縄大学地域研究所特別研究員・動物学） 

 座長：  花井正光 （元文化庁主任文化財調査官・保全生態学） 

*************************************************************************** 

 

（３）報告会 

 2018年 11月 25日、与論町中央公民館において報告会を開催した。内容は以下のとおり。 

◆報告会 

ユンヌの生物文化をかえりみる 

 琉球列島の島びとは、古来自然に寄り添い、自然とともに暮らしてきました。そのために

身の回りの動植物や地形などに地方名をつけて利用し、さらにそれぞれの特性を理解して

暮らしに活かす先祖代々の知識と知恵が各地域で引き継がれてきました（これを「生物文化



 

 

多様性」と呼びます）。しかし、これらの地域の宝は、生活環境の変化、語り部の高齢化等

により、急速に失われつつあります。 

 このような中、私たち研究チームは、消失の危機にある琉球列島各地に残る「生物文化多

様性」の記録に取り組み、地元の方々と協同で次世代への継承のあり方を探っています。 

 本報告会では、与論島を中心とした研究の成果報告と同時に、各地域の生物文化の特徴や

そのもつ意味、地域の宝としての気づきや興味、さらには「生物文化遺産」としての創出の

可能性を参加者のみなさまとともに探りたいと思います。 

日時 2018年 11月 25日（日） 午後 2時半～5時半 

場所 与論町中央公民館（２階大ホール）入場無料 

主催 生物文化遺産プロジェクトチーム 

後援 与論町教育委員会 

プログラム 司会・進行 中本 敦（岡山理科大学講師） 

 はじめのあいさつ 町岡光弘（与論町教育委員会教育長） 

 主催者のあいさつ 当山昌直（プロジェクト代表） 

 基調講演 ユンヌとユンイ──与論島と与那国島の命のとらえ方の対比 

安渓遊地（山口県立大学名誉教授） 

 報告① 漁師に学んだサンゴ礁の知恵  渡久地健（琉球大学准教授） 

 報告② 島々の植物利用──伝承と歴史的記録 盛口満（沖縄大学教授） 

 報告③ 与論の植物    稲田瑞穂（与論郷土研究会） 

 フリートーク ユンヌを語る（進行 当山） 

 おわりのあいさつ 麓 才良（与論郷土研究会会長） 

************************************************************************* 

◆講演報告概要（レジュメをもとに作成） 

 基調講演 

ユンヌとユンイ──与論島と与那国島の命のとらえ方の対比 

 

安渓 遊地 

山口県立大学名誉教授（http://ankei.jp） 

 

０．与論の言葉が懐かしい言葉になるよ 

 1999年に家族で初めて与論島をお訪ねして、立長の野口才蔵先生の紹介で、当時 90歳だ

った麦屋の佐藤為宜志さんのお話を 2日間にわたってうかがう幸せにめぐまれました。 

 佐藤：あなたは、与論ことばも聞かせ、与論民謡も歌えとおっしゃるが…… 

 安渓：わたし（遊地）のじいさんが瀬戸内町の加計呂麻島・西阿室の生まれなもんですか

ら、奄美の島々のこともいろいろ勉強したく思いまして。 



 

 

 佐藤：ああ、そうですか。私は、名瀬あたりはあまり行ったことはないんですよ。ここの

方言で、「ウレターヤイダカラワーチャンガ」といいますが、どういう意味かわかりますか。 

 安渓：あてずっぽうですが、「あなた方は、どこからいらっしゃったか？」ですか。 

 佐藤：ああ、よくわかるね。与論のことば面白いよ。ゆっくり習えば与論の言葉が懐かし

い言葉になるよ。 

１．ユンヌ（与論）とユンイ（与那国島の 15世紀の呼称） 

 与論島を方言でユンヌといいます。菊千代さんの『与論方言辞典』には、「ユンヌナン ウ

マリティ イショーシャイ（与論島に生まれてうれしい）」というすばらしい例文が載って

います。同じ「与」の字で始まる島に与路島がありますが、沖縄には与那国島があります。

現在の方言ではドゥナンという与那国島は、1477 年に 3 人の済州島民が漂着して半年を暮

らした経験談（朝鮮王朝実録）があって、島民は自らの島を「ユンイ」と呼んでいたという

のです。東側の西表島などでは、現在もユノーンと呼んでいますから、「ユンイ」あるいは

「ユニ」という名前にそう遠くありません。文字だけでなく、方言もなにやら近しい感じで

す。 

 島の民具の展示館を与那国島で長年開いてこられた、池間苗さんは、菊千代さんほどの大

きな本ではありませんが、与那国ことばの辞書を 2冊出しておられます。さらに、沖縄国際

大学で生活方言を専攻しておられた高橋俊三先生が、このお二人の女性の方言研究を長年

にわたって支えてこられたということを忘れることはできません。そんなわけで、私にとっ

ては、奄美の南の端であり、沖縄への玄関口の与論島と、沖縄の西の端であり、台湾への玄

関口の与那国島は、なにか不思議に通い合うものが感じられる島だったのです。 

２．ヌチムチムヌ（与論）とヌてィムてィムヌ（与那国） 

 私は、おもに西表島で自然と人間のかかわりを、農業や山の利用などの面から研究してき

ました。そこでは、生物のことを、「イキムシ」と呼びますが、あらゆる動物が含まれ、植

物は入っていないようです。植物は、「フサキ（草木）」と総称されています。ただし、「ピ

トゥ（人間）」は、イキムシに含まれません。「いのち ある もの」のような、説明的な

表現はあっても、ひとつにまとめて呼ぶ方言の単語はないようです。 

 さて、与論方言では命あるもの、人間および動物をさすことばとして、「ヌチムチムヌ」

が『与論方言辞典』にあります。ずばり「ヌチムチ」ともいうそうです。これは、日本語に

は直接対応する単語がないことばで、与論方言の特徴だと思います。このたび、与那国の伝

承者に尋ねてみたところ、池間苗さんの方言辞書にはのっていませんが、与論方言とぴった

り対応する「ヌてィムてィムヌ」という単語があるとのことでした。しかも、伝承者のＮ子

さん（匿名）が、小学校５年生だった 1965年頃までは、植物もこれに入れていたというの

です。これは、西表島で、「木にもいのちがある」としていることからは、もっともなこと

です。さらに、岩や巨木がタマシ（魂）をもつというのは、八重山ではよく聞くことですし、

与那国島では、薪のために生木を倒すことを禁じていて、そういう行為を繰り返している人



 

 

が精神状態がおかしくなることがあるそうです。そういう人は、「キヌカラニドゥ シミラ

リブル」つまり、木の「カラ」に締め付けられている、と表現します。 

 カラとはなんでしょうか。Ｎ子さんによれば、ドゥナンという島の名前のほかに、古老は

もっと古い呼び名として「ヌてぃヌカァラ」と呼んでいたといいます。カーラなら、西表島

では川のことですが、干満の影響を受けるところは、ミナトゥといいますから、上流部をさ

すものです。Ｎ子さんの説明では、「ヌてぃヌカァラ」は、「いのちの根源」いうような語

感だということでした。 

３．いのちさきはう未来へ 

 すべての動物（および植物）を含むグループに人間が含まれるかどうかは、その地域の生

命についてのものの見方、考え方の大切な要点です。人間を含めた「ヌてィムてィムヌ」と

いう方言がある与那国島では、すくなくとも 1960年代までは、ごくあたりまえに、赤ん坊

のまくらもとにミミズをおいてミミズと話をさせることから始まって、地底のニラガナチ

に送るためのジャコウネズミ、大海のトゥーガナチへの使者としてウミガメ、さらに天上の

ティンガナチへはツバメの雛を、子どもが一定期間飼って、御馳走のうえで野生に返すとい

う、まさにアイヌ民族のイオマンテと共通する祭が行われていました。そこには、生活のす

べてが生きとし生けるもの、あらゆる自然の現象への畏れにねざした感謝の祈りにみたさ

れた生活がありました。それは、世界の先住民族の世界観とも共通するものですが、与論島

でも、ふるさとの生物文化をきちんと次世代に手渡し、すべての「ヌチムチムヌ」がともに

栄える未来をイメージして引き寄せる智恵をもちよりたいものです。 

 参考資料 

安渓貴子・盛口満編、2011『うたいつぐ記憶──与那国・石垣島のくらし』ボーダーインク 

安渓遊地・安渓貴子、2000『島からのことづて──聞き書き・琉球弧の旅』葦書房 

************************************************************************ 

漁師に学んだサンゴ礁の知恵 

 

渡久地 健 

琉球大学准教授 

 

 サンゴ礁は複雑な地形と生物多様性として特徴づけられる。サンゴ礁における漁撈の主

要な漁獲対象である底魚や底生生物は微地形や底質との結びつきが強い。それゆえ漁撈活

動も多岐に分化している。また微地形を呼び分ける地形名や具体的な場所に付けられた地

名も，微に入り細を穿つような様相を呈する。つまりサンゴ礁では「複雑な地形――多様な

生物――多様な漁撈文化」といった関係性が認められる。 

 漁撈という営みを通して，漁師たちはサンゴ礁の地形と生物に対して細やかな眼差しを

向け，豊かな漁場知識を育んできた。たとえば，礁嶺（リーフ）の外海側の緩斜面には直径

数十 m，水深 5～10 m 程度の凹地があるが，この地形に対して地形学は用語を与えていな



 

 

い。この凹地は，漁師たちによって「カタマ」などと呼ばれ，古くから重要な漁場として利

用されてきた。カタマの底はテーブルサンゴ由来の扁平礫に覆われ，生きたサンゴや目立っ

た藻類は見られない。ここに魚が群れる理由を漁師たちは知っている。すなわち，イソフエ

フキなどの魚類が扁平礫を鼻先で返し礫裏に潜む甲殻類などの小生物を捕食している。礫

と魚の関係については，160 年前の幕末奄美の記録『南島雑話』にも記されている。この漁

師たちの漁場知識は，礫質環境の重要性を認識させる。 

 これまで何世代にわたってサンゴ礁の自然と向き合ってきた漁師たちのサンゴ礁知識に

は，サンゴ礁における漁撈や環境保全を考える上で重要な知見が含まれていると考えられ

る。本報告では，奄美大島大和村における聞き書きを中心に，漁師に教えていただいたサン

ゴ礁知識の一端を紹介したい。 

************************************************************************ 

島々の植物利用―伝承と歴史的記録 

 

盛口 満 

沖縄大学教授 

 

 琉球列島の島々は、島ごと、または集落ごとといっていいほど多様な里山が存在していた。

そのような里山は、沖縄の島々では 1963年の大干ばつを機に田んぼが急減するなどして大

きく姿を変え、奄美の島々においても 1970年代以降の減反政策によって、やはり里山は大

きく姿を変えることになった。かつて、島々では半ば自給自足的な生活が営まれており、そ

うした生活を維持するために、田畑だけでなく様々な植物資源が必要とされた。そのような

植物利用が、身近な環境に作用した結果が，里山という景観になって姿を現わしていた。 

 島々の植物利用は、その用途の項目を取り上げれば、基本的にどの島においても共通して

おり、燃料源、緑肥源、繊維源、非常食源、建築材、屋根葺き材、竹材といったものとなる。

また子どもたちのおやつとなる木の実や、川やイノーで魚を捕るために利用される魚毒な

ども、各島において利用がみられた。ただ、どのような植物を利用するかは、島によって違

いがみられた。琉球列島の島々は、大きく高島と低島に分けることができるが、山や川のな

い隆起サンゴ礁起源の低島は、燃料源や緑肥源となりうる森林資源に乏しかった。そのため

低島ではサトウキビの絞りかすや、アダンやソテツの枯れ葉など、高島ではあまり顧みられ

ることのなかった植物資源が重宝され、際だった例としては、燃料源をアダンの枯れ葉のみ

に特化させた島もあった。 

 このような植物利用は、島ごとによる違いだけでなく、時代によっても変化があったと考

えられる。明治以前の琉球列島の植物利用について記述された文献はきわめて限られるが、

そのような文献の記述と、現在、聞き取りによって明らかとなる植物利用についてのつきあ

わせも必要ではないかと考えている。そのような中から、島ごとに固有といってもいい、里

山の景観や植物利用の文化が明らかにされつつある。島々の人々にとって「あたりまえ」で



 

 

あった植物利用は、琉球列における多様な植物利用という、きわめて特異で貴重な文化の一

端をなすものであるといえる。 

************************************************************************ 

与論島の生物文化 

 

稲田 瑞穂 

与論郷土研究会 

 

 植物の特性を知って島の人々が代々の生活にそれをどう利用してきたかについては、私

は殆ど無知に等しいので 先輩方である池田豪憲氏及び菊千代氏の発行済みの資料の中か

ら関連部分（一部）を抜粋して報告することとした。この中には、失われつつある昔の生活

の様子を知る手掛かりも、また先達の偉業を再認識しながら更に深く追究すべきヒントも

溢れている。（内容の重なるところはあるが、まとめ方が異なるのでお二人の分を別々にま

とめた。割愛部分も多いので読まれる方は当該文献に当たって補ってほしい。また「与論島

民族文化史資料」：町田原長著 1980．10．15刊には写真入りで一部は更に詳しい説明があ

るので是非参考にしてほしい。 

 

池田豪憲氏の資料より（『与論町誌』1988．3.31刊） 

用 途 植物名＜標準和名＞（ ）内は与論方言名：利用法等 

食用等 

ソテツ（シトゥチ）：ご飯、蒸菓子、味噌 

キャッサバ：蒸芋、でんぷん粉 

シマアザミ（アダニ・アダミ）、アダン（アダニ）、イチゴ（イチュビ）ツルグミ（グービ）、シマグワ

（クヮーギ）、アコウ（ウスク）、ヤブニッケイ（シダラギ）：実を焙煎 

スベリヒユ（テーニャ）、ホソバワダン（インジャナ）、ヨモギ（プチ）、ギーマ（ギーマ）、ツワブキ

（プキ）など 

用材等 

リュウキュウマツ（植栽 1924～）、モクマオウ（植栽 1937～）イヌマキ（シャーギ）、クワ、クスノハ

カエデ（マンクギ）ソウシジュ、フクギ、ゲッキツ（リンギチ）、リュウキュウコクタン（クルキ）ホウ

ライチク（カラダイ）、ダイサンチク（ガラボー）、リュウキュウチク（ヤマグンダイ）、ハチジョウス

スキ・トキワススキ（ギシキ）、など 

防風等 ガジュマル、フクギ、モクマオウ、ハマイヌビワ、など 

祭り等 
ガジュマル：サカキ代用 

カニクサ（ウンジャン頭飾り）ダンチク（デーク）・タラノキ（タラギ）：お祓い用 

農具等 

ゲッキツ・クスノハカエデ・クワ：鍬鎌等の柄 

アオノリュウゼツラン（トンビャン）・ダイサンチク：担い棒等 

シチトウイ（ビー）・ゲットウ（サンニン）・いねわら：オーダ用綱 

シュロ（チグ）・アダン・ビー：アンオーダ・綱 



 

 

漁具等 

 

ホテイチク：釣り竿、ホウライチク：モリの柄 

アダン：漁網の脅し 

モンパノキ（シューキ）・ハマビワ（ポーチ）・ギョボク（アマギ）：水中眼鏡枠 

ギョボク（アマギ）：擬餌 

イワダイゲキ（ウンマチギ）・トウダイグサ（パッタイマチギ）・ルリハコベ（ミーミジンクサ）・イヌ

タデ（タディ）・フクロギ：魚毒 

繊維・ 

衣料 

リュウキュウバショウ（バシャ）・アオノリュウゼツラン、カラムシ（モー）・カジノキ（クラハジ）：

繊維 

アオノリュウゼツラン:蚊帳用 

染料等 リュウキュウアイ、その他（フクギ、アカギ、ハマビワ、）等 

工芸等 

シュロ・シチトウイ：蓑など 

シチトウイ・ビロウ（フバ）・アダン：笠 

シチトウイ・稲わら：草履、わらじ 

アダン:帽子 

ホテイチク・ゲッキツ:庭箒 

トキワススキ・ナミモロコシ：室内帚、 

ビロウ:団扇・釣瓶・柄杓・笠 

ギョボク：工芸品・玩具 

玩具等 

ホウライチク：竹馬・竹鉄砲、 

アダン：風車・草笛 

ソテツの柔毛（パーマ）：手毬 

モクタチバナ（アチク）・サンゴジュ（ミシギ）：竹鉄砲の玉 

ガジュマル等の樹液：接着剤 

薬 用 

モクビャッコウ（ハンバライシュマチ）:風邪・疔 

オオバコ（ピーパンクサ）胃・眼病・腫れ・去痰 

フウトウカズラ：風邪・神経痛・疱瘡・リュウマチ・疼痛等 

ヨモギ：解熱・リュウマチ・神経痛・疥癬等  等 

 

菊 千代氏の資料より（「与論方言辞典」2005．2.19 刊） 

与論方言 標準和名 利 用 例 

アカギ アカギ 栽培 染料（芭蕉糸等の）、緑肥、薪 

イシュブ イボタクサギ 幹で揺り籠や輪回しの輪 

イジュ イジュ シロアリに強く有用材、魚毒 

イニャムギ コムギ 麦殻：薪、菰 

ウイチョウ ウイキョウ 薬用：貧血、胃病、 咳止め 

ウシク アコウ 若芽:食用、樹皮:染料、葉：肥料、枝：薪 

ウンマミ ハマナタマメ 実葉:食用、葉汁：酒の中毒 

オーヌジハジラ スナズル 漆喰と混ぜて瓦屋根葺き用 



 

 

ギシキ・ギャー トキワススキ等 ギャーはチガヤもさす。屋根葺き・箒・菰 

関連 ギシキドゥマ、ギシキフビ、ギシキギタ、ギシキヤー、ギシキヤマ、ギャーアギアタイ、ギャーウキアタイ、

ギャーナクイアタイ、ギャーブキ、ギャータバイ、 

クコ クコ 薬用：解熱（根・葉・実） 

グショウバナ ムラサキオモト 薬用：葉（急性下痢、小児の消化不良） 

コーピル ギシギシ 薬用：葉・根（便秘）、タムシ・白癬（根と酢混ぜ） 

サーラキ サルカケミカン 幹：薬用（揺り籠）、樹皮：薬用（喘息）、葉：薬用（胃病） 

シー カタバミ 生の茎葉：薬用（湿疹・疥癬）、虫刺され 

シダラキ ヤブニッケイ 実：ローソク代用（戦時中） 

シチチ ソテツ 実・茎：飢饉時の食料等 

関連 シチチインジュミ（ソテツの粉）、シチチパーマ、シチチナイミシュ（ソテツ実の味噌）、シチチギャーラ（ソ

テツの幹を切って発酵させたもの）、シチチドゥーシ―（雑炊） 

チグ シュロ チグオーダ、チグガサ、チグヒニュ、チグピヌイ 

バシャ イトバショウ 
繊維用：糸芭蕉の切り株から採れる液体をバシャシブ（芭蕉渋）と言っ

て、美濃紙などに此れを塗って三線の胴を作った。 

関連 バシャガシ（芭蕉の繊維に縒りを掛けて糸にしたもの）、バシャガラ（芭蕉の裏皮を乾燥させて縄などに使っ

た）、バシャギヌ（芭蕉衣：晴れ着）、バシャキパダ（芭蕉着総称）、バシャクダー（普段着） 

ピーグ・ビー イグサ・シチトウイ ビーサバ、ビーヒニュ、ビームッシュー 

ビー シチトウイ イグサより強靭でその畳表は S40 頃まで特産品 

マフー アサ 繊維用 

モー カラムシ 繊維用、薬用 

ムギ関連 ムギイーキ（炒り麦）、ムギインジュミ（麦粉）、ムギオーシ（麦菓子）、ムギヤキ（ムギ焼き）、ムギ

トゥンガ（麦団子）、ムギミシュ（麦味噌） 

ワラ関連 ワラグチ（わらじ）、ワラジナ（藁綱)、ワラタバイ（藁束）、ワラフブキ（藁苞）、ワラマチ（藁火） 

ヤー関連 ヤ―ダイ（床竹）、ヤーチクイウン（家つくりで持ち寄る芋）、ヤーチクイジナ（家つくり縄）、ヤーチ

クイブー（家つくりの労役）ヤーチクイドーヨー（家作りで持ち寄る食料飲料品） 

 

（４）地域と連携した調査 

 奄美・沖縄・宮古・八重山諸島を巡って、地域の方々にはお世話になった。一方、大宜味

村・恩納村・与那原町・宮古島市など市町村史編纂事務局の連携によって多くの話者からお

話を聞くことができた。以下、当山（研究代表）を中心とした各地の調査概要を記す。なお、



 

 

チームメンバー（本研究参加者）の名前を、安渓貴子：AT、安渓遊地：AY、久貝勝盛：KK、

盛口満：MM、佐藤寛之：SH、佐藤宣子：SN、城間恒宏：ST、富田宏：TH、當山奈那：TN、

当山昌直：TMと略した。 

 

奄美諸島 

喜界島 

2017年 

11月 17～20日：喜界島における聞き取り調査：MM、TM／18日民俗資料館にて民具等の写真撮影。町立

図書館にて資料調査。中里における聞き取り（１名、以下同じ）、志戸桶における聞き取り。19日

湾における聞き取り、先山における聞き取り、川嶺における聞き取り、20日埋蔵文化財センター資

料撮影。〔盛口編（2018）に報告〕 

12 月 8～12 日：喜界島における聞き取り調査：TM、SH、ST／9 日埋蔵文化財センターおよび周辺にて調

査、写真撮影。志戸桶の旧家調査（写真撮影）。島内調査。10日 13時半川嶺公民館にて聞き取り。

11日 13時半～志戸桶にて聞き取り。16時荒木にて聞き取り。 

2018年 

4月 12～16日：喜界島における聞き取り調査：TM、KK、SH、ST／13日埋蔵文化財センターにて調査、写

真撮影。島内調査。14 日 13 時半川嶺公民館において聞き取り調査、15 時半嘉鈍公民館にて聞き取

り調査。15日 9時志戸桶にて聞き取り調査。13時半より山田公民館で聞き取り調査、特にヨタカの

捕獲について。15時花原にて聞き取り。 

奄美大島 

2017年 

12 月 22～24 日：奄美大島調査：TM、SH／22 日奄美市立博物館訪問。根瀬部調査打合せ。23 日瀬戸内町

立図書館・民俗資料館訪問（民俗資料撮影）。島内調査。24日島内調査。 

2018年 

4 月 5～9 日：奄美大島における聞き取り調査：TM、SH、ST／6 日午前 9 時奄美市立博物館（民俗資料写

真撮影）、11 時半笠利民俗資料館（民俗資料写真撮影）。島内調査。7 日 9 時根瀬部において聞き

取り調査。8日島内調査。9日龍郷町における調査（写真撮影等）。 

9月 23～24日：奄美大島調査：TM／主に写真撮影。 

10月 21～22日：奄美大島調査：TM／田畑満大氏の案内で龍郷町秋名のアタリを調査。 

11月 17～18日：奄美大島：TM／田畑満大氏とシンポジウム準備。 

2019年 

4 月 14～16 日：奄美大島：TM／14 日９時半田畑満大氏より徳之島岡前の聞き取り調査（植物方言１）、

16日９時半田畑満大氏より徳之島岡前の聞き取り調査（植物方言２）。 

4月 23日：奄美大島：TM／23日 13時田畑満大氏より徳之島岡前の聞き取り調査（動物・海産生物）。 

徳之島 

2018年 

10月 27～29日：徳之島：TM、ST／虹の会訪問。島内の写真撮影。 

12月 11～13日：徳之島：TM／12日 10時徳之島町誌編さん室訪問。民俗資料撮影。 

沖永良部島 

2018年 

10月 13～14日：沖永良部島：TM、ST／島内の写真撮影。 

与論島 

2017年 



 

 

7 月 23～25 日：与論島調査：TM、SH、TH、TN／23 日郷土研究会会長訪問。与論町教育委員会訪問。24

日民俗村菊千代さん、菊秀史氏への聞き取り。民俗資料の写真撮影。25日民俗村菊秀史への聞き取

り。民俗資料写真撮影、島内調査。 

9月 7～11日：与論島合同調査：TM、AY、AT、SH／7日 15時シニグ見学。8日 6時半ラジオ体操後の城

公民館にて城区域聞き取り。民俗村菊千代・菊秀史さんの聞き取り。19 時与論郷土研究会に参加。

9日前日と同様に城公民館にて聞き取り、16時よりシニグ見学。10日前日と同様城公民館にて聞き

取り、10時より城公民館にて茶花・那間区域の聞き取り調査、19時与論郷土研究会に参加。プロジ

ェクトメンバーの発表〈略〉。11日前日と同様に城公民館で聞き取り。 

 2018年 

4月 29日～5月 3日：与論島における調査：TM、KK、SH／29日郷土研究会において講演〈略〉。30日午

前中島内調査。午後十五夜踊り見学。5月 1日祭祀あとの調査（植物利用について）、民俗村におけ

る聞き取り。2日教育委員会訪問、町立図書館における文献調査。 

10月 24～25日：与論調査：TM／島内調査（報告会の準備）。 

11月 25日：与論報告会：〈略〉。 

沖縄諸島 

沖縄島 

2017年 

7月 31日糸満市真壁聞き取り調査（生物多様性おきなわブランド発信事業主体：ブランドと略）：TM、SH

／真壁公民館（植物１）。 

8月 29日糸満市真壁聞き取り調査（ブランド）：TM／真壁公民館（植物２）。 

10月 29日糸満市真壁聞き取り調査（ブランド）：TM、SH／真壁公民館（動物・海産生物）。 

11月 30日国頭村辺野喜聞き取り調査（ブランド）：TM、SH／辺野喜公民館（植物１）。 

2018年 

１月 6日：国頭村辺野喜聞き取り調査（ブランド）：TM／辺野喜公民館（植物２）。 

3 月 31 日：国頭村辺野喜聞き取り調査（ブランド）：TM、SH／辺野喜公民館（動物・海産生物）。〔当

山（2019）に報告〕。 

6月 18日：本部町と東村にて調査：盛口、TM、SH／13時本部町伊豆味のモロコシソウ（ヤマクニブ）の

調査。14時東村慶佐次公民館にて動植物の全般的な利用について聞き取り。〔盛口編（2018）に報

告〕 

6 月 21 日：大宜味村塩屋の聞き取り調査：TM／14 時塩屋出身、植物学専門の新城和治元琉球大学教授か

ら聞き取り（植物１，場所：南風原町）。 

6月 25日：本部伊豆味モロコシソウ（ヤマクニブ）の製造過程調査：TM／伊豆味の仲本兼市さんを訪ね、

ヤマクニブの製造過程を見学させてもらい、昔のお話などを聞かせていただいた。 

7月 4日：大宜味村塩屋の聞き取り調査：TM／14時塩屋出身、新城和治元琉球大学教授（植物２、場所：

南風原町）。 

7月 9日：東村にて聞き取り調査：盛口、TM、SH／９時東村有銘公民館にて動植物の全般的な利用につい

て聞き取り。〔盛口編（2018）に報告〕 

7月 11日：大宜味村塩屋の聞き取り：TM／９時塩屋出身、新城和治元琉球大学教授（動物・海産生物、場

所：南風原町）。 

7月 17日：東村にて聞き取り調査：盛口、TM、SH／15時東村平良公民館にて動植物の全般的な利用につ

いて聞き取り。〔盛口編（2018）に報告〕 

7月 26日：大宜味村聞き取り調査（大宜味村史編集事業主体：大宜味村史と略）：TM／９時半謝名城（植

物１）。田嘉里（植物１）。 

8月 5日：南城市聞き取り調査：TM／２時奥武島（生物）。 

8月 12日：南城市聞き取り調査：TM／２時奥武島（生物）。 

8月 16日：大宜味村聞き取り調査（大宜味村史）：TM／９時半謝名城（植物２）。田嘉里（植物２）。 



 

 

8月 27日：南城市聞き取り調査：TM／２時奥武島（生物） 

8月 31日：本部町：TM／調査用写真撮影（海洋博記念公園） 

9月 19日：大宜味村聞き取り調査（大宜味村史）：TM／９時半大兼久（植物１）。字大宜味（植物１）。 

9月 20日：大宜味村聞き取り調査（大宜味村史）：TM／９時半謝名城（動物・海産生物）。田嘉里（動物・

海産生物）。 

10月 17日：大宜味村聞き取り調査（大宜味村史）：TM／９時半大兼久（植物２）。字大宜味（植物２）。 

10月 23日：与那原町聞き取り調査（与那原町史編纂事業主体：与那原町史と略）：TM、SH／10時板良敷

（植物１）。 

10 月 26 日：恩納村聞き取り調査（恩納村史編さん事業主体：恩納村史と略）：TM／10 時安富祖（植物

１）。 

11月 1日：与那原町聞き取り調査（与那原町史）：TM、SH／９時半板良敷（植物２）。 

11月 7日：聞き取り調査（大宜味村史）：TM／９時半大兼久（動物・海産生物）。字大宜味（動物・海産

生物）。 

11月 12日：与那原町聞き取り調査（与那原町史）：TM、SH／９時半板良敷（動物・海産生物）。 

11月 14日：大宜味村聞き取り調査（大宜味村史）：TM／９時半饒波（植物１）。根路銘（植物１）。 

11月 16日：与那原町聞き取り調査（与那原町史）：TM、SH／９時半森下（植物１）。 

11月 30日：恩納村聞き取り調査（恩納村史）：TM／９時半安富祖（植物２）。 

12日 4日：大宜味村聞き取り調査（大宜味村史）：TM／９時半饒波（植物２）。根路銘（植物２）。 

12月 10日：与那原町聞き取り調査（与那原町史）：TM、SH／２時森下（植物２）。 

12月 14日：恩納村聞き取り調査（恩納村史）：TM／９時半安富祖（動物・海産生物）。 

12月 18日：与那原町聞き取り調査（与那原町史）：TM、SH／９時半森下（動物・海産生物）。 

2019年 

2月 26日：与那原町聞き取り調査（与那原町史）：TM、SH／９時半大見武（植物１）。 

3月 1日：本部町新里の聞き取り調査：盛口、TM／12時嘉手納に在住の新里出身、金城正子さんから聞き

取り。 

3月 13日：与那原町聞き取り調査（与那原町史）：TM、SH／９時半大見武（植物２）。 

3月 22日：与那原町聞き取り調査（与那原町史）：TM、SH／９時半大見武（動物・海産生物）。 

座間味島 

2019年 

4月 6～8日：座間味島調査：TM、SH／７日、旧暦３月３日の浜おりの祭祀に利用される植物等の調査。 

宮古諸島 

宮古島 

2017年 

8月 5～6日：宮古池間島（琉球弧アダンサミット）：〈略〉。〔三輪・三輪編（2018）に報告〕 

2018年 

3月 9～11日：宮古島における聞き取り調査（宮古島市史編さん事業主体：宮古島市史と略す）：TM、KK、

SN／9日 10時西里添（植物 1）、14時友利（植物 1）。10日 10時西里添（植物１・2）、14時友利

（植物１・2）。11日 10時西里添（植物２）、14時友利（植物２）。 

4月 22～23日：宮古島における聞き取り調査。ナーパイの調査（宮古島市史）：TM、SH、KK、SN／22日

10時西里添（動物・海産生物）、14時友利（動物・海産生物）。23日 8時砂川、新里、祭祀ナーパ

イ調査。 

6月 7～10日：宮古島聞き取り調査（宮古島市史）：TM、KK、SN／７日 10時保良（植物１）、14時比嘉

（植物１）。８日 10時保良（植物２）、14時比嘉（植物２）。９日 10時保良（動物・海産生物）、

14時比嘉（動物・海産生物）。 



 

 

7 月 14～16 日：宮古島聞き取り調査（宮古島市史）：TM、KK、SN／14 日 9 時半島尻（植物１）。14 時

狩俣（植物１）。15日９時半島尻における聞き取り（植物２）。14時狩俣における聞き取り（植物

２）。16日 9時半島尻（動物と海産生物）。14時狩俣（動物と海産生物）。 

7 月 23～25 日：宮古島聞き取り調査（宮古島市史）：TM、KK、SN／23 日 9 時半高野（大神島）（植物

１）、14時野原（植物１）。24日 9時半高野（大神島）（植物２）。14時野原（植物２）。25日 9

時半高野（大神島）（動物と海産生物）。14時野原（動物と海産生物）。 

8月 17～19日：宮古聞き取り調査（宮古島市史）：TM、KK、SN／17日 10時与那覇（植物１）、14時宮

国（植物１）。18日 10時与那覇（植物２）、14時宮国（植物２）。19日 10時与那覇（動物・海産

生物）、14時宮国（動物・海産生物）。 

多良間島 

2018年 

12月 2日：多良間島調査：TM、SH／サンゴを焼いて石灰をつくったという窯跡調査。 

八重山諸島 

石垣島 

2018年 

11月 29日：石垣島：TM／御嶽（祭祀）の植物利用。 

12月 8～9日：石垣島（琉球弧アダンサミット）：〈略〉。 

 2019年 

4月 28日：石垣島：TM／植物および植物利用調査。 

竹富島 

 2019年 

4月 30日：竹富島：TM／竹富蒐集館民俗資料撮影。 

西表島 

2018年 

8月 23～24日：西表島祖納：TM／旧盆で使用される植物。 

与那国島 

2018年 

11月 28～29日：与那国島調査：TM／祭祀植物利用調査。 

12月 6～7日：与那国島調査：TM／行事への植物利用調査。 
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（５）概要報告書を刊行 

 『消失の危機にある琉球の生物文化の記録保存から「生物文化遺産」創出の道を開く（概

要報告）』と題し、概要報告書を刊行した。これは本実績報告をさらに詳しくし、写真を多

く掲載したもので、３つの構成からなっている。第一部は、研究の目的や方法等について、

研究申請当時の資料をもとにまとめた。第二部は、2018 年 11月に開催されたシンポジウム

（23日：沖縄県立博物館・美術館 講堂）と報告会（25日：与論町中央公民館）のレジュ

メをもとに、写真等を加えてまとめた。第三部では、奄美・沖縄における調査において得ら



 

 

れた多くの貴重な資料（写真、音声、映像）の中から調査メモを中心にした概要報告と与論

島におけるソテツ、大宜味村における蟹豆腐のつくりかた、粟国島におけるヨタカ、それぞ

れの調査や聞き取りを予報のかたちで報告している。 

 


