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はじめに
　本学には漆専門の分野があり、現在まで漆の指導をしているが、
本学に就任した当初「広島になぜ漆の分野が必要なのか」問われ
る日々であった。これも私の専門とする工芸の「文化」が１９４５
年の原爆投下により神社、仏閣、絵画、書物と共にほとんどが消
滅し、更に時間と手間のかかる美術工芸品は戦後の「経済復興」
を犠牲に技術や継承者までも失われてしまったことにある。
　また現在の広島は「政令指令都市」として発展しているが、
現実には「平和都市」としての認知が優先され、かつての広島
が持つ「美意識」や「創造性」についての発信は非常に乏しい
のが状況である。
　そんな中、地元の文化を再認識してもらうため、広島の伝統的
産業である宮島轆轤を中心にとりあげた調査研究を行なった。こ
の研究では同時に関連する他の諸職も調査する必要があり、その
結果現在の工芸技術は現在も様々な分野に応用されているのがわ
かるとともに、広島の漆文化の存在を知るきっかけとなり広島漆の
復興を計画。平成１８年度より広島市立大学の競争的資金の助成
研究を実施。さらにこの研究を継続するため１９年～２１年度にお
いて広島市立大学の特定研究に採択され、広島漆の復興と保存活
動を行っている。

研究目的
　かつては全国的にも良質とされていた広島産漆を復興させること
で、僅かに現存する宮島轆轤、戸河内挽物の技術伝承及び継承者
育成や衰退した那須漆器の復興と発展を目的とする。
　また、地元の漆芸作家や学生と行う小規模な活動であるが、植

栽を通してものを育てる難しさや喜びなどを体験、それぞれの研
究に繋げるとともに、広島の伝統産業を再認しながら今後の広島
ブランド推進計画等 ､ 当該地域の文化と産業の復興を担う研究者
の育成を目的とする。

1. 安芸大田町漆実験林（戸河内地区）
　１８年度より全国の漆樹調査と植栽を開始、日本文化財漆協会
の協力で東北地方の植栽地を調査、成長の良い奥久慈産漆の苗
木を１２本提供してもらう。植栽地は研究協力者である新宅氏の工
房脇の土地をお借りし、植栽した。「図 1」「図 2」その後現在まで
に、梅雨前の６月上旬と８月、１０月の最低年２回、学生とともに下
草刈りを実施、その他、害虫対策、枝打ち等行っているが６本が
病気などで立ち枯れてしまい現在は半分に減ってしまっている。し
かしながら今育っている漆は２２年度の測定値では平均樹高 5.6m
胸高直径 26 ㎝と非常に良い成長をしている。「図 3-4」

2. 広島市立大学漆実験林の開墾作業
　戸河内地区の漆実験林は大学より高速を使用しても１時間以上
要する場所にあり、漆の採取まで考えると学生とともに継続して行
うには厳しい状況である。又、戸河内地区の漆は奥久慈産であり
今後広島産漆としての復興に重点を置くため地元広島産の漆植栽
を計画し、本研究の基盤として実施した。２０年度より大学の空
き地を開墾、かつて広島で植栽していた広島県芸北町の漆畑に僅
かにのこる漆樹の根から（社）林原共済会　備中漆新見研修所小
野さんの協力のもと分根法 [ 註１] にて植栽を始める。
　大学の土地は建築土木用のマサ土が締めており、葛が根を張っ
ている状態で土壌改善と平行しての育成と非常に厳しい条件での
スタートであった。「図 5-11」
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３. 広島市立大学漆実験林の分根法による植栽
　芸北町にかつて広島産漆を生産されていた漆畑跡に僅かに生息
する漆樹より根を採取することを土地所有者である河野利未氏に
許可をいただき平成２０年４月１５日備中漆新見研修所小野さんの
協力のもと分根法にて植栽を実施した。「図 12-13」漆の根である
かの判別は、切った際漆の樹液が少し出るのでそれを確かめなが
らの作業であった。根を採取後、ぬれたタオルで乾燥しないよう
に大学に持ち帰り、長さ１０㎝程度に切りそろえ、太いもの、細い
ものを４、５本にまとめた物を１辺３. ５ｍ菱形に間隔を取り、２９
カ所と１列長い畝をつくり３０カ所植えた。畝に植えたのは間隔を
おいて植林した漆が枯れた場合、植え替えるための予備とした。「図
14-17」

４. 有機野菜作りを利用した漆樹育成
　漆は非常に弱く、人の手を入れないと育成は難しいことは様々な
産地を訪れ知っていたが、さらに大学の実験林の土は土壌改善が

完全でなく、定期的に水やりをしなければ育たないと小野さんより
指導をうけた。しかしながら、かつて私が東京芸術大学の取手校
にて１００本の植栽を手伝った際、先生より１０数年後は漆が取れ
るからと漆樹の育成を手伝っていたが、制作もしたいしバイトもし
たかった私にとっては苦痛だった記憶がよみがえっていた。
　この対策として考えたのが漆植栽と平行して作物を育てると言う
発想であり、ヒントは茨城県奥久慈漆の壱木呂の会で行われた「ク
ロメ会」にて体験した蒟蒻作りである。「図 18」かつて掻子さんが
漆採取をしない時期に栽培していた蒟蒻作りの体験は初めてであ
るとともに楽しめた。そして学生にもなにか楽しめながらできれば
との発想が野菜づくりである。この年は非常に雨が少なく、全国
的に野菜も不作であり定期的に水やりをした。だが野菜はよく成
長するのに漆の芽は出なく失敗かと思っていた６月の上旬、やっと
漆の芽が出てきたときは感動であった。「図 19-20」
　しかしながら９０坪近い土地に漆と平行して野菜を作るのは次第
に大変になり、そこで新たに考案したのが全学の学生や教職員を

図９：耕耘機でも土が堅く、葛も絡んで大
変な作業。

図10：腐葉土を散布し土壌改善。 図11：広島県山県郡芸北町空城（大朝鹿野
林道）より漆の根を採取。

図５：平成20年10月、大学構内の空き地を
漆樹実験林として開墾開始。

図６：大量の雑草は焼いて肥料に。 図７：大小の岩、小石、産業廃棄物の処理。 図８：開墾で大変だったのが大量の葛の
根、現在も最大の難敵。

図１：平成18年3月24日、12本漆の苗木を
植える。

図３：苗木植林後4年目（平成22年8月3日、
測定、下草刈り）

図４：安芸大田町漆実験林測定データ図２：実験林場所
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動員して行う「有機野菜づくりプロジェクト」を実施した。「図 21」
漆に携わる学生に限らず、他の学部や事務局の方々など本研究の
趣旨を理解してもらいながら、漆樹の水やりと周辺の草刈りをお願
いし、空きスペースに有機野菜を栽培してもらっている。「図 22」
これは同時に漆を育成するための土壌改善と草刈りを定期的に行
えるとともに、野菜の育成状況が漆樹育成のバロメーターとして大
変役立っている。有機野菜づくりプロジェクトは漆がある程度成長

してくれる３～４年継続できればと考えており、２３年度５月の測
定では樹高平均１１１㎝直径平均６. ３㎝と育っている。「図 23-24」
　小規模ではあるが、学生と共に行う漆の育成や野菜づくりは自
然を理解してもらう良い機会であり、様々な分野の学生とコミュ
ニケーションをとりながら、ものを育てる難しさや喜びなどを体験
し、それぞれの研究に繋げてもらえればうれしいかぎりである。「図
25-30」

図12：漆の根は横に広く浅く伸びているた
め土を掘り起こし採取する。

図14：植えるときに木の根もとが上になる
よう注意しながらそろえる。

図15：事前に腐葉土を混ぜた場所に漆の
根の頭が少しでる

図13：太い根は芽が出やすく、根が伸びに
くい。細いものは芽が出にくいが、根
が伸びやすい。

図16：白い杭に29カ所植えた。 図18：採取した漆の精製レクチャーととも
に実施された蒟蒻つくり。

図19：中央の小さい芽が漆。図17：畝に30カ所植えた。

図20：掘り起こして確信したもの。 図22：ここ迄成長するのに約３ヶ月、雑草と間違えな
いようテープで囲い、芽が出た場所には紅い
紐を付けた。両脇は野菜が育っている。

図23：広島市立大学漆実験林測定データ図21：６月上旬に募集開始。

図24：分根法で植えた漆。大きいのは1年
半で2ｍ近くに成長。

図26：収穫した夏野菜に喜ぶ漆工房の学生。 図27：参加者の親睦を兼ねて、収穫した野
菜でバーベキューも実施。

図25：下草刈りは一番大変な作業。
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５. 植栽の問題点
　漆の植樹は安芸大田町漆実験林にて１２本植栽したが、半分が
立ち枯れてしまい現在は６本のみが残る。広島市立大学漆実験で
は５９カ所植栽したが、立ち枯れで畝から移植を行い、現在予備
の４本を含め３３本と３～４年で半分の育成率である。「図 31-32」
これは害虫や土壌の問題等が考えられるが、基本的に非常にデリ
ケートな木であり、他の植栽地は病気や近年の激しい気候変化に
より、漆畑全体が枯れてしまう事例もある。今後も慎重に育成が
必要になるとともに、漆樹の補充、更には植栽地の拡張なども検
討する必要がある。しかし現在は現状維持が限界であり、今後は
より地域と連携した活動を行う必要がある。

６. 備中漆
　漆の植栽には産地により独自の方法があり、現在まで機会があ
れば様々な産地での研修、調査を行っている。又採取された漆も
場所により性質がことなるため岡山の備中漆は性質にあった使わ
れ方の研究を行っている。
　今回は学生にも漆の採取方法を体験してもらうとともに、備中の
漆文化の研究を実施した。「図 33」岡山は漆器の産地でもあり、
６０年ほど前に生産が途絶えた郷原漆器を復興させ現在も生産を
行っている。特徴としては栗の芯材を使用するために加工しやすい
よう生木の状態で轆轤をかける。さらに下地は主に柿渋を使用し
ている。このため年月が経過するとしっかりした栗の木目が浮いて
くる。これが景色にもなり、郷原ではこれを「シャリ骨」という。「図
34-35」
　備中漆は備中地方のみの呼称で「油漆」ともいう。特徴として
は水分が多く含まれサラッとしていて汁口の漆である。最近の分析
ではウルシオール [ 註２] が 86％以上あり、初物漆 [ 註３] の時か
らクロメ [ 註４] を行った様な状態で底の乳白色の部分が少ない。
乾きが遅めだが、クロメを行うと乾きがやや早くなる。更には液状
での耐熱度も２５０℃と他の国産漆にはない性質をもつ。
　今回はこの特徴を活かした作品を制作する山口松太氏（漆芸・
岡山県重要無形文化財保持者）工房を訪ね、備中漆を使用した作
品の説明をお願いできた。

　制作は沖縄で昔から行われている漆芸技法の「堆錦」で行う。
工程としては、水分を殆どなくした漆に顔料を混ぜ、餅状にする。
これを薄くローラーで延ばし、模様にカットした物を器などに張り
つけ乾燥させる技法である。これは２５０℃以上に加熱しクロメた
漆でも、しっかり乾く備中漆の性質と作業効率が合っていると言え
る。「図 36-38」
　このように漆も産地や気候、採取時期にあった性質の漆が採れ、
利用法や生産されるものに影響が出る。現在行われている広島産
の漆も採取段階には漆の分析と性質にあった広島産の製品研究が
出来ることを目標にしている。

図28：野菜の天敵はカラス。彫刻の参加学
生が作ったカカシは効果抜群。

図34：郷原漆器は木の芯材を使うため乾燥
させずに生木で加工する。

図32：立ち枯れた場所に植え替る為の漆を
掘り起こす。根は横に浅く伸びている。

図33：漆原共済会、小野忠司氏の指導で漆
採取の体験をする学生。

図31：３月新芽も生えず立ち枯れた漆樹。

図30：下草刈りと収穫後の集合写真。図29：秋の芋掘りはいちばん喜んでいた。
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７. 手グロメ精製
　平成２１年１０月３日（土）～４日（日）に、日本文化財漆協会が
会員対象の研修で例年実施している「手グロメ研修」を広島市立
大学で実施する事ができた。今回は日本文化財漆協会の野上忠男
氏を講師にお願いし、研究分担者である新宅智也、桐原絵梨子が
会員として研修を受け、学生は作業を手伝いながら見学を行えた。
　前項で記述したように、漆は用途によって精製が必要になるが、
学生はすでに用途別に精製された漆を購入し制作している。しか
し漆の性質、特性を理解し、更に自分にあった調整が出来れば
作品の精度と作業効率は向上される。送られた漆は協会が植栽し
ている漆樹から取れたままの「荒味漆」で、樹皮や木の屑などを
取り除く作業から始まる。「図 39-40」次にクロメの前にナヤシを
行う。この作業は漆の成分を撹拌することで、均一にさせるために
行う。（この際、屑などを残して撹拌することで艶のある漆にする

方法もある）今回は量が多く、精製船 (3.57kg) と鉢（1kg）に分
けて手作業でおこなった。「図 41-42」翌日クロメ作業に入り、天
日の熱を利用してゆっくり撹拌することで漆の水分を少なくする作
業で、約３～４％にするのが良いが、これはガラス板に漆を塗りつ
け、粘度や透け具合で判断する。「図 43-48」現在植栽している漆
も同じような工程は必ず必要であるとともに、大切な漆を粘性や、
乾きの速度調整等、使いやすい性質にする工程を認識できること
は重要である。

8. 広島の漆文化の現状
　協力研究者の金城一国斎氏とともに広島仏壇を調査した。広島
の漆産業は戸河内町の那須漆器や芸北町漆植栽に限らず戦前の広
島の中心地にも漆が盛んであったといえる資料を組合の三村庄一
氏より見せてもらうことができた。戦後もこの名残は広島仏壇に見

図35：郷原漆器　梅椀　岡山県郷土文化
財団所蔵

図39：樹皮や木の屑などが多く含まれている
荒味漆を目の粗い化学繊維で濾す。

図43：クロメの作業は天日を利用するが、
温度調節も重要であり、すぐ日陰に
移動できるような状況で行う。

図37：左が顔料と合わせた堆錦餅。右がロ
ーラで延ばしたもの。

図41：およそ3時間、鉢は8,177回、船3,769
回撹拌。

図45：漆を付着したガラス板を傾け、粘性
を調べる。

図38：山口松太氏の作品。堆錦で緑の丸と
紅い花の模様がされている。

図42：漆は始め乳白色で空気に触れると硬
化がはじまり、茶褐色に変化する。

図46：ガラス板にマスキングを1〜3枚階段
状にはり、篦で3段階の厚さのツケを
行い、漆の透け具合や、乾燥室に入
れ硬化速度を判断する。

図36：270℃に加熱しクロメた漆。顔料と練
る場合は堅いので370Wの赤外線に
あて柔らかくする。

図40：二人がかりでゆっくり、絞れるまで濾す。

図44：クロメの作業状況を時間。撹拌回数、
気温、湿度、漆温度の表に記入。
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る事ができるが、現在は広島仏壇においても日本産漆を使う事は
殆ど行われていないという。「図 49-52」しかしながら広島には漆
で商品開発を見直そうとする動きが徐々に出てきており。中でも熊
の筆や宮島細工は積極的である。「図 53」

９. 今後の研究課題
　本研究の目的としては地元の漆作家が広島産漆を使用するだけ
ではなく、創造的まちづくりや広島ブランド推進計画等、当該地域
の文化と産業の復興に役立てることである。それには漆樹の復興
だけでなく、文化の発展と衰退の要因を多角的に調査し展開するこ
とも非常に重要になる。しかしながら広島では漆器および史料も含
め現存するものが非常に僅かであるため近隣の調査もさらに必要と
いえる。例えば広島の「那須漆器」を含めた、岡山県西部の備中
地方にある中世の頃からの良質な漆産地である「備中漆」や、鎌
倉時代後期から約２５０年にわたって繁栄したとされ、漆器や塗師
屋の使用していた道具類、出土品がある「草戸千軒町遺跡」、広島
県の宮島で僅かに行われていた「宮島の漆」、「広島仏壇」、「山口
塗り」等これら山陽地方における「漆の繋がり」についても今後は
調査を進め、更なる知見と今後の展開が得られればと考えている。

おわりに
　平穏な時代が長く続きながらも「自国の文化」を認め育てられ
ることで「豊かな文化」が発展したかつての江戸～明治時代のよう
な心豊かな日本であるためには、「日本の文化」や「技術」を今一
度見直すために様々な分野、世代での働きかけが非常に重要であ
る。そして広島にも世界に誇れる独自の「美」と「技」は僅かに現
存しており、その継承者の育成と保存のみならず、過去の文化との
流れを再確認しながら、現代社会における必要性を検証する必要
があり、本研究が一つの手段として、今後求められる文化を見いだ
す鍵となり、創造性ある豊かな「広島の文化」が世界に発信でき
ることを願う。

謝辞
　日本文化財漆協会、西日本の漆を守る会をはじめ多くの団体、
個人、本学の教員、アシスタント、学生、事務職員等の協力、助
言を得る事ができた。心より謝辞を表するものである。

註釈
註１：分根方とは繁殖法の一つ。種子からでは品質がそろい難いこ

図47：ガラス越しに電線などを透かし、漆の
透過度で水分の含有率を判断する。

図51：大阪で発見された広島の広島諸商
仕入買物記。買い付けのためのガイ
ドブックで漆の商店が数多く掲載さ
れている。

図49：原爆投下前のエノラ・ゲイの航空写真。

図53：化粧筆「漆」制作責任者
有限会社 瑞穂 代表取締役 尺田泰吏
漆塗り
舛岡真伊 広島市立大学大学院芸術
学研究科漆造形分野修了
ディレクター
muruku design office　吉清有三

図50：エノラ・ゲイの航空写真をもとに再
現された地図。黒丸部分はすべて仏
壇屋や漆のお店。

図48：クロメた漆は最後に細かい布などで、
ゴミ等濾す。撹拌回数はナヤシ工程と
合わせ、鉢はおよそ6時間15,187回、
船はおよそ8時間11,559回撹拌した。

図52：今でも仏壇屋が軒を連ねる仏壇通り。
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とと、長期間を要する欠点がある。分根（根ざし）法は大量
繁殖ができにくいが、品質がそろう長所がある。

註２：「ウルシオール」とは漆の主成分で、少量のゴム質、含窒
素物、酵素が溶け込まれた油に相当する。これに水の粒子
が混ざり乳化した状態が漆液である。

註３：「初物漆」とは初辺漆とも言い、漆は採取時期により性質、
用途が異なるためつけられた名称。初物の採取時期は夏至（６
月２２日頃）から土用の入り（７月２０日頃）に行われ、乾燥
が早く、呂色仕上、摺り漆、拭きうるしなどに重宝される。

註４：「くろめ」とは漆の水分を減らすことで、ゆっくり硬化できる
など用途に応じた精製法の一つ。

調査地
岩手県浄法寺漆育成調査　協力　日本文化財漆協会、日本漆掻
き技術保存会
　２００７年６月１６日～１９日
・青森県八戸市縄文学習館にて漆塗り出土品調査
・岩手県浄法寺漆畑（日本文化財漆協会実験林）にて漆掻職人

の指導のもと漆の間引き作業と各地区の漆樹現状調査
・浄法寺歴史資料館、滴生舎にて漆掻職人資料、浄法寺漆器調

査
・浄法寺漆吉田地区の現状調査
岡山備中漆調査　協力　林原共済会、西日本の漆を守る会、岡
山県郷土文化財団
　２００７年８月６日～７日
・ 学生を引率し備中漆植樹地にて漆採取。
　（NHK 岡山取材、同日１８：００放映される）
・郷原漆器調査
・山口松太氏　工房見学と岡山漆の精製法、利用法の調査
岩手県浄法寺漆育成調査　協力　日本文化財漆協会、日本漆掻
き技術保存会
　２００８年５月３日～５日
・ 漆掻職人大森清太郎の指導のもと苗木の植栽研修
・ 馬洗場地区と吉田地区の萌芽（孫生え）整理と枝打ち研修
・ 熊沢地区、大森清太郎氏の植畑調査
茨城県クロメ会調査　協力　日本産漆を支援する壱木呂の会
　２００８年９月１３日～１４日
・ 奥久慈荻房にてクロメ会参加（クロメ作業、勉強会）
・ 日本産漆を支援する壱木呂の会の目的、現状調査
京都丹波漆調査　協力　やくの木と漆の館
　２００８年９月２９日
・ 農匠の郷やくの施設視察（丹波うるし漆器制作）
・ 丹波うるし植栽調査

新潟県村上漆調査　協力　渡辺勘太郎（故）
　２００９年１１月９日～１０日
・ 渡邊勘太郎氏の案内で朝日村の漆樹植栽現場視察、植栽方法

調査
・ 村上堆朱調査

報告、発表
大塚智嗣：特集　広島漆の復興と保存調査報告　漆文化　日本
文化財漆協会報１１０号　P １０−１３　２００６年１２月
大塚智嗣：広島漆の復興と保存調査報告　広島市立大学紀要第
１２号　P ３４−３７　２００７年３月
大塚智嗣： 広島漆の復興にかける夢　～創作現場からの発信～

「国宝」を創った男　六角紫水展　図録　P171 六角紫水展実行
委員会　２００８年１１月
大塚智嗣：「広島漆復興プロジェクト」広島市立大学広報誌　
２００９年８月
通巻４８号３P
大塚智嗣：「広島の漆植栽」　日本産漆を支援する壱木呂の会　
第６号会報　３−５P　２００９年９月
大塚智嗣：「広島の漆植栽」　第１２回西日本の漆を守る会　産地
報告発表
岡山県林原 L プラザ　２００９年９月
大塚智嗣：「日本の植栽地を訪ねる 広島漆の復興と保存活動報告」
日本文化財漆協会　会報「漆文化」No.118 p9~11　２０１０年３月
大塚智嗣：「広島漆の復興と保存調査」漆サミット２０１０ 明治大学
A1 ポスターにて発表　２０１０年１月
大塚智嗣：特別講演「金仏壇の修復市場の拡大による伝統技術の
継承と後継者の育成」—伝統を生かしたものつくりの方向性を探
る−　広島仏壇修復事業協同組合伝統継承セミナー　市民交流
プラザ研修室 A ２０１０年１０月
大塚智嗣： 広島の漆文化をつなげる　中国新聞　緑地帯 2012
上巻　
9 月 P ６９～ P ７６　２０１２年９月発行

メディア掲載等
広島の学生、備中漆採取を体験　NHK 岡山　２００７年８月６日
　18：00 放映
西村文　：知の最前線　中国地方の大学を歩く「広島漆芸の復興」
中国新聞
P ２１　２００９年７月２２日
若狭慎一：ビバ　キャンパス「広島の漆文化復興への情熱」中国
新聞
P ９　２０１０年８月２２日
広島の漆文化をつなげる　①～⑧　大塚智嗣　中国新聞　朝刊
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　緑地帯コラム連載　①４月３日文化面 p15、②４月４日文化面
p15、③４月５日文化面 p17、④４月６日文化面 p13、⑤４月７日文
化面 p12、⑥４月１０日文化面 p12 ⑦４月１１日文化面 p19、４月
１２日文化面 p12　２０１２年

参考文献
大塚智嗣：「轆轤文化の調査研究」　−中国地方の轆轤文化と技
術を中心に−　平成１５～１８年度広島市立大学特定研究報告書
２００８年３月 P １−６４、P ８３−１１２
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山口松太：丹下民雄氏の「備中漆掻き」出版を祝して　備中漆掻
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広島の漆について
報告：新宅智也

はじめに
　私が広島の漆の調査をはじめたのは、戸河内挽物の工房を開設
した２００５年からと日があさく、また、戸河内挽物に関係する地
域を限定して調査している為、内容が部分的である事をご了承い
ただきたい。

1. 戸河内挽物
　まず、戸河内挽物の起源について簡単に説明する。戸河内挽物
は明治三十三年に戸河内町那須地区に木地及び漆塗りの技術が
伝えられ、漆器の生産が盛んになったと言われている。当時はウ
ルシの植栽を行ない、漆の採取も行なわれていたそうだが、昭和
十九年頃に途絶えてしまったそうである。「図１」「図２」

2. 安芸太田町（戸河内町那須）のウルシ
　工房を開設した当初、師匠である増谷氏よりウルシが残ってい
ると聞き、氏と共に戸河内町那須地区を訪ねた。「図３」しかし一
足遅く、邪魔になるとの理由で伐採され、そこには切り株が残って
いるだけであった。日をあらため、当時のウルシ植栽地域を案内
していただいたが、現在ではすべて「杉」が植林され、当時の植
栽地ではウルシの確認は出来なかった。

3. 安芸太田町（戸河内町那須）の漆掻き
 現在は漆を採取されている方は皆無である為、当時を知る方達の

話を聞いて歩いた。当時はウルシの木に、現在のエグリに似た刃物
（当時は松からショウコンを採取する為に使用）でⅤ字にキズを付
け、貝殻などの小さな器を取り付けて歩き、Ⅴ字キズに溜まった漆
を器にヘラで掻き落としながら漆を採取し、取り付けていた器を
交換して歩いたそうである。「図４」しかし、当時を知る方も少なく
なり、記憶も定かではない為、詳細については調査中である。

4. 安芸太田町の漆器産地とウルシ
　安芸太田町では那須地区以外でも昭和十年頃、筒賀村や戸河
内町寺領地区などでも漆器が生産されていたそうである。漆の採
取もされていたと聞いたが、詳細については調査中である。

5. 北広島町（芸北町）のウルシ
　芸北町の旧道沿いでは、自生するウルシが多く見られ、以前か
ら疑問に感じていた。「図５」「広島県ではウルシの植栽は行なわ
れた記録は無い」と聞いていたが、ウルシが自生する地域の方々
にお話を伺う機会があったので、お聞きした事をまとめる。芸北町
では、昭和八年頃広島県が推奨し、ウルシの植栽が行なわれたそ
うである。私がお話を伺った地区では、盆などの挽物製品の生産
を行っていたそうであるが、漆の採取は自分達では行なわず、時
期が来ると宮島から漆掻きに来られ、やはりここでも戸河内町那
須地区と同じくⅤ字にキズを付けて漆を採取されていたとのことで
ある。なお、詳細については現在、調査中である。

まとめ
　現在、私は、広島県の漆についての調査をはじめたばかりである。
戸河内挽物の制作者という視点から、「どのようにして漆器の産地
が形成され漆の採取が行なわれていたのか」また、「当時の漆はど
のような物でどのような使用方法であったのか」ということについ
て今後も調査を継続していきたい。

( 新宅智也 )

図 1　漆器の碑文
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新潟の漆について
報告：桐原絵梨子

はじめに
　新潟では、様々な漆塗りの技術が伝えられ、村上市を中心に生
産される村上堆朱などの漆器が盛んである。村上堆朱とは、木彫
素地に朱漆を塗り重ねたもので、明治以後、地場産業として発達
した。｢ 図１｣ 日本産の漆は、主に岩手県、茨城県、新潟県で生産
されている。日本産漆は、漆掻き職人とともに年々減っており、現
在使用されるのは、中国産がほとんどである。日本産漆を絶やさ
ぬよう、少しでも日本産漆を植栽していくことが大切である。
　2009 年、新潟県で、漆掻き職人の渡辺勘太郎氏に植栽の体験、
苗木の育て方などを伺い、実際に植栽地での調査をさせてもらう
ことができた。｢ 図２｣ まず案内されたのが、渡辺氏が所有する栗
林だった。栗林周辺には、漆の木が一列に並んで植えられていた。
栗を盗みに来た人が漆かぶれを恐れて、林に入らないようにするた
めに漆の木を植えたそうだ。漆の木の用い方に面白さが感じられ
る光景であった。｢ 図３｣
　現地調査を行うにあたり、渡辺氏から貴重な話を聞かせていた
だいたことに感謝し、広島での漆の植樹の復興を目的とした調査
内容を述べる。

1. 漆の植栽地の整え方
　まず、トラクターで上面の土をひっくり返し、平らにする。土は、
黒ボクを使う。黒ボク土は粒子が細かいので、水もち、水はけが良
い。漆は片根の性質なため、苗を本畑に移す時も、なるべく片根
にならないようにまんべんなく広げて植える。片根だと倒木しやす
く、肥料が吸えないからである。見た目で分かる特徴としては、樹
の皮がはじけている側に、栄養があるので根が張っていると考え
る。漆は母樹と同じ性質の木が生えるので、優良な漆樹の根を選び、
根だけ土に生けておくという分根法を用いる。

2. 注意すること
　南側の木は枝を大きくし、葉っぱを増やして枯れないようにして
いるので、手が届くところの枝打ちをしないこと。樹の中に穴をつ
くっている蟻を退治すること。漆の樹は初期の２，３年の間の育て
方が一番大切である。漆の木は漆を掻いた分、水を補給しようと、
葉を犠牲にして雨水などを下に下げて循環する。葉の水分はなくな
り、落ちて枯れやすくなる。その場合、途中で漆を掻くのを中止
しなければならない。 漆の種類によって、漆が出る木、出ない木
がある。その中で、在来木は漆が出ない。これはいくら肥料をや
っても無駄である。赤皮の樹と、紫がかった薄黒い色の皮の樹は、
枝張りが元気で良いが、白皮の樹の漆は水分が足りず、栄養も足
りない。

図 3　区那須地区で生産された漆器 図５：芸北町に残るウルシ図 4　那須地区で漆採取に使用された道具図 2　現在の安芸太田町那須地

図 1：新潟県の地場産業として発達した
11 村上堆朱

図 3：盗難防止のため、栗林の周辺に植
えられた漆の木

図 4：伐採された漆の木

図２：漆掻き職人の渡辺勘太郎氏
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3. 肥料の研究
　肥料の研究はとても大切である。漆樹には牛の肥が一番良い。
窒素は漆の乾きが遅くなり性質が悪くなる。鶏糞は、漆樹に黒い
斑点がつき、樹が太らないため、使用しないほうがよい。肥料は、
ケイカル、石灰、森林用の肥料、牛の肥を使い、土が見えなくな
るくらいまで蒔く。あとは油虫の駆除をする農薬を使う。柿の木が
近くにあると病気になりやすいので注意する。

4. 漆の掻き方
　日の当たる部分は木が弱っているため、避けて傷をつけること。
漆が採れる樹齢は１０年から１５年の間で、２回掻いたら伐採する。
｢ 図４｣ 植樹地の面積は、２ヘクタール以上は必要である。傾斜、
山裾に植える場合、3 分の１は、峰の方には植えないこと。麓は良
いが、高いところは、下にだれてしまうためである。漆掻きは１０
年で一人前になれるが、年季が必要である。辛抱強く、早起きし
て急いで歩き、天気の良い日は絶対休まないこと。（渡辺氏は、お
盆のお墓参り以外は休んだことがなく、力仕事は手元が狂うので
やらないそうだ。）雨の日は漆に雨水が入ってしまうため、漆を掻
いてはいけない。漆が乾くのに必要な、生水が腐り、｢ 変腐り｣ と
いって、赤い漆が出る。深く傷つけると形成層まで刃が入り ､ 内脂
が黒くなり腐る。空気の湿度が高い時は、なるべく浅く傷つけるこ

とを心がける。漆の出るところには無数の管があり、管が黒くなっ
て死んでしまうことを「ごまができる」という。銀皮（形成層にた
くさん漆があるところ）まで傷つけると８月までは漆が非常によく
出る。だからといって、直射日光があたっている部分を掻き、完全
に溝の中の漆を採ると ､ 漆の管に空気と光が入り ､ 黒い粒ができ
る。｢ ごま ｣ が増えて､ 最後には一滴も出なくなる。漆が一番採れ
る時期は、７月中旬である。その時期は乳白色で粘りが強く、青
みがかった良い漆になり、採りやすくなる。朝早いと樹が露を吸い
込んでいるため、いつもの 3 倍採れる。朝 7 時頃、日光が出てき
た頃に、掻き始めるのが良い。

まとめ
　一年間で一本の漆の樹からとれる生漆は、たったコップ一杯と
いわれるように、漆は大変貴重な自然の恵みである。その漆の植
栽をすることは容易ではなく、絶え間ない努力と根気が必要であ
る。現在広島市立大学でも漆の植栽をしている。創作研究ととも
に漆植栽地で、日々の除草、病害虫対策をしっかりすることで良
い漆の育成情報提供や、今後広島での漆文化と産業の復興に役立
てることを目的とする。私たちの生活に豊かさと潤いを与えるため、
上質な国産漆を絶やさぬよう努力し、広島漆の活性化を目指す。

( 桐原絵梨子 )


