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　中国・朝鮮･日本など東アジアで古くから筆記材料として使われてきた墨は、数千年の風雪に耐

える記録材料として、歴史を語り伝えて今日に至っている。

　墨は炭素末「煤（すす）」を着色剤とし、「膠（にかわ）」を展色剤として練り合わせ、香料その

他の伍剤を加えて形を整え、乾燥させて出来上がる。墨の原料のうち、すすは松の木とその樹脂（松

やに）を燃すか、植物油や鉱物油を燃して作り、前者を松煙、後者を油煙と呼ぶ。中国漢の時代に

松煙を採り始め、墨造りの基礎が固まったが、宋に至って油煙が採られ、その後油煙墨が墨造りの

主流となり現在に至っている。膠は動物の皮・骨やニベ（結合組織）を煮出してできるゼラチンを

固めたもので、この膠の役割は、すすの粒子を膠の膜で覆い、つなぎとめ、墨の形を整えることに

あり、硯で磨り下ろして墨の液になってからは、すすと水という本来なじまないものをなじませ、

適度な粘りを与えて伸びをよくし、紙に移ってはすすの粒子を紙に固着させ、艶を添え、いわゆる

墨の色をつくり出すことにある。

　墨の歴史は墨の造り手が如何にすす・膠を制するかの歴史であった。文字の発達と普及によって

筆記具として、また書画材料としての需要は際限なく増え続け、それとともに墨に対する要望も限

りなく出されてくる。これらのことを解き明かしつつ墨の文化史概説としたい。

　なお、墨の歴史年表を①中国　②日本に分けて別表に掲載した。本文に合わせて参照すれば、よ

り理解を深めていただけるものと思う。

中国

１．墨のおこり
　墨の起源は、はるか3500年前、古代中国　殷（前1766 ～ 1122）の時代にさかのぼる。

　墨がいつどのようにして発明されたのか定かではないが、墨の歴史を記す墨の拓本が残されてお

り、（注１）これをもとにしてたどってみることとする。

　古代中国　殷の時代、漢字の原型となる甲骨文字が生まれた。甲骨文字は王朝のまつりごとに用

いられ、ことに占いにはなくてはならないものであった。亀甲や獣骨に文字を彫りこみ木炭汁を流

し込み、火に当てて割れ具合で占い、まつりごとの決定を行った。（注２）木炭汁では落ち着かず、

定着させる為に木炭粉に漆を混ぜ合わせて使うようになり、この木炭・漆混合液を竹や小枝の先を

削り尖らせたもので文字を書いたものと思われる。今ある墨とは全く異なるものであるが、これが

墨の始まりと考えられる。

墨の文化史　概説

Cultural History of SUMI INK

綿　谷　正　之
Masayuki WATATANI



― 2 ―

　周の時代（前1122 ～ 770）に入ると甲骨文字は丸味を帯びた形をもつ金石文字（篆書体）に変容

し、文字数もどんどん整えられ、甲骨、青銅器、石に刻み込まれるだけでなく、木炭・漆混合液を

竹・木の尖った先で木片に記録されるようになった。（注２）

　周王朝が滅び、世が乱れ、春秋戦国（前770 ～ 221）の乱世に入ると、世の平安を願い、孔子を

さきがけとして、諸子百家といわれる人々が思想を競い合った。思想家達は、竹を板状に切り裂い

たものに自己の哲学を書き記し、すだれ状に編みつなぎ、丸めて保存した。これが竹簡と言われる

もので、その書跡は獣の毛を使った毛筆が使われており、この時代に毛筆が発明されたのではない

かと推察される。1953年中国　長沙で発見された、楚の墓から竹簡が発掘され、炭素に漆を点じ、

毛筆で書かれている。（注２）

　春秋戦国時代は秦の始皇帝によって全国統一され（前221 ～ 206）、始皇帝は各地バラバラに使わ

れていた文字を小篆といわれる篆書に統一し、意思の疎通、交流が図れるようにした。これにより

文字は大いに普及し、墨、筆の需要が次第に高まりを見せるようになった。

　この頃に墨は木炭の粉末から石墨（黒鉛）が使われるようになる。石墨は結晶した純粋な炭素の

塊で軟らかく、平らな石板で磨りおろし、水と漆で溶いで使われた。延安産の石墨が最も良質だっ

たと述べられている。

　秦の始皇帝の死後、覇権争いは熾烈を極め、項羽と劉邦との争いの後、劉邦が漢（前206 ～後

220）を興した。漢代に入ると、文字は篆書からさらに書きやすい隷書に進化し、飛躍的に普及する。

敦煌に残されたこの時代の木簡、竹簡には楷書のように書かれた隷書のほかに、はやく書くための

行書的、草書的隷書が表われ始めている。（注２）墨は、文字の普及とともにいつでもどこでも水

があれば書けるように、液状から持ち運びのできる固形のものに生まれ変わった。石墨の粉末に漆

を加え、小粒に丸めて乾燥させた墨を石板の上にのせ、水をたらし、石製の磨墨具で磨りつぶして

墨の液をつくった。この様子は秦末から漢初の墓から出土した石板硯、磨墨石、墨片から推測でき

る。この固形の墨を墨丸（ぼくがん）と呼び、現在ある固形の墨の原形となるものである。（注３）

　漢も後漢（後25 ～ 220）に入り、蔡倫が紙を発明（後105）し、筆記用具としての筆・墨・硯・

紙が整うと、文字の普及とともに一挙に需要が高まり、それに呼応して松の木を燃して大量に煙煤

（すす）を採る方法が発見された。このすすを松煙と言う。都　長安（現在の西安）の近く扶風（ふ

ふう）、 麋（ゆみ）終南山（しゅうなんさん）の豊富な松からすすが大量に採られるようになって、

大きな墨丸が造られ、墨の形も丸形ばかりでなく、持ち運びに便利な扁平なへら状のものも造られ

るようになった。漢書には墨を数えるのに、丸や枚を使った記載があり、当時の墨の形が想像できる。

　すみを「墨」と書くようになったのは、文字が周の時代を経て秦の時代に篆書として統一された

頃と考えられる。墨は黒と土からなる文字で、黒は「炎がかまどより出でてくすぶりてくろくなる」

と言う意味で、「墨はいにしえは土・鉱（石墨）をもってつくり、その色黒きより、黒と土とを合

わせり」とあり、これが語源と考えられる。（注４）
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　墨を「すみ」と我国で呼ぶようになったのは、いくつかの説があるようで、定かではない。

　そのひとつは、墨は黒く染まる、よって「染み（そみ）」から転訛したもの。

　他には、後漢の時代、墨の原料のすすを松を燃やして採るようになって、都長安の近く「 麋（ゆ

み）」の山々の豊富な松から大量のすすが採られ、墨が盛んに造られた。「ゆみ」と言えば墨を指す、

墨の代名詞ともなった。後漢の時代に日本倭国との交流が始まり、魏・呉・蜀三国時代には朝鮮半

島の国々とともに魏との交流によって、漢字がもたらされ、筆記用具としての墨・筆が伝来した。

　渡来人達は墨のことを代名詞である「ゆみ」と呼び、これが転訛して墨を「すみ」と呼ぶように

なった、というものである。（ 麋は、中国語発音でYu’Mi）

２．墨の普及と発展
　墨の発達は文字の普及によるところが大きく、筆で書くことが一般化してゆくと共に墨の需要が

どんどん膨れ上がり、墨の原料である「すす」は松を燃やすことによって大量に採れることが発見

されて、豊富に松のある場所がすすの産地となり同時に墨の産地となっていった。

　もう一方の原料である「膠（にかわ）」が漆に代わって登場するのがいつであったのか、はっき

りしたことは判っていないが、三国時代（220 ～ 280）魏の韋誕（いたん）の墨造りの記録に膠が

登場しており、後漢の後半、扶風・ 麋・終南山ですすを大量に生産する頃に前後して、それに呼

応して膠が使われるようになったと推察できる。

　松を燃して松煙を採る、動物や魚から膠を採る。墨の原料でこの二つの技術革新は墨の生産に大

きな進歩を与え、松煙と膠を和して造る墨の製法にも工夫が加えられ、また墨の色に注目して、ど

うすれば良好な墨色が出るかにも創意工夫がなされるようになった。墨造りの技術の基礎が３世紀

にはほぼ固まったと考えられる。

　魏・呉・蜀の三国鼎立の時代を経て、中国はひととき西晋（265 ～ 316）に統一がなされるものの、

北方から湧き起こる遊牧民族による五胡十六国の乱立（302 ～ 439）によって、西晋は南にのがれ

て東晋（316 ～ 420）が興り、呉の都であった南京を中心として南朝と言われる国々（五胡）が約

270年間続いた。一方北方の十六国乱立は北魏（386 ～ 534）によって統一せられ、約200年間北朝

と言われる国々が続き、南北朝それぞれに固有の文化が興った。南朝には老荘思想を基盤としたき

らびやかな王朝文化が花咲き、北朝には仏教を基盤とした仏教文化が開花してゆく。

　南北朝が隋に統一されるまでのおよそ400年のめまぐるしい動乱期は、文字においてもはげしく

変転した。三国時代から西晋に至る頃、隷書が次第に崩れ、行書・草書の趣を加えるようになり、

東晋に至って楷書に整い、筆書きに向く行書が一般化してゆく。

　南朝では江南の自然豊かな産物と経済力を背景に、王侯貴族を中心とした華麗な文化が花開き、

書の天才、王羲之（おうぎし）が現れる。快心の名作、蘭亭序は永和九年（353）王羲之45歳の書で、

王羲之の書によって、書芸文化が開花したといっても過言ではない。

　一方北朝では十六国の諸国乱立を統一した北魏は仏教を政治の要におき、仏教国家をめざして、

大同に石窟寺院を造営し、洛陽に都を移すと、龍門石窟を国運をかけた大事業として推進してゆく。

石窟に刻み込まれた質実剛健、野性味あふれる龍門造像記の楷書の数々は南朝の流れるような行書
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とは異なる独特の書であった。

　このような時代の変遷と文字の楷書・行書・草書への変転は文房具である筆墨硯紙にも大きな影

響を与えた。南朝の晋が南京に都を置くと墨の原料であるすす（松煙）は、盧山（ろざん）（江西

省）で採られるようになり、北朝では北魏が都を大同、洛陽に置くと、すすの産地は長安の近く扶

風、 麋、終南山から易州（えきしゅう）（河北省）に移動して行った。それとともに易州の易水（え

きすい）で墨造りが始められた。以後唐の都が長安に戻されても、扶風、 麋、終南山がすすの産

地として復活することはなかった。およそ300年間続いたすす採りで、松の木が激減したのかもし

れない。

　書芸文化の開花は、良墨造りに拍車をかけ、東晋の張金（ちょうきん）、北魏の張永（ちょうえい）

は文献にも残る良質の墨を造り、墨の形も小型から大きなものになっていき、製墨技術が更に進歩

したのもこの時代である。

　隋（581 ～ 618）が中国統一を成し遂げ、時代は中国史上文化の黄金時代といわれる唐（618 ～

907）に入る。都は洛陽から長安に移され、国際的にも東西交流の拠点となり、西方の文化がシル

クロードを経てもたらされ、東西融合の唐文化が開花し、遣唐使による唐との交流、朝鮮半島の諸

国との交流によって我国にも大きな影響をもたらした。

　唐初には、虞世南（ぐせいなん）、欧陽詢（おうようじゅん）、褚遂良（ちょすいりょう）らの書

家が現れ、これに応えるように墨の産地、易水では、李陽冰（りようひょう）祖敏（そびん）、王

君徳（おうくんとく）といった墨師が現れ、良質のしかも大型の松煙墨を造り、長安へ供給した。

墨は円柱状に丸め、そこに文字を彫り込んだ型板を押し付けて両端が棒状で中ほどが膨らんだ舟形

状の墨が造られた。

　唐初期、太宗、高宗のとった文教政策は唐文化の開花を促し、玄宗皇帝のとき、絢爛たる宮廷文

化として実を結んでゆく。これに呼応するかのように我国では天平文化が奈良の地に興り、「青丹

よし奈良の都は咲く花の　匂うがごとく　今盛りなり」とその隆盛ぶりが詠われた。この頃、玄宗

皇帝より贈られた大きな舟形墨が今なお正倉院に宝蔵されている。

　正倉院に宝蔵されている墨は当時交流のあった新羅（しらぎ）から贈られたものと唐から贈られ

たものとがあり、唐墨と思われる大きな墨は「華・烟・飛・龍・凰・皇・極・貞・家・墨」と木型

で押され、背面には朱で「開元四年丙辰秋作貞□□□□」と記されている。開元四年は716年にあたり、

長さ29.6cm、幅５cm、厚1.9cmの大墨で、現在も朽ちることなく完全な形で残されているのは、正

倉院という保存に最適な倉と1300年前の墨造りの技術の高さを示している。良質の松煙と膠を使い、

かぐかわしい香料混ぜ込み、何万杵も臼でついて造ったものと思われ、そりもせず、ひねりもしな

い完成度の高さはみごとである。（注５）

　300年続いた唐が滅び、再び五代十国（907 ～ 979）の乱世に入る。中国の歴史上ではわずか70年

余りのことであるが、墨の歴史上では重要な時代になる。

　唐代を通じて墨の産地であった易水では唐末に近づくにつれ、墨の生産を家業とする墨師が生ま



― 5 ―

れ、奚超（けいちょう）、奚廷珪（けいていけい）をはじめとする奚氏一族、張遇（ちょうぐう）

をはじめとする張氏一族で、造る墨は一級品としてもてはやされた。これら墨師たちは、唐が滅び

小国が乱立する中で、南唐が江南の地に建国されるとこぞって南唐治下の深山青松の地、安徽歙

州（あんききゅうじゅう）に移住した。特に南唐の天子は奚氏を重んじ、その姓に「李」姓を授け、

奚氏は改姓し、李超（りちょう）、李廷珪（りていけい）と称して良墨づくりに邁進し、安徽の墨

造りが宋、明、清を経て今もなお徽墨（きぼく）の名で継続している基礎をつくりあげた。中でも

李廷珪の墨は、後年宋代に著された李孝美「墨譜」で「墨造りの元祖」と称えられている。この時

代の松煙の産地は歙州の近く、夥山、羅山、黄山の青松であった。

　宋（960 ～ 1279）は五代十国の乱立をまとめ、再び中国を統一する。宋は金に滅ぼされるまでを

北宋（960 ～ 1127）、南にのがれて江南の杭州に都を置いて雅やかな文化を築く時代を南宋（1127

～ 1279）という。

　宋代は、五代十国の70年間途切れた王朝文化が息を吹き返えすとともに、羅針盤、火薬、木版印

刷といった新しい技術が発明され、後世に大きな功績をもたらすもととなる時代であった。特に木

版印刷の発明は、思想、哲学、文芸といった貴族主体の学問や文化が一般庶民にまで普及させる原

動力となって、文化の担い手が貴族階級から次第に庶民の中にも根づいて行った。このような社会

背景の中で活躍したのが、書家･文人の欧陽脩（おうようしゅう）、王安石（おうあんせき）、蘇軾（そ

しょく）であった。

　五代十国の時代に始まった水墨画が北宋画として大いに発展し、これを描く文人達が美しい墨色

を求める一方、名筆、名墨、名硯を愛でる文房清玩と言われる風潮が生まれ、これに応えるかのよ

うに墨造りも新しい転換期を迎えた。蘇軾は特に墨に心を注ぎ、古今の名墨を集め、墨の色、質を

やかましく言い、墨師潘谷（はんこく）を鍛え、とうとう自分でも造ってしまうほどの力の入れよ

うであった。

　文人達は従来からある松煙墨にあきたらず、新しい墨の色を求めた。「松煙よりもっと黒い、漆

黒の墨色」である。墨師たちは要望に応えるべく、いろんなことを模索した。漢方薬に使われる蛇

の肝、真珠の粉、水銀朱、トネリコ木の樹皮の煮汁、紫蘇のしぼり汁等々を墨に練り込んだり、工

夫に工夫を重ねたが、一向に良い結果が得られなかった。そして遂に行き当たったのが、油を燃し

てすすを採ることであった。油煙の登場である。燈火（あかり）に立ちのぼるすすと煙を見て、油

を燃やしてすすを採ることを発見し、墨を作ってみたところ、松煙にはない真黒な墨色となったの

である。油煙墨の発明は、後世に続く製墨技術の大いなる革新であった。

　宋初に著された蘇易簡（そいかん）「文房四譜」に油煙墨の記載があり、大麻子油から油煙を採っ

て麻子墨を造る方法を述べている。また、李孝美は「墨譜」を著し、上巻には松煙墨の工程を図で

示し、（注６）ほぼ現在の墨造りの工程と変わらぬ方法が完成されつつあることがうかがえる。中

巻には南唐時代の李廷珪ら、時代を代表する名墨匠の墨形が解説され、下巻には麻子油、桐油から

油煙墨を造る方法、墨の原料の解説が記されている。

　油煙墨が注目されるなかで、特筆すべき文献が残されている。それは地から湧き出す石油を燃し

てすすを採り、墨を造ったという記録である。沈括（ちんかつ）が「夢稽筆談（むけいひつだん）」
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で「松煙墨より黒く艶がある。」と述べている。

　北宋の墨造りは、文人趣味から、墨形の美しい完成度の高いものが求められ、唐代では円柱状の

墨に文字や図柄を彫り込んだ木型を押して表現していたものから、木型に入れて造るように変化し、

以後現在に至るまでの墨の製造方法の基本となった。また松煙墨一辺倒であった墨に、油煙を採る

方法が開発されて桐油、胡麻油、麻子油が使われ、墨づくりの可能性が大きく拡大した時代でもあっ

た。

　南宋（1127 ～ 1279）に入り、都が杭州（浙江省）に移され、近いところにある歙州の墨造りは

大いに活気づき。品質も形も良い精巧な墨造りが目指され、「當朝一品（とうちょういっぴん）」と

言った名品が造られた。（注７）しかし、宋代の墨造りはまだ松煙墨中心で、油煙墨が開発された

ものの量産されるのは明に入ってからのことである。

　蒙古の英雄テムジンが成吉思汗（ジンギスカン）と名乗り、疾風の勢いで日本海からペルシャ湾

まで、広大な地域を征服し、その孫フビライ汗が中国南宋を併合して大帝国　元を打ち建てた。

　元（1271 ～ 1368）は蒙古至上主義をもって国を治め、漢民族を冷遇したため、宋に開いた文化

がまたたく間にしぼんでしまい、書の世界では唯一、趙子昴（ちょうすごう）が活躍するのみで、

墨師　朱萬初（しゅまんしょ）が「龍紋牛舌墨」を造っている。

３．墨の黄金期
　元が内部分裂し次第に崩壊してゆく中で、各地で農民一揆が起こり、中でも朱元璋（しゅげんしょ

う）は江南一帯を統一し遂には北京をおとしいれ、元王朝を北方に追いやって、1368年南京を首都

とする明（1368 ～ 1662）を建国した。建国から50年を経て国情が落ち着くと、首都は北京に移さ

れ、壮大な紫金城が建設される。一世紀にわたる元の支配によって荒廃した文化を復興するために、

宋文化の復活を求める復古主義が明代前半を風靡し、祝允明（しゅくいんめい）、文徴明（ぶんちょ

うめい）などすぐれた書家が現れると共に、元時代意気消沈していた墨の生産が歙州を中心に再び

盛り返し、製墨技術は改善され、油煙墨の製法が完成され、大量に生産されるようになった。明代

前半には羅小華（らしょうか）、汪中山（おうちゅうざん）といった名墨師が現れ、今に残る名墨

を造り、特に羅小華の墨は金の値打ちと言われ絶賛され、「数夜水につけておいても形が崩れない」

との伝説が生まれたほどの名墨であった。

　明初に発刊された沈継孫（ちんけいそん）「墨法集要」には油煙墨の製墨工程図が詳細に記され

ているが（注８）この製墨工程図から見て、現在奈良で造られている墨の生産工程とほぼ変わりが

ないことが解かる。

　明代後半、万暦年代（1573 ～ 1621）は中国製墨史上、墨の黄金期といわれる時代で優れた製墨

家が次々と輩出された。程君房（ていくんぼう）、方于魯（ほううろ）、方瑞正（ほうずいせい）、

呉申伯（ごしんぱく）、曹仲魁（そうちゅうかい）が有名で、400年を経た今でも使える銘墨を残し

ている。

　なかでも程君房、方于魯のふたりは師匠と弟子との関係でありながら墨造りでは天敵ともいえる

熾烈な争いを続け、程君房は「程氏墨苑」十三巻二十六冊に、自作の墨の図柄と共に親交ある有名



― 7 ―

人、文人の墨讃を載せて世に問い、方于魯も負けじとばかり、「方氏墨譜」全七巻を発刊している。

特筆すべきは、程氏墨苑巻六下に四点のキリスト教の銅版画を模刻した墨図が掲載されていること

である。中でも天主図が最も精緻に描かれており、宣教師マテオリッチが、九州島原で印刷された

銅版画を中国にもたらしたものと言われている。程君房がこれをどのような墨に表したのか不明で

あるが、当時としては驚きで目を見張るような墨であったに違いない。奈良の（株）呉竹は程君房

と天主図との出会いに感じ入り、精緻極まる木型彫刻から程君房の造墨に想いをはせ、数年をかけ

て復刻している。（注９）

　万暦年間には、政治家であり書画家であった董其昌（とうきしょう）が書に新風を吹き込み、明

末には書家として張瑞図（ちょうずいと）、倪元路（げいげんろ）、王鐸（おうたく）が活躍した。

また明末には墨師方瑞生が「方氏墨海」を著している。

　万暦年間に造られた数多くの銘墨は尾張徳川家に輸入され、世界に誇る明墨コレクションとなっ

て、徳川美術館に保存されている。（注10）

　明末の官僚の腐敗から政治は乱れ、社会情勢は不安の一途をたどり、これに乗じて満州から女真

族が台頭し、後金（ごきん）国を建て、1636年国号を清と改めた。1644年には北京をおとしいれ、

1662年明を倒し、清国（1662 ～ 1912）が中国全土を治めるようになった。

　満州民族の王朝である清は、漢民族を治めるに明代の政治・文化を尊重し、康煕帝（こうきてい）

は250年間続く清国の基盤を築きあげた。そして、清文化の黄金期とも言える乾隆（けんりゅう）

嘉慶（かけい）の時代を迎える。書の世界では乾隆帝の時に揚州八怪と呼ばれる書画家集団が現れ、

金農（きんのう）鄭板橋（ていばんきょう）らが自由奔放な新しい書風をもたらし一世を風靡した。

清朝の文治政策は墨の生産にも大きく影響して、乾隆年間に最も盛んとなり、精緻極まる木型に彫

刻される図柄をもとに造られる墨は芸術品の域に高められた。特に乾隆帝は文房清玩の趣味をもっ

て、文房四寶（筆・墨・紙・硯）を愛玩し、傑出した墨師、曹素功（そうそこう）、汪近聖（おう

きんせい）、汪節庵（おうせつあん）、胡開文（こかいぶん）に乾隆御墨（注11）の造墨を命じた。

なかでも曹素功、汪近聖は乾隆御墨の製作者として名をはせ、特に曹素功の弟子であった汪近聖は、

その技を認められて乾隆六年（1741）に乾隆帝より御墨制作の命を受け、数々の御墨を献上した。

これらの記録は汪近聖の孫、曾孫が嘉慶年間に「鑑古斎墨藪」に著し今に残している。曹素功、胡

開文は中国各地に店を開き、中華民国（1912 ～ 1947）をへて中華人民共和国に至り、文化大革命

によって合併させられるまで、二大製墨業として繁栄した。

　毛沢東の起こした文化大革命（1968）は、延々と積み重ねてきた中国の思想、文化、工芸、芸術

を壊滅させ、墨の世界においても優れた製墨技術が一挙に消滅してしまった。現在造られている墨

は墨の形に昔の面影を残すものの、その品質は地に落ちた感がある。中国3,500年の歴史のなかで

営々と積み上げられてきた墨文化は一体どこへ消え去ってしまったのだろうか。
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日本

１．文字とともに日本へ伝えられた墨
　日本でいつ頃から墨が造り始められたのか。

　弥生時代から大和朝廷を経て飛鳥時代に至る間（BC30 ～ AD710）我国が国家としての形が作ら

れてゆく過程の中で、中国後漢、魏、晋、隋との交流、朝鮮半島高句麗、百済、新羅との交流で漢

字が伝わり、それと共に筆記具として墨、筆、紙がもたらされ、その制作技術も伝えられた。５世

紀には大和朝廷で漢文が書かれており、すでに筆墨が渡来していた。

　日本書記　巻二十二に、

　「推古天皇十八年（610）春三月、高麗（こま）の王　僧　曇徴（どんちょう）と法定（ほうじょ

う）とを貢上（たてまつり）き。曇徴、五経を知り、またよく彩色及び紙墨を作り、、、」

とあり、これが我国に墨の製法がもたらされたことを告げる最初の文献である。

　朝鮮半島から渡来した帰化人が大和朝廷で文筆を司り、次第に文字が普及していったが、墨や筆

のほとんどが輸入される貴重品であった。

　墨筆を使う識字層は大半が朝廷の役人達で、飛鳥時代（593 ～ 710）推古朝の頃、摂政であった

聖徳太子は「法華義疏（ほっけぎそ）」を僧曇徴が高句麗より持参した墨で書したとされ、飛鳥の

宮跡からは円硯の破片も発掘されている。

　大化の改新（645）の後律令国家を目指して制定された「大宝律令」（701）には中央官庁八省に

中務省があり、製墨を司る部門として造墨手四人が置かれたとある。

　奈良時代（710 ～ 794）に入ると、仏教が大いに興り、それに必要な経典の写経を写経生達が日々

行った。彼らは墨が豆粒になるまで使い、その残りと引き換えにしか新しい墨が与えられなかった

といわれ、墨は大変な貴重品であったことが解かる。（注12）

　聖武天皇（724 ～ 748）の遺品を納める正倉院には、現存する最古の墨が保存されている。黒墨14丁、

白墨２丁で、その大きさは普通のもので15 ～ 18cm、大きなものは51cmにおよび、円柱状あるい

は舟形といわれる形をしている。これらの墨はすべて唐や朝鮮半島の国からもたらされた舶来品で、

中でも品格がある墨には、「華烟飛龍鳳皇極貞家墨」と陽刻の銘があり、裏には「開元四年丙辰」（716）

と朱書が残っており、唐玄宗皇帝から贈られた銘墨であることが解かる。他に「新羅武家上墨」「新

羅楊家上墨」の銘のある新羅墨があり、新羅から直接献納されたのか、唐朝に納められたものを遣

唐使が下賜されて持ち帰ったものか、どちらかであろう。これらの墨はすべて松煙を原料として造

られている。（注５）

　役人や僧侶が使う墨はほぼ国産品で、平城京の図書寮（ずしょりょう）に造墨手をおいて造られ、

また、図書寮のほかでは、松の生い茂る和豆賀（京都府和束町）、播磨で造られ、年貢として納め

られた。

　平安時代（794 ～ 1192）905年に編纂された「延喜式（えんぎしき）」には、諸国から毎年貢納す

べき墨について「丹波国墨二百丁、掃墨（はきすみ）二石。播磨国　墨三百五十丁、掃墨二石。大

宰府　墨四百五十丁。武蔵国　膠五十斤。上野国　膠十二斤」と規定されている。また、「延喜式

図書寮造墨式」には、「造墨手四人で年間四百丁を造り、凡そ墨を造るに長功（４～７月）の日は
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焼煙一斛（こく）五斗、煮煙一斗五升を二日二夜で熟し、墨九十三丁を造り、墨の長さ五寸、広さ

八分で料膠は一斤であった」と記されている。焼煙、煮煙とあり、これらは松煙と思われるがこの

二つのすすにどのような違いがあったのか、見当がつかない。（注13）

　平安時代は藤原氏の隆盛とともに貴族文化が花開き、なかでも書芸が貴ばれるようになり、初期

には三筆と呼ばれる　空海、橘逸勢、嵯峨天皇によって高められた。特に万葉仮名が仮名文字とし

て完成されたことは、漢語から日本語が自立してゆく過程として特筆されることであり、流麗な仮

名文字の書跡から、日本独自の文字文化の発露を確認できるものである。

　平安後期には中国宋との交易と共に水墨画が伝わり、禅僧も数多くの墨蹟を遺し、仮名文字の普

及によって墨筆の需要は筆記具としてのみならず、書芸術を表現する道具として大いに高まって

行った。それとともに各地で墨筆の生産が起こり、深山青松の地が松煙の産地、墨の産地となって、

中でも紀伊の藤代墨（ふじしろすみ）（和歌山県海南市）と近江の武佐墨（むさすみ）（滋賀県近江

八幡市）が名を覇せている。

　後白河法皇（1127 ～ 1192）が熊野詣での途中、藤代に宿をとったところ、国司が松煙墨を献上

したことが古今著聞集に記載され、紀州藤代の墨造りの盛んな様子が窺われる。藤代の墨造りはな

ぜか鎌倉期に一旦途絶えるものの、江戸中期将軍吉宗の時、紀州徳川家により再興され、幕府御用

達によって一世を風靡するが、明治の初めに再び途絶えてしまった。（注15）

　紀伊熊野は山が深く老松・青松生い茂り、松煙を産するに最適の地で、紀州松煙として墨の代表

的産地の奈良へ現在に至るまで供給を続けている。

２．奈良墨（南都油煙墨）の始まりと隆盛
　平安時代には墨の原料である松煙の産地が墨を造っていた。丹波、播磨、大宰府、近江、紀州ま

た京都北山等各地で造られていた墨は、松の伐採によって次第に原料となる松が乏しくなり、ある

いは山の中での過酷な松煙採りの仕事に職人のなり手がいなくなったり、といったことが原因と

なって鎌倉時代を経て次第に途絶えて行った。このような状況のなかで奈良の墨は寺社を中心とし

て、紀伊熊野の山々から松煙の供給を受けて造り続けられていた。

　興福寺は奈良時代藤原氏の氏寺として建立され、藤原氏の隆盛とともに大きな財力を持つように

なり、灯明に使う荏胡麻（えごま）の油、筆記や写経用墨、春日版と言われる木版刷りの経文の刷

り墨等の生産を一手にして、特に墨は興福寺二諦坊（にたいぼう）で多くの造墨手をかかえて大量

に生産していた。

　室町時代（1333 ～ 1573）に入り、明徳・応永（1390 ～ 1428）の頃、興福寺二諦坊、持仏堂の灯

明の天蓋にたまったすすを集め、これに膠を加えて墨を造ったところ、今まで造り続けてきた松煙

墨とは比較にならぬほど墨色が黒く、混ざり物のない、品質に格段の差のある優れた墨ができるこ

とが発見された。さらに興福寺は灯明に使う荏胡麻油の利権を一手にしていたため、これを燃やし

て油煙を採ることは容易なことで、二諦坊での墨造りが一挙に松煙墨から油煙墨に変わっていった。

　松煙は、深い山の中で自然を相手に松の木を切り小片にさばき、松煙小屋を作り、雨風にさらさ

れながらこれを燃やして採るといった過酷な作業であり、採ったすすの中には燃えカスや土などが

混入することも度々で、すすの粒子も大小が混在し、墨の色もやや青みを帯びて真黒ではなかった。
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　一方、新しく発見された油煙は室内で灯明を燃すようにカワラケに油を注ぎ、灯心を立て、上蓋

をかぶせてそこにたまるすすを掃き落とすといった作業で採取でき、過酷な松煙採りとは比較にな

らぬほど楽な作業であった。さらに炎の大きさを一定にしておけば、均一な粒子の油煙が採れ、松

煙に比べはるかに黒く、澄みきった墨色を求めることができた。

　興福寺で造られた油煙墨は、これまで造られていた松煙墨とは墨色、艶、磨り心地など品質で圧

倒的に優位にたち、全国に知られるようになって行き、「南都油煙」と呼ばれ、江戸時代には「奈

良と言えば南都油煙」と言われるまでになってゆく。当時、興福寺二諦坊で造られた油煙墨の墨型

（鉄製）が今も残されている。（注15）

　この奈良墨の始まりは、

　貝原好古「和漢事始」（1697）に「中世南都興福寺二諦坊、持仏堂の灯しの煙（けぶり）の屋宇（屋

根）にくすぼりたまるものを採りて、膠に和して墨を造る。これ南都油煙の始まりといへり。」

　貝原益軒「扶桑紀勝」（1745）に「奈良の墨は明徳・応永の頃、興福寺二諦坊で製するところが

始まりである。」と記されている。

　「南都油煙」と呼ばれ、墨の代名詞ともなった奈良の墨は、戦国時代を経て信長・秀吉の天下統

一とともに寺社の力が弱まり、さらに商工振興策により寺社のおかかえ職人であった墨工が独立し

て、店を構え、墨屋として商売を始めるようになった。天正五年（1577）松井道珍が奈良町の池之

町で墨屋を始めたのがその始めと言われている。

　奈良墨が南都油煙として発展するのは、秀吉の時代、中国明との交易で菜種と菜種油がもたらさ

れたことによる。菜種油は胡麻油に比べ、価格が安く、油煙が楽に安く採ることができ、墨を量産

するのに最適であった。以後現代に至るまで、油煙墨の原料は菜種油が定番となり、奈良墨の発展

に大きく寄与してきたのである。

　江戸時代に入ると、奈良は幕府の直轄地となり、奈良奉行がおかれ、その指導のもとに奈良町が

形成され、商工業の中心となり、寛文十年（1670）にはすでに30軒に近い墨屋が点在していたと記

録に残されている。もともとは墨工が屋号を名乗り、自分で墨を造り、商いをするところから始まっ

た墨屋が、この頃になると、主人としての親方がおり、墨職人をかかえて墨を生産し商売をする経

営の形ができあがっていった。宝永七年（1710）の記録「諸事控　墨屋之覚」には奈良町に38軒の

墨屋が大いに商いをしていたと記載されており、この頃には幕府や大名の御用墨師に指定されれば、

官名が授けられ、大きな信用になり、商売繁盛が約束されたようである。このため墨屋はこぞって

官名を受けるべく奔走し、森丹後、森若狭、松井和泉、大黒屋但馬、福井備後、堀井丹波等を名乗

る墨屋が大いに繁盛した。

　創業430年を誇る「古梅園」の六世松井元泰（まついげんたい）は中国　明の製墨技術を学び、

七世元彙（げんい）は更に研究を進め、油煙に紅を加え赤味の暖かく落ち着きのある独特の墨色を

造りだし、「紅花墨」として世に出し、奈良墨を不動のものにする功績を残した。（注－16）

　このように隆盛一途であった南都油煙も、寛保年間（1741 ～ 1744）になると強敵があらわれ、

窮地に立たされる。平安時代に盛んに造られ、鎌倉期には途絶えていた紀州藤代墨を復興すべく、

紀伊徳川家が再興を図り、良質な松煙墨を世に送り出し、紀伊徳川家出身の将軍吉宗が幕府御用墨

として後押ししたために市場でも好評をもって迎えられ、これによって今まで独占的であった奈良
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墨は窮地に立たされ、38軒もあった墨屋が18軒に減少している。再興された藤代墨は藤白墨と名を

変え、将軍吉宗の後押しと江戸や京都で大流行した水墨画の南画によって松煙墨の需要が高まり、

急速に普及していった。（注－15）

　しかし藤白墨は奈良墨のように永年にわたる製墨技術の集積がなく、江戸末期には後継者がいな

くなって、再び松煙の産地に戻ってしまう。明治に入り松煙問屋の子であった鈴木梅仙が藤白墨の

再再興を志し、数々の銘墨をつくり、特に水墨画家にもてはやされたが、後を継ぐ者なく途絶えて

しまい、松煙の産地として奈良の墨屋に松煙を供給するにとどまり、昭和三十年代には松煙の生産

も廃業に至っている。

　現在では和歌山県　大塔村で堀池雅夫氏が紀州松煙の復興を志し、ただ一人松煙を採り続けてい

る。

　幕末を迎えた奈良の産業は衰退の一途をたどり、尊皇攘夷の内憂外患によって壊滅状態となり、

明治元年には11軒の墨屋しか残らぬ状況で明治維新を迎えている。しかし、明治五年学制が発布さ

れ、小学校で書き方が正課必修と定められると、一挙に墨の需要が高まり、明治十七年には37軒に

増えている。更には大正・昭和初期には小学校が全国のすみずみまで開校され、加えて書道塾が各

地に開かれるようになって奈良墨は江戸時代に倍する勢いを示すようになった。

３．おわりに
　太平洋戦争に敗れた日本に対し、書道は国粋主義を涵養する最たるものとして、昭和21年連合軍

総司令部から禁止令が出され、教育の分野から外されてしまい、国語科・書写として昭和32年復活

するまで奈良の墨は暗黒の時代を迎える。この間昭和16年に47軒を数えた墨屋が昭和25年には29軒、

昭和32年27軒と次々と廃業減少している。

　昭和32年、（株）呉竹精昇堂は小学校での習字復活を前に、徳島県のある小学校の先生から「生

徒に墨をすらせていると授業時間の半分が墨すりになる。これでは、子どもに毛筆文字を書かせる

時間があまりにも少なくなってしまう。思い切って、すらずに書ける墨を作ってはどうか」という

提案を受けて、墨の世界に画期的とも言える書道用液体墨を開発した。従来ある墨汁とは異なり、

固形の墨を磨ったのと変わらぬ品質をもつ液体墨の開発である。磨らずに書けることが市場に受け

入れられ、たちまちのうちに普及し、学校、書道塾の習字のあり方を変え、書家・書道愛好家の墨

磨りの苦労から開放して、書作品制作のあり方をも変えるに至った。

　液体墨の開発によって、書道の世界は固形墨の時代から液体墨の時代に変わったといっても過言

ではない。

　墨は固形墨、水で薄めて使う練り墨、そのまま使える液体墨と多様な構成になり、固形墨は書道

愛好家、書道家の世界で使われるのみとなってしまった。現在奈良では、14軒の墨屋が1300年の墨

づくりの伝統を守りつつ、すす、膠の研究を重ねて使う人々の要望に応える墨造りを行っている。

　飛鳥時代に始まった奈良の墨は室町時代に松煙墨から油煙墨に変わり、この技術革新で他に追随

を許さぬ奈良固有の産業となり現在に至った。

　書画芸術を表現する裏方としての墨は、我国独自の書画文化が続く限り造り続けなければならな

い使命を帯びているが、すでに固型墨だけでの企業化は成り立たないところまできており、1,300
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年続いた奈良固有の伝統産業の継続は誠に難題で、家業として細々と続けることがよりよい選択肢

なのかもしれない。

　墨づくりは全くの手作り仕事で、すべて墨職人の力量にかかっている。３年はかかる墨を練る技

術の熟練、体力、10月～４月の季節生産による収入問題、全身が黒く汚れる等々、後継者を育てる

ためには数々の課題が横たわっている。　　　　　　　　　　　　　　（墨の文化史　概説　　完）

　今回の研究紀要では、墨の歴史のまつわることを文化史として取り上げた。次回には、墨の科学についてまとめてみたい。
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