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はじめに

沖縄におけるミルク信仰の現状

一首里赤田町を事例にー

石田晶子

弥鞠信仰とは、仏教において弥勅菩臨が後の未来に降臨し、人々を救済すると

される信仰である。しかしこの弥助信仰とは別に、仏教に由来をもたないミロク

信仰が、東アジアから東南アジアにかけて存在している。琉球文化圏では、土着

のニライ・カナイ信仰と結びつき、「ミルク j と呼ばれ、五穀豊穣や村民の幸せ・

村落の繁栄を運んでくる神として信仰されている。琉球文化圏に広がるこの信仰

の名称、は研究者によってばらつきがあるが、本稿ではこの信仰を東アジアに広が

るミロク信仰に対してミルク信仰と呼ぶことにする。

この信仰のもとに、沖縄本島周辺離島・八重山諸島では、各集落で村踊りや豊

年祭、節祭、正月など村を挙げての行事の際に村の青年がミルクに扮して登場し、

実際に団扇を扇いで、人々に弥鞠世、あるいは単に世と呼ばれる幸福を招く動作

をする。

【表 1) ミルクが無りに現れる地峨と総数

地域 出現する地域 かつて出現していた地域 総

数

沖縄本島 北部 国頭村奥問、[本部町]渡久 国頭村安田、[本部町]浦 11 

周辺地域 地・瀬底、名護市城、宜野 崎・辺名地・健堅、名護市

座村宜野座、金武町金武 (6) 山入端 (5)

中部 北谷町宝代勢、沖縄市大 北中城村仲!慣、宜野湾市普 7 

皇、宜野湾市野樹、西原町 天問、中城村泊 (3)

棚原 (4)

南部 [那覇市]首里赤田・辻、[八 [那覇市]渡地・国場、[八 18 

重瀬町]東風平・破名城・ 重瀬町]富盛 (3)

志多伯、与那原町与那原、

[南城市]外聞・津波古・

古堅・垣花・糸数・安座真、

豊見城市保栄茂、[糸満市]

真栄里・糸洲 (15)
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伊平屋村我喜屋・伊是名村 渡嘉敷村渡嘉敷 (1) 4 

離島 勢理客・座間味村座間味 (3)

八重山諸島 [石垣市]登野城・平得・ [石垣市]石垣・大川、[竹 25 

真栄里・大浜・宮良・白保・ 富町]保里・仲本 (4)

伊原間・川平、[竹富町]竹

富・小浜・宮里・東筋・上

地・嶋問・波照間・大原・

上原・祖納・干立、〔与那国

町]比川・祖納 (21)
目

祭りにミノレクが現れる事例は、北は伊平屋島から南は与那国島・1まで、現在の

沖縄県内に広く分布しており、またその分布は沖縄本島南部と八重山諸島に集中

している・2。特に八重山諸島では島ごと、あるいは村ごとに出現が確認されてい

るため、ミルクが現れる行事の多様性とまたその厳格性からミルク研究をおこな

う事例として頻繁に取り上げられている。

沖縄のミルクにはじめに注目したのは柳田国男であった。柳田は日本本土の例

を挙げつつ、ミルク信仰を「仏教に基礎を持たぬ弥輸の信仰j とした。また、宮

田登は沖縄に元々あった来訪神の信仰に弥助信仰の弥鞠がミルク神として習合し

たとしている。酒井卯作は『李朝実録』に残る黄金仮面をミルクの仮面と捉え、

日本本土のミロク信仰とのかかわりから、ミロク信仰の日本への逆輸入説を唱え

た。現在では、ミルク信仰はアジアに広がるミロク信仰が沖縄における在来のニ

ライ・カナイ信仰と融合したという説が定説となっている。

しかし、これらは日本との関わりの中でのミルク信仰、ひいては日本のミロク

信仰に引きつけて研究されたもので、その芸能の面から論じられてはいない。ミ

ノレク信仰の特徴として祭把への出現が挙げられるため、その点から論じる必要が

ある。そこで、本稿ではミルク出現の行事への取り組みから、現在のミルク信仰

がどのようなものであるかについて論じる。

前述したように、ミルク信仰を論じる際、柳田・宮田、近年では古谷野洋子

2005・3に見るように八重山諸島の事例が用いられることがほとんどであった。そ

もそもミルク自体、地誌に記述されることは稀で、竹富町教育委員会による『竹

.1実際は波照間島の方が南に位置しているが、沖縄県内(ひいては琉球王国)という
認識の下では国境と接している与那国島の方が沖縄県内全域に広がっていると示す
ことができるため、ここでは与那国島と明記する。
・2表は城間義勝『沖縄のミルク神に関する研究一分布と仮面仮装についてーJW地域
文化論披 第 9 号~ 2007年を参考に論者が作成した。
・3古谷野洋子『ミノレクと中園芸能一八重山諸島の事例からーJW比較民俗研究』筑波
大学比較民俗研究会 2005年
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富町の文化財第 4集国指定重要無形民俗文化財 西表島の節祭{祖納編)民俗

文化財地域伝承活動(資料作成・周知)報告書』のように、ミルクが出現する祭

杷に関する調査報告はあるが、詳しくは述べられていない。それに加えて、八重

山諸島の事例が狭い範囲に多様なミルクを描きだしているため、その他の地域の

ミルクについて述べられることは少なかったと考えられる。そのため、今回はミ

ルク芸能の始まりだと言われている首里赤田町の事例を用いて論じる。

第一章 首里赤田町の『みるくウンケー』行事

第一節首里赤田町の概要

首里赤田町は現在の那覇市首里地区の 1つである。赤田町は首里城の東に位置

し、首里崎山町と首里J鳥堀町と隣接している。赤田町は 1、2丁目と県道の 82号

線を挟んで 3丁目まであり、その境には大角座(ウフカクジャー)刊と呼ばれる

大きな交差点がある。古くは、赤田と雷えば現在の 2丁目までの地域を言い、 3

丁目は下原(シチャーラ)と呼ばれた集落で、 1906(明治 39)年に南風原間切

新川村から首里に編入された。現在の赤田町は世帯数 368世帯総人口 990人とな

っている(平成 25年 7月現在)。赤田町の公民館にあたる赤田クラブは旧赤田首

里殿内があった場所にあたり、元の首里殿内の 3分の lを占めている。赤田町に

ついての資料は少なく、その理由として赤田町は抱盛産業を中心とする庶民の町

であったからだと言われている。

赤田町は崎山町、鳥堀町と合わせて首里三箇と呼ばれ、王国時代に泡盛の製造

を許された地域である。『那覇市史』では、豊かな土地柄だったので結果として人

が増え、農業の形態を保てなくなり、三箇の人々は泡盛の製法をタイ産のラオロ

ンにならって、抱盛での生計を立てることに成功させたという。当間論氏が作成

した『赤田の民俗地図j・5によると、石川酒造 2件旬、宮城酒造 2件吋、玉那覇酒

造、城間酒造、喜舎場酒造、照屋酒造、幸地酒造、与那覇酒造、職名酒造、崎山

酒造の 12軒の酒造所があり、琉球処分により王国体制が崩壊したのちも抱盛業

が栄えていた様子をうかがうことができる。崎山酒造のように金武町に移転して

しまった酒造所もあるが、現在赤田町では織名酒造所のみ 1918(大正 7)年の創

業以来営業を続けている。このように泡盛を製造する『サカヤーJ(酒屋)が多か

-4大角鹿(ウフカクジャー):赤田交差点の旧称。赤田町と鳥堀町の境界にあたる県
道の交差点付近のことを雷う。数本の道路が交差し、角張った動物のあご(カクジ)
の形に似ていることから大角座と呼ばれている。現代になって道幅が拡張されたが、
交通量が激しいため、県内で初の横断歩道摘が設けられている。
・51976年 6月 10日当問繭氏作成・記入。昭和 7年ごろを相定と記述されている。
・6酒屋は親戚での経営が多く、経営が同ーかは不明だが、親戚関係である可能性が高
b、。
.7脚注 6と同様。
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ったので、嫁をとる時は酒屋の娘をとると仕事がはかどるということもあり、自

然と酒屋同士での結婚が多かったという叱

瑞泉酒造を立ち上げた佐久本政敦句氏の著書『泡盛とともに』では、 1900年代

初めごろの赤田町について触れられている。佐久本氏によれば、『首里は、ある意

味では封建的な町だから、年頭の挨拶などは厳格この上なかった。お盆には、線

香を上げに兄や姉たちと親戚宅をまわった。お盆の十六日は、隣町の赤田で、「赤

田のミノレクウンケーJといって、ミルク(弥鞘)のお面と胴をつけて大団扇で豊

年を招き寄せる世果報行列があり、それを見にいくのがなによりの楽しみだったJ

*10とb、う。

第二節 『赤田のみるくウンケー』とは

第一項概要

f赤田のみるくウンケーJ(以下「みるくウンケーJ) は旧暦 7月 16日に石川

家(大石川)を中心におこなわれる行事で、「三司官伊江朝睦日日記J(1816年)

に記録が残っていることから、現在まで 200年以上にわたっておこなわれている

とされる。 200年以上と言っても、昭和の始め 1930(昭和 5)年ごろに-..e_この

行事は途絶えており、 1992(平成 4)年の首里城公園の開園を機に、 1994(平成

6)年に行事の復興がなされ、現在では町を挙げての恒例行事となっている。『那

覇市史』には以下のように説明されている。

f七月に弥勅祭り、弥勅御迎(ミノレクウンケー)の祭りがある。首里赤聞の首

里殿内(スンドゥンチ)に安置された弥鞠は、七月十四日に御聞きの祭りがあり、

安置された弥鞠を出し、七月十六日に行なわれる行列の準備をする。

お祭りは赤田マチグチ(現在の与那原に通ずる赤田十字路)に「パンク J(組立

式舞台)を作り、パンク中央に弥鞠を安置し、周囲にミルク御美子(ミルクウミ

ングヮ)が並び、大きな香組に線香を上げて、東に向かい世果報(ユガフゥ)鹿

住箆ママ、健康祈願をして盛大に行なわれる。J*11 

これは fみるくウンケーj 行事の様子について那覇市史編集室がおこなった座

談会・12の記録勺3を元に記されたもので、昭和初期の「みるくウンケーj の様子を

'82012年 4月 26日照屋寛孝氏より聞き取り調査。
・9佐久本政教:1909 (明治 42)年、烏堀町に生まれる。実家は咲元酒造を営んでお

り、末っ子の二男として生まれた。瑞泉酒造を立ち上げた。首里三箇の出身として「赤
田のみるくウンケーJの復興にも携わる。
・ 10 佐久本政敦『抱盛とともに~ 1998年ボーダーインク p24
・11那覇市史企画部市史編集室編『那覇市史 資料篇第 1 巻 2~ 1970年那覇市役所
p700 
'12 1976 (昭和 51)年に那覇市史編集室主催でおこなわれた、大城!東洋氏、芸能・民
俗研究者の福地唯方氏、民族音楽研究者の事名盛昭氏による f赤凶みるくウンケーJ
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あらわしている。山内盛彬は、 f陰暦七月十六日には仏面を被って、豊年祝いのお

祭りの行列をした。その行列順序を述べると、ほていのような弥助仏を先導に、

役人達が唐唄を唄い、次に笠鳴子の弥勅節を踊り、しんがりには氏子遠の世俗の

弥鞠節を唄いながら、道をねり歩く、氏子とは赤田の背少年である J・14と述べて

いる。

現在おこなわれている『みるくウンケーjは 1994(平成 6)年に赤田のみるく

ウンケ一実行委員会によって復興されたもので、その形式は途絶える以前のもの

とは変更された点も多い。第四項以降で説明する内容は復興後の現在の「みるく

ウンケー」の姿を示す。 2012(平成 24)年で第 19回を数え、来年 20周年を迎

える赤田町の伝統行事である。

また、 1969(昭和 44)年から首里文化祭・15において「みるくスネーイJを参

加させている。スネーイとは他地域で f道ジュネーJと呼ばれているもので、集

落内を練り歩くことを示す。 2008(平成 20)年には国立劇場おきなわでおこな

われた『那覇・浦添 民俗芸能歳時記Jにも「赤田ミルクウンケーJとして参加

した。

第二項由来

『那覇市史』では以下のように紹介されている。

f今から三百年前首里殿内から派遣された、求道長老(グドゥチョウロウ)は

たい国に渡り、王に会い、当時琉球の教育の問題、信仰の問題について進言した

ところ、王は釈迦、孔子、弥鞘、何れを信仰したし、かと聞かれた。求道長老は小

さい琉球団では、平和を祈るためミルクを信仰したいということで、ミルクをた

い固から持ち帰り、首里殿内ではこれを毎年七月に御祭りを行なうことになった。

ところがある年首里に天然痘(チュラガサー)麻疹(イリガサー)が流行し多く

の忠者が出た。ところが赤田の村では一人の患者も出なかったということで、村

ではこれは弥糊様のお陰であると、その後赤田の村全体がミルクの信仰を申し出

の聞き取り調査。
・13 r弥鞠御迎の記録Jという名称で、聞き取った内容をほぼ箇条書きで書いている。

インフォーマントとなったのは全て途絶える以前行事を主導していた石川家に関わ
る人々である。
・14山内盛彬『琉球王朝古揺秘曲の研究J(W山内盛彬著作集』第二巻 1993年 沖縄

タイムス p360)1964年

・15首里文化祭:現『琉球王朝祭り Jのこと。首里の 19町がそれぞれ地域の旗頭や出

し物を出し、守礼門から烏堀交差点までの道を、パフォーマンスをしながら歩く。ま
た王朝行列といって国王や聞得大君などの扮装をして国王行列の再現をおこなって
おり、この祭りの目玉となっている。赤岡町の「みるくスネーイ Jは道聞きの意味も
込めて首里の各町の中では一番先頭に立ち、人々に世を授けている。
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て、首里殿内と赤田の村が共催で祭りを行なうことになった。J・16

その後、三殿内が併合され天界寺に移った後は求道長老に管理させ、祭りをお

こない、求道長老が大石川の先祖であったため、石川門中の人々がミルクを借仰

するようになったという。この元になった 1976(昭和 61)年の鹿股会では以下

のように、 4つの由来が聞き取られている。

①今から三百年前、首里殿内からたいこく(大国?)に派遣された求道長老(グドォ

ーチョウロウ)は大国で皇帝に会い、琉球の教育、信仰の問題について進雷した。そ

こで皇帝は、『釈迦J、f孔子j、『弥勅j の中から選択するように話された。そこで、

求道長老は、平和を祈願とする『弥糊j の掛け軸を持ち帰る。

②西来院の北谷長老(勝連長老)から大石川(ウフイシチャー)の先祖がみるくの掛

け軸を頂いた。

③寺屋敷にある寺の愚(グ)トゥ長老から、大石川の先祖がみるくの掛け軸を頂いた。

@首里勤めの隠淳長老から、みるくの掛け軸を大石川の先祖が頂いた。・17

ここでは、大石川の先祖が求道長老かどうかということについては触れないが、

「大石川の先祖がミルクの掛け軸をいただいたj ことが共通している。さらに復

興に際する聞き取り調査ではミルクの面に関して、「大石川家の六代田(十八世紀

中頃~十九世紀初頭)の時、嘉手苅のウスメーが絵像から面に仕立て上げたJ-18 

ということが聞き取られている。このことから、ミルクを祭りに出す以前からミ

ルクに対する信仰が存在したことがわかる。ただし、『那覇市史』の由来にある七

月におこなわれる『御祭り j が、現在まで続く「みるくウンケーJと同様のもの

であるかは不明である。またミルクを信仰し始めた時期にも違いがみられるが、

首里殿内での祭りなど、史料と突き合わせなければならないだろう。

第三項途絶える以前

(1)大石川について

大石川は途絶える以前に fみるくウンケーJを主導していた家である。石川門

中は、その祖は求道長老だとされ、以降他方に渡って広がっている一族である。

その本家が大石川と呼ばれ、首里赤田町の中心的な家であった。石川賞氏は、 f(赤

田町に住む石川の家はみな)家系図的には、近い方ではないが、当時は周辺に石

川の一門が数多く暮らしており、恐らく親しい付き合いをしていたものと考えら

.16那覇市史企画部市史編集室編、前掲書 p700
・ 17 赤田のみるくウンケー実行委員会編『赤田みるく復興の記録~ 2000年 p3
・18赤聞のみるくウンケー実行委員会編、前掲書 pl0
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れるJ・19と述べている。大石川は当時の周辺地繊では経済的にも裕福で、家屋敷

も広く、地域の模合いの場所にもなっていたという。つまり地域の人々を束ねる

中心的な存在であったことがうかがえる。

(2)行事の姿

途絶える以前の『みるくウンケーj の記録は存在せず、那覇市史編集室や、復

興の際におこなわれた聞き取り調査によってその内容をうかがうことができる。

以下は聞き取り調査の報告書『弥鞠御迎の記録Jを筆者がまとめたものである。

『みるくウンケーJは旧暦 7月 16日だけでなく、 14日から 17日にかけてお

こなわれていた。 14日から 17日はそれぞれ儀式があり、中でも 16日は実際に

ミルクが町内をスネーイし、人々に直接世果報を授けるということで特に重要な

日であった。

大石川に保存されているミルクの面と胴腹は、 14日に箱から出して、三方を囲

った別の箱に面と腹を直して一番座に飾り、下方の香炉に線香を焚き、供物(赤

鰻頭)をおいた。それから石川家の問中の人々を始めとして赤田の人々が拝みに

おとずれたという。これは 15日も引き続きおこなわれた。

15日は石川門中の人々が拝礼したのち、村顕の指導で歌、鳴物の練習とンカジ

旗の作成をおこない、赤田マチ(市場)にパンク(舞台)切を設営する。また小

道具類の点検(団扇、杖、提灯の張り替え)がおこなわれる。

16日の午後にはスネーイがおこなわれる。前日と同様に香を焚いたあと、午後

2時か 3時に大石川の本家を出発し、チイラグァーヌメー(寺の下)を通りミチ

グヤーを右折、首里殿内跡で一時休憩をする。その後またミチグヤーを右折しウ

フカクジャー(大角座)から赤田マチグヮーへと向かい、赤田マチに股置された

パンクでミルクの扮装をとき、崎山との境の道を大石川へと戻ってくるという順

路であった。

行列は赤田マチに着くと、ミルクの面を取って、パンクの上の台に台箱と面と

胴腹を乗せ、その前に供物の鰻頭を飾った。この鰻頭は拝礼後、 3個ずつ赤田や

百姓の人々に配る。大人たちは酒を飲み、車座になってミルクの前で、ミルクの

歌・21を繰り返し歌ったようだ。パンクでは歌以外の芸能はなく、そのまま日が沈

むのを待ち、沈んだら提灯に火をともす。その後、パンクから台箱ごとミルクの

面と胴腹をおろしてウドゥングヮーに乗せ、担ぎ、歌いながら鑑(銅鍵)を鳴ら

して大石川へと帰ったそうだ。

• 19 2012 年 11 月 28 日石川賞氏より聞き取り閥査。
・20パンクとは元はポルトガル語で、 f長椅子、縁台Jの意味である。沖縄では舞台の

ことを指す。
・21この『ミルクの歌Jというのは童歌『赤田首里殿内jではなく、『みるく昔風うたj

という歌である。
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【図 11以前のスネーイ順路(当問諭氏作『赤図民俗地図j を筆者が編集・加工)

17日になると、大石川では一、二番座の座敷を用いて、苦労に対する慰労の饗

宴を催した。石川門中の人々が酒造所を営んでいたので酒は十分にあったそうだ。

素麺の吸物が、大きなお椀にでて、『ガンジューウセー・22Jが出たと言う。 Zと

ョウ テンョウママの歌で踊ることもしばしばあり、この他にも fアカタ ンディ

ノレムラヤダンジュ トウ ユマリ ミルク ウミングァヌ ナドルチャラ

主ママj という歌も歌ったりした。ただしこの歌は行列のときには歌わず、酒の座

や村の季節のアシビに歌い踊るとある。

この行事のための資金は、数十人で構成された村頭切が毎年模合をおこして調

達していた。

第四項組 織 運 営

この行事をおこなう際、赤田町自治会とは別に赤田のみるくウンケ一実行委員

会を組織する。組織の構成も自治会長とは別に実行委員会長を立て、「赤岡のみる

.22これがどういったものなのかは不明。

・23村頭(ムラガシラ):模合い顕(ムエーガシラ)ともいい、この行事のために模合

いを起こして経費を調達する。特に定員はなく、 60人ほどいたと聞き取り調査の記

録に記されていた。終身職であり、赤聞の百姓に限られ、また『品行方正で酒にのま

れぬ入、煙草も節度あり、人望のある人』で、「相も見て、当たる人」を推鵬して決

めていた。
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くウンケーJのための特別な組織となっている。役職は会長、副会長、顧問、事

務局長、監事、会計がある。委員会の方針となる規約は 2010(平成 22)年に作

成された。

第五項単備から本番まで

『みるくウンケーJは準備として、実行委員会とその役員会、それと路次楽・24

の楽器の練習や会場の設営がおこなわれる。役員会は不定期に開催され、年間で

6回、実行委員会は年 2回もたれる。

毎年 5月上旬に実行委員会を開催し、前年度におこなわれた「みるくウンケーJ

に関する事業報告や決算報告をし、その年の事業計画予算を決める。このときに

fみるくウンケーJの日時を決定する。その後、 6月下旬--7月上旬から路次楽

の練習が始まる。練習は週 2回程度、 1回につき 1--2時間ほどおこなっている。

またパンクの設置は本番の 2週間前におこなう。

第六項構成

「みるくウンケーJはミルク行列が集落内を練り歩く「スネーイJと、ミルク

への感謝の気持ちを表すためにパンクでおこなわれる「ウトウイムチJとで構成

されている。

(1)スネーイ

ミルクの面、装束を実際につけ、供と行列の先導をし、その後を路次楽とミル

クングヮー(みるくの子ども、春族)、ミルクングヮーの父母・25が並び、赤田の

集落内を周り、人々に持っている団扇で世を招く。

赤田の路次楽で使用している楽器は、 f哨哨(そうな)方言名:ガク、ピーラノレ

ラーJ、『鍋鑓(どら)J r鼓(こ) 方言名:クー、ウスデーク Jr新心(すいしん)

方言名;チャンチャングヮーJである。

スネーイは赤田クラブから出発し、小一時間かけて赤田町内を練り歩く。ミル

クからの厄払いと福を招いてもらうために人々は路地で待機する。このスネーイ

は毎年琉球王朝祭りで、旗頭のほかに赤田町の出し物としておこなっている。

スネーイの順路としては赤田クラブを出発してから十一屋(トイチヤー)の角

を右折し、赤田町 1、2丁目周囲をまわるように進む。継世門で一時休憩と記念

.24路次楽とは、哨附を中心に太鼓や銅鍵を打ち鳴らしながら練り歩く音楽のことを
指す。 1522年に上里盛里(沢抵盛里)が明の路次楽の華やかさを見て、国王の威厳
を高める演出として取り入れたものであるとされる。現在では首里赤田町の他に今帰
仁村湧川・今帰仁村今泊の豊年祭、金武町金武の十五夜遊び、八重瀬町富盛の唐人行
列で見ることができる。 (r赤田みるく復興の記録Jp25--26参考)
.25ミルクングヮーは小さい子で 3歳くらいであるため、そのお世話をするために父

母が行列に参加する。
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撮影をおこない、再び十一座の角を右折して赤閲ク ラブへと戻る。
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1 (8] 21現在のスネーイの順路 (Googlcから引mしたものを筆者が編集 .JJIIL) 

(2) ウトタイムチ

スネーイがおこなわれたあと、赤田クラブの敷地内に設置されたパンク(舞台)

にミルクの函と胴脱が'ti:ti1され、実行委員会会長と自治会長でミルクへ感謝の祈

願がおこなわれる。その後、童歌の f赤国首堅殿内」から始まり、婦人会や子供

会からの出し物でミルクをもてなす。

(3) 主主飾り

ウトウイムチの後は耳然りとして赤岡田T自治会主(犯の徐踊りがおこなわれる。

地後は家庭用の打ち上げ花火で締めくくられる。

第 七項衣装 ・道具

(1) ミノレク

面をかぶり、胴版をつけ、外側から黄色 ・朱色 ・白色の着物をえす、肢に黄色の

布を結んで止める。またでf元にも黄色の布を巻く 。足には先の尖ったIE靴をはく 。

右手に団扇、左手に錫杖を持ち、スネーイの際はこの団扇で人身を悶ぐ。

面は張り子型で、和紙で{乍られている。形を作ったその上から和紙を貼り、色

つけ後、ニスを主主ってカu工している。絞った時にiI討を見るための穴は特にあいて

おらず、そのためお供に錫杖で誘導 してもらわなければならない。胴肢も面と問

機の作り で、後ろで総を結ぶことでつけられるようになっている。'd"段は赤図ク

ラブ内にある赤田弥制御堂に安位されており、ウドゥングヮーと呼ばれる台に函
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と胴腹を乗せ、その前に香炉と湯のみを置き、拝めるようになっている。

赤田弥鞠御堂は赤田クラプの片隅に設置されたミルクの面や胴腹、掛け軸を安

置するための御堂である。復興の際、取り組みのーっとして建設された。弥勅御

堂の下は棚になっており、行事に用いる草履やハチマチ(柏)が収納されている。

(2)路次楽

赤田の路次楽にはガク、銅鍵、クー、チャンチャングヮーが使用されている。

ガクはチャルメラとも言い、一般的にはこの名称の方が有名である。ガクにはり

ードが必要不可欠だが、現在は台湾や中国製のものを購入して使用しており、今

後は「県内にあるススキや華の茎、わらの芯などを用いて赤田町独自で作成でき

るようにすること 1・28を線題として掲げている。

現在使用している銅鍵は 1997(平成 9)年に台湾台北市にある楽器庖で購入し

たもので、首里文化祭などでこれまで使用されていたものより一回り小さいもの

になっている。以前のものは「音の響きが小さいことや重量があることから現在

のものに変更したJ・27という。

クーは途絶える以前の路次楽にはなかったものであるが、復興の際、『町民や

阿波連本勇氏からのアドバイスによって路次楽に厚みをもたせるためにJ・28加え

たとある。長期間の練習を必要としないため、多くの町民が参加するために必要

な楽器となっている。

チャンチャングヮーは中国や台湾の路次楽で使用される小型の金属楽器で、シ

ンパルのように両手で持ち鳴らす。復興当初は中型の物を使っていたが中国・台

湾の路次楽を参考に小型のものに替えたとある。

途絶える以前には路次楽を演奏する人々の衣装は特に指定されていなかったが、

復興の際に見栄えを良くするため、衣装を統ーした。水色のハチマチをつけ、シ

ルチョウ・29と呼ばれる着物を着て紺色の帯をしめ、草履をはく。

(3) ミルクの供とミルクングヮー

ミルクの供は途絶える以前は、頭にハチマチ、黒の三角帯を締めていた。現在

は路次楽と同様の衣装を身につける。

ミルクングヮーは頭に紫色のティサジ(手巾)を巻き、赤田町のマークが入っ

た背いハッピ(法被)を着て、ンカジ旗・30を持つ。ンカジ旗とは棒の先に三角の

026赤田のみるくウンケ一実行委員会編、前掲書 p23
・27脚注 26に同じ
028脚注 26に閉じ

・29シルチョウ(白朝):王国時代に使用された朝廷用の衣装の一種で、真白い麻の礼
服のことを言うが、赤聞の路次楽が使用するのは朝衣の一種で薄茶色のもので、実行

委員会ではこれをシルチョウと呼んでいる。
・30旗の周囲がギザギザになっており、ンーカジ(ムカデ)に似ていることから「ン

カジ旗Jと呼ばれる。
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布をつけたもので、三角の布の中心には黒い円が備かれている・310

[リn11ンノJジhJeを持っ て

スネーイするミルクングヮー

第八項配役

(1) ミルク

l 凶 31ンカジ以のデザイン図

(~亦 111 みるく 復興の記品川亦川のミルク

;M行~ L~ ~~W 2000 '1' p49からづIJlll

途絶える以前ifは村lIJiからi:.iiばれたが、現在ミルクの耐をかぶる人は特に年齢な

どの規定はなく、るが凹町のために献身的に活動して くれる人で町民の手本となる

ような入金選んでいる。 しかし 11月の琉球王朝祭り(首里文化祭)では万が一

ミルクを演じる人が体調不良になった傷合、代役ができるように、 8月の fみる

くウンケーj とは日IJの人が面をかぶりおこなう。

(2)路次梨とミノレクングヮー

ミノレク行列を [(1/1>止する路次楽は町内の中高生を中心にfi育成されている。クーは

小学校高学年の子がJ担当し、中日生l士主にガクを打1当する。復興当初jは背年にま

か止るということだったが、人材育成という目的から、中日生にさせるようにし

てし、るとし、う。

ミルクングッーはIlIf，l、lの子供や近くの城南小学校の生徒を必って椛成している。

このHキミノレクングヮーは小さい子だと 3歳くらいになるため、世話役として父母

も行列に加わり後ろからついて歩く 。

第三節 「赤聞のみるく ウンケーJ行噂の復興

「みるくウンケーJは 1930(自信布15)年ごろに一治途絶えたが、 1994(平成 6)

年に、当時県庁総口であった石川賞氏や赤田町自治会をや心に復興なされた。た

だし筏興以前も 1969(昭和 44)年から首里文化祭に「みるくスネーイ Jとして

参加しており 、この従興は「みるくウンケーJという行事としての復興を指す。

'31本米御短時{}のンカジblcは中心の川が朱色である.'u:f-'t!:祭ifil1llL~は、外と色は首塁王
J(.fがmいていたので恐れ多いことから烈色にしたのではなし、かと述べている。
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fみるくスネーイJとしての首里文化祭(現琉球王朝祭り)への参加は、現在ま

で引き続きおこなわれている。

『みるくウンケーJが 1994(平成 6)年に復興してから 6年後、 1冊の冊子が

発行された。それが『赤田みるく復興の記録』である。これは復興を成し遂げた

赤田のみるくウンケ一実行委員会のメンバーを中心に編集委員会を組み、復興の

際に用いた歴史資料や文献資料、赤田のミルクと他の地域のミルクとの比較や、

あるいは聞き取り調査の記録、首里文化祭における「みるくスネーイJに関する

記録、復興時の記念式典のプログラムなどをまとめ、編集したもので、復興に関

する様々な情報が結められた 1冊となっている。

この節では『赤田みるく復興の記録』に則り、「みるくウンケーJを復興させる

にあたって、赤田町の人々が具体的にどのような取り組みをおこなったのかを述

べていく。また、どのような流れで復興が成し遂げられていったのかは、最後に

挙げる『赤田のみるくウンケーJに関する年表を参考にしていただきたい。

第一項 『赤田のみるくウンケー』の断絶とその復興

「みるくウンケーJが途絶えたのは 1930(昭和 5)年頃だとされている。新聞

資料からは 1914(大正 3)年の『琉球新報』の記事「首里三ヶで 8/26に弥軸踊

りが行われ、烏堀町の綱曳が 8/27に行われるj を最後に取り上げられておらず、

一体最後がいつおこなわれたかは不明である。断絶の理由として、現実行委員会

会長の照屋寛孝氏は、 fみるくウンケーJをおこなっていた石川家が酒屋であった

ことと関係して、世界大恐慌の影響により不景気になりできなくなったのではな

いか閣と述べている。ここでその時代背景について考えてみたい。

1908 (明治 41)年に導入された酒税法は、その税の基準を日本全国と同様に

したものである。それまで沖縄は全国の基準よりとても安価な焼酎税がかけられ

ていた。しかし全国への酒税法の導入により、県下では沖縄県酒類出港税・33とい

う税がかけられることになった。この税が度重なる税率の改正により、税率があ

がり、全国的に泡盛の需要が低下したことで、抱盛不況という時代に陥ったと考

えられる。

泡盛業によって支えられていた村の経済は、酒税法の導入に加えて、大正末期

から昭和初期の『全国的な不況の波をもろにうけ、倒産する酒屋が続出し1・34た

こともあわせて、資金不足に陥り、行事の断絶へといたったものと考えられる。

•32 2012 年 4 月 26 日照屋寛孝氏より聞き取り嗣査。
・33沖縄県酒類出港税:県外に移出される泡盛・焼酎に特別にかけられた説。県内に

出荷されるものには今まで通り安価な焼酎税をかけ、他県との税の差を縮める目的の

ため制定された。
・34佐久本、前掲書 p24
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その後、戦争を経て首里の伝統文化の保存・継承を目的とした首里文化祭が

1966 (昭和 41)年から開催されるようになり、当時自治会長であった石川逢一

氏を始めとするメンバーが『みるくスネーイ j を復興させ、 1969(昭和 44)年

から参加している。ミルクの面は佐久本政教氏が寄贈し、衣装も形式も fみるく

ウンケーj 時の姿をできるだけ復元したが、行事の復活までは至らなかった。

1992 (平成 4)年に首里城の復元、首里城公闘が開園したことにより首里城と

関係の深い王府の文化への関心が高まっていた。ちょうどその時県庁の企画調整

室に勤めていた石川賞氏が、 1976(昭和 51)年に那覇市史編集室主催でおこな

われた、「みるくウンケーjの聞き取り調査の記録を偶然見つけ、具体的に復興を

目指すきっかけとなった。石川賞氏によれば、 f首里城が復元したのなら、自分た

ち首里の住民が(首里城に)精神を入れなくてはならないと感じたJという。ま

たこの「伝統行事が復興することによって子供たちにも自分の生まれた地域に残

る伝統があることに誇りを感じることができるようにJという人材育成の意味も

込めていたようである。また当時、石川賞氏自身が仕事柄企画をすることに長け

ていたのも、復興につながった要因であったと述べている。元々関心は高く、ま

た首里文化祭ですでに『みるくスネーイJの復活を果たしていたため、先導でき

る人物がいれば復興は容易だったのであろう。

第二項 復興の取り組み

復興への取り組みは大きなものとして実行委員会の成立・広報紙の発行・聞き

取り調査が挙げられる。この項ではこの 3つについて大きく取り上げると同時に、

関連するその他の活動についても述べていく。

(1) 実行委員会

1993 (平成 5)年 9月 28日に赤田クラプにて石川賞氏や自治会長を中心とす

る5名による『赤田のみるくウンケー』復興に向けての会合が聞かれ、その 2ヵ

月後の 11月 21日、『復興をはかる話合いJと称する会合が持たれた。ここで初

代会長に上江洲安雄氏が就任し、赤田のみるくウンケー実行委員会の発足となっ

た。また復興作業の具体的な方法や手順を行程表にまとめ、提案された。この話

合いは 11月 17日に発行された広報紙で告知されていたが、集まったのはやはり

年配者が中心で、年若の人々はあまり積極的ではなかったという。話合いに集ま

った年配者逮は自分たちが幼少の頃に見ていた行事を復興させることもあってや

る気に満ちていた、と石川賞氏は当時を撮り返った。それでも 11月の話合いで

は参加者は 21名にとどまり、翌年の 1月 23日に発行された第 3号では「次回は

若い人や 30代......60代の人も集って、皆で智恵を出し合い、赤田のみるくウンケ

ーを立派なものにしたいJと、より多くの参加者を集っている。

実行委員会は記念すべき第 1回会合を 1994(平成 6)年 1月 30日におこない、
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これまでの作業報告とこれからの作業日程、予算の決定、ミルクに関しての情報

交換などが話し合われた。会合は実行委員会の役員会が中心に持たれ、実行委員

会の第 2回会合は同年 5月 15日に開備された。参加者は 26名で、主に作業の進

展状況の説明を中心におこなわれた。

第二節第四項『組織運営Jで、現在の実行委員会の役職について述べてあるが、

実行委員会を初めて組織したときとは多少異なっている。当初は会長を始めに、

顧問、事務局長、書記、会計、監査がおり、担当涯として総務班(班長、班員)、

演出班(班長、班員)、広報班(班長、 1-3丁目各担当)があった。

また、実行委員会は赤田町自治会の後援を受ける形で復興に取り組んだが、他

にも寿会{老人クラプ)や背年会、婦人会、子ども会の協力があった。青年会に

は奉納殿である『赤田弥鞠御堂jの建設やウドウングワ}怖の製作、バザーの開

催単備や路次楽の練習など、婦人会には衣装の縫製、子ども会にはンカジ旗の製

作、バザーの準備、路次楽練習への協力、寿会にも「赤田弥鞠御堂Jの建股とウ

ドウングヮーの製作など、それぞれを担当するだけでなく、互いに協力をしなが

らの復興であったといえる。

(2)広報紙

「みるくウンケーj 復興のために実行委員会から広報紙を発行している。これ

は『みるくウンケーj を知らない世代の人たちも含め、より多くの人の支持を得

るため、あるいは協力を呼び掛けるのに用いられた。創刊は 1993(平成 5)年

11月 17日で現在まで年に 2回を目安に、 48号に渡り発行されている。復興の取

り組みがおこなわれた 1994(平成 6)年は特に多く発行されており、創刊から 8

カ月の聞に第 8号まで発行されている。

(3) 聞き取り調査

復興は聞き取り調査を中心におこなわれた。この聞き取り調査は 1993(平成 5)

年の 8月 27日を始まりとして、 1994(平成 6)年 8月 14日の復興をはさみ、 1995

(平成 7)年の 5月 20日まで続けられている。インフォーマントの対象となった

のはミルクの行事をおこなっていた大石川の人々から、戦前赤田町で暮らし大石

川の「みるくスネーイ j を見た人、面作成の関係者や博物館関係者や研究者など

できるだけ本来の姿を復興できるようにと多岐にわたっている。聞き取り調査の

内容については『赤田みるく 復興の記録』に詳述されているので、詳しくはそ

ちらを参考にされたい。

(4)復興への道

復興するためには、椴々な経費として資金が必要である。主として町民と町外

の関係者の方からの寄付金を募った。その他にも資金調達の名目で 1994(平成 6)

.35ウドウングヮー:ミルクの面と胴腹を載せるための専用の台座のこと。
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年 7月 17日、各家庭から結婚式の引き出物やもらいものなどを提供してもらい、

赤田クラブの中庭に広げてバザーがおこなわれた。このバザーによって、初めて

赤田クラブに足を運んだ町民もおり、復興に向けての盛り上がりに効果を発揮し

たそうだ。

資金の調達も含め、復興するにあたって、新たに製作するものや調達しなけれ

ばならないものが多々あった。まずミルクの面と胴腹を安置するための御堂の建

設である。首里文化祭に参加している当時は、赤田クラブの押し入れの中に保管

しており、 11月 3日の文化祭の時のみ出し入れをおこなっていた。しかし、「み

るくウンケーJという行事を復興させるにあたって御堂の建設をすべきとの声が

上がり、御堂が建設されることとなった。理想的には行事の日以外にも多くの人々

に拝んでもらえるよう、屋外での建設を希望していたが、予算の関係と復興まで

の期間を考慮し、赤田クラブの屋内に設置し、安全管理をすることとなった。ま

た中にある、ミルクの面と胴腹、団扇を乗せるための台座であるウドクングヮー

は、聞き取り鯛査の情報を参考にして、青年会や多くの町民の協力で作り上げた

そうだ。

ミルクの衣装は、路次楽のシルチョウと合わせて、婦人会の献身的な作業で縫

製された。ンカジ旗も子ども会の保範者たちが総出で、 100枚以上を作り上げた。

また、ミルクの面と胴腹は新調することを目標としていたが、資金や時間の関係

で、第一回の復興には首里文化祭で使用していたものを使用した。

「みるくウンケーJをおこなう上で重要なものは路次楽の復活であった。首里

文化祭で参加させた「みるくスネーイ」は、ミルクのみが練り歩くもので、本来

あった路次楽は復興されていなかったからである。路次楽の中でも、特にガクは

短期間でできるものではないため、その練習には多くの時間が費やされた。ガク

の練習は全 10回を超え、第一回『赤田のみるくウンケーj の本番で、無事に復

興を果たした。路次楽の復興には特に大変な苦労を強いられたようで、出演する

人などの選出にも時間をかけている。中学生を中心とした学生の参加は、今後行

事をおこなうにあたり後継者の育成を容易にし、それは現在までも受け継がれて

し、る。

これらの取り組み以外にも f赤田首里殿内Jの歌詞に登場する黄金灯篭(提灯)

の作成もおこなわれた。以上のように、全てが町民の手作りの行事であったとい

える。

(5) 文化祭から伝統行事へ

この復興の重要な点として、神観念の復興が挙げられる。首里文化祭において

「みるくスネーイ j を復活させたとき、ミルクは神ではなく、余興の 1つという

捉え方をされていた。戦前の「みるくウンケーJを見ていた首里の人々は、少な

からず無病息災をもたらす神という認臓を持っていたと考えられるが、途絶えて
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から 30年以上経っており、特に若い世代の人々にはあまり実感を持つことはで

きなかったという。社会情勢や生活様式の変容により、人々の神観念も変わって

来たのだろう。そのため、復興の際には広報紙で f赤田首里殿内j を大きく取り

上げ、他の地域のミノレクを載せることで、神であることを強鯛し、その復活を図

ったと言える。御堂を作り、人々が日々拝めるようにしたのもミルクが神である

ことの意識づけになっただろう。また衣装にも細心の注意を払い、途絶える以前

のミルクの姿に近づけた。さらに行事をおこなう際にも、ミルクの着付けがおこ

なわれるときはできるだけ人に見せず、撮影を禁止するようにした。結果的に赤

田町では、ミルクは世を招く神様として認識され、人々が頭を垂れるのである。

第四節 2012年 8月19日『みる〈ウンケーJ行事の悶査報告

2012 (平成 24)年 8月 19日、復興から第四回目となる『みるくウンケーJ

行事が執り行われた。当日の予定スケジュールは以下のとおりである。

9: 00 実行委員会役員の集合

13: 30 路次楽着付け

14: 30 ミルクングヮー{子ども会)着付け

15: 30 ミルクへのウガミ(拝み)

15: 45 ミルク着付け

16: 30 スネーイ開始 (17:30赤田クラブ着)

18: 00 パンクでのウトウイムチ (......19:00) 

19: 00 自治会主他の盆踊り

21 : 00 花火打ち上げ

赤田クラブ内は着付けのために婦人会を中心に大勢の人がいて、赤田弥鞘御堂

は扉を開けており、その手前にムジュクイ(供え物)が供えられていた。

ムジュクイは左から順に果物・みるく鰻頭・餅・重盛り・鰻頭・野菜の順に並

べて供えられていた。みるく鰻頭とはただの鰻頭ではなく、赤色の「田Jという

赤田のマークである模様が入っている。

元来ムジュクイは、五穀豊穣の神でもあるミノレクに捧げるものとして、沖縄(赤

田町のみかは不明)で生産されたものが供えられていた。パパイヤ、バナナ、芋、

ゴーヤ、ヘチマ、冬瓜等の比較的日持ちするものが選ばれていたと考えられてい

る。その趣旨から現在は、県内で生産されている野菜や果物を用いている。また

その年に手に入るものを用いるため、ムジュクイの内容は毎年多少変動する。

.46・



I写真 2)ミルクへのtJtえ物 I写n:3)配布されたみるく鰻矧

:m次楽隊やミノレクングヮーなどの着付けがおこなわれるさなか、 ミノレクに拝み

をしにくる町民が多数いた。毎年挨拶に紛れているという大石川の直系W の方も

家銭iiliれで挨拶に来ていた。町民の中には赤ん坊を述れてくる人が多く、ミルク

に無病息災や赤ん幼の健康を願っていた。また年配者の方も拝みに来ている様子

が多数兄られ、観光客や赤岡町外の人々も2Jjれていた。

[写真 5)ミルクへのlIiみをする

[写n:4)ミルクを符みにKJiれた大石川の人k

15:30からミルク への符みをする予定であったが、結果として 12分遅れの 15:

42からミルクへの伴みがおこなわれた。本来会長 ・自治会長 ・実行委凸会役員に

加えて、ミルク役の人、供、路次楽のメ ンバーでおこな うが、 今回は路次楽のメ

ンバーが多かったため、人数の関係で路次泌は中市生のみとなった。一礼をした

あと 、方言で fこの 1年Ii:l見守って下さったf訓JtしJr町民の安全祈願Jr赤岡町繁

栄Jを祈願し、唱えを終えると再び一礼をして、ミノレクへの拝みは終了した。

' 3G 大石川の直系の方は、 J~ 9.lが県外に出ており、，"<111町内には住んでいない。 長女
が北谷町に嫁いでいる。
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持みを終えるとミノレクの計付けがあるため、路次楽のメンバーや赤岡町の関係

者以外は赤間クラブへの立ち入りはま楽止となった。禁止の理由は、人からや11への

変身、や11の誕生のl瞬間をあからさまに見 せたくないという 紳観念によるものだと

思われる。 ミルクの務付けは 4~5 人で手伝い、 11 月の琉球王間然りより倣111に

おこなわれていた。 ミルクのa行付けの順番は靴から肢かせ、胴阪をつけ、その後

清物を着せ、首周りの布をかぶせてから手袋をする。着付けの際、はやはり写:J'iの

鍛彫などは禁止されており、弥制御堂から胴肢を取 り出してから以降、御堂や治

{寸けのシーンも全ての線影が禁じられた。

外では 16:00前から周辺の人々や県内以外の観光客の人々が集まり、赤岡ク

ラブの広場はにぎわっていた。カメラの耳目仰をする者や互いに後拶を交わす悌子

からは、ミルクが霊場するのを楽しみに待ち榊えているのがうかがえた。

16: 15から、パンクのiIIJでミルク行列のがi者の紹介がなされた。ミ ノレク役の人

も紹介しており、会長のR寝屋'見学氏によれば、この紹介以外で維が ミルク役かと

いうことはあまり大身的には話さないという。16:25に路次楽 ・ミノレクングヮ-

lliが終列し、演奏が始まると、まもなくミルクが登場した。

大勢の人が押し寄せる中をミ/レクがilliみ、その後に路次楽とミルクングヮー遥

が続く 。銅鑓を打ち、クーとチャンチャングヮーのリズムに合わせて、プJクが宣Z

I:lkr赤岡首里殿内Jのメロディを奏でる。ミノレクは沿道に出ている人々 l人 1人

にt!tを招きながら、順絡を進んでいった。順路の途中ではミノレクに悶いでもらう

ために子どもを連れて来た、と昔話している人もおり、子どもの健康を祈る父母を

見かけることが多かった。 また中にはミルクの姿に怒れて泣き IU~ぶ子どもの姿も

あったが、足の悪い高齢者の方がわ5わざ10五iに出て、ミルクに碩を垂れて悶い

でもらう姿はとても印象的であった。

ミ/レク行列一行は 17:10頃継世門へと主I1紛し、そ こで記念搬影と一旦の休砲

が持たれた。またこの場所は赤岡町がー笠lできるため、 ここ で 1似l分「赤田首里

殿内Jを淡奏し、村へと世果報を招く 。

[写真 6)沿道に出てミルクに仰いでもらう人身
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17: 17に再び隊列を整え、次は赤田クラブへと向け出発した。ティラグヮーヌ

メー(寺小の前)と呼ばれる道を進み、西来院遺磨寺の前では拍手で迎えられた。

その後、 17:32に赤田クラブに到着し、観客の拍手で迎えられると、そのままミ

ルクはクラブの建物の中へと入り扮装をとく。そして、実行委員会副会長から

18: 00からのウトウイムチ(奉納芸能)のアナウンスが入り、パンクでのウトウ

イムチが始まる。

ウトウイムチのプログラムは以下のようになっている。

1、わらべ歌 f赤岡首里殿内1

1 主他者あいさつ

3、舞踊 旬、ぎやで風J

桶、当たり前体操

5、激励の挨拶

一一みるく鰻碩の配布一一

6、少年・少女空手

7、激励の挨拶

8、琉球舞踊 『加那ヨーJ

寿、お礼の挨拶と盆踊り開始宜首

ウトウイムチはパンクの上でおこなわれる、ミルクをもてなすための町民から

の出し物である。童歌『赤田首里殿内j やみるく鰻頭の配布、町内空手道場の組

手は昭和の初期でもおこなわれており、復興してからも毎回披露され、祭りを盛

り上げている。

ガクの音色に合わせて子どもたちが「赤田首里殿内Jを歌いあげ、実行委員長

の挨拶や出し物の後、みるく鰻頭が赤田町の人々を始めとして観光客にもふるま

われた。その後、空手の組手や舞踊がおこなわれ、赤田町自治会長からの挨拶で、

f赤田のみるくウンケーj 行事は終了した。

行事の終了後は自治会主催の盆踊りが設けられ、今日一日行事に取り組んだ

人々は労をねぎらうように盆踊りに参加していた。特に参加した子どもたちは舞

台に上がって踊ったり、出庖で楽しんだりとにぎやかな様子を見せていた。盆踊

りの締めとなる花火の打ち上げでは、家庭用の打ち上げ花火を赤田クラブの隣に

あるアパートの屋上で打ち上げていた。

一日全てのプログラムが終了した後、舞台の飾り付けを全て取り払い、その舞

台の上で反省会がおこなわれた。反省会は飲食をしながら文字通りの反省や感想

を言い合う会で、行事を終えた実行委員会役員や自治会役員の人々は年間の一大

行事が終わった達成感を互いに分かち合っていた。この行事での挨拶は全て首里
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赤田の方雷でおこなわれため、自治会長の佐和田健治氏は f(自分は赤田出身でな

いから)しっかり首里赤田の方言で挨拶できるか心配していたが、できて安心し

たJとほっとした様子だった。その他の人々も、今年は特に子どもの参加が多く

例年以上の盛り上がりを見せたことを喜んでいた。

行事の聞を撮り返ると、大人が、子どもが、青年が、老人が、全ての人がこの

行事に聞かっていることを実感することができた。また、行事を盛り上げるのは、

赤田町の人々だけでなく、見物に来た町外の人や観光客もそれを担っているのだ

と感じた。

第五節 赤田の人々とミルク

これまで、赤田町のミルクについて詳しく見るために、行事概要からその復興

に至るまで、また現在の様子を述べて来た。ここで赤田のミルクについて整理し

てみたい。

第二節第二項『由来Jで述べたように、赤田町のミルク信仰は大石川から始ま

った。大石川の先祖がミルクの掛け軸をいただき、最初は大石川で信仰していた。

村での信仰のきっかけとなるのは天然痘、麻疹の流行である。元々のミルクが一

体どんな神として認識されていたかは知るすべがないが、病魔の流行が原因で信

仰が始まったとするならば、人々がミルクに求めたものが五穀豊穣ではなく“厄

払い"の要素が含まれていたと考えられる。復興時の資料の中に、「赤聞のみるく

ウンケーJが他の地域とは異なることを強調するために無病息災を押しだした方

がよいとあったことから、赤田町においてミルクは“無病息災"であり、ひいて

は“厄払い"をおこなう神であったと言える。また、復興当時からの新聞でも、

その多くが無病息災の文字を連ね、より“赤田のミルク=無病息災"の要素を強

めたと考えられる。このことから赤田では生活の変化などの要因により、神観念

が変化したといえるのではないか。

また今回おこなった鯛査では、伝統行事をおこなう意義というものを感じられ

た面が多かった。実際、年々祭りの参加者は増えており、その中には県外出身者

も多く、地域住民を繋げる新たな取り組みとなっていることも注目すべき点であ

る。それは様々な人々が混ざり合い、また生活も一新している現代の中で、祭り

をおこなう意義にもなっているのではないか。『みるくウンケーJは信仰という点

だけでなく、現代における祭りを考える点でも重要な事例であると言えるだろう。

第二章 比敏

第一節 西表島祖納S帳簿・:節祭におけるミルク

fはじめにJで述べたように、ミルクは琉球列島全域に渡って信仰されている。

第一章では沖縄本島の那覇市首里赤田町におけるミルク行事、『赤田のみるくウン
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ケーj の様子やその復興から、どのように信仰されているかを述べて来た。それ

を踏まえて、本節ではミルク行事が盛んである八重山に目を向けたい。今回は行

事が古くから受け継がれており、現在もなお、その信仰が厚いと恩われる西表島

祖納集落を取り上げる。

祖納集落がある西表島は八重山諸島の中で最も大きな島で、県内でも沖縄本島

に次いで 2番目に大きな島である。祖納集落は西表島西部に位置しており、歴史

的には西表西部一帯を統治するために f西表村Jr鹿田城村Jの 2つの番所が置

かれ、西表西部の中心的な村であった。祖納集落の御棋にはツカサ(神女)がお

り、年に 9......10回、御搬に参るウガン(御願)行事がある。節祭はその中でも最

も盛大に行われる行事である。

節祭は農耕社会における正月であり、稲や粟の播種から収積まで次のサイクル

に移るための年間の区切りとなる行事である。本論ではミルクに注目するため、

節祭自体については諸文献を参考にしていただきたい。

1日目、大晦日にあたる年の夜(トゥシヌユー)では集落の消掃や各家庭での

振る舞い、節祭の芸能道具の点検や修理がおこなわれる中、ミルク勺7の面も取り

出され、点検がなされる。夜にはウプシクミと称してスリズ(公民館)に集まり、

翌日のアンガー踊りや棒術、狂言の総予行演習がおこなわれる。このときミルク

行列も予行演習がおこなわれ、団扇の扇ぎ方や歩く速さなどを合わせる。このと

き仮面は用いない。

2 日目の正日はユークイ(世乞い)と言われ、ミルクはスリズでミルク起こし

の儀式をおこなった後、二番旗頭・38と行列を伴って集落内を歩いて前泊の浜へと

向かう。ミルクは「子たくさんの神Jと考えられているため、ミルクの後ろには

五穀持ち、御神酒持ちがおり、更にその後ろにミルクの供が続き、全員で 20......30

名の集団になる。前泊の浜では、船子全員でピョーシ・39をおこなった後、弥勤節

(ミリクプシ)を歌いながら、ミルクの行列が前泊の浜に入場する。ミルク行列

はそのまま股置された桟敷へ行き、ミルクは海に向かつて船元の座のちょうど中

央付近にある椅子に座る。その後、前泊の浜で世乞い儀式や奉納芸能がおこなわ

れ、ミルクは途中、椅子から立ち上がり f座舞J・40をする。全てのプログラムが

-37祖納の方言名ではミリクとなる。

・38旗頭は全部で 3本あり、それぞれ一番旗頭、二番旗頭、三番旗頭となっている。
スリズでの儀式が終わった後、一番旗頭とともに船子(世乞い儀式で船を漕ぐ男子)
全員が、二番旗頭とともにミルク行列が、三番銀頭とともにアンガ一行列が前拍の浜
に入場する。
・39ピョーシ:船元の御座でおこなわれる芸能で、『ヤフヌテイ j とも称される。船子

たちが栖を持ち、船頭が太鼓に合わせて歌い、それに合わせて船を漕ぐ所作で踊る。
・40プログラムの途中でミルクが立ち上がり船元の座の中で様々な方向に向かい厨ぐ.
このとき手を合わせて礼をするツカサ(神女)もおり、とても印象的である。
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終了すると、再び入場と閉じように二番旗頭に続いて退場する。このとき来た道

を戻るのではなく、入場の際に進んできた方向へ行き、集落をまわるようにして

スリズへと戻って行く。これにより村の隅までミルクが世を運んだことになる。

そうしてスりズヘ戻った後に、ミルクから人に還る儀式がおこなわれ、祭りでの

ミルクの役目を終える。

【図 5)西表島祖納のミルクが通る順路

<r竹宮町の文化財第 4集

闇指定重要無形民俗文化財

西表島の節祭(祖納編)

民俗文化財地織伝承活動

(資料作成・周知)報告書』

竹宮町教育委員会編 1997年 p49より引用)

節祭において、ミルクは世果報をニライ・カナイから運んでくる神として重要

視されている。前泊の浜への入場の際に、浜辺を横切って歩いてくるのは、洋上

遥か彼方にあるとされるニライ・カナイから世を招いてやってくることを象徴し

ている。ミルク役の人は、スリズでおこなわれる儀式(ミルクの儀式)からその

日全ての儀式を終えるまで、平均しても 6時間以上の長い時間、衣装と仮面をつ

け、水分をとることも、用を足すことも許されないため、とても過酷な役目であ

る。ただし、儀式の時間はフニクイ(舟漕ぎ)を満潮の時間に合わせるため一定

でなく、 2012(平成 24)年は午前 10時 47分が満潮時間であったので、扮する

時間は 5時間 33分といつもより短い時間であった。

ミルク役の人は、集落内の男性から選ばれる。集落内の数え年 49歳の男性が

選ばれ、カフヌピトゥ(果報の人)と呼ばれる。カフヌピトゥを選ぶ際、集落内

に住んでいるということ以上に普からの血縁を優先する。例えば、移住してきた

者で 49歳の者があっても、他島に住んでいる古くからの祖納出身者と血縁関係

のある者が優先される。また、この集落内の 49歳の男性という基準は、当初か

らあったものではない。資料によればJ村人の口承によると以前は舟漕ぎ、棒術、
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獅-f舞などの芸の出来ない者が扮 した・4IJとある。現公民館長のJJII似陳氏によれ

ば、 「ミルクは大変な役目であるためにやりたがる人がおらず、半ば無理やりやら

せるために設定した。49殺というのは一得村のために働いていると凡なすこ とが

できる年齢Jであると2・う。現在では 49歳の中でもI訟も誕生日の早い人に ミル

クの役闘をどまかせているそうだ。

しかしこのように大変な役目だと 敬遠されがちになるだろうが、ミルクの神と

しての信仰はj写く 、今回*者が見た ミルク役の男性も、『大変光栄で、名称ある役

目j として受け入れていた。

第二節 赤図のミルクと祖納のミルク

[写ns1lが凶のミルク [写真 91lJ1納のミルク

[ .. ~ 21凸虫赤図自Tと商袋g，組制iのミルク比較"Je

'u'毘赤悶町 西袋五1Jt且納

JOI日 |日II!Y7月 16日 旧!日i8， 9月の成子

行事 「赤聞のみるくウンケーJ rai伐の 2日目(正日)

ミル夕、 供、路次楽 (銅鍵、 プj ミルク、ミ ルクのfJH娘・姉人途上

形式 ク、チャンチャングヮー)、ミル 地綴(三線、太鼓)

クングヮー

面、胴腹、下から白 ・赤 ・黄色 面、黄色活物、 1fi・色?lf、t:f.履、手

衣装 に盤ねた~J物、腰 ・ 首に黄色布、 袋、団扇、杖(六尺)

底靴、 手袋、団扇、錫杖

赤回目Tの外 i~:1をまわる スリズからiIIl泊の浜、 1佐乞い儀式

AA路 を終えたf炎上村を通りスリズへ

戻る

行為 沿道に出る人々に団扇を扇ぐ 移動の際に団関で扇ぐ

. 'Il 竹山 IUf教 î'ì' <t< n会制、 lìíjj也、~~ p30 
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継世門で村全体に団扇で扇ぐ |奉納芸能の途中での座舞

村のためによく働いてくれる人|カフヌピトゥと呼ばれる 49歳の

皆の手本となる人望ある人 |男性

先の写真 2枚は、それぞれ赤田のミルクと、祖納のミルクである。これらの違

いを表にまとめたのが表 2である。以下比較をしていく。

まず行事自体についてであるが、首里赤田町では f赤田のみるくウンケーJと

いう名前からも見えるように、ミルク単独での行事で、ミルクが世果報を運んで

くるスネーイとミルクをもてなすウトウイムチの二段構成となっている。祖納で

は節祭の正日で、正月という行事の一部になっており、ミノレクは歳神として来訪

し、世果報を授ける。両方とも行事のメインはニライ・カナイからミルクが世を

運んでくることにある。このことから、両地域の行事は同ーの目的でとりおこな

われていると言える。

次に形式も、両方共にミルクの後ろにはミルクングヮーやミルクの供と称する

人々が並んでいる。ミルクは子孫繁栄の神とも言われているため、このような役

を伴わせている。衣装に関しても大体は同様だが、胴腹の有無やミルクの持つ杖

に違いがみられる。

違いの 1つにミルクの動きが挙げられる。両方とも団扇を扇ぐ行為は同様であ

るが、赤田は個人にまでその行為をおこなっている。祖納のミルクは対象として

常に村全体を意識していることがうかがえる。儀式の会場となる前泊の浜へ向か

うとき、桟敷で座舞をおこなうとき、団扇はその場にいる全て、ひいては村全体

に対し扇がれる。一方赤田は沿道に出てきた人々に対し、 1人 1人丁寧に仰ぐ。

これは村全体に世を運ぶとは別に、個人に対しておこなっている行為である。

配役に関しては、赤田も祖納もともに、町民・村民の模範となる人物がミルク

の役になる。赤田は途絶える以前より、ミルクを被る人は人望厚い人で町民の模

範であることが重要視される。祖納はカフヌピトゥと呼ばれる集落内の 49歳の

男性がミルクに扮装する。祖納では以前は芸の出来ない者が扮したとあるが、こ

れは奉納芸能の 1つもできず、とても村の為には働けない村民はミルクという過

酷な役目を担うことで、村のために働くことになり、村民の模範と呼べる存在に

なるのだといえるのではないか。よってミルクの配役に関しでも、赤固と祖納で

は同様であると考えられる。

これらの比較から言えることは、赤田のミルクには個人に扇ぐという特徴があ

るということである。本来、ミルクがニライ・カナイから招来する世は地域全体

にもたらされるものであるはずである。しかし赤田は村にも扇ぐが、個人に対し

でも扇ぎ、“無病患、災"“健康"を授ける。これらは他の地域のミルクと異なる点、

だと言えるが、赤田ではその由来諦に疫病の流行があり、初めからミルクには病
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魔を払う“厄払い"の働きを見出していたと考えられる。赤田のみるくウンケ一

実行委員会前会長の友寄賢吉氏によると、f本来ミルクは道をあける役目をさせる

べきであり、そのため(首里文化祭では)先頭でスタートすることとなった。他

の地域の出し物の順番が変わっても、赤田のミルクだけは変えないJ・42と述べて

おり、道をあける役目というのも場を消める“厄払い"の役割を果たしていると

思われる。

おわりに

ミルクは五穀豊穣や子孫繁栄の神として琉球列島で信仰されてきた。赤田町に

おいても本来は農耕社会に基づいて、そのように信仰されてきたと考えられる。

しかし、農耕から距離を置き、また病の流行を経て“五穀豊穣"の神よりも“無

病息災"の神としての性格を強めた。そして行事の断絶と復興を経たことで、“無

病息災"の神に移り変わり、今現在の赤田町におけるミルク信仰となっていると

いうことができるのではないか。

首里赤田町の事例からわかることは、社会の変化や、生活様式の変化により、

ミルク信仰に変化が起きたということである。これは首里赤田町だけでなく、他

の地域にも言えることだと考えられる。それは例えば祭りそのものの捉え方や、

あるいはそこに現れる神の認識に遭いに現れる。今後もこのような視点から沖縄

におけるミルク倍仰を見ていきたい。

本論文を執筆する上で聞き取り鯛査や資料提供にご協力いただいた、赤岡町実

行委員会会長の照屋寛孝氏、前会長の友寄賢吉氏、事務局長の石川賞氏、赤田町

の皆さん、西表島祖納の公民館長である那根操氏、祖納集落の皆さんには感謝を

述べても足りない。今後の活動でその感謝を示す所存である。

(いしだ・あきこ 琉球大学大学院樽士課程前期 1年)

•42 2011 年 11 月 3 日友寄賢吉氏より聞き取り調査。
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巻末資料

「赤聞のみるくウンケーJの復興に関する年表(1907......2003)

1907年 8月 25日 『首里の旧盆で獅子舞、主4主ニママ、赤田村の弥物踊が演じられるJ

(明治 40) 『琉球新報J(r琉球沖縄芸能史年表(古琉球~近代縞)J) 

1914年 8月 27日 『首里三ヶで 8/26に弥勅蹄りが行われ、烏樹町の綱曳が 8/27に行

{大正 3) われるjr琉球新銀.JI(11'琉球沖縄芸能史年表(古琉球~近代編U)
1930年頃 赤回のみるく途絶える。

{昭和的

1969年 11月 3日 第四回首里文化祭『みるくスネーイJ初診加

{昭和 44)

1976年 11月 14日 那覇市史編集室の大域康洋氏、芸能・民族研究者の福地唯方氏、喜

(昭和 51) 名盛昭氏によって石川逢仁氏の写真鹿、石川松氏の自宅等で赤岡町

関係者から「赤岡みるくウンケーJについて聞き取り閥査

1992年 首里城の復元と首里織公園の開園

(平成 4) 11月 3臼 第三十七回首里文化祭『みるくスネーイ』参加

1993年 8月 27日 第一回間取り翻査(石川清二氏・石川進昭氏・石川逢仁氏)

{平成 5) 9月 28日 赤田クラブにて復興に向けて初の会合

一平良雄紀氏(自治会長)・回場二郎氏・比嘉範明氏・亀谷長治

氏・石川賞氏が出席

10月 15日 『赤田みるくを興隆する趣意書j を町民(自治会員)に配布

11月 17日 f赤田首里殿内ミルクスネーイ j 制刊号を発行

21日 赤悶町みるく祖興をはかる話合い(赤岡クラブ)

赤田のみるくウンケー実行委員会初代会長に上江洲安雄氏が就任

1994年 1月 23日 広報紙を『赤岡のみるく』に変更、第三号を発刊

(平成 6) 1月 30日 第 1回赤聞のみるくウンケ一実行委員会会合

2月 6日 第二回間取り澗査(佐久本政教氏)

同日 第三回間取り嗣査(石川逢英氏)

2月 16日 第四国間取り間査(豊里友昭氏)

2月 19日 第五回間取り嗣査(阿波連本啓氏)

同日 第六回間取り閥査(島袋光史氏}

2月 26日 第七回間取り調査(宮城紙一氏)

2月 27日 第八回間取り澗査(阿波連本啓氏・本勇氏)

4月 『赤回すんどうんちj の童歌が『沖縄の歌百迦Jに選ばれる

4月 10日 第九回間取り閥査(石垣陽一郎氏)
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同日

5月 15日

6月

6月 17日

6月 25日

間日

7月 3日

7月 17日

8月 5日

8月 7日

8月 11日

8月 12日

8月 14日

8月 15日

第十回聞取り閥査(常真飼孝氏)

第 2回赤岡のみるくウンケ一実行委員会会合

赤田弥制御堂建股作業、みるく・路次楽の衣装縫製等 {-9月)

r[季節風]神森川県鶴見区でミルク行列、首里のミルクを神奈川

にもJ(沖縄タイムス 朝刊)

第十一回間取り調査(宜保祭治郎氏)

第十二回間取り調査(宮里朝光氏)

第 3巨l赤岡のみるくウンケ一実行委民会会合

赤困クラブにて彼興のためのバザー

第 4回赤聞のみるくウンケ一実行委員会会合

I赤回のみるくウンケー 60 数~ぷり復活J {沖縄タイムス 夕刊)

第 5回赤田のみるくウンケ一実行委員会会合

赤岡クラブにて、 f赤岡のみるくウンケー』の復興に関する記者会

見

r60年ぶり箇興へ 首里赤岡町 あかたのみるくウンケーJ{琉球

新報朝刊}

第一回『赤悶のみるくウンケーj

『笛や太鼓 60余年ぶりに沸く みるくウンケ一再現j

(沖縄タイムス 朝刊)

『世代越え交流の輪 約 60年ぶりのみるくウンケーj

(沖IJnタイムス 朝刊)

『みるくウンケー複活 60年ぶり 首里赤田J{琉球新報 朝刊)

9月 1日 I r60年ぶりに復興~首里赤岡のみるくウンケー-J {rなは市民の

友J1994年 9月号)

日時不明 |第十三回聞取り鯛査(崎問腿進氏)

1995年 15月 20日 |第十四回間取り捌査(f康福靴陪j の陪主/上海の人)

(平成 7) 18月20日 |第二阿『赤聞のみるくウンケーJ

ーウンケー終了後の盆踊りに約千人が参加と主催者から発表

8月 21日 I r古式ゆかしくみるくウンケーJ(沖縄タイムス 朝刊)

「これで『住民は健康J rみるく J町内を繰り歩く J(琉球新報

朝刊)

9月 |第一回・第二回の「みるくウンケーj のビデオを原価で配布

1996年 18月 18日 |第三回 f赤岡のみるくウンケーj

(平成 8) 18月 19日 I r無病息災祈り行列 首里赤間町でウンケ一行事J(沖縄タイムス

夕刊)
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「えんびつ横町:二年前六十年ぶりに復興した首里赤岡町のみるく

ウンケーが十八日行なわれたJ(琉球新報 夕刊)

1997年 17月 27日 1 ;赤岡のみるくウンケ一実行委員会二代目会長に友寄賢吉氏が就任

(平成 9) 17月 31日 |広報紙「赤岡のみるく j第十三号発行、赤田のみるくに関する子供

たちの感想文を特集

8月 24日 |第四回『赤聞のみるくウンケーJ

8月 25日 1 rピ~ヒャラ ドンドン にぎにぎしく「ミルクウンケーJJ(沖縄

タイムス 朝刊)

8.Fl 28日 1 r今晩の話題/互の祭り J(仲純タイムス 夕刊)

9月 1日 1 r健康と幸せを願う 首里赤田町のみるくウンケー 100人の行

列、町内線り歩く J(琉球新報 朝刊)

11月 1日 |※写真のみ? (rなは市民の友J11月号)

11JJ4日 1 r r古都J彩る大行列/首里文化祭J(沖縄タイムス 朝刊)

12月 1日

1998年 12月

(平成 10) 18月 16日

8月 17日

※写真のみ? (rオキナワグラフJ12月号)

みるくの唐靴完成

第五回『赤岡のみるくウンケーJ

「みるく迎え福を呼ぶ/遊ズネーなど多彩にJ(沖縄タイムス 朝

刊)

『はと笛:町民の無病息災と家庭円満を願うみるく(弥鞘)ウンケ

ーが十六日おこなわれたJ(琉球新報 朝刊)

1999年 18月 15日 |第六回 I赤闘のみるくウンケーJ

(平成 11) 1 8月 16日 1 r人々の無病息災願う/首里赤岡町のミルクウンケーJ(沖縄タイ

ムス朝刊)

2000年 13月 |復興後二代目となるみるくの面と胴腹を製作

(平成 12) 1 3月 31日 |赤岡みるく、復興の記録本を発行(r赤悶みるく復興の記録J)

8月 21日 1 rJ[彩る/祭り満喫、家族連れJ(沖縄タイムス 朝刊)

2001年 18月 28日 1 YahooJapanの写真ニュースに「みるくウンケーJが紹介される

{平成 13) 1 1 r無病息災と幸せを祈願/首里赤岡町「みるくウンケーJJ(琉球新

報)

2002年 18月 27日 1 rみるくウンケー無病息災を願う/首里赤図町J(琉球新銀)

(平成 14) 1 8月 30日 1 r無病息災願いみるくウンケー/首里赤岡町J(沖縄タイムス 朝

2003年

刊)

9月 3日 1 r [なーふぁ歩記](その 23)/赤岡町自治会/昔の面影残す伝統の

7月

町J(沖縄タイムス 朝刊)

ミルクの衣装を新調

. 58' 



{平成 15) 8月 10日 ゆいレール開業、首里駅でスネーイをおこなう

復興 10周年を記念して冊子を発行

8月 11日 『伝統生かし発進祝う/首里フェストにぎわう J(沖縄タイムス

朝刊}

8月 17日 第十回『赤田のみるくウンケーJ

10周年の節目にシチャーラをスネーイ

8月 19日 『赤田でみるくウンケーJ(沖縄タイムス 朝刊)
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