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令和 3 年度鹿大史学会大会（2021/07/10） 

 

近世南西諸島における陶磁器流通の諸相 

渡辺芳郎（鹿児島大学法文学部） 

 

はじめに 

慶長 14（1609）年 島津軍の琉球侵攻 

→奄美群島まで直轄地とする 

琉球王国は幕藩体制に組み込まれつつ、中国王朝

（明・清朝）との冊封関係を継続 

中世の多面的・流動的な交易活動から 

近世の統制的・安定的な交易活動へ 

→近世南西諸島における陶磁器流通圏の三層構造(図 1) 

 

1．近世陶磁器流通の性格 

(1)商品としての流通 

陶磁器そのものが売買の対象として流通するもので、

その規模に大小はあれ、もっとも多かったと考えられる

流通 

(2)容器（コンテナ）としての流通 

陶磁器そのものが売買の対象ではなく、酒や油などを

運ぶため、それらを入れる甕や壺が容器（コンテナ）と

して付随的に流通する場合 

(3)政治的アイテムとしての流通 

将軍家や藩主などへの献上品や、それに対する下

賜品、また大名同士での贈答品として流通 

(4)運搬者の携行品 

船乗りや移住者などが自分たちで使う日用品として

陶磁器を携行する場合 

(5)偶発的契機による流通 

漂着船の搭載品などが流通する場合 

 

検討資料としての性格（図 2・表 1） 

(1)考古学資料 

 生活遺跡・埋納（奉納）遺跡・古墓 

(2)旧家伝来資料 

資料の性格の違いにより、陶磁器の内容に共通点と相違点が見られる 

→両者を比較・総合することで陶磁器流通の全体像に近づく 

図 1 近世南西諸島における陶磁器流通圏の三層構造 

図 2 近世南西諸島における陶磁器資料 

表 1 近世トカラ・奄美における陶磁器資料 
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2．商品としての流通・容器（コンテナ）としての流通 

(1)トカラ諏訪之瀬島切石遺跡（大橋・山田 1995）（表 2） 

祭祀土坑から中近世の陶磁器出土（計 148個体、近世国産陶磁器 106個体）。木箱に入れられ埋納さ

れたと推測される（鉄釘出土）。 

※1813年の御岳噴火により全島民が離島（1873年まで無人島）。同遺跡は離島以前。 

 

 

 

 

 

特徴：同一の器種や文様のものが複数セット・完形率が高い・使

用痕跡が認められない→未使用品を意図的に埋納 

笹森儀助『拾島状況録』（明治 27（1894）年）：宝島において、鹿

児島から帰島した際に陶磁器を祠に奉納する習慣（類似の状況は

臥蛇島伝来資料にも見られる）（渡辺 2016･2018a・渡辺編 2015） 

 

(2)奄美市名瀬大熊大里遺跡（名瀬市教育委員会 2004、渡辺編

2021）(図 3) 

大熊集落のノロの聖地である「ウントネ・シャントネ」の敷地。 

※トネヤ：奄美の集落にある、祭事を行う小屋を指す 

(3)沖永良部和泊町根皿原遺跡（和泊町教育委員会 2009、渡辺編

2021）(図 4) 

※近世～近代の集落遺跡 

→大熊大里遺跡と根皿原遺跡との違いは島嶼差か時期差か 

 

(4)奄美市和野トフル墓（鹿児島県教育委員会 1988） 

(5)徳之島伊仙町中筋川トゥール墓（伊仙町教育委員会 2010） 

(6)沖永良部和泊町・知名町の古墓群（知名町教育委員会 2019、和

泊町教育委員会 2019） 

→蔵骨器：沖縄・薩摩・南中国・東南アジアなど 

供献品：肥前・薩摩・沖縄・中国など(図 5) 

 

(7)奄美盛岡家・西家伝来陶磁器（渡辺編 2015・2021） 

盛岡家（大和浜国直村）：天保改革期以後、前武二・

前仁志親子の時代に急成長した家柄（前武二：弘化 3

（1846）年与人、前二志：慶応 4（1868）年与人格）。 

西家（加計呂麻島伊子茂）：18世紀後半から与人とし

て力を持っていた家柄（与人：最高位の島役人）。 

表 2 切石遺跡出土陶磁器(年代別) 

図 3 大熊大里遺跡出土陶磁器(産地別) 

図 4 根皿原遺跡出土陶磁器(産地別) 

図 5 奄美群島の古墓出土陶磁器 

(n=2917) 

(n=1908) 
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盛岡家・西家伝来陶磁器の特徴（渡辺 2021b） 

①大皿・組物が多い：大皿、蓋付碗、小鉢、鉢などが複数セットになった組物 

→冠婚葬祭や各種の接待・会合などの宴席用（本土における大きな商家や庄屋などの伝来資料と共通） 

②清朝磁器が含まれる(盛岡家）：宴席用具に 18 世紀後半～19 世紀の清朝磁器が見られる。琉球経由

で運び込まれたものと推測される。南西諸島ならでは特徴と言える。 

③薩摩藩窯・竪野窯製品が含まれる：藩窯製品は拝領品と推測され、地域有力者の盛岡家・西家が藩と

密接な関係があったことを示唆する（後述）。 

 

(8)沖縄 

 トカラ列島・奄美群島とは異なり、独自の窯業生産が存在（とくに那覇壺屋窯） 

→市場が競合するため、薩摩焼はあまり流通しない。 

清朝磁器の流入：本土とは異なる陶磁器ネットワークの存在（新垣 2003・2009・2014） 

※中国磁器の比率の高さ（例：中城御殿跡 SJ3、18c後半）（図 6） 

→これらの一部が鹿児島本土域でも流通（橋口 1999・2009） 

 

 

3．政治的アイテムとしての流通（渡辺 2021a） 

(1)沖縄出土の清朝官窯磁器 

清朝官窯（中国景徳鎮）は、皇帝やその宮廷での使用のために磁器を生産した窯。それゆえ最高級の

原料と技術が投入され、また商品として流通することはなかった。沖縄出土の官窯磁器は、皇帝への朝

貢の際に回賜品としてもたらされたと考えられる。2018年段階で首里城跡を中心に 56件の出土が確認

されている（森 2018）。 

 

図 7 近世南西諸島域における陶磁器流通 図 6 中城御殿 SJ3 出土陶磁器比率 

（沖縄県立埋蔵文化財センター2017） 
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(2)近衛家伝来の清朝官窯磁器（尾野 2013・2020、謝 2014） 

 近衛家（陽明文庫）に島津家から献上された白磁金琺瑯脚付碗が伝来。享保 13（1728）年に菓子器と

して使用された（山科道安『槐記』）。 

  

琉球館文書 文化 4（1807）年 5月 26日付文書（『那覇市史資料篇 第一巻二 薩琉関係文書』那覇市 1970年） 

近年官窯の内一向ニ窯気無之、偽物と相見へ候品専有之候。右者直（値）段も下直ニ有之候処より買渡

候筋ニても可有之哉。又は琉球ニて取拵候儀ニテハ有之間敷哉、右品之儀は御献上ニも相成事候処、万

一偽物取交り候儀共有之候ては決て相成事候間、窯気無之訳、且出所等の儀、委相糺可申上旨被仰渡

（下略）（下線引用者） 

 

→薩摩藩は 1807年以前より継続的に琉球王府より清朝官窯製品を入手しており、それを献上品として

用いていたことを示す。 

 

(3)首里城跡出土の鍋島焼（沖縄県立埋蔵文化財センター2001） 

鍋島焼：主として将軍家への献上品 

出土鍋島焼：1680-90 年代、被熱痕跡あり（1709年の火災による廃棄品？） 

鍋島家→島津家→琉球国王か？（将軍家が介在？） 

 

(4)南西諸島における竪野窯製品（渡辺 2018b・2021a） 

薩摩藩藩窯・竪野窯は主として「御用」のための製品を生産 

竪野窯製品が伝来する盛岡家（大和村）、西家・武家（瀬戸内町）、泉家・林家（喜界町）などの旧家

は地域有力者であり、これらは藩からの拝領品の可能性が考えられる。 

 

政治的アイテムとしての陶磁器流通の 4つのレベル

（渡辺 2021a）(図 8) 

①国際レベル：清朝官窯磁器（清朝皇帝－琉球国王

－島津家－近衛家（－将軍家？）） 

②国際／国内レベル：鍋島焼（琉球国王－島津家－

鍋島家（－将軍家？）） 

③国内レベル：竪野窯製品（茶入・白薩摩・色絵・

宋胡録写）（島津家－将軍家－近衛家） 

④藩内レベル：竪野窯製品（丁子風炉など）（島津家

－奄美群島の地域有力者など） 

 

 

4．携行品としての流通（鹿児島市教委 2003、渡辺 2004） 

 琉球館跡出土の沖縄産陶器（荒焼摺鉢、上焼碗など）：琉球館滞在の琉球人の日用品 

 

図 8 政治的アイテムとしての 

陶磁器流通の 4 つのレベル 
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5．偶発的契機による流通 

 明治 27（1894）年、トカラ平島に漂着した無人の清国船が搭載していた陶磁器が、その後、トカラ列

島を中心に流通した（新里 2016）。 

※トカラ列島に残された中世段階の中国磁器も「寄り船」（漂着船）由来の可能性が指摘されている

（亀井 1995）。 

 

おわりに(図 9) 

 

今後の課題 

(1)地域差・島嶼差・時期差の抽出（例：大熊大里遺跡と根皿山遺跡との差異） 

(2)遺跡の性格による差異（例：生活遺跡・埋納(奉納）遺跡・古墓） 

(3)器種による差異（例：貯蔵具と食膳具の流通圏に違いはあるか） 

(4)社会階層間での差異（例：考古学資料と伝来資料との差異） 

(5)葬墓制と陶磁器流通との関係（壺屋産専用蔵骨器の流通と他の沖縄産陶器の流通の関係） 
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