
受け入れの島、久米島のルーツをたどる

島の生存戦略『時勢を読み、外的リソースと共存して生きる』

久米島の生き方をたどる旅へ皆さんをご招待します。

無料配布版



人の人生には不思議な一貫性があるように、土地の歴史に

も不思議な一貫性、ストーリーがあるのではないか？そん

な好奇心から僕の久米島探究は始まりました。島に関する

文献をいろいろ読み漁り、見えてきたのは『受け入れの

島』としての久米島の生き方。そして、そんな島のあり方

は、人生に血迷い島にたどり着いた僕が、島で生きる中で

感じたことそのものでした。

僕が久米島に越してきたのは2015年の3月。それまでは理

系の大学院で化学系の研究をしていました。しかし、研究

に意義を見出せなくなり、1年で中退。その後、たまたまご

縁を頂いた久米島で教育の仕事に就くことになりました。

「大学院を辞めるなんてよく決断したね！」そんなことを

言ってくれる人は多かったけど、振り返ってみればただの

“逃げ”でしかなかったなと思います。自分がいた場所が辛く

なってきたから、自分の居場所を求めて逃げ出しただけ

だったんです。

島に来ても同じ問題にぶつかりました。仕事が上手くい

かず、島に自分の居場所が感じられない。なんで自分は島

にやって来たのか？そんなことを自問し続けました。そん

な自分が変われたのは、島に、地域に受け入れてもらえた

から。地域で頑張って活動しているうちに、地域の人に認

めてもらえ、そこに自分の居場所が出来ていきました。

はじめに

それから、上手く言葉に出来ないのですが、自分の中で何

かが変わったんです。生きることがとても楽になりました。

島には人を癒し、受け入れる力があります。ただ面白い

のは、久米島は単なる受け入れの島ではないということ。

歴史を読み解き、僕なりに解釈した久米島の受け入れの気

質とは『時勢を読み、外的リソースと共存して生きる』こ

とでした。時勢を読むとは、どこにパワーがあるかを感じ

取ること。そのパワーを感じ取った上で、共存すべき他者

を見定めながらしたたかに生きていく。これが久米島の

人々です。

今回のツアーでは、このような島の性格の元となった久

米島の地理的環境、及び島のリーダーたちの生き方を明ら

かにしていきたいと思います。それでは、島の生存戦略を

めぐる旅へ、Have a nice tirp！！！

～アジェンダ～

①久米島の社会構造の変遷

②久米島の地理的特徴と生存戦略

③島を率いたリーダー

④現代に生きる受け入れの力

⑤これからの島のあり方を考えてみる
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話の要点！いろいろ分からなくなってもこれだけは押さえておこう！

①久米島の社会構造の変遷

②久米島の地理的特徴と島の生存戦略

③島を率いたリーダーたち

狩猟
採集

部落時代

按
司
時
代

琉球王朝
沖
縄
県

300年 1400年 1500年 1900年

・本島から西に100km離れた離島

⇒外敵の心配がない

・綺麗な水が取れる豊かな島

⇒資源を他所に求める必要がない

外的リソースは『協力』の対象

受け入れの島の素地が育まれる

集落の祭祀を司った神女たち

霊力を駆使して時勢を読み取り、共同

体の行く末を決めていた。

島出身のエリート、ひや・仁屋

外来の為政者、按司たちに積極的に協

力しつつも、時勢が琉球王府にあると

悟ると、按司たちを華麗に裏切った。

民を支えた島の知性、吉浜智改

久米島に駐留していた日本軍に屈する

ことなく、民族の存続を訴え続けた

リーダー。

結論：島の生存戦略『時勢を読み、外的リソースと共存して生きる』は久米島の地理的特徴

に由来し、時代のリーダーたちはこの戦略を体現しながら島民を率いてきた。
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久米島の社会構造の変遷

年代 300 600 1000 1500 2000
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久米島
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部落時代
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で
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を
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う

参照：仲里村誌
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各時代の概要：部落時代（300年～1430年頃まで）

狩猟採集生活を営んでいた人々が、稲作や農耕を行うよう

になり、近親者でまとまった部落、マキヨが形成されてい

きます。最初は同一の祖先をもつ血族集団であった小さい

部落に、島内外からの転入者も次第に加わるようになり、

血族を含んだ大きな地縁共同体へと発展していきました。

集落の草分けとなった一族の長を根人（ヌール）といい、

後には「ひや」や「仁屋」などと呼ばれるようになってい

きます。彼らはその姉妹から選ばれた根神(ニーガミ）と

共に、古代信仰に則った祭祀を執り行い、共同体の安寧と

繁栄を祈っていました。

集落をつくるときは、その集落の守護神と交信する「御

嶽(ウタキ)という場所を定めました。御嶽の場所は、集落

近くの森や小高い木々が生えている場所が多く、神様はそ

れらを目印にして現世に降りてくると考えられていたよう

です。

久米島の偉大な民俗学者、仲原善忠氏によれば、久米島

西銘集落の草分けとなった家、新垣家

で最初に部落が出来たのは現在の西銘（にしめ）だと言わ

れており、この部落時代は1430年ごろに、按司と呼ばれる

武力を持った勢力が島にやってくるまで続くのでした。

・農耕のはじまり⇒集団生活へ

・血縁同士の小さい集団(マキヨ)⇒大きな地縁的部落へ

・神女が祭祀を行う祭政一致の共同体

POINT
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・沖縄本島の勢力争いに敗れた按司が久米島に

・父と息子3人で久米島全土を支配した伊敷索（ちなは）一族

・1510年頃、久米島の按司は琉球王府に滅ぼされる

武力を持った按司が久米島にやってきたのは1430年頃でし

た。沖縄本島の勢力争いに敗れた按司たちが久米島に流れ

着いたのではないかと言われており、按司時代初期にたど

り着いた按司たちは、塩原城(スハラグスク)、与那嶺城(ユ

ナニグスク)などの城を築きました。

按司たちの中でも最大の勢力を誇ったのが伊敷索（チナ

ハ）一族。父と息子3人で4つの城を治め(具志川城は奪っ

POINT

た城)久米島全土を支配しました。彼らは、武力を以てし

て権威を振るい、住民から租税を取り立て始めたのでした。

また、このころは航海技術の発達に伴い、交易も盛んに

なり、中国や東南アジアの国々と交易を行っていました。

島全土を支配し、勢力を誇った伊敷索一族でしたが、

1510年頃、琉球王府の尚真王に討ち滅ぼされてしまいます。

彼らの栄華はわずか30年ほどで終わってしまいました。

島最高峰に位置する宇江城城跡、伊敷索一族長男の城 貿易で栄えた具志川城跡、伊敷索一族次男の城

各時代の概要：按司時代（1430年頃～1510年頃まで）

5



久米島の按司が討伐されてから、久米島は琉球王府に組み

入れられます。1500～1600年の間ははっきりとした記録

が残っていないのですが、琉球王府の役人が島に遣わされ、

島を治めていたと考えられます。

琉球王府の支配下に入った久米島は政府に税を納める必

要がありました。また、1609年に琉球王府は島津に侵攻さ

れ、それ以後、島津にも上納品を納めなければならなくな

りました。そして住民は、琉球王府へと島津への二重税に

苦しむことになるのです。

1611年に検地を終えた島津は、全琉球の諸島から年貢米

に加えて、綿子などの布を納めるように求めます。しかし、

養蚕技術が未発達であった久米島で、既定の量を納めるこ

とは困難を極めました。そこで琉球王府は、1600年代に紬

の技術者を久米島に派遣。養蚕技術を島民に伝授しました。

その結果、久米島の紬の生産量は向上。国指定の無形文化

財にも登録された久米島紬が生まれることになるのです。

多重の税に苦しむ島民をさらなる惨劇が襲います。それ

が相次ぐ飢饉と疫病。わずか100年足らずで、人口の半数

以上が死亡してしまうほどの大災害でした。

各時代の概要：琉球王朝時代（1510年頃～1879年まで）

・按司の討伐後、琉球王朝の統治下に入る

・島津軍の琉球王朝侵攻後、王府への税と島津への上納品の2重税に苦しむ

・1700～1800年の飢饉と疫病の流行によって、島民の半数以上が死亡

POINT

仲里 人口

1737年 5740人

1879年 2523人

具志川 人口

1744年 3963人

1847年 1255人

代々地頭代を輩出し続けた名家、上江洲家
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明治政府は富国強兵、中央集権国家を目指して1871年に廃

藩置県を実施。琉球王国が日本の領地として沖縄県になっ

たのはその数年後の1879年でした。廃藩置県、その後の明

治政府の政策によって一番ダメージを受けたのは、当時の

琉球の貴族・士族たち。琉球王府時代、彼らは重役に就き、

政府から俸給をもらっていましたが、秩禄処分によりそれ

らの特権を失ってしまうのです。

久米島の地域、銭田(ゼンダ)や大原には、そうして特権

を失ってしまった士族たちが集団で移住をし、土地を開拓

し始めました。他の地域にも、他離島や本島からの移住者

が増え続けます。1903年には、火山噴火で住居を失った硫

黄鳥島住民500人ほどが、久米島に移住してきます。彼ら

が住み始め、開墾した地域は現在の鳥島地区です。このよ

うにして移住者が相次ぎ、島の人口は爆発的に増加。飢饉

と疫病の流行後、5000人弱ほどなってしまっていた人口は、

1万人以上に増えました。

明治時代に久米島にも学校が整備されていきました。最初

に出来たのは、西銘小学校（現在の大岳・清水小学校、久

米島西中の元）と真謝小学校（現在の仲里小学校、球美中

学校の元）。設立当初、学校で教えれる学問は『大和学

問』と呼ばれ蔑まれており、就学率はわずか20%ほどだっ

たと言います。また、琉球王府には女子教育の思想がな

かったため、女子児童の割合も極端に低かったそうです。

各時代の概要：沖縄県時代（1879年～現在まで）

・1879年、明治政府の廃藩置県により独立国ではなく、日本の一部となった

・沖縄本島や他離島からの移住があって、人口が急増

・各小学校が整備される

POINT

1744年

1788年
1847年

1925年

*6,100人
*4,800人

*9,400人

14,172人

久米島人口推移（*資料より推計）
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久米島の時代を概観してみると、部落時代が異常に長いこ

とが分かります。日本列島では大和朝廷の頃から物部氏や

蘇我氏などの武士たちが台頭し始め、沖縄本島でも7世紀

ごろから武力を持った按司たちが次第に勢力を持ち始めま

した。久米島に按司の時代がやってきたのは16世紀初頭。

それも外からの侵略者です。彼らが来なければ久米島に武

力を持ったものが台頭することは決してなかったでしょう。

武力を持った勢力が現れる最大の要因は、『侵略者の存

在』です。土地が広く陸がつながっている沖縄本島や日本

列島、また、離島間の距離が短い石垣や宮古においては、

常に外敵からの侵入を防ぐ必要性がありました。そのため

武力を持った者たちが早い時期に現れたのです。

一方の久米島は、いかんせん遠いわけなんです。沖縄本

島から西に100km離れていますし、周辺離島も規模が小さ

く、侵略の危険にさらされることはありませんでした。ま

た、久米島は元来水が取れ、豊かな島でした。資源を求め

て外部の共同体を侵略する必要もなく（第一に他島は遠す

ぎるし）自給自足の生活をしていました。

こうした地理的環境を持つ久米島にとって、外的共同体

は脅威や収奪の対象ではなく協力の対象であり、盛んに貿

易も行ってきました。受け入れの島、久米島としての素地

はこうして築かれていったのでした。

久米島の地理的特徴と島の生存戦略

・沖縄本島から西に100km離れた離島

⇒外敵の心配がない

・綺麗な水が取れる豊かな島

⇒資源を他所に求める必要がない

《久米島の地理的特徴》 《島の生存戦略》

外的なリソースは『脅威』や『収奪』

の対象ではなく、『協力』の対象

⇒受け入れの島の素地が育まれる

沖縄本島久米島

100km

沖縄本島と久米島の位置関係
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狩猟採集を行っていた人々が農耕を行うようになり、次第

に血縁関係を元にした集団となっていきました。この小さ

な血縁集団(マキヨ)が次第に大きくなり、部落へと発展し

ていきます。

部落の創始者の家の主人を根人(ニール)といい、根人の

姉妹が根神（ニーガミ）として部落の祭祀を担当しました。

祭祀を行い集落のあり方や施策を決める祭政一致の政治シ

ステムを取り、神女には貢ぎ物を捧げることもありました。

彼女らが信仰していたのは、自然崇拝を起源とする、琉

球の古代信仰、御嶽（うたき）信仰でした。御嶽とは集落

の守護神と交信をするところ。集落を作るときには必ず御

嶽を選定し、そこで祭祀を行ってきました。御嶽に指定さ

れたのは、特定の木々が生えているところや森などの自然

物、それを目印にして、神々が降りてくると考えられてい

ました。神々がやってくるのは、海の向こうの異界、ニラ

イカナイから。古代琉球の人々は、毎日太陽が昇り、そし

て沈んでいく水平線の向こうに、神々が住まう世界を想像

島を率いたリーダー：集落の祭祀を司った神女たち

・部落時代は祭政一致の時代、神女たちがトップになり部落を運営していた

・琉球の古代信仰、御嶽信仰に則った祭祀を行い、時勢を読み、集落の方向性を決めていた

POINT

久米島字西銘にある上江洲御嶽

したのです。

琉球に伝わる古代信仰は武力を持った按司たちの台頭と

ともに次第に弱まっていきました。しかし、ここ久米島で

は、前述したように武力を持った勢力が発達する素地がな

かったため、祭政一致の部落時代が長らく続いたものと思

われます。この当時の名残を示すように現在の久米島には

御嶽の場所がたくさん残っており、今でも島の方々に大切

にされています。
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島を率いたリーダー：具志川按司に仕えた仲地にや・よなふしのひや

・按司に築城場所をアドバイスする仲地にや。しかも差し出したのは神聖な御嶽だった。

・時勢が琉球王府に移ったことを察知したよなふしのひやは、按司を裏切り、落城に加担した。

POINT

久米島に按司たちがやってきたのは1430年頃、具志川城は

按司時代の比較的初期に作られ、交易の拠点として栄えま

した。発掘調査では中国製の陶磁器などが見つかっており、

また、大和とも交易を行っていたと言われています。

この城を作った按司、マダフツ按司はもともとは別の場

所に築城しようとしていましたが、ふと通りかかった仲地

にやが、現在の具志川城がある場所を勧めます。三方が崖、

一方が海に面し、防衛に優れていたため、按司はこの場所

を気に入り、具志川城を築城することになりました。仲地

にやはその功績を認められ、按司に登用され住民から租税

を取り立てる役割を担うなど、侵略者に与し支配的な地位

を得ることに成功します。しかも、仲地にやが差し出した

場所は元々御嶽だったところ。時勢が按司たちにあると感

じた彼らは、按司たちに反抗するわけでもなく、むしろ積

極的に協力するという選択を取りました。

その後、マダフツ按司の息子が具志川城を治めていまし

たが、久米島全土を支配した伊敷索一族の次男、マニクタ

ル按司に城を奪われてしまいます。このマニクタル按司に

仕えたのが、よなふしのひや。彼も按司の支配に積極的に

協力します。しかし、久米島討伐にやってきた琉球王府の

強大さを悟ったよなふしのひやは、按司を裏切り、琉球王

府に寝返ったのです。彼は城の弱点を教えただけでなく、

自ら按司を殺害するとまで進言しました。結局殺害には失

敗しましたが、この助言により具志川城は落城。妻と次男

は自害、按司と長男は行方不明になってしまいました。

三方を崖、一方を海に囲まれた具志川城
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島を率いたリーダー：宇江城按司に仕えた堂のひや

・航海技術や測量技術に優れ、養蚕技術の発展にも寄与したと言われている知識人

・伊敷索一族の長男に築城場所をアドバイスし、現在の宇江城城が出来た

・宇江城按司滅亡後、按司に託された子供を殺し、自身が権力を得ようとして死亡する

POINT

堂のひやは現在の宇江城や比屋定にあたる地域のリーダー。

航海技術や測量技術に優れ、養蚕技術の発展にも寄与した

と言われている知識人でした。

伊敷索一族の長男が城を作ろうとしていたところにやっ

てきた堂のひやは、現在の宇江城に築城を勧めます。この

宇江城も元は神聖な御嶽。按司たちの武力を悟った堂のひ

やも彼らに積極的に協力するという選択をしたのでした。

堂のひやはこの功績を認められ、按司たちに登用されま

す。住民から租税を取り立て、彼らの支配に協力、按司の

信用を勝ち得ていくのです。しかしその後、伊敷索一族は

琉球王府に討伐されてしまいます。城が火攻めにあい、自

身の最期を悟った宇江城按司は、長男を堂のひやに預け、

行方不明になってしまいました。その後、王府から按司の

長男を首長にするよう要請があり、これを聞いた堂のひや

は按司の子を殺害してしまいます。そして、王府には病気

で死んだと嘘をつき、自分が首長なることに成功しました。 島の最高峰、宇江城城跡からの眺め

しかし、宇江城城に上っているときに落馬し、腰に差して

いた剣に貫かれ、堂のひやは死んでしまいました。

ここまでに出てきた、よなふしのひやや堂のひやは、忠

誠心にかけた裏切者のように見えるかもしれません。しか

し、もともと按司たちは外来の為政者。そんな彼らに心か

ら忠誠を尽くすことなどできなかったのは当然のこと。む

しろ、時の為政者に上手く付きしたがい、島という共同体

を守ったのではないかと思います。
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太平洋戦争は沖縄にとっての苦い記憶、久米島の若者たち

もたくさん戦争に駆り出され、その命を失いました。当時

の久米島にいたのは、通信任務を負った鹿山正兵曹長率い

る日本海軍20～30名ほど。米軍と戦えるほどの武力は何一

つ持っていませんでした。

彼らは住民を脅迫し、無償の食料の提供を求め、老若男

女を問わず労務を強いました。夜通し働かされることも

あったそうで、日本軍の横暴は止まることはありませんで

した。住民は献身的に協力し続けたにも関わらず、鹿山隊

長は「軍民協力して空爆下にありても平気で増産に励むこ

と」と述べる始末だったそうです。

大した武力を持たない彼らが、米軍の進行を止められる

わけもありません。沖縄戦の総司令官、牛島軍司令官が自

決した6月22日の4日後、米軍は現在のイーフビーチに無血

上陸を果たしました。

日本軍に降伏を呼びかけたい米軍は、島民を捕虜にして、

彼に降伏状を届けさせに行きました。そして、日本軍はそ

の島民を米軍のスパイ容疑で銃殺してしまうのです。ここ

から日本軍による久米島島民の虐殺事件が始まりました。

米軍の捕虜になった島民一家や久米島のために米軍の案内

役を買って出た仲村渠明勇さんの一家を惨殺。日本軍が米

軍に投降するまで、彼らに殺された島民は20名に上りまし

た。

太平洋戦争時の久米島（1941～1945年まで）

・通信任務を担った日本軍20~30名ほどが島に駐留

・無償の食料提供や老若男女を問わず労務を強いるなど、横暴を極める

・日本軍による住民虐殺という痛ましい事件が起きる

POINT

日本軍が駐留していた上田の森観測所
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吉浜智改は太平洋戦争中に生きた久米島の知識人。徴兵を

受け、一度朝鮮に渡り帰国。その後再び家族と朝鮮に渡り、

風水や易学を学んでいきます。彼が理想としたのはインド

の革命家、マハトマ・ガンディーでした。非暴力、無抵抗

主義は戦時中の彼の行動に大きく影響を与えます。玉砕す

ることが美と考えられていた戦時中において吉浜は民族の

自存、生き残ることを訴え続けた稀有な人物でした。

1945年当時、60歳の吉浜智改は具志川村の農業会長でし

た。当時横暴を振るっていた鹿山兵曹長に対し、毅然とし

た態度で接します。久米島島民は日本軍に対し、食料や労

務を無償提供。事業組合は大赤字で、組織の維持すら困難

になっていました。そこにある日、鹿山兵曹長が軍に食糧

をもっと提供するよう、拳銃を片手に脅しをかけてきます。

その鹿山兵曹長に対し、吉浜は毅然とした態度で立ち向か

いました。

「銃弾を送るなら送れ、日本刀が飛ぶなら飛べ、軍が島民

島を率いたリーダー：島民を支えた島の知性、吉浜智改（よしはまちかい）

・朝鮮に渡り、易学や風水などを学ぶ、マハトマガンディーに影響を受ける

・戦時中に生き残ることを訴え続けた稀有人物

・横暴を振るう鹿山隊に対し、毅然とした態度で接し、島民を支え続けた

POINT

と共に苦しみ、最後まで協力して闘い抜くと云うならとも

かくだが、島民を搾り、軍だけが米食肉食を続け、あげく

は凶暴に出るなんて」吉浜の覚悟が伝わったのか、鹿山は

無言で立ち去りました。

沖縄の他地域では追い詰められた住民が集団自決を行っ

てしまうなど、悲劇的な事件が起きてしまいました。しか

し、久米島ではそのような事件は起きていません。これは、

吉浜智改や当時の村長など、知性の高いリーダーが時勢を

読み、島民の精神を支え続けたから

なのではないかと思うのです。

吉浜は戦後、具志川村の村長とな

り、住民のために尽くしました。時

勢を察知し、島民を導いてきた偉大

なリーダーでした。
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認定NPO法人沖縄・球美の里は、2011年の福島第一原発

事故によって被災した子供たちの保養施設です。月刊誌

DAYS JAPANの編集長だった広河隆一氏が中心になり、

2012年の7月に設立されました。設立以来、子どもたちを

交通費・滞在費無料で受け入れ続け、すでに3500人以上の

親子を受け入れています（2017年12月末）。

現代に生きる受け入れの力

認定NPO法人沖縄・球美の里

県外から高校生を受け入れる離島留学制度

離島留学生が生活しているじんぶん館

山城にある球美の里の保養施設

久米島唯一の高校、久米島高校。人口減少にともなう生徒

数の減少で、クラス数が縮小される危機に立たされました。

その現状を解消するために始まった制度が、離島留学制度。

県内外から広く入学者を集い、離島ならではの3年間を味

わってもらう施策です。離島留学生は現在、3学年合わせ

て30人ほど。島の子どもたちにすっかり溶け込み、思い思

いの日々を過ごしています。

16



あとがき これからの島のあり方をゆるく考えてみる

時勢を読む力の変遷

久米島の人々は、時勢を読み共存すべき外的リソースを選

択しながら生きてきました。時勢を読む力の源泉は部落時

代は神女の霊力、按司の時代以降はリーダーの知性でした。

これから求められるのはどんな時勢を読む力なのか？

個人的な意見としてはまた霊力を取り戻すべきなんじゃ

ないかと思っていますが、ただのオカルトだと言われかね

ないですね。もっともらしい意見を言うと、どの外的リ

ソースを利用するべきかを判断できる知性の高いリーダー

が必要だというところです。自ら何かを生み出そうとする

よりは、外にある資源をどううまく使えるのか？その方向

に考える方が島としての特性を生かせる気がしています。

豊かさの再興

受け入れの島としての久米島の気質。その土台は外敵がい

ないことと、水、食料が取れる豊かさに由来していると考

えています。したがって、受け入れの力を維持し続けるに

は、豊かさが必要条件になるのですが、現代において豊か

に生きる上で、水と食料以外にもう1つ必要なことがありま

す。それがエネルギーです。このエネルギーを完全に自給

出来たときに、久米島は再び豊かさを取り戻し、真なる受

け入れの力を発揮できるようになるのかもしれません。

久米島では実際に、海洋温度差発電を利用したクリーン

な自然エネルギーの開発など、エネルギー自給率を高める

ための試みが行われています。この挑戦次第で新時代の豊

かさを久米島は手に入れられるかもしれません。豊かさの

再興を。

最後まで読んでくださりありがとうございました！より詳

しく久米島を知りたくなった方向けに、ツアーを行ってい

ます。ぶっちゃけ冊子にまとめたことがほとんどすべてな

のですが、それでも一緒に回りたい！という方がいれば、

お気軽にお声をおかけください。過去と現在に紡がれてい

る島の文脈をいっしょにたどっていきましょう！

お一人様3000円（高校生以下無料です）

所用時間：2時間半程度

※史跡を巡るための車両は各自ご用意ください。

参加を希望される方はブログやFacebookページから直接

メッセージ、もしくは090-3542-2194まで！

受け入れの島、久米島のルーツをめぐる旅

ツアー参加者募集中！
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