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Ⅴ　櫻井満博士画像資料のデジタル化

当該画像資料の再生と保存の経緯　

　博士は折口信夫の弟子高崎正秀を師とするいわゆる學統にたち、日本文学を研究領域として、民俗

学的アプロ－チをそなえた研究展開をされた。それゆえフィールドワークの足跡を多く残され、その

折の画像資料も少なからず残された。これらの資料の整理と保存を、本フロンテア企画にご遺族から

お預かりしたのを機に、この企画は発足したものである。

　託された画像資料は平成１３年７月現在下記のごとくである。

【櫻井満所蔵画像資料（プリント・スライド）一覧】

冊数・枚数年　　代地　　域内　　　容番号

アルバム１冊（写真２１０枚）、
バラ１３枚

昭和３７～３９年南西諸島第一回南島調査１

バラ１２枚、アルバム１冊
（写真６３枚）

昭和４０年代、および
昭和４１年

沖縄県
沖縄本島および久高島
アミウルシ・イザイホー

２

アルバム１冊（写真１１０枚）昭和５３年沖縄県久高島イザイホー３

アルバム１冊（写真２１１枚）年代未詳南西諸島久高島（イザイホー）他４

青表紙アルバム（Ａ５）１冊
（写真５４枚）

年代未詳長野県阿南・諏訪神社・神楽５

赤表紙小アルバム１冊
（写真２０枚）

昭和４９年長野県和合念仏踊り６

黄表紙小アルバム１冊
（写真１６枚）

昭和５５年奈良県東大寺お水取り７

赤縦長表紙小アルバム１冊
（写真３４枚）

年代未詳静岡県三穂神社祭礼８

バラ２９枚年代未詳三重県・大阪府伊雑宮・天満祭９

バラ１９枚昭和５７年兵庫県赤穂船祭１０

バラ５６枚昭和３５年神奈川県箱根湯立獅子舞１１

バラ１８枚年代未詳長野県諏訪御柱１２

バラ１５枚年代未詳東京都八王子車人形１３

バラ７１枚年代未詳和歌山県紀州大島１４

白表紙小アルバム２冊（写
真４３枚）、猫イラスト付表紙
小アルバム１冊（写真１５枚）

年代未詳和歌山県他
しょうが祭・紀州万葉
の旅

１５

カラーおよびモノクロ・バ
ラ１０５枚

昭和４６年和歌山県熊野本宮祭礼１６

バラ８７枚年代未詳奈良県お綱かけ・お田植え１７

バラ４５枚年代未詳奈良県他
山辺・武田・鷺神社
（オドロキ神社か？）

１８

バラ８２枚年代未詳未詳神倉２０

バラ３６枚昭和４０年代奈良県
吉野蔵王堂カエル飛び
神事・万葉旅行

２１

バラ３２枚昭和４７年京都府嵯峨大念仏２２
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　これらの画像における劣化画像の再生の経緯は、次のごとくに行われた。

　まず表１の№２８～№３４のスライドの部に着手した。ネガフィルムをポジフィルムにしたものは退色

が甚だしく、補色が困難であるため、かなり貴重と考えられるものに限って、限定的に補色を施すこ

とをはかったが、仕上がりが不自然で納得がいかなかったため、あえて補色の手法は用いぬことにし

た。洗浄過程に入る前の状態は、マウントの接触部分に生じた黴は除去し難く、また、くもりがひど

くなっており、この点も可能な限りの再生を試みることにした。この過程を表に纏めると以下のごと

くである。

【櫻井満コレクションフイルム管理状況一覧】

　これらオリジナルのスライドは業者によって、洗浄、デュープ（２組）、フォト・CD１組が作成さ

れ、後日、オリジナルのスライドの返却のさい、これに添えてデュープ１組分を櫻井家に納め、他の

デュープ１組、フォト・CD１組は学術フロンテイアの成果物として國學院大學におさめられた。

　次いで、№１～№２７、№３５のプリントはフォト・CDを２部作成、１部をオリジナル返却のさいに

櫻井家に納め、他の１部はフロンティアの成果物として國學院大學に納められた。

　上記のうち、リバーサルフィルムについてはデジタル化が進められ、平成１３年度から、フロンティア・

プロジェクトのホームページ上に公開しており、すでに外部からの利用も順調になされている。「再生

後の画像資料の活用－採訪地の現風景との比較－」と題した劣化画像の再生と保存に関する作業に次

ぐ段階では、その存在意義を確かめ、深める作業が求められよう。画像の活用もこの範疇に入る。活

用において、有効な結果を得るには、まず各画像それぞれについての詳細なデータが必須であること

は言うまでもない。

　「櫻井満画像資料」は、博士の慮外の他界のゆえと思われるが、ご自身の画像は未整理で、キャプ

ションの記入が皆無にひとしい。従って、おおよその見当はついても、画像一葉一葉についての詳し

い状況については、他者には正確な説明は附記できない。これらを補うには、息の長い調査が必要で

ある。余裕のある時間と人手の投入ができれば、ある程度の補足は可能であろうが、諸般の事情から

目下のところ望むべくもない。そのため、数ある画像のうち、画像撮影の現場において、同様の調査

冊数・枚数年　　代地　　域内　　　容番号

バラ１４枚・
インデックス２枚

昭和３５年ごろ北海道アイヌ２３

バラ１２枚
昭和３０年代後半～
４０年代

島根県萩・鷺舞２４

大判バラ３枚未詳未詳未詳２５

バラ１５枚未詳未詳正月作り物２６

バラ１１０枚昭和４４年ごろ京都府
葵祭・
石清水八幡宮祭礼

２７

【スライド】２４枚昭和３０年代後半南西諸島八重山プーリー他２８

【スライド】１４枚昭和３０年代後半南西諸島宮古島２９

【スライド】２６枚昭和３０年代後半南西諸島沖縄本島３０

【スライド】１５枚昭和３０年代後半南西諸島未詳３１

【スライド】６５枚年代未詳島根県美保神社３２

【スライド】８３枚昭和４１年沖縄県久高島イザイホー３３

【スライド】７５枚昭和４３年奈良県春日若宮おん祭３４

バラ１９枚未詳未詳強飯祭事３５
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および撮影の経験をし、博士の画像についての確認が可能な資料に限定して、活用を試みることにし

たのである。

　本例のように、与えられた標題に画像資料をリンクさせて、若干の考察をはかろうとするとき、画

像にともなうデータの充足度は切実な前提条件となる。ここでは、筆者が博士とたまたま同道の経験

があり、また、自らのフィールドとしても、調査研究を続行してきた、沖縄県島尻郡久高島に関する

博士の画像資料をとりあげながら、以下のような試みを展開した。

　まず「記録されたイザイホー－画像から見た祭祀状況と聖域の変容－」（シンポジウム「画像資料論

の可能性」における報告、後に報告書『人文科学と画像資料研究第１集』に掲載）において、文字表

現と視覚に訴える画像表現における、それぞれの表現力の特性と可能性、両者の適切な兼ね合いにつ

いて、イザイホー関係の事象を介して、若干の考察を行ったものであるが、そのさいにもちいた画像

は主に櫻井、筆者所有のものを援用した。

フィルムコンディションマウントメモ年　　代地　域内　　容グループ番号通し No

カビ少なめ１－７昭和３０年代後半南西諸島八重山プーリー他２８１

マウント周囲よりカビ発生、指紋跡
よりカビ発生１－８２

ベース面全体に薄っすらカビ１－９３

ベース面かなりの汚れ１－１０４

ベース面かなりの汚れ、乳剤面少しカビ１－１１５

ベース面マウント周囲にカビ１－１４６

ベース面マウント周囲のみ少しカビ１－１５７

ベース面マウント周囲のみ少しカビ、
指紋跡よりカビ発生１－１６８

ベース面マウント周囲のみ少しカビ１－１７９

ベース面マウント周囲のみ少しカビ１－１８１０

ベース面マウント周囲のみ少しカビ１－１９１１

ベース面全体にカビ発生１－２０１２

ベース面乳剤面とも少しカビ３－１１３

ベース面乳剤面とも少しカビ、マウ
ント周囲多し３－２１４

ベース面マウント周囲のみ少しカビ３－３１５

ベース面マウント周囲のみ少しカビ３－４１６

ベース面乳剤面とも少しカビ３－５１７

ベース面乳剤面とも少しカビ３－６１８

ベース面マウント周囲のみ少しカビ３－７１９

ベース面マウント周囲のみ少しカビ３－８２０

ベース面マウント周囲のみ少しカビ３－９２１

ベース面全体に汚れカビ発生３－１０２２

ベース面全体に汚れカビ発生３－１１２３

ベース面全体に汚れカビ発生３－１２２４

ベース面全体にカビ、乳剤面カビ多し２－４昭和３０年代後半南西諸島宮古島２９２５

ベース面全体に少しカビ、乳剤面カ
ビ多し２－５２６

ベース面全体に少しカビ、乳剤面カ
ビ多し２－６２７

ベース面マウント周囲のみ少しカビ、
乳剤面カビ多し２－７２８

ベース面乳剤面とも全体に少しカビ２－８２９

ベース面マウント周囲のみ少しカビ、
乳剤面カビ多し２－９３０

乳剤面にカビ２－１０３１
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フィルムコンディションマウントメモ年　　代地　域内　　容グループ番号通し No

ベース面少し汚れ、乳剤面カビ２－１２３２

ベース面マウント周囲と中央に少し
カビ、乳剤面カビ２－１３３３

ベース面マウント周囲と中央に少し
カビ、乳剤面カビ２－１４３４

ベース面マウント周囲と中央に少し
カビ、乳剤面カビ２－１５３５

ベース面マウント周囲と中央に少し
カビ、乳剤面カビ２－１６３６

乳剤面にカビ２－１７３７

ベース面マウント周囲と中央に少し
カビ、乳剤面カビ１８３８

ベース面全体にカビ、乳剤面マウン
ト周囲にカビ１－１昭和３０年代後半南西諸島沖縄本島３０３９

ベース面全体にカビ、乳剤面マウン
ト周囲に若干カビ１－２４０

ベース面全体にカビ、乳剤面マウン
ト周囲にカビ１－３４１

ベース面乳剤面マウント周囲カビ１－４４２

ベース面乳剤面マウント周囲カビ１－５４３

ベース面乳剤面マウント周囲カビ１－６４４

ベース面乳剤面マウント周囲カビ、
ベース面汚れ３－１５４５

ベース面乳剤面マウント周囲若干カビ３－１６４６

ベース面乳剤面マウント周囲若干カビ３－１７４７

ベース面乳剤面マウント周囲カビ、
乳剤面中央カビ３－１９４８

ベース面乳剤面マウント周囲カビ３－２０４９

ベース面全体カビ乳剤面中央付着物
あり４－１５０

ベース面乳剤面マウント周囲若干カ
ビ、ベース面中央上部付着物あり４－２５１

ベース面全体カビ、乳剤面ところど
ころカビ４－３５２

ベース面全体カビ、乳剤面ところど
ころ少しカビ４－４５３

ベース面、乳剤面ところどころ少しカビ４－５５４

ベース面全体カビ、乳剤面ところど
ころカビ４－６５５

ベース面全体カビ、乳剤面ところど
ころ少しカビ４－７５６

ベース面全体カビ、乳剤面ところど
ころ少しカビ４－８５７

ベース面全体カビ、乳剤面少しカビ４－９５８

ベース面全体少しカビ、乳剤面少し
カビ４－１０５９

ベース面全体少しカビ、乳剤面マウ
ント周囲少しカビ４－１１６０

ベース面マウント周囲と中央に少し
カビ、乳剤面カビ４－１２６１

ベース面マウント周囲と中央に少し
カビ、乳剤面カビ４－１３６２

ベース面乳剤面全体カビ４－１４６３

ベース面全体カビ、乳剤面少しカビ４－１５６４

ベース面マウント周囲乳剤面全体に
カビ１－１２昭和３０年代後半南西諸島未詳３１６５

ベース面全体乳剤面ところどころに
カビ１－１３６６
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フィルムコンディションマウントメモ年　　代地　域内　　容グループ番号通し No

ベース面全体乳剤面ところどころにカビ２－１６７

ベース面マウント周囲乳剤面全体に
カビ、マウント逆入れ２－２６８

ベース面全体乳剤面少しカビ、マウ
ント逆入れ

２－３石垣
島　平得６９

ベース面乳剤面マウント周囲と中央
にカビ、逆入れ２－１１７０

ベース面全体、乳剤面マウント周囲
にカビ、逆入れ２－１９７１

ベース面マウント周囲乳剤面全体に
カビ２－２０７２

ベース面マウント周囲カビ、乳剤面
ところどころにカビ３－１３７３

ベース面全体、乳剤面マウント周囲
にカビ３－１４７４

ベース面乳剤面全体にカビ３－１８７５

ベース面乳剤面全体にカビ、カット
不良による短フィルム

与那原の
大綱引７６

ベース面全体乳剤面部分的にカビ４－１８７７

ベース面全体乳剤面マウント周囲下
部にカビ４－１９７８

ベース面全体乳剤面部分的にカビ４－２０７９

ベース面一部カビ
１　S４１イ
ザイホー
No６０まで

昭和４１年沖縄県久高島イザイホー３３８０

ベース面マウント周囲下部カビ２８１

ほとんど汚れなし、マウント糊跡３８２

ほとんど汚れなし、マウント糊跡４８３

ほとんど汚れなし、マウント糊跡５８４

ほとんど汚れなし、マウント糊跡６８５

ほとんど汚れなし、マウント糊跡７８６

ほとんど汚れなし、マウント糊跡８８７

ほとんど汚れなし、マウント糊跡９８８

ベース面一部カビ１０８９

乳剤面マウント周囲一部カビ１１９０

ベース面一部カビ１２９１

ほとんど汚れなし、マウント糊跡１３９２

ベース面マウント周囲一部カビ１４９３

ベース面乳剤面全体にカビ１５９４

乳剤面ベース面マウント周囲カビ、
乳剤面スクラッチ１６９５

ほとんど汚れなし１７９６

ほとんど汚れなし１８９７

ほとんど汚れなし、マウント糊跡１９９８

ほとんど汚れなし、マウント糊跡２０９９

ほとんど汚れなし、マウント糊跡２１１００

乳剤面中央に汚れ２２１０１

乳剤面マウント周囲一部カビ２３１０２

乳剤面マウント周囲一部カビ２４１０３

ベース面一部カビ２５１０４

乳剤面ベース面マウント周囲カビ２６１０５

乳剤面ベース面マウント周囲カビ２７１０６

ベース面一部カビ２８１０７
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フィルムコンディションマウントメモ年　　代地　域内　　容グループ番号通し No

ベース面一部カビ２９１０８

乳剤面マウント周囲ベース面一部カビ３０１０９

ベース面一部カビ３１１１０

ベース面一部カビ３２１１１

乳剤面一部ムラ３３１１２

乳剤面一部カビ３４１１３

乳剤面マウント周囲一部カビ３５１１４

ほとんど汚れなし、マウント糊跡３６１１５

ほとんど汚れなし３７１１６

ほとんど汚れなし３８１１７

ベース面一部カビ３９１１８

ベース面一部カビ４０１１９

乳剤面一部ムラ、マウント周囲カビ４１１２０

乳剤面一部カビ、ベース面マウント
周囲カビ４２１２１

ベース面一部カビ４３１２２

ベース面マウント周囲一部カビ４４１２３

ベース面マウント周囲一部カビ４５１２４

ベース面マウント周囲一部カビ４６１２５

ベース面マウント周囲一部カビ４７１２６

乳剤面一部カビ４８１２７

乳剤面マウント周囲一部カビ４９１２８

乳剤面マウント周囲一部カビ５０１２９

乳剤面マウント周囲一部カビ５１１３０

ベース面指紋跡５２１３１

乳剤面マウント周囲一部カビ５３１３２

ベース面マウント周囲一部カビ５４１３３

ほとんど汚れなし５５１３４

ほとんど汚れなし５６１３５

ベース面スクラッチ５７１３６

乳剤面一部ゴミ付着５８１３７

乳剤面一部カビ５９１３８

ベース面マウント周囲一部カビなし１３９

乳剤面マウント周囲ベース面一部カビ６０　イラ
ブガマ１４０

ベース面一部カビ１　久高島
以下その他１４１

ベース面根深いカビ２１４２

ベース面大きいカビ３１４３

ベース面マウント周囲一部カビ４１４４

乳剤面付着物、ベース面一部カビ５１４５

乳剤面付着物、ベース面マウント周
囲カビ６１４６

乳剤面大きいカビ、ベース面マウン
ト周囲カビ７１４７

乳剤面根深いカビなし１４８

乳剤面ベース面マウント周囲一部カビイ１４９

乳剤面マウント周囲一部カビロ１５０

乳剤面ベース面マウント周囲一部カビハ１５１

乳剤面マウント周囲一部カビニ１５２



82－　　－

フィルムコンディションマウントメモ年　　代地　域内　　容グループ番号通し No

ベース面一部カビホ１５３

乳剤面マウント周囲根深いカビヘ１５４

乳剤面ベース面一部カビなし１５５

乳剤面ベース面一部カビなし１５６

乳剤面ベース面一部カビなし１５７

乳剤面ベース面一部カビなし１５８

乳剤面マウント周囲一部カビなし１５９

乳剤面マウント周囲一部カビなし１６０

乳剤面一部、ベース面根深いカビなし１６１

乳剤面マウント周囲一部カビ、ベー
ス面根深いカビなし１６２

乳剤面マウント周囲にカビ４０年代未詳島根県美保神社３２１６３

乳剤面マウント周囲にカビ４１１６４

ベース面マウント周囲にカビ６４１６５

ベース面マウント周囲に少しカビ比
較的美しい６５１６６

ベース面全体乳剤面部分的にカビ６６１６７

ベース面全体乳剤面中央にカビ６７１６８

乳剤面全体にカビ、ベース面角にカ
ビ固まり９１６９

ベース面マウント周囲下部少しカビ１８１７０

乳剤面全体カビ、ベース面一部カビ２０１７１

ベース面乳剤面少しカビ２２１７２

乳剤面マウント周囲カビ、中央付着物２１７３

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５１７４

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３１７５

乳剤面マウント周囲下部にカビ４１７６

ほとんど汚れなし１９１７７

乳剤面全体のカビベース面一部カビ１１７８

乳剤面全体のカビベース面マウント
周囲カビ８１７９

乳剤面マウント周囲カビ６１８０

乳剤面マウント周囲カビ７１８１

乳剤面ベース面マウント周囲少しカビ１０１８２

乳剤面マウント周囲カビ１３１８３

乳剤面マウント周囲カビ１２１８４

乳剤面マウント周囲カビベース面付
着物あり１１１８５

乳剤面全体にカビ、ベース面一部カビ２３１８６

乳剤面マウント周囲カビ２７１８７

乳剤面ベース面マウント周囲カビ２９１８８

乳剤面マウント周囲カビ２５１８９

ベース面マウント周囲カビ３０１９０

ベース面マウント周囲カビ乳剤面角
に大きいカビ２６１９１

乳剤面マウント周囲カビ２８１９２

乳剤面ベース面マウント周囲少しカビ３１１９３

ベース面マウント周囲少しカビ３３１９４

ベース面マウント周囲カビ３４１９５

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３５１９６

乳剤面ベース面マウント周囲少しカビ３６１９７



83－　　－

フィルムコンディションマウントメモ年　　代地　域内　　容グループ番号通し No

乳剤面ベース面マウント周囲少しカビ３７１９８

乳剤面ベース面マウント周囲下部一
部カビ３２１９９

ベース面線上の汚れ６０２００

乳剤面ベース面マウント周囲少しカビ５１２０１

ほとんど汚れなし５３２０２

乳剤面マウント周囲カビ３８２０３

乳剤面ベース面マウント周囲カビ２０４

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４８２０５

乳剤面マウント周囲一部カビ４９２０６

乳剤面マウント周囲一部カビ５４２０７

乳剤面中央にカビ５７２０８

乳剤面マウント周囲下部カビ５６２０９

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５２２１０

乳剤面マウント周囲ベース面中央カビ４５２１１

乳剤面マウント周囲カビ４４２１２

ほとんど汚れなしマウント糊跡４７２１３

乳剤面マウント周囲カビ３９２１４

乳剤面マウント周囲カビ４３２１５

ほとんど汚れなし、マウント糊跡５５２１６

乳剤面マウント周囲カビ１４２１７

乳剤面マウント周囲カビ、ベース面
付着物１６２１８

乳剤面マウント周囲下部カビ１７２１９

乳剤面マウント周囲カビ１５２２０

乳剤面マウント周囲カビ４２２２１

ほとんど汚れなし、マウント糊跡５８２２２

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５９２２３

乳剤面マウント周囲カビ６１２２４

ほとんど汚れなし６２２２５

ほとんど汚れなし５０２２６

乳剤面マウント周囲カビ６３２２７

ベース面乳剤面全体にカビ１昭和４３年奈良県春日若宮おん祭３４２２８

乳剤面ベース面マウント周囲少しカビ２２２９

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３２３０

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４２３１

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５２３２

乳剤面ベース面マウント周囲カビ６２３３

乳剤面ベース面マウント周囲カビ７２３４

乳剤面全面カビベース面マウント周
囲カビ８２３５

乳剤面ベース面マウント周囲カビ９２３６

乳剤面ベース面マウント周囲カビ１０２３７

乳剤面ベース面マウント周囲カビ１１２３８

乳剤面マウント周囲カビ、ベース面
全面カビ１２２３９

乳剤面中央にカビ、ベース面マウン
ト周囲カビ１３２４０

乳剤面マウント周囲カビ、ベース面
中央周囲カビ１４２４１



84－　　－

フィルムコンディションマウントメモ年　　代地　域内　　容グループ番号通し No

乳剤面中央注意にカビベース面マウ
ント周囲カビ１５２４２

乳剤面周囲にカビ、ベース面全面カビ１６２４３

乳剤面周囲にカビ、ベース面全面カビ１７２４４

乳剤面ベース面マウント周囲カビ１８２４５

乳剤面ベース面マウント周囲カビ１９２４６

乳剤面中央カビ、ベース面マウント
周囲亜カビ２０２４７

乳剤面中央カビ、ベース面マウント
周囲カビ２１２４８

乳剤面ベース面マウント周囲カビ２２２４９

乳剤面ベース面マウント周囲カビ２３２５０

乳剤面ベース面マウント周囲カビ２４２５１

乳剤面ベース面中央マウント周囲カビ２５２５２

乳剤面ベース面中央マウント周囲カビ２６２５３

乳剤面ベース面マウント周囲カビ２７２５４

乳剤面ベース面マウント周囲カビ２８２５５

乳剤面ベース面マウント周囲カビ２９２５６

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３０２５７

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３１２５８

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３２２５９

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３３２６０

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３４２６１

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３５２６２

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３６２６３

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３７２６４

乳剤面ベース面マウント周囲カビ３８２６５

乳剤面ベース面中央マウント周囲カビ３９２６６

乳剤面ベース面中央マウント周囲カビ４０２６７

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４１２６８

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４２２６９

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４３２７０

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４４２７１

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４５２７２

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４６２７３

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４７２７４

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４８２７５

乳剤面ベース面マウント周囲カビ４９２７６

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５０２７７

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５１２７８

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５２２７９

乳剤面マウント周囲カビ、ベース面
全面マウント周囲カビ５３２８０

乳剤面マウント周囲カビ、ベース面
中央マウント周囲カビ５４２８１

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５５２８２

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５６２８３

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５７２８４

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５８２８５

乳剤面ベース面マウント周囲カビ５９２８６

乳剤面ベース面マウント周囲カビ６０２８７



85－　　－

（齋藤ミチ子）

フィルムコンディションマウントメモ年　　代地　域内　　容グループ番号通し No

乳剤面ベース面マウント周囲カビ６１２８８

乳剤面ベース面マウント周囲カビ６２２８９

乳剤面ベース面マウント周囲カビ６３２９０

乳剤面ベース面マウント周囲カビ６４２９１

乳剤面ベース面マウント周囲カビ６５２９２

乳剤面マウント周囲カビ、ベース面
中央マウント周囲カビ６６２９３

乳剤面ベース面マウント周囲カビ６７２９４

乳剤面ベース面マウント周囲カビ６８２９５

乳剤面ベース面マウント周囲カビ６９２９６

乳剤面ベース面マウント周囲カビ７０２９７

乳剤面マウント周囲カビ、ベース面
周囲一部カビ７１２９８

乳剤面ベース面マウント周囲カビ７２２９９

乳剤面ベース面マウント周囲カビ７３３００

乳剤面ベース面マウント周囲カビ７４子供３０１

乳剤面ベース面マウント周囲カビ７５子供３０２

乳剤面ベース面マウント周囲カビ７６子供３０３



86－　　－

久高島イザイホー（１）

前日の準備。御殿庭や神道に白砂を敷く。 アシャギの入口前に設置した七つ橋。

１１月１５日夕刻。夕神遊び。１１月１５日早朝。洗い髪姿で新たな香炉をたて、タマガ

エノウプテシジを貰う儀式。掟神、ヤジクは白装束、

鉢巻き姿で陪席。

イザイホーに陪席するオクリガミ。 七つ橋渡りの儀式を終えて籠もり小屋へ帰るナンチュウ。

１１月１７日。朱付けの儀式。ナンチュウのイキー（兄弟）

が粢を届ける。

１１月１７日。花挿し遊び。ナンチュウは髪を結い、紙花

を挿して、輪になって舞う。



87－　　－

久高島イザイホー（２）

東方遙拝。 １１月１８日。アリクヤ－の綱引き。

グキマーイ（御家廻り）。 外間根人が先導する。

１１月１８日。ウケマーイ（桶廻り）。 扇（ナンチュウ用はクバぼ葉製）を持って輪になって舞う。

白衣装、白鉢巻きをつけ、イチャテ

扇を持つ久高ノロ。

神事が終了し、くつろいで舞う。




