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近世初期九州陶磁器生産における技術変容プロセスのモデル化の試み

　
　「モデルとは，繰り返し起こるもの，一般的なもの，典型的なものを強調するために現実を単純化
する知的構築物であり，モデルはそれを特徴・特質のかたまりのかたちで表すのだ」（p.40）
　「モデルの強さと弱さはそれを引き伸ばすことによってより明らかにされる。つまり，もともとそ
れ用に設計された領域の外でそのモデルを使おうと試みることによって，明らかにされるのである」

（p.87）
ピーター・バーク（佐藤公彦訳）2006『歴史学と社会理論』慶應義塾大学出版会

要旨

　本稿は，朝鮮系製陶技術を基盤とする近世九州の陶磁器生産技術が，17世紀においてどの

ように在地化していったか，そのプロセスをモデル化する試みである。まず近世薩摩焼におけ

る在地化プロセスを検討したのち，「社会的（政治的／経済的）需要」への対応と，「外部から

の技術導入」という２つの項目からモデル化した。そののち，肥前における陶磁器生産におけ

る変容プロセスを検討し，薩摩焼で提示したモデルをあてはめて検討した。その結果，「社会

的需要」「外部からの技術導入」の他に「技術革新」という項目が在地化プロセスに大きな役

割を果たしていることを指摘し，モデルを修正した。また基本的な変容プロセスが同じであっ

ても，両地域の事象的な違いは，当時の「市場（対象と規模）」「商品価値」における陶器と磁

器との違いに由来する可能性を指摘した。

キーワード：薩摩焼，肥前陶磁器，技術変容プロセス

はじめに

　豊臣秀吉の朝鮮出兵（1592-98年）により，朝鮮半島の陶磁器製作技術が，九州を中心に移

植，導入され，肥前地方における磁器生産の開始に代表されるように，日本の窯業史は大きな

転換点を迎える。筆者はかつて，同じく朝鮮系製陶技術を基盤とする初期薩摩焼について，そ

の技術の在地化プロセスを検討したことがある（渡辺2005a，2011a）。この薩摩焼に見られる

在地化プロセスは，同じように朝鮮系製陶技術を基盤とする他の九州近世陶磁器においても見

られるのか。これが筆者の問題意識である。

近世初期九州陶磁器生産における技術変容
プロセスのモデル化の試み

渡 辺 芳 郎鹿児島大学

－薩摩焼と肥前陶磁器を事例として－
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　また外来技術の在地技術への変容プロセスの解明は，窯業史のみに限られた課題ではなく，

より広いコンテクストでの，外来技術の導入・定着・変容の過程を理解する上でも，有益な手

がかりを提供すると筆者は考えている。ただしひとつの領域に見られる事象を他の領域に適用

するためには，その個別事象をそのままの形であてはめることはできない。事象を抽象化した

上でモデル化し，他の個別事象へと適用することが必要である。

　本稿では，初期薩摩焼に見られる朝鮮系製陶技術の変容プロセスを，17世紀の肥前陶磁器

における変容プロセスを理解する上で，その適用を試みることを目的としている。その際に，

個別事象から模式化，そしてモデル化という抽象化の過程を意識しながら，検討していきたい。

なお行論の都合上，渡辺2005a，2011a の内容と一部重なることをお断りしておきたい。

１　薩摩焼における朝鮮系技術の変容プロセス

　近世薩摩焼とは，薩摩藩内において生産された陶磁器の総称であるが，このうち朝鮮陶工に

起源を有する窯場として，竪野系・苗代川系・龍門司系の三系統がある。この三系統のうち，

16世紀末～17世紀において稼働した窯には，竪野系では宇都窯・御里窯・竪野冷水窯，苗代

川系では串木野窯・堂平窯がある。龍門司系は17世紀前半の状況はわかっていないが，第3

四半期に山元窯が操業していた。これらの窯跡はいずれも発掘調査されており，その具体的様

相が考古学的に明らかになりつつある（第１表）。本章では，その考古学的情報に基づきながら，

初期薩摩焼における朝鮮系製陶技術の変容プロセスを跡づけたい。

第1表　17世紀の薩摩焼における焼成技術（渡辺2011b より一部改変）

窯跡 窯構造 時期 製品

焼台
粘
土
塊

ハマ トチン
馬蹄形 円板形 逆蓋形 糸巻形 鼓形 脚付 特殊円形 三角形 方形 環状 ロクロ 貼付

串木野窯跡 単室登窯 16c末-17c初 陶器 ●

堂平窯跡Ⅰ a 単室登窯 1620-30年代 陶器 ● ● ● ● ●

堂平窯跡Ⅰ b 単室登窯 1630-50年代 陶器 ● ● ● ● ●

堂平窯跡Ⅱ 単室登窯 17c後半 陶器 ● ● ● ● ● ●？

宇都窯跡 Ⅰ期：詳細不明
Ⅱ期；単室登窯 16c末-17c初 陶器 ● ● ？

御里窯跡 （窯体未確認） 17c初 陶器 ● ● ○

竪野冷水窯跡 直壁形連房式窯 17c前半-
19c初？" 陶器 ● ● ● ●

山元窯跡 直壁形連房式窯 17c3/4 陶器
磁器 ● ● ● ● ● ●
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　検討の前に朝鮮から連れてこられた陶工たちの性格について触れておきたい。片山まびによ

れば，16世紀の朝鮮の陶工には，ロクロ成形により主として碗や皿（沙器）を生産する陶工集

団と，タタキ成形により甕や壺（甕器）を生産する陶工集団の二者がおり，両者は社会的に厳

密に区分されていたという（片山1998b）。ここでは前者を沙器系技術（集団），後者を甕器系

技術（集団）と呼んでおきたい。

(1)苗代川系窯場
　豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に，島津義弘らによって連れてこられた朝鮮陶工たちは，慶長3

年（1598），現在の串木野に上陸し，その地で窯を開く。1934年，田澤金吾・小山冨士夫らに

よって発掘調査された串木野窯跡がそれで，残長14.5ｍの単室登窯跡が検出されている（田

澤・小山1941　pp.150-161）。苗代川文書『先年朝鮮より被召渡留帳』によれば，慶長８年冬，

苗代川（現日置市東市来町美山）に移住する（深港2000など）。17世紀代に稼働した窯として，

かつては元屋敷窯・堂平窯・堂平新窯・

五本松窯があったとされていたが（田

澤・小山1941など），現在では，五本松

窯は19世紀の操業とされ（関2000；渡

辺2009），元屋敷窯・堂平新窯はその存

在が疑問視されている（関・繁昌編2006　

p.367）。17世紀に稼働した窯は堂平窯

のみと推測され，同窯跡における考古

学資料が，初期苗代川における製陶技

術の変化のあり方を知る上で唯一の資

料となる。

　堂平窯跡の発掘調査報告書（関・繁昌

窯跡

センベイ 匣鉢 重ね積み技法

その他 出典円
　
形

環
　
状

洲
浜
形

円筒形 小
判
形

特
定

釉剥ぎ 目積み
穴
なし

穴
あり 蛇の目 口唇部 胎土 砂 貝

串木野窯跡 ● 田澤・小山1941

堂平窯跡Ⅰa ● ●

関・繁昌編2006堂平窯跡Ⅰb ● ●

堂平窯跡Ⅱ ● ● ●

宇都窯跡 ● ● ● 田澤・小山1941
深野編2004

御里窯跡 ○ ○ ？ ● ● 関編2003

竪野冷水窯跡 ● ● ● ● ● ● ● ● クサビ 戸崎他編1978

山元窯跡 ● ● ● ● ● ● ● 関編1995

○：他の窯跡資料の可能性あり

Ⅰ期 Ⅱ期

成形技術

タタキ技法・薄手・当て具痕

粘土紐巻き上げ・付け高台

タタキ技法・厚手化・
当て具痕ナデ消し・肥前模倣甕

ロクロ成形・削り高台

しだいにカキメが整っていく・口唇部の平坦化と拡張・貝目積みの採用

甕・壺

碗

摺鉢

製品内容

甕・壺・片口・徳利（瓶）・摺鉢
・水注・碗・蓋

甕・壺・片口・徳利（瓶）・摺鉢
・水注・碗・蓋・植木鉢・白薩摩・瓦

単室登窯（Ⅱ期に拡張）

馬蹄形ハマ・貝目積み・合わせ口

焼成技術

馬蹄形ハマ・貝目積み・合わせ口
・匣鉢

窯構造

窯詰め技法

第１図第1図　堂平窯跡における技術の変遷（渡辺2014）
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編2006）によれば，堂平窯の操業期間は，大きくⅠ期（1620～50年代）とⅡ期（17世紀後半）

に時期区分され，Ⅰ期はさらにⅠa期（1620～30年代）・Ⅰb期（1630～50年代）に細分される。

Ⅰ期からⅡ期への製品内容・成形技術・焼成技術の変化の過程を整理すると第１図になる（渡

辺2014）。

　製品内容は壺・甕などが中心で，堂平窯の陶工が甕器系技術集団であったことがわかる。片

山まびは，韓国慶尚南道の陶器が堂平窯製品に近いことを指摘している（片山2012）。少数生

産されたⅠ期の碗はロクロ成形ではなく，付け高台であり，また口唇部釉剥ぎをした合わせ口

による窯詰め技法が採用されている。このことから，碗に甕や壺と同様の成形・窯詰め技法が

用いられていたことがわかる。しかしⅡ期になると，碗はロクロ成形と削り高台が用いられて

おり，Ⅰ期にはない，つまり堂平の朝鮮陶工たちが本来的に有していなかった技術が導入され

たことを示している（渡辺2011a）。このようなⅡ期における技術の変化は，窯詰め技法におけ

る匣鉢や，製品としての白薩摩の出現にも見られる。

　これらロクロ成形技術・匣鉢・白薩摩などの出現は，薩摩焼のうち竪野系窯場からの技術導

入が想定される。後述するように，同じく甕器系技術を基盤としながら，竪野系窯場ではロク

ロ成形技術がいち早く導入されており，また1620年代以後と考えられる竪野冷水窯跡では白

薩摩が生産され，また匣鉢が用いられていた１）。Ⅱ期において，鹿児島城修復にともなうと考

えられる瓦生産が確認されており，この時期に藩の苗代川窯業への介入が本格化したと言える

（渡辺2014）。

　一方，変化しない技術もある。串木野窯，堂平窯ともに使用されている単室登窯は，15世

紀後半～16世紀前半の韓国慶尚南道清道郡蓴池里窯跡（慶南大学校博物館他編1994）などに見

られるように甕器系技術の一つと考えられる。苗代川の単室登窯は幕末まで使用され続けたと

推定されている（渡辺2004）。またロクロ成形がⅡ期の碗製作に用いられるとはいえ，タタキ

成形技法は甕・壺で使われ続ける。さらに重ね焼き技法として朝鮮に由来する貝目積みが継続

して用いられ，白薩摩や匣鉢などの新技術にも合わせて使用されている。

　以上，堂平窯では，朝鮮系製陶技術を基盤とし，それを継続しつつ，竪野系製陶技術を導入

していたことがわかる。

　次に製品についてみると，Ⅰ期の甕・壺では器壁が薄く，内面に当て具痕を残す。このよう

な特徴は，16世紀の朝鮮産陶器との共通性が指摘されており（片山2012など），甕や壺は朝鮮

の技術をそのまま踏襲して製作されていた。一方，摺鉢は同時期の朝鮮半島にはなかった器

種である（片山2004）。それに対して日本では中世以来，調理具の一つとして安定した需要を

持っていた。また摺鉢はその使用の過程で摩耗するため，つねに買い換えねばならないという

特性を有している。窯場にとっては継続的な需要のある重要な商品と言える。串木野窯跡，堂

平窯跡から出土する摺鉢を見ると，最初は乱雑であったカキメが時期が下るとともに整ってい

く傾向が見て取れる。これは陶工たちが摺鉢製作に次第に馴れていった過程と考えられる。ま

た摺鉢は，外側に折り返し，撫でつけて肥厚させる口縁を作る。このような口縁形態は甕や壺
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では見られず，当時，西日本一帯に流通していた備前摺鉢の口縁を模倣したものと推測される。

つまり摺鉢は，既存の日本製品を模倣しつつ，陶工が次第に製作に慣れていったと考えられる

（渡辺2011a，2014）。

　また甕・壺は引き続きタタキ技法で作られるが，Ⅱ期になると，甕の口縁形態が外側への折

り返しから内側への折り返しと変化する。この断面逆三角形の口縁形態は同時期の肥前地方の

甕口縁と類似しており，それを模倣したと推測される（関2009；渡辺2014）。

　以上，堂平窯における製品の変化については，摺鉢という，朝鮮にはなく日本において需要

が生じた器種への対応，肥前製品の模倣という理由による変化が生じたと考えられよう。それ

は朝鮮陶工たちが日本市場の需要に応えるための変化と言い換えることができよう。

　以上のように，17世紀の堂平窯における陶器生産の変容の要因には，窯場外部からの技術

導入と日本での新しい需要への対応という二つの点があったことがわかる。さらに「需要」に

ついては，大きく２種類に分けることができる。一つは摺鉢や甕における肥前製品の模倣のよ

うに，生活用品としての市場からの経済的需要であり，もう一つは瓦生産のような藩から政

治的需要（命令）である。前者は産業として継続するために必要不可欠なものである。後者は，

近世において窯業地として成り立つために藩の許可・保護・管理を必要とするという政治社会

的なあり方から必然的に求められる需要である。堂平Ⅱ期における匣鉢や白薩摩の導入は，こ

の政治的需要とも密接に関わるものと考えられる。近世における窯業生産には，この両者の需

要に対する対応が必要であったことを指摘しておきたい。また両者をあわせて「社会的需要」

と呼ぶことができる。

(2)竪野系窯場
　17世紀における竪野系窯場としては，宇都窯跡，御里窯跡，竪野冷水窯跡が発掘調査され

ている。最初に開かれたのが宇都窯であり，御里窯，竪野冷水窯へと続くという変遷が想定さ

れている（第１表参照）。

　宇都窯跡では，ロストル状排煙孔をともなうⅠ期の窯と，小型の単室登窯であるⅡ期のそれ

が検出されている。御里窯跡では窯体は残っていない。竪野冷水窯跡では直壁形連房式登窯が

検出されているが，この窯体は同窯跡最終段階（19世紀初頭か）のものであり，17世紀の窯構

造は不明である。ただし17世紀代3四半期の山元窯ですでに連房式登窯が採用されているの

で（後述），同時期かそれにやや先行して藩窯である竪野窯において導入されていた可能性が

ある。単室登窯は朝鮮系技術，連房式登窯は肥前系技術である。宇都窯Ⅰ期の窯構造の系譜は

今のところ明らかになっていないが，この窯構造の存在は，宇都窯が単純に朝鮮系技術のみで

開始されたわけではない可能性を示唆している。

　宇都窯・御里窯に採用されている重ね焼き技法は，胎土目積み技法，貝目積み技法があり，

竪野冷水窯跡では胎土目積みがわずかに見られるのみである（関2014）。製品に傷を残すこれ

らの技法は，藩窯製品にふさわしいとは言えず，早い段階で姿を消したと考えられる２）。
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　窯道具としては，馬蹄形ハマが3つの窯跡から出土している。馬蹄形ハマは床面が傾斜する

単室登窯にともなう窯道具であり，朝鮮系技術と言える。ただし竪野冷水窯跡の連房式登窯は

床面が傾斜しており，馬蹄形ハマが必ずしも単室登窯のみに用いられたわけではない可能性を

示唆する。ほかに竪野冷水窯跡からは，多量の匣鉢とヴァリエーションが豊富なトチンやハマ

などが出土している（第１表）。同窯跡は19世紀初頭まで継続したと考えられる窯なので，そ

れらがいつの時期に竪野系窯場に導入されたかはっきりしないが，少なくとも甕器系技術には

見られない匣鉢は，17世紀後半にはすでに導入されていた可能性が高い（注１参照）。

　宇都窯跡出土の製品資料はさほど多くないが，その中に白色胎土の大ぶりの碗がある。碗の

高台は幅広で低く，貼り付け高台である。その形状は，志野など当時の茶の湯で流行していた

茶碗のそれに近しく，宇都窯では茶の湯からの需要に早くから対応していたことがうかがえる。

　御里窯跡からは大量の茶入片が出土しており，報告書では，製作技法や器形から茶入をⅠ類

とⅡ類に分類されている。注目すべきはⅠ類茶入の製作技法で，Ⅱ類がロクロによる一体作り

なのに対し，胴部下端と底部内面に底部と胴部とを貼り付けた痕跡が残っており，報告者の関

一之は「付け底」と呼んでいる。この技法は，甕などをタタキ成形で作る技法に共通している

ことから，甕器系技術集団が茶入作りに応用した結果と推測される（関2004）。甕器系技術集

団が御里窯に関わっていたことは，同窯跡出土の甕口縁部の形態および内面に当て具痕を残す

点が，堂平窯跡のそれに近いことからも推定できる。ただしⅠ類茶入の胴部上半部から口縁に

かけてはロクロ成形であり，甕器系技術のみではないことも注意しておく必要がある。

　竪野冷水窯になると，馬蹄形ハマや付け底茶入などが見られるものの，窯道具のヴァリエー

ションが増加し，全体としては朝鮮系技術の要素は減少していく。また白薩摩を中心に宴席用

の高級食膳具などの生産も見られ（関2012；調査課第一調査係2014），大名の生活や儀式などか

らの需要に対応した窯へと変容していくと言える。

　以上，宇都窯・御里窯・竪野冷水窯の各窯跡出土の資料から，とくに前二者において茶道

具が大きなウェイトを占めていたことがわかる。宇都窯の白色素地の碗は，早い段階から茶

の湯の流行に対応していたことを示す。また初期薩摩焼の茶入が，関ヶ原の戦いで敗れた島

津家にとって，対幕府外交における重要な贈答品であったことが指摘されており（上原2005；

松村2006），Ⅰ類茶入は，その一つとして積極的に製作・活用された可能性がある（関編2003　

p.59）。つまり茶入生産は，薩摩藩からの政治的需要に対応したものと考えられ，その対応の

ため甕器系技術が応用されたとみなせよう。

　一方，ロクロ成形のⅡ類茶入があり，Ⅰ類茶入にもその胴部上半部の成形にロクロが用いら

れていることは，日本的な茶入製作技術の導入を示唆している。宇都窯・御里窯で製陶に従事

した朝鮮陶工・金海は，「上方」において５年間「瀬戸焼茶入稽古」をしたと伝えられている

（「星山家譜」など）。つまり御里窯における２種類の茶入は，政治的な需要に対する対応と技術

導入というふたつの側面の共存を示しているのではないだろうか。

　ところで後代の文献によれば，このほかにも他地域の製陶技術の導入が活発に行われていた
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ことが伝えられている。金海の息子・金和は，寛永13年（1636），肥前に陶法修行に出たとさ

れ，慶安元年（1648）には，やはり竪野窯場の陶工・有村碗右衛門が，京都の御室窯で修業

したと伝えられている。これらはいずれも同時代史料でないため確定は難しい。とくに前者に

ついては，肥前において色絵出現以前であるにもかかわらず「錦手」修得とあることから，強

い疑問が出されている（前田1934（1976）　pp.371-372）。しかし先述したように，御里窯にお

けるⅡ類茶入の存在は，瀬戸美濃系技術の導入を示唆する。竪野冷水窯段階になると，朝鮮系

技術は急速に姿を消していき，上記の伝承の個別的な真偽は置くとしても，積極的に日本の製

陶技術が導入されたことが想像され，藩窯として藩の政治的需要に応えるための技術・体制が

整備されていったと考えられる。

　つまり竪野系窯場における朝鮮系製陶技術は，強力な政治的需要に応えるべく，茶入製作な

どに応用されるとともに，日本各地の技術が積極的に導入され，変容が急速に進んだと考えら

れるのである。

(3)龍門司系窯場
　現在，姶良市加治木町に所在する龍門司窯の初源については，17世紀前半に朝鮮陶工・卞

芳仲らが八日町窯，龍口坂窯などを開いたと伝えられているが，その存在は今のところ確認さ

れていない。現段階で発掘調査されているのは，17世紀第3四半期に稼働した山元窯跡１例

のみで，その最大の特徴は磁器生産を試みていたことである。

　山元窯跡では，燃焼室＋７焼成室の直壁形連房式登窯が検出されており，肥前系の技術に

よって築造されたと推測される。ただし肥前からの直接的導入なのか，藩内外の別の窯場，た

とえば竪野系窯場を経由しての導入なのかははっきりしない。

　窯詰め技法としては砂目積み技法と貝目積み技法がある。前者は碗や皿に用いられるのに

対し，後者は瓶や摺鉢などに用いられ，器種の違いによって窯詰め技法が使い分けられてい

た。以後の龍門司系製品では，現在のところ，確実に貝目をともなったものは確認されていな

い。これは龍門司窯が碗や皿などの小型食膳具類を主要製品としていくことと関係するのだろ

う。また蛇の目釉剥ぎの皿が１点出土している。窯道具には焼台（トチン・ハマ）と匣鉢が見

られる。馬蹄形ハマは確認されていない。成形技法としては，碗や皿にはロクロ成形が用いら

れており，一方，瓶などの内面に当て具痕を残すものもあり，タタキ成形も用いられていたこ

とがわかる。

　以上の様相を整理すると，第２表になる。ここで言う「肥前系」とは，あくまで肥前地方に

第2表　山元窯における肥前系・朝鮮系技術
肥前系技術 朝鮮系技術

窯構造 連房式登窯

窯詰め技法 焼台・匣鉢・砂目積み・蛇の目釉剥ぎ 貝目積み

成形技法 ロクロ（碗・皿） タタキ（瓶など）
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その初源が見られる技法であり，必ずしも肥前地方から直接導入されたことを意味するわけで

はない。

　17世紀後半は，肥前以外の地域でも磁器生産が試みられ，福岡県小石原中野窯，広島県姫

谷焼，石川県九谷焼などがある。肥前磁器生産の発展を視野に入れながら，磁器生産の試みが

全国規模で興った時期と言え（大橋2006），山元窯におけるそれも，そのような全国的な磁器

需要の高まりに対応したものと考えられよう。

　以上のように山元窯では磁器需要に対応するため，肥前系技術の導入がはかられ，朝鮮系技

術は部分的に用いられるにとどまっていたと言える。なお磁器生産の試みは短期間で終息し，

のちの龍門司系窯場では陶器生産へとシフトする。しかしその陶器製作技術は，山元窯におい

て導入された連房式登窯など磁器製作技術が基盤となっている。

２　肥前陶磁器における朝鮮系技術の変容プロセス

　16世紀末から17世紀における肥前陶磁器生産，とくに佐賀県有田を中心とした磁器生産の

展開については，これまでに厚い研究史があり，近世陶磁器研究においても，もっとも蓄積の

ある分野である。それゆえ本稿において，新たな知見を加えることはきわめて難しい。本稿で

は，これまでの研究蓄積によって明らかにされてきている16世紀末～17世紀における磁器生

経済的需要 政治的需要 技術導入・革新

1580年代
朝鮮系製陶技術による陶器生産
の始まり
※単室登窯（甕器系）＋割竹式登
窯（沙器系）→割竹式登窯へ統一

1592-98年 秀吉の朝鮮出兵
→朝鮮陶工の渡来

1610年代 中国磁器の模倣
磁器生産の始まり
連房式登窯の成立（中国漳州窯
系か）

1637年 窯場の統廃合（磁器専焼体制の成立）
1641年 「鎖国」完成

1644年 明王朝の滅亡
→中国の磁器輸出の減少

17世紀中頃 中国磁器の代替（中国磁器の模倣・色絵など）
色絵技術・凹型蛇の目高台・ト
ンバイなど（中国）
ハリ支え技法（革新）

1647年 中国船による海外輸出の始まり

1651年 オランダによるハノイ・トンキン
商館への輸出

徳川家光「今利新陶の茶碗皿
御覧ぜらる」
→例年献上へ

1656年 清・海禁令
→中国の磁器輸出の減少

1657年 オランダによる磁器輸出の本格化

1661年 清・遷海令
→中国の磁器輸出の減少

1661年頃？ 赤絵町の成立
1660年代 鍋島藩窯の成立

1684年 清・展海令
→中国磁器輸出の再開

型紙刷り・コンニャク印判（量
産化・国内市場向け）

第3表　肥前陶磁器の関係年表
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産の展開を整理した上で，前章において初期薩摩焼の変容について指摘した「需要」と「技術

導入」という二つの視点から再整理することで，その変容プロセスを明らかにしたい3）。

　これまでの研究成果を基にして16世紀末～17世紀における肥前陶磁器の展開を整理すると

第3表になる。これらについて，まず技術導入という点から検討する。

　佐賀県唐津市岸岳山麓の最初期の肥前陶器窯跡では，甕・壺生産を主体とした単室登窯跡

（皿屋上窯跡）と碗・皿を中心とした割竹式登窯跡（半胴甕上・下窯跡，帆柱窯跡，皿屋窯跡）の

二者が見つかっている（陣内編2011）。このことは朝鮮から甕器・沙器系技術集団がともに来

ていたことを意味しており，なおかつ窯構造によって製品の作り分けがなされていることは，

両者を区別して生産する朝鮮の体制を踏襲していることを示している。しかし単室登窯はすぐ

に姿を消し，甕や壺も，碗・皿とともに割竹式登窯で焼成されるようになる。甕器・沙器生産

に区別のない日本では，より効率的な窯構造である割竹式登窯が選択された結果と考えられる。

また片山まびは，初期の岸岳集団に日本の陶工集団も加わっていた可能性を指摘している（片

山1998a）。その後，秀吉の朝鮮出兵時に連れてこられた朝鮮陶工が，1610年代，日本で初め

て磁器生産を開始する。これと並行して，連房式登窯が成立すると考えられており，その際に

は中国漳州窯系の技術が導入された可能性が指摘されている（村上2005）。

　1637年，佐賀藩による窯場の統廃合が実施され，佐賀県の旧有田町を中心に磁器専焼体制

が確立される。その後，1640年代に色絵磁器の生産が始まるが，酒井田柿右衛門家に伝わる

「覚」には，長崎の唐人から色絵技術を伝授されたと伝えられている。またこの時期に蛇の目

高台が現れ，中国竜泉窯系の技術導入の可能性が指摘されている。このほか窯の構築材として

のトンバイの使用，タタラ成形，染付における墨弾き技法など，朝鮮の磁器技術には見られず，

中国に起源が求められる新技術が肥前磁器生産に次々と現れており，この時期に中国系技術が

導入された可能性がある（大橋2007　pp.75-76；柴田1998　pp.258-9など）。

　この17世紀中頃におけるさまざまな技術導入とともに注目されるのが，ハリ支え技法の出

現である。肥前地方の陶石は，景徳鎮で用いられたそれに比すと耐火性が低く，歪みやすい。

そのため景徳鎮製品のような薄くて高台の広い皿のような製品が当初は作り得ず，17世紀前

半の初期伊万里に見られるような厚手で，高台の狭い製品であった。そのため文様などで景徳

鎮磁器を模倣しつつも，製品の質としては競争力がなかった。しかしハリ支え技法の登場によ

り，景徳鎮並の製品の生産が可能になり，17世紀後半の海外輸出へと道を開く。また海外輸

出が低調になって以降も，肥前磁器製作の基本的な技法として，その後も継続して使われ続け

る。このハリ支え技法は，現段階で他地域に類例を探すことができず，肥前地方で独自に開発

された技術と考えられる。

　このほか素焼き工程が導入され，製品の生産効率が向上するとともに，染付における絵付け

がより精緻になっていたと考えられる4）。

　以上のように，17世紀初頭，朝鮮系製陶技術を基盤にして始まった肥前の磁器生産は，中

国系技術を導入しつつ，さらにハリ支え技法という技術革新を経ることで，景徳鎮並みの製品
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の生産に成功するのである。このような技術導入・技術革新の背景には，17世紀における東

アジア情勢の変動と，それにともなう世界規模での市場の変化がある。

　16～17世紀は，ヨーロッパ諸国がアジアの貿易圏に参入してくる時代である。彼らの目的

の一つは香辛料の獲得にあったが，それとともに磁器や絹製品などのアジアの高級品が重要な

貿易商品として扱われる。磁器の最大輸出国は中国（明朝）であったが，17世紀前半，東北地

方に興った清が南下し，1644年，明朝は滅亡する。その後，大陸南部の旧明勢力との戦いに

より，中国全土は戦乱に巻き込まれる。その旧明勢力で清朝に最後まで抵抗したのが鄭成功一

派であったが，その抵抗は海上交易による利益が大きな役割を果たしていた。清朝は鄭一派の

封じ込めのため，1656年に海禁令，1661年に遷界令を発する。すでに明清内乱で減少してい

た中国磁器の輸出は，さらにこの２回の禁令により急減する。

　この17世紀中頃～後半の世界的な磁器市場の空白化は，肥前磁器に対する経済的・政治的

需要を産み出す。まず経済的需要について見ると，1647年には中国船によって肥前磁器の輸

出がはじまっており，またオランダ東インド会社は，1651年にハノイのトンキン商館へ，さ

らに1657年にオランダ本国へと輸出している。また柿右衛門様式（1660～90年代）と呼ばれ

る色絵磁器の登場も，ヨーロッパの王侯貴族からの最高級色絵磁器需要への対応である。しか

し鄭一派が清朝に降伏し，1684年に展界令が発布されると，中国磁器の輸出が再開され，東

南アジア市場，ヨーロッパ市場が失われ，肥前磁器の主な市場は国内へとシフトしていく。

17世紀末におけるコンニャク印判や型紙刷り技法は，国内市場向けの量産品生産に対応する

ために導入された技術と考えられる。

　また大橋康二によれば，この磁器市場の空白化は，政治的需要をも産み出した。つまり長

崎に入ってくる中国色絵磁器を将軍家に献上していた鍋島家は，その輸入途絶により，自藩

内での色絵磁器の生産を目指すことになる。そして1640年代に色絵磁器生産に成功したのち，

1651年，将軍・徳川家光の閲覧を契機として例年献上がはじまり，のちの鍋島藩窯を成立さ

せたとしている（大橋2007）。この鍋島藩窯の成立は，磁器市場の空白化によって生じた肥前

磁器需要における，政治的なそれと経済的なそれとが制度的な分離へと帰結したと言えよう。

　製陶技術的には，先述したように中国系技術の導入（色絵・トンバイ・墨弾きなど）がはから

れ，また素焼工程の導入による製品の質の向上，そしてなによりハリ支え技法という技術革新

を経て，上記のような経済的需要の高まりに応えていく。1660年代の赤絵町の成立による色

絵生産体制の効率化や，鍋島藩窯の成立は，政治的・経済的需要に対する制度的対応という側

面も持っていたのであろう。

３　外来製陶技術の変容プロセスについてのモデル化の試み

　以上，ともに朝鮮系製陶技術を基盤とした，16世紀末から17世紀における薩摩焼と肥前陶

磁器の変容プロセスを整理，検討してきた。これらはいずれも個別事象レベルでの検討であり，

両者を比較するためには，より抽象化した模式化という手続きを経る必要がある。模式化とは
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個別事象群を一定の視点に沿って整理し，そ

の関係性を再構成する手続きである。本章で

は，上述した薩摩焼・肥前陶磁器の個別事象

群を「需要」「技術導入」という視点から再

構成する。

　まず薩摩焼について，検討した3つの系統

の窯場それぞれについて模式化を試みたのが

第２図になる。それぞれの窯場において「需

要」と「技術導入」によって在地化プロセス

が整理できるが，その具体的あり方には差

異が見られる。竪野系窯場では政治的な需要

（茶道具需要）が，その変容プロセスにおい

て大きな役割を果たしていたと言える。御里

窯Ⅰ類茶入は甕器系技術による対応であるが，

その後，瀬戸美濃系，京焼系など藩外の技術

導入が積極的になされたのも，薩摩藩から求

められる政治的需要に基づくものと言えよう。

　龍門司系窯場では，17世紀前半の様相が

不明確なので，その初期の状況はわからない。

山元窯では磁器生産という，甕器系技術集団を中心とした朝鮮陶工にとっては担いきれない経

済的需要を満たすため，肥前系技術の導入がはかられる。そのため朝鮮系製陶技術の要素（貝

目や一部の器種のタタキなど）は少ない。このことは磁器需要とその製作技術の導入という状況

において，朝鮮系製陶技術（甕器系技術）の使用頻度が減少していった結果と考えられる。

　苗代川系窯場における技術変容は，堂平Ⅰ期においては，主として経済的需要（摺鉢など日

用生活陶器）に対する甕器系技術での対応として理解できる。その一方，朝鮮系製陶技術がそ

のまま適用可能な甕や壺などの単室登窯における生産技術は，少しずつ変化しながらも継続す

ると言えよう。堂平Ⅱ期における竪野系技術の導入は，たしかにロクロ成形，匣鉢，白薩摩な

どの導入・生産開始をもたらすが，ロクロ成形以外における導入要素が，苗代川にどの程度定

着しかについては，18世紀の苗代川生産が

不明確なこともあって，よくわからない。ま

た薩摩藩は苗代川に朝鮮習俗の保持を命じて

いたので（渡辺2005b），そのことが藩外から

の技術導入を制限していた可能性も考えられ

る。

　このように各系統窯場に求められた社会的

朝鮮系製陶技術

摺鉢・碗・瓦などに
対する需要

竪野系技術導入
（匣鉢・白薩摩）

苗代川焼

第２図上段

朝鮮系製陶技術

茶道具・高級食器
に対する需要

瀬戸美濃系・京焼系
技術の導入

竪野焼

第２図中段

朝鮮系製陶技術

磁器に対する需要 肥前系技術導入
（連房式登窯など）

龍門司焼

第２図下段

第2図　薩摩焼における技術変容プロセス

外来製陶技術

社会的需要 外部からの技術導入

在地化

第３図

第3図　外来製陶技術の在地化モデル⑴
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（政治的・経済的）需要の違いにより，それに対応した朝鮮系製陶技術の対応，技術導入のあり

方は異なっていることがわかる。これら模式化における差異をさらにもう一段階抽象化するこ

とでモデル化が可能になる（第3図）。

　次にこのモデルを基に肥前陶磁器における変容プロセスについて検討する。肥前における陶

器生産段階では，甕器系・沙器系技術集団が来ており，当初，朝鮮と同じように窯構造と焼成

製品とが組み合った生産体制を作ったが，すぐに両者の関係は崩れる。これは陶器生産をめぐ

る社会体制の朝鮮と日本の違いに由来するのであろう。

　1610年代の磁器生産の開始，1637年の鍋島藩による窯場の統廃合と磁器専焼体制の確立を

経て，17世紀後半において長崎出島を通じての海外輸出の時代を迎える。その際に鍵となっ

たのが，明清動乱による中国磁器輸出の急減，つまり磁器市場の空白化である。この空白化が

肥前磁器に対する政治的・経済的需要を産み出したと言える。その政治的需要の増大は鍋島藩

窯の成立の契機となり，経済的需要は肥前磁器の海外輸出へとつながる。色絵技術に代表され

る中国系技術の積極的導入は，この社会的需要の増大，とくに海外からの経済的需要の増大に

連動するものと理解することができよう。その中でとくに注目されるのが，ハリ支え技法とい

う，肥前独自の技術革新である。ハリ支え技法の開発こそが，景徳鎮製品と競合できる磁器生

産を可能にした基礎を作ったと言え，さらにそれはその後の肥前磁器生産の基本技術として定

着する点，きわめて重要な技術革新であったと評価できよう。

　以上の検討を通じて，第3図に示したモデルは，肥前の事例を踏まえることで，「技術革新」

という項目を入れる必要性が生じ，修正されることになる（第4図）。

　以上，外来技術の在地化プロセスにおいて「需

要」「技術導入」「技術革新」という3項目が大き

な役割を果たしていたことが，薩摩焼と肥前陶磁

器の検討から導き出された。

　ただし同じモデルを適用可能であったとしても，

薩摩焼と肥前磁器とでは，具体的な内容では大き

な違いがある点も注意しておかねばならない。薩

摩焼における需要と技術導入が，基本的に藩内・国内にとどまっているのに対し，肥前磁器の

それは世界的な広がりを見せている。これは当時における陶器と磁器が持っていた商品価値の

違いに由来するのであろう。初期薩摩焼の茶道具（とくに茶入）は全国的に需要が高まるとは

言え，「世界商品」としての磁器に比べると，その市場は小規模である。つまり需要と技術導

入という項目における個別事象は，（政治的なものも含めた）「市場規模」あるいは「対象市場」

の違いによって，それぞれの窯場において異なることを予想させる。今後，九州における朝鮮

系製陶技術を基盤とする他の窯場（高取焼，上野焼，萩焼，八代焼など）との比較検討が必要で

ある。

外来製陶技術

社会的需要 外部からの技術導入

在地化

技
術
革
新

第４図

第４図　外来製陶技術の在地化モデル⑵
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おわりに

　自然科学，社会科学，人文科学を問わず，科学という行為の一側面に，個別事象群の解明に

とどまらず，その検討から，より一般的なモデルを抽出し，それを他の個別事象に適用するこ

とで，その妥当性を検証していく行為の繰り返しがあると，筆者は考えている。科学の目的の

一つが「一般性・普遍性への希求」だからである。ただしその一方，モデルはつねに個別的な

事象群との検証を必要とし，また同一モデル内にあっても，それを構成する個別事象群のあり

方は異なり，その個別性・独自性こそが歴史事象の特質と言える。それゆえそれら個別性・独

自性をも包含しなければ，歴史を復元したことにはならない。モデルと個別事象群との間の双

方向的な往還，言い換えれば「一般性・普遍性」と「個別性・独自性」との間の双方向的往還

を繰り返すことが，歴史の復元には必要であると考えている。

　本稿は，その「相互往還」のささやかな試みとして，薩摩焼と肥前陶磁器の共通点と相違点

を検討してきた。両者は比較的近接する領域間での適用であり，本稿で示したモデルが，窯業

史全体，さらには冒頭で書いたように，外来技術の在地化プロセスという，より普遍的な領域

にどこまで耐えうるのかは，今後の検討を必要とすることは言うまでもない。また同時に，同

一モデルで説明できると考えた薩摩焼と肥前陶磁器の変容プロセスの具体的内容・規模には大

きな違いが見られることもあわせて指摘した。それは陶器と磁器という，当時の「市場」「商

品価値」の違いに由来すると考えられ，両者の個別性，独自性と理解した。このような個別性，

独自性が他の窯場においてどのように見られるのかも，今後の課題としたい。

■注
１）竪野系窯場にいつ匣鉢が導入されたかは明確ではない。ただし17世紀第3四半期操業の山元窯で匣鉢が

用いられているので，藩窯である竪野冷水窯では，遅くとも同時期か，あるいはそれに先んじて匣鉢が導
入されていた可能性が想像される。また白薩摩の祖型と考えられる白色素地の製品はすでに宇都窯跡にお
いて確認されている。

２）ただし関一之が指摘しているように，御里窯で６～７個の胎土目による重ね焼きがあったとしたら，朝
鮮産陶器碗との関係を想像させ，また同窯跡で辰砂による装飾も１点出土していることも注目されよう

（関編2003　p.27）。これらが薩摩焼に沙器系技術が入っていたことを示すのか，渡来後の別の窯場から
の技術導入なのか，あるいは胎土目が目跡を残す高麗茶碗を意図的に模倣したのか，今後の大きな課題で
ある。

3）本稿では，肥前陶磁器研究について，大橋2004・2006，九州近世陶磁学会編2000，柴田1998，村上
2005，佐賀県立九州陶磁文化館編2000，野上1998などを参考にした。なお本章のアウトラインは渡辺
2008で示したことがある

4）野上建紀氏からのご教示による。記して感謝申し上げたい。
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【補記】
　私が1984年に九州大学大学院に進学したとき，田中良之先生は医学部解剖学教室の助手を

されておられました。それゆえはじめの頃はあまりお会いする機会がありませんでしたが，先

生が英書の講読会を開かれると聞いて，参加させていただきました。以来，30年に渡ってい

ろいろとご指導いただきましたが，厳密に言うと私は先生の「教え子」ではありません。私が

大学院生の頃，先生は医学部助手で，文学部九州文化史研究施設に着任されたときは，私は考

古学研究室の助手でした。ですから先生の授業や講義を受けたことは一度もないのです。しか

し先生のご論文や研究に対する姿勢，考え方に身近に接する機会があったことは，当時はもち

ろん現在も，私の研究の大きな糧となっています。いくら感謝しても足りないほどです。大学

の役職を離れ，日本考古学協会の会長を辞され，また群馬県の金井東裏遺跡での調査に大きな

期待を抱かれながら，「あとは定年まで自分の好きなことをやるだけだ」とニコニコしながら

おっしゃっていたのが，今も心に残ります。その「好きなこと」をされる前にこの世を去られ

たのは，あまりに残念です。

　改めて先生のご冥福をお祈りするとともに，これまでのご指導に心よりお礼申し上げます。
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