
１．研究の背景

（１）神アサギとその分布
　神アサギは琉球固有信仰に基づく集落祭祀を行う
建造物を指すが、その場に建物がなくとも住民はそ
の場を神アサギと呼びならわしてきた。混同を避け
るため、本稿では場としての神アサギ（広義の神ア
サギ）を「神アサギ空間」と呼び、建物を「神アサギ」

（狭義の神アサギ）と呼ぶ。神アサギ空間はただ集
落祭祀を行う目的ばかりでなく、琉球王府統治下に
おいては公租の徴収の場であり、また住民の合議の
場となるなど、政治的な機能などの非祭祀的機能も
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有していた。また、日常的に住民のコミュニケーショ
ンを図る場としての機能もあり、公共空間として存
在したと述べてよいだろう。沖縄本島に残る少なく
ない神アサギ空間が以上のような機能を継受して現
在に至っている。
　アサギの語は、母屋に対して客人の宿ともなる「離
れ」を指す琉球語である。祖先神が集落祭祀の際に
神アサギ空間に来訪することから「神アサギ」の語
が用いられていると言われているが、その語義につ
いては諸説がある。
　神アサギと異名同義のトゥン（殿）が沖縄本島の
中頭から南部（以下、「島尻」と称する）にかけて
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多く存するものの、国頭村にトゥンは存在しないた
め、本稿では扱わない。図１の通り、神アサギは中
頭からやんばるにかけて多く分布する。
（２）沖縄本島における神アサギの形態変容の傾向
　伝統的な神アサギは写真１のように低い茅葺きの
屋根と柱で構成される簡素な建造物である。こうし
た神アサギは本島で５例を確認できるのみであり、
そのうちの１つが国頭村安田にある（写真１）。この

ような伝統的な神アサギを筆者は伝統型と呼ぶ。伝
統型は池浩三氏がかって伏屋型、穴屋型、差屋型と
分類したものを含む類型である１。
　こうした伝統型の神アサギから、第２次世界大戦
後、非伝統型（筆者の分類による）へと神アサギの
形態は変容の一途を辿った。筆者はすでに伝統型
の神アサギに近いほど固有信仰がその地域に色濃く
残っている傾向を明らかにしたが、伝統的な神アサ
ギの設計規範とは、以下の３点である２。
ⅰ）平面図において正方形であること
ⅱ）屋根組みと柱だけで構成されること
ⅲ）軒を低くすること
　本島全体の傾向を踏まえた上で、安波集落におけ
る旧神アサギと2002年に新築された神アサギを、設
計規範の点から変容について検証することは、住民
の持つ琉球固有信仰に対する意識の変化がどのよう
に表象されるのか把握する上で意義あるものと思わ
れる。
（３）形態変容についてのマクロ社会学的な把握
　筆者は既に社会変動が公共空間に及ぼす影響に
ついて、神アサギ空間の形態（トゥンを含む）を例
として、その変容を、設計規範などの建築学的な視
点で把握するのみならず、マクロ社会学的な視点か
ら把握することの意義を明らかにした。国頭村安波
の神アサギとその空間は、現神アサギが建立される
過程でそれまでなかった公園という公共空間を付設
し、変容を遂げた。このような事例は近年無い。
　これまでの沖縄本島におけるすべての神アサギ空
間（トゥンを含む）における傾向を踏まえて、旧神
アサギ空間と現神アサギ建立後のその空間について
の調査結果を比較することにより、安波の神アサギ
空間の変容の意義を明らかにすることが期待できる。
　また、安波は国頭村では東海岸線の最も南に位置
する集落であり、隣接集落から懸絶して位置してい
る。こうした環境にある住民の持つ琉球固有信仰や
公共空間に対する意識が、形態やその用途にどのよ
うに表象されるのか、マクロ社会学的な解析も期待
できる。

図１　沖縄本島における神アサギとトゥンの偏在

写真１　国頭村安田の神アサギ（伝統型）

↑　神アサギ

↓　トゥン
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２．研究の目的

　本研究では、国頭村安波の神アサギとその空間の
形態の変容から、その性質を明らかにする。
　特に、安波の神アサギとその空間について、聖俗
二元論からの解析ではなく、R.カイヨワの提唱した

「聖−俗−遊」という視座から解析し、当該空間が「遊
び」の空間であることを明らかにする。

３．研究の方法

（１）設計規範及び新旧神アサギの建築上の比較
　現地調査において新築された神アサギを実測した
結果について、取り壊された神アサギとの差違や上
掲の設計規範との整合性を検討する。
　これまでの悉皆調査により、本島に存する神アサ

ギ・トゥンの実測調査から、その形態を類型化した３。
こうした調査から、既に把握している全島の傾向と、
新旧の安波の神アサギについて、立面図や平面図に
表れた寸法体系やその他の形状、ならびに神アサギ
周辺施設の点から比較する。
（２）安波の神アサギ空間における周辺施設の比較
　現地調査では、神アサギ空間とそれに連なる周辺
施設について観察し、ヒアリングを行い、文献調査
から施設の持つ機能を分析する。
　神アサギとその空間は、祭祀目的に特化されてお
らず、聖俗が共存する例が少なくない。それゆえに、
公共施設をはじめ、神アサギ及びその空間周辺にさ
まざまな施設が存することがある。神アサギ空間の
場の性質はそのような環境から把握できる。
　本稿では、祭祀における一体性と地理的連続性に
より、神アサギ、アサギナー、根屋、ヌルドゥンチ、
安波ヒラバンタ公園の一帯を神アサギ空間とする。
（３�）神アサギ空間の用途へのＲ．カイヨワ理論適用
の可否

　神アサギ空間の用途の把握については、これまで
実施した質問紙による調査４及び現地調査を主とし、
ヒアリングを従として用いる。
・旧神アサギ空間と現神アサギ空間の比較
　安波区長に対する質問紙調査（1998年、2006年）
・設置直後とそれ以後の比較
　現地調査（2003年、2014年の非参与観察）５

・最近の状況
　ヒアリング（2017年）
　筆者はこれまで、神アサギ空間（トゥンとその空
間を含む）について、聖俗二元論でその性質を明ら
かにしてきたが、「聖」がすなわち琉球固有信仰に
基づく祭祀を目的とするのに対し、「俗」すなわち「日
常の用途」とするのは粗に過ぎる点を看過できない。
Ｒ．カイヨワは、Ｊ．ホイジンガの研究成果を引き継ぎ、
遊びについて独自の定義を示してこれを類型化した
が、一方で、聖なるものと遊戯的なるものの混同と
いう点からホイジンガの説を批判的に考察し、「聖な
るもの−世俗−遊戯」６というヒエラルキー概念を提写真３　旧神アサギ

写真２　安波の神アサギ
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唱した。
　このカイヨワの説を借りて神アサギとその空間を
把握しようとするとき、筆者がこれまで「俗」と規
定した性質についても「遊戯」すなわち「遊び（遊）」
の要素の有無を検討することが求められるのである。
　まち・むらの公共空間としての性質を持つ神アサ
ギ空間をより精緻に分析するため、Ｒ．カイヨワの
見解をもとに、遊びの空間として神アサギ空間が在
ることの可能性について、安波の神アサギを例とし
て、検討を試みる。

４．結果

（１）神アサギについて
①平面計画（図２）
　前掲設計規範ⅰ）をほぼ満たす。梁行3920mmは
桁行3720mmよりもわずかに長いが（柱芯）、およ
そ正方形と評価できる。
　前掲設計規範ⅱ）を満たす。木柱（399mm）12
本が小屋組を支え、壁はない。
　付属物としてベンチ様の台が設置された。

　以上を、下記の図３と比較すると、
・細い角柱から径の大きな丸柱に変わったこと

（柱芯におよそ変化はない）

・祭祀時に香炉を置く場を示した区画が無くなって
ベンチ様の台が設置されたこと
　の２点に変化が認められる。
②立面計画（写真２参考）
　軒高は2000mm（垂木下端まで）。軒高平均
1000mmに満たない現存する伝統型の神アサギと比
較すると、前掲設計規範ⅲ）を満たさない７。なお、
旧神アサギ（写真3）の軒高（陸屋根下端まで）は
2130mm。また、陸屋根から小屋組・瓦屋根に変わっ
たことで全高はおよそ400mm高くなった。
　写真２の基壇左手に梯子が見える。祭祀の際、神
人（祭祀の司祭者）はこの梯子を登る。写真３の旧
神アサギの基壇にも同様に梯子がかけられている。
③意匠・材料
　旧神アサギは屋根・柱ともにRCだったが（図４）、
木造小屋組で赤瓦屋根となった（図３）。なお、基
壇は、かつては石積だったが、コンクリートで固め
られた。
（２）周辺施設について
　安波集落は、安波川を挟んで南北に分かれ、さら
に西方にも集落が分かれて在る。安波集落のおこり
は、浦添から来たサムレー（士族）一族が定住した
ことにはじまるといわれているが、その年代は不詳
である。その一族の墓が安波川の北側にあって安波

図２　神アサギの平面図

図３　旧神アサギの平面図
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集落のウタキの一つなっており、神アサギから遠望
できる。一方、神アサギの南方の山（ソウジヤマ）
もウタキ（ウンナグスク）であり、神アサギで用い
られる香炉がソウジヤマを向いていることから、両
者の関わりの深さがうかがえる。
　現在、安波集落で古くからある家々は、安波川の
南側にある。安波の神アサギはこの居住地域の最も
高い場所にあり、広くはないアサギナー（神アサギ
に隣接する広場）がその前方にある。祭祀施設であ
る根屋やヌルドゥンチは神アサギにほぼ隣接して存
する。このように、周辺の祭祀施設に新しい神アサ
ギ建立にともなう変化はない。
　一方、周辺の非祭祀施設は大きく変化した。新し
い神アサギはヒラバンタ公園の整備とともに建立さ
れた。同公園は神アサギの裏手、上方に位置する。
高低差があるため、神アサギに付随するアサギナー
と解することは難しいが、祭祀上は一体化した空間
と述べてよい。集落祭祀を行う上で、両者は不可分
の関係にある。
　公園はヒラバンタ広場とマハンタ広場で構成され
ている。
　７月初亥の日に行われるウンジャミ・シニグなど
の集落祭祀では神アサギとヒラバンタ広場とを用い
る。たとえば、集落祭祀の１つ、安波のシヌグにお
ける神アサギ、アサギナー、ヒラバンタ広場での祭

儀は以下の通りである。
　シヌグの前日、男たちが山登り・集落巡回・浜で
の祭儀過程を終えると仮屋に籠るのだが、神人も同
様に神アサギに籠る。シヌグ当日、神人は神アサギ
を出て神アサギ空間にあるヌルドゥンチ、ウフヤー、
ミーヤーなどの祭祀施設に礼拝する。その後、川を
渡って北方のウタキ麓にあるウガミに礼拝し、神ア
サギに戻って、神歌を唄い、踊る。この頃、男たち
はヒラバンタ広場に集結する。その後、神アサギ空
間で漁や狩りを模した儀式的な演技が子ども、成人
男性も加わって行われた後、神アサギ内で神女によ
るウシデークの舞が始まり、踊りながらヒラバンタ
広場に赴き、踊りを続ける。かつては、この後、ヒ
ラバンタ公園に集結している男たちの中に神女が出
向き、女を奪い取った罪を詰問して１人の男を縛り
上げる儀式もあったという。上記の漁や狩りを模し
た儀式も含めて、このような儀式の折りには笑い声
が起き、緊張はほぐれ、宗教的な権威の醸し出す恐
怖も薄れる。こうして、ヒラバンタ広場での神女に
よる神送りの儀式が終わるのである８。
　一方、マハンタ広場の名の由来は島唄「安波節」
にあり、広場にはボタンを押すと安波節が流れる装
置（ミュージック・ボックス）や安波節の碑が設置
されている。
　広場からは、安波集落を一望できたり、太平洋を
遠望することもできる。また、険しい坂道だが、自
動車で公園までアクセスすることができ、公園内に

図４　安波の＜ウタキ−神アサギ−集落＞構造 写真４　安波ヒラバンタ公園案内図
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は駐車場が整備されている。
　その上方には聖地ソウジヤマ（ウンナグスク）が
ある。安波の聖地の一部に非祭祀施設として公園が
整備されたといえる。神アサギの香炉はヒラバンタ
公園、そしてソウジヤマを向いている。神アサギは
その下に広がる民家をつなぎ、また安波大橋を渡っ
て西に離れたところにある居住地域（南側の地域の
次男・三男の分家や他の集落からの移住者によって
形成された）も含めて、集落の軸を構成している。
この軸は琉球・沖縄の集落の特徴の１つである。
（３�）用途に関する調査結果とＲ．カイヨワの理論の
適用の可否

　神アサギ空間の利用・用途について、各調査より
以下のことが明らかになっている。
・1998年の質問紙による調査では、神アサギ空間の
利用は礼拝目的がほとんどで日常的な利用はないと
の回答だった。
・2006年の質問紙による調査では、運動などで利
用する人はいるが利用者総数は少ないとの回答だっ
た。
・2003年設置直後と2014年の現地調査（2003年８
月23〜27日、2014年11月21 〜 23日に実施。非参
与観察）では、住民の公園利用者は朝夕に集中して
おり、全日とも10人以下だった。日中は観光客が数
時間に１人の頻度で訪れ、2003年は５日で計14人、
2014年は３日で８人だった。
　現在、神アサギは公園の入口において東屋あるい
は休憩所の体となり、公園は住民のレクリエーショ
ンの場としての利用を想定するだけでなく、集落外
からの利用者向けに案内図（看板）や駐車場が整備
された。「国頭村観光振興基本計画（案）」によれば、
同公園は「体験・学習施設」として位置づけられて
いるが、これは同集落内にある国頭村環境教育セン
ター「やんばる学びの森」とのリエゾンを期待され
てのものと推察する。「やんばる学びの森」は国頭
村を訪れる観光客の9.6％が訪れるエコ・ツーリズム
の拠点であり、宿泊施設を備える。開放型施設であ
るヒラバンタ公園は利用者数を計ることはできない

が、現地調査及びその立地条件から、利用者は「や
んばる学びの森」よりもはるかに少ないと推測する
９。同公園を訪れる観光客は主に眺望を楽しみ、ド
ライブの休憩として過ごすことがほとんどであった。
少数の利用に過ぎないが、以前は訪れる観光客がほ
ぼいなかったことを考えると、大きな変化といわざ
るを得ない。

　新たにヒラバンタ公園が設置され、神アサギが新
設されて十余年が経過したが、この神アサギ空間と
それに連なる空間にどのような変化があったか。そ
れは一言でいえば、公権力によって公認された「遊
戯」の場、すなわち公園の設置による変化といえよう。
　かつての安波の神アサギ空間は、周辺に祭祀施設
が集約されており、また現在のようにヒラバンタ公
園が設置されていたわけではなく、未整備の広場状
の空間はあったものの、その主たる用途は祭祀目的
であったから、聖なるものによって構成されていた
といってよい。しかしながら、琉球固有信仰の衰退
によって、その祭儀や空間の神聖さが薄れて、神遊
びのなかに聖なるものから離れた遊びの要素がカイ
ヨワの言うミミクリやイリンクスとして現出していた
可能性はある。住民にとっての同公園は集落内の高
所にあるため、祭祀目的以外の利用は、一定の目的
があってということになる。上掲の各調査から明ら
かになった用途は、中高年層の健康維持・増進のた
めの運動であったり、学齢児童・生徒の遊戯や競技
のための練習だった。以上の調査結果から、カイヨ
ワの理論の適用について、その余地はある。と考え
られる。

５．考察

（１）形態の変容からの考察−内面化した祭祀空間
　安波の神アサギは伝承型を堅守し、平面計画でも
設計規範を堅守していることから、安波集落の住民
の固有信仰に対する畏敬の念に変化はないように思
われる。立面計画における軒の高さは、設計規範上
の軒の低さが不便であることもあって、伝統型以外
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は安波の神アサギ同様に高くなる傾向にあるので、
この点については信仰の問題とは別に、利便性から
軒下の高さが維持されたと考えるべきだろう。
　建物の形態の保守性が確認できる一方で、注目す
べき変化は付属物としてのベンチ様の台が設けられ
たことである。この付属物の有無の一点において、
神アサギは信仰に特化した形態から、東屋あるいは
休憩所としての機能が付与されたとも解される。よ
り仔細に述べるならば、住民（集落内集団）からは
祭祀目的の建物と解しうるが、観光客などの集落外
集団からはひとときの憩いの場として目され、建物
そのものが社会集団によって異なる意味を持つよう
になったと言えよう。このような新たな機能の付与
は驚くに値しない。そもそも神アサギは、夏の暑い
陽射しを避けて、住民の「ゆんたく（日常的な会話
によるコミュニケーション）」の場として機能してき
たし、子どもの遊び場でもあった。その現実に即し
て形態が変化し、付属物としてベンチ様の台が設け
られた。高齢者がゆんたくするには腰掛ける設備が
あった方がよいだろう。こうした変化は筆者が従来
から指摘してきたとおり、神アサギ及びその空間が
祭祀目的に特化した空間ではないことをより明瞭に
している。とはいえ、祭祀施設として神アサギを捉
えるとき、この変化は大きな意味を持ち、これまで
沖縄本島においてベンチ様の設備が設けられた神ア
サギは確認できない。本島における神アサギの平均
的なあり様と比較すると、こうした安波の神アサギ
の形態の変化は祭祀以外の目的を考慮した画期をな
す変化と評価できる。より大胆に表現するならば、
祭祀目的よりも非祭祀目的の機能を優先させて付属
物を付し、神アサギの建物としての意義を変化させ
たとも換言できる。
　このような神アサギの形態の変化は、当然、ヒラ
バンタ公園の設置と軌を一にするものだ。
　かつての安波の神アサギ空間は、高所にあること
もあり、祭祀目的以外の利用は少なかった。礼拝に
来る年輩の方が、アサギ前の石垣に座って世間話を
したりすることは垣間見られたが、他所の神アサギ

空間のように、子どもが遊んだりする姿は見られず、
祭祀空間としての性質が濃厚だった。
　しかし、その始源を辿れば、神アサギ空間はただ
祭祀の場であっただけでなく、貢納の場であり、集
落の合議の場でもあり、公共空間としての性質を有
していた。祭政一致を統治原則とする琉球王府が下
級神官としてノロを任命したことを忘れてはならな
いだろう。祭祀空間であるとともに、神アサギ空間
には琉球王府の権力とそうした政治権力に裏づけら
れた琉球固有信仰の権威が顕現する場であった。五
穀豊穣への祈りも公租の確保という一面をみれば、
牧歌的な祈りではなかったことも理解できる。
　こうした神アサギ空間の公共空間としての性質は
琉球処分後に一変した。神アサギ空間は権力の裏づ
けのない公共空間となり、ノロも神官たる地位を失
い、神アサギ空間にはその権威のみが残ったが、公
園・公民館・学校など、非権力的な公共施設と組
み合わせてその空間を維持している例が多数にのぼ
る。筆者はこれまで神アサギ空間が聖俗双方の性質
を有するがゆえに存続を果たしてきたと捉えていた
が、神アサギ空間の持つ聖俗以外の性質、特に遊び
の空間としての性質も存続に寄与することになった
のではないかと考えるに至った。
（２�）神遊びと清澄な空間維持の遊びーカイヨワの
「遊」概念に適するか

　そもそも遊びとは何か。カイヨワは遊びを以下の
ように定義している10。
　ⅰ） 自由な活動。すなわち、遊戯者が強制されな

いこと。もし強制されれば、遊びはたちまち
魅力的な愉快な楽しみという性質を失ってし
まう。

　ⅱ） 隔離された活動。あらかじめ決められた明確
な空間と時間の範囲内に制限されていること。

　ⅲ） 未確定の活動。ゲーム展開が決定されていた
り、先に結果がわかっていたりしてはならな
い。創意の必要があるのだから、ある種の自
由が必ず遊戯者側に残されていなくてはなら
ない。
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　ⅳ） 非生産的活動。財産も富も、いかなる種類の
新要素も作り出さないこと。遊戯者間での所
有権の移動をのぞいて、勝負開始時と同じ状
態に帰着する。

　ⅴ） 規則のある活動。約束事に従う活動。この約
束事は通常法規を停止し、一時的に新しい法
を確立する。そしてこの法だけが通用する。

　ⅵ） 虚構の活動。日常生活と対比した場合、二次
的な現実、または明白に非現実であるという
特殊な意識を伴っていること。

　こうしたカイヨワの定義に基づくのであれば、ウ
ンジャミやシヌグなど、安波の集落祭祀における舞
踊などの神遊びはⅲ）を除くすべてにあてはまるこ
とになる。ことに、祭祀における儀式上の演技などは、
聖なるものの持つ戦慄すべき性質を消去し、「遊び」
に近接する。琉球固有信仰にかつての力はなく、宗
教性が希薄になった現在、そうした傾向はエイサー
の例において顕著となる。
　また、ウタキに宿る祖先神が神アサギを訪れると
いうスキームにおいて、神アサギとその空間に恒常
的な宗教性は薄く、神遊びにおいても「遊び」の要
素が濃かったともいえるだろう。だからこそ、非祭
祀施設をも空間を共にし、公園や公民館での遊びを
も容れる度量のある空間として存続してきたと評価
できるのである。ヒラバンタ公園の利用者による運
動や特定のスポーツ競技の練習などもこうした文脈
で位置づけることができよう。神アサギ空間には遊
びの空間としての要素が存することは間違いないよ
うだ。では、どのような遊びが存するのか。
　上掲の定義をもとにカイヨワは遊びを以下のよう
に４分類している11。
ａ）アゴン（競争）
ｂ）アレア（運）
ｃ）ミミクリ（模擬）
ｄ）イリンクス（眩暈）
　この４分類とは別にパイディアとルドゥスの概念
を示し、前者を即興と歓喜の原初的な力、後者を無
償の困難を求める嗜好として、喧噪の遊びと規則の

遊びと、２つの極を明らかにして、より細密に遊び
の分類を図ろうとしている12。こうした分類について、
区分の論理学上の、あるいは実証的な問題点が提起
されているが、本稿はカイヨワの遊びの分類のあり
方の是非については射程の外に置く13。
　全島の単位で神アサギ空間・トゥン空間を俯瞰す
れば、エイサー、ハーリー、綱引きなど、ａ）から
ｄ）そしてパイディアとルドゥスを往来するさまざま
な遊びを想起できるが、はたして安波の神アサギ空
間の現状はどのようであろうか。
　以前は６日がかりで行われていた重要な集落祭祀
ウンジャミやシヌグも１日だけで済ませるようになっ
て久しい14。ウンジャミやシヌグなどの集落祭祀で
は、仮面こそ着けないが、上述のシヌグの例の通り
ミミクリであり、輪になって踊るウスデークなどの祭
祀儀礼はイリンクスと解することもできる。カイヨワ
はイリンクスの例として、ぶらんこ、ワルツ、スキー、
空中サーカスなどを挙げているが、小川純生氏のい
うように「ある状況下における『意識・知覚の鋭敏
な利用』」15とこれを解するのであれば、音楽に合わ
せての舞踊などもこれに該当する余地がある。
　一方、現在のヒラバンタ公園の非祭祀目的の利用
については、健康維持目的の運動や競技の練習はア
ゴンの要素が強く、ルドゥスの色が濃い。加えて、
同公園を訪れる観光客の行為もカイヨワの定義に基
づけば遊びと認められることから、ヒラバンタ公園
はたしかに遊びの空間としての機能を有すると解さ
れるのである。
　安波の一例のみをもって判断するのは早計にすぎ
るが、これまでの筆者の見解のように「聖」「俗」の
二元論で把握するよりは、カイヨワの説にならって

「遊び」の要素も容れての神アサギ空間の把握こそ
妥当と思われるのである。
　また、安波の神アサギ空間は、観光客などの集落
外集団に利用の道を開いたことにより、その形態に
おいてアイデンティティを強める結果を生じさせて
いる。
　陸屋根から琉球赤瓦へ、RCから木造への形態の

国頭村安波集落における神アサギの形態の変遷に関する一考察
森下　一成

− 110 −



変化は、他の自治体においては少なくないが、国頭
村内の神アサギでは初めての例となる。外集団への
意識が、沖縄らしさ、安波らしさの反映をこのよう
な形態に求めたとも解しうるのである。

６．結論

　国頭村安波における新旧の神アサギとその空間を
比較から、同空間を「遊び」の空間として性質を見
いだし得た。カイヨワのいう戦慄すべき対象、魅了
される対象である「聖」にまつわる祭儀すらも、祭
儀の過程にあるミミクリやイリンクスの要素を含む
遊びによって恐怖や緊張が消し去られるとき、遊び
は「聖」からも「俗」からも独立する。これまで「聖
なるもの」として解釈してきた神アサギとその空間
に遊びの要素があることを見いだすことができた。
　非祭祀目的の利用については、特に公園において
ストイシズムの影を従わせるルドゥスの色濃きアゴ
ンの遊びがほとんどだったが、観光客などが公園で
くつろぎ、眺望を楽しむこともまた、安波の神アサ
ギ空間が非祭祀目的の利用においても遊びの空間で
あること確認できるものだった。
　また、公園と重複する神聖な空間が要請する清澄
な空間維持は、行政における公物管理上の公序良俗
の維持の要請にも適う。安波の神アサギ空間の存続
は、祭祀の空間としての性質の表出を薄め、集落外
の人びと（外集団）に開いたことで、その維持・管
理が公的に保障されたともいえるのである。
　このように、忘れ去られるかも知れない神アサギ
空間を公園として再生させることによって存続させ
ることができるのであれば、琉球・沖縄のアイデン
ティティを示す歴史的景観の保持とも相まって、こ
のような公共空間の維持の方法は今後の都市計画上
の、あるいは地域マネジメントにおける有力な手法
の１つに数えられるようになるだろう。人と人とのつ
ながりからコミュニティの課題を解決するコミュニ
ティ・デザインにおいても有益なことは言うまでもな

い。
　今後の研究課題としては、国頭村からやんばる、
やんばるから沖縄本島全体への調査へと順次拡大
し、神アサギ空間・トゥン空間一般が遊びの空間と
しての性質をもつことを明らかにすることになる。

図１　 国土地理院発行地図（25000分の１）を用い、
神アサギ及び殿の位置をプロットした。

図２・図３　現地調査結果をもとに筆者が作成
図４　 図１に同じ。聖地・祭祀施設をプロットした。

写真は筆者による撮影。
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