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五島焼の窯跡と製品について
―2016・2017 年度の調査から―

野上

建紀

（長崎大学多文化社会学部）
そして、現況で窯跡であることが確認できるのは、

はじめに
１

調査の経過

旧福江藩領内の山内窯跡、通称壷焼窯跡、旧富江藩領

２

五島焼の窯跡の踏査および測量成果

内の田ノ江窯跡、八本木窯跡の４ヶ所のみであり、そ

３

五島焼の窯跡採集遺物

の内、窯体の遺存が確認できるものは田ノ江窯跡、八

４

五島焼の製品の特質

本木窯跡のみである。
本報告は、2016 年から 2017 年にかけて行ったこれ

おわりに

らの窯跡の踏査および測量調査、そして、採集遺物の
整理作業の報告である。

はじめに
長崎県本土の西方の五島灘に位置する五島列島は、

１

自然豊かな島々である。古来より大陸との交易、交渉

調査の経過
長崎大学多文化社会学部は、2016 年より近世五島

の上で重要な位置にあり、福江島はその五島列島の中

焼の調査研究を行っている。2016 年には、田ノ江窯

で最も大きな島である（図１）
。
五島焼とは、その名の示すとおり、五島で焼かれた

跡の測量調査と富江町所在の窯跡（田ノ江窯跡、八本

陶磁器である。そして、五島焼は、藩政期に始まる産

木窯跡）で採集された陶磁器片や窯道具の実測作業を

業としての五島焼と現代の陶芸としての五島焼に分け

行った。採集遺物はいずれも富江歴史民俗資料館に収

られ、両者の間に直接のつながりはない。本報告は、

蔵されているものである。そして、2017 年は福江島

藩政期に始まる五島焼、すなわち近世五島焼のもので

所在の窯跡の踏査、八本木窯跡の測量調査、山内窯跡

ある。藩政期の福江島は、五島氏による福江藩によっ

採集遺物の実測作業を行った。山内窯跡採集遺物は、

て治められ、寛文元年（1661）には福江藩より分知し、

岐宿資料展示室に収蔵されているものである。以下、

富江領（富江藩）が成立している。五島焼の窯は、福

これまでの調査の経緯と筆者以外の参加者を記す。

江藩、富江領のいずれの領内にもあった。
① 2016 年 8 月 21 〜 24 日

『五島編年史』によれば、小田、田野江、八本木（繁
敷）、松山（山内）
、小田（梨山）
、籠淵（壷焼）の６ヶ

田ノ江窯跡測量調査、田ノ江窯跡・八本木窯跡採集

所の窯跡の所在が伝わっているという（中島 1973、

遺物実測作業

p652）
。すなわち、旧福江領内に 2 地区 4 ヶ所、旧富

佐々木達夫（金沢大学名誉教授）、渡辺芳郎（鹿

江領内に 2 地区 2 ヶ所である。一方、長崎県遺跡地図

児島大学法文学部教授）
、中野雄二（波佐見町教

では、４ヶ所の窯跡が記載されている。旧福江藩領内

育委員会学芸員）
、松下久子（長崎県文化観光国

の皿山窯跡、通称壷焼窯跡の 2 ヶ所、旧富江領内の皿

際部文化振興課学芸員）
、Nguyen Thi Anh（ベト

山窯跡、八本木窯跡の 2 ヶ所である。複数の文献にお

ナム・ハノイ大学）、岡田淳希、神田希、金城康

いて、それぞれの窯跡の名称が異なっている。その

哉、瀬戸暁加、平川梨乃、福島雄平、本多涼香（長

ため、対照表を掲載する

1)（表、図２）
。本報告では、

崎大学多文化社会学部学生）
② 2016 年 11 月 4 〜 6 日

長崎県遺跡地図の名称を使用したいところであるが、
山内窯や田ノ江窯（富江窯）がいずれも皿山窯跡と記

田ノ江窯跡・八本木窯跡採集遺物実測作業

載されており、混同を避けるために、山内窯跡、田ノ

福島雄平（長崎大学多文化社会学部学生）
③ 2017 年 3 月 8 〜 9 日

江窯跡の名称を使用する。
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（２）山内窯跡（皿山窯跡）

五島焼文献調査
④ 2017 年 3 月 20 〜 22 日

五島市岐宿町中岳郷字中野に位置する（図４）
。山
内盆地の中央部に位置する荒神岳の南麓の畑の下方の

八本木窯跡踏査

道路下に「皿山窯跡」の石碑がある（図５）
。

岡田淳希、福島雄平（長崎大学多文化社会学部

現況は山林であり、すぐ側に小川が流れている。地

学生）
⑤ 2017 年 5 月 19・20 日

野上建紀

形は大きく改変されている。遺物の散布状況やおおま

地籍図および現況確認

⑥ 2017 年 6 月 8 〜 10 日

かな地形から考えると、物原は下方の小川側と思われ

小田窯跡、八本木窯跡、山内窯跡、通称壷焼窯跡踏

るが、窯の範囲や方向は不明である。製品の失敗品、

査

窯道具、窯壁片などが採集できる。
製品は、染付碗（端反碗か）
、染付皿、染付瓶（壷）、

中野雄二（波佐見町教育委員会学芸員）
、岡田淳

白磁蓋、陶器擂鉢など、窯道具はトチン、円形ハマが

希（長崎大学多文化社会学部学生）
⑦ 2017 年 8 月 21 〜 24 日

見られる（図６）
。染付皿は玉縁状の口縁をもつ蛇の

八本木窯跡測量調査（図 20、21、25）

目凹形高台の製品が主であり、蛇の目状の部分にアル
ミナを塗布するものも見られる。

中野雄二（波佐見町教育委員会学芸員）
、溝上隼
弘（佐世保市教育委員会学芸員）
、韓盛旭（大韓

（３）通称壷焼窯跡

民国・民族文化遺産研究院）
、新垣咲希、川畑容、

五島市岐宿町戸岐首郷字地蔵口に位置する（図７）
。

山口友香、前川智英、長岡南実、弓場春佳（長

戸岐ノ首の道路脇の畑の一部に窯壁片や少量の製品の

崎大学多文化社会学部学生）
⑧ 2017 年 9 月 12 〜 13 日

失敗品、窯道具が確認できる。地形改変が著しく旧状
は不明である（図８）
。窯の範囲や方向、物原の位置

山内窯跡採集遺物実測作業

なども不明である。
２

製品は染付碗、染付格子文皿など、窯道具はトチン、

五島焼の窯跡の踏査および測量成果
前述のとおり、長崎県の遺跡地図には、
福江島に４ヶ

羽根ハマとみられるものが見られる（図９）
。染付格

所の窯跡が記載されているが、窯体の位置が明らかで

子文皿は、見込みが蛇の目状に釉剥ぎされ、アルミナ

あった窯跡は、田ノ江窯跡と八本木窯跡のみであった。

が塗布されている。

山内窯跡や通称壷焼窯跡は、陶磁器片、窯壁片、焼土
などにより窯跡であることはわかるが、窯体について

（４）田ノ江窯跡

は不明であった。そして、遺跡地図に記載されていな

田ノ江窯跡は、五島市富江町松尾字皿山 520・521・

い小田窯については正確な位置もわからず詳細が不明

527 に位置している（図 12、図 13）。2016 年、長崎大

であった。

学多文化社会学部によって測量調査が行われている。
すでに成果を公表しているので（野上 2017）、ここで
は詳しく述べないが、窯の全長は推定 55 〜 60m、標

（１）小田窯
小田窯は五島市福江町大荒郷字小田池ノ南 1558 番

高 15m から 30m にかけての範囲に位置しており、比

地にあったというが、現況は不明である。近隣の住民

高差は約 15m である。焼成室の数はおおよそ 15 室前

への聞き取り内容に従い、かつて陶磁器片も採集でき

後と推定される。焼成室の横幅は 6m 台、奥行は 4m

たという地点を目指して踏査を行うが、踏査範囲では

台である。

遺物、焼土ともに確認できなかった。山祇神社の左脇

田ノ江窯は、文化２年（1805）に陶工を招いて開窯

道を山に向かって進み、有川石材の資材置き場付近を

したとされるが、この頃には長崎県内で相次いで窯が

踏査した（図３）。山裾に沿ってイノシシ除けの金属

築かれている。文化元年（1804）には小串亀山窯、文

製の柵が巡らされており、
柵の内側には石祠があるが、

化４年（1807）には亀山窯、そして、文化５年（1808）

文字は確認できなかった。

には瀬古窯が開窯している。ほぼ同時期に開窯した瀬
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古窯の規模と比較してみる。瀬古窯では１号窯と２号

そして、八本木山の麓に窯場を意味する「皿山」と

窯の２基の登り窯が確認されており、１号窯よりも２

いう文字が記されており、本焼きの登り窯とみられる

号窯の方が古く、開窯期の窯と推定されている。焼成

「窯」の他、
「役所」、
「スヤキ（素焼き窯）」の施設が

室の規模は１号窯（横幅 7.5m 内外、奥行 5m）より

描かれている（図 26）。「窯」には屋根が架けられて

は小さく、２号窯（横幅 6.6m 内外、奥行 4.5m）と近

おり、焼成室の数などは確認できない。「スヤキ」は

い。焼成室の数も１号窯、２号窯ともに 15 室と推定

出入口が一つ描かれている。独立した単室窯のよう

されるので、田ノ江窯は瀬古窯の２号窯と同規模の窯

であり、２基描かれている。「窯」の上方には赤い鳥

であったと推定される。

居とともに「窯神」と記されている。また、川岸には
水碓小屋とみられる小屋も複数描かれている。
「役所」

また、2016 年に行った田ノ江窯跡の現地踏査で確
認した遺物を紹介する。製品は染付広東形碗、染付二

が置かれていることから、窯の経営に藩が介在してい

重網目文碗、染付端反碗、
染付端反碗蓋、
染付鉢
（大碗）
、

たことを伺わせる。当時の窯場空間の様子を知ること

染付香炉、染付竹笹文皿などがある（図 10）
。染付二

ができる良好な史料である。
皿山の周辺に目を転じれば、
地図中には「皿石在り」

重網目文碗は染付広東形碗と熔着している。
染付鉢（大
鉢）は外面いっぱいに雲文、見込みに波涛に岩と見ら

とあり、陶石の採掘地あるいは置き場である可能性が

れる文様が描かれている。窯道具は磁質円形ハマ、磁

ある。その他、山肌に「石山」と記されている部分が

質足付きハマ、磁質逆台形ハマ、半磁質逆台形ハマ、

あるが、陶石であるのか、単なる露岩であるのか、不

磁質チャツ、陶質シノ（ナンキン）
、陶質の十字形の

明である。なお、地図中でひときわ大きな建物として

羽根ハマがある（図 11）
。磁質チャツには縁に切り込

描かれている「禮作」の宅地の位置は、現在、窯跡の

みが見られるものを含む。陶質シノの上面には磁質ハ

土地所有者の宅地の敷地である。

マが熔着しているものがある。

この『八本木皿山絵図』を参考にしながら、2017
年 3 月および 6 月に現地踏査を行った。地図上で赤い

（５）八本木窯

線で表現された道、やや青みがかった線で表現された

五島市富江町繁敷字カニ畑 546 番地に位置する（図

川や水路を現在の衛星写真（航空写真）や地形図と照

12、14、16）
。地目は田であるが、現況は山林となっ

らし合わせながら、窯場の位置や範囲を推定する作業

ている。窯跡を再造成して水田として利用し、
その後、

を行った。登り窯の跡については、1997 年に富江町

山林となったと思われる。水田の石垣には窯壁片、焼

教育委員会（現五島市教育委員会）の案内で訪れたこ

土片が見られる。

とを下川が報告しており（下川 2001、p46）、筆者自

2017 年 6 月の踏査で窯跡上部の焼成室の両側の側

身も 2008 年に現地で確認している。しかしながら、

壁を確認し、同年 8 月に測量調査を実施した。

2017 年の踏査の段階では、すでに五島市教育委員会
でも位置の把握ができないほど草木が生い茂り、風景

①『八本木皿山絵図』と踏査

が改変されていた。そのため、数度、現地を踏査して

八本木窯跡については、五島焼とゆかりが深い上田

も窯壁片しか確認できないことが続いていたが、すで

家に『八本木皿山絵図』
（図 15）が残っている（下川

に述べたように 2017 年 6 月の踏査によって再び窯壁

2001、p46）
。地図の裏には「文化七年記

を確認することができた（図 22 〜 24）。なお、古絵

八本木

五嶋富江

繁敷」と記されており、文化７年（1810）頃

図に描かれている
「窯神」
は発見することはできなかっ

の八本木窯周辺を描いたものと推測される。

た。古写真によると、確認された窯壁のすぐ上部と思

地図には、東西南北の方位が記され、山や田畑、各

われる位置に「窯神」が置かれているようにも見える

村に通じる道や川、家屋や小屋が描かれている。家屋

が、古絵図をみると、登り窯の窯尻部分から祠や鳥居

などは人名とともに写実的に描かれている。地図のほ

までの間は少し距離があるように描かれており、古写

ぼ中心部には鳥居とともに「天満宮」の文字が見られ、

真に見える窯神は後世に移されたものかもしれない。

現在、その敷地は旧富江小学校繁敷分校の跡地となっ
ており、太宰府神社が建てられている（図 18）。
15
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１）製品

②測量成果
確認された窯体は、側壁の一部であった。両側の側

陶器と磁器が採集されている。ほとんどが磁器であ

壁の位置からおおよその焼成室の範囲が推定できたた

る。陶器は褐釉灯明皿があり、磁器には染付と白磁が

め、その焼成室を中心に 1/100 の平面図を作成した（図

ある。ほとんどが染付である。

28）。
①碗（図 29）

標高は、４等水準点（134.22m）を基準にして、窯

図 29 −１〜６は染付広東形碗である。図 29 −１・２

体 付 近 に ２ つ の 基 準 点（P1、P2） を 設 置 し た（ 図
21）。P1 は標高 157.5m、P2 は標高 157.651m である。

は見込みに「寿」字が入る。図 29 −３は見込みに波濤

確認された焼成室は、窯の最上室付近と思われるので、

に岩文、図 29 −４は見込みに波涛に岩文か波千鳥文、

おおよそ標高 140m から 157m にかけての範囲に築か

図 29 −５は外面に仙芝祝寿文（霊芝文）が描かれてお

れたと推定される。

り、見込みに小さな点状の文様を三つ配した文様が入
る。見込みの文様は波千鳥文が粗略化したものであろ

焼成室は１室のみしか確認されていない。両側の側

うか。図 29 −７は白磁広東形碗である。

壁と、奥壁の右隅部（北西部）が確認されている。発

図 29 −８〜 14 は染付端反碗と思われるものである。

掘を行っていないので、焼成室の床面は確認されてい
ない。北側の側壁が高さ 60cm 以上、南側の側壁が高

ただし、口縁部が残っていないものもあり、底部の形

さ 10 数 cm 以上、遺存している。

や文様から推測したものも含む。図 29 −８は外面に花

窯の向きは東から西へ登る東西方向であり、窯の南

卉文と思われる文様、図 29 −９は外面に竹笹文と思わ

側にある川に沿って築かれている。物原や作業段は川

れる文様が描かれている。図 29 − 10 の外面の文様は

側であろうと推定される。前掲の古絵図を見ると、窯

沢瀉文か蓮文であろうか。図 29 − 13 は二重格子文が

の川側には比較的広く平坦部が描かれているため、窯

外面を覆い、見込みにも格子状の文様が入っている。

の下方については地形改変が行われているのかもしれ

そして、図 29 −８〜 12 の見込みには点々の文様を三

ない。

つ配しているのが見られる。図 29 −５の広東形碗に見
られた見込み文様がさらに崩れて粗略化したもののよ
うに見える。図 29-11 の内面には足付きハマ痕が見ら

③採集遺物

れる。

製品は染付丸碗、染付広東形碗、白磁筒形碗、染付

図 29 − 16 は丸碗であろうか。見込みが円形状に釉

端反碗、白磁丸碗、染付皿、蓋物、香炉などがある（図
17）。染付丸碗はいわゆる望料碗と見られるものを含

剥ぎされており、重ね焼きしたものと思われる。
広東形碗の方が呉須の発色もよく、絵付けも丁寧で

む。染付皿は蛇の目凹形高台をもつ染付花唐草文が見

あり、概して上質である。

られる。染付は呉須の発色が鮮やかなものと、くすん
だものが見られ、胎土も白色で緻密なものとやや黄味

②皿、その他（図 30）

がかったものと見られる。白磁丸碗は半磁質で貫入が

皿は口径 13 〜 14cm 程度の染付小皿が主体であり、

多く入ったものであり、見込みは蛇の目釉剥ぎされて

確認できるものは全て蛇の目凹形高台をもち、玉縁状

いる。そして、窯道具は磁質のハマ、チャツがある。

の口縁部をもつものが多い。図 30 −１〜３は見込みに
３

比較的大きく主文様を描いたものである。図 30 −１は

五島焼の窯跡採集遺物

（１）富江歴史民俗資料館所蔵の田ノ江窯跡採集遺物

山水と帆船、図 30 −２は蕉葉文、図 30 −３は雪輪に竹

（図 29 〜 31）

笹文が見込みに入る。図 30 −４〜７は内側面に格子文

富江歴史民俗資料館に田ノ江窯跡採集遺物が所蔵さ

様、見込みには丸に環状の竹笹文が入るものである。

れている。採集資料は、製品と窯道具があり、以下、

図 30 −４・５・７には足付きハマ痕が見られ、図 30 −

製品と窯道具に分けて紹介する。

４・６には高台内には円形ハマが熔着している。外側
面の裏文様は粗略な唐草文（図 30 −５）などが見られ
る。図 30 − 13 は型打成形による白磁皿である。口縁
16
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部は玉縁状である。図 30 − 11 も蛇の目凹形高台の染

染付小皿である。内面に草状の文様が描かれている。

付小皿であるが、他の小皿に比べて、呉須がくすんで

蛇の目凹形高台ではなく、丸高台である。図 32 −７は

おり、器壁が薄い。むしろ八本木窯跡採集資料に近く、

全体の形が不明であるが、染付碗か皿かいずれかであ

混入したものである可能性がある。

ろう。図 32 −８は染付皿である。丸高台で見込みは蛇
の目状に釉剥ぎされている。図 32 −９は白磁あるいは

図 30 − 10 は蛇の目凹形高台をもつ染付鉢である。
外側面に唐草文が入る。図 30 − 14 は褐釉の台付きの

染付皿である。図 32 −８と同様に丸高台で見込みは蛇

灯明皿である。

の目状に釉剥ぎされている。図 32 − 10 〜 13 は染付小
皿である。いずれも蛇の目凹形高台を有する。口部は
直行するもの（図 32 − 10）と外にわずかに開くもの（図

２）窯道具

32—12）がある。図 32 − 14・15 は白磁あるいは染付の

陶質と磁質のものがある。円形ハマ、断面逆台形ハ
マ、足付きハマ、トチン、シノ、十字形ハマ（四ツ羽

仏飯器である。図 32 − 16 〜 18 は染付蓋物の蓋である。

根ハマ）などがある。

折枝梅・竹笹文などが描かれている。作りは薄手では

図 31 −１〜４はやや薄手の陶質円形ハマである。碗

あるものの、焼成不良のものが多い。図 32 − 19 は焼

と思われる製品の高台の痕跡が見られるものを含む。

成不良の碗である。内面は円形状に釉がかけられてい

図 31 −５は厚手の陶質円形ハマである。図 31 −６はや

ない。

や薄手の磁質円形ハマである。図 31 −７は陶質の断面
逆台形ハマである。図 31 −８・９は磁質の断面逆台形

（３）岐宿資料展示室所蔵の山内窯跡採集遺物

ハマである。図 31 − 10 は磁質の足付きハマである。

五島市岐宿町の岐宿資料展示室に山内窯跡で採集さ

上面には碗と思われる高台の痕跡が見られる。図 31

れた資料が展示保管されている（図 33 〜 36）。採集

− 11 は磁質のチャツである。小皿を焼成するには大き

資料には製品と窯道具がある。

すぎるので、図 30 − 10 のような鉢を焼成するための
ものであろうか。図 31 − 12・13 は陶質のトチンであ

１）製品

り、図 31 − 14 は陶質のシノ（ナンキン）である。図

製品には陶器と磁器があり、
ほとんどが磁器である。

31 − 15 は陶質の十字形の羽根ハマである。中央に一つ、

製品は陶器は碗（図 33-11）と皿（図 34- ９）があり、

それぞれの羽根の上に一つずつ、計５枚の円形ハマが

皿には足付きハマのハリの跡が残る。磁器は白磁と染

のせられていた。

付があり、ほとんどが染付である。釉はややくすんだ
ものが多く、青みがかった釉や灰色がかった釉調のも

（２）富江歴史民俗資料館所蔵の八本木窯跡採集遺物

のがみられる。器種は碗、碗蓋、鉢、皿、仏飯器、瓶、

（図 32）

蓋物などがある。以下、磁器製品を器種ごとに紹介す

富江歴史民俗資料館には八本木窯跡で採集されたと

る。

される遺物が所蔵されている。以下、それらを紹介す
①碗（図 33-1 〜 10）

る。

碗は丸碗（図 33- １・２）や端反碗（図 33- ３・４）

所蔵されている遺物は製品のみであり、窯道具は含
まれていない。図 32 −１〜７は碗あるいは碗蓋と思わ

などがある。図 33- １は山水文、図 33- ２は牡丹文が

れるものである。図 32 −１は染付碗あるいは蓋である。

外面に描かれた染付丸碗である。図 33- ３は海浜文、

高台幅が広く、
広東形碗の蓋の可能性が考えられるが、

図 33- ４は仙芝祝寿文が描かれた染付端反碗である。

碗や蓋物の身の可能性もある。内面中央には「八本」

図 33- ３は染付花唐草文皿が内面に熔着している。ま

を意匠化したものが書かれている。もちろん八本木窯

た、
碗の高台は外側に開くものが多く（図 33- ５〜７）、

産であることを示す銘であろう。図 32 −２は染付丸碗

それらは端反碗あるいは望料碗と推測される。また、

である。いわゆる望料碗であろうか。図 32 −３は青磁

蛇の目状のものもある（図 33- ９）
。図 33-10 は見込

丸碗、図 32 −４は染付広東形碗である。図 32 −５は外

みに「福」字、外面には牡丹状の花文に加え、
「寿」

面に竹笹文が描かれた染付碗と見られる。図 32 −６は

字が墨弾きで入れられている。形は碗蓋のようにも見
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後、本体の粘土を押し込んだものとみられる。図 35-

えるが、「寿」字の天地より碗の底部とした。

７・８は陶質トチン、図 35- ９は陶質シノである。図
35-10・11 は磁質のチャツであり、染付山水文皿が熔

②碗蓋（図 33-12 〜 14）

着している。図 35-11 は底部に薄手のハマも熔着して

染付端反碗の蓋とみられる。図 33-12 は笹状の文様、
図 33-13 は千鳥状の文様、図 33-14 は草葉文がそれぞ

いる。図 35-12 〜 13 は陶質の大型トチン（オオヌケ）

れ内面に入る。文様構成から図 33-14 は図 33-5 の碗

である。図 36 の陶質の十字形ハマ（四ツ羽根ハマ）

の蓋とみられる。

と組み合わせて使用するものとみられる。図 35-15 は
ボシの蓋とみられるものであるが、あるいは蓋物の製

③鉢（図 33-15 〜 17）

品であるかもしれない。

図 33-15・17 は口縁が外反する染付鉢である。いず
４

れも口縁の内側に雲文（渦文）がめぐらされており、

五島焼の製品の特質
表面採集という性格上、これらの資料のみでこれら

外面には蔓草文が描かれている。

の窯跡の特質を明らかにすることは難しい。採集され
④皿（図 34- １〜８）

ている種類の製品については、生産した可能性が高い
ことを指摘することができるが、逆に採集されてい

磁器皿は全て蛇の目凹形高台をもつ染付皿である。
また、口縁の形がわかるものは全て玉縁状をしている

ないからと言って、生産していないと断定することは

（図 34- １・２・４・６）
。図 34- １は、内面に「大」

もちろんその可能性を提示するにも資料数が乏しすぎ

字、外側面に「前」字が入る。文字の意味の詳細は不

る。
それでも今後の調査研究のための手がかりとして、

明である。文様は見込みに花卉文が入るものが多い
（図

いくつかの項目に分けてまとめてみたい。

34- ３・７・８）
。他に見込み文様としては蝶とみら
れるもの（図 34-5）や唐花とみられるもの（図 34- ２）

１）器種

がある。内側面には唐花唐草文（図 34- １・２・４・６）

田ノ江窯跡の製品の採集資料は、碗・小皿を主体と

や仙芝祝寿文（図 34-5）などが描かれている。また、

しており、
その他に鉢
（大碗）
、灯明皿、
香炉などがある。

高台内にアルミナを塗布したものもみられる（図 34-

八本木窯跡は、碗・小皿を主体とし、その他に蓋物、

3）
。
チャツの跡が見られるものがあるが
（図 34-2 など）
、

仏飯器などがある。そして、山内窯跡も同様に碗・小

内面に足付きハマの痕跡が見られるものは確認されな

皿を主体とし、他に蓋物、仏飯器、瓶などがある。い

い。

ずれの窯も日用食器を主体としている。また、五島観
光歴史資料館に所蔵されている田ノ江窯跡の伝世品の

⑤仏飯器、瓶、蓋物（図 34-10 〜 12）

中には、碗、皿、香炉、大小の瓶、仏花器、蕎麦猪口、

図 34-10 は白磁蓋物の蓋である。図 34-11 は白磁仏

中皿などがみられるが、染付中皿・大皿については佐

飯器である。上部が欠損しているため、染付であるか

賀県嬉野市塩田町の志田で焼かれたものと見られ、窯

もしれない。図 34-12 は染付瓶である。外面に笹文と

跡でも採集されていない。

みられる文様が描かれている。
２）年代
最も年代が遡るものは、田ノ江窯跡の場合、碗であ

２）窯道具（図 35・36）
窯道具は、ハマ、足付きハマ、トチン、シノ、十字

れば広東形碗や二重網目文碗である。二重網目文碗は

形ハマ（四ツ羽根ハマ）などがある。図 35- １・２は

広東形碗と熔着しているものである。採集資料からみ

薄手の半磁器質のハマである。外縁が盛り上がってい

る開窯年代は、18 世紀末〜 19 世紀初である。文化２

る。図 35- ３・４は厚手の陶質ハマである。図 35- ５・

年に陶工を招いて開窯したとする伝えと矛盾しない。

６は足付きハマである。いずれも上面に糸切り痕跡が

下限については、天然呉須を使用した染付端反碗の生

見られ、足の部分は粘土を押し込めたような跡がある。

産年代の内とみられる。また、明治期の染付型紙摺り

最初に三つの足の部分を型にそれぞれ押し込み、その

小皿も付近で採集されているが、田ノ江窯で焼かれた
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ものであるかどうか判然としない。これが田ノ江窯で

う（波佐見史編纂委員会 1976、404 頁）。今後、中野

焼かれたものであれば、廃窯年代は明治時代以降に下

が指摘する類似性が技術系譜を示すものかより検証し

がりうる。

ていく必要があろう。

八本木窯跡の場合、広東形碗やいわゆる望料碗など
４）製品の比較

が最も年代が遡るものである。採集資料からみる開窯
年代は、18 世紀後半〜 19 世紀初であり、田ノ江窯と

各窯の製品を比較した場合、操業年代が近似してい

同じ頃かやや古くに開窯したものと推測される。田ノ

ることから全体の傾向は共通である。ただし、山内窯

江窯跡の採集資料では確認されていない見込み蛇の目

のみ広東形碗がまだ採集されていない。
八本木窯跡の製品には、「八本」の文字を組み合わ

釉剥ぎの製品も含まれる。

せた印を見込み中央に書いたものが含まれているが、

一方、山内窯跡では広東形碗は確認されておらず、
採集資料から見る限り、19 世紀以降に開窯した窯と

田ノ江窯跡の製品に生産窯を示すような特有の銘は確

推定される。

認できない。
山内窯跡では他の窯ではみられない
「大」、
「前」といった文字を入れた皿が採集されているが、
その意味は不明である。

３）技術系譜
文献史料で確認できる五島焼の技術的源流は、肥前

５）伝世品との比較

の大村藩および肥後の天草地方の製陶技術である。大

田ノ江窯で焼かれた製品の伝世品としては、瑞雲

村藩の窯場で考えられるのは、波佐見や長与であり、
天草地方であれば高浜焼となる。波佐見では 16 世紀

寺（五島市富江町松尾）に所蔵されている染付竹林七

末に窯業が始まり、17 世紀初めには磁器生産も始まっ

賢人文火鉢や染付瑞雲寺銘瓶や個人蔵の染付菊耳花瓶

た。一方、長与は波佐見の陶工が移って成立した窯場

などが知られている（佐賀県立九州陶磁文化館 1988,

「皿山之事〔中略〕其
である。『郷村記』によれば、

p100）。染付菊耳花瓶には背面に「冨江

後正徳二年辰年波佐見稗木場より太郎兵衛と云者当地

文字が入る。

陶山方」の

へ来り此所へ皿山を立陶器を焼く」
（長与町教育委員

また、下川達彌は「天保五年（1834）」や「嘉永二

会 1974, p5）とある。正徳２年は 1712 年である。一

年（1849）」などの銘が染付で入れられている製品が

方、『上田家文書』によれば、
「當村皿山焼物仕立候初

あることを紹介している（下川 2001,p45）。

ハ去ル寶暦十二午年肥前大村ゟ焼物師共雇入」
（越中

そして、前述したように、現在、五島観光歴史資料

1989,p254）とあり、高浜焼も宝暦 12 年（1762）に大

館では富江窯（田ノ江窯）で焼かれた器として、いく

村領より陶工を雇い入れて始まっている。
言うなれば、

つか伝世品が展示されているが、その中には佐賀県嬉

長与であれ、天草であれ技術的源流は波佐見であり、

野市塩田町の志田で生産されたと推測される製品が含

基本的には共通している。製品の基本的な器形をはじ

まれている。おそらく多くの志田焼の製品が当該地域

め、窯道具の種類や形状も類似している。そのため、

に流通し、そして、伝世したことから、当該地域で生

技術そのものから正確な技術系譜をたどることは難し

産されたものと誤認されたのであろう。同様の産地誤

く、むしろ細かな文様や意匠の類似性から系譜をみる

認の経緯は、江波焼についても見られたものである。

方が有効である。

年代や産地は異なるが、いわゆる「古九谷」も同様の

そして、中野雄二は、五島焼の製品について波佐見

構図であろう。田ノ江窯の場合、まだ生産された製品

よりはむしろ長与窯の製品との類似性を認めている。

の全貌が明らかではなく、完全な誤認であるのか、部

確かに長与は長崎に近接しており、波佐見の陶工より

分的なものであるのか、不明であるが、今後の発掘調

も藩外との交流や交渉は行いやすい環境にあったとみ

査等で明らかになるものと思われる。

られる。そのためか、長与の陶工は天草だけでなく、
おわりに

四国の砥部でも雇い入れられている。すなわち、長与

五島焼がどのようなものであったか、
全容を把握し、

皿山の職人、安右衛門・さと・市次・政治・安平を雇

その技術系譜も含めて明らかにし、その歴史的意義を

い入れて、安永４年（1775）に磁器焼成を試みたとい
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知るには発掘調査によって基礎的な資料を収集し、整

野上建紀

わせて、ここで訂正する。

理する必要がある。
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1) 野上 2017、p49 では、旧福江藩領内の皿山窯跡と通称
壺焼窯をそれぞれ籠淵窯と山内窯に対応するとしたが、
それは誤りであり、正しくはそれぞれ戸岐ノ首窯跡、山
内窯跡に対応する。野上 2017 の p53 の図２の記載と合
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野上建紀

五島列島

長崎
■

福江島

図１

福江島位置図（野上 2017）

●通称壷焼窯跡（戸岐ノ首窯跡）

●小田窯跡
●皿山窯跡（山内窯跡）

●八本木窯跡（繁敷窯跡）

●田ノ江窯跡（富江窯跡・皿山窯跡）

0

5km

図２

福江島古窯跡分布図（野上 2017 を修正）
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長崎県遺跡地図

『五島編年史』（1973） 『長崎の陶磁』（1988）

野上建紀

所在地

現況

文献

1

-

小田

小田窯

五島市福江町大荒郷字小田池ノ南1558番地カ

山林カ

中島1973、下川2001

2

-

小田（梨山）

-

不明

不明

中島1973

3

-

籠淵（壷焼）

籠淵窯？

不明

不明

中島1973

4

-

籠淵

-

不明

不明

中島1973

5

皿山窯跡

松山（山内）

山内窯

五島市岐宿町中岳郷字中野

山林

中島1973、下川2001

6

通称壷焼窯跡

-

戸岐ノ首窯

五島市岐宿町戸岐首郷字地蔵口

畑

中島1973、下川2001

7

皿山窯跡

田ノ江

富江窯

五島市富江町松尾郷皿山

山林

中島1973、下川2001、野上2017

8

八本木窯跡

繁敷

八本木窯

五島市富江町繁敷郷字カニ畑

山林

中島1973、下川2001

表

五島焼の窯跡一覧表および対照表

Google マップ

2017/06/12 16:50

小田窯推定地

図３

小田窯周辺地形図・衛星画像（踏査ルート）

画像!"#$%&!'()(*+,-,./0

、地図データ!"#$%&!123453

2/2 ページ

https://www.google.co.jp/maps/@32.7051237,128.8230295,454m/data=!3m1!1e3

山内窯跡

図４

図５

山内窯跡周辺地形図・衛星画像（○印が窯跡）

図６

山内窯跡現況写真
22

6$!7 !

山内窯跡採集遺物

通称壷焼窯跡

図７

図８

通称壷焼窯跡周辺地形図・衛星画像（○印が窯跡）

図９

通称壷焼窯跡現況写真

図 10

図 11

田ノ江窯跡採集磁器

田ノ江窯跡採集窯道具
23

通称壷焼窯跡採集遺物

八本木窯跡

図 14 の範囲

●

田ノ江窯跡

図 13 の範囲

●

0

2km

図 12

田ノ江窯跡・八本木窯跡位置図（野上 2017）

田ノ江窯跡
八本木窯跡

●
●

図 13

田ノ江窯跡周辺図（野上 2017）

図 14

24

八本木窯跡周辺図

図 15 『八本木皿山絵図』（下川 2017）
太宰府神社

八本木窯跡

図 16

図 17

八本木窯跡採集遺物
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八本木窯跡周辺地形図
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図 18

太宰府神社（旧繁敷分校敷地内）

図 20

八本木窯跡平板測量風景

図 22

八本木窯跡南側側壁（東から）

図 24

八本木窯跡北側側壁（東から）

図 19

八本木窯跡遠望（北東から）

図 21

八本木窯跡レベル測量風景

図 23

図 25
26

野上建紀

八本木窯跡北側側壁（南から）

八本木窯跡測量調査参加者

https://www.google.co.jp/maps/@32.6506052,128.7384818,455m/data=!3m1!1e3

1/1 ページ

50 m

スヤキ

画像 ©2017 DigitalGlobe、地図データ ©2017 ZENRIN

水碓小屋？

窯神

皿山
窯

皿山？

役所

窯

天満宮

太宰府神社

図 27 『八本木皿山絵図』の皿山の部分の衛星画像

2017/06/05 17:29
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・
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157.056
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・

157.476

157.082

側壁

・ 156.811

156.910

・ 156.682
・ 156.528

・155.907

158.00m

側壁

側壁

図 28

八本木窯跡焼成室平面測量図
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157.00m

0

3m

Google マップ

図 26 『八本木皿山絵図』の皿山の部分（下川 2017）
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田ノ江窯跡採集資料（１）
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田ノ江窯跡採集資料（２）
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田ノ江窯跡採集資料（３）
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八本木窯跡採集資料
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山内窯跡採集資料
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山内窯跡採集資料
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山内窯跡採集資料
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山内窯跡採集資料
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