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                     要 旨 

 沖縄諸島のグスク時代遺跡には「吹出原型掘立柱建物」と名付けられた遺構の組み合わせが見られ

るが、その出現の「由来、背景」については詳らかになっていない。これを含めて沖縄のグスク時代

社会の開始には喜界島城久遺跡群をはじめとする奄美諸島を経由した古代末〜中世初期の日本から

の影響が大きいと考えられる。そこで、「吹出原型掘立柱建物」の「由来、背景」を探るために奄美諸

島喜界島城久遺跡群で検出された建物遺構および建物遺構の中に見られる「吹出原型掘立柱建物」類

似遺構の検討を行なった。その結果、「吹出原型掘立柱建物」の直接的祖型を城久遺跡群に求めるこ

とはできないが、建物の構造や配置などについては間接的な影響があったと考えられる。 

 

１、はじめに 

 沖縄島のグスク時代遺跡の中には「吹出原型掘立柱建物」と命名された遺構がある。2003（平成 15）

年度の沖縄考古学会総会シンポジウム「グスク時代前夜の建物遺構を中心として」の席上で仲宗根求

氏によって提唱（仲宗根 2003）された遺構である。中柱２本を持った大型掘立柱建物１棟と 4 本あ

るいは 6 本柱の小型掘立柱建物が１棟もしくは２棟が組み合わさって配置されることを特徴とし、大

型掘立柱建物は母屋家屋、小型掘立柱建物は倉庫の役割を持つと推測されている。「吹出原型掘立柱

建物」の提唱の基となった遺構は 1987・88（昭和 62・63）年に行われた沖縄島中部の読谷村字長浜

所在吹出原遺跡発掘調査の際に検出された。その調査報告書は 1990（平成 2）年に刊行（読谷村教育

委員会 1990）されたが、調査を担当した仲宗根氏はこの段階で「吹出原型掘立柱建物」の着想を得て

いた訳ではない。その後、1996・97（平成 8・9）年に行われた北谷町字桑江所在の後兼久原遺跡の

調査（北谷町教育委員会 2003）や、1999・2000（平成 11・12）年に行われた読谷村字楚辺所在のタ

ーシーモー北方遺跡の調査（読谷村教育委員会 2001）で同様の遺構が検出されたことを踏まえて、

「吹出原型掘立柱建物」を提唱するに至っている。提唱とともに過去の調査事例の再検討も行われ、

宜野湾市伊佐前原第一遺跡（宜野湾市教育委員会 1998）および伊佐前原遺跡（沖縄県埋蔵文化財セ

ンター2001）でも両遺跡にまたがる当該遺構の存在が確認されている。 

 「吹出原型掘立柱建物」の柱穴およびその周辺からは滑石製縦耳付石鍋模倣土器や滑石混入土器、

水平把手付鍋形土器、中国産白磁玉縁椀、カムィヤキ製品などの遺物が出土する。仲宗根氏はこの遺

物の推定年代を手掛かりとして「12・13 世紀の集落遺跡において標識となる得る建物配置」と評価
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している。また、続けて「この「吹出原型掘立柱建物」の由来、背景はいかなるものか、遺構と遺物

を組み合わせながら分析できればグスク時代初期の様相を解明する上で有効な手段となり得よう」と

結んでいる。 

仲宗根氏の提唱以降、「吹出原型掘立柱建物」は北谷町小堀原遺跡（北谷町教育委員会 2012）や宜

野湾市キャンプ瑞慶覧基地内の米軍海軍病院建設予定地内遺跡（宜野湾市教育委員会 2017）などの

調査でも検出され、類例が増加しつつある。また、これらの発掘事例でも同様の遺物が出土し、「吹出

原型掘立柱建物」は沖縄のグスク時代に出現した建物配置であることが衆目の一致するところとなっ

た。しかし、仲宗根氏が提起した「由来、背景」についての検討は明確な回答が出されている訳では

ない。 

そこで、本論ではこの「吹出原型掘立柱建物」の研究動向を振り返るとともに、これと膨大な数の

建物遺構が検出された喜界島城久遺跡群との対比を行いながら、グスク時代の建物遺構をめぐる検討

を試みてみたい。 

 

２、「吹出原型掘立柱建物」の類型と建物構造、年代 

 前述したように「吹出原型掘立柱建物」は中柱を持つ大型の長方形掘立柱建物と、4 本柱あるいは

6 本柱の小型掘立柱建物１棟もしくは２棟が組み合わさって配置された建物のことである。大型の長

方形掘立柱建物は母屋、4 本柱あるいは 6 本柱の小型掘立柱建物は付随建物とされ、付随建物には高

床倉庫が想定されている。仲宗根氏は母屋と付随建物である 4 本柱あるいは 6 本柱の小型掘立柱建物

の組み合わせについて、 

① 母屋建物 ＋ 6 本柱建物 1 棟 

 ② 母屋建物 ＋ 6 本柱建物 2 棟 

 ③ 母屋建物 ＋ 4 本柱建物 1 棟 

 ④ 母屋建物 ＋ 4 本柱建物 1 棟 ＋ ６本柱建物 1 棟 

の組み合わせ模式図（図 1）を提示している。 

 この仲宗根氏の模式図では母屋とした中柱

2 本を持つ大型掘立柱建物について、2 本の中

柱とともに側柱（四周を取り巻く柱）の数を長

辺側 7 本（6 間）、短辺側 5 本（4 間）に統一し

た図を提示している。しかし、ターシーモー北

方遺跡や後兼久原遺跡の報告書で確認すると、

中柱 2 本を持つ大型掘立柱建物の側柱数には

ばらつきがあり、一定していない。このことか

らすれば、母屋とした大型掘立柱建物の判別基

準は中柱 2 本を持つことであり、四周の側柱数

については統一された図が提示されているも

のの、その柱数を明確に規定することはできて

いないこととなる。 

また、付随建物である 4 本柱あるいは 6 本
第１図 「吹出原型掘立柱建物」模式図 
    （仲宗根求 2003 より１部改変） 
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柱小型掘立柱建物について、仲宗根氏は高床倉庫と想定していた。その理由としてはターシーモー北

方遺跡で検出した 4 本柱および 6 本柱建物の柱穴が直径 50cm 前後を計り、母屋とした中柱を持つ大

型の長方形掘立柱建物の柱穴よりも大きいことを挙げている。さらに柱穴に残る柱痕から柱径が

20cm 前後になることを指摘しており、柱穴や柱痕の大きさを高床倉庫とする判断の基準としたこと

が知れる。 

 なお、母屋建物と付随建物は 10〜20m ほど離れた位置にあることが一般的である。このため、間

隔が離れた母屋建物と付随建物について組み合わせを持つ遺構と判別する基準として、それぞれの建

物の主軸方向の近似性が重視されている。また、判別の際にはターシーモー北方遺跡のように複数の

母屋建物と付随建物が検出された遺跡における遺構の分布状況を踏まえ、母屋建物と付随建物の組み

合わせを抽出する作業が行われている。この点からすれば、模式図化した①〜④の組み合わせ類型に

ついては実際の遺跡の遺構検出状況を踏まえて提示されたものであり、妥当性を有すると考えられる。 

 年代については「吹出原型掘立柱建物」が検出された各遺跡における柱穴を中心とした出土遺物の

年代観を下に 12・13 世紀の年代が想定されている。中でも、多くの「吹出原型掘立柱建物」を検出

した後兼久原遺跡や小堀原遺跡では広い調査区の堆積層を検討し、各層からの出土遺物の組み合わせ

や放射性炭素年代測定によって得られた年代に基づいている。しかし、出土遺物の年代観や放射性炭

素年代測定値にはばらつきがあり、今後はこれをさらに細分する必要があると考えられる。 

 

３、「吹出原型掘立柱建物」出現時期に関する研究状況 

 近の沖縄考古学研究では狩猟・漁労・採集に依存していた琉球列島社会において農耕が定着する

のは 11 世紀頃と考えている。これはこれまでの沖縄島を中心とした考古学的調査によって、狩猟・

漁労・採集生活を営んでいた段階の人々が用いていた土器、すなわちくびれ平底土器様式から農耕を

営む段階の人々が用いていた土器、すなわちグスク土器様式への推移、言い換えればグスク土器様式

の出現が 11 世紀頃と考えられることによる（註 1）。 

ただし、喜界島城久遺跡群をはじめとする 近の奄美諸島での考古学的調査研究成果によれば、沖

縄諸島の北に位置する奄美諸島東北端の喜界島では９世紀段階から日本本土産の土師器や須恵器を

使用する人々が定住生活を営んでいたことが明らかとなっている。これらの人々が喜界島において穀

物生産を行っていた明確な痕跡は確認されてはいない。しかし、日本本土からさまざまな物資の安定

的な供給を受けていたと考えられ、喜界島にありながら日本本土の人々と同じ物質文化を持っていた

ことは確実である。その証左として日常生活の中で用いられる貯蔵具や調理具、食膳具を見れば、九

州に置かれた大宰府系の高台坏や南九州系の小型丸底甕などの土師器、九州系と思われる須恵器、椀

類を中心とする貿易陶磁器で構成されており、この時期の奄美諸島で用いられていた在地土器はほと

んど見当たらない。また、遺構としては掘立柱建物が多く検出されており、城久遺跡群では琉球列島

の狩猟・漁労・採集段階に広く採用されていた竪穴住居や平地住居（杉井健 2003）ではなく、日本本

土の影響とみられる掘立柱建物を 9 世紀段階から構築しているのである。 

これに対して、喜界島の対岸に位置する奄美大島東海岸側では喜界島城久遺跡群と同様の土師器や

須恵器を出土する遺跡が認められる。しかし、その出土量は極めて限られている（池田榮史 2005）。

基本的には在地土器、すなわち奄美諸島に広く分布するくびれ平底土器様式の兼久式土器を主として

用い続けている。このことは奄美大島東海岸域の遺跡を営んだ人々は喜界島に定住した土師器や須恵

-75-



 

器を用いる人々との接触を図りつつも、基本的には従前からの生活、すなわち狩猟・漁労・採集に依

存する生活を維持していたことを示す。これは住居遺構についても同様で、遺構の把握が難しいもの

のほとんどの遺跡では砂丘上に竪穴住居もしくは平地住居を構築している様子がうかがわれる。奄美

大島東海岸域の人々は喜界島城久遺跡群の人々と接触しているが、生活の根幹をなす食料獲得手段を

はじめとして、自らの社会的文化的あり方を大きく変えることはなく、以前からの生活を維持しなが

ら共存を図っていたのである。奄美諸島の遺跡のあり方を見る限り、このような同一地域内での棲み

分けとも思える共存関係は 9 世紀以降 11 世紀代まで維持されたと考えられる。 

しかし、11 世紀代にはこの共存関係に変化が起こる。考古学的現象を見ると、喜界島の対岸に位置

する奄美大島北部の遺跡ではそれまで使い続けていた在地土器である兼久式土器が消滅する。これに

代わって喜界島城久遺跡群で見られた土師器小型丸底甕の系譜を引く土器が広がるとともに、日本の

九州から運び込まれた滑石製石鍋を模倣した新たな在地土器も出現する。土器様式の変化は基盤とす

る食料獲得手段の変化を反映していると考えられ、奄美大島北部ではこの時期にほぼ全域でそれまで

の狩猟・漁労・採集に代わって穀物を栽培する農耕生産へと移行したことが推測される。生産手段の

変化は住居形態にも現れ、この時期の住居遺構は竪穴住居ではなく、掘立柱建物へと移行する。喜界

島城久遺跡群の遺物や遺構でも土器や建物に変化が現れており、以前から存在した土師器丸底甕に加

えて、滑石製石鍋やその模倣土器、さらには福岡県大宰府遺跡群の調査成果で C 期（11 世紀後半〜

12 世紀前半）に位置付けられる中国産陶磁器や初期高麗青磁、徳之島カムィヤキ製品が大量に出土

するようになる。これらの遺物を伴う遺構の数も増大し、城久遺跡群で検出された掘立柱建物遺構の

半数以上が大宰府編年 C 期に位置付けられる遺物を伴う状況となっている。このことは城久遺跡群

における遺跡規模の拡大と奄美大島北部の遺跡における農耕生産への移行は強い関連性を持って進

行したことを暗示しており、城久遺跡群の存在が奄美大島北部の農耕生産の拡大に強く影響したこと

が推測される。 

なお、この喜界島城久遺跡群や奄美大島北部の遺跡で見られた土師器小型丸底甕、滑石製石鍋模倣

土器の影響は沖縄島にも及び、沖縄諸島に広がるグスク土器様式が成立する。しかし、沖縄諸島では

グスク土器様式の成立後も、以前からの土器の系譜を引くくびれ平底土器様式が一定期間使い続けら

れたと考えられる。このことは沖縄諸島ではグスク土器様式を用いる遺跡と、従来からのくびれ平底

土器様式を用いる遺跡が並存する期間があったことを示す（註 2）。使用する土器が異なるという併存

関係は 9 世紀後半以降の喜界島城久遺跡群と奄美大島北部東海岸側の遺跡との間で見られた現象で

あり、これと同様の現象が 11 世紀後半代以降の沖縄諸島内の遺跡でも認められるのである。すなわ

ち、この時期の沖縄諸島内には農耕生産を行う遺跡と、従前からの狩猟・漁労・採集に依存する遺跡

が並存していたことを示している。そして、この並存期間に位置付けられるグスク土器を用いて農業

生産を行なったと考えられる遺跡において、本論で取り上げる「吹出原型掘立柱建物」が現れるので

ある。 

このようなこれまでの考古学的調査成果からすれば、沖縄島における「吹出原型掘立柱建物」を含

む掘立柱建物は喜界島城久遺跡群や奄美大島北部、さらには日本本土の建築技術の影響を受けて成立

したことが想起される。しかしながら、城久遺跡群や奄美大島北部、日本本土において、「吹出原型掘

立柱建物」の起源となるような掘立柱建物の組み合わせを確認することや、その系譜をたどる作業は

未だに行われていない。 
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４、喜界島城久遺跡群の掘立柱建物 

では、喜界島城久遺跡群や奄美大島北部、日本本土には「吹出原型掘立柱建物」はないのであろう

か。 

そこで、改めて膨大な数に上る掘立柱建物が検出されている喜界島城久遺跡群の発掘成果を確認す

ると、城久遺跡群は地元の小字名を取った山田中西遺跡、山田半田 A・B 遺跡、半田口遺跡、小ハネ

遺跡、大ウフ遺跡、前畑遺跡、赤連遺跡からなる総面積約 130.000 ㎡に及ぶ複合遺跡である。2003

（平成 15）年度から鹿児島県農政部農地整理課が計画した畑地帯総合整備事業に伴って発掘調査が

進められ、2014（平成 26）年度に全ての事業が終了した（喜界町教育委員会 2006・2008・2009・

2011・2013a・2013b・2015）。2015（平成 27）年に刊行された総括報告書では検出した建物遺構の

総数が 484 基に上ることを報告し、その時期区分と編年を試みている。その際、年代の判別について

は柱穴を中心として、それぞれの建物遺構から出土した遺物の内容を踏まえながら、日本の中世考古

学研究で広く用いられている大宰府編年（太宰府市教育委員会 2000）による貿易陶磁器の時期区分

を援用した位置付けが行われている。その結果、城久遺跡群の出土遺物は大きくⅠ〜Ⅲ期に区分され、

Ⅰ期には大宰府編年の A 期（8 世紀後半〜10 世紀）と B 期（10 世紀後半〜11 世紀）、Ⅱ期には大宰

府編年 C 期（11 世紀後半〜12 世紀前半）、Ⅲ期には大宰府編年 D 期（12 世紀中頃〜後半）、E 期（13

世紀前後〜前半）、F 期（13 世紀後半〜14 世紀前半）、G 期（14 世紀初頭〜後半）の標識および準標

識遺物とされた貿易陶磁器が伴うとされている。これを見ると、大宰府編年の C 期に位置付けられる

貿易陶磁器が群を抜いて多く出土していることを踏まえて、城久遺跡群のⅡ期を設定したことが知れ

る。また、C 期の前および後に位置付けられるⅠ・Ⅲ期については、大宰府編年に見られる複数の時

期を一括してⅠ期とⅢ期としている。したがって、Ⅰ〜Ⅲ期の絶対的な時間幅はそれぞれに異なり、

Ⅰ期（8 世紀後半〜11 世紀）、Ⅱ期（11 世紀後半〜12 世紀前半）、Ⅲ期（12 世紀中頃〜14 世紀後半）

という年代の幅を持つことになる。 

その中で、Ⅰ期に位置付けられた建物遺構は城久遺跡群の中でも標高の高い位置にある山田半田遺

跡、半田口遺跡、大ウフ遺跡で確認されており、中でも柱並びがほぼ左右対称の 2 間×3 間を基本と

する側柱建物が も古く位置付けられる。この建物遺構の周辺には同じ主軸を持ちながら、2 間×3 間

以外を含む掘立柱建物が多く分布しており、前述の建物遺構に後続する時期の建物遺構とされている。

なお、その中には柱間間隔が等間隔で左右対称な建物遺構と柱間間隔が不揃いで左右非対称な建物遺

構があり、後者の柱間間隔が不揃いで左右非対称な建物遺構はⅠ期の中でも時期的に後出する可能性

が示唆されている。Ⅰ期の建物遺構の主軸方向は N20〜40°E あるいは N50〜70°W を示し、一部に

は N±20°S あるいは E±20°の東西南北軸に沿った建物遺構も存在する。 

Ⅱ期の建物遺構は比較的標高の低い位置にある前畑遺跡や半田遺跡を含む城久遺跡群全域に広が

っている。1 間×1 間や 1 間×2 間の小型掘立柱建物が多い。ただし、中には四面庇状大型掘立柱建物

も認められ、この四面庇状大型掘立柱建物はⅠ期末からⅡ期かけて出現したと考えられている。主軸

方向は N40〜60°E あるいは N30〜50°W である。 

Ⅲ期の建物遺構は城久遺跡群の中で も標高の低い位置にある半田遺跡やこれに隣接する大ウフ

遺跡を中心に分布する。Ⅲ期の掘立柱建物の中には建物内に複数の柱を配した総柱建物が多く認めら

れる。また、遺構の周辺には溝状遺構が縦横に認められ、これによって建物遺構の周辺を区画するこ

とが行われていることがⅢ期の特徴となっている。 
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以上の城久遺跡群の建物遺構の中で、「吹出原型掘立柱建物」に類似する建物遺構はⅢ期の遺構が

多く認められる大ウフ遺跡の中で検出されており、掘立柱建物 59 号および 60 号が「吹出原型掘立柱

建物」の中の母屋に類似する構造を持つ。ただし、掘立柱建物 60 号は南側が石灰岩の露頭部に重な

っており、南側の梁を支える柱穴が確認できていない。なお、両建物は隣り合っており、建て替えの

可能性が考えられる。周辺には建物の主軸方向を同じくする側柱建物である掘立柱建物 65・66・67

などが分布しており、そのいずれかは掘立柱建物 59 および 60 と組み合わさる付随建物と考えるこ

とができる。しかし、報告書では掘立柱建物 59・60 が「吹出原型掘立柱建物」の母屋建物と類似す

ることを指摘しているものの、付随建物との組み合わせについては言及していない。また、報告書に

は出土遺物として掘立柱建物 59 の柱穴から土師器片やカムィヤキ片、60 から土師器片、滑石製石鍋

片、65 から土師器片、滑石製石鍋片、66 から土師器片、67 から土師器片、カムィヤキ片などが出土

したことが記載されているが、遺物の図面が掲載されていない。遺物の図面がなく、現地での確認作

業もできていないため、これらの遺物の内容については不明確な部分が多い。（図 2） 

この他、報告書から読み取れる情報としては、これらの遺構の主軸方向が周辺に掘削された溝状遺

構の方向とほぼ一致するとされており、このことがⅢ期（12 世紀中頃〜14 世紀後半）の遺構と判断

した理由とされている。そこで城久遺跡群全体の動向を見れば、Ⅲ期の中でも大宰府編年 D 期（12

世紀中頃〜後半）や F 期（13 世紀後半〜14 世紀前半）に位置付けられる貿易陶磁器の量は極めて少

なく、E 期（13 世紀前後〜前半）と G 期（14 世紀初頭〜後半）の遺物が一定量の出土を示す。この

ことからすれば大ウフ遺跡から検出された「吹出原型掘立柱建物」に近似する遺構は大宰府編年の E

第２図 城久城跡群大ウフ遺跡 D 地区遺構確認状況図（1／1000）（喜界町教育委員会 2013a より） 
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期（13 世紀前後〜前半）あるいは G 期（14 世紀初頭〜後半）に位置付けられることになる。この年

代は沖縄諸島で見られる「吹出原型掘立柱建物」の想定年代の中では後出する年代を示す。なお、城

久遺跡群における「吹出原型掘立柱建物」に近似する建物遺構は数が少なく、遺跡群の主だった遺構

とは考え難い。このことからすれば沖縄諸島で見られる「吹出原型掘立柱建物」の影響が何らかの形

で城久遺跡群に及び、その影響を受けて偶発的に構築された建物と考えることが穏当と思われる。 

 

５、城久遺跡群建物遺構の変遷 

ところで、前述の総括報告書では城久遺跡群Ⅰ期（8 世紀後半〜11 世紀）の建物遺構を３段階に分

けていた。すなわち、柱並びがほぼ左右対称の 2 間×3 間を基本とする側柱建物が も古く、この建

物遺構の周辺に位置する同じ主軸を持った 2 間×3 間以外を含む掘立柱建物がこれに後続する時期の

建物遺構とする。なお、後続する時期の中では柱間間隔が等間隔で左右対称な建物遺構が先行し、柱

間間隔が不揃いで左右非対称な建物遺構が後出する可能性を示唆していた。また、Ⅰ期末には四面庇

状大型掘立柱建物も登場するとされる。この知見に基づけば、Ⅰ期初期段階に位置付けられた建物遺

構は基本的に建物内に柱を設けない側柱建物であることが知れる。この側柱建物の規格は基本的に 2

間×3 間であることからすれば、建物の規模（床面積）は用いる木材の大きさ、特に 2 間の幅を持つ

柱の間に差し渡す梁材の長さに規制される。梁に用いる材木が長ければ、2 間の実寸長を長くするこ

とができ、逆に短ければ幅を狭めるしかない。検出された掘立柱建物の梁幅の多くの計測値が 3〜5m

の範囲に収まっているのは、Ⅰ期初期の段階で調達できた梁材の長さはこれを超えることが難しかっ

たことを物語っている。なお、梁材と異なって、建物を構成するもう一方の桁材は柱数を増やすこと

によって桁長を延長し、建物の長さを増すことができる。しかし、中柱を設けないで桁長を長くすれ

ば、梁材の上に設けた束柱を通して天井を支える木組みの荷重が建物中央部分に構架された梁材に集

中せざるを得ない。このことからすれば桁長についても無尽蔵な延長はできないことになる。これを

解決するにはやはり中柱を設けることが も適切な方法となる。この点を意識したのかⅠ期末に建築

された四面庇状大型掘立柱建物には建物内部に中柱が配された構造となっている。中柱と側柱との間

に梁材や桁材を構架することによって建物の規模を大きくできるのである。 

中柱を設ける建築技術導入後のⅡ期の建物遺構は比較的標高の低い位置にある前畑遺跡や半田遺

跡を含む城久遺跡群全域に広がっている。Ⅰ期から設けられていた 2 間×3 間に加えて、1 間×1 間や

1 間×2 間の小型掘立柱建物が多く確認され、中には四面庇状大型掘立柱建物も認められる。これは使

用目的に応じて建物の造り分けが行われたことを示すと考えられる。1 間×1 間や 1 間×2 間の小型掘

立柱建物の柱穴は大型となることが多く、沖縄諸島の「吹出原型掘立柱建物」の付随建物で想定され

ている高床倉庫の柱穴に類似する。柱穴が大型とはならない小型掘立柱建物は住居あるいは倉庫の用

途が想定される。住居であったとすれば、2 間×3 間の掘立柱建物や四面庇状大型掘立柱建物との間に

明確な構造や規模の違いが認められる。 

そこで、Ⅱ期の遺構が多く検出されている半田口遺跡の掘立柱建物を見ると、Ⅰ・Ⅲ期を含む全 94

基の掘立柱建物の中の四面庇状大型掘立柱建物は掘立柱建物 25・26・27・69 の 4 棟であり、この他

に一面あるいは二面の庇を持つ掘立柱建物７・57・60・79 の 4 棟がある。これに対して、1 間×1 間

の掘立柱建物は 17 棟、1 間×2 間は 17 棟、2 間×2 間は 9 棟、2 間×3 間は 18 棟が認められる。この

他に 1 間×3 間の掘立柱建物 3 棟、1 間×4 間の 2 棟、2 間×4 間の掘立柱建物 2 棟、3 間×4 間の掘立
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柱建物 3 棟と総柱建物 10 棟があって、残りは近世の掘立柱建物である。2 間×3 間の掘立柱建物 18

棟は住居と考えられ、2 間×4 間の掘立柱建物 2 棟や 3 間×4 間の掘立柱建物 3 棟、総柱建物 10 棟も

同様に住居であろうと考えられる。一方で 1 間×1 間の掘立柱建物 17 棟や 1 間×2 間の掘立柱建物 17

棟の総計は 34 棟であり、これが高床建物や倉庫であると仮定すれば、住居と考えられた前述の建物

の総数 33 棟とほぼ同数となり、「吹出原型掘立柱建物」に見られた母屋と付随建物の組み合わせ関係

との類似が想起される。報告書及び総括報告書では半田口遺跡で検出された掘立柱建物の明確な時期

判別を行なっていないこともあり、これらの数値はあくまでも総数から割り出したに過ぎないが、「吹

出原型掘立柱建物」との関係では興味を惹かれる数値であることを指摘しておきたい。 

なお、半田口遺跡の庇を持つ大型掘立柱建物 8 棟の数は全体の１割に満たない数値である。このこ

とは一般的な住居と考えた 2 間×3 間の掘立柱建物と庇持ちの大型掘立柱建物には何らかの位置付け

の違いがあったことを想起させる。これが城久遺跡群を営んだ人々の社会的階層差や集落内における

建物の機能差、あるいはその他の何らかの要素に起因するのかについては未だに判然としない。短絡

的には城久遺跡群の居住者間の階層差を示すと捉えがちであるが、本論ではこの点について深入りせ

ず、後日、稿を改めて検討したい。 

次のⅢ期の建物遺構は城久遺跡群の中で も標高の低い位置にある半田遺跡やこれに隣接する大

ウフ遺跡を中心に分布しており、その中には建物内に複数の柱を配した総柱建物が多く認められる。

Ⅱ期の掘立柱建物の検討で取り上げた半田口遺跡では 94 基中の掘立柱建物の中に 10 基の総柱建物

があったが、これらの総柱建物もⅢ期に位置付けられる可能性が高い。また、Ⅲ期には溝状遺構によ

って建物遺構の周辺を区画することが行われており、集落内を溝状遺構で区画することが顕在化して

いる。この溝状遺構による集落内の区画は宜野湾市キャンプ瑞慶覧基地内の米軍海軍病院建設予定地

内遺跡でも確認されており、集落内を溝状遺構で区画することが沖縄諸島でも行われたことを示して

いる。また、米軍海軍病院建設予定地内遺跡では「吹出原型掘立柱建物」の組み合わせである中柱２

本を持つ掘立柱建物と付随建物が造られた場所の後背高地に城久遺跡群で見られた「四面庇状大型掘

立柱建物」配置されており、「吹出原型掘立柱建物」の母屋及び付随建物に「四面庇状大型掘立柱建

物」を加えた組み合わせが存在することが明らかとなった。このことは喜界島城久遺跡群で見られた

1 間×1 間や 1 間×2 間の掘立柱建物と住居と考えた 2 間×3 間の掘立柱建物、そして庇持ちの大型掘

立柱建物の組み合わせが沖縄諸島では形を変えて現れた可能性を示している。今のところ、「吹出原

型掘立柱建物」に見られる２本の中柱を持つ母屋建物の祖型を城久遺跡群の遺構に見出すことはでき

ないが、建物遺構の組み合わせについてはやはり城久遺跡群との関係を彷彿させるのである。 

ところで城久遺跡群でⅠ期末に現れた中柱を持つ大型掘立柱建物と、Ⅲ期に多く見られる総柱建物

との違いは建物の大型化が図り易くなるとともに、屋内に地床ではなく板敷の床面を造ることが容易

になる点が挙げられる。総柱建物では天井の梁材や桁材を支える通し柱だけではなく、床梁材や床桁

材を支える束柱が用いられることが一般的である。床下の束柱を採用すれば、地床より一段高い板敷

きの床を造るとともに、天井までの通し柱を組み合わせて用いることによって室内の仕切り（壁）を

設けることも容易となる。総柱建物は掘立柱建物の中でもより高度な建築技術であり、これが城久遺

跡群のⅢ期（12 世紀中頃〜14 世紀後半）には確実に認められるのである。この総柱建物からはさら

に礎石建物へと展開する建築技術の発展過程が推測され、城久遺跡群の建物遺構はこのようなグスク

時代における建築技術の展開過程についても重要な情報を提供していることとなる（註 3）。 
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６、結論 

「吹出原型掘立柱建物」を提唱した仲宗根氏の問題提起に基づき、沖縄諸島で見られる「吹出原型

掘立柱建物」の「由来、背景」についての考察と喜界島城久遺跡群の建物遺構との比較検討を行なっ

てきた。この結果、「吹出原型掘立柱建物」の成立過程について明確な道筋を示すことはできなかっ

た。しかし、喜界島城久遺跡群の建物遺構には「吹出原型掘立柱建物」の前提となる情報が十分に備

わっており、城久遺跡群からの何らかの影響が及ぶことによって「吹出原型掘立柱建物」が成立した

ことを推測することもあながち的外れではないと考えられる。 

その理由としては、城久遺跡群における建物遺構が遺跡の出現当初から掘立柱建物であり、時間的

推移に伴ってその構造の発達が認められる点にある。すなはち、城久遺跡群ではⅠ期（8 世紀後半〜

11 世紀）に 2 間×3 間を基準とした側柱を持つ掘立柱建物が出現する。初期の側柱建物は左右対称で

柱間間隔にも企画性が見られるものの、次第に柱間間隔が不規則となる。このことは初期の建物は計

画した規格に合わせることを重視したのに対して、次第に現地で調達できる木材の質や量に合わせて

柔軟な対応を図るあり方へと変化したことを示している。さらにⅠ期末には側柱建物に加えて中柱を

持つ建物が造られており、建物規模の拡大が行われる。建物規模の拡大は城久遺跡群内に設けられる

建物の種類を増やすことにつながり、Ⅱ期（11 世紀後半〜12 世紀前半）にはⅠ期に見られた 2 間×3

間の建物だけではなく、1 間×1 間の小型建物から４本の中柱と周辺に配した側柱を持つ四面庇状大

型掘立柱建物まで、多様な建物が造り分けられるようになる。この建物の造り分けには「吹出原型掘

立柱建物」に見られる母屋と付随建物の組み合わせとの類似が認められ、「吹出原型掘立柱建物」と

同様の建物の組み合わせが城久遺跡群でも存在することを示している。続くⅢ期（12 世紀中頃〜14

世紀後半）には掘立柱建物の中の総柱建物が一般化し、建物内に板張りの床や仕切り（壁）を設ける

ことが行われるようになるのである。 

このような城久遺跡群における掘立柱建物の構造変化と順次的出現過程は城久遺跡群内での建物

の発展段階を示すとともに、これを踏まえることにより、広く奄美・沖縄諸島、さらには宮古・八重

山諸島を含めた琉球列島の建物の趨勢を知る手掛かりとなると考えられる。 

 

註 

１、 琉球列島の土器研究において、筆者は小林達雄氏による縄文土器研究の様式論を用いることが有効であると考えており、当該時

期の沖縄諸島の土器について述べたこと（池田 2004）がある。その際にはくびれ平底（系）土器様式、グスク（系）土器様式と

表記したが、これは沖縄諸島の土器研究に立脚しつつも琉球列島全域を念頭においての表記であった。しかし、その後琉球列島

では諸島単位の土器の編年研究が進み、中でも沖縄諸島の当該時期の土器については諸島内で推移するくびれ平底土器様式とグ

スク土器様式に含まれる土器の型式的変遷過程が明らかとなりつつある。これに対して、奄美諸島や宮古・八重山諸島の土器の

場合には沖縄諸島の土器研究成果を暗黙の裡に援用する傾向が認められる状況が生じており、土器研究に基づく琉球列島史の考

古学的理解方法としては拙速の感を抱いている。すなわち、土器研究の手法としてはまず奄美諸島のくびれ平底系土器様式＝兼

久式土器様式さらにはグスク系土器様式、宮古・八重山諸島のグスク系土器様式という枠組みを設け、沖縄諸島の土器とは区別

して地域ごとに取り扱うことが必要であると考えている。ただし、この関係を明らかにした上で、琉球列島全域を対象とした土

器文化の評価を前提として考える場合には、 初に提示したくびれ平底（系）土器様式とグスク（系）土器様式の概念について、

琉球列島全域に敷衍化して用いることを否定するものではない。 

２、 くびれ平底土器様式とグスク土器様式の並存関係については、宮城弘樹氏による批判（宮城 2007a）がある。これに対して筆者
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は再検討した意見（池田 2015・2017）を述べ、やはり並存期間があったことを明らかにしている。 

３、 沖縄諸島のグスク時代建物遺構については宮城弘樹氏による包括的な分類と年代的位置付け、歴史的評価をめぐる論考（宮城

2007b）がある。本論では城久遺跡群の建物遺構を分析対象として遺跡群内での構造変化をたどるともに、「吹出原型掘立柱建物」

との関係に特化した検討を行った。 
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