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はじめに：薩摩焼とは

　薩摩焼は豊臣秀吉の朝鮮出兵（1592-98年）の際に、島津義弘ら

によって連れてこられた朝鮮陶工たちによって始まりました。朝鮮

陶工を直接の淵源とする窯場として、薩摩藩窯である竪野系窯場

（鹿児島県姶良市・鹿児島市）、苗代川系窯場（日置市美山）、龍門

司系窯場（姶良市）があり、またほかに元立院系窯場（姶良市）、平

佐系窯場（薩摩川内市）をはじめとした薩摩磁器窯場、能野系窯場

（種子島西之表市）など、複数の窯場が操業していました（図１）。

そのため製品の内容は多様であり、材料や技法、文様など特定の属

性でもって薩摩焼を定義することはできません。それゆえ薩摩焼

を、近世では薩摩藩領（現在の鹿児島県と宮崎県南部）で生産され

た陶磁器の総称として用い、また近代については鹿児島県内におい

て近世から継続して生産されていた陶磁器と暫定的に定義しておき

ます（渡辺2020）。

１．色絵薩摩の始まりと展開

　色絵薩摩の基礎となる、白色素地に透明釉をかけた白薩摩は17世紀初頭の宇都窯で生産が開始され（姶良町教

育委員会編2004）、17世紀後半には将軍家に献上できる精品の生産が、藩窯・竪野窯において可能になったと推

測されています（深港2014、関2017）。白薩摩に上絵付けで色絵、金彩を施した色絵薩摩も竪野窯で始まりまし

たが、それが、いつ始まり、どのように展開したのかは、古くより議論されてきていますが、その根拠の多くは

後代の伝承資料に基づくものでした（前田1934（1976）pp.440-442など）。しかし近年、同時代の文献史料や製作

年代が推測できる実物資料が取り上げられ、しだいにその姿が解明されつつあります（深港2013・2014・2017・

2018a・2018b、松村2007・2011、渡辺2019）。

　色絵薩摩は文献中では「錦手」などと表現されます。現在確認されている、もっとも古い色絵薩摩生産に関す

る記述は、薩摩藩の「記録所」の明和元（1764）年の記録に出てくるもので、遅くとも正徳３（1713）年に「焼物

方錦手絵書并小細工」という役職があったことが知られます（深港2017 pp.7-9）。この「焼物方」は竪野窯を指

すと考えられますが、具体的にどのような「錦手」が生産されたのかは、まだ判然としません。ただしその使用

方法にいくつか記録があります。

　摂家の一つ近衛家の家凞（1667-1736年）の茶会記に、享保20（1735）年11月19日に「薩摩焼白絵」の香合の

記載が見られます（名和他監修2020 p.372）。「白絵」が何を指すのか確定しがたいのですが、他に「白薩摩」の

花生という表記があるので（同上p.47）、それとは別のものとすると色絵薩摩の可能性が考えられます。島津家
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ことが伝えられており、1850年代、苗代川における色絵生産は、急速に発展していった可能性が考えられます

（深港2017）。そしてその技術基盤が、輸出用色絵薩摩の生産へと結びつきます。

２．薩摩焼とSATSUMA

　色絵薩摩がヨーロッパで注目される契機となったのは、1867年のフランス・パリ万国博覧会です。同博覧会

には徳川幕府・佐賀藩・薩摩藩がそれぞれ出品していますが、苗代川・朴正官の錦手大花瓶が好評を博したと言

われます（「繭糸織物陶漆器共進会　陶器功労者履歴」1885年）。この万博において薩摩藩は、幕府とは別に「日

本薩摩琉球国太守政府」を名のり、当時のヨーロッパの人々に対して、幕府とは異なる政治的権力があることを

印象づけ、薩摩藩の存在を大きくアピールしました。このパリ万博に出品された薩摩焼は、イギリス・ヴィクト

リア＆アルバート博物館の収蔵品（1869年購入）などから、白色の余白が多く、金彩も少ない花草文を主体とし

た製品であったと考えられます（鹿児島県歴史資料センター黎明館編2018　pp.86-90、松村2007・2011）。また

オーストリア応用美術館所蔵の色絵丁子風炉は、1868年に個人コレクターが入手したものだといいます（同上

2018　p.82、脇田2021　p.36）。このような特徴はロンドンで刊行されたAudsley & Bowesの『Keramic Art of 

Japan』（1875年）に掲載された製品にも共通します（深港2017）。それらの多くは、苗代川産の可能性が高いも

のの、前掲の竪野窯製品と共通する要素を持っています。

　また幕末期あるいは明治初期と考えられる、草花文を描き、口が大きく広がる大型瓶が、徳川美術館（尾張徳

川家）や三の丸尚蔵館などに所蔵されています（深港2018a、鹿児島県歴史資料センター黎明館編2018　pp.77-

80）。これらは輸出用金襴手薩摩と器形的に共通し、また文様が器壁面に占める比率が増大、金彩も増えていき

ます。パリ万博出品作よりも、海外市場をより意識した製品と考えられます。

　日本の輸出陶磁器は、1873年に開かれたオーストリア・ウィーン万国博覧会を契機として大きく変化しまし

た。初めて万博に公式参加した明治政府は、日本製品を海外市場にアピールし、輸出の向上をはかります。おり

からのジャポニスムブームを受け、日本陶磁器は大量に輸出されるようになります。明治政府も陶磁器を重要な

海外輸出品と位置づけ、官立の工芸品輸出会社・起立工商会社の設立（1873年）、図案集『温知図録』（東京国立

博物館編1997）の編集と配布（1875-81年）などを通じて振興をはかっていきます。この国家的規模の振興・支援

を背景として、輸出陶磁器は、それまでの余白を残した花草文中心の図案から、武者絵や物語絵、羅漢図、人物

図などを描いたものへと変化し、また金彩も多用されるようになりました（小林1997、松村2011）。1880年代の

京都粟田焼などでは、横浜から輸入された水金の使用が盛んになっていきます（安田1989　p.59）。

　このような輸出拡大政策の過程で、類似した製品の生産は、鹿児島

だけではなく全国的に広がっていきます。「京薩摩」「大阪薩摩」「横

浜薩摩」「東京薩摩」などと呼ばれるものです。これらは白色胎土に

透明釉をかけて焼成した半完成品「白素地」を鹿児島から購入し、あ

るいはそれぞれの窯場で製作し、京都や大阪、横浜などで上絵付けを

施した製品を指します。一方、鹿児島で上絵付けまで施されたものは

「本薩摩」「鹿児島薩摩」と呼ばれます。これら各地で生産された金襴

手製品はヨーロッパなどにおいて「SATSUMA」と総称されました。

　以上のようなSATSUMA生産のあり方を模式化すると図２になりま

す。鹿児島から運ばれた白素地あるいは各生産地で製作された素地を

用いて絵付けが施され、横浜や神戸の港から海外へ輸出されました。

製品の特徴は絵付けの題材や技法、原料などが一番認識しやすいので

すが、それらは時代の流行や、市場であるヨーロッパからの需要など

に対応して類似したものが多くあります。また画工たちも近世に比べ

は近衛家に琉球経由で入手した清朝官窯磁器を進上しており（尾野2013・2020、謝2014）、この「薩摩焼白絵」

が同様に進上品だったとするならば、この年代に進上用の上質な色絵薩摩が生産されていた可能性を示します

（渡辺2021）。

　また島津重豪が藩主だった時期（1755-87年）の薩摩藩江戸藩邸「中奥日記」には、陶磁器の贈答記事が見ら

れます（深港2014 p.166）。その中から「にしきて」「錦手」に注目すると、宝暦６（1756）年に「太守様」（藩主・

重豪）が「にしきて御国やき色々」を贈っており、遅くともこの時期には藩主の贈答品として使用できる品質の

製品が生産可能であったことがわかります（表１）。以後、「御国やき」「国元土産」の「錦手」は、薩摩産、藩

窯製品のであったと考えられます。器種としては、「茶わん」「香道具」「水入」「丁子風炉」「一輪花入」などが

確認できます。また18世紀段階の色絵薩摩生産はごく少数で、使用者も藩主などに限定されていた可能性が指

摘されています（深港2014 pp.165-167）。

　ところで藩窯の製品は、一部に商品（「商売焼」）もありましたが（橋口2001・2002、深港2014）、その多くは藩

からの需要に応える「御用」の製品です。幕末の『御内用方萬留　一番』には、将軍家などへの献上品である

「献上御用」、藩主が使用する什器など「御前御用」、藩主の娘などの輿入れ道具と考えられる「お先御用」、藩に

おける公用品である「御用」など複数種類の「御用」の用例があります（深港・渡辺2016、渡辺2018）。上記の

近衛家凞が用いた「薩摩白絵」の香合は「献上御用」、重豪の贈答品としての色絵製品は「御前御用」に相当し、

ともに御用品の中でも高ランクに属するものと考えられます。

　以上のような文献に登場する色絵薩摩が具体的にどのようなものであったかは、残念ながら現段階では、年代

の推定できる資料が少なくはっきりしません。しかし19世紀以後の製品については、近年、鹿児島県歴史資料

センター黎明館で開かれた企画展「華麗なる薩摩焼―万国博覧会の時代のきらめき―」（2018年12月25日～ 

2019年２月24日）において、いくつか紹介されています（鹿児島県歴史資料センター黎明館編2018）。たとえば

金彩色絵菊折図茶碗（文政８（1825）年銘）（同上p.58）や、白河藩主・阿部家に嫁いだ島津重豪の孫娘・聰徳院

（1802-72年）ゆかりの色絵双耳壺（同上p.68）、指宿秋山家に伝来する文久元（1861）年の墨書銘を持つ色絵角形

瓶（同上p.54、渡辺2019）、島津久光（1817-87年）が興した玉里島津家伝来の色絵薩摩（同上pp.55-56）などです。

これらは竪野窯製品と考えられ、白地の部分を多く残し、金彩の使用が少ない、あるいは使用しない点など、近

世における色絵薩摩の一端を伝えています。

　このような竪野窯で生産された色絵陶器が大きく変化し始めるのが、19 世紀中頃、苗代川（現鹿児島県日置市

美山）に色絵技術が導入され、商品としての色絵製品の生産が始まってからです。前掲の『御内用方萬留　一番』

は、幕末の苗代川における殖産興業策の実相を伝える貴重な同時代史料であり、それによれば、嘉永元（1848）

年、苗代川の姜早丹と朴正官が「錦手稽古」のために竪野窯に派遣されています。つまり苗代川における色絵生

産の始まりは1848年より後のことと推測されます（深港・渡辺2016　p.168）。日置市美山の玉山神社に伝来する

文久元（1861）年銘の陶製棟札には「錦手方」の主取（責任者）として朴正官の名前があります（深港・渡辺2016　

p.168、渡辺2019）。朴正官は、安政４（1857）年に島津斉彬の集成館事業において色絵の開発・改良に従事した

表１　「中奥日記」に見られる「にしきて」「錦手」（深港2014より一部改変）
和暦 西暦 品　名 差　出 宛　先 目　的
宝暦６ 1756 にしきて御国やき色々 太守様 姫様（菊姫） 中奥訪問の御礼
明和２ 1765 錦手御茶わん　二箱 太守様 御前様 参府の国元土産
明和３ 1766 錦手焼御香道具　一通 太守様 眞含院様（菊姫） 参府の国元土産
明和３ 1766 錦手焼御水入　一 太守様 屋世様 参府の国元土産
明和３ 1766 錦手御香道具　一通、錦手丁子風呂　一箱 太守様 浄岸院様（竹姫） 参府の国元土産
明和３ 1766 錦手一輪花入　一、錦手御香道具　一通 太守様 御前様 参府の国元土産
明和３ 1766 御国焼茶家一、琉球盆一、錦手茶碗一 表（屋敷の表） その橋 内々の贈り物

図2 薩摩焼とSATSUMAの関係模式図
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ると流動性が高まり、複数の地域や窯元を移動する者も現れてきます。そのため絵付けの属性によって、製品の

年代や絵付け地を明確に区分するのは、今のところまだ難しいのが現状です（渡辺2020）。

　以上のように冒頭で定義した「薩摩焼」と「SATSUMA」とでは重なる部分もありますが、別の概念として捉

えるべきでしょう。

３．アリアナ美術館所蔵のSATSUMA

　アリアナ美術館所蔵のSATSUMAは計74点あり、うち所蔵年代がわかるも

のが66点あります（表２）。収蔵年代がわかるということは、その時点におい

てそれらがヨーロッパ市場に流通していたことを示しています。たとえば

1890年に収蔵された作品の生産年代は1890年以前であることが確定できるわ

けです。ただし時代が下れば下るほど、その中には古い生産年代の陶磁器を含

むこともあります。アリアナ美術館のSATSUMAをその収蔵年代を手がかりに

わけると以下のようになります。

Ａグループ：日本においてSATSUMAが生産され、輸出されていた時代で、ア

リアナ美術館収蔵品では1916年以前の収蔵品。

Ｂグループ：古美術市場にSATSUMAが流通していた時代で、1938年以後の

収蔵品。

Ｃグループ：収蔵年代不明

　さらにＡグループは、1890年を中心としたＡ１グループと、1911年を中心

としたＡ２グループに細分できます。以下、各グループの特徴的な作品を取り

上げ、解説していきます。

　なお以下の作品名のあと（　）内の数字は、図３と図４の数字に対応します。

１）Ａ１グループ

　まずＡ１グループの生産年代は1891年以前であることが確実です。この中には色絵金彩長頸瓶（１）のように

口縁内外面に瓔珞文を描き、白地を多く残して草花文を描くなど、ウィーン万博以前の作例に近いものがありま

す。一方、色絵金彩双獣耳花瓶（３）は、苗代川において1860 ～ 70年代に生産され、ウィーン万博に出品された

広口大瓶（深港2016）に形態的に近いと言えます。ただし人物図を描くことから年代はやや下ると思われます。

また色絵草花文皿（２）もまたウィーン万博出品作に、皿の形態、モチーフなどに近しいものがあります。これ

らは1860 ～ 70年代の作例と思われます。

　Ａ１グループには置物も数点含まれています。色絵鶴形置物（４）の底部には赤の上絵付けで「薩摩／壽官製」

「シュウウン画」と記されています。「シュウウン」とは沈壽官工房の画工・森山周運と考えられ、他の沈壽官工

房の作品にもその銘が見られます（金子監修2011　p.99など）。また白色の象形置物（５）は、類例が現在の沈壽

官窯に伝来しており（同上pp.146-147）、華やかな金彩製品が好まれる一方、このような白色製品も一定の需要

があったと考えられます。中国徳化窯の白磁製品に対する嗜好に類するものでしょう。

　一方、色絵金彩束腰瓶（６）の胴部に描かれた羅漢図はウィーン万博以後に採用されるようになる図案です。

そのほか色絵金彩双耳香炉（７）、色絵金彩瓢形瓶（８）などの絵付けの発色が明るく透明感がある作例は京薩摩

にしばしば見られ、やはりウィーン万博以後と考えられます。「大日本帯山」の黒絵付け銘と「帯山」の印銘を

有する色金彩絵鉢（９）は京都の著名な窯元・帯山与兵衛の製品です。色絵金彩大瓶（10）は錦光山の銘を有しま

す。錦光山宗兵衛（七代、1868-1927年）は京都のもっとも大きな窯元で、多様な輸出製品を生産しました。本

作例は、陶磁器と同時期に海外に輸出された七宝焼をイメージしたものでしょう。

　色絵金彩虫文把手付瓶（11）は黄色味を帯びた釉に精緻な「虫尽くし」文を描き、当時のジャポニスムの嗜好

図３　アリアナ美術館所蔵資料編年案
※あくまで現段階における暫定的・仮説的な編年観であることをお断りしておきたい
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図3 アリアナ美術館所蔵資料編年案
※あくまで現段階における暫定的・仮説的な編年観であることをお断りしておきたい
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図4 アリアナ美術館所蔵資料の銘（番号は図3と同じ）

図４　アリアナ美術館所蔵資料の銘（番号は図３と同じ）

表２　 アリアナ美術館蔵
SATSUMAの収蔵年代
（WATANABE 2021）

収蔵年代 点数 グループ
1874 1

A1

A

1890 18
1891 3
1902 1

A1
1905 1
1911 24
1916 2
1938 1

B

1954 1
1998 1
2003 10
2004 2
2006 1
不明 8 C

合計 74
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ナ美術館所蔵のSATSUMAには両者が判明している製品が多く含まれています。今後、このような収蔵年代や生

産年代がわかる資料、銘に関する情報を集積することで、SATSUMAの歴史の理解を深めていきたいと考えてい

ます。
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を伝えています。底部には素地に「出雲／若山」の印銘があります。島根県の若山陶器会社（1877-83年）の製

品であり、布志名焼と呼ばれます。一方、同じく底部に「大日本／神戸港／春谷造」の赤絵付け銘もあり、神戸

で絵付けされたことがわかります。

２）Ａ２グループ

　Ａ２グループは、金彩を多用した製品が目立ちます。羅漢図を描いた色絵金彩束腰瓶（14）や色絵金彩双環紐

耳瓶（16）などは、この時期に流通していたSATSUMAの特徴と考えられます。また色絵金彩蓋付瓶（17）の銘

「豊齊」の詳細は不明ですが、全面に花文を描く作例は京薩摩に多く見られます。色絵金彩鼎形香炉（15）の素地

の底部には、「鹿兒島縣苗代川／陳芳徳作」と刻銘されており、この素地が鹿児島産であることがわかりますが、

絵付け地は不明です。色絵金彩酒器（18）には「𠮷山」の黒色銘があります。色絵金彩二枚貝形合子（19）は伊東

陶山（1846-1920年）の銘があり、その活動年代から19世紀末から20世紀初頭の製品と考えられます。色絵金彩

瓢形瓶（22）は、上半部の黒釉から下半部の透明釉（白）へとグラデーションをなす特徴的な地に花鳥文を描きま

す。底部の「大日本／楠部製」銘は楠部千之助の楠部陶器貿易工場（1887-1926年）の銘です。また新たな産地

の製品も見られます。色絵金彩合子（20）と色絵金彩香炉（21）は、黄色味を帯びた釉薬に金彩色絵を施している

点、他のSATSUMAとは異なる特徴を持ちます。ともに「楽山」銘を有し、島根県の楽山焼です。

　Ａ２グループにもやや古い特徴を有する製品も含まれます。京都・錦光山の銘を有する色絵広口瓶（13）はそ

の「癸未」銘から1883年の可能性があります。また色絵双耳瓶（12）は1860 ～ 70年代の製品の特徴も持ちます

が、色絵の発色は明るく、A１グループのウィーン万博以後の製品に近いものです。

３）Ｂ・Ｃグループ

　最後にＢ・Ｃグループからいくつか取り上げます。色絵金彩水注（23）は白地を多く残し、金彩の少ない花草

文を胴部から把手部に描く点で、1860 ～ 70年代のSATSUMAといえます。また色絵金彩瓢形瓶（24）は、マウン

トのため底部が削り取られているので銘は確認できませんが、高浮彫と呼ばれる精緻な貼付文が特徴的な宮川香

山（1842-1916年）の明治初期の輸出品に類例が見られます（NHKプロモーション編2016　pp.26-27など）。

　胴部に女性像を巡らせる色絵金彩酒注（26）の底部には、金彩で島津家の家紋「㊉」と「釜」の字をかたどっ

た記号、赤地金彩で「輝山」銘が書かれています。「釜」字は京都陶磁器合資会社のトレードマークで、遅くと

も1910年には使用されています。京都陶磁器合資会社は京都を代表する窯元の一つです。画工名の「輝山」は

京薩摩にしばしば見られます（村田監修2015　p.42など）。色絵金彩筒形碗（25）の底部には金彩で「司山製」の

銘があります。兵庫県神戸市布引の貿易商・長江司山の製品であり、「神戸薩摩」と呼ばれます。19世紀末から

20世紀初頭に操業しました（松原2018）。

　アリアナ美術館所蔵SATSUMAのＡ１グループには、1873年のウィーン万博を前後する、比較的古い時期と

推測される一群と、1870年代後半以後に多様化する時期の一群が含まれると思われます。1870 ～ 80年代にヨー

ロッパ市場に流通した製品の内容を示しているのでしょう。Ａ２グループは、古い作品も含みつつ、金彩を多用

した作例が目立ち、19世紀末から20世紀初頭におけるSATSUMAの生産、流通、嗜好の変化を反映していると

考えられます。またＡ２グループには楽山焼など新しい窯場の作品も見られることから、輸出陶器における生産

地の多様化の一端を示していると言えるでしょう。

おわりに

　薩摩焼における色絵陶器の生産については、近年少しずつ情報、資料が蓄積されつつありますが、いまだ不明

な点が多く残っています。関連文献史料の精査や、製作年代の判明する実物資料の探索が必要です。また

SATSUMAの年代や生産地（絵付け地）の推定は、いまだ十分に研究が進んでいるとは言えません。生産年代や

購入年代が記録に残っている製品、銘が見られる製品が、これらの問題を解決する手がかりとなります。アリア
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