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蓮月焼を模倣した陶器について
―京都大学病院構内ＡＥ19区ＳＫ15出土資料―

千葉　豊

　 １ 　は じ め に

　蓮月焼とは，幕末の女流歌人・大田垣蓮月（1791－1875）が生活の糧として製作したや

きもののことである。茶器を中心とするもので，手づくねで成形し自詠の歌で飾るのを特

徴とした。その素朴な趣が文人墨客から一般庶民へと流行が広がりつつあった煎茶趣味と

一致し，幕末から明治初年にかけて，蓮月焼として名声を博することとなった。

　この蓮月焼が京都大学医学部附属病院構内東南部の発掘調査で多数出土した（図版 １ －

141・239地点）〔浜崎・宮本1987，千葉2000・2006〕。その出土地点は，聖護院村で蓮月が

居を構えたと推定できる場所にほぼあたっており，焼き損ない品が多く出土していること

から，出土資料は選に漏れた失敗品が廃棄されたものと考えられた。

　その一方で，2001年に実施した病院構内ＡＥ19区（278地点）の発掘調査では，ＳＫ15

と呼称した井戸から，蓮月焼そのものとともに，蓮月焼に酷似しつつも玉木良斉という人

物が製作した陶器が多数出土した（図64）〔千葉・冨井・井上2007，p.88〕。蓮月焼に関し

ては，蓮月生存中からすでに蓮月焼を模倣した贋作が出回っており，また蓮月本人が関与

しつつ蓮月以外の人の手が加わった作品も存在している（ １ ）。こうした作品と比較すると，

ＳＫ15から出土した資料は，玉木良斉という製作者本人の名前を記していること，やきも

のを飾る歌も蓮月の歌ではなく，自らが詠んだ歌を施していることから，贋作としての蓮

月焼とは一線を画しているといってよい。前報ではこのような資料が出土したという記述

のみで，実測図や写真を用いての詳細な報告ができなかった。ここで改めて出土資料を報

告し，その特徴や意義について考えてみたい。

　 ２ 　調査の概要と井戸ＳＫ15

　調査地点は，京都大学病院構内の東南部に位置しており，聖護院川原町に含まれる（図

版 １ －278地点，図64）。調査期間は2000年 ３ 月26日～10月19日，調査面積は8000㎡であっ

た。縄文時代の流路，中世の井戸・土坑，近世～近代の井戸・池・土取穴・溝・遺物溜な

どを検出し，整理箱で700箱を越える遺物が出土した。出土遺物の大半は，江戸時代の土器・
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陶磁器類であったが，江戸中期の乾山焼に関係する資料がまとまって出土したことから，

文献に聖護院門前で営まれたと記述のある乾山「聖護院窯」の実態を解明する資料として

注目された〔千葉ほか2003，千葉・冨井・井上2007〕。

　蓮月焼模倣陶器が出土したＳＫ15は，調査区の東寄り北辺に位置している。一辺が1.7

～1.8ｍのほぼ方形の掘形で，検出面からの深さは ２ ｍ以上。下底部で， １ ｍ四方の木枠

とそれを固定するための １ 辺 ５ ㎝前後の角杭を検出した。近世の井戸の場合，通常みられ

るような石組や瓦積みは認められなかったため，当初は廃棄土坑と考え調査を進めたが，

掘形の深さと下部の木組みから，井戸であると判断した。この井戸の埋土から，幕末期の

日常的な陶磁器類とともに，蓮月焼そのものと蓮月焼に酷似し良斉という銘をもつ陶器が

多数出土した。井戸の廃絶に伴ない，不要品が廃棄されたものであろう（図版12）。

　 ３ 　井戸ＳＫ15出土資料

　井戸ＳＫ15より出土した資料を蓮月焼そのもの，良斉の銘をもつ蓮月焼模倣資料，その

他の資料に大別して，紹介する。なお，蓮月焼および蓮月焼模倣資料に関しては，やきも

のに記された歌・署名・紀年銘などを表 ４ にまとめたので，参照されたい。

　⑴ 蓮 月 焼（図版13，図65）

　 １ は椀。施釉陶器で，鉄錆で歌（「閑なるねざめのとこに音づれて　心のちりをはらう

山風」）を筆書きし，「蓮月」と署名している。 ２・３ は急須の蓋と身。口径から判断して，

図６４　調査地点の位置（左：1/25000　右：1/5000）
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セットになろう。素焼の状態で，身に蓮月の歌（「梅がかに枕もとらで更る夜の　空に鳴

ゆく春の雁がね」），蓋の裏側に「蓮月」の銘をくぎ状の工具で彫り書きしている（以下，

刻書と記す）。 １ ～ ３ は，蓮月の手になる蓮月焼そのものと理解する。素焼の段階にとど

まる ２ ・ ３ は，未製品（失敗品）として廃棄されていることは明らかであるが，こうした

資料を伴ないつつ，つぎに解説する蓮月焼模倣資料が出土していることは，蓮月焼模倣資

料の製作にあたって，蓮月自身が関係していたことを示唆するものとして注目してよい。

　⑵ 蓮月焼模倣資料（図版13～17，図65～74）

　盃（ ４ ～ ８ ）　 ４ ～ ８ は陶器盃。 ４ は型作りで，素焼の段階である。外面は型離れの状

態を残し，内面は指押さえによる整形の跡が顕著である。高台は，付け高台である。 ５ は

見込みから外面にかけて歌と「良斉」の銘を刻書し，高台まわりを除いて施釉する。 ４ と

５ は同じ型から作られた可能性もある。 ６・７ は同形・同大の盃。見込みに呉須を用いて，

歌を筆書きし，底裏をのぞいて施釉しているが，発色が悪く，歌の判読はできない。 ６ は

外面に「良斉戯造」の銘を呉須で筆書きしている。 ８ は回転台で成形した土師器の盃。見

込みに桜花，見込みから外面にかけて歌を墨書する。

　椀（ ９ ～18）　 ９ ～18は陶器椀。型を用いて成形した後に，手づくねによって整形して

いる。 ９ は煎茶椀で高台まわりを除いて施釉するが，内面は透明，外面は灰緑色と釉を掛

け分けている。「臥 」の銘を入れている。10・12はほぼ同形・同大の小椀。歌は刻書で

記し，高台まわりを除いて施釉する。11は焼成が軟質で，高台まわりを除き，施釉する。

「臥 」の銘と歌を刻書するが，歌のほとんどは欠損している。13は高台まわりを除いて

施釉し，歌と「良斉併戯製」の銘を刻書する。14は13と同形・同大の可能性があり，釉調

も類似する。底部を欠損する。15は鉄錆を用いて，見込みと外面に梅花を描き，底裏に「厚

子作」の銘を入れている。見込みから外面上半まで施釉する。16は畳付けを除いて施釉し

ており，胴部には「良斉戯造」，底裏には「良斉」の銘を刻書している。17と18は蓋付き

椀の蓋（17）と身（18）である。蓋は呉須を用いて，外面から内面かけて歌を筆書きし，

内面中央に五弁花を描く。身は見込みと外面に梅花を描いている。蓋はつまみ，身は高台

部分を除いて施釉する。

　筒状容器（19）　19は底径 ７ ㎝前後，高さ8.1㎝の筒状の容器。焼き締め陶器で，歌と

銘（良斉）を刻書する。茶道具とすれば，茶巾筒であろうか。

　花　生（20）　20は焼き締め陶器の花生。釣り手と口縁部，体部のごく一部が欠損する。

内面には輪積み痕が残り，外面は指押さえによって整形した痕跡を顕著に残している。「仙
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図６５　ＳＫ15出土遺物⑴（ １ ～ ３ 蓮月焼， ４ ～22蓮月焼模倣陶器）
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図６６　ＳＫ15出土遺物⑵（23～40蓮月焼模倣陶器）
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人の住家とぞ思ふ四つの時　花の匂はぬひまなかりせば」の歌を体部下半に刻書し，その

裏側の体部に「銘　仙家」と刻書し，その下部に「安政乙卯初夏　洛東　錦織里士半隠　

玉木良斉橘正貞　詠并戯造之」と刻書している。

　香　炉（21）　21は完形品で，口径 ８ ～8.5㎝，高さ5.5㎝の焼き締め陶器の香炉である。

手づくねで整形し，口縁部は折り返し，玉縁状に作り出す。底部中央に，径 ３ ㎜の小孔が

焼成前にあけられている。 ３ 脚がつく。歌と「良斉戯作」の銘が体部に刻書される。

　徳　利（22）　22は手づくねで整形した焼き締め陶器の徳利。底部付近を焼き継ぎして

いる。白菊の歌とその絵，および「洛東　にしこりの里　良斉戯造　花押」の銘を刻書し

ている。

　急須・土瓶（23～40）　23～29は陶器急須の蓋。いずれも手づくねで整形し，焼き締め

焼成であるが，26～28は自然釉が掛かっている。25～28は裏面に「良斉」の銘を刻書して

いる。26は焼成中に破損した急須身の口縁部小辺が溶着している。30は焼き締め焼成の土

瓶蓋。つまみは，松笠を模している。

　31～39は陶器急須の身。下半部は型を用いて成形し，上半部は輪積みしたのち，全体を

手づくねで整形している。いずれも焼き締め焼成で，歌と銘が刻書される。31・33・35は

ほぼ同形・同大で，自然釉の掛かり方もよく似ている。同一時期に製作され，同じ窯で焼

成されたのかもしれない。このうち，35は体部の破損箇所の断面に，自然釉が掛かってお

り失敗品とみられる。39は小型の急須で，把手下面に「良斉」と刻書する。急須の多くは，

横手の把手がつくタイプであるが，36のみ注ぎ口と対向する位置に，環状の把手がつく後

手のタイプである。

　40は焼き締め陶器の土瓶の身。急須同様，下半部は型作りし，上半は輪積みのち指押さ

えで整形している。高台付近および底部内面は黒変しており，火にかけた痕跡とみられる。

歌と「良斉」の銘を刻書している。

　鉢（41）　41は陶器角鉢で，口縁部の一辺7.5㎝前後，高さ ５ ㎝前後。呉須を用いて四

面に，歌と銘および歌にあわせた情景，見込みにも雁を筆書きし，高台まわりを除いて施

釉している。良斉の製作した角鉢は，本調査区に隣接するＡＧ20区の調査でも １ 点出土し

ている〔千葉2000，Ⅱ415〕。

　蓋　物（42～49）　42～49は陶器蓋物。42～45は蓋で，同一の型を用いて作られている。

上面に歌と銘を刻書し，焼き締め焼成している。46～49は身で，46～48は同一の型から作

られており，そのサイズから42～45の蓋とセットになるとみられる。46・48は焼き締め焼
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成であるが，47は内面に施釉している。49も型作りで三脚がつく。これを製作した型が

110である。内面から体部上半まで施釉し，口縁部付近にはさらに白泥を施釉後に塗った

のちに焼成している。底面が黒変しており，火にかけた可能性がある。

　鍋（50～74）　50～64は陶器鍋の蓋。いずれも型による成形とみられる。50を除くと，

大きさは口径13㎝前後，16㎝前後，18㎝前後の ３ 法量に分かれそうである。50は口径14.5

㎝前後で，他の蓋と比較して器高が高く，歌をもたないなど，他とはやや異なる作りであ

る。55・56・63は素焼段階にとどまる。内面に施釉し，64のみ内面に加えて外面にも施釉

している。54・59・64は口縁端部に白泥を塗っている。51を除いて通気孔はもたない。50

は梅花と「遊月造」の銘を刻書している。51～64は歌と銘を刻書し，51は桜花，59・63は

松葉も描いている。銘には「臥 」（51），「良斉」（52・53・64），「良斉作」（54），「遊月

図６７　ＳＫ15出土遺物⑶（41～49蓮月焼模倣陶器）
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図６８　ＳＫ15出土遺物⑷（50～58蓮月焼模倣陶器）



井戸ＳＫ15出土資料

131

図６９　ＳＫ15出土遺物⑸（59～64蓮月焼模倣陶器）
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并造」（56），「□□戯製」（57・59），「良斉戯造」（58・61・63）が認められる。

　65～74は，陶器鍋の身。74は素焼きの段階にとどまる。施釉は基本的に内面のみである

が，72のみ外面にも施釉している。69・72は施釉後，口縁内面に白泥を塗った後，焼成し

ている。逆Ｕ字形（66・67・69・71・72）ないしは輪状（65・68・70）の把手を口縁部の

対向する位置にもち，65～72は，把手から90度振った位置に注ぎ口がついている。大型の

73・74は注ぎ口をもたない。73は把手の部分が ２カ所とも欠損しており，把手の形状は不

図70　ＳＫ15出土遺物⑹（65～74蓮月焼模倣陶器）
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図7１　ＳＫ15出土遺物⑺（75～77蓮月焼模倣陶器）
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明である。口径が13㎝前後の小型（65～67），16㎝前後の中型（68～72），19～20㎝の大型

（73・74）の ３法量に分かれ，蓋の規格と対応している。体部の成形は，いずれも型を用

いる。外面は型離れの痕跡を残し，内面はへら削りで器壁を薄く仕上げている。大型の

73・74は底部から体部下半までを型作りで成形した後，体部上半から口縁部までは輪積み

で成形してから，内外面とも指押さえで整形している。65～67・69・71・72は，底部が黒

変しており，火にかけた痕跡とみられる。とくに72は底部まわりが広く黒変している。

　焜炉(涼炉)（75～82）　土師質の焼成で，円筒形の胴部をもち，内面中央付近に，別作

りされた目皿がとりつく。口縁部内面に，土瓶や鍋などの加熱用具を受ける突起が ３カ所

つく。胴下部には，通風のための口があき，その下端はベロ状の突起となり，外側へ張り

出している。脚部は， ３脚がつくタイプと ２カ所の窓をもつ高台タイプがある。口径は12

㎝～18㎝程度であるが，75は口径10㎝程度の小型である。いずれも胴部外面に，歌と銘を

刻書している。

　土　型（83～111）　いずれも土師質素焼の外型である。83・109を除き，製品の外面に

粘土塊を押し当て型どりし，内面は型離れのままとし，外面は指なでやへら削りによって

整形して製作している。83は外面が型離れのまま，内面を撫で調整で仕上げており，内外

の仕上げがそれ以外の土型とは逆転している。

　83～93は椀の土型。86は外面全体に布目圧痕が観察できる。94・95は椀蓋，96は蓋物，

97～101は急須・土瓶下半部の土型。102～104は鍋の身，105～108は鍋の蓋の土型。109は，

高さ ５㎝前後で，長径15.5㎝，短径14.5㎝の楕円形を呈する。内外面とも指なでによって

整形している。型ではなく，素焼の段階にとどまる可能性もある。110は蓋物の身，111は

蓋物の蓋の土型である。

　土型のうち，約半数の15点に刻書をもつ。その刻まれている内容を整理してみると，「紀

年＋種類＋署名」（89・91・104），「紀年＋署名」（88・92・98），「種類＋署名」（87・93・

94・96・97・103），「種類のみ」（95），「署名のみ」（99）となり，種類に署名を記したも

のがもっとも多い。紀年を記したものも ６点あり，うち ５点は嘉永 ６年（1853）の年号と

ともに「八月」（88・98），「九月」（89），「中秋」（91・92）と刻書する。残りの １点（104）

は，「丑冬」と記す。嘉永 ６年は丑年であるので，これも嘉永 ６年の冬に製作されたと考

えてよく，刻書をもたない土型も含めて，嘉永 ６年の夏から秋，冬にかけて製作された可

能性が高いと考えられる。

　以上，蓮月焼模倣資料に関して実測図と写真を掲げて記載した。この資料のもつ特徴を
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図7２　ＳＫ15出土遺物⑻（78～82蓮月焼模倣陶器）
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図7３　ＳＫ15出土遺物⑼（83～99蓮月焼模倣陶器の土型）
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図7４　ＳＫ15出土遺物⑽（100～111蓮月焼模倣陶器の土型）
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再度まとめておこう。

　［出土地点］　井戸ＳＫ15に，日常生活で利用された雑器類とともに出土している。こ

の井戸を含む一辺10ｍ四方の調査区の遺物包含層からは，蓮月焼模倣資料の小片がごく少

量出土しているものの，この調査区外では，別の地点で １点出土が確認されているだけで

ある（２）。蓮月焼模倣資料は出土地点がきわめて限定された資料と言える。

　［種　類］　盃・椀・花生・香炉・徳利・急須・土瓶・鉢・蓋物・鍋・焜炉・筒状容器

（茶巾筒？）などからなる。京都大学病院構内で出土している蓮月焼と種類が重複すると

ともに，器形も酷似している。

　［成形・整形］　轆轤水挽き技法が用いられた痕跡はない。土型が多数出土しているこ

とから，型を用いて大まかな成形をしたのち，手づくねで整形したものと考えられる。土

型は一般的には量産をはかるための工夫であるが，良斉の場合は器形を簡単に成形するた

めの方策であるとみてよい。蓮月焼も手づくねであり，また型を用いた製品があることか

ら，傍らにいて，見よう見まねで製作したという印象が強い。

　［焼　成］　無釉焼き締め陶器，施釉陶器，土師質焼成品がある。素焼の段階にとどま

る資料があることから，陶器の場合は，いったん素焼したのち，本焼きしている可能性が

高い。本焼きは，粟田口あるいは五条坂などの登窯を借りなければ焼成することは困難で

ある。蓮月が自身の製品を借窯をして焼成するときに，一緒に焼成して貰ったと理解する

のが自然である。

　［銘］　表 ４から明らかなように，良斉は多くの種類の作者名をいれている。蓮月焼が

「蓮月」という作者名しか入れていないことと，対照的である（３）。

　［和　歌］　「詠并戯造之」・「并ニ造」・「并造」といった銘があること，蓮月の和歌に

該当作品が認められないことから，良斉が自ら詠んだ和歌を記しているとみてよい。また，

和歌の表現に，くぎ状の工具で彫り書きしたものと筆を用いて書いたものの ２種類が認め

られるのも蓮月焼同様である。

　［製作年代］　製作年代は，土型と製品に記された年号および没年から推定できる。土

型は，嘉永 ６年（1853），製品である花生は，安政乙卯（1855）の年号をもつ。後述する

ようにこれらの陶器を制作した良斉は，安政 ３年（1856）には死亡している。したがって，

良斉が作陶した期間は，土型に刻書された嘉永 ６年（1853）から安政 ２年（1855）あるい

は安政 ３年（1856）までの ３～ ４年間という短い期間であったと考えられる。
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表 ４　蓮月焼・蓮月焼模倣陶器一覧

番号 種　類 焼成 和　　　歌 銘 備　　考

１ 椀 施釉陶器 閑なるねざめのとこに音づれ
て　心のちりをはらう山風 蓮月 蓮月焼そのもの。筆書き。

２ 急須蓋 素焼 蓮月 蓮月焼そのもの。銘は裏面に
刻書。素焼段階。３とセット。

３ 急須 素焼
梅がかに枕もと(らで)更る夜
の　空に鳴ゆく春(の)雁が
(ね)

蓮月焼そのもの。刻書。素焼
段階。

４ 盃 素焼 素焼き段階の失敗品か。

5 盃 施釉陶器 月によし雪に又よし花に猶よ
しと　汲□□□新しけりかな 良斉 ４と同型品の可能性もあり。

6 盃 施釉陶器 [筆書き，発色悪く，判読不能］良斉戯造 呉須による筆書き。歌は見込
み，銘は体部外面。7と同型品。

7 盃 施釉陶器 [筆書き，発色悪く，判読不能］ 呉須による筆書きで，歌を見
込みに記す。

8 盃 土師器 [判読不能］ 見込みに，墨書による歌と絵。
良斉ではないかもしれない。

9 椀 施釉陶器 く□(欠損)き□かくはしきけ
り 臥 刻書。

１0 椀 施釉陶器
小車のわだちの水の底にたに　
(う)つれば(す)める(秋の夜
の月)

良斉 刻書。5３・80と同一の歌か。

１１ 椀 施釉陶器 一葉(欠損) 臥 刻書。軟質。

１２ 椀 施釉陶器 □□は□葉柏のかげに(欠損)
た(欠損)は(欠損)な 刻書。

１３ 椀 施釉陶器 みつゝをれば心もすめり落滝
は　清水寺の秋のよの月 良斉併戯製 刻書

１４ 椀 施釉陶器
ちり(欠損)つもり(欠損)なれ
(欠損)山に(欠損)　くらし□
(欠損)

刻書。

１5 椀 施釉陶器 厚子作 呉須で梅花。底裏に呉須で銘。

１6 椀 施釉陶器 白雲と天にみつるも萬代の　
声のひびきにしられけるかな 良斉戯製・良斉 胴下部と底裏の ２か所に銘あ

り。

１7 椀蓋 施釉陶器 鶯は都に□□□朝より□□梅
は匂ひそめけり

１8とセットになるか。歌およ
び内面中央の梅花は呉須によ
る筆書き。

１8 椀 施釉陶器 呉須で梅花を外面および見込
みに描く。

１9 茶巾筒？ 焼締陶器
□対する佐川男のなくは　牡
鹿の夏もの□□を□にたてま
し

良斉 筒状の容器。刻書。

２0 花生 焼締陶器 仙人の住家とぞ思ふ四つの時　
花の匂はぬひまなかりせば

銘　仙家　　　
安政乙卯初夏　洛東　錦織
里士半隠　玉木良斉橘正貞　
詠并戯造之

口縁部につく釣り手が剥落し
ている。刻書。

２１ 香炉 焼締陶器 子を思ふ心のひまのしばしだ
に　やまさる社は憐なりけり 良斉戯作 底部中央に焼成前穿孔あり。

刻書。

２２ 徳利 焼締陶器 白菊の花に本見る頬杖は
朽なん斧の柄にも似たりな

洛東にしごりの里
良斉戯造 底部付近に焼継あり。刻書。
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２３ 急須蓋 焼締陶器 ３7の蓋か。
２４ 急須蓋 焼締陶器 ３２の蓋か。

２5 急須蓋 焼締陶器 良斉 銘は裏面。把手は剥落。３6の
蓋か。刻書。

２6 急須蓋 焼締陶器 良斉
銘は裏面。ほかの破片が表面
に付着する。表面に自然釉。
刻書。

２7 急須蓋 焼締陶器 良斉 ３7の蓋か。表面に自然釉。

２8 急須蓋 焼締陶器 良斉 銘は裏面。表面に自然釉。刻
書。

２9 急須蓋 焼締陶器 表面に把手の剥落痕跡。
３0 土瓶蓋 焼締陶器

３１ 急須 焼締陶器 見る人の衣も寒き秋の夜の　
嵐は(欠損) 良斉 表面に自然釉。刻書。

３２ 急須 焼締陶器 □□たにわか□の(欠損) (良)斉 刻書。

３３ 急須 焼締陶器
思ひわび□けてしらぶる琴の
緒の　音にはたてどもしる人
のなき

良斉造 刻書。

３４ 急須 焼締陶器 梅(が)香を送るに□て春風を　
長閑きものと思初けり 良(斉) 刻書。

３5 急須 焼締陶器 山水のおとなひよりも面白く　
ことこととなく水□成けり 良斉戯造 刻書。破断面に自然釉のかか

る失敗品。

３6 急須 焼締陶器 白雲をとはに頂く不二の根ハ　
山てふやまの翁成らん 良斉 刻書。

３7 急須 焼締陶器 時雨する都の雲の見渡に　
白雪かかる比良の遠山 良斉并ニ造 刻書。

３8 急須 焼締陶器 吉野川流るる水と山桜　めづ
る心ははてなかりけり (良)斉 刻書。

３9 急須 焼締陶器 良斉 銘は把手の下面。小型。刻書。

４0 土瓶 焼締陶器 二葉より庭に訓の萬代も　
かはらぬ松は久しかりけり 良斉製 刻書。底部に受熱痕あり。

４１ 角鉢 施釉陶器 後れ来る雁のつばさやくもな
らん　堅田の浦の雪の曙 良斉 呉須で，歌・銘・山水画を ４

面に筆書きする。

４２ 角蓋 焼締陶器
大比叡をは□□ばかりの不二
はみゆ　みやこを出て十日ば
かりに

良斉作
型物。銘は裏面。把手剥落。
刻書。４３～４5と同一の型を用
いる。

４３ 角蓋 焼締陶器 夏しげる葉室の里をとひくれ
ば　桂も月も洩らさざりけり 遊月軒　良斉 型物。刻書。４４とほぼ同一の

歌。

４４ 角蓋 焼締陶器 夏しげる葉室の里をとひくれ
ば　桂も月をもらさざりけり 良斉 型物。つまみが剥落。刻書。

４5 角蓋 焼締陶器 (欠損)□松の(欠損)□さえ
(欠損) 型物。刻書。

４6 角鉢 焼締陶器 型物。４7・４8と同一の型を用
いる。

４7 角鉢 焼締陶器 型物。
４8 角鉢 焼締陶器 型物。

４9 角鉢 施釉陶器 型物。 ３脚がつく。底面に受
熱痕跡。

50 鍋蓋 施釉陶器 遊月造 内面に施釉。外面に梅花を刻
書。

表 ４　つづき
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5１ 鍋蓋 施釉陶器 昔より吉野といひて今も猶　
よしのは花の吉野な(り)けり 臥 桜花を描く。内面に施釉。把

手一部剥落。刻書。

5２ 鍋蓋 施釉陶器
花といふ花にやどらぬ春もな
し　蝶こそ花のあるじなるら
め

良斉 内面に施釉。把手一部剥落。
刻書。

5３ 鍋蓋 施釉陶器
(小)車のわだ(ち)の水の底に
すら　うつればめずる(秋)の
(よ)の月

良斉 内面に施釉。刻書。

5４ 鍋蓋 施釉陶器
与沙の海の浪も(し)づかに
(橋立の)松の梢(にかすみ)渡
れり

良斉作 内面に施釉。刻書。

55 鍋蓋 素焼 本か(欠損)□□わに松きなさ
ひ　翁さひたり(欠損) 素焼段階。刻書。

56 鍋蓋 素焼 黒□□□声もきこえぬ今朝の
雪　思いやらるる大石の里 都雪　遊月并造 素焼段階。把手剥落。刻書。

57 鍋蓋 焼締陶器 (欠損)しけり哉 (良斉)戯製 刻書。

58 鍋蓋 施釉陶器
(白)雪をとはに(いただ)く不
盡の　(根ハ山てふやまの翁
成らん)

良斉戯造 刻書。

59 鍋蓋 施釉陶器
生にけり共に万代(欠損)きな
き　岩根の松の落(欠損)かく
れに

(良斉)戯製 内面に施釉。刻書。

60 鍋蓋 施釉陶器 生にけり共に万代□□□岩根
の松の□□□ 内面，縁を除いて施釉。刻書。

6１ 鍋蓋 素焼 二葉よ(り)庭に訓の萬代も　
かはらぬ松は久しかりけり 良斉戯造 素焼段階。刻書。

6２ 鍋蓋 施釉陶器 与沙の海の浪も静に橋立の　
松(のこずえ)をかすみ渡れり 良斉戯造

内面に施釉。大小 ２個つく把
手のうち，大把手が剥落。刻
書。

6３ 鍋蓋 素焼 翁さひ松きなさひ(欠損)□か
りに　向ふ水なし埋□(欠損)

(洛)東にしごりの里　良斉
戯造 素焼段階。把手剥落。刻書。

6４ 鍋蓋 施釉陶器 春毎に雲井の庭を初にて　花
てふ花に舞胡蝶かな 良斉 内外面とも施釉。刻書。

65 鍋 施釉陶器 内面施釉。
66 鍋 施釉陶器 内面施釉。
67 鍋 施釉陶器 内面施釉。
68 鍋 施釉陶器 内面施釉。
69 鍋 施釉陶器 内面施釉。
70 鍋 施釉陶器 内面施釉。
7１ 鍋 施釉陶器 内面施釉。
7２ 鍋 施釉陶器 内面施釉。
7３ 鍋 施釉陶器 内面施釉。
7４ 鍋 素焼 素焼段階。

75 焜炉 土師質 (欠損)ぬ　風こそ□ほ□万代
の聲 良斉 小型の焜炉。刻書。

76 焜炉 土師質 塩竈の浦(欠損)淋しさや秋の
夜の月に一すじ立烟かな 遊月軒　良斉戯製 刻書。

77 焜炉 土師質 夏の夜の月はしらみぬ錦織の　
杜の若葉の露のまにして 良斉 刻書。

表 ４　つづき
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78 焜炉 土師質 秋のよの望中の□の月かげに　
心をやれははてなかりけり 遊月軒　良斉戯造 刻書。

79 焜炉 土師質
末終にさめはてぬともしばし
世の　花に胡蝶の夢はみてま
し

良斉 刻書。

80 焜炉 土師質 小車のわだちの水の底にさへ　
うつればすめる秋の夜の月 良斉戯造 刻書。

8１ 焜炉 土師質
真菅かる美豆の河瀨に船さし
て　　淀の渡りの月を見るか
な

良斉 刻書。

8２ 焜炉 土師質 何と(欠損)□宵の山の端に　
向ふころもほのめきにけり 良斉戯造 刻書。

8３ 土型 土師質 椀の土型か。
8４ 土型 土師質 椀の土型。
85 土型 土師質 椀の土型。
86 土型 土師質 椀の土型。
87 土型 土師質 筒茶碗形　遊月亭 椀の土型。

88 土型 土師質 嘉永六年丑八月十五日新調　
遊月亭蔵　臥きん造 椀の土型。

89 土型 土師質
嘉永六年うし九月十七日造
之　小湯呑形　遊月亭　臥
蔵

90 土型 土師質 椀の土型。

9１ 土型 土師質 嘉永六のとしうし中秋しん
調　陶器形　遊月亭臥きん

9２ 土型 土師質 嘉永第六癸丑中秋望　遊月
亭 盃の土型。

9３ 土型 土師質 大茶碗形　遊月亭 椀の土型。
9４ 土型 土師質 大茶碗の蓋形　遊月亭 椀蓋の土型。
95 土型 土師質 こぼれ梅のふた形 椀蓋の土型。
96 土型 土師質 山水蓋物のふた形　遊月亭 蓋物の蓋土型。
97 土型 土師質 急須形　遊月亭 急須下部の土型。
98 土型 土師質 嘉永六丑八月造　遊月亭 完形品。急須下部の土型か。
99 土型 土師質 遊月 土瓶下部の土型か。
１00 土型 土師質 土瓶下部の土型か。
１0１ 土型 土師質 急須下部の土型か。
１0２ 土型 土師質 鍋下部の土型か。
１0３ 土型 土師質 遊月亭　中鍋形 鍋の土型。
１0４ 土型 土師質 春日土鍋形　丑冬　遊月亭 鍋の土型。
１05 土型 土師質 鍋蓋の土型。
１07 土型 土師質 鍋蓋の土型。
１08 土型 土師質 土鍋の蓋形 鍋蓋の土型。
１09 土型 土師質
１１0 土型 土師質 角鉢の土型。
１１１ 土型 土師質 角鉢蓋の土型。
　備考　□：文字不詳，（欠損）：欠損にて判読不能，（文字）：欠損文字を他の資料から推定。
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　⑶ その他の資料（図75～81）

　上に紹介した資料とともに，土器・陶磁器や玩具，瓦類などが出土している。主な資料

を図示して，簡単に解説しておきたい。明治時代に下ることが明らかな資料を含まない。

上述したように，「安政乙卯」（1855年）の紀年銘資料があるので，それ以降で明治初年頃

までには一括廃棄されたと限定できる幕末期の良好な一括資料である。

　土師器皿（112～148）　手づくねで見込みに圏線をもつもの（112～141），手づくねで

圏線をもたないもの（142～147），回転台を用いて成形しているもの（148）に大別できる。

見込みに圏線をもつ皿は，口径が12㎝前後（112～137），11㎝前後（138・139），口径 ９㎝

前後（140・141）の ３ つの法量がある。圏線をもたない皿は，口径が ８㎝前後（142・

143），5.5～ ６ ㎝（144～147）の ２つの法量に分かれる。

　土師器椀（149）　149は回転台を用いて成形した椀。口径8.8㎝，高さ3.4㎝。

　焼塩壷（150）　150は型作りによる成形で，内面に布目圧痕を残す。

　火消し壷（151～156）　いずれも土師質。151～155は蓋で，中央につまみがつく。156

は身で，口縁部下が膨らんで，口縁部に向けて内湾する。口径19.6㎝，高さ17.6㎝。

　焜炉・焜炉付属品（157～164）　いずれも土師質。157は焜炉。下部に通風口をもち，

３脚がつく。内部中央に目皿が取り付き，底面とのあいだに円柱形の脚が補強のため，つ

いている。目皿の上面と底部の外面には布目圧痕が残存している。158～164は，焜炉付属

品の目皿。158～163は皿状，164は円盤状の形態である。

　陶器碗（165～169）　165～168は京・信楽系の丸椀。166～168は，上絵付けを施してい

るが，167・168は劣化により，文様がほとんど見えない。

　陶器皿（170）　170は陶器皿で，見込みに錆絵で文様を描いている。

　陶器段重（171・172）　171は口縁部内面に蓋受をもち，外面に文様を施している。

　陶器片口（173）　173は，口径 ９㎝の小型の片口。大部外面下半を無釉とする。

　陶器水注（174）　174は，底裏に「米」の墨書がある。

　陶器蓋（175～178・181）　177は軟質施釉陶器。178は段重の蓋。

　陶器灯火具（179・180・182～191）　185・191以外は京・信楽系。180はカンテラで，

179は180とセットになる蓋。182～185は灯明皿，186～190は灯明受皿。185は軟質施釉陶

器で，見込みに圏線をもち，口縁部内面に ３カ所，灯心を固定するための突起がつく。

191は秉燭（タンコロ）で，鉄釉を施し，露胎の底部には糸切り痕が残る。

　陶器急須（192）　192は口径 ５㎝，高さ4.5㎝の小型の焼き締め急須。体部下半と上半
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図75　ＳＫ15出土遺物⑾（112～156土師器）
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を別作りにして接合した痕跡が内外面で観察できる。底部外面，体部の接合箇所の上下，

体部上半，把手の外面，注ぎ口の外面に布目の痕跡を残している。

　陶器土瓶（193）　193は体部を白化粧したのち，山水楼閣文を描いている。

　陶器徳利（194・195）　194は焼き締め陶器で，体部の器壁の厚みは １㎜に満たない薄

作りである。底部外面と肩部の部分に布目痕を残しており，型作りかと思われる。把手の

上面に「丸□」の刻印を押している。195は通い徳利。

　陶器鍋（196～206）　196～201は鍋蓋。196・197は白泥を用いたイッチン描きで文様を

施文する。198・199のつまみは，狛犬をかたどっている。202～206は行平鍋。202～205は

鉄釉をかけて，体上部に飛び鉋を施している。206は底部まわりを除いて灰釉をかけ，底

部脇に ３脚をつけている。

　磁器盃・椀（207～227）　207～211は見込みに文様をもつ盃。下絵染付の210以外は，

上絵付けである。213はコンニャク判による文様を体部に施す。224～227は白磁。211・

212・214は焼継している。216は「大明成化年製」の底裏銘をもつ。

　磁器鉢（228～230）　228は口径18㎝，高さ ８㎝，体部を「壽」文で埋めている。239は

口径12㎝，高さ6.5㎝，体部に花文を施す。228・229は，破損箇所を焼継している。230は

上面観が16角形になる鉢。底部は蛇の目釉はぎしている。

図76　ＳＫ15出土遺物⑿（157～164土師器）
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図77　ＳＫ15出土遺物⒀（165～195陶器）
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　磁器皿（231～235）　いずれも染付。235は口縁部に切り込みを入れて，輪花とする。

　磁器蓋（236～241）　236・237・240・241は染付，238は青磁染付，239は色絵染付。

236・240は焼継している。

　磁器仏餉具（242）　242は染付の神酒徳利で，蛸唐草文を施している。

　磁器蓋物（243）　243は口径13㎝，高さ10㎝，口縁部を釉はぎする。

　磁器レンゲ（244）　244は染付の型作りである。底面を除いて施釉している。

図78　ＳＫ15出土遺物⒁（196～206陶器）
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図79　ＳＫ15出土遺物⒂（207～232磁器）
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図80　ＳＫ15出土遺物⒃（233～245磁器）
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　磁器急須（245）　245は染付の急須。底部に火にかけた痕跡が認められる。

　軟質施釉陶器・ミニチュア（246～250）　246～248・250は軟質施釉陶器。246は底部の

み残存しており，見込み中央に七宝つなぎ文，四隅に花文を印刻で施している。247はミ

ニチュアの鍋，248はミニチュアの椀。249はミニチュアの土師質羽釜。外面に離れ砂が付

着する。250はミニチュアの蛙。緑釉を施している。

　伏見人形（251～253）　251は中実，手づくね成形。252・253は型作りで，正面側と裏

面側を別々に作り，貼り合わせて成形している。

　泥面子（254～261）　円盤形で，254～259は径 ３～3.5㎝，260は径 ２㎝，261は径 １㎝。

　 ４　玉木良斉について

　蓮月焼模倣陶器を製作した良斉とは，どのような人物だったのか。その重要な手がかり

となるのが，花生に記された文言である（図版13，図65－20）。「銘　仙家」と花生の愛称

を記し，「仙人の住家とぞ思ふ四つの時　花の匂はぬひまなかりせば」との歌を刻書し，

さらに「安政乙卯初夏　洛東　錦織里士　半隠　玉木良斉　橘正貞　詠并戯造之」と由緒

を入れている。安政乙卯は安政 ２（1855）年。「洛東錦織」は聖護院村の別称。「半隠」は

号なのか，あるいは隠居に近い状況を記したものか，よくわからないが，洛東の聖護院村

に居住した玉木良斉（橘正貞）なる人物が安政 ２年に，趣味として自詠の歌を刻んだ花生

を製作したことがこの文面から読み取れる。

　管見では，玉木良斉（橘正貞）という人物を文献上で見つけることはできていないが，

『平安人物志』の天明 ２（1782）年版には玉木慎齊（橘維一），慶応 ３（1867）年版には

図8１	 ＳＫ15出土遺物⒄（246～248・259軟質施釉陶器，249土師器，251～253伏見人形，254～261泥
面子）
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玉木東民（橘直）という玉木姓と橘姓をもち聖護院村に居住する人物が記されている。ま

た，『京都名家墳墓録』には，玉木葦齊（元文元（1736）年没）を筆頭に，玉木要人（寛

政 ７（1795）年没），玉木慎齊（文化11（1814）年没），玉木和泉正弘（安政 ２（1855）年

没）を掲げ，この一族の墓地が頂妙寺境内にあると指摘する〔寺田1922（1976），pp.383-

4〕。この墓地を調べたところ，これらの人物の墓石が現存するとともに，玉木良斉（正貞）

の墓石も存在し，安政 ３（1856）年 ４月に没していることがわかった（図82）。すなわち，

ここで問題にしている玉木良斉なる人物は聖護院村に居住し頂妙寺に墓地をもつ玉木氏一

族の一人であることが判明したのである。

　それでは，玉木姓と橘姓をもち聖護院村に居住した玉木氏とは，どのような一族であっ

たのであろうか。頂妙寺の玉木氏一族の墓のなかでもっとも古い墓は，江戸時代中期の玉

木正英（葦齊：1670－1736）のものである。玉木正英は京都梅宮神社の神職で，薄田以貞

より梅宮神社の祠官橘家に伝わった神道行事を伝授され，ついで山崎闇斎の垂加神道説を

正親町公通より学んでこれを勘案して，橘家神道として大成させた神道家として知られて

いる〔松本1996・1997〕。尊皇を旨とする橘家神道は，幕末の尊皇攘夷思想に影響を及ぼ

したとされている。

　ついで，玉木正英の子として文献にみえる人物が玉木慎齊（橘維一：1734－1814）であ

る。先述した，平安人物志（天明 ２年版）には，「学者」として分類収載されており，『平

安人物志短冊集影』では，慎齊が詠んだ歌を掲げるとともに，医家であり，聖護院村の医

家玉木正英の子であると解説している〔小笹編著1973，p.9〕。また，正英を曾祖父にもつ

図8２　頂妙寺墓地に所在する玉木氏の墓石（ １：玉木葦齊， ２：玉木正弘， ３：玉木正貞）
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人物として，玉木左近（正弘）（－1855）が漢蘭折衷の医家として，山本善太編著『海内

医林伝』（文政11（1828）年）に，「聖護院　漢蘭　秋吉氏高第弟子　玉木左近」と記され，

「名正弘字興民曽祖正英以来世奉垂加神道」と注されている〔京都府医師会医学史編纂室

編1980，p.500〕。さらに，平安人物志（慶応 ３年版）にみえる玉木東民（橘直）も医家と

して分類収載されている。正英は橘家神道を体系だてた神道家として一派をなしたが，「京

都医師ノ部也」と注する文献も存在するようで〔松本1996，p.47〕，子孫は代々，医業を

家業として継いだとみることができよう。ただし，正弘（左近）の注書きには「正英以来

世奉垂加神道」とあり，幕末まで橘姓をも継承していることを鑑みれば，玉木氏の一族が

橘家神道の継承者としての自覚も合わせもっていた可能性を捨てきれない。

　良斉が家業としての医家を継いでいたかどうか，あるいは神道家であったのかは，まっ

たく不明である。良斉が没する安政 ３年の前年に亡くなっている漢蘭折衷の医家である正

弘との関係も，没年の近さから，兄弟あるいは従兄弟などが考えられるものの，想像の域

をでない。しかし，30首以上の歌を自作のやきものに記していることや本格的なやきもの

作りに挑戦していることから，医業を生業とした一族の中にあって，晩年（紀年銘資料か

ら見て，作陶期間は嘉永 ６年～安政 ２年ないし ３年の ３～ ４年間）には，悠々自適な生活

をおくることができた教養ある文化人として，良斉の姿を描くことができる。

　良斉銘のやきものが多量に出土した地点は，富岡鉄斎が描いた「聖護院村略図」〔京都

市編1985，口絵〕に蓮月宅として描かれた地点とほぼ重なっている。この略図には，安政

～文久年間に聖護院村に住んだ多くの文化人の居宅も示されているが，玉木氏に関係する

と推定できる居宅は描かれていない。また，蓮月の書簡など同時代史料の中にも，玉木良

斉はもとより玉木氏一族に関係する記述は見られないようである。したがって，良斉と蓮

月がどのような関係を結んでいたのかについても後述するような推測を除けば，不明とせ

ざるを得ない。ただし，出土地点と蓮月居宅推定地点がほぼ重なり合ってくることから，

ＳＫ15は，良斉の居宅に附属する井戸であり，その隣近所に蓮月の居宅が存在していた可

能性は考えてよいだろう。

　居宅が隣近所という地の利以外で，蓮月と良斉を結びつける手がかりとして六人部是香

の存在を考えてみたい。蓮月は，『平安人物志』天保 ９（1838）年版に女流（歌・画），弘

化 ４（1847）年刊行の『皇都書画人名録』に書・画・和歌と記されるように，陶芸家とし

てよりも最初は，歌人や画家・書家として世に知られるようになっていたが，嘉永 ２（1849）

年には，六人部是香（1798－1863）に入門し歌を学んでいる〔徳田ほか1982〕。六人部是
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香は国学者であり，また向日神社の神官を勤めた人物である〔山中2012〕。平田篤胤（1776

－1843）に入門し，その神道思想を継承した。また歌学に関しても造詣が深かった。晩年

には，蓮月の生地である京都三本木に神習舎を開塾している。橘家神道を継いでいたとも

推定できる玉木氏一族とは神道を介して交流があったのではなかろうか。

　このように考えることが可能なら，歌を仲立ちとして蓮月と是香，神道を仲立ちとして

良斉と是香の結びつきが考えられる。あるいは，歌を詠む良斉自身も是香に入門して歌を

学んでいた可能性も考えられる。こうした是香をあいだにはさんだ交わりの中で，良斉と

蓮月は出会い，親交を深めていったのかもしれない。

　そして，良斉は，隣近所に引っ越してきた蓮月の作陶を間近に見ることで興味を抱き，

やがて自らも蓮月焼を模倣したやきものを作るようになったのではないか。良斉のやきも

のが多量に出土した井戸ＳＫ15に，蓮月焼そのものの未製品（失敗品）が共伴することは，

良斉と蓮月との親しい関係が推定できる。陶土の調達・作陶から焼成（借り窯）にいたる

一連の工程のすべてにおいて，蓮月の助力や手ほどきがあったのであろう。そして，嘉永

６年の紀年銘をもつ型が存在することから，二人の親交はそれ以前からあったことを示し

ている。そのきっかけは，第一に，嘉永 ２（1849）年に蓮月が六人部是香に入門したこと

により，是香を仲介として良斉と蓮月が親しく交わるようになったことであり，第二に，

蓮月が聖護院村の良斉の居宅の近所に引越してきたことではないかと理解しておく。

　 ５　お わ り に

　蓮月焼に酷似しつつ，玉木良斉（橘正貞）なる人物によって製作されたやきものを紹介

しつつ，その特徴や製作の背景などに関して考察をめぐらせてきた。やきものに記された

玉木良斉を同時代の文献資料の中に見出すことはできなかったが，自らの名前と居住地・

年号を刻んだやきものを手がかりにすることによって，聖護院村に居住した玉木氏一族に

連なる人物として，その姿を垣間見ることができた。良斉銘をもつ蓮月焼模倣陶器は，趣

味的なものとして製作され，玉木良斉本人によって利用されたと考えられる，きわめて特

殊な考古資料であるといってよいが，幕末期における無名文化人の趣味の世界や教養の持

ち方を考えるうえでは，示唆的な資料になろう。

お わ り に
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〔注〕
（ １）　蓮月焼の範疇には，①蓮月本人の手になるもの，②二代蓮月を名乗る黒田光良の手になるも

の，③吉田安，垂水文子といった蓮月の製陶の手助けをした人物の手になるもの，④清水六兵
衛，錦光山宗兵衛といった京焼陶工との合作品以外に，蓮月自身が手紙の中で記しているよう
な⑤贋作なども含めることができる〔千葉2006〕。真偽の程は定かではないが，記すべき歌に
困った贋作者に新たな歌を蓮月が与えたといったエピソードも伝わっている〔村上編1927
（1980）〕。本稿で扱う資料は，①～④の範疇には含まれず，また⑤の範疇に含まれるものでも
ない。玉木良斉という自分の銘を入れ，自詠の歌で飾っているからである。その上で，手づく
ねや型を用いて成形し，歌を記すという蓮月焼の特徴を踏襲していることから，蓮月焼を模倣
したやきものであることは明らかである。本稿では，これら玉木良斉なる人物によって製作さ
れたやきのもを蓮月焼模倣陶器と呼んでおく。

（ ２）　ＳＫ15から北へ100ｍほど離れたＡＧ20区の調査で， １点出土している〔千葉2000，Ⅱ
415〕。この文献では，蓮月に該当する和歌が検索できなかったことから，蓮月焼でない可能性
を指摘しておいたが，「良斉」銘をもつことと，本稿で紹介する資料がまとまって出土したこ
とで，蓮月ではなく玉木良斉が製作したことが判明した。この経緯については，千葉2006文献
の注12に記した。

（３）　蓮月は文久 ３（1863）年に西賀茂へ移るが〔徳田ほか1982〕，この頃から，「蓮月　○○歳」
と署名に年齢を記入するようになる。ただし，署名は一貫して「蓮月」である。
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