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序論 

 

紙は中国で発祥し、文化や情報の伝達媒体として次第に世界の各地域に広がった。日本に伝わった

紙は、職人たちの改良によって和紙として誕生した。和紙は、パルプを原料にした洋紙(一般の紙)と

区別するために和紙と呼ばれ、本来は日本で漉かれた手漉き和紙のことを言っていたが、現在は機械

漉きの和紙も含まれている。古来より、紙は書写や情報伝達の媒体として人類に使われていたが、東

洋の紙は書写以外にも宗教や日常生活の中にも使われている点で西洋のそれとは異なる。したがっ

て、東洋の紙である和紙は宗教や日常の中で形を変え、様々な造形物に変身し、様々な機能を発揮す

ることが古来の洋紙との違いであり、世界に称賛される和紙の特徴でもある。 

彫刻を専攻している筆者が和紙に興味を持ったのは2010年頃、宙に浮かぶ作品を作る上で紙とい

う素材に着目し、丈夫さを追求した結果、和紙に辿り着いた。和紙はその軽さと丈夫さによって、古

くから情報伝達の媒体、絵画の支持体に使われていたが、製造技術、加工技術、生産量の発達及び増

加によって、供養や信仰、日常生活に使われる立体造形物が現れ始め、次第に社会の必需品として発

展した。しかし、明治時代以降、機械文明や石油製品の衝撃によって伝統手漉き和紙産業や和紙製立

体造形物が衰退を迎え、戦後、文化遺産の指定により再重視され、保護された。現代では日常生活、

建築、インテリア、絵画、彫刻、文化財修復など様々な領域に和紙が使われ、人々の注目を浴びてい

る。 

長い歴史の発展から見れば、和紙を素材にした立体造形物は信仰や供養から始まり、生活必需品に

まで発展したが、20世紀のイサム・ノグチの新しい解釈によって、和紙は彫刻領域に展開した。そ

の後、和紙を用いた作家が相次いで登場し、現在も増えつつある。 

伝統彫刻の視点から見れば、和紙の薄さ、軽さと、彫刻の奥行、重量感とは全く逆の性質を持って

いるように思われるが、鎌倉時代からの伝統彫刻の中にも、和紙と深い関係を持つ遺例がいくつか存

在している。それは、和紙の物理的な性質を越えた信仰対象としての像である。このように、美術領

域にとって比較的に新しい素材と言われている和紙は、鎌倉時代にすでに伝統彫刻の素材として使わ

れているのである。 

本研究は、和紙発生、発展の歴史をたどり、その時代における和紙の性質、特徴と伝統工芸や伝統

美術との関係などを考察し、現代美術における和紙の性質、特徴及び意味を考察することによって、

和紙が記録媒体から美術領域に展開した理由、および伝統工芸と美術が和紙を通じてどのような繋が

りを持っているかを明らかにし、和紙の立体造形の素材としての可能性を提示することを目的とし

た。 

第一章では、和紙の発生、発展の歴史過程をたどり、その製造技術や加工技術、役割の変化を分析

することによって、和紙の性質を探り出すことを目的とする。和紙は最初貴族階級に独占され、高級

品として一部の人間にしか扱われていなかったが、時代が降るにつれ、武士階級、庶民階級の順に普

及した。この時代変遷の中で、和紙はその消費者の要望に応じて製造技術や加工技術、役割が変化し

続け、多彩な和紙と多種の立体造形物が生まれた。それは和紙の性質による立体造形として発展する

必然性である。 
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第二章では、伝統紙製立体造形物を分析し、立体造形と和紙の関係を述べることにより和紙の現代

彫刻に応用する可能性を提示する。本章では伝統紙製立体造形物を信仰や供養ための造形物と日常生

活中の造形物に分けて論じた。前者は精神性を重視した造形物であり、後者は和紙の物理的な性質を

重視した実用性を備えた造形物である。これらの造形物を分析することにより伝統紙製立体造形物の

素材としての和紙の性質と用途を明らかにした。 

 第三章では、美術領域の紙製立体造形物を分析し、和紙との関係を述べる。イサム・ノグチ、北

山善夫、高田洋一、堀木エリ子などの作家の作品を分析し、美術作家たちにとって和紙の意味や、そ

の作品と和紙の性質の関係を明らかにした。 

 結論では、和紙の歴史と紙製立体造形物の歴史を概観することによって、和紙という素材の性質

と造形の関係、和紙の意味と造形の関係を探り、それらの共通や相違点を探索することによって、立

体造形の素材としての和紙の未来の発展や可能性を示した。 
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第一章 和紙文化の変遷 

 

はじめに 

紙は情報の伝達、記録の媒体として、人類の文明の発展に欠かせない存在である。紙が発明される

前三千年前頃は、人類は粘土板、パピルス、パーチメント、甲骨、木簡竹簡、バイタラ、アマテなど

を情報の記録や伝達の媒体として使用していたが、紙の軽さ、薄さ、などの優れた性質を知り、従来

の媒体から乗り換えた。これら紙の諸性質によって書物の体積が縮小され、情報の伝達を促進し、長

期間の保存も可能になり、人類の文明の発展に欠かせない存在となった。 

紙は中国で発明されその後日本に伝わり、日本の職人たちの知恵により改良され、日本独自の和紙

が生まれた。和紙は最初貴重品として主に貴族階級が扱い、中世では貴族に加え武士階級が消費者と

なり、近世では庶民階級にまで広がった。日本の伝統工芸であるこの和紙は昔から書物、絵画の支持

体として使われていたが、製紙技術の発展や社会への普及に伴い、日常生活の必需品としてさまざま

な場面で登場し、信仰や供養、生活用品、工芸、造形芸術など、幅広い分野の発展に貢献するように

なった。現在は、日常生活以外に現代美術、公共空間にも応用され、立体造形の素材としても注目さ

れている。このように、和紙が立体造形の素材となりえたのは、過去の製紙技術の発展や普及の結果

であり、和紙の発展を理解することが、和紙製造形物の発展を理解するために不可欠であると考え

る。 

本章では、和紙の起源と発展の歴史、和紙の製造方法の歴史を振り返り、和紙の情報伝達としての

媒体から立体造形にいたるまでの発展を概観する。これにより、和紙の立体造形の素材としての発展

過程や和紙の諸性質、製造過程について述べ、和紙が立体造形の素材として定着する必然性を論じ

る。 
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第一節 和紙文化の起源と歴史変遷 

 

１．紙の起源 

紙は中国の四大発明の一つとして蔡倫が発明した(105年)と知られているが、20世紀に前漢時代の

紙と見られるものが出土したことによって、紙の起源は再検討されることとなった。そもそも、この

「紙」は紙であるのかなどが論争となり、年代の鑑定と製造過程などに疑問が残されている。つま

り、紙の起源はまだ明らかにされていないのだ1。 

紙の起源は明確にされていないが、蔡倫以前にはすでに紙が作られ、蔡倫は製紙技術を革新した重

要な人物として歴史に名を残したと推測される。古代の紙の原料は麻であるが、その麻は一度衣料と

して使われたぼろ布や縄切れ、漁網である2。麻の原料に樹皮(カジノキの皮)を加える蔡倫の発明は、

書写に適した製紙術を開発したと同時に、製紙原料の幅を広げる可能性を導きだした。したがって、

蔡倫は紙を書写の媒体として位置づけ、紙の発展に新たな道を拓いたのである3。 

製紙術は漢代の発生段階を経て、魏晋南北朝時代の発展段階に入った4。紙の需要が増加すること

によって紙漉き道具が進化し、以前の布製固定式の織目型漉具から組み立て式の簀目型漉具に進化し

た5。織目型漉具は木や竹の枠に麻布や紗を張った固定式のものである。漉き方は澆紙法といい、池

や川の水面に簾を置き調製した紙料を流し込み、棒や手で繊維を均一に分散させて、簾を上げ、紙層

を作る方法である。簀目型漉具の簀桁(木枠)は固定式から取り外せる組み立て式になり、漉いた湿紙

を簀から取り外して重ねて置くことが可能となり産量を増加した。また、簀が布簾から竹や萱の簾に

進化し、水の濾過性がよくなり、抄紙法で紙漉きが可能になり、厚みが均一な薄い紙を作れるように

なった6。 

紙の原料も、蔡倫が樹皮を導入したことから始まり、魏晋南北朝時代には桑皮、藤皮が導入され

7、紙薬も使用され始めた8。その後、時代の推移につれ竹、瑞香皮、木芙蓉皮、青檀皮、麦稲藁など

の材料が製紙原料として導入された9。また後漢時代には、左伯の砑光10技法、魏晋南北朝時代には施

膠11、塡粉12という加工技術が生まれ、以前よりもさらに書写に相応しい紙が製造されることとなっ

た13。またこのとき、染色による装飾紙も登場した14。 

                                            
1 小林良生「蔡倫以前紙に関する学術論叢」『科学史研究.』 第II期 47(247)、2008年 pp.150~159 

2 久米康生『和紙の源流』岩波書店, 2004.年：p.6 
3 前掲書 注2：p.7 
4 王菊华ほか『中国古代造氏技術史』山西教育出版社 2006年：p.113 
5 前掲書 注2：p.24 
6 前掲書 注2：pp.17~25 
7 前掲書 注2：p.8表 
8 前掲書 注2：pp.53~54 
9 前掲書 注2：p.8表 
10 磨き光らせること。 
11 膠剤を施すこと。 
12 粉をうずめること。 
13前掲書 注2：p.27 
14前掲書 注2：p.8 
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魏晋南北朝時代の製紙技術の発展によって、紙は情報伝達の媒体として、従来の木竹簡と置き換え

られた。また、簀目型漉具の導入、原料の拡大、紙薬の使用および様々な紙加工技術の開発15などが

製紙の基本要素を整え、後世の文化や生活用途に応じた様々な紙が製造されることとなった。したが

って、製紙術は世界各国に広がり、情報伝達の媒体や日常用品の素材として広がった。 

 

２．和紙の歴史 

中国で生まれた製紙技術は日本に流入したが、特に、「和紙」という場合、どういうものを指すの

か。久米康生によれば、「和紙は日本で発達した独特の紙の総称….和紙の語は明治初期に洋紙に対

して生まれたもので….狭義では手漉き紙だけのことである….」といい、単なる日本製というだけで

なく、素材や製法上の独自性があるということになっている。16 

和紙の起源についてはまた明らかにされていないが、文献上では、『日本書紀』巻第二十二、推古

十八年三月の条に、 

「高麗王、僧曇徴、法定を貢上る。曇徴は五経を知れり、且能く彩色及び紙墨を作り。并て碾磑を

造る。蓋し碾磑を造ること、是の時に始るか」17と記されており、推古十八年(610)には、紙の製造法

が高句麗の僧侶曇徴によって日本にもたらされたと推測される。しかし、当時すでに紙を大量に使う

国家機構が存在していたため、製紙技術は曇徴より以前に日本に伝えられ、曇徴は日本の製紙術をよ

り発展させた重要な人物として『日本書紀』に記録されたと推測される18。和紙は古代中国の製紙技

術を改良によって確立され、後世の日本人たちの知恵と美意識により発展した。和紙の発展は扱う階

級の需要によってそれぞれ展開され、華麗なものから素朴な美を現すものまで、日常生活のあらゆる

所に普及した。 

 

⑴古代 

日本人は古代から麻や楮などの植物繊維を衣料品や神事に使用していたため、推古十八年以前にも

製紙材料に関してある程度の知識を持っていたと推測される。19古墳後期、朝鮮半島との文化交流に

より情報伝達と文書記録が必要となった。当時の詳細な記録は残されていないが、最初は木簡を使用

していたと考えられる。五世紀ごろ古代中国との交流が盛んになって、『宋書』の「倭国伝」には宋

昇明二年（478）に雄略天皇が宋帝順帝に上表文を贈ったと記され20、当時の日本公邸ではすでに輸

入紙が使用されていたと推測される。欽明天皇時代の仏教伝来により紙文化は転機を迎え21、推古十

八年(610)にようやく製紙技術が日本で定着したと推測される。 

                                            
15前掲書 注4：pp.114~116、pp.140~148 

16久米康生ほか『和紙文化研究事典』法政大学出版局 2012年pp.385~386 
17坂本太郎ほか『 日本古典文学大系67、日本書紀(上)』岩波書店 1967年：p.194 

18町田誠之『和紙の伝統』駸々堂1984年：p.80 

19同上：pp.76∼77  
20町田誠之『紙と日本文化』日本放送出版局 1989年：p.26 
21河田貞「和紙文化と仏教」『別冊太陽 和紙』No40平凡社2012年：P.35 



 

8 

 

飛鳥時代には律令国家の形成や仏教の台頭によって、行政機関用紙(主に戸籍用紙)と写経用紙の需

要が拡大し、紙が国家の権力を維持するために重要な素材となったため、輸入品に頼るのではなく専

門の機構で製造することに発展した。645年の大化改新、701年の大宝律令の制定によって日本は律

令国家となり、中務省所属の図書寮が設置され、各官庁に提供する紙、筆、墨などの文具品の製造を

行うようになった。図書寮は紙の製造を行うと同時に製紙人材を養成して各国府に配置した22。 

当時の仏教の伝播と拡大を証明する貴重な資料として、聖徳太子(574∼622)筆「法華義疏」(宮内庁

蔵、図1)と写経「宝林金剛場陀羅尼経」(文化庁蔵、図2)がある。「法華義疏」は日本最古の肉筆の

書として、中国の隋時代に相当する。しかし、本書の作風は、敦煌出土六朝時代の写経に近いもので

ある23。また、「宝林金剛場陀羅尼経」は日本で書写した最古の写経として知られている。これらの

経書には大陸文化と類似する点が数多く存在していた。七世紀に制作されたこれらの書は、日本が大

陸文化を積極的に取り込んでいた時代背景とも相俟って、唐書の影響を反映している24。 

戸籍の記録も当時に現れたが、日本における最古の戸籍は、大宝二年 (702)の「筑前国戸籍断簡」

(奈良博物館蔵、図3)である。これらの戸籍用紙は楮を原料に、溜漉き方法で作られており、産地別

に名前を付けたものである。品質には顕著な差があり、当時の地方の製紙技術の不均等と未成熟を示

している。当時の日本は大陸との交流が盛んで、写経を含んだ社会文化にも隋文化を取り入れてお

り、25まだ、十分に日本独自の文化は形成されてはいなかった。紙は情報記録の枠に留まっていた。 

奈良時代、律令国家になった日本は、唐の文化を取り入れることによって、仏教を中心に諸文化が

繁栄し、天平文化が花開した26。仏教の伝播により写経事業が発展し、それに伴い写経用紙の需要が

急激に拡大、製紙技術の発展を促進した。世界最古の印刷物とされる「百万塔陀羅尼」(図4)の開版

が、当時の製紙技術発展を物語っている。これら写経用紙は主に中央の図書寮と地方の紙戸五十戸に

より製造されていたことから27、当時の製紙技術が地方まで伝わったことを示している。しかし、製

紙は官営の特殊技術として、庶民までは広がっていなかったのである28。 

図書寮を中心とした製紙場の発展により、多くの和紙が開発された。当時の和紙の種類に関して寿

岳文章氏の『日本の紙』には、神亀四年(727)から宝亀十一年(780)までの正倉院文書に233種類の紙

名が現れたと記録されている29。 

その大部分は楮を原料にした楮紙であり、重要文書には麻や麻布を原料にした麻紙を使用していた。

麻紙の多くは中国から輸入した貴重品であり、極一部が日本産の麻紙であった。聖武天皇筆「雑集」

（正倉院蔵、図5）、光明皇后「楽毅論」(正倉院蔵、図6)は、大陸から輸入された麻紙を用いた代

表作であると言われている30。麻紙は製造工芸の難しさやコストの高さによって、中枢機構専用の紙

として用いられていたが、平安時代の半ばにその生産が廃絶した31。 

                                            
22久米康生『彩飾和紙譜―生活を彩る和紙』平凡社1994年：pp.22~23 

23石川九楊『日本書史』名古屋大学出版会 2001年：pp.38~44 
24同上： pp.56∼63 
25同23：pp.56∼63 
26町田誠之『回想の和紙』東京書籍 2009年：p38 
27町田誠之「正倉院の紙」『紙パ技協誌』第26巻第1号1972年：p.7 
28寿岳文章『日本の紙』吉川弘文館, 1996年：p.42 
29同上：p.109 
30前掲書 注18：p.83 
31朝日新聞社『和紙事典：神の創りたもうたもの』 朝日新聞 1986年：p.15 
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麻と楮以外にも、雁皮、竹、杜中、楡、藁、三椏などを原料に32、単独あるいは楮と混交して漉い

たとされる、斐紙、肥紙、竹幕紙、杜中紙、楡紙、葉藁紙などが現れた33。その中でも、雁皮の繊維

は楮や麻に比べ繊細で粘りが強い性質を持つため、雁皮を原料にした斐紙は表面が滑らかで美しい艶

があり、柔軟性、強靭性、耐水性などの性質が揃って、34当時高級紙として重宝された35。平安時代

になると雁皮が和紙の主要な原料の一つとして定着した。それを示す遺品として、「梵網経」(正倉

院蔵、図7)が現存する36。  

原料が多様化と同時に、紙の加工技術も大きな発展を見せた。打ち紙と瑩紙を加工する基本加工以

外にも、染色、継ぎ紙、漉き込み、金銀の装飾などの装飾加工技術も発達した。打ち紙は墨の滲みを

防止し、紙の表面を滑らかにするために木槌で打ち出した紙である。瑩紙は動物の牙で磨いて艶を出

した紙である。染色は古くから防虫と防黴の効果があるとされており、天然染料を用いて灰汁などの

媒染剤で発色させ、黄紙、像紙、白像紙、藍色紙、胡桃紙、紫紙赤紫紙、黒紫紙、波目紙、青紙など

数多く種類の染紙が作られた37。染紙の例として「色麻紙」(正倉院蔵、図8)が現存し、染紙を用いた

例として「紫紙金字金光明最勝王経」(徳川美術館蔵、図9)、「大般若経」(常明寺蔵、図10)、「紺

紙銀字法華経(二月堂焼経)」(個人蔵、図11)などがある38。また、色違い紙を継いて一連の経紙にな

る継ぎ色紙が作られ、「杜家立成」（正倉院蔵、図12）、「詩序」(正倉院蔵、図13)がこれにあた

る39。漉き込みは紙の原料に他の物を混ぜて、漉き上げる方法である。例として、香木と胡粉を漉き

込んだ荼毘紙で作られた「賢愚経」(白鶴美術館蔵、図14)がある40。金銀装飾は金銀の箔や砂子41を

紙に押し付け散らして装飾をする方法である42。例として、砂子を散らして装飾された「緑金箋」(正

倉院蔵、図15)と「金塵淡紫紙解深密経第四」（青蓮寺蔵、図16）が現存している。これらの装飾的

な加工方法は、書写料紙以外に仏事にも使われ、その例として、東大寺修二会における装飾された和

紙で作製した造花がある43。このような装飾的な加工技術は、奈良時代の萌芽期を経て、平安時代に

さらに発展し、装飾経が生まれた。 

これらの製紙技術が和紙に多彩な美を与え、和紙の美術工芸性を示し、和紙における美術工芸品の

土台を築いた。当時の和紙は情報記録以外にも、王侯貴族の屏風、衝立に使用されるなど多岐に亘っ

た。軍事通信用の凧が現れると44、立体構造物にも和紙が応用され始めたことは特記すべきことであ

                                            
32「正倉院宝物特別調査 紙(第二次)調査報告」『正倉院紀要』第32号宮内庁正倉院事務所 

2010年：pp.9~71 
33伊藤通弘「紙の発生から普及まで(23)」『紙パ技協誌』51(7)紙パルプ技術協会編集1997年：p.1082 
34町田誠之「和紙の歴史―飛鳥から現代まで」『和紙事典：神の創りたもうたもの』 朝日新聞 

1986年：p.85 
35前掲書 注31：p.10 
36前掲書 注32：p.19 
37久米康生『和紙の文化史』木耳社 1976年：pp.42~43 
38前掲書 注21：P.37 
39同32：p.16、p.18 

40『別冊太陽 和紙』No40平凡社1982年：P.19 

41金銀箔を細かい粉にしたもの。 
42前掲書 注37：pp.45~46 

43前掲書 注21：P.40 

44渡辺勝二郎『紙の博物誌』出版ニュ-ス社, 1992年：pp.186~187 



 

10 

 

るが、それについては、後述する（第２章）。またこの時期に、死者を供養するために死者が書写し

た書物を溶かして、漉き込んだ紙も作られ、再生紙はこの時代に現れたとされるが、文字を書くもの

としての紙に実用性とは異なる意味があったことが窺われ興味深い。45 

平安時代では奈良時代に引き続き、大陸文化を吸収していたが、中期になると国風化によって王朝

文化が開花し、奈良時代の写経全盛期から書道、絵画、文学などが同時に発展し、和紙の用途を拡大

した。 

平安中期には漢詩、和歌、仮名字などの文学が流行し、貴族の女性の文学活動も始まった。それに

伴って和紙の消費量が増え、繊細な女性用の美しい紙の開発が要求された46。これに応えるため、雁

皮を原料とした詠草料紙や唐紙（日本製）が完成され、本格的に和紙の時代に移行した。楮、雁皮を

原料にした和紙が主流となり、麻紙の製造は姿を消した。日本では漉き具や操作法の進化によって厚

手から薄手まで様々な和紙の製造が可能になった。さらに、前代の加工技術が一層進化し、華麗で多

彩な和紙の製造が可能となり、貴族趣味を反映したものが製造された。この時期、中央製紙機構とし

て、紙屋院が設立され、そこで製造した紙を紙屋紙と呼び、陸奥紙と並ぶ高級紙として貴族に愛用さ

れた。紙屋院は製紙だけではなく製紙技術の研究所でもあった47。 

平安時代では、王朝文化を基盤に、和紙の品質をより一層改善し、高度な加工技術を加え、多彩な

和紙が作り出された。染紙技術と装飾技術の発展は、多彩な和紙の誕生に不可欠であった。染紙技術

は奈良時代を継承する上で、二つの染料による交染方法を開発し、日本の自然の色彩を基に中間色を

細かく表現した深みがある色彩など、微妙で多様な発色が得られるようになった48。 

雁皮を原料にした紙は染紙や装飾加工に多用され、染めた和紙にさらに装飾的な加工を施す技術も

発展した。この時代の代表として「西本願寺本三十六人家集」(図17-1~17-3)が知られている。「西

本願寺本三十六人家集」は日本文学、美術、工芸史上で高く評価されている作であり、装潢は粘葉帖

で、紙の両面に文字が書かれている49。料紙の紙質大部分が雁皮系和紙と唐紙を使い、打雲、飛雲、

墨流し、羅文、雲母や胡粉による型文様加工、切り継ぎ、重ね継ぎ、破れ継ぎ、金銀箔の装飾、など

あらゆる加工技術が施された詠草料紙である50。このように、加工紙を再加工した華麗な料紙は、装

飾的な美を求める平安貴族たちの美意識を体現しているのである。 

料紙の華麗な装飾性は写経用紙にも影響を与え、紺紙金泥の形式の基に華麗な装飾を施した装飾経

が誕生した。装飾経用紙は金泥で界線を引く場合が多いが、金箔を細く切った截金の界線を引いた料

紙もあった。さらに、金銀の砂子、切り箔、野毛を撒き、金銀泥の下絵などの装飾を施した料紙も作

られた。この時代の代表的な遺例として、『久能寺経』(五島島美術館蔵、図18) 『平家納経』(厳島

                                            
45杉本一樹「正倉院宝物特別調査―紙(第二次)調査報告 まえかき」『正倉院紀要』第32号宮内庁 

正倉院事務所2010年：p.8 
46前掲書 注37：p55、p.67 
47前掲書 注22：p.24 
48四辻秀紀「料紙装飾―日本人が培ってきた美意識の系譜」徳島美術館『彩られた料紙装飾』 

徳川美術館 2001年：p.139 
49久曾神昇「西本願寺本三十六人家集」『三十六人家集と久能寺経』便利堂 1953：p.4 
50前掲書 注37：pp.75~76。 

前掲書 注22：p82、pp.120~125  
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神社蔵、図19) 『扇面法華経冊子』(四天王寺蔵、図20)など華麗な写経が残されている51。貴族たち

はこのような和紙の華麗さを追求す

る以外にも、活発な文学活動によって料紙の用途を拡大したため、現在の覚書のような機

能を持つ懐紙が現れた。懐紙は懐に入れて携帯できるため当時の貴族の間で流行してい

た。男性は皺がない檀紙を、女性は薄くて色がついている雁皮紙を主に使用していた。52 

装飾性は絵画にも影響を与えた。平安時代には空間を仕切る屏風や襖には唐紙が用いられ、絵画に

も取り込まれることとなった53。平安時代初期は唐代絵画を模倣した絵が描かれていたが、平安中期

から後期にかけては日本の物語、人物、物事、風景などを題材にした屏風や襖絵など大和絵に移り変

えた54。また、「紫、青、黄、紅などの系統の淡い間色で打雲やぼかしを施した上に金銀の切箔や野

毛、砂子を撒き、さらに松や柳を描きそえ、梅花や海花、蝶などの模様」55で装飾された料紙を用い

た絵画が現れた。その代表的な例として、「源氏物語絵巻夕霧」(五島美術館蔵、図21)がある。十世

紀前半には貴族たちは日本的な題材を取り入れた絵巻物を鑑賞し、制作し始め、十二世紀には、日本

四大絵巻として知られる「源氏物語絵巻」「信貴山縁起絵巻尼公巻」(朝護孫子寺蔵、図22)「伴大納

言絵巻」(出光美術館蔵、図23)「鳥獣人物戯画 甲巻」(高山寺蔵、図24)が完成した。これらの作品

は、絵巻の代表的な作品であるにもかかわらず、それぞれ異なった技法や様式によって描かれ、別個

の世界を形成している点で意義深い。この四作品は、現存する絵巻物のなかでいずれも最高峰に位す

る傑作であり、これだけの名品を生んだ十二世紀は、まさに絵巻の黄金時代といっても過言ではない

56。絵巻料紙は装飾的加工に耐え、なおかつ強力な政権を背景にした画家の個性や好みに応えなけれ

ばならないため、製造者たちは個性的な和紙の製作に力を入れ、その発展に尽力した。つまり、絵巻

料紙は、王朝末期の貴族的美意識の産物として発展を遂げ、和紙の多様な美を実現させることに大き

な影響があった57。後世になると、和紙の実用性を強調するようになったため、装飾的な加工技術

は、平安時代で頂点に達したと言える58。 

このような多彩な和紙の発達に伴って、立体造形物も現れた。その代表として最古の遺例である

「紙胎花蝶蒔絵念珠箱」(高野山金剛峰寺蔵図25)がある。この箱は型に麻と和紙を交互に張り付けて

成型し、型抜きしてから黒漆を塗り、蒔絵を施した作例である。製造方法は乾漆の技法に近い方法を

用いており、蒔絵の画風は宋代の陶磁器の影響を受けていると言われている59。他にも折り紙、紙

扇、紙衣・紙襖、紙人形などが誕生し、特に平安後期に紙扇が公家の間に広まると、各家の地位を象

徴する絵柄の紙扇が出現した60。しかし、当時和紙が庶民層に普及していないかったため、これらの

紙製構造物は王族と貴族の贅沢品であったと考えられる。装飾加工以外にも、防水機能を持つ油単と

                                            
51前掲書 注21：P.38 
52前掲書 注22：p.121 
53前掲書 注22：pp.158∼159 
54前掲書 注37：pp.78∼81 
55前掲書 注37：:p.82 
56奥平英雄『日本の美術 絵巻物』NO.2 至文堂 1966年：P67~71 
57前掲書 注37：p.83 
58前掲書 注37：p.76 
59前掲書 注21：p.40 
60町田誠之『和紙と日本人の二千年』 PHP研究所 1983年：pp.157~184 
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油団という加工紙が製造された。油単は一枚の紙に油を引いたもので、旅中の荷物を包む際に使用さ

れた。油団は数枚の和紙を張り合わせ、荏油、柿渋を引いてさらに漆を塗布したもので、笠の製造や

物を覆うか敷物として使用された61。同じ原理で蒟蒻糊で接着し、柿渋を引いた和紙で紙衣も作られ

た。その紙衣は現在も東大寺修二会で使用されている62。 

 平安後期、武士の台頭によって律令制が崩壊し、地方の製紙が盛んになると、地方から原料を入

手することが困難になった。これにより、中央紙屋院は古紙を漉き返した宿紙しか作れなくなり、中

世になって紙屋院は廃絶された63。このように、中央製紙機構が次第に牽引する能力を失い、地方の

製紙が盛んになると、製紙機構が多元化し、和紙の多元的な発展を推進した。 

この時期の多彩な紙の原料や加工技術及び応用から見れば、当時の人々がすでに和紙の諸性質を把

握して、それを活用していたと考えられる。その性質として以下が挙げられる。 

 

① 吸収性：和紙は墨や絵具を吸収したので、当時の人々は紙に文字や絵が描けるということを認

識していた。また、吸収率を調整するため、打つ(打ち紙)や磨く(瑩紙)の加工を施すことによって

紙繊維の密度を上げることも明確に認識していた。 

② 塑像性：製造者達は、紙の原料を加工する過程で大量の繊維の塊を扱っており、厚みの異なる

和紙を作っている段階で、その塑像性を認知していたと考えられる64。 

③ 接着性：継ぎ色紙は色違い紙を繋いて一枚の紙にしている。これは和紙の接着しやすい性質を

認識していると考えられる。 

④ 造形性：「紙胎花蝶蒔絵念珠箱」はその好例である。絵巻や巻物、折紙、紙扇などは紙を巻

く、折る、張りつけることにより立体造形を形成していたので、紙の造形性に関しての知識を持って

いたと考えられる。 

 

このような和紙に対する認識により、当時の人々が立体造形物を作成する上での知識や技術を備え

ていたと言える。しかし、それに反して、多数の社会的、歴史的な条件により紙製立体構造物の発展

と普及は見られなかった。その原因としては以下があげられる。 

 

① 和紙は貴重であり高価であるため、主に情報記録機能を中心に開発していた。 

② 和紙の用途は、主に王侯貴族や僧侶の需要で決定されていた。後世の和紙造形物は主に生活用

品として展開されているが、平安時代の王侯貴族、僧侶達は経済的に豊かで、豊富な日常用品に恵ま

れており何の不便もないので、和紙で立体構造物を制作させるという政治的、経済的な動機がなかっ

た。 

                                            
61前掲書 注22：p.149 
62久米康生「和紙の生活誌」『別冊太陽・和紙』No40平凡社1982年：p.44 
63前掲書 注22：p.24 
64筆者は高知県立紙産業技術センターでの研修で大量な紙の繊維を手で持ち運ぶ時に粘土のような性質 

を感じた。 
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一方、和紙の書写の素材としてのよさや美しさを強調し、それが国家事業に使われるようになる

と、奈良時代後期には美しさを強調した装飾的な要素が増え、雅やかな特徴が現れ始めた。平安時代

で、その加工技術が急速に発達し、装飾紙の最高期を迎えた。 

⑵中世 

中世では、武士社会の成立につれ、律令制が崩壊し、地方、都市の発達を伴う市場経済が拡大し、

貨幣経済が一般的となった。農民や町人達が新たな共同体を築き、能、狂言、歌舞伎、茶道などの民

衆文化が萌芽した。したがって、文化の媒体とした和紙は公家、僧侶から武士、土豪に広がり、中世

後期には町人層に広がった65。 

中世前期には、春日版、高野版、五山版などの開版事業によって印刷文化が繁栄したと同時に、和

紙の消費量が急増した。その需要を満たすために地方の紙屋荘が相次いで現れ、荘園造紙が一般的な

存在になった。印刷事業の発展により仏典以外では詩集、儒書、医学、文学、あるいは僧侶自身の著

作など、様々な書物が出版されるようになり、1344年、『夢中問答集』の出版を機に、書物文化が

庶民に浸透し始めた66。  

中世の和紙は平安時代の華麗さや優雅さを失い、実用性が強調された。公文書や詠草料紙として使

用されていた檀紙が色紙、短冊の形で現れ、製紙費を削減する傾向が見られた67。公家の公文用紙、

書写用紙として杉原紙と檀紙が使用されたが、経済的な面から実用性のある杉原紙の方がより幅広く

使用された68。公文、書写以外、杉原紙は贈呈品として最も多く使用されていた和紙である。当時、

武士の間では、「一束一本」「一束一巻」といった和紙を贈呈する風習が流行しており、杉原紙以外

にも檀紙、鳥子紙、美濃紙、引合紙などが使用されていた69。  

杉原紙は鎌倉初期から流通し始め、末期に武家の公文書用紙として使用され、武家社会の象徴とも

言われている。その製作過程では、墨の滲みを防止するために米粉を紙料に混入し、竹簾の上に紗を

引いて漉き上げる方法が使用され、漉き目がない和紙が出来上がっていた70。その実用性と多産性に

より、杉原紙は素早く各地に広がり、各地で類似品が製造された71。中世後期、杉原紙の次に出現し

た奉書紙は、公文用紙として武家に愛用され、最高権力者の象徴とされた。この厚くて強い、風格が

ある奉書紙は版画の最高級紙として使用されていた。杉原紙と比較すると、紙質は似ているが漉き目

がはっきりしており、72江戸時代には千代紙の用紙として製造された73。  

鳥子紙は鎌倉後期から室町時代にかけて登場した、雁皮を原料にした紙で、前代の斐紙に新たな名

を付けた和紙である。鶏卵のような色をしているため、鳥子紙と名付けられた。鳥子紙は書写し易く

滑らかで、紙面には光沢があり、粘り強く保存性が高いといった性質があるため、古くから高級紙と

                                            
65前掲書 注28：pp.223∼224 
66前掲書 注37：pp.90~93 
67前掲書 注62：p.42 
68前掲書 注28：p.257 
69前掲書 注2：pp.158∼159 
70前掲書 注2：pp.158∼159 
71前掲書 注22：p.30 
72前掲書 注37：pp.110~113 
73前掲書 注22：年p.192 
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して上層階級に愛用され、紙王と称賛されていた。この鳥子紙も各地に伝播し、様々な用途に応じた

紙種が生まれたが、なかでも著名なのが江戸時代の加賀箔打紙と、名塩の泥入間似合紙である。また

このとき、大型和紙の需要に応じて制作された半間幅の間似合紙と大型の鳥子紙も登場している74。

このように、和紙は社会の各層の需要に応じると同時に、発展を促され、情報記録以外の機能と可能

性を提示しているのである。 

美濃紙は美濃地域で作られた和紙の総称であり、中世後期に五山禅僧の日録や詩文中に多く現れ

た。産業開発に伴い、地方から中央までの販売ルートが形成し、社会の各層の要望に応え、多種類の

美濃紙が生産された。その中でも、森下紙は厚手の紙で、傘紙として使用された。天久常紙は江戸時

代の典具帖を前身とした薄い紙である。美濃雑紙は奈良紙同様庶民的な和紙で、室町時代末期から日

常生活用紙として使われ75、和紙が庶民へ浸透するきっかけとなった。近世になると奈良紙の代わり

に吉野紙が普及したが、吉野紙はその薄さと強靭さで鼻紙として使われ、厚手のものは漆や油の濾過

に使用された76。熟練した製紙技術の広がりと発展により、各地の紙質と生産量は上昇し、和紙が庶

民へ浸透し始めた。 

このように、武家社会の実用性を重視する社会背景に伴い、次第に和紙の種類や生産量が拡大し

た。このとき、新たな和紙の造形物も数多く現れた。その中でも、「紙胎漆塗彩絵華籠」（万徳寺

蔵、図26）は和紙製の仏具として貴重な存在である。この万徳寺蔵の華籠は木型に十枚の和紙を貼

り重ねて原型を作り、型抜きした後に黒漆を塗って成型している。内側には胡粉で下地をつくり、装

飾を施した作例である。77また、信仰対象として、「文殊菩薩立像」（中宮寺蔵図49）は重要文化財

及び重要美術品に指定並びに認定されている彫刻の中で、唯一経典や消息などの紙で作られた例であ

る78。建築では書院造りを始め、障子、屏風、襖などに広く用いられるようになった。また、室町時

代、茶の湯が流行すると、茶室構造の成立に伴い襖絵、屏風絵、水墨絵、掛物襖、長巻の絵巻などが

発展し、大型の和紙が求められた。その需要に応じて、室町時代後期には、半間幅の間合紙と言った

大型の鳥子紙が登場した79。日常生活では、達磨大師を模型にした「起き上がり小法師」、張懸鳥帽

子などの張子細工、現代の和傘の元型である防水機能の和紙製傘、折り畳み籠提灯、中啓、末広、沈

折り形式の紙扇が登場し、明かり障子、ふすまや衝立、屏風などの室内装飾用品に和紙を使用するこ

とが広まり、折紙遊びも広まった。80 

中世では地方の製紙が盛んになり、地方の特徴を表した和紙が製造され、和紙の種類や生産量を増

加させた。実用性を重視する武家社会の需要や庶民文化の広がりによって、次第に和紙が各階級まで

浸透し、古来よりの和紙の諸性質に関する知識も多くの職人たちに周知された。中世の社会背景によ

って和紙の諸性質と実用性を融合させ、日常生活での実用性重視の様々な紙製立体構造物と和紙製の

                                            
74前掲書 注37： pp.106~108 
75前掲書 注28：pp.262~269 
76前掲書 注37：p.118 
77前掲書 注21：p.40 
78佐藤昭夫「紙製仏像についてー中宮寺蔵文殊菩薩像を中心に」『仏教芸術』125号毎日新聞社 

1979年：pp.86~87 
79前掲書 注28：p.272 
80前掲書 注60：pp.168~193 
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仏像の登場がこの時代の発展の必然的な結果である。これらの和紙の活用例が、和紙の造形美術の材

料としての新展開を見せ、時代の特徴を示したのである。 

 

⑶近世 

近世では、永禄十二年(1569)の関税廃止によって和紙が安価になりさらに普及した81。文禄一年

(1592)、活字印刷の導入により印刷文化が開始された。82これにより、上層階級が独占していた文化

が下層階級にまで広がり、町人が主体になった文化が形成され、庶民が主な紙の消費層となった83。

それに伴って紙の需要が急増し、幕藩の専売制や特産奨励の実行により新たな和紙産地が形成される

と、製紙の中心が以前の東日本から西日本に遷移した84。この時期、和紙は庶民の必需品として用途

が広がっており、加工技術は前代を継承しながら新たな動向を見せ、多様な和紙製生活用品が現れ

た。 

桃山時代では、武家社会では障子や襖、屏風が多く使われる書院造建築や茶室建築がさらなる発展

を見せた。室内装飾としての金碧障壁画、屏風絵、風俗画など絵画の発展もこれに倣った。金碧障壁

画・屛風絵の例として、「狩野永徳筆 唐獅子図屏風」(宮内庁三の丸尚蔵館、図27)、「狩野永徳筆 

檜図屏風」(東京国立博物図28)がある。襖や障子を使った茶室では、千利休のものを代表的な例とし

て挙げれば、「妙喜庵茶室(待庵)」(図29)がある。このような桃山時代らしい華麗なものや侘び茶の

文化は上層階級に限らず、次第に一般町人にも広がり、町人階級を主体とした文化に発展をもたら

し、和紙の発展を推進した。85 

文禄元年(1592)には、朝鮮半島から活字印刷法が輸入されたことによって、本格的な印刷事業が開

始された。活字印刷は『古文孝経』をはじめ、大規模な官版事業や寺院の開版事業にまで波及した。

その他に、民間開版事業も始まり、その代表出版物として「嵯峨本」が現存している。「嵯峨本」

(図30)は本阿弥陀光悦、俵屋宗達らの協力で角倉素庵が出版した作例で、王朝文化の復興思想を基

に、平安時代の装飾感覚を印刷本に再現する試みであった。五色の紙や雲母引き、雲母文様加工を施

した料紙が使用され、芸術家の個性が溢れている。「嵯峨本」は、近世の出版事業の発達に関して重

要な意義があり、挿絵入りの平仮名を用いた文学出版の先駆けでもあった86。 

本阿弥光悦は安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した書道家、陶芸家、芸術家であり、近

衛信尹、松花堂昭乗と共に寛永三筆と尊称されている。書道の料紙は室町、戦国時代にかけては白い

和紙が大半であったが、桃山時代以降、下絵を描き華麗な装飾を施した料紙が増え始める87。著名な

例として、江戸時代に俵屋宗達が下絵を描いた料紙に本阿弥陀光悦が書を配した「俵屋宗達・本阿弥

陀光悦筆 蓮下絵和歌巻」(個人蔵図31)や「俵屋宗達・本阿弥陀光悦筆 鶴下絵和歌巻」(京都国立

博物館蔵図32-1~32-2)がある。 

                                            
81前掲書 注28：p.281 
82前掲書 注37：pp.129~130 
83前掲書 注22：p.36 
84前掲書 注37：p.141 
85前掲書 注37：p.130 
86前掲書 注37：p.129 
87前掲書 注37：pp.127∼129 
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江戸時代では各藩の専売制や特産奨励政策によって、製紙業も各地で発達し、日々増大する和紙の

需要を満たすために生産量が急速に拡大した88。また、和紙の主な原料である三椏が現れた89。江戸

時代中期に和紙の自由販売が登場し、物流上や量産という点での最盛期を迎えた90。町人文化の急速

な発展により和紙が庶民の生活に浸透し、この時代の特徴として、半紙、半切紙が主要な流通紙にな

った91。当時寺子屋でも、習字用紙として半紙が主に使用されていた92。これに伴って民間において

も、多彩な文芸や文学の発展を遂げ、それに応じて用途別に多種類の和紙が登場した。文書、絵画、

書道には奉書紙、杉原紙、鳥子紙、檀紙などの高級紙を用いたが、一般書状は半紙であった93。 

半紙は杉原紙を縦半分に切ったもので、江戸時代に縦25㎝、横35㎝ほどの大きさに統一された

94。半切紙は手紙や記録用紙として使用され、大阪や京都では染色や文様入れの絵半切を製造してい

た95。 

半紙や半切紙以外に、障子紙、鼻紙、ちり紙、襖紙などは生活必需品であった。障子紙は明り障子

に張る和紙のことで、近世に書院造の普及によって広がった。明り障子は和紙の透光性と伸展させた

ときの強靭さを利用した、空間を仕切る採光建具である。当時、障子紙として有名なのは美濃書院紙

であり、御用として指定されていた。昔から空間を仕切る役割を果たしていた明り障子は、近世にな

ると普及し、近世住居文化を表している96。その著名な例として「桂離宮」と「修学院離宮」の障子

がある97。 

鼻紙は、古代と中世に貴族や武士が使っていた懐紙から変化した紙で、近世では庶民にも買える粗

末で安価な紙となり、大量に製造された98。男性用は美濃や豊後産の小菊紙、女性用は大和の吉野の

三栖紙が最上級品だった99。塵紙は楮皮の削りかすから作られた粗末な紙で、包装や鼻紙として使用

されていた100。  

襖紙は本来唐紙を用いていたが、近世では光悦や尾形光琳など芸術家たちのデザインした新たな紋

様のものが現れ、加工技術が複雑化したため強靭な和紙が必要となった。その襖紙の強靭さを活用し

た代表として、揉み紙が挙げられる。揉み紙とは和紙に何色もの顔料を塗り重ね、揉みの作業を繰り

返すことによって細かい文様ができる、繊細な感覚の襖紙である。襖紙の加工技術は前代を継承しな

がら、各層の需要を満たすために木版印刷を導入して量産され、大判の襖紙の加工にも活用されてい

た101。これは木版印刷が民間に普及した証である。 

                                            
88前掲書 注37：p.141 
89前掲書 注28：p.290 
90前掲書 注37：pp.151~152 
91前掲書 注37：p.161 
92前掲書 注20：p.83 
93前掲書 注37：p.130 
94前掲書 注20：p.59 
95前掲書 注62：p.43 
96前掲書 注37：pp.167~170 
97前掲書 注20：pp.126~128 
98前掲書 注37：p.162 
99前掲書 注60：p.146 
100前掲書 注37：p.164 
101前掲書 注37：pp.171~173 
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江戸時代の民間木版印刷の普及は庶民の文化に大きな影響を与え、風俗画としての浮世絵が登場し

た。浮世絵は江戸時代に興隆した町人芸術であり、肉筆の浮世絵もあるが木版印刷のものが一般的で

ある。浮世絵は絵師、彫師、刷師の共同作業で完成される仕事である。まず、一枚下図を完成させ、

薄美濃紙や典具紙に転写して、線描きを施して版下を仕上げる。完成した版下を版木に裏返しに貼

り、充分に乾した後、彫師が小刀で線をなぞり彫る。彫り上がった版木（墨板）に色を差し、色板を

完成させる。最後に、出来上がった浮世絵版を用いて印刷する。浮世絵はこのように木版印刷により

全国に広がった102。印刷技術の発達が和紙の加工に重大な影響を与えたのである。 

この時代の加工紙としては利久紙、更紗紙、縮緬紙、千代紙などがあげられる。利久紙は礬砂を引

いた和紙で壁紙、表紙、紙細工などに使用されていた。更紗紙は南蛮文化の影響を受け、型紙を用い

て文様を捺染して作製された加工紙であり、襖の腰張、表紙、表装、細工に使用されていた。縮緬紙

は皺を付けた和紙で、浮世絵、鯉のぼり、書物用紙として使用されていた103。 

千代紙は贈り物に付ける熨斗紙、細工紙、玩具などに使われる木版手摺りで模様を付けた小間紙か

ら発展した和紙である。当時、千代紙は加工紙として、高級な奉書紙から粗末な柾紙にまで用いら

れ、各階級で愛用されていた。また、浮世絵版画技術を千代紙の製紙過程に取り込み、多彩な文様の

千代紙が作成され、その名作として、画家谷文晁の下絵になる「菖蒲」「木賊」「月影」などの千代

紙が知られている。千代紙は発祥地により京千代紙と江戸千代紙とに分けられ、京千代紙は主に奉書

紙を用いて、落ち着いた色彩で、古典的な図柄が多く、古典的な優美さが漂っている。江戸千代紙は

主に薄手の和紙を用いて、鮮やかな色彩を持ち、新しい図柄が多い千代紙であり、京千代紙より急速

に発展した。いずれも、江戸時代の美的な趣味を表した和紙である104。 

装飾的な加工紙以外に特殊な用途の和紙の加工技術も発展し、多彩な和紙が製造された。防水機能

を備えた和紙では油引紙と渋引紙があげられる。油引紙は主に高野紙、宇陀紙、森下紙を用いて荏油

や桐油を引いて加工された和紙で、雨傘には荏油を引いた油紙を使い、合羽は桐油を引いた油紙を用

いている105。染色に使われる型紙は何枚も張り付けた美濃紙や吉野紙を柿渋に浸して、乾燥させるこ

とを繰り返すことによって作られた和紙である106。また、油紙と渋紙を用いた煙草入れもあった。柿

渋は漆と同様、防水機能と防腐機能があり、この原理を基に長門(図33)や一閑張り(図34)技法が普及

し、様々な民具や日常用品が作られた。長門は和紙を細く切り、撚った糸を編んだ器物に漆を塗った

ものである107。一閑張りは二種類あり、一つは一閑塗で、器物の表面に和紙を張って、漆や柿渋を塗

る方法である。もう一つは張り抜きで、器物や原型に和紙を貼り重ねて成型したものを外し、漆を塗

る方法である。後述する岐阜県正法寺蔵の釈迦如来坐像は、一閑塗に近い方法で作られた最大の仏像

である。 

                                            
102前掲書 注60：pp.137~141 
103前掲書 注37：pp.174~176 
104前掲書 注37103：pp.176~180 
105前掲書 注22：pp.146~149 
106前掲書 注37103：p.174 
107前掲書 注22：pp.184∼187 
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他にも、和紙で作製した紙布や似革紙が登場した。紙布は和紙を細く切り撚った糸を織り機によっ

て作ったもので、洗濯が可能である。織物は縦糸と横糸を交差して作られたもので、縦と横糸は和紙

糸を用いたのを諸紙布、縦糸が絹を用いたら絹紙布、縦糸綿なら綿紙布、麻の場合は麻紙布となる。

製造が複雑であるため製造量は少ない108。擬革紙は当時輸入品である金唐革を模造した高級な装飾紙

である。擬革紙で作られた煙草入れは人気を集めた。和紙の粘り強さを生かした好例でもある109。 

奈良時代に現れた古紙の漉き返しは江戸時代でも製造され続けていた。江戸での紙の消費を補うた

めに漉き返した浅草紙、信濃の上田紙などが日常生活用に使われる紙の代表である110。一方、知識人

の好みの和紙の発展も一つの特徴である。 

商品経済と藩制制度の発展により、各藩内での貨幣不足を補うため、寛文元年(1661) 、福井藩で

初の藩札が発行された。藩札は当初、楮に雁皮を混合する方法で作成されたが、その後は雁皮の厚紙

が多くなる。江戸時代後期では三椏が使われ、米粉、澱粉などの填料が混合され、柿渋、蒟蒻、漆な

どが塗布されている札もある。漉き方は、半流し漉きの厚紙や流し漉きの数枚の薄紙を貼り合せたも

のが大半で、薄紙一枚のものもある111。 

近世では多彩な文化の開花により、和紙の製造も発展を遂げ、日常生活の至る所に和紙が用いら

れ、和紙が庶民にまで普及した画期的な時代とも言える。この時期に現れた多彩な和紙製の立体物

は、和紙の立体造形の素材として適している事を示している。 

 

⑷近現代 

江戸幕府の崩壊、明治維新から始まった明治時代では、専売制の終結によって安定した販路を失

い、和紙の質が低下する傾向が見られた。一方、教科書、新聞雑誌などの印刷物、政府や民間の様々

な用途によって紙の需要が増幅し、和紙の販路が一時期保護された112。しかし、1872年に輸入原料

による国産洋紙の製造が始まり、1989～1900年に木材パルプの自給を実現し、洋紙の製造が本格化

すると、機械漉きによる洋紙の自給が実現したことで、和紙産業は大きな打撃を受けた。近現代は手

漉き和紙産業の衰退する時代となった113。 

洋紙産業の影響で、和紙産業には技術改良、新製品の開発、輸出、組合組織を作るなどの方法が求

められ、洋紙産業に抵抗する道を辿った。このとき、新製品として開発されたものが、岐阜産の鼠森

下紙、便利書院、漉入紙、高級文庫紙と謄写版原紙(雁皮の薄様)や図引紙(三椏紙)であった。典具

帖、薄美濃、紋美濃、三椏製光沢紙、印刷紙、透し入れ紙などは海外に輸出された。典具帖は高級な

包装紙、レンズ拭き、タイプ複写抄紙に使用され、薄美濃はコピー用紙、紙ナプキンとして使用され

ていた114。 

                                            
108前掲書 注22：p.144 
109前掲書 注22：p.187 
110前掲書 注60：p.148 
111宍倉佐敏「和紙の製法と原材料」『KAMI』34号 日本・紙アカデミー 2011年：pp.4~5 
112前掲書 注37：pp.193~196 
113前掲書 注37：pp.199~201、 
114前掲書 注37：pp.202~203 
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技術改良と言えば、吉井源太氏は技術開発に大きく貢献した人物である。幕藩時代には製紙技術は

企業秘密であったが、近代では技術交流が活発化し、製紙技術が素早く拡散されるようになった。吉

井氏は絵画や文学に関わり製紙に興味を持ち、八枚漉きの用具を開発し、それを各地の教え全国に広

がった。三椏の栽培や白土を混入した紙漉きを全国に広げ、和紙の主要な原料として定着した。樹脂

を紙料に混入したヤネ入り紙を開発し、インクの滲みを防ぎ、ペンの書写に相応しい和紙を開発し

た。その他、木材パルプの混入、ホーレンダービーターを導入して叩解するなどの技術改良を行い、

業界内に共有した115。これら改良によって和紙の可能性を広がったが和紙の質を低下させた。明治中

期、洋紙の発展に対して和紙は衰退し、明治後期から大正期には、近代工業の大規模な量産化に伴っ

て機械が重視され、和紙の製造も機械化し、手漉きから機械抄きへと移行した。半紙と雑紙など生活

用紙の領域に機械の導入により手漉き和紙はさらに衰退した116。 

この現実をふまえて、和紙の特質を生かした和紙を作る、すなわち伝統技法への回帰が始まった。

1968年、雁皮紙の製造者である安部栄四郎氏と、越前奉書紙の製造者である八代岩野市兵衛氏が、

重要無形文化財技術捧持者(人間国宝)として認定された。その後、本美濃紙、石州半紙、土佐典具

帖、小国紙などが相次いで文化財として認定された。117これは日常品である和紙が文化財として保護

されたと同時に、和紙が数少なく消滅寸前であるという意味を表している。 

現在、日常生活用紙の一部として和紙が洋紙に置き換えられたが、和紙の独特な性質により美術用

品や特殊な装飾紙としてその価値が認められていた。現在でも書画用紙として、三椏を主原料とした

機械漉きの和紙が広く使用され、日本画用には楮、三椏を主原料に木材パルプや藁、茅、竹の繊維を

混入して作られた画仙紙がよく使用され、また平安時代に絶した麻紙を復元して使用されている。装

飾紙について、現在日本に伝統的な襖紙を加工する専門店は唐紙屋長兵衛の一軒のみである118。 

このように、和紙の伝統を守りながら洋紙と和紙の技術の融合も試みられている。例えば、鳥子

紙、手漉きのものは「本鳥子」、純雁皮は「特号」、雁皮と三椏の混合は「一号」純三椏は「二

号」、楮と木材パルプ混合は「三号」、木材パルプは「四号」、機械漉きは「新鳥子」と呼ばれ、三

椏とパルプ、機械漉きなどを導入している。119障子紙の場合はほとんど機械漉きにより作れられてい

るが、高級な和風建築には手漉きの障子紙を用いている120。本来は洋紙の木材パルプに用いられる機

械漉き方法が、現在はそのまま和紙にも使われ、和紙と洋紙の区別が曖昧になっている。 

以上、和紙の歴史を概観し、和紙の製造や加工の発展の歴史から、古代の和紙製造の工人達はすで

に和紙の様々な性質を理解していたことが明らかとなった。しかし、当時、和紙の消費者であった貴

族にしても、工人にしても、極わずかな人々しか関与しておらず、その上、和紙の産量が限られてい

るので、優れた技術が十分に生かされていない。つまり、和紙製造形物の発展の条件が揃ってないと

いうことである。時代が降り、和紙が徐々に武士や庶民の間に普及した事で和紙の生産が増し、日常

                                            
115小畑登紀夫「紙漉きイノベーター吉井源太―土佐から日本の製紙技術を変革」『近代日本の創造史』 

No.11近代日本の創造史懇話会2011年：pp.3~11 
116前掲書 注37：pp.211∼214 
117前掲書 注22：pp.47~48 
118前掲書 注37：p.173 
119前掲書 注37：p.107 
120前掲書 注37：p.166 
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の必需品になるとともに量産もされるようになった。和紙を扱う人間の増加によって、様々な用途や

要望が生み出され、それを叶えるための十分な加工技術が開発され、多彩な和紙が製造されている。

これらの諸条件が揃ったところで、紙製造形物は一気に発展を見せ、人々の生活の中に溶け込んでい

ったのである。 
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第二節 和紙の製造方法 

 

長い歴史の中で和紙の製造技術が進化し原料から漉き方法まで多彩な変化を遂げ、技術を改良しな

がら成長して来た。しかし、誕生から現在までその基本原理は変化していない。手漉き和紙の製造方

法は平安時代で確立され、各時代の要求に応じて、和紙は時代背景と産地により多少の相違を見せた

が、手漉き和紙の製造過程は伝統的手法を継承して、重大な変化をみせなかった。 

和紙の原料は主に楮(図35)、雁皮(図36)、三椏(図37)であるが、中でも楮は最も広く使われてい

る。補助原料としては木材パルプ、麻、竹パルプ、稲、外国産楮がある。楮の繊維は長く強靭で、柔

らかい和紙ができるため、基本原料として使用されていた。楮は苗を植えてから三年目に収穫でき、

毎年一回収穫することによって安定した生産量を保つことができるので、広い範囲で使用されてい

た。 

和紙は産地や種類によって作り方が若干異なっている。本節では、高知県立紙産業技術センターで

の研修を基に、楮を用いた和紙作りの各製造工程をまとめ、和紙の制作過程の重要性と諸性質の形成

を提示し、和紙が彫刻素材になりうる可能性を示すことが目的である。 

 

和紙の制作過程は次の通りである。 

① 刈り取り 

現在、日本の楮の収穫は落葉後の1月頃で、生木を1メートルの長さに刈り取り小束にする。 

② 剥ぎ 

生木の小束を釜に入れて蒸す(図38)。蒸し上がった小束を取り出して、冷水をかけて、皮を剥ぎ取

る。冷水をかけることにより、木の皮が剥がれやすくなる。剥がした皮は束にして竹竿にかけて乾燥

させる。 

③ 表皮削り 

靭皮は黒皮、甘皮、白皮の三層からなるが、和紙に使用するのは一番内側の白皮だけである。白皮

を取り出すために、②で乾燥させた樹皮を一晩水に浸して柔らかくしてから(図39)、木台の上にのせ

包丁で黒皮層と甘皮層を取り除き(図40)、白皮を残す。白皮にはやけと言ったオレンジ色の繊維の塊

が入っており、それは煮した後も分解せずチリになるので、やけを切り取って、純粋の白皮にする。

他には、樹皮を川の中の平らな石の上に乗せ、素足で踏んで表皮を除く方法もある。また、取り出し

た白皮をすぐ煮熟する場合と乾燥させて保存する場合がある。乾燥の方法としては、天日干しにして

乾燥させる方法と、自然漂白されるのを待ってから乾燥させる方法がある。自然漂白とは、かす皮を

取り除いた白皮を清水で洗い、水に浸してから水溶性物を流し去ることで、これを川晒しともいう。 

④ 煮熟(図41) 

白皮にした原料には、純粋な繊維以外にも澱粉質やたんぱく質、脂肪、糖類などのたくさんの不純

物が含まれている。白皮の繊維がアルカリ性に強いことを利用して、灰汁や消石灰、ソーダ灰などの

薬品を入れた液体で煮て121、繊維中の不純物を溶かしていく。乾燥保存されている白皮を使う場合

                                            
121良質の紙を作るには草木灰が良いとされる。  
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は、事前に水に漬けて、柔らかくしてから煮熟する。薬品の量は白皮の重量に対して、消石灰

50％、ソーダ灰15～20％、苛性ソーダ20％を入れ、水の量は乾燥した白皮の重量の15～20倍にす

る。沸点に達してから2時間煮熟して、繊維が手でちぎれるようになるまでが基準である。煮熟の際

に、煮えむらがないように何回か攪拌することが重要である。 

⑤ 漂白 

伝統的な漂白方法は、川晒しの方法で白皮中のアルカリ性成分を洗い流し、同時に自然漂白を行っ

ていた。この方法は、繊維の光沢と強度を保持するには最適だが、時間がかかるため、現在は晒粉

(カルキ、kalk、次亜塩素酸カルシウム)を使って漂白している。この晒粉を使用することにより純白

の紙料が作れるが、自然漂白に比べ繊維が傷つき易く、光沢も落ちるなどの欠点がある。 

⑥ 塵取り(図42) 

煮熟した白皮を清水で軽く洗ってアルカリ成分を取り除き、束にして笊に置く。次に、笊を清水の

中に置き、笊の中に白皮を浮かせてごみややけなどの繊維の固まりを取り除く。この作業は二回行

い、一回目は丁寧に塵を取り、二回目は繊維を解しながら塵を取り除く。 

⑦ 叩解(図43) 

叩解とは繊維束を分離させ、さらに分離した繊維を適当な長さに切断し、適当な幅に破裂させる作

業である。伝統的手法では白皮を石または木の台の上に置いて、樫などの棒で叩いて叩解するが、今

回は機械による叩解作業を行った。現在、多くの手漉き和紙製作所では機械を使用してこの作業を行

っている。 

⑧ 紙料の調和(図45) 

漉槽に水を三分の二まで入れて、叩解した紙料をほぐしながら入れ、繊維が均一になるまで竹や木

の攪拌棒でかき混ぜる。流し漉きの場合はネリ(粘剤)を加え、さらに紙料の濃度を均等になるまでか

き混ぜる。ネリを入れることは製紙において重要な工程である。ネリによって繊維が均一に分散する

と同時に、水の引きが遅くなり繊維同士がしっかり絡みあって、厚さが均一の強い紙ができる。ネリ

の作り方は(図44)、トロロアオイの根を潰して、その上に水を足して一晩置いて紗で濾して、粘液を

取り出す方法である。この粘液は気温が高い時は菌の増殖によって粘りが消えることが多いため、冬

に紙漉きするのが一般である。現在、気温の変化に影響されない、化学ネリが開発されている。 

⑨ 紙漉き(図46) 

出来上がった紙料を漉く工程で、漉簀や漉桁などの道具を使用する。簀面に汲み込んだ紙料液を前

後に揺り動かして繊維を均一の厚みにし、余った水を流し捨てて紙層を形成する。 

⑩ 紙床つくり 

紙層ができたら、上桁を上げ、簀を持ち上げて、紙床板の上に一枚ずつ積み重ねて紙床をつくる。

熟練した職人は直接加味を重ねていくが、一般的には紙を綺麗に重ねるためにあてといった木を板の

端に取り付けて作業を行う。 

⑪ 湿紙の脱水(図47) 
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紙床に積み重ねた湿紙を急に強い力で絞ると紙の形が崩れるおそれがあるため、紙床の上に麻布や

押掛板を敷き、さらに木などの重さがあるものを紙床の上に置いて、一晩脱水させる。翌日、圧搾機

にかけさらに水を絞る。 

⑫ 乾燥(図48) 

圧搾機にかけても水分が残っているため、湿紙を紙床から剥がし、簀に接している面を干板に接す

るように貼り付けて天日干しする。伝統的に干板は銀杏、シナ、松で作られており、板によって紙の

表情が変化する。現在、加熱した鉄板乾燥機や熱風乾燥機なども使用されている。 

⑬ 仕上げ 

乾燥した紙を選別し、不良品を除いて規格寸法に合わせて裁断して包装する。装飾などの加工紙の

場合は、製造過程に加工材料を入れるか、仕上がり後和紙に加工する。 

 

このように、手漉き和紙が現在でも全国各地で作成られ、主に平面上な形で製造され、伝統工芸や

建築空間、現代アートに使われている。加えて、近年、伝統の技術や道具では作ることのできない立

体漉き法の開発に成功して、糊や接着剤を使わずに立体造形物を作ることが可能になり、和紙の新た

な可能性を開いた。 

 

おわりに 

中国と日本の紙の起源は明らかにされていないが、紙を使う以前にも、紙の原料である麻や楮を用

いた織物を使用し、植物繊維を加工する技術を持っていた事は共通している。初期の紙がぼろ布や漁

網を砕いて作られていることからも、紙は麻や楮などの織物の再加工から誕生したと考えられる。織

物から紙への流れから、紙が様々な機能や用途による造形物に展開していく可能性が、その発生段階

に秘められていると考える。和紙の成長と進化の過程がその証拠であると言える。 

製紙が飛鳥時代に登場し、奈良時代の伝承を経て、平安時代で日本独特の和紙が定着した。この進

化の段階で、和紙が書写の媒体だけではなく、様々な形態で出現した。それは和紙の平面上での和風

美を融合しただけでなく、紙に対する知識の向上に伴って、屏風や襖、折り紙、紙扇、紙衣・紙襖な

どの立体構造の形で現れた。しかし、中世までは和紙は貴重品であり、王侯貴族が専有していたた

め、庶民の生活まで浸透していなかった。しかし、後に文化が大衆化し、近世で庶民文化が繁栄する

と、江戸時代に和紙は庶民にまで普及した。これが、紙製立体造形物の発展の土台となったのであ

る。和紙の生産量が増えるにつれ、和紙は日常生活のあらゆる所に姿を現し、紙細工が発達した。そ

こで明かり障子、提灯、凧、傘、笠、食器、箱と畳紙、紙雛、張子細工などが庶民の生活に普及し

た。紙細工の材料に変身した和紙は、宗教信仰にも活用され、紙製仏像が制作された。江戸時代の和

紙の普及が、和紙の立体造形としての用途を拡大した。明治時代に入ると産業革命によって機械産業

が拡大し、手漉き和紙産業が衰退、流通は激減し、伝統的な紙製立体造形物にも影響を及ぼした。伝

統的手漉き和紙産業を絶滅の危機に追いやった。戦後、経済復興が落ち着き、人々に心の余裕ができ

た1968年、和紙は重要無形文化財に指定された。これをきっかけに、伝統文化としての和紙の重要

性が改めて認識され、手漉き和紙の継承が重要視された。 
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平安時代から進化し続け成熟した様々な加工技術や、特殊な製紙技術の一部はすでに失われていた

が、現在、和紙の漉き過程で水滴を落としたり、和紙の紙料にガラス繊維やイグサなどの繊維を入れ

たり、アクリルの加工を施すなど、和紙の種類や機能は以前とくらべて多様になってきている。その

基本的な製作方法は昔と変わらず、基本は平面な和紙を研究しながら創作された。ところが、近年、

立体漉き法が提案されたことによって和紙の伝統製造方法は覆され、インテリアや現代建築空間にま

で広がり、和紙が活用され、和紙の応用領域を広げ、彫刻素材としての新たな展開をみせた。 

和紙の長い発展の過程で、技術の発展により、和紙の諸性質に新たな展開を加えつつ、多彩な紙製

造形物が創作された。それは以下の性質の展開である。 

① 軽くて強靭な性質：長い繊維を絡み合わせて作られた和紙は、軽くて強靭な性質によって、紙以

前の書写媒体から置き換わった。その後の様々な加工紙や紙製造形物もこの性質を基に発展し続

け、現在、現代美術にも応用されている。 

② 吸収性：和紙は植物の長い靭皮繊維をランダムかつ精密に絡み合わせて作られた紙なので、様々

な液体を吸収し安定させ、風化しにくく、強靭で保存性に優れている。これにより、 

１）墨、染料、顔料を吸収し、書物や絵画が創作され現在まで残されている。 

２）漆を吸収することによって和紙の強度を上げることが可能になり、一閑張りや張り子制作に応

用されるようになった。 

３）油や柿渋を吸収し防水の機能を果たすので、傘、合羽、などの雨具に使われている。４)吸水

し変形するので塑像が可能なことや、水に溶けやすく再生することが可能である。 

③ 透光性：薄い和紙は光を透過する。例としてあかり障子があげられる。もちろん絹や紗など薄い

布生地も光を透過する性質があるが、コストが高い上に和紙ほど繊維が緊密ではないため、和紙の

方が防風機能は優れている。 

④ 形状記憶： 

１）和紙は一回折ると形状を記憶する性質があり、同時に何回折っても破れない強靭さを持ってい

る。この性質を利用したのが折紙である。 

２）濡れた紙をある形の上に密着させると、乾いても形状を記憶する。これは張り子などに応用さ

れている。 

⑤ 接着しやすい性質：和紙は糊などの接着剤により和紙同士や他の素材と簡単に接着できる。平安

時代の継ぎ紙がこの性質を活用した例の一つであり、提灯、障子、紙製仏像などは他の素材との接

着する性質を活用した例である。 

⑥ 塑像性：和紙製造者達は、紙の原料を加工する過程で大量の繊維の塊を扱っており、厚みの異な

る和紙を作っている過程で、その塑像性を認知していたと考えられる。後述する中宮寺の文殊菩薩

立像はその好例であろう。 

⑦ 保存性：和紙と洋紙の一番大きな違いがこの点である。和紙が洋紙よりも保存性に優れているの

は、和紙がその製造過程で化学薬品を使わずに植物繊維を精錬し、分解しているためである。正倉

院の遺品である大宝二年(702)の美濃、筑前、豊前の戸籍がその好例である。しかし、当時の製造
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者は千年以上保存できることを検証しようがないので、この保存性というものは、現代人が和紙の

歴史の中から知り得たことなのであろう。 

 現在、文化財修復にも、この和紙の性質を生かして、利用されている。 

 

 これらの性質を備えた和紙は、技術の進化に伴い和紙自身も変化して、多彩な立体造形に応用さ

れている。和紙の丈夫さ、塑像性と保存性が彫刻材料に相応しいものであることを示し、和紙の立体

造形物の素材としての必然性を提示した。次章では、歴史上での紙製立体造形物を見ていきたいと思

う。 
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第二章 伝統の紙製立体造形物 

 

はじめに 

 江戸時代以前、和紙は貴重品として公家、僧侶、武家などの上層階級にしか使われていなかった

ため、和紙の立体造形物は装飾性を重視したものであった。江戸時代以降は和紙が容易に入手できる

素材として民間に普及したため、和紙を用いた民具や紙細工などの立体造形物が大きく発展した。そ

の後、機械文明や石油製品の台頭によって和紙産業が衰退すると、一部の紙細工はその実用性を失

い、歴史の表舞台から姿を消した。 

和紙で作製した立体造形物は、人々の日常生活と深い関わりを持っており、日常の使用に耐えられ

る丈夫さが求められ、仕上げに漆や柿渋を塗って強度を高めている。これらの立体造形物の作成方法

は様々な場面で使用され、一部が現在まで残されている。 

本章では、伝統紙製立体造形物を、信仰や供養のための精神性を主とした造形物と、和紙の物理的

性質を主とした造形物に分けて検討する。前者は紙製信仰対象像であり、その遺例は極めて少ない

が、和紙自体よりも和紙に書かれた文字の意義を表現するものである。後者は一般的な紙製立体造形

物であり、和紙の丈夫さ、軽さなどの諸性質を利用した造形物である。紙製民具や玩具がその代表で

ある。これらの和紙製造形物の発生と発展の歴史、およびその作製技術を分析することにより、和紙

を素材にした歴史上の立体造形を紹介し、日常和紙製造形物から和紙彫刻に発展する可能性を提示す

る。 
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第一節 信仰や供養のための造形物 

日本の伝統的な仏像や人物像といえば、金銅、木、石、粘土、乾漆を材料とするのが一般的である

が、和紙を用いた像は数少ない。先述した中宮寺の文殊菩薩立像（以下、中宮寺像、図49）や「地

蔵菩薩立像」（埼玉・経蔵院蔵、以下、経蔵院像、図51）、「釈迦如来坐像」（岐阜・正法寺蔵、

以下、正法寺像）、「地蔵菩薩坐像」（岩手・佐藤精三朗氏蔵、以下、佐藤氏所蔵像）がそれであ

り、日本ではこの四体しか知られていない。これらの仏教彫刻は和紙彫刻の技術的な基盤となってい

る。 

 

１．中宮寺蔵 文殊菩薩立像 

本像(図49)は、像高52.2㎝の童子形文殊菩薩立像である122。その顔面と胴体は幼児のようで、髪

を五髻結びに結い上げ、左手に経巻、右手に金剛剣を持ち、下半身に裙をまとった姿である。仏像の

表面には漆が塗られ、条帛と裳には截金文様を、目には玉眼が嵌入されている。中宮寺像は現在重要

文化財及び重要美術品に指定並びに認定されている彫刻の中で、唯一経典や消息などの紙で作られた

例である123。胎内に納入された願文によると、制作年代は文永六年(1269)で、願主は「信□」とある

が、これは信如ではないかと推測されている124。仏像の制作に消息を使った理由としては、当時の消

息の主にも造像による利益を与える、消息主を供養するための消息経と同じ考えであるためと推測さ

れる。加えて、中宮寺像は中宮寺再興以前に制作されているため、南都の文殊信仰の性質を持つ。125 

日本の文殊信仰は中国の影響によって『維摩経』を基づいた文殊信仰で知恵の文殊として信仰され

ていたのは最初であった126。八世紀から十一世紀にかけて日本の僧侶たちは相次ぎ、五台山巡礼を果

たしたことが知られる。玄昉の『五台山記』、円仁の『入唐求法巡礼行記』 、奝然の『日記』、寂

昭の『来唐日記』、成尋によって五台山文殊信仰が日本に伝わった。127また、天平7年以後、『清涼

山伝』『仏頂尊勝陀羅尼経』の「序」の文殊化現と行基(668－747)の社会事業や民衆教化とが重な

り、文殊化現思想が普及し始めた128。円仁(794～864)は日本に初めて密教修法の文殊八字法をもたら

して129、貞観三年(861)に比叡山文殊楼院で文殊三尊と四体の文殊菩薩立像を作って130、文殊信仰は

さらに高まりをみせ、多彩な文殊菩薩像が相次いで造像された。 

文殊菩薩像といえは様々な相があり、維摩経の文殊菩薩、法華経の文殊菩薩、華厳経の文殊菩薩、

釈迦三尊像の文殊菩薩、稚児文殊、僧形文殊、密教の文殊菩薩などが知られている131。密教の文殊菩

                                            
122福地佳代子「平安・鎌倉時代における童子形文殊菩薩像の展開」『女子美術大学研究紀要』36 

女子美術大学2006年：pp.110~119  
123前掲書 注78：pp.86~87 
124前掲書 注78：p90~91 
125藤澤隆子「文殊菩薩立像一系譜(下)」『東海女子大学紀要』20号東海女子大学 2000年：p.151 
126金岡秀友 柳川啓一『仏教文化事典』佼成出版社 1989年：p.480 
127前掲書 注125：p.146 

金子啓明「文殊菩薩像」『日本の美術 』314号至文堂 1992年：p.25 
128同125：pp.140~141 
129同126：p.480  
130金子啓明「文殊菩薩像」『日本の美術 』314号至文堂 1992年：p.26 
131同上：を参考 



 

28 

 

薩図像は、胎蔵界曼荼羅の中台八葉院(図52)の西南隅と東方三重目文殊院に描かれている。密教の文

殊菩薩は、一髻、五髻、六髻、八髻があり、髻の数によって一字文殊、五字文殊、六字文殊、八字文

殊と呼ばれ、各修法の本尊として信仰されている。中でも五字文殊は息災を司るとされており132、こ

れを見れば、中宮寺像は密教の五字文殊像であると分かる。 

五字文殊像の一般的な像容は童子形で、右手に智剣、左手に経巻または経巻を載せた蓮花を持って

いる。遺例では京都広隆寺「文殊菩薩像」 (図53)、醍醐寺「文殊菩薩渡海図」(図54)叡福寺本渡海

文殊画像(図55)など、坐像や騎獅像が数多く現存しているが、本稿の中宮寺像と「文殊菩薩像」（奈

良・西大寺蔵図57）の像内納入仏である「文殊菩薩像立像」(図56)の遺例は稀である。133 

中宮寺像(図50)には、①『金剛界略次第』一巻、②『法華経冊子』二冊、「如来寿量品」「薬王

品」、③『不空羂索法次第』、④『施餓鬼法次第』一巻、⑤『大般若経』一巻、⑥『具注歴断筒』一

巻、⑦消息など二通、⑧消息断片一巻、⑨経巻など断片一巻、⑩舎利包紙二枚、⑪断片一括一箱、⑫

その他、香二包、竹箆一本などの納入物が収められている134。これらの納入物は、仏像の芯棒として

の役割を果たすと同時に、量感を作り出す役割もある。中宮寺像は、次のような方法で造像したと考

えられる。 

 

①まず、胴体の強度を保持するため、『金剛界略次第』と『胎蔵界略次第』二巻を上下に並べ、外

側から『法華経如来寿量品』、『同薬王品』、『不空羂索法次第』などの三冊の経書を抱くように巻

きつけ、像の胴体の芯を立ち上げる。 

②頭部は、胴体の上から竹箆を刺し込み、胴体から突き出した竹箆の先端に『施餓鬼法』一巻と消

息を丸めて固定して芯とする。腕は丸く巻いた紙片で作られ、胴体と張り合わせている。その左腕の

支柱として『具注歴断筒』一巻を納めている。右腕に納めた経書は不明である。胸部には金襴の裂に

包んだ舎利包紙二枚が納められていて、胸部の量感を作り出している。 

③続いて、出来上がった支柱の上に、反古紙と木片を内部に、白い和紙を表面に重ねて張り付け、

胴体のふくよかさを作り出している。その後、出来上がった身体の細部に装飾を行なう。 

④面貌では、目と口の部分に穴を開け、くぼみを作る。目の部分には水晶片を嵌めて玉眼を作り、

口の部分には紙を重ねて作り出した唇を張り付ける。鼻と耳も口とほぼ同様の方法で作り、顔面に張

り付ける。髪は重ねた紙に溝をつくり、上から紙を張って仕上げ、その上に丸めた紙縒りで作った髻

を竹釘に刺し込んで、頭上に固定する。頸部などの部位には、強度を保つために薄い絹が張り付けら

れている。 

⑤条帛と裳の衣褶は、紙縒りを曲線で重ね張り付けることにより自然な起伏を付ける。手と足の先

は、強度を保つために木彫で作られている。 

 この胴体に彩色を施して完成となる。その後、崩れを防止するために漆を表面に塗布した135。 

 

                                            
132前掲書 注130：p.73 
133前掲書 注130：p.73 
134菅原安男「中宮寺の紙製文殊」『畫説』年東京美術研究1940年：p.315 
135佐藤昭夫「紙製仏像について―中宮寺蔵文殊菩薩を中心に―」『仏教芸術』No125毎日新聞社 1979年：pp.92~97 
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２．経蔵院蔵 地蔵菩薩立像 

本像は、1980年前後、埼玉県久喜市(旧北葛飾郡栗橋町)(図51)で発見された僧形地蔵菩薩像であ

る。像高は98.6cm、右手に錫枚、左手に宝珠を持ち、袈裟をつけ前進の態を表す立像で、木製台座

の上に立っている。この仏像も胎内に消息などを張り付け、経典により作製された紙製仏像である。

頭部から底まで一本の木の柱が通り、腹部には横桟が挿入され、頭部、手首、足首も木製である。像

の全表面に布を貼り、上に漆箔を重ね付けして、さらにその上から金泥で文様を描いている。これら

の材料が仏像の強度を高める役割を果たしている。経蔵院像の作成年代は明確されていないが、納入

物から江戸時代後期の作と考えられる。その詳しい製作技法も明らかにされていないが、過去のＸ線

透視調査では、仏像の内部に矧ぎ目の線が発見されていない。これにより、胴体の前後部の雌型をそ

れぞれ作り、それを張り合わせるというような張り子ではないと推測される。仏像の胎内には、①

『南無阿弥陀仏』名号二札、②『南無妙法蓮華経』名号一札、③『妙法蓮華経』第七の『妙音菩薩

品』第二十四から『観世音菩薩普門品』第二十五まで一札が納入されていた136。 

 

３．正法寺蔵 釈迦如来坐像 

 正法寺像は像高が13.63mで、江戸時代末期、正法寺の十一世惟中和尚とその弟子である肯宗が

三十八年をかけて制作した仏像であり、東大寺の大仏を模型に造立した仏像とされる。周囲1.8mの

銀杏材を真柱として通し、体躯は木材で骨格を組み、外部は竹材を用いて細かく編み、これに粘土を

塗り固め、その上に『一切経』、『阿弥陀経』、『法華経』、『観音経』などを貼り付けて、漆を重

ねて作られている。全体的な技法は、籠細工や一閑張りの技法を融合したかのようである。そのた

め、正法寺像は別名籠大仏とも言われている。本像は形式化し、衣文線の表し方が素朴であり、胎内

仏として薬師如来が安置されている。なお、全国的に珍しい技法で作られたこの正法寺像は、岐阜県

の重要文化財に指定されている137。 

 

４．その他 

法華寺には、仏像ではなく、横笛像と呼ばれる紙製の像がある。この像は、滝口入道との恋にやぶ

れ伏見の里に隠棲して尼となった横笛を、法華寺の尼僧達が哀れんで、彼女が滝口入道に送った消息

文で作り、横笛堂に安置したとされるものであるが大戦中に焼失した138。 

以上、信仰や供養ための伝統的な紙製立体造形物について概観し、各時代に現れた和紙製信仰像に

その時代の特徴と製作者の特性が表現されていることを見出した。しかし、これらの遺例には、経典

や消息を素材にしたという共通点があった。日本では、金銅、木、漆、粘土、石などの素材を用いた

仏像は数多く存在しており、和紙を材料にしている例は希少である。しかし、わざわざ和紙を用いた

理由を考察するならば、以下の理由が考えられる。 

 

                                            
136同上：pp.105~108 
137前掲書 注135：pp.109~110  
138町田甲一『法華寺』中央公論美術出版 1964年：p.35  



 

30 

 

① 古代から、死者が生前に書写した書物を漉き返す、または死者の髪の毛を漉き込んだ和紙を用

いて写経をすること、即ち消息経によって死者が供養されるという思想がある。 

② 経典や経文の一つ一つの文字が仏像と統合して信仰を現すという思想がある。 

③ 平面上の信仰や供養思想あるいは精神性の延長として、立体の紙製信仰像が制作された。 

 

もちろん、これらの造形物は和紙の漆を吸収する、貼りつけ易い、塑像性などの物理的な性質によ

って成型していることは事実であるが、ここでは精神性が主要な意味をなしていると筆者は推測す

る。そのうえで、紙の素材としての強靭さには特に注目される。紙の技術により強化され、和紙製の

仏像が千年以上の歴史を経て現在まで継承されているという事実が、和紙が彫刻の素材になり得るこ

とを示しているであろう。現代の紙製立体造形は、これらの技術から知恵を授かり、新技法を開発し

たともいえるのである。 
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第二節 生活の中の紙製造形物 

信仰や供養ための紙製造形物以外にも、和紙の物理的な性質を利用して作られた立体造形物は数多

く存在している。それは、日常生活における紙製造形物である。その種類や数は莫大であるが、和紙

を使った紙細工には、例として烏帽子や陣笠、扇、提灯、紙衣と紙布、凧、紙雛、張子細工、障子、

などがよく知られている。これらの造形物は、基本的に和紙の接着しやすい性質を利用し、軽さや透

光性など他の性質と併せて作り出されている。ありふれているものではあるが、各々の和紙の性質の

利用の仕方や技法は、実は、現代彫刻にも繋がっていくと筆者は考えている。本節では、日常生活を

取り巻いていた、紙製（和紙を主とする）の立体造形物を種類別に挙げて、それらの形成、発展の歴

史的な過程、および作製技法や利用法や機能に関して検討し、和紙の立体造形の素材としての歩み道

を明らかにしたい。 

 

１．障子 

 本来、障子は衝立、屏風などを含む建具で、奈良時代に登場し、現在まで日本の文化と建築にお

いて不可欠な存在である。その発展を見ると、衝立、屏風、襖、明かり障子などがあるが、最終に引

き戸に基づいて作製された障屏具になった。 

古文書には、奈良時代の日本では、中国から伝来した屏風が天皇や貴族の邸宅に飾られ、和紙が使

用されていた例として正倉院宝物である「鳥毛立女屏風」が現存している。また、衝立は仏画として

寺院建築の内部に設置されていた139。 

平安時代に入ると、障子が日本独自に発展し、絹や紙を貼る種々の障子が現れ、その装飾性を高め

るため、障子に絵を描く、模様の付いた和紙を使用するなどの工夫がなされた。最初は唐紙を使用し

ていた140。 

平安時代末期に、現代の障子の原型となる明かり障子が登場し、鎌倉時代以後に広く普及した141。

明かり障子は蔀戸の代わりに採光の機能を備えながら、直射日光を遮断するという二通りの役割があ

る建具であり142、当時完成された書院造りで重要な役割を果たした。 

室町時代には庶民の家にも普及し143、桃山時代には、襖障子が書院建築に広く使用され、その装飾

として数多く障壁画の名作が創作され、「襖絵の黄金時代」を迎えた144。江戸時代の茶室には、美濃

紙、中折紙、諸口紙、大半紙、透かし入りの紋書院などを用いた障子が広く使用され145、光を意識し

た雰囲気つくりのために工夫された。その中では美濃紙が最上であり146、御用として指定され、当時

の書院式建築と茶室建築の代表である「桂離宮」と「修学院離宮」の障子に使用されていた。茶室に

                                            
139尾鍋史彦ほか『紙の文化事典』 朝倉書店 2006年：p.123 
140前掲書 注20：p.122 
141前掲書 注139：p.125  
142三村由夫、宮田紀元、坊垣和明「障子のはたらき」林雅子『障子の本』同和製紙1978年：p56 
143伊藤ていじ「障子小史」林雅子監修『障子の本』 同和製紙, 1978年：p.7 
144鈴木源吾、伴充弘「襖と障子のはなし」朝日新聞社『和紙事典：神の創りたもうたもの』 朝日新聞 

 1986年：p.150 
145前掲書 注139：p.136(表3.6.1.2)  
146前掲書 注139：p.132 
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使われた装飾紙は、光悦紋様や光琳紋様が人気であった147。また、障子、襖の普及により唐紙師が誕

生し、和紙に胡粉、雲母、模様を印刷して装飾していた148。 

明治、大正時代初期には、楮、三椏などを原料とした手漉紙が使用されていたが、大正時代末期に

パルプの時代になると、新しい原料を用いた障子紙が登場した。昭和になると機械漉時代に入り、障

子紙の手漉紙の時代が終了した149。 

現代では、障子が和風建築の一つの魅力的な風景となり、数々の建築と室内装飾に使用されるよう

になった。現在障子紙は機械漉が多く、手漉きは高級品である。最も広く使用されているのは、木材

パルプに40%のレーヨンを入れた機械漉障子紙である150。 

障子は、太めの框に格子を付け、片面だけに紙や布を貼りつけ、押木を取り付けないものである。

最初は薄い絹を貼りつけていたが、和紙の登場により紙を貼るようになった。木と和紙の組み合わせ

で作られた障子は、素朴な木肌や白い和紙から通す柔らかい光が広がり安らぎを与え、日本の美意識

を反映している。 

障子は和紙の接着しやすい性質、光を透過しつつ同時に遮る性質、軽くて強靭な性質を利用して、

空間を作り出す造形物である。障子と光の組み合わせによって和紙の向こうの空間を連想させる、仮

想の空間を造る可能性が潜んでいる。障子は空間を仕切り、同時に各空間の境界線として存在し、各

空間に所属する。また、障子を一部開いただけで仕切られた空間が繋がり、障子の仕切る役割よりも

空間の座標（上座や下座など）としての役割に移り変わるのである。 

 

２．行灯、提灯 

行灯、提灯は和紙と竹を材料とした日本の伝統的な照明器具の一つである。和紙を照明器具に使用

し始めたのは奈良、平安時代と歴史が古いのだが、行灯、提灯の原型である立体的な構造物である籠

提灯の登場は室町時代前後である151。 

行灯は室町時代前期に作られ、持ち歩く際に使われ、移動の時に炎が消えないように木格子作りで

柄付きの照明器具である。最初は木の骨を使用していたが、その後紙を貼るようになった。室町時代

後期になる室内に置くようになり学者たちの夜間に読書の照明用具となった152。行灯の種類として

は、辻行燈、置行燈、掛行燈、吊行燈、有明行燈、書見行燈などがある153。 

提灯は、古くから排灯と呼ばれ、本来は決まった場所に掛けて周囲を照らす照明器具である。室町

時代に禅寺で使用され始め、初期は掛行灯のように格子の構造で作られた。室町時代中期になると、

籠に和紙を張って、柄を取り付けた形になった。これは籠提灯と呼ばれ、提灯の原型となる154。十六

                                            
147前掲書 注20：p124 
148前掲書 注20：p123   
149「現代障子紙のいろいろ」林雅子監修『障子の本』 同和製紙, 1978年：p82 
150同上：p82 
151前掲書 注139：p190 
152廣瀬正雄『紙の民具―民俗民芸双書９７』1985年p64~66 
153前掲書 注139：ｐ190 
154前掲書 注152：pp.67~68 
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世紀後半には、折り畳み式の持ち運び便利な提灯が登場し、江戸時代にはこれが普及し、用途別に

様々な種類の提灯が出現した155。 

提灯は種類や地方によって作り方が多少異なるが、基本的には細く柔らかい竹籤や針金を提灯型の

溝に巻きつけて骨を作り、表面に和紙を張り付けて、型を外すと折り畳める胴体である火袋が出来上

がるというものである。上下の口に化粧輪と重化という木製の輪を取り付け、化粧輪に柄やつりを取

り付け、表面に柿渋や荏油を塗布し乾燥させて仕上げる。折り畳んで収納できるという機能性がある

156。 

提灯は用途により貴族用の箱提灯、携帯用の小田原提灯、持ち歩けるぶら提灯、火袋を上下に支え

た弓張提灯、門前や祭礼用の高張提灯、社寺祭り用の御神燈提灯などに分けられる157。現存する提灯

は外形により丸型奉納提灯、卵型高張提灯、円筒型の小田原提灯、棗型の岐阜提灯、ほおずき提灯、

団子提灯などに分けられる158。生産地によっても多種類に分かれているが、小田原の小田原提灯、岐

阜県の岐阜提灯、福岡の八女市の福島提灯などがある。天文年間(一五二二－五五)小田原の甚左衛門

が作製した小田原提灯は携帯用の代表的な提灯である159。岐阜提灯は宝暦年間(一七五一－六四)岐阜

町御提灯屋十蔵が尾張藩に提灯を献上したことから始めたと言われている160。その制作作業には高度

な技術が含まれ、木基屋、塗師屋、蒔絵師、板目彫り師，刷り込み屋、張り屋などの協力により完成

される161。岐阜提灯の特徴は、口輪に杉柾を使用し、輪の上に白い菊の花を胡粉で盛り上げて描いて

いる162。明治二十二年には、勅使河原直次郎（てしがわらなおじろう）が岐阜提灯を工芸美術品に発

展させ、大内行燈を作り、現在の基礎を作り上げた163。 

提灯、行灯は和紙の接着しやすい性質によって造形され、光を透過しながら適度に遮る性質によっ

て柔らかな光を光源から均一に広げ、強靭な性質によって何回も折り畳むことが可能であり、人々の

生活に溶け込んだ。このような伝統工芸品である岐阜提灯が、1951年、イサム・ノグチの新たな解

釈によって現代彫刻に転化し、「あかり」シリーズが誕生した。 

  

３．凧 

凧の起源について、明確な定説はないが、最古の文献では紀元前三世紀の『韓非子』において、

「墨子為木鳶、三年而成」とあり、墨子は三年間かかけて木製凧を作ったとされる164。さらに、『墨

子・魯問編』においては、「公輸子削竹木以為鵲成而飛之、三日不下」とあって、公輸子(魯班とも)

                                            
155前掲書 注139：p.191 
156前掲書 注152：p.68 
157前掲書 注139：p.191  
158相原由美「江戸の灯りー提灯」日本アート・センター『日本の伝統工芸3』株式会社ぎょうせい 

 1985年：p.62 
159前掲書 注22：pp.182~183 
160犬丸直 吉田光邦『日本の伝統工芸品産業全集・第7巻』ダイヤモンド社 1992年：p.148 
161方桐芳一「岐阜提灯と加納傘」日本アート・センター『日本の伝統工芸5』株式会社ぎょうせい 

 1985年：pp.122~123 
162吉田光邦『日本の職人』講談社 2013年：p.208 
163前掲書 注161：p.122  

164宮内黙蔵『韓非子講義』 文華堂書店発行 1967年：p.583 
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は竹や木で作った凧が三日間飛んだという記録がある165。これらの記録から、凧は古代中国で現れ、

当時に発明されたものという仮説が受け入れられていた。紙が発明されてからは紙製の凧が作られ、

最初は「紙鳶」と呼ばれていたが、現在は「風筝」と呼ばれている。最初の凧は軍事に使用され、紀

元前196年に韓信が凧を飛ばして敵の陣営までの距離を測り、トンネルを掘って攻撃した記録が残さ

れ、戦時の信号として使用した。遊具として普及したのは宋の時代である166。 

日本では、凧は平安以前頃に中国から伝来したと言われている。確実な文献記録としては平安時

代、『田氏家集』仁和年間(885~888)の詩では紙鳶(しえん) 167と記録されている、承平年間(931∼37)

の『和名類聚抄』に紙老鴟(しろし)、紙鳶(しえん)と書かれた。鎌倉時代までは主に軍事通信に使用

されたが、十六世紀後半に遊具として凧と呼ばれるようになった。江戸時代に最盛期を迎え、庶民の

間にも流行した168。 

江戸時代の木版印刷技術の発展によって多色刷りの錦絵が制作され、それを凧に用いた江戸角凧は

生まれ、各地方に広がって、凧屋という凧の専門店も現れた。明治時代から第二次世界大戦の間衰え

始め、近年は再復興す動向が見られている。当時の凧は手漉和紙を用い、産地により内紙（茨城）、

宇陀紙（奈良）、百田紙（筑後）、美濃紙（岐阜）、石州半紙（島根）、清長（高知）、大州半紙

（愛媛）など身近な和紙を使用していた169。 

凧は発生地域により大まかに次の三種類に分類される。①本土系：直線の骨組みでできたもの、②

大陸系：中心骨組みと曲線竹骨組みを合わせたもの、③南方系：二本の竹を十字に組み合わせたもの

170と分かれる。 

現在、廃れた凧を含めると八十七ヶ所の凧の産地があり、障子紙、不織布、プラスチックフィルム

なども、凧の作成に使用されるようになった171。凧は和紙の軽くて強靭な性質を利用して造形され、

絵画の要素も取り入れている。空中の凧は空間の座標の役割も果たすわけだが、これらの要素は現代

美術の新たな解釈によって新しい表現に用いられていく。 

 

４．張り子 

張子細工は、基本的に木や粘土で型を作り、その上に湿った紙を重ね貼り、乾燥させた後、真ん中

から切り、中の型を取り出す。その後、半分になった紙造形を張り合わせて、上からさらに紙を重ね

貼りつけると造形ができあがり、表面に胡粉を塗り彩色を施して完成となる。籠細工の場合は、籠に

和紙を貼りつけ造形し、表面に柿渋や漆を塗って防水効果と強度を上げる。これら技法は乾漆技法か

ら発展したと考えられる172。多くの張り子細工は玩具である当時に魔除けの縁起物として人気を集

め、江戸時代に見世物としても人気があった生人形も張り子の技法を用いていると言われている。 

                                            
165 早稲田大学『漢籍国字解全書十八巻』早稲田大学出版部 1927年：p.327 
166比毛一朗 『凧大百科』 美術出版社, 1997年：pp.14~16 
167中村璋八『田氏家集全釋』汲古書院1993年：p.84 
168前掲書 注44：pp.186~187 
169前掲書 注44：pp.187~188 
170前掲書 注44：pp.189-190 
171前掲書 注44：pp.187~188 
172前掲書 注20：pp.118~119 
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張り子玩具は室町時代に中国から伝来し、江戸時代には様々な種類の張り子玩具が登場した173。そ

の作例としては、犬張子や達磨、獅子頭、首振り虎、猩猩、起上り小法師、木莬、馬、お面などが挙

げられる174。これらは日本の全国各地で作成されていたが、福島の三春張子が有名である。享保年間

（1711-1736）、三春の藩主秋田倩季が江戸から人形師を招いて、農民に張りぬき人形の作り方を教

え、三春張子を創作した。その材料として山柳や松、桐の木で型を作成し、張り紙には筋塵紙とよぶ

和紙（襖の下張り用）が使用された。紙型に細竹や厚紙や木片や紙捻りを差し込んで強度を高め、そ

の後の細加工が三春張子に律動感を与えた。文政（1804-30 年）年間には三春張子は最盛期を迎え、

全国で有名になったが175、その後、明治時代にはほぼ消滅し、だるま張り子しか作られなくなった。

しかし、三春張子の木型が残っていたため、昭和時代に小沢太郎氏により復現され、その後、小沢氏

を始めとする幾人かの職人が、最盛期の品質に達するために尽力した176。現在も、春駒、子連れ、子

曳き、猩猩舞い、座り美人、天神、象乗り唐児、三番叟、関羽、牛乗り天神、獅子頭、張子虎、縁起

の俵牛、面、達磨、玉兎などが高い評価を受けている177。 

縁起物の例として高崎達磨がある。その起源は小林山の達磨寺の達磨の絵であり、張子達磨として

現れたのは文化年間（1804-18年）である。伝統的な作製方法は、木や漆喰いの型に、濡れた白い紙

を重ね張りして乾かしたのち、背中から縦に切り中の型を取り出して、切り口を膠で張り付ける。そ

の後、粘土で作製した台を膠と混ぜた胡粉で底に張り付けて乾燥させる。その上から絵具で顔、口、

紙を描き、肩の部分に金文字で祝福の言葉を書き、完成する。現在は、機械による製造で量産されて

いる178。 

見世物の起源は室町時代の大道芸から始め、江戸時代は小屋掛けの見世物に発展し最盛期を迎えた

179。文政二年(1819)に一田庄七郎が浅草奥山で建てた籠細工の見世物小屋は細工見世物の流行のきっ

かけとなった180。細工見世物の発展によって生人形が誕生した。  

安政元年（1854）正月、松本喜三郎と安本善蔵らが大坂難波新地で「鎮西八郎島廻り」を主題と

した人形の見世物興行を行い、太夫元により「生人形」と名付けて定着させた181。松本喜三郎は「忠

臣蔵夜討」「水滸伝」「西国三十三所観世音霊験記」などの幅広い演目で、数多くの見世物を作成し

人気を集めた182。生き人形の製法は張り子の技法を用いて「提灯胴と呼ばれる構造で、伸縮自在、小

さな箱へ収納可能だった」183松本喜三郎と共に竹田縫之助、大江忠兵衛、秋山平十郎、竹田源吉、安

                                            
173斎藤良輔 『日本人形玩具辞典』 東京堂出版1997年：p.368 
174前川久太郎『江戸の紙細工』誠文堂新光社1978年：p.94 
175前掲書 注173：pp.439~440 
176川又恒一「三春の張子」日本アート・センター 『日本の伝統工芸1』 株式会社ぎょうせい  

1985年：pp.160~161、 
177前掲書 注173：p.440  
178近藤功「高崎の達磨」日本アート・センター 『日本の伝統工芸2』 株式会社ぎょうせい  

1985年：pp.160~161 
179 林英男『日本民俗大辞典下』吉川弘文館 2000年：pp.608~609 
180川添裕『江戸の見世物』 岩波書店, 2000年：p.18 
181倉田喜弘『幕末明治見世物事典』吉川弘文館2012年：p.28 
182前掲書 注173：p.18 
183木下直之『美術という見世物』 講談社, 2010年：p.56 
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本善蔵、安本亀八などの人形師たちが数多くの生人形を作成したことによって生人形の最盛期を迎え

た184。 

他には。江戸名所の玉川や飛鳥山などの見世物は、紙だけで作られたとされているが、これらの作

成方法に関しては不明である。先に述べた文政三年（1820）の正法寺像（合羽大仏）も竹と和紙に

よる作られたものである185。 

張り子の造形から見れば、和紙の軽さ、丈夫さ、接着し易さ、記憶性、吸収性、などの性質を利用

していると分かる。和紙の軽さと丈夫さによって、持ち運びやすく保存しやすくなる。濡らした和紙

を型に貼り重ね乾燥させることは、和紙の接着し易い性質と記憶性を利用している。漆や柿渋を塗っ

て防水効果を持たせたのは、和紙の吸収性を利用している。このように、和紙の発展に伴い数多くの

張子細工が創作されたことは、紙製立体造形物の発展を促したのである。 

 

５．折紙 

折紙は、ほとんどの場合、切り込みを入れない紙を折り畳むことによって造形したものをいう。折

紙は2世紀初期に中国から発祥し、その後世界中に広がった。日本では宗教や信仰に用いたことから

始めたと言われている186。平安時代、安倍清明が鳥の折紙を折ったことや平安時代末期には藤原清輔

が折紙の蛙を作ったことが記録に残されている187。折紙の発展は製紙技術と深く関係をもって、江戸

時代に和紙の普及につれて折紙が普及し、多彩な作品が登場した。 

折紙は、大きく儀礼用、遊び用と二種類に分けられる。儀礼用の折紙は、平安時代から鎌倉時代に

かけて貴族の贈呈品、冠婚葬式、季節の行事に使用され、伊勢流、小笠原流、嵯峨流の作法が生まれ

た188。その後、「礼法の家元として江戸末期まで続けた189。」鎌倉時代から江戸時代にかけて儀礼用

折紙は庶民に普及し、その折形を示した伊勢貞丈の『包の記』(宝暦十四年1764年)が残されてい

る。明治時代では一般家庭でも折紙の和紙が常備している。戦後は一部折紙が姿を消したが大量生産

の熨斗や祝儀袋などの商品が一般化になった。190 

遊びの折紙は平安時代宮庭の女性により初めたと言われ、室町時代から庶民に広がり始め、江戸時

代に庶民階級まで普及し、多彩な形の折紙が出現した。寛政九年(1797)、『千羽鶴折形』という折紙

の本が出版された。弘化二年（1845）の足立一之の『かやら草』にも、江戸時代の折紙の折り方が

記録されている191。明治時代から大正時代に、折紙は幼稚園や小学校の工作科目となり幼児教育の一

環となった192。 

                                            
184前掲書 注183：p.63 
185前掲書 注174：p.94 
186前掲書 注173：p.65 
187前掲書 注44：p.229 
188前掲書 注44：pp.229~230 
189前掲書 注44：p.230 
190前掲書 注44：pp.230~231 
191前掲書 注44：pp.232~233 
192前掲書 注173：p.66 
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現在、折紙は世界中に広がり、三十五カ国に折紙会が成立している193。現在、伝統的な折紙の発想

から、紙を折り、切り、浮き出し、差し込み、接着、再加工により、平面から立体化する美術作品と

建築が相次いで登場している。折紙は紙の記憶性を利用した造形物であるが、和紙は丈夫さと記憶性

両方を備えているため、和紙による表現の幅は一般の紙より広いと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
193前掲書 注139：p.199 
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おわりに 

以上、信仰対象としての立体造形物と、日常生活における紙製立体造形物など、日本伝統の紙製造

形物を概観し、その発生と発展の歴史過程、及び作製技法を提示した。これらの和紙製造形物は、時

代の特徴を維持しながら独自性を示し、現代和紙による立体造形との形成の土台を築いた。 

本章では、筆者は紙製立体造形物を信仰や供養ための造形物と日常生活の造形物と大きく分けて論

じた。信仰や供養ための造形物は仏教の発展により現れ、その詳しい時代が明確に記録されていない

が、現存の作例から鑑みれば鎌倉時代であると推測される。これらは、経書を作品に取り入れ、書物

の性質を保ちながら信仰像に融合する発想を実現した、独特の仏像である。その造形方法は、張り子

細工と似た方法で作られ、基本は和紙の軽さ、丈夫さ、吸収性、記憶性、貼りつけ易さなどの性質を

利用している。 

一方、一般の紙製立体造形物は日常生活での用途に基づいたものであり、和紙の発展や普及に従っ

て発展した。奈良時代に最初の紙製立体造形物が現れ、江戸時代で最盛期を迎えた。当時の和紙製立

体造形物の数は膨大であり、生活の実用品であると同時に、庶民の美意識を表している。造形方法は

和紙の諸性質をすべて取り込んで作られている。 

これら造形物は古来人々の生活、社会と強く関係し、和紙の社会性を表している。その造形方法に

は支持体の上に和紙を重ねて成型すると言った共通点が見られ、これらの技法が現在も日本文化とし

て継承され、保護されている。和紙による伝統の紙製立体造形物は、長い歴史を経て日本人の信仰や

日常生活の中に浸透した。次第に忘れられ、廃れていくものがあっても、人々の生活感覚や記憶の中

に息づいているものもある。 

この伝統の紙製立体造形物は二十世紀現代美術の思想によって新たな解釈や定義、新たな造形技術

によって以前とは異なった姿形で現れ、再び人々の注目を浴びるのである。 
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第三章 和紙の現代彫刻への応用        

 

はじめに 

 前述のように、和紙は長い歴史の中で各階級の需要によってその役割が変化し続けた。最初期は

主に記録の媒体として、その次は絵画の支持体として使われ、建築の空間を仕切る役割も果たしなが

ら、日常生活の道具から信仰の対象など伝統美術にも使われ、江戸時代に日常生活の必須品として日

本人の生活の各面に活用された。手漉き和紙は情報媒体の実用性以外に、線維の独特配具によりその

自体が芸術品としての存在であり、伝統美術との繋がりを強めた。 

現代美術の領域で紙が素材として使用され始めたのは二十世紀に入ってからである。まず、パブ

ロ・ピカソ(1881∼1973) とジョルジュ・ブラック(1882∼1963)が新聞紙や楽譜、トランプなどをキャ

ンバスに貼りつけたことによってコラージュ技法が誕生した。その後、このコラージュ技法を用いて

シュヴィッタース(1887∼1948) は「メルツバウ」を製作した。「メルツバウ」は切符、包装紙、古

布、道に拾った素材などをコラージュした柱のような作品である。「つまりコラージュによる彫刻と

言ってもよいもの194」である。しかし、これらの作品には、紙だけでなく、様々な素材が用いられて

いる。また、作品の中の新聞紙や楽譜、トランプ、切符は、紙と言うより日常的なオブジェとしての

概念が強調されている。 

実際に和紙の性質を利用しそれを現代美術に取り込んだのはイサム・ノグチ(1904～1988)であると

筆者は推測する。イサム・ノグチは世界各地での活動によって、様々な地域の文化の影響を受けた。

1952年に創作した「あかり」は、日本文化を取り入れた作品であり、日本の伝統的な提灯を現代美

術の視点から新しく解釈した作品である。「あかり」がコラージュと異なるのは、白い和紙を用い

て、透光性、軽さ、丈夫さ、安さなどの性質によって作られた作品という点である。その後、時代が

降るにつれ和紙を素材にした立体造形の作家が相次いで登場し、今日も増えつつある。その中でも、

北山善夫（1948~）は和紙の軽さと丈夫さを利用して、紙片による空間の座標を表したような浮遊彫

刻を作り出した。高田洋一（1956~）は和紙の軽さと丈夫さを利用して、微風による動く立体の作品

を作り出した。堀木エリ子（1962~）は伝統の和紙を原点に、立体漉きや大判の和紙漉き技術を開発

し、和紙の立体造形に新たな可能性をもたらした。 

もちろん、和紙を用いた作家は数多く存在し、各作家の和紙の解釈も異なるので、すべての作家を

論じることは難しい。そこで本章では、和紙の諸性質を利用し、或は発展をもたらした作家の代表と

して、イサム・ノグチ、北山善夫、高田洋一、堀木エリ子を論じることにする。これら作家の作品を

分析することによって、和紙という素材が美術領域でどのような意味を持つのか、和紙に関する思想

を探り出し、立体造形における和紙の可能性を提示したいと思う。 

 

 

 

                                            
194高階秀爾『20世紀美術』筑摩書房1993年：p64∼68 
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第一節 イサム・ノグチの「あかり」について 

 

イサム・ノグチはアメリカ・ロサンゼルスに生まれた。父親は日本の詩人野口米次郎、母親はアメ

リカの諸述者レオニー・ギルモアである。1907年3月26日から1918年6月までを日本で過ごし、

1918年7月に帰米した195。1924年、レオナルド・ダヴィンチ美術学校の夜間コース彫刻クラスに入

学し、アカデミックな教育を受け、彫刻家の道へと進んだ。196 

1927年、パリへの留学をはじめ、生涯に亘りヨーロッパ、東洋、アメリカ、ラテンアメリカなど

の地域で制作活動を行い、当時の現代美術の影響を受けながら、西洋と東洋の神話、宗教、文学、伝

統文化、先史文明などを源泉197に、プレイグラウンド、アースワーク、庭園、広場、公園、メモリア

ル、噴水、インテリア、パブリックスカルプチャー、198など数多くの作品を制作した。 

その中でも、「ルナー」シリーズ(図69~75)を前身として、和紙と竹で作られた「あかり」シリー

ズ(図89~91)は、現在でも生産、販売されており、人気を博している。しかし、「あかり」について

ノグチ自身はその独自性をあまり語らなかった199。「ルナー」)は、1943年ノグチがマグネサイトの

技法とライトを用いて制作した照明彫刻であり、光、素材、造形、社会性などいくつかの要素が含ま

れた作品である。その後、岐阜提灯と出会い、「ルナー」シリーズの発展として和紙と竹を材料にし

た「あかり」が誕生した。 

「あかり」シリーズは、1952年、ノグチが岐阜県、尾関次七商店の提灯工場を見学した際に200発

案し、制作され始めた作品である。ノグチは生涯二百種類の「あかり」をデザインし201、自らも制作

を行っていた(図88)。 

「あかり」は「ルナー」の新たな展開であり、提灯を新たに解釈した照明彫刻である。当時、ノグ

チは提灯の制作素材から制作の全過程を理解した上202で「あかり」を発案したので、その発想の由来

が作品の表現に対して、重要な意義を持っていた。しかし、現在、ノグチに関する研究の中に「あか

り」に関する研究は少なく、あるとしてもそのほとんどが「あかり」だけについての記述である場合

が多い。本節では、「あかり」の制作過程を含めその前後の作品を分析し、ノグチの造形思想、作品

に用いる素材の変遷と素材に関する思想から、和紙を使った理由と、和紙の彫刻的な効果を探り出し

たいと思う。 

 

                                            
195ドウス昌代著、『イサム・ノグチ宿命の越境者』〈上〉講談社 2000年：p.97 
196イサム・ノグチ著、小倉忠夫訳『イサム・ノグチある彫刻家の世界』美術出版社 1969年を参考 
197ドーレ・アシュトン著、笹谷純雄訳 『評伝 イサム・ノグチ』白水社 1997年を参考 

198アナ・マリア・トーレス著、相馬正弘訳『イサム・ノグチ 空間の研究』マルモ出版2000年を参考  

199前掲書 注197：p.175 
200木田拓也「あかりーイサム・ノグチが作った光の彫刻」、『あかり』展図録、東京国立近代美術館 

2003年：p.11 
201ドウス昌代著、『イサム・ノグチ宿命の越境者』〈下〉講談社 2000年：p.318 
202尾関秀太郎「永遠に光り輝く≪あかり≫」『現代の眼』542号2003年：p.8 
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１．「あかり」に至るまで 

⑴造形思想の定着 

 1926年にグッゲンハイム奨学金を受け、1927年にパリに留学したノグチは、ブランクーシに師

事し、石彫の技術を身に付け、抽象彫刻の制作を始めた。そこで、ブランクーシの真鍮やブロンズの

作品を磨いた際、鏡面になった作品に周りの風景が映り込んだことに関心を持ち、従来の陰影だけで

はなく、光の反射によって作品が周りの空間と一体化していることに気が付いた203。ノグチの初期の

抽象彫刻に、鏡面に仕上げた光を反射する作品(図58~63)が多く見られるのはこのためである。これ

はノグチの光と空間に対する認識を表現に応用した結果なのである。その後、マーサ・グラハム

(1894~1991)204やバックミンスター・フラー(1895~1983)205との出会いを機に、舞台デザイン、空間

と彫刻の関係および宇宙的な考えを彫刻に融合することを考え始めた206。 

1930年、東洋への旅が始まると、中国で斉白石に師事し、大筆の運筆や墨絵の描法などを学び、

詩と画と書を取り込んだ中国画の総合的な表現に影響され、統合的な広い視野で物事を捉え、表現す

ることに関心を寄せた207。日本では、京都と奈良を旅し、古墳の丘、宇野窯の登り窯の形、東山の風

景、寺院の庭園、溝掘り人夫との生活など、様々な体験の中で日本の伝統的な芸術の美を新たに認識

し、禅宗の伝統彫刻の影響を受け、肖像彫刻に人物の内面性を強調する表現を重視し始まった。なか

でも、中空で円筒状の単純な造形である古代の埴輪との出会いは、彼の作品に大きな影響を与えた。

この旅がノグチにとって膨大な創作アイディアの源泉となった208。 

その後、ニューヨークに戻ると、1933年、デッサン「音楽を伴う風見」(図67)とその模型「音楽

の風向計」(図68)を制作した。ノグチはこれらを制作した背景について、 

「私はもっと別の意想伝達方法を求めていた、―つまり写実的でなく、しかも人間に有意義で、抽

象であって同時に社会に関連を持つような彫刻の方法を発見しようとしたのである」209と述べてい

る。つまり、ノグチは抽象で、社会性を持つ彫刻を作る考えからこの二つの作品が作られたのであ

る。この作品はノグチが中国に滞在した時、鳩の翼に取り付けた「鴿哨」210を目にした記憶から考案

したものである。このような民間に使われたものからヒントを得て発案した作品には、社会性が潜ん

でいる211。この作品は、横の金属棒の一端に小さな球体のおもりを取り付けて、反対側に滑らかな形

をしている大きな造形物を取り付け、中は空洞で溝が掘られ、気流の流れによって音がでる仕組みで

ある。デッサン「音楽を伴う風見」から見れば、空洞の中にライトを入れていて、ライトの位置は光

                                            
203前掲書 注196：p.6～7 
204マーサ・グラハム: アメリカの舞踏家でモダンダンスの開拓者の一人である。 
205バックミンスター・フラー：アメリカのデザイン、建築、分野で活躍し、思想家、発明家、 

詩人でもある。 
206前掲書 注196：p.21 
207前掲書 注197：p.39～40 
208前掲書 注197：p.58 
209前掲書 注196：p.24 
210「鴿哨」とは竹、ひさご、葦を用いて作られた中国の伝統玩具である。鳩の翼に取り付けて、鳩が飛 

ぶときに音が鳴る。種類や形は産地や流派によって様々である。『イサム・ノグチある彫刻家の世 

界』によればイサム・ノグチが見たのはひさごで作られたものである。 
211前掲書 注198：p.287 



 

42 

 

を反射するように設定し、動的な作品として設計している。当時、作品を実現する薄い素材が見つか

らなかったため作品にすることができなかったが、その発想は光彫刻の誕生の前奏的な存在である。

このように、デッサン「音楽を伴う風見」と「音楽の風向計」は、光と音、風など自然の要素を統合

した作品であり、その発想は中国画の総合的な表現に影響されたと考えられる。 

1930年代から40年代にかけて、ノグチはメキシコ壁画運動、オブジェ・トゥルヴェを利用するシ

ュルレアリスム、抽象表現主義などの現代美術の影響を受け、社会と芸術の結び関係を追求し、「現

代的手法や道具の使用を擁護し」、「科学的方法」、ゴムや紙の彫刻さえ制作できるような「安価で

迅速な方法」を用いることによって彫刻を高貴さから解放することを提唱する」を論文に発表した

212。これは、ノグチが素材に対する自由性だけではなく、素材と社会の関係を求めていたという思想

を示している。37年には、社会的に有意義な彫刻として子供誘拐を防止する装置「ラジオ・ナー

ス」(図66)を制作し213、38年にはマグネサイトの技法を用いたフォード・ビル中の噴水フォード・

ファウンテン(図64)214を実現した。39年に「形体可変式テーブル」(図65)を設計した。これは彫刻

の機能面から社会との繋がりを連結した作品であり、「彫刻家も純粋芸術もしくは意味深長な芸術に

金輪際関わるべきではなく、形態と素材に関する自分の知識を日用的で有用な産業デザインや商業デ

ザインに注ぎこむべきである215」という夢を実現したものである。 

42年に日系人として強制収容所され、彼の心に自分の存在に疑問を持ちはじめたとき、ノグチは

「常に私を悩ませてきたどこにも帰属していないという強迫感、非現実感は私に二世であることのな

かにひとつの答え求めさせた216」と考え、これを作品に表現国境を越えた作品を作る動力になった。

そして、ノグチの作品は社会性を追求し、統合的な表現を重視する、東西の文化統合する彫刻思想を

確立し、生涯それを基準に制作することとなった。 

 

⑵新素材の探求 

1942年に強制収容所から出たノグチは、収容所での暗闇の体験によって光を求める意識217と、社

会に有意義な彫刻を作るという考えからマグネサイトの技法を用いて、初の照明機能を持つ彫刻を制

作し、1943年にはそれらの照明彫刻を「ルナー」と名付けた。「ルナー」の制作に、新しい素材で

あるマグネサイトを含め様々な素材を彫刻の表現に用いたことは、彼の素材に対する自由性を強調す

る考えから生み出されたアイディアであると考えられる。これに関してノグチは 

「あらゆるものは彫刻だった。妨げられることなく空間に生まれてきたものは、いかなる物質であ

ろう、どんなアイディアであろうと、私は彫刻とみなした。流木、骨、紙、貝殻、木、プラスチッ

ク、そして万国博覧会のさい使用法を学んだマグネサイトを材料として、私は仕事をした。これによ

                                            
212前掲書 注197：p.85 
213前掲書 注196：p.29 
214前掲書 注198：p.259 
215前掲書 注197：1997年：p.86 
216前掲書 注197：p.92  
217浜村順「あかり」『新建築』No29、1954年9号：p.4 
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って目のあらい麻布を補強して薄く用いると、貝殻に似た空洞の構造をつくることができた。ある

日、私はその内部に電球を入れたが、これは照明彫刻の誕生を告げるものとなった218」 

と述べている。また、ここでマグネサイトと麻布の組み合わせで、薄くて空洞な造形を作ったこと

は、その後の薄い和紙による「あかり」まで発展したと推測される。 

「ルナー」とはラテン語で「月光」という意味であり219、太陽の光を反射するという考えを含んで

いると考えられる。ノグチはこれについて 

「光を発するオブジェはそれ自体で喜びの源泉であり、火と同様に私たちを魅惑し、かつ夜の野獣

から守ってくれるものと私は考えている220。」 

と述べており、その作品が以前の抽象彫刻の反射する光に比べ、光に感情や象徴的な意味を組み込み

始めた。以前の作品の自然の太陽光を反射するに対して、「ルナー」は人工光源の透過、反射するこ

とを活用していた。また、作品の内部に光源を入れることによって、彫刻の内部空間の表現の重要性

を高めた221。「ルナー」シリーズの作品の多くは、光の反射原理を利用した作品(図69~73)である

が、透光性(図74~76)を利用した作品も存在している。このような作品の変化は、ノグチの光に対す

る認識と考え方の変化を反映し、「あかり」の誕生の土台を築きた。 

「ルナー」シリーズは、レリーフや立体など一定しない形態をとり、造形は同時期の他の作品(図

77)と似たような形であり、東洋文化と西洋彫刻を融合した造形を示している。それらは、中国の天

壇の形と日本の埴輪の円筒状な単純な造形、古墳の丘、宇野窯の登り窯の形、東山の風景、寺院の庭

園など彼の記憶から表出した造形であり、東西文化を融合した地球の彫刻とも言える。 

「ルナー」シリーズは実用性を考慮し、彼の言う 

「しだいに私たちは屋内で生活することが多くなっており、恐らく近いうちに、原子力時代になる

と私たちすべては洞穴のなかに住むようになるだろう。すでに彫刻の多くが置かれるべき屋外空間が

少なくなっている。彫刻は屋内に置かれ、人工照明をあてられている。こういう状況なので、私は自

家照明の彫刻を考案するのは理にかなったことだと思う222。」であり、彼が彫刻と生活空間との関

係、或は彫刻の社会性を重視していたことを示している。「ルナー」は機能の面で、ノグチが追究し

ていた社会に貢献する彫刻という社会性に達成した。 

一方、ノグチは「ルナー」の断片的な表現に不満を持ち、総合的な表現による空間の中に音楽と光

を取り込んだもう一つの空間を作ることを試みたが、実現できずに終わった223。しかし、この空間全

体を統合する考え方が「あかり」の誕生の基盤になった。 

「ルナー」シリーズ後、ノグチは常に生活中の素材を観察し、光を表現する素材を探求していた。

1944年、古い漢字の筆跡からヒントを得て224、大理石板やバルサ材を用いて、接着剤を使わずに自

由に組立や解体できる作品群(図81～図85)を制作した。これらの作品は、東洋文化や西洋の起源神

                                            
218前掲書 注196：p.30 
219前掲書 注195：p.354 
220前掲書 注196：p.31 
221近藤竜男「イサム・ノグチとの対話」『芸術新潮』No19、1968年7号：p.20 
222前掲書 注196：p.31 
223前掲書 注196：p.31 
224前掲書 注195：p.371 
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話を源泉にシュルレアリスム、抽象表現主義の影響を受け、抽象的な形を組み合わせた作品群であっ

た225。その代表作「クーロス」(図81)や「クロノス」(図82)は神話に基づいた作品であり、特に「ク

ロノス」については「私の大理石の構成作品のなかに内在していた重力の思想の転位が、いまや明白

にうち出されたのは、軽いバルサ材を用いて空間に量塊を浮べ得るようになったからである226。」と

語っており、量塊の浮遊する考えを見せた。 

1946年の舞台「心の洞窟」(図78)では、再び金属の光を反射する原理を用いて舞台装置を作った

が、以前と異なり太陽の炎の象徴として作られた作品である。1947年の舞台「季節」(図79、図80)

のデザインでは、時間、闇、光、などの繊細な表現によってイリュージョンを作っていた。衣装のデ

ザインでは輪の図案を取り入れ、その模様は日本庭園の砂紋の模様をモチーフにしているとされてい

るが227、形が提灯の骨組みの形と似ている。空間を素材としているのが「物質の外ものとものとの間

にある空間それ自体が変容するイリュージョンである228」と考えから、この発想はノグチの空間造形

の本質であり、「あかり」を考案することとも繋がる。 

 芸術家として名声が高まるにしたがって、ノグチは自分の様式とその成功に対して不安を持つよ

うになった。社会と芸術の様々な現象を考えながら、社会と関わる彫刻を作る大事さを改めて認識

し、芸術と社会の関係や芸術と空間の関係について考察し始めた。彫刻は社会の中でどのような役割

を果たしているのか、人々の精神生活にどのような影響を与えているのかを再認識するため、「レジ

ャー」について研究をはじめ229、文化、芸術、生活の統合を目指した230。 

1949年、ノグチはブーリンゲン財団の奨学金を受け、ニューヨークを出発してフランス、イタリ

ア、ギリシャ、エジプト、インド、インドネシアなど各地に渡り、先史時代の建造物や宗教的建造

物、庭園などを中心に考察を行った231。この旅が彼の新素材を開発することに重要な役割を果たし

た。1949年バリ島で撮影した木製バスケット(図87)は「あかり」の造形と似ている。1950年、日本

についたノグチは二度目の京都旅行をした。この旅で彼はふく草、泥、樹皮、竹、木、和紙、粘土な

どの材料を用いられた茶室や茶事に魅了された232。当年、津田山にある工芸指導所で竹を用いて、8

月1日から二週間の制作を行い、日本の技術と材料を海外市場と結び付ける考えから、竹の椅子を作

った。これは、彼のあらゆる物が彫刻であるという考えから発想した軽量の素材の始まりである。

1951年、「新萬来舎」の「ノグチ・ルーム」に設置された「木製無垢の曲げ輪っぱに白い和紙を貼

った照明器具」233(図86)は、「あかり」の誕生の先駆けであると言われている234。 

                                            
225前掲書 注197：pp.94~95 
226前掲書 注196：p.34 
227前掲書 注197：p.96 
228中村尚明「イリュージョンの彫刻家イサム・ノグチ」『イサム・ノグチ 世界とつながる彫刻展』 

横浜美術館2006年：p.105 
229前掲書 注196：pp.34~ 36 
230前掲書 注197：p.102 
231前掲書 注198：p.17 
232前掲書 注197：pp.134∼140 
233杉山真紀子「福澤諭吉と萬來舎」『萬來舎』鹿島出版 2006年：p.86 
234川村純一「≪大地の彫刻≫と≪あかり≫」『現代の眼』No542、2003年：p.7 
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２．「あかり」の誕生 

⑴あかり 

1951年、ノグチは岐阜の提灯工場を訪れ、その制作過程を見学した上で、1952年「あかり」を制

作した。「あかり」は提灯を新たに解釈し、「ルナー」の新しい展開として考案した作品である。ノ

グチは生涯、彼の幼少期の障子や行燈、家族、環境などの記憶を込めた「あかり」を制作し続け、

200種類の作品を残した。しかし、「あかり」は彫刻作品としての評価が低い。その証拠に、1986

年のヴェネツィア・ビエンナーレに「あかり」を出品した際には、グランプリを逃している235。 

ノグチの幼少期についてドウス昌代の『イサム・ノグチ宿命の越境者』〈上〉では、 

「イサムが久堅町の家で気に入ったものの一つが障子に映る「お月さま」で、毎晩その月を見るま

で寝なかった。月の出が遅い夜は米次郎が書斎から「あんどん」を持ちだし、障子に映した。丸い竹

籠に白い和紙を張ったその「あんどん」の影を見ると、イサムは安心したように寝息を立てた。」236 

と述べている。また、ノグチ自身、「あかり」については「「あかり」は僕にとって、もっとも愛し

いものだ。だからいかなる批判を顧みず、守ってきた。」237 

と述べている。このことから、「あかり」はノグチにとってとても重要な作品であると言える。彼

の幼少期から見れば、当時は極短い間の一家団欒の生活を送っていた時期であり、この時期の障子、

お月さま、あんどん、竹籠、和紙などの記憶が、ノグチにとって「もっとも愛しいもの」であり、一

家団欒の生活の思いであった。その記憶を込めた「あかり」を、ノグチは「いかなる批判を顧みず、

守ってきた」と筆者は推測する。 

「あかり」は完全な立体の形態をとり、全体の形から見れば「ルナー」よるシンプルな造形を持つ

が、「あかり」の収納できる構造と持ち運びやすさは「ルナー」にはない特徴である。この変化が、

ノグチの「光の彫刻」の模索期から成熟期に入ったことを覗わせる。 

「あかり」は、光源を中に埋め込んで光の反射原理を多く使った「ルナー」の断片的な表現238に比

べ、和紙の透光性を用いて自然光に最も近い発光体による空間全体を統合した表現である。「あか

り」は和紙の透光性を活用し、光を和らげ、光による周囲の空間を彫刻に統合した光彫刻の傑作であ

る。ノグチは「あかり」を「「明
あかり

」は太陽(日)と月を組み合わせたものであり、あかりの理想は(物

質としての)軽さと(知覚するための)光によって例示されている239。」と説明しており、「あかり」は

和紙の物質的な軽さと感知する光を融合した作品であることが分かる。「ルナー」と「あかり」はど

ちらも光の軽やかさを表現しているが、「あかり」の方は素材の選択によって光の特性を最大限に生

かしている。 

「ルナー」の素材がマグネサイト、木、プラスチック、石膏、金属など一定しない素材を用いて制

作されたことに対し、「あかり」は木、竹と和紙など決められた素材を用いて制作された作品であ

る。和紙のしなやかさ、軽さ、透光性は他の材料が比敵することができない性質で、和紙は光源の光

                                            
235前掲書 注197：p.322 
236前掲書 注195：p.102 
237前掲書 注201：p.319 
238前掲書 注196：p.31 
239前掲書 注196：p.39 
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を和らげる役割を果たしていると同時に、光の知覚的な性質を限りなく再現している。ノグチは、紙

の透光性を利用することによって「ルナー」の断片的な表現の弱点を克服した。また、「「あかり」

は、はかなく光を放ちつつ、浮漂している…240」ことから、和紙の軽さが彫刻を重力から解放し、空

間に浮遊できる表現を可能にした。ノグチの「クーロス」など、スライド状の作品から始めた浮遊的

な表現は、「あかり」をもって一層深まったのではないかと思う。つまり浮遊的な表現は「クーロ

ス」などスライド状の作品の発展であるとも考えられる。 

そして、竹と和紙は古くから人々の生活に浸透し、安く手に入りやすい素材であり、「白い和紙は

一年を通じて数えきれない用途に使用されることになる……それは明かりの源である。障子は毎年張

り替えられるか、修理される241。」ノグチにとって竹と和紙は、「彫刻を高貴さから解放する242」た

めに理想的な素材であった。「ルナー」と「あかり」は、社会に意義がある彫刻として作られ、ノグ

チの彫刻の社会性を追求した結果である。しかし、「あかり」は和紙と竹など人々の生活に欠かせな

い素材で作製され、折り畳める構造、格安の値段、持ち運びの便利さ、シンプルな造形などの性質が

「ルナー」に比べより社会に受け入れやすい性質であり、ノグチの追究していた彫刻の社会性とも合

致していた。和紙と竹は日本の伝統文化と深くかかわりがある物で、和の素材を美術の視点から解釈

し、両文化を融合、国境を越えた作品の一つなのである。 

 

⑵「あかり」と提灯 

提灯は昔から人々の生活の中にあり、火袋には様々な画や文字が描かれ、照明機能以外に装飾性も

兼ね備えている243。「あかり」の照明機能は提灯と共通しているが、「あかり」は光の性質を重視

し、無地の白い和紙を使い244、装飾的な要素を配慮している。「あかり」の光は周囲の環境を照らす

ことによって空間を感知し、空間を統合する役割を果たしている。このような空間を知覚し、統合す

る考え方は、「あかり」と石の彫刻、庭の作品に共通している245。 

提灯と「あかり」は、ともに素材として竹と和紙を用いている。しかし、伝統工芸領域で古くから

使われている竹と和紙は、美術領域にとって新しい素材である。和紙を使用することによって、従来

の彫刻がもつ重量感、安定した形、持ち運びにくいなどの諸性質を覆し、反重力的、収納できる、持

ち運びやすいなどの真逆の性質を持った。これは彫刻の発展の歴史の中でも大きな影響を与え、現在

の立体造形の領域まで影響を及ぼしている。提灯と「あかり」は和紙の物理的な透光性を利用して作

られたが、「あかり」は和紙の軽さと透光性を光の本質と重ね合わせ、総合空間を表現するための存

在である。 

                                            
240前掲書 注196：p.39 
241前掲書 注197：p.310 
242前掲書 注197：p.85 
243前掲書 注202：p.9 
244無地の提灯はある地域では葬式に使われているので、極一部の「あかり」には抽象的な紋様が 

描かれている。 
245岡田隆彦「世界劇場としての庭」『イサム・ノグチ あかりと石の空間』発行リブロポート 

1985年：pp.6∼9 
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造形から見れば、提灯は丸型、卵型、円筒型、棗型、ほおずき型、団子型など246と決まった種類や

造形を用いているに対して、「あかり」の造形は様々であり、200種類もある。造形の方法から見れ

ば、「あかり」は提灯の制作方法とほぼ同様(竹細工と張子細工を主に)である。スレート状の作品は

提灯の造形に用いる張り型の構造と同じ原理で作られ、これが「あかり」を発案した理由の一つでは

ないかと推測する。「あかり」の型を分解して並べると、模型「銀行の壁、テキサス州ダラス」(図

92)「ニューヨーク市5番地666番地、ロビーの天井と滝の壁」(図93)と「レヴァーブラザーズ・ビ

ル・グランドフロア」(図94)などの作品と似たような形をいていることが分かる。これは「あかり」

からの展開ではないか思われる。 

尾関秀太郎氏によると、「岐阜提灯の特徴は極細の竹ヒゴを狭い間隔で均一に巻き…極薄和紙を張

り…」、「≪あかり≫は…太い竹ヒゴを広い間隔に巻き、障子に使われる和紙を張ったシンプルなも

のでした247。」 

障子に使われる和紙を用いたのは、先も述べたように、ノグチの幼少期の環境と、障子への記憶に

よるものである248と言われている。また、提灯は装飾を施す面では「あかり」と異なり、「あかり」

は白い和紙を使用している。提灯の螺旋状の竹籤について、ノグチは螺旋状が人類の普遍的な本能や

無意識により生み出されたものであると考えていたことから249、「あかり」はその螺旋の構造を受け

継ぎ新たな意味をもたらした。 

提灯は古くから照明器具として使われ、人々の生活中に浸透していた。このような提灯の性質はノ

グチの追求していた彫刻の社会性と合致した。そこでノグチは提灯の工芸品としての諸性質を純化

し、装飾的な要素を省き、現代彫刻の視点から解釈し、「あかり」を作り上げた。 

「「あかり」はその人の権威の象徴ではなく、貧富にかかわらず感性の証であり、暮しに質を与

え、いかなる世界も光で満たすものである。」250 

提灯の安価、収納できる、運びやすいなど性質を受け継いた「あかり」は、人々にさらに受け入れ

やすくなり、彫刻と社会の繋がりを強固なものとした。 

 

３．「あかり」の芸術性 

ノグチはパリへの留学、東洋への旅を経て、彫刻に対する彼独自の考えを生み出した。ブランクー

シの作品を磨くことによって光と空間の関係を考え始め、鏡面の抽象彫刻の制作を行い、東洋文化、

シュルレアリスム、抽象表現主義などに接することにより、社会に意義がある統合的な表現を実現す

る抽象彫刻を作ることを志した。最初の光源が入った作品「音楽の風向計」をデザイン、光を表現手

段とする発想を生み出した。1943年、マグネサイトの技法を用いて最初の照明彫刻「ルナー」が誕

生、照明機能が揃った作であったため、彼の社会性を重視する意図に一致した。その後、光および多

種類の表現法を実現する素材を探求する道を歩んだ。舞台設計、世界の旅、二度目の日本の旅により

                                            
246日本アート・センター 『日本の伝統工芸3』 株式会社ぎょうせい 1985年：p.62 
247前掲書 注202：p.9 
248広井力「イサム・ノグチの一九五〇年代、日本」『美術手帖』No53、2001年8号：p.68 
249前掲書 注197：p.25 
250前掲書 注201：p.318 
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種々の素材と接することができ、総合空間を改めて考え、新素材と表現方法を探求しつつ、板状の作

品群に反重力的な表現を導入した。1951年、尾関秀太郎氏の提灯制作所との出会いをきっかけに

1952年に「あかり」を制作し始めた。その後、生涯「あかり」の制作を続けて200種類の作品を制

作した。「あかり」はノグチの他の作品や庭園彫刻に比べると大きく異なって見えるが、空間を知覚

し、空間を統合する点では同じであり、彼の追求していた社会性にも共通している。 

ノグチは「このような発想は日本に対する思い出や障子や光が外から内に入ってくる、最終的に光

の中に留まる、私は彫刻に対してこのような感覚を持っている。つまり、彫刻の中身になりたい。彫

刻は外から見るだけではなくあるもの完全に経験、あなた自身がその統合体の一部になっていると思

っている。つまりすべての物が彫刻である。」251と語り、「あかり」は空間を知覚し、空間を統合し

ていることを証明し、「すべてのものは彫刻である」ことを実現した作品である。 

「あかり」の誕生は「ルナー」、提灯、板状の作品などのツールによって発展した作品であり、和

紙を使用した光の彫刻である。 

和紙を表現素材とした理由： 

１、和紙の透光性：和紙の透光性に関して「ほとんどのオブジェクトは光を反射している……提灯は

光を透過しているので違う性質を持っている。私にとってこのような紙袋の中の光が金に相当す

る。…….私は人々がそれの中に入れるような「あかり」を作りたい」252とノグチが語り和紙の透

光性を評価し、光が和紙に包まれることによって光に形を与えた。この性質によって光が和紙から

透過し、柔らかくなり空間全体に満ちた光の知覚的な性質を限りなく再現し、光の本質と重ね合わ

せた表現である。また、「あかり」は「ルナー」の断片的な表現から空間全体を統合する表現が実

現した。 

２、和紙の軽さと丈夫さ：和紙を材料にすることによって従来の彫刻の重量感がある、安定した形を

持つ、持ち運びにくいなど諸性質を覆し、浮遊的、収納できる、持ち運びやすいなど真逆の性質を

もたらした。これは彫刻の発展歴史でも大きな影響を与え、現在の立体造形の領域まで影響を及ん

でいる。また、和紙の丈夫さによって「あかり」は何度折り畳んでも破れることがなく、長い間に

使われる。 

３、和紙の安さ：安価で簡単に手に入る和紙はし、日常生活に人々の生活に欠かさない存在である。

この性質によって「あかり」は人々の家に簡単に入り、社会に意義がある彫刻としてその役割を果

たすことができた。この性質によってノグチの作品に一貫した社会性が最も広く拡大した。 

４、和の美：これに関してノグチは、「手漉き和紙には人間の暖かさが含んでいて、これが我々の現

代の完璧な素材には存在しない。蝋燭が消えてもちらつき炎の意気がまた温暖の紙、竹、輪に寝込ん

                                            
251「(I think this sort of thing comes from my recollection of Japan and shoji [screens] and the light coming from 

outside inside, so eventually you end up inside the light. I think I have that kind of feeling about sculpture, of 

wanting to be inside the sculpture……I think of sculpture as something to be completely experienced , not just looked 

at…….you’re an integral part of it……So everything is sculpture」Isamu Noguchi .Diane Apostolos-Cappadona . 

Bruce Altshuler, Isamu Noguchi：essays and Conversations：Harry N, Abrams, Incorporated, New York 

1994:p.149 
252「Most objects you see are reflected light…….the lanterns are translucent and therefore have somewhat 

different quality. To me, light in one of those paper bags is equivalent to gold…… I’d like to make akari so that people 

could get inside them.」Ibid.,p.149. 
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でいる。これが過酷な機械化に包みられている私たちに昔の静かな時間を思い出せ、リラックスさせ

る。」253 

「和紙特有の性質を知らなければ、どうしてそうした可能性を思いつくことができただろか。私は

和紙が投げ掛ける光と影を通じてその真価を広めたかった。それは、和紙の利用と明かりの制作とい

う古い伝統から生まれたのであって、その伝統は我々の時代の人々の必需品にまでその生命が及んで

いる。」254 

と語り、伝統手漉き和紙で作られた「あかり」の温かさと機械文明と対比し、人間の温かい感情を

蘇られた。和紙に投影する光と影は伝統でありながら現代的なである、つまり、日本の伝統の中にモ

ダンが存在していることである。「あかり」は日本の伝統工芸である和紙、或は提灯を美術の視点か

ら解釈し、日常の用具から美術として読み替えた、東西文化を統合した結果である。 

また、ノグチは和紙や陶器など伝統工芸を新たな解釈によって日本美術に大きな影響与え、日本の

芸術家たちの伝統からモダンニズムを再発見する「伝統論争」を引き起こし、「西洋近代彫刻の枠組

を越えたポストモダニズムの先駆」255とも言われている。1950年代の「「伝統論争」は結果とし

て、日本の伝統の自由な解釈と、美術の枠組の解体」256をもたらした。1980年代にポストモダンを

背景に工芸と美術の境界が崩れた257。このように「美術の枠組の解体」、工芸と美術の境界の崩れに

よって、工芸と美術を分ける意味がなくなり、本来工芸である和紙が美術或は彫刻の素材として広か

ることが可能となり、現在では和紙を用いた作家は相次ぎ現れている。ノグチはそのきっかけを作っ

た人物であると思う。 

 

                                            
253「Due to the paper (handmade) there is a human warmth which we miss in our too perfect modern materials. It 

is if, though the candles have gone, still the spirit of their flickering flame remains bedded in the warm texture of 

paper, bamboo and Wa. As a foil to our harsh mechanized existence they recall an older, quieter time to relax us.」

Ibid.,p104 
254前掲書 注197：p.310 
255足立元「一九五〇年代の前衛芸術における「伝統論争」：イサム・ノグチの影響を中心に」 

『東京芸術大学美術学部論叢』創刊号 東京芸術大学 2005年：p.A15 
256同上：p.A16 
257富田康子「工芸と美術」多木浩二、藤枝晃雄『日本近現代美術史事典』 東京書籍 2007年：p.511 
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第二節 北山善夫の「浮遊彫刻」について 

  

北山善夫は 1979年から竹と和紙を用いた立体作品や、その後の精密に描かれた絵画によっ

て注目された作家であり、79年以後の作品の流れを見ると、平面からレリーフ、立体、浮遊

彫刻、インスタレーション、平面という順で変化している。中でも、竹と和紙を用いた立体

作品は、1982年のヴェネツィア・ビエンナーレ展に出品され海外でも知られている。 

北山は 1948年滋賀県に生まれ、中学を卒業した後、美術と関わり始める。友禅の染色業で

働きながら、YMCAでデザイン、デッサン、洋画を、私塾で日本画、水墨画を学び、二十歳

ごろから「市民アトリエ」で彫刻と版画を四年間ほど学んだ。独学で美術や哲学を含む様々

な精神面の本を読み、これが北山の考え方に影響を与えた。最初は俵屋宗達、尾形光琳、横

山操、水墨画など古典美術に興味を示していたが、『芸術新潮』、『美術手帖』などの雑誌

や本を読むことによってコンセプチュアルアートやもの派の影響を受け、中村宏、浜田知

明、池田龍雄など作家たちの社会的な作品にも興味を持ち始めた。そして、社会的な作品を

作りたいという考えから、徐々に現代美術に関心を持つようになった258。また、北山は十歳

の時腎臓病で一年間入院していた。十八歳で再発をした同時に259美術の道へ進むことを決心

した。五十歳ころにも再発をした。このような「死」と向き合う人生経験が、彼の芸術創作

の根源の一つになった。その他にも、アカデミックな美術教育を受けてないこと、染色業の

経験、愛読書の習慣、など様々な要素が北山の作品の形成に大きな影響を与えている。 

経歴から見れば、北山の芸術活動は 1979年から始まっているが、実際は 1969年からすで

に始まっている。1979年から 80年代には竹と和紙を用いた「浮遊する彫刻260」によって大

好評を博し、1982年のヴェネツィア・ビエンナーレ展に出品した。その後彫刻からインスタ

レーションや平面に移行し、生と死を主題に、独特な表現によって人々の注目を集め、現在

も芸術活動を続けている261。 

本節では、北山の芸術様式の形成、および竹と和紙を用いた作品について分析し、和紙と

いう素材がその作品とどのような関係を持っているかを明らかにすることによって、和紙の

彫刻の素材としての発展を示したいと考えている。 

 

 

                                            
258インタヴュアー：青木正弘、坂上しのぶ「北山善夫オーラル・ヒストリー2012年 3月 19日」2013 

年 7月 28日公開 http://www.oralarthistory.org/archives/kitayama_yoshio/interview_01.php 

259「北山善夫ささやくストローク」『美術手帖』Nol527、1984年 6号：pp.99~100 

260横山勝彦「「浮遊する彫刻」展開催をめぐって」『浮遊する彫刻』東京都練馬区立美術館編集 1990年 

261前掲 注 258を参考 

http://www.oralarthistory.org/archives/kitayama_yoshio/interview_01.php
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１．学習段階 

北山は 1979年以前を学習段階であると自称していた262。当時の日本の美術界はコンセプチ

ュアルアートの影響が広まり、「もの派」が生まれ、素材として紙、木、石、綿、鉄、パラ

フィンなどの自然物を用いて単体や組み合わせ、作品と空間の関係と配慮し、日本庭園の空

間概念をも取り込んでいた。1969年、北山も同様にコンセプチュアルアートやもの派の影響

を受け、立体や平面の作品を制作し始めた。同年、京都府立文化芸術会館のグループ展に紙

の立体作品（現物の写真）と版画を出品し、版画作品として「出ようとするもの」を出品し

た。その作品は、人間の顔をいっぱい詰めたオールオーバーに描いている作品である。作品

は人間の苦しい感情や閉じ込められた意識を表現した社会的な作品であり、オールオーバー

に描いている部分はその後の絵画と共通しているところが見られる263。 

1970年前後の北山はまだ世間に注目されていなかったが、絵画に興味を示し同年に「落下

石」(図 95)と 1972年の「無題」(図 96)を制作した。「落下石」には鏡面に仕上げた銅版の上

の部分に下の向きに開いた紙の箱を取り付け、その下に石を描いた。鏡面の周囲を反射によ

って描いた石に、落下しているイメージを与えた264。「無題」は鏡面に仕上げた銅版を用い

て、本のように開閉できる構造にして、内側は沢山のボックスを作り、その中に石のスケッ

チとコラージュを施した石や紙片を入れている。石の上にコラージュを施すことは、北山が

表象と対象の関係性265、或は物質とイリュージョンの関係性について考え始めていたのでは

ないかと思われる。また、「本」を閉じることでその関係性が中に閉じ込められ、観者をイ

リュージョンの世界から現実に引き戻す266。 

この学習段階の作品から見れば、鏡面の銅版の反射によって石が浮遊するように見せるこ

とは「浮遊する彫刻」との繋がりが見られる。石の上にコラージュを施すことは物質とイリ

ュージョンの関係を求める初期の考えであり、その後、線に竹を取り付ける作品と繋がる様

子が見られる。 

素材から見れば、制限がなく様々な素材を用いている。和紙については支持体としての用

途から脱出し、和紙を造形の素材として用いている傾向が見られる。これは、その後、この

あらゆる要素が統合し、交差し、自分なりの作品に変貌していくことの前奏となる。 

 

２．作品の変遷 

学習段階で、北山は多くの芸術家と同様に、もの派やコンセプチュアルアート、西洋美術

を学習することによって現代美術にたどり着いた267。これらの学習によって北山はその限界

                                            
262前掲 注 258 

263前掲 注 258を参考 

264たにあらた「‶点″から‶いまだ名づけえぬものへ″」『現代美術家シリーズ 93北山善夫展 Vol.1』神奈 

川県立県民ホールギャラリー1993年 
265同上 
266同上 
267北山善夫「存在することについて点より」『現代美術家シリーズ 93北山善夫展 Vol.1』 

神奈川県立県民ホールギャラリー1993年 
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に気づき、概念を優先する美術の追随者になることを恐れていた。しかし、伝統の方向へ進

むことにも抵抗があった。このとき、行詰まった北山に新たな道を導いてくれたのは、子供

の絵との出会いであった268。 

子供の理論の制限がなく純粋で生き生きしている絵に北山は魅了され、過去に学習した美

術のすべてを排除し、ただの線を描き始めた269。しかし、経験や技術を身に付けた北山には

子供のような線は描けなかった。ところが、北山は描いた線を観察しているうちに 

「線がこちらの方に向かったり、あちらの空間に消えたり、また針金のようにコシのある

線だったりと、質量のある線に見えてきたのです。」270  

そして、日本の見立ての思考を基に271、線の上に釘や針金、木、竹などの実物を重ね、主

観的に描いた線に客観的な物質の力を与えることによって、レリーフ状の作品を生みだし

た。見立てとは「眼前のモノに別種のイメージを重ね合わせることによって、新たな〈見

え〉を生じる手法である」272 

見立て手法を基に作られたレリーフは次第に変化し、立体造形物に変貌していく。この手

法は北山の作品名にも使われている273 

1979年、初期の作品「出所」(図 97)、「あちらかも こちらかも」(図 98)はパネルに描い

た線の上に、細い竹の枝や木、和紙、ワイヤーなど様々な見回りの素材を貼付した作品であ

る。線のイリュージョンを実物の質量に置き換え、線の持つイリュージョンを竹や和紙など

の物質に託し、絵画に描くという行為を取り消すことである。「出所」が物質的な直線によ

って空間を分断し、ある秩序が感じられるのに対して、「あちらかも こちらかも」はより

複雑な交差、折り曲げた物質の線を用いて秩序を打破し、物質の線の表現性を高めた豊かな

表情を見せた。両方とも光の投射による線(竹)の影の表現にも心掛けていた。竹は二次元のキ

ャンパスに書かれた線の延長としての存在で、空間を知覚し文節しつつ、具体化して、三次

元の空間に拡散していく274。しかし、これらの作品はレリーフとはいえキャンバスの矩形の

形式を保っている275。 

1980年の「よみびとしらず」(図 99)「ひらかな」(図 100)「あるいは」(図 101)では、その

矩形が崩れて行く。「よみびとしらず」では矩形のパネルに布を覆い、下の部分を縛り、床

のオブジェと一本の線で繋げている。一本の線の繋がりによって、床の紙製立体造形物は壁

のレリーフの延長であることを示され、布や和紙で覆われた面による造形が空間を充填した

イメージを強め、和紙と布の素材感が客観的である。「よみびとしらず」が一本の線でレリ

                                            
268北山善夫「絵画について」『いのちを考える 北山善夫と中学生』伊丹市立美術館 2001年：p.6 
269北山善夫「パブリックアートの近未来 現代美術の前線からパブリックアートを問う」『パブリックア 

ートの現在』愛知県文化情報センター1993年：p.42 
270前掲書 注 268：p.6 
271たにあらた「小石に宇宙を感じた眼」『今日の作家シリーズ 27 北山善夫展』大阪府立現代美術 

センター1994年 
272守屋三千代「日本語と日本文化における〈見立て〉」『日本語日本文学』(23) 2013年：p.1 
273前掲書 注 264 
274中村英樹「乱舞」上田カルチャープロジェクツ『北山善夫展』ギャラリー上田 1991年 
275前掲書 注 264 
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ーフと床のオブジェを繋げたことに対して、「ひらかな」は壁と床の交差したところで木、

鉄、竹など物質の線によって構築され、壁と床が融合された立体造形物である。「よみびと

しらず」の全体に和紙や布を用いた面の造形とは対照的に、「ひらかな」は物質の線の構造

を強調し、和紙やビニールによって作られた面が極端に抑えられ、276絵画の記号として保留

された。 

「あるいは」は「よみびとしらず」と「ひらかな」の融合とも言え、「よみびとしらず」

と同じく壁のレリーフと床のオブジェを一本の線で繋げたが、壁のレリーフは全体に布で覆

われた矩形から逸脱し、物質の線に部分的に和紙を貼りつけた形に変貌した。床の部分は

「ひらかな」と同じ形式の骨組みのオブジェであるが、「ひらかな」にある僅かな面の要素

は消えていた。「あるいは」の和紙には、斑模様や色彩が装飾され、作品を誇示していると

思われる。斑模様や色彩と床に延伸したオブジェは、その後の三次元に独立する華麗な色彩

を持つ立体造形への変貌を暗示している277。このように、和紙に華麗な色彩を与えることは

友禅（京染め）の職人時代の経験で培われたものであり、和紙の浸透性を生かしながら、和

紙の伝統の型を破り、伝統の生命力を現代美術表現に託している。 

1979年～1980年の「句」(図 102)は、初期の秀作と言われている。以前の作品と比べると

支持体自体の変化であり、支持体と架設体が相互融合した構造になっている。つまり、斑模

様付きの鮮やかな和紙を貼りつけ、空間に拡張するように膨らませた造形になっている。作

品の左右に、鮮やかな和紙を貼りつけ造形物を配置し、そこから増殖していく気配が感じら

れる。また、左に取り付けられた突起物は細胞の分裂のように独立するように感じられる。

このように突起物が独立した作品は、他に 1981年の「あらわでないものから、あらわなるも

のへ」(図 103)と、「たえずに動いているようだ」(図 104)などがある。278 

1981年の「そのもののありよう」(図 105)、1982年の「言い尽くせない」(図 106)はオブ

ジェに穴を開け、こちら側の空間と向こう側の空間を繋げ、そこからオブジェを足していく

作品である279。オブジェは制限されることなく縦、横、内、外、様々な方向に自由に広がっ

て、強大化していく。空間を交差することによって構造も複雑になっていき、模様や色彩も

多様で華麗な色彩に変貌した。同年のギャラリー16での個展は、彼にとって重要な展示であ

り、ヴェネツィアに出るきっかけになった。1982年の現代美術の国際美術展覧会ヴェネツィ

ア・ビエンナーレに「言い尽くせない」を出品した。「その後レリーフ作品は三次元にな

り、空中に飛び出すもの、床におちるものに展開していきました280。」 

1983年の作品「まずどう始めたらよいのだろう」(図 107)、「消えていく人」(図 108)198 

6年の「空気にふれた言葉」(図 109)は、完全に床や壁から独立して、三次元の空間の中で自

由に伸びていった。竹の造形に斑に貼りつけられた和紙の断片により観者の視線を誘い、和

                                            
276前掲書 注 264 
277前掲書 注 264 
278前掲書 注 264 

279前掲 注 258 

280前掲書 注 268：p.6 



 

54 

 

紙の軽さや薄さによって軽やかとなり、観者に浮遊する印象を与えた。これらの作品を作る

とき、北山はコンセプトを持たず、プランニングを回避し、全体を読み取りながら必要な部

分を足していく方法を使い、その場、その時に生じた空間の存在を実体化している281。竹や

和紙の性質によって作品が軽量化され、吊ることによって作品に浮遊感を与えた。1987年の

「何読んでいらっしゃるのかしら」(図 112)、1990年の「その時から始まった」(図 114)、

1992年の「一つの始まりから膨大な時が刻まれました。」 (図 111)などが完成した282。 

これら作品によって人気を集めたと同時に、北山は作品の巨大化によりいくつかの問題を

意識し始めた。それは以下である。 

①作品は感性で付けて行くとどんどん巨大化し、折れたりすることが多発するようになっ

たので、作品を丈夫に作ることを意識し始めた。それは作品の自由を制限し、そのまま続け

ても大きな変化をもたらすことができないと認識した。北山は、 

「…作品は、枝が折れたりすることがあって。じゃ折れるなら最初から切ろうかって。

で、だんだん丸くなって、点になって、銅板叩いて丸くしたやつある。全部張っちゃって。

そういう意味で今度は収縮し…僕の作品が膨張から収縮に向かった」283 

と語っている。1987～1989年の「宙腰で眺める」(図 113)、1991年の「それらは私の記憶

にとどけとよばれた」(図 110) 、1993年の「誰がヒロシマと名付けたのか。」(図 115)など

作品は以前より外に向いて、自由に広がって行く作品と比べ中心に向かう傾向が見られ、作

品に核のような部分が作られている。これらは北山の「膨張が頂点に達すると今度収縮する

という一定のフォルム形成のリズムを持つ284」作品であると思われる。 

②初期の作品は線のイリュージョンを実体化するために、竹や和紙などの物質に頼ってい

る。しかし、竹や和紙とは実際に存在する物質であり、その物性がイリュージョンの膨らみ

を抑えている。 

「…絵画の装置としては全くイリュージョンの世界、イリュージョンを最大に発揮させる

ことが絵画だと思う…」285つまり、イリュージョンを最大に発揮するには物性を消すべきで

あると考えた286。 

その後、北山は粘土で作った造形物を精密に絵画に起こすことによって、この二つの問題

を解決した。つまり、自分で作った粘土の造形物を絵画に起こすことによってその物性を消

して、イリュージョンの解放をもたらしたのである。また、日本美術の「主題喪失」に気づ

                                            
281前掲 注 258 

282前掲書 注 264 

283インタヴュアー：青木正弘、坂上しのぶ「北山善夫オーラル・ヒストリー 2012年 3月 20日」2013 

年 7月 28日公開 http://www.oralarthistory.org/archives/kitayama_yoshio/interview_02.php 
284 北山善夫「PARTⅡ パプリックアートの近未来」『パプリックアートの現在』愛知県芸術センター 

1993年：p.44 
285前掲 注 283 
286前掲書 注 268：p.7 

http://www.oralarthistory.org/archives/kitayama_yoshio/interview_02.php
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き、社会と自分との関係、宇宙と自分との関係、生と死などをテーマに絵画を描き、90年代

に立体造形をやめ、絵画を中心に現在も活躍している。 

 

３．素材について 

北山の初期作品には竹、和紙、布、木、革、金属片、針金など様々な素材を取り入れてい

るが、その後、竹と和紙が主な素材となった。竹は絵画のイリュージョンを託す物質であり

ながら、作品の構造の骨になっている。和紙については 

① 北山は竹と和紙を用いることに対して最初 

「竹と和紙を使うことにものすごく抵抗があった」287、「和紙はあまりに日本的なイメー

ジが強いので最初は洋紙を張つけていた。しかし作品を運搬すると破れることがある。で、

和紙貼ったら持つんですよ。丈夫やから。それで、強さっていうことで和紙を優先したわけ

288」である。ここでは和紙の丈夫さを利用していたことが分かる。 

② 北山は自分の作品のメンテナンスについて 

「普通の人でも障子は張替出来るんだし。修復師に出せば出来るわけやから、僕の死後で

も出来ると思ってますよ。289」と語り、和紙の接着し易い性質を用いて、障子のように張り

替えることによって再生されることである。 

③ 北山の作品は「浮遊彫刻」と言われている。それは和紙の軽さによって従来の彫刻と

違って、「重力に支配されない290」彫刻として、宇宙に漂っているように感じられ、脱重力

の「浮遊彫刻」を実現したからである。 

④ 絵画の証としての和紙:、北山の二次元の絵画がレリーフになるとき、面が膨らみ、さ

らに拡張、増殖し、次第に三次元の彫刻として独立したが、絵画から由来する証として和紙

で張り付けた面が残され、「絵画の富を取り入れた彫刻291」に変貌した。また、北山は 

「いろんな紙片があるでしょ。で、印象派のやつがタッシュ画法（点描）であると。そう

いうなんも「近いな」と。「絵画的な様式の中にある」」292と語ったのもこれを証明してい

る。 

⑤ 断片としての和紙：北山は 

「一つの言葉が世界を分けている壁とするならば、壁は私の中にある。それらの壁はばら

ばらに組立てられ、構築されてはいるが、一望に見渡すことはできない」「壁は眼であり、

                                            
287前掲書 注 259：p100 

288前掲 注 283  

289前掲 注 283 

290建畠晢「北山善夫 竹との幸福な出会い」「受賞の言葉 北山善夫」『芸術新潮』43 1992年 7号 

pp.120~126 
291同上：pp.120~126 

292前掲 注 258 
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壁は脳である。絵画や、彫刻や、これらの言葉もふくめ、我々が作り出したものは脳や目が

外界に露出したおのであり、世界は縮小したものであり、肥大したものである。」293、 

と語り和紙は言葉の断片、あるいは壁の断片であり、竹の骨組みに部分的に貼られた和紙

は、言葉の断片であり、自分と世界の壁であるという。これは、和紙によって造形している

と同時に外部との壁を作っていると思われる。 

「形態は莫大な記憶の時の場所。造形の一隅を解きほぐせば記憶の断面が物語り始めるで

しょう」294北山の作品の和紙は制作当時の空間と時間の痕跡であり、記憶である。この点で

和紙は記憶の断片であり、記憶の空間の座標でもある。 

また、作品のタイトルについて「本や自分の文章から抜粋してくるんです、ぼく自身の感

じる言葉、ごくあたりまえの言葉を。」「ぼく以外のものに対して関わろうとすることなん

です。」「文脈の中からポンとある部分だけを取り出してくると、その前後のニュアンスが

そこににじみ出てくるようで、あるイメージがわくのが面白いです295。」と語った。 

これは紙の断片による観者の視線を誘う立体作品の造形方法と同じ、言葉の断片によって

観者の想像を誘っているように思われる。 

 

北山の作品全体から見れば、学習段階ではコンセプチュアルやもの派の影響で銅、石、紙

などの素材を用いて制作している。1979年に子供の絵から発想を得て、キャンバス上に描い

た線に竹を重ね絵画のイリュージョンを物質に託し、竹や和紙、布、針金など様々な素材に

よるレリーフ状な作品が誕生した。その後レリーフが床に進出し、竹と和紙を主に使われた

立体造形として独立し、徐々に膨張し、浮遊彫刻まで発展していく。その後作品は収縮し始

め、皮や金属を用いた重みが感じられる作品が登場し、ついにその物質の強さがイリュージ

ョンを制限していることに北山は気づき、その物性を取り消すために粘土で作った造形物を

絵画に起こした。 

このような作品の変化の中で、北山は和紙の丈夫さ、軽さ、貼りつけ易さによって巨大な

浮遊する彫刻を実現することが可能になった。竹と和紙を用いた作品は、竹の骨組み部分的

に和紙を張り付ける方法によって製作され、竹は絵画のイリュージョンを物質化した結果

で、和紙の断片はその立体造形物が絵画から由来を記す記号としての存在である。 

また、造形から見れば和紙は制作当時の空間と時間の痕跡であり、記憶である。つまり、

和紙は記憶の断片であり、記憶の時空間を形成している。さらに、言葉の断片、あるいは自

分と世界や社会との壁の断片でもある。 

                                            
293北山善夫「壁」『美術の現在四つの試み』 和歌山県立近代美術館 1990年：pp.24 

294北山善夫「原体験」『美術の現在四つの試み』 和歌山県立近代美術館 1990年：pp.25 
295前掲書 注 259：p.102 
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 北山善夫の竹と和紙の作品に対して、坂上しのぶは「だけど（北山は）イサム・ノグチ

の系譜の作家であるけれども「新しい世界が見えるからいい」296と述べ、レスセスヴォは

「西洋の目から見てわかりやすい芸術上の表現を使って言えば、北山の仕事は東洋の凧の新

しい解釈をも思わせる」297と述べている。ここから分かるのは、北山善夫とイサム・ノグチ

は伝統の紙製造形物を新たに解釈することによって、和紙の新たな可能性を開いたというこ

とである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
296前掲 注 258 

297Lise Seisboll 「北山善夫と日本の視覚芸術の伝統」『YOSINO KITAYAMA 1979∼1989』1989年： 

p.2 
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第三節 高田洋一 

高田洋一は「自然の秩序の可視化」と人間との関係を主題298に、風で動く立体

造形物を作り、「「人の振る舞い」を作品の動きとして、可視化した」299作家で

ある。高田の作品は和紙の軽さ、透過性を自然の風、水、光と融合し、自然のエ

ネルギーと融合し、人々が無意識に作品と関わり、人々の本能的な感覚や連想を

誘い出す。本節では、高田の和紙を用いた作品を分析することにより、高田にと

っての和紙の意味を述べる。 

 

１．「翼」に至るまで 

 高田は、少年時代は紙飛行機や模型飛行機が好きで、夢中になっていた。大

学入学時は絵画を専攻していたが、描きたい主題が見つからず悩んでいた際に、

少年時代の模型飛行機の技術や知識が蘇り、風で動く彫刻についての研究を始め

た300。その中で、アレキサンダー・カルダー(1898 ∼1976) 301の作品と出会い、

その影響を受け始める。その後、新宮晋(1937～)の作品に出会い、大学の後半か

ら風で動く彫刻を運動原理の面から研究を進めるようになった。これらの作家を

研究している内に、高田は 

「彼らにある種共通した姿勢を発見しました、彼らは作家の内面にあるものを

表現しようとする文学的な作家ではないことに、私は共感したんですね。私は自

然のエネルギーの力を可視化するための装置をつくるというモノ作りの在り方に

自分の居場所を見つけて研究をはじめたのですね」302と述べている。 

「80年代に入り、70年代の 70年代のコンセプチュアルアートの流れから人の

手で作品を生み出すクラフトマンシップの復権的な流れがうまれ303」た背景に概

念的な作品について、高田は「逆説的に職人の手わざの極限的な存在感を証明し

ていると感じた」304という。また、もの派の影響を受け、彫刻は形を作るという

行為により、形を生み出すことであり、ものの性質を明らかにすることであると

考え、ものの性質や秩序、人間と物質の関係を探り、それを形にすることに魅力

を感じ、自然をよく観察することにした305。 

                                            
298彫刻家 高田洋一 第 1回 http://ameblo.jp/mnbb-art/entry-11263522127.html  

299高田洋一からのメールより 
300荒井直美「蝶の舞うとき」『「呼吸する翼」高田洋一』新潟市新津美術館、高崎市美術館発行  

2006年：p3 
3011930年代頃からモビールの作品を制作し、モビールの創始者として、70年代にかけて活躍し、 

先述したイサム・ノグチにも影響を与えた作家である。 

302前掲 注 298 

303高田洋一からのメールより 

304前掲 注 298 

305前掲 注 298 

http://ameblo.jp/mnbb-art/entry-11263522127.html
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高田は自然を観察することによって、地球のエネルギーとして存在する風は常

に自然のリズムを従って変化し、現実の風は屋外だけではなく、人々が住んでい

る建物の中にも存在する、と考えた。人間が呼吸するだけで気流が乱れ、風にな

る。歩くだけで風を起こすことができる。人間は見えない空気の海の中で暮らし

ていることに気づいたのである。306このような考えによって、高田は他の作家と

は違う、独自の微風で動く彫刻、「翼Ⅰ」を考案した。それは自然の力を支配す

るのではなく、その力を借りて、自然のリズムに従って人間の動きによって巻き

上がる気流を感知し「人の振る舞い」を可視化した作品である。 

  

２．和紙を用いた動く彫刻 

高田が作家として初めて発表した作品は、先の 1979年の和紙、竹、石を用い

て作られた作品「翼Ⅰ」(図 116)である。その後も「翼」シリーズ(図 117~122)の

作品を多数発表した。 

高田は「人間への浅はかな関わり方を求める作品を心の中で否定し、人が当然

之ように自由に振る舞い、気づかずに歩くこと、そこに佇むこと、そのものが、

作品に決定的な影響を与えるという関係こそが本当に人の在り様を作品の中に取

り込むことだと考えていた。」307この「翼」シリーズはまさにその考えを形にし

た作品である。一見素朴な自然素材を、力学原理に従い正確に作ったものである

がそこに高田がオリジナルに作られたジョイントの働きによって「翼」の独特な

動きが生まれた。作品に自然の秩序の中で育まれた自然物を用いて、自然の秩序

に従った形を作ることは、日本伝統のものつくりの素材、技術に支えられた「ク

ラフトマンシップの復権」308でもある。高田の作品は重力や外部の環境に従い、

自然法則の中で人との関わりが成立している。身近なものを用いているにも関わ

らず身の周りの世界から逸脱した、異質な空間を作り出している309。「翼」シリ

ーズはどのような空間においてもその空間と融合し、優しさが溢れている作品

で、微小な気流を感知し動く様はまるで夢に出てくる生き物にも見える310。室内

の空気は人間が入ることによって、一部の空気が押し出され、全体の空気が乱れ

る。作品はその乱れた空気を感知して、ゆっくりと動き、人間、空間、作品の関

係を無意識に成立させ、すべてが一体となり、「「人の振る舞い」を作品の動き

として、可視化した。」311 

                                            
306前掲 注 298 
307高田洋一からのメールより 

308前掲 注 298 

309内藤廣「異次元の眼差し」『YOICHI TAKADA 1979~1990』高田洋一 1990年：pp.4∼5 
310前掲書 注 309：pp.2∼4 
311高田洋一からのメールより 
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「風の道」(図 123)は 1990年にプランを構想し、1999年に完成した作品で、

和紙やステンレス、カーボン、アルミニウム、鉛などの素材を用いて作られた、

輪で構成したトンネル状のものである。この作品は「二つの性質の異なる空間を

繋ぐための装置、あるいは異空間へ誘う期待感を作る装置…」312である。本作は

動く作品の内部に入ることを考え、トンネルの中に道を作り、人々がトンネルに

入るときに起こした風で作品を動かすことになっている。「翼」シリーズは作品

の外から見るのに対して、「風の道」は作品の内部に入って、作品に包まれ、自

分の呼吸と作品の呼吸が共鳴し、その体験が人間との関わりをさらに親密なもの

にする。また、この作品の内部に入るという考えは、そのあとの作品の展開で重

要なポイントになっている。 

2011年、「白いー日」(図 124)と「森の光」(図 125)は、「小間」を参考に和

紙で作られた、分解、移動ができる部屋である。和紙で作られた部屋の壁や天井

には多くの丸い穴が開けられ、光や風が自然に入り込むことができる。また、人

が部屋に入ることによって部屋中の気圧が変化し、「翼」と同じ原理で作られた

天井が気流を感知して、ゆっくり動く。光や影の形はその動きによって変化して

いく313。この作品も風の動きを感知して、動く作品であるが、以前の作品のよう

に外から作品を見せるのではなく、部屋に入って天井の動きによって変化する室

内の光や影を通じて、空気の流れを感じさせる作品である。「白いー日」は、

2012年に新潟県の「水と土の芸術祭 2012」に出品された作品で、当時は和菓子

屋の奥に設置され、美術やお茶と無縁の人でもこの空間の中でお茶をしながら空

間中の光、影、風の変化を体験して、時間を過ごすことができる。以前の美術館

で展示された作品に比べ、人間との関わりの範囲がさらに広くなり、美術に関心

を持たない人でも体験できる空間である。この作品は美術の居場所を問い掛けた

作品であった314。また、以前の風だけを変化を表した作品から光、風、影、人間

などの要素を統合した作品となり、彫刻と社会や生活空間の繋がりを強くした。 

このように和紙と竹を用いた高田の作品を見れば素材を支配ではなくその本質

を取り出して自然の秩序に従い「眠たげに呼吸するように、脈動している。」315

観者は、それと気づかずにその脈動と同調する。このような「さり気ない」関わ

りが高田の作品の特別なところである。 

80年代後半からパプリックアートや野外彫刻に参入し、素材の方も変化が起こ

り、工業技術による加工されたアルミ、金属、カーボンなどの素材を用いた風で

                                            
312彫刻家 高田洋一 第 4回② http://ameblo.jp/mnbb-art/entry-12008797711.html 

313前掲書 注 300：p.4 
314彫刻家 高田洋一 第 4回① http://ameblo.jp/mnbb-art/entry-12008795582.html 
315高田洋一からのメールより  

http://ameblo.jp/mnbb-art/entry-12008797711.html
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動く作品(図 126,127)も多く作られた。近年は流木、石、金属など、自然物を用い

た作品(図 128,129)を製作している。 

 

３．素材について 

高田の作品を概観したところ、和紙と竹を用いた作品はすべての作品の原点で

あり、和紙と竹によって高田の作品は成立している。和紙と竹を選んだ理由は 

「…私の作品は大変軽量に作る必要が出てきた。そのために和紙は打って付け

のものだった。…私は全くの機能的な必要性から和紙、竹を選択した316。」、

「竹は少しの力でしなり、美しいカーブを作り出す。竹はしなうことで強度を生

み安定する。和紙を貼ることで強度はさらに増す。…317」と語り、和紙の軽さと

丈夫さは高田の作品に必要な要素であるとわかる。 

高田は「翼Ⅰ」をはじめに「翼」シリーズ、「風の道」、「白いー日」などの

作品に和紙の諸性質を作品に取り込んでいった。「翼Ⅰ」について高田は「光は

和紙を通じて構造体にシルエットにし、半透明に輝く。動きの変化は光を変化さ

せ、影による大きな空間を作る」318と語り、和紙の透光性は作品にとって重要な

要素であることが分かる。また、「翼は空気の僅かな移動、空気中の湿度の変化

を感じて呼吸するように運動する。それは物理的なバランスだけでなく、作品を

成立させている「紙」「竹」そのものが呼吸しているからだ319。」と語り、和紙

の吸収性によって、空気中の湿気を吸収し、その動きに変化が起こるとしてい

る。さらに、 

「竹と和紙で作られた作品はそれを扱う人間が慈しみ、存続させようとすれば

たとえ少々破れたり折れたりしても再生することが可能である。ちょうど障子や

襖が年に一度貼りかえて、生き返るように320、」これらの作品は、平安時代から

使われて来た障子のように和紙を貼り替えることで新しい作品に生まれ変わるこ

とができる。この再生も、自然界の生物の循環のような秩序の一環を込めている

と思われる。 

「自然の秩序の可視化」の視点から見れば「ひとつの石ころからでも、一枚の

紙からでも大いなる地球の秩序を想像させる道が繋がっている321。」 

地球の秩序により生まれた素材である和紙の軽さと透光性を利用した高田の作

品は、地球の秩序に従い、人間や自然の呼吸に合わせて、生き物のように動き出

す。イサム・ノグチと北山善夫が、和紙の軽さを利用して重力に反する浮遊的な

                                            
316高田洋一「無風の部屋に吹く風」『YOICHI TAKADA 1979~1990』高田洋一 1990年：p.10 
317同上：p.9 
318同上：p.11 
319高田洋一『YOICHI TAKADA 1979~1990』高田洋一 1990年：p12 
320前掲書 注 316：p.10 

321前掲 注 298  
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彫刻を作ったことに対して、高田洋一は和紙の軽さによって重力、気流などに従

い地球の秩序を表した。 

 

高田は飛行機少年から美術科の学生になった時、動きと彫刻に注目し始め、ア

レキサンダー・カルダー(1898 ~1976) やジョージ・リッキー(1907~2002) 、も

の派の影響を受け、 

独自の美意識、オリジナルのジョイント、素材の本質と融合した「風で運動す

る彫刻」を形成した。彼の作品は様々な素材を取り入れ、自然のエネルギーやリ

ズムと人間の関わりを表すこと、つまり自然の秩序と人間の関わりすることを目

指して「「人の振り舞い」を作品の動きとして、可視化した。高田は「現実の

人々の振る舞いの中に取り込むことで成立する作品、というものを強く意識した

作品というのは 79年の「翼Ⅰ」だった。」322と言った。 

高田は作品の軽量化という機能的な必要性によって竹と和紙を素材として選択

した。竹と和紙による作られた「翼」シリーズはその軽さによって人間が無意識

に起こした微風を感知し、風にリズムに合わせて動き出す。「実はそこに、大気

の存在そのものを可視化しようとする」323高田の考えが覗える。 

また、半透明な和紙にかける光と影の形も風のリズムに乗って変化続ける。こ

のような和紙の透光性による光と影、風の変化は、その後、「白いー日」と「瞑

想の森」において、人間が作品の内部に入ることまで発展した。また、和紙の吸

収性によって空気中の湿気を吸収し動きに変化が現れる。さらに、作品は障子の

ように貼り直すことによって再生し、自然界の生物の循環する秩序と重なる。こ

れら作品は和紙や竹の本質を取り出して、その性質に従って、独自なジョイント

と造形によって、人々と「さり気なく」関わり、人々の本能的な感覚や連想を誘

い出すことは高田の作品特徴である。 

高田の「風で運動する彫刻」は観者に様々な連想をさせるが、作家の内側の何

かの思いを描写しようとして造形しているではなく、自然の秩序と人間との関わ

りを可視化する作品である。可視化された風の動きを体験した観者たちはその動

きから連想し、内面の感情を甦らせ、作品と共鳴する。人間と自然の秩序との関

係性―「人の振り舞い」を作品の動きとして、可視化した作品である。 

 

 

 

 

                                            
322高田洋一からのメールより 
323高田洋一からのメールより 
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第四節 堀木エリ子 

1962年に京都に生まれた堀木エリ子は、高校卒業後、住友銀行に社員として就職した。手

漉き和紙の商品を開発する会社に事務経理として転職して和紙と出会った。1984年 2月のこ

ろ、仕事の関係で福井県武・武生(現在の越前市)の紙漉き現場に行くことになり、真冬に紙を

漉く職人たちの姿に感動して、和紙という伝統の世界の素晴らしさを知った324。その後、堀

木は伝統和紙の技術の基に、新たに立体漉きや大型の和紙を作る技術を開発し、現代建築空

間に応用することで、伝統の和紙づくり分野での新たな可能性を開いた。本節では、堀木の

経歴と作品を分析することにより、伝統工芸である和紙がいかなる経緯で現代の立体造形や

建築空間に応用されたのか、堀木の和紙に対する意識を明らかにしていきたい。 

 

１．和紙の新たな可能性の探求 

1987年、堀木は京都の呉服屋小田章株式会社の支援を得て、新規事業部を設立し

「SHIMUS(シムス)」というブランドを立ち上げた。325「SHIMUSとは紙(シ・SHI)結(ムス

ブ・MUS)という漢字から造語で、和紙を媒体にして、和紙と異素材、和紙と光、さらに人と

人を結び付けていきたいという思いがこもっている」。326ここに素材、表現、社会との関係

三つのポイントが秘められている。その基本の素材は手漉き和紙であることは確かである。

手漉き和紙の可能性を引き出すには、手漉き和紙の特性を把握することが重要である。堀木

は和紙の原点に戻り、手漉き和紙の特性は風合いと強度であると認識した。和紙は使うほど

風合いが出て来る、長く使っても強度は落ちないと言う特性を生かせる場所を考え始めた。

その結果として、インテリアや建築空間の中で和紙の新たな可能性を探求することに力を入

れた。327 

その第一歩は、建築空間に適切な素材の検討である。伝統の手漉き和紙の一番大きいサイ

ズは大体幅 90㎝、長さ 180㎝であり、現代建築の空間にはあまり小さく、応用できる範囲も

狭い、そこで、職人たちに問い合わせた結果、幅 210㎝、長さ 270㎝の和紙を漉ける道具を

発見し、様々な工夫を凝らして、結果、この大きさの和紙を基本として作品を制作すること

にした328。 

素材の大きさが決定すると、和紙の優れた特徴として和紙の透光性に注目した。そこで、

和紙から透過や反射する光が時間を経て変化していくことに気づき、これが和紙の魅力であ

ると考えた。これは一般的な照明ではなく、堀木独自の和紙を光と融合した間接照明とも言

える。また、模様を入れた和紙を重ねることで様々な表情が作れ、そこから透過する光が時

                                            
324堀木エリ子『ソリストの思考術、堀木エリ子の生きる力』 六耀社発行 2013年：p.26 
325同上：堀木エリ子年譜 p.Ⅰ 
326同上：p.31 
327内原智史「対談：ライティング・デザインと文化」『建築と都市 2007年 11月臨時創刊号 和紙のある 

空間 : 堀木エリ子作品集』 エー・アンド・ユー 2007年：p.139 
328前掲書 注 324：pp.35~38 
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間の経過、時間のうつろいを表現することによって、現代の空間の中に閉じ込められている

人々に、日本独自の精神性と美意識を伝えたいと考えた329。 

幅 210㎝、長さ 270㎝の和紙素材、うつろいという表現、建築とインテリアという、人と

の結び方などが明確にされた上で、大きな和紙の存在を世間に周知させるため、1988年 1

月、アクシスギャラリーで「内田繁・鹿目尚志・喜多俊之・葉祥栄が創る和紙造形展」330を

開いた。インテリア部門の内田繁、インダストリアル部門の鹿目尚志、グラフィック部門の

喜多俊之、建築部門の葉祥栄たちの協力で開いた展覧会は世間の注目を浴び、新聞や雑誌、

インテリア専門誌に記事が掲載された。1991年 12月、アクシスギャラリーで二度目の展覧

会「伊藤豊雄・杉本貴志・竹山聖と SHIMUS和紙展」331を開いた。和紙の新たな技術や表

現を見せるのは今回の展覧会の特徴であったが、反響がさらに大きくなり、その後の仕事の

繋がりにもなった。作品の影響の広がりと社会の要求の高まりに応じて、2000年、株式会社

堀木エリ子&アソシエイツを設立し、独立を果たした。 

堀木は時間のうつろいを表現する和紙を作るために、様々な試行錯誤を繰り返していた。

それは和紙の手漉き技術、素材、加工技術などの面からの展開であった。 

 

２．紙漉き技術の革新 

1). 大きな和紙を漉く技術の開発。伝統の手漉き和紙の制作方法は第一章の通りである

が、漉き方法と漉き道具の制限により、一般的に使われている最大の和紙は幅 90㎝、長さ

180㎝の和紙である。その他、あまり使われていないが、これより大きな幅 210㎝、長さ

270㎝の和紙もある。現代建築の空間にとっては大きさに限界があり、それに相応しい大き

さの和紙を漉くため、堀木は道具や漉き方の改良を行った。伝統の手漉き和紙は道具を揺ら

して繊維を絡ませて和紙を漉くが、大型の和紙になると道具を揺らすことが不可能になる。

そこで堀木は道具を動かさずに紙料液だけを揺らす方法を考え試行した結果、現在最大幅

1600㎝、長さ 400㎝の手漉き和紙を作れるようになり、特許を所得している332。1999年、

ヨーヨー・マのコンサート・ツアー「シルクロード」ために作った作品(図 130 ) 、2004年

東京都・松下電器汐留ミュージアムで「和紙と光のアート展」の作品(図 131 )などは、伝統

の規定を超えた和紙を使用している。 

2). 立体漉き技術の開発。建築家の伊東豊雄から卵の形を作りたいという要望を叶えるた

め、堀木は立体漉き方法の開発に挑んだ。伝統の紙製立体造形物は張り付けという方法で和

紙を貼り重ねるか、支持体としての竹や木を用いた型に張り付けて形を作っている。堀木は

最初伝統の方法を用いて、竹籤和紙を張ってみたが、提灯のように見えた。提灯なら岐阜の

提灯職人はもっとうまくできると考え、竹籤を使うのをやめた。ある日、卵に骨がないとい

うことを気づき、骨がない卵の形を漉くことを考えた。レジ袋に入れたリンゴから発想し、

                                            
329前掲書 注 324：pp.38~40 
330前掲書 注 324：p.50 
331前掲書 注 324：p.61 
332堀木エリ子さん本人から確認した。 
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三つの風船を組み合わせ風船の表面に和紙を漉いて、乾燥させ、針で風船を割って、そこか

ら型としての風船を取り出して、光源を入れた。その後、立体漉き方法を作品に応用し、巨

大な作品では骨組みごとを漉き込んでいた。この立体漉き方法も特許を所得している。333こ

の方法を用いて、作られた作品が、1991年アクシスギャラリーでおこなわれた展覧会「伊藤

豊雄・杉本貴志・竹山聖と SHIMUS和紙展」 (図 132)である。2002年、鹿児島霧島市の

「上野原縄文の森展示館」に設置しているドーム、(図 133)、2005年、「そごう心斎橋本

店」に設置した作品群(図 134)、2007年、「Disney＋WA-Qu展」に作られたミッキーのド

ール・オブジェ(図 135)…などである。 

 

３．新素材の取り込み 

伝統の手漉き和紙は、天然の植物繊維を用いて和紙を漉き、装飾として葉っぱや植物の皮

などを漉き込む場合もある。堀木は伝統の自然物以外にも、雲母や金属片や光ファイバー、

ワイヤー、クリスタルなどを素材として漉き込んだ。 

岐阜県美濃市の「美濃和紙の里会館」のパーテーション(図 137)は、和紙にワイヤーを漉き

込むことによって強度が増し、破れず、自立しているように見える。和紙が大きくなるほど

収縮率が大きくなるので、ワイヤーの間隔を一定にするために、様々な試みをし、克服し

た。また、和紙に漉き込んだワイヤーは乾燥すると和紙から外れてしまうことが多いので、

そこにも工夫をした334。 

2011年、「ミラノミラノサローネ 2011ユーロルーチェ‶Baccarat Highlights″」におい

て、フランスのクリスタルブランド、バカラとのコラボレーションで、クリスタルを和紙に

埋め込んだインテリア‶Sora旋律ランタン″(図 136 )を完成させた。20㎏のクリタルを漉き

込むために、和紙の強度をさらに強化した335。 

 

４．加工技術の開発 

和紙は他の紙に比べ強度が強いが、他の素材に比べるとやはり破れやすい素材である。ま

た、汚れる、燃える、変色するなどの弱点は存在し、それを克服するために、堀木は和紙に

様々な加工を施した。最初はアクリル板に貼り込むことで破れる弱点を克服した。その作品

は 1990年歌舞伎東新館の作品である(図 138)。消防法によると公共空間では燃えやすいもの

は使えないため、アクリル板の代わりに無反射加工を施した合わせガラスを使ったものが

336、奥阿賀ふるさと館の作品である(図 139)。また、和紙に不燃剤で加工を施し、燃えない和

紙を作って、従来は難しかった和紙単体での防炎認可を取得した。また、硝子コーティング

加工を施すことにより退色防止、汚れ防止、撥水、抗菌などが出来、屋外展示と病院での使

                                            
333前掲書 注 324：pp.107~108 
334前掲書 注 324：pp.115 
335前掲書 注 324：pp.126~130 
336「座談会素材を作る」『建築と都市 2007年 11月臨時創刊号 和紙のある空間 : 堀木エリ子作品集』 

 エー・アンド・ユー 2007年：pp.103~111 
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用が可能になった。そして、和紙の弱点を全部クリアしたガラスと合わせる方法にエッチン

グという加工を施し、ガラスの柄と和紙の柄を重ね、新たな表現が生まれた。他には、樹脂

を内蔵して和紙を漉き上げた車(図 140 )を作った。これは、銅版画家の山本容子の発案、デ

ザインで堀木が技術開発をして制作し、ハノーヴァー国際博覧会に出品した作品である。337 

堀木は和紙の表現を最大に発揮するために以上の技術改良を行った。これまでの多くの作

品は公共空間や商業空間に設置されているが、現在は住空間への方向でも制作を行っている

338。 

堀木は「和紙という素材を表現しその素晴らしさを伝えること…339」という目標を持っ

て、「和紙の移ろい」をテーマに和紙のデザインから和紙の造形を制作し、数々の技術的な

問題を乗り越え、独自の和紙制立体造形物を作り上げた。堀木は「和紙が建築空間の中で空

気として移ろいを醸しだし、突出せず埋没せず、その存在感を感じられるものをいちばんに

考え」340、常にうつろいを軸に和紙という素材を用いて制作を行い、和紙の精神性と美意識

を観者に伝えると伴に、和紙は「暮らしの中で使われてこそ文化」であることも伝えた。 

堀木の作品を全体から見れば光と密接な関係を持ち、光を包み込むために様々な立体造形

を制作した。その中でも、立体漉きの手法により作られた造形物は、伝統の提灯、行灯など

と全く違う造形方法で骨組みや繋ぎ目がなく、特許を取っている。その影響で近年、堀木以

外にも立体漉き法を用いた造形物が作られている。また、伝統の和紙製立体造形を遥かに超

える巨大な立体造形物を現代建築空間に応用し、和紙の新たな可能を開いた。 

これら造形物は光源を内蔵し、「堀木さんの作品を見る。しかし、私は紙を見ていない。

光を見ていると気づく341。」光という形がない物質を和紙の透光性によって造形されている

ことである。この組み合わせによって和紙の向こうに広がる空間を感じられ、これが日本伝

統の障子の原理と共通している。また、光を通して積み重ねた和紙の模様や表情なども、観

者の空間に対する想像を掻き立てる。和紙から通過した光が温もりを持って、和紙に生命を

与え、観者に感動を与えている。「堀木さんは和紙というものにある種の新しい要素を与え

た人だと思う、彼女は和紙を 21世紀に生き続けるものとして再解釈したのではないか342。」 

 

 

 

 

                                            
337前掲書 注 324：pp.116~117 
338前掲書 注 327：p.141 
339前掲書 注 327：p.139 
340ダニエル・オスト『和紙のある空間 : 堀木エリ子作品集』エー・アンド・ユー 2007年：p.137 
341同上：p.6 
342同上：p.112 
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おわりに 

 本章では、現代の紙製立体造形物について、和紙を素材にした作家を取り上げ、その作

品を分析した。和紙という素材を現代彫刻領域に転身させたのは、イサム・ノグチの 1951年

に作られた「あかり」がきっかけである。「あかり」は伝統提灯を新たに解釈し、「ルナ

ー」シリーズとスライド状作品を新たに発展させたものであり、ノグチの一家団欒の記憶が

込められている。「あかり」を考案した理由としての提灯の実用性は、ノグチが追求してい

た彫刻の社会性と合致する。 

「あかり」は和紙の透光性によって空間全体に満ちた光の知覚を再現し、それを光の本質

と重ね合わせた。和紙の軽さと丈夫さによって、浮遊的な表現、収納できる造形、持ち運び

やすい彫刻となった。和紙の安さによって「あかり」は人々に受け入れられ、これがノグチ

の作品に一貫する社会性と合致した。 

北山善夫は絵画のイリュージョンを物質に託すために、最初は竹や和紙、を含む様々な素

材を用いてレリーフ状の作品を制作したが、それは後に竹と和紙を主に空間に漂う巨大な立

体作品へと変貌した。浮遊する彫刻は和紙の丈夫さ、軽さ、貼りつけ易さによって制作され

た。和紙の丈夫さと貼りつけ易さによって作品が形を保つことが可能になり、軽さによって

浮遊する表現が実現した。竹は絵画のイリュージョンを物質化した結果で、絵画から由来す

る記す記号として和紙を用いた。和紙を一枚一枚貼りつけることから考えれば、和紙は制作

当時の空間と時間の痕跡であり、記憶でもある。つまり、和紙は記憶の断片であり、記憶の

時空間を形成している。さらに、言葉の断片、あるいは自分と世界や社会との壁の断片でも

ある。 

 北山善夫の竹と和紙の作品は、「東洋の凧の新しい解釈」であり、ノグチと同様に伝統

の紙製造形物を解釈することによって和紙の新たな可能性を開いた。 

高田洋一は自然のエネルギーやリズムを表す「自然の秩序の可視化」することを目指し、

初期の作品「翼」シリーズを制作した。「翼」は空間の微量な気流を感知し、気流のリズム

に合わせ、ゆっくりと動き出す。気流を感知するため作品の軽量化が求められた結果、高田

は和紙と竹を選んだ。しなやかな竹と軽くて半透明な和紙の組み合わせによって、作品は風

だけではなく光と影の変化も見せた。作品は和紙の軽さ、透光性以外に吸収性も取り入れ、

湿気を吸収することで動きが変わる。これは和紙を媒体に、空間にある風、光、水の秩序を

表した。また、作品は障子のように張り替えることで再生することも可能であり、まるで自

然の生命体のように循環し、自然の秩序を可視化する。 

堀木エリ子は「和紙という素材を表現しその素晴らしさを伝えること…」343という目標を

持って、「和紙の移ろい」をテーマに和紙のデザインや立体造形を行った。堀木は和紙の職

人たちとの長い付き合いによって和紙の性質を熟知し、その性質を利用して前代にない和紙

や立体造形物を作り上げた。その用途も以前より広がり、現代建築空間やインテリアなどの

分野に進出し、観者に和紙の精神性と美意識を伝えた。 

                                            
343前掲書 注 327：p.139 
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堀木の作品は和紙の透光性を利用しており、これにより光を包み込む立体造形を数多く制

作した。その中で、骨組みや繋ぎ目がない立体造形を作る立体漉き法を考案し、特許を取得

している。この方法によって、伝統の和紙製立体造形を遥かに超える巨大な立体造形物の制

作が可能になり、現代建築空間に応用することができ、和紙の新たな可能を開いた。堀木の

影響によって近年、立体漉き法を用いたインテリアが見られるようになった。 

これら造形物は光源を内蔵し、和紙の透光性によって光という形がない物質を造形してい

る。この組み合わせによって和紙の向こうに広げる空間を感じることができ、これは日本伝

統の障子の原理と共通している。 

以上の四人の作家の作品を概観すると、イサム・ノグチ、北山善夫、高田洋一は何かを表

現する、或は実現するために和紙の性質をたどり、和紙を用いた。堀木エリ子は和紙の性質

を前提に様々な造形を行った。つまり、前者が精神性を前提に和紙の性質を利用して造形し

ているのに対して、後者は和紙の性質を前提に造形を行い、精神性を生み出そうとしている

のである。 
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結論 

 

以上、和紙の歴史をたどり、各時代による和紙の種類や加工技術、応用などを分析した結

果、古代から製紙者たちは和紙の諸性質を明確に把握し、消費者の要望に応じて製造技術や

加工技術を進化させ、多種多様な和紙や立体造形物を制作した。その性質とは、①軽さと強

靭な性質、②吸収性、③透光性、④記憶性、⑤接着しやすい性質、⑥塑像性、⑦保存性であ

る。 

伝統の紙製立体造形物から現代の紙製立体造形物まで、いずれも和紙の物理的な性質によ

り造形されたと推測される。しかし、和紙はこの物理的な性質以外にも情報伝達の媒体であ

り、和紙で作られた書物や文書は精神性を持っている。伝統の紙製立体造形物の中でも、中

宮寺や経蔵院、正法寺などの仏像は信仰や供養のための造形物であり、経典や消息、或は手

紙を用いて造像された。これら仏像は、信仰や供養という精神性がこめられたものとして和

紙を用い、同時に、その素材としての性質を利用している。 

精神的な造形物である信仰対象像や仏具は、宗教の信仰が前提にあって、そこからそれに

相応しい素材である経典や和紙を選んでいる。しかし、それは必ずしも和紙を用いることで

はないため、現存する仏像や仏具中で和紙より他の素材のものが圧倒的な多い。  

日常生活に使われる造形物は、特に江戸時代、和紙が社会の必需品として簡単に入手でき

る時期に大きく発展した。これは、和紙の諸性質を基に、日常生活の需要を満たすために作

られた造形物であり、実用性がある造形物である。それは古代から使用するという目的で和

紙の軽さ、丈夫さなどの諸性質を基に作られた造形物である。江戸時代に和紙が民間に普及

し、安価な和紙が手に入ることで、和紙の性質に合わせて、使用することを目的とした紙製

造形物が大きく発展した。しかし、江戸時代の見世物の流行によって人に見せる目的で作ら

れた造形物が生まれ、特に松本喜三郎が和紙を用いた生人形の誕生によって、紙製立体造形

物は新たな目的で作られるようになり、和紙の従来の枠から新たな道に発展した。 

現代の紙製立体造形物を見ると、伝統工芸領域に所属する提灯および和紙は、イサム・ノ

グチの解釈によって「あかり」の素材として現代彫刻領域に転身した。ノグチは光を表現す

るために和紙の透光性を、漂う表現に和紙の軽さを、収納できるために和紙の丈夫さを、社

会性のために和紙の安価である性質などを利用した。これは、表現を主体に和紙の性質を利

用し、和紙の性質を表現に取り入れたということである。 

北山善夫の場合、絵画のイリュージョンを物質に託すために竹を利用し、浮遊の表現に和

紙の軽さ、作品の強度のために和紙の丈夫さ、空間の断片、言葉の断片を表現するために、

和紙の断片を利用した。高田洋一の場合は、本人の言によれば、「人の振る舞い」を作品の

動きとして、可視化するために微風に反応する和紙の軽さを、光の表現に和紙の透光性を利

用した。ノグチも、北山も、高田も、いずれの場合も、彼ら自身の表現に適した素材として

和紙があった。 



 

70 

 

それとは対照的に、堀木エリ子の場合は、まず和紙が前提であった。和紙によってできる

表現の可能性を求めたのだ。彼女は、「和紙の移ろい」を表現した。和紙の魅力や表現の可

能性を周知することを目標として、伝統和紙を基に造形を行っている。堀木は和紙の諸性質

を熟知し、そこから新たな紙漉きの技術と立体造形の技術を開発し、和紙の新たな用途を開

いた。すなわち、和紙という素材が表現を求めており、その表現は和紙の性質に従うものと

なると言えるだろう。 

堀木は伝統和紙を基に技術の革新を行い、現代建築や公共の空間、インテリアの分野に和

紙の用途を広げ、和紙の素晴らしさや和紙の精神性と美意識を人々に伝えた。 

現代においては、和紙はもはや貴重な歴史的な遺産となっているが、和紙は歴史の流れの

中で文化の媒体や日常用品として現在まで使われ、このように人間と親密な関係を持つ素材

はあまりないと思う。これも、高田の言葉を借用するが、「さり気なく」人間と関わりを持

っているものといえるのではないだろうか。 

日本の文化の一部である和紙は、文化性と物質性、社会性を持つ素材であるため、その美

術的な表現の可能性は、どこまでも無限に広がっていくように筆者には思われる。立体造形

の素材としても、もちろんのことである。筆者自身もまた、立体造形の作家として、過去の

立体物の作者たちの工夫や技術に驚き、そしてノグチ以降の作家たちにも、表現者として心

からの共感をもち、尊敬と親近感とを感じてきた。和紙というものの自然な美がひきおこ

す、造形のインスピレーションに感応してきた人々の歴史の中に、仏像も装飾経も、行灯も

あり、ノグチたち作家の作品もある。本論は、その世界をさかのぼって探求し、和紙による

立体造形の可能性を未来に向けても提示するものである。 
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ドウス昌代著、『イサム・ノグチ宿命の越境者』〈上〉講談社 2000年 

ドウス昌代著、『イサム・ノグチ宿命の越境者』〈下〉講談社 2000年 

イサム・ノグチ著、小倉忠夫訳『イサム・ノグチある彫刻家の世界』美術出版社 1969年 

ドーレ・アシュトン著、笹谷純雄訳 『評伝 イサム・ノグチ』白水社 1997年 

アナ・マリア・トーレス著、相馬正弘訳『イサム・ノグチ 空間の研究』マルモ出版 2000年  

木田拓也「あかりーイサム・ノグチが作った光の彫刻」、『あかり』展図録、東京国立近代

美術館 2003年 

尾関秀太郎「永遠に光り輝く≪あかり≫」『現代の眼』542号 2003年 

浜村順「あかり」『新建築』No29、1954年 9号 

近藤竜男「イサム・ノグチとの対話」『芸術新潮』No19、1968年 7号 

中村尚明「イリュージョンの彫刻家イサム・ノグチ」『イサム・ノグチ 世界とつながる彫

刻展』横浜美術館 2006年 

杉山真紀子「福澤諭吉と萬來舎」『萬來舎』鹿島出版 2006年 

川村純一「≪大地の彫刻≫と≪あかり≫」『現代の眼』No542、2003年 

岡田隆彦「世界劇場としての庭」『イサム・ノグチ あかりと石の空間』発行リブロポート

1985年 

日本アート・センター 『日本の伝統工芸 3』 株式会社ぎょうせい 1985年 

広井力「イサム・ノグチの一九五〇年代、日本」『美術手帖』No53、2001年 8号 
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Isamu Noguchi .Diane Apostolos-Cappadona . Bruce Altshuler, Isamu Noguchi：essays and 

Conversations：Harry N, Abrams, Incorporated, New York 1994 

足立元「一九五〇年代の前衛芸術における「伝統論争」：イサム・ノグチの影響を中心に」

『東京芸術大学美術学部論叢』創刊号 東京芸術大学 2005年 

富田康子「工芸と美術」多木浩二、藤枝晃雄『日本近現代美術史事典』 東京書籍 2007年 

 

北山善夫 

インタヴュアー：青木正弘、坂上しのぶ「北山善夫オーラル・ヒストリー 2012年 3月 19

日」2013年 7月 28日公開 

http://www.oralarthistory.org/archives/kitayama_yoshio/interview_01.php 

インタヴュアー：青木正弘、坂上しのぶ「北山善夫オーラル・ヒストリー 2012年 3月 20

日」2013年 7月 28日公開

http://www.oralarthistory.org/archives/kitayama_yoshio/interview_02.php 

「北山善夫ささやくストローク」『美術手帖』Nol527、1984年 6号 

横山勝彦「「浮遊する彫刻」展開催をめぐって」『浮遊する彫刻』東京都練馬区立美術館編

集 1990年 

たにあらた「‶点″から‶いまだ名づけえぬものへ″」『現代美術家シリーズ 93北山善夫展

Vol.1』神奈川県立県民ホールギャラリー1993年 

北山善夫「存在することについて 点より」『現代美術家シリーズ 93北山善夫展 Vol.1』 

神奈川県立県民ホールギャラリー1993年 

北山善夫「絵画について」『いのちを考える 北山善夫と中学生』伊丹市立美術館 2001年 

北山善夫「パブリックアートの近未来 現代美術の前線からパブリックアートを問う」『パブ

リックアートの現在』愛知県文化情報センター1993年 

たにあらた「小石に宇宙を感じた眼」『今日の作家シリーズ 27 北山善夫展』 

大阪府立現代美術センター1994年 

守屋三千代「日本語と日本文化における〈見立て〉」『日本語日本文学』(23) 2013年 

中村英樹「乱舞」上田カルチャープロジェクツ『北山善夫展』ギャラリー上田 1991年 

北山善夫「PARTⅡ パプリックアートの近未来」『パプリックアートの現在』愛知県芸術セ

ンター1993年 

http://www.oralarthistory.org/archives/kitayama_yoshio/interview_01.php
http://www.oralarthistory.org/archives/kitayama_yoshio/interview_02.php
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建畠晢「北山善夫 竹との幸福な出会い」「受賞の言葉 北山善夫」『芸術新潮』43 1992

年 7号 

北山善夫「壁」『美術の現在四つの試み』 和歌山県立近代美術館 1990年 

北山善夫「原体験」『美術の現在四つの試み』 和歌山県立近代美術館 1990年 

Lise Seisboll 「北山善夫と日本の視覚芸術の伝統」『YOSINO KITAYAMA 1979∼

1989』1989年 

 

高田洋一 

彫刻家 高田洋一 第 1回 http://ameblo.jp/mnbb-art/entry-11263522127.html  

彫刻家 高田洋一 第 4回② http://ameblo.jp/mnbb-art/entry-12008797711.html 

彫刻家 高田洋一 第 4回① http://ameblo.jp/mnbb-art/entry-12008795582.html 

荒井直美「蝶の舞うとき」『「呼吸する翼」高田洋一』新潟市新津美術館、高崎市美術館 

2006年 

内藤廣「異次元の眼差し」『YOICHI TAKADA 1979~1990』高田洋一 1990年 

高田洋一「無風の部屋に吹く風」『YOICHI TAKADA 1979~1990』高田洋一 1990年 

高田洋一『YOICHI TAKADA 1979~1990』高田洋一 1990年 

 

堀木エリ子 

堀木エリ子『ソリストの思考術、堀木エリ子の生きる力』 六耀社発行 2013年 

内原智史「対談：ライティング・デザインと文化」『建築と都市 2007年 11月臨時創刊号  

ダニエル・オスト『和紙のある空間 : 堀木エリ子作品集』 エー・アンド・ユー 2007年 

日経アーキテクチュア『和紙の光景』日経 BP社 1995年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ameblo.jp/mnbb-art/entry-11263522127.html
http://ameblo.jp/mnbb-art/entry-12008797711.html
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図版 

第一章 

 

                               

                        

 

 

 

図 1 聖徳太子筆「法華義疏」部分 

615年、宮内庁蔵、 

図 2 写経「宝林 金剛場陀羅尼経」部分 

686年 文化庁保管 

、 

図 5  聖武天皇筆「雑集」部分 

731年 正倉院蔵 

 
 

図 3 「筑前国戸籍断簡」702年 奈良国立博物館  図 4 「百万塔陀羅尼」奈良時代 

図 6 光明皇后「楽毅論」部分 

731年 正倉院蔵 
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図 7「梵綱経」部分 正倉院蔵 図 8「色麻紙」正倉院蔵、 

図 9 「紫紙金字金光明最勝王経 巻第六」奈良八世紀 徳川美術館蔵 名古屋 

図 10「大般若経」国宝 712年 常明寺 滋賀   
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図 11「紺紙銀字法華経(二月堂焼経) 奈良時代八世紀中期 個人蔵 

図 12「杜家立成」正倉院蔵 
図 13「詩序」慶雲四年七月二十六日 巻首 

正倉院蔵 

図 14「賢愚経」奈良時代八世紀中期 白鶴美術館蔵 神戸 
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図 16「金塵淡紫紙解深密経第四」奈良時代 753年、青蓮寺蔵 京都  

図 17-1 藤原定信筆、「石山切 貫之集下」 

平安時代 1112年 徳川美術館蔵 名古屋 

図 15「緑金箋」正倉院蔵 

図 17-3藤原定信筆、「石山切 貫之集下」 

平安時代 1112年 北村美術館蔵 京都 

 

 
 

図 17-2藤原定信筆、「石山切 貫之集下」 

平安時代 1112年  書芸分化院蔵 東京 
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図 18「久能寺経 法師功徳品 巻末」平安時代 1141年 五島美術館蔵 東京 

図 19-2「平家納経 厳王品 表紙・本紙紙背」平安時代 1164年 厳島神社蔵 広島 

 

図 19-1「平家納経 厳王品 見返し・本紙巻頭」平安時代 1164年 厳島神社蔵 広島 
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図 20「扇面法華経冊子」平安時代十二世紀中期 四天王寺蔵 大阪 

図 21「源氏物語絵巻 夕霧」国宝 12世紀 紙本著色 五島美術館 東京 

図 23「伴大納言絵巻 上巻」国宝 12世紀 紙本著色 出光美術館蔵 東京 

 

 
 

図 22「信貴山縁起絵巻 尼公巻」国宝 12世紀 紙本著色 朝護孫子寺 奈良 
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図 27「狩野永徳筆 唐獅子図屏風」六曲一隻 宮内庁三の丸尚蔵館 東京 

 

 
 

図 24「鳥獣人物戯画 甲巻」国宝 12世紀中頃 紙本住墨書 高山寺 京都 

図 25「紙胎花蝶蒔絵念珠箱」高野山金剛峰寺蔵 図 26「紙胎漆塗彩絵華籠」万徳寺蔵 
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図 28「狩野永徳筆 檜図屏風」八曲一隻 国宝  桃山時代 16世紀 東京国立

博物館蔵 

図 29「妙喜庵茶室(待庵)」国宝 京都 

 

図 30「嵯峨本」 

 

 
 

図 31「蓮下絵百人一首和歌巻 断簡」 

俵屋宗達下絵 本阿弥陀光悦筆 
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図 32-2「鶴下絵三十六歌仙和歌巻 俵屋宗達下絵 本阿弥陀光悦筆」 

図 32-1「鶴下絵三十六歌仙和歌巻 俵屋宗達下絵 本阿弥陀光悦筆」 

 

 

 
 

図 33長門 

 

 
 

図 34一閑張り 
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図 35 楮 

 

 

 
 

図 36 雁皮 

図 37 三椏 
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図 39  黒皮を水に漬け柔らかくする 

図 40 表皮削り 

 

 
 

図 38  蒸すに使う釜 
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図 41煮熟 

図 42塵取り 

図 43叩解 
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図 44トロロアオイからネリを取り出す 

図 45紙料の調和 

図 46紙漉き 
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図 47 脱水 

図 48 乾燥 
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第二章  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A:『金剛界略次第』 

B：『胎蔵界略次第 

C：『法華経如来寿量品 

『同薬王品』 

『不空羂索法次第 
 D：『施餓鬼法』 

 E：消息 

 F：『具注暦 

G：竹箆 

H：仏舎利 

  

I

：

木

芯 

 

  

  

  

  

図 49「文殊菩薩立像」鎌倉時代 中宮寺蔵 
図 50 中宮寺文殊菩薩立像の制作技法 

の制作技法 

 
 

図 51「地蔵菩薩立像」江戸中期以降 経蔵院蔵 埼玉  
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図 52胎蔵界曼荼羅の中台八葉院 

図 53「文殊菩薩像」広隆寺 京都 

  

 

 
 

図 54「文殊菩薩渡海図」鎌倉時代 絹本著色 醍醐寺 
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図 55 「渡海文殊画像」大阪・叡福寺 

 

  

 

 
 

図 56奈良・西大寺文殊菩薩像の内納入仏、文殊菩薩像立像   

図 57「文殊菩薩像」奈良・西大寺蔵 
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第三章 

イサム・ノグチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 59「足―木」1928年、 
真鍮、高 66㎝ 

図 60「位置的形態」、1928年、 
真鍮、高 50.8㎝ 

図 58「レダ」1928年、 
真鍮、高 17㎝ 

図 63「バックミンスター・フラー」 
1929年、 
クロームメッキのブロンズ 
高 30.5㎝ 

図 62「帆の形態」1928年、 
真鍮、高 112㎝ 

図 61「位置的形態」、1928年、 
真鍮、高 50.8ｃｍ 

図 66「ラジオ・ナー」〉 
1937年、 
ベークライト、高 20.3ｃｍ 

図 64「フォード・ファウンテン」 
1938年、  
マグネサイト(現存せず)  

図 65「形体可変式テーブル」1939年  
紫檀、高 76.2 長さ 213cm  
A・コンガ―・グッドイヤーため作った。 
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図 68「音楽の風向計」1933年(現存せず)  図 67「音楽を伴う風見」1933年、鉛筆素描 

図 69「ルナーの風景」1944年、 
マグネサイト・紐・コルク・電気 

図 70「ルナー・ボヤージ」1947年、 
マグネサイト、８フィート(現存せず)  
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図 74「赤い拳のルナー彫」1944年、 
マグネサイト、プラスティック、 
電気 長さ 25.4㎝ 

図 71「アメリカン・ストーブ･カンバニー・ビル」1948年、 
石膏、電気 

図 72「ルナー・インファント」 
1944年、マグネサイト、電気、 
高 35.6㎝ 

図 73「タイム＝ライフ・ビルのルナー天」〉1947年、(現存せず)  
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図 77「この苦悶の大地」1943年、 
マグネサイト長さ 76.2㎝ 

図 76「三脚付き円筒照明」 
1944年、プラスチィッ
ク、 
木、金属 

図 75「ルナー照明」 
1944年、 
プラスチィック、金属 

図 78「心の洞」1946年、舞踏家マーサ・グラハム、真鍮、木、マグネサイト 

図 79「季節」1947年、模型、紙の切抜き 
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 図 80「季節」1947年、衣裳をつけた踊り手 
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図 82「クロノス」1947年 
(バルサ材のオリジナル作品からの 
ブロンズ版作品：5/6) 
ブロンズ 215×57.5×88cm 

図 81「クーロス」1945年、 
桃色ジョージア大理石、高 305㎝ 

図 83「アヴァター」1947年、 
ジョージア大理石、高 198cm 

図 84「種」1946年、ビアンコ・ｐ.大理石、長さ 61㎝ 
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図 86「ヨネ・ノグチのメモリアル学部棟の部屋(ノグチ・ルーム)」 
1952年、 

図 85仕事紙、切り抜き 1945年 方眼紙 

図 87バリの木製バスケット 
1949年撮影 
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図 89「あかり」1951－66年、 
紙、竹、金属 

図 88イサム・ノグチ「あかり」を制作中 

図 90「２ｍのあかり」1986年、和紙、木、竹 
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図 91「あかり」和紙、竹、金属、電気 

図 92「銀行の壁、テキサス州ダラス」1952年、模型、プラスチィック・木 
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図 93「ニューヨーク市 5番街 666、ロビーの天井と滝の壁」 
1957年、天井：アルミニウムのルーヴァ― 壁：ステンレス・スチールのルーヴァ― 

図 94「レヴァー・ブラザーズ・ビル・グランドフロア」1952年 
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北山善夫 

 

 

 

 

図 95「落ちる石」1969年 
96.5×71.5×21cm, 油彩 紙 銅 図 96「無題」1972年石 92×120×6㎝ ピン 蝶番 鉛筆 紙 銅   

図 97「出所」1979年 132×132×18cm 

  ベニヤ 紙 木 竹 鉄 布 

図 98「あちらかも こちらかも」1979年 132×90×26cm  
竹 木 銅 ワイヤー 紙 ベニヤ ビニール 

図 99「よみびとしらず」1980年 320×460×320cm 
木 竹 布 コード 紙 鉄 

 

 

図 100「ひらかな」180×92×86cm  
竹 木 紙 鉄 ワイヤー レース コーティング

ビニロン 
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図 101「 あるいは」1980年 180×92×86cm  
竹 木 紙 鉛 真鍮 毛糸 鉄 

図 102 「句」1879~1980年 124×187×68cm  
竹 木 鉄 紙 銅 鉛線 アルミ 

図 104「たえずに動いているようだ」1981年 
62×38×30cm  竹 紙 鉛 

図 105「そのもののありよう」1981年  
180×230×60cm 竹 木 紙 銅 鉛 ベニヤ 

図 103「あらわでないものから、あらわなるものへ」 
1981年 
84×116×103cm  木 竹 紙 革  

図 106「言い尽くせない」1982年  
320×510×270cm 竹 紙 木 鉛 革 銅 
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図 107「まずどう始めたらよいのだろう」1983年 
1850×800×650cm  竹 紙 

図 108 「消えていく人」1983年  
137×154×62cm 竹 紙 革 

図 109  「空気にふれた言葉」1986年  
180×420×540cm 木 竹 紙 銅 革 

図 110「それらは私の記憶にとどけとよばれた」 
1990年  
300×500×350cm  竹 紙 銅  

図 111「一つの始まりから膨大な時が刻まれました。」 
1996年 1600×850×1200cm  
竹 和紙 銅 アクリル絵具 

図 112「何読んでいらっしゃるのかしら」 
1987年 
1600×800×800cm 竹 紙 
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図 114「その時から始まった」 
1990年 

図 113 「宙腰で眺める」1987~1989年 92×450×460cm  
竹 木 紙 革 鉛 

図 115「誰がヒロシマと名付けたのか。」 1993年 300×350×350cm  竹 豚生革 
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高田洋一 

 

 

 

図 116「翼Ⅰ」1979年 L.140 H.65cm和紙 竹 黒御影 真鍮 鉛  

図 117「水生翼」1985 L.215cm 和紙 竹 真鍮 鉛 鉄 
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図 118「玉翼」1985 H.135cm 和紙 竹 石 真鍮 鉛 

図 119「玉翼」1985 L.136cm  
和紙 竹 黒御影石 

図 120「玉翼」1985 L.70 H.24cm  
和紙 竹 石 真鍮 鉛  

図 121「翼“鏡”」 1985 L.136cm  
和紙 竹 黒御影石 真鍮 鉛 陶器 水 

 

図 122「翼“華”」1985 W.260 D.160 H.100cm   
和紙 竹 黒御影石 真鍮 鉛 

 

図 123「風の道」1999 H.320 D.300 L.640cm 
和紙 カーボン アルミニウム ステンレス 
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図 128「浮遊森― 
皆に好かれなくてもいいのよ」2015年  

L.33 D.18.5 H.22cm  
流木 燈台躑躅 黒檀 川原石 大理石 
真鍮 鉛 

図 124「白いー日」2011年 H.180 D.180 L.180cm 
和紙 カーボン 畳 アルミニウム 鉄ほか 

図 125「森の光」1999 H.210 D.210 L.210cm 
和紙 カーボン 畳 アルミニウム 御影石 鉄ほか 
 

図 126「風の回廊」1989 W.800 H.280cm 3基 
ステンレス アルミニウム 鉛 

図 127「夢の尻尾」1995 H.500 W.620cm  
ステンレス アルミニウム 
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図 129「 浮遊森―ねえ、今日は何の日か覚えている」2015 W.24 D.19 H.38.5cm 
流木 燈台躑躅 黒檀 大理石 真鍮 鉛 
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堀木エリ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 130 ヨーヨー・マのコンサート・ツアー「シルクロード」1999年  

図 131 「和紙と光のアート展」2004年、松下電工汐留ミュージアム 東京 
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図 132「伊藤豊雄・杉本貴志・竹山聖と SHIMUS和紙展」1991年 アクシスギャラリー 東京 

図 133「上野原縄文の森展示館」2002年 鹿児島霧島市 
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図 134「そごう心斎橋本店」2005年 大阪 

図 135「Disney＋WA-Qu展」2007年、 

東京ビッグサイト 東京 
図 136 クリスタルを和紙に埋め込んだインテリア‶Sora旋律ランタン 

図 137「美濃和紙の里会館」1994年   

岐阜県美濃市 

 



 

114 

 

 

 

 

図 139 「奥阿賀ふるさと館」1994年 新潟県東浦原郡 

図 140「車」ハノーバー国際博覧会 山本容子と共同制作 ドイツ 

  

図 138「歌舞伎東新館・皀」1990年 東京 
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図版の出典 

 

第一章 

 

湯原公浩 『太陽別冊日本の書：古代から江戸時代まで』平凡社 2012年 

図 1：p.21  図 2：p.23 図 25：P.31 図 26：P.31 図 30：pp.76~77 

 

朝日新聞社『和紙事典：神の創りたもうたもの』 朝日新聞 昭和 61年  

図 3：p.82~83 図 4：p.84 

 

正倉院蔵正倉院事務所『正倉院宝物 3北倉Ⅲ』毎日新聞 平成 6年 

図 5：p.99 図６：p.230 図 12：pp.196~197 

 

正倉院蔵正倉院事務所『正倉院宝物 4中倉Ⅰ』毎日新聞 平成 6年 

図 7：p.93 図 13： p.83 

 

高橋洋二『別冊太陽 和紙』No40平凡社 1982年 

図 8：P68 図 15： P.68 

 

徳島美術館『秋特別展 彩られた紙 料紙装飾』徳島美術館 平成 13年 

図 9：p.12  図 11：p.12 図 14：p.10 図 16：p.14 図 17-1：p.58 図 17-2 ：p.59 

図 17-3 ：p.59 図 18： p.77 図 19-1~19-2：p.84 図 20：pp.78~79 図 31：p.122 

図 32-1～32-2：p.120 

 

堀江知彦『原色日本の美術 第 26巻』小学館 1993年 

図 10：p.12 

 

中野政樹ほか『日本美術全集 第 8巻 王朝絵巻と装飾経』講談社 1990年 

図 21：図 14 図 22：図 168 図 23：図 126 図 24：図 153 

 

辻惟雄 カラ版『日本美術史年表』美術出版社 2002 

図 27：年 p.135 図 28： p.134 図 29： p.129 

 

久米康生『彩飾和紙譜―生活を彩る和紙』平凡社 1994年 

図 33：p.194 図 34：p.193 

 

筆者が撮った写真 



 

116 

 

図 35 図 37～図 48  

佐竹義輔ほか『日本の野生植物 木本Ⅱ』平凡社 1993年 

図 36：pl.92 

 

第二章 

東京国立博物館『鎌倉時代の彫刻』便利堂 昭和 51年 

図 49：p182 

 

仏教芸術学会『仏教芸術』125号毎日新聞社 1979年 

図 50：p92 図 51：p97 

 

金子啓明『日本の美術 文殊菩薩像』314号至文堂 1992 

図 52：p.72 図 53：p.73 図 54：p.1 図 55：p.46図 56：p.7 図 57：p.7 

 

第三章 

 

イサム・ノグチ 

 

東京国立近代美術館ほか『イサム・ノグチ展』朝日新聞社 1992年 

図 58：cat.no.1 図 59：cat.no.2 図 74：cat.no.29 図 82：cat.no.69 

 

イサム・ノグチ著、小倉忠夫訳『イサム・ノグチある彫刻家の世界』美術出版社 1969年 

図 60：No.6   図 61：No.7  図 62：No.8  図 63：No.11  図 65：No.184  

図 66：No.185  図 67：No.181 図 69：No.Ⅰ  図 75：No.194  図 76：No.195 

 図 77：No.45  図 78：No.128~131   図 79：No.147、148     図 80：No.150~153 

 図 81：No.Ⅱ   図 83：No.61  図 84：No.55 図 85：No.57    図 89：No.205   

図 92：No.217   図 93(上)：No.216 

 

アナ・マリア・トーレス著 相馬正弘訳 『イサム・ノグチ 空間の研究』 マルモ出版

2000年 

図 64：p.257 図 68：p.285 図 70：p.276 図 71:p.273 図 86：p.78 図 88：p.18  

図 93(下二枚)：p.279 図 94：p.82 

 

吉家千絵子『アート＆デザイン界に今なお輝く、イサム・ノグチ伝説』マガジンハウス 

2005年 

図 72：p.117 図 73：p.45  図 87：p.123 図 91：p.19  
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「萬来舎から学ぶー広島の芸術と都市計画」実行委員会『萬来舎から学ぶー広島の芸術と

都市計画 報告』広島市立大学芸術学部内 前川研究室内、「萬来舎から学ぶー広島の芸術

と都市計画」実行委員会事務局 

図 90：p.6 

 

北山善夫 

北山善夫『Yoshio Kitayama 1979-1989/edited design by Yoshio Kitayama』1989年 

図 97： p.5  図 98：p.6   図 99：p.7   図 100：p.8        図 101：p.9   

図 102：p.10  図 103：p.11 図 104：p.11 図 105：p.17      図 106：pp.22~23   

図 107：pp.26~27          図 108：p.28 図 109：p.39      図 112：p.46  

図 113：p.41 

「あちらかも こちらかも」() 

神奈川県立県民ホール『現代作家シリーズ９３ 北山善夫展 Vol.1』神奈川県立県民ホール

1993.12~1994.3     

図 110  図 114 

大阪府立現代美術センター『今日の作家シリーズ 27．北山善夫展』大阪府立現代美術セン

ター1994年   

図 95  図 96  

練馬区立美術館 横山勝彦『和紙のかたち展』練馬区立美術館 1999年 

図 111： p.42  図 115：p.43 

 

高田洋一 

高田洋一『The Breathing Sculptures YOICHI TAKADA 1979~1990』高田洋一 1990年 

図 116：p.11 図 117：p.38 図 118：p.34 図 119：p.39 図 120：p.33  図 121：p.35  

図 122：p.42 

田中為芳『紙の大百科』美術出版社 2002年 

図 123：p.9 

高田洋一、現代彫刻センター『1979~1990Dancing Sculptures YOICHI TAKADA』高田

洋一、現代彫刻センター 1997年 

図 126：p.39 

図 127：p.21 

高田洋一さんから頂いた写真 

図 124： 図 125： 図 128： 図 129： 

 

堀木エリ子 
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吉田信之『建築と都市 2007年 11月臨時創刊号 和紙のある空間 : 堀木エリ子作品集』 

エー・アンド・ユー 2007年 

図 130：p.24  図 131：pp.94~95  図 133：pp.120~124 図 134：p.58 p.67 

図 135：p.27  図 139：p.126   図 140：p.124 

日経アーキテクチュア『和紙の光景』日経 BP社 1995年 

図 132：p.77 

図 138：pp.42~43 

堀木エリ子『堀木エリ子の生きる力 (ソリストの思考術 第 6巻)』 2013年 

図 136：p.128 
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