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近代フランス陶芸家テオドール・デックが受けた日本陶磁器の影響についての

調査研究 
柴田政章、柴田アニー 
フランス、アカデミー・フロリモンタン会員 
 
	 1800 年代後半のフランス陶芸界のリーダーであったテオドール・デック

（1823 –1891、図 1）はアルザス地方の小さな町ゲブヴ
ィラーで生まれた。大学では化学に秀れた才能を示した

彼は、卒業後ストラスブールにあるストーブ製作会社で

職を得た。当時のストーブは装飾用陶器タイルで被われ

ていたが（図 2、高さ 182 cm）、彼はそれをより芸術的
にしたいと願っていた。1847 年にパリのストーブ製作
会社で職を得たが、数年後そこを辞し、生まれ故郷のゲ

ブヴィラーに戻り、彼自身の工房を築き、花瓶、ランプ

台、ストーブなどを作った。しかし、経営は困難であったため、1851年に再び
パリに戻り、以前働いていたストーブ製作会社で職を得た。

その会社の経営者が 1855年の第 1回パリ万国博覧会（以
後、万博）にストーブを出品し、賞に輝いたことはデック

の才能によるところが大であった。その万博でイギリスの

ミントン焼を見て大きな衝撃を受けた彼は、“芸術的な陶

器“を作りたいと強く念願し始めた。当時のフランスの陶

器はイギリスのそれに比べ大きく遅れをとっていただけ

でなく、陶器には実用性のみが求められ今日の様な芸術性

は全く存在していなかったのである。1855 年のミントン
焼との出会いは、デックの人生にとって大きな”曲がり角”となった。 

	 1856年になると、デックは弟のザヴィエルと共にパリで
焼物工房を開いた。そこで、デックが最初に興味を示した

焼物は、ペルシャ焼（今のイズニック焼）であった。使わ

れていた多くの釉薬はフランスに存在しないものであった

ので、それらを再現する試みを行った。青釉薬には特に興

味をそそられ、最終的に彼自身の青“ブルーデック”を創

り出した（図 3、高さ 27.5 cm）。以後、デックは様々な展
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示会に彼の作品を送った。1867年の第 2回パリ万博に出品して賞を得たが、こ
の頃からフランス陶芸界では押しも押されもせぬ存在となり始めた。 
	 フランスの陶器を芸術的なレベルに上げるために、デックは様々な試みを導

入した。その一つの試みとして、著名な画家を招いて陶器に人物画、静物画、

風景画などを描かせ共同で作品を完成させた。画家の数は 40 人にものぼった。
また、デックは多くの分野の芸術家と親交があり、週１回作品を持ち寄り、ピ

クニックをしながら議論しあう集まりを主催した (01)。やがて、1887年になる
と請われてパリ南にあるセーヴル美術館の館長となった。この時、友人に強く

勧められて書籍『La Faïence』（陶器 図 4）
を出版した。前半では陶器の歴史を、後半

では陶芸技術や釉薬の調合方法を紹介し

た。書籍では自分がセーヴル美術館の館長

であることや、様々な賞を得たことにも触

れなかった。デックの人となりをよく表し

ていると言われている。その 4年後の 1891
年、デックの容態は急変し 68 歳で人生の
幕を閉じた。遺体は多くのフランスの著名

人が埋葬されているパリのモンパルナス

墓地に埋葬された。その後、デックのパリ工房は弟ザヴィエルらによって継承

されたが 1904年に閉鎖され、工房は 2年後には撤去され、同時に多くの資料も
失われた (02, 03)。このような状況がフランスにおけるテオドール・デック研
究を困難にしていると思われる。 
 

テオドール・デックの陶芸活動 
	 限られた資料を調べると、デックの陶芸活動が最も活発であったのは 1860年
頃から 1880年代までのおおよそ 20年間であることが分かった。それを、以下
の４期に区分した。 
 
(I) 1860年初期から：日本の伝統工芸美術一般の影響が認められる作品の製

作。 
(II) 1870年初期から：フランスの釉下彩技術の発展に寄与した作品、及び装

飾用陶器タイルの製作。 
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(III) 1870年中期から：無線七宝焼技術と透明七宝釉薬の開発、改良、及び日
本の陶磁器の影響が認められる作品の製作。 

(IV) 1870年後期から：金箔を用いた作品の製作。 
 

	 デックの日本伝統工芸美術への興味は 1860年初期に遡るが、その頃に始まっ
たジャポニスムによって触発されたものではないと思われる(04)。前述した様に、
化学に秀でた陶芸家デックは世界の様々な陶磁器釉薬の発色に大きな興味があ

ったのである。彼の興味は、まずペルシャ焼（イズニック焼）、ついで中国と日

本の焼き物に

向けられた。

では、上述 4
期を日本を中

心にして、順

を追って簡潔

に記述する。 
 
 (I) 図 5 に示

す皿（直径 30 cm）は、1868年の作品であるが、女流画家カミーユ・モローが
描き、デックが焼成した。アヤメと藤は左右非対称に描かれ、アヤメの深い紫

色は古九谷のそれを連想させる。他にも、草花や鳥、虫を描いた皿が作られ、

パリの装飾芸術美術館でも見られる。また、日本が最初に参加した 1867年第 2
回パリ万博に出品され、ロンドンのビクトリア＆アルバート美術館（以後、V&A）
が買い求めた直径 61 cmのデックの大皿がある (05, 図 6)。左右非対称に欧州

の野菜ルバーブと鳥が描かれている。これ

らのモチーフの構図は、例えばコリノとボ

ーモンが 1859年に出版した日本美術の（北
斎マンガからの転載も含む）図案集からヒ

ントを得たものと思われる(06, 07)。 
 
	 (II) 素焼きしない陶器に釉薬でモチー 
フを描き、その上に透明釉薬をかけて焼成

すると、色のグラデーション表現が豊かな
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焼物が出来上がる。デックはフランスでの釉下彩技法の確立に大きく貢献した。

この技法を用いて、図7の様な直径60cmのポートレートを人物画家ポル・エル
が描き、デックが焼成した。図のように、大変繊細で、写実的な表現が可能と

なるので、写真の代わりにもなった。釉下彩とは関係がないが、ウジェニー・

グルンがデザインした「釣りをする芸者」の皿がある（図8、直径40cm, 1880
年頃）。その辺縁部に描かれた魚類は全てが北斎マンガをそのまま写してある

(08)。一方、1870年代になるとデックは装飾用陶器タイルを作り始めた。主と
して、個人の居間や浴室用で、そのモチーフ

には水辺の鳥、昆虫や草花が好んで描かれ、

風景画家のエドモンド・ ラシュナルが描い
た。当時の日本美術品コレクターや評論家 
（コリノ、ボーモン、ブラックモン等）は図

案集や画譜を出版したので、それらの情報を

装飾用陶器タイルに用いたと考えられる。図

9 は、ゲブヴィラーのデック美術館に保存さ
れているものである（高さ2.5 m、1876年）。

例えば、正面の鶴の鳥瞰図的なモチーフは、広重の浮世絵名所江戸百景に描か

れてい

るワシ

の鳥瞰

図や、同

じく広

重の張

交絵（は

りまぜ

え）の鶴

の鳥瞰

図 から
ヒント

を得て

描かれたと思われる(09)。残念なことに、多くの装飾用陶器タイルは破壊され現
在残っているものは少ない。 
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	 (III) 日本の七宝焼が世界に向けて最初に紹介されたのは 1867 年第 2 回パリ
万博であり、ロンドンの V&A 美術館は出
品物を高く評価して徳川幕府より二点を

買い求めた。以後、日本が参加したすべて

の明治期万博には毎回七宝焼が出品され

た（10）。テオドール・デックの作品を調
べると、彼が金属線を用いない擬似七宝に

酷似した技法を陶器で用いた作品が 1874
年頃から認められる（11, 12）。図 10の大
皿（直径 61.3 cm、1874年作）が、その一

例である。元来、七宝焼は金属

を素地にして、描かれたモチー

フの輪郭に沿って金属で植線を

施し、その内側に色釉薬を塗布

するのである。この技法を仏語

でmétal cloisonnés （有線七宝）
と言う。テオドール・デックの

技法は、磁体で金属線を用いな

い émaux cloisonnés （擬似七宝）
と呼ばれる。それは、植線を施さない中国陶磁器「法花」やペルシャ陶器「ラ

カビ手」、更にはフランスの作陶家ウジェーヌ・コリノの擬似七宝技法の流れを

くむものである(13)。このデックの作品例の拡大図に見られる様に（図 10の部
分拡大図）、焼成すると黄色や茶色のガラス状になる液状粘土 (engobe) を注射
筒や筆で陶磁器表面に細い線として固着し、その内側に透明色釉薬を塗布する。

そうすると、液状粘土による囲い込み線が高いので、一囲い込み当たりの面積

が広くとれ、充分な透明釉薬の効果が発揮される。従来の不透明釉薬に比べて

透明釉薬は光に反応して一段と色鮮やかに輝き、立体感の表現も容易になった。

この大皿の見込みには、青手古九谷に見られる深い緑や、紫の色釉薬で花が描

かれ、背景は唐草模様の透し彫りに灰色の透明釉薬がかけられている。皿の辺

縁部では、唐草模様は濃い緑の釉薬で覆われていて、全体的に古九谷の雰囲気

をよく醸し出しているように見うけられる。ちなみに、明治初期の日本の陶磁

器焼成技術に多大な貢献をしたドイツ人、ゴットフリード・ワグネルは欧州の

図  10 

図  10 の部分拡大図  
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進んだ植線する必要のない七宝焼技術と透明釉薬を日本に紹介した（14）。上記
デックによる擬似七宝焼技法と、ほぼ同時期のゴットフリード・ワグネルのそ

れとの間には、いかなる関連性が有るであろうか。 
	 この時期のテオドール・デックの作陶活動であるが、最も強く目を引く日本

陶磁器の影響としては、古九谷焼と

再興九谷焼があげられる。図 11の
大皿（直径 60cm,	 1878年）の見込
みには、青手古九谷に見られる紫釉

薬で藤の枝らしき植物が同心円状

に描かれ、背景は吉田屋によく使わ

れた黄釉薬で黒線の変形唐草模様

が塗りこまれている。全体の直径が

82.6 cm あり、持ち上げると大変重
い作品であることが分かった。取り

付けられた黒色丸木枠には、皿の重厚性を増し、芸術的価値を高める効果があ

ると思われる。一方、デックは後述するように（“パリの日本美術品愛好家やコ

レクター”）、セルヌッシ・コレクションに含まれる青手古九谷平鉢や吉田屋の

作品に接する機会があったので、大皿の辺縁部を黒色（丸木枠）で囲み、皿全 
体（見込み）を黄色で塗りつぶし、その上に紫でモチーフを描くことで、青 

手古九谷の雰囲気を醸し

出そうとしたと推察する

のは考え過ぎであろうか。 
	 モチーフの観点からは、

どうであろうか。よい例が、

図 12（耳付き壺、高さ 30 
cm）に示してある。陶器
面の広い面積に使われて

いる深い黄釉薬とそれを

支えている黒線の雲気文

である。雲気文が描かれているデックの作品には、花瓶、中皿、平鉢、植木鉢、

小物入れがある。描かれている雲気文には 2 種類があって、より多く見られる
のは同心円状に描かれた小さな円形雲気文が陶器表面をびっしりと埋め尽くし

図  11 
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ているものである。他は、夏の空の積乱雲を連想させる大きな波曲線が何層に

も重ねられている雲気文である。図 13 と部分拡大図はデックの中皿（1870 年
頃、直径 19 cm）で野バラと 蝶が描かれている。紫の野バラは印象的である。 
	 デックが雲気文の意味するところを理解していたかを知るすべもないが、彼

が陶器面を広く埋め尽くす深い黄釉薬に黒線の雲気文を組み合わせるのが気に

入っていたことは確かである。さらに、色の組み合わせから眺めると、深い黄

色はブルーデックの青釉薬や、青手古九谷に使われている他の色釉薬の効果を

高めるように思われる。図 14の中皿（直径 19 cm）では、吉田屋に見られる黄
釉薬に黒のなみ線を描き込

んで辺縁部を形成し、見込み

には場面を割取りする「九谷

庄三風」の描写法を用いて草

花や蝶を描いている。この１

点からは、テオドール・デッ

クは青手古九谷や吉田屋の

みならず九谷庄三(1816 - 
1883) の作品にも接してい
た可能性が推察される。興味

深いことである。 
	 他の影響源としては、これ

もやはり九谷焼が挙げられ

る。しかも、それは 17世紀の青手古九谷である。デックによる直径 42 cmの石
畳文平鉢は（図 15）、見込みを仕切った碁盤の目に様々な有職模様（ゆうそくも

図  13 図  13 の部分拡大図  

図  14 
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よう）を黄と青釉薬と黒線で描

いている。その辺縁部にはデザ

イン化された小菊と思われる花

を一面に描き込み、3カ所には蓮
の葉が描写され、半透明の青緑

釉薬で塗り込められている。平

鉢全体の線描きは、細部に至る

まで一本一本丁寧に行われ、そ

の色合いは見る者に強い印象を

与える。図 16はその裏面を示し
ている。 
私たちの知る限りでは、同様の

デックの平鉢はフランスでは、

リモージュ美術館、ウンターリンデン美術館、シャトー・ボレリ美術館に所蔵

されている。シャトー・ボレリ

美術館の石畳文平鉢は、1988年
東京の国立西洋美術館で開催さ

れた「ジャポニスム展」で展示

され、図録には大きな画像が掲

載されている (15)。	  
フランス以外では、デックの石

畳文平鉢はロンドンの V&A 美
術館に１点所蔵されている。

V&A 美術館の平鉢は 1878 年第
3回パリ万博に出品され、それを
V&A美術館がデックから直接購
入したのである。製作年は 1878
年とされているが、フランスの

他の美術館のそれらは 1870 - 1878年の作とされている。ところで、今井裕子著
の『陶芸のジャポニスム』（13）によると、デックの石畳文平鉢と全く同じの青
手古九谷平鉢が日本にあると言う。それは、『日本陶磁器全集 26古九谷』（嶋崎	
丞編集、中央公論社、1976年）に 17世紀の青手石畳文平鉢（直径 33.5 cm）と

図  15 

図  16 
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して画像が掲載されている（図

17）。残念ながら、嶋崎氏（石
川県立美術館館長）によると、

この平鉢は個人蔵であって、し

かも現在は行方不明と言うこ

とであった。実に不可思議なこ

とではある。 
 
	 (IV) デックは1877年にイタ
リアのベニスにあるサン・マル

コのモザイク画に使われてい

る金の効果を見て	 大きな感

銘を受けた。彼は金を使えば、

陶磁器にさらに高い芸術性を与えられると感じたのである（図 18、花鉢、高さ
21 cm、最大直径 32 cm）。デックの金箔技術であるが、次の様である。即ち、

陶器の金箔を固着させる部分に

釉薬を塗り、砂粒を散りばめて焼

く。次に、砂の粒が固着されて散

在している部分に果実のカリン

の種を煎じた液を塗布し、そこに

金箔を足の短い刷毛を使って貼

り付ける。その上に、金箔保護の

ための透明釉薬を施して再度焼

く、というものである(16)。九谷焼人間国宝吉田美統氏の釉裏金彩の手法に部分
的に通ずるところがある。ところで、カリンの種を煎じた液であるが、金箔を

陶器面に貼り付ける接着剤として使われたと推察できる。 
	 さて、デックはいつ、どこで図 17に示した日本の青手古九谷石畳文平鉢に接
する機会があったであろうか。ふた通りの可能性が想定される。第一は、デッ

クが前述 20年間に開催された 4万博（1867年第 2回パリ万博、1873年ウィー
ン万博、1876 年フィラデルフィア万博、1878 年第 3 回パリ万博）に古九谷石
畳文平鉢が出品された時、それらを見た可能性。第二は、この時代にフランス

で活躍した日本美術品愛好家、コレクターや美術商らが持ち込んだ青手古九谷

図  17 

図  18 
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石畳文平鉢に接した可能性である。それを検証するために 4 万博を時代を追っ
て見ていく。 
 

明治期万国博覧会 
(1) 1867年第 2回パリ万博 
	 明治維新を翌年に控えたパリ万博には、徳川幕府と、その反対を押し切って

独自に参加した九州の鍋島藩と薩摩藩があった。2世紀半にわたる鎖国で展示す
べき工業製品は殆んど無かったが、その間に培われた伝統工芸美術品は豊富に

あった。『明治期万国博覧会美術品出品目録』（以後、『出品目録』、10）にはそ
れらが克明に記録されている。それによれば、徳川幕府は美濃焼を含んだ日本

全国の様々な工芸品を展示した。陶磁器には加賀国産赤絵丼 2 点と、同急須１
点が含まれていた。鍋島、薩摩藩は各々の磁器を展示した。漆器（445 点）と
併せて陶磁器 214 点は浮世絵などと共に好評であった。ロンドンのサウス・ケ
ンシントン美術館（現 V&A美術館）は計１５０点の陶磁器を教育資料として購
入した(15)。 
 
(2) 1873年ウィーン万博 
	 日本が一つの国家として参加した最初の万博である。『出品目録』によれば、

陶磁器の出品総数は 230 点にのぼり、万古焼、京焼、肥前有田焼、薩摩焼を始
め加賀九谷焼も多く出品された。九谷焼の大部分は赤絵細描と色絵金襴手であ

った。注目を

集めたのは肥

前有田が製作

した直径が１

m にも及ぶ染

付大皿や、高

さが2 m に近
い花瓶であっ

た。日本の展

示作品は様々

な 198 件の賞（進歩賞、有効賞など）を得た。当万博に限り、出品された陶磁
器の白黒写真が東京国立博物館資料館に保存されていて（図 19）、リストからで

図  19 
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は得られない臨場感が見る者の目を奪う。一方、ウィーンにある応用近代芸術

美術館にはオーストリア政府が日本政府から買い入れた23点の九谷焼が所蔵さ
れている(17)。その多くは赤絵細描金彩であるが、古九谷 2点（鉢、径 22.8 cm、
蓋なし壺、高 12.8 cm）、再興九谷 3点（若杉窯と春日山窯と思われる）と花瓶、
コーヒセット、水指などが認められる。これら 23点も展示されたと思われるが、
「出品目録」には記載が認められない。正式な万博とは別のルートで手配され

たのであろう。日本政府は起立工商会社を主導し、製品の販売に努めた。民間

では金沢の商人円中孫平は会社を設立し、九谷焼の販売を積極的に行った。 
 
(3) 1876年フィラデルフィア万博 
	 アメリカ合衆国独立100年記念の1876年にフィラデルフィア万博は大規模に
開催された。日本政府は前回ウィーン万博の成功を背景にカルフォルニアから

貨車 50台を連ねて出品物を運んだ。それらは、陶磁器、漆器、銅器、紙製品を
中心にしていた。陶磁器は 3640点が出品されたが、縄文土器から中世、近世の
焼き物 200点を 65の窯から展示し、日本の焼物の歴史を誇示した(18)。明治政
府は起立工商会社を最大限に利用し、販売を促進した。九谷焼については、赤

絵や色絵金襴手が中心で金沢の円中孫平も積極的に販売を促進した。ロンドン

のサウス・ケンシントン(現 V&A)美術館は青手古九谷（老松竹文平鉢）、吉田屋、
赤絵細描、輸出用九谷焼を含んだ 13点を万博後に購入した。大英博物館も吉田
屋などの再興九谷を含む 14点を購入した(19)。これら 2美術館の購入は英国人
フランクス卿が前もって依頼して行ったので、『出品目録』には記載されてはい

ない。別ルートで行われたと推察される。また、エディンバラの科学芸術博物

館やボストン美術館も多くの日本の作品を買い上げた。 
 
(4) 1878年第 3回パリ万博 
	 当万博では、前回フィラデルフィア万博と同じく日本の伝統工芸品に対する

人気は高く、多くの展示品が購入されていった。それは、日本の美術品は装飾

性のみでなく、実用性をも兼ね合わせていたからであった（20）。陶磁器に関し
ては、前回と同様に色鮮やかで、欧米人を魅了した花瓶、コーヒセット、水指、

香合、蓋物が多かった。例えば、出展された九谷の赤絵細描金彩手の大花瓶、

香炉や平鉢は、現在栃木県の鶏声磯が谷美術館に計 14点が所蔵されている(21)。
1867年のパリ万博でジャポニスムが始まり、10年後には。それが最高潮に達し
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ていたこともあって、当万博では、日本美術の影響を受けて製作された日本趣

味的な作品や、美術品コレクターによる日本の美術工芸品もそれぞれの国で展

示された(14, 22)。陶磁器に関しては、コレクターによるギメ・コレクション、
ビング・コレクション、ヴァイアル・コレクションがあった。デックは前述の

17世紀青手古九谷を連想させる石畳文平鉢を出品し賞を得た。明治政府は「温
知図録」なる図案集を出版し、輸出用や万博出品の陶磁器はそれに従って製作

するよう奨励した。これは、政府が万博を殖産興業政策の一環と位置づけたか

らである。日本は陶磁器分野で多くの賞を獲得し（23 の金賞、45 の銀賞、85
の銅賞）、万博での売り上げも漆器と合わせて高かった。九谷焼では円中孫平、

阿部碧海、笹田蔵二が受賞した。陶磁器の出品数は『出品目録』に記述がない

ので不明である。 
	 以上、テオドール・デックが九谷焼から影響を受けたと思われる期間中に開

催され日本が参加出品した四万博を見たが、いずれの万博に於いても出品リス

トには古九谷や再興九谷の記述は見出せなかった。一方、フィラデルフィア万

博やウィーン万博後に、日本の陶磁器を買い入れた美術館はあったが、それら

は万博とは別ルートで行われた。ただ、その中には深い黄釉薬を使った吉田屋

の作品は認められたが、石畳文平鉢を連想させる青手古九谷の記録は見出せな

かった。 
パリの日本美術品愛好家やコレクター 

 
	 それでは、前述した日本美術品のコレクターなどを

介しての可能性はどうであろうか。結論から先に言え

ば、こちらの方が可能性は大である。例えば、アンリ・

セルヌッシは（図 20）美術批評家のテオドール・デュ
レと共に、日本を 1871年末から 1872年にかけて 3ヶ
月訪問している。セルヌッシは銅器や陶磁器を数千点

買い入れ、帰国後の 1873年と 1875年の間に日本で買
い求めた陶磁器の展示会をパリで開いた。この時点で、

日本の陶磁器は 1600点に及んでいた。そこには、少な
くとも青手古九谷平鉢 4点、吉田屋 5点、若杉窯 2点

に九谷庄三 2点などが含まれていた(23, 24, 25)。デックはセルヌッシ・コレク
ションに属する日本の銅器花瓶を写した磁器花瓶を作っているので、彼がセル

図  20 
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ヌッシ・コレクションの陶磁器にも接したであろうことは確かである(26)。更に、
明治維新後に日本を訪れて美術品を買い求めた

コレクターには 1873 - 1874年のサムエル・ビン
グ、1876年のエミール・ギメがいる。多くの日本
の伝統工芸美術品がフランスへ持ち帰られた。セ

ルヌッシ同様、これらのコレクターも収集した美

術品をパリで展示した(13, 27)。また、1877年の
パリには日本の美術品を扱う店が二軒あった。金

沢の円中孫平（図 21）は 1882年にパリに日本陶
磁器を扱う「円中組パリ支店」を開いて九谷焼を

販売した。古九谷写しの色絵磁器を作っても売れ

なかったため、もっぱら赤絵や色絵細描の豪華な磁器を売った。これらには大

変人気があり、欧州に九谷焼を知らしめたのは円中孫平の功績に他ならない(13)。
他の日本人で、パリに店を開いた美術商には林	 忠正がいる。彼は日本の陶磁

器を販売しただけでなく、それらの鑑定や相談も行い、日本とフランスの架け

橋になった(28)。その様な状況下、フランスで古九谷が一般的に評価される様に
なったのは、1880 年以降と考えられているが(13)、アンリ・セルヌッシはその
10年も前に青手古九谷に注目していたのである。 
 

おわりに 
	 昨今、テオドール・デックの作陶活動を便宜上、ジャポニスムの観点から理

解しようとする考え方があるが、彼は、「我が道を来て、我が道を行った」ので

あろうと思われる。多くの著名な画家との共同作業、新しい技術の導入、色釉

薬の化学的分析と応用を行い、フランスの陶器を芸術の域まで高めたのは彼の

大きな功績であろう(04, 24)。 
	 ここで、17世紀の青手古九谷石畳文平鉢とデックの 1878年の石畳文平鉢に
ついて、若干の考察を加えたい。これら両者の関係については、ふた通りの考

え方が想定される。ひとつは、デックが日本の青手古九谷を丸ごとそのまま写

したと考えること（現時点では、この推察を支持できる）。もうひとつは、デッ

クは彼の作陶哲学である折衷法 (l’éclectisme) で石畳文平鉢を創造したと考え
ることである。後者であるが、デックは、様々なモチーフを多方面から借りて、

独自のモチーフを創造し、石畳文平鉢を作ったのであって、従属的に日本の陶

図  21 
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磁器を模倣したのではない、との考え方はフランスに根強く存在する。そんな

考えを支持する論文を、私たちは 4編も見出した（4, 29, 30, 31）。惜しむらく、
デック工房の火災で多くの資料が失われただけでなく、デックの死後 15年で工
房は閉鎖され、資料と共に破壊された(29)。したがって、充分な推察をすること
は難しい。しかし、デックが日本の青手古九谷平鉢を丸ごとそのまま写したの

であれば、この平鉢が 1870年代に万博ルート以外でパリに持ち込まれ、模写の
ため一定期間デックの傍に置かれ、そして再び日本へ持ち帰られたとする経緯

を推察するのは、大変興味あることである。この場合、次の二点を考慮する必

要がある。すなわち、当時のフランスでは青手古九谷に対する評価と需要が高

まりつつあり(13)、しかも、個人ルートでフランスに持ち込まれた日本美術品は
販売が目的であったので、売れなかったからと言って、再び日本に持ち帰られ

ることは稀であったと考えられるからである。 
 
	 おわりにあたり、当調査研究は 2017年に笹川日仏財団からの助成金（事業番
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