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Abstract

Kudaka Island, located in the east of the main island of Okinawa, has been known
as a sacred site for the Ryukyu Dynasty.(1429 -1879)

A rite called IZAIHO used to be performed once every twelve horse years. Once
women of the island were married with children and reached the age 30 to 41, they
were expected to go through this shaman initiation ceremony. Only then can they
became SHINNYO(goddesses) of ritual groups, which perform more than 30 annual
ritual ceremonies for prosperity and safety of their family and island. 

On this island women are responsible in protecting menfolk. Especially Onari-
gami-Belief that sisters are protecting goddesses for their brothers, is strongly
believed here. Kudaka Island is a treasure of such precious traditional folk beliefs. 

I.  はじめに

沖縄本島の東の海上にある久高島は、古くから琉球王朝の聖地として知られています。

すでに消えましたが、この島には12年に1度のイザイホーという神事があり、30歳から41歳

までの女性がこの通過儀礼を受ければ、家や村の繁栄、安寧を祈る村レベルの祭祀に神女とし

て参加できる資格を得るのです。

島では女性が祭祀権の中心を担い、男たちを庇護する役割を担います。特に姉妹（オナリ）

は男兄弟の守り神であるというオナリ神信仰が色濃く残っており、久高島は貴重な民俗信仰の

宝庫となっているのです。

以下の文章は、2010年6月19日、成蹊大学アジア太平洋研究センター（CAPS）主催の連続講

演会「映像の可能性――文化を記録するとは何か」での講演をもとにしたものです。
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II.  映像人類学――民俗学は人間の心・心意現象をとらえる

私は、長い間、映像人類学・民俗学を志向して今日に至っております。映像人類学、あるい

は映像民俗学というのは、映像を通して、人類の文化や社会、民俗を表現するということです。

映像という眼に見えるものを通して、眼に見えない心意や心に迫ることができないか、という

ことを考えてきました。映像人類学・民俗学について、どう考えればいいのでしょうか？

映像人類学・民俗学の根本的な意義は、目に映ずるものと、耳に聞こえる音や言葉を

記録することによって、その土地に暮らす人々の＜心意現象＞や＜心＞、つまり＜内的

なもの＞を明らかにすることです。

徹底的に外的なものを通して、内的なものを浮かび上がらせることです。

外形の背後に内的に横たわるものを見せることです。

これは民俗学の方法論について論じた柳田國男の「民間伝承論」（1934年）を参考にして、私

自身が映像人類学・民俗学について考えたことをまとめたものです。映像人類学や映像民俗学

は、最終的に人間について考えるものです。人間の見えない映像や人類学、民俗学はおもしろ

くありません。しかし人間というものも、社会や文化、共同体、宗教といった背景があって初

めて浮かび上がるものです。目に映るもの、耳に聞こえる言葉や音を通して目に見えない人間

の心、心意現象といったものを浮かび上がらせる映像というものを、求めたいと思います。

III.  私と久高島

私は1966年のイザイホーの年にはじめて久高島（くだかじま）にわたりました。3年後の

1969年、再び島を訪れ追加撮影をして『神屋原
カ ベ ー ル

の馬』という38分ほどの映画を完成させました。

これを元にして東京国立博物館の「海上の道」展（1992）の折に、『イザイホー1966年 沖縄・

久高島』（18分）を再編集して作りました。これが一般に流布している作品です。その後しばら

くしてTVドキュメンタリーで、1976年にイザイホーに参加した女性の10年後の気持ちの変化と

生活の変化をとらえる作品を作りました。1978年には久高島の年中行事とイザイホーを撮影す

るために、カメラマンには1年間沖縄に滞在してもらい、私自身も7回ほど通いました。1982年

～84年にかけては、主要な年中行事の全記録を試み、60時間余り撮りました。御嶽の中の行事

も、入り口まで入らせていただき撮影させてもらいました。

4

空からの久高島



それからしばらく久高島から離れていましたが、2006年久高島を20数年ぶりに訪れ、愕然と

しました。祭祀の衰退を目の当たりにしたのです。変貌と言うよりは壊滅といった言葉の方が

ピッタリすると思いました。すでに歌われるべき神歌もまったくなく、7～8人という数少ない

カミンチュ（神人）たちが手を合わせる祈りだけの行事になっていました。

この光景を見て、20年前、30年前、40年前にカメラを回させてくださった島の最高神職であ

るノロさんやその補佐役のウッチ神の西銘シズさん、そのほか数多くのアッパァ（お婆さん）

たちの遺志に報いなければならないのではないか、と強く思ったのです。

しかし、亡くなったノロさんの後の祭祀を担っている神役の一人が言いました。「北村さん、

母のノロやウッチ神のシズさんが、ユタの口を通して現れたんですよ。祭りの撮影を、北村さ

んたちにさせたことを後悔していると言うんです。だから私はお詫びに島中の拝所を回ってい

るのです。」

こうした発言に対して、私は言うべき言葉もありません。あえて反論をしませんでした。し

かし、私の中には一つの確信があったのです。ノロさんやシズさんは、ゆくゆく祭りの消える

ことを考えて私に撮影をさせたのではないか。久高島の祭りは最後ですからね、と何度も語っ

ていたではないか。どう言われようと、私は記録者として後世に伝える役割を負っているのだ。

これらの膨大なフーテージをどう生かすべきか？私は、知り合いの研究者らに相談しました

が、なかなかいい考えが浮かびませんでした。

しかし久高島の若い海人（ウミンチュ）の一人は私に言いました。「島の気持ちを後の世に残

したい、島起しのために役立てて欲しい」。

もう一人、2008年に引退する68歳の神女も、「私の引退式に神歌がないのはいやだ。一人でも

いいから歌うので、ビデオテープをコピーしてくれないか。」と頼み事をするのです。

残された膨大なフーテージについて、私は2つのことを考えました。①編集して一般向けに、

いわゆる作品作りを行う。②フーテージ全体を、必要とされる時に島の人や研究者が見られる

ように、文字情報を付けて整理する。特に②のようなことを考えたのは、島の祭祀の伝承が困

難になっている時、作家個人の作品という枠を超えて映像資料として保存することが必要とさ

れてきているのではないか、と思ったからです。

久高島の映像に限らずほかの映像についても①と②の組み合わせで展開することが、今後の

映像人類学・民俗学の方向である、と私は思っています。

今日は、私の記録した映像を通して、久高島の民俗・宗教の世界を、アジアにまで少し翼を

ひろげながら読み解いていきたいと思います。今日のキーワードは、「女が男を守る島」という

ことになりましょう。

民俗学の創始者柳田國男は大正14年に「妹の力」という論文で「隠れた昔を尋ね出し、それ

を新しい社会の力とする為に、妹の力があらためて痛切に要望せられる時代に来て居るのであ

る」と記しました。昭和46年の改訂版では、「かつて女性が、より『けだかく』『さかしく』信

仰の主要な担当者であった時代、霊の力をみとめられていた時代の神秘を、広範な民俗学の方

法によって解明する。女性の清明な『たましい』と『ちから』の回復でもある。」と、妹の力に

着目した動機を述べています。

女性の力・女性の霊力＝セジが、男を守護する力を持つという古代的感覚は、もう現代では

失われているのかもしれません。しかし久高島の生活や儀礼の中には、まだかろうじて残って

いるように思います。久高島の「妹の力」を、映像の祭祀の中に探ってみようと思います。
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IV.  ニライカナイとの接点――久高島

久高島は沖縄本島から5.5キロ、周囲8キロの細長い島です。イラブウナギが捕れるのですが、

遠くから望むとその姿を思い出します。とても小さな島ですが、この島に深く分け入れば沖縄

の根幹にある信仰、沖縄の古層にある思考を読み解くことができます。日本の古代にあった信

仰・文化にも出会うきっかけを与えてくれるのです。

この島が注目されるのは、島の女性全員が神に仕える役割を持つからです。とても小さな島

であるにもかかわらず、琉球王朝で最高に崇められた島であり続けたのです。

沖縄は明治12年（廃藩置県・琉球処分）以前までは琉球という呼び名でした。琉球王朝が全

体を支配していました。13世紀の英祖王（為朝の子瞬天が開いたという伝承王朝の次で、実在

したと考えられている）は、太陽の光を感じて身ごもったという母親から生まれました。その

英祖王は、今の浦添に王朝を構えたのです。その浦添城址からは東南東の方向に久高島を見る

ことができます。冬至では太陽の上がる方向と重なるようです。英祖王が葬られた「浦添よう

どれ」の墓からも、久高島を望むことができます。太陽の上がる姿と久高島が重なって見える

のです。これは沖縄の信仰上、見過ごせない観点です。沖縄では、太陽は東の穴から生まれ、

西の穴に入ると考えられていました。王朝のあった場所から、久高島を見ると太陽がまっすぐ

上がります。太陽の生まれる東の海の彼方にあるとされる常世の国ニライカナイとの接点に久

高島が浮かぶのです。太陽と王の存在を重ねるのは世界のどこの王権にもみられることですが、

久高島はそれにかなう太陽の昇る島との認識が古くからあったのです。

15世紀に第一尚王朝の誕生とともに居城は浦添から首里に移り、琉球全土を統一した琉球王

朝が誕生しますが、佐敷に興った第一尚氏にとっても、その後の第二尚氏にとっても、最高の

御嶽は、東に久高島を望む「斎場
セーファ

御嶽」でした。

V.  麦の初穂儀礼

その島に、王とオナリ神である聞得大君
きこえおおきみ

が、ミシキョマ＝麦の初穂祭りを行うために1年おき

に来ていました。現在旧1月に行われている「マブッティマティー」はその行事です。この祭祀

は、久高島に流れ着いた五穀のうち麦の初穂を祝う祭りです。島の東にある伊敷浜にヒョウタ

ンに乗って流れ着いた五穀をヤグルガー（泉）でミソギをして拾ったという琉球神話が、その

ままこの祭りでは再現されています。初穂の麦粒はヤグルガーの水を満たしたヒョウタンの器

の中に入れられます。ノロがそれを押し頂くのです。
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王たちが来島していた頃は、聞得大君あるいは王がその初穂を押し頂いたか、口に含んだの

ではないか、と想像されます。以下の映像は、1983年に行われていた麦の初穂儀礼です。
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1月の麦の初穂儀礼のノロ（左）
とウッチ神（右）

麦の初穂をヤグルガーの水を満たした
瓢箪の器に入れる

ヤグルガーの水と麦 ノロが押し頂く
かつては王、聞得大君が担ったのでは？

アダカの葉で清める

供物の御膳を祈る

q w

e r

t y

u



久高島には、このような祭りが年間40ほどあり、その主力を担っているのが女性たちです。

以下が行事の一覧です。マティーというのは祭りの事です。

久高島の祭りの日程は干支で決められます。

特にミンニーといわれるミスツエ・ミズノト・キノエ・キノトにあたる日におこなうのが通

例です。図表の※はそのミンニーにおこなうことを示します。

久高島祭祀一覧（北村皆雄作成）
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旧暦
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

上旬
1/1 正月（健康祈願）
1/2 ハチウクシ（船主）
1/3 ミッチャントゥク
（健康祈願、女が先）

※ピーマティウガン

3/3 3月ジナ（ンナグナ
ーに漁業訓練）

3/3竜宮マティ
（海の死者）

6/1 キシクマーイ

7/1 キシクマーイ
7/13～7/16 盆

8/91カシティ
8/10 8月マティー
8/11 ヨーカビ
8/12 ●ティーダガーミ
9/1※カシティー
（健康祈願）

ハティラミ（麦の播種）

11/13 アミドゥシ
（大漁祈願）

中旬
●※ソージマティー＝
マブッティマティ
ー（麦の初穂祭）

※ウプヌシガナシー
ウガンダティ（健
康祈願）

●※3月マティー
（麦の収穫祭）

ハンジャナシー
（祓い・健康祈願・航
海安全）
●※ソージマティー＝

マブッティマティ
ー（粟の初穂儀礼）

●※6月マティー（粟
の収穫祭）

6/16 ミルクガティ
（太陽神の祭り）

6/24 カシティー（健
康祈願・ウムリ
ンガー）

（初日）7月ジナ
● 2日目：ウプマーミ
キ（大漁祈願）

8/15 十五夜

※ハンジャナシー
（祓い・健康祈願・
航海安全）

●※マーミキグァー
（大漁祈願）

夕方ソールィウエイ
※フバワク

※ピーマティヌシデ
ィガフー（火の祭
り御願解き）

下旬

※ヒータチ（1月か2
月）大漁祈願
ヤシティヌウガン
（2月彼岸のツチノ
エ・ツチノト）

3/24 ピシクミ（大漁
祈願）

3/29 ハマシーク（ムシ
バレー・虫祓い）

7/29 ヤーシーグ

ヤシティヌウガン
（8月彼岸のツチノ
エ・ツチノト）

※ジューマティヌウ
ガン
（健康祈願）

※ウプヌシガナシー
シデガフー

12/24 ハマードーェー
（火の神）

12/30 トゥシヌユー
（大晦日）

●印　七マティーと
呼ばれる収穫祈願
祭である。



月に数回、白衣を着て、女性たちは祭りに参加します。以下の写真は、1983年の大漁祈願の

祭り、ヒータチのものです。

VI.  イザイホー

島の祭祀を担う女性たちを誕生させているのが、12年に一度午年に行われるイザイホーです。

島で生まれ育った30歳から41歳までの女性が、島の祭祀に参加する神女としての資格を得るた

めに行うのです。新しいセジ（霊力）を受け、男兄弟を守護する姉妹（オナリ）神、家・村の

繁栄と安全を願う神女として新たに生まれ変わる成巫式なのです。1966年に行われたイザイホ

ー神事の映像記録の中から、写真構成でこの祭祀の様子をお見せします。

（イザイホーの映像記録より〔1966年撮影〕）
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大漁祈願のヒータチ 神女たちの神歌

神話の島　久高島 五穀の漂着した伊敷浜

神の棲むカベールの森 神女が集うフボー御嶽

q w

e r
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1966年当時の港（旧港） 船は、馬天から50分ほどかかった

現在、定期船が往来する
徳仁港は漁港だった

珊瑚礁の石垣

久高と外間の集落 風葬の残る後生

墓地には虎と猿の年しか入れない イザイホーを行う御殿庭と神アシャギ

t y

u i
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白砂に覆われた七つ橋 神女の籠り屋　七つ屋

イザイガーでの禊 新しくナンチュ（30歳～41歳）
になる白衣の女性

1日目夕神遊び、
エーファイの掛け声で疾走

七つ橋渡り

!3 !4

!5 !6

!7 !8

!9 @0
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最後に入るイザイホーの創始者
イティティグルー

2日目　髪垂れ遊び
籠りの七つ屋から出てくる

七つ屋へ戻る 3日目　男兄弟が赤・白・黄の
イザイ花をつけて祭場へ

男兄弟の持つスジ（餅米の粉で作る） 太鼓をたたく家筋のニブトゥィ

3日目花挿し遊び
ナンチュの付けるイザイ花

イザイ花を付け、ナンチュ登場

@1 @2

@3 @4

@5 @6

@7 @8
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神女の資格認定　男兄弟持参のスジを、
ノロが額、左頬、右頬の順でつける

ニィチュ（根人）が紅を
額、左頬、右頬につける

スジ（月のシンボル）と
紅（太陽）は合格の印

感涙する始祖神ファーガナシー

4日目ニラーハラー
（二ライカナイへ）遥拝

アリクヤー綱による船漕ぎの儀礼

家廻り
アサンマーイ

@9 #0

#1 #2

#3 #4

#5 #6
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家で兄弟に迎えられる 兄弟（いない場合は従兄弟）と盃を交わす
タナガエヌ　ウプハミ　魂替えの大神
ウリティ　モーチ　お降りなられて

イシキャー　トゥ　ユティキャーシ　兄弟とより合わされる

ハブイ（冠）を外す シマジュク（島軸）で再びハブイを付ける

桶廻り
クゥキマーイ

、外間殿と久高殿で踊る ナンチュの手に持つクバの葉

ナンチュ以上のハタ神は扇を持つ 終了の喜びカチャーシー

#7 #8

#9 $0

$1 $2

$3 $4



1.  イザイホー起源説話

島に伝えられるイザイホーの起源説話によると、百名
ヒャクナ

に出自を持つ「下茂（シム）門中」に

イティティグルーという童女がいたのですが、彼女は5歳で神懸りをして7歳で夭折したと言わ

れています。イティティー＝5、グルー＝頃、という意味だそうです。またその上の姉ナナティ

グルーも、7歳で神懸かりをしたと伝えられています。そのイティティグルーとナナティグルー

が12年ごとに祭りの庭に出現し、そこで主宰したのがイザイホーです。つまり彼女たちの創始

した祖型を12年の周期で反復するのがイザイホーである、と言ってよいでしょう。この二神は

イザイホーの時出現し、イティティグルーは新しく神女になるナンチュと同じように洗い髪を

して、七ツ橋渡りなどの指導を行います。ナナティグルーも神アシャギの脇で、この祭りを見

守ります。

イザイホーは、この世と別の世とを結ぶ「七つ橋」を31歳～40歳のナンチュといわれる女性

が渡り、森に設えた七つ屋に籠もり、この世に再び帰ってくるという構造を持っているのです。

2.  聖なるものと接触する構造

日常性が聖なるものと接触する場合、2つの構造をとるように思われます。

一つは①境界を超え聖なる場所へ行き還ってくる「行きて帰りし行為」です。もう一つは②

聖なるものが「来訪者」としてこの世へ進入してくるものです。

「イザイホー」は、①にあたります。

八重山諸島のアカマタ・クロマタやマユンガナシ、宮古島のパーントなどの仮面神、「まれび

と」という姿で現れる異装神が、②の「来訪者」の事例です。この来訪神は、この世に異界か

ら訪れることによって、私たちの日常性を変化させます。しかし以下では、今回のテーマと絡

む①のイザイホーについて述べることにします。

行きて帰りし行為をイザイホーを例にとって見ていきましょう。ごく普通の生活を送ってい

る主婦（島で生まれ、島の男と結婚した女性という条件がつきます）が、日常から離れるため

に白衣を着て、この世とあの世の境界にかかるという木の梯子を白砂に埋めてできた「七つ橋」

を渡ります。この橋を7回行き来します。身持ちの悪い女は、七つ橋から落ちて死ぬといわれる

イニシエーション（試練）です。その後、森の中にしつらえられた「七つ屋」に3日間籠ること

になります。そこで今まで生きてきた日常性としての女を葬り、新しい神女としてタマガエー

（魂替え）をはかるのです。タマガエーは、通常、長女なら父方の祖母の名を、次女なら母方の

祖母の名を継承することで表されます。その名は島の先祖が集う御嶽の神の名と一致します。

祖母の家の香炉から灰（女性が継承する祖霊＝ウプティシジの象徴）をいただき、嫁入り先の

香炉に移し入れることで、この継承が象徴されます。3日間の試練を受けた女たちは、神性を備
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えた女として、実家で待つ男兄弟に迎えられて、ハブイ（草の冠）を取って、日常へ戻ります。

再びハブイをし、祝いの舞をしますが、それはイザイホーの前の時の女ではなく、家を守り、

兄弟を守るオナリ神としてのものです。

VII.  オナリ神信仰

女が男を守るオナリ神信仰、つまり女姉妹は男兄弟の守り神であるという南島の基層にかか

わる信仰が、ここで浮び上がってきます。久高島ではオナリ＝女姉妹のことをユナイといいま

す。ユナイ神信仰が生きているのです。時代を遡れば遡るほどオナリ神信仰は強く働いていた

ように思えます。男兄弟には日常を共にする妻よりもユナイ（姉妹）の方が霊的機能が作用す

る、と考えられているようです。

久高島では、兄弟の誰かが航海に出る時、港で安全を祈願するのはユナイです。母、妻も参

加しますが、祈りを届ける役割はできません。付き添い、手伝いといった脇役です。出船の時

だけでなく、港に無事帰って来た時にも、ユナイが感謝の願ほどきをします。航海の民であっ

た久高人（クダカンチュ）の出船、入船にユナイ信仰は強く働いていたのです。

しかし、不思議なことにイザイホーの神歌には、夫や家を守るという文言はありますが、兄

弟を守るというような歌は見られません。謎の一つです。イザイホー神事の中で女の大切な白

衣を送るのは兄弟ですし、月のシンボルで神女としての合格の印となる米粉の団子・スジ（＝

神霊）を持って行くのも兄弟です。家でタマガエーをした姉妹を迎えるのも、兄弟です。

第二次世界大戦の時、お守りの千人針を縫ってもらいに島を歩いたのはユナイだったと言い

ます。近年までオナリ神信仰は生きていたのです。

1.  兄妹は島の始まり―島の伝承・兄妹始祖伝説

オナリ神信仰と島の始まりを語る兄妹始祖伝説とがどのようにつながっているのかを論じた

人は少ないのですが、やはりその伝説は、オナリ神信仰形成の基盤を形作っているのではない

かと思います。

久高島の始祖について、『琉球国由来記』（1713年）は、アナゴノ子
シ

という村落の草分けの家の

人・根人と、その妻アナゴノ姥
ファー

が最初に島に住み着いたとしています。

一方、『久高島由来記』（明治28年・田島利三郎筆写・琉球大学付属図書館所蔵）は1745年に編纂

された『球陽』の外巻として編纂された『遺老説傳』の釈文ですが、それによると、玉城聞切百名村
タマグスクマギリヒヤクナソン

の「白樽
シラタル

」が妻と共に、東海の波間に見え隠れする島を見つけてやってきたといいます。その妻が、

久高島ではファーガナシー（始祖神）だと伝えられているのです。

これらそれぞれの夫婦について、久高島の伊敷浜を舞台にしたものと同型の五穀漂着伝説が

伝えられています。おそらく同じ五穀漂着の伝説が、時代によって違う人物の物語として分化、

転移していったものと思われます。

久高島でも古いノロの大里家の系譜につながるアカチュミとシマリ妣
バー

という夫婦について、

同じ伝説が伝わっています。伊敷浜に瓢箪（白壺）が寄ってきたのですがなかなか取れず、白

衣を着てヤグルガー（泉）で禊をして手に取ると、麦、粟、黍、豆、稲の穀物とクバ、アダカ

シキヨ（薄、萱）植物の種物が出てきたそうです。この話は、上記二夫婦のものとほとんど変

わりません。

しかし、由来記のアナゴノ子
シ

とアナゴノ姥
ファ

の話では、禊をするのは夫のアナゴノ子になって
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います。

『久高島由来記』では、夫の白樽では瓢箪（白壺）をとれなかったので、妻が禊をして、み

ずからの袖にそれを乗せたことになっています。女性を祭祀者として位置づけているのがわか

ります。

1966年、私が体験した最初のイザイホーの時でした。村の伝承の担い手で、亡くなられた西

銘シズさんから、今は誰にも言わないようにしているが、シラタルー（白樽）とその妻、ファ

ーガナシーは実は「兄妹」であった、ということを聞かされました。2人は血の通った兄妹だが、

夫婦になって7人の女を産んだ。最初の5人までは癩病で死に、その後ようやく2人が無事に生

まれたのだ、というのです。その2人が、島のノロの家を興したというのです。

沖縄の創世神話に登場するアマミキヨ（女神）・シネリキヨ（男神）も、奄美・与論島の伝

承では、兄妹であったと伝えています。

兄妹始祖伝説は、沖縄の他の島、久高島の隣の津堅島、宮古諸島の来間島、多良間島、八重山

群島の波照間島、鳩間島、石垣島、竹富島にも残っており、アミ族の台湾、イフガオ族のフィリ

ピン、インドネシア、スラヴェシのバランテ半島へと島々を繋がっていくのです。

兄妹始祖伝説の古形は、洪水が世界をおおった時　ヒョウタン（カボチャ、臼、太鼓）に乗

って兄妹が生き残り、2人の男女が鳥、ジュゴンなどの交わりを見て、男女の道を知って夫婦に

なり、その後子孫が栄えるようになった、というものです。沖縄のものも古層にはそうした洪

水の話があったのかも知れない、と私は想像しています。日本のイザナミ・イザナギ神話のよ

うに、洪水部分が消えたのではないか、思うのです。

久高島で村の始まりが対の兄妹であったということは、根所（草分けの家）の兄弟姉妹関係

に反映されています。島の創始者・根人と根神という対の関係は、男が政治を、女が祭祀を担

ったことを表しています。

しかしそれは時代を経るに従い、按司（ムラ・地縁集団の指導者）とノロという関係になっ

ていきました。

そして琉球が統一され王権として成立すると、王と聞得大君（最初は妹、その後王女、王母

に移行）のオナリ神関係が重視されるようになったのです。

2.  アジアからオナリ神信仰を見る

沖縄でオナリ神信仰を研究した伊波普猷、柳田國男に刺激されて、馬渕東一は「オナリ神を
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めぐる類比と対比」（昭和30年、昭和43年）という論文を発表しました。

それによると、宮古島はオナリ神の痕跡が薄い。姉妹は海の凪を、兄弟は荒海を現すとか、

航海の守護神である姉妹神がビッシ御嶽に海を鎮めるよう祈るという『宮古島御嶽由来記』の

説話があるだけなのだそうです。

一方、八重山諸島ではオナリ神信仰が強く残っているといいます。以下要約します。

竹富島の口述者によれば、姉妹から兄弟に与える手拭（ティサジ）はマムリ・サジ（守

り手拭）と呼ばれ、芭蕉または木綿の白布が正式であった。手織りが盛んに行われた時

代には自ら織って与えることも多かったらしい。人差し指と親指とを拡げ、指先と指先

との距離を七倍にした長さを原則とするため、ナナ・サジ（ナナ＝七）とも呼ぶ。これ

は腹にひと巻きする長さになる。但し、兄弟はこれを御守りとして懐中するのみで使用

しない。遠地に旅する時は、航海安全の神を祀るミサシ・オン（ミサシ御嶽）に参拝す

る。巫女は御嶽の香炉の灰を布に包んで、当人に渡す。手拭も備えて祈願、姉妹を通し

て航海する兄弟に渡すという。無事帰宅すると巫女を通して灰を返す。以降手拭は常用

してよい、という。

私が1969年、竹富島の上勢戸亨住職から聞いた話によると、月のもので赤く染め抜いたティ

サジをお守りとして、姉妹が兄弟に与えたといいます。

馬淵氏によると、黒島でも戦争出征のとき白布を胴巻きのように2つに折って与えたといいま

す。ハンカチの例もあったといいます。日支事変（日中戦争1937年盧溝橋事件に始まる）で応

召の際、姉が千人針を用意し、さらに自分の頭髪を少々だけ白布の包みに入れてくれたという

のです。黒島では当時、姉の夫は通ってくるだけで、子供は生まれていましたが、姉はまだ実

家に留まっていたそうです。姉は、一番座敷の“座”においてある姉自身の香炉に向かって口

述者の無事息災を祈願してから、頭髪の包みを渡したというのです。

つまり八重山では、姉妹は兄弟を霊的に庇護しそれを祝福すべき地位にある、ということで

す。逆に兄弟たちは必要に応じて経済的な助力を与える義務がある、と見なされているとのこ

とです。

与那国島では、姉妹を尊敬しないと立身できぬと戒めたといいます。正月や彼岸のご馳走を

自分が食べる前に、まずブナリ（姉妹）に届ける習慣もあったというのです。

沖縄社会では、女性の霊的優位、なかでもオナリ神に特別な力を認める社会であるといえる

のです。

しかし、女性祭祀者が力を持つオナリ神信仰は沖縄特有のものではなく、広くオセアニアや

アジアにも認められています。

3.  インドネシア・サブ島・ライジュア島のオナリ神神話

インドネシアのサブ島に属するライジュア島は兄妹始祖伝説が多いところとして知られてい

ます。人々に畏敬されている魔女と弟は夫婦であると言われているのです。

馬淵東一の弟子である鍵谷明子（東京造形大学教授）の『インドネシアの魔女』という本で

は、沖縄のオナリ神信仰そっくりの事例が紹介されています。

この島では、沖縄と同じように姉妹が霊的に優位であり、姉妹はその兄弟を一生にわたって

霊的に守るという信仰が生きている、というのです。

島の男は、危険性を伴う舟出、つまり旅に出る時は、必ず姉妹に知らせるといいます。姉妹
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は手ずから織った布、イカットを織り、調理した鶏肉と飯を持って行きます。兄弟は必ずそれ

を持って旅立つといいます。イカットは道中や仕事上の安全を守る強い霊力を持つ、と信じら

れています。

島の娘たちは一人前に布が織れるようになると、まず自分の兄弟のためにイカットを織ると

いいます。この最初の布が葬式の時に兄弟の遺体をくるむ死装束になるそうです。これに対し

て、男兄弟たちは妹に穀物の種やヤエナリ、モロコシを贈り、お盆などにヤギや肉、豚肉など

の分配といった経済的なお返しをするのです。

沖縄の手拭（ティサジ）とライジュア島のイカット（腰巻）とでは種類が違いますが、手づ

からの織物に姉妹の霊力がこもり、男兄弟を守護する、という考え方は共通しています。オナ

リ神信仰、特に姉妹である女性の霊的優位を認める考え方は、遠い遥か彼方の東南アジアの

島々と沖縄の島々の両方に認められるのです。

季節風が影響する海上の道、黒潮による海の道を通して、両者は深くつながっているように

思うのです。
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