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沖縄県宮古島本島の北東部に位置す守る大神島では、年に 5回、 fウヤガミ Jとよばれる神女達が山鐙も

りを行う祭犯が行われている。通称「ウヤガン祭j と呼ばれるその祭肥は、宮古島の中でも北部に位置

する狩イ英、島尻、大神島の 3地域のみで行われる祭紀であり、それらの地域に住む女性遠のみによって

集間的に行われる秘儀的な村落祭記として知られている。ウヤガン祭の中心を講成する翠地での行事内

容は、部落タトの人にはもちろん、部落内部の人々にも秘され、家族にも話してはならないとされており、

その禁忌は今でも撤格に守られつづけている。したがってその具体的内容はほとんど知られていない。

本縞では、現在その「ウヤガン祭Jを唯一おこなっている宮古島市大神島の儀礼について一部の内容

を詳しく述べ、ウヤガン祭についての考察を行うものである。

はじめに

沖縄県富古島本島の北東部 る大神島では、年に 5問、「ウヤガミ j とよばれる神女

達が山鑑もりをする祭記が行われている。「ウヤガン祭j と呼ばれるその祭記は、官吉島の中

でも北部に位寵する狩｛果、島尻、大神島の 3地域のみで行われる祭杷であり、それらの地域に

住む女性達のみによって集団的に行われる秘儀的な村落祭把として知られている。ウヤガン祭

を構成する森の中の聖域での儀礼内容は、部落外の人にはもちろん、部落内部の人々にも夜、さ

れ、家族にも話しではならないとされており、その禁忌は今でも厳絡に守られつづけている。

したがってその具体的内容はほとんど知られていない。

「ウヤガン祭j はこれまで、その犠礼内容や神歌を中心に研究者の注目を集め、外間

昭、縄本恵、昭などによって主に狩俣地域での調査研究が進められてきた九だが、狩イ果、

島尻のウヤガン祭は現在共に中断されている。今なお続けられているのは、大神島のみである。

大神島は、宮古島の他地域にくらべ非常に排他性の強い地域として知られ、これまでごく限

られた研究者による競査研究が残されているのみである。特に、祭記組織に関するものでは鎌

田久子による調査研究が残されているが、その後の本格的な調査研究はほとんどなされていな

い。そこで、本稿では、現在筆者が見学を許されている、大神島で行われているウヤガン祭の

一部の内容を詳しく述べ、大神島のウヤガン信仰について考察を行う。

1沖縄県宮 市大神島の概要

沖縄県宮古島の離島である大神島は、北緯 25度、東経 125度、宮古島の北東部に位置する。

人口 30人、戸数 16戸、住人のほとんどが 60代以上の老人のみで構成されている超過疎地域

である（昭和初期の最盛期には人口約 30 0名ほど）。対岸にある島尻部落から定期船が一日

に5往復しており、約 15分程度で島尻部落、大神島問を結んでいる。定期船以外には個人所

有の漁船のみが宮古本島との交通手段であり、島内には部落外部の人間が泊まれる施設は全く

ないため、観光化が進む宮古島においても、いまだ訪れる観光客は多くない。現在の大神島は
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のみであるため、主な収入源は年金および近親者からの仕送りであるが、かつては

漁業（かつお漁、たこ漁など）が生業であった。また、農業（豆、野菜、苧類など）も行われ

ている。

2大神島のウヤガン祭

ウヤガン祭とは、大神島においては、 1年のうち、！日暦 6月～10月の 5ヶ月間にわたって計

5回行われる祭杷のことを指す。各丹それぞれ4日～ 5日かけて行われ、丹ごとに異なる儀礼

が行われる。

本稿では主に、！日謄 7月と 10月に行われた大神島でのウヤガン祭の様子を中心に記述する。

2-1 大神島の 7月祭り

日目
ね

大神島のウヤガン祭は、各丹の子の日を中心に前後 4～ 5自簡の日程で行われる。ウヤガン

祭で神女として山に鐘もるのは「ウヤガミ Jと呼ばれる女性違である。ここ数年は 5名の女性

がウヤガミとして山へ龍もっていたが、今年はそのうちの一人の女性が参加しなかったため 4

名のみの入山となった。現在神女をつとめる女性は満 81歳、 79歳、 76歳、 72歳と、皆高齢

の女性違である 20

表 1 大神島の神女組織（2008年現在）

神役名称 役割

ウ ツ ウプツカサ（スマヌヌス） 1名 もっとも「上位j の神役とされ、神歌を

ヤ カ リードする。

ガ サ ナカッカサ（ユーヌヌス） 1名 2番目に重要な神役
一一一一 一 … … ω崎崎一一一一一一一一一…………一一一…一一一一一一一一一一… m 舗、、、、、 ニーヌカン（ミズヌヌス） 1名 3 自に重要とされる神役。水を司ると

される。

マエツカサ（マインマ） 1名 ツカサ遠の身の周りの世話をする。

ヲューグーノサス 1名（現在は不主） を司る神役

ヤマトワカン 1名 後に新しく加わった神役。

(2008年は参加せず）

ウヤガン祭は、ウヤガミ達が山 もることから始まる。第 1日目の夕方、あたりが く

なった墳、 4名の神女達はそれぞれの自宅から集落の北側にある、森の中へ入ってゆく。森の

中には「ターヌヤーj と呼ばれるコンクリート製の小屋がある。

ウヤガミとよばれる神女達は、それぞれに奉じる神が異なっている。一番位が高いといわれ、

そのために祭舵の棄担者の地位にいるのが「ウプツカサJ（大司）であり、その下に「ユーヌ

ヌスJ（世の主）、「ミズヌヌス J（水の主）、「ヤマトガムJ（大和神）、「マインマj と続く。マ

インマは、特定の神を奉じる神女ではなく、山龍もりの問、他のウヤガミ遠の道案内や、様々
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な補助を行う神女である。その｛也、山へは入らずに、自宅に待機しながら、山龍もり後の神女

達に食事を届けたり、部落内での儀礼の際に神女達と一緒に儀礼を行う女性違が存在する。被

女達を「スパノウヤガミ j という。彼女遣はかつては 9名が定員とされていたが、現在は後継

者不足のため 4名でスバノウヤガミの役目を果たしている。ウヤガン祭に先立ち、神女達の儀

礼に使用する装束などを整えておくなどの身の回りの世話をする役屈でもある。

山へ入った神女達がどのように行動しているのかは全く明らかにされていない。昼疫を間わ

ず、森の中の所定の型地に赴き、儀礼を行うとのことである。また、食事はこの間はまったく

とらないとされている。

－第二日目

この日から、島全体をあげての祭りの日となる。まず昼すぎに、島の 19歳以上の男達が島

の島立ての家のうちの一軒、「スシイ j という屋号を持つ家にあつまり、それぞれの家庭から

持ってきた米の飯と金の煮付けをたべる行事がある。各家庭の女性は午前 10時頃までに茶碗

一杯の米飯と、魚（種類不問）の切り身を焼いたもの、 500ミリリットル～ 1リットノレ程度の

「ンクスJ（炊いた米に水と砂糖を加えてミキサーで液状にしたもの）をお盆に用意をしてお

く。そしてそれを家の一番座にあたる部屋に置いておく。この膳を「ウパンj と呼ぶ。

午前 10時頃になると、島の島立ての家の一つ、 fウプヤーJ（大家）とよばれる家の躍に建

てられた「ウトウク j と呼ばれる建物（現在はコンクリート製）に島氏が全員集合する。する

と、ウヤガミ違が森の中のウヤガミ遠の集合所であるターヌヤーの方角からウプヤー（大家）

の庭に姿をあらわす。ウヤガミ達はウプヤー（大家）の一番座に入り、庭内で唱え雷を 30分

ほど唱えた後、男IJの場所へと去っていく。 7月の祭りでウヤガミが昼間に姿を現すのはこの時

のみである。その後ウプツカサ（大司）のみがシパノウヤガミ一人を供として連れ、島内の家

を一軒一軒まわる。各家の一番座に用意しであるウパンの踏に対して唱え言をしてまわるので

ある。また、ウヤガミが家を訪問した印として、革のツノレを輪にしてとめたものを壁にかけて

おく。島の最も上部に位置するウプヤー（大家）から出発し、島内の家を全てまわり終え、再

びウプヤーに戻ってくるおよそ 1時間ほどの関、島民 ウトウクに集合したままでいなけれ

ばならない。ウプツカサが再びウプヤーに戻ってくると島民は解散となる。その後、そのウパ

ンは「スシイ J（屋号の名）へ集められ、そこで各家の 19歳以上の男性が自分の家のウパン

を食べる。

！日暦 7月に行われるウヤガン祭は、大神島では「イタスjまたは「イイサドウ jとよばれる。

イタスとイイサドワはそれぞれ 1年ごとに交互に行われる1JIJの儀礼であり、その内容が異なっ

ている。 2008年はイイサドゥの年にあたっている。ウパンを用意するのはイイサドワの年だ

けであり、イタスの年にはない。イイサドワとの呼び方は 7月のウヤガン祭の二日目と三臼自

の夜に行う犠礼に由来する。その内容を次に述べる。

二日目の夕方、あたりが薄関にまぎれると、男性 ウプヤー（大家）の庭にあるウトウ

ク（コンクリート製の小屋）に集合し、神女達を待つ。日が暮れ、辺りが暗くなった頃、ウヤ

ガミ達が庭の西側の森から一列になって静かに歩いて現れる。黒い色の着物の上に「カカンj

と呼ばれる白い羽織のような上衣を着て、片手には背丈より少し高い木の枝をもち、もう片方
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には短い枝をもっ。頭には草で編んだ冠をつけている。この冠は丸くドーム状につくられてお

り、頭の 2倍程度の大きさがある。

歌を歌いながら神となった神女がおりてくると、庭の東側のi現に円陣をくむように並び、神

歌を歌う。歌の多くは、神女のうち一人もしくは二人がりード役として歌い、その後に他のウ

ヤガミが同じ言葉を繰り返す歌い方をする。リード役は交互に交代する。ウヤガミが現れてか

ら 40分ほどしてスバノウヤガミ逮（ウヤガミの補佐役）が登場する。上下に分かれている白

い着物の上衣と、巻きスカートのような形状の白い下衣、頭にはツノレ状の草を丸く編んだ小さ

い草の冠をかぶって、両手には短い木の枝を持ち、それを上下に振り、議ぐような動作をしな

がらウヤガミ達が歌っているものとは異なる神歌を歌う。庭の東側はウヤガミが、西側の偶に

はスバノウヤガミがいる形となる。スパノウヤガミ達が現れて 30分ほどすると、それまでウ

トワクの中で神女達の歌を開いていた男性の中から 4人が、スパノウヤガミ達と向かいあう形

で地面に鹿る。選ばれた男性は皆、浴衣を膝丈にし、帯を締める 30

選ばれた男性達とスパノウヤガミ達によって「イイサドワ Jの儀礼が行われる。まず男性達

が「イーサードゥーj と唱えながらスパノウヤガミに向かつて平伏する。 4人の男達が「イー

サードゥーJと唱えると、ウトウクにいる男性遼が全員で関じように「イーサードゥーj と唱

え、それを何回も繰り返す。最初、正患で行ったのち立膝になり、最後は 4人の男性が立ち上

がり、「イーサードゥーj と唱えては頭を下げる。これらの一連の動作の関、手には「ツヌサ

ラJ（角盟）と呼ばれる黒捜の木でつくられたお椀を持っている。この椀の両側には棒状の突

起がついており、それらがツノのようであることからツヌサラ（角皿）と呼ばれる。

40分稜度かけて行われるこれらの動作の後、スパノウヤガミから指示がでると、 4名の男

達はスパノウヤガミに歩みより、手にもっていたツノザラを捧げる。中にはンクス（炊いた米

に甘みをつけ、ミキサーで液状にしたもの）が入っており、それをスパノウヤガミ遣に捧げる

と、イイサドゥの儀礼は終了となる。イイサドゥの儀礼が終わると、スバノウヤガミ達はウプ

ヤーの裏へと去って行く。

方で、イイサドウの儀式中もその後も、ウヤガミ違は絶えることなく神歌を歌い続けてい

る。ウヤガミが現れてから三時間半ほど経った頃、全ての神歌が終わり、ウヤガミ達はそのま

ま東の方へと去っていく 0 JjlJの場所でさらに儀礼を行った後、 30分ほどすると、ウヤガミ達

が？まもなく静かにウプヤー（大家）の庭へと戻ってくる。そしてスパノウヤガミ逮と合流し、

再びウプヤーの西側にある森へと歌を歌いながら去っていくのである。

－第三日自

ゴ日自の夕方からも前日と同様の儀礼が行われる。前日の儀礼に加えて、夜 9時すぎから島

からもちょられた魚を食べるという共食儀礼が行われる。

二日認と に、辺りが時くなる頃ウヤガミが人々の前に姿を現し、イイサドゥの

ネしが行われる。そして、そのイイサドゥの儀礼が終わると、スパノウヤガミ達は前日のように

ウプヤー（大家）の裏へは行かず、島内の家々をまわる。各家にはあらかじめ調理済みの魚が

袋に入れられて、家の鴨居につるしである。スパノウヤガミは島内の家々から袋に入った魚を

持ってきて、それをウプヤーの庭で待つ島の人々に向かつて後ろ向きに放り投げるのである。

それまで、比較的厳粛な雰関気で、行われていた儀礼は急ににぎやかなものとなる。魚は各家庭

の人数に応じて再び分配され、その場で島氏みんなで共食する。これらの魚は家に持って帰る
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ことは許されず、その場で食べきれなかったものは、ウトウクにおいておき、翌日またその場

で食べなければならない。

また、この問、ウヤガミ達は途切れることなく神歌を歌い続けている。人々の共食が終わり、

またウヤガミが歌を歌い終えた午後日時頃、ウヤガミ達が再び静かに山へと戻っていく。な

お、この二日間、島氏は海仕事や熔仕事をすることは許されない。

－第西日自

ウヤガン祭西日告には、特に島民が参加する儀礼はない。シパノウヤガミ違がウヤガミ遠の

いるターヌヤー（ウヤガミ違が祭杷の期開、寝泊まりする小屋）へ食事や茶を運び、夕方まで

ウヤガミはその小震で休む。夕方、神女達が浴衣姿で山から戻ってくると 7月の祭りは一応終

了である。しかし、前日の共食儀礼の残りの魚や、 7月の祭りのために用意したンクスもすべ

て飲まなければ正式に祭りが終わったことにはならない。

また、ウヤガミである神女達にはまだ儀礼が残っている。夕方、山から戻ってきた神女達は、

島立ての家であるウプヤー（大家）に集まって各家庭の無事を祈る「プナカ J（プナカとは、

祭りの意）を行う。プナカは、各家庭ごとに行うため、 3自問ほどかけてすべての家庭のため

のプナカを行うのである。プナカはすべて、ウプヤーの一番座で行う。ウヤガミが全員集まり、

それぞれの前に踏をすえる。その上に各家庭から、酒と、そうめんや小魚を煮付けたものなど

が供え物として出される（大きめの椀か1J、さめのどんぶりに一杯程度）。プナカをする家の順

番は決められており、古くから大神島に住む家から優先される。供え物は、神への祈りを通し

て神へと捧げられたのち、神女達が告宅へ持ち帰る。

－第五日目～七日目

4日目同様に、残りの家のプナカの儀礼と、神への祭組終了の

終了となる。

がなされ、七月祭りは

以上が、 2008年の！日暦 7月 15日（新暦 8月 15日）から約 1週間に渡っておこなわれたウ

ヤガン祭の内容である。イイサドゥを行う年の 7月祭りは、かつては 1年のうち最も大きい行

事であった。

2-2 大神島の 10月祭り

10月祭は、ウヤガン祭の中でもっとも告数をかけて行われる。ウヤガミ達は 4日間にわた

って山へ鑑もり、 5日告の最終日に島民の前に姿をあらわす。

日目

神役の女性 5名がそれぞれの自宅から森の中の所定の集合場所に集まる。集合時間はおおよ

その自安が決められているというが、厳密なものではない。家から森に向かう際には、神歌を

歌いながら歩いていく。

この日以降、神役の女性達は 5日間、 7月祭りと同様にターヌヤー 治まりをしながら、
うた会

御獄やその他、山の中にある聖域をめぐる。 日目から三日間まではウヤガミ達は村落内に
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姿を現すことはない。

－第四日自

1 0月祭りが 4日践に入ろうとする、午前 1時頃、大神島の始祖の家の一つであると言われ

る「スシィーJ（屋号）の家に神役の女性違が現れる。スシィーでは神歌が歌われ、 2時陪ほ

ど経っとワヤガン達は再び山へ戻っていく。

そして、第 4日自の朝より、大神島に住む男性達は祭りの準縞に追われる。ウトウク（祭記

の際、男 まる小屋）を解放し、周りの掃除や祭りで使う道具（ツノザラなど）の準備

をする。準備は部落の男性全員によって行われ、神役の女性連が食べる料理の材料などもすべ

て男性達が準備をする。

日目

前日と同様に午前 1時～ 2時頃、ウヤガミ達は大神島の始祖と言われる家の一つであるウプ

ヤー〈大家）におりてくる。そのままウプヤーの一番鹿で、明け方 6時半頃まで、神歌を歌い続

ける。「カカンj とよばれる上下自の木綿の服をつけ、頭には草の冠、左手に木の杖をもち、

の足を後ろに競り上げながら歌をうたう。夜中、真っ暗な大神島部落の中で、 1軒だけ明

かりがもれているウプヤーには、シパノウヤガミやウヤガミを引退した女性遣が自然に集まっ

て、ウヤガン達の歌に耳をかたむける。風にのって関えてくるその声は、低く、どこか落ち着

いた旋律をもっている。朝 6時半頃になると部落の女性達が見守るなか、ウプヤーをでてまっ

すぐ部落の北側の山へと帰ってゆく。男性はこの場にいることは許されない。

その後人前に姿を現すのは、午前 7時半頃に島の遠見台の上の高さ 2,5メートノレほどの大岩

の上に神役の内の二人が登り、東の方角に向かつて唱え雷をする捺である。岩の上には木の校

をたて、そのまま東および部落の方角（南）にむいて何事かを唱えている様子がみられた。こ

の時刻は、岩の上から東を向くと、ちょうど太陽が目線の位置に登ってきている時刻でもある。

大神島で最も標高の高い場所であり、岩の上には海からの風が吹き付けている。岩の上iこは遮

るものがなにもなく、足下は念、な山の斜面となっている。 10分程度岩の上で儀礼を行った後

は再びどこかへと消え、部落には現れない。

午後 1時頃から再び山から部落内へと姿を現した神役の女性逮は、）I関番に家々を周り、それ

ぞれの家の え雷をする。家を回る順番については、大神島に最初に住み始めたとされる

島始めの 6軒のみ、訪問するJI関序が決まっており、後の分家群はどういう Ji慎番で回ってもよい

とされている。各家では、その家斑の主嬬が一人でウヤガミ違の訪れを待つ。男牲はあらかじ

めウトウクの小屋へ行き、ウヤガミ遣とは遭遇しないようにする。神役を迎え入れる主婦は fク

タリ Jとよばれる小麦粉を水でといたものを用意し、各家の玄関先でウヤガミに渡す。ウヤガ

ミたちはそれを受け取りながら各家で歌を歌い続ける。すべての家をまわり終えると昼の儀礼

は終了となる。

日没後、再びウヤガミ達が部落へとおりてくる。黒の着物の上に自の上衣をつけ、木の杖を

もち、，頭には大きな草の冠をつける。昼間にかぶっていた草の冠の 3倍は大きいと思われる大

型のものであり、形は台形

庭に到着した神役の

ばれる神歌を歌い続ける。

が平らになっている。

の東根ljの隅に円障をつくって 7月祭りと同様にブブアと呼

るかのように、激しく体をゆする場面や、 f悪い霊j を
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追い払うとして一人のウヤガミが突然走って輪から離れ、部落の中へ何者かを追いかけて行く

場罰がみられた。神歌は 5人の神役のうち、体力を維持するため 3名は座りながらうたい、 2

名が立って歌をうたう。 JI慎に交代をしながら歌い続けるが、ときに 5 が立ち上がち円陣

をくむ形でうたうこともある。歌いはじめて 3時間ほどすると円陣をくずし、スパノウヤガミ

とともにこ列に平行にならび、船をこぐような動作をしながらうたう様子もみられた。

fブブア j と呼ばれる神歌は全部で 5種類あり、ブアァとブブアの間には「オロオロオロ j

という鳥の鳴き声のような裏声をつかった高音のかけ声が入る。一つのアアァがおよそ 1時間

1 5分稜度あり、すべてが終わったときには午前 1時墳となる。

歌っている途中では、手伝いの女性達が神役遠の足や肩をもむなどして出来るかぎりのサポ

ートをする。かつてはウヤガンの数も多く、見物人達がいる まではっきりと歌の歌調が関

こえたというが、現在では人数が少ないことと、見物の男性遠の話し戸が大きいこともあり歌

調の内容はよほどウヤガン達の側に近づかなければ開き取れない。そして、ウヤガン遣の倒lに

近づけるのは、スパノウヤガミ遣と、島出身の女性遠のみである。

日目（五日目からの儀礼の続き）

すべてのブブアを歌い終わったあと、 10分程度の短い fお別れの歌Jを歌い、神役違は再

びターヌヤーへ帰っていく。その際も手伝いの女性遼が付き添い、神役の女性達を横から支え

るようにして連れていく。ウヤガミ遠の表情は暗いなかでも疲労の色がうかがえる。しかし、

したように体をゆすりながら、ゆっくりと歩みをすすめていった。その後、 30分ほ

ど再・びターヌヤーで歌を歌っているとされる。 6時間以上も歌を歌い続けたその庭と、ターヌ

ヤーの距離はおよそ 30メートノレほどである。その関ウトウクでは、ピンギウヤガンの準備が

なされる。ピンギウヤガンの「ピンギJとは「逃げるJという意味であり、ウヤガン達から神

様が離れ、ウヤガン達が人間に戻る儀礼とされている。ウヤガン違がウトウクの前の庭に走り

込んでくるため、その通り道に障害物がないよう石などが丹念に取り除かれ、準備が終わると

ウトウクの電気が消される。辺りが真っ暗になったとたん、それまで騒いでいた男性遼も息を

ひそめ、神役遠の登場を待つ。

突然、神役の女性違によるものと思われる叫び声がターヌヤーの方向から関こえてくる。奇

声ともいえるその声は何と言っているかは不明であるが、その声が神役達が再び登場するとい

う「合図j となっている。 5分ほどすると、ターヌヤーへ向かう道からウトウクの離の庭に向

かつて神役の女性が一人ずつ裸足で走り出てくる。患と月の明かりだけの中で疾走する神役を

関脇から二人の手伝いの女性が「つかまえるJ形で併走する。二人の手伝いの女性を「引きず

るj ようにして神役達はウトウクの前の庭を走り抜け、挺から 5メートノレほど離れた場所まで

くると人間に戻るとされる。庭を走り抜ける際には手に大きな葉のついた植物を持ち、それを、

大うちわを仰ぐような格好で上下にうごかしながら疾走する。手伝いの女性達は年配の人が多

いため、ウヤガミを自分達だけでしっかりと誘導できるか、非常に不安に思っている様子がう

かがえた。比較的若い手伝い役の女性を必死に呼ぶ声が関こえるなど、神役をサポートする役

の人々にとって最も緊張感の高まる瞬間といえる。

f人間J戻った神女達は、それまで二人の手伝いの女性を引きずるようにして走り込んでき

た様子とはうってかわって、それまでの疲れがでたかのように一気にぐったりとする。手伝い

の女性に背負われて、島の人々が集まっている場所に戻り、そこで男性遣の礼拝をうける。ツ
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ノザラ iこ米を粉にして水で練った由子をいれ、それを持った男性逮が一列に並んで神役の女性

達に捧げる。すべてが終わった後、ワプツカサの役の女性の家で 5人のツカサが寝かされる。

ツカサ達は手伝いの女性に背負われた時点ですでに意識がないかのように見えた。

一連の儀礼はここで一旦緊張の糸を解かれることになる。みなが安堵の表構を浮かべ、男性

達もそれまでの厳しい表情をゆるめた。次に、男性遠による、歌が歌われる。ウトウクから場

をウプヤーに移し、鹿敷に輪になって座った男性達が、先導役の男性の歌に続いて歌を歌う。

かつては明け方まで続いたというが、現在は明け方頃には終了する。

歌の内容は島に住む人がかつて、ウヤガン祭の際につかう「ツノザラ j の材料となる黒木を

八重山まで買いに行ったときの行複を歌ったものである。歌が終わると、すべての犠ネしが終了

したことになる。 5ヶ月にもおよぶ長い祭りがやっと終わったのである。

島の人々が軽い睡眠をとったあと、神女達が起きる頃になると、神女達のいるウプツカサの

に各家々の代表の男性違が集まってくる。それぞれが思い思いの口上を述べ、神役達に飲み

物やお菓子などを渡す。とくに決まった形式はなく、神役の女性達をねぎらうのである。集ま

った人々にはタコの入ったみそ汁と小豆ご飯が振る舞われる。昨夜とはうって変わった談笑の

場である。昼前には客足が落ち着き、神女達は再び休憩、にはいる。

夕方 5時頃から再び儀礼が始まる。各家々の「ニガイ J（願い事）を行うのである。場所を

ウブヤーに移し、各家庭の 1年間の無事を祈る。ここでもスシィーとウプヤーのニガイを必ず

他の家庭に先駆けて行うとの決まりがあるが、｛患の家斑に関してはどのような順序で行っても

よい。その日の夜、神役の女性達は山に入った日以来、実に 6日ぶりに自宅に婦宅する。

祭の終了の際には「マウケーニガウ j という儀礼が行われる。マウケーニガイとは、ツカサ

ウプヤーとスシィにあつまり、それぞれの家の産敷で祭りが終わったことを報告する儀礼

である。すべての祭が終了すると、神役違はクイチャーを踊って祝う。

マウケーニガウをもって祭の儀礼は終了とされる。しかしながら、「マス j として集めたお

溜（泡盛）をすべて飲みきらないうちは祭が終わらないともされており、残った酒をなるべく

平く飲みきるのが男達の役自である。祭が正式に終了するまで神役遠は島からでることを許さ

れない。

3おわりに

では、現在ほとんど知られていないウヤガン祭の内容を詳しく述べることに力点をおい

ウヤガン祭は前述のように、その豊かな神歌の存在や、その独特の祭配儀礼によって注呂

されてきたが、その存続が危ぶまれている現恋でも、神歌は連綿と歌い継がれ、儀礼について

も島民の多大なる努力によって受け継がれている。この地域になぜこのような信仰と儀礼が伝

えられているのか、また、ウヤガン祭が島の人々の生活にとってどのよう

のかという点については別稿にて改めて詳しく述べたい。

．本研究は平成 20年度笹川科学研究助成によって行われたものである。

味を有している



大神島全景（筆者撮影）

注

1外間守蕃（1968）、関本車、昭（1971）、新監幸昭（2003）など。

2 2008年 7月時点での年齢。
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3かつては、スパノウヤガミは 9名が正式な人数とされており、 4～5名は大神島の対岸の宮古島本島

の部落、 f島尻Jからやって来ていた。現在は島尻にスパノウヤガミをつとめる女性がいないため、大神

島の人々のみで行うようになり、現在の 4名となった。それに合わせ男性も、かつての 9名から 4名で

行っている。
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