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要旨：本研究では、伝統的文脈に位置するスポーツ文化である綱引き行事が観光というコ

ンテクストにおいて新たな価値を付与され、意味を獲得し機能していく過程に注目する。 

観光文脈においては、地域の伝統文化である綱引き行事も観光客という「他者のまなざ

し」に触れ、彼らの希望に沿うべく観光商品としてその姿を変容させる経験を有してき

た。観光化の流れの中で、文化の真正性が失われる可能性やその保護の重要性に関する議

論はすでに枚挙に暇がないが、民俗綱引き行事も、これまでその流れの中にあり例外では

ない。ところで、綱引きを代表とする民族スポーツは観光化の中で「体験型アトラクショ

ン」的役割を果たすことになるが、それは同時にホストとゲストを繋ぐ「共通語的土地こ

とば」的位置の発生をも意味している。観光場面において民族スポーツは、既存の真正性

と新奇性の狭間で揺れる伝統文化とは異なる「第三の意味」を獲得するに至ったのであ

る。実はその第三の意味により結ばれた空間こそ、現在進行形の地域文化を紡ぐ真正空間

ともいえるものであり、民族スポーツは、地域文化の真正性を紡ぐ重要な要素ともいえる

のかもしれないのである。すなわち、綱引き行事は観光場面において観光商品としての機

能を求められ変容過程を歩むだけではなく、同時に、ホストとゲストを繋ぎ、本来の伝統

文脈から脱構築し「文化の生態系」の中で新たな意味を生成し、地域文化を創造する機能

を持つとも指摘できるのである。 

 

Abstract：Sports culture belongs to the context of traditional culture. This research 

pays attention to the sports culture, which adds new meanings and values of the 

context of tourism. They require both "authenticity" as a traditional culture and 
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"uniqueness" as a context of tourism. However, this kind of sports culture may be not 

so attractive for tourists. In those cases, the content of the "traditional culture" should 

be changed to the culture that follows to the tourist's requests. This change happens 

since tourists generally have to earn profitability through their trips. And as a result of 

that change, sometimes, not only the tourists but also the local citizens are given a new 

value. This research will disclose the process of how sports culture keeps their 

authenticity and obtain new values that have changed with the history of tourism, 

based on the understanding of “common local language”. 

 

 

キーワード：民族スポーツ、共通語的土地ことば、エスニック・スポーツツーリズム 

Keyword: ethnic sports, “common local language”, ethnic sports tourism 

 

 

１．はじめに 

本研究は、沖縄の民俗綱引きを事例に地域の伝統文脈に位置するスポーツ文化が、観光

化のコンテクストにおいてコミュニケーションツールとしての新たな価値と意味を獲得し

機能していく過程に注目するものである。観光場面に登場することになった民族スポーツi

は、観光客という他者のまなざしに触れることとなった。観光客とは、観光対象である伝

統文化に「変わらない」という真正性を求める一方で、同時に自身の投資に見合った「新

奇性」を求める、見ようによっては“厄介な”存在でもある。ところで、観光客が旅先で

出会う「伝統」とは、当然のことながら、いつも彼らの好奇心を充足させるものばかりで

はない。なぜなら、観光対象となる伝統文化は、そもそも当該地域の一部の場合も多く、

必ずしも来訪者(他者)を満足させる新奇性に富んだものばかりとは限らないのである。し

かしながら、観光という営みが商業的であり、旅行者の投資に見合う価値を保証する必要

があるために、これらは「他者のまなざし」に見合う変容を経験することになってきた。

また、興味深いことに、この他者の興味に身を委ねる変容過程は、単に外部からの要求を

充足させるにとどまらず、結果として当該地域に新たな文化的意味や価値を付与する営み

にもなってきた。このことは、すでに観光人類学の多くの事例研究が証明しており、「現

在」という価値が付加され、地域文化の真正性が“進行形”で紡がれていくというプロセ

スに注目が集まっている（河野 2008:77-91; 橋本 2011：153-189；アーリ 2003：211-

218）。 

本研究では、観光という営みにおける民族スポーツの役割に注目し、スポーツ文化が新

たな意味や価値を得ていく過程を「エスニック・スポーツツーリズム」という観光文脈に

おいて考察する。また、その際には文化としてのスポーツに内包されるホストとゲストを

結ぶコミュニケーションツールとして果たす機能を「共通語的土地ことばii」という概念

をキーワードに紐解いていくことになる。 
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２．民俗行事としての綱引き文化  

民俗行事として綱引きを行う地域は、東アジアと東南アジアの稲作地帯に多く分布し、

これらの地域では天父地母聖婚説iiiに基づく二綱結合型のスタイルが確認され「雄綱」と

「雌綱」の二本の綱を貫棒（カナチ棒）ivで結合し引きあうものとなる（寒川 1998：128-

134）。日本においてこの形態の綱引きは九州以南で多く確認され、特に沖縄本島を中心と

する南西諸島で多数確認される。沖縄県では往時 400 か所以上でこの綱引きが実施されて

おり、特に本島中南部以南が盛んな地域であり「綱引きを行わない集落はない」とまで言

われた（沖縄県教育委員会 2004：6-7）。一方で、第二次世界大戦を含む時代の趨勢の中、

その多くが姿を消し、現在確認できる事例は百数十か所に留まる (沖縄県教育委員会

2004；上江洲 2008a：34)。 

ところで、これら綱引きは単なるコンペティションではなく地域の生業、特に農耕儀礼

的性格が色濃いといえる。多くの事例は、稲作文化と結びつき、稲の収穫後、稲わらを用

いて作られた綱により綱引きは実施されてき

た。そのため、この行事の実施時期は旧暦 6

月 15日「ウマチーv綱」、25日「カシチーvi

綱」、7 月 15日「盆綱」、8月 15日「十五夜

綱」の付近に集中しており、豊作への感謝と

来季への祈願のための儀礼的性格を帯びてい

る(上江洲 2008a：35)。あわせて、民俗綱引

きは行事が実践されるそれぞれの土地の生業

や文化と密接に結びつきながら伝播してきた

側面もあり、大漁祈願や厄払い、祖霊慰霊、

商売の占いなど多岐に渡る願いと結びついてきている（沖縄県教育委員会 2004：6-7）。ま

た、綱引きを実践する地域コミュニティは当然の事ながら、時代とともに社会構造の変

化・変容を経験してきており、それに伴い内包される綱引き文化も緩やかな変容を遂げて

きた。社会のさまざまな要素が行事に大きな影響を与えてきたが、その中でも沖縄の伝統

文化を考える場合、戦後、観光地として大きな変貌を遂げてきたこの地においては、観光

化による変容に大きな注目があつまるところである。たとえば、「沖縄三大大綱引き（糸

満大綱引viiや、与那原大綱曳viii、那覇大綱挽ix）」と称される大規模な綱引き行事は、戦

後になって新たな「観光イベント」としての価値を付与され、地域コミュニティの中での

位置づけを大きく変えてきた（鈴木 2008：347-348）。たとえば、那覇大綱挽は「世界一の

わら綱（観衆が約 28万人、挽き手が約 1万 5000人）」としてギネスブックに認定xされて

おり、地域や日本という枠組みすら超えた新たな価値を得ており、観光地沖縄の重要なコ

ンテンツとしてその存在感を示しているのである。 

 

３．民俗行事の観光化と新たな地域価値の生成  

戦後、沖縄県の観光とはどのような足跡を辿ってきたのであろうか。第二次世界大戦

後、沖縄では琉球政府時代に工務交通局陸運課に「観光係」が新設され観光事業が開始す

Figure 1 糸満大綱引 
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ることになる。当初来訪者の目的の多くは「沖縄戦の戦跡」であった。そのため歴史的名

所旧跡とともに「戦跡」が、観光地(慰霊のための訪問地としても)として注目され、整備

の対象になっていた。本土復帰を果たしたのちは、1972 年の沖縄国際海洋博覧会をきっか

けに「リゾート地」としての沖縄のイメージが生成されていく事になる。その後、1990年

代以降はテレビドラマなどの影響もあり、沖縄と同時に「琉球」というイメージが観光舞

台で強調されるようになっていった(森田 2008b:153-155)。それらは、地域文化を商品化

する「フォークロリズムxi的文化観光」として展開され、現在我々の知る沖縄観光が徐々

に出来上がってきたのである。綱引き文化の観光化はこの文脈の下で花開いたものといえ

ようxii。 

また、玉置が指摘するように沖縄に限らずいわゆる“南国”観光では、当該地域に旅行

者にとって“楽園（ユートピア）”像が求められることになる。これは須藤が指摘するよ

うに観光空間というものが、そもそも実際の地域から脱文脈化された「虚構空間」として

生成されうるものだという考えとも符合し示唆的である（須藤 2012：51-54；玉置 1996：

66-73）。ところで、現代の観光一般に言えることとして、観光客が観光地を決定する場

合、各種メディアによって拡散される「表象」としての観光地が重要なポイントとなり、

創られる「地域のイメージ」が集客の核心になるといわれる。また、それらのイメージ

は、時に一部が強調され、観光地の実態や実像と必ずしも重なり合わないいわゆる虚像と

して存在することにもなってきた。古典的名著として知られる『幻影の時代』においてブ

ーアスティンは、マスメディアによって形成される実体のない「事実」や幻影を「疑似イ

ベント」と呼称したが、玉置や須藤の指摘に重ねて現代の(リゾート)観光地とはこの「疑

似イベント」的空間として生成され観光客の前に存在していることにもなるのである（須

藤 2012：25；ブーアスティン 1964：17-20；吉見 1996：24）。このように考えると潜在的

な観光客が求める「沖縄(像)」とは、時代がメディアによって創られれば創られるほど実

在しないユートピアになっていく可能性を内包していることになる。 

そもそも民俗綱引きのような伝統行事は地域文化の核として地域アイデンティティ形成

の場として機能してきた。一方で、今述べたように、観光化はそれらを地域という文脈か

ら脱文脈させ、ある意味独立した「フォークロリズム的構築物」として成立し、地域文化

を再構築し、消費者である観光客が求める「虚構」の空間を形成してきたことにもなる。

つまり、伝統文化は、時代の趨勢の中でさまざまな役割を求められ、さまざまな形で表象

され、変容してきたのである（沖縄タイムズ社 1983-3：822；瀬戸、国宝 2010：28-39）。 

 

４．カルチュラル・エコシステムと社会アイデンティティの醸成  

ところで、伝統的儀礼（行事）は地域における社会構造、生業の変化により、本来の目

的が失われ消失していく場合も多い。たとえば、すでに稲作を行っていない集落で豊作の

ための綱引き儀礼は基本的に必要ではなく、その場合自然に行われなくなるのが理とな

る。しかしながら、その反面、すでに儀礼としての意味を失いつつも、地域文脈の中で本

研究の事例のように、あえて営まれ続けるものも存在している。観光化という商業ベース

での変容モデルを含めて、なぜそれら「不必要な儀礼行為」は文化体系の中で継続される
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ことになるのか。その状況を考察するに際し、蔵持の指摘する「カルチュラル・エコシス

テム（文化の生態系）xiii」は興味深い理論となる（蔵持 2007：6-28）。 

蔵持によれば、一旦特定の文化体系の一部として役割を得た行事（文化要素）は、本来

的に求められていた意味が失われても、その後、存在意義を変容させながら一定の文化的

定立力を維持し続ける事となる。つまり一種の自律性を獲得した儀礼行為は新たな文化的

意味に置き換えられて、文化循環に留まり続けることになるのである（蔵持 2007：6-

28）。農耕儀礼の意味を観光価値に置き替えた沖縄の綱引き文化はまさにこの理論モデル

に適合することになろう。たとえば、そもそも那覇大綱挽は琉球王国時代に始まる那覇四

町の地域行事の年占行事であったxiv。その後、第二次大戦により、本行事は一度途絶える

事になるが、戦後、新しい那覇市xvという市域で復活することになった。那覇市制 50周年

に合わせて復活したこの行事はその目的を地域における「商売の年占」から「観光産業の

振興」とし、そしてその後「文化遺産の保護育成」、「平和の象徴」とさまざまな意味や価

値を付与しながら、現在共有される文化的価値を生成してきたことになる（那覇大綱挽四

〇周年記念誌編集委員会 2011）。戦後の復活当時の新聞が「奉祝綱から観光綱へ」と表現

していることは、この流れの端緒を象徴的に表現していると言えよう(玉山 2004：131-

134)。那覇の大綱引きはそもそもの地域としての価値を失いながらも「無形・有形文化

財」、「観光コンテンツ」、「平和の象徴」など新たな価値を次々と手に入れ、伝統行事とし

ての姿を護ってきたことになる。そこでは、本来の綱引き行事が引き受けていたよりも広

範な地域と、新たに付与されたニーズを包含し継承されてきたのである。綱引き行事は本

来の地域に密着した役割を失いつつも、観光文脈で新たな役割と文化の規則性を得て、社

会の中で意味を持ち続けてきたことになる（那覇大綱挽四〇周年記念誌編集委員会：

2011）。 

 

５．観光文脈における「エスニック・スポーツツーリズムxvi」の誕生  

ポストモダンの観光場面に登場する観光客という存在は、そこに用意された「静的」な

観光空間に満足する存在ではないともいわれる。また、同時にマキャーネルが指摘するよ

うに、そこは観光対象の裏側・内側にまでその領域を拡げており、観光客がそのエリアま

で関与（購入）することが可能になったともい

われる（マキャーネル 2012:110-131）。現代の

観光では、このように観光客が直接に観光場面

に関与する形態がさまざまな場面でみられるよ

うになったが、このような観光を理解する場

合、エコ・ツーリズムはたいへん示唆的な形態

である。エコ・ツーリズムとは、自然環境を対

象にする体験型観光であり自然環境、歴史や文

化など、地域固有の魅力を観光客に直に伝えそ

の保全に繋げることを目指すものであり、ポス

トモダン観光を体現しているといえよう。エコ・ツーリズムでは観光客の直接的な体験と

Figure 2 伊是名村綱作り 
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同時に、ホスト側である地域の住民もその過程で地域の資源価値を再認識し、新たな視座

を得て地域が活性化されていくとされる（エコツーリズム推進法；森田 2008a；山極

1996: 197-205 ）。民族スポーツが観光場面に登場する場合、エコ・ツーリズム型観光と

同様に、観光客が参加できる、いわゆる「体験型観光空間」を提供することになる。民族

スポーツの観光化利用についてはすでに拙著で指摘しているが、この空間はゲストにとり

手軽に異文化を体験できることを意味し、また、ホストにとっても「コンペティション」

という形態が商品(アトラクション)として扱いやすいものにもなる(瀬戸、松田、林

2011：3-12)。沖縄の綱引きなどは、綱引き行事を観光コンテンツとして見学できること

はもちろんのこと、誰でも参加者となりうる「オープンな伝統体験空間」となる可能性を

有している。たとえば、糸満では「糸満大綱引行事体験ツアー実証実験事業」が地元旅行

社xviiにより実施され、綱引きの「参加型」観光利用が展開されており、これは先述した那

覇や与那原の綱引きにも共通している。また、たとえば県北部に位置する離島の伊是名島

などでは地元 NPOにより「地域伝統文化の継承、およびその保護活動」に関する商品化モ

デルとして綱引き行事が利用されているxviii。伊是名島では綱引き行事実施に際して沖縄

県内の大学生xixを観光モニターとして招待し、地域住民とともに綱引き行事の準備から実

施まで体験できる一貫したプログラム開発が模索されている。このように観光客を文化の

「裏側・内側」まで招き入れ体験させる仕組みを構築するインタラクティブツールとして

民族スポーツはその可能性を大いに示すことになってきているのである（瀬戸、国宝

2010：28-39）。つまり、民族スポーツは観光文脈においてホストとゲストを直接的に媒介

とする機能を帯び、いわば「エスニック・スポーツツーリズム」と呼ばれるような観光現

象を生み出し、観光文脈、地域文化に新たな可能性を示すことになってきたといえる。 

ところで、橋本はポストモダンにおける観光を「民族誌で起こることが観光に混入し、

また観光で起きることが民族誌に混入するようになったとされる」と表現している（橋本

2011：144-145）。彼はすでに観光が文化の真正性と対置されるものではなく、地域文化を

観光資源として利用する事「地域文化を売る」事が、地域文化の連続性の中に位置するこ

とになったと指摘している。そこでは、地域文化を発見・創造し創り上げていく事が「地

域文化」を理解する上で重要となる（橋本 2011：153-189）。また、彼の言を借りれば観光

客とは文化の真正性に関して「ほんの少し、垣間見たい」、「風景の前を通り過ぎたいだ

け」という存在ともなる（橋本 2011：144-145）。ゴッフマンはこの観光客の入り込む「裏

側・内側」を、ホストが用意した「表側の延長」と位置付けており、興味深い（ゴッフマ

ン 1974 :144-145）。ゴッフマンによれば、そこは、文化の裏側・内側として用意されてい

るにもかかわらず、本来は裏側・内側と呼ばれるような空間ではなく、観光客用に用意さ

れたいわば「第三の空間」となる。観光ではこの空間においてホストとゲストが互いの接

点を見出し、観光空間を成立させていることになる。しかしながら、橋本の言を借りるな

らば、ゴッフマンの言う「表の延長」空間こそ、現代社会にて地域文化の真正性を紡ぐ場

所ともいえることになり、そのように考えると、実はこの「第三の空間」こそ、現代の地

域文化を考える上で重要な場であり、この空間でホストとゲストを直接的に繋ぐ民族スポ

ーツとは文化生成において重要な役目を果たし得ることになろう。 
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６．観光空間における“共通語的土地ことば”  

小澤によれば、現在の日本語は「土地ことば」、「共通語的土地ことば」、「共通語」の 3

つの位相に分けられる（小澤 1993：379；川森 1996：150-158）指摘されるが、川森は日

本語に関して岩手県遠野市の「語りべホールxx」で使用される言語も上記 3つに分けられ

ることを指摘し、観光文脈における言語利用の在り方を指摘している（小澤 1993：379；

川森 1996：150-158）。本ホールで観光客に向けて用いられる言葉は、本来ならば全て地域

の伝統に密着した「土地ことば」であるべきかもしれない。一方で「土地ことば」とは部

外者にとって興味深い存在であるのと同時に理解することが難しい存在ともなる。しかし

ながら、我々が平素用いる「共通語」では伝統文化の雰囲気が損なわれてしまうために、

第３の選択肢として「共通語的土地ことば」と呼ばれる言語が利用されることになった。

ホールにおいて、ホストからゲストに発信される「昔話の語り」において「土地言葉(方

言)」が選択されその語りの真正性が最大限維持されている。その一方で「昔話の語り」

の前後に行われる観光客と語りべの交流では「共通語的土地ことば」が用いられることと

なっている。先述したように純粋な土地の訛りは他者には理解が難解な記号であるが、一

方で、地域文化の雰囲気を損なわぬように、そして、ホストとゲストお互いが理解できる

空間が成立できるように言葉の響きやニュアンスを遺しながら「中間」に位置する言語が

生成されたのである。すなわち、語りべホールにおいて観光客は「土地言葉」と「共通語

的土地ことば」の間を行き来しながら新たに生成された“本物の文化”を体験する仕組み

が用意されていることになる（川森 1996：150-158）。また、彼女たち語りべがホールで対

象とするのは不特定多数の観光客であり、観光の特性である決められた時間（短時間の滞

在時間）内での最高のパフォーマンスが求められることになる。先程来述べているよう

に、観光はさまざまに「時間」に縛られた活動となる（橋本 1999：176-182）。時間の制約

を受けた来訪者へ地域文化を効率的に伝える作業は難しい作業であり、地域文化をうまく

「垣間」みせるための使い勝手の良いコミュニケーションツールが求められ、「共通語的

土地ことば」は機能しているのである。 

冒頭より述べているが、観光客という他者は観光対象に「本物(本来)の文化」を求める

ため、ホスト側は彼らの求める“本物”を用意する必要がある。そのために、観光地に

は、ともすると二律背反するような二つの“現実”が混在する空間ともなりうることにな

る。なぜなら、伝統の真正性に触れる事を求める観光客は、本当の文化の裏側・内側に入

れば入るほど、現実というひょっとしたら平凡な空間に身を置くかもしれないし、もしく

は強烈すぎて受容できない文化の刺激を受ける可能性を有することになる。また、彼らは

自身の勝手に設定した時間の枠内においてその真正性を求めるため厄介な存在である。そ

のために、ホスト側は彼らの消費ニーズに合う「ほどよい刺激」に満ちた“創られた真正

性”を用意する必要がある（瀬戸、松田、林 2011：3-12；橋本 1999：151-184）。河野の

紹介したバウジンガーの『民俗学-上古学からの文化分析』における「チロル地方の旅房

のワンシーン」の主人の応対はまさにこの好例となろう。チロル地方の旅宿の店主はプロ

イセンからきた外来者（客）のニーズを読み取り、いかにも「田舎宿の人間」を演じよう
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とする。ホストとはゲストの求めるニーズに見合う文化空間を毎回創出する存在なのであ

る（河野 2008 :77-91）。このエピソードは葛野の指摘するように観光旅行とは疑似体験で

あるという指摘にも符合し興味深い（葛野 1996 :123-130）。また、先述した「観光の内側

が、実は周到に用意された“裏側・内側”であり、実際には表側の延長」という仮説にも

繋がる。ホストとは巧みに内側を創出し、場面によってその空間を演出するものなのであ

る（ゴッフマン 1974：144-145マキャーネル 2012:110-131）。 

 

７．“共通語的土地ことば”としての民族スポーツ 

本来の伝統文脈とは異なる観光文脈において意味を付与され、新たな定立性を得るよう

になった綱引きは、いわばこの「表側の延長」としての“裏側・内側”に位置することに

なろう。そこではホスト、ゲスト双方にとって民族スポーツは使い勝手が良いツールとな

る。民族スポーツは先述したようにインタラクティブな媒

体としてホストとゲストの橋渡しをする性格を有する。そ

のために彼らの間にコミュニケーションツールとして介在

し、いわば遠野の語りべホールにおける「共通語的土地こ

とば」の機能を果たすことになる。もちろん、たとえば、

真栄里の綱引き行事xxiのように、綱引き実践者が地域住民

に限定される場合には、当然、ゲストの役割は大きく限定

されることになり、彼らは聴衆として綱引きを見つめる他

者となる。逆に観光客と当該文化が切り離されるために文

化の「真正性」は担保されやすくなり、スペクテータース

ポーツとして伝統文化空間が生成されることになる。そ

の一方で、ゲストも参加できるインタラクティブな綱引

き行事の場合、それは観光文脈におけるさまざまなニーズを達成するために、「共通語的

土地ことば」的コミュニケーションツールとして成立することになるのである。那覇大綱

挽など多くの綱引き行事は体験型行事に変容してホストとゲスト双方のニーズが叶う空間

となったのが好例である。つまり、参加型の綱引き行事は観光文脈において「共通語的土

地ことば」的変容を遂げ、伝統の真正性の延長線上にありながらも、その一方で、観光客

の求める空間を保証するために “第三の意味”を付与されて成立してきたのである。こ

こでは綱引きの第三局的な新たな立ち位置を強調したが、それは、地域の人々が自由に創

造性を発揮し、自在な場を確保する事ことにより、現代の「地域文化」が創造されるとい

う橋本の指摘から考えると興味深い。 

橋本によれば、文化の真正性とは過去に縛られることにより担保されるものではなく、

現在進行形で地域に育まれるものとなる。その場合、スポーツ文化は「短く切り取る

事」、「加工する事」に適しているため、観光場面において利用しやすく、地域文化の創造

に大きく寄与しているのである。橋本の説く「地域の文化資源」としての可能性は、まさ

に先述した糸満や伊是名の事例に符合し、またアパデュライの述べる「ローカリティ（地

域性）」とも符合する。アパデュライの述べるように、ローカリティも文化的な断片を恣

Figure 3 真栄里の綱引き 



スポーツ言語学研究(2016) 

 

27 

 

意的に選び変造した歴史的な作り物であるならば、その新しく脆い地域性こそが「地域」

の真正性を生み出すものとなるのである（橋本 2011:154-159;アパデュライ 2004：320-

321 ）。 

 

８．まとめ  

本研究では、伝統的文脈に位置するスポーツ文化が観光コンテクストにおいて新たな価

値を付与され、意味を獲得し機能していく過程を注目してきた。観光文脈において伝統文

化は観光客という「他者のまなざし」に触れたが、彼らは伝統文化という観光対象に「真

正性」と「新奇性」を求める存在であり、観光商品となった伝統文化は、彼らの希望に沿

うべく変容していくことにもなった。ところで、民族スポーツは体験型アトラクション的

役割を果たすのと同時にホストとゲストを繋ぐ「共通語的土地ことば」的位置を獲得し、

既存の真正性と新奇性という両極とは異なる共有される第三の位置を獲得するに至った。

この空間においてホストとゲストは互いの接点を見出し、観光空間を成立させていること

になる。ところで、実はその第三の空間こそ、地域文化（真正な空間）ともいえ、ホスト

とゲストを直接的に繋ぐ役目を果たす民族スポーツは、地域文化の真正性を紡ぐものとい

えるのかもしれない。すなわち、民族スポーツとしての綱引き行事は、観光場面において

伝統文化の下にホストとゲストを繋ぐだけでなく、本来の意味から綱引き文化を脱構築

し、文化の生態系の中で新たな意味を生成し、地域文化を創造し続けているのである。 
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伝統に則り旧暦 8月 15日に実施されており、当日に大綱作りを挙行するのが糸満大綱引の大きな特徴で

ある。雄綱・雌綱合わせて約 180m、最大直径約 1.5m、重さ約 10トンという県下最大級の 2本の綱によっ

て綱引きが行われる。綱が完成すると旗頭を先頭に約千人の道ズネー、南北に分かれてシタクが登場、綱

の中央でのにらみ合いが行われ、綱引きが行われる。糸満大綱引は衆人綱（スニンジナ）とも呼ばれ、誰

でも参加して綱を引くことが出来る開放的な行事である（糸満大綱引行事実行委員会 2013；糸満市史編

集委員会 1991）。 
viii四百数十年前から伝わり「豊年祈願、無病息災、子孫繁栄」のための行事とされる。本来旧暦 6月 26

日に実施していたが、現在は 26日以降の日曜日に角力大会やエイサーなどを含む「与那原大綱曳まつ

り」の一部として実施されている。雄綱・雌綱合わせて約 90ｍ、重さ約 5トンの 2本の綱が中央で 3m以

上あるカナチ棒で連結された瞬間に勝負が始まる。与那原の綱引きは「曳き清らさ、勝ち清らさ、敗き清

らさ」と言われ、勝ち負けにこだわらないことが特徴とも言われている（与那原町教育委員会 2005）。 
ix 琉球王国時代の那覇四町の伝統を引き継ぐ沖縄県下で最大の綱引き行事。本綱挽は那覇の発展とともに

盛んになり「なーふぁんちゅー（那覇人）」の心意気を発揚する行事といわれている。明治以降は 1935 年

（昭和 10年）を最後に戦時体制に突入し途絶えていた。その後、沖縄の日本への復帰の前年に当たる 1971

年に市制 50周年記念事業として「10・10那覇空襲」の日に復活を遂げており、現在では「体育の日」の前

日の日曜日に、那覇大綱挽保存会により実施されている。西(イリ)と東(アガリ)に分かれて挽きあう綱は陰

と陽の結合を意味し、人類繁栄を願う行事であるともされている。綱引き実施に際しては、２千余名が綱

挽衣装を着用して大綱挽行列を実施し、その後大綱挽式典などを経て那覇大綱挽審判長（那覇市長）の合

図で挽き始め 30分間の勝負となる（那覇大綱挽四〇周年記念誌編集委員会：2011）。 
x 1995年 9月 6日〝米藁で製作された世界一の綱〟としてギネスブックに認定登録されている。1997年第

27回那覇大綱挽の折にギネス社編集長が来覇し全長 186m、総重量 40トン 220kg、綱直径１m58cm、手綱数

236本、挽き手１万 5000人、参加人員 27万 5000人と認定登録された。 
xi 民俗事象が本来の意味と機能においてではなく、新しい状況のなかで新しい意味を帯び、新しい機能

をはたしている事。1960年代にドイツ民俗学で提唱された概念。街並みや民俗文化財の保存、祭礼や年

中行事の復活や商品化、民族衣装の政治的利用などによって現れる現象の事である（上江洲 2008b：452-

453; 河野 2008 77-78）。 
xii TVドラマ「琉球の風」や「ちゅらさん」などマスメディアの作り出すフィクションにおける沖縄の歴

史や風土と実際の世界が混交して成立されてきたともいえる。 
xiii ひとたび文化として定立したものは「文化の規制力」を持って受け継がれることになる。またその際

には社会コード化された意味(示標性 representation）を手に入れて当該社会で新たな意味や価値を得て

いくことになる（蔵持 2007：6-28）。 
xiv その起源は旧正月に行われた「尾類馬の祭」といわれており、辻の遊郭と仲島の遊郭の間で商売の占

いのため遊女たちが実施したといわれる（島袋 1978:116-173；鈴木 2008：347-348；那覇市史編集委員会

1979：540）。 
xv 旧那覇市、首里市、小禄村、真和志村域などを含む新たな市域が成立した。 
xvi 瀬戸の造語である。 
xvii 沖縄ツーリスト社（沖縄県那覇市松尾）の企画で 2012年に実施されている。 
xviii 稲の豊作を祈願する集落単位の行事で島内四つの集落（勢理客、仲田、伊是名、諸見）で実施されて

いる。大綱引きやスナイ、沖縄相撲大会が実施され夜を徹して行事が行われる (伊是名村史編集委員会 

1989:464-467)。 
xix 琉球大学で観光学を学ぶ大学生がゼミの一環にて参加していた。 
xx 1992 年に開催された「世界民話博 IN 遠野」をきっかけに「とおの昔話村」に隣接した物産館二階に

創られたホールで 150 人を収容。1993 年から 30 分ほどの昔話講演を観光客向けに行っている（川森

1996：150-158）。 
xxi 沖縄県内各地に伝わる綱引きの中でも古式の形態を残すものとして有名である。稲の収穫儀礼と豊作

祈願、そして子孫繁栄の願いを込め雌綱と雄綱をカヌチで結び、地域住民が西(イリ)と東(アガリ)に分か

れて引き合う (糸満市 HP より) 。 


