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序 章 頭懸・人頭税の呼称と本論文の目的（構成）・研究史 

Ⅰ 本論文の目的と先島租税制度の時期区分 

本論文の目的 

本論文は、琉球国後期（豊見山和行は「琉球史における時代区分論－時代名称・歴史概念の検

討－」のなかで、これまで「近世琉球」と呼称されてきた時代を「貢納経済に基礎づけられた社

会」として位置付け、「琉球国後期」とする時代区分を提唱している（「琉球史における時代区分

論－時代名称・歴史概念の検討－」（『琉大史学』、2018 年、琉球大学史学会）から近代旧慣期先

島における頭懸
ずがかり

・人頭税
にんとうぜい

の研究である。本論文の目的は、マクロかつ体系的叙述ではなく、頭

懸・人頭税研究の空白領域、すなわちこれまでほとんど論じられてこなかったか、または萌芽的

には見られるものの十分な展開がなされなかった視点・論点から頭懸・人頭税を論ずることにあ

る。 

先島の租税制度概要と時期区分 

琉球国後期（近世）から近代旧慣期まで続いた先島（宮古・八重山）の頭懸・人頭税は、村の

位を村の生産力等を加味し上・中・下・下々の位に区分し、さらに村の構成員の位についても正

頭（担税者）を上・中・下・下々の位と頭
ず

迦
はず

れ（老・童）という人位に区分する。そして、村位

と人位を組み合わせて、正頭（15 才から 50 才までの担税者）の分
ぶ

数（負担割合）を決める。 

琉球国後期（近世）と近代旧慣期は、5 期に区分できる。第Ⅰ期は、1609 年の島津侵攻後、通

説で頭懸」が始まったとされる 1637 年まで、第Ⅱ期は 1638 年から 1660 年に喜屋武親方の仕置

によって「頭懸」制が確立した時期まで、第Ⅲ期は、1660 年から奥武親雲上の仕置が行われた

1710 年までである。第Ⅳ期は 1711 年から廃琉置県まで。1711 年に年齢による賦課徴収が開始

され、この時期の制度が廃琉置県まで踏襲されていく。第Ⅴ期は、1879 年の沖縄県設置から土地

整理により近代租税制度に組み込まれていく 1902 年までである。 

Ⅱ 身分と人頭税および租税の定義 

身分制と近代先島 

前近代の日本社会は、身分制社会である。沖縄本島地域においては、廃琉置県（1879 年）によ

る士族役人の消滅により、琉球国後期（近世）的身分制はなくなったといえる。いわゆる「人頭

税制」下の先島では、租税制度を含め旧慣諸制度が残っただけでなく旧慣支配層の身分もそのま

まであった。日本という近代国家に包摂された後も、先島には〈身分的制約から契約の自由へ〉

の転換は起きなかったか、あるいは不徹底であったといえるであろう。そういう意味では、近代

旧慣期の先島社会は、近代国家の中の前近代社会であった。 

本論文では琉球国後期（近世）の場合、琉球固有の呼び方「頭懸」を用いる。「人頭税」とは、

近代先島旧慣期の固有名詞としての租税制度をさす。本論文では、「人頭税」という用語が 100

年以上固有名詞として定着してきた史実にもとづき、琉球国後期（近世）と近代旧慣期の租税制

度全体を指す場合は頭懸・人頭税と表記する。 
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Ⅲ 頭懸・人頭税研究における主要な論点 

頭懸・人頭税の呼称をめぐる問題 

 頭懸とは、琉球国後期（近世）先島の租税制度の固有名詞であり、『御財制』（1710 年頃）が初

見である。人頭税とは、近代先島旧慣期の固有名詞であり、研究史の成立以前の 1893 年（明治

26）頃から近代先島旧慣期の租税は人頭税と呼び習わされてきた（拙稿「『人頭税』の呼称と『頭

懸』の起源」、1995 年、『沖縄文化』通巻 82 号，沖縄文化協会）。本論文では、特に断らない限り、

カギ括弧なしの頭懸とは固有名詞としての琉球国後期（近世）先島の租税制度を指し、カギ括弧

なしの人頭税とは近代旧慣期先島の租税制度を指す。一方で、抽象概念としての「人頭税」とい

う用語もある。固有名詞としての人頭税の語源はこれに由来すると考えられるが、近代先島旧慣

期における人頭税の呼称は、抽象概念としての歴史用語「人頭税」をメルクマールとして確立し

たものではなく、すでに 1902 年の『琉球新報』には明確に固有名詞として用いられている。 

 管見の限り、沖縄の研究者として「人頭税」という用語を用いたのは真境名安興『沖縄一千年

史』（1923 年）である。真境名安興は、頭税 宮古八重山両島にては慶長検地を距ること約二十

七年を閲し、寛永十四年（皇紀二二九七＝1637）に至り従来の税制を改めて人頭税を賦課せり。

其改正の理由並賦課の方法等は文献の徴すべきものを観ずと雖も、爾来万治二年（皇紀二三一九

＝1659）に至る迄前後四回に渉り人口の調査を為し、其都度粟及び反布の納額に増減を来たした

りと云へば、一人に対する定率に依り之れを課したるが如し」とべている（『真境名安興全集 第

一巻』、1993 年、琉球新報社）。 

この真境名説は『御当国御高並諸上納里積記』の「両先島上納之事」に記された「頭懸」とい

う先島の租税制度の固有名詞を「人頭税」という固有名詞に書き改めただけで、内容的には「両

先島上納之事」と同じである。同書では抽象概念としての歴史用語「人頭税」を踏まえた記述で

はなく、新聞等巷間に定着した用語として〈人頭税」の呼称を使用している。 

慶世村恒任『宮古史伝』（1927 年、南島史蹟保存会）、喜舎場永珣『八重山歴史』（1954 年、八

重山歴史編集委員会）、島尻勝太郎「宮古の人頭税について」（『おきなわ』、1954 年、おきなわ社）、

稲村賢敷『宮古島庶民史』（1957 年、自費出版）、大浜信賢『八重山の人頭税』（1971 年、三一書

房）、『平良市史 第一巻 通史編』（1979 年、平良市役所）は、いずれも真境名説をそのまま踏

襲している。 

抽象概念としての歴史用語「人頭税」をメルクマールに検討した論文は、管見のかぎり島尻勝

太郎「宮古農民の人頭税廃止運動」（沖縄歴史研究会編『近代沖縄の歴史と民衆』、1970 年、沖縄

歴史研究会）が最初である。島尻勝太郎は、「歴史辞典によると、人頭税は、古くから課されて

いた『各個人に頭掛りに課せられる税』のことであって」と、賦課に着目して、「宮古の人頭税」

を検討している。 

喜舎場一隆は、1974 年に立て続けに「 南島初期人頭税の周辺（１）」（『琉球大学法文学部紀要 

社会篇』第 17 号（1974 年、琉球大学法文学部）」）、「 南島初期人頭税の周辺（２）」（『南島史学』

第 4 号、1974 年、南島史学会）および「南島人頭税の賦課方法」（『政治経済史学』第 100 号、1974

年、政治経済史学会。後に『南島地域研究 第一輯』（1984 年、研文出版）に再録）。を発表してい
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る。 

島尻・喜舎場とも、「各個人に頭掛りに課せられる税」、「人を客体として賦課する」と、賦課

方法に着目して、「人頭税」と称していることが特徴的である。 

このような研究状況に対し、安良城盛昭は 1977 年の講演「前近代の沖縄歴史研究をめぐる二、

三の問題」で、抽象概念としての歴史用語「人頭税」をメルクマールとして「人頭税は両先島に

限られているというのも間違った見解であります。本島においてもまた人頭税は、廃藩置県の直

前までは、貢租徴収の基本的な様式だったのであります」と述べ（『新・沖縄史論』（1980 年、沖

縄タイムス社）、喜舎場説を批判した。一方では、「『沖縄県旧慣租税制度』は、①沖縄本島におけ

る代掛地租、②両先島における人頭配賦税、③久米島における前二者を折衷した地租を、旧慣租

税制度の三類型とみなしている。－中略－この三類型は、実は、首里王府から間切・村に貢租を

賦課するときの基準の三類型であって」と述べており （『沖縄県史 別巻 沖縄近代史辞典』、

1977 年、沖縄県教育委員会。前掲書に再録）、賦課に着目すると「人頭税」または「人頭税的」

であったことを認めている。安良城の喜舎場説批判は、着眼点が異なっており十分にかみ合った

議論にはなっていない。 

琉球一円説と頭懸・人頭税の起源 

頭懸・人頭税の起源と琉球一円説の提起も安良城盛昭である。安良城は、「八重山鳥年来記」

に頭数による徴収事例があることを示し、「人頭税」が通説のように一六三七年に始まるとは、

まったく考えられないのです。したがって、人頤税の起原はというと。はるか古琉球の時代にさ

かのぼります－中略－たとえぱ、宮古島の下地の大首里大屋子にあてた万暦二三年（一五九五）

の辞令書にも『すかまくちたわら』という人頭税的賦課がすでに存在しており－中略－第二に、

人頭税は両先鳥に限られているというのも、間違った見解であります。本島においてもまた人頭

税は､廃藩置県つまり琉球処分の時期までは、貢租徴収の濃本的な様式だったのであります」と

述べている（安良城、前掲書）。 

安良城は、で頭懸・人頭税の起原は古琉球の時代に遡ると明快に述べているが、その根拠は極

めて薄弱である。古琉球起蓆説の根拠となっている 1628 年八重山島年来記」所収の「掟」は、

近世の史料であり、1637 年以前に人頭税的な賦課･徴収があったこと示していることは明らかで

あるが、琉球国後期（近世）への転換期の事例は、かならずしもすべてが琉球国前期（古琉球）

に遡るとは限らない。下地大首里大屋子宛ての辞令書の「すかまくちたわら」も、限りなく未詳

語に近い語であって、「頭税的賦課がすでに存在」していた根拠としているが、語釈は示されて

いない。 

しかし、根拠が不十分であるからといって、安良城説が誤っているということにはならない｡

安良城説によらずとも､推定のレベルでは､すでに明治 31 年の新聞には人頭税と今日されており、

真境名安興､慶世村怛任､稲村賢敷、喜舎場永珣らによって人頭税であったとの指摘がなされて

いる｡琉球国後期（近世）・近代旧慣期先島の租税制度と沖縄本島地域の租税制度は全く同じでは

ない。抽象概念の「人頭税」としては、琉球一円であった（違うタイプの「人頭税」であった）

可能性もある。いずれにしても、今後、沖縄全域の租税制度研究によって深められていくべき課
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題であろう。 

安良域説の発表後、安良城晩を積俺的に支持し、その補強に努めてきたのが凧島為一である。

頭懸の起源についても、黒島は安良城説を踏襲しつつ､『おもろさうし』の注記および『混効検

集』に記された「稲一たはりつゝ上納」を引用しつつ、「ズバリ人頭税を指し示すと理解すべき

である」と明快に述べ（「人頭税」琉球新報社編『新琉球史－近世編（下）－』、1990 年、琉球新

報社））、頭懸・人頭税の琉球国前期（古琉球）説を補強している。しかし、『おもろさうし』も

『混効検集』も伝承を後世に記録したものであり、同時代史料ではない。明快に､人頭税と断定

するには根拠が弱いといわざるを得ない。また、『御財制』に記された「頭懸」の起源（1637 年）

についても、「全沖縄レベルで行われた宗門改を両先島レベルの人数改めに矮小化し、それを〈頭

懸〉のための準備作業とみなした」（同前）と、王府の公式文書の記述を誤りとしている。 

「八重山島年来記の 1637 年条」には「手札始り井為御仕置」とあり、宗門改だけでなく、「御

仕置」の目的もあったことを記している。また、『中山世譜』附巻によれば、1638 年、浦添親方

朝が「宮古八重山法制、切支丹宗」の凜明のために上国しており、先島の揚合、宗門改と同時に

「法制」の調査が行われていたことを確認できる。先島への役人の派遣は、琉球全体の宗門改と

は別に考えなければならないことを意味しており、『御財制』が 1637 年に頭懸か始まったと考え

たことには、その当否は別にして、それなりの根拠があるのである。 

安良城は、頭懸・人頭税の起源は「はるか古琉球の時代にさかのぼります」と述べているが、

その根拠は極めて薄弱である。古琉球起源説の根拠となっている、1628 年「八重山島年来記」

所収の「掟」は、近世の史料であり、1637 年以前に人頭税的な賦課・徴収があったこと示してい

ることは明らかであるが、島津侵攻後の転換期の実態を示しているともいえる。転換期の実態は、

かならずしもすべてが琉球国前期（古琉球）に遡るとは限らない。下地大首里大屋子宛ての辞令

書の「すかまくちたわら」も、限りなく未詳語に近い語であって、「人頭税的賦課がすでに存在」

していた根拠としているが、語釈は示されていない。 

「人頭税はなかった」論 

2015 年来間泰男が『人頭税はなかった』という本を刊行した（2015 年、榕樹書林）。タイト

ルだけ読むと、先島社会は無税地であったといっているようなタイトルである。タイトルを誤

った可能性を考えたが、「はじめに」のなかでも「問題の本質は『なかった』ことにある」と

述べており、記述の誤りではないようである。しかし、本文では「頭懸は人頭税で
・

は
・

ない（頭

点引用者）」と記しており、この記述が正しいとすれば、論点の本質は「人頭税はなかった」

ではなく「人頭税ではなかった」であろう。「人頭税はなかった」とする結論は、安良城説は

誤っているという結論と筆者は同義だと考えるが、そのような記述ない。 

実証的な側面からもいくつかの疑問がある。来間は、「人頭税はなかった」の論拠とする論

文を２編発表している。「上布算・村算・藁算（「八重山島風俗一班」のうち）－『東京国立

博物館図版目録 琉球資料編』－」という小論のなかでは、「１尋＝４尺」と記し（同前）、

また「新本家文書 『八重山島人頭税賦課台帳（仮題）一得能壽美翻刻『石垣市立・八重山博
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物館紀要』第 19 号、第 20 号、2002 年３月－」という小論のなかでは、Ｉ尋を６尺と解釈して

いる（同前）。琉球国前期（近世）社会および近代沖縄旧慣期社会では 1 尋５尺であり、上布

算の 4 尺は鯨尺の単位であり曲尺になおすと 5 尺となる。さらにまた、「19 世紀八重山の人

口の年齢構成」では、課税最低年齢を 16 才として（『旧慣租税制度』の誤りを継承）、年齢

構成を「架空の数値」としている（同前）。そして最後には、「近世には『頭懸け』と呼ばれ

ていたのであるから、それに戻せば〔良＝脱ヵ〕いのだ」とのべているが（同前匚琉球国後期

（近世）の文書では、「頭懸り」と送り仮名が付されている事例が多くあり、「頭懸」であり、

「代懸」である。また、『御財制』の「頭懸」を 1634 年と記しているが、これは 1637 年の誤

りであり、さらにまた『沖縄県旧慣租税制度』（以下『旧慣租税制度』という）を「明治二六

（一八九三）にまとめた」と記しているが（同前）、脱稿したのは明治 28 年３月である。 

Ⅳ 頭懸・人頭税研究に関する主要な著作・論文（研究史） 

人頭税に関する論文の嚆矢は、管見では祝辰巳の「旧琉球藩租税法」である。祝は、当時台湾

で刊行されていた雑誌『財海』16 号（1907 年、明治 40）に同論文を発表している。沖縄の研究

者として、最初に頭懸・人頭税に言及したのは、真境名安興である。真境名安興は、前掲『沖縄

一千年史』（1923 年）のなかで、『旧慣租税制度』や『御財制』、『御当国御高並諸上納里積記』

を活用し、人頭税とよび先島の頭懸・人頭税について論じ、はじめて先島の租税制度をその後長

い間多くの研究者に影響を与えてきた。 

 ほか、慶世村恒任『宮古史伝』（1727 年）、田村浩『琉球共産村落の研究』（1927 年、佐久

本 嗣宗／城間 正八は『隠れたる偉人－城間正安翁』（1932 年）がある。戦後米支配から現代ま

での研究は、喜舎場永珣と稲村賢敷、島尻勝太郎・大浜信賢・谷川健一・渡口眞清金城正篤・西

里喜行・安良城盛昭・黒島為一の研究がある。1980 年代以降は、村レベルの研究が増えたこと

が特徴である。 

 

第 1 章 村位・人位・分数について 

八重山島の「参遣状」中の 1699 年 5 月 18 日付「寅年物成帳」と略称する）は、村位と位ごと

の男女一人当たりの貢納高が記されている。「寅年物成帳」によって、1710 年以前の賦課方法

に人位はあるが、年齢を基準にしておらず、後の分数に相当する人位間差平均 2．5 であったこ

とが明らかになった。村位は、検地の際に決められたが、18 世紀以降は村位の変更も行われて

いる。「寅年物成帳」のなかに「所遣（費）」を発見したことは大きな収穫であった。所遣費は、

村位・人位に関係なく一律であること、倍率 1.0 の位を基準にすると、王府への貢納分は 0．36717

石で、所遣費は 0．11495 石、王府への貢納分の約 31．3％％であったこと（上村上男の場合 16．

6％）が発見できたことは大きな成果である。村位・人位・人位というキーワードで頭懸・人頭

税の変遷過程を検討し、頭懸・人頭税の基本的骨格の成立は、『御財制』や『里積記』をもとに

従来語られてきた 1659 年（実際に 1660 年）の喜屋武親方の仕置ではなく、奥武親雲上の仕置に

よって頭懸・人頭税の基本的骨格が定まった。 
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村位と人位・分数は近世初頭からあったと考えられるが、一定不動のもではなく、時勢の変化

のなかで変更を余儀なくされている。奥武親雲上の仕置で重要なものは人位を年齢によって区

分したことであり、これによって役人の不正（贔屓）も減少したと考えられる。また、王府（公

的）編纂物の活用にあたっても、在地史料との校合に基づき慎重な史料批判を行う必要がある。 

 

第２章 近世先島の起・先と貢租・貢納物―王府財政史料と蔵元史料からみた年貢と貢布 

 薩摩藩の起・先ついて検討しつつ、薩摩藩では、起とは多めに徴収するための方法であり、

先は少なめとなる方法であると理解されていることを紹介しつつ、先行研究として東恩納寛惇

や渡口眞清の説を紹介した。そして、祝辰巳の論文「旧琉球藩租税法」によって先島の起と先

についての論述も紹介し、先島では 1 俵は 3 斗で、内訳は本途（2 斗 5 升）と斗立（3 升＝年貢

米の目減り分を見積もって付加される分）と蔵役人心付 2 升を加えた 3 斗が 1 俵であることを

明らかにした。蔵役人心付 2 升は、近世文書では見えない項目であり、祝辰巳論文によって１

俵は 3 斗あることが明確になった。 

先島からの産物貢納は、近世初頭から見えるが、18 世紀になると、貢布量が減少するととも

に、貢布の精緻化・模様の複雑化がすすみ、貢布は一種の特産物に成長していく。『御財制』に

貢布を中心とした実物貢納としての産物が数量で記されていることは、穀物の代納として取納

しているのではなく、産物そのものが目的であったと考えられる。また、18 世紀以降、貢布以

外にも多様・多種の産物が代納されていく過程を見てきた。このように頭懸よって賦課された貢

租は、布を含む産物貢納・夫遣い・穀納が複合的に絡み合い貢納されていた。このような産物貢

納と流通の背景には、海洋ネットワークの存在が背景にあった。 

先島の産物は、貢租の一部として島外に搬出された先島の産物は、その後、大坂市場でも流通

していたことを確認した。貨幣が流通していなかった近世先島社会では、その産物は商品として

生産（あるいは収取）されたとは考えられない。貢租の代替物として（注文によって）取納され、

市場へ流通していった。近世日本社会における特産品の生産と先島から貢納される貢布や産物

は、薩摩藩にとって市場性の高いものが要求され、それは鹿児島県の設置まで続いた。 

 

第３章 琉球国後期（近世）末期先島の貢布・琉球産物と市場 

先島の「頭懸（人頭税）」に関するこれまでの研究（特に貢布について）は、首里王府までの

射程のみで、貢布を含む租税制度をとらえてきた。すなわち、村レベルで織布された貢布がその

後どのような経路をたどって行き、費消されたか、十分な関心を払ってこなかった。 

本章では、生産の現場（村レベル）では商品作物としてではなく、貢租として生産された貢布

が移動（搬出・輸出）という過程を経て、商品産物に転化していったことを考察した。「弘化二

年出物積登送状」に記された先島の貢布や琉球の産物を基本に据え、十九世紀中頃の貢租として

生産された先島産の貢布（種類や数量）の薩摩藩への搬出実態を明らかにした。また、芭蕉布等

の琉球産反布、泡盛、その他の特産物が、琉球から薩摩へ搬出され、さらに大坂市場へ還流（輸

出）されていることをみてきた。反布の確保は、多くは先島および久米島の貢布により行われた
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が、貢年貢出米（粟）の代納や僅かな剰余生産の反布購入による確保も行われた。また、琉球産

反布の大坂市場における評価は高く高値で販売され、特に先島産の貢布が重宝された。また、貢

布の生産が市場の需要を満たさなくなると、那覇周辺の小禄間切や豊見城間切に反布の増産を

求めた。 

 「細上布等奨励販売ノ件」や「軽減陳情書」「小禄間切・豊見城間切宛の廻文」などの一連の

文書は、薩摩藩が琉球の典型的な砂糖・ウコン以外にも、先島産貢布、琉球産反布、その他の産

物を薩摩藩は積極的に確保しようとしていたことを示す。このような貢布をはじめとした琉球

産物の薩摩藩による積極的な確保は、薩摩藩の幕末の財政改革は密接に絡み合っていた。 

第４章 琉球国後期（近世）末期先島の貢布と人口問題 

本章では、貢布の基礎的な情報を整理したうえで琉球国後期（近世）末期の貢布をめぐる問題

を概観しながら、貢布を特産物として捉え、琉球国後期（近世）末期の貢布と市場・人口問題に

ついて考察した。 

 貢布は、薩摩対琉球との関係では貢租であっても、集約的労働による農村加工業であり、「よ

り広い市場向の生産活動」であったことは、マニュファクチュア／プロト工業化との近似性を認

めることができる。貢布は、薩摩と幕藩制市場との関係では特産物商品として市場に流通した。

海運を禁止されていた琉球は、かりに剰余生産があったとしても薩摩藩または薩摩商人に販売

するしかなかった。  

 貢布の生産は、ほとんどを女性が担当しており、いかなる飢饉時でも停滞を許されなかった。

1853 年、宮古島の「子年の飢饉」では、餓死者が 2,139 人出ているが、そのような事態にあって

も御用布の「織女共」や関係者には余計に「救米」を配分するよう指示が出されているなど、貢

布については飢饉時でも完納がめざされた。八重山島では 1771 年の津波で約 9,400 人死亡する

という未曾有の災害があったにもかかわらず、有効な対策を出すことができず、人口減少を招い

た。 

 

近代編   

第５章 近代旧慣期八重山島における人頭税（頭懸）制度下の年貢と貢布 

本章では、台湾大学図書館田代文庫所蔵の八重山島の四ヵ村と南５村の「明治 18 年巡検統計誌」

と「明治 25 年統計略表」、その周辺史料を活用し、村レベルの貢租負担実態を見てきた。 

  四ヵ村と南５村は、八重山島の風土病であるマラリアの被害が少なく、人口が集中している

地域であるが、明治 18 年の年齢構成を見ると 19 世紀の中期に八重山島で起きた天災や伝染病

と全く無縁ではなかったことが明らかになった。また、村レベルの耕地区分および利用形態を見

ると、田より畑が多く、四ヵ村と南５村は明治 25 年末の時点では、粟納が優位を占めていた。

田畑以外に、藍作地・苧麻作地・芭蕉敷・蘇鉄敷が確保され、貢納や救荒の備えが行われていた。

このほか役人作地も見られ、役人の特権的地位は近代に入っても継続していたことを確認でき

た。 
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 年貢（本租）は、蔵元レベルの史料では、村位と人位が同じであれば、同額であるとされてい

るが、実際の村レベルでは村毎に違いがある。このような違いは、免税者が村レベルでの免税の

ため、免税者の多寡によって村毎に正頭個々の負担額に違いが生じたと考えられる。貢布につい

ては、四ヵ村と南５村のみに 20 升の細上布は賦課されているが、組合で織られるため、「巡検

統計誌」によって村レベルでは人位によらず一律に賦課されていた。一律に賦課すると、一部の

人に負担が多くなるため、加重負担を解消するため苦労米が支給された。所遣費（民費）は、ほ

とんど平民のみに賦課されており、明治 13 年以降増え続けたが、増えていった要因は不明であ

る。明治 25 年には、年貢（本租）を上回る額となっており、平民の負担は実質的に士族の２倍

となった。士族や村役人、多子者、筑登之など免税者が多く、平民の負担は大きかった。 

 第６章 近代旧慣期宮古島の民衆・人口・耕地・人頭税（頭懸） 

本章では、『沖縄県旧慣租税制度』の「宮古島明治二十六年男女階級調（穀納用）」や「明治

廿六年士族貢租貢租公費壱人負担表」（平民もある）について、検討した。 

平良 5 ヵ村の貢租は他村と較べて高くなっていた。村々の比較のため、平民と士族正男女の貢

租と夫賃粟を抽出したところ、同じ村の士族と平民は同じ位であっても、若干の違いがあった。

また、同じ 10 分であっても、貢租について見ると、平民の場合、仲地村を最下位として、最上

位は西里村と、約 1．28 倍違っており免税者の存在だけでは説明できない高となっている。「一

木取調書」には、名子の貢納について、「名子ノ負担ニ属スル貢租・公費ハ抱主ヨリ之ヲ納メ」

と記されているが、名子廃止の訓令直後には、名子は蔵元への貢納となったことが明確となっ

た。 

 近世中期の『御財制』宮古島の基本的貢布量は決まっているが、実際には多様な布種が貢納さ

れていた。明治期の史料にみられるような貢布となったのは、明治 16 年からだである。貢布の

賦課は、白上布・中布・下布を基本型として、賦課高が設計される。しかし実際の賦課において

は、内容を子細に見ると、それぞれの布の石換算高に、疋・反数を掛け、さらに 1．2 倍されて

いる。平民の負担高 1,906 石余 1,626 石余を引いた 280 石余は、平民が多く負担していると計算

している。明治 30 年頃とみられる『貢反布沿革調』の「貢布織女手叶人員表」には織女 882 人

と手叶 498 人が配置されており、細布等 1,491 反は、882 人の織女が織っており、一人当たり 1．

69 反となる。課題②の貢布については、３分の１が織女となったとする研究はあるが、具体的

な人数を確認することがきた。 

 

 第７章 近代旧慣期先島の人頭税としての民費 

本章では、主に『沖縄県旧慣租税制度』および台湾大学図書館田代文庫所蔵の「明治18年巡検

統計誌」を活用し、宮古島と八重山島の民費を検討した。また「一木書記官取調書」に見る宮古

島・八重山島の民費の比較、『沖縄県旧慣地方制度』等により役人数と役人給与を検討した。 

八重山島の場合、近世中期には王府への貢納分の約31．3％が所遣費であった（宮古島も同程

度であったと推測される）。宮古島・八重山島いずれにおいても、近代以降の毎年のように民

費の増大し、本租額を上回るほどになっている。役人の給与も民費に比例して増大していった
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ことを明らかにした。幹部役人層以外にも、端役の役人がいたのであり、民費における給与負

担はかなりの額となっていた。 

第８章 近代八重山旧慣期における貢布の賦課と徴収 

本章では主に『沖縄県旧慣租税制度』に収録されている「貢布割付法及ヒ徴収ノ手続」を活用

して、貢布負担の割付と賦課を検討した。 

貢布は、近世および近代史料には、穀納（地租）の代納として位置づけられているが、穀納（地

租）の代納とはいえない。古代の実物貢納的要素が色濃く残っており、織布の管理が厳格に行わ

れていた。そして、近代以降もなお貢布負担には身分制が残存しており、士族の婦女子は織布が

困難な上布等を負担することはなく、すべて平民の婦女子が負担した。 

 八重山島の貢布は、もっとも人口が多かった 18 世紀中期と人口がその半分になった近代旧慣

期と同等の負担であり、人口が減少しても貢布負担が減らされることはなかった。村における負

担のあり方も、複雑で女頭が藁算で平等になるよう差配したが、多様な布種と織布労働の複雑さ

から、織布にあたる正女でも自己負担する反数を十分に覚知していないという有様であった。ま

た、貢布以外にも、民費としての貢納される反布、夫賃米としての貢納される反布があり、反布

は貢租のなかに大きな位置を占めていた。 

 

 第９章 近代旧慣期（明治 26 年）八重山島黒島村の人頭税  

本章では、黒島村における近代の人頭税の賦課と徴収をみてきたが、その賦課・徴収は一様で

はなかった。 村レベルの賦課・徴収にかかる文書を析出してみると、「沖縄県旧慣租税制度」

と若干の違いがある。同様に、中・下・下々男も違いもある。また、沖縄県へ納める高を除いた

高を民費とすると、民費は貢租額の 52％余を占めており、しかも人頭割である。 

村レベルの賦課・徴収において、蔵元レベルの帳簿（書類）との整合性が図られている。村々

は、村ごとに免税者等の数により賦課高が違うため、豊川家黒島村文書は、蔵元レベルの史料よ

りも、より実態に近いといえるが、斤目割という史実から見ると、十分に実態を反映していると

はいえないことを明らかにした。 

 

第 10 章 近代旧慣期の宮古島社会と人頭税廃止運動 

 本章では、近代社会の成立を概観し、そのうえで、人頭税の呼称と人頭税石、人頭税廃止運

動とその背景、人頭税廃止運動の主意と営利への道、人頭税廃止運動の歴史的性格を検討し、 

農民の要求は宮古島役所が課題としていた内容と大きな差はないこと、国会請願までいたった

のは、農民らが太田役所長に対して「新役所長は士族吏員の党」と見て、十分に信頼していな

かったことに加え改革のスピードを速める意図が大きかったことを指摘した。 

 人頭税廃止目標の終点は、作目の自由化であり現物納の廃止であり、日本国民への同化運動と

身分制廃止運動の側面を持っていた。また、新しいサトウキビという商品作物の登場と新しい商

品の流入は、貨幣経済へ取り込まれていくなかで農民を商品作物の生産へと目覚めさせていっ

た。 
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 終章 本論文の要約と論点・先島の租税制度研究の意義 

 本章では、論点を①頭懸・人頭税の変遷と起と先・貢布と産物、②近代初期八重山島の貢租・

貢布、③旧慣期宮古島の人頭税（貢租・貢布）・民衆・人頭税廃止運動、④近代旧慣期先島の人

頭税としての民費にしぼり、論文全体を俯瞰した。また、結語では実物貢納経済・人頭税・財産税・

土地神話と今後の課題について言及した。 

 先島の人頭税は、米・粟等の穀物（農産物）、現夫遣い（直接労働夫役）、貢布等の産物から

なる。本論文執筆にあたって、鬼頭清明『日本古代都市論序説』（1977 年、法政大学出版局）に

おける実物貢納経済論、豊見山和行「琉球史における時代区分論－時代名称・歴史概念の検討－」

および J・R ヒックス『済史の理論』（1995 年、講談社）おける「慣習経済」論に学びつつ、先島

産の貢布やその他の産物は、鬼頭のいう「実物貢納」といえる。先島産の米・粟も、大坂市場で

は購入が禁じられており、米・粟も実物貢納に近いと述べた。また、「八重山島諸座規模帳」に

見られる毎年の「御物初」としての貢納、白上布 20 疋と白下布 20 反、米 2 石 5 斗は、供物的性

格を帯びていといえること、先島の貢租・貢布は、「市」への流通商品として生産されたもので

はないが、貢布等の産物は古代的貢納における実物貢納と類似しており、貢布は、薩摩対琉球と

の関係では貢租であっても、近世中期以降は特に集約的労働による市場向の商品として薩摩藩

を介して市場へ流通したことを述べた。 

また、「人頭税」という用語は日本史研究ではほとんど使用されないが、日本律令社会史研究

大津透『日唐律令制の財政構造』（2006 年、岩波書店）のなかで「人頭税とは何か」という項目

を設け、徴税が「末端の官人に委ねられ」「集団で貢納する」としても、個々人に賦課された形

式に着目して、古代の税制を「人頭税」と称していること、古代の租税を人頭税と財産税に分類

していることに言及し、「財産（土地）がなくても租税は発生するのである」と述べた。 

さらに小谷汪之は日本史研究における「私的土地所有発展史観」の再検討を説きつつ、「私的

土地所有関係によって律せられる社会への移行だけを歴史の唯一の発展方向と考えるべきでは

なく、それとは異なる、他の歴史的変化・発展の道という可能性をも視野に入れておかねばなら

ないということを示している」（『土地取扱人間－現代土地問題への歴史的接近』、2012 年、有志

社）と述べていることに言及しつつ、「琉球国の租税制度は、従来の枠組み（地租・地代）を基

礎にした論理よりも、新たな論理の発見が必要だと考えた。豊見山和行によって琉球国後期（近

世）社会を「実物貢納経済に基礎づけられた社会」に「石高制が覆い被さる」社会（前掲、豊見

山論文）として位置付けたことも、地租・地代論からの脱却のための一つの方法論であろう」と、

新しい視点からの研究課題を述べた。 


