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神女の回心はいかに語られたか

＜要旨＞
　かつて琉球王国の国家祭祀の一部として組織されていた個々の村落の祭祀は、琉球

処分（1872-1879）によって王府がなくなった後、公的な地位を失い多くが解体に向

かった。本稿の課題は祭祀が廃止されていった過程で、伝統文化が近代社会にどのよ

うに連続してきたのかという問題を、「神の力」と「人間の霊力」という２つの力の布

置の変化に注目して整理することにある。

　事例として取りあげるのは、クリスチャンになった神女（ノロ）、大城カメという人

物である。彼女は 1872年に沖縄の神女の血統に生まれ、若くして一度はその職を継承

するものの、身を襲った不幸のために実存の危機に陥り、折しも沖縄宣教を活性化さ

せていたキリスト教に心を寄せることになる。彼女はこの回心によって伝統的な村落

祭祀と対立し、最終的に祭祀を廃絶させるに至る。こうした過程は近代沖縄における

村落祭祀の解体を、従来の脱呪術化のモデルとは異なる枠組みから理解する可能性を

示している。本稿はこの過程をターナーの社会劇のモデルに従って整理し、村落祭祀

の解体には「神の力」と「人間の霊力」という２つの力の転位が見出されることを指

摘する。そしてそうした転位には、近代における宗教の地位が主に内面的信仰を基盤

としており、その枠組みの下で伝統的な力の布置が変化した帰結としての面があるこ

とを明らかにする。

神女の回心はいかに語られたか
― 近代沖縄における村落祭祀の解体と力の転位

及川　高

Contact Zone 2013 論文

キーワード：ノロ、近代沖縄、キリスト教、宗教的資質、社会劇
OIKAWA Takashi　聖学院大学非常勤講師　
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I　序論

1　クリスチャンとなった神女
　1968（昭和 43）年 10月 27日付『琉球新報』には次の記事がある1。

“主の愛 ”説き続けて六〇年　カジマヤー迎える大城カメさん
――封建的なノロを捨ていまも全島を布教回り――

［玉城］かつてはノロとして部落のすべての祭事をつかさどった女性が、ノロ殿内の
地位をすて、多くの障害と戦いながら六〇年間にわたって「キリストの愛」を説き続
けてきた。このおばあさんは玉城村当山に住む大城カメさんで、二八日に九七歳のカ
ジマヤー〔風車祭。沖縄の 97才の年祝い〕を迎える一人。これまで病気ひとつした
ことがなく、いまもなお聖書と賛美歌を手に、本島各地の教会を回って伝道に励むウ
ルトラばあさん。一世紀近くも生き抜いてきた人とは思えないほど、若い人顔まけの
ハッスルした人生を送っている。
　カメさんは少し耳が遠いだけ。血色は孫の嶺井百合子さん（南部連合教育区社会教
育主事）も遠くおよばないほどだ。「食事には気をつける」そうで、栄養価の高い食
べものならどんなものでも好んで食べるという。健康管理にはひと一倍気を配るたち
だけに、いたって健康。「二時間以上も立ちっぱなしで伝道するときだってある」そ
うだ。
　カメさんがクリスチャンになったのは三七歳2のころ。「お祈りだけしていればお
いしいものが食べられる」というノロ殿内での生活は、カメさんにとって耐えられな
かった。「ノロは、封建制の遺物でしかない」と信じていたので読谷村波平部落でキ
リスト教の伝道牧師に出会ったときは、“水を得たコイ ”のように生きる喜びを見出
したという。その後は「いろは……」を習い、琉歌とは節まわしも異なる賛美歌を覚
え始めた。また、伊波普猷氏をはじめ比屋根安定氏ら当時の知識人とも交友を深めて
いる。大正のころ、いまでいう売春禁止問題とも取り組み、沖縄の女性解放運動を推
進したこともある。
　カメさんのひたむきな伝道の精神は、いまも村のひとびとからしたわれている。
「この村に教会の一つでもつくれたら……」という望みをいだいていることを知った
まわりのひとびとは「米寿祝い（八八歳）の贈り物に……」と、資金集めに協力もし
てくれた。一老婦人の、ささやかな教会設立運動は、玉城村だけにとどまらず遠くは
ハワイにまで広がった。この教会は、村役所の近くにあって、いまでは多くの人のい
こいの場所ともなっている。おばあさんのもう一つの夢は「空の旅で本土へ……」と
いうことだった。この夢も子や孫たちの好意で実現した。「まわりの好意で、教会は

1  記事自体は年祝い行事の特集で、カジマヤーを迎える老人達が列挙されており、特にその中で大城に
大きな紙面が割かれている。

2  信仰を公言し、自宅を聖書講義所にした時期の年齢を挙げたものと考えられる。
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建ったし、飛行機旅行も実現しました。余生は “主の愛 ”を説き、世のひとびとに心
の糧を分け与えることに役

（マ マ ）

く立てたい」とカメさんは話している。元気者のおばあさ
んは、きょうもバスに乗り、村から町へ―と布教に精進している。

　本稿が見るこの女性、大城カメが沖縄本島南端の玉城村字当山（現在の沖縄県南城市）
に生まれたのは 1872（明治 5）年のことである。歴史的には琉球王国の晩期にあたり、琉
球処分（1872-1879）より日清戦争（1894-1895）に至る時代が彼女の青春期に相当する。
ノロとは琉球王国の国家祭祀・村落祭祀を司った神女である。近世沖縄の宗教的権威で
あったが、その大半は王府の失権に伴って途絶えていった。大城カメもそうした一人だっ
たが、自分の継承した祭祀を廃すると共にキリスト教に回心したことで沖縄民衆史に名前
を残した。祭祀の継続を望む周囲から村づきあいを断たれるなど、彼女の選択は容易では
なかったが、獲得した信仰を曲げることはなく、聖書を読むために文字を習い、沖縄知識
人たちと交流を得て、禁酒運動や婦人運動にも関わっていった。周囲ともやがて和解し、
記事から 3年半後の 1972年（昭和 47）5月 17日、模範的クリスチャンとして 100歳の長
い人生を閉じた。

2　「ノロの近代」再考
　沖縄の神女ノロについては伊波普猷（1876-1947）を嚆矢に、大正時代から今日まで積
み重ねられた分厚い研究蓄積が存在するが、それらにとってノロの祭祀が消滅しつつある
ことは常に前提であった。この祭祀の消滅という事態は、近代化は脱呪術化を伴う、とい
う一般的通念の枠内で長らく理解されてきたといえる。これに対して近年の研究には民俗
宗教の再興というべき現象や、近代化に抗する伝統の強靱さに焦点を合わせたものもある
［川村　2007；塩月　2012］。またそうした民俗宗教を現代において担う女性宗教者の内
的葛藤を掘り下げた研究も見受けられる［片本　2003；高梨　2009］。とはいえ、そうし
た研究であっても、伝統と近代の二項対立的な図式そのものを相対化するには至っていな
い。だが沖縄における民俗宗教と近代の関係性とは、かように単純なのだろうか。
　琉球王国時代においてノロの祭祀は国家祭祀として組織され、王府の祭祀と個々の村落
祭祀は階層化されたノロ組織によって１つのヒエラルキーの下に整序されていた［鳥越　
1965］。個々の村の聖地でノロが挙行する祭祀とはコスモロジーの表象であり、いわば琉
球王国の「聖なる天蓋」を構成するものだったのである［バーガー　1979（1967）］。だが
そうした村落祭祀の公的地位は琉球王国の消滅以降、段階的に否定されていく。ただしこ
こで注意しなくてはならないのは、その過程が少なくとも手続きにおいては破壊や弾圧と
いった直接的暴力によるものではなかったことである。琉球処分（1872-1879年）によっ
て沖縄の日本帰属は確立されたものの、19世紀末の東アジア秩序は流動的な状況が続い
ていた。特に清国との緊張関係のために日本は、琉球処分の後も東アジア諸外国を刺激す
ることを懸念し、沖縄に対しては当面「旧慣温存政策」と呼ばれる伝統的な法制度・習慣
に基づいた統治方針を採ったのである。このため伝統的諸制度の解体が本格化するのは、
沖縄の日本帰属が対外的に揺るぎないものとなる日清戦争以降のことである。この間にノ
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ロの祭祀の解体は、琉球王府から支給されていた祭費を廃止し、職分への恩給として貸与
されていた土地（ノロ地）をノロ個人に払い下げるなどの行政的な過程を経て緩やかに進
められた［後多田　2010］。こうした過程を踏んだことで個々の祭祀の解体は、有力な一
部斎場の「神社」への作り替えと、太平洋戦争における沖縄地上戦の被害を除けば、基本
的に存廃や祭式の改変を含めて当の担い手に委ねられて進行したのである。
　では祭祀がこのような過程の下で失われていったのだとすれば、そこで人々の信仰はど
のように変化し、近代社会に関係していったのだろうか。この問いを具体化する枠組みと
して、本稿がここで補助線としたいのは「宗教」概念に関する近年の研究状況である。文
化人類学にとって「宗教」概念を西欧の伝統に根ざしたものとして捉え、その普遍性を疑
うことは新しい着想ではない［タンバイア　1996（1990）］。ただしそうした着想は近年ま
で、非西欧の信仰文化をより適切に記述するのはいかなる術語か、という人類学的認識論
の問題に留まってきた。
　一方この 10年ほどの宗教学のトピックであった宗教概念論はポストコロニアル批評や
フーコーの権力論を踏まえ、西欧中心主義的な宗教概念が適用されるとき、その現地の
伝統に対するコンタクトが人間の実践にいかなる変化を導くかを問題としてきた［アサ
ド 2006（2003）；磯前　2012：52-62］。フーコーが示唆したように知や言説とは権力でも
あり、ある事柄が言説においていかに規定されるかは、その中に存在する人間の実践を規
制する。近代日本に欧米から輸入された宗教概念に即していえば、それが私的で内面的な
信仰（belief）を主要な特徴としていたことは、主に慣習や実践（practice）として組織さ
れてきた日本の民俗宗教とは馴染まず、概念の輸入過程で強引な接合が果たされることに
なった［阿満　2005：193-219］。図式的にいえば、慣習としての民俗宗教の多くは近代化
に際して「宗教」のカテゴリーから除外され、甚だしい場合には迷信や狂気として扱われ
社会的排除の対象とされたのである［川村　2007：24-27］。
　筆者はこうした過程を、沖縄よりすぐ北に続く奄美群島の事例から検討したことがある
が、奄美の場合でも近代的宗教概念は現地文化の接合において、暴力を伴う深刻な摩擦を
生み出していた［及川　2013］。こうした宗教概念の輸入と、それによる公共空間の再編
は、沖縄の公的祭祀が経験した変化を理解する上でのいわば基調である。すなわち祭祀が
私的信仰に委ねられ、国家体制に埋め込まれた慣習から内的信仰へとその基盤を移したと
き、そこで起きたのはどのような変化であったのかが問題となるのである。したがってこ
こでの問いは、単純な脱呪術化という枠組みではなく、新たな言説が伝統的な宗教的観念
をいかに再分節化し、近代社会の中に埋め込んでいったのか、ということになる。
　この時本稿が「沖縄の伝統的な宗教的観念」という語で具体的に想定するのは「神の
力」と「人間の霊力」という２つの力のことである。まず１つ目の「神の力」とは個々の
祭神が具えた力であり、沖縄において今日なお村落祭祀を維持させている力を指している
［リーブラ　1974（1966）：106-107］。沖縄の伝統的な宗教的観念において、村落の神は
人間の精神・身体・運命に介入する力を持つとされ、時として体調不良や精神失調、不幸
などをもたらすことで人間に祭祀を要求する。この力を恐れる人々は神の意向に気を揉
み、祭祀の維持に努めることになる。その点でこの神の力という観念は、人々に祭祀を維
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持するように仕向ける力として、その実践を規定していると言うことができる。
　他方で本稿が取りあげるもう１つの力とは「人間の霊力」である。沖縄社会はある種
の人間にサー（あるいはセヂ）と呼ばれるような先天的資質を認め、サーダカ（しばし
ば「精高」の字が宛てられる）すなわち宗教的資質に優れることを尊んできた［桜井　
1973：218-221］。すぐれた宗教的資質を具えたサーダカウマリ（精高生まれ）であること
は、第１に挙げた神の力に人間が応答し、神に仕える条件として了解されている。
　神と人間の２つの力は前近代の沖縄においては、国家祭祀という体制を前提に布置さ
れ、国家に裏づけられた１つのコスモロジーの下における神 - 人関係として調和的に機能
していたと考えられる。だが近代以降、宗教は私的な信仰（belief）によって定義づけら
れ、祭祀の公的地位は否定されていくことになった。しかし祭祀が人々の「信教の自由」
に委ねられ、祭司であるノロですら自分の信仰を自由に選ぶべき時代となった時、上記の
２つの力はどうなっていったのだろうか。当然のこととして、これらの力は人間の無意識
に属するが故に、自意識の下す判断に従属するわけではない。たとえば国家が「信教の自
由」を謳うのだとしても、沖縄民衆においてはこうした力は依然、神に対する否定しがた
い恐怖感や降りかかる災いとして存在し、人々の行動を規定し続けたのである。それ故に
民俗宗教と近代の関係性を考える際には、近代化が民俗宗教を周縁化していった、という
単純な図式化によってではなく、伝統的な力が布置を変え、近代社会に再び埋め込まれて
いった過程の追跡が必要である。こうした変化を本稿では特に民俗宗教に織り込まれた力
の連続性を重視する立場から、「転位」という力学のメタファで呼びたい。
　上記２つの力の転位を解明するにあたって、本稿が冒頭に掲げたクリスチャンになった
ノロ＝大城カメの物語は好個の事例である。琉球王国の晩期に生まれた彼女は若くして一
度はノロになるものの、その後プロテスタントに回心してしまう。この行動は村落との対
立を招くが、彼女は自分の信仰を貫き、最終的には村落祭祀を廃祀せしめるに至る。この
過程で２つの力は常に見え隠れし続けつつ、徐々にその布置を変えていく。本稿は彼女の
行動を通じて、沖縄における民俗宗教と近代のコンタクトを再考していくものである。

3　方法と資料
　大城カメのケースを分析する方法として、本稿ではヴィクター・ターナーの社会劇
（social drama）のモデルを援用する。社会劇とは社会変容のダイナミズムを捉えることを
目的に提起された作業枠組みで、既成秩序への違反（breach）から社会の危機（crisis）に
至り、矯正行為（redressive action）を経て、再統合（reintegration）に及ぶ一連の過程をモ
デルとしたものである［Turner　1982：61-73］。本稿がここで社会劇のモデルを利用する
狙いは大きく分けて２つある。１つは社会劇が違反による社会の動揺・危機を扱うのみな
らず、そこで生じた緊張を解消するための調整過程、そして最終的な社会的再統合までを
含めたモデルであることである。ノロがクリスチャンになってしまったことは村の秩序を
動揺させたが、そのことによる社会的危機はそのまま放置されたわけではなく、危機を脱
するための調整が図られ、最終的には葛藤の解消が果たされていった。前述のように本稿
の課題は祭祀の存廃を含めた変化に織り込まれた力の転位を問うことにある。その変化が
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伴うべき調整過程を見ていく上で、社会劇のモデルには優れた汎用性が認められる。
　もう１つの理由は、この大城カメのケースをある程度普遍性を持った事例として扱おう
という本稿の意図に基づく。言うまでもなく「クリスチャンになったノロ」という事例は
特殊であり、村落祭祀の変容に幅広く重ね合わせられるケースではない。しかしながらこ
のプロセスを１つの劇、すなわち社会的なドラマとして捉えるのであれば、ここで見てい
く事例には伝統と格闘した人間の物語としての普遍性が認められる。ロジャー・エイブラ
ハムズはターナーのドラマの理論を「経験」の理論へと敷衍する中で、個々の人間の一回
的・個別的な経験が一定の構造やコードに落とし込まれることで、共約可能で集合的なス
トーリーとなることを論じている［Abrahams　1986：45-50］。また事実関係の上でも、
この大城カメの物語は活字化されて沖縄社会に流通している。大城のドラマは彼女固有の
限られた経験ではあるが、同時に沖縄の人々がそれぞれの立場から参照できる範型なので
ある［Barber　2007：100-102］。このようにドラマとして把握することで、大城の物語は
特異なケースではなく、沖縄の祭祀や民俗信仰が近代に経験した物語の１つのバリエー
ションと見なすことができる。
　議論を始めるにあたって、参照する資料について述べておきたい。大城が 1972年に物
故し、既に彼女を直接に知る人も少ないため、本研究は基本的に活字化された資料を用い
ている。中でも与那城勇「ヌール殿地のおばあさん」、および系譜上の孫娘である嶺井百
合子（1912-1999）による「祖母の思い出」に典拠の多くを頼った。ほか沖縄キリスト教
会が残した教会紙上の各種記事を含め、断片的ながら大城に言及した種々の著作も参考に
している。最後に大城の男孫で嶺井百合子の弟にあたる大城福清氏が存命であったことか
ら、事実関係における不明点の多くは氏からの聞き取りで補ったことを付記しておく。

II　事例――大城カメの物語

1　違反――危機から信仰へ
　最初に大城カメの回心を文筆家・与那城勇（1916-2005）の著作『琉球エデンの園物
語』の記述に沿って見ていきたい［与那城　1974：251-263］。与那城の本職は歯科医師だ
が、行動力に優れたプロテスタントで、戦後復興期には伝道師に転身し、糸満教会を設
置する等の事績も残した3。大城を描いた「ヌール殿地のおばあさん」は与那城が宣教で
配った私家版の宗教紙『ゴスペル』に初出し、後に単著に採録された一編である。ちなみ
にタイトルの「ヌール」とはノロ、「殿地」とは屋敷地をそれぞれ指している。与那城自
身が大城と面識を持ち、生前に公にされた、大城の伝記として最もまとまったテクストで

3  与那城は石野径一郎『ひめゆりの塔』の原作者というべき人物でもある［山田　2010］。彼は戦後、県
民の精神的復興を志して宣教に身をおくが、その活動の過程で当時沖縄に流通していた姫百合部隊の
最期を潤色なく後世に伝えることの必要を感じ、現地を訪ねて聞き取りなどを行っている。その資料
を東京に運んだのは 1949年に沖縄に渡った比屋根安定であった。当時沖縄と本土の交通は途絶して
いたが、比屋根は許可を得て渡航し、このとき大城カメや与那城と面識を得ている。比屋根は与那城
の資料を石野に託し、それが作品としてまとめあげられたのが『ひめゆりの塔』であった。なお与那
城が導いた牧師の中には「集団自決」訴訟に関わる金城重明（1929-）がいる。本稿では触れなかった
が、戦後の沖縄キリスト教会は占領経験と世代交代によって、体制批判への尖鋭化を強めていった。
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ある。ただし世代的には与那城が半世紀近く年少であるため、明治大正期の記述は後の伝
聞に基づいている。本論では引用にあたって一般的でないかな送り、明らかな脱字には修
正を加えた他、沖縄の言葉については角括弧〔　〕で意味を補っているが、それ以外は丸
括弧（　）を含めて原文のままである。テクストは大城の幼少期から始まる。

玉城村当山のヌール（祝女）であった叔母が亡くなったのでカミー〔カメ〕は九才で
ヌールになった（ヌールは世襲制度でその血縁の近い女子があとを継ぐことになって
いる）。このチビヌールは利発で可愛いかった。村の祭祀のときには、口の中で何か
モゴモゴ唱えては、すまして手をあわせて拝んだ。
　村の人々は、「さすがに神様から選ばれた子はちがう。ヒルマシー　ワラビヤッ
サー」（珍しい童だ）と感心していた。こうした環境の中に成長した彼女は、二一才
のときに婿養子を迎えた。初めの間はその良人を嫌って、さんざん我がままをしては
周囲を困らせたが、そのうちに子どもが出来ると、不思議に良人への愛情をおぼえ
た。そのうち次男も生まれた。
　財産はあるし、村人からは崇められるし、その愛児も出来た。彼女は幸福そのもの
であった。これというのも、自分が拝んでいる神様のお陰だと信じ、喜んでいた。
　ところが、どうしたことか彼女が二七歳のとき、良人は急病でポックリこの世を
去ってしまった。勝気な彼女であったがさすがに大きな打撃であった。しかし生活に
は困らなかった。かなり大きなヌール地〔ノロ地。ノロの職にある者に王府から給付
されていた土地〕があるので、これを小作させて生活は出来た。彼女はそれから二人
の愛児を育てることに希望を見出し運命の試練に耐えた。
　ところが、良人に死別した翌年またまた五才になる次男が急逝した。先の悲しみを
漸く忘れかけたときに、またこの不幸である。これは一体どうしたことであろう。迷
信の中に育った彼女はすぐ、「これは何かの痣

（ マ マ ）

りではなかろうか」と不安を感じ出し
た。ユタや易者の評判のよい所と聞けば、どんな遠方でも出かけて占ってもらった。
彼女は、せめて後にのこされた一粒種の子どもだけは護り育てなければならぬと必死
であった。
　彼女は、昨夜の夢見がどうも悪いとか、鳥が夕方家の方を向いて鳴いていたの、や
れ猫が夜半騒いだ、鶏が鳴いた……などと言っては心配してユタのもとに走った。す
るとその都度お

（ マ マ ）

先祖の痣りだとか、不足ごとがあるとかおどされて、莫大な費用をお
願（ウグワン）のために使った。こうして、一人の愛児に今や希望をつなぎ、生甲斐
を感じ、ユタとウグワンのうちに数年は過ぎた。
　が、運命の神は苛酷であった。彼女が三三才のとき、天にも地にも唯一の生きる希
望の対象であった一三才になる長男が、これまた急病で死んでしまった。ああ、これ
はなんということであろう。あんなに一生懸命ユタ、ウグワンに奔走して、つつがな
かれと祈ったのに、たった一人残ったこの子まで私から奪うとは、何たる無慈悲ぞ
……。この世に神も仏もあるものか、お

（ マ マ ）

先祖の霊も何もならない、ああ不可解だ、と
絶望と悲嘆の中に彼女は明け暮れをもだえ過ごした。或時は狂人のようになって祖先
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の位牌を泣きながら罵った。「あれ程一生懸命に、お
（ マ マ ）

先祖の祭祀をしてあげたのに、
たった一人児まで奪うとは何事です。もうこれからは祭祀も何もしてやるものか、
私の生命をとるならとってみなされ、私はもう生きていく望みもない」。［与那城　
1974：251-254］

　以上は彼女がキリスト教に出会う以前の叙述であり、時代の上では日清戦争（1894-
1895）前後に相当する。ここに見るように大城は 30歳前後にして夫と愛児を相次いで失う
不幸を経験した。精神的に追い詰められた彼女が頼ったのはユタ、易者といった宗教者で
あった。ユタとは民間で活動する沖縄のシャマンであり、神がかりによってハンジ（判
示）と呼ばれる災因の判断を行う。こうしたユタのハンジは多くの場合、先祖や特定の神
格からの要求に災因を見定める［塩月　2012］。このような災因論はウグワンブスク（御
願不足）と呼ばれ、ユタはクライエントが然るべき祭祀の執行を欠いたことが神・先祖の
怒りを買い、神罰を招いたと説明するのである。こうして災因を教唆されたクライエント
はユタの指示に従って怒りを宥めるための儀礼＝ウグワンを執り行う。このようなユタの
ハンジとウグワンによる対処は、今日でも沖縄に広く認められる宗教行動である。
　ただしこうした宗教行動において、災因の探究は最初のハンジで決着するとは限らない
［桜井　1973：208］。なぜならハンジとウグワンは危機への宗教的対処であり、苦悩の原
因そのものを直接除去するわけではないからである。したがって当人が精神的危機を脱し
ない限り、安息を求めて続けられる「ユタ買い」はエスカレートする傾向があり、祭費に
よる家計の破綻や社会関係の崩壊に繋がる場合も珍しくない［琉球新報社編　1980］。大
城の物語において彼女が些細な出来事に凶兆を感じ、ユタへの依存を深めつつもなお報わ
れない様子には、こうした信仰の負の面が典型的に描かれている。すなわちここで描かれ
る物語は大城の苦悩に関わるドラマであると同時に、沖縄の宗教文化にとっては馴染み深
い光景でもあるのである。
　では、やがて大城が出会うべきキリスト教宣教はこの時期、どのような状況にあったの
だろうか。彼女のユタ遍歴が日清戦争期と重なることは述べたが、この戦争の結果が沖縄
のアイデンティティに及ぼした影響は深刻であった［赤嶺 2004：208-213］。近世期にお
いて琉球王国は中華の冊封体制に組み込まれ、このため琉球処分で日本の版図となった後
も、旧宗主国たる清国への帰順意識は在地知識人を中心に根強かった。こうした旧体制の
復興を望む人々はこの時代、県内の言論では「頑固党」と称され、近代化あるいは日本化
を是とする「開化党」と思想的な対立関係にあった。だが清の敗戦で頑固党の主張は現実
味を失い、沖縄社会は急速に近代思想の摂取に向かっていく。そしてこの流れの中で、キ
リスト教は西欧から来た新時代の思想の１つとして見出されていくのである4。
　日本本土のプロテスタント各派（メソジスト派・バプテスト派）が沖縄に初めて宣教師
を派遣したのは共に 1891（明治 24）年のことである5。とはいえ日清戦争以前のこの時点

4  この時期の沖縄において「近代化」と「日本化」は事実上重なっていたが、日本に反発する知識人の
中には「日本化」ならざる「近代化」を求める者が少なくなかった［小熊 1998：282-286］。この時キ
リスト教はそうした条件を満たす思想であった。



109

神女の回心はいかに語られたか

での反響がはかばかしくなかったことは、1893（明治 26）年に現地を訪れた笹森儀助の
『南嶋探験』にある「新教の布教者もあれども、信者は学校の生徒のみにして是亦三十
名に過ぎず」の記録からもうかがえる［笹森　1983（1894）：36］。しかしその３年後の
1896（明治 29）年６月刊行の一般誌『風俗画報』には「信者四百餘名に及び漸次盛んに
赴
（ マ マ ）

くの現況」との記述が現れる［野口（編）1896：24］。断片的な記述ながら、日清戦争
を境に沖縄社会におけるキリスト教の状況に変化があった様子が確認できる。
　最後の愛児を失い、ユタによる救済に行き詰まっていた大城はこの時期、知人の勧めで
布の仲買業を始めている。伝統的に沖縄女性には行商の慣行があり、特に布の取引は広く
行われていた。1905（明治 38）年、その出張先の読谷村で大城カメは初めて、キリスト
教伝道に出会うことになる。以下にその様子を引用する。

一軒の家に十数名の人々が集まって何か歌っているのに出会った。「オヤここは何ん
だろう」といぶかりながら足をとめ、中をのぞき込んで見ると、一人の紳士がヴァイ
オリンをひいて何か歌っている。集まっている人々は、老人も子供も、男も女も本を
開いて合唱している。なおも見ていると何かウグワンのような言葉で祈っている。珍
しいことだ、と彼女は帰るのも忘れて、なおものぞき込んで見ていると、オヤ……こ
の紳士は何か神様のことを話している。
　「天地のつくり主である神様がいらっしゃる。悪霊を拝んではならない。迷信を信
じてはならない。愛なるまことの神を拝め」
　と、言っているではないか。どうもおかしい話だ。私たちが今まで拝んでいた神は
すると悪霊というものであろうか？　それともこの人々は正気なのかしら？（中略）
　翌朝、彼女は早速昨日の家を訪ねた。（中略）彼女は昨日の話の中から感じた疑問
点を質問した。そして次ぎ次ぎと納得のいかないことは遠慮なく質した。紳士はそれ
に対してこまごまと説明してくれた。彼女は話を聞いているうちに、胸の中の黒雲が
去り何かしら、ほのぼのと心の明るさを感じた。今まで自分がしてきたことはすべて
無駄であったか。今日まで悪の霊にもてあそばれてきたのだ。が、まことの神様に頼
ればそれらの悪霊から解放される。おお、それは何んという素晴らしいことであろ
う。それから彼女は商売なんかどうでもよい。先ず真理の探究が第一だと、その紳士
（佐久原好伝牧師）の指導を乞うた。
　彼女は玉城村から首里の教会まで日戻りで四年間、毎日曜日欠かさず熱心に求道し
た。彼女の心は次第に反転して、もうユタもウグワンも断乎としてやめた。けれども
まだお祈りもできなければ十字架の意味もわからない受動的な信仰であった。［与那
城　1974：254-256］

　テクストにみえる佐
さ

久
く

原
ばる

好
こう

伝
でん

（1877-1945）は沖縄出身の牧師であり、現地出身の宣教

5  近代沖縄で活動した教派にはメソジスト派、バプテスト派、東洋宣教会（日本ホーリネス）、日本基督教会な
どが挙げられる。ただ実際の宣教はこうした教派の枠にとらわれず進んだ面が多く、大城も複数の教派にま
たがって活動している。
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師の第一世代にあたる6。元は教師であったが、1900（明治 33）年に本土から派遣されて
きたメソジスト派の村井競

きそう

牧師の下で信仰を獲得し、牧師に転身した人物である。大城
と出会った 1905年時点で 28才という気鋭であった。20世紀初頭の沖縄では佐久原のよ
うにキリスト教に惹かれ、牧師を志す青年が次々に現れ始めていたが、こうした現地人牧
師の画期性に現地語宣教が挙げられる。本土から派遣されたそれまでの宣教師は多くが沖
縄の言葉に習熟していなかったため、宣教には「通弁」を介さざるをえなかった。まして
や現地の慣習にはなおさら不案内であり、そのことが民衆に対する訴求力を欠く要因と
なっていたのである。
　こうした青年層に対するキリスト教の浸透は巨視的に見れば、前述した沖縄社会全体の
思潮の変化に連動した、メソジスト派やバプテスト派の実践的な宣教方針から説明され
る。特にメソジスト派は生活規律を重んじる教義的立場から、民衆啓蒙や社会改革に意欲
が高く、日本本土でも 1873（明治 6）年に宣教を始めて以来、インテリを中心に高い影響
力を有していた。こうしたプロテスタント各派は禁酒運動や廃娼運動を興すなど、近代化
を推進した思想運動の１つとして沖縄民衆史上に位置づけられる。ただしこうした社会改
革の実践は、当事者たちの活動を微視的に見た場合、いわゆる民衆啓蒙という高踏的なイ
メージとは少々異なった実態を浮かび上がらせる。このことは先ほど触れた、大城のキリ
スト教との出会いのシーンに典型的に写し取られている。
　先ほど見たように大城は彼女の物語の中で、生まれて初めて出会った礼拝にまず「ウグ
ワンのような」印象を持ったと描写される。そして興味を抱いた大城が佐久原を訪ねる
と、そこではそれまでの彼女の誤りが指摘され、「まことの神様」への信仰の必要性が示
されるのである。彼女はその示唆に感動し、キリスト教信仰に傾倒していくことになる。
　注目したいのはこうしたドラマの展開が、それ自体の趣旨ではユタを否定する一方で、
物語としては伝統的構造をなぞっていることである。ここで言う伝統的構造とは、ユタか
らウグワンブスクをハンジされ、指示されたウグワンを行うことで災厄を除こうとする、
前述の宗教文化の行動様式のことを指している。こうした伝統的構造の踏襲は、彼女の回
心のドラマをその読み手にとって説得的なものにする上で、重要な効果を果たしている。
すなわち読み手の見知った伝統的構造に沿って描かれるからこそ、ドラマが提示する新た
な救済は大城自身にも、またユタ買いの文化に馴染んだ沖縄の読者にも、説得的帰結とし
て立ち現れるのである。
　実は伝統的構造をなぞったキリスト教とのコンタクトは、大城のケースに限られたこと
ではなかった。むしろこの時期に牧師となった若者にとって、こうした伝統的構造に基づ
いた救済とキリスト教との出会いはしばしば共通する経験だった。たとえば大城と同世代
で彼女の信仰と深く関わった人物に、後にも触れる比嘉保彦牧師（1866-1937）がいる7。

6  佐久原は首里出身の元教員で、禁酒運動にも携わっている。那覇教会、首里教会を歴牧し、1908（明治
41）年の首里メソジスト教会における禁酒大会では伊波普猷と共に演説を行っている。彼は沖縄地上戦に
巻き込まれて没した。

7  比嘉は読谷村出身の元教師で、30代半ばで校長にまでなった優秀な人物だったが、メソジストの教えによ
る救済を機にクリスチャンとなる。長崎の鎮西学院で資格を得て牧師になったあとは、祖先祭祀や土地神な
どの信仰を強く批判し、地域と摩擦を起こしつつも読谷教会を拠点に宣教に携わった。戦後、戦災孤児の
ために養護施設である愛隣園を設置し、沖縄の福祉事業界に足跡を残した比嘉メリーはその息女にあたる。
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比嘉もまた佐久原と同様に元は教師であったが、大城と同じく愛児を相次いで失ったこと
で精神的危機に陥り、一時期はユタ遍歴の日々を送っていた。そしてこれも大城と同様、
最終的にキリスト教に出会って救済を見出し、牧師に転身するに至るのである。このよう
に 20世紀初頭における若手牧師の出現とは、沖縄社会のマクロな思潮の変化への反応で
あると共に、ミクロ的には苦悩する若者たちがそれぞれに救済を見出していく過程でも
あった。そしてこうした救済の経験に自覚的な牧師達は、同じく苦悩する沖縄民衆の精神
的危機にも理解が深く、態度の上でも共感的だったのである。佐久原牧師に教えを受けた
大城が、後に自らも宣教の担い手となっていったように、こうした救済の経験の連鎖がこ
の時期の沖縄キリスト教の教勢伸張を支えていたのである。
　近代日本におけるこのような救済宗教としてのキリスト教の実態を、池上良正は「民衆
キリスト教」の語で捉えている［池上　2006］。日本のキリスト教受容は大正時代に転機
を迎え、知識人を中心としたそれまでの受容から、一般民衆への浸透を強めていた。こう
した変化の要因となったのはアメリカから発信されていたメソジスト派が、宗教体験や救
済に重きをおいた宣教を世界的規模で推進していたことである。中でも再臨信仰に基づい
たリバイバル運動は、救済を求める大衆に対して強い訴求力を持った。時期の上では 10
年ほど下るが、こうした救済の信仰が沖縄にも及んでいた様子が次の資料から読み取れ
る。

主は司会者と爲り給ふて照屋、大城二姉証詞を爲し続いて祈禱の御用に當り、小弟は
立ちて導かるる儘教会の現狀と主の御苦しみと御期待（黙三〇十四以下）を語りしに
主の御活動は明かに認められ、将に祈禱会に移らんとする際、講壇の中央より右へ血
汐の十字架は現はれ伊江牧師先づ大声に祈り出し続いて震動起り、号泣、熱禱、讃美、
証言と進行し午前二時漸く閉会致し申し候。此日救われ潔めらるる者多數有之候 8。

　これは特に民衆キリスト教の性格の強い東洋宣教会（後の日本ホーリネス教団）牧師の
報告であるため、情念的描写が先立つ向きはあるものの、それを割り引いてもここで描か
れる情景は、今日一般にイメージされる礼拝とは異質である。このように 20世紀初頭、
沖縄のキリスト教会の一部には救済の宗教体験を重視し、信者の宗教的確信に肯定的であ
るような態度があり得た［古澤　2007：10-12］。大城がキリスト教という外来宗教に、伝
統的なユタのハンジに代わるリアリティを認めたのは、その教義が彼女の不幸を説明し得
たのみならず、牧師の共感的姿勢、そして教団の実践においても彼女の宗教的需要を満た
したためだったのである9。

8  神山本淳牧師による 1914（大正３）年『焰の舌』４月９日付記事「琉球のリバイバル」より［神山　
1914］。なお文中にある大城とは本稿の大城カメであり、伊江牧師とは琉球王家の出自で日本基督教会
に属した伊江朝貞を指す。

9  一見異端的とも映るような信仰を持つ信者集団ほど、中心的な教義に対しても最も篤い信仰を持つ傾
向については島薗に指摘がある［島薗　1992：179］。戦後、こうした熱狂的な教会活動は沈静化して
いくが、それに比例するように教勢が沈滞していることも事実である［沖縄宣教研究協議会（編）　
2001］。一方でこうした宗教体験を重視するキリスト教系の教団が現在、沖縄で活発に活動しているこ
とについては複数の研究が既にある［安齋　1984；池上　1991］。
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2　危機――迫害の経験
　再び大城の物語に話を戻したい。キリスト教に出会った大城は、しかしそのまますぐに
伝統的祭祀との対決姿勢を示したわけではなかった。後述するように、祭祀のサボター
ジュは村から嫌がらせを受けて以降のことであり、与那城が当時の信仰を「受動的」と評
するのもこのことを指している。彼女の求道は４年間続いたが、回心への転機となったの
は佐久原によるイエス受難の説教であった。「神の子イエスさまは、私たちのために十字
架にかかり給うた」と聞かされた大城はその時「全身の血がたぎるような、何

（ マ マ ）

んとも形容
の出来ない感動」を覚えた、と与那城は記している。この感動をきっかけに彼女は「烈々
たる伝道心」を起こし、それまで公には控えていた信仰を隠さなくなっていった。自宅を
聖書講義所にし、1907（明治 40）年から読谷村で活動していた比嘉保彦牧師や、後述す
る伊波普猷らを招いた集会を催すようになったのは 1914（大正 3）年頃のことである10。
　しかしながら神女の回心は村を困惑させずにはいられなかった。与那城はその反発の
様子を「講義中のところに投石をしたり、糞を投げ入れたり悪意のいたづらがくりかえ
され、もし集会を続けるなら叩き殺してやると脅迫する有様」と描いている［与那城　
1974：256-257］。こうした事態に大城は身の危険を覚え、その害が牧師や伊波らに及ぶこ
とを恐れて聖書講義所を閉じることになる。ここで物語は次のように続く。

そのかわり彼女はヌールもやめ、村の祭祀もしなくなった。これには村の人々も少な
からず困惑し、何とかヌールをやめることを思いとどまらせようと、いろいろ説得す
るが聞かない。「私はこの邪神を拝んでつぶされた証拠はあるが助けられたしるしは
一つもない。そんな悪魔神に再び仕えることはまっぴらです」とはねつけた。彼女は
村人が迫害すればする程伝道心を燃え上がらせた。そして思いついたのが、ヌール殿
地の多くの香炉と人々の霊石として崇めるマーイーサー〔丸石〕（黒い石）を片づけ
ることであった。［与那城　1974：257］

　ここに見るように彼女のドラマは周囲からの抑圧を端緒として、祭祀の放棄、ひいては
信仰対象である香炉・霊石の破棄という転機へと向かっていった。香炉と霊石は密かに庭
の池へと「片づけ」られ、神の消失に狼狽した村民は捜索に奔走することになる。池を
浚って両者を発見した村民の憤りは当然大城に向かったが、彼女はとぼけて譴責を受け流
し、頑なな態度を改めなかった。このため周囲は霊石を大城から引き離すべく、新たなノ
ロを選ぶことを決める。彼女はノロ職を解かれ、霊石・香炉は籠を仕立てて新ノロの家に
運ばれていったのである。
　ところが事態はなおも収拾には向かわない。というのも、霊石を引き受けた途端に新ノ
ロの家で不幸が相次ぎ始めたためである。この不幸は必然的に新ノロによる祭祀、あるい
はそれを進めた村の対応が神の怒りを買ったためと解された。こうした神の不興による災

10  伊波はその後、同志と共に社会実践性の強い「組合教会」を組織するも、徐々にキリスト教そのものに幻
滅し、社会主義に傾倒するという経過をたどる。また 1921年に伊波は来琉した柳田国男に『おもろそうし』
の校訂事業を勧められて感じ入り、以降キリスト教には個人的交流を越えて関わることはなくなっていく。
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厄はカミダーリ（神祟り）と呼ばれ、今日なお祭祀者の選抜において重要な判断基準と
なっている［リーブラ　1974（1966）：104-107］。実際ここでも新ノロが霊石を「他家に
引き渡したい」と訴えているが、カミダーリを恐れる人々のうちに引き受ける者はなかっ
た。手詰まりとなった集落は、今度は交際止めという圧力をほのめかしつつ、改めて大城
に霊石への祭祀を要請する。しかし彼女は首を縦に振らず、このため村は対抗措置として
遂に「大城の家に立ち入った者には罰金を科す」との宣言に至るのである。沖縄社会には
伝統的にユイ（ユイマール）と呼ばれる協業の民俗があり、特に農作業に関連して労働力
を集約することで生産性を高めてきた。ここでいう交際止めとは、日常的なつきあいを禁
止するのみならず、ユイとして大城に協力することへの禁止を含んでいる。このため大城
は農耕地を持ちつつも、そこから収穫される稲の刈り入れやキビの精糖もできないという
苦境に陥る。これは決して軽い弾圧ではなかったが、それにもかかわらず大城が我を曲げ
ることはなかった。与那城はその当時の大城の内面を直接話法で「イエス様でさえ迫害さ
れ十字架にかけられ給うたということであれば、イエス様のため私のような者がいくらか
でも苦しむことはむしろ有難いことだ」と描いている［与那城　1974：259］。弾圧は彼女
の信仰を強めこそすれ、挫くことには繋がらなかったのである。
　このような彼女のドラマの展開に関して、ここでは２つの点に注目して整理しておきた
い。第１にはドラマにおける村落の「神の力」の位置づけである。ドラマは大城が祭祀を
放棄する過程で２度に渡って神の力に言及している。１つ目は大城が祭祀をやめた際に、
村の神を「邪神」「悪魔神」と呼び、自分が「つぶされた証拠はあるが助けられたしるし
は一つもない」と反論する場面であり、２つ目は香炉・霊石が引き渡された後、新ノロが
カミダーリに見舞われるエピソードにおいてである。このように見ると大城のドラマが、
決して積極的なかたちによってではないものの、とりあえず村落の神の力の働きそのもの
は否定していないことが分かる。ただ注意しなくてはならないのは、その力が超自然的な
ものであるのか、あるいは人間心理に基づいた社会的な力であるのかに関しては明示的で
はないことである。むしろドラマはここで両者を分別することなく進行していく。故にこ
の後、キリスト教信仰を得た大城を抑圧するのは、村落の神の力でもあり得、また同時に
その神威を恐れる村の人々による圧力でもあり得る力なのである。
　第２に注目したいのは、この後「信教の自由」という近代的理念に関わって問われるこ
とになる「私的信仰」のルーツである。大城のキリスト教信仰には村落祭祀と並行する期
間が４年に渡って存在する。また自宅を聖書講義所とした後も祭祀は続けているため、彼
女がそうしたあり方を決定的矛盾としてはいなかったこと、少なくとも意識の上で折り合
いをつけ得ていたことが見て取れる。この折り合いが破綻するのは、村落がキリスト教信
仰を問題視し、彼女の活動を抑圧し始めたことがきっかけである。
　ではなぜ大城はこの間、２つの信仰の並存を矛盾としなかったのだろうか。それは前節
で確認したように、彼女のキリスト教とのコンタクトが、ユタのハンジを求める物語の構
造をなぞっていたことと関わってくる。そもそも「信教の自由」という近代的理念とは無
関係に、伝統的宗教文化においてハンジとは「私的」な信仰であった。クライエントは個
人的な不幸・不安のためにハンジを求めるが、それ故に信仰の動機づけは常に私事に発し
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ている。加えてユタに示されたハンジに妥当性を認めるかについても、最終的にはクライ
エントに委ねられている。このようにユタへの信仰とは公的宗教としての村落祭祀とは異
なり、動機・信仰の両面において基本的に「私」に属するのである。こうした経緯を踏ま
えれば、大城はまずキリスト教信仰をハンジと同じく「私」の事として引き受けていたが
故に、当初はそれを「公」の祭祀と並存させ得ていたことが分かる。
　言い換えれば、その矛盾を顕在化させる引き金となったものこそ、神への信仰とそれを
抑圧する人間社会との葛藤を描いたイエス受難の説教であった。ここにおいて彼女はキリ
スト教を私的な信仰に留めることをやめ、むしろそれを否定する力に積極的に対峙してい
くことを始める。

3　矯正行為――変容する公と神威の後景化
　大城に対する交際止めは２年半に渡って続いた。自宅の聖書講義所を閉じると同時に祭
祀をやめた大城は、この交際止めの間、日曜日ごと礼拝のために玉城村から片道約 10キ
ロの距離にある与那原町の伝道所に通うようになる。この与那原伝道所にはそれまで大城
が自宅に引き受けていた比嘉牧師が身を移していた。
　この交際止めの期間、彼女は様々な新たな活動に手を染めている。既に一度は玉城村に
聖書講義所を設けるまでのことをしていた彼女は行動意欲に燃えていた。たとえばこの
時期に彼女が獲得したものにリテラシーがある。年齢の上では既に 40歳を越えていたが
「イロハ四六文字が読めれば聖書と賛美歌11が読める」と考えた彼女は読み書きに意欲を
持ち、比嘉牧師の指導の下で訓練を始めた［与那城　1974：259-260］。大城と親しい佐久
原や比嘉といった牧師は元教職員であり、経験と信徒教育への熱意を合わせ持っていた。
大城はこうして読み書きを覚え、周囲を驚かせる。
　大城が講演会の論壇に上がるようになったのもこの時期のことである。嶺井百合子によ
れば大城は「若い頃は無口だったけど信仰に入ってから活火山のように内部からもえ出て
こんなによく話すようになった」と述懐していたという［嶺井　1967：78］。先ほど引用
した祈祷会の様子にも「証詞」（信仰体験）を壇上で語る大城の姿があったが、舞台は教
会に留まらず、本稿冒頭の記事にあるように禁酒運動や廃娼運動などでも弁舌を振るう活
動家として活躍するようになる。ちなみに大城の思想の中身についてはまとまった記録が
ないため詳しいことは分からない。ただし断片的資料としては嶺井に次の文章がある。

五、六年前或る人が「祖母さん、あなたは沖
（ マ マ ）

縄世ー〔琉球王国時代〕と大和世〔琉球
処分以降〕、今の時代をつぎつぎと暮らして来られたがどちらがよいですか」と質問
をしたところ、すぐ「今の時代がよいですよ」と返答してその方を苦笑させたことが
あります。（中略）特に昔の御殿、殿内のウサギ物〔御捧げ物〕のために如何に庶民

11  ちなみに当時の沖縄にはオルガンがほとんどなく、楽器といえば三線が最も普及していたことから
「てぃんさぐ節」「安里屋ユンタ」等の沖縄民謡の音律に賛美歌の歌詞をのせた民謡賛美歌が作成さ
れ、礼拝や宣教で広く歌われていた［古堅　1992］。これらが歌われる機会は減っているものの、今で
も信徒の年祝いなどで用いられている。
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の生活が貧しかったかということ、そして家庭内における人間関係など一部始終手に
とるように話していたのでありますが、更にもう一段と力を入れて話したことは「沖
縄が大和世になってから中城御殿〔琉球王家の邸宅の一つ〕からお拝みする人が来て
お線香を渡しながらあなた方も、もう一度沖縄世が来たらでかし〔沖縄世を来たらせ
たいもの〕だから朝夕この線香で「御国といもちたびみしょうり〔御国を取り戻して
くださいませ〕といって拝んでちょうだい。」といっていたが私はそんな拝みはしな
かった。もう四、五年も沖縄世が続いていたら庶民は口しぶい身しぶい〔衣食に困
窮〕してシニ〔尻〕から火の出るほど働いても日常生活に事欠くどころか村どーり
〔村倒れ〕するところだった。」といっています。いつでも口ぐせのように「明治天
皇はお偉い、百姓を含めて一般の男女にも学問奨励しその蒙を開いて下さった。そし
て今日このように世の中を開けさせて下さった。」と話しています。［嶺井　1967：
90-95］

　ここから見るに大城は、琉球王国晩期に生まれたノロとしての経験に基づいて伝統の限
界を認識し、近代化の意義を肯定的に説いていたものと思われる。こうして社会活動に
身を投じていった大城は、同時に沖縄知識人たちとの交流も深めていった。その中には
1906（明治 39）年に帰郷した伊波普猷もいた。
　教団史の上で、メソジスト派の米人宣教師、ヘンリー・Ｂ・シュワルツ（1861-1945）
が地区責任者として那覇に赴任したのは 1907（明治 40）年のことである。シュワルツは
ここで聖書教育と英語講習を始めるが、これにより大正時代初頭にキリスト教会は、沖縄
のインテリの拠点としての地位を固めることになる。そして伊波はこのシュワルツの教会
に足を運んでいた一人であった。彼のキリスト教への関心は若年期から認められるが、傾
倒が顕著となるのは 1914（大正 3）年の大病の後とされ、大城が自宅を講義所としていた
時期と概ね重なっている。その交流の実像がどのようなものであったのかについては、交
際止めの解かれた後のエピソードながら、嶺井が次のように書いている。

　目に一丁字もない無学な旧藩時代のノロだった祖母に、学問的立場からよき相談相
手となって下さって親交も厚かったのであります。地方の文化講演にお巡りになる場
合、何回か私の村の指導者の方々がよくおみえになったのでありますが、私の家は農
家であるので忙しいことをわかって下さったのか、お茶をつぎ台所まで急須ももって
こられたことをおぼえています。先生の御長男と私の弟〔大城福清〕は大体同じ年頃
でありますが私の弟が元気でまるまる太っているのをごらんになって、うらやましく
しておられたようです。沖縄人の体位の向上のために住民の皆さんの集まりで優生学
をよく話されたそうであります。伊波普猷先生の「あまり酒をのむとジュームッコー
〔身体障害者。直訳は「尾切れ」〕の子が生れる」という話は年とった方々の中では
あまりに有名なお話であります。［嶺井　1974：78］

　テクストからは家族ぐるみの交際の様子が見て取れるが、ここでは彼が講じたという
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「優生学」12に注目したい。伊波の思想を特徴づけているのは進化主義に基づいた、異種
混交による沖縄人民の改良というヴィジョンである［小熊　1998：314-315］。すなわち彼
は一方で、人間や民族が天与のものとして具える「無

ユ ニ ー ク ネ ス

雙絶倫」を認めつつ、同時にそれを
様々な異質なものと接触し、混ざり合うことで強化されるものとして説いていた［鹿野　
1983：87-88］。このことは人々の意識に関しても説かれ、伊波は琉球王国時代の内閉した
意識に比べて、琉球処分後の沖縄が「活きた仏教に接し、陽明学に接し、基督教に接し、
自然主義に接し、その他幾多の新思想に接した」ことを挙げ「かく多くの思想に接して、
今後の沖縄が今までに見ることの出来なかった個人を産出すべきは、わかりきったこと」
〔傍点引用者〕とその活性化を述べるのである［伊波　1998（1909）：300］。このように
伊波においてキリスト教を含む新思想は、個々人の内に潜在する「ユニークネス」を発揮
せしめる媒介として位置づけられる。そして宗教はその役割を果たすべき最たるもので
あった。
　こうした伊波の宗教観がより明確なテクストとして、1913（大正 2）年の講演録が挙げ
られる。これは那覇を襲った大火をユタ集団が「龍神の祟り」だと騒ぎ、社会問題となっ
た事件にコメントしたものである。川村邦光がまとめているようにこの論説は「迷信から
伊波の言う「宗教心」へと転換していく可能性、あるいは迷信のうちに、未来において
「宗教心の存在すること」を力説」している［川村　2007：65］。すなわち伊波はここで
宗教心を人間の本質に属するものとして説き、ユタについても抑えつけるのではなく、
「正しい宗教」に導き、内面を涵養することで解決せねばならないとするのである［小熊
　1998：313］。このようなコンテクストを踏まえると、大城の回心とは伊波の異種混交の
理念が具体的に実現したケースだったといえる。嶺井の言うところの「目に一丁字もない
無学な旧藩時代のノロ」であった大城は、キリスト教という宗教に触れたことで才覚を開
花させ、リテラシーを身につけ、女性運動に携わるなど近代人としての目覚ましい進歩を
見せたのである。
　ただしこうした主張は伊波のみのオリジナルな思想ではない。たとえば戦前に沖縄を巡
検した社会学者、河村只雄（1893-1941）は、旅の途上で大城と交流し、そこで次のよう
な見解を得ている。彼によれば大城の回心とは、ユダヤ教からキリスト教への移行に擬え
られるものであり、「ただ恐れおがむもの」としての原始的な神からの解放として理解さ
れる。そして「玉城ノロのキリスト教への改宗は従来、原始宗教的なノロの宗教を如何に
日本的なるものに導くべきかにつき幾多の暗示を与えるもの」と評価するのである［河村
　1999（1942）：514-515］。彼自身がクリスチャンであったため、こうしたキリスト教の
評価には彼の立場性が反映されているものの、注目されるのは「日本的なるもの」という
表現であろう。ここで大城の回心は、迷信に惑わされる沖縄民衆を、よき日本国民に改良
していく上で範例たりうる事例として記述されているのである。島薗進は 20世紀初頭の

12  この異種混交の思想は系譜的には丘浅次郎に行き着くが、ここでは人類学者、坪井正五郎の思想との連
続性に注目したい。小熊英二がまとめているように坪井は当時支配的であった日本人単一民族論に反論し
て混合民族論を主張し、「日本人」の強みをこの混合性に求めた［小熊　1995：73-86］。この論理はやが
て諸民族の併呑を正当化するイデオロギーに転化していったが、伊波の主張には併呑された側が沖縄人の
可能性の問題として混交を読み替えるという抑圧された者の自尊の論理が働いている。
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言論の分析から、近代日本の知識人に広く認められる宗教観として、宗教を個人の内面を
鍛えあげ、近代的個人へと育て上げるものとして価値づけることを特徴に挙げている［島
薗　2008］。伊波や河村の主張はこうした近代の言説を概ねなぞっている。その上で沖縄
固有の事情として社会の後進性やユタ問題などがあったため、それらに引きつけて論じら
れているのである。
　以降の議論の補助線として、このような近代の宗教観につき、特に２つの点に注目を促
しておきたい。１つ目はこれまでも言及してきたように、新たな宗教観が個人の内面的信
仰を重視する点である。明治初頭期の日本思想における「宗教」概念の受容過程を追跡し
た磯前順一は、それがプラクティスからビリーフへの移行、すなわち日常的実践として組
織された宗教観から、宗教信念を自省的に把握し、「信じる」という内面的契機を主とす
る宗教観への移行であったとしている［磯前　2003：139］。前掲の伊波も宗教を語るにあ
たっては「宗教心」という言葉を用いていたが、こうした個人の内面性に関わるものとし
ての理解は、この時期の宗教概念として標準的なものであった。
　第２に注目したいのは、如上の内面の信仰と「公」との繋がりということである。すな
わち宗教は内面性を涵養するが、そうした宗教的達成のヴィジョンには、宗教によって鍛
えあげられた個人の活動が社会を改良していくという論理が織り込まれている。この２つ
の点が示唆しているのは、近代日本に形成された宗教と「公」の新しい関係である。そし
てこうした宗教観と対比されるのは、琉球王国の国家祭祀、あるいはその遺制としての村
落祭祀であった。これを整理するにあたってフランツ・ボルケナウの思想史理解は参考に
なる。彼はまず自然法則・社会秩序・自己の運命の全てを一体のものとして了解する「封
建的世界像」を想定し、次に人間自我を自然法則や社会秩序に対し自律したものとする
「市民的世界像」を置いて、社会思想の展開を後者への移行過程として整理している［ボ
ルケナウ　1964（1934）］。これを沖縄にあてはめれば、ノロの祭祀とは沖縄民衆の意識を
自然法則・社会秩序・自己の運命を聖なる全体性の中に結びつける「封建的世界像」の一
部であった。これに対し、琉球処分以降は従来の世界像は解体を余儀なくされ、新たに自
律的な個人から成る市民社会が現れてくる。個人の内面を要件とした新たな宗教観とは、
近代の市民的世界像に対応したものであった。
　以上のマクロな思想状況を踏まえつつ、再び大城と村落の緊張関係に話を戻したい。２
年半に渡る交際止めが解かれたのは、警察が村落に対し「信教の自由」の侵害を警告した
ことが契機である。警告を出したのは与那原警察署の警官であった久

く

場
ば

政盛（1876-1968）
であり、彼もまた沖縄ではインテリとして知られる人物であった。これを受けた集落は急
遽、寄合を開いて大城を招き、譲歩を前提に和解を持ちかける。与那城によればここで大
城と集落に交わされた論争は次のようなものであった。
　集落はまず大城に「ノロとしての祭祀の再開」を打診している。だが大城がこの従前の
要求をはねつけたため、集落が次に提示したのは「ノロ地を集落に引き渡せば交際止めは
やめる」という条件であった。この土地を巡る争議には前述した「公」の変化を読み取る
ことができる。ここで集落が大城に要求した土地とは、元々は王府からノロの職分に対し
て給付されていたものである。ノロ地と呼ばれるこの土地は、琉球処分で王府が解体され
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ると、職分の継承者に譲渡・売渡などの方法で順次払い下げられ、個々のノロの私有財産
となっていった［後多田　2010］。大城もまたこの土地を既に私有化していたことから、
ここで彼女に示された要求とは、いわば私有財産の接収を意味している。しかしながらこ
うした要求を集落が理不尽と考えなかったのは、彼らが依然、ノロの祭祀を公のものとし
て理解していたためである。だからこそ公の村落祭祀を放棄した大城に、職分に対する給
付たるべきノロ地を所有する権利はない、というのが集落の主張なのである。繰り返しと
なるが、近世琉球においてノロの祭祀は公的祭祀であり、その前提の下にある限り集落の
主張は妥当である。しかしながら琉球処分の後、祭祀はもはや公的なものではなく、それ
と対となるノロ地も私有化されている。故に集落の要求に対し、大城は「私のヌール地は
村からもらったのではありません。（中略）とりたいとおっしゃるなら、よろしい、差し
あげましょう。が、その前にちゃんと筋の通った道をふんでください」と返している［与
那城　1974：261］。近代法の枠組みではこうした大城の主張こそが正当であった。
　ここでも折れた集落が最後に要求したのは、酒１升の拠出であった。これは大城のため
の寄合を開いたことに対する、村落への「詫び」を意味するものであった。だがそれさえ
も大城ははねつけ、ついに集落は全面的に折れざるを得なかった。元より警察の警告あっ
ての寄合であり、集落には和解以外の選択はなかったとも言える。こうして交際止めは終
わり、両者は和解への緒につくこととなる。
　ところでこうした交渉過程は一見、頑なな大城に集落が譲歩したということに過ぎない
ように映る。しかしながらこの譲歩の過程は見た目以上に重要な変化を示唆している。本
稿は先ほど、大城が対峙した相手が「祭祀を要求する村落の神」と「それを恐れる人々」
の両者であったことを述べた。そもそも人々がかつて一度は任を解いた大城に、交際止め
を持ち出してまで祭祀を強要したのは、カミダーリを恐れていたからこそであった。しか
しそうした前段階があったにも関わらず、この再交渉の時点では既に争点は交際止めとい
う人間同士の対立をどのように決着するか、という次元に移っている。すなわちノロ地の
譲渡であれ、酒１升の詫びであれ、それは人間間の交渉の妥結点であり、神の力は争点か
ら外れているのである。この問題は次節で詳しく検討していきたいが、ここでは村落の側
に変化が認められることを指摘しておきたい。
　与那城のテクストは戦後間もない時期に書かれたため、大城についての記述もここで止
まっている。なおこのテクストを与那城は、玉城の霊石に関する記述で締めくくってい
る。いわく霊石は、沖縄地上戦に巻き込まれて消し飛んでしまったという。こうして核と
なる象徴を失ったことで、祭祀は決定的に命脈を絶たれることとなったのである。

4　再統合――迷信打破の功労者
　何の妥結も見出せないまま終わったにも関わらず、その後における大城と村落の関係修
復は順調に進んだ。それはたとえば先ほど引用した嶺井のテクストに、伊波普猷が玉城村
に文化講演に来ている様子が見えることなどからも窺える。では大城の回心に端を発し
たドラマは、いかにして再統合を迎えたのであろうか。大城に関する戦後のテクストに
1959（昭和 34）年 6月 1日付の「寄附募集趣意書」13がある。本稿冒頭の記事には大城の
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13  大城福清氏の提供による。

米寿を記念して教会が建てられたことがあるが、この教会は大城が土地を提供する一方、
建設資金は主に寄付金より拠出された。この趣意書とはそのための寄付を募るべく「玉城
村だけにとどまらず遠くはハワイにまで」回覧された呼びかけ文である。発起人には建設
委員長に沖縄教育界の重鎮であった徳元八一、副委員長に照屋寛範（牧師）と川崎永昌
（玉城村村長）が名前を連ねている。起草者はこの中の照屋牧師と推測される［照屋　
1967：88-89］。
　趣意書は「の

（ マ マ ）

ん殿内のおばあちゃん――大城カメさんは、クリスチャンとしてのよきあ
かし人であり、また迷信打破の功労者であります」という文章から始まる。そしてまず大
城がノロに出自を持つことに触れた後、彼女がキリスト教に回心し、更にそのことで周囲
から抑圧されたエピソードへと続く。それからテクストは彼女が教会建設の望みを抱いて
いることを記し、最後に寄付を呼びかける文章を掲げて終わるのである。ちなみにそこで
描かれるドラマは与那城のテクストと共通した展開であり、物語の規範化が窺える。
　ここではこの趣意書の特徴を、次の２つの点から整理しておきたい。その１つは迫害の
叙述である。趣意書は大城への迫害を次のように描写している。

部落ではおばあさん一家が詫びを入れて来るまで交際止めをすることにし、若しこの
一家に出入りする者あらば、一回五円の罰金にすると決議をしたのであります。以
来、おばあさんの家には誰一人門をまたぐ人とてありません。従って作ったきびは製
糖できず出来た稲は収納も出来ず、全く村八分孤立無縁のありさまにおち入ったので
あります。でもおばあさん一家の信仰は微動だにしません。こうして二ヶ年半の月日
はすぎました。ちょうどそのとき、部落の有志達が突如、与那原警察署からの注意を
受けました。何事ならんと案じていたら部落のおばさんにとった処置は違法である。
「信仰は自由である。速かにその決議を撤回し、従来通り仲良くするように」とのこ
とである。有志たちは面目を失ったわけだが、然し、当時の社会状況からすれば無理
もないことであったろう。

　このように「社会状況からすれば無理もない」との断りこそ付されるものの、テクスト
の上で彼女への迫害はぼかされず、更に集落が警察から警告を受けたことまでもこの文書
は記載している。仮にこの趣意書がクリスチャンの間でのみ回覧されたものであったな
ら、こうした率直な記述も当然だったかもしれない。しかしながらこのテクストはそれ以
外の村民も含めて回覧され、加害者に相当する人々の目に触れることを前提としていた。
　こうしたあからさまな叙述が意味するのは、戦後における緊張関係の解消である。すな
わち 1959（昭和 34）年の段階で、既にこうした過去に触れることは緊張をもたらすこと
ではなくなっていたのである。では、このように緊張関係の解消が進んだのは何故だった
のだろうか。これを考える上で参照しておきたいのは、趣意書のもう１つの特徴である、
ノロについての厚い言及である。以下に相当箇所を抜粋するが、これは趣意書の冒頭に掲



120

げられると共に、ボリュームの上でも全体の４分の１に及んでいる。

おばあさんは、旧藩時代（琉球王朝末）年、九歳にして、有名な玉城間切〔琉球王国
の行政区の一つ〕、「当山ノロ殿内」のノロ職に任ぜられ、世の尊信を身に集め、今日
の人々には合点も行かぬ事でありますが、当時、一般平民に許されていない「草履ば
き」が許され、祭礼に関しては、白衣をまとい、勾玉を首にかざり、白馬に乗って、
多数の後者を引連れ、拝所々々ウガンジョ〔御願所〕、ウガンジョを巡拝され、祝福
の酒盃を、人々に配

（ マ マ ）

ち、自らもまた人々の祝福を受けたのであります。
　当時、知念、玉城の「ノロ殿内」は、他のそれにまさって格式が高く、正月と十二
月には、王朝よりの巡拝もあり、当日の御使者の御宿泊所ともなっていた程でありま
すから、当時のおばあさんの地位は実に地方人の最高峰であったわけであります。

　このように趣意書は、本来の目的が教会建設にあるにも関わらず、ノロに関して華々し
い描写を続ける。さらに文中では大城を「のん殿地のおばあちゃん」と呼ぶなど、ノロを
やめたクリスチャンについてのテクストでありながら、ノロへの肯定的表現を多数選んで
いるのである。こうしたノロへの肯定的描写と、前述した速やかな緊張関係の緩和は、そ
もそも大城がここで「迷信打破の功労者」と称されることと無関係ではない。
　繰り返してきたようにかつて村落祭祀は琉球王国の聖なる天蓋の一部であり、その神は
河村只雄の言を借りれば「ただ恐れおがむもの」であった。玉城の事例でも新ノロに不幸
をもたらしたように、ノロの神とは時に災厄をもたらす恐るべき存在であった。言い換え
れば玉城村の人々には、神への強い内面的信仰（belief）があったわけではなく、彼らが
大城に祭祀を強要したのは、むしろ神の力に対する恐怖によってであった。
　しかしながら先ほど見たように、交際止めの終わりの交渉において、そうした神の力は
論点となっていない。こうした神威の後景化とはすなわち神威の失権であり、神の力に対
する恐怖が現実感を失ったことを意味している。そしてそうした失権を導いた最大の理由
は、香炉や霊石を池に沈めるという暴挙に走り、その後も不義を続けたにも関わらず、大
城にカミダーリが及ばなかったことにある。それどころか前半生の不遇さとは対照的に、
回心を経た彼女は社会的に成功し、充実した生活を送るようになる。この時、神の力への
懐疑が村落に生じたのは当然のことだったと言える。
　ただしここで注意せねばならないのは、カミダーリは災因論であるが故に、本来的には
些細な凶兆や筋違いの不幸にも付会され得た点である。たとえば新ノロを襲った不幸がカ
ミダーリとして解釈されたように、村落で起こった不幸の災因を、祭祀の不備に求めるよ
うな思考を制止することは難しい。言い換えればここで必要とされるのは村落の神を迷信
として否定するのみならず、同時に伝統の枠内で神の力に対抗する論理なのである。すな
わち祭祀を要求する神に逆らい、祭祀を終えられる者がいるとすれば、それは神の力に抗
しうる者でしかあり得ない。趣意書が大城のノロとしての高い地位を厚く記述するのは、
この点に関わってくる。村落が大城の祭祀に拘ったのは彼女がノロの血統を継いでいた
上、幼少期から祭祀の真似事をするなど、高い資質を見せていたからである。ここで注意
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したいのは、この資質が個人の資質であって、特定の神から付与されるものではない点で
ある。つまり大城はノロをやめ、村落の神から離れてもなお、資質のある者＝サーダカで
あり続けられたのである。そしてそうした霊力は大城個人の資質であり、彼女が「村落の
神に仕える力」をそのまま「村落の神に抗する力」へと転化させたとしても論理の不整合
は生じない。
　この転位においてキリスト教信仰は、神と人間の非対称性を補う機能を果たしている。
サーダカとはいえ、ただの人間にすぎない大城が、村落の神への対抗を単身で正当化する
ことは困難である。だがここで大城はキリスト教の神を負うことで、村落の神と一対一で
対立するのではなく、二対一の関係で対峙している。このことで神／人の力関係は覆さ
れ、彼女の迷信打破のドラマは説得的たり得たのである。ここで再び意味を持つのが、彼
女のキリスト教との出会いが伝統的構造をなぞっていたことである。すなわち大城は不幸
の経験からユタ買いを続け、最終的にキリスト教に出会うことで救済を得た。こうした救
済のパターンがユタのハンジと相同の構造を持つことは既に述べたが、同時にこの構造と
はユタのイニシエーション構造の一部でもある。
　民間巫者であるユタはサーダカウマリであることを前提に、遍歴によって自らが祀るべ
き神に出会うことで成巫し、やがて自らもハンジを下す宗教者となる。そしてその遍歴の
きっかけとなるのは、不幸や身体・精神の失調などのカミダーリであり、災因を求めて他
のハンジを乞うことからイニシエーションの過程に入るのである［桜井　1973；佐々木　
1979；塩月　2012］。このように仕えるべき神との出会いまでも含めて捉えれば、大城の
回心のドラマがなぞるのは典型的なユタの成巫過程の構造そのものである。異なるのは大
城を導いたのが牧師であり、キリスト教によって宗教的確信を得たことのみでしかない。
だが伝統的構造をなぞっているからこそ、キリスト教の神と大城の特別な関係性は人々に
とって説得的であった。こうして彼女はキリスト教の神の守護の下に村落の神と対峙する
ことになる。そして彼女のドラマは、神を廃祀し「迷信打破の功労者」となるという結末
を見たのである。

III　結論

　繰り返し述べてきたように琉球処分以降、村落祭祀は公的な地位を失い、その存廃は
村々の担い手に委ねられていった。本稿はこの移行によって起きたことを、神の力と人間
の霊力の布置の変化から追ってきた。ここでは、これまで本稿が見てきたことを改めて整
理することで結論に代えたい。
　最初に再確認しておきたいのは、脱呪術化という前提の保留である。神の力は近代以降
もカミダーリへの恐怖として継承され、祭祀によってはこうした力は今でも機能してい
る。また多くの民族誌が報告してきたように、人間の霊力の観念もまた失われたわけでは
ない。こうした伝統的な力が近代に消滅したかのように理解することは誤りなのであり、
むしろ問題はそれが近現代社会においてどのように布置されているのか、そしてその変化
の過程で生じた転位とはいかなるものであったのかということである。
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　このことを考えるにあたり、本稿が注目を促したいのは宗教をめぐる「公」「私」の
変化である。繰り返し述べてきたように近代以降の日本では、宗教という概念は信仰
（belief）を中心とするものとされた。そしてそのように個人の内面に属するものとして
の宗教は、人間の意識を涵養することで近代的市民へと育てるものとして位置づけられて
いった。この中で恐怖やカミダーリを動機とする神の力への伝統的な信仰や、それを基盤
とする村落祭祀などは、個人の内面性に対して否定的関係にあるものとされ、一般的には
近代社会と対立せざるを得なかったのである。確かにこの点で言えば、近代化の中で村落
祭祀が周縁化され、マクロ的には廃祀へと方向づけられていったことは否めない。ただし
これは脱呪術化の帰結というより、ボルケナウの言う封建的世界像から市民的世界像へと
社会が移行する中での、宗教の地位の変化の帰結と見なすべきである。
　だからこそ伝統的に「私」に属するものであった人間の霊力は、個人の内面から信仰
を把握する近代的宗教観と接合され、その力を維持していくことになる。すなわち霊力
（サー）として把握されていた力は、祭祀から遊離しつつ個人への帰属性を強め、時に才
覚や人間的資質に読み替えられていったのである。大城のケースはその最も極端な例の１
つであろうが、個人に帰属した霊力は、近代市民社会にも親和的なものに変化する一方、
かつてそれ自体が一部をなしていた村落祭祀そのものを廃祀する力としてさえ働き得たの
である。こうした点を踏まえれば、沖縄における村落祭祀の解体過程には、近代における
周縁化の結果としての衰退という面と共に、伝統的宗教観念の近代社会への接合という面
も認められる。
　それではこのような構図から、いかなる研究への展望が得られるだろうか。本稿の考え
では、このような「ノロの近代」の理解は、沖縄民俗宗教研究の１つの課題であるノロイ
ズム／ユタイズムの弁別に関して、おそらく新たな光を当てるものである。祭司であるノ
ロと、シャマンであるユタという二分法が必ずしも民俗の実態には即していないこと、つ
まり両者の性格や機能には多くの共通点が見られることは、多くの事例と共に再三の指摘
がある［渋谷　1992］。このとき１つの論点となってきたのはユタのエートスである革新
性、すなわち現実批判的傾向と、それに対照されるノロの保守性という構図であった。つ
まり革新と保守という相反するエートスを沖縄の民間宗教者はいかにして内包しているの
かということが問われたのである。この問題に対して、たとえば佐々木宏幹はシャマン
（ユタ）とプリースト（祭司・ノロ）を、沖縄の宗教文化における相補的機能とすること
で説明を試みている［佐々木　1991］。
　これに対し、近代の歴史過程に注目してきた本稿が注目を促したいのは、それらの既往
研究が「革新性」と呼ぶ批判性自体が、実は近代市民社会にとってはごく一般的なエート
スであるという点についてある。近代市民社会において個々人には自らの信念を持ち、自
らの意見の表明を通じた社会参加が求められる。近代知識人たちの啓蒙が目指したのは、
民衆をそのような批判的精神を具えた近代的主体へと改造することであり、本稿が見た伊
波普猷の宗教への期待もそのような民衆の陶冶というヴィジョンに基づくものであった。
こうした近代市民社会のありようを踏まえる時、かつて桜井徳太郎が沖縄で交わした質疑
は示唆的である。すなわち桜井は沖縄の人に「サーダカウマリとはどういうことを指すの
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か」と尋ね、その返答として「堂々としてユンティンユシシラン（勝ち気）であり、ガー
ジュウ（我執の強い）な性格が人一倍つよく、正しい事であるならば誰にも押さえつけら
れず、曲がったことは正しい道筋につけるまで頑張り通す、そういう性格をもって生まれ
てきた人だ」との回答を得ている［桜井　1973：220］。このように強い自己確信の下、積
極的に社会の不正を糺していこうとするパーソナリティは、近代思想が理想化してきた近
代的主体の像に極めて近い。そしてこうした性格は、クリスチャンになった大城カメの行
動にも明らかに見出される。敷衍すれば、既往研究が繰り返し描いてきたような、ユタと
近代社会を単純に対立させて捉えるような構図は再考されるべきである。むしろユタの信
仰の力には、近代社会に取り込まれて啓蒙や社会事業に接続する一方、伝統的祭祀の廃祀
を導くような転位もありえたのだ。そうした力の錯綜を踏まえなければ、今なお一向にユ
タの活動が消滅する気配はないという現状自体、そもそも説明出来ないはずである。
　本稿は議論において「サー」すなわち人間の霊力の観念については、リーブラらの先行
研究の指摘を踏襲し、その内実については具体的には論じなかった。だがこれまで見てき
たように霊力がかつては琉球王国の祭祀に、また後には近代市民社会に結びついていった
のだとするのなら、おそらくそのサーの観念には社会統合やガバナンスとの関係性が本質
的に織り込まれているものと推定される。前述した沖縄民俗宗教研究の論点である保守／
革新というエートスの問題も、こうした霊力と統治体制の結びつきから考察されるべきで
あろう。いずれにせよこのように見るとき、それらの力が近代に「失われた」というよう
な理解の限界は改めて明らかである。
　最後に課題として、本稿は近代という変化の時代を考察の対象としたため、今日におけ
る人間の霊力や、あるいは本稿では基本的に衰退に向かったものとして描いた神の力の現
代的布置については論じられなかった。ひるがえって今日の近代市民社会という体制の下
で、それらがどのように命脈を保っているのかという問題については今後、稿を改めて同
時代の民族誌を基に論じたいと考えている。
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The purpose of this paper is to clarify the facts about the transformation of traditional religious 
rituals in modern Okinawa. In the Ryukyu Kingdom era (-1879), the ritual system performed by 
priests called “Noro” functioned as part of the state order in Okinawa. A Noro is a female priest 
whose status is inherited based on her pedigree. She was considered to have religious qualities called 
“Sa (Seji).” A Noro, who was appointed to her role by the kingdom, performed religious rituals in 
each village, and the king gave the energy of the cosmos to the people through these performances. 
However, after the islands of Okinawa were incorporated into Japan by the Ryukyu-Shobun (the 
Disposition of Ryukyu) in 1872-1879, the government wanted to end the public function of these 
rituals. As a result, the legacy of the rituals was left down to the private faith of the people, so Noro 
were dismissed.

Many researchers have understood the decline of traditional religious rituals in modern 
Okinawa as a result of “de-magicalization,” which is a general trend within the process of 
modernization. In the opinion of this paper, the transformation of traditional religious rituals in the 
process of modernization was not so simple. To solve this problem, this paper focuses on changes 
in two powers ((1) the power of the gods, and (2) the spiritual power of human beings) that have 
been included in the traditional religious rituals. The power of the gods is the influence that the 
subjects of the ritual exert on human beings, and religious awe of this power prompted the people to 
continue with the ritual. The spiritual power of human beings is a religious qualification considered 
necessary for Noro to have by nature in order for them to respond and render service to the gods. 
The connection between the two powers was at the heart of the traditional religious rituals, but their 
harmonious relationship was based on the public position of the ritual in the Ryukyu kingdom. 
In modern times, as the concept of “Religions,” which is based on Western European history and 
is characterized by internal “belief,” was introduced to Japan, these rituals as “practical” religion 
began to lose their social reality. In other words, while people lost faith in the power of the gods, the 
spiritual power of human beings began to function independently of traditional rituals and altered 
human qualities by being culturally neutral. In this paper, we propose that such a process be referred 
to by the mechanical metaphor of “dislocation.” 

In order to describe these dislocations ethnographically, this paper focuses on the life history 
of a woman named Kame OSHIRO. She was born in Okinawa in 1872, and she was raised as a 
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Noro with excellent spiritual power. However, because of an unfortunate experience, she began to 
doubt traditional religion and turned to Christianity. In the process, alongside efforts to destroy 
“superstition” and in interactions with intellectuals in Okinawa, she promoted the modernization 
of Okinawa’s village society. At that time, Christianity was considered to be a most excellent idea in 
Japan so her choice was supported by intellectuals, but people in the village (Tamagusuku) criticized 
her angrily. This conflict was very serious, so Oshiro was temporarily but completely isolated in 
the village. The conflict was settled after negotiations, and Oshiro was able to build a church in the 
village after World War II. 

In this paper, I would like to write about this process with reference to the framework of 
“social drama” of Victor Turner. Turner proposed to understand social dynamics as a four-phase 
process: (1) breach, 2) crisis, 3) redressive action, and 4) reintegration. This framework, called “social 
drama,” may also be of use in understanding how adjustment occurs between the traditional and 
the modern.

In this framework, this paper discusses the problem of “how her faith was told as a drama” 
and analyzes the logic. I can point to three features in Oshiro’s story: 1) the expectations of the 
intellectuals to her faith. Her faith was highly appreciated by intellectuals and social activists 
like Fuyu IHA, Antei HIYANE and young pastors in Okinawa. First, this was because she had 
abandoned the “superstitions” and chosen Christianity as the “correct faith,” but this was not the 
only reason. At that time, Christianity had been positioned in higher education to nurture modern 
subjects, so Iha discussed the importance of religions as a vehicle to modernize Okinawa. In light of 
this, the case of Oshiro could be regarded as the realization of an ideal and political vision to achieve 
enlightenment. 2) Attention to individuality or personal qualities. In her story, emphasis is directed 
to the fact that her personal qualities are praised. For example, if she is portrayed as a talented Noro, 
her childhood episodes can be cited as the reason for her talent. In other words, she was described 
as an excellent religious woman, regardless of the god of the village. When she destroyed the god 
of the village, this emphasis on individuality justified her action. Because the spiritual power of 
Oshiro was attributed to her personality, her traditional power to serve the gods was converted into 
a power to resist them. 3) The structure of traditional initiation. In the religious culture of Okinawa, 
the structure of the religious experience is drawn as starting with the experience of hardship, and 
through the encounter with gods to serve, and win religious relief at the end. Many folk shamans 
called “Yuta” served after passing through such a traditional initiation structure. Oshiro converted 
to Christianity in a similar way. This was one reason why people in Okinawa recognized that she 
had a special relationship with the God of Christianity and that this relationship justified her 
abandoning the traditional gods.

I would argue that changes in the relationship between the public and private promoted these 
dislocations. In short, as a result of the concept of “religions” becoming private, traditional ritual 
collapsed, and the spiritual power of human beings became independent from folk religion. In a 
way, some concepts derived from traditional religions are connected to modern society in Okinawa.




