利用案内

手作り体験案内

開館時間

美術鑑賞とセットで、沈金スプーン・箸の色付け、オリジナルのスト
ラップ絵付けなどがお気軽に体験できます。

午前9時から午後5時まで（入館は午後4時30分まで）

※ホームページより事前にご予約ください。

入館料

個人

団体（20人以上）

一
般
高大学生
小中学生

630円
320円
150円

520円
210円
100円

※展覧会等により変更することがあります。

館内施設案内

交通案内
朝市駐車場 P

文

●

249号線

線

9号

無料駐車場
完備

飛行機 ： 羽田空港
車

24

P

至門前

約60分

至曽

●

文

道の駅
輪島ふらっと訪夢
「輪島駅前」

のと里山空港 車＝約20分

： 金沢市内 のと里山海道利用＝約100分
〈自家用車・大型バス駐車場有
（無料）
〉

バ ス： 金 沢 駅

北鉄奥能登バス輪島特急＝約120分

乗 換 え のらんけバス 海コース＝約10分
徒

々木

１階
エントランスホール

市役所

歩 ： 道の駅・輪島ふらっと訪夢「輪島駅前」 約15分

日本 芸 術 院 会員や人 間 国 宝をは

じめとする 漆 芸 作 家 の 作 品 の
数々。漆ならではの表現方法と斬
新な作品からは、漆芸の可能性が
うかがわれます。

海老沈金吸物椀

（江戸後期）

老松沈金四段重

（嘉永元年）

蝦模様蒔絵手箱
高野松山

トイレ
EV

ミュージアム
受付
ショップ

沈金彫猫之図大皿
前

２階
展示室１

展示室２

EV

灰野昭郎文庫

展示室３

入口

道の駅・輪島ふらっと訪夢
「輪島駅前」下車

「漆芸美術館」
下車

輪島塗の歴史と文化

エントランスホール（1階）

1,000円（会員期間：1年間）
2,000円（代表者と生計を共にする2名以上の家族）
5,000円（特に友の会の発展に協力する個人及び団体）
ミュージアムショップ（1階）

灰野昭郎文庫（2階）

漆にちなんだオリジナルグッズ、
漆器、絵葉書、図書などさまざま
な商品を取りそろえております。

漆工芸に関する和洋図書、美術、
歴史、文化など各分野にわたる
約5000冊を開架収蔵。無料で
閲覧できます。

■アジアの漆芸

Welcome to

（明治）

the Elegant World
of Urushi

黒塗螺鈿提食籠

ベトナム

アジアを中 心 に世 界 に広 がる漆
（樹液塗装）文化。多くの国々に漆
と暮らす人々の文化が深く根付い
ています。

輪 島 塗のあらましを、
代 表 的 な 優 品 の 数々
にウルシの 木 や 製 作
道 具 等 を 交 えてご 紹
介しています。

魅力的な特典満載の友の会入会を随時受け付けております。

〒928-0063
11 Shijugari, Mitomori-machi,
石川県輪島市水守町四十苅11番地
Wajima,Ishikawa
T e l. 0768-22-9788
T e l. +81 (0)768-22-9788
Fax. 0768-22-9789
Fax. +81 (0)768-22-9789
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/art/

山水沈金扁額

漆芸は日本を代表する、世界に誇
るべき文化のひとつです。漆の里・
輪 島で育まれた輪 島 塗は永い歩
みの蓄積。作品の中に伝統のわざ
が生きています。

漆芸美術館

漆芸美術館

大峰

トイレ

漆芸美術館

友の会入会案内
個人会員
家族会員
賛助会員

松田権六

展示室４
会議室

映像
コーナー

●

講義室

会館

至穴水
のと 里 山 空 港

漆芸技術
研修所

片輪車蒔絵火鉢

（江戸後期）

●

輪島塗
会館

■巨匠の名品

朱漆塗片口鉢

輪島

● キリコ

永井豪記念館
●
輪島工房
朝市
長屋

■輪島塗

ようこそ

年末（12月29日から31日まで）
・展示替えによる臨時休館日

石川県輪島漆芸美術館は常時全室で漆芸品を展示している、世界で唯一
の美術館です。世界に誇る優れた漆文化の発信拠点として、1991（平成３）
年に開館しました。
建物の外観は正倉院の校倉造をイメージした特徴的なデザインで、吹き抜
けの広々とした館内では漆器の製作工程や漆芸作家の作品世界を紹介する
映像を鑑賞したり、充実した漆芸・美術関連図書を自由に閲覧することがで
きます。
展示ではさまざまな展覧会のほか、日本を代表する漆器として知られる輪
島塗の歴史と文化を常時ご紹介しています。
生活様式の変化により、昨今は人々の暮らしから漆器が離れつつあります
が、当館ではより多くの方々に漆との感動的な出合い・ふれあいがあるよう、
コンサートやワークショップなど様々な取組みを行っています。

当館の所蔵品

麗しの漆空間へ

休館日

世界で唯一の漆芸専門美術館

鶴若松蒔絵杯

（弘化２年）

松竹梅蒔絵瓶子

（明治～大正）

花文蒟醬合子

タイ

神像飾堆漆金彩食籠

ミャンマー

Wajima Museum of Urushi Art

径50センチ、樹高3～10メートルほどに成長し、
日本・中国・朝鮮に
分 布しています。東 南アジアには、
ウルシと主 成 分は異なります
が、近似した樹木（ハゼノキなど）が分布し、
ともに樹液を利用した
塗装文化が生活に根付いています。

じゅ ぐ

具・呪具・食器・調度品などさまざまなものに利用され、精神
性を備えた塗料として日本人の精神文化の形成に深い影
響を与えてきました。漆は日本人の基層文化の１つといって
いいでしょう。
漆の硬い塗 膜は鉄を溶かす塩 酸・硝 酸、白金や金を溶
かす王水、陶磁器やガラスを溶かすフッ化水素に対しても
ほとんど変 化をおこしません。漆 塗 膜は、時 間をかけて透
明 度を増し、柔らかに包み込む麗しい光 沢が生まれます。
いや

ちん きん

ら

感 性の塗 料、癒しの塗 料ともよばれます。蒔 絵や沈 金、螺

でん

いざな

鈿などを用いた漆 芸 作 品からは、時 空を超えた世 界に誘

われることでしょう。

11月にかけて採取しますが、1本の採取量は10～15年木でわず

き うるし

か100～150mlほどです。夾雑物を取り除いた水分の多い生漆
かくはん

を、
ナヤシ
（攪拌）
とクロメ
（水分を3％前後に減らす）
という精製工
程をへて、はじめて漆が塗料となります。適当な湿度（65～80％）
と温度（セ氏20～30℃）のもとで固まると、強いばかりでなく、漆黒
そこつや

とよばれる底艶のある美しい塗膜が生まれるのです。
＊ウルシ
（ウルシノキ）は樹木、漆は樹液や文化の総称。
ウルシなどの植栽地域

Throughout history urushi has been used in a wide
variety of ways such as personal adornments,
religious items, eating utensils and furnishings for at
least 9000 years since the early Jomon period. It has
also had a deep inﬂuence on the evolution of the
spiritual culture of the Japanese and as a coating
medium it is believed to possess spiritual properties.
It is perhaps no exaggeration to say that urushi is
one part of the underlying culture of the Japanese
people.
A hardened coating of urushi is almost completely
unaﬀected by hydrochloric acid and nitric acid which
dissolve iron, aqua regia (nitrohydrochloric acid)
which dissolves both platinum and gold or hydrogen
ﬂuoride which dissolves both ceramics and glass.
The degree of transparency and rich luster of the
urushi coating increases with time. It has been
referred to as a coating material of both sensitivity
and healing. With the decorative techniques of maki-e
and chinkin which employ such techniques as raden
(shell inlay), it becomes possible to create urushi
works of art that conjure up a world that goes
beyond space and time.

能登半島は縄文時代以来、今日の輪島塗まで、連綿と漆文

輪 島 塗は江 戸 時 代 前 期（ 1 7 世 紀 ）には京・大 坂に進 出し、

化の系譜をたどることができる稀有なところ。
なかでも輪島市は

1 8 世 紀 後 半 以 降、分 業 化を進めて上 質の朱 塗り膳 椀を量 産 。

け う

日本の漆文化が凝縮したエリアであり、市内そこかしこで漆文

ぜんわん

おや

みなと

沈 金 、蒔 絵 の 装 飾も発 達しました。天 然 の良 港 である親 の 湊
え ぞ ち

（輪島港）から、蝦夷地（北海道）
と大坂を結ぶ西廻り航路の整

化にふれることができます。
輪島塗は全国の漆器産地で唯一、重要無形文化財に指定
（1977年）
され、木製漆器の生産量は日本一を誇ります。その

えとろ ふとう

備によって、北は択 捉 島から西は山口県にまで販 路を拡 大し、
輪島塗の名声を高めたのです。

大きな特徴は、柔らかいケヤキ木地の上に、漆・米糊と混 ぜ合

明 治 維 新によって京 都 、江 戸 、尾 張などの大 産 地が没 落す

わせた珪藻土の粉末（地の粉）
を塗り重ねることによって、堅牢

るなか、輪 島では他 産 地の職 人を呼び 込むことによって活 況を

けいそう ど

じ

こ

のみ

る装 飾 技 法のひとつです。上 塗り漆の固い塗 膜 面に鑿で文

Durable Elegance, Refined Luster and Technique

けんろう

ちんきん

まき え

様を彫り、その彫り跡に漆で金箔・金粉を付着させます。沈金
けんろう

は輪島塗の堅牢な塗りのもとで花開いた彫りの妙技で、漆黒

檜素地沈金蒔絵菊文椀
輪島塗技術保存会

に浮かび上がる繊細で優美な意匠が特徴です。
まき え

蒔絵は、蒔絵筆を用いて漆で文様を描き、金銀粉などを蒔
いて付着させる技法です。輪島では江戸時代の18世紀末に

輪島塗の長い歴史を支えてきたのは、その技術の確かさ
にほかなりません。分業化された専業の職人により各工程を

は簡単な蒔絵が行われていました。明治中期ごろから本格的

すすめ、漆 特 有の格 調のある深い艶を備えた漆 器に仕 上

な蒔 絵が導 入され、
より華 麗な世 界を演出し、輪 島 塗に華を

げていきます。

添えることになりました。
きゅうしつ

輪 島 塗の製 作 工 程は木 地 づくり、髹 漆（ 漆を塗ること）、

沈

ちんきん まき え

装飾（沈金・蒔絵などで文様をつけること）からなります。
わん き じ

ひきもの

まげもの

さしもの ほお き

じ

（刳物）に細分化されています。椀木地にはケヤキ、曲物・指
物にはヒノキやアテ（ヒノキ－アスナロ）、朴木地にはホオノキ

呈し、従来の沈金に加えて、本格的な蒔絵が発達する契機とな

時代（15世紀）の大屋荘域から発掘されるとともに、輪島市内

りました。第 二 次 世 界 大 戦 後は、中国からの漆 輸 入がとまり、大

の重 蔵 神 社に残る棟 札（ 1 4 7 6 年 ）に塗 師の名 前があること、

半の産 地が化 学 合 成 塗 料（ 近 代 漆 器 ）に転 換するなか、輪 島

同 社の造 立 時（ 1 5 2 4 年 ）の朱 漆 塗 扉 が 現 存することなどか

塗は伝統的技術を守りつつ、パネルやテーブルなど新たな漆工

ら、中世後期には初期の輪島塗が生まれていたと考えられるよ

芸 品の分 野を開 拓しました。1 9 6 7（ 昭 和 4 2 ）年には現 在の石

地）。地の粉に含まれる珪藻には微細な孔が多数あり、漆を

蒔

うになりました。

川県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所が設 立（当初は輪 島 市 立 ）。多く

よく吸収して堅牢な漆器のベースとなります。中塗りの後、
さ

Wajima is an area where the urushi culture of Japan is particularly concentrated.
Wajima is the biggest producer of wood-based urushiware in Japan and in 1977
Wajima-nuri became the only urushiware producing area in the country to be
designated as an important intangible cultural asset by the Japanese government.
The main distinguishing feature of Wajima-nuri is its durable undercoating that is
achieved by the application of multiple layers of urushi mixed with powdered
diatomaceous earth (ji-no-ko) onto delicate zelkova wooden substrates. These
characteristic traits have been identiﬁed in a bowl that was excavated from a site
dating back to the Muromachi period (ﬁfteenth century), a building plaque with the
name of a nushiya (urushi producer) that dates back to 1476 which has survived in
the Juzo Shrine in Wajima, and a vermilion door that dates back to the
establishment of the shrine in 1524. These artifacts suggest that Wajima-nuri had
already been established by the latter part of the medieval period.

の漆 芸 作 家を輩出し、漆 文 化の新たな創 造に挑 戦しつつ今日

らに一 片のちりも許さない吟 味を重ねて上 塗りを施します。

に至っています。

以 上の工 程は、手 数では7 5～1 3 0 回におよび、完 成までに

じゅうぞう

むなふだ

ぬ し

などを適材適所に用います。
こうえん

こ

朱漆塗八隅膳・椀（17世紀）

じ

ほんかた

粉と漆・米 糊を混 ぜた下 地 付けをくり返し行います（ 本 堅
けいそう

あな

けんろう

The most important supporting factor in the long history of Wajima-nuri is without
doubt the reliability of its technique. Each stage of the production process is carried
out by specialist craftsmen in a division of labor at each production stage to
accomplish elegant urushiware with a beautiful luster.
First, the most appropriate kind of wood is chosen from a number of varieties.
Next, in the process of kyushitsu (the application of layers of urushi) cloth is used to
reinforce the rims, and undercoats mixed with ji-no-ko are applied. In total, there
are from between 75 to 130 stages in the process all carried out by hand. In
addition, decorative techniques are also employed such as chinkin, where gold is
ﬁxed into carved patterns on urushi surfaces using urushi as an adhesive, and
maki-e in which patterns are drawn with urushi and then gold or silver powder is
sprinkled on to make designs which set oﬀ the urushiware with vivid color.

椀 木 地 W a n k i j i

絵

M a k i e

The Travels of Wajima-nuri − with the Spirit of the Nushiya

半年から1年の期間を要します。

ぬ

江戸時代以降の輪島塗の急速な普及の背景には、輪島塗

し や

師屋の努力がありました。塗師屋は高度な技を持つ職人集団

を統轄して、上質のモノづくりを行う漆器製造販売業者です。
わんこう

販路拡大の一策として編み出した「椀講」は、顧客との強い

結びつきを維持しながら、代金支払いの負担を軽減するシステ

ムです。
京・大坂はもとより、海を越え遠く離れた地域での顧客を獲得
するために、塗師屋は高い教養を身につけ、文化人として商売
に臨みました。彼らの創意工夫の積み重ねにより、今日、輪島塗
は日本を代表する漆器として名を馳せているのです。

The historical background to the success of Wajima-nuri lies in the activities of the
nushiya. Because they travelled by sea to distant places to sell their products, the
nushiya would educate themselves to a high degree to go out into the world as men
of culture in their eﬀort to secure customers. As a result of the unique and
ingenious experience that they accumulated, the name of Wajima-nuri today enjoys
the status of being the representative urushiware of Japan.

渡海船（北前船）

朱漆塗扉（重蔵神社所蔵）

ぬの き

髹漆の工程では、口縁などを布で補強（布着せ）
し、地の

じ

In the early part of the Edo period (seventeenth century) Wajima-nuri spread to the
Kyoto and Osaka area and by the latter half of the eighteenth century a division of
labor in the production stages had become established and high quality vermilion
household tableware sets for ceremonial occasions were being mass produced. The
decorative techniques of chinkin and maki-e also continued to develop. Wajima is
blessed with geographical features that make it a ﬁne natural harbor and through its
historical importance as a port on the sea route between Hokkaido and Osaka, the
reputation of Wajima-nuri spread and its market expanded to all parts of Japan.
As a result of the Meiji Restoration, the importance of Kyoto, Edo and Owari as large
production areas collapsed and craftsmen from many areas were encouraged to come
to Wajima which brought further prosperity to the town. After the Second World
War, because the importation of urushi from China was halted, the majority of urushi
production areas converted to synthetic resins
but Wajima-nuri continued to be produced
with the same traditional techniques and new
areas for urushi products such as panels and
tables began to be developed. Even today,
Wajima still continues to produce many ﬁne
urushi artists.

C h i n k i n

まず木 地づくりでは、椀 木 地（ 挽 物 ）
・曲物・指 物・朴 木 地

な下 地を作り出すことにあります。
この特 徴を示す椀が、室 町
お やのしょう

金

くりもの

塗師屋魂とともに
―

ウルシの樹皮と木材の中間にあたる漆液溝に傷を付けると、傷
口を塞ごうとして乳白色の樹液が滲み出てきます。
これを6月から

The deciduous urushi tree is distributed throughout Japan, China and Korea. By
carving short grooves into the trunk of the urushi tree and other similar species, sap
can be collected. The use of this sap as a coating material has become well established
in many Asian countries.
When incisions are made in the tree to the layer of urushi sap between the bark and
the trunk, a milky-white colored sap starts to ooze out. The sap is collected from June
to November and about 100～150ml of urushi can be obtained from one tree. Ki urushi
is the name given to unprocessed urushi after it has had impurities removed and this
can be reﬁned into nayashi and kurome urushi（in which the water content has been
reduced by about 3%）. In an environment with a suitable humidity（65～80％）
and
temperature（20～30℃）it hardens into a strong coating with a beautiful luster.

まき え

An Urushi Culture from Time Immemorial is
Preserved through Wajima-nuri

ちんきん

江 戸中期より始まったといわれる沈 金は、輪 島 塗を代 表す

旅する輪島塗

ウルシはウルシ科ウルシ属ウルシ種に分類される落葉高木で、

感性の塗料、癒しの塗料
―

アジアで育まれる漆文化

An Urushi Culture Developed in Asia

漆は少なくとも約 9 0 0 0 年 前の縄 文 時 代 早 期から、装身

中世の漆器・輪島市山岸遺跡（13世紀）

堅牢優美、風格の艶と技

約7000年前の漆塗り櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛

悠久の漆文化を継承する輪島塗

漆は日本人の基層文化

Urushi is Part of the Underlying Culture of Japanese People
−A Coating of Sensitivity and Healing

髹

漆

K y u s h i t s u

