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第５図　ニシヌ窯跡出土瓶・徳利（５）

山川瓦窯考

伊集　守道

はじめに

　山川瓦窯は、別名観音堂カラヤー、山川カラヤーと呼ばれ、明治 40 年（1907）頃までは瓦

を焼いていたとされる。聞き取りによると、瓦の材料となる土は近辺のマカンジャーラ（真嘉比

川原）から入手でき、漆喰の原料となる珊瑚礁の石灰石は崇元寺前の船着場から運んできたとさ

れる1。昭和初期を想定した「旧首里の歴史・民俗地図」2では現在の那覇市首里山川町 3 丁目に

位置している（図１）。当地は琉球王国時代の与那覇堂村にあたり、東は首里大飩川村、西は真

和志間切茶湯崎村、北は真和志間切真嘉比村に接し、南側には首里観音堂が位置する。明治 12

年（1879）与那覇堂村と大飩川村は首里山川村に編入されるため3、山川カラヤーは近代以降に

定着した呼称と言えるだろう。

　山川瓦窯については、戦前から鎌倉芳太郎により鳥堀瓦窯から移転した窯ではないかとの言及

があり4、戦後も古窯の一つとして存在は知られていた5。しかし、それ以外の先行研究は見当た

らず、山川瓦窯の実態は不明な点が多い。本稿では文献資料や聞き取りをもとに、山川瓦窯の成

立時期とその契機を検討したい。

いじゅ・もりみち：（那覇市歴史博物館　主任学芸員）

山　川　カ　ラ　ヤ　ー

図１　山川瓦窯（山川カラヤー）の位置（「旧首里の歴史・民俗地図」部分）
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１．山川瓦窯の位置

　既に「旧首里の歴史・民俗地図」で山川瓦窯の位置はおおよそ示されているが、ここでは聞き

取りをもとに位置を絞りこみしたい。聞き取りによると、首里山川町３丁目にある土帝君のすぐ

近くに山川瓦窯はあったとされる6。土帝君の敷地は昔からカマヤー（窯屋）と呼称され、そこ

から北側に下った傾斜地の家にはカマンチビー（窯の尻）玉城という呼び名も残っている7。こ

れらの呼称はかつてこの地に窯があったことを示している。聞き取りをもとにすると図２で示し

た場所に山川瓦窯はあったと想定される。当地では発掘調査は未実施だが、後述するように土帝

君の改修や敷地整備の際には多くの瓦片が採取できたそうである8。

①④
②

⑥

③
⑤

図２　戦前の山川町民俗地図（昭和 8 ～ 10 年頃想定） 9

①カマンチビー玉城　②土帝君　  ③カマヤー　
④山川瓦窯（想定）     ⑤ウフヤー島袋　  ⑥観音堂
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２．山川瓦窯の成立

　山川瓦窯の史料上の初見は「瓦奉行例帳」（乾隆 18 年【1753】成立）10 である。同史料には「与

那覇堂瓦屋より聞得大君・御茶屋・首里殿内・儀輔殿内江瓦持例之事」と記載がある。与那覇堂

村は後に首里山川村に編入されるため「与那覇堂瓦屋」は山川瓦窯を指していると考えられる。

つまり、山川瓦窯は乾隆 18 年（1753）までには存在していたことになる。嘉慶 17 年（1812）

山川瓦窯（与那覇堂瓦屋）は、那覇市泉崎にあったとされる美栄地瓦屋11とともに瓦葺きとされ、

石壁も造営された12。窯の改修には、風雨を防ぎ首里王府関連施設へ安定的に瓦を供給する目的

があったと考えられる。

　では、山川瓦窯の成立はいつになるだろうか。残念ながら成立年を明確に示す史料は確認でき

なかったため、絵図を用いて成立時期をできるだけ絞りこんでみたい。図３は「首里古地図」 13

の観音堂北側を拡大した地図である。観音堂の右側（東側）には與那覇堂村の集落が広がってい

る。「首里古地図」の製作年については、戦前から戦後にかけて様々な議論があるが、近年の研

究では 1729 ～ 1732 年に製作されたという見解が示されている14。ただし、絵図に書き込まれ

た記載情報は製作年よりも 30 年ほどさかのぼるとされる15。

観音堂

　図３は図１・図 2 とほぼ同じ部分を示しているが、この地図では山川瓦窯が存在せず、畠の

みが広がっている。もちろん単純に描かれなかった場合も考慮に入れなければならないが、その

可能性は低いと考える。後述するように、山川瓦窯は首里王府関連施設に瓦を供給する「御用」

図３　観音堂北側（「首里古地図」沖縄県立図書館所蔵　CC BY 4.0【一部改変】）
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を勤める窯と認識されており、王府が関与して製作された「首里古地図」に描かれなかったとは

考えにくい。実際に 18 世紀末に王府が製作したと考えられる「間切図」では観音堂の北側に山

川瓦窯と思われる「瓦屋」が描かれている（図３）16。また、同じく瓦窯として知られる鳥堀瓦

窯は「首里古地図」に描かれており（図４）、山川瓦窯のみ描かれなかった理由も説明できない。

以上の理由から「首里古地図」が製作された時期には山川瓦窯は存在しなかったと見るのが妥当

だろう。

　以上、述べたことを整理すると、表のとおりとなる。首里古地図の記載情報が約 30 年さかの

ぼる可能性も考慮に入れると、山川瓦窯の成立時期はおおよそ 1700 ～ 1753 年に絞り込むこと

ができるだろう。

３．山川瓦窯成立の契機

　次に山川瓦窯が成立した契機を検討する。山川瓦窯はどのような理由で当地に築窯されたのだ

ろうか。まずは関連史料を示す。

表　山川瓦窯の有無

資　　料　　名 製作年・記載年 山川瓦窯の有無

首 里 古 地 図 1729 ～ 1732
※記載情報は約 30 年さかのぼる。

×

瓦 奉 行 例 帳 1753 ○
間 切 図 18 世紀末 ○
球 陽 1812 ○

図３　山川瓦窯
「間切図」沖縄県立博物館・美術館所蔵【一部改変】

観音堂の左上、真嘉比川沿いにある
「瓦屋」が山川瓦窯

図４　鳥堀瓦窯
「首里古地図」沖縄県立図書館所蔵　CC BY 4.0【一部改変】

中央に「瓦　」とあるのが鳥堀瓦窯
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史料17 

　　口上覚

　当瓦屋之儀及数年土相減候付、瓦焼出方思様不相達、御用を始身ら之渡世続兼甚以差支

申候、依之奉訴候、瓦細工心懸之者共者専其身之生計をも相考奉願事ニ而、右次第私共迷

惑者勿論以来願之者も有之間敷哉与万反念遣奉存候間、何卒御障も無御座候ハヽ観音堂西

表之下江別紙朱引之通敷替被仰付被下度奉願候、左様御座候ハヽ渡世取続御用向無滞相弁

可申与奉存候、此等之趣可然様被仰上可被下儀奉頼候、以上、

　差出と宛名が不明なため解釈が難しい箇所もあるが、おおよそ次のように意訳することができ

るだろう。「現在の瓦窯については、ここ数年（原料となる）土が減少しており、瓦の焼成も思

うようにできていない。（首里王府からの）御用をはじめ自らの稼業も続き兼ねており、支障が

生じている。これ（らの事情）によりお願いする。瓦制作に心を懸ける者たちにとっては、もっ

ぱらその身の生計を考えてお願いしている。このような事情で私たちが当惑しているのは勿論、

【以来願いの者もいないのではないかと】様々に心配しているので、どうか（首里王府にとって）

支障がなければ観音堂の北側下方へ別紙朱引きのとおり移転を仰せつけていただきたい。そのよ

うにすれば稼業を続け、（首里王府の）御用向も滞りなく対応できると考える。これらの内容を

然るべきよう仰せ上げていただきたい。以上」。【　】部分は意訳が難しい箇所だが、要点として

は現在の瓦窯付近では瓦に使用できる土が不足しており、別紙図面（「別紙朱引」）に示したとお

り観音堂の北側に瓦窯を移転したいという願い出である。残念ながら別紙図面は残されていない

が、おそらくこの願い出は認められ、観音堂の北側に移転したと考えられる。この移転した瓦窯

こそが山川瓦窯であった。移転先となった場所は、図３で見たとおり人家が密集しておらず広大

な畠地が広がっており、新たな構造物を作るのに適していた。さらに「はじめに」で述べたとお

り付近にはマカンジャーラと呼ばれる採土地もあった。新たな瓦窯を築く好条件を備えた場所

だったのである。

　以上をまとめると、山川瓦窯が成立した契機は次のとおりとなる。現在の瓦窯付近で原料とな

る土が取れなくなってきたことを契機として、採土地が近くにあり瓦窯を築けるだけのスペース

がある観音堂北側の敷地に移転したのである。

　なお、補足にはなるが、山川瓦窯が移転する前の瓦窯（史料「当瓦屋」）については、鎌倉が

言及したとおり鳥堀瓦窯であった可能性がある。根拠としては、「瓦奉行例帳」で山川瓦窯は登

場するものの鳥堀瓦窯は一切登場しないこと、初めて山川瓦窯が描かれた「間切図」では鳥堀瓦

窯が描かれていないことが挙げられる。つまり、鳥堀瓦窯と山川瓦窯が同時に存在した事実は確

認できず、鳥堀瓦窯から山川瓦窯に移転したことを示唆している。さらに首里山川町３丁目では

鳥堀瓦窯から山川瓦窯に移転したとする言い伝えも残されている18。いまだ可能性の段階ではあ

るが、今後も事例を収集して検討していく必要があるだろう。

４．補足事項

　山川瓦窯に関する文献史料には限りがあるため得られる情報には限界がある。それだけに聞き
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取りによって得られた情報は貴重で、今後の研究材料としても参考になると考えられる。本章で

は聞き取りによって得られた情報を列挙していく。

【土帝君・火の神】
　山川瓦窯があった首里山川 3 丁目には現在でも土帝君と火の神が祀られている。これらの祭

祀施設は戦前からあったものだが、戦災などによって何度か改修されている。

　土帝君と火の神は双方合わせて御殿（うどぅん）と呼び、土帝君のみの場合は御殿小（うどぅ

んぐわー）と呼んだ。御殿では窯や集落の祭祀が執り行われ、御殿の敷地はウフヤー島袋が管理

してきた。御殿や山川瓦窯の周辺にはウフヤー島袋を中心に瓦関係の職人たちが集まり、集落が

形成されたと伝わる19。２で述べたとおり 1700 ～ 1753 年に山川瓦窯が移転してくるが、窯だ

けではなく当然瓦関係の職人も移り住んできたと考えるべきだろう。戦前の民俗地図（図２）で

は窯の周辺に「島袋」姓の住居が集中しており、聞き取り内容とも符合する。

　戦前の土帝君は、大きなビンギ（クワノハエノキ）の下にあった。屋根付きの建物に納められ

ており、木柵で囲われていた。イベントがあるときは開くこともあったとされる20。

　沖縄戦で土帝君は被害を受けるが、幸いにも首が折れた土帝君は残っていたので、戦後拝所を

作り直して、再び納められた。1956 年頃、左官屋の島袋次郎氏が知り合いである壺屋の小橋川

永昌（仁王）氏に首の折れた土帝君を持って行き、それを砕いて陶土に練り込み新たな土帝君を

製作してもらった。その際には再度拝所も作り直して、新しい土帝君を納めた。仁王窯で働いた

経験を持つ陶工の島武己氏は、仁王窯で働き始めたとき小橋川永昌氏に新しい土帝君の拝所に連

れていかれたことがあった21。

　しかし、島袋勇氏が県外から帰沖した 1967 年には、拝所は残っていたが土帝君は無くなって

いた。2013 年には土帝君があった敷地も人手に渡ってしまい、拝所も取り壊されたが、2017

年に島袋勇氏を施主として拝所は再建された。土帝君も読谷村の小原高弘氏が製作し、再建され

た拝所に納められた。現在の土帝君の左右には瓦が各 5 枚置かれているが、それらは拝所再建

のときに付近から採取した瓦である22。

【マカンジャーラ】
　瓦の原料となった土は、マカンジャーラから採取していた。今の真嘉比川沿いやハルガン毛の

あたりであった。採取した跡地は田んぼになっていた23。カマンチビー玉城の北側にはマカン

ジャーラ（現在：真嘉比遊水地）まで続く小路があった24。

【山川瓦窯周辺の井戸】
　「旧首里の歴史・民俗地図」（図１）や「戦前の山川町民俗地図」（図２）では２点ほど井戸が

確認できたが、「カマンチビー玉城」にかつて居住していた方に教えていただいたところ、実際

には多くの井戸が存在していたことがわかった。以下、井戸の名称もしくは井戸が所在する家の

名を図５に示す。①ウフヤー島袋、②クシ島袋（井戸跡）、③島袋ジロー、④上ノカー（「山川三

丁目カリヤ―上ヌカー」説明板あり）、⑤カマンチビー玉城、⑥トーフヤー宮里、⑦タッパーハー
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メ―（未確認）、⑧ナーカヌカー（井戸跡）、⑨シムヌカー、⑩クワヌカー、⑪前之原の村井戸（メー

ンハラーヌムラガー）、以上である。特に断りがない井戸は今も現存する井戸で、②は現存しな

いが痕跡（通気口）が残る井戸、⑦は痕跡も確認できなかった井戸である。⑩⑪は住所として首

里山川町３丁目に含まれないが、付近の井戸として示しておいた。⑪は真嘉比自治会の拝所であ

り、終戦後はカリヤ―森にある「前之原の御嶽」の遥拝所ともなっていた25。また、「旧首里の

歴史・民俗地図」には真嘉比川沿いに「山川カラヤ―の井戸」も記載されているが、確認できず

地図に示せなかった。

カリヤー森

① ②③
④

⑤ ⑥
⑦⑧

⑨

⑩
⑪

現在の那覇市首里山川町３丁目　※国土地理院提供の地図を一部加工
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おわりに

　本稿で明らかにしたことは次のとおりである。山川瓦窯は 1700 ～ 1753 年に成立した。山川

瓦窯が成立した契機は、先行して使用していた瓦窯の周辺から原料となる土の採取が難しくなっ

たため、瓦窯を移転する必要があったからである。新たな移転先となったのは、人家が密集して

おらず瓦窯を築ける敷地があり、採土地も近辺にある観音堂北側の土地であった。こうして成立

した山川瓦窯は首里王府関連施設に瓦を供給する「御用向」を果たし、明治 40 年頃までは稼働

していたのであった。

【謝辞】

　本稿の執筆にあたり多くの方々にお世話になりました。ウフヤー島袋三男の島袋勇氏には土帝
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方には、実際に現地を一緒に歩いていただき、山川瓦窯の周辺の様子を肌で感じる貴重な体験を

させていただきました。ここに記して厚く感謝申し上げます。
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