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出土資料の形状・文様

漆塗り挽物の利用

図７　江戸遺跡出土塗盃・盃台・腰高

図１　『和漢三才図会』　杯
　　　（正徳２[1712］年成立）

図２　『守貞謾稿』（後集巻 1）盃（近世後期） 

医学部附属病院入院棟 A地点（17 世紀後半）
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図４　汐留遺跡（Ⅲ・Ⅳ）仙台藩伊達家・会津藩保科家拝領屋敷
　　　盃の樹種・下地・加飾 図５　医学部附属病院入院棟 A 地点 SK3　盃、飯椀・汁椀蓋の比較

文献史料による盃

内外赤色塗り、内面に金色の加飾例：医学部附属病院入院棟 A地点（17 世紀後半）

出土資料の形状・文様 描かれた盃の特徴

図６　絵巻・屏風絵に描かれた盃

図９　石川県久昌寺遺跡
　　　副葬品による漆椀のセット関係

図 11　伊達家三引両文出土資料

大坂城址 仙台城三の丸跡
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山形県亀ヶ崎城跡
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図８　その他地域出土漆塗り小杯
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79 号円形木棺副葬品

図 10　蝦夷島奇観より「古椀図」
　　　　　　東京国立博物館蔵

『酒飯論絵巻』伝狩野元信筆 文化庁蔵

『洛中洛外図屏風』舟木本 東京国立博物館蔵

『酒呑童子絵巻』上巻より 東京国立博物館蔵 『高雄観楓図屏風』狩野秀頼筆 東京国立博物館蔵

図 12　医学部附属病院入院棟 A地点　坏（17 世紀後半）

工学部 1号館地点

(18 世紀後半から 19 世紀）

図 13　磁器盃
　　　（江戸絵付け）
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　江戸時代の食膳具について、陶磁器研究では活発な議論が展開している一方で、木製品・漆製品を含む検討に発展しない理由
として、特に歴史時代における木製品・漆製品研究の停滞があげられる。
　杯・盃・坏（さかずき）は、平安時代、文献史料における研究によれば、国家的な饗宴（儀式）の場において、儀式内容や使
用者により、朱漆器、銀器、緑釉陶器、白色土器、土師器（かわらけ）など多様な器が使い分けられる（高橋 2008）。その後、
鎌倉・室町、安土桃山時代では、絵巻や記録類に加え、出土資料として大量の焼き物や漆器がみられるようになる。しかし、こ
のうち「酒盃」としての使用が推測できるものは、一括廃棄された「かわらけ」など、酒宴や儀礼の「場」の周辺と判断される
遺構に残された資料に限られる。
　正徳二（1712）年に成立した『和漢三才図絵』（図１）、宝暦十三（1763）年から天明四（1784）年の記録を、天保十四（18
43）年に編集刊行した『貞丈雑記』、嘉永六（1853）年成立の『守貞謾稿』（図２）、以上の文献史料によれば、

（17 世紀初頭）
・神酒や婚儀、祝儀の「さかずき」は瓦器である。しかし壊れやすいので、通常は朱塗りで縁を金銀、蒔絵などで装飾した華美な
　木杯を用いる。

・「七賢の盃」として伝えられる東山殿時代（15 世紀後半）の「七ッ入子の盃に晋の七賢の名を蒔絵にしたる盃」について、この
　時代に塗盃はなく、後世の作と判断している。

（18 世紀中頃）
・古来、祝儀や日常でも「さかずき」は「かわらけ」であったが、最近では「塗杯」となる。
（19 世紀中頃）
・鎌倉時代の「塗盃」は、江戸時代の一般的な「盃」とは異なる。
・総朱塗り、内面に金蒔絵があるものが主となる。
・大きさは様々、正式の場では大中小の三つ組（重ね）や、杯台に載るものがある。
・近年では「塗盃」の使用は稀となり、磁器の「猪口」が用いられている。
　「塗盃」は、17 世紀以降、朱塗りで縁（口唇部・畳付け）および内面に金の加飾があるもの、という認識が江戸および京・大
坂で一般的であったと理解できる。出土資料のうち、椀・皿・鉢類より小形で薄い器壁を持つ資料、および盃台を分類した（図
３）。樹種、加飾、形状、塗り、下地、法量の傾向を以下に示す（図４・５）。江戸遺跡から出土する漆椀はトチノキとブナ属が多
数を占めている。しかし盃に関してはケヤキが主体となり、また多様な樹種が含まれる。形状が類似する椀蓋類と比較すると、
摘み径が小さく全体的に木地が薄く挽かれ、特に口縁付近の厚さが 2 ㎜以下となることが、ケヤキという樹種と堅牢な鉱物系下
地が選択される理由と推測される。木取りは横木取り、塗りは内外面赤色、1 層塗り、赤色は水銀朱（HgS）主体、文様は主に内
面に金色、意匠は吉祥文が多く、笹や竹、松（若松・松葉など）、梅、楓、菊、薄といった植物のみ、あるいは流水を伴うものに
加えて、流水に扇や魚が伴うもの、また鶴・亀が絵画的に表現されるもの、一方で家紋と判断される文様がある。

　16 世紀前半の『酒伝童子絵巻』、16 世紀中葉頃に制作された『酒飯論絵巻』で描かれる酒宴では、注酒器は金属製と思われる長柄銚子、
提子、盃は土器のかわらけが使用されており『酒飯論絵巻』では、かわらけは衝重や折敷に直接置かれる。しかし 16 世紀の「月次風俗図
屏風」、「高雄観楓図屏風」（東京国立博物館）、17 世紀前半の「洛中洛外図屏風」（舟木本）では、焼き物のうつわと共に、近世的な形状を
持つ、内外面赤色の盃を確認することができる（図６）。また、同じくイエズス会士であるジョアン・ロドリーゲスにより、1620 年から
1622 年頃に編纂された『日本教会史』では、日本人が客人に酒を出す時に用いる盃は五種類あり、「第一種のものは、普通の漆塗りの盃
で、金で飾ったものや飾らないものがあって、一般の客人なりその他すでに親しくなっている高貴な客人なりをその盃でもてなす。この
種の盃を置く台は、少し高くて、漆が塗ってあり、それには金で飾ったものや飾らないものがある。その台の中央には一種のくぼみがあっ
て、一人が飲んだ盃で相手に飲ませようとして渡す時には、礼法として、飲んだ後の盃の滴をそこに滴らせる。」その他の 4 種はいずれも

「陶土の盃」で、素焼きで自然のままのものであり儀式と祝祭にもちいられる。これらには「内側と外側の両方を金か銀で飾り、または金
と銀とを半々にして飾り」、というものがあり、共に使用される杉の台もいろいろな種類があるという。
　盃・盃台は「普通に広く用いられている盃は、ごく上等の漆を塗り、驚くばかり豪奢に金粉を散らして花模様を表している。盃でも台で
も、それらのあるものはまた、ごく上等の黒漆の地色のものもあり、そのほか、朱色や赤紫色や緑色の地色のものもある。台の中央には深
いくぼみがあり、飲んだ後で盃の酒がそこに滴り落ちて、茣蓙 [ 畳 ] を汚さないために、そのくぼみの上に盃がおかれる。」とあり（ジョ
アン・ロドリーゲス 1967）、文献史料では 16 世紀以降の「金蒔絵の塗盃」のほか、黒、朱、赤紫、緑色の「盃」「盃台」が確認できる。
　
　主に江戸遺跡から出土している形状や文様が一致する「塗盃」（図７）がほとんど確認できなかった東海・近畿地方、16 世紀代が下限と
なる山形県亀ヶ崎城跡、清州城下町遺跡、宮内堀脇遺跡などから出土している小型の資料や、伏見城跡、大坂城址の蓋・腰高に類する資料
について（図８）、子ども用あるいは根来塗りと称された寺社で使用される朱漆器の影響を受けた器種、古来の形式の継承、公家・武家儀
礼に用いられた舶載陶磁器や「茶」「会席」に関連する唐物、さらには地域的な嗜好性など、複数の事柄が影響していると推測され、16 世
紀およびこの地域の塗盃については今後の課題となる。なお、石川県の久昌寺遺跡（江戸時代）の副葬品として、漆椀の副葬事例が多数認
められ（図９）、重ね椀と腰高がセットとして一般的であることがわかる。しかし副葬品として「盃」は選択されないのか、あるいは専用
器としての「盃」は日常の器ではなく、盃として蓋（三・四の椀）などを用いる、また陶磁器が使用されるなど、複数の可能性があげられ
ることから、場による用途の違いについても今後検討したい。腰高について『守貞謾稿』では「腰高　コシダカハ、無蓋也。土器二曲げ物
ヲ台トシタルヲ模シテ、腰高トスル也。」とある。土器とはかわらけであるが、饗応料理の記録などには、杉の曲物の上に金銀で加飾され
た土器のかわらけを置き、様々な料理が盛り付けられる様子が図示されており、腰高が皿や鉢のように使用されることを想定できる。しか
し、酒宴では肴を入れた器に酒を注いで飲むといったこともあり、19 世紀初頭に成立した秦檍丸（村上島之允）の『蝦夷島奇観』では、
古椀（フシコイタンキ）として、東北系箔椀（南部箔椀）が描かれており、アイヌ民族が漆椀を「酒盃」としたことが記されている（図
10）。各地域によって椀蓋や腰高の用途や、盃の代用品となる器種の存在が異なっていることが推測されることから、今後、文献史料と併
せて研究を進めるべきである。このほか、消費地に残された漆塗り挽物とその所有者（使用者）、それに伴う製作地に関する事例として、
大坂城址の堀 83（16 世紀後半から 17 世紀初頭）から出土した三引両文の漆皿がある（図 11）。類例となる資料は、東北地方の伊達家に
関連する地域（山形県荒川Ⅱ遺跡、大浦 C 遺跡、米沢城跡、宮城県仙台城三ノ丸跡、北目城跡、福島県河股城跡）の遺跡から複数出土して
おり、豊臣期の大坂城、堀 83 から出土した三引両文の皿を含む資料については、贈答品あるいは伊達家関連の所有者（使用者）による廃
棄、一時的に持ち込まれた資料群という可能性もある。消費地に残された資料から、地域性を考えていくにあたっては、廃棄された場所や
遺構の性格、内容や組成などといった要素を含めて分析する必要がある。
　陶磁器では 17・18 世紀には小型の碗や端反りの坏が出土（図 12）、これらは洛中洛外図屏風にあるように（図６）、茶器としての使用
も推測されるものの、いずれも極小形で「盃」の可能性が高い。19 世紀初頭になると見込みに屋号や商標、酒の銘柄などが描かれた磁器
の盃が出土するようになり（図 13）、専用器として磁器の盃が普及していることを確認できる。現在、塗盃は祝儀の献杯などに使用される
のみとなっている。今回の分析によって、食膳具としての漆塗り挽物と焼き物容器は強い関係性を持っていながら、用途が同じ器種の形状
や文様の類似性が低いという鎌倉時代は大量に出土していた漆塗りの皿は、17 世紀には焼き物と置き換わり、その状況は現在まで続いて
いる。一方土器のかわらけは塗盃へと移行し、飲酒の一般化が進むこともあり、焼き物の盃が多数を占めるようになる。漆塗り挽物の変遷
を理解するうえで必要となる、舶載の文物や国産の製品との影響関係について、今後追究したい。


