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筆者は以前, 南西諸島の先史時代葬墓制を集成し (新里

), 地域ブロックごとの検討を

行うにあたり, 本紀要２号において大隅諸島の先史時代葬墓制の分析から始め, 新しい見解と
特性を示すことができた (新里

)｡ 今回は, 若干資料の増加しつつある奄美諸島を中心

に, トカラ列島を含めて葬墓制について整理し, 再検討を行う｡

奄美諸島という地域ブロックで先史時代葬墓制についてまとめたのは, 国分直一の論考 (国
分

･

･

ほか多数) のみといっても良い｡ 国分は, 徳之島喜念原始墓, 面縄第４貝塚

の分析を通して, 生活域と埋葬地が分離しており, 骨化した被葬者を岩陰へ二次的に埋葬した

−

−
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という指摘や, 近代の墓域として崖地が再利用されるため, 先史時代の墓域が不明確になって
いるとする南西諸島岩陰墓の特徴を捉えた｡ また, 貝製品への強い嗜好性や喜念原始墓などの
庇型装身具などに, 台湾ヤミ族との関係性を模索している点など, 埋葬地立地上の視点, その
系譜に関する研究が特筆される｡ 資料がきわめて乏しい状況において, 立地や装身具, 明器の
意味について, 周辺地域と比較検討した考察は重要であろう｡ 国分の検討以降, 奄美諸島では
個別の発掘調査報告書で関係遺跡が触れられることはあるものの, 同地域の先史時代葬墓制の
時期的な変遷は分かっていない｡ また, トカラ列島については,

年の大池遺跡の調査まで

葬墓制の状況は全く不明のままであった｡
トカラ列島・奄美諸島において, 先史時代に属すると考えられる埋葬遺跡は

遺跡で, 資料

的に少ない状況は変わっていない (図１)｡ しかし, 他地域と比較するため, そのすべてが先
史時代であるか否かの再分析を行なって, 予察を試みる｡

△：先史時代墓として不確定
×：先史時代墓の可能性が低い

鹿児島県十島村宝島大池に所在する｡ 面積６ ㎡の小さな島である｡
て発見されてから, ３回の調査が行われている｡ 石棺墓のある

年に牛島盛光によっ

地点については,

年に

島津義昭ほか３名によって発見されたもので, その際には頭骨の確認のみ行って埋め戻したと

−

−
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いう１)｡ 墓の発掘調査は
約１

〜

年にかけて, 国立歴史民俗博物館が行っている｡

四方の広範囲にわたって形成された砂丘において, ３〜５層が堆積している時点で

構築されたとされている｡ 調査時には, 箱式石棺墓１基のみ確認されている｡ 石棺はビーチロッ
クを使用して作られており, 棺長

, 幅

前後である｡ 頭位方向はやや北にふれた東で,

西側小口石の倒壊とともに両足首を欠失している｡ 石棺の構造は, 蓋石と底石のほか, 平石を
立てて長側と頭部の小口石は二〜三重になっている｡ 被葬者の胸部と腹部上には石灰岩塊がのっ
ている｡ 石棺は, 底石をほぼ水平に敷いた後, 周囲の砂を若干掘りくぼめて側石や小口石を埋
めて構築しているとされる｡ 上部施設は不明であるが, 石棺墓Ⅰに相当する｡ 石棺長軸西側の
第２トレンチ３層下部にはオオベッコウガサガイの粗孔を穿った製品が確認されている｡ 人骨
の埋葬姿勢は, 仰臥伸展葬で左手首にオオツタノハ貝輪を３個装着している｡ 聞き取り調査に
よると, 周辺部では昔, 石棺や人骨がいくつも露出していたとされている｡
人骨の形質学調査は, 小片丘彦・峰和治・竹中正巳らによって行われている｡ 被葬者は, 熟
年女性であり, 身長

〜

程度である｡ 南西諸島の人類学的形質と類似するという｡ 上

腕骨の三角筋の発達が著しく, 老人性の変形性関節症を患っていたと考えられる｡ 上顎左側切
歯の抜歯 ( ： ２) の可能性が考えられている｡
地点は,

地点から北西約

地点に所在する｡

地点とは別の砂丘である｡

･ 区

において, １体の人骨の盤状集積様の集骨が認められている｡ 二次的な配置がなされていると
いうことであるが, 時期の判明する遺物の出土はなく, まわりには近世の陶磁器が確認されて
いる｡

地点とともに正式報告書の刊行が待たれる｡

トカラ列島の墓制の様相がある一定程度判明しているのは, 宝島大池遺跡のみである｡ ほか
にも悪石島において, 伸展葬人骨が貝殻・土器とともに出土したとされるが, 詳細については
不明である (下野
大池遺跡

)｡

地点の墓は, 石棺墓で仰臥伸展葬である｡ また, オオベッコウガサガイ粗孔品

が棺外より出土している状況からは, 沖縄・奄美諸島地域との関連性が窺える｡ オオツタノハ
貝輪着装と, 上顎抜歯型式の観点からは, 大隅諸島の鳥ノ峯遺跡・広田遺跡との共通性が看取
される (新里

)｡ 前者から時期を類推すれば, 縄文時代晩期〜弥生時代前期, 後者から

は弥生時代後期後半〜終末期と判断され, 考古学的に時期の絞込みは難しい｡

年に三宅宗悦によって発見されてから, 計４回の発掘調査を経ている｡ 遺跡は, 奄美市
笠利町宇宿大籠の砂丘に所在する｡ 墓坑は, 第５層 (他地域の第４層は欠落) 形成途中に構築
され, 帰属時期は第 層の宇宿上層式の段階であるとされている｡ 断面が袋状の墓坑 (上面
×

, 底面

×

, 深さ

) を掘り込み, 頭位は南西である｡ 調査者によれば, 墓

坑は被葬者を埋葬して砂を充填した後, 他地点から運ばれた綺麗な砂を散布し, その一部は墓
１)

中山清美氏のご教示によると,

地点石棺墓で間違いないだろうとのことである｡

−

−
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坑外に及んでおり, 第５層中の掘り込み面であることを証明しているという｡ その上部に墓標
石が馬蹄状に配される｡ 列石・土壙墓と分類する｡ 分娩後に死亡したと想定されている仰臥伸
展葬 (腕は屈肢) の壮年女性と, 嬰児の遺体が女性の膝間接間に合葬されている｡ 嬰児の上に
は２個の礫と破損した石皿, そして小型の磨製石斧が副葬される｡ 女性の装身具は, ガラス製
丸玉２, ガラス小玉

, 骨製管玉４で組み合わされたネックレスであると考えられ, ガラス玉

は自然化学分析の結果, ｢鉛ガラス｣ であるとされている｡ 肥塚隆保は, ｢鉛バリウムガラス｣
としている (肥塚ほか

：

)｡

宇宿貝塚の墓の帰属年代については, 調査段階では宇宿上層式段階であり, 弥生時代後期ご
ろとされていたが, 現在の宇宿上層式の年代観は縄文時代晩期初頭並行である｡ ｢鉛ガラス｣
あるいは ｢鉛バリウムガラス｣ は, どちらも中国系の玉であるが, 鉛シリカガラスは前１世紀
〜３世紀末, 鉛バリウムガラスは前２世紀〜３世紀後半というように, 日本列島における流通
時期が異なり (肥塚

), いずれも縄文時代晩期とはそぐわない年代である｡ 一方, 中国で

は鉛バリウムガラスが前５・６世紀から出現することから, 時期的には宇宿貝塚例とかろうじ
て重なるが, 仮にこれをとるなら, 中国からその出現期にガラス玉だけが奄美諸島にもたらさ
れたと考えなければならなくなる｡ むしろ, 同トレンチの５層から弥生時代中期ごろの土器が
少量出土していることに着目すべきなのかもしれない｡
宇宿貝塚の墓は, 層位学的な判断と鉛ガラスの共伴関係の齟齬をどう捉えるかで, 年代観が
変わってくることになるが, ５層以下に弥生土器が紛れ込んでいる事実を抽出すれば, 弥生時
代中期以降の葬墓制の類型ということができる｡ また, 石斧の使用は, 古代兼久式段階にはほ
ぼ失われているため, それ以前に絞り込めるだろう｡
人骨は松下孝幸 (

) によって検討されているが, 女性が壮年初期で, 頭型は過短頭, 南

西諸島の先史時代集団との類似点が多く, 抜歯は認められない｡ 新生児は胎齢９〜

ヶ月であ

り, 出土状況から分娩後の死亡が推定されている｡

奄美市笠利町宇宿字港の砂丘に所在する｡ 町営住宅整備工事の際に発見され, 熊本大学によっ
て発掘調査されている｡ 上部施設不明の土壙墓が２基検出されている｡ １号は撹乱のために掘
り込み面が不明であるが, Ⅲ層以降であると考えられ, 弥生時代後期〜終末期以降である｡ 南
西頭位の仰臥屈肢葬で, 副葬品は認められていない｡ ２号は, レベル的にⅣ層から掘り込んだ
と想定されている｡ Ⅳ層は弥生時代後期〜終末期土器を含む層の形成時である｡ 後世の撹乱が
著しく人骨の大半が欠落しているが, 南東頭位で強い仰臥屈葬である可能性が指摘されている｡
右肘関節付近にイトマキボラ科の貝が出土している｡
出土人骨は, 永井昌文 (

) によって鑑定されているが, １号が成年男性で, 上顎( ： １)

に抜歯の可能性が指摘されている｡ ２号は成年〜熟年初期の女性であるとされる｡

奄美市笠利町万屋下山田の砂丘地に所在する｡ 埋葬施設などは検出されておらず, 出土層位
の対応関係も不明であるが, 人の部分骨が出土している｡ 本遺跡では神野

−

−

･

式, 面縄前庭
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Ⅴ式, 古我地原式, 面縄東洞式, 嘉徳Ⅱ・Ⅰ 式 (縄文時代中期後半〜後期後半) が出土量の
大半を占めているようである｡ ここでは報告書に従って, 嘉徳Ⅱ・Ⅰ 式の段階 (縄文時代後
期後半) を想定しておく｡ 包含層中からは貝小玉, 有孔巻貝, 有孔板状製品, オオツタノハ・
メンガイ・サラサバテイラの貝輪・ゴホウラ背面貝輪, スイジガイ・サソリガイ製利器, イモ
ガイ有孔円盤状品, ヘビガイ製管玉, ヤコウガイ製貝匙, 骨針, 骨錐, 骨刀, 骨箆, 骨製垂飾
品, 螺蓋製敲打器など多様に出土するが, 装身具や副葬品としてもおかしくない製品も含まれ
ている｡
小片丘彦らの所見 (

) では, ４点の人骨が確認されているが, 下顎骨

と呼ばれる壮

年女性については, 下顎 ( １： １) の抜歯が認められている｡

奄美市笠利町和野長浜金久の砂丘に所在する｡ 奄美新空港建設に伴う緊急調査である｡ 第Ⅱ
遺跡の新砂丘内において, 上部施設不明の土壙墓が確認された｡ 人骨の主軸方向は,
である｡ 仰臥屈肢葬であり, 副葬品 (装身具か？) はタケノコガイの磨切穿孔品が人骨左踝下
位より出土している｡ 人骨検出層から外耳土器と鉢形土器が出土しているが, 調査者は墓坑構
築時期に近いと考えている｡ 調査者も指摘しているように, サウチ遺跡北地区５層の外耳土器
との関連性があれば, 弥生時代中期ごろと考えられる｡ ほかにも新期砂丘内において土坑
と呼ばれるレンガブロック状の角礫を上部に伴った長方形の土坑が検出されており, 形状から
は墓の可能性もあるものの, 時期を判断できる材料はない｡
人骨は分部哲秋 (
金久第Ⅰ遺跡の第
片ほか

) によって鑑定されており,

歳程度であると想定されている｡ 長浜

層 (兼久式土器層) からも壮年女性とみられる人骨片が出土している (小

)｡

奄美市笠利町喜瀬字サウチの砂丘に所在する｡

年の砂の採掘工事中に遺物が出土し, 中

山清美によって遺跡の存在が確認された｡
埋葬人骨は

区８層より腕の部分のみ検出されている｡ 埋葬施設は不明であるが, 腕は

解剖学上の位置を失っていないので, 土壙墓における一次葬と考えていいだろう｡

地区の１

〜３層は, 弥生時代中期後半ごろ〜兼久式土器 (古代) までを含んでおり, これらよりは古い
時期と考えられる｡ 人骨は内藤芳篤 (

) によって鑑定され, 壮年男性と推定されている｡

この地点のほかに, 以前にも民宿の南よりの地点や北端の花壇中央からも人骨が確認されたと
される｡

奄美市名瀬小湊下金久〜長金久の砂丘に所在する｡
調査区

の１箇所で, 調査区

調査者によると, 調査区

年の採砂工事中に発見された｡ 墓は

では人骨のみが確認されているようである｡
トレンチの石棺墓については, 第Ⅳ層中に構築されており,

構築時期の下限は第Ⅲ層の堆積以前であるが, 第Ⅳ層は第Ⅵ層である可能性もあり, 上限につ

−

−
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いては不明であるとする｡ 埋葬人骨は, 歯や四肢骨の一部のみが検出され, 著しい ｢撹乱｣ を
受けているが, 人骨のレベルは一定の位置が保たれており, 頭位は北側であると推定されてい
る｡ 墓坑中央部分は, 底面よりも深いレベルで玉類が出土していることから, この墓坑底面も
｢撹乱｣ を受けているが, ｢撹乱｣ は最近ではない相当に古い時期と推定されている｡ また, 棺
材である礫石は本来墓坑側縁に配置されていたものと考えられ, 抜き取られるなどの ｢相当の
撹乱を受けている｣ と考えられている｡ 報告書では時期について触れられていないが, その後
の論考では, ｢古墳時代並行期｣ (高梨

), ｢兼久式土器段階あるいはそれ以前｣ (高梨

) などとされており, 未だ確定していない｡
さて, 墓は側壁の礫などの大半が抜き取られているが本来は礫を立てた石棺状を呈していた
と考えられる｡ 上部施設不明の石棺墓Ⅰである｡ 抜き取られたいくつかの礫は傍に水平に置か
れているため, 置かれた石のレベルが当時の地表面に近いと判断される｡ そのレベルと第Ⅱ層
のレベルにはかなりの差があり, 第Ⅱ層からの掘り込みもないことから, 石棺の構築時期と調
査者のいう骨が抜き取られた ｢撹乱｣ の時期は, Ⅳ層堆積時の平置する板状礫の下面であると
判断することができる｡ そうすれば, 調査者がいうようにⅢ層形成最終段階を下限とするより
も (石棺上には第Ⅲ層は形成されていない) 古く時期が絞り込める｡ また, １トレンチの東側
では, 確認トレンチを入れ, 第Ⅳ層下に第Ⅴ層を確認しており, この墓坑掘削レベルと遺物の
分布レベルは第Ⅴ層に達していない｡ 第Ⅴ層は, 最も近隣の

地区で見ると, 兼久式第

・

・５類の層であり, 高梨の兼久式土器編年によれば, ８世紀後半〜９世紀前半になる (高梨
)｡ 石棺墓の構築年代は, 遡っても８世紀代後半以降である可能性が高い｡
検出墓坑は, 主軸は

, 上面で長さ

×

前後, 底面で

×

前後である｡ この墓坑の浅さについても, 図面からみると, 装身具はガラス玉

深さは８
と貝小玉

を組み合わせたネックレスであるが, これらの玉類は墓坑外に飛び散っており, また, 人骨の
鑑定を行った松下孝幸 (

) によると, 成人女性であると想定されている埋葬人骨は大半が

欠失しており, しかも棺材の抜き取りもされることから, 石棺内で骨化させた後, 骨を抜き取っ
た改葬を行う施設である可能性がある｡
また, 調査区

における人骨資料は, 第Ⅴ 層から, 頭骨の一部と遊離した歯が出土してい

るという｡ 基本層位からいえば, スセン當式段階 (古墳時代) のようである｡ 調査者は改めて
報告するということなので, 詳細は正式報告書の刊行を待ちたい｡

喜念原始墓は, 伊仙町喜念字ムデナウに所在する隆起サンゴ礁の岩陰部に位置している｡
年の県道工事によって隆起サンゴ礁が掘削された際, 人骨と貝輪が在地研究者広瀬祐良に
よって採集されたのが発見の発端である｡ 翌年, 三宅宗悦によって発掘調査された｡ 三宅によ
ると, 人骨が隆起サンゴ礁の南面した岩陰に無秩序に含まれていたという｡ 出土土器はいわゆ
る ｢南島式｣ (現在の貝塚時代・沖縄前Ⅳ Ⅴ期の土器) であり, 弥生系の胴部突帯をもつもの
もあったとされる｡ オオツタノハ・メンガイ・サラサバテイラ貝輪・ゴホウラ背面貝輪, 庇型
貝器, 有孔垂飾板 (いわゆる獣形貝製品), タケノコガイ有孔製品, イノシシ牙製品なども出
土し, 出土状況では貝輪が３〜４個重なったものもあったが, 腕に装着したものはなかったと

−
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される｡ 三宅宗悦自身は戦没し, 土器の詳細が報告はなされることはなかった｡ 喜念原始墓の
年代について, 京都大学総合博物館所蔵資料から検証してみる (図３・表２)｡ 本資料は, 三
宅宗悦が生前, 京都大学の学生であった藤岡謙二郎に整理を託した土器資料その他と考えられ
る (三宅

)｡ 資料は, 土器, 貝製品・貝, 人骨, 石などであるが, 今回初めて公表される

資料であるため, ここで簡単に記しておく｡ 土器はおおむね３類に分類される｡ Ⅰ類 (沖縄前
Ⅱ期：縄文時代早期末〜前期初頭) は焼きが甘く薄手の土器で, 図

・２のほか５点の胴部

片があり, １個体分と目される｡ Ⅱ類は焼きがよく, やや厚手の無文土器を中心とする一群で,
口縁部の形状と文様からⅡ 類 (面縄西洞式〜喜念Ⅰ式の中間段階：縄文時代後期末；図
４) と, Ⅱ 類 (仲原式：図

〜

) に細分される｡ このほか胴部片として

あるが, Ⅱ 類の土器は１個体分であろう｡ Ⅲ類は焼きがよく薄手のもので, 図

・

点の胴部片が
〜

の３

点が確認され, 弥生系土器小型甕・壷各１個体分, やや胴部がくの字に折れる胴部片１点があ
る｡ 弥生時代中期前半に位置づけられる｡ 貝製品はウミウサギ粗孔品１点, オオベッコウガサ
ガイ粗孔品１点であり, 自然状態の貝としてシラナミ (ナガジャコ) １点, リュウキュウバカ
ガイ１点, ムラサキウズ１点, オキニシ１点である｡ また, 今回図化していないが, 石灰華に
覆われたゴホウラ破片らしきものもある｡ このうちオキニシ１点はヤドカリによる自然流入で
あると考えられる２)｡ これまでの研究からは, オオベッコウガ サガイ粗孔品や無加工のシラ
ナミ・リュウキュウバカガイは, 葬具として使用された可能性がある｡ 最も多い出土量でみれ
ば, 仲原式土器段階であり, 縄文時代晩期末〜弥生時代前期を中心に, 弥生系土器の存在から,
弥生時代中期前半の段階も考慮しておきたい｡ 人骨は, 熟年女性１体, 壮年男性１体, 老年男
性１体で, 抜歯をそれぞれ下顎の ( １： １), ( １： ), ( ：
し, 同人骨を再調査した峰和治によれば, 壮年男性 ( ：
いては, 疑いを示している (峰

１ ２

１ ２

) であるとされている｡ しか

) のうち, 犬歯 ( ) 抜歯につ

)｡

年, 個人宅地造成による原始墓付近の工事計画により, ３箇所の葬所が確認され, 発掘
調査が行われた (立神・長野

)｡ これらは原始墓と区別するためにクバンシャ岩陰墓と呼

ばれている｡ 出土人骨の観察は小片丘彦らによって行われている (小片ほか
は, 外部から搬入された礫

)｡ １号墓で

個で雑然と略方形に囲われた葬所に, ２体分の人骨が散乱した状

況で出土しており, それとともに骨製針 (クジラ骨？) と有孔オオベッコウガサガイが出土し
ている｡ 人骨は, 成人男性骨と小児骨 (

〜

歳) である｡ ２号墓もやはり外部から持ち込ま

れた礫群で葬所をつくっている｡ 複数体分の人骨細片がオオツタノハ貝輪片・粗孔のあるオオ
ベッコウガサガイなどとともに散在した状況で出土している｡ 岩陰内天井分部には一部被熱し
た痕跡があり, 焼骨 (成人４〜５体分) と焼けていない骨 (成人３体分・未成人２体分) が確
認されている｡ ２体分の抜歯が確認されており, それぞれ女性の下顎
顎

( ： １), 性別不明上

( ２： ) である｡ ３号墓では, テラスとその周囲から, 庇型貝器と阿波連浦下層式土器

(弥生時代前期前半) が出土している｡ 焼骨を含む複数個体の骨片が広範囲に出土しているこ
とから, 元来上部岩棚にあった人骨が落ち込んで混ざりこんだものと推測されている｡

２)

喜念原始墓の貝については写真をもとに, 千葉県立博物館黒住耐二氏に鑑定していただいたものである｡

−

−
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特徴
表裏 植物擦痕→ナデ｡ チャート･石英粗粒多量, 黒雲母細粒少量｡
明赤褐色
｡
表裏 植物擦痕→ナデ｡ チャート･石英粗粒多量, 黒雲母細粒少量｡
明赤褐色
｡

縄文後期末

面縄西洞式〜犬田布式

表裏 ナデ｡ 石英・チャート細粒多量｡ 橙色

縄文後期末

面縄西洞式〜犬田布式

表裏 ナデ｡ 石英・チャート細粒多量｡ 橙色
｡
厚い石灰分に覆われる｡ チャート・石英細粒多量｡ にぶい赤褐色
｡

縄文晩期期末 弥生前期 仲原式

｡

縄文晩期期末 弥生前期 仲原式

薄い石灰分に覆われる｡ 石英・チャート細粒多量｡ 橙色

縄文晩期期末 弥生前期 仲原式

表裏 ナデ｡ 石英・チャート・黒色粒 大・中・細 多量｡ 棟

縄文晩期期末 弥生前期 仲原式

表裏 ナデ｡ 石英・チャート・黒色粒 大・中・細 多量｡ 棟
｡
表 ナデ, 裏 植物擦痕→ナデ｡ 石英・チャート・黒色粒 中・細 多量｡
橙
｡
表 ナデ･ケズリ, 裏 ナデ｡ 石英・チャート・黒色粒 大・中・細 多
量｡ にぶい赤褐色
｡

縄文晩期期末 弥生前期 仲原式
縄文晩期期末 弥生前期 仲原式
縄文晩期期末 弥生前期 仲原式

表裏 ナデ｡ 石英・チャート・黒色粒 大・中・細 多量｡ 橙色

弥生中期

イヤンヤ洞穴段階

弥生中期

イヤンヤ洞穴段階

弥生

イヤンヤ洞穴段階？
ウミウサギ粗孔品

｡
｡

｡

表裏 ナデ｡ チャート・石英礫多量｡ 明赤褐色
｡
表 ヘラナデ・ヘラミガキ, 裏 ヘラナデ｡ チャート・石英細粒多量｡
明赤褐色
｡
表裏 ナデ｡ 石英・チャート・黒色粒 大・中・細 多量｡ にぶい橙色
｡
上孔径
, 下孔径
｡
内部に土が詰
まる ｡ 葬具｡

オオベッコウガサガイ
径
粗孔品

｡

リュウキュウバカガイ

｡ 葬具｡

｡ 葬具｡

シラナミ ナガジャコ

｡ 葬具｡

ムラサキウズ

｡

喜念・佐弁砂丘遺跡群トマチン遺跡は, 伊仙町字佐弁に所在する｡ 標高約
ある｡ トマチン遺跡については, 過去に西ミヤド遺跡とも呼ばれており,
掘削で人骨が数体分出土した地点である｡ 筆者らが

〜

の砂丘地で
年に重機による

年度にかけて５回の発掘調査を

行なっており, これまでに発表してきた資料から概要を説明する｡ 人骨の所見は, 竹中正巳に
よる成果である｡
基本層序は

層確認できており, １〜

層が粗細砂層で, 墓坑は４層に掘り込まれて構築さ

れたと判断される｡ ３層形成時には, 上部施設である礫群が露出していたと考えられる｡ 墓域
は, 試掘の結果, 砂丘の北東隅に限定されており, 地中レーダー探査の結果とも矛盾しない｡
石棺墓１は, 側壁と北西小口の片方を,

〜

大の塊石を積み, その上に

〜

大の

扁平な円形・楕円形・不定形のサンゴ石灰岩を用いて平積みでつくった石棺墓であり, 覆石・
石棺墓Ⅱに分類される｡ 内法約

×

の規模である｡ 石棺上部は, 拳大の礫が砂混じりで

覆っており, これが積石状の標石となっていると考えられるが, 木蓋の存在は否定できない｡
また, 南東小口には
使用したものと同様の,

大の扇形のテーブルサンゴを立石として用いている｡ 底石も側壁に
〜

大のサンゴ石灰岩を敷き詰めている｡ 石棺墓１は上・中・

下段の埋葬になっており, 上段には人骨の残りは悪いが, ４体分の頭と３体分の四肢骨があり,
最終埋葬に当たる被葬者 (１号人骨) の姿勢は, 北西頭位の仰臥伸展葬である｡ 残り２体分の

−

−
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四肢骨と頭は, 石棺の隅や最終埋葬人骨の腰脚部に乗っている (２〜４号)｡ ４号頭骨は女性
である可能性が示唆されている｡ 墓坑内には装身具と考えられるいわゆるヒスイ玉, 貝小玉,
ゴホウラ背面腕輪が出土している｡ これらは最終埋葬人骨には伴っておらず, 本来の原位置を
保っていないと考えられ, おそらく追葬によって動かされているのではないかと判断した｡ し
たがって先に埋葬された２体のうちのいずれかに伴うものと見てよかろう｡
中段埋葬は, 基本的に北西頭位の仰臥伸展葬で頭骨が抜き取られていた (４号)｡ 胸元には
たくさんの歯が落ちており, それが上段埋葬のうち, 女性と考えられた頭骨 (４号) に合致し
た｡ したがって, 上段埋葬を行う際に, 中段埋葬の頭骨を抜き取って, 上部の棺内に入れてお
き, さらに２体の追葬を行うまで大事に納められていたことになる｡ 底石は

〜

大のサ

ンゴ石灰岩で敷きつけられるが, 頭の位置に相当する部分には, 緑色岩類の枕石が嵌めこんで
ある｡ 中段埋葬の装身具は, シャコガイ製と思われる棒状垂飾品と貝小玉のみである｡
下段埋葬にはほとんどが原位置を留めていない部分骨 (５号) と,

点以上のオオベッコウ

ガサガイ粗孔品と貝小玉が数点出土した｡ これらは中段埋葬を行う際に破壊されているように
思われた｡
石棺墓２は, 防風木であるモクマオによって, 全形を窺うことができないので, 未調査であ
る｡ 塊石を側壁とし,

〜

の蓋石で覆うもので, 石棺墓と考えられる｡ ただし, 蓋石の

隙間を縫って試掘したところ, 骨片と貝小玉を得ることができた｡ また, 蓋石上では, 数点の
歯と青緑色の鉛ガラス玉が出土した｡ この石棺墓も追葬を目的とした石棺である可能性が高い｡
土壙墓１は, 礫群の範囲を確認するために海側の南東方向に設定したトレンチで検出されたも
ので, 石棺墓群のある礫群の縁に存在する｡ 全形は確認できていない｡ 墓坑上部にはヤコウガ
イ２点とサンゴ石灰岩礫があり, 石棺墓群方向に馬蹄形に

〜

大の緑色岩類が設置され

ている｡ 置石・土壙墓に分類される｡ 墓坑内には原位置を留めていない部分骨が検出され, 貝
小玉などの装身具類が出土した｡ 二次的に動かされているが, 再葬であるかは不明確である｡
本遺跡の帰属時期は, 土器から判断すると仲原式段階であり, 縄文時代晩期末〜弥生時代前
期に相当する｡ ほかにも石器, 骨製品などが確認されている｡
年の調査では, 考古学的な調査はなされず, 人類学的な調査のみが, 小片丘彦・峰和治・
竹中正巳らによって行なわれている｡ 棺形は大きなテーブルサンゴによる小口石, 底石の存在,
追葬の存在, 一次葬は仰臥伸展位であること, ヒスイ丸玉の出土などが挙げられる｡ しかし,
写真を見る限りにおいては, 板石状のテーブルサンゴが小口石側・被葬者右側に二枚ほど倒れ
ているように見える｡ 板石を立てた石棺墓である可能性もある｡ 上部施設不明であるが, 石棺
墓Ⅰと分類できる｡ また, 副葬品として骨槍の出土も認められる｡ さらに, 周辺からは供献土
器と考えられる穿孔のある仲原式小型甕 (完形品) の出土や, 有孔タカラガイ・ウミウサギ製
品が見られる｡ 小片らの所見によれば, 成人骨５個体分・未成人２個体分が検出されている｡
また, そのうちの一例には, 下顎両側中切歯の抜歯 ( １： １) が認められている｡

面縄貝塚群は, 伊仙町面縄兼久〜兼久バルに所在する隆起サンゴ礁台地の崖下岩陰および前
庭部を主体として形成されている遺跡群 (第１〜４貝塚) である｡ 徳之島においては著名な先

−

−
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史時代遺跡であり, これまでに計８回の発掘調査がなされている｡ ここでは, 人骨の出土した
遺跡についてのみ言及する｡
第４貝塚では, 岩陰前庭部を中心に多数の人骨が散乱した状態で出土している｡ 同地点では,
面縄前庭第Ⅴ式〜嘉徳Ⅱ式 (縄文時代中期末〜後期後半) まで出土している｡ 前庭部では, 面
縄前庭Ⅴ式のみの単独出土であり, 数体分の人骨が出土している｡ しかし, 東洞穴・西洞穴か
ら人骨が出土したのか否か報告書の記載が不明なこともあり, 時期の詳細は不明である｡ 人骨
とともに骨製垂飾品や骨針なども出土しているが (国分ほか
前庭部の調査においては (牛ノ
第１貝塚

・堂込

),

年の東洞穴・西洞穴

), 人骨の出土は認められていないようである｡

区Ⅲ層の岩陰前庭部からは, 散乱人骨とともに, 喜念 式〜仲原式 (縄文時代

晩期前半〜後半) の土器, ゴホウラ外唇部を利用した装身具らしき浅い線刻による幾何学文が
施される製品 (庇型貝器) も出土している｡ 同貝塚

区Ⅴ層では, 散在した人骨とともに,

オオツタノハ貝輪８点と市来式土器 (縄文時代後期後半) が出土している｡ Ⅵ層でも, 散在し
た人骨とともに南島爪形文土器 (沖縄前Ⅰ期：縄文時代早期末〜前期初頭) が出土している｡
このⅥ層出土人骨は, 土器と同時期であるとすれば, 奄美諸島で最古の人骨ということになる｡
これら

区Ⅲ層,

区Ⅴ・Ⅵ層の人骨については, 解剖学的報告がない｡

第１貝塚第１洞穴においては, 石棺墓が確認されている｡ 石棺墓はⅥ層に構築され, Ⅳ層の
掘り下げ中に検出された｡ 棺内には遺物はなく, 白砂で充填されていたという｡ 石棺は, 蓋石
は２個の大形の石灰岩塊のみのようであり, 側石にも石灰岩塊を使用している｡ 上部施設不明
の石棺墓Ⅰに分類される｡ 両小口には扁平な石灰岩を使用し, 頂部を打ち欠く｡ 供献土器とみ
られる３個体の土器が２個の蓋石の南側から出土している｡ また, Ⅵ層からは側面に抉りのあ
る磨製石斧が出土している｡ 現段階の編年観では, 仲原式 (縄文時代晩期後半〜弥生時代前期)
に若干後続する土器と考えられる｡ 被葬者は仰臥伸展葬 (頭位
壮年女性で抜歯はないとされていたが (松下・石田

) で埋葬されている｡

), 竹中正巳によるレントゲン撮影に

よる再調査の結果, 骨根部分が残存しており, 下顎 ( ： １ ) の可能性が浮上してきている
(竹中ほか

)｡ また, 第３貝塚の第３洞穴には兼久式包含層 (第Ⅱ層) よりも下部の第Ⅳ層

において, 人骨が散在していたという｡

知名町久志堅水窪の洞穴開口部に位置する｡

年ごろ, 岸田善光によって採集された土器

を河口貞徳が確認したことが契機となり, 河口を代表とした調査団によって

年より３次に

わたって発掘調査が行われた｡ 第２次調査において, 洞穴開口部の岩陰部を利用した墓が検出
されている｡ 墓は開口部東壁側の第Ⅳトレンチ４区の４層に掘り込まれ, 埋葬遺構直上の土層
には２・３層の堆積がなく
らば,
側に

層が覆っている｡ 第Ⅳトレンチ内の遺物から時期を絞り込むな

層にスセン當式, 兼久式, グスク系土器３)の３者が出土しており, また, 墓のやや東
層と４層に挟まれた薄い黒色土層があり, これにもグスク系土器が出土しているため,

グスク系土器以前といえる｡ 第Ⅳトレンチ２〜３区そして４区西側に部分的に堆積する
３)

奄美諸島の中世の石鍋模倣土器に学史上の適語がないので, 暫定的な呼称である (新里

−

−

)｡
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からもグスク系土器が出土している｡ 埋葬遺構内の埋土は石灰岩砕石を含む粘性の強くない暗
褐色土であり, 遺物は認められない｡ ４層からは南島爪形文・轟Ⅰ式・条痕文系 (縄文時代早・
前期並行) の土器が出土しており, 墓坑はこの４層に掘り込まれる｡ 時期を絞り込むことは困
難であるが, 直ちに縄文時代とするよりも, グスク系土器の段階よりは古いとしておくことが
無難かもしれない｡
墓坑は隅丸三角状で墓坑内に５つの石灰岩礫が配されていたとされる (頭部付近３個・腰部
付近２個)｡ 土坑上部にも数点の石灰岩礫があったようだが, 墓に伴うものか明らかではない
とされている｡ 配石墓に分類される｡ 頭位を南東とし, 強い側臥屈葬で埋葬される (１号人骨)｡
１号人骨を鑑定した松下孝幸 (

) によると, 壮年女性で抜歯は認められていない｡ しかし,

頭骨の特徴としては頭が長く, 中世以降の人骨の特徴を有している｡
グスク時代以降の土層で覆われること, 頭骨が長頭に属し, 中世以降の特徴を持つこと, ま
た, 近年の奄美・沖縄諸島のグスク時代以降の葬墓制の研究 (瀬戸

・

) では, 側臥屈

肢葬・屈葬が中世以降に目立っていることから考えて, 本遺構も中世以降の墓である可能性も
考えられる｡ そのためここでは, グスク時代 (中世並行) 前後の葬墓制として先史時代からは
除外する｡
ほかにも,

・

年に数体分の部分骨が出土している｡ 時期の絞り込みは困難で, これ

らについても抜歯などは確認されていない｡
ほかにも, 荒木小学校遺跡や荒木農道遺跡 (喜界島) において, 宇宿下層式 (現在の嘉徳Ⅱ
式など) にともなった埋葬人骨がオオツタノハ貝輪・貝小玉などとともに出土しており (国分
ほか

), 喜念貝塚 (徳之島) では, 発掘調査によって人骨が出土している(三宅

西原墓地 (沖永良部島) では, 上顎 ( ： ) の抜歯骨が採集されている (金関
ト遺跡 (奄美大島) より小児骨が出土していたようだが (中山

・

)｡

)｡ マツノ

), 正式報告書には記載が

ない｡ ほかにも, 砂丘遺跡の縄文時代包含層に属すると考えられているものに, 知名町神野貝
塚 (沖永良部島) ２区５層出土人骨があり, 壮年男性と思われる頭蓋片 (小片・川路
検出されているが, 詳細は不明である｡ 三宅宗悦 (

) が

) は, 時期不詳としながらも, 喜界島

喜界町荒木分校校庭より多くの人骨と, 人骨上に平石があったことを聞き取り記している｡ さ
らに, 奄美大島の万屋ナゴ浜という砂丘地において, シャコガイを枕にした屈葬人骨を発掘し
たとしている４)｡ ほかに地名表に ｢沖永良部島畦布・湾門・貢物倉敷貝塚？｣ で人骨の発見が
あったことが記されている｡

以上,

遺跡確認されている埋葬遺跡のうち, ２遺跡は先史時代の可能性が低いことと, 多

くは時期が判然としないことが分かる｡ ここでは, 時期判断可能な
４)

遺跡の資料を用いて, ト

三宅宗悦 (
) の記載によるが, 筆者が京都大学総合博物館人類学系の収蔵庫で, 人骨とともに保管され
た遺物を実見したところ, 竜泉窯系の青磁碗と肥前系の瓶があった｡ 墓は中近世以降のものである可能性が
あり, これについては別項で紹介する予定である｡

−

−

新

里

−

貴

−

之

南西諸島における先史時代の墓制 (Ⅱ)

カラ列島・奄美諸島の葬墓制の時期的変化を検討する｡
縄文時代後期初頭から弥生時代中期まで岩陰墓が展開しているが, 面縄第１貝塚

区Ⅵ

層例は, 岩陰地帯の利用が, 縄文時代早期末〜前期初頭ごろから存在した可能性を示唆する｡
砂丘立地の例は, 縄文時代後期後半〜弥生時代終末期以降, そして古代段階にもある｡ 岩陰墓
が古式の先行立地形態として存在し, 縄文時代晩期〜弥生時代中期頃まで砂丘立地の墓と並存
し, 弥生時代後期以降は, 砂丘立地が主流になっているといえよう｡ しかし, それぞれの出現
時期については, 未だ資料が不足しているため確言できない｡ 縄文時代後期〜弥生時代前期に,
岩陰と砂丘という立地の異なる墓域が同時期に併存することからは, 集落ごとに墓域が異なっ
ていたことを示唆している｡ 現在のところ, 奄美諸島では, 大隅諸島・沖縄諸島のように台地・
丘陵上立地の先史時代墓は確認されていない｡
埋葬施設の分類名称は, 藤田等による研究成果に依拠するが (藤田

), ここでは, 上部

施設 (標識) と下部施設 (埋葬施設) を分け, 並列して呼び表わすことにする｡ 土壙墓類型は,
岩陰・砂丘立地において縄文時代後期ごろから展開し, 弥生時代後期以降の段階まで継続する
と考えられる｡ 列石・土壙墓 (宇宿貝塚) は, 弥生時代中期以降であり, 大隅諸島に卓越する
覆石・土壙墓との関係が示唆される｡ 岩陰立地の石囲墓 (喜念クバンシャ岩陰１号墓) は, 弥
生時代前期ごろに認められる｡ 石棺墓は, 棺材の積み方で, 従来の板状・塊状のサンゴ石や礫
を立てて棺とするものを石棺墓Ⅰ (大池遺跡

地点・トマチン遺跡

・面縄第１洞穴・ナガ

ガネク地区), 平らなサンゴ石や礫を平積みにして構築するものを石棺墓Ⅱ (トマチン遺跡石
棺墓１) としているが, 石棺墓Ⅱは奄美諸島でしか確認されていない｡ 今回は, 石棺墓を棺材
の積み方で大きく２分類したが, 石棺墓の要素の違いは様々であり, 石蓋の有無や量, 底石の
有無, 側壁の構造, 立石の存在, 多重構造の有無, 棺内施設の有無など, 各地区でバリエーショ
ンが多様である｡ 現在のところ, 石蓋はトカラ列島〜沖縄諸島まで認められ, 底石は大隅諸島
〜奄美諸島に分布し, 沖縄諸島ではサンゴ礫を敷く｡ 側壁を立てて多重にするのはトカラ列島
のみで, 平積みにするのは奄美諸島のみである｡ 立石は大隅・奄美・沖縄諸島に認められ, 多
重構造は, 奄美・沖縄諸島のみに確認される｡ 石棺内に被葬者を礫などで押さえるのは, トカ
ラ列島・沖縄諸島で確認される｡
覆石・石棺墓Ⅱ (トマチン遺跡石棺墓１) と石棺墓Ⅰ (面縄第１洞穴) は, 岩陰・砂丘どち
らの立地においても縄文時代晩期後半〜弥生時代前期ごろに出現している｡ 石棺墓Ⅰは時期が
新しくなって, 古代の段階のナガガネク地区において存在するが, 以下に示すように埋葬法が
異なるため, 系譜は異なると考えられる｡
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｡ これ
は, 埋葬地のスペースの問題に関わるものであろう｡ クバンシャ岩陰墓の場合, 指骨など小さ
な骨が残る状況から, 国分直一 (

) のいうような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, 再葬の様相を示すものであろ
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)｡ このことからすれば, 縄文時代後期以降, 岩陰墓・砂丘地では同一の墓

坑や埋葬スペースに何度も埋葬していくという一連の習俗があったことになり, 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もあったと考えら
れる｡ このことからすれば, 砂丘・岩陰両立地でも, 縄文時代以降, 基本的には一次葬であり,
追葬を行うことが多いということになる｡ 石棺墓の追葬は, トマチン遺跡石棺墓１で三重構造
となって確認されるが, ４号人骨の頭骨のみを上段埋葬まで用いていたことは特筆される｡ 二
回の追葬は, 沖縄諸島でも確認されている｡ このほか, 宇宿貝塚では母子合葬例がある｡
これと異なり, ナガガネク地区では石棺が抜き取られ, １体分の埋葬人骨が動かされている
ことからは, 骨化後に墓坑から頭骨のみならず四肢骨を抜き取ることが目的であったように思
われ, 別の場所に改葬するという, 縄文時代の再葬とは異なった様式を垣間見ることができる｡
また, 被熱する人骨片の例が, クバンシャ岩陰墓・トマチン遺跡にある｡
埋葬姿勢の分かる一次葬例では, 縄文時代晩期末以降, 仰臥伸展葬が主流であり, これは沖
縄諸島に類似する点であるが, 沖縄諸島のような伏臥伸展葬は認められていない｡ 弥生時代後
期以降は, 仰臥屈肢葬となっており, 砂丘立地の仰臥屈肢葬という点からは, 大隅諸島の葬法
と共通する要素である｡ 埋葬頭位は, 全体としてやや南よりの傾向があるが, 北偏も一定量有
り, 判然としない｡ 埋葬地の立地条件や集団間の社会的規制の違いと考えたほうが理解しやす
い｡
貝・骨・牙製の装身具類は, 縄文時代以降に存在するが, 特定の遺跡に散見できる程度で,
種子島広田遺跡のような多種多様な貝製装身具習俗は見当たらない｡ しかも奄美諸島では, 弥
生時代後期以降にはほとんど姿を消している｡ 玉類はヒスイや貝小玉が縄文時代の墓制の要素
として捉えられるが, 新しい要素としてガラス玉類が認められる｡ このような玉類が岩陰・洞
穴立地の墓から出土しない傾向は指摘されるが, 理由は明確ではない｡ 宇宿貝塚例は, 貝・骨
製玉と鉛ガラス玉を組み合わせた新古の様相を併せ持ち, そのほか宇宿貝塚合葬例では, 小型
石斧・石皿も副葬されているようである｡ ただしこれは嬰児の死にかかわる呪術的な要素とし
て考えられており, 一般的なものではない｡ 供献土器の例は, 現在のところ縄文時代晩期後半
〜弥生時代前期ごろに限定されており (トマチン遺跡

・面縄第１洞穴), トマチン遺跡

例は底部穿孔が見られる｡
葬具として考えられるものに, 庇型貝器, ウミウサギ・タカラガイ粗孔品, オオベッコウガ
サガイ粗孔品, リュウキュウバカガイがある｡ 庇型貝器は有孔・無孔があり, 無孔が葬具とし
て捉えられるものであろう｡ 沖縄諸島でも類例があるものの墓に伴う例がない｡ ウミウサギ・
タカラガイ粗孔品, オオベッコウガサガイ粗孔品は, 装身具としては非常に脆いものであり,
葬具とするほうが適切と考える｡ オオベッコウガサガイ粗孔品は, 大池遺跡

地点でも確認

されている｡ 喜念原始墓でリュウキュウバカガイの自然貝が確認されているが, 大隅諸島や沖
縄諸島の例から, 意図的な配置と考えたほうがよさそうである｡
大隅諸島や沖縄諸島のように, 集団墓地が確認されていないので確言はできないが, 現在の
ところ, トマチン遺跡石棺墓 には男性も埋葬されているものの, 石棺墓に埋葬されるのは女
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性の例が多い (大池遺跡

地点・トマチン遺跡石棺墓１・面縄第１洞穴・ナガガネク地区)｡

奄美諸島・沖縄諸島地域においては, 下顎切歯を中心とした抜歯が主様式であったことが峰
和治によって明らかにされている (峰

)｡ この見解に加えて, 松下孝幸らは, 沖縄諸島に

は犬歯の抜去例がないことを抽出している (松下・太田

)｡

奄美諸島地域においては, 縄文時代後期後半例を古式として, 下顎 ( １： １) から縄文時代
晩期末〜弥生時代前期にかけて下顎 ( １： )・( ： １)・( ：

), 上顎 ( ： １)・( ２： ) が

１ ２

混在している状況へと変化している｡ 資料数は少ないが, 上記の状況からは, 時期が新しくな
るにつれ, 下顎の抜歯が偏側性抜歯と変化してゆく可能性も考えられるだろう｡ 上顎抜歯型式
は, 大隅諸島やトカラ列島にある ｢偏側性抜歯｣ (中橋

) であり, 大隅諸島で主流である

仰臥屈肢葬, 上部施設のある土壙墓 (列石・土壙墓) が宇宿港遺跡で確認されていることから,
両地域が無関係とは言い難い｡ このほか西原墓地では, 上顎 ( ： ) 例があるが時期が判然
としない (金関

)｡

検討結果,
１) スペースの狭い岩陰・洞穴立地とオープンな砂丘立地は, 同時期に併存する可能性が高
いことから, 時期差というよりも集落ごとに墓域が異なっていた可能性がある｡
２) 墓は, 土壙墓・石囲墓・石棺墓が認められるが, 土壙墓類型は長期にわたって認められ,
石囲墓・石棺墓は, 縄文時代晩期末〜弥生時代前期ごろ, 列石土壙墓は弥生時代後半期に出現
する｡ 石棺墓は２タイプあり, そのうち石棺墓Ⅱは奄美諸島にしか認められない｡
３) 葬法は, 縄文時代後期以降, 立地は異なっても一次葬を基本とし, わずかに再葬例が認
められる｡ 古代以降に改葬を目的とした施設が出現する｡
４) 埋葬姿勢は仰臥伸展葬が主流で, 弥生時代終末期以降に仰臥屈肢葬が出現する｡
５) 墓にあらわれる性差として, 女性が石棺墓に埋葬される例が多い｡
などが, 新たな見解として析出された｡ また, 埋葬地の立地や埋葬法, 装身具・葬具の内容,
抜歯型式などは沖縄諸島と類似する要素が多いが, 弥生時代終末期以降に, 埋葬施設・埋葬姿
勢や抜歯型式に大隅諸島と類似した要素がみられることがわかった｡ 大隅諸島でもこの時期前
後に, 副葬品としてシャコガイやヤコウガイ製貝匙というような奄美・沖縄諸島的な製品を使
用している｡ これは, 南海産貝交易に際して, 種子島広田遺跡集団が重要な仲介者集団として
考えられる時期に相当しており (新里

), 貝交易を背景にして, 島嶼部集団間の地域間

交流が葬墓制に一定の影響を与えあうほど膨大な情報が南西諸島を往来していたことを示すも
のであろう｡

以上に, トカラ列島・奄美諸島の葬墓制を概観した｡ 資料的な制約があるものの, おおむね
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同地域の葬墓制は, 縄文時代に沖縄諸島の, 弥生時代後半からは大隅諸島のそれに類似するこ
とが分かった｡ しかし, 墓型式, 埋葬姿勢や装身具の一部, 墓にあらわれる性差に地域的な違
いは見出せる｡ 今後, 沖縄諸島の葬墓制を分析することで, 沖縄ブロックの地域性だけでなく,
それによってトカラ・奄美ブロックの違いがより浮き彫りになると考える｡
京都大学総合博物館の所蔵資料収集において考古学系収蔵物で山中一郎・坂口英毅両先生の,
人類学系収蔵物では中務真人・本川雅治両先生に多大なるお世話を賜った｡ 執筆に際しては,
以下の関係者にご教示を受けた｡ 記して感謝申し上げます｡
石村智・伊藤慎二・黒住耐二・寒川朋枝・高梨修・竹中正巳・樋泉岳二・中村直子・中山清
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｢サウチ遺跡｣
｢宇宿貝塚｣

伊仙町教育委員会

民族学研究

第

巻第４号

鹿児島考古

第

号

鹿児島考古

第

号

中甫洞穴

古代学協会

広田遺跡

学協会

国分直一

頁｡

頁｡
古代文化

第

巻第

頁｡
｢広田遺跡出土玉類の考古学的調査｣

｢日本およびわが南島における葬制上の諸問題｣

種子島広田遺跡

広

頁｡
季刊

民族学研究

第

巻第２号

日本民族

頁｡
南島先史時代の研究

慶友社｡

｢南島先史葬制追考−最近の発掘調査の成果にかえりみて−｣

図書株式会社

えとのす

第

号

新日本教育

頁｡

国分直一・河口貞徳・曾野寿彦・野口義磨・原口正三
学会連合奄美大島共同調査委員会編
下野敏見

鹿児島県考古学会

南種子町教育委員会

田遺跡学術調査研究会・鹿児島県立歴史資料センター黎明館
国分直一

頁｡
頁｡

知名町教育委員会｡

肥塚隆保・降幡順子・大賀克彦・矢持久民枝

国分直一

日本民族学会

鹿児島県考古学会

｢化学組成からみた古代ガラス−日本・韓国・中国のガラスについて−｣

８号

頁｡

知名町教育委員会｡

｢広田遺跡出土の貝類遺体｣

肥塚隆保

下

頁｡

和治・山本美代子

河口貞徳・出口

長浜

｢鹿児島県奄美大島下山田Ⅱ遺跡出土の縄文時代人骨｣

鹿児島県教育委員会

喜念原始墓・喜念クバンシャ遺跡・喜念クバンシャ岩陰墓

金関丈夫

頁｡

頁｡

和治・川路則友・山本美代子

山田Ⅱ遺跡･和野トフル墓

人骨｣

伊仙町教育委員会｡

鹿児島県教育委員会

小片丘彦・峰

伊仙町教育委員会｡

｢神野貝塚出土人骨｣ 鹿大考古 第２号 鹿児島大学法文学部考古学研究室

小片丘彦・川路則友・岡元満子・峰
金久遺跡

における成果の一部である｡

｢民俗文化｣

十島村誌

｢奄美大島の先史時代｣

日本学術振興会

頁｡

十島村誌編集委員会

−

−

頁｡

奄美−自然と文化−

九

南西諸島における先史時代の墓制 (Ⅱ)
新里貴之

｢南西諸島における先史時代墓制の集成｣

第２号

東南アジア考古学会研究報告

島嶼地域の考古学

頁｡

新里貴之

｢徳之島伊仙町喜念・佐弁砂丘一帯遺跡トマチン地区発掘調査概報｣
鹿児島大学

新里貴之

頁｡

｢南西諸島の墓制 (Ⅰ) −大隅諸島−｣

科学研究科
新里貴之

地域政策科学研究

第２号

鹿児島大学大学院社会

頁｡
｢奄美諸島のグスク系土器｣

論集刊行会
新里貴之

奄美ニューズレター

鹿児島大学考古学研究室

周年記念

頁｡
｢喜念・佐弁砂丘遺跡群トマチン遺跡発掘調査概要報告−トマチン遺跡第 次〜 次調査概要−｣

人類史研究
新里貴之

第

号

人類史研究会

頁｡

｢喜念・佐弁砂丘遺跡群トマチン遺跡の発掘調査−島嶼部の石棺墓−｣

回総会研究発表要旨
新里貴之

日本考古学協会

頁｡

｢徳之島伊仙町トマチン遺跡の調査成果−第 〜 次調査−｣

究発表会 (要旨集)
新里貴之

日本考古学協会第

鹿児島県考古学会

平成

年度鹿児島県考古学会研

頁｡

｢貝塚時代後期前半 (弥生時代〜古墳時代) の交易と社会｣ 季刊沖縄 財団法人沖縄協会

頁｡
新里貴之

｢徳之島トマチン遺跡：第１〜５次調査の概要｣ 第２回鹿児島考古談話会資料｡

瀬戸哲也

｢グスク時代の土坑墓・石組墓｣

瀬戸哲也

｢グスク時代における墓制の集成｣

高梨

修

高梨

修

高梨

修

小湊フワガネク遺跡群

南島考古

先史・古代の鹿児島

鹿児島女子短期大学紀要

第

号

憲和

頁｡

頁｡

｢サウチ遺跡出土の人骨所見｣

｢宇宿港遺跡出土の人骨について｣

長野真一

鹿児島考古

下山田Ⅱ遺跡・和野トフル墓

中山清美

｢マツノト遺跡の発掘調査｣

第

栄子・永井昌文・白木原和美

頁｡

伊仙町教育委員会｡

鹿児島県考古学会

頁｡

熊本大学考古学研究室

頁｡

鹿児島県教育委員会｡

奄美考古

宇宿港遺跡

大・設楽博己・春成秀爾

立歴史民俗博物館

第４号

奄美考古学会

号｡

満久・村岡則継・永目尚子・木下尚子・古荘千

熊本大学考古学研究室｡

｢吐喝喇列島宝島大池遺跡｣

国立歴史民俗博物館研究報告

第

集

国

｢トカラ列島宝島大池遺跡｣

国立歴史民俗博物館研究報告

第

集

国

頁｡

大・設楽博己・春成秀爾

等

鹿児島県教育委員会

頁｡

号

宇宿港遺跡

西住欣一郎・谷口武範・中山清美・田中良之・小畑弘己・辻

立歴史民俗博物館

資料編

｢徳之島伊仙町面縄第１貝塚出土人骨の風習的抜

鹿児島女子短期大学

永井昌文

藤田

沖縄考古学会

喜念原始墓・喜念クバンシャ遺跡・喜念クバンシャ岩陰墓

内藤芳篤

西谷

号

名瀬市教育委員会｡

｢小湊フワガネク遺跡群｣

立神次郎・長野真一

西谷

沖縄県立埋蔵文化財センター
第

ヤコウガイの考古学 同成社｡

竹中正巳・新里貴之・中村直子・新里亮人・義
歯｣

沖縄埋文研究

頁｡

｢弥生時代の配石墓について｣

日本民族と南方文化

金関丈夫博士古稀記念委員会

平凡社

頁｡
松下孝幸

｢宇宿貝塚出土の人骨｣

松下孝幸

｢鹿児島県知名町 (沖永良部島) 中甫洞穴出土人骨｣

松下孝幸

｢小湊フワガネク遺跡群ナガガネク (長金久) 地区出土の人骨について｣

群

名瀬市教育委員会

松下孝幸・石田
委員会

肇

鹿児島考古

第

号

鹿児島県考古学会
中甫洞穴

頁｡
知名町教育委員会｡
小湊フワガネク遺跡

頁｡
｢鹿児島県伊仙町面縄第１貝塚出土の弥生人骨｣

頁｡

−

−

面縄第１. 第２貝塚

伊仙町教育

新
松下孝幸・太田純二

里

貴

之

｢沖縄県具志川島遺跡群出土の古人骨｣ 具志川島遺跡群 伊是名村教育委員会

頁｡
弥栄久志・青崎和憲・山田

治・小片丘彦・川路則友・岡元満子・峰

彦・鈴木広志・久保田裕一・行田義三
峰

和治

長浜金久遺跡

｢南九州および南西諸島における風習的抜歯｣

関する総合的研究

和治・山本美代子・分部哲秋・四宮明

鹿児島県教育委員会｡

南九州地域における原始・古代文化の諸様相に

平成３年度教育研究学内特別経費研究成果報告書

｢南島の石器時代に就て｣

三宅宗悦

｢南島の先史時代｣

三宅宗悦

｢大隅国徳之島喜念原始墓出土貝製品及び出土人骨の抜歯について｣

号

どるめん

人類学・先史学講座

. 岡書院

鹿児島大学法文学部

三宅宗悦

第

巻

頁｡

頁｡
雄山閣

頁｡
考古学雑誌

第

巻第

頁｡

分部哲秋

｢鹿児島県笠利町長浜金久第Ⅱ遺跡出土の弥生時代人骨｣
頁｡

−

−

長浜金久遺跡

鹿児島県教育委員会

