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東洋陶磁学会第 46 回大会 基調講演資料（2019/01/19） 

薩摩焼研究の現状と課題 

渡辺芳郎（鹿児島大学法文学部） 

 

Ⅰ 薩摩焼研究史概要 

薩摩焼の歴史に対する関心は、幕末～明治前期に輸

出陶磁器として注目を集めたことに始まり、黒川真頼

『工芸志料』（1878年）や農務局工務局『府県陶器沿革

陶工伝統誌』（1886年）などで取り上げられるが、窯場

に伝わる「由緒」が歴史として語られていた。またその

ときの窯場の状況が影響を与えている場合もある。 

その後、昭和時代に入り、より体系的、総合的な研究

が始まり、前田幾千代『薩摩焼総鑑』（1934年）や、田

澤金吾・小山冨士夫『薩摩焼の研究』（1941年）などが

発表された。とくに考古学的成果を多く取り込んだ後者

は、そののち約半世紀に渡って、薩摩焼研究の枠組みと

なった。しかし同時に、その後の研究は、その知見や枠

組みを踏襲することが多く、1970 年代に窯跡の発掘調

査が実施されたものの、長い間停滞していたと言わざる

を得ない。 

1990 年代に入って、窯跡の考古学的調査が多く実施

されるようになると、考古学的情報が急増し、それまで

の枠組みに対する本格的な検証と、新たな知見に基づ

く再検討が始まった。また文献史料や伝来品に対して

も、一次資料に基づく実証的な研究がなされるように

なった（以上、渡辺 2013参照）。 

 以下、1990年代以後の薩摩焼研究の展開について、

いくつかのトピックを挙げて紹介し、今後の課題につ

いて整理したい。なお近世における薩摩焼とは「薩摩

藩内（現在の鹿児島県全域と宮崎県南部）において生

産された陶磁器の総称」である。 

 

Ⅱ 薩摩焼研究の現状 

１． 朝鮮系製陶技術の変容と在地化－堂平窯跡－ 

堂
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窯跡は日置市東市来町美山に所在する窯跡で、1998・2000年に、鹿児島県立埋蔵文化財センター

によって発掘調査され、全長約 30ｍの単室登窯跡、物原跡、工房跡などが検出された。17世紀代の操

発掘調査された薩摩焼窯跡（年表と分布図） 
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業と考えられ、大量の甕・壺・摺鉢などが出土し

ている。出土遺物は、堂平Ⅰa期（1620～30年

代）、Ⅰｂ期（1630～50年代）、Ⅱ期（17世紀後

半）に時期細分され、これまで不明確だった 17

世紀の苗代川製品の具体相と、朝鮮系製陶技術が

変容し、在地化していくプロセスが判明した

（関・繁昌編 2006）。 

その技術変容は、日本市場からの需要に対する

対応と、外部（竪野窯）からの技術導入が大きな

要因となる。たとえば摺鉢は、同時代の朝鮮には

なかったが、日本では継続的な需要が見込める器

種であるため、朝鮮陶工たちは備前摺鉢をモデル

としながら摺鉢生産を開始したと考えられる。し

かし堂平Ⅱ期になると、ロクロ成形や匣鉢の使用

による白薩摩生産が見られるようになり、これら

は同じ朝鮮系製陶技術を基盤としながらも、藩窯

としていち早く日本化した竪野窯から導入された

ものと推測される（渡辺 2014b）。またⅠ期の碗は

付け高台で、合わせ口による窯詰めがなされ、甕

や壺の技術が碗に転用されている（渡辺 2011）。 

 また堂平窯に見られる製陶技術は、朝鮮におい

て「甕匠（おんじょう）」と呼ばれる陶工集団に由来すると考えられ、またその源流についても、これ

まで伝承の域にとどまっていたが、堂平窯跡の調査成果と韓国における甕器窯跡の研究成果により、遺

物同士の比較によって、より具体的な関係が検討可能になりつつある（片山 1998・2012・2018）。 

 

２． 薩摩焼と琉球陶器との関係(新垣報告参照） 

『琉球国由来記』などにより、1616（元和２・尚寧

28）年、薩摩焼陶工が沖縄に渡り製陶技術を伝えた

ことは古くより知られていたが、その具体的様相が

堂平窯跡の調査と沖縄における 17世紀の無釉陶器の

抽出により明らかにされつつある。具体的に伝わっ

た技術として、単室登窯による焼成技術、叩きによ

る大型陶器の成形技法、貝目積みによる窯詰め技

法、黒色釉の技法などが指摘されている。しかしそ

の一方、受容器種の取捨選択、壺における形態変容

（東南アジア産壺の模倣）や、同時期の苗代川にな

かったと考えられるロクロによる削り高台などの存

在は、近世琉球陶器の成立が、苗代川の製陶技術の

堂平窯における朝鮮系技術の変容(模式) 

堂平窯における技術変容プロセス 

薩摩焼と琉球陶器の変容プロセス 
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一方的受容によるものではないことを示している（新垣 2009・2014、渡辺 2016など）。 

また沖縄壺屋焼においては、荒焼（無釉陶器）を単室登窯で、上焼（施釉陶器）を連房式登窯で焼成

する窯構造の使い分けがなされていた。このような製品による窯構造の使い分けは、薩摩焼における窯

構造の使い分け（単室登窯：甕・壺など大型陶器、連房式登窯：食器など小型陶器・磁器）と共通する

特徴であり、両者には何らかの関係があったと考えられる（渡辺 2004b）。 

ただし沖縄では中国からの技術導入も文献に記されており、薩摩焼との関係だけでは十分に理解でき

ず、また器種や器形も、沖縄の生活様式において求められるものへと変容していったと言える。 

 

３．竪野窯製品の性格 

(1)薩摩茶入（深野報告・松村報告参照） 

姶良市に所在する初期薩摩焼窯跡である宇都窯跡と御里窯跡の（再）発掘調査により、初期薩摩焼に

おける茶道具生産、とくに茶入生産の具体的様相が明らかにされてきた。宇都窯跡の調査により、同窯

がⅠ期とⅡ期の 2時期の異なる窯構造を持っていたことが判明した。Ⅰ期の畔状遺構をともなう窯構造

は、その系譜が未解決の課題となっている(深野編 2004)。 

御里窯跡の調査では、大量の茶入が出土し、報告者の関一之によって、Ⅰ類とⅡ類に細分された。Ⅰ

類茶入は付け底と呼ばれる技法が採用されており、これは朝鮮の甕匠技術を応用したものと推測され

る。またロクロ成形によるⅡ類茶入の存在は、伝承として伝わる朝鮮陶工・金海の「上方修行」との関

連性をうかがわせる。さらに文献との照合から、薩摩茶入が古田織部の指導を強く受けていること、慶

長期を中心に幕閣などに盛んに進上されていることが確認され、これらの茶入が、関ヶ原の戦いで西軍

についた島津家が、対幕府用の政治的外交的贈答品として使用されていた可能性を示している（関編

2003、関 2004、上原 2005、松村 2006など）。 

 (2)白薩摩（関報告参照） 

 白薩摩生産の中心であった竪野窯については、1976年に竪野冷水窯跡が発掘調査され、報告書も刊行

されているが、出土資料のごく一部にとどまり、また物原が層位的に調査されていないという資料的制

約がある（戸崎他編 1978）。近年、資料の再整理が行われるようになり、現在の研究視点からの再評価

が進められている。その一つとして、出土白薩摩製品の中に、精良な白素地を用い、かつ精緻な型作り

の小皿類の確認がある。これらは今のところ、薩摩藩江戸上屋敷跡での出土が確認されているが、鹿児

島城跡では見られず、竪野冷水窯の高級品の供給先として江戸藩邸が想定でき、さらに文献に見られる

17世紀後半の、茶入に代わる進上品の可能性が指摘されている（調査課第一調査係 2014、関 2017）。 

 また文献の記述から、白薩摩（さらには竪野窯製品）において、その使用する素地の違いによりラン

ク付けがなされており、その一部は「商売焼」、つまり商品として生産、流通していたことが明らかに

なっている（橋口 2002b、深港 2014）。考古学資料の白薩摩において素地の質に差異があることはすで

に指摘されており（渡辺 2004a）、それが文献記録とどのように結びつくかは今後の課題である。 

 (3)色絵（深港報告参照） 

 薩摩焼における色絵生産については、のちの輸出用薩摩の技術的基礎となっていることから、古くか

ら関心が高かったが、その出現時期や技術系譜については間接的な資料や伝承に基づく議論に終始して

いた。しかし近年、同時代史料に基づく、より確実な議論がなされるようになっている（深港 2014・
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2017）。まず正徳 3年（1714）には藩の「焼物

方」（竪野窯）に「錦手絵書」という役職の存在

していたことが確認され、すでに 18世紀初頭にお

いて色絵製品の生産が開始、あるいは少なくとも

試行されていたことがわかる。そして宝暦 6年

（1756）には藩主・島津重豪が「にしきて御国焼

いろいろ」を菊姫に贈る記事が、江戸藩邸の「中

奥日記」に見いだされ、18世紀中頃には、藩主の

使用に耐えうる高品質の色絵製品の生産が可能で

あったことを示している。 

 しかしこれらの色絵陶器が具体的にどのような

ものであったかは、現段階でははっきりしない。

ただ 19世紀の製品としては、白河藩主・阿部家に嫁いだ島津重豪の孫娘・聰徳院（1802～72）ゆかり

の色絵双耳壺や、今泉島津家の家臣の家に伝わる色絵角形瓶（文久元年（1861）銘墨書）など、少しず

つ資料が見いだされつつあり、今後の調査研究が期待される。 

 (4)宋胡録写・象嵌製品 

宋胡録写および象嵌陶器（三島手）は、古くから薩摩焼の特徴の一つとして挙げられながらも、これ

まで十分に検討されてこなかった。近年の検討により、それらが竪野窯の御用製品としての役割が明ら

かにされつつある。 

宋胡録写は、安永 6（1777）年以後、幕府への例年献上の一つ「砂糖漬天門冬 赤貝塩辛」（暑中）の

容器として使用されていたことが文献に記録されている。その具体的な容器として、大型の蓋物が想定

されている。また宋胡録写を献上品容器として選択した理由として、近世初期における島津氏の東南ア

ジア貿易を象徴している可能性が考えられる（深港 2014、渡辺 2015a）。 

また象嵌陶器は、その出土遺跡が鹿児島城跡に大きく偏ることなどから、御用品としての生産・使用

が中心であったと推測される。また幕府巡見使に対する土産として「三嶋之濃茶之わん十ヅツ」「三嶋

薄茶々碗十ヅツ」が贈られたという記録があり、規格的な文様を有する組み物の碗が贈答品として使用

されたと考えられる。さらに奄美加計呂麻島の与人（最高位の島役人）の西家や、沖縄久米島の最高位

のノロの家に伝来していることは、薩摩藩や琉球王府からの下賜品としての性格を想定させる（渡辺

2018b）。 

 

 以上のように、白薩摩、色絵薩摩、宋胡録写、

象嵌陶器などの竪野窯製品は、さまざまな場面で

御用品として使用されたことが想定できる。文献

には、藩窯製品の「御用」として、「献上御用」

「御前御用」「お先御用」「御用」という、いくつ

かの種類があったことが記録されている（深港・

渡辺 2016、渡辺 2018b）。先述したように白薩摩

には素地の質には差異が見られ、また象嵌陶器に

竪野窯製品の流通模式図 

「中奥日記」に見られる色絵（深港 2017より抜粋） 
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は同一器種でも違いが見られることがある。これら資料に見られる差異が、文献上に見られる「御用」

の使い分けとどのように結びつくかは今後の課題である。 

 

４． 龍門司系陶器生産の様相(深野報告参照） 

 現在の姶良市加治木町を中心に操業し、今も陶器生産を続ける龍門司系窯場の始まりについては、朝

鮮陶工・卞芳仲らが、17世紀前半に八日町窯や吉原窯などを開いたとする伝承もあるが、いまだ明確で

ない。現在確認されている最古の窯跡は、17世紀第 3四半期に操業した山元窯跡である。同窯跡は、陶

器とともに染付磁器が焼成されており、窯構造も肥前系の連房式登窯である。ロクロを用いた碗や皿な

どが製品の主体で、摺鉢など一部に貝目積みが見られるものの、多くは砂目積みで、肥前系の技術が色

濃く見られる（関編 1995）。加治木島津家の公的記録である『隅陽記』には、寛文 11 （1671）年に肥

前陶工の来訪を示唆する記録がある（関 2014）。 

 山元窯は短期間で閉窯し、山元碗右衛門ら陶工たちはその後、小山田の龍門司窯へと移動する。現在

残る龍門司古窯跡の開窯は近傍の荒神宮社殿造営の棟札写しから享保 3 （1718）年頃と考えられる。同

窯跡の物原は 2012年に発掘調査され、

2018年に報告されている。その結果、型

式学的に想定されていた製品の編年が、

層位的に検証され、17世紀後半の山元窯か

ら 18世紀以後の龍門司製品の編年が可能

になった（渡辺 2004c、関 2013、関他編

2018）。 

 また龍門司窯製品の特徴である多様な施釉・装飾技法（玉流し、象嵌、三彩、鮫肌など）は、18世紀

末以後のそれと推測され、肥前や薩摩産の磁器の普及に対応して、陶器特有の技法により磁器との差別

化を図ったとする見解も提示されている（関 2013）。この 18世紀後半～末は龍門司だけでなく、薩摩焼

の生産全体にも大きな変化が見られる時期である（渡辺 2014b）。 

 

５． 薩摩磁器生産の様相 

 薩摩藩内における磁器生産は、17世紀後半、

山元窯で試みられたが短期間に終わる。その

後、18世紀後半になると、肥後天草の陶石が流

通するようになり、それらを用いた磁器窯が藩

内各地で開窯する。現在のところ 7ヶ所が確認

され、うち 6ヶ所が発掘調査されている。 

 各窯跡の操業期間には時期差があり、また長

短あるが、いずれも扇形連房式登窯を採用して

いる点は共通する（渡辺 2004b）。これは同時期

の肥前系の窯構造を導入したものと考えられる

が、平佐焼などの直接の導入元は肥後天草地方

だった可能性もある（渡辺 2013）。 

龍門司系製品の編年 

17世紀第3四半期 18世紀前半 18世紀後半以後

素地 灰白色素地 灰白色素地 赤色素地＋白化粧土

施釉 総釉 総釉 高台露胎

重ね焼き 砂目積み 蛇の目釉剥ぎ 蛇の目釉剥ぎ

薩摩磁器生産の変遷 

※（ ）内の数値は焼成室数 
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 薩摩磁器生産の大まかな変遷として、18世紀第 4四半期における「試行期」、19世紀前半の「本格稼

働期」、19世紀中ごろから明治初頭（廃藩置県）までの「最盛期」に区分することが可能である。この

最盛期（磁器編年で言えば端反碗が大量に流通する時期）では、生産地が増加するだけでなく、藩によ

る肥前磁器に対する流入規制が本格化する時期でもあり（深港・渡辺 2016）、消費地遺跡における出土

量も増大する。 

 製品の内容については、大きく高級品と量産品に分けられるが、遺跡からの出土は言うまでもなく後

者が圧倒的に多い。その際に、各窯場で生産されたそれらは同時期の場合、共通性が高く、産地の区別

が難しいものも多い。それゆえ、窯跡が特定できる特徴的な製品以外については「薩摩磁器」と総称す

ることが一般的になっている。一方、高級品については伝来品において確認されており、南京皿山窯産

の安政 4（1857）銘染付松竹梅鶴亀文皿（深港・渡辺 2016）、日木山窯産の「万延年製」銘染付雲龍文

筒形花瓶（関編 2005）などがある。とくに前者は島津斉彬の御前で披露された可能性が高く、南京皿山

窯製品の技術レベルを知る上で貴重である。 

 製品の編年については、文献により操業期間が特定できる窯跡資料や、平佐焼大窯跡物原の層位的発

掘調査成果、肥前磁器と類似する器形・文様との比較から、組み立てられつつある（渡辺 2007など）。 

 薩摩磁器の生産には、藩外・藩内の技術交流が

文献や考古学資料から確認できる。18世紀後半、

薩摩磁器生産開始期においては、平戸三川内焼

（弥勒窯）、天草高浜焼と肥前長与窯（平佐焼）

の技術が導入されている。苗代川の白姓陶工が平

佐に移住し、操業に関わっており、陶器製作技術

との交流も想定できる。19世紀にはいると、引き

続き藩外からの技術導入（南京皿山窯における有

田・亀山の技術など）も行われるが、同時に藩内

における技術交流も盛んになる。南京皿山窯開窯

（1846年）にあたっては、平佐の白姓陶工が呼び

戻されている。また加治木の日木山窯開窯の際に

は、最初に苗代川の、ついで平佐焼の職人らが招致されている。藩内における技術交流の活発化は、薩

摩磁器生産の安定を示すものであろう（川内市歴史資料館編 2000、渡辺 2003、渡辺・金田 2012、深

港・渡辺 2016など）。 

 なお薩摩磁器の生産技術は、幕末の藩主・島津斉彬の集成館事業、とくに反射炉用耐火レンガ生産に

活かされていた可能性が指摘されている（渡辺 2006）。 

 

６． 薩摩焼流通の様相 

 近世薩摩焼の流通圏は基本的に薩摩藩内である。とくに甕・壺などの貯蔵具類、摺鉢などの調理具類

は、17世紀段階では肥前産のものも見られるが、近世を通じて苗代川産にほぼ独占される状況である。

一方、陶器の食器類（碗・皿など）は、18世紀前半までは肥前の内野山窯産の銅緑釉製品などが流通す

るが、18世紀後半は量産化された龍門司窯などの加治木・姶良産陶器が数多く流通するようになる。薩

摩磁器は 18世紀後半から始まるが、19世紀になると生産量の増大と呼応するように流通量を増大させ

薩摩磁器窯場間の技術交流 
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る。その背景には薩摩藩による肥前磁器の流入規制が存在し

ていた。つまり近世を通じて薩摩焼の比重が増大してい

く傾向にあると言える（橋口 2002a、渡辺 2010）。 

 藩内流通を基本とした薩摩焼にあって、竪野窯製品は

先述したように政治的アイテムとして、江戸や沖縄など

にも流通していた。商品としては、18世紀後半から生産

が始まった土瓶、とくに苗代川土瓶の全国的流通が注目

される。考古学資料としては、現段階で、江戸遺跡での

出土が多いとともに、北は北海道松前、南は沖縄那覇に

おいて出土が確認されている。薩摩土瓶は、江戸での引

き札や名物番付、十返舎一九の戯作などにもその名称が

見られることから、江戸の人々にとって馴染み深いも

の、つまりそれだけ流通していたものと推測される。ま

た薩摩藩も土瓶（茶家）を有力な藩外向け商品として認

識していたことが『薩藩政要録（要用集）』（1823年）の

記録からわかる（深港 2015、渡辺 2015bなど）。 

 またトカラ列島から奄美諸島、沖縄諸島にかけての南西諸島域における近世陶磁器流通についても、

北からの流通（薩摩焼・肥前陶磁器など）、南からの流通（中国磁器）、島嶼産陶器の流通（沖縄壺屋焼

など）の三層構造よりなっていることが指摘されている（橋口 2001、渡辺編 2015、渡辺 2018aなど）。 

 

７．明治期輸出薩摩の様相（深港報告参照） 

 先述したように薩摩における色絵陶器の生産は、遅くとも 18世紀初頭には竪野窯で開始され、中頃に

は藩主使用に供せるだけの品質に達したと推測されるが、その多くは商品ではなく御用品として生産、

流通していたと思われる。しかし 19 世紀中頃、色絵陶器の技術が竪野から苗代川に移植されることで、

商品としての色絵陶器の生産が始まったと考えられる。当

時、薩摩藩は殖産興業策として苗代川を援助しており、色

絵技術の移転も、磁器生産の開始とともに、その一環と考

えられる（深港・渡辺 2016）。 

 これまでその製品の具体相については不明な点が多かっ

たが、近年、1867 年のパリ万国博覧会出品作品をはじめと

して、その後の万博出品作、収蔵年代の明確な海外美術館資

料などの調査が進められ、その具体的製品に基づいた研究

が深化しつつある（松村 2011、深港 2013・2017・2018 な

ど）。2018～19年に鹿児島県歴史資料センター黎明館で開催

された「華麗なる薩摩焼－万国博覧会の時代のきらめき－」

展は、現段階における研究の到達点といえよう（鹿児島県歴

史資料センター黎明館編 2018）。 

 ただし欧米に輸出された金襴手様式の製品、いわゆる「S 

薩摩焼と SATSUMA 

薩摩土瓶出土地（2015年段階） 
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ATSUMA」は、鹿児島以外の京都、大阪、東京、横浜などで絵付け、生産された製品も大量にあり、それら

の産地比定はまだ課題が多い。銘と図案様式との照合が必要である。 

 また製品そのものに対するアプローチとともに、明治期における主力輸出品の一つとしての陶磁器と

いう視点から、統計資料などを用いた経済史的なアプローチも試みられつつある（渡辺 2001・2002、今

給黎 2012など）。 

 

Ⅲ 薩摩焼研究の課題 

 最後に薩摩焼研究の今後の課題についていくつか挙げることで、結語としたい。 

(1) 竪野窯製品の編年 

(2) 竪野窯製品における御用品と商品との判別 

(3) 苗代川製品、とくに 18世紀～19世紀前半の編年 

(4) 薩摩焼の藩外流通の把握（情報発信の必要性） 

(5) 薩摩焼を含む近世陶磁器流通の量的把握 

(6) 製陶技術の系統と伝播（藩内外）に関する実証的研究 

(7) 薩摩焼内の系統間での相互関係 

(8) 薩摩焼と「SATSUMA」との関係の検討 

 

参考引用文献 

新垣力 2009「16～17 世紀における琉球での陶器生産の様相とその周辺」『沖縄考古学会創立 40 周年記念シンポ 

ジウム 考古学から見た薩摩の侵攻 400年』資料集 pp.71-82 沖縄考古学会 

新垣力 2014「17世紀前半～中葉の琉球陶器について -「初期無釉陶器」にみる薩摩焼の影響 -」『鹿児島考古』 

43、pp.11-19 

池水寛治 1978「阿久根市脇本窯址」『鹿児島県立出水高等学校 紀要出水』pp.8-18 

今給黎佳菜 2012「近代日本における欧米向け薩摩焼の輸出」『交通史研究』79 pp.13-31 

上原兼善 2005「大名茶の形成と島津氏」『日本史研究』518 pp.1-24 

大橋康二・山田康弘 1995「鹿児島県鹿児島郡十島村諏訪之瀬遺跡出土の陶磁器」『貿易陶磁研究』15  pp.141-164  

鹿児島県歴史資料センター黎明館編 2013『島津重豪』展図録 同館 

鹿児島県歴史資料センター黎明館編 2018『華麗なる薩摩焼－万国博覧会の時代のきらめき－』展図録 同館 

片山まび 1998「「朝鮮人陶工」とは誰なのか？－全羅道・慶尚道の十六世紀窯址と岸嶽系唐津の比較から－」『陶説』541 

pp.34-40 

片山まび 2012「朝鮮前期甕器と日本薩摩焼の比較研究 - 堂平窯を中心に -」『文物』2 pp.131-174（韓文） 

片山まび 2018「朝鮮時代の「甕器」について－薩摩 堂平窯跡との比較を視座として－」『那覇市立壺屋焼物博物館 紀要』

19 pp.23-32 

黒川真頼 1974（1878）『増訂 工芸志料』平凡社 

下鶴弘編 1995『元立院窯跡』姶良町教育委員会（現姶良市） 

関明恵 2017「竪野(冷水)窯跡出土の白薩摩型打ち製品」『中近世陶磁器の考古学』第 7巻 pp.153-173 雄山閣 

関明恵・繁昌正幸編 2006『堂平窯跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター 

関一之 2004「薩摩の茶入－御里窯跡出品から－」『野村美術館研究紀要』13 pp. 172-186  

関一之 2013「18世紀から 19世紀の龍門司焼の特徴－胎土・成形・釉薬から見た変化－」『鹿児島考古』43 pp.3-10 

関一之 2014「『隅陽記』他に見る新史料について」『からから』28 鹿児島陶磁器研究会 

関一之編 1995『山元古窯跡』加治木町教育委員会（現姶良市） 

関一之編 2001『弥勒窯跡』加治木町教育委員会（現姶良市） 

関一之編 2003『御里窯跡』加治木町教育委員会（現姶良市） 

関一之編 2005『日木山窯跡』加治木町教育委員会（現姶良市） 

関一之他編 2018『姶良市内遺跡発掘調査報告書』姶良市教育委員会 

川内市歴史資料館編 2000『用と美－平佐焼の世界』展図録 同館(現薩摩川内市) 

田沢金吾・小山冨士夫 1941『薩摩焼の研究』東洋陶磁研究所（国書刊行会復刻 1987） 

調査課第一調査係 2014「収蔵遺物保存活用化事業－竪野(冷水)窯跡の再整理を中心に－」『縄文の森から』7号 pp.65-82  

戸崎勝洋他編 1978『竪野(冷水)窯址』社団法人鹿児島共済南風病院 



9 

 

農務局工務局 1886『府県陶器沿革陶工伝統誌』（龍渓書舎復刻 1994『明治後期産業発達史資料』187巻） 

橋口亘 2001「南西諸島にもたらされた近世薩摩焼－近世薩摩焼の南と北－」『からから』10 pp.9-16 鹿児島陶磁器研究

会 

橋口亘 2002a「鹿児島県地域における 16～19 世紀の陶磁器の出土様相－鹿児島県地域の近世陶磁器流通－」『鹿児島地域

史研究』１ pp.3-14 

橋口亘 2002b「文化三年銘白薩摩染付松竹牡丹文角形酒注をめぐる諸問題－薩摩焼と錫器のデザイン，白薩摩角形酒注の

価格・竪野系製品の流通について－」『からから』13 pp.11-22 鹿児島陶磁器研究会 

深野信之編 2004『姶良町内遺跡詳細分布調査報告書』姶良町教育委員会（現姶良市） 

深港恭子 2000「薩摩焼をめぐる苗代川関係文書について」『黎明館調査研究報告』第 13集 pp.101-113 

深港恭子 2013「輸出用薩摩焼に見るイメージとしての日本」『近世やまと絵再考：日・英・米それぞれの視点から』pp.261-

282 ブリュッケ 

深港恭子 2014「窯業生産地としての苗代川の形成と展開」『薩摩・朝鮮陶工村の四百年』pp.159-189 岩波書店 

深港恭子 2015「文献史料に見る薩摩土瓶（茶家）の生産と流通」『からから』25 pp.2-12 鹿児島陶磁器研究会 

深港恭子 2017「薩摩焼における錦手技法の成立と展開－万国博覧会における薩摩錦手好評の背景」『黎明館調査研究報告』

29 pp.1-19 

深港恭子 2018「三の丸尚蔵館の薩摩焼について」『三の丸尚蔵館紀要』23 pp.13-24 

深港恭子・渡辺芳郎 2016「幕末苗代川における磁器生産－『御内用方萬留 一番』の検討から－」『東洋陶磁』45号 pp. 

155-180  

前田幾千代 1934『薩摩焼総鑑』（思文閣復刻 1976『陶器全集』第３巻） 

松村真希子 2006「「島津家文書」にみる薩摩焼」『東洋陶磁』35 pp.97-112  

松村真希子 2011「明治期サツマの様相－海外美術館収蔵品の調査から－」『東洋陶磁』40 pp.117-138 

渡辺芳郎 2001・2002「明治期～昭和戦前期の鹿児島県における陶磁器生産（１）～（３）－『鹿児島県勧業年報』『鹿児島

県統計書』から－」『鹿児島大学法文学部 人文学科論集』第 53・54・55号 

渡辺芳郎 2003「近世鹿児島における磁器窯場間の技術交流」『鹿児島大学法文学部紀要 人文学科論集』57 pp.89-106  

渡辺芳郎 2004a「竪野稲荷窯跡採集資料」『鹿大史学』51号 pp.35-49  

渡辺芳郎 2004b「近世薩摩焼の窯構造」『金沢大学考古学研究室紀要』27 pp.39-49  

渡辺芳郎 2004c「元立院と龍門司－加治木・姶良系陶器編年のための作業仮説－」『姶良町内遺跡詳細分布調査報告書』pp. 

118-127 姶良町教育委員会（現姶良市） 

渡辺芳郎 2006「磯窯考－集成館事業における在来窯業の役割－」『近代日本黎明期における薩摩藩集成館事業の諸技術と

その位置づけに関する総合的研究』pp.103-116 薩摩のものづくり研究会 

渡辺芳郎 2007『薩摩川内市平佐焼窯跡群の考古学的研究』鹿児島大学法文学部人文学科異文化交流研究室 

渡辺芳郎 2010「鹿児島城下出土の陶磁器と薩摩焼」『季刊考古学』110 pp.48-51   

渡辺芳郎 2011「重ね焼き技法から見た初期薩摩焼の技術変容－堂平窯跡出土資料を中心に－」『鹿大史学』58号 pp.1-13  

渡辺芳郎 2013「近世考古学と陶磁史研究」『東洋陶磁』42号 pp. 67-77  

渡辺芳郎 2014a「18世紀末の薩摩焼生産の様相－『近国焼物山大概書上帳』と考古学資料との比較から－」『東アジア古文

化論攷２』pp. 594-605 中国書店 

渡辺芳郎 2014b「考古学資料から見た近世苗代川の窯業」『薩摩・朝鮮陶工村の四百年』pp.97-124 岩波書店 

渡辺芳郎 2015a「薩摩焼・宋胡録写の性格をめぐる一試考－近世陶磁器生産における政治的コンテクスト－」『金沢大学考

古学紀要』36 pp.71-83  

渡辺芳郎 2015b「近世薩摩土瓶の藩外流通についてのノート」『からから』№29 pp.13-21 鹿児島陶磁器研究会 

渡辺芳郎 2016「17 世紀における薩摩焼製陶技術の琉球陶器への影響」沖縄考古学会編『2016 年度沖縄考古学会研究発表

会「16～17世紀の沖縄における窯業の展開とその背景」資料集』pp.21-34 

渡辺芳郎 2018a『近世トカラの物資流通－陶磁器考古学からのアプローチ－』北斗書房 

渡辺芳郎 2018b「近世薩摩焼・象嵌陶器の基礎的研究」『中近世陶磁器の考古学』第 9巻 pp.275-304 雄山閣 

渡辺芳郎編 2015『近世日本国家領域境界域における物資流通の比較考古学的研究』平成 24～26年度科学研究費補助金（基

盤研究(C)）研究成果報告書 

渡辺芳郎・金田明大 2012『考古学と地下探査の協同による近世薩摩焼研究再構築のための基礎的研究』平成 21～23 年度

科学研究費補助金（基盤研究(C)）研究成果報告書 


