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畑の景観一文化地理的考察一
1．畑小屋
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はじめに

宜野湾市大山のタイモ田のそばには，農小屋

が散在し，一見して田舎の住居かと見間違うほ

どである．しかし同小屋は，日常生活を営むこ

となく，タイモの管理用機具や資材を保管し，

休憩する場所である．サトウキビを搾り黒糖製

造するサーターヤー（砂糖小屋）や脱穀の水車

小屋，鍛冶屋の作業小屋など，古くから写真や

教科書など馴染みの小屋もあるが，住居から遠

隔地の畑に昼食や休憩用に建てられる畑小屋は

あまり知られていない．作業小屋は集落や住居

の近くに建てられ，共同使用されるが，畑小屋

は所有者の都合によって決められる

この様な小屋は，沖縄では古くから各地にあ

り，宮古島では「バリヤー｣，八重山では「ス

クヤー｣，西表島で「シコヤー」とも呼ばれて

いた．また台湾蘭喚島でも，タイモ田やカンショ

畑のそばに人一人が入れる程度の小さな簡易な

小屋が建てられ（外間1998)，中国雲南地方に

も休憩用の小屋が畑のそばに見られる（湯浅

1981)．

これらの畑小屋は，現在でも沖縄本島の都市

近郊にある家庭菜園やタイモ田で見ることがで

きる．しかし畑に建てられる小屋として，ミカ

ンやキクなど収穫調整に用いられる作業小屋も

あるが，規模が大きく，また電気・水道なども

写真１

写真２
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１．畑小屋の分布

宜野湾市大山の約30haのタイモ地帯には，

80棟以上もの小屋が散在し（写真５)，ほとん

写真４

完備した住居並みの施設であり，小屋とは言い

難いものもある．

ここでは，主として休憩に用いられ，小農具

や肥料などの資材を一時的に保管する簡易で小

規模の小屋を畑小屋とした．畑小屋は，本来休

憩用であり，畑の移動とともに造られ，捨てら

れたものと思われる．しかし畑の固定化に伴い

堅固なものになってきた．

この様な小屋は，畑の景観をつくる要素にも

なっている（辻村1937)．景観は地域における

諸現象と諸作用の因果関係で結びつけられた複

合体であり（杉浦1981)，その地域に存在する

自然と人工物の全てが含まれる（山口2001)．

畑は人の手が加わった耕地とそこに栽培される

作物や雑草など自然物と人工物が組み合わさっ

て－つの景観がつくられる．この様な景観は，

その地域の歴史や文化，風土によって規定され，

基層文化を色濃く反映するものである（山口

2001)．自然景観に人の手が加わって文化景観

がつくられる（佐々木1978)．農業景観は文化

景観の主要なものである（辻村1937)．畑小屋

が建てられ，また存続していることは，その地

域の文化や自然環境と深く関わり，風土に根ざ

したものと思われる．今回，畑小屋について文

化地理的考察を試みたので報告する．

写真５

どが休憩及び資材置き場になっている．また宜

野湾市や沖縄市の家庭菜園でも畑小屋が散見さ

れるが，沖縄本島北部や南部及び宮古，八重山

諸島には少ない．また奄美諸島でも畑のそばに

物置小屋が見られるが，沖縄ほど頻度は高くない．

福岡市の志賀島近くにある西大岳では，道路

沿いの松林に小区画で囲われた家庭菜園があり，

その中に２０棟以上の畑小屋（2～5㎡）が見ら

れる．その小屋は軒が低く，資材保管が主体で，

休憩できる造りではなかった（写真６)．また

福岡から北九州市への線路沿の菜園にも畑小屋

が見られたが資材保管用と思われた．しかし水

写真６
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田地帯に同様の小屋を見ることは極めて少ない．

雲南省の小哨では，トウモロコシ畑のそばに

屋根を三角形に組んだ農小屋がみられ，小屋前

にはたき火跡があったことから，食事をしなが

ら一時的に滞在したものと推測され，また同様

な小屋が石林でも観察される（湯浅1981)．西

双版納の景洪近くの焼畑でも，畑の中に粗末な

小屋がみられる（佐々木1996)．ネパールのグ

ルン族は，標高約2000ｍ地点の集落から，１５００

ｍ地点の棚田の稲栽培で，収穫管理に掘立小屋

が利用される（福田・山本1993)．台湾蘭喚島

では，タイモ田やカンショ畑のそばに写真７，

８ような小屋が島内いたる所でみられる．

インドネシアのランポン州では，焼き畑地に

出小屋を建て，伐採に取りかかり，また作物の

登熟期には見張小屋を建て，鳥追いやイノシシ

の被害をくい止めるために用いられる（広瀬

1987)．同様のことは，タンザニアのトングウ

エ族でも，主食のトウモロコシが穂をつけ始め

る頃には，高台に見張小屋を建てることと共通

する（武田1984)．パプアニューギニアでは，

イウム族の主人が部落に家族を残し出造小屋に

長期滞在することが報告されている（吉田1985)．

また富士川支流の早川の谷や九州山地の五木村

などでも焼畑地に山作小屋（デゴヤ）を建て，

一時的に滞在していた（辻村1937，佐々木1971)．

畑小屋は，沖縄を含め西日本や台湾，中国，

東南アジア，アフリカなど広く建てられ，その

地域の自然環境や生業に根ざしたものである．

アジアやアフリカなど熱帯や亜熱帯地域では，

日中の酷暑や豪雨を避けるために小屋が必要で

あり，また母屋から遠く離れ，日帰り耕作する

には難しい地域には一時的に滞在する小屋が建

てられた．また畑作では，面積は小規模でも，

作物数が多く，用途毎に農機具や資材が必要で

あり，また周年絶えず従事せざるをえないこと

などから，畑小屋の必要性は高かった．

２．畑小屋の構造

畑小屋は，本来休憩用であったことから，畑

の移動とともに造られ，また捨てられたものと

思われる．そのため構造も簡易で，近くにある

木や茅が用いられた（辻村1937)．例えば，雲

南省の小哨では，屋根を泥と松の枝で葺き，三

角形に組んだ簡易なもので，床がなく，弥生時

代の住居を坊佛とさせた（湯浅1981）という．

ネパールの棚田でも稲の収穫時には，イネワラ

と木でつくった掘立小屋で寝泊まりし，台湾蘭

喚島でも，４本の柱に茅や布を被せた程度の簡

易な小屋で，周囲に壁はなかった（写真７，８)．

畑小屋の材料は，全て手近にあるものが用いら

れ，構造も簡単で，必要最小限に止められている．

写真７

写真８
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しかし現在，沖縄で見られる畑小屋は，木造

トタン張りの堅固な建物が多い（写真９，１０)．

般庶民は穴屋と言われる掘立小屋で生活し，屋

根は低く，茅やくぱで葺かれていたと記録して

いる（又吉1972,仲原1990)．また'477年には

朝鮮漂流民が，与那国島の住居を前方の柱から

後方に葺きおろしたかたちで，床は木であった

と記している（又吉1972,仲原1990)．それ以

前については，与那城町伊計島の仲原遺跡に縄

文晩期（2500～2600年前）の竪穴住居が復元さ

れ，当時の様子を知ることができる．１８～65ｃｍ

の深さに掘り込み，四方には石灰岩を積んで，

その上に茅の屋根が掛けてある．大きさは４～

25㎡程度と小さく，２人でも満杯になるものか

ら５，６人生活できる大型住居まで，数棟が集

落内に復元されている（写真11,12)．

写真９

讓露蕊;:iii鱸ｉｉｌｉｉ 騨鰐蝿:騨蕊蕊蕊；

写真1０

古くは中国・雲南省や台湾蘭喚島と遜色なかっ

たものと思われる．八重山諸島の古くからあっ

た田や畑のそばにある田小屋，畑小屋は草葺き

で，寄棟型，切妻型，円錐型の屋根であり，股

建の掘立小屋で，壁は茅や竹壁，内部は管の子

(丸竹）床を張り，半分は土間であったといわ

れる（鶴藤1972)．おそらくこの構造は八重山

地域だけでなく，仲原が久米島の住居で述べて

いるように（仲原1990)．戦後一時期まで沖縄

の農村部でもよくみられたものである．

ところで沖縄の古い庶民の住居はどの様なも

のであったのか．これについて，１５世紀初期に

尚巴志の冊封便として来琉した明の芝山が，－

写真1１

写真1２
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また福岡県の板付遺跡（2,400年前，写真１３）

や佐賀県の吉野ケ里遺跡（約2,000年前，写真

１４）には弥生時代の竪穴住居が復元され，稲作

定住民の住居の様子がわかる．いずれも柵と濠

を廻らせた環濠集落で，周囲には水田を配して

いる．

くなったと考えられる．

沖縄における農耕の開始時期は明らかでない

が，６～8世紀頃と考えられている（高宮1996)．

その間採取経済が長く続き，また鉄が少ないこ

とで，農耕技術の進展は遅々として進まなかっ

た．そのため掘立小屋（穴屋）的な生活は2000

年以上にわたり続き，近代まで大きな変化はな

かったものと思われる．1889年（明治22年）に，

建築制限が撤廃されると約二間半四方の掘立小

屋から，柱建て，中柱構造から又首や束構法へ，

草葺きから瓦葺き，二棟造りから合着又は一棟

式へ，土座式から高床，茅竹編代壁から板壁へ

と変化してきた（鶴藤1972)．しかし，一般庶

民は材料入手が難しく，生活困窮のなかでは掘

立小屋的な生活からなかなか抜け出せなかった

と思われる．

畑小屋は，現在でも中国南部や東南アジア，

アフリカでは手近にある材料が用いられ，急場

しのぎに建てられている．沖縄でも1960年代ま

では，この状態とほとんど変わらなかった．そ

の後，建築資材の入手が容易になり，また廃材

の氾濫で，畑小屋も堅固になってきた．畑小屋

の構造は，簡易なものからより複雑，堅固に，

また規模の大型化へと時代とともに変遷してき

た．今後，交通手段の発達で必要がなくなるか

写真1３

写真1４

零ＬＬＬ蕊Jj7J溌蓬〈［

仲原遺跡及び板付や吉野ヶ里遺跡の復元住居

は，沖縄における住居構造の歴史的な変遷を考

えるとき貴重な示唆を与えるものである．仲原

遺跡が採取経済時代の小規模集落であるのに対

し，板付や吉野ヶ里遺跡は水稲栽培を基本とし

た集落で，規模が大きく，多人数の生活集団で

あった．水稲栽培は食料の安定供給を可能にし，

それに伴い人口は増加し，共同で作業する場面

も多く，また防御の必要性から集落規模は大き

写真1５
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間野獣から身を守るために簡単な小屋を造り寝

泊ましながら猟を続けている（武田1984)．イ

ンドネシアの焼き畑では出小屋を建てて休憩用

にし，作物の登熟期には見張小屋を建て，鳥追

いやイノシシの被害をくい止めている（広瀬

1987,アリス・高谷1988)．インドネシアのロ

ンボク島では，畑の中に見張小屋を建て，一日

中とどまって鳥を追う（アリス・高谷1988）こ

とが報告されている．

このように畑小屋は，休憩や鳥獣害の見張り，

出作りなどに用いられ，また収穫物や農器具な

どを一時的に保管する施設にもなっている．沖

縄などでは交通手段の発達で，その必要性も低

くなってきたが，都市地区での農機具や資材の

保管場所確保が難しくなるにつれて，新たな用

途が生まれ現存することになったと思われる．

沖縄や奄美諸島では，古くから屋敷内に母屋

と炊事場，家畜小屋などを配置する集合式が取

られていた．一棟で炊事や居間，寝室，作業，

畜舎など多機能の母屋式に比べ，屋敷内に母屋

を中心として炊事小屋や豚小屋，便所，馬小屋，

高倉，物置小屋などが配置される様式は，個々

に分化と独立が協調されているともいわれる

(蒲生1959,柏1975)．敷地内に建てられるべき

小屋が，畑のそばになっただけで，違和感なく

受け入れられたと思われる．

写真1６

もしれないが，都市近郊でみられるように新た

な用途が生まれ再構築することも考えられる．

３．畑小屋の利用

畑小屋は，宜野湾市大山では休憩，物置兼用

であり，台湾蘭襖島や中国雲南地方では休憩の

みとなる．古くは八重山地方で，穂刈したアワ

を畑小屋（スクヤー）を利用して，畑地で乾す

こともあったといわれる（佐々木1976)．また

八重山諸島の古い田小屋や畑小屋は，休憩や昼

食，昼寝に利用され，与那国島や小浜島では農

器具も保管された．波照間島では牛や山羊小屋

との兼用もあり，仕切壁を造り床上げし，休憩

に用いられた（鶴藤1972)．西表島では田小屋

で寝泊まりし，脱穀作業が行われた（鶴藤1972)．

また竹富島や黒島，新城島，波照間島，鳩間島，

小浜島では，西表島に「出作小屋」を建て，水

田耕作が行われていた（鶴藤1972)．

台湾蘭喚島では農具そのものが少なく，小型

の鉄製掘り棒一つで農作業の全てを行い，また

肥料など施用することもないことから，小屋は

昼の休憩や雨をしのぐために利用されるのみで

ある．またネパールの1500ｍ高地にある棚田で

は，秋の収穫期に掘立小屋で寝泊まりし，収穫

物を￣時的に保管している（福田・山本1993)．

タンザニアのトングウエ族は，猟に出ると，夜

おわりに

畑小屋は交通が未発達の時代に，住居から遠

隔地にある田や畑で農作業をする上で欠かせな

かった．特に熱帯や亜熱帯地域では，夏の日差

しが強く，酷暑の中では数度の休憩が必要であ

り，スコールなどを避けるためにも小屋の役割

は大きかった．また日帰りの難しい場合には，

寝泊まり可能な規模と堅固な小屋が作られ，出

作小屋になり，常設的に用いられるようになっ
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た．それが発展し，集落が形成される場合もあっ

た（松本2000)．

鶴藤は，沖縄の伝統的民家の様式が，環境の

変化にも左右されずに根強く残存しているのは，

その基層文化に由来し，太平洋文化圏，特にメ

ラネシア文化からの影響があるのではと考えて

いる（鶴藤1972)．また佐々木は，台湾蘭喚島

やフリピンパタン島の二棟式住居が多棟建築の

伝統が根底に横たわっているのではと推測し

(佐々木1998)，岡も屋敷内に機能別に小屋を建

てる文化形態はオーストロネシア系のミクロネ

シアの文化特徴であるとしている（大林1990)．

沖縄の伝統的住居も多棟式を基本とし，母屋

を中心に炊事小屋，家畜小屋，物置小屋などが

配置される．一棟式を基本とする九州以北の建

築様式とは異なり，資材不足や間口制限，製材

技術の遅れなどもあり，また台風の恒常的な襲

来で小規模にならざるを得なかったものと思わ

れる（野村1961)．

畑に小屋を建てることは，その地域の自然環

境や生業と深く関わり，風土に根ざしたもので

ある．畑小屋を通してその地域の歴史や文化を

理解することができ，また畑小屋は景観をつく

る要素でもあり，そこに住む人々の営みを直に

感じることのできる，生きた文化財とも言える．
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パラソル下でのタイモの収穫作業．夏の炎

天下での収穫作業は厳しい．

写真４伊是名村（1999年４月）

水田の道路脇に建てられた休憩小屋．廃棄

された電柱を用い，トタン屋根で堅固に造ら

れ，壁はなく，夏の水稲管理作業の合間に利

用される．

写真５宜野湾市大山（2000年３月）

タイモ田に小屋が散在．

写真６福岡市西大岳（2002年12月）

松林中の小規模の菜園に建てられた農小屋．

農器具や資材保管用に20棟以上が散在．菜園

にはダイコン，ネギ，ブロッコリーなどが栽

培．

写真７台湾蘭喚島（1996年12月）

タイモ田のそば建てられた休憩小屋．小屋

右にタイモの植え付け準備中の田，手前にタ

イモが栽培．廃材を利用し，屋根と片壁に布

が掛けられる．

写真８台湾蘭喚島（1996年12月）

タイモ田のそばに建てられた休憩小屋．四

隅に廃材の支柱を立て，布を掛けただけでの

簡易なもので，床板が敷かれている．

写真９宜野湾市大山（1998年５月）

タイモ田のそばに建てられた小屋．一輪車

や農具，肥料，雨具などが置かれ，入り口に

休憩用に椅子代わりの箱が放置．

写真10・糸満市真壁（2002年12月）

畑にビニールハウスと併設して建てられた

小屋．小屋前にはレタスが栽培され，ビニー

ルハウスにはレタスや野菜の育苗，手前に資

材保管と休憩．

写真1l与那城町伊計島仲原遺跡（1999年１１月）

縄文晩期（2500～2600年前）の復元された

竪穴住居の骨組み．約40ｃｍ掘り込み，周囲

に石灰岩を並べ，その上に茅の屋根をかける．

写真説明

写真１瀬戸内市網野子（2002年１月）

菜園のそばに置かれたビールビン容器に鍬，

鎌が立てられ，横の発砲スチロール容器に支

柱や資材などを屋外保管．菜園は集落の直ぐ

後ろにありプジャガイモ，ダイコン，ワケギ

が自家消費用に栽培．後方は基轤整備された

が使用されず放棄され，ススキが生い茂る．

写真２勝運町南風原（2002年４月）

野菜畑の隅に廃材（パイプ）を用いて造ら

れた簡易な小屋．小型農器具や肥料，ネット

などが保管され，休憩にも使用．

写真３知名町赤嶺（2000年６月）
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写真ｌ２与那城町伊計島仲原遺跡（1999年11月）

縄文晩期の竪穴住居．入り口は狭く，明か

り取りはない．規模の大きい竪穴住居内には，

中央部に石を並べた炉の跡がある．

写真１３福岡市板付遺跡（1999年11月）

弥生時代初期（約2400年前）の復元住居．

約50ｃｍを掘り込み，柱を寄せ棟式に組だ竪

穴住居．面積は約20㎡で明かり取りはない．

集落周囲に掘りと柵を廻らせた環濠集落．

写真ｌ４佐賀県吉野ケ里遺跡（1996年10月）

弥生時代（約2000年前）の復元された大型

住居と物見櫓．手前は竪穴住居で多人数生活

可能な大型住居．後方に物見櫓．集落周囲は

深さ３ｍ以上の掘りと柵を廻らせた環濠集落

である．

写真１５国頭村奥間（2002年１２月）

ミカン園のそばに建てらた資材保管や休憩

のための小屋．頑丈な建物で収穫調整や資材

保管に利用．

写真１６国頭村奥間（2002年12月）

茶畑のそばに建てらた堅固な小屋．農機具

や肥料，休憩に利用される．奥間の茶畑は古

くから知られ，部落裏山の高陵地に広がる．


