
 

 

 

 

 

 

 

 

 

緒言 

 熊谷市在住の木工・漆工の技術者である花輪滋實氏の「表具

用木製軸首製作」技術については、令和3年6月18日に文部

科学大臣、文化審議会（文化財分科会）への諮問が行われ、同

年6月25日の専門調査会を経て、7月16日、国の「選定保存

技術」への認定が答申された。本稿の目的は、選定保存技術の

制度的枠組み及び花輪氏の木工・漆工技術に関連した技術に

着目した上で、花輪滋實氏の「表具用木製軸首製作」に関する

技術的特性について考察することにある。 

 

第１節 選定保存技術と木工・漆工に関連した技術的現状 

第1項 選定保存技術の選定とは 

昭和50年（1975）の文化財保護法の改正によって設けられ

た「選定保存技術」の制度は、文化財の保存のために欠くこと

のできない伝統的な技術または技能で保存の措置を講ずる必

要があるものを、文部科学大臣は選定保存技術として選定し、

その保持者及び保存団体を認定している。国は、選定保存技術

の保護のために、自らの記録の作成や伝承者の養成等を行う

とともに、保持者、保存団体等が行う技術の錬磨、伝承者養成

等の事業に対し必要な援助を行っている。 

 

第２項 「選定保存技術」制度確立の経緯と概要 

1960年代の高度経済成長以降、生産・生活様式・産業構造

が変化、地方都市から東京に移住が拡大になった影響で、貴重

な歴史・伝統が危機になった。これを踏まえて昭和49年（1974）

に衆議院文教委員会で「文化財保護に関する委員会」が設置さ

れ、昭和50年（1975）5月の文化財保護法改正で、埋蔵文化

財・有形・無形の民俗文化財・伝統的建造物群保存地区と並ん

で新たに「選定保存技術」の制度が設けられた。その後、制度

改正が進み、文化財の保存のために欠くことのできない材料

製作、修理、修復などの伝統的な技術は、文化財保護法による

無形文化財及び無形民俗文化財に指定とも関連付けられなが

ら保護の対象となっている。 

文部科学大臣は、選定保存技術を選定し（第147条第1項）、

その技術の保持者または保存団体を認定する（第 147 条第 2

項）。今日まで保存・継承されてきたものを後世に伝え、修理

技術・制作技術を大事に守ることを目的としている。 

 

 
（令和2年12月1日時点） 

 

第３項 選定保存技術の種類 

国内市場の文化財及び美術品の保存継承に関連し、選定保

存技術に種別される主な内容は次に挙げる種類がある。 

建造物修理・屋根瓦製作鬼師・建造物木工・檜皮採取・建造

物装飾・建造物彩色・錺金具製作・鋳物製作・金具製作・規矩

術（古式規矩）・規矩術（近世規矩）竹釘製作・屋根板製作・

屋根瓦（本瓦葺）・左官（漆喰塗）・檜皮葺・柿左官（古式京壁）・

茅葺左（日本壁）・石盤葺・建具製作・畳製作・金唐紙製作・

建造物模型製作など77件あり、古代から現代に伝承された日

本独自の技術として評価されるものである。 

この選定保存技術の件数に花輪滋實氏による「表具用木製

軸首製作」技術などが新たに加わった。 

 

第４項 木工及び漆工に関連した選定技術について 

① 漆工品修理  

 漆工品の作例は縄文時代以降の出土品から確認されており、

飛鳥・奈良時代には大陸文化の影響を受け、各種の漆工および

装飾技法を発展させて現代に及んでいる。 

 漆工品の修理を行うに際しては、各時代の材料や蒔絵・螺鈿

などの装飾技法を含む制作技法の特色をよく理解した上でな

ければ適切な施工を行うことができないとされる。また、漆工

品は、制作後長年月を経て疲労劣化し、様々の様態を呈してい

ることから、制作技法および材料についての広範な知識と豊

かな修理経験に基づく適切な判断力と高度な技術が要求され

るものと解釈されている。 

選定者：北村謙一（北村 昭斎）（奈良県） 

選定年：平成6年（1994） 

北村氏は、各時代の材料や蒔絵、螺鈿に代表される装飾技法

の熟知を要する正倉院宝物漆工品（伎楽面）、国宝「出雲大社

秋野鹿蒔絵手箱」などの保存修理および復原模造に従事して

いる。 

 

② 木工品修理 

国内の文化財は、建造物と美術工芸品を含め木材をベース

に漆や装飾金具などに代表される多様性ある材質を複合的に

組み合わせた状態で成り立っているものが多い。こうした複

合的な材質をもつ文化財の修復には、木工品の製作技術を基

本に漆、膠や金工品などの伝統的修復手法に沿った幅広い技

術が必要となる。このようなことから、伝統的であり幅広い木

工品修理技術の保存は重要な意味を持つのである。 

選定者：桜井 洋（埼玉県） 

選定年：平成9年（1997） 

桜井氏は、重要文化財「中尊寺金色堂須弥壇内納置棺及び副

葬品」、同「正平版論語板木」などの、木工品の修理を行う。

金属製品を主とした考古資料の修理や、その保存活用に適し

た木製台座製作の技術も保持している。 

 

選定保存技術の概要と技術確立に関する試論 
―花輪滋實「表具用木製軸首製作」の技術応用と保存伝承の可能性をめぐって― 

Consideration on the outline of the Conservation Techniques and the establishment of the technology 

－On the technical application and preservation tradition of "Wooden Jikushu production for Hyogu" by Hanawa Shigemi－ 
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③ 装潢修理技術（そうこうしゅうりぎじゅつ） 

国内における絵画、書跡、古文書などの文化財が、古代以降、

長い年月を経て、現代に引き継がれている。特に日本特有の気

候とも関連し、特有の高温多湿の条件下では、湿気、カビによ

る腐食や虫害による損傷が起こりやすく、環境は良好でない

と考えられる。こうした中で、多くの文化財が継承されてきた

下地には、優れた伝統的な保存修理技術である「装潢（そうこ

う）」の技が果たした役割が大きいと評価されている。 

古来の書画類は四季の温湿度変化の影響を受けやすい紙や

絹を主材料とするものが多いため、原状維持のまま保管され

た作例は少なく、いずれも本紙を紙、糊のり によって補強し

た巻子、掛幅 、屏風 、折帖などの様々な表具の形態に仕立て

られた上で保存伝承されている。これら文化財は紙、糊による

裏打によってのみ本体の保存が図られている状態であり、脆

弱である状態が多い。このような文化財を後世に維持、保存し

ていくためには、５０年から１００年を周期として、本紙を支

える裏打紙の打替えが必要となっている。これらの修理は、表

具の解体、解装から旧裏打紙の除去、繕い、裏打替から表具仕

立てへの工程を要するものである。この修理に際しては、伝統

的な技術に裏付けられた卓越した「装潢」の技が必要不可欠な

存在として世界的に認識されている。 

選定年：平成7年（1995） 

保存団体名：（一社）国宝修理装潢師連盟 

 

④ 日本産漆生産・精製 

日本産の漆は透明度、接着力、生地との調和や丈夫さを意味

する堅牢度（けんろうど）等に優れており、漆芸の制作や漆工

品等の保存修理に不可欠の原材料である。漆生産に関する技

術には、漆樹の植栽及びその保育・管理、成長した原木からの

漆液の採取（漆掻き）等がある。掻鎌（かきかま）や掻箆（か

きべら）などを用いて、樹幹につけた傷から滲み出る生漆を採

取する技術（漆掻き技術）は、熟練度が求められ、漆樹を傷め

ず良質な漆を多く採取するには高度な技量が必須となること

から、長年の経験を積んだ専門の技術者（漆掻き職人）によっ

て実施されている。今後も良質の日本産漆を確保し、文化財保

存の基礎を担う原料の確保のための技術を後世に継承してい

くためには、日本産漆の生産・精製に関する技術の伝承が看過

できないものとなっている。 

選定年：昭和51年（1976） 

保存団体名：日本文化財漆協会、日本うるし掻き技術保存会 

 

第５項 埼玉県内の選定保存技術保持者 

現在、上掲の桜井洋氏を加えた３名が埼玉県内の選定保存

技術保持者に登録されている。唐紙製作の小泉幸雄氏は桜井

氏と同様、美術工芸品などの文化財の保存修理を下支えする

技術を保持し、泉氏は保存修理などに要する「刷毛」製作にお

いて高い技術を保持している。 

 

唐紙製作 

雲母や絵具を用い、木版摺にて文様をあらわした装飾紙の製

作技術で、典籍の表紙や料紙、屏風の裏張、襖や、障壁などに

用いられる。伝統的な製作技法で、繊細かつ優美に仕上げられ

た両氏製作の唐紙は、文化財修理に不可欠である。 

選定者：小泉幸雄 （埼玉県） 

選定年：平成29年（2017） 

 

漆刷毛製作 

漆刷毛（うるしはけ）は、漆芸作品の制作や漆工品修理の漆

塗りに用いられる刷毛で、主要な材料は人毛である。選定者

（泉氏及び東京都・田中信行氏）の漆刷毛は、重要無形文化財

の保持者をはじめとする全国の漆芸作家や修理技術者に高く

評価されている。 

選定者：泉 清二（九世 泉 清吉）（埼玉県） 

選定年：平成10年（1998） 

 

第２節 軸首製作の技法と概要 

第１項 木工・漆工に関する一般的技法 

① 原木・粗型取り 

 伐採した樹木を竪木と横木に区別し、目的に応じて製材木

取りを行う。竪木取(たてぎどり)など、独特の木地の取り方も

ある。通常の漆器は、横木取といって、木を繊維に沿って切っ

たものを木地として使用しているが、木を輪切りにして年輪

に沿って木地を取るなどの方法を採る山中漆器（石川県加賀

市山中温泉地区）もある。この法で用いられる竪木取は、横木

取より強度が強いため、厚さ１ミリの薄挽きも可能であるが、

削り技術が高度であり、他の産地での例は少ない。 

② 木取り・荒挽き・乾燥 

 木取りを行い、器や軸首のような形状に合わせて形状に切

り込み後、それを轆轤（ろくろ）に掛け、鉋（かんな）などを

用い、乾燥しやすい型に加工する。この後、水分が12%程度に

なるまで乾燥させ、50～60日間養生させる。これは木の動き

を止めるための重要な工程であると考えられている。 

③ 中粗挽き・仕上げ挽き・素地完成 

 養生させた材料を更に水分を約 10%まで乾燥させる。通常、

器の場合は中荒挽きを行い、再び30～50日間養生させる。軸

首の場合も必要な整形を加え、同程度期間の養生を与える。こ

の養生により、材料は空気中の乾湿による膨張、収縮が殆ど停

止した状態になり、その後、仕上げ挽きを行って素地の完成と

なる。 

④  木地固め・下地 

 木地固めは木地の木目の中まで漆を吸わせて木地繊維を締

め固め、木地の狂いを防止する意味がある。そして木地の凹部

にヘラ等で補整する。乾燥後、木地の狂いを防ぐとともに使用

中の強度が求められる部分や縁部分において、麻布を糊漆で

貼り、補強する作業を行う。 

この際、地の粉（じのこ）・漆糊（うるしのり）を調合した

「下地漆」を木ベラで塗る。多少の凹凸が生じることがあり、

乾燥後に研磨する。下地を２回、研ぎを２回繰り返しその強度

を高める。最後に砥の粉（とのこ）を漆で練り上げた錆地（さ

びじ）を、木ヘラで全体に均一に薄く滑らかにつけ、乾燥させ

てから滑らかになるように研磨する。 

⑤ 塗り・加飾・完成 

 黒漆や弁柄漆（ベンガラ漆）を刷毛で全面に薄く塗布し、乾

燥後、漆の密着をよくするために炭を用いて平滑に研磨する。

面が平滑になるまで何回か繰り返す。 

最後に上塗り漆を用いて、ほこり、塗りむら、刷毛目に注意

して塗り上げ乾燥させる。その後、「蒔絵」を装飾する場合は、

漆で文様を描いてから金銀粉を蒔き、更に加工研磨して蒔絵

を仕上げる方法となる。 

 

第２項 掛軸における軸部の概要 

掛軸の軸首・軸先は、掛軸の表現の一部、装飾的な側面を意



 

 

味することが多い。軸首には紫檀（したん）、黒檀（こくたん）、

象牙（ぞうげ）や漆塗りによる用材などが使用される一方で、

現在では陶磁器、ガラス、金属など、多様な素材・形状の軸首

が存在している。 

軸（じく）とは、掛物

の軸木の左右の先端に

付けられる円筒形の部

材を指す。軸は、掛物や

巻物を開閉する際に手

指で持つ部分となる。

軸は、「軸首」（じくし

ゅ）の他に、「軸先」（じ

くさき）、「軸端」（じく

ばな）、「軸頭」（じくが

しら）と称することが

多い。軸の用材は先述

の他、象牙、角、唐木、

花梨、塗物、陶器、玉、

水晶、堆朱、堆黒、鍍金、

竹などがあり、茶方で

は象牙または塗物や竹

などが使用される。 

軸首・軸先における軸の形状は、「直軸」（すぐじく）、「撥軸」

（ばちじく）、「渦軸」（うずじく）の三形状を基本として、補

整した変形型や、多様な装飾などが加わる場合がある。 

「直軸」とは、円柱形をした軸で、「頭切（ずんぎり）」、「切

軸（きりじく）」と称す。「撥軸」とは、バチに似た形をした軸

であり、「渦軸」とは、渦巻の形をした軸である。これらを形

状の原型として、茶道・華道と付随する文化的影響などを経な

がら、下図に示されるように多様な形状が継承されている。 

 
（出典：「彫美堂用語集」「軸先」） 

 

第３節 花輪滋實「表具用木製軸首製作」技術の特性 

第１項 花輪氏の木工・漆工の技法 

 花輪滋實氏は、日本工芸会正会員に推挙された平成 10 年

（1998）に(株)半田九清堂（東京都）からの製作依頼を受けた

ことを機に、軸首の製作を本格始動している。半田九清堂は、

選定保存技術の保持団体である（一社）国宝修理装潢師連盟に

加盟していることから、国選定技術の維持継承が図られる環

境下での製作活動が行われていたことが分かる。 

 花輪氏の木工・漆芸は鎌倉での修行以降、研鑽を積み、多く

の作品制作によって評価を高めた。木工・漆芸の作品群の特徴

を抽出し、その技術の軸首製作への応用という観点について

着目したい。 
 

 
花輪滋實「欅拭漆羽付合子」令和2年 

 

花輪氏の漆芸の特徴は、工芸品美術の精緻を究めた作例に

凝縮されているといえる。木製の造形物の製作技術は、工芸品

の枠を超えて発揮されており、その表面の漆塗りも丹念な手

法で貫徹されている。それは花輪氏が積み重ねてきた製作の

原点に、轆轤（ろくろ）を生かした木工と、漆の技法を用いた

漆工の融合という点がある。花輪氏がこのことに最たる関心

を向けながら、国内の多様な製作物品に対する調査と研究を

行ってきたことの意義は大きい。 

 花輪氏の漆器作品は、日本伝統工芸展及び伝統工芸新作展

などでの主要賞受賞など、高い評価を得ている。それらの多く

は、日常生活に関連する器作品や、茶の湯などで活用される茶

器関連、または華道ほか日本文化表象の一場面に利用される

製作品などであり、各々の作例を概観すると、工芸美術の新作

展示に重きを置いている特質がある。 

このような点を踏まえた時、花輪氏の技量が今まで広く認

識されてきたのは、工芸品作成の場面であったと解釈するこ

とができる。創作生活を開始して以降、いわば美術展で展示さ

れる秀逸な作品群に対する高い評価が、花輪氏の木工・漆工を

象徴する特色であったと筆者は考えている。 

 

第２項 轆轤（ろくろ）加工技術の特色 

 花輪氏は特殊仕様を施した電動の轆轤を用いて、その回転

によって得られる均整の取れた加工を可能としている。  

木地を轆轤によって加工する歴史は古く、奈良時代に全国

の国分寺に奉納された百万塔が木地轆轤で制作されたものと

して現存している。当時は、轆轤は人力を用いた二人挽きの手

挽き轆轤が主要な方法であったが、明治時代に入り一人挽き

の足踏み轆轤となり、大正時代からは電動轆轤が用いられる

ようになった。このことにより、生産量が飛躍的な向上を可能

にした状況がある。 

花輪氏が使用しているベルト式の轆轤は、通常の轆轤工房

などで使用されるものと同類型ではあるが、ベルト位置につ

いては横型の左右の動きではなく、地下を増設し縦型の上下

の動きによる電動を活用している。このような轆轤の電動に

関する改良も花輪氏独自の知見に基づいて行っていることが

分かる。 

軸首の加工は、器物の加工に比べ木地の部分が小さいこと

から轆轤による刻みと削りに高度な緻密さが要求される。先

述した工芸品加工技術を更に熟練させた上で、軸首の造型を

丹精込めて行っていることが確認できる。 

軸首 



 

 

 
地下を増設し縦型の上下の轆轤電動システム 

 

また一方で花輪氏は挽く際の鉋（かんな）の改良も積極的に

行っている。多様な鉋の型と種類を用いることは、轆轤加工の

原点とも推定されるが、この道具類の選択と実践は、挽き物の

加工の良し悪しを左右する重要な命題である。花輪氏は自ら

加工用の削り器を製作、調整するなどして、製作方法の探究を

続けていることが分かる。これにより、微細な調整における作

業に大きな成果を得ていることが作例からも見えてくる。 

 
工房が要する鉋などの削り器の一部 

 

第３項 工芸技術の「表具用木製軸首製作」への応用 

 花輪氏は工芸品製作を原点に据えた上で、古来の文化財保

存修復技術に必須となる軸首製作に傾注してきた。 

同人製作の木製軸首は、重要文化財・絹本著色公餘探勝図巻

2巻（独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館蔵、平成11

年度修理）、重要文化財・小早川家文書 31 巻（文化庁蔵、同

14年度修理）、重要文化財・絹本著色十王図10幅（神奈川県

立歴史博物館蔵、同24～28年度修理）などの修理に用いられ

るなど、美術工芸品の保存上、欠かせない材料を供給し、高い

技術を文化財保存修理において発揮している。 

国内の選定保存技術においては、美術品それ自体及びその

下地を含む素材に対する補修に重きを置く技術が選定されて

いる事例が多い。その内実を大別すると、素材や芸術技法の変

遷に対する視線を前提に、歴史的な調査や精査に基づいた技

術的な確立を行う保持者が存在する一方、元来は他の技量の

修練に尽力する中で得た技術的な側面を他の場面で効果的に

活用する傾向を有する保持者が存在する。 

軸首製作という観点から、花輪氏の実践している技術的な

側面は、その後者に該当すると推定できる。美術工芸品の製作

技術を顕著として、その技術を軸首製作に応用していること

が確かである。これに加えて、他地域の木工・漆工技術に対す

る知的関心や、他地域で行われている技術を参考にした上で

独自の製作技術を確立しているのである。 

この技術の応用という点は、曲線美や複雑な形態を念頭に

置いた工芸品美術の特色を、細微で簡潔な形状の製作にいか

に用いるかという課題とともにある。 

この課題とは、軸首の平坦な形状に歪みや塗りの濃淡を生

じさせないように加工する手法についてである。これは、工芸

品全般と同様であるが、軸首部分の約５センチ以内の円筒な

いし円柱という形状の細微さに由来するのではないかと考え

られる。つまり、美術工芸品に含まれる濃淡や凹凸感の美を軸

首制作にあたり抑制することができるか否か、小さい規模の

木材に傾注できるか否か、という意識が製作者に生じている

ことが推定できるのである。 

 
軸首制作中の花輪滋實氏 

 

第４項 結語：「表具用木製軸首製作」の伝承とその可能性 

 国内における初めての選定保存技術となる「表具用木製軸

首製作」は、日本古来の軸物工芸品・美術品製作の中で表具を

担う一連の職人によって担われてきたが、掛軸の需要低下と

ともに木製軸首の生産を生業とする職人技術者は極めて少な

い状況になり、一部修繕のみの関連業者に留まり、今日におい

ては新規製作を行う技術保持者は皆無となっている。花輪氏

がその重要な技術保存を行う重要な職人であり、木工・漆工家

であることは自明である。 

現在、掛軸や巻子（かんす）の文化継承が難しくなっている

中で、花輪氏の技術伝承は意義深いものがある。それは、軸首

製作などを主たる生業とした経路からではなく、美術工芸分

野の技術に基づき木製軸首製作を行うという「応用」の方法に

よって果たされている点である。 

すなわち、この応用という観点に基づき、技術を転用し、旧

来からの技術保存を可能とする方法は、高度な技術力を維持

するための選定保存技術における今後のあり方の一つになる

ように考えられる。そして、花輪氏の技術が子息の陽介氏など

に引き継がれることを含めて、今後の継承事業に期待したい

ところである。結びに、花輪氏が製作する木製軸首のシンプル

な構造の内面には、美術工芸品の探求で培った奥深い美学と

応用された技の粋が込められていると、筆者は考えている。 
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