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Abstract
This paper analyzes prehistoric burial site in the Okinawa Islands.
The following results were found: i) each village possibly had different graveyard locations as well as
the Amami Islands, ii) the grave type of a few stones in the burial pit changes to a stone enclosure type, and
the stone coffin type and pit burial under a lot of gravel in the Okinawa Islands was influenced from southwest
Kyushu and the Osumi Islands; iii) many secondary burials or multiple burials, and accessories, funerary
goods found in rock shelters are the result of added burials; iv) the burial of the corpse in the supine position
is the main burial style, but also many buried corpses on their prone position in the Okinawa Islands and are
related to Taiwan; v) there are five patterns showing how the head of the person buried was valued and this
is judged by the burial style and funerary good, vi) one or two teeth in the lower jaw are extracted out the
lower jaw, this increases to four teeth for those of the early shell mound (kaizuka) period to late period; vii)
many of the funerary potteries were found to contain men in the early shell mound period, and tooth extraction
was done mainly on women in the late shell mound period.

1.は

じめ に

本 稿 は,南
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あ る 沖 縄 諸 島 の 墓 制 を ま と め,そ

の 様 相 を 把 握 す る 。 頁 数 の 都 合 上,南

西 諸 島全域 の詳 細な 葬

墓 制 の 検 討 につ い て は 別 稿 に 譲 り,ま

た,先

遺 跡 が 確 認 さ れ て い な い 大 東 諸 島,そ

し て 更 新 世 人 類 の 骨 に つ い て は,こ

お,研

究 抄 録 に つ い て は,筆

2010b),そ

史 時 代 の 墓 が 確 認 さ れ な い 先 島 諸 島,先

者 が こ れ ま で にも ま と め て き た の で(新

ち らを参 照い ただ きた い。

後 の分析 地域 で

史 時代 の

こで は触 れな い。 な

里2004b・2005・2010a・

新

里

貴

之

沖縄地域は, 南西諸島内で最も埋葬遺跡の事例が多いが, 正式報告書が刊行されていないも
のが少なくない｡ ここでは主に, 発掘調査がなされた主要遺跡について検討を行い, 重要な遺
跡については, 概報その他の断片資料を補強資料として検討する (図１)｡ また, 時期呼称は,
伊藤慎二 (

)・新里貴之 (

Ⅱ

,

) を用い, 時代名称は ｢貝塚時代｣ とする｡ このため,
Ⅳ

：縄文時代後期末,

縄文晩期末〜弥生時代前期,

Ⅴ

：縄文晩期,

Ⅴ

：

：弥生時代前期末〜中期初頭,

：弥生中期中〜弥生後期前半,

：弥生後期後半〜古墳時代,

：古代,

と便宜的に並行関係を求めておく (表１)｡
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沖縄諸島

縄文時代前期

貝塚時代前Ⅱ期

縄文時代後期末

貝塚時代前Ⅳ期後〜前Ⅴ期前

縄文時代晩期

貝塚時代前Ⅴ期中〜後

縄文時代晩期末
弥生時代前期
弥生時代中期前半
弥生時代中期後半
弥生時代後期前半

貝塚時代前Ⅴ期末
貝塚時代後期前半(古)
貝塚時代後期前半(中)

弥生時代後期後半
古墳時代前期
古墳時代中期

貝塚時代後期前半(新)

古墳時代後期
奈良時代
平安時代

貝塚時代後期後半

以下に, 埋葬遺構の立地で大別して, 主要な埋葬遺跡を検討する｡ なお, 個別遺跡の説明の
際に用いられる埋葬施設の名称については, ｢３. 沖縄諸島先史時代墓制の分析｣ の章を参照
いただきたい｡

(呉屋
・

・

・

・

, 木下

, 宜野湾市教委

・

・

)

ここでは, これまでに出された概要報告を基に, 墓制の一端を探ることにしたい｡
宜野湾市真志喜安座間原に所在する｡ 墓域は, 南から北へ自然傾斜した砂丘地に立地し, そ
の傾斜する縁辺部で, ある一群は塊状に, ある一群は列状に西へ延びている｡
概要報告書の成果と再分析の結果をまとめると以下の通りとなる (図２・表２)｡
成人骨

体 (男

体：女

体：不明２体), 幼小児骨７体検出されており, 墓制の分かるも

−

−

南西諸島における先史時代の墓制 (Ⅲ)

のは

基である｡ その内訳は土坑墓

基 (うち１基は置石土坑墓), 配石墓３基 (うち１基は

柱穴をもつ配石墓), 石囲墓７基, 石棺墓１基, 土器棺墓１基, 盛土墓２基である｡ 埋葬法は
一次葬・再葬がある｡ 再葬は, 集骨葬Ⅰ (解剖学的位置を意識して置きならべたもの) と集骨
葬Ⅱ (雑然としたもの) があり, 埋葬姿勢の判断できるのは, 仰臥伸展葬

−

−

例, 仰臥屈肢葬３
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例である｡ また, 伏臥葬は仰臥葬と併用される一般的な埋葬

姿勢であり, 屈葬はわずか１例で特殊であるとする｡ また, 斜位に埋葬される特殊埋葬も２例
とともに, この上部には別の埋葬遺構があるという重層的な埋葬を抽出している｡ ほかにもシャ
コガイを頭両脇に配置する特殊な副葬品や, 土器を被せる例１例, 土器棺葬１例, 左腕に貝を
置きならべるもの１例などがある｡ 習俗的抜歯は, ４体に確認されている｡
墓制の時期の決定が可能なのは, １号土器棺墓と

号土坑墓の甕被り葬のみである｡ これら

は, 前Ⅴ期末 (仲原式土器) であり, その段階に仰臥伸展葬の土坑墓と土器棺葬 (再葬) が併
存することになる｡ また, １号石囲墓 (仰臥伸展葬) には前Ⅳ期後半 (新) の室川式土器が供
献されており (呉屋義勝氏ご教示), 石囲墓が既にこの時期に存在することを示唆している｡
この状況は, 沖縄諸島先史時代墓制の定点として抑えることができる｡ また, 分析結果からは
性差・階層差による葬墓制の違いを抽出することはできなかったが, この時期には礫石を多用
する墓に, 子どもが埋葬されていないことは注意される１｡

年に行われた宜野湾市立博物館の安座間原第一遺跡の特別展示において, 第 号石棺墓の被葬者が女性で
はなく, 小児であるとされていた｡ 詳細は正式報告書刊行後に検討したい｡

−

−

南西諸島における先史時代の墓制 (Ⅲ)

(當眞ほか

)

読谷村字渡具知木綿原に所在する｡ 石棺墓５基, 石囲墓２基, 土坑墓 (プランは不明) ２基
が確認され, 全被葬者数は

人であり, 性別のわかるものは男性７, 女性５, 小児２ (１個体

の可能性もあり) の内訳となる｡ 土坑墓 (１号人骨) はより下層から検出され, 石棺墓群より
も古い可能性が指摘されている｡ 報告書による分析と再分析結果 (図３・表３) は以下の通り
である｡
木綿原遺跡は, 覆石石囲墓 (３・６号墓) と覆石石棺墓 ( ・ ・ ・ 号墓)・石棺墓 (５号
墓) と土坑墓 (１号人骨,

・

号人骨) で構成されること｡ 土坑墓は石棺墓・石囲墓よりも

層位的には古く位置づけられるものがあること (１号人骨)｡ 同一石棺内に追葬 (重層構造も
含む) をするもの (２例) と, しないもの (３例) があること, ④土坑墓にも追葬あるいは二
次的に動かされるものとして１例, しないものが１例ある｡ 石棺は棺底にサンゴ砂利の屍床を
もつもの (２例), 素掘りのもの (３例) がある｡ 副葬品は貝製品類が多いが, 貝類を被葬者
の右手に沿って配置し, 額にものせる例や (５号墓), 右目や胴体部に置かれる例 (４号墓),
伏臥姿勢の額にサラサバテイラの頂部を押し当て, 両足をシャコガイで覆う (第１号墓

号

人骨) など使用状況にはバリエーションがあるが, 性差など明確な規則性は見受けられない｡
５号墓からはヒスイ丸玉が１点出土している｡ 埋葬姿勢の分かる被葬者は, 仰臥伸展葬が多く
(４例：７号墓もその可能性がある), １例伏臥伸展葬が見受けられる｡ 抜歯は下顎 ( １： )
が３例, 下顎 ( １： １) が１例ある｡ 上部施設として, ５号墓以外には礫群が確認されている｡
遺構の切り合い関係からみると, ２号墓 (覆石石棺墓) は３号墓 (覆石石囲墓) の一部を小口
として用い, 両者ともにサンゴ砂利を屍床とすること, また, ２号墓と１号墓 (覆石石棺墓)
は長棺方向を同じくし, ともに追葬されていることなどからすれば, １〜３号墓は時間的連続
性を追えるものと考える｡ また, 第１号墓上部埋葬には, 前Ⅴ期末〜後期前半 (古：仲原式〜
阿波連浦下層式土器) の鉢形上半部が供献されており, さらにその上の標石周辺には, 弥生時
代前期末〜中期初頭の壷に形態的類似性を持つ弥生系土器壺の上半部が出土している｡ このこ
とからすると, 貝塚時代後期初頭の段階までに, 覆石石囲墓 (３号墓) →覆石石棺墓 (２号・
１号墓) の変化があることが示唆される｡ また, 人骨の残りは悪いが, １号石棺墓上段埋葬に
は小児が埋葬されていた可能性がある｡
(岸本ほか

) (図４)

本部町字具志堅片蒲原に所在する｡ 埋葬人骨が 基検出された｡ 掘り込みは確認されていな
いが, プラン南側に礫の配置, 周辺に柱穴様の落ち込みが認められることから, 安座間原第一
遺跡と同様に, 柱穴をもつ配石墓としておく｡ 人骨は２体分確認されているが, １号人骨は東
頭位, 仰臥伸展葬である｡ ２号人骨は頭骨のみの出土で, １号人骨左大腿骨下より出土してい
る｡ １号人骨は佐野一により, 成人男性とされる｡ 前Ⅳ期 (古：安定した平底をもつもの) の
室川式土器を供献し, 補修孔を持つことから, 被葬者の生前の道具と推定されている｡ また,
補修孔下位の胴部が一部打ち欠かれている｡ 土坑墓において, 地上標識もなく追葬することは
困難であろうから, 周囲にあるピットから上部施設を想定した調査者の見解は卓見であろう｡
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(當眞ほか

)

久米島町字大原に所在する｡ 調査時には既に破壊されており, 當眞嗣一によって人骨ととも
に出土した遺物が紹介されている｡ 前Ⅳ期 (古) の室川式土器, 石斧, ゴホウラ貝輪, 有孔貝
製品 (カワラガイ７, リュウキュウシラトリ１, リュウキュウマスオ１, サメザラ１) のほか,
獣魚骨も得られている｡

〜 体分の人骨が得られており, 第１号人骨は, 上顎の中切歯 ( ：

) が生前失われているとされる｡ ほかに,

地点においても焼骨を含めた部分骨が得られて

いる｡
(仲宗根

, 仲宗根ほか

, 遺跡説明会資料) (図４)

読谷村字渡慶次大久保原の臨海砂丘地に位置する｡ 置石土坑墓１基と石棺墓１基が確認され
ている｡
土坑墓は, 身体方向に二つ

〜

大のかなり重量のある石灰岩礫で直接被葬者をおさえ

ていたとされる｡ その礫の側面にある凹部を利用して, 埋葬人骨の足元付近に完形土器とホラ
ガイの有孔製品が供献されている｡ 右足の付け根付近にはイモガイ有孔製品と扁平製品が, 左
手付近には数点のマガキガイ外唇部利用製品があり, 出土状況からは, 紐などによる連結型装
身具の一部ではないかとされる｡ 供献土器は前Ⅳ期後半の室川式土器 (新：口が開き, 底部が
小さな平底か丸底) である｡ 埋葬姿勢は伏臥伸展葬で頭位を東北東に向けられている｡ 松下孝
幸によると, 熟年男性で (身長

前後), 下顎骨以外は残存しておらず, 頭骨は, 骨化当

−

−
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時に抜き取られた可能性があるとされている｡
石棺墓は, 石蓋がなく, 塊状の石灰岩礫で棺状に組み, 側壁の一部は２段積みである｡ 頭部
付近は大型礫で小口石とし, 足元の小口石は無い｡ サンゴ砂利の屍床をもっている｡ 被葬者は
仰臥伸展葬の幼児で, 首の前にタカラガイ製品がある｡ また, 棺外供献土器として, 高台つき
の皿形土器が出土しており (仲宗根求氏ご教示), 前Ⅴ期末段階のものと考えられる｡ 広範囲
の調査にも関わらず,
(仲宗根

基のみの検出であったとされている｡ 正式報告はない｡
, 仲宗根ほか

読谷村字渡慶次中川原に所在する｡ ５

) (図４)
程度の巨石の岩陰状の部分を利用した石棺墓が１

基検出されている｡ 墓坑を掘り, その内部に人頭大の石灰岩礫を長方形の棺状に配し, 一部に
四方の扁平な石蓋を持っている｡ 松下孝幸による所見では, 被葬者は

・５歳程度 (小

児), 伏臥伸展葬であるとされている｡ 弥生時代中期前半の南九州系・奄美諸島系の弥生土器
が出土している｡ 正式報告はない｡
(岸本

) (図４)

伊江村字東江前阿良に所在する｡ 弥生時代中期前半の南九州系・奄美諸島系の弥生土器を含
む貝塚時代後期前半 (古・中) 層で, 枝サンゴ片が敷かれた屍床に人骨６体分が埋葬されてい
るとされる｡ 正式報告はない｡
(下地ほか

) (図４)

浦添市城間嘉門に所在する｡ 広範囲を発掘調査しているが, １基のみ土坑墓が検出されてい
る｡ 後期前半 (古・中) の阿波連浦下層式・浜屋原式土器が出土する地点である｡ 明確な掘り
込みは確認されていない｡ プラン南側に礫３個ほどが点在しており, 配石墓の可能性がある｡
人骨の右肩部と左腰部にヒメジャコが出土している｡ 松下孝幸による所見では, 被葬者は壮年
女性で西頭位の伏臥葬で, 抜歯の疑いがある｡
(宜野湾市教育委員会

) (図４)

宜野湾市宇地泊兼久原に所在する｡ １基の覆石石棺墓 (仰臥伸展葬) と１基の土坑墓 (仰臥？
伸展葬), ２基の頭骨のみ再葬された土坑墓がある｡ 頭骨再葬墓が土坑内に入った状況で検出
されたのは沖縄初である｡ 石棺墓の棺外には弥生時代以降の管玉の出土がある｡ 正式報告はな
い｡
(安里ほか

) (図４)

伊江村字川平下原に所在する｡ 墓域は南区の２箇所で確認されている｡ Ⅰトレンチ５層では,
１体分が確認されている｡ 仰臥屈葬とされる｡ 頭位は東, 足元と右肩あたりに殻頂部を穿孔し
たアンボンクロザメ (イモガイ) が副葬されている｡ Ⅱトレンチ７層で検出された人骨は散乱
状況を示し, 頭骨は１体分だけであるが, 四肢骨から判断すると３〜４体分はあるという｡ 副
葬品としてメンガイ有孔製品が

個出土している｡ 時期の判断は困難であるが, 土器の底部形

−

−

南西諸島における先史時代の墓制 (Ⅲ)

態から見た集計表からは, 貝塚時代後期前半 (新) 以降のものであると考えられる｡ 正式報告
はない｡
(呉屋

, 宜野湾市教委

宜野湾市真志喜安座間原の, 第一遺跡から

・

) (図４)

ほど離れた地点に所在する｡ 貝塚時代後期

前半 (新) の集落と埋葬遺構が, 溝によって分離して検出された｡ 墓域には２基の土坑墓と,
複数体の人骨が検出されている｡ 第１号墓は土坑墓で, 成人男性を仰臥伸展葬にするもので,
頭骨・頸椎が抜き去られており, 頭部の墓坑外にはホラガイ有孔品が置かれている｡ 第２号墓
は覆石土坑墓で, 小児骨が確認されているが, 大半の骨が欠失している｡ 正式報告はない｡
(當眞

, 當眞ほか

) (図４)

渡名喜村字渡名喜西ノ底原に所在する｡ ８体分の人骨が検出されているが, ４体は散乱した
状態であったという｡ 残りの４体は, ほぼ完全な状態で検出されているとされ, 埋葬施設は確
認されていないが, 土坑墓の可能性がある｡ これらは東頭位に統一され, 仰臥屈肢葬であるが,
膝が両側に開いた状態である｡ ２号人骨 (成人女性と

歳前後の小児：合葬) は, 口縁部と底

部を打ち欠く壷形土器 (貝塚時代後期？) が副葬され, ６号人骨 (熟年男性) は, 有孔貝製品
(メンガイ類３個・シャコガイ類

個・ヤコウガイ１個・ヌノメガイ１個；島袋

) を

個,

身体の周囲に配置している｡ 網に貝錘をつけたまま被葬者に被せたものなのか, 副葬品なのか
未だに決着していない｡ 佐野一による所見では, １号が壮年男性, ３号が熟年女性, ４号が壮
年男性, ５号が熟年女性と壮年男性であるとされる｡ 正式報告はない｡
(當眞

, 當眞ほか

)

渡名喜村字渡名喜ア−カル原に所在する｡ Ⅰ・Ⅱ区で人骨が検出されている｡ Ⅰ区では掘り
込みは確認されていないが, 土坑墓と考えられる伏臥伸展葬人骨が, 広範囲の調査で１基のみ
検出されている｡ 老年女性とされる｡ Ⅱ区では, 貝塚内に２体分の頭骨が検出されている｡ 佐
野一によると１号は壮年男性, ２号は成人女性であり, １号は被熱している｡ 正式報告はない｡
(知名ほか

)

座間味村古座間味原のシルと呼ばれる海浜砂丘地に所在する｡ 調査時にはほとんど破壊され
ており, 聞き取り調査によると, 人骨１体は長方形のテ−ブルサンゴによって囲まれ, 人骨周
辺に水磨を受けたシャコガイが置かれていたとされる｡ また, この人骨の周辺に 体分の頭骨
が２〜３ｍ間隔で出土したという｡ 採集遺物は, 室川式土器, 浜屋原式土器, 螺蓋製敲打器,
敲石などが得られている｡ また, 調査者らは砂丘断面の第Ⅴ層中 (表土下

) に人骨を確

認している｡ 人骨は佐野一によって鑑定されているが, 人骨の身体的特徴や食性については,
近年再検討がなされ, 下顎抜歯 (
が高いとのことである (徳嶺ほか

２ １

：

１ ２

) が３例あり, その全てが成人女性である可能性

)｡
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(湖城ほか

) (図４)

糸満市米須東当原に所在する｡

×

の略方形のサンゴ石灰岩が人骨上部にあったとさ

れる｡ 置石土坑墓ではないかと推測する｡ 貝塚時代後期土器が右足近くで出土しているが, こ
れは埋葬の際の紛れ込みであるとされる｡ 頭位は西, 手足を曲げ, 北方向へ横向きにした横臥
屈葬であるとされる｡ 解剖学的な所見はない｡
(松川ほか

) (図４)

名護市名護大兼久原に所在する｡ 過去にも数回の調査が行なわれているが, 人骨は
調査で出土した｡ 埋葬人骨は

年の

グリッド第Ⅲ 層最下部から地山上部にかけて検出されて

いる｡ 共伴遺物はなく, 人骨やや上位にはテーブルサンゴ片４個の集積があり, ほかにも大腿
骨周囲に自然石３個が配置されている (置石配石墓)｡ 人骨頭位は北, ｢横臥伸展様｣ に配置さ
れるが, 人骨の離脱が見られるという｡ 解剖学的所見は得られていない｡ 明確な時期は不明で
あるが, 土器のほとんどが貝塚時代後期後半のくびれ平底土器である｡
そのほかにも, 近年, 前Ⅴ期相当の名護市
が確認されている (比嘉

Ⅲ区において, 仰臥屈肢葬の埋葬

)｡ また, 同市

が検出されている (名護市教委

においても, 貝塚時代後期層から人骨

)｡ いずれも正式報告はなされていない｡

(安里ほか

・

・

・

, 岸本ほか

)

伊是名村具志川島に所在する｡ 琉球石灰岩の独立丘陵の岩陰部にを中心に埋葬地点が確認さ
れている｡ 岩立遺跡, 岩立遺跡西区, 西地点の３箇所である (図５・表４)｡
岩立遺跡では,

･ 区の第Ⅵ層において, 人骨は密に分布し, 焼骨は西側の岩陰壁に沿っ

て分布し, 基本的には雑然としているが, 頭骨や四肢骨の一部には並べられたようなものもあ
る｡ 一部壁面や副葬品も被熱している｡ １号人骨 (成年男性) は ６グリッド南西側で検出さ
れた再葬骨である｡ その真下には同葬法の２号人骨 (小児),

５グリッド南には８個の貝輪

を着装したままの右前腕骨が出土している｡ シャコガイ, オオベッコウガサ貝輪

点, 組み合

わせ式貝輪２点, メンガイ有孔製品１点, サメ歯状貝製品１点, イモガイ有孔製品１点, ミド
リアオリガイ２点, 貝小玉１点, 環状骨製品２点などが出土している｡ 同層では上部に前Ⅴ期
末の肥厚口縁部小片, 下部に前Ⅳ期頃のものと考えられる平底土器底部が 点焼骨に混じって
出土している｡ 岩立遺跡

区の再調査も行なわれており, 人骨は散乱状況で埋葬の構造は分

かっていない｡ しかし, 人骨前腕部に貝輪が着装した部分骨が確認されており, 前Ⅴ期初頭の
仲泊式土器の出土層位となる｡
岩立遺跡西区は, 岩立遺跡の西側約
３〜４層間で

程度離れた石灰岩丘陵岩陰部に位置している｡ 第

体分の人骨の出土が見られ, ４層で燔火跡と目される遺構も検出されている｡

上部では一次葬 ( ・ ・ ・ 号人骨), 下部にいくにつれて人骨は散乱状態を示す｡ 二次葬と
判断可能なものは

・

・

・

号人骨である｡ 石囲墓 ( ・ ・

−

−

号), 置石土坑墓 (５号人
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骨), 箱状の不明確な施設 (コの字状・向かい合わせ状： ・ ・ 号) などの墓制が読み取れる
が, 他の埋葬施設については不明である｡ ３層最下部では集骨葬が, ５層上面では, 一部被熱
した骨を含む集骨群が単位をもって分布している｡ ５層上面において, 川原石・シャコガイを
含む集積のなかに, いくつかの単位として集骨群が認められ, ３層最下部では板石を中心とす
る配石遺構内に石灰岩壁側に沿って集骨される｡ 副葬品は貝輪主体から, 貝玉類・板状製品主

−

−
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体へ多様化してゆく過程が読み取れる｡ 埋葬姿勢は, 仰臥伸展葬のみで伏臥葬は見受けられな
い｡ また, 不明人骨を除けば,

・ グリッドを境に, 東側に男性が多く, 西側に女性が多い

傾向があり, 墓域を区別していた可能性もある｡ 前Ⅳ期と考えられる上半部を欠いた平底土器
が３層２号人骨に伴っている｡
西地点においても北側岩陰部より幼児骨が２体分検出されている｡ 埋葬状況などの詳細は不
明である｡
人骨は, 松下孝幸らによって西区１〜２次調査分の報告がなされているが, ９号人骨に上顎
( ２： ２) 抜去の初例が確認されている｡
(中村

) (図６)

北谷町砂辺村内原に所在する｡ 標高約７

の石灰岩段丘にできた鍾乳洞に位置する｡ 前Ⅱ

期〜近世まで利用され, 第二次対戦中も避難壕として利用されている｡ 前Ⅴ期末には墓域とし
て利用され, 狭い範囲に数百体の人骨が厚さ

程度に折り重なる状態で検出され, 頭骨は

洞穴の奥側へ, 四肢骨は手前側に偏る傾向があり, 調査者は再葬されたものと想定している｡
人骨とともに貝塚時代前Ⅴ期中〜末の供献土器 (宇佐浜式〜仲原式土器) やホラガイ有孔製品,
オオツタノハ貝輪・オオベッコウガサ貝輪, イモガイ横型貝輪 (組み合わせ式), ゴホウラ貝
輪, 庇形製品, 貝匙状有孔製品, 貝小玉, タケノコガイ有孔製品, リスガイ有孔製品, サメ歯
状貝製品, イノシシ牙, 骨製簪, 蝶形骨器, 糸魚川地域のヒスイ製品などが出土している｡ 抜
歯は下顎抜去が９例確認される｡
(山崎ほか

) (図６)

南城市玉城前川照田嶽原の観光地, おきなわワールド文化王国・玉泉洞敷地内にある｡ 内陸
部の, 比較的規模の大きな鍾乳洞である｡ 西側開口部付近で蓋石を持つ 基の石棺墓が検出さ
れている｡ 石棺内上部埋葬として被葬者が伏臥伸展葬で埋葬されており, 礫群に押さえられた
成人男性である｡ 貝小玉

個によるブレスレットを左腕に装着し, カサガイの粗孔品１点が頸

椎部に出土している｡ また, 副葬品として腰部にシャコガイ１点, 左足にカサガイ粗孔品１点,
左脛骨・腓骨には天井から落下したつらら石１点を転用して配置されている｡ また, 石棺内の
下部埋葬では, 二次的に移動された成人骨・未成人骨の, ２体分の集積が確認されている｡
ここでは棺外出土も含めて, オオベッコウガサガイ有孔品８点とカサガイ有孔品６点が出土し
ているとされる｡ 仲原式土器を含む前Ⅴ期末〜後期初頭頃の土器片が石棺墓で出土している｡
調査は現在も継続している｡
(松下ほか

) (図６)

八重瀬町字新城に所在する｡ 岩陰西側の１区を主体に,

体分の散乱人骨が検出されている｡

副葬品として前Ⅴ期末〜後期初頭の穿孔土器や有孔ホラガイ３点やゴホウラの有孔品１点など
が伴い, 特にホラガイの多さは目立つ｡ 男性下顎骨１例に両側中切歯の抜歯が認められる｡
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−
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伊江村字西江上に所在する｡

) (図６)
トレンチで複数体の人骨とともに, 土器２個体分 (前Ⅴ期末

〜後期初頭), 加工のない貝類 (ギンタカハマ・チョウセンサザエ・ホラガイ・イトマキボラ・
ホシダカラ・マガキガイ・アンボンクロザメなど) が出土しており, 副葬品と捉えられている｡
(高宮

, 小片・森沢

) (図６)

那覇市若狭に所在する｡ 石灰岩丘陵の中腹部に位置する４㎡もない狭小な洞穴である｡ 前Ⅴ
期末の土器, オオベッコウガサガイ貝輪３点, オオベッコウガサガイ粗孔品

点, マツバガイ

粗孔品６点, ウノアシ粗孔品１点, ハナビラダカラ半裁品１点, リスガイ有孔品１点が出土し
ている｡ 人骨の分析は小片らによって行われ, 成人骨

体 (男６・女

), 未成人骨４体を含

む 体分であるという｡
(松川ほか

) (図６)

浦添市城間に所在する｡ 第９号墓は, 前Ⅰ期・前Ⅳ期・古代〜近代の長期にわたって使用さ
れており,

体分の被葬者数が想定されている｡ 人骨の分析結果は報告されていない｡ 出土し

た製品すべてが墓に伴うもののみではない可能性が高いものの, 石斧１点, ヒスイ玉１点, 蝶
型骨器２点, サメ歯製品１点, 半月状骨製品１点, ヤコウガイ・ゴホウラ・アツソデガイ匙状
製品

点, 貝製有孔品としてリュウキュウザルボウ２点・カワラガイ３点・リュウキュウザル

ガイ２点・メンガイ５点・リュウキュウシラトリ２点・リュウキュウマスオガイ１点, ヌノメ
ガイ１点・ソメワケグリ１点・ハイガイ１点・シラナミ２点・ヒメジャコ２点・ヒレジャコ１
点, 貝輪としてアツソデガイ１点・イモガイ横切型１
点・サラサバテイラ９点・メンガイ１点・オオツタノ
ハ９点, 巻貝製品としてキバフデガイ半裁品１点・タ
ケノコガイ２点・ヒメチョウセンフデガイ１点・ツノ
ガイ２点・サツマビナガイ５点, タカラガイ外唇部有
孔品１点, 獣形貝製品３点, ヤクシマダカラ粗孔品１
点, ハナビラダカラ半裁品１点, 符状貝製品

点, ア

ツソデガイ有孔品１点などが出土している｡
(松下ほか

) (図７)

糸満市摩文仁ハンタ原に所在する｡ 岩陰墓で集骨が
４ブロック検出されている｡ 集骨１では, 貝臼玉 点,
貝小玉１点, タカラガイ背面除去品６点が伴っている｡
集骨２では, クロミナシガイの線刻有孔製品１点, 貝
臼玉５点, 貝小玉１点, タカラガイ背面除去品８点,
ツノガイ玉５点, メンガイ貝輪１点, チャート片１点,
土器片１点が伴っている｡ 集骨３は, 大山〜室川式土
器小片１点と無文土器１点, メンガイ貝輪１点, オオ

−

−
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ツタノハ貝輪１点, サラサバテイラ貝輪２点, オオベッコウガサ貝輪１点, 獣形製品 (シャコ
ガイ) １点, 貝臼玉３点, 貝小玉２点, タカラガイ背面除去品１点, ツノガイ玉１点, ノシガ
イ玉２点, タケノコガイ有孔品１点, サメ脊椎製品１点, サメ歯有孔品１点, サメ歯状貝製品
１点が伴っている｡ 集骨４には貝臼玉４点が伴っている｡ 表採品では種子島広田太型貝輪が得
られており, 前Ⅳ期〜後期前半 (新) までは利用されている可能性が高い｡ 調査は現在も継続
している｡
(大城

)

うるま市具志川下敷原に所在する｡ 石灰岩独立丘陵の中腹に位置する｡ 調査区は, １×２
の狭小なものであるが,

体分の人骨と弥生土器が多く出土した｡ 下顎骨２体分には抜歯が認

められるという｡ 弥生土器のひとつは, 弥生時代後期後半の南部九州系松木薗式土器であると
される｡ 近年, 土肥直美らによる発掘調査が行なわれており, 岩陰墓における多様な埋葬習俗
と装身具の存在が明らかとなっている｡ 正式報告が望まれる｡
(高宮ほか

)

読谷村字波平大当原に所在する｡ 臨海部石灰岩丘陵の斜面岩陰部に位置している｡
点で人骨が検出されている｡

地点では, 第Ⅰ層下部は撹乱部ではないようであり, 同層底面

から人骨が多数出土し, 副葬品などの遺物の出土は全くない｡
地点では, 頭骨に土器が被覆して潰れたような状況で
あり, 頭骨のほかに人骨の出土が無く, 頭骨を土器で覆っ
た再葬であろうと考えられる｡ 土器は後期前半 (新) の大
当原式土器である｡ ２次調査の ・ 区においても１層中
より人骨が出土しているとのことであるが, 詳細は不明で
ある｡ 近年, 検出人骨の再整理と検討が行われ, 形質学的
特徴や食性について検討が行われている｡ 習俗的抜歯にも
言及され, 下顎切歯を全て抜去する(

２ １

：

１ ２

)例が３例

あり, 全て女性の可能性が高いとされる (小橋川ほか
そのほか, 宜野湾市

)｡

第 号墓では,

人骨とともにサメ歯状貝製品２点と他の貝製品が出土して
いるとされる (呉屋ほか

(岸本ほか

・ 地

)｡

) (図８)

うるま市上江洲に所在する｡

グリッド第４層より

頭骨片のみが出土している｡ 遺構などは確認されていない
が, 頭骨のみの再葬例である可能性もある｡ 佐野一によっ
て壮年あるいはその前の年齢の男性骨と鑑定されている｡

−

−
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礫により覆石される｡ 同層には前Ⅳ〜Ⅴ期の土器が包蔵されている｡
(當眞・上原

, 与那城町教育委員会

) (図８)

うるま市与那城伊計に所在する｡ 前Ⅴ期末の仲原式土器の標式遺跡である｡ 石組みを持つ７
基の竪穴住居内より, 計８体分の人骨が検出されている (土肥
１号住居のみである｡ １号住居内中央部に床面を破壊して,
た廃屋墓で, 墓制は

)｡ 墓構造の判明したのは
×

の土坑が掘り込まれ

大程度の平坦なテ−ブルサンゴを右腕上に置く, 置石土坑墓である｡

成人女性で, 南頭位の仰臥伸展葬である｡ 右碗部下に鳥骨製の骨針が位置し, 左腕下には土器
片が並べられている｡ ほかにも ・ ・ ・

号住居址から上腕骨, 頭骨片, 下顎, 大腿骨など

部分的な出土状況があるらしい｡
沖縄市仲宗根所在の

においても, 下顎切歯を抜去した人骨が検出され, 前Ⅴ期の

土器が出土している (嵩元ほか

)｡

【立地】
沖縄諸島における墓域の立地は,

) 臨海砂丘地・内陸側砂丘地,

石灰岩丘陵上・台地上の３つが認められる｡

) 岩陰・洞穴内,

)

) は沖縄県名護市大堂原貝塚例から, 前Ⅱ期に

は出現している可能性が高く, その後, 断続的に貝塚時代後期後半 (古代) 以降にも確認され
る｡

) に関しては, 前Ⅳ〜Ⅴ期に目立つようになるが, 古くから存在していた可能性もあり,

断続的に貝塚時代後期前半 (新) 以降にも例がある｡

) は, 類例は少ないものの, 前Ⅳ〜Ⅴ

期に存在し, それ以降はグスク時代 (中世) になるまで確認されていない｡ 少なくとも立地の
異なる貝塚や墓域が, 前Ⅳ・Ⅴ期 (縄時代文後・晩期) に併存することから考えれば, 墓域の
立地は, 居住域単位で選択されていたと捉えるべきだろう｡ これは, 同じ埋葬施設が砂丘や洞
穴部, 台地から確認されることも傍証となる｡
先史時代の遺跡で, 集落域と墓域が同時に検出された例は, 安座間原第二遺跡 (貝塚時代後
期前半：新) のみであり, 同遺跡では, 集落域と墓域の範囲が, 大溝によって明確に分離して
いる｡ 木綿原遺跡では, 臨海砂丘の墓地群の約

離れた標高の高い後背地に貝塚が認めら

れる｡ 仲原遺跡では, 台地の竪穴住居廃棄後に墓として利用する例など, 集落域と墓域は区分
されながらも, 比較的近接して存在していた可能性が高い｡
【埋葬施設】 (表５)
墓制の従来の分類は, 上部・下部施設を同列に扱って分類しているため, 上部施設と下部施
設の存在を念頭に置き, 藤田等 (

)・呉屋義勝 (

・

) による従来の名称を継承,

２

一部改変しつつ, 下部施設を基準として再分類する ｡
下部施設を基準とせざるを得ない理由は, 上部施設が後世の撹乱によって失われている場合や, 土饅頭状の
ものであった場合, 検出できなかった可能性があるためである｡ なお, 今回, 盛土墓 (呉屋
・
) に
ついては検討しない｡

−

−
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下部施設は, 遺体を安置する地中の空間であり, 以下のように分類する｡
１)

：素掘りの土坑を掘って被葬者を埋葬するもの｡ 墓坑自体確認できずに, 人骨の

みが検出される例も大半はこれに含まれると考えられる｡
２)

：墓坑内被葬者周辺に数点の礫などを配置するもの｡ 小礫を配置するものや墓坑の

四隅や片方などに配置するものなど, 礫が少ないことが特徴｡ 土坑墓に類似する｡
３)

：墓坑内からその開口部に礫を積み上げて被葬者を囲うもの｡ 基本的に蓋石はなく,

両小口石がないことが, 石棺墓と異なる｡ 礫は弧状に配置されることもある｡
４)

：墓坑内に板石上の扁平な石材や塊石を立てて棺状に被葬者を囲うもの｡ 両小口石

あり｡ 蓋石のないものが多いが (木蓋の可能性もある), 蓋石は板石材で覆うものが多い｡
５)

：日用土器に遺骸が再葬されるもの｡

上部施設は地上で墓の存在を知らしめるための標識施設であり, 以下のように分類する｡
)

：木製の施設が建てられていた可能性のある小穴が付随するもの｡

)

：１個ないし数個の程度の石や礫を墓坑上に置くもの｡

)

：多量の石や礫を使用する積石的なもの｡

礫石を使用する墓制などを, 明確に土器が副葬される遺跡・遺構 (具志堅貝塚・具志川島西
区・大久保原遺跡・安座間原第一遺跡・木綿原遺跡・大当原貝塚・西底原

地点) や, ほぼ

単純型式で認定される遺跡で検出された墓 (仲原遺跡, 武芸洞遺跡, 嘉門貝塚 , 具志原貝塚,
安座間原第二遺跡, 名護貝塚) から,
(前Ⅳ期平底：古) →
→

(前Ⅳ期小平底・丸底：新)

(前Ⅴ期末) →

式〜浜屋原式) →

(後期前半[古・中]：阿波連浦下層

(後期前半[新]：大当原式) →

(後期後半：くびれ平

底様式)
の流れが想定され, 土坑墓系列は, かなり古い時期から伝統的に継続し (大堂原貝塚：前Ⅱ期
か；琉球新報

年

月５日付) から, 前Ⅳ期になって礫石を使用する埋葬施設が出現し, そ

の後も継続し続ける墓制であると考えられる｡ 基本的に岩陰墓で確認される施設を持たない一
次葬や再葬も土坑墓の系列で捉えておきたい｡ 配石墓系列・石囲墓系列の出現も前Ⅳ期まで遡
るが, 前Ⅴ期末には石囲墓系列が不明となり, 小口石を意識した長棺タイプの石棺墓系列が出
現する｡ 時期的には, 西北九州縄文時代晩期末の支石墓下部施設の石棺墓, あるいは山陰地方
の弥生時代前期の石棺墓との関連を指摘でき, 石囲墓が石棺墓へ変化していることが示唆され
る｡ 配石墓系列は, 上部施設を変化させる形で長期間存続する｡ 覆石土坑墓は, 大隅諸島の覆
石墓の展開と時期的に調和しており (新里

), 関係性が示唆される｡

そのほか埋葬施設の属性として, サンゴ砂利の屍床を持つ例が大久保原遺跡, 木綿原遺跡,
阿良第二貝塚などで確認される｡ 種子島広田遺跡においても確認される属性である｡ また, 同
一墓坑や棺内で追葬を行う例も少なくないが, 被葬者が, 上段・下段というようなレベル差を
もって埋葬される例 (多重構造) が前Ⅳ期〜前Ⅴ期末にかけて確認され, 徳之島トマチン遺跡
にも類例がある｡ 岩陰墓は, 埋葬遺構が一定空間に累積した墓域であるが, 具志川島遺跡西区
慣用されている ｢土壙墓｣ でなく ｢土坑墓｣ としたのは, 語義的に ｢壙｣ と ｢墓｣ が同じ意味をもつのであ
るためで, 山田康弘 (
) に倣う｡

−
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の一次葬のように, 同じ位置を意識したように上部に埋葬されていく例が見られる｡ このこと
からは, 岩陰墓が基本的に追葬を継続した場所と捉えることができる｡ そうすれば, 砂丘立地
の多重構造の墓も追葬の一種であり, 水平方向ではなく, 垂直方向に埋葬された結果であると
考えられる｡

【葬法】 (表６)
一次葬を示すものは砂丘立地に多く, 岩陰墓ではほとんどが二次的に動かされている｡ この
傾向は, 墓域のスペースの問題に関わるものと解釈できる｡ 岩陰墓の場合, 指骨など小さな骨
が残る状況から, 他の場所で骨化したものを持ち込んだのではなく, 当初は一次葬として埋葬
されていたものが, 追葬を行うにあたり, それが寄せられたり退けられたりすることによって
狭い埋葬空間に多重累積し, 集骨や再葬の様相を示す可能性が指摘されている (小片ほか

)｡

集骨は, 人体の解剖学的な位置を意識しつつ配置し直されている集骨葬Ⅰと, 雑然とした集骨
葬Ⅱが認められるが (呉屋

・

), 後者の例が多い｡ このことからすれば, 前Ⅳ期以降,

岩陰墓・砂丘地では同一の墓坑や埋葬地を利用して何度も埋葬していくという一連の習俗があ
り, 砂丘地のオープンスペースにおいては, 埋葬エリアの広さから一次葬のままにされること
が多いと捉えられる｡ また, 被熱する人骨片の例も前Ⅳ・Ⅴ期に例が多いが, 具志川島岩立遺
跡の再分析によって, 焼骨 (骨化後焼かれたもの) と火葬骨 (遺体として焼かれたもの) に分
けられ, 空間的にいくつかの単位をもっていることが判明している (片桐ほか

−

−

)｡ しかし,
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南西諸島の葬墓制の伝統からみると, 被熱した骨は, 岩陰・洞穴立地の墓に多い傾向があり,
狭い空間における処理法の一種かもしれない４｡
前Ⅳ・Ⅴ期の埋葬姿勢のわかるものを対象とすると, 仰臥伸展葬：仰臥屈肢葬：仰臥屈葬：
伏臥伸展葬の割合は,

：５：１：

となる｡ 後期になると３：５：２：２となり, 全体的に

対象数が少ないものの, 屈肢・屈葬が増加し, 伏臥葬も継続している｡ 九州・本土の縄文時代
後・晩期の伏臥葬の割合は２％強程度であり (山田
る (本間
つ (

), 呉屋義勝 (

・

％)｡ 台湾中部鉄器時代 (約

), 弥生時代の伏臥葬は

％程度とな

) の指摘通り, 沖縄諸島には伏臥伸展葬がかなり目立
〜

年前), 番仔園文化における主要な埋葬は俯身葬

種子島広田遺跡は, 砂丘立地であるが, 焼骨が弥生時代終末期頃まで遡ることが判明した (石堂ほか
)｡
沖縄・安座間原第一遺跡も骨や墓坑などが火を受けているという｡ 後者については正式報告書を待って再検
討したい｡

−
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(伏臥伸展葬) であり, 稀に被葬者の頭部に陶罐で覆うものもあるとされる (角南

)｡ 近距

離にありながら, 未だ沖縄諸島と台湾との関連性は考古遺物からは見えてこないが, 葬墓制レ
ベルで関連する可能性は捨てられない５｡
墓群の配置は, 自然地形である砂丘の落ち際に配列するため, 頭位方向が統一されるもの
(安座間原パターン) や, 空間を中心に弧状に配列するものがある (木綿原パターン)｡ 頭位方
向を含めて, 自然地形に沿った墓域の立地や埋葬集団ごとの社会的規制が反映されているので
あろう｡ また, これまでにも指摘されていた頭骨を意識したような事例は (嵩元・當眞

),

いくつかのパターンに類別できる｡ １) 頭を土器で覆う (安座間原第一遺跡・大当原貝塚),
２) 頭をシャコガイに挟み込む (安座間原第一遺跡), ３) 頭部分に自然貝や貝製品を置く
(具志川島遺跡群岩立遺跡・木綿原遺跡), ４) 頭骨を抜き取る再葬 (具志川島遺跡群岩立遺跡・
岩立遺跡西区・具志堅貝塚２号人骨・地荒原遺跡・大久保原遺跡土坑墓・安座間原第二遺跡),
５) 頭骨と四肢骨を分ける再葬 (具志川島遺跡群岩立遺跡・クマヤー洞穴遺跡例), などのパ
ターンである｡
墓坑内で被葬者が上下に重なった重層的な追葬は, 具志堅貝塚・具志川島遺跡群・安座間原
第一遺跡・木綿原遺跡・武芸洞遺跡などで確認されている｡ 岩陰墓・砂丘墓においても通有の
ものと考えられる｡
【副葬品】
装身具・副葬品については, 圧倒的に貝製品が多く, 岩陰墓には埋葬遺構が累積するため,
多種多様な装身具・副葬品が多く出土しているようにみえるが, 一次葬単位でみると, 被葬者
個人の所有するものは種類・量ともに比較的少ない｡ 貝製の副葬品・装身具については, 木下
尚子が安座間原第一遺跡を他遺跡と比較しながら詳細に検討しているため, ここでは触れない
が, 概要を記すと, ①使用される貝は装身具, 葬具 (未加工・加工不明瞭), 利器に分けられ
る, ②巻貝・二枚貝の使用があり, 代表的に使用される貝種と使用法には偏りがあり, シャコ
ガイやオオベッコウガサガイの使用が多い, ②貝使用は女性偏向である, ③男女ともに貝使用
は人体の頭と腕に特に集中し, 左側に偏向して配置・着装される, ④シャコガイの墓での使用
は沖縄諸島に多いこと, などが析出されている (木下

)｡

供献土器についてみると, 土器の副葬は, 縄文後期末 (前Ⅳ期後半) の室川式段階に比較的
例が増え, 弥生前期 (前Ⅴ期末) に最も例が多い｡ 胴部下半を打ち欠く例や口縁〜胴部を欠失
する例, 底部穿孔例などがみられる｡ 穿孔例は少ないものの, いずれも外面側から穿孔されて
いる｡ 供献土器の配置は, 前Ⅳ期後半には墓坑内外の足元の例が多いが (具志川島遺跡群西区
３層・具志堅貝塚・大久保原遺跡土坑墓), 前Ⅴ期末以降には墓坑上に置かれるもの (木綿原
遺跡), 墓坑内配置 (木綿原遺跡) などがあり, 被葬者頭部を覆うもの (安座間原第一遺跡・
大当原貝塚) など多様化する｡ 供献土器の配置は, 葬法で検討した頭骨を意識した埋葬事例と
同様に, 時代性とともに変遷しているのかもしれない｡
ただし, 年代的に沖縄諸島の例のほうが古く, 副葬品・装身具も全く異なるが, 沖縄諸島近隣地域の候補と
して検討する価値はある｡

−

−
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【抜歯習俗】 (表７)
奄美・沖縄諸島においては, 下顎切歯を中心とした抜歯が主様式であり, 沖縄諸島の抜歯の
特徴として, 犬歯の抜去例がないことがこれまでに明らかにされてきた (松下・太田

)｡

抜歯の対象者も集落構成員全ての成人が行っているわけではなく, 安座間原第一遺跡 (前Ⅳ〜
Ⅴ期末) では

の比率であり, クマヤー洞穴 (前Ⅴ期末) では数百体のなかで９例, 木綿

原遺跡 (前Ⅴ期末〜後期初頭) では

の比率となる｡ 大当原貝塚 (後期前半[新]) では

, 古座間味原シル地区 (後期？) では

であり, 時期とともに施術数は若干増えている

ようにみえるが, 検出人骨数に対して８割以上の抜歯を行う本土に比べてかなり少ない｡
最も古い例は, 沖縄県八重瀬町港川人骨 (前Ⅰ期以前) の下顎中切歯の対称抜去である｡ 前
Ⅳ〜Ⅴ期においては, 上顎抜歯例は少なく, ほとんどが男女ともに下顎抜歯である｡ 下顎にお
いても左右非対称の偏側性抜歯例が多く, 後期前半 (新) には, 下顎切歯を全て抜去する左右
対称の抜歯へと変化している｡

【性差】
具志川島遺跡群西区においては, 性別不明の被葬者を除くと,

・ グリッドを境に, 西側

に男性, 東側に女性が埋葬される傾向にあるが, 他の遺跡では不明確である｡ 集団墓地の検出
例が少ないことにも起因するが, 装身具類や副葬品に明確な性差は導き出せない６｡ 供献土器
は前Ⅳ期後半では男性に伴う例が多いが (安座間原第一遺跡・具志川島遺跡群岩立西区３層２
号人骨・具志堅貝塚１号人骨・大久保原遺跡土坑墓), 前Ⅴ期末には女性や小児に伴う例もみ
られるようになる (木綿原遺跡・安座間原第一遺跡・大久保原遺跡石棺墓)｡ また, 前Ⅳ期後
半〜前Ⅴ期前半では, 幼小児が礫石を多用する墓に埋葬される例はほとんどないが, 前Ⅴ期末
以降は, 石棺内に単体で埋葬される例や追葬される例が認められる (木綿原遺跡・大久保原遺
跡石棺墓・中川原貝塚)｡

安座間原第一遺跡では圧倒的に女性が埋葬される例が多いため (男： ・女 ・幼小児７), 分析すると, ほ
とんどが女性優位となる｡ 木綿原遺跡では, ほぼ男女比率が半々となる (男：７・女５・幼小児２)｡
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抜歯習俗は, 現在のところ類例は少ないが, 上顎に施すものは男性に偏る (前Ⅳ〜Ⅴ期)｡
近年, 人骨の再調査により (徳嶺ほか

, 小橋川ほか

), 後期前半 (新) には下顎骨の

中・側切歯すべてを抜去する習俗が, 成人女性に偏向して施される可能性が高くなった｡

沖縄諸島の先史時代葬墓制について, 今回の分析で新たに析出されたものをまとめると, 以
下のとおりである｡
１) 埋葬遺跡の立地の違いは, 埋葬施設・葬法について共通する事象が多くあることから, 居
住域の立地に規定されていたことに起因し, 時期的には併存していた可能性が高いこと｡
２) 礫石を使用する墓制は, 前Ⅳ期後半から配石墓が認められ, より礫石を多用する石囲墓へ
変化する｡ 小口を意識した石棺墓は前Ⅴ期末において, 外来の刺激によって導入された可能
性がある｡ 覆石土坑墓も大隅諸島との関連性が考えられる｡
３) 岩陰墓で再葬が多く見えるのは, 追葬の結果である｡ 石棺内の重層構造も水平方向でなく,
垂直方向に追葬を意識した結果であろう｡ 埋葬姿勢は仰臥伸展葬が主流であるが, 伏臥伸展
葬も多く, 台湾の俯身葬との関係が示唆される｡ 頭骨を意識した埋葬は, ５パターンに分類
できる｡
４) 岩陰墓で装身具・副葬品が多く出土するのは, 追葬の結果であり, 一次葬の例から判断す
ると, 個人レベルでの所有は少ない｡
５) 抜歯は, 下顎側切歯を含めた中切歯に施すものが, 後期前半 (新) には下顎中・側切歯全
てを抜去した型式へと変化する｡
６) 土器の副葬は男性に多く, 前Ⅴ期末から女性・小児にも行われる｡ 土器の副葬品の位置は
足元が多く, やがて頭部付近を含めた位置に多様化する｡ 習俗的抜歯は, 後期前半には女性
優位に施される｡
簡単に南西諸島の葬墓制の様相を比較する｡ 筆者は, これまでに南西諸島の葬墓制を大隅諸
島から沖縄諸島までまとめてきたが (新里

・

・

・

), 南西諸島の葬墓制が,

九州・本土地域と異なるのは, 縄文時代から伸展葬を主要な埋葬姿勢とする伝統性をもつ奄美・
沖縄諸島であるといえよう｡ しかしながら, さらに沖縄諸島は全国的にも伏臥葬が最も多いと
いう地域差が導かれる｡ この伏臥葬については, 台湾を起源とする可能性もある｡ 奄美・沖縄
諸島においては, 岩陰墓が多い墓域の立地やサンゴ石灰岩を多用する埋葬施設, 貝類を副葬品
に用いる習俗など, 亜熱帯地域に根ざした葬墓制の伝統を保持しつつも, 南島貝交易の開始期
である縄文時代晩期末〜弥生時代前期には, 石棺墓という施設を導入する｡ また, 土器棺墓も
認められることがある｡ 種子島広田遺跡の隆盛期である弥生時代終末期〜古墳時代前期ごろに,
屈葬・屈肢葬が奄美・沖縄諸島において採用されるようになると, 覆石土坑墓が沖縄諸島にも
確認されるようになる｡ この時期は種子島広田遺跡で出土するような特殊な貝製品も奄美・沖
縄諸島で出土する時期である｡ 南西諸島側からいえば, 南海産大型貝が輸出され, 九州で大量
消費される時期, 種子島で大量消費される時期と重なり, 膨大な情報が南西諸島を錯綜してい

−

−

南西諸島における先史時代の墓制 (Ⅲ)

た時期に, 外部の刺激を受け, 葬墓制の要素の一部を導入していることになる｡ しかしそれは
決して外部の葬墓制の全てを受け入れるのではない｡ 例えば, 短棺タイプの石棺墓の時期に,
南西諸島では伝統的に伸展葬を行うことから長棺タイプの石棺へ独自にアレンジしており, 土
器棺墓は在地の尖底土器を用い, 同じ埋葬施設を用いて追葬を行う伝統を石棺墓で行う行為な
ど, 島嶼部側における外来文化への対応の基本姿勢が垣間見えるのである｡

沖縄諸島の先史時代葬墓制の検討は, 同地域の埋葬遺跡の正式報告が少なく, 葬墓制の細か
い部分の検討に当たっては資料的制約が多かった｡ 正式報告を待って再検討したい｡
先史時代, 墓域の立地は集落の立地に左右されるが, たとえば臨海砂丘地の墓域は, その前
面に拡がる漁労活動領域の占有を保障しただろう｡ 岩陰や台地を墓域とする集団との違いが,
主要な狩猟・採集・漁労の生業活動領域の差に起因する可能性も将来的には導き出せるかもし
れない｡ また, 時代によっては島外の集団との交易活動に起因する可能性もあるが, 葬墓制の
視点からも言及できる可能性がある｡ 今後も検討を続けていきたい｡
今回の検討にあたって, 台湾では宋文薫・連照美・陳有貝・邱鴻林の各先生方よりご教示を
賜った｡ また, 以下の方々にも多大なるご教示・助言を賜った｡ 末尾ではあるが, ご芳名を記
して感謝申し上げます (敬称略・五十音順)｡
上原静, 岸本義彦, 呉屋義勝, 寒川朋枝, 島袋春美, 角南聡一郎, 仲宗根求, 中村愿, 中村
直子, 松川章
本稿は, 文部科学省科学研究費 (若手研究 ) 課題番号
号

と同科学研究費 (新学術領域研究) 課題番
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