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17 世紀における漆椀－漆椀の樹種分類からみる特徴・緑色系の塗りを持つ資料・東北系箔椀の文様－
清水　香 ( 東京大学埋蔵文化財調査室）

樹種分類からみる特徴 緑色系の塗りを持つ資料

東北系箔椀の文様
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3 図　樹種分類および東北系箔椀の流通想定図（17 世紀代）

1 図　漆椀の樹種（257 点中）

2 図　文様・器種細分内訳

　古くから漆の樹液や漆器は、各地で生産が奨励された産物として知られている。しかし、漆器の製作や
流通はもとより、製作技法、形状や加飾などについては、文献に記されていない部分が多く、考古資料に
よる解明が求められる課題となっている。
　東京大学本郷構内に位置する医学部附属病院入院棟 A 地点（大聖寺藩上屋敷跡）の SK3 は、採土坑とし
て掘削された大形遺構（南北約 54ｍ、東西約 20ｍ、確認面からの深さ最大 4.3ｍ）である。天和 3（168
3）年以降の屋敷割り変更に伴う盛土造成の完成時期を上限、元禄 16（1703）年の火災を下限とし、陶磁
器の年代観から 1680 年代に埋め戻しが完了すると推測される。この遺構から、工具や建築部材、鉋屑お
よび、漆桶、漆液容器、漆箆、貝殻製パレット、漆濾紙などの漆工関連用具、遊戯・祭祀具（人形・破魔
弓など）このほか大量の生活用具が出土した。なかでも、高台（摘み）が半分以上残存する漆椀類が 500
点以上出土、樹種による分類を実施したところ、形状・文様にそれぞれ特徴が認められたことから、17 世
紀後半の一括性が高い資料群として分析に用いた。
　樹種同定を行った椀類 257 点の樹種組成は、トチノキが 48%、ブナ属 37%、ケヤキ 12%、カツラ属 2
%、モクレン属 1% である（1 図）。これは関東地方から出土した、鎌倉～江戸時代初期における主要な樹
種の割合と類似しており、当時の一般的な様相といえる。

トチノキ
・腰丸形の飯椀・汁椀に 3 単位の丸文、椀蓋の摘み内には草文（薄文）がある資料が主体、加飾率が高い。
・腰に稜を持つ資料では、漆絵（丸文以外）が多い。
・腰丸椀のほか、壺椀・平椀、腰高といった揃い椀に蓬莱文（鶴・亀・松文）が認められる。
・下地は 52 点のうち、炭粉下地が 43 点、炭粉と砥粉など、あるいは砥粉のみを使用したものが 9 点。
ブナ属
・文様を持つ資料の割合が低く、無文の資料が多数を占め、高台（摘み）内に「銘」を持つ資料が多い。
・緑色系の塗りを持つ資料が多い。
・壺椀・平椀、腰高が認められず、飯椀、汁椀、椀蓋（皿）を組みとした重椀、飯椀、汁椀（蓋付き）
が主体となる。
・下地は 20 点全てが炭粉下地である。
ケヤキ
・無文の飯椀・汁椀、壺椀・平椀に蓬莱文（鶴・亀・松文）などの漆絵を持つ椀蓋、腰高や杯、端反りの
椀が組みとなる、揃い椀であることが推測される。
・下地は 25 点のうち炭粉下地が 2 点のほか、炭粉に加えて切粉
（地粉と砥粉を混和）、砥粉などを使用、
あるいは切粉と砥粉、砥粉のみの資料であ
る（2 図）。
　江戸遺跡から出土する 17 世紀前半代の漆
椀には、中世末から継続的に認められる腰丸
椀を主体として、壺椀・平椀といった「揃い
椀」の器種が少数出土、17 世紀後半になる

　

　

　

　文様の意匠が類似する東北系の箔椀には、桃山時代に認められるという「秀
衡椀」、南部藩領の御禁制として生産を管理された「南部箔椀」、南部椀を参考と
して製作されたという記録が残る会津の「薄椀（箔椀）」がある。
　内面赤色、外面黒色で、胴部上半に赤色で雲形を描き、その上に四割菱文・
菱形・短冊形の箔を配置、雲形の間には色漆を用いて、枝菊や笹・竹などの漆絵
が施される。これらは、17 世紀前半の出土資料として、主に江戸遺跡およびアイ
ヌ墓の副葬品として認められる。
　産地と推測される東北地方では、若松城下城東町遺跡（16 世紀末～ 17 世紀前
半）、類似資料として、仙台城三ノ丸跡（17 世紀初頭）、東北地方以外では、長野
県松本城三の丸跡、石川県八間道遺跡において、出土が確認されている。
　加飾特徴について、仙台城三ノ丸跡では、17 世紀初頭の「類似」資料がある。
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と、壺椀・平椀が増加、緑色系の塗り、一文字椀と呼称される腰に稜を持つ形状の資料がみられるようになる。
　17 世紀の江戸遺跡の樹種ごとの特徴としては、トチノキは加飾率が高く、17 世紀前半頃には他の樹種よりも
丸文が多い。ブナ属は天目形椀や壺椀に類する資料がみられるが、共伴するトチノキやケヤキにあるかつら（胴
部上半の隆起帯）のある壺椀・平椀はなく、無文の資料が多数となるが、東北系箔椀や吉野絵椀といった特徴的
な資料が認められる。
　漆椀の樹種による流通の想定について（3 図）、16 世紀から 17 世紀前半にかけて、南関東からトネリコ属

（シオジ）で高台内に「上♯一」の銘、高台内の挽き込みが浅い飯椀、高台径が大きい皿状の資料を含む重椀系、
17 世紀代には近畿地方からトチノキの松鶴亀椀（蓬莱文系）を含む揃い椀系の漆椀、東北地方からブナ属の東
北系箔椀、緑色系漆椀を含む重椀系の資料が、それぞれ江戸に移入したことを想定できる。さらに、北関東や北
陸地方の生産地、17 世紀の陸上、海上における物流システムを視野に入れた商品流通が、今後の課題となる。
　遺跡から出土した漆椀については、製作地や流通の手掛かりとなる情報が残されておらず、江戸時代には職人
の移動も想定されることから、年代や産地を特定することは極めて困難であると言える。さらに近年、17 世紀
前半頃における漆液の海外からの輸入が判明しており（京都市︓御池中学校構内遺跡）、中・近世における「漆」
を取り巻く状況として、より広い視野が求められることがわかる。
　今後、樹種や下地、塗りや加飾について、考古学および科学分析による情報を蓄積することで、広域を対象と
した消費地遺跡の比較が可能となれば、地域ごとの特徴によって、製作地を特定できる可能性がある。

　漆膜の着色について、漆椀の「塗り」として主体的に使用されてきたのは黒色ならびに赤色である。
黒色は鉄粉や水酸化鉄の鉄イオン反応によるもの、顔料として油煙や松煙を用いるものがあり、赤色は水
銀朱やベンガラを用いる。大陸では、漢代の楽浪遺跡において、黄色や緑色で文様が描かれた漆器が副葬
品として出土しており、琉球漆器や、輸出用の南蛮漆器にも、色漆が使用されている。
　「緑色系」の漆は、黄色の鉱物である「石黄」と青色の染料「藍（インジゴ）」を、漆液に混ぜて製作さ
れることが、科学分析や文献史料から明らかとなっている。また、宝暦 6（1756）年の会津塗師屋の文書

『漆拵秘伝』では、石黄と藍を使用した緑色系漆の製法、享保年間（1716 ～ 1736）に会津で石黄を化学
的に合成し、製造したという口承記録（内国勧業博覧会）、遺跡からの出土傾向などから、18 世紀以降に
緑色系の塗りを持つ漆椀が普及したとされる（北野 2005）。
　石黄と藍を使用した緑色系の漆について、17 世紀後半の医学部附属病院入院棟 A 地点（大聖寺藩上屋敷
跡）SK3 からは、約 40 点の緑色系の塗りを持つ椀類が出土している。形状は腰に稜を持つ椀類を主体とし
て、壺椀・平椀が 1 点づつ、塗りは壺椀 1 点が内面赤色、外面緑色、その他が内面赤色、外面は暗緑色で高
台（摘み）内が黒色系、樹種は 14 点中、13 点がブナ属 1 点がケヤキ（壺椀）である。
　17 世紀代における緑色系の塗りを持つ漆椀の特徴について、
・腰に稜を持つ資料、壺椀・平椀がセットとなる揃い椀。
・塗膜分析の結果、炭粉下地に外面は緑色 1 層、内面はベンガラ（赤色）1 層の塗り、無文が主体。
・樹種はブナ属が主体であるが、他の樹種（トチノキ・ケヤキなど）も少数認められる。
　17 世紀代の資料から追究すべき課題としては、天然石黄の使用、人造石黄の製作年代の遡及、もしくは
会津以外での製作（天然・人造）である。塗膜分析によって 17 世紀代の資料については、天然石黄の使用
が推測されている（北野 2005、本多・増田・宮腰 2017）。
　なお、東京大学本郷構内の遺跡から出土した資料では、17 世紀代では内面赤色、外面緑色、高台内黒色

（すぐろめ漆）、1 層塗りの資料が主体、18 世紀初頭から 2 層塗り となっており、1 層から 2 層塗りへの変
化については、製品の品質や製作地に関連している可能性がある。また、19 世紀（工学部 3 号館地点）で
は、下塗り として赤色漆（水銀朱）が使用されている。色調について、17 世紀ではいずれも黒色と区別す
ることが難しい暗緑色であるが、18・19 世紀では明るい緑色となることから、塗膜構造の変化は「緑色」
をより明瞭にする目的が考えられる。

江戸遺跡では
・口縁部に雲形（雲︓赤、斜線︓黄）、連続する鋸歯状切箔、枝菊を 3 単位で配置。
・口縁部に雲形（雲︓赤、斜線︓黄）、四割菱・文様（枝菊など）を 3 単位で配置。
・四割菱の両側に菱形の切箔の有無があり、上部に交差させた短冊状の切箔、そ
　　　　　　　　　　　　　　　　の間に菱形の切箔を１ないし３つづつ配置。
・雲間の文様は枝菊が多数、この他に蓬莱文や植物などがある。加飾は黄色主体、
補助的に赤・緑を使用、枝菊は片切筆様（菊葉形状が方形）、丸筆様がある。
・椀蓋の摘み内は、基本的に胴部と同じモチーフ（枝菊）の文様を施す。
アイヌ墓の副葬品では、
・口縁部に雲形（赤色）、四割菱・文様を３ないし２単位で配置。
・雲形（赤色）に斜線のない資料が主体（礼文町香深井 5 遺跡は斜線あり）。
・四割菱の両側に菱形の切箔、上部に交差させた短冊状の切箔の有無がある。
・雲間の文様は、枝菊、竹や藤、宝袋などがある。加飾は赤色主体。
・四割菱が二重線となるもの（二風谷遺跡、札苅遺跡）、口縁に帯状、その下に菱
形、丸文の両側には交差二重線と菱形の切箔を配置した「類似」資料がある。
　
　今後、東北系箔椀の製作地と流通を解明するために、樹種・塗膜構造、加飾

（顔料・箔）、使用工具（筆など）に加えて、伝世資料との検討が必要となる。

　数量について、汐留遺跡の分析を例とすれば、緑色系
の塗りは全体の 1％前後、SK3 では約 7％であるが、全
体に占める割合では内外赤色の塗りの資料よりも少数と
なる。また、国際科学イノベーション総括棟新営地点
SX270（富山藩上屋敷跡︓18 世紀初頭下限）の最下層
では約 2 割を占めており、いずれも管見のかぎり、前例
のない比率である。なお、慶長 5（1600）年に上杉景勝
が築いた城とされる福島県会津若松市神指城の堀跡では
青漆（緑色系漆）の椀蓋（内面黒色、外面緑色）が 1 点
確認されている。ここではブナ属の飯椀、汁椀、蓋、杯
などが出土、東北系箔椀および緑色系の塗りを持つ椀の
樹種は、いずれもブナ属が主体であり、東北地方の出土
漆椀の樹種組成や、分献史料における緑色系漆の製作記
録などから、製作地は東北地方であると思われる。
　しかし、会津の文献史料や伝世品の検討からは、18
世紀後半頃に「青漆」が使用されるようになったと推測
されており 17 世紀代には天然石黄は交易品として中国
や東南アジアなどから輸入、また一部で国産品の存在が
指摘されることから（北野 2005）、ブナ属の木地を使用
する、会津を含む東北地方以外の漆器産地における製作
を想定した研究を進める必要がある。

枝菊文様（花・葉２組）
花芯赤、花芯点・花弁・枝葉黄︓片切筆様

文様 文様

枝菊文様（花・葉２組）
花芯赤、花芯点・花弁

文様 文様

枝葉黄︓片切筆様

枝菊文様（花・葉２組）
花芯赤
花芯点・花弁・枝葉黄︓片切筆様

文様 文様

文様 文様 文様

植物文様 文様 文様

枝菊文様（花・葉２組）
花芯赤
花芯点・花弁・枝葉黄︓丸筆様

文様 文様

枝菊文様（花・葉２組）
花芯赤
花芯点・花弁・枝葉黄︓片切筆様

文様 文様

巴文 巴文 巴文

文様（宝袋２つ︓赤） 文様文様

文様文様枝菊文様（花・葉２組︖）
花芯赤、花芯点・花弁

枝菊文様（花・葉２組︖）
花芯赤、花芯点・花弁

文様 文様

枝葉黄︓片切筆様

枝葉黄︓片切筆様

（松・笹・亀︖黄）

（黄） 切箔（白）推定

竹文様（赤） 文様

仙台城三ノ丸跡︓17 世紀初頭（白︓金色推定、青︓赤色推定）


