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目的 

オセアニアの貿易風帯に点在する環礁では近年、地球温暖化に起因する気象イベントの激烈化

が喫緊の問題になっている。これを踏まえて本研究では、気象災害の連鎖の渦中にあるクック諸

島北部の環礁社会プカプカ（Pukapuka）を事例に、2005 年の巨大サイクロン・パーシーの被災

から復興に至るまでの回復戦略、「アトール・レジリエンス」を文理協働の統合的手法によって解

明し、今後の環境＝社会研究の基盤となる多層的・複合的な「アトール・レジリエンス」モデル

を提唱することをその目的とする。これにより「社会の新たな価値」として、脆弱性が過度に強

調されてきた環礁ひいては小島嶼の維持・発展可能性が示される。また、研究蓄積の厚い地球温

暖化問題に対する中・長期的な研究に、気象災害に抗するローカルな環境および社会という中・

短期的な視点を組み込むことができる。さらに、文字の歴史が浅い地域を対象に、現地住民のオ

ラリティと日常的実践を焦点化した災害研究手法が提示される。 

 

1. プカプカ概要 

 

プカプカは、主島ワレ島（Wale）に、モトゥ・コ島（Motu Ko）、モトゥ・コタワ島（Motu Kotawa）

を加えた 3 つの環礁州島から成っている【図 1】。この環礁を管轄するのは、ワレ島に庁舎を構え

るプカプカ島評議会（Island Council／Kau Kōnitala）であり、地方自治体としてはプカプカ環礁

に加えてそこから南方 90km に所在する環礁州島ナサウ島（Nassau）も含んでいる。ワレ島を中

心とする 3 州島の人口は、20 世紀後半は 700 人～800 人の間で安定していたが、1990 年代以降

は減少傾向にあり、2005 年のサクロン・パーシー被災後もその傾向は続き、2016 年には 444 人

を数えている【図 2】。 

プカプカはポリネシアのほぼ中央に位置する環礁で、南太平洋収束帯（SPCZ）の北東縁内側に

あたり、年間 2500−3000mm の安定した降水量がある。従って、SPCZ から東に外れる北部クッ

ク諸島のマニヒキ環礁やトンガレヴァ環礁に⽐べると、淡水資源に恵まれている【図 3】。とはい

え、州島はいずれも狭小かつ低平で、土壌は薄く、植物相・動物相ともに貧しいため、人間の居
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住空間としては過酷な環境であるといえる。環礁を構成する３つの州島の中でも、北縁のワレ島

にはサトイモ科根茎類タロイモの天水⽥景観が大きく広がる【写真 5】。その総耕地⾯積は 8.5ha

を測り、島の 6.1%を占める。住民はタロイモに加え、ココヤシ、バナナ、パンノキなどの栽培植

物、そして魚・ヤシガニ・海鳥などの野生動物を主たる食糧としている。 

 

 
【図 1  プカプカ環礁の所在】 

 
【図 2 プカプカ環礁とナサウ島の人口の推移】 
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【図 3 北部クック諸島の年間降水量⽐較 data of 1931-71 (Taylor 1971)】 

 

 
【写真 5 ワレ島に広がるタロイモ天水⽥】 

 

2.  環礁の環境史（「ジオアーケオロジー班」） 

 

環礁州島はサンゴ礁によって形成される島であるから、海⾯変動に応じてその地形を変え、現

在もその変容の途上にある。このことを踏まえたうえで、州島とりわけワレ島の地形発達史を明

らかにし、後期完新世の海⾯変動を復元することによって、環礁環境史を再構成することを目的

に、ジオアーケオロジー班が調査を行った。 

 

2-1.  ワレ島の地形 

ハンディ GPS とトータルステーションを用いて、ワレ島の地形断⾯測量を行った【図 6】。島

中央部には標高の低い湿地があり、北と東の外洋側には標高 4~5m 程度の高まりがあることが指

摘できる。また、湿地の南西部は閉塞されており、そこがこの島最大の住宅地になっていること

がわかる。 
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【図 6  ワレ島の地形測量結果】＊基準は平均低潮位（現生のマイクロアトールの頂⾯）。 

 

2-2.  後期完新世の海⾯変動とワレ島の形成 

東側（風上側）の礁原で発見された化石マイクロアトールの高度の測量と放射性炭素年代測定

により、後期完新世の海⾯変動と礁原の形成と干出の時期を明らかにした。さらに、西側（風下）

の礁原を横断する水路の建設に伴って掘削された水中露頭から採取されたサンゴモ及びサンゴ

化石の年代測定により、礁原形成の時期を検討した。環礁州島の形成については、ワレ島で掘削

した 30 のピットから採取したサンゴのサンプルを用いて調査した。 

ワレ島の主な構成要素は、小石サイズのハナヤサイサンゴ片であった。また、いくつかのピッ

トでは粗い堆積物の層が観察された。年代測定には、表⾯のポリプの保存状態の良い試料を選択

した。これらの試料は異地性であるが、表⾯構造が残っていることは、死んで間もなく堆積した

ことを意味しており、島の形成時期を示すと考えられるからである。実際、現在の浜から表⾯構

造が残っているハナヤサイサンゴ片と摩耗しているハナヤサイサンゴ片を採取して年代を測定

したところ、それぞれ現在（modern）と約 300 年前（暦年補正値、以下同様）を示した。このこ

とは、表⾯構造が残っているハナヤサイサンゴ片の年代が島の形成時期を示すことを裏付ける。 

化石マイクロアトールの高度と年代から、海⾯は約 4600 年前に現在の位置に達していたこと

が明らかとなった【図 7】。約 2100 年前から 1900 年前にかけて海⾯は現在より約 30cm 高く、

それ以降に現在にかけて低下した。風上側の礁原は約 4100 年前、風下側の礁原は約 1400 年前ま

でに形成された。ワレ島の最も古い年代は風上北東部の 5500 年前であった【図 8】。島はその後

西と南に拡大し、島の大部分は 2100 年前には成立していた。島の西側（風下）部分は 1400 年前

から現在にかけての年代を示した。湿地近くのピットからは湿地と思われる層が産出し、そこか

ら得られた淡水～淡水に近い汽水性の貝は約 850 年前の年代を示し、850 年前には湿地が淡水化

しタロイモが生育できる環境であったことが示唆された。 
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島の主要部分は 2100 年前にかけてわずかに上昇した海⾯の下で形成された【図 7】。このこと

は、将来の海⾯上昇に対して島が頑健である可能性を示唆している。波やうねりは、小石サイズ

のハナヤサイサンゴ片を生成し、輸送し、蓄積し、時折発生する嵐やサイクロンは、より粗い堆

積物の層を生成した可能性がある。これらの結果は、人間居住と島の形成の関係、及び海⾯上昇

と暴風・サイクロンの強度の増加に対応した島の将来を議論するための基礎となるであろう。 

 

 
【図 7  化石マイクロアトールから得られた後期完新世の海⾯変動とワレ島の形成時期】 

 

 
【図 8  ワレ島のピットから得られた年代（暦年補正値）】 
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3.  タロイモ天水⽥と墓域の分布と実態（「文化人類学班」＋「ジオアーケオロジー班」） 

 

現在のプカプカに関してもなお、土地利用を詳細に示す地図は作成されていない。よって、ワ

レ島を対象にタロイモ天水⽥（uwi）と墓域（pō）について、2017 年度（予備調査）から 2019 年

度にかけて、GPS を用いた踏査と住民への聞き取り調査を実施し、所在と名称を確定し、基本的

性質を明らかにした。加えて天水⽥および井戸などの水場では、簡易塩分濃度測定を行った。ま

た、2019 年 8 月には、地域の有識者である Koleē Tinga 氏と協働し、彼が自身で収集した天水⽥

の所在と名称の情報と照らし合わせ、精度の向上を図った。それらの結果を、衛星画像に反映さ

せて作成した【図 9】。 

なお【図 9】において、黄の線は、道を示す。青の点描部分は、タロイモ栽培がなされている

天水⽥、緑の点描部分はタロイモ栽培がなされていない天水⽥もしくは沼地を示す。また、ピン

クの線で囲まれた黒の点描部分は、墓域を示す。さらに白・黄・赤の丸は、2017 年 8 月時点での

塩分濃度測定地点を示し、その順番で塩分濃度は高いことを示す。白・黄の地点は、おおむねタ

ロイモ栽培が可能、あるいは淡水資源として使用可能であることを示す。 

「２」の結果を踏まえると、島中央の標高の低い湿地に、大規模な天水⽥が確認できることが

わかる。その一方で、相対的に高い箇所でも、小規模な天水⽥が点在している。さらに、墓域に

ついては、住宅地に隣接するものあれば、多少離れているものもあるが、「４」で指摘する、ワレ

島の資源保護区の外側に所在することが確認できる。 

 

 
【図 9  ワレ島の天水⽥・墓域の分布と水場の塩分濃度】 
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4.  タロイモ天水⽥の形成と修復の歴史（「ジオアーケオロジー班」） 

 

4-1.  過去約 1 世紀のサイクロン被災 

歴史を振り返ると 1913 年以降に、12 回の熱帯サイクロンがプカプカを襲来したという。その

うち少なくとも７回においては、天水⽥に海水が流⼊した。襲来後しばらく塩害は続き、島外か

ら移⼊された種イモの再植付けには少なくとも半年を要したと考えられる(cf. deScally, et al. 

2006)。同様のサイクロン被害は、西洋と接触する 19 世紀以前にもあったであろう。先史期には

島外からの救援物資を期待できないため、天水⽥の修復こそが社会の存続を左右したはずだ。そ

して、その痕跡は天水⽥の周りに積み上げられた廃土堤に求められると考え、ジオアーケオロジ

ー班が発掘調査を実施した。 

 

4-2.  大型天水⽥と小型天水⽥の廃土堤の発掘 

踏査における観察および聞き取り調査からは、天水⽥はラグーンに⾯した低湿地を整備した上

で利用した大型天水⽥と【写真 5】、内陸部の微高地において人為的に掘削したすり鉢状の小型天

水⽥【写真 10】の 2 種類に大別できることがわかった。1995 年には、大型天水⽥の廃土堤とし

て、マタ・アラ（Mata Ala）と呼ばれる地点(PUK-W10)で発掘調査を実施した【図 11】。低い砂

堆の上に廃土が積まれた平坦地である【図 12】。廃土の中には、暗⾊砂礫層が複数枚はさまり、

得られた炭化材の年代から、約 600 年前に掘削が開始し、その後、異なる時期に複数回にわたっ

て積み上げられたことが分かった【図 13,14】。2018 年 8 月は、小型天水⽥の廃土堤として、パ

レアー(Paleā)と呼ばれる地点(PUK-W12)でトレンチ発掘を実施し、⽐高 3m の壁⾯に複数枚の

黒灰⾊系砂礫層を確認した【図 15】。採取した炭化試料（単子葉植物炭化材）を用いて放射性炭

素年代測定を試みたところ、上層から下層まで 600cal.yBP 前後の年代を示しており、約 600 年

前に掘削が開始してから短期間に積み上げられたことが分かった【図 16,17】。 

 つまり、いずれの天水⽥も 600cal.yBP 以降に形成されたが、廃土の積み上げプロセスは異なっ

ていたことがわかった。大型天水⽥は広い耕地⾯積を確保できるが、サイクロンの高波による浸

水被害を受けやすい。荒れた天水⽥を再利用するためには、⽥⾯の修復が必要で、廃土堤が複数

回にわたって積み上げられていたのはこのためであると推測される。小型天水⽥はすり鉢状にな

るため⽥⾯は狭いが、他の天水⽥と接続せず、高い廃土堤で囲われる。サイクロンによる被害は

相対的に軽微で、当初の掘削以降、大がかりな修復を要しなかったと推測される。 
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【写真 10 小型天水⽥パレアー】＊黄⾊矢印は発掘地点(PUK-W12) 

 

 
【図 11 発掘地点】 
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【図 12 大型天水⽥マタ・アラ(PUK-W10)】 

 

 
【図 13 ：大型天水⽥マタ・アラ（PUK-W10）のトレンチ北壁断⾯図】 

 

 
【図 14 大型天水⽥マタ・アラ（PUK-W10）の較正年代分布】 
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【図 15 ：小型天水⽥パレアー(PUK-W12)地形断⾯図】 

 

 
【図 16 ：小型天水⽥パレアー（PUK-W12）トレンチ北壁断⾯図】 
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【図 17 小型天水⽥パレアー（PUK-W12）較正年代分布】 

 

5.  政治的組織の特徴と村領域の動態性（「文化人類学班」） 

 

 プカプカは、他島から遠隔地であることもあって、政治・経済的自立性が高い。「文化人類学班」

は先行研究の成果に（e.g. Beaglehole and Beaglehole 1938, Hecht 1976, Borofsky 1987, 棚橋 1998 

）、有識者への聞き取り調査の結果を統合することによって、まずは政治的自立性を支える組織的

特徴を明らかにし、次に村領域の特徴とその動態性を指摘した。 

 

5-1.  伝統首長会議と島評議会 

環礁全体の統率組織として、伝統首長会議（Kau Wowolo）と島評議会（Island Council／Kau 

Kōnitala）が存在する。伝統首長会議は、最高位首長（aliki wolo）1 名と各村の父系出自集団を代

表する地域首長（langatila）で構成される。1995 年時は継承者をめぐる紛争が続いていたために

最高位首長は不在であったが、2018 年時は最高位首長 1 名、地域首長 6 名（ザト村 2 名、ロト

村 1 名、ンガケ村 3 名）が確認できた。伝統首長会議は、プカプカの土地、資源、住民等に関す

る決定に関して、最高権威を有する。一方、島評議会は、ラロトンガ島の中央政府とローカルな

プカプカ環礁社会の間に位置する公的な仲介組織で、さまざまな事案に係る島全体としての公式

見解を取りまとめる役割を果たす。選挙によって各村から 2 名ずつ計 6 名の評議員が選出され、

それに最高位首長、伝統首長会議代表、プカプカ市長（Mayor）、中央政府代行（Government 

Representative）の 4 名を加えた計 10 名で構成される。評議員は 5 年任期で、通例は市長が島評

議会議長を務める。 

 

5-2.  村領域 

 プカプカは 3 州島を有しており、ラグーン北端に所在する主島ワレ島の他に、ラグーン南西に
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モトゥ・コタワ島（Motu Kotawa）、ラグーン南東にモトゥ・コ島（Motu Ko）がある【図 18】。

住民の生活拠点であるワレ島にはロト村（Loto）、ザト村（Yato）、ンガケ村（Ngake）の 3 村が

ある。由来については不詳だが、ロト村は「アメリカ」（Malike）、ザト村は「日本」（Tiapani）、

ンガケ村は「オランダ」（Ōlani）という別称があり、村対抗のスポーツ大会などのイベントの機

会でも平常時でもこの別称が頻繁に用いられている。ラグーンは、それを取り囲む堡礁（āyanga、

akau）の形態的特徴や堡礁上に打ち上げられた岩礁、水路（ava）の位置などを目印として、村ご

とに専用の漁場域に分割されている。さらにワレ島には、北東端にロト村の資源保護区（motu）

であるモトゥ・ウタ（Motu Uta）、西端にザト村の資源保護区であるニウア・ザー（Niua Ya、別

名モトゥ・ニウア Motu Niua）がある。モトゥ・コタワ島は全島とその隣接するラグーン内域が

ザト村の資源保護区、モトゥ・コ島は全島とその隣接するラグーン内域がンガケ村の資源保護区

となっている【図 18】。換言すれば、村領域は恒常的な住宅地を含む領域と、資源保護区である

特別領域とから構成されていることになる。 

村領域は、その内部でさらに帯状区画（kawa）に分割されている。それぞれの帯状区画は、そ

れを維持管理する役割を負う父系出自集団（pō）ないしその分枝した下位の父系出自集団

（wakavae）に因んだ固有名称を冠している。帯状区画内には、当該の父系出自集団に属するもの

だけではなく、伝統首長会議によって転⼊を許可されたものも居住し、幾つかの住居群が形成さ

れている。帯状区画は理念的にはラグーン側の浜（tai）から外洋側の浜（tua）に向かうように設

定されているが、その内陸には土地を管理する父系出自集団とその分枝集団の墓域（pō）やタロ

イモ天水⽥（uwi）があるために、実際の境界線は複雑に変化し⼊り組んだ状態を呈している。こ

こで、出自集団と墓域が共に「ポー（pō）」呼ばれているのは、父系を辿って結ばれる系譜関係に

あるものは特定の同じ墓に埋葬されるという理念があるからだと考えられる。以上のような、帯

状区画―父系出自集団―墓域（複数）―天水⽥（複数）、という連繋については、理念はそうであ

っても現実は複雑でそれから説明できない事例が多いこと、さらに住民のなかには理念さえも知

らぬ者が少なからずいることにも、留意する必要がある。 

 2018・2019 年時点では、平常時の 3 村体制が再編され、タワ・ラロ村とタワ・ンガケ村の 2 村

体制をとっていた。それに応じて境界線が移動し、ロト村の村落域とその資源保護区が二分され

て、従来のザト村とンガケ村の村落域および資源保護区と統合されていた【図 19】。このような

有期的措置は、歴史的にも実施されていたことが指摘されている。今回の再編は、2005 年サイク

ロン・パーシーの被災以降、人口減少が進んだ結果 3 村体制が維持できないために、伝統首長会

議と島評議会の判断によって 2014 年に開始したといい、あと数年続くと説明される。 
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【図 18 3 村の領域】 

 

ニウア・ザー
ザト村資源保護区

モトゥ・ウタ
ロト村資源保護区

＜モトゥ・コタワ島＞
ザト村資源保護区

＜モトゥ・コ島＞
ンガケ村資源保護区

ザト村

ンガケ村

ロト村

資源保護区

村落域

ラグーンと外洋の境界

＜ワレ島＞

タワ・ラロ村

タワ・ンガケ村

2村時の境界線
3村時の境界線

 
【図 19  3 村体制から 2 村体制への領域変更】 

 

6.  食料資源の獲得と分配（「文化人類学班」） 

 

人間の居住にとっては自然環境が厳しい環礁では、経済的自立を可能にするために、食料資源に

関して緻密なシステムを発達させている。「文化人類学班」は先行研究の成果に（e.g. Beaglehole 
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and Beaglehole 1938, Hecht 1976, Borofsky 1987, 棚橋 1998）、住民への聞き取り調査や参与観

察の結果を統合し、「5-2」で指摘した資源保護区の管理と、食料資源の獲得と分配について、以

下のような組織と方法を明らかにした。 

 

6-1.  番人組と食料分配集団 

 

各村の下位組織として、資源保護区の管理を協働して担う番人組（pule）と、食料資源の分配

の際に、第一に分配を受とり、第二にそれを構成する成員に分配するという役割を担う食料分配

集団（tuanga kai）が挙げられる。 

資源保護区は通常、禁忌（lāui）下にあって立ち⼊ることが禁止（yā）されており、伝統首長会

議によって決定される解禁期（vāinga）にのみ開放されて、その空間への立ち⼊りとそこにある

さまざまな資源の利用が可能となる。禁止期には、各村の下位組織である番人組が資源保護区内

を巡回し、諸資源の管理も担いながら、侵⼊者に注意を払う。2018・2019 年時の番人組は、タ

ワ・ラロ村に女性の組 2 組、男性の組 2 組、タワ・ンガケ村にも女性の組 2 組、男性の組 2 組が

確認できた。 

各村は適宜、ラグーン内および外洋で実施される漁、海鳥狩り、ヤシガニ狩りなどを協働で行

う。獲得された食料は一度集積されて、村の構成員全員に対して均等になるべく、食料分配集団

を対象に分配される。より厳密には集団ごとに、成人男性、成人女性、子どもという 3 つのカテ

ゴリーの人数に応じて、分量が決まる。食料分配集団は基本的に、複数世帯から構成されており、

2018・2019 年時でタワ・ンガケ村には 14 集団、タワ・ラロ村には約 10 集団が存在した。 

 

6-2.  海鳥と魚の獲得と分配：ケース・スタディより 

 2018 年 8 月 23 日（金）の夜に、タワ・ンガケ村の成人男性は 2 組に分かれて協働で、当村が

管理するモトゥ・コ島にて海鳥を狩り、同時に外海にてトビウオ漁を行った。翌日 8 月 24 日（土）

には、食糧分配（tua kai）が行われた。まず 11：00am あたりから村に響き渡る太鼓（スリット

ゴング）の合図を聞いて、ンガケ村集会所に 14 の食料分配集団の代表者が集まった。集会所の

脇では、海鳥が種類やサイズから厳正に 14 山に分けられていた【写真 20】。代表者は海鳥の分配

を受け、それらの片方の翼を束ねてつかみバイクに乗って自宅に戻っていった。 

つぎに同日 16：30pm あたりには、モトゥ・ウタ内の別のンガケ村集会所に多くの村人が集ま

った。集会所の脇ではトビウオが、成人、子どもそれぞれに 1 匹ずつ行き渡るように、やはり食

料分配集団を単位に 14 山に分けられて分配されていた【写真 21】。同時に、村の成人女性がひと

りあたり大きいタロイモ 2 個を持ち寄り、それもまた 14 山に分けられて分配されていた。炊い

た米の準備もあったことから、その後その集会所で共食した村人もいたと推測される。 
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【写真 20 山に分けられ分配される海鳥】 

 

 
【写真 21 山に分けられ分配されるトビウオ】 

 

7.  2005 年サイクロン・パーシーの被災（「文化人類学班」） 

 

7-1.  文献資料による事実確認 

先行研究および官公庁の資料、ローカル新聞『Cool Islands News』の記事、来島者の写真の分

析から、2005 年のサイクロン・パーシー被災とその直後の事実確認ができた【図 22】。 

特に被災直前・直後については、時系列で以下のようにまとめられる。 

2 月 23 日：サイクロン・パーシー発生 

2 月 26 日：サイクロンは西南西に進みながら勢力をカテゴリー4 まで拡大 

2 月 27 日～3 月 2 日：サイクロンは勢力をカテゴリー3～4 に保ったまま、クック諸島
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北部に被害を与える 

2 月 27 日：サイクロンはプカプカおよびナサウに甚大な被害を与える。最大風速は 64m

を記録し、プカプカの家屋 260 棟の約 80%が損壊の被害を受けた。 

2 月 28 日：クック諸島政府、プカプカとナサウに対して緊急事態発令 

2 月 28 日：サモア赤十字、支援物資を船舶にてプカプカに届ける 

3 月 2 日：ニュージーランド空軍、支援物資をハーキュリーにてプカプカに届ける 

3 月～：ラロトンガ・海外プカプカ系コミュニティにおいて、支援物資・金を募る活動

が活発化 

5 月～：プカプカ在住の赤十字メンバー、水・住居の不足に対する訴え。各所より支援

金が届けられる 

 

 
【図 22 サイクロン・パーシーの進路】 

 

 

7-2.  住民による被災経験のナラティブ 

 12 名に対する聞き取り調査によって、サイクロン・パーシーの被災経験が具体的に明らかにな

った。以下、3 名のナラティブを例として挙げる。なお、聞き取り調査の際には、適宜地図を提

示して、風や高波の方向などを指で指示してもらい、その場で記していくという方法も採用した。 

 

7-2-1.  ＴＫ氏のナラティブ 

＜男性、72 歳、タワ・ンガケ村／ンガケ村民、島中央・内陸部に居住、2008 年 8 月 6 日に聞

き取り＞ 

サイクロン（uliā）が来た時には、家にいた。朝食が終わり、ちょうど今頃（午前 10 時）であ

った。強風が、ぐるぐる回りながら、やってきた（頭上で指を、下から見上げたら反時計回りに

回しながら）。家の前の墓域のところからやってきて、ンガケ村の方へ進んでいった。自分の家は
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頑丈で、屋根の一部、2，3 枚しか飛ばなかった。また、ガラスの窓も、一枚も割れなかった。サ

イクロンの後、南西部の窓の上半分部分には、外からトタンのカバーをかけた。隣りが墓地で、

そちらからやってくるサイクロンに対しては遮るものがないなかで、⽐較的運がよかった。 

数多くの家のトタン屋根が飛ばされたし、実際に屋根がぐるぐる回りながら頭上高く飛んでい

るのをみた。屋根は飛んで、モトゥ・ウタのある内陸方向に進み、落ちた。ココナツ、家、木な

どは、上の方が飛ばされた。モトゥ・コタワ島でも、大きな木々の先が折られた。木の中には、

根こそぎ抜かれたものもあった。 

隣りの墓域、ポー・アリキでは、棺桶の埋まっているはずの地⾯が陥没して低くなった。その

様子は、現在でも確認できる。中に収められたお棺の壁が崩れて、そうなったのだろう。そのよ

うなことが起きた墓域は、何か所かあった。 

強い風と強い雨は一緒に来た。20 分の間、最強の強さで、次第に自分のところを通り過ぎた。 

皆が起きている時間帯でよかった、さもなくば、被害が大きかっただろう。頑丈そうな建物に逃

げた人びとが多く、自分の家に、逃げてきたひともいた。 

1987 年に来た、サイクロン・サリーも大きかったが、それ以上だった。予兆のような現象は全

くなく、突然やってきた。ただ、朝にラロトンガからサイクロンが来るという警告はあった。 

サイクロン時、ロトの浜には大きな波が何回も打ち寄せた。ラグーンからやってきた海水は、

幹線道路を破壊したが、それ以上内陸側を破壊することはなかった。塩害というよりも、風雨で、

木々の先端は落ちた。海水は、ラグーンから北東に進み、天水⽥ヲゥヌイやその先のモトゥ・ウ

タには⼊ったが、天水⽥アンガトヌまでは至らなかった。 

サイクロンの後、全島の男たちが協力し、村単位にはならずに、①ワレ島住宅地、②ワレ島モ

トゥ・ウタ、③モトゥ・コ島、④モトゥ・コタワ島の順番で、片づけをした。木もココヤシもぐ

ちゃぐちゃになっていたので、それらを切ったり動かしたりして、整備した。①、②はともに 1

か月以上、③は 5 週間以上、④は 4～6 週間、かかった。①は、道路のクリーニングから始まっ

た。 

ボートは、事前に陸に引き上げ幹線道路より内陸側に置いていたので、大半は大丈夫であった。

サイクロン直後、まずは NZ の飛行機が来て、被害状況の確認をしていた。次に 1 か月たって、

フランス領ポリネシアからフランスの海軍が来た。おそらく、クック諸島の中央政府の依頼によ

るものだろう。1 週間ほど滞在し、物資提供はなかったが片付けを手伝った。1 か月以上たって

から、ラロトンガのボートが食べ物を運んできた。彼らは、天候が回復するのを待たねば、船を

出せなかった。 

事後、島内の食料は不足していったが、ココヤシの実、魚、タロイモを食べて生きていけた。

島の食料で問題なかった。1 週間後から、タロイモは収穫してあるものは腐り、畑に生えている

ものは塩害で腐っていった。ニワトリとブタは無事だった。水タンクも無事で、井戸の水も大半

は問題なかった。3 日経つと、ココヤシの葉や実が、小さなものでも落ちた。また実がなるまで

に、2、3 か月かかった。2005 年時点で、各家庭に太陽光パネルが供給されていたが、飛ばされ

てしまったものもあった。しかし自分のは大丈夫だった。サイクロン時、サイクロンの季節だっ

たので、みな警戒してワレ島にいた。別の 2 島にいるものはいなかった。だれもケガをしたり死

んだりしなかったことは、幸運であった。ココヤシは背の低いものは、生き延びた。住民はワレ

島の様々なところに管理する土地を持っているが、ココヤシが枯れたところは再植え付けした。 
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7-2-2.  ＯＭ氏のナラティブ 

＜女性、65 歳、タワ・ラロ村／ザト村民、島中央・ラグーン脇に居住、2018 年 8 月 7 日に聞

き取り＞ 

サイクロンが襲来したのは、日曜だった。教会に行ったら、牧師がサイクロンの恐れから礼拝

がないと言った。それによって、襲来を知ったくらいで、何時に来るのかもわからなかったから、

準備ができなかった。予兆のようなものはなかった。8 時くらいから、雨と風が強まった。サイ

クロンの風は、家の裏のタロイモ天水⽥からやってきた。 

夫が子供たちをバイクに乗せて、教会裏に住んでいるオジの家に運んだ。その後、自分を迎え

るために戻ってきたが、途中で倒れた木々で道がふさがれていたので、歩いて行った。そして、

家で私と落ち合い、2 人で家の裏の道を歩いて、オジの家に辿り着いた。大きな波も打ちあがっ

ていた。海水は、浅瀬部分に作られた土手道をこえて、裏の天水⽥の東南部から⽥のなかに⼊っ

てきた。 

この家に海水は届かなかったが、全ての屋根や太陽光パネルが飛ばされて土手道の方に持って

かれた。窓ガラスは割れなかったが、家のなかはいろいろなものが濡れた。この家の東半分は、

サイクロン後に増築されたものである。サイクロン襲来のさなかでは、近くに立っている人さえ、

霧のようなもので顔が見えなかった。ワレ島の中央部分は、サイクロンに強いと知っていたので、

この辺りの人々はみなそちらの方へ逃げた。サイクロンは他のサイクロンとは違っていて、とて

も強く危なかった。サイクロンは、午前中に、ザトあたりを北から南に進み、その後ラグーンに

出たあたりで進路を変えて、南西方向に進み、午後にはラグーンと外洋を結ぶパッセージ方向へ

と抜けていった。家の前のココヤシは、先が飛ばされたり、曲がったりした。サイクロンは朝 9

時くらいに始まり、夕方 5 時くらいに落ち着いた。 

オジの家は、全く問題なかった。オジの家に避難した後、5 時以降に自宅に戻ってきて、被害

を目の当たりにした。その際には、土手道を通ったが、ココヤシやその他のゴミがいっぱいだっ

た。水タンクに問題はなかったが、水はゴミだらけで、水を飲むと塩分が感じられた。また、裏

手の天水⽥は、雨水と海水で水位が上がっていた。だから、水の中を潜ってタロイモをとらなく

てはならないほどだった。水位が平常時にもどるまで、2 週間ほどかかった。回収したタロイモ

は、食用や種芋用に確保した。しかし、大方はそのままで、腐ってしまった。 

タロイモ畑で再び栽培ができるようになったのは、2 年、あるいは 2 年と半年ほど経ってから

である。その間、水⽥に対しては特に何もせず、ただひたすら放置した。種芋として、サイクロ

ン後に掘り出しておいたものを使った。私は 20 個くらいあった。他の女性も、5、10、20 個とと

っておいて、それを使った。太陽光パネルも飛んでしまったので、電気もなく、ガスもなかった。

多くのココヤシが倒れたので、モトゥ・コ島の飛行場の方向を見ると、飛行機が着地して進むの

が見えるほどだった。 

サイクロン後、しばらくは、魚、ココヤシの実、ココヤシの果汁に依存していた。漁に使うボ

ートは、その日の朝に男性が内陸部に引き上げていたので問題なかった。それらが中心の食生活

が、3 か月から 1 年ほど続いた。私と夫は、毎日のようにモトゥ・ウタに行き、ココヤシをとっ

てきたものだった。サイクロン後、4 か所のモトゥすべてが、全住民に開かれた。だれでもどの

モトゥにでも行けた。サイクロン後 1 か月たつと、水タンクの水が枯れた。そこで、我々はモト
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ゥ・コ島、モトゥ・コタワ島に行って、そこの水タンク井戸の水を得た。ワレ島にはあまり井戸

はなく、モトゥ・ウタに少しある程度である。その水は、少し塩分を感じた。2 か月から 3 か月

後、赤十字の船が食べ物とボトルに⼊った水を持ってきた。 

全島の男性が、ザトからンガケへの幹線道路を片付けた。片付けは、①ワレ島、②モトゥ・ウ

タ、③モトゥ・コ島、モトゥ・コタワ島という順番だった。ザト村はモトゥ・コタワ島を、ンガ

ケ村はモトゥ・コ島を、そしてロト村はモトゥ・ウタを、担当した。ワレ島のモトゥ・ウタ以外

のところは、全島で行った。 

サイクロン後しばらく、学校はなかった。学校は、ザト村の少なくとも 3 家族が家に帰れない

ということで、彼らが住居として使っていた。我々は、しばらくはオジの家で寝泊まりしていた。

家を修理するのに、2 か月かかった。3 か月たってから、ラロトンガから屋根等の資材を運んだ

船が到着した。 

ザト村とンガケ村は被害が大きかったが、ロト村はそれほどでもなかった。天水⽥に再植え付

けする際には、少し植えて枯れずに育つかどうか試して、その時期を見計らった。自分は、ザト

のみならず、ンガケにもロトにも天水⽥のセクションがあり、それらの方が被害は少なかった。 

とにかく、魚とココヤシの実で生き延びたようなものであり、毎日それだった。サイクロンで落

ちたココヤシの実には、小さくて食べられないものも多かった。漁は頻繁に行われたが、石油が

不足していたので、小さな手漕ぎの船で、ラグーンに出ていた。石油は、他島との行き来のため

に、取っておかれた。こういったことは、島評議会と伝統首長会議が話し合って決めた。だから、

その当時評議員だった夫やＬＴ氏は、島の⾯倒と家族の⾯倒両方をみるために、大変忙しかった。

モトゥ・コタワ島で海鳥を銃で捕まえて、住民みなで分けた。海鳥の積極的な利用については、

夫とＬＴ氏が決めたことである。サイクロン後、漁に変化が起きるようなことはなかった。島を

挙げて、土手道は 2 年かけて改修された。 

 

7-2-3.  ＮＮ氏のナラティブ 

 ＜男性、55 歳、タワ・ンガケ村／ンガケ村民、旧ンガケ村代表評議員、2018 年 8 月 15 日に聞

き取り＞ 

サイクロンは、2005 年 2 月 27 日の日曜日の朝 8 時ごろに襲来した。5～6 時間後、すなわち午

後 2 時頃に収まった。現在住んでいるこの家は、サイクロン後に建てられた。サイクロン時に住

んでいた家は、幹線道路の終点のところにあり、巨大水タンクの対⾯で、ラグーンに⾯していた

ところであった。警告は襲来後だったので、襲来は知らなかった。風の方向は、最初は南東から

の通常の風が吹いていた。7 時ごろは北からになり、次第に西からの風になり、8 時には西から

の風になった。それにつれて強くなっていった。8 時半ごろから大波が始まり、モトゥ・ウタの

中まで⼊っていった。幹線道路沿いの家は、モトゥ・ウタへと流された。当時の私の家は頑丈で、

幸いにも一つの屋根しか飛ばなかったが、波が家の中に⼊った。私は、内陸の姉の家に、家族を

連れて避難した。妻と 3 人の子供と私は、幹線道路を避けて裏の道を歩いて、8 時半ごろ避難し

た。子供は泣いていた。幹線道路は波があがって歩けなかった。暗くて、２、３メートル先にい

る人も見えないくらいであった。後のラロトンガの人の話では、風は、230～240 ノットも出てい

たという。すべての木々が倒れた。 

無事だった家は、この辺りでは私の家含めて、4 軒だけだった。他はみんな、屋根を飛ばされ
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てしまった。水タンクは、全ていっぱいになったが、海水や木の葉などが混ざりこんで、使えな

い状態だった。サイクロン後、7 か月間は、水・ココヤシ・食べ物が自力では手に⼊らない状態

だった。ニュージーランドや北部離島から、水・食べ物、そしてタロイモが運ばれた。ラグーン

には変化がなかったので、釣り糸や網を使って、ココヤシの実を餌に、漁をした。 

私は評議員だったので、毎日のように政府と連絡をとって水・食べ物を要求した。毎月、漁船

がサモアから 20 リットル⼊りの水ボトルをたくさん運んだ。それは 7 か月間続いた。住民全員

に、一人 2 本配られた。サイクロン後は、雨が降らず暑い日々が続いた。援助物資は、食料・水・

衣服など含めてすべて、まず島評議会に渡された。その後、特別に編成された組織が協議し、食

料分配集団に分配され、そして各家族・個人にいきわたった。特別組織は、3 村からそれぞれ 7

人ずつ選出された。そのメンバーは、各村で決められた。分配に際して、ズルをすると 100 ドル

の罰金が課された。分配は、CICC のヤードで行われ、皆が集まった。 

1 年のあいだ、タロイモは栽培できなかった。無事だった天水⽥はなかった。海水はモトゥ・

ウタに⼊った。雨で状態が良くなるのを待ったが、雨が降らなかった。 

政府がラロトンガからタロイモの種芋を届けた際も、もちろん特別組織が分配した。基本的に、

男性・女性・子供（新生児含む）は、同量受け取る。つまり、家族が多いとたくさん受け取り、

少ないと少し受け取る。ただし、数が足りない場合などは、男性・女性は同量で、子供はそれよ

り少なく、となったりする。 

島の片付けは、全ての男性が一緒に行った。サイクロン後、1、2 週間で開始した。いつ・どこ

から始めるか、とういことは、評議会が決めた。朝 8 時から夜 6 時まで、ということもあった。

ザト村、ロト村、モトゥ・ウタ、ン掛け村、モトゥ・コ島、モトゥ・コタワ島の順番だった。使

えるトラックは 2 台だけだった。政府がラロトンガから運んだディーゼルが使えた。全ての片付

けには、1 年ほどかかった。島が通常の状態に戻ったと感じられたのは、2 年後だ。2006 年には、

再び男性たちみなで、ワレ島と全ての資源保護区でココヤシを植え付けた。ココヤシは、折れた

り、海水で全ての葉っぱが落ちたりしたからである。 

住宅の再建は、政府にお金がないこともあって、2，3 年かかった。再建するまで住民は、簡易

小屋に住んでいた。 

 

7-3.  ワレ島の被災概要 

 聞き取り調査の結果を統合すると、以下のようにまとめられる。住民は、2 月 27 日日曜日の朝

8 時に暴風雨を認識するようになり、時間の経過につれて北風から西風への変化を感知した。高

波に対する認識は、住居の所在によって異なり、ラグーンに⾯した低湿地に住居があった人々は、

相対的に高い危険度を察知していた。 

幸運にも軽度の怪我を負ったものを除けば、死傷者はいなかった。被害は、以下のようにまと

められる。①家屋・道路・滑走路の損壊、②瓦礫・倒木等の集積、③タロイモ天水⽥の浸水・塩

害、④ココヤシ、バナナ、パンノキ等植物へのダメージ、⑤淡水資源の塩害、天水タンクの損壊。

より具体的には、家屋については約 8 割がなんらかの被害を受けたという【写真 23,24】。また、

西側のリーフを超えた高波が州島ワレのラグーン側海岸線に押し寄せ、そこから浜堤を乗り越え

たために、ラグーンの東側・北側にある低湿地帯の大型天水⽥は甚大な被害を受けた【図 11】。 

 



D17-R-0761 実施報告書（深山直子） 

 

21 

 

 
【写真 23 被災直後の様子】 

 

 
【写真 24 被災直後の様子】 

 

8.  2005 年サイクロン・パーシーからの復興にみる「アトール・レジリエンス」（「文化人類学班」
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＋「ジオアーケオロジー班」） 

 

サイクロン被災後、クック諸島政府や NZ などから支援物資の到着は遅れ、また人的援助もま

た十分ではなかった。クック諸島政府は、プカプカ環礁に他島への避難を提案したほど、被害は

甚大であった。しかしながら、結果的には住民は環礁に留まり、救援物資が届くまでの間、残さ

れたココヤシの実・ジュース、タロイモ、そしてラグーンで獲れる魚で、耐え忍んだ。現在まで

被災の爪痕は残り、快復の途上のあるものもあるとはいえ、基本的には被災前の生活様式を取り

戻しつつある。この事実は、同じ北部諸島のひとつであり、1997 年に巨大サイクロンが襲来した

マニヒキ環礁と⽐べても驚くに値する。プカプカ環礁の復興を可能にしたレジリエンスは、どの

ようなものであろうか。 

さて、サイクロンを含む災害について防災策を考える際に、災害マネジメント・サイクル

（disaster management cycle）という基本的な考え方がある(Alexander 2002)。このサイクルにお

いては災害直後における対応を、「初動対応（response）」とし、その次なる段階を「復旧・復興

（recovery）」と分けて捉える【図 25】。これまでの研究の成果から、プカプカ環礁においては、

第一に主に「初動対応」段階で機能した社会構造、第二に主に「復旧・復興」段階で機能した資

源配置こそが、「アトール・レジリエンス」の所在だと考えられる。 

 

 
【図 25 災害マネジメント・サイクル(Alexander 2002) 】 

 

8-1.  レジリエンスの所在としての社会構造 

プカプカ環礁の復興を可能にした、レジリエンスの所在として、第一に社会構造を挙げること

ができる。この環礁では、食料資源が非常に限られているために、資源の利用、そして維持・管

理に関して、緻密な制度化が進んでいる。この点について具体的に理解するために、「5」、「6」で

も言及していたが、3 つの異なるレベルにおける社会組織を捉える必要がある。第一に、環礁と

いうレベルであり、伝統首長会議と島評議会の権威は、環礁全体に及ぶと考えられている。ただ

し、実際にこの社会組織が意識されるのは、年間を通じて特別な機会に限られる。第二に、村と

いうレベルであり、各村においては、全ての成人が番人組と訳せる下位集団と、食料分配集団と
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言い表せる下位集団に分かれている。そして、番人組は輪番で、村の資源保護区の見張りをし、

資源の枯渇や不正利用に目配りし、資源の維持・管理の責任を負う。他方、食料分配集団は、村

民が協働で獲得した魚や海鳥などの平等分配を引き受ける。第三に、双系的出自集団というレベ

ルであり、共通の祖先が開拓したタロイモ天水⽥の管理や、共に埋められる墓域の管理において、

意識化されるが、実際に集団として活動することは稀である【表 26】。つまり平常時に、食料資

源の利用と維持・管理を巡る実践において、最も意識されるのは村という社会組織であるといえ

る。 

サイクロン・パーシーの襲来に際しては、以上のような特徴をもつ社会構造に基づき、住民は

村よりもむしろ異なるレベルの社会組織に基づいて、迅速かつ柔軟な対応をした。時系列に沿っ

てみていくと、まず襲来の最中には、高リスク地であるラグーン側低地に居住している住民は双

系的出自集団の親族を頼って、低リスク地である内陸部高地の住宅に避難した【図 27】。次にサ

イクロンが去った後には、環礁レベルで成人男性が協働して、ワレ島居住域、モトゥ・ウタ、モ

トゥ・コ島、モトゥ・コタワの順番で、瓦礫・倒木などを撤去し、整備した。さらに環礁レベル

で、平常時は村が管理する資源保護区を融通し、特別開放し協働で資源獲得するなどして、被害

を受けて極めて限定的となった資源の有効活用を図った。加えてやはり環礁レベルで、村とその

下位組織を経由して、残された資源・救援物資の分配を行った。この際には、平常時の食料分配

集団のみならず、新たに結成された特別食料分配集団も機能し、環礁→村→下位組織（特別食料

分配集団→食料分配集団）→世帯→個人、と末端まで迅速かつ平等に分配された。 

つまり、プカプカ環礁では住民自らによって、サイクロン被災という緊急事態に際して、多層

的な社会組織を平常時の機能や「棲み分け」に固執することなく応用することによって、柔軟か

つスムースな対応が可能になったと捉えられる。 

 

社会組織 統率機関 主要な管轄事項 

環礁 

wale 

伝統首長会議 kau wowolo 

（称号保持者）   

島評議会 kau konitala 

（市長＋各村代表委員） 

全資源保護区の開閉時期   

環礁の水⽥の管理 

中央政府との交渉 

村 

lulu 

村会議 wuingāpule 

番人組 pule 

食料分配集団 tuanga kai 

村の水⽥の管理 

村協働での資源獲得 

資源保護区の管理 

食料分配 

双系的出自集団 

koputangata 
男性長老？ 

集団の水⽥の管理 

墓地の管理 

【表 25 平常時の社会構造の特徴】 
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【図 27 4 家族の避難ルート（赤矢印）】 

 

8-2.  レジリエンスの所在としての資源配置 

プカプカ環礁の復興を可能にした、レジリエンスの所在として、第二に資源配置、とりわけ食

料のなかでも主食に位置付けられるタロイモを栽培する天水⽥の配置を挙げることができる。ワ

レ島には、放棄されているものも含めて約 80 のタロイモ天水⽥が確認できる。現在の住民はそ

れらを、①「環礁の切り分け天水⽥」（uwi kotikoti e te wenua）、②「村の切り分け天水⽥」（uwi 

kotikoti e te oile/tawa）、③「親族の天水⽥」（uwi koputangata）、④「掘削者の天水⽥」(uwi kelinga)

に分類する。そしていずれの住民も、各地に散在する 4 種類に及ぶ天水⽥の複数区画の管理者に

なっている。ただし管理者は実際の栽培者とはずれており、基本的に女性のみが天水⽥に通い栽

培作業を行い、その女性は管理者と近親であることが多い。 

①・②については、環礁全体あるいは村が管理しており、成員の人数や構成の変化を前提に、

数年に一度、一枚の天水⽥を「切り」（kotikoti）直したうえで、成員個々人に各区画（wua）を割

り当てることになっている。対して③・④については、複数もしくは 1 つの双系的出自集団が、

一枚の天水⽥あるいはその内の隣接する複数区画を管理しており、各区画はその集団成員の間で

割り当てられ、系譜に基づき次世代に継承していく。視点を変えれば、①・②は切り方や割り当

てという点で、定期的に切り分け直される景観と捉えられ、公的な記憶と結びつきやすいのに対

して、③・④は、世代を超えて存続する双系的出自集団に継承されるという意味で、切り分け直

されない景観であり、私的な記憶と結びつきやすいともいえる。 

以上のように、①・②と③・④は対照的に捉えられるが、その対照性は双方の地理的な特徴に

も及ぶ。すなわち、前者はラグーンに近い湿地を利用した大規模なものであり、いずれの住宅地

から幹線道路を通じてアクセスしやすく農作業もしやすいのに対して、後者は大抵内陸の微高地

を掘削して開⽥した小規模ものであり、アクセスしにくく農作業もしにくいのである【図 27】。 

2005 年のサイクロン襲来の際には、①・②が壊滅的な被害を受け、1～2 年後の回復を待って、

改めて切り分けされてから漸く栽培が再開した。他方③・④には相対的に被害が少なく、なかに
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は農作業を中断する必要さえなかった天水⽥もあったという。このような指摘は、「4-2」で明ら

かにした発掘調査の結果、すなわち大型天水⽥の廃土堤には数百年の間に複数回に及ぶ修復の痕

跡が認められるのに対して、小型天水⽥の廃土堤は短期間の間に一気に積み上げられたものであ

るという指摘と、合致するものである。 

住民は、①・②と③・④という対照的な天水⽥をまたいで、複数の区画に対して用益権を確保

している。このことは一見非合理的にもみえるが、タロイモ資源に対するサイクロン被害に対し

て、リスクを分散し備えているものと考えられるのである。とりわけ壊滅的な被害が及んだ①・

②においては、結果的に環礁と村の成員、すなわち全住民が平等に少しずつダメージを引き受け

ることになったのである。 

 
【図 27 タロイモ天水⽥の対照性】 

 

8-3.  さらなるレジリエンスの可能性 

 「8-1」、「8-2」に加えて、本研究では十分に明らかにできなかったが、今後はレジリエンスの

所在として、以下の側⾯に注目する必要があると考えている。 

 第一に、環礁という地形そのものである。一般的には、環礁を含む小島嶼は、地球温暖化に対

してその脆弱性ばかりが強調されてきた。しかしながら、「2」で示唆されたように、海⾯上昇に

伴いサンゴ礁が成長する可能性、そしてサイクロンの増加・強大化に伴いサンゴ礫等の堆積が進

む可能性があり、その場合には州島は維持ひいては頑健化されるものと考えられる。 

 第二に、環礁社会と海外社会とのネットワークである。2005 年のサイクロン被災の際にプカプ

カ環礁は、⽐較的自立的に復興してきたようにみえる。しかしながら、実際には各国政府や国際

機関、さらにはニュージーランドやオーストラリアのプカプカ系移民コミュニティなどから送ら

れた物資・資金・人材の援助は、復興過程において不可欠であった。つまり海外移住者を通じて

強化されつつあるグローバル・ネットワークは、有事の際に社会保障として機能しうる。 

 今後の課題としては、環礁という変化する地形と環礁社会がもつ海外ネットワークにおける
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レジリンエスを捉え、評価する必要があると考える。 
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