答志島調査報告

答志島の信仰習俗 と集落組織
一注連縄 と大般若札 について一
梶 山沙織 ･内田忠賢
以下の 3本 の レポー トは､三重県鳥羽市 に属す
る離島､答志 畠に関する調査報告である｡ このフ
ィール ドワー クは､内田が担 当す る本学大学 院
2004年度 開講 科 目 ｢環境 文化 論 演 習｣ お よび
｢
地理環境学特別講義 ･演習｣ (
各 2単位)の一環
として実施 した｡ 4‑ 7月前半 に準備 ､ 7月 17日
〜22日に現地調査 ､8‑ 1
2月 に レポー トの作成
お よび内容 の検討 を行 った｡参加者 4人 は全 員 ､
フィール ドワーク初体験 の院生である｡ 梶 山は 日
本 中世史､福 嶋は近代地域経済､ローマか らの留
学生 グロリアは家族法､鶴貝 は近世 日本の歴史地
理が専門であ る｡ しか し､彼女たちは独 自の視点
で精力的にフ ィール ドワークを行 い､専 門性 を生
か しなが らレポー トを作成 した｡現代 の離島､漁
村の調査報告 として､一定の水準 に達 した と判断
したため､本誌 に収録 していただいた｡時代 の記
録 として も貴重であろう｡ なお､同時に実施 した
学部学生 の調査 に関 して は､ 『
答志 島調査報告』
004年) を公刊 した｡
(
本学地理学教 室編 ･発行 ､2
併せて､ ご参照いただければ､幸いである｡
答志 島は､鳥羽市の中心市街地か ら北東 に 1.
4
kmの海上 に浮かぶ､連絡船で 3
0分 ほ どの離島で
ある｡行政上 は鳥羽市答志町 ･桃取町に属 し､総
000人強 ､
面積約 8km2､世帯数約 800､人 口約 3,

老齢 人 口率約 20%強の単独 島である｡ 和具 ､答
) ｡ 就業者 に占め
志､桃取 の3集落か らなる (
図1
る漁業従事者 は約 50% と漁業が 中心 だが ､旅館 ､
民宿 な ど観光サービス業 も盛 んである｡ 伝統社会
としての特色 は､寝屋子 と呼 ばれる若者姐 (
宿)
の シス テムが､現在 も機 能す るこ とで知 られ る｡
また､海女漁業で も有名である｡ 今 回の調査 レポ
ー トでは､梶 山は信仰生活､福嶋 とグロリアは漁
業労働 ､鶴月 は災害認識 に注 目した｡ (
内田)

1. は じめに
答志 島 には答 志 ､和 具､桃 取 の 3集落 が あ り､
答志 と和具 は島の東側 に隣接 し､桃取集落 は西側
にある｡ 人口は答志が最 も多 く､ついで桃取､和
具 となっている｡ 各集落は夫 々生業や歴史が異 な
り､ また気質 も異 なっている と言われる｡ 生業で
言 えば､答志 ･和具 は漁業が中心であ り､桃取 は
定期船で本土 に通勤す る割合が高い｡ また､桃取
では中学生 も本土 に通 っている｡
集落 を構成 す る組織 は各集落 で共通 してお り､
生業 に関 して漁業協 同組合 (
漁協)､生業 とは直
結 しない生活 に関係す る組織 として町内会やセ コ
1
)
､組､消防団 な どがある｡ また信仰組織 として
氏子､檀家等の組織 もある｡ これ らは構成員や役
割 な どがある部分重複 し､ある部分で乗離 して集
落内に重層的に存在 している｡ また各集落で組織
間の関係 は異 なっている｡
漁業が主な生業である答志では漁協 の影響力が
強い｡町内会の下 には､居住地域 により組織 され
るセ コがあ り､セコ総代が まとめる｡ 後 に見 る桃
取 と違い､答志のセ コは檀家や氏子組織 とは別個
の存在である｡ セ コの下 には組があ り､組 ･セ コ
を通 して集落全体 を各戸単位 で把握 している｡ ま
た町内会内に青年団があるが､ これは漁協 の青年
団 とは別組織である｡町内会青年団出身者はその
後､消防団に入るが､ これは集落内で一種 のステ
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‑タスである と言 う｡ この他 ､職業 に関係 ない組
しか し現在 は､鳥羽市街地など (
本土)で既製品
織 として老人会がある｡
を買 う家が ほ とん どであ る4
)
｡和具で も､以前 は
各家で作 るか､上手 に作 る人に頼 んでいたが､ こ
漁業 を主 な生業 とする和具で も最 も力があるの
こ数年 は出来合いを買 って来 る家が多 くなって き
は漁協である｡ 町内会の立場 は弱 く､漁協 の影響
下 にあ る｡ しか し､桃取 は漁業従事者が少 な く､ た｡手作 りする場合 にはダイダイの有無 など各家
の慣 わ しがあったが､若い人は簡素化する傾向が
漁協 の力 は他 の 2集落 に比べ弱い｡桃取では町内
あるとい う｡
会が中心であ り､集落はセ コ ･組 によって組織 さ
答志で も以前 は各家 で毎年 11月中頃か ら注連
れる｡ 桃取 には 4つのセ コがあ り､各セ コ長 の下
0人程 の組員 をま とめ る組長がい る｡ セ コ
には 1
縄 を作 り始めた｡板 は懇意の大工が歳暮 に贈 る板
を用い､ ダイダイは八百屋か ら買 う｡ 炭 を飾 る家
総代 は選挙で選ばれ､寺の世話役 も務める｡
は少 ないが､本当はつ ける ものだ とい う｡ 大体 3
本稿では答志島における信仰習俗 と集落組織の
人がか りで作 るので､戸主の他 にイマワリ (
新亡)
関わ り方 を考 えたい と思 う｡ 伊勢志摩地方 に共通
でない親戚 や友人 を 1‑ 2人呼んで作 った｡その
して見 られる ｢
注連縄｣ と､答志島独特の習俗で
時､礼 として豆腐汁 と酒 を振舞 った｡ 自分で作 ら
ある ｢
大般若札｣を用い､各家 レベルの信仰習俗
ず に上手 な人 に頼む家 もあった｡
と集落組織 の関わ りを見 て行 きたい｡
しか し現在､答志では老人会が集落の必要分 を
製作 し供給 している｡ 昭和 40年代 頃か らのや り
2.注連縄
方だ とい う｡2003年は 400個程 を作 ったが､ この
中には和具や近 くに住 む親戚等か らの注文分 も含
答志島を含む伊勢志摩地方の住宅は､一年 中玄
まれる｡注文は各セコを通 し､各家に配 られるビ
関に注連縄 (
写真 1
) を張 る｡ 注連縄 の形 は大体
ラで告知 され､組員か ら組長そ してセコ長‑ と注
同 じで､太 く掬 った縄の中心 に文字 を記 した木の
板
を置 き､柑橘類 の果実 や シダ類 の葉等 を飾 り､ 文数が まとめ られる｡ 製作 した注連縄 は 11月中
しで
旬か ら月末 にかけて各家 に配 られる｡
紙垂 を垂 らす ｡ 答志島ではダイダイの実 とウラジ
老人会で は､3人 l組 で作業 し1日に40個程 の
蘇民将来
ロの葉 を用いる｡ 板 には独特の配置で ｢
注連縄 を作 る｡4‑5組 いれば注文分 を3日で作
七福即生｣､左下
子孫家 門｣ 2) と記 し､右下 に ｢
る こ とが 出来 る｡ 平均 して 5分程 で 1個 を作 る｡
に ｢
七難即滅｣の文句 を記す｡ ダイダイは ｢
代々
家が栄 える｣ など飾 りにはそれぞれ意味があるが､ 材料のワラは本土か ら買 って くる｡ 作業 には､役
0人頼 む｡女
員 21名 と会員の中か ら上手 な人 を 1
意識 して用いている住民 は少 ない｡注連縄 は各家
性 は､掃除や ワラの端 を切 るなどの作業 を分担す
が飾 る為､家 によ り差異があるが､集落 によって
も違いがある｡
る｡ こうして作製 した物 は市販品に比べ縄 のない
方が独特で手の込んだ作 りになっている｡ この技
桃取集落ではタワラモ と言 う藻類 を飾 る｡ 冬 に
術 は父親が息子 に手伝 わせ ることで伝授 されて き
なると海岸 に打 ち上げ られるので､浜か ら拾 って
)
｡ た｡ しか し現在 では､若 い人 は注連縄 を作 らず
来 る｡藻 を飾 る習俗 は他の 2集落 には見 られ ない3
(
作れず)､作 るのは老人だけである｡ 長年作 って
きた者で も満足する出来 は 2割程度だ とい う｡
注連縄 は一年中飾 るが､その家 に不幸があった
場合 は降ろ し､次の正月 まで飾 らない｡掛 け替 え
る際 に古い物 を処分するが､その方法 も各集落が
それぞれ独 自に行 っている｡ 答志では､漁協脇 の
浜で各家毎 に火 を焚 き､注連縄 を燃やす｡和具で
は､八幡神社側の浜で町内会が集落の分 をまとめ
0時半か ら火 を焚 き始 め､役
て焼 く｡ 大晦 日の 1
員が火の番 をする｡ 近年鳥羽市のゴミ焼却場が大
晦 日の半 日営業 を開始 し､負担の大 きい町内会側
はゴミ収集での処理 を望 んだが､住人の反発が強
写真 1 注連縄 (
答志)
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く､今 も浜での焚 き上 げが原則 となっている｡ 火
を焚 けない雨天のみ ゴミ収集 としたが､今の とこ
ろ､大晦 日は晴天が続いてお り､以前 と変 わ らず
焚 き上 げが行 われている｡

3.大般若札

前 には海で潮垢離 を して身 を清 め ､ 1つ 30kg程 あ
る箱 に注連縄 をかけて肩 に担 い寺‑ と運ぶ｡
答志 で は代 々決 まった家 の主人が配 る｡ 札 は 2
回 に分 けて､元旦 にまず 1枚 ､つ いで 4日に各家
必要 な分が配 られ る｡ 配 る際 は股引 と地下足袋 を
履 き､動 き易 い ように尻 ツボ ミの着物 を着 る｡ 札
は専用 の箱 に入れて持 ち歩 く 多 い家で 1
50枚程 ､
普通 は50‑ 60枚程度 を配 る｡ 自宅用 だけで な く､
｡

大般若札 (
写真 2) は答志 と和具 の間 に位置す
る潮音寺 5) が配布す る物 である｡ 家内安全 ､大漁
満足 な どの利益 がある とされる｡ これ を大黒柱 の
他､玄関や窓 な ど外界 と接 す る場所 に貼 り､病気
や邪悪が家内 に入 らない ようにす る｡ もち米や赤
飯 で貼 る家 もあるが､簡単 に市販 の糊 を用いる家
も多い｡貼 る場所 は各家でそれぞれ決 まってお り､
毎年､重ね張 りす る｡ お守 りとして身につける者
もいる｡ 例年正月に配 られ､不幸事があった家 も
必ず もらう｡
配布 される札 は潮音寺 の般若会 6) で祈祷 された
物 だが､実際 に配布す る作業 は各集落が行 い､寺
は関与 しない｡般若会で用 いる大般若経 は答志西

親類 や島外 で暮 らす家族 に送 る家 もあ る｡朝 6時
か ら配 り始め元旦 は 11時頃 に終 えるが ､ 4日は数
が多いので 1
2時半頃 までかか る｡
各家 に着 くとまず独特 の調子 で ｢
大般若 ｣ と大
声 で言 う｡｢オ ッ ト｣ と応 えが あ った後､玄 関の
上が り戸で札 を渡す｡札 は相手が差 し出 した 日の
丸 の扇子 の上 に置いて渡す ｡ この扇子 は八幡神社
が布施の礼 として配 る物 で どの家 も数本持 ってい
る｡ 最近 は扇子 の代 わ りに盆 で受 けた り､素手 で

西セ コの若い衆 (
ジゲ ドゥジ)が寺 に運ぶ｡運ぶ

その まま受 けた りす る家 も多 い｡
配 る順番 は昔か ら決 まってお り､西セ コか ら始
め集落全体 を巡 り最後 は寺 に戻 る｡ 途 中寄 り忘 れ
た場合は引 き帰 さず､住人 には直接寺‑行 って も
らう｡ 神 さまがその家 には入 るな と言 った為 だ と

写真 2 大般若札 (
横 は20cm定規)

写真 3 般若堂 (
写真中央奥｡階段の途中から見る)

セ コ内 にあ る般若堂 に納 め られてお り (
写真 3)､

‑1
2
3‑

お茶の水地理 (
Annal
so
fOc
hanomi
z
uGe
ogr
a
phi
c
alSoc
i
e
y),vol
t
.
4
5,
2
0
05

説 明 され る｡ 配 る順番 リス トに して覚 え､ ｢キュ
ウソクの家｣ と言 う特定 の家や イマ ワ リの家 も書

註

き込 む｡ イマ ワ リの家で は玄 関 に入 らず家 人 に外

1)セコ

に出て来 て もらうので注意が要 る｡ この他 に も決
ま り事 が多 くあ り､代替 わ りの年 は父親 につ いて
一緒 に回 り覚 えた と言 う｡
和具 に も一時､答志か ら配 りに来 た ことが あっ
たが､現在 は独 自に配布 してい る｡ 和具 で も大般
若札 に関わる家 は決 まってい る｡ まず､寺役 二人
が寺 か ら大般若札 を受 けて来 て漁協 に運ぶ｡ そ し
てテ ラシ ヨワニ ンが漁協 に詰 め､住 人 は各 自漁協
に取 りに行 く｡ 配布 は朝方か ら昼 頃 まで行 われ る｡
漁協 は場所 を貸す だけであ り､町内会やセ コ等 の
組織 も配布 には関与 しない｡札 の配布 はテ ラシ ョ
ニ ワニ ン と住 人 の 関係 にお い て行 われ る ｡ また､
5日に炊 く粥 ｢ウカユサ ン｣ で札 を貼
昔 は正 月 1

っていたが､今 は もらってす ぐに糊 で貼 っている｡
桃取 で はセ コ組織 を通 して札 が配布 され る｡ セ
コ長が必 要数 をまとめ､セ コ内の各家 に配布 す る｡
その際 1
0粒程度 の米が一緒 に配 られ る｡

(
世古)とは東海地方に見 られる言葉で､集落
内の小区画を言う｡(
民俗研究所編著 『
綜合 日本民俗
語秦 第 2巻』平凡社､1
9
5
5年)
2) 蘇民将来伝説との関連が想像 される｡蘇民将来は厄
病避けの神 とされ､｢
蘇民将来子孫｣ と記 したお札や
お守 りは広 く見 られる｡ (
志村有弘 ･諏訪春雄編著
0
0
0年)
『日本説話伝説大事典』勉誠出版､2
3)集落の立地によって藻が上がる場所に制約があるの
だろうか｡例えば､組は東向 きに海を持つ答志が最
も産出 し､島の西部に位置する桃取ではほとんど産
出しない｡
4)年末になると､市内の大型スーパーが 1
5
0
0円程度で
売 り出す｡また､桃取では普段の買物 も本土の駐車
場を借 りて車を置き､島外に出掛ける家が多い｡
5) 白華山潮音寺､曹洞宗
6)般若会は大般若経を転読する行事で､潮音寺では曹
洞宗の行事 として 1時間程かけて行われる｡
か じや ま ･さお り 博 士 前期 課程 ･人文 学専 攻
(
歴 史学 コース)
うちだ ･ただ よし 博士後期課程 ･国際 日本学専

4.おわ りに

攻 (日本分析論講座)助教授
各集落 にお ける習俗 の差異 は､歴 史的あ るいは
伝統 的 な要因だけで な く各集落 の現在 の状 況が大
き く関係 している｡ 答志 は伝統 を保持 す る意識が
強 く､漁協 の強い統率力 の下､習俗 の伝承 ･保持
が図 られている｡ 一方､和具 は町内会長 の下 で革
新 的 な動 きを見せ ている｡ これ には漁協長経験者
であ った前 町内会長 によ り､漁協 ･町内会 の緊張
関係 が緩和 された と言 う要 因があ る｡ 桃取 は中学
校 の本土併合 によ り本土 との結 びつ きを強 め､既
にひ とつの変化 を越 えた感 がある｡
硯在 ､島内 に 2校 あ る小 学校 を統合 す る動 きが
あ る｡ 各集落の独 自性が薄れ る と同時 に､習俗 を
含 め､地域文化 の変化 は否 め ない｡ (
梶 山)
謝辞

現地調査 で は､桃取 で一 日お付 き合 い頂 い た斉
藤 さん を初 め とす る桃取集落 の皆 さま､旅館 ｢
や
ま七｣ の皆 さま､答志漁協 の浜 口 さん､浜崎 さん､
和具町内会長 山下 さんを初 め､お話 をお聞かせ下
さった答志 島の皆 さまに､ この場 をか りて厚 くお
礼 申 しあげ ます｡
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