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福江島・田ノ江窯跡発掘調査概要報告 (2018)

野上建紀（長崎大学）
・大橋康二（佐賀県立九州陶磁文化館）
渡辺芳郎（鹿児島大学）
・中野雄二（波佐見町教育委員会）
溝上隼弘（佐世保市教育委員会）
・グェン ティ ラン アイン（ハノイ大学）
島藩富江領の六代当主である五島伊賀守運龍が、天草

はじめに
長崎大学では 2016 年より福江島（図１）に所在す

陶石を一手に掌握していた肥後天草の高浜村庄屋第七

る近世陶磁の古窯跡調査を行っている。2016 年度は

代宣珍の弟上田定胤を招いて、中小姓格三人扶持を与

田ノ江窯跡の測量調査、田ノ江窯跡および八本木窯

えて開かせたものとする（下川 2001）。吉永陽三もま

跡採集遺物調査、2017 年度は八本木窯跡の測量調査、

た同様に文化２年に五島運龍によって招かれた上田定

福江島内古窯跡分布調査、山内窯跡採集遺物調査を

胤が開いた窯が田ノ江窯であるとしている（佐賀県立

行った。そして、2018 年度は田ノ江窯跡の発掘調査

九州陶磁文化館 1988）。そして、筆者自身もそれらの

を実施した。五島焼の窯跡で行われた初めての考古学

考えを引用したことがある（野上 2017、2018）。一方、

的な発掘調査である。

『富江町郷土誌』は文化２年に五島運龍に上田礼作、

近世五島焼は、江戸時代に五島列島の福江島で焼か

五太夫兄弟が招聘され、陶山が開発されたのは八本木

れた焼き物の総称である。近世の福江島は福江藩と福

であることを示し、田ノ江窯より八本木窯の開窯が早

江藩から分知された富江領に分かれる。窯は福江藩と

いとする（富江町郷土誌編纂委員会 2004）。『富江町

富江領のいずれの領地にも存在するが（図２）
、両者

郷土誌』には、以下の文献資料の記述をあげている。

の関わりについては明らかではない。伝承や史料によ
ると、大村藩や天草、
讃岐の陶工が開窯や操業に関わっ

文化二年四月三十日
一五嶋富江御用人松園多門左衛門様今晩当地江御着

たとされるが、それらの技術系譜についても詳細は明
らかではない。

船之由

さらに遺跡についても窯跡の位置や範囲をおおよそ

五月一日

知ることができるのは、田ノ江窯と八本木窯の二つの

一松園多門左衛門様御見舞

窯のみであり、いずれも富江領に所在していた窯であ

一夕方松園氏案内

る。山内窯（皿山窯）や戸岐ノ首窯（通称壺焼窯）は

足軽相河判右衛門殿

五月二日

焼土や製品の失敗品、窯道具の分布により存在が確認

一松園氏御出

できる程度である。小田窯については長崎県の遺跡台

成度為

1)

帳にも記載されておらず、位置が明らかではない 。

礼作五太夫へ

陶山并開発方御頼被

工人壱人画工両人荒獅子
（荒使子の意か）

両人遺呉候様御頼

そして、工房などの窯以外の施設についても不明であ

五月三日

る。天草の上田家に残る古絵図に、八本木窯の周囲に

一松園氏

素焼き窯などの施設が描かれているのみで、遺構は確

皿山御見物ニ御越

五月五日

認されていない。

一松園様麻上下御着用

当日礼ニ御出

閏八月九日
１．文献資料にみる富江領内の磁器生産

一礼作駿平五太夫

富江領内では江戸後期、２箇所の窯場で磁器が生産

并細工人崎蔵

荒獅子平蔵九郎七政倅万次

されている。田ノ江窯と八本木窯である（図３）
。下

一槍柄木壱本鰹節一連

川達彌は、田ノ江窯について、文化２年（1805）に五

左衛門様江進物
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五嶋行

源吉舟より

外ニ書状一封

右松園多門
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一瓜鉢一枚

外ニ書状一封

続いて、手控え日記の表紙には次のように記される

右瑞雲寺方丈へ進物

（富江町郷土誌編纂委員会 2004）。

右の通遺候
前記の史料によれば、文化 2 年（1805）４月 30 日

五島富江繁敷村
文化九年七月より

に五島藩富江領の御用人である松園多門左衛門が天草
を訪れ、上田礼作・五太夫に陶山開発を依頼しており、

五島富江陶山休方並福蔵中岳へ引越に付

同年の閏 8 月 9 日には上田礼作・駿平・五太夫が細工人、

諸事取計一件手控え日記

絵書、荒使子らとともに五島に出向いていることがわ

上田

禮作

かる。そのため富江領内で窯が築かれるのは、これ以

上田五太夫

降である。なお、招聘のきっかけになった出来事とし
て、文化２年 2 月 25 日の日記の記事 2) をあげている。

文化 9 年（1812）7 月より「富江陶山」が休止し、

さらに礼作らの五島行きについては次の記録も見られ

福蔵が中岳に引っ越している。中岳は福江藩領である

る（富江町郷土誌編纂委員会 2004）
。

が、付近には山内窯の存在が知られる。福蔵はその開
窯あるいは操業に関わった可能性が考えられる。さら
に以下のように五太夫らが五島を離れ、天草に帰る記

文化四年八月十二日
一礼作五嶋行出帆

述も見られる（富江町郷土誌編纂委員会 2004）。

家内不残乗船

八月廿八日
文化十一年一月十四日

一礼作共廿一日富江江着

一登也五太夫

同所江一宿

今夕方今富へ参ル

牛深へ罷越候筈

ニテ

繁宿村江引越候由

文化十一年十二月廿二日
一五嶋より登也義去ル廿日脇津へ乗入今日牛深へ乗

文化七年二月二十日

通候由

一順宝丸五島行出帆

書状到来

文化十二年十一月廿四日

但新酒廿八挺積入
礼作五太夫方へ

小田床福徳丸より

一五島より五太夫荷物積舟帰

和紺青七斤

同人参合候而直ニ浜

蔵へ揚ル

外
三斤ハ旧冬五太夫夫婦ニ遺ス

以上のことをまとめると、文化２年に上田礼作らを

都合拾斤皿山為取付近候段懸相遺す

招聘して、まずは富江領内に窯を開く準備を進め、文
文化４年（1807）８月 12 日に五島に向けて出帆し、

化４年ごろには本格的な稼働を始めたものの、窯の経

富江を経た後、繁宿（繁敷か）に引っ越していること

営がうまくいかなくなり、文化９年には休止し、その

がわかる。開窯にあたっては一定の準備期間も必要で

後、文化 11 年（1814）には礼作らが天草に帰ってい

あろうから、本格的に窯が稼働し始めたのは、この頃

るようである。文化７年の頃、八本木窯が稼働してい

であるかもしれない。また、文化７年（1810）の日記

たことは絵図でも確認できるため、文化２年から 11

には「皿山」の文字が見られることから、文化７年に

年の間に操業していた窯は八本木窯と見られ、
その後、

は操業していたとみられる。そして、礼作が引越した

再興された窯が田ノ江窯である可能性が高い。

先については、八本木窯の窯場を描いた古絵図にも描

礼作らが五島を離れて以降の富江領内における磁器

かれており、「禮作」と記された家屋が見られる。古

生産に関する記録も断片的ではあるが、存在する。例

地図の中では最も大きな家屋として描かれている。古

えば、玉之浦町大宝寺蔵の「天保五年（1834）」銘の

地図は「文化七年記

線香立てや富江町瑞雲寺蔵の「奉寄進

五嶌富江

繁敷

八本木」の文

陶山中

嘉

字が透けて見えており、文化７年（1810）当時の様子

永二年（1849）酉六月」銘の徳利の存在から（中島

を描いたものである可能性が高い。

1973:882）、天保年間や嘉永年間に操業が行われてい
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るが、地形改変が著しい。

たことが推測される。また、
『五島編年史』の天保５

最上室と思われる焼成室は確認されたが 3)、最初の

年（1834）の項には、
「富江皿山、年々十貫匁位ノ損
失ノ趣、是ハ先ヅ治左衛門ニテ受持罷在候由」とあり、

焚き起こしの空間である胴木間は地表からは確認でき

再興後も経営がうまくいっていないことがわかる。

ていない。地表に露出した焼成室を計測したところ、
最上室とみられる焼成室の横幅が約 6.6m であり、上

そして、『五島編年史』には、田ノ江窯について、
「コノ皿山ハ富江五島家ノ経営ニシテ皿山奉行ヲ置キ

から４室目の焼成室は奥壁が横幅 6.6m 遺存している。

瑞雲寺前ノ貞方氏ヲ以テ之ニ当ラシム」と記す（中島

焼成室の奥行は上から３室目で内寸 3.75m であり、奥

1973:881）
。また、田ノ江窯に隣接する宝性院が所蔵

壁の厚みを加えると 4m 前後となる。最上室とみられ

する「田ノ江村徳松」銘の大皿を紹介し、徳松につい

た焼成室の奥壁から上から５室目の奥壁までの距離が

て宝性院の過去帳の記載から「清作ノ子ニシテ、清作

16.6m であり、１室あたりの奥行の平均は 4.1 〜 4.2m

ハ四国讃岐ヨリ来ルト伝承シ、相良姓ナリ。
」と記し、

であることがわかった。

下記のような系図を示している（中島 1973:881）
。宝

温座の巣が確認できるところでは、27 個の通炎孔
が確認されており、一つの通炎孔の大きさは 13 〜

性院横の墓地に残る墓にも同様に刻まれている。

14cm、高さ 24 〜 27cm である。一部、
トンバイではなく、
清作（嘉永 4 年 7 月 17 日没
徳松（文久２年 6 月 4 日没

ヌケが分炎柱として用いられている部分もあったこと

清山常楽信士）

がわかった。

鑵道玄心信士）

築窯にあたって大規模な造成が行われたこともわ

常吉
房吉（姓相良ヲ称ス。明治 10 年 12 月 26 日没

かった。窯は等高線に斜めに交わる方向で築かれてい

仙翁

るが、その際に尾根の北側の斜面を削りながら、埋土

冬禅信士）

を行い、平坦地を確保している。
その他、原典史料が不明であるものの、天保 5 年
（1834）に田ノ江窯跡を民間に払い下げたことや嘉永

②田ノ江窯跡採集遺物調査（野上 2018）

元年（1848）に富江皿山に火入れしたことが『富江町

2016 年 11 月 4 〜 6 日に富江歴史民俗資料館所蔵の

郷土誌』の年表に記されている（富江町郷土誌編纂委

田ノ江窯跡採集遺物の観察、実測、写真撮影を行った。

員会 2004）
。また、同じく依拠する資料が不明である

碗・小皿を主体とし、鉢（大碗）
、灯明皿、香炉など

が、尾崎朝二は文化 12 年（1815）に中止となった翌

がある。碗は広東碗、端反碗、丸碗などがある。文様

年に讃岐焼の房吉を招き再開したことや「讃岐の相良

は仙芝祝寿文、花卉文、竹笹文、二重格子文などがあ

清作その子・徳松、絵師・貞方氏を招き再開」したこ

る。皿は口径 13 〜 14cm 程度の染付小皿が主体であり、

とを記している（尾崎 2012）
。

確認できるものは全て蛇の目凹型高台をもつものであ
る。また、玉縁状の口縁部をもつものが多い。足付き

２

調査の経緯

ハマの目跡があるもの、ハマが熔着したものもある。

前述したように 2016 年より福江島の窯跡群の調査

文様は山水と帆船文、蕉葉文、雪輪に竹笹文などがあ

を行っている。以下、年度毎に調査成果を簡単にまと

る。その他の製品では蛇の目凹型高台をもつ染付鉢な

めることにする（野上 2017、2018）
。

どがある。
窯道具は、円形ハマ、断面逆台形ハマ、足付きハマ、

（１）2016 年度

トチン、シノ、十字形ハマ（四ツ羽根ハマ）などがあ

①田ノ江窯跡の測量調査（野上 2017）

る。材質は陶質のものと磁質のものがある。

2016 年 8 月 21 〜 24 日にかけて、レベル測量と平
板測量を行った。地形の表面観察から全長 55 〜 60m

③八本木窯跡採集遺物調査（野上 2018）
田ノ江窯跡採集遺物と同様に 2016 年 11 月 4 〜 6 日

の登り窯があったと推定された。そして、焼成室の数
はおおよそ 15 室前後と推定された。窯の出入り口、

に富江歴史民俗資料館所蔵の八本木窯跡採集遺物の観

木口、作業段、物原は谷側（北側）にあったとみられ

察、実測、写真撮影を行った。所蔵されている遺物は
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製品のみであり、窯道具は含まれていない。碗、碗蓋、

③福江藩内の窯跡踏査（野上 2018）

皿、蓋物の蓋、仏飯器などがある。八本木窯の製品で

田ノ江窯や八本木窯は富江領内の窯であるが、福江

あることを示す「八本」を意匠化した銘が入れられた

藩領内にも複数の窯跡の存在が知られている。
小田窯、

ものもある。碗は望料碗、広東碗、丸碗などがある。

山内窯、通称壺焼窯などである。その中で 2017 年 6

皿は丸高台の皿と蛇の目凹型高台の皿がある。丸高台

月 8 〜 10 日の踏査で、焼土や製品の失敗品、窯道具

の皿には内面が蛇の目状に釉剥ぎしたものがある。仏

などによって、窯の存在が確認できたのは山内窯、通

飯器は白磁あるいは染付である。
蓋物の蓋には折枝梅・

称壺焼窯である。小田窯については現地で窯の存在を

竹笹文などが描かれている。

確認できなかったが、窯が存在したとされる地番（五
島市福江町大荒郷字小田池ノ南 1558 番地）は知られ

（２）2017 年度

ている。ちなみに小田窯は長崎県の遺跡台帳には記載

①八本木窯跡踏査（野上 2018）

されておらず、山内窯は「皿山窯跡」の名称で記載さ

八本木窯跡は、筆者自身、2008 年に一度訪れ、窯

れている。

壁を確認しているが、2017 年の踏査段階では地元の

山内窯跡は山内盆地の中央部に位置する荒神岳の南

教育委員会でも位置の把握ができないほど草木が生い

麓に位置し、
「皿山窯跡」
の石碑がある。製品の失敗品、

茂り、風景が変わってしまっていた。そのため、窯の

窯道具、窯壁片などが採集できるが、窯の範囲や方向

位置の再確認と範囲確認のための踏査を行うことにし

は不明である。通称壺焼窯跡は戸岐ノ首の道路脇の畑

た。2017 年 3 月 20 〜 22 日、6 月 8 〜 10 日の２回に

に位置すると思われる。わずかに製品の失敗品や窯道

わたって行った。踏査にあたっては地元住民への聞き

具が採集され、焼土を確認することができた。地形改

取りを行い、ゼンリンの地図、Google map の衛星写真、

変が著しく、旧状を想像することは難しく、窯の範囲

国土地理院の地形図を用いながら行った。

や方向、物原の位置なども不明である。

また、八本木窯については、五島焼とゆかりが深い
天草の上田家に『八本木皿山絵図』が残っている。前
にも述べたように地図の裏面には「文化七年記
富江

八本木

④山内窯跡採集遺物調査（野上 2018）
2017 年 9 月 12 〜 13 日に岐宿資料展示室所蔵の山

五嶋

繁敷」と記されており、
文化 7 年
（1810）

内窯跡採集遺物の観察、実測、写真撮影を行った。製

頃の八本木窯周辺を描いたものと推測される。この古

品はほとんどが磁器であるが、陶器の碗・皿も少量あ

地図に描かれている窯場空間の復元も目的の一つとし

る。磁器はほとんどが染付であるが、
白磁もみられる。

た。

碗、碗蓋、鉢、皿、仏飯器、瓶、蓋物などがある。碗

踏査は古地図のほぼ中央に描かれている「天満宮」

は丸碗、端反碗などがある。碗蓋は端反碗のものであ

を出発点として、現況と古地図を対照させながら行っ

る。鉢は口縁が外反する染付鉢である。皿は全て蛇の

た。河川、道路、民家の位置などを確認しながら、古

目凹型高台をもつものであり、口縁の形がわかるもの

地図にある「窯」に近づいていく方法を採った。その

は全て玉縁状である。文様は仙芝祝寿文、山水文、牡

結果、窯の上部と思われる焼成室の両側の側壁を確認

丹文、花唐草文などがある。また、
「大」
、
「前」など

することができた。一方の側壁は筆者らが 2008 年に

の文字が書かれたものもみられる。窯道具はハマ、足

確認したものであった。

付きハマ、トチン、シノ、十字形ハマなどがある。

②八本木窯跡の測量調査（野上 2018）

３

調査の概要

踏査によって確認した窯壁周辺の測量調査を 2017

田ノ江窯は、五島市富江町松尾に位置している。富

年 8 月 21 〜 24 日に行った。確認された焼成室は１室

江の市街地から北へ約 700m 離れた場所の山裾の傾斜

のみであり、両側の側壁と奥壁の右隅部（北西部）が

地に窯跡が残っている。海岸線の道路から 150m ほど

確認されている。横幅は約 6.7m である。奥行は不明

内陸に入った位置にあり、対岸からも窯跡のある山裾

である。北側の側壁が高さ 60cm 以上、南側の側壁が

を望むことができる（写真１）
。窯跡は東から西へと

高さ 10 数 cm 以上、遺存していることが確認できた。

上る尾根の北側に位置し、北東側の谷を挟んで宝性院
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がある（図４・５）
。宝性院の北側には墓地が広がっ

恵蘭、古川麻菜美、加藤緋香理、石松佐織、本田貴子

ているが、田ノ江窯の操業に関わったと伝えられる相

（以上、
同コース３年）
、植野律子（同学部共生文化コー
ス 3 年）、五島市シルバー人材センター

良氏の墓もその墓地の一角にある。ちなみに同じく操
業に関わったとされる貞方氏の墓は窯の南側にある。
窯跡の現況については、調査の経緯の項目で述べたの

⑤調査協力

で、ここでは繰り返さない。

五島市教育委員会、五島市教育委員会富江支所、五島

そして、今回の調査が五島焼の初めての考古学的な

市シルバー人材センター、小田昌広さん（五島市教育

発掘調査であることはすでに述べた通りであるが、最

委員会富江支所）
、鍋内千亜喜さん（五島市教育委員

初の発掘調査地として田ノ江窯を選んだ理由は、地表

会）、相良俊則さん（土地所有者）
、貞方義男・清子さ

に窯壁が露出しており（写真２）
、窯体の遺存状態が

ん（土地所有者）

良好であることが推測できたからである。また、海岸
（３）調査目的と方法

線の道路や市街地に近い環境にあることも調査地に選
んだ理由の一つであった。まだ離島における十分な調

今回の発掘調査の目的は、窯体の位置・範囲の確認、

査体制を整えていないので、できるだけ利便性の高い

焼成室の構造の確認である。窯体の範囲を知るために

場所を選んだ。

胴木間（焚き起こしの室）と窯尻（窯の最後部）の確
認を試みた。調査にあたって草刈り・伐採を行った後

（１）調査期間

（写真３）
、窯の下部で焼成室の壁が地表に露出してい

2018 年 9 月 14 日から 19 日にかけて行った。14 日

る部分に A トレンチ（AT）
、そのさらに下方に A1 ト

に調査予定地の草刈りと伐採を行い（写真３）
、15 日

レンチ（A1T）を設定した。また、焼成室の壁が最も

から 18 日にかけて発掘作業（写真９・10・19）およ

よく残る箇所に B トレンチ（BT）
、2016 年調査時に

び記録作業（写真 18）を行い、19 日に撤収した。

窯尻と推定した焼成室（写真４）の上方約 10m の位
置に C トレンチ（CT）を設定した（図６）
。

（２）調査組織
調査組織については、以下のとおりである。

４

①調査主体・責任者

調査の成果

（１）各トレンチ検出遺構

長崎大学多文化社会学部（野上研究室）
・野上建紀（長

① A トレンチ（AT）（図７、写真５）

崎大学多文化社会学部・教授）

焼成室の奥壁、側壁、床の一部が検出された（写真
６）。奥壁の一部は地表に露出していた。新旧関係の

②調査員

ある２枚の床が検出されており、床面あるいは床の近

野上建紀、中野雄二（長崎県波佐見町教育委員会・学

くではいわゆる生焼けの焼成不良の製品が出土してい

芸員）、溝上隼弘
（長崎県佐世保市教育委員会・学芸員）
、

る。側壁は古い方の床につながっており、側壁はその

グェン・ティ・ラン・アイン（長崎大学多文化社会学

まま利用しながら床を修復したことがわかる（写真

部外国人客員研究員、ハノイ大学日本語学部文化文明

７）
。古い方の床の下は地山である。

学科・学科長）
② A1 トレンチ（A1T）（図７・８）
AT の下方に設定したトレンチである。AT で見られ

③調査指導
大橋康二（佐賀県立九州陶磁文化館・名誉顧問）
、渡

た窯壁の延長線上にトレンチを設定したかったが、木

辺芳郎（鹿児島大学法文学部・教授）

の根により発掘することができそうになかったため、
AT の斜め下方に設定せざるをえなかった。その結果、

④調査補助員

窯道具や製品の失敗品等の遺物は数多く出土したが、

新垣咲希、岡田淳希、斎藤優次郎（以上、長崎大学多

明確な窯の遺構は検出されず、
地山が現れた
（写真８）。

文化社会学部社会動態コース 4 年）
、児玉菜摘、藤川

胴木間や焼成室の外側に位置しているのか、それとも
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削平されて遺構が消失してしまっているのか、明らか

ぞれの土層や遺構面から製品、
窯道具が出土している。

ではない。

１層から端反碗、蛇の目凹型高台皿、玉縁状口縁皿な
どの製品（焼成不良品を含む）
、十字形ハマ（四ツ羽
根ハマ）
、円形ハマ（薄型・厚型）
、中・大皿用と思わ

③ B トレンチ（BT）
（図９）
窯の上部に位置する焼成室であり、窯壁の遺存状態

れる大型ハマ、足付きハマなどの窯道具が出土してい

が最もよい焼成室の一つである。そのため、床面等も

る（写真 27・28）。床面から焼成不良の端反碗が出土

良好な遺存状態が期待された。2016 年の測量調査で

している（写真 29・30）。口縁部内側に圏線が 2 本入

は焼成室の奥行は確認されている。一方、焼成室の四

る他、文様は不明である。

隅の内、出入口や木口の反対側の２箇所の隅部（写真
16）は遺存しているが、物原側の隅部が明確に残って

② A1 トレンチ（A1T）
層位は新しい順に表土（１層）
、２層、３層である。

いないので焼成室の正確な横幅は不明である。
表土を剥ぐと、大量の窯壁片が現れ、それらを取

１層は褐色土層、２層は赤褐色土層で焼土粒を含んで

り除くと砂床、床境、火床が検出された（写真 11 〜

いる。３層は暗黄褐色土層でトンバイ片を多く含んで

15）。大量の窯壁片は焼成室の天井などが崩落したも

いる。３層の下は明黄褐色土の地山である。それぞれ

のであろう。焼成室の長さ（奥行）は 3.6 〜 3.75m、

の土層から製品、窯道具が出土している。

砂床の奥行は 2.8m、
床境の幅は 30cm、
火床の幅（奥行）

１層から端反碗、蛇の目凹型高台皿、内面無釉の香

は 50cm であった。床境の高さは 17cm である。また、

炉などの製品（焼成不良品を含む）
、円形ハマ、逆台

床面には製品はほとんど残されていなかったが、砂床

形ハマ（磁器質）、足付きハマなどの窯道具が出土し

上と火床上に少量の製品と窯道具を確認することがで

ている（写真 31・32）。

きた（写真 17）。

２層から広東碗（山水文か）
、山水文や簾文などの
端反碗、丸碗、竹笹文や亀甲文などの蛇の目凹型高台
などの製品（焼成不良品を含む）
（写真 33・34）、ト

④ C トレンチ（CT）
（図 10・11）
2016 年度に測量を行なった際に、
窯尻（窯の最上部）

チン、十字形ハマ、円形ハマ（薄型・厚型）
、足付き

と推定された焼成室の上方 10m の位置に設定したト

ハマ、大小のシノ（ナンキン）などの窯道具が出土し

レンチである。登り窯としての傾斜をほぼ失っており、

ている（写真 35 〜 38）。

平坦部がさらに奥まで広がっている。窯の左側（尾根

３層から広東碗、端反碗（蓋・身）
、腰で一度折れ

側）を削り、平坦部を設けたと見られるが、地表には

る筒丸形碗（格子文）
、蛇の目凹型高台皿（亀甲文・

窯の痕跡は見られない。

竹笹文・半菊文など）
、玉縁状口縁皿（蔓草文・格子文）
、

表土を剥ぐと、黄褐色土層が現れ、その下の焼土を

白磁瓶などの製品（写真 39 〜 42）、
円形のハマ（薄型・

多く含んだ赤褐色土の土層から窯壁や窯道具、焼土を

厚型）
、十字形ハマ、逆台形ハマ、足付きハマ、シノ

主体とした遺物が出土し、その堆積の下から焼成室の

（ナンキン）
、大ヌケなどの窯道具が出土している（写
真 43 〜 46）。

奥壁と床面（砂床）が現れた（写真 20 〜 24）
。床面
にはハマが多数残されていた。2016 年調査時に窯尻

③ B トレンチ（BT）

と推定した焼成室の上に少なくとも２〜３室程度は上

層位は新しい順に表土（１層）
、２層、３層（砂層）

方に窯が続いていたと見られる。CT より上方につい
ては不明であるが、窯の尾根側を削って設けた平坦部

直上である。火床部分に３層はなく、火床上面、火床

いっぱいまで窯が続いていた可能性がある。
その場合、

直上から遺物が出土している。１層から染付笹文端反

さらに数室の焼成室が上方に続いていたことになる。

碗、
円形ハマ
（薄型・厚型）
、
逆台形ハマが出土している。
２層から染付小片、トチン、シノ（ナンキン）、十字
形ハマ、円形ハマ、逆台形ハマ、大型ハマが出土して

（２）各トレンチ出土遺物

いる（写真 47・48）。火床上面から端反碗、円形ハマ、

① A トレンチ（AT）

大ヌケなどが出土し（写真 49・50）、火床直上から染

、床面である。それ
層位は新しい順に表土（１層）
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付端反碗（焼成不良品を含む）
、円形ハマが出土して

た窯道具であり、いずれのトレンチからも端反碗が出

いる（写真 51・52）
。そして、３層（砂層）直上から

土している。CT 床直上の端反碗については、窯の改

染付碗（写真 53・54）
、足付きハマが出土している。

築により縮小され、CT で検出された焼成室が廃窯前
に廃棄された可能性も考えられるため、廃窯時のもの
かどうか明らかではない。しかし、他のトレンチでも

④ C トレンチ（CT）

同様に端反碗が出土しているため、いずれにしても端

層位は新しい順に表土（１層）
、２層、３層上面、
床直上である。それぞれの土層から製品、窯道具が出

反碗の生産年代の間に廃窯を迎えた可能性が考えられ

土している。１層から染付碗などの小片、２層から円

る。精製コバルトを用いた製品の出土はみられないの

形ハマ、３層上面から染付小片、床直上から染付端反

で、今回の調査の出土資料を見る限り、明治以降まで

碗（写真 55・56）
、円形ハマ（写真 57・58）が出土し

操業した形跡はない。
ただし、窯付近で精製コバルトを用いた型紙摺りの

ている。円形ハマは煤が付着したものを多く含む。

蛇の目凹型高台の小皿が採集されている。本窯で生産
されたものかどうか不明であるが、明治期まで操業が

（３）出土遺物の種類

続いた可能性が全くないわけではない。今後、物原な

今回の発掘調査で出土した遺物は、製品と窯道具に
分けられる。以下、それぞれについて述べる。

どの調査によって、本窯で生産した製品の全体像を把

①製品

握した上で結論を出さなければならない。

出土した製品はいずれも焼成失敗品であろうと思わ
②窯道具

れる。ほとんどが磁器である。判明するものはほとん
ど染付である。器種は碗、碗蓋、皿、香炉、瓶である。

出土した窯道具は、トチン、シノ（ナンキン）、円

碗はいわゆる端反碗が多く、広東碗が少量見られる。

形ハマ（薄型・厚型）、逆台形ハマ、十字形ハマ（四

その他に丸碗、筒丸形碗などがある。見込みに足付き

ツ羽根ハマ）
、オオヌケなどである。ハマは磁器質の

ハマの痕跡が残るものが少なくない。文様は蝙蝠文、

ものと陶器質のものがあるが、判別できないものも多

波千鳥文、霊芝（仙芝祝寿）文、
山水文、
よろけ縞（簾）

い。窯道具の種類で最も多いのは円形ハマ（薄型）で

文、笹文、格子文などがある。皿はほとんどが小皿で

ある。次いで足付きハマ、円形ハマ（厚型）がよくみ

あり、大半が蛇の目凹型高台である。口縁は玉縁状の

られる。ハマは小型のものが多く、碗や蛇の目凹型高

ものが見られる。底部内にハマが熔着しているものも

台の小皿を主に生産したと推測される。実際に出土し

ある。文様は竹笹文、亀甲文、半菊文、格子文、梅花

ている製品は碗と小皿が大半を占めている。ただし、

文などがある。香炉は平底の底部のみ残る。瓶は白磁

径 10cm 程度のハマやそれ以上の大きさのハマも見ら

の口部と胴部が残る。
同一個体かどうかは不明である。

れるので、中皿や大皿を焼くこともあったと推測され

出土した製品の中で最も年代がさかのぼる可能性があ

る。

るものは広東碗である。広東碗は 18 世紀末に現れ、

そして、十字形ハマとシノ（ナンキン）あるいはオ

19 世紀前半にかけて生産された碗である。19 世紀前

オヌケと組み合わせて数段重ね、それぞれの羽根の上

半の中で広東碗から端反碗に碗の主流が移るが、天保

に円形ハマ（薄型）を配置し、碗などを置いて焼く天

９年（1838）11 月の書付を伴う「釜方日雇並諸職人

秤積みが多用されている。
足付きハマが多いことから、

賃銭極」に「小広東」
、
「中広東」の記述があることか

製品同士の重ね積みも多用されていたとみられる。な

ら波佐見などでは 1830 年代末までは広東碗を生産し

お、
今回の調査ではボシ
（サヤ）
の類は出土していない。

ており（中野 2000:267）
、雑器を生産する窯場では端
５

反碗と生産年代が重複する期間が長い。

まとめ
今回の発掘調査の主な目的は窯の範囲の確認であっ

層位的に最も新しい可能性をもつ製品は、AT 床面、
BT ３層（砂層）床上、BT（火床）直上、CT 床直上

たが、胴木間、窯尻のいずれも確認できなかった。そ

から出土しているものである。これらはそれぞれの

の代わりに 2016 年の調査時に窯尻と推定した焼成室

焼成室で焼かれた最後の製品であり、最後に用いられ

の上方で焼成室が確認され、想定されていた規模より
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似する製品が出土する赤絵町遺跡 II 層（整地層）を

も大きな窯であることが新たに判明した。
製品については、失敗品の捨て場である物原の調査

切って埋められた２号埋甕資料では端反碗が主体であ

を行っていないので、生産した製品の全体像は明らか

る。消費地遺跡をみると、和泉伯方藩上屋敷跡の文政

にされていないが、窯体内部の調査を行ったことから、

６年（1823）の火災に伴う資料をみると、すでに広東

それらの焼成室で焼かれた最後の製品を把握すること

碗は碗の主体を占めていない。これらの資料から広東

ができた。

碗や筒形碗などが主体を占める年代を 1780 〜 1810 年

今回の調査結果から田ノ江窯の操業年代を考えてみ

代、広東碗と端反碗が混在する年代を 1810 〜 1840 年

る。最も年代が遡りうる製品は広東碗であるが、量は

代、端反碗が主体を占める年代を 1820 〜 1860 年代と

端反碗に比べて少なく、操業年代の中心はすでに碗の

推定する（野上 2000:79）。また、本窯の出土資料にみ

主体が広東碗から端反碗へと移った時期ではないかと

られる筒丸形碗は、有田では 1810 年代頃に現れ（野

思われる。そして、明治以降にまで年代が降るような

上 2000:101）、波佐見などでは 1820 年代頃に現れる
（中

製品は見られない。もちろん精製コバルトを用いた製

野 2000:267）。

品も見られない。出土した製品から推測される田ノ江

よって、文献資料の記載と考古学資料を合わせて考

窯の操業年代は 19 世紀前半から中頃にかけてである。

えると、八本木窯は端反碗が普及する以前、すなわち

正確な操業年代は、製品の捨て場である物原の発掘調

1810 年代より前の窯である可能性が高く、田ノ江窯

査を待たなければならないが、主体となる年代は 19

は広東碗と端反碗が共に出土し、端反碗が主体を占め

世紀前半として問題ないであろう。天保年間や嘉永年

ることから 19 世紀前半の中でも 1820 年代前後に開窯

間の紀年銘をもつ伝世品が示す本窯の操業年代とも矛

した可能性を考えることができるであろう。つまり、

盾しない。

上田礼作の招聘依頼を行った 1805 年から数年以内に

さらに文献史料は、八本木窯が富江領内の最初の窯

八本木窯が開窯し、廃窯した 1814 年以降で 1834 年以

であることを示唆している。それに従えば、田ノ江窯

前に田ノ江窯が築かれ、明治期を迎える前に廃窯に

の開窯は、八本木窯が廃窯する 1814 年以降である可

なったと推定される。

能性が高い。八本木窯は未発掘であるため、採集資

次に技術系譜についてはまだ不明な点が多い。八本

料以外、十分な資料は得られていないが、今のとこ

木窯については、上田礼作らが招聘されているので天

ろ、広東碗が少量見られるものの、端反碗は確認さ

草地方の窯業技術が導入されたとみてよかろう。田ノ

れていない。また、八本木窯は、八と本の文字を組

江窯については、八本木窯の技術を継承しつつも讃岐

み合わせた独自の「八本」銘を入れた製品が焼かれて

から陶工が招かれており、複数の系統の技術が融合し

おり、藩が積極的に関与して築いた最初の窯としての

た可能性がある。しかし、田ノ江窯の出土資料からみ

自負も感じられる。その一方、田ノ江窯の出土資料は

る技術は、典型的な肥前系の技術である。同じ肥前系

後発の端反碗が主体である。よって八本木窯が相対的

である天草の技術を導入した八本木窯よりもむしろ典

に古いことは考古学的にも矛盾するものではない。広

型的と言ってよい。讃岐から新たに技術が持ち込まれ

東碗と端反碗の関係について、他の生産地や消費地の

たとするならば、讃岐に伝わった肥前の技術がそのま

発掘調査資料をみてみる。まず生産地の資料をみてみ

ま導入された形である。いわば肥前の窯業技術の「逆

る。文化 10 年（1813）〜文政元年（1818）操業の大

輸入」の形をとっている。もちろん、肥前本土の技術

山新窯では広東碗と端反碗が共伴しており、1810 年

が長崎などを経由して容易に導入できる立地環境にあ

代には端反碗が生産されていることを知る。享和２

るため、文献資料などには記されていない技術導入が

年（1802）銘の可能性が高い「和二戌天」銘が入る染

あった可能性を否定するものではない。

付小片が出土し、文化年製（1804 〜 1818）銘をもつ

最後に八本木窯から田ノ江窯への移転理由を考えて

皿に類似した製品が含まれる赤絵町遺跡１号窯床下資

みる。八本木窯は水と木（燃料）には恵まれた場所で

料では広東碗が中心で、端反碗は極めて少なく、文化

あり、さらに八本木窯の古地図には、陶石を意味する

８年（1811）開窯の小樽２号窯の物原下層では広東碗

と推測される
「皿石在り」
と書かれてある。つまり、
水、

が主体である。一方、赤絵町遺跡１号窯床下資料に類

燃料、原料の存在など磁器生産のための自然条件に恵
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まれた場所であったことが確かである。一方、田ノ江

五島焼の製品の抽出は、五島焼の製品の特質を知って

窯の立地的な利点は、
運搬のための港（海岸）に近く、

のみ可能であるからである。

消費地である市街地に近いことがまず挙げられる。燃

まだ、五島焼の考古学的研究は始まったばかりであ

料となる薪や田尾の陶石の安定供給などが前提条件と

り、今後の継続的な調査と研究が必要である。

なったと考えられるが、単なる生産のための条件だけ
でなく、流通のための条件も含めた総合的な条件が重

本調査を実施するにあたって、多くの方々や機関のご協
力を賜った。芳名を記して、謝意としたい。

視されたものであろう。

五島市教育委員会、五島市教育委員会富江支所、五島市
シルバー人材センター、小田昌広さん（五島市教育委員会

おわりに

富江支所）、鍋内千亜喜さん（五島市教育委員会）、相良俊

田ノ江窯跡が開窯し、操業された 19 世紀は日本全

則さん（土地所有者）、貞方義男・清子さん（土地所有者）

国で磁器生産が始まり、磁器市場において肥前磁器が
独占する時代は終焉を迎えていた。磁器の生産技術が
全国に広まった時代であるが、それは富江領の当主が

本研究は、JSPS 科研費 JP17H02375 の助成を受けたもの

招聘した天草の上田家が管理していた天草陶石が商品

です。

化されることによって、原料とともに技術が広まった
ものでもあった。

註

こうした背景の中で成立した地域産業としての五島

1) 地番等の記録は残されている。

焼の研究は、磁器の生産と消費の一般化を考える上で

2)「五島富江御船壱艘相見候処

当月六日長崎奉行所より

も重要である。福江島は五島列島では最大の島ではあ

宗門絵板御仮受被成御帰帆の節

るものの、それまで大きな磁器需要があった場所では

薩州迄御通船之由

ないし、磁器需要があったとしても磁器の大生産地で

保転殿と申仁被参候

礼作申出候

行足軽三人、水主十三人

ある肥前本土から容易に海を越えて運び込める位置に

行方不明知候に付尋に

御船奉公久保善左衛門殿、御子息久
六日の船には御船奉

福江足軽三人〆廿人之由」

3) 本文中にも書いたが、2018 年の発掘調査ではさらに上

あった。それが田ノ江窯の操業期には、島内で長さ数

方で焼成室の存在が確認された。

十メートルの複数の登り窯が存在し、磁器を量産して
いた。島嶼部でも磁器の使用が一般化した証であろう。
磁器はすでに限られた特産品ではなく、生活に欠かせ

引用文献・参考文献

ない日用品となっていたとみられる。

佐賀県立九州陶磁文化館 1988『長崎の陶磁』

そして、田ノ江窯が磁器の生産と消費の一般化の過

下川達彌 2001『土と炎の里

程においてどのような位置づけにあったか、知るため

長崎のやきもの』昭和堂

富江町郷土誌編纂委員会 2004『富江町郷土誌』富江町教

には、生産地である窯跡の調査だけでは不十分である。

育委員会

窯で生産された製品がどこに運ばれたか、どういった

中野雄二 2000「波佐見」『九州陶磁の編年―九州近世陶磁

需要を満たしたか、知る必要がある。富江陣屋などの

学会 10 周年記念』九州近世陶磁学会、254-289 頁

富江領内の遺跡、石田城などの福江藩領内の遺跡、上

野上建紀 2000「磁器の編年（色絵以外）１．碗・小坏・皿・

五島の遺跡、そして、本土側の長崎の遺跡における出

紅皿・紅猪口」『九州陶磁の編年―九州近世陶磁学会

土状況を調べて、流通圏を調べなければならない。仮

10 周年記念』九州近世陶磁学会、76-157 頁

に長崎など島外での出土が数多く確認されれば、前述

野上建紀 2017「五島列島福江島の田ノ江窯跡に関する測

したような磁器が島内での日用品となっていたとする

量調査ノート」
『金沢大学考古学紀要』38 号、47-58

考えに加えて、別の可能性も考えられる。つまり、島

頁
野上建紀 2018「五島焼の窯跡と製品について− 2016・2017

外、特に長崎で増加した需要に対しても応えた可能性

年 度 の 調 査 か ら − 」『 金 沢 大 学 考 古 学 紀 要 』39 号、

が生じるからである。しかし、それを知るためには窯

13-35 頁

跡を詳細に調査して、五島焼の製品そのものの特質を
知らなければならないのである。消費地遺跡における
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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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●

八本木窯跡

田ノ江窯跡

図４の範囲

●

0

2km

図３

田ノ江窯跡・八本木窯跡位置図（野上 2017）

75m
田ノ江窯跡

図５の範囲

宝性院

●

窯体推定範囲
50m
25m
0

250m

図４

0

100m

50

田ノ江窯跡周辺図

図５
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田ノ江窯跡窯体推定範囲
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写真１

田ノ江窯跡遠望（写真中央の墓地・寺の左手）

写真２

田ノ江窯跡焼成室奥壁（東から）
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CT
窯壁推定ライン

崩壊部

第１室（2016 年調査時）

第２室（2016 年調査時）

第３室（2016 年調査時）
窯壁推定ライン

境界杭

BT
第４室（2016 年調査時）

0

1

2

5m

第５室（2016 年調査時）

図６

田ノ江窯跡 BT・CT 配置図
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奥壁

側壁

杭

地山

AT

新床面
旧床面

0

25.153・

1m
24.529

24.737

24.567

A1T

24.567

24.557
・25.278

BT

・25.125
・24.788

・24.670
・24.668

24.827・

地山

・24.529
・25.167

15.955m

・25.143

24.571

24.829・ ・26.189

・24.665

・24.635

・24.662

・25.187

・25.191

・24.827
・25.064

24.752

杭

図７

・24.672

田ノ江窯跡 AT・A1T 平面図

（西壁）

（北壁）

1

1

2

2

3

16.00m

0

1m

3
4

4

15.00m

26.00m

奥壁

1.

褐色土層。しまりなし。（１層）

25.00m

２．赤褐色土層。しまりなし。焼土粒含む。（２層）
３．暗黄褐色土層。しまりなし。
トンバイ片（窯壁片）多く含む。（３層）
４．地山

明黄褐色土。しまりあり。

図８

火床

田ノ江窯跡 A1T 土層図

図９
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火床境

砂床

田ノ江窯跡 BT 平面図・エレベーション図
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奥壁

杭

CT
0

2m

図 10

杭

28.725m

田ノ江窯跡 CT 位置図

28.179

27.995

・28.566

28.573・
・27.958

27.893・
28.158

28.554・

・27.964

・27.913

27.889・

・28.569
28.149

27.880・

・27.963

28.147
・28.558

28.574・
28.148

28.140

29.00m

奥壁

28.00m

床面

図 11

0

田ノ江窯跡 CT 平面図・エレベーション図
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写真３

写真５

AT 周辺草刈り風景

写真４

AT（奥）
・A1T（手前）
（東から）

写真７

写真６

AT 検出奥壁および新旧床面（東から）

写真８

AT 検出新旧床面（東から）

写真９

第１室（2016 年調査時推定）

A1T 検出状況（南から）

写真 10

A1T 発掘風景
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BT 発掘風景
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第 5 室（2016 年調査時推定）
（奥が BT）

写真 13

写真 15

写真 12

BT 検出火床境（西から）

写真 14

写真 16

BT 検出奥壁（東から）

写真 17

BT 検出窯壁および温座の巣（西から）

BT 付近検出焼成室隅部（北西から）

写真 18

BT 検出床面
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BT 検出状況（北から）

田ノ江窯測量風景
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写真 19

写真 21

写真 23

CT 発掘風景

写真 20

CT 検出床面の状況

写真 22

写真 25

CT 検出床面の状況（北東から）

写真 24

CT 検出床面と奥壁基部（東から）

写真 26

発掘調査参加者
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CT 検出状況

CT 南面（北から）

発掘調査参加者
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AT １層出土製品
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写真 28

AT 床面出土染付碗（焼成不良）

写真 30

AT １層出土窯道具

AT 床面出土染付碗（焼成不良）

写真 31

A1T １層出土遺物

写真 32

A1T １層出土遺物

写真 33

A1T ２層出土製品

写真 34

A1T ２層出土製品
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写真 35

A1T ２層出土窯道具

写真 36

A1T ２層出土窯道具

写真 37

A1T ２層出土窯道具

写真 38

A1T ２層出土窯道具

写真 39

A1T ３層出土製品

写真 40

A1T ３層出土製品

写真 41

A1T ３層出土製品

写真 42

A1T ３層出土製品
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写真 43

A1T ３層出土窯道具

写真 44

A1T ３層出土窯道具

写真 45

A1T ３層出土窯道具

写真 46

A1T ３層出土窯道具

写真 47

BT ２層出土窯道具

写真 48

BT ２層出土窯道具

写真 49

写真 50

BT 火床上面出土遺物
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写真 51

写真 53

BT 火床直上出土遺物

写真 52

BT ３層（砂層）直上出土製品

写真 55

写真 57

写真 54

BT 火床直上出土遺物

BT ３層（砂層）直上出土製品

CT 床直上出土製品

写真 56

CT 床直上出土窯道具

CT 床直上出土窯道具

写真 58

CT 床直上出土窯道具
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