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景徳鎮窯跡の考古調査と保護利⽤ 
―明清御窯廠遺址を例に― 

 
江建新（景徳鎮陶瓷考古研究所） 

 
景徳鎮明清御窯廠遺址の考古調査 
（１）はじめに 
 景徳鎮御窯廠遺址は、景徳鎮市の中⼼である珠⼭の南側（かつての市政府庁舎の所在地）
に位置する。洪武 2 年（1369）から宣統 3 年（1911）まで、御窯廠は 500 年余り続いてい
たが、後に御窯廠の建物は失われた。さらに 1950 年代以降、都市の建設と開発により、珠
⼭はほとんどならされてしまい、⿓珠閣旧址に 10数ｍの⾼台を残すのみとなった。 
近年の考古調査によると、御窯廠の⾯積は約 5.2 万㎡で、1979 年以来、数⼗回の考古調

査と発掘が⾏われてきた（図１）。この間、元官窯、洪武、永楽、宣徳、正統、成化、弘治、
正徳、嘉靖、万暦および清代官窯の遺跡が発⾒され、官窯の遺構と遺物が数多く検出された。
以下、考古調査の主要な成果を紹介する。 
 
（２）元官窯の発⾒ 

1988 年、珠⼭の北麓において、元代の窯業遺物の堆積を発⾒した。出⼟品には⻘花の五
⽖⿓⽂（図２）、印花の「樞府」「太禧」銘が⾒られ、元代官窯磁器の特徴を具えていた。こ
れらは「浮梁磁局」と関係のある磁器であったと考えられる。2003 年に現在の⿓珠閣北側
を発掘した際にも、元代官窯の磁器が出⼟したが、同時に明初の地層からは「局⽤」と書か
れた官窯磁器も⾒つかった。このことから、明初の官窯は元代の浮梁磁局を踏襲していたと
考えられる。 
 
（３）洪武官窯について 

１．洪武官窯および設置年代 
1979年、⿓珠閣東壁の⼯事中に、⻘花折枝菊⽂折沿⼤盤の破⽚を発⾒した。1988 年、御

窯廠東⾨⼀帯でも、⼀群の磁器⽚を発⾒した。これらの磁器は、国外の学者が特定した元末
明初磁器の特徴と合致していた。1990 年にも、珠⼭東麓で階段を建設中に明代早期の遺物
が出⼟し、同時に「官匣」と印押しされた匣鉢があった（図 3）。さらに共出した⽡は、明
初期に建てられた中都遺跡の⽡と同様であった（図 4）。官窯の設置年代として、⽂献によ
り洪武 2 年と洪武 35年の説があるが、これら洪武早期の遺物が出⼟することから、明洪武
2 年に朱元璋が元代の官窯制度を踏襲して、景徳鎮の珠⼭に官窯を設置したと考えられる。 
 

２．出⼟した洪武官窯磁器について 
1994 年以降、御窯廠遺址東側から出⼟した洪武期の⻘花⼤盤・⼤碗などの⼤型器種（図
5、6）は、造型と装飾が元⻘花の特徴も具えていた。これは、かつて浮梁磁局に属した⻘花
の⼯匠が、洪武官窯でも⽣産に従事したからではないだろうか。また、洪武官窯の特徴的な
⽔注には、14世紀のイスラーム⾦属器の影響が現れている（図 7）。 
 
（４）永楽官窯について  

１．これまでの永楽官窯遺構の発掘 
1982 年、景徳鎮市陶瓷考古研究所は御窯廠南院東側（かつての市政府庁舎南⾨東側）で、
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永楽銘の⼊った⽩磁⾼⾜碗などを発⾒した。1983〜84 年には、珠⼭中路の道路⼯事に伴い、
約 180㎡の発掘を⾏い、復元可能な⼤量の永楽官窯磁器を検出した。 
 

２．出⼟した永楽官窯磁器について 
1987 年に出⼟した永楽期の釉⾥紅には、永楽元年と四年の銘が⼊っていたが、まだ洪武
期の特徴を残していた（図 8）。これが永楽後期になると、発⾊が安定する(図 9)。また、永
楽官窯遺構から出⼟した磁器は⽩磁が最も多く、『明実録』に⾒られる永楽帝の好みを反映
していたと考えられる。さらに、⾦属器を模した器形などには、永楽官窯の圧倒的な成形技
術が現れている（図 10）。 
 
（５）宣徳官窯について  

1982 年、珠⼭路北側の明代御器廠儀⾨故址で、明代の窯炉１座、官窯遺物の堆積 7箇所
を発⾒し、宣徳年号銘および無銘の明初官窯磁器⽚が出⼟した。また 1983・1984・1988 年
にも、御窯廠東壁の東南・⻄南で⼤量の宣徳磁器が出⼟した。さらに、1993 年には御窯廠
東側中華路⼀帯でも⼤量の宣徳遺物が出⼟しており、宣徳期の出⼟資料は極めて豊富であ
る。（図 11、12） 
 
（６）正統・景泰・天順官窯について 

1988 年、御窯廠⻄南側で、正統官窯の磁器⽚が発⾒され、同時に正統時期の窯炉 5 座が
⾒つかった（図 13）。これらの磁器は、⻘花の⾊調と器形が宣徳官窯磁器によく似ていた。
景泰と天順の遺物については、1990 年に成化地層の下から無銘の⻘花⼤碗が出⼟し、正統
初期より遅く、成化末期より早いと⽐定された（図 14）。正統・景泰・天順の 28 年間は、
年号銘が⼊らないことから、その全容が分かっておらず、陶磁史上の「空⽩期」と呼ばれて
いた。しかし、出⼟資料や⽂献史料により、決して「空⽩」ではなかったことが明らかにな
った（図 15）。 
 
（７）成化官窯について  

1987〜88 年、御窯廠遺址内で⿓珠閣を再建する際、3 箇所の成化官窯堆積が⾒つかった
（87H1・87H2・88H3）。この発⾒により、成化官窯の磁器を 3期に分類することができた。
すなわち、87H1 を１期（成化 4 年以前）、87H2 を 2期（成化 4 年〜17年）、88H3 を 3期
（成化 17〜23 年）と区分した。 
成化官窯磁器の造型は、⻘花や⾖彩など⼩さく精巧なものが多く、⼤きな作品はほとんど

⾒られない（図 16、17）。また、胎⼟の質は宣徳とよく似ているが、より⽩く緻密である。 
 
（８）弘治・正徳官窯について  
   1987年、珠⼭東北側の建国瓷廠⾷堂地下にて、⼤量の弘治官窯の⻩釉磁とわずかな⻘花
が出⼟し、器種は主に碗と盤であった。2000 年、御窯廠東⾨で弘治⻘花の⼤⼩の碗⽚が出
⼟した（図 18）。 

1987 年、御窯廠珠⼭東麓で正徳官窯の遺物が出⼟し、数量は多くなかったが、緑地淡描
団⿓碗（図 19）や「⻩上紅」盤（図 20）など、珍しい器種があった。2014 年、⿓珠閣⻄南
側で発掘を⾏った際には、弘治・正徳官窯の作房跡が発⾒された（図 21）。 
 
（９）嘉靖・万暦官窯について  
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1983 年、⿓珠閣を再建する際に、嘉靖・万暦年間の⻘花が多く発⾒された。また 1987年
にも、嘉靖官窯の磁器⽚が出⼟したが、その製品は粗雑であった（図 22）。これはおそらく、
嘉靖以降の「官搭⺠焼」と関連しているのではないだろうか。2007 年、観⾳閣窯址におい
て「⼤明嘉靖年製」銘や五⽖⿓を描いた⻘花が出⼟したが、質が決して良くなかったことか
ら、この時期の御器廠はすでに官器を⽣産する唯⼀の場所ではなくなっていたと考えられ
る。 

明代御窯廠の停⽌年代については天啓・崇禎説もあるが、その時代の官窯の伝世品は少な
い。むしろ「関中王⽼公祖⿍建貽休堂記」碑の内容などにより、万暦 36 年に停⽌したと考
えるべきではないだろうか。 
 
（10）清代官窯と出⼟遺物について 

御窯廠遺址の清代地層は、建造物による破壊を受けていたため、1980 年代以降発掘を⾏
っているが、明代官窯のように集中した堆積は⾒つかっていない。それでも重要な発⾒はあ
り、1982 年に御窯廠内で清初の地層が発⾒され、「⼤清順治年製」銘⻘花碗（図 23）、康熙・
雍正・乾隆銘の⻘花や⾖⻘釉等の磁器⽚、清初官窯の釉薬のテストピースなどが⾒つかった。
2002 年には、清中晚期の官窯磁器や「江⻄瓷業公司」銘の磁器が出⼟し（図 24）、2014 年
にも清代各時期の官窯の破⽚が⾒つかった。しかし、ほとんどの遺物は復元できないほど細
かく割れていた。 
 
景徳鎮明清御窯御窯廠遺址の保護と利⽤ 

1982〜2000 年、景徳鎮市陶瓷考古研究所は市政府庁舎の建設に合わせて、御窯廠遺址で
数回の緊急発掘を⾏った。江⻄省⽂物考古研究所もまた、1983〜85年に発掘を⾏っている。
さらに 2002〜04 年・14 年、景徳鎮市陶瓷考古研究所は、北京⼤学考古⽂博学院・故宮博物
院・江⻄省⽂物考古研究所と発掘を⾏い、明清御窯廠における磁器⽣産の概要を明らかにし
た。 

2006 年、御窯廠遺址は国務院が公布する「国家重点⽂物保護単位」に選ばれ、2013 年に
は国家考古遺址公園となった。これ以降、御窯廠内で発掘された遺跡に保護屋が建てられ、
周辺に残されていた清代の窯炉・作房、店舗や街道が整備され、保護しながら観光資源とし
て利⽤することになった。 

2020 年には、景徳鎮御窯博物館が建設され、御窯廠遺址でこれまでに出⼟した明清官窯
磁器の標本が 800件以上展⽰され、明清御窯廠の歴史と 40 年来の考古発掘成果を全⾯的に
紹介できるようになった（図 25〜30）。 

（翻訳：新井崇之） 
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図１ 御窯廠遺址の範囲と発掘地点 図２ 元代 青花龍文罐 図３ 洪武 「官匣」銘 匣鉢

図４ 洪武 「趙万初」銘 磁瓦 図５ 洪武 釉裏紅大碗 図６ 洪武 菱口折沿青花大盤

図７ 洪武 青花水注 図８ 「永楽元・・・供養」「永楽肆年」銘釉裏紅 図９永楽青花釉裏紅梅瓶

図10 鄭和の航海と関連する永楽官窯磁器 図11 宣徳 青花龍文大罐 図12 宣徳 孔雀緑高足碗

図13 正統官窯 窯炉発掘状況 図14 青花海獣仙山海潮文器座 図15 正統青花花卉磁枕 修復状況

図版１
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図16 成化 豆彩応龍文小杯 図17 成化 豆彩鶏缸杯 半成品 図18 弘治 青花龍文碗

図19 正徳 緑地淡描団龍文碗 図20 正徳 「黄上紅」盤 図21 明中晩期 作房遺跡

図22 嘉靖 紫地黄彩龍文碗 図23 「大清順治年製」銘 青花 図24 「江西瓷業公司」銘 磁器

図25 明清御窯廠遺址 全景 図26 御窯廠遺址内部 作房保護屋 図27 御窯廠遺址北麓 作房保護屋

図28 景徳鎮御窯博物館 外観 図29 景徳鎮御窯博物館 内観 図30 御窯廠遺址周辺 街道・民家

図版2
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広州官窯遺跡の調査・保存・活⽤ 
 

張起熏（京畿陶磁博物館） 
 
はじめに 
本発表は、2010 年から 2021 年現在まで広州朝鮮⽩磁窯跡保存整備事業の⼀環として進め
ている試掘・発掘調査の現況と成果を紹介し、総合整備計画樹⽴に向けた保存と活⽤の問題
を紹介するものである。 
 
遺跡現況と史跡地の調査経過 
広州市内には朝鮮時代の窯跡が、計 321ヶ所以上残っており、このうち窯跡 93ヶ所が含ま
れる 78区域が、1985年に史跡地第 314号に指定された。1 史跡地保存の最も効果的な⽅法
は、指定区域を国家が買収し、管理することである。しかし史跡地内の窯跡が、毀損または
消失した事例、指定区域と実際の窯跡の範囲が⼀致しない事例もあり、買収に先⽴って根本
的な現状把握が必要となった。    
そこで 2010 年に広州市は、広州朝鮮⽩磁窯跡保存整備事業計画を⽴て、さらに⽂化財庁の
⽀援を受けて学術試掘・発掘調査を進めた。京畿陶磁博物館は、2010 年から 1次、3次、4
次、6〜10次調査の委託を受けてきた。このような調査の過程で遺構が指定区域に収まって
いない場合、調査範囲の拡⼤が必要とする諮問会議の結果を踏まえ、6〜8 次調査ではその
対象地を史跡地周辺まで拡⼤し、実施した(表 1)。ここでは、遺構の毀損を防ぐため、最⼩
限のトレンチ試掘により、遺構の数量と位置、⽅向などを確認する程度に制限し、調査を⾏
った。  
 
調査成果 
⾏政的な成果として、まず 5次調査まで完了した 29ヶ所の史跡指定区域の範囲を調整した
ことが挙げられる。2020〜21 年に計 9 ヶ所が解除、2 ヶ所が縮⼩、3 ヶ所が拡⼤され、現
在史跡第 314号指定区域は、当初の 78区域から 69区域に調整された。2   
  このような⾏政的な成果に加えて、陶磁史的な成果もあった。遺構の存在を確認する程度
の試掘調査であったため、窯や⼯房の構造などを明らかにすることは難しかったが、⼤量の
出⼟品は、官窯遺跡を研究するうえで重要な資料となった。  
  例えば窯跡の編年問題においては、最初の官窯の窯跡と推定される⽜⼭⾥ 4 号窯跡から
は、英陵(1469年 改葬)の祭器である《⽩磁「英」銘⽫》⽚、そして世祖の影殿である奉先

 
1 1984 年 12 ⽉から 1985 年 6 ⽉まで現場調査を実施し、1985 年 10 ⽉ 25 ⽇⽂化財委員会の審議を経て、

1985 年 11 ⽉ 7 ⽇に指定告⽰された (⽂化公報部告⽰ 第 651 号)。 
2 ⽂化財庁公告 第 2020-335 号、⽂化財庁告⽰ 第 2021-42 号 
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殿(1472 年〜)所⽤《⽩磁「奉(先)」銘⽫》⽚、また洪応が 1468 年から 71 年にかけて⽤い
た爵号が記された《⽩磁「益城君洪」銘墓誌》⽚が出⼟し、運⽤年代を 1460〜70 年代と位
置付けることができた。3 また宮坪⾥ 1·2 号窯跡からは、1684 年と推定される《⽩磁陰刻
「甲⼦」銘鉢》⽚、さらに 1685年と推定される《鉄砂「⼄丑」銘鉢》⽚が発⾒され、池⽉
⾥窯跡(1677〜83 年)以後不明であった 17 世紀末の官窯が、宮坪⾥窯跡であったことが分
かった 4。  
  官窯⽩磁の分類をめぐる問題も、今回の調査をきっかけに体系化できた。今回の調査は、
朝鮮時代全期間の遺跡を対象としているため、官窯⽩磁の全体的な分類体系が必要であっ
た。そこで調査団は、官窯⽩磁の鉢、盞、⽫を⼤きく 4類に分類した。さらに各類において
⼝縁が外反するものを A型(良質)と a型(粗質)、⼝縁が直⽴または内湾するものを B型(良
質)と b 型(粗質)に分類した。この分類体系により、今後の研究がより効率的に進むことが
期待される(表 2)。 
そのほかにも様々な新資料が発⾒されたが、15 世紀前半の樊川⾥ 21 号窯跡からは、軟質
⽩磁である《⽩磁⾓杯》⽚、そして蓮唐草⽂を⽩象嵌した《粉⻘沙器⻑⿎》が出⼟した。ま
た 15世紀後半の⽜⼭⾥ 14号窯跡からは、韓国国宝 第 176号《⻘花「弘治⼆年」銘松⽵
⽂⽴壺》と似た形の底部⽚、胎壺⽚などが発⾒され、⽩磁様式の変化を窺うことができる貴
重な資料となっている。このほか、16世紀初め頃の官窯である道⾺⾥ 1号窯跡からは、4種
類の異なる顔料を異なる条件で実験した 2 点の鍔縁⽫⽚が発⾒されたが、⾮破壊分析の結
果、この 4種類の顔料はそれぞれ⾠砂、鉄砂、⻘花(⼟⻘ ※訳注：朝鮮産の⻘花顔料)、鉛
であることが確認された。5 
  16世紀後半の昆池岩⾥ 6号窯跡から出⼟した《⻘花「太和」銘花形盞》⽚、仙東⾥ 2号
窯跡 (1640〜48)から出⼟した《鉄砂梅⽵⽂扁壺》⽚、柳寺⾥ 3·5号窯跡(1655〜64)から出
⼟した《鉄砂雲⿓⽂壺》⽚、さらに新垈⾥ 8·28号および 12·13号窯跡(1665〜1676)から出
⼟した菊⽂の蓋類や⽔滴も注⽬される資料である。6 このような製品に加えて、官窯遺跡か
らは様々な窯道具が出⼟しており、焼成技術の発展モデルも時期ごとに具体的に考察でき
るようになった。  
 
保存と活⽤ 
  遺跡調査後に史跡指定区域範囲が確定した窯跡を中⼼に、広州市が⼟地買収を進めてい
るが、⻑期的な保存・活⽤の⽅策が無く、体系的な管理は困難が伴うものであった。そこで

 
3 京畿陶磁博物館,『広州朝鮮⽩磁窯跡(史跡 第 314 号)4 次発掘調査報告書』(2019).pp.334〜339. 
4 京畿陶磁博物館,『広州朝鮮⽩磁窯跡(史跡 第 314 号)6 次発掘調査報告書』(2020).pp.548〜555. 
5 ソ・ジョンフン, キム・ジョンロク, キム・ウンア, キム・ギュホ,「広州道⾺⾥ 1 号窯跡出⼟⽩磁につい

ての特性分析」, 京畿陶磁博物館, 前掲書(2019). pp. 344〜351. 
6 京畿陶磁博物館,『広州⽩磁―発掘で再び記す分院の物語』(2017). 
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2020 年の 9次調査からは、段階的に広州朝鮮⽩磁窯跡に関する総合整備計画樹⽴事業を平
⾏推進している。  
  具体的には、まず広州市を⼤きく 2 地域に区分し、⼟地の形状変更が少ない市の北部を
「景観整備地域」とし、遺跡周辺の現状変更を規制するとともに、景観の維持に重点を置い
ている。いっぽう⼯場や倉庫が密集した市の中南部を「遺跡保存地域」とし、⼟地の買収を
優先させ、遺跡⾃体の保存に注⼒するようした。史跡指定区域 69ヶ所すべての⼟地を買収
し、柵と案内板を設置し、芝⽣を植栽して管理することを⽬標にしている。  
  69 ヶ所の指定区域のうち歴史的重要性、残存状態、アクセス、周辺環境との連携を考慮
しながら、とくに活⽤性が⾼い 10数ヶ所は、整備を強化することにしている。たとえば分
院⾥、⽜⼭⾥、樊川⾥、松亭洞、新垈⾥など 5ヶ所は、「遺跡活⽤地域」として別途区分し、
個別に整備・活⽤の⽅策を準備することにした。これらのうち最初の官窯遺跡と⽐定される
⽜⼭⾥ 4・5号窯跡、そして最後の官窯遺跡である分院⾥ 1号窯跡⼀円を対象として研究を
進めている。これら遺跡活⽤地域は、可能な限り隣接区域を含む敷地を確保し、遺跡公園の
概念をもとに積極的に観覧、教育、体験、研究、伝承活動を実施できるよう造成する予定で
ある。  
 
おわりに 
ここまで紹介した通り、2010 年から現在まで実施した広州朝鮮⽩磁窯跡保存整備の試掘・
発掘調査により、史跡地指定区域を効果的に調整し、さらに陶磁史的にも官窯遺跡を巨視的
に考察するための研究資料が確保できた。このうえで現在進⾏中の総合整備計画によって、
遺跡保存管理の原則と⽅向性を決めていけるものと考える。  
  本発表は、現在進⾏中の事業を中間点検する点に意義があり、その補完を今後の課題とし
たい。 

（翻訳：⽥代裕⼀朗）  
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(表 1) 広州朝鮮⽩磁窯跡保存整備のための試掘・発掘調査現況 

回 年度 
調査対象 

調査機関 報告書 
範囲 数 窯跡 

1 
2010 
~ 
2011 

史跡内 2 樊川⾥ 8 号、仙東⾥ 2 号 京畿陶磁
博物館 

京畿陶磁博物館, 『樊川⾥ 8 号・
仙東⾥ 2 号窯跡⼀円』(2013) 

2 2011 史跡内 3 道⾺⾥ 7 号、武甲⾥ 14 号、五⾹⾥  
韓国⽂化
遺産研究
院 

韓国⽂化遺産研究院,『広州 道⾺
⾥ 7 号、武甲⾥ 14 号 窯址』
(2013) 

3 
2014 
~ 
2015 

史跡内 15 

⽜⼭⾥ 9 号、14 号、亭⽀⾥ 4 号、観
⾳⾥ 16호、五⽥⾥ 3 号ㆍ 7 号、樊川
⾥ 5 号、悦美⾥ 5 号北、5 号南、昆池
岩⾥ 3 号、6 号、新垈⾥ 8 号ㆍ 28 号、
12 号、鶴東⾥ 10 号、祥林⾥ 10 号ㆍ12
号、松亭洞 4 号  

京畿陶磁
博物館 

京畿陶磁博物館,『広州朝鮮⽩磁窯
跡(史跡第 314 号)3 次発掘調査報
告書』(2019) 

4 
2015 
~ 
2016 

史跡内 8 
樊川⾥ 21 号、五⽥⾥ 5 号、⽊峴洞 1
号、⽜⼭⾥ 4 号、道⾺⾥ 1 号、柳寺⾥ 
5 号、3 号、新垈⾥ 13 号 

京畿陶磁
博物館 

京畿陶磁博物館, 『広州朝鮮⽩磁
窯跡(史跡第 314 号)4 次発掘調査
報告書』(2019) 

5 
2016 
~ 
2017 

史跡内 14 

鶴東⾥ 4 号、⽜⼭⾥ 5 号、観⾳⾥ 5
号、10･11 号、20 号、27 号、五⽥⾥ 2
号、武甲⾥ 11･24 号、⼤雙嶺⾥ 6 号、
新垈⾥ 5·7 号、12 号、池⽉⾥ 2·3 号、
⾦沙⾥ 2 号、3 号 

漢江⽂化
財研究院 

漢江⽂化財研究院, 『広州朝鮮⽩
磁窯跡保存・整備のための 5 次
試・発掘調査』(2019) 

6 
2017 
~ 
2018 

史跡内 16 

宮坪⾥ 1･2 号、3 号、祥林⾥ 3 号、観
⾳⾥ 6 号、5･21 号、松亭洞 1 号、2
号、樊川⾥ 20 号、亭⽀⾥ 2･3 号、柳
寺⾥ 8 号、⾦沙⾥ 9･10 号、武甲⾥ 5
･17 号、池⽉⾥ 2･3 号、五⽥⾥ 5 号、
⽜⼭⾥ 10 号 南、陶⽔⾥ 3･4 号 

京畿陶磁
博物館 

京畿陶磁博物館, 『広州朝鮮⽩磁
窯跡(史跡第 314 号)6 次発掘調査
報告書』(2020) 
 

史跡 
周辺 10 

昆池岩⾥ 3 号、6 号、柳寺⾥ 3 号、8
号、樊川⾥ 21 号、五⽥⾥ 5 号、新垈
⾥ 8·28 号、亭⽀⾥ 2·3 号、⽜⼭⾥ 9
号、松亭洞 2 号 

京畿陶磁
博物館 

京畿陶磁博物館, 『広州朝鮮⽩磁
窯跡(史跡第 314 号)周辺地域 1 次
発掘調査報告書』(2020) 

7 
2018 
~ 
2019 

史跡内 5 武甲⾥ 8 号、新垈⾥ 5 号、8·28 号、
⾦沙⾥ 9·10 号、悅美⾥ 2·3·10 号 

京畿陶磁
博物館 

京畿陶磁博物館, 『広州朝鮮⽩磁
窯跡(史跡第 314 号)7 次発掘調査
報告書』(2021) 

史跡 
周辺 4 樊川⾥ 5 号、⽜⼭⾥ 9 号、悅美⾥ 5

号、新垈⾥ 5 号 
京畿陶磁
博物館 報告書作成中 

8 
2019 
~ 
2020 

史跡内 4 新垈⾥ 7 号、鶴東⾥ 7 号、観⾳⾥ 18
号、⾦沙⾥ 2·3 号 

京畿陶磁
博物館 報告書作成中 

史跡 
周辺 4 武甲⾥ 14·21 号、祥林⾥ 12 号、新垈

⾥ 20 号、5·7 号 
京畿陶磁 
博物館 報告書作成中 

9 
2020 
~ 
2021 

史跡内 8 
五⽥⾥ 3 号、新垈⾥ 8 号、昆池岩⾥ 6
号、⽜⼭⾥ 9 号南、樊川⾥ 1 号、悅美
⾥ 6 号、分院⾥ 1 号東、亭⽀⾥ 2·3 号 

京畿陶磁
博物館 調査中 

1
0 

2021 
~ 
2022 

史跡内 2 ⽜⼭⾥ 10 号南、10 号北ほか 京畿陶磁
博物館 調査中 
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(表 2) 官窯⽩磁における鉢、盞、楪匙(※⽫)の分類表 
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「窯跡の可能性〜研究、継承、活⽤に向けて〜」 
 

⽔本和美（東京藝術⼤学） 
船井向洋（伊万⾥市教育委員会） 

＊以下、映像の内容とは⼀致するが、映像で話す⾔葉をそのままおこした⽂章ではない。⼀部に削除と補⾜をする。 

◆Ⅰ. ⽇本における窯跡の調査と保存 
（１）法とシステム 法令と指定制度 

⽇本では、⽂化財保護法が制定された 1950 年代以降、地中に眠る遺跡に「周知の埋蔵
⽂化財」が定められ、これを調査し保護する体制が整った。 

この法律が制定される以前、窯跡では、多くの美術史研究者や愛陶家らによる窯跡の踏
査や表⾯採集が⾏われていたが、現⾏法の下では、遺跡保護のために禁⽌されている。た
だ、過去においては、窯跡の存在を顕在化させ、研究史としては重要な功績がある。 

⽂化財保護法以外にも、⾃治体の定めるところで、条例・規則なども併せて、⽂化財を
守っている。このように、⽇本では、基本的には、法令・指定によって⽂化財を守ること
を⾏ってきた。指定・登録は、⽂化財を最低限守り、意識を⾼めることができる利点があ
る。⼀⽅で、等しく歴史を経てきたものに対して、ランク分け、線引き、を⾏うことに
は、⽭盾を抱えている。学芸員、⽂化財⾏政に携わる⼈には、ランクではなく、資料の本
質的な価値を⾒出す⼒が問われる。 
（２）窯跡の発掘調査と保存 
さて、⼟器や陶磁器、⽡などのさまざまな「窯跡」は、すでに操業をやめ、地中に埋没

しているもので、考古学的な調査の対象である。これを<過去の窯業関連資料>とする。 
陶磁器の操業は、さまざまな要素から成り⽴っている。まず、原材料、そして、それら

を扱う⼯⼈や⼯⼈集団の持つ技術があって、はじめて、窯や製品が作られる。 
ある時代のある地域で⾏われた窯の操業は、その背後には、何らかのものからの触発・

インスパイア、あるいは、模倣、あるいは創意⼯夫があって、イメージが形成される。そ
のイメージのもとに具体的なデザインが作られる。この時、材料、技術は併せて⽋くこと
のできないものとなる。こうした関係は、現在の作家活動、あるいは、美術⼯芸品の制
作、プロダクトの⽣産において、あらゆる作陶活動においても同様に必要な要素である。 
（３）陶磁器関係の遺跡の種類 ①⽣産地遺跡、②消費地遺跡 

かつての窯業地にある遺跡は、いわゆる⽣産地遺跡として知られる。⽣産地遺跡のひと
つである有⽥地域では、多くの窯跡のほか、⼯房跡も確認されている。⼭辺⽥遺跡や⾚絵
町遺跡などは⼯房跡として調査がなされている。 

江⼾のやきもの流通においては、多くは、江⼾の外の窯業地で⽣産された陶磁器をつか
いながらも、⼟器や⽡、あるいは、⼀部特殊な陶磁器については都市の内部で⽣産されて
いる。 

例えば、東京都新宿区の尾張藩上屋敷跡遺跡における「楽々園焼」、⽔野原遺跡におけ
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る「三楽園焼」、などである。消費地における⽣産に関する研究を⾏う際には、⽇頃から
⽣産の技術や道具に触れる機会の多い、⽣産地における研究成果が重要な参照資料になっ
ている。 

窯跡の調査、研究は、このように、⽣産地と消費地それぞれの研究を⾏い、さらには、
相互に情報を交換することで、より緻密に研究が⾏えることになる。 
◆Ⅱ. 肥前陶磁の歴史 
（１）肥前陶磁の年表 

  
肥前陶磁（＊現在の佐賀県・⻑崎県は、江⼾時代には肥前国にあたり、その範囲で⽣産
された陶器と磁器のことを肥前陶磁という。）は、1580 年代に、佐賀県唐津市の北波多地
域の波多⽒の領内における陶器⽣産がそのもととなっている。その後、1610 年代 佐賀県
の有⽥地域を中⼼に磁器⽣産が始まった。なお、創始期には陶器と時期は同じ窯で併焼さ
れている。1640 年代には、⾊絵磁器の⽣産が始まる。以降、海外輸出や国内流通など各地
に流通し、近世陶磁史の中核をなしている。 
（２）肥前窯跡の分布 
肥前地域には⼤きく５つの地域に分けられる。唐津・伊万⾥・武雄地域では主に陶器⽣

産の窯が多く、有⽥・波佐⾒・三川内では磁器⽣産の窯が多くある。 
（３）肥前の窯跡 
階段状連房式登窯は、⼭の斜⾯を利⽤した登窯で、製品を焼く焼成室が連なっている構
造である。各焼成室の砂床に製品を並べ、⼀番下の燃焼室から⽕を焚くが、それだけでは
⾜らないので、さらに焼成室ごとに薪を加えて焼成する。焼成中に破損したり、溶着した
りした失敗品は、物原に廃棄される。窯跡を発掘することによって窯構造や製品の時期的
変化などがわかり、窯業史解明の貴重な資料となっている。 
◆Ⅲ. 窯跡における保存・活⽤の実践 
（１）⽂化財の保護とは？ 

⽂化財保護法における保護とは、「保存」と「活⽤」のことを指す。 
（２）窯跡における保存 

窯跡保存に必要なことに、①歴史的価値（本質的価値）の明確化、②法的な措置（指定

（３）肥前の窯跡

①燃焼室 胴木間（どうぎま）ともいう。

最初に窯全体の温度を上げる

ための薪を焚く部屋。

②作業段 上下に行く通路として、あるいは製品や薪を、

一時的に置く場所。

③物 原 （ものはら）焼成時の失敗品を捨てる場所。

④焼成室 製品を並べ、焼き上げる部屋。

⑤砂 床 （すなどこ）製品を並べ焼成する場所。床に製品が溶着

しないように砂が敷いてある。

⑥通焔孔 下の部屋から上の部屋へ炎を通す穴。

⑦上 屋 窯に雨がかからないようにするための屋根。

⑧窯 尻 焼成室の最後の部屋。煙り出しの穴がある。

⑧窯尻

④焼成室

③物原②作業段

①燃焼室

⑥通焔孔

⑤砂床

⑦上屋
● 階段状連房式登窯の構造
窯は山の斜面を利用した登窯で、製品を焼く焼成室が

連なっている構造です。各焼成室の砂床に製品を並べ、

一番下の燃焼室から火をきますが、それだけ

では足らないので、さらに焼成室ごとに薪を

加えて焼成します。

焼成中に破損したり、溶着したりした失敗品は、

物原に廃棄されます。窯跡を発掘することに

よって窯構造や製品の時期的変化などが

わかり、窯業史解明の貴重な資料

となっています。

Ⅱ．肥前陶磁の歴史 （水本・船井）
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による現状変更の規制）、③盗掘対策（近世窯跡特有な対応）の３つのポイントがある。 
つまり、窯跡の価値を明確にし、そして、現状を変えない、ということを原則にする。

特に、③については、近世窯跡に特有のポイントで盗掘への対策がある（＊売る⼈・買う
⼈がいる、ブラックマーケットの存在を背景にしている。盗掘は、また、考古学で⼤切に
している原位置・コンテキストの喪失にもつながる。）。 

① の歴史的価値（本質的価値）の明確化 
佐賀県では 1977年頃から窯跡の分布調査を開始して肥前古窯跡分布調査カードの作成

したほか、伊万⾥市では 1983 年〜1992 年まで⼩規模窯跡についても調査、古窯跡調査報
告書刊⾏している（＊⽂化財保存に「予防保存」の考え⽅がある。）。 
 ②法的な措置： 

伊万⾥市を含む窯跡を抱える佐賀県内の市町村では条例を整え、盗掘については特に厳
しい措置を講じている。 
③盗掘対策： 
盗掘対策については、伊万⾥市では、法や条例など制度⾯以外に、マスコミを通じた啓
蒙活動、あるいは、地元や若⼿作家を含めた市⺠参加での盗掘被害の事後処理（埋め戻
し）などを⾏っている。こうした地道な活動が少しずつ実を結び、2017年以降はその被害
がゼロとなってる。しかし、まだまだ常に油断のならない状況である。 

また、この取り組みを通じて、盗掘対策に協⼒している若⼿作家との関係は着実に進展
しており、彼らの作陶活動への⽀援としても、古い窯跡資料の実⾒の場をつくっている。
古い陶⽚は、若⼿作家にとっては作陶活動のための良い研究材料になる。彼らは、⾃⾝の
作陶活動のためにも、窯跡の盗掘者には憤りを感じている。 
（３）窯跡における活⽤ 
 ここで、肥前地域における窯跡保存と活⽤の実例には、⻑崎県波佐⾒町の畑ノ原窯跡、
佐賀県有⽥町の天狗⾕窯跡の史跡整備例、などがある。窯跡における活⽤については、ま
ずは、調査成果の公開、それからその成果にもとづく整備事業を⾏い、地域住⺠の歴史、
⽂化を学ぶ場とすることやあるいは、まちづくりや⽂化的観光資源として活⽤するもので
ある。 
（４）学術研究・作家活動への⽀援 

学術研究への⽀援として、例えば、九州各地の⾃治体等の研究者を中⼼に活動を続けて
いる「近世陶磁研究会」と連携して、事例報告や出⼟遺物の実⾒などに協⼒している。こ
の場所からは、多くの研究交流と研究成果が⽣まれている（＊第１０回の近世陶磁研究会
は 2022 年、来年の２⽉１２、１３⽇に伊万⾥市と共同主催という形で伊万⾥市で開催す
る。ご参加いただければありがたい。）。 
◆Ⅳ. 窯跡調査・保護の新たな試み 
（１）佐賀県伊万⾥市・古椎新窯跡 
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古椎新窯跡は、佐賀県伊万⾥市南波多
町⼤字府招丘陵緩斜⾯の⼈⼯林に所在
（私有地内）する。 
旧窯跡の下位の窯室を改修して新窯跡
が築かれて（旧窯跡の上に新窯が築かれ
て）おり、旧窯跡の全⻑は現状で約 50
ｍ、推定で 80ｍを越す規模で、肥前陶磁
史には「明和８年（1771）の開窯と伝え
られ‥」と記述されている。新窯跡は
1936〜37年（昭和 11〜12 年）の頃まで

操業し、陶器の碗、湯タンポ、植⽊鉢などを焼成していた。 
この南波多町府招の椎ノ峰地区には、古椎新窯以外にも、４つの窯跡があり、伊万⾥市

教育委員会が調査を⾏った上多々良窯跡や、⿃居に椎ノ峰地区の窯業由来が刻まれている
⾼麗神社、⽕除けとよばれる窯道具を墓⽯としているお墓の⼀群があり、地元では陶⼯の
墓とされている。このような近世窯業の関連の遺跡が残されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
３Ｄ画像 
（⼭⽥修⽒製
作） 

 
（２）保存・研究・活⽤の新たな連携 

2016 年の 4 ⽉の熊本地震により、伊万⾥市内に残る３つ天井付きの窯跡のうちの１つ、
桃川地区の瓶⼭窯跡が倒壊した。古椎新窯跡は、何とか無事だったが、予断は許さない。 

この話を、2016 年 10 ⽉の東洋陶磁学会⼤会の場でうかがった筆者は、さっそく現地へ
の訪問を決めて、これらの窯を拝⾒した。そして、そこから、この窯跡調査と保存の動き
に関わることになった。この動きと同時に、地域の⽅々もこれまで知らなかったこの窯跡
への興味を持ち、伊万⾥市教育委員会とともに、さまざまな活動（現地踏査など）をはじ
めた。 

こうした流れの中、地元の動きと東京での動きが、2018 年の３⽉ 16 ⽇・17⽇に合わさ
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り、地域の⽅々とお話することとなった。船井⽒ら伊万⾥市教育委員会のみなさんのおか
げで、⽔本と、東京芸術⼤学の⼭⽥修先⽣、東京学芸⼤学の新免歳靖先⽣、が⼀緒に、地
元の有志の⽅たち（府招の区⻑ら）と、この窯跡について話すことができた。また、併せ
て、⼭⽥修⽒が、天井部の残る部分のみではあるが、三次元計測を⾏った（＊科研費研究
15K02973）。 
その後は、東京では、筆者は東京学芸⼤学の新免歳靖先⽣らと、彼が指導する東京学芸

⼤学⽣らと、⼀緒に、横浜で市⺠が保存の中⼼となっている窯への訪問インタビューな
ど、窯跡保存に関する事例の調べを進めた。 
（３）三次元データの測定と活⽤へ 

ここでは、⽐較的新しい調査⼿法である三次元計測について、窯跡保存における有効性
を検討しておきたい。筆者（⽔本）は、三次元計測のデータの⽅の研究者ではなく、あく
まで考古学の視点からこのことを述べてみたいと思う。今回のように天井部の残る窯跡の
場合、三次元ではないこれまでの計測⽅法では、ドーム状で狭いの構造の中で、丹念な観
察・詳細な記録は難しいところがある。これに対して、三次元計測では、①三次元（XYZ
の３つの座標の点データ）に、⾊を持つ情報を画像で容易に取得可能。構成された三次元
データは、ドーム内で実測するよりも容易、②トンバイの形、床⾯の窯道具・陶⽚なども
記録可能、③⾊データを付与できる（あるいは抜ける）、④データの拡張性がある、とい
うメリットがある。 

⽇本は地震国であり、2016 年の熊本地震でが、熊本県の装飾古墳などが崩れた。この災
害対応によって、修復するにあたっては三次元データの記録が⼤変有効であることが明ら
かになった。地震国の備えとしては、早急に、この三次元計測を⾏う必要があると思う。
学術研究とともに、研究資料をいかに残すか、こうした視点も必要だ。 

また、この三次元計測は、現在、多くの研究者たちがすでにその取り組みを本格化させ
ている。例えば、京都の⼋瀬にある⽯⿊窯で⽴命館⼤学の⽊⽴雅朗先⽣、早稲⽥⼤学の余
語琢磨先⽣、ナワビ⽮⿇⽒による、京都の窯跡の三次元計測の仕事がある。対象として
は、⼈間国宝・⽯⿊宗麿が京都の⼋瀬に築いた⽯⿊窯、あるいは、五条坂にある河井寛次
郎窯の 3D計測などの仕事だ。 
（４）古椎新窯跡でめざす窯跡保存の未来 

2020 年 2 ⽉ 12 ⽇、古新椎窯跡の今後の調査と保存に関して、地域の⽅々に集まってい
ただいた。この時は、①⽔本と東京学芸⼤学の学⽣が、①この窯跡の価値、②ほかの地域
では、どのような窯跡の保存の例があるか、を述べたうえ、③三次元データについての⼀
般的な説明を⼭⽥先⽣から聞いた。その後、④⼭⽥修先⽣の制作したＶＲコンテンツを実
際に体験していただきいた。それから、地域の皆さんと、意⾒交換に⼊り、（１）地元の
意⾒、（２）今後の窯保存、（３）ＶＲコンテンツの有効活⽤、④今後の⺠俗調査にむけて
どのような準備が必要か、などを互いにディスカッションを⾏った。もちろん、その場
は、結論を出すためのものではなく、今後、意⾒を出し合える関係を構築するための場所
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であった。 
その後も、伊万⾥市の地元では、2020 年 3 ⽉のパンフレットの制作「南波多町の古窯

跡」と南波多町全⼾への配布、2021 年３⽉の窯業関連遺跡群に関する案内・説明看板の制
作と設置、さらに、2021 年 10 ⽉ 椎ノ峰古窯跡の保存を考える会の設⽴があった。今後
は、地元、まちづくり協議会など関係団体と協議し、保護を進めていく予定だ。 
さて、これから、古新椎窯跡をどうしていくのか。地元では、これからいろいろな議論
が重ねられていくだろう。 
筆者らが調べを進める中では、窯跡を専⾨的に保存修復するノウハウは確⽴されていな

いことが明らかになった。この点は、今後とも、⽂化財科学や保存修復などの専⾨的⾒地
を⼊れて、どのようにのこしていくのか、なども必要な検討事項になる。 

まずは、悩みながらも、調査を進めているところである。調査や保存については、例え
ば、考古学、歴史学、⺠俗学、美術⼯芸史などを通じた活動によって、「この窯はかつて
どういった窯であったのか？」、つまり、「記録と記憶を残すこと」をまずは念頭に置きた
いと思う（＊そういう中で、東京藝術⼤学において保存⼯芸研究室の先⽣⽅の、窯跡だけ
ではなく、そこで何が焼かれたかが重要、というご意⾒は作陶に関わられる⽅たちだけ
に、深い意味があると思っている）。 
Ⅴ. まとめ 

  
まず、「地域の⽂化財は地域で守る」が、前提である。もちろん、⽂化財保護法、指

定、登録など法令の網をかけて、⾏政もこれを守る努⼒をしている。しかしながら、やは
り、法令や制度では、窯跡を守ることはなかなか難しい。これを⾏うには、この報告で確
認したとおり、地域のチカラが必要である。これは地域の将来像に窯跡を含めた地域の記
憶を取り込んでいく作業でもある。 

また、別の側⾯では、窯跡は、さまざまな情報を内包し、これを残して調査を蓄積する
ことは、実は、ここからさらに、新たな美術作品、⼯芸品、また、プロダクトを⽣むため
に、⼤切な「種」となる可能性がある。 
そういう意味で、この窯跡という⽂化財の価値は、地元の中では完結しない。ほかの価
値体系、ほかの地域の視点を獲得することは、ここでは重要だ。つまり、ミクロととも
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に、マクロの視点も、複眼的にもっていることは⼤切である。今回、船井⽒は伊万⾥の⽴
場、⽔本は東京の⽅でこの古新椎窯跡について検討を加えた結果、いろいろな化学反応が
起こっている。このような反応を促進させること、それは例えば、本研究会のような研究
会の場もそのひとつだ。 

陶磁器製作は、地球がその⾃然の中の作⽤で作った陶磁原料を、⼈間の⼿を加えること
でさらなる変化を与えたものだが、完全にコントロールされず、⼈の意思を超える変化が
あるところにも⾯⽩さがある。地域を超える、互いの領域を超える、窯跡に対して連帯す
る取り組みは新たな、⼈的な化学反応を促進することにもつながるだろう。そのような期
待も今後にこめつつ、本報告を終える。 

 
（出典） 

・⽂化庁ホームページ「⽂化財の体系図」 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/gaiyo/kisei_enjo.html 

（2019 年 4 ⽉ 18 ⽇アクセス） 

・新宿区⽣涯学習財団 ２００２ 『東京都新宿区⽔野原遺跡（第 I分冊）』、『東京都新宿区⽔野原遺跡

（第Ⅱ分冊）』 

・新宿区⽴新宿歴史博物館２００８『尾張家への誘い』 

・専修⼤学⽂学部ジャーナリズム学科 陶磁⽂化研究室２０１６『有⽥焼のしごと 今右衛⾨窯・源右衛

⾨窯 窯業聞き取り調査報告書』 

・波佐⾒町教育委員会 2005『肥前波佐⾒陶磁器窯跡保存管理計画報告書』 

・⽔本和美編 2018『17世紀の肥前⾊絵磁器の意匠と技術の躍進事情 : 平成 27-29 年度科研費(基盤C)

「江⼾遺跡と窯資料による肥前⾊絵磁器の躍進事情の意匠・技術的解明と罹災⽂化財の復元」成果報告』 

・有⽥町教育委員会２０２０『史跡肥前磁器窯跡（天狗⾕窯跡）保存整備事業報告書』 

・⼩野公久２０１４『評伝 ⽯⿊宗麿異端に徹す』淡交社 

（謝辞） 

本報告は、次の⽅々のご教⽰・ご協⼒により⾏っています。ここに記して感謝します。 

＊順不同・敬称略 

・個⼈：新免歳靖・⼭⽥修・⽊⽴雅朗（⽴命館⼤学）・ナワビ⽮⿇・余語琢磨（早稲⽥⼤学）、豊福誠・北

野珠⼦・三上亮（東京藝術⼤学）、川合加容⼦・⽥代裕⼀朗（東洋陶磁学会） 

・機関・組織：有⽥町教育委員会、伊万⾥市役所（伊万⾥市教育委員会、情報政策課 シティプロモーシ

ョン推進室）、新宿区教育委員会、千代⽥区教育委員会、東京都埋蔵⽂化財センター、波佐⾒市教育委員

会 

・科研費：15K02973 
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慈溪上林湖越窯考古の新展開 
 

謝⻄營（浙江省⽂物考古研究所） 
 
⽬次 
⼀、プロジェクトの発端の要因 
⼆、2014-2019年における考古発掘の収穫 
三、上林湖越窯考古研究調査の展望 
 
プロジェクトの発端の要因 

浙江省⽂物考古研究所の越窯の考古学研究課題の重要な⼀環として、また遺址［遺跡］公
園の建設と世界⽂化遺産の申請を⽬的として、浙江省⽂物考古研究所と慈渓⽂物管理委員
会は「上林湖越窯遺址 2014-2018 年考古⼯作計劃」を策定し、2014 年 6 ⽉に国家⽂物局の
承認を得た。本計画では、上林湖越窯址の年代、分期、分布等に関して重点的に研究するこ
ととし、蓮花芯、后司嶴等の窯址の継続的な発掘調査を通じて、上林湖越窯遺址の考古学的
遺存［遺跡、遺構等］の空間的、時間的な枠組みを完全なものとして、さらに越窯の窯業の
発⽣、発展、繁栄、衰退の過程を探求し、その本質的な原因を調べ、遺産価値の理解を深め
ることを⽬的としている。 
 
2014-2019年における考古発掘の収穫 
（⼀）発掘の⽬的 
1.上林湖荷花芯窯址：作房［⼯房］遺構 
2.上林湖后司嶴窯址：秘⾊瓷焼造の歴史、焼造⼯芸［技術］ 
3.上林湖普済寺遺址：窯業管理機構、集落考古 
4.上林湖狗頭頸窯址：五代時期窯業の内容の深化 
5.古銀錠湖張家地窯址：南宋早期“低嶺頭類型”の窯業の様相の探求 

 
（⼆）発掘の収穫（成果） 
1.上林湖荷花芯窯址 

1993 年から 1995年、2014 年 9⽉から 2015年 10 ⽉、2017年 3 ⽉から 6 ⽉のそれぞれ
の期間において、浙江省⽂物考古研究所と慈溪市⽂管［⽂物管理委員会］は合同で三次にわ
たって積極的に考古調査を⾏い、その発掘総⾯積は 2419.6平⽅メートルに及ぶ7。 
三次にわたる調査を通じて、⿓窯址が 2基、活動⾯が 1箇所、住居址 9箇所、貯泥池 1箇

所、轆轤坑 1箇所、釉料缸 2点、擁壁 9箇所、階段式の作業通路 2箇所等、数多くの遺構
が検出された。また⼤量に瓷器も出⼟した。その種類は豊富で、時代は主に晚唐、北宋中期
であり、その中でも、⾼品質の秘⾊瓷器は事⽋かない。窯址で発⾒された遺構は、各材料の
準備、成形、釉薬、焼成などの瓷器製造技術の過程・内容をカバーするものであり、唐宋時
期の越窯の窯場の空間分布・配置を復元するための詳細な情報を提供している。 

 
 

7 沈岳明、鄭建明、謝⻄營「2014 年浙江慈溪上林湖荷花芯窯址考古発掘主要収穫」『陶瓷考古通訊』2015
年総第 5期。鄭建明、謝⻄營等「浙江上林湖荷花芯窯址発掘作坊区」『中国⽂物報』2015 年 12 ⽉ 4 ⽇ 8
版。沈岳明、鄭建明、謝⻄營「2015 年慈溪上林湖荷花芯越窯窯址考古発掘概況」『陶瓷考古通訊』2015
年総第 6期。鄭建明、謝⻄營「上林湖荷花芯窯址発掘取得成果」『浙江⽂物』2015 年第 6期。 
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2.上林湖后司嶴窯址 
2015年 10 ⽉から 2017年 12 ⽉において、浙江省⽂物考古研究所と国家⽂物局⽔下⽂化

遺産保護中⼼、寧波市⽂物考古研究所、慈溪市⽂物管理委員会弁公室は合同で后司嶴窯址の
考古発掘調査を⾏ったが、その発掘総⾯積は 2350平⽅メートルである8。 

この発掘では⿓窯址 2基、住居址 2箇所、貯泥池 2箇所、釉料缸 4点、擁壁 8箇所、排
⽔溝 5箇所等の遺構を検出した。また⼤量の⻘瓷を出⼟しており、その種類は豊富で、質も
かなり⾼く、中でも秘⾊瓷器の品質は最⾼である。 

考古発掘の結果以下のことが明らかとなった。それはこの窯場は初唐に焼造が始まり、北
宋中期で操業が停⽌したことであり、⻑い期間にわたり窯場が営まれ、またその空間分布や
各区域について明らかにしたことであり、唐宋時期の越窯の窯場の空間分布に対しての詳
細な実物資料を提供する意義を有する。同時にこの窯址の地層からは「⼤中三年四⽉⼗⼀⽇」
「⼤中⼗⼆年」「咸通」「中和」等の紀年銘を有する匣鉢が出⼟しており、越窯⻘瓷における
秘⾊瓷器の発展過程や⼯芸技術の変化等の問題を探求する上での直接的な証拠を提供する
ことになっている。 

上述した 2 つのプロジェクトによる考古調査により、我々は上林湖越窯の初唐から北宋
中期の年代的関係を理解することができ、唐宋時期の越窯の窯業の⽣産とその⼯程（材料の
準備、成形、焼成）、特に成形段階の作房（⼯房）遺構と作業モデルに関して⼤量の資料を
獲得することができた。またあわせて秘⾊瓷器の焼造年代、⼯芸技術の変遷に関しても明確
に認識するにいたった。その中で荷花芯窯址と后司嶴窯址の考古発掘調査は 2015年と 2016
年度の浙江省重要考古発⾒に認められ、后司嶴窯址に関しては 2016 年の全国⼗⼤考古新発
⾒にも認定され、2017 年に、上林湖越窯は国家考古遺址（遺跡）公園として承認されるに
いたった。 
 
3.上林湖普済寺遺址 
（1）⽂献記載 
『余姚六倉志』卷⼆⼗五 、「梵刹」条 

普済寺在上林湖⼭之⻄麓、俗称⻄⼭寺。唐⼤中元年僧普光建、号上林院。宋祥符元年、
改賜今額。⼭勢回抱、地学者多称之、以為可亜四明之天童（『県志』）。清康熙初重修。宣統
末、歳荒、飢⺠毀寺宇、斫⽵⽊殆尽、名刹改観、今漸復旧。『康熙県志』天王殿有「永錫庵
墓⽥碑」、時宋景定四年也。道玘・祖賢⼆僧為其⽗⺟創庵、割⽥以給。僧有云「与普济院湖
光共挹」、岂永錫之棄已久、⽽寺僧誤置之此與。或普済已⾮旧基、反承永錫之址與歟。 
 
訳⽂： 
普済院は、県東北の六⼗⾥の所に所在し、唐⼤中元年に建てられ、上林院と号された。⼤中
祥符元年、改めて現在の額（普済院）と賜られた。上林湖⼭の⻄麓にあり、俗に⻄寺と⾔わ
れた。（中略）陳康粛公は漕（⽔運の管轄官）をなし、窯所を案⾏（状況を確認）し、嘗て
来遊した。彼の作った詩には、「⼭は遠くにそびえ峰々は⻘⻘とし、林はまばらではあるが

 
8 沈岳明、鄭建明「浙江上林湖発現后司嶴唐五代秘⾊瓷窯址」『中国⽂物报』2017 年 1 ⽉ 27 ⽇ 8版。謝
⻄營、張馨⽉、林国聪「⽔陸考古併進 共探秘⾊瓷窯̶̶専家点評浙江寧波慈溪上林湖后司嶴窯址」『中
国⽂物報』2017 年 4 ⽉ 4 ⽇ 8版。鄭建明、沈岳明、謝純⿓「奪得千峰翠⾊来 上林湖后司嶴窯址出⼟的秘
⾊瓷器」『紫禁城』2017 年第 5期。浙江省⽂物考古研究所、慈溪市⽂物管理委員会弁公室『秘⾊越器̶̶
慈溪上林湖后司嶴窯址出⼟晚唐五代秘⾊瓷器』⽂物出版社、2017 年。 
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葉々は紅⾊である。欄⼲にもたれて僧に対して語りかけ、それはまるで絵画の中にいるよう
である。」とある。今は⽯に刻まれて寺の中にある。 
 
 
『余姚六倉志』卷⼆⼗五 、「梵刹」条 

普済寺在上林湖⼭之⻄麓、俗称⻄⼭寺。唐⼤中元年僧普光建、号上林院。宋祥符元年、
改賜今額。⼭勢回抱、地学者多称之、以為可亜四明之天童（『県志』）。清康熙初重修。宣統
末、歳荒、飢⺠毀寺宇、斫⽵⽊殆尽、名刹改観、今浙復旧。 『康熙県志』天王殿に「永锡
庵墓⽥碑」、時宋景定四年也。道玘、祖賢⼆僧、為其⽗⺟創庵、割⽥以給。僧有云「与普济
院湖光共挹」、岂永錫之棄已久、⽽寺僧誤置之此歟。或普済已⾮旧基、反永賜之址歟。 

 
訳⽂ 

普済寺は上林湖⼭の⻄麓にあり、俗に⻄⼭寺と⾔われる。唐⼤中元年に僧侶の普光によっ
て建てられ、上林院と号した。宋祥符元年、改めて現在の額（普済院）と賜わった。⼭に囲
まれ、地学者はこれを四明の天童⼭に次ぐ(景勝地)と称されている（『県志』）。清康煕の初
めに再建された。宣統の末頃には、荒廃し、飢餓⺠が寺の建物を壊し、⽵⽊をほとんどきり
尽くしてしまい、名刹は景観が変わったが、今ようやく復旧した。『康熙県志』に、天王殿
に「永錫庵墓⽥碑」があり、(碑が建てられた)時は宋の景定四年であった。道玘・祖賢⼆僧
は、両親のために庵を作り、(維持するため)⽥を分けて与えた。ある僧侶が⾔うには「普済
院と湖の光と共にくむ」と、なんと永錫(庵)がながく廃れたことによって、寺僧が間違って
ここに置いたのではないか。あるいは普済はもはや旧来の場所ではなく、永錫(庵)の地を受
けたのだろうか。 
 
（2）考古収穫 
初唐、晩唐、南宋、明・清から⺠国時代の地層堆積を検出し、晩唐、南宋、明・清から

⺠国時代の建築基址を発掘した。普済寺の歴史沿⾰、構造配置、建築⽅式等の問題を探索す
るために豊富な資料を提供した9。 

 
4. 上林湖狗頭頸窯址 
豊富な地層の堆積を検出したが、その時代は晩唐と五代時期を含んでおり、特に五代の地
層の堆積は最も厚く、⼤量の瓷器⽚と窯道具が出⼟しており、上林湖越窯の晩唐五代、特に
五代の窯業⽣産の歴史を完備するものであった。晩唐墓葬 1基、券頂磚室墓のほか、越窯磁
器 6件、銅鏡 1件、陶硯 1件が出⼟した10。 
 
5. 古銀錠湖張家地窯址 
 南宋早期の⿓窯の窯体 1基を検出した。残⻑ 20.2メートルあり、南宋早期の越窯の焼成
技術を探索するための重要な資料を提供した。⼤量の瓷器と窯道具が出⼟し、そのうち瓷器
は⻘釉瓷器と汝濁釉瓷器に分けることができ、時代は南宋早期である11。 

 
9 浙江省⽂物考古研究所発掘資料。現在整理作業中。 
10 浙江省⽂物考古研究所、慈溪市⽂物管理委員会弁公室「浙江慈溪上林湖狗頭頸唐墓」『東⽅博物』2021
年第 1期。 
11 浙江省⽂物考古研究所、慈溪市⽂物管理委員会弁公室『慈溪南宋越窑址』⽂物出版社、2019 年。 
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上林湖越窯考古研究調査の展望 
（⼀）出⼟資料の系統だった整理（荷花芯、后司嶴、普済寺、狗頭頸） 
（⼆）窯址の区域性考古調査（上林湖、⽩洋湖、杜湖、古銀錠湖） 
（三）唐宋時期の窯業との⽐較研究（上虞窯寺前窯址群、鄞州東銭湖窯址群） 
 

（翻訳：徳留⼤輔） 
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康津沙堂⾥ ⾼麗⻘瓷窯場の新知⾒ 
 

韓盛旭（⺠族⽂化遺産研究院） 
 
 21 世紀以前、韓国においては全羅南道康津沙堂⾥、全羅北道⾼敞⿓溪⾥⻘瓷窯場、全羅
南道順天後⾕⾥、同道⻑城⼤都⾥⽩瓷窯場などで⼀部、官衙と⼯房施設が確認されたものの、
その性格は明確に究明されず、窯や未製品などを処分した物原を中⼼に発掘調査が実施さ
れた。21 世紀となり、ようやく窯だけではなく⼯房や付属施設を含めた窯場の概念にもと
づいて発掘調査が実施され 1)、瓷器⽣産施設に関する総合的な検討が始まった。2)⻘瓷は⽩
磁と⽐べ原料⽣産⼯程が単純であり、⼯房跡遺構の確認に困難な⾯があるが、⾼敞⿓溪⾥で
は⼯房だけではなく監造施設とみられる⽡葺の建物跡が検出されるなど、多様な資料を提
供した。3)また全羅北道扶安柳川⾥においても、管理監督と製品を選別する監造施設が検出
され注⽬を集めている。4) 

 
写真 1. 康津沙堂⾥ 117番地⼀帯窯場発掘調査 現況 

 康津沙堂⾥は⾼麗⻘瓷において最も重要な地域で、全盛期の翡⾊⻘瓷の時期を牽引した

 
1) 韓盛旭 ｢磁器窯場の発掘調査｣『韓国埋蔵⽂化財調査硏究⽅法論』 2008。 
2) 權赫周 ｢⾼麗⻘瓷窯場の構造と特徵｣ 『中世韓・中・⽇陶瓷窯場の構造と⽣産体制』 ⺠族⽂化遺産硏
究院・⾼麗⾭瓷博物館、2019。 
3) ①⼤韓⽂化財硏究院『⾼敞⿓溪⾥⻘瓷窯址』Ⅱ、2015。 
  ②⼤韓⽂化財硏究院『⾼敞⿓溪⾥⻘瓷窯址』Ⅲ、2017。 
  ③⼤韓⽂化財硏究院『⾼敞⿓溪⾥⻘瓷窯址』Ⅳ、2018。 
  ④圓光⼤學校 ⾺韓・百濟⽂化硏究所 『⾼敞雅⼭ダム⽔没地区発掘調査報告書』1985。 
4) ①全北⽂化財硏究院『扶安柳川⾥ 3区域⻘瓷窯址群 発掘調査報告書』Ⅰ、2018。 
  ②全北⽂化財硏究院『扶安柳川⾥ 3区域⻘瓷窯址群 発掘調査報告書』Ⅱ、2019。 
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場である。沙堂⾥においても 1964〜1977年、国⽴中央博物館が実施した発掘調査によって
官衙や⼯房施設などが確認されたが、⻘瓷⽡などが堆積していた物原を中⼼に調査が⾏わ
れたため、窯場としての確かな性格の究明には⾄らなかった。5)よってこれらの窯跡を再評
価し、遺跡の効率的な整備と活⽤⽅針などを⽴てるため、2012 年から漸次、発掘調査が実
施されている。2012 年に実施された堂⾥ 133 番地⼀帯にある沙堂⾥ 43 号窯場では、平⾯
図をはっきりと描くことのできる⻘瓷窯や炭窯などが確認された。6)2019〜2020 年にかけ
ては、沙堂⾥ 117番地⼀帯にある 8号・23号・40号窯場の調査により、官衙と⼯房などの
建物跡とそれに伴う⽯列、築台、柵、登窯 1基、饅頭形平窯１基などが検出された。そのほ
か 3 ⽂化層に区分できる製品の選別場などが確認された。ここからは匣鉢や窯壁などの窯
道具の出⼟がほぼ⾒られないことから、選別場ではないかと思われる。7) 
 
官衙と⼯房施設 

沙堂⾥⼀帯の調査のうちで官衙と⼯房などに関連する遺構は、国⽴中央博物館の発掘調
査により⼀部が検出され、⼯房の⼀部とされた。2019年と 2020 年の発掘調査では、⺠家の
造成と耕作などにより部分的に遺構が損なわれており、正確な把握は難しかったが、官衙と
⼯房関連の建物跡に伴う⽯列、築台、柵などを確認することができた。 
 官衙跡は 23号窯場⼀帯に位置し、3棟の建物を「⼌」字形に配し、中央の中庭を取り囲
んでいたと⾒られる。建物のない南側の中央部には出⼊⼝が配されていた。中庭には各建物
から出⼊⼝へ繋がる道が設けられており、基壇や排⽔路などが確認された。官衙は中央から
派遣された監造に関連する施設や⼤⼝所の治所として、⻘瓷の⽣産や鑑別・保管・運送など
磁器所に関する業務を請け負う場所であったと考えられる。とりわけ 1243 年(⾼宗 30)に製
作されたことがわかる「⼤匠惠印癸卯三⽉」銘⽡が出⼟したことは注⽬に値する。8) 

  

写真2. 康津沙堂⾥官衙跡   写真３. 康津沙堂⾥⼯房跡 

 ⼯房跡は基本的にオンドルと練⼟場、轆轤の軸⽳からなり、⼤まかには２箇所から確認さ

 
5) 國⽴中央博物館『康津沙堂⾥陶窯址 発掘調査報告書』2015。 
6) ⺠族⽂化遺産硏究院『康津沙堂⾥ 4 号 ⾼麗⻘瓷窯址発掘調査報告書』2015。 
7) ⺠族⽂化遺産硏究院 ｢康津沙堂⾥⾼麗⻘瓷窯址 発掘調査略報告書｣ 1〜4 次、2019・2020。 
8) ʻ⼤匠惠印癸卯三⽉ʼ銘⽡は康津沙堂⾥以外に対蒙抗争の代表的な遺跡である新安押海島 新⿓⾥遺蹟と莞
島法華寺址、珍島⿓藏⼭城などから出⼟した。 
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れ、⼯房跡の周辺では柵（⽯列）の調査を⾏った。2016 年に康津~⾺良間の道路建設⼯事に
伴い発掘調査を実施した沙堂⾥ 33 号窯場では、康津⿓雲⾥ 10 号窯場の窯前部にある⽯室
構造に似た遺構が確認された。この施設は釉薬の原料として使⽤するため、焼成過程で⽣じ
る灰を集める施設であるとされているが、9)近年では扶安柳川⾥ 3区域からも発⾒され、⾼
麗中期（訳註：12~13世紀頃）まで続けて使⽤されていたことがわかる。 

  

写真4. 康津沙堂⾥33号窯前部  写真5. 康津龍雲⾥10-4号窯前部 

 
康津沙堂⾥ 43号窯場登窯 

沙堂⾥ 43 号窯場は全羅南道康津郡⼤⼝⾯沙堂⾥ 133 番地⼀帯に位置する。12 世紀第１
四半期末から第 2 四半期に運営された場所として、⻘瓷窯の平⾯構造がはっきりと残り、
⾼麗⻘瓷窯について新たな資料を提供した。⼭麓傾斜⾯を掘下げ、泥⼟と匣鉢などを利⽤し
て築造した半地下式単室登窯であり、規模は窯⻑ 20メートル、窯幅 154〜194 センチメー
トル、傾斜⾓度 13〜15 度であり、康津をはじめとする全国各地で検出された⾼麗中期の⻘
瓷窯の基本的構造を有し、康津⻘瓷類型の広まりとともに窯も同様の構造と規模を有した
ことを⽰している。10) 
 燃焼室と焼成室の連結部には昇焔壁を有するが、これは⿓雲⾥ 10号をはじめとする初期
の窯にはない構造であり、⾼麗中期に⼊って伝統を礎として中国の技術を受け⼊れた⾼麗
独⾃の発展があったことを⽰している。さらに今までは未検出であった素焼⽤の焼成室が
発⾒され、⾼麗⻘瓷窯の構造を理解するうえで重要な資料となっている。排煙部は素焼室の
直後ある丘へと繋がっており、排煙路や煙道部などのような特別な施設を設けず、窯の最後
壁の排煙孔から煙が排出されたと考えられる。このような窯構造は⾼麗後期を経て、⽩磁が
登場する以前の朝鮮初期の粉粧⻘瓷窯までも続き、⾼麗中期に確⽴した窯構造が⻘瓷⽣産
においてきわめて合理的であったことを⽴証している。11) 

 
9) 湖南⽂化財硏究院『康津沙堂⾥ 20 号・33 号⾼麗⻘瓷窯址』2018。 
10) ①李鍾玟 ｢⾼麗時代⻘瓷窯の構造と⽣産⽅式考察｣『韓国上古史学報』45、韓国上古史学会、2004。 
②張南原 ｢ʻ康津類型ʼの共有 現状通して⾒た 11~12世紀⻘磁の性格｣『美術史学硏究』 231、韓国美術

史学会、2001。 
11) 李鍾玟 ｢⾼麗時代⻘磁窯の構造と⽣産⽅式考察｣『韓国上古史学報』45、韓国上古史学会、2004。 
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写真 6. 康津沙堂⾥ 43号窯場登窯 

 
沙堂⾥ 23号窯場「饅頭形平窯」 
 沙堂⾥ 23号窯場は全羅南道康津郡⼤⼝⾯沙堂⾥ 118番地⼀帯に位置する。沙堂⾥ 23号
窯場では、これまで中国だけで確認されていた「饅頭形平窯」が初めて確認され、⾼麗中期
にも中国と交流があったことを⽰している。この窯は「饅頭形平窯」のうち楕円形の平窯に
あたり、窯前部・通⾵⼝・燃焼室・焼成室・煙道部などで構成され、特に通⾵⼝は中国では
確認されていない構造で、⾼麗で効率性を⾼めるために考案されたと⾒られる。塼の焼結度
は低く、窯内部の底部からは素焼⽚が出⼟し、専ら素焼を⽣産していたと考えられる。中国
ではこのような窯はすべて御⽤磁器⽣産のために運⽤され、北宋の河南清凉寺汝窯や南宋
杭州⽼⻁洞窯などで確認されている。12) 
 窯規模は窯⻑ 262 センチメートル、窯幅 226 センチメートルであり、築窯材は⽡と塼が
主である。窯前部は平⾯が「U」字形をなし、窯外郭に突き出た焚⼝と通⾵⼝がある。通⾵
⼝上⾯は扁平な割⽯で覆われていた。 
 燃焼室は平⾯半円形で、規模は幅 200 センチメートル、⻑ 80 センチメートルである。窯
床から 40 センチメートルまでは平⽡と丸⽡を⽔平に交差して積み重ね、その上に耐⽕塼を
積んでいる。焼⼟と砂が多量に混⼊しており、⻘瓷板など⼀部の⻘瓷⽚も確認され、部分的
に周辺の堆積⼟を使⽤したと⾒られる。燃焼室から焼成室につながる昇焔壁は⾼ 40 センチ
メートルでほぼ垂直に作られている。昇焔壁の壁体はすべて平⽡と丸⽡を⽔平に交差して
積まれ、昇焔壁の上⾯は粘⼟で補強されている。 

 
12) 李喜寬 ｢12-13世紀韓中陶瓷交流の⼀単⾯ -康津沙堂⾥窯址新発⾒饅頭窯についての検討を中⼼に-｣
『韓国美術とグローバル・アート・ヒストリー』韓国美術史学会、2021。 



 28 

 焼成室は左右壁体に丸みはあるが⻑⽅形に近い。
規模は幅 226 センチメートル、⻑ 125 センチメー
トル、残存⾼ 20 センチメートルである。壁体は底
部に接する地点は 2段ほど⽡を積載し、さらに 3〜
4 段ほどの塼を積んでいる。塼壁は⻑ 20 センチメ
ートル前後であり、内壁の 5センチメートル前後が
焼結している。 
 煙道部は⽅形塼を等間隔に 6箇所に積み、5か所
の排煙⼝を設置している。塼壁は最⼤で 4段が残っ
ており、規模は幅 14 センチメートル、厚さ 13 セ
ンチメートルである。左側の排煙⼝は 3段に積み上
げられた塼に交差するように塼を積み重ねている。
煙道部は平⾯の半円形であり、幅 150 センチメー
トル、⻑ 45センチメートルである。壁体は焼成室
と同⼀の⽅形塼を使⽤している。 

 窯の⻄側の探索調査では、窯壁と同⼀の⽅向の⽯築が確認され、窯を保護するための柵な
どの施設があったことが推定される。 
 窯の使⽤時期については直接に関係する遺物が⾮常に少なく正確にはわからないが、窯
床から出⼟した⻘瓷板と⻘瓷象嵌壺、窯壁に混ぜられた⻘瓷⽚などの象嵌⽂は⼀部図案化
されているものの、まだ完全に図式的な様相を呈してない様相からして、13世紀第 3四半
期〜14世紀第 1四半期の間と考えられる。また築窯に使⽤された⽡も基本的に⿂⾻⽂を使
⽤している。⽡は形態と製作⼿法などから 12〜13世紀に⽣産されたことがわかるが、特に
その下限は 13世紀中盤であるとみられ、これを裏付けている。 
 当期は南宋（1127〜1279年）が元によって滅亡する時期と重なり、多くの宋⼈が⾼麗へ
避難していたことから 13)、饅頭形窯も南宋の陶⼯たちが康津に直接に渡って築窯を⾏った
可能性もある。⾼麗もまた対蒙抗争の被害を克服し、窯業体制を再整備した時期であったこ
とから、南宋から流⼊した陶⼯らの技術を利⽤し、新しい構造の窯を採⽤して効率を⾼めよ
うと試みた可能性がある。14)これは唐末五代の混乱期に越州窯の陶⼯らが流⼊して⾼麗⻘瓷
の発⽣に⾄ったことと同じ事例とみなすことができる。 
 
 
 

 
13) 尹⿓爀 ｢鄭仁卿家の⾼麗定着と瑞⼭ -⾼麗時代外国⼈の帰化定着事例-｣『湖⻄史学』 48、湖⻄史学
会、2007。 
14) 現在饅頭形平窯は 1基だけが確認されており、出⼟遺物も少量で運⽤についての全体的な様相も明ら
かでない。したがって今後資料が蓄積されればより正確な性格究明が叶うと考えられる。 

写真 7. 康津 沙堂⾥ 饅頭形 平窯 
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康津沙堂⾥ 43号窯場の炭窯 
 炭窯は 43号窯場の反対側の丘陵の南⻄端斜⾯部に位置し、後代に⽯築を積んだことで焚
⼝の⼀部が棄損されているものの残存状態は⽐較的良好である。平⾯図はやや細⻑い楕円

形で、窯⻑ 385センチメートル、窯幅 265センチメ
ートル、深さ 38〜41 センチメートル、壁体の厚さ 7
〜10 センチメートルが残存していた。窯床は 10 度
前後の傾斜があるものの、ほとんど扁平である。内部
から遺物は出⼟しなかった。炭窯は窯場の⼀部とす
る認識で発掘調査範囲が広がり、京畿道抱川花峴⾥
15) 、全羅北道⾼敞⿓溪⾥粉粧⻘瓷窯場 16)、全羅南道
康津⽉下⾥ 17)・⻑興⿓⾨⾥ 18)・⻑興⽉松⾥⽩磁窯場
19)などで確認されているが、⾼麗⻘瓷窯場では初め
て確認された。したがって、これらの炭窯が窯場の付
属施設として早くから使⽤されていた可能性を⽰し
ている。 
 これらの炭窯は商業⽬的、または陶⼯の⽇常⽣活
に使⽤するために造成されていた可能性もあるが、
窯に使⽤するための炭を⽣産していた可能性もある。

すなわち焼成過程において差⽊孔への補充⽤の燃料として炭を使⽤することは、嵩も⼩さ
く熱効率を⾼めるには理想的であったと考えることも可能である。また、磁器製作に必須の
釉薬のための灰を安定的かつ⼤量に確保するためであるという⾒解もある。しかしながら、
これらの⾒解はすべて学術的には究明されておらず、今後これに関する徹底的な調査が⾏
われる必要がある。 

（翻訳：⾦慧周 監訳：李芝賢） 
 

  

 
15) 陸軍⼠官学校花郞台研究所 『抱川花峴⾥粉⻘沙器窯址 発掘調査報告書』2006。 
16) 湖南⽂化財研究院 『⾼敞⿓溪⾥窯址』2008。 
17) 湖南⽂化財研究院 『康津⽉下⾥遺蹟』2009。 
18) ⽊浦⼤学校博物館 『⻑興⿓⾨⾥朝鮮⽩磁窯址』2005。 
19) ⾺韓⽂化研究院 『⻑興⽉松⾥⽩磁窯址 -⼯房址-』2008。 

写真 8. 康津 沙堂⾥ 炭窯 
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博物館の研究と展⽰企画―「皇帝の多宝格」特別展を例として 
 

余佩瑾（國⽴故宮博物院） 
 
摘要 
 国⽴故宮博物院収蔵の⽂物は約 69万件以上あり、これらの収蔵品は材質の違いによって、
器物・書画・善本書籍と古⽂書など幾つかの項⽬に分けられる。現在運営されている館は、
北部院区と南部院区の両所に分かれている。南北 2 つの院区の博物館員の扱う業務は、⾏
政管理・収蔵品維持・研究展⽰・教育普及等である。展⽰の視点からすると、展⽰テーマと
展⽰期間の⻑短の違いによって、南北両院区の展⽰は、常設・定例・特別展の 3類型に簡単
に分けることができる。研究者にとって最も理想的な状態は、⽇常研究を展⽰の基礎とする
ことであり、すなわち展⽰を通じて研究成果を表現することである。今回の報告テーマであ
る「皇帝の多宝格」特別展は現在、南部院区で展⽰中であり、「多宝格」から⾒えるのは国
⽴故宮博物院の古典的な収蔵品と、その中に収納された⽂物、また古今東⻄の各種⽂物を含
み、中⾝は充実であらゆるものを網羅した、多元的な名品集という特⾊の下に、「皇帝の多
宝格」特別展は、研究と展⽰効果が共に呼応できることを提⽰するものであるに違いない。 
 
 今回の「皇帝の多宝格」特別展を中⼼とする報告は、以下の 3 つの部分に分かれる。まず
展⽰の⾻組みについて、全ての展⽰場は物語の⽂脈で 3 つの展⽰区に分かれる。第 1 単元
は「⾻董の収納」であり、乾隆皇帝（1736-1795 在位）が詔勅を出して新たに包装・収納し
た古い⽂物を展⽰する。第 2単元は「開梱の趣味」で、特に⽬下流⾏の開梱の視点（Unboxing・
中⾝全部出してみた）と結び付け、箱内の⼩箱を取り出すのを利⽤して、それから⼀部の⽂
物は展⽰台に設え、また残りの⽂物は依然として⼩箱内に収納されている状態にして、来館
者に⽂物と収納箱との関係を理解させ、箱類多宝格独特の収納と構成の精巧さを表現した。
第 3単元は「⽂物の陳列棚」すなわち⽂物の収蔵番号の⽰す⼿掛かりに基づき、元々紫禁城
養⼼殿に収められていた 2組の⽂物を⼿掛かりに従って復元する。 
 
 次に、展⽰の企画過程である。研究者は『活計檔』と『陳設檔』等の関係する記録を分類
整理した結果、箱類多宝格の収納・構成を整理してはっきりさせ、すなわち『活計檔』掲載
の「百什件」⽂物の収納と構成を明らかにしただけではない。同時に実物と『陳設檔』⽬録
の⽐較を通じて復元された 2 組の⽂物は、養⼼殿に収蔵されたものであるため、北京故宮
博物院が養⼼殿に対して⾏っている「養⼼殿の研究的保護プロジェクト」の研究の不⾜を補
うことができる。養⼼殿は北京故宮博物院に位置して、台北にはない。しかし博物館の⽂物
管理の観点からすると、国⽴故宮博物院には⾃⾝の館蔵品を理解する義務が当然あり、⽂物
を設えた元来の組合せの状態を正確で過誤なく分析して初めて、⽂物を通して沢⼭の伝来
の脈絡を得えられ、⽂物の⽣命史を再建することができる。それから、第 2 単元と第 3 単
元のタイトルは「箱」（開梱の趣味）と「棚」（⽂物の陳列棚）という区分を有するが、これ
らを通して、実際に箱と陳列棚の両種類を含めた多宝格の収納を伝えたいと考えている。 
 
 その上、清代宮廷の多宝格の物品中には、いくつか⻄洋あるいは東洋からの舶来品も含ま
れている。例えば、⽇本の蒔絵漆箱、英国ロンドン製の懐中時計と⾊彩が鮮やかで美しい⻄
洋の琺瑯器、更に箱類の構成と収納の⽅式等において、全て⻄⽅の皇室のコレクション中に
類似した物品と処理⽅式を⾒出すことができる。更に、貴重な愛玩品類の⽂物以外にも、も
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し同様の視点からすると神聖ローマ帝国ザクセン選帝侯およびポーランド国王アウグスト
2世（The August II the strong，1670-1733）のコレクションを例とすれば、現在ドイツの
ドレスデン陶磁博物館の東亜陶磁器に収蔵され、また⽂献を⾒たところ、かつて、これら陶
磁器のために建設しようとした⽇本宮殿の計画は、清代宮廷の重要陶磁器の蓄えと設えと
呼応しないものは無い。従って私達は清代宮廷と世界の交流の視点から⽐較研究を⾏うこ
とを提⽰し、あるいは将来、多宝格の議題に対して発展の⽅向性を持続することが可能であ
る。とりわけ⽂物の関わる観点、すなわち製作技術・美的品質・⽂化伝承・保存収納等を含
む。整理して⾔えば、⼈類⽂明の発展の⼀つの縮図と⾒なすことができる。この視点で考え
ると、国⽴故宮博物院が、⻄⽅皇室のコレクションと類似した収蔵品と組合せを有するから
には当然、国⽴故宮博物院と同等の博物館との間で対話の機会を積極的に開拓すべきであ
り、そのため、将来、取り交わす議題が研究だろうが展⽰の企画だろうが、やはり館と館の
間では⼈員が互恵的に付き合うこと、全て私達が計画と努⼒を継続すべき⽬標である。 
 
図版 
 

 
清 乾隆（1736-95）采挹流霞箱 
國⽴故宮博物院藏 

清 乾隆（1736-1795） 紫檀嵌寶箱 
國⽴故宮博物院藏 

 
（翻訳：湯沢丈） 
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スペイン・バルセロナ⾃治⼤学における⽇本・韓国陶磁のオンライン展⽰について 
 

尙承姸（バルセロナ⾃治⼤学） 
 
コロナ禍に際して、スペイン・バルセロナ⾃治⼤学がオンライン展⽰を企画することになった経緯 
Aftermath Project (アフターマスプロジェクト)は、European Research Council (ERC)、
すなわち、ヨーロッパ研究審議会から研究基⾦の助成を受け、スペイン・バルセロナ⾃治⼤
学で始まった研究プロジェクトである。このプロジェクトの研究⽬的は、「壬⾠戦争(⽂禄慶
⻑の役、壬⾠倭乱)を国際的な観点から考察し、壬⾠戦争が 17世紀の⽇本、韓国、中国の歴
史展開と⽂化⽣活に与えた影響を広く理解すること」と設定されている。このような壬⾠戦
争をテーマとする研究は、⻄洋地域の学術界では、まだ進んでいない。そのため、スペイン・
バルセロナ⾃治⼤学でこのような研究に取り組んでいることは、特筆に値すると考える。 

プロジェクトの研究のテーマとしては、⼤きく次の 3 つの観点が設定されている。1)社会
的な変化; 2)環境; 3)技術を伝えることだ。この 3番⽬のテーマ、「技術を伝えること」につ
いて研究活動を進めていく中で、陶磁技術を中⼼に「技術を伝えること」を実践するオンラ
イン展⽰が企画された。これが、コロナ禍に際して、スペイン・バルセロナ⾃治⼤学がオン
ライン展⽰を企画することになった経緯である。 

オンライン展⽰のタイトルは、Stories of Clay: The Life and Work of Chosŏn Korean 
Potters in Tokugawa Japanである。⽇本語訳をするならば、たとえば「⼟が紡ぐ物語: ⽇本
の徳川政権時代における朝鮮半島出⾝の陶⼯たちの⽣活と仕事」であろう。 展⽰タイトル
にあるように、この展⽰の⽬的は、陶磁制作を、陶磁器の注⽂者•使⽤者の視点からだけで
はなく、⽣産者であり技術の伝達者でもある陶⼯の⼈⽣と役割に注⽬し、考察することであ
る。この「陶⼯に注⽬する」という観点は、最近の歴史学、美術史学の研究の流れに合わせ
たもので、今まで注⽬されてこなかった存在、マイノリティに注⽬することが⼀つの⽬的と
なっている。つまり、このオンライン展⽰は、“職⼈の存在の不可視という以前からの学問
的な態度を否定し、社会のマイノリティグループである陶⼯の⼈⽣と仕事を考察するとい
う意味で、⼤変意義深い機会になると考える。 
 
美術館・博物館(建物／所蔵品）と無関係に企画されたオンライン展⽰とは？ 
世界的に推進されてきた美術館•博物館の所蔵作品のデジタル化とコロナ禍において、
様々な美術館が、世界各地の鑑賞者とのつながりを維持するために企画したオンラインコ
ンテンツの例を背景に、今回のスペイン•バルセロナ⾃治⼤学によるオンライン展⽰の実施
が可能となった。今回の展⽰は、オンラインのみの実施であるため、⼀つの建物の中に、実
際の作品を展⽰しなければならないという制限がない。そのため、展⽰作品を選ぶにあたっ
ては、今回の展覧会趣旨に合致した作品を、⾊々な美術館の所蔵品から選ぶことができた。 
このオンライン展⽰では、陶磁器として現存しているものだけではなく、⾊々な陶⽚も紹介
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する。陶磁史において陶⽚の研究は重要だが、アメリカやヨーロッパの美術館では、陶⽚の
展⽰は珍しく、⼤学⽣が陶⽚を⾒る機会は⾮常に少ないのが現状だ。このたびのオンライン
展⽰で⾊々な陶⽚を紹介することは、陶⽚から知ることができる制作の技術や陶磁器の流
⾏などについて学⽣たちに教え伝えられる⼤変良い機会になるだろう。 
 
オンライン展⽰の鑑賞⽅法とは？ 

美術館•博物館の建築と、作品が展⽰されるギャラリー(展⽰室)のデザインは、鑑賞者が
展⽰を鑑賞する際に重要な影響を及ぼす。コロナウィルスの影響によって多くの展覧会が
中⽌や⽇程変更をせざるを得ない状況になったため、オンライン展⽰の需要が⾼まった。こ
うした流れを受け、バルセロナ⾃治⼤学によるオンライン展⽰の特徴的なところは、美術館
の展⽰室ではなくオンラインのヴァーチャルリアリティ空間の中で、鑑賞者が⾃由に作品
を鑑賞できるように計画したところにある。 

美術館における⼀般的な展⽰では、⼊り⼝と出⼝に序論と結論が⽰されることが決まっ
ている。序論(⼊り⼝)と結論(出⼝)の間は⾃由に鑑賞できるが、展⽰のナラティブな構成が
決まっているので、鑑賞者は、この「決められている順番」で作品を鑑賞することがほとん
どである。今回のオンライン展⽰では、決められた鑑賞順序から脱却して、鑑賞者個⼈が⾃
分⾃⾝で主体的に鑑賞する順番を決定し、⾃由に⾃分⾃⾝の展⽰体験をすることができる
ようにした。このオンライン展⽰では、いくつかのヴァーチャルギャラリー(仮想展⽰室)が
テーマ別に配置されており、それぞれ仮想展⽰室の代表作品の画像がアイコンになって最
初のページで⽰される構成になっている。解説⽂を読む前に、作品のアイコンを選ぶことで、
その作品が該当する仮想展⽰室の展⽰を鑑賞することができる。 
 
ティーチングツール 

今回のオンライン展⽰は Teaching 教育/Learning 学びの⽬的のために企画されており、
⾊々なティーチングツールを提供する。 
 

1. ダウンロード可能なワークシート： ワークシートに記載されている内容は、作品描
写や⽐較・分析に取り組むことを促すもので、参加者が史実を学び、新しい知識が
得られるように作成されている。 

2. 専⾨⽤語の⽤語集: 今回のオンライン展⽰は、専⾨家から陶磁器について初めて興
味を抱いた学⽣にいたるまで、多様な鑑賞者を対象にしている。そのため、すべて
の鑑賞者が展⽰内容を理解することができるように、陶磁史⽤語、歴史的⼈物、史
実などの専⾨⽤語の解説も提供する。 

3. 専⾨家の講義: オンライン展⽰のリソースページには、⽇本、アメリカ、韓国で活
動する教授陣の講義がアップロードされる。 

4. 展⽰の解説本⽂の脚注とリソースページの注釈 
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5. キュレーターによるガイドツアー 
 
アメリカ、ヨーロッパの⼤学⽣の視点に照準を合わせて準備した部分 

オンライン展⽰のターゲット層の中⼼となるのは、アメリカとヨーロッパの⽇本学、歴史、
⽂化、政治、環境、美術史などを専攻する⼤学⽣たちである。現在の⼤学⽣は、ポスト•イ
ンターネット世代だ。PC よりスマートフォンやタブレットを使⽤した情報収集に慣れてい
る世代である。こうした状況を鑑み、今回のオンライン展⽰のウェブデザインは、PC ⽤、
スマートフォン⽤、タブレット⽤の 3 つの画⾯デザインを準備した。 

⽇本史、⽇本陶磁史の授業を初めて受講する⼤学⽣のために、今回のオンライン展⽰では、
専⾨⽤語の解説、ガイドツアー、専⾨家の講義などを提供する。⽇本について知識がある⼤
学⽣たちには、オンライン展⽰でダウンロードできるワークシートを提供し、議論し、さら
なる質問をすることができるようにした。展⽰の解説本⽂の脚注だけでなく、リソースペー
ジの注釈についても確認できるので、専⾨的な書籍を探すこともできる。それから、学⽣た
ち⾃⾝がキュレーターとなって、紹介する作品を選択し、オンライン展⽰を作ることができ
るように準備した。 
 
結論 

今回のオンライン展⽰では、様々な⽅が多様な学びを得て活⽤できるように、⾊々なティ
ーチングツール、すなわち、ガイドツアーやワークシート、専⾨家による講義や専⾨⽤語解
説、注釈、専⾨書籍情報などを提供する。また、このオンライン展⽰は、美術館の展⽰に取
り替わるものとしてではなく、むしろ、反対に、新型コロナウィルスの感染問題が収束した
後の、美術館来館者の増加につながるような効果を発揮することを⽬指している。 

このオンライン展⽰の準備は、現在、全体の 90％ほどが完了しており、来年１⽉から展
⽰を開始する予定である。この展⽰について関⼼を持っていただけたら、⼤変有り難い。
https://aftermath.uab.cat/stories-of-clay 
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「あつまれ どうぶつの森」を⽤いた ColBase の普及活動について 
 

川合加容⼦（⽂化財活⽤センター） 
 
1.ColBase について 
⽂化財活⽤センターについて 

⽂化財活⽤センター（以下、「ぶんかつ」）の所在地は東京国⽴博物館内だが、正確には
別の組織である。「ぶんかつ」は国⽴⽂化財機構内に 2018 年に設⽴され、機構が所蔵す
る⽂化財の保存と活⽤に重点的に取り組むことを任務とする。また、全国のミュージアム
の相談役となり、多くの⽅に⽂化財を体験する機会を提供することが期待されている。 

⽂化財活⽤センターが提供するデータベース 
ご存知の通り、ミュージアムの所蔵品データベースは近年研究のインフラとして重視さ

れ、その数は急速に増加している。 
国⽴⽂化財機構全体では、現在約 100件のデータベースを公開している。12「ぶんかつ」
が提供しているのは、2017年公開の「ColBase」と 2001 年公開の「e 国宝」である。い
ずれも東京国⽴博物館が中⼼となって作成したものを、「ぶんかつ」が引き継ぎ、運⽤し
ている。 

・e 国宝について 
ColBase が国⽴⽂化財機構の全所蔵品を対象にしているのに対し、e 国宝は国宝・重要

⽂化財に特化したデータベースである。機構の全所蔵品約 13 万件に対して、その 1%の
約 1000件の⽂化財について⾼精細画像と詳しい解説を公開している。e 国宝は昨年リニ
ューアルを⾏い、⾼精細画像の全画⾯表⽰など、ビューワーとしての機能を強化した。13 

・ColBase について 
ColBase は国⽴⽂化財機構の所蔵品を、横断的に検索できるサービスである。現在、約

13 万件の⽂化財データのうち、約 16,000件に画像がついており、収録している画像の総
数は 45,000枚以上である。また、2017年の公開当初は画像の最⼤辺が 1,000 ピクセルだ
ったが、これを最⼤辺が 3,000 ピクセルのものへ⼊れ替えを進めている。 
画像の利⽤条件は、出典を明記すれば申請不要で⾃由に使うことができ、商⽤利⽤も可

能である（CC-BY相当）。 
また、2 年前のリニューアル時に、研究員⽤の内部で使⽤しているデータベースから更

新されたデータを定期的に⾃動収集し、ColBase に⾃動的に反映させるシステムに変更し
た。つまり、研究員が内部のデータベースで修正した箇所が、ほとんど時差なく ColBase

 
12 ⽂化財活⽤センター「国⽴⽂化財機構データベース」⽂化財活⽤センター
https://cpcp.nich.go.jp/modules/r_free_page/index.php?id=22（参照⽇ 2021 年 11 ⽉ 5 ⽇） 
13 村⽥良⼆ 「『e 国宝』リニューアル」ぶんかつブログ 2020 年 12 ⽉ 25 ⽇
https://cpcp.nich.go.jp/modules/rblog/1/2020/12/25/blog51/（参照⽇ 2021 年 11 ⽉ 5 ⽇） 
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にも反映される仕組みとなった。14 
今後データベースに期待されること 
・データベースの増加・質の向上 

このように、e 国宝も ColBase も、時代に合わせて今後も改良される。そこで今後データ
ベースに何が期待されているのか考えてみると、まず、データベースの増加・質の向上が
挙げられる。これは、デジタル世界での公共財の増加、と⾔い換えることができる。 

・データベースの連携 
また、データベースの連携も重要となる。現在多くの機関がデータベースを公開し無数

のデータベースが存在する。また、これまでは個々のデータベースにアクセスする必要が
あった。こうした状況を解消するため、国会図書館が中⼼となって、昨年ジャパンサーチ
が公開された。これは、欧州のヨーロピアナのように、⽇本国内の様々な研究機関が提供
するデータベースと連携し、横断的に検索できるようにするものである。 

・検索の利便性の向上 
そして、このようなデータベースは研究だけでなく、学校教育・⽣涯学習での利⽤が期
待されている。ただし、現状では膨⼤なデータベースから欲しい情報を引き出すには専⾨
的な知識が必要である。⼀般の⽅が必要な情報に辿り着くためにも、検索の利便性の向上
が重要な課題として挙げられる。 
デジタルの世界に様々なミュージアムの⽂化財情報が載るということは、研究者だけで
なく⼀般の⽅にもオープンなデータを提供するということでもある。また、若い世代や、
これまで⽂化財に馴染みのなかった⽅も良質な⽂化財情報にアクセスでき、⽂化財に興
味を持っていただくチャンスが増えるということでもある。今後、商⽤利⽤なども含めて、
データベースを活⽤して、⽂化財を⾝近に感じて楽しんでいただけるような取り組みが
必要である。そこで、⽂化財を楽しんでいただく第⼀歩として、今回取り上げる「あつま
れどうぶつの森」を使った ColBase の普及活動を企画した。 
 

2. 「あつまれ どうぶつの森」を⽤いた ColBase の普及活動について 
「あつまれ どうぶつの森」とは 

まず、「あつまれ どうぶつの森」（以下「あつ森」）とは、任天堂の⼈気ゲームソフト「ど
うぶつの森」シリーズの最新作で、2020 年 3 ⽉ 20 ⽇に発売された。この頃はちょうど新
型コロナウィルスの感染拡⼤が始まった時期で、コロナ禍のステイホームのお供として
世界累計 3263 万本の⼤ヒットとなった。 
キャッチコピーは「無⼈島ではじまる新⽣活」である。主⼈公が無⼈島に移住するとこ
ろからゲームがスタートし、現実世界と同じ時間が流れ、季節が移り変わる無⼈島を⾃由

 
14 村⽥良⼆「ColBase のデータ集約と連携」ぶんかつブログ 2019 年 6 ⽉ 25 ⽇
https://cpcp.nich.go.jp/modules/rblog/1/2019/06/25/blog10/（参照⽇ 2021 年 11 ⽉ 5 ⽇） 

 



 37 

に開発しながら、かわいらしい動物たちと気ままに暮らすというものである。このゲーム
は決して⼦供向けというわけではなく、データ上ではプレイヤーは 20歳前後のユーザー
が最も多く、男⼥⽐はほぼ同じのようである15。 

「あつ森」でできること 
・友達や家族と遊ぶ 

「あつ森」では、ゲーム内でも友達や家族と遊ぶことができる。「あつ森」のソフトを持
っている友達同⼠で、遠くにいてもインターネットを通じでお互いの島に遊びに⾏くこ
とができる。 

・どうぶつとのふれあい 
動物たちは、島の中で歌ったり、体操をしたり、それぞれが思い思いに⽣活している。

プレーヤーの⾏動とは無関係に、あたかも⾃分の意思があるかのように動き、部屋に遊び
に来たり、会話を楽しむこともできる。  

・理想の島づくり 
また、島の⼟地の造成や植樹、花を植えることもできる。例えば、⽵を植えたり、庭⽯
や灯篭を置いて⽇本庭園を作ることができる。このほか、都会⾵、ファンタジックなど、
様々な景⾊を作ることができる。  

・⾃然を満喫 
⾃然豊かな無⼈島なので、⾍や⿂を捕まえることができる。季節の移り変わりとともに
捕まえられる⽣き物の種類も変化し、植物も季節ごとに違った表情を⾒せる。 

・ショッピング・おしゃれ・インテリア 
ショッピングやおしゃれ、インテリアも醍醐味の⼀つである。盆栽や掛け軸など凝った
家具がたくさんあり、⾃由に部屋を飾り付けることができる。また、⾃分で服や絵をデザ
インすることもできる。 
これらは「あつ森」のごく⼀部の機能だが、いかにシミュレーションゲームとして優れ

ているかお分かりいただけるだろう。「あつ森」には⾃分の興味のあるところを追求でき
る⾃由さがあり、探究⼼や創造⼒を育むのに打って付けのゲームと⾔える。 

・「マイデザイン」機能 
なかでも、「マイデザイン」という機能は、「あつ森」の世界で絵や服を作成・共有でき

るもので、⼤きな話題となった。例えば、ゲティ美術館が 2020 年 4 ⽉ 16 ⽇にリリース
した、館蔵品データベースで公開している画像を「あつ森」のゲーム内で飾れるものに 
⾃動変換し QR コードを作成するツール16は、美術ファン以外の「あつ森」をプレイす

 
15 ⻄川くん「『どうぶつの森』がインターネットを介さないオンラインゲームとして開発が始まり、『あつ
森』に⾄るまで。シリーズの歴史と変遷を開発者たちが語る【CEDEC 2020】」ファミ通.com  2020 年
9 ⽉ 4 ⽇更新 https://www.famitsu.com/news/202009/04205284.html（参照⽇ 2021 年 11 ⽉ 5 ⽇） 
16 J. Paul Getty Museum. (2020). Animal Crossing Art Generator. Getty. Retrieved on November 5, 2021, 
from https://experiments.getty.edu/ac-art-generator/ 
Zawacki, Selina Chang-Yi and Waldorf, Sarah. (April 16, 2020) “How to Build an Art Museum in Animal 
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る若年層にも⼤きな反響を呼んだ。 
この流れを受け、海外ではメトロポリタン美術館や台北の故宮博物院、⽇本では、三菱
⼀号館美術館、東洋⽂庫ミュージアム、太⽥記念美術館などが続々と「あつ森」に参加し、
「マイデザイン」機能を使って、所蔵品の画像がゲーム内で飾れるようにQRコードなど
を提供している。 
閉館中のミュージアムの取り組み 
・国内の動向 

この頃の閉館中のミュージアムの取り組みを振り返ると、2020 年 1 ⽉ 15⽇に国内で初
めて新型コロナウィルスの感染者が確認され、東京国⽴博物館などが臨時休館したのが 2
⽉ 27⽇であった。⽇に⽇に感染者数が増える中、4 ⽉ 7⽇には東京など７都府県に緊急
事態宣⾔が出された。未知のウィルスに不安を抱えながら、⾃宅でじっとしているしかな
いような⽇々であった。 

・インターネット上の動向 
この頃、国内の多くのミュージアムが閉館を余儀なくされた。その間も「#エア博物館」

「#おうちミュージアム」などのハッシュタグとともに、例えば、中⽌となった展⽰のブ
ログ記事、学芸員による解説動画、VR展覧会、ぬりえ、参加型クイズなど、⾃宅からで
もミュージアムとの繋がりを感じられるような取り組みが、主に SNS上で展開された。 
3 ⽉ 20 ⽇に「あつ森」が発売され、瞬く間に⼤ヒットとなる。そして、4 ⽉ 16 ⽇にゲ
ティ美術館が、データベースの画像を「マイデザイン」に変換する機能を公開して⼤きな
話題となり、⽇本のミュージアムでも館蔵品の画像を「マイデザイン」に変換し、QRコ
ードが twitter上で相次いで投稿された。 
⽂化財活⽤センターでもこの流れに乗りたかったが、この時すでに「あつ森」は⼤ブー

ムで、任天堂のゲーム機⾃体が⼿に⼊りにくい状況であった。ゲーム機の⼊⼿やセンター
内での調整も含めて、今年の年始にやっと次に紹介するブログを投稿することができた。 
 

3.「ぶんかつブログ」記事 「ColBaseで『あつ森』を楽しもう！」17 
マイデザインの共有⽅法について 
前提として、マイデザインの共有⽅法は、⼆種類ある。まず、変換ツールを使って既存

の画像をゲーム⽤に⾃動変換し、⾃動⽣成されるQRコードを S N Sで共有する⽅法、次
に、⽩いキャンバスに⼿作業で絵を描き、ゲーム内で付与された IDを S N Sなどで共有
する⽅法である。これまで、⽇本の多くのミュージアムが⾏っていたのは前者であった。
この⽅法は、ボタンひとつで「あつ森」⽤の 32px×32pxに⾃動的に圧縮できる点で⼿軽

 
Crossing”. Iris Blog. Retrieved on November 5, 2021, from http://blogs.getty.edu/iris/how-to-build-an-art-
museum-in-animal-crossing/ 
17 川合加容⼦「ColBase で『あつ森』を楽しもう！」ぶんかつブログ 2021 年 1 ⽉ 14 ⽇
https://cpcp.nich.go.jp/modules/rblog/1/2021/01/14/blog52/（参照⽇ 2021 年 11 ⽉ 5 ⽇） 
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だが⾃動変換のため、必ずしも意図したように変換できるとは限らない。この⽅法は⼿軽
に絵を飾りたいという場合に向いている。 
次に、後者の⾃分で描く⽅法の場合、1ドットずつ⾊を乗せるので根気のいる作業だが、
やはり、前者に⽐べて細部のコントロールができる。32px 四⽅のキャンバスなので表現
に限度はあるが、却って、精密に描けない⽅が実物への興味に繋がるように思う。 
両者の⽐較から、ミュージアムのデータベースでマイデザイン機能を使う楽しみは、飾

ることよりも、むしろ⾃分で描くことにあるのではないかと考えた。⽂化財の画像を⼿本
に⼯夫してマイデザインを描くことで、⽂化財の理解や、個々の創造⼒の向上に繋がるた
め、⽂化財データベースの活⽤⽅法としては後者の⽅が相応しいのではないだろうか。そ
こで、ColBaseで⾃分の好きな⽂化財を⾒つけて、マイデザインで作ることを呼びかける
記事を作成した。 
マイデザインで江⼾時代前期の⼩袖を作成する 

例えば、江⼾時代前期の⼩袖を⼿本に⾃分で模様を描けば、出来上がった⼩袖をゲーム
内で着⽤することができる。まずは、描きやすい模様のものを選び、⼤胆な斜めの鋸⻭⽂
が特徴的な、東京国⽴博物館所蔵の「⼩袖 染分綸⼦地若松⼩花⿅紅葉模様」を例に挙げ
た。⼩袖の写真を⾒ながら、⾃分でゲーム内に⼩袖を再構成する際に解説⽂を参考にする。 
解説の記述から、ただ漫然と画像を⾒るだけではわからない、専⾨家のフィルターを通

した情報に触れることができ、作品への理解を深めることができる。 
 江⼾時代の⼥性が着ていた⼩袖をゲーム内でも着られるとなると、単なる模写とは違う
当事者性が⽣まれ、ゲームの楽しい要素が学びにうまく作⽤すると⾔えよう。 
デジタル世界における⽂化財の「学び」 

これは「実物を鑑賞する」という、現在ミュージアムが提供する鑑賞体験とは異なる性
質のものであることは⾃覚しなければならない。しかし、それでもなお、ColBase のよう
なデータベースで作品を調べるという⾏為と、データベースの画像を⾒て解説を読みな
がらゲーム内で作品を再構成することで理解を深める、という⼀連の流れをゲームで楽
しむことは、デジタル世界における⽂化財の学びの⼀つの可能性を⽰している。ゲームは
単なる「遊び」ではなく、「学び」にとっても重要な役割を担い得ると⾔えるだろう。 
この企画の狙いは、若年層の⽇本美術・東洋美術のファンを獲得すること、さらにミュ
ージアムで実物を⾒てみたいと思っていただくことである。まだ道半ばだが、今後も継続
的に、「あつ森」を通して⽂化財の魅⼒をデジタル世界で伝える可能性について考えたい。 
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「８K で⽂化財 ふれるまわせる名茶碗」の企画経緯と可能性について 
 

                            三笠景⼦（東京国⽴博物館） 
 
【体験の流れ】 
① ８Kモニターで茶の湯の碗の⾼精細な３D画像を映す 
② 本物そっくりなレプリカコントローラーを使って画⾯の画像を動かす 
→ 新たな鑑賞体験を提供するという企画 
 

  
 2020 年 7⽉時の様⼦（於 東京国⽴博物館東洋館アジアギャラリー 1階） 
 
【企画参加者】 
東京国⽴博物館、⽂化財活⽤センター、シャープ株式会社 
 
【企画スケジュール】 
▼ 2019年度に企画、制作したもの。 
▼ 新型コロナウイルス蔓延のため、公開は 2020 年度。 
▼ 実証実験 
期間：2020 年 7⽉ 29⽇（⽔）〜8 ⽉ 2 ⽇（⽇） 計 5⽇間（事前予約制） 
場所：東京国⽴博物館 東洋館 1階ラウンジ 
※オンラインによる事前申込制（予約枠は最⼤ 130組 260名） 
※参加者に対し、体験後のWEBアンケートを実施 
 

▼ ⼀般公開 
期  間：2020 年 11 ⽉ 10 ⽇（⽕）〜23 ⽇（⽉・祝） 13 ⽇間 
会  場：東京国⽴博物館 東洋館１階ラウンジ 
運⽤⽅法：その場で体験可能とする。 
     予約不要（監視員が常駐。⼿指・機器の消毒を徹底する） 
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※秋季特別展「桃⼭−天下⼈の 100 年−」会期中の開催 
 
【⽬的】 

シャープ株式会社：⽂化財を 8Kコンテンツで紹介したい 
⽂化財活⽤センター：博物館から⼀歩進んだ鑑賞体験を提供したい 
博物館研究員：⽇本⽂化を象徴する「茶の湯」をベースに、⽇本のやきもののおもしろさ

を伝えたい 
 
【制作の流れ】 
① 対象作品の撮影。フォトグラメトリを⽤いて３Dデータを作成 
② シナリオづくり 
③ 画⾯上の３Dデータの調整 
 
【体験者の対象】 
茶碗ややきものに関⼼がなかった、⽇本美術もよく知らないという海外からのお客様を
含めた初⼼者 
 
【コンテンツ対象作品】（東京国⽴博物館所蔵品） 

⼤井⼾茶碗 有楽井⼾   朝鮮時代・16世紀 
⻘磁輪花茶碗 銘 ⾺蝗絆 中国 南宋時代・13世紀 
志野茶碗 銘 振袖 美濃 安⼟桃⼭〜江⼾時代・16〜17世紀 

 
【コンテンツの内容】 
① 最初に有楽井⼾を⼿にとってもらい、画⾯で誘導しながら茶碗の⾒どころを触感で理解

してもらう 
② つぎに、有楽井⼾のほかに、時代や⽣産地のことなる 2 つの茶碗、⾺蝗絆と振袖を⼿に

とりながら、画⾯にしたがって、3碗を⽐較し、それぞれの違いを体感してもらう。 
 
※ 画⾯とリンクした、つまりコントローラーは、操作上、有楽井⼾のみ 

 
【2021 年度の展開】 
① ⽂化庁の地域ゆかりの⽂化資産を活⽤した展覧会⽀援事業によって、愛知県陶磁美術館

にて展開 
特集展⽰「喫茶の碗の物語 −中国陶磁への憧れ、そして…」（10 ⽉ 9⽇から 12 ⽉ 12

⽇まで） 
② 九州国⽴博物館所蔵 重要⽂化財「油滴天⽬」を新たにコンテンツに加えるべく調整中 
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2020 コロナ下での東京藝術⼤学陶芸科の築窯実習 
東京藝術⼤学陶芸科修⼠課程カリキュラムから 

 
三上亮（東京藝術⼤学） 

 
2020 年コロナ下において実施された東京藝術⼤学陶芸科修⼠課程 1 年⽣の築窯実習につ

いて報告する。さらにそれに関連して作家の視点で荒⽊⽥⼟とゼーゲルコーンの溶融変化
から⾃作のコンセプト、陶芸における明治期の⻄洋科学の受容と東洋の技術、陶芸の現在地
点そして未来について考察する。 
 
コロナウィルスの出現 
⼈類の都合、⾏きすぎた経済優先社会の為におこっている環境破壊が様々な形で⽴ち現
われてきている。環境型社会、持続可能社会、低炭素社会、⾃然共⽣社会などの構築、われ
われの⽣活スタイルや価値観をふくめた再考が求められていると感じる。 
⼈間のくらし、営みの中で、さまざまな⾃然素材を利⽤して⽣まれてきた⼯芸、コロナウ
ィルスによる⽣活様式の変化は陶芸にとっても制作の根底から省察を促す機会だと考える。 
 
東京藝術⼤学の陶芸窯 

陶芸窯は東京都上野校地と茨城県取⼿校地にある 
・上野校地〜電気窯、灯油窯、ガス窯によって焼成が⾏われる 

教育カリキュラム・・・基礎的な技術習得（ロクロ成形、⽯膏型、鋳込み成形、釉薬、
窯焼成）と、個⼈の⾃由作品制作など 

・取⼿校地〜登窯、⽳窯、野焼きなど薪焼成が⾏われる 
1990 年登窯初窯         ・・・登窯焼成（薪燃焼）の究明 
1998 年取⼿校地の築窯実習が始まる・・・窯の設計から実際の窯作り、作品を作り焼成

までを⾏う 
 

2020 年 コロナ下での築窯実習 
コロナ下での作業制約と解消策 

・三密の回避・・・少⼈数、個⼈で作る 
・宿泊禁⽌・・・・短時間焼成（休み焚き）の実践 
 
築窯した薪窯 
1.有段式の⼀室の薪窯 イソウールブランケット（セラミックファイバー）を窯の内側横

⾯と窯の上部に被せ放熱を防ぐ 
2.⾚絵窯（錦窯）   外窯はレンガで、内窯を耐⽕粘⼟でつくる 
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3.⾼温の上絵付け窯  ⾃⾝で採取した褐鉄鉱を焼き付ける⽬的 内窯を耐⽕煉⽡で製作
するが温度上昇せず、耐⽕粘⼟で作り直し、煙突も設置 

4. 有段式⽳窯     斜⾯に溝を掘り天井はカーボランダムの棚板を使⽤。焚⼝にロス
トルをつける、天井部に⼟をのせて放熱を防ぐ、煙突をつける、
わきざしの投⼊⼝をつける、煙突の延⻑など改修を重ねる 

 
2020 年度築窯実習の成果 
・築窯⽅法の簡便化、⼩型化 
・粘⼟層の積極的な活⽤（作品の素地や窯体の⼀部として） 
・焼成⽅法における休み焚きの導⼊（窯内の温度差の減少、燃料の薪の節約 窯焼成作業の

体⼒の温存が図られる） 
以上のように、従来の窯作りの考え⽅からの転換が起こった。⾼⽕度焼成を基準として、
造形性や芸術性、突き抜けた表現、精緻な技巧や装飾性を評価し位置付ける現代陶の⽂脈に
おいては説得⼒を獲得できたか疑問が残るが、電気窯などでは感じ得ない窯と焼成作品が
イコールで結ばれることを実感できたと考える。築窯や焼成に対しての考え⽅や製作過程
を問題にする新たな⽂脈でこの成果を捉えるべきだと考える。 
 
⼟を焼くということ 

⼟の焼成適温を探るテストピース（荒⽊⽥⼟）と窯の焼成熱量を⽰すゼーゲルコーン、こ
れらは陶芸における焼成の結果としてみると類似していないだろうか。『陶⼯必⽤』などで
説かれている、やきものに使えない⼟はないという東洋的アプローチと、明治期ワグネルに
よってもたらされた⻄洋の陶芸に対しての科学的態度。⾃⾝の作品制作ではそこを⾏き来
し造形し表現としている。明治期、陶芸が受容した⻄洋科学が今の現代陶芸につながってい
ることを⽰す。 
 
・荒⽊⽥⼟の適正焼成温度 
荒⽊⽥⼟の焼成テストからあまり陶芸で使われない⽡⼟などの活⽤の可能性を感じる。
同じ⽬線でゼーゲルコーンを⾒ると、窯の焼け具合を測るために科学的につくられた道具
だがこれも歴としたやきものとして⾒えてくる。 
 
・⾃⾝の作品からの考察 

「傾」（2019年制作）は、⼟と釉の中間的素材を調合して成形する。窯の中で耐⽕度の違
いで変形して傾く、焼成することを積極的に造形に作⽤させるというコンセプトで制作し
た作品。 
 
・⿊釉の仕事について 
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古い時代の東洋で焼かれた⿊釉陶器の調⼦に迫るには現代（明治以降）の焼き物の制作プ
ロセスを考え直すことになる。・・・釉薬の⽣がけ、釉薬の調合法、⽔簸、焼成法、成形法
も含めて歴史を遡り技法を探ることが必要になる。 

 
陶芸の未来 
現代陶は個性や主張、好みを持った⽞⼈好みの作家指向の強いものから、ライフスタイル

をベースに展開する⽇常の器、アートマーケットを意識した作品等、多様化が進む。そんな
中降りかかってきたコロナ禍。しかし、その真只中で学び、制作を通して育とうとしている
陶芸専攻の学⽣たちに、あまりマイナス思考は感じられない。 
コロナウィルスの出現、環境破壊など予断を許さない状況の中、ネガティブに捉えがちな

ことばかりだが、⼟に触れ⼈の⼿がものを⽣み出すことは、⽣命の根源に関わる⽋かせぬ⾏
為であるということではないか。⼈類の切実な⽣の痕跡として過去のものと接する姿勢、そ
こから学びとる⼒が必要とされるのはいつの時代にも変わらぬことなのだと思う。⼀⽅で
明治期の⻄洋の陶芸技術の導⼊が窯業の⼤きな転換点になったように、今回のコロナ下で
加速した ITC 技術の広がりは陶芸⾃体の環境を変える⼤きな転換点となるのではないか。
窯業地が成⽴することと同じことが⼀個⼈の中で起こり得るのであれば⾯⽩いことではな
いだろうか。SNSで⾃分から発信することが⽇常となり、インスタ映えという⾒⽅や 3Dプ
リンターによる⽴体化、AI が活⽤されデータ化が進む情報化社会のなか、制作される作品
は従来の陶芸の理解を超えるものとなるのかもしれない。実際の素材や制作プロセスを含
み陶芸の成り⽴ち⽅が変わっていく時代の到来を感じている。 
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2021 年 韓国の陶磁器産業と⼤学教育 
 

⾦⼤容（ソウル科学技術⼤学） 
 
はじめに 

発表者は、韓国・中央⼤学校陶芸科にて学部及び⼤学院碩⼠（修⼠）課程を修了し、2010
年に東京藝術⼤学⼤学院美術研究科⼯芸専攻（陶芸）博⼠課程を修了し、博⼠（美術）を取
得した。帰国後、2011 年から 2017年までの間、陶磁器会社である広州窯でディレクターと
して勤務した。現在は、ソウル科学技術⼤学校造形学部陶芸学科で教鞭をとり、作陶家とし
て陶磁器をデザインすると共に、研究者として釉薬や⼟、新しい陶磁器⽣産技術に関する研
究を⾏っている。 

今回の発表では、昨今の陶芸に関連した状況や活動及び所感について述べる。 
 

韓国の陶磁器産業の現状 
はじめに、韓国の陶磁器産業の現状について、「市場の⼆極化」という観点から、いくつ

かの例に挙げる。我々は常に⼆極化した社会構造を内包しており、このような構造は陶磁器
産業にも多く⾒出される。 

2021 年 6 ⽉、韓国を代表する陶磁器メーカーの⼀つであるヘンナム磁器が上場廃⽌とな
った。 ヘンナム磁器は 1942 年に設⽴され、洋⾷器のボーンチャイナを⽣産・販売する企
業である。しかし、2000 年以後、景気の悪化、経営権争奪をめぐる紛争、海外ブランドの
韓国進出などの要因により売上が急減し、現在の状況になった。もう⼀つの韓国を代表する
陶磁器ブランドである韓国陶磁器は、ヘンナム磁器より 1 年遅れ 1943 年に設⽴され、現在
も経営しているが、2000 年前半までは 700億ウォンほどの売り上げを誇ったが、現在は 200
億ウォン台に減少した。コロナショック以降、家電・家具インテリア分野はオンライン市場
を活⽤して売上を伸ばす企業もあるが(広州窯はコロナ以前に⽐べ 15％成⻑)、韓国を代表
するこの 2社はなぜこのような状況に直⾯しているのだろうか。 

この 2 社とは対照的な海外ブランドについて軽く触れてみる。デンマークのロイヤルコ
ペンハーゲンは 240 年余の歴史を持ち、⼿描きによるコバルトブルーの図柄が特徴のブラ
ンドで、30 カ国に⽀社を置く世界的に⼈気のある製磁会社である。コロナ禍以前より韓国
国内における売り上げが 3〜5％伸びていることは、韓国での⼈気の⾼さを裏付けている。
また、⾼級陶製⼈形ブランドのリヤドロは、250個の限定で価格 26,840ドルの「ザ・ウー
マン」という商品を発表し、世界各地で好評となった。韓国でも数量限定の新製品「フラワ
ーマーケットシリーズ」を発表し、⼈気を博している。 
それでは、ロイヤルコペンハーゲンなどの海外ブランドが成功を収める事ができたのに
対し、なぜ同じボーンチャイナ洋⾷器会社である韓国陶磁器やヘンナム磁器では売上⾼の
減少が続いているのだろうか。その原因は不明瞭なブランド・アイデンティティであると考
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える。韓国は紀元前 5000 年頃から⼟器⽣産が始まり、⾼麗⻘磁、朝鮮⽩磁など、悠久の歴
史の中で固有の陶磁器⽂化を培ってきた⺠族である。⻄洋的な器が韓国の⾷卓に上り、⼤衆
に愛されるためには、⻄洋デザインの伝統と韓国⽂化のデザインが適切に調和されなけれ
ばならないだろう。 

これらは、⼆極化した韓国陶磁器市場においてブランド・アイデンティティがいかに重要
であるかが顕著に現れた⼀例である。⾼級ブランドの場合、企業のブランド・アイデンティ
ティというブランド独⾃の価値でロイヤリティとトレンドを⽣み出して顧客を獲得する。
それに対し、実⽤・実利を重視する低価格ブランドは、消費者の需要、すなわちトレンドを
取り⼊れたブランド・デザインが必要である。イケア（スウェーデン）とオデンセ（韓国）
は、このような実⽤的かつ実利的なマーケティング戦略により、韓国市場において成功する
ことができたのである。 

イケアのウプラガは 18 種類の⾷器のセット価格が 69,900 ウォンで、デザインやコスト
パフォーマンスに優れている。そして、韓国 CJENMのオデンセは 4⼈分⾷器セット 22点
の価格が 249,000ウォンである。オデンセの成功の要因は、「スペイン下宿」という⼈気テ
レビ番組で積極的にメディアに露出させることにより、ブランドの好感度を⾼め、前出テレ
ビ番組の放映前に⽐べ売り上げを 7〜8％伸ばした。 
世界的に新型コロナウイルスの流⾏が⻑期化し、収束後の経済に備えた動きが活発にな
っている中、最も注⽬される消費パターンの変化は、⼤きく分けて⾼級ブランドと低価格ブ
ランドの⼆極化であることが韓国陶磁器市場における現状である。 
 
広州窯のデザインと製品開発 

発表者は 2011 年から 2017年まで広州窯に勤務した。広州窯のデザインと製品開発にお
いて重要な視点は「伝統」である。 
⿊彩唐草鳳凰⽂盒のモチーフは、⾼麗時代の⻘銅器である韓国国宝第 171 号⼊絲鳳凰咬
盒である。細密な⽂様と象嵌技法が特徴の⾦属器である。この国宝をモチーフにした製品を
作るにあたり材料・技法・⽂様を検討した。河東カオリンを主成分とした⽩⼟を使⽤し、轆
轤成形の後、⿊化粧に細密な掻き落とし技法を⽤いるデザインを完成させた。こうして作ら
れた器を料理⼈との意⾒交換を通じて⼤きさや形などを更に検討し、料理に合うように製
品化をした。 
⽣産にあたっては、伝統的な⽣産⽅式を⽤いつつ現代技術を積極的に取り⼊れて効率化

を図った。⽣産ロスを減らすためにデジタル設計を活⽤し、設計段階では 3Dプリンターを
⽤いてサンプルを作製し、時間や⼯程を節約した。こうして作られたものが⻘華⽩磁象嵌花
⿃寿福⽂三段陶箱、⽩磁桔梗⽂陶箱、粉⻘桔梗⽂陶箱などである。また、アメリカの三ツ星
レストランの料理⼈との協働では、開発から制作のすべてのプロセスを⼀般に公開するイ
ベントも⾏った。 

このように、伝統に⼟台を置きつつも、現代のライフスタイルとトレンドの調和を模索し、
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使⽤者とのコミュニケーションを通してデザインを完成させる過程は我々にとって有意義
な経験であった。 
 
アート＆テクノロジー 

陶磁器産業は、他の産業と異なり、⽣産の主な⽅式を電気エネルギーと⼿⼯芸的な⽅式を
固守している。しかし、⽣産効率性の側⾯については、時代の状況を考慮せざるを得ない。
具体的には、⽣産者の⾼齢化、⽣産性、不良品率は企業の⽴場から看過できない問題である。 

陶磁器の表⾯装飾技法は様々あるが、伝統的⽅式では量産に向かず、⽣産性が低いことが
難点である。この難点を補う⽅法として、パラメトリックアルゴリズムを⽤いたデジタル表
⾯装飾設計⽅式が挙げられる。このデジタル設計技術は、どのような複雑な形でも、模様の
数や⼤きさなど、ツールを使⽤することで、⾃在に適⽤させることができる。 

いま⼀つのデジタル技術は、レーザースキャンによる模様のキャプチャーデジタル技術
である。例えば、伝統的な⿇布の模様を器の表⾯装飾にする場合、レーザースキャンで⿇布
の模様を⽯膏型に直接彫ることが可能である。 

この⼆つのデジタル技術は⽯膏型による⽣産⽅式のため、従来の⽯膏型よりも強度が必
要であり、そのために⽯膏にポリマーチップを⼀定量投⼊したり、ステンレスバーを挿⼊し
たりしなければならない。 
 
コロナ禍での教育対応と未来⼈材教育 

発表者が現在勤務している、ソウル科学技術⼤学陶芸学科についての内容である。 
パンデミックという状況の中、ほとんどの国々において⾮対⾯で授業が⾏われていたと
思われる。オンライン授業で良質のコンテンツを提供するために、専⾨家と共に映像を制作
したり、ゴープロを頭につけて作業⼯程を実際の⽬線で撮影したりするなど、授業の質の向
上に努めている。オンライン授業では、やむを得ず実技より理論⾯の授業に充実させること
にした。本学の陶芸科はひと学年 40⼈だが、卒業⽣のすべてが陶芸作家や陶磁器デザイナ
ーになるわけではない。しかし、専攻したことを活かして様々な職業に就けるよう、多様な
教育プログラムを提供する必要がある。その⼀つが韓国の様々な⼤学が実施している⼯芸
媒介⼈材養成コースである。⼯芸キュレーション、⼯芸マーチャンダイザー、⼯芸エデュケ
ーターなど、各分野の現場の専⾨家によるオンライン講義を実施している。 
 
まとめ 
昨今のトレンドの変化の要因は、⻑期的する経済成⻑の低迷による消費パターンの⼆極

化、核家族化と⽣活スタイルの変化、そして新型コロナウイルス感染症の流⾏による⼤規模
な⾏動規制などである。このような時代の変化の中で、陶磁器⼯芸、陶磁器芸術、陶磁器産
業分野も従来の概念を超える脱概念化と、これを反映した拡張と変化を通じて特性化・⾼級
化・産業化が推進されている。 
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⼤学の陶芸教育の場においても、このような現場のニーズと⼯芸の伝統的価値を維持し
つつ、現代的センスを組み⼊れている。実⽤性と芸術性を兼ね備えたデザイン教育、陶磁器
特有の素材開発、デジタル技術を駆使した技法や製品開発のように、先駆的な教育で時代が
求める優秀な⼈材を養成する役割を果たさなければならない。 
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中国の伝統陶芸と陶芸伝統 
 

劉潤福（清華⼤学） 
 
要旨 

本発表では「伝統陶芸」における「中国的美意識」を論じる。 
中国における陶芸教育は 80 年代の改⾰開放以来、40 年に亘る努⼒の結果、近年ようやく
中国らしい作⾵を確⽴するに⾄った。本発表では、以下の 4 つの視点から現代中国におけ
る陶芸を⾒てみたい。 
 まず、中国の⼤学における陶芸教育の成果として、清華⼤学美術学院の陶芸教育と学⽣の
作品を紹介する。 
次に、中国では伝統陶芸の教育を重視しているが、陶芸教育がどのような視座に⽴ってい

るかを確認する。 
また、現代中国の美術⼯芸展『新技芸』の分析を通して、中国における⼯芸の伝統的美意
識を考察する。 
 最後に、制作者の⽴場から、中国の伝統的な美意識を表現した発表者の作品を紹介する。 
 
⽬次 
⼀ 、清華⼤学美術学院の陶芸教育 

1. 現代陶芸 
2. 陶磁器デザイン 
3. 伝統陶芸 

⼆ 、伝統陶芸について 
1. 伝統技術 
2. 無形⽂化財 
3. 陶芸の伝統 

三 、国際交流と『新技芸』  
1. 技（材料・⼯芸・技術） 
2. 芸（造形・装飾・⾊彩） 
3. 美（⺠族・審美・価値） 

四 、発表者の試作  
1. 東洋芸術の「線」 
2. 東洋芸術の「物質的境界」と「精神的境界」 
3. 東洋芸術の「美意識」 

 
終わりに 

「陶芸伝統」は⽂化の多様性を基盤として、⺠族の創造⼒、美意識や価値観を反映してい
るのである。 
  



 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東洋陶磁学会 第 48回⼤会  
陶磁史研究の今とこれから―2020 年からの展望  
 
開催⽇： 
・12 ⽉ 6 ⽇（⽉）より各発表者発表の限定公開配信 
・12 ⽉ 11 ⽇（⼟）各発表者による討論（オンライン） 
 
発表要旨集 編集・制作：東洋陶磁学会 
編集協⼒：内⽥昌太朗、⻑岡絵美⼦ 
⼤会当⽇通訳：新井崇之、湯沢丈、⾦昭延、⾦慧周 
広報：岡野智彦（HP）・杉⾕⾹代⼦（HP）・村上夏希（英⽂） 
 


