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17世紀における薩摩焼製陶技術の琉球陶器への影響 

 

渡辺 芳郎（鹿児島大学法文学部） 

 

はじめに 

 『張姓家譜』によれば、万暦 44（1616）年、琉球王府からの要請を受け、一六・一官・三官という３人の朝鮮

陶工が渡琉し、製陶技術を伝えたという。そのうち一六は、琉球名を仲地麗伸、唐名を張献功と改め、崇禎

11（1638）年に琉球で死去した（中村・輝編 2011 pp.20-21）。一方、苗代川（鹿児島県日置市美山）に伝えら

れた『先年朝鮮より被召渡留帳』には、安・張二姓の陶工が琉球に派遣されたと記されており(深港 2000 

p.110)、上記の張献功の由緒に一致すると考えられる。 

 張献功ら朝鮮陶工が琉球に伝えた製陶技術とはいかなるものであったか。筆者はかつて鹿児島と沖縄の

窯業技術の関係について検討したことがあり（渡辺 2004・2011b）、また新垣力、瀬戸哲也、石井龍太、倉成

多郎らによる議論の蓄積がある（新垣 2009・2014、新垣・瀬戸 2004、石井 2009、倉成 2014pp.11-16）。現在

のところ、甕や壺などをタタキ技法で成形し、単室登窯で焼成する 17 世紀初頭の苗代川の製陶技術が沖縄

に伝えられ、先行して存在していた瓦質土器の技術と組み合わさり、無釉陶器生産が始まったと考えられて

いる。その中で新垣力は今後の課題として、器種や製品別に検討を深めることで、苗代川系技術の在地化

（琉球化）の過程を明らかにする必要性を指摘している（新垣 2014 p.14）。本稿はこの指摘を踏まえて、薩摩

焼堂平窯製品と沖縄の初期無釉陶器・瓦質土器について、その器種や製作技法を比較検討することで、三

者間の関係について、とくに薩摩焼の製陶技術が琉球陶器にどのような影響を与えたのかを中心に、具体

的に明らかにすることを試みたい。 

単室登窯による無釉陶器生産は、その後、壺屋焼（那覇市）などに継承され、近世沖縄窯業の大きな部分

を担っている。それゆえ近世初期の技術導入とそれにともなう変革の具体相とその歴史的意味の解明は重

要な課題であると言えよう。 

 

１．資料と方法 

 本稿で取り上げる鹿児島側の資料は、堂平窯跡（鹿児島県日置市美山）の発掘調査報告においてⅠa 期

（1620～30 年代）とされた陶器である（鹿児島県立埋蔵文化財センター編 2006）。張献功が渡琉したとされる

1616 年に近く、もっともまとまった資料である。沖縄初期無釉陶器は、新垣力が 2014 年の論考で取り上げて

いる資料を対象とする（新垣 2014）。また資料を実見することのできた首里城跡銭蔵地区（沖縄県立埋蔵文

化財センター編 2015）の初期無釉陶器についても適宜触れたい。瓦質土器については、その生産地・湧田

窯跡（沖縄県那覇市）の報告書で報告されているものを対象とする（沖縄県教育委員会編 1993・1995・1999）。

なお当時の沖縄の製陶技術・製品について検討するためには、中国陶磁器の存在は無視できないが、力量

不足のため、今回は中国陶磁器との関係が推測できる資料についてのみ簡単に触れるにとどめたい。 

 比較の方法として、まず器種レベルでの比較を行い、堂平製品・初期無釉陶器・瓦質土器それぞれにおけ

る器種の共通点と相違点とを抽出する。器種の異同は、その生産者に求められた需要の違いを反映してい

る可能性がある。ただし同一器種を有するからといって、必ずしも技術的な系譜関係があるわけではない。

ついで共通する器種を中心にその中でどのような形態的差異があるかを検討する。形態の差異は製作技法

の違いとも結びついており、両者を一体のものとして検討する。つまり本稿では、器種－形態－技法という３
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つのレベルで、薩摩焼・初期無釉陶器・瓦質土器を比較検討することで、三者の交流と関係性を具体的に明

らかにし、その異同が生じた背景について検討したい。 

 

２．器種における比較 

 本章では、堂平窯跡Ⅰａ期の資料、初期

無釉陶器、瓦質土器の三者について器

種の異同について検討する。器種分類

は、堂平資料については報告書（鹿児島

県立埋蔵文化財センター編 2006）および

渡辺 2011 を、初期無釉陶器については

新垣 2014、瓦質土器については湧田窯

跡の報告書（沖縄県教育委員会編 1993・

1995・1999）および瀬戸 2009a を参考にし

て、表１のように分類した。各器種の個別

的・具体的内容については次章で改めて

検討する。なお蓋類はそれを用いる器種

が不明なものも多いため、堂平Ⅰa期で多

数出土する甕用蓋以外は取り上げない。 

 また堂平・初期無釉陶器・瓦質土器にお

ける器種の共有関係を整理すると、パタ

ーンＡ～Ｇの 7種類に分類できる。 

 

３．形態・技法における比較  

 本章では、前章における器種分類なら

びに器種の共有パターンの整理を踏ま

えて、パターンごとに、堂平・初期無釉

陶器・瓦質土器における各器種の形態的

特徴を記述するとともに、それぞれの関

係について適宜コメントを付していく。 

なお以下では、それぞれの器種について「堂平〇〇」「無釉〇〇」「瓦質〇〇」と略記する。 

 (1)パターンＡ（堂平＋無釉＋瓦質） 

＜摺鉢＞（図 1-1～4） 

 堂平摺鉢は粘土紐積み上げでタタキ成形を行う。口縁部を外側に折り返して肥厚させ、肥厚部の接触部分

を押さえることで２～３条の突帯を作る。櫛目は内底中心部からやや傾きながら、あるいはまっすぐに口縁部

に伸びる。片口を作る。底部に貝目が残る。無釉摺鉢は口縁部を外側にやや折り曲げ外反させ、口縁下に１

～２条の突帯をつくる。口縁部は堂平摺鉢と同様に外側に折り返して肥厚させる事例を 1 例だけ確認したが、

多くは単に外反させるだけで、口縁下突帯はナデでつけられている。瓦質摺鉢は口縁部が屈曲して直もしく

はやや内傾する。屈曲部を削りなどで突帯状にする。肥厚は見られない。また櫛目は堂平・無釉摺鉢に比べ

るときわめて粗であり、内底部の櫛目が縦横方向に施され、放射状を呈する堂平・無釉摺鉢と異なる。 

 口縁部の製作技法（外折り曲げ＋肥厚）・形態と櫛目の施し方から、無釉摺鉢は堂平摺鉢の影響を受けて

器種 堂平Ⅰa 初期無釉 瓦質土器 パターン 

摺鉢 ● ● ● A 

大壺 ● ● ● A 

碗 ● ● ● A 

瓶（徳利） ● ● ● A 

皿 ● ● ● A 

香炉 ● ● ● A 

水注（急須） ● ● ● A 

土製品・置物 ● ● ● A 

片口 ● ●   B 

甕 ● ●   B 

甕用蓋 ● ●？   B？ 

中壺 ●   ● C 

把手付甕（甑） ●     D 

壺（受口付） ●     D 

溲瓶 ●     D 

植木鉢   ● ● E 

浅鉢・深鉢   ●  ● E 

焜炉   ● ● E 

火入（火舎）   ● ● E 

杯   ● ●？ E 

水滴   ●   F 

灯火具(燭台）   ●   F 

煙管   ●   F 

筒物   ●   F 

こね鉢     ● G 

茶釜     ● G 

鍋     ● G 

表 1 堂平窯・初期無釉陶器・瓦質土器における器種 
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いることが看取される。ただし口縁部肥厚が失われ、単に外反するだけものへ変化したと推測される。また瓦

質摺鉢との形態･技法的な差異は大きい。 

＜大壺＞（図 1-5～9） 

 堂平大壺は粘土紐積み上げでタタキ成形、内面に当て具痕を残す。口縁部は外側に二重に折り返すタイ

プと内側に折り返すタイプの二者がある。後述するように前者は甕、後者は片口などの口縁に見られる形態・

技法である。肩部に３～４耳を作る。口縁部上面に貝目が残り、合わせ口の重ね焼きをした。無釉大壺も粘土

紐積み上げでタタキ成形、内面当て具痕を残す。口縁部はいったん外側に折ってから内側に折り返して丸く

作る。口唇部および外底に貝目が見られる。頸部は堂平大壺に比べると、やや長く伸びる。タイ産褐釉陶器

の模倣と考えられる（新垣 2009 p.71）。瓦質大壺の可能性のある事例は今のところ、口縁部のみ残存の 1例

に留まる。その口縁部形態は中国産褐釉陶器との共通性が指摘されている（新垣 2009 p.71、瀬戸 2009a 

p.166）。また残存部において明確なタタキ成形痕は確認できない。 

瓦質土器の大壺はごく少数であり、苗代川からのタタキ成形が導入された初期無釉陶器になって本格的

に生産が開始された器種と考えられる。 

＜碗＞（図 1-10～17）  

 堂平碗は粘土紐積み上げで、貼り付け高台を作る。口唇部を釉剥ぎしており、甕などで用いられる合わせ

口窯詰めを採用していたと考えられる。外底部内に「二」「十」の刻銘が見られるものがある。胴部下半には伏

せた状態での削り痕が残る。高台内はナデつけられ、ロクロによる削り痕跡は認められない。無釉碗の高台

の作りには「輪状粘土紐貼り付け」と「円盤状粘土貼り付け」の二者がある。前者は高台畳付きがやや丸みを

帯びており、外底はナデで整えられている。また高台接着部にヒビがはいるものもの見られる。後者の外底部

は回転削り痕が認められ、ロクロの存在を示唆する。外底部内に「一」「二」など刻銘を有するものもある。天

目碗に類似した形態がある。施釉された事例において口唇部釉剥ぎは認められない。瓦質碗については、

「碗」として報告されているものは、平底で、後述する鉢ないしは浅鉢の小型製品に近い。 

瓦質碗は堂平・無釉碗との共通性は低い。無釉碗に見られる輪状粘土紐貼付は、堂平碗の貼付高台に由

来すると考えられる。しかし円盤状粘土貼付＋回転削りの高台は堂平碗には認められず、別系統の技術導

入の存在を想像させる。 

＜皿＞（図 1-18～22） 

 堂平皿は平底であるが、蓋の可能性もある。口唇部釉剥ぎ例がある。無釉皿は粘土紐巻き上げで回転調

整を施されている。平底が多いが、粘土紐貼付高台と円盤状粘土貼付高台＋回転削りの二者が見られる。

平底の皿は本土のかわらけに形態的に近い。瓦質皿の内面にスス痕があり、貼付高台を作る灯明皿がある。 

いずれにおいても皿類は例数が少ない。無釉皿は無釉碗の影響を受けている可能性がある。また貼付高

台の瓦質皿は、無釉皿から影響を受けた可能性もある。 

＜瓶（徳利）＞（図 2-23～27） 

 堂平瓶は粘土紐積み上げでタタキを行い、内面に当て具痕を残す。口縁部は外側に折り返して肥厚させ

る。底部がやや上げ底になり、貝目が残る。肩部に沈線を施す例がある。無釉瓶は口縁部が外反し、口唇部

は丸みを帯びる。また外面折り返しより肥厚された事例もある。瓦質瓶として報告された肩部があるが、瓶と判

定できるかどうか難しい。 

無釉瓶は、その口縁形態と成形技法から、堂平瓶の影響を受けて製作された可能性が高い。 

＜香炉＞（図 2-28～32） 

 堂平香炉は浅鉢状の身の下部にやや長めの三脚をつける。本土産の中世瓦質土器に見られる「奈良火鉢」

（立石 1995）に形態が近く、模倣の可能性も考えられる。無釉香炉はやや開く円筒状で外面に突帯状の隆起
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を数条めぐらせる。底部に小型の三足を作る。瓦質香炉には円筒形と直方体の二者がある。前者は小型の

三足、後者は四足を作る。後者の外面にはヘラ彫りなどによる装飾が施される。 

無釉・瓦質香炉は中国の磁器製香炉を模倣している可能性があり、一方、堂平香炉は本土産の瓦質土器

に近い。両者は異なる系譜によるものと推測される。 

＜水注（急須）＞（図 2-33～38） 

 堂平窯跡では「水注」、沖縄では「急須」と報告されている。堂平水注は肩部が張り、受け口を作ることから

蓋がともなうと考えられる。アーチ状把手と円筒状把手の二者が見られ、前者は胴部に横方向につくものと、

口部をまたいで作るものとがある。注口は巻口でつくられ、上げ底となっている。注ぎ口と把手の間の角度は

75度、90度がある。無釉急須は受け口口縁部と円筒形把手を作る。把手は残っていないが同じような受け口

を作る事例は器壁が薄く、ロクロ成形の可能性がある。また後者は釉薬を二重掛けしており、作りが丁寧であ

ると言える。瓦質急須の把手は確認されていないが、受け口を作る。器壁が薄く、強い回転ナデが見られる。

ロクロ成形の可能性もある。 

形態的には堂平・無釉・瓦質は共通するが、堂平水注は、韓国の甕器（伝製品）の中にアーチ状把手

を有する薬湯壺があり（世界陶磁器博覧会2001韓国実行委員会編2001 p.131）、むしろそれに近い。一方、

無釉・瓦質急須は中国からの影響が推測される。香炉と同様、異なる系譜を引く可能性がある。また

瓦質急須の強い回転ナデはロクロの存在を推測させる。 

＜土製品・置物＞（図 2-39～42） 

堂平Ⅰa 期には馬ないしは犬をかたどった手づくねの動物形土製品を製作している。また初期無釉陶器と

瓦質土器では、人や動物の置物がやはり手づくねで作られている。器種的には共通するものの、後者の作り

は堂平に比して丁寧であり、量・種類も多く、両者に関係があったとは想定しにくい。 

(2)パターン B（堂平＋無釉） 

＜片口＞（図 3-43～45） 

 堂平片口は粘土紐積み上げでタタキで作り、内面に当て具痕を残す。口縁部は多くが内側に折り返して肥

厚させる。注口は口縁下から胴部上半部を U 字状に切り取り、注口をつける。一部に巻口の注口が見られる。

口縁部に貝目が残り、合わせ口で窯詰めされた。無釉片口も内面に当て具痕を残し、タタキ成形であること

がわかる。口縁部は単純に外側に折り返すものと、内側に折り返して肥厚させるものとがある。ただし後者は

注ぎ口部が残存しておらず、片口かどうかは確定できない。形態的には堂平片口に近い。 

無釉片口は堂平片口を模倣して製作された可能性が高い。しかし片口は、こののち琉球陶器の器種とし

ては定着しない。 

＜甕・甕蓋＞（図 3-46～50） 

 堂平甕は粘土紐積み上げでタタキ成形、内面に当て具痕を残す。胴部上半が直になるバケツ形と、肩部

の張るタイプの二者がある。前者は外面に沈線文、後者は肩部に縄目貼付文を施す。口縁部は外側に折り、

さらに内側へ折り返して断面が斜めの「Ｔ」字状になる。断面に逆三角形の空隙ができる。口縁上面に貝目が

密に残り、外底にも貝目が見られる例もある。無釉甕は粘土紐積み上げでタタキ技法で成形する。内面にタ

タキの当て具痕を残す。肩部に縄目貼付文を一条巡らせる。口縁部は外側に折り返して成形するが、折り返

しは一度だけで、さらに内側には折り返さない。そのため断面に逆三角形の空隙は見られない。口縁上面と

外底に貝目が見られる。ナカンダカリヤマ古墓出土例の貝目は、口縁部はハマグリと思われるが、外底部は

堂平甕には見られないタイプのもので、沖縄産の貝殻が使用された可能性がある。堂平甕蓋は口縁部を内

側に折り曲げ肥厚させるのに対し、無釉蓋は口縁形態が異なる。後者は蓋かどうかも不明であり、たとえ蓋だ

としてもその数量は堂平に比べるとはるかに少ない。 
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無釉甕は堂平甕をかなり忠実に模倣しているといえる。ただし口縁部の成形技法は堂平よりも一工

程省略されており、これは摺鉢口縁の変化と同様に、沖縄の使用粘土の違いに由来する可能性がある。  

(3)パターン C（堂平＋瓦質） 

＜中壺＞（図 3-51～54） 

 堂平中壺は口縁部を内側に折り返しで肥厚させる。両耳を作る例もある。東南アジア産で、茶の湯に水指と

して導入された土器、いわゆるハンネラを模倣したと推測される壺もある。瓦質中壺は頸部が伸び外反するタ

イプと口縁下で屈曲して短く開くタイプである。前者についてはハンネラの模倣の可能性が指摘されている

（新垣 2009 p.71）。 

器種としてはともに中型の壺であるが、形態・成形技法において懸隔があり、異なる系譜と考えられる。そ

れゆえ、ともにハンネラ模倣の器形を有しているものの、今のところ両者の関係は不明である。 

(4)パターン D（堂平のみ） 

＜両耳付甕（甑）・壺（受口付）・溲瓶＞（図 3-55～57） 

 受け口を作る壺および動物形土製品については不明だが、両耳付甕（甑）および溲瓶は、韓国の甕器の

民俗例に類例が知られ（世界陶磁器博覧会 2001 韓国実行委員会編 2001 p.132、江浦 2009）、朝鮮からの

系譜を引く器種と考えられる。 

(5)パターン E（無釉＋瓦質） 

＜杯＞（図 3-58～60） 

無釉杯は円盤状貼付高台で、高台内側に回転削りが見られる。器壁はきわめて薄いものがあり、ロクロ成

形の可能性が高い。報告されている瓦質杯は口縁部のみで、全体形が不明なため杯と呼べるか不明である。

器表面は丁寧に磨かれているので、液体を入れた容器の可能性はある。 

無釉杯と瓦質杯とでは形態的に差異が大きい。無釉杯は 17 世紀前半代の中国青花磁器杯をモデルにし

て新たに登場した可能性がある。 

＜焜炉＞（図 4-77･78） 

無釉陶器と瓦質土器には、内壁に突起を作る焜炉がある。煎茶との関係も考えられるが、比較的大型もの

もが多く、暖房用とも考えられる。本土あるいは中国との関係を考える必要がある。 

＜植木鉢＞（図 4-63～67） 

 瓦質植木鉢については、石井龍太や新垣力による詳しい検討がある（新垣 2000・2011b・2014、石井 2008・

2009）。石井 2009 によれば形態は底部からゆるやかに曲線を描きつつ立ち上がり、口唇部は内面に突出す

るものと直立するものがあるが、前者が主流をなす。粘土紐積み上げにより成形される。底部に排水用の穿

孔を施す。外面の装飾は、口縁下に１～３条、胴部に 1条の波状突帯を施す。また胴部表面に円筒印章によ

り牡丹文、草花文を施文している。無釉植木鉢は胴部を膨らませて口縁部にいたる器形は瓦質土器と類似

するが、口縁部が鰐縁を作る点で瓦質土器と異なる。また口唇部は指押さえによる波状を呈する。胴部に波

状突帯を施し、沈線もしくはスタンプによる施文が器壁外面に施される。 

石井や新垣が指摘しているように、無釉植木鉢は瓦質のそれを継承したものと考えられる。 

＜浅鉢・深鉢＞（図 4-68～76） 

 無釉浅鉢は肩部で屈曲し、外折して短い口縁を作り、小型である。一方、瓦質浅鉢・深鉢と分類される鉢類

は、数も多く、その形態が多様である。口縁部が逆 L 字状を呈することから「盤」として報告されるものや、口

縁部が波状に成形された浅鉢・深鉢も見られる。新垣力は、これらの一部は水指、建水として使われた可能

性を指摘している（新垣 2007 p.210・217）。盤や波状口縁（稜花形）の浅鉢などは、中国磁器の皿や鉢を模

倣しているのかもしれない。 
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＜火入（火舎）＞（図 3-61･62） 

 無釉と瓦質はともに円筒形で、瓦質にはススが付着している。香炉の可能性もある。 

(6)パターン F（無釉のみ） 

＜水滴＞（図 4-79） 

文房具の一種であり、社会上位階層への供給品と考えられる。中国磁器を模倣している可能性がある。 

＜煙管＞（図 4-82･83） 

羅宇の部分のみが確認されている。断面が六～八角形と円形のものがある。石井 2011 における「パイプ

形・無釉陶器製」に該当する。 

＜灯火具(燭台)＞ （図 4-80･81） 

 灯火具として燭台と灯明皿がある。蝋燭が貴重であった当時であるから、燭台は王府をはじめとし

た社会的上位層のための製品であろう。また灯明皿も、その全体形は不明ながら、皿の下部に油を溜

めるための容器部が付随していたと考えられる特殊な器形である。中国磁器の模倣であろうか。 

＜筒物＞（図 4-84） 

 そのほかに筒物と報告された用途不明容器がある。 

(7)パターン G（瓦質のみ） 

＜こね鉢＞（図 4-85） 

摺鉢と形態的に共通し、ただ櫛目が施されていない。摺鉢が薩摩焼の影響を受けつつ初期無釉陶器

に継承されるのに対し、こね鉢は今のところ確認されていない。 

＜茶釜・鍋＞（図 4-86～88） 

茶釜は本土産瓦器との関係が指摘されている（沖縄県教育委員会編 1993 p.138。ただし報告書では「鰐

釜」）。このほか鍋が出土している。 

 

４．堂平製品・沖縄産初期無釉陶器・瓦質土器との関係 

 以上、堂平Ⅰａ期製品、沖縄産初期無釉陶器・瓦質土器について、器種・形態・技法という 3 つのレベルで

比較検討してきた。これまでの検討から、堂平製品との関係を中心に三者の関係について整理したい。 

 まず堂平製品において見られ、瓦質土器には今のところ見られないパターンＢの器種－片口・甕は、苗代

川陶工の移住にともなって新たに沖縄にその製作技術がもたらされたと考えられる。ただし形態的に類似し

つつも、口縁部の作成技法において変化も見られる。これは堂平と初期無釉陶器とでは用いている粘土の

違いに由来する可能性がある。また窯詰め技法においては、こののち貝目技法に替わってサンゴ目が導入

されるようになる（新垣 2011 p.18）。つまり苗代川系技術の導入によって登場した新器種は、形態・技法レベ

ルで沖縄的な在地化が見られると言える。しかし片口は、こののち沖縄において器種として継続しない。苗

代川からの技術導入にともなって一時的に生産されるものの、食文化などの違いにより姿を消したのであろう。 

 パターン A の中にもパターン B に近いものもある。大壺は瓦質土器においても少数生産されたようである

が、中国産大壺をモデルとしており（新垣 2009 p.71、瀬戸 2009a p.166）、初期無釉陶器とは形態的に異な

っている。大壺の本格的生産は苗代川系技術の導入を待たねばならなかったのであろう。初期無釉陶器の

大壺は、粘土紐積み上げ＋タタキで、内面に当て具痕を残している点で、堂平の技法を残しているのに対し、

頸部から口縁部にかけての形態は、新垣力が指摘するようにタイ産の大型壺のそれを模倣している（新垣

2009 p.71）。苗代川の技術を導入しながらも、沖縄において求められた大壺の形態は異なっていたと考えら

れる。 

また初期無釉陶器と瓦質土器の香炉は、青磁など中国磁器の模倣と推測されるが、堂平の香炉は本土産
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瓦器の火鉢により近い形態を有する。水注（急須）も同様である。先述したように堂平の水注は韓国の甕器に

類似例がある。また初期無釉陶器の急須はロクロによる成形の可能性もある。つまりこれらの器種の共通性

は必ずしも技術導入の影響関係とはみなせない可能性がある。堂平の動物形土製品と無釉陶器・瓦質土器

における置物の関係についても言えよう。 

一方、摺鉢は瓦質土器段階ですでに備前摺鉢の影響を受けて生産されていた（新垣 2000 p.14）。苗代

川における摺鉢生産の開始も備前摺鉢の模倣が想定されている（鹿児島県立埋蔵文化財センター編 2006 

p.372、渡辺 2011a p.10）。しかし口縁部の形態ならびに成形技法において違いが見られ、瓦質土器では屈

曲させるだけなのに対し、堂平では外側折り返しにより肥厚させている。初期無釉陶器では、同様の折り返し

と見られるものと、それを模しつつ、外反させるのみのものがある。すでに沖縄で生産されていた摺鉢が、苗

代川系技術の導入により形態的変化を起こしたと言える。 

碗についてはもう少し様相が複雑である。堂平の碗は、貼付高台を作り、口唇部釉剥ぎによる合わせ口窯

詰めをしている。このことは苗代川系陶工が、朝鮮において主として甕や壺などの生産を主体とする甕器系

陶工であったため、ロクロ成形による碗・皿製作に慣れていなかった可能性が指摘できる（渡辺 2011a）。一

方、無釉陶器に見られる碗は、堂平と同じ、輪状粘土による貼付高台が見られるとともに、円盤状粘土を貼り

付け、高台内部を削る技法が見られる。この技法は堂平製品には見られない。この削りがロクロによるものだ

とすると、初期無釉陶器の成形には、苗代川だけでなく他の技術系統が導入されていたことを示唆する。他

の技術系統として中国系の可能性が考えられるが、あるいは薩摩焼においてすでにロクロ成形技法を導入し

ていた竪野系窯場の技術の導入も可能性として考えられる。今後の課題である。また初期無釉陶器の碗に

は、天目茶碗を模倣したと思われる形態の碗があり、円盤状粘土貼付高台は、天目茶碗の高台の形態を意

識したそれと考えることもできよう。先行する瓦質土器の碗は形態的に異なり、不連続性が強い。貼付高台を

有する瓦質碗は、無釉碗からの逆影響の可能性も考えられる。 

  パターンCである中壺は、同一器種ではあるが、形態の違いが大きく、影響関係は見いだしがたい。ただ

し堂平に見られるハンネラ模倣と推測される壺は注意を要する。瓦質土器の中壺がハンネラを模倣している

可能性が指摘されており（新垣 2009 p.71）、両者がそれぞれ別系統で成立したのか、あるいは何らかの影

響関係にあるのかは、現段階では判然としない。 

 パターンＤは、堂平では生産していながら、沖縄で見られない器種である。もちろん考古学的に「ない」と言

うのは難しいが、苗代川陶工がもたらした器種は、沖縄において選択的に採用された可能性を示唆する。 

 苗代川系製陶技術の導入は、単室登窯などの導入により、瓦質土器に比べると、より高温で硬質の陶器生

産を可能にしたと考えられる。瓦質土器に共通した器種（パターンＥ）および初期無釉陶器のみに見られる器

種（パターンＦ）もまた、苗代川系製陶技術の導入による出現・変化を示唆している。その中で植木鉢につい

ては、新垣力、石井龍太らによって詳しい検討がなされている（新垣 2000・2011b・2014、石井 2008・2009）。

彼らの検討から、初期無釉陶器の植木鉢が瓦質土器のそれを祖型とすることはほぼ間違いないであろう。こ

こで石井の指摘について注目したい。石井は湧田窯跡における瓦と植木鉢の粘土と焼成施設が同じである

ことから、両者がきわめて近しい集団によって製作された可能性を指摘している（石井2009 p.79）。それを踏

まえると、植木鉢が無釉陶器へと転換していくことは、瓦＋瓦質土器の植木鉢という生産体制から、植木鉢の

みが引き離され、甕や大壺など無釉陶器の生産体制の中に編入された可能性を示している。苗代川系技術

の導入は、今回検討した器種や形態、技法レベルにとどまらず、湧田窯における生産体制の再編成をも促し

た可能性がある（石井 2008 p.160）。 

 最後に、器種や形態において、苗代川の影響がほとんど見られないものがあることを指摘しておき

たい（パターンＥ・Ｆ・Ｇなど）。これらに共通するのは、日用品よりも植木鉢（Ｅ）、水滴・煙管・
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灯火具（燭台）（Ｆ）、茶釜（Ｇ）など、嗜好品・奢侈品が目立つことである。先述したように浅鉢・

深鉢については水指・建水の可能性が指摘されている（新垣 2007 p.218）。またパターンＡであって

も、嗜好品・奢侈品である香炉と水注（急須）、置物は、堂平と無釉陶器・瓦質土器とでは系譜が異な

る可能性を指摘した。このような無釉陶器・瓦質土器に嗜好品・奢侈品が目立つことは、湧田窯が琉

球王府の御用窯的性格（新垣 2007 p.218）と関係すると思われる。そしてこのような嗜好品・奢侈品

に苗代川系技術が大きな影響を与えていないことは、17世紀前半の堂平窯が、朝鮮系製陶技術を色濃

く残す日用品生産を主体とした窯であったこととも関係しているのであろう。御用窯として湧田窯に

求められた王府からの需要に対して、日用品生産主体の苗代川系技術が全面的に応えられたわけでは

ない、と言えるのではなかろうか。 

 

おわりに 

 苗代川陶工の渡琉は、琉球王府から薩摩藩へ要請されたものと伝えられる。その理由として琉球国は「未

諳甄陶」とされている（中村・輝編 2011 p.20）。もしその記述が正しいとするならば、琉球王府はどのような背

景・意図で要請したのであろうか。本稿の検討において、苗代川系製陶技術の導入が、器種レベルで大きな

影響を与えたのは、甕や大壺のようなタタキ成形で製作する大型器種であった可能性が指摘できる。沖縄で

は 15 世紀以後、南中国や東南アジア産の大型の壺・甕が流通していた。それらは商品として運ばれた可能

性もあるが、コンテナとして運び込まれ、そののち二次流通したこともあったであろう。しかし 16 世紀後半以

後、琉球の対外貿易は衰退へと向かい、海外陶磁器の流通も減少していったことが指摘されている（瀬戸

2009bなど）。このような減少に対して、瓦質土器で大型製品の生産も試みた可能性が、褐釉陶器を模倣した

大壺の存在から想像される。しかし瓦質土器では大型の甕・壺では十分に対応できず、それら大型陶器の欠

を補うために、薩摩藩に陶工の派遣を要請したと推測することも可能であろう。 

 ただし本稿での検討はまた、器種や形態、製作技法のさまざまなレベルで、苗代川の製陶技術が「そのま

ま」移植されたわけではないという様相をも明らかにした。堂平窯で生産された器種が取捨選択されていた

可能性があり、また嗜好品・奢侈品などは、焼成技術こそ導入しているが、器種・形態的には堂平には見られ

ないものが多い。つまり導入にあたって琉球側の主体性が発揮されていたことが読み取れる。そのことの背

景の一つには、初期無釉陶器や瓦質土器を生産した湧田窯が、琉球王府の御用窯的性格を有しており、王

府からの需要に応えることが、まずなにより重要であったことがあったと推測される。植木鉢生産において、湧

田窯の生産体制の再編成が推測されることも、同じように王府の主体的な対応の一つと考えることができよう。 

 最後に今後の課題として、3点を挙げておきたい。まず 1点目は初期無釉陶器と瓦質土器の年代的関係で

ある。前者の出現ののち後者がいつまで生産を存続させていたのか、その重なっていた時期において、両

者に何らかの技術交流があったのか、という点の解明は、近世初期の沖縄窯業の様相を知る上で重要であ

ろう。2 点目は、本稿においても指摘したが、近世初期において苗代川以外の外来技術が導入されているか

どうかである。とくに中国との関係を注視する必要があろう。3 点目として、沖縄の無釉陶器の系譜が、その後

どのように展開していったかの解明が求められる。そのためには、17 世紀後半に操業を始めたとされる喜名

焼（読谷村）や、1682 年の窯場の統廃合によって成立したとされる壺屋焼（那覇市）の初期製品などの実態と、

初期無釉陶器との関係性の解明が必要とされる。今後の資料の増加と検討を期待したい。 
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2006） 

2・3・13・15・22・32・41・42・54・60・61・63・66・67・70・78・85・86：湧田窯跡行政棟地区（沖縄県教育委員会編 1993） 

4・9・16・17・30・31・37・38・53・72・73・74・87・88：湧田窯跡県庁舎議会棟地区（沖縄県教育委員会編 1995） 

27・29・36・40・65・68・71・75・76・77・80・81・82・83：湧田窯跡地下駐車場地区（沖縄県教育委員会編 1999） 

7・20・21・24・25・26：首里城跡銭蔵地区（沖縄県立埋蔵文化財センター編 2015） 

45・84：首里城跡御内原北地区（沖縄県立埋蔵文化財センター編 2010） 

44：首里城跡城郭南側下地区（沖縄県立埋蔵文化財センター編 2004） 

12・14・49・58・62・64・69：首里城跡木曳門地区（沖縄県立埋蔵文化財センター編 2001） 

59：首里城跡下之御庭地区（沖縄県立埋蔵文化財センター編 2001） 

35：首里城跡廣福門地区（沖縄県立埋蔵文化財センター編 2001） 

79：首里城跡漏刻門地区（沖縄県立埋蔵文化財センター編 2001） 

8・50：ナカンダカリヤマ古墓群（沖縄県立埋蔵文化財センター編 2005） 
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