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平成 24 年度 陶校同友会講演会 「昭和の京焼・清水焼」 
講 師：京都府陶磁器協同組合理事長  河 井 透 

大手前大学総合文化学部専任教授  岡  佳 子 
進 行：陶 校 同 友 会 長   森 里  陶 楽 

日 時：平成 24 年 11 月 5 日（月）午後 3 時～４時 30 分 
場 所：京 都 府 立 陶 工 高 等 技 術 専 門 校  講 堂 

 
開 会  森 里  陶 楽陶校同友会長 （以下「森）」と記載します。） 

 今回は対談形式でお話させていただきます。京焼と言うのは京都の「都の文化」に支えられた焼き

物ですが、かつてそれとは全然違う焼き物もあるという運動があり、そうした運動の中心で活躍され

た河井寛次郎先生の甥御さんである河井透先生（以下「河）」と記載します。）と、陶磁器の歴史がご

専門の岡佳子先生（以下「岡）」と記載します。）に、民藝の運動についてお聞きしたいと思います。

では早速、岡先生、民藝運動がどのように始まったのかについて、お話いただけますか。 
 
＊民藝運動とは 
 
岡） 民藝は大正末期に、柳宗悦という思想家であり、美術史家でもあった人によって唱えられた思想

と私は考えております。無名の陶工たちが無心に作っていく雑器の中に、おのずから備わった美を

見つけ、その価値を認めようとする考え方です。柳はそれらの雑器を「フォーククラフト」、「民藝」

と言いました。「民衆的工芸」と言われることもありますが、いずれも柳の造語です。実用的で、

量産品で安価であるなどの特色があります。庶民の労働の中から生まれる美しさ、こういう物を愛

する考えです。やがて関東大震災後に柳は京都に移住し、河井寛次郎や濱田庄司らの陶芸家たちと

出会います。更に富本憲吉やバーナード・リーチにも賛同を得ました。 
 大正１５年に「日本民藝美術館設立趣意書」を、柳・河井・濱田・富本の４人連名で発行し、無

名の工人たちの作品の中に美を見出すという運動が始まり、昭和初頭にかけてその運動は広がりま

した。同時に、関西では信楽とか丹波立杭、九州の小石原や小鹿田焼など全国の民芸陶器を発見し、

紹介しました。更に河井寛次郎、濱田庄司、富本憲吉も、民衆の芸術に沿った作品を作る事で、大

きな運動となっていきました。 
民芸運動が始まる以前、明治末から大正の初めにかけて、美術史研究に陶磁が取り入れられるよ

うになり、一番に研究対象となったのが京焼です。例えば仁清とか乾山とか。それから中国の官窯

タイプの青磁や白磁、柿右衛門、九谷などです。これらが鑑賞陶器と称され、高い価値を見出され

ました。もうひとつは茶陶です。茶の湯のための焼き物も評価されました。 
そのような評価に対して地方の窯の雑器の方が美しいんだという運動が、柳を含めた陶工の方々

の中で出てきました。「鑑賞する陶器」に対して、「民藝」（無名の陶工たちが無心に作っていく雑

器）というものに美を見出したのですね。 
 
森） 美を見出す観点が今までとは違う。それはある種、思想というのもあるのですね。 
 
岡） そうですね。とくに柳、濱田はイギリスへ留学し、イギリスのフォークロアの運動にも非常に感

化を受けます。日本でも白樺派文学なども民芸と同時期に起こります。 



 

2 
 

 
森） その当時あまり美術品としての見方をされていなかった物を世に紹介して、「こういう物の価値

観である。」という運動だったのですね。河井先生にもお聞きしたいのですが、河井寛次郎先生か

ら直接お聞きした事を、その当時の話なんかも思い出しながらお話していただけたらと思います。 
 
＊河井寛次郎先生の作陶  
河） 寛次郎という人はね、つかめないんですよ。ひょうひょうとしていると言いますか、私がこの世

界に入りました時に挨拶に行ったのですが、まだ私が二十歳の時だったか、そんな子供に対して言

った言葉が「ものづくりは行者である。」と。「一旦土を手にしたら、これを一生全うしろ。途中で

性に合わないとか言って辞めるんだったら、今辞めといてくれ。我々は乞食してでもやらないかん。」

という事ですね。二番目に言われたのは「多くの方が陶器をしたい。そういう方が沢山おられる。

だけど家庭の事情や色んな事情で出来ない人がおられるんだ。我々はその人たちに代わって陶器を

させてもらうのだから、皆さんに使ってもらう物を作れ。」と。最後三つ目には「仕事というのは

本来楽なもんじゃない、仕事というのは苦しい物や。苦しいからといって不満ばっかり言うもんじ

ゃなしに、その仕事の中から喜びを見つけよ。」こんな事を行くなり言われたんですね。全部聞き

ながらどきっとすることばっかりですよね。今でも私の一つの座右の銘になっていますし、実際そ

れを元にして寛次郎は作陶に励んでいたと思います。人に使ってもらえる物を作れ。というのが口

癖でしたね。 
 
森） やはりその辺は民藝の考え方として、日常使いというのが外せない部分だったのですね。 
 
河） そうですね、外せない。ですから、食器を作れと言っていました。組み物を作れと。いわゆる単

品じゃなしに、お皿とかの組み物を作れと。組み物は六客にしろと言われました。なぜ六客ですか

と聞いたら、日本人は「四」という字を嫌う。五客にしていると、一つ欠けると「四」になっても

う使わないから六客にしろと。六客だったら一つ欠けてもまだ五客あるという事で、食器は全部六

客にしました。そうすると湯呑みは、箱に入れるとコンパクトになるんですね。五客でやっておら

れると長い一尺くらいの箱になるんです。それが六客にすると半分になってコンパクトになって、

これは良いなという事がありましたね。 
 
岡） 西洋の食器は六客組ですね。そこから来ているわけではないんですか？ 
 
河） そういう事もあったとも思いますけれど、「四」という数字を嫌いますから一つサービスしよう

という事ですね。今も六客でやっています。 
 
岡） 古い日本の食器は十個組、二十個組が多く、五個はあまりありません。十個が一つの単位で、そ

れじゃ多すぎるから半分でという感覚で、今の五個組になったようです。 
 
森） なるほど。でもやはり、日常使いの器として長い事使って頂くというのがひとつあるのでしょう

ね。河井寛次郎先生はどういう形で民藝をされたのかお聞きになっていますか？ 
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河） 民藝という事で言うと、柳先生との出会い、それから濱田先生との出会いですね。それによって

民藝の世界に入っていったと聞いております。結局、自分はこの仕事をさしてもらっているんだと

いう事なんですね。そういう気持ちが大事だったと思うんです。だから皆さんに使ってもらう物を

大事に作らないかん、という事をずっと思っていたと思いますね。 
 
・京焼に対して 
森） あとお聞きしたいのが、そういう運動をお知りになる前は、京都のやきもの、しいては他のやき

ものに対してどのような見方をされていたのでしょうか？ 
 
河） 京都で釉薬の勉強させてもらっていますし、五代目清水六兵衛先生に師事していました。今、五

条にある記念館になっているところも六兵衛先生から土地を提供していただいたと聞いています。

その時代はいわゆる旦那衆と言いますか、スポンサーの方、贔屓にして下さる方たちの財力によっ

てさしてもらっていたのですけれど、京焼に対してどうというのは何にも言っておりません。近所

におられた青磁の先生方から色々学んで、造形的にも京都の京焼清水焼をやっておられる方々から

ヒントを得たりしながら、自分の物を作り上げていっていました。決して除外する、自分の枠には

まるんじゃなしに、京焼も認めつつそしてその中から自分に合うものにアレンジしていったという

風に思っています。 
 
  亡くなる前に言っていたのは、やはりこの京都という窯業地のお蔭で、これだけの仕事をさせて貰

ったと言っていましたね。そういう物を見つつ取り入れつつ、色んな物を作り上げていったのでは

ないかと思っています。 
 
森） ほかに寛次郎先生からお聞きした作陶の考え方などお聞きしたいのですが。 
 
河） 使っていただく物を作らしていただくということは、原点で第一ですね。その中で、作品の真似

をするわけにはいきませんから、叔父の作品を見ながらいかにそれから上手く逃げてやろうかなと

いうのを考えるのですが。いろんな面で、全てのことを寛次郎はやっているんですよ。だからなか

なかそこへ割り込んで行くというのは非常に難しい。 
 
森） 例えばどういう風なことをやられていたのでしょうか。 
 
 
河） 記念館にも出しているんですけれど、寛次郎は本当に中国を崇拝していたんですね。日本の文化

は中国から来た物やと言うことで。ですから呉須という字を、「呉洲」と書くんですね。これは何

ですかと聞いたら「呉の国」中国だと言う。日本の文化は全部中国から来ている。そういうことを

真摯に受け止めていました。私が入ってまだ新入りの頃に、新しい作品を作っていたんです。中国

に似ているなと思って「叔父さん、それは中国のですか？」と聞いたら「そうだ、五千年前の仕事

をしている。」そういう答えが返ってくるんです。形が良いとかもっと具体的なことを教えてくれ

るかなと思ったんですけど。そういう禅問答みたいな答えを返してくるんですね。 今でこそコマ

ーシャルで五千年の中国と言ってますけど、まだコマーシャルにも出る前に、俺は五千年前の仕事
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をしているんだと言っていた。それ言われたら、次質問するのがちょっと辛くなりましたね。 
 
森） やはり寛次郎先生のやきもののベースというのは中国陶器というのが歴然としてあるのですか？ 

技術もそういう古来の物を模してそれと戦われていたというのがありますよね。 
 
河） あると思いますね。その中からまた新しい自分を見つけようと。 
 
 
＊半農半陶の工芸品民藝と京焼民藝 
 
森） 京都の民藝というのは、京都の技術がベースにあったんですけれども、本来の民藝はやはり概念、

思想、何であるべきかというのがありますよね。「日常使いの物である」「半農半陶である」という

風な。 
 
岡） 大切なことは、京都の民藝運動は、柳宗悦が発見した地方の民藝陶器とどう違っているのかとい

うことでしょう。民藝陶器を焼いた小鹿田とか信楽は半農半陶の村ですけれど、明治４年に信楽の村々

から滋賀県に提出した陶業図には、女性が描かれているんです。例えば轆轤をを助けるヒデシと呼ばれ

る女性、施釉や成形作業に女の人が加わったりします。丁度同じ頃に京都の窯が京都府に提出した「陶

磁器説」という絵図があるんですけど、ここには一切女性は出てこない。古くから京都では専門の轆轤

師や絵付師などの職人によって、工程が分業化されていました。その中で高度な技術を継承していくと

いうのは男の役割でした。一方、半農半陶というのは農業をやりながらやきものを焼くわけですから、

農閑期に女も子供もみんな総出でやきものを焼きますから、それで女が陶業図に描かれるわけです。 
その意味では京焼と、柳宗悦が発見した半農半陶の窯場は、技術面から見ると、全くレベルが違うので

すね。日常使いの無心の美は、一つの思想としてはあったかもしれないけれど、実は京都で制作してお

られた河井寛次郎先生や富本憲吉先生が求めていたのは、やはり先ほど先生がおっしゃった高い技術を

もとに、中国陶磁を模倣していくというような形ではなかったかと思います。「半農半陶の村のようにや

きものを焼きなさい」ではなく、専門の職人による京焼の高い技術が、京焼の民藝の基盤になったと思

いますね。その高度な技術を今度は民藝の作家がどういう風に生かそうとしていくのか。 
 
森） 民藝の美しさというのは、「半農半陶で無心に作られたやきもの」の中に見つけられた。ただ見

つけただけじゃなくて、それを運動という形で展開させていく中で、「京焼き」という基盤の中に、

ある種発展していった部分があるわけですね。 
 
岡） 透先生、寛次郎先生の中では少しも京都にいることについて矛盾は無かったわけですよね。 
 
河） なかったですね。 
 
岡） これは大変大切なことだと思うんですね。小鹿田や信楽に行って焼こうっていうものじゃないん

ですよね。 
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＊京焼の登り窯と専門職 
 
森） 例えば私が備前のやきものをやりたいと思うと、京都では復元は難しいわけです。その土地に行

かないと。でも、そのやきもの自体ではなくて、「民藝」というものの捉え方、考え方というのが

我々の知っている民藝運動ではないかなと。 
そこで、京都では何がベースかというと、やっぱり高い技術力、そして専門職がいた。まあ、高

いか低いかは別にして専門職がいたということが大きいですよね。 
 
岡） 高い技術を伝承させていく窯焚師や、轆轤師がいたことは重要だと思います。 
 
森） 私が聞いた話でも、昔は轆轤師でも徳利ばかりを挽く人。それから急須ばかりを挽く人。轆轤師

だからといって、ありとあらゆる物を作るわけではなくて、得意分野があった。それだけ技術的に

も分業が広がっていたと聞いています。その中で、登り窯も違ったのでしょうか？京都の登り窯の

特徴というのはどういうところにあるのでしょう？ 
 
河） 備前は全部袋が同じような焚き方やったと思うんですけど、京都は大体九袋あって、還元・中性・

酸化の全てが出来る焚き方が出来たのですね。八の間と捨て間が一つあって、九つあるんですね。

捨て間というのは、八の間を保温させるために作っているわけですね。だから大体九袋ありました

ね。そこで全てが焼けるわけなんです。 
 
森） それは間によって違うのですか？ 
 
河） そうです。一の間、二の間が還元ですね。三の間は中性。中性ですと、茶陶で喜ばれる御本手で

あったり、斑が出たりする。四、五、六になると酸化となるわけです。 
 
森） 登り窯で酸化を焼くのは難しい気がするんですけれど。 
 
河） 放っておいたら出来ますよ。酸化は楽なんです。薪をくべてね、おきが無くなってからくべたら

良いんです。還元はのべつまくなしに薪をくべなあきませんから。一の間、二の間は還元ですけれ

どね、これはプロが焼きます。窯焚きさんと言ってね。 
 
森） 窯焚きさんって我々もよく聞くんですけれども、全ての窯を焼くわけじゃないんですね。 
 
河） 何組かありましてね、四人一組なんです。最盛期だったら、五条地区、・泉入寺・日吉となると、

何十基でしょうかね。それを各窯焚きさんが組になって、ここの窯とこの窯を持つ。ということを

して回っておられたんです。でもね、たとえ熟知していても完璧ではないですね。 
 
森） やはり任しっきりではあかんのですか。 
 
河） まあ、任しっきりなんですけれども、窯の詰め方によって変わってくるんですね。丸さやを使う
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人もあれば、角のさやを使う人もいる。だから詰める間隔によって変わる。隙間を空ける人もあれ

ば、ぴちっときつく閉める人、癖がありますからね。大体３７㎝と４０㎝くらいの棚板が十二枚敷

いてあるんです。そして自分の生産能力において、うちは二枚借ります、三枚借りますとか言って

ね。 
   陶器屋さん一つで窯やろうと思ったら、従業員を雇って自分のところで焼くとなったら、会社組

織になってしまう。他の窯は、窯主さんがいて、周囲の陶器屋さんがそこへ持っていって、自分で

組んで、大体十五軒から二十軒で一つの窯をやっていました。 
 
森） 一部屋でも借りられるけど、それに限るわけではないと。昔ちょっと聞いたことがあって、共同

窯の時は仕事を起業しやすかったと言っておられました。何故かと聞いたら、轆轤と素焼出来る小

さい窯さえあれば出来ると。登り窯は共同なので、今おっしゃっていたように板貸ししていたら凄

く焼きやすいですね。その方は最初、さやも無かったから一回目焼く時はさやを借りて焼いて、そ

れでお金が出来たから、さやを買って二回目はその自前のさやで焼いたという風に、非常にやりや

すかったと聞いています。そういったやきもの屋の文化があったわけですね。 
 
河） 京都のやきもの屋は零細企業ですから、窯のオーナーがいて貸していたわけですね。それで窯代

を取って運営していました。 
 
森） 当然共同ですから、他の窯元とも顔を合わせるわけですよね。そこで色んな交流はあったのです

か？ 
 
河） 窯が一つの社交の場だったんですね。そこで情報交換をしたり、色んなことが学べた。窯の焚

き方、土や釉薬のこと。それとどういう物が売れ筋かとか。窯詰もそれぞれ皆さん違いますけれ

ど、都おどりの団子皿を一間借りて焼かれるその窯詰めの早さ・技術は圧巻でした。 
大体、一の間が磁器の染め付けですね。二の間、三の間が土物。もちろん窯によって一の間、

二の間を磁器にされるとこもあると思います。その時はそういう焚き方をせなあきません。今は

もう電気、ガスになって、自分の家で好きなように出来るわけですけれど、当時の登り窯では、

親の死に目にも会えないというのが我々のひとつの言葉でした。「火が入るぞ。」と一回言えば、

親が危ない時でも窯を空っぽにするわけにはいかない。納期のこともありますし、延ばすことが

出来ないんです。責任を持ってその部分は自分で詰めるというのが、我々の協定だったのです。 
 
森） 聞いたことあります。窯詰めが遅かったら下から煙が上がってくるし、扇ぎながら詰めて、もう

大変やったとか。 
 
河） それは癖なんですよ。その人はその煙を吸わなあかんのやね。早く詰めて下さいと言っても癖で

ね、遅く詰めに来てね「火くべるぞ。」言うても「ちょっと待ってくれ。」と、狭間穴（さまあな）

という煙の通る穴に新聞紙を当てて、煙が来ないようにして窯詰めをしてね。それをやらんとその

人は窯を詰めた気がしない。毎回同じ人がやっていました。それと、窯を詰める人も大変なんです。

近くの人は良いですけど、私のとこに来ておられた方は、約 1kｍくらいですかね。以前は市電が通

っていたので、終電車が終わってから窯詰めに来られるんです。夜中の零時からリヤカーで運んで
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来て、朝まで徹夜して窯詰めされておられました。大変だったと思います。天気の良い日はいいん

ですけど、雨でも皆さん責任を全うしておられましたね。 
 それは、もの凄く厳しかったです。窯は一つの風物詩だったりする。だから旅行者の方も、さん

板担いで窯詰めされる人を見て喜んでおられましたね。今はもう、そういうものは全く見られなく

なりました。寂しいですね。 
昔は登り窯に行っている人の親睦会があったりしました。もともと五条組合は登り窯の組合なん

です。それによって我々も勉強させてもらいました。上下関係なしで親切に教えていただいた。「お

前、轆轤下手やなぁ。」とか言われてね。そういうこともあったんです。 
 
森） 詰めている物見たら、一目瞭然ですよね。そういったとこまで、職人としての交流があったので

すね。 
 
河） そうです。ものづくりの心構えとかも、そういう中で教わりました。 
 
森） その当時の職人と言われる方は、どんな方がおられましたか？何が一番印象的でしたか？ 
 
河） 一番苦しんでおられたのは窯焚きさんでしょうね。皆焼き方が違いますからね。同じ磁器でも、

呉須の色や熔け具合の温度というのがある。だからそういう面で非常に苦労されたと思います。 
 
森） 呉須の発色というのは温度とか還元の雰囲気で大きく変わるんですけれど、当時からそういうこ

だわりを持ってやられていたのですね。 
 
河） それぞれの家の特徴がありましたから、それに基づいてやられるわけです。窯主さんも大変だっ

たと思いますよ。割木も乾いた物を使わないといけません。そういった物も窯を持っている者が管

理しないといけません。私も窯を管理させられましてね、窯出しの時に「窯はどうでした？」と聞

くわけです。みんな男の人ですから、「まあ、焼けてるわ。」ということで。そしたらお金貰えるな

と思って行くと、奥さんに「あんた、窯悪かったで。」と言われて謝って帰ってね。 
 
森） なんぼ窯主と言っても、集金に回るのは相当嫌な話ですね。 
 
河） だから私がさせられました。今となっては勉強になりましたね。 
 
森） 結局、職人さんにしても、窯焚きさんの他にも絵師さんなどもおられて、今でも上絵だけで職業

をなされている方もいらっしゃいますし、染め付けの絵だけ描く方もいらっしゃいます。岡先生の

おっしゃったように、当時から京都は職人で支えられていたと。 
 
岡） 京都というのは色々な物を焼く。磁器もあれば陶器もあるし、器種も器形も多様で、あらゆる物

を焼きますから、それだけ窯をどうやって焚くかとか、どうやってこれを維持するかが複雑になっ

ていくのでそういった技術が要る。 
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森） 色んな物が要望されて、色んな専門職があるから、必然的に技術が育っていかなければならない。

窯元を運営していこうと思うと、職人を育てていかなければならないというのがありますね。 
 
岡） 職人さんがお弟子さんをとって、またそのお弟子さんが職人さんになっていくことも昔はあった

と聞きましたね。 
 
＊アートデレクションの京焼 
 
森） ちょっと前まではそういう話を聞いたのですけど、そこまでの動きではないのが現状なのでしょ

うけれど。ちょっと私から質問ですが、京都は色んなやきものがあるということで、よく質問され

るんですよ。「京焼、清水焼ってなんです？」と。この質問が一番困りまして。 
 
岡） 私も困りますね。 
 
森） やっぱりそれだけ難解な部分があるわけですね。幅広いというか。 
 
岡） 「近世京焼の研究」という学位論文をさる大学に提出して、審査の時に共感の 1 人から「備前焼

なら焼締め。伊万里は磁器というように、これという特色があるんですが、京焼って一体何ですか？」

と言われてたいへん困ったんです。ようやく答えたのは、あらゆることが出来るのが京焼だと。こ

れだと言う特色ではなく、非常に高度な技術を持っていて、それによってあらゆる物を作れること

が特色である。もう一つは市場の要請（ニーズ）によって、常に形を変えることが出来る。例えば

仁清の様式が駄目になったら、直ぐ乾山が登場するし、乾山の時代に古清水も出てくる、頴川や木

米の様式も続いていく。それぞれの時代に合う物を高い技術をもとに受容者の好むところへ作りあ

げていく。そういう技術があるところだと言いました。 
 
森） そうすると、民藝の思想も素直に入ってきたのは、そういったベースがあったわけですね。 
 
岡） だと私は思いますけれど、河井先生はいかがです？ 
 
河） 京都は枠がないんでしょうね。 
 
岡） ないから、民藝というものも作る。 
 
河） それも陶器の一つということでしょうね。ですから京都の百貨店のセールスマンは困るんです。

京都はわからん、人に教えられないと。備前だったら、これが備前だと誰でも分かるんです。京都

はセールスポイントが難しいと言われていますね。 
 
岡） 私たちが子供の頃は、京焼はともかく質が良い、手が良いと言われていました。ただ「京都の物

はすぐ欠けるのね。」と言われたこともありました。やっぱり有田の磁器の方が強かった。 
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河） こんなこと言ったら怒られますけど、私も有田へ行った時、白磁の１ｍ四方の陶板があって、ピ

シッとしていて全然ブレがない。「凄いですね。」と言ったら、「うちは一流の土を使っている、京

都は三流の土を使っている。」と言われました。 
 
森） 素材で言うと辛いですよね。 
 
岡） 九州で生まれましたから、昔は有田磁器が一番だと思っておりました。京都に来て京焼のことを

やりますと、ここが一番だろうなと思っております。 
 
森） そういう色んな技術の素要があって、民藝を受け入れて、河井寛次郎先生もそこで思想としての

ものづくりをされていた。そして透先生のおっしゃったように、日常で使える物でないといけない。

組でも五つだと欠けた時、使われなくなるから六つにして長く使っていただく。使う中で器も育つ。

そういうものに耐える物でなければいけない。 
 
河） 結局、使い勝手が良いということと、用に対する強さ、耐えられる物でないといけない。同じ土

でも、温度によって締まり具合も違いますからね。だからそういうことも勉強しておかないといけ

ない。 
 
森） その辺で、楽焼きと違うことが大きくあるんですね。楽焼きは要らない物をそぎ落としたような

作風とよく思うのですけれど、使うということの中で、要らないものを落としていったというのは、

やっぱり全然違う物の見方やなと。どちらかと言うと、京都のやきものは加える作業が多い。落と

していくというのはなかなか無かった。ましてやいきなりそんな考え方が京焼の中に入っていると

いうのは、私から見て凄く斬新な捉え方だなと思いますね。でもそういう風な形で、京都では寛次

郎先生が作家活動をされていたわけですし、清水六兵衛先生とか楠部先生も日展でそういう部分が

継承されたというのも少しあるわけですね。 
 
河） そうですね。そういうグループで若手が育ってきたということもあります。京都というところは

昔の大都会ですから、何でも受け入れてくれるんですよね。だから自然と色んな物が入ってきて、

その中から京都の人も良い所を取って、自分の作品に活かしていく。だからこうして長く続いてい

るんじゃないかと思います。色んなものが交流し、お互いに物を見ながら良い所をちょっとずつい

ただいていくというところがあったんじゃないか。それだけの技術を皆さんが持っておられ、京都

には多種多様の陶器が作られていた。そういうことではないかと私は思っているんですけれど。 
 
森） 今日、お話を聞く前は、民藝運動が起こったのはある種の反発があったんじゃないかと思ってい

たんですけれど、もっと懐が深く広がっていて、京都の高い技術や文化を吸収していったわけです

ね。それが一つの物の見方、つまり思想としての民藝を表現する作家が出来上がってきた。先程、

岡先生がおっしゃったように民藝運動の概念からは少しずれている部分もあるわけですね。 
 
岡） 河井寛次郎先生、濱田庄司先生の思想は芸術家の思想です。無名の陶工の思想ではない。その時

代に物を作ろうとした時、それは当然のことじゃないでしょうか。そこがちょっと違うところだと
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は思います。 
 
森） そうですよね。何を受け入れて何を表現していって、それが社会にどう求められるかというのが、

当時やられてきたことだとは思うのですけども。岡先生がよくおっしゃっておられるアートディレ

クターとしての京焼というのは、そういう部分に繋がるのですね。 
 
岡） いつも皆さんに言われて困ってしまうことは「乾山は轆轤を挽かなかったのですか？」「仁清は

絵付けをするんですか？」例えば仁清の窯では高麗茶碗の数物や雑器を多量に焼いているんです。

その窯跡から出土した陶片を見て「こんな素晴らしい陶工がこんな下手なはずはないでしょう？」

と言われたこともあります。仁清、乾山、木米、頴川も、彼ら自身がどこまで作陶に加わったか分

からない。ただ様々な技術をもつ工人たちを上手く使いながら、新しい物を作るという、工房の主、

経営者であったと思われます。 
それはセンスがなければ出来ないことです。彼らは単に技術者の親方ではないんです。様々の要

素をどう組み合わせるか、市場の要求は何かよく分かっていた。そういう人が次から次に輩出して

いったことで、現在の京焼があるんじゃないかと思います。そういうことは他の窯業地には全くみ

られないんです。京都では常に受容者の好みを考えながら、流行の先端を走ることができる力を持

っている人が、いわゆる工房主になるんです。 
 
森） 窯業というと幅広くて、大量生産をしてコストを下げてという部分が色濃くありますし、アート

ディレクションしていかなければならない「やきもの」というのは、どちらかというと芸術の域に

入ってくる気がするのですが、ただ「使えなければいけない」というのが大きい。 
 
岡） 芸術というものは意識して自分が作るものなのか、作った物が芸術になるのか、二つの場合があ

ると思うのです。河井寛次郎先生が使えなくちゃ駄目だと言いながら作ったやきものが芸術になっ

ている。そういうやきものを寛次郎先生も透先生も目指していらっしゃるんじゃないかと思います。

「これを作ろう。」と芸術家として何か作ろうというのじゃなくて、作らせていただいているとか、

用のある物を作りながら、実は作ったやきものが芸術になったんだと。 
 
河） 最後に寛次郎が教えてくれた言葉なんですけどね「俺が作ろうがお前が作ろうが、値段が安かろ

うが高かろうが、そんなことはどうだっていい。良い物を作れ」と。その良い物がね分からないん

ですよ。その良い物というのをね、もうちょっと具体的に聞いとけば良かったなと。 
 
森） それって凄く大きなテーマで、それぞれやっていく人間が答えを出さなければ仕方ないところが

ありますよね。岡先生、そういう意味から言えば、寛次郎先生はアートディレクターでもあったと

言えるのでしょうかね。 
 
岡） 私はそこまではわかりませんけれど、多様な技術を組み合わせて、こうやろうああやろう、こう

窯焚きしようとか様々なことを考えられながらされていたと思うんですね。それはやっぱりアート

ディレクター的な文化人としての素養がなければ絶対出来ないことです。また中国美術に対して高

い素養があって、初めて寛次郎先生の世界が出来たんだと思います。 
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また、過去の京焼の陶工たちは自分の為に何か作ろうと思っていたわけではないでしょう。例え

ば注文主との間で一所懸命考えたり、ちょっと面白い物作ってやろうと思っている内に、気が付い

た時には芸術になっていたという感じがします。だからこそ、私は窯業と言いたいんです。芸術と

は言いたくない。近代以降の芸術家、作家としてはまた別の話ですけれど。 
 

閉 会 
森） そろそろ予定の時間となりましたので、この辺でまとめさせていただきます。アートディレクタ

ーとして、高い文化的素養と美的感性をもって、優れた技術力を生かした「良いやきもの」を京焼

は作ってきましたが、「その時代に求められるもの」ということが大前提としてある。その架け橋

をどのような形でするのか。今日お話を伺った、河井寛次郎先生たちがされた民藝の思想の元での

やきものが当時一世を風靡したわけですし、今でもそういう物に目を向けられる方もいらっしゃる

というのは、やっぱり求められるものがあるし、その思想が今も必要であるのだと思います。 
一つの答えがあるわけではありません。今日は、結論を出そうとは思っておりませんで、こうい

う物事の在り方、考え方があるというのを是非聞いていただきたかったわけです。その中で皆さん

ご自身が何を考えていくかというのが大事だと思っています。 
我々は一人でこの世の中に住んでいるのではなくて、一つのコミュニティ・社会を作って住んで

いるわけで、その中で、今何を求められているか、社会に対して何をしたら必要とされるのかを考

えることが必要ではないかということを、今日の括りの話とさせていただき、終わりたいと思いま

す。河井先生、岡先生、ありがとうございました。 
 
岡） 河井先生、とても貴重なお話ありがとうございました。 
 
河） ありがとうございました。 
 
 

＊＊ この講演会は、平成 24 年 11 月 1 日~11 月 11 まで、五条坂・茶わん坂を中心に開催さ

れた「わん 碗 ONE 展」のイベントとして、訓練生、地元陶磁器関係者、一般府民等 

約１００名の参加を得て、岡先生の公開講義「江戸時代後期の京焼・清水焼」に引き続い

て、対談形式で開催したもので、訓練生や一般参加の皆様にも大変好評でした。 
河井透先生、岡佳子先生には貴重なお話をいただき、改めてお礼申し上げます    ＊＊ 


