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芭蕉布―人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事―

〈特別展〉

2022 年 6 月 7 日（火）～7 月 31 日（日）
公益財団法人 大倉文化財団・大倉集古館

❖開催要旨
芭蕉布とは亜熱帯を中心に分布する植物・芭蕉からとれる天然繊維を原料とした、沖縄を代表する
織物です。第二次世界大戦後に消滅しかけた伝統技法を復興させ、現代へ繋いだ女性こそが平良敏
子です。その功績により、2000 年には重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定されました。本
キ ジ ョ カ

展では沖縄本土復帰50 周年に寄せ、平良敏子の情熱と、彼女が本島北部の小さな村・喜如嘉に設
けた工房で紡がれる手仕事をご紹介いたします。民藝運動の主唱者・柳宗悦に「今時こんな美しい
布はめったにないのです。いつ見てもこの布ばかりは本物です」と言わしめた手織物の数々を約70
点にわたり公開いたします。芭蕉の糸が織りなす透けるような風合い、沖縄特有の力強い色彩、バ
ラエティに富んだ絣柄の世界をはじめとする芭蕉布の魅力をお楽しみください。
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❖展示構成
第1章

喜如嘉の挑戦

1F の展示室では、めくるめく色彩の世界をご紹介します。琉球王朝時代には王族の衣装で、赤や黄色の
芭蕉布が使われていました。喜如嘉では、昭和後期から沖縄で採れる天然染料を中心に、色鮮やかな煮綛
芭蕉布の取り組みを開始。それまで生成り、藍色、茶色を基調にした喜如嘉の芭蕉布に新たな息吹を与え
ました。また、絽織や花織、失われつつある地機織りといった技術も取り入れた、意欲作の数々をお目に
かけます。

第2章

絣の世界

2F の展示室では喜如嘉の芭蕉布、また平良敏子ならではの絣の世界をご堪能ください。明治後期に喜如
嘉で絣が織られるようになって以来、淡々と受け継がれてきた定番柄を大胆に発展させたのが平良敏子
です。彼女は得意の計算と飽くなき絣への探究心をもって、古典柄を進化させてきました。伝統的な柄を
組み合わせ、また身近な虫や植物をモチーフに考案した絣柄もご紹介します。糸芭蕉そのままの色を地に
生かした作品群からは、素材そのものの美しさ、喜如嘉における高い糸作りの技術も感じていただけま
す。
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❖本展のみどころ

◆戦後から現代にいたる約 70 作品を一挙公開
本展では、平良敏子と友部（ドゥシビー）こと盟友たちが、喜如嘉の芭蕉布織物工房で戦後から現在までの間
に手がけてきた約 70 点（一部作品の展示替を含む）の作品を一堂に公開いたします。これまで工房に眠って
いた秘蔵作品や、琉球王朝時代の装束を再現した貴重な作品などもご覧いただけます。民藝運動の主唱者・柳
宗悦が「今時こんな美しい布はめったにないのです。いつ見てもこの布ばかりは本物です」と綴った『芭蕉布
物語』の直筆原稿と初版本を併せて出品いたします。

◆喜如嘉の芭蕉布が持つバリエーションを存分に
喜如嘉の芭蕉布は伝統的な作り方を守る一方、その意匠においては進化を続けてきました。染色や織りの
妙で表現する色彩の幅広さ。一言に茶色、紺地などといっても、そのバリエーションが多岐に渡ることを
感じていただけます。絣柄についても同様に、シンプルで愛らしい柄から覗き込みたくなるような複雑な
経緯絣の柄、時代を経て洗練された瀟洒なデザインの着物まで、存分にご紹介いたします。

◆想像を超える精緻な手仕事を知る
平良敏子が復興させた畑で糸芭蕉の栽培から始まる芭蕉布作りは、1 点を仕上げるのに詳細に分ければ約
30 もの地道な工程と、途方もない時間、マンパワーの集結であるといえます。本展では来館者へ制作工
程を解説した手元資料を配布し、作品と併せてご覧いただきます。また、芭蕉糸の実物や工房で使用され
ている道具類等も展示。平良と信頼を結び、高い技術でクオリティーを支える喜如嘉の友部（ドゥシビ
ー）たちの存在も感じていただければ幸いです。
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❖主な作品（展示室 1F）
ニーガシー

バンジョー

◆煮 綛 芭蕉布 琉装着物「ムディー綾 番 匠 くずし」
（前期展示 6/7～7/3）
琉球藍、相思樹、福木／平成 8 年／公益財団法人日本伝承染織振興会所蔵
番匠という直角定規をモチーフにした定番の絣柄をアレンジ。喜如嘉といえば白地に藍
色と茶色の絣だが、地を深い緑にしたことでモダンな印象を生み出した。またムディー
と呼ばれる 2 色の糸を撚り合せた杢糸がアクセントになっている。

ニーガシー

グ バン

◆煮 綛 芭蕉布 琉装着物「黄地 ヤシラミー 碁盤」
（後期展示 7/5～7/31）
福木、琉球藍／平成 28 年／芭蕉布織物工房所蔵
碁盤の目のように細かい格子柄をグバンと呼ぶ。こちらは一見無地のようだが、
経に淡い藍染の糸を使用し、最小単位のごく細かな格子柄が織られている。ま
た煮綛とは、染色する前の糸を木灰汁で煮て精錬し、柔らかくする工程を指す。

ニーガシー

ク ンジ

ハチジョーハチ

◆煮 綛 芭蕉布 裂地「紺地 変わり 八 十 八 」
経緯絣／琉球藍／平成／芭蕉布織物工房所蔵
米という字を崩して八十八とする、米寿と同様の発想で図案化され
た経緯絣。定番の八十八を発展させ、また紺地にすることでインパク
トのある芭蕉布になった。

ニーガシー

ニーガシー

トゥイグヮー

アヤナーカ

◆煮 綛 芭蕉布 裂地「煮 綛 赤地 小 鳥 綾 中 」
福木、インド茜、琉球藍、山桃／平成／芭蕉布織物工房所蔵
綾中とは、縞と絣を組み合わせた柄を指す。こちらは縞に小鳥と引下
（ヒキサギー）という代表的な絣柄を合わせたもの。地色の深い赤は
福木とインド茜を重ねて出している。
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❖主な作品（展示室 2F）
ジンダマ―

バンジョー

◆芭蕉布 着物「銭 玉 番 匠 」
経緯絣／球球藍、車輪梅／昭和 50 年／芭蕉布織物工房所蔵
番匠と、穴開き硬貨をモチーフにした銭玉の組み合わせ。いずれも定番の
柄だが、特に銭玉は絣結びにおいても織りにおいても高度なテクニックが
必要で、喜如嘉の織り手の心意気が感じられる。

◆芭蕉布 着物「ムチリーくずし」
経緯絣／琉球藍、車輪梅／昭和／芭蕉布織物工房所蔵
十字絣を複雑化した経緯絣。多数の寸法が異なる絣を駆使するため、織りにも
時間と技術を要した。原材料の芭蕉から採れる上質な繊維はごくわずか。ま
た、細く均一な糸を作るには熟練が求められる。こちらはムラのない上質な地
糸、そして絣の妙が生きた秀作。

◆芭蕉布 裂地「ケーキ柄」
経緯絣／琉球藍、車輪梅／平成／芭蕉布織物工房所蔵
番匠柄の応用として生まれた、経緯絣。アイスキャンディーのように見えるこ
とから付いた名前だが、戦後すぐの沖縄で棒付きのアイスはアメリカ風にア
イスケーキと呼ばれていた。

トゥイグヮー

◆芭蕉布 裂地「 小 鳥 と柳」
経緯絣／琉球藍／平成／芭蕉布織物工房所蔵
小鳥は芭蕉布に頻出するモチーフでバリエーションも多いが、ツバメは敏子が
戦後に考案した。バーナード・リーチが喜如嘉を訪れた際に「このツバメはま
るで飛んでいるようだ」と感心したエピソードが残されている。こちらは緯絣
のツバメと、矢絣を変化させた柳を組み合わせ、自然の景観が表現されている。

◆芭蕉布 帯地「藍コーザー アササ」
経緯絣／相思樹、琉球藍／平成／芭蕉布織物工房所蔵
戦後の喜如嘉では、身近な虫や植物をモチーフにした柄が生み出されてい
る。また、コーザーとは経緯に別の色の糸を使って織ることで、第三の色味
を表現する手法をいう。この場合、経糸は地色そのまま、緯糸は藍色を用い
てグレーを演出している。
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❖基本情報

【展覧会名】
〈特別展〉芭蕉布―人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事―
【会

期】

2022 年 6 月 7 日（火）～7 月 31 日（日）

※途中一部展示替あり：後期展示 7 月 5 日（火）から
【開館時間】10：00~17：00（ご入館は 16：30 まで）
【休 館 日】毎週月曜日（祝休日の場合は翌火曜日）
【入 館 料】一般 1,300 円、大学・高校生 1,000 円、中学生以下無料
◆会期中お着物でご来館の方は 200 円引き（割引併用不可）
※同会期中のリピーターは 200 円引き（前回ご来館時のチケットをご持参ください）
※20 名様以上の団体は 100 円引き
※障がい者手帳、被爆者手帳をご提示の方と同伴者 1 名は無料
【主

催】公益財団法人 大倉文化財団・大倉集古館

【特別協力】芭蕉布織物工房、喜如嘉の芭蕉布保存会、公益財団法人 日本伝承染織振興会
【 協

力 】株式会社ホテルオークラ、特種東海製紙株式会社、大成建設株式会社

【 企

画 】株式会社オフィスイーヨー

【展示デザイン・アートディレクション】カレブラン LLC.
【企画協力】株式会社 東京画廊
【 写

真 】比嘉厚／つは写真館（芭蕉布）
、鍋島徳恭／家庭画報（平良敏子）

【 会

場 】大倉集古館

1F・2F 展示室／B1F

DVD 上映

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-3（The Okura Tokyo 前）
TEL:03-5575-5711（代表）FAX：03-5575-5712
https://www.shukokan.org/
【アクセス】〇東京メトロ

南北線「六本木一丁目駅」中央改札（泉ガーデン方面）より 5 分

〇東京メトロ

日比谷線「神谷町駅」4b 出口より 7 分

〇東京メトロ

日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」A1 または A2 出口より 8 分

〇東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王駅」13 番出口より 10 分
〇東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」3 番出口より 10 分
【公式 SNS】

公式 Twitter：＠bashofu_ten2022

【展覧会に関するお問合せ】
TEL：03-5575-5711（代表）

FAX：03-5575-5712

佐々木 智子（ささきともこ）t-sasaki@shukokan.org（展覧会担当学芸員）
髙橋 裕次（たかはしゆうじ）takay@shukokan.org

（学芸部長）

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、展覧会およびイベントが中止または変更となる場合が
ございます。最新の情報は当館のウェブサイトをご確認ください。
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❖大倉集古館・会期中の併催イベント

お申込：大倉集古館 03-5575-5711（月－金 10：00－17：00）

◆ギャラリートーク
芭蕉布の実物を前にギャラリートークを行ないます
【講師】平良美恵子（喜如嘉芭蕉布事業協同組合 理事長）
【日時】6 月 7 日（火）、7 月 6 日（水）
各日①11：00～

②14：00～（各回 45 分程度）

【定員】各回 20 名（事前申込制、先着順）
【会場】大倉集古館 展示室
【料金等】無料、要当日観覧券

◆DVD 特別上映会 芭蕉布―平良敏子のわざ―
芭蕉布の制作工程など、約 30 分の貴重な映像を上映いたします
【日時】6 月 21 日（火）
、6 月 22 日（水）
10：30～16：00
【会場】大倉集古館 地下 1 階ホール
【料金等】無料
※予約不要、但し混雑時には入場制限を行なう場合がございます。

◆ワークショップ 芭蕉布糸づくり 苧績 み体験
ウ ー ウ

貴重な糸芭蕉の繊維で伝統技法を体験いただきます。つくった糸はお持ち帰りいただけます
【日時】7 月 7 日（木）①10：30～

②14：00～（各回 90 分～120 分程度）

【講師】平良美恵子（喜如嘉芭蕉布事業協同組合 理事長）、平良菜緒
【会場】大倉集古館

地下 1 階ホール

【定員】各回 12 名（事前申込制、先着順）
【料金】8,000 円（材料費込み）※別途、当日観覧券が必要です

◆大倉集古館・舞踊公演
琉球舞踊の夕べ
赤嶺姉妹が魅せる琉球舞踊を地謡の生演奏にてお届けします。芭蕉布を身に纏い舞う「むんじゅる」
をはじめ沖縄の伝統文化が織りなすひとときをお楽しみください。
【日時】6 月 28 日（火）18：30 開場／19：00 開演
【出演】琉球舞踊：赤嶺奈津子、赤嶺真希（八曄流 餘音の会）
地謡（唄 三線）
：喜納吏一、細川拓実
案内役：仲里綾香
【会場】大倉集古館 展示室
【定員】70 名（事前申込制、先着順、全席自由）

❖The
Okura Tokyo での関連イベント
【料金】4,000 円

※当日に限り「芭蕉布展」もご覧いただけます。

【天川】赤嶺奈津子／画像左
【むんじゅる】赤嶺真希／画像右
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【ご予約・お問合せ】

The Okura Tokyo イベント予約係
TEL：03-3224-7688（月－金 10：00－17：00／祝日を除く）
ホテルランチタイム・スペシャルトークイベント
本年創業 60 周年を迎える The Okura Tokyo にて、今回の展覧会の貴重なお話（60 分程度）のあと、
沖縄料理のエッセンスを取り入れたフランス料理のオリジナルランチをお召し上がりいただきます
【日時】7 月 5 日（火）11：00～13：30（150 分程度）
【トーク】平良美恵子（喜如嘉芭蕉布事業協同組合 理事長）
【案内役】山本豊津（東京画廊 代表）
【会 場】The Okura Tokyo オークラ プレステージタワー 7 階 宴会場「メイプル」
【定 員】80 名
【料 金】15,000 円（コースランチ付き、消費税・サービス料込）
※大倉集古館「芭蕉布」展の当日観覧券付き
◆協力：ハースト婦人画報社『美しいキモノ』

The Okura Tokyo 宴会場「メイプル」 ※イメージ

