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１．うるま市４島の自然と民俗の概観 

 

 浜比嘉島の祭祀植物は当初、聞き取りでグンバイヒルガオやリ

ュウキュウボタンズルの話があり、また平安座島のシヌグ祭祀には

方言でハマカンザの記載もあり 1)、ハマカンザ（ハマカンダ、ハマ

カジラ、ハマカンジャなど）2)の和名がグンバイヒルガオであるこ

となどから、その意義づけの調査を計画した。調査を重ねていくと、

記憶の確かな人たちの話から祭祀植物は平安座島のハマカンザが

グンバイヒルガオではないことを知り、他方、浜比嘉島ではナガバ

カニクサに行き着いた 3)。しかし、カブイ（草冠）に用いる祭祀植

物は近隣する島々でありながらナガバカニクサは浜比嘉島のみで、

他の３島はそれとは異なるようで、今回はハマカンザの実体を確認

しながら、うるま市の有人４島、平安座島、宮城島、伊計島、浜比

嘉島のそれぞれの祭祀植物とその背景や意義を調査することにし

た。  

 なお、浜比嘉島比嘉在の玉那覇成勇氏によるとうるま市の島では

シヌグ祭祀の時には獲った魚をハマカンザ（これはグンバイヒルガ

オである）の葉の上に載せて供えたらしい。 

図1に示すように、平安座島は沖縄島中部の東側、太平洋岸の与

勝半島より５km ほどの近い距離にあり干潮時には徒歩でつなが

るほどで、宮城島、伊計島、浜比嘉島とはそれぞれ隣接する。これ

ら４島は、昭和 46 年（1971 年）海中道路、同 48 年（1973 年）

桃原橋、同 57 年（1982 年）伊計大橋 4)、1997 年浜比嘉大橋が完

成し 5)、与勝半島と連結された。琉球列島の島々は山地形の高島と

琉球石灰岩がつくる標高の低い低島に分類され 6)、うるま市４島は

低島に属し、各島の面積・ 標高地は平安座島 5.22 ㎢・115.6m、

宮城島5.51㎢・121.4m、伊計島1.75㎢・49m、浜比嘉島2.04㎢・

78.7mである 7)。４島とも、地質は第四紀更新世の琉球石灰岩、第

三紀鮮新世の泥岩・砂岩を主とする島尻層、沖積層・砂丘砂から成

り 7,8）、土壌は主に暗赤色土壌、灰色低地土壌、砂丘未熟土壌でア

ルカリ性を示す 9)。従って森林植生は琉球石灰岩地のガジュマル、

ヤブニッケイ、アカギ、リュウキュウガキなどが優占するナガミボ

チョウジークスノハカエデ群団に属し、海岸砂丘植物群落はグンバ

イヒルガオ、キダチハマグルマ、クロイワザサ、ハマボウフウ、ハ

マゴウ、アダン、オオハマボウなどが分布する 10)。 

うるま市４島はほぼ半農半漁の生活をして 11,12)、かつては山原船

図1 うるま市の4島と津堅島の位置 
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などを操り海運業が盛んで、湧水の豊富な平安座島、宮城島、浜比

嘉島では聞き取りでもわずかながら稲作も行われたという。現在は

産業として、漁業は浜比嘉島のモズク業があり、農業はサトウキビ

とタバコが宮城島・伊計島、イモが伊計島、その他ニンニク・ラッ

キョウ・トマト・ダイコンなど蔬菜栽培が浜比嘉島などで行われて

いる。各島は旧暦による年中行事が盛んで、1月浜比嘉島のシルミ

チュー、3月サングヮチャー、５月ハーリー、6月浜比嘉島の綱引

き、七月盆祭り・ウシデーク・エイサ―、8月シバサシ、12月ウニ

ムーチーなどがあり、中でも平安座島の 3 月 3 日のサングヮチャ

ー（ドゥグマチー・竜宮祭）は盛大で島外にも知れ渡っている。 

人口は 11,12,13,14)、平安座島は明治初年（1870年頃）1,000人―1956

年 4,139 人―1967 年 2,600 人―2011 年 1,352 人、宮城島は 1949

年頃約3,000人―1980年頃5,990人―2011 年1,644人、伊計島は

明治36 年末（1903 年）763 人―1972 年978 人―2011 年318 人、

浜比嘉島は―1966 年頃 1,388 人―1980 年頃 822 人―2011 年 533

人、と極めて減少していく傾向にあり祭祀の主体となるノロ・神人

を継ぐ人がほとんどいない現状にある。今回注目するのは、住民が

島外へ流れ高齢化が進む中内容がかつてのものより縮小、簡素化さ

れたとしても、各島とも公民館を中心にシヌグ祭祀が昔日のほぼ期

日通りに行われていることである。 

シヌグ祭祀は旧暦で、旧与那城間切の平安座島は 6 月と 8 月の

28日か29日 1)、各自治会館の年間行事表をみると、宮城島は4字

あり宮城・池味・上原とも6 月 28 日と 8 月 28 日、桃原は屋取村

落のため当祭祀がなく、伊計島は6月27日、旧勝連間切の浜比嘉

島は前報 3)のように宮城島と同じ 6 月 28 日と 8 月 28 日に行われ

る。現うるま市の津堅島は、古くは島尻の大里間切の管轄下にある

ことから今回省略したが、これら 4 島とは異なる祭祀もあるよう

である。 
 

２．シヌグ祭祀と祭祀植物 

 
 シヌグ祭祀は各島とも旧暦6月と8月の年2回実施されるが、2

回とも行事内容は同じということである。予め自治会館に出向いて

年間行事表を調べ、電話で実施日の確認を取りながら各島の祭祀に

参加した。なお、祭祀植物の科名、和名、学名は初島・天野「増補

改訂 琉球植物目録」15)を採用した。 

 

○ 平安座島 

平安座シヌグは神人と日程を調整し2017年8 月17日（旧6 月

26日．木曜日）に行われた。祭祀の主体は男神人の海勢頭豊氏（昭

和 18 年生）と柴引秀雄氏（昭和 18 年生）の 2 人で、参加者は島

外に住むという60歳代の男１人であった。 

9；55、村神屋で拝みをする（図2）。天、地、竜宮のミチジの神

で、拝檀には石3個の2列にウコール（香炉）2個あり、香炉にそ

れぞれ平線香（ヒラウコウ、沖縄線香）2 片（タヒラ）を立てる。

10；20、盃を回して終わる。10；40、丘陵地に貯蔵タンクを有す

る沖縄出光株式会社・沖縄ターミナル株式会社の入山許可を得て、

当社職員１人の誘導で（車）2か所の御嶽に向かう。 標高地にあ

るイリグスクヌウタキ（西城御嶽）の参道は（徒歩）長さ500ｍ幅

3－6ｍほどで石灰岩の露岩や転石が多くシロノセンダングサやチ

ガヤなどが繁茂するが、拝みに備えてすでに草刈りが済んでいる

（図3）。途中に地面上に根を張る中茎大のクワノハエノキがあり、

かつてはこの場所で女神人が白装束に着替え、ツル植物の鉢巻（草

冠）はノロだけがやり、それに若ノロ・門中神・イキガガミ（男神

人）が付いたという。10；55、グスクのマー（庭、拝み場）の一つ

で、マーには 2 列の石組みがあり（上面はコンクリーで固めてい

る）、2 列石組みは舟形をしており竜宮に向かっているのではない

かといい、かつてはここで白装束の門中神たちが座って拝んだらし

い（図4）。 

11；00、イリグスクに着く。祠にはトウカムリ（琉球王朝の冠に

似るという；別名カブトガイ・センネンガイ、トウカムリ科、Cassis 

cornuta(Linnaeus)、分布；紀伊半島・三宅島以南、熱帯インドー

図2 平安座区村神屋 

図4 舟形に2列するイリグスクのマーの石組み

図3 石灰岩が露出するイリグスクウタキの参道 
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西太平洋 16））と呼ぶイビ貝 7 個（ナナチガミ）と香炉 3 個が据え

られ、祠の落葉を掃きそれぞれ平線香2片（タヒラ・2本・12筋）

が捧げられ、貝の周りに泡盛を掲げ、その前後の所作に祈願する（図

５、６）。御嶽の周囲はクワノハエノキ、クスノハガシワ、クロヨ

ナなどが多くみられ、参道にはアカテツ、ヤブニッケイ、クスノハ

カエデ、ニガキ、ナガミボチョウジなどの他、リュウキュウウマノ

スズクサ、リュウキュウテイカカズラ、タイワンクズ、フウトウカ

ズラ、トウツルモドキなどのツル植物が林縁を覆うように生えてい

る。 

今日は時間がないといって11；06に終了し、直ぐに下り11；15

に乗車してここが島の始まりとされるアガリグシク（東城）に向か

う。11；20アガリグシクに着く、参道は約長さ70ｍ幅5－7ｍ、草

刈りが済み、昔は畦道であり薪を運び出したりしたという。祠には

イリグスクと同じイビガナシのイビ貝3個と香炉3個が据えられ、

それぞれ平線香 2 片を捧げ拝み、泡盛を盃に注いで 3 人に回し、

香炉の周辺に泡盛と米一掴みをかける。11；27 に終了し、柴引氏

がグシクの入口でグシチ（ススキ）の茎 3 本を切り取りサンを作

る。ついでに話すには、沿岸付近には大株のススキがありゲーンと

呼んでおり、海浜で両方から門のように茎葉を立て納骨した後に門

中の者は浄めのためにそれを潜ったという。昔はアガリグスクのこ

の場所からイーザトバンタ（小さな急坂の道）を下りて行ったらし

い。参拝の帰路、途中の泉井で手足を洗う所作があったというが今

日では省略されている。11；45－12；00イチミドゥンチ（池味殿

内；若ノロの家）で休憩、トゥンチバーチ（殿内鉢；琉球石灰岩の

自然石鉢）があり、かつてはシヌグ祭事のノロたちもここで休んで

汗ばんだ衣装を乾かしてからシヌグ拝所に向かったという。途中の

畦道で車中から 2 人の男神人は「エーウーエー」を唱え、さらに

12；04 イシガーと呼んでいる場所でイリグスクに向かってもう一

度「エーウーエー」を唱える。 

12；05 うるま市立彩橋小学校内のシヌグモーに着く、男神人 2

人、自治会職員と区民が男2人女性3人、計7人参加、3か所の拝

みをする。①シヌグ神を祀る場所にあるデイゴの枯木（幹の頂端に

ガジュマルの小さい着生木が生育している）の下で平線香 2 本を

捧げ、泡盛を注いで祈願する。②校門の塀の後（道から校内に向か

って左側・南）のチンガーで泡盛を捧げて拝み、泡盛と米を注ぎ、

参拝者に泡盛の盃を廻す。③12；15 締め括りとなる校内の正門の

方に生えるクワディーサー（モモタマナ）の下で、門・東方向にブ

ルーシートを敷きそれに持寄りの供え物を広げ、参拝者全員で東方

に向かって拝み、男神人の一人柴引氏がアガリグシクで作ったスス

キのサン（以前はゲーンであったという）を持って祓いながら、シ

ートの周りを7回左回りで廻る。その後モモタマナの木の後側・西

方の木陰の方にシートを移し敷き、供え物を開いて参拝者全員で健

康を願って食する（図７，８）。かつては夕方5時までは家に入っ

てはいけないことであった。談笑しながら 1；00 前に食事を終え

散会する。 

 

○ 宮 城 島 

 宮城シヌグ祭祀は 2017 年 8 月 19 日（旧 6 月 28 日．土曜日）

図６ トウカムリの近影 

図５ イリグスク祠の7個のトウカムリと 

神人の柴引秀雄氏 

図８ 男神人がススキのサンで祓いをする 

図７ シヌグモーのモモタマナ 
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に行われた。通常は10；00頃から始められるらしいが、旱続きの

ため、自治会長の名護徹氏（昭和32年生）は池味自治会長の登川

氏と業者を交え、サトウキビ畑の潅水の実施法について話し合い、

その後に拝みが行われた。拝み行事は名護氏と区民女性 1 人（50

歳代）で自動車と徒歩で移動して行う。行事の主体は名護氏で、聞

き取りの内容もほとんどが名護氏によるものである。12；00 地頭

火ヌ神（地頭）で拝む、自治会館に隣接する公園内にあり、チシャ

ノキの根本で平線香（ヒラウコウ）１ヒラ（チュヒラ、１片）、供

え物と米と泡盛を捧げて拝み、一掴みの米と泡盛を注ぐ。12；20ユ

ームチ（世持神社）で拝む、拝所は自治会館の近くの崖上にあって

海に向かっており、竜宮の神という人もいる。祠には向かって香炉

の左右に石と貝が据えられ、左の細長い石は鍾乳石のようで、右は

サラサバテイ（別名：タカセガイ、ニシキウズ科、Tectus 

nilotius(Linnaeus)、分布：奄美諸島・小笠原諸島以南、潮下帯上

部、岩礁 16））などの貝類で、タカセガイを区民（80歳くらいの女

性）は方言名カーミンジョー（甕の蓋の意）と呼んだ（図９）。祠

の傍らに大きな石（サシイシ・力石；硬いニービ石とされる）があ

りそれを持って歩けたら一人前といわれる。12；33 旧シヌグナー

（別名ジョーグチムイ）で拝む、背後の小高い小さな御嶽のような

森は昔は入ることができなかったようで、8年くらい前まで女神人

と上ったが今は神人がいないので入ったこともないらしい、以前は

この場所で角力をとったという（図10）。小さな森はアコウ（枯木）、

ヤブニッケイ、クスノハガシワ、ヤマグワ、リュウキュウガキ、ハ

マイヌビワ、クロツグ、ソテツ、ゲットウ、ナガバカニクサ、カラ

スギバサンキライなどが生える。その森の縁で東方にあるというシ

ヌグナーとトゥマイグスク（泊グスク）にタンカーして（向かって）

遥拝する。ヒラウコウは全拝所ともチュヒラである。12；43終了。 

 本来は5拝所を参拝するらしい。昔のシヌグ山には男衆が行き、

女性は行かなかった。供え物の乾物小魚（焼こあじ）を自治会長が

ライターで焼いて使ったが、いつもは金網の上で焼くという。著者

の一人新里と3人でその焼小魚と菓子を分けて食する。50年位前、

名護氏は5－6歳くらいにシヌグ祭祀を見たが、朝にクバ（ビロウ）

扇で、女性のシヌグ神が各家の門を叩いて報せたという。 

 なぁぐすく字誌によると 17)、シヌグは神人（シヌグ神など）がヌ

ル御嶽とスンチナーの拝所を拝み、サンチナ（サンキライ）の葉で

作ったチブイ（カブイ、冠）を被り、各戸を回ってクバ扇で石垣を

叩き、シヌグの知らせと邪気祓いをする。シヌグナーに行く途中、

ジョーグチムイで御願する。 後は、シヌグが無事終わったことを

イチヘー（報告）する｟昔はジョーグチムイでシヌグをしたが、村

落から近くて子供たちが早く家へ帰ったりしたので、現在のシヌグ

ナー（シヌグモー）に変更したと伝えられる｠。参加者は、神人の

他子供から大人までの男性だけで、子供は焼き魚、大人は酒肴を持

ち寄る。神人は、悪霊や悪病から村落を守り、海の安全と豊漁をシ

ヌグの神（竜宮の神ともいわれる）に祈願する。子供たちは角力を

取ったり、草の斜面で滑ったり、一日を楽しく過ごす。行事の間、

他シマの人は村落内に入れなかった。1920 年頃、シヌグ祭祀はそ

の2，3日前からシヌグ荒れというシケ（時化）を見込んで日取り

を決めたかにあるが、他シマの人を入域させないという気持ちの表

れであろう。行事の日には部落入口に若者たちが棒を持って警戒し、

他部落の人を入れなかった。ノロがウタカベ（ウタカビ、祝詞）を

唱え、魚と干魚の供え物を下げ、みんなで宴を会した後、式を閉じ

た。ウタカベは下記の通りである。 

 「あまん世のシヌグ のはるよにたち出でて 人百姓の祭りしゃ

べらば よがふたべみしょち ニライカナイから つき物より物 

う助けてうたべ召しょれ 国も栄え世ん栄えしみらち うたべ召

しょうれ」 

 

○ 伊 計 島 

 伊計シヌグの調査は2017年8月18日（旧6月27日．金曜日）

に行われた。自治会長玉城正則氏（昭和31年生）と自治会書記係

男1名、終始2名によって行われた。行事の主体は玉城氏で、聞き

取りの内容もほとんどが玉城氏によるものである。シヌグは病虫害

防除のためにやったのではないかと考えられ、昔の女神人の草冠は

カーブイグサと称するリュウキュウボタンヅルが用いられたとい

う。 

 9；30拝みをする前に草刈りに行く。9；45ヌンドゥンチ（図11）

で拝殿の室内を掃除して拝む、周りにはアカテツ、リュウキュウコ

クタン、クワノハエノキなどの木々が生え、この頃はひどい旱続き

で、下層木のオオバギ、タイワンウオクサギ、セイロンマンリョウ、

オオバギなどの葉が萎れている。ツル植物にはリュウキュウボタン

ヅル、ヘクソカズラ、トウツルモドキが見られる。10；00 ヒヌカ

ン、ヌルガミ、ウチ（掟）ガミの各カミに平線香2片立て、6月シ

図９ ユームチの祠 

図10 ジョーグチムイでシヌグヤマに向かって 
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ヌグの報告を行い、旱が続いているので、雨を乞い、健康安全を祈

願する。ヒヌカンの石は3個。途中、自治会館に来客があり、行事

は一時中断する。 

10；50 元の自治会館（昔のムラヤー）に据えられている字のヒ

ヌカンを拝む。以前、字ヒヌカンを現在の自治会館に移したが、祈

願が通らず元に戻したらしい。11；05 イチドゥンチ（伊計殿内）

のトゥンチマーはシヌグ祭祀の時に竈を利用する所で、石3個（コ

ンクリート製）のヒヌカンと拝檀の2 つを拝む。11；10 シヌグジ

ョウに着く、クワノハエノキ（方言名：ビンギー、およそ樹高5ｍ、

胸高直径 1ｍ）が立ち、その根元で東方に向かって拝む（図 12）。

全拝所とも、供え物はお盆2つに天ぷら類と米と泡盛を捧げる。そ

の後、ハルマーイをする。11；25 ヌル畑（現在は個人所有）のほ

ぼ中央にヤマグワ 1 本立ち、北方に向かって拝むがその意味は不

明である。ここでは地面に泡盛を注ぐが、他の拝所は室内にあり木

製のため泡盛は注がない（本来は注ぐ）。11；30頃、自治会館に戻

る。 

中石清繁によると 18)、シヌグはハルの虫払い、豊作と子孫繁栄

を祈願する。行事はノロを先頭に7，8人の神人たちが掟（ウツチ）

神を祀るジョーグチ屋でウ願し、ヒージバンタの浜に行き、浜で紺

地着から白衣装に着替えて頭に白い神サージをまく。 

浜へ降りてグスクのンビガナシーなどの神へシヌグが始まった

ことを報告して拝み、シヌグマーへ向かい、部落内に入ると道歩き

のウムイをうたう。シヌグマーでは神酒の入った桶を真ん中にして

神酒を回し飲みしながら手を合わせ、座ウムイをうたう。その後、

東廻り・中道・西廻りの3組に分けてハルマーイに向かい、ハルマ

ーイのウムイをうたいながら、ヌル地原、ハキ原、シンヤマ御嶽（玉

城氏；神山・シンヤマ）で虫払い、島の繁栄などをウ願してインナ

ガーへ向かう。インナガーで合流、バッタ3匹を入れたススキの葉

をインナガーの海へ流し、悪魔払いのためススキの葉を頭にまき手

に持って、ヒージバンタへ向かう。ヒージバンタで頭にまいたスス

キのサイを海に流す。かつては浜の左手にあるウーエー石（鼓石）

に向かい「ウーエー、ウーエー、ウーエー」といいながら3回たた

いて、ハルマーイによって虫も払われ、ハルがきれいになったこと

をみんなに告げた。シヌグマーにもどり、桶の周りに集まって神に

神酒を供え、“桶マンネ”のオモロをうたう。イーヌシル（昼食）、ヒ

チャンシル（夕食）を済ませ、島の東口、イチクマ浜で祈願してシ

ヌグ祭祀を終える。祭祀が終わるまで、神人たちはシヌグマーから

出てはいけない。 

伊計シヌグは 4 つのオモロをうたう。「道歩きウムイ」「座ウム

イ」「ハルマーイウムイ」「桶マンネ」で、ハルマーイオモロは下記

の通りである。 

「ヌハルマーイドーイホイ エーヌンニマワーイト－イホ エ

イナムシヤ、カンダマハナンカイ ケトドーリョウイホー エンチ

ャーンヨ、オーヌヤマンカイ イキミソーリヨーイホーイ エイタ

マガハラハラドイホーイホーイ」 

うるま市のこれらの島は航海が盛んで島々の間の距離も短く、人

や文化の交流が頻繁に行われたと思われる。各島の区民が語るには、

島・字のシヌグ祭祀は浜比嘉島から伝わったものであるといい、そ

の名残なのか、シヌグ祭祀の行事は浜比嘉島と同じように宮城など

ではシヌグ荒れの日を予測し、当日は部落の入口に若者らが陣取り

部落外の人が入らないようにしたという。平安座島と伊計島では夕

方まで家に入ることやシヌグマーから出ることを禁じたが、玉城氏

の話では伊計島は浜比嘉島や宮城島のように他部落の人の入域を

拒むことは聞いたことがないらしい。宮城島の桃原は廃藩置県後に

首里・那覇などから流れ込んできた寄留民地で、平安座島や浜比嘉

島などから移ってきたが11)、シヌグ祭祀は行われていない。 

シヌグ祭祀は行事が終了するまで、大方よそ者が村落内に入るこ

とを防いだり、神人はシヌグモーに留まったりである。悪疫や疫神

が村落に入るのを防ぎ村を守るためのまつりは、例えば京都の道饗

祭、鎮花祭、塞の神祭などがあり、本州のトンドは19)、元来は大正

月の神の神送りの行事ではなかったかといい、長野県から東の方で

は正月十五日に村境で道祖神まつりをしてトンドを焼くのだが、道

祖神は村に入りくる悪霊悪疫を見張りかつ防ぐ神でこの場所は神

を送りにゆく場所でもあった。小正月のトンドの松は神の依代で、

松や注連飾を組んでその下を小屋にしてこもったとされ、出雲海岸

の焼かぬトンドはシンボクとよぶ竹に大きな三角の枠をつけ花や

額の短冊・扇などを飾り付ける。よそ者が村落内に入るのを防ぎ悪

霊悪疫を防いだり神送りをするのは、シヌグと道祖神で共通するも

のがみられるが、トンドは焼く地方があるもののシヌグのカブイは

放置したり海に流すことがあっても焼くことを聞かない。 

 

 

図11 伊計島のヌンドゥンチ 

図12 シヌグジョーのクワノハエノキ 
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３．祭祀植物の民俗 

 
 現在のシヌグ祭祀は、平安座では男神人 2 名と少数の区民の参

加があり、浜比嘉島は比嘉・浜とも男神人各１名と自治会の会長と

庶務係、宮城と伊計は自治会の会長を主体に行われる。従って何名

かの女神人が頭に被ったというカブイ・チブイ（草冠）の姿は見る

ことができないので、草冠のことはすべて聞き取りである。平安座

のシヌグ祭祀は 11)、かつて掟神（ウッチガミ）、タケモリ根神、瀬

頭など 7 人の神人が氏神屋の火の神にシヌグの報告をする、ドジ

ン（胴衣）とカカン（裳）の白装束の神人が島民を従えて島の西と

東の御嶽に詣で、ノロが祝詞を唱えて願をする、御嶽の祈願が済む

とウンサク（甘酒）で酒盛りをして後神嶽を下り、マカヤ（チガヤ）

で作った輪にイナゴを乗せて海に流す、帰路の道中に池味殿内で一

休みし、ノロが榊の枝を打ち振り「エーウーエー、エーウーエー、

エーウーエー、」と三唱してシヌグモーに帰る、シヌグモーで神酒

の杯を交わしながら島の安全を祈願し夕方に終わる、その日は男は

屋外にいて食事も外で、屋内の仕事は女だけでやったという。写真

記録でみると 20)、西城タモト石の御願で白装束 7 人の女神人がい

て、２月ウマチーの神屋とシヌグモーの御願で白鉢巻に草冠をした

女神人がいるが、草冠の祭祀植物は判別不能である。今では、男神

人がシヌグ祭祀の御願を行いノロや女神人の拝みもチガヤの輪や

榊の枝もない。平安座島にサカキは分布していないので、ここでの

榊は通称で何らかの照葉樹であろう。 

2017年3月31日（旧3月4日）、平安座島のサングヮチャーに

参列した。12；30 頃に自治会館前で準備、1；00 祭に出発、東川

上商店横のアサギに到着、男神人の海勢頭豊氏・柴引秀雄氏が座に

あり、1；15 男神人とノロたちによる祈願、魚（マクブ、タマン）

の献上、1；20ノロ・女神人が小太鼓を打ち歌を詠う、踊（かじゃ

でぃ風、揚作田、潮の浜）を奉納、ナンザは男（自治会長：必ずし

も神人ではない）が行ったが、7，8 年前に自治会長が女性になり

女性も解禁になったという、干潮は3；00頃、2；25外部の参加者

を含め約70人がナンザ拝所に上陸、3；10ナンザ拝所を下りてく

る、3；20魚隊が海に下りる、3；25砂浜に上がり始め、魚をかた

どった神輿を担いだ魚隊（大きさは約長さ 4.7m、高さ 2m、重さ

30kgに足りないだろうという、担ぐ人は男；行きが6，7名、帰り

が 10 名以上）は海岸に も近い岩を回ってくる（図 13）、3；40

砂浜に上がる、自治会長はじめ神人ではない数名の人が草冠を頭に

巻いている、一般人も男女分けなくナンザで採取したハマサルトリ

イバラ（別名；トゲナシカカラ）の草冠を賑々しくかざし華やかな

雰囲気が漂い（図 14）、3；50 頃浜を引き上げ自治会館に向かう。

以前に平安座の自治会長を務めた下條義明氏（昭和23年生）の話

では、シヌグ祭祀の女神人たちもサングヮチャーと同じハマサルト

リイバラ（ユリ科、Smilax sebeana Miq.）の草冠をして祭祀を行

ったという。記録のハマカンザ 1)は一般にいわれるグンバイヒルガ

オ（ヒルガオ科、Ipomoea pes-caprae(L.)Sweet ssp. brasiliensis 

(L.) Ooststr.）ではなくハマサルトリイバラであり、ハマサルトリ

イバラの方言名も海浜地のグンバイヒルガオと同様に沿岸の山野

によく生えるのでハマ＝浜・沿岸、カンザ＝ツル・カズラというこ

とであろう。かつて女性はナンザに上がれず、誰かわからないよう

に竈の炭を塗ってナンザから来る男衆を浜で待ち、騒いで迎えた。

女性たちが騒ぐのは魚が群れている意味であるという。2018 年 8

月 10 日（旧暦 6 月 29 日）シヌグ祭祀の男神人 2 人に同行して、

イリグスクの参道のかつて女神人たちが白装束に着替えカブイ（草

冠）をしたという場所、アガリグスクの祠の後方に,少数だがハマ

サルトリイバラの生育が確認された。かつて、グスク周辺で畑作や

祭事などで道がよく利用されていたころは明るい林縁などに生育

するハマサルトリイバラがより多く出現したと思われる。 

また下條氏によると、現在のシヌグジョーは小中学校内にあるが、

昔はモモタマナの後方に校門があり拝所の森であったが、その場所

がちょうど新設の校門にあたるので森を切り開いた。校内に取り組

まれたシヌグジョーは学校側が管理するとのことになり樹齢約

300年のモモタマナだけが残った。男神人の柴引氏がゲーンと呼ん

だもともとの大株のススキの類似種というのは、下條氏の生育地の

案内によりヨシススキ（イネ科、Saccharum arundinaceum Retz.）

を検分することができた。ただ、沖縄方言でススキは通常グシチ・

グシキまたゲーンあるいはその転訛で呼び、ヨシススキは方言でト

ーグシチ、トーゲーンと呼ぶ 2)インド原産の帰化植物で 15)、宮城島

では根保氏によるとウンティンバーと呼んで製糖期になるとサー

ターヤー（製糖小屋）の屋根葺きに使うのでその周辺に植えていた

といい、平安座島のヨシススキがいかなる経緯でゲーンと呼ぶよう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図13 平安座区、ナンザ拝所に渡るサングヮチャー行事 

図14 ハマサルトリイバラの草冠をした参加者 

（右後方は魚型の御輿） 
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になって祭祀に用いられるようになったのか、ゲーンの意味、帰化

来歴やその経路などと合わせて解明すべき課題である。ヨシススキ

は中国では 21)、江蘇、安徽、浙江、華南、西南、東南アジアに分布

し、牛馬の飼料、造紙などに用いるとある。 

下條氏の自治会長時代（2005年～2010年）の記録によると、葬

儀の3日後にスーバニ（潮撥ねの意）の風習があり、図15に示す

ようにお供えの盆手前に釘を紐（ヤーヌボー）で結んだものを 14

本用意する。釘の数は一定でなく、1 本 1 本切り離して 14 本、7

本ずつ繋いで２組（釘14本）、3本ずつ繋いで７組（釘21本）、14

本 1 つに繋ぐ、などがある。ゲーンは 3 本にして会い向かいに結

び、アーチは人がくぐれる高さで、風で倒れないように石で浜に固

定する。神仏が愛用していた衣服2枚を用意する。儀式は、指揮者

が盆を両手で持ちゲーンアーチの前で祝詞（ノリトー）する。酒と

塩をアーチの前にまき、神仏に近い親族から釘と米一握りをもらい

アーチをくぐる。そのとき、その釘と米を頭の上から後ろに放る。

参列者全員が同じ動作を続け、それが終わると指揮者は神仏が愛用

していた衣服を海水で洗い、一枚は海に流し、一枚は自宅に持ち帰

り屋敷の西側にナンカ終了まで干す。一方、一升瓶に八分海水を汲

み、サンをススキで作り、スーバニーに参加できなかった人の浄め

に使う。これでスーバニーは終了する。 

 宮城シヌグのチブイ（カブイ・草冠）はサンチナ（サンキライ）

と記録されているが 17)、シヌグ祭祀に参加したことがあるという

区の女性（80 歳くらい）は各島で採取した植物標本（ナガバカニ

クサ、フウトウカズラ、リュウキュウウマノスズクサ、リュウキュ

ウボタンヅル、ハスノハカズラ、ハカマカズラ、シイノキカズラ、

タイワンクズ、テリハノブドウ、エビヅル、オキナワソケイ、リュ

ウキュウテイカカズラ、サクララン、ソメモノカズラ、グンバイヒ

ルガオ、カラスキバサンキライ、ハマサルトリイバラ）の中からチ

ブイに使うサンチナはカラスキバサンキライであるといい、同年齢

くらいの他の区民も同意であった。島の歴史研究家の根保幸徳氏

（昭和８年生）からサンチナはとくにハマサルトリイバラではなく

カラスキバサンキライ（ユリ科、Heterosmilax japonica Kunth）

であることが確認された。根保氏によると、シヌグ祭祀には以前は

女神人の中でもシヌグ神がいて男神はその手助けをした。旧 6 月

28 日のシヌグに綱引き（シヌグヂナーともいう）を行ったが、シ

ヌグと綱引きは別々の行事である。昔、池味は上原に所属したので

祭祀は一緒に行うが、綱引きに池味は関わらない。 

 伊計シヌグのカーブイグサ（草冠）は自治会長の玉城氏によると、

前述のように浜比嘉島のシダ植物のナガバカニクサや平安座島と

宮城島のサンキライの種類ではなくリュウキュウボタンヅル（キン

ポウゲ科Clematis grata Wall.var. ryukyuensis Tamura）である。

玉城氏は公民館の林縁に巣を張っている蜘蛛の巣を指しながら、こ

こではカーブイは蜘蛛の巣の意味であるという。蜘蛛の方言は、本

部町渡久地区や平安座区ではクーバー（巣はクーバーヌシー）とい

い、一般にはKubu・Kunbaa22)・クブ 23,24)、蜘蛛の巣はKubagaši・

Kubugaši22)・クブ⁻マン〔Kubunu¬mｙ〕、クボ」ーギ〔Kubo¬：gi〕

図 15 平安座島スーバニーのゲーンのアーチとススキのサン（下條義明⽒原図） 

植物種 生活形 葉 序 葉 葉 脈 巻き方 場 所 

ハマサルトリイバラ ツル性 互生 単葉 ３－５脈 巻きヒゲ 平安座 

カラスキバサンキライ ツル性 互生 単葉 ３－５脈 巻きヒゲ 宮城 

リュウキュウボタンヅル ツル性 対生 三出複葉 ３－５脈 葉柄 伊計 

ナガバカニクサ ツル性（葉） 対生状・直角分
岐（第２葉柄）

３出状   
（小羽片） 

掌状脈状  
（2－3脈）

中軸 浜比嘉 

表１ うるま市４島の祭祀植物の特徴 
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23)である。沖縄方言蒐集家の仲本将成氏の手紙では、蜘蛛はフブ（与

論）、ヒブガシ（沖永良部）、ヒブガーシー（国頭村辺戸）、アミフ

ァヤ（国頭村辺野喜）、ヒブ（大宜味村喜如嘉）、トゥクブ（本部町

備瀬）、ヤンバ（旧久志村辺野古）、クーバー（旧石川市山城）、ク

ブ（石垣、伊良部）、コッタラ（竹富）、クフム（西表）、蜘蛛の巣

はクブィマ・クーボースイ（伊江）、ヌヌマチャー（宜野座村松田）、

クブガシ（宜野座村惣慶）、クーミー・クンボーガーシ（宜野座村

漢那）、コーブイ（金武町）、クンブ（金武町屋嘉）、クーバーヌシ

ュー・クブガシ（旧石川市山城）、クブガシ（西原町嘉手刈）、アン

ガイ（竹富）が記述されている。  

 伊計島では、クモの巣の方言のカーブイから、クモの巣のように

絡まるので草冠のリュウキュウボタンヅルをカーブイグサと称す

るのか、逆に巣がリュウキュウボタンヅルの蔓の絡まりに似ている

ことから蜘蛛をカーブイと称するようになったのか。島の90歳代

の女神人はカーブイ（蜘蛛）は生きもの、カーブイグサは草だから

方言名は関係ないと話す。沖縄方言から、伊計島のカーブイはクー

バー・クブ・クブガーシ・クンブ・コーブイなどと音が似ているよ

うに感じられるが、両者の名称の関係や民俗学的な意味については

不明である。 

浜比嘉島のナガバカニクサと合わせてこれら祭祀植物４種の特

徴を表１に示す。またうるま市４島の祭祀植物は図16にも示すよ

うに生活形はツル性である。したがって、ツル性そのものが鉢巻に

編んで神人のカブイ（草冠）になる。４種に共通する特徴は、葉が

３出複葉・3 出状（小羽片）あるいは葉脈が掌状脈状の 2～5 脈に

なることで、加えてハマサルトリイバラとカラスキバサンキライは

葉柄に巻きヒゲをもって他物に巻きつき、リュウキュウボタンヅル

は長い葉柄が巻きヒゲのように他物に巻きつき、ナガバカニクサの

中軸もより長く伸びるときは他物に巻き付いていく。4種のツル植

物の茎は頑丈で結んでも切れることなく折れ難く、またサンキライ

類の茎は通常多数の刺を有するが、ハマサルトリイバラとカラスキ

バサンキライは無刺かほとんど刺がなく、いずれも鉢巻にして都合

がよい。 

祭祀植物は各島で異なるが、シヌグ祭祀の元であるという浜比嘉

島のナガバカニクサの小羽片と共通する特徴として葉は３出複葉・

3 出状葉あるいは葉脈が 2～5 脈になる掌状型を基本とし、平安座

島、宮城島、伊計島ではそれぞれの里地で も採集しやすいものが

用いられたのであろう。ツル植物について各島の村落の位置をみる

と、平安座島の部落は沿岸にあってハマサルトリイバラを普通に産

し、宮城島の宮城区はやや山手の方にあって少々刺のあるハマサル

トリイバラより出現頻度が高く葉がやや大きく緑色が明瞭なカラ

図 16 うるま市 4 島のツル性の祭祀植物 
① ハマサルトリイバラ（宮城島）、②カラスキバサンキライ（浜⽐嘉島）、 
③ リュウキュウボタンヅル（伊計島）、④ナガバカニクサ（浜⽐嘉島）、 

① ② 

③ ④ 
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スキバサンキライを選び、伊計島は畑地や住居地に多いリュウキュ

ウボタンヅルを用いたものと思われる。ナガバカニクサを合わせて

４種の祭祀植物に共通するツル性や葉の掌状型の特徴は、既報 3,25)

で論じられたように竜蛇信仰が根底に流れているものと推察され

る。 

サルトリイバラ属（シオデ属ともいう、Smilax L.）はユリ目

（Liliales）ユリ科（Liliaceae）に入るが、ユリ科は進化の上では

単子葉類の中心となる科で 26)、子房上位、二次成長して木本とな

るものがあり、非常に多様な群でしばしば多くの科に分けられる

27)。ユリ目ヒガンバナ科（Amaryllidaceae）は子房下位となる点で

ユリ科と区別されるが、さらに子房位置の差を無視して別の科が認

められる場合もあり、ユリ目全体として科の関係は再検討される必

要があるとの見解がある 27)。ユリ科の中でも、サルトリイバラ属

は木本性のツル植物で、熱帯・亜熱帯を中心に全世界に分布し、約

350 種 28)、琉球列島には 7 種分布していて 29)、葉の基部に托葉、

巻きヒゲを有し、網状脈をもつことなど特殊化した性質が多く、サ

ルトリイバラ科（FamilySmilacaceae、4属約400種）として独立

させることもある 28,30)。植物系統分類でみられるように、サルトリ

イバラ属の葉の三行脈、巻きヒゲは大きな特徴で、シヌグ祭祀植物

として大きな意味をもつことになると考えられる。リュウキュウボ

タンヅルがシヌグ祭祀植物に用いられるのは、サルトリイバラ類と

同じようにツル性、三出葉、葉柄が巻きヒゲ様になることによるも

のであろう（図17）。葉腋から出る花はハマサルトリイバラが散形

花序カラスキバサンキライが同じ散形花序、リュウキュウボタンヅ

ルが円錐状集散花序で、全体が珠玉の形のように咲くのも特徴であ

る。 

カブイ・チブイ（草冠）の文献調査で、平安座島はハマカンザが

あり 1)、宮城島の宮城区はサンチナ（サンキライ）と記録されてい

るが 17)、平安座島はイリグスクの手前で神女は藁で冠を編みそれ

に木の葉を挿し（名称は不明で代用の葉を用いた）それを被った 31)、

伊計島は悪魔払いのためススキの葉を頭に巻く 18)またススキの穂

でできた冠を戴く 32)、とある。今回の聞き取り調査から、平安座島

のハマカンザはハマサルトリイバラ、宮城島のサンチナはカラスキ

バサンキライで、伊計島は新たにリュウキュウボタンヅルを用いて

いたことが記録された。 
 

４．祭祀植物のつながり 

 
 ナガバカニクサ 3)の他の 3 種のツル植物の自然分布と地方名は

以下の通りである。自然分布は初島・天野 15)、初島 29)、北村・村

田・小山 26)により、①ハマサルトリイバラ（トゲナシカカラ）が九

州南部、琉球各島（大東を除く）、台湾、②カラスキバサンキライ

が鹿児島、屋久島以南、琉球各島（大東を除く）、台湾、中国南部、

インドシナ、③リュウキュウボタンヅルが琉球各島となっている。 

 地方名は、琉球列島では天野 2)、大野 33)により、①ハマサルトリ

イバラが、クール・クールカズィラ、（奄美―笠利）、クールカズラ

（奄美―宇検）、メサンキラ（加計呂麻―鎮西）、サンキラ（奄美―住

用、喜界、徳之島、沖縄、西表）、サンチラ（永良部、与那国）、サ

ンキャー（与論）、クールー（沖縄―知念）、ホーリンチヤブイ（伊

江）、サンキナ（伊計、久高）、グール（久米）、クファーラ（宮古

―狩俣）、ピキクーク（大神）、クーイ（伊良部）、サンキラー（石

垣）、サルガチ（与那国）で、②カラスキバサンキライが、サンキ

ラ（奄美―竜郷・名瀬、石垣、西表）、サンチラ（永良部、沖縄―首

里・知念、伊平屋、久米、与那国）、サンキヤァ（与論）、サンチナ

（沖縄―具志堅）、フクルナ（伊計）、ウフバーギー（宮古―狩俣）、

サンキラー（石垣）、となっている。クール、サンキラなどは同属

のオキナワサルトリイバラ・サツマサンキライと共通である。 

 ハマサルトリイバラと同属のサルトリイバラ(Smilax china L.)

図 17 ツル植物 4 種の葉の形 

 

リュウキュウボタンヅル 

カラスキバサンキライ 

ナガバカニクサ（⽻⽚） 

花芽 

ハマサルトリイバラ 
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は全国的に民俗に深く結びついて方言が多いが 34)、主なものでも

イガ（大分）、イギ・イギノハ・イギンドー（山口）、イビツ（和歌

山）、ウマガタグイ（岡山）、ウリッパ（茨城）、オンジュダマ（静

岡）、カカラ（鹿児島）、カシャンバ（静岡）、カシワ（和歌山・山

口）、カシワグイ（広島）、カシワバ（島根）、カシワノハ（和歌山・

山口）、カシワモチ・カシワモチノハ（和歌山）、カタラ（島根）、

カタロ（岡山）、カメイバラ・カメノハ・ガメノハ（福岡）、カラタ

チ（愛媛・高知）、カラタチバラ（香山・高知）、ガラタチ（滋賀）、

カンキバラ（茨城）、カナイバラ・カンネーバラ・カンネバラ・ガ

ンネイバラ（佐渡）、グイ（岡山）、クヮクヮカラ（広島・鹿児島）、

ゴートモモ（静岡）、ゴドバラ（静岡）、ゴマクダラ（青森）、ゴロ

ーシローシバ（中国地方）、サイカチバラ（富山）、サルトリイギ（山

口）、サンカクバラ・サンゴバラ（秋田）、サンキナ（和歌山・愛媛・

高知）、サンキライ（静岡・三重・和歌山・岡山・徳島）、シカキ（高

知）、ジゴクイバラ・ジゴクバラ（秋田・岩手）、ショウガクバラ（長

野）、センゴバラ（秋田）、ドンガメグイ・ドンコ（岡山）、バラシ

オデ（山形）、パラソバ（茨城）、バラノハ（兵庫・徳島）、フキア

ゲ・フキダマ（長野）、フクダマノキ（東京）、ボーチョグイ（山口）、

ボタモチバラ（埼玉）、マキシバ・マキノハ（島根）、マンジューシ

バ（山口・佐賀）、マンジュシバ（長崎）、マンジュバ（秋田）、マ

ンジョイバラ（愛知）、モガクバラ（東北地方）、モチシバ・ダンゴ

シバ（愛知・高知・愛媛）、モンガキシバ（秋田）、ヤキモチバラ（茨

城）などがある。 

サルトリイバラの方言名の由来は 34)、ウマガタは葉が馬蹄、カ

メイバラ・カメノハ・ガメノハは亀の甲に似ているから、サンキラ

イ（山帰来）は山に捨てられた瘡毒の人がこの根を食べて元気にな

り山から帰って来た古事による、ジゴクイバラ・ジゴクバラは蔓を

引き回して瘡病除けのまじないをするから、ショウガクバラは根の

瘤状の姿が「しょうがく」に似るから、とある。またバラシオデ、

ボタモチバラ、マキシバ、マンジョイバラなどは餅や饅頭を包む葉

に由来する。カカラ（鹿児島）、カシャンバ（静岡）、カシワ（和歌

山・山口）、カシワグイ（広島）、カシワバ（島根）、カシワノハ（和

歌山・山口）、カシワモチ・カシワモチノハ（和歌山）、カタラ（島

根）、カタロ（岡山）、などもおそらく餅など食べ物を包んだことか

らきたのではないかと思われる。果実は子供の遊びや幼芽ともに食

用とし、葉は餅を包む他に茶の代用となり、根茎は「菝葜」と称し

て中医方の利尿、関節疼痛などの消炎解熱剤に、皮膚病・梅毒・膀

胱炎などの民間薬に用いた 28,34)。オキナワサルトリイバラ類の根

茎は久米島紬の褐色染料となり 35)、八重山でサンキライ類の葉を

カーシャ（カシワ・柏）に使う 36)。 

サルトリイバラは、方言名の由来や民俗事項からみると、ジゴク

イバラのように疫病除けのまじないに用いる地方（秋田・岩手）が

あるが、祭祀植物の利用は見あたらない 34)。沖縄のハマサルトリ

イバラやカラスキバサンキライは、サンキラ、サンキラー、サンチ

ナなど全国と同様な方言があるが、祭祀植物としては沖縄地域に限

られるものではないかと思われる。平安座島、宮城島、伊計島のシ

ヌグ祭祀が浜比嘉島から伝えられたとすると、カブイ（草冠）の植

物は浜比嘉島のナガバカニクサから平安座島のハマサルトリイバ

ラ、宮城島のカラスキバサンキライ、伊計島のリュウキュウボタン

ヅルに変わってきたと思われる。その変化はこれら 3 種がツル性

で結びついているだけでなく、何らかの共通の特徴が備わっている

からであろう。 

 うるま市 4 島のシヌグ祭祀植物は竜蛇信仰が根底にあり、ツル

性の他物をよじ上ったり巻き付いたりする形は竜が天上を駆ける

姿となり、３出葉また３行脈は竜の足やその指・爪・鱗の様相とな

ると想像される。ナガバカニクサは葉全体がツル状となり小羽片が

３出葉状で、ハマサルトリイバラとカラスキバサンキライは大形葉

で３行脈をもち、リュウキュウボタンヅルは対生の３出葉で小葉は

３裂する。シヌグと祭祀植物は浜比嘉島のナガバカニクサから他の

3島に伝えられるうちに竜の姿がより加味され、ハマサルトリイバ

ラとカラスキバサンキライの巻きヒゲ、リュウキュウボタンヅルの

葉柄の巻きつく姿を取り入れ変化したのではないかと考えられる。 

 沖縄のツル性の祭祀植物で 37,38)、うるま市 4 島以外に○カニク

サ類はナガバカニクサが国頭村奥、同安田、同比地、同辺戸（三味

線葛）、今帰仁村天底（チヌマチ・三味線葛）、本部町伊野波（サミ

センヅル）、読谷村長浜（三線蔓）、久米島（カニクサ）、イリオモ

テシャミセンヅルが石垣市伊原間、同平久保、西表島古見、○サン

キライ類はサツマサンキライが宮古島狩俣、カラスキバサンキライ

が宮古島島尻、同狩俣（方名ウプバーギー）、渡名喜島（方名サン

キナ）、○リュウキュウボタンヅルは古宇利島、サキシマボタンヅ

ルが宮古島新里（方名タズナイ）、同野原、その他宮古島狩俣・島

尻・西原・宮国のシイノキカズラ（方名キャーン）、久高島のトウ

ズルモドキ 39)、がある（方言名のみの記載は天野 2）から和名を調

べた）。 

 中国の天地創造神話に女媧がある 40)。女媧はひっくりかえった

天地を元通りにしたが、人間を創造したという伝説もある。また女

媧は上古の帝王である伏羲の妻または妹であるとされ、後漢（二世

紀）の武氏祠画像石には「人間蛇身の女媧と伏羲とが尾を交え、女

媧はコンパスを、伏羲は定規を手にした図がある。」が、おそらく

天地創造を暗示したものであろうという。 

 日本にも蛇に関する民俗や民話は多々あり、青森県津軽地方では

19)、藁で胴を作り頭は蛇になった藁蛇を村の南のはずれの大木の枝

にかけて虫送りをするが、蛇は元来田の神の姿で田の神を送るに際

して虫を祓い怨霊や悪霊を退散させようとしたらしい。また山口県

大島地方では、もし身をおとして女郎にでもなるようなときは一度

獣と交わり、そのとき獣の子を孕むようなことがあれば、桃の花、

菖蒲、菊を煎じて飲めばいいと信じられていたが、これは多分に人

蛇交歓の昔話の影響ではなかったかという。対馬の豊玉村二位の長

岡家には 41)、代々身体に鱗のある人間が生まれるという伝承があ

り、わたづみ神社には蛇がいてこの蛇が御神体に人を近づけさせな

いといわれ、この蛇は竜蛇であろうという。沖縄にも蛇・ハブに関

する民話や逸話が多い 25)。蛇信仰は縄文・弥生時代より山林原野

の王者として、さらに田の神へ移行するなど複雑な様相に展開し

42)、日本人が竜の紋様を描いたのは2，3世紀、弥生後期の土器に

あるとされる 43)。それらの時代を経て沖縄の土着信仰は中国や他

国の信仰・思想の影響を受けるなど竜蛇信仰へ変遷したものと考え

られる。 

竜蛇信仰が沖縄へ入り、シヌグ祭祀が伝承されるにつれ、カブイ・
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草冠は浜比嘉島のナガバカニクサからより明らかな竜のかたちを

取り入れ、平安座島のハマサルトリイバラ、宮城島のカラスキバサ

ンキライ、伊計島のリュウキュウボタンヅルに変容したのであろう。

だが、ナガバカニクサのカブイは与論島、国頭村安田区その他にあ

り、また平安座島では男神人がイシガーという所でグスクに向かっ

て「エーウーエー」を唱えるのは国頭村安田区の「エーヘーホーイ」

と関連しないか、イリグスクの一つのマーにある 2 列の石組みは

伊平屋島の田名屋ウンジャミでアサギの前に拵えた舟形の囲いの

中で女神人がオーをかざして囃子を唱える行事と関係がないか、さ

らに竜蛇信仰が伊平屋島のガジュマルのウガンシナにあるとして

25)、各村落の祭祀植物がどのような結びつきがあるか、課題は尽き

ないようにある。 

 

うるま市 4 島のシヌグ祭祀植物の調査には、旧浜比嘉小学校跡

地を活用した障がい者就労支援事業所で勤務していた時の地域と

の縁は幸運であった。彼らの就労訓練や社会活動をすすめていく中

で、各区の自治会や地域の人たちとお茶を飲み、話を交わす機会が

与えられた。自治会長および区民は、シヌグ、ハーリー、サングヮ

チャーその他の年間行事を推進し、その維持と島の発展に心を配り、

島の民俗・歴史を掘り起こすことに関心が高く、浜比嘉島の玉那覇

成勇氏、宮城島の根保幸徳氏らはそれをまとめ上げるための調査研

究に努力を重ねている。そのような貴重な日々の活動の時節に、多

くの方々がシヌグ祭祀や祭祀植物について快くご教示され意見を

交換していただいた。宮城区自治会長名護徹氏、伊計区自治会長玉

城正則氏、平安座区神人の海勢頭豊氏・柴引秀雄氏には原稿の校閲、

また平安座総合開発株式会社社長（元平安座区自治会長）下條義明

氏には適切なご教示と自身の記録の引用を快くご承諾いただいた。

蜘蛛の方言をご教示いただいた「黄金花表現の会」仲本将成氏、根

保幸徳氏には宮城島の歴史的背景やシヌグ祭祀などについて丁重

なご指導を賜り、浜比嘉島の玉那覇成勇氏は常に貴重なご意見を下

さり、さらに文献調査にご協力いただいたうるま市立中央図書館、

以上多くの方々に合わせて深く感謝申し上げる。 
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