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Zap Glass Studio是2009年成立的吹制玻璃工房。Zap Glass
Studio的代表布野康是“SHIMANE R product”—岛根年轻传
统工匠组合的成员之一。另外4位工匠分别是，吉原敬司
Yoshihara Keiji（组子）、小藤宗相 Koto Shusuke（出云锻造）、西
田胜 Nishida Masaru（石州和纸）、滨田幸介 Hamada Kosuke
（ 木 制 漆 器 ）。
“ S H I M A N E R p r o d u c t ”中“ R ”的 含 义 是
“RELAY”
“RENEWAL”
“REBORN”，旨在将传统工艺技术传
承至下一代。
在夏季最炎热的时候拜访了出云的玻璃工房。这并不是
我第一次参观玻璃工房。其实，我在夏威夷读大学的时候曾
经拜访过当地的玻璃工房，可以说与此次的工房截然不同。
这里的工房比我在夏威夷见到的要小很多，因为这是由布野
先生一个人经营的。布野先生在爱知教育大学学习玻璃制
作，而后在岛根县奥出云町的玻璃工艺馆工作12年，于2009
年独自创立了“Zap Glass Studio”。出云地方本身就有吹制玻

璃的文化，但曾是以制作玻璃浮球为目的的。在他小小的工
房背后，至少隔1小时就有1趟列车驶过。他不被嘈杂的列车
声音所打扰。但他开玩笑似的说，他的儿子比起自己所吹制
的玻璃，对工房后身的列车更感兴趣。我想最后他还是希望
自己的儿子可以继承吹制玻璃这门技术吧。
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ZAP GLASS STUDIO
ZapGlassStudioは、2009年に立ち上げられた吹きガラスのスタジオ。
ZapGlassStudioの代表布野康さんは島根の若手伝統工芸職人のグループ
「SHIMANERproduct」
の一人で、
他の4人の職人は、
吉原敬司さん
（組子）
、
小藤宗
相さん
（出雲鍛造）
、
西田勝さん
（石州和紙）
、
濱田幸介さん
（挽物轆轤）
「
。SHIMANER
product」
の[R]は[RELAY]・[RENEWAL]・[REBORN]の意味を含め、
次世代に伝統
工芸の技術を伝えようとしている。
夏のピークに出雲のガラススタジオを訪れた。
これは私が訪れた最初のガラス
スタジオではない。実際には私がハワイの大学にいた頃、
ガラススタジオを訪れ
たことがあるが、
そのスタジオと全く違うものだった。
私がハワイで見たスタジオよ
りずっと小さかったが、
それはオーナーの布野さんがスタジオを単独でやってい
るからだ。
布野さんは愛知教育大学でガラス制作を学び、
島根県奥出雲町のガラ
ス工芸館に12年間勤務し、平成21年に独立し
「Zapglassstudio」
を立ち上げた。
元々出雲地方でも吹きガラスの文化があったが、
それはガラス球のブイを作る目
的だった。彼の小さなスタジオの後ろを、少なくとも1時間に1回列車が走ってい
る。
彼はそれほど列車の音に気を散らされないが、
彼の息子は布野さんの吹きガ
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ラスよりもスタジオの後ろに走っ
ている列車にもっと興味を持っ
ていると冗談で認めている。彼
は結局、
息子に吹きガラスの技術を受け継いでほしいと思っているのであろうか。
ガラス吹きスタジオの内側と外側を隔てるスライドドアレールの境界線があ
る。
外から入ると、
24時間一年中焚かれた2つの炉から放射される熱が歓迎してく
れる。
私の目の前には、
王座のような広い椅子が置いてあった。
この椅子の後ろに
は、
非常に特殊なはさみとジャックが掛けられていた。
もし私がこの場所が何なの
か事前に知らされていなかったら、
この熱と、
はさみとジャックだけを見た私は間
違いなく焼肉店だと思っただろう。
布野さんは、
私たちを彼のスタジオに歓迎し、
吹きガラスの制作過程を見せてく
れた。
彼の意見では、
ガラスを考えるとき、
それをより高い融点および氷点を有す
る水と考えることが簡単な方法であるということだ。
私たちはガラスが凍っている
（固まっている）
のを普段見ているのだと説明していた。
そのガラスを1000℃以上
に加熱すると液状の状態になり、
その状態が彼の魔法を働かせ始める。
水は彼の
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吹制玻璃工房的拉门是内侧
和外侧的分界线。从外面进入后，
迎面而来的是一年中每天24小时不
间断运转的2个焚烧炉所散发出的
热气。摆在我面前的是类似国王宝
座的大椅子，在这个椅子后面挂着
非常特殊的剪刀和镊子。如果在来
之前没人告诉我这是什么地方的话，仅看到这种剪刀和镊
子，面对这种热度，我想我一定会误认成是来到了烤肉店。
布野先生欢迎我们到他的工房内，向我们展示了玻璃的
吹制过程。他的观点是，思考玻璃时，将它想成有较高冰点的
水是一种简单的办法。并解释说我们平常所看到的是玻璃的
冻结（定型）状态。将玻璃加热至1000℃以上时，玻璃呈液状。
在此状态下，他开始施展他的魔法。水是他的主要主题，在他
的作品中常常可以看到。
在他打开第一个炉盖后，我眼前充满橘色的光，同时感
受到工房内的温度也随之上升。他选择了一根吹管，一边吹
液态状的玻璃，一边转动吹管，并将其放入炉中，再将融化的
玻璃块取出。吹玻璃时，为了可以一直保持平整的球形，必须
要转动吹管。无论是较快的转动还是较慢的转动都会造成不
均匀的膨胀。他开玩笑的说，去钓鱼时，常常会不由自主的转
动鱼竿，自己的手指已经有了这种倾向。
他取出散发着橘光的玻璃球，开始向内吹气。每一次吹
气玻璃球就会膨胀，为了便于玻璃成形，每隔10秒将其放进
温度较低的炉中。玻璃成型是与时间的搏斗。回炉后的大约
10秒内，可以将玻璃做成自己想要的形状。将玻璃放进光滑
的大圆球中使其膨胀，再将连带玻璃的吹管水平放到椅子两
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边的把手上，来回转动。慢慢来回转动吹管后，一只手拿起木
制搓板，为杯底定形。形成满意的形状后，拿起另一根吹管与
杯底衔接，用锉刀在玻璃口侧划出痕迹，再轻轻敲打之前的
吹管，将其与杯子分离。然后一边使用镊子一边转动在椅子
把手上的吹管，为杯口塑型。在烧炉与椅子之间反复来回几
次，形成满意的形状和厚度后，进行杯子与吹管分离的准备。
迅速敲打吹管，将杯子和吹管分离。最后将杯子放入500℃的
炉中慢慢冷却。
杯子充分冷却后，他在杯底刻上名字。吹管脱离杯子后，
他还故意在杯底留下印迹。听说工匠中也有人不保留此印
迹。该印迹是不使用模具的吹制玻璃的明确标记。模具，在大
量生产玻璃杯的欧洲最常被使用。他讲述了去欧洲展览自己
的作品时的情景。据说欧洲的一些人佩服布野先生不使用模
具却做出了如此完整的作品。他希望将各个作品中所蕴藏的
骄傲与日本工匠的努力传递给下一代。
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主なテーマでもあり、
彼の作品でよく見られる。
彼が最初の炉のふたを取ると、
目がオレンジ色の光で満たされたように感じ、
スタジオの熱が上昇するのを感じることができた。彼は吹き竿を選び、溶融ガラ
スを吹く吹き竿を回転させながら炉の中に浸し、溶けたようなガラスの塊を取り
出す。
ガラスを吹くとき、
常に平らな球形に保つために吹き竿を回転させなければ
ならないと説明していた。
速く回しすぎてもゆっくり回しすぎても不均等に膨張す
る。
彼は冗談を言っていたが、
釣りをするときに釣り竿を常に回したくなる自分の
指の動きに気付くそうだ。
彼は光るオレンジ色のガラスのボールを取り、それに命を吹き込み始める。そし
て、一呼吸で膨張させると、
ガラスを形成しやすくするため、10秒ごとに別の温度の
低い炉に入れる。
ガラスを形成するというのは時間との戦い。炉から戻ってきた後の、
約10秒の間にガラスを自分の思うように形成できる。
きれいな大きさの玉にガラスを
膨張させたら、椅子がある場所に持ち込み、肘掛けの上に水平に吹き竿を置き、前後
に回転させる。吹き竿をゆっくりと前後に回転させると、木製のパドルを片手に取り、
カップの底部を形成する。形状に満足すると、別の吹き竿をつかんで、それをカップ

の底に取り付け、次にファイルでガラスに小さな傷をつけ、元の吹き竿を軽く叩いて
それをカップから解放する。
ここからジャックを使用して、肘掛けの上でそれを回転さ
せながらカップの口を形成する。炉と椅子の間の行き来を数回繰り返し、形状と厚さ
に満足すると、
それを吹き竿から分離する準備をする。吹き竿を急速に叩くと、
カップ
は吹き竿から解放され、500°
Cの別の炉に入れられてゆっくりと冷却される。
ガラスが十分に冷たくなった後、彼はガラスの底に名前を刻む。
カップの底部
に吹き竿から解放した跡をわざと残す。
職人の中には残さない人もいるらしいが、
これが型を使わずに制作した吹きガラスという明確な印となる。
型は、
ガラスカッ
プが大量生産されているヨーロッパで最も一般的に使用されている。
彼は自分の
作品を展示するためにヨーロッパに行った時について話した。
ヨーロッパの人た
ちには、
型を使用してなくても布野さんの作品がいかに一貫しているかに感心し
たそうだ。
それぞれの作品に抱くプライドと日本の職人の努力を次世代の職人に
伝えたいと思うものである。
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传统与现代的融合

·组子诞生之地 吉原木工所 –
朴慧贞

「SHIMANE R product」。即岛根
县的工匠团队，是由组子工艺、石州
和纸、吹制玻璃、出云锻造、木工技艺
的5名年轻工匠于2012年6月结成。
「SHIMANE R product」中的「R」蕴
含着「Relay」·「Renewal」·「Reborn」·
「Revolution」等多层含义。本次《岛根
县信息杂志》拟以传统工艺为主题由岛根县向世界传播，有关组
子的报道则作为「SHIMANE R product」中的一项内容由我负责。
所谓组子工艺，
乃是一概不用钉子和金属配件，
以精细切
割的木材组装各式各样门窗隔扇的传统技艺。
工房地点在岛根县西部的浜田市三隅町的深山内。沿着
曲折的山道汽车蜿蜒而行，所到之处，即吉原木工所。创业以
来60年历史的吉原木工所的年轻代表吉原敬司
（39岁）
先生，
乃
是继其父吉原重文以来的吉原木工所的第二代继承人。
或许是受其父亲影响，5岁左右开始对于手工艺有所憧
憬。吉原先生高中毕业后，为了认真学习组子的技术，加入了
富山县的工房。
经过6年的工作，学到了组子的技术后，回到了故乡岛根
县。然后，加入其父经营的木工所，据说迄今为止已从事组子
相关工作20年。
吉原木工所有两个部分，一处是其父擅长的家具和门窗
制造部门。另一处是吉原擅
长的组子商品的制造部门。
共有员工11名。看了一
眼入口处的工作板，发现工
作任务已安排的满满当当。
工作完全来源于订单制造。
有来自全国各地的委托订
单，当中似乎关东地区的订
单较多一些。在看工作板的

时候，
映入眼帘的是澳大利亚等国的海外订单。
吉原先生的组
子作品也时常参展，并获得过各类奖项，特别是在2012～2014
年的室内装饰博览会
“Maison&Objet Paris”
中展出的作品广受
青睐，
从此也开始获得了海外的采购订单。
关于组子的制作材料是很重要的因素。为了满足精细切
割组合的要求，
特选用柔韧朴素的针叶树来制作组子，
其中主
要使用扁柏和杉树。
据说是由于使用了熟练的匠人一根一根严格筛选的材
料，故而价格不菲，不过也正因为是日本的自然中成长的扁
柏，
所以也最适合成为日本传统工艺组子的木材。
年轮的间隔
狭小、
密度高的木材质量较好，
故被称之为铭木。
因为组子是很细致的工作，仅仅是一点点细微的角度上
的差异就会造成组装失败。所以，道具就显得格外重要了，看
着吉原先生用顺手的道具麻利地切割木条，
一边检查角度，
一
边组装的样子，
一股敬意油然而生。
笨拙的我无论如何都做不
好，于是请教要学习组子的话，需要多久时间，要成为组子工
匠需要具备哪些条件。
首先，吉原木工所的组子匠人要经历5年的实习期。实习
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伝統と現代のハーモニー －組子の生まれる所、吉原木工所－
「SHIMANE R product」。島根県出身の工芸職人のグループで、組子・石州和
紙・吹き硝子・出雲鍛造・木工芸を作り出す5人の若手工芸職人が集まり、
2012年
6月に結成した。
「SHIMANE R product」の「R」の意味は「Relay」「
• Renewal」「
• Reborn」•
「Revolution」
などの意味が含まれているそうだ。
今回
「島根県の情報誌」
では島根
から世界に発信する伝統工芸を主題に、
私は
「SHIMANE R product」
の一分野で
ある
「組子」
に関する記事の担当になった。
組子とは釘や金具などを一切使わず、細く割った木材を組み合わせることで、
様々な模様を描く建具の伝統的な技法。
場所は島根県の西部にある浜田市三隅町の深い山の奥。くねくねした山道を
しばらく車で走って着いた所は、吉原木工所。
創業してから60年の歴史がある吉
原木工所の若手代表である吉原敬司さんは、
お父さんの吉原重文さんに続く吉原
木工所の2代目である。
彼はお父さんの影響を受け、5歳ごろからものづくりの仕事に憧れてきたそう
だ。
吉原さんは高校卒業後、
本格的な組子の技術を学ぶために、
富山県のある工
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房に入社。
6年間従事し、
組子の技術を修得後、
故郷の島根県に戻ってきた。
その後、
お父
さんの木工所に入社し、
今年で組子に関わって20年になるという。
吉原木工所は二つのパートがあり、一つはお父さん専門の家具や建具の製作
パート。
もう一つは吉原さん専門の組子の商品を製作するパートだ。
職員は全部合わせて11名。
入口にある作業ボードを見たら、
ぎっしりスケジュー
ルが埋まっている。
作業は完全注文制作である。
全国各地から制作の依頼が入る
が、
なかでも関東地域からの注文が多いそうだ。
作業ボードに目を通した時、
私の
目に入ったのは、
オーストラリアなどの海外からの注文だった。
吉原さんは組子の
作品を出展したこともあり、様々な受賞歴も持っていたが、
その中で、2012・13・
14年のインテリア博覧会
「メゾン・エ・オブジェ in Paris」
に作品を出展してから噂
になり、
海外からも注文が入るようになったそうだ。
組子は材料が大変重要である。木材を細く割って組み合わせするため、素直
で柔らかくしなやかな針葉樹が組子に適していて、
その中でもヒノキと杉を主に
使う。
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木

期满后，
一定程度上虽然可以独立承担作业，
但是要想完成设
计工作还需要继续磨练5年才行。而要成为组子的匠人，需要
的既不是技术也不是经历，
而是决心，
吉原先生如是说。
小小的木材可以组合成为美观的形状。组子经常被使用
的纹路有麻、胡麻、樱花、龙胆等。各种纹路蕴含着日本的四
季、景色、乃至因缘之意。例如，麻的叶子节节攀升，意喻孩子
茁壮成长。
日本的传统住宅经常使用的组子，
随着西式住宅的增多，
其需求有所减少。
但是，
吉原先生毅然舍弃了只有传统住宅才
能使用组子的偏见，
提出了即便是西式住宅的室内装饰里，
例
如在起居室的拉门、
间接照明、
隔板等，
也能用到组子，
不是作
为工艺品，
而是作为常用的实用品来使用组子的设想。
上述提及的室内装饰博览会
“Maison&Objet Paris”
中吉原
先生亲自设计制作的隔板“波”，就超越了被称为平面作品的
组子的概念，
成为诞生了三次元的曲线设计的杰作。
时代在变化，
变化的生活中改写了传统。
我想给不断尝试
挑战的吉原先生鼓掌。祈愿岛根的组子工艺，通过吉原先生，
代代相传。
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熟練の職人が一本一本を厳選した材料を使うため、けっこうな値段になるが、
日本の自然で育ってきたヒノキこそ、
日本の伝統工芸である組子に一番ふさわし
いという。年輪の間隔が狭く、
密度の高いのが良い木材で、
銘木と呼ばれている。
組子はとても繊細な作業なので、
わずかな角度の差でも組み合わせができなく
なる。
だから、
道具が大事になるが、
手にぴったり合う道具で組子用の細い木材を
迷いなく切っていき、角度を合わせながら、組み合わせていく吉原さんの姿を見
ていると、尊敬の気持ちが湧いてきた。不器用な私にはとうていできない作業で
あるため、組子のことを習おうとしたら、
どのぐらいの期間がかかるか、組子職人
を目指す人の条件として何が必要なのかなどを聞いてみた。
まず、
吉原木工所の組子職人は5年間の見習期間があるそうだ。
見習期間が終
わると、
ある程度の作業は一人で可能だけど、
デザインの作業ができるようになる
までは更に5年の時間が必要だという。組子職人を目指す人に要求されるのは、
技術でもキャリアでもない、
心構えだと吉原さんは言う。
小さい木材の組み合わせが立派な形になっていく。組子に主に使われている
模様は麻の葉・胡麻・桜・りんどうなどがある。
各模様には日本の四季・景色・縁起

などの意味が入っている。
例えば、
麻の葉は葉がまっすぐ成長することから子ども
の成長を祈願する意味が込められている。
日本の伝統家屋によく使われていた組子は、
洋風家屋が増えるにつれて、
その
需要も少なくなりつつある。
でも吉原さんは組子が伝統家屋だけに似合うという
偏見を捨て、
現代の洋風家屋のインテリアにも、
例えば、
リビングの引き戸・間接照
明・パーテーションなどにも組子の用途を広げ、
工芸品としての作品ではない、
生
活によく使われる実用品としての組子も提案している。
上記で触れたインテリア博覧会
「メゾン・エ・オブジェ in Paris」
に吉原さんが直
接デザイン・製作して出展したパーテーション
「波」
は平面的だといわれる組子の
概念を超えた三次元の曲線デザインで生まれた傑作である。
時代はだんだん変わっていき、
変わっていく生活の中で伝統をアレンジし、
新し
いトライを止めない吉原さんのチャレンジに拍手を送りたい。
島根の組子が吉原
さんを通じ、
次世代にも繋がり続けるように願う。
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锻冶工房弘光 火焰般的光辉与热情
尚亚龙

2017年7月10日，我与文化国际课的同事们一起前往采访
岛根县锻冶工房弘光的匠人小藤宗相先生。
由事先查询的资料
得知，
小藤先生大学毕业后，
经历了在东京的企业、
县内的美术
馆工作之后才继承了家族事业。而当谈到继承家业的理由时，
他说“因孩童时代就在工房打下手，所以自然而然地师从父亲
成为了弟子”
，
然而这一回答却令我颇感意外。
何其单纯的理由
啊！实话说有关日本的锻冶工房，我之前完全不了解。虽然中
国很早以前就有打造刀具、农用具的“铁匠”职业，但是现今身
怀此技的人似已难觅踪迹。
大概是由于工业化不断推进的现代
社会，
“赚钱不赚钱”
成了人们头脑中最优先考虑的问题了。
或许正是因为这份“单纯”，才让包含弘光在内的日本传
统工艺得以继续传承下去。

传承传统工艺的道路
锻冶工房弘光，
起源于江户时代
（天保年间）
，
以往称之为
云州弘光。由操控风箱到从事锻冶，逐渐成为了致力于刀具、
小农具、
生活用具乃至刀剑锻造的陈年老店。
而自古就受锻冶
匠人敬仰的祭祀制铁之神的“金屋子神社”则近在咫尺，整个
街道至今仍保留着往昔街景的余韵。
从昭和36年开始，
弘光的
第10代传人小藤洋也入行，
修行刀匠技能。
尽管当初对于装饰
用刀剑、农用器具的还有一定市场，但随着战后经济快速发
展，
社会普遍鼓吹大规模生产，
传统生产方式的成本显得相对
高昂起来，从而使得产品价格高涨而利润稀薄。70年代开始，

●Japanese

鍛冶工房弘光 煌めく炎と情熱
2017年7月10日、
私は文化国際課の同僚と一緒に、
島根県にある鍛冶工房弘
光の鍛冶職人、小藤宗相さんを取材した。事前に調べた情報によると、小藤さん
は、大学卒業後、東京の企業、県内の美術館勤務を経てから家業に入ったという
経歴が分かった。
家業を受け継ぐ理由について、
「子どものころから工房の仕事を
手伝っていましたから、
自然な流れで父に弟子入りすることになった」
と、
返答され
て意外だった。
何と単純な理由だろうと私は思った。
正直に言えば、
日本の鍛冶工
房のことについてそれまで私は全然知らなかった。中国でも鉄で刃物、農機具を
作る
「鉄匠」
（Tie Jiang）
という職種は昔からあるけど、現在に至ってはそういう技
を持つ人はほとんどいないそうである。
おそらく、
工業化が進んでいる現代社会で
は、
「儲かるかどうか」
が頭の中で常に優先的に考慮されていることになるだろう。
多分この
「シンプルさ」
こそ、
弘光も含めて日本の伝統工芸が受け継がれる一番の
理由ではないだろうか。

伝統工芸を貫く道

鍛冶工房弘光は、
江戸時代
（天保年間）
にルーツを持ち、
以前は雲州弘光という
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尚亜龍（Shang Yalong）
名前だった。
たたら操業から鍛冶業を営み、
打刃物、
小農器具、
生活用具に加え刀
剣鍛錬の道に励んだ老舗である。昔からも鍛冶職人の尊敬を集める製鉄神を祀
る
「金屋子神社」
が近くにある場所で、
今でも昔の街並みの趣が残っている。
昭和
36年から、現在10代目当主である小藤洋也さんは刀匠修行に入った。当初は美
術刀剣や刃物、
農機具などのニーズがあったものの、
戦後急激な経済成長の中で
大量生産の煽りを受け、
伝統的な生産方式では比較的に製造コストが高く、
製品
が高価になり利益があがらない。
70年代から、
鍛冶業の未来について懸念を抱い
た多くの鍛冶屋さんは事業を諦めたが、
洋也さんは
「自分の代でつぶすわけには
いかない」
という強い信念を持ちながら、
伝統工芸の道を貫いている。

時代と共に歩む道

ついに日本刀や農機具だけを鍛錬する営みが困難な時代がやってくる。取材
時、
宗相さんは一冊の本を見せてくれた。
赤色のカバーに目を引く
『灯火器百種百
話』
というタイトルがパッと見える。洋也さんがある日、偶然に新聞広告から見つ
けた本である。
その時、
洋也さんはすぐさまその著者を訪ねに行って、
コレクション

鍛冶工房弘光
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对于锻冶业的未来担心的一些手工匠人逐渐放弃了这一事
业，
但怀着
“绝不能在自己这一代断送”
的强烈信念支撑下，
洋
也先生将这一传统手艺坚持继承了下来。

追随时代脚步的道路
最终还是迎来了仅靠锻造日本刀和农具难以维持经营的
时代。采访的时候，宗相先生给我们看了一本书。红色的封皮
上《灯火器百种百话》的书名醒目可见。这其实是某日洋也先
生偶然间在报纸广告中发现的一本书。
那时，
洋也先生果断起
身前去拜访了此书的作者，并借到了书中所展示的照明器具
实物，历经数月试制检验，忠实地再现了古典照明器具的细
节。
虽然这是一本介绍江户时代以来照明器具的旧书，
却给弘
光的发展方向带来了莫大的影响。弘光在继承了刀剑锻造技
法的同时，
也不断开发玉钢、
和铁、
铁为材质的新工艺制品。
随
着时代的变迁风格也在改变，但仍竭力避免焊接之类的机械
加工，
以传统技法饱含心血加以创作。

此行，承蒙宗相先生关照，我们也有幸体验了一把锻冶。
然而，
当我想把铁棒的顶端做成简单的弯钩形状时，
却出乎意
料，其在我的手中无论如何都难以成型。果然，不经过长年严
格的修行，
是很难成为合格匠人的啊！工作现场既闷又热，
然
而，
尽管大家都汗流浃背，
还是欢声笑语不断，
一边体验，
一边
畅聊。而宗相先生呢，则一直在我们身边，温和又认真地指导
着我们练习。
7月暑气熏蒸，
熊熊焰火映照下，
以熟练的手法节
奏欢快地打造铁制工艺品的宗相先生的热情，也仿若这焰火
般闪烁着耀眼的光芒。

开拓新的销售渠道
起初尽管业绩惨淡，但从80年代后期开始宗相先生开始
将视线转到了室内装饰领域，其作品逐渐受到大型百货商店
以及媒体青睐，日渐引人注目，并在东京都内的百货店、东京
代官山的茑屋书店陈列展示，也为身在喧闹大城市的人们奉
上了一番独特静谧的雅趣。在追求打造如照明器具和花器等
能够融入现代生活的工艺品之同时，宗相先生也把生产方向
从刀具转向了生活用品，
不仅面向日本国内，
还开辟了面向意
大利、
美国、
中国等海外国家的销售渠道。

●Japanese

されていた灯火器の実物を借り、
数カ月の試行錯誤を経て、
昔ながらの鍛造あか
り器具のディテールを忠実に再現した。江戸時代からの灯火器を紹介する見た
目は古い一冊の本だが、
弘光の方向性に大きな影響を与えた。
鍛冶工房弘光は
今、刀剣鍛錬技法を受け継ぎながら、玉鋼、和鉄、鉄による工芸品の新作に取り
込んでいる。
時の流れとともに風合いを変えて、
溶接による接合や機械加工を極
力避け、
昔ながらの技法を受け継ぎ、
心を込めて作品を造り上げている。

形にしようと試みたが、思ったより難しく僕らの手の中ではなかなかうまくできな
かった。やはり長年の厳粛な修行を積まないと、職人になり得るはずがないと気
が付いた。
鍛冶の現場はとても蒸し暑く、
皆は汗まみれだったが、
笑いながら鉄を
叩いたり、喋ったりしていた。宗相さんもずっと、優しくそして真剣に指導して下
さった。
7月の猛暑が続く中で、
轟々と燃える炎の傍に、
手際良くリズミカルに鉄を
叩く宗相さんの情熱は、
炎のように煌めいて見えた。

新たな販路を開く道

当初はなかなか売れなかったものの、
80年代後半にインテリアスタイリストの
目に留まり、
大手百貨店やメディアに取り上げられて注目を集めることとなる。
都
内百貨店、
東京代官山の蔦屋書店にも展示されるなど、
大都会の人々にユニーク
な楽しみを捧げている。灯火器や花器など現代の暮らしのなかで受け入れられ
る工芸品づくりを追求しながら、
打刃物から暮らしのしつらえ品へシフト、
日本国
内だけでなく、
さらにイタリア、
アメリカ、
中国など海外向け新たな販路を拓いた。
私たちも鉄の鍛錬の体験をさせて頂いた。
鉄棒の端をフックの形にして簡単な
7

石州和紙・強い伝統

石州和纸
——坚韧的传统
Borkhodoeva Natalia

在我对日本充满向往的学生年代，
即使是一张小小的和纸我都
把它当成宝物一样对待。
也从来没有想过会在日本文化浓厚的岛根
县生活。此次来到岛根R工艺现场（SHIMANE R product），与各位工
匠见面，听取大家对岛根传统工艺的介绍与感受。岛根R工艺是由
和纸、组子、吹制玻璃、打铁工艺组成的，目的是向世界传播岛根传
统工艺的魅力。此次交流让我对岛根的唯一与独特有了新的认识。
接下来，
我将分成以下几部分叙述此次的心得体会。

“贯穿时代的传统”
在绿意盎然炎热的夏日，我拜访了石州红瓦屋下的石州和
纸作坊——西田和纸工房。
该工房位于岛根县三隅町，
是1830年
创立的家庭经营作坊。
现在，
由第7任和纸工匠西田诚吉
（Nishita
Seigi）和他的儿子第8任工匠西田胜（Nishita Masaru）共同经营，
继续用传统方法制作已被列入联合国教科文组织非物质文化
遗产的石州半纸。在岛根清澈的水中加入取自黄蜀葵的粘液和
在工房门外种植的造纸原料楮的纤维，使用竹帘进行抄纸，从
而制作出适合的厚度、
颜色及尺寸的100%纯天然纸张。

“可信赖的传统”
在俄罗斯，人们常把第2个结婚纪念日称为“纸的纪念日”，
因为此时结婚时间较短、
经验尚浅，
犹如柔韧的纸一样。
然而，
我
认为将50年以上的结婚纪念日称为“石州和纸的纪念日”也是不
为过的。
因为这种纸即使用上千年以上也还是结实坚韧的。
在没

有机器的年代，
会计人员用和纸作成企业重要的账本。
万一发生
火灾，为了保存数据，将账本投入到井中。另外，2年前我用过由
和纸制作的可爱小兔子模样的名片夹，
切身感受到了它的优质。

“支撑传统的传统”
这种和纸的坚韧孕育出了美和多用性。
例如，
在石见神乐这
一岛根的传统艺能表演中，在讲述神话故事生动的舞蹈表演中
登场的大蛇的服装以及神仙的面具等都是由石州和纸制作的。

“连接人与人的传统”
石州半纸受到高度评价，用于行驶于国内的高级卧铺车
上的遮光罩、
和岛根R工艺的其他作品一同摆放在东京代官山
区域既时尚又受欢迎的书店里进行展示等。
而且，
其设计及强
度手法受到法国、
英国、
美国、
不丹等地的瞩目。
不仅仅连接了
时代，
还搭起了国与国之间的桥梁。
前往西田和纸工房的话，可以体验制作属于自己的明信
片。并且可以买到用和纸制作的包和抱枕等实用物品，甚至还
可以定制婚纱。我们大家在此之前都不知道一直被我们理所当
然看待的纸张可以有这么多用途吧。我认为岛根的人们能够珍
视石州和纸的制造方法及其千年以上的传统是非常了不起的。

紙
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石州和紙・強い伝統

ボルホドーエワ・ナタリア

私が日本に憧れていた学生時代には、和紙一枚でさえ宝物に思えていた。
日本文化
の代表的な場所のような島根県に暮らすなんて考えもしなかった。
そんな島根の伝統
工芸の魅力を世界へ発信しているシマネRプロダクトを立ち上げた和紙、組子、吹き
硝子、鍛造のマイスターたちに直接会い、島根の伝統工芸についてお話を聞いた。島
根のユニークさが改めて分かった。
そのわけを以下の通りいくつかまとめてみた。

「時代を繋ぐ伝統」

緑が豊かになった穏やかな真夏の日に、
強い石州赤瓦の屋根の下で強い石州
和紙を作る西田和紙工房を訪ねた。
島根県三隅町で1830年に家業が始まり受け
継がれてきた。
7代目の和紙職人西田誠吉さんは8代目の息子、
西田勝さんと一緒
にユネスコ無形文化遺産として登録された石州半紙を昔と変わらない方法で現
在のニーズに合わせて作り続けている。
島根の綺麗な水にトロロアオイからでき
たネリと工房のすぐそばに育つ原料の楮から取った繊維を加え、竹すを使い、漉
き、
必要な厚み、
色、
サイズで100％天然物の紙が作られる。

「信頼できる伝統」

結婚から時間がそんなに経っていないことから、2年目の結婚記念日は
「紙の
記念日」
とロシアでは言われる。
しかし、
「石州和紙の記念日」
という名前を50年目
以上の結婚記念日に与えても良いと思う。
なぜならこの紙は1000年以上も使える

ほど丈夫であるからだ。
機械がなかった時代に、
会計士は企業の大事な帳簿に和
紙を使っていた。万が一火事が起きたらデータ保存のためにその帳簿を井戸の
中に投げ込んでいた。
ちなみに私も2年間前から、
和紙でできた可愛いうさぎ柄の
名刺入れを使っていてその良さを実感している。

「伝統を支える伝統」

この和紙の強さは美と多目的性を生み出す。
例えば、
石見神楽という島根の伝
統芸能では、
神話を語るダイナミックな舞踊に登場する大蛇のコスチュームや神
様のお面が石州和紙で作られている。

「人と人を結ぶ伝統」

石州半紙は高い評価を受け、国内を走る高級寝台列車のシェードに使われた
り、東京の代官山にあるお洒落で人気の書店にシマネRプロダクトの他の作品と
ともに展示されたりなどしている。
またそのデザインや強度技法はフランス、
イギ
リス、
アメリカ、
ブータンでも注目を集めており、
時代だけではなく国と国の架け橋
の役割も果たしてくれる。
西田和紙工房を訪れると自分だけのはがき作りを体験させてもらえる。
そして
和紙で作ったカバンやクッションという実用的なものやオーダーメイドのウェディ
ングドレスまで購入できる。
私たちが当たり前のようにあると思っていた紙はこん
なにすごいとは知らなかったでしょう。
島根の人達が石州和紙の製造方法と伝統
を千年以上も大切にしてきたことを素晴らしいと思う。
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