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１．はじめに

　戦国大名であった松浦隆信の子孫達によって治められ
た肥前平戸藩では１、隣接する佐賀藩の伊万里焼に匹敵
する美術的な磁器を産出していたことでも知られる２。
近世期には、平戸藩から将軍家や朝廷･公家などへと盛
んに平戸焼が献上されていた３。ところが、近代に入っ
て有田焼（旧伊万里焼）４の名声が高まって行くのに比し
て、三川内焼（旧平戸焼、三河内焼とも記す）５の方は知
名度という点でも美術的な評価という点でも後塵を拝す
るようになってしまう。
　例えば、『明治工業史　化学工業篇』では、「旧藩時代
には、東彼杵郡の三川内は、平戸の藩窯として最も精巧
の磁器を出せしが、明治以来は寧ろ衰退して」しまった
と記述される６。また、東京帝国大学文科大学の心理学
教室で組織された彩壺会では、1924（大正13）年10月に
奥田誠一が次のような講演を行っている７。「三河内焼は
必しも柿右衛門、或は鍋島、或は伊万里焼と比肩の出来
ない程低級なものではないと思ひます。然らば三河内焼
が世間から認められず、閑却されて居つたのは何故であ

るか、（中略）それは三河内焼の研究が十分に普及され
て居ないと云ふことが原因ではないかと思ふのでありま
す」と８。研究が不十分で評価されていないという奥田誠
一の分析はさておき、大正期には何故に三川内焼の知名
度が高まらないのか、不思議がられていた様子が分かる。
　近代における三川内焼の評価の低さについては、従来、
２つの点が指摘されてきた。１つ目は、明治期に入って
近世期における肥前平戸藩の御用窯という立場を失い、
民窯になったことにより競争力も無く失墜したという位
置付けである９。確かに、幕藩体制から明治新政府へと
いう政治体制の転換に伴って、藩によって保護されてい
た窯業産地が衰退したという理解をするのは容易い。し
かしながら宮地英敏（2008）でも明らかにしたように明
治初年における日本陶磁器業は、磁器を中心として生産
量が伸びていっているのである10。三川内焼についても、
幕末から明治期における内外の博覧会での高評価につい
ては知られている11。つまりは御用窯から民窯へという
転換を、単純に三川内焼の伸び悩んだ原因とすることは
できない。
　２つ目は、幕末までに技術を習得した名人達から、次

論 文

  1　 肥前国の松浦郡から彼杵郡にかけての約6万石を支配する外様大名であった。
  2　 例えば野田敏雄（1993）181頁。また、長崎歴史文化博物館2階の「工芸展示室（長崎の美術･工芸）」では、多くの平戸焼をみる

ことができる。
  3　 松下久子（2015）16頁。
  4　 近世期に積出港の名をとって伊万里焼といわれていた磁器類は、近代には産地の名をとって有田焼と呼ばれるようになった。
  5　 近世期に藩名および積出港の名をとって平戸焼といわれていた磁器類は、近世期中から産地の名をとって三川内焼（三河内焼）

とも呼ばれるようになった。近代に入ると、専ら三川内焼（三河内焼）と称されている。
  6　 工学会編（1925）367頁。
  7　 奥田誠一は1924（大正13）年には東洋陶磁研究所を創設し、『陶磁』を刊行していたことでも知られる古陶器研究者である。
  8　 奥田誠一（1924）15-16頁。
  9　 本田三郎（1978）79-80頁および三川内地区生涯学習推進会編（1991）178頁。
10　 宮地英敏（2008）42頁。
11　 豊島政治編（1911）23-24頁、椋尾金弘（1933）121頁、松下久子（2015）22-23頁など。
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の世代への技術伝承が上手くいかなかったという説明で
ある12。三川内での組合活動として行われた意匠伝習所
や徒弟養成所の前史として、明治期の技術的な停滞が過
度に強調をされる傾向がある。しかしこれも、皇室への
献上品に選ばれた口石丈之助（1834?-1902）やアメリカ
のメリーランド州にあるウォルターズ美術館の水指しで
も名高い今村六郎（1833?-1905）をはじめとして、産地
のリーダーとして今村豊寿や池田直之助らを率いて活躍
した豊島政治（1852-1919）や、共進会などで何度も表彰
を受けた中里巳

み ま た

午太（中里三猿、1869-1941）とコンスタ
ントに人材を輩出しており13、他産地と比べて遜色があ
るようには見られない。結果としての産地の伸び悩みを、
技術が昔と比べて衰えたことに落着させた色合いが強い
といえよう。
　このように、三川内焼が近代において何故に伸び悩ん
だのかという点については、巷間で漠然とした印象が出
来上がっているものの、必ずしも学術的な批判に耐えう
るような説明はなされていない。そこで本稿では、近代
における三川内焼の評判と生産状況について明らかにす
ることによって、その伸び悩みの原因を分析することと
したい。そこで、「はじめに」に続く第２節では、先行研
究などに基づきつつ近世期における平戸焼について簡単
に紹介をする。第３節では明治中後期における三川内焼
の生産額の推計を試みることとし、それを受けて第４節
では明治前期の三川内焼の動向とそれに対する塩田真の
報告書を紹介し、第５節では明治中後期の三川内焼の評
判について明らかにする。そして第６節において近代に
おける三川内焼の伸び悩みの原因を分析した上で、「お
わりに」では三川内焼のみならず近代日本が抱えていた
問題点を指摘することとしたい。

２．平戸藩の御用窯としての三川内焼

　
肥前の水軍として高名な松浦四十八党の中から、松

浦興信（不明-1541）の頃には平戸松浦氏の勢力が有力と
なった。その子である松浦隆信（1529-1599）が龍造寺
氏や有馬氏と渡り合いながら、平戸における南蛮貿易に
よって富を蓄えて、戦国大名としての地歩を固めていっ
た14。豊臣秀吉の九州平定に際しては領地が安堵されて
いる。文禄・慶長の役では高齢の松浦隆信に代わり、息
子の松浦鎮信（1549-1614）が参戦した。
　この慶長の役（1597-1598）に際して松浦鎮信は、朝
鮮人100余名を日本につれて帰ってきたが15、その中に
全羅南道熊川出身の陶工であった巨

こ せ き

関らがいた16。当初
は平戸島の中野村紙漉で中野窯を開いたという 17。とこ
ろが平戸近辺では陶磁器に適した粘土が産出しなかった
ため、近隣の赤土で壺や甕を焼くかたわら18、朝鮮半島
より良質の粘土を輸入して焼き物を焼いたという 19。こ
の平戸島の中野焼で焼かれた焼き物が主に磁器であっ
たのか20、それとも主に陶器であったのかは見解が分か
れるところであるが21、しばらくは平戸島内での窯焼を
行っていた。ところが元和８（1622）年、朝鮮半島から
の粘土の輸入に苦慮した藩主松浦隆信（1592-1637、曽
祖父と同じ名前を名乗った）は、巨関に対して領内で適
した粘土がないか探索させることとした。これを受けて
巨関は、息子の三之丞や家臣の久兵衛らとともに領内各
地を踏破していくこととなる22。
　巨関らによる探索の結果、早

は い き

岐村の権常寺（現･佐世
保市権常寺町）、日宇村の東の浦（現･佐世保市東浜町）、
折尾瀬村の三川内免なる吉の田、および同相木場（とも
に現・佐世保市三川内町）の４ヶ所で比較的には陶磁器
生産ができそうな粘土を発見した23。このため、元和８

（1622）年には折尾瀬村の北東部（現・佐世保市木原町）
に葭

よし

之本窯を築造し、試験的な焼成を始めることとなっ
たという24。ただし現在の葭之本窯跡からは唐津焼系の

12　 三川内地区生涯学習推進会編（1991）178頁および下川達彌（2008）など。
13　 中島浩気（1936）244-246頁。
14　 松浦史料博物館（2010）。
15　 ただし、「松浦法印鎮信朝鮮七ヶ年間陣中日記之抄」によると数百人の朝鮮人を連れ帰ったという。
16　 豊島政治編（1911）5頁など。
17　 野田敏雄（1993）178頁など。
18　 本田三郎（1978）56頁。
19　 豊島政治編（1911）5頁、中島浩気（1936）215頁。
20　 平戸市教育委員会編（1994）によると、陶器の発掘は殆んど見られずに磁器片ばかりであったというが、文献資料と齟齬を来

たしており不明である。また野田敏雄（1991）109-110頁や野田敏雄（1993）187頁でも、中野窯の発掘では、白い釉薬に呉須
で絵付けをした陶器が発掘されないことが強調されている。

21　 後述する様に、巨関の息子の三之丞は有田で磁器焼成の技術を習得しており、巨関は陶器製造の技術しか持っていなかったと
見る方が妥当ではあるが、考古学的な調査からは陶器ではなく磁器が発掘されている。

22　 豊島政治編（1911）5頁。
23　 中島浩気（1936）216頁。
24　 豊島政治編（1911）5-6頁。中島浩気（1936）216頁では「吉の元」と誤植をしている。
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陶器しか発掘されておらず、巨関らとの窯とは異なる
と考えられており25、葭之本窯跡の近隣に巨関らの窯が
あったのか、それとも文献資料による試験的な焼成に関
する場所の記述が間違っているのか、はたまた巨関らは
葭之本窯では陶器しか焼かなかったのか不明である。し
かし何はともあれ、巨関らは平戸島の中野窯から移っ
て、三川内近辺（木原山の辺り）での窯焼を始めたので
あった。
　三川内には、高

こうらいばば

麗媼と呼ばれた中里
えい

がすでに先住し
ていた。慶長の役に際して、巨関らと共に松浦鎮信に朝
鮮半島から連れて来られた人物であるという説が現在で
は主流であるが26、管見の限り資料的には明治16（1883）
年に書かれた釜山神社の「釜山神祠記」までしか遡れな
い27。釜山神社自体が高麗媼を祀る施設であることを考
慮すると、後付で伝説化されている可能性が高いであろ
う28。しかしながらその後の豊島政治編（1911）や中島
浩気（1936）により、高麗媼が巨関と共に連れて来られ
たという説が広まっていくこととなった。しかしながら
実際には、それよりも前に肥前唐津の椎の峰に来訪した
女性陶工が、中里茂兵衛と結婚して朝鮮系統の陶器を焼
いていたが、夫の死後の元和８（1622）年に子供を連れ
て三川内に移っていたと考えるべきであろう29。彼女が、
同郷の巨関らを三川内へと招きいれ、その息子の三之丞
が亡夫の故郷である唐津藩領の椎の峰へと技術習得に向
う斡旋も行った30。
　巨関らは三川内で窯焼を行うこととなったが、元和年
間に発見した粘土は、どれも磁器を焼成するためにはま
だまだ不十分な品質であった。このため巨関は、唐津藩
領の椎の峰から佐賀藩領の有田南川原へと転じて技術を

盗み学んだ上で磁器生産の技術を磨いていた、息子の三
之丞を呼び戻した。そして、三之丞に命じて新たに原料
探索を行わせることとした31。有田南川原の酒井田柿右
衛門は有田泉山の陶石を用いていたが 32、それに類する
磁器焼成用の陶石を捜し求めることとなったのである33。
その結果、寛永10（1633）年には、平戸藩領内の針尾島
の南東部にあった三ツ岳（現･佐世保市江上町）において、
長石分が多く磁器生産が可能な網代土が発見された34。
　その後も三之丞は平戸領内外を転々として、大村藩領
の中尾山（現・東彼杵郡波佐見町）に窯を築いていたが35、
寛永17（1641）年には平戸藩主であった松浦隆信より36、
藩の御用窯を設立する旨が伝えられて三川内へと呼び戻
された37。三之丞は、巨関以来の家臣である沖田久兵衛
や高麗媼の息子である中里茂右衛門に加え、唐津領椎の
峰から山内長兵衛（画師）、前田徳左衛門（画師）38、福本
弥治右衛門（窯焼方）らを呼び寄せ、さらには口石長右
衛門、金石太左右衛門、藤本治左右衛門などが御用窯に
加わった。それぞれ二人扶持が与えられている。このう
ち、棟梁である三之丞には太刀と知行地（相木場）が、続
く山内長兵衛と前田徳左衛門にも別の知行地が与えられ
たという。御用窯が始まった後、さらに葭之本にいた小
山田佐兵衛が加わって、彼にも知行地が与えられた39。
　以上のような御用窯の開窯に尽力したことが評され、
寛永18（1641）年には三之丞は平戸藩より棟梁兼代官に任
命されると共に、今村の姓が与えられている40。三之丞
の父の巨関は、その２年後の寛永20（1643）年に88歳で
亡くなるが、その11年前の寛永９（1635）年には既に隠居
して大智院（現・佐世保市戸尾町）へと転じており41、今
村の姓は下賜されていないため、良く知られる今村弥次

25　 野田敏雄（1991）119-121頁。
26　 野田敏雄（1993）178頁など。
27　 渡辺庫輔（1958）32頁。しかも神祠記では、巨関とともに高麗媼が日本に連れて来られた時期について慶長の役と文禄の役を

間違えており、信憑性は低いと言わざるを得ない。
28　 そもそも、平戸藩の松浦鎮信に連れて来られた朝鮮人陶工が、隣接する唐津藩領の椎の峰の陶工の所へ嫁いだという伝説自体

に無理があるであろう。
29　 中島浩気（1936）217頁では、こちら側の説を「別説」として紹介している。
30　 唐津領内の椎の峰で、三之丞は丹波篠山出身の浪士であった前田徳左衛門の娘を娶っている。
31　 中島浩気（1936）218頁。
32　 有田町史編纂委員会編（1985）266頁。初代酒井田柿右衛門が赤絵付に成功するのは正保3（1646）年のことであるので、三之丞

はその技術の開発中に有田南川原へと潜入していたことになる。
33　 豊島政治編（1911）6頁。
34　 豊島政治編（1911）6-7頁。
35　 大村藩は2万7,900石の小藩であり、平戸藩より南方の彼杵郡の一部が支配地域であった。この頃の藩主は大村純信（1618-

1650）である。
36　 これは寛永14年3月のことであり、松浦隆信はその2ヵ月後の寛永14年5月に亡くなっている。
37　 豊島政治編（1911）8-9頁。
38　 三之丞の舅でもある。
39　 中島浩気（1936）220-221頁。
40　 豊島政治編（1911）32頁。松下久子（2015）16頁では三之丞が皿山棟梁兼代官へと任命され今村姓が下賜された年を寛永20

（1643）年のこととしているが、出処は不明である。
41　 豊島政治編（1911）32頁。
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兵衛の名は名乗っていない。この点は、今村家の位牌の
初代巨関のものの、表側に「贈大仙院覚翁巨関居士」と、
裏側に「朝鮮熊川ノ産焼物師ナリ 当三川内陶山開起初代
巨関 龍造寺黒髪山ニテ 寛永廿癸未年十月九日寂ス」と
書かれていることからも確認される42。巨関に、今村弥
次兵衛もしくは弥次兵衛という日本名が付されたのは後
代のことであろう。
　平戸藩の御用窯となった三川内焼がさらに発展するこ
ととなったのは、さらにその下の世代のことであった。
今村正一（三之丞）の息子である今村正名（弥治兵衛、後
の如猿）が天草陶石を導入したためである。今村正名は、
万治元（1658）年には父とは別宅を設け、そこで陶法の研
究に打ち込んでいったが、ある時、白石に錆を帯びた砥
石をみつけ、寛文２（1662）年に天草陶石を発見した43。
そして、発見された天草陶石を地元の網代土と混ぜ合
わせることによって、名高い白い磁器が完成することと
なった。こうして三川内焼は幕府への献上品としても位
置付けられ、寛文４（1664）年には、今村正名は平戸藩主
の松浦重信（隠居後に、曽祖父と同じ鎮信と名乗る）より、
御馬廻格と禄100石などを与えられた44。その後も今村正
名は腕を磨いていき、元禄12（1699）年には禁裏御用献
上品にもなっている。このため、元禄15（1702）年には松
浦重信より如猿の号を与えられた45。
　また時期は前後するが、今村正名は棟梁として、三川
内よりもさらに佐賀藩領有田方面に近接した木原山お
よび江永山へと窯業地帯を拡大していくこととし、元
禄11（1698）年には平戸藩よりこれを認められている46。
正徳２（1712）年には、木原山でも中里藤七兵衛（高麗媼
の息子の中里茂右衛門の三男、横石藤七兵衛と改名す
る）によって天草陶石の導入が図られ、陶器に加えて磁
器の焼成も行われるようになっていく47。
　この後、宝永から宝暦の頃（およそ18世紀前半から半
ばに至る半世紀）にかけて、他領から磁器焼成の技術を
盗みに来る者が多発したため、各家とも長男以外への技
術の伝授が禁じられることとなった。それとともに御用
窯の品位を保つために、不完全品の持ち出しは販売目的

であろうと私的利用目的であろうと固く禁じられ、すべ
て破砕されて土中に埋められた48。次三男への技術伝授
が解禁されるのは享和年間（19世紀初頭）のことであっ
た49。
　このように幕府や朝廷などへの献上品として重宝され
た平戸藩御用窯の製品が、海外輸出向けに生産されるよ
うになったのは文政から天保にかけてのことである。文
政13（1830）年に大野慶助らが細工物の水入れを出島に
売り込もうとした際、オランダ人が薄手の珈琲碗を求め
ていることを知った 50。これを受けて翌天保元（1831）
年には、長崎へ赴いた中里利助と古川類蔵（中里家の分
家）が、オランダ人と珈琲碗（薄手兜形茶碗）の売り込み
に関する契約を結んだ。古川類蔵の兄であった古川正作
などがこの開発にあたり、今村正文（槌太郎、巨関から
数えて８代目）が平戸藩主の松浦熈

ひろむ

（1791-1867）にも上
申して許可を取り付けた51。こうして長崎には平戸焼物
産会所が設置され、三川内から盛んに珈琲碗が製造･輸
出されていくこととなるのである52。
　出島から輸出された珈琲碗は、先述の古川正作に加え
て、池田安次郎・高橋平助・中里丑太郎などが開発にあ
たった。珈琲碗の代表的な生産者としては椋尾平八郎、
口石慶治、古川類蔵、地田仙之助、中里丑太郎らが、商
人としては福本栄太郎、田中数之助、福本市治、藤本
熊二、今村豊寿、椋尾仙太郎、金氏左五郎、田中喜代作
らが確認される。また、嘉永期（19世紀半ば）に入ると、
田中数之助、椋尾市良二、中里茂三郎、稲田代助、里見
三郎助などが盛んに輸出用の珈琲碗を生産したという53。

「一タヒ海外貿易ノ開ルニ当リ、紙薄製器ノ輸出最モ夥
シク、一村復タ他物ヲ製スルニ遑アラス。当時外人ノ劇
賞ヲ博スルヤ有田ノブラ形花瓶ト共ニ欧米市場ニ横行セ
シ」と言われる程であった54。
　以上のように近世期の三川内焼は、今村正一（三之丞）
による網代土の発見と、今村正名（弥治兵衛、如猿）に
よる網代土と天草陶石との調合によって、近世期を代表
する美しい磁器生産を可能とした。さらには、長崎との
距離的な近さもあって、1830年頃にはすでにヨーロッ

42　 渡辺庫助（1958）16頁。
43　 豊島政治編（1911）9頁および33頁。
44　 豊島政治編（1911）33頁、中島浩気（1936）224-225頁。
45　 豊島政治編（1911）33頁、中島浩気（1936）226頁。
46　 豊島政治編（1911）11頁。
47　 中島浩気（1936）226頁。
48　 豊島政治編（1911）13-14頁、中島浩気（1936）226頁。
49　 中島浩気（1936）234頁。
50　 松下久子（2015）21頁。
51　 中島浩気（1936）238頁。
52　 中島浩気（1936）238頁。
53　 豊島政治編（1911）14-15頁。
54　 山崎楽･白石修太郎編（1892b）の平戸焼の項目。
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パ向けの珈琲碗の生産にも乗り出しており、まさに日本
の近代的な陶磁器業に先駆ける産地であったといえよ
う。それだからこそ尚更、明治以降の三川内焼の伸び悩
みが謎となってくるのであり、この点について次節以降
で検証していくこととしよう。

３．近代における三川内焼の生産額推計

　近代における最初の物産にまつわる統計資料である
『明治七年府県物産表』をみると、長崎県の生産高は全
国に占める割合で3.63％であり、岐阜県（21 .10％）、愛
知県（10 .86％）、京都府（9.76％）、佐賀県（7.88％）、山
口県（5.38％）に続く第６位に位置していた55。ただし長
崎県のデータを見る際に注意を要するのが、長崎県内に
は大きくは三川内焼と波佐見焼という産地を抱えている
という点である。三川内焼は主に磁器、波佐見焼は主に
陶器を産出するが、この両者の生産高を分けて考察する
のが極めて困難なのである。何故ならば、三川内焼を生
産するのは旧平戸藩領内の東彼杵郡であり、波佐見焼は
旧大村藩領内の東彼杵郡であるため、統計データとして
は共に長崎県東彼杵郡の産出高として計上されてしまう
からである。『明治七年府県物産表』の「陶器類」の細目
を確認したところで、「茶碗」「鉢皿」「徳利」「猪口」など
は磁器製も陶器製もありうる品目であり、三川内焼の磁
器なのか、波佐見焼などの陶器なのかを峻別することは
不可能である。
　またもう１点、長崎県のデータには難しい問題があ
る。それは、1874（明治７）年の佐賀の乱の結果、1876

（明治９）年から1883（明治16）年まで佐賀県が長崎県に
吸収合併されており、この期間のデータは有田を含む佐
賀県のデータが長崎県に含まれてしまっているのであ
る。
　このように同じ長崎県東彼杵郡に三川内焼と波佐見焼
という２つの産地が属しているという問題と、明治前半
期のデータには佐賀県の産額が含まれているという問題
を避けつつ、別の物産統計から三川内焼の生産額につい
ての推計を行ってやる必要がある。その推計に利用で
きるデータとしては、1892（明治25）年に農商務官僚に
よって編纂された『陶磁器調査書』がある。この調査書

は前年の1891（明治24）年のデータを掲載したものであ
るが、独自の調査票を用いて調査した旨の記述がなされ
ており、『農商務統計表』の陶磁器生産額の府県データ
と大きく異なっているため、従来あまり用いられること
が無かったデータである56。また、1890（明治23）年恐
慌からの脱出過程のために、全国的に生産額が急落して
いる年でもあるため、前後の年と大きな乖離が生まれて
しまっている。しかしながら、1890年頃の長崎県産の
陶磁器について陶器と磁器の割合が判明する貴重なデー
タであるため、ここでは三川内焼と波佐見焼を峻別する
ことを目的に利用することとする57。そのデータを表１
に掲げた。

表１　1891年における長崎県の陶磁器産額 単位＝円
国内向け 輸出向け 輸出向け

実用品 装飾品 実用品 装飾品 実用品 装飾品
43,775 1,125 9,705 7,266 53,480 8,391 

合計 44,900 16,971 61,871
割合 72.6% 27.4% 100.0%

出典）山崎楽・白石修太郎編（1892）より作成。

　それによると、長崎県産の陶磁器のうち44,900円が国
内市場向けであり、16,971円が海外市場向けであり、合
計額が61,871円である。ただしこれには三川内焼と波佐
見焼が含まれているため、それを分離する必要がある。
波佐見焼の海外輸出が盛んになるのは明治40年頃からで
ある58。一方で三川内焼の販路は、国内市場向けが約４
割、海外市場向けが約６割であるといわれるので59、以
下の計算をしてやる。
　16 ,971/0 .6＝28 ,285　　　61 ,871-28 ,285＝33 ,586
　28 ,285/61 ,871≒45 .7　　 33 ,586/61 ,871≒54 .3
　つまり、三川内焼の生産額が28 ,285円であり、波佐
見焼の生産額が33 ,586円であったと推算される。これ
を百分率にすると、三川内焼の生産額が45 .7％であり、
波佐見焼の生産額が54 .3％である。
　続いて生産額の手掛かりが得られるのは明治末年に
なってからである。『佐世保市史』などでは、1907（明治
40）年の長崎県における陶磁器生産額について、約75％
は三川内焼であったとされている 60。この点の検証を行
いつつ、明治40年前後のデータを明らかにしていくこ
ととしよう。

55　 宮地英敏（2008）42頁。
56　 ただし、全国産額については『農商務統計表』と『陶磁器調査書』は近似しているため、生産者と商人の所属府県の違いなど、

何らかの理由で府県データの数値が異なっていると思われるが、詳細は不明である。
57　 より厳密に述べるならば、長崎県の生産額の中には波佐見焼以外の陶器産額も含まれているが、統計データの処理上それらは

波佐見焼に含むこととする。
58　 中島浩気（1936）296頁。朝鮮半島向けの日用雑器が盛んに輸出されるようになる。
59　 中島浩気（1936）244頁。また、熊沢次郎吉編（1929b）275頁でも、明治末年のデータとして輸出6割、輸入4割といわれている。
60　 佐世保市史編さん委員会編（2003）96頁。
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似した値を示している。これが大凡、明治中期から末年
にかけての三川内焼の生産額および比率であったといえよ
う。
　つまり、三川内焼の生産額は近代において漸増傾向で
ある。宮地英敏（2014a）で考察した萩焼の事例と同じく、
近代の工業化という急成長の波には乗ってはいないもの
の、着実な生産額を維持し続けた産地である。視点を変
えるならば、他産地の急成長を横目にして相対的に伸び悩
んだ産地である。萩焼の場合には、磁器生産では他産地
に太刀打ちできなくなり茶器を中心とした陶器産地へと特
化していったのであるが、三川内焼は磁器産地であり続
けた。次節以降では、萩とは異なって磁器を作り続けた産
地がどうなっていったのかを、分析していくこととしよう。

４．明治前期における三川内焼と塩田真の報告書

　はじめにでも述べたように、三川内焼は近世期の高
評価とはうって変わって、近代に入るとその評価が下
がってしまったとされる。本節と次節ではこの点に焦点
を当てつつ、明治期から大正期にかけての三川内焼の状
況を再検討してみることとしよう。
　第２節の最後にみた長崎の平戸焼物産会所は、開港の
後の慶応元（1865）年には福本栄太郎が一切の業務を担
当するようになっていた65。そして1871（明治４）年に
廃藩置県が行われると、平戸藩が廃止されたことを受け
て平戸焼物産会所も古川澄二（運吉）郡令へと譲り渡さ
れた。古川澄二は福本栄太郎と相談して、平戸焼物産会
社を萬寶山商舗へと改組し、貿易業務に従事することと
なったのである66。しかしながら萬寶山商舗の経営はな
かなか上手くいかず、1874（明治７）年には古川澄二の
甥の豊島政治へと譲渡された。その後、豊島政治は長崎
での貿易活動に励んでいき、10年後の1884（明治17）年
には三川内の旧平戸領主代官所屋敷にも店舗を構えて、
長崎のみならず東京･横浜･神戸における貿易にも邁進
することとなったのである67。
　幕末から明治前半期にかけての三川内焼の評判につい
ての同時代的な資料は、管見の限り残念ながら見当たら
ない。近代における最初の三川内焼に関する評価は、『繭
糸織物陶漆器共進会審査報告』の1885（明治18）年が初
出である68。そしてこの資料こそが、その後の三川内焼

　豊島政治編（1911）には、三川内焼の1907（明治40）年、
1909（明治42）年、1910（明治43）年の生産額としてそ
れぞれ20万円、11万余円、13万５千円の数値が見られ
る61。熊沢白吉編（1929）では1908（明治41）年の数値と
して10万円の62、中島浩気（1936）では1909（明治42）
年の三川内焼の生産額として11万３千５百円の記述が
ある63。また、熊沢治郎吉編（1929）には、波佐見焼の
生産額として、1905（明治38）年に10-11万円、1907（明
治40）年に22万円の生産額が見られる64。このうち、豊
島政治編（1911）に記載された1907（明治40）年の三川
内焼の生産額は、他年度の波佐見焼の生産額と大きく矛
盾しており、また波佐見焼との合計額からも考えると、
本来ならば「十二万円」とすべき記述が「二十万円」と誤
植されたと思われる。以上の整理をした上で、『農商務
統計表』のデータと組み合わせて表２を作成した。

表２　1900年代初頭の長崎県の陶磁器産額 単位＝円

県生産額 三川内焼 波佐見焼
1905年 195,860 90,860 46.4% 105,000 53.6%
1906年 268,090 105,430 39.3% 162,660 60.7%
1907年 336,970 120,000 35.3% 220,000 64.7%
1908年 190,575 100,000 52.5% 90,575 47.5%
1909年 337,261 113,500 33.7% 223,761 66.3%
1910年 221,920 135,000 60.8% 86,920 39.2%

６年間平均 258,446 110,798 44.7% 148,153 55.3%
出典） 各年版『農商務統計表』、豊島政治編（1911）、熊沢次郎吉

編（1929）、中島浩気（1936）をもとに推計した。
注１） 1906年の数値は、三川内焼の数値を前後の平均とし、そ

こから算出した。
注２） 県生産額は『農商務統計表』の数値であるため、必ずしも

三川内焼と波佐見焼の合計額とは一致しない。

　まず分かるのは、三川内焼の生産額が比較的安定的な
のに対して、波佐見焼の生産額の変動は極めて大きいと
いう点である。三川内焼は磁器であり、輸出向けが６割
を占めていたためにある程度コンスタントな販売がみられ
た。一方の波佐見焼は基本的には国内向けの陶器を生産
しており、問屋や販売先の在庫が不足すると取り引きが行
われていたと推測される。このため、波佐見焼は数年間
を均してやると大凡の傾向を読み取ることが出来る。その
結果、長崎県の陶磁器生産額のうち、1905（明治38）年～
1910（明治43）年の６ヵ年平均をとってやると、三川内焼
の割合が44.7％、波佐見焼の割合が55.3％となったので
ある。この数値は、先述の1891（明治24）年のデータと近

61　 豊島政治編（1911）25-26頁。
62　 熊沢次郎吉編（1929b）275頁。
63　 中島浩気（1936）244頁。
64　 熊沢次郎吉編（1929b）278-280頁。
65　 豊島政治編（1911）15頁。
66　 豊島政治編（1911）15頁、中島浩気（1936）241頁、本田三郎（1978）79頁、三川内地区生涯学習推進会編（1991）177頁など。
67　 豊島政治編（1911）16頁、中島浩気（1936）242頁、本田三郎（1978）80頁、三川内地区生涯学習推進会編（1991）177頁など。
68　 農商務省商務局工務局編（1885a）48-50頁。
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モ陋鄙厭フ可ク、地質モ亦旧時ニ劣ル数等ナリ。然ラハ則

価直廉ナル歟、必シモ否ラス。夫レ此ノ如キ製品ヲ本会ニ

展示スルハ、逾其退歩ヲ大方ニ広告スルニ均シク、甚タ嘆

スヘキナリ。然リ而シテ竊ニ工人ノ意ヲ察スレハ、亦憫ム

ヘキモノアリ。此等陳腐ノ品ヲ出スハ、蓋シ其心ニ慊カラ

サル可シト雖モ、如何セン近年輸出ノ減スル資罄キ材乏シ

ク、十分ニ其力ヲ用ウル能ハサルヲ。

　続くパートでは、その証拠が繭糸織物陶漆器共進会へ
の出品物であると指摘される。新製品は少なく、薄い器
も下等で、昔よりも劣っている。それならば価格が安い
かというと、必ずしもそうではない。そのような製品を
共進会に展示することは、「退歩」を宣伝しているのに等
しく嘆かわしいと。この点について共進会の審査官が察
するに、哀れむべきものがあるという。陳腐な製品を出
品することは、生産者自身も満足していないであろうが、
近年の輸出減退のために資材も少なく、十分にその力を
発揮することが出来ないのであろうと。

　 　又聞ク、大河内ノ工人モ甚タ之ト仝状ナリト。顧フニ、

其身士族ニシテ世襲ノ家禄ニ安ンシ、傍ラ陶業ヲ恃ンテ他

ニ耕ス可キノ田畒ナク、困弊竟ニ茲ニ至リシナラン。況ヤ

他山ニ駸々改進ノ工アルヲ以テ、仮令往昔有名ノ場ト云フ

トモ、今日ノ貿易市場ハ唯品位ト価格トノ競争ニシテ、毫

モ其出所ヲ論セサルニ於テヲヤ、偶紙薄ノ素地ヲ三河内ニ

購得スルモノアルモ、他ノ商工之ニ適宜ノ図ヲ着シ以テ輸

出ノ料トナス。則チ其実益ハ彼ノ占取スル所トナリ、本場

ノ利ハ蓋シ幾何モナカラン。今姑ク之ヲ可トシ、素地ヲ鬻

カントスルモ飽迄其地質形状ヲ改新セサレハ、経年ナラス

シテ亦必ス販路ヲ断ツニ至ラン。当業者宜ク此ニ奮励シ、

三河内ノ美名ヲシテ空シク古老一夕ノ茶話ニ付セシムルナ

クシテ可ナリ。

　そして審査官は、佐賀鍋島藩の藩窯であった大河内焼
も、同じような状況であると聞くという。想定するに、
士族で世襲の家禄を貰い続け、副業で田畑を耕すことも
なく焼き物を焼いて困窮してしまった。他産地が改良を
進める中では、たとえ昔は有名な産地であっても、現在
の市場では品質と価格の競争であり、産地の名前は重要
でない。三川内で素地を購入し、他所で絵付けをして輸
出することも行われているため、利益は三川内に残らな
い。素地を販売しても、地質や形状の改新がなければい
つかは販路も断たれてしまうであろう。だからこそ産地
は奮励して欲しいとのメッセージを送っている。

　以上、審査報告書を引用するとともに簡単な紹介も

の評価を決定付ける重要な資料でもあるので、少々長く
なるが全文を引用（ただし、改行や句読点は引用者によ
る）することとし、解説を加えながら順次検討していく
こととしよう。

　 　三河内窯ノ製品ハ世情一般之ヲ平戸焼ト呼ヘリ。当時平

戸侯松浦氏ノ窯タリシヲ以テナリ。此窯製スル所ノ器物タ

ル、当時ニ在テハ彼ノ鍋嶋藩ノ大河内窯及ヒ有田ノ精品ト

相頡頑シテ、竟ニ其右ニ出ルニ至リキ。且其紙薄ノ碗皿及

ヒ精緻ナル彫刻器物ノ如キハ、殊ニ此窯ノ独壇ニシテ、他

ノ企及スル能ハサルモノタリシカ、天保以降其技漸次ニ退

歩シ、彫刻器ノ如キモ亦当年ノ精ヲ観ル事ヲ得サルニ至

ル。

　最初のパートでは、近世期において平戸藩主松浦家の
庇護を受け、平戸焼と呼ばれた三川内焼が、佐賀鍋島藩
の御用窯であった大河内焼や有田で作られた伊万里焼と
並ぶほどであり、特に薄い碗皿や彫刻では独壇場であっ
たことが説明されている。ただし、天保期がその盛時で
あり、その後は技術的に衰退したという。

　 　然ルニ、一タヒ海外貿易ノ開クルニ際シ、紙薄製器ノ輸

出最モ夥シク、一村復他物ヲ製セス、其器タル十ノ八九ハ

皆錦彩ヲ施シ、花卉人物等陋鄙厭フ可キ図様ヲ描ケルモ、

当時外人ノ珍賞ニ遭ヒ、有田ノブラ形花瓶ト共ニ全地球ニ

横行シ、外邦ノ都鄙街巷之ヲ見サルノ地ナキニ及ヘリ。此

ヲ以テ工人其技ヲ訓錬スル事ヲ勉メス、此器ヲ製シ、去レ

ハ百年ノ久キモ亦糊口ニ苦ム事ナシト自信シ、廃藩ニ遭フ

モ意トセス、一モ製品ノ面目改新ヲ企図セサリシヲ以テ、

遂ニ外人ノ倦厭ヲ来タシ、今日輸出ノ減額ニ及ンテ、遽ニ

蹙眉狼狽スルノ状アルカ如シ。

　続くパートでは、幕末開港以後の三川内焼について紹
介されている。三川内焼の紙のように薄い磁器がよく輸
出された。殆んどは色絵付けであり、外国人たちが「珍
賞」したために、有田焼の花瓶と同様に世界中に流通し
ていった様子がわかる。ところが一転して、輸出が停
滞する様が描写される。世界中に売れている際に、生産
者達は技量を磨かず、同じ器を作り続ければ長く安泰だ
と自信を持って、廃藩置県後も製品の改良などを行わな
かったために、ついに外国人に飽きられてしまったとい
う。だからこそ輸出が減退してしまい、今はただ眉をひ
そめて狼狽している状態だというのである。

　 　現ニ本会ノ出品ヲ閲スルニ新製品ハ甚タ僅少ニシテ、余

輩モ亦観ルニ倦ミタルモノ多キニ居リ、錦彩薄製器ノ如キ
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ン万博を皮切りに内外の博覧会に通暁したため、それを
買われて明治政府の共進会･博覧会では重用された塩田
真であったが、「新智識はおろか、美術を批判するの烘
眼なきは明らか也」として、美術家･評論家としての眼
力という点では当時から甚だ疑問符も付けられていた人
物である。奥村梅皐からすれば、塩田真はただ単に政府
要人に取り入ることに長けていただけの、眼力のない評
論家だったのであろう。
　さて以上のように奥村梅皐の塩田真評を借りたのは、
先述の審査報告書の権威を剥いで再定置するためであ
る。塩田真は別の機会には、陶磁器に関して「実ハ素人」
であり、「シカモ無学文盲」であると自己紹介をしても
いる75。自己紹介であるから謙遜も入った表現ではあろ
うが、陶磁器について専門的に学んだことのない素人で
あることは本人も認めているのである。
　そこでもう一度、審査報告書を確認することとしよ
う。繭糸織物陶漆器共進会が開かれ審査報告書が出され
た1885（明治18）年は、いわゆる松方デフレ期にあたる
が、この時代は世界的な大不況期にあたっており、内的
要因と外的要因が合わさって貿易指数は悪化の一途を
辿っていた76。1883（明治16）年～1885（明治18）年にか
けては、三川内焼に限らず、また陶磁器に限らず、日本
からの輸出が減少していた時期にあたる77。つまりは、
三川内焼の品質が良かろうが悪かろうが、輸出の停滞を
以てそれを判断するのは甚だ不適切な時期であったので
ある。
　加えて審査報告書には「又聞ク、大河内ノ工人モ甚タ
之ト仝状ナリト」という記述があることに着目したい。
大河内焼とは肥前佐賀藩の御用窯のことであり、世襲の
家禄を得る士族身分に安住して技術が衰退したと、塩田
真は誰かから聞いたのであろう。そして、三川内焼もそ
れと同様の状態であると聞いたのであろう。塩田真の周
りには、ウィーン万国博覧会で同行した松尾儀助や78、
江戸川製陶所を共に経営した川原忠次郎などがおり、旧
佐賀藩の情報は容易に入手することができた。塩田真
は、有田との縁が深い旧佐賀藩人脈からの情報として大

行ったが、重要な点は、ここに記述されている内容が、
これ以後の三川内焼を語る際の定型になっているという
点である。近世における御用窯としての隆盛や、長崎か
らの紙薄製器の輸出による再隆盛、そして明治中期以降
の衰退が描かれる。また、技術的な後退が強調され、廃
藩置県後も御用窯という過去にすがって革新がなされな
いと指摘し、地元の人々へ近代に応じたデザイン等への
転換を促すなどが、文章の型として出来上がっていると
いう意味で重要である。この１点の審査報告書が、その
後の三川内焼の評価を大きく規定してしまったのであ
る。
　この『繭糸織物陶漆器共進会審査報告書』の陶器の部
は、塩田真によって編纂製作されている。それではこの
編者の塩田真とは、どのような人物であろうか。天保６

（1837）年に江戸で生まれ、1873（明治６）年のウィーン
万国博覧会や1876（明治９）年のフィラデルフィア博覧
会にも事務官として派遣された69。1877（明治10）年か
らは納富介次郎や川原忠次郎らと江戸川製陶所を開設
したが、1884（明治17）年には閉鎖してしまっている70。
しかしながら1885（明治18）年の繭糸織物陶漆器共進会
には、共進会の「雇」として審査にあたった71。共進会で
は審査員を務めると共に、『府県陶器沿革陶工伝統誌』
の執筆なども行っている72。その後も各種の共進会や内
国博覧会などで審査者となり、後に「日本の博覧会博士」
などとも呼ばれることとなる73。
　以上のような来歴の塩田真であるが、その審美眼をめ
ぐっては評価が分かれる人物でもある。この審査報告書
からは時代が下るが、1903（明治36）年には文芸批評の
新声社の記者であった奥村梅皐に手厳しい評論を書かれ
ている74。奥村は様々な事例を列挙しながら、塩田真の
ことを「氏は何等の理由をも有せずして、アレは古いか
ら可けん、アレは新らしいから好いなどと、殆んど無学
の骨董家が露店をあさり廻はれるが如き卑浅なる方法を
以て、同一に此等の作品を貶黜する」と批判している。
特に、塩田真の特徴として、「材料が古い」というのが、
対象物を否定する時の基準であったようである。ウィー

69　 上田正昭他監修（2001）。
70　 松本源次（1985）100頁によると、江戸川製陶所は牛込区新小川町2丁目にあった。川原忠次郎は創業初期のみ経営に参画した

という。
71　 繭糸織物陶漆器共進会編（1885）2頁。
72　 農商務省農務局工務局編（1885b）。
73　 嬌溢生（1911）453頁。ただし、塩田真が博士の学位を取得したという事実はない。
74　 奥村梅皐（1903）74-87頁。
75　 塩田真述･吉木竹次郎速記（1907） 275頁。
76　 中村隆英（1983）215-222頁。
77　 松井清編（1959）87-112頁。
78　 松尾儀助については宮地英敏（2008）第3章を参照のこと。安永幸史（2012）46頁では、松尾儀助が社長であった起立工商会社

の創業時に塩田真が協力している様子が描かれている。
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書を要約しているだけである。こうして塩田真の審査報
告書の内容は、塩田真の名前を外して広まっていくこと
となる。官僚による文章の盗用（plagiarism、コピー・
アンド・ペースト、Copy and Paste）をここに確認する
ことが出来るのである。
　次に、1897（明治30）年の九州沖縄八県連合共進会が
長崎県で開かれると、農商務省の技手であった平野耕輔
によって審査報告書が作成された79。東京職工学校（現･
東京工業大学）でG.ワグネルに学んだ平野耕輔の審査報
告書は、さすがに山崎楽や白石修太郎のように文章のコ
ピー･アンド･ペースト（Copy and Paste）という盗用報
告書ではなかったが、それでもやはり塩田真の報告書の
影響を強く受けている。平野耕輔は、三川内焼について

「改良進歩ノ状ヲ見ス」と強調し、「佳良ト称スモノハ、
往古ノ三河内大河内風ノ模造品ニ過キス誠ニ遺憾」であ
るし、「三河内ハ彫刻ノ術ニ長スルモ、常ニ香炉ノ如キ
同一ノ製品ニ止マリ、趣向応用ヲ変化セサルハ又惜ムヘ
キナリ」として、三川内焼の変化の無さを批判対象とし
ている。そして、「本磁器ハ其質堅牢純白ナルカ故ニ、
白地及青華若クハ錦彩等ニ適シ、良好ノ製品トナシ得ル
ヲ以テ其製造方法及品種ノ改良ニ力メ、輸出向磁器トシ
テ其発達ヲ図ルヘキ」であるというアドバイスを行った。
そして特筆すべきは、平野耕輔に「付属シタル審査員」
としてこの審査報告書の作成に携わったのが、長崎県の
部については豊島政治だったことである80。
　農商務省による公式な見解として記述された内容は、
当然の如く三川内焼の現場の人々に大きな影響を与える
こととなった。萬寶山商舗を経営していた豊島政治は九
州沖縄八県連合共進会での動向に触発されて 81、三川内
山窯焼総代の里見政七や、後に松浦厚伯爵より三猿の号
を貰う中里巳午太らとともに、1899（明治32）年には陶
磁器意匠伝習所を設立し、地元の陶磁器業者達の技術力
を高める活動を始めた。発起人として名前を連ねている
のは、先述の豊島政治・里見政七・中里巳午太に加えて、
古川又造・今村虎之助・口石嘉五郎・今村克次郎・中里利
一・里見竹四郎であり、豊島政治が所長を、古川又造が
副所長を務めた82。中里巳午太と今村豊寿が陶画を、諸
隈廉太郎・古川米之丞・池田直之助らが細工を教えたほ
か、夏休みには東京美術学校の助教授であった工芸図案
家の島田佳

よし

矣
なり

（1870-1962）を招いたりしている83。
　1900（明治33）年の第十回九州沖縄八県連合共進会で
は、石川県工業学校教諭時代の北村弥一郎が審査報告書

河内焼の話を聞き、そこから隣接する平戸藩の同じく御
用窯であった三川内焼の状況を推測したと考えるのが妥
当であろう。
　以上のように、塩田真がこの1885（明治18）年の繭糸
織物陶漆器共進会で行った三川内焼に関する審査報告
は、そもそも審美眼のあやふやな人物による、伝聞と憶
測に基づくものであり、当時の正しい状況を表していた
かのように完全に信用して良い情報ではない。しかしな
がら、ウィーン万国博覧会やフィラデルフィア万国博覧
会へ事務官として参加したという経歴は、明治期におい
ては絶対的な権威を持ったようである。塩田真の言説が
広まっていく様子を、次節では確認していくこととしよ
う。

５．塩田真の報告書以後の三川内焼

　塩田真の審査報告書に続いて三川内焼についての紹介
が書かれたのは、1892（明治25）年に農商務省で作成さ
れた『陶磁器調査書』であり、農商務省商工局の主任で
あった山崎楽と白石修太郎という２人の官僚によって編
纂されている。同書では、巨関以来の平戸焼の伝統を説
明した後、天保期以後について次のように紹介している。

　 　天保以降、漸次退歩ノ色アリ。然ニ王政維新、一タヒ海

外貿易ノ開ルニ当リ、紙薄製器輸出最モ夥シク、一村復タ

他物ヲ製スルニ遑アラス。当時外人ノ劇賞ヲ博スルヤ有田

ノブラ形花瓶ト共ニ欧米市場ニ横行セシモ、只旧ニ慣レテ

新意匠ヲ出スコトヲ務メサリシカハ、遂ニ外人ノ倦厭ヲ来

タシ、年ヲ逐フテ輸出額ヲ減少シ、今日疲弊ニ陥イルモ

ノヽ如シ。

　三川内焼の輸出の始まりを維新期からと誤って思い込
んで記述してしまっており、農商務官僚による出来の悪
い作文であるが、この出来の悪い文章を作成する際の元
になったのが塩田真の審査報告書であった。「一タヒ海
外貿易ノ開ルニ当リ、紙薄製器輸出最モ夥シク、一村復
タ他物ヲ製スルニ遑アラス」という表現や、「外人ノ劇
賞ヲ博スルヤ有田ノブラ形花瓶ト共ニ欧米市場ニ横行
セシ」という表現、さらには「遂ニ外人ノ倦厭ヲ来タシ、
年ヲ逐フテ輸出額ヲ減少」という表現は、塩田真の審査
報告書とほぼ同一である。また、「只旧ニ慣レテ新意匠
ヲ出スコトヲ務メサリシ」の部分も、塩田真の審査報告

79　 長崎県編（1897）陶磁器審査報告2頁。
80　 農商務大臣官房秘書課編（1897）79頁。
81　 三川内地区生涯学習推進会編（1991）179頁。
82　 豊島政治編（1911）28-29頁、中島浩気（1936）243頁。
83　 本田三郎（1978）81頁。
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書を作成していた。平野耕輔の報告書作成には、三川内
焼の地元の豊島政治が携わっていたが、技術者の北村弥
一郎はそれをさらに盗用した報告書を作成した。こうし
た結果、前節で見たように審美眼に疑義がある塩田真の
言説が大きな影響力を持ち、豊島政治をはじめとする三
川内焼の地元では真面目にそれらの指摘に対応すべく、
技術力の涵養に日々尽力していったのである。

６． 三川内焼の輸出が伸び悩んだ原因はなん
だったのか

　前節で見たように、三川内焼の現場の経営者や職人達
は、農商務省の官僚や東京職工学校（現･東京工業大学）
出身の技官らの指摘によく応え、技術力を高めるために尽
力した。しかしながら、三川内焼の生産量が飛躍的に伸び
たかといえば、第３節で確認したように漸増傾向である。
衰退はしなかったが、技術力を改良しても飛躍的な産地の
発展は無理であった。これは何故であろうか。技術力の改
良がまだまだ足りなかったのであろうか。本説ではこの点
について考察していくこととしよう。
　近代の陶磁器業の発展については、宮地英敏（2008）で
明らかにしたように、その均一性と白さが十分に満たせ
るか否かが、輸出向けの磁器生産という点で重要であっ
た91。このうち均一性については、三川内焼では明治10
年頃（1870年代後半）には既に、成形工程に石膏型を用い
て精密な製品を製作するようになっていた92。これは瀬戸
における石膏型の普及が、明治10年代から明治20年代に
かけてであったことと比較すると93、かなり早期の導入で
あったといえよう。つまりは、均一性が三川内焼の隘路と
なったとは言い難いということになる。

を作成した84。その内容は先述の平野耕輔の報告書（豊
島政治が作成にかかわった報告書）を、引用もなくコ
ピー･アンド・ペースト（Copy and Paste）した盗用部分
が多岐に亘り、それに少々の加筆を行っただけのもので
あった。
　1903（明治36）年に大阪で開催された第５回内国勧業
博覧会は、万国博覧会を志向した明治期最大の博覧会と
なったことでも知られるが85、陶磁器に関する出品もこ
の際に行われている。この内国勧業博覧会の審査報告書
は藤江永孝によって作成されている86。報告書中では、

「手附茶飲碗の如きは、恐らくは本邦最初の製造地なら
ん。然れども今は、岐阜県の凌駕するところとなれり。
之れ要するに其進歩の遅々たりしる因るならんか、近時
伝習所を開始し、毎年技術者を招聘して図案の改良に着
手し、其の結果の幾分か之れを今回の出品に現はすを
得しも、未だ以て満足する能はす」と言及されている87。
塩田真以来一貫している「進歩の遅々たりし」状況を強
調し、豊島政治らによる陶磁器意匠伝習所の役割をある
程度は評価しつつも、まだまだ足りないと批判している
のである。
　これを受けて、1906（明治39）年には更に村立工業補
習学校が創設され、陶磁器意匠伝習所と合わせて、三川
内焼の技術向上が企図されていく88。両者が1917（大正
６）年に合併して村立窯業徒弟養成所と改組されるまで
の14年間に164名の卒業生を輩出した89。
　さて以上のように、塩田真の報告書以後の三川内焼
については、山崎楽と白石修太郎という2人の農商務官
僚が塩田真の報告書をコピー･アンド・ペースト（Copy 
and Paste）した盗用報告書を作成し90、平野耕輔と藤江
永孝いう２人の窯業技術者もそれらに引っ張られて報告

84　 北村弥一郎も東京職工学校でG.ワグネルに学んだ人物である。この報告書を作成した時には石川県工業学校の教師だったが、
この盗用報告書を作成した後、農商務省の海外実業練習生に選ばれて渡仏した。帰国後は、農商務省工業試験場の窯業部長、
東京高等工業学校（現・東京工業大学）の講師、商工省（現･経済産業省）商工局勤務などを経て、松風陶器合資会社や日本硬質
陶器株式会社の取締役技師長などを歴任して、日本の陶磁器業界における権威の１人となった。このような官僚の体質と社会
の歪みについては、盗用問題研究の第一人者である西尾典子氏から御指南をいただいた。

85　 國雄行（2005）第5章。
86　 藤江永孝は、先述の九州沖縄八県連合共進会の審査報告書を作成した平野耕輔の先輩にあたり、東京職工学校陶器玻瑠工科で

G・ワグネルに学んだ1期生である。
87　 内藤道太郎編（1905）9頁。
88　 豊島政治編（1911）29頁。ただし、三川内地区生涯学習推進会編（1991）179頁では、村立工業補習学校の創立を1907（明治40）

年9月としている。
89　 三川内地区生涯学習推進会編（1991）179頁。
90　 専門外の人物が盗用（plagiarism、コピー・アンド・ペースト、Copy and Paste）をして物知り顔で不十分な知見を広める弊害

については、西尾典子（2015）での炭坑爆発事故についての研究が参考になる。西尾典子氏の指摘した事例も経済産業省の源
流である農商務省の事例であったが、本稿の盗用も農商務省の事例である。また筆者も大学教員の１人として、学生によるコ
ピー･アンド･ペースト（Copy and Paste）に頭を悩ませる機会は経験しているが、これが学問分野だけの問題ではなく、官僚
組織にまで蔓延する重い病であることには驚かされる。

91　 宮地英敏（2008）147-151頁および168頁など。
92　 豊島政治編（1911）
93　 宮地英敏（2008）148頁。
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業秘密として大きな意味を持っていたことを窺い知ること
ができる。
　この天草陶石と網代土について、化学的な成分分析を
表５に掲げた。天草陶石における珪素分の比率が約８割
であるの対して、網代土における比率は約７割に留まって
いる96。それに反比例して、網代土では、アルミナ（礬土）、
酸化鉄、酸化カルシウム（石灰）、酸化マグネシウム（苦土）、
酸化ナトリウム（加里）、酸化カリウム（曹達）と、珪素分
以外の成分の占める割合が大きくなっている。

表５　原料粘土の成分分析
天草陶石
（a）

網代土
（上）（b）

網代土
（中）（c）（c）/（a）（b）/（a）

SiO2 珪酸 77.98 70.94 70.93 91.0% 91.0%
Al2O3 礬土 14.62 17.98 18.22 124.6% 123.0%
Fe2O3 酸化鉄 0.37 1.00 0.75 202.7% 270.3%
CaO 石灰 0.23 0.83 0.86 373.9% 360.9%
MgO 苦土 0.03 0.63 0.41 1366.7% 2100.0%
Na2O 加里 3.11 5.03 5.63 181.0% 161.7%
K2O 曹達 0.67 3.50 3.18 474.6% 522.4%
出典） 天草陶石は熊沢次郎吉編（1928）418頁、網代土は中島浩

気（1936）219頁による。

　第２節でみたように、巨関の息子の今村正一（三之丞）
が網代土を用いて磁器焼成を始めたものの、さらにその息
子の今村正名（如猿）が天草陶石を混ぜ合わせ、御用窯と
しての高品質の陶磁器を生み出したのは、この成分比が理
由であった。特に、平戸焼以来の三川内焼は、素地の上に
かける釉薬としては透明釉（石灰釉）を用いるため97、素地
を焼成した際の器本体の白さが、透明釉を通してそのまま
見える形態になっている。
　そして素地の色合いを特に左右するのはアルミナ（礬土、
Al2O3）と酸化鉄（酸化第二鉄、Fe2O3）との配分であり、
酸化鉄が多いほど白色は黄色から赤色へと変化（酸化作
用）していくか、褐色から黒褐色へと変化（還元作用）して
いく98。表５の天草陶石と網代土を比べて見ると、アルミ
ナと酸化鉄はともに網代土の方が多いが、アルミナが1.2
倍ほどであるのに対して、酸化鉄は２倍を越えている。ま
たそれ以外にも、酸化マグネシウム（苦土、MgO）は絵の
具の青色を暗色へと変色させる効果があるため99、天草陶
石に比べて1,300～2,000倍も含有量が多い網代土は、磁

　続いて白さの点について検証するために、三川内焼の評
価をもう一度多角的に確認しておくこととしよう。まず１
つ目は原料の粘土について表３および表４を作成した。こ
れは、20世紀初頭における三川内焼の原料粘土について
の２系統からのデータである。表３は豊島政治編（1911）
における三川内焼の地元データであり、表４は技術者で
あった北村弥一郎による調査データである。表３の「上積
物」「中段積」「中段下」「最下」の天草陶石94と網代土95との
配合割合が、表4の「B」「C」「D」「E（地積用）」の配合割合と
一致している。両者で異なっているのは、北村弥一郎が調
査したデータには存在した天草陶石100%の三川内焼が、
豊島政治編（1911）の地元データには入っていない点であ
る。

表３　三川内焼の原料粘土（1）
窯内の場所 天草石 網代土

上積物 80% 20%
中段積 75% 25%
中段下 67% 33%
最　下 50% 50%

出典） 豊島政治編（1911）18頁より作成。

表４　三川内焼の原料粘土（2）
種　　類 天草石 網代土

A 100% 0%
B 80% 20%
C 75% 25%
D 67% 33%

E（地積用） 50% 50%
出典） 熊沢次郎吉編（1929）275頁より作成。

　この違いについては、北村弥一郎による調査の但し書き
が参考となる。北村弥一郎は、「坏土中、天草１、網代１
なるものは最も弱く、（中略）豊島工場にては之を使用せず」
と記述している。つまりは、北村弥一郎の調査は豊島工場
を中心とした調査であり、その豊島工場で取り扱っていな
かった「天草１、網代１」、つまりは窯内の最下の地積用に
ついても、三川内焼全般では用いられるとして記入してい
たことが推察できる。逆に言えば、豊島工場で用いられて
いたであろう天草陶石100%の三川内焼については、豊島
政治編（1911）では捨象してしまっているのである。この
点から、原料粘土の天草陶石と網代土の配合割合が、企

94　 天草陶石とは、日本国内において磁器生産に最も適した原料粘土の一つであり、日本陶器によるディナーセット生産や有田焼
などにおいても用いられた、非常に名高い原料粘土である。詳しくは、金澤一弘編（2000）、宮地英敏（2008）

95　 第2章でも言及したように、網代土とは旧平戸藩領内の針尾島の南東部にあった三ツ岳（現･佐世保市江上町）で発見された原
料粘土である。

96　 陶磁器用の粘土の主成分であり焼成するとガラス質へと転じる二酸化珪素は、珪肺を始めとする塵肺などの公害を引き起こす
原因物質でもある。詳しくはIPCS（2006）を参照のこと。

97　 熊沢次郎吉編（1929b）276頁。
98　 熊沢次郎吉編（1929a）13-14頁。
99　 逆に、アルミナ（礬土、Al2O3）の含有量が多いと絵の具の呉須（コバルト）は明るい青色を発色する。
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いただけであった。このため、どれだけ技術的な技を磨い
ても、三川内焼の成長は横這いから微増に留まっていくの
であった。
　明治末年の豊島政治工場においては企業秘密的に導入
された天草陶石100％、言い換えるならば伝統的な網代土
を一切用いない原料粘土の配合であるが、これこそが当時
の輸出陶磁器市場では求められていた対応であった。豊
島政治工場がいつから天草陶石100％の磁器を焼成するよ
うになったのかは不明であるが、この対応を幕末･開港の
早い時期から行っていたならば、三川内焼の近代の発展の
様子はまた違っていたものと思われる。しかし現実には、
近世期に高い評価を得ていたこともあり、平戸藩以来の針
尾の網代土は配合され続けたのであった。平戸藩での磁
器生産を可能とした網代土であったが、欧米への輸出こそ
が高価格帯となった近代においてはかえって足を引っ張る
こととなったといえよう。

おわりに

　本稿では、近世期には伊万里焼と並ぶ磁器産地とし
て名高かった三川内焼（平戸焼）が、近代においては、
有田焼と呼ばれるようになった伊万里焼などとは異なっ
て、成長に苦しんだといわれてきた原因を分析した。第
２節で近世期における平戸藩での磁器生産の始まりを紹
介した後、第３節では幕末から明治初期にかけての三川
内焼の生産状況と、明治中期、そして明治後期の生産額
を推計した。その結果、明治期において衰退したといわ
れてきた三川内焼であるが、確かに明治の各種近代的な
産業の工業化に匹敵するほどの急成長ではなかったもの
の、衰退してしまうことなく順調な伸びをみせていたこ
とが判明した。そしてそれは、第4節の最初でも触れた
ように、1880年前後においても変わらず続いていたの
である。
　ところが、いわゆる松方財政期において塩田真という
農商務省に雇われた審査官が、三川内焼に対して非常に
厳しい報告書を作成してしまった。塩田真は、彼の審美
眼そのものの評価が分かれる人物ではあったが、当時の
明治政府が重用して数々の博覧会に携わらせたために、
博覧会博士の世評まで与えられることとなった人物であ
る。そしてさらに深刻な点は、この評価が分かれる塩田
真の報告書を、当時の農商務官僚や技術者たちが引用も
なくコピー･アンド・ペースト（Copy and Paste）をして

器の表面の呉須（コバルト）の青色を変色させる効果をも
たらしたといえる。つまりは、平戸焼以来の伝統がある三
川内焼であるが、今村正一（三之丞）が平戸藩内で発見し
た網代土の配合割合が少なければ少ないほど、白色で絵
の具の発色も鮮やかな陶磁器が焼成されるという関係性
にあった。
　しかも当時（1910年調査）の三川内における原料粘土の
価格は、天草陶石が1000斤（600kg）あたり８円であった
のに対して、網代土は1000斤（600kg）あたり10円してい
た。つまりは、三川内ではわざわざ、高い金額を支払って
網代土を混入させ、それによって純白ではなく伝統的な青
みがかった白い磁器を作り続けていたといえる。
　こうして、網代土を用いている限りにおいては純白を生
み出すことが困難な中にあって、また青色の発色を暗くす
る中にあって、三川内焼は近世期に保持していた高い評価
と、明治期以降の市場評価とが、急速に変化していく状況
に直面してしまった。三川内焼の価格面での評価を抽出し
てみよう。1885（明治18）年の塩田真の報告書においては、
三川内焼の悪さをいくつも列挙した後、「価直廉ナル歟、
必シモ否ラス」と指摘されている100。明治中頃までは、御
用窯時代に引き続いて高級品として取り引きされていたの
である。
　野田敏雄（1991）（1993）などでも確認できるように、近
世期における三川内焼（平戸焼）は青みがかった白い磁器
である。近世期の日本においては、白いといっても青さが
混じる白磁が珍重されてきたためである。ところが、欧米
において好まれる磁器の白さは純白であった101。網代土
を混ぜ合わせる三川内焼は、欧米市場で好まれる純白の
磁器を製造することができなかったために、結果として薄
利多売を武器とする美濃や瀬戸の磁器と同じような廉価品
にならざるを得なかったのである。1903（明治36）年の藤
江永孝の報告書では、「日用安価の物品」という地位となっ
ていた102。
　三川内焼は、近世期の平戸焼と同じ品質の製品を作り続
けていたのであるが、社会的に求められる磁器の白さの質
が変わっていく中にあって、高級品から日用安価な物品へ
と評価が様変わりして行ったのである。前節において確認
したような、三川内焼の地元における技術的な涵養は、本
質とは外れた対策であったことが分かる。明治以降の三川
内焼もまた近世来の技術と品質を維持し続けていたのであ
るが、社会の価値観が急速に変わっていくことによって、
結果として三川内焼の品質が低下したような錯覚に陥って

100　 農商務省商務局工務局編（1885a）49頁。
101　 三井弘三（1979）31頁および宮地英敏（2008）第6章および第8章などを参考のこと。
102　 内藤道太郎編（1905）9頁。
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Summery
The purpose of this paper is to clarify why the Mikawachi-Yaki didn’t grow rapidly and greatly in 

Modern Japan. In Edo era, The Hirado-Yaki which was the Mikawachi-Yaki’s old name was one of the 
well-known porcelains. In addition, it began the overseas export of thin tea cups. However, in Meiji era, 
Mikawachi-Yaki had become famous by the decline and sluggish.

By examination of that time’s production, it is proved that Mikawachi-Yaki grew up slowly like 
other many goods. But, SHIOTA Makoto, who was employed by the Ministry of Agriculture and 
Commerce, made the report which evaluated Mikawachi-Yaki low in spite of his having been an 
amateur of the earthenware. In addition, bureaucrats and engineers of the Ministry of Agriculture and 
Commerce which followed him plagiarized his report. Based on the reputation mentioned above, the 
leaders of Mikawachi-Yaki made efforts to develop the technics of potters.

However, paleness of the porcelain was really the problem that Mikawachi-Yaki of the Maiji period 
faced on. A lot of iron oxide was included in the clay of traditional raw materials. Porcelain’s paleness 
was evaluated in the Edo era, but its pure white was suitable for export in the Meiji era. Amakusa clay 
were the best raw materials of the pure white porcelain in Japan. However, Mikawachi-Yaki continued 
using the traditional clay which was more expensive than Amakusa clay.

As above, Mikawachi-Yaki didn’t take measures to the essential problem, and was busy trying to 
irrelevant measures. In this way, believing in then authority, Mikawachi-Yaki lost an opportunity of the 
development.

Hidetoshi MIYACHI

The Productions and the Reputations of the Mikawachi-Yaki Porcelain in Modern Japan
―How did national official reports influence the production district ?―

Abstract
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