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いらは・けんや：（那覇市市民文化部文化財課文化財グループ　会計年度任用職員　文化財保護専任主事）

末吉のイー
― 安謝川の井堰に関する資料 ―

伊良波　賢弥

はじめに

　本稿では、那覇市文化財課に所蔵されている首里末吉町のウフイーとナーカンニーに関する資

料を紹介する。沖縄島の河川では、田畑の用水のため、河川の流れをせき止める井堰を設けるこ

とがあった。沖縄島の中南部ではイー、北部ではフィーやビーと呼ばれ、現在は地名として残さ

れている。那覇市首里末吉町には、かつてウフイーとナーカンニーと呼ばれる 2 か所の井堰が

あり、生活で利用されていた。石造のイーは治水の機能だけでなく、そこにできた池は馬の水浴

び場になり、イーの上は川を渡る道路にもなった。本稿でイーに関する資料を紹介することによ

り、河川に関する歴史・民俗の研究が進展することを希望する。

１　沖縄島のイー

　史料の中でイーは「埧」や「井」、「堤井」と記される。史料で遡ることのできる最も古いイー

は、1639 年、「普天間後河」から「北谷の田畝」に至る河川に築かれた「埧」である。『球陽』

によると、「埧」は俗に「井」と呼ばれ、当地の「埧」は耕作奉行の鄧氏糸満によって造られた

ので、「糸満井」と名づけられたという。1

　ちなみに、戦前の北谷町北谷には、玉代勢のチブガーという井泉から北谷の水田（チャタンター

ブックヮ）へ流れる川の途中に、イーグチ（別名：イーグチガーラ）という地名があった2。イー

グチは「川の流れをとめながら〔中略〕北谷の美田へ水を流す溜池」で、夕暮れには農作業を終

えた人々の行水や馬の水浴びがなされ、「農耕の給水源として大きな役割を果たした」という3。

また、イーグチの流れが終わるところには、ポトンと呼ばれる池があり、一帯はユバー（泥が深

い田んぼ）になっていた4。

　この他、沖縄島中部には、うるま市石川伊波のクガチ川のウフイー5 や、宜野湾市嘉数のヒャー

ガーラのイー6 などがあった。なお、嘉数のイーの水は那覇市の水道の水源地でもあった7 。

　一方、沖縄島北部ではフィーやビーと呼ばれる。羽地大川の山間部と平野部の境界には、ファー

ラビーという地名があり、井堰が設けられていた8 。1735 年の『羽地大川修補日記』に出る「こ

かる堤」、「こかるはんた」はこの場所を指すとされる9 。他に北部における地名の例を挙げると、

国頭村謝敷の辺伊口（フィーグチ）川10 、大宜味村謝名城のウエービーとウフビー、同村根路銘

のビーグチ川、同村田港のビーグチ11 などがある。謝名城のウフビーの水は、周囲の水田や「砂

糖屋」の水車で利用されたという12 。また、根路銘のビーグチ川では、貯水タンクに水を引いて

利用された。このように各地のイーは、稲作と深く関わるだけでなく、生活用水の確保という意
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味でも重要な役割を果たした。

２　末吉の水利

　さて、ここからは末吉の地理とイーについて紹介する。那覇市首里末吉町（以下、末吉）は、

那覇市の北側に位置する集落で、東西に延びる緑の丘陵の、勾配の強い南斜面に形成された。琉

球国末期は西原間切に属し、その後、西原村になったが、1920 年、首里区に編入され、翌年、

首里市に移行された。1954 年の合併で那覇市となり、現在の首里末吉町に至っている。

　集落の北東には、戦前まで巫殿内（ヌンドゥンチ）や大東（ウフアガリ）といった集落草分け

の旧家が並んでいた。また、集落の北側には、宜野湾御殿の墓や具志川御殿の墓が所在する森林（ヤ

マ）が連なり、南側の平地には安謝川が流れ、田畑が広がっていた。琉球国時代は稲作を中心と

した農村だったが、近代になるとサトウキビの生産が盛んになり、現在は田畑の多くが住宅地に

変わっている。

　末吉は水に恵まれた地域で、集落の中に４か所、森林の中に３か所の井泉が存在する13 。特に

水量と規模を誇るのがイリヌカー（別名：ウフフィージャー）で、各家庭に水道が引かれる前ま

では、この水が最もよく利用された。集落の南寄りの東西 2 か所には、水タンクが設けられて

いるが、これはイリヌカーを水源としたものである。

　こうした集落のカーとともに生活に関わったのが安謝川だった。現在の安謝川は、首里石嶺町

に発し、首里平良町の旧太平橋（テーフィーバシ）14 を通り、安謝の河口から海へと注ぐ、指定

延長 5,200 ｍ、流域面積 8.10 ㎢の二級河川である。この川にはかつて、末吉のウフイー15 とナー

カンニー16 、安謝の「シチャンヰー17 」（シチャンニー）の３か所の井堰があったという。

末吉の主要な史跡・旧跡（地理院タイルに史跡・旧跡を追記して掲載）
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　末吉のイーについては、『那覇の民俗編集ニュース』11 号（以下、ニュース）に紹介されてい

る。内容は本稿で取り上げる調査報告に重複する部分もあるが、イーに関する数少ない記述と思

われるため、該当箇所を全て引用する。

井堰

　ここ18 から巨岩の重なりあった段々を這うように降りて山を出ると大井堰がある。ウフ井

と呼んでいた此の井堰は百十五年位前、西原の間切りもちで改築されたという灌漑に使用

されてなかったので専ら山堺19 の土台を固める予備の護りとして築かれたものと思う。昔時

の人は現代人より以上に国土保全に配慮を尽したらしい。

　構造は川の上下から巨石で富士山型に積み上げ、上部は通路になっていたが、水かさが

膝丈を上ると回り道をした。

　工事は間切中の村々から毎日何十人、何百人と若者達が動員された。仕事上りの夕方に

は各村々の相撲とり達が「望み」といって自分の希望する相手と相撲がとれ、毎日のよう

に此処で相撲が見られたという。

　此の井堰も戦争の災害を受け、戦後の出水で一夜の中に安謝川に流れ去り、浸水さわぎまで

おきた。川岸には城壁のような高い石垣が処々突っ立って昔の面影を残している。〔中略20 〕

　ここから川下五百メートル位の処（老人福祉センターの付近）に中の井堰がある。何時

頃できたかさだかでないが二百年位は経ったと思う。この井堰は川底の浸食防止と灌漑を

兼ねた山堺の最前線の護りらしい。

　構造は、大井堰にやや似ているが更に上方に石を積み上げて土手をつくり、宇久田や大

道原の田圃に水を引いていたそうだが、大雨の度毎に土手を持ち去られ、苦労の果てがな

かったという。

　此の井堰によく似たのが真和志の宝口原と後山川を結ぶ線にもあり、土地の人は一番井

と呼んでいる。21

　「大井堰」はウフイー、「中の井堰」はナーカンニーのことである。最後に記された「一番井」

は真嘉比川付近にあったのだろうか。具体的な場所は不明だが、那覇市内には末吉や安謝の他に

もイーがあったことがわかる。なお、末吉には、人工の井堰の他に、自然の渡瀬があった。これ

をワタイグチ（渡り口）と呼び、首里儀保町の西森（ニシムイ）近くには「拝殿〔フェーディン〕

のクシ〔後方〕の渡り口」という場所があった。末吉出身の新垣光貞氏（1928 年生）によると、

森林の中の２～３か所にワタイグチがあり、馬車が通ることもできたという22 。

　ニュースの記述では、「山堺」（ヤマジャケー）の「護り」という説明が興味深い。ウフイーや

ナーカンニーは羽地大川のファーラビーと同じく、河川の氾濫を抑えるため、山間部と平野部の

境に築かれたことが窺える。人力での修補を重ねながら、地域住民に利用されていた。

３　イーに関する資料

　さて、那覇市文化財課に所蔵されているイーに関する資料として、調査報告と写真がある。調
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査報告は B ４版の片面印刷１枚で、「首里末吉町「ウフイー」の調査報告」というタイトルが付

けられている。調査は 1986 年 11 月から 1989 年 10 月にかけて、宮里朝光氏（1924 ～ 2019）

が行った。話者は末吉の出身者４名で、1898 年から 1905 年生まれの古老である。調査報告は、

ウフイーの構造が図で示され、ニュースの記述を補強するとともに、イーの機能が簡潔にまとめ

られている。また、ニュースになかった情報として、ナーカンニーの取り壊しが記されている。

文化財の指定が実現しないうちに河川工事で失われたという。

　この文書とは別に、文化財課の所蔵するアルバムの中に、「末吉タン木」と題されたナーカンニー

の写真がある。全 9 枚の写真からは、取り壊される前の状況を知ることができる。ナーカンニー

は中央が盛り上がった「富士山型」の石造の井堰で、往時の河川の景観をとどめ、琉球の土木技

術の粋を感じることができる。ただ、下流側の基礎の石積みに欠損部が見られ、当時は修補が必

要な状況だったと思われる。

　調査報告にあるウフイーの図と異なるのは、基礎部分にタンギと呼ばれる木材が用いられてい

る点である。ウフイーでは基礎に自然の岩があったため、タンギが不要だったと推察される。末

吉出身の玉城清吉氏（1932 年生）によると、タンギは石がずれないように用いられ、材木は松だっ

たのではないかと語る。

　玉城氏の話では、普段はイーの上を渡ることができたが、雨降り時は川の水かさがまして通れ

なくなったという。ただ、雨降りの後は、山から川を下ってきたカニやエビ（タナゲー）が引っ

かかって多く釣れたので、ススキを用いて釣りをした。また、イーの上流側には馬が泳げるくら

いのクムイ（池）があり、ンマアミシ（馬の水浴び）などをしたという。23 こうした玉城氏の語

りは、調査報告の内容を裏づけるとともに、イーが生活に身近な場所だったことを教えてくれる。

むすびに

　これまでの沖縄における歴史・民俗の研究では、河川の井堰についてあまり関心が向けられて

こなかった。だが、かつて沖縄の河川には、橋だけでなく、イーやビーと呼ばれる井堰が各地に

築造され、治水や交通の要所として機能していた。このことは、史料からも「堤井」という名称

で確認できる。今回、資料整理の中で発見された末吉のイーの調査報告と写真は、沖縄の河川の

歴史と土木技術を伝えるものと言える。今後は県内のイーに関する地名を集めるとともに、各地

のイーの現況を調べていきたい。
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資料紹介

１　首里末吉町「ウフイー」の調査報告

〔凡例〕

・本資料は那覇市文化財課の所蔵する文化財の調査報告の一つである。

・伝承者や調査者の情報は、1989 年時点のものと思われる。

・伝承者の詳細な情報（生年月日と住所）は略した。

・小文字の「つ」が大文字になっているなど、誤植と思われる箇所もそのまま翻刻した。

・改行などの体裁は基本的にそのままとした。

・末尾に添付されている「旧ウフイーの図」はそのまま添付した。

首里末吉町「ウフイー」の調査報告

１、調査月日：昭和 61 年 11 月 20 日～平成元年 10 月 1 日

２、伝 承 者：比嘉太郎（明治 31 年生）故人

伊佐吉治（明治 33 年生）

伊佐盛善（明治 35 年生）

比嘉加真（明治 38 年生）

３、調 査 者：那覇市文化財調査審議会会長　宮里朝光

４、名　　称：ウフイー

５、構　　造：下記

６、伝　　承：ウフイーの築造年は不明であるが、川の保全のために造られ、王国末期に修理さ

れたという。この時の費用は、西原間切（当時の末吉村は西原間切であった）の

予算（クージムチ・公儀持ちという）の予算であった。

　昔の治水や耕地整備の費用は、川と溜め池（クムイ・小堀という）の整備は、

町村（マジリ・間切という）の予算、畦（あぜ・アブシという）の整備は、字（ム

ラ・村といい末端の行政区であった）の予算であったが、大工事は、王府の予算

で行われた。

　ウフイーは、「大井」の漢字を当てることができるが、「イー」は、治水・用水・

通路を兼ねて造られるもので、川の中に石垣を積んで水をせきとめ貯水池とし縁

を渡瀬とした。他県の井手（井堰）に似ている。

　末吉の地質は、表土は島尻マージ、下は石灰岩、その下は泥灰岩（クチャ）で

ある。西森の谷間となっている上流のハンザンアサギ（報山）は奇岩怪石の石灰

岩の間を水が流れているが、そこを過ぎると川底は泥灰岩となり、浸食されやす

くなる。大水の時の浸食を防ぐためにウフイーを造ったといわれている。

ウフイーは、今次の大戦で上方の石が 1 個艦砲射撃を受けて破壊していたのをそ

のままにしたために昭和 22 年ごろの大水で壊されたが、川岸の石垣と渡瀬（ワ
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タイドゥクルー。ウフイーの石垣の高所で通路となる）に降りる階段及び川の中

の石垣を支える土台の岩を残して石は流れてしまったそのために下流が浸食され

河川工事が難行した。

　下流にはナーカンニーがあって、完全な形で残つていた。文化財に指定しよう

と準備をしている最中に河川工事で失ってしまった。工事の都合では上流のウフ

イーに移す目論みがあった。

　ウフイーは、主に水量と水流を調節して下流の浸食を防ぎ、渡瀬の確保にあっ

た。灌漑にも使ったが、それは主としてナーカンニーが受け持った。

７、文化的価値 ： 湖や大きな池のない昔の沖縄では、雨水の調節や用水の確保は殆ど川の水に

頼った。水の不足がちな沖縄の人々の生活の知恵がここに見られる。

 （１）、治水として

　川の保護は、水害を防ぐことで、水量や水流に応じた川幅と深さを適当にし蛇

行を調節し川岸を堅固にする。ウフイーは、両岸を石垣で固め川底は下流から緩

やかな傾斜で石を積み上げ、上部は約１ｍ幅の平坦な通路（渡瀬）とし、そこか

ら上流に向かって緩やかに傾斜しながら石を敷き詰めて雨水の調整池とした。

 （２）、構造物として

　川岸に石垣を積み川底を石畳にして互いに支えあって堅固なものになってい

た。コンクリート敷きと違い、石畳は周囲の自然物とよく調和し石の間からは水

が湧き小動物の住みかとなっていた。

 （３）、交通路として

　橋をかけずに渡瀬としたのは往来の少ない農道の中にあったからではない。こ

こは、多目的に造られたもので、疲れをいやし手足を洗うためのものでもあった。

堅固な構造で破損も少なく、破損しても修理は簡単であった。人馬の往来だけな

ので不自由なことはなく、かえって橋よりも便利であった。

 （４）、用水として

①灌漑用水として付近の田の水源となった。

②田畑の行き戻り手足を洗い、農具をあらった。

③野菜や甘藷や解体した動物の洗い場となった。

④洗濯場となり石畳の石は洗濯石として使った。

⑤水浴びしたり泳いだり、馬を浴びせた。

⑥鮒や蝦の釣り場となった。

８、復元の意義：ウフイーのような施設は、昔は沖縄中の川に見られたが、現在では何処にも残っ

ていないだろう。これまで明らかにされなかった昔の農業のあり方や農民の生活

を知る上で貴重である。しかも、市内で自然公園内あることは教育のためにも恵

まれた位置にある。ウフイーを知っている住民や工事専門家の印象のある内に復

元したいものである。早急に文化財に指定してもらいたい。
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２　ナーカンニーの写真

２－１　「末吉タン木」（ナーカンニー）

・那覇市文化財課所蔵。撮影日時は不明。

・アルバムのタイトルは「未指定文化財」。

・アルバムには「末吉タン木」と題されたナーカンニーの写真 9 枚のみがある。

↑ 北岸の上流側から下流を望む。右の写真の手前が渡瀬。
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↑ 北岸の下流側から上流を望む。手前にタンギが横たわっている。

↑ 北岸の下流側から上流を望む。手前に見えるのがタンギか。

２－２　ナーカンニー取り壊し後の写真

・那覇市文化財課所蔵。撮影時期は 1987 年 4 月頃。

・アルバムのタイトルは「玉城朝薫碑・園比屋武御嶽・城西小 62.4.」。

・末吉公園内（玉城朝薫碑）の写真とともにナーカンニーに関する写真が 4 枚ある。

２－３　現在のウフイー跡・ナーカンニー跡付近

・筆者撮影。ウフイー跡は 2021 年 9 月、ナーカンニー跡は 2021 年 7 月に撮影。

・那覇市企画部市史編集室編 (1976) の地図を参考に訪ねたが、現在は痕跡も見当たらず、跡

地を特定することが難しい。
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↑ 下流側からみたウフイー跡付近（左）、北岸からみたナーカンニー跡付近（右）。

補記

　本稿の脱稿後に、井口学 2022「豊見城市内の小字名ヤンガチの周辺について―名嘉地、長堂

の事例から―」『豊見城市教育委員会文化課紀要 まだま 第 2 号』を読み、イーやビーだけでなく、

ヤンガチという地名も含めて考える必要性を感じた。また、本稿では、中鉢良護 1998「琉球列

島水田立地論―序説として―」『北谷町文化財調査報告書 第 18 集 伊礼伊森原遺跡』に取り上げ

られている沖縄島以外の事例について言及することができなかった。今後はこのような事例を積

み重ねた上で、末吉のイーの特徴を考えていきたい。

謝辞

　調査にあたっては、末吉出身の新垣光貞氏（故人）、玉城清吉氏から貴重なお話を伺いました。

本稿の準備中に新垣氏の訃報に接し、残念ながらお話の内容の確認と本稿のご報告をすることが

叶いませんでした。

　また、調査報告の資料と末吉のイー跡の存在については、那覇市歴史博物館の鈴木悠氏にご教

示いただきました。各位に対して心から感謝の意を表します。

1    球陽研究会編 1974：p.184。鄧氏の系図によると三世・糸満親雲上の事績である ( 赤嶺ほか編 1983)。

2    北谷町教育委員会編 2006：pp.60，82。

3    金城 1986：p.119。

4    北谷町教育委員会編 2006：p.66。

5   伊波区誌編集委員会編 1996：p.275。本書によれば、昭和初期に造られたというが、1811 年に伊波と嘉手

苅の人々によって築造された「久我智山川原」の「堤井」( 球陽研究会編 1974：p.469) との関連も示唆される。

6    宜野湾市教育委員会文化課編 2012：p.374。

7    前掲。

8    川上誌編集委員会編 2009：p.90。

9    名護市教育委員会市史編さん係編 2003：pp.54，97。

10   球陽研究会編 1974：p.394、平良 2013：p.170。

11   大宜味村史編纂委員会編 2016：pp.95，199，272。



－ 92 －

12   大城茂子ほか編 1998：pp.36-37。

13   具体的には、集落内のアガリヌカー、ナーカヌカー、イリヌカー、イリヌカーグヮー、森林の中のフスミガー

（ウブウカー）、フィドゥウカー、ヤマヌウカーを指す。

14   読み方は宮里朝光氏（故人）のご教示による。後代になると一般的には「平良橋（テーラバシ）」と呼ばれた。

15   久手堅憲夫は「上の井」を意味する「ウィンヰ」（久手堅 2000：p.415）と記述している。

16   ナーカヌイー（中の井）が転訛したものと思われる。表記は本稿で紹介する調査報告に準ずる。

17   久手堅 2000：p.415。

18  引用箇所の前項の記述によると、西森の「拝殿のクシの渡り口」のことで、「大雨のときでも対岸に往き来で

きた」という（那覇市企画部市史編集室編 1976：p.2）。

19  ヤマジャケーと読む。「社壇〔末吉宮〕丘陵と西森丘陵の交叉する三角谷の突端」のことで、「大小数多の巨

岩が重なり合って段状となり、自然の基礎を固めて」いたという（前掲）。

20   次の文章の「ここから」から「センターの付近）」まで重複するため省略する。

21   那覇市企画部市史編集室編 1976：pp.2,5。

22   2021 年 10 月 14 日の調査（聞き手：鈴木悠氏と筆者）より。

23   2021 年 10 月 11 日の調査（聞き手：筆者）より。

参考文献
赤嶺良久・赤嶺保英・赤嶺保信 ( 編 )　1983『山口門中之世系図』（私家本）

伊波区誌編集委員会 ( 編 )　1996『伊波区誌』伊波区自治会

大宜味村史編纂委員会 ( 編 )　2016『大宜味村史 シマジマ本編』大宜味村役場

大城茂子ほか ( 編 )　1998「大宜味村謝名城・田嘉里の小地名」『南島の地名 第 5 集』南島地名研究センター ( 編 ) 

ボーダーインク

川上誌編集委員会 ( 編 )　2009『川上誌』名護市川上区

宜野湾市教育委員会文化課 ( 編 )　2012『ぎのわんの地名』宜野湾市教育委員会文化課

球陽研究会 ( 編 )　1974『球陽 読み下し編』角川書店

金城至盛 ( 編 )　1986『字誌北谷』金城至盛

久手堅憲夫　2000『首里の地名』第一書房

北谷町教育委員会 ( 編 )　2006『北谷町の地名』北谷町教育委員会

平良幸春　2013『謝敷節の里』平良幸春

名護市教育委員会市史編さん係 ( 編 )　2003『名護市史 資料編 5 羽地大川修補日記』名護市役所

那覇市企画部市史編集室 ( 編 ) 1976「那覇の民俗編集ニュース」11 号　那覇市企画部市史編集室


