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凡　例
  
1）この表は、上江洲均『沖縄の民具』（慶友社 1973年）をもとに元表を作成し、著者本人が加筆
修正したものである。

2）本表の分類および掲載順は、上記資料に準じている（下記目次参照）。
3）「名称」欄の民具名は、『国際常民文化研究叢書 6 ―民具の名称に関する基礎的研究―［民具
名一覧編］』（神奈川大学 国際常民文化研究機構 2014）に記載の名称に揃うよう心がけたが、［民
具名一覧編］に記載のなかったものについては便宜上つけた名称である。

4）「沖縄での主な呼称」欄および「別称」欄は、上江洲均の研究成果にもとづく判断による。
5）「画像ファイル名」欄に記載のあるものは、本叢書 322ページ以降の画像一覧にまとめて掲載
した。著者本人が撮影したもので、当該民具の使用地が明確であることから、「画像ファイル名」
の後ろに「画像撮影地」欄を設けた。地名については、撮影当時の地名を記載している。

6）「画像ファイル名」について
　画像ファイル名は、出典をたどれるように名づけた。すべて上記資料からのものだが、本文内の
画像と口絵画像とを区別している。

　例）沖 1_p013-ヒンブン 1
　→「沖 1」は『沖縄の民具』、p13掲載の「ヒンブン」（当該地の呼称）であることを表す。
　例）沖 1_図 001_イシガンドー
　→「沖 1」は『沖縄の民具』、口絵（1）の「イシガンドー」（当該地の呼称）であることを表す。

目　次
 

生活用具・衣食住 ……………………p. 307
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　国際常民文化研究叢書 9　2015 年 3月

　琉球列島は九州の南西に位置し、薩南諸島と台湾との間に
弧状をえがいて点在する島々からなる。古くは南

なん

島
とう

といい、
琉
りゆう

球
きゆう

諸
しよ

島
とう

、あるいは琉
りゆう

球
きゆう

弧
こ

とも呼ばれる。1609年の薩摩
侵攻後、王国の北部に属する奄美諸島を割譲し、以来奄美は
鹿児島に属している。沖縄県は、県庁所在地の那覇市を中心
とする沖縄諸島、南西に位置する宮古諸島、さらに南西に延
びる八重山諸島からなる。しかしながら奄美諸島は、行政上
鹿児島県に属するとはいえ、島々の民俗文化は沖縄県と共通
する点が多い。民具の共通性は当然であり、名称についても
共通するものが多くを占める。したがって、ここではたえず
奄美・沖縄県を比較しながら進めることにする。「奄美・沖
縄県」という対置ではなく、「奄美・沖縄・宮古・八重山」
という四諸島を並列にし、民具の傾向や名称の特徴を押さえ
たうえで進めることにしたい。
　1609年の薩摩侵攻以後の沖縄（当時は琉球国）は、「日中
両属」の時代を迎えるわけであるが、制度的にも文化的にも
両国の影響を受ける結果となった。奄美の島々では沖縄以上
に鹿児島の文化が流入し、今日にいたっている。
　言語学では、アイヌ語を除く日本方言は二大別でき、その
一つが琉球語であるとしている。それによると、琉球語は四
つの諸島、すなわち奄美・沖縄・宮古・八重山に分かれる。
民具名称においてもその特徴が如実に表れる。この四つの諸
島は、それぞれに小さな文化圏を形成している。それらをま
とめる形での南島圏の標準名があるとすれば、それはどの諸
島の言葉か、ということがまず問題になる。歴史的にみて王
都である首里、港湾都市である那覇が数百年の間、琉球の政
治・経済・文化の中心であった。したがって、現在の那覇市
を一応の中心として、地方名の標準とすることが考えられる。
　ただし、那覇市になく地方にのみ存在する民具もある。そ
のような場合は地方名が当然標準となることを確認して進め
る必要がある。
　ただ、現在の沖縄県は、本土復帰して 40年以上が過ぎた
が、ここにきて「沖縄ことば」の再生運動に見られるよう
に、みずからのアイデンティティーを求める動きが大きなう
ねりになりつつある。「沖縄ことば」をそれぞれの地方の
「シマことば」あるいは「シマぐち」継承運動のなかに、民
具が一役買われている部分がある。それはテキストのなかで
民具を図示し、それぞれの地方名を付して子どもにも分かり
やすい解説を加えたもので、今後の民具名称の存続や若い人
たちが民具研究を続けていくため、一つの示唆を与えている

ように思う。

１．衣食住

１）住まい

　沖縄・奄美の屋敷は、台風にそなえて石垣や生垣、屋敷木
で囲われている。屋敷木は地方により違いが認められるが、
島によってはガジュマル（榕

よう

樹
じゆ

）が好まれ、17、8世紀ごろ
からはフクギ（福木）が植栽されるようになった。これらは
台風に強く、潮風にもよく耐える性質がある。その他に、用
途の大きい竹（ホウライチク〈蓬萊竹〉）や仏

ぶつ

桑
そう

華
げ

・ユウナの
木・ゲッキツなどを植えた地方もあった。

カチ（垣）

　屋敷の門を入ると正面に石積み、またはチニブ（網代）

垣、生垣による中垣（目隠し垣）がある。これをヒンプンと
いう。中国の「屏

びよう

風
ぶ

」垣の影響を受けたとされ、いわゆる
邪
じや

鬼
き

をはらう意味があるといわれる。石、竹、生垣もまとめ
るとカチ（垣）である。チニブには目の詰まった編み方と粗
い編み方がある。細かい方をチニブ（またはチヌブ）、粗い網
代をアンヌミという。
　屋敷は南向きを基本とし、屋敷内での優位は東方であり、
屋敷神は東に、畜舎は西に配置している。屋敷には望ましく
ない場所に位置することがある。Ｔ字型道路の突き当たりに
ある屋敷では、魔物が侵入するおそれがあると考えられてい
る。そこへ「石

いし

敢
がん

當
とう

」の文字を刻んだ石を立てる習わしがあ
る。中国の古い習わしが伝わったもので、魔物を祓う力をも
つ霊石とされている。

シーサー（獅子）

　屋根にシーサー（獅
し

子
し

）を置く習俗も沖縄独特である。そ
の淵源も中国に求められるが、王国では城門や宮殿の屋根
に、あるいは玉

たま

御
お

殿
どん

（王家の墓
ぼ

陵
りよう

）に置いているのは、魔除
けであると同時に権威の象徴でもあった。
　裕福な家は礎石に柱をのせ、柱と柱を貫木でさして丈夫に
した家屋なので「貫

ぬき

木
ぎ

屋
や

」といい、一般の人の家は地面に穴
を掘って柱を立てた穴

あな

屋
や

であった。15世紀の前半に来島し
た中国人柴

さい

山
ざん

は、「巣
そう

居
きよ

穴
けつ

処
しよ

」と記録している。巣居穴処と
は、先史時代からつづく竪

たて

穴
あな

住居のような家、つまり穴
あな

屋
や

で
はなかったかと思われる。16世紀前半の首里の都も瓦屋根

上江洲均
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は少なく、王宮殿でさえ板屋根であった。
　民家に瓦屋根が許されるようになったのは、1889（明治
22）年であり、その後地方にも瓦屋根が普及した。民家の屋
根型は寄棟造りが一般的で、入母屋造りは仏閣に多い。古く
は切妻造りも多かったことだろうと思われるが、近年では住
まいとしての事例はほとんど見られない。
　母屋の間取りは、普通の民家では田の字型が多い。表東側
を一番座、西側を二番座と呼ぶが、一番座は床の間すなわち
客間であり、二番座は仏間である。裏座は寝室で、二番裏座
にはジール（いろり）を設けており、妊産婦のいる家では産
室となり、冬には老人の暖をとる部屋にもなった。
　台所は別棟であったが、瓦葺きになって母屋と繋がるよう
になった。台所には竃

かまど

があり、かつては三個の石を鼎
かなえ

状
じよう

に
置いたものであったが、土竃になり、煉瓦の改良竃へ、さら
に石油コンロ、ガスコンロへと進んだ。三個の竈石は、火の
神の常在する場所であり、しかし竃の変化により、小さな三
個の石で火の神を象徴するようになった。現在の都市生活の
台所空間では、小さな香炉を置いて火の神の存在を表象して
いる例が多い。

ショウジ（障子）

　障子には、琉球竹を砕き、のべ板状にして網代編みしたも
ので、部屋の仕切りとした。一方貫屋（礎石に柱を立てた家）

では紙張りのアカイ（明かり取り障子）がある。両方を一緒
にして「ショウジ」とまとめることができる。

ユカ（床）とシダイ

　家屋の床は、細い木を編んだものをインマヌユカといい、
竹のある地方では竹床であった。その上に藁

わら

莚
むしろ

や藺
い

草
ぐさ

莚
むしろ

、
畳を敷いた。鉄筋コンクリートの家になると窓にはカーテン
が掛かるようになるが、以前の家屋ではスダレがよく用いら
れた。日よけ、風よけ、目隠し、ゴミ除けの役目をする ｡先
島地方ではスンダルというが、那覇でのシダイでまとめるこ
とができる。

カー（井戸）

　水の問題は大きい。わき水の井戸を中心に集落が形成され
た。その井戸をカーという。泉カー、樋をかけたヒージャ
ー、石灰岩の窪みへ下りて水汲みをするウリカー、筒井はチ
ンガーなどいろいろの形態の井戸がある。水を汲み上げる容
器がチー（つるべ）である。古くはクバ（葵

び

蒲
ろう

）の葉で作っ
たものをクバヂーという。深井戸の滑車は木製であったが、
それは単にクルマという。井戸の側に置いてサツマイモ洗い
をする石

いし

盥
だらい

のことをイシドーニという。トーニの語源は
「田舟」であり、豚の餌桶もトーニである。

ハンドゥー

　水
みず

甕
がめ

をハンドゥーというのは、「半胴」から来ているとい
う。単にミジガーミ（水甕）ともいう。共同井戸から水桶で

運んできて満たすが、立木から雨水を取り入れて甕や壺に溜
めて飲み水にする地方もあった。

ハシ（梯子）

　一本木に刻みをいれたもの、又木を利用したもの、二本の
木に横木を付けたものなどがある。各地でハシ、パシ、パ
ス、パチ、フヮシ、ハチーなどというが「ハシ」でまとまる。

アシンマ（踏み台）

　屋外でよく用いられた踏み台である。キンマ（木馬）、ア
シンマ（足馬）という。乗馬を連想させる名称である。

ニクブクとムシル

　敷物は藺
い

草
ぐさ

や稲ワラ、アダン葉などで作った。稲わらだけ
で作るニクブクは、九州にも類似するものがあり、さらには
朝鮮半島まで見ることができる。敷物であるとともに物干し
にも利用する。ニクブー、ニンブー、ヌフフ、ニク、ニー
ブ、ニヌブグ、ミナブなど島々の呼称が多少異なるものの、
「ニクブク」で統一できる。藺草やアダン葉の莚

むしろ

は、縦縄
（糸）によって、骨の固い莚や敷莚にもなった。全体的に
「ムシル」（莚の意）でまとまる。敷物の仲間で板の間で用い
る円座は、インザ系とシキナ系に分かれるが、円座を意味す
る「インザ」でまとめられる。

ホーチ（箒
ほうき

）

　家の内外で使用する場所による違いがある。内箒と外箒で
ある。内箒は稲わら、尾花を素材とする例が多いが、他にも
クバの葉、クロツグの繊維などでも作る。外箒は竹や木の枝
を素材とする。
　名称は素材を冠してバランボーチ（尾花箒）、ブバナポー
ツ（同上）、ワラシンブーボーチ（藁芯箒）などと呼ぶ。各地
での呼称は、ホーチ、ホーキ、ハウツ、パウツ、ポーツ、ポ
ーキ、ポーチ、ポッチ、フッティーなどあるが、那覇の「ホ
ーチ」でまとまる。

オージ（扇・団扇）

　風をおこす扇や団扇がある。祭りに用いる団扇については
「ウチワ」の名称がある。しかし普段は扇も団扇も「オージ」
である。素材としてクバ（葵

び

蒲
ろう

）の葉を用いるので「クバオ
ージ」という。

ヘークルサー（蠅たたき）

　棕櫚の枝葉などの植物で作る。ヘークルサー（蠅殺し＝沖
縄島）、パイクッスポーチ（蠅殺し箒＝石垣島）、ハイウティム
ヌ（蠅打つもの＝与那国島）などの名が聞ける。ここでは沖縄
島の呼び方を採用して「ヘークルサー」とした。

カキジャー（自在鉤）

　家屋の内外において、物を吊り下げる鉤をカキジャーとい
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う。他にガーチ、ガズ、ギャッキャなどという地方もある。
囲炉裏に吊るす自在鉤は、ガフ、ガフザー、ガークー、ガー
チ、カックなどという。これらをまとめて「カキジャー」と
した。

灯火用具

　松の脂木を燃やす金網がある。これをアマラという。ブリ
キ製の石油ランプを「シジチ」というのは、中国語に由来す
る。その石油ランプを収める四角のガラス容器をカクランプ
という。総称して「ランプ」が標準名称になっている。

タンシとケー

　室内の大型家具といえば、簞笥や箱型の櫃
ひつ

である。簞笥を
タンシといい、櫃は大型の漆塗りをケー、小型をヒチとい
う。タンシでは、上部にグリージン（御霊前）、下部を戸棚
にしたものを穴屋構造の小規模の農家では置いていた。都市
の名家ではケー、農村の裕福な家庭ではヒチが嫁入り道具で
あった。

茅製容器

　マーグ、マグは茅で円筒形に作った女性の肌着や布地入
れ。地方の娘の嫁入り道具であった。

クサカチ（熊手）

　薪は、山の少ない地方では、枯れススキや灌木、ソテツ葉
などを日常的に燃やした。都市地区では北部の方からやって
くる薪を購入した。松やシイ材は火持ちが良い。一定の大き
さの竹の輪をつくり、その輪一杯に割り薪をさして束をつく
る。都市近郊では、松の葉をかき集めて販売していた。手製
の熊手状の用具をクサカチというのは「草搔き」の意である。

２）食

　稲作は島々にいたるまで広く行われていたが、多くの庶民
は、雑穀や根菜類（山

やま

芋
いも

・里芋・田芋）を食用していた。十
七世紀の初め、野

の

国
ぐに

総
そう

管
かん

により中国から導入された甘
かん

藷
しよ

が広
く栽培され、主食の座を占めるようになった。台風や旱魃・
流行病等による飢

き

饉
きん

常襲地帯であった琉球にとって、甘藷は
救世主的存在であった。甘藷はかつて「唐

から

芋
いも

」と呼ばれた。
日本本土へも琉球から伝わった「芋」なので「琉球イモ」と
いうべきところ、「薩

さつ

摩
ま

芋
いも

」と呼ばれて今日にいたっている
のは、当時の国の枠を示している。
　芋は煮て食するだけでなく、生の芋をおろし金に摺って澱

でん

粉
ぷん

を採り、ちょっとしたご馳走として、あるいは保存食とし
て、利用価値の高い食品となった。
　行事食として欠かせないのが豆腐である。水にひたした大
豆を石

いし

臼
うす

で碾
ひ

き、桶のなかから木綿袋で粕
かす

を取り除いて残っ
た汁を大鍋で煮る。それにニガリを加えるというのが沖縄の
豆腐製造の手順である。そうして凝固した状態の豆腐をユシ
ドーフといい、少しの調味料を加えるだけで、手軽にとれる

蛋白源として広く親しまれた。箱に入れて固めた豆腐は、野
菜を加えた炒

いた

め物（チャンプルーという）にした。沖縄の常
番である「チャンプルー」は、豆腐を抜きにしては成り立た
ないという。またカラサカナの代表が揚げ豆腐である。揚げ
豆腐は、行事料理の重箱詰めに欠かせない品である。煮物や
炒め物、揚げ物と家庭料理に登場する比率は大きく、豆腐を
しのぐ食品はない。
　沖縄の料理は、基本的には煮物・蒸し物で占められた歴史
が古いが、いつの時代からか炒め物や揚げ物が多くなった。
それは近世期のことと思われるが、今では食文化の一特色を
なしている。チャンプルーやイリチーと呼ばれる炒め物は、
たとえば「ゴーヤー チャンプルー」のように、今では県外
にも知られるようになった調理法である。
　重箱料理に欠かせないもう一つは、昆布である。北海道産
の昆布をより多く食用しているのが沖縄県だといわれてい
る。それは 17、8世紀以後、中国への貿易品として取り扱
った歴史に関係があるといわれている。昆布も煮物や刻み昆
布の炒め物として家庭でもよく食されている。
　肉食といえば、これも沖縄の食の特性である。王府では豚
や山羊の飼育を奨励しており、特に養豚が盛んに行われた。
しかしその歴史はそう古くはない。豚肉食が一般に普及する
のは甘藷が豊富に生産された 17、8世紀以後、食料の余剰
分で養豚が可能になった後のことである。

ナービ（鍋）

　ナビともいう。釜は白米を炊くハガマがあるが歴史が浅
く、広く普及したのは鍋であった。鍋は円形の鋳物が多く、
鉄鍋が古いが戦後は飛行機材などのジュラルミン製が普及し
た。また合成金属による取っ手付きの工業製品が広く流通す
るようになり、今日にいたっている。大鍋のサンメー（三
枚）やシンメー（四枚）は、一定の鉄の大きさを表す単位と
いわれ、大鍋に属する。用途は芋煮用、あるいは多人数の炊
き出し用鍋として使用された。普段の食事作りでは鉉

つる

付き鍋
が普及した。ツル付きなのでチルナービまたはチルカキーと
いい、手や柄を意味するティーナービー、イーナービーとも
いう。深い鍋は雑炊や汁物に利用され、浅い鉉付き鍋は揚げ
物用に使用されたのでアンダナービと呼ばれた。これらを総
称して単に「ナービ」とした。

ヤックヮン（薬缶）

　鉄製（戦後はジュラルミン製）であるが、古くはホラ貝製が
あり、それをブラヤクン、ブラヤックヮンという。ホラ貝製
の湯沸かしは、貝塚からの出土品もあり古い民具である。こ
こでは「ヤックヮン」とした。

鍋のふた

　ナビヌフタ（鍋のふた）が多いが、カマンタ（釜のふた）系
の呼称も割合に聞かれる。藁や茅、板材で作っていることが
多い。沖縄で海の動物エイをカマンタと呼ぶのは鍋ふたに似
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ていることからきているという。

ナビトゥイ（鍋取り）

　鍋に付随する民具として、ナビトゥイ、ナビシキがある。
ナビトゥイを八重山地方でナビトルフツというのは、クツす
なわち海の磯用わらじに似ていることから付いた呼称である。

マルチャ（まな板）

　マナチャ、マナツァ、ンマヌタなど島により微妙に違う
が、すべて「マナイタ」の転訛である。那覇を中心とする
「マルチャ」でまとめられる。竹富島の「種子取り祭」に米
や粟を蒸してつくるイバツ（飯初）をのせ、包丁で切り分け
る板をイバツダーまたはイヤチダーというのは、「飯初板」
の意で、マナイタに分類される。

杓子

　お汁用と飯用がある。お汁用には沖縄本島では、ナビゲー
またはシルゲーが多いが、八重山地方でアッカイ、ヒャー
ニ、スープェーなど島々による違いがあり、宮古ではキナと
いう。「カイ」や「ケー」は貝殻のことと思われる。現に石
垣島のアッカイは二枚貝を利用した杓子も含まれる。飯用杓
子をイーゼーやミシゲーというのは「飯カイ」「めしカイ」
で、長さ 70～ 80 cmのものをイビラというのは「飯ヘラ」
である。汁杓子・飯杓子ともにカイは、「貝」ではなく「櫂」
の可能性もある。櫂について沖縄では「ウヱーク」「ユホ」
「ヨ－」というので、「カイ（櫂）」という呼称は外来とも思
われる。イビラは、日本語の「篦

へら

」とも考えられるし、沖縄
独特の農耕用小型農具「ヘラ」とも思われる。大鍋での炊き
出しに、または芋練り用に向いている。芋の握り飯は、芋の
皮をむいて食べるよりも上品な食べ方である。

ニーブ（水酌み用柄杓）

　瓢
ひよう

簞
たん

を縦割りしたものが古くからあり、八重山諸島でペ
ーラ、ヒシャフディラ、サイなどという。クバの葉製、竹製
などがある。古い時代ムラの祭りに神酒を管掌する役職があ
り、その人を「ニーブとり」と呼んだ。

シルハチ（擂鉢）

　シルハチという地方とデーファと呼ぶ地方に分かれる。シ
ルハチが多く使われている。

クシチ（甑）

　食料を蒸して食べ、あるいは加工する場合、鍋の上に載せ
る用具がある。蒸し器でくくられるが、その代表的なものが
甑
こしき

である。沖縄本島地方ではクシチ、クシチーといい、宮古
地方でクスツ、八重山地方でクスキ、クシンキという。いず
れもコシキ系の呼び名である。桶型があるがこれは箱型とと
もに都会的なもので、古くから島々に見られるものはクバ
（葵

び

蒲
ろう

）やデイゴ、シイの木などの木の幹をくりぬいたタイ

プである。付随するハジ（簀の子）がある。ハジの語源は
「波

は

瀬
ぜ

」と思われるが、他にアマダー（網）、シライ（すだ
れ）、アガラサー（カステラなどを蒸し上げるもの）などがあ
る。奄美の徳之島でもハズまたはハジという。

ソーキ（丸笊）

　台所で使う籠にソーキがある。これは西日本全体的にショ
ウケと呼ばれる物で、中国の「筲

そう

箕
き

」に由来すると思われ
る。韓国でもよく見受けられるもので、「ソクリ」という。
沖縄の北部には、片口箕型の野菜洗い籠がある。これを現地
でマドゥヒというのは、「真ソーキ」と思われるので、この
「ソーキ」にくくることにする。名護市辺りで芋洗いに用い
た取っ手付きの籠で、現地ではマグと呼ぶが、茅容器との混
同と思われる。この類の籠や笊

ざる

類をまとめて一般的な「バー
キ」でくくる。

ホーチャー（包丁）

　料理用の包丁をホーチャーという。料理人を指す場合はホ
ーチュウと呼ぶ。屠

と

畜
ちく

用の包丁はワーサー ボーチャーとい
い、煙草刻み用包丁はキザン ボーチャーという。カタナと
いう地方もある。

イシウーシグワー（石臼）

　小型の石臼は、出汁用小魚搗きや薬草搗きとしてよく見ら
れるが、海の蟹搗きをする地方もある。ガイスツジャーは
「蟹つき」のことである。

ンムシリー（芋摺り金）

　サツマイモを摺り下ろして澱粉を採る器具をンムシリー
（芋摺り）またはンムクジシリー（芋くず摺り）という。八重
山地方でアッコンスーカニというのは「芋摺り金」の意であ
る。宮古地方のンートゥズカナは「芋とぎカナ」、ンムクジ
カナは「芋くずカナ」の意である。澱粉は料理の材料にな
り、保存食としても重宝であった。標準名は「ンムシリー」。

ヒチウーシ（碾臼）

　家庭用の碾
ひき

臼
うす

は、モチ米粉碾き、豆腐豆（大豆）碾き、雑
穀碾きなどに使用される。近代に入って石臼の生産が増え、
それにともなって豆腐食も増えたと考えられる。ヒチウーシ
（碾臼）、イシウーシ（石臼）、トーフウーシ（豆腐臼）の三つ
の呼び方があるが、「ヒチウーシ」でまとまる。付随する物
ではウーキ（桶）、アジマー（臼を置く十字型の木）がある。
豆腐を四角に固める豆腐箱は、やはり「トーフバク」であ
る。名称は各地でほとんど変化はないが、形は千差万別であ
る。統制が無かったことを意味するものか。

醤油関係用具

　スタティやスタジは醤油のこと。スタティキニ（キニ＝攪
拌するもの）、スタティヌファー（ファーとは子のこと。粕よけ
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の籠）、ニーブ（醤油を汲む柄杓）がある。家庭用醤油を製造
していた八重山地方に見られる用具。スタティヌファーは、
底のある筒状の籠であるが、沖縄には見られない菊底であ
り、外来の技術である。ニーブは瓢簞を利用したもの。胴部
に孔をあけており、そこから醤油をくみ取り、口から他の容
器に移すもので、古くは首里の酒造所でも使用されたので、
古くからの存在が認められる。

菓子型・飯型

　食品の加工用の花型や飯型箱がある。落雁菓子をつくるた
めの菓子型をクヮシガタという。飯型をチチヌジというのは
竹筒型から付けられた名称と思われるが、正方形の箱形もあ
る。結婚式などに用いた。

かまぼこの型

　長方形の箱形である。これは先島地方に見られる。カマブ
クイタ（かまぼこ板）という。これとセットになっている小
型の木臼や小杵がある。木臼はカマブクウーシ（かまぼこ臼）

の名で呼ばれている。

ターレー（タライ）

　料理作りにタライをよく用いる。桶屋の作ったタライはタ
ーレーまたはハンジリという。地方にはくり物のタライもあ
る。

アンダガーミ（油脂甕）

　食生活の変化により現在の台所から消えた壺である。ラー
ド（豚脂）を入れて台所に吊り下げたもの。製作地の那覇市
壺屋ではアンダガーミ（脂甕）と呼んで用途を表し、これが
主流の呼び方であり、形態からミミチブ（耳壺）と呼んでい
る地方もある。

ウメーシ（箸）

　箸をウメーシという丁寧語は、「お＋み＋はし」からきて
いる。地方ではハシ、パチ、ハチとハシ系が多い。焼き物の
はし立てはちゃぶ台の少ない地方には珍しく、竹を幾段にも
削ったもので、台所の柱に縛り付けたものが一般的であっ
た。名称は「ウメーシタティ」（箸立て）という。

ウジン（お膳）

　平たい会席膳、高い老人用のタカウジンがあり、霊前用の
お膳などがある。地方では芋を盛るヒラバーキー（平ざる）

がお膳代用として用いられた。

サギゾーキー（提げソーキ）

　煮物を一時保存する籠は、ふた付きに紐で吊るすようにな
っている。その改良型が同じ竹で柄を付けたものである。こ
れをサギゾーキー（提げソーキ）と呼んでいる。他にサギデ
ィル（提げティル）、ティーゾーキー（手ソーキ）、ユザウキ

（ふるいに似たソーキ）などの名がある。ソーキやティル（ま
たはティール）は古くからの竹籠の名であり、この食物貯蔵
用籠は新しい民具として誕生したことが分かる。

アシーウーキ（汁桶）

　汁物を野良仕事のお昼に運ぶ際の用具に、アシーウーキが
ある。アシーとはかつて午後 2時頃にとった昼食のこと。
ウーキは「桶」のことで、桶状に作ってふたをかぶせた物で
ある。また大竹の皮を削ったチチ（筒）も汁用に使われた。

ビントージュー（弁当重）

　ムラでの酒肴持参の新年宴会などに、あるいは役人などの
弁当箱として使用されたのがビントーまたは「ビントージュ
ー」（弁当重箱）である。ジュウバク（重箱）は、6寸や 8寸
のものがあり、仏壇や墓前の供物に用いるが、用がすめば入
れ物に収めて片付けられる。その入れ物を「重箱のシー」
（笥）という。

チブル（瓢簞・夕顔）

　飲み物に関する用具として、水入れの瓢簞容器を一般にチ
ブル（頭の意）という。八重山地方ではカナバイと呼んでい
る。チブルは、液体ばかりでなく、茶の葉や種子物などを貯
蔵することにも用いられた。茶の湯は地方には普及していな
いが、那覇を中心にブクブク茶と称する茶を楽しむ風俗があ
り、くり物容器と大型の茶

ちや

筅
せん

があった。

酒器

　酒入れでは、焼き物の徳利や急須の他、カラカラと称する
酒急須がある。カラカラは、九州のものと名称・形がよく類
似している。また物見遊山に携帯する酒入れにダチビン（抱
瓶）がある。その他に椰子の実を加工した酒入れがある。こ
れをヤーシグヮーという。沖縄で「グヮー」は「小さい」と
か「かわいい」という意味がある。

喫煙用具

　煙草入れをフゾーという。フゾーに「宝蔵」の文字を当て
るのは、もとは財布の役目もしたからであろうか。布、皮、
木、竹、牛角などを素材とした。布製は婦人用が多かった。
木製では枕兼用があり、それを海フゾーといい、糸満系の漁
民が多く用いたことから糸満フゾーなどとも呼ばれた。これ
らをまとめて「フゾー」という。刻み煙草用のキセルをチシ
リという。古くは雁首に当たるところに石製・竹製・陶製な
どがあった。のちに金属製もできた。キセルを収納するもの
をスップンという。スップンは身とふたからなる抜き差し型
である。他に竹細工でできたものもあった。
　たばこ盆は、升型の中に火入れ（陶磁製）、吸い殻入れ（竹
筒）の付属品を有している。たばこ盆がなまった形でタバク
ブンという。高めに作られたタカタバクブンは、来客用、ま
たは仏壇の備品（仏具の一種）になっている場合がある。
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　葉たばこを刻む板をチリバン（切り板）といい、刻み包丁
のことをチリバンボーチャーと言った。八重山地方では、キ
ザンポーチャー（刻み包丁）という。刻み包丁も台所の調理
用とともに「ホーチャー」でまとめることもできる。
　マッチのない時代、野外へ火を運んだのがヒーナー（火
縄）である。火種を運ぶ方法である。

ジーウーキ（丸木の桶）

　丸木をくりぬいて底板をはめた桶をジーウーキという。木
の髄が空洞になったものに手を加えて桶にしたものである。
沖縄北部の山地で米櫃に使用した。

バーキ（米笊）

　ユナバーキーは、「ヨネ（米）バーキ」の意で米を一時保
管し、あるいは運搬する笊

ざる

のことである。運搬用笊とともに
「バーキ」でくくられる。

マグ（茅容器）

　先島諸島には、茅容器が多く見受けられるが、それは壺形
のツツカサ、口の開いたマグ（またはマーグ）、それに島によ
りガイズの呼び方がある。用途は麦や粟の保管用、近所での
運搬用である。

ハンドゥー（水甕）

　壺類には味噌入れ、漬け物用、穀類入れなどがある。口の
開き具合や習慣的な呼び方で「カーミ」（甕）、「チブ」（壺）

に分類している。一升徳利をチュワカシ（一沸し）といい、
一斗壺をトゥワカシ（十沸し）という。

ハジ（竹編み）

　物干しの竹の編み物をフヮーザまたはハジ、ハズという。
まとめて「ハジ」とした。莚

むしろ

なども物干しにも用いる。その
場合は敷物名のムシルである。

３）衣

　15世紀の半ば、琉球へ漂着した朝鮮漂流民の見た琉球の
風俗は、「婦人は広

ひろ

袖
そで

衣
い

の長
ちよう

袗
しん

（長い上着）の如
ごと

きを着
ちやく

し、
あるいは短

たん

襖
おう

及び裙
くん

を着す」というものであった。この服装
は、服飾研究者のいう一部式と二部式の衣服である。長い上
着を着た者と腰から上の胴

どう

衣
い

（短襖）とスカート状の裙（沖
縄のカカン＝裳

も

）という上下二つからなる服装であったこと
が分かる。
　この朝鮮漂流民よりおよそ 80年後の 1534年に来島し
た、中国の冊

さく

封
ほう

使
し

の使録によれば、「女子は頭上に帷
とばり

のよう
なものをかぶり、人に会うとこれを下ろして面を蔽

おお

う」とい
うのであった。上着と胴衣・裙のほか被

かず

衣
き

の風俗があったこ
とも分かる。ただし、彼ら外国人の見聞した場所は、都市地
区に限られており、上層の子女が対象となっていたと考えら
れ、庶民レベルまでこの服装が浸透していたとは考えがた

い。琉球では、尚
しよう

真
しん

王
おう

治世の十六世紀初め、貴賤による
簪

かんざし

の制やハチマキ（冠）の五色による身分制度が確立し
た。およそ 150年後の 1670年には、諸士の系図編集の動き
が進み、士農の分離が明確化し、服飾による身分制度もより
細分化、複雑化した。
　古くは権威の象徴でもあった服飾は、身分の確立がより進
むにつれて、服飾の素材・色調・文様・織り方に制限が加え
られた。苧

ちよ

麻
ま

は古くから栽培され、熱帯原産の糸芭蕉の糸で
織った芭

ば

蕉
しよう

布
ふ

は身分の上下に関わりなく着用された。木綿
は 17世紀初め薩

さつ

摩
ま

から伝えられて栽培されるようになった。
　胴衣と裙の服装は、近代に入ってからは神

しん

女
じよ

の着る神
かみ

衣
い

装
しよう

と琉球舞踊の衣装にとどまり、長い上着が一般的になった。
　下

げ

駄
た

や足
た

袋
び

、草
ぞう

履
り

などの履
はき

物
もの

、かぶり物の傘
かさ

は上層のもの
で、庶民は履物がほとんどなく、かぶり物は労働に適した笠

かさ

をかぶった。クバ（葵
び

蒲
ろう

）の葉で作ったクバガサがその代表
である。晴天用としては、他にムンジュルガサ（麦わら笠）

があった。蓑
みの

には棕
しゆ

櫚
ろ

皮
かわ

製を最上として、菅
すげ

草
くさ

製、クバ製な
どがあった。
　沖縄の衣服の袖口に袂

たもと

をもうけず、開いたつくりで風通し
良い縫い方である。芭蕉着物は男女の区別なく、加えて老若
も日常的に着用した。

フクター（防寒着）

　ボロの意味とつぎはぎのおしゃれ着の両面の意味がある。
ウンジョーはいわゆる「裂

さき

織
お

り」である。沖縄北部と奄美地
方に分布する作業着、あるいは防寒着である。

バサー（芭蕉着物）

　沖縄ではバサー、またはバサージンという。奄美でバシャ
ギンといい、一般的な素材であった。最も庶民的な着物の素
材である。

ティサージ（手拭い）

　日常使用するものと、アクセサリーとして織られたものが
ある。首里や読谷、与那国島にあったもので、それらの地方
ではウムイヌティサージ（思いのティサージ）とウミナイテ
ィサージ（姉妹のティサージ）があったという。前者は恋人
への、後者は兄弟へ与える姉妹神としてのものである。

被り物・雨具

　クバ笠とムンジュル笠がある。クバ（葵
び

蒲
ろう

）の葉で作った
笠と麦わらの笠である。麦わらのほうは日笠用である。それ
以外の素材はほとんど見ない。蓑

みの

は棕
しゆ

櫚
ろ

皮
かわ

を最上として、ク
バの葉製、菅草製がある。「ンヌ」でまとまることができる。

寝具

　布団はウードゥまたはウールという。庶民の間では衣服の
フクター同様に布を幾枚も重ねて補

ほ

綴
てつ

したフクターウードゥ
がよく用いられた。枕をマックヮまたはナーファ、マッファ
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などという。角材の切れ端が一般的であったが、板木を交差
させて作ったアジマックヮもあった。「マックヮ」でくくら
れる。

履物

　下駄、草履、草
わらじ

鞋があった。下駄は支配層では、竹皮表の
下駄があり、それをジタと呼んだ。しかし一般には足駄の訛
ったアシジャと呼んだ。草履は、支配層でウジャレーといっ
たのは「おぞうり」の意である。これも一般にはサバと呼ん
だ。サバの語源は不明。草鞋の形式を残すのが海用のワラグ
チ（わらぐつの意）である。草鞋は方言名がない。ワラグチ
は、単にフツとも言うが、宮古諸島でフダミといい、「踏む」
ことを指す。

２．生業・運搬

１）農耕

　古く稲作は一期作であり、立冬のころ苗代に播
は

種
しゆ

をし、春
の節に植付けをした。種おろしの日のことを「種

た

子
ね

取
と

り」と
言うが、種子を「播

ま

く」という語をさけて「取る」と逆の表
現がなされた。春の彼岸前後に田植えをし、陰暦六月には収
穫する。夏から秋にかけて襲来する台風の時節までには、す
べて収穫を終えなければならないからである。
　五月は稲の出

しゆつ

穂
すい

期である。稲の強敵である台風や大雨が
こないように祈願する。六月は稲の刈り入れとともに「稲

いね

大
たい

祭
さい

」すなわち豊年祭が各地で行われる。新米のご飯を神仏に
供え、村々においては、収穫したばかりの稲わらで大綱を作
り、「綱

つな

引
ひ

き」が行われる。
　畑作は古くから行われた。水田の作れない島も多く、その
ような島では雑穀を主体に生産した。タロイモ系の栽培があ
る。畑作の里芋と水を好む田

た

芋
いも

であるが、田芋の茎
ずいき

も食用に
供せられる。鈴なりの子沢山の繁盛ぶりを肖

あやか

り、結婚式や出
産時の祝い行事食の筆頭に数えられる。里芋をチンヌクと呼
ぶのは、たくさんの子どもが「鶴の子」に似ているからだと
いう。
　サトウキビも中国から導入した。農業技術のなかでも最も
進んだのが黒

くろ

砂
ざ

糖
とう

製造すなわち生産加工技術であった。明代
の『天

てん

工
こう

開
かい

物
ぶつ

』という本には、「二
に

転
てん

子
し

三
さん

鍋
か

法
ほう

」が紹介され
ている。「転子」とはサトウキビを圧

あつ

搾
さく

して汁をとる車輪
で、十七世紀の半ば、沖縄で三つ車の「砂糖車」が考案され
た。戦後、政策的に稲作からサトウキビ生産に転換すること
になり、サトウキビ生産は基幹産業となった。

ヤチバ（八ツ歯）・クルバシー

　水田耕作用農具では、人力による農具の鍬が古く、のちに
畜力を利用した大型農具の犂

すき

や馬
ま

鍬
ぐわ

になる。田の砕土具であ
る馬鍬をマーガというのはその転訛で、古くはヤチバ（八ツ
歯）と言った。丸木に筋をつけて凹凸にして田の土を砕く農
具で、クルバシーというのがある。八重山地方で使用されて

おり、台湾から入った農具である。台湾でラタック（ 碍
とく

）

と呼ばれているものである。クルバシーは、「転がす」の意
である。畑にも同名の農具があるが、しかし形態的にはヤチ
バ状のものである。

ターノーサー（えぶり）

　田の土均しに使用するのがマーカやターノーサーである。
マーカは八重山で使われた物で、牛馬に引かせるものであ
る。ターノーサーは「田なおし」の意で、スルイタとよぶ地
方もある。スルイタは「代板」で、苗代均し板の意である。
本土でいう「えぶり」で、のちにコテ状の苗代板のスルイタ
に形が変化する。

イザイとヤマ

　牛馬に引かせる犂
すき

は、ほとんどの地方で四本の木組からな
る長床犂の形式で、奄美・沖縄本島では、イザイ、ウザイ、
ウダイ、ウィザイ、イーゼー、イダイなど「イザイ」系であ
る。ところが宮古・八重山ではウシヌヤマ（牛のヤマ）、ズ
ースクヤマ（地を耕すヤマ）、タースクヤマ（田を耕すヤマ）
など「ヤマ」系である。「イザイ」系名称は「躄

いざり

」からきて
いるという。それに対して「ヤマ」系は仕掛けの意である。
奄美・沖縄への伝播が古く、先島地方へは遅れて入ったとい
うことを表している名称の変化だと考えられる。田舟をフニ
（舟）というが、西表島ではフモーリという。フモーリの語
源は不明。

鍬

　耕耘用の鍬には、水田用と畑用があり、また両用の鍬があ
る。普段フヮーグェーというのは「刃鍬」の意と思われる。
他にトングェーまたはトゥングェーというのは「唐鍬」の意
に解される。鍬そのものの来歴を表すと考えられる。八重山
波照間島でこの鍬のことをウッサペー（沖縄鍬の意）という
のは、自分の島で使っているスマペー（島鍬）に対して呼ん
でいるもので、のちの来歴を表している。畑ばかりでなく水
田でも用いた。
　叉鍬の系統では、二叉鍬、三叉鍬がある。水田用では風呂
鍬の系統のミングェー（またはマーグェー）があり、戦後は
スコップの先を切り落として加工したスコップクェーがあ
る。いずれも「クェー」でまとめることができる。

ウズンビーラ

　水田を深耕する農具としてかつて存在したのがウズンビー
ラである。これは木製で稲株を掘り起こすことに用いられた
が、労働がきついため、さほど普及しなかった ｡名称の「ウ
ズン」は、「掘り起こす」または「目を覚ます」など諸説あ
る。「ビーラ」は、「ヘラ」という耨

どう

耕
こう

具
ぐ

の仲間の意である。

ヒーラ（耨耕具）

　畑用の小農具に耨
どう

耕
こう

具
ぐ

の一種としての「ヘラ」がある。こ
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れを古い記録では「金へん」に「平」の文字を当てている。
琉球の国字であるらしく、辞書にはない。この小農具は狭い
土地での農耕には向いていて腰を落として作業をする。サツ
マイモの苗植え、培土、除草や粟の間引きにも向いており、
島々による形の変化がおもしろいほどである。名称は、フィ
ーラ、ヒラ、ヒーラ、ヘーラ、ペラ、フィラなどの呼び方が
ある。「ヘラ」または「ヒーラ」でまとめることができる。

掘串

　ヘラよりもさらに先端を尖らせた小農具（耨
どう

耕
こう

具
ぐ

）に「手
て

鉾
ぼこ

」あるいは「掘
ほり

串
ぐし

」でまとめられる系統がある。ティブク
（手鉾）は、木製であるが、のちに先端部に金属刃をはめた
ティブクに変化する。それ以外のものは鉄串のまま、あるい
は鉄串の後部に木の取っ手をつけた形は共通するが、島々に
よる違いも顕著である。

イラナ（鎌）

　収穫・脱穀調整用具では、草刈りや収穫用の鎌としてイラ
ナ系、カマ（ハマ）系がある。粟刈り用の刃先の短い鎌を波
照間島ではイララという。宮古島の粟刈り鎌もほぼ同型なが
らイザラという。どちらもイラナ系である。

クーダ（竹管）

　稲脱穀用の竹管は、クダ、クーダ、などが一般的である
が、イェービと呼ぶ地方もある。イェービは、芭蕉糸をすぐ
りとる竹鋏の名でもある。名称として「クダ」系が圧倒的で
あるので問題はないが、形態的に大きく違う分布に分かれ
る。お箸ほどの長さのクダと掌中に収まるほどの小さな物
で、奄美・沖縄で複雑に分布している。

シンバ

　クダのあとに普及したのがセンバである。近代に入ってか
らのことで、奄美ではカナクダ（金管）といい、竹管に対抗
する民具とする認識があった。新しく入った道具なので、ン
ニシジヤーマ（稲を脱穀する仕掛け）、ティーヤーマ（手で扱
う仕掛け）の他、ヒッスグヤー（脱穀する動作）などそれぞれ
の地方で付けられた名称もある。「シンバ」でまとめられ
る。新しく道具類が伝播して普及する段階で、どういう名で
呼ばれたか、参考になる民具の一つといえよう。

ユイ（ ）

　脱穀調整具の一つに篩
ふるい

がある。篩は選ることからユイとい
う。八重山地方でユラシ、与那国島でドゥラチという。与論
島では籾通しをアラユイ、米通しをナーユイ（中ユイ）、粉
通しをユンジャマという。ジャマはガマすなわち「小さい」
ことである。全体を「ユイ」でくくることができる。

唐竿

　豆類を脱穀する木槌はセージチ、回転する「唐竿」にはク

ルマボー（車棒）またはクルマンボー、フーマボーともい
う。マミウチボー（豆打ち棒）ともいう。また宮古地方でヤ
マボーというのは、仕掛けのある棒の意である。

ソテツの実割り

　ソテツの実割り用具は、南西諸島だけに見られるものであ
る。角材に小さな穴をあけた台木を粟国島でタンナーワヤー
（実割り）、押し切り型を奄美でソデツナイキリ（ソテツ実切
り）、ヤンブイキリ（ソテツ実切り）などという。槌では幹を
削ったものをたたく。これを粟国島ではユクティ（横手の
意）またはサンジチャー（桟槌）という。

ウーシ（木臼）とアジン（杵）

　穀物調整用具の筆頭といえば、ウーシ（木臼）である。他
にウス、ウース、ウッチなどの呼びかたがある。穀物の調整
から精白、製粉までこなすものであった。臼と共に使用する
杵は、稲のノギ折り用のンニカチ、またはカチアジンがあ
り、精白、製粉用の杵とは区別した。杵のことを沖縄本島地
方ではアジム、アジンなどといい、奄美でアディム、アドム
といい、語源は「粟杵」であるとされる。これに対して先島
地方ではイナツク、イナンキ、ナンティ、インツク、などと
いい、「稲搗き」であるという。「粟」と「稲」の両文化圏が
あり、ひとつにくくるのは困難である。標準的名称は南西地
方内では見つからない。そこで「キネ」という日本語が必要
となる事例である。なお、横杵はカキジチまたはユングィー
という。竪杵に対して横杵は後に入った民具で、奄美で竪杵
をシマアジンというのに対し、ヤマトアジンというのは、横
杵が他所から入ったことを物語る。

シルシ（摺臼）

　臼の仲間に「籾摺り臼」がある。ヒキウス系とスリウス系
に分かれる。基本的な形は下臼に上臼を重ねたもので、紐を
引いたり横の取っ手を握ったりして半回転して籾を摺る。た
だし、ウスの前に付けるのがメー（米＝ご飯）、フミ（クミ＝
米）、ユニ（ヨネ＝米）、ンニ（イネ＝稲）などの相違がある。

ミーゾーキー（円形箕）

　調整具で忘れてはいけないのがユイ・ミーゾーキーと併称
される竹製品である。ユイはすでに説明したのであるが、竹
の平

ひら

笊
ざる

に孔をつくって穀類をふるう用具である。ミーゾーキ
ーは、「ミ＝箕」＋「ソーキ＝筲

そう

箕
き

」という形の複合語であ
る。ただし奄美地方では、サンバラという。九州以北の片口
型の箕に対抗する円形の箕である。名称の後半部をあげると
バラ、ハラ系とソーキ系に大別できる。バラ、ハラ系は鹿児
島の「バラ」の影響を受けて奄美から沖縄本島北部に分布
し、沖縄本島中北部以南の先島までは「ソーキ」であり、名
称の上で二つの文化圏を形成している。
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２）漁撈

　海に囲まれた島
とう

嶼
しよ

県の沖縄であるが、漁業に対する認識が
弱く、そのため港湾の整備が遅れ、大型の漁船もなく漁業と
呼べるほどのものはなかった。人々はイノーと呼ぶ珊瑚礁の
岸の内、すなわち礁

しよう

湖
こ

での伝統的な漁撈を続けてきた。イ
ノーは貝塚時代から利用されつづけた漁場であり、魚類や貝
類、海

かい

藻
そう

類がとれる場所で、「海の畑」ともいわれる。
　漁撈には、釣り漁、潜

せん

水
すい

漁
りよう

、突き漁、網漁などがある。
沖での烏

い

賊
か

釣
つ

り、鱶
ふか

釣
つ

りなども行われた。
　イノーでは、数人で行う小規模の追い込み漁があった。浅
瀬の海面を手でたたいて魚を網に追い込むもので「パンタタ
カー」という。これに対して深い海での追い込み漁は「アギ
ヤー」といい、魚を深い海から浅い所に張った網へ追い上げ
ることを意味している。

ティール漁

　同じ籠
かご

漁
りよう

でも「ティール漁」は筌
うけ

の一種である。円形の
籠の上部に入り口をもうけ、返しをつけたもので、餌を入れ
て海底に沈める。標識をおかず、サンアテ（山当て）の方法
で籠の設置場所を確認して引き上げる。
　珊瑚礁の上での魚介類の採捕には、初夏の昼間の干潮と秋
から冬にかけての夜間の干潮時に行われる潮干狩りがある。
とくに夜間の漁を「イザイ」という。それは「いさり」のこ
とである。漁

いさ

り火をともし、銛
もり

をもってタコや魚を捕るので
ある。

貝殻の民具

　貝類の種類が豊富である。タカラガイや二枚貝のシャコガ
イは漁網の錘

おもり

、ホラガイは報知具や湯沸かし、二枚貝では汁
杓子、タカセガイでは壺のふた、ヤコウガイは漆器の素材
（螺

ら

鈿
でん

）、スイジガイやシャコガイは魔除けのしるしである。

サバニ

　漁撈用の舟は、松やシイなどの大木をくり削ったいわゆる
丸木舟で、マルキンニまたはマーキサバニと呼んだ。近代に
なって宮崎県の飫

お

肥
び

杉
すぎ

の厚い板が入り、それによって「糸満
ハギ」が誕生した。糸満の船大工が作り出した舟なのでそう
呼ばれ、軽くて速度の出る舟で、「本ハギ」ともいう。本ハ
ギというのは、戦後「南洋ハギ」という板材節約型の舟が出
たからである。これらの舟を総称して「サバニ」と呼ぶ。和
船系のような鉄釘を用いず、フンドゥーという板楔

くさび

と竹釘
によって板と板を接合するところに本ハギすなわち糸満ハギ
の特徴がある。

サバニの付属品

　まず櫂
かい

がある。櫂は舟の右舷・左舷から潮を搔き寄せ、舟
を推進する用具である。帆を「フー」といい、櫂のことを沖
縄本島地方ではウェークというが、宮古地方でイザク、ヤ
ク、ザーク、ズザク、八重山地方でヤクー、イヤグ、ダグ

ー、奄美地方でヤホー、ユホー、ヨーという。沖縄本島が中
心というだけで「ウェーク」を標準名称とすることができる
か疑問もある。南西諸島内で別の標準名が要求される。そこ
で「カイ」がとおりがよいということになる。
　アカ取りをユートゥイという。ユーとは船底に溜まるアカ
のことである。舟の種類によって 2～ 3種類があった。舟
の碇
いかり

のことをンブシ（おもり）というのが一般的である。帆
を「フー」といい、綿布を使用して作る。

トゥジャ

　魚突きの三本銛
もり

をトゥジャという。語源は「研ぎ矢」であ
るという。トゥガ、トゥダ、トゥギャと大方トゥジャ系であ
るが、奄美地方ではイチギャまたはイチュギャと分かれる。
サーラトゥジャは、サーラウージという疑似餌とセットで用
いる。三本銛であるが、銛の部分が抜けるようになっている
点が異なる。一本銛をウジム、ウギンという地方とイグン、
イギュミという地方に分かれる。『おもろさうし』には「い
ぎょも　たこつく」とあり、イグン系がこれにより近いよう
に思われる。古くは海中の自然の穴からタコを獲るのに用い
た漁具である。

カキバリ

　数本の針が柄の方向に鈎
かぎ

状に開いたもので、烏賊を掻き上
げるもの。イカイユ（イカヂー）という疑似餌同様の鈎をも
っている。

アミ（網）

　網をアミという。一人で単独に用いるサディ（叉手網）

や大型のヤンダー網、ウチアミ（投網）、四角に張ったパイ
アミ（張り網）、多人数で用いる追い込み用網（袋網とソデ
網）、定置網などがある。獲れる魚の種類によってクスク
網、イラブチ網、グルクン網、スク網などと呼ぶ。または
小規模の追い込みに用いる場所を指してワリジケ（水路用）

網などとも呼ぶが、まとめて「アミ」である。

ウミディール

　魚籠に相当する籠をウミディールという。ティールとは
「手籠」のことで、ビクも餌籠も弁当籠も用途は異なるもの
の、すべて「ティール」でくくられる。計量用のザルをキン
バーキといい、「バーキ」である。

ミーカガン（水中眼鏡）

　これは明治 10年代、糸満の漁師により考案されたもの
で、現在では全国に普及している。これに対し桶眼鏡は箱
型、樽型がある。それをタマウーキというのは、「玉（ガラ
ス）桶」の意である。

ウミバク（海箱）

　釣り針や釣り糸、縄その他の貴重品を収める箱をウミバク
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（海箱）という。地方によってはチーバク（釣り針箱）とも呼
ぶ。大型のものをウミビツというのは「海櫃」のことである。

ウケ

　川用と海用がある。川用は片すぼみのものであり、海用は
円形の籠の上部に入り口を設けたもので、沖縄本島の北部で
アニク、中南部でアイクという。北部でも海用をウミディー
ル（海籠）、タマンバーキ（鯛ざる）と呼ぶことがある。奄美
では主に川用に対してアディホ、アネク、アリョーという。

３）山樵用具・狩猟用具・加工用具・職人用具

　山樵用具では、ヤマカタナ（山刀）がある。山仕事で鉈
なた

の
役割をする物で、ヤマナジともいう。「山薙」であろう。八
重山諸島、沖縄本島の北部に多く見られる。八重山地方でヤ
マンガラシともいう。ここでは「ヤマナジ」でくくりたい。
山仕事でのもう一つの主人公と言えば、斧であろう。斧はウ
ヌ、ウーヌ、ウーン、ブーヌ、奄美ではウム、オンという。
『おもろさうし』に「いしおうの」「かなおうの」とあり、古
くから「オーノ」すなわち「ウーヌ」に近い発音をしていた
ことが分かる。鉄刃先に台木をつけたもので、山用と薪割り
用を区別した。
　狩猟用具の槍

やり

を沖縄本島北部ではヤイ、ヤマシシヤイ（山
シシ槍）という。八重山地方ではフクまたはプクという。フ
クは「鉾

ほこ

」である。沖縄北部で槍といい、八重山は鉾である。
　椿油搾り用具を単にアンダシブヤー（油搾り）という。形
の上からトゥイグチ（鳥口）ともいう。椿油は食用、または
整髪用にした。
　莚
むしろ

製作用具をムシルバタまたはムシルヤーマという。藺
い

草
ぐさ

をさすイーサシ（藺差し）とフドゥチ（筬）が付属品とし
て付いている。ここでも「機」系と「仕掛け」系に分かれる。
　オーダー（もっこ）製作用具には叉木を利用した石錘によ
るもの、正方形（または長方形）の木枠に釘を立てたものな
どである。オーダーヤーマあるいはオーダーツクヤーと「ヤ
ーマ（仕掛け）」「作るもの」などの名で呼ばれる。叉木に石
錘の道具は、籾俵や炭俵作りにも用いる。
　漁網製作または修理用の針をアグイという。編み目の大き
さをきめる板のことをアギタという。
　屋根葺き用具には、ヤーサシバーイ（屋根葺き用針）、はさ
み、鎌、カヤシミヤー（縄締め）、ユングヰー（木槌）スルイ
タ（板こて）などがある。
　鍛冶用具には次のようなものがある。フーチ（ふいご）、
カナカ（金床）、トーニ（石製水容器）、ヒバーシ（火箸）、ゲ
ンノウ（ハンマー）、ウフジチ（大金槌）、シミカチ（炭搔
き）、タガニ（たがね）、ミーチー（目打ち金槌）、シン（せん）

などがある。
　大工用の錐

きり

には、火起こし錐に似た回転錐のクルマイリ
（車錐）と弓で回転するトーイリ（唐錐）がある。まとめて
「イリ」でくくることができる。
　屋根瓦製作用具には、ミーガーラグルマ（女瓦用轆

ろくろ

轤）と

ウーガーラグルマ（男瓦用轆轤）を筆頭に瓦型につけるカー
ラチン（瓦衣）、カーラバク（瓦桶）、クヮーヒン（土きり
弓）、ジョージ（定規）、ナディ（土なで板）などがある。中
国式の造瓦法であり、道具もそれに由来すると思われるが、
名称は沖縄風である。
　製塩用具では、サシ（砂撒き用板）。海水を汲むものはター
グ（おけ）、撒いた砂へ海水をかける容器はサラという。砂
をかき混ぜる用具をクルバシー（大きな櫛型）、砂を集めるユ
シ（寄せ板）、集めた砂をオーダー（もっこ）または手押し車
に取り込むゾーリン（鋤

じよ

簾
れん

）がある。砂を集積する小さな施
設をクミという。塩炊きの平鍋を単にナービという。
　石工用具では、ヌミ（のみ）、イヤ（ヤ）、石ユーチ（石よ
き）、ハンマー（金槌）、ヒチ（刃のある鉄棒）などがある。
　養蚕用具として、木製の蚕箱以前に用いられた竹や芦を編
んで作ったものがあり、これをハジまたはハジャ、ハージ
ャ、パジャなどという。語源は「波

は

瀬
ぜ

」である。
　製糸用具として、真綿から糸を紡ぐ器具がチーシー（ティ
ーシーとも）がある。これは台木に小さな柱を立て、その頂
部に十字に板を差したもので、後に竹柱に板製の円盤を載せ
たものに変わる。経糸を整形するカシギー（桛

かせ

木
ぎ

）はＨ字形
であるが、後に回転式のクイメーに変化する。
　糸を入れておく容器は、糸の種類や島々により異なる。宮
古・八重山ではカヤ容器のマグや板製（箱形）のサックイが
用いられる。久米島紬では挽き物のケーローというものが用
いられた。
　芭蕉糸をすぐり出す竹割り鋏をイェービという。その芭蕉
糸を収める籠をウーバーラーまたはウンゾーキーという。ウ
ー、ウンは、苧

ちよ

麻
ま

や糸芭蕉を指し、ハーラやソーキは竹籠の
名称である。
　糸車はハタ（機）系、ヤマ（仕掛け）系の名称に分かれ
る。糸巻きは、ワクという。

４）畜産用具

　農家で家畜を飼養する風景は、戦後も長い間残っていた。
家畜も人と同じ屋敷内に飼養した。馬はンムゲー（おもが
い）・手綱をつけて馬小屋に立て、草を餌にする。牛は鼻に
孔をあけて手綱を通し、先端に木の輪をつける。それを単に
「牛のハナ」という。牛小屋に餌台を置いて草で飼う。山羊
は首を縄でくくって柱に繋ぎ、木の葉の餌で飼う。豚は石積
みや木柵の囲いの中で飼う。餌は汁物が多いので、餌入れの
トーニを用いる。トーニは木のくり物、焼き物などがある。
鶏は、稲の収穫後は放し飼いが多く、自由に餌あさりをさせ
たものであるが、タウチー（軍

しや も

鶏）を飼う場合に用いたのが
六ツ目編み籠である。これをロッカクミーといい、また目が
大きく開いていることからミーバーラーとも呼んだ。
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５）交易用具

枡

　一般にチョーバン（京判）という。地方によりマーシ（枡
ます

）

ともいう。しかし、一合枡をナカムイといい、一斗枡をトー
と呼び分ける。枡に盛った穀類を平らに均す短い棒をトーカ
チ（斗

と

搔
か

き）という。

ハカイ（竿秤）

　竿秤を一般にハカイという。大秤のことをチンドーとい
う。銭函はジンバクという。魚売りが用いた銭籠はジンディ
ールという。

６）運搬具

　運搬とは、ある物をある地点から他の地点へ移動すること
をいう。人体で持って移動するほかに畜力を利用することも
あれば、車や舟を利用することもある。そして現在最も発達
したのが「運ぶ」という部門かも知れない。
　畜力利用からみて、馬車がある。バシャは近代に入って普
及した。牛そりを八重山地方では使用した。それをマータと
いうのは、又木を利用したからである。舟では、漁撈具とし
て紹介したサバニも一種の運搬具である。大型船では山原船
（マーラン）がある。

クラ（鞍）

　牛馬の背中を利用する運搬では、曲がり木のクラがあり、
その下に敷くシチャンラ（下鞍）がある。そのニグラ（荷鞍）

に対して馬車にはバシャグラがある。

棒

　人力では、男子の担い棒がある。沖縄本島地方ではボーで
あるが、先島地方ではバウ、アウク、アグ、アーフ、奄美地
方でボーまたはオホ、テギョーという。ボウが多数を占め
る。アウク系とボウ系に分類される。

カブシ

　女性の運搬は奄美から以南で二大別される。頭上での運搬
法と額から背負う運搬法である。頭上では荷と頭の間にクッ
ションとなる輪を載せる。沖縄本島ではそれをガンシナとい
う地方が多い。しかし先島地方の多くはカブシ系名称であ
る。カウス、カプスといい、沖縄本島の離島でもカブシリ、
カブシナといい、奄美でもハシ、カシリ、ハブシリーとい
う。八重山の一部地方ではツケー、シチキなどもある。分布
の広がりでは、種子島のカーブシに通ずるカブシ系である
が、沖縄では「ガンシナ」系が標準的と思われる。
　頭上運搬の笊

ざる

では、背の低いバーキ系の竹製品が多くを占
める。

ティール

　額背負いの運搬法では、背の高い籠がよく使われる。奄美
地方ではテル、ティルの名称が多く、沖縄北部でもティルま
たはティールという。また一部の地域でイビラフともいい、
奄美では海用の籠をイビロクまたはイビラクと呼び分けてい
る。全体を「ティル」または「ティール」でまとまる。

アンツクとアンディル

　縄を編んだ袋状のものが種々ある。箱形に作った八重山地
方のアンツク（アンック）、宮古地方の袋状のアンディラ、
沖縄島周辺離島の粟国島のアンディルなどがある。これらは
腰に付けて弁当や小物（小農具）などを入れる物である。
「アンツク」または「アンディル」でまとめられる。

ターラ

　籾俵はすでに消えて、叺
かます

へ移る。俵編みの技法は、粟国島
の運搬具で麦わら製ターラや宮古島のクバの葉製のターラグ
ー、同島の綱を俵編みしたツンダーラなどに見ることができ
る。名称では「ターラ」でまとまるが、用途の上では次の
「もっこ」の部類にも加わる要素をもっている。

オーダー（もっこ）

　運搬具の代表的なものの一つにオーダーがある。オーダー
は、九州の「負駄」が語源と思われる。アウダ、アオダと呼
ぶ地方があり、これに近い。奄美から八重山まで「オーダ
ー」系である。似たものにシーブというものがある。牛馬の
背鞍に合わせた棒や木枠に取り付けた二枚の袋状のものであ
る。名称の由来は、地方から首里王府へ歳暮を献上する際物
入れとして用いたことによるという。「セイボ」→「シーブ」
である。

旅行に関する民具

　小櫃がある。一般にヒチグヮーという。米や着替え、書類
などを収納した。また、カジバタ（風旗）というものがあ
り、旅行者の家で旅行中の安全祈願をした印し旗である。か
つて旅行をすることができたのは役人層であり、公用であっ
た。

報知具

　ブラ（ほら）、カニ（鐘）などがある。

３．団体

フダ

　集団の共同生活に必要な制約は種々ある。それを表すもの
の中にフダがある。地方では農事に関するフダが出始めてい
る。農産物を荒らした者や他人の畑に家畜をつないで荒らし
た者、などである。その他に有名な「方言札」というものが
あった。標準語一本化を標榜する運動のひずみと現在では認
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識されている。

サン

　地方に残るワラザンは、文字記録に匹敵するもう一つの
「記録」である。それは個人の備忘として数字を留め置いた
ものがほとんどである。その中に多人数を記録するサイまた
はサンがある。家普請や祭りの米徴収などにも使用された。
中央には残らない民具の一つである。

ヌキ

　国頭地方にのこるヌキと称する、ムラの全戸の名を記述し
た板も祭りの前に米徴収を一時的に記録するものである。

４．信仰

　御嶽は沖縄諸島でウタキ、ムイ（森・盛）やウガン、八重
山地方でオン、奄美諸島でオボツヤマまたは神山と呼ばれる
聖地の総称である。ムラには一つ以上の御嶽があり、ムラを
守護する神の常在する場所と考えられている。
　御嶽の位置は必ずしも一定しないが、典型的な例として、
背後に御嶽があって近い麓にムラの旧家（根

ニードクル

所または根
ニーヤ

屋と

いう）があり、ムラは前方へ広がる。そのような御嶽は「腰
当て」とたとえられる。
　御嶽の奥深く中核をなす場所がある。そこをイビという。
イビは神の鎮座する所であり、ノロやツカサと呼ばれる神職
の女性（神女）しか近づけない。御嶽にはクバ（葵

び

蒲
ろう

）やマ
ーニ（クロツグ）などの木が密生し普段は近づくことさえた
めらわれる所である。このような御嶽は、琉球諸島全域に存
在する。沖縄では、鳥居や神殿をもつ神社になった一部の事
例は、戦前・戦中の皇民化教育と連動した結果によるもので
ある。

ヒヌカン（火の神）

　ヒヌカン（フィヌカン）と一般に呼ぶが、ウカマガミ（御
お

竃
かまど

神
かみ

）、ウミチムン（御三物）の呼称がある竃の神すなわち
台所にまつられている三個の石を依

より

代
しろ

とする神である。元来
煮炊き場である竃の守護神であるが、のちに家の守護神と考
えるようになった。　旧暦十二月二十四日を「御

お

願
がん

解
と

き」と
いい、その年の正月に願掛けしたことに対するお礼、すなわ
ち「結

けつ

願
がん

」である。この日、火の神は昇天し、翌年の正月初
めに降臨するというのも道教との習合が考えられる。毎月の
朔日と十五日にはお茶湯をあげ、結婚式や赤子の名付けにも
火の神の神意を仰ぐのである。近年シンボルとしての三個の
石は見られなくなっているが、都市生活者の間では、小さな
香炉を置くことによって、火の神を表している例が多い。い
ずれにせよ、古い火の信仰と道教の思想が習合したものであ
ろう。
　仏教の影響が希薄のため、偶像の類がきわめて少ない。屋
敷や家屋にあるものを置いて魔除けにする事例は多く見られ

る。一種のアニミズムの世界である。

ムンヌキムン

　一連の「魔物よけ」「邪鬼はらい」の物がある。貝殻を利
用した物が多い。二枚貝のシャコガイは、方音ではアジケー
という。アジは交差することである。祭具に用いるボチョウ
ジ（琉球青木）をアザカと呼ぶのと同様で、十字型や×型は
「締め」の意味が含まれている。スイジガイ（水字貝）やク
モガイ（蜘蛛貝）の角も魔除けを意味する。また貝のもつ女
陰形も一種の駆邪の霊力をもつと信じられている。

ススキのサン

　ススキの葉を結んだサンは、ゲーンともいう。古い書物に
ゲーンは「ススキのこと」とある。ススキは邪鬼を祓う霊力
のある植物と考えられている。年中行事のなかで、あるいは
吉凶の祓いの場で使用される。「サン」は「算」に通じ、呪
術的なモノからワラザン（藁算）のような数の記録までを指
す、古い習俗に根ざしている。

シーサー（獅子像）

　ムラの入り口や屋根において邪鬼を寄せ付けない役目をす
るものと考えられている。また、動的なモノでは獅子舞のシ
ーサーもある。いずれもシーサーであり、「魔除け」や「祓
い」の要素をもっている。

神酒容器

　祭事での神酒注ぎ器には、いろいろなタイプがある。神酒
を樽のなかで醸し、それを柄

ひ

杓
しやく

ですくい、杯にそそぐ。その
際、急須形の容器を先島地方で用いている。それをバタスと
いう。この容器は沖縄本島地方には見られない。神酒をいれ
る大椀をユノーシというのは「世直し」の意であろうか。先
島地方ではサラという。名称のうえでワンとサラの文化圏に
分けられそうである。

線香

　自宅の霊前でも戸外の神拝みにも用いるのがクルウコウ
（黒線香）である。6本を横に並べたやや波状の平面になると
ころから、ヒラウコウともいう。現在、お盆行事などでは、
日本線香や台湾製の竹芯線香もよく用いられている。しか
し、家庭での法事や戸外での神拝みには欠かせないようで、
沖縄全域で見ることができる。

仮面

　沖縄本島には少なく、先島地方に多い。宮古のパーント
ゥ、八重山のアカマタ・クロマタ、アンガマ、フサマラ、ダ
ドゥーダ、ミルクなどはよく知られている。

綱引きの綱

　団体生活・娯楽の分野であるが、ここにおいたのは、綱引
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きには、年占や雨乞い、神行事と不離一体の部分が多いう
え、綱引き後の特殊な儀礼があり、ここにおいた。綱はチナ
といい、綱引きはチナヒチである。
　
５．葬制

　琉球諸島の葬法は、現在では火葬が一般的であり、古い葬
法は一種の風葬である。風葬はもともと崖下や藪の中に遺骸
をおいて風に晒し白骨化をまつのである。亀甲墓や類似の墓
室をもつ墓に遺骸を置くのも一種の風葬と考えることができ
る。
　葬送から数年後、遺骨を棺箱からとりだし、きれいに水で
洗い、骨をジーシガーミ（厨子甕）に納め、墓内奥の石段に
安置する。この死者儀礼のことをシンクチ（洗

せん

骨
こつ

）という。
二次葬であり、洗うことや二度にわたる儀礼により、死者の
魂も清められるという思想に基づくのである。

葬送具

　大きな用具といえば、棺箱を納めて運ぶガン（龕）があ
る。朱塗りの屋根のある輿形で、数人の男性が担いで墓地ま
で運んだ。ガンが一般的な呼び方であるが、コウまたはガン
ゴウという地方もある。ガンゴウは「龕講」すなわち、葬送
組織からきていると考えられる。共通名称として「ガン」が
適当である。

ジーシガーミ（厨子甕）

　火葬以前の骨
こつ

甕
がめ

は、古くからの厨子甕である。一体とは限
らず夫婦二体を納めることができるほどの大きな甕である。
素材は石、木、焼き物がある。形は甕形が多く、他に家形が
ある。名称としてジーシガーミ（厨子甕）といい、石製には
イシジーシ（石厨子）という。板製は古いがさほど普及して
いなかったので、名称は定かでない。

表 1　島による呼称共通性と違い

①全島ほぼ共通
三本鍬　　　ミツマタ・ミマタ・ミマター・ミツバ・ミチバ
二本鍬　　　フタマタ・タマター・タチマター
馬鍬　　　　マーカ・マーガ・ヤチバ
一本歯銛　　イグン・ウギン
三本歯鋸　　トゥンダ・トゥンギャ・トゥジャ・トゥギャー
疑似餌　　　イカユウ・イカジー
釣鉤　　　　カキダー・カキジャー・カキヤー
車錐　　　　クルマイリ・フルマイリ
船　　　　　サバニ
馬車　　　　バシャ・バサ
もっこ　　　オーダ・オーラ・オーダー・オーラー・アウダアブダ
鍋とり　　　ナビトゥイ・ナビウチムヌ
船アカとり　ユートゥイ

 　　 ヘラ・ピラ・ヒラ・フィラ
壺（耳付）　 ミンチブ・ミミチブ・ミミガーミ
甕　　　　　カミ・カーミ
笊　　　　　ソーキ・バーキ
臼　　　　　ウス・ウチ・ウーシ
蒸器　　　　クシキ・クシンキ・クシチー
豆腐箱　　　トーフバク
箒　　　　　ホーキ・ホーギ・ホーチ
ランプ　　　ランプ
水中眼鏡　　イスミーカガン・ミーカガン・イショメガネ・メガネ
笠　　　　　クバガサ
ぞうり　　　サバ

下駄　　　　アシザ・アチダ・アスザ
枕　　　　　マックヮ・マッファ
爼　　　　　マナタ・マヌタ・マナチャ・マルチャ
②与那国島だけ異質であとはほぼ共通
餌箱　　　　ワーヌタライ（与）　　トーニ・トネー（その他）
③奄美だけ異質であとはほぼ共通
蓑　　　　　ミノ・ニヨ・ニヨー（美）　ンヌー・ンヌ・インヌ

（その他）
鉞　　　　　ユキ・ドゥマー・ウングヮー（美）　ウヌ・ウー

ヌ・ブーヌ（その他）
④奄美および沖縄本島共通・先島（除与那国）で差異
山刀　　　　カタナ・ヤマカラス・ヤマンガラス（先島）　カタ

ナ・ヤマナジ・ヤーナギ（美・本）
投網　　　　フッチャン・ウチャーン・ウッティアン（先島）　

チチョー・チチアミ（美・本）
杓子　　　　イビラ（先島）　ナビゲー・シルゲー・ミシゲー

（美・本）
⑤奄美・沖縄本島および先島・与那国で差異
ムシロ機　　ムスウイダーマ（与）　ヤマ・ヤーマ・ムッスヤー

マ（本・先）　ジバタ（美）
釣瓶　　　　ンブル（与）　チー・クバズー（本・先）　ツリウィ

（美）
煙草入　　　イスカブドゥ（与）　ブゾー・フゾー（本・先）　チ

チ・ハンヅツ（美）

沖縄民具の共通名について 上江洲　均

　沖縄の民具は、島ごとに違う名前で呼ばれているといえるほど、地方名が多い。そこで、まず沖縄のそれぞれの民具をひとく
くりにできる名称はないか検討を行った。沖縄の言語は日本語の中では特異なものに思われるが、日本語の五つの母音が三つの
母音に置き換わっているため、例えば「箒（ほうき）」は「ホーチ」と発音される。今回は首里で使われていた名称を基本と
し、地方名と比較しながらまとめていったが、道具によっては数多くの地方名を持ち、一つの名称だけでまとめるのは難しいも
のも少なくなかった。また、中身を意味する名称がいいのか、それとも形状がわかる名称がいいのか、使われ方を意味するもの
のほうがいいのかなど、今後の検討課題も多数見つかった。
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下げ鉤　　　カギダ（与）　ガク・ガフ（本・先）　ケーマ・ズゼ
（美）

火縄　　　　チントゥー（与）　ヒナー・ビナー・フィナー
（本・先）

火吹竹　　　チーティームン（与）　ピーフキ・ヒーフキ・ヒー
フチャー（本・先）　シューグシ（美）

団扇　　　　クバーウン（与）　オンギ・オーグ・オージ（本・
先）

天秤棒　　　スー（与）　ボウ・ボー・バウ（本・先）　テギョー
（美）

箕　　　　　スギティ（与）　ミージョーキ・ムイゾーキ（本・
先）　ハラ・ハーラ・ファラ（美）

籾摺臼　　　ヒカシウッチ（与）　ヒキウス・ピキウス（本・先）　
スルス・スリシ（美）

⑥奄美および沖縄本島・先島・与那国で差異
犂　　　　　ターカシダマ（与）　ウシヌヤマ・ズースクヤマ

（先）　ウザイ・ウダイ・イザリ・イザイ（本・美）
竪杵　　　　ナンティ（与）　イナシキ・イナツク・イナズツ

（先）　アジム・アドム・アズン（本・美）
糸車　　　　ダマ（与）　ヤマ（先）　ハタ・バタ（本・美）
碾臼　　　　トウブウッチ（与）　イシウス（先）　ヒキウス・ト

ーフウシ（本・美）
わらじ　　　チー（与）　フダミ・フツ（先）　ワラグチ（本・

美）
篩　　　　　ドゥラチ（与）　ユラシ・ユラス（先）　ユイ（本・

美）ゴ・ワラビマーグ（美）
⑦全島で異なる
田均板　　　クルバサー（与）　ハラ・ハラブ（八）　無（宮）　

スルイタ・スーチャ（本南）　タノーサ・タノシム
ヌ（本北）　スル・ウリシャ（美）

⑧奄美・沖縄本島・先島・与那国で差異（稀）
⑨奄美・沖縄本島・宮古・八重山および与那国で差異
吊籠　　　　サギディル・サギディール（八・与＝　サギゾー

キ・エーゾーキ（宮）　ティーゾーキ・サギゾーキ
（本）　マゴ・ミゴー（美）

茶碗籠　　　サバンウスバシムヌ・サバンウスフキムヌ（八・
与）　ザル（宮）　チャワンバーキ・ワラビジョーキ
（本）　ワラビカゴ・ワラビマーグ（美）

⑩奄美・沖縄本島および宮古・八重山・与那国で差異（稀）
⑪奄美および沖縄本島・宮古・八重山・与那国で差異
芋盛籠　　　イムヤー（与）　スーフタ（八）　ソーキ・バーキ

（宮）　セーマー・セーマグ・バーキ（本・美）
⑫奄美および沖縄本島北部・南部・宮古・八重山および与那国で差異
鋸　　　　　ヌキル・ヌクディ（与・八）　ノカズー・ノコズー

（宮）　カガイ（本南）　ノコ（本北・美）
⑬奄美・沖縄本島・宮古・八重山・与那国で差異
平鍬　　　　カニパンガイ・ヒラハンガイ（与）　カニパイ・カ

ニパー（八）　ファツ（宮）　ファーグェー（本）　
ケー・トーゲ（美）

桝　　　　　ング（与）　シナ・サー（八）　ツガ（宮）　マシ・
チョーパン（本）　ツガ・ティガ（美）

カイ　　　　ダクー（与）　ヤク・ヤクー（八）　イザク・ズザク
（宮）　エーク・ウェーク（本）　ヤク・ヨホ・ヨー
（美）

莚　　　　　ニヌブグ（与）　ハダムス・パームス（八）　ニク・
ムツス（宮）　ニクブク・ヌクブク（本）　ムツシ
ュ・ハジャ（美）

千歯扱　　　ンニングイダマ（与）　アーファ・スンパ・アーバ
（八）　シンバ・ティーヤマ（本南）　シンバ・メー
シザー・メーシグムン（本北）　カネクダ・センバ
（美）
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