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うな「宗派意識」はないが、慰霊・追悼に「相
応しい」形式として、読経などの仏教儀礼が
受容されてきたのである。

近現代史において、日本仏教各派は沖縄
に進出し、何度かの断絶を挟みながらも、沖
縄に上記のような形で段々「定着」しつつあ
る様子がうかがえる。そこで本稿は、琉球・
沖縄仏教に関する先行研究を概観し、それが
沖縄の宗教文化の変容とどう関わったかを問
う基礎作業をおこないたい。

2　琉球仏教史概観

近世以前の琉球仏教史について最も精力
的に研究成果を発表しているのは、知名定寛
氏である。以下、彼の先行研究を参考に、要
点をまとめてみよう。

琉球に仏教が伝来したのは 13 世紀半ば、
すなわち英祖王の時（1265 ～ 1274 年）で
あるというのは、『琉球国由来記』（1713 年
編纂）巻 10「琉球国諸寺旧記序」「天徳山龍
福寺記」や、『中山世譜』（1725 年編纂）に
ある通りであるが、これらの資料の編纂時期
から 450 年ほど前の記事をそのまま鵜呑み
にして良いかは当然問題ではあるが、史料が
これしかないのも事実であり、このような根
拠となる史料の少なさが、近世以前の琉球仏
教史研究の進展を妨げてきたことは事実であ
ろう。それ以前にも仏教が中国から伝来して
いた可能性もあるが、英祖王のような広範囲
を支配する権力者にとって仏教の教えや僧侶
の存在が重要となったからこそ、仏教が初め
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1　はじめに

沖縄（琉球）の宗教に関する研究は、汗
牛充棟の観を呈しているが、主に沖縄独特の
民俗宗教、特にユタ、ノロ（ヌル 1）、村の
神
かみんちゆ

人による祭祀などのシャーマニックな活動
や伝統に関する研究が、全体の中でも多くを
占めるであろう 2。これは柳田国男、折口信
夫以来の伝統とも言え 3、沖縄の新宗教 4 や
キリスト教 5 に関しても、それの基底をなし
ていると思われるシャーマニズムに焦点が当
たってきた。

それに比べて、仏教に関する研究は概し
て限られており、特に宗派仏教の力が弱い沖
縄においては、仏教の存在感が希薄で、研究
においてもあまり顧みられなかったといって
も過言ではあるまい。とはいえ、中世から、
主に国王の庇護によるものだが、臨済宗と真
言宗を中心とした伝統も存在したことも事実
であり、近年ではその掘り起こし作業が盛ん
となりつつある 6。しかし、江戸時代の本土
における檀家制度のようなものもなく、「沖
縄県」設置以降の近現代においても、仏教そ
のものが広く民衆の間にまで浸透したとは言
えないだろう。だが、例えば筆者が近年見聞
した事例としても、浦添市各地区でおこなわ
れる 6 月 23 日の沖縄戦戦没者慰霊祭に、浦
上本願寺（浄土真宗本願寺派）など複数の宗
派の僧侶が各集落を回り、読経をする現場に
同行したこともある 7。結論めいたことを先
に言う事になるが、沖縄においては本土のよ



6

信仰は衰え 14、そのままの形では維持されず、
いわゆる「ニンブチャー（念仏者）」の起源
ともなったと言われるが、これが袋中の流れ
を引くのか、ヤマトから渡来した零落した宗
教芸能者なのかは意見が分かれている 15。

琉球に浄土真宗の信仰が入った時期は定
かではないが、18 世紀中葉以降には浄土真
宗が密かに信仰されていたと推測される 16。
そしてその信者の大半が女性、それも村落共
同体から切り離された遊女であったという 17。
いわば「真宗」という「新宗教」を信仰する
には那覇周辺の情報が集積する都市部に住み、
村落共同体から距離を置くことが必要だった
のであろう。これは本土においても、新宗教
の教勢拡大が都市部を中心にしていたことと
通底するだろう 18。なお、琉球における真宗
信仰についての研究の先鞭を付けたのは、沖
縄学の父伊波普猷であった 19 が、伊波が取
り上げた 19 世紀半ばの人物仲

な か お

尾次
し

政
せいりゅう

隆に関
しても史料の乏しさもあり、その後研究はな
かなか発展せず、西本願寺に所蔵されていた
史料が再発見されるまで、近世の真宗に関し
ての研究は発展しなかった 20。

以上、前近代の琉球仏教史を大雑把にま
とめてみたが、やはり特筆されるのは、庶民
になかなか仏教が浸透しなかったことと、近
代以降との「断絶」であろう（沖縄県内で琉
球王国からの由来を持つ臨済宗や真言宗寺院
も、琉球処分と戦争という「嵐」をくぐり抜
けねばならなかったので、そのまま連続して
いるというわけではない）。

3　沖縄近現代仏教史
―本土の宗派仏教の受容のされ方―

沖縄における葬送、墓制、祖先祭祀につ
いては浩瀚な研究が蓄積されている 21。中で
も沖縄地方の特徴として取り上げられるのは、
門中という父系血統の親族形態（そして、位
牌をめぐるいわゆる「トートーメー問題 22」）、
亀甲墓、洗骨儀式 23、これらの儀礼や儀式に
関わるユタ 24 などであるが、沖縄における
これらの儀礼や制度に仏教が入り込んだのは、

「ニンブチャー」などの例外を除いては、決
して古いことではない。かつてリーブラは「沖
縄の生活では宗派仏教は取るに足りない要素

て琉球国に受容されたという記録が残ったの
であろう。13 世紀は按司の群雄割拠の時期
であり、恐らくその 1 人であった浦添の英
祖王は、比較的農耕に向いた土地と良港を支
配し、自らの権力を強化するため、そしてそ
の霊力も当てにして、広域を支配する精神的
支柱として「普遍的」な仏教を受容したので
あろう 8。しかしその後も仏教はなかなか定
着せず、『球陽』などによると、尚巴志王（在
位 1422 ～ 1439 年）の時代に新たに寺院が
建立されたとの記録があり、尚巴志王に次ぐ
尚泰久王（在位 1454 ～ 1460 年）の時期に
仏教は隆盛を迎えたという。つまり琉球の仏
教の定着はこの第一尚氏王権時代まで待たね
ばならなかった 9。

仏教受容の経緯からして、琉球の仏教は
「鎮護国家的」な性格が強く、民衆への浸透
よりは国家との結びつきが強固で、それが原
因で仏教が民衆に普及しなかったと言われる。
第一尚氏及び第二尚氏王権初期に仏教は国王
の庇護の下に盛んとなったが（臨済宗、真言
宗が中心）、やはり那覇、首里近辺に限定さ
れており、交通網の未発達と村落それ自体の
閉鎖性にも起因して 10、地方村落には普及し
なかった。しかも、17 世紀以降の薩摩藩支
配下ともなると、宗門改がおこなわれ、真
宗（一向宗）禁止の薩摩藩の方針などもあり、
仏僧の説教そのものが禁止されたり、仏教そ
のものが抑圧されたりしたことも、後の琉球
の「宗教地形」を考えるときに重要である。
そもそも村落にはノロを中心とした共同体の
紐帯となっていた祭祀体系が確固として存在
し、仏教の入る余地が少なかったことも、仏
教の浸透を妨げた理由であろう 11。

近世の琉球王国において、真言宗、臨済
宗以外の宗派として存在が確認されているの
は浄土系宗派だが、浄土宗に関しては、尚寧
王期に学僧袋中（良定 12）が 1603 年に来琉
し、そのまま三年間在留し（彼は明への留学
を志していたがかなわなかったと言われる）、
国王の帰依を受けて桂林寺に住したことがそ
の濫觴とされる。袋中は『琉球神道記 13』『琉
球往来』など、当時の琉球の様子を記録した
書でも知られ、京都に戻ってから三条橋際に
檀王法林寺を復興し、ここを拠点に多くの寺
を興したとされる。袋中の帰国後は浄土宗の
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2　都市圏・過疎地及び開発地域に関す
る開教施策の推進（以下略）

このような方針に後押しされ、浄土宗の
沖縄での活動は活発となってきた 31。つまり、
私的な試みではなく、宗派挙げての活動とな
り補助を受けつつ安定した活動ができるよう
になったということである。

一方、浄土真宗は、上記のように近世末
期に伝わってはいたが、いわば地下に潜った
信仰であり（薩摩藩でも、真宗信仰は禁止さ
れていたため、いわゆる「かくれ念仏」とな
った一派が存在したことはよく知られていよ
う 32）、なかなか広まることは出来なかった。
しかし明治初期から東西本願寺は積極的に沖
縄伝道を試みたことで知られている。そもそ
も日本の諸宗教にとって、幕末維新以降の近
代化とは、ある意味で幕藩体制下での諸々の
桎梏から離れ、自己の教勢を伸ばすチャンス
でもあった。この時期に叢生した様々な新宗
教はもとより、既成教団、即ち仏教各宗派や
神道も、明治維新以降の神仏分離（廃仏毀釈）、
大教院体制とその断念など、様々な宗教政策
に翻弄されながらも、自己の教勢を伸ばそう
と活動した。その一端として、明治初期に「内
地植民地」として独特の位置に置かれた北海
道や沖縄へ、主に仏教諸宗派による開教 33・
布教活動が盛んにおこなわれたのである。東
西本願寺はその中心の 1 つであった。仲尾
次政隆亡き後の真宗信仰の中心になったのは、
仲尾次の導きで信仰を得た備瀬知恒という人
物である。東本願寺からは 1876 年に田原法
水が布教の任を受け来琉し、備瀬はその補佐
役を務め、教勢の拡大に貢献したが、当時の
琉球藩では真宗に対する禁圧が依然続き、翌
年備瀬は八重山に流罪となった（その航海中
に遭難死）。その後 1879 年に全面的に真宗
の布教が解禁された。1884 年に那覇説教所
は琉球別院と改められ、1889 年には真教寺
となる（開基住職は田原法水）。この真教寺
は 1944 年の「10・10 空襲」で全焼し、そ
の再建は「復帰後」の 1974 年を待たねばな
らなかった 34。その後 1993 年に浦添市に「東
本願寺沖縄問教本部事務所」が設立され、そ
れが 1997 年に宜野湾市に移転し、現在「東
本願寺沖縄別院」として活動している 35。

である 25」「仏教は死者の霊という厄介な問
題を効果的に処理するための体系として受容
はされたが、その哲学的属性は殆ど入ってこ
なかった 26」とまで言っていたが、近年では
その様相は変化しつつあることが報告されて
いる。以下では先行研究の成果に依りながら、
沖縄の「沖縄近現代仏教史」のスケッチを試
みる。

琉球処分（1879 年の沖縄県設置）後も沖
縄ではいわゆる「旧慣温存政策 27」がおこな
われた関係上、琉球王朝時代の官寺制度が修
正されつつも存続していたが、1910 年に「沖
縄県諸禄処分法案」が施行され、寺院は公的
保護から外れることとなった 28。これにより
王国時代からの寺院は衰退していき、その多
くが後の沖縄戦で灰燼に帰した。

浄土系仏教の伝来については、先述の袋
中を嚆矢とするが、近代の浄土宗が沖縄に寺
院を建立して本格的な伝道を始めたのは比較
的遅く、1937 年のことである。垣ノ花に「袋
中寺」が建立されたのだが、これは 1944
年 10 月の大空襲で消失し、沖縄の復帰後の
1975 年に同寺は小禄に再興され、今日に至
っている 29。少し古い調査となるが、2004
年時点では、沖縄在住の在家出身者に浄土宗
教師資格を取得して寺院を開設するものが増
え、またそのような寺院をバックアップする
浄土宗教団の方針が相俟って、浄土宗認証の
開教寺院は合計で 7 ヶ寺存在する 30。浄土宗
は 1990 年に施行された宗規則 88 号「国内
開教に関する規定」で、国内開教の目的を以
下のように定めている。

第 1 条　国内における地域人口の流動にと
もなう過疎・過密化及び社会構造の
変化に対応する本宗の有機的強化方
策を策定し、国内開教を推進するた
め、この宗規を定める。

第 2 条　前条の目的を達成するために国内
開教委員会（以下「委員会」という）
を置く。

第 3 条　委員会は次に揚げる次項を処理す
る。

1　国内開教指定地域の選定並びに寺院、
教会及び教化施策の設立に関する調
査・研究
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浄土真宗本願寺派の沖縄開教は、1879 年
に宮崎県の大河内正念によって始められた。
その後 1898 年に鹿児島県から亀井慈が来沖
し、那覇の借家で 13 年間布教を続けたとい
う。さらに 1910 年、同じく鹿児島県の菅深
明が本山の指示で訪れ、那覇上ノ倉の民家を
借りて、布教活動に入った。翌年那覇松下町
に移り、1918 年には大典寺が建立された（写
真）。菅は、大典寺の建立に先立ち、1912
年に「沖縄感化院」、1918 年には「沖縄家
政女学校」を設立し、布教と並行して社会事
業にも精力的に取り組んだ 36。現在は浦添本
願寺（沖縄別院）を中心に、十数ヶ寺が法人
登録されている 37。

日蓮宗の布教は他宗よりも遅く、1921 年
に鹿児島県の経三寺から僧侶が派遣され、布
教を試みたという 38。現在では日蓮宗寺院は
2 ヶ寺、日蓮正宗寺院は 4 ヶ寺法人登録され
ている 39。

一つ沖縄県の仏教界について、特筆する
べきことは、檀家制度のしがらみがなかった
せいで、当初から「通仏教的」「超宗派的」

な寺院連合と活動がおこなわれてきたことで
ある。明治末期の和潤会、大正期の沖縄仏教
連合会、戦後米軍統治下での沖縄仏教会、そ
して現在の沖縄県仏教会と続く系譜である。
例えば戦後まもなく護国寺（真言宗）と大典
寺（浄土真宗本願寺派）の両住職は遺骨収集
の活動にともに従事し、1950 年にはキリス
ト教連盟と手を結び「沖縄平和連盟」を結成
し、1952 年には「沖縄児童文化協会」「沖
縄救癩協会」も設立している 40。このように
本土との交通が不自由な時代から、沖縄の仏
教会はある意味独自に、宗派色を出さず福祉
や教育、文化などに関する活動を通じて、戦
後復興の道を探ったとも評せよう 41。そして
遺骨収集、追悼、慰霊の現場に僧侶たちは否
応なく直面することとなり、それが「宗派を
問わずに、そのような場にかり出される（そ
して、葬儀や法要の執行がなかなか布教や宗
派帰属意識と結びつかない）」という、現在
の沖縄仏教界の様相を形成したとも言えるで
あろう。本土式の仏教葬儀の要望とも相俟っ
て、葬祭業者が増え、その葬祭業者の仲介に

写真　　現在の大典寺（浄土真宗本願寺派）

当日は「積徳高等女学校」の追悼式が挙行されていた。2014 年 6 月 23 日筆者撮影。
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よって寺院に法要、供養の要請が届く仕組み
が確立されており、寺院数が相対的に少ない
こともあり、沖縄県内の寺院の 1 ヶ寺当た
りの葬儀数は、本土より相当多いことも報告
されている 42。

また、沖縄の伝統的な習俗にどのように
対応するか、というのも、本土から来た僧侶
たちの共通課題である。端的に言えば、その
習俗との並存を図るか、「仏教」らしさを前
面に押し出すために否定するのか、という問
題である。例えば、沖縄においては、火葬が
普及した時期はかなり後の時代である 43。こ
のような火葬の増加と葬儀における仏教の普
及（需要・受容）は当然相関があり、それは
ユタを中心とした沖縄の民俗宗教でおこなわ
れていた葬儀の変化を伴うものであった。こ
こでは、塩月亮子の報告している本部町の
ケーススタディを参考にしてみよう 44。元々
沖縄の仏教寺院は那覇周辺に集中していた
が、沖縄本島北部の本部町には 1975 年の海
洋博の頃から僧侶がいたと言われている。し
かし当時は僧侶を呼ばなくても主にユタが 1
回忌や墓に関する祭祀をしていた。しかし
1980 年代後半から、特に若い世代は僧侶に
頼むようになった。その理由はユタと違って、
面倒なしきたりが少なく、楽だからだという。
そのため、伝統的な風習のいくつかは消滅し
たが、全てが「本土化」したわけでもなく、
例えば地元の民間巫者（ユタ）が自宅葬に関
わったり、火葬された骨を 3 年後に仮の骨
壺から立派な厨子甕に移すなどの風習が続い
ているところもあるという。しかし、まとめ
るなら、このように、寺院が進出するのが比
較的遅かった地域でも、告別式に僧侶を呼ん
で読経を依頼するなど、明らかに仏教による
葬送儀礼の変化、いわば「本土化」の流れは
止められないのが見て取れよう。ただし、繰
り返しになるが葬儀を通じて仏教との関わり
が生じているとはいえ、特に宗派の違いも意
識せず、仏教の教え自体にはほとんど関心が
ない、というのも偽らざる実情であろう。実
際に、ある真言宗の僧侶が本部町に来て布教
していたが、ユタのやり方を叱ったことで軋
轢が起き、失敗した事例もあるという 45。一
方ユタに関しては、火葬場や葬祭場は「穢れ
た場所」と見なしてあまり行きたがらない人

も多いという。1995 年に今帰仁村に建立さ
れた浄土真宗本願寺派の円浄寺という寺院の
住職（本部町出身）は、地元の風習との共存
に関して「自分たちは沖縄で生まれ育ったか
ら、ウチカビ（紙銭）、ヒラウコー（沖縄の
線香）の使用も認める。ユタのいう先祖の話
も大事だが、最終的には阿弥陀に救ってもら
うという教えを教える」と述べたという。塩
月はこの僧侶の証言などから、彼が比較的成
功しつつある原因を従来の風習に対して排他
的ではなく、ユタの説明では不満、不十分で
あったものを新たな意味づけで補ったからだ
ろうと推測している 46。しかしユタから見れ
ば、まさに「仕事（葬式、法事、人生相談など）」
を僧侶に奪われた状況であるので、ユタと僧
侶は宗教的領域をめぐって相克の状況にある。
ユタは「反撃」の 1 つとして、僧侶よりも
自分たちユタの方が「霊異が高い（セジダカ）」
ことを強調している 47。口寄せやカミダーリ
の治療など、僧侶がカヴァーできない領域で
生き残りをかけているのである。これも一種
の「棲み分け」戦略であるとは言えよう。ま
た、ユタはそもそも、仏教を初め、神道や本
土の民間信仰や水子供養、ニューエージ的言
説など、使えるものは何でも使うという「ブ
リコラージュ的戦略」をおこなっているもの
も多く 48、精神科医やヒーラーも含めた沖縄
の「心の問題に関する市場」は今後も様々に
開拓されていくであろう 49。稲福みき子によ
ると、民間巫者の中には「首里十二ヶ所巡り」
と呼ばれる、首里周辺の臨済宗寺院を巡回す
る習俗があり 50、また長谷部八朗が指摘する
ようにシャーマン的職能者の「僧侶化」とも
呼べるような仏教受容も確認できる 51。この
ように在来の宗教と仏教が融合した例も、沖
縄の宗教状況の変化を考察する際には外すこ
とが出来ないであろう。

なお、鷲見定信によると、「沖縄の死者慣
行の変化」と呼びうる変化は、以下の 5 点
ほどにまとめられるという。

（1）葬式の変化では、通夜への僧侶の関与
が始まっている事や葬式の場が自宅から葬
祭業者の葬祭場に移っている事。

（2）年回法要の変化では、中陰法要は奇数
日には親族以外の近隣の人々の弔問を受け、
偶数日には家族・親族中心の供養という在
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り方は変わらないが、奇数日の初七日と
四十九日に僧侶が供養をする事が一般化し
ている事は注目される。

（3）年中行事における変化は少ないが、近
年にはお盆の期間に納骨堂での僧侶による
供養や各家での棚経など、死者供養におけ
る仏教の役割が広がっている。

（4）寺院の遺骨預かりや納骨堂の設置も死
者慣行を変化させる要因となっている。

（5）寺院側以外の要因としては葬祭業者の
存在があり、葬儀における本土化の一翼は
葬祭業者にある 52。

つまり、僧侶の関わり、介入の度合いが
増加している、ということである。この鷲見
の見解は 10 年以上前の調査に基づいている
が、その傾向は恐らく大きな後退はないだろ
うと推測される。

4　今後の課題

以上、琉球・沖縄の仏教に関する先行研
究を概観してきた。ちなみに、現在の沖縄に
おける仏教の勢力は、統計資料によると、「仏
教系寺院」は 87（宗教法人ではない寺院を
含む。ちなみに「キリスト教系教会」は 213
あり、他府県に比べてやはり仏教の低調さと
キリスト教の多さが目立っている）、布教所
は 11、教師は男性 261、女性 532、信者数
は計 48,683 人とある 53。しかし上記で述べ
たように、たとえ「信者」ではなくとも、葬
祭や慰霊の現場での「需要（受容）」が増し
ているのは間違いなく、今後沖縄社会におい
て仏教が儀礼の構成にますます影響を与え、
隠然たる影響力を持つ可能性も考えられよう。
現在の沖縄における宗派仏教は、吉野航一が
説くように、一方では先祖祭祀や在来宗教と
混じらなかったため「仏の教え」をストレー
トに与えてくれるものとして受容され、もう
一方では、ある意味「葬式仏教の極北」とも
言えるような、「葬儀の時だけにしか関与し
ない形態」という両極端な受容をされてい
る 54。今後はいくつか具体的な寺院や葬儀場、
葬祭業者、慰霊祭の現場についてのインテン
シヴな調査から、現代沖縄社会における仏教
および葬送に関する変容を追跡する必要があ
るだろう。

【付記】
　本稿は、科学研究費補助金基盤研究 (C)「地理・
歴史・人からとらえる沖縄の慰霊碑」（研究課題番号：
16K03196、代表者：上杉和央）の研究成果の一部
である。なお、本稿は京都府立大学文学部歴史学科
文化遺産学コース編『八重瀬町』（2016 年、48-55 頁）
の転載である。一部データを更新した。
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発音に近い「ヌル」が使われることがある。例え
ば『沖縄民俗辞典』（吉川弘文館、2008 年）では

「ヌル」で立項されている。
2　 これらの研究を細分化すれば、「ノロ、神人、

ツカサ、ニーガンを中心とした村落祭祀研究」「ユ
タ、カンガカリャー、カミダーリィなど、憑依現
象やそれを伴う民間巫者に関する研究」「門中、
位牌、葬礼、墓制などの先祖祭祀に関する研究」
などに大別できよう。沖縄・琉球のシャーマニズ
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