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令和 3 年度鹿児島県考古学会総会（2021/07/18） 

指宿市山川鰻窯跡の調査と研究 

 

渡辺芳郎・石田智子（鹿児島大学法文学部） 

 

はじめに 

 指宿市山川鰻 6564 に所在する鰻窯跡

は、以前よりその存在は知られていた

が、詳細については未調査のため不明

であった。そこで鹿児島大学法文学部

人文学科考古学ゼミでは、指宿市教育

委員会の協力を得て、「考古学実習」の

一環として、2015～2020年度に調査を

実施した。ここでは、現段階における

調査研究成果を報告する（図 1）。 

 

 

 

1，調査履歴（図 2） 

第 1次調査：2015年 8月 26日（水）～8月 31日（火）：分布・測量調査 

第 2次調査：2017年 2月 16日（木）～2月 23日（木）：発掘調査（15.0㎡） 
第 3次調査：2018年 2月 15日（木）～2月 22日（木）：発掘調査（9.5㎡） 
第 4次調査：2019年 2月 16日（土）～2月 22日（金）：発掘調査（4.8㎡） 
第 5次調査：2020年 2月 27日（木）～3月 3日（火）：発掘調査（4.4㎡） 
第 6次調査：2021年 2月 18日（木）～2月 23日（火）：発掘調査（4㎡）、第 1焼成室奥壁実測 

図 1 鰻窯跡所在地 

図 2 鰻窯跡トレンチ配置図とトレンチ面積 
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『山川町史（増補版）』（山川町編 2000、pp.893-4）（下線引用者） 

 

2．窯体の基本データ 

窯体全長（残長）6.64mの燃焼室＋3焼成室よりなる連房式登窯（表 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3．窯体の特徴 

(1)石材・トンバイと粘土との互層構築の壁体 

※平佐焼大窯跡（渡辺 2007）・苗代川南京皿山窯跡（渡辺・金田 2013）との共通性 

(2)傾斜を持つ焼成室床面（第 1焼成室：約 20度、第 3焼成室：約 15度） 

※竪野冷水窯跡（戸崎他編 1978）・龍門司古窯跡（関他編 2018）・苗代川 A07窯跡（渡辺

2006）との共通性 

鰻の登り窯跡 

所在地 鰻地蔵平（ガッドンヤシキともいう） 

形状等 高さ・幅約一・三㍍、奥行き約二・四㍍。 

窯は四連と推定される。天井部分が大木で覆われ、一部は破損している。 

特徴 付近では素焼き・黒薩摩の破片等が確認されている。 

苗代川に窯が開かれたころ、陶工たちが各地の土質を調べ、各地に白色陶土を発見したが、そのなかで

も、成川村のものが良質であったという。安政五年（一八五八） 島津斉彬は指宿で陶土の研究をしたという。

また指宿の丈六に間借りしていた陶工は、山越えの鰻道を通い、鰻の窯で殿様への献上品を焼いたともい

う。鰻には、明治末、苗代川からの移住者で、「伊集院どん」と呼ばれた陶工夫婦が焼物を作っていたとの伝承もあ

る。また成川の民家には、「指宿陶支方」と彫られた窯道具の「サヤ」が現存している。 

表 2 近現代苗代川の連房式登窯 

表 1 鰻窯跡の基本データ 

№ 窯跡名 年代 焼成室数 全長（残長） 製品

1 A01(高山窯か？) 近代 ？ 約13m 磁器か

2 A02(雪之山窯か？) 明治中期 6室？ 約19m 陶器

3 A04(観音山窯) 明治末～昭和7年 8室（現存2室） 約17m 陶器

4 A07(シンコク窯か？) 近代 6室 約12.7m（幅4.7m） 陶器

5 A12(アコク窯) 近現代 ？ 陶器

6 A17(シンババ窯) 近現代 6室 約13m（幅約3.4m） 陶器

7 A10(壽官陶苑窯) 近現代 6室 陶器

8 A14(東郷窯) 近現代（1882年～） 4室 10m（幅3m） 陶器

9 A15(大迫秀朋窯) 近現代 4室 約7m（幅約4m） 陶器

10 A19(荒木陶窯) 現代 4室 10m（幅2.3m） 陶器

11 A10(境田俊英窯) 近現代 5室 8.2m（幅2.8m） 陶器

12 川崎齊示氏工場 大正8年 6室 約13m 陶器

13 大迫壽智氏工場 大正8年 8室 約16m 陶器

14 A09 近現代 ？ 約12m 陶器

15 A16 現代？ 残存1室 残2.1m、幅2.5m 陶器

16 A18 現代 4室 約7.75m（幅2.3m） 陶器

鰻窯跡 近代（明治末） 3室 6.64m 陶器

※燃焼室・焼成室いずれも完掘していないので測定値は誤差を含む 

 

（12・13：前﨑編 2013、他：渡辺・金田 2012。12・13 以外は斜距離） 

平面形 内壁幅 内壁奥行 調査 通焔孔数 備考

燃焼室 半円形 2.3m 0.8m 北側半分発掘 5以上

第1焼成室 長方形 2.35m 1.3m 南側半分発掘 10 床面約20°傾斜

第2焼成室 長方形 2.3m 1.4m 未調査 ？

第3焼成室 長方形？ ？ 1.0m以上 南側一部発掘 ？ 床面約15°傾斜
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(3)壁面の融解がきわめて少ない 

※きわめて短期間の操業であったことを示唆 

 

4．窯体周辺 

(1)焚口前方：白色土の硬化面＝作業空間か 

(2)窯尻後方：地山成形痕跡 

(3)窯体左右：南側では南方向に、北側では北側方向に地山成形による段落ち＝排水機能か 

(4)窯体南方平坦部：遺構未検出。窯操業時の生活面確認。 

 

5．出土遺物－製品と窯道具－ 

(1)胎土：白色系（979点、67％）・赤褐色系（404点、28％）・黒褐色系（33点、2％）・その他

（42点、3％）（図 3） 

(2)釉薬：大部分が焼成不良のため、最終的な発色ではない。ただし胎土の違いにより釉薬を使

い分けていた可能性がある。 

(3)器種：鉢・甕・壺、鉢・碗、摺鉢、植木鉢、餌摺鉢、蛸壺、土管など（図 4） 

(4)器種と胎土の関係：器種による胎土の使い分け。大型製品における白土の使用（図 5・6） 

(5)窯道具：ガンギ・ヒラゴマ・焼成粘土塊など 

 

 

 

 

図 6 胎土と器種の関係 

図 3 出土陶器の胎土の比率（n=1458） 図 4 出土陶器の器種別比率（n=394） 

図 5 器種別の胎土の比率（n=394） 
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6．苗代川との比較－鰻窯の技術系譜と年代－ 

※とくに雪山遺跡（宮田他編 2003）と A07地点窯跡（渡辺 2008）との比較を中心に 

(1)窯体：構築方法や形態（床面傾斜）における共通性 

(2)窯道具：ガンギ・ヒラゴマ・焼成粘土塊の共通性 

(3)製品：摺鉢・鉢の形態的共通性、植木鉢・餌摺鉢・蛸壺など器種的共通性 

(4)大型の鉢や甕に白土を使用していることは苗代川とは異なる特徴 

 

鰻窯跡の技術は苗代川系と推測され、その年代は雪山遺跡や A07地点とほぼ同時期と考えられ

る→明治末頃、「伊集院どん」夫婦による操業という伝承と整合（上掲『山川町史』） 

 

7．考察－鰻窯跡をめぐる 2つの「なぜ」― 

(1)なぜ「伊集院どん」夫婦は鰻で窯を開いたのか？ 

①なぜ鰻だったのか？ 

指宿・山川地区の白色粘土：近世以来、陶器（白薩摩）の

原料として利用（深港 2013、渡辺 2003）（図 7） 

沈壽官家文書：明治 21・22年、36・37年に「指宿松久保

土」「山川鰻土」の白土を購入（深港 2007） 

→「伊集院どん」夫婦もその情報を知っていたと推測され

る。  

鰻窯跡出土資料のうち、約 70％が白土を素地として使用 

→指宿・山川地区の白土利用を目的として開窯・操業してい

た可能性（胎土分析の必要性）。 

②なぜ苗代川を離れたのか？ 

鰻窯操業時と考えられる明治 40 年代： 

苗代川の生産額は相対的に減少傾向 

明治 39（1906）年の 12代沈壽官死

去：苗代川における求心力減退（図 8）。 

→「伊集院どん」夫婦は新天地を求めた

のではないか？ 

 

(2)なぜ鰻窯は短期間で廃棄されたのか？ 

廃棄されている陶片がきわめて小さい

（通常の窯跡の物原では完形に近いもの

も多数見られる） 

→鰻周辺の白土を十分に焼成できなかっ

たのではないか？（窯体の構築方法の不

十分さも影響？） 

 

図 7 指宿・山川地区における白土産出地 

（神野・大西・浦島 1981一部改変） 

図 8 日置郡・鹿児島市における陶磁器生産額の推移 

（渡辺 2002 一部改変） 
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まとめ 

(1)発掘調査による成果：窯体構造・規模・構築方法・製品内容・焼成技術の把握 

(2)鰻窯跡の特徴：短期間の操業と白土の使用 

(3)苗代川との比較：窯構造・製品・窯道具から、苗代川の技術系譜を引き、明治末年頃の操業

と推測→「伊集院どん」夫婦による操業という伝承と整合性 

(4)鰻窯開窯の理由：①指宿・山川地区の白土による生産、②苗代川窯業の衰退が背景か 

(5)短期間操業の理由：白土による陶器焼成がうまくいかなかったのか？ 

(6)今後の課題：近代鹿児島における窯業生産の歴史の一面として位置付ける必要性 
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