こうして、壺屋焼の元となる荒焼が焼

島袋 常秀

よみたんそんざ き み

、
壺屋焼は、天和二年（一六八二）

の多い赤土が取れます。これに白化粧

すが、沖縄の北部にある山からは鉄分

私の工房は、読谷村座喜味にありま

ありません。

沖縄の伝統を大切に
そして自分の作風を
二〇二二年は、沖縄が本土復帰して

かれるようになったのです。

王府内にあった三つの窯が現在の壺屋

からちょうど五〇年、節目の年にあた
ります。それは、私が大学を卒業し、

てん な

やきものと向かいはじめた年です。

庶民が用いる器でありながら装飾性に

ます。

い分け、一二三〇度の高温で焼き締め

に統合されてはじまりました。そして、 を掛けるのです。さまざまな釉薬を使

係で、子供のころからそういう環境の

豊み、さまざまな技法を駆使した意匠

私は、父がやきものをやっていた関
なかにあり、大学でもやきものを学び

はいかがでしょうか。

示されています。ぜひ一度訪れてみて

の歴史とともに多くの作家の作品が展

那覇市立壺屋焼物博物館は、壺屋焼

と称されています。

豊かな自然風土を写し取ったやきもの

りとした重量感と風格があり、沖縄の

こうして焼かれた壺屋焼は、どっし

は、大正時代の民藝運動家である柳宗

やなぎむね

ました。そのころから、生活で使われ
る食器、そして世の中の人びとに広く
使ってもらいたいという民藝運動にも
興味があったことから、やきものにの
めり込んでいったのです。
つぼや やき

私が携わっているのは、壺屋焼とい
われるやきものです。
壺屋焼とは、沖縄県那覇市壺屋で主
ゆうやく

に生産されている陶器で、沖縄特有の
よし

悦らによって広く紹介されて知られる

釉薬を用いた色とりどりの力強い絵付
けで有名です。そして「やちむん」と

ようになりました。

多くの観光客やダイバーたちが訪れま

沖縄といえば、その青い海が人気で、

自然遺産に登録されました。

二〇二一年、
「奄美・沖縄」が世界

＊

も呼ばれ、沖縄を代表する陶器のひと
つとなっています。
さつま

一七世紀になって琉球王朝が薩摩藩
しようねいおう

の支配下となると、琉球王尚寧王は朝
かま

す。しかし、私は海には入ったことは

鮮から陶工を呼び寄せて窯を開き、朝
鮮の作陶技術を積極的に取り入れたや

1

きものをつくるように推奨しました。

写真提供／那覇市立壺屋焼物博物館

●しまぶくろ・つねひで／壺屋焼作家

島袋常秀作
「飴釉ロウ抜き黍文皿」
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奄美・沖縄が世界自然遺産に！！
歴史と文化をいま一度学び直す機会に

日本考古学入門 ⑥

遺跡にみる
多様性と重層性
なグスク周辺に所在する遺跡調査に着
手する。大変ではあったが、同僚とと

張りが多郭構造のものから単郭のもの
また、それぞれの遺跡が集落の人び

と多様性に満ちている。

れんめん

とと精神的に深くつながっていて、い
まも拝所となり廃城以後も連綿と続く
祈りの場としての重層性が観察される
点も魅力となっている。

査は完了していたため、周辺の調査は

当初は、すでにグスクの中枢部の調

縄。刻々と変わりゆく島の風景は、あ

基地の約七五パーセントが集中する沖

周年の節目にあたる。いまだ在日米軍

二〇二二年は沖縄県の本土復帰五〇

開発に消える島の遺跡

平凡なものに思えたが、結果、中枢と
れから一変してしまった。

もに充実した日々を送った。

周縁を比較することでグスク研究の奥

宮城 弘樹
子どものころ、切手を集めるような
深さを感じることができた。
基地の対価として手に入れた数々の

収集癖があった。中学には、自室の棚
その奥深さを、日ごろ多様性と重層
振興策は、日本の都市部にも劣らない

に採集した化石を並べていた。趣味の

平板な沖縄をつくり出した。まるで戦

延長で土器や石器を拾いはじめ、自転
性をキーワードに紹介している。琉球
禍の記憶を埋めるのに躍起になってい

車で遺跡に通った。
列島のグスクはじつにさまざまな形が
るようでもある。
このような開発に対応し、各地で遺

やつき

そのまま趣味の延長で発掘を続け、
ある。石垣のあるもの、中世の山城の
ど るい

いま、大学で考古学を教える仕事をし
ように堀切や土塁があるもの、その縄
跡調査に携わる考古学者が、日々、琉
球・沖縄の歴史を遺跡から紐解いてい
る。本書に登場する遺跡やユニークな

ほりきり

ている。

今帰仁城跡との出会い
大学を卒業して務めたのが、
出土品の多くはこのような地方自治体

な き じん

今帰仁村であった。城跡の調

●みやぎ・ひろき
沖縄国際大学准教授。専門は考古学

である。

しおり」として携行いただければ幸い

多くの方に島々の時間旅行の「旅の

ろした。

糸に、約三万年の時間を縦糸に書き下

本書は、琉球弧約二〇〇の島々を横

の職員の手によることころが大きい。

査や整備を通して、歴史を調
べ、石垣を修理する仕事に携
わった。
なかでも二〇〇〇年、
「琉
球王国のグスク及び関連遺産
群」のひとつとして今帰仁城
跡が世界遺産に登録されたの
を契機に、周辺地域の整備が
進められた。
これにともない、さまざま

原著・堀内良平 現代語訳・髙橋修

勤王侠客 黒駒勝蔵』

現代語版

澤寛も、勝蔵は海外渡航のために脱獄

ヒスカルセレクション 日本考古学入門 ⑥

旧石器時代から
沖縄戦の考古学まで

沖縄と周辺諸島の
考古学の成果を明快に！

宮城 弘樹

『琉球の考古学』

築いた人物として著名である。また、

し、伊豆に潜伏したという古老からの

ざわかん

勝蔵と同郷の上黒駒村出身であったこ

聞き書きを
『駿河遊侠伝』
に載せている。

かみくろこま

とから、彼の生涯の解明をライフワー

静岡県下に広く残されていたことにな

かたきやく

現代語版

いま蘇る

堀内良平の原著が、

昭和一八年に刊行された

原著・堀内良平／現代語訳・髙橋修

『勤王侠客 黒駒勝蔵』

［第５章］グスク時代、
そして琉球王国の誕生

『琉球の考古学』

『
「国際派博徒
黒駒勝蔵」説

り、実際にあり得た話とも思わせるの

このように、勝蔵の海外逃亡伝承は

同書により、黒駒勝蔵は、明治維新

である。

クとしていた。
期に草莽の志士として活躍し、日本を

彼の出身村である上黒駒村に近い夏

髙橋 修
一般に黒駒勝蔵（一八三二～七一）
近代へ導く役割を果たしたことが明ら

目原村では、外国との生糸・種紙取引

そうもう

といえば、東海一の大侠客清水次郎長

かにされ、そのイメージは一新された。

の状況や相場について積極的に情報収

くろこまのかつぞう

（一八二〇～九三）の敵役として知ら

また、勝蔵に直接、対面した人物に

集に努めていた、という記録が残され

し みずのじろちよう

れる。
次郎長を主役とした講談や小説・

取材をし、彼にまつわる民俗的伝承を
そのなかでもとくに興味深いものの

海外事情に関する情報も数多く流入し

鎌倉往還沿いにある交通の要衝であり、

上黒駒村は甲府盆地と東海道を結ぶ

たねがみ

芝居・映画などでは、勝蔵を悪役とし

数多く記録したのも貴重な成果である。

こうした状況に異を唱え、彼の真実

ひとつとして、黒駒勝蔵が海外逃亡を

ている。

て描くのが常であったからである。
の姿を伝えるために記された初の本格
ほりうち りよ うへい

企てていたという説が挙げられる。
こう とうむ けい

的評伝が、堀内 良 平『勤王侠客 黒駒

ていたことは確実である。
概にそうとも断定できない。というの

したがって、勝蔵が海外への憧れを

荒唐無稽な俗説とも見なせるが、一

著者の堀内良平（一八七〇～一九四

も、小説家の今川徳三によってこの伝

心の中に育んでいたとしてもなんら不

A5判 並製
128ページ
（オールカラー）
予価：2,200円
（税込）
四六判 並製
312ページ
定価：2,200円
（税込）

『勤王侠客 黒駒勝蔵』解説 髙橋 修

勝蔵』
（一九四三年）である。
四）は近代山梨を代表する政治家・財

承がくわしく紹介されているからであ

自然ではない。
「国際派博徒」黒駒勝

［第４章］宮古・八重山諸島の
新石器時代
ー有土器から無土器へ
一、甲州が生んだ勝蔵
二、大侠の生い立ちを見よ
三、勝蔵を立ち上がらせた動機
四、大侠、一躍檜舞台へ
五、情義に生きた勝蔵
六、問題の人、石原先生
七、大侠は大侠を知る
八、颯爽たる勤王武士
九、信念に殉じた生涯

こうげつじ

［第３章］奄美・沖縄諸島の貝塚文化

『勤王侠客 黒駒勝蔵』堀内良平

いまがわとくぞう

界人であり、富士急グループの基礎を

る。静岡県三島市の耕月寺住職の話と

蔵を生み出す素地が上黒駒村には整え

いや

られていたといえよう。

け

気がさし、アメリカに逃亡することを

たんりよく

もし彼の海外渡航が成功していたの
なら、持ち前の胆力と人間力を駆使し

希望していたという。
清水次郎長と面会した経験を持つ海

て、国際派博徒として世界的規模で活

お がさわらながなり

軍軍人小笠原長生もこれと似た話を伝

躍していたのかもしれない。

よしだしよういん

のように外国船への密航を図ったもの
●たかはし・おさむ
東京女子大学教授 専門は、
博物館学・日本近世史

える。下田において勝蔵は、吉田松陰

の、結局は失敗してしまったという。
し も

堀内良平と親交のあった小説家子母

［第１章］琉球列島を掘る

2
3

［第２章］旧石器時代の琉球列島
〈本書の内容〉

今帰仁城跡／沖縄県今帰仁村今泊 5101

して、勝蔵は役人に追われる生活に嫌

黒駒勝蔵肖像（称願寺蔵）

〈本書の内容〉

謎に包まれた甲州博徒
黒駒勝蔵の真実が明るみに

ヒスカルセレクション 第４弾

近刊単行本

鹿児島県奄美市 奄美市立奄美博物館

とくの しま

地帯なのです。

亜熱帯島のレジリエンス（適応力）
を
感じる環境文化博物館
あまみ おおしま

いりおもてじま

今年七月二六日、奄美大島・徳之島
世界自然遺産に登録された奄美・沖

土偶
よもやま話

しもひ ら

設楽博己（東京大学名誉教授）

森林豊かなイメージがあります。しか

日本では亜熱帯と聞けば、温暖多雨で

ントが森林に覆われた亜熱帯島です。

奄美大島は、総面積の約六五パーセ

自然共生的な伝統的暮らしを維持して

近接しているのも特徴です。そのため、

登録地域と人びとの生活領域が非常に

また、奄美大島では、世界自然遺産

希少な動植物が多数生息しています。

かな森に恵まれ、その森を舞台として

説した環境文化展示があります。

年間の季節の推移と暮らしの諸相を解

ます。周囲には、亜熱帯島における一

徴を理解できるようにくふうしてあり

マが配置してあり、世界自然遺産の特

展示室中央に亜熱帯の森の大型ジオラ

かと小杉康さんは推測した。

ルはお産が軽いのでそれにあやかったのではない

表情だろうか。サルと妊婦の同一視に対して、サ

似せている。陣痛の痛みに耐えて息を吐く妊婦の

土偶は、口をひょっとこのように表現してサルに

月七日に日本初の「環境文化型国立公

づけられ、平成二九年（二〇一七）三
軍占領統治時代という歴史を展示して

琉球国統治時代、薩摩藩統治時代、米

「境界の歴史に育まれた奄美」では、
で、動物形土製品といったほうがよい。

人を表すからふさわしくないという意見もあるの

た。動物土偶といってもよいが、
人偏の “ 偶 ” は

た。国立公園で示された「環境文化」

に展示リニューアル事業を実施しまし

奄美市立奄美博物館は、令和元年度

もたらしてきました。そうした国家境

嶼に複雑できびしい行政統治の歴史を

代で伸縮を繰り返しながら、亜熱帯島

います。列島南縁の国家境界は、各時

両手を胸に合わせて寒さに凍えるようにうずくま

生息域北限のニホンザルをかたどったものであり、

偶と呼ばれることもあるくらい人に近い。これは

前市十面沢遺跡から出土した動物形土製品は、土

東京大学総合研究博物館がもっている青森県弘
と づらざわ

概念を基軸として、
「黒潮に育まれた
界の伸縮に注目しながら歴史を辿り、
る哀愁をおびた姿は、動物形土製品の傑作といっ

示空間に身を委ねていただけたら、島

できたのです。そうした環境文化の展

的な社会を築き、個性的な文化を育ん

史を歩みながらも社会連帯の強い弾力

鹿児島県の亜熱帯島嶼は、困難な歴

のかサルをつくっているのか四足動物かわからな

あるいは伝播していく過程で、人をつくっている

あるが、顔はどう見ても人間だ。つくり方が伝承

石巻市沼津貝塚の土製品は同じく四足で尻だこは

尻だこがありひょっとこ顔で四足である。宮城県

埼玉県さいたま市真福寺貝塚のサルの土製品は
ぬまづ

に生きてきた人びとの勇気、レジリエ

くなってしまい、ごっちゃになったのだろう。
土偶とサル形土製品はこのように切っても切れ

ない関係にあるが、土偶の意味を考えるにはイノ
イノシシ形土製品は、狩猟が活発化する縄文後

シシ形土製品が最適である。

まれ

期以降さかんにつくられた。それに対してシカの
土製品はごく稀である。イノシシはシカとならん
で縄文人の大好物だったので、狩猟祈願としてつ
くられたのだとすれば、シカ形土製品がもっとあ
ってもよいのにそれがない。イノシシ形土製品に
シカが少産なのに対して、イノシシは一度にた

画展示室からなります。歴史と民俗分
ひくのは、一五〇〇年の石垣島オヤケ

は、狩猟祈願以上の意味があったのだろう。

資料館のある城辺字砂川・友利地域

野からなる第一展示室でもっとも目を

と思います。

ンスにふれていただけるのではないか

しんぷくじ

てよい。尻だこもちゃんと表現している。

こご

奄美」「境界の歴史に育まれた奄美」「亜
環境文化を醸成してきた歴史的風土を

屋外では、宮古上布の原材料となる
ちよま

苧麻の展示も行っています。宮古島で
はより良い上布を製作するためにさま
ざまな種類の苧麻の栽培が行われまし
た。そのため、ほかの地域では見られ
ないバリエーション豊富な苧麻が展開
し、現在確認されている一一種の宮古
島在来の苧麻の保存栽培も資料館でお
こなっております。

宮古島市歴史文化資料館（以下、資

くさん子どもを産む。シカがちょっとしたショッ

ひ ばんぜい

アカハチの征討により尚真王から仲宗

さきしま

根豊見親が賜った「金頭銀茎簪」です。

う

し し

きんとうぎんけいか んざし

には、国指定文化財「先島諸島火番盛
いびや～ やま

とう み

料館）は令和三年一〇月一日に開館し
（砂川遠 見）
」や、県指定文化財「上

一〇センチ未満の簪ですが、簪の頭の

ました。
比屋山遺跡」
「友利のあまガー」など

部分は金を用いて形どられた獅子と鳳

ほう

資料館には、展示室を設け、埋蔵文

多数の指定文化財が点在しています。

する文化財の一つです。

凰の彫刻の細かさは、宮古島市を代表
自然と美術工芸分野からなる第二展

おう

化財を中心とした企画展を開催してお

また、南の海岸部では、シュノーケル
れ、歴史と文化だけではなく、自然に

じようふ

野鳥の標本が数多く展示されています。

示室では、宮古島市に生息する昆虫や

資料館は、開館してまもない施設で

絵画では、宮古島の文化財保護活動に

あふれた地域でもあります。

承と、その魅力を伝えることにも重点

すが、地域に根付いた歴史と文化の発

宮古上布保持団体、宮古苧麻績保存会

を置いて施設の整備を行ってまいりま

みやはらしようも

尽力された宮原昌茂氏による「蔵元と

の声がとびかう自然豊かな大野山林内

また、宮古島市総合博物館は、野鳥

取り壊されていた「蔵元」について、

てから作成にかかった作品で、すでに

この作品は、宮原氏が九〇歳を越え

て出産をかたどったとされる。母の顔がわりにイ

しているが、器全体を母体に見立てることによっ

縄文中期の顔面付土器は土偶のような顔つきを

欲を刺激したのではないだろうか。

い。イノシシの生命力の強さが、縄文人の造形意
にあり、宮古島市熱帯植物園も隣接し

聞き取り調査を行い、その姿を絵画と

おおの

ています。沖縄県内の市町村では唯一

宮古島の魅力を詰

ノシシ形土製品もおなじように接合した。このよ

告されているが、千葉県市原市能満上小遺跡のイ

離れた地点から出土した土偶が接合する例が報

がイノシシを女性格とみなしていたことを示す。
め込んだ博物館とな

うにイノシシ形土製品と土偶は不可分であり、い
ずれも女性原理が働いているのである。

のうまんかみこ

っておりますので、
下さい。

ぜひとも足をお運び

になっています。

の総合博物館として平成元年（一九八

金頭銀茎簪

ノシシの頭がつけられることがあるのは、縄文人

シはちょっと傷を負ったくらいではびくともしな

クで死んでしまうこともあるのに対して、イノシ

山田康弘さんと私は交尾の姿と
みる（イラスト／設楽博己）

して残した宮原氏の

其の周辺図」が目をひきます。

●イノシシの装飾がある土器

思いのこもった作品

＊

（青森県むつ市大湊近川遺跡出土）

九）に開館しました（市町村合併前は
ひらら

。
平良市総合博物館）
博物館は、二つの展示室と一つの企

沖縄県宮古島市 宮古島市歴史文化資料館、宮古島市総合博物館

苧麻の栽培展示

宮古島の歴史と技を伝える

した。

信地として活用を進めてまいります。

の作業室も設け、宮古上布の技能の継

ブ ー ミ ー

ります。また、従来からの埋蔵文化財

ぐすくべ

たど

熱帯の森に育まれた奄美」の三展示で、
解説しています。

「亜熱帯の森に育まれた奄美」では、

に生まれ変わりました。

奄美群島の環境文化を紹介する博物館

さつま

園」が誕生しました。

縄文時代には、動物の土製品が数多くつくられ

こすぎやすし

し、世界的には亜熱帯気候となる中緯
いくことが自然保護につながると位置

まれ

（鹿児島県）
、
沖縄島・西表島（沖縄県）
縄の亜熱帯島嶼は、世界的にも稀な豊

─ 土偶の性別
（4）─

前号で紹介した青森県下比良遺跡の後ろ手出産

土偶と動物形土製品

度地域は、ほとんど砂漠や草原の乾燥

とうしよ

が世界自然遺産に登録されました。

第9回

資料室や、市史編さん室だけではなく、 やダイビングを楽しむ観光客も多く訪

ここが見所、我が博物館

4
5

１階展示室「黒潮に育まれた奄美」
宮原昌茂
「蔵元と其の周辺図」

高梨 修

館長

久貝 弥嗣

文化財係長

２階展示室 「境界の
歴史に育まれた奄美」

３階展示室
「亜熱帯の森に育まれた奄美」

奄美市立奄美博物館
宮古島市教育委員会

テーマが好評です
地元密着型の
宮古島市歴史文化資料館

ご推薦！
学芸員

地域研究
レポート
ためになんらかの貢献をしたいと話す

沖縄の鉄道

ん。その気持ちをきちんと説明できる、

涙が流れた理由をうまく説明できませ

「皆で何度も意見交換したのですが、

九八〇）から一〇年間つづいた国鉄の「いい旅チ

大いに参考にさせていただいた。昭和五五年（一

いった。宮脇俊三氏の名著「時刻表二万キロ」も

乗ってみようと思い立ち、少しづつ実行に移して
みやわきしゆんぞう

多くの人びとに認知され、沖縄の歴史
時間をください」と、率直に語ってく

高良 倉吉
や文化をイメージできる存在として共

業の成果をふまえ、その後に確認され

「新車」復元をめざして推進した事

た全線に乗車し、多くの私鉄やモノレールなども

セクター鉄道に引き継がれて開業した路線を含め

だＪＲ線と当初国鉄線として建設がはじまり第三

その後五〇年もかかったが、国鉄から引き継い

しゆりじよう

甦った首里城は、沖縄戦で破壊され
た新たな知見や資料で見直すこと、二

ャレンジ二万キロ」がはじまる前の話である。

たものではなく、王国時代の記録に基
度と火災の犠牲にならない首里城をめ
乗ることが出来た。

当初からかかわった私は、やっと肩

した。

はつづけられ、二〇一九年二月に完了

づいて、いわば現役時代の「かたち」
ざすこと、この二つの大テーマを確認

る若者たちの気持ちが、私にはよく分

「首里城焼失を、涙を浮かべながら語

結果ではなく、プロセスを共有して

県だけは国鉄線がないことをいいわけにして、い
まだに訪れる機会がないままになっている。
ここで沖縄の名誉のために触れておくが、沖縄
にも立派な鉄道が走っていた。沖縄県の最初の鉄
道は南大東島の手押しトロッコで明治三五年（一
（一九一四）開業の大門前～首里間の路面電車と

しゆり

九〇二）の開業、運輸営業を行う鉄道は大正三年

写真提供／首里城公園

とくに大正三年に最初の区間が開業し、その後路

いとまん

「貝斧埋納遺構」であると推察しまし

ような生活を行っていたでしょうか。

では、同時期の八重山諸島ではどの

通知のないまま消えていった。そしていまだに復

県内の鉄道路線すべてが米軍に破壊され、正式な

しかし、太平洋戦争によって当時営業していた

れていたという。

嘉手納線・糸満線で、ケービンと呼ばれて親しま

か で な

本格的な鉄道であった。左図に示す、与那原線・

よ な ばる

たが、那覇市を中心に約四七キロを運行していた

な は

する資料もある）は線路が狭い軽便鉄道ではあっ

線を延ばしていった沖縄県鉄道（沖縄県営鉄道と

路面電車や産業用の専用鉄道が県内各地を走り、

いわれている。
●たから・くらよし
琉球大学名誉教授、首里城復元
に向けた技術検討委員会委員長

欲しいと願うからである。

そのおかげで全国を巡ることになったが、沖縄

の荷を下ろした気分になった。しかし、 として表現されたものだった。当然の
にはじまっている。

しつつ、再建に向けた検討作業はすで

その年の一〇月三一日未明の火災によ
り、正殿などの主な施
設は焼失してしまった。 「中古車ではなく、新車を復元する」
再建に向けた作業は、関心を持つ多

が目に涙を浮かべなが
からない」
、と発言した。五名の大学

ことが確認されている。

くの人びとに見てもらいながら進める

メディアが伝える報
道を見て意外に思った

ら、言葉にならない喪

地元テレビのインタビューに応えて、

失感を話す姿だった。
生たちから連絡があり、彼らと焼失後

のは、沖縄の若者たち

また、県外の人びとが
の痛々しい現場を散策したあとに、居

での活動にも好条件の立地にあります。

があり、丸木舟などを使用しての外洋

は食料資源地としての礁池（イノー）

しようち

江の低砂丘地に位置し、遺跡の前面に

アラフ遺跡は宮古島の東海岸の入り

無念さを語り、再建の

宮古島アラフ遺跡
の貝斧から見える
暮らし

セットは造船儀礼に関連する複合遺構

第六次調査では、世界でも珍しい四点
のシャコガイ製貝斧が一括した状態で

ではないかと考えています。

江上 幹幸
検出されました。四点の貝斧はそれぞ

みやこ

丸木舟をつくり、前面に広がる海や陸

さきしま

琉球列島最南端、先島諸島の宮古諸

これらの主要な文化要素からみた

さらに興味深いのは、この四点の貝

の産物を得て、集石遺構を調理施設と

ちような

れ形状が異なる、丸鑿・手斧・丸手斧

「ものからコト」へと問題を発展させ

期」は今も多くの謎を抱えています。
斧の基部の頂点が半径一〇センチの円

して使用し、さまざまな貝製品・骨製

まるのみ

島と八重山諸島には、日本本土の考古
使い分ける機能をもっています。

・片刃斧型で構成され、用途によって

私は沖縄の大学に赴任した翌年から

周上の孤状に載っていることです。出

品を製作・使用して生計を立てていた

や え やま

学者には聞きなれない、
「無土器期」

八年間、宮古島の「無土器期」である

であろうことが浮かびあがります。

斧と焼石調理で使用したと思われる集

た。この貝斧四点セットには鮮やかな

宮古島の東海岸で人びとが生計活動を

旧できないままである。

かご

た状態で意識的に砂中に埋納したデポ

土状況などから、丸底の籠に入れられ

石遺構が数多く検出されています。調

枝サンゴ（ミドリイシ属）が添えられ、

はじめたころ（二九〇〇年から二五〇

かい

アラフ遺跡の発掘調査を行ってきまし

査後は保存活用を目的に原位置のまま

隣接するように特殊な円礫集積遺構が

貝斧埋納の民族事例として、ミクロ

は貝斧が確認できるのは紀元後です。

あり、八重山諸島に集石遺構、あるい

〇年前）
、八重山諸島は空白の時期で

ているグループや個人も多く、さまざまな論文や

可能である。そして、沖縄の鉄道の歴史を研究し

当時のようすを忍んだり、くわしく調べることが

幸いにも写真や資料が多数残されているので、

アラフ遺跡は八重山諸島とは異なる

ネシアのマーシャル諸島で染木煦氏は

これらのことを念頭に置き大胆に考

文化形態であり、その文化がどこから
来たのか、あるいは自生したのか謎は

第二次世界大戦前に興味ある報告をし

あるから酋長等に奪われることを恐れ、 からか焼石調理法を携えて移動を開始

いる。平成一五年（二〇〇三）八月一〇日に那覇

現在の沖縄にはモノレール方式の鉄道が走って

そめきあつし

深まるばかりです。

察するならば、宮古島の無土器期前半

し、八重山諸島を経由してではなく、

空港～首里間に開業し、その後路線を延ばして一

著書が発表されている。
ています。
「磯田勲氏の報告として、

の文化を担った人びとは、どこかの地

地中に埋蔵し、実際に磯田氏がある離

彼の地から直接あるいはどこかを経由

七キロにまで成長した、愛称「ゆいレール」
、沖

まいとく

島でシャコガイの中に入れて埋匿して

して宮古島に居住し、地理的環境を活
居るのを見たと云われる」
。

縄都市モノレール線である。我が輩はまだ乗車し
ここではシャコガイ製貝斧がカヌー
貴重な財産であることが報告されてい

●えがみ・ともこ 元沖縄国際
大学教授。専門は民族考古学。

（丸木舟）製作時の重要な道具であり、 きあげたのではと考えています。
ます。このような民族事例から、貝斧

鉄道の車窓を心ゆくまで楽しみたいと思っている。

ていないが、いつの日にか訪れて沖縄に復活した

かして資源を調達し、独自の文化を築

検出されています。

現状保存しました。

ふ

た。遺跡からは大量のシャコガイ製貝

たとき、アラフ遺跡の人たちは貝斧で

という時代名称があります。
「無土器

シャコガイ製貝斧 4
点セットと枝サンゴ
（直径 20 センチの
。
円弧上に乗る）

ものである。

と、私たち関係者は酒席で語り合った

くの初デビューであった。

ことながら、その「かたち」はまった

首里の丘に甦った琉球王国の象徴は、

正殿をはじめとする首里城の主要施
れた。

我が輩は、あるとき国鉄全線二万キロすべてに

第17 話

有されていたのか、と私は重く受け止

酒屋で語り合った。

高橋 治雄

設が竣工し、一般公開されたのは一九

姿だった。

鉄道浪漫

めた。

龍譚からみた首里城

九二年一一月であるが、その後も事業

首里城再建に
向けて

首里城全景

貝斧は製作に莫大な努力を要する物で

アラフ遺跡遠景
（防潮林後方の道路沿い）
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焼失前の首里城正殿

その土地の菓子を食べながら、そ
の土地の音楽と舞踊・民謡が思い浮
かぶ、そんな県は珍しい。沖縄は、
明治一二年（一八七九）に沖縄県に

上:チンスコウ
下:クンペン

む

をこねて蒸したものをいうが、現在
みやげ

は砂糖とラードを入れた焼き菓子に
なっている。今や、土産の定番だが、
かつては王族や貴族のもてなしに出
されることが多かった。
また焼き菓子の光餠（クンペン）
も琉球王家御用達の高級菓子で、中
国皇帝への献上品としても使われて
あん

いた。見た目はシンプルなゴマとピ
ーナッツの餡が入っている。今では
スーパーなどでも買える。
よ なぐすくうどうんお か しな らびに

一六一種類ほど菓子があり、王朝
よろずためしちよう

菓子の手引書『与那城御殿御菓子 并

万 例 帳 』に は、多 く の 材 料・ レ
シピが記されている。それらの菓子
のいくつかは、沖縄の多くの人びと
に愛されている。まさに海を越えて

」を 令 和 三 年 一 〇 月

ＳＳエモンズと日本軍特

の和菓子とも言える。

︱
縄戦

︱

攻機の戦闘

一二日から令和四年一月九日まで開催
な き

常設展示室では、旧石器時代から貝

にも活用されています。

体験学習、出前授業といった教育普及

なるまでの四五〇年間、琉球王国だ
った。その間、近隣の国とりわけ中
国、日本の影響を受けてきた。その
ため伝えられた菓子も南蛮、日本、
中国系が色濃く残ってきた。
王朝時代の菓子は饗応や祭祀など
に用いられ、王家筋の一部の人にし
ほう

か食べることのできない貴重なもの
だった。王国がなくなり、王国の包
ちよ うにん

丁 人 たちが菓子をつくり伝えて庶
民の間に広がったといえる。
こう

チンスコウ（きんそ糕）は、沖縄
を代表するおなじみの菓子。王朝時
代からつくられ、糕は米や小麦の粉

私 たちの活動 を
紹介 します

しています。今回の企画展では、今帰
く ちくかん

こ う り じま

塚時代、グスク時代、琉球王府時代を

仁村の古宇利島沖に沈む ＳＳエモン

じんそん

経て現在にいたる沖縄県の歴史につい

沖縄県立埋蔵文化財センターは、行

掘調査速報展」
、沖縄県内の遺跡出土

発掘調査成果をいち早く紹介する「発

企画展示室では、前年度に実施した

考えます。ぜひご覧ください。

し、戦争遺跡の重要性や平和について

沖縄戦をさまざまな視点から見つめ直

て、遺構や遺物を基に紹介しています。 ズ（駆逐艦）と日本軍特攻機を通して、

政目的の発掘調査を行う機関として、

０３・０１

５ 沖縄県
中頭郡西原町上原１９３・７

連絡先／〒

◉沖縄県教育庁埋蔵文化財センター

平成一二年四月一日に開所し、令和

品を公開する「首里城京の内跡出土品
展」を毎年行っています。

電話 ０９８・８３５・８７５１

http://k-bun.co.jp

敬文舎ホームページ

舎人倶楽部会報、講座などについて、ご意見・ご感想をお寄せください。
toneri.k@blue.ocn.ne.jp

吉村 幸生

令和三年度は企画展「海から見た沖

◉『琉球の考古学』の著者、宮城弘樹さんはグスクと遺跡調査の研究者と

してその成果を、琉球弧 200 の島々を横糸に、約３万年の時間を縦糸に、

本書を展開してくれました。

◉博物館は「奄美市立奄美博物館」
「宮古島市歴史文化資料館」
「宮古島市

総合博物館」を紹介。奄美の自然と歴史、宮古島上布の継承、宮古島の文

化歴史と、奄美・沖縄の奥深さを知っていただけます。

◉首里城の再建にかかわる、復元に向けた技術委員長の高良倉吉さん、宮

古島アラフ遺跡の貝斧研究の江上幹幸さん、
「鉄道浪漫」
（沖縄の鉄道）の

高橋治雄さん、沖縄県立埋蔵文化財センターの活動など沖縄・奄美が満載。

■ 入会特典
◦講座・講演会の割引優待や無料受講券の進呈。
捺印５個で受講が１回無料になるスタンプカードの発行。
◦会報『Ｍｙ舎人倶楽部』を年４回送付。
■ 年会費
一般会員 3,000円／賛助会員30,000円
特別賛助会員100,000円
（会費のお支払い方法は、お申し込み時にお知らせいたします）
■ お申し込み方法
お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスを明記の上、敬文舎
または舎人倶楽部までＥメール（toneri.k@blue.ocn.ne.jp）
にてお申し込みください。

和菓子散歩の会・令和甘党

品のほか、国重要文化財の首里城京の

発掘調査でみえる沖縄の歴史紹介
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◉奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島が「世界自然遺産」に決定。

豊かな自然と独自の生態系を持つ、人びとが育んできた歴史文化を学ぶ良

い機会ではないだろうか。

◉今号の巻頭は陶芸家、島袋常秀さん。沖縄の風土を思わせる、どっしり

とした重量と風格を持つやきもの〈壺屋焼〉をつくりつづける。長い歴史

に育まれた技法でつくる壺屋焼は沖縄の宝とも言われる。

歴史好きの方、あるいはこれから歴史を学ぼうとする方々と
ともに、歴史を知る楽しみを目的として集い語らい行動する倶
楽部です。現在、講演・講座の開催などで研究者との交流も
行っております。
当倶楽部は、随時入会可能です。奮ってご参加ください。

五皿目 琉球菓子

二年度には開所二〇周年を迎えました。 内跡から出土した一括陶磁器・金属製
発掘調査によって得られた成果は、
発掘調査現場での説明会をはじめ、企
画展で公開するとともに、団体見学や
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編集後記：
『歴史文化を学ぶ、沖縄・奄美特集』

好評
始動中！
あなたも
入会
しませんか

U

和 菓 子
つ ま み の
ぐ い

と

連載

ちょっ
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