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「琉球文化の多層性一音楽を中心に」

琉球大学教育学部教授

泉

恵得

琉球大学の泉悪得でございます。琉球大学の音楽科で声楽を教えております。
本日は琉球文化、沖縄文化についてお話申し上げるようにとのことでございまして、こち
らに参ったのですが、いかほどのまとまったお話ができますか、また、このような高い席か
らお話し申し上げるということも誠に恐縮ですが、しばらくおつき合いのほどをよろしくお
願い申し上げます。
まず、琉球人の先祖のことからお話しいたしますが、沖縄で発見された最も古い人骨は、
那覇市の山下町の洞穴で見つかった、山下洞人です。これが 3万 2000年から 3万 5000年前の
ものと言われております。それから、あちこちで、見つかっておりまして、沖縄は人骨の宝庫
なんです。宮古のピンザアブ人は、 2万 6000年ぐらい前ですね。それから港川 人が、 1万

8000年ぐらい前のものですが、その頃は氷河期でありまして、海面が今よりも 100メート
ルぐらい低かったんです。琉球列島は大陸とだ、いたいつながっておりまして、あのイリオモ
テヤマネコもこの頃に大陸から渡ってきたと考えられております。
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000年以前を旧石器時代と申します。また、
さて、琉球の歴史では、今から 1万 5，
今から 1000年以前を貝塚時代といいます。そして、その後 1609年の島津の琉球侵攻までを
グスク時代、あるいは古琉球と呼んでおりますが、今度はその古琉球のお話を少し申し上げ
ましょう。
琉球王の系統、いわゆる琉球王統を時代順に挙げてみますと、まず、 12世紀末までの天孫
氏王統がありますが、これは多分に神話的要素に彩られております。それに続くのが舜天王
統でありまして、この舜天という王は源為朝の子孫だという伝説があります。この王統の後、
今度は英祖王統となり、浦添を中心に勢力が広まっていきます。その後は察度王と続きまし
て、次に現れた第一尚氏の尚巴志が南 山と北山を平定しまして、三山統ーをしました。そし
て琉球で最初の統一政権を樹立いたします。
さて、それではここで古琉球時代のエピソードをいくつかご紹介しましょう。まず、石造
りの城ですが、普通、歴史の本などでは日本での石造りの城の第 1号を織田信長の造営した
安土城と書かれておりますが、琉球ではそれよりも 200年から 250年ぐらい早かったんです。
これは県立博物館の当問嗣ーさんの論文にあるんですが、首里城や勝連城をはじめ、沖縄の
言葉では城のことをグスクと申しますが、今帰仁グスク、座喜味グスク、山田グスク、安慶
名グスク、中城グスク、糸数グスクなど、全部石造りの城でありました。今でもその石垣は
残っております。それ以前の城は土を盛り上げて固めて、その上に建物を建てたわけで、石
垣ではなかった。大陸に近い琉球では、いわば地の利と申しましょうか、大陸から優れた築
城技術が早くから伝わってきたのだと思われます。石垣を積み上げる技術がよくないと、長
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秀さが評価されたのではなかろうかと私は，思っております。
次に、鉄砲の伝来ですが、これも一般的には 1543年の種子島銃がその第一号といわれて
おりますが、琉球ではそれよりも少なくとも 85年早かったんです。琉球史では 1458年に起
こった護佐丸・阿麻和利の乱というのが有名ですが、尚泰久王の首里の軍勢が勝連城を攻め
ました。その時に首里軍が勝連城に向けて鉄砲を撃ったんです。これがなぜわかるかと申し
ますと、勝連城を掘りますと、今でも鉄砲の弾が出てくるんですね。その後、勝連城では戦
争はありませんでしたので、これがその時に撃たれた鉄砲の弾だというこ とになります。
私は、県立博物館で鉄砲の弾、そして鉄砲も見せていただきましたが、その弾には鉄の弾、
それから石を丸く削った石の弾、それから粘土をうんと硬く固めて丸くした粘土の弾と 3種
類の弾がありました。また、種子 島銃は単発銃でありまして、一発撃っともう一回弾を込め
てまた撃つという撃ち方だ、ったんですが、沖縄の鉄砲は三連発銃でありました。ウチナーグ
チで「ヒヤー J と呼びまして、漢字では「火矢 J という字をあてています。
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火の矢」とは、

なんと含蓄のある言葉でしょう。

3つの目のエピソードは、麻酔手術のことであります。これも一般的には和歌山県の華岡
青洲が 1804年に行ったのが最初といわれてきましたが、琉球では、その 115年前に既に麻
酔術が行われていたんです。首里士族の出身であった高嶺徳明という人が、中国福州の黄曾
友という医者から全身麻酔の秘術を苦労に苦労を重ねて教わりま した。そしてそれを琉球に
持ち帰って、時の琉球国王尚貞の子孫(後に尚益王になります)補唇術を施しました。その
結果見事に大成功したということであります。
さて、言語学では、日本祖語を 2つに分けまして、本土方言、そしてもう一つを琉球方言
としておりますが、琉球文化についてもこれと同様に、その量や質に関して一つの県の容量
として留まらないものがあると存じます。その理由としましては、琉球が大和よりも地理的
に東南アジアや中国に近く立地していること、また、約 700年間に渡って琉球王国という歴
史が続き、その中で独自の文化が醸成されていったということが考えられます。
1つだけ具体的なことを申し上げましょ う。冊封と よばれる中国と琉球の間で行われた 一
種の儀式がありました。琉球国王が代わったときに、中国から冊封使という中国皇帝の使者
がやってきて、新しい琉球国王を認めるという、いわば戴冠式だ、ったわけですね。この冊封
の使節団は総勢 400人から 500人ぐらいのメンバーで構成されていました。初夏の南の風に
乗って福州から来琉しま して、そしてその 半年後、今度は 北風を追い風にして中国に帰 って
いきました。ですから、この使節団の滞在中、彼らをどのように接待するかと言う事、沖縄
では接待のことを「ウトウイムチ」と申しますが、このウトウイムチが非常に重要な事であ
りました。ウトウイムチのために御冠船踊という芸能が生まれました。冠船とは使節団が新
しい国王の冠を持ってやってきたので、そのように呼ばれていたわけです。
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踊り奉行」と

いう、今で言えば芸能式典部長のような役職もつくられました。

18世紀前半に、この踊り奉行に任命された玉城朝薫は組踊という新しいかたちの楽劇を創
作しました。彼の楽劇は「執心鐘入」や「銘苅子 J
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二童敵討J など作品が 5つありまして、
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沖縄の城が 1年ほど前に世界遺産として認定されたのは、このような石造技術の堅牢さと優
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てその後崩れてしまいます。この膨らむことを専門用語では「苧む」と申しておりますが、
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い年月のうちには石垣の内側の土の重さと圧力で石垣が外側に膨らんでくるんですね。そし
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組踊 5番と呼ばれております。
また、その衣装として、琉球紅型や琉球緋などがつくられましたし、音楽も 15世紀に出
た赤犬子(あかいんこ)という半ば伝説的な吟遊詩人によって三線が琉球 に広まりました。
その後、湛水親方や屋嘉比朝寄などの音楽家によって大成されまして、これも組踊で使われ
るようになります。ですから、組踊というのは身体的動作としての舞踊や演劇、台詞として
の文学、衣装や小道具としての美術工芸、そしてそれに音楽が加わった総合芸術でありまし
た
。
それから、最近は琉球料理がブームだといわれますが、中でも宮廷料理は冊封使節団をウ
トウイムチするために発達したといえるのではないでしょうか。
それでは、このへんで音楽の話に移りましょう。琉球の古い時代から歌い継がれてきた歌
謡を「琉球古謡J と呼んでおりますが、その発生の起源は未だ明らかではありません。大き
かみ うた

く分けて、ほとんど唱えのように謡われる神歌的な「呪術的古謡」、そして旋律線が変化に
とんでいる「叙事的古謡」、あるいは「持情的古謡」、この 3つに分けられることから考え
ますと、祭両日や労働、あるいは生活儀礼の中から生まれてきたと考えられます。その種類を
挙げてみますと実にたくさんあります。沖縄本島を中心にして、オモロとか、クェ ーナ、 ア
マウェーダ、テイルル、テイルクグチなどがあります。あるいは宮古諸島のニーリ、アヤグ、
クイチャ 一、タービ、フサ、ピャ ー シ
、

トゥクルフンなど。それから八重 山諸島のユン夕、

ジラバ、アヨー、カンフチ、ニガイフチ、ユングトゥなど 20種類以上もありまして本当に多
様であります。
また、その数量につい て申しますと、少し古いデータですが、明治 17年の調査によります
と、八重山だけで 800曲余りの古謡があるという報告が残っております。これらの古謡の演
奏様式は、場合によっては小さな鼓を手にしてリズムをとることもありますが、だいたいは
伴奏楽器を使わないで単線律の独唱、あるいは斉唱で謡われます。古謡の全てをここでご紹
介するのは時間的に無理がございますので、本日はその中のいくつかを取り上げましょう 。
最初にオモロについてお話しますが、大きく分けて「王府オモロ」と「地方オモロ」の 2
つに分けられます。オ モロの語源につきましてはい くつか説があり ますが、胸の思いを述べ
るという解釈、すなわち「思い」、これがオモロであるという説を私はとります。それはオ
モロがウムイというふうに発音される場合もあるからです。その起源はだいたい 12世紀とい
われまして、 1623年に首里王府の編さんによりまして 1554首からなる『おもろさうし』が
完成いたしました。王府オモロはどういうときに謡われたかと申しますと、ウマチーという
稲穂まつりのときや、雨乞いのとき、あるいは中国からの冊封使節団を歓待する冠船劇のと
きなどに謡われていたようです。だいたい 1年間に 5回謡われる機会があったといわれてお
ります。
オモロ演奏に関しまして、首里王府は安仁屋という一族にオモロ主ドゥイ、すなわち演奏
をリードする役を与えました。この安仁屋家に代々伝えられたのが「おもろ さうし安仁屋本」
であります。
それでは、山内盛彬さんが謡っている王府おもろを少しここで聞いてみることにいたしま
しょう。それではお願いします。
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う海神祭のとき、あるいはウマチーの場合に謡われまして、その演奏者は主としてノ口と呼
ばれる女性たちでありました。
琉球では、昔から男よりも女の方が霊力が高いとされておりまして、場所によっては、男
がオモロを謡ったり、あるいは聖なる場所に立ち入ることを禁じる地方もありました。この
ことはヤマトにおきまして、神事 を執り行うのが宮司とか禰宜など男性であったのと対照的
と申し上げることができましょう。なかなか興味深いところです。
それではまた聞いていただきますが、地方オモロには非常に長いものもたくさんありまし
番以上ありまし
「シバサシオモロ」というのは歌詞がなんと 100

て、これが連綿と今まで伝わってきたというのは本当に素晴らしいことだと思います。では、
住宅の新築祝いで謡われる地方オモロを聞いていただきます。
次に、クェーナについてお話いたしましょう。オモロよりも先に成立していたという説と、
オモロよりも後に出来上がったという 2つの説があります。主に稲作や造船、住宅の新築、
布織り、機織り、魚捕りなどを主題として、村 落共 同体の繁栄を謡うのがこのクェーナであ
チョマ

ります。それでは、これも実際聞いていただきましょう。芋麻という繊維を糸から織り上げ
ていく工程を細かく、そして具体的に謡 っている 「ウリズミクェーナ」をお聴きください。
さて、次に、稲作のことを謡っているアマウ ェーダを取り 上げてみましょう 。今では玉城
村と浦添市にしか残っていないこの興味深い古謡は、アマミキヨという琉球開閥の神様が水
源を探し当てまして、田んぼをつくり、種をまき、その実りを収穫するまでの過程を謡って
おります。
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伝説によりますと、玉城村の百名村にある「トンソンウカー」というととろに、

3本の稲

穂をくわえた鶴が死んでいるのをアマミキヨが見つけました。それを受水走水(ウキンジュ
ハインジュ) (これは地名ですが)の三穂田(ミフーダ)というところに種としてまきまし
た。そしてその後、新しい田んぼに植え替えたと言われています。これが琉球の稲作の最初
と言われておりますが、女性だけで謡われる古謡が多い 中で、先ほどのもそうでしたが、こ
のアマウェ ーダは主に男性によって謡われます。演奏形態も立ったり座ったりして謡われま
すが、座って話う部分の唱え方が、組踊の唱え方と非常に似ておりまして、面白いと思いま
す。それではこれも少しお聴きください。
沖縄本島周辺には、それ以外に久高島のイザイホーのときに謡われるテイルル、あるいは
伊平屋、伊是名に伝わるテイルクグチなど、他にもいくつかの古謡がありますが、時間の関
係で割愛しまして、ここで宮古に飛びます。
まず、有名なアヤグを取り上げますが、この 美 しい 響きの古謡の語源は「彩なす言葉」、
これからきているんです。ある いはまた、 美 しい 言葉、聖 なる言葉という意味もあるようで
あります。内容は航海の安全や機織り、五穀豊穣、あるいは原始的な英雄物語、こういう色々
なものをテーマにして謡われております。それでは、船こぎうた、船をこぎながら謡うとい
う「ナカヤ

マブナリャのアヤグ」これを少し聴いてみましょう。どうぞお願いします。
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次に地方オモ口ですが、これは豊作や豊漁、あるいは航海の安全を祈願するウンガミとい

て、一つ例を挙げますと、
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非常に元気のある声ですね。やっぱり船こぎのうたという感じがします。
次に、クイチャーについてお話しましょう。語源的にはクイというのが声を表しまして、
チャーというのは合わせるという意味に解釈されております。声を合わせる。謡いながら踊
る、その踊り方によりまして、手拍子を打ちながら謡われるもの、あるいは前後の人と両手
をつないで時計回りに円陣をつくって謡うもの、あるいはまた、勇壮な動きを伴うものなど

3つに分類されております。それではこれも聴いていただきましょう。

iトーガニースーダ」

というクイチャーです。
今度は八重山ですが、八重山にも実に膨大な数量の古謡があります。 2つだけ取り上げま
しょう。まずユンタですが、語源的には「読みうた」からユンタになったという説が 1つあ
ります。それからもう一つは、

「結うた」。ユイというのは結ぶと書きますが、ユイマール

の結にも通じると思います。その 2つの説があります。謡われる内容は非常に多岐に渡って
おりまして、農耕や労働、あるいは恋愛や敬慕に至るまで、あるいは鳥や魚、猫まで題材に
して、何でも題材にして謡うという感じなんですね。豊年祭などの祭記の場で謡われるとき
もありますが、多くは労働歌として謡われます。それではこれも聴いてみましょう。
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ナーユンタ J という、コイナーという鳥を見つけて捕るまでの内容を謡っております。それ
ではよろしくお願いします。
次にお話するのはアヨーです。種子取祭(タントゥイ祭)や豊年祭、雨乞いや旅の安全、
あるいは新築祝いや婚礼、生年祝いなどのお祝いの場で謡われる、いわば祭式歌謡です。曲
の調子は総じて荘重で緩やかであります。言霊信仰に則った呪術的歌謡の性格をもっている
古謡といえましょう。

6年八重山石垣市で生まれて、昭
さて、最後に作曲家宮良長包のお話をいたします。明治 1
年に亡く・
なった沖縄を代表する作曲家であり、また教育者でもありました。彼は沖縄県
和 14
師範学校で教鞭をとる傍ら、珠玉のような作品をたくさん作曲しました。彼の作風はいろい
l
嘆きの
ろありますが、創作の根っこにあるのは琉球音楽でありました。例えば、彼の歌曲 i
きや り

海 J という曲の根っこには八重山の「トウバラーマ」がありますし、
あらいそ

「琉球木遣歌」には「国

ひじみじ

頭サバクイ J、あるいは「荒磯の歌」には久米島民謡の「阿嘉の髭水」などいくつもありま
す。明治から昭和初期にかけては、読み・書き・そろばんという言葉のように実利的なもの
が重視されました。また、沖縄文化は下品で卑俗な土着文化で価値がないからこれを捨てて、
中央の文化を取り入れるべきであるという風潮が当時の社会では支配的でしたが、宮良長包
は敢然とそれに異を唱えまして、沖縄文化こそ素晴らしいということを創作活動と教育活動
を通して実証し、自信を失いかけていた沖縄県民に勇気を与えたのでした。
それでは、最後に歌曲を 3曲演奏いたしまして、私の講演を終わらせていただきたいと存
じますが、最初に結核で艶れた石川啄木の「初恋」、その次に琉球民謡の「与那国ションカ
ネー J、最後に先ほどお話しました宮良長包の作品から「汗水節」の 3曲です。
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