
テーマ 「こ・こな・粉」 2013年11月10日 中村正司

日本文化、その中でも書、文学、絵画の基礎である紙。
さらに、大和絵から始まる 日本絵画の素材・技法に「 粉 」は重要な役割を果たしてきた。
今回、その 起源 と 他の文化との違い を再確認し、「日本人、和の心」の認識に繋げたい。

紙 と「粉」

中国

製紙技術の黎明

日本

製紙素材、技術の改良

絵 と「粉」
日本

大和絵、画材の発見

「胡粉」
「岩絵具」
鉱石、半貴石の粉砕材

日本文化の該歴

正倉院
「東大寺献物帳」
現存する麻紙の古文書

正倉院宝物「新羅楊家上墨」

富士図
谷文晁

会期平成25年10月26日（土）～11月11日（月） 全17日

山水図
雪舟

ふん‐ぽん 【粉本】
１ 《昔、胡粉(ごふん)を用いて下絵を描き、のち墨を

施したところから》 東洋画で、下書きのこと。
２ 後日の研究や制作の参考とするために模写した絵画。
３ 絵・文章などの手本とするもの。

「粉本の開発

狩野派に伝わる
尚信による粉本
国立国会図書館
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桜図壁貼付 長谷川久蔵
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紙の伝来
５１３年、百済の王仁が『論語』10巻と『千字文』1巻を将来した。 初伝とされ中国の「蔡候紙」麻紙系と考えられる。

「 製紙技術の伝来 」は、確認できる記述としては『日本書紀』 聖徳太子が摂政の時、６１０年（推古天皇１８年）に
高句麗 曇徴 来朝である。 太子は、写経 を 国家事業 とし、紙・墨・筆 を 生産、保護育成。

わが国在来の 楮 の栽培 と 製紙、および紙の普及を奨励した。次第に紙の生産は地方でも行われ、各地に紙漉きが
拡大、さらに紙の普及と製紙技術の向上に拍車をかけることになった。

紙の国産 粉と麻紙 日本独自の技術革新について
「 麻紙 」は、奈良時代から平安時代にかけて、詔書・勅書・宣命と言った重要な公文書の原紙（黄紙）や写経の材料とし

て用いられた。 正倉院「東大寺献物帳」や、東京国立博物館所蔵の「法隆寺献物帳」などが現存する麻紙の古文
書の代表例である。

原料は大麻、苧麻の繊維、 麻は繊維が強靱で、多くは麻布を細かく刻み、煮熟するか織布を臼で擦り潰してから漉いた。
漉き上がった麻紙を平滑にするため、槌で打ったり（紙砧）、石塊、巻貝、動物の牙などで磨いていた。
日本独自に、石膏、石灰、陶土などの 鉱物性白色 粉末 を 塗布することで 墨のにじみ （遊水現象） を防ぐ 技術 を開発。
また、澱粉 の 粉 を 塗布するなどの 加工 も 行われた。

６００年代に生産開始と考えられる「穀紙」に比べると 緻密で上品な味わい があるとされ、また紙魚（しみ）にも強いこと
から、重要な文書 の用紙に利用されたが、反面紙肌が荒いためにあらかじめ表面を加工しておかないと筆の走りが悪くな
る場合があり、長期間を経ると強度が低下して劣化したり、破損することも多かった。
そのために次第に取り扱いが容易で、増産に適した、楮（こうぞ）が原料の 「穀紙」 が普及した。

穀とは梶（楮：こうぞ）の木のことで、若い枝の樹皮繊維を原料とした。麻紙と同様に煮熟して漉いた。表面の肌理がや
や荒いが、繊維が長く丈夫な紙となり、写経や官庁の記録用紙、建築材料として、染色されずにそのまま使用された。

『正倉院文書』によると、天平9年（737年）までに、美作、出雲、播磨、美濃、越などで紙漉（かみすき）が開始。
作成時期が特定できる現存最古の紙は、大宝令による戸籍は大宝2年（702年）のもので、美濃・筑前・富前で作られた十

種、楮（こうぞ）が原料である。 宝物記録や、皇后宮職・造東大寺司の下職である東大寺写経所が作成した文書の中に、
この戸籍資料や・正税帳が含まれていた。

また、『正倉院文書』には、彩色紙として植物で染色した五色紙・彩色紙・浅黄紙など10数種類が、加工紙として金銀を
あしらった金薄紫紙・金薄敷緑紙・銀薄敷紅紙など10数種類が、加工法の違いとして打紙・継紙（端継紙）が、形と性質の
違いとして 長紙・短紙・半紙・上紙・中紙 が、用途の違いとして 料紙・写紙・表紙・障子料紙（間仕切り用） の名が見え、
日本での製造を確立出来たことが窺える。

『大宝律令』によって国史（『古事記』『日本書紀』）や各地の『風土記』の編纂のために図書寮が設置され、紙の製造と紙
の調達も管掌した。

天平11年（739年） 写経司が設置され、写経事業のために紙の需要が拡大。
『図書寮解』の宝亀5年（774年）の項には、紙の産地として、美作、播磨、出雲、筑紫、伊賀、上総、武蔵、美濃、信濃、上野、
下野、越前、越中、越後、佐渡、丹後、長門、紀伊、近江が挙げられている。
しかし、紙は数が少ない高級品で「紙背文書」も有る。 日常的には安価で丈夫な木簡を使用。

その後に生産が始まるガンピ（雁皮）はジンチョウゲ科ガンピ属の落葉低木。 奈良時代から製紙原料として利用。
遣唐使と共に唐に渡った最澄が、 特に土産として筑紫の斐紙（雁皮紙）を200張り持参。 元祖中国でも高い評価。

中国 紀元前１７０年頃 世界最古の紙 前漢時代の地図 「放馬灘紙(ほうばたんし)」

紀元前140年～87年頃 灞橋麻紙（はきょうまし） 灞橋麻紙は陝西省西安市灞橋鎮で出土。
麻布と同じように銅鏡などの貴重品を包むのに使われていたと考えられています。

１０５年 後漢時代 蔡倫 （ さいりん )による製紙技術の成立
製造技術が大きく進化、写生に適したものとなった。 麻製品の廃品や樹皮などを使ったその紙は ｢蔡候紙 ( さい

こうし ) ｣と呼ばれ、広く使われる。 植物繊維を、水で薄めて漉いて作る基本原理は現在も同じで、蔡倫(さいりん)は紙
の製造方法を確立した功労者だと言われている。 唐から宋にかけて全盛期を迎えたが、北宋後期から 楮紙 や 竹紙
など 製造簡便な紙 が用いられるようになった。

日本

紙 と「粉」 日本文化の特性

紙は、中国大陸から朝鮮半島を経由して伝来した。

しかし日本人は、「 粉 」による大きな技術・品質革新を発想。
筆、墨との適合が向上し、上品で緻密な記述、記録を実現。
また、多彩な加工を施し、用途に対応した。
同じ時代の伝達、後世への継承、そこに記される内容ととも
に、紙そのものへの粉加工が、日本文化の表現と考えます。
現存、世界最古の印刷 「百万塔 陀羅尼」へと繋がります。

７７０年 称徳天皇 将兵鎮魂、鎮護国家のため１０寺に奉納

ガンピ（雁皮）
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詩書画一致
中国絵画は「書」とともに、内容、形式、

表現方法の点で、他の文化圏とは異
なった独特の発達をとげてきた分野。

中国の伝統的価値観では、造形芸術
を代表する分野は「書」と「画」。中国絵
画は、山水画の余白や画巻の巻末に
絵の内容と関連する詩や文章（題賛、
題跋）が書き付けられていることが多い。

『 曹全碑 』
東晋・五胡十六国

（301年 - 439年）

東晋 王 羲之
楷行草で極致に
中国第一、書聖

南北朝時代
六朝（りくちょう） 楷書

『元懐 墓誌』

唐時代
欧陽詢
『九成宮醴泉銘』
日本で昭和時代
から小中学校の
教科書手本の原型

唐詩７００年代
李白
杜甫、王維

宋時代
山水画 謝縉『雲陽早行図』
上海博物館

山水画
黄居寀
『山鷓

棘雀図」

中国 日本
「煤粉」の文化 「多様粉」の文化

西洋
「油」重ねの文化

煤 と「粉」

神話・宗教 と 人間
イタリア ルネサンス絵画

基底材（支持体）に始まって、
地塗り、下書き、鍍金、彩色層、描画
（テンペラ： 卵、油彩技法）、ニス引き

テンペラは乳化作用を持つ物質を固

着材として利用する絵具、及び、これに
よる絵画技法。テンペラは混ぜ合わせる
というラテン語が語源。

卵テンペラは、油彩画のような黄変・

暗変を示さないという特徴、経年劣化が
少なく多く採用、数百年前に制作された
作品が色彩を保つ。

油絵具（あぶらえのぐ）は、顔料と乾性
油などから作られる絵具

1400～1500年代中期
ミケランジェロ『システィーナ礼拝堂天井画』
フレスコ画法（生乾きの漆喰の上に描く壁
画制作技法） 『最後の審判』は壁画だが
修正可能なテンペラ。 同時期の芸術家
ラファエロと弟子たちや、新たな人物造形を
追求した16世紀の画家たちに影響。

新古典主義、ロマン主義まで、数世紀に
わたり、ミケランジェロは絵画界の巨人。

ルネサンス期のイタリア絵画は、地元ウ

フィツィ美術館、ロンドンのナショナル・ギャ
ラリー、パリのルーヴル美術館、ベルリンの
アルテ・マイスター絵画館など、世界中の一
流美術館の重要作品として所蔵。美大設立
や美術史に、非常に重要な存在。

『ヴィーナスの誕生』（1486年頃）、ボッティチェッリ
ウフィツィ美術館（フィレンツェ） キャンバスにテンペラ

土佐光起
源氏物語絵巻
二十帖 『 朝顔 』
ニューヨーク
バーク・

コレクション

絵 と「粉」 日本文化の特性
日本画は、平安時代以来続いている絵画様式、画材を継承する。
画題・画材・素材は、自然天然を基本に、比較文化上多様性に富む。
① 多様、天然な粉素材 ：

煤粉の墨、胡粉、岩絵具・顔料 (鉱石、半貴石の粉砕材）
② 天然素材の利用重視 ： 胡粉を渡来の鉛白から、貝殻利用に

藍（植物）、臙脂（えんじ 昆虫）
③ 膠 (にかわ) を 水溶し、素材の接着材として描く
④ 金箔、金粉なども加えた。

日本画には、その重要な 素材 と 表現 の 中心に、「 粉 」 がある。
粉は、縄文時代からの自然共生、 弥生時代から古墳時代への渡来
人の受け入れ、文化を和にアレンジしてきた、日本文化の特性である。
さらに、粉の特性を生かした「技法」 には、彫り塗り ぼかし たらし
込み 濃淡 片ぼかし、破墨、潤筆、渇筆 裏箔 切箔 砂子などある。
それらは、先住と後入、神と仏、かな と漢字、和と洋など習合における

技法である。 粉技法 は、その様な日本人の精神を表現している。

水（膠）と油

狩野元信 四季花鳥図屏風 白衣観音図

狩野永徳 花鳥図

花鳥風月
日本画は、基本的には、墨（黒）、胡粉

（白）、岩絵の具（青・緑）、土（黄土色）、水
銀化合物（赤）、金、銀などの金属箔などを、
均質な分散や接着を助けるための膠 ( に
かわ ) 水溶液により、紙や布に吸わせたり、
塗ったり、貼ったりして表現する。

顔料は、種類、粒子の大きさ、比重が異
なるため、混色も塗り重ねも困難である上
に、色数自体が極端に少なく、技法を開発

大和絵（やまとえ）
中国風の絵画「唐絵」（からえ）に対する

呼称、平安時代の国風文化の時期に発達
した日本的な絵画。

「 源氏物語絵巻 」 などの絵巻物に典
型的に見られる。 土佐派などの流派に受
け継がれ、現代日本画にも影響。
藤原隆能？

狩野派は、大和絵の伝統と、中国の水墨
画の技法・主題を統合。
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日本画の技法

伝統的な日本画は、和紙、絹地、板を支持体とし、これにドーサをひいた後、顔料を膠で溶いた
もので彩色して制作されます。

ドーサ液 : 膠液に、明礬（みょうばん）を少々加えたもの 麻紙に引く事により、にじみ止めとなる。

大和絵 の技法

12世紀の源氏物語絵巻などにみられる技法は、伝統的彩色日本画の手本とされるものであり、
現代も基本として学ばれています。彫り塗り、ぼかし、たらし込みの技法を用いて彩色されます。

彫り塗り 初めに引いた描線を塗りつぶさずに線を避けて彩色する技法
ぼかし 濃い彩色部分から徐々に薄くしていく技法
たらし込み 絵具が乾かないうちに別の絵具をその上から垂らしてにじみを作り、独特の

調子を出す技法

水墨画 の技法

室町時代に中国から招来し、もう一つの日本画の様式を形成しました。墨の濃淡のみで表現。
片ぼかし、破墨、たらし込み、潤筆、渇筆の技法が用いられます。

片ぼかし 薄い墨をまず筆全体に浸し、次に濃い墨を筆先につけて描画、片側をぼかす技法
破墨 薄い墨で描いた上に濃い墨で描いて立体感を出す技法
潤筆 十分に墨を含ませた筆を用いて描く水墨画技法
渇筆 墨を少しだけつけた筆を用いて掠れさせる水墨画技法

金銀 の使用

黄金の色は、永遠の象徴としての仏教表現に欠かせない素材でした。各時代で、絵画様式に
合わせ金銀が使われ日本画の装飾性を高めました。箔置き、裏箔、切箔（野毛、截金）、砂子
などの技法があります。

箔置き 金箔や銀箔にあかしをして画面に接着すること。
裏箔 柔らかい金銀の効果を得るため、絵絹の裏に金箔や銀箔を張ること。
切箔（野毛、截金） 金銀の箔を様々な形に切り、薄く膠をはいた地に振り落とす 装飾技法
砂子 金銀の箔を細かい粉にして蒔き、装飾する技法

胡粉

中国明時代の百科全書『天工開物（てんこうかいぶつ）』によれば、胡粉は鉛を酢と塩で酸
化させて白い粉にした鉛であったことがわかる。

日本でも、奈良時代には胡粉といえば鉛白を指したが、日本は湿度が高いため鉛白では
黒変し、鉛は高価、有害であることから、後には貝殻から胡粉が作られるようになった。

室町時代の障壁画に用いた胡粉は、貝殻によるものだが、江戸時代には需要の増加に
伴って貝殻の胡粉が盛んに製造された。

胡粉は現在、能面・神社仏閣の壁画や天井画、伝統工芸では、能面や雛人形の頭（面部）
にも使用されている。 その他、食用として塩豆にも用いられたり、除菌効果などの成分特性
を活用した 新規商品開発 も なされている。

胡粉の原料は、天然カキの一種でカキより一回り大きいイタボガキ、近世はホタテも用いる。
胡粉は、現在では 京都市 や 宇治市 で製造 されるだけになっている。
江戸時代から京都で作られているが、その理由として、以下３点を挙げます。
① 一大消費地であった京都、近隣であること
② 原料である大量の貝殻を搬入する際に、淀川、宇治川の水運が利用できること
③ 製造上、何よりも大切な豊富な水に恵まれていること

狩野山楽 金碧画 『牡丹図屏風』 （大覚寺宸殿）

株式会社 吉祥
京都市南区豊田町5-2
起源 明治４３年 法人創業は昭和から
世界２０ヶ国に輸出

日本画画材 製造・卸

上羽絵惣株式会社 UEBA CO.,LTD.
京都市下京区東洞院通 松原上ル燈籠町東側
創業 宝暦元年（1751年） 現存最古、現在地で伝統技術を継承
当初からの胡粉・岩絵具、近年、胡粉石鹸、胡粉ネイル など 用途拡大開発。

現代に受継がれる「粉」の 日本文化
胡粉は京都で継承されていた。 日本画画材の継承、 胡粉の石鹸、ネイル開発など、

日本人の美意識の中で、「 粉 」文化 は、今も進化している。

４ ページ

ナカガワ胡粉絵具株式会社
この所在地である宇治市菟道（とどう ）

池山周辺の谷部は、かつて水車谷と呼
ばれ、精米、金粉、胡粉製造などに用い
る大型水車が明治４０年段階でも５基
残っていた。

今でも製造には大量の水を使用する
が、胡粉は清浄な軟水が豊富にあって
初めて製造できるものである。

原料のイタボガキは２０年
ほど前から入手減少している。

BYAKKO（白孤）
TRADE・MARK

「京都しゃぼんや」と共同開発
肌を傷つけずに洗い落とすスクラブ効果を
期待。さらに高価な真珠パウダーも配合
して、お肌に輝きを求めた。

従来のマニキュアと違い
刺激臭なく、 通気性、
速乾性、非常に軽い塗り
感。 水溶性で、除光液の
代わりに除菌に使う消毒
用アルコールで落とせる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Pivoine_sur_paravent_2_par_Kan%C5%8D_Sanraku.jpg
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