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各章の概要 
 
序 章 本論の目的と構成 
琉球列島では、「陶磁器列島」と称されるほど、各地のグスクと称される城塞的遺跡など

で中国産を中心とした陶磁器が大量に出土する。そして、この陶磁器こそが「琉球王国」

が展開した華々しい海外交易の生き証人と位置付けられる。 

本論では、琉球列島で最も多く出土する中国産陶磁器について考古学的に検討すること

により、グスク時代の陶磁交易から琉球列島における国家形成過程とその特質を提示する

ことを目的とする。その結論として、グスク時代の年代観とその意義を再定義することに

つながる。 
 
第１章 陶磁交易と国家形成論 
日本および琉球列島における貿易陶磁研究、次に琉球列島の国家形成論について文献史

学及び考古学での現状を整理する。考古学では文献史学上の個別事件を特定するのは難し

いが、編年を細分し年代観を確定することにより考古学事象の画期を設定し、その社会変

動を推察することは有効であることを確認した。これまでの琉球列島における国家形成に

ついては、考古学と文献史学において「港市国家」「中央集権国家」「二次国家」という

３点の共通性を指摘してきている。 
本論では、出土陶磁を対象として経済だけではなく政治・文化的関係を射程とするため

に、「陶磁貿易」ではなく、より多様的な視点という意味で「陶磁交易」という視点を中心

に、考古学的に琉球列島の国家形成を検討することになる。具体的には、琉球列島全体に

出土する陶磁を対象として、列島内部だけでなく対外関係も窺える陶磁交易の変遷と特質

を追究することとした。この陶磁交易は、経済的側面を最も表すものではあるが、陶磁は

実用品や交易品だけではなく、威信財、祭祀品としての性格も有している。そのため陶磁

交易を論ずることは、社会の下部構造（生産・経済）だけでなく、上部構造（思想・宗教）

にも及び、さらに両者を繋ぐ軍事や政治についても関係するものと期待される。 
 

第２章 グスク時代の出土陶磁の分類・編年 
最も多く出土する中国陶磁を中心に、膨大な先行研究をもとに特に青磁・白磁・褐釉陶

器の分類を再整理した上で、各遺跡の出土状況を踏まえて共時性を有する組成を抽出し、

グスク時代を近世への移行期を含めて11 世紀後半～16 世紀後半と捉えて、大きく７期に

区分しその年代観を提示した（第１表）。 
このような網羅・体系的な分類編年案は琉球列島において明確にされなかったものであ

り、年代観は日本の中世遺跡と具体的に比較すると共に、中国等の対外地域の研究も組み

込み、琉球内での詳細な出土状況を踏まえたものであり、琉球史、日本中世史及び考古学、

陶磁史などの諸分野に一定の評価が得られるものと考えている。 
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第３章 11～13 世紀の陶磁交易と那覇港 
沖縄本島中南部を中心に11 ～ 13 世紀における主要な陶磁の出土量や分布の変遷を整

理した。それにより、13 世紀代までは基本的に喜界島または九州を中心とした勢力との交

易であり、13 世紀後半に日本本土ではほとんど見られない琉球列島で特徴的に出土する福

建閩江流域産白磁（白磁Ｃ１・２群など）が出土し始めるが、他タイプと比べて大量とま

ではいかないことを明らかにした（第２表）。 
列島全体の陶磁出土量が爆発的に増えるのは、那覇港が整備される 14 世紀後半であり、

15 世紀代には金属・貝・骨等各種製品の生産も行われるようになり、その動きは首里グス

ク周辺の動向と同様であり密接な関係であった。 
 
第４章 沖縄本島におけるグスク時代の階層化 
 従来グスク時代は階級社会と捉えられていたが、その階層化が具体的に考古資料からど

のように把握できるのかについて、沖縄本島を対象として陶磁交易の様相、グスク時代開

始期集落、城塞化以前のグスクから検討を行った。 
 陶磁交易においては、11世紀後半には中部西海岸を中心に陶磁器が大量に出土していた

が、13世紀代には内陸部にその分布が移行し、14世紀後半には那覇港と内陸部のグスクが 
整備されることを明らかにした（第１図）。グスク時代開始期（11世紀後半）の集落には

交易型と開拓型があることを指摘し、その階層差は出土遺物・建物規模から必ずしも階層
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（３）３期　13世紀後半～14世紀前半

第２表　沖縄本島中南部における 11 ～ 13 世紀の陶磁出土遺跡の主要タイプ集計（瀬戸作成）
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差とは捉えられないとした。グスクの形成は13 世紀代だが当初は明確な城壁や礎石建物な

どの城塞的な機能は弱いものの、交通の要所に位置し、聖域を有した各地域の拠点であっ

たことを明らかにした。 
 以上から、グスク時代の階層化について５レベルの変遷モデルを提示した。沖縄本島で

は城塞的グスクを拠点とする有力者が各地で出現する14世紀後半までの階層化は緩やかで

あったこと、その各地の有力者が15世紀後半に首里グスクを拠点とする最有力者として一 
極化していくこととした（第２図）。 
 
第５章 グスク時代における陶磁交易の特質 
 グスク時代の陶磁交易について、沖縄本島以外の地域にも触れて出土量も含めた全体的

な変遷を概観した（第３図）。 
１期（11世紀後半～12世紀前半）  

白磁碗Ⅳ類（玉縁口縁碗）がカムィヤキ・滑石製縦耳型石鍋、沖縄本島では在地土器１

様式と共伴して出土する。本期跡は、北谷町後兼久原遺跡や那覇市銘苅原遺跡など沖縄本

島西海岸側中南部での出土量が目立つ。琉球列島では、喜界島城久遺跡が最も多く出土し

ているが、後の時期よりはその格差は大きくない。しかし、石鍋は石鍋3,698点と破格の出

土量であるし、規格的な建物群、土坑墓などの特徴から沖縄本島に大きな影響を与え、そ

の流通に喜界島勢力が関連していたことは疑いがない。また、この勢力には南島産物を求

めた宋商人や九州諸領主も大きく関与していた。 
２期（12世紀後半～13世紀前半） 
 青磁Ⅰ類（劃花文）、同安窯系（甫田窯等）青磁が出土する。喜界島、那覇共に出土量

が少なくなるが、沖縄本島全体としてはほぼ現状維持と言える。奄美大島倉木崎沖、久米

島ナカノハマ沖で当該陶磁が出土しており、これらは沈没船や積荷の一部と考えられ、九

州から琉球列島を経由して中国に至る航路の存在が想定される。 
３期（13世紀後半～14世紀前半）  

青磁Ⅱ・Ⅲ類（鎬蓮弁文）、白磁Ａ（口禿）の他、今帰仁タイプ・ビロースクタイプと

いう日本本州ではあまり出土しない福建省閩江流域産白磁が出土する。このことは、福建

との直接的な交易が始まったとする見解もあるが、まだ小規模なものと思われる。 
出土量は、喜界島・那覇では２期に引き続き少ないが、沖縄本島中南部では２倍以上と

増加する。この時期には、嘉手納町屋良グスク、浦添市拝山遺なども河川沿いの内陸部に

立地する遺跡が多く、日中間航路の寄港地としてより安定した場所が求められたのではな

いか。それを補強する資料として、肥後高瀬に近接する樺番城窯系などの中南九州産と考

えられる須恵器が出土することが挙げられる。文献史料では 14 世紀中葉には中国への渡来

僧が、高瀬から南下し琉球を経由する「南島路」の利用が増加したことを指摘されている

が、それが本期までに遡る可能性を考えたい。 
一方この時期には、先島地域においても陶磁器が増大し、特に褐釉陶器の出土が目立つ
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図２　沖縄本島中運部における主要陶磁器出土遺跡変遷図

（新里 2018）。この見解を参考にすると、４期における陶磁器等大量出土遺跡の多くが城塞的
グスクであり、その他の集落等に再分配されたという理解は妥当であろう。ただ、後述するよ
うに１～３期において、建物など遺構の違いからは明確な階層差があるかについては、大いに
疑問がある。
　それでは、希少・高級品の陶磁器などの出土傾向はどうであろうか。１・２期には希少・高
級品は窺えないが、３期には白磁（青白磁）合子が伊佐前原第一遺跡や銘苅原遺跡など大量出
土遺跡で少数出土している。この合子については口径 10cm程度と非常に小さく、例えば薬・
香料など小さな貴重品を収める容器などと考えられる。既に吉岡康暢が、この合子は経塚埋納
品であることから祭祀・儀礼的な機能を指摘している（吉岡ほか 2011、238 頁）。ただ、大
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第１図　沖縄本島中南部における主要陶磁器出土遺跡変遷図（瀬戸作成）

庶民と比べた時に富・地位等が優っているという意味である。そして、最有力者は有力者の中
でも隔絶的な差が判断されるものとした。ただ、これらの３つの階層は上下関係と考えている
が、それらに支配－被支配の関係があったかどうかについて当然検討すべきであるが、現時点
では明確にできていない。そのために、最上級者である最有力者についても、支配者という用
語は使用していない。
　以下、これらの階層化について、筆者の陶磁組成による時期を目安とした５段階（レベル）
に区分して説明する。
階層化レベルＡ（11世紀後半～ 12世紀代　１・２期）
　庶民は、その上位に集落内リーダーと工人、より下位に商人・漁民と農民とする。
まず、集落内リーダーについて説明する。第３節で検討した開始期集落において、建て替えが
集中する場所があることを指摘しており、これを一つの場所で継続して居住したと見ると、そ
の集団が血縁等において同一的な意識があった可能性が考えられる。さらに、普天間後原第二
遺跡で見られるように、その建て替えの軸方向が酷似している状況から、集落内に２・３世代
に亘る同一意識が強い集団がいたことが想定され、それは農耕などを指導するリーダー的な存
在であると考えたい。ただ先述したように、建物の規模・構造等から明確な差が見つけがたい
ことから、富・地位等の階層化の度合いは弱いと考えられる。
　次に、工人であるが、吉岡が指摘するように、各集落に鉄鍛冶工人の存在が指摘されている。
農耕においては鉄器が重要であり、それを製作する工人については集落内で重要視されていた
ことが想定される。ただ、現時点では明確な工房跡が沖縄本島では確認されておらず、リーダー
と同様程度の位置を示していたことを想定する。
　農民は、主に開拓型集落の一般成員と考えており、先述したリーダーの指導を受けるものと
考えている。
　商人は、集落に属する人間が来訪する交易者と取引する存在と想定している。通常、交易を
担っている人間は高階層と考えることが多いが、前述したように交易型集落内では明確な階層
差を確認できていない。そこで、交易型集落は海岸近くにあることから、商人は漁民が兼ねて
いたのではないかと推測するならば、この交易の主導権は外部つまり喜界島等・九州諸勢力が

図７　沖縄本島におけるグスク時代階層化モデル

14

第２図　沖縄本島におけるグスク時代階層化モデル ( 瀬戸作成）
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ようになり、福建との直接的な交易には先島が関与していた可能性が指摘されている。 
４期（14世紀後半～15世紀初頭）  

薄手無文外反碗が大半である青磁Ⅳ類新や青磁Ⅳ’類、ビロースクタイプⅢ白磁が出土す

る。元様式青花の確かな共伴状況は本期が初原である。本期に那覇港が成立し、１遺跡で

陶磁が数百点以上の出土が見られるなど、琉球が明へ朝貢を開始した1372年前後の状況を

示していよう。しかし、まだこの時期は首里グスクの出土量は突出しておらず、今帰仁・

浦添・勝連など各地の拠点的なグスクにおいて、青磁を中心に大量の出土が見られる。ま

た、器形についても前代までと同様に、碗・皿などの小型品が主体であり、少数の盤・壺・

香炉・瓶、天目などが出土し始めている。なお、この時期に再び、喜界島の中増・川寺遺

跡など手久津久地区で陶磁器の出土量が増加し、それは５期まで続く。 
また、この時期より、明銭をはじめとした中国銭が各地で安定して出土するようになる。

当然、北宋銭も出土するが、陶磁との共伴状況では主に本期からと考えている。つまり、

中国銭を媒介とする経済体制へ本格的に参加したことを意味しよう。 
５期（15世紀中頃） 
 雷文碗を中心とする青磁Ⅴ類新相、白磁Ｄ群、褐釉陶器壺５類が主体的に出土し、明早

期青花が共伴する事例もある。また、首里グスクを中心に拠点的な各グスクでは、青磁等

の大型品や希少品などのこれまで以上のバラエティあふれる陶磁が見られる時期と言える。

また、タイ・ベトナム産陶磁が本期より確実に見られる。前者は陶器壺が大半を占め、コ

ンテナとして運ばれたことが推測されよう。 
首里城跡二階殿地区落ち込み出土陶磁は、本期を主体とする良好な資料である。その組

成であるが、中国産陶磁が９割を占め、青磁が過半数を超えている。注目すべきは天目で

500点以上見られ、首里城においても破格の出土量であり、内外の配布用のストックであろ

うか。また、ベトナム陶磁は青花が中心で、今帰仁・勝連グスクなどでも出土している。

だが、碗・皿・盤・瓶・壺などの上質な製品が多種見られるので、通例の商品というより

も特注的な貿易品もしくは返礼品ではなかろうか。 
６期（15世紀末～16世紀前半） 
 細連弁文碗を中心とする青磁Ⅵ類、白磁Ｅ群、青花碗Ｃ・Ｄ群、青花皿Ｂ１・Ｃ群が出

土する。ただ、青磁はまだ過半数以上見られるので、この時期にもまだ主体を占めるもの

と考えられる。しかし、後に検討するように、その生産地は龍泉窯から福建・広東省など

のより中国南部地域にシフトしつつあるものと思われる。また、５期に見られた青磁・青

花の大型・稀少器種はほとんど見られなくなる。 
なお、青磁碗の出土量で見ると、那覇では４～５期に比べて1.5倍増加している。首里グ

スクでは減少しているように見えるが、この時期より本格的に出土する青花を合わせると、

間違いなく増加傾向にある。網羅的な統計作業が必要だが、琉球列島全体では本期の遺跡

数、陶磁出土量が最も多いものと推測している。これは、前述した対明朝貢貿易のピーク

を過ぎた時代という評価に対して、陶磁交易自体は継続していたと見るほかはない。しか
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し、大型品や上質品などは少ないことから、朝貢貿易の質的な変化があったと見るのは通 
説どおりだろう。また、人物文が描かれた青花口折碗は本州ではほとんど見られないが、

堺環濠都市遺跡では出土しており、先述した堺商人の関与による琉球貿易を裏付ける資料

であろう。 
琉球列島全体の傾向では、沖縄諸島では各グスク、喜界島の当該期の拠点と考えられる

手久津久地区、先島における石囲い集落など４期以前より継続していた遺跡の多くが５期

に廃絶し、６期には別地域で新たな集落の形成が始まっており、陶磁器の出土量自体はむ

しろ増えている。 
７期（16世紀後半）  

龍泉窯以外の生産と考えられる青磁Ⅶ類、景徳鎮窯系青磁、青花碗皿Ｂ２・Ｅ群が出土

しているが、青磁碗で例示したように量は激減している。このことから、明代における琉

球の陶磁交易は本期で終息を迎えたと位置づけられる。 
 以上の出土陶磁の様相から設定した７期について、集落やグスクなどの他資料や歴史状況

を踏まえると、グスク時代における陶磁交易において交易者やルートなどより次のような

５形態が考えられる。 
 
形態１ 喜界島勢力およびその移民等との交易（１期・11ｃ後～12ｃ前） 
形態２ 琉球経由の日中間交易船と寄港地としての交易（２～３期・12ｃ後～14ｃ前） 
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形態３ 琉球－福建間の主体的交易（３～４期・13ｃ後～15ｃ初） 
形態４ 那覇港形成、明への朝貢及びアジア間の中継交易（４～６期・14ｃ後～16ｃ前） 
形態５ 日本商人などの媒介による多様だが受動的な交易（５～６期・15ｃ中～16ｃ前） 
 

 このように陶磁交易の形態としては、陶磁編年での画期とは合致するのではなく、暫時

的に変化していくと捉えられる。これを、琉球の交易への関与で捉えると、次のような図

式となる。 
受動的（形態１・２）⇒積極的（形態３・４）⇒受動的（形態５） 

 
 つまり、琉球側が寄港地として受動的に交易者を迎える交易と、自ら交易船を仕立て積

極的に対外へ交易する形態が交互に繰り返して、７期の 16 世紀後半には大きく衰退とした

と言える。この陶磁交易の終焉した時期こそが近世国家・社会体制への移行もしくは開始期

と捉えた。 

中国陶磁の大半を占める青磁の生産地は浙江省龍泉窯系の範疇ではあるが、14 世紀後半

～ 15 世紀代の碗類は福州へ至る閩江上流域の粗製品が多いとして（第４図）、大半の陶

磁が福州に集められたもしくはそのルートで求めたことを指摘する。一方、特に大型グス

クで出土する 15 世紀前半の青磁は、龍泉窯の中でも中心的な大窯地区楓洞岩窯の製品で

占められ、その種類も盤・壺・瓶・香炉・器台など豊富で、仕上がりとしても精良品であ

ることを明確にできた（第５図）。16 世紀代の青磁は、福建省や広東省などのより南方の

製品が入っている可能性を指摘した。このように時期によって生産地が異なるということ

は、中国側の生産状況に即して最も効率がよい製品を求めたという可能性が想定される（第

６図）。 
このように、グスク時代になって外来した琉球列島における陶磁であるが、元来食膳具

を使用する文化がなかったため重視されない時期が長かったこと、一方長崎産滑石製石鍋

については模倣土器も多く作られるなど、その用途・機能は琉球独自の予想が見られ、重

要には琉球側の選択も大きく働いたものと推測した。14 世紀代以降には陶磁の食膳具出土

量が増大し、15～16 世紀には短期的な宴会で使用された状況も見られ、土器を使用する中

世日本とは異なる状況であった。  
 
第６章 琉球列島の仏教と対外交流 
琉球列島においては、仏教またはその担い手の日本禅僧などが対外交流に関与している

ことが指摘されてきた。そこで、陶磁交易も当然対外交流であるので、琉球における仏教

の展開を考古資料から検証した。 
仏教伝来時期については、浦添ようどれや瓦の再検討から文献史料から推定される13世

紀後半とは断定できないとした。しかし、この時期には各地でのグスク形成が始まり、福

建閩江流域産白磁の流通という琉球列島の独自性が顕在化してくる時期でもある。そして、
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Ⅳ～Ⅵ類

精良品

　　Ⅳ～Ⅵ類通例品

　　　　　　　　　　　　　Ⅶ類生産地　

第６図　龍泉窯系青磁生産地分布図（■の地点、吉岡 2011 より作成）

第５図　龍泉大窯地区楓洞岩窯製品

　　　（青磁Ⅴ類　製良品タイプ）

１
２

３

図３　首里グスク出土青磁 ( １は図１前掲文献沖埋文 2013、２・３は同 2016 より）

青磁Ⅳ類新相

青磁Ⅵ類新相

１・２共に浙江省慶元

県竹口窯の可能性・閩

江流域）

青磁Ⅶ類

（広東省潮州梅県

大埔窯の可能性）

第４図　首里グスク出土青磁　（通例品・粗製品タイプ）

■

■
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ほぼ同時期とされる中南九州で生産されたと考えられる樺番城系須恵器が今帰仁グスクな

どで出土することにより、禅僧らの中国渡来の起点とした肥後高瀬と琉球列島との関係も

想定されるので、九州以北の諸勢力との関係はこの時期でも重要であったことは確かであ

る。 
瓦普及期は、陶磁との共伴状況から14 世紀後半～15世紀前半と明確にして、天目・茶入

などの茶道具も概ね同時期であり、これには日本禅宗とその茶文化の影響が強いと考えた。

しかし、瓦には高麗・大和系があり、朝鮮半島とは高麗青磁も同時期であるので、対馬・

博多や倭寇などを介して関係していた可能性も否定できない。一方、寺院跡と梵鐘につい

ては明確に認識できるのは15世紀中頃以降であり、仏教が大きく普及するのはこの時期以

降と考えられる。 
いずれにせよ、グスク形成の13世紀後半、陶磁交易が増大する14 世紀後半という画期に

は多様な人々の動きが関係しており、その背景の一つとしては仏教の伝来・普及が無視で

きないもので、考古学的な検討も行っていくべきと考えた。 
 
終 章 琉球列島における国家形成 
 本論のまとめとして、陶磁編年に基づいて（第２章）、陶磁交易を軸とした検討から設

定した階層５レベル（第４章）と５つの交易形態（第５章）の組み合わせにより、考古学

における琉球列島の国家形成を次の３段階で捉えられることを提示する。 
 
第１段階（11 世紀後半～14 世紀前半 階層化レベルＡ⇒Ｂ 交易形態１⇒２）  
対外交易船を受容する寄港地交易が始まり、農耕を受容した首長制社会 

第２段階（14 世紀後半～15 世紀中頃 階層化レベルＣ⇒Ｄ 交易形態３⇒４）  
那覇港の形成をきっかけに、沖縄本島に各地域の政治拠点が並列した港市国家的地域

国家群 
第３段階（15 世紀末～16 世紀前半 階層化レベルＥ 交易形態４・５）  
那覇港・首里グスクを中軸とした中央集権国家が成立 

 
 琉球列島における国家形成の特質としては、約300年間かけて行われた農耕受容の過程で

は階層化があまり発展しなかったことに対して、明への朝貢を契機にした交易の増大によ

りつまり二次国家としての港市国家的地域国家群の形成には約50年間と非常に短期であっ

たことがいえよう。それに対して、首里グスク・那覇港を中軸とする中央集権国家に至る

までは約 150 年間もかかったことは、統一した国家体制を整えるためには各地の有力者が

非常に強固であったと考えられよう。 
 一方、陶磁交易の変遷で明らかにしたように第一尚氏に当たる５古期（15 世紀中頃）に

おいて、元青花、青磁大型品、ベトナム青花等の優品・希少品が首里グスクなどの大型グ

スクで出土しており、まさに対外交易の繁栄と評価されている。しかし、これらの威信財
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とも考えられる陶磁器がほぼこの時期だけに存在していることは、このような威信財を配

布することで維持しなければならないという地域国家群的な体制から出ていないと考えら

れる。 
 この琉球列島の国家形成について、様々な地域や時代と比較することで、その特質を明

確にしていく必要もあると考える。日本の古代国家形成と比較すると、農耕社会を受け入

れた弥生時代が 600～800 年間、初期国家とされる古墳時代が約 350年間、そして律令国

家の形成となる。そして、その原動力の一つには弥生・古墳時代の朝鮮半島・中国大陸と

の長距離交易の主導権争いにあるとされる。本論においても、中山による統一政権への過

程、つまり２段階における軍事的抗争は否定しておらず、その大筋は追認している。つま

り、農耕社会を対外の影響により受容し、その後内部における勢力争いにより国家形成へ

至るという過程自体は共通するものといえよう。 
次に、より時代が近い島嶼地域の事例を見てみよう。東南アジアの港市国家では、例え

ばマラッカは元来漁村地帯であったが、15 世紀初頭に明へ朝貢を開始することにより急速

に発展し、政治的支配者であるムスリムであるスルタン・在地貴族と、貿易実務に従事す

る経済的実力者である外来商人の二元支配構造となっていたとされる。また、ハワイ諸島

では 11 ～ 15 世紀にかけて人口が増加し島々に首長が登場し大型の神殿が建造され内部

での抗争が見られ、17 世紀にはハワイ島など主要４島に大首長が各々登場して各島及び島

間での階層化・専業化が進み、19 世紀初頭に西欧人の協力を得てカメハメハ一世による統

一王国が形成されたとされる。 
このように、開拓・生産に困難な熱帯島嶼の国家形成には内部の発展と抗争には、対外

との交易または移民等の影響が重要であったことと考えられる。ただ、琉球列島ではこれ

らよりも農耕化する以前に先史時代が数千年間見られるという点で、日本列島に比べると

狭小であっても、やはり環境的には恵まれていたという点では、東南アジアの港市国家や

ハワイ諸島と比べると有利に働いた点と言え、単純に対外からの影響や交易だけではなく、

内部における食糧生産力も十分に考慮していく必要があろう。 
以上の本論における検討から、考古学的な時代概念であるグスク時代を次のように再定

義したい。 
グスク時代は、11 世紀後半より九州・宋商人等の影響を受けた喜界島等勢力による対外

交易で、琉球列島全体が農耕をベースとした文明化に進むことになり、在地民と移民との

せめぎ合いが約200 年間は続いたあと、14 世紀代のアジア情勢の変化によって仏教の受容

などより深い対外交流の環に組み込まれることになり、明の朝貢体制下のもとで那覇港が

整備され、各地の城塞的グスクを拠点とした連合体制的な地域国家群が形成し、15 世紀末

をもって首里グスクを中軸とした中央集権国家が成立した。そして、16 世紀後半には対外

交易の衰退とともに、奄美から先島に及ぶ支配権を確立し、自給生産経済に目を向けた新

たな国家体制、社会の開始となった。 
上の定義においては、グスク時代は 11 世紀後半～16 世紀前半まで捉えて、それ以降を
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近世琉球と捉えることができる。そして、アジア史的な視点では、グスク時代はアジアの

中世とダイナミックに連動していると言えよう。また、この 16 世紀前半は日本では戦国

時代に当り、いわゆる戦国大名が支配領域に対して検地し年貢を収取かつ軍役を賦課させ

る「貫高制」、命令を成文化した「分国法」などを構築し、独自の支配機構・軍事力・法

的秩序をもち、諸国との外交も行っていたこととされる。この段階を経て 1580 年代以降、

織田信長、豊臣秀吉による天下統一への動き、そして徳川家康による江戸幕藩体制へとつ

ながる。つまり、琉球列島の中央集権国家の完成は、明を中心としたアジア情勢、16 世紀

のヨーロッパ勢力のアジア進出など、琉球列島は日本よりも先行してその影響を受けたと

いう見方ができる。 
このように、考古学的に琉球列島の国家形成を考えることはアジア史的に位置づけるこ

とにつながり、他地域と比較できる明確な年代観や交流関係を追究できる方法として、琉

球列島で発掘調査により出土した陶磁を対象とした陶磁交易という観点は有効であり、さ

らに精進を重ねていきたい。 
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