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Ⅰ.はじめに-研究概要

研究の目的

• 現在唯一、土地総有が維持さ
れている久高島で総有の実態
を明らかにすること。

• 久高島の事例から現代総有論
の可能性を探ること。

研究の成果

• 久高島土地憲章と実態の乖離
が明らかになった。

• 憲章には長所短所両面があり
一概に決めることはできない。

• 久高島では、現代総有論的な
事象が体現されている。



ⅰ.久高島の
概要

•沖縄県本島知念岬の東方約
5.3km

•フェリーで知念安座真港から約
25分

•実質居住人口は195人

•少子高齢化が進んでいる

Ⅱ.久高島 5
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ⅱ.久高島の歴史・文化

琉球神話の聖
地

島に伝わる
数々の神話

12年に一度の
イザイホー

現在も年間約
30のまつり



ⅲ.近時の動き

観光の強化

•年間5万人が来島。飲食店は5軒、宿泊施設5軒、貸自転車屋2軒、ダイビング
関連ショップが2軒ある。観光客の数に対して観光が産業になっておらず、島
内で如何に消費を増加させるかが喫緊の課題である。2018年には、観光案内
所が設置された。クラウドファンディングを利用して、グランピングが2019
年に開始する。

少子高齢化への対策

•実質居住人口は195人。原因は複数あるが、若者世代が家族を連れて U ターン
をするための住居確保が大きな課題となっている。青年団が中心となって住
居確保や保育所の設置を進めている。2019年、保育所の開設が決まっている。
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ⅰ.地割制度から字有地となるまで

①地割制度

琉球王国時代に、琉球各地、そし
て久高島で行われていた制度。

土地の所有は村落に帰属し、村人
構成員)に配分される。

地片の区画を定めこれを短冊状に
分割し、土地条件を勘案して平等
な配分を行う。

地域により配分形式は差異があっ
たが、久高島では、10組単位で土
地の割り替えが行われた。

②土地整理事業

1899年、土地整理事業（本土の地
租改正に相当）により、沖縄全土
で土地の私有化が進む。

久高島では一度男性らによって私
有化の決議が行われたが、後に女
性たちが決議を取り消させた。

名寄張における土地所有権の表示
は、村落の各組ごとにの共有地と
して形式的には登録されたが、一
般的な共有ではなく、村民総員の
所有に属する「総有」であった。

③地租免除陳情書

1926年、久高の土地の不毛性、不
便性、神秘性を主張し、地租が免
除された。

土地は共有名義であるが、経営耕
地は個別に分離していて、課税単
位としては、個別農家を単位と
することが認められた。

民法上の通常の共有地ではないこ
とが、行政機関においても承認さ
れた。



割地
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ⅰ.地割制度から字有地となるまで

④戦後

1951年5月に、「一筆限調書」と
いう土地所有状況の資料が作成さ
れる。

戦後の食料不足を補うには、土地
を共有から私有にした方が、耕作
意欲がわくのではないかと考えら
れたため調査が行われた。なぜ私
有化に至らなかったのかは不明で
ある。

⑤字有地として認定

1968年に字有地として登記さ
れた。

高度経済成長期にサトウキビ
生産が行われるようになった
が、それが失敗し本島へ労働
力が流出し、耕地の遊休、放
棄が増え、原野と化した農地
が目立つようになった。

⑥農業経営の試み

1979年、3人の青年が農業経
営を目指し、それぞれ3000坪
を借り受けた。

字会の承認を得るだけでなく、
農地の利用権者とも個別に農
地使用貸借契約書を取り交わ
した。



ⅱ.久高島土地憲章の制定

1981年から土地改良事業の実
施が検討されていた。当時か
ら過疎化が懸念され、島の再
興のため、農業基盤の整備拡
充を図るためであった。そこ
で権利関係を明確にする必要
に迫られる。

1

他島での土地開発、久高島に
対する本土資本によるリゾー
ト開発の計画が明らかとなり、
開発に対して主体的に対応し
ていく必要性が強く意識され
た。

2

1988年、那覇地方裁判所の事
務官、早稲田大学大学院で
ローマ法学を修めた者などを
中心とした久高島出身者で、
久高島土地憲章を起草し、規
定に至った。

3
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ⅰ.概要

前文

久高島土地憲章(以下憲章という)は、次の事

を確認して宣言する。

久高島の土地は、固有地などの一部を除い

て、従来字久高の総有に属し、字民はこれ

ら父祖伝来の土地について使用収益の権利

を享有して現在に至っている。字はこの慣

行を基本的に維持しつつ、良好な自然環境

や集落景観の保持と、土地の公正かつ適切

な利用、管理との両立を目指すものである。

施行規則

2005年に久高島土地利用管理規則を制定。

事業用地の利用申請などが増えてきて、土

地管理委員会で個別に判断することが適当

ではなくなってきたので、一定の基準を設

けるために制定された。



ⅱ.憲章の意義

島で長らく行われてきた土
地に関する慣行が権利義務
関係として整理されたこと
にある。

01

外部資本流入の抑制や慣行
の維持などがもたらされた。

02
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総有

• 共有の一形態で、最も団体的色彩の強
い共同所有形態。各共同所有者は持分
権や分割請求権がなく、あるのは収益権
のみである。

• 各村落住民は、村落住民たる資格を取
得することによって、当然に収益権能を
取得し、その資格を失うことによって、津
全収益権能を喪失する。

• ギールケによれば、総有の主体は実在
的総合人（Genossenschaft）。これは、個
別的複数でも統一的単数でもなく、単一
と複多の区別なき個人の集合、統一と不
統一の区別なき複数人の総体。



ⅲ.憲章制定後の事例の検討
ー競売

事例概要

久高島の土地は、固有地などを除
き、字久高の総有に属すが、金融
機関から融資を受ける際の担保と
して、個人所有として登記した事
例がある。

実際に競売が行われたことが、5
回あり、うち2回は島外の人の手
に渡った。しかしながら、兄弟親
戚の協力を仰ぎ、買い戻した。

考察

• 抵当権が行使されれば、土地は強
制執行の対象となり悪意の他者の
土地になる危険性を含んでいる。

• 生活のために総有に例外は設ける
が、総有が危機にあるときは総有
を維持するために個人が責任を負
う。憲章には明記されていないの
に、この実態があるのは、総有の
慣行を維持する信念に統制力があ
ると言える。



ⅲ.憲章制定後の事例の検討ー競売
土地種別ごとの面積・内容



Ⅳ.久高島土地憲章 23

所有者：個人所有者：字久高



Ⅳ.久高島土地憲章 24

所有者：個人
差押歴：あり



ⅲ.憲章制定後の事例の検討
ー野菜工場

事例概要

2017年、久高島に南城市の公共事業
として野菜工場が建てられることが
決まった。2019年1月現在において
は、同年4月に工場の稼働が予定さ
れている。

憲章では、公共事業による土地利用
は認められているが、島内で民間の
企業が土地を利用することに抵抗感
が示されたので、市が借り受ける形
で事業が進められることになった。

考察

• この事例もきっかけとなり、憲章の
改正が進められている。

• 地代を市が払うのか、事業主が払う
のかは取材においては検討中であっ
た。



ⅲ.憲章制定後の事例の検討
ー預け預かり、空家

事例概要

農地に関しては、離島したものがいた場合、
その耕作地は親戚縁者が耕作を続け、島に
帰ってきたときに返還されるという「預け
預かり」の関係に基づく運用が行われてい
る。

宅地に関しては、島外に住んでいるものの、
島内の家に仏壇をおいてあり、定期的に祖
先祭祀や神行事を行っている人には、潜在
的に権利を認め、島内に戻ったときに顕在
化するものとして処理されている。

土地の利活用が進まない実態が明らかと
なった。

考察

• 憲章ならびに管理規則通りではない、ある
いはそもそも規定がない運用も見受けられ
た。

• 憲章では認められていない慣行の存在が総
有論で解決できると語られがちな空き家問
題を久高の地で引き起こしていると言える。

• 島外在住の血縁者、あるいは字民以外の島
内在住者（規則上認められていない者、教
員など）に、どこまで権利を認めるかとい
う問題も生じている。



ⅳ.憲章の影響

土地処分時点の土地に対する

意識

女性達は「土地、畑はわたしのもの」

と考えていたから。

憲章制定前後の土地に対する

意識

リゾート開発から土地を守るべき！と

考えていたと文献にある。そこから、

①開発を絶対悪と考えていた時代的な

思考、②現在の利得を手放したくない

という既得権益の保持、③イザイホー

などがやりづらくなるという宗教・伝

統の保持、④元々久高に根付く排他的

な思考、によるものが推察できるが、

真実は分からない。

現島民の土地に対する意識

神様の土地・土地は皆のもの・憲章で

書いてあるから総有、と様々な考えの

島民がいた。若者であるほど、憲章が

あるからと考えていた。憲章として明

文化されたことによって、島民の意識

に根付いていた総有は、憲章に基づく

総有となったといえる。



ⅳ.憲章の影響

肯定的な捉え方 肯定的な捉え方

憲章は島を秩序づけている。それまで島の秩序を担っていたイザイホーをはじめとした
伝統祭祀が廃れ、継承できる人も減っていく中で、土地に関する慣行だけは、整理され
明文化された。これにより、今後も継承していくことが可能となるとともに、島内にお
ける処理を安定化させ、伝統に変わる秩序として、今後も島を守ることに繋がる。

否定的な捉え方 否定的な捉え方

明文化したことにより、住民に柔軟な慣行の変化をさせなくしてしまったのではないか。
数的要件を満たせばいいといった短絡的な考え方が起こったり、言葉の定義がないゆえ
の権利の交錯が生じていたりして、柔軟性が失われているともいえる。また、伝統祭祀
と深く結びついてきた土地制度にも関わらず、土地の慣行だけが明文化されたことに
よって、実体なきものとして形骸化してしまっている。
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ⅰ.現代総有論とは

現代総有論とは

•みんなで共同して土地・海面・森林、都市などなどの資源を利用
して、その恩恵・利益を地域全員・全体に還元していく」（五十
嵐敬喜）

なぜ現代総有か

•人口減少と高齢化というこれまでの拡大・成長路線とはまったく
次元の異なる社会に突入するにあたり、その激動に対応する安定
装置



ⅱ.現代総有論の特徴

入会権との違い

•近代以前の封建的な秩序ではなく、現代都市が射程

コモンズとの違い

•コモンズは牧草地など自然がフィールドであるのに対し、現代総有論は「都
市」がターゲット

「法の発展」と柔軟性

•民法総有の規定を現代的に再編

•住宅、商店、教育、社会保障など、都市的生活のすべてが対象
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ⅰ.久高島の総有と現代総有論
ー現代総有から久高島をみる

①

現代総有論では、国と個人の中間
に存在し、「公」とも「私」とも
分離しがたい中間組織や、中間項
の存在と機能を重視している。

②

• 久高島では、地割制度を近年まで
続けてきたことや、「神の島」意
識、字による管理などから、行政
と個人、人と人、人と自然といっ
た二項関係の間に存在する「中間
組織」の意識が根ざしている。

久高島では、現代総有論的な事象が体現されている



ⅱ.久高島の総有と現代総有論
ー久高島から現代総有をみる

「みんな」の範囲

久高島では、島外在住の出身者や島
内在住の外部者の権利に関して検討
が行われた。

現代総有論では、誰が構成員であり、
何が要件で、どうしたら離脱するの
かが不明確。

「収益は参加員以外にも、また共有
対象地域以外にも配分」とあり、構
成員の存在が不安定になる懸念。

根底的に共有している意識の必要性

• 久高島では、神の島をかたちづくっ
てきた島民たちに共有されてきた精
神があるからこそ、総有に至った。

• 都市部において総有を検討していく
場合、なにか共通の意識や目的を醸
成する必要があると考えられる。

• 反対に、共通の意識や目的が得られ
なければ、現代総有を行うことの難
しさを示唆。



参考文献

安里英子「久高島の土地共有制の現代的意義―とりわけ
「久高島土地憲章」を中心に―」龍谷大学経済学論集39
巻（2000年）

五十嵐敬喜『美しい都市と祈り』（学芸出版社、2006
年）

浮田典良「沖縄久高島の土地制度」史林43巻（1962年）

太田周二郎「沖縄・久高島の自治―住民自治の新たな創
造と可能性を探る糸口として―」下関市立大学論集第58
巻（2009年）

小川竹一「久高島の土地総有制の意義」地域研究14巻
（2014年）

加藤雅信『「所有権」の誕生』（三省堂、2001年）

比嘉康雄『日本人の魂の原郷沖縄久高島』（集英社、
2000年）

法政大学沖縄文化研究所・久高島調査委員会編『沖縄久
高島調査報告書』（1985年）

南城市企画部観光商工課『平成29年度久高島観光基礎調
査委託業務報告書』（2018年）

五十嵐敬喜編著『現代総有論序説』（ブックエンド、
2014年）

五十嵐敬喜編著『現代総有論』（法政大学出版局、2016
年）

伊藤栄寿「「神の島」沖縄・久高島における土地総有の
意義－総有理論に関する批判的一考察－」愛知学院大学
宗教法制研究所紀要50号（2010年）

東郷佳朗「国家の法と社会の法―法社会学における
「法」の概念―」神奈川法学第39巻第2・3号（2007年）

高村学人『コモンズからの都市再生』（ミネルヴァ書房、
2012年）

35


	久高島における�土地の総有と現代総有論
	目次
	目次
	Ⅰ.はじめに-研究概要
	ⅰ.久高島の概要
	ⅰ.久高島の概要
	ⅱ.久高島の歴史・文化
	ⅲ.近時の動き
	目次
	ⅰ.地割制度から字有地となるまで
	割地
	ⅰ.地割制度から字有地となるまで
	ⅰ.地割制度から字有地となるまで
	ⅱ.久高島土地憲章の制定
	目次
	ⅰ.概要
	ⅱ.憲章の意義
	Slide Number  18
	Slide Number  19
	総有
	ⅲ.憲章制定後の事例の検討�ー競売
	ⅲ.憲章制定後の事例の検討ー競売
	Slide Number  23
	Slide Number  24
	ⅲ.憲章制定後の事例の検討�ー野菜工場
	ⅲ.憲章制定後の事例の検討�ー預け預かり、空家
	ⅳ.憲章の影響
	ⅳ.憲章の影響
	目次
	ⅰ.現代総有論とは
	ⅱ.現代総有論の特徴
	目次
	ⅰ.久高島の総有と現代総有論�ー現代総有から久高島をみる
	ⅱ.久高島の総有と現代総有論�ー久高島から現代総有をみる
	参考文献

