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写真１：『小さき室内美術』より「ねむり姫の寝室」（1926、個人蔵）

森谷は、この部屋をグリム童話の『ねむり姫』から想を得てつくったという。お伽話の

世界そのままに、甘いメルヘンムードを醸し出している。
http://www.inax.co.jp/culture/
2010 年 8月
巡回展会期

■東京展 ＩＮＡＸギャラリー１

会期：２０１０年９月３日（金）～年１１月２０日（土）

休館日：日祝日、年末年始

■大阪展 ＩＮＡＸギャラリー大阪

会期：２０１０年１２月４日（土）～２０１１年２月１７日（木）

休館日：水曜日、年末年始

■名古屋展 ＩＮＡＸギャラリー名古屋

会期：２０１１年３月４日（金）～５月１９日（木）

休館日：水曜日、３/１６－３０、５/１５
夢みる家具 展
森谷延雄の世界

FURNITURE OF FANTASY -ＴＨＥ WORLD OF NOBUO MORIYA-
企画展のご案内



開催概要
タイトル：夢みる家具－森谷延雄の世界－

英語タイトル：FURNITURE OF FANTASY -ＴＨＥ WORLD OF NOBUO MORIYA-

企画：ＩＮＡＸギャラリー企画委員会

制作：株式会社ＩＮＡＸ

協力：岩 倉 榮 利 、大 竹 誠 、（財 ）鎌 田 共 済 会 、小 泉 和 子 、佐 倉 市 立 美 術 館 、桜 製 作 所 、

松 戸 市 教 育 委 員 会 、本 橋 浩 介 、森 谷 延 周

入場料：無料

開場時間：10 ：00～ 18：00（東京展）、10 ：00～ 17：00（大阪展、名古屋展）

WEB サイト： http://www.inax.co.jp/culture/

■ 各会場の住所および問合せ先

ＩＮＡＸギャラリー１（東京）

TEL：03-5250-6530 FAX：052-201-1730

〒104-0031 東京都中央区京橋 3-6-18 INAX：GINZA 2F

ＩＮＡＸギャラリー大阪

TEL：06-6733-1790 FAX：06-6733-1791

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 4-1-3 伊藤忠ビル 1F

ＩＮＡＸギャラリー名古屋

TEL：052-201-1716 FAX：052-201-1730

〒460-0003 名古屋市中区錦 1-16-20 ＩＮＡＸ名古屋ショールーム 2 階

夢みる家具 展

－森谷延雄の世界－

大正時代に活躍した家具デザイナー・森谷
も り や

延雄
の ぶ お

（1893-1927）を紹介

します。森谷は、33 年という短い人生のうちで、研究、家具デザイ

ン、執筆、教育など驚くほど膨大な仕事を家具界発展のために成し

遂げました。本展では、その中でも、彼の理想と資質が最も顕著に

表れたデザインに焦点をあてて森谷独自の表現の世界をご覧いただ

きます。

家具界において、森谷ほど室内装飾にロマンティシズムを極めた人は

いないでしょう。森谷は、1923 年の関東大震災後の復興期にあって、簡

装飾の潮流に逆行し、自身の理想を貫きました。彼のつくる家具や室内装

の世界から飛び出してきたかのように甘美で繊細です。震災後の第 11 回

品した３つの部屋「ねむり姫の寝室」「鳥の書斎」「朱の食堂」は彼の詩

した作品として高い評価を得ます。これらに見られる作風は、森谷が文部

留学中、ドイツ表現主義の影響を受けたためとも言われますが、それ以上

ように思われます。

そして、森谷はもうひとつ理想を掲げています。それは中流家庭に向け、

合った新しい洋家具を普及させることでした。家具製作工房「木のめ舎」

たグループです。廉価で実用性と美しさを兼ねそなえた家具づくりを目指

の現実的で堅実な仕事ですが、工房の趣意書には「室内が美しい詩を物語

であつて欲しい」と書ています。
森谷によるイラスト （『これからの室内装飾』より）
便堅牢という当時の室内

飾は、まるで詩や童話

国民美術協会展覧会に出

的感受性を存分に発揮

省からの派遣で欧米に

に彼自身の資質である

日本人の感性と生活に

はそのために設立され

しました。これは森谷

つて呉れる程度のもの

http://www.inax.co.jp/culture/


森谷は、芸術的表現としての家具も、また一般に普及させるための家具も、詩を奏でるものであ

ってほしいと願い、この思いこそが彼の家具づくりの底流に流れているのです。

会場では、現存する数少ない森谷の家具から復元を含めて 13点を大きく 2つのコーナーに分けて

ご覧いただきます。ひとつは上述の 3つの部屋に登場する「夢みる家具」4点です。当時撮影さ

れた各部屋の写真パネルとともに展示します。彼の詩的空間を存分に味わっていただけます。ま

た、先の 3つの部屋以前に発表した着想と図案も写真パネルでご紹介します。これらに対しては

あまりの非現実性に酷評を浴びますが、森谷の徹底した理想表現の追及が読み取れます。もう一

つのコーナーでは、まず「木のめ舎」の作品 4点を展示します。惜しくも森谷は「木のめ舎」初

の展覧会の数日前に世を去ります。その作品集に収められた家具たちです。次に、森谷の恩師・

松岡壽
ひさし

邸、京都帝国大学楽友会館のために作られた家具、そして日本工芸美術会の展覧会に出品

された家具 5点です。「夢みる家具」と比べるとシンプルですが、それぞれのディテールからは

森谷の繊細な感性が十分に伝わる作品です。留学中に美術館や博物館に通いつめて描いた実測ス

ケッチもその詳細さは必見です。その他、森谷が残した言葉や著書など周辺資料をとおして、家

具デザイナー・森谷延雄の創造世界へとご案内いたします。どうぞご期待ください。

■関連企画のご案内

講演会「大正時代を駆け抜けた家具デザイナー 森谷延雄の見た夢」

講師／本橋浩介（佐倉市立美術館 学芸員）

日時／2010年１０月２１日（木） 6:30ｐ.ｍ.～8:00ｐ.ｍ.
会場／INAX:GINZA 8F セミナールーム

今みても新鮮で驚きのある森谷延雄の「夢みる家具」。森谷は、このような芸術的夢想的な側面と

一般への洋家具普及活動という現実派的な側面を持ち合わせているようです。この一見相反する二

つの側面が同居する森谷の人物像とは。彼の残した多くの言葉を頼りに彼の内面を探っていただき

ます。

■新刊 INAX ブックレットのご案内

INAX BOOKLET『夢みる家具 －森谷延雄の世界－』
（72ﾍﾟｰｼﾞ内ｶﾗｰ52ﾍﾟｰｼﾞ、税込価格 1,575 円）

も く じ（予定）

［図版構成１] 詩を奏でる室内への夢

１）夢みる家具、２）ねむり姫の寝室、３）鳥の書斎、４）朱の食堂

［論考］「理想主義的現実主義者 森谷延雄の孤独な革命」本橋浩介（佐倉市立美術館学芸員）

「やわらかい夢に包まれた家具」小泉和子（家具・室内意匠史研究家）

〔図版構成２〕新しい家具普及への夢

１）繊細にして大胆、２）実用と趣味、３）木のめ舎

〔論考〕「木のめ舎」家具の復元・１枚の写真から」森谷延周（デザイナー）

〔図版構成３〕 西洋家具史研究への夢

１〕留学中の実測スケッチ

〔論考〕「美と利用と経済と 「標準家具装飾メッセ」そして「木のめ舎」」敷田弘子（東京芸術大学大学院）

撮影・・・雨宮秀也、装丁・・・ＡＤ祖父江慎、デザイン佐藤亜佐美（コズフィッシュ）



■リリース用画像
http://www.inax.co.jp/gallery/exhibition/detail/d_001659.html

＊ 本プレスリリースの掲載写真は選択ツール等で画像をダウンロードしてご使用いただけます。

＊ 本展告知以外での使用、転載を禁じます。ご使用に際しては撮影者名をお入れください。

＊ ご使用にあたっては上記担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。

＊ 容量が足りない場合および、その他の写真については、担当者までお問合せください。

写真 2：「ねむり姫の寝室」の腰掛け（復元）。写真１中央にある腰掛けのレプ
リカ。蔓草とハートの葉の彫刻が随所に施されている。佐倉市立美術館
蔵。H525×W585×D448(mm)

写真 3：「朱の食堂」の茶卓子（復元）。「みな朱色の洪水で御座います」と森

谷が言ったとおり、すべてが三々九度の盃の朱色で覆われた部屋。この

茶卓子は将棋盤も兼ねる。幕板には唐草模様が金と象牙色で描かれてい

る。円盤状の脚部には呼び鈴のような突起物がある。松戸市教育委員会

蔵。H650×W455×D455(mm)

写真 4：第1回日本工芸美術会展に出品された洋風書見木具(1926)。6本の脚や左

右非対称の形など、どこをみても独創的で森谷の代表作の一つといえる。
（財）鎌田共済会蔵。H795×W1500×D710(mm)

写 真 5：一般に洋家具を普及させるための製作工房「木のめ舎」の小椅子（復元）。

背にクローバーの形をした穴が開けられている。小ぶりで場所を取らず、

手軽に椅子式生活を始めるのにふさわしい愛らしさがある。個人蔵。H810

×W430 ×D500(mm)
撮影すべて／雨宮秀也

写真 3 写真 4

写真 5

写真 2

－本件に関するお問合わせ－

INAX ギャラリー1（東京） 担当：筧

TEL：03-5250-6530 FAX：052-201-1730

〒104-0031 東京都中央区京橋 3-6-18 INAX：GINZA 3F

INAX ギャラリー大阪 担当：高橋

TEL：06-6733-1790 FAX：06-6733-1791

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 4-1-3 伊藤忠ビル 1F

INAX ギャラリー名古屋 担当：大原

TEL：052-201-1716 FAX：052-201-1730

〒460-0003 名古屋市中区錦 1-16-20 ＩＮＡＸ名古屋ショールーム 2 階

http://www.inax.co.jp/gallery/exhibition/detail/d_001659.html
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