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常滑市民俗 資料館 が 1981年 に開館 して、す で に四半世紀が過 ぎた ことになる。その 間
に常滑市 の状 況 は大 きく変 わ り、主要産業 の窯業 を取 り巻 く環境 は年 々厳 しさを増 して
きて い るのが 現状 で ある。
か つ て常滑 は土 管 の 町 と言 われ、その名残 は町の景観 のそ こここに認 める ことがで き
るので あ るが、 す でに土 管

(陶 管 )の

常滑 での生 産 は途絶 してお り、産業 を支 えた技術

も徐 々に忘却 され つつ ある。
本誌 で は、か つ て三河高浜の地で窯業用 の木型製造業 を営 んだ家 に生 れ、 ご 自身 もそ
の家業 に一 時携 わってお られた内藤氏 よ り、近代 土管の成形 に関す る技術 を木型 の使用
法 に焦点 をあてて論述 して い ただい た。三 河 の土 管 生産 は、常滑 と密接 に関連 しつつ発
展 して きた もので あ り、そ の技術 は相 互 に共有 されて い る。そ して、常滑 の上管製造業
での仕事 につい ては別 に藤井氏 によって まとめて い ただい た。藤井氏 も常滑 の多屋 地 区
で土 管 の窯屋 に生 れ、その家業 を手伝 った経験 を持 ってお られる。
当館 の収蔵資料 の多 くを 占める窯業民俗 資料 は、町工場 にお い て近代産業 をささえて
きた道具類 で あ る。その道具 の使用法 を実際 に知 る世 代 が減少 しつつ あ る今 日、 こ う し
た実体験 に基 づ くレポ ー トは、後代 の研究者 に貴重 な情報 を提供す る もの と思われる。
窯業 に限 らず近年 の 町 の変貌 は随所 にあ らわれて い るのであるが、 これ までの変化 を
幹線道路 の推移 とい う視 点 で、 まとめて い ただ い たのが永 田氏 の論考 で ある。江戸 か ら
明治、大正、昭和 と移 り変 わる中で人 々の動 きも大 き く変化 して きた様 を地図資料 を読
み込 む こ とに よって具体 的にた どることがで きる。そ して、その情報 を もとに して現地
を歩 くこ とに よ り、そ こに残 された先人 の営為 を見 る事 がで きるのである。
今 日、常滑焼 を代表す る観 の あ る急須 につい て は、 これ まで展示活動や紀要論考 とし
て何 度か取 上 げ て きた もの で あるが、本誌 にお い て は 日本 の煎茶 史 の 中で急 須 とは、 ど
の よ うな位置付 けにな るのか とい う視点 で改 めて取 上 げ てみた。 従来、常滑 にお い て語
られて きた急 須 の歴 史 は大幅 に改め られるべ き段 階 に達 して い るのであるが、それ は 日
本 の急須 に対 す る認識 の修正 をも迫 る ものであ る と思 われる。
時代 の流 れ とともに多 くの ものが失われ、現在 あ る姿 が古 くか らの ことで あるか の よ
うに思われて しまいが ちで あるが、そ こに至 る経緯 の 中に は弛 まぬ 人 々の活動 が刻 まれ
て い るこ とを見落すべ きで はない と考 える。 また、そ う した安直 な認識か らは、豊か な
未来 は生 れ得 ない ばか りでな く、同 じ過 ち を繰 り返す事 に もな りかねない と危惧 され る
ところで あ る。 本誌 も微力 ではあ るが常滑地域 の伝統 を理解す る上 での一助 とな りうれ
ば幸 いで あ る。
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常滑街道 の復原 とその後 の変化 (第 3報 )
― 常 滑 市 大 谷 〜坂 井 地 区 の場 合一
永
1、

田 文

夫

じめ に

表題̀よの「常滑街道 の復原 とその後 の変化」 については、先 に美浜町上野間〜小野浦
つ
地区を 2回 にわたって報告 した 。本稿か ら常滑市内の報告 に入 るため、改めて復原
の意義、方法 と資料 についてふれてお きたい。
"と 呼 ばれる。江戸後期 には
知多半島西海岸 の村 々 を結 ぶ街道 は、通称 西浦街道
鳴海か ら常滑 までが常滑街道であ つた。明治 9年 の国道・県道・里道 の設定 によ り、鳴
か
海〜常滑 間が県道常滑街道、常滑 〜師崎間 は里道 師崎常滑往 還 と呼 ばれた 。先年、
Wと
‖
総称 してい る。
歴史の道調査"が 行 われたが、 この西浦街道 は 常滑街道
9。

ところで、常滑市誌編 さんの折、筆者 は本文編 の近現代 の運輸部門を担当 した
当時、 この常滑街道 を復原すべ きであ つたが、裏付 け資料 も少な く十分 な報告が で き
Wが
W歴
企画 され、愛知県 で も街道 の遺跡 ・建造
史 の道調査
なか った。その後、先 の
物 ・民俗 な どについての調査が進 め られた。その結果は、知多地方では東岸 の師崎街
道 とともに F愛 知県歴史の道調査報告Ⅶ』(平 成 3年 )に 報告 され、街道 の経路 につい
て も初めて地形図上 に示 されたり。
の
平成 に入 ると、愛知県公文書館 は所蔵 の明治17年 「地籍字分全図」 を公開 し、そ
の閲覧 と複写が可能 となった。 この図 は街道が太 く示 されてお り、早速 これを入手 し
て報告書 の経路 と比較 した。その結果、報告書 の経路 はい くつ かの地点 で違 っている
ことがわかった。その上、地形図に示 された報告書 の経路 は、いつの時期 の ものか、
どの資料 で確認 したか も示 されなか った。
そ こで、常滑街道 の復原 を試みたのが、先 の美浜町上野間〜小野浦地区 を事例 とし
た報告 であ る。 この報告か ら復原に当た って次の成果 を得た。それは、①復原 の方法
が確立 で き、経路確認 の資料 を明示で きる こと、②復原 の時期 は、江戸後期 。明治10
年代 。その後 (明 治〜現在 の変化 )の 3期 で報告がで きる ことである。
本稿 はこの成果 をもとに、大谷地区か ら坂井地区の常滑街道 を時期 ごと(江 戸後期・
明治17年 当時 。その後)に 復原す る ことを目的 としている。
2、 街 道 の 復 原 の 方 法 と 資 料

街道 の復原 は、次 の① 〜⑤ の方法 と順序 で行 った。 また、各段階での確認資料 は ○
印で示 した。なお、資料 のあ とのかっこ内 は、その資料 の略記 である。
① 復原 の基本図 は、今 までの道がほ とん ど確認 で きる「土地宝典」 を利用する こと
に した。
○『愛知県知多郡小鈴谷村土地宝典』大 日本帝国市町村地図刊行会
縮尺は2400分 の 1(「 土地宝典」)

昭和 10年

OF愛 知県常滑市南部地区土地宝典』帝国市町村地図刊行会 昭和45年
縮尺 は1800分 の 1(「 南部地区土地宝典J)
② 次に、明治17年 の「地籍字分全図」で街道 を調べ る。そ して、その街道 を① の
「土地宝典」の図中で確認す る。 この図から入 ったのは「村絵図」よ り復原 しやすい
からである。
○「地籍字分全図」 愛知県公文書館蔵 明治17年 (1884)1月 1日 時点 (「 地籍図」
③ 続いて、② で確認 した街道を参考にして、江戸後期の「村絵図」で街道を調べ、
「土地宝典」の図中で確認す る。
O「 近世村絵図」 『常滑市誌絵図・地図編』収録、徳川林政史研究所蔵 天保12年
(1841)な い し同15年 (1844)作 成 (「 村絵図」
④ 明治中期から大正期は、次の地形図や道路図でその変化 を確認す る。
○「 2万 分の 1地 形図」 明治23年 測図 26年 製版 大 日本帝国図陸地測量部
○「 2万 5千 分の 1地 形図」 大正 9年 測図 地理調査所
○「小鈴谷村重要道路図」綴 小鈴谷村役場 大正 2年 調 常滑市民俗資料館蔵
⑤ 昭和以降の変化 は、県道の認定な どが記録 された次の資料で確認 し、他の資料で
補足する。
O「 区域変更及 び供用開始台帳 Nol一 大正 9年 〜 昭和49年 一」 愛知県半田土木
(現 知多建設)事 務所
以下、 ここに示 した手順により、常滑市大谷 ・小鈴谷 ・広 目・坂井の各地区につい
て、街道の変化を具体的に見 ることにす る。
)

)

3、 大 谷 地 区 の 街 道 と そ の 変 化

(1)明 治 17年 当時の街道
図 1は 愛知県公文書館所蔵 の「地籍図
で、玉泉寺付近 を示 し
た ものである。 この ように「地籍図」は
(地 籍字分全図)」

縮尺が1200分 の 1(l cmが 12m)で 作成
されてい るため、 当時の街道や一筆 ごと
の地積 (番 地)・ 地 目 (土 地利用)の 記
載 もはっ きりと読み取れ る。図 2は この
「地籍図」を縮小 して、大谷地区全体 の街
道 を示 した ものである。
そ こで、この「地籍図」上の街道 を「土
地宝典」の図で確認 して、当時の街道 を復
原する ことがで きた。 これを示 したのが
図 3の 復原図であ る。以下、図中に示 した
各地点の記号 (A〜 )を もとに、明治17年
当時の街道 を具体的にた どることにす る。図 1 玉泉寺付近の「地籍字分全図」
2

○苅屋 地 区 か ら大 谷 地 区 に入 った街道 (A)は 、丘 陵地 が海岸 へ 迫 った崖 上 の 道 (イ )
を経 て 鴨 の 浜公 園 (B地 点 ・写 1)に 出 る。 なお、 この AB間 の 道 は、浸食 に よる崖
崩れ で確 認 で きな い状 態 となって い る。 そ の 後 は狭 い坂 を下 って、 岩 田写真店西 (C)
の 道 か ら現 国 道 (D)に 出 て い る。 こ こか ら玉 泉 寺 前 (E)ま で は、 ほ ぼ現 国道 の 道 と
な って い る。 なお、 BD間 は、字鴨 と字輪 ノ内 との小 字境 を通 つて い る。 当時 の 街道
沿 い の様 子 は、 C地 点近 くで は数筆 の宅地が 見 られ、 D地 点付 近 はほ とん ど田で、王
泉寺 に近 づ くにつ れ宅地 とな って い る。
○玉泉 寺 前 の E地 点 か らは、 FoG地 点 を経 て大谷 川 沿 い (H)に 出 る。 ここか らは
大谷川 の右岸 を経 て、I地 点 (来 応寺東 )で 橋 を渡 る。 そ の 後 は、旧道 と呼 ばれ る大
谷川左 岸 の 道 (」 〜 K)を 通 って現 国道 (L地 点 ・写 2)に 出 て い る。 この E〜 K間 の
街道沿 い は宅 地 が続 き、大谷 地 区 の 中心 部 となって い る。 なお、 」地 点 の橋 か ら S方
面 へ の 道 は、武豊 。富貴 へ の 道 (旧 道 )で あ る。
OL地 点 か らは現 国道沿 い を通 り、小鈴谷 歯科 (M)裏 か らN地 点 を経 て、現小鈴 谷
小学校北 門下 (O)に 出 る。 そ の後 、前南景楼 旅館 へ の 急 な坂 道 を登 って、 旅館 す ぐ下

の P地 点 か ら尾根伝 い に小鈴谷地 区へ 続 い て い る。 大 谷 〜 小鈴谷 間 の 海岸道路 (TU
へ
間)は まだ なか った。 なお、 この M・ N・ Oを 結 ぶ 道 は、 現在 の小 学校 の通学路 で
はない 。
以上 、明治 17年 当時 の 街道 を復 原 したが、 そ の 道 は 図 3の 記号 A〜
B間 はイの道 )を 順 に結 んだ道で あ る。

P(た だ し、 A

(2)江 戸後期 の街 道
次 に、先 の 明治 17年 当時 の街道 を も とに、
図 4の 「村絵 図」 に示 された江戸後期 の街
道 を第 3図 で確 認 した。 そ の結果 、 AB間
はアの道で あ り、他 の ところは明治 17年 の
街道 と同 じで あ つた。 したが つて 、江戸後
期 の街 道 は図 3の 記 号 A〜 P(た だ し、 A

B間 はアの道 )を 結 んだ道 で あ る。
(3)そ の後 の街道 の変化
明治 17年 以 降 の 変化 を図 3の 記号 を も と
に、大 正 期 まで ・終 戦 まで 。現在 まで の 区
分 で 見 て い くこ とにす る。

①大正期 までの動 き 図 5は 明治23年 測
図の 2万 分 の 1地 形図で あ るが、変化 は見
られない。 しか し、「小鈴谷村重要道路図」
図 6の 大正 9年 測図 2万 5千
分 の 1地 形図か らは 4か 所 での変化 が見 ら
れる。 これ を北か ら順 に確認 したい。
(大 正 2年 )と

図4 大谷村の「対絵図」
3

図2 大谷村の「地籍字分全図」

図3 大谷地区の街道復原図
4

(図 は「土地宝典」による)

9

4i与

Cの 道 に代 わって A'・ B''C
の 道 が改 4笏 され た。 これ に よ り急 な坂 道 もな
○先ず、 A〜

くな り、道 幅 も広 くな った 。 この 道 は、 大 正
2年 の 図 にあ る こ とか ら、明治後期 に改 修 さ
れ て い る。

O次 に、玉 泉寺 前 の③ ・ E・ Fの 道 が ① F
間 の 道 に代 わ ってい る。 大 正 2年 の 図 で は計
画 中 の 点線 で示 されて い るが、 大 正 9年 図 の
地形 図か らは開通 した ことが読 み取 れ る。 こ
の こ とか ら⑧ F間 の 道 は、 大正 5年 前 後 に新
設 された と思 われ る。
○ また、 M〜 Pの 道が全線 にわた つて 改 4笏
新 設 され、 A/1。 O・ R・ Qを 結 ぶ 道 とな って
い る。 Q地 点 の 尾根 は掘割 工 事 に よつて 取 り
除か れて (写 4)、 小鈴谷地 区 と平 地 で 結 ばれ
た 。 これ は大 谷小 鈴谷 間 の急 な坂 道 か らの 開
放 と、明治39年 の小鈴谷 第 一 尋常 高等 刀ヽ
学校
創 設 (字 井戸尻 の新校舎 は大 正 13年 )に よる
通学路 の確保 をね らった もので あ る。
なお、 L地 点 と S地 点 (」 。S〜 は 武 豊 ヘ
図5

■20000地 形 図 (明 治 23年 測 図 )

の旧 道 )を 結 ぶ 道 もこの 時 に新設 され て い る。

O最 後 に、大 谷小鈴谷 間 の海岸 道路 が 開通
して い る。 この 海岸 の 道 は大 正 2年 の 「 小 鈴
谷村 重要道路 図」 には まだ記 載 が な い が 、 図
6の 大 正 9年 測 図 の地形 図 には記 載 され て い
る。 この こ とか ら、 この 道 は大 正 5年 前 後 に
初 め て 開通 した と思 われ る。
大 正 中期 か ら
② 県道 (現 国道 )の 開通
の 自動車 の 出現 で、 道路整備が必 要 とな って
道路 法 が制 定 された。 これ を受 け て、 この 地
区 の 街 道 は大 正 9年 4月 に県道常 滑豊 浜 線 と
して認可 され、道路整 備期 を迎 え る こ とに な
る。 常滑 以南 の 県道 (現 国道 )整 備 は、 次頁
の 表 の よ うに大 正 末期 か ら急速 に進 め られ た。
大 谷 地 区 の 改修新設 工 事 は、 3期 にわ た って
行 われて い る。
図6

6

■25000地 形図 (大 正 9年 測図)

表

区

認定等年月 日
大 9,41
大 15721

県道常滑豊浜線 の認定 と変更の経過
間 (変 更前 ⇒ 変更後 )苅 屋 〜小野浦関係分

西浦・内海経 由
(記 載 な し)

昭 838

(浦 )西 川75〜 (内 )中 浜田25‑1
(大)芦 狭 間 9〜 (大 )担 ボ70‑2

昭 8.3.3

(奥 )御 茶銭 105‑1〜 (浦 )ニ

昭 6.10.2

⇒ (苅 )前 田 7‑6〜 (大)鴨 129
⇒ (浦 )岩 成35‑1〜 (内 )中 浜田251
⇒ (大 )芦 狭 間 3‑4〜 (大 )道 向118‑1

昭 973

ツ廻54‑2⇒ (奥 )御 茶銭 1051〜 (浦 )岩 成351
⇒ (大 )道 向66〜 1/1ヽ )堀 切 1‑3
(大 )道 向1142〜 (上 )梶 田261
⇒ (小 )堀 切 2‑1〜 (上 )天 神前 1‑4
1‑2
2‑1〜
神前
切
(上
)天
(小 )堀

昭 9106

(上 )越 智 8‑5〜 (奥 )田 原谷 18‑1

昭 9.6.19

⇒ (上 )越 智 3‑2〜 (奥 )御 茶銭 105‑2

愛知県半田土木 (現 知多建設)事 務所 「区分変更及び供用開始台帳No l(大 正 9〜 昭和49)」 より作成
・認定等 年 月 日は、変更 ・使用 開始 日を含 む
・ 区間 の (苅 )な どは、苅屋 ・大谷 ・小鈴谷 ・上野 間 ・奥 田 ・小 野浦 。内海 の略

○最初 の整備工事 は、北隣の苅屋字前田か ら信号南陵中学校南 の掘割 (① )と ⑤ 地点
を経て、大谷字鴨129(D)ま での新設工事 で、大正 15年 7月 に供用開始 となってい る。
O続 いて、芦狭間 3‑4(D地 点)か ら道向118‑1(M)間 が、昭和 8年 3月 に開通
してい る。 この 区間は、お もに住宅地 の中に道路が計画 されたため、住宅 の立 ち退 き
や庭部分 の提供 が行 われた。 この様子 は「土地宝典」 の宅地の分筆 で確 かめる ことが
で きる。なお、大谷川 にかかる中橋 (」 地点 。写 5)や 東橋 には「昭和 7年 7月 」 と
書かれてい る。
Oそ して、昭和 9年 6月 に大谷小鈴谷間の海岸道路 の改修工事 が行われてい る。 こ
の道 は字道向66(M)か らT・ Uを 結 ぶ道で あ る。
以上、県道 (現 国道)の 整備 の経過 を見たのであるが、大谷地区では大部分 が新設
の道 で、改修 (拡 張)工 事部分 は DE・ GH・ LM・ TUの 4区 間であ つた。
この県道 は、終戦以降大 きな変化 は見 られない。 し
③終戦 から現在 までの動 き
か し、南知多 を一周す る主要地方道 として重要な役割 を担 うようにな り、昭和57年 4
月 に国道247号 線 に昇格 した。 この よ うに街道 は整備 されて きたが、 自家用車 の増加
は土 日を中心 に渋滞 を招 く結果 とな り、知多西部線 (西 知多産業道路延長線)の 開通
が待たれた。 この知多西部線 は平成 11年 8月 に信号札月まで、同16年 7月 に南小鈴谷
までそれぞれ開通 してい る。
4、 小 鈴 谷 地 区 の 街 道 と そ の 変 化

(1)明 治 17年 当時の街道
次に、小鈴谷 地区の街道の復原 を行 うが、その方法や資料 は大谷 地区 と同 じである。
図 7は 「地籍図」 を縮小 して、当時 の小鈴谷村全体 の街道 を示 した ものである。 この
街道 を「土地宝典」の図で確認 して記号 で示 したのが、図 8の 街道復原図であ る。以
下、図中に示 した記号 により、明治17年 当時 の街道 を見 ることにす る。

O街 道 は、大谷 の前南景楼旅館 (A)か ら大谷 と小鈴谷 の村境 の尾根 をB地 点 まで南
下する。その後、 L(現 在 の掘割)地 点をか らMoN・ Oの 各 地点を経て、小鈴谷郵

図7 小鈴谷対の「地籍字分全図」

図8 小鈴谷地区の街道復原図
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(図 は「南部地区土地宝典」による)

便局前 (⑥ )に 出る。
○郵便局前 (写 6)か らは、現国道
を渡 って旧道に入 り、 シ ヨクブン(P)
か ら国道 との合流点 (Q)￨こ 出る。その
後 は現国道部分 を南小 鈴谷信号 (R)ま
で下 り、再 び旧道 に入 って 」地点 (写

7)を 経 て、 K地 点 か ら広 目地 区 に
入 っている。なお、 PQ間 は字梶 田 と
字夕灘 の、 QR間 は字荒子 と字堀切 の
字境 となってい る。
以上、明治 17年 当時の街道 の経路 を
まとめると、図 8の 記号 A・ BoL〜
O・ ③ ・ P〜 R・ 」・Kを 順 に結 んだ
道 である。

図9 小鈴谷村の「対絵図」

(2)江 戸後期 の街道

次に、明治 17年 当時の街道 をもとに、
図 9の 「村絵図」 に示 された江戸後期
の街道 を図 8で 確 認 した。その結果、江戸後期 の街道 は 明治 17年 当時 と大 き く異 なる
こ とが わか った。
○ まず 、南景楼 (A)か らB地 点 まで は 同 じであ るが 、 Bか らは字赤松 と北 山下 の小
字境 の尾根 を C地 点 まで南下す る。 この C地 点 は現 国道 の掘割北 で、そ こか ら前 農協
支店西 (D)を 通 り宝樹 院北 (E)に 出 る。 なお、 この DE間 は字梶 田 と字亀井戸 の小 字
境 で あ る。

Oこ の E地 点か らは、盛 田家本宅 の北 (F)か ら西 を通 り(写

8)、

G地 点 か ら急 な坂

道 を登 る。 さらに、途 中 の墓 地 を経 て丘 の上 の H地 点 に出て い る。 なお、墓 地か らH
まで は字亀井戸 とへ り地 の小字境 となって い る。

OH地 点か らは下 り坂 で、I・

」を経 て K地 点か ら広 目地 区 に入 つてい る。 なお、
この 道 一 帯 で土地 改良事業 が 行 われ たため、道が一 部直線化 された所 もあ る。 また、
HI間 は字 へ り地 と字近藤 の小字境 で あ り、I〜 K間 は字近藤 と字行 田、字堀 切 と広
目地 区 の 字境 となって い る。
以上 、江戸後期 の 街道 の経路 をま とめ る と、図 8の A〜 Kを 結 んだ道 で あ る。

(3)そ の後 の街道 の変化
明治 17年 以 降 の 変化 を、大正期 まで ・終戦 まで 。現在 まで
した い 。

①大正期 までの動 き
開通 の二つがある。

O図 8の L地 点 は、大谷

の 3区 分 で見 る こ とに

この間の動 きとして、小学校へ の掘割 の開通 と海岸道路 の
(字 油田)と 小鈴谷 (字 北山下)の 境 で あ る。 この L地 点

の掘割工事 によつて、 S・ T・ L・ U・ Nを 結 ぶ道が大正 5年 前後 に開通 してい る。
9

この道 は大谷 地区で触 れたように急な坂道か らの開放 と、小鈴谷第一尋常高等小学校
の創設 により、新校舎 を大谷字井戸尻へ の建設予定 (大 正 13年 完成)に とな うもので
ある。なお、明治期 に下 って上 る道で あ った O地 点 も直線化 され、 この頃に坂道が解
消 されてい る。
○大谷小鈴谷 間 と小鈴谷坂井間を結 ぶ海岸道路 は、古老 の話や 「小鈴谷村重要道路
°
図」か ら、大正 5年 前後 に開通 してい る 。
小鈴谷地区の現国道 は、表 (大 谷地区参照)の ように
②県道 (現 国道)の 開通
大正 9年 4月 県道常滑豊浜線 として認可 され、昭和 9年 6月 に大谷字道向66か ら小鈴
谷字堀切 1‑3間 が開通 してい る。 この工事 は、海岸か ら住宅地の中を斜め横断の道
路新設 で、集落 の景観 を一変す るものであった。具体的には、海岸道路 の改修、⑤ 地
点 の掘割、◎⑥ Q間 の住宅移転、 QR間 の掘割拡張な どの大工事 であ った。 この時、
多 くの偉人を輩出 した鈴渓義塾跡 の敷地内 (DE間 東狽1・ 写 9)に 道路が計画 され、
の
建物が移転 してい る 。
大谷 地区でふれたが、小鈴谷地区の関係分 を再掲 し
③終戦 から現在 までの動 き
てお きたい。 この間の動 きは、昭和57年 4月 県道 の国道247号 線へ の昇格 と、平成16
年 7月 の知多西部線札月〜南小鈴谷間の開通 である。なお、先 にふれた小鈴谷 と坂井
を結 ぶ海岸道路 は、昭和25年 に県道小鈴谷河和線 となっている。
5、 広 目地 区 の 街 道 と そ の 変 化

(1)明 治 17年 当時の街道
図10は 「地籍図」 を縮小 して、当時の広 目村全体 の街道 を示 した ものである。 この
「地籍図」上の街道 を「土地宝典」の図で確認 して、記号 で示 したのが図11の 街道復原
図であ る。以下、図中に示 した記号 によ り、明治17年 当時 の街道 を見 る ことにす る。

OA地 点 で小鈴谷地区か ら広 目地区に入 る。 この A地 点 は皿井建築西 で、小鈴谷字
堀切 ・字行 田 と広 目字京田の字境 となってい る。 ここか ら現国道沿 いの B地 点 (NT
T西 日本小鈴谷電話交換所南)に 出て、 C地 点 まで現国道内を南下 してい る。
OC地 点か らは現国道 を離れ、知多農協 ふれあい支店 (D地 点)す ぐ西下 の水 田 との
間を通 って E地 点 (写 10)に 出る。 ここか らは、東 に木 々の丘が迫る現国道内 を経 て F
地点に至 る。なお、 B地 点か らF地 点 までは、字京田と字徳上の小字境 となってい る。
OF地 点か らの街道は、現国道 を離れて集落入 り口北の住宅沿 い を通って、 G地 点
(前 農協広 目支店西・写 11)か ら橋 (H地 点)を 渡 る。 ここか らは、川沿 い (左 岸 )を
経 て I・ 」を通 り、 Kか ら坂井地区に入 っている。なお、I地 点 の北 は現在地区消防
団の詰所、南 は農業集落排水処理場 となってい る。
以上、明治17年 当時 の街道 の経路 は、図11の 記号 A〜 Kを 順 に結 んだ道である。
(2)江 戸後期 の街道
次に、明治17年 当時 の街道 をもとに、図12の 「村絵図」に示 された江戸後期 の街道
を図11で 確認 した。結果は、江戸後期の街道は先の明治17年 当時の街道 と同 じ経路 で
あ った。
10

￨

ヽ‐

野を
/fヽ

章

￨=燕

￨

ゞ ミ
・ い｀
i

鵞
く
Ⅲ
ミ
器・澪
ヤ
広 目村 の 勝寸絵図」

￨̀歳

̀ぶ

図 12

「地籍字分全図」
図10 広目村の

「土地宝典」
による
図11 広目地区の街道復原図(図 は
)

(3)そ の後 の街 道 の 変化
明治 17年 以 降 の 変化 を大 正期 まで ・終戦 ま
で 。現在 まで の 3区 分 で 見 る こ とにす る。

この間の動 きとし
①大正期 までの動 き
て、図11か ら広 日入 り口での街道 の直線化 が
見 られる。 これ を記号で示す と、 G〜 Kの 道
が G・ I・ Kを 結 ぶ新設 の道 となってい る。次
に、その時期 を地図などで確認 したい。
○図13は 明治23年 測図の 2万 分 の 1地 形図
であるが、変化 は見 られない。 また、図14の
「小鈴谷村重要道路図」 (大 正 2年 )に お いて
も同様 に変化 は見 られない。
○図15は 大正 9年 測図の 2万 5千 分 の 1地
形図で ある。 この図か ら、街道は直線化 され
たことが読 み取れる。 このことか ら、街道の
直線化工事 は、大正 5年 前後 に行われた と思
われる。
② 県道 (現 国道)の 開通 広 目地区の現国道
は、大谷 ・小鈴谷地区でふれたように大正 9

図 13

1:20000地 形図 (明 治23年 測図)

年 4月 (表 参照 )に 県道
常滑 豊浜線 と して認可 さ
れて い る。 そ の後 、小 鈴

1‑3か ら上野
間字 天 神前 1‑4(現 美

谷 字堀 切

浜 町 )間 の 改 4妖 新 設 工 事
が行 われ 、昭和 9年 7月
に 開通 して い る。 これ を
記号 で示 す と、現南小 鈴

谷信号 ・⑥ ・BoC・ E・
F。 」・ Kの 各地点 を結
ぶ道 となる。
③終戦 か ら現在 までの
動き
終戦以降、広 目
回14「 鈴谷村重要遭路図1に よる
広目
地区
1ヽ

図15 1:25000地 形図 (大 正9年 測図)

地区内の街道 の変化 は見
られない。ただ、昭和 57

年 4月 に県 道が 国道 に昇格 して い る。 平成 に入 って か ら、坂 井地 区境 で土地 改良事 業
に よる耕 地整 理 ・稲 早川 の 流路 変更 ・現 国道 の移動 な どの工 事 が 行 われて い るが、 次
の坂井 地 区 でふ れ る こ とにす る。
6、 坂 井 地 区 の 街 道 と そ の 変 化

(1)明 治 17年 当時 の街道
図16は 「地籍図」 を縮小 して、 当時 の坂井村全体 の街道 を示 した ものである。 この

図16 坂井村の「地籍字分全図」
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図17 坂井地区の街道復原図

(図 は「土地宝典」による)

「地籍図」上の街道 を「土地宝典」の図で確認 して、記号で示 したのが 図17の 街道復原
図で ある。以下、図中に示 した記号 により、明治 17年 当時の街道 を見 る ことにする。
OA地 点 で広 目地区か ら坂井地区に入 る。 ここか らB地 点 の現 公営角田住宅 (前 ガヽ
鈴谷 中学校 )下 に着 く。 そ の後 は、 アの
道か ら C地 点 (写 12)を 経 て、 現 国道沿
い の D地 点 に出 る。 Dか らはイの道か ら

E地 点 を経 て F地 点 に着 く。 なお、 AB
間 の 道 は土 地改 良事 業 の ため消失 して い
る。 また、 BF間 は、 字梅狭 間 と字平井
の字境 を通 って い る。

OF地 点 か らは坂井信号 の G地 点 を経
て、 H・ Iの 細 い 道 (写 13)を 通 って 」
に着 く。 」か らは ウの道 を通 りKへ 、 そ
して L地 点 か ら工 の 道 を経 て、 M地 点か
ら現 美浜 町上野 間地 区 に入 って い る。 な
お、 この H地 点 か らM地 点 の 道 は、 い ず
れ も小 字境 を通 ってい る。
以上 、 明治 17年 当時 の街 道 の経路 をま
とめ る と、 図 17の 記号 A〜 Lを 順 に結 ん
だ道 で あ る。 なお 、 BC・ DE・ 」K・
LMの 各 間 はア〜工 の道経 由で あ る。

図18 坂井村の「村絵図」
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(2)江 戸後期 の街 道
次 に、 明治 17年 当時 の 街 道 を もとに、図 18の 「村絵 図」 に示 され た江戸後期 の街道
を図 17で 確 認 した。 そ の 結果 、江戸 後期 の街道 は先 の 明治 17年 当時 の街 道 と同 じ経路
で あ った。

(3)そ の後 の街 道 の 変化
明治 17年 以 降 を、 大正期 まで ・終戦 まで 。現在 まで の 3区 分 で 見 るこ とにす る。

この間の変化は 4か 所 で見 られ、その時期 と場所 は次の通
①大正期 までの動 き
りである。
○大正 2年 の「小鈴谷村重要道路図」 で、図17に 示 した LM間 の工の道が Lと Mを
直接結 ぶ道 となっている。 このことか ら、工 の道は明治期 に直線化 された ことが確認
で きる。
○図15の 大正 9年 測図の地形図で、他 のア〜 ウの道が直線化 された ことが確認 で き
る。 このこ とか ら、 BC,DE・

」Kを 直接結 ぶ道 の工事 は大正 5年 前後 に行われた
と思われる。
この ほか、坂井小 鈴谷 間の海岸道路 は、大正 5年 前後 に開通 してい る (小 鈴谷地区

参照)。
②県道 (現 国道)の 開通
坂井地区の現国道 は、表 (大 谷地区に掲載)や 広 目地
区でふれたよ うに、改4参 新設工事 によ り昭和 9年 7月 に開通 してい る。新設区間は、
図17に 示 した記号 AD間 (① の道)と GI間 (◎ の道)で ある。他の所では拡張工事
が行 われている。当時の県道 を記号 で示す と、 A・ ④ ・D〜 G・ ◎ 。I〜 Mを 直接結
んだ道である。
③終戦 から現在 までの動 き

この県道 は昭
和57年 4月 国道 に昇格 したが、昭和 9年 以後 の
50数 年 は大 きな変化 は見 られなかった。 しか し、
この地にも土地改良事業が計画 され、昭和57年
に県営総合農地開発事業が採択 された。 この事
業に よって図17の A〜 D区 間では、平成 2年 に
図19の ように稲早川 の流路変更 。国道 の移動 ・
耕地整理 などが行 われた。写 14は これを示 した
ものであるが、この付近 の景観 は大 きく変化 し
てい る。
なお、南小鈴谷信号か ら君吉 うどん店南 の橋
までは、知多西部線 の計画路線 となってい る。
知多西部線 は、現在南小鈴谷信号 まで開通 して
い るが、今後美浜町上野 間方面へ の延長工事が
予定 されてい る。
この ほか、小鈴谷 と坂井 を結 ぶ海岸道路は、
昭和25年 に県道小鈴谷河和線 となっている。
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・坂井地区境(常 滑市都市計画図による
図19 広日
)

7、

ま とめ

以上、い くつかの資料 をもとに して、常滑市大谷 〜坂井地区の常滑 (西 浦)街 道 の
復原 を試みた。 ここでは、復原 の方法 ・復原 した道筋 ・ この地区の特色 の 3観 点か ら
まとめてお きたい。
(呵

)復 原 の方法な ど

,そ の後 の変化 の 3
①復原 の時期 については、資料 の関係か ら江戸後期 。明治17年
期 に分 けた。 さらに、その後 の変化 を大正期 まで 。終戦 まで 。現在 までの 3期 で検討
し、その時期 の街道 を復原す る ことがで きた。
②江戸後期 ・明治17年 の復原 については、まず 「土地宝典」 の図を基本図 (街 復原
図)と した。次に「地籍字分全図 (地 籍図)」 で明治17年 の街道 を基本図で確認 し、 さ
らにその図をもとに「近世村絵図」 の街道 を読み取 る方法が効果的であ った。
なお、 この期 の街道 は、小 字境 を通ってい る所 が多 く見 られる。 この小字境 は、復
原 に当たっての重要な留意点 である。
③明治17年 以降の復原 については、明治23年 測図の 2万 分 の 1地 形図、大正 9年 測
図の 2万 5千 分 の 1地 形図、大正 2年 の「小鈴谷村重要道路図」が効果的であ る。

(2)復 原 した街道の道筋
地区 ごとに検討 した結果 を復原 の時期 ごとに地形図にまとめて表わす ことに した。
これが図20‑1〜 4で 、復原 の時期 は江戸後期 ・明治17年 。大正末期 。現在 とした。

(3)こ の地 区の特色
大谷 ・小鈴谷 。坂井 の 3地 区は、丘陵地が海岸 まで迫 って崖 となってい るため、海
岸 を通 る道が大正期 までで きなか った。集落間の移動 も山越 えか、千潮 の時に波打 ち
ぎわを通 るなど、全体 として不便 な地域であ った。 この地区の 4集 落 を街道の移 り変
わ りか ら特色 を見 ると、次の 2地 区に大別 で きる。
大谷 地区は苅屋 と小鈴谷 の、小鈴谷地区は大谷 と坂井 の各
①大谷・ 小鈴谷地区
大字境 は、街道が海岸沿 いの崖上 を通っていた。 しか し、その道 は狭 く急な坂道 のた
め、部分的 な改修新設工事 が行われて きた。 このため、県道 (現 国道)の 道筋 は、江
戸後期 か らの 3本 目の道筋 となってい る所 が多 い。 また、 この両地区の県道新設時 に
は、道路拡幅のため住宅 の移転工事 が行われてい る。地区にとっては大工事 であ り、
県道 に対する地区の期待や協力 の大 きさを強 く感 じる。
この地区は、街道が集落か ら離れてい るため、その大部分は
②広 目・ 坂井地区
江戸後期 ・明治期 の道 の改修 (拡 張)工 事 で対応 で き、県道 の新設 (直 線化 )工 事 の
個所 は少 なか った。
以上、確かな資料 にもとづいて、 よ り詳 しく、時期 ごとに、街道 の復原 を行 うこと
がで きた。 この報告 によって、先 の F愛 知県歴史の道調査報告書 Ⅷ』 に示 された街道
の道筋 をより確 かな ものにす ることがで きた。
最後 になったが、お世話 になった愛知県公文書館、県半田土木 (現 知多建設)事 務
所、常滑市民俗資料館 に謝意 を表 したい。
15

・各 地 区 の記号 は本文参照
。(南 か ら)は 、そ の地 点 を南 か ら

大谷 〜坂井地区
街道 の写真

撮影 した こ とを示 して い る。

＼

1

B地 点

(南 か ら)

写 3 大谷地区 ○地点

(北 から)

写

大 谷地 区

大谷地区

16

中橋

(1と

か ら)

写2

大谷地区

L地 点

(東 か ら)

写4

大谷地区

Q地 点

(北 か ら)

写 6 小鈴谷地区 ⑥地点

(北 から)

写7

写9

小鈴谷地 区

小鈴谷地区

小鈴谷地 区

」地点

DE間 東

(東 か ら)

G地 点

(北 か ら)

写 10 広 目地 区

E地 点

(F笥

か ら)

写 11 広 目地 区

G地 点

(南 か ら)

写 12 坂 井地 区

C地 点

(北 か ら)

写 13 坂井地区

I地 点

(南 か ら)

写 14 坂井地区

D地 点

(南 か ら)
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図 20‑1 江戸 後 期 の街 道
(1:20000地形図 明治23年 測図
)
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図20‑2

明治 17年 の街道

(1:20000地 形図 明治23年 測図)

図 20‑3 大正 末期 の 街 道
(1:25000地形図 大正9年測図
)

図 20‑4

現在 の 街 道 (国 道 )

(1125000地 形図 平成16年 更新など)
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(1991):『 愛知県歴史の道調査報告書 Ⅶ一常滑街道 ・師崎街道―』
この
なお、
愛知県教育委員会
報告 は街道付近 の遺跡 ・遺物の記述が主で、その経路 につい て
はよ く検討 されてい ない。
,

5)「 地籍字分全図」は「地籍図」 とも呼 ばれる。 この W地 籍図 "は W地 籍帳 Wと ともに、愛知県が
明治 17年 3月 に県内の各郡区役所 ・戸長役場 に命 じて作 らせた もの。図の縮尺 は「 曲尺 一 間五厘
ノ法」 (千 二 百分 の一)で 、原則 として一村が全 図 として一枚 に描かれて い る。閲覧 ・複写 は平
成 5年 頃か ら許可 されてい る。

6)坂 井 の歩 み と祭 り編集委員会

(2005):『 坂井 の歩み と祭 り』, 坂井の歩み と祭 り出版委員会

7)鈴 渓義塾 は後 に鈴渓高等小学校。校 門 は美浜町上野間の元大崎医院に移 築、校舎 は小 鈴谷字掘
切53の 奥村家 に移築 (一 部改造)さ れて い る。奥村 家 (現 当主は格蔵氏 )の 鬼瓦 には「義」の字
が入 っている。
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土 管 の 作 り 方
内

藤

良 弘

明治 の初め頃 よ り、昭和 30年 代 まで、手工業的に土管 の製造が行 われて きました。
明治 の中期か ら、土管は鉄道建設 。上下水道工事 ・農業用暗渠 などに爆発的にに利用
されて、陶業地 の主要生 産品で した。昭和 30年 代 になると、 自動化が進み近代的陶管
は装置産業へ と発展 しました。今 では、手作 り的な土管 の作 り方が忘 れ去 られよう と
してい ます。
ここでは鯉江方寿 によつて工業的 に生産が始め られ、その後、土管製造 に携わ った、
多 くの人や職人 さん達 の、創意 と工夫 によって行われて きた、土管 の作 り方 について
述べ ます。
1、

工 業 的 土 管 製 造 の は じめ

(1)ひ も作 り成形
常滑町史編纂会、大正 10年 発行 「鯉江方寿翁」 によれば、 p34に 寸法形状 を正 しく
作 るために、鯉江方寿 は種 々研究 の結果、
「先ず分廻 を以って粘土板 を所要経の大 きさに切 り、之 を底 として胴 を捏 ね上 げ適
当に乾燥 した時之 を倒 に して、内側か ら所定の大 きさの、 (さ しがね …針 と共 に図で
描かれてい る)形 の形箆 を当て上端 に針 を附けて適当に切断 し、外部か らも矢張 り同
じ形の箆を当てて作上 げ ることを創案 した。之に伝 って漸 く一 般 の人で も正確 に葉 を
」 また、
附ける ことが出来る様 になった。此際が木型 の必要 の起 こつた時期 で あ もる。
い ては葉形 も胴形 も何 にも無 い ばか りか、言Б
p77に 「・・・製作
分 の名前す ら無
揉幕
かった上に是 までの水 門 と違 って胴 と葉 の形が正 しくな くてはいかぬので大分苦心 を
イ、原料 は坂 井 の土 に瀬 木 の天 神 山附近 の上 を混 ず
口、 つ や を出す為 め木灰 の ア ク を塗 る

第 一回

重 ねた結果

ハ 、粘士板 を作 り分廻 しをか け所要経 の 円盤 を設 く
二 、 円盤 を基 礎 と して上 を練 り附 け る
ホ、 葉 は 内外 よ り型箆 を宛 て 形 を正 す
へ 、胴 は木型 円管 を竪 に三分 ― に した もの 、即 ち茶
合 の様 な もの を順 次 三 回宛 て 直す
卜、少 し乾 した後上下顛 倒 し円板 を切 り取 る
チ、 最 も熟練 な もので 1日 大抵 十 五 本位
り、1日 の労銀 四匁 (当 時 は一 両が六十匁 で あ った
か ら、凡 そ今 の六七 銭 に当た り其 の 当時他 の業務
の 労銀 二 匁乃至 三 匁 に比 して は多額 の 方 )」
とあ ります。 p32に
21

「 。一 倍 そ の 時注文 の土 管 は左 の 第 一 図 に示 してあ る形 を した もので、真 焼水 奏 の
如 く極 めて堅 牢 に焼成 して貰 い 度 い と云 ふ こ とで あ った。― ・処 が 当町 に於 い て従応
製作 の水 門は第 二 図 の如 き形状 を した ものであ ったか ら此点 を改 良す る こ とに して早
速 来諾 、念 々製作 に取掛 か った」
この 説 明 は、明治 5年 3月 、鯉 江 方寿 が横 浜市 の 下水 道工事用 に注 文 を受 け て、納
期 が短 か ったため に、 同業者 の柿 田喜人 、鯉江 梅 吉 の両氏 に もい くぶ んの 製作伝頼 を
して、 10月 に何 とか納入 した時 の こ とで す。検査 の結果全製 品、不合格 とな って しま
い ま した。 その原 因 は、受 け 口部分 の 形状 の不備 と寸法 の不揃 い で した。
そ こで 、苦心 の 末 に、 木型 を考案 し、製 作 の 手順 を分 割 し、誰 が作 って も同 一 品質
の上 管が製造 出来 る様 に工 夫 しま した。即 ち、工 業 的生産の始 ま りで す。
明治 6年 に、内径 九吋

ンチ、 約 23cm)長 さ二 映

ィー ト、約 60cm)と 内径 六
吋 (約 15cm)長 さ二 映 の 2種 類 の上 管 、各 一 万個 宛 て を製作 し納 入 しま した。 この 時
の こ とにつ い ての説 明 で あ りま した。
(イ

(フ

これを図示すれば、次の よ うにな ります。
イと口は説明の とお りですか ら省略
ハ

粘土板の円盤 を設 け

円盤 を基礎 と し
胴 を担 ね上 げ

葉 は内外 よ り型箆 で
形 を正 す

Ⅶ
へ
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胴 は木型 を使 って直 す

少 し乾 した後
円盤 を切取 る

(2)タ タラ成形法
小物土管 の 成形法 と して、使用 されて い た。

タタラ枠 に粘土を入れて押 し広げ、針金で余分 な土は切 つて、へ らで均 しタタ
ラを作る。
① タタラ枠
② タタラ巻きに巻き、直管の部分を成形する。

①

③
④
⑤
⑥
⑦

胴型にはめて、
立てて端型を載せ、
ひも土を巻き上げて、受け回部分を成形する。
針金で高さを切り、
受け口部分を仕上げる。

② タタラ巻きに巻き

③ 胴型に嵌め
̲/肇
才

一
̲

覧
奇

④ 立てて端滞を載せ

声

姦
⑤ ひも上を巻き

"

⑦ 受け田部分 を
仕上げる

⑥ 針金で高 さを切り

タタラを作 るの に、粘土 を積 み上 げ て、駒 を使 い 、定規 とシ ッ ピキ鉄線 で、所定 の
厚 みの タタラを作 る方 法 も工 夫 されて い ます。

① 玉土を踏み固め、鉄線を引き
上げて大きさを決める

② コマを積み長定規 を載せしっぴき
鉄線 で切 る

タタラの作 り方
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東京都汐留駅 の再開発工事 で、旧新橋駅のター ンテーブル (転 車台)部 分 の排水用
に使用 されていた土管が発掘 された ものが、平成 15年 に常滑市民俗資料館 に送 られて
来 ました。
これは明治初期の上管 と確認 されました。 この土管 は常滑村 の鯉江方寿が大量生産
した最初の上管です。明治 5年 横浜市 の下水道用 に受注 し、納期の都合で同業者 にも
協力 して もらい製作 して、10月 にやっと納入 した品物で した。
内径 15糎 (6吋 )長 さ60糎 (2映 )の 土管で焼 き上が りは真焼水甕 の如 く極 めて堅
牢 に焼成 されてお ります。
受け口部分 に水 門の名残が見 られ、検査 の結果不採用 に成 り、全部 を引 き取 り横浜、
東京両地 の陶器商 に販売 を託 して多大 の損 を出 した時の品物 の よ うで あ る。 (常 滑町
史編纂会 「鯉江方寿翁」「大正 10年 発行」 p32か ら)
土管 を観察す ると、 円筒面 の内外面 の様子か ら、 よ りこ作 りではな く、 タタラ作 り
の ようです。内径面 の長手方向に継 ぎ目の跡が残 り、長 さ 1吹 で 2本 作 りこれを継 ぎ
合 わせ 2吹 の長 さに接合 してい ます。接合跡が見受けられます。 この 円筒部分片側端
面に、 よ りこ作 りで受け口部分 を捏ね上 げて完成 させてい るようです。 この受け口部
分が水 門の形 で不合格 こなったようです。内径面に砂がついてザ ラザラになってい ま
す。
この上管の形状 と「鯉江方寿翁」の記述か ら考察 して、次の ような手川
頁で製作 され
た物 と推測 されます
①

土管の内径の巻 き型 を準備す る。型の外径 は縮み しろを見込 んで、土管 の内径寸
法 につ くる。長 さは 1駅 作業性 を良 くする様 に型には柄 をつ ける。

②

タタラ粘土板 を作 る。 これは、 タタラ枠 を利用 したか、前述 のタタラの盛 り上 を
鉄線で切 って作 ったタタラ粘土板かは判断 しに くい。

③

タタラ粘土板 の表面 に砂 を振 って型離れをよくす る。
巻 き型 にタタラ粘土板 を巻 き付 け、繁 ぎ合 わせ る。
継 ぎ目に、ひも上の粘土 を押 し込みタト
周 を木へ らで均 し整 える。

両端 を針金 で型 に副 って長 さを切 りそろえる。
⑤ 丸 さん板 に立てて置 き、巻 き型 を抜 き去 る。
⑥ 内側 の継 ぎ目に、ひも上の粘上 を押 し込み手で均 し整 える。
⑦ 2本 積み上 げて も、潰れない程度 に乾燥 させ る。繋 ぎ面に濡れ布 を巻 く。
① 2本 積 み上 げる。
継 ぎ目を外側か ら、ひも土の粘土 を押 し込み木へ らで均 し整 える。
④

⑨
⑩

内側 の継 ぎ目も、ひ も上の粘土 を押 し込み手で均 し整 える。
上端 によ り上で受け口部分 を捏ね上 げて作 る。受け田部分 をかわつ ぎで成形仕上
げす る。
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この作業 を図 に示せ ば
①② 巻 き型 と
タタラ粘土板

③

巻 き型 に タタラ
粘土板 を巻 き付 け

″
一

つ なぎ合 わせてひ も土

外周 を木 へ らで均 し
整 える

④ 両端をきりそろえ

発掘 された土管

⑤ 丸さん板 に立てて置き

③ 二本積み上げ

⑩

⑥ 巻き型を抜 く

継 ぎ目にひ も土

上端 に よ り上 で受 け回部
分 を捏 ね上 げて作 る

木 へ らで均 し

⑦ 二 本積 み上 げても、潰 れ
ない程度 に乾燥 させる

③ 内側も、ひも上の粘土

かわつ ぎで成形仕上 げする
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(3)は じめ型
吉田

弘著 「鯉 江 方寿 の生 涯」 に よれ ば 、 p140〜

(一 部省 略 )

「 ・ ― 最初、粘土板 に分廻 しを当てて寸法 をと り、必要 な円盤 を作 っていたは じめ
の部分 も、平太郎 の考 えた
「 は じめ型」によって、作業能率が うん と上が ることになっ
た。それは、必 要 な寸法 に合わせて枠 をつ けた丸 い木 の輪 をつ くる。その枠 に合 わせ
てよ りこを重ねてい き、20セ ンチほどの円筒が出来た ところで上の端 をオッタテタタ
キ (押 っ立て叩 き)と 呼ぶ板 で叩 き、端 の ない方 のは し (押 っ立て部分 )を 固めて整
える。その上 に丸 さん板 を当てが って上下 ひっ くり返 して押 っ立てる。それで、下 に
なって土管 を押 っ立ててい るは しの ことを、
「才
甲っ立て」と呼 ぶ ようになったのであ る。
(中 略)よ りこ作 りのベ テラ ン職工が 、粘土 を棒 のよ うに伸 ば したよ りこ を、腕 と肩 で
支えて作業 に入 る。 まず、 は じめ型の部分か らと りかかる。後ず さ りしなが ら、は じ
め型のまわ りを巻 き貝の ように回 って よ りこを板状 に伸 ば して巻 き上 げてい く。三、
四段巻 き上げて、20セ ンチほどの筒が出来た ところで、その上端 (押 っ立て部分)を
押 っ立て叩 きで叩 き固めて形 を整 える。その上 に丸 さん板 を当てがってひっ くり返す
と、は じめ型 をはず し、その部分が乾かない よ うに、ぬれつ ぎを当てて一工程終 りと
なる。 この最初 の一工程 を一カズ ラと呼 び、次 の工程 に と りかかるまでに、下の部分
が乾 くのを待 つ ので あ る。 それ以上積 むと、粘 上の重みで下がつぶれて しまうか らだ。
略)そ して、 このは じめの押 っ立て部分 の一 カズラを三十個 も作 る うちに半 日が終
わる。昼か らは、 きの う作 って乾燥 させてお いた―カズ ラめの部分 に、 さらによりこ
(中

を重ねてニ カズ ラめの工程 を繰 り返す。 これは、部分 ごとに分 けた流れ作業 といって
もよい もので、 この よ うに して よ りこ作 りの工程 を 4回 (四 カズ ラ)ほ ど重ねて、三
フイー ト (約 91セ ンチ)の 円筒が出来上がると、 あ とは、端作 りをして仕 上 げである。
そ こに胴型 を当ててか きがねを掛 け、内側か らこ き出 しへ らを使 って生 地 を型 に押 し
つ けるように しなが ら、余分 の上 を削 り上 げる。そ して、胴型 を当てた まま、 よ りこ
を4Lぎ 足 し、端型 をかぶせて端 の部分 を作 る。 これ ら、木型 を使 って仕 上 げ端作 りの
工程 は、特 に慎重 に行 う必要があ り、佐太郎 の ようなベ テラ ン職工 が一手 に引 き受け
るところだ。仕上 げを一定 にす ることによって、製品の規格化 をを図ろうと・・・」
この吉田氏 の説明に、少 し作業 を細か く追加 して、図で示 せば

は じめ 型

① l回 りね り上 げるごとに内外
を木 へ らで滑 らかに仕上 げる

は じめ型
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② 20cm位 で内側 か ら形 へ らで

丸 さん板 (地 板 )

押 っ立 て直 し(丸 み直 し)

所定 の高 さに切 りそろえる

内径よりやや大

⑥

はじめ型をはずし
濡れつぎを当てる
(― カズラ)

⑦

⑤ 地板 を当 てて上下

④ かわつぎで整 える

③ 押っ立て叩きで整える(槌 )

2日 日、 1カ ズ ラ
の上へ巻き上げ

をひ っ くり返す

3日 日、
(三 カズ ラ

③ 濡 れつ ぎを当 て る

)

(二 カズラ

)

ィ
ヽ

型
端

ヽ

口さ
受深

③ 4日 日、(四 カズラ)で 胴 の

長 さが出来 る。 二つ 割 りの
胴型 をはめ、掛 け金 で型 を
固定 し、内側 をこき出 しへ
らで木型 に押 し付 け胴 を整
える。

⑩

5日 日、 中心 を合 わせて

① 受け口部分 をこね上げる

端型 (羽 型 )を かぶせる
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⑫ 端の外面 を仕上 げ、羽の

高 さを切 りそろえる

⑬

型をはず して端の内外を
型へ らとかわつ ぎで仕上げる

⑭ 干 し場へ出す

干 し場 へ 出す時、大物 の上 管 では羽 がだれる
の を防 ぐため木 綿 の布 を巻 い て保 護 した

(4)木 型の確定
常滑町史編纂会「鯉江方寿翁」大正 10年 発行 によれば、木型 につい て
p34〜 「 ・・・此際が木型の必要 の起 こった時期である。時恰 も翁の指導 の下に木
型が創めて作 らるるあ り。 (詳 細 は翁 の門下、・・・久田平太郎 の條参照 )後 幾多 の改
良変遷 を経 て遂に平太郎氏 は木型 の完成 に成功 した。」
p78〜 「 ・ ― 極最初 の木型 は佐太郎氏條下に述べ た茶合様 の もの、久に発 案 され
たのが磯村吉三郎 (白 斎 の養父、樽水 出身)製 作 の松材今Jり 抜 き型であったが、土 を
入れて使 うとぢきにそった り、ゆがんだ りするので間 もな く廃れて仕舞 った。次が大
野 の桶屋某 に作 らせた桶様型 で、両 回元 に内外 よ り鉄板 を嵌め両方 よ り釘 で締 め、胴
部丈 は外部丈張 った もの、大分丈夫 な様 だが、使用の鉄板が外国綿のプ ックを締 めた
鉄板 であ ったか ら、殆 ど鍼力 の様 な もので、薩張 り役 に立たなかった。次 に上記の鉄
板 の代 わ りに木板 を半円形 に切 り抜 き口元 に嵌めて見たが、この木板 は脆弱 で役 に立
たんので大分困難 を極 めた結果、氏の方法が柔出され、遂に常滑木型 をな したのであ
る。氏 は材料 と して、柱 と槙 を用 ひた。 これ、枢 と槙 は木質が緻密で伸 び縮が少 ない
か ら型 に歪 を来たさぬか らである。殊 に平太郎氏 の改良 した点は上下に嵌め る枠 で、
丁度六図に示すが如 く三枚 の板 をはい で之 を糊で密着せ しめ、上か ら三四本 の釘 で打
ちつ けた ものである。是 を使用す る時 は決 して形 に歪 を生 ず ること も無 く、 二 尺 三尺
の大形 の物 で も容易 に且つ正確 に而か も何人で も作 り得 られる様 になった。現今使用
して居 る ものは皆此 の型で此れ以 来土管の製造は実 に進歩 をしたのであ る。」
これ を図示すれ ば
極最初 の木型茶合様 の もの
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松材繰抜型

木板 を国元 に嵌 めたもの

桶様型
両 国元 と胴 に鉄板

P78の 第 六 図
久穏字鼻Ｙデ 尊 ホ
久去

久 田平太郎考案 の木型 の枠
上 下 にはめ る枠 を 3枚 の板 をは い で、 これ を糊 で接
着 せ しめ、上 か ら三 四本 の 釘 で打 ちつ け た もので あ る。

この 木型 の製法 は常滑 で は 昭和30年 代 まで引 き継 が
れて い ま した。 そ の 後 、土管用 の 胴 型 の 木型 は新 しく
造 られて は い ませ ん。

牛

常滑 の 西浦 町樽水 字新居 の 忍蔵 木型 (中 野力松 、昭
和 7年 8月 歿63才 )で 修行 した内藤与 曽次 は、 高浜 町
で 昭和 3年 に土管 の木型屋 の 「型 良 J後 に窯業木型製
作所 を開業 しま した。昭和 8年 頃 に、木型 の枠 の 部分
を改 良 して い ます。改 良 した の は、 枠 を木材 の 2段 〜

内藤与 曽次考案 の 木型 の枠

3段 積 み に して、強度 を増 した こ とです 。 内藤与 曽次
は、 昭和 7年 に帯鋸機械 を購 入 して い ます。 この 帯鋸
機械 に よって、 木材 を円弧 に切 断す る事 が 容易 になっ
た こ とで、 この様 に枠 を補 強 して造 る こ とを可 能 に し
た ようです。
この作 業方法 を機械 の 本型 製作 法 で は、 くし型舅こよ
る製 作 法 と呼 んで い ます。
2、

くしめ付け

く し日付 け
押立 て部分

受 け口部分

受け口 ・差 し回の接着 を良 くす る 目的で く
し目が付 け られるようになったのは、明治20
年 (1887)頃 で ある。 [柿 田富造氏 「土管」
製作技法 の変遷 一近代常滑 を中心 に ‑1994]]
くし日付 けの方法 は、は じめ型 を使 っての
土管つ くりp6 では
④ の押立て部分 を整えた後で、 くしへ らを使 って、押立て部分にくしへ らを当てて、
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一 回廻 って 、 くし目をつ け る。 ぬ れ つ ぎを当 てて一 カズ ラが 終 る。
四 カズ ラが 終 って 5日 目に

⑫受け 口部分仕上 げの後、受け口部分 に くし目を付 け る。
この くし日付 けの方法 は、昭和 30年 代 までかわ りな く続けられました。

3

製 管 機 が 開 発 さ れ て か らの 上 管 の 作 り 方

(1)機 械 回クロ
直管部分が、製管機で製造 されるようにな って、胴のひ も作 りの作業 は不要 にな り
ました。胴型 と羽型 を使 っていた小物 の羽付 けは、機械 ロクロが工夫 されて、作 業 の
① ② ③

能率が よ くな りました。
作集 の手順 は
製管機 で抜 い た土 管 を、機械 ロ ク ロの 石 膏型部分 を 開 い て、
台 上 に載 せ る。
型 を閉 じ、地板 で上 か ら叩 き、少 し潰 してか ら、 ブ レーキペ グル を踏 んで 回転 さ

④

せ る。
かわつ ぎを使 って粘土 を押 し広 げなが ら、手加減 で羽 を成形する。ペ ダルを放 し
て止める。 4寸 以下の極 く小 さい物 は、最初か ら手加減 で広げて成形す る。

⑤

後 になって、受け口部分 の形状 を揃 えるために、押 し込みのゲー ジが工 夫 され ま
した。お よその形 を手 で成形 してか ら、支柱 に支え られたゲー ジ板 を押 し込 んで
寸法 通 りに仕上 げ る ことが 出来 る様 に な りま した。

図で示 せ ば

② 台上 に載 せる

① 機械 回クロ

機械 ロ ク ロ
③ ④

型 を閉 じ
かわつ ぎで仕上 げる

L

⑤ 支柱とゲージ板

土管の各 部 の 名称
受け目
棚
―i羽

,・
・

胴

尾 立て

高浜では 「葉」「端」を「刀
】(￨よ )」
「丸さん板」を「地板 (ぢ いた)」 と呼んだ
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(2)羽 型を使 つた土管作 り
土管の各部の名称 は、 これまでの記述では、引用 した文章の説明を、そのまま用い
てきたが これからは、次のように定義 し統一す る。図を参照 して ください。
「羽」・・・受け口の外側部分は、葉 とか端 とか言 われていたが「羽」
「棚」・・・受け口の差 し口に接続する部分 は「棚」
よ「月
室音Б
テイ
同」、
少
「月
同」・ ・・直獲
甲立て叩きは「槌」
「押立て」・・・差 し口部分は「押立て」 「槌」 '― ・↓
製管機 で直管が成形 されるようになってからの、土管の作 り方の作業工程 は、並 8
寸 までの小物土管 は、機械 ロクロによる羽付けが行われた。厚管や並管で も大 きい土
管 は、羽型を使 ってひも土作 りで羽付 け作業 を行 い ました。作業順序 は次のよ うです。
物 は 1人
① 製管機で切断された土管 を、地板 と共 に製管機 の昇降盤から降ろす。月ヽ
又 は 2人 の人手で降ろすが、大物では運搬車が使用 された。
② かわつ ぎで、押立て部分 を仕上 げる。 くしべ らで、 くし目をつける。
③ 地板 を当て、上下をひっ くり返す
④ 胴型 をはめる。
⑤ ひも上で羽の部分 を巻 き上げ、本のへ らで羽の内外 をなで、仕上げる。
⑥ 羽型をのせる。
⑦ 羽型に沿 つて針金で、羽の高さを切 りそろえる。
③ 羽型をはず し、かわつ ぎで、羽の部分 を仕上 げる。 くしべ らで羽の内側 に、 くし
目をつける。
⑨ 胴型 をはず し、羽に布を巻いて、羽の部分 の形が崩れるのを防ぐように して地板
にのせたまま乾燥場にうつ し、乾燥 させる。
⑩ 適当に乾燥 したところで、九み直 しをする。尾立ての内側に、丸み直 しを差込み、
槌 で内側や外側 を叩いて、九みを修正する。
ロール式製管機 は、 ロールの軸方向 と、軸に直角方向では、粘上の押 し出 し圧力に
差があ り、疎密の差がで きる。乾燥 と共 に少 し楕円に変形す る。 これを矯正 し、円形
を確 保 す るのが この作業 であ る。
この作 業 工 程 を次 に図示 す る。

① 昇降盤 から降ろす

② 押立てを仕上げ

③ 上下をひっくり返す
④ 胴型 をはめる

く し目 をつ ける
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⑤ 翔
可を巻 き上 げ
内外 を仕上 げる

⑦ 針金で高さを切 り
型をはずし

4、

⑥ 羽型 をのせ、

⑥ のひ も上で羽 を巻 き上げる作業 は
熟練 を要 し、特別の職人が担 当 して
い ました。

③、
電の 内側 を仕上 げ
⑨ 刃
羽 に布 を巻 いて干
し場 へ 出す

よ りこ作 りのベテラ ン職工が 、
粘土 を棒 のように伸 ば した よ り
こを、腕 と肩で支えて作業 には
いる。後す さ りしなが ら、羽形
の まわ りを巻 き貝の ように回っ
てよ りこを板状 に伸 ば して巻 き
上 げてい く。

ソ ケ ッ ト抜 き製 管 機

(1)ソ ケ ット抜 き製管機が、開発 されてか らの、土管作 りの作業工程 は、大体次の
ようである。作業者 は、最小 3人 が必要である。 l人 は 2階 で玉土を投入す る。1人
は製管機の運転。 もう 1人 は羽を作 る作業 をする人である。
製管機か ら土管を降ろすのは、運転す る人 と、羽を作る人です。
① 製管機の「おかま」の中ヘ ソケ ッ ト木型を挿入す るために、邪魔 になる残 ってい
る部分 の粘土 を取除 く。
② 製管機の「昇降盤に、型離れをよ くするために、布 を被せたソケット型を載せ る。
③ ブレーキ を弛め、「昇降盤を手で押 し上 げ、 ソヶッ トの案内面を中玉 の案内面 に
④ ⑤ ⑥

一 致 させ る。
ブ レー キハ ン ドル を引 い て、昇 降盤 を固定 す る。
製 管機 を駆 動 させ る。
押 し出 された粘上が、羽 の部分 を埋 め て、
「 お か ま」とソケ ッ ト型 の 台板 の 間 か ら

⑦ ③ ⑨
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粘土 が 出て きた ら、 ブ レー キ をはずす。
製管機 の ロー ルの圧力 に よって 、昇 降盤 が下 降 し、 直管部分 が抜 き出 され る。
設定 され た長 さになる と、切 断機 も下 降 し始 め る。
製管機 の駆動 を止 め、 ブ レー キ をか け る。

⑩ ⑪ ⑫
⑬ ⑭

切断機 を引いて、針金で土管を所定の長 さに切断する。
ブレーキをはず し、土管 と共に昇降盤 をさげる。
ソケ ット型 と共に、土管を降ろす。大物 の土管では、運搬車 を使 う。
次の、⑬ 〜⑬ の作業の間に、①か ら⑫ の工程 を行い、次の上管を抜 く作集 をす る。
降ろ した土管の切 り口を、かわつ ぎで仕上げ、 くしへ らで、 くし目をつ ける。
地板 を当てて、上下をひっ くり返す。小物 の上管では 2人 の人手で大物土管の時
は「 たいこ」 とか「回転機」 などが使われた。

⑮ ソケット型を取 り去 り、羽型を入れて、羽の高さを、切りそろえる。
④ 切 り口を、かわつ ぎで仕上げる。
⑫ くしへ らで、 くし目をつけ、千 し場へ出す。
⑬ 適度に乾燥 させ、上下をひっくり返し
◎ 押立ての内外径を修正する。
図示すれば、次のようである。
ソケ ッ ト抜 き製管機

鞠

①、
② 「おかま」 の中 を取 り除 き昇
降盤 に布 を被 せたツケ ッ トを載 せる

中玉

ソケット抜き製管機
「鈴木製陶所 カタログ」 より

③ ツケット型の取り付け

④③⑥ 製管機の駆動

⑦③③ 土管の成形

口金 とツケ ッ ト型 の合板
の 間 か ら粘上 がでて くる
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⑩①⑫ 土管の切断

○ 切 り国の仕上げ尾
立て部分 にくしめ

⑩ 切 り口 をかわつ
で仕上 げる

⑭ 上下をひっくり返す

① 適度の乾燥で上下
ひっくり返 し

○ 羽の高さの切 りそろえ

⑦ くし目をつける

○ 受け国の内外径を修正

仕 上 げ作 業

「鈴木製陶所カタログ」より
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羽型 の改善

(2)羽 型 の改善
ソケ ッ ト抜 きされ た、土 管 の羽 の 高
さを切 るの に、羽型 に回転 で きる針金
を取 り付 け た羽型が工 夫 され た。

たい こ

(3)た い こ
土 管 の上 下 をひっ くり返す の に、胴

型 の支点 になるように、樽 の よ うな
「たいこ」を使 った。
(4)返 し型 (格 子型)
ソケ ッ ト抜 き製管機 が 開発 されてか ら、胴 型 は、土 管 の上 下 をひつ くり返す だ け
に使 われ た。 そ こで 、安価 に出来 る様 に工夫 された のが この格 子型 で あ る。

(5)回 転器
大物土管 は重 く、人手 で持 つ には大変であ り、「た
いこ」 を使 う と、胴型が たわみ土管が変形 して しまう。
胴型 を支 えるための、帯鉄製 の 回転器が工夫 された。
格 子型

回転器

回転器

5、 真 空 式 製 管 機

昭和28年 に、半田市 の山田鉄工所 が開発 ・販売 し、その後、常滑市 のい幾世鉄工所、
高浜市 棚鍛冶関鉄工所 などの研究開発に よ り、改良が重ね られ、製管機だけでな く、
関連 の機械設備 も自動化 されました。
原料 の配合 ・混合 ・郭上の調整 ・混練 ・成形 。仕上げ ・乾燥 ・施釉 ・台車積 み ・ ト
ンネル窯 での焼成 。おろ し装置等すべ てが連続的 にまた自動的に運転 出来る様 にな り
ました。土管 の生産 は、装 置産業 で行 われる こととな りました。旧来の手作業 による
生産は、異形管や ソケ ッ ト管 の ような、いわゆる、道具物 と呼 ばれる生産数量 の少な
い土管の異形管 に限 られて しまい ました。
6、 釉 薬 に つ い て

(1)灰 釉
初期 の真焼物 (ま やけ もの、素地の芯 まで よ く焼 きしまった焼成品)土 管 は、灰釉
が施 されてい ました。明治34年 頃 よ り釉薬 にマ ンガン鉱 を混入す るようにな りま した。
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マ ンガン鉱 を混入す ることによって、低温 でガラス化 して土管 の表面 に艶がでるよう
に りました。
(2)マ ンガン釉
灰釉 は高価 だったので、安価 なマ ンガン釉が土管に施 されるようになった。マ ンガ
ン釉 は「アク」 と呼 ばれてい ました。
昭和初期頃か らのマ ンガン釉 は、粉末マ ンガンと白粉 (し ろ こ、別に磨 き砂 と呼 ば
れ、珪石)を 半 々位 に混ぜて、 トロ ミル と呼 ばれる攪拌機 に 5〜 10cmく らいの大 きさ
の石 と共 に入れ水 を加 えて回転 させ攪拌す る。 よ く混ぜ合わさった物 を 7:8位 に水
で薄めて乾燥 した土管 に塗る。マ ンガン分が多 い と黒 い色が濃 くな ります。
トロ ミルは、直径 1.5m位 、長 さ 2m位 の大 きさで、 ドラム缶状 の 円筒 の 中心 に軸
が取 り付 け られてお り、円筒 の外周 に出 し入れ口がある。軸 を水平 に取 り付 け、円筒
の片側端面 に取 り付 け られた歯車やプー リーでゆっ くり回転 させ る攪拌機 です。
作業 の方法 としては、本の桶 (ア ク桶 とかアク舟 と呼 ばれた)に アクを入れる。ア
ク舟の大 きさは、長 さ1.5m、 幅 lm、 深 さ30cm位 で小物土管 は両 手 で持 って、アク
の中に浸 して取 り出 し、傾けて水切 りを して乾燥 させ る。土管 の乾燥状態 によって、
水 の量 を調節 します。即 ち、良 く乾 いた ものでは、水分 の吸収が多 いので、水 を多 く
し薄める。逆 にあま り乾燥が充分 でない時 は、水 を少な くし濃 くす る。濃過 ぎる と、
土管表面か らたれて、波模様が で きて しまい ます。大物 の上管 では、手拭 い をアクに
浸 しこれを上管に塗 ります。

(3)食 塩釉
明治25年 以前 に、食塩釉の技術 はわが 国に導入 されていた物 であ るが、明治34年 常
滑 の石炭窯 で食塩釉が試 され、 これが成功 して広 く利用 されるようになった。
その方法 は、釉薬 を掛 けずに窯入れ し、焼成す る。窯内が最高温 に達 した ときに、
焚 き口 よ り食塩 (岩 塩 )を 投入す る。そのソー ダ分が土管 の成分 のケイ酸塩 と化合 し
て、土管 の表面 にガ ラス状態 の皮膜 を作 る。 これが食塩釉であ ります。1200℃ 以上
の高温 で焼成 しなければならないので、鉄道用や下水用の強度 を必要 とす る厚 い陶管
は、食塩釉が施 されました。
お わ りに
高浜 の上管屋 さんは、陶弘社が明治18年 に常滑か ら、土管坂の丘陵地に登 り窯 を築
いて、真焼 土管 を製造 したのが始 ま りで した。明治末か大正初期 には、平地窯 での上
管 の生産が盛 んに行 われました。真空製管機が普及 し、土管 の手工業的生 産 は機械 に
かわ られて しまい ました。平成 16年 3月 、向森組陶管製造所が会社 の解散登記 をされ
て、高浜 の上管 の生産 は終焉 を迎 えました。
多 くの職人 さん達が土管の手工業的生 産に携わ ったわけですが、昭和30年 代 に中心
的に生産をなされていた人達 も、50年 の歳月を経て80才 を越 えられ、 また、散 り散 り
とな り、行方 の分か らない人、亡 くな られた人、存命 で も記憶が定かでない な どと
なって しまい ました。「土管 の作 り方」に就 いて知 る人が少 な く、若 い人は「 よ りこ作
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、作業方法 も工場や人に￨よ って、得意な方法があり細部
リー
く―
■の生産の1経 験などは漆―
に就いては、1異なつた方法、順序で生産された例ヽあるようです。
いたち.調 査を
平成124に「 高浜の上管屋さんJの タイ トルで、記録を残そうと思―
が分かりました。そ
始めてみて、土管の作 り方に就いて知らなかったことが多いこと―
こで調べたことをひとまず「 上管の作 り方Jと して纏めましたo
良俗餐翔鱚か ら―
紀要に発表してはとのお話があり、折角の機会ですので不十分を顧
―
みず原帝を上梓した次第ですも1不 備についてはご指舗いただき、
「 高浜の1土管屋さんJ
の原稿に反映したいと思いますのでよろしくご指導お願い します。
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近代土管製造体験記
藤
1、

井

英

男

は じめ に

常滑 の近代土管 は、鯉江方寿等の努力 によって ヨーロ ッパ の アース ンウェア 。パ イ
プに負 けない 品質 の ものが作 られるよ うにな り、明治10年 の京都、大阪間の鉄道建設
では初 めて鉄道下 の暗渠通水用 に採用 された。以来、その品質 (強 度、寸法精度)の 良
さが認め られて、国鉄 。
私鉄 を問 わず各地 の鉄道建設 に採用 されることとな り、鯉江家
には鉄道上管の注文が殺到 した。方寿 は地元常滑 の窯屋 を指導 し、注文 の消化 に努め、
結果的に常滑の多 くの窯屋が土管生産に従事す る事 とな り、常滑 は土 管 の街 として全
国に知 られるところとなったので ある。
大正時代 には森村組 の大倉和親が伊奈初之丞、長 三郎親子 を見込 んで、伊奈製陶株
式会社 を設立 して、東洋陶器で の便器生 産 と絡 めて、日本の下水道事業 を賄 お う と言
う大構想 を打 ち立て、大型蒸気機 関に よるプレス式 の押 出 し成形機 を設置 し、大 々的
に土管 の生 産 を開始 したが、日本 での下水道事業 は遅 々 と して進 まず、やむな く昭和
12年 頃に伊奈製陶での上管生 産 は戦中の農業生 産促進策にそった農耕土管 の生 産 まで

一旦打 ち切 られた。もっ と も、この 間常滑 は、伊奈初之丞等 の考案 に よる ロール式製
管機 の特許取得お よびその技術 開示があ り、両面焚倒焔式 角窯 の普及 もあって、鉄道
建設 の流れの勢 い を引 き継 ぎなが ら戦中の農業生産促進策や戦後 の復興事業 に後押 し
されて、大倉 ・伊奈 の思惑 とは異 な りなが らも昭和50年 頃 まで盛 んに土 管 は生 産 され
街 は非常 に繁栄 したのである。
私 は常滑が非常 に盛況で あ った昭和 13年 (1938)2月 に土管屋 の三男 に生 まれ、小学
2年 生 の夏 に終戦 を迎 えた。1960年 までの就 学時代 には土 管屋 の手伝 い を した。この
時期 はい わば常滑 の上 管生 産 の盛 況期 の末期 に当たる。昭和30年 代 には周囲 では燃料
を石 炭か ら重油 に、また製 品 も土管か ら駄 鉢 な どに変更す る所 も出て きたが我が家
(社 )で はまだ石炭 で土 管 を焼 い て い た。
い ま私 は「常滑焼物散歩道案内人の会」に入って、散歩道界隈 の土留や土台 に使 われ
てい る土管や、それを焼 い た両面焚倒焔式角窯 などの説明をしなが ら案 内 してい る。
他 にも何人か の人が、それぞれに案内を してい るが両面焚倒焔式角窯 の稼動状況 を見
た事 が あ った り、実際 に焚 い た ことのある人は少 ない。まだ近 くには両面焚倒焔式角
窯 を使 って石炭 で土管 を焼 い た経験 を持 つ先輩 は何人かはい るはず だが、老齢化 も進
んでい る。私 も既 に60年 も前の事 を掘 り起 こす事 になるのだが、頁岩 (く ず)上 を主谷
原料 として、両面焚倒焔式角窯 を使 って土管生 産に従事 した経験 を書 き止めてお くベ
きであろ うと思 いついた。
2、 原 料

土管の使用原料や郭上 の「調合研究」に関わった事 はないが、以下 に先人 よ り聞 き
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取 つたことなどを書 き留 めてお く。

2‑1、 常滑

(知 多半島)の 上の特徴

常滑 の上管 の原料 は、大正時代の末に伊奈製陶で頁岩 (く ず土)を 採用す るまでは田
上が主体の調合 であ った。常滑近辺 の上は他 の陶業地 の上 よ り比較的耐火度が低 い。
即ち、低火度で焼結す ることが特徴的であ り、焼成技術 が未成熟 な時期 (中 世 〜近世 )
には有利 に働 いた。「常滑 の甕 で穀物 を保管す れば湿 らない」とい われ、堅牢であ った。
その特性 はす でに中世 の段階で発揮 され、常滑 の貯蔵具 は全 国的に流通 してい る こと
が各地 の発掘調査 で明 らかになってい る。

2‑2、 くず上 の採用 は伊奈製陶 が最初
明治以降の常滑 の上管 の杯土 は前述 の とお り田土主体 で あ つた ものを、伊奈製陶の
創設期 に伊 奈長三郎 が頁岩 (く ず土)主 体 に切 り替 えた。これが常滑全体 にも広 ま り、
土管、焼酎瓶、電績管 さらに水奏 にもくず上が使われた。

2‑3、 終戦前後 の状況
鳥土練機 )と か呼んでいた組合直営 の製
昭和20年 頃 は南 部上練機 とか北部上練機 (大 ′
土工揚が常滑 の数箇所 に在 った。また森 田粘土 とか丸安製土 とか丸健製土 とかの私設
の製土工場 も在 った。基本的な調合 は、頁岩 (く ず土)ベ ースだが、くず 山 (採 掘場)は
一定 ではな く、夫 々の製土工場 の持 ち山か ら採掘 してい たので、品質的 には製土工場
によつて幾分かの違 いが在 ったのではないか と想像 してい る。これに各製土工場で瀬
戸 の上層木節 を一部混ぜ て調整 した。一般的には並管用 の郭 土 は くず土ばか りで、厚
管用 の杯 土のほ うには木節 を10〜 200/O入 れた と聞いてい る。窯屋 は これ らの事情 を勘
案 して 自社 に合 った製土工場 を選択 し、時 には二つ以上 の製土工場 の郭 上 を混合 した
り、製品 によって使 い分 けた りし、さ らには製土工場の郭上 に合 った製法 (成 形、乾燥、
焼成な ど)を 工夫 して不土 を使 いこなす くらいの事 は したのであろう。
製土 は、一定 の硬 さに調製 した玉土 を窯屋の所定の場所 まで搬入す るまでが製土工
場 の役割 で あ った。従 って複数 の製土工場 の杯土 を混合するのは窯屋が 自分 の上練機
で行 った。
山文製陶所 の先代社長 は「山文製陶所 の南 の駐車場 になってい る所 の くず土は、下
に白粉の層が無か ったので火に強か った。常滑 中学 日校舎)付 近 の山には白粉があ る
(十

ので弱 い」と話 して くれ た。これは窯屋 の大将が採掘場別の くず土 の性質 を把握 して
いた証拠 である。

2‑4、 くず山
製土工場 の くず土採掘場 は、私が知 る限 りでは
丸安製土 …… カーマ・ホームセ ンター常滑店 は、くず土 を掘 った跡。他 にも所有 の く
ず 山はあ ったであ ろ う。
九健製土 ……多屋 の小森地区 (現 錦町、朝 日製陶や斉田炉材 の北 のセ ン トレア・ライ
ンの下辺 り)
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北部上練機 ……,多 屋 の大′
島地区 (現 常滑 ・多屋土地 区画整理事業地区内)
丸山土練機 ………多屋 の桂岩寺 の東 (現 常滑 ・多屋 土地 区画整理事業地区内)

2‑5、 製土工場 と窯屋 の関係
くず土 は常滑地区内の地表か ら数mの 所 に層状 に堆積 してい る。これが半島の北側
か ら水平方向の力 によって出来た山 (丘 陵)か ら採掘 される。従 って、一般的には くず
上の層は北側 は浅 く南 に行 くほど深 くなる。地 質年代 は非常 に新 しい時代 の堆積物 で
あるので品質的には不安定 で、採掘場所 ごとに品質 は多少 の差異があ った ようである。
尚、余談 だが、終戦 日前後 は多 くの若者が戦地 に取 られて、働 き手が な くて製土工
場が稼働 出来なか った時期 もあって、終戦間 もない頃だ った と思 うが、親 に連れ られ
て、トロ ッコを押 して多屋 の桂岩寺東 の山で くず土 を掘 出 して来て、九山土練機で土
練 りをして (人 はい なか ったが、電気 は使 えた)荷 車 に積 んで窯 まで運んだ記憶がある。

2‑6、 邦土

ず土)の 製法
くず上の採掘 は、戦前はつ るは しや鍬で掘 って人力 の トロ ッコや荷車 (箱 車)や 牛馬
車 で運んだ。昭和30年 代 に入 って機械化が進み、シ ョベ ル・カーやブル ドーザ ーなどが
活躍 し、運搬 は初期 にはオー ト三輪が、その後 はダ ンプ・ カーが採用 された。
(く

運ばれた くず土 は、山か ら採掘 した くず土 の原上 をそのまま土練機 に投入 して も、
土練機 の羽にま とわ り付 い て しまって上手 く混練出来ない とい うので、製土工場 の風
通 しの良 い土 間に広 げて乾燥 させた。土 間 は野天 の時期 には、にわか雨 に悩 まされ も
したが、後 には屋根付 きにな り、さ らにコンクリー ト敷 きとな り、シ ョベ ル・カー など
の重機 による操業が可能 になった。そ して、工場扇 による強制通風 も行 われるよ うに
なった。
乾燥 した くず土 はフレッ トで粉砕 された後、改 めて加水 され、瀬戸 の上層木節粘土
等 を加 えてバ ッグミルを通 った後、土練機で混練 した。'く ず土 をフレッ トで粉砕す る
ことは小石 を舗分 けて除去 す る効果 もあるが、原土 を良 く混合 し、均質な不土 を作 る
ためには欠かせ ない工程 であ った。適度な水分 を加 えて、手 の親指 を突立てた とき、
ようや く付 き刺 さる程度の硬 さに混練 された郭土 は土練機 のたて10cm× よこ30cm位
の口型か ら押 し出された ものを30cm位 に切断 し玉土に して、窯屋 に逗んだ。運搬 は同
様 に荷 車、牛馬車、オー ト三輪、トラック と変化 してい った。

粉
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3、 成 形

ここか らが窯屋の仕事 になるが、近代土管 の成形機 の変遷 については
技法 の変遷―近代常滑 を中心 に して』柿 田富造 1994に 詳 しい。

F「

土管 」製作

3‑1、

鯉江方寿 の鉄道上管の成形方法
柿 田に よれば、鯉江方寿 の真焼 土管 は従来 の紐 つ くりか ら型押 し成形 に変更 して寸
法精度が各段 に良 くな り、大量 の注文が入 った。そ こで方寿 は常滑 の多 くの窯屋 に土
管 を作 らせた とい う。しか し、鉄道土管 の成形法 は「型押 し成形法」とだ け記 されてお
り、具体的な用具、手順 などは述べ られてい ない。

3‑2、

ロール式上管成形機以前 に行 われてい たタタラ成形法
実際 の作業 の状況は見 た事 はない のだが、父か ら聞 いた話 では祖父達 は「 円筒 を縦
に割 った形 の木製 の外型 の内面 に所定 の厚 みのタタラを打 ちつ けて作 った半 円筒 を二
つつ な ぎ合 わせて土管 を作 った」とい う。端付 けは別作業 のようであ つた。電気 (動 力 )
が引け るようにな り、土管機が一般 に普及す るまではタタラ成形 (手 作 り)イ よ広 く行 わ
れてい た ようで あ る。

3‑3、

押出 し土管成形器 の種類 (プ レス、ス ク リュー、回―ル)
近代 土管 の成形 に用 い られた成形機 の 方式 は、粘 土 を口型 に向かって押 す 方式 に

よって 3種 類 に分 け られる。
プ レス式
水鉄砲方式 で、丈夫な円筒 の一 方 の断面 に円筒 よ りはやや小 さめの口型 を取 り付
け、円筒内に粘 土 を満た した後、円盤で粘土 を押 して口型か ら押出 して所定 の形状
を得 る。円盤で粘土 を口型近 くまで押 し出 し切 ると、操作 を一旦止めて円盤 を戻 し、
あ らためて円筒内に粘土 を満た し操作 を繰 り返す。い わゆるバ ッチ式 で あ る。
ス クリュー式
同様 に文夫 な円筒 の一方 の断面 に口型 を取 り付 け、ス クリューで粘 土 を押 す。
ロール式
同 じく円筒の口型 とは反対狽1に 円筒 と直角方向 に軸 を持つ 同形 の 2つ の ロー ラー
をロー ラーのタト
周面が10〜 15mmの す き間をあけて平行 に並べ 、互 い に内狽1に 向けて
回転 させ る。ロー ラか ら粘 土 を食 い込 ませ、そ の力 で口型か ら押 出す。ロー ル式 は
円筒 は短 い方が良い ようである。
いずれの方式 も口型か らは緻密で均質な粘上が押出される ように口型 の周辺 での粘
土の流れ方にはい ろい ろな工 夫が成 されてい る。
上記 3つ の方式 の内、最終的 には常滑 では ロー ル式が普及 した。海外 では 3つ の方
式 の成形機 は、19世 紀中頃のほぼ同時期 に別 々に考柔 され、実用化 された よ うで あ る。
日本では明治37年 頃に最初 のプレス式が輸入 されたが、長 くは使 われ無 か った よう
で あ る。伊奈初之丞 は大正 2年 (1913)に 「伊奈式上管機」を発明 し、特許第24732号 を
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取得 した。このす ぐ後 に、伊奈五助 によ リロー ラー式 に改良 され、これが「高能率 で し
か も安価 」とい うことで常滑 をは じめ広 く全 国に普及 し、昭和30年 代 に幾世式真 空成
形機 (ス ク リュ ウ式上管成形機)が 導入 されるまで長 い間使 われた。
伊奈製陶 は「伊奈式上管成形機」を独 自に発明 しなが ら、大倉和親 の支援 を得 て伊 奈
製陶株式会社 を設立す るに当たってスチーブ ンソン社 のステ ームによるプレス式土管
成形機 を採用 した事 は、特別な理 由があ ったのだ ろ うが、今 となっては推測 の域 を出
ない。

3‑4、 伊奈製陶の スチ ーム によるプ レス式成形機

伊奈製陶所 (現 INAX)は 大倉和親 の支援 を得 て、大正 11年 にステー ブ ンソン社 か
らスチ ーム (蒸 気機関)￨こ よるプレス式上管成形機のプラ ン トを購入、設置 して昭和 12
年 まで土管 の生 産 を し、以後 は電績管 の生 産 を終戦 の年 まで続けた。
常滑焼物散歩道の土留 に使 われている当時 の伊奈製陶の上管 を見 るにつ け、常滑 の
上 とステーブンソン社 のプレス式土管成形機 との相性 を見 出す までの苦労が忍 ばれ る。

3‑5、 ロール式上管成形機の普及
ス クリュー式 の伊奈式上管機の特許 を大正 2年 に獲得 して、1〜 2年 後 に ロー ラー
式 に改善 されて、この上 管成形機 が 常滑 をは じめ全 国に普及 した。その理 由 は ロー
ラー式上管成形機 は「高能率で安価」と言われてい るが、加 えて、この時期常滑 に も電
気が普及 し、動力 (高 圧電気 )も 使 いやす くな ったこととあ い まって窯屋 の機械化 も進
んだ もの と思 われる。しか し、それだけの理 由だけであったのだろ うか。私 は陶業 が
発展す るの には、まず上が在 り、あ とはそ の上 に合 った成形方法、焼成方法 を考 えて
製品を作 る。そ こには常 に繰 り返 しの 中で発見 される技術が積み重ね られて今 日の設
備 と梨法が確立 されてい ると思っている。
明治36年 頃には武豊 の尾張土管棚 に蒸気機関による Clayton社 製 のピス トン式 の土
管成形機が導入 されていたのに も関わ らず、常滑 にお いては伊奈式土管機 を基礎 と し
た ロー ラー 式上管成形機 が広 く普及 した。そ の 理 由は、常滑 の上 を知 って、それ に
合 った作 り方 を熟知 した人が常滑 の土 を使 って繰 り返 し試験 をした結果か ら生 まれた
機械 だったか らではなかろ うか と想像 してい る。
それ まで に導入 された土 管成形機 は外 国製 の ものばか りで あ った。当然、外 国 の土
に合 った機械 である。日本の土、特 に常滑 の土の地質年代 は外国 (ヨ ーロ ッパ )の 土 に
比べ て 2桁 も3桁 も新 しい。それだけ に「 うま しの不十分な釜飯」に例えられるよ うに、
熟成が充分 ではない。成分的に も、粘土鉱物 の結晶生成度 にお い て も未熟であ る。だ
か ら採掘場所が変わると品質 (性 質)が 変 わ り易 い。
日本の粘土 とイギ リスの粘土 を比 較 してみ る。夫 々同 じ堅 さに調整 して、直径 5 mm
位 の球 を作 る。手 の親指 の腹 と人差 し指 の腹 の 間に挟 んで、大 きく捻 り潰 した と き、
両指の滑 りと言 うか、抵抗力が違 う。イギ リスの粘上 のほ うが はるかに滑 らかである。
また、粘土 の伸 びと言 うか、人差 し指の付 け根 に向 って粘土が どこまで付 くか を比較
すれ ば、イギ リスの粘上 の方が 5割 増 は長 くなる。
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こんな思 い を巡 らせてい ると、焼物散歩道 の初期 INAX土 管 のラ ミネー シ ヨンは
プレス成形機 による郭上 の押出 しス ピー ドが早過 ぎた事 が原因ではなか ろ うか と想像
される。伊奈式 の土管成形機 の押 出 しス ピー ドは常滑 の土 に合 っていたのか も知れな
しヽ
。

3‑6、 土管の端付 け
土管の「端 (は )」 とは「ソケ ツ ト」とも呼 び、施工 時に土管 を継 ぐ時 に他方 (「 オ ッタ
テ」と呼 ぶ)を 飲み込 ませ る部分 を言 う。伊奈初之丞 が大正 2年 に取得 した「伊奈式土
管機」の特許 の 内容 は、ソケ ツ トの外型 に石膏充填材 をもちい る ことにより、ソケ ツ ト
部分 の粘 土の離型 を容易 に しよう とす るものであ った。
他社 の事 は解 らないが、私 の家 では昭和30年 頃 までソケ ッ ト同時成形方式 は行 わず、
土管機ではツ ッポ (端 のない土管、端付 け工程 のために規程寸法 よ り3 cm程 長 い)だ け
を抜 いて、端付 け は専 門の職人 さんに来て もらって「端付 け」をしていた。あ る形状の
ッッポを一 窯分 土管機 で抜 い た ら、端付 け職人 さんに依頼 に行 く。電話 も未発達 の時
代 なので、職人 さんに直接伝 えなけれ ばな らない。職人 さんの家 まで 自転車 で依頼 に
「端
行 くのは我 々子供 の役 目だつた。職人 さんは 1〜 2日 後 にはや つて来 る。その間に
土 (端 を手作業 で成形す るための土)」 を用意す る。「端土」はツッポの上 と同 じ物 だが、
土管機で成形す る時 よ りは水分 を多 目に して、柔 らか くす るために土練機 で練 り直 し
て用意 してお く。窯屋 には どこで も土管機 の隣に土練機 が あ った。端付 け作業 の手順
については本誌掲載 の「土管 の作 り方」内藤良弘 に詳 しい。そ して、ソケ ツ ト同時成形
に変わってか らは作業能率が上った事 を記憶 してい る。

3‑7、 幾世式真 空成形機
私 は昭和 35年 (1960)￨こ 伊奈製陶株式会社 (現 I NttX)￨こ 入社 し、分工場 (現 常滑東
工場)に 配属 され た。その工場では湿式 による外装 タイル も生産 していた。詳 しい経過
は記憶 に無 いが、入社 当初 には半 田の山田鉄工場製 の湿式押 出 し成形機 (円 筒 を横 に
して一方 の先端 に口型 を付 けて横軸 のスクリュ ウで琢土 を水平方向に押出す方式)を
使 っていたが、これが数年後 には順次真空式 の成形機 に駅 つて変 った。スクリューで
粘土 を押す途中 に真空室 を設けて粘上 の 中の空気 を抜 き取 る事 によつて緻密な成形 品
を得 る事 が 出来、成形直後 の 品物 の強度 も上が って、扱 いやす く、焼成後 の強度 も大
きくなった。
真空式 の成形機 はタイル業 界 で一応 の実績 をあげた後 に、土管業界 に も、同様 の理
由か ら幾世鉄 工所 が作 った真 空成形機が導入 され、急速 に置 き換 え られた。幾世式真
空土管機 は水平軸 のスクリュ ウに押 されて真空室 を通 った土は垂 直軸 のスクリュ ウに
入 って下 の口型か ら押 出され るようになっていた。しか し上管その ものの需要 の衰退
が予想 以上 に早 く、幾世式上管真空成形機 の活躍 の期 間 は少 なか った。土管生産 を中
止 した工場か ら新品同様 の幾世式土管成形機が取 り外 されるのを見 た事 がある。
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4、 乾 燥

土管素地の乾燥 工程 について書かれた ものは少 ない。
しか し、乾燥 工 程 は焼成工程 の予熱工 程 とは直結 した もので、乾燥不十分 な物は予
熱工程 に負担が掛 かる。そればか りでな く予熟工程 での不良 (キ レなど)が 出やすい。
乾燥工程が充分であれば予熱工程 は楽 になる。予熱工程 の初期段 階は窯内での乾燥工
程である。

4‑1、 天 日乾燥
古 い写真では納屋 の前庭 に規則正 し く並べ て土管素地 の天 日乾燥 をす る情景 を見 る
事 が出来る。古老 か らは天 日乾燥 の途中で夕立が 来て、子供 も総 出で一 日散 に納屋 に
取 り入れた話 をよ く聞 い た。
私 の工場 で も、定かではないが、昭和25年 頃までは平屋 の納屋 の前庭 で天 日乾燥 を
して いた。納屋 を前 よ り大 きめの 2階 建 てに建 て替 え、窯場 に 3階 を張 ってか らは止
めた。

4‑2、 余熱乾燥
窯 の余熱 を利用 して、窯 の周 りに素地 を並べ て乾燥す ることは大昔か ら行 われてい
た事 であろう。しか し、本来 の「余熱乾燥」と言 える「床 上乾燥」は窯場の 2、 3階 で窯
の余熱 を利用 した乾燥法が系統的に行 われるようになるのには、それな りの経過時間
が掛か ったよ うに思 われる。
常滑 に唯一残 ってい る登 窯 (陶 栄窯)は 昭和49年 (1974)ま で使 われていた と言 う。窯
場 は建屋で覆われて い て、風雨 は凌げるよ うにな っているが、乾燥室 としての機能 を
見る事 は出来ない。乾燥 はこの窯 を使 う連中が、それぞれの工 房 で行 った とい う。
ロー ラー式上 管成形機、倒焔式角 窯が導入 された後 も、戦前 までは前述 の
「天 日乾
燥」が主流であ った。
上
「床 乾燥」が確立す るのには戦後経済が発達 し、産業 としての
上管生産の効率化が認識 されてか らであ った。倒焔式角窯が 定着 し、窯場 の建屋が大
型化 し2階 、3階 が張 られて、作 り納屋 (機 械場 )の 改築 も進み、窯場へ の運搬経路 も
上手 く工夫 して「床上乾燥」に変 った。しか し、運搬 は人力 による手押 し車 がほとんど
で、コンベ アーゃ フォー ク ・ リフ トなどが一般化す る前 に土 管 の需要 は無 くなった。
5、 施 釉

土管 の釉薬 は、窯人れ前の素地に施釉する一般的な釉 薬 と焼成時に行 う食塩釉があ
る。食塩軸 につい ては焼成工程 で述べ ることにす る。

5‑1、 釉薬調合
窯入れ前の上管素地 に施釉する釉薬は、主に登窯の時代 には、灰汁 (多 分、実際 の木
灰 を水 で溶か した物 )、 唐 土 (鉛 成分 を含 んだ土)、 シロコ (み が き砂 とも呼 ばれる当地
特有 の火山性凝灰岩)が 使 われたようである。施釉 は泥漿 を布 に含 ませて、必要な部分
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に塗 つた。
大正時代 か ら「マ ンガン釉薬」が広 く使 われ、今 で も散歩道な どに残 されてい る黒 い
釉薬 の掛か った土管や焼酎瓶 を見る事が出来る。「マ ンガン釉薬」はマ ンガン屋 と呼 ば
れる釉薬工場か ら購入す る所 もあ ったが、窯屋 で 自製す る所 もあ った。私 の工場 も昭
和30年 代 中頃までは 自製が多か った。その調合割合 は組合か ら購入 したマ ンガン鉱 を
シロコに10〜 200/0添 加 した ものであ った。要 は昔艶出 しに使 っていたシ ロコに黒色 を
付 け るために黒の着色剤 としてマ ンガン鉱 を使 った。黒色 は鋳鉄色 に通 じて、土管が
鋳鉄 の ように丈夫に見 える効果 を狙 った ものなのか もしれない。
組合 か ら購入 したマ ンガン鉱 は、す でに細か く粉砕 されてい た。前述 の通 リシ ロコ
に10〜 20%加 え、適量 の水 を加 えて、トロン・ミルで砕磨 した。焼 き上がった物 を見 て、
配合割合 を多少 は調整 したが、砕磨 の程度 はほ とん ど気 にせ ず、暇 さえあれば ミルは
回 ってい た。色 の濃 さも釉薬が薄 くて沈殿 した りして、焼成品に透けが出ない 限 りは
あま り気 に しなか った ように記憶 してい る。普通 は ミルで磨 ったマ ンガン釉 は、ミル
の下 の甕に流 し落 とし、必要量 を柄杓 で くみ出 して、桶 を担 って通んだ。私 の工場 も、
後 には釉薬屋 さんか ら購入するようになった。
私 の工場 は窯入れ品全部 にマ ンガン釉 を掛 けて焼 くことはなか った し、マ ンガン釉
を掛 けたか らとい うことで食塩 を減 らす とい うこともしてい ない。マ ンガン釉 は窯内
の、やや火 の回 りの悪 い食塩釉 の掛 りの悪 い場所 (杭 州湾 と呼 ばれた場所や入れ子 に
した製品)の 品物 に掛 け、食塩釉 の補 い とした。
伊奈製陶 は株式会社 を設立 し、スチ ーム プレスで土管生産 を始めた時か ら食塩釉 を
使 いマ ンガン釉 は使 わなかった。そ して、食塩釉 の良 さを最前線 に押 出 し、マ ンガ ン
釉 を悪者 に仕立てて宣伝 したので、マ ンガン釉 の掛か った焼 き物 はマ ンガン釉 だ けが
溶けて艶が出るが、素 地は全 くの焼 け前 で、非常 に粗悪品の ように言われる事がある。
しか し、程度 の差 はあるに して も、マ ンガン釉 の製品がそれ ほ ど粗悪 とも言 えない。
その証拠 に、今 で もマ ンガン釉 の掛か った製品が釉薬 の剥離 も無 く残 ってい る事例 は
枚挙 に暇がない。

5‑2、 施釉方法
施釉 は、素地 が 完 全 に乾燥 して白 くな ってか ら掛 け る場合 と、素地 にまだ黒味が
残 っている段階で掛 ける場合 (生 掛 け)が あ る。基本的には白 くなってか ら掛 けたが、
黒味が残 っている ものにはマ ンガン釉 をやや濃 い 目に して構 わず掛 けた。但 し、乾燥
強度が出てい ない と素地が壊 れる事があ った。
施釉 の方式 としてはデ ィッピングが主体で、運んで きたマ ンガン釉 をマ ンガン桶 に
移 して、手 の平 です くつて垂 らして見て、道度な濃度 に水で調製する。
マ ンガン桶 は、初期 には木製の蓋のない小形 の長持 の下 に足 を付 けた ようなもので
あ った。もちろん強度 を必要 とす るか ら15mmく らいの厚板 を使 い、天端 は縁取 りされ
てい た。施釉 は乾燥室内でマ ンガン桶 を時 々移動 させ なが らの作業 になるので、重 く
て大変 だった。後 には ドラム缶 を縦 に半裁 した形で、両側 に半円形 の鏡 の付 い た半円
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筒 を上 向 きに置 き、幅 20mm厚 み 7〜 8 mmの 帯鉄 で片仮名 の「 コ」の 字 を 2つ 作 り、コの
字 を上 向 きに して、半 円筒 の 両縁 の天 端 近 くで 溶接 して足 を作 る。木製 よ りは軽 くて
扱 い やす か ったが 容量 が小 さ くな り、釉 薬 の補 充 回数が増 えた。
施釉 は、マ ンガ ン桶 にマ ンガ ン釉 を満 た して、土管 の乾燥 素 地 を両 手 で横 向 きに吊
り下 げ て土 管 の 半分 くらい をマ ンガ ン釉 の 中 に浸 して、釉薬 の 中 で 勢 い 良 く回転 させ
る。4寸 (内 径 120mm)か ら尺 (内 径 300mm)は この方式 で 施釉 した。3寸 以下や 曲 り、ベ
ン ドな どは手 で持 て るだ け の本数 を一 度 にマ ンガ ン釉 に浸 した。
歳が小 さ くて力 の な い 頃 は 5寸 、6寸 で も釉 薬 の 中 で うま く回転 させ られ な くて、
桶 の底 に打 ち付 け た り、底 を擦 った り して素 地 を壊 して怒 られた事 もあ った。

大物 は、バ ケツなどに汲み出したマ ンガン釉 をタオルに含浸 させて、外面 はタオル
の先端 を両手で摘んでタオル面を広げて張 り付け、さらに引 きずるようにす る。この
操作 を素早 く繰 り返 して、むらのない ように塗る(技 術的には大変難 しい。大物の外面
は食塩が良 く掛かる部分 だったので、マンガン釉 を掛けることは少なかった)内 面 は、
タオルを長手方向にたばねるようにして端を持 って、マンガン釉 をタオルに充分に含
ませ、土管の内面を覗 き込む ようにして、タオルを振 り回して上か ら順に塗る。
施釉場 は決 まっていない。乾燥室な ど乾 いた素地がある所へ行 って施釉 をす る。
従 って施釉作業 は、冬 で も暑 く薄着で作業をした。マンガン釉 を汲 んだバ ケツを持 っ
て大物素地の間を巡 りなが らの作業は簡単に想像 して頂けると思 うが、マンガン桶 を
使 っての作業 も、時々は桶を移動 させなが ら施釉 したものである。

5‑3、 土管が トンネル窯で焼 かれた頃の釉薬
倒焔式角窯での上管生産が終焉 を迎えた後 も一部大手企業で トンネル窯での生産が
なされ、セラミック・パ イプと呼ばれた長尺土管があった。トンネル窯では食塩焼 は出
来なか ったようで、食塩釉 に色 を似せた釉薬土管であった。この時の施釉方法 は、や
は リデイッピング方式で、深い釉薬槽 に釉薬 を満 た しておいて、鉄製のパ レッ トに長
尺土管を適当数立てて並べ、パ レットごとチェーンで吊 り上 げて釉薬槽 に沈めて、す
ぐに引 き上げる。機械化、省力化 は大 きく進んだ。

火屏風 と杭州湾 (INAX窯 のある広場資料館)
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焚 き口となべ (INAX窯 のある広場資料館

)

6、

窯入 れ

熟効率的 にみて窯出 しが終わ った ら直 ぐに次 の窯入れを行 うのが普通 である。

6‑1、 窯入れ準備
寸法別 の必要素地本数、種類別 の必要焼 き道具数、かん玉土、珪砂、入れ子用 の藁 な
どをそろえる事 は全 く当然 な事である。前段階 として窯 を再使用す るに当た り不都合
箇所 の点検が必要 で ある。窯 も何 回 も使 えば傷 んで来る。使用頻度 に も依 るが経験 的
に倒焔式角窯 は大体 100回 位使 う とかな り傷 んで来 て、アーチの積み直 しを考 えねば
ならない。
回の レ
鏡 の傷 み も別に注意が必要 で鏡 の面が平滑 でな くなる。時には一個 または数イ
ンガが抜 け落ちて くることがある。レンガの緩みを見 て、早 めの修理が必要 となる。
床 レンガの動 きも気 になる。だんだん水平が取 りに くくな って来 る。砂 の熔着 もあ
るが、輪 っぱ (焼 台)な どの熔着物 は、こまめに削 り取 る ことが必要である。
火屏風 は、それ までに何 回 も改築が必要 で あ る。窯 を15〜 20回 も使 う と火屏風 と窯
壁 との接着面が離れて、火屏風が反 り返 って来る。
窯入 れには製品が くっ付 きに くくす るために珪砂 をふんだんに使 う。まず、床 に撒
く、輪 っぱを並べ て砂 を撤 く、そ の上 に 1丁 目の上管 を積 む。2丁 目を積 む時 も 1丁
目との間に砂 を撤 く。その上 も同様 に間に砂 を撤 きなが ら積み上 げて行 く。
窯 だ し後 に、床 レンガに積 もった砂 をス コ ップで掬 い取 るのだが、使 った砂 の 1割
が回収 出来るか どうかである。残 りは全部床 レンガの隙間か ら落ちて煙道 を埋 めて行
く。即 ち、窯 を使 う度 にだんだん煙道の引 きが悪 くな って来 るのである。状況 を見て
煙道掃除をす る必要 がでて くる。
煙道掃 除 は、浅 めの木箱 を縄で引 っぱって本煙道 に潜 り込 み、柄 の短 い小形 ス コ ッ
プで砂 を掬 って木箱 に積 んで何度 も外 に逗び出す。支煙道 の掃除 は、ブ リキの雨樋 の
ような もので本煙道か ら届 く範囲の砂 を取 つた。スペ ースの 関係 か ら杭州湾 (火 屏風
の間の空 間)の 奥 までは掃除は出来なか った。この作業 は狭 い煙道 の 中の仕事 だか ら
体 の小 さい子供が指名 される事が多か った。
本格的な煙道掃除 は、床 レンガを外 して行 った。床 レンガを外 して行 えば煙道掃除
は完壁 に出来るが、要 は床 レンガの張 り替 えであるか ら、時 には床 レンガの受 け台 の
部分や本煙道 のアーチ を積 み替 える事 もあ り、別な意味 で大変 で あ ったが、これ も保
全 のための定期的な作業 であった。

6‑2、 窯入れ作業
窯入れ作業 は、実際上 は窯出 し作業 に連続す る作業 で、窯出 し、窯入 れを専 門 とす
る職人集 団 (4〜 5人 )が 中心 になって作業が進んで行 く。窯屋 で段取 りが出来た ら職
人集団の親方 の所 に依頼 に行 く。職人集団は数箇所 の同業 の窯屋 を巡回 してい るの
で、日にちを 1〜 2日 変更 しなければならない事 もあ った。
窯入れ作業 は親方が窯 の中にいて手元作業者が親方 の指示 に従 って逗 び込む素地 を
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組 上 げ て 行 く。これが基本 で、後 は窯屋 の従業員 も夫 々ベ テ ラ ンと新米 が組 になって
同様 に組 上 げ て行 く。我 々子供 は後者 の新 米 と一 緒 に小 物 の素 地 を運 び込 んだ り、窯
の外 で 入 れ子 を作 った りした。入 れ子 は土 管 の 首 に藁 を巻 い て順 次小 さい 土 管 を差 し
込 んでゆ く。
当時 の上 管 は、4寸 以上 は内径 は違 って も長 さは、ほぼ約60cmで あ った 。散歩 道 に
残 ってい る土 管 を焼 い た倒焔 式角窯 の 内部 の 高 さは、どれ も土管 が 4段 積 め る高 さに
央 部 )は 4段 積 んだ上 の
空 間 には曲 り等 の役物 を詰 めた。逆 に下 り (両 端)は 4段 詰 め ない場合 は 3段 に減 ら し
なって い る。もちろん、窯 の天 丼 はア ー チ形 だか ら、中並

(中

て、空 間 には役 物 を詰 め た。杭 州湾 には本 体 とは別系統 で 3寸 、2寸 な どの小 物 を炉

壁 に立て掛 けるように入れ組み した ものである。窯内の火 (熱 )の 回 り具合、即 ち空間
のバ ラ ンス を勘案 して、いかに して 1本 で も多 く入れ組みするかである。
私 の工場 では、昭和30年 頃までは 2尺 土管が、以後は 8寸 土管が主体であった。2
尺土管 の時 は、焼 き台 の上 に端 を上 に して一段積 んだ。その 中には 5寸 か 6寸 土管 を
空で 4本 人れた。2尺 土管 は 4段 全部 をおったてを端 に差 し込む形で積み上げる。2、
3段 目はその 中に入れ子 に した 5寸 か 6寸 を 4本 人れ組み した。4段 日ともなると2
尺土管 を積 み上げるだけで も4〜 5人 掛 か りで、天丼 との隙 間か ら入れ子の 5寸 か 6
寸 を入れるのは大変な仕事 であ った。隙間の少ない ところは中入れ無 しの 4寸 か 5寸
または 6寸 を入れ くみす るか、時には中の入れ組みは何 も無 しとい う事 もあ った。

8寸 土管の時は、昭和30年 代 に片 岡陶楽氏 の陶彫作品を窯入れ した記録写真が出て
きた。それ らの何枚か を見比べ ると 8寸 での入れ組み状況が良 く解 る。l段 目は高 さ
が10cm位 の輪 っぱ (焼 台)の 上 に端 を上 に して載せて並べ る。中入れは 6寸 か 4寸 を空
で入れる。2段 目はあ らか じめ 8寸 に 6寸 、4寸 、3寸 を入れ子 に した もの を 1段 目
に差 し込む形で積 む。2段 目の端 の上 に 8寸 の丸 パ ンを載せ、その上 に丸パ ン 3枚 に
またがるように 8寸 パ ンを、貫 玉で水平 を加減 しなが ら並べ 、3段 目は 2段 目と同様
に入れ子 に した 8寸 土管 を、端 を下 に して積 んだ。窯 の外 で 8寸 の入れ子 を作 って、
端 を前 に して肩 に担 いで窯内に運 び込み、そのまま踏み台に登 って 3段 目の入れ子 を

鶏観燿墨覇攀
．
攀奪機蔭碑
錦
犬 山針綱神社 の天馬入 れ組
み状況
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藤井家の窯

量産体制の入れ組み「鈴木製
陶所カタログ」より

丸パ ン

担 ぎ上げ、倒れ込 むように して窯積みす る ことが出来るようにな ったの は高等学校 の
上級 生 になってか らの ことだつた と記 ′
臆 してい る。とにか く重か った。4段 目は 3段
目の 8寸 のおったてに 6寸 パ ンを載せ、下 りはその まま曲 りな どの役物 を積 んだ。中
並 は 6寸 パ ンの上 に貫 玉 をか って水平 を加減 しなが ら角パ ンを敷 いて 4寸 土管 (入 れ
子 だったか も知れない)を 端 を下 に して積 んだ。さらに天端 に余裕があれ ば 曲 りな ど
をのせた。2尺 土 管 の 時 も 8寸 土 管 の時 も、が わ (入 れ組時、外面 と して見渡 せ る部
分 )は マ ンガン釉 は掛 けず、食塩釉 とし、中入れ (入 れ子)￨こ はマ ンガン釉 を掛 けたもの
を入れた。杭州湾 にはマ ンガ ン釉 を掛 けた 3寸 や 2寸 などの小物 を独立 して 2段 程度
積 んだ。
最後 に、のぞ き穴か らか ぎ棒 で取 り出 し易 い位置に色見 を置 い て窯詰 めが終 わると、
天丼の 目玉にはパ ンな どで蓋 をす る。観音様 (窯 の鏡 の部分 にある窓)や 出 し入れ口に
はダンマ を積 む、出 し入 れ口を塞 ぐ途中で、床 レンガか ら lmく らいの 高 さの位置 に
温度計 を差 し込むための、一 方 の先端 が塞がれたシャモ ッ ト質 の耐火物 で出来 た中空
の 円筒 (外 径約 150cm、 内径約 5 cm)を 口元か ら奥 に向かって水平 にセ ッ トす る。温度計
を差 し込 んで、口元の隙間には粘上 を詰 める。積 み上げたダ ンマの隙間 にはレ ンガの
破片 などを詰めて さらに土 を打 ち付 けて塞 ぐ。のぞ き穴 もレンガを差 し込み、土 を打
つ。焚 口の鍋や灰 出口の鉄板 の縁 に打 ち付 けてあつた土 を回収 し、鉄板 は外す。

6‑3、 窯
常滑 の近代 土管は登窯で真焼 の硬 質土管 を作 り上 げた事 に始 まる。焼物散歩道 の上
管坂 の北面 の土管や登窯 の北西角 の上台 の「金島山」印のあ る土管 など、明治 の初め頃
に登 窯 で焼 かれた土管は直径が50cm程 もあ り、厚 み も5〜 6 cm以 上 もあ るような重厚
な もので、多分 二 人 で棒 で になったのだ と思 うが、登窯 の坂 を担 ぎ上 げ た苦労 は、今
では想像 もつ かない。土 は田土 だ と思われるが、その他 の技術 につい て も知 るすべ も
無 くなって きてい る。
ここでは終戦前後 の事柄 が中心である。その頃の窯 は平地窯 で倒焔式角窯 であ った。
明治34年 に、常滑陶器 同業組合 の事業 の一環 として、飛鳥井孝太郎 の指導 で、常滑 町
立陶器学校長 の横井惣太郎 が設計 した両面焚倒焔式角窯が全 国に先騒 け て作 られ、実
際には明治40年 代以後 になって広 く使 われるようになった とい う。燃料 が薪か ら石炭
に代 わった事 は大 きな改革 で あ った と思われる。倒焔式角窯 が普 及 してゆ く過程 で多
くの研究、改善が成 されたであろ う事 は想像 に難 くないが、窯 の高 さが、土 管 を 4段
(焼 酎瓶 は 7段 )積 む高 さにな った理 由 はどの よ うな もので あ ったのだろ うか。
7、 窯 焚 き

7‑1、

燃焼 と焼成
今 では焼物 の燃料 は多岐 に亘 る。終戦前後 の常滑 では石炭が主体 で一 部 で薪が焚か
れていた。そ して、昭和30年 代 に入 って順次石炭が重油に代 わつて行 った。
「空気 (酸 素 )」 、「熱」である。防火演習 で は「 3つ の内
燃焼 の 3要 素 は、「可燃物」、
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の 1つ で も取 り除けば火事 は消 える」と教 わる。焼成 は燃焼 によ り発生 す る熱 をバ ラ
ンス良 く利用 して芥土に所定 の熱反応 を起 こさせ る行為 である。
薪や石えが燃 える様子 を観察す る と、炎 は薪や石炭 の表面か らゆ らゆ らと立 ち登 っ
てい ることが解 る。薪や石炭 の よ うな団体燃料 は加熱 されると表面 か ら可燃 ガスが発
生 し、その ガスが燃 えるので ある。従 って薪や石炭 は細 か くして、表面積 を大 き くす
ると早 く燃 える。石炭は「あぶ り」の初期 には塊炭 を使 い「せめ」には粉炭 を使 ったの
は、その特性 を うま く利用 した もの と言 える。
焼物 の焼 き方 に酸化炎焼成 と還元炎焼成が ある。解説書 などによれば「酸化 炎焼成
は完全燃焼 ガスで焼成 を行 い、還元炎焼成 は不完全燃焼 ガスで焼成 を行 う」とい うが、
実際 には焼成工程 の最終段階が酸化か、還元かで決 まる事 であ り、途中はあ ま り関係
ない事 である。
常滑 の上管や焼酎瓶、電績管 な ど多 くは酸化炎焼成であった。当然「せめ」で多 めの
石炭 を一気 に投入 した時や食塩 を焚 い た時な どは窯内 は還元状態 になってい る と思わ
れるが、焚 き上が って火 を切 った後 も数時 間 はダンパ ー は開けて窯内のガス を入れ替
える事 によって酸化 の状態 を作 ったので ある。

7‑2、

火入れ準備
窯入れの進行状 況 を見なが ら火入れの準備 をす る。時にはロス トル を全 部外 して焚
回の内部 の石炭灰の付着 を削 り落 として掃 除する。通常 は残 ってい る石 炭灰 で ロス ト
ルの上 に火床 の場所 を作 る。具体的 には ロス トル に上 部約 4〜 5分 の 1を 残 して古 い
石炭灰 を敷 き詰める。そ して、全 部 の焚 口の灰 出 し口
割木、塊炭 の順 に積 み上 げ る。

(ロ

ス トルの下)に 下か ら松 葉、

7‑3、

火入れ、あぶ り
神 主 を呼 んで きた り、お神酒 を上 げる ことまでは しなかったが、心の中で祈 りを捧
げなが ら、真新 しいマ ッチで松葉 に火 を付 けて行 く。火入れはいつ も夕暮 れ時 で あ っ
た。塊炭 に着火 した事 を確認 して家 に帰 った。寝 る前 に見回 って、塊炭が うま く、ぶす
ぶす と一 晩 で燃 え切 るように してあぶる。出 し入れ口にセ ッ トした温度計 の針 は まだ
動か ない。朝、塊炭 のお きを ロス トルの上 に上 げて火 床 を作 り、小 十能 1/Jヽ 形 ス コ ッ
プ)で 中塊炭 を少 しづつ くべ てゆ く。消 さず、燃や さずの状態か ら始 まって、時 間 と共
に焚 口の 中の明 るさは徐 々に増 し、火床 の面積 も広が って行 く。十能 も大型 に変 えて
石炭 を くべ る量 もしだい に多 くし、温度 も順次上 げなが ら翌 々 日の夕方 まで 2昼 夜半
か けて800℃ 前後 まで上 げ る。
あぶ りの一 日目までは、灰 出 し口に鉄板 を当てて、火床へ の空気 の流入 を押 さえて
石炭 をゆっ くり燃やす。三 日目には鉄板 を取 って通風 を良 くす る。「せめ」に入 る前 に
「大灰 出 し」を行 う。古 い灰 を出 し、火床 のお きも薄 くして通風 を良 くしてお く。ロス
トルの先端か らは 2次 空気が入 るよ うに した。これを「先 を落 とす」と言 った。この時
点 では ロス トル全面が真赤 な火床 になっている。
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7‑4、

せめ

「あぶ り」と「せめ」は本来連続的 な もので あ る。「せめ」に入る と窯焚 きを一 人増や
して二 人焚 きにな る。片面 を一 人づつ 受 け持 って 同時に焚 く。焚 きむ らを防 ぐために
一 回 ごとに受 け持 つ面 を交替 して焚 く。大十能 で一 度 に二杯 づつ くべ る。石炭 も一気
に燃 え、火力が上が るよ うに良質 の粉炭 に換 える。くべ た石炭が燃 え切 るの を待 ち構
えて、直 ぐに くべ る。時 々焚 口の鍋 を上 げて燃 え具合 を確認 しなが ら互 い に「い くぞ」
「 よし」と声 を掛 け合 って 同時 に、一気 に石炭 を くべ る。これをお よそ10分 お きに繰 り
返す。この時点では煙突か らは真黒 な煙が もくもくと出てい る。
「せめ」に入 って12〜 15時 間 たって900℃ 位 の 頃に煙道 の排気 ガスの流れ る音が何 が
しか変わ って聞 こえる事がある。時 には「 どどど」と言 うにぶい音が して煙突か ら少量
の火 の粉 が飛 ぶ ことがある。煙道 を排 ガスが通 り抜 け る時、ダ ンパーで絞 られ音が出
る。この現象 を「抜 けた」と言 った。要 は「すす切れ」で、あぶ りか らせ めの初期 の段階
で窯内の製品 に付着 した「すす」が徐 々 に、もしくは一部が一度 に燃えてり されるの
せ め焚 きを
で ある。この頃 は煙突 の煙 は真黒 か ら幾分灰色 に変 わる。さらに数時間は'出
続 け る。

7‑5、

塩焚 き
温度計 の指示が1000℃ (窯 内の天丼付近 では1100℃ 位 だと想像す る)近 くな ると石
炭 を くべ る間隔 を少 し長めに して、のぞ き穴か らの観察 を始める。間隔 を開け ると言
うことは石炭が燃 え切 ると言 うことで「火 を切 る」と称 した。
のぞ き穴か ら中を見 る と、煙 で先 が見 えなか った ものが透 明 にな り、下 りに入れ組
み された土管が、かげろうの様 に揺 らぐ熱気 の向 こ うにはつ きり見 えて くる。ひ と く
べ ごとに中をのぞいて火色の変化 を見 なが ら、色見 も出 して素地 の「焼 け」を見 て、マ
ンガン釉 の溶け具合 も勘案 し、塩 を焚 くタイ ミングを計 る。焼け過 ぎては「 つ くなる」
「塩時」なんて洒
(荷 重で下段 の上管が潰 れ変形す る こと)、 焼 け前 では塩が乗 らない。
落 を言 う余裕 な どは全 く無 い。まさに全知全能 を一 点に集中させての作業 で あ る。近
くに居 る者皆が雁首 をそろえて合議 の末「 よし !や れ !」 と言 うことで塩 を焚 く。この
瞬間 は「窯焚 き」の醍醐味ではある。
「塩 」は、それ まで通 りに石炭 を くべ た直後 に相方 と声掛 け合 って最初 の焚 口に も
どって十能 に一杯 づつ 、燃 えて い る石炭の上 に、広 げ るように掛 けてゆ く。これ を 2
くべ繰 り返 し、3回 目は残 った塩 を掃 き寄せて石炭 に混ぜて くべ た。塩 は幾分水分 を
含 んでい ることもあ って、火 の 中でパ チパチ と弾 き跳 ぶので急 いで焚 口の鍋 (蓋 )を 閉
める。それで も襟首か ら塩が跳 び込 んで熟 い思 い をす ることが度 々あ つた。日に跳 び
込んだ話 を聴 いた事 もある。
塩 をひとくべ焚 いた後 は、さらに間隔 を開ける。焚 き国内 (燃 焼室)の 熱 で溶 けて液
化 した塩 は順次気化す る。液化 した塩 は、いっ きに気化す るわけではな いので、全部
気化す るのには一定 の時間が掛か る。洗濯物が乾 いてゆ く時の水 の動 きと同 じである。
気化 した塩 (NaCl)は Na+イ オ ンとCL2ガ ス に分解 し、Na+イ オ ンが土管 のイ 上の
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成分 と反応 してガラス膜 併由薬膜 )を 形成す る。これが食塩釉である。ガラス膜 は素地
が焼 け前 で、素焼状態 では素地 に しみ込 んで しまって艶が出ない、いわゆる
「塩が の ら
ない」
状態 になる。素地が良 く焼締 まってい ない と見た 日にも艶が出ない。食塩釉 が艶
やかに掛か った製品 は良 く焼締 まって丈夫 な良品だ と言われる所以である。
一 方、C12ガ スは排 ガス と一緒 に煙 突か らタト
気 に排 出 される。C12ガ スの比重 は空気
よ りわずかに大 きい。煙突か ら放 出されるC12ガ ス は外気 よ り温度が高いので、天気 の
良 い 日な ら上 昇 し、拡散す る。しか し雨の 日な どは排 ガスは放出後す ぐに冷や されて
重 くな り、白い煙が下降 して くる よ うな こと もあった。

7‑6、

ならし

塩焚 きの後 も、窯 の温度が下が らない程度 に間隔 を開 けて火 を切 りなが ら数回石 炭
を くべ る。2回 ほ ど くべ ると、今 まで塩 のガスで雲海の中のよ うに何 も見 えなか った
ものが土 管 の輪郭線が見 えて くる。当然 回数 を重ねる程 にハ ッキ リ見 えて くる。この
間にも食塩釉の反応 は暫減 しなが らも続 い てい るもの と想像 される。

7‑7、

火止め
色見 を出 して、今度 は塩のの り具合 と「焼 け」を確認す る。窯内の火色 と温度計 の指
示温度 とを何度 も見比 べ、もう一 度色見 を出 して確認す る。親父 も兄貴 も、就業 時 間
中なら職人頭 も集 まって、
「最後 の一 くべ 」をやるか、や らないかを決 める。実 は、
「最
後 の一 くべ」が製 品の焼具合 を大 きく左右す る ものの よ うで、明確 な根拠があ る訳 で
はないが、後 日窯の口を開けた時 の「喜 び」と「後悔」の境 を分けるものであるよ うに、
今 で も思 っている。
村 田政雄が著書「常滑窯 ―その歴史 と民俗 ―」の 中で「火止めの時が窯焚 きの一 番 の
醍醐味 を感ず る時だ」と言 う意味 の事 を云 ってい るが、まさに実感 である。火 を止 めた
後 は、焚 口の鍋 を下 ろ し、灰 だ し口に Lの 字形 の鉄板 を当てて、ふ ちに上 を打 って空
気 の流入 を塞 ぐようにす る。ダンパ ー は上 げた ままに して帰 る。回は閉めて もど こか
らか空気 は入 って来る もの らしい。煙突 は充分熱 を持 っているので窯内のガス を ドン
ドン吸 い 出 してい る。父親 は、家 に帰 って一 眠 りしてか ら 4〜 5時 間後 にダ ンパ ー を
下ろ しに行 った。火床のお きの 中に残 ってい る溶けた食塩が大方気化 して しまうの を
待 って ダ ンパー を下ろ したのであろ う。完全酸化炎焼成 を目指 していたのか どうか は
知 らない。多分隣の窯屋 さんがそ う して い たので、うち も同 じ様 に した と言 う程 度 の
事 だ と思 ってい る。当た り前 の よ うに行 われている事 が、きちん と理 に適 ってい て感
心 す る事 もある。

7‑8、

灰出 し
石炭の灰 は、木 の灰 の よ うな具合 に嵩が減 らない。運 び込んだ石炭 の嵩 の半分 は灰
として 出 さねばな らない。一窯 で数回、一 回に箱車 に 1〜 2杯 、状況 に合 わせ て灰 出
しす る。特 に
「せめ」に入 る前 には、裏掻 きを して、ロス トルの上のお きを薄 くし、先 を
落 とした灰 を出す のだが、そんな時は灰 はまだ冷 め切 ってお らず赤味 を残 してい る。
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熱 で木製 の箱車が焦げ る事 もあ った。

7‑9、

「窯」……余談

7‑9‑1、

石炭 の代わりに木材 を燃料 に使 う
戦 中、農業増産促進計画 で湿 田の土壌改良 と潅漑用水路 に土管 を使 う とい う事 で常
滑 の窯屋 は学徒動員 まで受け入れて土管生産 に励 んだ。私 の工場 にも常滑工業学校 の
生徒が数人来 ていたことを覚 えて い る。こんな状 態 の時には石災 の支給 はされて いた
のだろ うが、終戦 になって状況が 一 変 し、石炭が入手 出来 ない事 があった。止 む な く
石炭 の代 わ りに木材 を焚 いた時期があ った。木材 は近 くに製材所 のような直径 60cmも
ある回転 の こ ぎりを設置 した所があ り、運 び込 まれた丸太 を長 さ60〜 70cm、 断面積70
cだ 位 の棒状 に製材 して もらい、焚 い た。
「あぶ り」の時 の事 は記憶 にないが「せめ」ともなれば焚 口内の温度は高 い。一 つ の焚
口に材木 を 3本 位 づつ くべ てゆ くので あるが、5か 所 くべ て帰 って くる とす で に最初
の焚 口では燃 え切 って しまってお り、またす ぐに くべ なければな らず、全 く休 む暇 も
なか ったことを覚 えてい る。この窯 が うま く焼 き上が ったのか どうか、食塩焚 きは ど
う したのかは覚えてい ない。

7‑9‑2、

品質 の悪 い石炭
これ も戦後間 もない頃の事 で あ った。極端 に悪 い石炭 で窯 を焚 いたことが あ った。
そ の時、炭坑 が どうなっていたのか、販売 ル ー トが どうなってい たのか知 らな い が、
赤土混 じりのような、赤味を帯 びた石炭が入 って きた。火力が出な くて苦労 した。
そ の後 は、い く分 かは良い石炭が人 って きて少 しは楽 にはなったが、まだ充分 では
な く、灰 の耐火度が低 く、お きが 一塊 になって裏掻 きして も灰が落ちて こない。無理
して焚 口か ら鍵棒 を突 っ込んで さば こ う とす ると、お きが一枚 になって動 く。火床が
壊 れて しま う。熱 い 中、苦労 して鍵棒 で一枚 になった ものを幾 つか に割 って、少 しづ
つ焚 口か ら引 き出 して灰 出をした ものである。
実際 には大変な作業 だったのだが、その時はそんな石炭 しか入手出来ないの で あ る
か ら、まず は窯 を焚 き上 げ る事 が 第一で あ り、必死で対応 したのである。時が過 ぎて
良 く燃 える石炭が入荷す るようになって作業が楽 になったが、その段階で初 めて以前
の大変 さが身に しみて くる。

7‑9‑3、

あぶ りの火が,肖 える
幾 つ の年 か ら窯焚 きをや らせて貰 えたのか覚 えてい ないが、小学校 の終 りの 頃 には
昼 間の あぶ り焚 きをや った。窯焚 きが出来た とか 出来なか った とかい う レベ ルの話 で
はない。私 に焚 かせておけば、そ の 間父親 は少 しで も別 な仕事が出来 るとい う期待 は
あ った ようだ。最初 にどの くらいの量 の石炭 を何分置 きに焚 くかを細 か く指示 して、
父親 は別な仕事 を していて、途中で何 回 も見 に来て何 も言わずに片焚 き (本 来 は火床
全体 に厚み を均等 に石炭 を撤かねばな らない ものを、石炭が部分的 にかためて投入 さ
れて、火床全体 の 中で一 部分 はす でに燃 え尽 きてい るのに、一部分 はまだ燃 えて い な
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い石炭が残 っている状態)を 修正 していった。これは今 だか ら言 えることであ って、当
時 の私 には父 親 がやってい る事 の意味 を充分理 解す る事 は出来なか った。ただ、曲が
りな りにも全体 の仕事が進んでゆ く事 に満足 して いたので ある。
ところが ある 日、そ の 日は父親 も忙 しか ったのか半 日近 くも見 に こなか った。私 は
父親の指示 どお り、一定 の量の石炭 を一定 の 間隔 で くべ てい た。私 にも当時か ら片焚
きを しない よ うに したい と言 う気持 ちはあ った と思 うが、気持 ちだけではどうに もな
らなか った よ うで、結果的に片焚 き状態が長 く続 い て しまった。火床の中で新 しい石
炭が供給 されない部分 があると、そ こは、お きまで燃 え尽 きて火床 に穴が開いて くる。
穴が 開けば、そ こか ら冷たい空気が入 って きて全体の温度が下がる。温度が下がれ ば、
片焚 きの、もう一方 の石炭がかたまっていてぶす ぶす燃 えて いた部分 は一層燃 えに く
くなる。火床全体 も暗 くな って くる。ようや く父親が見 に来た時 は、時間 だ け は経過
して い て も、この 間窯 の温度 はほ とん ど上 が ってい ない。お まけ に火 は消 えそ う に
なって い る。この時 の父親 は どんな思 い だったか解 らない。怒 られは したが、ぶ ん殴
られなかった し、蹴飛 ばされ もしなか った。あの窯 はいい焼上が りではなかった よ う
に記憶 してい る。

7‑9‑4、

アーチを落 とす。窯 のアーチはバ ン ドでもつ
窯 は長 く使 っているとアーチ (窯 の 甲)の クラックが段 々大 きくなって きた り、曲線
がゆがんで くる。ひ ど くなれ ば見 た 目に も怖 い位 になって くる。ある段階 で窯 の築直
しを決 断 しなければならない。築直 しだか ら、今 までの窯 を壊 さなければな らない。
この作業 の 中で非常 に印象 に残 った事件が起 こった。
当然 の事 なが ら、窯 の築直 しは大 きな費用が掛かるので、窯 は使 えるだけ使 つて工
事 は出来るだけ先延ば しに したいの は人情 であ る。今 回の窯 も良 く使 った とい う印象
はあ った。い よい よ壊す事 になって、朝 か ら兄 は大型 のペ ンチの よ うな もので 窯 の
レール とレール を結 ぶ 8番 線 のバ ン ドを一本 づつ切 っていた。私 は兄 の しぐさを下か
ら見て いた。それ まで と同 じよ うに、兄が窯 の肩 に登 って残 った最後 のバ ン ドを切 っ
た瞬間、レールは大 きく外 に押 し広 げ られて、一 瞬 に してアーチが音 をたてて崩 れ落
ち、砂塵が舞 い上がった。アーチの曲線が直線 になった分、押 し広 げられ た レール は、
崩れ落 ちた次の瞬間には押 し広 げ る力が抜 けた反動 で レールは内側 に振れる。兄 は舞
い上が る砂塵 の 中で何度 も左右 に振れ るレール に必死 にしがみついていたので あ る。
幸 い兄が居 た位 置 は窯 の角 で、そ こは部分 的 に壊 れ ず に残 ったので、びっ くりして
真 っ青 にはなった けれ ど怪我 もな く助か ったので ある。この時、私 はアーチの強 さ、
バ ン ドの重 要性 を非常 に強 く認識 した。後年、私 は INAXが「窯 のある広場・資料館」
を開設す るに当 たって、一般公開す る事 になった倒焔式角窯 のバ ン ドは全 部鉄筋 にす
るよう提案 し認め られて改良 されてい る。

7‑9‑5、

レンガこそげ
倒焔式角窯 の築直 しは、

(1)生 産品 目の変更に よ り窯 の大 きさが変わる。この場合 は煙道 を含め地下部分 も
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築直 しになる。
(2)窯 の損傷具合 に もよるが 、普通 は灰 だ し口 まで は残 して焚 き口か ら上 の部分 を、
床 の 張 り替 え も含 めて、全 部築 直す。窯 の大 きさ は変 わ らな い の だか ら修 理 と言

うべ きだが、大掛 か りな4笏 理なので「築直 し」と呼 んでい た。
修理、改修 には
(1)火 屏風 の築直 し。
(2)鏡 、壁、天丼な どの レンガの緩み乃至 は抜 け落ちの補4笏 。

(3)床 の張 り替 え。
(4)石 炭 か ら重油へ燃料 の変更 に伴 う改4笏 。
などがあ り、全部 もしくは部分的に壊 して出て きた レンガの再利用 は当然 の ことと し
て行 われた。レンガの再利用 に当たっては、レンガー丁、一丁 を点検 し、付着物 をバ チ
や トンカチ を使 ってそ ぎ落 とす。目地 モル タルは比較的簡単 に落 とせたが、食塩釉 で
溶融 した レンガ表面 をそ ぎ落 とす のには手間が掛か った。この作業 を「 レンガこそ げ」
と呼 び、学校 か ら帰 って きた子供 の格好 の仕事 であ った。
尚、そ ぎ落 とした もの も分別 して再築時 のモルタルに使 えるものは、ス コ ップです
くって、縦 どお し (飾 )に 投 げつ け るように して異物 を舗別けて再利用 した。

7‑9‑6、

地震、台風 による煙突の倒壊。
私 の記憶 にある中では東南海地震、南海地震 と伊勢湾台風 は常滑 で多 くの煙突が倒
れ大地震 と台風 では原因 としては全 く異 なるが、どち らも常滑の煙突が全部壊れたの
ではな く壊れた もの と壊れない物があった。壊れた煙 突 で怪我 をした人や亡 くなった
人があ つた と聞 いてい る。特 に、伊勢湾台風 は大学 4年 生の時であ つたので鮮明 に記
憶 に残 ってい る。私 の工場 の倒れた煙突 は窯場 の屋根 を突 き破 って、さらに窯 の 甲 に
穴 を開けて しまった。幸 い怪我人 はなかったが、修理 には多大 の時間 と費用 が掛かっ
た。私の気持 ちの 中では煙突 は天災 によって倒れる物 だ とい う認識 が強い。

窯 の レール とバ ン ド(INAX窯 のある広場資料館にて)
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7‑9‑7、

高潮 で煙道 か ら浸水 して爆発 した窯

地震で倒焔式角窯がつぶれた話 は聞かない。天丼はアーチになっていて四方か ら 8
番線 で結 ばれた レールで 囲われてい る構造 は、非常 に丈夫 な ものの よ うで ある。しか
し、伊勢湾台風 の高潮 で、行 き場 の ない雨水が溢 れて、焚 き上が って 間 もない窯 の煙
道に流れ込み、急激 に熱 っせ られ蒸発 して蒸気爆発 を起 こ して窯が吹 き飛 んだ話 を聞
いた。そ こで現場 を見 に行 った ら、焚 き口か ら上の部分はなにも残 ってい なか った。

7‑9‑8、

年間窯焚 き回数
の工
の
私
場 作業サイクルは、窯入れ 2日 、窯焚 き4日 、冷 まし10日 、窯出 し2日 とし
た ものではあるが、概 して 1サ イクル20日 で、2ヶ 月に 3サ イクル、年間15サ イクル
とした ものであ った。大体、どこの工場 も同 じ程度 であ った と思われる。 一部 の工場
では月 に 2サ イクル操業 を続 けるところ もあ ったが、相当にきつい作業 の ようで あ っ
た。48ペ ージ中央 の写真 は、入れ組みがな く月 に 2サ イクルの窯詰 であろう。

7‑9‑9、

窯屋 の火事
窯屋 は火 を扱 う。窯屋が秋葉講 を組織 し、秋葉山にお参 りす る話 は良 く聞いたが、
それで も窯屋 の火事 は時 々起 こった。火事 の原因の多 くは窯 出 しを急 いで、窯 の 出 し
入れ口の上部 のダンマを 1段 外 した時の熱の吹 き出 し具合 が予想以上であった時など
に 2階 の梁 に着火 して火事 になる事が多 かった。
窯 の 甲の 目玉 を抜 いて火事 になった話 はあま り聞かなかったが、日玉か ら屋根 まで
のブ リキの煙突 で熱 を屋外 に放出す るように していた工場 もあ った。窯屋 は火 を扱 う
とは言 え、窯 を焚 い てい る時に火事 を出す事 はほ とん ど無 い。焚 いてい る時 の窯場 の

2階 、3階 は素地 も少 な く、窯内 の熟 の多 くは煙突か ら放 出され、窯 自体 の蓄熟 も少
ない。む しろ窯周辺 は上昇気流 が起 こってお り、窯 を焚 いてい る 1階 は外気 が流入 し
て換気 されるので気持 ちが いい。そんな経験か らス トック・オ ン・ トレン トのボ トル・
キル ンの写真 を見 た時、この窯 の窯焚 きさんは、さぞか し快適 で あ っただろ うと想像
した ものである。
窯 は焚 き上が って、ダ ンパー を下ろ した時か ら窯内に熱が満 ちて、窯壁 か らの放熱
が多 くなる。この時期か ら窯出 しまでは可燃物 を近 くに置かない など、火事 に対す る
注意が必要 になる。それで も窯周辺の上昇気流 は続 い てお り、窯 にかな り近 い と思わ
れる梁 も窯壁か らの放熱だけだは着火す るような事 は無か ったようであ る。

7‑9‑10、 夏 の窯屋 の仕事
窯屋 の仕事 は概 して暑 い ものである。夏場 は大変 である。一般的にみて作 り納屋 (機
械場)の 天丼 は比較的低 く風通 しも悪 い。土管機 で抜 いた (成 形 した)素 地は一本づつ
手運 びだか ら重労働 だ。夏場 は汗 びっ しょりになる。
素地 の乾燥 は窯 の余熱利用 の床上乾燥 で、マ ンガン掛 (施 釉 )は 、その乾燥室 の 中で
黒 い汗 を流 しなが らの作 業 で ある。窯入れ準備 として、乾燥素地 を 2、 3階 か ら 1階
に下ろす作業 も同様である。

56

窯 出 しは、10日 冷 ま した と して も完全 に冷 め るわ け で もな い 。ま して夏場 は冷 め に
くい 。窯 の 口 を切 つて (開 け て)3、 4か わ (3、 4列 )出 す まで は特 に熱 い 。時 には綿

入れ半纏 を着て、タオルで回、鼻 を覆 って飛 び込むようにして入 って、天端 を 5〜 6
本下 ろして、飛 び出して くる。急いでタオルをとり、綿入れ半纏 も下 シャツも脱 ぐ。汗
で濡れるようなことは全 くない。何故か顔 も体 も真 白である。次の瞬間、どつと汗が
吹 き出 して くる。200℃ を越す ような熱 さの中では汗 は出ないのか、それ とも瞬間に
蒸発す るのか解 らないが、実 はこれが幸 いで、もし汗で濡れるような事があれば大火
傷 をす る。同様 の理 由で、部分的で も濡れたままのシャツを着て熱い窯 の中に入 る事
は禁物である。
8、 窯 出 し

3‑1、

口切 り

窯出 し作業 は高熱作業 で ある。10日 前後 の冷 まし期間を経てい るとは言 え熱 い事 に
は間違 い ないので、さらに少 しで も冷 ましたい と思 う事 は人情 で ある。そ こで窯 の 出
し入れ口のダンマの一 部 を外す。これ を窯 の口を切 ると言 う。当然、その部分 か らは
熱風が吹 き出す ので、近 くの 2階 の梁が燃 え出さない ように注意が必要で、夜半 に見
回 りした。窯屋 の火事 の多 くは、この タイ ミングで起 こる。
製品の ヒケギ レに注意 しなが ら、順次 ダ ンマ をはず して行 く。全部はず した ところ
か ら職人による窯出 し作業が始 まる。

8‑2、 窯出 し
窯出 し作業 も専 門の職人集団 を中心 に行われた。窯出 し作業 は通常 は 2日 間で行 っ
た。窯出 しは窯が冷め切 らない うち に行 う方が経済的ではあるが作業が熱 くて大変 で
ある。窯出 しが進むに したが って窯内の温度 の冷 め も早 くなる。窯内の 2〜 3割 も出
せれば窯内 の作業 も随分 と楽 にな り、2日 日と もなれば、少 しの我慢 で、ほぼ通常通
りの作業がで きる。問題 はそ こに至 までの作業 (1日 目)が 大変 であ る。
窯積 み された土管 を出す のには、当然上か ら順 に下 ろす。口元で も一番 上の品物 は
出 し入れ口より高 い位置になる。そ こには普通 は曲 りな どの役物が載 ってい る。出 し
入れ口の上部 か らは熱せ られた空気が陽炎 の ように揺 らぎなが ら流れ出てい る。そ こ
へ綿入れ半纏 を着て、タオルで顔 を覆 って潜 り込み出 して くる。2〜 3個 取 り出せれ
ば上出来である。
普通口元 は 5寸 位が 2〜 3段 積 みになっていた。それが 1〜 2行 (ひ とかわ、ふたか
わ)あ り、これを出 して一息。そんな作業 を短時間 に交替 しなが ら進めてゆ く。とにか
く熱 い作業 だが、一 回毎 に楽 にな って くるのが実感出来 るので作業が進め られるので
あ る。 作業 の都合 で、前 日に口切 りだけ しか出来なかった時 と比べ て、口元の 1〜 2
行 で も出 して一晩置 くことが出来れば翌 日の作業が随分楽であ った。
2尺 を入れ組み していた時 は中入れ した 6寸 の入れ子 を取 り出 して 5〜 6本 づつ台
車 に載せて運びだ した後、2尺 を外 して下ろす。4段 日、3段 目は上で 2人 、下で 2人
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の 4人 の作業 で、手渡 しで下 ろす。下 ろ した 2尺 は横 に倒 して もらって、手元職人や
我 々子供がゆっ くり転が して屋外 (前 庭、
「お もて」と呼 んだ)へ 出す。端 とおったてで
は円周 が違 うので、転 がせ ばお ったて側 にまが って行 く。従 って、時 々端 の側 を後 ろ
に引 つ張 って方向を修正 しなが ら転 が して出す。

8寸 を入れ組み した時は、中入れはその ままで、台車 に 3〜 4本 積 んで出す。台車
へ の積 み、下ろ しは重 くて大変 であ った。
天端 の役物や杭州湾 の小物 はどちらの場合 も台車か らこぼれ落ちない程度に満載 し
てお もてに出 した。

3‑3、 入れ子はず し
入れ子 の上管 は端 を上 に して屋外 に並 べ られた。中入れの土管 には、首 の部分 に藁
を巻 いて、焼 き上げ後 は簡単 に外せ るように してあるはず だが、真 が少 なか った り、
やや焼 け過 ぎ気味だ った りす るとくっついて しま う。それを草刈鎌 に似て鎌の部分が

5〜 6 mm厚 で約 5 cm角 の鉄製 で刃 は無 い、柄 は草刈鎌 よ りは太 目の「か ま」と呼 ぶ道具
で、鉄製 の部分 を上か ら端 と端 の 間 に差 し込 んで、て この原理で、こ じるように して
はず してゆ く。この作業 を「入れ子 をはずす」と呼 んだ。
あま りカー杯 に こ じると土管 を欠か して しま う事 がある。適度な力で外れない時に
は、無理 はせ ず にバ チで くっついた部分 を少 し欠かす ように して外 す。時 には手 のひ
らで土管の胴 を ドンと叩 くだ けではず れる もの もあるので、どの部分が どの程度 くっ
ついてい るかを見極 めて作業 をする事が肝要である。
極端 に焼 け過 ぎて しまって、どうにもはずせ ない物 もある。これは廃棄 しかない。
入れ子 のままで土留 に使 われてい る物 を焼物散歩道 の 中で見 る ことが出来る。この段
階で、明 らかな不良品 (大 割れ、つ くな り、焼 け前 など)は 仕分 け してお く。

8‑4、 土管の積み上 げ
はず した土管の内、ほぼ良品 と思われるものは大 きさ別 に分 けて適 当な段数 (大 人
の背丈程度)に 積 み上げて組合か ら検査員が来るのを待 った。

かま
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鋳掛 けの道具

5寸 、6寸 は一段 に 3本 並 べ る。各段 とも土管 の端 を左右交互 に並 べ る。2段 目は
1段 目の上 管 とは直角方向 に、やは り3本 並べ る。1段 目に 3本 の土管 を、端 を交互
に並 べ れば、一方 に端が一つ、他方 に端が二つ並 ぶ。2段 目は直角 に 1段 目の端 と端
の間に 3本 積 む。各段 とも並べ た 3本 の隙 間のない ようにその下 の段 の端 の位置 を調
整 しなが ら背 丈 くらいの高 さまで積 む。この調整が不十分 だ と途中で倒れ て くる。ま
た、奇数段、偶数段 ともに端 の位置 は同 じの方が安定 した。
4寸 、3寸 、2寸 も同 じ要領で積み上げた。但 し、各段 の本数 は、
4寸 ………… 5本
3寸 ………工 6本

2寸 ………… 8本
で積み上 げた。
2尺 は端 を上 に して並べ ておいた。時には転 が して きたままに並べ ておいてあつた。
8寸 は端 を上 に して 1段 並べがほ とんであったが、時 には 2段 目は端 を下 に して 3本
にまたが るように積 む こともあ った。

8‑5、 検査
窯出 し品を寸法別に整理 し、検査 の準備 が出来た旨を組合 に連絡す ると検査員 は 2
〜 3日 後 には来て くれ た。土管 の検査 は検査員 が片手に掌大 の上管 のか けらを持 って
検査す る土管 を叩 い て音 を聞 きなが ら検査す る。い わゆる打音検査 で あ る。寸法 な ど
形状 については重要視 しなか ったように見 えた。
2尺 や 8寸 は並べ てあ る物 を検査員が少 しづつ位置 を変 えなが ら叩いて検査 して行
く。6寸 以下 は積 み上げてある ものを 1本 づつ下 ろ しなが ら叩 いて検査す る。それを
工場 の職人 さんが良品 と不良品 を分けて、また積み上 げて行 く。
合格 品にはペ ンキの印判 を押す。判 は直径 が 5〜 6 cm、 長 さ 7〜 8 cmの 木製 の 円筒
に30cm位 の柄 を付 けた小 さくて軽 い木槌状 で、円筒 の一方 に約 l cm厚 の ゴム製 のスポ
ンジを張 った上 にゴム板 の印判 が張 ってあ つた。ゴム製 のスポ ンジは土管 の 曲面 の胴
に捺印す るためのクッシ ヨンで あ る。印判 の文字 は、細 か い ところは忘れて しまった

土管の検査「鈴木製陶所カタログ」より

土管の積み上げ「鈴木製陶所カタログ」より
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が、中央 の九 の 中に Aが あ った こ とだ け は記憶 して い る。
ペ ンキの 容器 はブ リキ製 で 直径 17〜 20cm、 深 さ 7〜 8 cmで 高 さ30cm位 の 吊 り手が付
い て い て、袋 に綿状 の もの を詰 め て、そ れ に 白ペ ンキが しみ こ ませ て あ った。普 通 の
はん この朱 肉 の役 割 で あ った 。

合格 品には 1本 、1本 判 を押 した。木槌状 のはんこを片 手 にもう一 方にはペ ンキの
容器 を持 って、検査員 の後 を追 うように して押 した。6寸 以下は積 み上げる段階で押
した。判押 しは子供の仕事 だった。

8‑6、 搬出

(出 荷 )
われば
検査が終
、2〜 3日 後 には組合か らオー ト三輪か トラックで取 りに来て くれ
た。これで締切 日に組合 へ 集金 に行 けば支払 って貰 えるので あ る。要 は検査以降 は全

部組合がや って くれ るのである。

8‑7、 イカケ
窯 に湿気があ った り、素地が充分 に乾燥 してい なかった り、窯焚 きの予熱段階 で急
に熟が加 わった時な どに大 きなキ レが発生 す る。傷 口が 3 cmも ある ものは どうに も
ならないが、l cm位 の ものな らイカケで直す。但 し、焼 け前や変形 した ものは対象 に
しなかった。
片 口の鋳鉄製 の鍋 に硫黄 と少量 の屑鉄 を混ぜて、こんろで加熱 し液状 にす る。上管
の傷 の内外両面 に、充分 に水 を含 ませた布 を張 る。片 口状のサジで溶融液 をす くって
傷 回の大 きい方か ら縦方向に流 し込む。溶融液は布 に含 まれる水 で冷や されて固まる。
これで一等品 にはな らなかったが、価値 は相応 に上がるのである。こんな仕事 は天気
の良い屋外 (お もて)で 、硫責 の匂 い を発散 させなが ら行 った。イカケの石碑が天神 山
の鯉江方寿 の陶像 の近 くにあ る事 を知 ったのは最近になってか らであった。

8‑8、 大切れ品専門業者
イカケも出来ない大切れ品を専 門で買 いにる人が いた。その頃は気にもしなかったが、
今
どで
思えば焼物散歩道な
見る士留はこうした人が 関わって作 ったのだろう。
小物は買わない。
い
のし
か買わな 。
良く焼けたも
本数がまとまらなくてもあるだけ買 って行く。思 い当たる事 ばか
りである。しかし最終的に士留になったのかどうかは知らない。ただ、
大切れ品が売れ た日に
は、よくアイスキャンデ ーなどを買ってくれたので、
私たちも買 いに来てくれる日が楽しみで
い
った
あ
。多分現金買 してくれたのだろう。

8‑9、 不景気で土管が売れず、窯出 し場 が無 い
昭和30年 頃 だった と思 うが、土管 が全 く売れない時期があ った。窯出 しして も検査
にもこない し、検査 しなけれ ば出荷 もない。つい にはお もてが一杯 になって しまって
次 の窯出 しが出来ない くらい になった。とにか く場所 の確保 が必要 にな り、遠 くの置
き場 にひっ越 さねばな らない。荷車 に積 んで運 ぶのであるが、半年以上 も前 に窯出 し
されて積 み上 げられ た土管 はすす で真 っ黒で、シャッを通 り抜 けて脇 の下 まで真 っ黒
になった。すす の浸透力 の強 さを思 い知 らされた出来事 であ った。
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8‑10、 窯屋 の休 日
学校や公共施設 は今 では週休 2日 制が常識 になっている。常滑 の小規模企業 に も地
域 の労働基準監督所 は週休 2日 制 の導入 を指 導 してい る。しか し、まだ週休 2日 制 の
完全実施 は定着 して い ない よ うで ある。それ で も日曜 日は休 日の所がほ とん どで、少
な くとも曜 日の意識 は明確 であ る。
さて、私 の就学時代 の 頃、即 ち昭和 30年 代 の常滑 の窯屋 の休 日は盆 と正 月 で、正 月
は新正 月、旧正 月、小正月 もあ った。冠婚葬祭 は休 み、春 の氏神様 の祭礼 は数 日休み、
その他神社や寺 の恒例行事 などが休みになった。曜 日の意識 はまった くなかった。
当時の窯屋 は家内工業的な要素 が強 い ので、む しろ日曜 日は子供 たちが学校が休 み
になる日だか ら全員が工場 に来て手伝 うので大 い に能率 が上が る日であつた。子供 も
重要 な労働力であ った。
そ う した流れの中で、私 は昭和 35年 に INAXに 就職 した。その時、家族 の 中 で 日曜
日が休みであ ったのは、ただ一人、私 だ けで あ った。これでは家族のバ ラ ンスが取 れ
ない と思 ったのか、父親は私 に INAXの 休 みの 日曜 日には窯屋 の手伝 い をす るよ うに
命 じた。私 も最初 は従 って、日曜 日には服装 もまった く変 えて窯屋 の手伝 い を した。
しか し、会社 の人か ら誘われて も付 き合 えなか った りす るので、さすが に間が悪 くな
り、父親 に頼 んで 日曜 日の窯屋 の手伝 い は二 か月位で免除 して もらった。そ の代 わ り
の条件 として毎窯、宵焚 き (夕 方か ら24時 まで)一 回は無条件 で受け入れ る ことに した。
これ も 1年 足 らず で放免 された。日本経済が大 い に発展 し、社会が急激 に変化す る時
代 に、親 も子 も大 い に戸惑 ったので ある。
9、 お わ り に

人は死 んで上 に帰 ると言 う。私 は物心が付 い た時にはす でに土の中にいた とい う思
いがある。土管屋 の三男 に生 まれて小 さい 頃 か ら工場 に連れ られて行 き、遊 びなが ら
少 しづつ手伝 い をす る。進学 は 自宅か ら通学可能範囲 との条件付 きで、就学期 間中 は
家 の工場 の手伝 い を した。この間に経験 し、覚 えた事柄 は、卒業後 INAXに 就職 し
て主 に外装 タイル関係 の仕事 をや って行 く上で非常 に参考 になった。一 方、INAX
では多 くの知識 を得 る事 が出来た。それを通 して就学時代 の土 管屋 の仕事 を振 り返 る
と、当時や っていた事 の意味が良 く理解 出来 るので あ る。
そ してまた、この 間に多 くの方 々か ら多方面 にわたる御教授 をい ただいた。
今 回は、それ らをひ っ くるめた形 で、昔 の上 管作 りを振 り返 った。土管屋 を本業 と
す ることのなかった者が「土管作 り」を語 るは事 は暴挙 と言 うべ きか もしれないが、今
年古希 を迎 える私 に「今書 かない と書 けな くな ります よ」とのお薦 め もあ って、それ で
は「今後 のたた き台にで もなれば」とい うことで、己の力量 を省 みる事 もせず書 き進 め
た次第で ある。寛容なる心 を以て受け止めて頂 けることを切望す るばか りであ る。
最後 に、本稿 をまとめるに当たっては常滑市民俗 資料館 の皆様 には一 方な らぬ御指
導、御協力 を頂 きました。記 して感謝の意 を表 します。
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著壺・ 急須 ノ ー ト
は じめ に
日本の煎茶 は中国で明朝末期あた りに確立 した新 しい喫茶 の法 が責某禅 の流入 とと
もに もた らされた もの とされてい る。源流が この あ た りにあることは動 か しがたい と
ころで あろ うが、その後 の展 開 は中国の それ とは まった く別 の流 れを辿 ってい る。本
稿 は茶 を澄す ための道具 についての研究 ノー トで あ る。中国にお い て、その道具 は江
そし
ょ
ー めいこ
うぎこう
チャ
フ
蘇 省 宜興の地で焼かれ た茶壼 (落 壺 )を 中心 としてい るが、日本 にお いては中国で茶 の
道具 とは異 なる系統 に属す る急須が取 りこ まれて い るので ある。そ して、さらに様相
を複雑 に してい るのは 日本 の需要 に合 わせて、かつ ての 中国で 日本人向けの急須 を生
産す ること も行 われてい ると見 るべ き資料がある ことである。
落壺 は中国で茶壼 とされる道具でテ イーポ ッ ト (Tea・ Pot)で ある。有 の字 は茶 と
同義で強い て違 い を言 えば落 の方が後か ら出て くる葉 で番茶 の類 で あ るが、茶壼 は 日
本 では抹茶 の葉茶容器 とい う意味が普及、定着 してお り、ここで は混乱 を避けて落壺
の方 を用 い る。
急須 は日本近世期 の「 きび しょ。きび しょう」と読 まれた もので中国南部で作 られた
道具である。真 上か ら見 て注 ぎ口 と把手が90度 の位置 に取 りつ け られてい る点 に特徴
をもつ。これは規炉 に掛 けて中身の液体 を加 熱す るための道具であ リケ トル (Kettle)
とい うべ きものである。
また、これ らの道具 は当然 のことに茶葉 の性質 に も強 く影響 される ものである。製
茶 の方法 は、日中それぞれに異 なる展 開をみせてい る。その茶 に合 わせて道具 も独 自

2客 化 を示 して い るのであ る。急須 と落壼 に深 く関連す る道具 に土瓶がある。土瓶 は

把手が 国の上 に取 りつ け られるものである。中国の茶壺 には、この把手 を付 けた もの
も含 まれてい るが、日本 の近世の上瓶が中国宜興窯 の茶壼 と深 く関連 して成立 した と
見 な し難 いの は、宜興で一般的な朱泥や紫泥の製 品が ほ とんどな く、多 くは施釉陶器
である ことであ る。そ して、土瓶 と密接 に関係す るのは鉄瓶・薬缶 などの金属器であろ
にお いて も初期 の茶壼 は金属器 を写 した ものか ら成立 した ことを窺 わ
う。中国宜興窯
つまみ ちゅうこう
せ る特徴が鉦や注 口の基 部 に現れてい るので ある。日本の土瓶 は18世 紀 ころか ら急速
に普及す るよ うで あ り、中国の宜興落壺 は17世 紀 には、まとまった量が もた らされて
い るが、その大半 はテイー・ポ ッ ト型で薬缶型ではない。この上瓶 による煎茶 は、後 に
文人趣味 と深 く結 び付 くことになる煎茶 とは一線 を画 し、より大衆向 きの煎茶道具 と
す ることがで きよう。
これ まで落壼 ・急須の研究は文献資料 と伝世品 を元 に して行われて きたが、近年 で
は近世遺跡か らの出土 資料 もかな りの数 にのぼって い る。それ らの資料 によつて煎茶
の普及過程 を別の角度か ら辿 る ことがで きるのである。もっとも、本稿 では遺跡 出土
品を報告書 レベ ルで概観 したに過 ぎず、実物観察 をほ とん どお こな ってい ない。数量
としては、それほ ど多 くはないが、改めて出土品の観察 を行 う時間的余裕が な く、そ
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の作業 は、別 に稿 を起 して検討す る課題 としてお きたい。
わが 国 にあっては喫茶 の風習 は古代 に遣唐使 によつて もた らされ、一定 の受容 がな
されなが らも定着せず、中世 に至 り禅宗仏教 の受容 とともに新 たな展 開があ つた と考
えられる。その初期 の茶 については唐代 に普及 してい た餅茶 (団 茶 )が 飲 まれた もの と
推測 される。 F日 本後記』の弘仁 六年 (815)4月 22日 条 には近江の国に行幸 した嵯峨天
皇 に大僧都 の永忠 (743〜 816)が 茶 を煎 じて奉 った とい う記事 があるとい う。煎 の字義
は茶 のエ キスだけを取 り出す ためにど く煮 るとい う事 で あ る。団茶 の製法 は陸羽 の
し
卦
F茶 経』に従 えば、まず茶芽 を採 って甑 に入れて蒸 し、自 と杵 を用 い てつ き、鉄製 の型
に嵌 めて拍 ち固め原型 を造 る。さらに これ を乾燥 させ 、さらに弱 く熱処理 を くわえた
もので あ る。その飲み方 は、団茶 を磨 り潰 し抹茶 の よ うに して、そ こに別 に沸か した
湯 を注 ぐもので ある。これ は煎 じるとは言 えない飲 み方である。前漢 の神爵 3年 (前
59)に 子淵 とい う人物 が奴僕 を買 い取 り、その行 うべ き仕事 の 内容 を記 した証文 の 中
には「茶 を烹る」とい う項 目がある。3世 紀後半 の晋代 の文献 に も茶 は煮 て羹 とな して
飲 むべ しとある とい う。羹 はあつ ものであ り、ス ー プである。
嵯峨天皇 は永忠 か ら茶 の もてな しを受けた年 の 6月 に畿内な らびに近江、丹波、播
磨 な どの 国 に勅 して茶子 を樹 え しめた と伝 えられる。そ の後、飲茶 は公家や僧侶 の習
俗 として受け継 がれて いつた ようであ るが、鎌倉時代 には抹茶式 の点茶法 が入宋僧や
渡来僧 によつて導入 され、新 たな展 開がはか られる。そ して、そ の新 たな喫茶法 は武
家や公家 に も浸透 して いつた。さらに、室町時代 には一層 の大衆化 が進んで い るので
あるが、ここで一服 一銭 といわれるような茶が抹茶 で ある ことの確証 がない。あるい
は、茶 を烹 る式の喫茶が底流 に流れていたのではないか と推測 される節 もないで はな
いので ある。
本稿 の主題 となる落壷 ・急須 は冒頭 に述べ たように責集禅 と文人趣味 の関連 で語 ら
れる ことが多 いので あ るが、落壺 と急須 の系統 が異なるように中国の喫茶手法 を直接
的に導入 した もの とは言 い難 いので ある。それは、茶壺 (落 壼 )を 用 い る責栗禅 や長崎
在留 の 中国人商人 らが もた らした喫茶法 と日本人に よる煎茶喫茶法 の開祖 とも言 うべ
き売茶翁高遊外 のそれ とは異 なるか らである。後者 が急須 を用 い た喫茶法 を確 立 し、
日本 の文人 の煎茶 は、これ を受け継 い だのであるが、製茶法 の改善 と日本人好 みの茶
を生み出す ことに成功 した化政期及 び幕末期 の画期 を経てる ことで、日本 の煎茶 も改
めて落壺 を導入 した と考 え られる。ただ し、この幕末期 に本格化す る宜興落壼 の導入
が、中国で一般的 に用 い られてい る落壺 に比べ て著 しく小 さな ものであ り、中国 にお
いて高 く評価 されてい る作者 とは別 の基準 に基づいた 日本的な評価が加 え られてい る
ので ある。さらに、この段 階 で多 くもた らされた落壺 は、それ までの伝統 に したが良
て急須 の 中の一種 とされて しまったので ある。今 日、常滑 にお い て も、この落壼 は後
手 の急須 として認識 されてい るが、一般的な横手 の急須 とは出 自が異 な ってお り、こ
れを急須の範疇 に加 えるのは疑間 と言 わねばならない。
急須が本来 は炉 にかけて内容物 を加熟する道具であ つたことは既 に述べ た とお りで
あ るが、化政期 に普及 した新 たな茶 によつて、急須 の 中に も過熟す るのではな く湯 を
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注 ぎ入れて茶 を澄す今 日的な用法 の急須が生み出されるようになるのである。ちなみ
に新村出編 F広 辞苑』第二版補訂版 岩波書店の「きゅうす」の項 を引 くと
「 [急 須](も
と中国で、酒の爛 をした注 ぎ口のある鍋)葉 茶 を入れ、湯をさして煎 じ出すに用 い る陶
磁梨の上瓶。金属製 もある。茶出 し。きびしょ。
」とあ り、先述の経緯 を取 り入れた内容
が示 されてい る。しか し、ここで「 きび しょ」とは何か とい う疑問 と同時に、急須 の
「急」にも
「須」にも茶 とかかわる語義がな く、江戸時代の文献では軒並み、この道具に
「 きび しょ」「きび しょう」が用 い られ、
「 きゅうす」の語には出会わないのである。ま
れに「 きゅうしょう」とい う文字 を記 した ものがあると、これには「急焼」の漠字が当
てられている。諸橋轍次の『大漠和辞典』昭和61年 第三刷 大修館書店 の「急」の項 目
にある語旬 を引 くと「急焼 キフセフ① はげ しくや く [李 商隠、腸詩]熱 應 レ翻二急焼̲、
冷欲 レ徹二空波̲」 。②酒 を爛する容器①さけわか し。急須。
」とあるのである。つ ま り、
急須 と急焼は同義で異字 の名称 とい うことになる。さらに『日本国語大辞典』第二版
2001年 小学館で「 きゅうす」を引 くと「①昔中国で酒の爛 をす る鍋。②取 つ手のつい
ている小 さい土瓶。湯 をさして茶 を煎 じ出すのに用いるもの。きび しょ。きびしょう。
茶出し。※和英語林集成 (再 版)(1872)Kiusu キウス 吸水 <訳 >小 さな茶瓶 ※当
世書生気質 (1885〜 86)<坪 内迫遥>十 八 ・下「田の次は急須 <キ ウス >の 茶を酌 (く
み)て 源作 の前にいだ しなが ら」※落梅集 (1901)<島 崎藤村 >七 曜のすさび、火曜 日
の新茶「吸子 (キ ウス)の うちも早や出殻 (で が ら)と なりて新茶 のかを り既 に うせた り」
③ (形 動)急 場の時に必要であること。またそのような物。
」とい う記述に出会 う。江戸
時代には専 ら「キビショ」「キ ビショウ」だった急須・急焼が明治になると「 キウス」と
な り、新 たに「吸水 ・吸子」とい う漠字が当てられているのである。
「キビショ」「キビショウ」については、司馬遼太郎が『中国 。江南のみち』街道をゆ
く19 2005年 第19刷 に「急須」 (143頁 )と して紀行文を記載 している。大正12年 に大阪
府下に生れた司馬は若 い頃に「キ ビシ ョ」とい う言葉に親 しみ、長 じて東京 で「キ ビ
シヨ」の語 を尋ねると誰 も知 らなかったとい う経験 を持つ とい う。大学 でモ ンゴル語
を学 んだ経歴か らも言 葉 に対 して敏感で あ ったよ うで、中国の北京語 では急須 を
「チュウス」と読み「キ ビショ」と関連 しないことを確認す る。その後、江戸時代 の長崎
には福建の船が多 く来ていたことを手掛 りに福建音で急須 を読むことので きる友人に
助けをもとめ「Kip― su」 とい う読み方に辿 りつ くのである。そ して
「Kipの pは 無声子音
にちか く、子音にはかならず母音 を付けねば発音で きない 日本語 と しては Kipiで もっ
て、安定させたのである。
」とい う言語学的考察を加え「キビショ」の発生源に辿 りつ く
のである。また、
「急焼」については、司馬 も諸橋の『大漠和』にあたっているのである
が、
「すでに唐代の末期に用語例がある。晩唐の詩 (人 )で 、杜甫 の継承者 といわれた李
商隠 (812〜 58)の 詩に、酒を爛する道具 として急焼が出て くる。
」と言 っている。これに
ついては、既述の通 り李商隠の詩は、酒の爛 をす る道具 としての急焼 については言及
していない。① と② の語義 を混同 した結果 ではないか と思われる。以下 に、この語 の
問題から検討を加えることにしたい。
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1.『 東 京 人 類 學 會 雑 誌 』 よ り
い、第二百八十六琥
明治四十二年一月二十日「キビショと云ふ語 に就て」小川文學士稿
「い の う生」
この レポー トは台湾 に在 って言語研究 を行 っていた小川 尚義氏 の謄本 を
氏が東京人類学会誌 に寄稿 した ものである。
明治30の 初春、小川氏 は伊澤先 生か ら、恒春 の学校 で教鞭 をとる藍原君 よ り送 られ
冊子 に鉛筆書 きで生春語 を記入 し、翻訳 した もの を示 さ
た F小 学読本教授書』とい う刻ヽ
れた。そ こで、氏 はバ ロ ックの集 めた春語 6種 (霧 春 ・熟春 ・水春 ・平哺春 ・卑南春 ・
フォボラ ング語)を 集め た文献 との比較 を試みたのであるが、適合す る ものは少 な く、
わずかに卑南 (台 湾・台東西南 に住 む puyuma族 )春 語 に類似点 を見出せ る程度であ つ
た。そ して、
「該教授書 中の「 ドビン」 (土 瓶)と いふ語 に至 る、春語記 して「キ ビシユ」
とあ り、先生卓 を打て国 く、奇 なる哉此語、何ぞ夫 れ相似たるの甚 だ しきや と、余 も亦
奇異 なる類似 に付 て、1離 の疑 を禁ず る能 はざ りき」としつつ も日本 の「キビシ ヨ」と
台湾 の「キ ビシユ」とは偶然 の類似 と考 えたので あ った。ところが、その後、多 田綱輔
氏が蔓東地方 を調査 して帰 つた時 の話 に「茎東 にて「キ ビシ ヨ」の ことを「キ ビシュ」
『言海』にあたる と「 きふす (急 須)
といふ、甚 た奇異 の感 をなせ りといへ り」と聞いて、
葉茶 ヲ入 レテ湯 ヲ注ギ煎 ズル小 キ器、ロ アリ、手アリ、キ ビシ ヨ」となってい る。また
帝国大辞典 を見 ると「 きふす (急 須)急 ノモチヰ (須 )二 適 スル トノ義、モ トハ 酒 ヲ爛 シ
タリシ具、今 主 二煎茶 ヲ入 レ湯 ヲツギ煎 ジ出ス小 キ土瓶 ノー種 ヲイフ、ロ ト手 卜伴 ヒ
多 クハ 陶器 ニテ造ル「キ ビシ ヨ」トモ イフ。」とあ って、急須 と「キ ビシ ヨ」との 関係 は
明確 になっていない。
「茶 出 しの粗製なるものを「急焼」(キ プシ
その後、小川氏 は台湾 の土 語 を研究 して、
「速 に煮ゆ」といふ義な り、多 くは薬 を煎 じ出す に
オ)と いふ、其意 は文字 の示す如 く、
用 ゐるといふ、然 らば 日本語 の「キフス」「キ ビシ ヨ」は、支那音 の「 キプシオ」に於て
初 めて其解釈 を得 たる もの といふべ し」とい う解釈 に至 った。しか し、この「キプシオ」
が どの ように して 日本 に伝播 したのかは容易 に決定で きない として い る。そ して、今
「 キフス」といふ
後 の留意点 として「 (― )原 語「キプシオ」より韓化せ しもの とせ ば、
「キ ビシ ヨ」は
も「キ ビシ ヨ」といふ も共 に同一の音 の韓訛 に して、辞書 にいへ る如 く、
「キフス」の訛な りといふ ことを得ず、今羅馬字 にて其韓化 の有様 を示せ ば左 の如 くな
るべ し、
……Kihhu― su… ……kiu― su
/Kip― su…
KIP―

SIO＼

……Kibキ sio 」
「き
「きびしゃう」
これに私見を加えれば、近世 の文書でルビをふ られている事例 は、
びしょ」がほとん どで、わずかに F兼 蔑堂雑録』に載せる池大雅が高芙蓉 の考え出 した
「キウシヤウ」とあるのが例外 といえる程度であろ
「急焼」を上木 したとある図の説明に
「 キ ュウス」は唐突 に現 れるとい う印象 を受ける。つ ま り、Kip i― sio… ……Kib― i
う。
Kip― i― sio…

siO・

……Kyu― suと なるのではなかろ うか。
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「 (二 )「 キフス」は、通俗 に「キュース」と発音すれども、恨字に「フ」の字を用 ゐた
るは、是れ急「キプ」の字音 よ り来れるものに して、「キ ビシ ョ」の「ビ」も、亦此「キ
プ」の「プ」と相関係せ り、されば此一事 は、少 くも此語が支那の方言中「 プ」即ち Pに
終れ る入啓を有するものよ り偉入せ しことを證するに足るべ し、 (反 門語属には KTP
に終れる入啓あ り、官語には是 の入啓なし)」「急」の音 は
「キュウ (キ フ)」 であ り、
「須」
の漢音 は「シュ」呉音 は「ス」である。「急」の反門語属が「キップ」だとす れば、漠音 で
は「キ ップシュ」となろ う。
「急焼」の「焼」は「シ ョウ (セ ウ)」 であ り、「キ ップシ ョ
ウ」となる。日本の江戸時代においては
「急焼」の文字が多用 されるものの、中国におい
ては「急須」が多い と思われるが、
「急焼」を煎茶具 とはみなしていないために茶書に
い
れな
ので
ろ
現
あ うか。台湾の粗製の茶出しをさす「急焼 。キプシオ」が 日本に伝わ り
「キビショ・キ ビショウ」になった ものか。
「 (三 )先 に生春語な りと考へ られたる「キビシュ」といへ る語 は、即ち純粋 なる春語に
はあらず して、本来支那語なるものが、一は 日本語に入 りて「キフス」
「キ ビショ」とな
一は
ビ
ュ
生春語に入 りて
り、
「キ シ 」となりたるものな り」とい う。この場合 も
「キフス」
は、明治以降になって普及する読み方であって、江戸時代にはもっぱら「 キ ビショ。キ
ビシヨウ」であった。
ろ、第二百八十九競
明治四十三年四月二十日「キビシヨ」といふ語の来歴」 山田孝雄
上述の小川稿 を受けて、その欠を補わんとしたものである。まず「言海や帝国大辞典
やは語源の説明 としては根檬 とす るに足 らざる者な り。
「先「 キ ビショ」を以て
」とし、
「キフス」の訛な りとせ るすべ ての辞書 はた語源説 は根檬 な きものな り。こは「キ ビ
シヨ」といふ語が本源なること明なるにそを知 らざるものが、偶「急須」の文字 を見出
して雅順な りとで も思ひて用 ひ始めたらむを後の學者 よ くも詮議せず、附和雷同 して
「急須」を以て源 と立て、さて之を訛 りて「キビショ」といへ る者 と誤認せ るに基づ くな
るべ し。
」と述べ ている。つ ま り、
「 キビショ」とい う道具 と「急須」とい う文字表記 は
別物であったものを混用 して しまったのだと断 じているのである。
「余 は先「急須」といふ語が「キ ビシ ョ」といふ語 となるべ きいはれな きを説かむ。
「急」を「キビ」といふは国語の音声上 しかなるべ き理由あ り。そは後に述ぶべ し。「須」
は我国に行はるる漠音にては「シユ」呉音 は「ス」な り。いかに して
「 シユ」若 しくは
「ス」
が「 ショ」若 くは「 ショウ」といふや うに韓訛 し行 くべ きか。か くの如 きは音啓學上 の
考なき人には何の造作 もなき事 の如 くに見ゆべ けむも吾等は志が容易 に解釈 は
「キフ」
が「キ ビ」とかはる事 の説明す らせず、それよりも数等困難なる問題 をば軽 々に断 じ去
りて其の理由を説かず。
」とい う批判が示 されている。そ して、
「 シュ」「ス」は「ショ」
ショウ
い
い
とはな
と
「
」
りえな
う見解 である。
の
そ 理由として山田氏 は「之を支那音 につ きて顧みれば「須」はまた「 シ ョ」若 しく
は「ショウ」と韓訛すべ き状な し。Gilesに よれば次 ぎの如 く種 々の音あれ ど大抵 わが
「 シュ」若 しくは「ス」に似 たる音 どもな り。
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廣東音

S6u

寧波音 Shi

漢口音 Si

[1中 ::ISu

「焼」
之に反 して「焼」の字 な りとすれ ば、直 に「シ ヨ」といふ後音 をなす を知 るをうべ し
はわが漢音呉音共 に「セ ウ」なれ ど、近世 は「シ ヨー」と発音す るを常 とせ る ものなれ
「キ ビシ ョ」といふ音 は何等 の 困難 な しに解せ らるるな り。さて この「焼」字 の支那
ば、
音 I勲 日何 に といふ に
廣東音
寧波音

Shiu
Soia

漢 口音
北 京音

Shau
Shau

福州音
澳 門音

Sttu
Sau

温州音 Siё e
｀
Htt Soa
楊ナ

四川音 Shau
これ らの うちの或 る者 よ り導 かれたるもの として も亦「シ ョ」といふ音 の生ず る ことを
説明 しうべ し。この故 に革 に字音 の方面 よ り見 て も「急須」が基 にあ らず して「急焼」
即「キ ビシ ヨ」なるべ きこと知 らるるな り。」
そ して、『兼蔑堂雑録』に「急焼 。キフシヤウ」とあ り、村瀬拷亭 の『藝苑 日渉』には
「急備焼」とあ つて、これを拷亭 は「唐音之韓訛」としてい る ことを指摘 してい る。さら

に中国にあ って「急須」が出て くる都功 (印 )の 『三餘贅筆』を取 り上 げ、この「急須」
は酒器 に して茶 を煎 るもの とはい わず、中国 において酒器 か ら茶器 に移 つて、「急須」
か ら「急焼」に改名 した として も、日本 に入 った ときには「急焼」として入 り、す でに茶
器 になっていたのだ とす るのである。この点については、後述す るよ うに『煎茶志』に
おいて長谷川氏が検討 されてお り、中国 において「急須」が茶の道具 と して用 い られて
いたこともある事例が挙 げ られてお り、中国 における「急焼」については何 ら触 れ られ
「急
てはい なか った。ただ し、諸橋徹次『大漠和大筒辛典』には晩唐 の詩人季商 隠の詩中に
焼」が見 られる事例 を挙 げてい る。しか し、これは道具 を意味す る語 で はな く、激 しく
焼 くとい う意味 で用 い てい る。問題 として残 るのは前掲論文中にあ る台湾 の粗製 の茶
出 しの「急焼 。キプシオ」である。山口氏 はさらに F近 世崎人偉』の売茶翁 の記述 中に
「急焼」は今 の流茶 ではな く直接炉 に掛 けて茶 を煎 じる用法 になってい るこ
あ る図か ら
とか らして も「急焼」の語 の適切 で あ る ことを主張するので あ る。しか し、『兼蔑堂雑
録』が高芙蓉 の考案 として い る「急焼」を「宜興罐」として、あたか も宜興落壷 のごとく
紹介 してい ることをいかに理解す るべ きか。この段階 (宝 暦 6年 とい う)の 日本 を代表
す る文人である高芙蓉 や池大雅 に して、中国の煎茶具 についての知識 は、きわめて曖
味模糊 とした もので あ った と言 えるのではなかろ うか。さらに隠元以来 の宜 興落壺 の
中国におけ る一般的な名称 で ある茶壺 (チ ャ・フー Cha̲Fu)に つい て は、江戸前期 と
末期 には確実に伝来 してい なが ら、その呼称 はまった く伝 わった形跡が ないのであ る。
田能村竹田の書物 にはテ イー・ポ ッ トの絵 の隣に「茶壷」とい う文字が書かれて はい る
が、それを「ちゃふ ―」と読 ませた痕跡 は認 め られず、明治 になっての『落壺図録』もま
た中国での Ming― Fuで はな く日本 の漠音「メイ コ」と呼 び、しか も特殊 な業界用語 に近
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い用 い られ方 しか してはい ないのである。そ うして見 ると、「キビシ ョ」とい う語が普
及 した経緯 については売茶翁が用 い て、その使用 法が普及 した事 が重 要 な要 因 となっ
てい る と考 え られる。ただ し、その道 具 の使用法 は、その当時に 中国にお い ては一般
的な喫茶法ではなかった ものであったので あ る。そ して、日本人 の売茶翁お よび、そ
の 関連す る人 々が長崎にお い て 中国南部 出身 と推測 される人 々の話 を聞い て、それを
日本人風 に解釈 した結果 である とい うことになるのではなかろ うか。そ うで あれ ば、
そ の音 によ り適 した文字 として「急須」よ り「急焼」を、さらには「急備焼」を用 い るの
は当然 の勢 いであろう。
もっとも山口氏 も「急焼」が「キ ビシ ョ」になる背景 に物 と同時 に言葉が入 って きた
として、
「営時交易 の状況 を以て接ず るに恐 ら くは所謂南京、浙江福建 などの人の俸ヘ
しものなるべ し。今その付近 の地 方 に行 はるる菱音 を以て「急焼」￨こ あつ るに まさに左
の如 し。
漢口音 Kip shau 福州音 Keip sieu 温州音 C函 載Oa 寧波音 Cip Sioa
即漠 口音 を最近 しとす。
これ よ り「急 」が「キビ」とな りうることを説かむ。我が国語 には古 へ入啓 の音 なか
りしことは人の よ く知 る所、吾人 も亦之 を信ず。今 日とて も所謂入啓 なる もの用 ゐ ら
るることな し。しかるに支那語 (北 京官語 の如 きは入啓なけれ ども)は 古 も今 も入啓 を
用 ゐること少 なか らず。これ らを我園音 にて痛 さむには何等 な他 の音 の姿 にてあ らは
さざるべ か らず。ここに於 てその入啓 をなす子音 に或 る母音 を添へ て綴音化 せ しむる
こと起 る。而 しその加ふべ き母音 は往 々上 にある母音 と同 じもの を以てす。ここに於
てか

Kip

より

Kipi

とな り、一韓 して Kibi
となること明 らかな り。tt Kip shau が「キ ビシ ョー」とな りうる自然 の理 といふベ
し。」とい う。ここで疑間を呈す るとすれ ば湖北省の漢口と思われる漠口音が近 いか ら

として、先 の南京、浙江、福建か ら導入 されたはず の「急焼」の音 を無視 して い る点で
はなかろ うか。そ して、急須の産地その ものが福建近辺 に求 め られる状況か ら判断 し
て も、この論 で言 えば「Keip sieu」 が「キ ビシ ョ」の伝来時に長崎界隈 で呼 ばれてい
た音 とい うことになろ う。そ して、福州音 の「急須」で あれば「Keip su」 となる。それ
が、当時の 日本人の耳に どう聞え、表記 されたかであろう。
は、第二百八十九読
明治四十三年二 月二十 日「キビシヨ」の渡来 に就 て
山笑生
この稿 は「キビシ ョ」の語 の問題 に関わ り、この道具がいつごろか ら日本で使 われる
ようになった ものか とい う点 を補足 的に論 じた もので ある。そ して、興味深 い記述 は
「今世 間一般 に使用す る煎茶器 の急須 と殆 ど同形式の ものは東山義政公茶事 を好 まれ
し頃支那 よ り渡来 した りと見へ煎茶家 に偉へ る庭 の東山御物茶瓶之国 といふ四十三 固
あ り此内の三 品は梅 園奇賞 に国せ られた り此等何れ も茶瓶 と記 るされて急須 とは記 る
されず」とある部分である。文政 ll年 (1828)の 刊行 になる江戸の本車家、毛利元壽 の
『梅 園奇賞』は、常滑 の稲葉高道が遠州秋 葉 山か らもた らした とす る『足利家茶瓶四十
三品図録』の年代 と一致 してい るのである。そ して、板橋 区立郷土 資料館 の 図録 にあっ
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た椿椿 山の天保 8年 (1887)の 日記 には「東 山蔵器」として「イ
告然忽」「覆草子」「嶽應
子」
「煙奔」などを記録 してい る。しか し、この義政時代 に この種 の道具が存在 した確証
はな いの が 現状 で あ る。因 み に、TBSブ リタニ カの Fブ リタニ カ 国際大 百科事 典』
2.1993年 第 2版 改訂版 では「急須が 日本 に渡来 したのは室町時代 で、丹 山青海 の F陶 器
弁解』に足利義政愛用の急須の図42品 を載せてい るが、確証 はない。」としてお り、京都
では仁阿輛道人が、この図録 に基 づい た作 品を残 してい る。そ して、次 ぎは「年代 くだ
りて賓暦六年浪華 の大枝流芳著青湾茶話 と題せ し書 は当時煎茶流行 の時 に出 し煎茶書
なるが、土瓶形の器 には茶注 とあ りて国あ リキ ビシ ョ形 の者 な し然 して茶 を蔵 し置 く
器 の名を注春雲臥孫金急須是皆茶入 を云也大 に して半斤一斤二斤 など入べ きものはつ
ねにお さめ置 く葉茶壼 な り小 さきは (茶 葉 の)小 だ し (を )い だひ (す の誤 )壺 な り下略
此條 に急須の文字始て見ゆれ ど讀 の斤かな もな く茶壺 の如 く著者 は思 ひ しと見 え茶入
の部 に記 るされた り著者 は煎茶 のことを心得居 られ しも此の年代 には急須 なる賞物は
見 ざ りしゆへ此誤 りをなされ し」とい う指摘 を行 っている。後述 の『 日本 の茶書 2』 の
同書 を検討 した段階で筆者 も同様 の指摘 を してい るのであるが、質暦 六年 はす でに売
茶翁 の晩年 に相当 してお り、「急須」を知 らず に煎茶書 を書 いた とも思われない。そ し
て、落壼 が茶壼 として伝 来 し、落壺 と急須が同様 の もの となれば、急須 とは茶壺 のこ
とで あ り、そ うで あれ ば葉茶壺 の ことであろう とい う誤解 が生 れて もおか しくはない
のだが、そ うい うレベ ルで本 を出す ものか どうかが疑間の残 る ところではあ る。
賓暦六年 は高芙蓉が考え出 した道具 を大雅堂 に話 し、大雅堂 が「急焼 (キ ウシヤウ)
又名 宜興罐 (キ イヘ ンカン)」 として広めた年 で もある。「急焼」とは高芙蓉 が「急
須」をア レンジ して考 え出 したオ リジナ ルで あ るとで も言 いた いので あろ うか。山笑
生氏 は、この段階で「キ ビシ ヨ」の模造品が出現 し、煎茶家に愛玩 された としてい るが
「現今 の如 く何地へ行 きて もキ ビシ ョの使用 さるるは極めて近年 のことな り」と明治四
十 三年当時 と比較 してい るのである。
また、「文化 の初年十返舎 一 九が膝栗毛 を作 りし文中に淀川 々船 に乗 り合 し隠居の
急須 を喜太人が漫瓶 に間違 し滑稽談あ り文化 の頃 には江戸 にて急須 を用 ひ し者の稀 な
りしを證す ことな り」とあ る。急須 の江戸 にお ける普及が遅れた ことを示す場合 に、し
ば しば取上げ られる F東 海道中膝栗毛』であ るが、この船中で繰 り広げ られ る滑稽話 は
キ ビシ ョを尿瓶 と間違 え、それ とは知 らず に酒の爛 を付 けて しまって酒 に臭気 がつい
た とい う話 で ある。ここで、
「急須」が紀元前 の段 階 では酒器 で あ りなが ら尿瓶 で も
あ ったとい う話や酒 の爛 をする道具であ つた とい う使用法が入念 に取 り入 れ られてい
ることを認 めることも出来な くはない。上 方 の ご隠居 は、はた してキ ビシ ョを火鉢 に
か けて酒の爛 を付 け る ことを通常行 って い たのか、尿瓶 との誤解 は十返 舎 の創作 で
あ った として も、この酒 につい ては少 な くとも中国での使用法 を理解 した上で の描写
な り、上方 で行 われてい た用法 を描 い た ものであ ろ う。
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も
.「 梅山種茶譜略」売茶翁高遊外著 楢林忠男校注
解説 (60・ 61頁 )に「京都 の街 々に、茶具 を担 い、求めに応 じて煎茶 を売 った こ とか
ら、一般 に売茶翁 の名 で親 しまれてい る柴 山元昭 こと高遊外 の著書。
」「高遊外 は延宝
3年 (1675)肥 前国神崎郡蓮池町 (現 佐賀市 )の 南、道晩に生 まれ」「13歳 の時、化 宗 と
ともに宇治の黄某山万福寺 に行 き、第四代独湛 にまみえた。
」
「 のち、肥前 に帰 ってか ら
も、雷 山に隠棲 して激 しい座禅 の4笏 行 に うち こみ、自らを鍛 える ことに余念 が なかっ
た。」
「33歳 の時、長崎 で清人が茶 を煮 るの を見、煎茶 を修得 したとい われてい る。享保
16年 (1731)57歳 で京都 に出てか ら楽託 の 身 とな り、60歳 の時、通仙亭 を構 え、煎茶 に

よる売茶活動 に入 り、
68歳 で名 を高遊外 と改 めた。宝暦 13年 (1763)89歳 で、その 数奇な
生涯 を閉 じてい る。」とあ る。
売茶翁高遊外 は日本人 の煎茶 の第一 人者 とすべ き人物 なが ら、長崎 で清人が茶 を煮
るの を見 て煎茶 を4笏 得 した とす る記述 は、清朝期 の一般的な煎茶 の法 と も見 えな い。
これについては長崎 の絵画資料 に宜興 の落壼 と思われる道具 を火鉢 の火 に直接桂卜
けて
い る様が描かれてお り、責乗山万福寺 の 隠元 ゆか りの落壼 2点 も底 に火熱 の痕跡 を残
して い るとされる。しか し、それ をもって清朝期 の通例 とするのは疑間 で あ る と言 わ
ねばな らない。
ろ.「 青湾茶話」 (煎 茶仕様集)大 枝流芳著 楢林忠男校注
解説 (70頁 )に「 わが 国の まとまった煎茶書 として、現在 までに知 られる最 も古 い も
ので ある。大枝流芳 によって書かれ、宝暦 6年 (1758)に 刊行 された。」
凡例 (74頁 )に「一 此の書、もっぱ ら煮茶 のため にす。抹茶 。
点茶 のことを論ぜ ず。」
とあ り、煮茶 とい う表現 が、売茶翁 の長崎 で清人が茶 を煮 るのを見 て修得 した方法 と
符合 してい る。
茶 を焙ず (82頁 )に「 F煮 泉小品』に国 く、「李約云 う。茶 は須 らく緩火 をもって 久 り、
活火 にて煮 る」」とい う唐 の人、李約 の言葉 を載せた明代 の書籍 の一文 を引 い てい る。
ここで も茶 を煮 るとい う方法が述べ られてい る。
茶 を洗 う (84頁 )「『茶譜』に国 く、
「凡そ茶 を烹 るは、まず熱湯 を以て茶葉 を洗 い 、其
の塵垢 を去 り、気 を冷 まして之 を烹れば、則 ち美 し」」とい う明代前期 の『茶譜』か らの
引用。ここで も茶 を烹 るとい う。
‖デ
ん
ゆ力

湯 候 (85頁 )「 F茶 疏』に国 く、
「水 一たび銚 (か ま)￨こ 入 るや、便 ち須 らく急 に煮 るべ
し。」ここで銚 を湯沸 しとしてい る点に留意 してお きたい。『茶疏』は明代 の書。
また、急須の意味 として、
「須」に用 い る、必要 とす る、とい うものが ることか ら、急 い
で用 い る道具 として、この名 があるとされるが、ここにい う速やか に湯 を沸かす もの
で あれ ば、その意味 も首肯 される。
だ しちゃ

湾茶 (86頁 )「『五雑俎』に国く、「古時の茶、煮 ると口い、烹ると日い、煎 ると日 う。
須 ら く、湯 は蟹眼に如て茶味方 に中す。
」とあ り、明代 の書 F五 雑俎』では、今 の茶 は加
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熱す ると色が黄色 くな り、味 は渋 くて美味 しく飲めないのだとい う著者 の言葉 を加え
てい る。そ して、その今 の茶 としてるのが湾茶であるとし、「是れ、茶 を沸湯の中に入
れて火 を以て煮ず、香気 の発す るを待 って飲 む。世俗 に云 う、隠元禅師始めて 日本に
此の法 を伝 う、と云 え り。本邦 の茶 は、だ し茶 によろ しか らず。舶来の ものをよしと
」(87頁 )と している。隠元ゆか りの落壺 の底 に被熱痕が認められる ところか らすれ
す。
ば、落壺 によって湯 を沸か し、そ こに茶葉 を入れるとい う方法が隠元によつて もたら
されたと見るべ きか。さらに、日本 の茶 は湾茶 に適せず となれば、古 い飲み方 とされ
た煮 る茶に適 しているとい うことになろう。先 の売茶翁が長崎で修得 した煎茶法につ
いて も、それは中国の古 い喫茶 の手法 であ つた とい うことになる。この項 目には唐代
の F茶 経』￨こ も既 に滝茶が出ていることを紹介 してお り、それが必ず しも最新 の飲み方
ではな く、茶 によって多様 な飲み方があ ったことを示 している。
」「蓋 し茶 を烹るの器は瓦 ・錫 ・銅
器 を選ぶ (89'90頁 )「 陳昌其が F茶 略』に国 く、
に過 ぎざるのみ。瓦器 は上に属す。
」陳昌其 は清朝初期 の福建の人。 (91頁 )に「湯提点
は今云 うだ し茶 (の )茶 瓶也。金或は瓦器あ り。『茶譜』に国く、「瓶 は小 さき者 を要す。
湯 を候 し (湯 かげんをはか り)易 し。又茶 を点 じ、湯 を注 ぐに応え有 り (す ぐに反応す
る)。 」とい う。湯提点 を「ちゃつ ぎ」と読 ませる。また同頁、 F茶 疏』に「錫 は柔剛 を備
えて味戯渋 (か らみとしぶみ)な らず。銚 (湯 わか し)を 作れば最 も良 し。銚中必ず其の
心 を穿 ち、火気 を透 さ令む。沸 くこと速やかなれば、則 ち鮮妓風逸 (さ っぱ りしてい
」とあ り、そ
る)、 遅ければ則ち老熟昏鈍、兼ねて湯の気有 り。之を慎 しみ、之 を慎 む。
の註 に「其 の心 を穿つ 銚 の中心 を、底か ら蓋の上 まで煙突のように円筒 をつ きぬ け
させる。火気 の通 りが早 く、湯がわきやすいためである。清の哀枚 の『随園食卓』では、
これを「穿心罐」と呼 んでいる。
」とある。そ して、これを陶工に命 じで作 らせた とい う。
」といい茶 の出 し方 に二種
啜香 ・陶文宝 (94頁 )「 煮茶、湾茶 には、白色の蓋 よろし。
のあることを示す。
」とあ り、急須については
注春 雲配 藤盆 急須 (99頁 )「 是れ皆、茶入 を云 う也。
誤 った認識 をもっていたと思われる。
居士銘」の図あ り。薬缶形で三足あるもの。把手の
趣 を得 る (119頁 )に「茶注 遊タト
形状な ど金属器 と思われる。
春壺銘 (125頁 )姑 蕉沈草亭 華人名塔「美哉此壼、非玉非金、非宝非晶、収貯竜団、包
涵鳳落、質吐梅花、体邊氷紋、貌蔵元気、保畜天真。華筵不雑、騒職相親、慮同注受、陸
羽交神。浪華の雅士、此を宝 とし珍 として、千後に素なるを欲 し (千 年後 まで も、もと
のままで持 っていたい)、 予 に是が銘 を乞 う。時に己巳年仲冬、長崎の館 にて右茶壺の
銘 を記す。
」この書が刊行 される前の己巳年は寛延 2年 (1749)、 元禄 2年 (1689)、 寛永
6年 (1629)と なるが、長崎の唐人館 で愛蔵す る落壼 の銘 を付けて もらった大阪 の人が
いた とい うことになろう。そ して、銘 を与 えた中国人 は、これを茶壺 (落 壺)と 自国流
￨こ 呼 んでい る。
聞茶七要之具 (139頁 )￨こ「湯チ提 ヤ離ツギ」の図あ り。湯提点は流茶 の茶瓶 と前 に説
明されていたように、この図は火に掛けるものではない。ただ し金属製 の ように見 う
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け られ る。
聞茶 新 式 (142頁 )、 聞茶 通例 (144頁 )に そ れ ぞ れ「 い ろ い ろの茶 を持 ち来 りて 烹 出

し、
」「茶 を烹出す人 を明府 と云 う。」の語句 あ り。
は,「 清風瑣言」 上田秋成著 楢林忠男校注
解説 に「わが 国の煎茶書 と して代 表的な ものである。」
「寛政 6年 (1794)に 刊行 され
た。」と し、著者 の上 田秋成 は
「 自らの趣味 に応 じた茶器 を、清水 の陶工六兵衛 な どに作
らせてい る。文化 6年 (1809)寄 宿先 で没 した。」とあ る。
東渡 (162頁 )に「又 高倉 の院の承安 五 年 (1175)七 月 人 月に改元、 鳥羽 の上 皇 の
六十の御賀 の内議 に、万事 を康和 の例 に准ぜ らるべ きの下 に、茶 を煎 る具 を′
鳥羽 の宝
庫 に尋 め させ しか ど、已 に紛失 の 由にて、仁和寺の円堂 に蔵め られ しを取 り出 させ給
い し事、『玉海抄』に見ゆ。」とある。「茶 を煎 る」とある ところをル ビで「 ￨こ る」と読 ま
せている。
稟性 (169頁 )に「林洪 の F山 家清供』に「茶 は即 ち薬也。煎 じて服すれ ば則 ち滞 を去
りて食 を化す。湯 を以て之 を点ずれば、則 ち反 りて隔 に滞 りて牌 胃を損ず」。」とす る説
を紹介 してい る。 F山 家清供』は宗代 の書 とい う。
製造 (172頁 )に「茶 に蒸焙 (む しほ うじ)の 製あ り。錯炒 。日曜の製有 り。焙茶 は上
品、炒茶 は是 に次 ぎ、日晒は下品也。宇治 。信楽 は蒸焙 を専 らとす。他邦 の茶種 々 なる
べ し。但 し、九州 ・四国の製 は炒茶 のみ と聞ゆ。焙茶 は烹 るに宜 しく、炒茶 は澄煎 に宜
し。湾又庵 に作 る。い わゆる出 し茶也。
」とある。蒸焙 の製法 は 日本で発達 した製法 と
思 われ る。中国では舘炒 を主 とす る。炒茶 は湾茶 に適 し、焙茶 は烹 る茶 によい とす る
が、茶 の飲み方 としては烹る方が古 くな る と思 われ、その古 い飲み方 に新 しい製茶 法
が適用 されてい ることになろ う。あ るい は売茶翁が伝 えた古 い喫茶法が畿内に定着 し、
独 自の展 開をみせた結果 ともいえよ う。
品解 (174・ 175頁 )に「な し蒸 は下 品な り。里人の言 に、上製 の種 をアオと称 し、煎種
をな しと呼 ぶ とぞ。ナシムンの略言欺 (か )、 蒸製精 (く わ)し か らざるの名義 なるべ
し。」とあ り。そ して、その註釈 に「ナシムシ 永谷宗七郎 (宗 円)が 元文三年 (1738)に
新 し く作 り出 した煎茶 に対 す る呼 び名。従来 の水 に浸 して煮 るとい う方法 をとらず、
湯 で蒸 し、手 で もみなが ら焙炉 で乾燥 させ る とい う方法が とられた。」とある。この註
釈 に従 う と、永谷宗 円が開発 して50年 以上 も過 ぎて い なが ら、当代随―の煎茶家 た る
上 田秋成 は、その経緯 を知 らず に推察 を加 えて い るとい うことになる。また、「水 に浸
して煮 る」とい う製法 もい ささか疑問 とせ ざるをえない①
煎法 (180頁 )に「先ず湯 の茶 を烹 るべ きを候 いて、茶 を急 に瓶に投れ、即手 に火炉 を
去 りて、盆上 に置 き、一婁時熟するを待 ち

るを節とす。湾茶は、
別鍾に湯を滞らせて、
R建 篇づ装基融埜程督 雛翠

興 写真 軍黒 控鍵
れ瓶の外面 よ り熱湯を沃 ぎ、温気 を内に通ぜ しめて後、瓶中に湯を汲み入るる也。
」
「 F茶 譜』の茶 を投るる法 に、
「茶 を先に し、湯 を後にするを下投 と云い、湯を半 ば汲
みて、茶 を投れ、復 び汲 むを中投 と云い、湯 を先にす るを、上投 と云 う。春秋 は中投、
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夏 は上投 、冬 は下投宜 し」と云へ り⑤」とい う中国の手法 を紹介 してい る。ただ し、この
上投が湯 を沸か した容器 に茶 を投入す る ものか、別 の容器 で沸か した湯 を茶瓶 に入れ
て、その後 に茶葉 を投入 した ものかは詳 らかでない。
選器 (192・ 193頁 )に「茶瓶 は小 器 を要むべ し。湯候 いやす く、且 つ客 を迎 えて、再 三
煎 るの興 あ り。」「滝煎 (だ し茶 )の 器、今 も多 く来 たる。古代 の物 に比 ぶ れば、窟 品に
て、愛玩す る者 な し。古器 を得 ん と欲す るは、効用 の為 にて、点茶家 の舜紐島節 (世 に
な きめず らしきもの)を 検索す る談 にあ らず。古渡 りの茶瓶、たまたま得 た らば、京師
の名 工 に摸 さ しめ、破壊 の厄 に備 うべ し。」とい う。茶瓶 の小器 を良 しとす るは、 F茶
譜』の説 をとり入れた もの と思われる。そ して、現在 の 中国の博物館 な どに収蔵 されて
い る明 ・清代 の名品 はいず れ も日本 にお い ては水注 とすべ きほ どの大 ぶ りなサ イズの
ものが圧倒的で、「/1ヽ 器」を好 んだ風 は認 め られない。湾茶 の器が今 も多 く来 て、古渡
りの茶瓶 を得 た ら京 の陶工 に模倣 させ るとい うことについては、これを宕壼 (茶 壺 )と
してみれば寛政 6年 (1794)以 前 にその ような形跡 を認める事 は困難なのではなかろ う
か。
くち
「又、F茶 解』に、
「湯銚 と云 う有 り。金の刻ヽに して柄あ りて流有 る者」 (193頁 )「 都良
香 の銚子 に、「多 く茶落 を煮 る。飲み来 りて如何ぞ。体 肉を和調 し、間 を散 じ痢 (病 気 )
を除 く」と有 るを以て、当時は湯銚 に茶 を煮 たる事 をしらる。」 (194頁 )と ある。
『茶解』は明末の万暦40年 (1612)羅 稟 の著書 で あ り、都良香 は平安前期 9世 紀後半 の人
で ある。前者が穿心缶や急須 を意味 し、後者 は酒器 の銚子 で茶 も煮た と解釈す べ きで
あろう。これは嵯峨朝の茶 を煮 るとい う記述 を解釈する上では有用 な情報 となろ う。
「賣茶翁所蔵唐製 茶瓶国 今蔵在兼蔑堂」とあ
206頁 の図に「茶壺国 見真音彙韻」
「南蛮製茶瓶国 鶉居珍蔵」として 3点 の図が掲載 されてい る。初 め
り、207頁 の図にも
の茶壺 は薬缶形なが ら陶製 と見え、この種 は宜興窯 の紫砂 (朱 泥含 む)製 品にあ る もの
で ある。そ して、売茶翁が所蔵 してい た もので大阪 の木村兼蔑堂が所持 して い る とす
る唐製茶瓶 と上田秋成 ●魯居 )珍 蔵 の南蛮茶瓶 は、ともに急須形 の ものである力S、 これ
らは宜興窯 の もの とは見な し難 い。南蛮 と言 うとお り中国南部あた りの もの とい えよ
う。そ して、これ らが渡来品の茶瓶 とされて い る ことは、京師 の陶工 に模倣 させ た古
渡 りの茶瓶 と同種 の ものを指 してい ると見 る事 が許 され ようか。そ うで あれ ば18世 紀
の末 に京都 でこれ らが生産 されてい たことは充分 に想定可能である。
に.「 煎茶早指南」 柳下亭嵐翠著 楢林忠男校注
解 説 に「著者 は名古屋 の人で あ るが、詳 しい伝記 は未詳 で あ る。本書 は享和 二 年
」とし、煎茶 の普及書 であ ったとされる。
(1802)の 自序があ る。
急焼、又、小砂健 (235頁 )「 その形 さまざまあれ ど用ゆ るものはこれ らな り。」として
237頁 に図が示 されてい る。いず れ も急須形で「今 の嘉助此形 をおふ く焼 出す」 (「 お」
よ
イ
「此 三 品。
「 な」とも読める。
)「 右左兵衛作か らもの うつ し上品にてあたえも又貴 し」
都 の三七 。金三。六兵衛専 らや き出 し世間に流行す」とい う解説が加 え られてい る。
これについ ては附言 として258頁 に「高翁 の時分、急焼、こんろ、茶 わん等 をや き出
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す に、其 の名 を得 たる ものは、建仁寺 町三文字屋七兵衛 と、清水 の辺 に住す梅林金三
な り。今其 の形 を うつ して焼 出す もの、清水 の六兵衛、同嘉助、左兵衛等、尤 も上作 な
り。六兵衛、嘉助、近頃故人にな りて、今 の嘉助又妙作也。左兵衛 は、唐物 を うつ す に
妙 を得 たる ものな り。煎茶置用 の陶器 を専 らにひさ ぐ (あ きなう)も のは。旭峯、松風
店 な り。」として、図の説明 と符合す る解説 を加 えてい る。そ して、末尾に、この附言 は
兄翁 の茶話 を初心者 のために加 えた としる して い る。この兄 は凡例 に「兄翁は我兄長、
瓦礫舎 主翁 をさす①」としている。享和 三年 に序文 を書 いたのが、この瓦礫舎主人 で、
柳下亭嵐翠 の兄 にあたる。煎茶 とは主題がずれるが瓦礫舎 は尾張桜天神社霊岳 院 の住
僧 で朴巌祖淳 とい う。古瓦 な どの古物 を収 集す る趣味 をもつ好古 の士の一人で あ る。
嵐翠 は瓦礫舎 の弟 にあたる。 (名 古屋市博物館調査研究報告 Ⅱ 尾張地域 の考古資料 に
関す る文献資料調査 (二 )『 瓦礫舎』平成 4年 (1992)名 古屋市博物館 )
茶 を貯 う事 (245頁 )に は「あた らしき壺 は、本州知多郡 トコナベ (常 滑 )焼 、大 い に
茶 によろ し。」としている。本来古 い茶壷が よいので あ るが、茶以外 の ものを貯 えると、
その香 りが壺 中に混 じり良 くない とす る。
茶 を煎 じて熟味 をうかが う事 (249〜 251)で は、 F清 風瑣言』の入れ方を紹介 し、「わ
が兄翁 は茶 を瓶 に入れ息 を三 つ して火の上 よ りお ろされた り。さ りなが ら、あ ま り湯
玉た ちて、茶 をい るると其 の儘 さっさっ とふ きこぼ るる時 は、其 の法 を用 いず。瓶 を
わ きへ おろ して茶 をい れ、す こ ししず ま りて、火 にち ょっとか け、直 におろ して熟せ
らるる事 もあ り。」とい う入れ方 を加 えてい る。この場合 の瓶 は、上記 の「急焼」で あろ
う。そ して、湾茶 につい て も上 田秋成の方法 を紹介 してお り、茶器 の 区別 を してはい
ない。
坤」 (木 石居煎茶訣)深 田精―著 楢林忠男校注
解説 (260頁 )に「尾張藩 の儒者深田精―の著書。上・下三冊か らな り、嘉永 二年 (1849)
の 自序がある。本書 は、常 日ごろ口授 してい た もの を、門人 の 医師河村澄が筆録 した
ほ.「 煎茶訣

ものである。」とす る。深 田精 ― は享和 2年 (1802)に 生れ、安政 2年 (1855)に 歿 して
い る。
263頁 に「千載 の上 よ り今 日に至 るまで、茶 の製数十変せ しかば、其 の間許多 の好事
家思 い思 い に論 をたて、書 を著わ し、器物 を製 し、名 を替 え、異名 を命 じ、或 るい は酒
器 を仮 り用 い て其 の酒器遂 に茶器の如 くな り (果 )つ るもあ り。た とえば、F杜 氏全集』
に
「急須相 って飲 むこと一斗」とあ り、又 F三 余贅筆』にも
「媛 を呼ぶ酒器 を急須 と為す」
な どと考 うるに、急須 は全 く酒 の爛 をす る器 なるが、いつ しか茶器 とのみ思 うよ うに
な りたるにて もしられた り。」と急須 についての知識 を披露 してい る。 F三 余贅筆』は明
国、呉県 の都功
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F)が 著 した書である。
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3.『 煎茶志』に見 る著壷・ 急須類
F煎 茶志』は長谷 川痛 々居氏が 昭和 40年 に京都便利堂 よ り刊行 された著作 で、昭和56

年 に平 凡社 か ら再 刊 され た もので あ る。その内容 は 中国 。日本 の煎茶書 を渉猟 し、煎茶
の歴 史 と煎茶 具 に関 す る来歴 を明か に した ものであ る。その記述 は出典が 明記 されて
お り、そ の 中 には容 易 に入 手 しえ な い 奇親 の 書 も少 な くな い 。そ して、再刊 の 書 もす
で に入 手 困難 にな りつつ あ り、ここで は著壺 ・急須 に関す る記 述 につ い て筆者 が必要

と認めた内容 につい て文意 を損 なわぬ よう配慮 して引用 させていただ くが、当然 に全
体 の構成 の 中に位置付 け られた ものを抽 出するため、筆者 の意図をすべ て反映 してい
るとは言 い難 い。可能なか ぎり原書 に当る ことを願 いたい。
い.明 末 の煎茶流行
「この煎茶流行 と時を同 じくして発展 を示 した ものに宜興 の砂壼 がある。
」
「盗壼、茶
壼、落壺、沙壺、泥壺 な ど異称 は沢 山あるが、吾邦 の謂ゆる、紫泥、朱泥 な どの急 須 で
ある。」 (64頁 )と し、続けて「この急須なる語 は、吾邦 では茶注 に対 す る最 も一般的な
名称 となつ てゐるが、中国に於ては必 しもさうでは無かつ たや うであ る。明、陸容、萩
園雑記巻人 に
急須ハ飲器也。ソノ急 二応 ジテ用 フルノ故 ヲ以テ名 ク。趙嚢子。智伯 ヲ殺 シ、ソノ
頭 二漆 シテ以テ飲器 トナス①註 二 国ク、飲 ハ 禁 カニ溺 二及 ブノ器也 卜。今人暖酒 ノ
器 ヲ以テ急須 トナスハ、飲字 コ レヲ誤 ルノ ミ。 (後 略)」
と言 ふ。これは晋 の趙嚢子が韓、魏 と謀 り、智伯 を減 して、その地 を三分割 した。趙嚢
子 は智伯 に怨み を抱 いてゐたので、其頭 に漆 して飲器 とした といふ 史記、予嚢伝 に載
しゅびん
す話 で あ る。右 の飲器 とは実 は没瓶 で あ るの を字義 を誤 つ て酒 器 と した といふ 。」(64・
65頁 )

春秋時代末期 の紀元前 5世 紀 ころの話 である。「須」には「用 い る」の字義があ り、急
須 を急 に応 じて用 い る となれば、この語 の 由来が、註 に言 う ところの溺器、す なわち
尿瓶 で あ る方が語 の意味 と文字が一致 して い る。しか し、今 の人、つ ま り明代 にお い
ては、酒 を暖 める器 を急須 としてい るとい うのである。
「又、郎瑛七修類菓 (巻 二十四、弁証類)に は、
飲器ハ章昭ハ以テ稗憶 (酒 ヲ盛ル器)ト ナシ、晋灼ハ 以テ虎子 (漫 瓶 卜同 ジ)ノ 属 ト
ナス。顔師古 国ク、旬奴月氏 ノ王 ノ頭 ヲ以テ共飲血盟 ス。コ レ飲酒 ノ器也 卜。予、意
フニ、二 字 トモ張審伝 二 出ヅ、ソノ言 フニ、匈奴月氏 ノ王 ヲ破 リテ其頭 ヲ以テ飲器
トナス ト。 (原 註。蓋 シ、故人帝王 ノ頭 ヲ得 テ鉢孟 トナス ヲ吉祥 トス。 臨ハ即今 ノ厘 、
虎子ハ便 チ溺 ノ器ナ リ。故 二顔 ノ説 ヲ是 トナス。近時 ノ人、又、貯酒憶器 ヲ以テ コ レ
)サ

ヲ急須 卜謂 フ。亦一飲 ヲ為 ス ニ止 ムルノ ミ、字 コ レヲ訛 リテ殊 ナ ル知 ラズ。古人溺
器 ヲ以テ急須 トスハ 、及 チ急 二応 ジテ之 ヲ待 テ須 フル者。反 リミマ タ其義 ヲ知 ザル
ハ笑 フベ シ。 (後 略)
飲器 の論 は暫 く措 き、之によると急須 なる語は、上古 には溺器 を指 して謂ひ、明代 (嘉
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靖 頃)に 及 んで酒器 に充 て られた もの と考 ふ べ き もので あ る。」 (65頁 )と い う。しか し、
尿瓶 と した器 が仇 敵 の 頭 骨 で、これ に漆 した もの で あ った こ と。そ して、そ の 器 を酒
杯 にす る こ と も、古 くか らあ った とす れ ば、古 代 にお い て は酒 器 と して用 い た 後 に尿

瓶 に転用す る とい ったことも考えるべ きではなかろ うか。急須 の字義 は尿瓶が適 して
い る として も、頭骨 の尿瓶 は戦勝 の証 として酒 を飲 んだ器の第 2の 機能であった可能
性 もあると思われる。
「呉人、暖酒 ノ器 ヲ呼 ンデ急須 卜為 シ、
「都印、三余贅筆 (急 須僕筆)￨こ は、
」と言 ひ、都 、
陸容共 二呉郡 (江 蘇省)の 出身で ある。」 (65頁 )と してい る。つ ま り、明代 の江蘇省 で
は急須 を もって酒 を暖める器 としてい た とい うことである。この見解 は、す でに江 戸
末期 の 日本 で も『煎茶訣』に見るように紹介 されていた。ただ し、 F煎 茶訣』の著者 は、
落壺 と急須 を本来同一の もの とす る見解 を披涯 してい る。
「 ところが 、姦 に宋代 に於 て己 に福建辺 りの東南地方 に湯瓶 を急須 と呼 ぶ方言 の あ
つ たことを証すべ き事例があ る。則 ち、宋、黄裳 の
「龍鳳茶 ヲ昭覚禅 二寄 ス」と題す る詩 (演 山集、巻 一、古詩)の
「一族 ノllB声 急須 ノ腹」といふ旬 に、
「急須ハ東南 ノ茶器」と註 してゐる。
また、
「人ノ茶器井 二茶 ヲ恵 ムヲ謝 ス」 (同 、巻二 )に も、
「返 二長柴 (下 僕 )二 命 ジテ烹、且 ツ煎 ズ。一族 ノ蠅声急須吐 ク。毎 二思 フ北苑 ノ滑 ト
甘 トヲ。云 々。
」
と詠 じ、共 に湯瓶 を指 して ゐることは明白で あ。黄裳 は福建省南平 の人。宋、元豊五 年
」とあ る。ここで、急須 を茶器 と言 い、下僕 に命 じて烹、煎 じて い る
(1082)の 進士第一 。
のは、湯 とは限 らず、湯に茶 を入れた もので あ ると見 る事 もで きるのではなかろ うか。
売茶翁が長崎 で修得 した煎茶 の法 が、茶 を烹 る法 であ り、当時 の長崎 には福建か ら渡
来 した人 々が多 く住 んでい たのである。また、尿瓶 は多 く寒冷 の地で用 い られる器具
で ある。福建 あ た りでは、早 い段階か ら酒や茶 を暖 める道具 としての意味 に転化 して
いたのではなかろ うか。
「宜興盗壺 には明の周高起、陽羨落壺系。周容、宜興姿壺記、晋 の呉審、陽羨名陶録。
其他 の者 があって、煎茶器 の 中で専書 の あ るのはこれのみである。その数ある陶工 の
中で も殊 に時大彬 の名 が著 れ、茶疏 以後 の茶書 は勿論、其他 の雑書 の類 で も筆が 一 度
茶 に及べ ば必 ず宜興茶壼 に及 ばざるはな く、又、言、茶壼 に及 べ ば必ず時大彬 に及 ば
ざるは無 い有様 で あ る。喩政 の茶書 が上梓 された万暦四十一 年 はその時時大彬が婁東
(江 蘇 )￨こ 行 つ て、陳眉公 (継 儒 )等 の文人 か ら品茶施茶の論 を聴 き感銘 を受け、それ迄
は春襲式 に傍 つ て多 く大壼 を造つ てゐたのをその後 は専 ら小壼 を造るのに転向 した、
と陽羨宕壷系 にいふ、
」と明代 の宜興 にお け る落壺 生産 の画期 とともに、落壺その もの
の工 芸品 としての観賞 スタイルが確 立 された ことを示 してい る。しか し、日本 の煎茶
界 におい ては『 日本 の茶書 2』 に見 るよ うに宜興 の落壺 に関す る特別な記述はな く、そ
の登場 は慶應 三年 に富岡鉄斎 が周高起の『宜興盗壼譜』を写 した F宣 興盗壼譜』 (宜 を
77

宣 と し、盗 の 字 を磁 の よ うに作 る)を 待 たね ばな らな い 。
ろ。工 夫茶 につ い て
茶器 と茶 具 は密接 に結 び付 い て い る。『煎茶志』は「 明初 か ら嘉 靖 まで は煎茶 の 中に
菓子 を入れ て、飲 み且 つ 食 ふ飲茶 法 が可成 り盛 ん に行 われた と推 察 せ られ、 (中 略 )万
暦 末期 、煎茶 が流 行 す る に至 って 、遠 に異 物 を加 へ る こ とを否定 す るの は煎茶 愛好家

の間では常識 とな り、」(54頁 )と い う興味深 い指摘 を してい る。日本 の茶 で菓子な どを
加 える飲み方 をす るのは出雲地方で行われる「tFて ぼて茶」がある。しか し、その成立
事情 には諸 説あ り、明初 の 中国か ら伝来 した もの と確定す ることはで きない。そ して、
日本へ の煎茶伝 来 の主流 とされる長崎にそ う した伝統が見 られない ことか らすれば、
日本へ の影響 を云 々す る段階ではない と言 えよう。
清朝前期 の人、金蚊 の F潮 嘉風月記』に「工 夫茶」についての記述があ り、
「工夫茶 を
づ
烹る法 は、陸羽 の茶経 に基 き、器具 は精緻 である。炉 の形 は筒 を切 つ たや うで、高 さ
一尺 二 三寸、細 か い 白泥 で造 つ てある。茶壺 は宜興窯 か ら出るものが最 も佳 く、体が
円 く、腹 は扁平 で、嘴が突出で、柄が曲が つ てゐる。大 きい ものは反升許 も入 る。 (中
略)杯 は小 さ くて盤 は満月の ようだ。この外 に瓦錯 (土 焼 ノカマ)、 株塾、 紙扇、竹爽
(ハ ン)な どが あ り、製 は皆素朴風雅 である。壼、盤、杯 は旧 く佳 い もので、その貴重 な
ること供壁 の如 く、尋常 の船中では見 られない ものだ。先づ泉水 (清 水 )を 錯 に入れ、
びん
良 い 炭 を用 ひて 沸 す。初 沸 になる と聞茶 (福 建 ノ茶 )を 壺 中に投 じ、湯 を入れ蓋 を して
後 、其 の上 か ら全 体 に湯 を涜 ぐ、然 る後 に辞 んで 細 さに之 を畷 る と、気 味芳烈 で 、梅花
を噛 む よ りも更 に清絶 で あ る。」 (80頁 )
この 記述 で は工 夫茶 は小 さな杯 で飲 む こ とと、上 田秋 成が『清風 瑣 言』で述 べ る湾茶
の 方法 との 共 通性 に注 目され る ところで あ る。また、こ こで は茶 壼 に大 きな もの も用
い て い る と述 べ られ て い るが、後 の書物 で は、「器具 は精巧 で小 さ く、壺 は必 ず孟公 の
壺 (釘 彫孟 臣)」 (81頁 )と い う よ う に後 の 日本 の 煎茶 具 に通 じる ところが 少 な くな い 。

は.日 本 の煎茶
わが 国へ の煎茶 の伝来について石川丈山に始 まるとす る有力説 を F煎 茶志』は排 し、
日本人 としては売茶翁高遊外 を、そ して、その初 めに隠元隆埼 に求める説 を支持 して
い るが 、
「隠元禅 師 を始 め従者 にも福建人 の多 い ことが想像 せ られるか ら、福建 の煎茶
が 間接的影響 を与 えたであ らうことも充分 に祭せ られるところである。
」(88頁 )と す る
貴重 な指摘 を行 っている。そ して、田能村 竹 田の『茶器図譜』上 に、
「本邦茶飲 ノ行 ハ ルルヤ久 シ、近 日用 フル所 ノ葉茶 ハ相伝 フ僧隠元 ノ将来セ リ ト、
未 ダ知 ラズ 果 シテ然 ルヤ否ヤ ヲ、ソノ風炉、急尾焼 ヲ用 ヒテ、烹点飲畷 スルニ至 ツ
テハ 、遊外高翁 ヨリ始 ル。」 (87頁 )と す る記述 を引用 してい る。ここに、売茶翁高遊
外 の急須 (急 尾焼 )を 用 い て茶 を烹 る飲み方 は、彼 か ら始 まると云 い、責栗禅 にその
ルー ッを求 めない竹 田の見解 は重要 であろう。この書 は天保二年 (1831)の 上梓 で ある。
竹 田は寛政九年 (1797)31歳 の年 に「七事茶録」とい う書 を借 りて之 を写 した ことか ら
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煎茶 に関心 を寄せた と考 えられてい るが、『大風流田能村竹 田』の竹 田書翰集文政十年
「売茶翁 の急尾焼、風炉 の煎方 も、真 に唐 の通 リハ参 り兼
(1827)二 月廿三 日附の ものに
候。」 (110頁 )と い う文 があ り、す でにこの段階で竹田 は「売茶翁 の遣 り方 は道具 は同
じで も彼地 の法 とは違ふ ことを伝へ てゐる。」 (111頁 )
売茶翁茶器図譜 には「急焼 (キ ウス)が「唐 山製、二枚、高三寸許」とあ って、支那製
の泥瓶が一双書かれ てゐる所 か らみると、後世、花月奄流 が一壼 を火 にかけて湯が沸
くと一煎 を入れ、次で他 の一壺 を火 にかけ二 煎 に備へ る煎法 は売茶翁 の遺風 で あ ろら
うと想像 される。」(95頁 )と い う。細事 なが ら図に書 きこまれた急焼 には読み方 の指示
はな く、おそ らく「キウス」ではな く「キ ビシ ヤウ」と読 ませてい た もの と推測す る。
に.緑 茶 の創製
「宇治 田原郷湯谷村 (現 在 ノ湯屋谷 )の 人、永谷宗 七 郎 の梨蒸煎茶 (緑 茶)の 創製」
」「元文 三年
「吾 々が現在煎茶、玉露 と呼 んでゐる品種 は全 て この製法 に よる もので、
(1738)の ことで、四年後 の寛保 二年夏 の末 に高遊外 は宗 七郎 を湯谷村 に訪ね、そ の佳
「美艶清香 の極 品に して、いづ くんぞ天下に比す る ものあ らんや。」と嘆賞
品を試み て、
し、宗七郎 と茶談 に一夜 を明 した と伝 へ られてゐる。 (中 略)永 谷宗七 郎 は之を売出す
に当つ て、因襲 の根強 い京、大阪 よ り革新 の気風 に富 む江戸 に売弘むる ことを得策 と
考へ て、其年 の秋、自ら新製 の梨蒸煎茶 を携へ て東海道 を下 り、 (中 略)日 本橋 の茶舗、
山本嘉兵衛 (四 世嘉道)の 取 り上 げ るところとなって、姦 に宇治茶殷賑 の端緒 を開 くと
共 に、一 方 では後 の山本 山繁栄の基 をな した。」「文化文政以後 には宇治 は素 よ り諸国
を風靡 した この製法 も当時 にあつ ては地元の京阪 には余 り知 られず、却 つ て遠隔の江
戸 に於 て其茶 が賞用 されたや うな実状 であつ た。」(102頁 )F煎 茶志』は、この経緯 につ
いて「故好川海堂氏著「 日本茶 の 由来 と特色、永谷翁創始 の茶 に就 て」に詳悉 されてい
る」との根拠 を示 し、享和元年 に滝沢馬琴が著 した「覇旅浸録」に京都 に乏 しい もの と
して上等の煎茶 をあげてい る ことも文化文政以前 の京阪 に緑茶が なか ったことの証左
としている。
「この製法 の特徴 とす る ところは抹茶 の製法 を煎茶 に応用 した所 にあ り、それ まで
の煎茶 の多 くは釜炒 か、或 は湯蒸 しす るに して も乾かす場合 は 日乾、風乾 を主 として
ゐたのに対 し、宗 七 郎 の新法 は先ず原料 の時 に新葉の良芽 を選 び、湯 に蒸 し、揉捻 を
加へ 、抹茶 の如 く焙炉 のみで乾燥 して仕上げる。」とい う もので あ った。この革新的 な
製法 により、煮茶 。烹茶 は急速 に変質 してい った と考え られる。嘉永 二年 (1849)の 序
を持 つ木石居 F煎 茶訣』で「ユ ワカシとキ ビシヤウも素 よ リー物 なるを三四十年来湾茶
とな りて よ リユ ワカンとキ ビシヤウの二物 のごと くもてはやす俗習 とハ な りぬ。」(104
頁)と い う指摘 も、文化文政 の頃 にユ ワカシが分離 した ことを物語 つている。
緑茶 の 出現 により煎茶法 に大 きな変化 をもた らしたように、玉露の出現 もまた煎茶
界 に変貌 をきたす要因 となった。「玉露は幕末、或 は明治初年 とも謂 われるが、日本橋
の山本山の番頭が宇治の茶 園で戯れ に薄茶葉 (抹 茶 ニスル前 ノモ ノ)を 造 った ところ、
技術が拙 い為 に葉 を丸 めて了 ひ役 に立たな くした、その過 ちの功名か ら生れた と伝 ヘ
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られてゐる。然 し、筆者 が 日本橋 の 山本 山を訪ねて山本藤江夫人 よ り聴 き及んだ とこ
ろによる と、時期 は明確 では ないが、玉露 は六世 の主、徳潤氏 の創製す る所 で あ ると
いふ ことであつ た。 (中 略)宗 円の煎茶が、煎茶 の葉 を用ひて抹茶 の製法 に随ひそれに
揉捻 を加 へ た もので あつ て、同 じ方法 で濃茶 にす る葉 を処理 した ものが 即 ち、玉露で
ある ことを思へ ば、玉露の生 れたのは偶然 の結果か も知れぬが、己 に製 出 さるべ き必
然性 が 熟 して い た と考 へ られぬ こ ともない。」 (124頁 )こ の六 世徳潤 には天 保 6年
(1835)刊 行 の『煎茶小述』とい う著書があ り、そ こには未だ玉露の記述が ないことか ら、
F煎 茶志』では、その後 に玉露が生み 出された もの としている。常滑 で朱泥 の玉 露 に適

した宜興型落壺が生産 されるのは安政年間のことと考えられ、そ の 頃が 一 つ の 目安 と
はな り得 よう。
「前代 の煎湾 の法 には急焼 式 の茶瓶が適 し、玉露 を用 ひる湾茶 には宜 興茶壼 の好 い
ことは言 ふ を挨 たない。前者 のや うな温度の高 い湯 を用 ひてす る時には大形 の もので
なければ手が熟 くて仕様 に適 さない。先 に挙 げた隠元禅師将来の宜 興鱚、或 るひは茶
疏や張源茶録 に使 つ てゐる茶銚 はその容量か ら推 して、執れ も現在の水 注 に匹敵す る
大 きさの ものである。容量 一合以下 の瓶では急焼式 の柄 の突出 した ものでなければ適
当でな く、殊 に形式 (手 前)に 重 きを置 く場合 にあつ ては小 形 の茶壼 は殆 ど使用不可能
で ある。そ こで、専 ら宜 興茶壷 を使用す る風潮 の生 じた頃か ら玉 露 も亦、使 われ出 し
た と考へ て大差 はない もの と思 はれる。
」 (125頁 )玉 露は湯 を令 まして入 れることで、
本来 の味が出 るもので あ り、そ の味 の濃 さか ら一度 に多 くを飲 まない ものである。一
方、急須 もまた隠元将 来 の茶壺 に比 べ ればお しなべ て小型であるが、そ の把手 の形状
か ら先端寄 りを持 つ事 で高温 を回避 す ることが可能 となる もの と考 え られ る。した
がって、ここで隠元将来の茶壼 を引 き合 い に出す のは、直接、湯 をわか す道具 として
捉 えてい るのであるが、中国の一般的な湾茶 の落壼が、日本 にお いては水 注 のサイズ
で あ って、玉露 に用 い るよ うな小型 の ものは水 滴 としての使用か、南部 で普及 した特
殊 な茶 の道具である ことは、改 めて問題 とす る必要があろう。
『煎茶志』は幕末 ・明治 に活躍 した松 井釣古 ・楓川亭 の遺 した「楓川画集」や田能村
直入が文久二年 (1862)に 青湾茶寮 で 開いた茶謙 の記録か ら宜興落壺が茶 注 として頻出
す る時点 を玉露の出現期 と捉 え
「玉露創製 の時期 は文久二年 を遡 る凡そ十年、蓋 し、嘉
永末年 との間 と為すべ きであ らう。」 (134頁 )と す る見解 を示 してい る。これは常滑 の
落壺創生期か ら導 いた筆者 の見解 と一致す るものである。
ほ.国 産急須
田能村 竹田、天保元年 自序の『屠赤瑣 々録』に
「「今、世間に流行する煎茶 も、先生、余
斎両人 して図を製 し、其 頃清水 の陶工六兵衛 と云ふ者 に命 じて作 らしむ、彼是世話 し
て漸 く出来す、纏 に十二三年計 (前 )の 事 な り、今 は三都 を始め田舎 にまで行れ て、片
隅の怪 しき茶店 まで、急焼、風 呂を清 らざるはな し、夫故余斎、六兵衛 にて茶器 を取 れ
ば、価 に及 ばず、余斎 のか げ (オ カゲ)に て如 レ斯 に流行 して、誠に多 くの益 を得 しゆへ
也、六兵衛 も四五年前歿故 して、その後は これに及 ぶ ものな し。 (巻 二)」 姦 に言 ふ丁卯
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か ら逆算 して十二三年前 は寛政六年、即 ち清風瑣言 の刊行 された頃で あ る。」とは、竹
田が煎茶 の師であ る上田秋成 。余斎 に伴 われて久 しぶ りに村瀬拷亭先生 を訪れた とき
の話 である。その時が丁卯 (文 化 四年、1807)で あ つた。
また、同書 で竹田 は「余斎 も、急焼 を手づ か ら製せ られ し事 も有 しよ し、今 は世 に散
在 して貴重す ることになれ りとぞ。 (巻 二)」 (106頁 )と いい「此翁の作 られ (シ )急 焼
は、尾州 にては十五両金 に調 へ し人有 とな り、此 頃 も翁 の留守 を伺 ひ、常 に用 ひ居 ら
れ し急焼 を取 りかへ て、跡 に三 円 (両 か ?)金 を礼 として残置 しとな り。 (巻 二)」 (107
頁)と い う。文化 三年 (1806)頃 の ことである。現在 まで、ここに述べ られてい る上田秋
成 。余斎 ・鶉居作 の急須や愚斎 ・六兵衛 の急須 は確認 で きてい ない。火 にかけて用 い
た もの と思われ、伝世す る ことな く廃棄 されて しまった もので あ ろ うか。今後 の考古
資料 に注 目したい ところである。
『煎茶志』は、F兼 蔑
ここに竹田が述べ る茶器 が急焼 とされてい ることに注 目しつつ 、
堂雑録』巻― に
かんがへいだし
「「煎茶用 に用 ひる「キ ビシ ヤウ」といへ る語 を高芙蓉 の検 出 して大雅堂 に語 られ しが、
殊 に歓 びて是 を同心の徒 に知 しめんとて其事 を上木 し弘め られ しぞ風流 の深切 といふ
べ し。

キウシャウ

又名 宣興鍵
右見下イ
青人呉成充船 中饗二和客
金右衛 門一人悟卓式記上
急焼

高芙蓉検 出
右次 で丙子冬十月大雅堂印施 と有此丙子 は宝暦六年 に して大雅 山人 三 十四歳高芙蓉
三十五歳 の時な り。」
と記 されてゐる。この人悟 卓 (燕 )式 記が古事類苑、飲食部 に載 つ て ゐることを、私
は先頃、中学茶書 によつ て知 つ た。兼蔑堂雑録 の此記 の上 には謂 ゆるボー フラの図が
掲 げ られて ゐて、そ の為 にかボ ー フラは宜興窯 で焼成 されたか のや う に、山本竹雲 も
箱書 をす る程 に誤 られて今 日に至 つ てゐる。どこまでが此記 に載 つ て ゐる事 か判 らな
かつ たが、古事類苑 を一 見 して、之が全 く高芙蓉 の誤解 に出た もの ら しい ことが納得
で きた。
」 (113・ 114頁 )こ こでボーフラとは宜興落壺 が茶注の主流 にな りだ してか ら、
それまでの急焼類 が湯沸 しとして用 い られた ことと、新 たに湯沸 し専用 として もた ら
された ものがカボチ ヤに似 た扁平 な形であ ったことか らポル トガル語 でカボチ ヤを意
味す るボー フラの名 が与 え られた もので ある。この「兼蔑堂雑録」に掲載 された図は
ボー フラとい うよ り、む しろ急須・急焼 とすべ きものであ り、高夫蓉や池大雅 の ような
当代 きっての文人 にお い て も、そ の急焼 の何 か を理解せず、さらには宜 興 の落壼 とも
混同す るような状態 であ った と解すべ きであろう。
「八 悟卓燕式記 は、金右衛 門な る邦人が清人呉成充 の船 中に招 かれ て饗応 された次
第 を順序 立てて記録 した ものであるが、その中には小莱八品、中菜十 二 品、大菜八 品、
大碗頭八品 といつ たや うな盛沢 山の馳走が終 つ た後 で琴棋書画や音楽 を楽 しむ相当長
時間の休憩 があ り、次で、最後 の酒宴 に移 るまでの間に沖茶 を供 され るのである。
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チョンッア

ダアチャンロウ

沖茶 。大 壮 炉 卜云 ル風 炉 二 急焼 ヲカケ テ湯 ヲ沸 ス 。宜興鍾 宜興 卜云所 ノ土 ニ テ焼
タル器 ナ リ ト云 、茶 ダシ ニ茶 ヲ入 、其 上 へ 湯 ヲサ シ 出 ス 。尤佳茶 ヲ用 ユ 。小 キ鍾

子 ヘ ツギ出ス。此 方 ノグシ茶 ナ リ。
宜 興錐 (罐 )は 言 ふ まで もな く宜 興 茶 壺 で 、急焼 はボ ー フラで あ る。また、大 壮 炉 は工
夫茶 の 所 で述 べ た如 く当時、度 門、津 州 な どで 非常 に流 行 つ た もので あ るか ら、この
船 は「福建 の 船 ら しい」と、中華茶 書 謂 ふ 通 りで あ ら う。」 (114頁 )と 層
煎茶 志』は解説
し、確 か に後 述す る よ うに中国の食 事 風 景 を描 い た絵 には、一 見 して宜 興 の 落 壼 が認
め られ るの に対 し、日本 の茶 書 に描 か れ た 喫茶 の風 景 な どで は専 ら急 須 ばか りが 目に

付 き宜興の著壼 は幕末にな って漸 く散見 されるよ うになるので ある。そ して、宜 興落
壼 はす でに明末 ・清初 には茶器 としての地位 を確 立 してい なが ら、中国の煎茶 を手本
とした 日本の煎茶 において何故斯 くも異質な姿 に変貌 して しまったのであろ うか。
文政期 ともなれば、
「文政渡 り」とい う語が生れるほどに中国か ら多 くの道具が もた
らされたはず であるが、田能村竹 田は、その 頃で あ って も急焼 は少 ない方 だ と言 って
い ると F煎 茶志』は述べ で「支那 の煎茶が一般 には多 く沖泡が行はれて、福建 や広東 に
盛んな煎茶 は宜興落壺 を用ふ る前期 の工 夫茶 の如 き湾茶であるか ら、急焼 は湯 を沸す
為 のボー フラである。ボー フラの新製 の ものは土気が濃厚 で、湯沸 しの 目的 には比較
的容易 に使用 に堪へ るや うになるが、茶 をいれて用 ひるには到底、早急 の 間 に合 はな
い。それに破損 し易 いのであるか ら、土気 を脱 しきつ た古物 は却 々手に入 り難 い。 (中
略)随 て急焼 の少 ないのは当然 とい わねばな らない。」 (115頁 )と 、その理 由 を説明 し
てい る。さらに、その少 なさを補 うため に京都 あた りで模造す るのだが、その実体 は
皆 目解 らないのだ と述べ てい る。
福建 な どでは工 夫茶 の道具 として湯沸 しが用 い られてい なが ら、それは湯 を沸 かす
道具 に特化 してい た。ところが売茶翁が長崎で修得 した煎茶 もまた福 建あ た りの方法
であ つた可能性が高 いこ とは既 に見 た ところである。それは工夫茶 ほどに洗練 されて
は居 らず、煮茶・烹茶 などより原始的な煎茶 であ った と推測 されるところである。そ し
て、その道具 は江蘇省 の宜興 ではな く福建省か ら広東省 といった南部 にお い て生 産 さ
れてい た可能性が極めて高 いので ある。なぜ なら売茶翁ゆか りの急須 な どに しば しば
南蛮急須 とされる ものが含 まれてお り、それ らの出所が中国南部である ことを示 して
い るのである。『煎茶志』も皆 目解 らない といった後 に続 けて寛政十年 (1798)刊 の楽水
居主人著『煎茶略説』小砂罐 の項 目を引 いて
と

急歴蓄 薫影

好悪 あ 哄 欄 乳 最 上の 品ぱ哲 努所持 の
て
唐物なち 跳
暮撞彰 Lに 世上 に売茶翁形 といふはこれ な り 此外
おらんだがた
俗に紅毛形 といふ宝珠形 新渡急焼のうつ し也其外朝顔形南蛮形広 口など

広東急焼
といふは、それぞれよ りどころあ りて仮 になづ くるなるべ し。
」とい う説明 を引用 して
いる。寛政十年 は「文政渡 り」の文政 よ り20年 ほども古 い時期ではあるが、その頃より
広東あた りか ら南蛮船に載せ られて急焼が流入 していたと見 るべ きであろう。
「文政渡 り」の唐物急須 は、未 だ湯沸 しに特化 したものではなかったのでは
もっとも
なかろ うか。湯沸 し 。ボーフラが完成するのは玉露の創出 と普及がみ られる幕末の弘
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化年間以降 の ことになろう。もっ とも、す でに化政期 になれば永谷宗 円の 梨蒸 し煎茶
が普 及 し煮茶か ら湾茶 へ の移行が進 んだ ともとれるのであろうが、それ で も尚、この
時期 に活躍 した南蛮急須 を最 も巧 み に写 した とされる青木木米 な どは茶 を烹 る式 で
あ ったようで あ る。「文政六年五月十 一 日、竹 田は木米 を四条大橋北側 の家 に訪ね、御
典医の福井棒亭 (丹 波守)手 造 りの新茶 を供せ られた。
「 (中 略)予 、初 メテ其居 ヲ訪 フ、狭 窄甚 シク、鴨水 ノ上 二架 セ リ(流 水耀浸 トシテ屋
下 二響 ク、手 二其水 ヲ汲 ンデ煎、且 ッ国ク、此茶、福井格亭造 ル所 ナ リ ト、便 チー絶 ヲ
「家園 ノ水 ハ即 チ鴨河 ノ水。煎出ス裕亭老子 ノ茶」卜、老人 コ
贈 リテ、末 ノニ句 二云 フ、
レヲ喜 ブ。 (後 略)」 (118頁 )
この記述 では水 を煮ただけで茶 を煮 た ものか どうか定かではない とも言 え ようが、
七絶 の「煎出棒亭老子茶」は、や は り煮出す と読 むべ きであろ う し、竹 田の観察 で あれ
ば、これが湾茶 な ら、湾 して くれ た と記述 されるのではなかろ うか。
へ.明 治期 の煎茶
この段階 になる と玉露 を用 い た喫茶が普及 し、茶注 も小型 の宜興落壼が多 くな り、
これ までの急焼 ・急須 は湯沸 しに移 るとい う流 れ を想定する ことがで きるのだが、実
際 には急須が今 日もなお普通 に茶注 として愛用 されてい るように、急須 を茶注 として
用 い ることも多 く行 われてい る。『煎茶志』では「宜興 の茶注 は急焼 に替 つ て必須の も
の となった。そ こで、明周高起 陽羨落壺系、清呉審陽羨名陶録 な どの之 に関す る者書
が識者 の注 目を引 き、夙 くも慶応 三年十 一月、富岡百錬 (鉄 斎 )は 前書 を底本 とした鉄
荘茶譜 を著 してい る。」 (139頁 )と 、本格的 な宜興宕壺 についての情報 が もた らされた
ことを指摘 してい る。しか し、さまざまな茶書 の知識 が もた らされなが ら、宜興落壺
につい ての情報 が、この時点 まで もた らされなか ったことは単 に玉露 の 開発 に絡む問
題 ではない①再 三の指摘 になるが、玉露 は中国にはない 日本独 自の製茶法 に よる もの
であ り、中国 においては釜炒 りの茶が主流であ りつづ けたのである。上田秋成 は F清 風
瑣言』で炒茶 は流茶 に良 く、焙茶 は烹 るに良 い と述べ なが ら湾茶 の道具 と して中国で
主流 になっていた宜興 の落壺 にまった く触 れてい ないので あ る。田能村竹 田 は、す で
に売茶翁 の茶 は中国の正統的な手法 ではない としつつ も、宜興 の落壺 につい て触 れて
はい ない ようであ る。天保 二年 (1841)の F竹 田荘茶説』の図には一見 して宜興 の名壺
とわかる表現 があ り、名称 も茶壺 となってい なが ら、なおその情報 を欠 い て い るのは
いかなる事情 によるので あ ろ うか。
明治七年十一月八 日、大阪の 中山春堂堂主が 開催 した煎茶会 の記録『青湾落疎図誌』
には「己に具輪珠、三友居 の茶注、沈存周 、張克瑞 の錫茶心壺、引動清風 の凍炉 な どが
名 を列ね、漸 く後世煎茶器 の名品 と謂 われる ものの体系が うまれつつ あ る ことが察せ
られる。」 (139頁 )と 、江戸時代 との大 きな違 いが明治初年 には現れてい るのであるが、
茶注 に関 しては明治九年 (1876)に 奥蘭田が刊行 した F落 壼図録』が宜興落 壷 の名品 を
まとめて解説 し、その 中国式 の美 が観賞 されてい るのである。それ は、売茶 翁以来 の
「明治年間の煎茶
日本 の煎茶 ではまった く認 め られなか った現象 とい えよう。そ して、
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の社会的特性 をあげれば、その以前 の煎茶愛好家が多 く社会 の被支配階層 の 中 にあ つ
た ものが、此時か ら上 層 の支配権力層 と関聯 を生 じたことである。中国、吾邦 共 に煎
茶 を嗜 んだ人 々が常 に社会の 中層 に属す る知識階級であつ たことは前に述べ た通 りで
ある。 (中 略)あ た ら知識、才能 を持 ち乍 ら権 門の下積みに甘んぜねばな らない 人たち
で もあった。さ うした不合理 な運命 に対 す る反発、或 は不満が、煎茶 の包蔵す る 自由
平等性、初期 の侃雲林 などの権 門や利慾 に屈 しないで 自己の生活、信念 を重 しとした
事跡 に共感す る もの を覚 え、之に念 顧 の捌 け口を見出 した ことが煎茶 に向かは しめた
一 因で もあつ た。」「明治期 に於 ける廟堂 の実権者や経済界の実力者 の中には旧幕時代、
薩長土各藩の思想的指導者 ではあつ て も階級的な立場 か らいへ ば寧 ろ軽 輩 に属 すべ き
人が多 かつ た。而 も、煎茶 を礼賛 した頼 山陽、田能村竹田などは彼等の常 に崇拝 し、或
は親近措か ざる人 々であつ たか ら、姦 に於 て煎茶 も自ら水 を得 た魚 の如 き活菱 な動 き
を示す に至 つ た。」 (139。 140頁 )そ して、骨童商が盛んに煎茶会 を催 し、そ の図録 を作
成 してい るの も、この時代 で、
「これ らの好事家や商買が中国の茶書其他 によつ て教ヘ
られたことを基本 とし乍 らも、必 しもそれに拘束 されず に独 自の見解 と感覚 に準 つ て、
玉露 を以てす る最良の喫茶法 を案出 し、最高 の茶器 を選び上 げて後世 に遺 した ことは、
煎茶愛好者の忘 るべ か らざる功績 と言 はねばならない。」 (143頁 )
これ らの指摘 か らすれ ば、今 日の煎茶 の基盤 は、む しろ明治の時点で形成 された と
見 るべ きか もしれない。実際、常滑 の急須生産 も本格 化す るのは明治期 に入 つてか ら
である。ただ、『落壺図録』に採録 された よ うな本場 の名品が時の貴顕や富豪 の 求 めて
や まない名品で あ ったの に対 し、常滑 の急須 は大半が名古屋近在の趣 味家 の もとに納
まってお り、煎茶 の流行が相当に裾野 を広 げた結果 と考 えられる①
と.具 輪珠
「具輪珠
マ ター種、 独茶銚。丁稚具輪珠。
「 ぐりんだま」といふ名称 の出所 は明 らかでない。大言海 の「 ぐりぐり、具輪、曲輪」の
章末段 に、
ぐりん玉 トモ イ ヒ、朱泥、紫泥 ノ急須 ノ、屈輪 ノ小 円形ナルモヲモ云 フ。
と記 されて、堆黒 に多 い渦状文 の文様 に発 す るや う説明 してゐる。一説 には九輪 塔 に
擬へ た ともい ひ、要す るに、この茶注 の胴 の形が他品 と異 つ て略円状 を呈 す る こ とに
依 るもの らしい。」とい う粗作 の落壼 については、きわめて 日本的な好みが反映 した煎
茶具であって、中国の美意識 とは相容 れない ものであるが、明治期 には中国産 と して
珍重 された ものである。『落壼図録』別種 に、
近時、一種 ノ貴品アリ、邦俗 二呼 ンデ具輪珠 卜謂 フ。謂ユ ル小 円式、鵜蛋式 ノ類 ナ リ。
形 二大小 アリ、製 二精粗 アリ。泥色 二朱 アリ、紫 アリ、梨皮 アリ。小 ニ シテ精 ナ ル者 ヲ
独茶銚 卜国 ヒ、粗 ニ シテ小ナルヲ丁稚 卜国フ。大概、款識ナシ。故 二何人 ノ手作 トナス
ヤ詳 ラカニセズ。 (中 略)コ ノ壼、予、伝 聞スル所、殆 ド四十 品ニ シテ ロ撃 スル 者半 ヲ
過グ、但 グ大同小異アルノミ。ソ レ豊、悉 ク良エ ノー手 二成 ルモノナラ ンヤ。或 ハ 久 シ
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ク巾箱 中 二 匿 ルルモ 、清 人 ノ新 製疑 ヲ容 レザ ルモ ノ ア リ、 (中 略 )而 シテ ソノ器 タルヤ、
拙 ニ ンテ密 、僕 ニ シテ雅 、流 (嘴 )直 ニ シテ湯 ヲ注 グ ニ快 、大小 適宜 二韻致 ア リ、コ レ世
二盛行 スル所 以 ナ リ。」といふ 。」 (189頁 )
宜 興 の 名 品 とされ る落壺 に「拙 ニ シテ密 、僕 ニ シテ雅」とい う作 品 は認 め難 い ので は
なか ろ うか。これ は極 めて 日本 的 な評価 の仕 方 で あ る。
「朱、紫泥 の もの を無地具輪 、梨皮泥 の もの を梨皮具輪 と呼 ぶ が 、二 者共 に大小 が あ
つ て、特 に小 形 の もの を独 茶銚 と謂 ふ 。概 ね同形式 で は あ る けれ ども明か に一 人 の 手
「粗 ニ ンテ小 ナ ル 、といふ 丁稚具輪 は泥色 、形状 、
に成 つ た もので はな い 。」と しなが らも
作行 も全 く同一 で、蓋 し、同手 に造 られた もの と考 へ られ、その素朴 、放胆 、企 まざる

手練 の江 えは粗作瓶中の白眉である。」とい うように、同一作者 の可能性が高 い物 も存
在す る。
「具輪珠茶注 の偽者 の 中で一番多 い と思 はれる ものは吾邦の注文 によつ て作 られ、
引続 き渡来 した各種 の新渡品で あ らう。今 で も時折見受けるものは概ね此種 の品であ
るが、最 も巧妙 を極め、屡 々真品 と誤 られてゐる場合のある有名な「ゼ ンテイ具輪」は、
実 は金士恒 の作品である ことを立証す る有力 な資料が最近になつ て発見 された。」(192
頁)と い う興味深 い指摘 をしてい る。金士恒は明治11年 、常滑 に宜興窯 の落壺技法 を伝
えた人物 として知 られてい る。熊本 の三笑軒、大久保氏 よ り送 られた資料 に対 し、 F煎
茶志』は、「之には二様 の箱書 きがあつ て、一は明治十年秋、山本竹雲 の手に よるもの
で、他 は光緒七年 (明 治14年 )正 月の金士恒 の認 めた もの とが併記 されてゐる。その金
士恒 の記 によると、
(前 略 )光 緒 二年丙子 (明 治九年 )の 春、眉山隠士、瑞岩翁が中国 に遊び、春 申の古跡
を観がて ら上海に来て余の茅屋 に到 り、自 ら絵 いた形 の壼 を作成 す ることを依頼 し
た。そ こで余 は此壺 を造 り、故郷 の江蘇 に遊 んだ道すが ら宜興 の客 に入れて焼成 し
た。その年 の秋九月 の事 である。翁は後 に之 を自らの娯 しみの器 とした。庚辰 (明 治
十三年)の 秋、余 が翁の隠居処 を訪ねた折 に この五壼がそ の珍賞す る所 となつ てゐ
るのを見 たが、亦その小像之記 を留める ことを嘱 された。
余 は成豊二年 (嘉 永四年、1851)父 に同伴 して江蘇 よ り上海 に至 り、子冶 (窪 子冶)に
従 ひ之 を師 とした。余が十三歳 の時 のことで、それか ら後 は数 々の壺 を作成 した。
シ城、金士恒又記 し併せて此壺 の小像 の説 を為 る ものである。光緒 七 年春 正 月、眉
山瑞岩翁の処 にて記 す。
と云ふ。これ を見 る と金士恒 は此 時 四十三歳、彼 は少年時、窪子冶 に製壼 の技 を学 ん
だ ことが判 る。右 にも云ふ通 り吾邦へ幾度 か来遊 した人でその名 を款 した茶壺や書画
もあ り、茶壺 には独 自の もの或 は古製 の傍造 もあるが一種 の雅趣 を有 し、殊 に茄子式
茶注 は有名 であ る。然 して、此箱 中に収めた五個 の茶注 の一個 を筆者 は見 たのである
が、謂 ゆる「 ゼ ンテイ具輪」の一種、梨皮独茶銚 で ある。竹雲 は箱 の表 に「宜興窯独茶
壺」、裏面中央 に「丁丑桂華月観於浪華客次併題、竹雲老人雹生」と記 してゐる。この注
文主である眉山隠士瑞岩翁なる者は前 に引用 した新渡具輪の箱書 中に有 る「長崎瑞品
と蓋 し、同一の人物 で あ らう。彼 は姓 を佐野 と云 ひ、長崎 に住 んで常 に京阪 と往来 し
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た り、又 自ら支那へ も買出 しに赴 いた骨童屋 で、彼 こそ「ゼ ンテイ具輪Jを 生んだ張本
人であ らうと察せ られる。」 (192・ 193頁 )と い う。長文 の引用 になったが金士恒の 日本
へ の渡来 の経緯が判 り、さらに金士恒 の作風が、ここに言 う粗製 の雅致 に富む もので
あ ることなど、その作風 の成立事情 を窺 わせ る興味深 い内容 で あ る。
「精作茶注 とは幾
F煎 茶志』は、粗作茶注 に続 けて、精作茶注 をあげてい る。そ して、
何学的な整然 とした形 を具へ た厳正な作行 の ものをいふ。」「中国 に於 て名高い割に吾
邦 の煎茶家 には余 り喜 ばれない為 か、此種 の渡来 して ゐる ものは極 めて少 く、又、時
に有つ て も、同 じ精作乍 ら寧 ろ中国では無名 の左記各種茶注 の方が賞美 されて今 日に
至 つてい る。」 (195頁 )と い う。ここには彼我の造形に対する美意識の相違が現れてい
ると見 る事 がで きよう。そ して、落壷 として 中国で普及 してい るのは、日本 にお いて
は水注・土瓶のサ イズで、玉露 を入れるには多 きす ぎるものなのである。対 して 日本 で
「高豊順記」「釘彫孟臣」などは、中国で も南部 の工夫茶 が流行 し
珍重 される「三友居」
た地域 において好 まれるものであ り、中国の緑茶 の 中心地 であ る宜興周辺 のエ リアで
は茶器 とす るよ り文房具 の水滴 として扱 われるサイズであ る。
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金 工 恒作

朱泥 著重

金 工 恒作

紫泥 著重

4.『 長 崎 唐 人 貿 易 と煎 茶 道 ― 中 国 風 煎 茶 の 導 入 と そ の 派 生 ― 』
1996板 橋 区 立 郷 土 資 料 館
1996年 に板橋 区立郷土博物館 で 開催 された『長崎唐人貿易 と煎茶道― 中国風煎茶 の

導入 とその派生―』と題す る展示 は、そ の後 の各 地の煎茶 関連企画 に先駆 ける もので
あ ると同時 に、この分野 に対す る博物館 人 の注 目を集める役割 を果た した意義あ る も
ので ある。そ の企 画 に際 して作成 された図録 もまた画期的な内容 を見せてい る。ここ
では、その図録か ら筆者 の関心 を引 く部分 を抽 出す る ことに したい。
い.長 崎唐人貿易 と煎茶道― 中国風煎茶 の導入 とその派生― (序 論)小 西雅徳
長崎 を介 した江戸時代 の貿易 ではオラ ングとの関係 は様 々に論 じられてい るのに対
して、中国 との 関係 は、そ の取引量 が圧倒 的に多か ったのに もかかわ らず、い まだ解
「唐船輸 出入数量 一覧 1637〜
明 されて い ない部分 が 多 い とい うことで あ る。そ して、
1833」 とい う資料 か ら茶 につい ての記述が列記 される①
「寛永18年 (1644)6月 の安海船 (茶 壺47個 )、 7月 安海船 (茶 壼70イ 固)、 同月安海船 (茶
壺80個 )、 同月福州船 (陶 器 の小盃22000個 )同 月福州船 2隻 (茶 壺20個 )、 同月福州船 (茶
壷710個 )等 と続 き、茶壼 の存在 に目がゆ くが、その後、中国茶 7壺 、中国茶44斤 、茶壺
84個 と唐船 の半数 には茶壷及 び茶 の積載 が確認 される。これ以外 では陶器20箱 、雑貨
28箱 との記述 を拾 い 出す ものの、特 に煎茶道 に関す る具体的 な記述は見当た らない。」

(5頁 )と ころが「唐蛮貨物帳 の正徳 2年 (1712)63香船 の荷物 には「土焼茶 出 し 弐百」
とあ り、これは宜興窯 の急須あ るい は土瓶 を指 す のではないか と推測す る。」とい う興
味深 い指摘があ る。この部分 で問題 となるのは、い うまで もな く茶壺 とい う語 であ る。
多量の茶壺が もた らされてい るのであるが、これに対 し中国茶 7壺 とい う形 の表現 が
あ る。つ ま り茶 の入 った壼 については後者 の表現 をす るのであれば、茶壺 は日本 で い
うところの茶 の容器 としての「ちゃつ ぼ」ではない可能性がある ことになろ う。そ して、
中国におい てテ イー・ポ ッ トは「茶壼」と表記 される もので ある。その主用生産地 は江
蘇省 の宜興窯 で あ るが、ここでは安海船や福州船 な ど、南部 の船 の荷物 になってい る。
これ らの船の船籍地に近 い淳州窯 などで も茶壺が作 られて輸出されていた形跡 がある
とい うが、日本へ の航路 の途中に上海あ た りに寄港 して新たな荷物 を積み こんだ可能
性 もな くはなか ろ う。また、売茶翁 の時代 に珍重 された唐物の急須 は福建省産 で あ る
ことが明 らかな記述 もある。正徳 2年 の「土焼茶 出 し 弐百」な ど、まさに これではな
いか と推測 で きる ものである。
そ して、「嘉永 5年 (1852)の 村上文書 には、図入 りで「錫茶入 百」あ るいは「錫茶
出 九ッ」等錫製品の注文がなされてい る。全体的に数量が多 い ことか ら、長崎市 中の
みの注 文 だ けではな く、京都 。大坂 。江戸 での煎茶家へ の需要 に応 えるものであ つた
のか もしれない。」とい うのが、煎茶器 につい ての具体 的な注文事例 として紹介 されて
い る。日本 の煎茶道 にお いて中国産 の落壺 が本格 的に求め られたのが、この時期 で あ
るが、ここに茶壺 が出て こないの は如何 なる理由によるものか。
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江戸 に於 け る煎茶 の普及 に関 して、斉藤月本 の増訂武江年表 では享和年間 (1801〜 )
記事 の 中に「煎茶 の会行 はる」とあ り、天保 年間 (1830〜 )に も煎茶会 の記事が でて く
るとい う。そ して、本格 的な定着 をみるのは天保年間であ るとして天保 11年 (1840)の
井関隆子に 日記が示 される。そ の煎茶道具 は「上 方 か らの行商人が青木木米 の煎茶器
を売 りに来 るとあ り、既 に木米 の煎茶器 の評価が高 い ため高価 になってい るとい う。
」
ように、上 方 の行商人が もた らした もの とされる。同時期 の「南画家椿椿 山の 日記 は、
天保 8年 (1837)〜 10年 前半 までの内容であ り、椿 山の煎茶 に関わる記事 を随所 に見 い
出す ことがで きる。天保 8年 正月草 々の25日「青 山堂 ヨリ茶経慣 一方同詳説二冊」とあ
り、 (中 略)2月 9日 には煎茶略説 ・青湾茶話 を買 い求 めたのか「此二本ハ京都板 ノヨ
シ」と記す。11日 には「寿第翁来 三 光作急須持参 此 二 器慣六ロ ツツ雑費五十九文
ツ・・」とあ って横手急須 5個 の絵 を添 える。その 1つ「カクヲウジ」とあるのは宜興
磁 の ことだ ろ うか。」とい う部分 に注 目した い。道具 に関す る 2月 11日 の記述 にある
「三光作急須」は常滑 の松下 三光作 の急須 と見 て 間違 い ない。さらに「 カクヲウジ」は
F足 利家茶瓶四十 三 品図録』(F常 滑市民俗資料館研究紀要

「嶽應子」
』2000年 所収 )中 の
を指 してい る もの と考 えられる。常滑 では杉江壽 門 と四代伊奈長三に「嶽應子」があ り、
近年京都の仁 阿輛道八 に も「縁應子」がある ことが判 明 してい る。この記述 の元になる
部分 である図録72頁 の図69‑3の 椿椿 山日記 を見 ると、5点 の急須が描かれてい る。そ
して「嶽應子」の他 に「ヱ
「 フクサ ウ」「 フクサ ウシ」などとい う銘 が注記 されて
告然忽」
「東山蔵器」とあ るのであ る。「足利家茶瓶 四十三品 図録」は明かに東山殿 を意識
お り、
した ものであ る。そ して、天保期の江戸 の煎茶会 を描 い た 図には、す で に宜興落壺 と
思われるものが登 場 してい るとされる。
ろ.図 版
1.唐 館書房之図 江戸時代後期 版画 大和屋版 長崎市立博物館所蔵
二 人の人物 の背後 にある棚 に宜興産落壺 の他 に白磁染付 と思 われ る小型のテイー
ポ ッ トと茶托 (或 は皿)の 上 に載 った茶碗が描かれてい る。宜興の落壺 は一般的なもの
と思われるが染付 の落壺 はあま り見 か けない ものではなかろ うか。

7.唐 館 図巻 江戸時代 伝渡辺秀石筆 紙本著色 神戸市立博物館所蔵
17世 紀後葉 の作 と推定 されるとい う。7‑1で は 日本人の売 り子が土瓶形 の落壺 を

中国人 の客 に量 り売 りしてい る様子が描かれてお り、商品 を載せた台 にはテイーポ ッ
ト形 の有壼 もおぼろげなが ら認め られる。宜興窯の製品か どうかは判然 としないが、
煎茶器 であ ることは間違 い なかろ う。7‑2で は博打 に興 じる大人達の後で子供が一
人台上 に茶 を入れてい る。瓶掛 けの ような炉 に掛 けられ て い るのが急須形の横手の把
手 では ない様子 で、あ るい は落壺 を直 に火 に掛 けてい るのか もしれない。それ は決 し
て本来 の落壼 の使用法 とは言 えない ものではあるが、17世 紀頃の長崎 で行 われてい た
ことはあ り得 る事 で ある。7‑5の 長崎唐館交易絵巻 は18世 紀 中葉以降 の作 とされる
が、ここで も緑色 の落壷 が凍炉 に直接掛 け られてい る。現実 の情景 を写生 した とも思
えないが、筆者 の空想 とばか りもい えない表現 であろう。
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34・

35鵬 ヶ崎焼 白土急 須 。亀 山焼蘇州土急須

江戸 時代 後期

岡島淳氏所蔵

い わゆる横 手 の急 須 形 で あ りなが ら文字 や絵が下絵 で 施 され釉 薬 が施 されて い る。
その材 質 か ら明か に火 に掛 け る使用法 を想 定 した もので は な い 。急須 が売茶 翁 の 時期
には直接 火 に掛 け る道 具 で あ つた もの なが ら、化 政期 には火 に掛 けな い急須 が 日本 で
生 み 出 され た もの と考 え られ る。そ して、日本各 地 で急 須 の生 産 が行 われ る よ うにな
る。こ う した急 須 の 転 化 は、本 来朱泥 で は なか った急 須 が 日本 で は宜 興 の 特徴 で あ る
朱泥 で 造 られ た りす るの と同様 の転化 で あ ろ う。48の 湖東焼赤 絵 山水 図急須
代 後期 赤水作 入 間市博 物館蔵 の磁 器急須 もまった く同列 で あ る。
51岸 州窯系 白泥湯沸 (ボ ー フラ)中 国清時代

江戸 時

とある把手が折れ曲がっ
た ように付 く急須 は、やは り72頁 の椿椿 山 日記 の69‑2に 描かれ た淳州瓶 とまった く
一致するもので あ る。
当館所蔵

は,単 色図版

14‑1〜 3 清俗紀聞 寛政11年 (1799)中 川忠英著 長崎市 立博物館所蔵 この
書 の14‑3に 描かれ た君壼 はお よそテイーポ ッ トとは異 なる蓋物が描かれてお り、茶
罐 とい う名 の もとに茶心壺 が描かれてい る。
15‑1 料理 三篇山家集 文政 5年 醍醐 山人誌 当館所蔵 の15‑1に は卓松式略
図があ り宜興産 の落壼 と思 われる図が描かれてい る。そ して、15‑2の 蕎麦式 には急
須が描かれてい る。そ して、急須 は煎茶 とは無関係 の ようであ る。
唐子卓子図 江戸時代後期 版画 神戸市立博物館所蔵 15‑1と 同 じく宜興
産 の落壼 と見え るポ ッ トが 2点 ある。カ ップは コーヒー カップの ような把手が付 いて
お り、かならず しも煎茶 を飲 んで い る とは言 えないか もしれないが、名壺 の方 は特徴

20

的な装飾 をもっている。『兼蔑堂雑録』￨こ 載 る金右衛門が呉成充か ら船 中で受けた饗応
の人悟卓燕式記 とい うの も、こ うした様子 で あ ったか と思われ るが、高芙蓉 は どう し
て宜興宕壺 と急須 を混同 したのであ ろ うか。
寛政 2年 (1790)伴高膜者 たばこと塩の博物館所蔵、47売 茶翁茶器
図 文政 6年 (1823)木 村兼蔑堂編 当館所蔵 (大 正 13年 復刻版 )￨こ あ る「唐 山製 急
焼」については鉦 の表現 に相違があるが近似 してい る。そ して、『煎茶志』172頁 の巽斎
筆急須 の図 (兼 蔑堂遺墨遺品展出品図録 ヨリ)に 描かれた内の一 つ に も近似 してい る。
兼蔑堂 の図には「煎涙水泡茶用 福建出産 急須 郵元藤」とい う画賛が付 いてお り福
43近 世崎人伝

建省 の窯 で産出す る もので ある と示 してい る。
48泡 茶訣 文政 12年 (1829)田 能村竹田著 当館所蔵、49泡 茶新書 三種 (茶 具図譜)
文政12年 (1829)田 能村竹田著 当館所蔵 50竹 田荘茶説 天保 2年 (1831)田 能村
竹 田著 当館所蔵 以上 の 3点 は 田能村竹 田の茶書 で ある。48‑2の 茶錐 で は上 手
(提 梁 )の 薬缶形 の図が示 され、49‑2で は後手 の著壼形 が茶錐 とされてい る。そ して、
50に なる と落壷 は正 しく茶壺 とされて い る。管見 に触 れた ところでは、テ イー ポ ッ ト

形 の宜 興落壺 を茶壷 とす る初 見 で ある。そ して、文政12年 の段 階 では、この形 を茶錐
としてい るところ に竹 田の 中国事情に関す る知識 に曖味 さが残 ってい るのではなかろ
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うか。
51煎 茶小述

天保 6年 (1835)都 龍軒 山本徳潤著 当館所蔵 51‑1で は中国人が茶
を飲 む様子が描かれ てい るが、宜興産落壺 とも見 えるテイーポ ッ ト形 の器が凍炉 に直
接掛 け られてお り、他 に茶 を流 す道具 は見当 た らない。

53

煎茶訣 嘉永 2年 (1849)深 田百信 口授 当館所蔵 (明 治37年 復刻版 )す でに
『日本の茶書 2』 で見 た ところで あるが、下巻のみの掲載 で あ り、本 図録 の部分 は省か
れていた。『煎茶志』では烹茶か ら湾茶へ の変化 を示す もの として、この部分 の文言 が
転載 されていた。繰 り返 しになるが「杜 に急須、疏 に茶注 吼注 湯υと
、資 に落瓶、含
に茶瓶、間 に落壼、類 に砂罐、員 に茶壺 な どさまざまの名種 々の形 もあれ どいづ れ も
明以後 の ものに してユ ワカシとキ ビシャゥも素 よ リー物な るを三四十年来湾茶 とな り
てよ リユ ワカンとキ ビシヤ ゥと二物 のごと くもてはやす俗習 とハ な りぬ右 に挙 る数称
及 びここに図する外 に も数十百種 あるべ けれ ど皆 互ひに通称 して二物 とすべ か らず、
④ に急尾焼 の称 あ リキ ビシヤ ウの和名ハ全 くここに もとづ くな るべ し」といい、そ の
文 の下 に図を添えてい るので あるが、急須の図に砂 鱚 (シ ャクワ ン・ユ ワカシ)の 文字
が添 え られ、土瓶形 とテ イー ポ ッ ト形 の落壼 には、宕壺 の文字が添 え られてい るので
あるが、そ こに付 け られたル ビが (メ イ コ・キ ビシヤウ)な ので あ る。つ ま り深田百信
は宜興 の落壺 と福建 の急須 を同 じ物 であ って湾茶が流行 り出 した 3・ 40年 前 になって
湯沸 しと茶注 に別れた とす る見解 なのである。長崎 の唐館 の様子 を描 い た資料や隠元
将来の落壺の被熟痕 な どを考慮すれ ば、これ も間違 い とは言 い難 いの で あ るが、中国
明代 に確 立 された煎茶 のス タイルを基本 とす れば、これは きわめて ロー カルな使用法
なのではなかろ うか。なお、冒頭 にある急須 には「キウス」とル ビがふ られてい る点 は
早 い事例 として注 目される。

54

松亭浸筆 嘉永 3年 (1850)中 村経年著 国立公文書館 (内 閣文庫 )所 蔵 急須
3点 が描かれてい るが大 きい もの 2点 が凍炉 に掛かってお り、小 ぶ りの 1点 が手前 に
置かれてい る。急須形 の茶注 とボー フラ (湯 沸 し)2点 となろ う。
嘉永 4年 (1851)洛 士 東園編 当館所蔵 55‑1で は中国人 と
見える人物が炉の風 口に扇で送風 してい るのであるが、その凍炉 の上 に掛 かってい る
のが、見方 によってはテ ィーポ ッ ト形 であ る。しか し、
55‑2〜 5に かけて多 くの急須

55

清風煎茶要覧

が描かれてお り、落壺 は認 め られない。

59

青湾茶会図録 文久 3年 (1863)青 湾茶寮主人直入居士 当館所蔵 田能村直
入の茶会記録 であるが59‑1で は土瓶形 の湯沸 しで落壺 を茶注 としてい る。しか し59

‑2で は 3点 の急須 が描かれるのみである。
60蓬 仙茶話 (茶 器篇 )慶 応元年

(1865)蓬 仙先生 当館所蔵 60‑1〜 3ま で、全
画面 に落壺 が描かれてい るが茶注 としての急須 も 1・ 2で 描かれて い る。また湯沸 し
は急須形 と土瓶形がある。
61寄 合 ばな し 明治 7年 (1874)榊 原伊識著 当館所蔵 凍炉 と薬缶、こぼ し、茶托
と茶碗 の乗 る盆。そ して、広 間に集 まる人 々の 中心 に盆 に乗 った茶碗 と急須。ここに
は凍炉 は見えない。文人趣味 とは異 なる接客のための煎茶 の姿 と見 る ことがで きよ う。
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62.青 湾落醸書 画展観録

型 の落壺 と三足
宜興 産 の月ヽ
全体 に中国趣 味 で整 え られ た室 内外 の趣 向 と明治

明治 8年

(1875)当 館所蔵

の炉 に掛 け られた急須 (ボ ー フ ラ)、
期 の 煎茶 の 雰 囲気 を表現 して い る。しか し、そ こで 喫す る玉 露 や 、そ の 茶 に併 せ た小
型 の落壺 は、か な らず しも中国 の主流 とは異 質 な もの とい う自覚 はな い で あ ろ う。

66.[参 考資料]諸 友蓋警図 天保 6年 (1835)3月

金井烏洲筆 紙本淡彩 群馬県
立境高等学校所蔵 上州境宿 の俳人新井荘 々の庵 に参集 した人 々の煎茶会 を描 いた も
の とい うが、凍炉 に急須 と土 瓶 を掛 け る もの 2点 、そ して落壺 と思 われるもの 1点 が
描かれてい る。

67.[参 考資料 ]井 関隆子 日記 天保 11年 (1840)〜 井関隆子筆 紙本著色 昭和女
子大学図書館 [桜 山文庫 ]所 蔵 茶注 はすべ て急須 と見 え、湯沸 しも急須 であ る。67‑
2で 凍炉 に掛け られた急須 に絵画装飾 の施 された ものが あ ることは注 目すべ きであ る。
68 煎茶小集 天保 9年 (1838)椿 椿 山 当館所蔵 (大 正時代復刻版 )急 須 ・土瓶
形落壼が多 く描 かれる中に 1点 テ イーポ ッ ト形 の落壺 が66‑2で 認 め られる。
江戸時代後期 田能村竹 田 紙本淡彩 個人所蔵 炉 の上 には土
瓶形 の湯沸 しがあ り、盆上 にはテ イー ポ ッ ト形 の落壺 が描かれてお り、天保期 の竹田
の著作 に対応す る表現 ではないか と考 えられるが、この時期 に中国の主流 となる喫茶
法 を明確 に認識 してい たのは一人竹田のみではないか と思われるほ どで あ る。
101高 士喫茶図

長崎 と中国貿易 原田博 二 (長 崎市立博物館)
「長崎夜話草」によると、永禄 5年 (1562)の こと
「長崎で中国貿易 が始 まったのは、
「元
」
でその場所 は、長崎港外 の戸町浦、現在 の長崎市深掘町付 近であ った といわれる。
亀元年 (1570)長 崎が ポル トガル貿易港 として開港 されると、数年 を経ず して長崎港 に
に.本 文編

「寛永 12年 (1635)中 国貿易 は長崎 だけに限
も多 くの中国船が来航す るようになった。」
定 される こととな った。」
「初期 の 中国貿易 は、全 くの 自由貿易 で、中国人 たちは自由に長崎 の 町に上 陸、知人
「唐人屋敷 は、前述 のよ うに密
などを頼 って宿泊、彼等 の仲介 によって貿易 を行 った。」
貿易 の多発 に頭 を悩 ませ た幕府 が、出島にオラ ング人 を収容 した の と同様、中国人 を
収容す るために造成 を した もので あ つた。」「元禄元年 (1688)着 工、同 2年 (1689)4
」「唐人屋敷 の総坪数 は8,015坪 (後 に9,373坪 余 に拡張 )で 、高 い塀 と竹
月 に完成 した。
矢来 で二重 に囲 まれ、一 度 に唐船50艘 分 の人員 の収容能力 があ つた。そ して、大 門 と
ニ ノ門の間には、通事部屋、乙名部屋、札場、辻番小屋、牢屋 な どの他、魚や野菜 な ど
の生活必需品や漆器や伊万里焼 などの輸 出品の見本 を並べ た市店 な どが あ つた。さら
にニ ノ門内の7,000坪 には、三 階建 の瓦葺長屋35棟 (4間 に 7間 、部屋数50)が あ り、最
多 で2,000人 か ら3,000人 の 中国 の船員や人 を収容 したが、日本人 で 中に入 る ことが許
されたのは遊女 だ けで あ った。」火災か ら貨物 を守 るための「新地 は、中国船 の貨物 を
「工事 は元禄 12年 (1699)に 着工 、同15年
収容す るための土蔵用地 として造成 された。」
(1702)に 完成 した。」「唐人屋敷 を廃止 して、以前のように中国人 たちを市内に宿泊 さ
せ ることは、唐人屋敷 の造成直後 か ら中国人は もとより長崎 の人 たちの待望す るとこ
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ろで あ った。しか し、その要求 に もかか らわずそ の宿泊 は実現 しなか った。この宿泊
(居 住 )が 法的に許可 されたのは、明治 4年 の 日清修好条規の締結後 で あ った。
」

煎茶 とは直接かか わって こない部分 で あるが、唐物煎茶器 は大半 が ここ を通過 して
もた らされた ものであ り、そ の状況 を把握す る意味は大 きい。唐人館 の情景 を描 いた
絵画資料 を理解す る上で も、こ う した情報 は必須 の ものであろ う。江戸 後期 の文政〜
天保 の ころ田能村竹 田は長崎 に在 って、唐物 の書画や煎茶具 の輸入 に関与 し、また中
国人に煎茶 について問い ただす な ど、さまざまな活動 を行 っているのは『煎茶志』110
〜113頁 に詳 しい。そ うした活動が行 われた場が どの よ うな性格 を もつ ところであ つ
たのか、さらに知 りたい ところで ある。
ほ.本 文編

黄栄山の開創 と煎茶

大槻幹郎 (花 園大学講師)
賣茶翁高遊外 (1675‑1763)は「50歳 で肥前佐賀の蓮池 (佐 賀市蓮池 )の 宝寿 山龍津
寺 を去 って、京都 に出て10年 後煎茶 を売 るとい う風変 わ りな人物 として現 れ」る。貞享
2年 (1685)12歳 の時、「龍津寺初代化蘇道龍 (1634〜 1720)￨こ 投 じて仏 門に入 り、月海
元昭 とい」った。「15歳 の年、黄栗第 4代 住持祖独湛 (1634〜 1720)の 60の 賀寿 に師に伴
われ、山城宇治 (京 都府宇治市)の 責某山万福寺 に上 り、翌元禄元年 (1688)に 帰寺 して
い る。
童僧 の時に師に侍 して長崎 を訪れ、唐僧 に接 した と売茶翁 は70歳 の 時 に書 い た『梅
山種茶譜略』の中で注記 してい るが、「この時江南出身の文人的教養豊か な澄 一か ら、
本場 の煎茶 の接待 を受 け、鮮烈 な感銘 を受 けたので あろう。福建省 の武夷 山に産す る
銘茶武夷茶 を馳走 され、景観 の秀麗 さと茶の栽培 に適 した土地であるこ とな どを詳 し
く聞 いたことを、梅尾 山 (栂 尾 )の 景致 に重ね合わせて、思 い をはせてい るのである。
売茶翁 に とって、この原体験 が黄乗僧 の煎茶 に接 して、一層深 く沈潜 し、禅 院か ら離
れてはいたが 、京洛や京 を訪れる人 々 とのか け橋 になろ うとしたのであ る。」売茶翁が
長崎 を訪れたのは13・ 4歳 の ころ と推定 され、唐寺 は東明山興福寺、唐僧 は興福第二代
澄 一道亮 (1608〜 91)と 推定 される。
「長崎 の唐寺 は、いわゆる長崎唐人貿易 に関わる中国人 (華 僑 )た ちが在留 し、鎖回制
度 の要因 となったキ リシタ ン禁制 に伴 う寺請制度 によ り、その檀那寺 と して創建 され
た ものである。興福寺 が最 も早 く、元和 9年 (1622)の 創建 で、江蘇、江西 、浙江省出身
の唐人に よって建立 され、南京寺 と呼 ばれた。ついで寛永 5年 (1628)に は、福建省淳
州府 出身による分紫山福 済寺 (淳 州寺 )。 同 9年 (1631)に 、福建省福州府 出身者 による
聖寿 山崇福寺 (福 州寺 )が 建立 され、長崎唐寺 また三福寺 と呼 ばれる。
」
「煎茶 は、明代 に入って抹茶 に代 り主流 となった ものである。それは明 の太祖が洪武
24年 (1391)9月 詔 して、唐代以来行 われてい た龍団 (皇 帝用 の 団茶 )に よる茶 を、民
力が疲弊す るとの理 由か ら、茶芽 (茶 葉)を 以て貢納 す ることとした (『 高暦野獲編補
遺』巻―)。 これよ リー部 のみ行 われていた散茶 (葉 茶)に よる煎茶が、広 く一般 に行 わ
れるようになった とい う。」
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へ .本 文編

長崎 出上 の煎 茶器 につ い て 扇 浦工義 (長 崎市教 育委 員会 )
「18〜 20は 後手 の水 注。
「 17は 横 手 の焼締湯沸 (ボ ー フラ)。 」
万才 町遺跡 出上 の 遺物 中、

器形 は茶 瓶 に似 て い るが 、法 量 か らみ る と水 注 で あ ろ う。」「 18は 中国 産 と推 定 され る
朱泥製 品、19。 20は 灰釉 が施 され た 国産 品 とされ る。」この 朱泥後 手 の 水 注 とされ る道

具 は宜興産落壺の可能性が高 い。日本 の玉 露煎茶 では水注 として使 うべ きものである
が、中国にお い ては茶注 と して用 い られてい る ものである。そ して、そ の使用法 とし
て、
「第 3図 は『長崎名勝図会』所収 の唐館内の図であ る。煙管 を くわえた唐人ならびに
遊女が火鉢 を囲 っている場面 で あるが、ここで注 目したいのは火鉢 にす え られた容器
と手前 に置かれた茶碗 で ある。前方 の遊女 は左 手 に茶碗 をもってお り、絵 図 をみるか
ぎり茶 を飲 んで い るよ うで あ る。しか も、茶 の入れ方は沸騰 した湯 に茶 の葉 を投 じて
煮 る「煎茶法」であ り、この絵 図にみ られる火鉢 にすえられた容器は、時期が多少異 な
る ものの第 2図 18〜 20の 水注 に類似 した ものであ った可能性が高 い。逆 に推浪1す れば
「煎茶法」￨こ よる飲茶 の風習が一般的であったな ら凍炉 や茶瓶 (急 須)が
18世 紀前半 には
出土 しな くて も、水注 と煎茶碗 だ けあれば飲茶 は可能であった ことになる。」この指摘
は充分 に蓋然性 のある ものであるが、考古資料 の底部被熱痕 の観察 に よって、そ の普
及度 を検証す る ことが必要 になろ う。また、煎茶 に凍炉が伴 うこと も売茶翁 の京都 に
おける活動以前 は曖味 で あろ う。そ して、凍炉が一般的になる と逆 に宜 興産 の落壺 の
姿が見 えな くなってい るのである。
と.本 文編 江戸の茶店 と煎茶 樋 口政則 (江 戸川区教育委員会)
江戸 では文化 3年 (1806)刊 の F江 戸談笑』に乗 る「茶菓子」とい う噺 に「好物 の煎茶
ばか り楽 しんで」おる根岸 の 隠居、嬉六。 (武 藤禎夫校注 F化 政期落語本集』、岩波文庫 、
「煎茶好 きの隠居僧が江戸近郊 の風趣 を訪ね
1988年 )そ して、同時期 の文化年 間 には、
て見聞 きしたままを綴 ってい る。江戸小 日向水道端 にあった廓然寺 (東 本願寺末本法
寺 の地 中二寺 の一)の 住職敬順、す なわち十方庵である。彼 はその逍遥 に携帯用 の規炉
と煎茶道具 を持参 してい る」とし、煎茶 に好適 の水 があるとい う情報 を得 ると、その水
で煎茶 を喫 してい る。「互 ひに用意せ した ゝみ規炉、急火焼取出 し、下流 で一煎 しこ ゝ
ろ見 るに、実 に清泉 な り、」 (朝 倉治彦『遊歴雑記初編』 1、 東洋文庫、平凡社、1989年 、
200頁 )こ うい う事例 は「風雅 の友 としての煎茶 で あ るが」「煎茶 の嗜 み も必ず しも庶
「『嬉遊笑覧』(喜 多川信
民 の 日常 に馴染んで いた とは考 えに くい。」とされる。そ して、
節、文化 13年 序)の とらえた茶風俗 は、もっと大衆的であ る。「宇治信 楽 の名茶 は下 さ
まの飲 ことならざ りしに、小袋 の安売出一服 一銭 とい う茶店」が出た の を契機 として
明和頃か ら「辻売煎茶」があ らわれ、所 々に腰 かけ茶屋 も増 えた とい う。茶店 につい て
は「他国 は繁華 の地 にも水茶屋 い と稀 な り、所 々に軒 を並べ てあ るは江 戸 に限れ り」と
『江戸名物鑑』か ら引 いてい る (前 掲別巻嬉遊笑覧 4、 170〜 171頁 )。 」そ して、江戸初期、
慶安 2年 の「いわゆる「慶安 の御触書」(慶 安 2年 成立 は疑問 とす る意 見 もある)の「大
茶 をのみ、物 まい り遊山す きす る女房 を離縁すべ し」とい う条文 を引 い て、「この ころ
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か らすでに、葉茶 を日常的に飲 む習慣が庶民 の 間に普及 しは じめてお り、禁令が 出さ
れる ことか らもわかるように、まだぜ い た く品 ともうけ とられて い た」と述 べ てい る
、 F家
(石 毛直道「民衆 の食事」

と女性』日本民俗文化大系第10巻 、小学館、1985年 、177
頁)。 」とい う石 毛氏の見解 か ら「
「大茶」でなん らかの意味 (命 令 )が 通 じたであろうこ
とに、す でに茶 とい うものが江戸初期 の庶民 の 日常 に馴染み の もの、つ ま り文字通 り
の 日常茶飯事 になっていたことを窺 い知 る ことがで きる。
」としている。もっ とも、実
際に茶 を日常 の飲み物 として庶民 の生活 に定着 したのは18世 紀以降 とす る石毛氏の見
解 を添 えて い る。江戸初期 に煎茶 を 日常的に飲 む習俗 は、隠元 に象徴 され る責栗禅 と
と もに、新 たに伝播 した喫茶法 と同列 には見な し難 い ほど早 い普及事例 で あ る。樋 口
氏 は「「大茶」が直接 に喫茶 を意 味す るかについては疑間がある。」として「 これは 日用
に供 す る安価 な茶、購入 しやす い流通環境 (ま たは 自給 )の 茶、あ るい は「山茶」の よう
な代用品があった とすれば、言 えない こともない。」とす る解釈 を示 してい る。その後
の茶 の 出 し方などか らも、責栗系 とは異 なる飲茶 の普及 と見 るべ きか もしれ ない。
「江戸時代、責葉 の僧隠元隆埼 (1592〜 1673、 明の人で承応 3年 (1654)に 渡来)が 煎
茶 を もた ら し急速 に広が った。キ ビシ ョと呼 ぶ急須が伝 わったの もこの 時 とされ る
(小 泉和子『道具が語 る生 活史』
、朝 日選書、朝 日新聞社、1989年 、63頁 )が 、実際 には も
ことの
よ
だ。
と
う少 し後の
う 」 す る見解 は、通説 に近 い ものの提示 であ るが、本稿 の主
題 は、この見解 の訂正 にある とい って も過言ではない。今、ここで敢 えて訂正 を述べ
「キ ビシ ョと呼ぶ急須」と隠元隆埼が もた らした煎茶 は直接 つ なが らない
るとすれ ば、
とい うことで あ る。隠元 は急須 ではな く落壼 を伝 えた ことが確実 なが ら、急須 を伝 え
た確証が ない。そ して、本来、落壺 は湯沸 しで沸か した湯 を茶 を入れた落壼 に注 ぎ入
れて茶 を流す道具 であ りなが ら、隠元 は落壺 を直接火 に掛 けて茶 を烹 る飲 み方 を行 っ
て いた可 能性が高 い とい うことで あ る。つ ま り、落壼 を急須 の よ うに使 う こ とを隠元
は行 った とい うことになる。ただ、この飲み方が広 く普及 した ものではない ことは、
その後の煎茶具 の展開か らも明 らかである し、17世 紀 の落壺や急須 は、ご く限 られた
場所 で しか使用 されてい ないので あ る。
急須、密壺 とは別に土瓶がや は り茶 を湾す道具 としてあるが、樋 口氏 も
「必ず しも急
い
によらな
で
須
煮出す茶があ る。これには土瓶が使 われた。半分 は薬用 と して飲 まれ
た。薬罐 はこれに由来す る。煎 じ出す茶 を煎 じ茶 といい、急須で い れる茶 を湾 し茶 と
い う。だが 、この使 い分 け は当初 か ら曖 味 だった よ うで、今 日も字義通 りの 明確 な定
義がなされてい るとはいいがたい。」としている。急須 は売茶翁 の時代 は煎 じ出す茶器
であ り、急須 とは本来、薬罐 同様 に火 に直接かける道具 であ った。本来、茶 を澄す道具
である宕壼が普及 しは じめるのは梨蒸 し茶の普及す る化政期以後 で、よ リー 般化す る
のは、玉露が創 出され煎茶界 に受容 された幕末明治 の段階なので あ る。そ うなる とす
でに煎茶具 として一般的に用 い られて い た急須 は茶 を湾す道具 として も造 られ、また
使われた とい うことになろ う。
江戸では「茶見世」、「水茶屋」とい う店 では「毎客新 二茶 ヲ煮 ルモ ア レ ドモ 、多 クハ
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漉茶 卜号ケ、小魚内二茶 ヲ納 レ沸湯 を掛 ル。ナ レドモ、京坂 ノ窟茶 ノ宿煮 ヨリ、遥 カニ
」 (喜 多川守貞 F守 貞漫稿』朝倉治彦 ・柏川4笏 一郎編、東京
勝 レリ」とい うのであった。
堂出版、1992年 )こ うした「往来の人々が立ち寄 って喫す るのは、釜で煮出した茶が用
い られた と考 えられる。管見す る江戸後期 の絵画では、茶店に急須 をみることが きわ
めて稀だか らである。茶店で供 された茶は、茶釜か ら柄杓 で茶碗 に注がれた ものが主
」とい う。この釜で煮出した り、小魚で漉す茶 は大量に茶 をいれるものと
流であった。
して都会や観光地で発達 したものと推定 されるが、その出自が文人の茶 と同 じであつ
たかどうかは尚検討の余地があろう。
『江戸名所図会』 (新 版『江戸名所図会』鈴木裳三・朝倉治彦校注、角川書店、1975年 )
には人が多 く集まる名所 の光景が描かれ、そ こに茶店が多 く描かれている。章集掛け
の屋根に縁台 を並べ た程度の簡素 な店からしっか りとした建物 の店 まで形態はさまざ
「千住
まのようであるが、みな釜 を据えてお り、凍炉類 の姿 は見出 しえない。さらに、
の
「光茶銚」
。これは
「千住 の駅 はなれ道の左側にあ り、土人は者老茶屋 (ぢ ぢがちゃや)
とも呼べ り、むか し此店の茶銚の光澤の殊 に勝 た りしを重 き御感賞にあつか りしよ り、
」 (『 江戸名所図会』下巻、360
此茶銚党名物 とな りて其 の名 さへ世に光事 とはな りぬ。
頁)」 とい う項 目では茶釜が茶銚 となっている。茶銚 はしばしば急須 ・落壺 に用い られ
る語であ り、田能村竹田の F竹 田荘茶説』では把手のない宝瓶のような器具に茶銚の名
が付 されている。銚 には火に掛ける鋼のような語義があ り茶釜 を茶銚 として も誤用 と
決め付 けることはで きないが、通常 日本での使用法 を見 ると煎茶 の道具である。言葉
のみが伝播 して在来の道具に附与 されたものではなかろうか。
「寛政 9年 (1797)の 洒落本『青楼惚多手買』では、規炉の上に土瓶のようなも
また、
のが置かれてお り、鳥居清長筆「三ヶ津涼十景」高輪でも同じ形式が見 られる (『 絵本水
茶屋風俗考』、56頁 )こ の形式の茶釜 を設 らえた店が軒 を並べた図が、歌川豊春 (1735〜
1814)の 「江戸両国橋 の景」 (辻 惟雄 ・大久保純― F原 色 日本の美術』第18巻 、小学館、
1994年 )に あるが、ヨンズ屋根の簡単なたたず まいは F江 戸名所図会』と通ず るものが
ある。この上瓶 らしきもので、どのような茶 をいれたのかは、図か らは判別 しがたい。
さきの新橋 の「金六 しが らき茶店」のような名茶 を看板にした茶店で も、雪旦の観察 に
」とい うように土瓶の普及 も観察できる。 F江 戸名所
したが う限 り煮出 し茶 であった。
図会』の挿絵 を描いた長谷川雪旦は、江戸から離れた「生麦村 しからき茶店」の図も枯
いている。そ こでは、
「はつきりと「せんし茶」 (煎 じ茶)と 書かれた短冊が下が つてい
る。ここは店の者 と思われる女性が大 きな土瓶 (薬 罐)を 手 にさげて、客 の方へ向かう
ところが描かれている。
」とい うように釜出しの煎 じ茶 を上瓶に入れて運ぶ様子 と推定
される情景 も描かれているのである。18世 紀以降の江戸遺跡においては、おびただし
い量 の上瓶が出土 しているのに対 し、急須 の出土は稀 な事例 に属 している。落壷 にい
たっては皆無に近い状況である。こうした大衆化 した土瓶の煎 じ茶 と文人趣味の煎茶
との関係 は、別 に論 じるべ き大 きな主題であろう。
「人見必大の『本朝食鑑』 (元 禄10年 刊)に よれば、江戸市中で販売 される煎茶
なお、
は、駿州・信州 ・甲州 ・総州・野州 ・奥州の産であるとい う。 (島 田勇雄訳注『本朝食
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鑑』2、 東洋文庫、平凡社、1977年 、119頁 )。 しか し、信楽茶 を看板 にす る茶屋 (ど うや
らその後年は茶漬 けが主だった らしい =佐 藤要人 F絵 本水茶屋風俗考』(有 光書房、1977
年30頁 )が あ ることをみれば、その知名度の高 さは庶民 にまで及 んで い た とも考 え ら
れる。」とい う。元禄期 の江戸で消費 された茶の産地は文人の茶書 に登場 しない産地 の
ものが大半である。そ こには、中世以来根付 い た茶葉 の生 産体制があ り、そ こか ら独
自の煎 じ茶文化 が生れた とす る推測 もな りたつ のではなかろうか。
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「足利家茶瓶四十三品図録」中、松風堂

5.『 煎 茶 とや き も の 江 戸 。明 治 の 中 国 趣 味 』 2000愛 知 県 陶 磁 資 料 館
愛知県陶磁資料館 で平成12年 (2000)の 秋季企画展 として開催 された『煎茶 とや きも
の 江戸・明治 の 中国趣味』は、板橋 区立郷土 資料館 の展示 か ら4年 の歳月を経 て一 層
充実 した内容 の構成 になってお り、煎茶具関係 の展示 としては一つの到達点 を示 して
い る とみ ることもで きる内容 になってい る。そ して、その 図録 もまた多 くの新知見 を
加 えてい る。
い.煎 茶文化 の展開 仲野泰裕
「 中国黄某山の住持隠元禅 師 (1592〜 1673)は 、その弟子 にあたる長崎興福寺 の住持
逸然か ら、承応元年 (1652)4月 か ら翌年 11月 にかけて、4次 にわたって 日本へ の招請
状 を受けて い る。準備期 間を含 める と 2年 に及 ぶ招請運動 か ら、当時の 日本 にお い て
す でに中国文化へ の憧憬 の念 は強 く、これ らの文化 が、受 け入れ られ拡が ってゆ く素
地がで きていた と考 えられるので あ る。」「隠元 を迎えて開山 した宇治黄栗山高福寺 な
どの活動 により、公家社会 にお い て も黄某文化 の拡が りが認め られ、これ らを通 して
明時代末期か ら清時代初期の中国華南地方 の文人文化 が 日本 において紹介 され順次拡
が っていた もの と考 えらえる。
」この黄栗文化 の枠外 に煎茶 を広 げていつた人物 として
売茶翁高遊外 が措かれ、その交友か ら文人 のた しなみ としての煎茶が確 立 して くる。
そ して、名古屋城下 の煎茶 の普及が煎茶書 の刊行 とともに語 られるのは、開催 地の事
情 で あ るが、日清戦争 (1894〜 95)以 降の 国粋 主義 によ り中国趣味 を基盤に形成 された
煎茶文化 は根底 か ら翻弄 された とす る見方 が提示 される。
ろ.図 版 煎茶 の始 まりと展開
1.紫 泥茶罐 中国宜興窯 明時代末期 (17世 紀)隠 元禅師将来 総高14.5 黄乗
山高福寺、と2.紫 泥大茶罐 中国宜興窯 明時代末期 (17世 紀 )隠 元禅師所用 総高
19.3 黄栄山萬福寺 の 2点 はいず れ も宜 興窯産 の典型的な落壼 である。ともに底部 に
火熱痕 を残 し、直接炉 に掛 けて茶葉 を煎 じた可能性 が高 い とされるのだが、この時期
の 中国にお いて、宜興落壺 をこの ように用 い るのは亜流の用法 であろ う。
6.赤 泥湯鱚 日本 (中 国)江 戸時代 (清 時代 )伝 ・売茶翁所持 高10。 2 第 三 次久
保惣 コ レクシ ョン (江 ロ コレクシ ョン)は 多 くの茶書 に「唐 山製 急焼」「唐製 茶瓶」
な どとされるものに近似 してい る。しか し、柳下亭嵐翠 の F煎 茶早指南』では売茶翁 の
頃す でに三文字屋七兵衛や梅林金三な どが京都 で急須 の生 産 を行 ってい たとも言 って
お り、本 品な ど中国南部 の ものか 国産 の ものかの判別が困難 な資料である。そ して、
玉露が一般化 した段階では湯罐 となるが、それ以前であれば茶注 としての機能 もあ り、
火 に掛 けて茶 を烹る急須 としての機能 ももった もの と考 え られる。
7〜 20の 茶書 は これまでに見て きた ものであ り、あえて取 り上 げる事 をしないが、
日本の文人達 によって残 された茶書の多分 に 日本化 された中国文化 は、あ らためて見
なおす必要があるものであろう。
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唐 物 煎茶器

25

白泥 三 峰秀 才炉 ・赤 泥湯罐 中国 (日 本 )清 時代 (江 戸 時代 )近 衛家伝 来凍炉
高26.5 第 三 次久保惣 コ レクシ ョン (江 ロ コ レクシ ョン)い ず れ も国産 品 で あ る可 能
性 を残 す もの。これ も湯 罐 とされ るが急 須 で あ る。肩 部 に 印が押 捺 されて い るが 、文
字 と して判 読不 可 能 な もの。

26

白泥六稜 凍炉

付 :白 泥湯鱚

中国・宜 興 窯

清 時代 「孟 臣」刻銘

凍炉高 27.7

板 橋 区立郷 土 資料館

白泥湯罐 は土 瓶 形 で 湯 沸 しに特化 した ものであ ろ う。凍炉 は
硬 質 に焼 か れ てお り、孟 臣 の銘 が刻 まれ て い る。恵孟 臣 は宜 興 窯 の 落壺 に刻 まれ る銘
と して、あ ま りに著 名 で あ るが、凍炉 に まで刻 まれ る と、これ を もって宜興 の 産 とす
る こ とには不 安 を覚 え ざる をえな い 。実 際、孟 臣銘 は 中国南 部 か ら台湾 あ た りで も制
作 されて い る とい う。
27〜 30の 文政渡 とされる赤泥 。白泥湯罐 は把手 の大 い点 に特徴 があ り、全体 に大 ぶ

りで粗製 の感 も否めない。
37・ 38,42・ 43の 大型 の落壼 は、きわめて中国趣味的な造形であるが、これ らが明治
期 の F落 壺図録』によって掲載 される。
に,図 版

大名家 と煎茶

彦根藩井伊家

71

楽焼急須 日本 井伊直弼 江戸時代後期 (19世 紀)「 柳 王 舎」銘 高5,9彦 根城
博物館 釉薬 を掛 けた急須 で湾茶 の道具 に特化 した ものである。
78〜 79は 宜 興窯 の製品で 中国にお い ては落壼 として使 われる もの と思われるが、日
本 にお いては水注 として用 い られていたことが箱書 きか ら明かである。
ほ。図版

京焼諸窯 の煎茶器

交趾釉 荒磯文急須 日本 青木木米 江戸時代後期 (19世 紀 )高 4 東京国立
博物館 こ う した作 品をもって木米 は唐物写 しの名手 とされるが 、本歌 となる交趾焼

83

9。

の急須その ものは存在 しないのであ って、木米 の創作 と言 わざるを得ない。

85

焼締急須 日本 青木木米 江戸時代後期 (19世 紀)高 9.8 京都 国立博物館
これ も売茶翁の ころの急須 に似 るが、この作 品 の箱書 きには宜興 の李仲芳 の作 を摸倣
した と記 されてお り、そ の典拠 となった作 品があ った ことになる。しか し、李イ
中芳 は
実在す る落壺作者 ではあるが、この手 の急須 を作 った可能性 は零 に近 く、あれ ば李仲
芳の名 を付 けて 日本向けに宜興以外 の場所 で制作 された もの と推測 されるものである。
『頴川 木米』日本陶磁全集29 中央公論社 1988刊 の48図 にある
「李仲芳写急須」が同一
資料 と見 え、そ の作 品解説 (66頁 )に「宜興落壷在李仲芳印 依元様製 聾米造」とい
う木米 の箱書 きがある とされる。宜興製 の印 を持 つ 朱泥 の急須が存在する ことは知 ら
れて い るが、宜興産でな く別 の地で 日本向けに作 られた もので ある可能性が高 い もの
である。
染付詩文山水文急須 日本 仁阿弥道八 江戸時代後期 (19世 紀)径 10.0 田
中本家博物館 磁器 に染付 で山水 と詩文 を施 した急須で きわめて 日本的な煎茶具であ

88

98

る。明か に流茶 の 道具 で あ るが底部 は露 胎 になって い る。

日本 永楽保全 江戸時代 (18世 紀 〜 19世 紀)高 14.1 京都国
立博物館 いかに も外 国の製品にモ デルがあ りそ うな雰囲気 の作 品なが ら、急須 に染
付 とい う組 み合わせ は 日本 に しか存在 しない もので あ ろ う。

91 染付花蝶文急須

92

金欄手茶銚 一 双

96

赤絵紅毛人図急須

染
日本 永楽和 全 江戸時代後期 (19世 紀 )「 大 日本永楽造」
付銘 総高8.0・ 80 鈴木 コ レクシ ョン 玉露用の落壺 として小型 の宜興製品の形 を写
しなが ら金欄手 とい う文人趣味 とは異質な装飾 を加 える趣 向で 明治 の大規模 な煎茶会
などを意識 した作 品 とい うべ きであろうか。
尾形周平 江戸時代後期 (19世 紀 )「 應需造之 甲
午秋良 日 尾形周平」赤絵銘 総高 10.8 個人蔵 1839年 没 の尾形周平 の作 品で あ り
天保以前 の作 であるが、その装飾の斬新性 は群 を抜 いてお り、文人趣味 か らの逸脱 を
日本

見 る事が で きる。しか し、その鉦の特徴 は『足利家茶瓶四十 三 品図録』中 に認め られる
もので、形態 には新 しさを見 る事 はないが、この作 品 を誰が もとめた ものか知 りたい
ところであ る。また、周平 の生没年 (1788〜 1839)の 中で 甲午 の年 は天保 5年 (1834)が
あ るだけで ある①この頃 には、す でに金彩 の急須が登場 して い た とい う指標 に もな り
えよう。
朱泥急須 日本 岡田久太 江戸時代後期 (19世 紀 )高 9,1 東京国立博物館
京都 での作 品で あ ろ うが朱泥の原料 も京都産の ものであるのか。把手 の造形 と器表
の刻画文 との連続 な どは宜興窯 の装飾 に近 い ものであ る。
102 赤絵金彩群仙図急須 日本・湖東 鳴鳳 江戸時代後期 (19世 紀 )「 於湖東
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鳴鳳 造之」赤絵銘 総高 9.5 個人 多 くが井伊藩のために作 られた鳴鳳銘 の湖東焼
であ り、大名 の道具 としての装飾 として赤絵金彩 は求め られた ものであろう。
田中本家 の煎茶具 2 中国 と日本の諸窯
信州須坂落 の御用達商人 ・御用人格 を代 々勤 めた豪商、田中本家 に伝 わる煎茶具 に
は多種多様 な道具があるが、信州 とい う地域 の富裕階層 に及 んだ煎茶文化 とい う点 で

へ.図 版

興味深 い資料群 で あ る。
101 南蛮写海老鉦急焼 日本 初代吉向 江戸時代後期 (19世 紀)田 中本家博物
館 体部 に平行沈線 を幾筋 も施 した千筋手で焼締め系 の南蛮写 しであるが、こ う した
急須 の典拠 となる本来 の南蛮急須が実在 した ものか、木米 の交趾写 しの ように創作 さ
れた ものかは改 めて問われなければならない。
114 白磁茶銚 中国 ・徳化窯 清時代 総高 高 6.6 田中本家博物館 玉露の茶
注 として使 われたであろ う小 型の名壺であるが、白磁製品で 中国にあ つては文房具 の
水注 として作 られた もの とも考 えられる。ただ し、形態 は宜 興 の落壺 と同一で あ り、
日本 の需要 に合わせて作 られた ことも推測可能であろう。
115 南蛮写急須 一双 日本・京都 賓山泰平 江戸時代末期 (19世 紀 )「 賓 山泰平」
印 高 4.0 田中本家博物館 敢 えて粗雑 な仕上が りにな る原 料 を用 い て作 られた南
蛮写 で、これ も典拠 となる外 国製品が存在するのか否かは不分明 のままであ ろ う。
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館

染付 海馬 文急 須 日本 仁 阿弥道八 江戸 時代 後期 (19世 紀 )田 中本家博物
落碗 と同 一 意 匠 の染付 文様 を施 した 白磁 の急須 で あ る。湾茶 専 用 の 道具 と して京

都 で確 立 す る道具 とい え る。
116 金欄 手煎茶 具 (泡 品・茶心壼・急須 )日 本
径 8.5 田中本家博 物館
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永 楽和全

明治 時代 (19世 紀 )泡 品

色絵 人物 文急 須

日本 尾形周 平 江戸 時代 後期 (19
世紀 )田 中本家博 物館 両者 ともに117と 同 じ く同一 意 匠 で 統 一 された磁 器 をベ ー ス
と した煎 茶 具 で あ る。田 中本 家 の 家格 か らす れ ば大名 の趣 向 に近 い 道具 を揃 えて しか

るべ きである。明治期 の煎茶が富裕層 に受け入れ られて行 く土壌 の一端 をこう した道
具 が担 っていた と見 る事 もで きよ う。それは、文人趣味 とは対極 にある美意識 ではな
かろ うか。
と.図 版

東海 の諸窯の煎茶器
186 染付急須 日本・瀬戸 亀井半二 「半二 」印 総高 7.5 高取友仙窟 137染 付
山水 図急須 日本 。瀬戸 亀井半二 「半二」印 総高 10.3 個人蔵 瀬戸 の磁器製急
須でいず れ も染付 によ り詩や絵が施 されてい る。亀井半二 は京都 で絵画 の修行 を して
お り京都 の磁器梨急須 の影響下 に成立 す る もの と考 え られ るが、瀬戸 の古文書 に も
「 きび しや う」を散見す ることがで き、無銘 の工房産急須が存在 した と考 えられる。
140 煎茶具揃 日本・笹島 牧朴斎 江戸時代 中期 〜後期 (18〜 19世 紀)「 穆斎」印
急須総高 6.8 個人蔵 名古屋笹島の焼物 で1857年 に没 した牧 本卜
斎 の作 品。瀬戸 の
い わ ゆる本業焼調の焼物 で落碗、湯冷 ま し、宝瓶が揃 ってい る。湯冷 ま しの存在 か ら
見 て幕末 の製品 と考 え られるが、把手 の ない宝瓶の出現 を考 える上 では重 要な資料 と
なる。

141 白泥宝殊湯鱚

日本

大橋秋二 江戸時代後期 (19世 紀 )「 秋 二」印 総高 7.1
日本 大橋秋二 江戸時代後期 (19世 紀 )「 秋二 」印

個人蔵 142白 泥宝殊湯罐
総高 9,1 個人蔵
京都 の尾形周平 に作 陶 を学 び瀬戸や常滑 な ど各地 で製品を作 っ
てい る秋二の急須である。しっか りと した作行で緻密 な胎土 を用 い てお り湯罐 と限定
す るか どうかは微妙 で あ ろ う。
ち.煎 茶 と日本 の近代陶磁 仲野泰裕
す でに取上 げて きた論点 と重 複する部分 は割愛 して、新 しい問題 のみ を取上 げ させ
てい ただ きたい。
青木木米作 になる「南蛮写急須や交趾釉水注 の底部 にはいず れ も火 にか けた痕跡 が
認め られることか ら、当初 は急焼 として使用 された ことを示 してい る。」とした指摘 は、
木米 の作 品に落壼が存在 しない ことか ら首肯 されるところで ある。その作陶活動 は化
政期が中心 と考 えるが、製茶法 の革新が京都あた りで も受容 されは じめた時期 と重 な
る。木村兼蔑堂が売茶翁の遺品を所持 し、その記録 を丹念 に作成 して い るところか ら、
兼蔑堂 を通 して煎茶器生 産 に取 り組 んだ木米が、売茶翁流 の喫茶法 を継承す る道具 を
作 った とい うことも充分 にあ りうるところであろう。
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彦根 井伊 家 の 煎茶 席 とされ る楽 々の 間 を含 む「榊 御殿 は、そ の一 部 が 当時 の まま残
されてお り、御書 院 に続 く地震 の 間 (茶 座 敷 。文化 11年 )さ らに北 東 に延 ば して楽 々 の
間が増築 されて い る。棟 木 の墨 書 には天 保 13年 (1842)と あ り、そ の 年代 を伝 えて い る。
楽 々 の 間 は煎茶 席 と伝 え られ てお り、直弼 の 兄 にあた る十 二 代 藩 主 直亮 の 治世 の建 立
で あ る。直亮 は、代 々 の 藩 主 の うち で も屈指 の 文化 人であ り、当時 、文 人達 の 間 で盛 ん
とな っていた煎茶 に つ い て も強 い 興味 を持 ち、い ち早 く煎茶席 の 造営 に至 った もの と
考 え られ る。」日本 の 文 人が所 属 した階層 と大名 との 間 にはか な り大 きな開 きが ある と
考 え られ るが、幕 末 の天 保期 こ ろ ともなれ ば大 名 クラス に も煎茶 が浸透 して い った と
見 る事が で きる。井伊 直弼 につ い て は「別号 で あ る「柳 王 舎 」と書 かれ た直弼手造 りの
楽焼 の急須が伝世 して い る こ とが 確 認 され」て い る。さらに「直 弼 が力 を入 れ 一 時藩 が
直接 経営 して い た湖 東焼 にお い て も煎茶 具 が 多 く焼 か れて い るのが 日立 つ 。当時 の売
れ筋 をね らった生 産 と言 えばそれ までで あ るが 、藩が煎茶 器 の 優 品 を積 極 的 に買 い 上
げ て い るの も事 実 で あ る。」1胡 東焼 の急 須 は磁 器 を基 本 と し、染付 や赤絵 、金彩 な ど華
麗 な装 飾 を施 す もので 、そ れ は本 来 の 急 須 にあ った凍炉 に掛 け て 湯 を沸 か し、茶 を烹
る とい う道具 か らは離 れ た機 能 になって い る ものであ る。

「「大名家」または「武家」と煎茶 とい う対比 は、近代以降確立 した現在 の煎茶 の美意
識 な どか ら考 える と奇異 な組み合 わせ に も感 じられるが、そ こには、階層 を超 えた拡
が りと、煎茶 を味 わ う、楽 しむ とい う意味 を含 めた 日本 の 煎茶 の原点、本 来 の姿 を
じつ くりと考 え直 してゆ くうえでは、極 めて有効な視点で あ る と思われる。」とは煎茶
イ コール文人趣味 とい う固定的な視点 は、かならず しも古 い段 階に成 立 した ものでは
ない とい うことになろ う。
「田中本家 は、信州須坂藩 の御用達商人 を代 々つ とめ、後 には藩 の家老 に次 ぐ要職 で
ある御用人格 をも兼ねた豪商であ った。そ して、江戸時代 中頃の延享 2年 (1749)以 来、
昭和 に至 る田中家」では「初代吉向 (京 都 で4笏 行 し大坂 の十三に開窯 )が 須坂 に招かれ
て制作 した作 品が核 となってい る。」そ して、「木米、道八、周平、六兵衛、和全、賓 山
(泰 平 )、 亀亭、典平 な ど江戸時代後期か ら明治 にか けて 日本 の窯業 の発展 に大 きな足
跡 を残 した、京焼系 の蒼 々たる窯が続 き、さらに薩摩、九谷、有 田、瀬戸 な どが認 め ら
れる。」そ して、宜興窯製品 と名古屋 の磁胎七宝製品、さらに田中本家 の文書 に認 め ら
れる常滑製 の煎茶具が注 目されてい る。
「田中家 の史料 に認め られる「長三郎 床鍋焼 急須 壱 ツ」 (『 高大宝恵帳』嘉永元
年 。1848)、 「急須 溜 り入 トコナヘ焼」 (『 諸客賄方控帳』嘉永 4年 )は 、常滑 にお け
る煎茶具生産 の記録 を具体的に示す貴重 な例である。」
「煎茶器 の流通一 田中本家 にみるその購入例」 (中 略)
○道八作赤壁之図急須 他
(貼 り紙 )「 赤壁 キ ヒシ ヨ茶碗仕切

道八

近江屋世話

天保十三寅年春 中」

證
一

金

壱歩弐朱

急須

赤壁之図
壱瓶
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一

金

弐歩

茶碗

赤 画詩入
五個

右 之組 物納如件
高橋 舗 (瓢 形 朱 印 ・角 印 )

三 月廿 五 日

上」
この作品 は磁 器 の急須 と煎茶碗 の揃 いの もので赤絵の絵画や詩が施 されてい たと考
えられる。こ うした京焼系 に認 め られるセ ッ トの成立時点 を示 す指標 の一 つ ともなる
史料 であ ろ う。
「○道八作、長三郎作急須
F高 大宝恵帳』嘉永元年

九月十二 日
一

道八作

急須
代

一

(1848)よ り
落
近江屋
壱ツ
茂兵衛

拾 三匁

長 三郎

床鍋焼
代 六匁

代 〆 金壱分也

急須

壱ッ

引合

○九谷本窯急須
『当座仮帳』文久元年 (1816)よ り
五 月対 日 権堂 恵比寿屋源八
一 本霊九谷急須 壱 ツ
代金壱分二朱也
八 日相渡 ス」
道人 の急須 は色絵 など施 した磁器物であろ うが、常滑 の二代長 三の倍 以上の値段 に
なってい る。また、幕末 の九谷 で も急須が生産 されてい る ことは京焼・湖東焼系 の技術
展開が九谷 にまで及 んだ もの とい えようか。
「近江屋 は、田中本家の江戸 の土 地の管理 をまか されてい たことか ら、諸 々の産物 の
購入 の仲介 を してい るが、茂兵衛 は京都支店 をまか されてい た。この こ とか ら常滑長
三郎 (二 代伊奈長三)の 作 品が、京都経由で道八 と共 に信州 に至 り、一定 の評価 を得 て
いたことがわかる。」近年 の京都公家町遺跡 の調査 で長三の急須が検 出されてお り、こ
うした流通経路 の実在 した ことを傍証 してい る。
り,唐 物煎茶器一茶銚・ 急焼 。湯罐 。凍炉― について
森 連也
「紫砂器が生産 されるよ うになったのは未時代 頃か らと考 え られて い る。北宋 の詩
人梅尭 臣の F宛 陵集』に「紫泥新品」、元時代・茶司霧 の『霧園叢話』では「紫砂罐」との
記載があ り、文献上か らは、この 頃に紫砂器がす でに認識 されていたこ とが窺 われる。
また、宜 興市丁蜀鎮羊角 山窯では、南宋か ら元時代 の堆積層か ら紫砂壼 の破片が出土
してい る。ここの出土品には、日本でい う朱泥 。紫泥 の両 タイプが見 られ、器形的 には、
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注口、後手 の把手、つ まみ付 きの蓋 な ど紫砂茶壺 の基本的 な形態が完成 されてお り、
宋・元時代 にすでに これ らの技術が確立 していたことがわかる。注 目す べ き点 は、蓋 の
つ まみの付 け根 に花弁 の浮文 を表 した ものが あ り、この意匠が当時 の錫製 な どの金属
製健 の注 口や蓋 つ まみの取付部 に施 した座金 の形態的模倣 と考 えられ ることである。
恐 らく宜興窯 の紫砂壺 は、金属製罐 (湯 沸か し)の 陶製 の粗放な摸倣品 として生み出さ
れた ものであろう。」とい う。明代 の煎茶 の喫茶法が確立す る以前 の段 階 では紫砂壺 が
直接炉 に掛 け られるような使用法が金属品の代用 として有 り得 た とい う指摘 は重 要な
論点 であろう。隠元 の遺品 の落壺 の使用痕跡 などが、そ こか ら連想 され るところであ
るが、明代末 までそ うした初期 の使用法が伝 わっていたのかが 問題 となろ う。
「北宋時代 の詩人蘇東坂 が宜興 に流 されてい た際に、上 手 の把手付茶銚 で あ る東坂
提梁壺 を工夫 した との伝説 もあ り、かな り早 い時期 に宜興窯紫砂 の存在 は知 られてい
た よ うで あ るが、名 工が 排 出 し、そ の作 品が文人達 の 間 で高 い評価 を受 け るよ うに
なったのは、16世 紀前半 の名工 ・供春 の 出現以降であ る。供春 は、進士 ・呉隕山の家童
で主人に連れ られて宜興 の金 沙寺 に行 くうち に同寺の老僧が紫砂壼 を作 るのを見 て習
い覚 え、木 の瘤 を模す るな ど独 自の工 夫 を加 えた茶銚 を創 出 し、宜興窯紫砂器 に新境
地 を開い た。」宜興 の落壺創 出に関す る定型化 された由来であ るが、い わゆる職人 の仕
事 とは異 なる要素が入 り込 んで い るのが落壼 である。それは、金属罐 の代用 品の段階
に新 たな要素が付加 された ことを意味 してい る。
「供春以後、二 人が 自分 の名前 を製品に刻 または印する伝統が作 られたが、これは中
国当時 では大変異例 で あ り、他 の窯 ではほ とん ど見 られない ことで あ る。恐 らく、工
人が文人好み の製品 を創 出す る上で、かな り高 い教養が必要 とな り、また、製品 の受
容者 で ある文人 との交流 が頻繁 となる中で、単 なる二 人 の枠 には収 ま らず今 日で言 う
ところの陶芸作家的 な自意識 を持 ちは じめた ことによる もので あ ろ う。また、受容者
側 の文人達 も、名工の作 品 を争 って求 める中で、作者名 の明記 を欲 した こと も原 因の
一つか もしれない。」単 なる造形 に限 らず、装飾 において も絵画や詩文 を彫 りこむ所 か
ら、文人趣味 に対す る理解が求め られてい るのが落壺作者 であ った。
「江戸時代 の 日本 で受容 された宜興窯製品 は非常 に限定 されてお り、江戸時代後期
までは上述 した ような名工の作 品はほ とん ど入 つて きてお らず、一般 的な製品が主で
あ った可能性が高 い。江戸時代末期 か ら明治時代前期 にかけて 日本 の 開国 による中国
貿易 の活発化 により、中国の文物 が大量 に日本 にもた らされるようにな り、は じめて
宜興窯紫砂壺 の優品が数多 く日本 に輸入 されるようになった。」とい うのが現実で 中国
と日本 の名壺 に対す る評価 は連動 してはい ない とい う点 は、改 めて問題 とすべ き とこ
ろである。
中国南部 の「青田は、反 門 と福州 の 中間地点のやや福州 よ りに位置す る町で、清代 の
鼓楼 を利用 して作 られた青田博物館 の裏手 に清代以来の古建築が並 ぶ古 い街区がある。
その一角 にある陶磁器店 の軒先 で煎茶 の湯罐や凍炉 によ く似 た ものが 置かれ ていたの
であ る。店員 に、用途 と産地 を質問 した ところ、い ろい ろな液体 を温 め るのに使 い、産
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地は しらない との ことで あ った。周辺 の複数 の店 で も類品を扱 っていたので、一般的
な日用雑記 と考 えられ、値段 は炉が 4元 (約 60円 )、 湯罐が12元 (約 180円 )と かな り安価
であ った。」「少 な くとも福建地域 で清時代か ら今 日まで、三 峰炉形 の規炉 と横手 の急
須形 の煮沸具が用 い られて い る とい うことが確認 で きた ことは、唐物煎茶器 のルーツ
を探 る上で重 要 とい える。なお、日本 に煎茶 をもた らした とされる隠元禅 師が住持 を
務 めた黄栄山高福寺 (古 責某)は 、青田市 の北 に隣接 す る福清市 に所在す る。」凍炉、急
須 の 日本へ の伝来 ルー トは、や は り福建地域か らと見 るべ きで あろう。そ れは、道具
の名称か らも言 い得 るところである。
「長崎に来航 した福建船 の船員が水や酒 を温めるのに使 った「急焼」と呼 ばれる急須
形 の煮沸具 を、福建語 で「キ ップシ ョウ」と発音 した ことに由来す るもの とされる。
」こ
の「「急焼」は、伝世品の南蛮急須 と呼 ばれる もの と形状的に酷似 してい るが、これ と類
似す るものが、1989年 にベ トナ ム・ホーチ ミン市東方 の コンダオ島で発見 された1690年
代 に沈没 した と推定 される中国船で確認 されてい る。」この沈没船 は「ブ ン タオ ・カー
ゴ」と通称 される。
「ブ ンタオ・カーゴでの焼締急須 は、煎茶 の三 峰凍炉 とよ く似た土製炉 に乗 せ られて
液体 の煮沸用 に用 い た と推定 され、引揚 げ量が磁器類 に比べ て圧 倒的に少 ない ことか
ら、商品ではな く船員 の生 活用具 として積 み込 まれてい た可 能性 もある。これは、前
述 した長崎での中国人が「急焼」と呼 んでいた横手 の急須形容器が、福建語 の発昔 か ら
日本で「 きび しよ」と呼ばれるようになった とされる説 と一致する点が多 く、また売茶
翁所持 とされる「急焼」図 との形態的な類似性か ら、この手 の焼締急須が、江戸 中期頃
に「急焼」と呼 ばれていた ものである ことはほぼ間違 いがないであ ろ う。なお、売茶翁
をは じめ とす る江戸時代 中期 (18世 紀 )の 煎茶 では「急焼」を用 いて茶 を煮 出す方法が
主流であ った と考えられ てい る。」長崎 には多 くの福建船が来航 してお り、福建 出身者
も定住 して いたことは責栗寺 院 の存在 か らも確実 で あ り、上記 の見解 は、ほぼ正 鵠 を
射 て い る とい えよう。そ して、い ろい ろな液体 を温める道具 の急須 は、当然 の ことと
して茶 を烹 る道具 で もあ りえたので あ る。
椿椿 山所持 の渾州瓶 とされる湯罐 については、す でに板橋 区の図録 で も触 れたが、
森氏 の見解 には傾聴すべ き点が少 な くない。「椿 山所持品 は、やや粗 めの灰色 の胎土
を用 い て、上下が型で作 られ中央 部 で継 いで体部 を成形 して い る。底部 は平底 で、内
面 には鉄釉が粗 く施 されてい る。最大 の特徴 は注 口と把手が斜 めに取付 られて両者が
平行 してい ることであ る。これは、炉 にか けて液答 を煮沸 した際 に、加熟 された把手
を掴 んで持 ち上げる必要が ない よ うに、炉 の上で把手 の端 をかる く掴 んで 引 き下 げる
だ けで 内容物 を注 ぐことがで きるうように工夫 された ものではない だろ うか。椿 山は、
天保 8年 か ら10年 (1837〜 1839)の 日記 の中で、この湯罐 を詳細 なスケ ッチで記録 して
お り、
「岸州瓶」と記載 してい る。」そ の産地が窺 えると同時に、その機能 にお いて も、
この種 の急須類が どのような用 い られ方 をしたのかが窺 える資料 で ある。
「類 品は、1817年 にマ ラッカで沈没 したイギ リス船 ダイアナ号 の引揚 げ資料 に含 まれ
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て い る。ダイアナ号 は ヨー ロ ッパ 向 け の 中国製青 花磁 器 を大量 に積 載 して い たが、こ
の 手 の湯 罐 は量 的 に ご く僅 か で あ り、商 品 と してで はな く船 の什 器 と して積 み込 まれ
たの か も しれ な い 。写真 で 見 る とお り、ダ イアナ号 引揚 げ品 と椿 山所 持 品 と形態 的特
徴 はほぼ一 致 してお り、椿 山所 持 品が 19世 紀前 半 に生 産 され た とす る こ とが で きる。
この 手 の 湯罐 は、い わゆ る「 文 政渡 り」の上 質 品 とは ま った く特徴 を異 に して い るが、
ほぼ 同時期 に生 産 された もの な ので あ る。」つ ま り、福 建 地域 にお い て 多 様 な急須が存
在 し、その中か ら選択 して 日本 に もた らされたのが南 蛮急須 で あ り湯罐 (ボ ー フラ)と
い う こ とになろ う。

「当時 は「津州商人」や「淳州船」な どの名称 は、福建南部商 人や福建南部船 と同意義
に用 い られる ことも少 な くなか ったため、福建南部地域の製品 とい う意味 で淳州瓶 と
した可能性 も考 えられる ことか ら、現時点 では、産地 を津州窯 に限定す る ことは危険
」一
で あ り、福建南部地域 の可能性が高 い とい う程度 に留 めてお くのが無難 であろ う。
般 に淳州窯は青華や赤絵 な どの磁器の産地であ り、ここで取 上 げてい る土 器系 の製品
とは異質 の技術体系 で生 産 されてい る。その生産はさしたる施設や高度 な技術 を必要
とせ ず、小規模 の生 産者 が点在 す る といった在 り方 ではないか と推測 され る ところで
ある。

6日

本 人 と茶

そ の 歴 史 。そ の 美 意 識

京都 国立博 物館

2002

その歴 史 。そ の美意識』
では、古代平安朝初期以来 の喫茶 の歴 史 を総合 ,実 証的 にた どる企 画 で 資料群 が展示
され、その図録が刊行 されてい る。本稿 に関わるのは「第八章 喫茶 の大衆化」の部分
であるが、図版 の中にはよ り古 い段階 の資料 で も参考 になる資料 が少 な くない。
2002年 (平 成 14年 )に 開催 された特別展覧会『 日本人 と茶

尾野善裕
い。「日本人 と茶の千三百年」
1喫 茶 日本渡来、で嵯峨朝 における喫茶関連 の歴 史記述 と考古資料 との 関連性 を示
し、2入 宋・渡来僧 と茶、では円仁以来 の僧侶 と喫茶 の関係 を通説 に拠 る ことな く最新
の資料 か ら辿 って抹茶式 の点茶法 の 中世 における普及 を論 じてい る。そ して、3喫 茶
のひろが りと遊興化、にお いて重 要 な指摘がなされてい る。
鎌倉時代 に武家や公家 の世界へ と普及 した喫茶 は、南北朝か ら室町時代 にかけて聞
「茶産地の増加 は聞茶流行 の歴 史的
茶 の流行 とい う形 で遊興化 が進んで い く。そ して、
前提条件 であ ったと評価 で きるのだが、それは一方 で、茶葉生産の絶対量 を増大 させ、
さらに多 くの人 々が喫茶 を享受 しうる環境 を生み出 した。そ う した状況 の下で、室町
時代 には、寺社 の門前や名所 に参拝者 や通行人 を客 として茶 を飲 ませ る一服 一銭 と称
す る茶屋 (茶 店)が 出現す る。一服 一銭 の茶売人が、しば しば風俗画や社寺参詣曼茶羅・
職人歌合 などに描 き込 まれてお り、それ らの絵画 を見 ると、移動式 の立売 (担 い茶屋 )
と居売 のニ タイプがあ り、後者 の場合、小屋掛 け して店舗 を構 える こ と も珍 しくな
かった ことが看て取 られる。」として、釈迦堂縁起 と富士見図屏風 の立売 ・居売 の茶屋
が示 されてい る。どち らも炉 に重 ねた ような茶釜が象徴的に描かれ て い る。そ して、
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京都 を中心 に成立 した喫茶の大衆化 は応仁・文明 の乱 (1467〜 1477)や 明応 の政 変 で在
京が原則 の守護や奉公衆 が領 国に在 国化す る流れにのって拡散 し全国的 に普 及 して
い った とす る。
「 さて、15〜 16世 紀 の喫茶文化 の大衆化 は、さまざまな資料 か ら窺 われるが、ここで
1点 注意 してお きたい ことは、その喫茶 法式 が どの よ うなもので あ ったかで あ る。絵
画 の 中の一服 一銭 の茶売人 は、右手 に茶先、左手 に茶碗 を持 った姿 で描かれて い る こ
とが珍 しくない ので、当然飲 まれて い る茶 は抹茶 で ある と考えて しまいが ちだ。確 か
に、今 日的な感 覚 か らすれば、茶先 を使 う茶 は抹茶 で あ り、煎茶 の場合 には茶 先 を使
わない とい うのが常識 だが、この点 につい ては一 考 を要す る。と言 うの も、前 近代 に
お いては煎 じた茶 を茶先 で攪拌 し、泡立 てて飲 む とい う喫茶法があ った らしい か らで
ある。」とい う指摘 は、注 目に値す る。煎 じた茶 を茶先 で攪拌す る事例が明示 されてい
ないが、先 に明代前期 まで中国で行 われて い た喫茶法 に関連 して触 れた島根 出雲地方
の「tFて ぼて茶」が番茶 を長 い茶先 で泡立 てる式 であ った。さらに、この よ うな手法 は
富山 。新潟地方 にお いて も「ばたばた茶」として残 り、琉球時代 の沖縄 にお い て も「ぶ
くぶ く茶」とい う泡立てた煎茶が行 われ伝存 してい る ことを考慮す れば、か な り古 い
段階で列島規模 で拡が りを見せた喫茶法 の一 つではないか とい う推測 もで きるので あ
る。そ して、それは茶飯や茶漬 け との 関係 をも示 唆す る茶 の食文化 の一 つ で あ ろ う。
尾野氏 は、こ うした視点 ではな く、絵画 と考古資料 との整合性 について
点
「 こ うした視′
か ら絵画上の一服 一銭 の茶売人 を見 直 してみると、当 た り前 の ように茶先が描 かれて
い る一 方 で、抹茶 の加工 に必須の道具 で ある筈の茶臼や、抹茶 の保存容器 で ある茶入・
棗 が描写 されて い る事例が極端 に少 ない ことが判 る。確 かに、棗や茶杓 が描か れてい
る事例 も皆無ではないのだが、それ らはやや制作年代が降るのではないか と思 われ、
室町時代 の習俗 を描写 してい ない可能性が高 い。また、各地 の遺跡か ら出土す る茶道
具 を見 ていて も、喫茶用 の天 目茶碗 が大量 に出土 す る割 には、茶入れや茶 臼が 出土す
る頻度 は余 りに も低 く、状況証拠 ばか りではあるが、当時広 く普及 してい た茶 が抹茶
ではなかった ことを示 してい る。
」当然抹茶 も行われていたのであるが、大衆化 した茶
が、か ならず しも抹茶 とは限 らない とい う指摘 は、板橋 区立郷土資料館 の ところで検
討 した江戸の大衆的な茶屋 とも関 わって くる重要 な視点である。尾野氏 は、7喫 茶 の
大衆化 において喫茶 は「近世 (江 戸時代)に なると大衆の 日常生活の中にさらに浸透
して いった。往来 の人 を休息 させ る施設 として近世 に発達す る水茶屋 は、室 町時代 の
一服 一銭 の延長上 に位 置付 け られる存在 で、日本最大 の都市 。江戸 の市中で も数多 く
営業 されてい た。」とい う位置付 け を行 っている。そ して、浮世絵 に しば しば描 かれた
「湯呑や茶托、釜 などが描 き込 まれてい ることが珍 しくな く、当時
水茶屋 を観察す ると
の大衆的な喫茶 の あ りさまを今 日に よ く伝 えてい る。中で も興味深 いのは、18世 紀以
降の浮世絵 の水茶屋 に茶先 がほ とん ど登場 しないこ とで、室町時代 の一服 一銭 の系譜
を引 い てはい て も、茶先 を使 わない喫茶法式 に転換 してい ることが窺 い知 られ る。こ
うした喫茶方式 の転換 は、考古資料 か らも推測 される ところで、江戸 では18世 紀 に喫
茶用 の碗が急速 に小型化 してゆ くと共 に、内面 に茶先 の使用痕跡 (擦 痕)が 見 られ な く
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なる ことが指摘 されてい る。」とい う。そ れに加 えて土瓶 の出土 も急速 に増加す る事 も
大 きな変化 とい えよう。
ろ.図 版
69 七十一番職人歌合

狩野養信 ・雅信 模 三巻 の うち巻中 一巻 東京 国立
博物館 「成立は序文や詠歌、画 中詞 の 内容か ら、明応九年 (1500)と 推定 されて い るが、
中世 に遡 る遺品は現存せ ず、東京 国立博物館本 は、寛永 九年 に写 された模本 を弘化 三
年 (1846)に 狩野晴川院養信・勝川雅信 父子が模写 した ものである。」とい う。この24番
に「一服 一銭」の居売 らしい人物 と「煎 じ物売 り」の立売 の人物が描 かれて い る①一服
一銭が茶 を立てるのに対 し、煎 じ物 は茶 を煎 じた薬の ような飲み物 として扱 われてい
るよ うで あ る。
磯 田湖龍斎 一枚 東京 国立博物館 作 品解説 には作 者 の生 没
年 は不詳なが ら鈴木春信 の影響 を受 けて浮世絵師にな った人物 とされ、春信没後 に自
己の画風確 立 に向かい、本図 も独 自の型が確 立 し始め た作品 として安永年 間前期 に位
置付 け られてい る。店 の奥 に茶釜があ り、その上 に土瓶が乗せ られてい る。
165茶 見世伊勢屋

喜多川歌麿 一枚 東京国立博物館 この作品に も店 の奥 の霊
に掛 け られた茶釜 の上 に土瓶 の よ うな注器が描かれ てい るが、その装飾が、下 の茶 釜
の装飾 と共通 してお り、把手 の取付 部 の形状 か らも金属器 であ る可能性が高 く、これ
は鉄瓶 ではないか と推測 される。歌麿 は1753〜 1806年 の生没年 で ある。
169 難波屋店先 栄松斎長喜 三枚続 慶応義塾 浅草随身門そばにあ つた難波
屋 の店 を描 い た もので あ るが、店先 に出てい る電 に掛 け られた茶釜 の上 に、ここで も
166茶 屋富士見屋

土瓶が乗せ られてい る。把手 は籐や竹 を用 いた土瓶 と見 える。
190 三 島手急須 青木木米作 一 口 京都 国立博物館 木米 は文人・木本寸兼蔑堂 と
の交流 の中で 中国清時代 の陶書『陶説』を読 んで30歳 ころか ら作陶を志 した とい うのは、
広 く知 られた ところであるが、清 の 時代 の煎茶器 で あれ ば、茶注 は落 壺 であ って、そ
の製法 もタタラ叩 き成形法 が宜興 で確 立 してい るはず で あ る。湯沸 しとなれ ば 白泥系
の ものを主 とした と推測 され、この よ うな三島手や木米 が多用 した交趾写 しな どは、
あ りえない ものではなかろ うか。また、作 品解説 では本例 も底裏 に二 次的 な被熱痕跡
が認め られる とい う。
202 紫泥茶銚 宜興窯 名古屋城 下 町遺跡 出土 一 口 名古屋市見晴台考 古 資料
。
館 名古屋市 中区栄一丁 目の竪三蔵通遺跡 か らの出土品で江戸時代 には尾張藩 の 中
下級武士 が居住 していた武家屋敷 地 にあたる とい う。高37、 口径4.1、 底径4.3cmと
い う小 型 の落壺 であ るが、同遺跡 の第二 次調査 で検 出された井戸 の埋土か らの 出土 と
される。底裏 に「高豊順記」に角枠 印が押捺 されてい るとい う。玉露による煎茶 が一般
的 になって用 い られる よ うにな った と考 えられる小型 の宜興落壼 で 日本 で人気 の高
かったのが「高豊順記」である。遺跡 出土事例 としては唯―の ものではなか ろ うか。
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ア 『金士恒展』常滑市民俗資料館 1986年
常滑 の急須 の歴史を語 る際 には常 に登場す る人物が清朝末期の文人金士恒であ る。
彼 は長 く「明治十一年清人金士恒来遊す るあ り鯉江高司之 を聘 し支那式茶注 の製法 を
伊奈長三 (四 代 )杉 江壽門等 に偉習せ しむ是 よ り先松下 三光 (初 代)は 獨創 にて既 に此
法 の製作 あ りしと云へ り」 (明 治45年 刊 F常 滑陶器誌』常滑町青年含)と い う程度 の認
識であった。そ して、その遺品が常滑近在 の旧家 に点 々 と所蔵 されていたので あ るが、
それを丹念 に調査 して こ られたのが二代 山田陶山義昌氏であ り、さらにその欠 を補 う
ように して金士恒作品を掘 り起 こ したのが 山田一黎雨勝治氏であ った。昭和61年 に開
催 した常滑市民俗資料館 の『金士恒展』は、この両名 の活動 の結晶であ り、そ こか ら新
たな金士恒像が生み出されたので ある。
す でに、この企画によって明かにな った金士恒 については各所 で紹介 されてい るが、
ここでは別 の視点か ら金士恒 の人物 につい て検討 を試みてお きたい。それは、金士 恒
が中国の有壺 の技法 を伝授 した とい う技法面 での役割 ではな く、日本 の煎茶 に きわめ
て柔軟 に対応 した人物であることを示す試み である。
金士恒 は作品の器表 に鉄筆 をもって文章や詩文 を彫 る装飾 を盛 んに行 ってい る。そ
して、金士恒 を招聘 した鯉江家 に伝存す る朱泥落壼 (図 録 l頁 朱泥後手茶銚 2)に は
胴部に鯉江方寿 ・高司父子が金士恒 を常滑 に招 き中国の技 法 を伝 えた経緯 を述べ る文
章が刻 まれ、底 には「凡そ金石の器 を製 す るに貴 ぶ ところ工の精 なるに在 らず工 精 な
るに似 て而 して俗の気あ るを見 るもの則 ち可 な らず。趣 ただ 自然 に して而 して清雅 な
る者。す なわち これを貴品 となす所 な り。金士恒又記す。 (原 文漠文 ・山田陶山氏 の読
み下 し文)」 とあるのであ る。これは金士恒 の落壼 にたいす る美意識 の表白 として理 解
す ることがで き、この文意 をもって遺作 を観 ると、確 かに彼 の作 品には技巧 を媛 らし
た ものが少な く、宜興窯 の名品 とされる落壺 と比較すれば明かに粗雑 な仕上 げ と思 わ
れる部分が少 な くない。そ して、しば しば宜 興製品に対 して感 じる過剰 なほ どの装飾
や磨 きこみが認め られないので ある。それは、きわめて 日本 の美意識 に近 い造形 なの
である。そ して、金士恒 の遺作が いず れ も中国宜興 窯 で作 られる標準的なサ イズ で は
な く、玉露 をいれる容器 として特化 した よ うな小型 の 日本仕様 になってい る こと気 づ
くので ある。それは、本場 の技法 で作 られなが ら、仕上げの足 りない、見方 によっては
粗製の、しか も水滴か中国南部 で特殊 な茶 に使 われるよ うな日本人好み の落壼 なので
ある。
次 ぎに金士恒が残 した作品の箱書 に注 目したい。その共箱 をもつ落壼 は四点遺 され
てい るが「朱泥飽式落甑」
「朱泥倦春壺」
「梨皮急須」となっている。「落剛
「朱泥急須」
は通常落碗 の名 で あ り落壼 とは異 なる ものである。飽式 とある ことか ら瓢の形で落壺
の形 を しなが ら、注 目か ら直接飲 む式 の断 だ とすれば、その名 も理解で きない もので
はないが 甑 は碗や鉢 など口のひろが った器 に用 い る語義である ことか らは、い ささか
適切 さに欠 け る名称 ともなろ う。「悟春」は茶 を表す言葉 として理解で きる。問題 とな
るのは、残 る二点 の箱表に大 きく墨書 された「急須」の文字 である。それは、小型 で は
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あるが、明かに茶壺 ・落壺 とすべ きものであって急須ではない形状な らびに焼 きあが
りなのである。敢 えて想像 を遅 しくす るのであれば、日本 において、この種 の茶注 も
「急須」と呼 ばれているのであるから、あえて中国流 を押 し通す事 もないとす る柔軟 な
適応 をした結果 とい うことになろうか。朱泥 は、すでに金士恒以前か ら常滑で も行わ
れていたものであるが、その上に粗 い粒子を混入 して、表面が梨 の果皮 のようになる
梨皮 (り ひ)の 手法な どは常滑にあつて金士恒が伝えた可能性 のある技法である。それ
に「急須」を付け加 えるとい うのは、かな り日本人側 に寄った態度 と見 る事ができるよ
うに思われる。
なお中国福建省の産品 として金士恒が箱裏書 をしている白泥湯沸 しが存在す るが、
ここで金士恒 は、この器に「一紙壷」とい う名称 を与えている その機能 として湯沸 し
であることも述べ てい るのであるが、
「急須」
「急焼」の文字 はな く、さらに酒の爛 をつ
ける道具 とい う表現 もない。ちなみに把手 として太い円筒が付け られてお り、文政渡
りと称 される一群 と共通す る特徴 を備えてい るものである。また、金士恒 自作 の提梁
の白泥湯沸 しがあるが、これには名称が残 つていない。ただ し、使用 の痕跡 として底
部に煤が付着 して変色 している。
金士恒の作品は、この展示以後にも何点が明 らかになってきてい る。その中には漢
代の古瓦 をモチー フとして製作 した大型 の落壼がある。同様 の小型著壺 は古 くか ら常
滑市立陶芸研究所 の所蔵品 として知 られて きたものであるが、大型の落壺 は大 きさば
か りでな く、その作行 きが極 めて精巧 で丁寧に作 られてお り、同一の作者 のものか と
疑 う程 の違 い を示 している。款記 はな く制作年代 は不明であるが、金士恒が 日本を離
れて中国に戻 つた時期 の作品である可能性が高い。絵画資料 においても、その時期 の
作品が知 られてお り、彼 の作品が帰国後 も日本で流通するシステムがあったと推測で
きる。金士恒についての情報 はきわめて限られた ものであるが、その作品や箱書 き、
そ して作品に彫 られた文章な どを考慮 しつつ、あらためて『煎茶志』が紹介する佐野瑞
畠なる人物 との落壼制作 をも含めた交流を考慮すると、これまで常滑で知 られてきた
金士恒像 とはまた別の意味合い を含 んで くるように思われるのである。
.。

金 工恒

箱 表書

作 品は著壷

金工恒 箱表書 作品 は著壷
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a京

都公 家町遺跡

1997〜 2002年 にかけて調査 された平安京内の近世公家町遺跡 は、数少 ない京都 の近

世遺跡調査例 として貴重 な情報 を提供 してい る。ここでは2004年 に刊行 された報告書
F平 安京左京北辺 四坊』2004年 京都市埋 蔵文化財研究所 をもとに京都 における宕壺・急
須類 の状況 を見 る事 に したい。
この調査 において宜興産 とされる落壼 が少な くと も5個 体報告 されてお り、報告書
図版459‑6、 517‑24・ 25は 隠元ゆか りの落壺 と同様 に宜興 で一般的に作 られてい るサ
イズの落壺 (1.2)で ある。器高 は約 12.5cm、 口径 ・底径 とも約 7.5cmあ り、報告書 では
水注 として扱 われてい る。出土遺構 か らは17世 紀後半 とされてお り、この段階で あれ
ば水注 としてではな く落壼 として用 い られた可能性が高 いのではなかろ うか。この種
の落壼 は長崎 の遺跡 で多 く検 出されてい るものの、それ以外では類例の極めて乏 しい
ものである。年代的 に売茶翁 の煎茶活動以前 に相当 してお り、長崎経由で導入 された
煎茶 の初期 の状況 を示す貴重 な事例 とい えよう。底部が残 る 2個 体 では被熟痕 は報告
されてい ない点 も重要である。
図版338‑33、 368‑21は 小型 の宜興産落壼 (3)で あ る。前者 は18世 紀後 〜末 の上坑

Pか ら検 出されてい る。玉露の創 出に先行する事例 であ るが、18世 紀後半 には、この種
の落壺が もた らされてい た とい うことになろ うか。しか し、ここで疑問に思 われるの
は京都 の陶工が盛 んに急須 を生産 しなが ら、この時期 に宜興落壺 の摸倣 を行 ってい な
い とい う事実 であ る。18世 紀後半 とい えば村瀬拷亭や上田秋成が本格的な活動 をお こ
なった時期であ り、京都 の陶工 を指導 して急須 を作 らせた とされる時期 に相当 してい
る。当代 きっての文人が、本場 中国の落壼 が公家町で使 われてい るとい う情報 に接 し
なか った とは考え難 い ように も思われるので あるが、現実 として宜興落壺の摸倣 は京
都 においては幕末期 に至 ってか らである。
国産急須 は相当量出上 してい るが、注 目されるのは図版362‑30・ 311こ 示 されてい る
灰褐色 の胎 上で鉄釉の掛かった京都産 と報告 されてい る急須 (4)で あ る。把手 に彫銘
があ り、「与 三」と報告 されてい るが、常滑 の二代伊奈長三の銘 に酷似 してい る。そ し
て、細 く長 い胴 を持 った特異な形態 は、 F足 利家茶瓶四十三 品図録』に基づいた製品で
ある ことを推測 させ るもので あ る。二代長三には図録中の「連環忽子」を写 した資料が

2例 知 られてお り(常 滑市民俗資料館 F常 滑 の急須展』参照)、 本例 の器壁 の異様 なほ ど
薄い特徴 は共通す る点 である。おそ らく形状か らして「松風堂」あた りを写 した もの と
推沢1さ れるものである。また、図版 8で 原色集合写真の中に磁器製・陶器製急須 の隣に
置かれ た褐色が斑 に拡が る器表 をもつ責 白色系胎上 の小型容器 は、図版362‑27に 備
前 の鉢 として報告 されてい る資料 か とも思われるが常滑 の藻掛 け白泥急須 に似てい る
ように も見 える。ただ し、内面 に も褐色 の彩色が施 されてい るよ うに も見 え、表面的
な類似であろうか。
上記 2点 と同 じH15土 娠 か ら出土 してい る急須 で図版362‑33に 報告 されてい る松
と鶴 の絵付 け を施 した陶製急須 は京都 ・信楽産 とされ下胴部 に煤の付着があ り、土瓶
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と報告 されて い るが急須本 来 の使用法 が 京都 で行 われて い た こ とを示 す資料 で あ る。
そ して、や は り同一 遺構 か ら検 出 され て い る図版 361‑11の 京都 産磁 器製急須 (5)で
は、底 部無釉 なが ら被 熟 の 痕跡 は報告 されて い な い 。染付 で 山水風 の風 景画 が描 かれ
て い る。
明治 八 年 (1875)85歳 で歿 した太 田垣蓮 月尼 の作 とされ る急 須が 3個 体報告 されて い
る。手 びね りの急 須 で 器表 に和 歌 を彫 る装 飾 が特徴 となる。中国文 人 へ の志 向が 強 い
煎茶 の 道具 に和歌 を刻 む こ とが 受 け入 れ られ る よ うな状況が江戸 の 末期 か ら明治初頭

段階 に醸成 されて いたことは注 目すべ き現象 であ ろ う。それは、赤絵や金彩 を施 した
急須 の成立 と共通す る土壌 とい えよう。さらに青木木米 の在銘急須把手が出土 してお
り、さらに木米 の師の一人にも数 えられる東光山旭亭 の在銘急須 も出土 してい る。共
に磁器製品である。こ う した今 日に名 の伝 わる急須が数多 く出上 してい る事例 はいか
にも京都 とい う印象 で ある。この他、京都・信楽焼 とされる急須 の 中 には無釉素焼 の急
須 (図 版347‑20)が あ る。底部 に高台 を持 つ タイプで茶漉 しの孔の様子か らみて も湯
沸 しではな く茶注 であ る。
この他、ミニチ ュアの急須が検 出されてい るが、その類例 は江戸遺跡 にお いて も出
上 してお り、江戸後期 の煎茶が文人趣味 を超 えて普及 した段階で、この よ うな玩具的
性格 の強 い急須が生み出されるもの と推定 される。
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戸 遺跡 の急須

江戸追跡 では しば しば急須が出土 してい ることは承知 していたが、今 回改めて書庫
の報告書類 を調べ てみて、その出土量が予想外 に多 くなっていることを思 い知 らされ
た ところで あ る。ただ し、そ の出土状態 は江戸後期か ら明治前半あた りまでを含 む遺
構 か ら出土す る事例が大半 で、近世の遺物である ことを出土状態か ら限定で きる資料
はきわめて少 ない ようで ある。また、京都 で認 め られた宜興産 の有壺 の 出土事例 は確
認 で きなか った。形態 として後手 のテイーポ ッ ト系 の資料 は墨田区の大平 四丁 目遺跡
で報告 されてい るが、クローム青磁 で明 らかに近代の製品である。幕末か ら明治期 の
急須 は各地で生産 されるようになってお り、江戸遺跡か ら出上 してい る急須 の産地 を
同定す ることは至難 の技 で あろう。筆者 の力量 では磁器及 び絵付 け陶器 の産地同定 は
不可能 に近 い。一方、無釉製品 としては常滑 と万古があ り、この二者 は識別可能 で あ
る。
い.常 滑焼急須
圧倒的多数は白泥藻掛 け急須 で あ る。白泥土 を常滑村 の東方板 山の地で発見 し、そ
れに乾燥 させた海藻 を乗せて焼 くことで火色 の装飾がで きる ことを発見 したのは二代
伊奈長三で あ り、『常滑陶器誌』は天保年間のこととしている。そ して、新宿 区の筑土
人幡町遺跡501号 遺構か らは「長三」の印をもつ 白泥藻掛 け急須 (9)が 出上 してい る。
そ して、この遺構 の帰属年代 は他 の陶磁器か ら1820〜 50年 代 に想 定 されてい る。作者
の判明す る在銘 の資料 はこれのみで あるが、類似する製品は尾張藩上屋敷遺跡でま と
まって検 出されてい る (2・ 3・ 4・ 5。 6・ 7・ 12・ 13)。 それ らは、いず れ もこの
遺跡 の 3期 ― bl.2期 に相 当す る遺構 な どで検 出されてお り、幕末期 に廃棄 された も
のである。形態的には把手 の開 き具合 などに相違が認め られるものの広 い底部 と膨 ら
みの弱 い筒状 の体部 を持ち、把手 と注 口の接合部 には箆に よる押圧痕 が残 る ものが多
い。また底部内面 の内湾が弱 いの も共通す る傾向 とす る ことがで きよう。底径が広 く
筒状 の体部 を持 つ のは、常滑 の急須が「一個挽 き」とい う技法 で成形 されてい ることに
起 因す るもの と推測 される。それは、碗幅 の盤上 に急須 一個分 の粘 土塊 を乗せて挽 き
上 げる技法 であ る。量産志向の強 い嘘幅作業 では「中途挽 き」と称 し、数イ
団体分 の粘土
塊か ら連続 して同一器形 を挽 き出す技法が用 い られるのであるが、常滑 に急須の「中
途挽 き」が導入 されるのは昭和 10年 ころとされてい る。藻掛 け と類似す る技法 に火欅
があ り、これ も白泥急須で行われる装飾である。『尾張藩上屋敷Ⅶ』の第30地 点30‑4
石組溝か ら出土 してい る資料 (15)が それに該当する。もっとも、藻掛 けであ って も藻
を器表 に固定す るために しば しば藁が用 い られてい るようで、その菓 による火欅状 の
痕跡 が残 る資料 (9)も 認め られる。 (16)は 墨田区横川一丁 目遺跡出上 の急須で万古 と
報告 されてい るが、常滑 の藻掛 け急須 の可能性がある。そ して、その形態 は磁 器製急
須 に近 い ものである。
新宿 区内藤町遺跡 では長三銘 の 白泥藻掛急須 と同様 の先端部 を内側 に折 り曲げた把
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手 を持 つ穿心罐 が出土 して い る。そ して、この遺跡 では朱泥 の穿心罐 も検 出 されてい
るのである (17・ 18)。 『 日本 の茶書 2』 の「青湾茶話」で湯提点 (ち ゃつ ぎ)に 関 して
「金 は及ち水 の母な り。錫 は柔剛 を備 えて味戯渋 (か らみ しぶみ )な ら
「 F茶 疏』に国 く、
ず。銚 (湯 わか し)を 作 れば最 も良 し。銚 中必ず其 の心 を穿ち、火急 を透 さ令 む。」とい
う部分 があ り、これに楢林忠男氏が校注 を加 えて「銚 の 中心 を、底か ら蓋 の上 まで煙突
の よ うに円筒 をつ きぬ けさせ る。火気 の通 りが早 く、湯が わ きやす い ためであ る。清
」としてい る。繰 り返 しの
の衰牧 の『随園食単』では、これを「穿心鐘」と呼 んでい る。
引用 になるが、まさに この内藤 町遺跡 の 資料 は、この穿心鐘 に該当 してお り、藻掛 け
と朱泥 とある ことか ら見 て常滑 の製品で ある と考 えられる。同書91・ 92頁 には「余 が友 、
「一子しの火気
嵯峨隠士入江若水子 、この法 にて陶工 に属 (嘱 力 ?)し 、磁瓶 を作 らしめ、
天 に通ず」と銘 を書す。風雅 に して茶沸 ること速やかな り。此 の制 にて、近来余 も陶工
に命 じて作 らしめ用 う。甚 だ便 な り。」と続 い てい る ことか ら、大枝流芳 は、これ を京
都 あた りの陶工 に作 らせて茶 を烹た もの と思 われる。しか し、この機能 は酒の爛 を付
け るのにも充分 に発揮 されるもので あ ることか ら、かな らず しも煎茶器 と断定す るわ
けに も行 きかね る資料 である。
常滑 の急須 とい えば朱泥製品が広 く知 られるところであ り、安政元年 に初代杉江壽
門が平野忠司 の指導 を受けなが ら完成 させ た ものである。ところが、江戸遺跡 か らの
出土品に中に占める朱泥急須の量 は、きわめて少 ない のが現状 で あ る。朱泥急須 で江
戸遺跡 の出土品 として挙 げられ るのは新宿 区市谷仲之町追跡49号 遺構 出土品 (22)、 同
じく払方町遺跡 の第 7号 遺構 2層 出土 の 資料 (21)で ある。近代 に入 る可能性 の高 い朱
泥急須 としては墨田区大平 四丁 目遺跡出土 品 (23)が ある。
新宿 区大京町東遺跡出上の急須 (19)は 蓋 と口が正方形 になる特殊 な形態 をとってい
る。体部 の成形 は上下 2段 に分割 して、おそ らく外型 によって作 った部品 を合成 して
い る。暗赤褐色 の色 調 で灰釉 がかか り、備前系 と報告 されてい るが、常滑 の真焼 製品
に類似例 がある ことか ら、常滑製品の可能性 も考慮すべ きもの と考 える。もっ とも、
こ うした特殊 な製品が複数あ るわけではな く、常滑市 立陶芸研究所 に所蔵 されて い る
上村信吉 (文 化 11年 〜文久 2年 )作 の真焼急須 が、これ と共通す る特徴 を備 えて い ると
い うに過 ぎない。そ して、信吉作 品 は型 に陰刻 された文字に よつて注 文 主 と思 われる
「 *州 愛玩」の文字が陽出されてお り、オー ダー・メイ ド的性格 の強い もので あ る。した
が って、この 2者 のみの比較か ら産地 を決定す ることは無理があろうが、備前 とす る
根拠 は焼 きあが りの状態程度 ではないか と推測 され、これまた確定的な もの とは見 な
し難 い ところである。
常滑 では明治期 を中心 に して南蛮写 しの急須が生産 されてい るが、その 出現 は幕末
あ た りにまで遡 る可能性 がある。そ の南蛮写 しには、きわめて粗 い土 を用 い て器表 に
細かな亀裂や孔 が生 じるように仕 上 げた もの と、粗 い粒子 を含みつつ も器表 には亀裂
や孔 を発生 させない ように仕 上 げた真焼 に近 い ものがある。後者 の南蛮写急須 に近 い
もの と見 えるのが F汐 留遺跡 工』の 5K‑14A出 上の焼締 とされる急須 (20)で あ る。
産地 の 同定 は困難 で あ り所属年代 も明治初頭 に下 る可能性 を否定で きない もの の、江
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戸追跡 で 常 滑 の南 蛮写急須 に近 い もの と して は、この 資料 が 挙 げ られ る程 度 で あ る。
常 滑 の 急 須 は 昭和 戦後期 か ら急速 に生 産量 を伸 ば して い った 製 品 で あ る。そ して、
そ の段 階 で す で に大量 生 産 品 に も生 産者 の 刻 印が押捺 され るのが一 般 的 で あ った 。そ
れ は 、高級 感 の演 出 と同時 に急須 が担 った 文 人趣 味 的約 束事 と して生産者 に意識 され
て い た 形 跡 が あ る。そ して、収 集家 に よって 集 め られ た急 須 も、そ の作 者 が誰 で あ る
か とい )情 報 は作 品 の価 値 を判 断す る上 で きわめ て重 要 な要素 で あ る。しか し、江 戸
遺跡 出上 の 急須 は、全体 に無銘 の ものが 多 く、在 銘 の 急須 は非常 に少 な い よ う に見 う
け られ る。そ れ らは、無 銘 で あ った こ とに よって 伝 世 せ ず に廃 棄 され た と見 る事 も可

能で あろうが、そ うで あれば、それだけ急須 を用 い た喫茶 の風習が江戸 にお い て も定
着 して い た と見 ることがで きよう。す でに板橋 区立郷土資料館 の展示図録や京都 国立
博物館 の 図録 の検討か らも明 らかなよ うに、江戸 にお いては急須 を用 い ないで釜で煮
出す、もし くは竹魚 を用 い て大量 に澄す茶が普及 してお り、急須 はほとん ど普及 して
い なか った もの と考え られた。た しか に土瓶 の 出土量 に比較すれ ば急須 の出土事例 は
極端 に少 ない のが現実 で あるため、無銘急須が廃棄 されて い るとして も、そ の普及 の
度合 い は決 して高 くはない。ただ し、京都や湖東 にお いて大名や武家 。
公家好み ともい
うべ き急須が生み出されてい るい るように、常滑 にお いてはよ り大衆性 の高 い急須が
生産 され、江戸市場 に流通 していた とみることがで きよう。
ろ.万 古焼急須
常滑が昭和戦後期 になって朱泥 を中心 とす る急 須 の量産体制 を確 立す るまで、関東
方面へ の急須 の供給 の多 くは万古が担 っていた。そ して、万古 の急須の量産 も明治末
期 に美濃温故や常滑か ら導入 された嘘輯技法 によって もた らされた もの とされる。そ
して、万古焼の急須は森有節 (文 化 5年 〜 明治 15年 )に 始 まるとす るのが通説 であ る。
有節 は木工 の技法 を取 り入れた特殊 な内型 を考案 し、これによって独 自の急須生産 を
可能 に してい る。彼が窯 を開 くのは天保 2年 の こととされ、煎茶 の流行が全国的に拡
が つていた時期 である。『長崎唐人貿易 と煎茶道』板橋 区立郷土資料館 1996所 載 の「豊
田喜平 治 と煎茶道」小西雅穂 (板 橋 区立郷土資料館 )に は「 2、 万古湯沸 は箱形 の形 を
なす妬器質 の焼物 で、横手 に透か しと万古 の刻 印があ る。底 に使用 による煤 が付 着す
る。共箱 には「勢州桑名住人万古湯沸」の表書 きがあ り、側面に喜平治の手 になる文久
3年 (1862)2月 麹町十三丁 目茶店伊勢屋 にて購入 との記載がある。」 (129頁 )と され
る資料が注 目される。その資料 は78頁 にモ ノ ク ロ写真 で示 されてお り、鉦 と把手 に万
古 らしい凝 った装飾が加 えてあるものの体部 は簡素 な作 りで箱書 き通 り、湯沸 しとし
て作 られた もの と思われる。
江戸遺跡 出上 の万古産急須 は有節 の印 を持 つ ものが新宿区四谷三丁 目遺跡 と東京大
学本郷構 内の医学部附属病院遺跡 (31)か ら検 出 されてい る。万古製 と推定 される個体
は型 による成形痕が残 る ものが多 く (32)、 京都 。信楽焼系 で しば しば認め られる底部
が内側 に大 きく彎曲す る傾向にある

そ の要 因は穿心罐 と同様 に熱効率 を高 くす
る必 要があ ったことによると推測 されるのであるが、出土品には板橋豊田家の湯沸 し
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(33)。

の ように被熱痕のある個体 は認 め られない。万古産 の急 須 は把手 や鉛 などに遊環や透
か し、そ して、動物 な どの装 飾 を施 し、売茶翁 以来 の急須 とは異質 の要素 によつて構
成 されて い る。青木木米 の急須 の鉦 などに一脈通 じる ところがあ り、底部 の大 きな内
彎 などか らも京焼 との関連 を見 る事が可能で あるが、日本的 な急須 の確 立 として把握
すべ き製品で あ ろ う。
は.湯 沸 し系
尾張藩上屋敷遺跡 (24.25)と 新宿 区筑土八幡町遺跡 (26)、 新宿区払方 町追跡 (29)出
上の大 ぶ りな急須 は注 口の基部 に明け られた漉 し孔が 3Tし と少な く形状 に類似性が認
め られる。そ して、新宿区百人町三丁 目遺跡出土品 (28)も それに類す る形状 であ る。
そ して、九段南一丁 目遺跡 出土品 (27)も 注口が長 く、底部 の内彎が強 い点 に相違があ
るものの類似性 を認める ことがで きる。産地 の 同定 は難 しいが、薄手 で槻櫨成形 され
た大型 の急 須 は湯沸 し的な機能 を推預1さ せ る。部分的 に灰釉の掛か った個体 もあるが、
全体 に無釉 の妬器質 の ようで あ る。ただ し、い わゆる文政渡 りとされる湯沸 しと比 べ
ると把手 の形状が大 きく異 な ってい る。新宿 区筑土八 幡町遺跡 では六角形 の 中に清 の
文字 を入れた京焼系 の刻印をもつ急須 (30)も 出土 してい るが、この急須 の把手 は文政
渡 りの湯沸 しに似 て太 い 円筒状 になってい る。底部 の 内彎 も他 の京焼系 急須 に比べ る
ととて も弱 くなって い る。これ も全外 に大 ぶ りではあるが漉 し孔が 5孔 で あ る点、そ
して、口に蓋受 け の棚が ない部分 に違 いが認 め られ る。そ して、棚 のない 口を持 つ急
須 として、新宿 区早稲 田南 町遺跡 出土品 と同内藤町遺跡 出土品、そ して東京大学本郷
構 内医学部附属病院遺跡 出土品が挙 げ られる。京 ・信楽系 の製品である可能性が高 い。
に.磁 器製急須
急須 は本来、炉 に掛 けて直接加熟す る道具 で あ つた。底部 のみが部分的 に高温 に曝
され る ことによ り、部分的な膨張 が起 る事 になる。器体 の一部 のみが膨 張す れば膨張
してい ない部分 との 間に歪みが生 じることになる。磁器 の ように高温 で焼締 めた素材
は熱伝導率 は高 くな ってい る ものの、全体が均質な構造 になってお り歪みを吸収す る
ことが困難 な素材 で あ る。対 して土器 に代表 される低火度焼成品は熱伝導率 は低 い も
のの膨張や収縮 に よる歪み をある程度 は吸収 で きる柔構 造 にな っている とされ る。
もっとも明治か ら昭和初期 の常滑 では水簸 によつて砂粒分 を取 り去 った粘土粒子 のみ
の朱泥原料 で作 った ものは妬器質 なが ら直接火 に掛 け て も割れに くい とい う経験 を
持 ってい た。しか し、磁器産地 でそ う した加熱具 を生産す る ことは歴 史的 にみて行わ
れて こなか った よ うで あ り、磁器製 の急須 は炉 に掛 けて茶 を煎 じる ものではなかった
と思 われ る。ただ し、磁器製急須 の多 くは底 部 を強 く内彎 させてお り、釉薬 もそ の周
辺には掛 か らない よ うに してい るのである。これは、加熱す る製品の機能 ではな く形
状が固定化 されて い た と見 るべ きであろう。もっ とも、陶製 の湯沸 しを強 く意識 した
と思われる上記湯沸 し系急須 は底部 の内彎が、ほ とん どないことを考 える とモデル と
なった製品、あるい は指図書 の ようなものの相違 によつて底部内彎 の強弱 は現 れる と

115

見 るべ きか も しれ な い 。
江戸 遺跡 出上 の磁 器 製急須 の 大半 には染付 に よる装 飾 が施 されてお り、中 には コバ
ル トを用 い た染付 け も含 まれ る こ とか ら、明治期 に降 る もの も含 まれて い る とせ ぎる
を得 な い が 、報 告 者 の 観 察 で は 瀬戸 美濃 産 と推 定 され る もの が 多 い 。 F瀬 戸 市 近世古
第 一 集』瀬戸 市 史編纂 委員会 1991に は子 年 の 盆前 とい う時期 を示 した下 品
野村 亀屋 中 の「持荷 物書 上 帳」が あ り、そ の人 郎右 衛 門 の荷 物 の 中 に「一、九本 きび
しょ」と出て い る。天 保 11年 (1840)、 嘉永 5年 (1852)、 元治 1年 (1864)あ た りが対象
文書 集

となる時期 の 子 の 年 で あ る。また 同書

第 三 集 (1992)に 収 め られた「嘉永 五 年 本業
亀屋家 数人数書 上状 子 二 月 赤津村 」の「元竃太 十郎組合 才助 細 工 人件 弐人」
の焼成 品 の 中 に雪 平 や片 口、ご ま悟 、土瓶類 に並 んで
「 一 、急 火焼類 」と見 え る。本業 と
して い る こ とか ら陶器製 の急須 も瀬戸 で生 産 されて い た と考 え られ る史料 で あ る。
磁 器製 の急 須 で 京都 産 の 可 能性 が あ る もの も認 め られ るが 、断定 で きるほ どの 資料
はな い 。そ して、陶器 なが ら白化粧 を して染付 や金彩 を施 した京焼 系 の 急須 が少量 な
が ら出土 してお り、6角 形 の 中 に「清」の 文字 をい れ た 印や「久 太」の刻 印 を持 つ 急須
の把 手が 出土 して い る。
また、嘉永 か ら万 延 にか け て 紀 州徳 川 藩 の付 家老 、新 宮 城 主 の水 野忠央 が江 戸牛込
原 町 にお い て行 わせ た三 楽 園焼 の遺跡 か ら出上 した資料 に磁 器製 で 交趾釉 のかか った
急須が あ る。時期 が ほぼ 限定 で きる点 で江戸 にお け る磁 器製 急 須 の 普及状 況 を知 る資
料 とい え よ う。

江戸遺跡出上の磁器製急須で底部内彎 の強い もの と弱 い もの を類別 してみる と、そ
の 中には底部 の形状が異 なるのみで、それ以外 は類似点 の多 い急須が認め られる。底
部形状以外 で体部 の器形や把手 の形状、蓋受け部の形状や装 飾 の施 し方な どで分類 は
可能だ と思われるが 、資料数が少 ない現状 で、しか も実物資料 に当ってい ない段 階で
は混乱 を招 きかねない ので、稿 を改 めるべ きであろう。
ほ.温 故焼
「温故」の印 をもつ急
近代の製品 と考 え られるが墨田区江東橋 二丁 目遺跡か ら把手 に
須が出土 して い る。美濃赤坂 で文政 ころか ら始 まるが、幌輯 による急須生産技法 は明
治後期 に万古 に伝播 し万古焼急須の大衆化 の大 きな要素 となっている。体部 の茶漉 し
孔が多 く、さらに別 の茶漉 し円盤 を取 りつ けた ような技法 は温故や万古 で多 く行 われ
た ものであるが、その出現 は近代 に至 ってか らであろ う。
へ.江 戸末期 ともなれば各地 で急須 の生 産が始 まってお り、江戸遺跡出上 の急須 には
各生産地の ものが含 まれてい る可能性が高 い。その産地同定 は至難 の技 ではあ るが、
江戸 にお け る急 須 の普及 は、明治期 の煎茶 の流行 と大衆化 に重 要 な役割 をになってい
る もの と思われ、そ う した視点か らも改めて問題 として捉 え直 されて もよい課題 であ
ろ う。
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お わ りに
日本の煎茶文化 は中国大陸で確 立 された製茶 と喫茶 の新 しい技法が江戸初期 に導入
されて、その後 は 日本的に変容 しつつ定着 した もの として受 け入れ られてい た。その
場合、導入当初 の 日本 の煎茶 は黄某禅僧 を中心 とした人 々の直接 的な移入があ り、そ
れが黄某僧 か ら還俗 した売茶翁高遊外 によって 日本化 され、さらに梨蒸茶、玉露茶 の
よ うに茶葉 の 日本的な改良に よって、喫茶習俗 も日本化が促進 した とみる見方が 一般
的であろう①
本稿 で見 て きた ように、隠元の喫茶法が宜興産茶壷 を直接火 に掛 けて湯 を沸かす式
の ものであれば、その手法 はけ っ して本場 中国 の緑茶 の喫茶法 ではない。さらに、そ
れ を受けた と思われる売茶翁 の喫茶法 も、また中国本場のそれではなか った。そ して、
ここで顕著 に現 れて くる特徴的な手法 に急須 を凍炉 にか けて湯 を沸か し、そ こに茶葉
を入れて茶 を烹 る手法 がある。この急須が宜興 の落壺 ではな く福建省あた りで生 産 さ
れていた道具 で、古 くか ら酒 を暖めた り、茶 を烹 る道具 の急須 (急 焼)で あ った。
つ ま り、中国で 明朝後半あた りか ら洗練 されて くる緑茶 の喫茶法 に伴 って、確 立 し
た宜 興窯 の落壺 を用 い た喫茶法 は日本 に直接伝 わ らず、南部 の地方色 をもった喫茶法
が江戸初期 にもた らされた もの と見 るべ きで あろ う。隠元将来 の宜興落壺が存在す る
ため、あ たか も江南 の緑茶文化 が導入 されたか の ような印象 を受けるが、その後 の 日
本 の煎茶 で用 い られた道具や宜興落壼 の被熱 とい う現象 か らみて、その落壼 は中国 の
中心地で用 い られていた本場 の使用法 ではなか った と思われる。
福建周辺 で普及 した工 夫茶 の成立が どの時点 で あ るのかは、判然 としないが清 朝前
期 には確 実 に成立 してい た とみることが 許 され よ う。そ して、この段階 で 中国南部 で
も一般的に急須 の類 で湯 を沸か し、宜興宕壺 に入れた茶 に湯 をそそ ぎ入れる とい う手
法が確立 してい る と言 えるのではなかろ うか。ところが、日本では、急須が 日本 の煎
茶 の道具 の主流 として定着 してお り、梨蒸茶が普及 した化政期以降にお いて も宜興落
壷 を用 いず、急須 で湯 を沸か し、急須 に注 ぎ入れ るとい う日本的 なス タイルが出現 し
たので ある。この段 階で 国産 の急須が京都 を中心 として広 く登場 し、一定 のステイタ
ス を確 立す るようになる。
日本で宜興若壼が茶 を流す道具 として一般化す るのは、玉露が生み出された幕末期
にあ り、その段階で中国の煎茶 と似 たス タイルが成立 す るので あ るが、ここで 日本 の
煎茶界が受 け入れ た宜興落壺 は中国江南 の地では通常 の ものではな く、南部 の工 夫茶
の文化 圏にお い て用 い られるような小型 の ものであった。さらに、工夫茶 の変則 的な
道具 に加 えて、ここに極めて 日本的な粗 ニ シテ雅 とい う道具 が珍重 されるのである。
明治期 に本場 で高 く評価 されるような落壺が もた らされてはい るものの、それはす で
に煎茶 の道具 ではな く、工芸 品 としての コ レクシ ョンなのである。実際 に日本 の煎茶
で用 い るとすれば、それは水注 であ って有壺 ではないのである。
日本の煎茶 は、中国文化へ の限 りない憧 れ として文人趣味 の 中で醸成 された もの と
す るのが 定説的な捉 え方ではあるが、急須 を手掛 りに、その 由来 を辿 ると中国文化 の
121

ご く一部 を取 り入 れ、それに 日本的な美意識 を加 えて独 自の文化 を作 り上 げた もの と
して把握 しなおす必要があるのではなかろ うか。そ して、文人趣味 としては捉 え きれ
ない よ うな大名や公家好 みの急須が生み出 され、大衆社会 に も一 定 の浸透が この段階
には認 め られるのである。その背景 として江戸 で顕著 に認 め られる釜出 しの茶 ともい
うべ き喫茶文化が底流 に存在 した ことを認識す る必 要 があろ う。その底流に乗 る形 で
文人趣味 は大衆イとした と見 る事 も可能であるか らである。明治か ら大正 ・昭和 と移 る
に従 い、文人趣味 は薄れ、一層 の大衆化 と煎茶道 としての特殊化が進 むのであるが、
その過程で急須 は出現期 に持 っていた爛付 け 。湯沸 しとしての意味 を完全 に脱 し、茶
出 しの意味のみになったのである。さらに、その名称 もまた「キ ビシ ョ 。キ ビシ ョウ」
か ら「キウス ・キ ュ ウス」にな った と見 ることがで きる。
司馬遼太郎 の急須 に関す る記述 で、大坂 を中心 とす る西 日本では「キ ビシ ョ 。キ ビ
シ ョウ」の語が明治 。
大正期 を通 じて生 き延 びてい たのに対 して、東京 では江戸 の頃か
らす でに「キュ ウス」だったのではないか とい う件 がある (文 庫版 147頁 )。 それでは江
戸 の文人 の記 した ものは、どの ようになってい るのか と改 めて見直 してみると板橋 区
立郷土 資料館 の図録72頁 、図69‑1、 69‑3の 椿椿 山 日記 に「急須」とあるべ きところ
が「急注」にな っていることに気がつ く。70頁 の 図67‑1井 関隆子 日記では「急 須」と
書 い て あ り、椿 山の事例 か ら司馬の考え を証明す るには至 らない が、今後 の検討課題
であろう。
急須の国産化 については、実物資料 として化政期以前 の物 を示 す ことがで きない。
初代 の清水六兵衛が作 った とされ る資料 の出現 が待 たれる ところで ある。あ るい は
F煎 茶早指南』にい う売茶翁 に頃に製作 した とい う建仁寺町三 文字屋 七 兵衛 と清水 の辺
に住 す梅林 金三の急焼 とは どの ような ものであ ったか知 りたい ところである。そ して、
売茶翁が長崎 で修得 した とい う煎茶 の方法 につい て も、なお想像 の域 を出ない もので
ある。ただ、本稿 をまとめる作業 の 中で、そ の不 明 な部分 はよ り明瞭 になった とい え
ようか。
常滑 では稲葉庄左衛 門・高道が遠州秋葉山か ら譲 り受けた とい う足利家茶瓶 四十三
品の 図 を元 に急須 を作 り始 めたのが文政 の ころ と伝 え られてい る。この義政ゆか りの
茶器 で ある ことを窺 わせ る文献 は、常滑 に限 らず京都 や東京 にお い て認知 されていた
ことが判 ったが、現状 では偽書 として扱 うのが妥当な ほど現実 とは離 れた年代設定 で
ある。もっ とも急須 の出現 を中国南 部 に辿 れば、その時代 に存在 してい たことは、あ
りえない話 ではない。したが って義政 の時代 に煎茶具 が伝来 してい た可能性 を完全 に
否定 しさる こと もで きない ことであろう。
煎茶器 に関す る研究 は、す でにかな りの蓄積が な されてい るのであるが、その内容
につい てみると、中国の煎茶 の導入 と文人趣味 の興隆 とい う流れで語 られる ことが多
く、中国にける文人文化 へ の憧憬 が強 い 日本の文人の活動か らして、そ の文化 の移入
は、大 きな変化 もな く行 われた ように扱 われてい る嫌 いがないで はない。ところが、
日本の煎茶具の中で重要 な役割 を担 っている急須 について、改 めて見なお してみる と
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日中間で大 きな相違が存在す ることが判 って くる。この相違 は、勢 い 日本 の煎茶 の成
立過程 に起 った変異 に起 因 してい る と見 る事 がで きるのである。しか し、そ の変異 に
ついては多 く具体的な証拠 によって跡付 け る ことは困難 で、推測 による部分が少 な く
ない。ただ し、そ の推測 もやがて中国の多様 な喫茶文化が明 らか になる とともに明 ら
かになって くるのではないか と予測す ることがで きる。
本稿 では煎茶 に関す る基本的な文献 を読み直 し、急須 と落壷 に関す る事柄 を洗 い な
おす ことを主眼 としてい る。そ して、近年 の博物館 にお いて実施 された煎茶関連 の企
画 で示 された新たな知見 を確認す る作業 を行 い、近世追跡 の 出土品 を概観 してみた。
まだまだ不充分 な検討 で あ り、先行研究 に対す る理解 に も不安が残 るのであるが、こ
れ を契機 として新 たな展開を計る ことに した い。
最後 に本稿 をまとめるにあた り、瀬戸 の上瓶 につい ては藤澤良祐氏 、京都公家 町遺
跡 につい ては長宗繁 一氏 よ りご教示頂 き、江戸 の茶事情 につい ては高部淑子氏 よ り資
料 の ご提供 も頂 いた。さらに中国の喫茶 につい てはWEBサ イ ト「壺迷 :中 国紫砂 壷
ファン」のお世話 にもな った。そ う した情報 を充分活用す ることがで きず、これまた今
後 の課題 として保留 せ ざるを得 ない事 は、誠 に恥 しい限 りで あ るが、ご寛恕 のほ ど願
う次第で あ る。
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