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美術館「えき」KYOTO は、平成 9 年 9 月の開館以来、多くの皆様にお越しいただき、今
年 9 月に開館 20 周年を迎えることができました。これもひとえに、来館いただいた皆様
をはじめ、関係の皆様のご支援のおかげと心より感謝申し上げます。
開館 20 周年にあたり、京都・祇園に生まれ、木工芸における初の重要文化財保持者（人
2017 年 9 月 2 日（土）̶10 月 9 日（月）

間国宝）となった木漆工芸家・黒田辰秋の回顧展を催すこととしました。20 代で影響を

美術館「えき」KYOTO

受けた河井寬次郎や柳宗悦との出会い、京都の注文主との交流を辿りながら、晩年に至る
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まの歩みを約 90 点の作品とともに紹介いたします。素材と対話し、自然のありのままの
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稜線や文様に、いかにして近づくことができるかを終生探求しつづけた黒田辰秋の至高の
作品群を、ご堪能ください。
当館は、文化都市・京都において、多くの皆さまによろこんでいただける文化・情報の
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発信基地となることを目指し、また、さらなる文化創造・交流の一助となることを願い、
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様々な展覧会を催してまいりました。引き続き、絵画・写真・ファッションなど、国内外
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を問わず、幅広いジャンルを対象に、文化性、話題性の高い展覧会を開催し、永く皆さま
に愛される美術館となるよう、努めてまいります。
どうぞ、今後ともご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
美術館「えき」KYOTO
館長
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長谷川一明

While I was learning nihonga (Japanese painting) at university, I began to feel
a strong disparity between what I wanted to express and the materials I was using.
During my studies, I copied the works of Rembrandt and Dürer. Reproducing
these masterpieces required me to see them afresh, and this concentrated act
of looking allowed me to experience the overwhelming reality of their presence.
Although drawings and sketches are typically regarded as preliminary steps to
an artwork, I began to explore the possibility of making them works in their own
right.
It was 1982, and my graduation work lay ahead. After puzzling over what I
wanted to draw, I decided to return the origins of my work—the act of looking.
One drawing I made during this period was Cockscomb.
Trees (drawing) was a study made for my graduation work Trees. Through
Trees, I discovered both the possibility to use nihonga materials to express the
kind of drawing I sought and a new direction to follow. I began a series of works
based on trees viewed from a horizontal perspective. Trees represented a point of
departure and at the same time a goal that I have made constant efforts to surpass.
Possessed of a power you might expect from a graduation work, it seemed to paint
itself.
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京都・祇園に生まれ、1970 年に木工芸における初の人間国宝となった、木漆工芸家・黒
田辰秋（1904–1982）。
漆や螺鈿で仕上げた茶器などの小品から、椅子や飾棚など力強い大作まで幅広く木漆の
仕事を展開し、きわめて独創的で、造形力に富んだ傑作を数多く残しました。黒田辰秋の
幅広い仕事は、国内外の注目を集め各地で展覧会が開催されてきましたが、実は出身地で
ある京都では展覧会が開催されたことはありませんでした。
今も京都では、黒田の木工作品が息づいています。若かりし頃に制作を手掛けた、京都
大学北門前のカフェ「進々堂」店内のテーブルセットは現在も学生たちに愛されています。
また祇園の菓子舗「鍵善良房」店内の重厚感のある大飾棚や、
「河井寬次郎記念館」の表
看板の彫りなども、黒田の手による作品です。
黒田は晩年、映画監督・黒澤明や宮内庁の注文を受け家具を制作し、そして人間国宝に
認定されることとなります。後年ますます活躍の場を広げて行った黒田の仕事の源泉には、
「京都」を舞台に深められた数々の「縁」がありました。20 代で出会った河井寬次郎や柳
宗悦、そして、黒田の仕事を認め、応援し、愛好した京都の注文主たち。本展では、京都
という地で改めて黒田作品を振り返ります。

While I was learning nihonga (Japanese painting) at university, I began to feel
a strong disparity between what I wanted to express and the materials I was using.
During my studies, I copied the works of Rembrandt and Dürer. Reproducing
these masterpieces required me to see them afresh, and this concentrated act
of looking allowed me to experience the overwhelming reality of their presence.
Although drawings and sketches are typically regarded as preliminary steps to
an artwork, I began to explore the possibility of making them works in their own
right.
It was 1982, and my graduation work lay ahead. After puzzling over what I
wanted to draw, I decided to return the origins of my work—the act of looking.
One drawing I made during this period was Cockscomb.
Trees (drawing) was a study made for my graduation work Trees. Through
Trees, I discovered both the possibility to use nihonga materials to express the
kind of drawing I sought and a new direction to follow. I began a series of works
based on trees viewed from a horizontal perspective. Trees represented a point of
departure and at the same time a goal that I have made constant efforts to surpass.
Possessed of a power you might expect from a graduation work, it seemed to paint
itself.

木という素材、漆、そして螺鈿という自然の素材を巧みに「美」へ昇華する工匠、黒田
辰秋。「美しい線は一度しか訪れない。削りすぎても駄目、削り足らなくても駄目。
」そう
語る黒田の、圧倒的な美意識と技術は作品そのものを通じて伝わって来ます。彼が手掛け
た作品 90 点が京都の地で再集合し、皆様にご紹介できることを心より嬉しく思います。
企画協力
Imura art planning
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1904 年、辰年の秋、京都・祇園清井町のぬしや塗師屋の
末子として黒田辰秋は生まれる。職人や弟子が出入りする
家に育ち、ペンより先に小刀を握っていたという辰秋は、
次第に木漆工芸の分業制に疑問を抱くようになる。素地を
作る木地師、塗りを行う塗師がいて、世に出るのは最後に
加飾を施す蒔絵師の名前というのは納得がいかない、「縁
の下の力持ち」にとどまらず、素地作りから仕上げまで、
一貫して手掛けてみたい―15 歳の辰秋は、木漆一貫制作
の道を独学で歩むことを決意する。
ある日、辰秋の一貫制作の姿勢に心動かされた人物がい
た。陶工・河井寬次郎である。1924 年、陶工・楠部弥弌
の紹介で二人は出会い、「一貫制作をしている」と言う若
き辰秋に河井は共感し、その日から二人の交流が始まる。
そして河井の紹介で、当時関東大震災により東京から
京都に住居を移していた柳宗悦と出会う。のちの「民藝
運動」のリーダーとなる柳は 1927 年、京都・上賀茂に共
同作業で作品を制作する「上加茂民藝協團」を結成する。
辰秋も約 2 年間「上加茂民藝協團」に参加し、《拭漆欅真
鍮金具三段棚》（p.16）や《朱漆三面鏡》（p.24）などを制作。
当時上賀茂へは、多くの文人や企業家が訪れ、小説家・志
賀直哉も辰秋作のインク壷（p.30）を愛用した。
黒田辰秋の制作の原点は、河井寬次郎との出会いにあった。
辰秋が生涯にわたって敬愛しつづけた「河井先生」は、い
つも励まし支えてくれる「師」であり、そして工芸の道を
歩むことを目覚めさせてくれた存在でもあったのだ。

開
眼
の
縁
黒
田
辰
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淡々と話された。この講演にも私は魅了されたのであった。
講演が済んで京都へ帰る汽車の中で他の連中は、何かガヤガヤ雑談しながら帰ってきた
が、私は何故か一人黙っていた。それは今聞いたばかりの河井先生の話の内容は、平明簡
その頃の京都（大正十年頃）に洋画商で画廊を開いているのは、三条通りの河原町を少し

素ではあったけれど、この友人連の不断話している芸術談とは何か水準の違う雰囲気をも

西に這い入った南側に三角堂という店が一軒きりあるだけで、そこのウインドーを覗くこ

っていて、直ちに全貌を把握出来るかどうか判らないながら、一人で繰り返し玩味してい

とは、その時分の私にとって、一つの悦びの窓でもあった。

たのかも知れない。

私はこの窓で初めて河井寬次郎先生の作品に出逢ったのである。作品の名称は「三彩釉
獅子牡丹莨筥」であった。
明治生まれの子供は早熟であったのか、もうその頃の私は一応我流の芸術感をもった気
取りで、京都や奈良の古建築や古美術を見て歩き、またその頃から胎動し初めたとも思え
る、工芸家の美術運動の一端とでもいうような動きが感じられる時期で、
（それから数年

様のものを抱えて、あの独特のポーズで歩いて行かれる後姿を見つけたのであった。
薄暗い当時の京都駅前の市電の停留所まで来て、其処で同行の友人が私を河井先生に紹
介して呉れたのであった。
私を河井先生に紹介したのは、現在芸術院会員の陶工楠部弥一で、他の二人も陶工で、

をでずに、日展の前身、帝展に工芸部が出来る）私もそれら新旧様々な工芸品を見る機会

私以外皆京都陶磁器試験所で河井先生の教え子だった連中で、その当時「赤土会」という

にも恵まれていたので、少し位の作品には驚かぬ心用意はある積りであったが、三角堂で

陶芸団体をつくって河井先生の指導をうけていた陶工達であった。

河井先生のこの方形の陶器の小筥に出逢った刹那、いいようのない陶酔に引きいれられて
仕舞ったのであった。
この不可思議な魅力を内蔵する小さな軟陶の筥が、一体私に何を語り懸けたのであろう。
その折りの情景は、その時の感銘と共に四十五年経た今日になっても、まるで昨日の出
来事のような、新鮮な印象が、脳裡に焼きついていて、今後も私が河井先生を想いだす毎
に、記憶は蘇って、いろいろな意味で私の生涯を勇気づけられることと思えるのである。
そしてまた独断的な推理かも知れないが、その瞬間、私の工芸家としての運命が定めら
れる大きな機縁でもあったのである。
その頃の河井先生の令名は既に「生ける国賓」という名で呼ばれていて、工芸を志す青

私は誘われるままに、それから数日後の夜に、河井先生のお宅へ伺ったのであるが、生
まれたばかりの良ちゃん（博次氏夫人）が真白な毛糸のおくるみに包まれて、奥さんの膝
に抱かれてねむっていたのを覚えている。
その夜河井先生は印度製の「メンコ」
（小供の玩具）と押型製の小筥を私に渡して、
「これをよく見て呉れ」
といわれた。
私は禅家の公案でも貰らったような心持で家へ帰ったが、その夜を契機に具体的にも私
には一身上の大きな変動が起こって来るのであるが、それは後年「民芸運動」と呼ばれる
同志的な求真団体へ突入する初期の姿勢をとりつつある時期であったのである。

少年の憧憬の標であり、大きな師表でもある存在であったので、その作者の手になる作品

大正十三年の関東大震災で、柳先生夫妻が京都の吉田神楽岡に疎開され、同志社の講師

を、はじめて見た少年の私が、いくら驚いても何の不思議もないか知れないが、この驚嘆

として、また「民芸」に就いての洞察や思索が深まってゆかれることは、追々理解するこ

は私一人の声ではなく、その後名を為す青年陶工が、
「こんな作者が死なない限り、自分

とになるのであるが、私としては河井先生を語るについて、柳先生を外ずしては語れない

等の陶器など買って呉れる者は居らないだろう」と実感のこもった詠嘆を聞かされたこと

ので、ここで柳先生にご登場お願いしますが、私が柳先生の仕事を初めて知ったのは、京

を思いあわせても、当時の先生の出現は、甚だ陳腐ないい方だが、陶界の黎明そのものと

都岡崎の市の図書館の二階で「木喰上人の仏像写真」を見た時からで、当時の青少年の心

いっても決して過言ではなく、今時の言葉でいえば次元の異なる美の世界の開拓者の出現

の支柱になっていた思想性といえば、随分大ザッパな分類法かとも思うが、明治の自然主

であったので、駆け出しの工芸青年などがいくら驚いても驚き足りるものではなかったの

義の後をうけて、いわゆる白樺派の人道主義的精神主義か、マルクスの唯物史観の展開で

である。

あったと思えるが、その白樺派の一人である柳先生の発掘による木喰仏の独自な表現法に

始めて河井先生に出逢ったのはそれから数年をでない、私が二十二才の秋で、大阪に聖
徳太子奉賛展というのを見にゆき、丁度その夜同じ大阪の美術倶楽部で、河井先生の講演
があるというので、二・三の友人達と聞きにいった時であった。
その席上で私は初めて河井先生の姿を見たのである。畳数のさほど大きな室ではなく、
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京都駅へ着き陸橋を渡って行くと、吾々の前方を河井先生が一人で左手に何か大きな皿

は、何か強く打たれるものを感じさせられたが、柳先生自身にお逢いしたのは河井先生の
お宅で、その席では始終笑顔のよい好青年という感じであった。
然し其時に柳先生は私より十六才年上、それより一ツ年下の河井先生。いずれも私とし
て、終生否未来にまでも続くご縁を結ぶ方々とは思ってもおらないのであった。

聴衆も二・三十名位の少人数だったと覚えているが、その時の先生の話の筋や内容は殆ど

それから上賀茂協団が出来るまでの二年間程、週に三回、雨の日も風の夜も柳先生の神

忘れて仕舞ったが、不思議と熱のこもった、然し非常に平明な話しぶりで、諄々とまた

楽岡の家か、河井先生のお宅で、私等四人、
（染織の青田五良を含め）は厭きることなく
11

民芸について語りあったのである。
然し今吾々はこの大いなる二人の先達を失って仕舞った。私等は先に逝去された柳先生
とはまた違った意味で、河井先生からは受け止め切れない程の豊かな愛情と、生身をもっ
て示された多くの訓えを残こしてゆかれた。
河井先生は陶工などと呼ぶ前に真の芸術家だったのである。この場合私のいう芸術家と
は、完全人とでもいう範疇に入る人格の別名で、唯の知識や、才能や、表現技術の巧拙等
の問題ではなく、それより以前のすなわち天稟の問題である。
一生幼児のような新鮮な感覚をもち、偽わることなく、争うことなく、己れに薄く、他
に厚く、人の世の喜びも悲しみも深く味わわれ、真理を追う人のみがもつ謙譲さを生涯も
ち続け、生き抜かれた姿は実に美事の限りというべきではなかろうか。
そして偉大な人のみが、この世に残す清々しい香気を人々の心に深く映して、柳先生と
一緒の世界へ行って仕舞われたのである。
私は大きくあいた胸間の空洞をいつまでも持ち続けてゆかねばないであらう。
昭和四十一年十二月十八日記
『民芸』昭和四十二年二月号「河井寬次郎追悼特集」から転載

注記：引用文中の誤記等につきましては敢えて修正を為さず、原文のまま掲載しております。
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「大阪毎日新聞社京都支局会館 民藝新春座談会」にて
右より黒田辰秋、青田五良、柳宗悦、橋本豊、河井寬次郎、岩井武俊
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卍文状差し

書斎の河井寬次郎と「卍文状差し」

Manji motif josashi letter rack

Kanjiro Kawai’s study and Manji motif josashi letter rack

1927–29

c.1941

15

…私が初めて朝鮮李朝の棚を見たのは、昭和二・三年頃、京都神楽丘にあった柳（宗悦）
さんのお宅であった。それまで私は、我流の（今でもそうだが）勉強をして来たつもりで
あったが、当時の私がそれまでに見たり考えたりして来た、所謂美術工芸とでも云う品々
とこの棚とは、凡そその性質が異なるもので、率直に云えば何とも気の利かないと云うか、
間の抜けた謂わば貧しい品に見えた。しかしその頃私は、既に自分の考えに基いて仕事を
始めていた。京都や奈良の博物館に足繁く通い、また書物を通じ、或いは美術商の店先で
も、見られる限りの古作物は数多く見ており、目につく木漆の工芸品への関心は、父の家
業であった漆芸との関連性においても吸収していたつもりであり、年齢的には漸やく二十
才を越したばかりの若者ながら、古典の内に見える未整理の美とでも云うか、醇乎とした
詩趣を湛えるあの素朴な美に心引かれる時期なのであったが、図らずもこの李朝期の棚が
示す美しさは、真に異常なものがあって全く驚嘆して眺めたのであった。私は柳さんに乞
うて、この棚の模作を思い立ち、四十余日も費して一貫製作に没頭したが、最後に自製の
真鍮金具を取り付け終ると、極度の疲労に陥って了い、まる二日間というものは、食事も
とらずに眠り続けたのを想い出す。
黒田辰秋「随想―朝鮮の木工品」部分、
「工芸」第 130 号、昭和 38（1963）年より転載
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朝鮮家具

箪笥

拭漆欅真鍮金具三段棚

Korean Furniture, cabinet

Fuki-urushi (wiped lacquer) keyaki (zelkova) three-tier cabinet with brass fittings

1900s

1927
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上加茂民藝協團

関連図面

“Kamigamo Mingei Kyodan” drawings
1928
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拭漆欅真鍮金具二段棚
Fuki-urushi keyaki two-tier cabinet with brass fittings
1928
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朱漆透過文円卓
Shu-urushi (vermillion lacquer) round table
with sukashi-bori openwork motifs
1930
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朱漆三面鏡
Shu-urushi three mirror cabinet
1931
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根来鉄金具手箱
Negoro tebako (cosmetic box) with iron fittings
c.1930
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28

組み立て式弁当箱
Collapsible bento box
c.1935
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30

白タモ葡萄杢インク壷
White ash grape-heather wood ink container
1935
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拭漆欅真鍮金具印箪笥
Fuki-urushi keyaki seal chest with brass fittings
1937
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ダミーです。

ダミーです。

螺鈿とは、漆器の表面を貝で装飾することであり、それには掘り込み法、押し込み法、

埋め込み法の三つの技法がある。掘り込み法とは、木地に素地固め1 を施し、その表面を

文様に合わせて彫り込み、その凹みに切り抜いた貝片を嵌め込む（象嵌）技法である。押

文様に合わせて彫り込み、その凹みに切り抜いた貝片を嵌め込む（象嵌）技法である。押

し込み法は、素地の表面の錆が乾く前に錆の中に薄貝を押し込む技法である。そして埋め

し込み法は、素地の表面の錆が乾く前に錆の中に薄貝を押し込む技法である。そして埋め

込み法とは、乾漆や木地で成形された器物の表面に下地を施し、その上に文様に切り抜い

込み法とは、乾漆や木地で成形された器物の表面に下地を施し、その上に文様に切り抜い

た貝片を糊漆で貼り付ける技法である。これは、貼付けた貝の厚みまで錆を付け、それを

た貝片を糊漆で貼り付ける技法である。これは、貼付けた貝の厚みまで錆を付け、それを

室で乾かした後に上から透漆で溜塗りを施し、それを乾かした後、貝の表面の漆を刃物で

室で乾かした後に上から透漆で溜塗りを施し、それを乾かした後、貝の表面の漆を刃物で

剥がす。さらに器物の表面を炭研ぎし、もう一度溜塗り以降の工程を繰り返して、最後に

剥がす。さらに器物の表面を炭研ぎし、もう一度溜塗り以降の工程を繰り返して、最後に

蠟色磨き で仕上げるという技法である。黒田はこの技法を最も多く用いた。

蠟色磨き2 で仕上げるという技法である。黒田はこの技法を最も多く用いた。

2

本稿では、文様を描く初期の螺鈿から器物の表面をメキシコ鮑で覆う「耀貝螺鈿の総貼
り」に至る黒田の螺鈿の変遷を辿ってみたい。
黒田の螺鈿の初期作品に 1927 年頃（昭和 2）に制作された《螺鈿「色」字箱》［参考図版 2］

本稿では、文様を描く初期の螺鈿から器物の表面をメキシコ鮑で覆う「耀貝螺鈿の総貼
り」に至る黒田の螺鈿の変遷を辿ってみたい。
黒田の螺鈿の初期作品に 1927 年頃（昭和 2）に制作された《螺鈿「色」字箱》［参考図版 2］

がある。組み継いで作った木箱の表面に下地を施し、日本鮑の平らな板を切って拵えた漢

がある。組み継いで作った木箱の表面に下地を施し、日本鮑の平らな板を切って拵えた漢

字「色」
、それに不定形の板と線を図案通りに配して糊漆で貼り付け、貝と貝の間を錆で

字「色」
、それに不定形の板と線を図案通りに配して糊漆で貼り付け、貝と貝の間を錆で

埋め、透漆で溜塗りを施し、炭で研ぎ出して仕上げたものである。この頃の黒田は、拭漆

埋め、透漆で溜塗りを施し、炭で研ぎ出して仕上げたものである。この頃の黒田は、拭漆

による棚や螺鈿の制作において、柳宗悦がもたらした李朝工芸の影響を強く受けている。

による棚や螺鈿の制作において、柳宗悦がもたらした李朝工芸の影響を強く受けている。

1938 年（昭和 13）に制作された《螺鈿象嵌菖蒲紋模手筥》［参考図版 3］は、堂々とした箱

1938 年（昭和 13）に制作された《螺鈿象嵌菖蒲紋模手筥》［参考図版 3］は、堂々とした箱

書き3 に「紋模」と自ら記したように、この作品は李朝の螺鈿を模したものである。また

書き3 に「紋模」と自ら記したように、この作品は李朝の螺鈿を模したものである。また

作品タイトルが示すように、この作品では、黒田の螺鈿の技法では極めて珍しい象嵌、す

作品タイトルが示すように、この作品では、黒田の螺鈿の技法では極めて珍しい象嵌、す

なわち貝を嵌め込む技法を用いている。李朝の螺鈿からは、このような文様表現のみでな

なわち貝を嵌め込む技法を用いている。李朝の螺鈿からは、このような文様表現のみでな

く、1941 年（昭和 16）に制作された《螺鈿総貼小棚》［参考図版 4］に見られるような器物の

く、1941 年（昭和 16）に制作された《螺鈿総貼小棚》［参考図版 4］に見られるような器物の

表面全体に貝を貼る総張りの手法も取り入れている。

表面全体に貝を貼る総張りの手法も取り入れている。

黒田は、1931 年（昭和 6）に京都の老舗菓子舗「鍵善」に依頼され、二基の《拭漆欅大

黒田は、1931 年（昭和 6）に京都の老舗菓子舗「鍵善」に依頼され、二基の《拭漆欅大

飾棚》を制作しているが、これがきっかけとなって、店の調度を手掛けることになった。

飾棚》を制作しているが、これがきっかけとなって、店の調度を手掛けることになった。

その中心となったのが、今回出品されている

その中心となったのが、今回出品されている

1932 年（昭和 7） に制作された《螺鈿くずきり用器》［図版 No.41］ と 1933 年（昭和 8） の

34

螺鈿とは、漆器の表面を貝で装飾することであり、それには掘り込み法、押し込み法、

埋め込み法の三つの技法がある。掘り込み法とは、木地に素地固め を施し、その表面を
1

1932 年（昭和 7） に制作された《螺鈿くずきり用器》［図版 No.41］ と 1933 年（昭和 8） の

《螺鈿八角菓子重箱》［図版 No.42］、それに 1938 年（昭和 13）の《螺鈿菓子重箱》［図版 No.45］

《螺鈿八角菓子重箱》［図版 No.42］、それに 1938 年（昭和 13）の《螺鈿菓子重箱》［図版 No.45］

の 3 点の螺鈿である。朱漆と日本蚫が華やかな二つの《菓子重箱》は、江戸期の螺鈿に

の 3 点の螺鈿である。朱漆と日本蚫が華やかな二つの《菓子重箱》は、江戸期の螺鈿に

学んだものであろう。この時期の螺鈿作品には、黒田が、朝鮮や日本の螺鈿を学び、それ

学んだものであろう。この時期の螺鈿作品には、黒田が、朝鮮や日本の螺鈿を学び、それ

を自作に置き換えながら一つ一つ自らの造形を手探りしているかのような趣きがある。

を自作に置き換えながら一つ一つ自らの造形を手探りしているかのような趣きがある。
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柳の提案でつくられた上加茂民藝協團は 2 年後に解散す
るも、1928 年の「御大礼記念国産振興東京博覧会」での
出品や、京都で開かれた作品頒布会が多くの入場者数を動
員するなど、重要な功績を残した。すでに、この頃から辰
秋の仕事は京都の人々に知られるようになっていた。そし
て 20 代半ばで、二つの大作を手掛ける機会が訪れる。
ま ず 1930 年、26 歳 の 頃、 京 都 大 学 北 門 前 の カ フ ェ
「進々堂」店内のテーブルセットをなら楢材で制作。翌年
には祇園の老舗菓子舗「鍵善良房」店内の大飾棚（p.43–45）
の制作を手掛けている。これらの作品は、80 年以上経っ
た今でも現役で「店の顔」として人々に愛されている。ま
た、辰秋と同じ歳であった当時の「鍵善」店主・今西善造
は、店内の大飾棚を注文した後も、店内調度の制作を依頼
する。辰秋は、螺鈿を施した豪華絢爛なくずきり用の器
（p.48）や、店のウィンドウを彩る朱漆の飾板（p.47）を制作

するなど、店舗の佇まいに華やかさを添えた。
のちに重要無形文化財保持者（人間国宝）に指定される
こととなる黒田辰秋の制作活動を支えたのは、戦前から辰
秋の仕事に着目し、彼の作品を愛好した京都の注文主たち
の存在が大きい。黒田辰秋の作品は、時代がめぐるなか、
京都の人々とともに生きていた。そして現在も、人々の記
憶に、その感触とともに息づいているのである。
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朱蒔粉塗鹿花文文庫
Shu-urushi and makie powder bunko box with deer and flower motifs
1925

39

螺鈿唐花文座卓
Raden (mother-of-pearl) inlay karahanamon
motif zataku low table
1926

40

41

42

拭漆欅大飾棚
Fuki-urushi keyaki kazari-dana display cabinet
1934

43

拭漆欅大飾棚
Fuki-urushi keyaki kazari-dana cabinet
1932

45

黒田辰秋の菓子棚
辰秋さんは奥様と連れだって、よく店を訪れた。前の店舗では、入り口を入って左に座敷
の形で六畳程の小上がりがあり、その後ろに辰秋さんの菓子棚が在った。いっときお茶を
すすりながら世間話を楽しみ、その眼差しは自作の棚を慈しむようだった。先代善造は、
店舗の内装を辰秋さんの手で作り上げるつもりだった。ガラス棚は菓子展示用、引出しの
多い棚は菓子収納用。店頭ウィンドウの朱の四枚戸も辰秋さんの手によるものだ。
―今西知夫・文、鍵善良房発行「季楽」三号（1997 年、春）より
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赤漆宝結文飾板
Aka-urushi (red lacquer) takaramusubimon motif screen
1930–35

47

黒田辰秋のくずきり器
くずきりを供する器は、輪島の慶塚漆器工房製の信玄弁当の型を模した器だ。善造はその
器を辰秋さんに螺鈿製で製作するよう依頼する。漆器製は蓋が鍵のマークの高蒔絵。螺鈿
はその鍵と鍵善良房の一文字ずつで計 6 個。現在のように喫茶室にて提供するのではなく、
店先や奥座敷でそれとなく出されていたという。今も先輩のご婦人に、子供の頃螺鈿の器
で食べたという声を聞くことがある。
―今西知夫・文、鍵善良房発行「季楽」一号（1996 年、春）より

「十二段家」でくずきりを食べるか河井寛次郎、柳宗悦ら
1950s

48

螺鈿くずきり用器
Raden inlay kuzukiri bowls
1932

49

50

螺鈿卍文蓋物

螺鈿卍文茶筒

Raden inlay manji motif lidded container

Raden inlay manji motif chazutsu tea caddy

1927

c.1932
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52

螺鈿八角菓子重箱
Raden inlay octagonal jubako (tiered box) for Japanese sweets
1933
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54

螺鈿「亥」字香合

螺鈿菓子重箱

Raden inlay “boar” character incense container

Raden inlay jubako for Japanese sweets

1935

1938
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56

「鍵善」店舗再開に際し贈られた寄せ書き寄せ書き
Joint message to commemorate re-opening
1957
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乾漆五彩牡丹紋飾手筺
Dry lacquer box with “gosai” peony motifs
1940
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60

沃地色漆紋づくし手筺
Iro-urushi (colored lacquer) box with monzukushi circular motifs
on iji (dried powder) ground
1948

61

62

沃地色漆紋づくし手筺、彩漆群蝶図手筺 スケッチ（表裏）

彩漆群蝶図手筺

Sketch for monzukushi circular motifs and butterflies

Iro-urushi box with butterflies

1948

1948
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戦後、辰秋の作品は、随筆家・白洲正子や、小説家・川端
康成といった「目利き」たちからも愛好されるようにな
る。そして 1964 年には、映画監督・黒澤明から依頼を受
け、別荘の家具一式を制作する機会を得る。「拭漆楢彫花
文椅子」（p.96）は、映画界の巨匠が腰掛けるにふさわしい
重厚な作品で、彫刻的な造形が力強く、圧倒的な存在感を
放っている。また 1966 年には、宮内庁からの注文を受け、
新宮殿正殿の扉飾りや大飾棚を制作するなど、大役を果た
す。なかでも宮殿内「千草・千鳥の間」の家具調度として
制作した「朱溜栗小椅子」（p.98）は、洗練された造形と落
ち着いた佇まいが高貴な印象を与えている。
辰秋は、棚や椅子といった家具を制作するのと同時に、
朱漆や螺鈿で仕上げた茶器など小品も数多く制作していた。
幅広い仕事を展開した黒田の作品は、大きく「拭漆」「塗
物」
「螺鈿」の三つに分けられる。
「拭漆」は、木地に生漆を塗っては研ぐという工程を数
十回と繰り返すことで木目の美しさを際立たせる辰秋独自
の技法であり、棚や椅子などの大きな木工作品を引き立て
る技として重宝された。また、造形力に富んだ辰秋作品の
最大の引き立て役こそ「朱漆」である。水が流れるように
彫刻された辰秋独自の文様、「流稜文」の官能的ともいえ
る滑らかなカーブは、赤や朱の色彩によって、その華やか
さを増している。そして輝く貝片をほどこした豪華絢爛な
「螺鈿」作品の数々もまた、見る者を圧倒する見事な技で
ある。これらの要素は時の経過とともに、よりいっそう洗
練されていき、辰秋の独創性は一段と磨きがかかっていく。
「最も美しい線は、一度しか訪れない。削り足らなくても
駄目、削りすぎても駄目。」
足しも引きも出来ない絶対的な「美」、というただ一点
を求めた黒田辰秋は、「至宝」と呼ぶに相応しい至高の作
品を数々生み出し、1982 年、京都・醍醐の自宅で 78 年の
人生の幕を閉じた。辰秋は、現代でも、多くの木工家をは
じめ工芸家たちに影響を与え続けている。

64

…母とも親しかった木工作家の黒田辰秋さんを訪ねていったら、こんな話をされたんで
す。
「この仕事は足を踏み入れたら、もう地獄かもしれない。だけどやるなら、誰になんと言
われてもやるんだ」と。その時に、
「工芸の仕事はひたすら “ 運・鈍・根 ” に尽きる」 と言
われました。
工芸の仕事は鈍い、
「鈍」なものですよ。 だけどコツコツコツコツ弛まずやる。 誰の助
けも受けずにやる。これができるかと。もうできるも何も、それしかない。でなければ一
家心中しなきゃならないような状態ですから、
「やります」と言いました。
「運」はね、他にいろんな選択肢があるわけじゃなく、自分にはこの道しかないと思い込
んで、ただひたすらやりなさいと。
「根」は粘り強く、一つ事を繰り返し繰り返しやること。工芸は画家のようにパッとイン
スピレーションがおりてきて筆を走らせるのではなくコツコツコツコツやるものだと。鈍
も根もコツコツですね。なぜコツコツが大切かといえば、材料と親しくなるからです。そ
のためには時間がかかるんですよ。私であれば、糸や染めなどの性質を知って仲良くし、
その材質に持ち上げてもらって仕事をしている。だから自分が何かをつくるよりも前に、
まずものがあるんです。ものが最初なんです。私がよく「植物から色をいただく」と言う
のもそのことで、ものを敬い、自然と自分が溶け合う。それに時間がかかるんじゃないで
しょうか。
̶志村 ふくみ（人間国宝・染織作家）
『致知』2013 年 11 月号
特集「道を深める」より
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書「運鈍根」
“Un-don-kon” (luck, patience, steadfastness) calligraphy

67

Fuki-urushi

68

姫路市山陽百貨店「現代工芸名作展」開催時、
姫路城にて
1970

拭
漆

黒
田
辰
秋
の
拭
漆

黒田辰秋の拭漆は、昭和初期頃に韓国の木工の膳や片口に施された漆を拭いて仕上げるこ
とに創意を得たらしい。木地を保護し丈夫にさせ、かつ漆塗りの美しさに着眼した黒田は、
独自の手法を開発して「拭漆」仕上げを漆塗り表現の域にまで高めた。一般には、きれい
にした素地に木から採取したままの生漆を塗り、へら箆や柔らかい布で拭き取り（捨て摺
り）、乾かしては砥ぐという木地固めを繰り返す。砥の粉と漆を混ぜたさびを塗り、同じ
く拭き取り（拭きさび）
、そして漆を塗っては拭き取るという仕上げ塗りの工程を、濃さ

諸
山
正
則

や艶の好みに応じて回を重ねる。
黒田の手法は、最初に漆をしっかり吸い込ませて捨て摺りを行った後に徹底して研ぐこ
とで木地を形作り、改めて捨て摺り、それから拭きさびを重ねる。そして仕上げ塗りが数
回からときには 20 回にもおよび繰り返されたという。そうすることで、たっぷりと木地
に漆を吸わせ、厚ぼったくすることなく仕上げの塗りのきわめて艶やかな漆の下に鮮やか
な木目がくっきりとしてくる。これは、年月を経て漆が透けてきたときに最高の効果を発
揮することとなる。
拭漆は、木素材の肌合いや美しさに深みを増し、丈夫で器物を艶やかに美しく保つとい
う漆工芸の特質をも併せ持つ、黒田辰秋の木漆工芸の究極の特色となった。
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拭漆欅八角重菓子器

拭漆欅面取壷

Fuki-urushi keyaki octagonal tiered kashiki sweets container

Fuki-urushi chamfered jar

1936

c.1950
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それは未だ二十歳にも満たない頃のことだ。岡崎美術館の前身を、「京都商品陳列場」と
いったが、そこではじめて金輪寺の茶入を見た。説明書に、「蔦」とあったので、京都中
の材木屋を探してみたが、どこにもない。聞いたこともないし、見たこともないと、変な
顔をされたという。
だが、ひと目見た茶入の姿が忘れられず、蔦が手に入らないので、さるすべりで造って
みたりした。その後、京都や大阪で、茶器の展覧会がある度に、金輪寺の茶入を見ること
があったが、大雲印蔵の本歌に及ぶものはなく、自分ならもっといいものが造れる、今に
きっと造ってみせると、ひそかに誓ったそうである。
…以来、蔦が手に入る度に、同じ茶入を何十造られたことか。蔦は金輪寺と定めたようで、
創作は一つもない。創作ばやりの世の中に、これは珍しいことだが、そういう所に私は、
この先生の謙虚な心を見る。
「金輪寺の茶入は、木工として最高のものです。が、一般には知られていないし、見る機
会もない。こんな美しいものがあるということを、私は世の中に知らせたかった。それだ
けのことです。
」
白洲正子「木工の旅」より（
『黒田辰秋
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溜漆蔦金輪寺茶器
Tame-urushi (translucent coating) ivy kinrinji chaki tea caddy
1960–65

人と作品』駸々堂出版、1976 年）

75

76

蔦金輪寺茶器
Ivy kinrinji chaki tea caddy
1965–74

77

78

紙刀を制作する黒田辰秋

梅紙刀

黒柿紙刀

Plum wood paperknife

Kurogaki paperknife

1965–74

1965–74

79

東西南北文状差し
Letter rack with East-West-South-North characters
1955

81

拭漆松衝立
Fuki-urushi pine screen
1934

82

83

拭漆文欟木飾棚
Fuki-urushi keyaki kazari-dana
display cabinet with fine grain pattern
1960

84

85

拭漆欅飾棚
Fuki-urushi keyaki kazari-dana
display cabinet
1961

86

87

88

拭漆欅衣桁
Fuki-urushi keyaki kimono rack
1957

89

90

欅拭漆飾小棚
Keyaki fuki-urushi kazari-kodana display shelving
c.1930

91

92

93

欅拭漆飾棚
Keyaki fuki-urushi kazaridana display shelving
1970

94

95

96

拭漆楢彫花文椅子
Fuki-urushi oak chair with carved floral motif
1964

97

98

朱溜栗小椅子
Shu-dame chestnut chair
1968

99

Shu-urushi

100

岐阜県高山にて《朱溜栗小椅子》制作
1968

朱
漆

102

朱漆八角茶器

朱漆六角茶筒

Shu-urushi octagonal chaki tea caddy

Shu-urushi hexagonal chazutsu tea caddy

1927–29

1932

103

104

朱漆八角食籠

朱漆振出し

Shu-urushi octagonal food container

Shu-urushi furidashi shaking container

c.1935

1932

105

106

赤漆捻紋蓋物
Aka-urushi (red urushi) lidded container with spiral design
1949

107

108

赤漆捻八稜棗
Aka-urushi (red lacquer) eight-ridged spiral natsume tea caddy
1953–57

109

110

赤漆流稜文飾手筺
Aka-urushi (red urushi) ornamental box with ridged design
1955–60

111

112

「赤漆流稜文飾手筺」スケッチ
Sketch for aka-urushi ornamental box with ridged design
c.1950

113

114

朱漆捻茶器
Shu-urushi chaki tea caddy with spiral design
1965–74

115

116

朱捻梅香合

金鎌倉捻梅茶器

Shu-urushi incense container with spiral plum blossom design

Kinkamakura (coating with shu-urushi over gold foil) chaki tea caddy

1965–70

with spiral plum blossom design
1965–70

117

118

119

120

金鎌倉四稜捻茶器
Kinkamakura chaki tea caddy with four-ridged spiral design
1965–70

121

乾漆梅花盆
Dry lacquer plum blossom tray
1965–74

122

123

124

白檀塗四稜茶器
Byakudan-nuri (translucent coating over gold foil) chaki tea caddy
with four-ridged spiral design
1965–70

125

126

竹茶杓

銘「鴨川」

“Kamogawa” chashaku tea scoop
1975–77

127

Black Raku tea bowl
1975–77

128

Raden

黒樂茶碗
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の近くの「平瀬貝類博物館」で初めてメキシコ鮑と出会ったのは、13 歳の頃であり、す
でにその時からメキシコ鮑に強く魅かれていたようである。そして大阪の「摺り貝屋」で
初めて手に入れたのが、1923 年（大正 12）前後、19 歳の頃の事である。当時、メキシコ鮑
螺鈿とは、漆器の表面を貝で装飾することであり、それには掘り込み法、押し込み法、埋

は釦を作る為の材料として、輸入されていた。最も豊潤な色層を持つ貝殻の中央部分は、

め込み法の三つの技法がある。掘り込み法とは、木地に素地固め を施し、その表面を文

鮑が寄生虫から身を守るために分泌する粘液によって変容したものである。その部分は釦

様に合わせて彫り込み、その凹みに切り抜いた貝片を嵌め込む（象嵌）技法である。押し

にするには強度が足りず、役立たない不要なものとして扱われていた。それに黒田が着眼

込み法は、素地の表面の錆が乾く前に錆の中に薄貝を押し込む技法である。そして埋め込

し、自分の螺鈿に導入したのである。

1

み法とは、乾漆や木地で成形された器物の表面に下地を施し、その上に文様に切り抜いた

しかし、メキシコ鮑の使用に於いても、棗の表面の稜線が明快な螺旋を描くまでに長い

貝片を糊漆で貼り付ける技法である。これは、貼付けた貝の厚みまで錆を付け、それを室

時間を要したのと同様、そこには一歩一歩、究極の “ 表面 ” に近付いていくような長い道

で乾かした後に上から透漆で溜塗りを施し、それを乾かした後、貝の表面の漆を刃物で剥

程が認められるのである。メキシコ鮑を手に入れて 10 数年を経た 1935 年からメキシコ

がす。さらに器物の表面を炭研ぎし、もう一度溜塗り以降の工程を繰り返して、最後に蠟

鮑を使用し始める。同年、大阪の個展に出品した螺鈿の箱が、メキシコ鮑を使った最初の

色磨き で仕上げるという技法である。黒田はこの技法を最も多く用いた。

作品と言われているが、現時点では確認されていない。1935 年から 44 年（昭和 10 年代）に

2

制作された作品の中に、日本蚫で拵えた宝結紋を中央に配し、その回りをメキシコ鮑で埋
本稿では、文様を描く初期の螺鈿から器物の表面をメキシコ鮑で覆う「耀貝螺鈿の総貼
り」に至る黒田の螺鈿の変遷を辿ってみたい。
黒田の螺鈿の初期作品に 1927 年頃（昭和 2）に制作された《螺鈿「色」字箱》［参考図版 2］
がある。組み継いで作った木箱の表面に下地を施し、日本鮑の平らな板を切って拵えた漢
字「色」
、それに不定形の板と線を図案通りに配して糊漆で貼り付け、貝と貝の間を錆で
埋め、透漆で溜塗りを施し、炭で研ぎ出して仕上げたものである。この頃の黒田は、拭漆

めた《螺鈿宝結紋帯留》［参考図版 6］と、表面に日本蚫を螺旋状に貼り、その間をメキシ
コ鮑で埋めた《耀貝螺鈿茶器》［参考図版 7］1943 年（昭和 18）作がある。また 1945 年（昭和
20）に制作された作品に、白蝶貝の細い板を螺旋状に貼り、その間をメキシコ鮑で埋めた

《螺鈿捩紋耀貝碁器》［参考図版 8］がある。これらの作品に共通するのは、表面の凹凸が無
くなるまで研いで、平らにしたメキシコ鮑が使用されている点である。
1960 年（昭和 35）頃に制作されたメキシコ鮑の総張りによる《耀貝螺鈿茶器》［参考図版 9］

による棚や螺鈿の制作において、柳宗悦がもたらした李朝工芸の影響を強く受けている。

を観てみると、貝の表面は深く研ぎ込まれてはいない。表面はわずかに凹凸を残している

1938 年（昭和 13）に制作された《螺鈿象嵌菖蒲紋模手筥》［参考図版 3］は、堂々とした箱

ように見える。貝の表面を平らに研いだメキシコ鮑が貼られた器物の持つ、動きと輝きの

書き に「紋模」と自ら記したように、この作品は李朝の螺鈿を模したものである。また

ある華やかさとは異なり、落ち着いた佇まいを感じさせる。恐らくこの作品は、メキシコ

作品タイトルが示すように、この作品では、黒田の螺鈿の技法では極めて珍しい象嵌、す

鮑に手を加えないまま下地を施した器物に貼り付け、その後で貝の表面を軽く研いで磨き

なわち貝を嵌め込む技法を用いている。李朝の螺鈿からは、このような文様表現のみでな

上げたものであろう。

3

く、1941 年（昭和 16）に制作された《螺鈿総貼小棚》［参考図版 4］に見られるような器物の
表面全体に貝を貼る総張りの手法も取り入れている。

メキシコ鮑が、自然のままの相として現れるのは、1960 年代の初頭であると思われる。
1961 年（昭和 36）に制作された《乾漆耀貝螺鈿捻十稜水指》［参考図版 10］は、乾漆螺鈿の

黒田は、1931 年（昭和 6）に京都の老舗菓子舗「鍵善」に依頼され、二基の《拭漆欅大

代表作の一つである。この作品では、メキシコ鮑が水指の内側に貼られている。これは乾

飾棚》を制作しているが、これがきっかけとなって、店の調度を手掛けることになった。

漆でこそ可能な螺鈿の技法である。この工程を簡単に記すと以下のようになる。先ず、粘

その中心となったのが、今回出品されている

土で内形にあたる原型を作る。その外側に紙を貼り、貝を貼るための割り付けを描く。そ

1932 年（昭和 7） に制作された《螺鈿くずきり用器》［図版 No.41］ と 1933 年（昭和 8） の

れに従って、貝の光る面を紙に向かって澱粉糊で貼り付けていく。錆で貝の裏面の凹凸を

《螺鈿八角菓子重箱》［図版 No.42］、それに 1938 年（昭和 13）の《螺鈿菓子重箱》［図版 No.45］

均した後、布着せを施し、それが乾いた後に錆に地の粉を混ぜたもので布の目を埋める。

の 3 点の螺鈿である。朱漆と日本蚫が華やかな二つの《菓子重箱》は、江戸期の螺鈿に

この工程を 5 回程繰り返すと丸いおおよその形ができる。この間、器体に強度がついた

学んだものであろう。この時期の螺鈿作品には、黒田が、朝鮮や日本の螺鈿を学び、それ

ところで水に浸すと内側の粘土が溶け、紙を剥がすと貝が姿を現すのである。次は稜線を

を自作に置き換えながら一つ一つ自らの造形を手探りしているかのような趣きがある。

形成する作業であるが、先ず朱の筆で稜線のあたりを付け、それに従って刻苧4で稜線の
部分を盛り上げる。何遍かに分けて刻苧を付け、意図した高さになったところで、室で乾

黒田の螺鈿を特徴付けている要因の一つが、メキシコ鮑である。黒田が京都、平安神宮
130

かし、乾燥後に豆鉋5 で稜線を削り出すのである。これで素地は完成。その後、黒漆の塗
131

りの工程に入る。今度は、さらに目の細かい麻を使って布着せの作業を 3 回繰り返して
下地を作り、その上に下塗り、中塗り、上塗りが施されて完成に至るのである。黒漆の重
厚な照りと自然のままのメキシコ鮑の持つ青みを帯びた複雑な輝きが、器物の外と内にお
いて対応している。優美な稜線のフォルム。そこに水と光が加わって、息を呑むような美
しさを発揮する。

本稿を執筆するにあたり、黒田辰秋の弟子であった小島雄四郎、関野晃平の両氏から螺鈿の技法に関して、い
ろいろご教授頂いた。ここに深く感謝の意を表したい。
註
1：素地固め―木地の表面に篦または刷毛で生漆を塗り、吸い込ませること。
2：蠟色磨き―生漆を布に付け、拭き上げて艶を出す技法。

さらにメキシコ鮑の総張りによる乾漆螺鈿の頂点を示すのが、
《乾漆燿貝螺鈿飾筐》［参
考図版 11］である。同名の作品は、
（昭和

1969 年（昭和 44）と 72 年（昭和 47）に二個制作さ

れている。乾漆の素地に下地を施した後、角を研いで丸みを持たせた棒状の白蝶貝を蓋の
頂点から放射状に貼り付け、その間をメキシコ鮑で埋める。室で乾かした後、貝の表面を
水ペーパーで研ぎ、さらにいぼた蝋 を塗布して、電動で回転するモップで艶出しをする

3：箱書き―書画や器物などを収めた箱にその中に品の名称を書いたもの。また作者や弟子、鑑定人などが本
物であることを証明するために署名、押印などをしたもの。
4：刻苧―糊漆に繊維の塵と木粉（植物の苧の粉）を混ぜたもの。木粉の代わりに地の粉を混ぜることもある。
5：豆鉋―小鉋。工匠が、自分の制作のために自ら考案して作ることが殆どである。
6：いぼた蝋―水蝋樹に寄生するイボタロウカタカイガラムシの分泌する蝋。

6

のである。メキシコ鮑の深い光沢と筐全体の僅かな膨らみが、作品に豪奢で堂々とした印
象を与えている。
これに対し、檜の板を組み継いで作った箱の表面に布着せをし、下地を施した後、メ
キシコ鮑のみで総張りした作品が、
《耀貝螺鈿総張飾手筥》1974

年（昭和 49）制作［参考図

版 12］である。メキシコ鮑には、深い青みと緑色を帯びた二つの色合いのものがある。前

者は成熟した鮑であり、後者は若い鮑である。本作品では、この二つの色合いを活かしつ
つ交互に配置して、箱全体の面を構成している。箱物に限らず、棗などの茶器においても、
それが総張りであれ、大名縞であれ、身と蓋が接する部分は、一枚の貝の板が身と蓋の両
方に連続するように貼る。これは、黒田の螺鈿の基本的な決め事である。このことによっ
て、器物はより一体感を強めるのである。これと同名の作品は、1963 年（昭和 38）の「第
10 回日本伝統工芸展」に出品されているが、当時これを実見した弟子の小島雄四郎によ
れば、1974 年に制作されたものと同様、貝の表面に手を加えない自然のままのメキシコ
鮑による総張りの作品であったという。
さて、このように黒田の螺鈿の変遷を辿ってみると、その造形の進展は、技巧によっ
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て素材に手を加える方向ではなく、技巧を超えて、素材の有りのままの相を活かし、それ
を自己の造形の中に如何に織り成すかという方向性の中にあるといえるだろう。黒田の螺
鈿は初期を除いて、貝で絵や文様を殆ど描かない。卓越した器態の造形力を基に、自然の
培った貝自体の有りのままの美しさに、装飾性の全てを委ねるのである。この姿勢は、木
目を際立たせ、それを意匠として活かす拭漆にも共通するものであり、素材が本来具えて
いる特性を活かすという、黒田の一貫した造形理念から発しているのである。
実践博物館学・美術評論家
Practical Museology, Art Critic
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螺鈿桑梅紋象嵌帯飾
Raden obi-kazari accessory with inlaid kuwa-ume crest
1938–41

135

136

螺鈿牡丹紋象嵌香合

螺鈿「洛」字茶器

Raden incense container with inlaid peony crest

Raden inlay “raku” character tea caddy

1938–41

1938–41

137

螺鈿市松文手筺
Raden inlay checkerboard pattern box
1937

138

139

140

螺鈿朱丸文盆
Raden inlay tray with shu circle motif
c.1941

141

螺鈿総貼小棚
Raden inlay covered small cabinet
1941

142

143

144

螺鈿吹雪
Raden inlay fubuki tea caddy
c.1950

145

146

螺鈿花文平棗

朱溜花文茶器

Raden inlay flat natsume tea caddy with floral motifs

Shu-dame chaki tea caddy with floral motifs

1965–74

1965–74
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148

螺鈿大名縞中次
Raden inlay daimyojima thin stripe nakatsugi tea caddy
1970
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テキスト
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乾漆八稜水指裡耀貝螺鈿
Dry lacquer mizusashi with eight-ridged design and raden inlay inside
1960–65

151
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耀貝螺鈿腰張茶器
Mexican abalone raden inlay koshibari (broad waist) chaki tea caddy
1970

153

154

耀貝螺鈿吹雪
Mexican abalone raden inlay fubuki tea caddy
c.1970

155

156

耀貝白蝶縞螺鈿茶器
Mexican abalone raden inlay tea caddy with silver-lip oyster stripes
1974

157

乾漆耀貝螺鈿飾筺
Dry lacquer ornamental box
with Mexican abalone shell raden inlay
1972
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清水道の工房と辰秋
辰秋が妻・フジと 6 歳の長男・乾𠮷を連れて、泉涌寺から清水に引っ越して来たのは、
太平洋戦争開戦の 1941（昭和 16）年、36 歳の時であり、数年後には次男・丈二が誕生して
いる。1974（昭和 49）年に伏見区醍醐に移るまで、30 数年間居住した清水道の工房で、辰
秋は数多くの作品を制作し、いくつかの代表作を生んだ。
様々な音に囲まれた工房の一階
私は学生時代を京都で過ごした。その間、清水道の辰秋の工房でアルバイトと称し、螺
鈿の仕事をしていた。私が工房に通っていたのは、映画監督・黒澤明1 御殿場山荘のため
の拭漆楢家具セットなどの家具を岐阜の付知に逗留して制作した翌々年、1966（昭和 41）
年の春から 1972（昭和 47）年の春までの 6 年間であり、辰秋が 61 歳から 67 歳の時であった。
、同じく千草・千鳥の間に置かれた《朱溜栗小椅子》［図版
皇居新宮殿の《耀貝螺鈿座板》
No.00］
、
《乾漆耀貝螺鈿飾筺》などの代表作が制作され、人間国宝2に認定された時期である。

工房は清水道の路地の一角にある棟続きの長屋だった。道路に面した軒下には、木っ端
をかませて何枚も重ねて積まれた欅や栃の板材、荒縄で縛られたくねくねした蔦の原木が
置かれていた。右隣の小さな社の脇から生え出た藤の蔓が二階の手摺りを這っていた。入
り口の格子戸を入ると一畳ほどの広さの玄関で、そこから板張りの通路が奥に伸びていた。
工房には轆轤師3、箱屋をはじめ、様々な職種の人々が出入りしていた。夕暮れ時になる
と陶工、塗師屋4、彫刻家など色々な連中が集まってきて、大きな食卓の周りは若者でいっ
ぱいになった。ほとんどが修行中の職人や学生達である。フジと乾𠮷の妻・アヤ子の作る
夕食はこの上なく美味しかったが、それとともに我々が感激したのは食器類である。
晒 竹 5 を渡した鴨居6 の上に馬の目、黄瀬戸など十数枚の大皿が並んでおり、料理に応じ
て活用されていた。河井寬次郎7 の湯呑み茶碗やご飯茶碗、濱田庄司8 の大皿も食卓に並ぶ。
大事に扱われていたが、特別扱いはされていなかった。夕食後の少しの間、辰秋の話を聞
くのが習慣になっていた。食卓の一番奥の定席から、彼はゆったりとした口調で我々に語
りかけた。話の内容は、日常的なことから時評、さらに芸術に関することまで多岐にわ
たっていた。
当時、日記を付けていた私は、下宿に帰ると辰秋の話を思い出しながら、生真面目にそ
れを記していた。例えば、1967（昭和 42）年 11 月 18 日（土）では、「今は芸術家ではなくて、
160
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芸術病にかかっている者が多い。わしはそう思っとる」
。また「我々は外を見ることは易

の雑種犬・クマ、フジの膝の上で交互に甘えていた二匹の大きな猫もいた。それに仕事を

「青木君、芸術家
いが、自分の内を観ることがなかなかできない」
。11 月 30 日（木）では、

する私の前には栗鼠の檻があって、餌のひまわりの種を周りに散らしていた。

になると言うことは、大変なことだよ。芸術家は氷山のようでなくっちゃいけない。百分
工房の二階と漆の匂い

の一ぐらいをちょっと見せるのだ。みんな見せていてはすぐに疲れてしまう。君も 60 歳
くらいになったら分かるだろう。園まりの顔を見ているといやーになってくる。あれは人
工の顔だよ。ゴム人形と同じだよ。この花とは違うなあ。
」といった具合である。四畳半

二階では乾漆や砥ぎ、塗りなどの仕上げを中心とした作業が行われた。最も大きな設備

の居間兼食堂は我々だけではなく、高名な客を迎える場でもあり、食卓は辰秋の図面台に

は二畳ほどの広さの室である。漆は乾くために高温多湿の環境を必要とする。室の板壁に

なった。私の記憶では、図面を描いている時の彼は最もピリピリした緊張感を漂わせてい

は古いシーツやバスタオルなどの綿布を張り巡らせ、それに噴霧器で水分をたっぷり含ま

た。

せる。床には電熱器を置く。年間を通して、高温多湿の環境を人工的に作り出す装置であ
る。下地10 から仕上げにいたるまで、制作途上の器物は木胎であろうと乾漆であろうと、
また拭漆、塗物、螺細を問わず、一工程を経るごとに室のなかに入れ、漆を乾かす。

食堂に続く十二畳ほどの板の間は、木取りや彫り、削りが中心の作業場である。ここで
は辰秋、乾𠮷、そして通いで手伝っていた乾𠮷の大学の後輩である村山明が仕事をしてい
た。板壁にはいろいろな道具が並ぶ。鋸、鉋、切出し、コンパス、珍しいものでは歯科医

漆の作業は胡座か立膝でするのが普通である（一階の辰秋も長身をたたむようにして立
。座の正面に 定盤
膝になり、棗や紙刀を削っていた）

の使う小さな電動グラインダーまであった。

を据え、手の届く範囲に箆12、刷毛、

11

塗師屋 庖 丁などの小道具を並べる。他には生 漆 、黒め漆の入った桶、下地に使う地の粉13
ある時、この作業場で辰秋が欅の棚板の木端を飽で削りながら、独り言のように私に語

や砥の粉14の瓶、研ぎに使う駿河炭（山桐）とその粉末、石油の瓶、水の入ったボールなど。

り掛けてくれたことがある。
「最も美しい線は、削り進んでゆく間に一度しか訪れない。

隅には制作途上にある棗、茶托、椀、箱などを載せた棚が置かれていた。私は一階で作っ

削り足りなくても駄目、削り過ぎても駄目」
。削りの達人辰秋の印象深い言葉だった。で

てきた大名縞や花紋の貝片をひとつずつピンセットでつまみ、それに生漆と寒梅粉15を練

は彼が欅の板や 棗 9 の木地を刳り小刀や小鉋で削る時、一度しか訪れない美しい線を見逃

り合わせた糊漆16を付け、下地の済んだ棗の表面に貼り付けるという作業をしていた。私

すまいとして、削る部分を恐いような目で凝視していたかというと、そうではない。むし

の斜め前では、弟子の小島雄四郎が胡座で下地から研ぎ、塗りの作業をしていた。漆と螺

ろその逆で、遠くを見るような、板や木地を慈しむような穏やかなまなざしであったよう

鈿の作業に関する私の知識は殆ど彼から教わったものである。

に思う。私はこの作業場の一隅で、鮑貝の板から棗に貼る大名縞や花紋の花びらを、目立
てヤスリと歯科医の電動グラインダーを使って作っていた。

ここで忘れないうちに記しておく。私が清水道の工房に出入りするようになってから、
新たに藤嵜一正、続いて関野晃平が弟子として加わっている。1966（昭和 41）年 11 月 28 日
（月）の日記。
「午後から小島さんの手伝い、火鉢に漆の下塗り」。12 月 1 日（木）
「晴れ、火

工房の一階で生活していたのは人間だけではない。時々散歩に連れて行ってやった茶色

」手伝い。河井寬次郎氏葬儀」
。12 月 5 日（月）雨、「火鉢の上塗り」手伝い」。
鉢の中塗り」
12 月 9 日（金）
「火鉢の上塗り手伝い」と記している。これは《朱漆捩紐文火鉢》と同形
の火鉢の作業メモである。室の出し入れと炭研ぎを手伝った記憶がある。辰秋は時々、二
階の仕事場に来て、制作途上の棗や茶托、乾漆の盆などの出来具合を吟味し、私たちに注
意や指示を与えた。そんなある時、彼から「君は螺鈿師になる気はないかね。大学に行く
と言っているが、大学なんかに行っても何も教えてくれんぞ」と言われた。考えてもみな
かったことを問われて、私は貝を貼りながら「ええ、まあ」と曖昧に答えるしかなかった。
漆は仕上がりが美しい上に強度、用途の多様性において最も優れた塗料である。しかし、

清水の工房、居間兼食堂（1972 年頃）

私にとっては実に厄介な代物でもあった。漆かぶれである。作業中に漆が指先などに付着
した時は即座に石油で拭き取るのであるが、うっかり気付かずにいると大抵かぶれる。私
清水の工房にて（1960 年代中頃）
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清水の工房にて（1960 年代中頃）
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は漆に比較的強い方であったが、それでも時々、指の股、瞼、局部をやられた。瞼がかぶ

辰秋は長身痩躯で、見るからに名工の風格を具えていた。その味わいのある風貌と大き

れた時は、いつも酒を飲んでいるような赤い顔になって具合が悪かった。また実際に酒を

な手は、造り出される作品を想像させるに十分だ。「自分の本当の先生は道具だった」と

飲み過ぎた翌日には、胃薬になると勧められて生漆を一滴舐めたりもした。体内の欲求を

語っている辰秋は、自分の仕事が要求してくる様々な道具を拵えていた。小飽、刳り小刀、

呼び覚ますような生漆の匂いと貝を加工する時の香ばしい匂いは、今でも私の鼻腔の奥に

コンパスなどである。彼の作品の持つ特有の曲面は、自作の道具によってこそ削り出され

残っている。

たものなのである。

技巧を超えた造形の力

辰秋の作品は、拭漆、塗物、螺鈿の三つの技法に分けられる。

黒田辰秋は、漆工芸と木工芸を分け隔てることなく、それぞれの要素を総合することに

拭漆は、木材素地自体の美しさを引き出す技法であり、年輪の模様、すなわち木目の美

よって、骨太で力強い拭漆の家具から豊潤で豪奢な螺鈿の飾筐、朱や黒の漆を塗った可憐

しさを際立たせ、それを意匠として活かす。辰秋がこの技法を用い、欅を素材として制作

な棗や優美な蓋物まで、多岐にわたり多様な作品を生んだ。辰秋は 1982（昭和 57）年に亡

したものに飾棚がある。その構造は四本柱と側板の二つに分けることができる。飾棚の中

くなったが、彼の残した作品群は、時を経るにしたがって、その存在感をますます強くし

にあって、最も格調の高い存在感を示すものの一つが、四本柱による《拭漆文欟木飾棚》

ている。この章ではいくつかの作品を紹介し、これらを生んだもの作りとしての辰秋の気
概や造形理念を思い起こしながら、その造形の特色を明らかにしたい。

［図版 Ｎ o.］である。文欟木とは、特別に木目の美しい欅材のことであり、自らの飾棚を文

欟木と名付けた時、辰秋の脳裏には正倉院の《赤漆文欟木御厨子》が浮かんでいたに違い
ない。塗物、螺鈿の素地には木胎と乾漆の二通りがある。木胎の場合は先ず錆21で布着せ

辰秋は、1904（明治 37）年 9 月 21 日、父・亀吉、母・まつの六男（末子）として京都祇園
に生まれた。辰年の秋に生まれたから辰秋。父・亀吉は、塗師屋を営んでいて、工房には

を行い、あとはどちらも錆や地22で下地を施す。下地を整えた後、黒や朱の漆を塗る、あ
るいは螺鈿によって表面を仕上げるのである。

20 人ほどの職人や弟子が仕事をしていた。図画手工を好んだ辰秋少年は、このような環

愛らしく可憐な趣を湛えた《朱漆八角茶器》［図版 No.］や仏像の衣文を想像させる優美

境の中で、画家を夢見ながら幼少期を過ごしたのである。1919（大正 8）年に高等小学校を

な稜線を備えた《赤 漆捻紋蓋物》［図版 No.］ のような塗物の優品もいくつか見られるが、

卒業し、15 歳で蒔絵師 に弟子入りするが、健康を害して二ヶ月で家に戻る。この頃から、

辰秋の作品は総じて、大振りで骨太である。さらに辰秋の作品を特徴付けているのは、素

彼は漆芸界の分業制に疑問を抱き、木工による素地 の制作から塗りや加飾によって仕上

材を活かすという基本姿勢と形態、とりわけ線に対する感覚である。素材を活かすという

げにいたる一貫制作を志して、独りで学んでいったのである。以後、二十歳までの数年の

姿勢は、拭漆、螺鈿の作品において顕著であり、線に対する感覚は、作品の形態はもとよ

間に、一貫制作の工芸を説いた陶芸家・富本憲吉 の近代的な工芸論に感銘を受け、河井

り、拭漆や塗物の彫り（正確には削り）に表れている。

17

18

19

寬次郎と出会い、また河井からは民藝運動を率いた柳宗悦 を紹介された。当時の辰秋は、
20

《乾漆耀貝螺鈿飾筐》［図版 No.］は、乾漆の素地の表面を錆で整え、蓋の頂点から白蝶貝

富本の「一人の芸術家による一貫制作の工芸」と柳の「芸術家意識を持たない名も無き工

を放射状に張り付けて、その間をメキシコ飽で埋めたものである。メキシコ飽の深い光沢

人が、生活のために無意識に作った工芸」という、相反する二つの工芸観の狭間に自己を

と筐全体の僅かな膨らみが、作品に豪著で堂々とした存在感を与えている。辰秋の螺鈿の

立たせ、「芸術を願う工芸」を志向していたと言えるだろう。

殆どは貝で絵や文様を描かない。貝自体の具えた自然の美しさに、装飾性の全てを委ねる
のである。この姿勢は拭漆にも共通するものであり、素材を活かすという、辰秋の一貫し

辰秋のかたち―捻り、そして稜と谷

た造形理念から発している。
《朱漆四稜棗》［図版 No.］は、轆轤で挽いた真桜の木地に、その頂点から下部に向かって

「工芸といえども芸術を願うなら、一貫制作の方法を摂らねば不可と考え、木工による

180 度回転しながら 4 本の曲線を描き、それを稜線として、稜線と稜線の間を刳り小刀と

素地制作より始める」という制作の信条が、必然的に辰秋自身に具わった「かたち」を生

小飽で凹面に削り、その表面に錆で布着せ23を行ない、下地を整えて朱漆を塗ったもので

む彫刻的才能を開花させることになった。

ある。この茶器もまろやかで可憐な印象を与えるが、ひと捻りしたこの形態は、力と動き

日本の漆工史・木工史を遡ってみると、そこに見られる形の佇まいの基本は「静」であ
る。それに対して辰秋は形態に彫刻的な「動」の要素を導入したのである。

を秘め、小品ながら辰秋の造形の本質を端的に示すものである。しかしこの形態も一朝一
夕に生まれたわけではない。棗の表面に面取りによる稜線が現れ、次に稜線と稜線の間に
谷が現れ、上から下に真っ直ぐに下りていたその稜線が明快な螺旋を描くまでにほぼ 30
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年近くの時間を経ているのである。卍、渦、捻り、捩りなど辰秋は中心から外に向かって
回転しながら広がる形を好んだ。言うまでもなくこれは形態に力感と動勢を与えようとす
る意識の表れである。稜と谷、そしてそれを繋ぐなだらかな究極の曲面、それを削り出す
ための刳り小刀や小飽のひと削りひと削りの中に潜む快楽を辰秋は感受していたに違いな
い。
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覚醒してくれるだろう。

基づく制作を始めた先駆者であり、様々な模様を創り出した。白
1955 年、人間国宝に認定される。

註

20：柳宗悦 (1889 − 1961)―宗教哲学者。東京生まれ。民芸運動の創始者。
「貴族的工芸」に対立する「民衆的工芸」を標榜し、
「民芸」の語を

1：黒澤明（1910–1998）―映画監督。東京生まれ。1951 年に「羅生門」

創出。濱田庄司らと共に民芸運動を展開した。

でヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞したのをはじめとして、

21：錆―生漆と砥の粉を練り合わせたもの。

数々の国際賞を受賞。代表作に「七人の侍」、「用心棒」、「影武者」、

22：地―錆にさらに地の粉を混ぜ合わせたもの。

「乱」などがある。

私は、半世紀近くを経た今、清水の工房での様々な出来事を回顧しつつ、そこに流れて

19：富本憲吉 (1886 − 1963)―陶芸家。奈良県生まれ。個人の美意識に
磁、染付、色絵、金銀彩などに代表される格調高い作品で知られる。

数センチの厚みの中で完結される削りの仕事は、辰秋が卓越したレリーフの技量を具えて
いたことを示している。彫花文は、すでに初期の箱物の蓋に見られる。乾吉がこの文様の

17：蒔絵師―漆で文様を描いて、漆の乾かないうちに金、銀、錫の粉や
色粉を蒔き付け、文様を表したものが蒔絵であり、それを職業とす

「なごみ」 2000 年 9 月号

「人間国宝

14：砥の粉―砥石の粉。
15：寒梅粉―餅米の粉。

のようだ。正に辰秋の力量を示すに相応しい、力強くも端正な彼ならではの造形である。

《拭漆楢彫花文椅子》［図版 No.］の特徴は、肘掛けの流れるような曲線にある。背板には

株式会社講談社

日本経済新聞社
「木工の世界」 早川謙之輔著

で仕上げた作品もあるが、この形を引き立てるのは、やはり赤漆である。

かつ漆器を堅牢にするために行なわれる。

用いる道具。

株式会社光芸出版

「黒田辰秋−木工芸の匠」 展覧会図録 1983 年

るのである。まるで立方体と球体を、あるいは平面と曲面を合体させようとしているか
《流稜文飾手筐》には、流稜文が右巻きのものと左巻きのものがある。欅材を用い、拭漆

朝日新聞社、阪急百貨店

黒田辰秋」 1977 年

「うるし工芸辞典」 1978 年

株式会社美術出版社

23：布着せ―麻、絹、木綿などの布地を糊漆で素地に貼り付ける工程。

2：人間国宝−文化財保護法によって、文化庁が指定した重要無形文化
財（音楽や工芸技術などの無形の文化的所産）保持者の通称。
3：轆轤師―轆轤細工の職人。
4：塗師屋―漆器を作る職人。
5：晒竹―火にあぶって油をぬいた竹材。
6：鴨居―引き戸、障子、ふすまなどを嵌め込む溝のある天井に近い上
の横木。
7：河井寬次郎 (1890-1966)―陶芸家。島根県生まれ。民芸運動の中心的
人物の一人。鮮やかな釉薬と重厚で変化に富んだ独自の造形が特徴
である。
8：濱田庄司 (1894-1978)―陶芸家。神奈川県生まれ。柳宗悦、河井寬次
郎らと共に民芸運動を展開した。手轆轤によるシンプルな造形と柄

（あおき・まさひろ

実践博物館学・美術評論家）

杓を使った釉薬の流掛けによる大胆な模様を得意とした。1955 年、
人間国宝に認定される。
9：棗―薄茶を入れる木製漆塗の容器。果実の棗に形が似ているところ
から、その名がある。
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調査に先んじて、京都の木工家の竹内碧外（1896–1986）は、正倉院宝物に使用されている
全ての材木の材鑑を納めるという目的のために、1970 年に実見し調査を行っている。前
記の文欟木（槻、欅）材や黒柿材の厨子の用材や産地の見極めを行うなど、高度な博識を
日本の木と木工

存分に発揮した。材鑑は、輸入された香木（白檀ほか）や檀木（黒檀、紫檀、鉄 刀木ほ
か）
、日本各地で産出された各種の落葉樹（黒柿、桑、梅、桜、欅、楓、棗、栗、桐ほか）

アジアの最も東に位置して日出る国と称される日本は、大陸に沿うように南北に細長く、
急峻な山岳から山里、海浜が広がり、山間の源泉から海へと通じる急流の川が多数流れて
いる、実に変化に富んだ地形となっている。厳しい寒冷風雪の地から温暖な地域、比較的
に多雨湿潤な環境まで、特有の四季折々の自然風土が育まれ、国際的に比類のないほどの

竹内碧外旧蔵木材（黒柿、沈香、紅梅、
鉄刀木他）

や常緑樹（樟、黄楊木、椿、樫、檜、杉ほか）で大別され、竹内自身が師から受け継ぎ保
有していた貴重な古渡りの檀木を含む名木木材で 60 種の手板が調整され、目録表ととも
に作成された。それが 1972 年からの特別調査の重要な参考資料となり、あわせて竹内も
それに協力している。

多種多様な樹種が豊富に生長してきた。おおまかな分類では常緑針葉樹と落葉広葉樹、照
葉樹、そして亜熱帯の多雨な樹林が広がるが、檜や杉、松等の針葉樹、欅や楢、栗、栃、

なお竹内碧外は、大正期後半頃の文人趣味や煎茶の隆盛を背景に活躍し始め、唐木の技

桜、桐等の広葉樹といった有用な樹種は、生育地や環境によって各々が特質と変化に富ん

法を主に京指物の伝統を高度に継承して、1952 年に国の無形文化財の選定を受けた稀有

だ木理がさまざまな美しさを現わしている。北海道の松や楢（オーク）
、秋田・八甲田等

な木工家である。周到な思慮と卓越した技能、用材への博識に留まらず、古美術や古典・

各地のブナの森や杉、北陸から中部地方の欅や楢、木曽の檜や栃、栗、奈良の吉野・春日

漢籍、硯等の文房四宝、古布・古紙等への深い教養を発揮した。優れた名木を自在に用い

の檜や杉、西日本の柿や桑、瀬戸内地方の松、九州の樫や楠等の照葉樹や屋久杉等々、さ

て、和・洋の家具から箱もの、盆等の工芸品、また刳りや彫りのわざによる装飾的なもの

まざまに有用な樹種が育てられ良質の原材が産出されてきた。

など幅広い作域を示した。京風の優美さと雅趣、気品をうかがわせて、木素材の特質と美

、柿（黒柿や縞柿、斑柿、白柿等）な
例えば欅（古名・槻）や桑（山桑や地桑、島桑）
どは堅硬さや木理といった材の良質さのほかに独特の杢目や色味、風趣の肌合いを現わし、

しさを際立たせた個性に満ちた造形美を貫いた。
また産業的には、長い歴史を経て、日本各地の木材の産地や集散地を中心に、豊富な樹

細工加工や美質に優れた工芸素材として特に嗜好されてきた。それらは長い歴史のなかで

種の各々の特質と用途に応じた指物や挽物、刳物、曲物、彫物といった製造と加工の技術

日本人の生活居住の中に深く浸透し、寺社や住居といった建築や家具・調度品のあらゆる

と、木象嵌や木画・寄木といった装飾技法として発展してきた。正倉院の宝物の多種多彩

ものに活用され、また時代文化の変遷とともに多用に発展してきた。

さと優秀さは日本の木工芸の基盤となっているわけだが、その伝統は近代に入って再認識

奈良・東大寺の正倉院には、756（天平勝宝 8）年に聖武天皇の遺愛品が納められたのをは

され、樹種や制作技術によって専門性の特殊化が進展するなかで登場した木工家らに継承

じめ、高貴な調度品や楽器、遊戯具、香木、武具等、当時の宮廷生活や文化の豊かさを示

された。木工家らは、高度な技術や手法を研究・開拓して、独自の創作性や芸術性を意識

す資料が保管されてきた。西域からアジアの広範な地域、そして日本で制作された、東西

した表現を特徴とする近代作家として輩出した。

文化交流をも伝える貴重な資料である。なかでも木工品は多種多彩、数量と品種、高度な
装飾性も有するが、槻（欅）の文目杢のある材を用い、蘇芳染め着色し生漆が摺りこまれ

黒田辰秋の用材

た古典的な様式の《赤漆文欟木御厨子》や、丹波や越前産の優良な黒柿材を扉や天や側板
等に駆使した《黒柿両面厨子》
、南洋から渡来した紫檀や桑材の表面に美しく木画が施さ
れた双六や棊の盤、檜材の机や杉材の箱類等、落葉樹、常緑樹、そして輸入材の檀木類等
のさまざまな材による、多様かつ高度な技法と、広範な意匠に創案がみられる。
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黒田辰秋は、よく「木は生きものだ」と語った。黒田がもっとも多用した材は欅や楢、
栗、栃などであるが、それらは癖があり、長年を経ても狂いを起こす、あるいはよく踊り
（反り）がちな木材であった。日本では古来から檜を随一とし、その木理は直通で均質に

ところで、勅封で閉ざされた正倉院の宝物については、江戸期などに描かれた粉本に限

よく詰まり、材質も強く弾力性に優れている。また香りがよく清潔感・清浄感のある肌見

られる程度しか知られなかったが、明治期となって以降の数度にわたり調査がなされ整理

や手触りもよくて、その高潔な気品から、寺院建築に多用される重厚な欅に対して神社の

された。今日では、奈良国立博物館で毎年開催される正倉院展や東京ほかでの特別展覧

檜といわれてきた。なかでも木曽川上流域のいわゆる木曽檜は格別な優良材として知られ、

会公開などにより、その華麗な収蔵品が紹介されてきた。特に正倉院木工品については、

大材を産出した。伊勢神宮の御料林があり、20 年ごとに行われる式年遷宮の社殿造営の

1972（昭和 47）年から 1975 年にかけて特別調査が実施され、日本の木工文化の優秀さと歴

ために大木が育てられていることなど、その神性も称えられている。檜に次いで身近な材

史性とともに、いかに生活文化と深く関わってきたかの源泉として明らかになった。その

は杉で、奈良の吉野や春日、京都の北山、秋田など、日本各地で天然や植栽された優良材
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が産出され、もっとも日本的な心性を持つものであろう。そのくっきりとした木理は美し

、神代 欅 （長年地中に埋まり深みのある黒・
木（細かな変化をみせる文目杢の美しい欅）

いが材として軽く軟質で、痩せが大きく精細な細工には向かない。黒田は、気品や美麗さ

灰みや青み、茶みなどを帯びて美しい欅）の飾棚も数々手掛けている。栗は丈夫さと温か

において優れた檜や杉、京都辺りで特に好まれる桐材などもほとんど用いておらず、また

みがあるところから衝立や椅子、盆や茶筒などの生活に身近な家具や調度類に、また栃は、

江戸（東京）で棚や指物等の調度類に嗜好されてきた桑材も、暗黄褐色の木目が渋く輝く

虎斑のように縮み杢の光沢が変化した美しい材を箱類や盆などに多用している。家具材に

ことで茶人が好む風があり、あまり用いていない。

は他に桜・水目 桜 を、調度類・茶器として松や漆、楠、花梨、蔦などを用い、独特の大

ちなみに、欅は北海道を除く日本各地に分布する落葉高木で、ときに巨樹名木となる。
材質は環孔材で、やや硬く強靭、詰まった直通の木理や明快な板目が美しく、自然気象に

黒田辰秋《拭漆欅櫃》
（1936）個人蔵

ぶりな紙刀には欅や柿・黒柿、黄楊げ木、梅、白檀など各種の材を用いて硬軟や緻密さ、
色味を活かしている。他に白タモや桑、椿、棗、チーク、竹などを用いた作例がある。

より異常成長して玉や鱗のような美しい杢目を現わすことがある。比較的に狂いは少ない
とされるが、建築材や家具調度、什器等に幅広く用いられている。槻は、赤味がかった

木工家黒田辰秋が歩みだした頃の木工界

欅に対して青味がかったものをいうことがあるようだが、欅の古名ともいう。楢（水楢）
は、日本各地に分布する代表的な国産材で、国外での評価も高くかつてアメリカなどで北

黒田辰秋の父・亀吉は、加賀大聖寺藩の武家の出であるが、明治維新後に同地の山中塗

海道オークの名称で定評を得ていたという。材質は環孔材で、重硬かつ堅牢、光沢のある

を習得し、そして京都で塗師屋を営んだ。蒔絵を施す硯箱や手文庫などの素地となる漆塗

美しい木目には重厚さに加えて繊細な味わいがあり、ときに幅の広い放射状の紋様が現れ

りで定評があったらしい。辰秋は、木地をつくる指物職人やそれに漆を塗る職人らに囲ま

る。建築や家具装飾材、船舶材等に幅広く用いられる。栗は日本各地に分布する落葉高木

れて育ち、少年期から図画手工を好んで小刀を巧みに揮っていたという。京都市立銅駝尋

で、家具調度や道具類、建築材等に多用される。材質は環孔材で、欅に似て堅牢な材であ

常小学校では、後の京都・東本願寺門主の大谷光暢と親しく遊んだらしく、また、ドイツ

るがやや軟質で、耐久性に富んでいる。欅よりやや明るい褐色で、肌目がやや粗い。栃は

に哲学留学し後に建築家として名を成した白井晟一も同級であったという。

北海道から九州まで広く分布する落葉高木である。散光材で、やや軽軟で緻密、光沢のあ

長く日本の政治と文化の中心地であった京都では、伝統の保守と革新が常に拮抗しつつ

る木目にはときに虎斑のような縮み杢などが現れ、家具調度や道具類の装飾用材にも用い

発展へとつながり、芸術や商産業においても高度な歴史文化が形成されてきた。江戸期以

られている。

降、その中心は江戸へと移り、幕藩体制のもとで各地の文化が江戸に集約され、明治期以

木工の要所の一つに、作家がいずれの木素材を好み、それへの鑑識と吟味をいかになし、

降には東京を中心に発展した。江戸期に高度の発展をみせた美術工芸の芸術様式と洗練さ

その特質に見合った適性を見出して独自の造形と美質を産み出すかという点があろう。木

れた技術は明治期へと継承され、ウィーンやフィラデルフィア、シカゴ、パリ等の世界各

の吟味の例に、抽象的なニュアンスだが、木肌や木味のよさをあげることがある。柳宗悦

地で開催された万国博覧会や日本国内の勧業博覧会・美術展覧会等で、わざの卓越と伝統

（1889–1961）や河井寬次郎（1890–1966）らが言った、生活と直観の感性に基づいた意志によ

を謳歌した。しかし社会変化や技術革新、常に展開していく芸術の大きな潮流のなかで次

る健康な美に対する姿勢に感応していた黒田辰秋は、木材の選択と用の美を見極めた木取

第に停滞し、新たな美術工芸を、商産業・経済的な国策として、また固有の近代芸術を創

りを行うことを肝要とし、作家自身の気性と力量をうかがう要素の一つとした。すなわち

造するものとして捉え直す模索が図られた。その先導的な活動は京都でも盛んに行われ、

木素材の選択やそれとの適性に対して純朴に、しかし強固な自らの用と美への意志を明確

絵画と陶磁器や染織、漆工を主にした歴史的な美術工芸とその図案の革新において、20

にしていった。要するに黒田は、繊細な感性や華美さへの適性よりも、当初ほどストイッ

世紀初期以降、近代的な自我と芸術家意識を主張する個人作家が台頭していった。その時

クに、堅牢で健やかなたくましさへの適性に向かい、戦後から晩年にはもっとおおらかに

期は、まさに黒田辰秋が生まれ成長していった頃と重なる。すなわち大正期は、江戸期の

たくましく、木材の生命感をひきだす木の造形を目指していったのである。日本人がもと

伝統を継承して明治期の工芸を高度に支えてきた作家らが世代交代し、近代的な個人意識

もと持つ、樹木に対する特有の風土的で心的な生命観に率直に順じ、言い換えるなら既定

を明確に表明する作家らが台頭していった時期であり、日本の芸術界全般の動向と呼応し

の秩序や造形意識に左右されずに、木の生命を真摯に感じ取り、木と対峙して木がなりた

て、近代工芸も現代へと通じる揺籃期を迎えた時代であったと言える。

い様で、自らの自然な創作欲求と用に起因して産まれてくる形を彫り出すという簡明直截
の姿勢を貫き通したように思われる。

木工芸においては、明治期から昭和初期に活躍した作家らもまた、そうした博覧会や美
術展覧会・共進会等で台頭し、近代的な作家像を追求した。江戸の木内喜八（1827–1902）
は指物の細工技術と木地に色彩の異なる材を文様に埋め込む木象嵌や牙角、貝類、石など
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黒田は、棚や卓・椅子、机等の家具材に重硬で堅牢な欅や楢材をよく用い、欅は櫃やさ

の彫嵌で知られたが、喜八の養子となった半古（1855–1933）、そして省古（1882–1961）の三

まざまな箱もの、盆、皿、椀など、広範に好んで用いている。また玉杢の美しい欅や文欟

代にわたり正倉院宝物の象嵌や木画の技法を復興・再現して特異な境地を獲得し、美術工
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芸家としての名声を築いた。また江戸の地では桑材（山桑、地桑）が特に嗜好されたが、

記して作品とした。黒田はそうした漆芸界の分業制に疑問を抱き、素地づくりから塗り、

前田桑明（1871–1942）や前田南斉（1880–1958）らは明治から大正期頃に伊豆七島、なかでも

加飾までのすべてを自らが手がける一貫制作を念じた。17 歳となった 1921 年、河井寬次

御蔵島の銘木島桑を駆使し、優れた特質と玉杢や波の紋様といった木理と黄金色の光沢の

郎の作品に感動し、楠部彌弌という友を得た。また当時の雑誌『美術新報』に掲載された

雅致を大いに生かした、重厚で堅調な感覚の厨子や家具・調度類を制作して、当時の美術

富本憲吉の先進的な著述から工芸における芸術性への認識を深め、自己の進路への確信を

界で木工の作家の地位を大いに高めた。

強めたという。富本は英国留学でウィリアム・モリスの工芸と思想を学び明治の末に帰国
し、守旧的な職人修業や伝統・制度にとらわれることなく芸術としての工芸と、自由な創

陶磁器や金工、染織、漆工等の作家らが近代工芸を確立させた昭和初期頃の木工芸では、

前田桑明《桑六角厨子》
（c.1912）個
人蔵

仰木政斎《経箱 ｢遠き時代を偲びて｣》

作姿勢を表明した。

木内家三代や前田桑明らに続いた作家らが台頭した。日本国政府が主催に関与して権威付

黒田は、河井や富本憲吉、楠部らの芸術的姿勢に影響を受けつつ、木漆工という自らの

けに一役を買った、帝国美術院主催美術展覧会（帝展）に美術工芸部門が開設されたの

表現分野での創作を希求し始めた。1924 年、個人作家による人為や作為で意図される美

は 1927（昭和 2）年であった。毎年の同展覧会を舞台にして、絵画や彫刻の作家らと同様に、

より無名の工人が生み出す、いわゆる無名陶（下手物）の美しさこそが健康的でたくまし

鑑賞の芸術という美術工芸家の地位を獲得した作家に仰木政斎（1879–1959）と稲木東千里

いとする、民藝の美論に通じる「陶器の所産心」と題した河井の講演に感動し、その帰路、

（1892–1979）がいる。仰木は正倉院宝物の意匠と技法を独自に研究した古典的創作と、唐木

楠部の紹介で河井の知遇を得たことが黒田の人生を大きく変転させた。前年の関東大震災

細工や蒔絵等の漆工の装飾を併用した創作によって個性を獲得した。また稲木は、銘木桑

後、陶芸家のバーナード・リーチ（1887–1979）に伴われてイギリスで修業していた浜田庄

材を主とした超絶の指物技法で名声を博し、さらに美術史や工芸図案法を学んで意匠の洗

司（1894–1978）が帰国して河井家に滞在し、河井は浜田の引き合わせで大震災から逃れて

練と個性的な創意の発揮を図って木工芸の近代的なイメージを確かにした。こうした木工

京都へ移住していた柳宗悦と知り合っている。彼らの深い親交はここに始まり、その後の

芸の作家らは、いずれもが技巧や直観に偏重した制作から脱し、素材の優れた特質を見極

民藝運動が胎動しはじめる。黒田は、河井家や柳家で蒐集された民藝品を前に、その美や

め、装飾性を強めて個性を確かにする独自の創作性を表明し、現代の木工芸への系譜の基

工芸についての訓導を彼らから受けたことであろう。「私に工芸を天職と自覚させてくれ

盤を形成したのである。

たのは河井寬次郎先生の影響が大きい。昭和初年、河井先生は柳宗悦先生とともに、いわ
ゆる “ 民藝運動 ” を起こしておられた。民藝運動の趣旨は、当時工芸品は、香炉、花びん、

（1928）個人蔵

ところで、1907（明治 40）年から文部省が主催し開催してきた美術展覧会（文展、美術

文箱など、上流社会で用いる上等な作品が高級とされていたが、これは間違いで、台所用

工芸部門はなし）が帝展と改組された年の前年、1918（大正 7）年に京都の小野ちっ竹きょ

品のすりばちとか、お盆とか、洗いおけといった庶民的なものにこそ工芸の本道があると

う喬や村上華岳ら新進気鋭の日本画家らが国画創作協会を創立した。彼らは、技術至上や

いうところにある」（黒田辰秋「天職への導き手」）と述懐している。

伝統保守の偏重を払拭し、自由な個性的創作を標榜することで当時の美術界に清新なムー
ドを巻き起こした。保守的な傾向の強かった美術工芸界においても同様に、新たな時代の

民藝運動とともに

工芸を希求する動きが生まれ、陶芸の板谷波山（1872–1963）や富本憲吉（1886–1963）、河井
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寬次郎、金工の高村豊周らは、個性を獲得・表明し美に対する芸術的姿勢を明らかにして

1926（大正 15）年、民衆的工芸を略した “ 民藝 ” という造語とともにその美を訴える『日

高い評価を確実にし、近代工芸の先駆者となった。京都では、1919 年、河井寬次郎らに

本民藝美術館設立趣意書』が柳、河井、浜田、富本、青山二郎（1901–1979、装幀家）らの連

続く新進の世代であった楠部彌弌や八木一艸らが赤土社という陶芸グループを結成した。

名で刊行され、民藝運動は発起した。黒田はその表題の彫刻を彫り、翌年以降に続刊され

彼らは、確固として芸術としての陶芸を主張し、技巧主義の偏重や因習的な様式といった

た柳編著『雑器の美』や浅川巧編著『朝鮮の膳』
、また民藝品展覧会の表題等も彫り上げ

当時の旧態依然とした日本の陶芸界を批判して、独創性への意識をもって近代の芸術とし

ている。
『趣意書』に言う「自然から産みなされた健康な素朴な活々した美」を協働して

ての理念を掲げて注目を集めた。

生みだすギルドとして、1927（昭和 2）年、柳と柳の工芸美論と協団の意義に賛同した若い

そうした時代のムードのなか、黒田辰秋は、早熟に芸術を意識し個人の創作への自由を

青田五良（1898–1935、染織）、黒田、鈴木実（1905–1984、染織助手）は、京都の上賀茂に上賀茂

求めて工芸作家を志望し、独学の道を歩み始めた。特に、高度な技術と洗練さを発揮して

民藝協団を発足させた。およそ 2 年半にわたり、柳の工芸美論の実践の現場として、生活

いた京都の工芸は、製作の各工程を分業とする体制によって維持されてきた。例えば、指

を協働しつつ、黒田は朝鮮・李朝や日本各地の木工品や漆塗り、螺鈿の漆器等に想を得た

物等の木素地を担うものがいて、漆を塗る塗師、そして蒔絵等の加飾を担う蒔絵師らによ

作品などを旺盛に作った。
「工芸の美は自然が与えるよき材料からくる。さうしてその材

る分業体制となっているわけだが、最終的にはその製品には蒔絵を担う漆芸家が作者名を

料から必然に或形や模様が要求される。美しい作には無理な所がない。自然への帰依が美
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の保証である。（中略）よき伝統のよき継承とよき発展とが真の創作である。何故なら、伝

や志賀直哉（小説家）、芹沢銈介らが多数来訪し、大原総一郎（実業家）や山本為三郎ら多く

統とは『過去のもの』という意味ではなく、そこには人間が長い歴史中に築き上げた本質

の支援者ができたという。彼らと同様に親交を深めた小説家の川端康成は、後年、黒田を

的な美の、客観的表現があるからである。そうして私達はその本質的な美のみは継承して

「黒田さんの木工、漆芸については、私がいまさら言ふまでもなく、具眼者にはつとに知

行かなければならないからである」（柳『工藝の協団に関する一提案』、1927 年）。

られてゐる。柳宗悦氏らの民藝家に認められて、白樺派の作家たちにも見られてゐた。過
去の日本のすぐれた工藝のなかに置いて、なほ独創、卓優の一名人として黒田さんのある

例えば、柳が所蔵していた朝鮮李朝の棚の素材の特質と美しさが簡明であることに感動

ことは、現代の恵みとしていい。その名作を机上に使ふ、私の幸ひもある」（『黒田辰秋 人と

した黒田は、摸作修業を思い立ち、借り受けて 40 余日かけて一貫制作を行い自製の真鍮

作品』所収、駸々堂出版、1976 年）と評している。そうした交流と経験を糧として黒田は、柳

金具を取り付けた。この《拭 漆欅三段棚》（1927 年）は河井寬次郎が買い求め、現在、京

宗悦の民藝美論に賛同しつつも、河井や浜田、芹沢ら民藝派の個人作家らと同様に、戦後

都の河井寬次郎記念館で公開されている。同様に朝鮮・李朝の棚や調度品などの木工品や

に、民藝を基調とながらも独自の自由な創作へと羽ばたいて自らの芸術的特質を顕著にし

漆器に想を得た作品は、1928（昭和 3）年御大禮記念国産振興東京博覧会へ出品された日本

ていった。

民藝館同人考案の住宅「民藝館」に陳列された。
「民藝館」は、建築設計を柳宗悦が、陶

それからの戦前の制作のうち、今日にまで黒田辰秋の木工の特質を明らかにして評価を

磁器を富本、河井、浜田、リーチ、染織を青田、鈴木、そして木工を黒田が担当し、多く

高めた一つは、京都・百万遍の京都大学向かいにある進々堂パンホールのために制作され

の蒐集された民藝品とともに住宅仕様の各室で公開され、民藝運動が公に周知され、かつ

た《拭漆楢テーブルセット》であろう。1930 年 26 歳頃の制作で、幅広のどっしりとした

上加茂民藝協團のお披露目の場ともなった。終了後には山本為三郎（実業家、アサヒビール創

厚板テーブルと長椅子には装飾というものがなく、木目のすっと通った楢材の温かみと過

業者）が購入して大阪に移築され、
「三国荘」と命名されて多くの来訪客らのもてなしに供

分でない拭漆が美しい、堅牢で素朴なものとなっており、現在も現役で親しまれている。

されたという。黒田は、
《拭漆欅テーブルセット》
《朱漆飾棚》
《照明器具》ほか（現在、ア

もう一つは 1932 年以降に手掛けられた、京都・祇園の菓子鋪・鍵善良房の店内壁面に据

サヒビール大山崎山荘美術館所蔵）を手掛け、また移築に際しても《朱漆三面鏡》等を追加制

え付けられた大飾棚であろう。
《拭漆欅大飾棚》（1932 年）と商品ケースを兼ねた《拭漆欅

作した。《朱漆透彫文円卓》は現在、日本民藝館に所蔵されている。なお《テーブルセッ
ト》の椅子の背板やテーブルの脚部の透彫紋様は柳が提案したもので、柳も河井も浜田
も、青田、黒田、鈴木のいずれの名字も水に関わりのある意味を含むところから、井戸の

黒田辰秋《拭漆楢テーブルセット》

（1930） 京大北門前 カフェ「進々堂」

大飾棚》（1934 年）とは、いずれも間口幅が 3 メートル前後、高さ 2.2 メートル余りになる
堂々たる大作である。韓国の木工や金具の伝統研究を踏まえたそれは、まさに堅調な仕事
で誠実さが溢れており、下段扉材等の優良な欅の見事さをうかがわせつつ装飾を抑制した、
たくましい造作の設計となっている。ちなみに、600 円という当時の日本の民家が一軒買

「井」を図案化して水の象徴として生み出したらしい。黒田は、
「井」紋にも、卍の透かし

い取れるほどの高価格であったらしいが、店舗の風格とマッチした落ち着きを今も保って

や花紋同様に、稜線が鋭く際立つ冴えた彫刻の手技を見せている。

いる。鍵善良房に対しては続けて、店内調度と什器として、内朱で外に貝螺鈿が縦縞で貼
ちなみに黒田は、浅川伯教・巧兄弟が柳らにもたらした朝鮮・李朝の家具や木工品、漆

られた葛きり用器とその朱塗の通い箱、朱塗の茶筒と振出し、朱塗に貝螺鈿が華やかに施

器のほか、青山二郎が朝鮮から持ち帰った木工品に古典の伝統の美しさを深く吸収し、制

された重箱などが制作された。それらは、韓国・李朝風の簡明な作調をみせながらも、和

作においては、単なる模倣あるいは民藝調に留まることのない、独自の創作に努めた家具

の風と融和してしっとりとした、優しげな美麗さもうかがわせている。

や木工品、朱塗や文様彫刻、螺鈿象嵌による漆工品を手がけ、たくましく、健康でおおら
かな個性を獲得していった。1929（昭和 4）年に開催された民藝協団作品展は大変に盛会で
日本民藝協会同人《民藝館》
（1928）

あったといい、黒田も多数制作出品したようである。

に漆を吸い込ませるように塗っては拭き取るという工程を重ねる漆塗り仕上げであり、木

「工
柳宗悦は、当時、芹沢銈介（1895–1984、染織家）と黒田辰秋の二人展に寄せた一文に、

地の強化とともに木理や素材そのものの美しさを明らかとする表現となっている。早期の

芸家は甚だ多いが、美の見どころのたしかな人は非常に少なく、まして正しい作品の造れ

拭漆は、木地の特質や単純化された装飾の彫り紋様や線的な構成を強調するために、比較

る人は稀になっている。よい眼をもっているという事と、誠実な仕事をしているという事

的にさらりとした表現に抑えられている。しかし後年になるほど、木質のたっぷりとした

とは、何といっても両氏の強みである」
、
「いつもつつましさがあり誠実さがある。選ばれ

量感や力強い造形の指向から、拭漆の回数も漆塗りの深みのある感覚も増していったよう

た質といい、装われた美しさといい、決して使用者を欺く事がないであろう」と紹介して

である。すなわち黒田の拭漆は、木地作品の仕上げ手法の一つとしながら、漆工の塗り仕

いる。
なお上賀茂民藝協団へは、協団の支援者と、柳と交遊の深かった小林秀雄（文芸評論家）
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ところで「拭漆」は、黒田が独自にその手法を開発した、徹底した木地固めを行った後

黒田辰秋《溜漆欅大平椀》
（1974）東
京国立近代美術館蔵

上げの感覚のほうに近い。最初は戦前に志賀直哉の注文で手がけたものらしいが、《 溜 漆
欅大平椀》（1974 年頃）は、まさにたっぷりとした量感をもつ大ぶりの椀で、そのおおらか
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なたくましさに見合う溜塗り仕上げとなっている。生漆を天日のもとで生成して粘りと艶

河井寬次郎は自由な創作世界へ生きることを選択して認定を固辞したという。

やかな黒みを増した漆（黒目漆）を上塗りしており、溜まった感じの漆が年月を経てより

日本伝統工芸展の木工芸では、江戸期以来の伝統の指物や唐木技法を駆使した繊細な制

艶やかな飴色に透け、欅の木理の美しさが際立っている。

作を行った東京の作家らや、金沢の伝統的な指物の継承者であり、木素材の特質や表現手
法を合理的に再構築して論理的な構成と装飾とに独特の品格を表した氷見晃堂（1906–1975）

戦後の黒田辰秋、木工の芸術家

らが活躍した。黒田辰秋は、京都の陶芸家で人間国宝となった石黒宗麿に推奨され、
1955 年の第 2 回日本伝統工芸展に初出品して以降、同展を中心に制作活動を展開した。翌

戦後早々の大作に《拭漆欅大飾棚》（1950 年） がある。1942 年に知遇を得ていた大原総

年第 3 回展で、木工芸で初の優秀賞を《拭漆文欟木飾棚》で受賞した。表面上の技巧や装

一郎からの制作依頼によるもので、間口幅が 226cm、高さ 150cm という重厚感のある上

飾性ではなく、素材の特質と美を簡明かつ率直に表して、木の温もりと、おおらかで力強

下二段の大飾棚である。厚い上板・棚板や太い柱材の木目の美しさもさることながら、上
下各 4 枚の美麗な扉板（左右各 2 枚が対になっている）にはたくましい生命感を感じさせ

氷見晃堂《栃造木象嵌八稜箱》
（1956）
石川県立美術館蔵

い個性的造形を特徴とする黒田の作調は、民藝調と表面的に評される向きもあったが、華
麗さのある伝統工芸のなかにあって、工芸に本来的な実用の美を訴えて新鮮な感覚を与え

る卍紋が彫刻されており、強烈な印象を放って装飾的な華やかさを際立たせている。その

たといえよう。1970（昭和 45）年、黒田辰秋と氷見晃堂は「木工芸」の初の人間国宝の認

扉は、かつて李朝の棚を摸作した《拭漆欅三段棚》や鍵善良房の大飾棚の仕様と同じで、

定を受け、各々の個性を発揮して木工芸の伝統世界を繰り広げ、そして後継者を育てた。

内側の扉板が左右それぞれ外側の扉の裏に滑り入り、2 枚が重なって広く開閉される、観
音開き仕様になっている。その扉の開閉仕様は、例えば京都国立近代美術館が所蔵する

黒田辰秋《拭漆欅大飾棚》
（1950）個
人蔵

なお日本伝統工芸展に黒田は、拭漆の飾棚や座卓の大作や箱もの、朱漆の蓋物やメキシ

《拭漆文欟木飾棚》（1964 年）のように、その後の欅や文欟木、神代欅を用いた、天板と棚板、

コ鮑貝を用いるよう耀がい貝螺鈿の飾箱などといった意欲作を次々と発表した。また盛ん

その下の扉付きの袋戸棚が 4 本の太い柱あるいは透かしのある側板とで構成された数々の

に開催した個展等では、縮みの光沢が鮮やかな栃杢や木目がすっと通った欅、葡萄の房の

飾棚にも採用されている。簡明な構成のうちに造形を強調した、黒田辰秋の特徴的な手法

ような特殊な杢目が現れた欅や花梨などの飾箱や茶道具をポータブルに納める器局、木の

である。板目や細かく変化する文目杢の美しさ、ときに花紋が彫刻されるなどした 4 枚の

温もりを感じさせ、おおらかでたくましく簡明な造形とした盆、そして漆塗りや耀貝や夜

扉板は木目が対称となり、李朝風の丸い鍵金具と両側の扉サイドに取り付けられた太く単

久貝などを象嵌した箱や蓋物、茶器など、その造形と優美さを強調するような漆芸作品を

純な、あるいは造形化された蝶番によって、いよいよ際立たせられている。すなわち黒田

精力的に発表した。

辰秋の木工芸は、特に戦後になり、民藝美で論じられる実用のための健康な工芸にとどま
らず、自然な生命観に満ちた、現代的な感覚に沿った装飾的造形美を現わしていった。そ

黒澤明の椅子にみる黒田辰秋の木工の特質

れはあたかも河井寬次郎が戦後に、精神生活と創作的思考はなお民藝に即しながらも、も
はや自由な独創的境地に至って、自らの造形世界をひたすら繰り広げて現代工芸の先駆け
となったその指向に追随するかのごとき風であった。

そうして還暦（60 歳）を迎えた 1964（昭和 39）年、黒田辰秋は生涯の代表作であり一般に
も広く知られた作品を完成させている。映画監督の黒澤明から、御殿場につくられた別荘
の家具の制作をいっさい任され、
《拭漆楢彫花文椅子》と長椅子、長テーブルがセットと

ところで戦後復興の機運が高まり民主化が進んだ 1950 年代、芸術の自由な創作活動が
活発化するなか、衰退し衰亡の危機にも瀕していた日本の文化や伝統への再認識がなされ
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なった《拭漆楢家具セット》と、大きな円卓と畳ずり付き小椅子のダイニング・セット、
足置きスツール、飾棚などを手掛ける大仕事であった。

た。1950（昭和 25）年に制定された文化財保護法では、工芸制作のわざが無形の文化財と

前年の 1963 年、黒澤も黒田も大原家の《大飾棚》のような美しく明瞭な木目で剛健で

して保護され、奨励・振興を目的にして伝統工芸の普及が図られるようになった。1954

重厚な欅材を用いることを望んだようだが、高価となることと、北陸地方で厚板で乾かさ

年文化財保護法は改正され、重要無形文化財に指定された工芸の伝統のわざを保持して当

れた欅を探したらしいが大材かつ大量の材は見つからず、結局、岐阜県付知産の大径の楢

代を代表する個人作家を認定（いわゆる人間国宝）し、そのわざの練磨とともに普及と後

材を用いることとした。楢材は、欅に似て重厚で堅牢であり、深い温かみがあり繊細さも

継者の養成を図り、今日の新たな創造としての伝統工芸を生みだす制度となった。1955

ある。鮮やかな年輪をみせる大径材の楢であったが欅以上によく反ったようで、乾燥にも

年以降、年次を追って認定された作家らは、彼らを中心に毎年開催される日本伝統工芸展

制作にも大変に難儀したという。製材所で挽いた厚板を桟積みして秋から春にかけて乾か

などを主要舞台として、制作した作品を公開し、今日にいたって日本の文化を象徴する伝

し、そして材を選びどう使うかの寸法を墨打ちして木取りをする。それから黒田は仕事場

統工芸の発展へと導いた。ちなみに、富本憲吉と浜田庄司は人間国宝の最初の認定を受け、

を付知にかまえて本格的な作業に入り、長男の乾𠮷や弟子で付知在住の松岡日出雄らが助
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手を務めた。
12 枚の三角扇形を接ぎ合せた大円卓は 194cm の直径、約 7cm 厚で、4 本の太い脚が付
けられた。「王様の椅子」と略称された高さ 128.5cm、幅 85.0cm、奥行き 79.0cm の《拭
漆楢彫花文椅子》は、いわゆるヨーロッパのウィング・チェアに類するもので、前方でや
や広がる角度の側板上部には大きな耳形の張り出しがあり、肘はやや広がりつつ材の厚み
岐阜県付知にて《拭漆楢彫花文椅子》
と辰秋（1964）

と丸みで柔らかに仕上げられている。背、側、座のいずれの板も大きな手で一つかみとい
うほどの厚みがあり重厚である。座面に深く座ると、楢材の柔らかさを感じ、何よりも全
身が温かく包み込まれるような感覚がある。背板に大きく彫刻された花文は、昭和初期の
小箱類や 1936 年制作の《朱漆彫花文文庫》など多数の作品に見受けられる、黒田が創作
した紋様である。大きな花を四分割した区分けのなかに五弁の花びらが彫刻され、真ん中

主要参考文献
正倉院事務所編『正倉院の木工』、日本経済新聞社、1978 年
『黒田辰秋 人と作品』所収、駸々堂出版、1976 年
東京国立近代美術館編『黒田辰秋―木工芸の匠―展図録』、1983 年
東京国立近代美術館編『木工芸―明治から現代まで―展図録』、1987 年
豊田市美術館編『黒田辰秋展図録』、2000 年
早川謙之輔著『黒田辰秋 木工の先達に学ぶ』、新潮社、2000 年
付記
本稿は、ドイツ・ミュンスターの漆器博物館で開催された「黒田辰秋
展」（2011 年）図録に寄稿したものを加筆修正し、和文にて紹介するも
のです。

の長い一弁が中途で左右反転して現わされている。装飾を抑制して、単純化し簡明な構成
とする黒田の木工の中では、卍等の透かし紋様にも通じる限られた装飾といえよう。板材
に直に鉛筆で下書きされ、ノミで荒彫りされた後はひたすら一つの切出し小刀で彫りださ
れる。押したり引いたりして繰り出される小刀は、強く呼気が込められ、勢いを失うこと
なく自在な角度で揮われており、くっきりと力強い稜線と曲面による花文が彫りだされて
いる。
かつて黒澤明はこの椅子に坐してウイスキーのタンブラーをくゆらす TV コマーシャル
に出演したことがあり、
「王様の椅子」の呼称で一般にも知られる作品となった。まさに
頑丈な、しかし楢材の優しげで温かみのある椅子に坐した黒澤明は、別荘で背方に大きな
富士山を背負い、静かに大物然とした雰囲気を現わしたことであろう。
こうした進々堂パンホールのテーブルセットから鍵善良房の店舗内装の大飾棚、大原総
一郎の卍紋の大飾棚、そして黒澤明の椅子セットのように、そもそも家具の制作は大変な
労力と気力を要する仕事である。しかし黒田辰秋は、注文主の気性に相応した木素材の適
切な吟味はもちろん、自らの木工への信頼と確信を率直にして、頑健かつ木の生命感と豊
かな美しさをそのままに表現した。そうした家具木工への姿勢は工芸作品と相対するのと
同様に強固な意志で一貫しており、用即美への細やかな配慮をより一層個性的に明らかに
した。
黒田辰秋がことあるごとに口にした「木は生きている」という言葉は、まさに彼の心情
の投影でもあった。その木から生み出された黒田の作品は、今なおすべてが生き生きとし、
艶やかな拭漆の下に木の丈夫で健康な生命感を現わしている。黒田辰秋はその作品の一つ
一つの中に生きているのである。
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用語解説
【拭漆】

【中塗り】

【文欟木】

黒田独自の漆塗り仕上げ。木から採取したままの生漆を素地に

下塗りのあと、上塗りの効果をより良くするための作業工程であ

木目の美しい木材のこと。
《拭漆文欟木飾棚》(1960) において、

塗っては研ぐという工程を数十回繰り返すことで、木目そのもの

る。中塗りの漆が十分に乾燥したら、塗り肌の残らぬように十分

黒田はひときわ木目がうつくしく出た欅材を用いた。

の美しさを最大限に生かす手法。初期作品では比較的さらりとし

に研ぐ。

た表現に抑えられているが、後年になるにつれ、たっぷりと深み
のある塗りへと発展し、その造形性が際立たせられている。黒田
辰秋の拭漆技法は、現代の木工芸において重要な影響を与えた。

【彫花文】
【溜塗り】
赤色の下塗りや中塗りの上に透漆で上塗りを施す塗りの技法。

中央から四方に向かって線が流れ、花のように彫られた黒田の代
表的文様。「拭漆楢彫花文椅子」
（1964）など。

《溜漆蔦金輪寺茶器》（1960–65）など。
【生漆】
漆の木の表面に傷をつけ、そこから出てくる乳白色の樹液を採取

【宝結文】
【朱溜】

したものが、漆液のもとになる。この漆液をろ過し、木の皮など

溜塗りの一種で、朱漆の中塗りに透漆を上塗りする技法。《朱溜

を取り除いたものを「生漆」と呼ぶ。

栗小椅子》（1968）など。

【透漆】

【白檀塗り】

紐を交差させて菱形を成す結び方のひとつで、水引き等に用いら
れる。めでたい印として紋章化された。
《拭漆松衝立》
（c.1934）
《朱漆宝結文飾板》（1930–35）など。
【流稜文】

透明度の高い生漆に等級に応じて乾性油や樹脂を加えて精製した

金箔の上に透漆を塗る技法。使い込むほどに、下地の金箔が浮か

頂点から表出した線が、作品の側面を流れ沿ってゆく、有機的と

漆。

び上がり、味が出る。《白檀塗四稜茶器》（1965–70）など。

も言える文様。彫刻的な美しさがあり、黒田の造形の代表作と
なった。黒田は、飾筺のような立体物から、棗のような球体まで、

【下地】

【金鎌倉】

漆塗りの工程は大きく分けて下地と上塗りのふたつになる。下地

黒漆を下地に塗った上に、金箔を貼り、その上から朱漆を塗る技

は漆塗りの工程の基礎となるもので、素地の形を補修整備し、か

法を、黒田は「金鎌倉」と呼んだ。下に隠れた金箔が、朱漆を鮮

つ漆器を堅牢にするために行なわれる。

やかに輝かせているのが特徴。《金鎌倉四稜捻茶器》
（1965–70）
、

独自の螺旋を描いた。
※本解説文は、青木正弘氏、諸山正則氏、藤嵜一正氏の協力を得て執筆した。

《金鎌倉捻梅茶器》（1965–70）など。
【乾漆】
生漆を主な素材として、錆、地、刻苧、麻布を張り合わせて素地

【螺鈿】

とする技法。

鮑貝、白蝶貝、夜光貝など、真珠光を放つ貝殻を文様に切って、

錆：生漆と砥の粉を練り合わせたもの。

木地や乾漆の表面に嵌め込んだり、貼り付ける技法。螺は貝を意

地：錆にさらに地の粉を混ぜ合わせたもの。

味し、鈿は散りばめるの意。

刻苧：漆と寒梅粉を練り合わせて作った糊漆に木粉と繊維の塵を
混合したもの。

【耀貝】
メキシコ鮑のこと。版画家・棟方志功により「耀貝」と名付けら

【上塗り】
素地に下地を施した上に漆を塗ることを上塗り言う。その工程は

れた。豪華絢爛な「総貼り」作品群が黒田の螺鈿の代表であり、
黒田は特に模様が棚田のように溢れ出した箇所を好んで用いた。

さらに下塗り、中塗り、上塗りに区別される。
【葡萄杢】
【下塗り】

木に虫が寄生したり、傷がついたりすると、木自体がそれを癒す

上塗りの効果を良くするための作業工程であり、漆を塗ったら室

ためにコブを作る。この影響で、木理が葡萄のように丸くてモク

で乾燥させ、駿河炭、朴炭などで漆面を平に研ぐ。

モクとした文様になったものを、葡萄杢と呼ぶ。志賀直哉旧蔵品
の《白タモ葡萄杢インク壷》（1935）など。
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作品リスト List of Works

20

螺鈿八角菓子重箱

1933

24.0 × 26.0

Raden inlay octagonal jubako (tiered box) for Japanese sweets

21

螺鈿「亥」字香合

1935

3.1 × 6.0

Raden inlay “boar” character incense container

No.

作品名 / Title

制作年 / Year

寸法 /cm

所蔵先 / Name of Owner

22

螺鈿菓子重箱

23

寄せ書き「喜者開扉」

1938

34.7 × 34.2 × 22.2

卍文状差し

1927–29

80.3 × 14.5 × 8.0

河井寬次郎記念館

Manji motif josashi letter lack

2

拭漆欅真鍮金具三段棚

1927

147.2 × 72.6 × 47.0

Fuki-urushi keyaki (zelkova) three-tier cabinet with brass fittings

3

上加茂民藝協團 関連図面

鍵善良房

1957

拭漆欅真鍮金具二段棚

河井寬次郎記念館

1928

朱漆透過文円卓

1928

85.5 × 73.7 × 41.1

個人蔵

1930

26.8 × 96.8

日本民藝館

朱漆三面鏡

7

1931

根来鉄金具手箱

181.0 × 120.2 × 39.2

1930

17.6 × 26.1 × 21.4

Negoro tebako (cosmetic box) with iron fittings

8

組み立て式弁当箱

c.1935

5.2 × 18.0 × 12.0

1935

7.8 × 10.6

10

拭漆欅真鍮金具印箪笥

1937

25.5 × 30.8 × 24.3

河井寬次郎記念館

表看板

彩漆群蝶図手筺 関連スケッチ

28

彩漆群蝶図手筺

1948

102.0 × 64.7

1948

102.0 × 64.7

1948

19.8 × 34.2 × 20.8

Iro-urushi (colored urushi) box with butterflies

拭漆 Fuki-urushi
29

Kawai Kanjiro’s House

30

書「運鈍根」

鍵善良房

“Undonkon” (Luck, steadfastness, patience) calligraphy

KAGIZEN YOSHIFUSA

拭漆欅八角重菓子器

1936

25.4 × 28.5

Fuki-urushi (wiped lacquer) keyaki octagonal tiered kashiki sweets container

31

拭漆欅面取壷

c.1950

14.2 × 11.6

Fuki-urushi chamfered jar

32

溜漆蔦金輪寺茶器
蔦金輪寺茶器

34

梅紙刀

14.0 × 43.7 × 28.8

個人蔵

13

螺鈿唐花文座卓

1926

33.6 × 139.5 × 82.0

Raden inlay karahanamon motif zataku low table

14

拭漆欅大飾棚

1960–65

8.9 × 8.1

拭漆欅大飾棚

1934

223.5 × 286.0 × 85.5

赤漆宝結文飾板

1932

230.0 × 333.0 × 40.0

北村美術館

1965–74

Kitamura Museum

1965–74

1.7 × 34.7 × 3.9

螺鈿くずきり用器

1930–35

120.0 × 68.6 × 30.0

螺鈿卍文蓋物

1932

器 各 19.0 × 14.0

螺鈿卍文茶筒
Raden inlay manji motif tea caddy
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鍵善良房
鍵善良房

箱 27.0 × 18.0 × 17.4

鍵善良房

1927

11.8 × 16.2 × 12.8

鍵善良房

38

13.4 × 9.2

鍵善良房
KAGIZEN YOSHIFUSA

1.8 × 35.3 × 4.7

拭漆松衝立
拭漆文欟木飾棚

39

拭漆欅飾棚

1955

80.0 × 13.5 × 9.7

拭漆欅衣桁

1934

93.5 × 159.7 × 47.5

欅拭漆飾小棚

1960

102.0 × 176.8 × 45.3

欅拭漆飾棚
Keyaki (zelkova) fuki-urushi kazaridana display shelving

豊田市美術館
Toyota Municipal Museum of Art

1955–64

92.0 × 148.6 × 42.7

個人蔵
Private Collection

1957

175.2 × 184.7 × 49.5

個人蔵
Private Collection

c.1930

45.5 × 196.0 × 27.5

Keyaki (zelkova) fuki-urushi kazari-kodana low display shelves

42

個人蔵
Private Collection

Fuki-urushi keyaki (zelkova) kimono rack

41

河井寬次郎記念館
Kawai Kanjiro’s House

Fuki-urushi keyaki kazaridana display cabinet

40

個人蔵
Private Collection

Fuki-urushi keyaki kazaridana display cabinet with fine grain pattern

KAGIZEN YOSHIFUSA

1932

1965–74

Fuki-urushi pine screen

KAGIZEN YOSHIFUSA

Raden inlay manji motif lidded container

19

37

KAGIZEN YOSHIFUSA

Raden inlay kuzukiri bowls

18

鍵善良房

東西南北文状差し

個人蔵
Private Collection

Letter rack with East-West-South-North characters

KAGIZEN YOSHIFUSA

Aka-urushi (red) takaramusubimon motif screen

17

36

KAGIZEN YOSHIFUSA

Fuki-urushi keyaki (zelkova) kazari-dana display cabinet

16

個人蔵

黒柿紙刀

個人蔵
Private Collection

Kurogaki paperknife

Private Collection

Fuki-urushi keyaki (zelkova) kazari-dana display cabinet

15

35

Private Collection

個人蔵
Private Collection

Tame-nuri (translucent coating over colored lacquer) ivy kinrinji chaki tea caddy

33

豊田市美術館
Toyota Municipal Museum of Art

Plum wood paperknife

1925

豊田市美術館
Toyota Municipal Museum of Art

Kawai Kanjiro’s House

河井寬次郎記念館

Shu-urushi and makie powder bunko box with deer and flower motifs

豊田市美術館
Toyota Municipal Museum of Art

第三章：人間国宝への歩み / Chapter 3 : Path to becoming a Living National Treasure

第二章：黒田辰秋と京都の注文主 / Chapter 2 :Tatsuaki Kuroda and his Kyoto clients
朱蒔粉塗鹿花文文庫

豊田市美術館
Toyota Municipal Museum of Art

Ivy kinrinji chaki tea caddy

12

個人蔵
Private Collection

河井寬次郎記念館

Kawai Kanjiro’s House

Signboard of Kawai Kanjiro’s House

22.7 × 36.5 × 20.5

Sketch for iro-urushi box with butterflies

河井寬次郎記念館

1973

1948

The Japan Folk Crafts Museum

The Japan folk crafts museum, Osaka.

Fuki-urushi keyaki seal chest with brass fittings

11

27

大阪日本民芸館

White ash grape-heather wood ink container

沃地色漆紋づくし手筺 関連スケッチ

個人蔵
Private Collection

日本民藝館

Kawai Kanjiro’s House

白タモ葡萄杢インク壷

沃地色漆紋づくし手筺

19.0 × 25.4 × 15.8

Sketch for monzukushi circular motifs

河井寬次郎記念館

Collapsible bento box

9

26

The Japan Folk Crafts Museum

Shu-urushi three mirror cabinet

1940

Iro-Urushi (colored urushi) box with monzukushi circular motifs on iji (dried powder) ground

Private Collection

Shu-urushi (vermillion) round table with sukashi-bori openwork motifs

6

25

Kawai Kanjiro’s House

Fuki-urushi keyaki two-tier cabinet with brass fittings

5

河井寬次郎記念館

乾漆五彩牡丹紋飾手筺

KAGIZEN YOSHIFUSA

Dried lacquer box with “gosai” peony motifs

Kawai Kanjiro’s House

“Kamigamo Mingei Kyodan” drawings

4

24

Kawai Kanjiro’s House

鍵善良房
KAGIZEN YOSHIFUSA

Joint message to commemorate re-opening

1

鍵善良房
KAGIZEN YOSHIFUSA

Raden inlay jubako (tiered box) for Japanese sweets

第一章：河井寬次郎との出会い / Chapter 1 : Encounter with Kanjiro Kawai

鍵善良房
KAGIZEN YOSHIFUSA

鍵善良房
KAGIZEN YOSHIFUSA

1970

98.1 × 182.0 × 44.8

豊田市美術館
Toyota Municipal Museum of Art
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43

拭漆楢彫花文椅子

1964

128.5 × 85.0 × 80.5

Fuki-urushi oak chair with carved floral motif

44

朱溜栗小椅子

豊田市美術館

64

Toyota Municipal Museum of Art

1968

100.0 × 55.3 × 58.2

Shu-dame (translucent coating over shu-urushi) chestnut chair

個人蔵

65

Private Collection

66

1927–29

6.7 × 7.3

朱漆六角茶筒

Private Collection

1932

16.0 × 11.2

47

朱漆八角食籠

KAGIZEN YOSHIFUSA

c.1935

23.0 × 25.0

朱漆振出し

Private Collection

1932

10.2 × 6.8

49

赤漆捻紋蓋物

KAGIZEN YOSHIFUSA

1949

19.6 × 23.2 × 20.8

Aka-urushi (red urushi) lidded container with spiral design

50

赤漆捻八稜棗

6.9 × 6.9

赤漆流稜文飾手筺

Private Collection

1955–60

23.0 × 39.0 × 19.5

Aka-urushi (red urushi) ornamental box with ridged design

52

関連スケッチ
朱漆捻六稜蓋物

Private Collection

1965–74

7.1 × 8.7

鍵善良房

Shu-urushi lidded container with spiral design

54

朱捻梅香合
金鎌倉捻梅茶器

1965–70

3.4 × 5.7

金鎌倉四稜捻茶器
乾漆梅花盆

1965–70

7.9 × 7.3

白檀塗四稜茶器
竹茶杓 銘「鴨川」

1965–70

6.8 × 6.8

黒樂茶碗

個人蔵
Private Collection

1960–65

KAGIZEN YOSHIFUSA

鍵善良房
7.6 × 7.5
8.0 × 7.0
8.0 × 7.7

個人蔵
Private Collection

1974
21.4 × 30.3 × 22.1
1972

個人蔵
Private Collection

c.1970

乾漆耀貝螺鈿飾筺

北村美術館
Kitamura Museum

1970

個人蔵
Private Collection

北村美術館
Kitamura Museum

1965–7

2.8 × 25.7

個人蔵
Private Collection

1965–70

6.6 × 6.6

個人蔵
Private Collection

1975–77

茶杓 1.3 × 22.0

“Kamogawa” chashaku tea scoop

60

7.5 × 6.0
1970

個人蔵

Byakudan-nuri(translucent coating over gold foil) chaki tea caddy with four-ridged spiral design

59

1965–7

耀貝白蝶縞螺鈿茶器

Dry lacquer ornamental box with Mexican abalone raden inlay

鍵善良房
KAGIZEN YOSHIFUSA

Private Collection

Dried lacquer plum blossom tray

58

75

8.1 × 8.1

耀貝螺鈿吹雪

Mexican abalone raden inlay tea caddy with silver-lip oyster stripes

個人蔵
Private Collection

個人蔵

Kinkamakura chaki tea caddy with four-ridged spiral design

57

74

6.6 × 7.9
1965–74

耀貝螺鈿腰張茶器

Mexican abalone raden inlay fubuki tea caddy

個人蔵
Private Collection

Private Collection

Kinkamakura (vermillion urushi with gold powder) chaki tea caddy with spiral plum blossom design

56

73

8.0 × 7.7
1940–44

乾漆八稜水指裡耀貝螺鈿

Mexican abalone raden inlay koshibari (broad waist) chaki tea caddy

個人蔵

KAGIZEN YOSHIFUSA

Shu-urushi incense container with spiral plum blossom design

55

72

個人蔵

Private Collection

1941

螺鈿大名縞中次

Dry lacquer mizusashi with eight-ridged design and raden inlay inside

個人蔵

1950

Sketch for ornamental box with ridged design

53

71

鍵善良房
KAGIZEN YOSHIFUSA

4.8 × 38.2 × 24.2
83.2 × 54.2 × 41.5

朱溜花文茶器

Raden inlay daimyojima thin stripe nakatsugi tea caddy

個人蔵

Aka-urushi (red urushi) eight-ridged spiral natsume tea caddy

51

70

個人蔵

Private Collection

螺鈿花文平棗

Shu-dame chaki tea caddy with floral motifs

豊田市美術館
Toyota Municipal Museum of Art

1953–57

69

鍵善良房

Shu-urushi furidashi shaking container

c.1941

螺鈿吹雪

Raden inlay flat natsume tea caddy with floral motifs

個人蔵

Shu-urushi octagonal food container

48

68

鍵善良房

Shu-urushi chaire tea caddy

13.8 × 22.8 × 12.4

Private Collection

螺鈿総貼小棚

Raden inlay fubuki tea caddy

個人蔵

Shu-urushi octagonal chaki tea caddy

46

螺鈿朱丸文盆

Raden inlay covered small cabinet

67
朱漆八角茶器

1937

Raden inlay tray with shu circle motif

朱漆 Shu-urushi

45

螺鈿市松文手筺
Raden inlay checkerboard pattern box

筒 25.4 × 3.0

北村美術館
Kitamura Museum

北村美術館

1975–77

Black Raku tea bowl

Kitamura Museum

螺鈿 Raden

61

螺鈿桑梅紋象嵌帯飾

1938–41

0.8 × 5.3

Raden obi-kazari accessory with inlaid kuwa-ume crest

62

螺鈿牡丹紋象嵌香合

1938–41

4.1 × 6.9

Raden incense container with inlaid peony crest

63

螺鈿「洛」字茶器
Raden inlay “raku” character tea caddy

184

個人蔵
Private Collection

個人蔵
Private Collection

1938–41

9.9 × 8.0

個人蔵
Private Collection
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年譜
明治 37 年（1904）

9 月 21 日、京都市祇園清井町に、父黒田亀吉、母まつの六男（末子）と

医師・小野元澄の紹介で滋賀県岩根にて静養する。

己を見出す」ことになる。

この頃より 2 年間に渡り、河井、青田らと吉田神楽岡の柳宅に集まり、

大阪毎日新聞京都支局後援

を本格的に手がける。

田五良とも知り合う。

柳によって集められた民藝品や各々が持ち寄った蒐集品について、頻繁
に語り合った。

●民藝協團作品展（6 月 22 日 – 23 日）
京都大毎会館

木工家具や装飾品等大量に制作。また同展目録の表紙の表題を彫る。

この頃よりメキシコ産アワビ貝（耀貝 - 版画家・棟方志功の命名による）
●黒田辰秋木漆工芸品個人展

（12 月 20 日 – 28 日 大阪・中村屋）

して生まれる。亀吉は加賀大聖寺の武家に生まれ、幼いとき山中町の黒

大正 14 年（1925）21 歳

昭和 5 年（1930）26 歳

昭和 11 年（1936）32 歳

生涯弟子職人など 80 人あまりを育てる。

を見る。

に《拭漆楢書斎机》を制作する。

大阪、神戸、東京で個展および同人展を開催。

田家の養子となる。同地にて山中塗を習得の後、京都にて塗師屋となり、

6 月、京都府立図書館において、柳が企画した木喰上人作木彫仏写真展

明治 44 年（1911）7 歳

昭和 2 年（1927）23 歳

に画家を夢見る。

導者として、青田（染織）、鈴木実（染織助手）、黒田（木工芸）の 3 人

京都市立銅駝尋常小学校に入学する。図面手工を好み、子供心にひそか

大正 6 年 （1917）13 歳

京都市立第二高等小学校に入学する。

当時盛んになり始めた軟式少年野球との出会いにより、健康の喜びを知
り心身ともに快活な少年時代をすごす。
大正 8 年 （1919）15 歳

春、高等小学校を卒業。

秋、父と兄のすすめで蒔絵師・瀬川嘯流の住み込み弟子となるが、健康
を害して 2 ヶ月で家に戻る。

この頃から漆芸界の分業制に疑問を抱き、木工による素地制作から塗

3 月、上賀茂南大路の社家を借り受け「上賀茂民藝協團」創立。柳を指

の実作者が共に生活をしながら制作を行う。まもなく大阪毎日新聞京都

ける。

この頃、柳が民藝協團のマークとして井桁の意匠を考案、黒田が図案化
する。

年末から翌年にかけて、柳所蔵の朝鮮李朝期の棚を模して《拭漆欅真鍮
金具三段棚》を制作する。

協團の企画として特設館「民藝館」が出品され、協團のマークである井

大正 11 年（1922）18 歳

2 月、父の尊敬する陶芸家・諏訪蘇山の葬儀において、富岡鉄斎と出会
う。

4 月 8 日、母まつ死去。
大正 12 年（1923）19 歳

父、病兄と共に北野御前通り一条下ルに転居。

この頃、雑誌に掲載された富本憲吉の著作を読み、陶工にも真摯な芸術
家がいることを知って、大いに自己の信念を強める（これらの著作は大
正 14 年に『窯辺雑記』として刊行されている）。
9 月 1 日、関東大震災。

●京都市主催の工芸展（詳細不明）

《螺鈿龍文卓》（京都市買上げ）
大正 13 年（1924）20 歳

秋、大阪美術倶楽部において河井寛次郎の講演を聴き、内容の新鮮さに
驚く。その帰途、同行の楠部弥弌によって、河井への紹介を受ける。

昭和 12 年（1937）33 歳

●国画会第 5 回展（2 月）

映画監督・溝口健二を知る。その依頼により仏壇、火鉢《朱漆八角火

柳悦孝（染織家）に指導を受ける。

扉絵や挿絵の木版を彫る。

4 年 4 月刊行）第参編『朝鮮の膳』（浅川巧著、同 4 年 3 月刊行）も手が

（6 月 23 日 – 26 日 神戸画廊）

今西善造の依頼で祇園石段下「鍵善良房」菓子鋪の店内装飾に着手し、

《拭漆欅大飾棚》を制作する。以後《螺鈿くずきり用器》などの店内調
度も手がける。

木蘭社主催で、芹澤銈介との作品頒布会が開かれる。
●国画会第 6 回展（4 月）

《竹張飾棚》他

河井寛次郎との合作《莨セット》が秩父宮御買上げとなる。

この頃、大毎新聞岩井武俊の発案により協團の作品頒布会が組織される。

●日本民藝協團第 4 回新作展

神宮道三条北へ転居。

桁の文様を施した《拭漆欅テーブルセット》など、木工家具の制作を担

称された際、《朱漆三面鏡》や《子供用机・椅子》を追加制作する。

鉢》などを制作する。

（5 月 11 日 – 6 月 20 日）

昭和 7 年（1932）28 歳

（その後、
「民藝館」が大阪市東淀川区三国町に移築され、「三國荘」と

日中戦争のため、資材の購入がいよいよ困難となる。

柳、寿岳共編の月刊誌『ブレイクとホヰットマン』（東京・同文社）の

3 月、上野公園にて御大禮記念国産振興博覧会開催。

当する。

長兄宗七の家に一時仮住いする。この頃より終戦前後まで毎年、京都、

ブルセット》他を制作する。

刊行。その表紙の表題を彫る。以降第弐篇『初期大津絵』（柳編、昭和

6 月、民藝叢書の第壱篇『雑記の美』（日本民藝美術館編 , 工政會出版部）

大正 10 年（1921）17 歳

陶芸家・楠部弥弌を知る。

この頃、進々堂・続木斎の依頼により、百万遍の店舗用に《拭漆楡テー

昭和 6 年（1931）27 歳

昭和 3 年（1928）24 歳

《三彩獅子牡丹文莨筥》を見て、その生き生きとした作風に感動する。

この年、柳宗悦の推薦で国画会工芸部へ無鑑査出品する。柳宗悦のため

支局長岩井武俊によって同協團の後援会が結成された。

り・加飾にいたる一貫制作を志す。

この頃、三条通り河原町「三角堂」画廊のウインドーに河井寛次郎の

186

幾度か河井宅を訪ねるうちに、柳宗悦を紹介され、前後して染織家・青

粟田口三条坊町に転居する。

10 月、黒田辰秋木工作品頒布会が開かれる。
●国画会第 7 回展（5 月 7 日 – 24 日）
●個展（10 月）

●黒田辰秋（工芸）・清水公子（洋画）合同展

昭和 13 年（1938）34 歳

東山区泉涌寺山内にある今熊野観音寺境内門番所に転居する。
この頃、螺鈿の作品を多く手がける。
昭和 14 年（1939）35 歳

志賀直哉の紹介により、小説家・里見弴に《朱漆円火鉢》を制作する。
また志賀に椀の制作をすすめられ、この頃より約 2 年間近江朽木谷に通
い、ろくろ挽きを行う。

秋、西邨辰三郎の依頼で、民芸品の展示即売会の案内用木版（
「丸にか
たばみ」の家紋）を制作する。
●黒田辰秋木漆工芸品個人展

（11 月 11 日 – 15 日 東京・たくみ工藝店）

また、志賀直哉（小説家）、浅野長武（美術史家）、青山二郎、小林秀雄

昭和 8 年（1933）29 歳

昭和 15 年（1940）36 歳

この年、青山が朝鮮より持ち帰った木工品に学ぶ。

その折、いわゆる我谷盆を知る。

武者小路が所持していたルオーの絵を見て感動する。

建築設計：柳宗悦

聘を受け、河井窯の陶芸家・高橋一智らと渡道する。札幌郊外の琴似の

昭和 16 年（1941）37 歳

12 月 19 日、父危篤の報を受け、急ぎ帰京する。同 21 日、父亀吉死去。

8 月、乾性黄疸（ワイル氏病）にかかる。

（文芸評論家）、芹澤銈介（染織家）等多くの人々が協團を訪れた。
●御大禮記念国産振興博覧会（3 月 24 日 – 5 月 27 日）「民藝館」
陶磁：富本、河井、浜田、バーナード・リーチ
染織：青田、鈴木
木工家具：黒田

《朱漆透彫文円卓》《朱漆飾棚》《拭漆テーブルセット》他
昭和 4 年（1929）25 歳

柳、河井、青田、岩井、黒田らによる民藝新春座談会（京都大毎会館）

8 月、祖父 50 回忌法要のため、父と共にその故郷石川県山中へ墓参する。 「新しき村」会員の上田慶之助の紹介で武者小路実篤を知る。その際、

8 月末、河井寛次郎、岩井武俊の推挙により、北海道長官佐上信一の招
北海道工業試験場で、木工品制作の指導にあたる。

昭和 9 年（1934）30 歳

2 月、井上フジと結婚する。
12 月、長男乾𠮷生まれる。

開催。

昭和 10 年（1935）31 歳

表題、挿絵等木版装丁を行う。

後藤新太郎の斡旋で、大阪心斎橋・中村屋で個展を催す。

壽岳文章著『ヰルアム・ブレイク書誌』
（ぐろりあそさえて）の表紙の
秋、上賀茂民藝協團解散。

南禅寺深川町に転居する。

この折、志賀直哉より推薦文を受け、「ようやく作家として歩むべき自

5 月、東山区清水 4 丁目に転居する。

12 月、大原家より依頼の《組立式茶卓子》が完成する。
●第 6 回京都市美術展覧会（5 月 1 日 – 20 日）

《栃小筥》

昭和 17 年（1942）38 歳

林桂二郎の斡旋で、大原家住吉別邸の装幀家具制作の依頼を受ける。
●国画会 17 回展（3 月 26 日 – 4 月 6 日）

《欅拭漆茶櫃》《螺鈿梅白字小筥》
●第 7 回京都市美術展覧会
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宮内庁仮宮殿謁見の間備品《乾漆十二稜盒子》を制作する。

（5 月 1 日 -20 日 大禮記念京都美術館）

作を指導する。

《欅拭漆花櫃》

会）が組織される（昭和 38 年頃まで）。

《いろは四枚折屏風》（依嘱出品）

昭和 18 年（1943）39 歳

昭和 27 年（1952）48 歳

《拭漆文欟木小棚》《拭漆流稜文手筐》

この頃、陶芸家・石黒宗麿の紹介で、富山において制作活動を行う。

より、京都南禅寺別邸の床脇や座卓等を制作する。

《赤漆彫華紋手筥》（受賞）

京都府展審査員、京都市展依嘱となる。

戦争が激しくなるなか、「聖戦遂行の為の物資配給制度を信じて」頑固
に闇買いせず、栄養失調となる。
乾𠮷 学童疎開。

●第 8 回京都市美術展覧会

（5 月 1 日 – 20 日 京都美術館）
《溜漆文椀木飾棚》

建築家・熊倉吉太郎の紹介で、京都の北村又左衛門を知る。その依頼に

昭和 28 年（1953）49 歳

●第 5 回京展（4 月 28 日 – 5 月 27 日）

昭和 20 年（1945）41 歳

三井高遂の依頼により制作した《耀貝螺鈿碁器》が完成。

漆芸家・番浦省吾、竹中微風らと、復員してきた若い漆芸家を集め、漆
芸研究団体を造る（創人社か）。

石黒宗麿に懇請され、日本工芸会近畿支部の創設に協力する。
《拭漆文欅飾棚》（依嘱出品）
昭和 30 年（1955）51 歳

●第 2 回日本伝統工芸展（10 月 4 日 -16 日）

《拭漆楕円盆》《拭漆欅茶筥》《飾手筥》
昭和 31 年（1956）52 歳

日本工芸会の正会員となる。

昭和 23 年（1948）44 歳

1 月、京都工芸作家審議委員会が結成され、その審議委員兼常任委員と
なる（同会は 24 年春に解散）。

●第 4 回京都市美術展覧会（5 月 5 日 – 24 日）

《赤漆捻四ツ輪彫丸盆》（京都日日新聞社賞）
昭和 24 年（1949）45 歳

中井家のために、《朱沃地塗食卓》6 基などを制作する。
昭和 25 年（1950）46 歳

大原家より依頼の《拭漆欅大飾棚》が完成する。
昭和 26 年（1951）47 歳

木工家具の池田三四郎の要請により、北陸銀行富山支店北陸寮の家具制

●国画会第 38 回展（4 月 22 日 – 5 月 8 日）

《溜漆欅大平椀》

●第 16 回京展（4 月 26 日 – 5 月 10 日）

《耀貝螺鈿箸筥》（依嘱出品）

●第 11 回京展（5 月 3 日 – 17 日）

《拭漆飾棚》"

東宮御所備品《燿貝螺鈿盒子》を制作。

●第 6 回日本伝統工芸展（10 月 6 日 – 18 日）

昭和 35 年（1960）56 歳

NHK テレビ「木工の美」に制作協力・出演する。
●第 7 回日本伝統工芸展（9 月 27 日 – 10 月 9 日）

《拭漆文欟木飾棚》

《拭漆文欟木器局》《梅紙刀》

●日本人の手・現代の伝統工芸展

（8 月 27 日 – 9 月 25 日 東京国立近代美術館）
《拭漆文欟木飾棚》《拭漆楕円盆》《平棗》

●工芸五人展（10 月 11 日 – 16 日 大阪・阪急百貨店）
河井、浜田、棟方、黒田、芹澤の出品

●第 11 回日本伝統工芸展（9 月 29 日 – 10 月 11 日）

昭和 40 年（1965）61 歳

十二指腸ポリープ手術のため、京都バプテスト病院に入院する。手術の
経過は順調で、約 40 日で退院する。入院中、
「螺鈿いろは屏風」の構想
を練る。

京展四部（工芸）の審査員をつとめる。
●第 17 回京展（4 月 25 日 – 5 月 7 日）

《乾漆十字花盆》

●第 12 回日本伝統工芸展（9 月 21 日 – 10 月 3 日）

《耀貝螺鈿捻十稜水指》

昭和 41 年（1966）62 歳

宮内庁より昭和新宮殿の正殿「竹の間」
「梅の間」入り口扉表裏のノブ
及び飾り座板 4 組の制作依頼を受ける。

●国画会第 40 回展（4 月 22 日 – 5 月 8 日）

●第 3 回日本伝統工芸展（10 月 9 日 – 21 日）

●第 8 回日本伝統工芸展（9 月 26 日 – 10 月 8 日）

（4 月 26 日 – 5 月 1 日 日本橋・三越）

《赤漆の箱》《拭漆文欟木飾棚》（朝日新聞社賞）

●黒田辰秋漆芸展（11 月 京都・朝日画廊）

長椅子等を制作する。

《拭漆文欟木小筐》

富山県福光町に疎開していた棟方志功の紹介で富山市の中井敏雄・雪夫

昭和 22 年（1947）43 歳

県付知に仕事場を設け出張制作する。
《拭漆楢彫花文椅子》
、テーブル、

昭和 36 年（1961）57 歳

《赤漆四稜蕾形棗》（依嘱出品）

妻を知る。その依頼により厨子、食卓等を制作する。

映画監督・黒澤明より御殿場山荘の家具セットの制作依頼を受け、岐阜

●第 8 回京展（5 月 1 日 – 14 日）

昭和 21 年（1946）42 歳

3 月 23 日、次男丈二生まれる。

14 日）の企画に参加。6 月 7 日、
「日本の木工美」と題して講演を行う。

昭和 34 年（1959）55 歳

《拭漆欅葡萄杢飾棚》

●国画会第 27 回展（4 月 18 日 – 5 月 3 日）

●第 6 回京展（4 月 27 日 – 5 月 16 日）

番浦省吾、魚野自醒、堂本漆軒、井田宣秋らと共に出品。

《拭漆小筐》《螺鈿大棗》

《欅拭漆飾棚》

に渡る。途中、ソウルに立ち寄り、李朝の美術工芸に触れる。
（6 月 20 日 – 25 日 京都・大丸）

●第 5 回日本伝統工芸展（10 月 7 日 – 19 日）

《螺鈿中次》（依嘱出品）

昭和 19 年（1944）40 歳

●海軍献納漆芸展

●第 10 回京展（5 月 1 日 – 14 日）

《紙切り》（依嘱出品）

昭和 29 年（1954）50 歳

10 月、吉林郊外で在住日本人用の陶磁器制作の指導にあたるため中国
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この頃、岩井武俊、上田昌三郎ら約 30 名によって、辰秋会（作品頒布

昭和 32 年（1957）53 歳

3 月、河井寛次郎を団長とする「沖縄伝統工芸視察団」に加わり、沖縄
を 1 週間にわたり旅行する。

10 月、黒田辰秋木漆芸作品展に際し、志賀直哉の推薦文、武者小路実

芹澤銈介の要請を受け、長らく休んでいた「民藝館展」に参加する。
《拭漆欅座卓》
●民藝館展

昭和 37 年（1962）58 歳

●国画会 40 年の展望展

《赤漆丸座卓》（昭和 7 年作）

●第 18 回京展（5 月 1 日 – 13 日）

《赤沃地捻四稜棗》（依嘱出品）

●第 13 回日本伝統工芸展（10 月 4 日 – 16 日）

5 月、30 年ぶりに石川県山中を訪れ、我谷盆を復活させた林竜代を知る。 《拭漆文欟木飾棚》
●第 14 回京展（5 月 1 日 – 14 日）

篤の賛助作品（絵画）および推薦文を受ける。

《耀貝十二弁棗》（依嘱出品）

昭和 42 年（1967）63 歳

者に準ずるものとしてその作品が採用される。

《竹張小棚》

完成する。

11 月、皇居仮宮殿（宮内庁 3 階）の装飾用置物に、重要無形文化財保持
●現代美術十年の傑作展

（7 月 17 日 – 25 日 渋谷・東横百貨店）
《拭漆文欟木飾棚》

●第 9 回日本伝統工芸展（9 月 25– 10 月 7 日）

昭和 38 年（1963）59 歳

●第 10 回日本伝統工芸展（9 月 24 日 – 10 月 6 日）

4 月、新宮殿正殿用扉飾り 4 組完成。またこの年、
「梅の間」用大飾棚が
5 月 27 日 – 7 月 17 日、中近東、欧州を歴訪。スペイン・グラナダ郊外グ
アディスにおいて、白椅子製作を見学する。
●国画会第 41 回展（4 月 22 日 – 5 月 8 日）

（第 3 回日本伝統工芸展出品作）

《耀貝螺鈿飾筐》

《拭漆欅茶托》

《拭漆欟木二段飾棚》

（11 月 – 昭和 39 年 3 月 ロッテルダム、ミュンヘン）

（東京、ホノルル、ニューオーリンズ、ヒューストン）

●第 4 回日本伝統工芸展（10 月 8 日 – 20 日）
●黒田辰秋木漆芸作品展

（10 月 22 日 – 27 日 日本橋・三越）
昭和 33 年（1958）54 歳

日本伝統工芸展の木竹工監査委員となる。また同展木竹部会長となる。

●現代日本伝統工芸展（欧州巡回展）

昭和 39 年（1964）60 歳

4 月、第 28 回展（昭和 27 年）より休んでいた国画会展に出品、新会員
推薦を受ける。

5 月、京都国立博物館で開催の特別陳列「日本の木器」（5 月 12 日 – 6 月

●第 2 回ジャパンアートフェスティバル

●第 14 回日本伝統工芸展（9 月 26 日 – 10 月 8 日）

《拭漆文欟木厨子》《赤漆四稜蓋物》
昭和 43 年（1968）64 歳

新宮殿「千鳥の間」「千草の間」用《朱溜栗小椅子》30 脚及び卓子 10 脚
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完成。

●国画会第 42 回展（4 月 22 日 – 5 月 8 日）

《拭漆飾筐》

昭和 47 年（1972）68 歳

《金鎌倉捻四稜茶器》《拭漆花梨葡萄杢盆》

年より、岐阜県下呂に近い飛騨山中にあった旧家の移築工事を始める。

《神代欅彫文棚》

京都清水の工房が手狭になり、伏見区醍醐日野畑出町に土地を求め、翌

●第 20 回京展（4 月 23 日 – 5 月 5 日）

『黒田辰秋 人と作品』（駸々堂出版）が出版される。

●第 15 回日本伝統工芸展（9 月 10 日 – 15 日）

《欅拭漆盆》

《螺鈿乾漆飾筥》（依嘱出品）

《欅拭漆耀貝螺鈿いろは歌屏風》
昭和 44 年（1969）65 歳

毎日テレビ「日本のたくみ」に出演する。
●国画会第 43 回展（4 月 22 日 – 5 月 8 日）

《黒柿ペーパーナイフ》《拭漆手筥》

●第 16 回日本伝統工芸展（9 月 9 日 – 21 日）

《乾漆螺鈿飾箱》《梅紙刀》
昭和 45 年（1970）66 歳

4 月、重要無形文化財（木工芸）の指定を受ける。

昭和 51 年（1976）72 歳

●伝統工芸 木竹新作展（6 月 6 日 – 11 日）

11 月、京都市文化功労者として表彰される。

《花梨葡萄杢の器局》《金鎌倉茶器》

●第 19 回日本伝統工芸展（9 月 26 日 – 10 月 8 日）

京展審査員をつとめる。

《拭漆花梨葡萄杢手筐》

2 月、屋久島を訪れ、屋久杉を実見する。
●国画会第 47 回展（4 月 22 日 – 5 月 8 日）
●第 9 回人間国宝新作展（4 月 19 日 – 24 日）

《燿貝螺鈿茶器（腰張）》《螺鈿大名縞茶器》
●第 26 回京展（4 月 24 日 – 5 月 6 日）
●現代日本の伝統工芸展

3 月 26 日 – 31 日、日本工芸会木竹工部会研修会で、拭漆の指導を行う。

10 月、NHK テレビ「日本の美」（木工）に出演する。
11 月、紫綬褒章受章。

●第７回人間国宝新作展（4 月 6 日 – 11 日）

《蔦金輪寺茶器》

●四巨匠展（4 月 東京・高島屋）

永年の気管支喘息が全快する。

●第 10 回人間国宝新作展（4 月 10 日 – 16 日）

《根来茶器》《耀貝螺鈿大名縞茶器》

●第 27 回京展（5 月 1 日 – 13 日）《屋久杦器局》
●第 21 回日本伝統工芸展（10 月 1 日 – 13 日）

《乾漆耀貝螺鈿食篭》
●黒田辰秋小品展

（12 月 9 日 – 14 日 銀座・むね工芸）

浜田、棟方、芹澤、黒田

昭和 50 年（1975）71 歳

の応援四人展としても開催される。

8 月、NHK テレビ「精魂」に出演する。

同展は、5 月に岡山・天満屋百貨店での「バーナード・リーチ回顧展」
●第 18 回日本伝統工芸展（9 月 28 日 – 10 月 10 日）

《拭漆栃杢飾筐》《耀貝螺鈿斜線文飾箱》

●第 27 回日本伝統工芸展（9 月 23 日 – 10 月 5 日）

（10 月 4 日 – 11 月 9 日 奈良県立美術館）

●黒田辰秋−人と作品展
代表作 176 点

●特別展

日本の螺鈿

《螺鈿飾箱》（昭和 49 年作）等計 4 点
昭和 56 年（1981）77 歳

昭和 52 年（1977）73 歳

●熊谷守一・黒田辰秋二人展

（2 月 14 日 – 3 月 14 日 銀座・吉井画廊）

9 月、ジミー・カーター元米大統領、家族と共に工房を訪問。
●黒田辰秋展

●第 30 回京展（5 月 1 日 – 15 日）

（2 月 2 日 – 14 日 銀座・ギャラリー上田）

●第 13 回人間国宝新作展（4 月 7 日 – 12 日）

《拭漆欅手筥》《白檀薬壺茶器》

●第 24 回日本伝統工芸展（9 月 27 日 – 10 月 6 日）

《耀貝螺鈿流卍文吹雪》

●黒田辰秋展（10 月 25 日 – 30 日

日本橋・三越）

●工芸館開館記念展−現代日本工芸の秀作

（11 月 15 日 – 3 月 19 日 東京国立近代美術館工芸館）
《欅拭漆飾棚》（昭和 31 年作）
昭和 53 年（1978）74 歳

11 月、勲四等旭日小綬章受章。

●第 14 回人間国宝新作展（4 月 6 日 – 11 日）

●第 17 回人間国宝新作展（4 月 9 日 – 14 日）

《拭漆欅円盆》《茶杓七節》
●喜寿記念 黒田辰秋展

（10 月 16 日 – 21 日 大阪・阪急百貨店）
●現代工芸の精華−京都作家秀作展

（11 月 3 日 – 29 日 京都市美術館）

《沃地色漆文づくし手筐》
（昭和 23 年作）等計 7 点
昭和 57 年（1982）78 歳

6 月 4 日、急性肺炎のため京都市伏見区日野の自宅で死去。享年 77 歳。

法名「無碍光院殿達誉匠道素心大居士」
。

●第 18 回人間国宝新作展（4 月 8 日 – 13 日）

《白檀漆薬壺茶器》《螺鈿雷光文茶器》

《拭漆手筥》《朱四稜茶器》

《朱沃地斜線文筥》

（8 月 14 日 – 16 日 京都民藝資料館）

●第 25 回日本伝統工芸展（9 月 26 日 – 10 月 8 日）

●黒田辰秋木漆工芸展 並ビニ青田五良染織展
●第 2 回日本の巨匠展

2 月、関西テレビ「日本のナンバーワン」に出演する。

昭和 54 年（1979）75 歳

（9 月 2 日 – 7 日 日本橋・高島屋）

11 月 7 日 – 9 日、日本工芸会木工部研修会を行う。

●第 15 回人間国宝新作展（4 月 12 日 – 17 日）

《乾漆耀貝螺鈿飾筐》（昭和 47 年作）

●第 26 回日本伝統工芸展（9 月 25 日 – 10 月 7 日）

（11 月 3 日

年末、「京の市電を守る直接請求運動」の代表者の一人となる。
●第 11 回人間国宝新作展（4 月 10 日 – 15 日）

《神代欅器局》《耀貝螺鈿茶器》
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●日本の巨匠展（8 月 28 日 – 9 月 2 日 東京・高島屋）

《屋久杉銀金具小棚》《拭漆欅円盆》

（10 月 15 日 – 20 日 大阪・阪急百貨店）

《銀溜螺鈿梅吹雪》《銀溜螺鈿雷光文吹雪》

京展審査員。

《耀貝螺鈿茶器》

《朱沃地三面鏡》

《神代欅飾棚》

4 月、新工房及び住居が完成、転居する。

●伝統工芸 第 9 回近畿支部展

《銀溜螺鈿斜線文手筐》

《黒螺鈿六辨吹雪》

●第 20 回日本伝統工芸展（9 月 25 日 – 10 月 7 日）

●現代工芸名作展（11 月 姫路市山陽百貨店）

（於 都立工芸高校）

●第 23 回日本伝統工芸展（9 月 14 日 – 26 日）

《乾漆耀貝螺鈿飾箱》

昭和 49 年（1974）70 歳

昭和 46 年（1971）67 歳

●十和会（7 月 名古屋・丸栄）

《銀溜螺鈿斜線文手筐》

●第 17 回日本伝統工芸展（9 月 22 日 – 10 月 4 日）

《欅拭漆飾棚》《螺鈿飾小筥》

●第 29 回京展（5 月 1 日 – 15 日）

昭和 48 年（1973）69 歳

（6 月 30 日 – 9 月 19 日 中国の北京、瀋陽、広州、上海を巡回）

●万博記念第 22 回京展（4 月 20 日 – 5 月 4 日）

●第 16 回人間国宝新作展（4 月 10 日 – 15 日）

（5 月 6 日 – 11 日 大阪・三越）

《楡杢拭漆作り出し小筥》

《楡拭漆懸籠付文筥》

昭和 55 年（1980）76 歳

《銀溜螺鈿雷光文吹雪》（依嘱出品）

《拭漆栃葡萄杢飾筥》（依嘱出品）

●黒田辰秋木漆芸展

●第 12 回人間国宝新作展（4 月 8 日 – 13 日）

《拭漆花梨葡萄杢器局》（依嘱出品）

《縞柿紙刀》《拭漆手筥》

（4 月 14 日 -19 日 日本橋・三越）

●第 5 回現代名匠師弟展（1 月大阪）

●黒田辰秋木漆展

（11 月 17 日 – 12 月 9 日 赤坂・つくしぎゃらりい赤坂店）

《耀貝螺鈿中次》《茶杓》

《拭漆飾筐（栃葡萄杢）》

●第 6 回人間国宝新作展（4 月 7 日 – 12 日）

10 月、梅田・阪急百貨店での回顧展が開催される。

《欅器局》《金鎌倉四稜茶器》

●第 25 回京展（4 月 25 日 – 5 月 7 日）

京展審査員をつとめる。

●国画会第 44 回展（4 月 22 日 – 5 月 8 日）

《朱漆彫文飾箱》《朱漆捻四稜平棗》

《乾漆耀貝螺鈿飾筐》

《拭漆花梨葡萄杢飾手筐》

11 月、荒川豊蔵と姫路城を見学する。

●近代日本の漆芸展

（11 月 1 日 – 12 月 9 日 東京国立近代美術館工芸館）
《乾漆耀貝螺鈿飾箱》等近作 8 点

●第 8 回人間国宝新作展（4 月 11 日 – 16 日）

日本橋・三越で個展開催。同展に高松宮、同妃殿下、秩父宮妃殿下、三
笠宮、同妃殿下を迎える。

●第 22 回日本伝統工芸展（9 月 30 日 – 10 月 12 日）

12 月、高松宮、同妃殿下、工房を訪問。
《螺鈿黒漆大名縞手筥》

（朱沃地螺鈿大名縞手筥》

●第 29 回日本伝統工芸展（9 月 21 日 – 10 月 3 日）
●黒田辰秋先生を偲ぶ会

富山県福光・松村記念館）
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