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序 章 本研究の課題と方法 

はじめに―問題の所在 

八重山の村落レベルでおこなわれる祭祀（以下、村落祭祀と略記）では、ツカサと呼ばれ

る女性神役（以下、神女と略記）が、神と人との仲介役を担っている一方で、たとえば村落

の自治会組織の上層役員は祭祀の実施にあたって実務的な役割を担っており、また村落に

住む一般の婦人たちはツカサとともに御嶽に籠って、夜通し、神に祈りを捧げるなど、ツカ

サ以外の祭祀組織もそれぞれ重要な役割を果たしている。自治会組織の上層役員や一般の

婦人たちは、何故そのような役割を担っているのか。本研究の関心はそこにある。 

 これまでの民俗学や人類学の研究は、上記のような事実にほとんど注意を向けてこなか

った。それは、たとえば民俗学者の植松明石が「琉球の宗教を特徴づけるものは、ノロを中

心とする巫女組織（＝神女組織。筆者注）にある」［植松 1962：12］というように、その関

心は専ら神女を中心とする神役組織に向いていたといっていい。それは、八重山に限らず沖

縄の村落祭祀組織をめぐる研究史にもあてはまる。本研究では、その反省に立って神役組織

を除く村落の祭祀組織とその役割に注意を向ける。 

第 1 節 八重山の村落祭祀組織研究における本研究の位置 

八重山の村落祭祀組織に関するこれまでの研究は、特定の村落における実地調査をもと

に当該村落の祭祀組織を包括的に記述する基礎的研究が、復帰前後を境に、大学の民俗サー

クルをはじめ、市町村史や字誌などを中心におこなわれてきた。そのようななか、村落祭祀

とかかわる組織に注目して調査・研究をおこなった論稿もいくつかある。それを整理すると

①神役組織に関する研究、②氏子組織に関する研究、③アカマタ・クロマタ祭祀組織に関す

る研究、④自治会組織に関する研究、に分けられる。 

 ①は、村落の御嶽に仕える神役組織に注目した研究で、先の 4 つの研究の中でも研究蓄

積は分厚い。1960 年代から 70 年代にかけて文化人類学の領域からのアプローチを中心に、

これまで神女の出自とその継承方法、神女の職能、神女の就任過程、神女組織の構成、神女

の生活誌など様々な研究成果が発表されている。また、神女と対をなす神役としてカンマン

ガー・ティジリビ・ティーナラビなどと呼ばれる男性神役がいる。男性神役については、植

松明石（1962）をはじめ、伊藤幹治（1965）や比嘉政夫（1969）の研究があり、男性神役

の職能、出自、継承方法について神女との関係性を軸に報告している。 

 ②は、イビニンジュやヤマニンジュ、オンビなどとよばれる、いわゆる氏子組織について

の研究である。氏子組織の研究は、瀬川清子（1960）をはじめ、伊藤幹治（1965）、植松明

石（1965）、村武精一（1965）の成果があり、おもに御嶽をめぐる氏子組織の帰属関係を検

討している。また、石垣島川平では、御嶽を中心とする氏子組織のほかに、御嶽の創建に関

わった家を中心とする氏子組織と、ムトゥヌフヤンと呼ばれる神をよりどころにする氏子

組織が存在することを比嘉政夫（1969・1983）、湧上元雄（1973）が報告しており、祭祀に

おける 3 つの氏子組織の関係性についても検討されている。 
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③は、アカマタ・クロマタ祭祀（以下、アカマタ祭祀と略記）をめぐる組織、いわゆる秘

密結社についての研究である。この祭祀についても一定の研究蓄積があり、祭祀組織に関す

る論稿には植松明石（1965・2017）、波照間永吉（1999b）、真野俊和（1967）、宮良高弘（1962・

1973）などの成果があり、主にアカマタ祭祀組織の構成、アカマタ祭祀組織への入団過程、

アカマタ祭祀組織と御嶽の氏子組織との関係性について報告されている。 

 ④は、村落祭祀にかかわる自治会組織についての研究である。自治会組織に関する研究は、

その多くは断片的な資料報告で本格的な研究は少ない。そのうち上井久雄（2005）は、村落

祭祀における公民館長の役割について若干の検討をおこなっている。上井の成果について

は、本稿第 3 章と関わることからあとでとりあげる。 

このように八重山の村落祭祀組織に関する研究史を概観すると、神役組織のなかの神女

組織と自治会組織を除いては、どれも組織の構造や、組織と組織あるいは組織と人との関わ

りに注目したもので、組織が祭祀のなかで果たす役割についてはほとんど注意が向けられ

ていない。以上の研究史の課題をふまえて、本研究では神役組織を除く村落の祭祀組織を、

より具体的に理解するための基礎的研究として、祭祀にかかわる組織を軸にそれぞれの組

織が祭祀のなかで果たす役割に注意をむける。 

第 2 節 研究の方法 

本研究は、石垣島新川（沖縄県石垣市新川）をフィールドとした民俗誌的方法に基づいて、

村落の祭祀組織をめぐる問題を検討する。本研究で依拠する調査資料は、2011（平成 23）

年から 2016（平成 28）年までの 5 年間に亘って筆者が現地で収集した資料が中心部分を占

めるが、その後、必要に応じておこなった補足調査の成果も活用する。 

本研究でおこなう具体的な作業は、①祭祀にかかわる様々な組織と、その組織が担ってい

る役割を明らかにすること、②近世および近代の資（史）料を参照しながら、それぞれの組

織のもつ歴史的背景を明らかにすること、である。 

 本研究が、組織の歴史的背景に特段の注意を向けるのは、従来の沖縄の民俗学研究が抱え

ている歴史的視点の欠落という問題が背景にある。そのことをいち早く提起したのは歴史

学者の安良城盛昭である。安良城は民俗学・民族学の沖縄研究について「前近代の、しかも

起源の時期がはっきりはわかっていない現象を見つけると、当然それはずっと昔から琉球

社会に存続し続けて現在に至っている、という理解を前提として研究が進められている場

合によくぶつかる（中略）ところが、この理解は間違っているのではないかと、私は思う」

［安良城 1980：13-14］と問題を提起している。同じく歴史学を専門とする高良倉吉（1996）

も、たとえば地方神女である大阿母クラスの神職やノロは、国王名の辞令書を通じて維持・

運営されていたこと、住民の生活母体であるシマは首里王府が設定した間切・シマ制度（近

世では間切・村制度）を通じて末端の行政単位として位置づけられていたこと、稲・麦など

の主要な農耕儀礼の日選りが首里城においておこなわれ、その実施についても首里王府が

各間切・島に通達して実施させていたこと等をあげながら、地方の民俗を検討する際にその

背後にある王国の制度としての沖縄・琉球民俗に対する認識が薄かったことを指摘してい
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る。 

また、民俗学の領域からは福田アジオが、1979 年の論稿のなかで社会人類学によって主

導されてきたこれまでの沖縄の村落研究は、「親族組織や神女組織の精緻な調査分析は多く

の新しい知見を加え、沖縄についての研究を大きく前進させたが、また別の視点からの調査

研究を少なくしてしまった」と述べ、「村落を政治体制の歴史的展開との関連で把握する視

点」［福田 1979：166］の欠落を指摘している。 

そのことを受けて近年では、赤嶺政信が上記の民俗学の学史を踏まえ、通時的視点と王府

時代の国家制度との関わりという視点から久高島の家と門中、および村落祭祀の事例をも

とに検討した成果が出されている。 

 そのほか、人間環境学を専門とする伊従勉が、2005 年に『琉球祭祀空間の研究―カミと

ヒトの環境学』を刊行し、そのなかで「沖縄各地で現在行われている年中祭祀は、住民達の

意志はそれとしても、純粋無垢の自発的な地方文化の発現ではなく、5 世紀にわたり存続し

てきた琉球王国統治下の祭祀慣行が変貌した果ての残存形態である」［伊従 2005：ⅲ］と

述べており、沖縄の祭祀研究における「王府の祭祀統制の歴史」を学ぶことの重要性を説い

ている。 

このように、これまでの沖縄の民俗研究における歴史的視点の欠落という指摘は、歴史学

をはじめ、民俗学や人間環境学の領域からなされてきたが、このような視点に立った研究は

まだまだ少ない。 

以上のことから本研究では、村落の民俗事象を理解する一つの方法として歴史的視点か

らの考察を採用した。 

 さらに、上記の視点に立った研究が筆者の調査地において有効なのは、近世および近代の

状況を考察するに足る歴史的資料が豊富に残存していることがある。たとえば、近世の状況

を確認できる歴史資料には『富川諸村公事帳』や『翁長親方八重山島諸記帳』などの王府作

成の公的文書や、当時の生活の様子や習俗が確認できる『慶来慶田城由来記』の私的文書が

ある。また、近代の状況が確認できる歴史資料には、田代安定の『八重山島管内石垣島新川

村巡検統計誌』や、琉球政府編纂『沖縄統計集成』、『旧慣調査資料』などがある。さらに、

当該村落の祭祀に関する過去の状況を記録した入嵩西（2001）の自伝や新川字会の副会長

（祭事係）が保管している祭祀に関する記録簿などもある。本研究では、石垣島新川の事例

を中心に上記の史資料を活用しながら考察するが、必要に応じて八重山のほかの村落の関

連資料にも注意を向けながら議論を進める。 

第 3 節 本研究の構成 

 本研究は、序章と終章をあわせて全 7 章からなる。本研究では、村落祭祀に直接関わって

いる男性長老組織、自治会組織、婦人組織、フダニン組織をとりあげ、第 2 章から第 5 章に

かけて詳しい検討をおこなった。 

 

第 1章 調査地の概況 
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はじめに 

本章では、調査地である石垣島新川の現況と当該地の歴史の概観、本研究とかかわる村落

の祭祀と祭場、村落祭祀組織の概略について述べた。 

第 1節 石垣島新川の現況 

沖縄島から南西に約 410㎞離れた石垣島は、島の南西部に拡がる通称四箇字（登野城・大

川・石垣・新川から成る）を中心に市街地が形成されている。新川は、そのなかの西端に位

置し、北西側には標高 197ｍの前勢岳を背にして、東側には石垣、南側には新栄町と接して

いる。現在、同地域には、新川字会と双葉自治会の 2つの自治会組織がある。ここでいう新

川とは、前者の新川字会が地域の自治を担っている村落を指す。後者の双葉自治会は、明治

末期から大正年間にかけて、沿岸サバニ漁業やカツオ漁業との関わりで、現在のうるま市屋

慶名から移住した人々を中心に発足した自治会である。新川字会に加入している戸数は、

2015年時点で計 516戸である［新川字会作成 2016］。 

第 2節 新川の歴史の概観 

 当初、新川は石垣村の一部であったが、1757 年に道を境にして諸士と百姓を分けて新川

村が誕生した［石垣市総務部市史編集室編 1992：77、石垣市総務部市史編集室編 1995：42］。

創建後は、石垣間切に属し与人や目差といった役人の配置や村番所の設置を経て、行政上も

完全に独立をはたした［石垣市総務部市史編集室編 1992a：14］。 

 1771（乾隆 36）年には、いわゆる「明和の大津波」が発生。当時の新川村の人口は 1,091

人で、そのうち 213人が犠牲となった。村番所や長崎御嶽の拝殿も津波の被害にあい、番所

は村落の北方に移転され、拝殿は再建された［石垣市総務部市史編集課編 2013：19-20］。 

 1903（明治 36）年には、人頭税制度が廃止となり、1908（明治 41）年には島嶼町村制の

施行にともない、旧間切島は町や村へ、旧村は字へと変わった［牧野 1972：314-315］。 

図1：新川の市街地と祭場の配置図
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1938（昭和 13）年には、現在の公民館の前身にあたる新川青年会館が落成し［石垣市総

務部市史編集室編 1990：882］、1940（昭和 15）年ごろになると部落会や隣組の結成に向け

た準備がはじまる［石垣市総務部市史編集室編 1991：390］。 

1945（昭和 20）年に終戦を迎えたが、戦前戦後を通じ、八重山ではマラリアによる被害

によって多くの住民が命をおとした。戦後は、琉球政府による統治が実施され、1947（昭和

22）年には石垣町から石垣市へ、大浜村は大浜町へと昇格される。1964（昭和 39）年には、

石垣市と大浜町が合併して石垣市となり、1972（昭和 47）年に沖縄返還を迎え、現在に至

る。 

第 3節 新川の祭祀と祭場 

新川では、年間をとおして数多くの祭祀が実施されている。年間の祭祀と祭場を示したの

が表 1である。 

新川にも八重山の他の地域と同様に数カ所の御嶽が存在する。そのうち村落レベルで機

能する御嶽は、長崎御嶽（ナーシィクオン）と真乙姥御嶽（マイチィバーオン）である（図

1参照）。 

長崎御嶽は、村落の西方に位置することから通称インヌオン（西の御嶽）とも呼ばれる。

王府が編纂した『琉球国由来記』（1713年成立）には、神名は「神ガ根」、御イベ名は「スキ

ヤアガリ」、御嶽の由来は不明とある［外間・波照間編 1997：489］。王府時代は、役人が首

里への上国に際して旅路の航海安全を祈願する七嶽の一つでもあった。 

真乙姥御嶽は、村落の東方に位置することから通称アンヌオン（東の御嶽）とも呼ばれる。

1500 年のアカハチ事件で王府軍に貢献した功により、王府からイラビンガニ（永良比金）

の神職を授けられた真乙姥を葬った「墓」が、のちに御嶽化して信仰されるようになった場
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所である。王府時代の役人が上国の際に、旅路の航海安全を祈願したところでもある。真乙

姥御嶽については『琉球国由来記』に記載はみられず、御嶽の創建年代も不明である。 

 牛馬の碑は、現在、新川の市街地の北西端に位置する通称フックンニムリィにある。ムリ

ィとは、丘ことである。旧暦 9 月のウシィンマヌヨイ（牛馬祭）の祭場である。同所には

「牛馬之碑」と記された石碑が立ち、コンクリート製の香炉が碑の根元に置かれている。 

第 4節 村落祭祀組織の概略 

新川の村落祭祀組織は、おもに神女組織、長老組織、自治会組織、婦人組織、フダニン組

織からなる（図 2参照）。 

神女組織は、ツカサと呼ばれる女性神役の組織のことである。所属する御嶽の神につかえ、

神と人とをつなぐ重要な役割をはたしている。長崎御嶽、真乙姥御嶽には、それぞれ専属の

ツカサが数人いたが、現在は真乙姥御嶽に専任のツカサが 1人いるのみである。 

 長老組織は、ウヤジューと呼ばれる 70歳以上の男女からなる組織のことである。女性の

長老組織は、婦人組織ａの頂点に位置しており、男性の長老組織は、フダニン組織と自治会

組織の四役の頂点に位置している。 

 自治会組織は、現在の新川字会の組織のことである。そのうち祭祀に直接かかわっている

のが、字会の正・副会長の 4人で通称四役と呼ばれている。 

婦人組織は、一般にいう自治会組織の末端に位置する婦人会とは異なり、祭祀の実施に従

事する婦人集団のことである。新川には、女役者と呼ばれる幹部を中心とする婦人組織ａと、

自治会組織の四役の妻を中心とする婦人組織ｂがある（両組織の名称は便宜上、筆者が婦人

組織ａ、婦人組織 b とした）。前者は長崎御嶽の祭祀に、後者は真乙姥御嶽の祭祀に従事し

ている。 

フダニン組織とは、69 歳以下の村落の成員からなる組織のことである。毎月のようにお

男性

神女組織

図2：新川の村落祭祀組織の概念図

四役の妻

ウヤジュー

ツカサ

自治会組織

四役女役者

女性

長老組織

婦人組織a婦人組織b

フダニン組織
婦人会有志
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こなわれる祭祀には関わらないが、特に旧暦 6 月におこなわれる豊年祭に深くかかわって

いる。 

 

第 2章 男性長老組織の役割とその歴史的背景 

はじめに 

新川の村落祭祀を調査していくと獅子祭や牛馬祭といった特定の祭祀において、女性司

祭ではなく 70 歳以上の男性長老が司祭となって祈願をおこなっている状況が確認できる。

本章では、男性長老が担っている司祭としての役割について、男性長老と男性長老が司祭を

つとめる祭祀の歴史的背景に注意を向けながら検討した。 

第 1節 村落祭祀をめぐる男性長老組織の役割 

長老組織は、通称ウヤジューと呼ばれ、上記の自治会組織、婦人組織、フダニン組織の頂

点に位置している。70 歳以上の人々からなり、組織には男性の組織と女性の組織がある。

女性の組織については村落祭祀と直接的な関わりはみられない。男性の組織については特

に獅子祭と牛馬祭の司祭をつとめている状況がある。そのため本章では男性の長老組織に

注目した。村落祭祀をめぐる男性長老組織の関わりを 1例示す。 

獅子祭は、盆の送り日（旧暦 7月 15日）に今年新築した家のザトゥク（床の間）に獅子

頭 2体を安置し、供物を供えておこなわれる。村落の無病息災を願う祭祀である。祭りには

男性長老、自治会の役員、男性の有志たちが参加する。男性が中心となる祭祀である。式次

第は、字会副会長の開式のことばに始まり、字会長あいさつ、男性長老の代表による祈願と

拝礼、七月念仏歌・ミルクの歌・ヤーラヨーの歌の合唱、乾杯のことば、歓談、字会副会長

の閉式のことば、と続く。 

男性長老の役割は、祭祀への参加にあるが、そのなかでも男性長老の中から選ばれた 2人

は、参加者を代表して獅子頭に線香、塩、供物の御初を供えて所定の位置に座し、フチィカ

ザリィ（口飾り。呪詞）を唱えて祈願をする。 

この司祭をつとめる男性長老は、一般の長老のなかでも年長者で特に祭祀に詳しい人か

ら人選された者である。そのため、女性司祭と兄弟・姉妹の関係にあたる沖縄の根人や八重

山でいうカンマンガー、ヤマアタリィなどと呼ばれる男性神役とは異なる。また殊に霊的あ

るいは神的資質があるわけでもない。では、なぜこのような一般の男性長老が神役的な役割

を担っているのか。 

第 2節 男性長老の歴史的背景 

本節では、男性長老の組織の歴史的背景について検討した。 

長老組織について聞き取り調査をすると「フダニンを解かれた者がウヤジューになる」と

いう説明をされた。フダニンのフダは「札」で、ニンは「人」の意であるが、このフダ（札）

は王府時代、夫役徴用のため正頭（15歳から 50歳まで）に手渡されていた「板札」に由来

するものであった。つまり、フダニンは王府時代の正頭のことであり、「フダニンを解かれ
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た」というのは、49歳を過ぎて夫役の負担を解かれ、「正頭」から「頭迦」になることを意

味していた。そして「頭迦」になった者は、長老として村落で「ウヤジュー」と言われてい

たのである（詳しくは本章と関連する第 5章を参照されたい）。 

第 3節 男性長老の代表と近世八重山の惣聞 

 本節では、現行の祭祀で司祭をつとめるウヤジューの代表に注目した。 

八重山各地の男性長老組織には、スウシィキィ、スーシク、シュッキなどと呼ばれる代表

職が 1人ないし 2人いたことが報告されている。スウシィキィ、スーシク、シュッキは近世

期の「惣聞」という役職のことで、1875（同治 14）年布達の『富川親方八重山島諸村公事

帳』（以下、『富川諸村公事帳』と略記）を参照すると王府公認の行政職に位置づけられてい

た。また、惣聞は竹富島でかつて初代大山筑登之親雲上
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

、2代目黒島筑登之
ヽ ヽ ヽ

、3代目大山比

屋久筑登之
ヽ ヽ ヽ

、4代目与那国佐賀筑登之
ヽ ヽ ヽ

であったとおり位階持ち（近世期に人頭税の他に、あ

る一定の米穀を献納するか、あるいは王府への奉公、または奉公につながるものとして村落

のために貢献することによって王府から位階を与えられた者のこと）でもあった。 

この惣聞は、小浜島の男性長老組織の代表のウヤとも位階持ちという点でつながり、小浜

島のウヤが一年間の神行事の最高責任者をつかさどり、祭祀のすべての決定権を有してい

ることから惣聞もかつてウヤのような役割を村落祭祀において担っていたものと考えた。  

その上で、八重山各地にはかつて惣聞を中心とした男性の長老組織が確立されており、新

川の男性長老の代表もその系譜の上に位置づけられることを述べた。 

第 4節 男性長老と村落祭祀の関係性 

 本節では、獅子祭、牛馬祭と男性長老との関係について検討した。  

獅子祭については、祈願の対象となっている獅子頭と、獅子をめぐる祭祀及びそれに関わ

る人々に注目した。獅子頭については、石垣島伊原間や登野城の獅子頭に関する伝承をもと

に村に獅子頭を提供した人、各村で獅子頭を彫刻させた人が、かつての惣聞あるいは位階持

ちにあたる人物であったことを述べた。獅子をめぐる祭祀とそれに関わる人については、各

地の事例をあげて検討し、新川以外の村落においても獅子にまつわる祭祀には決まって自

治会組織が関わることを確認した。次章で詳しく述べるが、自治会組織の会長・副会長は、

近世の世持、田ぶさとつながり、彼らも近世では惣聞と同じ行政職にあった。すなわち、獅

子祭はかつて惣聞や世持が中心となって実施されてきた祭祀であり、さらに惣聞や世持が

王府時代の行政職にあったことを踏まえると、獅子祭は行政との強いつながりのもとで成

立・実施されてきた祭祀であったのである。 

牛馬祭については、祭祀の由来譚に注目しながら牛馬祭の歴史的性格について検討した。 

新川の牛馬祭は、かつて春に誕生した若牛に耳判をつけて所有者を決める牧祝（マキヨイ）

に由来することが明らかとなった。牧祝に関する各地の伝承を参照すると、牧祝には「牧当」

と呼ばれる役職が共通してみられ、その牧当を中心に祈願と祭祀がおこなわれていたので

ある。牧当の歴史的背景を探ると、牧当も惣聞や世持などと同じく王府時代の百姓役目＝行



10 

 

政職に位置づけられていた。 

 以上の獅子祭と牛馬祭の検討をとおしてみえてきたことは、両祭祀の成立および実施に

は共通して行政の関与が認められるということである。すなわち、牛馬祭や獅子祭といった

祭祀に限り男性長老が司祭をつとめるのは、これらの祭祀が王府やその末端を担う行政の

もとで成立および実施されていた背景があり、こんにち司祭をつとめる男性長老は、かつて

の行政職（惣聞や牧当など）の代理としての役割であったのである。 

小括 

 本章では、村落祭祀の中の獅子祭と牛馬祭に限り、村落の男性長老が司祭をつとめている

ことについて注意を向けた。新川では、現在 70歳以上で、戦前までは 50歳以上の者を長老

として位置づけていたが、それは近世に確立された 50歳以上の者を「頭迦」として扱う夫

役制度に基づくものであった。頭迦には、王府公認の行政職で惣聞と呼ばれる代表格がおり、

その惣聞を中心とする組織が形成されていた。その上で男性長老と獅子祭、牛馬祭の関係を

探ると、両祭祀の成立および実施には王府やその末端を担う行政の関与が認められ、こんに

ちの男性長老の役割はかつての行政職（惣聞や牧当など）の代理としての役割であった。 

 

第 3章 自治会組織の役割とその歴史的背景 

はじめに 

自治会組織は、地域住民の生活向上を目的に敬老会や運動会などの活動をおこなう傍ら、

御嶽やそれに準ずる聖地での村落祭祀の実施・運営に深く携わっている。たとえば祭祀の日

選りや御嶽の司祭をつとめるツカサへの祈願の依頼、また自治会組織の上層役員について

は毎月おこなわれる祭祀への参加など祭祀の執行責任者としての役割がある。自治会組織

の上層役員が、なぜこれほどまでに村落祭祀と関わるのか。本章では、村落祭祀と自治会組

織、特に上層役員の関わりについて組織の歴史的背景に注意を向けながら検討した。 

第 1節 村落祭祀をめぐる自治会組織の役割 

村落祭祀と直接かかわるのが四役である。四役は任期中、村落祭祀の日選りに携わり、ま

たツカサに祈願の依頼をおこなうなど、祭祀の執行責任者としての役割をはたしている。 

具体的には、四役は祭祀の実施日を決めるため、新暦 1月の通常総会までに祭祀に詳しい

男性長老たちの下で祭祀の日選りをおこない、その結果をもとに各御嶽のツカサに祈願の

依頼をおこなっている。また毎月おこなわれる祭祀では、ツカサの後方に座してともに祈願

に臨んでいる。 

さらに、四役は村落祭祀の中で最も規模の大きい豊年祭に、臨時組織として豊年祭準備委

員会を立ち上げ、準備委員長を選任し、数名の委員をつけて豊年祭の準備および運営にあて

ているほか、豊年祭の期間中は芸能の練習会場や道具・供物の準備会場などをまわって関係

者を激励し、各所の進捗状況の把握にも努めている。 
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第 2節 四役の歴史的背景 

本節では、直接祭祀に関わっている四役についてその役職の歴史的背景を探りながら検

討した。四役の中の会長は、別名世持（ユームチィ）と呼ばれるが、その歴史を紐解くと『富

川諸村公事帳』に「世持」についての記述があり、近世には百姓役目のなかの一役職で、か

つての行政職であったことが確認できる。世持の役割は、毎朝百姓を直接照合して耕地へ行

かせて耕作に従事させ、作業の監督および村役人への報告、そして村中すべての指図に念を

入れることなど多岐にわたる。 

副会長の状況については、『慶来慶田城由来記』などの史料を参照すると世持と共に行動

する「田ぶさ」という役職がいたことが確認できる。田ぶさも世持と同様に百姓役目のなか

の一役職で、百姓層の生活全般にわたる指導・監督を担っていた。 

すなわち、現行の自治会組織の上層役員は、近世の村落の行政を担っていた世持、田ぶさ

と繋がる役職であったのである。 

 

第 3節 村落祭祀の執行責任者としての役割をめぐって 

本節では、四役の役割である①祭祀の日選りをおこなうことと、②祭祀の滞りない実施と

運営の 2 点に注目して検討した。 

①祭祀の日選りをおこなうことについては、まず近世の先島における祭祀の日選りの在

り方が「祭祀定」による王府公認の日選りか、「間切日撰」による日選りであったことから、

行政の関与のもと村落祭祀の日選りがおこなわれていた状況があった。世持・田ぶさは、行

政機関の末端に位置する村番所へ出勤し、与人や目差などの番所役人から様々な事項を通

達され、それを百姓層へ伝達する役目を負っていて、さらに祭祀に関する百姓層からの要望

も番所役人へ伝えていた。そのような過程において村落祭祀の祭祀日も決定されていたの

である。 

②祭祀の滞りない実施と運営については、たとえば石垣島川平で世持と田ぶさは「一心同

体で村の行政、特に祭事を遅滞なく推し進める役職」［川平村の歴史編纂委員会編 1976：

172］と伝えていることや、与那国島では世持は豊年祭の 1 か月ほど前からおこなわれる練

習の激励をして働きかけ、盛大な豊年祭の実現に向けてまとめて行く大きな責務があるこ

と［保仙 1979］、さらに世持が眷属の者に供物の準備や芸能を仕込んでおくことを命じる内

容の狂言が各地に伝承されていることや、また『八重山島諸記帳』「島中奇妙」に村落祭祀

及び神信仰の継続的な実施とその運営に世持が尽力していたことがうかがえる記事がある

ことなどから、世持・田ぶさは村落祭祀の滞りない実施・運営における中心的な役割を担っ

ていたことが明らかとなる。 

すなわち、現行の上層役員が果たす村落祭祀の執行責任者としての役割は、かつての世持、

田ぶさの代理としての役割であったのである。 

 

小括 
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現行の自治会組織の上層役員は、村落祭祀の執行責任者として祭祀の日選りに携わり、祭

祀の滞りない実施・運営を担っていたが、その背景には上層役員と歴史的につながる世持・

田ぶさの役割が大きく関係していたのである。 

ところで、村落祭祀における公民館長（ここでいう自治会組織の会長に相当する）の関わ

りとその立場について検討している上井（2005）は、沖縄島とその周辺離島の村落では根

人と根神という男女の神役が御嶽の祭祀をつかさどっており、先島では「トネと司」がそれ

に相当するとし、西表島祖納で公民館行事のことをトニモト行事と呼んでいることや、与那

国島のマチリで公民館長とツカサがトネでお籠りをしている事例としてあげて「公民館長

の役職が、かつてのトネの立場を継承しているとみることができるようである」［上井 2005：

83］とした。すなわち、公民館長は「トネ」（沖縄島では根人に相当）の位置を、ツカサは

「司」（沖縄島では根神に相当）の位置を担っているというのである。しかし、筆者がおこ

なった西表島祖納調査では公民館行事を「トニモト行事」と呼ぶことや公民館長を別名「ト

ネ」と呼ぶことに関する証言は得られず、その他の村落でも同様の事例を確認することがで

きない。また本稿の検討結果から明らかなように、村落祭祀に関わる自治会組織の立場やそ

の役割は、近世の世持・田ぶさの役割に由来しているのであり、「トネ」とつながることは

考え難いことを述べた。 

 

第 4章 婦人組織の役割とその歴史的背景 

はじめに 

新川の婦人組織には、2 つの異なる組織が存在する。一つは女性長老・女役者・フダニン

からなる婦人組織 a で、もう一つは四役の妻と婦人会有志からなる婦人組織 b である。前

者は長崎御嶽、後者は真乙姥御嶽の祭祀に携わっている。両婦人組織のなかでも直接、祭祀

に関わっているのが女役者と四役の妻である。両者は、先述したように一般の女性の中から

選出された人々であり、夫が四役を務めていることでその役を担うことになった人々であ

るが、任期中は祭祀に深く携わり、神との関わりをもつ重要な役割を担っている。本章は、

こうした婦人組織の役割について「女役者」と「四役の妻」を中心に考察した。 

 

第 1 節 村落祭祀をめぐる婦人組織の役割 

婦人組織ａ、b は、たとえば役に就くと、それぞれの御嶽でおこなわれる祭祀への参加は

必須であり、御嶽の清掃をはじめ、供物の準備やツカサの補助、さらには祭祀に用いる祭具

の管理もおこなっている。また、祭祀が始まるとツカサの後方に座して共に合掌し祈願に臨

んでいるほか、年に 3 回おこなわれる御嶽での夜籠りには、ツカサと共に一晩中祈願をし

ている。また、豊年祭の世ヌ首尾には、許可された者のみの参加が許されているブンヌスー

願イにも立ち会っている。婦人組織 a の女役者については、祭祀ごとに御嶽に関わる神井

戸に出向いて祈願をおこなっているほか、神を御嶽へ案内してくる役を担い、御嶽のなかで

も特定の人のみの立ち入りが許されているイビ（御嶽の中で最も神聖な空間のこと）へ入っ
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て祈願もおこなっている。女役者と四役の妻は、殊に霊的資質を有しているわけではないが、

祭祀の中で神役的な役割をはたしているのである。 

 

第 2 節 二つの婦人組織の存在をめぐって 

 本節では、まず村落祭祀に関わる婦人組織が集落に 2 つ存在する背景を探った。 

こんにち新川に婦人組織が 2 つあるのは、王府時代に確立された身分制度の存在があっ

た。新川では石垣中学校より西方に位置する現在の 5 町内と 4 町内の一部の地域には、か

つてウイヌムラと呼ばれる士族層の居住地があり、真乙姥御嶽より南方に位置する 1～3 町

内の地域にはかつてシィムヌムラと呼ばれる百姓層の居住地があった。そのことは『八重山

島年来記』（成立年代不明）の 1757（乾隆 22）年の項に、「新川・大川新村建ニ付、新川村

ハ石垣村ゟ、大川村者登野城村ゟ道境を以諸士・百姓差分、地頭持仰付候」とあって新川の

創建当時、石垣村から士族と百姓をわけて創建されたこと、1879（明治 12）年の『蔵元日

記』に新川村の人口 990 人程のうち「士族」が 760 人程、「農」（＝平民）が 230 人程とあ

ることからも確認できる。さらに、現在の新川婦人会の創成期の活動を記した『字新川婦人

会記録』（1929-1943 年）には、婦人会の発足当初、上村と下村で異なる婦人集団が存在し

ていたことがうかがえる記述がある。このことから元来、婦人組織 a は百姓層の婦人から

成る組織で、婦人組織 b は士族層の婦人から成る組織であったのである。また女役者は婦

人組織ａの代表で、四役の妻は婦人組織ｂの代表であった。 

 

第 3 節 女役者と女頭 

本節では、女役者という役職とその役割について検討した。 

女役者という名称は、新川に限らず八重山各地で確認できるが、1901（明治 27）年成立

の『旧慣調査資料』「八重山島各村々役者調表」を参照すると、その備考欄に「女頭以下ノ

女役者ハ細布ノミヲ免除セラル」とあり、女頭・藍遣・布晒の役職をかつて「女役者」と呼

んでいたことが確認できる。つまり、女役者とは近世の女頭・藍遣・布晒とよばれる役職に

由来していたのである。女頭は、『富川諸村公事帳』によると近世に首里王府が定めた百姓

役目のなかの役職で、御用布などの織物に関する指導・監督をおこなう行政職であった。 

その一方で、『慶来慶田城由来記』には、女頭は村ぶさ（役職名）の指示の下で神酒や肴

の準備、役人の奥方や村の老女のお供役を担っていた記述があり、また『琉球国由来記』巻

二十一の波照間島の真徳利御嶽・白郎原御嶽・阿幸俣御嶽の由来譚には、女頭に御嶽の神が

憑依して託宣を述べる場面が記されている。さらに八重山各地に目を向けると、ブナジィ、

ブナンチィ、カンブナヂィなどと称する役職がおり、たとえば石垣島四箇字の雨乞いでは各

地の世ヌ主、水ヌ主といわれる神女とともに女頭も参加して祈願をおこなっていた。また、

小浜島の豊年祭では神女とともに朝衣を着け、神屋の内で円陣を組んでカンブンドゥリィ

（神踊り）をおこなうほか、竹富島の神女が唱える願詞「神前恐みの願い口（神口）」には、

神女頭が登場し「神ぬ座／主ぬ座」において祈願を捧げる様子がうたわれている。このこと
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から、女頭は御用布などの織物に関する指導・監督をおこなう行政職をつとめる一方で、神

役的存在として村落祭祀や御嶽祭祀に直接関与していたことが明らかとなる。すなわち、こ

んにち女役者が神女とともに祈願を担っているのは、こうしたかつての女頭の役割が関係

しており、現行の女役者らは女頭の代理としての役割を担っているのである。 

 

第 4 節 四役の妻と士族層の婦人 

本節では、四役の妻の役割について検討した。現在、四役の妻らが関わっている真乙姥御

嶽の祭祀の歴史を探ると、王府時代に「上国（首里王府へ旅立ちのこと）する家の婦女子並

びに親戚縁者の婦女子等〔が〕（中略）〔真乙姥〕御嶽に山籠して、公務が無事に完了するよ

う、又一路平安の旅行を祈るために俗に「風願い」と称」［喜舎場 1977b：267］する祭祀を

しており、また大雨乞いには「三日、五日の祈願を卒へ、七日の祈願に移つて祈願しても慈

雨のかけらさへも恵給はなかつたので、―中略―アヒヤーマ（士族の婦人のこと）の一団は、

「真乙姥井戸」の釣瓶の縄をなひ合せて東西二組に分れて「綱引雨乞」を〔おこなった〕」

［喜舎場 1946：28］という記述があることから、真乙姥御嶽の祭祀にはかつて士族層の婦

人が関わっていたことがわかる。すなわち、現行の四役の妻は、かつての士族層の婦人たち

に由来し、四役の妻の今日的役割はその士族層の婦人の代理としての役割であったのであ

る。 

 

小括 

本章では、村落祭祀における婦人組織の役割について、女役者と四役の妻を中心に考察し

た。新川に 2 つの婦人組織が存在する背景には、王府時代に確立された身分制度があった。

すなわち、婦人組織ａはかつての百姓層の婦人組織で、婦人組織 b はかつての士族層の婦

人組織であったのである。そのうち女役者は婦人組織ａの代表職で、四役の妻は婦人組織ｂ

の代表職であった。現行の女役者の役割は女頭の代理としての役割であり、現行の四役の妻

はかつて士族層の婦人の代理としての役割であったのである。 

 

第 5章 フダニン組織の役割とその歴史的背景 

はじめに 

フダニン組織は、村落によって若干の異同がみられるものの凡そ 15 歳から 50 歳程度の

男女からなる。祭祀の現場では、祭祀の供物の準備係から芸能の演者、そして裏方に至るま

での様々な役割を担っている。フダニンとは何か。なぜフダニンはこのような役割を担って

いるのか。本章では、こうしたフダニンの組織とその組織が担っている役割について組織の

歴史的背景に注意を向けながら検討した。 

第 1 節 村落祭祀をめぐるフダニン組織の役割 

新川では、現在 69 歳以下の人々のことをフダニンと称している。フダニンの組織には、
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主だったリーダーや年齢階梯的な構成などは今のところ確認できない。フダニンは、年中祭

祀の中でも豊年祭のような規模の大きい祭祀にかかわり、次の①豊年祭準備委員会に関す

る仕事、②祭場および祭具の準備、③奉納芸能の演者、④化粧や着付などの裏方、といった

実務的な役割を担っている。 

①豊年祭準備委員会に関する仕事は、まず自治会組織の上層役員が臨時組織として豊年

祭準備委員会を立ち上げる。そのうちフダニンは準備委員長と委員をつとめ、祭祀の準備に

あたる。豊年祭準備委員会には、祭祀に使用する衣裳、小道具、供物などの確認、準備、支

給、片付けの役割がある。 

②祭場および祭具の準備には、祭場の桟敷設営、旗頭製作、竿巻き、大綱製作、松明製作、

桟敷設営などの仕事がある。各担当はフダニンの中から決定される。 

③奉納芸能の演者と④化粧や着付などの裏方は、まず自治会組織の副会長（祭事担当）が

フダニンの中から担当者の人選をおこなう。奉納芸能は、女性がザイ、ユラシィ、マスタテ

ィ、男性がアズン、ガギバライ、ターウチィといった演目の演者となり、男性に関しては旗

頭持ちやツナヌミンの演者などもある。化粧・着付係は、中学生が担う太鼓隊、五穀授けの

儀の東の神役と西の神女役、ツナヌミンの大将役などの化粧と着付を担っている。 

第 2 節 フダニンとは何か 

本節では、フダニンの組織について検討した。 

まず、フダニンのフダという用語に注目した。『石垣方言辞典』を参照すると、「フダニン」

という見出し語があり、「札人」の意で「フダには、役所などからの通知状の意がある」［宮

城 2003：941］という。1876 年の『目差役被仰付候以来日記』を参照すると、百姓を夫

役に徴用する際、札持頭へは藁算で通知し、その後各人には「板札」でもって通知していた

ことが伝えられている。 

また、『富川諸村公事帳』には、諸方の寄夫の使用手続きについての規定があり、それに

は諸方で「夫役帳簿」を作成し、まず村役人が印を捺し、所管のさばくり（役職名）に藁算

を使って記録させる。「正男」には「板札」を渡しておき、毎月 29 日に百姓を村番所に集め

て、出過ぎあるいは出不足を照合するとある。正男とは、15 歳から 50 歳までの男性の夫役

負担者のことで、女性は正女といい、男女を総称して「正頭」といった。このことからフダ

ニンのフダが、近世の夫役徴用に使用されていた「板札」に由来することがわかる。また、

「16 歳から 49 歳まで」というフダニンの対象年齢に注目すると、『慶来慶田城由来記』に

は園比武親雲上が在番をつとめていた康煕 7、8 年ごろ夫役の徴用の対象年齢として「拾五

歳ゟ弐拾歳迄」を「下々夫」、「弐拾壱歳ゟ五拾歳迄」を「上夫」、それ以上を「頭迦」と規

定したとある。すなわち 15 歳から 50 歳までを夫役対象者とし、51 歳以上を「頭迦」とし

て扱っていたのである。 

以上のことから、フダニンとは王府時代に夫役の直接的な労働を負っていた「正頭」のこ

とであったのである。 
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第 3 節 フダニンに課されたムラングトゥ 

本節では、村落祭祀におけるフダニンの役割について検討した。八重山各地の伝承に目を

向けると、フダニンにはムラングトゥあるいはオイダリーなどと呼ばれる村落全体にかか

わる奉仕作業への参加が重要な役割として課されていた。ムラングトゥとは村全体に関わ

る行事のことで、オイダリーは『石垣方言辞典』の「オーデーリゥ」に対応し、公務・勤め・

仕事のことである。具体的には、道路の修繕や村落内の清掃、資材の調達（公共建物用の木

材の割当て、橋梁用の木材・道路用の石の調達）、駕籠夫、野曳きといった役割があった。 

第 4 節 ムラングトゥのなかの村落祭祀 

本節では、ムラングトゥには村落祭祀も含まれる点に注目しながら、フダニンが担ってい

る実務的な役割について歴史資料を基に検討した。基本的にフダニンには、①供物の供出と、

②供物の準備や祭場設営といった役割が与えられていた。 

①供物の供出については、各地のフダニンに関する役割に共通してみられ、それは 1713

年編纂の『琉球国由来記』巻二十一「年中祭祀之事」の二月の御タカベや十月のタカベの項

に「頭数一人ニ付、米五勺宛出サセ」とあることや、また 1701 年の『参遣状』の「八重山

島惣横目の訴え書き」には「疫病有之砌嶽々江立願」の実施をめぐって「百姓男女頭数ニ米

五勺ツゝ相掛、五水八合、花米九合添候」と出てくることから、かつての正頭に与えられて

いた役割であったことが確認できる。 

 ②祭祀実施にともなう実務的な役割についても、各地のフダニンに関する役割に共通し

てみられ、たとえば、波照間島では 10 月・2 月・5 月のミヤクツァイに男性のフダニンら

が御嶽や神が通るとされる神道等の清掃をおこない、同日はツカサらの祈願のあと、掃除を

終えたフダニンは休憩しながら神酒を飲んでその日の労働を終える［宮良 1972：129—132］

が、それは『与世山親方八重山島規模帳』に出てくる、年に一度、御嶽の掃除ならびに猪垣

の補修作業のときに、男性の正頭が米を出しあって神酒を作り、持参して、いたずらに呑み

つくしていることを禁じた条文の内容と重なり、フダニンの役割がかつての正頭の役割と

つながることが確認できる。 

以上のことから、フダニンに与えられていた実務的な役割は、かつての正頭に与えられて

いた役割であったのである。 

第 5 節 「賦役」としての祭祀への関わり 

 本節では、上記の検討を踏まえてフダニンの祭祀への関与の在り方について検討した。各

地の事例をみると、たとえば加屋本（1977）は、波照間島の事例報告のなかで「フダニンで

ある間は、その部落所属の御嶽の祭祀の折りに労働の提供や祭祀に必要な品物の提出が義

務づけられている」［加屋本 1977：124］と述べており、宮良（1972）も「生業に関する共

同労働以外に、（中略）島をあげての神行事に関する共同労働と島賦役がある。古くは御嶽

の神行事への参加は義務であった」［宮良 1972：50］と述べている。 

また、たとえば石垣島大浜では、7 月の盆の翌日（16 日）に部落行事として獅子舞がおこ
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なわれるが、この行事は、部落の行事であるため、かつてフダニンは厳重に出欠がとられ、

欠席者からは容赦なく過怠金を徴収したと伝えている［大浜農村生活誌編さん委員会編

1982：90］。さらに西表島祖納では、ムラングトゥは 16 歳から 60 歳までが対象となってい

るが、ムラングトゥに不参加の場合にはカタイキンを払うが、それは日当量に相当するとい

う［琉球大学民俗研究クラブ 1969：19］。すなわち、かつては実際に身体を使った労働提供

であったが、それが物品提供、そして金銭的な提供へと変化してきた状況があった。 

このことから村落祭祀への参加は、当事者の恣意的な関わりではなく、もともとは義務と

してあるいは賦役としての関わりであったことが確認できる。 

小括 

本節では、現行の村落祭祀を担うフダニンの役割について、組織の歴史的背景に注意を向

けながら検討した。フダニンが豊年祭などの村落祭祀に関わり、供物の準備係から芸能の演

者、そして裏方に至るまでの実務的な役割を担っているのは、フダニンと歴史的につながる

正頭が、かつて夫役として村全体に関わる作業に服していたことと関わっており、村落祭祀

もその一つに位置づけられていた。また、フダニンの村落祭祀への関与の在り方は、現行の

祭祀からは伺えないかつての賦役としての関与の側面もみられ、それは王府時代に夫役に

徴用されていた正頭とのつながりを前提にしないと理解できないことを述べた。 

 

終 章 本研究の結論と今後の課題 

第 1 節 本研究の結論 

本研究では、これまでの研究において注目されてこなかった八重山の村落祭祀組織の役

割をめぐる問題について、石垣島新川の男性長老組織・自治会組織・婦人組織・フダニン組

織を事例に、各組織の歴史的背景を明らかにしながら検討した。その結果、現行の男性長老

組織は、王府時代の惣聞を中心とする頭迦の組織と、自治会組織は王府時代の世持・田ぶさ

と、婦人組織は王府時代の女頭や士族層の婦人と、フダニン組織は王府時代の正頭とつなが

ることがわかった。また、現行の各組織が果たす役割は上記のかつての役職の役割であるこ

とも明らかにした。 

沖縄の年中祭祀や祭場を分析している伊従勉は、現行の沖縄の祭祀について「純粋無垢の

自発的な地方文化の発現ではなく、5 世紀にわたり残存してきた琉球王国統治下の祭祀慣行

が変貌した果ての残存形態である」［伊従 2005：ⅲ］と述べている。そのような状況は、

八重山においてもあてはまり、本研究を通じて具体的に提示することができた。 

 また、本研究では現行の祭祀組織の歴史的背景の検討をとおして、王府時代の村落祭祀に

は行政組織が深く関与していた状況を明らかにすることができた。具体的に、近世の行政職

であったのは、現在の男性長老組織とつながる惣聞、自治会組織とつながる世持・田ぶさ、

そして女役者とつながる女頭である。すなわち、近世における村落祭祀は、行政職の積極的

な関与の下で実施されていたのであることが明らかとなる。 

 さらに、本研究では現行の祭祀組織の歴史的背景の検討をとおして、王府時代に士族・百



18 

 

姓の身分によって異なる祭祀組織が形成されていたことが明らかになった。具体的には、百

姓組織には惣聞を中心とする頭迦の組織を頂点に、その下位に位置する世持・田ぶさ、およ

び女頭、さらにその下位に位置する正頭からなっていた。士族組織には、士族層の婦人があ

てはまる。このことから村落の祭祀組織と一概にいえども、士族と百姓という身分が村落の

祭祀組織を形成する一つの要素を成していることが明らかとなった。 

第 2 節 今後の課題と展望 

本研究では、村落祭祀組織の役割について各組織の歴史的背景を明らかにしながら検討

したが、その作業をとおして祭祀組織のかつての姿を復元することができた。その成果は、

こんにち地域ごとに独自の変化をとげている沖縄諸島や宮古諸島の祭祀組織と、今後、比較

検討をおこなう上での、一つの実証的な研究事例になり得るものと考える。今後の展開とし

ては、本研究での方法をもとに他地域の祭祀組織を個別的に検討していき、比較検討の基盤

を築いていく。そしてその後は地域相互間の比較検討を通じて、沖縄の村落祭祀組織の特徴

や地域独自の変化の有様を明らかにしていくことがある。 

次に、近世から現在に至るまでに戦前・戦後、そして復帰と様々な社会の変化が生じてき

た。その変化にともなって祭祀組織もまた変わってきたことは想像に難くないが、それにも

かかわらず、近世の組織の役割が現在まで連綿と継承されてきたことも事実である。今後は、

近代の社会状況にも目を向けながら、組織の役割がどのように継承されてきたのか、という

ことについて詳細な検討をおこなっていく必要がある。 

さらに、本研究では、村落祭祀に行政職が深く関与していたというかつての状況もみえて

きた。具体的には、王府公認の百姓役目が中心となって村落祭祀をおこなっていた。これま

で百姓役目などの行政職と祭祀とのかかわりについては、ほとんど知られておらず、本研究

の成果は、王府時代の村落祭祀の実態を考える上での、実証的な研究事例になり得る。今後

は、宮古や沖縄諸島の事例にも目を向けながら、本研究で明らかになった行政職と村落祭祀

のかかわりについて検討していく必要がある。 

また、本研究では、新川の事例をとおして村落祭祀と身分制度のかつての関わりも提示す

ることができた。今後はこのような祭祀と身分制度との関わりも視野に入れた調査・研究を

していき、人々と御嶽、人々と神との関係性についても検討していく必要がある。 
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