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湯呑み茶碗たち 
今回は、金属を離れて陶磁器を取り上げてみました。題材は日常生活の中でも身近な存在の茶碗。 
中身に気をつかうことはあってもテーブルウエアとして意識されることさえ稀な存在です。誰もが知っているこの 

湯呑み茶碗 に、一体どんな秘密が隠されているのでしょうか。
構造や素材そのものにも着目して調べてみました。 
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3. いろいろな茶碗
（写真１、表１、表２参照） 

材料の素顔に迫る 

日本茶のよき友、 

写真２　切断面の形状（←は、今回、詳細調査品） 

写真１　多彩な湯呑み茶碗 
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（a）長湯呑み 

写真３　内部組織、透過偏光顕微鏡像（単ニコル） 

（c）煎茶碗 （b）丸湯呑み 
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生活に彩りを添えるいろいろな場面でお茶
を飲みます。悲しいとき、うれしいとき、気
分転換を計りたいとき、家庭でも職場でもお
茶を飲みます。そのときお世話になるのが多
彩な湯呑み茶碗です。茶碗ひとつで優雅にな
ったり、惨めな気分になったりもします。今
回は、いままでと異なる素材であるセラミッ
クスの世界、それも人が古くからよく付き合
っていて、ごく身近な素材であり、誰もが日
常手にしている湯呑み茶碗の世界を一寸のぞ
いてみようと思います。 

人は太古より食品を貯蔵・調理あるいは食
事・飲食に供するための道具として、陶磁器
を用いてきました。一般的には、粘土、陶土
を水でこねて、使用目的に合うように成形し
た後、高温で焼いて、水に溶けない様態にし
て使用します。 
　解説：陶磁器 
　耐火物、建築用製品を除いた、粘土鉱物を
主原料として、成形、焼成された製品の総称
をいう。土器、陶器、　器、磁器に分類され
る。陶器は、土器より純粋な原料を使用し、
1100～1200℃で固く焼き締めたうえに釉薬
を施したもので、素材本体は多孔質で吸水性
があるが、表面の吸水性はない。磁器は、
1300℃以上の高い焼成温度で完全に吸水性
のない状態に焼き締めたもので、半透明で指
ではじくと金属的な澄んだ音がする。洋食器
はじめ多くの食器類はこれに属する。融剤を
特に加えた軟磁器といわれるものもある（ボ
ーンチャイナなど――開発初期に牛の骨灰、
主成分は燐酸カルシウム[Ca 3（PO4）2]で焼

成により容易にガラス化し組織を緻密化する、
が用いられたのでこう呼ばれた）。 

　ひとくちに「湯呑み茶碗」と言っても、日
本茶の茶葉には、番茶、焙じ茶、煎茶、玉露な
どいろいろな種類があります。また、お茶を
飲むという行為は同時に色、香り、味を楽し
むことでもあり、茶葉それぞれに最適な抽出
温度があるといわれています（その温度幅は
約50～95℃位）。そのため、番茶を飲むとき
に用いる湯呑みと煎茶、玉露を飲むときに用
いる湯呑みは、見た目でもかなり違います。
単純に言ってしまえば、分厚く武骨なものと、
薄く繊細・上品といった違いです。また、場
合によっては蓋のついた茶碗もあります。 

95℃以上の高温で入れる番茶などは、その茶
碗も分厚くできていて、高温のお茶をいれて

も手に持っていられるようにできています。
煎茶用などは、特に色もじっくり楽しむため
に内面は白から乳白色になっていて、お茶の
色（緑）が映えるようになっています。 

（１）切断面の形状（写真２） 
　茶碗を縦に2つ割した切断面を見てみまし
ょう。種類によって微妙に異なりますが、一
般的に飲み口の下、約10～20㎜位置、茶碗
を持つとき親指が掛かるあたりが一番肉厚に
なっていて、底部に向かう下部の湾曲部付
近では少し肉薄となっていることがわかりま
す。 
　それでは、大きさ、形状は別にして、素材
の厚い、薄いだけの違いなのでしょうか？　

ここでは、材質の違いも当然あると思います
が、大雑把に形態、質感から、①長湯呑み、
②丸湯呑み、③煎茶碗（特に肉薄で乳白色～
半透明なもの）の3種類に区分けして、その
うちの各1個（写真２、矢印のもの）につい
てもう少し、素材の細かな部分に立ち入って
調べてみましょう。 
（２）素材の成分（表3） 
　表面の釉薬部分を除いた茶碗素材の化学成
分の分析値を見ると、長湯呑み、丸湯呑み、
煎茶碗ともにSiO2、Al２O３が主成分で、ほ
とんど差がありません。ガラスを形成しやす
いNa２O、K２O、CaOなどは、長湯呑みで
多くなっています。Fe2O3は使用された陶土
を反映していると推定されますが、長湯呑み

で多くなっています。 
（３）素材の組織（写真3、表4） 
　不透明なものでも薄い切片にすれば、透過
光で観察することができます。外面側の釉薬
部分を除いて試料片を研磨により薄片プレパ
ラートを作製し、光学顕微鏡、透過光下で調
べてみました。 
① 長湯呑み（写真3（a）） 
素材の内部を透過光で見てみると、使用さ
れた陶土に含まれる鉱物相を反映して、白色、
黄色から茶色で色調の異なる多くの結晶が見
られる。また、部分的に透明なガラス相も見
られる。焼き締まりは必ずしも十分ではなく、
不規則な形状の大きな気孔が数多く見られる。
ガラス相中には、球形の気泡も数多く認めら
れる。この多彩な色調の結晶粒は、使用され
ている土の構成成分に因ります。使用する土
に含まれる多様な成分、主に金属元素が焼成
時の雰囲気によって、その還元・酸化状態が
変化して微妙な発色、呈色をして陶器全体と

して味わいのある風合いを醸し出しています。 
② 丸湯呑み、煎茶碗（写真3（b）、（c）） 
緻密に焼結されていて、気泡、気孔はほと
んど見当たりません。また、個々の異なった
鉱物相を反映するような有色の結晶相、ある
いは分散した透明なガラス相も見当たりませ
ん。光学的にはほぼ透明なように見えます。
煎茶用などでは、鉄分などを含まない純粋な
陶土、陶石を用い、さらに鉱化物として低融
点相を形成しやすいCaOなどを添加します。
鉱化物は1300℃以上の高温では液相となっ
て鉱物結晶の粒界を濡らし、原子の移動を早
め、焼結を促進します。緻密で結晶粒内に欠
陥がなく、かつ場合によっては結晶粒の大き
な焼成体ができあがるというわけです。この
ような金属元素などの不純物を含まない焼結
体は、夾雑物や欠陥などの光を反射、吸収し
たりして散乱することが少ないため、焼き物
全体としては半透明から透明に見えるように
なるというわけです。 
　解説：プレパラート 
　生物標本や鉱物試料を光学顕微鏡で透過
光観察するために薄切片し、スライドガラス上に
封入したもの。鉱物試料では通常、試料厚さ
を20～30μmになるまで研磨する。通常光によ
る形態・形状、組織観察の他、偏光観察により、
鉱物相の同定をすることなどができます。 
（４）素材の材料特性（表５） 
　焼き物素材の基本的特性として、見掛気孔
率、見掛比重、かさ比重と吸水率、また、素
材の強さを調べる指標のひとつとして、曲げ
強さを調べました。長湯呑みは気孔率が大き

く、吸収率も4％弱ありますが、丸湯呑み、
煎茶碗は気孔率も小さく、吸収率も非常に小
さくなっています。また、強度は、長湯呑み
は分厚いが、曲げ強さで見る限り、素材とし
ては煎茶碗より極端に弱いことがわかります。 

（５）素材の熱特性（表６） 
　茶碗は、色はもちろん、手に持ったときの
質感とともに、温湯を入れるものですから、
素材の熱伝導率も重要な特性です。レーザー
フラッシュ法により熱伝導率を調べました。
長湯呑みに比べると、丸湯呑み、煎茶
碗は熱伝導率が高いことがわかりました。
長湯呑みは通常番茶をいれるのに使いますが、
お茶を入れるための湯温は95℃以上で、湯
呑みに注いだときの湯温も80℃以上になりま
す。このため、分厚く、かつ熱伝導率の悪い
素材として構成し、手に持っていられるよう
にしてあります。一方、煎茶碗、特に玉露な
どでは50℃前後の低温でいれられるため、薄
く熱伝導もよい素材で構成されているように
思います。 

今回は、今までと趣向を変え、セラミッ
クス素材を題材としました。できるだけ身
近な素材ということで、湯呑み茶碗を題材
にその素顔に迫ってみました。日本茶用に
絞りましたが、わずかな誌面では選択した
題材が広すぎた感が無きにしも非ずです。
お茶を飲むときにちょっと手元の素材のこ
とにも想いを馳せれば、お茶の味も今まで
とは少し違ったものになるかも知れません。
文字どおり、茶飲み時の話題くらいにはな
ったとすれば幸いです。 

表１　お茶のいれ方（湯加減）（注） 

お茶の種類 番茶、焙じ茶 煎茶（並） 煎茶（上） 玉　露 

　湯の温度 95℃～熱湯 80～90℃ 70～80℃ 50～60℃ 

　待ち時間 15～30秒 30秒～1分 1～2分 2～3分 

（注）茶葉によっても異なる。概略の温度、時間を示した。お茶の旨みは低い温度でやや時間をかけると出てくるテアニンというグルタミン酸の一種
によるものなので、あまり熱いお湯で出すとタンニンの渋みが勝ってしまう。 

表２　湯 呑 み 茶 碗 の 分 類  

形状、特徴など 

一般的に円筒形状で、飲み口の大きさより高さ
の高いもの。一番使用頻度が高い。寿司湯呑み
もこの分類。 

一般的に高さよりも幅の大きなもの。飲み口部
分が窄まっているもの。蓋付きのものもある。 

一般的に高さよりも飲み口の広いもの。飲み口
が外側に反り返っている。外側には色付きの釉
薬が用いられることが多いが、内側は乳白色で
お茶の緑の映える色合いとなっている。 

　名　称 

　① 
長湯呑み 

　② 
丸湯呑み 

　③ 
煎 茶 碗  

表３　化 学 成 分 （mass％） 

長湯呑み 丸湯呑み 煎茶碗 
湯呑み 

成分 

Al２O３ 　18.9 　18.2 18.9 

SiO２ 　74.1 　76.9 75.4 

CaO   0.6   0.2 　0.1 

MgO   0.3   0.1 　0.1 

BaO   0.1   ＜0.1 　0.1 

ZnO   ＜0.1   0.1 　0.1 

Fe２O３   2.1   1.1 　1.1 

TiO２   0.5   0.1 ＜0.1 

K２O   2.51   2.90 　3.48 

Na２O   0.87   0.35 　0.49 

合　計 100.0 100.0 99.8

表４　湯呑み茶碗組織の特徴 

形状、特徴など 

粒径約100μm．黄色～茶色の鉱物粒が散在。
ガラス相も散在し、内部に球形の気泡。大きな
気孔も多い。 

平均粒径約20μm．白色相で、有色相はほと
んどない。ガラス相はなく、気孔もほとんどない。 

平均粒径約30μm．白色～半透明相。分散し
たガラス相はなく、気孔もあまりない。 

　名　称 

長湯呑み 

丸湯呑み 

 煎 茶 碗  

表５　一般物性、強度特性 

見掛気孔率／％ 8.0 　0.3 　1.4 

見掛比重 2.30 　2.38 　2.32 

かさ比重 2.12 　2.37 　2.29 

吸収率／％ 3.8 　0.1 　0.6 

曲げ強さ／MPa 7.1 76 87

長湯呑み 丸湯呑み 煎茶碗 特性 
湯呑み 

表６　熱 特 性

熱拡散率10
-7
m2／s 7.17 9.67 9.17 

比熱10
2
kJ／㎏･K 7.36 7.35 7.10 

密度10
3
㎏／m3 2.04 2.35 2.30 

熱伝導率W／m･K 1.08 1.67 1.50

長湯呑み 丸湯呑み 煎茶碗 特性 
湯呑み 

●お問合せはこちら

https://www.nstec.nipponsteel.com/contact2/



