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■新山口駅から
　・直行バス「スーパーはぎ号」（約60分）で萩・明倫センター下車、徒歩約５分。
　・防長バス（約90分）で萩バスセンター下車、徒歩約12分。
■山口宇部空港または萩・石見空港から
　・萩近鉄タクシー（乗合タクシー）約70～80分。（利用前日までに要予約）
■JR山陰本線
　・JR萩駅から萩循環まぁーるバス（西回り）約30分。
　・JR東萩駅から萩循環まぁーるバス（東回り）約30分。
　・JR玉江駅から徒歩約20分。
■自動車
　・「中国自動車道」美祢東JCT経由、「小郡萩道路」絵堂ICから約20分。
　・「山陰自動車道」三見ICから約10分。国道191号沿い。

交 通 ア ク セ ス

　平成28年（2016）の公募展「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅳ」で大賞を
受賞した《黒彩器―相―》は、繊細で伸びやかな形姿とともに、ド
ライで軽快な印象を与える素地土の質感が特徴的な作品です。
　渋谷英一さん（昭和54年〈1979〉生まれ）は、萩焼づくりの基礎・
基本を経験豊富な萩焼の陶工だった祖父の泥詩さん（昭和３年
〈1928〉～平成28年〈2016〉）から教わりました。しかしながら、こ
れまで萩焼で親しまれてきた造形観では掬いきれない、複雑多様な
現代人の感性をどうにか自分なりに突き抜けたかたちで表現できな
いものかとずっと模索してきたそうです。こうした作陶の伝統に対
する真摯な意思と押さえがたい創作衝動とが入り交じった工房で、
萩焼固有の素材と伝統技術に向き合いながら自己を見つめてきたの
でしょう。
　かれが採用した成形の技術は、萩焼づくりでは主流とされてこな
かった粘土紐輪積み法でした。もちろん、ロクロ成形という伝統の
技術的練度に自ら及第点を与えたという訳ではなく、むしろ熟練だ
けでは容易に超えられない、技術的な高みを諒解したといったほう
がよいでしょう。そしてその高みという表現力の水準が、造形行為
の根底にあるポテンシャリティ（潜勢力）と密接な関係にあること
も、同時に感得したのでしょう。
　以来、自己の制作目的により有効な技術を選別し、その選択した
技法を練り上げることに作陶の重心を据え直したのです。おそらく、
この制作姿勢の転換点で、自らの想像力の閾ということが、萩焼の
伝承的規範の囲いを乗り越えて拡張しつつあることに気付いたに違
いありません。
　いま渋谷英一さんは、器が本来備えている「容れる」とか「注ぐ」
といった働き（機能性）を、同時代的感性のリアリティ（現実性）と
捉えて表現しているといえます。つまり、器の機能を造形要素に置
き換えて、それを軸に想像力を拡張させ、一つのかたちを成そうと
する方向性です。これは器の機能を巡ってしばしば聞かれる、道具
論的作品解釈とは対極にある造形思考であり、機能を十全に満たす
ことで事足りるものではないし、また機能をまったく持たないオブ
ジェを目指すものでもありません。いわば、機能を有することと機
能を失したことのあわいに浮かび上がる、かたちの両義性を掬い取
ろうとするものです。
　渋谷さんのいまの制作方向は、萩焼伝統の素材に立脚しながらも、
器とオブジェという現代陶芸の形式的境界をあえて攪乱する、じつ
にユニークな試みだといえます。

石﨑　泰之
（山口県立萩美術館・浦上記念館 副館長）

昭和54（1979）年　萩市生まれ 
平成16（2004）年　祖父に師事し作陶をはじめる 
平成22（2010）年　萩市美術展 入選
 　　　　　　　   （以後、入選・美術協会賞 受賞）　
平成23（2011）年　長三賞 第30回記念大賞受賞 
　　　　　　　　 九州山口陶磁展 入選 
　　　　　　　　 山口県美術展展覧会 佳作賞
 　　　　　　　   （以後、優秀賞、佳作賞）
平成24（2012）年　田部美術館大賞「茶の湯の造形展」 入選 
　　　　　　　　 西日本陶芸美術展 琉球新報社賞 受賞 
平成25（2013）年　田部美術館大賞「茶の湯の造形展」 入選 
　　　　　　　　 萩の陶芸家たち展 優秀賞 
　　　　　　　　 九州山口陶磁展 入選 
　　　　　　　　 菊池ビエンナーレ 入選 
　　　　　　　　 第60回日本伝統工芸展 入選 
平成26（2014）年　現在形の陶芸萩大賞展Ⅲ 入選 
　　　　　　　　 陶美展 入選 
平成27（2015）年　日本陶芸展 入選 
平成28（2016）年　「現在形の陶芸」萩大賞Ⅳ 大賞 受賞 
平成29（2017）年　田部美術館大賞「茶の湯の造形展」 入選 
平成30（2018）年　第５回陶美展 最高賞（日本陶芸美術協会賞） 受賞
平成31（2019）年　山口県芸術文化振興奨励賞 受賞 
　　　　　　　　 第65回日本伝統工芸展 入選

渋谷英一  陶歴



１. 黒彩器  相
       Vessel, "So", Stoneware with black decoration.
       H40×W60×D30cm　2019年

５. 黒彩器
       Vase, Stoneware with black decoration.
       H24×W30×D30cm　2019年

９. 白萩器  相
       Vessel, "So", Stoneware with shira-hagi type, 
       Hagi style.
       H28×W44×D24cm　2019年

２. 黒彩器  相
       Vessel, "So", Stoneware with black decoration.
       H28×W40×D30cm　2019年

６. 黒彩器
       Vase, Stoneware with black decoration.
       H36×W9×D9cm　2019年

10. 白萩器
       Vase, Stoneware with shira-hagi type, Hagi style.
       H28×W23×D23cm　2019年

３. 黒彩器  相
       Vessel, "So", Stoneware with black decoration.
       H30×W52×D17cm　2019年

７. 黒彩器  香炉
       Incense burner, Stoneware with black decoration.
       H22×W10×D10cm　2019年

11. 黒彩器  起
       Empty vessel, "Ki", Stoneware with black decoration.
       H6×W63×D18cm　2019年

４. 黒彩器  相
       Vessel, "So", Stoneware with black decoration.
       H45×W77×D42cm　2019年

８. 黒彩器
       Vessel, Stoneware with black decoration.
       H21×W44×D44cm　2019年

12 . 黒彩器  起
       Empty vessel, "Ki", 
        Stoneware with black 
        decoration.
       H50×W20×D13cm　
       2019年

14. 黒彩器  起
        Empty vessel, "Ki", 
         Stoneware with black 
         decoration.
       H60×W20×D15cm　
       2019年

19. 白萩器
        Vase, Stoneware with shira-hagi type, Hagi style.
       H23×W33×D33cm　2019年

24. 黒彩器  起
        Empty vessel, "Ki", Stoneware with black decoration.
       H22×W68×D20cm　2019年

13. 黒彩器  起
        Empty vessel, "Ki", 
       Stoneware with black 
         decoration.
       H63×W17×D10cm　
       2019年

18. 黒彩器  Ｓ
        Covered box, "S", 
        Stoneware with black 
         decoration.
       H53×W13×D10cm　
       2019年

23. 黒彩器  相
        Vessel, "So", Stoneware with black decoration.
       H34×W70×D28cm　2018年

15. 黒彩器  起
        Empty vessels, "Ki", 
         Stoneware with black 
         decoration.
       H53×W20×D14cm
       H40×W13×D12cm　
       2019年

20. 白萩器
        Vase, Stoneware with shira-hagi type, Hagi style.
       H22×W25×D25cm　2019年

25. 黒彩器
        Vase, Stoneware with black decoration.
       H61×W19×D18cm　2011年

16. 黒彩器
        Vase, Stoneware with black decoration.
       H38×W40×D40cm　2019年

21. 白萩器
        Vase, Stoneware with shira-hagi type, Hagi style.
       H18×W21×D21cm　2019年

26. 黒彩器
        Vessel, Stoneware with black decoration.
       H29×W56×D38cm　2011年
        K547（渋谷英一氏 Mr.SHIBUYA Eiichi）

17. 黒彩器
        Plates, Stoneware with black decoration.
       H9×W15×D30cm　H7.5×W14×D35cm
       H6×W12.5×D44cm　2019年

22 . 流紋器
        Vessel with decorative spiral pattern, Stoneware 
        with shira-hagi type, Hagi style.
       H12×W33×D29cm　2019年

27. 黒彩器  相
        Vessel,  "So", Stoneware with black decoration.
       H35×W60×D40cm　2015年
        K651（現在形の陶芸 萩大賞展Ⅳ実行委員会 Executive 
        committee of the Hagi grand prix of contemporary 
        ceramics Ⅳ）

現在形の陶芸 萩大賞展Ⅳ 
大賞受賞記念

渋谷英一展


