
08 01

本多静雄　略年譜本多静雄　略年譜

Ⅰ 生い立ち生い立ち

（1898）

（1924）

（1933）

（1935）

（1936）

（1937）

（1942）

（1944）

（1945）

（1946）

（1947）

（1950）

（1951）

（1952）

（1954）

（1956）

（1957）

（1962）

（1964）

（1965）

（1967）

（1968）

（1969）

（1973）

（1977）

（1978）

（1980）

（1983）

（1985）

（1987）

（1993）

（1994）

（1998）

（1999）

（2016）

明治31年

大正13年

昭和８年

昭和10年

昭和11年

昭和12年

昭和17年

昭和19年

昭和20年

昭和21年

昭和22年

昭和25年

昭和26年

昭和27年

昭和29年

昭和31年

昭和32年

昭和37年

昭和39年

昭和40年

昭和42年

昭和43年

昭和44年

昭和48年

昭和52年

昭和53年

昭和55年

昭和58年

昭和60年

昭和62年

平成５年

平成６年

平成10年

平成11年

平成28年
年齢は数え年

１歳

27歳

36歳

38歳

39歳

40歳

45歳

47歳

48歳

49歳

50歳

53歳

54歳

55歳

57歳

59歳

60歳

65歳

67歳

68歳

70歳

71歳

72歳

76歳

80歳

81歳

83歳

86歳

88歳

90歳

96歳

97歳

101歳

102歳

１月５日　愛知県西加茂郡上郷村大字花本（現・豊田市花本町）に生まれる

京都帝国大学電気工学科を卒業し、逓信省に入省する

逓信省工務局（本省）技師となる

通信事業研究のため１年間ドイツへ留学する

ベルリンオリンピック写真電送実験をする

技術者の地位向上を求める「技術者運動」を展開する

内閣技術院第一部長に就任するが、翌年に退官、郷里の花本へ引き揚げる

電力の鬼・松永安左エ門、陶芸家・加藤唐九郎と出会う

松永安左エ門から茶道具一式を貰い、以来茶道を楽しむ

西加茂郡猿投村大字越戸（現・豊田市平戸橋町）へ転居する

ヤハギ川観光協会設立、理事長になる

ヤハギ川観光協会主催　第１回「平戸橋勘八峡桜祭」開催　日本技術株式会社を設立する

ヤハギ川観光協会主催　第２回夏期文化講座開催　講師：柳宗悦を招く

古志戸窯作陶展を東京銀座で開催する

日本電話施設株式会社（現・ＮＤＳ株式会社）を設立する（社長）　猿投古窯を発見し、調査研究を開始する

自宅の庭で「陶器の鑑賞と桜見の会」を開催（以来、平成11年４月の開催まで44年間続いた）

最初の著書『猿投山西南麓古窯址群』を日本陶磁協会より出版する

桑原幹根愛知県知事に陶磁器を中心とする博物館（愛知県陶磁博物館）の建設を陳情する

藍綬褒章受章

前島賞受賞（電信電話事業の拡張・発展に尽力）　紺綬褒章受章

博物館明治村評議員　明治村茶会始まる（三席のうち一席を担当、平成11年まで33年間続いた）

中部電話印刷株式会社を設立する（社長）

愛知音楽FM放送株式会社（現・株式会社エフエム愛知）を設立する（社長）

勲二等瑞宝章受章

豊田市名誉市民に推挙される　株式会社エフエム愛知、会長となる

さなげ古窯本多記念館が現・豊田市民芸館敷地内に開館する

日本民芸館「大広間」を解体移築して豊田市へ寄贈、豊田市民芸館が開館する

小山冨士夫記念賞（功績褒章）を受賞する（猿投窯の発掘他、永年の功績）

杉本美術館館長に就任する

平戸橋の自宅敷地のうち、4,906㎡と田舎家等を豊田市に寄贈する

５月６日、永眠

豊田市民芸の森が一般公開される

愛知県陶磁資料館（後の愛知県陶磁美術館）が開館する
同館資料委員会委員長に就任する
開館を祝し所蔵の陶磁の狛犬200体を寄贈する

豊田市中央図書館が開館し、本多兄弟文庫が開設される
豊田市能楽堂が完成し、こけら落し公演として「青隹翁郷土創作狂言の会」が行われる

愛知県陶磁資料館が全館完成する
名鉄三河線平戸橋駅から豊田市民芸館までの約１㎞の間に、来訪者の目印になるようにと、
柳宗悦の心偈「見テ知リソ 知リテ ナ見ソ」はじめ５首を選び石碑を設置する

平成28年度　豊田市近代の産業とくらし発見館企画展『名誉市民本多静雄 ～民芸と陶磁を愛した技術者の生涯～ 』
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　明治31年（1898）1月5日、本多静雄は西加茂郡上郷村花本（現・豊田市花

本町）に父・本多松三郎と母・ちかの次男として生まれました。生まれた時に

は産声も上げなかったほど弱々しい赤ん坊で、これで満足に育つだろうか

と危ぶまれたといいます。

　私の命名の謂れを直接父から聴いたことはないが、泣声も立てない静か

な子だが雄々しい人間になれ、というところから「静雄」と名付けられたの

ではないかと、私は自分なりに解釈している。（『青隹自伝 上巻』より）

　父・本多松三郎は、花本の地主で糀造りを家業とし、その人柄は温厚で信

望が厚く、上郷村村長、愛知県会議員、西加茂郡会議員として地方行政の発

展と教育に尽力しました。また、大正２年（1913）、平戸橋・名古屋東田町間に

自動車営業認可を申請し、浦野謙朗・大岩安五郎（初代）らと共に愛知県下初

の乗合自動車会社となる尾三自動車株式会社（尾三バス）を組織し、社長と

して経営にあたったことでも知られています。

にし か  も ぐん かみごうむらはなもと

　現在の豊田市花本町に生まれた本
多静雄は、逓信省技術官僚として勤め、
電気通信事業と科学技術の向上に献
身しました。退官後は日本電話施設
株式会社、株式会社エフエム愛知を
設立するなど、晩年まで実業家とし
て活躍しました。その一方で、古陶磁
の研究に取り組みました。特に猿投
山西南麓古窯跡群の発見で著名とな
り、その資料の収集・研究により、郷
土の文化の発展に貢献したことから、
豊田市名誉市民に推挙されました。
今回の企画展では、「豊田市民芸の森」

（本多静雄旧邸）の一般公開を記念し
て、郷土の偉人本多静雄の生涯を紹
介します。
※逓信省は元内閣各省の1つ。昭和24年（1949）、
　郵政省と電気通信省に分かれて廃止されました。

やませいなんろく こ ようせきぐん

ていしんしょう

さ なげ

　本多静雄の名の「静」の扁・「青」と「雄」の旁・「隹」を
採ったものです。辞書によれば、隹は「とり」と読み、
短い尾の総称とあるので、本多自身は、メーテルリン
クの「青い鳥」をもじった意味を含ませたつもりであ
るとしています。

せいすい

本多静雄の雅号「青隹」
ほうこう

「彷徨」屏風 本多静雄、
白寿（99歳）の時の書 

（豊田市民芸館蔵）
「彷徨」はさまようことを
意味し、本多が好んだ言葉
です。〒471-0027　愛知県豊田市喜多町４丁目 45 番地　TEL 0565-33-0301　FAX 0565-33-0319

豊田市近代の産業とくらし発見館　編集・発行発行日　平成 28 年７月 26 日　

青隹肖像　杉本健吉画
（豊田市民芸館蔵）

名誉市民賞
（豊田市中央図書館蔵）
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本多の生まれた西加茂郡上郷村花本は、矢作川と篭川の合流部分にあり、東海道と中山道を結ぶ古くからの街道
「飯田街道」とも北部で面し、挙母と美濃国（岐阜県）柿野を結ぶ「柿野街道」が花本の集落を南北に貫いていました。
小さな集落でしたが、明治期、近隣の人たちに「小江戸」と呼ばれ賑わいをみせていました。『青隹自伝 上巻』から、
本多のふるさと花本を紹介します。

　本多は、明治43年（1910）に西加茂郡猿投第二尋常高等小学校（現・豊田市立青木小学校）を卒業する

と、愛知県立工業学校（現・愛知県立愛知工業高校）、私立東京中学校（現・東京高等学校）をへて、第八高

等学校（現・名古屋大学）へ入学しました。大正９年（1920）、宇佐美美恵と結婚し、京都帝国大学（現・京

都大学）電気工学科に入学しました。

　本多は、終戦後、郷里の愛知県に戻ると、社団法人電気通信協会常務理事、同名古屋支部長を務めるかたわら、外地からつぎつ

ぎに引き上げてくる逓信省出身者の働く場として、昭和22年（1947）、日本電気技術株式会社（のち統合し日本技術株式会社）を

設立しました。昭和29年に日本電話施設株式会社（現・NDS株式会社）を設立し、社長に就任しました。電電公社（現・NTT）の電

話設備拡充計画に協力して東海地方全域にわたる電話の増設、線路の拡張、分局開始などに尽力しました。昭和43年、電話帳印刷

を行う中部電話印刷株式会社を設立しました。

　昭和44年に、日本で2番目の民間FM放送局として愛知音楽FM放送株式会社（現・株式会社エフエム愛知）を設立し、社長に就

任しました。昭和62年、名古屋財界の出資で、ポケットベル事業を行う中部通信サービス会社を作り、90歳で社長を務めるなど、

晩年まで実業家として活躍しました。

■猿投山登山
　本多は、小学校４年生の頃、はじめて猿投山登山をした時

の強い印象を、次のように語っています。

　遥か遠くに矢作川が見えた。…中略…さらに気を付けて見

ると、それより手前に篭川との合流点らしいものが見え、そ

こから少し手前の左に花本の部落が見えた。…中略…この登

山で得たものは大変貴重なもので、自分の生涯に相当大きな

影響を与えたのではないかと考えている。例えば距離感を体

得したことによる空間への関心、大自然の雄大さに対する認

識、人間と自然のつながりに関する理解の萌芽等々、これら

は私が後に自然科学を志向するに至ったことと決して無関

係ではないと考えているのである。（『青隹自伝 上巻』より）

■逓信省技師となる
　本多は大正13年（1924）に京都帝国大学電気工学科を卒業すると逓信省に入省し、翌年名古屋

逓信局工務課の技手、技師となりました。技手時代は東京・大阪間長距離ケーブル布設、主に現

場での試験接続にたずさわりました。その後、技師として市内線路（電話用の通信線）を担当し

ました。昭和３年（1928）、昭和天皇が即位報告のために伊勢神宮へ参拝に行かれる際には、担当

者として三重県下の市外線と宇治山田市や津市などの主要都市の市内電話を総点検しました。

この時、建てられたコンクリート柱を本多が晩年に譲り受けたものが、豊田市民芸の森にあります。

■ベルリンオリンピック写真電送実験
　昭和８年（1933）、逓信省工務局（本省）技師となっ

た本多は、昭和10年に通信事業研究のため1年のドイ

ツ留学をしました。これは幻におわった昭和15年の

東京オリンピックに向けての通信関係設備と設計内

容の調査、およびベルリンオリンピック見学などの

ためでした。昭和11年８月、ベルリンオリンピックで

は写真電送実験（現在のFAX）を行いました。

■技術者運動
　本多は日本の官庁内において、技術者が事務官に比べて不当な待遇を受けている現実を、目の当たりにし、自ら仕掛け人となって

「技術者運動」を起こし、その中心となり、全官庁技術者の団結を図るなど技術者運動を歴史的な社会運動にまで引き上げました。

■興亜院・技術院時代
　日中戦争中、国内の技術力を結集し、それを新中国建設に役立てるための内閣直属の興亜院、および技術院の創設に参画すると

ともに、その幹部として両院の定着・発展に尽力しました。昭和17年に内閣技術院第一部長となりましたが、翌年、体調不良もあり

46歳で退官しました。本多は技術院時代、物資の欠乏や技術的な立ち遅れの実状と戦争相手国アメリカの資源の豊富さや技術水準

の高さを科学者の立場から比較検討した結果、詳細なデータを添えて早期和平締結を大本営参謀総長杉山元帥に正直に進講しま

したが、「敗けない日本」を信ずる軍部の前に揉み消されてしまったといいます。

■長寿を支えた食事
　病弱だった本多をなんとか丈夫な子に育てようと、父・松三郎は、当時珍しかった牛乳を毎日１合とって飲ませました。また、

子どもたちの健康のために毎朝卵を１個ずつ食べさせました。本多は晩年まで卵１個の習慣を続けました。

この石垣の上に、３階建ての建屋が
あり、本多松三郎の尽力により、ここ
に明治39年（1906）に西加茂郡立農
学校（現・猿投農林高校）が開校しま
した。

現在も残る　の石垣

本多静雄の墓所がある光明寺

大正６年３月当時の本多一家（花本の生家にて）『青隹自伝上巻』より
後列、中央が本多静雄、その右前が本多松三郎です。

昭和10年頃の花本の家並
『青隹自伝 上巻』より

本多静雄　京大卒業の頃
『青隹自伝 上巻』より

写真電送実験「ベルリンオリンピック
大会開会式」写真

（東京朝日新聞昭和11年８月２日） 

日本最古級のコンクリート製電信柱
（豊田市民芸の森）
伊勢神宮内宮前のおはらい町に建てられた23
本のうちの３本です。

本多静雄のふるさと花本

通称「新川」。深さ1メートル半ほどで、冬
は水がなく、夏になると灌漑用水が流れ
るので、村の子供たちは小学校に入って
しばらくするとここで泳ぐことが許さ
れました。本多もここで泳ぎました。
※本多は著書の中で昔の読み方「しだ
り」と　表記しました。

し だ れ

ころ も

枝下用水

甘酒を作る糀を製造。年の暮れになる
と、少なくとも1回に４斗、多いときで
10斗の米を使って糀にしました。

（1斗＝10升）

本多静雄生家
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得したことによる空間への関心、大自然の雄大さに対する認

識、人間と自然のつながりに関する理解の萌芽等々、これら

は私が後に自然科学を志向するに至ったことと決して無関

係ではないと考えているのである。（『青隹自伝 上巻』より）

■逓信省技師となる
　本多は大正13年（1924）に京都帝国大学電気工学科を卒業すると逓信省に入省し、翌年名古屋

逓信局工務課の技手、技師となりました。技手時代は東京・大阪間長距離ケーブル布設、主に現

場での試験接続にたずさわりました。その後、技師として市内線路（電話用の通信線）を担当し

ました。昭和３年（1928）、昭和天皇が即位報告のために伊勢神宮へ参拝に行かれる際には、担当

者として三重県下の市外線と宇治山田市や津市などの主要都市の市内電話を総点検しました。

この時、建てられたコンクリート柱を本多が晩年に譲り受けたものが、豊田市民芸の森にあります。

■ベルリンオリンピック写真電送実験
　昭和８年（1933）、逓信省工務局（本省）技師となっ

た本多は、昭和10年に通信事業研究のため1年のドイ

ツ留学をしました。これは幻におわった昭和15年の

東京オリンピックに向けての通信関係設備と設計内

容の調査、およびベルリンオリンピック見学などの

ためでした。昭和11年８月、ベルリンオリンピックで

は写真電送実験（現在のFAX）を行いました。

■技術者運動
　本多は日本の官庁内において、技術者が事務官に比べて不当な待遇を受けている現実を、目の当たりにし、自ら仕掛け人となって

「技術者運動」を起こし、その中心となり、全官庁技術者の団結を図るなど技術者運動を歴史的な社会運動にまで引き上げました。

■興亜院・技術院時代
　日中戦争中、国内の技術力を結集し、それを新中国建設に役立てるための内閣直属の興亜院、および技術院の創設に参画すると

ともに、その幹部として両院の定着・発展に尽力しました。昭和17年に内閣技術院第一部長となりましたが、翌年、体調不良もあり

46歳で退官しました。本多は技術院時代、物資の欠乏や技術的な立ち遅れの実状と戦争相手国アメリカの資源の豊富さや技術水準

の高さを科学者の立場から比較検討した結果、詳細なデータを添えて早期和平締結を大本営参謀総長杉山元帥に正直に進講しま

したが、「敗けない日本」を信ずる軍部の前に揉み消されてしまったといいます。

■長寿を支えた食事
　病弱だった本多をなんとか丈夫な子に育てようと、父・松三郎は、当時珍しかった牛乳を毎日１合とって飲ませました。また、

子どもたちの健康のために毎朝卵を１個ずつ食べさせました。本多は晩年まで卵１個の習慣を続けました。

この石垣の上に、３階建ての建屋が
あり、本多松三郎の尽力により、ここ
に明治39年（1906）に西加茂郡立農
学校（現・猿投農林高校）が開校しま
した。

現在も残る　の石垣

本多静雄の墓所がある光明寺

大正６年３月当時の本多一家（花本の生家にて）『青隹自伝上巻』より
後列、中央が本多静雄、その右前が本多松三郎です。

昭和10年頃の花本の家並
『青隹自伝 上巻』より

本多静雄　京大卒業の頃
『青隹自伝 上巻』より

写真電送実験「ベルリンオリンピック
大会開会式」写真

（東京朝日新聞昭和11年８月２日） 

日本最古級のコンクリート製電信柱
（豊田市民芸の森）
伊勢神宮内宮前のおはらい町に建てられた23
本のうちの３本です。

本多静雄のふるさと花本

通称「新川」。深さ1メートル半ほどで、冬
は水がなく、夏になると灌漑用水が流れ
るので、村の子供たちは小学校に入って
しばらくするとここで泳ぐことが許さ
れました。本多もここで泳ぎました。
※本多は著書の中で昔の読み方「しだ
り」と　表記しました。

し だ れ

ころ も

枝下用水

甘酒を作る糀を製造。年の暮れになる
と、少なくとも1回に４斗、多いときで
10斗の米を使って糀にしました。

（1斗＝10升）

本多静雄生家
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HONDA

SHIZUO

　猿投山西南麓古窯跡群、通称“猿投古窯（猿投窯）”は、愛知県名古屋市東部から日進市、長久手市、東郷町、みよし市、刈谷市北

部、豊田市西部、大府市、瀬戸市、尾張旭市を含む約20km四方の低丘陵地帯に集中する窯跡の総称で、現在までに1,200余基が確

認されています。猿投古窯では、古墳時代後期から鎌倉時代まで、約900年にわたり、場所を少しずつ移動しながら陶器の生産が

行われました。陶器の生産には多くの薪が必要となるため、窯を作り周辺の薪を採り尽くすと、新たな場所に移動して窯を築く

必要があったためです。

　猿投古窯は、昭和29年（1954）頃、本多らによってその存在が知られるようになり、木曽川から尾張東部丘陵を縦貫して計画され

た愛知用水建設工事に伴って、名古屋大学・楢崎彰一らが中心となり、昭和30～36年にかけて大規模な発掘調査が行われました。そ

の結果、それまでは瀬戸・美濃の中世窯が初源とされていた施釉陶器が古代までさかのぼることが明らかになり、それまでほとん

どわかっていなかった平安時代の国産陶器の実態を解明するきっかけとなりました。

　人生の半ばを迎えた頃、本多は後半生の文化活動に大きな影響を与える出会いをしました。これらの出会いを通して、茶陶に、

そして古陶磁へ関心をもちました。また、陶芸家・加藤唐九郎と出会い、猿投古窯の発見を経て、本多の関心は民俗・民芸資料へと

展開していきました。

■松永安左エ門（1875～1971、号：耳庵）
　松永は「電力の鬼」とも呼ばれた、電気事業の実業家で、60歳から茶道を志して茶器や

美術品を蒐集しました。本多は、昭和19年（1944）、松永の招きで、東邦電力の産業技術研

究機関である東邦産業研究所の理事長となりました。本多はこの頃、松永から茶礼の手

ほどきを受け、茶道具一式を揃えてもらい、茶器との関連から陶磁器類に関心を持つよ

うになりました。松永との出会いから茶の湯を学んだ本多は、自宅の庭で開いた「陶器の

鑑賞と桜見の会」においても毎年茶席を設け、また博物館明治村での明治村茶会におい

ても33年間、年三席の茶席のうち一席を担当しました。さらに、松永は収集したコレク

ションを東京国立博物館に寄贈しており、このような松永の生き方は本多の手本となっ

たようです。

■加藤唐九郎（1898～1985、号：一無斎）
　陶器大事典を作った人だから、何でも知っている。その人から人生の雑学を教えられ、

陶器に関する私の師匠となった。（『本多静雄のまなざし』より）

　唐九郎は本多静雄と同じ明治31年生まれの陶芸家で、戦時中には瀬戸から平戸橋に疎

開しており、昭和18年、そこで二人は出会いました。本多は唐九郎から作陶を習い、いくつかの作品も残しています。また、本多が見

せた陶器の破片に対し、唐九郎は「灰釉を主体とした人口釉が掛かっている」ことにいち早く気づいて指摘し、このことが猿投古窯

発見につながりました。

■柳宗悦（1889～1961）
　柳さんは、民芸を通して、私の五十歳以降の趣味生活、文化生活に大きな影響を与えた人である。…

中略…何よりもその理想主義的なところは、大いに学ぶべきであると思った。（『青隹自伝 中巻』より ）
　民芸運動を起こした思想家、美学者、宗教哲学者です。学習院高等科卒業の頃に文芸雑誌『白樺』

の創刊に参加。東京帝国大学哲学科卒業。朝鮮陶磁器の美しさに魅了された柳は、朝鮮の人々に敬

愛の心を寄せる一方、無名の職人が作る民衆の日常品の美に目を開かれました。そして、日本各地

の手仕事を調査・蒐集する中で、民衆的工芸品の美を称揚するために「民芸」の新語を作り、民芸運

動を本格的に始動させました。昭和11年（1936）、日本民藝館が開設されると初代館長に就任し、こ

こを拠点として、各地への工芸調査や蒐集の旅、旺盛な執筆活動などを展開しました。

やす ざ   え もん

やなぎむねよし

じあん

かいゆう

本多静雄による猿投古窯発見の意義
　昭和30年3月、陶磁器研究誌『陶説』に、本多の「猿投山西南麓の古窯址群」と題した調査報告が掲載されました。この論考には、
編集者から「日本陶磁史の上で暗黒時代と云われて居ました藤原期とおぼしき窯跡群が発見された。」との評文が付されていま
す。これだけでも、当時、猿投古窯発見に学会が沸き立った興奮が伝わってきます。
　室町時代以来、国産の古陶磁に関わる研究は、主に茶道の分野で発展してきました。この頃の陶磁器研究は、伝承に頼る点が多
く、主に茶道具として認知されていたものに限定されていました。明治時代になると、御雇い外国人として東京大学で生物学の
教鞭をとったE・S・モースが、茶道具に限らない日本陶磁に着目し、体系的な収集を行いました。しかし、日本の陶磁器に興味を
持つ人々は、観賞・愛玩といった範囲を超えておらず、その学風は途絶えてしまいます。
　大正時代になると、東京帝国大学の大河内正敏や奥田誠一らが「彩壺会」を結成し、当時、西欧から導入されてまもない考古学
的な発掘方法にも関心を示しながら、科学的・学術的な研究を目指すようになります。以降、戦前までの日本における陶磁器研究
は、美術鑑賞上重要な陶磁器について、実際に窯跡を発掘してその産地を確認し、文献や陶片に記された文字資料をヒントに年
代を知るという、いわば実証主義的な研究へと移行していきました。
　本多の猿投古窯研究は、昭和25年、自身が加藤唐九郎から譲り受けた「古瀬戸陽刻蓮弁文花瓶」の産地を知りたい、という素朴
な興味からスタートしています。昭和29年、保見村の鈴木茂兵衛よりもたらされた陶片が、古瀬戸より素朴な、原始的な作風であ
ることに気づき、三好村・東郷村へと足を延ばし、その生産された窯を追及していきます。
　本多の偉大であった点は、自分の足と眼を駆使して窯跡を現地確認する実証的な姿勢だけではなく、その功を独占せず、陶磁
器研究に寄与することを意識していた点です。『陶説』における報告には、本多が頼った小山冨士夫（陶磁史学）、三上次男・澄田正
一・楢崎彰一（考古学）、山崎一雄（窯業科学）など、戦後の各学会を代表するような人物たちの名が連なっています。
　「好奇心」「問題意識の高さ」「人と交流する力」「組織力」。猿投古窯研究は、傑物 本多静雄の人間性が切り開き、今日でも日本陶
磁史研究における偉業の一つとなっています。

ヤハギ川観光協会
　本多は、終戦後、平戸橋へ戻り、矢作川の水がどす黒く濁っていることに
気づいて胸を痛めました。戦中戦後に周辺の山の木が倒されたためでし
た。そこで、川を荒廃から護るため、矢作川を中心とした観光協会「ヤハギ
川観光協会」を作って理事長となり、流域で木を切るときには観光協会の
了解を得るようにという申し合わせをして、流域の地主の賛同を得まし
た。また、敗戦直後の人々が日々の糧を得る手段として、矢作川を中心に平
戸橋・勘八峡を観光地にしようと計画しました。昭和25年から３年ほど、矢
作川の保存浄化と住民の教養の向上を目的とした夏期文化講座を開催し、
昭和26年の第２回夏期文化講座では、講師に柳宗悦を招いて「茶器の性質」
と題した講演が開かれました。

ヤハギ川観光協会「文化講座チラシ」（豊田市民芸館蔵）

茶室「松近亭」（民芸の森）
豊田市寺部町の尾張藩家老渡辺家・家老の大沢家にあっ
た煎茶席を昭和24年（1949）に移築しました。電気の風炉
や照明、扇風機、電話をつけたので「電気茶室」と本多は呼
びました。「松近亭」の名前は父松三郎と母ちかの名前か
ら1文字ずつとったものです。

観桜会で蒐集した古陶磁を前に説明する本多静雄
『－猿投窯の発見者－本多静雄コレクション〈猿投・古瀬戸〉』より

黒笹7号窯出土品（豊田市民芸館 さなげ古窯本多記念館蔵）

水指　本多静雄作（豊田市民芸館蔵）
昭和27年、本多は陶芸家加藤唐九郎、河村喜
太郎等と、東京で「第１回古志戸窯作陶展」を
開催し、自らの作品も出展しました。

さい こ かい
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愛の心を寄せる一方、無名の職人が作る民衆の日常品の美に目を開かれました。そして、日本各地

の手仕事を調査・蒐集する中で、民衆的工芸品の美を称揚するために「民芸」の新語を作り、民芸運

動を本格的に始動させました。昭和11年（1936）、日本民藝館が開設されると初代館長に就任し、こ

こを拠点として、各地への工芸調査や蒐集の旅、旺盛な執筆活動などを展開しました。

やす ざ   え もん

やなぎむねよし

じあん

かいゆう

本多静雄による猿投古窯発見の意義
　昭和30年3月、陶磁器研究誌『陶説』に、本多の「猿投山西南麓の古窯址群」と題した調査報告が掲載されました。この論考には、
編集者から「日本陶磁史の上で暗黒時代と云われて居ました藤原期とおぼしき窯跡群が発見された。」との評文が付されていま
す。これだけでも、当時、猿投古窯発見に学会が沸き立った興奮が伝わってきます。
　室町時代以来、国産の古陶磁に関わる研究は、主に茶道の分野で発展してきました。この頃の陶磁器研究は、伝承に頼る点が多
く、主に茶道具として認知されていたものに限定されていました。明治時代になると、御雇い外国人として東京大学で生物学の
教鞭をとったE・S・モースが、茶道具に限らない日本陶磁に着目し、体系的な収集を行いました。しかし、日本の陶磁器に興味を
持つ人々は、観賞・愛玩といった範囲を超えておらず、その学風は途絶えてしまいます。
　大正時代になると、東京帝国大学の大河内正敏や奥田誠一らが「彩壺会」を結成し、当時、西欧から導入されてまもない考古学
的な発掘方法にも関心を示しながら、科学的・学術的な研究を目指すようになります。以降、戦前までの日本における陶磁器研究
は、美術鑑賞上重要な陶磁器について、実際に窯跡を発掘してその産地を確認し、文献や陶片に記された文字資料をヒントに年
代を知るという、いわば実証主義的な研究へと移行していきました。
　本多の猿投古窯研究は、昭和25年、自身が加藤唐九郎から譲り受けた「古瀬戸陽刻蓮弁文花瓶」の産地を知りたい、という素朴
な興味からスタートしています。昭和29年、保見村の鈴木茂兵衛よりもたらされた陶片が、古瀬戸より素朴な、原始的な作風であ
ることに気づき、三好村・東郷村へと足を延ばし、その生産された窯を追及していきます。
　本多の偉大であった点は、自分の足と眼を駆使して窯跡を現地確認する実証的な姿勢だけではなく、その功を独占せず、陶磁
器研究に寄与することを意識していた点です。『陶説』における報告には、本多が頼った小山冨士夫（陶磁史学）、三上次男・澄田正
一・楢崎彰一（考古学）、山崎一雄（窯業科学）など、戦後の各学会を代表するような人物たちの名が連なっています。
　「好奇心」「問題意識の高さ」「人と交流する力」「組織力」。猿投古窯研究は、傑物 本多静雄の人間性が切り開き、今日でも日本陶
磁史研究における偉業の一つとなっています。

ヤハギ川観光協会
　本多は、終戦後、平戸橋へ戻り、矢作川の水がどす黒く濁っていることに
気づいて胸を痛めました。戦中戦後に周辺の山の木が倒されたためでし
た。そこで、川を荒廃から護るため、矢作川を中心とした観光協会「ヤハギ
川観光協会」を作って理事長となり、流域で木を切るときには観光協会の
了解を得るようにという申し合わせをして、流域の地主の賛同を得まし
た。また、敗戦直後の人々が日々の糧を得る手段として、矢作川を中心に平
戸橋・勘八峡を観光地にしようと計画しました。昭和25年から３年ほど、矢
作川の保存浄化と住民の教養の向上を目的とした夏期文化講座を開催し、
昭和26年の第２回夏期文化講座では、講師に柳宗悦を招いて「茶器の性質」
と題した講演が開かれました。

ヤハギ川観光協会「文化講座チラシ」（豊田市民芸館蔵）

茶室「松近亭」（民芸の森）
豊田市寺部町の尾張藩家老渡辺家・家老の大沢家にあっ
た煎茶席を昭和24年（1949）に移築しました。電気の風炉
や照明、扇風機、電話をつけたので「電気茶室」と本多は呼
びました。「松近亭」の名前は父松三郎と母ちかの名前か
ら1文字ずつとったものです。

観桜会で蒐集した古陶磁を前に説明する本多静雄
『－猿投窯の発見者－本多静雄コレクション〈猿投・古瀬戸〉』より

黒笹7号窯出土品（豊田市民芸館 さなげ古窯本多記念館蔵）

水指　本多静雄作（豊田市民芸館蔵）
昭和27年、本多は陶芸家加藤唐九郎、河村喜
太郎等と、東京で「第１回古志戸窯作陶展」を
開催し、自らの作品も出展しました。

さい こ かい



06 07

ⅡⅥ 民芸と陶磁を愛した本多静雄民芸と陶磁を愛した本多静雄 Ⅶ 名誉市民　本多静雄名誉市民　本多静雄

しゅうご

HONDA
SHIZUO

　本多静雄は昭和52年（1977）、猿投山西南麓古窯跡群の発見・研究をはじめ郷

土文化の発展に尽力した功績により、豊田市名誉市民を授与されました。

　高度経済成長期、県内でも愛知用水に伴う工事をはじめ様々な工事が行われ

ました。このような中で、猿投古窯が破壊されてしまう前に発見・研究がなされ

たことは、行動力をともなった愛陶家であり研究者だった本多の存在ぬきには、

成しえないことでした。

　本多は生前「正しいと思ったことは迷わずにやりなさい」と語ったといいま

す。猿投古窯発掘の際も、本多は楢崎彰一とともに工事中のブルドーザーを止め

て、その足で自ら測量器具を買いに行き、窯体の測量をし、記録に残しました。

　本多は、こういった強い信念と行動力を物語るエピソードを数多く残してい

ます。

　本多静雄は昭和20年（1945）の暮れに、東京の茶道研究会の人々と日本民芸館を訪れた

時、初めて柳宗悦と会いました。その縁で、ヤハギ川観光協会主催の第２回目の講演会に柳

を講師として招いたのは前述の通りです。

■豊田市民芸館の設立
　昭和47年、本多は日本民藝協会常任理事、名古屋民芸協会の会長となりました。日本民藝

館改築の際には、大広間と館長室（柳宗悦書斎）を譲り受けて、豊田市へ寄贈しました。昭和

58年、豊田市は豊田市民芸館（現・第一民芸館）を平戸橋公園内に開館しました。本多は収集
した多くの民芸品を、豊田市民芸館に寄贈しました。

　柳宗悦の心喝「見テ知リソ 知リテ ナ見ソ」に教示を受けたが、私はこの教示に従わな

かった。見テという直観によって物を見るということが、私の認識論では成立しなかった。

…中略…知的経験を離れた直観というものは存在しないと考えていた。とにかくこんな性

情を持っていた五十歳に近かった頃の私は、まず知ることから民芸に接近していった。

　柳さんの言動や、その人の書かれたものから、即ち知ることから民芸に近づいたもので

ある。従ってその「見テ知リソ」ではなく「知リテ見ソ」を採ったのである。理論を調べてか

ら民芸品らしいと考えるものを観て廻ることに終始したのである。その一例を挙げれば、

陶器類は日本の古窯はほとんど全部を見て廻った。私の猿投古窯発見と、こま犬の研究は

これを契機として生まれたものである。（『民芸彷徨』より）

■郷土に根ざした狂言を創作
　また本多は、狂言を民芸の１つと考えて自ら創作し、『菊石』や『こま犬』などの郷土に根

ざした多くの狂言を残しました。陶工を扱った『三国山』、やきものを扱った『井戸茶碗』、若

き日の陶芸家加藤唐九郎を題材とした『窯ぐれ』、さらには落語や狂言、人の一生、民芸論な

ど多種多様な内容となっています。『三国山』では自ら演じています。　

　狂言に溢れる民衆の感覚と土俗的な演出に心の寛ぎを覚える。それは瀬戸の石皿や馬の目

皿の頑丈で用に徹した美しさに通ずるものがある。
※本多は、能を楽茶碗、井戸茶碗が代表する「茶陶の美」に、歌舞伎の絢爛たる美しさを古九谷や伊万里赤絵の「彩陶
　の美」に例えています。

本多コレクション
　本多静雄は日本有数の陶磁研究家・蒐集家としても有名で、さなげ古窯本
多記念館（豊田市民芸館内）、愛知陶磁資料館（現・愛知県陶磁美術館／瀬戸
市）の設立にも大いに尽力しました。現在、本多コレクションの主なものの
うち古陶磁は愛知県陶磁美術館、さなげ古窯本多記念館に、印判染付は瀬戸
蔵ミュージアム（瀬戸市）に寄贈されています。また、本多が蒐集した円空仏
をはじめとする各種民芸品は、豊田市民芸館に寄贈されています。

豊田市民芸の森
　「豊田市民芸の森」は、平成５年に本多が豊田市に寄贈した自宅敷地4,906㎡
と田舎家等を中心に構成されています。
　本多は昭和21年、平戸橋に居を構え、実業家として活躍する一方、古陶磁
の研究を行いながら、ここで過ごしました。民芸の森は、本多静雄の偉業と
思想を次世代へ継承すること、平戸橋地域の歴史と誇りを次世代へ継承す
ること、市民が関わりやすい「豊田らしい民芸」を発信することを目的とし
て、平成28年4月から一般公開がはじまりました。

本多兄弟文庫
　平成７年（1995）、本多静雄は、弟・本多秋五と共に、図書・雑誌・原稿などの
収蔵品を豊田市へ寄贈しました。
　本多秋五〈1908－2001〉は、トルストイや白樺派文学の研究で知られ、戦後
日本を代表する文芸評論家の一人です。文芸誌『近代文学』の創刊に中心的
な役割を果たしたことでも知られています。代表作には『志賀直哉論』（毎日
芸術賞受賞）があります。
　現在、豊田市中央図書館には、本多兄弟文庫が創設され、３階の展示コー
ナーでは名誉市民本多静雄と本多秋五の足跡が寄贈図書と共に展示されて
います。

久留米絣（豊田市民芸館蔵）

中国の椅子（豊田市民芸館蔵）

菊石（色紙・印刷）杉本健吉画
（豊田市民芸館蔵）

『古瀬戸』自筆原稿
（豊田市中央図書館蔵）

青隹居　（旧本多静雄邸／豊田市民芸の森）

名誉市民章授与式　　昭和52年（1977）３月

本多兄弟文庫　（豊田市中央図書館）

参考文献：本多静雄著作『猿投山西南麓古窯址群』1957 年、『幻の壺』株式会社淡交社 1969 年、『古瀬戸』保育社 1974 年、『陶磁のこま犬』石原龍一 1976 年、『青隹愛蔵帳』株式会社創樹社美術出版
1983 年、『青隹自伝・上巻』1984 年、『青隹自伝・中巻』1990 年、『青隹自伝・下巻』1991 年、『ローランド・ヒルの生涯』、『本多静雄・新作狂言集』日本陶磁協会 1989 年、『卒寿碁譜』（社）電気通信協
会東海支部 1996 年、『青隹選外集』1985 年、『嘉永元年版・絵入狂言記圖説』本多静雄　堀江勤之介編、『民芸彷徨』矢作新報社 1990 年、『男の生き方』田淵壽郎伝　1990 年、『愛陶百寿』株式会社里
文出版 1997 年、『シカン坊物語』名古屋ベルサロン 1998 年

『花本の歴史』豊田市花本町 1986 年、『本多静雄追悼集 それも目出度い、それも目出度い』日本電話施設株式会社 1999 年、『本多静雄のまなざし』愛知県陶磁美術館・豊田市民芸館・瀬戸蔵ミュー
ジアム・豊田市中央図書館 2007 年、『－猿投窯の発見者―本多静雄コレクション〈猿投・古瀬戸〉』豊田市教育委員会 2007 年、『企画展名誉市民本多静雄コレクション－新収蔵資料展Ⅰ－』豊田
市教育委員会 2012 年、吉村睦志『日本古代釉の系譜 灰釉・鉛釉・鉄釉』株式会社アットワークス 2012 年、『企画展名誉市民本多静雄コレクションⅡ』豊田市教育委員会 2013 年、『企画展名誉市
民本多静雄コレクションⅢ』豊田市教育委員会 2014 年、『企画展名誉市民本多静雄コレクションⅣ』豊田市教育委員会 2015 年

灰宝神社（豊田市越戸町）の狛犬
本多は、戌年生まれだったことから、陶磁の狛犬を蒐集・研究し
ました。その多くは愛知県陶磁美術館西館に展示されています
が、灰宝神社には、昭和52年に本多が奉納した備前焼の狛犬が
あります。

本多静雄の著作
　本多は多くの著書を残しています
（参考文献欄に青字で掲載）。最も多
く読まれた『古瀬戸』をはじめ、自分
自身の幼い日の記憶から、逓信省時
代のこと、生涯にわたり記した『青隹
自伝』上・中・下巻、戦後名古屋の都市
計画を作り遂行した男『田淵壽郎
伝』、若い頃手に入れた原書を自ら英
訳した『ローランド・ヒルの生涯』な
ど多岐にわたっています。

こころうた

くつろ

※敷地面積　14,473．24㎡
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　本多静雄は昭和52年（1977）、猿投山西南麓古窯跡群の発見・研究をはじめ郷

土文化の発展に尽力した功績により、豊田市名誉市民を授与されました。

　高度経済成長期、県内でも愛知用水に伴う工事をはじめ様々な工事が行われ

ました。このような中で、猿投古窯が破壊されてしまう前に発見・研究がなされ

たことは、行動力をともなった愛陶家であり研究者だった本多の存在ぬきには、

成しえないことでした。

　本多は生前「正しいと思ったことは迷わずにやりなさい」と語ったといいま

す。猿投古窯発掘の際も、本多は楢崎彰一とともに工事中のブルドーザーを止め

て、その足で自ら測量器具を買いに行き、窯体の測量をし、記録に残しました。

　本多は、こういった強い信念と行動力を物語るエピソードを数多く残してい

ます。

　本多静雄は昭和20年（1945）の暮れに、東京の茶道研究会の人々と日本民芸館を訪れた

時、初めて柳宗悦と会いました。その縁で、ヤハギ川観光協会主催の第２回目の講演会に柳

を講師として招いたのは前述の通りです。

■豊田市民芸館の設立
　昭和47年、本多は日本民藝協会常任理事、名古屋民芸協会の会長となりました。日本民藝

館改築の際には、大広間と館長室（柳宗悦書斎）を譲り受けて、豊田市へ寄贈しました。昭和

58年、豊田市は豊田市民芸館（現・第一民芸館）を平戸橋公園内に開館しました。本多は収集
した多くの民芸品を、豊田市民芸館に寄贈しました。

　柳宗悦の心喝「見テ知リソ 知リテ ナ見ソ」に教示を受けたが、私はこの教示に従わな

かった。見テという直観によって物を見るということが、私の認識論では成立しなかった。

…中略…知的経験を離れた直観というものは存在しないと考えていた。とにかくこんな性

情を持っていた五十歳に近かった頃の私は、まず知ることから民芸に接近していった。

　柳さんの言動や、その人の書かれたものから、即ち知ることから民芸に近づいたもので

ある。従ってその「見テ知リソ」ではなく「知リテ見ソ」を採ったのである。理論を調べてか

ら民芸品らしいと考えるものを観て廻ることに終始したのである。その一例を挙げれば、

陶器類は日本の古窯はほとんど全部を見て廻った。私の猿投古窯発見と、こま犬の研究は

これを契機として生まれたものである。（『民芸彷徨』より）

■郷土に根ざした狂言を創作
　また本多は、狂言を民芸の１つと考えて自ら創作し、『菊石』や『こま犬』などの郷土に根

ざした多くの狂言を残しました。陶工を扱った『三国山』、やきものを扱った『井戸茶碗』、若

き日の陶芸家加藤唐九郎を題材とした『窯ぐれ』、さらには落語や狂言、人の一生、民芸論な

ど多種多様な内容となっています。『三国山』では自ら演じています。　

　狂言に溢れる民衆の感覚と土俗的な演出に心の寛ぎを覚える。それは瀬戸の石皿や馬の目

皿の頑丈で用に徹した美しさに通ずるものがある。
※本多は、能を楽茶碗、井戸茶碗が代表する「茶陶の美」に、歌舞伎の絢爛たる美しさを古九谷や伊万里赤絵の「彩陶
　の美」に例えています。

本多コレクション
　本多静雄は日本有数の陶磁研究家・蒐集家としても有名で、さなげ古窯本
多記念館（豊田市民芸館内）、愛知陶磁資料館（現・愛知県陶磁美術館／瀬戸
市）の設立にも大いに尽力しました。現在、本多コレクションの主なものの
うち古陶磁は愛知県陶磁美術館、さなげ古窯本多記念館に、印判染付は瀬戸
蔵ミュージアム（瀬戸市）に寄贈されています。また、本多が蒐集した円空仏
をはじめとする各種民芸品は、豊田市民芸館に寄贈されています。

豊田市民芸の森
　「豊田市民芸の森」は、平成５年に本多が豊田市に寄贈した自宅敷地4,906㎡
と田舎家等を中心に構成されています。
　本多は昭和21年、平戸橋に居を構え、実業家として活躍する一方、古陶磁
の研究を行いながら、ここで過ごしました。民芸の森は、本多静雄の偉業と
思想を次世代へ継承すること、平戸橋地域の歴史と誇りを次世代へ継承す
ること、市民が関わりやすい「豊田らしい民芸」を発信することを目的とし
て、平成28年4月から一般公開がはじまりました。

本多兄弟文庫
　平成７年（1995）、本多静雄は、弟・本多秋五と共に、図書・雑誌・原稿などの
収蔵品を豊田市へ寄贈しました。
　本多秋五〈1908－2001〉は、トルストイや白樺派文学の研究で知られ、戦後
日本を代表する文芸評論家の一人です。文芸誌『近代文学』の創刊に中心的
な役割を果たしたことでも知られています。代表作には『志賀直哉論』（毎日
芸術賞受賞）があります。
　現在、豊田市中央図書館には、本多兄弟文庫が創設され、３階の展示コー
ナーでは名誉市民本多静雄と本多秋五の足跡が寄贈図書と共に展示されて
います。

久留米絣（豊田市民芸館蔵）

中国の椅子（豊田市民芸館蔵）

菊石（色紙・印刷）杉本健吉画
（豊田市民芸館蔵）

『古瀬戸』自筆原稿
（豊田市中央図書館蔵）

青隹居　（旧本多静雄邸／豊田市民芸の森）

名誉市民章授与式　　昭和52年（1977）３月

本多兄弟文庫　（豊田市中央図書館）

参考文献：本多静雄著作『猿投山西南麓古窯址群』1957 年、『幻の壺』株式会社淡交社 1969 年、『古瀬戸』保育社 1974 年、『陶磁のこま犬』石原龍一 1976 年、『青隹愛蔵帳』株式会社創樹社美術出版
1983 年、『青隹自伝・上巻』1984 年、『青隹自伝・中巻』1990 年、『青隹自伝・下巻』1991 年、『ローランド・ヒルの生涯』、『本多静雄・新作狂言集』日本陶磁協会 1989 年、『卒寿碁譜』（社）電気通信協
会東海支部 1996 年、『青隹選外集』1985 年、『嘉永元年版・絵入狂言記圖説』本多静雄　堀江勤之介編、『民芸彷徨』矢作新報社 1990 年、『男の生き方』田淵壽郎伝　1990 年、『愛陶百寿』株式会社里
文出版 1997 年、『シカン坊物語』名古屋ベルサロン 1998 年

『花本の歴史』豊田市花本町 1986 年、『本多静雄追悼集 それも目出度い、それも目出度い』日本電話施設株式会社 1999 年、『本多静雄のまなざし』愛知県陶磁美術館・豊田市民芸館・瀬戸蔵ミュー
ジアム・豊田市中央図書館 2007 年、『－猿投窯の発見者―本多静雄コレクション〈猿投・古瀬戸〉』豊田市教育委員会 2007 年、『企画展名誉市民本多静雄コレクション－新収蔵資料展Ⅰ－』豊田
市教育委員会 2012 年、吉村睦志『日本古代釉の系譜 灰釉・鉛釉・鉄釉』株式会社アットワークス 2012 年、『企画展名誉市民本多静雄コレクションⅡ』豊田市教育委員会 2013 年、『企画展名誉市
民本多静雄コレクションⅢ』豊田市教育委員会 2014 年、『企画展名誉市民本多静雄コレクションⅣ』豊田市教育委員会 2015 年

灰宝神社（豊田市越戸町）の狛犬
本多は、戌年生まれだったことから、陶磁の狛犬を蒐集・研究し
ました。その多くは愛知県陶磁美術館西館に展示されています
が、灰宝神社には、昭和52年に本多が奉納した備前焼の狛犬が
あります。

本多静雄の著作
　本多は多くの著書を残しています
（参考文献欄に青字で掲載）。最も多
く読まれた『古瀬戸』をはじめ、自分
自身の幼い日の記憶から、逓信省時
代のこと、生涯にわたり記した『青隹
自伝』上・中・下巻、戦後名古屋の都市
計画を作り遂行した男『田淵壽郎
伝』、若い頃手に入れた原書を自ら英
訳した『ローランド・ヒルの生涯』な
ど多岐にわたっています。

こころうた

くつろ

※敷地面積　14,473．24㎡
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本多静雄　略年譜本多静雄　略年譜

Ⅰ 生い立ち生い立ち

（1898）

（1924）

（1933）

（1935）

（1936）

（1937）

（1942）

（1944）

（1945）

（1946）

（1947）

（1950）

（1951）

（1952）

（1954）

（1956）

（1957）

（1962）

（1964）

（1965）

（1967）

（1968）

（1969）

（1973）

（1977）

（1978）

（1980）

（1983）

（1985）

（1987）

（1993）

（1994）

（1998）

（1999）

（2016）

明治31年

大正13年

昭和８年

昭和10年

昭和11年

昭和12年

昭和17年

昭和19年

昭和20年

昭和21年

昭和22年

昭和25年

昭和26年

昭和27年

昭和29年

昭和31年

昭和32年

昭和37年

昭和39年

昭和40年

昭和42年

昭和43年

昭和44年

昭和48年

昭和52年

昭和53年

昭和55年

昭和58年

昭和60年

昭和62年

平成５年

平成６年

平成10年

平成11年

平成28年
年齢は数え年

１歳

27歳

36歳

38歳

39歳

40歳

45歳

47歳

48歳

49歳

50歳

53歳

54歳

55歳

57歳

59歳

60歳

65歳

67歳

68歳

70歳

71歳

72歳

76歳

80歳

81歳

83歳

86歳

88歳

90歳

96歳

97歳

101歳

102歳

１月５日　愛知県西加茂郡上郷村大字花本（現・豊田市花本町）に生まれる

京都帝国大学電気工学科を卒業し、逓信省に入省する

逓信省工務局（本省）技師となる

通信事業研究のため１年間ドイツへ留学する

ベルリンオリンピック写真電送実験をする

技術者の地位向上を求める「技術者運動」を展開する

内閣技術院第一部長に就任するが、翌年に退官、郷里の花本へ引き揚げる

電力の鬼・松永安左エ門、陶芸家・加藤唐九郎と出会う

松永安左エ門から茶道具一式を貰い、以来茶道を楽しむ

西加茂郡猿投村大字越戸（現・豊田市平戸橋町）へ転居する

ヤハギ川観光協会設立、理事長になる

ヤハギ川観光協会主催　第１回「平戸橋勘八峡桜祭」開催　日本技術株式会社を設立する

ヤハギ川観光協会主催　第２回夏期文化講座開催　講師：柳宗悦を招く

古志戸窯作陶展を東京銀座で開催する

日本電話施設株式会社（現・ＮＤＳ株式会社）を設立する（社長）　猿投古窯を発見し、調査研究を開始する

自宅の庭で「陶器の鑑賞と桜見の会」を開催（以来、平成11年４月の開催まで44年間続いた）

最初の著書『猿投山西南麓古窯址群』を日本陶磁協会より出版する

桑原幹根愛知県知事に陶磁器を中心とする博物館（愛知県陶磁博物館）の建設を陳情する

藍綬褒章受章

前島賞受賞（電信電話事業の拡張・発展に尽力）　紺綬褒章受章

博物館明治村評議員　明治村茶会始まる（三席のうち一席を担当、平成11年まで33年間続いた）

中部電話印刷株式会社を設立する（社長）

愛知音楽FM放送株式会社（現・株式会社エフエム愛知）を設立する（社長）

勲二等瑞宝章受章

豊田市名誉市民に推挙される　株式会社エフエム愛知、会長となる

さなげ古窯本多記念館が現・豊田市民芸館敷地内に開館する

日本民芸館「大広間」を解体移築して豊田市へ寄贈、豊田市民芸館が開館する

小山冨士夫記念賞（功績褒章）を受賞する（猿投窯の発掘他、永年の功績）

杉本美術館館長に就任する

平戸橋の自宅敷地のうち、4,906㎡と田舎家等を豊田市に寄贈する

５月６日、永眠

豊田市民芸の森が一般公開される

愛知県陶磁資料館（後の愛知県陶磁美術館）が開館する
同館資料委員会委員長に就任する
開館を祝し所蔵の陶磁の狛犬200体を寄贈する

豊田市中央図書館が開館し、本多兄弟文庫が開設される
豊田市能楽堂が完成し、こけら落し公演として「青隹翁郷土創作狂言の会」が行われる

愛知県陶磁資料館が全館完成する
名鉄三河線平戸橋駅から豊田市民芸館までの約１㎞の間に、来訪者の目印になるようにと、
柳宗悦の心偈「見テ知リソ 知リテ ナ見ソ」はじめ５首を選び石碑を設置する

平成28年度　豊田市近代の産業とくらし発見館企画展『名誉市民本多静雄 ～民芸と陶磁を愛した技術者の生涯～ 』

〜
民
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HONDA
SHIZUO

　明治31年（1898）1月5日、本多静雄は西加茂郡上郷村花本（現・豊田市花

本町）に父・本多松三郎と母・ちかの次男として生まれました。生まれた時に

は産声も上げなかったほど弱々しい赤ん坊で、これで満足に育つだろうか

と危ぶまれたといいます。

　私の命名の謂れを直接父から聴いたことはないが、泣声も立てない静か

な子だが雄々しい人間になれ、というところから「静雄」と名付けられたの

ではないかと、私は自分なりに解釈している。（『青隹自伝 上巻』より）

　父・本多松三郎は、花本の地主で糀造りを家業とし、その人柄は温厚で信

望が厚く、上郷村村長、愛知県会議員、西加茂郡会議員として地方行政の発

展と教育に尽力しました。また、大正２年（1913）、平戸橋・名古屋東田町間に

自動車営業認可を申請し、浦野謙朗・大岩安五郎（初代）らと共に愛知県下初

の乗合自動車会社となる尾三自動車株式会社（尾三バス）を組織し、社長と

して経営にあたったことでも知られています。

にし か  も ぐん かみごうむらはなもと

　現在の豊田市花本町に生まれた本
多静雄は、逓信省技術官僚として勤め、
電気通信事業と科学技術の向上に献
身しました。退官後は日本電話施設
株式会社、株式会社エフエム愛知を
設立するなど、晩年まで実業家とし
て活躍しました。その一方で、古陶磁
の研究に取り組みました。特に猿投
山西南麓古窯跡群の発見で著名とな
り、その資料の収集・研究により、郷
土の文化の発展に貢献したことから、
豊田市名誉市民に推挙されました。
今回の企画展では、「豊田市民芸の森」

（本多静雄旧邸）の一般公開を記念し
て、郷土の偉人本多静雄の生涯を紹
介します。
※逓信省は元内閣各省の1つ。昭和24年（1949）、
　郵政省と電気通信省に分かれて廃止されました。

やませいなんろく こ ようせきぐん

ていしんしょう

さ なげ

　本多静雄の名の「静」の扁・「青」と「雄」の旁・「隹」を
採ったものです。辞書によれば、隹は「とり」と読み、
短い尾の総称とあるので、本多自身は、メーテルリン
クの「青い鳥」をもじった意味を含ませたつもりであ
るとしています。

せいすい

本多静雄の雅号「青隹」
ほうこう

「彷徨」屏風 本多静雄、
白寿（99歳）の時の書 

（豊田市民芸館蔵）
「彷徨」はさまようことを
意味し、本多が好んだ言葉
です。〒471-0027　愛知県豊田市喜多町４丁目 45 番地　TEL 0565-33-0301　FAX 0565-33-0319

豊田市近代の産業とくらし発見館　編集・発行発行日　平成 28 年７月 26 日　

青隹肖像　杉本健吉画
（豊田市民芸館蔵）

名誉市民賞
（豊田市中央図書館蔵）


