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ジ、ヤワ発見のベトナム産タイルの図柄について

イスラーム文化との交流をめぐって

17，告ι
性主井坂

は じめ に一一問題点と研究経緯

ベトナム産タイルの凶柄

元青花の図柄

西アジア発見のベトナム陶器

東南アジアの沈没船資料と沖縄出土資料

小結 イント、洋世界の遠距離交流
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に 問題点と研究経緯めじは

占

ベトナムは，東南アジアで唯一中国の政治的支配を受けた地域である。特に

北部は紀元前 l世紀以来千年という長期に渡って，中国王朝の直接の支配下に

あった。考古学資料に現れる物質丈化についても，当然その影響は他の東南ア

題問1 -1 

ジア地域とは全く比べられないほど強烈なものがある。

歴史時代考古資料の重要な要素である陶磁器を見ると，中国との関連性は極

めて大きい。中国人支配者の需要に応じたものであるが，後漢代以来ほとんど

中国と同様の陶磁器が出土している。基本的に他の丈化要素と同様にベトナム

の陶磁器生産は，中国のそれをほとんど模倣することに大きな努力が払われた。

その傾向は10世紀の独立以降も変化はない。

そのようなベトナムの陶磁史の中に極めて異例な状況が存在する。それは，

15世紀後半に生産されたと推定されるタイルである。主に青花(1)で作られたタ

(1) 白磁母体にコバルト顔料で文様が描かれ，透明粕が掛けられた磁器。 H本では染
付と呼ばれる。
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イルは，大部分がインドネシアのジャワ島でしか発見されていない。生産地で

あるベトナム北部自体でもほとんど発見例はないのである(21。しかもその形状

には六角形や十字形など，中国陶磁の伝統ではほとんど確認できないものが含

まれている。

ここで私は次のような疑問を抱いた。

ジャワ発見のベトナム産タイルは，どのような歴史的背景で生産され運ばれ

たのか。

この疑問の解決が，本稿を含める研究活動の動機となった。

1 -2 先行研究

ベトナム産タイルについての先行研究は，次のように整理することができる。

最初にジャワ島におけるベトナム産タイルの存在を指摘し，問題点を明らか

にしたのは繭山康彦である(310 1977年繭山は中部ジャワ北海岸の古都ドゥマツ

Demakの大モスク MesjidAgung Demakに残されたベトナム産タイルについて，

詳細な報告を行った。この東南アジア最古と考えられるモスクには，礼拝殿外

壁とミフラブ周辺に合計65点のタイルが最め込まれている。繭山は細かく観察

して報告すると共に，このモスクの建立年代の伝承よりタイルの生産年代を15

世紀後半と指摘した。また同種のタイルが，東部ジャワのトロウラン Trowu-

lan遺跡より出土していることも述べている。

マジャパイト Majapahit王朝の都城跡であるトロウランでベトナム産タイル

が出土していることは，アプー・リド AbuRidhoが間もなくジャカルタ国立博

物館の所蔵品について紹介した(へその後繭山は， トロウラン発見とされる元

青花片についても言及している(510 最初の青花磁器である元の青花は，ベトナ

ム青花の誕生とも深い関係がある。そしてトロウランは，東南アジア最大の元

青花出土遺跡である。

(2) ハノイの王宮跡タンロン ThangLong 遺跡と，北部ベトナムの貿易港バンドン

Van Dong遺跡出土の破片 2点のみが現在までに知られている。
(3) 繭山 1977
(4) Abu 1981 
(5) 繭山 1985

2 
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トロウラン出土とされるベトナム産タイルについて，やがてジョン・ガイ

John Guyがベトナム陶磁史及びマジヤバイト美術史の視点より報告を行った(へ

正式の発掘調査報告未刊行の中で， トロウラン出土資料のかなり多くはインド

ネシア国外に流出している。ガイは英語圏の美術館などに収蔵されている資料

も含めて， トロウラン出土とされるベトナム産タイルについて包括的な研究を

行二ったのである。

その後ベトナム陶磁器研究の視点でブイ・ミン・チー BuiMinh Triは，ベト

ナム青花をまとめた著作の中にタイルについても言及した(7)。ここで彼はドウ

マッ近郊クドゥス Kudusの， ミナレット・モスク Me司idMenaraに残されてい

る1点のタイルも紹介している。

やがてトロウラン出土の重要な陶磁片を整理した図録が，マリー・フラン

ス・デユポワザ Marie-FranceDuppoizatとナニッ・ハルカンテイニンシ Naniek

Harkantiningsihによって刊行された(8)。これまで国外へ運ばれた盗掘品のみが

言及されていたが，初めて確実なトロウラン出土資料の内容の一部が明らかに

なった。

元青花の研究の中で三杉隆敏は早くから広域の海上ルートでの分布，特に西

方イスラーム世界でのあり方に対する関心を拡げていた。彼はトルコのトプカ

プTopkapiやイランのアルダピールArdabilの陶磁器コレクションの中に，多

くの元青花と並んでベトナム青花が混じっていることも言及した。そして最大

の考古資料であるインド・デリーのフィールーズ・シャー FiruzShah宮殿跡出

土の大量の元青花片の調査を行うなど積極的に元青花の研究を展開した。ま

たトロウランとも関係の深い，東部ジャワの港跡トゥパン Tuban沖引揚げ品

の報告を行っている(9)。

(6) Guy 1989a， b 

(7) Bui 2001 

(8) Dupoizat & Naniek 2007。これは国立考古学耐究センター蔵陶磁片12.684片の調

査成果とされる。ただし掲載されたトロウラン出土陶磁片写真は250点弱である。

また1920年代以来の膨大な出土陶磁片の大部分は東部ジャワ文化財管理事務所のト
ロウラン博物館内に収蔵されているが，それは本凶録の対象外である。

(9) 三杉1981，86， 870 トゥバンはグレシッ Gresikと並ぶマジャパイトの重要な港

跡で，この引揚げ品はj魚、民による偶然の発見から判明した。ただし水中考古学調査

3 
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元青花の成立を詳しく整理した長谷川祥子は，その延長の中で明初洪武期の

青花生産までを考察している。そこで洪武期の一つの特徴としてジャワ市場向

けと考えられる青花のクンデイ kendi型水差しの生産が始まったことを指摘し

一九([0)
，~ 0 

同じように考古資料から元青花の分布に関心を払って来た亀井明徳は，主に

束アジアの考古資料より至正様式元青花の生産年代を14世紀初頭より 15世紀初

頭までの 1世紀間続いたと考察しだへそしてそれを補足するため， トロウラ

ン出土品にも最近眼を向け始めどへ

ベトナム青花研究を続けていた矢島律子は，その図柄の様式を大きく整理す

ると共に考古資料にも言及しながら 4期の基本的な様式区分を行った。それ

は元青花の直接的な影響を受けた14世紀中葉から15世紀初頭，独自の発展を遂

げた15世紀中葉，さまざまな種類が生産された15世紀後半から16世紀初頭，そ

して新たな展開を遂げた16世紀末から17世紀というものである(ヘ

いずれにしてもトロウランではベトナム産タイル片と共に，ベトナム青花と

元青花片がまとまった数量出土しているのは確かである叱青花を中心とする

タイルを考えるためには，両青花についても検討を要することは多言を要しな

ではなく多分に盗掘に近いものであった。またここにあるイスラーム聖人スナン・

ボナン SunanBonang廟には，ベトナム産タイルが1点残されている。

凶長谷川1995，p. 108。クンデイはインドの金属器浄瓶(クンデイカ kundika)な

どより誕生した聖水用の水差しで， 11世紀頃より華南の陶磁器生産地は東南アジア

群島部向けに輸出を行っている。

仕1) 亀井2009。至正様式とは至正11(1351)年紀年銘を持つ瓶(イギリスのデイヴイ

ッド P.David財団旧蔵)を標識とする典型的な元青花である。生産地である江西

省景徳鎮へ元末の戦乱が及んだ影響もあるため，このよ下代頃を生産の下限とするの

が一般的な理解であった。

同 本稿執筆後， トロウラン出土の可能性が高いシンガポール大学所蔵の元・ベトナ

ム青花片の詳細な図録・論考が亀井明徳により刊行された(亀井・ミクシック

2010)。本稿のテーマと密接な関係がある重要な研究であり本来十分に内容を検討

せねばならないものであるが，ここでは時間的条件のため一部のみしか検討できな
し、。

同矢島1999，2001 
同 Dupoizat-Naniek2007によれば，国立考古学研究センター収蔵陶磁片の中に，

1，608点のベトナム陶磁片があり 286点は古花となっている。また元古花は157点を

数えている。ただし明青花については言及がない。

4 
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v、。

1 -3 研究方法

そのような研究経緯の中で上述の疑問を直接の問題点として，私は最近調査

研究活動を継続してきた。

まず2008年にはデユポワザ・ナニッの図録刊行を契機として，繭山やガイら

の先行研究を整理してベトナム産タイルの既公刊写真の検討を行った。その結

果，中央アジアなどのイスラームタイルとの形状的類似性の存在を指摘した問。

またその試論の確認を目的として実施したジャワ島重要遺跡踏査に基づいて，

具体的な資料の分析を次に試みた。この時に，ベトナム産タイルの主要な形状

の分類を行ったllt併せて青花以外に，鉄絵・褐紬・緑紬タイルの存在を確認

した(1司。そしてイスラーム丈化との関係を検討するため， 2010年東南アジアの

イスラーム伝来と深い関係のあるインド西北地方で踏査を行った。ベトナム産

タイルの特異な形状と関係する装飾や， 15世紀前後の早期タイル資料をグジャ

ラート Gujaratやデカン Deccan地方で求めたものである。この時，段十字形

装飾がグジャラートのモスクの装飾には普遍的に見られること，そしてカルト

ゥーシュ cartouche枠形や六角形がデカンのイスラーム王国宮殿のタイルにあ

ることなどを確認しだ叱

本稿では以上のようなこれまでの調査研究の中で未着手であった，ベトナム

産タイルの図柄の検討を行う。なお青花の図柄(文様)は多様であるが，基本

的な大区分として植物丈・動物丈・幾何学丈に分けて整理する'1功。

(18 Sakai 2008 

(16) 形状分類結果は，カルトゥーシュ枠形・花弁形・円形・稜花形・変形十字形・段

十字形・如意頭(渦状剣)形・長方形・三角形・山形・六角形となった。
(1司 坂井2009。青花のコバルト青色の替わりに鉄による褐色で図柄を描いたものが鉄

絵である。また表面全体に鉄黒褐色粕を塗布したものが褐粕，銅緑色粕を施したも
のが緑紬である。

四 坂 井 .1龍本2010。段十字形とは十字形の聞に単数もしくは複数の小さな直角部分
を持つもので，カルトゥーシュ枠形とは両端が稜花形もしくは円弧形になる横長の

形状である。六角形・変形十字形(先端が楕円形と剣形の組み合わせい如意頭形
(渦状剣形)などと共にベトナム産タイルを特徴づける形状である。

(1骨 図柄(文様)の呼称は伝統的な用法に依拠したが，日本と中国では同じ図柄を全

5 
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特に比較検討材料としてベトナム青花そして密接な関係のある元青花を対象

とした。中でもトロウラン出土品と共に，考古学的に価値のある資料を選んだ。

ただしベトナム以外の博物館等の収蔵品は， トプカプ宮殿博物館やテヘラン博

物館のアルダビール・コレクションなど収集自体に歴史的意味のあるコレクシ

ヨンを除いて，基本的に対象にしていない。収集経緯情報が明らかでないもの

は，歴史を語る考古資料とは考えにくいからであるべまた沈没船引揚げ資料

も商業サルベージによるものが多いため，考古資料の範障を外れることが少な

くない。ただし博物館にある程度の資料が寄贈された，ベトナムのクーラオ・

チャム CuLao Cham沖沈没船やフィリピンのパンダナン Pandanan沖沈没船資

料は情報が多いため利用した凶。

2 ベトナム産タイルの図柄

ここでは現存使用例(ドゥマッ大モスク65点，クドゥス・ミナレットモスク 2点，

スナン・ボナン廟 1点)及びトロウラン出土品より検討したい。

2-1 タイルの図柄

数が最も多いドゥマッ合計65点は，主丈様を植物丈38点，動物丈22点，そし

て幾何学文 5点と分けることができる。

植物丈は，菊唐草丈 2点，蓮華唐草丈 3点，睡蓮唐草丈 2点，牡丹・牡丹唐

草丈12点，蓄蔽・菩被唐草丈 3点，花唐草丈 6点，葉唐草丈 6点，円丈内花丈

4点である。

く異なった呼び方をしている場合も少なくない。元青花の一つの特徴である長方形
の蓮弁文は日本では「ラマ蓮弁文」と呼ばれてきたが，ここでは亀井明徳に従って

「変形蓮弁文」を使った。代表的な図柄の例については，元宵花は長谷川1995，ベ
トナム青花は矢島1999，2001を参照されたい。

凶各国の博物館や個人が所蔵するベトナム産タイルのほとんどは， トロウラン出土

品である慨然性は高い。しかしそれを裏付ける具体的な情報が伴わない限札歴史
復元の材料とすることができないのは考古学の碁本的立場である。

(21) 残存船体状況にあまり関心が向けられないなど両者共に完全な水中考古学調査で
はないが，単純な商業サルベージとは異なった要素がある。

6 
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最大をなすのが牡丹丈と牡丹唐草丈で，カルトゥーシュ枠形や変形十字形凶

では主花と 4から 6の副花が結合された唐草丈をなし，段十字形では主花のみ

となっている。良く似ているのが菩被丈・蓄蔵唐草丈で，変形十字形では唐草

丈，段十字形では単独の蓄蔽丈となっている。牡丹と蓄醸の区別は難しいが，

前者は葉が4頂点を持つ三角形状で塗りつぶされる(唐草A 写真 1)のに対し

て，後者は頂点を持たずに葉脈が白抜きされている(唐草B 写真 2)描き方で

区別される。花唐草丈はいずれも唐草Aで，カルトゥーシュ枠形で、は牡丹風，

変形十字形では蓮華風に描かれている。

蓮華唐草丈はカルトゥーシュ枠形で、唐草Bの葉を持つが，睡蓮唐草丈は花弁

形に唐草Aと細い葉が全て太線と細線の二重で描かれる唐草(唐草C 写真3) 

に分かれる。菊唐草丈は，花弁形では唐草Cで描かれたものと，変形十字形

(唐草種類不明)に現されたものがある。葉唐草丈は横長の 6花弁形に左右対

称の葉のみの唐草を配したもので，唐草Aによるものが2点，唐草Cによるも

のが4点見られる。円内花丈は 8花弁形での正円内に，菅を多く持つ花丈を描

いたものである。正円線の外側には如意頭状の渦丈と両側に広がる雲文を，交

互に 4個配している。

動物丈は，菱形内鳥文11点・円内烏回転丈 6点・霊獣丈4点・玉取獅子丈 1

点がある。

菱形内烏丈(写真 4)は全て 2段十字形で，二重の菱形内に烏丈が配されて

いる。烏は鳳が2点，風が4点，花喰い烏が2点，そして不明が3点と分かれ

る。最も鮮明な鳳の例では，唐草Aの菊花唐草丈が周囲に配されている。風は

尾の描き方が唐草AとCに分かれる。また花喰い烏の下側には唐草Cがあるの

で，本来の鳳風から花喰い烏に転化した可能性がある。

円内烏回転丈(写真5)は4花弁形に描かれたもので 2段十字形の内側に

正円を配している。中心の円内には小さな 5弁花を中心として，それに接する

形で時計四りに 5羽の烏を放射状に描く。段十字の先端内側には花唐草と雲丈

各2を交互に並べている。そして段十字の外側には花丈が隙聞なく描かれてお

凶以下， 00形とは12種類に分類したタイル自体の形状を意味する。

7 
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写真9 写真10

写真11
写真12 写真13

写真14
写真15(竺杉 1981)

写真16(三杉 1981)
写真17
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り，全体に装飾性が極めて高い。ただ各文様の配置は，段十字と円という幾何

学丈によって決定されている。

霊獣丈(写真 6)は花弁形カルトゥーシュ枠形に，左向きの四足獣を唐草丈

と共に配したものである。 3例は角と大きな耳を持ち尾が割れており麟麟のイ

メージに近いが，尾の表現や蹄の状態はそれぞれ異なっている。 1例は稚拙な

表現で，むしろカモシカのような印象である。唐草の表現は前 3例が唐草Aと

Cの中間的なものだが，後者は完全な唐草Cになっている。

玉取獅子文は 2段十字形に描かれたもので，二重菱形内に輪繋丈の玉とそれ

を前足でっかむ獅子が表現されている。唐草丈はなく同じ形状の菱形内烏丈と

ほとんど同ーの構成である。

幾何学丈は，渦巻き円丈3点・輪繋丈 2点がある。

渦巻き円丈(写真7)は 3段十字形に描かれたもので， 16の如意頭丈で飾ら

れた円丈の内部が時計四りの渦丈となっている。十字形先端部分は白抜きで忍

冬丈と小花丈が配置されている。渦丈は唐草Cで飾られている。

輪繋丈(写真 8)は，円形と変形 2段十字形のそれぞれに見られる。前者は

正円を外接正方形の角を中心とする 4円弧で区画し，その内部に半径のやや長

い4円弧で変形十字形を描いている。外側は花唐草丈で飾られ，内部中心には

小さな 6弁花丈が配される。内部の各先端部分にも変形蓮弁丈状の渦状装飾が

されている。後者は中央に雷丈帯円丈の内部に簡略化した 4分割円丈が配置さ

れ，周囲には略体三角線丈が4個描かれる。外側の 4カ所には略体花丈 2個と

渦丈 1個が描かれ，長く延びた横方向両側の十字形先端には渦状唐草がある。

前者には唐草Cが使われている。

以上のように主文様の種類では植物丈と動物丈が圧倒的に多いが，幾何学的

丈様の要素がかなり組み込まれている。

次にクドゥス・ミナレットモスクとスナン・ボナン廟のタイルを見てみよう。

前者にはジャワ式ヒンドゥ建築の形状を残すミナレットの東側に二つのレン

ガ造小門があり，それぞれの上部外側に 1個ずつタイルが猷め込まれている。

通常南側小門の変形十字形青花タイル(写真 9)のみが知られている。これは

中央の主花と周囲の 4副花によって構成されている花唐草丈である。ドゥマッ

10 
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の変形十字形のものと基本的には同じだが花弁の描き方が楕円形ぎみになって

おり，蓮華に近いドゥマッに比べ菊に似た雰囲気がある。また葉の先端が2回

曲がって描かれ，唐草丈はAが使われている凶。

一方北側小門には長方形の鉄絵タイル(写真10)がある。幅広の雷丈帯を外

側に配し，二重の長方形圏線の内部に横長の 8花弁形を描く。その内部中央に

は白抜きで菊に近い花唐草丈があり，幅広く塗りつぶされた花弁形外側線から

長方形対角線方向に小さな傘状突起が見える。この唐草丈はCである凶。

スナン・ボナン廟の青花タイルは 3段十字形に渦巻き円丈が描かれている。

ドゥマッのものと基本的に同一図柄だが，円丈外側の12個の如意頭状突起が皆

同じ蓮弁状になっているなど少し略体の描写状態である。唐草はCである。

一方トロウラン出土タイル片70片(トロウラン博物館収蔵55片・ジャカルタ国立

博物館収蔵15点)は，次のように図柄を区分することができる。

植物丈18片(菊・菊唐草丈 3，牡丹唐草丈 6，花唐草文 7，蓮・蓮弁文 3，球根

文2，渦巻き葉文 1)，動物丈 2片(花喰い鳥文 1，霊獣?文 1)，幾何学丈15

片(輪繋文 2，六角形文 1，菱形文 5，白抜き菱形列文 3)，副文のみ27片(葉

唐草5文，唐草文12，白抜き唐草文 2，雲文4，花弁文 2，降起線 2)，無丈 3片

(緑粕 2，褐紬 1)，不明 5片

菊丈は如意頭形に，菊唐草丈は変形十字形と花弁形に見える(唐草A)。牡丹

唐草丈は変形十字形4・カルトゥーシュ枠形2があり，いずれも唐草Aで描か

れている。花唐草丈は唐草Aの変形十字形4と，唐草Cによるカルトゥーシユ

枠形 1・山形 1・長方形 1に分かれる。その中で長方形は，周囲に菱形列帯を

配している。蓮丈は方形鉄絵タイルの主丈に，蓮弁文は稜花形の縁辺部分に利

用されている。唐草Cによる前者は周囲に 8花弁と略体雷丈帯が見え，クドゥ

ス例に似ている。 後者は 2点だが，三重蓮弁と弁聞の宝珠繋ぎ丈は近似してお

出) ハノイのタンロン遺跡で出土した青花タイルは変形十字形だった。調査者のブ
イ・ミン・チーはクドゥスの青花タイルと同じだったと報道発表したが，図柄の状
態は不明である。

凶 この鉄絵タイルについて，ジョン・ミクシック].Miksicは中国磁州窯産として
いる (Miksic2010)。しかし裏側の厚い突起の状態や 8花弁文区画の描き方など，
他のベトナム産タイルとの共通点は多い。
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り，同一個体の可能性もある。円内には雲丈が見えるが主文は不明。球根丈

(写真11)は円形と変形十字形?に線のみで球根+芽状の図柄が繰り返し描か

れたもの O 他の図柄とは描画方法が全く異なっており注意を要する。渦巻き葉

丈は，如意頭形に左右対称で幅広の唐草状葉丈を描く。

花喰い烏丈は 2段十字形の菱形内に描かれており， ドゥマッ例と同一であ

る。霊獣?文は尾のような部分が雲文・唐草Cと共に 8花弁形に描かれている。

霊獣だとしても， ドゥマッ例とは形状が異なる。ベトナムのバンドン例聞は，

これと同一形状・図柄と考えられる。

輪繋丈は円形に内湾円弧丈と唐草Cによる花唐草丈が描かれており， ドゥマ

ッ例と全く同一である。六角形丈(写真12)は六角形の各頂点聞に対角線状に

二重の長円を巡らし，頂点部分に忍冬状の突起を内向きに描く。忍冬状突起は

ドゥマッの渦巻き円丈のそれと同一である。菱形丈は 2段十字形内の枠丈で，

内部には烏丈などが主丈として描かれたものの破片。白抜き菱形列丈(写真

13)は，褐紬の長方形の周縁丈帯として描かれている。

副文破片の多くは全体像を想定しえない。葉唐草丈はいずれも花弁形の破片

に描かれているが，中には雲丈などの可能性もあり多くが唐草Cで描かれてい

る。唐草丈は普遍的な副丈だが，唐草Cは花弁形と思われる 2点のみに見られ

る。唐草Aは，カルトゥーシュ枠形2点，花弁形l点，如意頭形4点，変形十

字形2点，三角形2点，不明 1点に見られる。そのうち三角形 1点と不明 1点

は，白抜きで描かれている。如意頭形はこの部分には他に丈様はないので，主

文とも言えるが略体描法である(写真14町。雲丈は，五彩段十字形とカルト

ゥーシュ枠形または花弁形片に見られる。花弁形は方形の 2点に見られるが，

白柑のものは隆起線で描かれ，鉄絵のものは全体にクドゥスのミナレット・モ

スクとほとんど同一である。また他に隆起線は，褐紬方形の圏線で用いられて

いる。

凶註(2)参照。コンサイ島採集の本例は，最近発見者の阿部百合子が紹介を行ってい
る(阿部2010，p. 132図5)。

凶如意頭形の全体形状は不明だが，日本の個人コレクションの中に円形状部分が下
に付いているものがある(町出市立博物館2008，図51)。また如意;頭部分には 3カ

所の孔が存在する。
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以上がインドネシア発見の，ベトナム産タイルの図柄である。これを整理す

ると次のような特徴が見られる。

1 基本的に植物丈が多いが，動物丈や幾何学丈が一定の割合で存在する。

2 植物丈は花唐草丈が中心で，主丈の花は牡丹系(牡丹・蕎被)そして蓮

系(蓮華・睡蓮)が多い。

3 唐草丈は 3種に分かれ，同一タイルでは基本的に共存しない場合が多い。

4 植物丈の中には， 8弁花形の円内花丈など幾何学丈要素を含むものがあ

る。

5 動物丈は段十字形の菱形内烏丈とカルトゥーシュ枠形の霊獣丈が中心で、

ある。

6 烏は鳳風，霊獣は醐麟が本来の図柄だが，個別には変化が大きい。

7 動物丈の中には 4弁花形の円内烏回転丈など幾何学丈要素を含むもの

カfある。

8 幾何学丈にも花唐草丈や忍冬丈のような植物系要素が含まれている 0

9 鉄絵方形のみに，雷丈帯や白抜き唐草丈帯が描かれている。

10 トロウランのみで確認できる植物丈は，蓮弁丈・球根丈・渦巻き葉丈で

ある。

11 トロウランのみで確認できる幾何学丈は 六角形丈・白抜き菱形列丈で

ある。

12 トロウランのみで，無丈の鉄紬・緑粕タイルが確認できる。

現存使用例がいずれもモスクなどのイスラーム教施設であるにも関わらず，

動物丈が多いことに大きな印象があるべまたトロウラン出土破片を中心に，

間 イスラームにおける動物文様の禁忌については，近代以降顕著になったと言われ

る。確かに宵殿や某廟建築はもちろん，細密画や陶器にも動物文どころか人物文が

頻繁に使われている。しかし礼拝施設であるモスク関連の装飾を見ると，動物文を
用いたタイル装飾は僅かに17世紀前半のブハーラーのナデイール・デイーワン・ベ

グ NadirDivan Begiマドラッサとサマルカンドのシールダール Sherdarマドラッサ
でしか確認できない。両者はほぼ同ーの人面文までタイルモザ、イクで描き，鳳風文

を描く前者は本来キャラパンサライだったと言われ，虎文の後者も同ーのスーフイ

信仰のもとで建設されたとされる。キリスト教会をそのまま利用したダマスクスの
ウマイヤド Umayyad大モスクには多くの教会時代のモザイクが残るが，動物文は
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図柄の要素としては幾何学的なものの多用が目立っている。

2-2 ベトナム陶器の類例

ベトナム陶器そのものはどのようになっているのか。トロウラン出土破片と

ジャカルタ国立博物館所蔵のものを見てみたい。

テSユポワザ・ナニッの図録にトロウラン出土ベトナム陶器として掲載された

写真は，次のとおりである問。

青磁 4 (鉄斑青磁含む)，褐紬 1，鉄絵 5 (略体草花文 5・鳥文 1)，鉄柚白花

3 (花文内，青花38(略体草花文3・略体菊唐草文 1・花文18・略体蓮弁文2・

菊花文 l・幾何学状花文 1・花唐草文3・菊唐草文 l・山水文 l・蕉葉文 1・蓮華

文2・葉文 1・牡丹文 1・烏文 1・不明 1)， 五彩倒 2 (花文 1・蓮弁区岡文 1)， 

陶製塑像15(青磁 1・古花7・白紬 1・白粕褐彩 6) 

図柄のある鉄絵と青花・五彩のほとんどが植物丈で占められている例。大

部分はタイル文様との直接の共通性は少ないが，唐草丈はAとCが見られる。

全体にタイルに比べて略体の図柄が多い。数少ない動物丈を見ると青花鳥文は

タイルとは異なっているが 鉄絵烏丈は羽撃いている大型烏で花喰い烏丈に似

ている。

ジャカルタ国立博物館のデ・フリーネス DeFlinesコレクションには，少な

くないベトナム陶磁が含まれている。公刊図録闘に掲載された写真よりタイル

図柄と関連する文様を探すと，次のものを見ることができる(数字は図録掲載番

全く存在しない。

凶前述のように考古学研究センタ一所蔵のトロウラン出土ベトナム陶磁片は総数

1司608片が数えられており，鉄絵415片・青花286片が合まれている (Dupoizat& 
Naniek 2007， p. 16)。そのため写真提示されたものは，その一部に過ぎない。

同 これは北部ベトナムで生産された狭義のベトナム陶器には，通常見られない種類

である。

倒青花を焼成した後に，赤・緑・黄などの低火度紬で再度焼成したもので，日本で

は色絵または赤絵と呼ぶ。

信1) シンガポール大学所蔵のトロウラン発見とされるベトナム青花陶磁片には，主文

の判明する20個体が次のように区分できる(亀井・ミクシック2010，pp. 424-511)。

植物文(牡丹唐草文6・花井文 2・宝相華麿草文 3)，動物文(蓮池魚i巣文3・鳳

風文3・竜文 3)。

同 Abu1981。全て発見地の記録があるが， トロウラン発見は破片だけである。

14 
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牡丹(唐草文):青花牡丹丈扇壷(49)，青花牡丹丈大皿(50)，青花牡丹丈壷

(287) ，五彩牡丹丈大皿(298) 蓮華唐草文:青花双竜丈大皿(46)，五彩牡

丹丈大皿(298) 宝相華唐草文:青花麟麟丈大童(48)，青花宝相華唐草丈

瓶(285)，青花宝相華唐草丈壷(286)，青花宝相華丈合子(301門花唐草

文:青花花鳥丈大査(47)，青花廃止麟丈大査(48)，青花唐花丈大皿(51)，青

花魚、藻丈大皿(93)，青花花井丈瓶(288)，青花花唐草丈クンディ形水差し

(292) ，青花花唐草丈碗(293)，青花双魚、文大皿(295)，青花絵丈大皿(296)， 

青花花唐草丈杯(304) 鳳且文:青花花鳥丈大壷(47) 霊獣文:青花蝦麟

文大壷(48) 如意頭文:青花花鳥丈大壷(47)，青花唐花丈大皿(51)，青花

宝相華唐草丈壷(286) 亀甲繋文:青花唐花丈大皿(51) 変形蓮弁文:五

彩花井丈大皿(N)，五彩花井丈壷(54) 輪繋文:五彩花井丈大皿(N)，五

彩花井丈壷(54)

牡丹丈は49の主文として 8弁花が使われ唐草Aの葉はタイルと異なって葉

脈まで描かれている。同様の50では花弁がさらに複雑に14弁になっている。

287の主丈では， 20弁の牡丹が葉脈を持つ唐草Aと繋がっている。 298の主丈で

は6弁花が使われている。

蓮華唐草丈は， 46では外縁の副丈として唐草Aが描かれている。 298周縁の

副丈では，唐草Aと繋がっている。

宝相華唐草丈は， 48の副丈として花弁状カルトゥーシュ枠形内に唐草Cで描

かれている。 285の主文には 唐草Aで描かれたものが使われている。 286の主

文では多数の宝相華唐草丈が唐草Aで描かれている。しかしそれぞれの上段に

は唐草Cの装飾が見える。 301の蓋の主丈は，唐草Aと繋がって用いられてい

る。

花唐草丈は， 47の主丈の一つに 4弁花を中心とし右回りの渦状に唐草Cを描

いたものが使われている。 50では菊や牡丹を繋ぐ唐草Aが葉脈まで丁寧に描か

れている。 51では主丈中央の星内そして周縁に唐草Cが見られる。 93の周縁に

倒 Abu1981のH本語版には286と301のH本語名称として牡汁唐草文や牡汁文にな
っているが， r:i:具りである。
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は， 4弁花と唐草Cを繋いだものが使われている。 288の主文の一つは唐草C

と繋がった 8弁花である。 292では16弁花が唐草Cと繋がって主丈になってい

る。 293の主丈は唐草Cと繋がった 6弁花である。 295，296では 4弁花が周縁

の副丈になっているが，前者が唐草Cなのに対し後者は唐草Aで描かれている。

304では魚、眼状に描かれた 6弁花が唐草Aと繋がっている。

鳳風丈は47の主文のーっとして描かれているが，タイルとは描法が異なって

いる。

霊獣文の祖形と考えられる蹴麟丈は， 48の主文である。竜のような顔・鱗・

爪そして全体の動きはタイルの霊獣丈とはかなり異なった印象を与えるが，尾

などに似た部分がある。この麟麟も唐草Cが付いている。

如意頭丈は， 47の上下にあまり大きな曲率を示さないものが使われている。

51では青海波で満たされた 6個の如意頭が 六角形状に配置されて主丈になっ

ている。 286では，主丈の下位の装飾として使われている。

亀甲繋丈は， 51の主丈中央の六t形と祖形が近いだろう。

変形蓮弁文と輪繋丈は，Nの外縁に見られる。変形蓮弁丈は内部の丈様や弁

間丈様の有無などが異なっているが基本的に似た描法と言える。輪繋丈はこ

こでは，主文と外縁丈を区画帝として連続的に使われている。両者の組み合わ

せは54にも見られるが，肩の蓮弁丈は弁間丈様を持ち口縁部には輪繋丈帯が巡

っている。

以上のデ・フリーネスによるコレクションは，全てインドネシア内で発見さ

れたとされる。その他にトロウラン出土陶磁片がタイル片と共に寄贈されてい

る。文様がある破片では，デユポワザ・ナニッの図録報告の五彩以外に 9片の

青花が展示されている。

それらを見るとタイルと似た丈様は次のものがある。

牡丹丈:大皿底部片，壷肩部片 宝相華唐草丈:壷胴部片(麿草C)

如意頭文:合子蓋，皿底部片

以上によりインドネシア発見のベトナム陶磁の丈様には，牡丹・宝相華・花

唐草丈などタイルの図柄と共通する植物丈が多いことが分かる。また幾何学丈

では如意頭丈・輪繋丈の共通頻度が比較的高い。さらに唐草丈の種類と主丈の

16 



組み合わせは，次のような傾向が見られるが，同一個体での併用もある。

唐草A:牡丹丈，蓮華唐草丈，宝相華唐草丈，花唐草丈

唐草C:花唐草丈，蝦麟丈
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なお各陶器の名称にあるように，竜丈・花鳥文・魚藻丈・魚、丈も主丈に多く

使われている。しかし現在までタイルの丈様では確認できない。

3 元青花の図柄

トロウランを特概づける陶磁片には，ベトナム陶磁に並んで元青花が存在す

る。ベトナム青花の誕生には元青花が大きく関係しており叫，両者が共に発見

される遺跡はトロウラン以外にも多いことが注目されている。ここではベトナ

ム産タイル図柄の祖形を探るため，元青花の図柄をアジア西部で見てみたい。

歴史的意味のある至正様式の元青花は，ほとんどこれらの資料に限られるから

である。

3-1 トフ。カフ。・コレクション

イスタンブールのトプカプ宮殿の陶磁器コレクションは 1万点を超える東

洋陶磁で占められている。その大部分は中国陶磁で元より清代までの逸品が納

められている。オスマン帝国のコンスタンテイノープル征服は1453年だが，長

く帝国の中枢となったトプカプ宮殿の竣工は1478年であった。当然この年以前

に生産された陶磁器は，最初は別の場所にあったはずで、ある。

このコレクションにある40点の元青花は，次の形状に分かれる倒。

瓶 7・壷 4 ・鉢4 ・大皿20・扇壷 1・瓢形瓶3・蓋 1

大皿が全体の半数以上を占めている点に特徴がある。また特殊なものとして

扇壷や瓢形瓶が存在している。それらを主丈様ごとに分けると，次の通りであ

る。

植物丈12(瓶4・壷 1・鉢1・大皿4・瓢形瓶1・蓋 1) 

凶矢島1999，2001 

信司 Krahl & Ayers 1986 
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蕉葉瓜果丈 2，瓜竹丈 1，花丈 1，蓮池丈 2(白抜き 1)，牡丹丈 5，

変形蓮弁丈 1

動物丈18(瓶1・壷1・鉢2・大皿12・扇壷1・瓢形瓶1) 

鳥・虫・花丈 1，魚藻丈 2，馬・鳥丈(円抜き)1，蓮池鴛驚丈 3，

蓮池鷺丈 1，孔雀丈 1，雑子丈 1，鳳風花丈 4 (白抜き 2)，蝦麟丈 1，

竜文 3

幾何学丈10(瓶2・壷2・鉢1・大皿4・瓢形瓶 1) 

如意頭植物文 4 (白抜き 4)，如意頭動物丈 5，如意頭自然丈 1

主丈の種類は動物丈が多く，そして如意頭丈(幾何学文)が2割以上を占め

ている。数が多い大皿の中では副文に宝相華唐草丈，口縁部に花繋丈の構成を

取るものが多い。

ベトナム産タイルの図柄との関係では，次の文様が注意される。まず如意頭

丈は，タイルのそれにかなり似ている。また瓢形瓶では 4個の如意頭丈上半を

組み合わせて文様区画を作っているが これは 8花弁形に近い。如意頭文内に

奔馬が描かれたものが壷と瓶にあり，似た動物の構図が大皿の麟麟文である。

尾をなびかせて疾走する図柄は，タイルの霊獣丈にかなり近い。鳳風丈も比較

的多いが，全体の姿はタイルとは少し異なっている。ただしタイルの鳳風と同

じように， トプカプの鳳風の多くも鱗は顕著ではない。また牡丹唐草丈は副丈

などに多く使われているが，全て唐草は唐草Aである。

トプカフ0 ・コレクションと深い関係が想定されているエジプトのフスタート

al-Fustat遺跡では，少なくとも次のような元青花片が確認されている倒。

植物丈:瓜丈・蓮弁丈・牡丹唐草丈(通常と白抜き)・葡萄丈・蓮池丈

動物丈:竜丈・蓮池水禽丈・孔雀丈

基本的には，牡丹唐草丈そして蓮池丈系が多い。

3-2 アルダビール・コレクション

これはイラン北西部アルダビールのイスラーム聖者シェイフ・サフィー

同町光美術館1984，no.98-1l5 
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Sheikh Safi廟に納められた，東洋陶磁のコレクションである。その大部分を占

める1司162点の東洋陶磁は， 1611年にサフィーの子孫であるサファヴィ一朝の

シャー・アッパース一世 ShahAbbas 1によって寄贈されたことがはっきりし

ている。サファヴィ一朝の崩壊後もその大部分は良好に保存されて， 900点近

くが最近でも確認されている問。

その中に33点の元青花が含まれていた。その形状は，次の通りである。

瓶 6・壷 3・鉢 1・大皿20・屑壷 2・瓢形瓶 1

つまりこの場合仏大皿が圧倒的に多い。属壷や瓢形瓶が含まれているのも

トプカプと同じである。主文様で分けると次のようになる。

植物丈ll(瓶1.壷 1.大皿 8・瓢形瓶 1) 

蕉葉瓜果丈 3，花丈 1 (向抜き 1)，葡萄丈 1，蓮池丈 3，牡丹唐草丈

3 

動物丈16(瓶2・壷2・鉢1・大皿10・扇壷 1) 

魚、藻丈 2，鷺丈 1 (白抜き 1)，蓮池鴛驚丈 1，孔雀丈 3 (白抜き 1)， 

鳳風・鳳風花文 5 (白抜き 2)，霊獣文 2，竜丈 2

幾何学丈 6 (瓶3・大皿2・扇壷 1) 

如意頭植物丈 3 (白抜き 1)，如意頭動物丈 2 (白抜き 1)，如意頭丈 1

動物丈が最も多く，中でも鳳風関係が中心をしめている。各種の鳥は10点と

3分の l近くになり，その半数が白抜きで描かれていることも大きな特徴であ

る。次に多いのは孔雀丈でトプカプに比べ割合は高い。植物丈では，蓮池丈や

蕉葉瓜果丈の割合が牡丹丈と同率になっている。

ベトナム産タイルとの関係では，次の丈様が注目される。まず2点の主文と

1点の副丈になっている霊獣丈がある。 3点はいずれも左方向に走る霊獣だが，

鱗を持っている麟麟状の形態である。特に牡丹唐草丈と同じ割合で主文になっ

ている壷では，宝相華唐草丈の聞に疾走して描かれた融麟はベトナム産タイル

の霊獣と似た印象がある。唐草丈はいずれも唐草Aで描かれている。多い烏丈

の中で特に美しく表現された鳳風は，差が大きいがタイルの略体鳳風の祖形と

間三杉1981，pp.161-166 
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考えられる。如意頭文は壷・瓶の場合は肩部に下向きで描かれ，大皿ではほと

んどが組み合わされて 6弁や 8弁の多彩な花弁形を構成している。 1点内向き

に4個の如意頭を配したものがあり，この如意頭はタイルの形状に近い。

なお14-15世紀を中心にペルシャ湾の拠点港市だ、ったホルムズ Hormuz島で

は，主丈を如意頭波頭丈，副丈を白抜き牡丹唐草丈で描いた元青花片が発見さ

れている担割。

3-3 デリーのフィールーズ・シャ一宮殿跡出土品

デリーに都を置いたトゥグルク Tughluq朝第 3代のスルタンであるフィー

ルーズ・シャーが建設した宮殿跡，フィールーズ・シャー・コートラ Firuz

Shah Kotlaから出土した陶磁片である。この宮殿は1354年に建設されたが，フ

ィールーズ・シャーの死後10年した1398年中央アジアから来たテイムール

Timurによって占領破壊された。この遺跡の庭園跡が修復されようとした1960

年，インド政府考古局によって大量の元青花片が発見された。それは1976年に

エレン・スマート EllenSmartによってまとまって報告され，大きな反響を呼

んだへその報告の公刊直後にデリーを訪れ実際に出土品を調査した三杉隆敏

は，至正様式元青花生産の同時代である限定期間の遺跡から発見されたことの

重要性を指摘している刊。この遺跡ではその後も元青花の出土が続いている川

ことは，極めて興味深い。

三杉隆敏の調査に辛島昇らの調査を併せた，計40点の内容は次のようになる。

碗 2・鉢16・大皿22

倒岡野2010，写真16

(39) Smart 1978 
同 三杉1981， pp.166-170， 191-196。なお亀井明徳は至正様式の元青花の生産年代

が14世紀初頭から15世紀初頭まで継続したと考えている(亀井2009)。その考えは
十分に魅惑的だが，重要な意味を持つこの遺跡出土品については何故か言及してい
ない。亀井はその後シンガポール大学所蔵のトロウラン採集とされる陶磁片の調査

報告の中で，フィールーズ・シャ一宮殿跡出土の元青花の個体数を66(大皿44，鉢
22)点としているが，その根拠は明不されていない(亀井・ミクシック2010，p. 

26)。

性1) K紅 as凶ma2004， pl. 27-29 
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地下から出土した破片のため確認できる種類は限られているが，鉢の割合が

比較的高い。主丈様が判明している38点を分けると，次のようになる。

植物丈19(碗2・鉢10・)(皿7)

略体草花丈 2，蓮池丈 8 (副文円抜き 1)，牡丹丈 3 (向抜き 1)，蕉葉

瓜果丈 5，岩草丈 1

動物丈13(鉢5・大皿8) 

魚藻丈 4 (副文白抜き 1)，蓮池鴛驚丈 4，雑子丈 1，鳳風花丈 4 (副

文白抜き 1) 

幾何学丈 6 (鉢1・大皿 5) 

花弁形植物丈 2(白抜き 1)，花弁形鳥文 1，如意頭植物丈 2(白抜き

1 )，如意頭鳥丈 1(円抜き 1) 

不明 2(副文:白抜き花特殊蓮弁文・白抜き牡汁文)

植物丈のものは，まずフィリピンなど東南アジア向けとされてきた略体草花

丈碗(写真15)の存在が興味深い。丈様の種類は多くなく蓮池丈と蕉葉瓜果丈

が中心の丈様になっており，ほとんど同一丈様の大皿と鉢がある。鉢の描法は

描くことが難しい内側面を中心にやや省略したものがある。動物丈の種類もほ

とんど魚、藻丈・蓮池鴛驚丈・鳳風花丈に限られている。鳳風の場合3例が 2羽

を対で描くが，共に尾の状態は外反する同じ鳳形(写真16)である。幾何学丈

は如意頭丈と，それが組合わさった花弁形丈に分かれる。後者は 4弁・ 6弁・

8弁と異なっている。如意頭形は横長と縦長となり いずれも全体は対称性を

持った花弁形で構成完成度が高い。

丈様の種類をベトナム産タイルとの関係で見ると，僅かに牡丹丈・鳳風花

丈・花弁形植物丈にのみ類似性が存在する。最も似ているものは鉢の中心に描

かれた 4弁花弁形だが，鳳風丈はタイルでは尾が唐草状になった風が多い点が

異なっている。また牡丹の場合も花自体が葉に比べて小さい点はタイルとは違

った印象である。なお唐草丈は全て唐草Aである。

フイールーズ・シャー宮殿跡で出土した元青花は上述のように年代が限られ

ているが，ベトナム産タイルの図柄とは少し異なったものが多いことは注意す

べきであろう。なお南インドのタミール地方のベリヤパッティナム Periyapat-
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tinam 海岸で，辛島昇らの調査により変形蓮弁丈の元青花壷つ片が発見されて

いる叫。

3-4 トロウランその他東南アジア

デユポワザ・ナニッの図録には41点の景徳鎮陶磁があるが， 35点が図柄のあ

る青花または粕裏紅である。図録著者たちは， 25点を元代としている。

それらは，次のような形態である。

瓶 4 ・蓋 1・小壷 1・鉢4 ・碗11・皿 3・不明 1

丈様を分けると，次のようになる。

植物丈21(瓶4・蓋 1.小査 1・鉢4・碗9・皿 2) 

蕉葉丈 2，菊唐草丈 3，宝相華唐草丈 2(副文が白抜き牡丹唐草文 1)， 

変形蓮弁丈 2，蓮池丈 4 (副文が白抜き牡汁唐草文 1)，略体草花丈 8

動物丈 3 (碗 2・皿 1) 

蓮池鴛驚丈 1，宝珠丈(竜文の一部7) 2 

不明 1 (変形蓮弁文)

全体では植物丈のものが圧倒的に多い。しかも至正様式とは異なる略体草花

丈の碗が 3分の 1程度で，フィールーズ・シャ一宮殿跡出土のものと同類であ

る。それだけでなく明らかな至正様式である蓮池丈・変形蓮弁丈・蓮池鴛驚丈

も存在する事実は重要である。掲載写真がどのくらい出土量全体を反映してい

るかは不明だが，略体様式と至正様式が混在する組み合わせは，フィールー

ズ・シャ一宮殿跡と同じだからである凶。

同 Karashima2004， p. 24及びpl.14-23 

凶 シンガポール大学所蔵のトロウラン採集とされる破片群の元古花は，亀井明徳に
よって次のように分類された(亀井・ミクシック2010pp.)。同報告からの筆者の

概算では，主な図柄が判明した個体は173点(査50，蓋18，梅瓶38，瓶11，大皿41，

鉢 6，同査 1，瓢形壷 2，碗 6)で，図柄別では植物文131点(唐草文11，菊唐草

文2，花井文 1，葡萄文 1，宝十日華唐草文29，蓮弁文 6，変形蓮弁文19，蓮池文11，
牡丹唐草文45，松竹文1，花果文 5)，動物文21点(竜文10，人物文 2，魚藻文 2，

蓮池鷺文 1，孔雀文 2，鳳風文 3，霊獣文 1)，幾何学文15点(円文 2，知意頭文

6，如意頭竜文 1，如意頭牡丹文4，如意頭鳳風文 1，i皮涛文 1)，そして略体6

点となる。この資料はあらかじめ基本的に略体を含めないように収集されたと，亀
井は考えている(同書， pp. 23-24)。
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他に14-15世紀にはマジャバイトの影響下にあったシンガポールでは，エム

プレス・プレース EmpressPlaceやフオート・キャニング Fort Canningなどで

の発掘で元青花片が出土している。略体草花丈碗もあるが，蓮池丈玉壷春形瓶

や変形蓮弁丈壷蓋などが見られる例。

またタイ・アユタヤのワット・マハータート WatMahathatで出土したとさ

れる元青花蓋付き双耳壷がある叱面取りされた身には上から菊唐草丈・宝相

華唐草丈・花弁形枠丈・変形蓮弁丈が描かれ，宝珠形蓋には変形蓮弁丈と輪繋

丈が描かれている。ここで注目したいのは花弁形枠の外側に地文と描かれた唐

草で，上段の菊唐草丈や宝相華唐草丈が唐草Aなのに対L，葉表現がなくやや

太めで唐草 C~こ近い。

仏歯寺院であるワット・マハータートは，アユタヤ建設の1351年以降それほ

ど長い時を経ずに建てられたはずである。全く壊れていないように見えるこの

壷がどのような状態で発見されたのかは不明だが， 14世紀後半以降の搬入と言

える。

以上アジア西部発見とトロウラン出土などの，至正様式元青花の文様特徴を

見て来た。トロウラン出土資料の全容は明らかでないものの，そこには明らか

に至正様式と略体様式の混在状態が存在する。これはすでに繭山康彦がすでに

指摘している州ように，他の東南アジアでの多くの元青花が略体様式のみであ

る事実とは極めて異なった状況である。フィールーズ・シャ一宮殿との共通性

は， トロウランへの元青花の搬入時期を指している可能性がある。

4 西アジア発見のベトナム陶器

次に近年出土例が増加している西アジア発見ベトナム青花の図柄を概観した

凶 アジア文明博物館展示品及びSingaporeHistory Musewn 2004のpl.8 (略体様式

元青花)， pl. 6-7 (ベトナム青花)
同関2008，pp.207-209 

同 繭山1985。繭山は購入資料より白抜きの凶柄が多い点を指摘し，特にアルダピー
ル・コレクションとの共通性を上げている。ただシンガポール大学収蔵資料を除い
て，確実なげl土資料からは白抜き図柄はまだ抽，'t¥できない。
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¥ハ。

4-1 トプカプ・アルダビールコレクション

両コレクションには，それぞれ 3点と 1点ずつ次のようなベトナム青花が含

まれている。

1 1450年銘青花天球瓶(卜プカプ)

頚部:唐草丈・如意頭状花弁丈・宝相華唐草丈・如意頭状花弁丈・唐草丈，

肩部:変形蓮弁丈，胴部:雲丈(紀年銘)・牡丹唐草丈・雲丈・略体変形蓮

弁丈

最も著名なベトナム青花で，大和八年というレ Le朝年号と画工・製作地

名仰が記されている。主丈は胴部の牡丹唐草丈と頚部の宝相華唐草丈である。

前者は葉脈がかなり細かく描かれ，基本的に唐草A様式と言える。牡丹唐草丈

はジャカルタ国立博物館所蔵の取手付き瓶の主文とほぼ同一である。

肩部の変形蓮弁丈は， 11枚の主弁と子弁が交互に配列された構成である。こ

れは蓮弁内の図柄に精組はあるが，基本的にトロウラン出土蓮弁形タイルと同

一構成である。

2 膏花クンディ形水差し(卜プカプ)

口縁部:不明，頚部:略体波涛丈，肩部:略体蓮弁丈，胴部:白抜き蓮華

雲丈・略体蓮弁丈

主丈は胴部の白抜き蓮華雲丈である。

3 青花玉壷春形瓶(卜プカプ)

頚部:蕉葉丈，肩部:如意頭花文，胴部:雲丈・青海波詩句花文・雲文・

略体蓮弁丈

主文は青海波詩句花丈で，青海波の中に大小の長方形枠を設け，牡丹などの

花丈と四字の漢丈詩句を交互に配している。

2と3の主文は，インドネシアやベトナムでの伝世品に類例がない。ただし

クンディ形水差しの形状自体は トロウラン周辺生産土器のマジャパイト様式

削画工の装氏戯は女性と考えられ，製作地南策州は北部ハイドゥオン HaiDuong省

のチューダウ ChuDau地域と確認されている。
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4 青花大皿(アルダビール)
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内面:唐草丈・蓮華唐草丈・変形波涛丈・牡丹唐草丈，外面:間体変形蓮

弁丈

主丈の牡丹唐草丈はトプカプの天球瓶とほぼ似るが，中央に白抜き楕円線が

ある。また副文の蓮華唐草丈は，唐草Cで描かれている。略体変形蓮弁丈は，

トロウランの蓮弁形タイルと同一で簡略な子弁がある。

以上の 4例のベトナム青花は，植物丈であることが共通している。子弁を持

つ蓮華丈やクンディ形水差しという器種など， トロウランと似た要素は少なく

ない。 トプカプ天球瓶の牡丹唐草丈の類似は， トロウランのベトナム産タイル

の年代を考える上で重要な指標と言える。

4-2 紅海・ペルシャ湾岸出土

西アジアでは，最近少なくない紅海及び、ペルシャ湾岸の遺跡でベトナム陶磁

の出土が確認されている。ここでは紅海地域のエジプトのフスタートとトウー

ルa}-Tur遺跡，そしてペルシャ湾岸のアラブ首長国連邦ジュルファール]ulfar

遺跡出土例を見たい。

フスター卜

フスタートはエジプトのカイロに隣接する都市で， 641年にイスラーム軍の

占領で建設された。アイユーブ朝初期の1168年にベスト流行で放棄されて以後

も，カイロのゴミ捨て場として機能した。

ここでは20世紀初頭以来の長年の調査で大量の陶磁片が出土したが，ベトナ

ム青花が 1片確認されている凶。壷か瓶の胴部下位破片で，牡丹唐草丈と略体

変形蓮弁丈が描かれている。牡丹唐草丈はトプカプの天球瓶とほぼ同一で、，唐

草は唐草Aである。変形蓮弁丈には子弁はない。

2 トウーJレ

シナイ半島の西海岸南部に位置する港市遺跡である。発掘調査により 14世紀

同庁1光美争t<f館1984，no.162 
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から18世紀の陶磁器が発見され，そこではベトナム陶器を含む東南アジア陶磁

(タイ・ミャンマー)が見られた同。

青花皿は 3点が報告されているが，口縁片 (TCW-968) は略体花唐草丈が描

かれたチューダウ窯製品で附唐草Cに伴う花丈だろう。 2点の底部片 (TCW

7350とTCW-1856) は全体状況が不明だが，蓮華もしくは睡蓮丈と考えられる。

五彩は 3点が報告されており，碗 (TCW-2704)は略体唐草丈と略体草花文，

皿 (TCW-2150十 4172) は略体唐草丈 そして合子蓋 (TCW-2858+ 2868) は飛鳥

丈・変形蓮弁文である。精製丈と粗製丈があり，植物丈だけでなく動物丈も含

まれている点が興味深い。

3 ジュJレファーJレ

アラブ首長国連邦のラス・アル・カイマ Rasal-Khaimaに近接する港市遺跡

で，ホルムズ海峡に近い位置である。長年この遺跡を調査している佐々木達夫

の報告によれば，次のようなベトナム青花の出土が確認されているへ

青花皿(1J88-469.LOは内面唐草丈(唐草C) 外面略体変形蓮華丈が描かれ

ている。青花小壷(1J88-676.L2 & 88-1257. ]1)は上位に(牡丹)唐草丈(唐草A)

そして下位に略体変形蓮華丈がある。

またそれより早くこの遺跡を調査したハンスマン JohnHansmanの報告出却に

は，次のベトナム青花が含まれていた。

青花皿 (V-b) はトウール出土と同様の略体花唐草丈(唐草C)であり同皿

(V-c) もトウール同様の蓮華丈(唐草A)が見える。また中国青花と分類され

た雲丈碗 (II-k)は，独自の表現が発展した様式のベトナム青花だろう。

西アジアの遺跡出土のベトナム陶磁片には 当然ながらトプカプやアルダ

ビールのベトナム陶磁と関連する図柄のものが存在する。図柄の特徴を見ると，

元青花とかなり似た文様のもの及び独自の発達を遂げたもの両種類があること

同 Kawatoko& Shindo 2009， color pl. 28 & p. 31。調査は中近東文化センターによっ
て1986年以降継続して行われた。タイ陶磁は青磁皿と黒粕壷， ミャンマー陶磁は白
粕と緑柏の皿が確認されている。

(50) Bui 2001， no.85 

(51) 佐々木2006，p. 190 

同 Hansman1985。なお蓮池文皿 (II-d)は元青花である。
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は間違いない。確認できるものの多くは植物丈だが，一部には動物丈も存在し

ている。これも伝世品が植物丈だけでないことにも対応している。

5 東南アジアの沈没船資料と沖縄出土資料

元青花とベトナム陶磁の海上ルート流通について，直接的な証拠である東南

アジアの沈没船資料を見てみよう。また急速に資料が増加している沖縄での出

土を考えてみたい。

5-1 東南アジアの沈没船資料

1 パンダナン沖沈没船(フィリピン)

フィリピン南西部のパラワン島南西に位置するパンダナン島沖で発見された

沈没船で， 4，822点の陶磁器が他の積荷と共に1995年に引揚げられた日。陶磁

器はベトナム中部のゴサイン GoSanh陶磁Mが2，000点以上と最も多く，次に

ベトナム北部青花約700点で，中国青花・青磁 (205点以上)そしてタイのス

コータイ Sukhothaiとシンブリ SinBhri陶磁(107点以上)も見られた。沈没年

代は15世紀中葉から後半と推定されている。

この船の引揚品で興味深いのは，中国陶磁のほとんどが明中期製品であった

のに，次の至正様式元青花が 1点入っていた点である。

青花大鉢 内面:鳳風麟麟蓮華唐草丈・菊唐草丈，外面:略体唐草丈・菊

唐草丈・変形蓮弁丈

この元青花大鉢について，森村健ーはフイールーズ・シャ一宮殿跡出土品の

年代と同一に考えている。フィールーズ・シャ一宮殿からは鳳風丈が記された

青花が4点出土し 1点の鉢は菊唐草丈中に二羽の鳳風が描かれている。しか

し前述のように全て尾が渦巻く鳳であり，このパンダナン引揚げ品の珊瑚状尾

防) 森村1996，2001 
同 中部ベトナム，ピンデイン BinhDinh地方で、生産された青磁を中心とする陶器。
チャンパ王国後期の経済活動と大きな関係が考えられ，パンダナン引揚品がベトナ
ム以外での最大の発見である。
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を持つ風とは異なっている。

他に引揚げられたベトナム青花には，主に次のものがあった。

四耳小壷:旧制本蓮弁丈・花唐草丈(唐草C)

大皿 (2693):内面，略体花丈・花唐草丈(唐草A)・雲丈・宝相華丈(唐草

C) 外面，略体変形蓮弁丈

大皿 (2287):内面，略体唐草丈・略体花唐草丈(唐草C)・雲丈・宝相華

丈(唐草A) 外面，略体変形蓮弁丈

大型合子:蓋，樹枝小鳥文・略体花弁文・草花文と白抜き雲文 身，草花

丈と白抜き雲丈，略体蓮弁丈

皿:内面，圏線・略体花丈(唐草A) 外面，略体変形蓮弁丈か略体蓮弁丈

皿:内面，略体唐草丈・略体花丈(唐草C) 外面，略体変形蓮弁丈か略体

蓮弁丈

壷:略体花丈・四弁花内花唐草丈(唐草C)・略体変形蓮弁丈

玉壷春形瓶:草丈・略体変形蓮弁丈・略体花丈もしくは略体草丈・四割本変

形蓮弁丈

四耳壷:鋸歯状花丈・四弁花内花丈・略体花唐草丈(唐草A)・略体変形蓮

弁丈

他に略体花丈が描かれた碗類や五彩大皿もある。全体には，ほとんどが略体

施丈のもののみの傾向である。

2 クーラオ・チャム沖沈没船(ベトナム)

ベトナム中部ホイアン HoiAn沖にある島クーラオ・チャム周辺で発見され

た沈没船で， 1997年から2000年にかけてベトナム歴史博物館(ハノイ〕とマ

レーシアの企業などが共同で陶磁器の引揚げを行った。総数は24万点の大部分

はベトナム陶磁で，北部からベトナム陶磁を積んで戻るタイ船と考えられてい

るl向。沈没年代は15世紀後半，特に第 3四半期と考えられている。現在ハノイ

のベトナム歴史博物館などに収蔵されている代表例を見てみたい倒。

同菊池1998，トン2002
倒 2009年2月に特別の許可を得て収蔵庫内の資料を観察した。現在図録刊行作業が

進行している。
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瓶類 1青花如意頭枠雲丈玉壷春形瓶， 2五彩如意頭枠雲丈玉壷春形瓶，

3青花如意頭枠透かし山水丈手附水差し， 4青花白虎丈クンディ形水差

し 5青花飛鳥樹木丈クンディ形水差し 6土器クンディ形水差し

1 ~ 3の如意頭枠は同形だが，タイルの如意頭形より緩いカーブで花弁形に

近い。クンデイが多いが， 6は北部ベトナム産陶器のモデルになったマジャバ

イト産の可能性もある。

碗:青花略体花唐草丈碗

塗りつぶした小円の回りを円形に囲ったものを数個組み合わせた花丈が中心。

それに唐草Aを配したものが主丈で外面上位を飾る。ほぼ同形同文様の碗が大

量に引揚げられている。

皿類 1青花竜丈皿， 2青花山水変形蓮弁丈皿， 3青花馬雲丈鉢， 4青花

霊獣丈鉢， 5青花王取獅子丈皿 6青花略体花唐草丈皿， 7青花略体

舟魚丈皿 8五彩霊獣丈皿 9五彩花鳥丈皿， 10五彩飛鳥蓮弁丈皿，

11五彩霊魚、蓮弁丈皿

2は山水丈の周囲を14枚の変形蓮弁文が囲っている。 3の主丈は左方向に走

りながら振返る馬で，タイルの霊獣の構図に似ている。周囲には白抜き雲丈が

巡っている。 4の霊獣も左向きだが振返っていない。 5の主文は玉が輪繋丈で

あることや唐草Cによる雲丈も含めて，タイルの図柄に酷似している。 6は碗

と同じ略体の花丈だが唐草Cが{すき，大量に引揚げられた。 7は軽妙に櫓付き

舟とトビウオが描かれている。 8は左方向に疾走する霊獣の周囲に四弁花弁枠

が配されている。霊獣の顔が細長くイノシシに似て，タイルの霊獣に似た印象

がある。この図柄の皿の数は多い。 9の副丈は 8と同様の花弁枠でタイルに似

ている。 10は飛ぶ小鳥の周囲に12枚の変形蓮弁丈が巡っている。 11の蓮弁もほ

ぼ同一図柄だが，蓮弁は11枚である。

壷類 1黒粕四耳壷， 2青花霊獣丈壷 3青花霊獣丈蓋付小壷 4青花霊

獣花唐草丈壷 5青花飛鳥文小壷， 6青花亀甲繋丈小壷 7青花略体

花唐草丈小壷

1はタイのシーサッチャナライ SiSatchanalai窯製品だろう。 2の霊獣も，

皿と似たような左向き構図でイノシシに似た顔が描かれている。 3の霊獣はカ
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モシカ状の角があり左方向振返り構図であることが，タイルの霊獣に似ている 0

4の霊獣も左方向に疾駆しており 輪繋丈に似た中心を持つ花が唐草Aと繋が

っている。 5は花弁形枠の中に飛ぶ小鳥が描かれている。 6は草木丈と白抜き

幾何学文が描かれた六角形枠が交互に配されて，全体を埋めている。 7は碗や

皿に見られた略体花丈などが描かれた短頚のもので，大量に引揚げられた。主

丈の差に関わりなく，大半の肩部は略体蓮弁丈になっている。

他 1青花輪繋丈合子 2青花宝相華丈合子， 3青花官人形燭台 4青花

鳳風形水差し 5青花竜形置物 6青花台付き鉢 7癌付き銅鐸

1は蓋の中央に，タイルに似た輪繋丈が描かれている。 2は蓋上面に唐草A

による宝相華があるが，蓋と身の側面には略体花繋丈と唐草Cによる草丈が交

互に見える。 4は注ぎ口が付くが注入口が不明である。 6の台部は大きく，如

意頭形の透かしはタイルの如意頭形に似ている。 7はジャワのガムラン楽器な

どに見られる東南アジア特有のゴン gongで，パンダナンでも大きさの異なる

5個が引揚げられている。

ここで引揚げられた陶器類は，ジャワ発見のタイルとの共通性が多くあると

言える。また略体ベトナム青花のあり方はパンダナン沖沈没船と大差ない。

3 卜ゥパン Tuban沖沈没船(インドネシア)

トゥパンはジャワ島東部北海岸の港である。ここでは1970年代末から海底よ

り陶磁器の発見が続き，やがて大規模な不法引揚げ作業が殺到するようになっ

た。そのような活動が激しくなった後にインドネシア政府は取り締まりを行い，

海底陶磁器の一部を回収した。現在ジャカルタ市立美術館などに収蔵されてい

るが，主体は中国竜泉窯青磁及び福建系青磁に少数のタイ・スコータイ銑絵で

基本的に青花は含まれていない。ここでは三杉隆敏が報告した倒ベトナム陶器

を見たい。

l鉄絵略体花井丈皿， 2鉄絵略体花弄丈碗， 3白紬碗

1は小皿で，類例は日本太宰府で1330年代銘木簡と共に出土している。 2は

lと同一丈様が内面にあり 内面口縁部には略体唐草丈そして外面には略体花

側 三杉1986。水中考古学調査ではないため，引揚げられた陶磁器が全て同ーの船の
積荷であったかは明らかでない。
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唐草丈が描かれており複数個体引揚げられている。 3は外面に 2列の小突起が

巡っている。

1と2は元青花の略体様式を模倣したもので，ベトナムでの青花誕生と深い

関係が想定される。トゥパンは14世紀までマジヤバイトの主な外港であり，ま

だ未確認だがこのような鉄絵陶器がトロウランにも搬入された可能性は想定で

きる。

5-2 沖縄での出土状況

沖縄は日本で最も集中して元青花出土が確認されている。首里城など計8遺

跡から合計96個体分の破片が出土し，日本全体の 7割強になる倒。中でもアジ

ア南・西部で見られるような大皿の出土は31個体を数え，首里城・今帰仁グス

ク・勝連グスクなどの大型グスクで発見されている。

その主丈は，新島奈津子によれば次のように区分できる。

植物文:宝相華唐草丈・菊唐草丈・牡丹唐草丈・蕉葉瓜果丈・朝顔丈・

葡萄丈・蓮池丈，動物文:魚藻文・蓮池鴛驚文・獅子文・竜文・鳳風文，

幾何学文:如意頭丈

鳳風丈は小破片のため尾の状態は判明しないが，これらの文様は基本的にア

ジア南・西部発見のものと同ーと言える。また略体様式の小形元青花は，今帰

仁グスクで 2倒見られるだけである。

そのような沖縄で発見されている顕著なベトナム陶器には，次のものがある。

1青花玉壷春形瓶(首里城京の内)

上下に 2列の如意頭形枠を設け，頚部に蕉葉丈，胴部に白抜き花井丈を描い

ている。丈様構成は基本的にクーラオ・チャム沖沈没船と同様である。

2青花魚藻文大皿(首里城二階殿下層)

元青花と同一意匠の丈様。

3青花竜文大皿(首里城二階殿十層)

略体雲丈と共に描かれた背鰭部分の破片。

同新島2009
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4青花略体花井丈皿(首里城二階殿ヤ層)

元青花の略体に近似するが，鉄絵ではなく完全な青花である。

京の内と二階殿下層は，共に首里城の15世紀中葉の遺構同だが，いずれも元

青花が共伴出土している。 2と4は元青花の模倣段階のベトナム青花であり，

Iはそれより後の15世紀後半の出土遺構と同時期のものである。首里城創建の

15世紀初頭頃より元青花とベトナム青花が搬入され， 15世紀後半にはクーラ

オ・チャム沖沈没船と同様のベトナム青花が持ち込まれていたことになる。

14世紀前半頃のトウパン沖には青花は伴わず， 15世紀後半のパンダナンや

クーラオ・チャム沖はジャワ向けだ、った可能性がある。両者の聞に沖縄への元

とベトナム青花の搬入が始まり，両沈没船の頃まで続いていたと言える。

6 /J、 車古 インド洋世界の遠距離交流

なぜベトナム産タイルは，ジャワのトロウランに運ばれたのか。その疑問に

答える直接資料はまだ十分ではない。ただこれまでの資料を整理すれば，次の

ような状況が考えられる。

6-1ジャワ発見タイルの特徴

青花・五彩タイルの図柄は，多くがベトナム陶器に類例がある。それはクー

ラオ・チャム沖沈没船引揚げ資料との共通性が多く， 15世紀後半あるいは第 3

四半期が生産年代と考えられる。しかし鉄絵タイルの菱形列丈と青花のカルト

ゥーシュ枠形や六角形幾何学文・段十字形文及び円内鳥回転文・渦巻き円文・

球根丈は，ベトナム陶器に同一類例を確認できない。ただ前者はすでに指摘し

たように，西方のイスラームタイルに極めて近い意匠を見いだせる。

一方，植物系唐草丈(牡丹・宗相華・蓮華)・飛鳥丈(鳳風・花喰烏)・霊獣丈・

如意頭文は同時期のベトナム陶器に多くの類例があるが，その祖形は至正様式

同 京の内は首里域内の祭抗日場所で，大量の陶磁器が一括山土した(沖縄県教育委員
会1998)015世紀中葉の火災で廃棄された。二階殿下層も同様の15世紀中葉の遺構
である(沖縄県埋蔵文化財センター2005)。
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元青花から出発している。現在のトロウラン資料ではタイルと同時期のベトナ

ム青花(唐草AとC共伴)，またトゥパン引揚げの14世紀前半のベトナム鉄絵が

発見されている。それはトロウランへも運ばれた可能性は高い。しかしジャカ

ルタ国立博物館収蔵品には，元青花模倣様式青花(唐草Aのみ)も存在する。

それらは14世紀後半から15世紀初頭の政治情勢を考えるならマジャバイトの影

響下で運ばれたと考えられ，同様の資料は将来トロウランでも確認される可能

性は高い刷。

少なくともトロウランには， 14世紀前半の鉄絵から 1世紀以上ベトナム陶器

が搬入されていたことが考えられる。そのような中で各種タイルも運ばれた。

鼠め込み用の脚部を持たない方形鉄紬が最も古く， 14世紀後半にはもたらされ

ていただろう。これは恐らく，特定建物の床を飾った可能性が高い。そして次

に緑紬の菱形?タイルが輸入されるが これは形状から壁の装飾と思われる。

それは西方イスラームタイルと類似印象があり，その発注には14世紀後半には

トロウランに居住していたムスリムが関与した可能性が考えられる。

そしてより堅固に壁に鼠め込むことができる，高い脚部を持つタイルが考案

された。これは唐草丈・植物丈と菱形列丈を用いた鉄絵方形タイルが早い例で

あろう。このような鉄絵の製作は元青花誕生以後で西方イスラームタイルの影

響がさらに強まった段階で， 15世紀前半とするのが妥当である。次にトロウラ

ンから特注されたのが，脚部付き青花(五彩含む)タイルである。このタイル

は丈様及び形状が単体で収束することが大きな特徴であり，そこにはイランで

顕著なスポット使用法制の影響を受けたと思われる。この使用法の年代から見

ても，製作年代は15世紀後半と考えるのが妥当である。略体文様表現方法から

(附 シンガポール大学収蔵陶磁片より，亀井明徳はトロウランには至正様式に近い種

類が少量存在すると述べている(亀井・ミクシック2010，pp. 515-516)。
刷 凶方イスラームタイルは八点星形と剣先十字形による組合せ使用が13世紀中葉ま

でには完成しており，以後多くの場合どんな形状でも連続使J+jが普通となった。し

かしモザイクタイルで作製した特定の形状を無紬のレンガ壁に点在させるスポット

使用が，イランでは14世紀初頭のスルターニエ Sultaniyeのウルジ‘ェイトゥ Uljeitu

廟から15世紀中葉のタブリーズ Tabrizのカプード・モスク Masjid-iKabud，イスフ

アハーン Isfahanの金曜モスクなどに見られる (Degeorg巴&Potter 2001， pp. 134 
135)。この問題は別に検討を行っている(坂井2011)。
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はクーラオ・チャム沖沈没船との類似性が高いため， 15世紀第 3四半期頃がよ

り的確な製作時期であろう。

6-2 元青花との関係

ドゥマッ大モスクには動物丈タイルが数多く見られ 全体の 3分の 1に達す

る。現在インドネシアのムスリムの主流スンニ一派はもちろんシーア派の場合

でも，モスクを飾るタイルに動物を用いることは避けられている脳。なぜドウ

マッの場合それが見られるのか。

イスラーム伝来初期の現象として，教義理解が不十分であったことがまず考

えられる。しかしそれだけでなく，緑柏タイル生産時期以降に産地北部ベトナ

ムはもちろんトロウランにおいても，元青花の搬入が併行していた事実がある。

元青花は，西方イスラーム社会との緊密な関係の中で中国景徳鎮において誕

生した。しかしその分布状況を見るなら 大皿を中心とする典型的な至正様式

の大型製品は西方イスラーム杜会への供給を大きな目的としている。そして現

在判明しているトプカプ，アルダビール，フィールーズ・シャ一宮殿というイ

スラーム王国中枢と密接な関係のある元青花には かなり高い割合で動物丈が

存在している。

鳳風類似の飛鳥や麟麟類似の霊獣は，すでに13世紀後半のイル・ハーン朝離

宮タフテ・ソレイマーン Takht-eSoleimanの例からも，西方イスラーム社会に

中国陶磁の重要な図柄として少なくとも世俗支配者の宮殿では歓迎されていた。

そしてベトナム産タイルは，まずヒンドゥのマジャパイト王宮に輸入されたも

のだった。

教義理解未熟とマジャバイト王宮からの転用が，ジャワのモスクにおける動

物丈装飾の使用を可能にした。しかし同時に元青花の持つ特別な役割にも注意

を払う必要がある。

元青花，特に至正様式の大型製品の丈様の多くは，イスラーム社会の好みに

応じて生産輸出されていた。それは如意頭丈などの個別幾何学丈の使用に限ら

附註間参照
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ず，表面全体を図柄で覆いつくすような美観自体が中国の伝統とは大きく異な

っていたことは明らかである。元青花はモンゴル帝国とその影響下にあるアジ

ア各地域で，標準的な高級陶磁器として利用されることになった。

そのため北部ベトナムはそのコピー生産に励み，アルダビールやトプカプに

は恐らく元青花の類品としてベトナム青花が混入したはずである。実際にパン

ダナン沖沈没船やほとんどの遺跡で見られるように， 15世紀にはベトナム青花

は元青花と共に運ばれていた。

そのような中で，動物丈タイルのジャワ初期モスクでの使用も起きえたと言

える。

6-3 インド洋交易

イスラーム世界でのタイル使用は，宗教建築と世俗建築の両方でアッパース

朝時代から出現している。しかしそれはモスク内のミフラーブ(メッカの方向

を示す凹み)や宮殿の特定の部屋内など，長く限られた部分のみに使用されて

いた。特に高価なラスター luster彩刷タイルが珍重されたこともあり，建物全

体から見るとその装飾範囲は限られていた。イル・ハーン国初期のタフテ・ソ

レイマーン離宮跡などでの，ラスター彩タイルの使用法も基本的に同様だった。

しかし1313年に完成したイル・ハーンのウルジェイトゥ Oljeitu廟の初期装飾

は，巨大な建築の壁面のほとんどをモザイクタイルで覆う状態に変わった。こ

の間に大きな変化が起きており，ウルジェイトゥの兄ガザ、ン Ghazanのイス

ラーム改宗があった。これ以来，イランを中心とするイスラームタイル文化は，

モンゴル的なものと融合したと考えられる刷。

このイスラームイ七したモンゴルシステム(モンゴル=イスラーム文化)は 1毎

上交通によって大元ウルスとも深い関係を持つ。その流れの中で西方イラン的

(臼) 金色に近い金属光沢を出すイスラーム陶器の技法で，タイルにも応出された。製

作技法はかなり複雑なため，特定の技術者のみが作り出せた希少なタイルである。

制) イスラーム建築史の深見奈緒子は， i1300年頃の中央アジアには，イランを中心
としたイル・ハーン朝のタイル文化とは異なるもうひとつのタイル文化の中心が存

在した」可能性を述べている(深見2001，p. 27)。両者の結合がガザンのイスラー
ム改宗によって実現したと考えたい。
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なデザインと色彩感覚さらにコバルト原料の供給が，中国陶磁技術が結ぴつく

ことにより元青花は誕生した。そしてたちまちそれは，各地で最も好まれる陶

磁器となった。

そのようなアジアにおけるモンゴル=イスラーム文化の標準化現象を想定す

る場合，まず考慮しなければならないのは沖縄での元青花の発見状況である。

西方イスラーム社会向けと考えられていた至正様式大型製品が大量に沖縄で

発見されたことは，それまでの常識を覆す衝撃的な事実と言える。しかしその

ことはただちに，新島奈津子が言うような至正様式大型製品がイスラーム社会

向けでなかったこと附を意味しないのではないか。

少なくない同様製品は，ビンドゥ王国マジャバイトの都トロウランで出土し

ている。マジャパイトは西方イスラーム社会と深い交流関係を持っており， ト

ロウランにはムスリム・コミュニテイが存在した倒。やがてその中から，最初

のイスラーム王国ドゥマッを建設する要素が誕生している。

琉球王国は，もちろんイスラーム王国ではない。しかし15世紀において特に

第一尚氏時代の海外交易が，東南アジアと明を結ぶ中継交易であったことは多

く知られている。しかも琉球船の渡航先は， r歴代宝案』に記されているよう

にマジャバイトを指す爪畦(ジャワ)に加えて，イスラーム王国であるマレ一

半島のマラッカ Malac四や北部スマトラのサムドゥラ・パサイ SamduraPasai 

が入っている刷。特にマラッカでの琉球人の活躍が 16世紀初頭にトメ・ピレ

スが記録したように，極めて顕著であったことは確かである倒。

沖縄での元青花出土例が西方イスラームと共通していたという事実は， トロ

刷新島2009，pp. 64， 66。沖縄での出十ム例の検討では，元背花は全て15世紀代の搬
入としている。その事実自体は極めて興味深いが， 14世紀中に存続期聞が限定され

るフィールーズ・シャ一宮殿跡出土例は重要である。それとの検証のないままに，

イスラーム地域との関係を限定的に考えるのは無理がある。
側 トロウラン南部のトロロヨ Troloyoでは， 1368年のイスラーム暦を刻んだ墓石を

含むイスラーム墓地が存在する。坂井2009，p. 30 
馴 1430-42年にはマジャバイトに 6回， 63-68年に 3回のサムドゥラ・パサイを経て，

マラッカへは1463:午からマラッカ王国がボルトガルに占領された1511年まで20凶記

録されている(高良1998)。
側生同他訳1966，pp. 248-250 
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ウラン出土資料と酷似している。むしろマジャバイト同様に，何らかの形で西

方イスラーム地域へ流通に琉球が貢献したと考える方が自然である。そして琉

球船は，頻繁にマジヤバイトの港を訪れていた制。

ここで改めて，これまで述べた各地の出土状況をまとめると，次のようにな

る。( )内には亀井明徳の計算数を示したぺ

元青花 ベトナム陶磁i
地域 遺跡/コレクション

至正様式 略体様式 '廿Zヤ 器 タイル

東アジア 首里城 58(305破片) 4 

クーラオ・チャム沈没船 24万点

パンダナン沈没船 約700

アユタヤ

トゥパン沖沈没船 3 

東南アジア 破片多数
破片多数 破片多数トロウラン遺跡

(227)(71) 
破片多数(50)悶

ドゥマッモスク 。 65 

ジャワその{也 3 

シンガポール あり あり あり

南アジア
フィールーズ・シャー宮殿 38(総数66) 2 

ベリヤパッティナム 1 

アルダピール，サフイー廟 33 。 1 

ホルムズ 1 

西アジア・ ジュルファール 破片多数

アフリカ トウール 破片多数

フスタート 破片多数

トブカプ宮殿 40 。 3 

このような出土・伝世状況より至正様式元青花の流通ルートは， トロウラン

とフィールーズ・シャ一宮殿跡そして沖縄での出土資料から次のように 2時期

側 『歴代宝案』が記す爪睦の可能性ある港は，スラバヤの北に接するグレシッ Gre-

sikであろう。ここには1419年の紀年銘を持つ，外来イスラーム聖人マリク・イブ

ラヒーム MalikIbrahimのグジャラート産大理石墓石が残っている。

同亀井・ミクシック2010の表2

(71) これはシンガポール大学所蔵の破片6，132片よりの数字と考えられるため，総数

はさらに多くなる。

附註(71)同様にシンガポール大学所蔵破片631片からの数字だろう。
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に分けて考えられるのではないか。

第 1期(14世紀中葉~後半) 元→マジャバイト→トゥグルク

第2期 (15世紀初頭~中葉) 明→琉球→マジャバイト→西アジア闘

ではベトナム向磁は，どのような役割を果たしたのか。

ベトナム青花は元青花の影響で作られている。ただし至正様式元青花の流通

は上記のように，第 2期の明初まで継続していたはずである。そして元青花の

コピーとして作られたベトナム青花も，同じ時期に輸出開始されたと考えられ

る。

第 2期の輸出が西アジアにまで達していたのは，マジャバイトに在住してい

たインド・グジャラートを中心とするムスリム商人の役割があったに違いない。

彼らはジャワのイスラーム化に貢献したが，その課程の中で西アジアのイス

ラーム丈様がマジャバイトまでもたらされたことは十分考えられる。 14世紀初

頭，グジャラートはトルコ系のハルジ-Khaljiイスラーム王朝に征服され， ト

ゥグルク朝末期の混乱の中で太守ムザッファル・ハーン Muzaffar阻lanは独立

して，グジャラート・イスラーム主国を樹立した。

インド洋交易で最重要な港として知られたグジャラートのカンベイ Cambay

(カーンパヤット Kharnbhayat)の金曜モスク内には，イランのカーザルーン

Kazarun出身の商人パルヴィーズ・マリク ParvizMalikの大理石製の墓が残っ

ている叫 1333/34年に死んだ彼の大理石製墓は，グレシツのマリク・イブラ

ヒーム墓(写真17)やサムドゥラ・パサイのナフラシーア Nahrasiyah女王の墓

(1428年紀年)とほぼ同一形状のグジャラート様式墓石である。

つまりマジャバイト(グレシッ) サムドゥラ・パサイ グジャラート(カン

ベイ)ーイラン地域の聞には14-15世紀には密接な交流関係があったことが，

それら墓石の流通から明らかである。その墓石流通と共に西・中央アジア的な

イスラーム丈様の情報が マジャバイトにもたらされたことになる同。

同西アジアでは他に元青花は，シリアのアレッポAleppo城でも出土している。
同家島2006，pp. 677-678 

同 グジャラート自体は石造建築文化圏でタイル装飾は，存在していない。しかし段
十字形の装飾はモスク外壁頂部などの装飾として多く使用されている(坂井・瀧本
2010)。
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そしてマジャバイトでのイスラーム勢力がある程度の規模に達した時に，す

でに陶磁器・タイルを輸入していた北部ベトナムのレ朝にイスラーム丈様を中

心とするタイル発注がなされた。それはパンダナンやクーラオ・チャム沈没船

と，かなり近い時期と思われる。

その発注者は，マリク・イブラビームの後継者である外来ムスリムのリー

ダーたちであったはずで、ある。彼らは少なくともグジャラートと強い関係を持

っと同時に，北部ベトナム・ジャワ貿易にも関与できる立場にあったことにな

る問。

レ朝側での受注状況は不明だが 15世紀代のベトナム青花や五彩の良品がイ

ンドネシアに多く残されていることは事実である。そしてパンダナン沈没船に

見られたように，それらは15世紀後半にはチャンパ陶器といっしょに恐らくジ

ャワに運ばれたのである。この貿易構造が1471年のレ朝によるチャンパ王都ヴ、

イジャヤ Vijaya(現在のクイニヨン QuiNhon郊外)の占領によって，何らかの変

化が起きたかは分からない。

ただチャンパにいた可能性のあるムスリムの情報を得ながら，北部ベトナム

の陶工たちは元青花の伝統を残した形状や丈様を基本に特別注文に応じたこと

になる。そこで元青花自体が持つイスラーム的な感覚と，新たなジャワ初期ム

スリムの特注に答えたものが重なって製作された。

ドゥマッなどジャワに残るベトナム産タイルは，モンゴル帝国以降のイス

ラームを軸とするアジア海上交流の活発化によって生み出されたと言えるだろ

つ。
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Shan hai jing, which was compiled in the south during the Warring States period, 

and also to the content of the later T-shaped painting on a silk garment excavated 

from the Han-dynasty tomb at Mawangdui in Changsha, Hunan, which is from the 

early Former Han dynasty. The appearance of figurative works that go back to 

over 1, 000 years earlier than the silk garment excavated at Mawangdui is likewise 

deeply significant in revealing heretofore unknown world. 

A PRELIMINARY STUDY OF VIETNAMESE DECORATED TILES 

FOUND IN JAVA: ON THE INTERACTION 

WITH ISLAMIC CULTURE 

SAKAI Takashi 

Among the varieties of Vietnamese ceramics, one finds tiles produced in the 

latter half of the 15th century, and the majority of these mainly blue and white 

tiles can only be found on the island of Java in Indonesia. The shapes include hex

agonal and cross-shaped types that are seldom found among Chinese ceramics. 

A current example of their use is found in the tiles of the Great Mosque of 

Demak on which animal motifs are common. Among the fragments excavated from 

the Trowulan site of the Hindu kingdom of Majapahit a variety of geometric pat

terns are prominent. The designs of Vietnamese ceramics discovered in Indonesia 

share motifs with the tiles. 

Yuan blue and white porcelain that is closely related to that of Vietnamese 

stoneware is found in two styles at Trowulan, the Zhizheng style and a simplified 

style that are shared with those from the Firuz Shah palace site in Delhi. There 

are also two types among the fragments of Vietnamese ceramics excavated from 

Western Asia, those whose patterns are similar to the blue and white Yuan porce

lain and those that developed in a unique fashion. 

The route of the distribution of the Zhizheng style can be divided into two 

stages on the basis of excavated materials at the Trowulan and Firuz Shah palace 

sites and also those in Okinawa. The first stage (from the mid to latter 14th cen

tury) began in Yuan China, spread to Majapahit, and then to Tughlug. The second 

stage (from early to mid 15th century) began in Ming China, spread to the 

Ryukyu, then Majapahit, and finally Western Asia. 
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Vietnamese blue and white ceramics began to be exported during the second 
stage. Then in the latter half of the 15th century, as is indicated by the sunken 

ship of Pandanan, they were shipped to Java along with Champa ceramics. 

Likely having learned techniques from the Muslim people of Champa, the pot

ters of the northern portion of Vietnam responded to special orders for tiles based 

on the tradition of Yuan blue and white porcelain. There tiles with an Islamic sen

sibility as seen in the Yuan blue and white porcelain themselves and those pro

duced in response to the orders from the early stage of Islamic Java were pro

duced at the same time. 

The Vietnamese produced tiles have been used in the Great Mosque of Demak 

can be seen as the result of the start of the increasingly active maritime inter

change that was centered around Islam after the fall of the Mongol Empire. 

POPULAR SONGS THAT DISAPPEARED FROM CHINESE MUSIC 

HISTORY: ANOTHER RECITAL OF 

"YELAIXIANG RHAPSODY" 

ENOMOTO Yasuko 

It is well known that the recital "Yelaixiang Rhapsody" Opns. "Yeraishan rapu

sodii," Chns. "Yelaixiang huanxiangqu" :&*1"i=.kJm!lll) by film actress Li Xiangian 

$:WI! Opns. Ri Koran, whose Japanese name was Yamaguchi Yoshiko LlJ DitK 
~), which opened in Shanghai in June of 1945, was conducted by the composer 

Hattori Ry6ichi mHf~ .& - who had created the symphonic jazz arrangement of the 

popular song "Yelaixiang." At this concert, which was part of the cultural policy 

aimed at the people of Shanghai under Japanese military rule, Chinese composer 

Chen Gexin 1\W :WZ $, who was later seen as a "rightist" for collaborating with the 

Japanese, led the orchestra for his own composition as well. Popular Chinese 

songs created by the forward-looking composer Li Jinhui ~~Ill Bl in the 1920s 

were strongly linked to the metropolitan culture of Shanghai that flourished as a 

Western concession. Shanghai, where genres of music from classical to popular 

were played at various cultural and entertainment venues, was an important locus 

for Chinese musicians to study the theories and techniques of Western music. 

Popular Chinese songs, like those in Japan, were promoted in tandem with re-
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