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こ
は じ め と

平成 6年 か ら 7年 にか けて、常滑市民俗資料館 お よび
常滑焼研 究 を取 り巻 く状況 は、大 きく変動 しま した。戦
後 の常滑 に関す る研 究 を力強 く推進 され、全 国 レベ ルに
引 き上 げ る と共 に、当館 の建設 とその後 の運営 に物心両
面 で ご援助頂 い てい た杉 崎章・ 沢 田由治両先生が、相次
い で物 故 された ことは誠 に残念であ ります。両先生 によつ
て培 われた研 究 の蓄積 の大 きさを改めて認識せ ざるをえ
ませ ん。す で に相 当 の 月 日が過 ぎてお りますが、 この機
会 に心か らご冥福 をお祈 り致 します。
一 方、平成 6年 に常滑 の地で開催 されたシ ンポジ ウム
『中世 常滑焼 をおって』 には、全 国 よ り多数 の研 究者が
参加 され、 この地で生産 された中世陶器 に対す る関心 の
高 さを再確認 させ られ ました。中世窯業 生産の研 究 が、
生産 史 の域 を超 えて流通史 。社会史へ と拡大 して い るこ
とは、近年 の全 国 にお け る中世考古学 の進展 と軌 を― に
して い る ことは明 らかです。 この傾 向 は、近世・ 近代 の
研究 で も同 じよ うに進展 してお り、従来民具資料 として
扱 って きた資料 と同 じものが遺跡の出土品 として考古学
的 に取 り上 げ られる こと も珍 しくあ りませ ん。平成 6・
7年 に開催 した『土管の歴史展』『常滑 の赤物展』 は、多
くの新 しい 時代 の考古資料 が豊 富 に蓄積 されてい ること
を改めて認識す る機会 とな りました。
常滑 とい う地域が果 た した歴史的 な役割 は、様 々 な角
度か ら研 究 され るべ き対象 と言 えましょう。本誌 は七巻
を数 え、館員以外 の研 究者か らも常 滑 を対 象 とす る論考
を多数 ご寄稿 い ただい てお ります。そ して今号 もまた中
村 五 郎 。柿 田富造両氏 の玉稿 を掲載す ることがで きまし
た。末文 なが ら、 ここに哀心 より御礼 申 し上 げます。

常滑市教育委員会
教育長

竹 内鉄英
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信仰・宗教者 と陶器 の生産 と流通
‑12,3世 紀 の伊勢湾周辺地域 の状況

―
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中
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は じめに

「常滑焼 シンポジュウム」第 2日 目の「 中世常滑焼の分布 と流通形態」 の全体討議
で発言 して、常滑焼 の分布や流通 と伊勢神宮 の御厨 との関係 を指摘 したものの、最近、
上梓 された『常滑焼 と中世社会』 を見 ると筆者 の舌足 らず の発言が露呈 した。今回の
寄稿 の機会 に、 この試論 で同書 239頁 以下の発 言 の訂正・増補 をお こない たい。
信仰や宗教者 と陶器 の生産 。流通 とは一見す る と無関係だが、商品流通 の度合が低
く商人 の活動範囲が ご く狭 く、偶発 的な商業活動が支配的な時代 では、遠隔地 を遊行
す る神主・ 僧侶 などの宗教者がその担 い手 として大 きな役割 を果た したろ うが記録 は
ほ とん どない。常滑焼 の生産が開始 された時期 はま さに この段階である。 シンポジュ
ウムの諸報告 には この方面か らの解 決 が期待 され る問題 を多 く含 んでい るよ うであ
る。そ こで時期 を12,3世 紀、地域 を伊勢湾周辺 に限定 して、これ らの関連 を考 えよう。
ここでの論点 は大 きく3点 ある。第一 に当時 の商業活動 の担 い手 としての宗教者 の
役割 を考 え、この視点か ら東国を中心 に遊行 した宗教者 に光 を当てよう。その第二 は、
渥美半島の大 アラコ窯 で焼成 した「顕長銘 の壷」 を特別注文 の商品 と理解 し、初期 の
商品生産 の実体 とそれをめ ぐる問題 を考 えた。第 三 にシ ンポジュ ウムで指摘 の、12世
紀 の伊勢神宮 の御厨 の広が りとその背景、 さらに常 滑焼 の流通 との関連 を考 え、常滑
焼が早 くか ら東 日本 を中心 に分布 し、中世 を通 じてわが国の代表的な陶器生産地 の地
位 を保 った背景 として、伊勢神宮 を通 じて歴 史 の大 きな潮流 と結 びつい た事実 を指摘
しよう。
発表 には中野 晴久氏か ら御高配・ 御教示 と飯村均氏 のお骨折 りがあ り、渥美・ 湖西
窯 につい ては小 野田勝 ― 。後藤建 ―の両氏か ら、貴重な御教示 と御労作 を賜 っている。
伊勢市 の稲垣晋也先生・ 岡田登・ 和 田年弥両氏か らも多 くの御教示があ り、 甲斐発見
の「顕長銘 の壷」 の報文 の閲覧 には山本寿 々雄氏 の御好意があ った。その他 に吉 岡康
暢・伊藤正義 の両氏 をは じめ多 くの先学か らお教 えを賜 つてお りそれ ら諸氏 に深謝 の
意 を表す もので ある。 さらに本文中で敬称 を一切省略 した。 関係者 の御寛恕 を乞 う次
第 である。
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遊行する宗教者 とその商業活動
(1)初 期 の商業活動について
わが 国の商業史 には碩学 の長年 にわたる研究 の蓄積があ る。 しか し冒頭 で触 れた よ
うに、 この時期 の東国を中心 に考 える時に史料 を欠 き、運送業 を含めて も、手がか り
は限 られる。その時代 に活躍の商人 を後世の史実か ら類推す る と二類型 に大別 で きよ
う。その一つは暴力行為 と接点 を持 つ人 々で 山賊・ 海賊 と記録 される。南北朝 の争乱

の際に南朝方 の軍勢 を海路伊勢か ら東国 に運 んだ人々は、伊勢光 明寺 の僧 で結城氏出
身 とい う恵観 に帰依 した伊勢湾 の海賊 の一部 であろ う、彼等 は記録上では海賊だが当
然、商業活動 をあわせ行 っていたろ う。他方 で僧侶・ 神官な どの宗教者 は、諸国 を遊
行 し旅行 の制約 は少 な く、彼等 自身 も人 の集 まる「市」 を布教活動 に利用 し、 この状
況か ら、当時、各地 の偶発的な商業活動 の担 い手 として重 要な役割 を呆 た したろう。
もちろん宗教者 の商業活動 は東国ばか りでな く、 日を対外交易 に転 じても、藤原道長
と関係深 い三河入道寂照、
道長 の子 の頼通 と親交 を結 んだ成尋阿閣梨 らの入未僧達 は、
貴重な典籍 や絵画 などを道長・頼通 らへ送 り届 けてお り、それ らも広 く商業活動 に含
める理解 も許 され よう。

(2)諸 国を遊行する僧侶の出現 とその広が り
平安時代初期 の最澄 と空海 とは各 々の信仰 の根拠地 を比叡山、高野山 と山林 中に求
め、奈良時代 までのわが国仏教の展開 を大 きく変 え、 ともに中国 で接 した密教 により
人 々の精神 生 活 を大 きく変革 し、上層階級が験力 ある僧侶 と親密 な関係 を結 ぶ契機 を
作 った。延喜 7年 (907)中 国では唐 王朝 が減亡、 わが古代 国家 の諸制度 は唐 を手本 と
してお り、そ の滅亡 は朝廷 に深刻な影響 を与 えた。 ちなみに天慶 2年 (989)の 反舌とに
際 して契丹 による渤海滅亡 をあげて (延 長 4年 (926))平 将門は 自己の正 当性 を主張
将 門記』)。 それ はさてお き、廷喜 7年 に醍醐天皇は醍醐 寺 を御願寺 とす るが、
帰依す る同寺聖宝 の験力 で唐滅亡 の影響 を排除す る 目的があったのではないか。
僧侶 の持 つ呪術 的な力へ の期待が この ように増カロ
す ると、その力 を高める目的で山
する

(『

林 に籠 もって修行す る僧侶 も増加す る、それ ら僧 にも 1カ 所 で修行す る者 と、熊野 を
は じめ有名無名の聖地、聖山などを遊行す る者 とが あ った。10世 紀末 に出家 した花 山
院 は熊野・ 書写 を巡礼 された といい、遊行す る僧侶 も■世紀以降 には『法華験記』や
各種 の往 生 集 な どに記録 されるがその記録 も京都 が中心である。
12世 紀以降 だが東国 で活躍 した僧侶 の事実が、考古学研究 で明 らか となる。各地 を
遊行す る僧侶 は経塚造営 を行 い、その事実が経筒 などの銘文 で知 られる。■世紀 の経
塚 関係資料 の発見 は、近畿地方 を東限に列島の西半分 に限 られる、 しか し、12世 紀 に
入 ると東海地方 か ら東 の地域で も類例が発見 され、勧進聖の活躍が これ らの地域で も
確認 で きる。康和 5年 (1103)埋 納 の 甲斐柏尾 山 2号 経塚発見 の経筒銘文が 日下東国 で
の最古例 で、勧進聖 の寂園古本 は山城国乙国郡 の人で、老年にな って出家 し、甲斐国
に移 り国司 は じめ多 くの道俗男女 と結縁 して同経塚 を造営する。保安 3年 (1122)に は
聖人明覚が、天治元年 (1124)に は延暦寺 の行者経退が いず れ も常陸 の豪族平致幹 を檀
主 として 同国東城寺山に経塚 を造営 した。保廷 2年 (1136)の 駿河 白山神社 1号 経塚 埋
納 の和鏡鏡面 の銘文 に「勧心 伯鱗秀時」 とあ り、同 6年 (1140)の 羽前別所山経塚経
筒銘文 に「壇主 勧進 僧正寅 玄宗」 な どとあ り、勧進聖 の活躍 は確実 に東北地方
迄及んでい た。

(3)遊 行する僧侶 の商業活動
経塚発見 の資料 で東 日本で も12世 紀 に入 ると各地 で勧進遊行す る僧侶 の存在 が明 ら
か となったが 、堀 一郎 の研究 に見 る通 り、空也が他界 した天隷 3年 (972)頃 には民 間

の僧侶 の一部 は阿爾陀聖・市聖 と呼 ばれ、12世 紀頃 には念仏聖・ 法華経持経者・ 熊野
僧 などが活躍 し、彼等 が行 う勧進 か ら勧進聖 とも呼 ばれた。 しか し、その商業活動 と
なると資料 はいず れ も説話 などで断片的な ものだが、以下それ らを見 て行 こう。
① 念仏聖 の活躍
『古事談』第 三の末尾 の話 を要約すると次の通 りで ある。
京方か ら東国 に修行 に来 て武 蔵 に滞在 の法華経持経者が、博打 に負 け続 けて最後 に
彼 自身を賭 けてそれ も負 け、勝男 は彼 を馬 に代 えたい と考 えた。 これ を知 った「 ― 向
専修 の念仏」聖達が同情 して、勝男 に交渉 し身代 金 布 三百段 を百五十段 に値下げ して、
仲間の持 つ布 を集めて彼 を請け出す とし、 この恩か ら今後 は念仏聖 の仲間になれ と最
後 に勧 め られる。彼 はた とえ馬 の代 金で陸奥 に売 られて も法華経 の信仰 を捨てない と
これを拒否、折角 の商談 は破談、彼 は陸奥 へ売 られて行 った。
念仏聖達が所持 の布 は勧進や結縁 の喜捨 によるもので、念仏聖 の組織 的な活動 と商業
活動 との結 びつ きが推測 される。文中の一 向専修 には 町鷺ガエ ノ入道が弘めお きたる」
とあ り法然 に連 なる浄土教 の念仏聖 の話 で、時代 は鎌倉時代 であ ろ う。
② 寅鷺野供米 を狙 う熊野出身の海賊
『古今著聞集』 第十 三の「正上座 行快懲海賊事」 を要約す ると、弓上手 の熊野 の正
上座行快が三河か ら熊野へ の渡航途中、伊 良湖 にさしかかると海賊 が船 を接舷 させて
積荷 の米 を要求 、行快 は人に熊野へ の供米 だか らと要求 を退 させ る。海賊 は熊野 の供
米 と見 たか らこそ船足 を止めた との回答、そ こで行快 は海賊 の一人 を射伏せた。その
弓技 に驚 い た海賊 か ら射手 は誰か と問 はれて行快 は名乗 り、 この辺 の海賊 は熊野出身
だか ら手並み を見せた と。海賊 はは じめか ら名乗 って下 されば、あや まちは しません
といって漕 ぎ帰 った。
この話 で東国か ら熊野へ の供米 の航路が伊勢湾入口の伊良湖水道経 由 と知 られる、
この海域 は伊勢神宮 とも関係が深 いが、
熊野出身の海賊が供米 を狙 う穴場 で もあ った。
③ 大庭御厨保管 の熊野僧 の供米
上記 の 2話 は説話 だが こちらの出典 は訴訟文書 で時期 も事情 も詳細 に把握で きる。
大庭御厨 は相模 国鵠沼郷 を中心 とす る内宮 の御厨 で安 田元久の研究 にしたがって紹
介 しよう (『 平安遺文』及 び『神宮神領記』所収『天養記 (相 模 国大庭御厨古文書)』 )。
長治年間 (初 年 は1104)に 鎌倉権五郎平景正がネ
申宮御厨 とす る条件 で国衛 の許可 で
この地域 を開発 し、永久 5年 (1117)10月 に伊勢恒吉 を通 じて内宮 に寄進 し、平 (の ち
に この家系 は大庭氏)景 正の子孫が実質的 な領主権 の下司職 を確保 した。
天 養元年 (1144)9月 上旬、大庭御厨 を涼義朝が武力 で押妨 し、御厨 の伊介神社 の神
官荒木田彦松 な ど 8人 の神人 を負傷 させ、祭料の魚・刈 り取 った大豆・小豆 を強奪、
神宮 は翌月 4日 に太政官へ提訴。訴訟最中の10月 21日 に非合法荘園 との名 目で日代や
国衛在庁 と義朝 ら千余騎が御厨 を襲 い、神人数人 を殺 害 し、作 田95町 分 の稲束、下司
の私物 な どを奪 った、
奪 われた品 目中の米 800余 石は
「供祭料 をは じめ農料 。出挙米・
甲乙輩 の私物、それに加 えて事縁があ つて宿置 した熊野僧の供米」 であった。
御厨 をめ ぐる伊勢神宮 と源義朝 との対立 は第 4章 で触 れる。 ここでは熊野 の動向 を
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② の話 も含めて考 えよ う。聖地 としての熊野 はす でに神代記 に記載 され、10世 紀末 の
長保元年 (999)11月 に花山院 は熊野詣 を強 く望 まれるが一 条天皇 の強硬 な反対で断念
された。 しか し皇室の熊野信仰 はその 1世 紀後 に急激 な高 まりをみせ 、 白河院の在世
中30余 回の熊野詣以降、代 々の院が臣下 とともに熊野詣 を繰 り返 してい た。 もちろん
御 師や先達 による熊野信仰 の宣伝 は10世 紀 にはす でに確実 には じまっていたろ う。
伊勢神宮 の進 出は、制度 に裏付 けられた御厨 な どの形 をと り確実 な記録が残 る。 ま
た御厨 を足 場 に伊勢信仰 の伝統 を各地 に定着 させた。 もちろん熊野 に も皇室か ら荘 園
の寄進 はあるが、熊野信仰の主体 は宗教者 と信者 との間の師檀関係 にあ り、鎌倉時代
以 降、各地 の信者組織 の売買 の記録 は多 く残 ったが、11,2世 紀 の実情 の把握 はむず か
しい。② の熊野 へ の供米 の船便 の話 に誇張 がな けれ ば、東国か らだけで も相当量 の供
米が熊野 に集 中 した筈 であるが、事情 は今 一 つ はっ きりしない。③ の記事か ら12世 紀
の第 2四 半期 に大庭御厨 に供 米が置かれた理由を、御厨 と神宮 とを結 ぶ流通経路で熊
野 へ の供米 も同時 に運ぶため に御厨 に置 い た との推測 も許 されよう。 さら伊勢へ の逗
搬 を主 とし、熊野 へ は従 とす れば、② は誇張 との理解 も可能で、新史料 によ り正 しい
評価が望 まれる。
熊野信仰 の拠点 は各地 に鎮座 の熊野神社で推測 されるが、当時、同 じ一族 を伊勢の
神人 と熊野先達 とが各 々の信者 とした好例 に武蔵国 の葛西 一族があ る。神宮 との関係
では『糠本文書』に葛西御厨 の記録があ り、熊野 との関係 は『米良文書』所収 の葛西 (笠
井)系 譜か らも師檀関係 には疑 い ない。 この ように伊勢 と熊野 とで信者 の重複が まま
存在 し、同様 の理 由で大庭御厨 に熊野僧供米が置かれた別の原 因が考 えられる。

(4)伊 勢神宮権稲宜の諸国遊行
次 に神宮爾宜 の諸国遊行 を考 えよ う。
神宮 の運営 には多 くの階層 の人 々が関係 す る。
の
は
中心 階層 爾宜 だが、運営 を主導 した人 々は さらに上位の神官 である。皇室 の祭祀
を担当す る伊勢神宮 の運営は万事朝廷 の指示 によった。20年 に一度 の遷宮 を担当す る
造宮使 の一部 を含 めて、祭主 らの高級神官 は大 中臣氏か ら選ばれ、白河院政期 以 降、
彼等 は当然なが ら院や院近 臣 と密着 して行動 した。爾宜 の選任や昇格 も朝廷から発令
され、内宮爾宜 を出す荒木田氏、外宮爾宜 を出す度会氏 ともに、爾宜職就任 の狭 き門
とその昇格 をめ ぐって同族内で激 しい競争・ 洵汰があ った。両氏 ともに当初 は一 門か
ら四門の 4系 統 あ ったが、11世 紀頃には荒木田氏 は一 門・三 門、度会氏 は二 門 と四 門
の 2系 統 のみが残 り、当然、家系 の永続 のため に爾宜職就任 の希望 か ら、荒木田・ 度
会両氏 の人 々は多 くは祭主 らの仲介 で、 ご くまれに直接朝廷 に申請 して正爾宜 に選任
され、 この面か ら両氏 の神 主達は朝廷 と強 く結 び着 く。人数が限 られた正爾宜は内外
宮それぞれ11世 紀 は 6人 、12世 紀 に入 って保延元年 (1135)以 降 7人 、承久 3年 (1221)
年以 降 は 8人 が定員 で、正爾宜 に就任後 もなお激 しく順位 を争 った。その一方 で、権
爾宜 は「権任等無定数、任敬神志者也」 とあ り定員 は なか った

(『 群書類従勘巻10『 古
老 口実伝』)。
『中右記』永久 2年 (1114)正 月 。2月 の条 に藤原宗忠 の伊勢公卿勅使 の記事があ る。
正月22日 の条 では「藤法近代毎度有増、是権祠宜相加之故欺」 と権爾宜 の異常な増加
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,

に注 目す る。宗忠 は 2月 3日 にクト
宮 を参拝、正爾宜・権爾宜 には所定 の藤 (衣 服)を
の人
は正
給 う準備 をし、事前 に報告
数
爾宜 6人 、四位・五位 の権爾宜39人 、六位21人 、
次 の権爾宜 7人 で あ ったが、 しか し他 に六位 の子等 4人 の報告洩 れを一蒲宜か ら伝 え
られ後 日彼等 に も稔 を給 した。同 日、 さらに内宮 に参拝、内官 で も正爾宜 6人 、五位
の権爾宜43人 、六位 31人 、次 の権爾宜 4人 に同様 に所定 の織 を給 った。 この通 り内外
二官 ともに多数 の権爾宜がお り、人数 の変化が多 い こと もうかがえる。
棚橋光男 は神宮 の権欄宜 を次の よ うに規定す る。
かれ らは広義の本宮庁

(爾 宜庁)を

構成 しなが ら、職の関係では「正蒲宜」職か ら
疎外 され、所領所有の面では御厨・ 御薗 の「給主」職か ら基本的に疎外 されてい る。
かれらは荒木 田 。度会氏系図に記載 されてその同族結合 (虚 偽意識)に 包摂 され、広
義 の本宮庁 (祠 宜庁)の 構成員 とな り暴力装置 と機能 しなが らも、職 の関係 と所領所
有 の両面 にお い て狭義 の本宮庁 (爾 宜庁)か ら疎外 された矛盾的存在 で あ った。
だが この規定 には疑間があ る。12世 紀第 1四 半期 に外宮 だ けで も70余 名 の権爾宜が
お り、
正爾宜へ の第一歩 が権爾宜 であ り、
構成員 の多様性 を考 えるべ きだろう。しか も、
権爾宜 を未経験 の正爾宜 は存在 しない筈 である。多数 の正爾宜 の 中には十余歳 で就任
した例 、父一頑宜 の推薦 で正蒲宜職 に就 い た者 もい たが、あ くまで もそれは例外であ
る。 曲折 はあ ったが、権爾宜か ら器量 により正爾宜 を選任 す る原則が長 い神宮 の歴史
で守 られた と考 える。建久 4年 (1193)夏 、祭主・ 宮司・ 内外宮 の蒲宜が京都 に召 され
るきわめて異例 の 出来事があった。 この時 の沙汰 に「爾宜撰器量可挙補 之由被仰定」
とあ ったが、文面 どお りの選任方法へ の沙汰か爾宜職 の派閥抗争 の牽制 を目的 とした
沙汰か、後 白河院政 との関係 で考 えるべ き検討課題 で あ る

(『

群書類従』巻51『 類衆

大補任』)。
正爾宜 には「禁河 の制裁」があ り宮川 を越 え られず、旅行 は制度上許 されなか った。
代 わって権爾宜や下級 の神人 らが諸 国を遊行 していた。遊 行 の明確 な開始時期 は不明
だが、前述 の大庭御厨 の12世 紀初頭 の 開発開始 を踏 まえれば、せ いぜ い11世 紀後半 ど
ま りで、仏徒 に比べ て大幅 に遅れ る。
権蒲宜 らの諸国遊行 の要因を考 えると、国家財政の緊縮 によ り神宮 の財政 も次第 に
苦 しくなる。その反面で爾宜 の人数は年 々増加 の一途 をた どる。矛盾 した この状況 を
改善する方策 は必然的に神領 の拡大 となる。当時すでに荘園整理 の大方針 はあ ったが、
神宮運営 の安定 は皇室・朝廷 にとって も急務 であ り、政局 を牛耳 る院に祭主が密着 し
たこともあ り御厨 の建立の多 くは承認 され、諸 国を遊行 して神領拡大 の契機 を作った
権爾宜やその他 の神人達 はそれな りの成果 を挙 げた。
しか も神宮 の祭祀 は皇室 のためで、勅使 で下 向の宗忠 の前記 の参拝 で も、 自己の祈
願 は心 中密かに行 った。 この事情 か ら12世 紀 中頃 まで神人達 は伊勢信仰 の宣伝 は許 さ
れず、せいぜい敬神 の念 を高める程度 に止 まった と推測 される。外宮権爾宜 の度会常
行が礼部禅 門 (萩 原龍夫 は源雅兼 とい う)に 祭 主創建 の伊勢 の蓮台寺 の奇瑞 を伝 えた
よ うに実際 に仏 寺 の宣伝 をしてい た (『 古事談』 第五)。 もちろん御厨 の建 立 も基本
的には制約 の方針 で、保元元年 (1156)と 翌 2年 と続 けてこの点 を諸 国 に命 じ、 かつ、

神人の増員 と濫行 の停止 も同時 に命令 された。建久 2年 (1191)の 宣 旨では、神宮 の権
爾宜 の諸国徘徊、京都 での常住、京官へ の就任 を禁 じてい た (『 群書類従』第51『 類
衆大補任』)。
権爾宜 の遊行 の資料 に奈良興善寺 の阿輛陀仏立像胎内発見 の念仏結縁交名状 があ り
アラキタノ為貞、渡会重 守、度会守真 の名 を見 る。 これ らには法然の書状・ 同包紙 の
紙背 を利用 した交名状類 を含み 3名 は奈良で結縁 したろ う。近江玉桂寺阿爾陀仏立像
胎 内発見 の交名 で も伊勢関係者名 の集 中する部分 は伊勢での結縁 で、散発 的な記載例
の多 くは伊勢以外 での結縁 であろ う (玉 桂寺例 は拙稿参照)。 いず れ も鎌倉時代 の資
料 である。

(5)小 結 遊行する宗教者 と常滑焼 の消費地の拡大
早 く筆者 は「県内出上 の古代末 の陶器」 (『 福 島史学研 究』復刊 2号 )を 発表 し県内
で も太平洋斜面 の地域 には主 として施釉陶器、 日本海斜面 の会津地方 では主 に施釉 の
ない四耳壺 と、発見す る遺物 の違 い に注 目し、そ の背景 の運搬手段 に船運 を推 定 した。
常滑焼 をは じめ各窯 の製品の分布 には運搬手段 の影響 が大 きい。 しか しそれに先行
して常滑焼 を当初、消費地で何で知 ったかが大問題 である。 シンポジュウムでは生産
地か ら遠 く離れ た陸中平泉 で多量 の常滑 。渥美窯製品を発見。 と くに最古 の常滑焼 は
知多半 島 で も発見例 の少 ない常滑 lb期 の奏 との報告 が注 目され た。常滑 で生産 を開
始 した器種 が い ち早 く平泉 に運ばれていたので あ る。背景 に生産地の情報がかな りの
早 さで平泉 に達 し、現地 の需要見込みが常滑にも伝 わった と推測 される。 日下、知 ら
れる史料 ではこの動向 の把握 は不可能 だが、筆者 は遊行す る宗教者が情報 の仲介 をし
た と理解す る。
奥州藤原氏 が 、中尊寺・ 毛越寺・ 無量光院な どの寺院 を造営 し、中尊寺経 の書写 を
行 ったことは有名 である。 しか し平泉移住以前 の藤原氏 に仏教 へ の厚 い帰依 の証拠 は
ない。つ ま り奥州藤原氏 の地方映権の安定 と財政 の裏付 けが確立す るとともに、藤原
氏 に寺院の造営や写経 を勧めた僧侶 が存在 し、その勧 めで藤原氏 のそれ らの事業がは
じまった。平泉 を訪ねた勧進聖では西行や一遍が有名だが、それ よ りも早 く多 くの宗
教者が平泉 を訪 ね、華麗 な寺院や経典 は一面で はそれ ら無名の勧進聖の壮大 な記念碑
で もある。
遊行 した宗教者達 は大衆 と強 く結 びつ き、
平泉 を例 に考 えたが、当時、
他 方 で宗教者
の広域的な関係 も存在 したろう。確実な史料 こそ欠 くが常滑焼 をは じめ各窯業地での
遊行する宗教者が果た した役割 を考 えるべ きであろう。
広域的な販路 の確 立 にあた り、
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特別注文 の陶器 の諸問題 『顕長銘 の壺」 をめぐつて
12世 紀 中葉頃 に渥美半島の大 アラ コ窯で藤原顕長 を含 む銘文 の壷 を製作 し、生産地
での破損例 の発見 の他 に、伊 豆・ 甲斐・相模で確実 な、 さらに伝武蔵 の例 (愛 知県陶
か ら鏡 。刀子・ 火熔
磁資料館所蔵)の 発見 もある。なかで も伊豆 三ッ谷新 田では石帝【
石 を伴 出 して出上 し、その状況か ら経塚 での埋納経 の外容器 の疑 いが濃 い。 これ らの
壷が京都か らの特別注文で作 られた ことは銘文 で推測 される。そ こで顕長銘 の壷 を手

がか りに特別注文 を考 え、 また生産地 の窯 の対応 を通 じて、伊勢湾周辺各地 の陶器生
産地 の実体 も模索 した。後藤建 ― は12世 紀 の湖西窯 と渥美窯 との密接 な関係 か ら渥
美・ 湖西窯 との用 語 を提唱す る、以下 これにしたが つて考 えよう。

(1)発 注の問題 特別注文 の発注者 は誰 か
荒木彼夫 の研究 か ら
顕長 を窓口に大 アラ コ窯 に壺 を発注 した、通説では顕長が経塚造営 の推進者 で 自己
の埋 納経 の 目的で発注 した とす るが これには疑問があ る。壷 を発注 した顕長 の背後 に
ある真実 の発注者 は、彼 を含 むにせ よ女性主体 の集団 との理解が私見 の骨子 である。
①

最近 『静岡県史』通史編 1で 荒木敏夫が顕長銘 の壷 に少 しく頁数 を割 き、各発見例
の詳細 な検討 か ら次 の主張 をお こなっている。i代 表的 な資料 4点 の銘文 を対比する
と刻書文字 の配列 は相当多様 で あ る。 ii藤 原顕長が 白1可 。鳥羽両院の近臣の家系 の一
。
人である こと、そ の経歴 は吉 田章一郎 が早 く紹介 し (『 渥美半 島 における古代 中世
の窯業遺跡』所収 「渥美半 島窯業 の歴 史的背景」
)荒 木 は一層深 く検討す る。 これ
ら一群の壷 を藤原顕長 の大 がか りの埋納用 と考 える。 久安 5年 (1149)鳥 羽院の富士
上人末代 の埋 納経勧進 と顕長 の埋納経 とは関係があ ろ う (『 本朝世紀』・『本朝文集』)。
荒木 の論 旨はお よそ上記の 4点 で、従来 の見解 を一歩進 めてはい るが五 の顕長 によ
る埋納経 との理解 には疑間がある。 もちろんこれは荒木 の独創 ではな く通説 である。
② 顕長銘 の壷 の埋 納経 の主体者
では顕長銘 の壷 による埋納経 の主体者 は誰 であろ う。通説 に疑間を持 つ第一の理由
。
は、
京官 の顕長 には壷 を発見する甲斐 。伊豆 相模 の各地域 に結 びつ く理 由がない点、
顕長中心 の経塚造営 であれば造営場所 にも必ず個人的な縁 がある筈。第二 に惟宗遠清
ほかの関与 も、 もし顕長 主体であれ ば、他 の人 々 には「助成檀主」 といつた記載 があ
るべ きだがそれがない。惟宗遠清 の経歴 は管見 に入 らない。棚橋光男 は吟味 の余地 を
認 めなが ら、当時 の法曹・ 実務官人 に惟宗氏が多 い ことを指摘す るがそれ を重視 した
い。第三に多 くの女性 の関与 である。姓 のみを記載 の人物 は通説 により女性 であろ う。
「尊霊」との記載 の人 々 も女性 の過去者 の結縁 であろ う、とす る と主体 は女性 となる。
顕長 の地位・
最後 に、
しか もその女性 らと顕長や惟宗遠清 との関係 も全 く不明である。
家系 を考 え、彼が近親者 の追善 の経塚造営 とす るには伊豆三 ツ谷新 田発見 の経塚 の埋
納物 はあま りにも粗末である。以上の 4点 か ら埋納経の主体者 は顕長 ではなかろう。
他 の状況証拠 か ら主体者 を推定す ると、第一 に三ツ谷新 田の経塚 の質素 な埋納物が
注 目され る。各 地での多数埋納 を主な目的に壷が作 られ配 られたろう。第二 は多 くの
女性 の関与。第 三は顕長の三河守在任期間で あ る。彼 は̀専 羽院政期 の保延 2年 (1136)
か ら天養 2年 (1145)ま で と、久安 5年 (1149)か ら久寿 2年 (1155)ま での 2度 三河守 に
島羽院周辺 の女性 とその側近の女官達 に、藤原
在任 した。 この 3条 件 か ら、主体者 は′
顕長・惟宗遠清 も加 わった一群 の人々 と想定 される。壺製作 の技術水準 は皇室向けと
しては低 い。 ひいては鳥羽院 自身の関与 は考 え憎 く、末代 上人の埋経 との 関係 には否
定的である。
甲斐例 か ら清雲俊元 は八条院

(■ 37〜 12■ )や

その母 の美福 門院 とこれ らの埋納 と

の関係 や八条院の仏教 へ の厚 い帰依 をも指摘する。荒木敏夫 も決め手 を欠 くとしなが
らも、
埋納 の背景 に鳥羽院政期 の 中央政治状勢 を推測す る。それ らを勘案 して も顕長・
遠清 を含 む鳥羽院周辺 の女性 中心 の特別注文 との結論 に止 めるべ きであろう。

(2)生 産地での問題
昭和 59年 『甲斐路』第52号 に清雲俊元・ 加藤為夫・ 田代孝・小林真・ 萩原 三雄・ 中
山誠二 らが「富沢町徳 間発見 の「顕長・遠清」銘 の短顕壷 につい て」 を発表 し、当時
未報告 の相模宮久保遺跡例 を除 いた各資料 の詳細 な検討 を行 った。 また渥美窯 と遠江
湖西窯 の研究 を進める小 野田 。後藤 の論考があ り、それ らか らこの問題 を考 えよう。
① 12世 紀 の渥美・ 湖西窯 と中央 との関係
顕長銘 の壺の生産地での発 見 は、渥美 の田原町平岩 の台地 での発見 には じま り、
続い
て数百 m北 の大 アラ コ窯址群 の灰原 で同種 の破片が発見 された。そ の後 の大 アラコ窯
の発掘 では、3号 窯 の窯体内か ら発見 され、
別 に平岩 3号 窯 で も焼成 の可能性がある。
大 アラコ窯群 を含 む12世 紀 の渥美 。湖西窯の動向を後藤建 一報告 の『山口第17地 点
古窯跡発掘調査報告書』 か ら考 えよう。 この古窯群で 3基 の窯 を発掘 し、その 2号 窯
で焼成 の瓦 は、元永 2年 (1■ 9)に 主要堂宇 が焼失 した京都仁和寺 の 円堂院 と朝堂院の
再建 のため との理解か ら、 2号 窯 の操業時期 は元永 2年 を遡 らない と推測 される。山
口第17地 点古窯跡 の北西 5kmの アスモ地点古窯 は久安 2年 (1146)在 銘 の陶製五輪 の
銘文 の「遠海新所 」 の窯 と推測 される。 この ように湖西窯 には時期が特定 で きる窯が
あ り、しか も仁和寺 に供給 された軒先九瓦・軒先平瓦 も、久安 2年 銘 の陶製五輪塔 も、
ともにす ぐれ た意匠・技術・ 筆跡 (陶 製五輪塔銘文)を 示 し一流の工匠の関与 は明 ら
かである。 この地区に隣接 す る三河国二川古窯では10世 紀 に大知波峠廃寺に供給 の緑
釉陶器 を生産 し、三河 。遠江 の国境 と東海道 とが交差す る湖西周辺 には、断続 的に高
度 な技術が導入 されるが、山口第17地 点古窯、アスモ地点古窯 ともに在地 の特色 の碗
類 も生産 してお り、高度 の技術 と在地生産の伝統 の共存が注 目される。
渥美半島西端 の伊良湖地区の窯群 で も承安 4年 (1174)銘 の伊勢発見瓦経や伴 出の陶
製品の製作 には、遷宮 の 関係 で神宮 に派遣 された木工寮 の二人の関与 が推測 される。
この ように渥美・ 湖西窯で は湖西周辺や伊良湖のように京都仁和寺 ・奈良東大寺 の再
建や伊勢神宮 の遷宮 とい う国家的事業 に関係 して製 品を供給す る産地 を含み、その場
合 には木工寮 の専門工人が在地 の二 人 を指導 して高水準 の製品 を生産 したと推測 され
る。その視点 で顕長銘 の壺 を評価すると在地工 人の製品であ り、国司が私的に発注 し
生産 した大アラ コ窯 はそ の水準 の窯 で、同地域では技術水 準 が大 きく異 なる窯が併 存
したろう。
顕長銘 の壺 とその銘文
第 1表 の顔長銘 の壷 各例 の計測値

②

(単 位 cm)で 大 きさの不 統 一 は明 らかである。

さらに『甲斐路』論文 に掲載 の大 アラコ 3号 窯第 1例 、 甲斐例、伊豆例、伝武蔵例 の
実測図を転載 して第 1図 とす るが、各例 の形 の違 い も一 日して明 らかである。器形 は
短顕壺で同 じ器形 は常滑焼 のla〜 3期 にあるが、その類例 は伊豆例 のみで、他 に大 ア
ラ コ 3号 窯第 1例 と伝武蔵例 とが似 る。常滑焼 の短頸壷 に類似 の伊 豆例 の高 さは、
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第 1表

顕長銘 の主各例の計測値 (単位 cm)

出土地

高さ

三河大 アラコ3号 窯第 1例
同
第2例
同
第3例
同
6号 窯(推 勾
甲斐徳 間例
伊豆三 ツ谷新 田例
相模宮久保例(復 元)
伝武蔵(愛 知県陶磁資料館所蔵)

最大径

17.5

52.0

47.0

13.5
18.5
20.8

400
‑
‑

35,0

54.5

47.2

15,8

‑

20.0
20.6

底径

26.8

約 39.0

46.5
49.5

15,5

48.8

小野田勝一『日原町史考古編』
上
同
上
同
上
同
『甲斐路』 52号
『中世須恵器 の研究』
『綾瀬市史』 1
『渥美 の古代文化 をさぐる』

お二４
・Ｆおｉ
ス″
︐

/
▼
第 1図

2の み縮尺が異なる。

4

顕長銘の壷各例

1.三 河大アラコ 3号 窯第 1例 2.甲 斐徳間例
4.伝 武蔵例 (『 甲斐路』52よ り)

3.伊 豆三ッ谷新田例

39cmで 、実見 の機会 はないが大 アラ コ 3号 窯 第 2例 が これ に近 く顕長銘 の壷 の仲 間
で も最 も小 形 で あ る。 大 アラ コ 3号 窯 第 1例 な どは伊豆例 に比 べ て 口径 で 5cm、 高
さ 。最大径 で は10cm以 上 も上 回 る。吉 岡康 暢 は大 アラ コの短顕壷 を大 きさで 3種 に

細分、伊 豆例 。伝武蔵例 の差 はそれを示唆す る。 しか し特別注文 の埋 納経 の外容器 で
は経典 を納 めるために広 い口径、短 い頭部 さらに容量 。高 さなどに要求があ り、製品
のこのば らつ きは作 り潮Iれ た短顎壷 よ りも大形 の特別注文 で、技術的 に対応で きず不
統 一 となった との理解が許 され よう。話 が前後 したが、大 アラ コ窯直前期 の湖西山口
第17地 点窯発見 の短顕壷 は口径 ■ .4cm、 高 さは20。 8cmと 小振 りで、渥美・ 湖西窯 の
その段階で小形短顎壷 の伝統 のみが定着 し、大形品の生産 については大 アラ コ窯 を含
めて技術 の限界が存在 したのではないか。
各壷 の銘文 は紙面 の関係 で割愛 し、筆跡 を『甲斐路』論文 で小林真 が分析する。そ
れによると i銘 文 の書 き始め は「正五位下」 であ る。 五大 アラ コ 3号 窯第 1例 の銘文
は 1人 の執筆、甲斐例・伊豆例 は、前半 の「正五位下」以下 と後半 の「従 五位下」以
下 と異筆 らしく、前半 の筆跡 は大 アラコ 3号 窯第 1例 と同一人 らしい。 i伝 武蔵例 の
執筆 は以上の 2人 とも異筆 で第 3の 書 き手が いる らしい。 書 き慣 れた字体だが郡 の
貴人な どの執筆 ではな く、書 き手 は窯場 の職人でなかろうか。私見 を加 えると、伝武
蔵例 の前半 の「正五位下」以下の部分 の欠落 は単純 な書 き洩れで はないか。 また不鮮
明な写真 で断定 に躊躇す るが平岩台地採集例 と相模例 とは類似 した筆跡 らしい。

(3)消 費地での問題
顕長 の壼は どの ように使 われたか。伊豆例の出土状況は紹介済みだが、残 る 2例 の
場合 を考 えよう。甲斐例 はほぼ富士山の南西、南 アルプスに連 なる山地 の旧家 の所蔵
で、約 250年 前、近 くの本家 か ら分家 の現所蔵者 の家 に譲 られた。 もちろん発見 の状
況 などは不明。相模官久保例 を吉岡康暢 の記述 で見 ると、 2次 堆積 で共伴関係 は確定
し難 いが銅経筒蓋が同一層 で出土 し、渋谷庄司重国の居宅域 の一角 をなす地点か らの
流失 の可能性 を指摘す る。吉岡 は三河国衛か らの発注品 とは別 に顕長 の壷が東国の在
地領主層へ交易物 として移出 したか と理解す る。 しか し、顕長銘 の壺 の大 アラコ窯 で
の製作技法 を考 える時 に、国衛 へ納入 の技術水準 の高 い壺 を別 に生産 した とも思えな
い。大 アラコ窯 とその周辺 で発見 の顕長銘 の壷 の不良品か ら、 どの程度 の数量 の製品
が消費地へ と移出 したか推測 はで きないだろ うか。 目下 の ところ甲斐 。伊 豆 。相模そ
れに伝武蔵 の 4点 の発見 で各国 とも 1点 の発見 で、国別 に 1点 か複数か、発見す る地
域が拡大す るのか否かの問題があ る。 さらにJ島 羽院の宮廷 の女性 を主体 に東国へ の埋
納経 をお こなう背景 の推測が許 されれ ば、一つには天慶 の乱以後、宮廷 では東国の動
向 に大 きな関心 を寄せた らしい。遠江大知波峠廃寺 の造営や平治 2年 完成 の三河普門
寺へ の二条天皇 と高松院の梵鐘 の寄進 があ り、それ らと一連 ではないか (註 1)。 第二
に第 4章 で触 れる足利義清 を具体例 として考 えたい。彼 は上西門院 と八 条院の判官代
で、東国武士団の上層部 の多 くが この ように京官 で宮廷 に結びつ き、そのような関係
で顕長銘 の壺 を、東国のあ る範囲の地域 に配付 したのではないか。

(4)小 結 特別注文の壺をめぐる詰問題
顕長銘 の壺の諸問題 を整理すると、第一 に大 アラコ窯へ の発注窓口は三河守藤原顕
長、第二 に発注の主体 は鳥羽院周辺 の女性 の側近、多分、女官達 に顕長・遠清 を含め
た一群の人 々。第三に器形 と銘文か ら高水準 の製品 とは思 えない、最 も達筆な銘文 の
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壷が大 アラ コ 3号 窯 で半焼成 の まま発見 された ことも暗示的である。第四に生産 の時
期 は顕長が三河守 に初任の保延 2年 (1136)に よ り近 い との想定 も一つの選択肢 として
残 したい。つ ま り末代 の埋経 よ りも先行す る可能性 もある。最後 に渥美・ 湖西窯 では
国家的事業 の場合 には中央の二人が指導 した窯 が湖西 。伊良湖地区にあ る。他方 で 国
司が私的 に発注 し在地 の二人が顕長銘 の壷 を生産 した大 アラ コ窯 も並存 した。高度 な
技術が渥美窯 の技術 の伝統 に与 えた影響、それに対 して同時期の知多窯 の製作技術 の
伝統形成 の実態、その あた りを切 り口 に知多・ 常滑窯 と渥美・湖西窯 の盛衰が考 え ら
れないか。
視点 を変 えて神宮 の正爾宜層 の動向 をみる と13世 紀第 4四 半期 に寄進地系御厨 を基
盤 とす る従来 の主流派 の勢力が衰退 し、伊 良湖御厨 を背景 とした桧垣氏 らの一 派がそ
れに代 わる (註 2)。 この情勢 で派生 す る事情 を模式的に推測すると第一 に渥美 の神領
全体 に御厨本来 の 目的の神宮へ の食糧貢進が勧 め られ、窯業生産が減退す るだろ う。
第二 に遠隔地の寄進地系御厨 か らの物流 の衰退で、陶器 の運賃が帰 り荷利用 の段階 に
比べ て上昇 し、 これが伊勢湾周辺の各窯 の製品に不利 に働 く。通貨 は介在 しないが 山
茶碗類 の代価 の面で、消費地 での山茶碗類 に代 わる器物 の入手が よ り容易 であれば、
各窯 の 山茶碗類 の生産 は衰退 し、 これ を引 き金 に多 くの窯が生産中止 に追 い込 まれた
のではないか。

4

伊勢神宮 とその御厨 との間の交通
(1)伊 勢神宮御厨の分布 とその著 る しい増加
シンポジュウムで12世 紀 に伊勢神官の寄進地系御厨 が東国中心 に増加 し、常滑焼 が
神宮 へ の貢進 の帰 り荷 で連 ばれたろ う とした。神宮 の御厨 は本来 は近接す る地域で神
宮 の必需品を生産 ・貢進す るためで、当初 は遠隔地 には御厨 は置 かれなかったろう。20
年 に一度 の遷宮 の費用 も本来は国庫支出だが、財政 の悪化 で11世 紀後半 か ら役夫工 米
の制度 で充当す るとした。そ して役夫工米 の徴収 で神宮 の催使 と現地側 との 間の衝突
が激化 し、朝廷 はその調停 に苦 しむ こととなった。 この経過 は棚橋光男 が著書で くわ
しく紹介す る。 この時期 に受領功過 の関係 で祭 主 らは院 と密着 し、院 も祭主 らも神宮
運営 の財源確保 とい う緊急 の課題 に取 り組 んだ。す でに10世 紀か ら朝廷 は荘園整理 に
着手す るが、実質的 には荘 園で あ る御厨 の建立が例外的 に認 め られた。伊勢湾周辺 の
各窯 の陶器 の交易 を考 える場合 に、何時頃 どの地域 に神宮 の御厨が成立 したか を一覧
す る必 要があ る。
第 2表 はその 目的で遠隔地域 の御厨 一 恣意 的 だが伊勢・ 志摩・ 伊賀・ 尾 張・ 三
河・ 遠江 を除い た地域 とす る一 の成立時期 を国別 に集計 した もので、基礎資料 は『国
史大辞典』第13巻 、稲本紀昭執筆 の「御厨」 の「伊勢神宮御厨 一覧」 だが、 ご く一部
私見 で修正 した。資料不足で問題 は残 るが 104個 所 の遠隔地域御厨 の うち成立時期 が
ほぼ12世 紀 と明 らかな御厨 は43個 所、 うち白河院政期 に成立の御厨 は 8、 以下、鳥羽
院政期 に 8、 後 白河親政・ 院政期 に26、 これに対 して白河院政期 以前は 1、 「その他」
の項 は14世 紀 中葉 に成立の 『神鳳抄』 を下限 とした成立時期不明分 の集計 で53御 厨 あ
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『国史大辞典』第13巻 。
稲本紀昭
「御厨」
付表
「伊勢神宮御厨一覧」を集計、ただし一部改変。
①「その他」 は『神鳳抄』 (14世 紀中頃成立)を 下限とした建立時期不明分を集計。
るがその多 くも後 自河親政・ 院政期 に集中的 に建立 の可能性がある。それは ともか く、
趨勢 として12世 紀 の後 白河親政・ 院政期 に集 中的 に遠隔地御厨 が成立 し、 しか も増加
の 中心が東国である ことも第 2表 か ら窺 えよ う。

(2)稲 木太夫―族 とその周辺 ― ある内富稲宣 と御厨
何故 この12世 紀 に東国を中心 に遠隔地域 に多 くの御厨 が成立 したのであろ うか。内
宮爾宜 に稲木太夫 と呼 ばれた人物が い る。荒木田延能 とその孫 の明 (顕 )盛 の二人で、
その一族 を中心 に11・ 12世 紀 の伊勢神宮 の動向 と御厨 の展開を考 えよう。
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① 伊勢神宮爾宜層 の動向 ― 東寺大 国荘 との関連 を中心 に
神事 での爾宜 の役割 につい は多 くの記録があるが、神事 を離れて爾宜が何処で どの
ような生活 をしたかはほ とん ど知 られない。 しか し、東寺領大国荘 をめ ぐる相論 の記
録 中に、手作地主 としての■世紀末頃の爾宜達が知 られる。
東寺 の大国荘 は神宮 の西か ら西北西の飯野・多気両郡 にわたる広大 な地域 を含み、
稲木太夫 と関係す る稲木地区 は神宮か ら約16キ ロメー トルほど離 れてい る。大国荘 は
これ ら地域の布勢内親王 の墾 田を弘仁 3年 (812)に 東寺 に施入 して成立 したが、荘園
と公領 とが入 り交 じり、本来、神郡 (度 会・ 多気・ 飯野 の 3郡 一 これ を道後 ともい う)
の地域 に荘 園を置 くことにす でに問題が胎胚 してい た。 また荘 園 を流 れる櫛 田川は し
ば しば氾濫 し、流路の変化か ら承和 2年 (835)す でに広 い面積 の荒地 が存在、保安 2
年 (1121)に 大水害、天治 2年 (1125)に 潅漑用 の溝 の流失、逆 に康和 2年 (1100)に は早
魃被害 の記録がある。中間の時期 の記録 を欠 くが、耕地 としては不安定 な地域であっ
第 二図 荒本 田氏略系図

神主名 の右側 の数字は正爾宜 の順位
田中卓 ﹁
荒木田氏古系図 の出現﹂ ﹁
皇学館大学紀要﹄ 二十 一輯所収︑古系図より本稿関係者を抄出追加

天

神ハ

神全

主百
一
一
一
田長 ︱火 四代 略▼︱ 興忠 ︱︲ 氏 長

佐麻呂︱︱火略︶

主高

た らしい。
しか し、神宮 か ら近 く■ 世紀後半 に
は何人か の神 主が この 地域 に生 活 の根
を下ろ してい た。応徳元年 (1084)の 「伊
勢太神宮神主牒 」 (『 平安遺文』 1212号
文書)の 「外 一 神 主 宅」 を棚橋 は外 宮
一爾宜宅 とい う、他 に「内一神主領」・
「内五神 主領」 。「外 一 神 主領」 と同
文書 にあ り、内外宮 の爾宜達 の この地
域 での定着 が窺 われ る。 正 爾宜 は宮川
を渡れない強 い制約が あ ったが、
「宅」
や「領」 の存在 は、正爾宜 の神事 に 関
与 しない時期 の生 活 の本拠 が神宮 か ら
近距離 の この地域 に置 かれた ことが推
測 される。
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荒木田延能

「太神宮検非違使新家俊晴解」 (『 平
安遺文』 1239号 文書)で の大 国荘 の 東
寺 との 間 の相論 で、稲 木太夫荒木田廷
能 はその地の「五代相伝作手」 とある。

延
基

荒木 田氏 の系譜 を第 2図 に示 すが
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中卓「荒木 田氏古系 図 の 出現 」『皇 学館
大学紀要』 21輯 所収 の系 図 よ り本稿 関
係 を抄 出・ 追加)、 系 図 の興忠 は天 元 4
年 (981)に 卒 し、 この 主 張 に したが え
ば10世 紀後半 以 来 この 地域 の手作 地主
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となる。応徳 2年 に廷能 は大国荘 で「お し蒔 き」、「お し殖 え」 を強行 したが、開発地
主の地位確保 のための行動 で あ ろ う、時 に従 五位下 で権爾宜 の 中で はむ しろ上位であ
る。彼 は祭主親定 の推薦 で長治元年 (1104)に 正爾宜、 さらに祭主 の「道後政所事」 と
あ る。棚橋 は11世 紀中葉 には祭 主・宮司 ら大 中臣一族が爾宜 らと切 り離 して道後政所
な ど神郡行政機構 を一手 に掌握 した とい うが、12世 紀 に入 ると状況が変 るらしい。天
「外里政所」職 を当時権爾宜 の二男廷明 に譲 り、
永 2年 (1■ 1)神 宮内の宿館 で発病 し、
翌年57歳 で卒 した

(以 下 も含 めて内宮爾宜の履歴 は「神宮爾宜系譜』所収 『皇太神宮

延喜以来補任次第』 による)。 康和 3年 (1101)に 正爾宜 に就任の荒木田忠俊 (廷 能 の
従兄弟 の延平 の一男)は 元永 3年 (1120)に 祭 主親定 の「道後政所事」 とあ り、保安 3
年 (1122)の 親定 の没後 も次 の祭 主公長の「政所」 を担当 した。
③ 荒本田延明 と相馬御厨
保廷 7年 (1141)に 正爾宜 に昇格、
荒木田廷明 は権爾宜当時 か ら祭主「政所」職 にあ り、
大治 2年 (1127)に は斎宮寮大副 を兼任 の祭主公長 に代 わって寮務 に当 た り (公 長逝去
の保延 4年 (1138)ま で)、 次 の祭 主清親 の「政所」 を担当、久安 3年 (1147)か らは道
「道後沙汰」
後郡務 を執行、病 のために正爾宜職 を仁平 3年 (1153)に 一男廷重 に譲 り、
を三男 の権爾宜廷盛 の取 り扱 い として、同年出家 し68歳 で卒 した。
延 明 にはまた下総相馬御厨 の 内宮 へ の寄進 とい う大 きな功績があ った。大治 5年
(1130)に 廷明 は平経繁 (千 葉常重、以下、常重 とい う)か らその子孫 を下司職 とす る

条件 で、下総国相馬 の地 の寄進 を受 け相馬御厨が成立 したが、その後 の相馬御厨 には
複雑 な動向があ り、それ を安 田元久の研究か ら考 えよう (相 馬御厨 は『平安遺文』所
収 『絆 木文書』 による)。 常童 の嗣子常胤 は保延元年 (1135)に 父か ら下司職 を引 き継
ぐが、国司藤原親通 は公 領 の年貢 の未進 を理由に相馬・ 立花の権利 を常重か ら奪 い取
る。加 えて源義朝が常繁 ・常胤父子 に対立す る千葉常澄 と結 び同様 に康 治 2年 (1143)
に常重 か ら権利 を奪 う。神宮 は勘発 し結局、天養 2年 (1145)に 源義朝 も下司職 を子孫
代 々に伝 えるとして神宮 に寄進 した。翌久安 2年 (1146)に 千葉常胤 は相 馬郡司 に任 命
された機会 に、あ らためて相馬御厨 を神宮 に寄進 し、 ここに一つの御厨 に下司職 2人
が出現 した。ただ し、安 田 は当時 の相馬御厨 の実体か ら、二人 の下 司職 の並立の可 能
性 を示唆する。
④ その後 の相馬御厨 一 永暦 2年 の二 つの動向
荒木田延明 は相馬御厨 の日入神主職 を明 (顕 )盛 に譲 ったらしい、上 記 の廷明の履
歴 の二男廷盛 は明盛 の ことで あろう。相馬御厨で下司職が並立 してか ら13年 後 の平治
の乱 で源義朝 は没落す る (平 治元年 (1159))。 永暦 2年 (1161)に 前左兵衛少尉源義宗
が、親子 とも下総守 の経歴 を持 つ藤原親通か ら親盛 へ と伝 えられた権利 (千 葉常重 か
ら入手)に よ り御厨 を内外両官 に寄進 した。義宗 の寄進 は以前 の寄進 と異 な り、下司
職 の確保 ではな く「御厨預職者同以義宗子子孫孫可被補任也」 とある。 大治 5年 の一
連 の文書 を精査すると「預所者可相承 口入人散位源朝臣友定等子孫央」 との条文 を含
む寄進状 1通 もあ り、義宗 の寄進 は預所職 の確保 を内外宮の権威 に求 めた ものであ る。
源義宗 は通説 では常陸 の佐竹氏 とい うが『尊卑分胸 に源義朝 の伯父 (義 朝 の父 の
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為義 を義家 の子 とした場合)に 左衛 門少尉義宗がお り、「早世」 の記事か ら従来は無
視 されたのだろ う。左兵衛 と左衛 門 との官名 の不 一致 は何かの事情 の混乱 だろ う。義
朝が相馬御厨 へ介入 に対 して義宗か らも行動があ る筈 だがそれはなか つた。理由は義
朝 の子 の義平 が、久寿 2年 (1155)に 叔父 の義賢 を討 つた源氏 の内紛があ り、紛争 を避
けて義朝 の没落後 の永暦 2年 に行動 を起 こ したのだろ う。
永暦 2年 には下野梁田御厨 の相論 もある。河合正治 によると足利庄 に隣接 の梁田御
厨 を康治 2年 (1143)に 権爾宜荒木 田利光 を日入神主 に開発領主の藤原家網が内宮に寄
進 し、一方、 この地 に権利 を持 つ足利義国 (義 宗 の兄弟)は 荒木田元定 を日入神主 と
して寄進、元定 は日入料 の一部 を外宮爾宜度会彦忠 に譲つて内外宮 の御厨 として有利
な立場 に立 つ工作 をした。紆余 曲折 のの ち足利義国 もその一男義康 も死 にその子 の義
清が元定 の子 の範明の 日入神 主職 を認め梁田御厨 は安定 した

(『

平安遺文』 4784号 文

書)。
相馬・ 梁田御厨 の相論が ともに永暦 2年 に決着 に向か う理由 は、第一 に源義朝 の没
落 が大 きく影響す る。安 田元久 によると保元 の乱 の際に梁田御厨 に関係 した藤原家網
が義朝側 で活躍 してい た。第二 にもと京官 の源義宗、 また民部丞・八条門院判官代 と
やは り京官 の源義清 の、京官 としての主張 が訴訟 を有利 に導 い たのではないか。相馬
御厨 の相論文書 の仁安 2年 (1167)の 源判官代宛 の宛先 は源義清 の可能性 もあろう。 こ
の ように相馬・ 梁田両御厨 の相論 では外宮 の彦章 と源姓足利 一族 との密接 な関係が窺
われる。
この ような紛争 と神宮側 の対応 の詳細 は不明で あ る。 ただ し、現地側 の何 れの寄進
に対 して原則 として応諾 の方針 らしく、神宮や神主達が利益 の確保 を最優 先 に現実的
に対処 した らしい。相馬御厨 の場合 には永万 2年 (1166)に 荒木田明盛 が外宮 に起請状
を、 さらに仁安 2年 (1167)に やは り明盛 が外宮 と「和与」 して決着 した。
③ 権爾宜 と御厨 の展 開
内宮 の あ る爾宜家 3代 を中心 に■世紀後半か ら12世 紀第 3四 半期 にかけての爾宜 の
動向 と神宮 の御厨 の展 開を見 て きた。荒木田廷能が活躍 した稲木 には御厨 は置 かれな
かったが、彼 に似 た権爾宜 の足跡 と努力 とで近国に開発地系御厨が展 開 したろう。 こ
れ に対 して次代 の廷明 の場合 には千葉常重か らの相馬御厨寄進 に伴 い 口入神主職 を得
たが、祭 主政所の廷明の立場か ら、彼 自身が下総の地 を訪ねた可能性 は低 い。現地 の
さらに下位 の神人が祭主側近 の廷明へ取 り次 いだのだろ う。久安 2年 の千葉常胤 の文
書 の仮名荒本田正富が仲介 の神 主 とも考 えるられるがはっきりしない。外宮 で日入神
主職 を多 く入手 した爾宜家が相馬・ 梁田の両御厨 に登場す る度会彦章 の岩淵 のちに松
木 とい う家 で多 くの一爾宜 を出 した。稲木太夫家 の場合 には延能の曽孫重章が一爾宜
に就任 した。
御厨 をめ ぐる緊迫 した関係 ― 没落 した爾宜、荒木田延綱 (宣 網)ほ か
廷能 ら祭主 に結 びつい て地位 を固めた爾宜 と反対 に12世 紀初頭 に没落 した二爾宜 の
廷綱 の履歴 を紹介する。延綱 は京都側 の記録 では宣綱 とあ り離宮院 と外宮爾 宜 の宿館
⑥

の放火 と落書 の罪 で一味 とともに康和 5年 (1103)に 流罪 となった (事 件 の事後処理 は
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棚橋 の著書 に詳 しい)。 延綱 は延能 の従兄弟廷清の二男 で、祭主 の推薦 を得 た正爾宜
就任 の最初 の機会 では、荒木田定平が朝廷 に自解 して正爾宜 に就任 し彼 は機 会 を逸 し、
次回は叔父延泰が就任、三度 目の寛治 5年 (1091)に ようや く正爾宜 に就 い た。その後、
大 中臣親仲が伊勢守 の時 に延綱 の深長御厨が収公 されたが、親仲 の父が時 の祭主親定
のため に抗議 出来 なかった。 これ らが原因であろ うか放火 と落書 を重ね、 そ の発覚 で
没落 した。
深長御厨 は飯高郡 にあ り正暦年間 (初 年 は990)に 延綱 の祖先 の開発 とい う。一旦 は
新設 との理 由で収公、 の ちに延綱 の家 の権利が認め られる経過があ った とい う。『神
鳳抄』で は深長御厨 の内宮御厨 は変 わ らず、爾宜 の権利 のみが収公 された のだろ う。
そ して国司親仲 の収公 は受領 を急先鋒 とす る院庁 の荘園整理その もので、院 は神宮 に
御厨建立 を認めたが、
既存 の御厨 ではこの ように爾宜 の既得権 を整理 して い た らしい。
第 2章 で大庭御厨 を取 り上 げたが、源義朝 は相模 国衡勢 を巻 き込んで荘 園整理 の大
義名分 の もとに御厨 を襲 った。 この時 には伊勢 の神人側 に死傷者が出 たが 、下司 の大
庭 一族 は隠れおおせて安泰であった。東国で はこの ように荘園整理 の名 目で在地勢力
の発展 は強 く制約 され、かつ彼等 の きわめて弱 い立場が知 られる。その反面 で一旦御
厨建立 による下 司職 の承認 は在地側 の勢力展開に重要な活路 を意味す る。安 田元久が
指摘 の、神宮や口入神主職へ の貢進料 は御厨 の総生産物 に比べ て微 々たる もので、在
地勢力側 に大 きな利益が確保 される との説 に従 えば、 自己の大 きな利益 のために御厨
を通 じて院政の秩序 を受 け入れた東国の武士層の現実的な判断が良 く理解 で きよう。
一方 で後 白河親政・ 院政期 の荘園整理では後 白河天皇即位後 の宣旨の ない荘 園の停
上 を打 ち出 し、神宮御厨 も停上 の危険 をは らんでい た

兵範記』保元元 年 間 9月 18
日条)。 後 白河院の宣旨が得 られない場合 には既存 の御厨 もすべ て否認 され、その点
では在地勢力 と同様 に神宮 の立場 も弱 かったのである。永暦 2年 に度会彦章 は相馬・
梁田両御厨 の事態 を有利 に展 開 したが 、 この段階です でに後 白河院周辺 に密着 してい
(『

たので あろう。『福 島考古』 30号 とその後 の拙稿で承安 4年 の伊勢 の瓦経供 養 の背景
に彦章 の後 白河院周辺 との結 びつ きを指摘 したが、それ らすべ てに有機 的な関係 が存
在 したろ う。

(3)御 厨 と伊勢神宮 との間の物流
諸国を遊行す る権爾宜 の力 で、12世 紀 に入 って神宮 では東国を中心 に寄進地系御厨
を展 開 し、 さらに荘 園整理 の潮流 の 中で多 くの御厨 の設置 と存続 に成功 した。 当然、
祭 主や正爾宜 らは後 白河院周辺 に急接近 し、御厨 では権爾宜な どの神人 が 勢力 の定着
に努 めた成果 で、 シンポジュウムで触 れた伊勢型鍋 の葛西御厨 や鎌倉 での発見 の背景
に各地 での伊 勢 の神人 の定着 があ り、それ は文献で も裏付 けられる。常滑焼 の分布 を
考 える場合 に12,3世 紀 の御厨 と神宮 との 間の物流が重要な意義 を持 ってい る。『常滑
焼 と中世社会』での多 くの議論 は中世後半期の物流で、 ここではよ り古 い段 階の状況
を考 えよう。
外宮 で寄進地系御厨 の日入料が集 中 した爾宜家 に岩淵 の ちに松木 と呼 ばれた家系 が
あ り、嘉暦元年 (1326)か ら 3年 にかけての僧恵観 と僧円然 との相論で作 られた図面 中
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に「松木坊敷地」があ るが、 この場所 が12,3世 紀 に多 くの一爾宜 を出 した岩淵 。松木
氏 の住居 であ ろ う。図面 には面積 の記載 はないが周辺 の地所の面積か ら 2反 程度 で、
もし各地 の御厨 か ら一度 に口入料が持 ち込 まれた場合 には収容不可能 だろ う。岩淵・
松木氏 の度会彦忠が一繭宜在任 中 (大 治元年 〜仁平 2年 ,(1126〜 52))か ら外宮 の記録
に政所神 主が登 場 し、13世 紀末近 くに出納所神主が登場す る。それらの神主 は世襲 の
場合 もあるが、通常 は別 の爾宜 に職が移 り、政所神主が大 きな倉庫 を管理 した形跡 は
ない。つ ま り14世 紀頃 までは伊勢 には御厨 か らの多量 の貢進物 を保管する施設 はない
らしい。 この事情 か らその頃 まで御厨 か らの貢進物 は一斉 に伊勢 に運ばれるのではな
く、神宮 の需要 に合わせてあ らか じめ決めた時期 に各 々の御厨か ら神宮 に貢進 された
と推測す る。
貢進 の帰 り荷 として、伊勢湾沿岸 の産物が各地の御厨 へ と運ばれ、常滑焼 も当然 こ
れに含 まれてい たろ う。鎌倉幕府が成立す ると全 国各地か ら鎌倉 へ の船便 も加 わる。
ただ しこの便 は鎌倉へ集中する貨物 と相乗 りで帰 り荷 ではない。13世 紀第 4四 半期頃
には前述 の とお り、岩淵・ 松木氏 を中核 とす る寄進地系御厨 の日入料 を基盤 とす る主
流派勢力が衰退 す る。神宮か らの帰 り荷 も減少 し、貨物 の船賃 も上昇 した筈 である。
この情勢 か ら派生 す る事態 の うち渥美 。湖西窯 の動向や山茶碗 生産へ の影響 を第 3章
で模式的に推定 した。同様の作業 を知 多半島各窯 で試みれば、各窯か ら移出 の陶器 の
運賃が高騰 し、高騰 したその運 賃 を吸収可能の製品へ と生 産が集 中す る。常滑焼 の
6b期 前後 での山茶碗 の生 産 の 中止、奏 な ど単価 の高 い製品中心生産へ の変イ
とが この
方面か ら説明可能である。加 えて低 い技術 と低 い生産力 の窯が運賃 の高騰 で洵汰 され
生産が常滑窯 に集中 し、少 ない種類 の製品の大量生産が運賃高騰 の危機切 り抜 け に有
効 に働 い た と推測す る。

5

むすび

信仰や宗教者 と陶器 の生産 と流通 との主題 の考察 もようや く筆 を置 く段 階 に きた。
12世 紀 の常滑焼 の生産開始 にあた り、 ほ とん ど足跡 を残 さない各地 を遊行す る宗教者
が、その製品 の広が りに大 きく寄与 した ことを指摘 した。東国中心 の伊勢神宮 の御厨
建立 を考 える ときに、同様 に各地 を遊行 した神宮 の権爾宜 の大 きな役割が注 目される。
さらに御厨 と神宮 とを結 ぶ物流が常滑焼 の消費拡大 に大 きな意義 を持 ち、やがて13世
紀第 4四 半期 頃 に寄進地系御厨 の衰退が常滑焼 に大 きな画期 をもたらした と考 える。
もちるん この議論 は作業仮説 で あ り試論 である、今後 ともその裏付 けの発見 に努力 し
よ う。
安田元久 は東国で武士団を牛耳 った源義朝 に注 目し、受領層 とを結 んで大庭御厨 の
収公 を企 てた行為 を進歩性 と評価 し、専制的政権 の院政 の守護へ と結 びつ く事実 とし
て強調す る。東国での寄進地系御厨 の展 開 もじつ は専制的政権 の院政 の施策 であ り、
義朝 は平治 の乱で没落 し子 の頼朝が武士政権 を確 立 し、頼朝 を含めて関東武士 団 は御
厨 を通 じて院政 との結 びつ きを温存 した。 この ように東国の御厨 は専制的政権 と武士
政権 との併存 を象徴す るものでその契機 を神宮 の無名 の権爾宜が作 っていた。そ して
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常滑焼 の流通機構が、歴史 の大 きな流 れを象徴す るこの御厨 と神宮 との結 び付 きの上
に形成 され との推定が許 されれば、常滑焼がその後 の変化 にも耐 えて中世 を通 じて存
続 し得 た理 由 も、同様 に時代の大 きな流れ と整合性 を維持で きた為であ ろ う。

註 1 大知波峠廃寺・ 普門寺 はともに三河・ 遠江 の国境 の山地 に建立 された寺院 で 、
これ をめ ぐって95年 ■ 月25日 に湖西市でシ ンポジュ ウムを開催 し、関係者 の研 究
発表があ った。現地 の状況やその研究発表か ら、朝廷 が東国の安定 を祈願 して国
境 の 山地 に これ らの寺院 を創建 した と推定す る。
宮爾宜 の経
註 2 第 4章 を含めて外宮爾宜 の動向 は『王朝 の考古学』所収 の拙稿 「クト
塚 とその周辺 一 藤末・鎌初 の伊勢神宮神官 と仏教」を参照願 いたい。
追

記

1.経塚 に関係 して、陶器 の流通へ の宗教者 の関与 は、筆者 もすでに触れてい る し、
多 くの研究があ るので、 ことさらとり上 げなか った。
2.経 塚発見 の無頸壷 として、駿河千鳥道、伊豆朝 日山、甲斐雲峰寺、武蔵落合
の諸例があ る。いず れ も顎長銘 の壷 よ りも小 ぶ りだが、出土地域 の一致 は興
味深 い。

3.外 宮爾宜 の松木氏が室町期 に再 び優位 を占める背景 に源姓足利氏 との関係 が
あるのではないか。
文

献

(文 中で詳細 に紹介 した ものは省略)

小野田勝 ―
同

「平岩古窯址群」『豊川用水路関係遺跡調査報告』所収
「考古編」『田原町史』

同 ほか
河合正治

『渥美 の古代史 をさぐる』
「中世前期 の伊勢信仰」『伊勢信仰

皇学館大学編

『神宮爾宜系譜』
『神官神領記』

同
竹 内理 三編
棚橋光男
萩原龍夫
堀 一郎
堀池春峰

吉岡康暢

『神 々 と村落』
『わが国民間信仰史 の研究 (2)宗 教史編』
「興善寺蔵法然上人等消息並 びに念仏結縁交名状 につい て」『南
下 諸寺編』
の
『日本初期封建制 基礎研究』
『中世須恵器 の研究』

国史大系編修会 『新訂増補
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古代 中世』所収

『平安遺文』
『中世成立期 の法 と国家』

都仏教史 の研究

安 田元久

I

国史大系』

知多半島古窯址群 の箆描記号文 について
常滑市民俗資料館
中

野

晴

久

は じめに
12世 紀 の初頭 よ り14世 紀 の前半 にかけて知多半島の全域 に展 開 した知多半島古窯址

群では、器物 を中心 として様 々 な中世陶器が生産 されてい る。 この中世陶器 の器面 に
は、 しば しば箆状工具 によつて記号状 の刻文が亥Jま れている。 この亥U文 の存在 につい
ては、考古学的研究 が開始 した当初 よ り研究者 の眼 にとまってい た。1963年 に刊行 さ
れた『加世端第四号窯』 の調査報告書 にお い て久永春男氏 は、「第 4章 押印文様」 の
項 です でにこの刻文 についての見解 を示 してい る。氏 は同一個体 で刻文 を伴 って施 さ
れる押印文 との関係 な どか ら、刻文 は装飾的な役割 を果た さず「記号状刻文が特定 の
使用 にそなえて品物 の区別 を意図す る と推定 せ られる」 とい う結論 にいたつている。
この見解 は、そ れに先立 って1958年 に出 された『刈谷市 の古窯』「 三.記 号状刻文
につい て」 の認識 に基づ くもの と考 え られる。 この考察 におい て久永氏 は、古墳時代
の須恵器以来中世陶器 にいたるまで継続 して認め られる刻文 を銘文・ 文字記号 および
消費地 における墨書な どとの関連 で とらえ、それが「窯印」 や「生産者印」 でない こ
とを論 じ、「 もし生産者 自身の必要 によつて刻文が加 えられたので ない とす る と、 そ
れはむ しろ使用者 =註 文者 の側 の必要 にもとづい た もの とい うことになる。使用者 が
自己 の 占用 である ことを示すため、 または一定 の用途 に占属す る器物 であ ることを示
」 とい う興
す ため に、生産者 にあ らか じめ依嘱 した記号 とい うことになるであ ろ う。
味深 い結論 を導 い ている。 ただ し、 この刻文 に対 す る性格付 けは、主 として須恵器灰
釉陶器 のそれに与 えた ものであ つて古代 の記号状刻文 は、やがて中世陶器 の段 階 に入
り渥美大 アラコ窯出上の銘文 をもつ製品 に見 られるように、文章表現へ と発展す る と
い う予測的見解 で締 め くくられているので ある。先 に加世端第四号窯 の考察 として紹
介 した久永氏 の「特定 の使用 にそなえての品物 の区別」 とい う刻文観 は、古代陶器 に
ついて示 した「一定 の用途 に占属す る器物」 とい う認識 と同一であ つて、 この段階 で
中世陶器 において も、銘文 とならず に記号状刻文 は存続す ることを諏める形 になつた
のであるが、その性格 につい ては中世 にお い て も古代 の刻文 と異なる特性 を認め られ
ない とい う帰結 が得 られるのである。
久永春男氏 によって与 えられた記号状刻文 に対する性格付 けは、そのまま杉 崎章氏
に受 け継がれる。杉崎氏 は1960年 に刊行 された『巽が丘古窯址』 の「第五 ,知 多半 島
北部 の古窯址 出上 の遺物」 (Ⅲ .行 基焼 に施 された文字・ 記号 。押印)に お い て、知
多半島内の出土品に見 られる記号状刻文 と、その供給先 である神社 との関係 に触 れ、
久永見 解 を補強 しつつ「祭器 として神社 で使用 されるもの と他 の ものを区別 してい る」
のが、刻文 に与 えられた機能 で あ る とみな し、「壷 などの肩部 中央 に箆描 された記号
がすべ て注文者 の依嘱 した もので あ る。
」 とい う、 よ り明確 な性格規定 を行 ってい る
ので ある。1950年 代 か ら1960年 代 にかけては、知多地方 の 中世窯が ようや く考古学 的
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に研究 され、軌道 に乗 り始 めた時期 であ る。そ の時点 で記号状刻文は、
「窯印」や「生
産者印」 とい う生産 レベ ルの識別記号 ではない こ とを論証 してい ることは、注 目に値
す る事柄 であろ う。 しか し、 この刻文がかな らず しも「すべ て注文者 の依嘱」 によっ
て施 された もので あるのか否 かについ ては、検討 された資料が今 日の レベ ルか らして
あま りに少 な く論議 の余地が多 く残 されてい る。そ して、知多 の中世窯はその後急速
に調査事例 を蓄積 し、 この問題 につい て新 たな展 開を求め られる段階に至 っていると
考 える。久永・杉崎両氏 によって論 じられたこのテーマ につい て、その後 の研究者 は
基礎資料 を報告す るのみで、充分 な検討 を行 ってはいない。それを象徴するのが30年
近 くの歳月 を経 た1995年 に出 された『桜谷古窯址群』「第 5章 .押 印文様 。ヘ ラ書 き
文

(線 刻 文 または記号状刻文)に つい て」 の記述である。筆者 の 中村信幸氏 は箆描 き

文が文字や簡略 な記号的意匠をもつ ことを指摘 した後 「これ らは窯印 ともいわれるこ
と もあるが現在 の ところ不明である (二 人の識別用 なのか、消費者 の要求 にもとづ く
ものか)。 」 とい う形で結論 を留保 してい るのである。 この刻文 に対する認識 は、明 ら
かに1960年 代 の久永・杉崎見解 よ り後退 し素朴 な レベ ル に戻 っているといわ ぎるをえ
ない。 しか し、その責任 は一人中村氏 にあるのではな く、60年 代 とは比較 にならぬほ
ど増加 した資料が、 ほ とんど特定 の規則性 を示 さず、文様意匠その もの も多様化 して
きた ことによって、かつ ては明瞭に否定す ることので きた「窯 印」や「生産者印」 と
い う性格 も、あながち無視で きない ような状況が現れたことに起因するとみなすべ き
であろ う。
知多 の 中世陶器 に認 め られる記号状刻文 につい ての筆者 の従来 の見解 も、 また混乱
に満ちた もので あ った。これ までの記述 では199o年 に刊行 した報告書 F/Jヽ 森古窯址群』

の「 まとめ」 において B‑1号 窯製品に豊富 に認め られる刻文 について触 れてい る。
そ こでは、記号状刻文 をもつ資料 の在 り方か ら生産者個人 の識別記号 とい う性格 を否
定 し、二 人集団の帰属 を示す記号 とい う推定 を行 っている。 この場合、一基の窯の製
品に複数の意匠が含 まれることから、当然窯印 とい う性格付 けは否定 されてい るので
ある。そ して、二 人の識別記号 とい う役割が妥茎なところ と認識 してい た ものを これ
もまた実態 にそ ぐわない として否定 したことになる。そ して、最 終的 に工人の小集団
の系統差 とい う ところに活路 を見 いだ したので あるが、 この仮説 を採 った場合、知多

半島内の 中世窯で検出 される記号状刻文 のモチ ー フは、多 くの例外 を持 ちつつ もい く
つ かの文様 は広域 に分布 してお り、そ こか らは少 数集団が半島内 を広域的に活動 し、
陶器生産 を行 った とい う結論が容易 に導 かれることになる。 しか し、刻文以外 の要素
を総合 して判断 した場合、 この生産体制 は想定 しがたいこ とにな り、小森 B‑1号 窯
での個別分析 を一般 論 として設定す ることは留保 せ ぎるをえなかったので ある。 F/Jヽ
森古窯址群』 の考察 で実質的には否定 してい るのであるが、記号状刻文 を工人の略押
的記号 とみる見解 は、同年に日本福祉大学知 多半 島総合研究所か ら刊行 された『知 多
半島の歴史 と現在 No 2』 所収「中世窯業産地 としての知多半島」 の段階 まで保持 され
てい た。 この見方は、知多半島古窯址群 の 中世陶器 に施 された記号状刻文 のすべ てを
一律 に性格規定す るには無理があるものの、
依然 として捨て難 い ものだったのである。
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さらに、これ も1990年 に出 された もので あるが武豊町の『中田池古窯址群その 1』 の「第
9章 .考 察」 において磯辺幸男氏 は、や は りC地 点 でまとまって検 出された刻文 をも
つ 山茶碗 につい て触れ、「従来、箆描 きの窯印 として きた もので あるが、 ここでは簡
単 な「 ￨」 (ス スム)、 「 +」 (ジ ュ ウノジ)か ら「 *」 (ガ ゼジルシ)さ らにそれを円
で囲 んだ もの な どが あ り、中世庶民 の略押 、後世 の家印 となる もので簡単な ものは農
(漁 )民 、複雑 な ものは名主層 とす る見解 もあ る。
」 と述べ て い る。 この見解 につい

ては、ま とまって検出 された とはいえ大多数 の 山茶碗が刻文 を持 ってい ない とい う現
象 の解釈 をどうす るのか とい う問題 につい て触 れてお らず、記号 の類似性 のみか ら略
押 とみ なす結論 を導 い てお り、 さらに他の窯で多 く検出 される奏や壷 に刻 まれた刻文
との関係 も検討 されてい ない ために、多 くの課題が残 されてい るのであるが、筆者 の
これ までの記号状刻文 に対す る略押 的性格付 け も、け して磯辺氏 のそれを超 えるもの
ではなかった。
以上に見 た記号状刻文 についての研究 の状況 は、専 ら考古学 サイ ドの研究者 による
ものであるが、 この研究 には別 に陶磁 史分野 の業績が知 られてい る。や は り1950年 代
以来 、知多半島の 中世陶器研 究 を推進 して きた人物 として沢田由治氏があ り、その研
究 は注 目に値す る。考古学研究者 は、その初期 にお いてこそ記号状刻文 の性格 に注 目
してい た ものの、やが てこのテーマ は等閑 に付 されていった。それに対 し沢田氏 はこ
の刻文 につい て極 めて饒舌 であ り、やが て氏 の古常滑観 を左右す る根本的な要素 に
なってい るのである。 もっとも、1953年 『陶説 7』 に発表 された「古常滑窯址調査 」
では記号状刻文 の拓本 を示 し、それについ て「窯 じるし様 の もの」 としているのみで
ある。それが 1959年 刊 の『世界陶磁全集 2』 「平安 一室町の常滑」では大 きく変化 し、
刻文 は鎌倉末か ら室町期 に認 め られる としつつ 、
「 十」意匠を降魔 、「/」 を清浄 とい
う意味付 けられた記号、呪待 とす る見解が示 されるにい たる。 しか し、それは本文 中
ではな く末尾 の図版解説 においてで ある。それが 1974年 沢田氏 の主著 ともい うべ き
『時
代別古常滑名品図録』 では「平安末期、鎌倉時代 の刻文 は、古常滑壷 の肩 に一字ず つ
刻 まれてい る。 いず れ も修験道 の印形 である。
」 366買 、「平安・ 鎌倉時代 の刻文 は修
験者 と陰陽師が印形 と呪符 とを刻 んでいる ものであるが、その多 くは修験道 の印形 で
ある。
」 365買 とし、「 ×」印 は修験道 の「降魔招福 」、「十」印 は「無病息災」 を祈 る
「/」 印 は「奉 る」印形、
印形、
「 つ」印 は洒水 とい われる印形 で「清浄」を意味 し、
「 ヽ」
は「絶対清浄」 とい うよ うに中世 陶器 に刻 まれた記号 と印形 との意味関係 を示 してい
るのであ る。 この印形 は、 さらに「修験者や僧侶 が直接作業場 に出向い て壷 に向って
印 を結 んだ と思われる もの も少な くない位 で あ るか ら」354買 とい うように想定 され、
古常滑 の美 は「制作者 の経済的な立場や名誉 のためではな く、完全 な宗教心か らの崇
高 な制作態度が生み出 した もので、全 身的な深 さ、高 さ、強 さをもつ もので ある。 し
か も再 び作 り出 し得 ない ものである。
」 とい う沢 田氏独 自の、 い ささか大仰 な古常滑
観が導かれるのである。
い うまで もな く本稿 は、考古学的研究 の一環 としてテーマ を設定 してお り、中世陶
器 の美術性 を論議するものではない。その立場か ら沢田氏の論 説 をみれば、章強付会
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と思われる点 も無 しとしない。 しか し、 ここで提起 されてい る「呪符」 としての記号
状刻文 とい う理解 は充分 に検討すべ き課題 で あ ろ う。久永・ 杉崎見解 に見 られた「一
定 の用途」 を示す記号 とい う見方 を敷行 してい け ば、「呪符」 と繋 がる点 もな しとし
ない。 したが って、従来各氏 によつて論 じられた記 号状刻文 につい ての見解 を尊重 し
つつ、 これ まで に集積 されてい る資料 を見 直 し、様 々 な角度か ら分析 を試みる ことで
新 たな水準 が 開かれるもの とお もわれる。
箆描記号文 の規定
知多 の 中世陶器 の器体 に、意識的 に刻 まれた抽 象的 な記号状刻文 を指 して、 この箆
描記号文 の用語 を用 い ることとす る。 したがって、無意識的、偶然 によって器面 に刻
まれた刻線 は、 この範疇 に属 さないこ とになる。記号文 の施文 には、先端が尖 つた箆
状 工具 を用 い るのを一般 とす るが、なかには先端 の尖 らない棒状 の工具 によるもの も
少 なか らず認 め られる。 しか し、工具 の差が記号文 の意匠や性格 と対応関係 にあると
は認 め難 く、 む しろ同一性 をもってい ると考 えられる ことか ら、 これ を同 じく箆描記
号文 として捉 える ことにす る。記号文 は、それ 自体 で一個 の完結 した役割 を担 うもの
であ り、 三筋壺 の三筋文や長頸壺 (水 瓶)、 水注 な どの頸基部 に施 される列点文、あ
るい は三耳壷・ 四耳壺・ 鳶 口壷・ 玉縁口縁壷 な どの肩部 に施 される圏線、 さらには三
耳壷・ 四耳壷 の耳 に加 えられた刻線 などの ように、器体 の形態 と密接 に関連 し、その
装飾的役割 を担 うものについ ては記号文 の範疇 に加 えない。 また知多 の 中世陶器 では
類例が少 ないが、草花や鳥な どを素朴 なタッチで箆描 きした具象的箆描文 も記号文 の
性格 を考 える上で参考 にはなるが、 これは刻画文 として記号文 とは別 に設定すべ きも
のであ る。刻画文 との関連性が予測 で きるものに意匠は抽象 的であ りなが ら、その構
成が きわめて複雑で器面 に広 く施 される線刻文が、少量 なが ら知 られている。 これ ら
につい ては記号 とい う語 の示す意味 か らは、 かな りず れてい るが記号文 の中にいれて
理解 す るのが適当 であろ う。次 に記号文 の 中で文字意匠 を持 つ ものについては、複数
の文字記号 で人名や文意 を構成するものについては、 これを銘文 として記号文 と区別
すべ きであるが、一文字 の場合 たとえば「 十」 とい う記号 は数字 の十であるのか、抽
象的な記号 であるのかの判断が困難 であ り、それは「 上」 や「大」 などで も大同小異
といわ ざるをえない。 したがって、一個 の文字意匠である場合 には、 これ を記号文 と
して捉 える ことにす る。
知多 では銘文 をもつ資料 はきわめて少 ないが、その中の一つ に武豊町中田池 A‑1
号窯出上の陶硯 (図 1‑1)が ある。この陶硯 の底部 には28文 字 か らなる銘文が刻 まれ、
そ の末尾 に花押 を描 い てい る。 この花押 は銘文 との 関係 で明らか に花押 と判断で きる
記号 で あ る。そ して、 この記号 と類似す る意 匠 をもつ刻文が、銘文 を伴 わず単独 で施
されてい る資料 の存在 がわず かに知 られてい る。 したがって、 さきの銘文末尾 の花押
記号 につい ては、銘文 と切 り離 して記号文 の なか に加 えることに したい。 この場合、
記号文 の性格 を知 る有力 な手掛 りとなる。
以上 に述べ た記号文 と関連す る刻文 は、 いずれ も製品 として作 られた陶器 に施 され
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た もので あ るが、近年 の窯跡調査 では しば しば陶上の試験焼成 品 と推定 され る円盤
状・ 円柱状 の陶製品が出上 してお り、それ らには高 い確率 で記号文 に類似 す る刻文 が
刻 まれてい る。それ らが、今後消費遺跡で検 出されるようであれば記号文 として理解
す る必要があ るが、現時点 での報告例 はな く、 この刻文 につい ては製品に刻 まれた記
号文 とは別 の もの としてお きたい。
箆描記号文 の規定 として、 さらに付言すべ き事柄 は通常 この記号文 は 1個 体 に 1個
施 されているのであ るが、 ご く稀 に 1個 体 に複数 の記号文 を配 している事例がある。
そのなかには装飾 を意識 して施 されたか と思 われるもの も含 まれてい るが、一個 の意
匠 は他 の記号文 と共通す るものであ り、装飾か否かの判断 は見 る側の主観 に委 ね られ
ることになる。あ るいは他 の多 くの記号文 とは異 な り戯れに描 い た としか思 えない も
の もあるが、 これ も前例 と同様 その判断に明確 な基準がな く、それ らは 1グ ル ープに
まとめて記号文の多様性 の 中で理解す ることにす る。最後 に、鳶 口壺や玉縁 口縁壷 の
肩 に施 される圏線 に直交す る形で縦位の短 い刻線が刻 まれる事例がある。そ の中には、
単純な直線 ではな く「力」 の よ うな意匠 もあ り、それ らの ロクロ回転 を利用せずに施
された刻線 につい ては、圏線 と切 り離 して記号文 の 中に加 える ことにす る。
記号文 の施 される器種
箆描記号文 は、知多 の 中世窯 で生産 された製品の全器種 にわたって施 されるもので
はない。 さらに、記号文が施 される器種で も頻繁 に施文 される器種 と、 ご く稀 にしか
施 されない器種 の違 いがある。そ して、記号文 をもつ個体が多 く残 されてい る器種 で
あ って も、それが大量 に生産 された もののなかの一部 に過 ぎない場合 と、反対 に総生
産量 は少 ない にもかかわ らず、多 くの施文個体 が遺存す る場合があ り、け して一様 な
在 り方 を示 してはい ない。 この認識 は各器種 ごとの総生産量 と、そ こに占める記号文
保有個体 の比率 を数値化 して後 に提示 されるべ きものであ るが、窯跡 に廃棄 された個
体 の数 だけで も膨大 な量 にのぼ り、消費地へ供給 された各器種 の数量 を数値化する作
業 も進 んでい ないのが現状 で あ る。従 って、筆者 が経験的 に認 めてい る記号文 の在 り
方 として、上記の ような現象 が い えるとい う程度 に過 ぎない。当然、以下 の記述 では
こ う した経験則 を実証す るために、客観的なデー タを示 してい く作業が必要 になるの
であるが、消費遺跡 の事例 まで含 めた総体的分析 は、現在 の筆者 の手 に余 るため、本
稿 では取 りあえず生産遺跡で報告 されてい る資料 を中心 に分析 し、その不足す る内容
を消費遺跡 の資料 で補 う形 にせ ぎるをえない。管見 に触 れた ところで、消費地出上 の
記号文保有資料 は、 わず かに61例 に過 ぎない。その数 は、窯跡 出上 の個体数 と比べ あ
まりに少 な く、実態 を反映 した もの とは考 えられない。
現在、筆者 の手元 には248例 の窯跡出上の記号文資料 がある。大半 は報告書 に記載
された ものであるが、わずか に報告書刊行後 に確認 された事例や、沢 田由治氏お よび
猪飼英 一氏 の紹介 されてい る資料 を含 んでい る。第一節 で触 れたように、記号文に対
す る従来 の考古学研究者 の関心 はけ して高 くなか った。 したがって窯跡出上 の陶片 に
確認 される記号文 を全 て報告 せ ず に、主だったものだけを拓本や写真図版 として紹介
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し、他 の 同意匠 の資料 については報告 しない とい うケースは少 な くない 。 さらに、古
い時期 の調査 では灰原部 をほ とん ど掘 ってお らず、大量 の資料 を見逃 して い る可能性
が高 い。従 って、 これ までに検 出 されてい る記号文保有資料 は、 この数 よ りかな り多
いこ とは確実 である。ただ し、山茶碗や片 口鉢の ような器種で は、記号文 を持 つ個体
が きわめて少 ないの に対 し、大量 の無文資料が出土するため、近年 の調査 においては
記号文 を持 つ個体 はかな り忠実 に報告 される。上記 のような選択が行 われ るのは、13
世紀後半の奏 を主体 に生産 された窯 におい てである。 したがって、 もっ とも実態 とズ
レるのは奏 で あ る。
以上の前提 を踏 まえて248例 の資料 を見 る と、その うちの半数以上135点 (54%)
が養 と広 口壺で 占め られてい る。 この うち 9割 近 くが奏 であ り、広 口壺 は 1割 程度 と
推定 されるが、破片資料 の場合、奏 との識別が困難 なため ここでは一括 して取 り扱 う
ことにす る。
甕・ 広 口壺

この器種 は肩部 に 1個 の記号文 を施すのが通例 である。沢 田氏が『世
で単色図版 68に 示 された広 口壷は、肩部に「 +」 と「/」 があ り、沢

界陶磁全集 2』
田氏 はいず れ も記号文 として解説 されてい る。 しか し、二つの刻文 を比較 した場合 、
両者 の タッチはまった く違 ってお り、筆者 は「/」 の方 を偶然 に二人の動 きの過程で
刻 まれた もの と考 える。 これ に類 す る事例 として、知多市七曲A‑4号 窯 で奏 の上胴
部 に二本 の弧線が認め られ、箆描 き文 として報告 されてい る。 しか し、 これ も工人が
意識的に施 した もの とす るには疑問が残 る。それは同窯で検出 された養 の うち記号文
らしき刻文 を持 つ資料が この一例 のみであ り、その一例 も二本 の弧線 が同時 に連動 し
て描かれてい るのであ る。 こ うした施文事例 は他 にな く、 きわめて異 質 である。 さら
に施文部位が胴部である こと も極めて不 自然である。 こうした理 由か ら、筆者 はこれ
を偶然の所産 とみな し、記号文 の事例 に加 えてい ない。

七曲A‑4号 窯 の事例 を記号文 と認 めない場合、 まとまって同窯か ら検 出 された奏
には記号文が存在 しない ことになる。 しか し、隣接する同時期 の A‑3号 窯 では明 ら

かな記号文 をもつ奏 がわず か 1例 なが ら報告 されてい る。 これ までの調査 におい て記
号文 を持 つ甕が出上 してい る窯 におい て、その全ての奏に記号文 を施す とい う事例 は
存在 しない。そ して、 これ までで もっとも多 くの記号文 を持 つ奏 を検 出 したのは常滑
市 の小森 B‑1号 窯 の43例 である。 この窯 は13世 紀後半か ら14世 紀前半 にかけて操業
された ことが出土 品か ら判明す る。窯体 は燃焼室 と焼成室 の一部が遺存 したのみで、
全 体 を知 り得 ないが、 この時期 に奏類 を量産 してい る窯 と類似す る特徴 を持 つこ とか
らみて、大型 の省窯 で ある ことは間違 い ない。 この種 の窯 では、一 回の窯詰 めで50個
体程度 の奏 を焼成す ることが可能である。43個 体 の記号文 を持 つ奏 は、 一 回の焼成 で
まかない うる数である。 しか し、 この窯が一 回の焼成 で廃絶 した とは考 え難 く出土品
の型式学的分析か らは、50年 近 くの長期 にわたって操業 されてお り、そ の焼成回数 も
当然複数 に及 ぶ ことになる。 この よ うにみれ ば、 この窯 の記号文 をもつ 奏 の数 は、全
体 の生産量 のなかの一部 にす ぎない と考 えぎるをえない。 この事実 は、記号文が窯印
としての役割 を担 った もので ないこ とを明瞭に示 してい る。 また通常の意 味 での二人
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の識別記号で もない と言 わぎるを得 ない。
知多 の 中世窯 は13世 紀 にはい る と奏類 の量産 を志 向 した構造 をもつ窯 と山茶碗類 を
量産 し、その 中にわずかな甕 を伴 う場合 の ある窯 とに分離する傾向を顕著 にみせる。

小森 B‑1号 窯 は、明 らかに前 者 に属 してお り、 この種 の窯 では しば しば記 号文 を持
つ奏が まとまって検出 される。 しか し奏窯構造 をと りつつ も七曲A‑4号 窯 の ように
記号文 をもつ奏が ほ とん ど認め られない事例があるのに対 し、中田池 A‑1.2号 窯
の よ うに山茶碗 を主体 とす る窯 で も記号文 をもつ奏・広 口壷 (図 6‑3.4)を 生産
してい る事例 がある。 ただ し、筆者 の知 るところでは13世 紀代 の 山茶碗構造 の窯 で奏
を量産す ることはな く、必然的 に記号文 をもつ奏 の出土量 も少 ない。中田池 の事例 は、
生産量 自体が少 ない奏・広 口壷であ りなが ら、その 中に記号文 をもつ ものが含 まれて
い るとい う点 に意味があるとい えよう。
山茶碗 は知多 の 中世前期 の窯 では、
普通的にしか も量産 された器種 であ る。
13世 紀代 の省 窯 では、1回 の焼成 で7000個 体 ほ どの生産が可能であると推定 されてお
山茶碗

り実際に窯跡で は大量 に廃棄 されて い る器種 である。 こうした山茶碗 の性格 を前提 と
して、現在確認 してい る記号文 をもつ 山茶碗 の数53個 体 とい うのは、 きわめて例外的
な存在 とい うことがで きよう。久永・ 杉崎両氏が記号文 について考察 された時点で、
この器種 の記号文 にまった く関心が払 われてい ないのはそのためであ ろ う。 しか し、
記号文全体 の数 に占める比率 は21%で 、け して小 さくはない。
山茶碗 に付 される記号文 は、その大半が内底面 のいわゆる見込の位置 にあ る。一般
的傾向 としては、見込中央部 に刻 まれるのであるが、なかに中央 よ りややず れた位置
に施 された もの も認め られる。沢 田氏が紹介 してい る拓本資料 の 中に底部外面 の高台
の 中 に二条 の箆描沈線 を施 した ものがあ り、例外的にはこの種 の事例 があったか と思
われるが類例 は中田池 C‑1〜 5号 窯 でわず かに 1例 出土 してい るのみで あ り、検討
の余地 を残 してい る。

C‑1〜 5号 窯の灰原 で検 出 されてい る
ことは注 目に値する。一般的 に記号文 を持 つ 山茶碗 は、大量 の出土品 のなかでわず か
に 1,2例 が検出 される ものであ り、中田池 C区 の事例 を除 く23例 は、 まさにそ うし
53例 の記号文資料 の うち30例 までが中田池

た在 り方 を示 してい る。 さらに、中田池の記号文 を持つ 山茶碗 で注 目されるのは単 に
個体数が多 い とい うだ けではな く、記号文 の意匠において も多様性 に富 んで い る点で
ある。磯辺氏が、 この ような特異性 を見せ る記号文 に対 して工人の略押 とい う見解 を
導 い たの も故無 しとしない。 したが って、山茶碗 の記号文 についての考察 は、一律 に

資料 を捉 えるのではな く中田池 C‑1〜 5号 窯 の事例 とその他 の事例 を個別 に分析す
る必要 もあろう。

鳶 口壷 山茶碗 に次 い で30例 、12%の 比率 を占めるのが鳶口壷 である。この器種 は、
これ までに見 て きた器種 と異 な り、 け して量産 された ものではない。 しか し、生産量
の少 なさに対 して記号文 を保有する率 が高 く、鳶口壷がまとまって検 出 され る遺跡 で
は、 しば しば記号文 を施 した個 体 が含 まれてい る。具体的には阿久比町 の上 芳池古窯
址群で50個 体 の鳶 口壺の内22例 が記号文 をもち、常滑市鎗場御林古窯址群 で 12個 体 の
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内 4例 が記号文 をもつ とい う具合 で あ る。そ して、窯跡か ら検出 されてい る記号文付
鳶 口壷30個 体 の内、上記 2遺 跡 の出土品が26例 を占めている。 この器種 に施 され る記
号文 の位置 も、やは り例外 な く肩部 であ リー個体 に複数の記号文 を刻 んだ例 はない。
片 口鉢 山茶碗 同様、重ね焼 きによつて大量 に生産 された器種であ り、そ の生 産個
体数 では養類 を凌 ぐもの と考 えられる。 しか し、 この器種 で記号文 をもつ資料 は きわ
めて少 な く、 わず かに 3例 が知 られるのみである。 これに関連 して、やは り量産 され
る器種 であ る山皿 (小 碗 。小 皿)に お いては、 これまで記号文 をもつ個体 が知 られて
い ない。施文部位 は山茶碗 と同 じく内底面の見込 にあたる位置 が大半 であ り、 一 個 の
記号文が施 されるのみで あ る。
片 口碗 この器種 は近年出土例が増加 してい るが、その生産量 はけ して多 い とはい
えない ものであ る。現在 6例 の記号文 をもつ個体が報告 されてい るが、 うち 5例 が鎗
場御林古窯址群 の 出土品 (図 4‑8,5‑3)で 残 る 1例 は七 曲A区 (図 1‑8)で
ある。施文部位 は見込部 の もの と体部外面 の底部 よ りに施す事例があ リー定 して い な
い。 しか し、 いず れの個体 も一個体 に一つの記号文 である。
片 口 知多 の 中世窯か ら検 出 される ことは稀 な器種 であ る。 したがって、発掘調査
で出上 した記号文 を持 つ資料 も鎗場御林 F‑1号 窯 の 1例 (図 1‑2)の みであ る。
この例 は体部外面 の注口を挟 んで両側 に一個 ずつ 2個 の記号文が施 されてい る。 この
他 に南知多 町 の窯 か ら出上 した と伝 え られる資料 に 3個 の記号文 を連続施文 した個体
(図 1‑3)が 知 られている。施文部位 は体都外面 の 中程 であ り、注 口を挟 んではい
ない。さらに、消費遺跡出土例 でやは り体部外面 に一つの記号文 を施 した事例があ り、
この器種 で見込部へ の施文例 は確認 されてい ない。
玉縁 口縁重 これまで窯跡 か ら検 出 された玉縁 口縁壷 の うち記号文 を持 つ もの とし
ては、鎗場御林古窯址群 の 2例 を含 む 6個 体 が報告 されてい るのみで、鎗場 の事例 は
肩部 の圏線 (ロ クロ回転 を利用 して施 した水平 の箆描沈線)に 複合す る もので あ る。
しか し、消費地遺跡か らの出土資料や過去 に出上 した資料のなかには、明瞭な記号文
を持 つ ものが少 な くない。ちなみに消費地出土 の59例 の うち、 この器種 は27例 と約半
数 を占めてい る。施文部位 は肩部 に限 られ、一個体 に複数の記号文 を施す ものが 1例
存在す る。
小型壷 発掘調査 によって出上 した事例 としては常滑市濁池 2号 窯 と知多市 の七 曲
A‑4号 窯出上 の二例が知 られるのみである。濁池 の壷 (図 1‑4)は きわめて稚拙
な造 りで、刻文 自体 も胴部 に広 く乱雑 に施 されてお り、記号文 とすべ きか否か の対応
に苦慮す るものであ る。形態的にも定形化 してい るもの とは認 め難 い。 これ に対 し、
七 曲の壺 (図 1‑5)は 、最 も新 しい段階 の三筋壷 と類似す る形態 をとり、肩部 に 1
個 の記号文 を施 してい る。 ただ し、 この記号文 に隣接 して竹管刺突文 を 2個 並 べ てい
る点に特異性 を認 める。同 じ く三筋壼 と同様 の形態 をと り、肩部 に 4個 の記号文 を配
した壺が人物文壺の名で知 られてい る。その記号文 の意匠が僧形 をした人物 の座 した
形 に見 える ことか ら、 この名が与 えられてい るので あるが、け して人物 を具 象的 に描
い た ものではな く、記号文 として把握すべ き性格の資料である。 また、鎌倉 国宝館所

28

蔵 の鎌倉東御 門出土 とされる壷 も人物文壷 と同様 の形態 を持ち、肩部下位 に一 つ の複
雑 な記号文 を施 してい る。
細顕瓶 小型 の瓶 で細 く短 い 口顎部 をもつ形態であるが、12世 紀代 にわずかなが ら
生産 された器種 である。 この器種 に属す る資料 で常滑市柴山古窯出土 と伝 えられ る も
の (図 1‑6)に 肩部 に 6個 、胴部 に 3個 の計 9個 もの刻文 を施 した資料が知 られて
い る。肩部 の刻文 は記号文 として他 の意匠 と共通す るものであるが、胴部 の それ は弱
い タッチで刻 まれてお り、記号文 としては異質な印象 を受 けるものである。もう一 つ、
この器種 に含 めるには頸部 がい ささか太す ぎるのであるが、その規格や時代 にお いて
共通す る資料 に半田市椎木山古窯 出土 とされる資料があ る。この小型 の瓶 (図 1‑7)
の肩部 にも一つの記号文 が刻 まれてい るのである。
水注 生産量が きわめて少 な く、 これ までの調査 では検出されてい ない もので ある
が過去の窯跡 出土資料 のなかに、 この器種 で記号文 をもつ もの (図 2‑1)が 知 られ
てい る。 しか し、その刻文 は肩 か ら胴部 にかけて広 い範囲 に及 んでお り、直線 で構成
されてい るとはい え複雑 な意匠 をもつ もので刻画文 に分類 される可能性 をもつ もので
ある。 しか し、一方 でそのモチ ー フは抽象度が高 く、何 を意味するか検討が付 かない
もので あ り、記号文 の特殊例 として位置付 け るのが もっとも妥当であろう。
広 口瓶・ 短顕壺 東浦町の地獄谷 1号 窯 で出土 した陶片 に文字意匠 の記号文 が確認
されてい る。陶片 であ るため器種 の 同定が困難な資料 で あ るが、器壁 の厚 さや弯 由の
度合 い などか らみて碗皿 の類 ではない ことは確実 である。同窯 では12世 紀 のなかで も
古 い時期 の山茶碗類 が まとまって出上 してお り、 この種 の生産内容 をもつ窯 で比較 的
一般的に生産 される貯蔵形態 は、広 口瓶 と短頸壺 であるため本例 もそのいず れかであ
ろ う と推測す る。
陶丸 これ までの器種 は、 いず れ も器 としての機能 をもつ もので あ ったが、知多 の
中世窯 の製品には器以外 の機能 を持 つ ものが、少量 なが ら知 られてい る。陶九 は、そ
の一 つで あ り、 しば しばまとまった量の 出上がある。 この陶丸で記号文 の範疇 に入 る
刻文 をもつ ものが東海市留木 8号 窯 と常滑市鎗場御林古窯址群 に認め られる。前者 は
山茶碗 の 中に熔着す る形で 9個 の陶丸が出上 した ものであ り、その内の 4個 に記号文
が確認 で きる。後者で はA区 でかたまって42個 の陶九が検出され、その内 の 1例 (図

1‑8)に のみ記号文が認 め られたにす ぎない。
この器種 も、複数イ
固体 が まとまって検出 される場合が多 く、 これまで に比較
的多 くの資料 が知 られてい るのであ るが、 これに記号文 を施す例は きわめて少 な く、
今 の ところ 1例 (図 2‑13)が存在す るのみで、しか も窯 の特定 はで きない資料 である。
陶錘

陶硯 記号文 の規定 を行 った節 です でに触 れたが、中田池 A‑1号 窯出上 の銘文 を
もつ陶硯が、 これに相当す る。陶硯 自体、知多 の 中世陶器 としては稀 な存在 であ り、
これ までの検 出例 も十指 に満 たない。そ して、記号文 を伴 う陶硯 は、中田池例 以外 に
これまで知 られてい ないのである。銘文の末尾 にあ り、 しか も人名 に続 い て刻 まれて
い る以上、 この記号文 は花押 としか考 えられない。 したがって、 これを記号文 の範疇
に加 える ことは、必然的 に記号文 の性格 を規定する ことになろう。 しか し、すべ ての
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記号文が花押 としての意味 を担 った とす るのは明 らかに無理が ある。 この記号文 は、
その性格 の一端 を示 す もの として重要 な役 割 を果 たす ものであろ う。
以上が知多半島古窯址群の製 品で筆者 が把握 してい る記号文 を伴 う器種 で あ る。 こ
の他 に中田池 C‑1〜 5号 窯前庭部 よ り出土 した もので、釣 り鐘型 の陶錘 とされる資
料が関連す る記号文類似資料 となる。 しか し、 2例 出上 してい る うちの 1例 は沈線 が
縦位 に連続 して施 されてお り装飾 として理解 で き、残 る 1例 の「 ×」印が全面 に施 さ
れた資料 も記号文 とす るよ り装飾、あるい はモデル となった別素材 の ものに付 け られ
てい た文様 として解釈 したほ うが妥当 と考 え、記号文か らは除外 してい る。そ して、
記号文 を伴 う器種 を通観 した場合、奏 。広 口壺 、山茶碗、鳶口壷の 4器 種 で 9割 近 く
の記号文資料が占め られてい ることが判 る。 これは窯跡 出上 の資料 の示す ところで あ
るが、消費地出土資料 を加 えてみて も、玉縁 口縁壺の占める比率がやや高 くなるが、
大 きな変化 は見 られない。そ して、 この記号文付個体が多 い器種 の うちで も奏・ 広 口
壷 にみ る卓越 した量の多 さは指摘 してお くべ きであろ う。 まとまった記号文資料 の あ

る山茶碗 で も中田池 C‑1〜 5号 窯 の よ うな特異 な事例があって、その比率 を高 くし
ていることを考 えれば、なお さら奏 。広 口壷の卓越性 は顕者 で ある。そ して奏 。広 口

壷 に施 された記号文 と中田池 の陶硯 とを同列 に扱 い得ない ことは 自明の ことと して理
解 され よう。前者が一般的に量産 された器種 で、 しか も高 い割合 で記号文が施 され る
の に対 し、後者 は生 産量が きわめて少 ない器種で、記号文 をもつ こともほとん どない
器種 なのである。銘文 の内容 を詳述す ることは避 けるが、その文意か らも、 この陶硯
は特定個人 の使用 に供す るために制作 された もので あ り、特注品的な製品である。 そ
の意味か ら、研究史 の 中で久永 。杉崎見解 の「 一定 の用途 に占属す る器物 で ある こ と
を示す ため」とい う記号文観 は、
記号文 の一面 を正 しく捉 えたもの といえよう。しか し、
陶硯 の花押 と甕類 の記号文 とは、先 に見 た頻度 の相違意外 にも意 匠や タッチな どの点
で も大 きく異 なってい るのである。過去の研 究史では、箆描記号文 に対す る研究者 の
視点は、筆者 を含 めていずれ も単限的に過 ぎるとい わぎる をえない。記号文 を一律 に
捉 える従来 の方法では、その実態 を明 らか にで きず、記号文 には多様 な性格が含 まれ
てい る とす る仮説が求め られることになる。
基礎資料が豊 富 に蓄積 された現在 におい ては、記号文 の研究 も当然従来の方法 を脱
して、器種 ごとの在 り方か ら意匠の分類、あるい は施文位置や施文法 など、 よ り厳密
な視点が求 め られるとい えよう。
記号文 の種類
箆描記号文 を規定 した段階で、す でにこの記号文 とい う用語 の概念 には多様 な要素
が含 め られてい た。 この節 では、筆者が記号文 として認める資料 をその意匠 に従 って
分類す ることにす る。
これ までに知 られてい る記号文 には幾 つ かの共通性 をもつ グループがある。その 第
一 は、直線や曲線 を用 い て構成 される単純 な意匠である。線は 1本 か ら数本程度で、
直線 のみによる意匠 と曲線 のみの意 匠 に大別で きるが、 まれに直線 と曲線 を組み合 わ
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せ る事例があ る。 この記号文 を I類 とし後 に詳述す るが、現在知 られてい る記号文 の
9割 近 くが、 この類 に属す ることになる。 この I類 記号文 は奏 の ような大型品では、
記号文 も大 きくな り、小型 の陶丸 の よ うな器種 では必然的に小 さくなる。第二 は曲線
や直線 を一筆描 きの ように連続 して描 き、 さらに 2.3の 一筆描 きを組み合 わせて複

雑 な意匠 を構成す る。中田池 A‑1号 窯 の陶硯 に施 された花押 は、 この類 の典型 とい
うべ き意匠である。 これをⅡ類 として分類す るが、類例 は多 くない。第三は器面 に広
く施 される刻文で、記号文 の 中で は特異 な存在 で ある。抽 象的 な刻画文 とで もい うベ
きもの と、戯 れに描 い たような もの もあ り、それ らをまとめてⅢ類 とす る。

I類 記号文 数 の上では二本 の直線 を交差 させ る「 +」 印が もっとも多 い。 これ に
は交差す る角度 の違 い によって多様性 が認 め られるのであるが、基本 的に「 十」も
「 ×」
も同一の意匠 として把握 し、角度の相違 は重視 しないことにす る。その根拠 は、 この
「 +」 系意匠 の記号文 の大半が、素早 く粗雑 に刻み込 まれたものであ り、交差す る角
度 にまで配慮 した形跡が認 め られない点 にある。 したがって、意匠 としては同 じもの
で あ りなが ら、その施文 に際 して二人の違 い や、器種 の違 い などの要素が影響 して微
妙 な変異が生 まれた もの と理解す ることにす る。窯跡出上 の記号文資料 248例 の 内
で、 この「 +」 系意匠 をもつ ものは、半数 に近い 117例 に達す る。それを器種房Uに
みると過半数 の 65例 が養 。広 口壺で占め られ、その残 りが山茶碗、鳶口壷、片 口鉢、
片 口、
細頸瓶、陶丸 で分 けられる。この ように多 くの器種 に横断的に認 められる意匠 は、
この「 +」 系意匠 に限 られる。
次 に多数 の個体 に施 された意匠 として 嘱
の 」意匠がある。円弧系 の記号文 として一
括す ることがで きるが、この記号文 もほぼ円になるものや、精円を構成す る ものか ら、
円弧状 の ものまで多様 な在 り方 を示 してい る。 さらに円弧 文 で も、曲線 の 曲率 にバ ラ
エ テイーがある。 こうした多様性 の解釈 として、円弧孫 記号文 は一般的に鋭 い タッチ
で彼速 に描かれてお り、必ず しも描 き手の手 の動 きが忠実 に記号 として器面 に残 って
い ない と考 えられる。 この記号文 は窯跡出土品で58例 が確認 されてい るのであ るが、
そ の うち57例 までが奏・広 口壷 で 占め られてい る。 この奏・広 口壷にほぼ限 られる円
弧系記号文は、肩部 に施 されてお リカンバ スは曲面である。そ こに素早 く円を描 こ う
とした場合、その意匠 を意識 して、 と りわ け曲線 を閉 じる ことが必要 になるのであ る
が、そ うした描 き手 の意識 を読み取 ることので きる資料 はないのである。
ちなみ に 1例 のみ例外的に山茶碗 で 円弧系記号文 をもった資料 が中田池 C‑1〜 5
号窯 で検 出されてい るが、 この記号文 は「 Q」 状 の記号 (図 2‑2)で 、 かな り慎重
に円を閉 じてお り記号文その もの もやや異 質 である。 したがって、中田池 の事例 を円
弧系記号文か ら外 した場合、すべ てが養 (図 6‑2)・ 広 口壷 (図 6‑4.5)で 占
め られる ことになる。 この円弧系記号文 は「 十」系記号文 の ように複数器種 にわたっ
て施 される記号ではな く、奏・ 広 口壷 とい う器種 に圧倒的に施 される記号文 とい う性
格が認 め られるのである。ただ し、消費地出土品の なかに この記号文 を持 つ鳶 口壷 (図

7‑6)と 玉縁 口縁壷
とはい えない。

(図

7‑3)が 認め られるため、かならず しも限定 されてい た
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「 +」 と「o」 の 2種 の記号文 を合計す ると178例 とい う数 にな り、 これだけで全
体 の72%を 占めるのである。そ して、残 るその他 の意匠におい て も「 十」 や て洸 の
変異態か と推測 されるものが あ り、 I類 記号文 にお けるこの 2種 の意匠の重 要性 は非
常 に高 い とい えよう。
「 +」 系記号文 が二本の直線 を交差 させ ることで成 り立 っていることか ら、直線 の
「 +」 系記号文 と関連す る可能性があろう。
数 を増 や しなが ら交差 させる記号文 は、この
三本 の直線 を一 つ の交点 で交差 させた記号文 に「 Ж」 があ り、山茶碗 と陶錘、玉縁 口
縁壺 (図 2‑3.13.15)に 認 められる。奏では上芳池 2号 窯 の製品 に類似意匠 を持
つ資料 (図 2‑4)が あ るが、これは別の直線 が一本交点 を違えて加 えられているため、
類似 しつつ も別意匠 とせ ざるをえない。次 に直線 を複数 の交点 で交 えた記号文 に「井」
(鎗 場御林 A地 点 の奏 .図 2‑5)畔 」 (濁 池西窯 の山茶碗 。 図 2‑7)が あ る。 ま
た「井」 に斜線 を一本交 えた意匠が福住古窯 の奏 (図 2‑6)で 認 め られる。直線 一
本 のみの意匠 は中田池古窯址群 の山茶碗

(図

4‑6)、 鎗場御林古窯址群 の片 口碗

(図

4‑8.5‑3)と

玉縁 口縁壷 (図 5‑6)、 上芳池古窯址群 の鳶 口壷 な どで認 め ら
れるが奏 では認 め られない。二本 の直線 を縦位 に並 列 した意匠は、鎗場御林 B地 点 の
玉縁口縁壷 や上芳池 3号 の鳶 口壺で認め られる。ただ し後者 については「力」意匠 の
部分 で あ る可能性 も残 されてい る。三本 の縦線 を並列 した意匠をもつ奏が埼玉県上福
岡市 の消費遺跡 で出上 してい るが、窯跡出土品ではこれまでの ところ認 め られない。
以上 は直線 による単純意匠である ことか ら「 +」 系記号文 との関連性 を推測で きるの
であるが、個体数 がいず れ も少 な く十の変異態 とす ることは慎重 な検討が求 め られ よ
「 ()」
二 つの円弧 を向 き合 わせた
う。 円弧系 記号文 との関連が推測 で きる意匠 として、
意匠をもつ養 (図 2‑8)力 朔ヽ
森 B‑1号 窯 で出土 してお り、二つの円弧 を連続 して
世端 4号 窯 で出土 している。 また「o」
描 い た「 0」 意匠 をもつ甕 (図 2‑9)力 功日
に直線 を加 えた意匠をもつ甕が鎗場御林 A(図 2‑10)。 福住 (図 2‑11)・ 七 曲 C

‑2号

(図

2‑12)の 各遺跡 で 1例 ずつ検 出 されてお り、消費地出上の広 口壺や玉縁

7‑5)で

も同 じ意匠 を認 め うる。
「 十」系、 円弧系 に次 いで多 くの個体
資料があ る記号文 に「力」意匠がある。 21例 ある この意匠 を持 つ資料 は、 16個 体
が上芳池 3号 窯出土の鳶 口壺 (図 2‑14)で あ り、 5例 が中田池 C‑1〜 5号 窯出土
口縁壷

(図

の 山茶碗

(図

「 十」
3‑1)で ある。この在 り方 は、多数個体 が少数遺跡 に集中 してお り、

系 ・ 円弧系 記号文 とは大 きく異 なってい るので ある。 この意匠を文字 とす るか否かは
描 き方か ら判断すると文字意匠である可能性が高 い ように思われる。
即断 しがたいが、
これ まで に取 り上 げた I類 記号文 の うち「井」「半」「 ()」 「 a」 の 4種 は、 これ ま
で に一点のみ知 られてい る意 匠である。 こ うした類例の きわめて乏 しい I類 記号文例
が他 に も知 られてい る。器種別 にあげ ると山茶碗 では「e」 が鎗場御林 B区 で 1例 (図

3‑2)出 土 してお り、中田池 C‑1〜 5号 窯 では「⑭」が 1例 (図 3‑3)、 「D」
が 1例 (図 3‑4)出 上 してい る。後 2例 の記号文 は I類 とす るには、い ささか意匠
が複雑 に過 ぎる きらいがある。 と りわ け後者 の記号文 は、記号 自体が大 きく見込部 の
全面 に及んでい るのである。 しか し、一方 で 同 じ遺跡 。遺構か らまとまって 出土 して
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い る記号文 は、単純 な意匠構成 をとつてお り相互 に関連 しあつてい ると見 るべ き在 り
方 を示 しているので あ る。 したが つて、 ここでは取 りあえず この 2種 も I類 に含 め、
後 に詳 しく検討す ることにしたい。 また、 こ うした特例 を I類 に含める とす るなら、
下別曽 C‑4号 窯出上の山茶碗で見込部 に大 きく円 を描 き、その 中に三つ 巴を描 い た
個体 (図 3‑6)や 、 中田池 B一 Y〜 4号 窯前庭部 出土 の「ろ」 (図 3‑5)も I類
とせ ざるをえな くなる。三つ 巴文 は、記号 として充分 に機能 しうる意匠ではあるがす
でに中世期 にあ つては、軒九瓦 の瓦当文 に見 られ るように装飾意匠 としての役 割 を確

立 してお り、 この例 につい て刻画文 に類似す る記号文 の分類 に含 める考 えが当然あ り
うるのである。こ う した中間的な要素 は、先 に円弧系 記号文 との 関係 で紹介 した「 0」
や中田池 の「ろ」 で も認め られるところで ある。 これ らは単純 な意匠なが ら一筆 が き
の記号文 であ り、その他 の記号文 とわず かなが ら異 なる要素 を持 つのである。磯辺氏
が、記号文 につい て述べ た中で名主層 の略押 とす る見解があるとい う形 で指摘す る も
のが、おそ ら くこ うした中間的要素 を含 む記号文 で あ ろ う。山茶碗 以外 の器種 では、

鎗場御林 F‑2号 窯出上の片 口に「 f」 があ り、同窯 の A区 では鳶口壺 (図 3‑7)
で「本 」 があ り、同器種 で常滑市矢 田地区の窯跡 出土 とされる鳶 口壷 (図 3‑8)に
「⑬ 」 とい う記号文 を持 つ資料があ る。 この鳶 口壺 は記号文 の他 に肩部全体 に竹管刺

突文 を配 してお り、七 曲の小型壺 と共通す る。
最後 に I類 記号文 で文字意匠 をとる事例 として、地獄谷 1号 窯出土例 (図 3‑9)
をあげる ことにす る。 この事例 は、す でに器種 の項 で述べ たよ うに器種同定 が困難 で
あるが短頸壷 あるい は広口瓶 の体部 と推定 で きる ものである。小片 のため施文部位 の
確定 も困難であ るが、 わずかなが ら弯 曲が認 め られ上胴部か ら肩部 にかけての位置 で
はないか と推測 される。記号文 自体 も半分が残 るのみであ り、明確 に文字意匠 として
位置付 け る ことには不安 もあるのだが「大」意匠 と考 えて大過 ない と思われる。編年
の上で も古 く位置付 けられ「大」文字意匠 とす れば、同時期 の渥美窯 の記号文 との 関
連が注 目されるところで あ り、 さらに瀬戸市 の初期 山茶碗窯 である南山 8号 窯 で出土
してい る
「 上 」意匠 の山茶碗や「六」意匠の小碗 との関連性 も注 目されるところで ある。
時期 は下 るが消費地出土品のなかに「大」意匠 を持 つ鳶 口壷 と玉縁口縁壷が一例ず つ
認 め られる。
Ⅱ類記号文

中田池 A‑1号 窯出土 の陶硯銘文末尾 に刻 まれた花押 を典型例 とす る
一群 をⅡ類 として分類す る。 この場合、中田池例 の ように花押記号であ ることの明瞭
な事例 は他 に存在 しない。 したが つて、 この例 を典型 とす ることは他 の事例 を先見的
に性 格付 け ることにもな り問題 を含 む ことになる。 しか し、意匠構成やその描 き方 と
いった記号文 その ものの類似性 と、他 の記号文 との明確 な差異が認 め られるとい う記
号文全体 の 中での関係性 か らいって、そ こに一 つ の機能的類縁性 を指摘する ことは許
されるのではなかろ うか。ただ し、 この問題 を検討す る前 にこの類 の実態 を示 す こと
が先決である。 まず中田池 A‑1号 窯出土の事例 は、曲線 を連続的に描 き、それを複
雑 に組 み合 わせ る構成 をとる。箆の運 び方 か らみて全体 を一筆 が きの ように連続施文
別 の始点 か ら新 たな連続文が始 まるようであ る。
した ものではな く途中で中断があ り、
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さらに、 ご く短 い直線 が部分的に複合 されてい る。窯跡出土資料 で上記 の要素 を持
つ記号文 の事例 は上芳池 1〜 3号 窯灰原出土品のなかに 1例 (図 3‑10)認 め られる。
小片であるため器種 の同定 は困難であるが、碗 皿の類 ではな く壷奏 の類で はないか と
推定で きる。報告で は、
拓本 のみの提示であるため施文部位 も明らかでない。記号文 は、
「金」状 で一見 して同窯 で も出上 してい る I類 記号文 とは異質である (註 1)。 そ して、
主要部分 を一筆 が きで描 き、それに直線や曲線 を加 えて一つ の記号文 を構成す る様 は、
中田池 の事例 と近似す るとい えよう。 この記号文 は、高 さ 5 cmほ どの三角形 の なかに
納 まるほ どの大 きさであ り、小型 の壷 に施 される記号文 としては、 い ささか大 きす ぎ
る ものであ り広 口壷 と推定するのが妥 当か と思われる。 また沢田由治氏が 『時代別古
常滑名品図録』 で単色図版第65図 に示す鎌倉東御 門出上 の刻文壺 は三筋壷系 の小型壺
の肩部下方 に「 塾」 とい ぅ記号文 (図 3‑12)が 刻 まれてい る。前 2例 に比べ多少簡
略 ではあるが共通 す る意 匠 とす ることが出来 よう。同 じ く消費地で の出土例であるが、
名古屋市 の緑 区 に所在する鳴海廃寺 の出土品のなかに知多 の産 と考 えられる片口 (図

3‑11)が あ り、注口の斜 め下 に「め」 とい うゃゃ簡略 なⅡ類記号文が一つ施 されて

い るので ある (註 2)。 次 に鎌倉東御 門出土資料 と同 じ器種 に属す る小型 の壷で肩部 に 4
個 の記号文 を等 間隔に施 した事例があ る。知多郡美浜町の窯跡出土 と伝 えられるが確
証 はない。そ の意匠は 確魂 とい う意匠 (図 3‑13)で 僧形 の人物の座像 に見立 て ら
れ人物文壷 の名が与 えられる資料 である。
しか し、 これ を具象的な描写 とす るのはいか に も無理があ り、 曲線 によって構成 さ
れた抽象記号 として理解すべ き意匠である。問題 は同一 意匠の記号文が 4個 配置 され
ている とい う特異性 にある。その記号文 の配置 は装飾的な配慮 がなかったとは言 い切
れない ものである。 ただ し、 この種 の類例が存在 しない とい う点 に注 目すれば、装飾
としての一般性 を持 ち合わせてはい ない とい うこ ともで きる。 したがって、 ここでは
この例 をⅡ類記号文 の特殊 な事例 として扱 うことに したい。次 の事例 は愛知県陶磁資
料館 に収蔵 されてい る陶片資料で器種 は小型壷である。や は り肩部 に「笛 とい う複

(図 3‑15)が 施 されてお り典型的なⅡ類記号文 とす ること
がで きる。 また沢 田氏の前掲書 の466頁 に拓本資料 715と して掲載 されてい る記号文
は「 舎」 であ り、 い ささか簡素 ではあるが Ⅱ類記号文の特徴 を具 えてい る。 この拓本
には沢 田氏 による「高砂九壷 不明刻文」 とい う注記があ り常滑市 の大谷地区所在 の

雑 な曲線で構成す る意匠

窯か ら出上 した壷 に施 されたもの と推測で きるが九壷 とい う壷 が いかなる器種 に該当
す るのか不 明 で ある。 ところが これ と全 く同 じ記号文が猪飼英一氏 によって作成 され
た「常滑古窯拓 影集第 2集 」 の 中に (1144た .図 3‑14)と して納め られてい る
のである。そ して同資料集 に地 図で示 された 144の 位置 は常滑市 の高坂古窯周辺で
あ り、高砂古窯 とはか な り隔たった場所 にある。高砂地区の窯が山茶碗主体 の生 産 を
行 っていることは隣接する亀塚池古窯址群 の内容か ら見 て もほぼ誤 り無 く、高坂周辺
の窯が奏壷類 を主体 としていたことも判明 してい る。 したがって、筆者 はこの記号文
の出上場所 として猪飼氏 の資料集 の方 を重視 し、広 口壷の可能性が高 い と推定す る。
これ までの事例 は、 Ⅱ類記号文が単独 で施 されてい る ものであるが、滋賀県守山市
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の横江遺跡出上の甕 (図 3‑16)に は円弧系 の I類 記号文 とⅢ類記号文が隣接 して施
されてい る (註 3)。 この甕 に施 された Ⅱ類記号文 は大 きく10culほ どもあるもので、他 の
事例 よ りはるかに大 きいが意匠は二筆 で構成 され花押状 の典型的な構成である。
以上 にⅡ類記号文 として示 した事例 は、 いず れ も記号 としての まとま りが良 く、明
瞭 に刻み込 まれた もので あ る。 これに対 して 曲線 を多用 し、 しか も一筆 が きの ように
描 い た刻線 であ りなが ら、その線刻 は弱 々 しく記号 としてのまとまった構成 を持 たな
い事例が存在す る。亀塚池 2〜 6号 窯 の灰原部で出土 した片口鉢 の体部内面 に施 され
た刻文 (図 5‑5)は 、記号状 と形容す るには散漫 に過 ぎ本稿 の対象 とす ることに躊
躇 われるほどではあるが構成要素 か らす れば Ⅱ類 とい えな くもない。
したがつて Ⅱ類記号文 の 中に こ うした戯刻文 とで もすべ き事例 を合 め、非典型例 と
して下位区分 で分類す るとい う方法 をとることにす る。亀塚池 の事例 よ りは、 はるか
に典型例 に近 い事例 として七 曲A‑2,3号 窯前庭部出上の片 口碗 (図 1‑8)が ある。
施文部位 は体部外面 で、刻線 は明瞭 で一筆が きによる意 匠構成 をとって い る。 これ ら
の要素 は Ⅱ類典型 の記号文 に共通す る。 しか し、本例 は一連 の箆運 びで構成 されてお
り、 い ささか単純 に過 ぎる とい えよう。そ して、典型例 と比較 してみる と記号 として
の まとま りに欠 ける印象が強い 。 したがって、 この事例 につい ては取 りあ えず非典型
例 の 中に含 ませ ることに したい。
Ⅲ類記号文 記号 とい う用語 で とらえるのは、 い ささか不適切 な大 きい刻文である
が、他 の記号文 と関連す る要素がない こともな く、記号文の中に合 めて理 解す ること
に したのがⅢ類 である。事例 は きわめて少 な く典型的なⅢ類記号文 は発掘調査 では出
土 してい ない。この典型 は水注 に刻 まれた刻文 (図 2‑1)で 体部 に広 く施 されてい る。
意匠は十 を骨格 として多数 の斜線 を組み合わせる構図を取 っている。大 き くはあるが、
明 らかに一つ の構図 として まとまってお り、抽象的な記号 としての要素 を含 む もので
ある。 この他 に山茶碗 の見込部 に大 きく「◆」 とい う記号 (図 5‑1)を 刻 んだ例が
知 られてい る。大 きさの点では中田池 の FB」 ゃ濁池西の 「華」
、下別 曽 の三 つ 巴 と
大 きな差 はない。意匠の複雑 さとい う点 では中田池の「 ●」 と大差 ない ともいえる。
しか し、 この事例 を I類 に しなかった理由は、その意匠構成が単 なる記号 とす るには
い ささか絵画的に受け止め られるとい う主観 的判断に因ってい る。
しか し、すでに述べ た ように下別 曽の三つ 巴文 などは同 じく絵画的、装飾的で もあ
り、その点 で問題が残 されてい る といわ ざるをえない。山茶碗 ではこの外 に鎌倉 の横
小路周辺遺跡 三 階堂字荏柄 9呑 1地 点 の上竣 3出 土品にⅢ類 とすべ き記号文 (図 3‑

17)を もつ資料がある (註 4)。 施文部位 はやは り見込部であ り、そ こに曲線 と直線 を
複雑 に組み合わせた記号文が大 きく描かれてい る。 この山茶碗 につい ては知多 の製品
とす るか渥美 とす るか問題があるが、 ここでは渥美 にこの種 の事例 が無 い ことか ら知
多 の製品 と仮定する。 この記号文 は、意匠構成 の点か らは、 Ⅱ類記号文 に共通 す る要
素 があるものの、全体 にまとま りがな く異質 な印象 を受けるためⅢ類 として位置付 け
る ものである。以上が Ⅲ類 のなかで一応 の記号的要素 をもつ事例 であるの に対 し、 こ
の類 にも戯刻文 と呼ぶべ き事例が存在す る。濁池 2号 窯出上 の小型壷 は、壷 自体が き
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わめて稚拙 な造 りであ り、定形的器種 とは言 い難 い ものであるが、その体部全面 にき
ざまれた刻文 も統 一性がな く散漫 な構成である。 これ とは多少異 なるが沢田氏が『古
常滑名品図録』 の拓本資料 714・ 718・ 719に 示 している事例 も、 この非典型
区分 に合 めることがで きると考 える。
以上 I〜 Ⅲ類 の類別 を資料 に即 して説明 したのであるが、その在 り方 はバ ラエ テイ
ー に富 む もので あ り、仮説 として述べ た記号文 の機能の多様性 は、一層 明瞭 になった
と考 える。次 の課題 は、 これ らの記号文が時間の変化 といかなる対応 を示す か とい う
点 にあるが、その前 に記号文 の特殊 な施文事例 としてある、 1個 体複数記号文 につい
て触 れる ことにす る。す でに記号文 をもつ器種 について述べ た節 で一定 の説 明 は終 え
てお り、 Ⅲ類記号文 の複数施文 につい ては人物文壷 で詳述 してある。 したが つて、残
る事例 はいず れ も I類 記号文 の事例 で あ る。 この うち「 +」 系記号文 を 3個 連続 して
施文 した片口が南知多 町出土 とされる資料 に一例 あ り、片口では鎗場御林 F‑1号 窯
出土資料 に「 f」 を注目を挟 むように 2個 配 した事例 がある。柴山古窯出土 と伝 える
「×」
「 ×」
「始」
「 ×」 と一列横位 に記号文 を並 べ てい る。
細頸瓶 は肩部 に「 +」 「″ 」
いず れ も I類 として分類可能な記号文 であるが、複数意匠を一個体 に施す の はこの資
料 のみで特異 な事例 とすべ きである。 この 6個 の記号文 は細 い刻線 で小 さな刻文 なが
ら明瞭 に刻 まれてお り、 I類 記号文 とす るのにさほど問題 はない。 しか し、 この個体
には胴部 にもきわめて細 く弱 い タッチなが ら、刻文が 3個 観察 しうるのであ る。比較
的複雑 な意匠であ りI類 には合 め難 く、あえて分類す るとすれば Ⅱ類 の戯刻文 とした
ものに近 い。 したが ってこの細頸壷 は I類 の複数意匠を持 つばか りでな く、 Ⅱ類の複
数意匠をも同一個体 に合 わせ持 つ極 めて特殊 な個 体 とい うことになろ う。 一 宮市 の法
園寺中世墓出上 の玉縁 口縁壷 の一つ にも、肩部 と下胴部 の 2個 所 に I類 記号文 をもつ
事例 (図 4‑1)が ある。 この資料 は、中世常滑窯 の製品である可能性 もあ るが、記
号文 の配置が異質 である (註 5)。 上 記 の 1個 体 に複数 の記号文 を有す る資 料 は、その
他 の記号文 とは性格 を異 にす ることも考 えられる。 しか し、意匠その他 で共通性 をも
つ ことも事実であ り、 こ う した特殊事例が記号文 の性格 につい て有用 な情報 を提供す
ることも充分 にあ りうることである。守山市横江遺跡 の甕 における I類 とⅡ類 の記号
文が併記 されている事例 は、そ の好例 であ ろ う。
記号文 の時間的推移
本稿 で扱 う知多半島古窯址群 は、赤羽 。中野編年 の la型 式か ら 7型 式 に相 当す る
時間的範囲の 中に形成 され、西暦 12世 紀か ら14世 紀 の前半 までに当た ってい る。知多
の丘 陵部 に客窯が盛んに築かれ、中世陶器が多様性 に富 んだ器種構成 の も とで大量 に
生産 されたのが この時代 である。記号文 の成立 と発展が、 この時代変遷 のなかで確実
に展開 してお り、 この節 ではその姿 を先の分類 を踏 まえつつ示す ことにす る。 なお、
記号文 は 8型 式 以 降 も継続 して器物 に施 されてい ることは、 これ まで述べ て こなか っ
た。それ らの記号文 には知多半島古窯址群の もの と同 じ意匠をもつ もの もあ り、け し
て無関係 ではない。 しか し、一方 で新 たな意 匠が取 り入れられ新 しい展 開 を見せてい
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ることも事実 で あ る。 したが って、それ らについ ては中世常滑窯 の記号文 として視点
を新 たに論 じる必要があると考 えるところで ある。
1〜 4型 式期 (1100〜 1220年 )こ れまで知多 の 中世窯 で、 la型 式 に属す る製品 に
記号文 を持 つ資料 は知 られてい ない。 しか し、山茶碗 とい う器種 を共通項 として多 く
の類似点 をもつ瀬戸 の南 山 8号 窯 に文字意匠 をもった山茶碗 (輪 花碗)と 小碗 があ り、
型式的に知多 の la型 式 と並行 関係 にある。 したがって、知多 におい て も類似例が存
在す る可 能性 は、潜在す る と見 るべ きであろう (註 6)。 そ して、そ の場合記号文 は文
字意匠 をとる ことが推測 される ところで あ る。つ ぎの lb型 式 に属す資料 に、 わず か
1個 体 ではあるが常滑市上 自田 1号 窯出上の山茶碗 (図 4‑2)が あ る。見込部 に「十」
系記号文 を施 す一般的な山茶碗 であるが、 わず かにプロー ションが崩 れた粗 雑 な印象
「 +」
を受 ける個体 である。
現時点 で I類 記号文 の内、もっとも個体数 の多 い意匠であ る
系記号文 の初現 は、 この段階 にある ことになる。 もう一つの事例 は、地獄谷 1号 窯 の

I類 記号文 で文字意匠 と考 えられる「大」記号文 が挙 げ られる。器種 は短頸壺 か広 口
瓶 と推測 されるものである。 この窯 の製品 には 2型 式 に下 る要素 をもった山茶碗 もあ
り、 この記号文 につい て も多少年代幅 をもって理解 すべ きであろう。 しか し、 このこ
れ までの記号文資料 で最 も古 くなる可 能性 を持 つ資料 の一例が文字意匠 である ことは
注 目に値 しよう。12世 紀 の第 3四 半期 に位 置付 け られる 2型 式 になると、記号文資料
は増加す る。発掘調査 による出土品で I類 記号文 をもつこの時期 の資料 に出地 田古窯
址群出上 の片口鉢 (図 4‑3)に 「 +」 印の記号文 をもつ資料 が 1例 あ る。大岨古窯
で も 1例 ではあるが見込部 に「 +」 記号文 (図 4‑7)を 施 した山茶碗 が出土 して いる。
また窯跡出土 と考 えられる この時期 の資料 としては、沢田氏 が『時代別古常滑名品図
録』 で単色図版第22図 に紹介す る刻文 の平得 は、見込部 にやは り「 +」 系記号文 があ
り 2型 式 に属す る可能性 が高 い。消費地出土資料 としては、古 くか ら知 られた埼玉県
宮戸村 (現 朝霞市)の 経筒外容器 に用 い られた広 口壷 の肩部 に「 +」 系記号文 が刻
まれてお り同型式 の製品 であ る。同様 の広 口壼 は、和歌山県 の粉河寺産土神社 第 2経
塚 で も出上 している。一個体 に I類 記号文 の複数意匠を連続施文 し、 さらに Ⅱ類記号
文 の非典型例 をも複数施文する極 めて特殊 な細顕壷 もこの型式である。 しか し、 この
段階で記号文 と密接 に関連す る器種 である奏 に記号文 をもつ事例 が無 いのは注 目され
るところである。
Ⅲ類記号文 を持 つ水注 も、 2〜 3型 式 の時間幅 の なかにあ り、 Ⅲ類記号文 をもつ 山
茶碗 も 3型 式 に属 してい る。 したが ってⅢ類記号文 の典型例 は、12世 紀 の後半 に集中
して施 された ことがわかる。今 一 つ の事例 である鎌倉横小路周辺遺跡出上の Ⅲ類記号
文 を持 つ 山茶碗 も 3型 式 〜 4型 式 の もの と考 えられ12世 紀後半 の製品であろ う。

3型 式段階では、常滑市 の濁池西古窯出土品中に「 +」 と「華」 の I類 記号文 を見
込 に刻 んだ山茶碗 が 1例 ず つ 出上 してお り、鎗場御林古窯址群 の B区 出土 山茶碗 で も
1例 見込部 に「e」 意匠をもつ 山茶碗が検 出されている。武豊町の下別曽古窯址群 は
3型 式 〜 4型 式 にわたる山茶碗 を量産 してい るが、 このA地 点前庭部出土 山茶碗 の 中
に 2例 「 +」 系記号文 をもつ個体 が報告 されてい る。 また I類 記号文 のなかで特異 な
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意匠に位置付 けられる三 つ 巴意匠の記号文 を見込 に刻 んだ山茶碗 は同遺跡 の C‑4号
窯焼成室 よ り検 出 されてい る。山茶碗以外 の器種では、細頸瓶の変種 とで もい うべ き
小型 の瓶 で半田市椎木山古窯出土 と伝 える資料 に I類 記号文 の「 +」 系意匠 を肩部 に
施 した例がある。 また、陶錘 で唯一 記号文 をもつ「Ж」 意匠の事例 は、 この段 階 と推
測 されるもので ある。 Ⅱ類記号文が複数施文 された人物文壺 と呼 ばれる小型壼 は、や
は り 3〜 4型 式 の特徴 を具えてお り12世 紀末 の所産 とすべ きであろう。猪飼英一氏 が
「常滑古窯渥美古窯押型文拓影集。 第 1集 」 で I‑60と して示 す押印文 をもつ奏 の破
片資料

(図

4‑4)は 、押印文 の意匠や猪飼氏が一期 の製品 としてい る点か らみて12

世紀代 (2〜 3型 式)の もの とみて 間違 い ない。そ して、 この資料 には押印文 を切 る
ように円弧状 の刻線が認 め られる。 しか し、 い まひとつ 明瞭性 に欠けてお り、 これ を
記号文 と断定す るのは躊躇 われる資料 である。 4型 式 になると武豊町の南蛇 ケ谷 1号
窯出上 の奏 (図 4‑9)に 、 よ うや く明確 な I類 記号文 の「十」系 意匠が認 め られ る
よ うになる。 しか し、わず かに 1個 体 のみで類例 は認 め られない。おな じく武豊 町 の
中田池古窯址群では、後出的な要素 をもつ もの も含 まれてい るが、 この時期 の 山茶碗
で豊富 な記号文資料が検出されてい る。 A‑5,6号 窯 で「 +」 系記号文 が 1例 、 A
‑8〜 10号 窯 で も「十」系記号文が 1例 、 B一 Y〜 4号 窯 で「+」 系 が 1例 と、やや
特殊 な「ろ」意匠 をもつ個体が一例出上 してい る。そ して、C‑1〜 5号 窯 では「 十」
系記号文 19個 体、「力」意匠 5個 体、「Ж」 意匠 3個 体、「/」 意匠 2個 体、
「 0」 「 ●」
可境 が、それぞれ 1個 体 の32事 例が出上 してい る。 さらにD地 点で も「 十」系記号
文 2例 、 E地 点で「 /」 意匠 1例 、
「 +」 意匠 1例 が、検 出 されてお り圧倒 的多数 の
記号文山茶碗が認め られるのである。 この 中田池の特異 な在 り方 は、 5型 式 に属す る
個体がかな り含 まれるとして も注 目すべ き現 象 で ある。 と りわけ C‑1〜 5号 窯 の 集
中は、 これのみで改めて考察する必要があろ う。そ して、 この時期以 降の大量 に生産
された山茶碗 では、記号文 を持 つ事例 が見 られな くな るのである。奏、山茶碗以外 の
器種 で、 この型式 に属す資料 としては Ⅱ類記号文 の典型的意匠を肩部 に施 した鎌倉東
御門出土 とされる小型壷がある。 この器種 は、先 の人物文壺 と同系統 である。

1〜 4型 式 の段階では、奏・広 口壷器種 に記号文 を持 つ事例 が極 めて少 ない とい う
点が、重要な傾向 として指摘 で きる。す くな くとも 2〜 3型 式段階で知多 の生 産体制
は甕類 を量産す る傾 向を見 せている。ただ し、その奏類が一窯 での集約的な量産 では
な く、複数 の窯 で分散的に行 われていることは、す でに窯体構造 の変遷 に関す る小 論
で論 じた ところで ある (註 7)。 また比較的多数 の記号文 を伴 うようにみ られる山茶碗
で も、 この器種が一窯 で万単位 の生 産 を行 っていることを考慮す れば、見掛 け ほ どに
記号文 の施文が行 われた ものでない ことは明 らかである。 これに対 し、壷瓶 の類 は生
産量 自体が少 な く、器種 としては特殊 な部類 に属す る。そ して、 この器種群 に しば し
ば記号文が施 されてい ることは、記号文 との強 い関連性 を予測 させるもので あろ う。

5〜 7型 式期 (1220〜 1350年 )5型 式期 の資料で は、濁池 2号 窯か ら出上 したⅢ類
記号文 の非典型例 をもつ小型壷が知 られてい る。 この窯 か らは、 まとまった量 の養 が
出上 してい るのであるが、その 中に記号文 をもつ個体 は認められない。 5型 式 の 中 で
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6a型 式 と近 い要素 を含 み始 める後半段階 になると阿久比町の大砂古窯址群や桜谷古
窯址群 A区 の ように甕・広 口壺 に I類 記号文 を施す事例が急増す るのである。大砂 1
〜 3号 窯 の出土 品では「 +」 系記号文が 8例 、
「∩ 」系記号文 が 4例 報告 されてお り、
桜谷 A区 では円弧系記号文が 2例 報告 されてい る。実際 には、 よ り多 くの記号文 を持
つ個体があ った もの と推測 されるが、 この段 階で「 +」 系 と「∩ 」系 記号文が奏 。広
口壷 に対 をなす ように出現す る現象 は注 目に値する。 この他 では亀塚池古窯 の非典型
的 Ⅱ類記号文 をもつ片 口鉢 は、 この型式 に属す と考 えられる。 5型 式 の後半か ら 6a
型式 にか けて操業 した と考 えられる知 多市 の七 曲A‑3、

C‑2号 窯や阿久比町の上

芳池 1〜 3号 窯、福住 3.5.6.21〜 24号 窯、常滑市 の鎗場御林古窯址群 A・

B区

(図

(図 6‑3.4)で は
つ
い
豊富な記号文 を持 資料が検 出 されて る。 これ らの窯で報告 されてい る記号文 を も
つ個体 は奏 。広 口壷器種 で 56個 体 に及ぶ 。 この数 は窯跡出上 の養・ 広 口壷の記号文
資料 135例 の41%に 達 してい る。意匠 の面で は「 十」系 と「∩ 」系記号文 が圧倒 的

6‑1)、 毘沙 クゼ古窯址群、武豊 町 の 中田池 A‑1・ 2号 窯

に多 いのであ るが、少数 なが らそのバ リエー シ ョンとも思われる意匠が現れて くる。
また、 この段 階では鳶 口壷や片 口碗、片 口、玉縁 口縁壺、陶丸 といった器種 にも記号
文 を施す事例が急増す る。意匠 は I類 の「 十」系 が多 いが、上芳池 3号 窯 の鳶 口壷 に
多用 される「力」意匠や鎗場御林 の「 ￨」 意匠 をもつ複数 の片 口碗 などがあ り、 I類
記号文で も類例 の乏 しい 町沌 意匠 を もつ鳶 口壺や 「 f」 意匠を一個体 に二 つ施 した
片 口な どが あ り多様性 を見せてい る。 Ⅱ類記号文 としては、中田池 A‑1号 窯 の陶硯
に刻 まれた事例のほか、上芳池 の「Ω」や愛知県陶磁資料館 の「 盗拍 などが この段 階
の製品 と考 えられる。
6a型 式段階では山茶碗類 は依然 として大量生産 されてい るのであるが、 これ まで
の ところ記号文 をもつ資料 は知 られてい ない。 しか し、山茶碗 と深 い関係 にある片 口

鉢 I類 のなかには、鎗場御林 A区 出土例 (図 5‑4)の ように この型式 に属す ると思
われる もので「十」系記号文 をもつ例があ り、山茶碗 で も記号文 をもつ可能性 は残 さ
れてい る。

6b型 式段階では知多市の加世端 4号 窯や常滑市金色東 1・ 3号 窯の奏 。広口壷 に
やは り「十」系、
「∩」系の記号文 をもつ ものがある。加世端 4号 窯では、
「 a」 意匠
の記号文をもつ奏が 1例 あ り、 これは円弧系 の記号文との関連性を窺わせるものとし
て示 した資料 である。その他の器種 でこの型式 に属す と考 えられるものに、ダブガ脇
2号 窯出上の鳶口壺 (図 5‑2)が あ り、肩部に「+」 系記号文をもつ個体が 2例 検
出されている。
14世 紀代 に入 る 7型 式段階 では、高坂 1号 窯 のよ うに大量 の養 を生産 した窯の出土

品 に記号文 を施 した資料 が認 め られないこ とか らすれば、養・ 広 口壷器種 へ の記号文
施文 は衰退傾向に向か った観があ る といえよ う。 しか し、猪飼英一氏採集 の陶片資料
には明 らかに高坂古窯 の 7型 式製品 と考 えられる「奉」 の文字意匠をもつ押 印文 とと
もに円弧系記号文 を刻 んだ資料 (図 4‑5)が 提示 されてお り、かならず しも高坂 1
号窯 の事例 をもって一般化す ることが適切 とはい えない。常滑市 の小森 B‑1号 窯 か
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らは多数 の記号文 をもった養・広 口壷器種が出上 してい ることは既述 の通 りである。
そ して、 この窯 の操業期 間 について 6a型 式 か ら 7型 式 までかな り長期間を想定す る
必要がある ことも、すでに指摘 した ところで あるが、 7型 式段階で「∩ 」系 記号文 を
施 してい たことはほぼ間違 い な く(図 6‑2)、「十」
系記号文 の存在 も充分推定で きる。
。
奏 広 口壺以外 の器種 では明瞭な事例がないの であるが、先 に猪飼氏採集資料 か ら高
坂周辺 の 出上 を想定 した Ⅱ類記号文 の「会」意匠 をもつ資料 は、奏以外 の器種 である
可能性が高 い。ただ し、広 口壺の可能性 は充分 にある。
5型 式 〜 7型 式 にか けての段 階 では 5型 式後半か ら 6a型 式 に大 きな画期 が存在
し、 この段階か ら記号文 は奏類 を中心 に急増す るのであ る。 さらに記号文 を施す器種
におい て も、新 たに生産の開始 される器種群 に記号文が刻 まれるようになる ことが確
認 で きる。 もっ ともこの現象 は I類 記号文 につい て言 える ことであ り、 Ⅱ類記号文 は
通時的 に少量 ず つ存続 し、Ⅲ類記号文 は逆 にこの段階ではほ とんど例がないのである。
本節 で述べ たことを要約すれ ば、知多古窯址群 の記号文 は12世 紀前半 に「 十」系 意
匠 と文字意匠 をとるものがわず かに現 れ、 12世 紀後半 になって「 十」系記号 文が複数
器種 に少量 ずつ なが ら施 されるようになる とともにⅡ類、 Ⅲ類 記号文 も出現する。 し
か し、 この段階 にいたって も記号文 の主体 をなす奏 。広 口壷の優位性は確立 されてい
ない。 わず かに広 口壼で消費地の事例 が 2例 ある程度 にす ぎないのであるが、 この傾
向 は12世 紀終末 か ら13世 紀 の初頭 とい う段 階にい たって も変化 しておらず、甕 に「 +」
系記号文 を伴 った事例 が 1例 あるに過 ぎないので ある。山茶碗 では中田池古窯址群 に
お いて、それまでに見 られなかった展 開が認め られるが、それ とて も総生産個体数 に
占める記号文保有個体 の割合 はご くわず かで あ る。 この視点 に立てば壷や瓶 といつた
生産個体 の少 ない器種 に高 い割合 で記号文が施 されるとい うことは認 める ことがで き
よ う。
13世 紀 の前半か ら中頃にかけて I類 記号文 の なかで「 十」系 意匠 とともに主体的な

存在 である 「∩ 」円弧系記号文 が出現 し、同時 に奏 。広 口壷器種が記号文 を保 有す る
器種 の 中心的存在 となる。記号文 は13世 紀代 になって成立す る鳶 口壺や玉縁 口縁壺、
片 口、片 口碗、陶丸、陶硯 といった特殊器種群 と性格づ けうる生産個体 の少 ない器種
にも比較的高 い確率 で施 されるので あ るが、逆 に山茶碗へ の施文 は見 られな くなるの
で ある。この傾向 は I類 記号文 でい える ことで あ り、Ⅲ類記号文 については非典型例 が
13世 紀 の前半 に 1例 残 るのみで姿 を消 してお り、Ⅱ類記号文 も急増するとはいえない。
以上 、知多半島古窯址群 の製品にほ どこされた箆描記号文 について、その研究史、
概念規定、記号文保有器種、記号文 の類別、時間的推移 の順で基礎的な位置付 けを行 っ
て きた。その記述 の中で既 に記号文 の担 った役割 について予測的 に、筆者 の見解 を述
べ た部分 もあるが、その テーマ につい ては大部分 を留保 して きた。次節以降で先行研
究 を踏 まえその分析 に入 ることとす る。
考

察

箆描記号文が、 これまでの研究史 のなかで どの ように考察 されてきたのかについて
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は本稿冒頭 に詳述 してい る。い まその要点 を学説 として まとめるとすれば 1.使 用者
の 占用 で ある ことを示す記号、 2.一 定 の用途 に占属す る記号、 3.祭 器 であること
を示す識別記号、 4.窯 印、 5.五 人 の識別記号 (略 押)、 6.二 人集団の帰属 を示
す記号、 7.器 物 に神 聖 な性格 を与 える呪符 とい うことにな り、 これに本稿 で Ⅱ類記
号文 の典型例 を花押 と位置付 けた筆者 の見解 を くわえることがで きよう。 これは 1の
説 と共通性 をもつのであるが 1.2.3の 説 はいず れ も使用者 =注 文者 の依頼 に基 づ
い て二人が刻 んだ もの とい う見解 で あ る。 これに対 し筆者 の考 えるところは花押 の代
刻 ではな く本人が刻み込 んだ とい う想定 で あ る。 しか し、器物 の製作者 と記号文 の施
文者 がかな らず しも同一 とは考 えない。 したが って久永氏 の説 を laと す れば、筆者
の Ⅱ類記号文観 は lbと で もする ことになろうか。 この点についてはより深 い考察 が
必要 となろ う。
す でに述べ た ように、 これ までの記号文研究 は記号文 の意匠構成や器種 との関係 と
い った多様 な在 り方 に限 を向けず、記号文 を一括 して取 り扱 う傾向が強かった。つ ま
り記号文 の性格 は一元的に規定 で きる とい う仮定 に基 づいてい ると見受け られる。 こ
れは、筆者 自身が、 5。 6の 見解 をかつ て述 べ た時点で も同 じである。中田池古窯址
群の記号文山茶碗 につい て分析 した磯部氏 の二 人略押説は、中田池 の記号文 の意匠 に
つい て観察 した結果か ら導かれた ものであるが、それを他 の遺跡 の事例 で検証 で きる
か どうか、あるい は山茶碗以外 の器種 の記号文で も該当す るか どうか とい う手続 きを
踏 んでいない。同 じ事 が沢田氏の 7の 説 で も指摘 で きる、氏 は多様性 をもつ記号文 の
意匠 の 中か ら修験道 の印形・ 印符 と類似す る もののみを抽出 し、その他 の記号文 も同
列 に性格規定 してい る点 で批判 されるべ きであろ う。そ うした批判 を通 じて得 られる
ところは、A.記 号文 は使用者 =注 文者 の依頼 によって二人が刻 んだものか どうか。B。
記号文 は使用者 が 自ら刻 んだ ものか どうか。 C.記 号文 は祭器 のE「 とす ることが出来
るか否 か。 D.記 号文 は二人が制作主体 を明示 す る 目的で刻 んだ ものか どうか。その
場合、記号文 は略押 とす ることがで きるか い なか。 E。 記号文 は五人 の帰属集団 を示
す記号 とす る こ とが可能か どうか。 F,記 号文 は呪符 とす ることが可能か どうか。そ
の場合、施文者 は工人か特殊 な呪術者か,そ の 目的は、器物 の性格 を規定す る使用時
点 での必要性 に基づ くか、あ るいは生産の レベ ルで何 らかの必要性があったか どうか。
とい う検討項 目であ る。上記 の項 目に窯印、つ ま り焼成 された窯 を一つの単位 として、
その帰属 を示す記号 とい う説 は入 ってい ない。それ は、一窯 で複数 の意匠を持 つ事例
がある ことや同一意匠が複数 の窯 で認 め られること、 さらに一窯 で生産 された製品 の
一部 の ものに しか記号文が施 されてい ない とい う複数 の論拠 があることか ら、論理 的
に否 定 され ざるをえない ためである。 Cの 項 目は一般論 として通用 しないことは、記
号文 を伴 う甕類が草戸千軒町遺跡 や鎌倉遺跡群 などで多 く出上 してお り、 しか もそれ
を宗教的施設 とは認 め難 いこと。同様 の事例 は枚挙 にい とまがないほどあ る。 さらに
常滑市西阿野 に所在す る七社神社 の宝物壷 5点 にはいず れ も記号文が認め られない こ
とな どか ら明 らかである。 しか し、個別事例 として杉崎氏が提示 したような資料 は検
討す る余地 が残 されてい るのである。 Eの 検討項 目は筆者が小森 B‑1号 窯 の出土品
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を分 析 した結果 として導 いた ものであるが、 これ も一般性 を持 ち得 ない。 ただ し奏類
に卓越す る「 +」 系記号文 と「∩」系記号文 の対 をなす現象 は、二人集団 とい うこと
を除外 して も検 討 に値す るとい えよう。
ここに列記 した検討項 目は、 どれか一 つが正 しく、それ以外 はすべ て否定 される と
い うものでは ない。 い くつかの記号文が まとま りを もって一つの機能 を果たす と予測
で きるので あ る。 したがって、記号文 の類別 ごとの検討 や器種 ごとの分析、あるいは
まとまって出上 した遺跡 ごとの分析が必要 になろ う。

a.I類 記号文の性格
中田池 A‑1号 窯出土 の陶硯底部 に刻 まれた銘文末尾 の記号 を この類 の典型 として

い ることか ら、必然 的にⅡ類記号文の典型例 は花押 としての性格 を持 つ ことになる。
意匠の類似性 については大方 の認める ところ と考 えるが、中田池 の例 の ような銘文、
しか も人名の後 にこの種 の記号文 を施 した ものはない。 したがって、中田池 の陶硯事
例 とその他 の壷や片 口に単独 で施 された Ⅱ類記号文が、同 じ性格 の ものであるのか ど
うか は改 めて検討すべ きであろ う。 この記号文が意匠の複雑 さとい う点 で I類 記号文
と明 らか に相違 してい ることは誰 の限 にも明 らかであろ う。 しか も記号 としての完結
性 と言 う点 でⅢ類記号文 とも容易 に区別 される。そ して出土事例 は極 めて少 ないこ と
を考 えれば、かな り特殊 な事情で施 された と見徴 さざるをえない。 この事情 はⅢ類記
号文 にも当 てはまるが、 I類 記号文 は、 よ リー般的である。そ して、 Ⅱ類記号文 の意
匠が一筆 が きによる曲線 を重ね合 わせ る描法 によっていること も特徴的である。一般
的な傾向ではあるが、 こ うした意匠 は箆によって描 くよ り、筆 の ような先 の柔 らか い
筆記具 にお い て、発達する記号 なのではなかろ うか。
工類記号文 の典型例 とした資料 は、 わず かに 8例 にす ぎない。その うち中田池 A―
1号 と上芳池 1〜 3号 、猪飼氏報告 の高坂周辺出土例の 3例 は、窯跡 に残 されたもの
であ り、人物文壷 と言 われる事例 と愛知県陶磁資料館所 蔵陶片 もその可能性が高 い。
残 る 3例 が消 費地出土品である。 1例 は鎌倉、今 一つは名古屋 の鳴海廃寺そ して第 3
例 は近江横江遺跡である。 もっとも鳴海廃寺 につい ては、中世 の寺院址 ではな く古代
の ものであ り、中世期 には天台宗寺院の善正寺 に関連する遺跡 か鳴海城 に関わる遺跡
と考 えられてい る。 いず れ もその器物 を使用 してい た個人 を特定 で きる状況 にな く、
遺構その ものの特殊性 も認め られない。ただ都市遺跡の出土 と寺院あ るいは城館、大
規模集落 に関連す る可能性がある遺跡 とい う点で、わず かに特殊性 を認めることがで
きるのみである。窯跡出土品については、焼成段階で亀裂が生 じた場合 、あ るい は陶
上の耐火度 を越 える高温 になって大 きく歪みが生 じた場合、 さらに焼成 中に窯が崩落
す るような事故が発生 し、取 り出 し不能あ るいは焼成不良になった場合な どが想定で
きる。中田池 の事例 は事故 による可能性が高 い と考 える。焼成 中の崩落事故 は、そ れ
ほ ど頻発す るわ けではみいが亀裂や歪みは省窯構造 の焼成施設では、多発す る現象 で
あ り、特殊 な製品の制作 にあたっては複数 の同一 品 を焼成 す ることが行 われた とい う

推測は成 り立ちうる。これは、さきた筆者が lbと して見解を述べたような場合に想
定されることである。もっともlaと しての代刻であってもことは同じであろう。注
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文者が指定 した ものを生産す る場合、当然危険を回避 す る手立てが為 されるもの とお
もわれる。そ こで今 一度、中田池 の陶硯 に戻 る必要がある。
中田池古窯址群の報告書その 1で は磯部幸男氏が第 9章 の考察 で、 この花押 の特色
を「鎌倉時代後期か ら南北朝期 の特色 をもち武家風 の くず れた もの とされる。
」とし、
さらに「輪 を重 ね、左 か ら右 へ の移 る形 は、中世武士 の 中で も執権北条氏 の始祖時政
の花押 を原型 とす る流れに近 い もの と思 う。その特色 は終筆 を内側 に揆

(マ

マ)ね 上

げ る形である。」 とし、銘文 を刻 した人物 につい ては特定 はで きない なが ら「す くな
くとも荘官 クラス以上 を想定 したい」 とのべ ている。そ して、 この遺跡 を含 む地域が
択豆志庄 に属 し、園城 寺文書 か ら鎌倉末期 には北 条 一 門の名越氏 の一員 である名越遠
江入道 とよばれ る人物 の領地であ ったことに触 れている。 この見解 は磯部氏個人の も
の とみるよ り、調査 の実質的担当者であった奥川弘成氏 の所見 な ども総合 して出され
た もの と思われるが、基本的に筆者 もこの方向で理解 をしてきた。 この場合、在地 に
あ つた荘 園領主 クラスの人物が 自ら陶土 を用 い て硯 を造 り、最後 に案文 を刻 み署名 し
た とす るか、あ るい は二人 に作 らせた素地 に 自ら刻銘 したか、 さらにすべ てを二人に
まかせ銘文か ら花押 まで代刻 させた ものか三通 りの解釈が可能である。
この問題 につい ては平成 4年 の 7月 に開催 されたシンポジウム「 中世常滑焼 をおっ
て」 の席 上 、石井 進氏が問題提起 され、留保 されて い る最終行 の人名 に対 し、 [沙
弥 尾張権守 花押]と い う読みを示唆 され、佐藤和彦氏 も同様 の見解 を提起 されて
い る。従来、 [相 馬]あ るい は [相 高]な どと推測 しつつ も確定 で きず に留保 されて
きた人名 と思 われた部分が、尾張 の在庁官人 の権官名 とい うことになる。 このシンポ
ジウムの記録 は『常滑焼 と中世社会』 と題 し、永原慶 二編集で平成 7年 に刊行 されて
い る。そ の なかで石井氏 は、吉岡康暢氏 の見解 を紹介 しつつ [権 守]の 読み には拘 っ
てい ない。しか し、佐藤氏 の見解 もあ り、その可能性 は消滅 したものではない。そ して、
この読 みを採用 した場合、その他 の可能性 を完全 に否定するものではないが、 この硯
は二 人が誂 えた製 品 とみるのが、 もっとも妥当であろ う。 もしこの資料が他 の Ⅱ類記
号文 の例 の よ うに、壺や片 口に刻銘 されてい たなら、筆者 もその説 を支持す ると考 え
る。実際、それ らは熟練 した技術 によ り、その他 の同器種製品 と変 わるところが無 い。
つ ま り、 日頃作 り慣 れてい る工人の仕事 で ある。 しか し、 これが硯 であ り、 しか もこ
れ までに知 られてい る知多 の窯 で生産 された硯 と比較 して も格段 に優 れた製 品である
ことに注 目せ ざるをえない。それは、明 らかに知 多 の二 人が 日頃作 り慣 れ習熟 してい
た とい う性格 の ものではないのであ る。草戸千軒 町遺跡か ら類似す る石硯が出土 して
い るが、そ うした硯 の知識 を持 ち合わせた上で、 は じめて生 まれるもの といえよう。
そ して、その よ うな知識 をもつ のは二 人ではな く、漢文 に習熟 し文殊信仰 のよ うな新
しい仏教界 の動 きをとらえることので きた銘文作 者 に他 ならない と推測するので あ
る。 したがって、筆者 は銘文並 びに花押 は代刻 でな く本人によって描かれた もの と理
解 し、本体 の制作 につい ては本人が行 ったか、あ るいは 自らが制作現場 に立 ち会 って
二 人に作 らせた とい う結論 にい たる。硯 の制作 は壺や奏 に比べ技術的には、 はるかに
容易 である。
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この ように中田池の陶硯 を考 えたばあい、その記号文 は lbの 検討項 目にあ った使
用者がその 占属 を目的に して施 した もの とい うことになる。 これが、他 の Ⅱ類記号文
資料 で も言 い うるで あ ろ うか。陶硯以外では小型壺や奏 が Ⅱ類記号文 を伴 つてお りそ
れ以外 の器種 は、鳴海廃寺出上の片 口が一例あるのみである。そ して、そのいずれ もが、
記号文 を伴 わない 同器種製品 と共通 してい ることか ら考 えて、手慣 れた二人 の製作 と
みるべ きもので ある。 ところが Ⅱ類記号文 を花押 として理解 で きる とす れば、知多 の
です ら、
「 舎」
陶器二人の もの とす るのは無理があ ろ う。もっ とも簡略 な高坂周辺出土 の
二人の花押 とす るには複雑 に過 ぎるのではなかろ うか。 したがって Ⅱ類記号文は、本
人が製作現場で施すか、あるいは laの 代刻 とい うことになる。本稿 と同様 に、中世
『中
「珠洲陶器 の加飾法 の研究」
陶器 の刻文 を詳細 に研究 した論考 として吉 岡康暢氏 の、
世須恵器 の研究』所収があ る。そ こでは珠洲窯 の製品で、や は り花押 のみを肩部 にほ
どこした事例 が紹 介 されてお り、吉岡氏 は二 人によって代刻 された ものであ り、花押
その もの とい う よ り貴顕貴層 の文化的嗜好 を積極 的に取 り込 んだ装飾的意匠 として考
察 されている。実際その刻文 は、深 く明瞭 に彫 り込 まれてお り、図案 に従 って慎重 に
刻 んだ ものの よ うに見受 けられ るもの もある。そ して、そ れ と知多 の事例 を比較 した
場合、明 らかに後者 は素早 く一連 の箆運 びをしてお り、そ の点 では中田池の硯 に施 さ
れた花押 と同一で あ る。論拠 としては、 よわい点 もあるが筆者は代刻 とす るよ り lb
の使用者 となるべ き人物が、成形終了後間 もな くの未乾燥時点で施 した可能性が高 い
と推測す る。そ の場合、花押施文者 は、製品の乾燥期 間 と焼成 に要す る時間 を待 つて
漸 く完成品 を手 にす ることにな り、そう した手間を掛 けうるのは、生産者 と密接 に関
係 してい る荘 園 の荘官的人物か、近隣の寺院僧侶、あ るい は陶器流通 な どにかかわ り、
しば しば生産地 を訪れる ことのあ った人物 な どが想定 で きるが特定 は困難 であろ う。
なお、先 に常識的な推論 として示 した危険回避 のための 同一製品の複数個体へ の施文
を物語 る事例 は、 い まの ところ認定 で きてい ない。今後 の資料 の増加 を期待するとこ
ろである。

bB山 茶碗 の記号文について
山茶碗 の記号文保有個体 は、全部 で 53個 体 に過 ぎず、その内の40個 体 が中田池古
窯址群出土品で占め られてい る。なかで も中田池 C‑1〜 5号 窯 では32個 体 が検出 さ
れてお り、他地点 の出土例 は 2個 体程度 と他遺跡 の状況 と変 わ らない ところか ら、 き
わめて特殊 である。 この C‑1〜 5号 の記号文 は、すべ て I類 に分類 される。その意
匠内訳 につい ては、すでに述べ たが19個 体が「 +」 系記号文 である。施文部位 はいず
れ も底部内面 の見込部 にあ り、その中央 に施 された もの と、中心 をややはず して施 し
「十」 と「 χ」
てい る ものの違 いが認め られる。さらに「十」文 自体 も細 か く見 れば、
「十」系記号文 が 同一二 人 に帰属す る識別記号 とみる場合、
に区別可能である。従 って、
い
微小 な差異体系 によって たと想定せ ざるをえず、 この記号文 を 5の 説 で捉 える こと
はかな り無理があ ろ う。「 +」 系記号文 が、同 じく中田池の A.B,Do Eと いつた
各地点 におい て も少数検出されてい る こと、 さらにそれ らは C区 に見 られるような意
匠 の差異体系 を構成 してい た とは考 え難 い ほ ど少数 の個体 である。
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「 X」
「 力」が 5例 、
中田池 C区 では「 +」 系 にも微小 な差異が見 い だ されるが、他 に
が 3例 、「/」 が 2例 あ る。
「 十」系記号文以外 の意匠 をもつ 山茶碗 で、 この ように同
一意匠が複数個体出上 してい る事例 はない。そ して、 C区 で検 出 され た複数佃体 の同
一意匠をもつ 山茶碗 に施 された記号文 は、いず れ も時期的 に異 なつてはい るが、他遺
跡 の他器種 に同 じ意匠を求め ることが可能なのである。 この面か らも、 5の 説 は難 し
く二人の略押 とす る報告書 の見解 は、修正が必要なのではなかろうか。 わず かに、 こ
の見解 が支持 されるとすれば、 この記号文 に 3の 祭器説 を合わせた場合 であろ う。線
り返 し述べ た よ うに中田池 C区 のようなま とまった個体数 であ つて も、一窯 で焼成 さ
れた山茶碗 の総量か らみれば 1%に も満たない数 で あ る。
これを一般論 としての二人識別記号 とみなす ことはで きない。祭器 としての使用 を
考慮 し、 いわば聖別 された ものである ことを示す 目的で施 された もので あれ ば、 ご く
限 られた個体 に施文 される ことの説明 にはな りうる。そ して、その記号文 が略押 に由
来す るのであれば、それは二 人たちが 自ら用 い る祭器 とい うことになろう。
しか し、 この場合 さきに指摘 したように、同一意匠が異 なる時代 の異 なる器種 にも
施 されてい ることの問題が依然 として残 されてい る。中田池 の「 力」 意匠 を山茶碗 に
刻 んだ二人 と、 上芳池 で鳶口壺 に「 力」 を施 した二人が同一人 とは、 とて も考 えられ
ず略押説 は放棄 せ ぎるをえないのではなかろうか。残 る祭器説 につい ては、他 の窯跡
か ら出上 している I類 記号文 をもつ 山茶碗 も同様 に理解す る必要がある。そ して、 こ
の種 の山茶碗が消費遺跡 でこれまで検 出されてい ないことが、消極 的なが ら否定的要
素 であ る。 わず かにⅢ類記号文 に分類 した鎌倉横小路周辺遺跡出土例 が、 1例 のみ記
号文 をもつ 山茶碗 の消費地出土例 に過 ぎないので あ る。後藤建 一氏 は大知波峠廃寺 出
上の見込部 に墨書お よび箆書 きされた土器 に対 し、一過性 の使用形態 を看取 し、それを
もとに修生会 における香水加持儀礼 での使用 を推 定す る見解 を提示 されてい る (註 8)。
この遺跡 で見込 に施 される記号 は「寺」「万」「裕」 など吉祥文字意匠が中心であ り、
知多 の山茶碗 のそれ とはかならず しも対応 しない。知多 の記号文 をもつ 山茶碗 を祭器
とすれ ば後藤説 は最 も説得力 をもつ見解 であ るとみるが、その山茶碗 の消費遺跡 にお
け る状 況 か らは、使用者側 の論理 で記号文 を性格付 けることは困難であ り、生産者側
の論理 で施 された とい う理解 も一般的な 4.5.6の 見解 では、 とて も説明 しきれな
い ことになろう。そ して 7の 呪符説 につい て も、記号文 の施文 によつて特定個体 を聖
別 し、その使用 を特定 した とい う見解 は支持 で きない。生産工程 での必 要性 か ら施 さ
れたとい う想定 が唯一残 された検討課題 となろ う。
記号文 をもつ 山茶碗 は、形態的 に他の製品 と異 なるような著 しい特徴 を持 つてはい
ない。それ らは、大量 に生産 された ものの うち、 ご くわず かの個体 を選 んで施 された
もので ある。そ して、 これまでの ところ焼成 における失敗 によって、無造作 に廃棄 さ
れた状況で検 出 されている。見込部へ の施文 は、製品に とって一定 の危険 をともなう。
もっとも、 どの部位 であろ う と器体 に箆で刻み を入れる ことは、乾燥、焼 成 とい う工
程 で、亀裂 を生 じ易 くす る。そ して、見込部 は記号文が無 くて も碗 。皿・ 鉢 の ような
器種 では亀裂の生 じやす い箇所 なのであ る。その もっとも危険な部位 に敢 えて刻み を
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入れる ことを行 う背景 には、特別な意識が含 まれる可能性があろ う。呪符説 をもって
理解す るので あれば、少数イ
団体 を犠牲的に選び、それに亀裂 を防止す る呪力 をもった
記号 を刻み付 け ることで、その他 の製品の乾燥 。焼成工程の順 調 な進展 を望 む行為 と
い うことになろ う。 この推定 は、当然山茶碗以外 の器種 の記号文 と合 わせて検討 され
ねばならない。 と りわけ「 十」系記号文 の ように複数器種 に横 断 して施 される意匠に
あ つては、山茶碗器種 のみが呪符 で あ って、その他 の器種 は別 の意味を担 った とい う
場当 り的な見解 は有効性 を持 ち得 ないであろう。そ して、同 じ事が「力」「X」 「/」
といった意匠で もい えることになる。 また、反対 に山茶碗器種 のみに施 される「 O」
「 華」「e」 「●」
「 み」「三 つ 巴」 といった意匠を持 つ、一意匠一個体 の事例 が 同 じ呪
符説 で捉 えうるか どうか も検討 せ ざるをえない。
さらに、記号文 を有 す る山茶碗 の窯内での位置 につい て も注 目する必要があろ う。
残念 なが ら、窯詰め状態 を示す形で この種 の資料が検出 された例 はない。 しか し、遺
存資料か らは、重ね焼 きの最上部 に置かれた ことを示す もの と、他 の個体が上下 に重
ね られた ことを示す痕跡 をもつ ものがあ り、一定 の法則性 を認めがたい。したがって、
窯詰 め作業 の段 階で、記号文保有個体が特別な扱 い を受 けてい た とはい えず、それは
形態的に他の山茶碗 と同様 で ある現象 と軌 を― に してい る。
C.主・ 瓶類 の I類 記号文 について
この器種群 に施 された I類 記号文 は、地獄谷 1号 窯 にお ける文字意匠をもった事例
に認 め られるよ うに、 もっとも古 い段階か ら新 しい段階 にい たるまで継続 してい る。
そ して、生産量 の面で も山茶碗や奏 に比べ少 ない器種 で ある。その中にあって鳶口壷
は、多 くの個体 で I類 記号文 を保有 してい る。 と りわけ上芳池 3号 窯 で検 出 された鳶
口壺は、その量 の多 さで卓越 してお り、個別 に分析する必要が あ る。 この窯 では23個
体 の鳶 口壷が窯内か ら検 出 されてお り、その うち20個 体が記号文 をもつ。そ して意 匠
構成 は16例 が「 力」 意匠で、
「//」 意匠が 3例 、
「 /」 が 1例 で ある。「 力」 以外 の 4
例 は、 いず れ も「力」 の部分的に残存 した もので ある可能性があ り、記号文 の ない 3
個体 も記号施文部分が欠損 してい た可 能性が高 いのであ る。 これ らの鳶口壷 は窯内で
一括 して検出 された ものであ り、焼成途中に何 らかの事故があ った と推測 で きる。形
態的にも近似 してお り、同一二 人の手 によって作 られた ものか と思わせるほ どであ る。
16個 体 の「力」 意匠は、多少個体差が認め られるが、工人の相違 を識別で きるほど
に明瞭な差異 をもつ とは認めがたい。そ して 1〜 3号 窯灰原で 1例

5号 窯灰原で も 1例

(図

5‑8)の 「 +」

(図

5‑7)、

4・

系記号文 をもつ鳶 口壺が検出 されてい るの

で あるが、それ らは 3号 窯 の鳶 口壺 と形態的に異なってお り、二 人 の相違 を認めるこ
とが可能である。ただ し、「十」系記号文 をもつ 2例 は、 これ も大 きく異 なる形態差
があ り「 十」 意匠が同一二人 に専属す ることはないのである。 この上芳池古窯 にお け
る記号文 をもつ鳶 口壷 の在 り方か らは、やは り二 人の識別記号 とす る見解 は否定 され、
16個 体以上の多数 が同一 意匠を伴 う事実によって、特定用途・ 祭器 としての機能 も否

定的にならぎるをえない。I類 記号文 をもつ壷・ 瓶類 は、かな りの個体数 にのぼるが、
と りわけ鳶口壷 に多 く認め られる。上芳池 3号 窯 の ように同一意匠の記号文 を20個 体
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近 くも一括 出上 した事例 はな く、複数個体 に施 される意 匠 は「 十」系記号文 に限 られ
ているが、その検出個体数 は、無文 の鳶 口壷の検 出例 に匹敵す る。そ して、鳶 口壷が
特殊 な機能 を担 っていた とす る根拠 を消費地遺跡で認める ことはで きないの である。
壷 。瓶類 の記号文 は、例外無 く肩部 に施 されてお り、その存在 は明示的であ る。そ
れは山茶碗 にお ける見込部へ の施文 と共通 してい る。 しか し、山茶碗 と異 な り多数 の
製品の 中か ら選ばれた個体 に、犠牲的 に施文 されたとは とても言 えない状況 である。
そ して「 十」系意匠 の他、「力」 意 匠 は 中田池 C区 の 山茶碗で同一意匠の存在 を指摘
で きる。 さらに一例のみではあるが草戸千軒町遺跡で「 ∩」系記号文 を伴 う鳶 口壷が
出土 してい る。玉縁 口縁壷 で も「/」 「//」 「Ж」「命」 といった意匠が「 十」系記号
文以外で認め られるが、いず れ も山茶碗 や養・ 広 口壷 に類似意 匠があ り特異 ではない。
ただ し、鳶 口壼 に見 られる「勺 「 ①」 は、一意匠一個体 の事例 で、他器種 に類例が
認め られない。呪符 として 正類記号文 を設定 した場合、記号文が高 い確 立で明示的 に
施 される ことと、記号体系 か ら逸脱 す るような特殊意匠 をどのよ うに理解す るかが 問
題 として残 る。 この点 は、記号文 ともっとも関係の深 い器種である奏・ 広 口壷器種の
検討 をまって考察す ることに したい。
dE莞・ 広 口壼の I類 記号文 について
甕 の記号文 として「 +」 系 と「 ∩ 」系記号文 が圧倒的多数 を占めることは、す でに
指摘 した ところである。この状況 を良 く示 してい るのカンヽ
森 B‑1号 窯の事例 で あ る。
この窯 では46点 の記号文 をもつ奏類 の破片資料が検出 されてい る。その うち22例 は
「∩ 」系記号文 であ り、20例 は「 +」 系記号文 で ある。残 る 4例 の うち 3例 は、円弧
系 か「 十」系 かの判別が困難であるが、そのいず れかであ り1例 のみ円弧 を向 き合 わ

せた「 0」 意匠をとっている。 こうした「 十」「∩」二意匠が卓越 し、それにわずか
ながら別の意匠を含む事例 は、知多半島内の多 くの窯跡で認められるのである。そし
て「+」 「∩」以外の意匠で複数の遺跡にわたって認められるのは円弧に直線 を重ね
た「命」意匠があるのみで、ほとんど事例がない。ただし、
「命」ゃ「 ()」 ぁるいは「井」
とい う、個体例の少ない奏の I類 記号文 は、「+」 ゃ「∩」のバ ラエテイー として も
理解可能なほどの変異であろう。加世端 4号 窯で 1例 出土 している「 a」 意匠は、中
田池 B一 Y〜 4号 窯出上の山茶碗 に見 られる
「ろ」とともに、
一筆がきの描 き方であ り、
他 の I類 記号文 といささか相違 してい る。 これを略押 とみる見方 もありうるのである
が、筆者 はその説を採用 しない。
その理由は、広口壷の事例 であるが三重県鈴鹿市の椎山中世墓出土品 (図 7‑1)
には「 O」 と類似する「 e」 とい ぅ意匠がある。 これと同一の意匠をもつ同型式同形
態の広口壺が、鎌倉扇が谷の多宝寺址や ぐら群出土品中 (図 7‑4)に 存在す ること
が『青山考古第 8号 』「鎌倉出上の蔵骨器」の手塚直樹氏の論考中に認められるので
ある。 この二例 は、いずれも不識型 とよばれる頸部の短い小型の広口壷であ り、加世
端古窯で顕者に認められる製品である。 この種 の広口壺には、やはり「 +」 系記号文
が認められ「 力」 (図 7‑2)や 「∩」系記号文 も認 められる。それらを略押的な個
人識別記号 と見微 し得ないことは、すでに論証済みであり「 e」 のみを略押 とみるこ
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とも不可能 で あ ろ う。工人でな くⅡ類記号文で考察 した ように、使用者 が 自らの所有
を特定す る目的で施 したとす ることも、
鈴鹿 と鎌倉 を繁 ぐ有効 な説明がで きない以上、
成 り立ちえない とい えよう。 これ も、他 の I類 記号文 と同様 の機能 を担 ってお り、特
殊性 を認め られないのである。
す でに否定的な形 で紹介 した「 +」 系記号文 と「∩」系記号文 を、二人の系統差 と
して捉 える見方 は、奏・ 広口壺器種 の記号文が、 この二種 お よびその変異態的意匠で
占め られてい ることか ら、一定 の有効性 を持 つ かにみえる。 しか し、 この器種以外 の
事例 を含 めた場合、 この見方 はとて も成立 しない もので あ り否定せ ざるをえない 。
奏 。広 口壷 へ の記号文施文 は、13世 紀 になって急速に普及す る現象 であつた。そ し
てその時期 は、一窯 での奏類 の集約的生産体制が知多 で確 立 して くる時期 にも相 当 し
てい る。 もっ とも集約的生産 といって も一 窯 に窯詰 め しうる養 の個体数 は、50個 体程
度 であ って、山茶碗 の ように数千 とい う単位 ではない。 また大型 の養や広 口壷 の製作
に要す る時間や技術的能力 は、碗 ・ 皿類の比ではない と考 えられる。 つ まり、大型製
品 は成形 レベ ルか ら焼成 レベ ルに至 るまで、多 くの コス トが掛 けられてお り、乾燥・
焼成段階 での亀 裂 は、大 きな損失 として受 け止め られた ことは、充分推測 で きるので
はなかろ うか。勿論 、 この器種 であって も箆で刻み込む とい う行為 は、 なにもしな い
場合 に比べ 、そ こか ら亀裂が生 じる可能性 は高 くなる。
この場合、12世 紀代 の奏類 が多 くきわめて薄手 で丁寧 に作 られるのに対 し、13世紀
以 降では厚手 になる傾向が顕者 なのである。記号文 が施 される肩部 は、 と りわ け胴部
などに比べ 器壁が厚 い とい う傾向 をもつ。おそ らく甕類 の こう した変化 と記号文 は有
機 的に関連 してい ると考 えられ、省窯 とい う歩留 りの悪 い構造的特性 とも相 まって、
そ こに呪術的効力が要請 される背景が形成 されるのではなかろうか。 I類 記号文 が、
いず れ も丁寧 に意匠を刻 むとい う手法 で施 されず、
素早 く粗雑 に刻 まれてい ることも、
記号文 の意匠その ものに意味があると見 るよ りは、その行為 自体 に特殊 な意味があ つ
た と理解 したほうが、 よ り説得的ではなかろ うか。そ して、 この ように I類 記号文 を
理解 した場合、 この記号文 は乾燥 。焼成 とい う工程 での不可抗力的事故 を防 ぐことを
目的に施 された物であ って、焼成後 はそ の存在意義 を失 う とい う結論 にいたる。
ただ し、 この記号文 自体が亀裂 を誘発す る可能性がある ことか らは、すべ ての個体
に記号文 を付す ことは危険で あ り、
安全性 の高 い器壁 の厚 い製品に高 い頻度 で施文 し、
山茶碗や片口鉢 の ような危険度 の高 い器種 では、 わず かな個体 を選び、 その もっ とも
亀裂 ので きやす い部位 に象徴的 に施す とい う行為 が行 われたとい うことになる。 さら
に安全性の高 い器種 であって も、 より安全 な器壁の最 も厚 い部位が選択 されてい るこ
とも指摘 で きよう。
I類 記号文 に対す る筆者の見解 は、 したが って沢田氏 のそれ とは趣 が異 なるが、知
多 の陶器二人 による呪術的行 為 の結果 とい うものである。 この仮説 が有効性 をもつ た
め には、記号文 の意匠が どの ように体系化 され、共有 されていたのか。何故、特定意
匠が頻繁 に用 い られ、対局的に一個体 一意匠 とい う事例 が、す くなか らず存在す るの
か といった疑 間を解消す る必要があ ろ う。 さらに、 I類 記号文 が頻繁 に施 される器種

48

であって も、すべ ての個体 が記号文 を持 つ わ けではない。 この相違が何 に由来 す るの
か といった点 も無視で きない。
これ らの疑問 をすべ て解消す るだ けの用意 はないのであるが、 I類 記号文 がバ ラエ
「 十」
テイー に富みなが ら、い くつ かの意匠が複数器種 を横断 して施 されてい る事実や、
系 と「∩」系 に関連す る意匠構成 をもつ記号文が少なか らず認 め られる ことか らは、
変異 を許容 しつつ も一定 の体系化 がな され、二人たちに共有 されてい た と思 わせ る要
「 +」 系記号文 の突出 した在 り方 は、文字意匠をもつ記号文 とともに、
素 であ る。また、
い ち早 く出現 して くるのが「十」系意匠 であるとい うことで、I類 記号文 に占める「 十」
系記号文 の優位性 は説明可能 なのではない か と考 える。そ して養類 の生産体制や、製
品 自体 に変化が現れる13世 紀 になって、よ り体系化 される方向に進 んだと理 解 したい 。
最後 に奏 や鳶 口壺 のような記号文 の施文個体 が多 い器種 であつて も、記号文が施 され
ない個体 が存在す る背景 には、熟練度 の高 い工人 に限って施文が許 される といった場
合や、一連 の複数個体 を作 り始 める際のい くつ か、あ るいは作 り終 わ りのい くつ かが
選 ばれて施文 される といった儀礼的な行為 な どい くつか のケース を想定 しうるが、 そ
の特定 は不可能 に近 い。
I類 記号文 と関連 して、意匠に共通性 をもつ記号 として墨書がある。近年そ の出土
例が増加 してい る山茶碗 で底部外面 に墨書 を施す資料 は、文字意匠 とともに「 +」「 力」
「○」な どの抽象的意匠があ り、 I類 記号文 との共通性 をみせている。 しか し、
「一」
それ らは、 まさに使用者側 の論理 で施 された記号であ り、呪符 としての意味付 け は困
難 であろ う。出土事例 も多 く、施文部位 の明確 な相違か らして記号文 と関連 づ け る必
要性 はない と考 えるが、使用者 の 占属 を示す とい う場合 に、刻文 ではな く墨書 とい う
手段が存在す る とい うことは指摘すべ きであろう。

e. I類 記号文の特殊例 について
墨書山茶碗 の抽象文 と I類 記号文 との 間 に、同一の役割 を見 いだす ことは出来 ない
ので あるが、意匠 の面 で共通す ることは事実 である。そ して墨書が使用者 の識別記号
としての性格 をもつ可能性が高 い とす れば、 I類 記号文 について もその可能性 を検討
す ることは必要 となろ う。 ただ し、それは I類 記号文 の 中のご く一部 に過 ぎない こ と
はい うまで もない。
I類 記号文 をもつ器種 のなかで、施文部位が他 の器種 と異なるものに片 国がある。
生産量が少 な く、 したがつて記号文 を保有する個体 も少 ない。す でに名古屋鳴海廃寺
出上の Ⅱ類記号文 をもつ個体 (図 3‑■ )は 紹介 したが、その施文部位 は体部外面 の
注 口脇であ つた。この器種 で I類 記号文 をもつ個体 は、鎗場御林 F‑1号 窯出土例 (図
1‑2)と 南知多町出土 と伝 える 1例 (図 1‑3)の わず か 2個 体 に過 ぎない。そ して、
この 2例 はいず れ も体部 に記号文 を施 してお り、 しか も鎗場例 は注口の両脇 に 2個 の
「 f」 を配 し、今 一つは三つ の「 十」系記号 文 を連続的に配 している。 この種 の形態
をとる器種 にあつては、底部内面へ の施文 が一般的であ り、片口 もそ の例外 ではない 。
片 口同様、生産量 の少ない器種 に片 口碗があ り、その 中で鎗場御林 B区 出土例 に、体
部外面 の底部近 くに縦位 の「 ￨」 記号 を施す もの (図 4‑8)が 複数知 られてい る。
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(図 5‑3)が 、複
の一
い
数あ り記号文
個体複数施文 と う事例 は認 め られない。 この ことか ら、山茶碗 や
片 口鉢の ような量産器種以外では施文部位 の原則 は、多少乱れる こともあった とい う
ことが考 えられ、片口の事例 もその文脈 で理 解 で きない ことはない。 しか し、やは り

しか し、 この器種 では同窯 A区 出土品に底部内面へ の施文事例

複数記号文の施文 とい う特異性 は呪符 としての説明が可能であろ うか。 ここで注 目す
べ きは I類 記号文 を 6個 も肩部 に配 し、 さらに胴 部 に 3個 の非典型的 Ⅱ類記号文 を

もった細頸瓶 (図 1‑6)の 存在 であ る。 この個体 は、 きわめて精巧 に作 られた逸 品
で あ り器種 として も特殊 な部類 に属 してい る。 この場合、その個体が もつ特殊性か ら
記号文 につい て焼成後 にもなん らかの意 味 をもつ、 いわば祭器的性格 を顕在化 させ る
役割 として理解す ることも不可能ではない。 しか し、一方で よ り強い呪力 をもった記
号文 を配す ることで十全 な焼成 を期待 した とい うことも考 えられるのである。 この決
着 はこの種 の記号文 をもつ資料が祭器 として用 い られてい ることが確認 で きた段 階 で
付 くことになろ う。
翻 って片口をみた場合、
片 口 もやは り特殊 な器種 ではある。しか し、
この器種 は酒な どを容 れ、注 ぎ分 け る鉄製容器である提子 (ひ さ
を模 して作 られ
̀力
た きわめて実用的なもの と考 えられる。そ して両個体 ともさきの細頸瓶
に見 るよ うな
手 の込 んだ作行 きではないので ある。
したがって、これ を複数記号文 とい う点 のみで特殊 な製品 と見微す ことはで きない。
そ こで鳴海廃寺出土例 の I類 記号文 と鎗場 の事例 とを合わせ見 た場合、その共通性 は

施文部位 とい う点 で否定 し難 い。そ こか らは、鎗場御林 F‑1号 窯出上 の「 f」 が工
人 の 自家用 目的である ことを明示 した略押 的役割であった可能性が出て くることにな
ろ う。 ただ し、「 +」 系記号文 を 3個 配 した例 につい ては略押 的記号であるか ど うか
なお検討 の余地が残 る。 また、施文部位 にお ける特異性や複数記号文 の存在 はない も
のの、鳶 口壷 の ような実用的器種 で一意匠一個体 の W喝 「①」 などについ ては、片
口で想 定 で きる陶工の 自家用 を示 す略押的記号 の可能性 を想定 してお きたい。しか し、
それはあ くまで推測 の域 を出ない。鎌倉 の光明寺か らは、鳶 口壷 として他 に例のない
「大」意匠の記号文 をもつ資料が出上 してい る。この事例 は、一意匠一個体 の製品であ っ
て も広域 に流通 した ことを示 してい るので あ り、それ は二人の 自家用品 とはいえない
のであ る。

f.Ⅲ 類記号文について
Ⅲ類記号文 に類 別 した資料 の うちで、工人 による戯画 とおぼ しきまとまりのない事
例 につい ては、それ以上の意味付 けがで きない。そ して、その非典型例 を除 くとⅢ類
記号文 をもつ資料 は、 わずかに 3例 が残 るのみである。一例 は水注 で他 の二例 は、 山
茶碗 で ある。この うち水注 は、それ 自体が きわめて生産量の少 ない特殊 な器種であ り、
編年上 の位置 も12世 紀代 にあ り、記号文保有資料の中では古 くなる。作行 きは と りわ
け丁寧 とは認め難 い個体であるが、その希少性 において祭器 ・仏器的性格 は想定で き
る。 しか し、その刻文 自体 は、意匠の複雑 さや大 きさにおい て特異 ではあるが、な ん
らかの教義 に則 って描かれた とす るには、い ささか単純な構成で はないか と思 われる。
I類 記号文 とⅡ類非典型記号文 を複数 もった特殊 な細頸瓶 と同 じように祭器的使用
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を前提 として施 された可能性 は高 い ものの、消費遺跡 にお ける検証が必要 であろ う。
山茶碗 の二例 は、鎌倉 とい う消費地 で一例、他 は窯跡 出土 とされるもので ある。
鎌倉
横小路周辺遺跡 の事例 は土 墳出上 で共伴 品 に渥 美窯産 の片 口鉢 と中国産 の青磁碗 ・
皿 、そ してかわ らけ 2点 な どが あ り、そ の構 成 は け して特殊 な ものでは ない。記号
文 は見込部 に広 く刻 まれてい るが意 匠 としての まとま りはな く散漫な構成 である。 わ
ず か 1例 の事例か ら多 くを語 ることはで きないが、 この種 の記号文が、消費地 にもた
らされてい ることは重視 せ ざるをえない。消費地 にお ける山茶碗 は、その大半 が内面
を研磨 した よ うに平滑 になってお り、見込部 の 箆描 は、使用 に際 しては不都合であ
ろ う。
この個体 につい て摩耗痕 の有無 は報告 されてい ないが、記号文が特別の意味 を担 っ
た とす れば、一般的な碗 としての機能 を果 た さなかった可能性が高 い。そ して、 この
種製品を誂 え品 と見徴す ことは、山茶碗 とい う量産器種が もつ性格 か ら見 て無理があ
る と思われる。そ して、祭器 としての使用 について も、積極的 には主張 しがたい出土
状況である。今 一つの「 ⇔」 が意 匠 として、 まとま りが よ く特殊 な意味 を担 ったこと
も想定で きる ことか らは、見込部 に特殊 な記号 を付 した山茶碗 をもちい る祭事 が二人
やそれを取 り巻 く人 々 によって行 われてい た ことも、完全 には否定 で きない。そ して
憶測めい た考 えとしては、鎌倉の事例 を知 多 の人物 に深 く関連 した遺品 としてみるこ
と も不可能で はなかろ う。
まとめ
中世陶器 に施 された刻文 については、吉岡康暢氏 による珠洲陶 を中心 とした綿密 な
研究が知 られてい る。氏 の研究 は、刻文 に限 らず刻 印・刻画・刻銘・櫛描文な ど広義
の装飾 として捉 えうる要素全般 にわた り体系 的に行 われている。本稿 が主題 とした箆
描記号文 につい て も、古代の同種箆記号 との 関連性 をも視野 に入れ、詳細 に論 じられ
てい る。
過去 に示 された記号文 につい ての研究 も氏 によつて批判的に検討 されてお り、
そ の成果 は拙稿 の及 び得 ぬ完成度 に達 してい ると評価せ ぎるをえない。 しか し、そ の
論文が F珠 洲陶器 の加飾法 の研究」 と題 されてい ることに見 られるごと く、記号文 も
装飾 の一環 として把握 されてい る点 に本稿 の主 旨 と開 きがある。それは筆者 が花押 と
して述べ た I類 典型例 と同種 の意匠 につい て も、吉 岡氏 にあっては花押状刻文 として
「花押 その ものではな く花押 を模亥Uし た意 匠」 として、その装飾文 としての可 能性が
想定 されてい る ところに顔著 に現 れてい る。
本稿が もっと もその理解 に苦心 した I類 記号文 について も、同氏 は製品 に認め られ
る個性的な抽象図形 の存在 と記号文 の一個体複数施文 の事例、刻印 と刻文 の分離・ 独
立性 、そ して法量 による視覚的効果 を計算 した使 い分けが行 われてい るらしい ことな
どをもって、須恵器段階で「す でに箆記号が付与 されてい た作業記号 としての性格 を
喪失 し、刻印同様装飾記号化 してい る と考 えて よいで あ ろ う。
」 とい う認識 を示 され
てい る。この記号文 に対す る認識 は、
筆者 のそれ とは対照的 である。もとよ り吉岡氏 は、
記号文 の存在 によって久永 。杉崎両氏が提起 したよ うな生産者 と使用者 との契約的関
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係 を想 定す ることはな く、中世陶器が もつ商品的性格 の発現 として、刻文 もその他 の
装飾 とともに把握 されてい ることはい うまで もない。珠洲 にお け る櫛描文や叩打文 の
盛行 と知多 にお け る山茶碗類 の量産、そ して何 よ り焼成法 の相違 に基づ く色調 の著 し
い相違等 などに象徴 されるごと く、珠洲 の 中世陶器 と知多 のそれ とは、けして同一で
はない。 したがって見かけ上 、同一種 とお もわれる単純 な記号が、それぞれに独 自の
意味体系 の 中に位置付 けられていたことは、当然あ りうることといわねばならない。
吉岡氏が珠洲窯 の製品に関連 して、す でに知多 をフィール ドとした研究者の記号文
に対す る見解 を充分 に検討 されてい ることを知 りつつ も、あえて本稿では研究史の な
か に同氏 の成果 を加 えなかった理由 もそ こにある。
I類 記号文 について、その大半 を生産者の論理 に基づ く製作工程 での呪力 を求めた
記号 として筆者 は理解 した。 したがって、そ の意匠および施文主体 は、沢 田氏が想定
したよ うな修験道・ 陰陽師 といった特別 な人 々 とはい えない。しか し、一方 では「大」
「上」「万」 な どの文字意匠が吉祥文字 として理解 で きる ことは、す でに吉岡氏 の指
摘する ところで あ り、下って′
「華 ドー
島羽・志摩地方の漁民 が用 い る呪符「☆セーマ ン」
マ ン」 が陰陽道の安倍晴明・ 産屋道満 に因む記号である ことみどは、呪力 をもった記
号 の成立 と陰陽道的呪術 との間に密接 な関連が想 定可能 であ ろ う(註 9)。 知多 の陶器
二 人を取 り巻 く環境 の 中にも、三筋壷 に代表 される経塚 との深 い関連 をもつ製品があ
り、そ こに修験者が深 く関わつたことは、充分 に想 定 で きるのであ る。そ して、その
種 の製品 を集 中的に生産 したのが、記号文 の成立時期 と重なる 2〜 4型 式期 であ る。
沢 田氏の論説 は、あま りに誇張 されてお り、け して学術的批判 に耐 えうるものではな
いが、筆者が本稿 をまとめるに際 しては、そ こか ら得 るところが少 な くなかったの も
事実 である。
知多 の 中世陶器 に刻 まれた抽象的記号文 は、14世 紀後半以降 も趣 を変 えなが ら継続
してお り、
筆者 のみる ところ江戸時代 の赤物 と呼 ばれる素焼製品 にまで遺存 してい る。
これ らの記号状刻文が、 いかなる性格 を持 つ もので あるのか、 い まの段階では見解 を
まとめかねるので あ るが、一定 の要素 を前代 か ら引 き継 いでい ることは間違 い ない。
いず れ この問題 につい ての論考 を用意 したい と考 えるところで あ るが、その論 旨は当
然本稿 のそれを受 け継 ぐことになろ う。 さらに本稿がテーマ とした中世陶器 に施 され
る箆描記号文 は、渥美窯や信楽窯、越前窯、丹波窯 、東北盗器系諸窯な どで もしば し
ば認 め られるものである。そ して、そのいず れにお いて も知多 の 中世窯 と一定 の関連
性 を持 っていることは否定 し難 く、本稿 の記号文 に対す る見解 はそれ らの諸窯の記号
文 にも一定 の有効性 を発揮発揮す ると考 えたい。 しか し、一方 でそれぞれに記号文 の
盛行す る時期 や、施文 される器種の相違 さらには同一器種 であ って も施文部位 が異 な
る といった相違点、地域性が存在する。その多様性 の背景 には各 地 の二人 とそれを取
り巻 く環境 の違 いが想 定 される。今後は知多 と他産地 との関係 について も視野 に入れ
た研究が行 えれば と考 えてい る。大方 の御批正 を頂 ければ幸 い である。
最後 に本稿 をまとめる過程 では滋賀県埋蔵文化財 センターの秋田裕毅氏、宮城県教
育庁 の菊地逸夫氏、守山市埋蔵文化財 センターの小 島睦夫氏、湖西市教育委員会 の後
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藤建一氏、瀬戸市埋蔵文化財 センターの藤沢良祐氏、愛知県陶磁資料館 の浅田員由氏、
和歌山県立紀伊風上記 の丘管理事務所 の中村貞史氏 よ り資料 のご教示その他 でお世話
になった。文末 ではあるが,ふ よ り御礼 申 し上げる次 第である。

註1

『上芳池古窯址群』 1990阿 久比町教育委員会

註2

『鳴海廃寺発掘調査概要報告書』 1985名 古屋市教育委員会
『横江遺跡発掘調査報告書 I』 1987滋 賀県教育委員会

註3
註4
註5
註6

財団法人滋賀県文化財保護協会
『横小路周辺遺跡発掘調査報告書』 1991横 小路周辺遺跡発掘調査団
『法回寺中世墓遺跡発掘調査報告書』 1995‑宮 市教育委員会
『法秀古窯発掘調査報告書』 1983東 海市教育委員会
この窯 の 出土品は、 la形 式 に属すが、山茶碗 の見込部 に二重の円 と+
を重ねた線刻文が 1例 存在す る。 しか し、 この窯 の位置 は中世猿投窯 の
大高支群 に合 めるべ きであろう。

註7

『知多古文化研究 ‑9‑』 「知多古窯址群 の研究(3氾 1995
中野晴久 。知多古文化研究会

註8

『大知波峠廃寺跡 V』 1994湖 西市教育委員会
『海 と列島文化 8』 「伊勢・志摩海氏 の漁携 と信仰」 1992
野村史隆・小学館 『平安京 の ゴース トバ スター』 1995志 村有弘

註9
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教 犯懸象 ワ

√泌
か
9
図

1

1 10Cm

1.中 国池 A‑1号 窯 出土陶硯

3.伝 南知 多町 出上片 口
5.七 曲 A‑4号 窯 出土小型壷
7日 伝推木 山古窯 出上瓶
9日 鎗場御林
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A区 出土陶丸

⑬
2日 鎗場御林

9

F‑1号 窯 出土片 ロ

4.濁 池 2号 窯出土小型主
6.伝 柴 山古窯 出土細顕瓶
8.七 曲 A‑2、 3号 窯前庭部 出土片 口碗

十ゆ

10仰

図 2

14

1.伝 桧原 山古窯 出土水注
2.中 田池 C‑1〜 5号 窯 出土 山茶碗
3.伝 鎗場御林古窯 出土玉縁 日縁壷 4.上 芳池 2号 窯 出上寃
5.鎗 場御林 A区 出土菟
6.福 住24号 窯 出土理
7.濁 池西窯 出土 山茶碗
8.小 森 B‑1号 窯 出土甕
9.加 世端 4号 窯 出土箆
10.鎗 場御林 A区 出土範

11.福住22号 窯 出土範
12.七 曲 C‑2号 窯 出土菟
13B伝 桧 山古窯 出土 陶錘
14.上 芳池 3号 窯 出土鳶 口重
15.中 田池 C‑1〜 5号 窯 出土 山茶碗
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2.鎗 場御林 B区 出土 山茶碗
4.中 国池 C‑1〜 5号 窯 出土 山茶碗
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図 3
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1.中 田池 C‑1〜 5号 窯出土山茶碗
3.中 田池 C‑1〜 5号 窯出土山茶碗
5.中 田池 B〜 Y‑4号 窯出土山茶碗
7.鎗 場御林 A区 出土鳶 口壷
9.地 獄谷 1号 窯出土壷、
重
瓶、
11.鳴 海廃寺 出土片 口
13.伝 美浜町出土
「 人物文壼」
15.愛 知県陶磁資料館蔵小型壷
17.鎌 倉横小路周辺遺跡出土山茶碗

6.下 別曽 C‑4号 窯 出土 山茶碗
8.矢 田地 区出土鳶 口重
10.上 芳池 1〜 3号 窯 出土壷 、
菟
12.鎌 倉東御門 出土小型壷
14.高 坂古窯 出上壷 、
範
16.横 江追跡 出土寛
(12・ 13は 縮尺不明)

驚露露穏轟 4

＼悦

5

嚢
事

♀

転

1 10Cm

図 4 1.法 回寺中世墓出土玉縁 口緑重

2.上 白田 1号 窯 出土 山茶碗

3.出 地田古窯出土片 口鉢
5.高 坂古窯出土範
7.大 岨古窯出土山茶碗
9.南 蛇ケ谷 1号 窯出土菟

4.猪 飼氏採集蒐
6.中 田池E区 出土 山茶碗
8.鎗 場御林 B区 出土片 口碗
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0
1

国 5

1.伝 矢高古窯出上山茶碗
3日 鎗場御林

A2号 窯 出上片 口碗

5.亀 塚地 2〜 6号 窯出土片 口鉢
7.上 芳池 1〜 3号 窯出土鳶口壷
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2.タ ブガ脇 2号 窯出土鳶 口重

4.鎗 場御林 A区 出土片 口鉢
6.鎗 場御林 A区 出土五縁日壼
8日 上芳池 4、 5号 窯出土鳶 口壷

ぶ
ペ
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図6

10cШ

ー

1.鎗 場御林 B区 出土菟
3日

中田池 A‑1号 出上莞

2日 小森 (長 曽)古 窯出土莞
4.中 田池A‑2号 窯広 口壷

5.鈴 鹿市椎木山中世墓 出土広 口壼
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1

1〜 3.鈴 鹿市椎木山中世墓出土広 口菫、玉縁 口緑壷
4.鎌 倉多宝寺跡出土広 口壷
5̀鎌 倉海蔵寺裏山地出土玉縁 口緑壼
6.車 戸千軒町遺跡出土鳶 口壼
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1

明治 の常滑貿易陶器
産業考古学会会員
柿

田

富

造

1.は

じめに
の土
土管の常滑か』 と新聞で も謳
常滑
管産業 が最盛期 だった頃 は、『常滑 の上管か、
われたよ うに、か つ ては常滑 の上 管 は全 国的に有名であ った。 しか し上管以外の瓶類
や小細工 品 で も、それな りに苦難 に満ちた歴 史 を持 ってい る。今 回 はそ の 中か ら常滑
の貿易陶器 (輸 出品)を テーマ に して、その変遷 を眺 めてみ よ う と思 う。 もっとも手
許 の資料 は不充分 なが ら、明治 に発行 された次 に示す資料 か らも、
常滑貿易陶器 に関す
る記事 を引用 し、当時 の生の情報 を参考 にして まとめる ことに した。
特 に参考 に した明治の資料 とは、
常滑陶器同業組合業務成績報告書・森村組神戸輸出
。
・
送状綴 大 日本窯業協会誌 陶器商法誌・明治 の新聞等 である。

2.常 滑貿易陶器 の超勢
常滑 の貿易陶器史 は明治 15年 頃か ら始 まる。それ以 降の生産額 は充分犯握 されては
い ないが、常滑陶器 同業組合が農商務省 に提 出 した設立 申請書及 び毎年報告 した業務
図

明 治 の 常滑 焼 (製 品別 )

1

生産 額
千円
29

30

3ユ

33

34

35
明

36

――縫生産額 ‐ ‐土管養類 ―

37

38

39

治

貿易陶器 ……その他

成績報告書 を中心 にして、その変遷 を述べ ることにす る。明治時代 の常滑焼 の統計 は、
これ以外 にも愛知県統計書・常滑陶器誌 の統計 などがあるが、
貿易 に関す る資料 は同業
組合 しかない。図 1は 不完全 なが ら明治 の常滑焼 の製品別 生産 グラフである。それに
44年 度 には更 に低迷 し
よる と30年 代後半 の貿易陶器 は20年 代 に較べ て減少 してお り、

〔
,1

てい ることが分かる。従 って貿易陶器 は土管や内地向小細工 品の増産に較べ て逆行 し
た傾向を示 してい ることになる。 ここに同業組合の報告書 な どか ら貿易陶器 に関す る
事項 を要約 し、当時 を推測 してみ ようと思 う。

(1)明 治25年
先ず明治25年 7月 13日 の新愛知新 聞を引用す る と『常滑焼 の朱泥陶器 は近来 に至 り
メ ッキ リ声価 を高め、米国 よ りの注文多 く目下― ケ月 の輸 出凡 そ一千円な るが、追 々拡
張 の運 に向 ひ上等職人 は日当五六十銭 にも上 る……』とその好況ぶ りが謳 われている。
24年 には濃尾大震災があ り、
常滑 の窯 は約9割 も倒 壊す る程 の惨状 であ ったが、
復興 は

以外 に早 く、輸 出の好況 に湧 い たようで ある (10。 M25)。

(2)明 治27‑31年
常滑陶器同業組合が 明治33年 に設立 を申請 した時 の報告書 には表 1に 示す ように27
年か ら31年 までの常滑焼 の生 産高が記載 されてい る。そ の5年 間を平均 した製 品別生
産比較図 を図21こ 示すが、これによると貿易陶器が全体 の24.3%も あ り、当時 の好調 ぶ

表1

２
１

5

０
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０
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常滑焼製品別生産 高
明治27‑31年 平均 総計168,770円 /年
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284F
０
８

貿易陶器

投入
火鉢類
花生 類
雑品類

０
１

内地 品計

０
３

土 管類
瓶類
雑品類

27年

単位 :千 円

０
６

類

０
５

内 地 品

種

常滑焼製品生産高 (明 治27‑31年 )

3.1

7.0

0,75
36,75

42.5

41.07

0.5
24.3

141.75

174.5

168,77

100,0

1

0.87

りを窺 い知 ることがで きる。
その 資料 で は更 に常滑焼 の販 売先 につい
て、
次 の よ うに報告 してい る。
『土管瓶類其他雑 品 ノ如 キハ皆陶栄・丸登・
陶産・南常等 ノ諸会社 及其他各商店 ノ手 ヲ経
テ内地 へ航船 ヲ以 テ輸送ス又貿易 品ハ総 テ常
滑貿易株 式会社 ノ手 フ経 テ汽車便 ヲ以テ神戸
・横浜 ノ居留地商館 へ輸送 ス而 シテ輸 出先国
名及歩合 ヲ掲 クレハ次 ノ如 シ
内地

東京・横浜・伊勢・三河・美濃等 へ人 分
大阪・神戸・台湾等 へ三分

海外 輸 出
英・仏・漢 (オ ー ス トリア)。 濠
ー
ス トラリア)。 支那 (中 国)・ 布畦 (ハ ヮイ)
(オ
。
魯 (ロ シヤ)等 ノ諸国へ六分
米国へ四分』
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ここに貿易品 とは土 管や奏類 の ような大物 ではな く、
小細 工 品 と呼 ばれた比較的小
柄 の陶器が内地品 と貿易品 (輸 出品)に 分類 されていた。その素地 は常滑産の朱泥 が
主であ り、表面 の美術 的な文様 は主 に雲 龍文が浮彫 りされた、い わゆる朱泥留 碁 きが
中心 で あ った。 この龍巻 きはエ キゾチ ックな東洋的な物珍 しさもあって、明治25年 頃
よ り約 10年 間 は全盛の時代 で あ ったが、
後述す るように海外 でいず れは飽かれて、
急速
に生産が落ち こむ羽 目になった (16.M33)。

(3)明 治35年 度
35年 度 の業務成績報告書 では貿易陶器 の苦悩 について、
次 のように述べ てい る。

◎生産状 況 : 輸出向小細工 品 は例年前半期が売行 きの好機 であるが、
今年度 は輸
出開始以来 の悲境 に遇 い、生産 は皆無 と言 つて よい。後半期 はやや 回復 の兆候 はあ っ
て も滞貨 で補充す る程度 であって生産には繋が らない。
◎販路状況 : 輸出向小細 工 品 は神戸市 の商館 へ売 り込みに行 く。その販路先 は中
北 アメ リカ・イギリス・ドイツ・フランス・オース トラリアで あ る。 どんな商品で も
国。
用途 を熟知す るのが販売 の第一の要件 であ るが、その用途が はっ きりつかめてい ない。
ただ商館 か ら送 られた見本 のみ を見 て製作販売 してい る現状 で あ って、そ こには改 良
の余地 は全 くない し、需要 の変動や 自家製品の評価 などの情報 も遅れ るので、
輸出が振
るわないのだ と思 っている。 (16.M35)

(4)明 治36・ 37年 度
36年 度 の業務成績報告書 には貿易 について『如何 セン意匠図案 二乏 シク殊 二旧態ノ

流行変遷 ノ激甚ナル顧客 二対 スルニ付、
龍彫刻 ノ如 キハー 品モ売行 カズ、
彼我 ノ事情 フ
審 ニ シテ専心熟誠 ノ意 ヲ以テ之 二当 り耐忍倦 マズ……』 と悲壮感 を漂わせてい る。37
年度 は 日清戦争が勃発 したために上 管類 は各 地の下水道工事が遅廷 して、常滑焼 は大
打撃 を蒙 った。一方輸 出向陶磁器 は各 生産地 とも好況 で あ ったに もかかわ らず、一人
常滑 の輸出向小細 工 品 は旧態 を脱す るに遅々 としてお り、人気商品で も僅少 の注文 し
か来なかった と述べ てい る (16.M36)。 ここで窯業協会誌 の37年 度常滑焼 の欄 を紹介
す ると、『小細工 品総額7万 円にして大別す れば、電話電信用器1万 円、黒泥焼植木鉢・水
盤類 3万 円、
朱泥焼土瓶急須類 1万 円、
外国向朱泥焼2万 円、
外国向小細工 品の主 なるもの
は、
鉢台・半胴・灰皿・植木鉢・チ ヨコレー ト入・土瓶・花瓶・急須・投入・煙草壷・其他』 と
あ る。 この数字 は同業組合報告書 の生 産高 とは大 きな隔た りがあ るが、ここでは各製
品の生産比率 を見 る程度 にして もらい たい。また36年 度 の海外 の販路 は『北米9361円 、
清国10704円 、
英国3660円 、
独逸2161円 、
仏国3240円 、
豪州2250円 、
計31376円 。
』 とある。
この中には海外向けの鉄道・築港用上管 も含 まれてい るようで ある (16。 M37)。

(5)明 治39年 度
報告書 による と今年度 の常滑焼 は全 般 に好況 であ った。『土管類 は順境 二売行 キ多
年 ノ苦痛 ヲ些少 ナ ガ ラ医セ リ ト雖 モ未 夕以テ挽 回スル能ハ ズ』 と述べ 、また F/J、 細 工
品 ノ輸 出向は相当売行 クモ製造力僅 カナルフ以テ多額 ノ輸出 ヲ見 ス ト雖 ……』 と喜 び
の表情 が伝 わって くる (16.M39)。 しか しこ うした報告書 を読んでい ると、
貿易陶器 の
浮沈 の激 しさに業者 は大変 だったようである。船井末吉 (伊 奈初之蒸の末弟)は 当時
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図 3 常滑 陶器 生産比率
明治39年 度 総計384,400円 /年

無茶 な難題 を吹 っか けては値 引 を要求 し、
値引 に応 じない と検査 に通 らぬ か ら荷物 は

輸出向小細工品
(6.9%)

返 品す る と、
足 もとを見すか した掛引 きを
し、一 方的な キャンセル も平気 で行 つた。

内地向
小 細工 品

(10.0%)
瓶類
(14。

の ことを次 の よ うに述懐 して い る。『外 国
商館 の 中にはタチの よ くない もの もあ り、

しか し業者 はただ泣 き寝入 りす るよ り仕様
が なかった。
』 (21)同 業組合 の39年 度 の製

2%)

品別生産比率 を図3に 示す。

(6)明 治44年 度
土管類 (68,9%)

図 4 常滑陶器生産比率
明治44年 度 総計701,700円 /年
輸出向其 の他 (0.4%)
輸出向其 の他 (3,7%
内地向其 の他
(14,6%)
瓶類
(10.0

この頃 は輸出向小細 工 品 は非常 に少 な く
な り、
見 る影 もないが、逆 に上管の輸出は中
国・朝鮮半 島向 けに増 えて い く。 同業組合
の44年 度 の報告書 には製品別の生産額が よ
くま とまってい るので、図4に これ を示す
(16.M44)。

この よ うに衰微 した貿易 陶器 も、そ の後
関係者 の努力 によって、
大正末期 になると、
新 しく開発 した陶漆器や ロ ッキ ンガム陶器
な どを海外 に送 りこみ、常滑 の輸 出陶器 の
最高潮時代 を迎 えてい る。

内地向上管類 (71.7%)

3.初 期の常滑貿易陶器
常滑 の貿易陶器 の初期 の状況 につい て、
伊奈五助 (1882‑1969)は 次 の ように述べ て
い るので、そ の まま引用 す る。『常滑陶業 の貿易史 を語 るなれば、
何 をおい て も先ず第
一 に松本重信 を語 らなければならない。彼 こそは真 に常滑陶業 の貿易 に対 す る先駆者
であるといって よかろ う。それは維新 の一大変革が ようや く緒 につい たとい える明治
15年 の頃、
既 に日本製品の海外市場 に対 す る販路拡張 の必要性 を痛感 し、
常滑焼 の急須
・花生・壺 などを背負 って東海道 をはるばると横浜 まで運んで、これ を ここに居留す る
外人商社 に売込 んだ。

こんな事が度重 な り、そ してそれ力M度 の最 も大切な仕事 とな り、ここには じめて常滑
焼が海外商人 の手 に渡 り、
貿易 とい うにはあま りにも微 々たる ものではあ ったが、
兎に
も角 に も、国内 よ リー歩 も外 に出なかった常滑焼製品が これ によつて初めて海外 に商
われ、
紹介 されていった。 この意味で松本重信 こそ は真 に常滑貿易 の 開拓者 であると
いって も決 して過言ではなかろ う。
』 と手放 しの賛辞 を贈 っている (7)。 この松本重信
火色焼 を得意 として雅作が多 い作家であった (17)。
(1864‑1950)は 、
そ の後 明治 20年 に至 って 浦川竹 二 郎
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(一 斎)(1856‑1909)・

杉 江 愛 之助

(寿

山)

(1850‑1915)ら は龍巻 きが外国人 の嗜好 に適 してい ることを知 り、陶工が 中心 になっ

て、
貿易 を志す生産者 の団体 として龍工組 を組織 した (7)。 そ して22年 の東海道線 の開
通 と共 にその業績 をあげていった。それ までの貿易対象港 は大部分が横浜 であったが、
その頃横浜港 は生 糸を主体 として、
神戸 では
雑貨 の輸出 は殆 どが神戸 に移 されたので、
後述す る寺沢留四郎等 の世話 にもなった (7)。 また23年 には新 しく龍工 陶器会社 も発
28年 には男子 15名 女子3名 をか
足 してい る (9)。 そ して貿易 をめざす浦川竹 二郎工場 は、
。
。
かえて、常滑 で も山瀬工場 清水守衛 (1857‑1904)工 場 伊奈初之恭 (184ユ ー1924)工 場

に次 ぐ規模 の工場 に発展 した (15)。 その後常滑貿易 (株 )の 発足 に当たって、
龍工組 も
一斎や寿山 らは常滑貿易 (1対 の株主 にもなって、
その傘下 に入 り、
製作 に励 んだ (13)。

4.龍 巻 き前史
先ず素材 となった朱泥 お よび浮彫 り
貿易陶器 は主 として朱泥龍巻 きであ ったので、
(レ リー フ)に ついて概略 を紹介す る。
常滑 の朱泥 のは じまりは安政元年 (1854)だ と言 われている。現 に常滑の天神山にあ
る杉江安平 (寿 門)の 石碑 には、『初代寿門堂杉江安平 安政元年朱泥焼発明』 と刻 ま
れてい る。 ところが「常滑陶器誌」 (17)に よれば、『朱泥焼 は文久年間 (186卜 1864)こ
の地 に医 師平野忠司 (1818‑1900)な る もの あ り。好事家 に して古陶器 を愛 し頗 る意 匠
あ り。偶 々朱泥焼 を模せんとし、杉江寿門 (1828‑1897)片 岡二光 (1821‑1903)の 二氏 に
謀 り、共 に研究 して幸苦遂 にその法 を案出 し寿門の試 に作 りしもの是 れこの地朱泥焼
の始 めな り (一 説 に二光 とも云 え り)』 と両 名 の名前が書かれてい る。 この二光 (菊
盆栽な どは、
次郎)に つい ては寺内信 一の「古陶図説」によると『本邦 にて朱泥 の茶器、
常滑 の医師平野忠司 の好事 にて、陶匠片岡二光 に之 を試作せ しめた りといぶ』
其始 め、
両
と書か れてい るので (18)、 その後 に発刊 された「常滑陶器誌」 (17)は 迷 ったあげ く、
名 にした もの と思われる。
上村信吉 (1814ま
また常滑で陶器の表面 に浮彫 りの文様 をつ ける手法 を始めたのは、
たは16‑1862)で あ った。同 じ「常滑陶器誌」 (17)に よると、『或 る時八丁堀陶器問屋
三 木屋方 へ 、さる大名 よ り大水鉢・馬盗・植木鉢等 に獅子 に牡丹・波 に千鳥・唐車等 の
偶 々其 の座 に在 りたる金左 衛門是 を引
種 々 なる浮模様 を附けたる品を注文あ りしが、
受 け帰 り、
実父渡辺典 三左衛門 (1780‑1842)に 計 りて製作 し上村信吉 をして附模様 を為
作 り上げて送 りしに常滑 に此の技 あるか と非常 の好評 を受 けた りと云 う。是
さしめ、
れ此の地浮模様 の始 めな り。
』 と書かれ てい る。そこには製作 年代 につい ては触 れて
い ないが、
推測す るに植木鉢 などを造 った渡辺典 三左衛門や、その上 に浮模様 を付 けた
上村信吉 の年令か ら推 して、
江戸末期 の1834‑42年 頃だった と思われる。

5.龍 巻 きの濫崩
「常滑陶器誌」
龍巻 きの浮模様 の創始者 は下田生素 (1846‑1915)だ と言 われてい る。同 じ
(17)に は『明治 13年 の頃花瓶火鉢等 に雲龍の浮模様 せ しものいわゆる龍巻 を創始せ し
が、
大 に好評 を博 し爾来盛 に製造 して遂 に海外 に輸出せ られ、一時非常 の隆盛 を極めた
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明治14年 第2回 内国勧業博覧会が開かれた時、
鯉江方寿 (182卜 1901)は 指 口4.8尺 、径
6尺 の龍巻 き文様 の大植木鉢 を出品 して花紋 賞牌 を受賞 した。そのほかにも金欄手 の
4.1尺 の牡丹文様瓶懸、トン (庭 園用腰掛 け)も 出品 して
極彩色花瓶や象嵌入 り花台、
金欄手 には有功 2等 賞 が与 えられてい る。 この金欄 手 は方壽が13年 に上絵焼付用の錦

窯 を築 き、そ こで制作 させた ものである (28)。
明治16年 愛知県 の補助金 を得て鯉江方寿の金 島窯 の一角 に常滑美術研究所が開設 さ
工部美術学校出身の内藤陽三 (1860‑1889)、 少 し遅れて寺内信一 (1863‑1945)も 教師
れ、
として招かれた。 この美術研究所では図画・粘土彫刻 のほかに石膏 の技術 も教 えた。
常滑 では従来型起 しは木型 お よび素焼型 を使用 してい たが、ここに初めて石膏型が も
た らされたのである (17)。 わが国 に石膏型 の技術が伝 えられたのは、明治6年 であ った
が、10年 に設立 された東京 の江戸川製陶所で、わが国最初 の石膏型が使 われた (22)。 そ
してその6年 後 に常滑 にも伝 えられたのだか ら、
常滑 はわが 国で も導入 の早か った方 で
あ る。 しか し、
有 田・瀬戸 で も石膏型 を伝習 して使 い は じめたが、石膏が高価 で あった
ために、
従来 の素焼型や木型 に戻 つて しまった とい う史実があ るので (26)、 おそ らく常
滑 も同様 ではなかったか と思われる。事実、
常滑市民俗資料館 には明治28年 製 と書か
れた、唯 ― の紀年銘 の あ る素
焼型が保管 されてお り、当時
の石膏型 と思 われるものは内
藤陽三の もの以外 にはない。
従 って試作 の段階 は早か った
よ うだが、石膏型が普及す る
のは明治16年 よ りかな り遅 い
時期 だ と推測 される。当時は
石膏原 石 は 中国 か ら輸 入 さ
れ、それ を自分 で焼 い て生 石
膏 を造 った と云 われ るか ら、
当時石膏型 を使用す ることは
大変 だった よ うで あ る。図51ま 龍巻 きの石膏型 を示す。一般 に朱泥龍巻 きは手造 りで
投入や火鉢 の形状 を先 ず造 り、それか ら雲龍文の型で押 した浮彫 り粘土板 を、その表面
図5

龍巻 きの石膏型

に貼 り付 けて製作 した。常滑では初期の内は、粘上 の彫刻か ら石膏 の雌型 を作 った も
のが使 われてい たが、
41年 に初めて石膏 の雄型か ら雌型 を制作 す る研究 に取 りかか っ
てい る点か ら推 して石膏型 が本来の量産効果 をあげ るのは、
想像以上 に遅かったよ う
に思われる (16.M41)。

6.常 滑貿易 (株
(1)会 社設立以前
)

名古屋 の寺沢留 四郎 (1867‑1919)は 、明治21年 頃神戸 に居 る親類 を頼 って 同地 に赴
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き、田井組 を起 こ して陶磁器貿易商 を始 めた。当時 の貿易陶器 は瀬戸・美濃方面 の もの
が扱 われていて、
常滑焼な どは貿易 の対象 としては全 く顧 み られなかったが、
寺沢 はそ
へ
の朱泥物 に着 目して常滑 支店 を設 け、
前述 の龍工組 の協力 を得 て専 ら常 滑焼 の輸出
に努 めた。そ して23年 になると河非常次郎が田井組の常滑支店 に入 り、
専任 で各窯元
を廻 るようにな った。その河井 の述懐 によると、当時常滑には27軒 の窯元があつたが、
皆田井紅 と取引 してい て、
盛 んな時 には名古屋か らも荷造 りが40名 も来た とい う。そ
の後塩崎が常滑焼 を扱 い出 し、ほかに もこれに着 目する者が出てきたので、
26年 頃田井
組 は屋号 を常瀬商店 と改 めて新 たに瀬戸物 も扱 い始 めた。そ して常瀬商店 は本店 を神
戸市 三宮町2丁 目に置 い て、
常滑支店 は従来通 りとし、
神戸本店 に名古屋 の絵付 け職人
を連れて行 って、ここで瀬戸・美濃物 の絵付 けを行 った。その当時寺沢 と並ぶ ものは、
彼 よ り幾分古 い松村 の神陶会社があ っただ けで、前述 の瀧藤商店 も25年 頃か ら業績が
悪化 してお り、
他 は言 うに足 りない微弱 なものばか りだつた とい う。29年 瀬戸物 の需
要増 に対処す るために寺沢 は専 らこれに力 を注 ぐことにな り、
常瀬商店 を命 寺沢商店
と改め、
本店 は従来通 り神戸 に置 き、
新 たに名古屋市石町1丁 目に支店 を設け、
従来神戸
で行 っていた上絵付 けを名古屋 に移 した (29)。
一方明治30年 に発 行 された『尾 参宝鑑』 (15)に は、その広告欄 に常滑 で貿易陶器 を
扱 っていた業者が掲載 されてい るが、そ こには製造販売業者 は浦川竹 二郎・杉江寿 門・
伊奈長三郎・水野由吉・山下豊蔵、また製造業者 は松本重信・山本紋次郎、
卸売商 は竹村
仁平・山田庄八郎の名前が載 っている。
(2)会 社 の創立
明治29年 4月 に常滑貿易 (資 )は 設立 され、
常滑町893番 戸 に
事務所 を置 い た。そ して取 りあえず、
人 木英吉・浦川竹二郎 (一
斎)・ 山田濱次郎

(初 代常山)の 3名 が業務担 当者 としてス ター

トした (15)。 そ して同年 11月 には常滑貿易 (株 )に 改組する。
そ して社長竹村仁平、
専務 寺沢留四郎、
取締役 伊奈初之蒸・清
・
監査役谷川米太郎 の陣容で発足 し(25)、 常滑
水守衛 柴川久蔵、
焼輸出品 の 出先機 関 として新 しい 門出 をした。 ここに設立当
初 の株主名簿 を表 2に 示すが、これ を見 ると常滑貿易 (株 )の
株主 は龍工 組 も含 めて、当時 の常滑焼 の 中枢 をすべ て揃 えた と
言 って も過言ではない程 の顔 ぶれで あ る。そ の時伊奈初之 茶
の弟念 三郎 (1872‑1938)1ま 、社長竹村 の妹 てい と婿養子 の縁組
み を整 え、
新婚早 々新妻 を伴 って神戸市加納町 (三 官町 に隣接)

朱泥龍巻 き鶴首壷

の出張所長 として勤めた (21)(24)。
常滑貿易 (株 )の 出現 は古 い伝統 の 中に埋 まった常滑陶業界 に新 しい息吹 を与 え、
明治31・ 32年 の貿易至上の波 に乗 って、
先ず は順調 な船出 となった。その後明治32年 3
月に臨時株主総会 を開 き、
役員 を大幅 に入れ替 えた。社長 は留任だが、
取締役 には伊藤
。
・
敬四郎 杉江彦四郎 伊奈初之蒸が就任 し、その時寺沢留四郎が降 りたので、それ以後は
常滑人 ばか りで運営する ことにな った (25)。
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常滑貿易 (株 )株 主名簿

表 2
主

住

４
８
９
９
２
・
３
５
９
８．
９．

考

常滑貿易 l■ l社 長
清水製陶所 。後期常滑美術学校支援
常滑町長・34。 35年 度常滑同業組合組合長
伊奈製陶所 。39,40,41年 度常滑同業組合組合長
神戸 出張所勤務・ 清水守衛息子
四代長三の三男・ 竹村仁平妹婿・神戸 出張所 長
陶栄 (株 )
常滑町長 。37.38年 度常滑同業組合組合長
龍工組
龍工 組

８
４
９
５
３．
３．
２
．

斎

４
９

渓

８
５

初代常山

８
４

馬
斎
初代寿 山
元
光

５
９

常滑 町

素
一

備

所
９
９
９
４
０
３

棒水 町
豊浜村

陶栄 (株 )

４
・

竹 村 仁 平
清 水 守 衛
伊 藤 敬 四郎
伊 奈 初之 恭
人 本 英 吉
杉 江 彦四郎
竹 村 愈三郎
関
幸 助
山 下 豊 蔵
浦 川 竹 二郎
杉 江 愛之助
水 野 由 吉
加 藤 紋次郎
山 田 濱次郎
久 田 銀次郎
鯉 江 清太郎
栄 助
関
伊藤善右衛門
柴 川 久 蔵
山 田 平 吉

持株

号

０
０
ｏｍ５
０ｍｍ０
０ｏ
００
０２
０３
００
０３
０３
０２
０４
０５
０
３・
０
３１
３０
３３
・・
３
１

株

(3)寺 沢留四郎
ところで常滑貿易 陶器 に貢献 した寺沢留 四郎 の履歴 を見 る と、彼 は慶応 3年 12月
貿易陶器 を扱 っていた瀧藤商店へ 14。 15歳 の時
(1867)に 愛知県丹羽郡塩屋村 に生 まれ、
に入 り、
貿易実務 に従事 していたが、明治21年 頃そ こを上めて独立する。彼が勤 めてい
た瀧藤商店 は瀧藤高次郎 (1847‑1919)が 経営 し、明治 16年 に名古屋 の南外堀町 に上絵
金欄彩色 の上絵付 けをや って貿易品 を扱 つていた大手
付 工場 を建 てて画工 を養成 し、
であった。従 って寺沢 は独立 した当初 は、瀧藤が扱 っていない常滑焼 ばか りを しば ら
くの間商売 にした と思われる。従 って瀬戸物がにしくなって くるとそちらに専念せ ざ
るを得 な くな り、
低迷 していた常滑焼 か ら撤退 す るために常滑連 中に店 をまかせた と
推測 で きる。彼 は常滑貿易 (株 )の 創 立 に当たって1株 も持 たず に専務 とな り、3年 後
には会社か ら引退 してい る。そ して瀧藤 と同業 の商売 を選 び、やがては成功す る。そ
して資本力で明治44年 には飛鳥井孝太郎等 を率 いて、 (資 )名 古屋製陶所 を創立 させ、
そ この社長 となって日本陶器 (名 )に 対抗す る洋食器 メー カー に発展 させた。彼 はま
さに貿易陶器 の大物 と言 われた人物 であったのである (29)。
(4)会 社 の終焉

銅賞
明治37年 に開催 された米国セン トルイス万国博覧会では、銀賞常滑貿易 (1対 、
・
・
い
三
といった
ぶれが
るが
して
④ 、その
顔
受賞を
伊奈初之茶 山下豊蔵 兵庫県竹村念 郎
出陳作品は何であったか分からない。その頃は既に龍巻 きは下火になつていた時期で
(7)、 営業 も閑散になつて経営 も段 々苦 しくなっていた。そして39年 には窯業協会から
40年 2月 には解散することになったが (25)、 解散す るにあた りその整理方を
も脱退 し、

68

会社 の建物や在庫 品 な ど
八 木英吉 ほか 4名 が担当 した。整理 に当たって八 木英吉 は、
の一 切 を個 人で引 き受 け て い る。因 み に入 木英吉 は常滑 の資産家清水守衛 の 実弟 で
あ って、若 くして八 木家 を継 いだ人である (7)。

7.森 村組
常滑 の貿易陶器 に関す る最 も古 い資
料 は、
今 の ところ明治30年 に書かれた森
現在東京 の森村商
村組 の送状綴 であ り、
事 (株 )本店 よ り、 (株 )ノ リタケ カンパ
ニー リミテ ド本社 に移管 されてい る。
それ による と森村組 は30年 代 に朱泥龍
神戸
巻 きを常滑貿易 (株 )よ り仕入 れて、
へ
ことが
つていた
か ら米国等 送
明細 に
記録 されてい る。
(1)初 期 の森村組

朱泥龍巻 き火鉢

福 沢諭吉 と知遇 だつた森村市左衛 門 は外 国貿易 をめ ざして、
明治 9年 に森村組 を創設 させ た。そ してそ の年 に異母兄弟で15
歳年下 の森村豊 を奨めて、ニ ュー ヨー クに居留 させ た。やがて
豊 は10年 に佐藤百太郎 と共同で 日の出商会 を開 く。 しか し翌年
には事業 の将来 を考 え、
微力 なが ら単独経営 を決意 して森村 ブ
ラザ ーズ を設立 した。14年 に妹婿大倉孫兵衛 が大阪の問屋で御
神酒徳利 300本 を仕入 れて送 つた ところ、米国 で はこれが花瓶
として使 われ、忽 ちにして売れて しまったとい う。 これが森村組
の新物 の陶磁器輸出の最初 であって、 これ を契機 として古物漁 り
を止めて新物問屋 を相手 として仕入 れるようになった (22)(23)。
22年 か ら約売 (ImpOrt Order)を 開始 したが、そ の結果業績 は著
る しい進歩 を示 した。更 に32年 にはフアンシーチャイナ約売 ラ
イ ン も始 めたら、これが大変 な評判 とな り注文 が殺到 した。常滑
の龍巻 きを扱 っていたのは、
丁度そんな時期 のことである (27)。

朱泥龍巻 き投 入

(2)森 村組送状綴
「森
「明治30年 1月 第10号 神戸輸 出送状綴」裏表紙 には
前述 の森村組送状綴 の表紙 には
村組輸出係」 と書 い てあ り、どの送状綴 にも図6に 示す ように品名・寸法・数量・荷造数
すべ て毛 筆 で丁 寧
量・仕入先・金額 (符 号)と ともに、製品 の右側半分 の形状・文様が、
置物・人形・銅器・竹製届篭 な どあ らゆる
に書 き込 まれてい る。品種 は刀剣・屏風・扇子 。
商品に及 び、
絵入 りで丹念 に書 き込 まれてい るす ば らしい資料 で あ る (14)。 そ の 中に
大小 の火鉢・投入・蓋物・水指・土瓶・花瓶・植木鉢 な ども
常滑 の朱泥龍巻 き製品 もあ り、
書かれ てい る。仕入先 には常滑会社 と記入 されてい て、そのすべ ては常滑貿易 (株 )か
らの仕入商品である ことが分かる。
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森村組 明治30年 神戸輸出送状綴
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(3)金 箔 と漆引
この送状綴 は厚 さ10cm以 上 もあ

表3

森村組明治30年 神戸輸出基状綴
常滑朱泥龍巻 き集計表

る分厚 い資料 で、そ の全 頁 を調 べ た
漆

ら常滑焼 が75件 抽 出 され た。 そ れ
らを分類 す る と表 3の よ うにな る。
こ こ に投 入 と は 標 準 品 が 高 さ約

種

別

火

鉢

5

花

15
18

11

生

0

2

60cm直 径 21〜 24cmの 傘 立て・ス テ ッ

投

入

9

6

0

31
20
15

キ立 ての ことで あ る。 また箔押・漆

蓋

物

1

0

2

3

引 に分類 されて い るので、これ につ
い て少 し解説 を加 える と、常滑 の貿

植木鉢

1

0

0

1

水

指

1

0

0

1

土

瓶

4

0

0

4

合

計

易 陶器 は殆 ど表面 が赤 い色 を した
粒子 の細 か い 朱 泥 と呼 ばれ る素地
で造 られて い るが、この 陶器 を一応

箔

押

31

し

無

49

合

計

9

完成品 として常滑か ら神戸へ輸送 していた。それを神戸 では朱泥 の表面 に漆 を塗った
り、更 にその上 へ金 箔 を付着 させ た りして、
東洋的な風条 に変 えて海外 へ輸出 してい た
のであ る。 しか しこの最終荷姿 の陶器 は今 の ところ確認 されてはい ない。
(4)貿 易陶器 の値段
図6の 森村組送状綴 をよく見 る と、
例 えば上か ら『陶火 鉢 常滑朱泥 龍巻 箔押 九寸
常滑社』 と書か れてお り、そ の下 に数字 で上か ら数量・単価・合計額・符牒 金額が記入 さ
れてい る。今 同 じ九寸の箔押 と漆引 の単価 を比較 してみる と350と 270(単 位 は不明)
と書かれてい るので、そ の差 は80と な りこれは270の 約 30%に あたる ことに なる。そ し
てこれが金 箔 の値段 とそれを張 った手間賃 と考 える ことがで きる (14)。
なお別 に当時 ドイツの店頭 に並 んでいた常滑焼 の値段 を詞 べ た報告書 があるが、そ
れによると、
『常滑 朱泥土瓶 (茶 こ し付、龍 の型画金箔付)一 個 ― .〜 ― .五 麻 (マ ルク)
(二 十銭乃至四十銭)』 と書かれてお り、
その後 に『急須、珈ヲF碗 の如 き本邦原産地 に
て僅 に六・七銭内外 の もの当地 にては五十銭以上 の価格 を呈 し居 れ り概 して下等廉売
品 は六・七倍以上の相違 あ り豊 驚 か ざるを得 んや何れ も本邦輸出的下等 品な りとす』
とあ り、
常滑朱泥 の金箔 は下等品扱 い にされてい たよ うであ る (5,M33)。

8.常 滑貿易 の背景
明治新政府 は明治6年 にウイー ンで開かれ たオース トリア万 国博覧会 に 日本商品 を
展示 して、日本 の国力 を海外 に喧伝 しよ うと、
全力 を挙 げて これに取 り組 んだ。そ して
有 田磁器が金 賞牌 を受 けたのに気 をよ くして、陶磁器 の輸 出 にも力 を注 ぐよ うになっ
it (26)。
常滑 にも明治7年 頃か ら、政府 よ り博覧会へ の 出品を促す布告 が来た り、起立工商会
社 な どの貿易商か らも輸 出品の製作勧奨があった りして、地元では早 くよ り輸出につ
い て刺激 されて い た (8)。 この起立工 商会社 は7年 に政府 の支援 によつて出来た、わが
国で最初 の「 日本 の工 芸品の輸出」 を目的 とした貿易商社 で あ って、在来 の古美術 品
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ばか りでな く、
新作 の工 芸 も盛 んに輸 出 した。品種 は陶器・七宝・漆器お よび金 属器そ
の他 一般 の諸工 芸品にも及 び、
広 く製作者 の輸出振興 に尽 くして、内外博覧会 にも協賛
した事例 が多 い。 しか しこの会社 は18年 には多額 の資金借 り入れが災 い して倒産 して
ヤヽる (20)。
起 立工商 会社 に次 い で 、日本商会・森村組等 の貿易商社 が設 立 されたが、時 の 政府 は
これ に も多大 の保 護 を与 えてお り、正金 銀行 が創立 したの も海外貿易 の保護 の為 だ つ
た と云 われ て い る。政府 は また殖 産興業 の発展 を謀 るため に、明治 10年 よ り内国勧 業
博覧会 を開催 した。 そ の 第 一 回 の 出品名簿 よ り常滑地 区 の 出品者 を抽 出す る と (11)、
陶製諸器・鯉江高司、陶製水道管・杉江庄 三 郎、陶製花瓶・赤井 陶然、陶製茶碗等・鯉江佐
平治、陶製茶壺・片 岡庄助 、陶製茶壷等・鯉江梅吉が挙 げ られ る。 出品者 はい ず れ も瀬

木村 ばか りだつたが、おそ らく鯉江方寿 の呼 びか けで出品 した もので あろう。 ●Uに 桟
瓦 を構水村 山田庄八郎 も出品 している。
)こ れを契機 にその後 の各博覧会 には、常滑 の
陶業者は相次 い で力作 を出品す るようになった。
鯉江方寿が龍巻 き文様 の大植木鉢 を出品 した
明治 14年 の第2回 内国勧業博覧会 には、
ことは前 に述べ たが、同 じ常滑の平野忠司 も出品 してい る。そ の時 の公式記録 によれば
『平野忠司は自家 の 出品なる常滑製急須 に添 ふるに、
文政 (1818‑1830)以 来の 同製急須
。
若千 を以て し、葵花 梅花・菱花・水仙・鶏蛋・東腰・花鼓・連房等の諸式大抵備具せ ぎるは
な し。
』 とある (12)。 ここに龍巻 きがないの は当時 の急須 には龍巻 きは施 されてい な
かった ことが うかがえる。
また五二会 は輸 出振興 を目的 として全 国7業 種が結束 して明治 27年 に新たに発足 し
た会であるが、常滑 で も入会者が200名 を突破 したので、明治28年 12月 に五二 会常滑支
部 が発会 した。発会式 には時 の貴族院議員 の前 田正名会頭 も出席 し、支部長 には当時
常滑町長 だつた伊藤敬 四郎 (後 の常滑貿易 (株 )の 役員)が 就任 して、常滑貿易陶器
の為 に尽 した (2)。
明治33年 12月 に常滑 陶器 同業組合 が設立 され、前記 の伊藤敬 四郎が初代組合長 と
なった。 そ して40年 に は この 組 合 で 模 範研 究所 を設 け、水 川 茂 右 衛 門 (玉 斎)
内外向けの見本 の製作や釉薬 の研究 にかかつてい る (17)。
(1851‑1941)が 中心 となって、
9日

陶漆器

明治40年 常滑貿易 (株 )が 解散す ると、
社長だ った竹村仁平 は神戸 に竹村商会 を起
こ し、また営業 を担 当 した八木英吉 は九 五 商店 を発足 させて再 出発 す る ことになつた
が、
竹村商会 は丸 五商 店 で製造 集荷 された商品 を扱 うことに した。そ こで八 木 は当時
開発 の進 んでい た陶漆器 に目をつ け、その製造販売 を目標 にす ることにした (7)。
常 滑 の 陶漆 器 の は じま りは初代 赤井 陶然 (1762‑1829)で あ ろ う。彼 は青洲和 尚
(1746‑1807)の 指導 を受 けて上風 炉 を作 り、
尾張藩 の御風炉師 となった (17)。 彼 が漆
を塗 って作 った土 風炉 は今 も現存 してい るが、その当時土風炉 に漆 を塗 ることは ご く
普通 のことで あ った。 この付近 で陶漆器 をやってい た所 に名古屋 の前津 の豊薬凝があ
る。江戸 時代 後期 か ら大 正 年 間 にか け て続 い た伝 統 の あ る名 門 で、初代 加藤利 慶
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(1708‑1796)は 尾張落 の御焼物 師 だった と言 われてお り、素焼 に黒漆 を塗 った香炉 が
遺 されてい る。6代 豊介 は明治 10年 の内国勧業博覧会 におい て、陶漆器 で花紋賞 を受賞
してお り、それ以後 の博覧会 にも何度 も出品 してい るので、当然常滑人 の限 にも触れて
いると考 えられる (31)。 また陶銅漆器 につい ては元博覧会審査官 だった大森惟 中が20
常滑
年代後半 に各製陶地 を巡回 して、陶銅漆器 の製作指導 をしている記録 があるので、
にも当然その技術 が伝習 され てい た と思われる。
明治31年 頃田中錦 二 (1871‑1934)は 新 しく開発 した陶漆器 を始 めた。伊奈五助 によ
塗料・陶質 の合成物 として巻
れば『朱泥 の焼成素地 に各種 の絵具 を塗 った ものを作 り、
煙草入 れや玩具 を造 って輸 出 に向けたのがは じまりで、これが漸次発達 して常滑貿易
を風靡するまでになった。そ して ここで生 まれたのが 中国 の古青銅器 を模 した青銅焼
』 と述 べ て い る (7)。 34年 の 大 坂 毎 日新 聞
と称 す る、い わ ゆ る陶漆 器 で あ つ た。
(M34.2.5)に よる と『常滑焼 は雲龍等 の模様 あるもの多 か りしが、昨年来各種 の置物
等 を製作 し又古代銅器 に型 ど りし花瓶 に黄 白青紫 の置形模様 を施 こして米国 に輸出を
相当 に新注文 あるよしな り』 の報道 も見 ることがで き
試 みたるに同地 の嗜好 に適 し、
る (3.M34)。 そ うい えば朱泥龍巻 きに漆引 した貿易陶器 も陶漆器 と言 えるが、陶漆器
輸出 した商品
漆が ボ ロボ ロに剥がれる ことが あ り、
は輸送途中で気温 の変化 を受 けて、
が後で返品 され ることもあった とい う (7)。
丸 五 商店 では陶漆器が採算 ベースに合 い さえすれ ば、アメ リカ市場 で有利 な取引が
で きそ うだ とい う竹村商会 の要請 もあ り、い ろい ろ試作 した結果、素焼 の ままの素地 の
上だった ら、
漆 を塗 って も剖 げ落ち る心配 の ないことが分かつた。早速 サ ンプルを送 つ
て反応 を待 つた ところ、
程 な くアメリカか らまとまった注文が舞 い込 んで きた (21)。
こ う して常滑 の陶漆器 は、そ の後輸出の花形 となってアメリカ市場 で非常な好評 を
竹村商会・丸 五商店 とも、め ざましい進展 を遂 げていつた。 この情報 が世 間に伝
博 し、
わると、
漸次名古屋方面 の貿易商社 で も、陶漆器 を扱 う業者 が増 えて きた。そ してその
いず れ も財 をな した と云 われてい る (7)。
大 正時代 に入 つて英国 の ロ ッキ ンガム・ウエヤの研究が常滑で もは じまる。九 五商
店 もその研究 を始め (7)(■ )、 いず れは輸出の花形 となつて同社 の主力製品 にまで発展
す るのだが、そ の歴 史 につい ては別 の機会 に譲 ることにす る。

10.ま とめ
常滑 の貿易陶器 は明治 15年 頃松本重信が横浜 の外人商館 に売 り込み に行 つたのがは
じま りだ とされて い る。そ して20年 代 に入 つて浦川一斎・杉江寿 山 らの龍工組 によつ
て貿易品が造 られた。一方21年 頃寺沢留 四郎 は輸出陶磁器 の大手 だった瀧藤商店 を上
めて独立 し、
神戸 に店 を構 えて常滑焼専 門の貿易商 として活躍 し始 めた。そ して東海
道本線が全通 した22年 以後業績 をあげていつた。彼 は当時 の常滑朱泥龍巻 きに目を付
神戸 の商
け、
何時頃か らか、それ に漆引 をした り金箔 を貼 り付 けて東洋的 な意匠 とし、
館 に売 り込 んで着 々 と成 果 をあげていつた。 しか し彼 は26年 頃か ら常滑焼以外 に瀬戸
29年 以後 は常滑焼 を止めて瀬戸・美濃焼 に専念 した。そのために同年常
物 も売 り始 め、
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滑貿易 釉 の設立 を促 して常滑勢 に運営 を委ね、
程 な く彼 は同社か らも手 を引い た。
しか しその 頃既 に朱泥龍巻 きは海外市場 で飽 かれ始 め、業績 は多少 の浮沈 はあ った
にせ よ衰微 へ の トレン ドを歩み、
40年 には遂 に解散 した。その際常滑貿易 (株 )で 尽
(お

力 して きた竹村仁 平 と八 木英吉 は、それぞれ竹村商会・丸 五商店 を設立 し、合 い携 えて
陶漆器 を中心 に輸出を始 めた。 ところが その意匠が米国市場 で人気 を呼 んで逐次売 上
げ も増 えてい ったので、
大正 に入 ると常滑で も陶漆器 を手 が け る製造所が増加 した。
今 回は明治 の常滑貿易陶器 について、
生産・販売 の面か ら追 って まとめてみた。従 っ
て製造 に関す る技術 的 な変遷 につい ては、
別 の機会 に譲 ることにす る。朱泥龍巻 きは
明治20〜 30年 代 の僅か な期 間の寿命であ った。それ は貿易品 であって も、
外国人 の 日
用品 としては定着 せず に、ただ東洋的な嗜好 のみに終始 したので、いず れは飽 きられて
市場 を失 う羽 目にな った。 もともと営業 は需要 の動向をつ かんで、商品 を開発 すべ き
で あるが、ただ外国人商館 の言 うが ままに振 り回 されて生産 してい たに留 ま り、
需要開
拓が後れをとった、 にが い経験 として常滑焼 の歴史に遺 っている。昔か ら温故知新 の
た とえ通 り、
現在 の常滑焼 にとって も貴重 な教訓であると思 う。
今 回の報文 では、史実 の裏付 け として人物 の年令 につい て もチ ェ ック しなが ら筆 を
進めた。従 って人名の後 に生 年 と没年 を書 くことにしたので、そち らの調査 も努めた
つ もりである。 なお資料収集 につい ては明治 の刊行物 をは じめ、貿易陶器 の外部資料
も広 く求 めたが、なおかつ不充分 な点 につい てはご叱正 をたまわ りたい。最後に小稿
を草 す るにあた り、
常滑市民俗資料館 の 中野晴久学芸員 の校閲 を煩 わ した。 ここに深
甚 なる謝意 を表す る次第 で ある。
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