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サステナビリティ：未来の世代の需要を損なうことなく 

現代の世代の需要を満たすこと 

1987 年 国際連合 ブルントラント委員会 

 

 

 

 現代、我々が直面している様々な環境脅威を 小限に留めるために、製品製造のため

のサステナブルな材料について調査し使用することが必要となっている。サステナブル

な材料には、例えば、森林から採れる、木材以外の価値ある生物学上再生可能な資源

（非木材林産物 Non Wood Forest Products。以下、NWFP）がある。  

 

 NWFP である竹は、成長速度が速く、再生可能・生物分解可能・リサイクル可能な材料

で、極めて優れた物理的性質を持ち用途も広いため、サステナブルな資源と考えられて

いる。そのエコロジー的・経済的必要性から、竹製品はサステナビリティを実現できる

存続可能な代替品である。また、竹と同様に環境に優しく速成・再生可能な特性をもつ

茎、藁、瓢箪等、他の NWFP も数多くあり、それらの使用に関する可能性・将来性も考

慮する価値がある。 

 

 中国、東南アジア等のアジア諸国の中でも、日本は特に竹の伝統・工業技術について

幅広い知識を持っており、製造及び製品の質が高い。日本の製造プロセスと美学の原則

は研究・調査の価値があり、それらを取り入れて現代的な工芸デザインに応用し、革新

をもたらすことも可能である。竹の使用に関して日本の技術を導入することは、新興す

るペルーの工芸市場を改善する一助となるであろう。 

 

 ペルーの工芸職人のコミュニティの多くで、藁、茎、瓢箪といったNWFP材料は一般的

に手工芸に使われているが、竹は主に住宅の建築材料として使われているだけである。

竹製品のデザイン及び市場開発はまだ初期段階にあり、その上、竹はまだ貧しい者が使

う材料というイメージがある。 



 

 

xii はじめに 

 また、ペルーには古代文明とそれに対する帰属意識があり、歴史的遺産を持つ地域に

属するコミュニティの職人が保護・継承すると同時に、世界各地に広めていく役割を担

っている。従って、その地域の製品をその地域自身の経済利益のために改善し、地域消

費及び輸出・観光市場における需要を満たしていく必要がある。 

 

 以上のことから、本論文は、ペルーの工芸産業へのデザイン介入の可能性について調

査し、サステナブルな地域資源の使用及びサステナブルな製造の実践を促し、同時にペ

ルーの文化及び歴史的遺産を保護しつつ、環境に与える影響を 小限に抑え、かつペル

ーの工芸の新興市場に利益を与える方法を考えることを目的とする。前述のことはデザ

イナーとペルーの工芸職人の交流により、また製造技術及び美学概念において日本とペ

ルーが持つ知識を調査することにより可能になると予測される。 

 

 第一章では、本論文の基礎となった背景の枠組みを示し、動機及び主な特徴を説明す

る。まず、サステナビリティの概念について説明し、環境問題を解決するためにはどの

ようにしたらよいか、社会的・経済的・環境的・文化的諸要素が公平に扱われるサステ

ナブルな開発においてよりよいシステムを築き上げるにはどのようにしたらよいかを述

べる。次に、デザインの分野において、この概念を、「揺りかごから墓場まで」と呼べ

るものを含む、様々なサステイナブル・デザイン案として実現する。ここでは製品のラ

イフサイクル、適切な製造工程の使用、および生態系に有益な材料の使用に関する分析

を目的としている。したがって、NWFP のような再生可能材料を使用する必要性とその役

割、そしてそれらがサステナブルな発展を実現する可能性について議論する。ここでの

焦点は、主に竹である。ペルーにも竹は存在しているが、その使用や需要はまだ低い。

特に工芸の分野においては、竹の多用途性や適切な技術についての知識がないために、

低限の利用にとどまっている。 

 

 第二章では、日本とペルーの美的概念や伝統的な工芸技術、再生可能材料の利用方法

を通して、文化をサステナブルな製造の柱として説明する。これが、本研究のサステナ

ブル・アプローチの中核をなす。文化のアイデンティティや伝統を保つという目的のた

めには、技術を応用することで確実に責任を果たすデザインとそれにふさわしい製造方

法を用いていく必要がある。そのためには、工芸や伝統的技術、新しい製造方法や材料

の導入において適切な技術を利用することに意義があることも指摘していく。 
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 第三章では、サステナビリティに関してペルーの工芸のコミュニティが抱える特別な

問題に焦点を当て、デザインの介入及びその方法論の必要性を説明する。ここで、「サ

ステナブルな概念に基づいたデザインの介入により、ペルーの手工芸産業において再生

可能材料の使用、文化的アイデンティティの保存をどのように誘導できるか」という本

研究の中心的な問題を提起し、その問題に対する仮説、目的、デザイン案を提示する。

仮説では、（日本及びペルーの技術・美的概念における）サステナブルな概念において、

どのようなデザイン手法や要素がペルーの手工芸分野の発展の一助となるかを説明し、
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ペルーの特定のコミュニティにおけるサステナビリティの実現を可能にする現代的工芸

品のデザイン案を提示する。 

  

 第四章では、日本とペルーの工芸技術における試験的実践、及びペルーの工芸職人と

の共同製作の体験について述べ、本論文の論点に関する以下の問いを考察する。どのよ

うな技術がペルーのマーケットの現代的ニーズに合うか。そして、サステナビリティ実

現のためには、どのような伝統技術を製品の製造に使えばよいのか。ここで、日本の竹

の生産地（別府、熊本、竹原、山口）、ペルーの手工芸コミュニティ（モチェ・トゥク

メ・リマ）への数々の研修旅行、および本大学の漆ワークショップでの実践において行

った研究に基づき、竹、瓢箪、藁、竹積層材（Plybamboo）、日本の漆を使用したデザ

イン作品を示す。これらの材料に用いられる技術、特に竹については、ペルー政府が竹

という材料を促進しており、また、ペルーの職人の間でも類似の材料を使用して製品を

作る能力が認められているため、ペルーの工芸産業を改善していくために問題なく取り

入れることができる適切な技術と思われる。 

 

 そして 後に 大の論点「サステナブルな概念に基づいたデザイン介入により、ペル

ーの手工芸産業において再生可能材料の使用、文化的アイデンティティの保存をどのよ

うに誘導できるか」への答えを述べる。筆者は、責任ある観光の枠組みの中で手工芸の

改善を目的とした計画を立て、そこにデザイン介入を行った。この計画は、地域のコミ

ュニティと民間団体が専門家グループの支援・指導により相互利益を得るもので、民間

団体を補足的事業の促進者とすることで、ペルーの農村地域のサステナビリティの達成

及び文化的アイデンティティの保護を目指すものである。この計画は民間団体と地域コ

ミュニティ間の（経済的、人的、サステナブルな）総合開発のための商業的・戦略的な

提携で、対象コミュニティ、そこに住む人々の生活の質 、地域の観光事業及びインフ

ラに利益をもたらす、サステナブルな特徴を持った新しい製品・サービスを発展させる

ことを目的としたものである。この計画により、デザイン介入、及びサステナブルな材

料（竹、茎、天然繊維等、まだその可能性が十分に活かされていないもの）を使用・加

工する新技術・手法を導入することで、新製品・サービスの発展を目指した地域の生産

ネットワークが創出され、活動が多様化し、収益が増加するとの予測を行った。 

 バングラデッシュにおいて現地の工芸職人や民間企業と協力して行った現代工芸開発

プロジェクトは、ペルー・プロジェクト同様、技術援助を行い工芸品を他の市場に導入

することができる大企業との連携のもと、伝統工芸の復活、工芸地域でのサステナブル
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な製造の達成、現地製品の商業化を図ることに目的があった。バングラデッシュのプロ

ジェクトにおけるデザイン介入の効果と困難さを考察した。 

 

 第五章では、本論文において導き出された主な調査結果及び理論的貢献を通して、本

研究の一般的結論を述べる。 

結論として、NWFP は大きな可能性・将来性を秘めていることが指摘できる。特に竹は、

単に代替材料となり環境に有益であるだけでなく、その多用途性により製品や半製品の

製造に用いることができ、また、工芸においては準工業・工業レベルでペルー市場の立

ち上げにおける革新的デザインを創出することができるため、新しい代替品としての将

来性が予測できる。日本で竹に関して使われている伝統技法のほとんどがペルーに問題

なく導入することができる。それは、竹割り技法やかご細工等に関してはペルーにも類

似材料の使用による経験があるからである。一方、漆技術等他の技術については、導入

できる可能性はあるが、ペルーにある類似材料で試験を行う必要がある。これらの技術

とペルーの技術（織物、瓢箪彫刻、かご細工等）を統合することにより、現在品質標準

に格差があるペルーの工芸分野を改善していくための革新的なサステナブルな製品を創

出することができるであろう。 

 

 工芸職人に関しては、工芸品の改善を目指したデザイン技能・手法を習得してもらい、

また、環境問題や新しいサステナブルな案や実践に関する理解度を深めてもらうための

デザイン介入が必要である。この課題において、デザイナーは専門家や民間・公共団体

のサポートを受けて重要な役割を担う。なぜなら、デザイナーはサステナブルな解決法

を得るためのまとめ役として決断の際に影響力を持っているからである。従って、ペル

ーの工芸産業に関して言えば、デザイナーは特定の工芸コミュニティに介入し、その地

域の総合的なサステナビリティを実現するために文化保護を促進する重要な役割を担っ

ている。 

 

 文化的要素はサステナビリティ実現のためには欠かせないものである。文化は人間を

育てるものであり、人間にアイデンティティ、帰属感、信仰心を与え、行動パターンを

植えつけるものである。サステナブルな社会はサステナブルな文化によって生まれる。

サステナビリティの実現に向けてよりよい行動計画を立てるためには、文化に関する問

題を考慮に入れる必要がある。そして、文化の違いを理解することにより、受け入れる

ことが可能になり、物事を成し得ることが可能になるのである。  
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3                               1.1 サステナビリティのコンセプト

 この章は、本論文の導入に相当する。ここで、当研究の本筋を形成していく上での起

点となる、今日の問題点、事実、理論的概念、サステナビリティ（持続可能性）に対す

る見解などの概要を示す。セクション 1.1 では、使用する単語の定義とこの概念に係る

様々な要因を明確にするために、人類が直面する問題に対して果たすべき責任とサステ

ナビリティの概念の起源を述べる。この考察より、本論文全体に渡り主要な主題となる

文化的要素を導きだす。セクション 2.2 では、環境問題の解決策として、また様々な見

解や状況の中でより良い体系を構築していく方法として、サステイナブル・デザインの

概念理解に焦点をあてる。特に完全循環型の着想は、その後第 IV 章で検討している仮

説的デザインやデザインアプローチの発展へと通じるものである。セクション 2.3 では、

非木材林産物 (NWFPs) に焦点をあて、 サステナビリティを達成するために再生可能材

料の果たす役割について述べる。特に、ペルーでも手に入る潜在的資源として竹を採り

上げ、日本における持続可能な生産やデザインにより大きな注目を払う必要があること

を述べる。  

 

 

 

 

1.1   

サステナビリティのコンセプト 

 

 

定義 

 「サステナビリティ」とは、持続可能性、つまり、物やプロセスが一定したレベルで

維持されている状態を言う。この言葉を環境に関して使えば、生態系が長い時間の中で

どれだけ多様性・生産性を効果的に維持できるかということになる。人間に関して言え

ば、この言葉は天然資源を正しく使用すること、つまり、環境を害さないプロセスやエ

ネルギーを使用して人間自身の福利のために長期に渡りその状態を維持できることも意

味する。 

 

 サステナビリティは多くの分野において、地域的なものから世界的規模のもの、期間

的なものまで、幅広い用途を含んでいる。しかし、1980 年代から人類の発展が地球のバ

ランスに影響を及ぼし未来への脅威を与えていることが唱えられ始め、それを踏まえて、
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1987 年に国連のブルントラント委員会（The Brundtland Commission ）による定義で、

この言葉は主に「地球上における人間のサステナビリティ」という意味で使われるよう

になった。委員会ではサステナビリティを「未来の世代が自らのニーズを満たすための

能力を損なうことなく、現代の世代のニーズを満たすこと」と定義付けた[1]。 

 

問題点：  「人間には責任がある」 

 地球上では全てのものが共存し連鎖している。生命は生態系の調和のとれたバランス

に依存しているが、生態系では全ての生き物が役割を担っており、お互いに他の生き物

によって生かされている。その中で、人類だけが 20 万年前に地球を支配し始め、地球

の恩恵を独占し、地球の姿を変えてしまった。 

 

 人類の発展と文明に伴い、地球の景色、地形、気候が変化してきている。始まりは農

業及び森林破壊からであった。森林は市街地、作物畑、牧草地へと姿を変えた。その後

産業化が進み、化石燃料が使用され、天然資源の乱開発が行われるようになった。産業

における人間の行いは数え切れないほど多くの影響を環境に及ぼし、我々が住む世界に

影響を与えている。しかし、人間が地球の姿を以前と比べて急激に変化させてしまった

のは、つい 50 年ほど前からである[ 2 ]。気候変動に関する政府間パネル

（Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)）によると、近年の気候変化の

90%から 95%は人間の行いによって引き起こされたものである[3]。 

 

 第二次世界大戦後、世界経済はアメリカ経済の発展に伴って始まった経済パターンを

踏襲してきたが、リテイリングアナリストのヴィクター・リボー（Victor Lebow）はそ

の目的についてこう語っている[4]。「経済がこれほど生産的になってきたからには、消

費を我々の生き方の根本にする必要がある。商品の購入と使用を、儀式のように習慣的

なものにして、我々の精神的な満足も、現世的な満足も、消費の中に求めるようにする

                                                 
1 United Nations General Assembly. Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future. Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - Development and 
International Co-operation: Environment. (1987)  Retrieved on: 2009-02-15. 
2 Arthus-Bentrand, Yann & Europa Corp., with sponsorship from PPR.  Home [Documentary film] 
International. June 5, 2009. http://www.home-2009.com/us/index.html  
3 IPCC.  Climate Change 2007: The Physical Science Basis(Summary for Policy). IPCC. Geneva: 2007 
4 Leonard, Annie & Free Range Studios. The Story of Stuff. [Online video] December 4, 2007. Tides 
Foundation. Funders Workgroup for Sustainable Production and Consumption. Accessed on July 11, 2009. 
http://www.storyofstuff.com  
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のだ。我々は、物をどんどん消費し、焼き尽くし、取り替え、捨てていかなければなら

ない[5]」 

 

 今日の経済パターンは社会に消費を促し、富裕層と貧困層の格差を広げている。世界

の富の 80%は世界人口の 20%の人々によって消費されている [6]。消費は経済及びグロー

バル化の中核をなし、その影響は世界の至る所で見られる。新興国が裕福な国と同じ道

をたどると、環境被害は更に広がるであろう。まだ環境問題に悩んでいない社会もある

が、グローバル化の継続による自然な過程として、地域的な問題も国際的な問題になっ

てきている。 

 

 一人当たりの消費量が増加したこと、ここ 60 年間で人口が 3 倍に増えたこと[7] によ

り、環境資源のベースは弱体化してきている。その結果、我々は現在、相関性のある 3

つの重大な環境問題に直面している：資源の枯渇、生態系への被害、そして人間の健康

への被害である。（表 1.1 参照） 

 

表 1.1 主要な環境問題の分類と影響 [8] 

資源の枯渇 生態系への被害 人間の健康への被害 

 化石燃料 

 水 

 ミネラル 

 表土 

 温暖化 

 オゾン層の破壊 

 酸性雨 

 水の富栄養化 

 生息地変化 

 生態毒性 

 光化学スモッグ & 汚

染物質 

 健康を害する物質 

 発癌性物質 

注：環境問題に関する定義については用語集を参照。 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 LeBow, Victor. Price Competition in 1955.  Journal of Retailing.  Vol. XXXI no. 1, p5. Spring 1955. 
6 [1] 
7 According to the 2008 Revision of the official United Nations population estimates and projections, the world 
population is projected to reach 7 billion early in 2012, up from the current 6.9 billion (May 2009), to exceed 9 
billion people by 2050. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2009). "World Population Prospects: The 2008 Revision." Highlights. Retrieved on: 2009-04-06. 
8 Adapted after: IDSA. Okala Ecological Design – course guide. San Francisco: March 2005. p.15-17 
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7                               1.1 サステナビリティのコンセプト

然界に生物の多様性が必要であるのと同様に、人類には文化的多様性が必要である」と

宣言され、また、それは「単に経済成長として理解される発展の基盤の一つではなく、

より知的、感情的、道徳的、精神的な存在に到達するための手段」となると唱えられた。

サステナブルな社会はサステナブルな文化に基づく。文化的問題は行動計画をよりよい

ものに変えていく際には考慮する必要がある。画一的な行動計画は多様な世界において

は成功しない。 

 

 

図 A1.2：「世界中で正式導入されて

いるサステナビリティの基本柱は 1

本ではなく 3 本。柱は 4 本とし、文

化的サステナビリティも常に含める

べきと言う人々もいる。我々はこの

考え方に賛成である。[11]」  

 

 

 

 ペルーにも日本にも長い歴史と遺産があり、それぞれのアイデンティティ、特徴、及

び伝統がある。サステナビリティの 4 本目の柱は、本研究において主要な役割を果たす

と同時に、本研究のスタート地点でもある。本研究はペルーの小さな地域社会における

手工芸を改善していくためのデザインの介入に焦点を当てる。地域社会とは、文化遺産

との密接な関係があり、地域ベースで持続的に発展することにより繁栄する必要がある

社会である。この点については 1.2 節で述べる。 

 

 今以上の被害を避け、将来を確保することが我々の責務である。日々の生活・行動の

型をなす物がどのようにデザインされているか理解し、自分達がどのような方法で物事

を行っているかを分析する必要がある。デザインとは、戦略、製品、サービス等を様々

なレベルで考える上でその根本にあるもので、我々がこのまま被害を与え続けるか、ま

たはサステナブルで健康的なシステムにしたがって生き続けるのかを決定付けるもので

ある。以下に、サステナブルなデザインのためのデザインの役割、及び新しい製品やア

イデアを生み出すための新しい発想を述べる。 

                                                 
11 Yencken, D & Wilkinson, D: Resetting the Compass: Australia’s Journey towards Sustainability. Collingwood, 
CSIRO Publishing. (2000) 
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1.2    

サステナブルデザイン： 

デザインにおけるサステナビリティの概念 

 

 

 デザイン分野は、毎日の生活で使う小さな物から、建物、町、地表に至るまで様々な

物を作り出す分野であり、今日の環境問題及び生活状態における責任の一部を担ってい

る。「様々な意味で、環境危機はデザイン（設計）の危機である」[12]。 それゆえに、

サステナビリティに対する取り組みはデザイン分野に直接影響を与え、新しい考え方や

概念を生み出すことになった。これば我々が今日「サステナブルデザイン」と呼んでい

るものである。 

 

 サステナブルデザインは、物事をどのようにデザイン（設計）し、生産し、使用すれ

ば、環境により責任が持つことができ、かつ人々に合ったものになるかを探求する個人

的・組織的な運動の哲学的基礎であり[13]、デザイン分野（建築、工業デザイン、工学）

に適用されている。サステナブルデザインは、世界的な環境危機、経済活動及び人口の

急増、天然資源の枯渇、生態系への被害、生物の多様性の危機を受けて生まれたもので

ある[14]。よって、サステナブルデザインの目標は自然環境への影響を減らすことだけ

ではなく、巧みで繊細なデザインにより環境への悪影響を排除することである [15]。 

 

 サステナブルデザインを「エコデザイン」「グリーンデザイン」と言い換える人も多

いが、サステナブルという言葉は、より正確には、創造や活動において適切で思慮深い

方法を実行するという意味を持っている。それはエコデザインのように再生可能な資源

や適切な方法を使うことだけでなく、人々の自然環境及び社会的・文化的・経済的な面

との係わり合いにも焦点を当てるものである。エコデザインやグリーンデザインという

言葉は、サステナブルデザインと呼ばれているものよりも小さな部分を指している。

                                                 
12 Ryn, Sim Van Der. Ecological Design.  The center for Resource Economics. Island Press. Washington: 1996. 
13 McLennan, J.F. The Philosophy of Sustainable Design, Ecotone, Kansas City: 2004. pp. 2-6 
14 Fan Shu-Yang, Bill Freedman, and Raymond Cote (2004). "Principles and practice of ecological design". 
Environmental Reviews. 12: 97–112 
15 [13] 
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デザインにおけるサステナビリティの概要 

 

 グリーンな考え方は産業革命以前からあった。それは、様々な文化において各地域で

入手できる再生可能な資源を使う考え方を意味していた。しかし、19 世紀前半から産業

化が進むにつれて、アーツ・アンド・クラフツやバウハウス、デ・ステイルといった運

動により、大量生産品の質の悪さやそれによる環境被害が指摘され、新しい手法（組み

立て式の椅子や成形合板家具）が提案された。それ以降サステナブルデザイン案は進化

し、1980 年代に製品のライフサイクル分析が行われサステナビリティの「3 本柱」が定

義された。 

 

 1990 年代に、製品のライフサイクル（揺りかごから墓場まで）を考慮した初めてのデ

ザインプロセス「エコデザイン」が生まれ、環境効率という考え方が生まれた。それは

即ち、製品の生産過程で起こる損害を低減するため「より少ない材料でより多く生産す

る」ことである[16]。ところが 21 世紀初頭に、損害を低減させるだけでは問題解決には

ならないという考えが出てきた。この戦略は長期的には成功せず、「幻の変化に終わる

かもしれない [17]」と。ウィリアム・マクドノー（William McDonough）と マイケル・

ブランガート（Michael Brungart）は著書の『揺りかごから揺りかごまで Cradle to 

Cradle』の中でサステナビリティの概念と製造モデルについて「悪いことを減らすこと

が良いこととは限らない（less bad is not good））と述べ、環境効率を考えるだけで

なく環境効果も考慮することを提案している。彼らは自然のプロセスをモデルとし、

「廃棄物は食物である（Waste equals food）」という考えに基づき、産業における人

間の行動は地球に害を与えるのではなく恩恵を与えるように変えることができると言う。

この理念をもって、彼らは、どのようにデザインすれば製品がその役目を終えたとき

（使用後）に次の新しい物への栄養（食物）となるかを説明している[18] 。 

 

 こういった思想や新しい考え方が、人間が今までに作り出したシステムやデザイン分

野に影響を与え、我々の今までのやり方を変える方向へと導いていく。我々は自然を見

つめて学び、将来に向けて、そして我々にとってのたった一つの故郷であるこの地球に

対してより倫理的・意識的な行動をとっていかなければならない。この目的を達するた

                                                 
16 Alastair Fuad, Luke. The handbook of Eco Design. Thames and Hudson Ltd. London, 2004 p. 352 
17 McDonough, William & Braungart, Michael. Cradle to Cradle: Remaking the way we make things. North 
Point Press. New York: 2002. p.193 
18 [19] 
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めに、デザイナーは重要な役割を担っている。デザイナーは製品とユーザーとを結び付

け、また製品と製造者とを結び付ける役目を担っており、既に存在する消費・生産・好

み・使い方のパターンをより適切なものに作り変えることができるからである。  

 

 しかし、その責任はデザイナーや製造者だけが負うものではない。サステナビリティ

の実現には幅広い人々の参加が必要であり、一つ一つのコミュニティで地域的・世界的

なサステナビリティのビジョンを形作り、そのビジョンの実現に向けて協力して取り組

み、戦略を練っていく必要がある。このような新しい事業の実現に向けたコミュニティ

による協力的・積極的参加を促すことが本研究の主な目的の一つであり、本研究ではペ

ルーの小さなコミュニティにおける工芸の発展のためのデザインの介入に焦点を当てる。

また、本研究では、先に述べたサステナブルデザインの概念に基づき、これらの小さな

コミュニティに取り入れることができるかもしれない、現地の再生可能な代替原料及び

（伝統的・準工業的）製造技術・手順の使用にも焦点を当てる。次の節では、本研究の

主な目的に合った各材料の役割とその代替材料と考えられるものについて述べる。 
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1.3   

サステナビリティにおける材料の役割： 

非木材林産物  

 

材料の役割と影響： 

 初に述べた主な環境問題を振り返ると、資源の枯渇、生態系の破壊、人間の健康被

害があった。環境に与える影響に材料が関係していることは明らかである。工業国で原

材料の需要が高まり、世界の人口や消費が増加し、新興国が工業国へと変わりつつある

ことで、資源は急速に減少してきている。工業国で加工される材料の多くは工業国以外

の地域で採取されるが、アメリカだけを見ても、世界人口の 5%が地球上の資源の 30%を

消費し、30%のごみを排出している [19]。 この現実を見ると、資源の枯渇は地球規模の

問題であることが分かる。 

 

 原材料を採取し半加工材料（MDF ボード、アルミシート、プラスチックペレット等）

に変える過程、半加工材料を 終的な製品に変える過程、さらには、それらの全過程に

おける輸送や、製品の使用、その廃棄は、生態系に何らかの影響を及ぼし、痕跡を残す。

その痕跡とは、景観の破壊、浸食、気候変化の原因となる温室ガスの排出、毒性化、酸

性化であり、これらは地球の自然体系及び生物相のバランスに悪影響を与え人間の健康

にも確実に害を及ぼす。使われる材料や加工の種類によっては、塗料等に重金属含む製

品等、加工の工程や製品の使用が人体に悪影響を与える場合がある。木製品のような天

然製品であっても、保存処理に毒性のある物質が使われている場合がある。  

   

材料とサステナビリティ： 

 こうした問題点に対する答えとして、今日ではエコマテリアル、すなわち再生可能材

料・資源という言葉をよく聞く。エコマテリアルとは環境への影響を 小限に抑える材

料で、自らが果たす役目に必要とされる特徴を提供しつつ製品の製造プロセスに簡単に

入れ戻すことができる（リサイクル可能な）材料である。生物圏から採れたエコマテリ

                                                 
19 [4] 
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アルは自然（植物、動物）によりリサイクルされ、技術圏から採られた材料は人工的な

処理（化石燃料、プラスチック）によりリサイクルされる [20]。 

 

 再生可能材料・資源とは、連続するサイクルの中で作り出される資源で、自然の過程

によって、人間による使用量と同じか、もしくはそれよりも速い速度で補給されるもの

を言う。しかし、それは必ずしもサステナブルではない。サステナブルな材料・資源と

は、その生産が永久に自然によって行われるものを言うのであり、例えば再生可能材

料・資源が作り出される際に副作用として他の材料・資源を劣化又は減少させた場合は、

完全にサステナブルであるとは言えないのである。 

 

 生物分解可能・リサイクル可能な材料はサステナブルであると考えたり、それを省エ

ネととらえる人もいる。このように直接自然界から採れ、ほとんど処理を必要としない

材料は、人工的材料が中・高エネルギー材料である傾向があるのに対して、低エネルギ

ー材料である。この傾向により材料の環境効率を測ることができる [21]。 

 

 

再生可能材料の可能性：木材の減少に伴う代替材料…非木材林産物 

 各材料の環境に対する影響と責任、及び、サステナブルな材料や製品を得るための代

替材料として再生可能資源を使う必要性については先に述べたとおりである。再生可能

材料は再生速度が速いため、材料の需要に応えることができるし、また鉱石圏の限りあ

る資源の減少を 小限にとどめることができる。 

 

 先に述べた生物圏の低エネルギー材料では、非木材林産物（Non Wood Forest 

Products NWFP）が、木材以外に価値のある生物学上再生可能な森林資源として世界的

に知られている。 も知られている再生可能材料である木材は、現在大量に伐採され、

持続不可能なほど採取され続けている。従って、木材も限りある資源と考えることがで

きるだろう。 

 

 地球上で毎年1,300万ヘクタールの森林が森林破壊のために姿を消している。 2000年

～2005年における年間の森林消失面積の総計は、1990年～2000年の推定890万ヘクター

                                                 
20 Alastair Fuad, Luke. The handbook of Eco Design. Thames and Hudson Ltd. London, 2004 p. 282 
21 [20] p.282 
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ルを下回る730万ヘクタール（シエラレオネ共和国やパナマとほぼ同面積）であった。

（図A1.3参照）[22] 

 

 

図 A1.3 世界の森林面積の変化 2000 -2005.  FAO 2006 [23] 

 

 

 ペルーは世界で9番目に広い6,900万ヘクタールの森林地帯を有し、熱帯林の面積もブ

ラジル、コンゴ民主共和国に次いで世界第3位であるが、この森林地帯は生物の多様性

から見ても、天然資源（木材、エネルギー、鉱物資源）の面から見ても世界で も豊か

な森林地帯の一つである。 

ペルーの約半分は森林からなっており、その80%以上が原生林に分類されているが、国

連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization (FAO)）によるとペルーは毎年

約 224,000～300,000 ヘクタールの森林を失っており、年間森林破壊率は 0.35～0.5%

                                                 
22 FAO. Global Forest Resources Assessment 2005: Progress towards sustainable forest management. FAO, Rome: 
2006 
23 [22] 
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である（図A1.4参照）[24]。また、森林伐採量は1990年には 7,676 m3 であったが、2005

年には 10,789 m3 と増えている[25]。 

 

 

  
 

図 A1.4 2000-2005 年の天然森林の破壊率（全世界）Credits: R. Butler [26]. 

 

 

 前述のことからも分かるように、資源としての森林は減少し続けており、地球の肺で

ある森、特に熱帯林は、このまま伐採が進むと消滅の危機に直面することになる。熱帯

林で採れる木材は、機械的性質、美的特性、耐久性に優れているため需要が高まってき

ているのである。 

 

 熱帯林の減少は緊急課題であり、それゆえ半加工材料・半製品を作り出すための木材

の代替材料となり得る再生可能材料が生み出された。NWFPは木材以外の生物資源からな

り、森林、森、森林外の樹木から採れるもので [27]、その種類も食用・非食用植物、動

物性生産品から医薬品に至るまで（食品、果物、繊維、染料、香辛料、薬）と幅広い。 

                                                 
24 Butler, Rhett A. Peru. Mongabay.com / A Place Out of Time: Tropical Rainforests and the Perils They Face. 9 
January 2006. http://rainforests.mongabay.com/20peru.htm 
25 [22] 
26 Butler, Rhett A.  World deforestation rates and forest cover statistics 2000-2005. Mongabay.com / A Place Out 
of Time: Tropical Rainforests and the Perils They Face. November 16, 2005. 
http://news.mongabay.com/2005/1115-forests.html.  
27 FAO. Food and Agriculture organization of the United Nations - Non-wood forest products for rural income 
and sustainable forestry. 1995.  http://www.fao.org/DOCREP/V9480E/v9480e00.htm 
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竹、籐、椰子の葉、葦、樹皮、サイザル麻、瓢箪、樹脂、ゴムといった様々な NWFP が、

工具、用具、料理道具、装飾的な手工芸品、家具等、多くの家庭用品の製造に使われて

いるが、これらの材料は各国で似たようなものを見つけることができ、その使用方法や

製造過程はその国の文化、技術、専門知識、品質により異なる。竹を例に挙げると、日

本のようなアジア諸国ではその使い方や特性について幅広い知識を持っている。このよ

うな相違点や知識は、本研究を行う背景・目的である新しいデザイン概念を創り出すた

めの比較研究において非常に重要である。 

 

 NWFP は、特に田舎の地域では、森林を破壊することなく人々の需要を満たすことがで

きる重要な資源である。NWFP により多くの家族が雇用と収入源を得ることができ、農業

生産が向上し、起業の機会が増え、外貨収入も得られる。また、NWFP は生物の多様性を

維持し環境を保全する目的としても重要である。NWFP は地域貿易では絶対的な価値を持

つが、とりわけ竹や籐は、半加工材料・半製品に作り変えて輸出できる可能性が大きい

ため、 も重要な NWFP と考えられている。 

 

 

ペルーの NWFP 

 ペルーは南米諸国の中でも自然の多様性に富んでいる国の一つであり、国中であらゆ

る種類の NWFP が産出されている。特にペルーのアマゾン領域では 130 種類を超える生

産物が同地域で消費されており、ペルー国内や貿易においても使われていることが判明

している。 も重要な生産物は観賞植物、家畜飼料、ゴム、薬、果物、木の実、食用油、

椰子の新芽、ココア、着色料、染料、繊維で、需要の高い繊維はカニャ・フエカ caña 

hueca（年間 110 万本）、カブーヤ Cabuya（繊維 1,680 kg）、ユンコ junco（80,175 

kg）、椰子の葉 toquilla（20,000 kg）、ピアサバ piasaba（654,871 kg）、トトラ

（葦）totora（繊維 2,748 t）、カリーゾ carrizo（490 万本）、泰山竹 caña brava

（210 万本）、グアデュア・アングスティフォリア Guadua angustifolia（104,000 本）、

カリシヨ carricillo（11,800 本）。2000 年にはこれらの NWFP が貿易で 1,400 万ドルの

売り上げとなり、ペルーに利益をもたらした[28]。 

 

                                                 
28 ITTO.   Peru country profile.  Status of Tropical Forest Management 2005. 
http://www.itto.int/en/sfm_detail/id=12560000  
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 この NWFP の中で、本論文では繊維に重点を置く。製品・半製品の製造、手工芸、準

工業・工業レベルにおける将来性が高く、革新的なデザインの創造における新しい代替

材料となるためである。 

中でも本研究では竹に焦点を当てる。竹は再生が早く、多様性に富み、木材の代替材料

として十分な可能性を持っており、その特性もサステナビリティに合致するためである。

また、ペルーは竹の資源に恵まれているにもかかわらず、そのことはあまり知られてい

ない。竹はあまり利用されていない上に貧しい人が使う材料と考えられているため、

近までその価値を認められていなかったという事実がある。 

 

 竹はその社会経済的な将来性から注目を浴びるようになり、現ペルー中央政府は 2008

年から 2020 年にかけて竹と泰山竹を推進する国家計画を立ち上げた。この推進活動は

現在まだ進行中であり、ペルー国内のさらなる技術発展と日本など竹の使用経験がある

国々との知識の交換が必要である。  

同様に、本研究の焦点であるインテリアや土産物としてのペルーの工芸品に使う新しい

製品をデザインする際に、竹の補足品となり得る他の NWFP も見直していく。ペルーの

工芸品で使われている伝統的な材料である 葦 totora、椰子の葉 toquilla、台山竹 caña 

brava、カリーゾ carrizo、ユンコ junco、瓢箪 mate、天然漆などである。 

 

 

竹について：竹が秘める可能性  

竹の特徴： 

 

 竹はイネ科に属しており、木ではない。従って巨大

な木のような草と考えられている。急速に成長し約４

年で収穫できる状態となる。分類学者は竹の種・属の

識別には異論を示すこともあるが、現在の分析では約

90属、1,200種を超える竹が確認されている[29]。 

竹は異なる気候や土壌条件に簡単に適応し、各大陸の

熱帯、亜熱帯、温帯地域に自然分布している。 

 

                                                 
29 FAO.  NWFPs 18. World Bamboo Resources. A thematic study prepared in the framework of the Global 
Forest Resources Assessment 2005. Rome: 2007 
 

図 A1.5:  竹 
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 竹の種類は大きさ、色、節、形状、機械的性質により異なる。大きいものは30mも成

長し、直径30cmにもなるが、一方で1mも伸びず直径も1cmを超えない竹もある。（図

A1.6参照） その中で建築材料に適していると考えられている竹は約50種である。 

 

 

 

図 A1.6:   様々な竹の種類 

                                                                        

 竹と木は化学組成は同じであるが、物理的にはかなり異なっている。竹には放射状組

織や、木の幹や枝にある節のようなものはない。また、木の幹や枝は中身が詰まってい

るが竹の茎は空洞である。  

竹の 大の利点は、その成長速度である。木とは違って、どんな竹も大抵 3～4 ヶ月の

１成長期で伸びきり、胴回りも 大径となる。竹の寿命は短いため、3～7 年以内に収穫

して建築や半製品の製造に使用するのが適切である。 
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サステナブルな資源としての竹の長所： 

 数々の種類を持つ竹は、アジアでは昔から極めて重要な役割を果たしているが、アフ

リカやラテンアメリカでも近年急速に使用量が増えてきた。この 20 年間で、以下の理

由から竹の経済的・環境的価値が注目を浴びるようになった： 

1) 竹は将来性のある再生可能資源であり、自然形状のままでも建築に使われる硬材の

代替材料として有望である。また、パルプ、紙、板、炭、ラミネート板、パネル製

造の代替材料としても有望である。 

2) 地域コミュニティに持続的な生活様式と経済活動を提供するため、貧困緩和とサス

テナビリティにおける重要性が高まってきている。 

3) 竹は栽培に多くのエネルギーや費用を必要としないため、建築材料に使われる再生

可能資源の中で も安価なものである。農業や林業に適さない耕作限界地でも栽培

でき、また農林業作物として栽培できる。 

4) 通常の加工であれば高度な技術を持つ労働者や資格は必要とされないため、地域の

貧しいコミュニティでも 小限のコストで始めることができる。 

5) 竹は住宅・器具から食べ物（タケノコ）まで幅広く使用されており、日々の生活、

芸術、音楽、宗教儀式において役割があり欠かせないものである。 

6) 茎が空洞であるため比較的重量が軽く、木材とは違って特殊な機材や車両がなくて

も簡単に収穫・輸送できる。 

7) 竹は森林保護・動物生息環境の発展において重要な役割を担う。成長速度が速いた

め、地球温暖化を引き起こす温室効果の主要因となる二酸化炭素（CO2）の排出量

を制限するのに有効であると見られている。 

 

ペルーの竹： 

 竹が も長く伝統的に使用され、今日人口の大部分がその基本的な役割を有効活用し

ているのはアジアである。ペルーでは竹はまだあまり利用されておらず、農業の拡大や

竹の過小評価により、竹の生息地が減少してきている。しかし、 近になって竹資源と

その将来性についての関心が高まってきたことで、2008年から2020年にかけての竹と泰

山竹を推進する国家計画が提案され、より体系的調査・評価の必要性が叫ばれるように

なってきた。 
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専門家はラテンアメリカとペルーにある竹林1,100万ヘクタールに多くの種類の竹が生

息していると推測しているが、さらなる実地調査と分類学的研究を行う必要がある。ペ

ルーでは自生している 8 属 36 種の竹が確認されており、それに加えて植民地時代に

アジアから移植された他の種類の竹も生息している。属の詳細は、アウロネミア

（Aulonemia sp）、バンブーサ（Bambusa sp）、チュスケア（Chusquea sp）、グアデ

ュア（Guadua sp）、 ニューロレピス（Neurolepis sp）、デンドロカラムス

（Dendrocalamus sp）、フィロスタキス（Phyllostachys sp）、リフィドクラデュム

（Riphidocladum sp） である。(図A1.7参照)、この属種の中で、ラテンアメリカとペ

ルーにおいては グアデュアが もよく使われ、知られているものである。グアデュア

はその強度特性から、主に建築材料として使われている。 

 

 ペルーには、沿岸地域、

山間部（アンデス山脈）、

熱帯雨林地域（アマゾン川）

の３つの地域がある。天然

竹は広範囲に生息するが、

特に沿岸地域と熱帯雨林地

域に多く（図A1.7参照）、

とりわけアマゾン地域では

竹資源を発展させる努力が

行われている。竹を含む混

交林の総面積は推定360万ヘ

クタールである[30]。 

 

 

 

図 A1.7: ペルーの主な竹類の分布                                                      

出典：Adapted from: Géneros del Bambú en el Perú – Perubambu 2006[31] .       

 

                                                 
30 Londoño, X. & Peterson, P.. Guadua sarcocarpa (Poaceae: Bambusaceae), a new species of Amazonian bamboo 
with fleshy fruits. Cali, Colombia, Institute Valle Caucano de Investigaciones Cientificas; & Washington, DC, 
Department of Botany, Museum of Natural History, Smithsonian Institute. 1991 
31 Takahashi, Josefina.  Bambú en el Perú.  III Simposio Latinoamericano de bambú. Guayaquil:  2006 
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 竹により得ることができる社会経済的利益及びサステナビリティの可能性を求めて、

ペルーではこの再生可能資源の需要が高まっている。次節（1.2、1.3）では、ペルーの

手工芸及び工業分野における竹の将来性、及びその社会経済状態について述べる。また、

日本が竹に関して持っている専門知識を見直しつつ、竹が持つ可能性やその技術につい

ての理解を深め、ペルーに取り入れることができるものを探っていく。 

 

 

ペルーにおける他の NWFP の将来性： 

 竹が用途の広い再生可能資源で、サステナビリティの実現に向けて将来性のある資源

であることは疑いの余地がない。しかし、前に述べたように、ペルーには他にも、竹の

ように利用するに値する、興味深い材料が豊富にある。これは例えば手工芸のように、

ペルーの日常生活の様々な部分で長い間使われてきた資源の歴史によるものである。そ

れらの資源の使い方を改善し、より洗練された高水準の製品・半製品の製造に使えるよ

う研究していくことも求められている。本研究のテーマに関係するものでは、以下の材

料がペルーの手工芸分野において将来性のあるものである： 

 

1. トトラ（葦）（Totora） 

 葦(Schoenoplectus californicus ssp. tatora) は大きなホタルイ属植物の亜

種で、南米の特にチチカカ湖、及びペルーの中部沿岸地域に見られる。この葦は

ペルーでは漁船（caballito de totora）、住宅、工芸品の材料として使われ日

常生活の色々な場面で使われている。 

 

図 A1.8: 葦（Totora) 
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2. 椰子の葉（Toquilla）  

 シクタランタス科の小さな椰子（Carludovica palmata）で、南米に自生する。

葉から繊維が採取できる。ペルーの北部沿岸地域、エクアドル近郊のピウラ地域

に見られ、かご細工品やその他様々な手工芸品の製造に使われている。 

図 A1.9: Toquilla (椰子の葉) 

 

3. 泰山竹（Caña brava） 

 泰山竹（Gynerium sagittatum ）は 3～4m 伸びる背の高い草で、直径 6cm にな

ることもある。ペルーでは海岸沿いの至る地域、及びアマゾン地域に見られる。

茎は農村構造、柵、かご、矢、フラワーアレンジメント、その他多くの手工芸品

に使われている。葉はかご細工に使われる。 

図 A1.10: Caña brava (茎) 



 

 

22 第一章   サステナビリティについて 

4. カーナ・フエカ（Caña hueca） 

葦（Phragmites communis）、泰山竹（Caña brava）に似ているが、大きな違い

は泰山竹の硬い茎と違って茎が空洞であることである。この茎は 2～3m の背丈ま

で伸び、直径は約 5cm になる。竹と同様、茎には分かれ目と節があり、楽器や

かご細工に使われている。 

図 A1.11: Caña hueca (茎) 

 

5. 瓢箪（Mate） (Lagenaria siceraria, sin. L. vulgaris).  

 この植物の実は熟してないうちは食べることができるが、通常は乾燥させて容

器として使われ、また、器具・用具や装飾品に作り変えられる。ペルーでは文明

が発達する前から使われており、乾燥させた瓢箪に彫刻と焼画を組み合わせた緻

密な装飾芸術である「瓢箪彫刻 Mates Burilados）が施されている。 

図 A1.12: 瓢箪（Mate) 
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1.4   結論 

 

 

 

 サステナビリティを実現するためには、今日ではサステナブルデザイン案の応用が非

常に重要であり、デザイナーは次々と続く新製品の開発において重要な役割を担う。 

デザイナーが決めたことは人々の生活、社会、文化及び環境に影響を与えるからである。

デザイナーには、我々が毎日地球に何をしているか、また、我々が社会の一員として、

また社会を形作るメンバーとして決断を下したり日々の活動を行うことにより将来の生

活の質にどのような影響を与えるかを考える責任がある。 

 

 新しいサステナブルデザイン案やアイデアにより、デザイナーは自然界の営みに基づ

いた手法を使用するようになる。生物のライフサイクルが持つ、生命の営みを永久に維

持できる効果的な過程に似た手法である。このように、今日必要とされているサステナ

ビリティの要件に合う製品を、できるだけ自然を真似てデザインするためには、自分達

が作り出した製品のライフサイクルを観察することが必要であり、これにより社会的公

正、経済的繁栄、健全な環境をもたらす効果的な発展が望めるのである。  

 

 材料は人間社会の発展の基本となるものであるが、同時に発展や、材料の需要の高ま

りが今日の環境問題を引き起こし、将来の資源維持を脅かしている。従って、生物学的

な再生可能な代替材料の使用と開発に向けての変化が早急に必要となっている。NWFP の

説明で述べたように、特に竹はサステナビリティの目的を満たす将来性の高い代替材料

である。  
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日本の伝統的な技術・熊本県  

ペルーの編み技術・モチェ・ランバイケ (Moche – Lambayeque) 
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山口県萩市の伝統的な製品 
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 第二章では、 本論文の基礎をなす説明を異なる側面からまとめる。すなわち、サステ

ナブルな開発に重要な文化的側面について、日本とペルーの伝統的手工芸を通じて議論

する。本研究をこの二国で行い、観察や比較を行うことで、本論文はデザインの提案に

関して有意義な考えを提示する。セクション 2.1 は、日本人とペルー人の芸術や手工芸

に対する美意識の概要と、その見識の差異および類似点についてまとめる。さらに、セ

クション 2.2 と 2.3 では、日本人とペルー人の手工芸技術と材料について説明する。そ

れは、サステナブルな考えに基づいて工芸品のデザインの革新を行うことが可能な分野

である。セクション 2.4 では、特に地域文化、伝統、アイデンティティといった文化保

護の側面と密接に関わる工芸品の文脈において、責任のあるデザインとそれにふさわし

い技術の関連性を考察する。  

 

 

文化: 

 

 先に述べたように、文化は徐々にサステナビリティの社会的支柱の一部を担ってきて

おり、サステナビリティの発展においてより関連深い、肝要な役割を果たすようになっ

てきている。文化は、広い意味では「ある社会又は社会集団を特徴付ける、独特の精神

的、物質的、知的、感情的な特徴の複合体で、芸術や文字だけでなく生活様式、人間の

基本的権利、価値システム、伝統及び信念を含むもの[32]」と定義される。そして、文

化的サステナビリティは「文化的アイデンティティを保ちつつ、且つ人々の文化的価値

観に合致するよう変化を受け入れる能力[33]」ことを言う。つまり、サステナビリティ

を実現するためには、文化的側面を考慮し、サステナビリティの発展に向けてよりよい

行動計画を打ち立てていかなければならない。  

 

文化は、我々の趣味や判断に影響を与える美学的な側面を持っており、それはある程度

文化によって異なる。感情と趣味に対する判断としての美学は、教育及び文化的価値観

                                                 
32 UNESCO. The cultural dimension of development: Towards a practical approach. Culture and Development 
Series. UNESCO Publishing. Paris: 1995 p.22 
33 Sustainable Development Research Institute. Social capital formation and institutions for sustainability. 
Workshop proceedings prepared by Asoka Mendis. Vancouver: 1998, November 16-17. p. 1 
www.williambowles.info/mimo/refs/soc_cap.html 
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の意識により生まれるものであり、コミュニティの嗜好や行動を主導し、人々をよりサ

ステナブルな実践方法へと導く助けとなる。 

 

文化の要となる美学は、デザイン分野、特に手工芸分野（民芸品、大衆芸術）において

は必要不可欠なものであり、コミュニティの文化的アイデンティティと深い繋がりがあ

る。手工芸は、文化的資本——その地域の伝統と価値、遺産と場所、諸芸術、多様性、社

会的歴史——の一部をなしている。従って、サステナビリティの領域では、手工芸のよう

な文化的資源を見れば、過去にどのように物事がなされてきたか、習慣・伝統・特質が

どのように形作られてきたかを探ることができ、よりよい未来をデザイン（設計）する

べく現在を改善していくことができるのである。 

 

 

 

 

2.1    
日本とペルーの工芸における美的概念  
 

 

 

 「美学は道具である。我々を感動させ喜ばせる、美しく、刺激的で、喜びに溢れた、

意味深い実体を作り出すための、形作りと色付けのための道具である。」[34] 

 

 ペルーと日本の工芸品に幅広い伝統があることはよく知られている。熟練工によって

つくり出された製品は、その特徴とユニークさにより簡単に見分けることができる。こ

の節では、美学（美意識）について考え、また、本論文の目的である日本とペルーの手

工芸に最も適した技術を確認することで、過去から使われてきているサステナブルな考

えや手法を探り出す。それにより、我々は物事の概念やその裏にある哲学を理解するこ

とができるし、今日必要とされている文化的サステナビリティの実現に向けた活動のた

めの新しい発想を得ることができるだろう。  

                                                 
34 Papanek, Victor. “Design for the Real World”. Chicago: 2000. p.22 
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日本の工芸における美学： 

 

 日本の美術と美学を理解するためには、日本の世界観、芸術観、異文化接触による影

響を調べることが不可欠である。日本の美学観念は、主に中国と仏教、そして西洋から

の影響を受けている。1870年代にヨーロッパから新しい考えが入ってくるまでは、日本

という島国には芸術と工芸の区別は明確でなかった[35]。“Kunstgewerbe”の訳として

「美術」という言葉が現れたのはその頃である [36] 。現在日本で“aesthetics”は

「美学」、“handicraft” は「手工芸」、“craft goods” は「工芸品」と呼ばれて

いる。  

 日本は自然に基礎を置く世界観を持ち、その伝統文化における美学概念は万物の調和

であり、簡素さ、そして自然との調和である。この考え方は「わび（侘）・さび（寂）」

と呼ばれ、日常生活のあらゆる場面に現れている。「わび」は、はかなく質素な美を表

し、「さび」は風格や時間の経過による老化に対する美を表す。やがてその意味が「わ

びさび」という一つの言葉に統合され、「未完了、非永続的で、不完全な[37]」ものの

美という意味を持つようになった。謙虚、質素で型にはまらず、法則にとらわれない、

素朴で簡素なものの美である。「わびさび」では、芽生えたものや衰えたもののほうが

盛りのものよりも「わびさび」を感じさせるのは、それらの無常さが美しいと考えられ

ているからである。（図A2.1参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図A2.1: 日本の簡素な陶器とそれと対照的なペルーの装飾された陶器 

 

                                                 
35 Marra, Michael. A history of modern Japanese aesthetics. University of Hawai'i Press Honolulu: 2001. p.6 
36 北澤 憲明、眼の神殿 : 「美術」受容史ノート。東京 : 美術出版社 , 1989.9  
37 Koren, Leonard. Wabi Sabi for artists, designers, peots and philosophers. Stone Bridge Press.  Berkley, CA: 1994.  

図A2.1: 日本の簡素な陶器とそれと対照的なペルーの装飾された陶器 
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 工芸のもつ独特の美学に関して、柳宗悦は「工芸品とは、衣服や家具のように日常生

活の中で使われるために作られるものである。絵画のように鑑賞を目的に作られる美術

品とは異なる」と述べ、工芸品の美とは「使っているからこそ美しさがわかるのである。

実用性を考慮しないものにはこのような美しさは望めない」と言っている。「工芸品特

有の美しさは、親しみを感じる美しさである。絵画は壁の手の届かないところに掛ける

が、物は使うために近くに置き、毎日手に取るものである[38]」。 

 日本の美的概念は、陶芸、金属細工、染物、和紙、漆器、木工品、竹細工、繊維、織

物、人形といった数多くの伝統工芸品に明確にあらわれている（図 A2.2 参照）。各地

で地理的・歴史的状況や地域の人々のニーズを反映しながら、その土地独特の工芸が発

達し、洗練を重ねてきた。そしてその伝統工芸は、現代の職人に受け継がれ、現代的な

アイデアや製造手法を取り込みながら作られ続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Yanagi Soetsu.  Adapted by Bernard Leach; foreword by Shoji Hamada. The unknown craftsman:  a Japanese 
insight into beauty.  Kodansha International. Tokyo; New York: 1989. pp.197-198 

図 A2.2: 日本の現代工芸品 
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ペルーにおける工芸の美学: 

 

 ペルーの美的概念を語るには、モチェやインカ等、コロンブス以前の文明と、後のス

ペインによる植民地化に際して入ってきたヨーロッパの影響による異文化との出会いを

分けなければならない。 

 

 スペイン人による征服以前のペルー文明で知られているものは、西洋や東洋とは異な

る美的特性を示している。異なるようになった背景として、ペルーの文明が発達した環

境と、その美意識を作り出した原因や理由がある。古代アンデスの芸術はヨーロッパ芸

術とは表現方法が異なり、ヨーロッパのような「芸術のための芸術」ではなかった。

元々純粋に美的な喜びを求めるものではなく、実用的、政治的、宗教的な目的への解決

策として発達したものであった。従って、古代ペルーの美的概念は、陶芸、金属細工、

石版彫刻、織物といった工芸品に明確にあらわれており、それらの図像のなかにその社

会の社会的・政治的・経済的構造及びイデオロギーの手がかりが示されている。古代ペ

ルーの工芸における美的概念において最も重要なのは、象徴の使用である。象徴は、コ

ミュニケーションの手段として、価値ある形態をもっており、実際に起こった現象に関

する概念を直接的・間接的に伝えている [39]。それらの象徴は、擬人化表現、植物や動

物の形姿、幾何学的な図形を通して、宗教のもつ神話的・魔術的な実体のもととなった

日常生活、農業、天文学、季節、自然のサイクルとの関係を明確にあらわしている（図

A2.3 参照）。このようにして、古代の工芸品における象徴的なデザインは、配置の美的

概念（形）と芸術の象徴化作用（社会文化）を結び付け、芸術、科学、哲学を融合する

ペルーの図像学を生み出し、社会のアイデンティティを築き上げていった。 

 

                                                 

39 Milla, Zadir. Introducción a la semiótica del diseño andino precolombino = An introduction to the semiotic of 
precolumbian Andean design. 1st edition. CONCYTEC. Lima:  1991. p. 3 
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図 A2.3:   ペルーの古代工芸品に多く使われた図像 

 

 その後 16 世紀～19 世紀にかけてスペイン人の定住に伴いヨーロッパの影響が入って

きたことで、ヨーロッパと先住民族の異なる二つの世界観と技術の融合が起こった。美

術工芸は伝承の意味を持ち、ヨーロッパのスタイル（バロック様式）に従うこととなっ

たが、一方で先住民族の特色（幾何学的な力強い図形）や独自の要素も、教会が制定し

た芸術に関する法律の下で生き残り、わずかながらに取り入れられていった（図 A2.4

参照）。独立に伴い、ペルーの芸術工芸における美的概念は宗教的な枠を超えて国家的

な形とスタイルを確立し、ヨーロッパとは異なる元来のルーツに戻ったが、新古典主義

など、ヨーロッパの貴族的スタイルが引き続き吸収され続けた。現在ペルーの美的概念

には、陶芸、かご細工、わら細工、彫刻類（祭壇の飾り衝立、仮面、木彫り）、瓢箪彫

刻、宝石（金・銀）、革製品、織物（タペストリー）などの工芸品に見られるように、

古代遺産と文化融合の両面が見られる（図 A2.5 参照）。 
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図 A2.4:   ペルーの芸術工芸におけるスペインの影響 

図 2.5:   ペルーの現代工芸品 

 

 以上のことからも分かるように、日本とペルーの文化における美的観念は、哲学的側

面、外観、モチーフ、象徴等、多くの面で異なるが、自然界に美的概念の起源を見出す

点と、元々実用的なものとして作り出されたという点では共通している。美的概念は趣

味と嗜好において、また文化的アイデンティティの要として必要不可欠である。歴史の

中でコミュニティは独自の経験に基づき、他の文化の影響を受けながら自分達の文化を

築き上げて来た。まず、人々の個人的経験や価値観においてサステナビリティの実現を

促し、ニーズを定義し、適切な解決策を見出すことが肝要である。日本の簡素さ、質素

さ、ミニマルな哲学は、より機能的な美的概念という点で、ペルーの工芸分野に肯定的

な影響を与え、物に対するサステナブルな考えをより良いものにする可能性がある。 

 

 本論文の目的に基づき、次節ではサステナブルな再生可能材料（NWFP）を利用した日

本とペルーの工芸に焦点を当てる。博士研究の初年度、サステナブルな材料――日本の

竹と自然の漆――の調査研究に集中した。これらの材料を使った伝統的で工業的な製造

過程を研究するため、見学旅行やワークショップに参加し、竹と漆の作品作りを経験し

た。同時に、ペルーの工芸の現状や、職人によって使われている材料も調査した。竹と
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同様に、籘、茎、わら、小枝、瓢箪等、多くの NWFP があり、それらも竹同様、環境に

優しく速成されるという特徴がある。この NWFP の使用に関する将来性・潜在的可能性

は考慮する価値がある。 

 

2.2    
日本の工芸技術：竹と漆 
 

  ふたつの NWFP、竹と漆は、日本では長年の歴史と技術を持つ。これらは日本、中国、

韓国、その他の東南アジアで幅広く使われ、各国で独自の伝統が守られてきているが、

日本では特に種類が豊富で、技術の洗練度も高い。 

 

  初年度の調査は、竹の伝統的な技術と工業的な加工技術、そして同時に竹や他のNWFP

に対する漆技術の適用にも焦点を当てた。こうして伝統的な竹ワークショップ、研究セ

ンター、竹積層材や家具の工場を見学するため、別府、竹原、山口、熊本など、竹工芸

で有名な地域を訪問し、以下の技術を見学した。 

 

a) 竹について： 

  日本で工芸に使われている最も代表的な竹は、真

竹 と 孟 宗 竹 で あ る 。 （ 図 2.6 参 照 ） 真 竹

（phyllostachys bambusoides）は背丈 18m、直径 

10cm。柔軟で薄肉で、美術品に使われ、簡単に切っ

たり割ったりできる。一方、孟宗竹（Phyllostachys 

Pubescens）は、背丈 22m、直径 17～23cm。日本最

大の竹で、強く、節間が短い。かご細工の支え部分、

柵、建築材などに適している。また、かご細工等の

工芸品にも使われる。小さな種類に淡竹（はちく）

（ Phyllostachys Nigra F. Henonis ） 、 黒 竹

（Phyllostachys Nigra）、布袋竹（Phyllostachys 

図 2.6:  真竹と孟宗竹の種類 
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Aurea）、女竹（めだけ）（Phyllostachys Nigra F. Henonis）がある（一般的に使わ

れる竹の種類については 付録 A, A.1 を参照）。 

 

a.1) 従来の使用法： 

 日本では竹材の使用には長い伝統がある。竹材から作られる物の範囲は無数にあるよ

うにみえる。様々な分野（装飾、農場、台所等）で使われるかごから、柵や壁のために

建築物で使われる編み枝、釣り竿、茶筌、箸、容器、ランタン、おもちゃ、儀式用具、

スクリーン、ブラインド、家具に至るまで、多くの物が作り出されている。また、使う

ための物だけでなく、紙の材料、食物、炭、薬としても使用される（図A2.7参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昔から、竹は収穫後、乾燥させ、洗浄し、貯蔵し、油分を取り除き、そして裂くとい

う基本プロセスを経て様々な製品へと姿を変えられる。特にかごに多く使われている

（竹の加工については 付録 A, A.1 を参照）。 

図 A2.7:   日本の伝統的な竹工芸品  (別府と山口県の工芸品) 
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かご細工とマットのための裂き編み技術:   

 竹かごの種類は日本だけを見ても無数にある。竹は柔軟性があり、繊維が直線状であ

るため、茎の長さに沿って裂くことができ、細片と副木を得ることができる（図 A2.8

参照）(裂き方の説明については、付録 A, A.3 参照) 。 

図 A2.8:   裂き編み技術(別府市) 

a.2) 工業的用途： 

 今日ではテクノロジーの力を借りて、竹積層材、鎖織竹、織物繊維と竹の複合材料等、

新しい竹の使用法が発展してきている。  

竹集成材は、建築・家具製造の工業的用途に必要な品質要件を満たすことができる。竹

の驚くべき成長速度と、竹の植林地が植物相・動物相の生息地に与える環境的副作用、

特に天然林へのストレス低減を考慮することが、この製品を促進することの論点となっ

ている。 

 

竹積層材:   

 竹材片を薄層化した板で、大部分はフローリング、家具材、薄板に応用される。この

技術は 1990 年代初期に中国で始まった[40] 。 

収穫された竹は、澱粉と昆虫を除き、細片のような小さな四角形にされる。小さな細片

は、2 種類の竹板のうち 1 枚、すなわち水平方向か垂直方向に積層される。この板は住

宅の理想的なフローリング造り、家具、室内装飾物などの材料となり、合板材としても

幅広い用途がある。さらに、竹積層材板に使われる製造技術は、合板にも応用できる

（図 A2.9 参照）(付録 A, A.4 合板製造プロセス 参照)。 

                                                 
40 VAN DER LUGT, PABLO.  Design interventions for Stimulating Bamboo Commercialization – Dutch Design meets 
Bamboo as a Replicable Model.  Phd Thesis Delft University of Technology, Delft, the Netherlands. Design for sustainability 
(DfS) Program publication nr. 18, 2008   
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b) 漆について： 

 漆はウルシ科 に属する樹木から樹液を採取したものであり、主に艶や硬化、耐久性

を持たせるための木製品の塗料として使用されている。また、熱湯、冷水、薬品に強い

ことからテーブルウェアに適している。燃やしても土壌に生物分解されかつ無害である

ことから地球に優しい塗料である。 

竹と漆は、日本や中国などの東アジアの国々ではよく知られ、これらを使用した製品は

高い評価を得ている。（図 A2.10 参照） 

図 A2.10:   漆技術 

 竹や日本の漆に似たラッカーは南米でも存在するがあまり知られていない。これらの

用途はアジアほど広くなく質も劣る。 

図A2.9:   Plybamboo の制作と 製品(Take Create Co. 山口県) 
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2.3  
ペルーの技術：竹、天然繊維と織物 
 

 

 

 

 ペルーの工芸は、多くの分野、特に陶磁器、金属細工、動物の毛や綿、あるいは藁や

葦等自然の繊維で織られた織物において、長年にわたる専門的技術がある。竹はペルー

にも古代から自然資源として存在していたにもかかわらず、近隣諸国（コロンビア）と

比べてあまり利用されず価値のあるものとされなかった [41]。竹は主に建築材料として

使用されているが、新しい使用の可能性やさらなる発展が考えられており、竹の分野で

の発展の努力は進行中である。 

 ペルーの職人の間で竹がどのように使われているかを探るために、ペルーのトルヒー

ヨにあるモチェ谷の職人を訪ね、ワークショップに参加した際 [42] 、現地に竹の資源

は存在しているにもかかわらず、竹材料があまり利用されていないこと、竹材料の使用

についての知識が乏しいことがわかった。一方で、他の技術や、植物繊維（籐、椰子の

葉、葦）、瓢箪等の NWFP の使用や織物は確認できた。このような材料や技術において

は、ペルーの職人も竹の技術と同様の能力と専門性を持っていることを考慮すると、竹

をペルーの職人に紹介し、ペルー工芸技術の革新的な資源として十分に発展させていけ

る可能性がある。 

 

竹：    

 竹はペルーにおいては基本的に建築の支持材として使われており、あまり価値が認め

られていない。竹の加工知識がないために、「竹は質の悪い資材」というイメージが持

たれているためである（図 A2.11 参照）。 

竹が古代にも建築材料として使われていた証拠がある。（図 A2.12 参照）植民地時代に

竹は支持構造として、キンチャ（quincha）壁（泥と植物繊維を混ぜて作った壁）のマ

                                                 
41 Sustenta S.A.C.  Intentario de Bambu en el Perú. GTZ contrato 01.2459.4-001.00/Pi-030/03. 
www.perubambu.com   
42 August ~ September 2008:  Participation as lecturer and researcher in a design workshop with craftsmen in 
Truijillo –Peru, as part of the AXIS Arte PUCP team (Group of the Art Faculty of Pontificia Universidad 
Católica del Peru). This workshop aimed to introduce artisans on design concepts and their on cultural 
patrimony tradition for the improvement of their products. 
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ット材を作るために使われていたのである。 しかし、日本とは違って竹の用途が大雑

把であるため、ペルーにおいて特別な竹技術が発達したかどうかは不明である。 

 現在においても、建築分野に新しい技術が導入されてはいるが、竹の主な用途は建築

のままである。しかし、工芸分野に関して言えば、竹は目新しい材料であり、基本的な

大工技術による工芸品や家具の試みはあるが、さらにいい技術を導入し発展させる必要

がある（図 A2.13 参照）。 

下記に示すペルーの技術は、NWFP を活用したものであるが、新しいサステナブルな製品

案を得るという考えに基づけば、竹に対しても適用することができるものである。（図

2.14 参照） 

 

図 A2.11:   基礎への竹の使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 A2.12:   古代の竹の使用（モチェ時代 西暦 100～800 年） 
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図 A2.13:  現代建築への竹の使用 

 

 

図 A2.14:   工芸品への竹の使用 (Runawanak artesanos. Lunahuana-Lima) 

 

 

植物繊維織り：    

 世界で人間が行った最初の最も古い工芸技術の一つで、まだ機械化されていない。植

物の繊維を織る技術は、古代ペルーにおいては最初の芸術的表現手段でもあった。この

技術については古い伝統と熟練した職人の技が現代に受け継がれている。この工芸はペ

ルー全土に広まったが、特に沿岸地域で発達した。よく使われる材料は、トトラ（葦）

（totora）、椰子の葉（toquilla）、サクアラ（sacuara）やカリーゾ（Carrizo） な

どの茎といった NWFP である。  

 最もよく使われる技術は、巻いたり、組んだり、撚ったり、織ったりする手法である

（図 A2.15 参照）。ペルー人はこれらの材料を使って、かご、帽子、ハンドバッグ、装

飾品、タペストリー、家具等の製品を作り出した。中でも最も伝統的なものは、モチェ
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文化時代に漁師が何千年も使った「トトラ舟」（caballitos de Totora。葦製のカヌー）

で、現在でもトルヒーヨのウアンチャコというコミュニティで使われている（図 A2.16 

参照）。 

図 A2.15:   コイル・組み・撚り・織り技術 

 

               

 

図 A2.1:   トトラ（葦）舟(Moche – Lambayeque) 

 

瓢箪彫刻：  

  ペルーでは「マテ」として知られている瓢箪（legenaria bulgaris）は、「マテ・

ブリラード」（mate burilado）という工芸技術を生み出した。この芸術が生まれたの

は今から 3,500 年前のペルーの北部沿岸地域（Huaca Prieta – La Libertad）におい
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てであるが、最近になって瓢箪はアンデス地方（Huanta – Ayacucho, Cochas - Junin）

に運ばれ、アンデスの日常風景を描くことで物語を語り継いでいく媒体として使われて

いる[43]。 

春に様々な大きさの瓢箪を収穫し、夏の間に天日干しで乾燥させる。乾燥した瓢箪を洗

えば、色々なものに作り変えることができる状態となる。色調を変えるために焼きをつ

けたり炙ったり（焼画）して装飾し、細かい線を彫って独特のものに形作っていく（図

A2.17 参照）。装飾が終ったら瓢箪をもう一度洗い、窯に入れるか火で炙って乾燥させ

る。瓢箪から作られるものは大体装飾品であるが、宝石、楽器、バッグ等の製品も作ら

れる。瓢箪の表面はつるつるで、中はビロードのように柔らかい。瓢箪の中は適切な技

術を用いて処理しなければならず、防水加工技術（特に無害な処理）も必要であるため、

実用的な製品はあまり作られていない。これに関しては、天然漆または漆に似た樹脂を

使うことで問題を解決することができ、新しいサステナブル製品を作り出すことができ

る。 

図 A2.17:   Mate burilado 技術 

 

織物： 

 現在のペルーの織物職人は、パラカス、ナスカ、アヤクチョ、ワリ、インカといった、

今から 4000 年前のコロンブス以前の文化の伝統的技術を受け継いでいる人達である。

現在でも赤、茶、緑、白の天然色のペルー綿（Gossupium barbadense peruvianum）や、

ピクーニャ、アルパカ、グアナコ、ラマ、羊の毛を使っている（図 A2.18 参照）。過去

には人毛、鳥の羽、金糸や銀糸も使われていた。また、赤色にはコチニール、タラ、マ

                                                 
43 Perú Tourism Bureau. “Mates Burilados”.   http://www.visitperu.com/artesanias/matesburilados.html 
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ンゴー、レルブニウム、青色にはインディゴやダークポテト、緑色にはチルカ（chilca）

やダークポテト、黄色にはモイェ（molle）や鉄粘土、紫色には パグナウ（pagnau）と

いった天然染料、色止め料にはアルミニウムや鉄塩が使われており[44]、現在ではアニ

リンや他の工業用染料も使われている。 

図 A2.18:   白の天然色のペルー綿とピクーニャの毛 

 

 ブランケット、タペストリー、生地を織る機械は、今でもバックストラップ織機（腰

機）、垂直織機、足踏織機が主流である（図 A2.19 参照）。綜絖通し、結び、ブロケー

ド（模様を織り出した織物）、タペストリー（つづれ織り）、平織り、綾織りといった

技術が使われたが、どの技術を使うかは使う材料、糸の太さ、用途によって異なった。

ペルー織物の特徴は、その鮮明な色彩と図像（幾何学的図、擬人化図、動植物形象）で

ある。古代では織物は主にポンチョ、帽子、キープス（quipus。結縄で表す計算のため

の数字）、バッグ、ケープ、ブランケット等に使われており（図 A2.20 参照）、裕福な

人達向けの良質な織物である クンビ（cumbi）と 一般の人達向けのあまり良質でない

織物 アバスカ（abasca） の２種類の製品があった[45]。綿織りの技術は沿岸地域、特

にランバイェケとカハマルカに集中している。毛織物が盛んな地域はアヤクチョ、プノ、

クスコ、フニン、アプリマク、リマである。 

 

 

 

                                                 

44 Ramos, Luis & Blasco, Concepción.  Los Tejidos Prehispánicos del área Central Andina en el Museo de 
América. Imprenta del Ministerio de Cultura. Dirección General del Patrimonio Arti ́stico, Archivos y Museos, 
Patronato Nacional de Museos. Madrid: 1980. p.23  
45 Rostworowski,  María. Los Incas: Los textiles.  Accessed on August 12, 2010. 
http://incas.perucultural.org.pe/histec8.htm.  
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図 A2.19:   綜絖通しとバックストラップ織機  

(図: Guaman Poma de Ayala 16th century) 
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植物ラッカー(Resins):  

 ペルーのアマゾンでは、別の植物ラッカーがある。たとえば、「コパル」と「ラクレ」

というラッカーが先住民工芸に使用されている。これらのラッカーの用途については、

調査中である。[46]（図 A2.21 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 WAIMIRE, JOHN.  Plants Used for Craftwork in the Peruvian Amazon. 
http://www.biobio.com/Articles/craftplants.html 

図 A2.20:  伝統的な衣装等:  ポンチョ、帽子、キープ (図: Guaman Poma de Ayala 16th century) 

図 A2.21:コーパルの採取と陶器への使用（防水）(Shipibo-conibo ceramics – Peruvian Amazon) 
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2.4   

工芸：技術とサステナビリティ 

 

 技術は、天然資源を簡単な工具に変えることから始まり、人間に自然環境を支配し、

また自然環境に適応する能力を与えてきた。 

 

 技術の基礎となるものの一つである「工芸」は、簡素な道具を使って実用的な製品や

装飾品を作る作業である。この言葉は通常伝統的な製品づくりを指し、独特の工芸品が

作られるコミュニティの文化的な面と深い関連がある。 

 

 技術は、文化を形づくる活動、又は文化を変える活動と見ることができる。工芸分野

における伝統技術とサステナビリティの関係については、いくつかの議論がある。文化

保護の面では伝統を守ることは重要である。しかし、その伝統的な手法が持続的なもの

でない場合、変えていくべきなのであろうか。人類は昔から異なる技術を導入すること

により、発展し、目標を達成してくることができた。しかし、この技術の発展はまた、

継続的な環境変化にも影響を及ぼしてきた。従って、現在のニーズに合わせて技術も変

えていき、文化的アイデンティティを保ちながらサステナビリティの目標を目指すべき

であると考える。 

 

 簡単に説明したが、サステナブルな技術は省エネで、限られた資源の使用を最小限に

留めるものでなければならず、また、天然資源を減少させたり、直接的にも間接的にも

環境を汚染するものであってはならない。そして、その資源は使用の目的を果たした後

は再利用またはリサイクルされなければならない[47]。サステナブルな技術に関しては、

部分的に同じ意味を持つ「適正技術（AT）」という言葉との同異について議論がある。 

 

 適正技術（AT）は、その対象となるコミュニティの環境的、倫理的、文化的、社会的、

経済的な側面を考慮して設計される。この言葉は通常、発展途上国や先進国の未開発の

郡部の地域での使用に適した簡単な技術と説明されるが、発展途上国においてもその国

                                                 
47 Chemistry Innovations. Sustainable technologies.  
http://www.chemistryinnovation.co.uk/roadmap/sustainable/roadmap.asp?id=62 
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の工芸分野の場合と同じく、適正技術（AT）は特徴的には資源をあまり必要とせず、継

続が容易で経費がかからず、工業的な活動に比べて環境に影響を及ぼさない[48]。適正

技術（AT）とは、地域資源の使用を最小限に留めた、循環式の社会一体・地域管理型の

地域生産を通して地域のニーズを満たすための方向付けである[49]。 

 適正技術（AT）はしばしば、特定の場所での意図された目的を効果的に果たすことが

できる最も単純な技術の使用と説明されるが、時にサステナブルでない場合もある。現

代の職人は 、古い伝統技術を新しい材料・加工、近代的なハイテク機能、面白く遊び

心のある技法と融合して、革新的な新しい製品が作り出す新しい発展の領域へと進みつ

つある。 

従って、修正や新たな需要・必要性の対象となる現代の工芸に関しては、伝統的な手法

に関する技術の再定義と、文化的アイデンティティに影響を与えずにサステナビリティ

を遂行できる新しい技術の導入の可能性が論点となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 VillageEarth.org. Appropriate Technology Sourcebook: Introduction. 5 July 2008. 
http://www.villageearth.org/pages/Appropriate_Technology/ATSourcebook/Introduction.php 
49 Murphy, Joseph.  Governing Technology for Sustainability. Earthscan. London: 2007 
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2.5    結論 

 

 

 文化は人間を育て、また、人間にアイデンティティ、帰属意識、信仰や信念を与え、

行動のしかたを教えてくれる。一つの文化やそれが物事のやり方に与える影響を合理的

に理解することは容易ではない。まずその文化を感じ、特徴を把握し、他の文化にも心

を開き、お互いの文化に寛容にならなければならない。それゆえに我々には振り返るこ

とが必要である。振り返ることにより、我々の文化が必要としているものを見つけ出し、

サステナビリティという目標に到達しなければならない。文化を理解せず、もしもその

文化を侵してしまったら、サステナビリティという課題は壁に突き当たってしまうだろ

う。文化的アイデンティティを愛し尊敬することで責任が生まれ、その責任により他者

を理解に導くことができ、他者と分かち合い、色々な物事を可能にすることができるの

である。 

 

 人類の歴史を通して、我々が今「デザイン」と呼んでいる様々なものは、世界におけ

る自分の位置を把握するための重要な方法となっている。物と美的概念、材料と技術か

らなる世界が、自分達の文化を理解する基本にあるのである。それらの役割や機能を理

解することで、物事がどのように考えられ、現在までにどのように発展してきたかを理

解することができる。従って、何世代も使われてきた工芸品が取るに足らないもので価

値がないと思うのは間違っている。工芸品の数々は、異なる文化、技術、経済、政治環

境の中で衝突さえ起こしかねないこのグローバル化・標準化傾向の世界において、文化

的アイデンティティを守ってきた実績があるからである。 

 

 材料と文化的側面に関して言えば、製品のライフサイクルにおいては技術が重要な役

割を果たしている。製品が作られる場所やコミュニティの実際のニーズや要求に沿った

正しい過程を経ることなしには、サステナブルな生産は実現できない。特に地域コミュ

ニティでは、環境・文化・社会への副作用を避けるため、適用する技術はその技術が使

用される環境に適したものでなければならない。  

 

 技術の使用に際しては、参加者、コミュニティ、文化遺産、資源やエネルギーの地域

能力など全ての分野におけるプラスの影響と、同時に起こりうる悪影響を考慮し、最適

な技術を選ばなければならない。



 

  

49 2.5 結論

 

 

 「デザインは、変わりゆく環境の中で人間が問題を解決していくための行動・活動で

ある」[50]。この考え方において、現代のデザインは工芸分野と何ら異なるものではな

い。デザイナーと職人も、コミュニティのニーズに応えるための解決策を与えるという

面では同じ役割を担っている。現代のデザイナーには、文化的視野、伝統的工芸技術、

材料及び美的観念において多くの選択肢あり、それによりサステナビリティの実現に向

けてよりよい解決策を導き出すことができる。特定のコミュニティの独自性や実状に基

づき、かつ同時にアイデンティティと環境を守ることができる、より適切で新しい考え、

適正技術、製品やサービスを生み出していくことができる。 

 

 

 

                                                 
50 Vyas, S.K. “Design Quotes”. Ed. S. Balaram, Ahmedabad:  2001. p.44 
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機織り 

日本の和紙と竹伝統的な工芸品 

ペルーの現代的な工芸品・ルナワナ・リマ(Lunahuana - Lima) 

会社：Runawanak Artesanos 
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 前章では本論文の概念的枠組みに関する諸問題について考察した。我々が現在直面し

ている地球規模の問題によりサステナビリティの実現が必要となってきていること、ま

た、ペルーの工芸分野にサステナビリティという選択肢を与える竹などの NWFP といっ

た再生可能材料を使用する必要性について述べた。さらに、日本とペルーの工芸を通じ

て、サステナビリティに対する文化的側面の重要性、およびサステナブルな開発と文化

保護を達成するために、それにふさわしい技術を応用することの必要性についても述べ

た。 

 

 この章では、まずセクション 3.1 で、サステナブルな発展を達成する重要な要素とし

て、ペルーの工芸の状況とその旅行業との関係を考察する。セクション 3.2 では、伝統

とアイデンティティを保護する一方で新規市場を開拓するための一助として、工芸分野

におけるデザインの介入の必要性について述べる。セクション 3.3 では、ペルー工芸分

野で現在見られる問題と、サステナブルな地域発展を行うために、デザインの介入がひ

とつの有効な手段となりうる理由を説明する。そして、セクション 3.4 では、仮説、目

的、デザインの提案を考察する。この仮説は、デザインの介入や技術・材料がいかにサ

ステナブルな考えのもとでペルーの工芸品を改善する一助となるのかを示すものである。

したがって、このデザインの提案の目的は、上記の仮説に対して、参加型手法(熟練職

人との共同作業)、適切な技術の適用、再生可能材料の適用などの実践的なアプローチ

を採っていくことで、ペルーの工芸分野におけるアイデンティティ保護に貢献すると同

時に、現代市場の需要にも適合しうる革新的な製品を創造することにある。 
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3.1   
ペルーの工芸の状況： 

観光業に対する経済的重要性 
 

 

          

 ペルー経済において工芸活動は重要な役割を果たしている。それは、工芸活動が特に、

農村や、都会の貧しい地域に雇用の機会を提供しているためである。ペルーには約 10

万の工芸品ワークショップがあり、約 50 万人の人達がそこで働いていると見られてい

る [51]。その人達のほとんどは中小企業に属している。 

 ペルーは、中小企業が経済において大きな割合を占める国である。したがって室内装

飾を含む工芸と家具分野が社会的に重要な経済源となっている。それと同様に、優れた

作品を生産する職人の能力が高いことは認められている。しかし、地域の需要（観光業

を含む）と工芸品目の輸出量は不安定である。これはペルーの製品が均一の品質でない

ためであり、外国貿易や地元の需要を改善するために規格の標準化が必要である。 

 ペルーの工芸品の供給先には、現地、観光業（国内外含む）、輸出の３つの市場があ

り、各市場で異なるものが要求されている。現地市場では工芸品の価値が認識されてい

ないため需要はかなり低い。観光業の市場では訪れた場所の製品を購入するという特色

があり、その土地ならではの表現に対する需要がある。一方で輸出市場は流行、評判、

マーケティングの影響を受けやすい [52]。はじめの２つの市場は家族・コミュニティレ

ベルの伝統工芸職人によって提供されるもので、輸出に対する視野は無く、工芸品には

（文化的／感情的に）豊かなセンスが表れている。一方輸出市場はビジネスの視野を持

ったエージェントと関連する職人によって提供され、ニーズに合わせた生産をし、輸出

に見合う品質の要求を達成しようとするものである。公的・民間的努力により、2002 年

に工芸品の輸出は非伝統的輸出品の 1.9%（44 百万ドル）、総輸出の 0.6% 、国内総生

産（GDP）の 0.08%を占めた [53]。 

職人が均一でなく、社会的・経済的理由もあり、ペルーの工芸品は技術、品質、デザイ

ン、生産多様性においてそれぞれ異なった発展レベルを示している。素晴らしい工芸品

があるかと思えば、品質や革新的な特徴に欠ける製品もある。特に小さな農村社会の職

                                                 
51 MINCETUR. Perú: Plan estratégico nacional exportador 2003 – 2013 (PENX):  Plan Operativo Exportador del 
Sector Artesanía.  Lima: Mayo, 2004. p.5 
52 [51] p.19 
53 [50]. P.25 



 

 

55 3.1 ペルーの工芸の状況：観光業に対する経済的重要性

人達には、社会的・経済的状況がより難しくなってくるため、品質や革新的な特徴が欠

けているケースが多い。 このことから、本論文では、改善のため、地域のサステナビ

リティの実現のためにデザインの介入が必要なこれらの小さなコミュニティに焦点を当

てる。 

 ペルーで調査した際に、上記のような状況を目の当たりにした。例えばトルヒーヨの

モチェのような小さなコミュニティでは、工芸品の品質と技術を改善する必要があり、

また製品の革新も必要である（図 A3.1 参照）。通常そこでの製品は現地の需要を満た

すために作られているだけで、観光客の需要を満たすために作られてはいない。しかし、

その地域には「太陽のワカと月のワカ“Huaca del sol y de la Luna”」と呼ばれる遺

跡があり（図 A3.2 参照）、その歴史的遺産を復興させ、その地域への観光客の増加を

促進し、ひいてはコミュニティの発展に役立てようとする努力が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 A3.1 参照:  工芸 (モチェコミュニティ Trujillo- Peru) 
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 このように期待される新しい顧客のための製品品質は改善すべきであり、歴史的遺産

についての知識も職人のコミュニティに正しく伝える必要がある。そうすれば職人はそ

れを工芸品に活かすことができるであろう。従って、工芸品を改善し、新しいサステナ

ブルな製品に関するアイデアや実践を発展させていくためのデザインの介入が必要であ

る。 

 

 

ペルーの工芸の経済的重要性： 

工芸と国家戦略である観光事業の融合 

 

 

 工芸と観光事業は二大経済活動であり、その二つは共有する文化的側面により密接に

結び付いている。工芸が生産的な経済活動であるのに対し、観光は消費の経済活動であ

る。よって、両者が経済成長・発展することにより相互利益がもたらされる。 

 ペルーにおいて観光事業は も成長している分野であり、GDP 7% である[54]。アンデ

ス共同体の国々（ペルー、ボリビア、ベネズエラ、コロンビア）の中では観光客数が全

                                                 
54 Repetto, Luis. Artesania y Turismo en el Perú. Presented at the III Conferencia Internacional sobre Turismo y 
Artesanía.  Lima:  2008 

図 A3.2 参照:  遺跡,「太陽のワカと月のワカ」.( モチェ時代.Trujillo – Peru) 
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体の 30.2% (2002 年) 、所得創出第２位で、地域リーダーとしてランク付けられており

[55]、2009 年に観光客の受入れにより得た収益は 24 兆 7 千百万ドルであった[56]。（表

A3.1 参照） 

 

 

表3.1 参照:  Peru:  Trimestral income generated by the Receptive Tourism, 2002 ~2010 
Adapted from: Estadísticas - Ingreso Trimestral de Divisas del Turismo Receptivo  (2002-2010)  
MINCETUR 

US$ Millions 

Trimester 2002 P/  ...  2006 P/ 2007 P/ 2008 P/ 2009 P/ 2010P/

I Trim 

II Trim 

III Trim 

IV Trim 

198 

198 

232 

209 

 
 
 

 

412 

426 

489 

449 

456 

467 

557 

526 

562 

574 

671 

589 

590 

583 

660 

638 

666 

678 

Total 837  1 775 2 007 2 395 344 2 471 1  

Note:  Travel and transportation areas includedNota: Incluye los rubros Viajes y Transporte de 
pasajeros. 
P/:  Preliminary amount 
Source:  BCRP – Weekly note l Nº 32 August 27th, 2010. 
Made by: MINCETUR/SG/OGEE-Tourism and Craft Studies Office. 

 

 

 ペルーの観光事業には、文化的観光、冒険旅行、エコツーリズム、グルメ観光、農村

観光といった様々なタイプがある（図 A3.3 参照）。文化的観光は、自分の地元のコミ

ュニティを離れて行う文化的体験と定義される。この簡潔な定義には、美術館や遺跡の

訪問、研究旅行やビジネス旅行、祭りへの参加等あらゆる種類の活動が含まれ、観光事

業の受入れ分野全体の 80% の割合を占める。 

                                                 
55 MINCETUR. Perú: Plan Estratégico Nacional de Turismo 2005-2015  (PENTUR).  Lima: 2004 
56 MINCETUR. Estadísticas - Ingreso Trimestral de Divisas del Turismo Receptivo  (2002-2010).  Oficina de 
Estudios Turísticos y Artesanales. Junio 2010. 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/turismo/PERU_Ingr_Trim_Divisas_2002_2010.pdf 
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 しかし、ペルーでは農村観光も注目を集めてきている。その理由は、独特な特徴をも

った農村に息づいた文化があり、観光客はただ観客として見ているだけでなく実際に近

づいてそのコミュニティの人々との活動を体験できるからである。この観光の形は、農

村地域で発展している全ての娯楽要素や付加価値を伴う観光に見られるものであり、サ

ステナビリティの観点から言えば、地域コミュニティの参加により、地域の人々の生活

様式、文化的・自然的多様性が、他との違いを特徴付ける要因となる。ペルーにはこの

ような、体験的で統合的な観光が特徴的であるが、その理由は、観光によりコミュニテ

ィが天然資源・文化資源・人的資源を正しく使うようになるためである。また、農村社

会の経済発展に貢献し、経済活動の多様化を促し、雇用及び共同作業を生み、移住を防

ぎ、女性や若者に活躍の場を与え、文化遺産・自然遺産を再評価するということも重要

な目的である。 

 文化的観光・農村観光においては、工芸品の生産が観光ルートに含まれている。特に

農村観光においては、遺跡や受け継がれている文化的アイデンティティ・伝統文化がコ

ミュニティの中に見られるため、工芸品は重要である。体験観光の一部として、職人は

その伝統技術を観光客に見せ、教え、自分達の工芸品を提供する。これは観光客と受け

入れ側両者の相互利益となる。 

図 A3.3 参照:  ペルーの文化的観光、冒険旅行、エコツーリズム、農村観光 
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 ペルー政府の戦略的観光企画（PENTUR）は、観光資源とサービスの統合を提起してい

るが、工芸品もこれに関連して、文化的興味を伴う旅行の理由を補完し、各コミュニテ

ィの特徴や文化的アイデンティティを物で示し、且つ地域の経済発展に貢献するという

役目を担っている。工芸品は仲介者を 低限に抑えつつコミュニティに利益をもたらす

媒体であるため、国にとって も重要なものであると考えられる。ペルー輸出・観光振

興庁の統計（2007 年）によれば、手工芸活動により約 230,000 の仕事が生まれ、文化

的観光でペルーを訪れた観光客の 90% 以上が、訪れた土地の文化を表した独自のスタ

イルの工芸品を探し求めて購入している。その中でも、衣類 (69%)、アルパカ製品 

(44%)、陶磁器 (40%)、宝石 (36%)、タペストリー (26%) が人気である[57]（図 A3.4 参

照）。 

 

 

 さらに言えば、地域の手作り製品を買うことで、観光客も工芸技術・伝統の保存に一

役買っていることになる。この市場がなければ、需要の不足により多くの伝統技術が消

えてなくなってしまうであろう。観光はコミュニティの伝統を保存し甦らせる機会を提

供し、工芸品の販売により仕事が生まれ、市場は文化的サステナビリティに貢献する

[58]。このように、地域コミュニティの職人達も、観光戦略に含まれれば数え切れない

ほど多くの機会を手に入れることができるのである。  

 

                                                 
57 MINCETUR. Descripción turística del Perú – Artesanía. Accessed on:  August, 2010. 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3250 
58 O’Connor, David. Tourism and Craft: Challenges and Opportunities for Local Communities. Presented at 
the III Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesanía.  Lima:  2008 
 
 

図 A3.4 参照:  旅行者：ペルーの工芸品の購入と売却 
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3.2    
工芸コミュニティにおけるデザインの介入 
 

 

 

 今日のグローバル化において、工芸も不変のままではいられない。工芸の重要な側面

として、文化的アイデンティティと伝統的技術の保存があるとしても、工芸品が市場の

新しい需要に適合し、本質を失うことなく競争力を持つためには、デザインの介入が必

要である。デザインは、伝統から近代への移行を容易に可能にする。それは、職人達が、

方法や技術、加工、歴史に対する意識をもち、知識を得て、自分たちの工芸品に価値を

付加していく開発や問題解決の道具として役に立つ。このように、デザイナーの役割は、

工芸品と現代的な生活のニーズを統合する伝統と近代の仲介者として重要である。また、

デザイナーは、ある種の研究者として、文脈的状況や問題点を分析し、効果的な問題解

決に向け適切な情報を提供するために価値のある情報(伝統的技術、文化遺産、文化製

品、絵など)を記録化するという役割も担う。彼らは、伝統的な職人と市場、消費者の

需要との関係をより良く理解するためのリンクである。さらに、デザイナー、職人、そ

の他の関連分野の人との間で知識交換や共同作業を行うことで、相互に創造性を刺激し

あい、その中から工芸品に対してのみならず、研究の方法論や実践方法においても革新

的な結果が生み出される。 
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3.3  

問題の定義とデザインの介入の必要性 
 

 

 多くのペルー農村部の工芸地域において、デザインの概念とよりサステナブルなアプ

ローチはまだ初期の段階にある。天然繊維や塗料染料 (ネイティブ・コットン、サトウ

キビ、コチニール、など) の使用方法は次第に忘れられ、環境安全性の悪い加工や材料 

(工業化学合成品) に代わっている (図 3 参照)。同様に、文化遺産と現地再生可能材料

(竹など)を革新的な製品に使用するという潜在性に対して適切な知識を持たないこと、

および新製品作成時に既存製品を単にコピーし、オリジナリティやデザインの概念が欠

如していることも観察される。この状況において、物を制作する場合、デザインは社会

的な責任を持つ。社会にとって有益であり、なおかつ商業的な競争力も持ち合わせた製

品を作り出すことがデザインの持つ課題である。資源を適切に使用し 適切な技術を活

用して(エコロジー的に有効である)、サステナブルな消費率や生産率を保つ必要がある

[59]。今日、環境危機への解決策として「サステナブル・デザイン」のアプローチが要

求され、どのようなデザインをしてどのように生産し運用することが、環境および人間

に対する責任を果たすことなのかを再定義する必要がある[60]。 工芸品の分野では、美

的感覚、品質、競争力に関する知識の獲得のみならず、製品に付加価値や革新性を与え、

職人の意識向上を促すサステナビリティの観点から、この分野を改善するためにデザイ

ンの介入が必要である。  

  

 しかしながら、工芸品のデザインの介入に関する議論は、伝統文化と伝統技術の保護、

商業実用化、市場の傾向と満足度、雇用と利潤面での工芸品の分野の存続可能性といっ

た異なる領域に焦点をあてるものが多い。サステナビリティや、過去や伝統の意匠を用

いる旅行業を考慮に入れると、デザインの介入に関する議論は複雑になる。しかし、こ

の議論で重要なのは、デザインの介入の是非を問うことではない。この議題に対する発

想や議論、アプローチを変えることで、デザインの介入に意義を与えるより良い方法論

と行動計画の発展を促すと同時に、学術的研究としての意義も達成していくことが重要

なのである。 

                                                 
59 McDonough, William & Braungart, Michael. Cradle to Cradle: Remaking the way we make things. North 
Point Press. New York: 2002.  
60 McLennan, J.F. The Philosophy of Sustainable Design, Ecotone, Kansas City: 2004. pp. 2-6 
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 デザインの介入の重要性を考えると、様々な疑問点が生じる。なぜデザインの介入が

必要なのか。デザイナーの役割とは何なのか。デザインはどのように工芸品発展のツー

ルになりうるのか。文化伝承と伝統保護にどのように役立つか。デザインは職人の創造

性を侵害するものなのか、それとも発展させるものなのか。根本を変えることなく経済

的、技術的に有効な影響をもたらすことができるのか。デザイナーの研究能力と学際的

能力にどのように貢献するか。本論文の目的は、これまでのこの分野の提案や経験にし

たがい [61]、そのアプローチ方法をペルー農村部の状況に適用して、サステナブルなデ

ザインの介入の可能性について 初の取り組みを行うことである。さらに、これらの考

えをプロジェクトに適用すれば、価値の高い見識を得て、デザインの介入の効果と「参

加型手法」(ケーススタディ 1、2)の適用の効果を示すことができる。これらプロジェク

トによる斬新的な成果に基づき、デザインの介入をどのように導き、 善の結果を得る

ためにどう 適化していくか結論づけることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Craft Revival Trust, Artesanías de Colombia S.A. & UNESCO.  Encuentro entre diseñadores y Artesanos.  New 
Delhi. 2005. p.3 
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3.4   
仮説、デザイン提案、目的 
 

 

 

 本論文は、ペルー農村部のひとつのプラットフォームとして、学術的調査に基づき参

加型手法とサステナブル・デザインの概念を応用した「デザインの介入の研究」を行う

必要性があることを論じるものである。これにより、サステナブルな現地材料と製造方

法(適切な技術―日本とペルーで調査した技術)の使用を促し、環境への影響を 低限に

抑える一方で、ペルー文化の保護と継承(アイデンティティのある製品)を推進し、デザ

イナーとペルーの職人同士の相互交流によりペルー工芸の新興市場に利益をもたらすこ

とが可能となる(図 1参照) 。 

 

上記の問題と状況に関して、本研究は、以下の点について回答を与える： 

 

 サステナブルな概念に基づいたデザインの介入により、ペルーの工芸産業におい

て再生可能材料の使用、文化的アイデンティティの保存をどのように誘導できる

か。 

 どのような技術がペルーのマーケットの現代的ニーズに合うか。 

 サステナビリティの実現のために、どのような伝統技術を製品の製造（家具＆工

芸品）に使うのが良いか。 

 

 サステナブルなデザイン概念にしたがって、日本とペルーの技術と美的観念の新しい

適用方法を考察し、ペルーの特定のコミュニティにおけるサステナビリティの実現の一

助となる現代工芸品のデザインをつくりだす。 

 

 デザインワークは、ペルーと日本の工芸とサステナビリティという枠組みの中で観察

し研究してきた目的や状況を踏まえて、工芸デザイン(家具)に焦点を当てる。 

 

本論文の仮説と性質に基づいて、デザインの提案において以下の点を考察する：  

 

1. サステナブルな製品の製造：製品概念の改善、無害なものづくり、そして伝承物の

促進と保護のための道具としてデザインを提案する。 
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2. 資源を正しく使用し、製品の正しいライフサイクルを促すサステナブルな製品を得

るためにデザインする。 

3. 地元や外国の市場で競争できる現代のデザインを開発するために、従来の技術の代

替可能な使用法を調査する。 

4. ペルーの芸術と文化に基づく独自の美的デザインを開発する(日本の技術の導入の可

能性) 。 

 

 この図は仮説、目的、デザインの提案を総合するもので、サステナブルな工芸品の開

発を実現するための核となる要素の相互作用を示す。（図 B1.1 参照） 

 

 

 

    

   図 B1.1:  この図は、主要な目的を概念化し、デザイン提案の要素の配置を示すものである。 
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本論文の目的は以下である： 

1. エコデザイン概念を利用して、地域のサステナブルな材料で製品を開発する。特に発展

する現代の手工芸（ネオクラフト - 室内装飾（例えば器、家具、記念品その他）に焦点

を当て、伝統的でより環境にやさしい（半産業的な）製造方法に基づき、文化的な財産

維持を促進する。（図b1.1参照） 

2. デザインコンセプトへの取り組みと、職人とデザイン（設計）エキスパートの協力によ

り、作品（製品）の結果を改善し、よりサステナブルな実践を促す。 

3. デザインを通して、職人、製作者、消費者の間でサステナブルな製品の消費に関する認

識を生み出す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 第三章  現在の状況と研究目的 

 

3.5    結論 
 

 

 

 工芸は、ペルー経済において、特に農村社会の発展、文化的アイデンティティの保護、

そして観光による総合的な発展のために重要な活動である。従って、工芸とは、コミュ

ニティのパートナーシップ、地域の仕事、収益の増加、文化的・環境的サステナビリテ

ィ、そして国の旅行産業と観光人口の増加に積極的な影響を与えるコミュニティの繁栄

を意味する。  

 

 工芸を通して観光客は新しい文化を体験することができ、また同時に観光客はサステ

ナブルな経済発展のための雇用を生み、促進していく。そして、これにより職人達の生

活が向上し、地元の工芸品の市場需要が高まり、職人達の育成への刺激にもなる。その

結果、技能・技術が向上し、観光客のニーズや嗜好についての知識も増え、よりよい製

品を生み出し生産していくことができるのである。ゆえに成功している職人は、文化的

伝統や地域発展のサステナビリティの認識において大きな利点であり重要な要素である。 

 

 小さなコミュニティの工芸には、他の地域に対する競争力をつけるために品質を改善

し 適基準に到達するための支援が必要である。観光及びデザインの介入を通して地域

の職人コミュニティに利益を与える機会は数多くあり、これらの課題はデザイナー、出

資者、政府の戦略・政策、コミュニティ全体による参加との連携により克服することが

できる。このようにすれば、品質を向上させ、革新的な工芸品を作り出し、技術・デザ

インを改善し、文化的アイデンティティ及び地域のサステナビリティを保っていくとい

う目標を達成し実現できる可能性は高い。 
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デザイン介入のワークショップ・モチェの職人 

(トルヒヨ・ペルー、2008)  
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デザイナーと職人の共同作業 

(Tawaq 職人組合・リマ・ペルー)  
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  前章では本論文の概念を具体的に示した。新しいサステナブルなデザイン概念によっ

て、日本とペルーの技術や美的概念から、ペルーの特定のコミュニティにおけるサステ

ナビリティ実現の一助となる現代工芸品のデザインに応用できる手法を考える。本研究

の論点は、サステナブルな概念に基づいたデザインの介入により、ペルーの工芸産業に

おいて再生可能材料の使用、文化的アイデンティティの保存をどのように誘導できるか。

どのような技術がペルーのマーケットの現代的ニーズに合うか。そして、サステナビリ

ティの実現のために、どのような伝統技術を製品の製造に使えばよいのか。材料と技術

における様々な活動や実践、参加型研究を行った。 

 

 前述の質問に答えるべく、本章では次のケーススタディを行った。4.1 節では日本と

ペルーの技術を使ったNWFP（竹、藁、瓢箪、織物等）の実験研究を示し、4.2 節ではデ

ザインの介入及び職人との共同作業の試みとその結果、4.3 節では本論文の論点に答え

るべく結成されたプロジェクトについて述べる。専門機関のサポートによりコミュニテ

ィと民間団体が相互利益を得ることができる、責任ある観光構想における工芸産業の改

善のためのプロジェクトにおいてデザイン介入を行った。4.4節は、デザイン介入の効

果とバングラデシュのプロジェクトにけるデザイン介入の結果について述べる。バング

ラデシュのプロジェクトの目的は、外国人デザイナーと現地工芸職人の協力のもと、現

代工芸のデザインを行うことであった。当プロジェクトは、本論文のサステナブルなデ

ザイン介入案を実践的アプローチで行うものであり、この結果は同様のプロジェクトの

開発を改善するために貴重な洞察を与えるものである。 
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4.1    
サステナブルな技術と材料の応用  

ケーススタディ 1： 漆塗り食器類  
 

 

 

本研究の目的  

 

 

 この研究の目的の 1 つは、持続可能な材料の使用とプロセスである。この大学の芸術

学部、博士プログラムの領域横断研究の一部として、漆技術の実践を選んだ。 

そして領域横断研究の後、竹、他の NWFP（瓢箪や藁）、漆の応用の可能性についての知

識を増やしたいと強く望んだ。この経験が主研究の幅を広げ、サステナブルなデザイン

とペルー製品の進歩と革新に焦点を当てることとなった。 

 

 漆は、優れた接着特性を持ち、長持ちする防水性塗料であり、高品質な光沢仕上げお

よび装飾として多目的に使用することができる。漆は硬化すると優れた耐酸性、耐アル

カリ性、耐アルコール性、耐高温性を発揮する。また、人体にも安全無害であるため、

食器類に適している。唯一、特に日本の漆で不便なのが、高品質を保つためにウルシオ

ール濃度が高いため、漆が直接肌に触れると過敏に反応する人もいることである。その

場合、肌に炎症、かゆみを伴う発疹、水膨れなどが発症する場合もある。しかし、全く

反応が出ない人もおり、漆に触れるほど肌の耐性が向上するという場合もある。このよ

うに、この材料を使用する場合には注意深い取扱いが必要である。しかしながら、有害

な煙や強い臭気を発生させることがないため、使用しやすい材料でもある。漆は水溶性

ではなく、むしろ水は漆の硬化プロセスを助ける。水に溶解させる場合は、テレピン樹

脂、樟脳油、ケロシンを使用する。漆を使った手工芸技術は、エネルギー消費量が低く、

ツールや装置も基本的なものであり、全て再生可能な材料を使うため、地域での生産を

実 現 し 、 持 続 可 能 性 ( サ ス テ イ ナ ビ リ テ ィ ) の 高 い 手 工 芸 技 術 で あ る
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 この実践的経験は、当初目的としていたように、サステナブルなデザインとペルー製

品の改善革新に焦点をあてた主研究の幅を広げるために大きく役立った。 

１)現代の食器における竹、NWFP、漆の使用（皿、ポット、刃物など）。 

２)伝統的な製造技法の応用。例えば、 ブナコ（コイル巻き技法）、 漆蒔絵（金属粉

を用いた表面加飾）、色漆（彩漆）または彩漆画（着色漆） 

 

 

デザインワーク 

 

 日本の技法を組み合わせ、ペルーの伝統的なクラフト、アート、美学を感じさせるサ

ステナブル材料による漆の食器類（皿、碗、刃物など）を製作。：機能的、実用的、美

的な観点から、現代デザインへの新案を提案した。 

 

 この実践的研究の中で、異なる漆技術・材料による漆器の試作も行った (作品例につ

いては図 C1.1 参照)。それぞれの製造工程については図 C1.3 で簡単に説明している。  

1. 椀：ブナコ細工（ブナを細いテープ状に削り、ぐるぐる巻いて形を作り出す技

法）と麦漆（技法の詳しい説明は用語集を参照） 

2. 皿：竹割り箸と麦漆 

3. 器：布漆（布、糊漆、砥の粉漆）と螺鈿細工 

4. 器：瓢箪と錆漆 

5. 盆（トレイ）：竹の合板を色漆で色仕上げる 

 

 

 

椀（ブナコ） 皿（割り箸） 小椀（ブナコ） 

図 C1.1 分野横断コースにて製作した作品例。初年度に研究した技法と材料を応用した。 
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  ここで研究し適用した様々な技術は、漆塗料に様々な野菜や粉末土、天然繊維を組み

合わせることで結合力や混合を強め、人体に無害で高い安全性のもと使用する。 

  技術である。同時にこの技術は、様々な表面装飾や表面仕上げとして漆の塗布を可能

にするものである。(図 C1.2 参照）  

以下に、この技術の名称と使用した材料の組み合わせを簡単にまとめた。 

 

1. 錆：砥の粉＋水＋瀬〆漆    

2. 切粉：地の粉（120）＋水＋瀬〆漆   

3. 麦漆：小麦粉＋水＋漆                       

4. 糊： １上新粉＋4 水                      

5. 糊漆： 糊＋漆    

6. 布漆： 麻布＋糊漆＋切粉         

7. 色漆： 木地呂漆＋色粉                                 

8. 卵の殻の象嵌                          

9. 螺鈿     

 

 

図 C1.2.  初年度の技法研究例 

 

麦漆 糊 色漆 

布漆 卵の殻の象嵌 螺鈿 

  

 

 研究を充実させるため、ペルーと日本において 2008 年 4 月～2009 年 3 月の期間このよ

うな実践的体験を行った。竹細工の乾燥、処理、竹割り、調整、竹籠編みなどの伝統的

技術に関するデータは、竹原市、熊本県、そして特に竹細工で有名な別府で収集したも

のである。同様に、工業用竹蓄層材の製造工程は、山口県萩市と岡山県で観察した。

(添付 A 参照) 
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  さらに、ウリ(ゴード)、藁、サトウキビ、織物、皮、塗料などを識別するために使用

した技術や、工芸品へのペルーの図像の重要性については、ペルーのモチェおよびトゥ

クメで行われた伝統工芸の職人とのワークショップで学んだことである。加えて、メキ

シコには漆種の木が存在することや、日本の蒔絵と同様のマケと呼ばれる技術があるこ

と、そしてペルーの湾岸地域の気候状態に漆がよく適合することも知られている。この

ように、ペルー現地の野菜を原料とした塗料について、さらに調査を行なっていくこと

が有益だと考えられる。  

 

 このように技術を観察してきた結果、装飾食器類は竹とブナコの分割技術、ペルーの

手工芸で伝統的に使われるウリなどの加工技術、その他の天然素材(わら、麻糸、麻布)

の焼画技術、ペルー図像などを漆技術と組み合わせて作成していることが観察された。 

それぞれの製造工程については図 C1.3 で簡単に説明している。   

 

 
 製作プロセス 

 

 

図 C1.3:  作品 

1. 椀 

 

2. 器 

 

技法:   

 ブナコ細工（ブナを細いテープ状に削り、巻いて形を作り出す技法）と、 

糊漆でボウルにクリアーコーティングする。 
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デザインコンセプト:  

 非対称デザインの可能性 

 木とパテのカラー対照を強調する。  

 

 

 

3. 皿 

 

技法:  

 再利用した竹割り箸を麦漆で接着し、錆漆で成形する。 

デザインコンセプト:  

 竹箸の形を異なるパターンで繋ぎ合わせて、ボードを作る。 

 竹とパテのカラー対照を強調する。 

 

 

 

4. 器 

 

技法:  

 ペルーの瓢箪：防水のために錆パテと漆コーティングを施す。 

 布漆で蓋を作った。  

デザインコンセプト:   

 ペルーのモチェ様式の個人的解釈。 

 瓢箪を使用するため、愛らしくより現代的なイメージ。 
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5. 器 

 

 

技法:  

 布漆、麻糸装飾、錆パテ 

デザインコンセプト:  

 表面に麻糸を使って、パターンを作る。 

 麻糸とパテのカラー対照を強調する。 

 丸い底面にすることで、バランスで遊ぶことのできるおもしろさ。 

 

 

 

 

6. 盆（トレイ） 

 

技術:  

 盆（トレイ）：色漆を塗った竹合板。卵の殻の象眼            

デザインコンセプト:  

取り外し可能な足により、いろいろなプレートサイズや形として使用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

78 第四章   実践的アプローチ: ケーススタディ 

 

結果、評価と今後の課題 

  

 

 漆コースでの実験製作から、いくつかの漆技術に関する知識を得て、作品に活かすこ

とができた。サステナブルな材料、竹、わら、瓢箪、麻糸、麻布と漆の組み合わせによ

り満足のいく成果を得た。ペルーのリマでの漆の乾燥過程において、湿気状態は満足の

いくものであった。 終的に、いろいろな技法の応用に関しては、前向きな結果が得ら

れた。 

温度変化とパターン構造の収縮により、パテの部分にひびが入った（図 C1.4 参照）。

漆は透明な茶色、または同一色調の色を提供するだけで、澄んだ透明さを得ることはで

きない。乾燥に要する時間が長く、多段階の製造過程が必要なので、大量生産には比較

的向かない。  

 

 日本の伝統技術を体験・習熟し、それをペルーの伝統技術と組み合わせてみた上で、

今後の課題として以下が挙げられる：  

 

1. 将来の製作のために、より多くの機能概念を発展させたい。 

2. 他の天然漆（コーパルと呼ばれるペルーの漆等）についての更なる調査と応用。 

3. 漆と他のサステナブルな材料によるより多くの実験。 

4. 装飾技術の応用。 

 

 

図 C1.4  工程中の問題点 

 

 
a) 割れた部分 

 

 
b) 修正後 
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4.2      
サステナブルなデザインの応用  

ケーススタディ 2：   

デザインの介入「 ペルーの職人との共同製作」 
 

 

 

 デザインの介入が工芸品の改善にどこまで貢献できるかを知ることは、本論文の主な

目的の一つである。本ケーススタディでは、デザイナーと職人の共同制作によるデザイ

ンの介入を行った。デザインの介入は、ペルーの工芸デザインコンテスト[1]の中で実施

し、その目的は、デザイン及び技術の革新を通して新しい市場の要求に応え得る工芸品

を作り出すために芸術・デザイン専門家と職人で協力して製作を行うことであった。 

 

 

 

研究目的： 

 

 本ケーススタディの主な目的は、新しい工芸品のアイデアを発展させるための職人と

の共同作業の中でデザイン介入の効果を個人的に確認することであった。また、職人と

アイデア交換をしながら、以下の目的に対して共に効率よく作業をしていくために、職

人のニーズ、能力、独自性、限界を理解することも目的の一つであった。 

1. 新製品をデザイン（設計）するためのサステナブル案の紹介と応用 

2. 工芸品について、他とは異なる特性と用途の必要性を明確にする。（装飾目的以

外も含む） 

3. 文化的要素、伝統技術、イメージの使用（文化的アイデンティティ） 

4. 現状（現地生産）における製品の実行可能性、及び目標市場（より現代的な用

途・嗜好の適用） 

                                                 
1 I Craft Design Innovation Contest – Tawaq Awakquna 2010. このコンテストはペルーのカトリック教大

学 Axis Arte of Pontifical Catholic University of Peru (PUCP)の芸術学部の学生グループの主導で

Pachamama Alternative Tourism agency（パチャママ「もう一つの観光」機関）及びインタークラフ

ト貿易会社の協賛により行われ、芸術・デザインを専攻する学生が２つの工芸協会 Tawaq と 
Awakquna の職人とチームを組み作品を作った。2010 年 6 月 10 日。 



 
  

80 第四章   実践的アプローチ: ケーススタディ 

 

 

 

デザインワーク 

 

 

 ここに示す「装飾的かつ実用的な物」のデザインの主な特徴は、製品の使用において

機能的な部分を持つパッケージ（包装）が、製品に使われている壊れやすい物質（陶芸

品）を保護する機能を持ち合わせていることである。これにより、パッケージがすぐに

捨てられないようにし（ごみの量が増える原因）、提案される製品に付加価値を与える。 

 

 更に、このデザインコンセプトではパッケージに実行可能・存続可能なサステナブル

材料（生物分解・再利用できる材料）を使うことを目的としている。材料となる紙、布、

竹、ベニヤ板は、加工工程や技術を用いる際にエネルギー消費量を抑えつつ効果的に使

えるものである。また、装飾材を適切に使い、より現代的なイメージ及び用途を描きな

がら、同時にペルーの手工芸を特徴付ける職人が使っている伝統的な（本ケーススタデ

ィの場合アヤクチョの）イメージや技法も守っていく(Retablo Ayacuchano) [2]。（図 

C2.1 参照） 

 

                                                 
2 Retablos（リタブロ）：ペルー高原地域の民族にとって重要な宗教的・歴史的・日常的な出来事

を描いた箱型の精巧なアンデスの民芸品。 

図 C2.1:  [Retablo Ayacuchano] アヤクチョの手工芸 
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図 C2.3：その他の提案：  

同時に同じコンセプトで異なる提案をデザインしたが、まだ模型製作をしている段

階である。 

 

 

 b.1 土産品 – キャンドルホルダー （レンデリングイメージ） 

 Plybamboo、陶器の容器の使用を提案 
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c.2 土産品 – ソースカップホルダー （レンデリングイメージ） 

標準化と陶器の容器のため、竹の茎または積層曲げ（竹積層材）の使用を提案 
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結果と評価 

 

 

 用いた技法に関しては、第一回目の試作で従来の接着方法（小麦粉等の天然成分の使

用）について様々な試験を行い、よい結果を得た。また、製品は小規模な製造であれば

簡単な工具を用いて完全に手で作ることができ、大規模な生産が必要となれば厚紙の型

抜き等、一連の手順を導入することもできる。 

 製品革新の意味においては、デザインの介入は効果的であった。この職人のワークシ

ョップに唯一つある生産ラインでは主に装飾品を作っており、実用的な製品は以前に作

られたことがなく、陶器以外の補足材料も使われたことがなかったためである。また、

共同作業を通じて、職人にサステナビリティ概念及び実践について意識してもらい、作

業を改善することができた。 

 更に、職人との共同作業はコンテストにおいて実りある結果となった（１位を獲得）。

上記に示したデザインワークは、ペルーの工芸産業での商品化の可能性がある工芸品と

して評価された。  

 

 

 

 

今後の課題 

 

 

 この経験は、本論文のガイドラインに基づいて初めて行った職人との共同製作の試み

であった。初回は良い結果を得ることができたが、現地の職人にサステナブルな案と実

践の必要性を伝えていくためには今後も引き続き共同製作を行っていく必要がある。ま

た同時に、従来の技術や技術力を体験・理解した上でそれを新しいサステナブルな条件

に応用していくためには、より緊密に共同作業を行う必要がある。 このように、デザ

イナーと職人は環境に優しい製品の開発のために力を合わせて取り組み、地域のサステ

ナビリティを少しずつ実現していくことができる。 
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4.3    
論文の応用  

ケーススタディ 3： 地域のサステナビリティ実

現のためのデザインの介入 – 予備計画 
 

 

 以下に述べる計画提案は、ペルーの特定の地域コミュニティにおけるサステナビリテ

ィ実現のための、民間企業と団体による共同活動である。計画の主な目的、意図及び活

動をまとめる。 

この予備計画は、ペルーへの調査旅行（2010 年 4 月～5 月）の際に着想した。AXIS 

Arte PUCP チーム（Pontifical Catholic University of Peru (PUCP)（ペルーのカトリ

ック教大学）の芸術学部のグループ）の一員として参加したもので、観光分野の民間企

業 “Los Horcones”（オルコネス ロッジ）の協力によるものであった。（図 C3.1 参

照）。当プロジェクトは、ペルーから研究資金援助[3]の承認を受け(PIPEI - FINCYT)、

2011 年初頭より 2年間の予定で進行中である。 

 

 この提案では本論文のアイデアを具体的に応用できる可能性を示し、この研究がはじ

めから何を提案していたのか、サステナビリティの要素におけるデザイン介入を通して

小規模な工芸コミュニティを改善するとはどういうことかを、「責任ある観光」の枠組

みの中で説明する。 

 

 この計画はペルーの農村地域でのサステナビリティ実現を目指したものである。民間

企業を補足的事業の促進者とした計画であり、自己の事業利益を増やし競合率を上げる

だけではなく、コミュニティと地域の発展も促すものである。大学のグループ Axis 

Arte PUCP との戦略的提携により、計画の組織、技術の伝達、コミュニティの参加者へ

の指導を行った。 

                                                 
3 FINCyT. Innovate Peru FIDECOM – Fondo de Investigación y desarrollo para la competitividad. Concurso 
PIPEI-1  2010. http://www.fincyt.gob.pe/web/comunicadosfincyt/398-16112010-publicacion-de-resultados-
de-evaluacion-proyectos-fidecom.html 
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計画の状況的フレームワーク： 

 

 

 計画の名称：  「トゥクメ～ボスケセコ（Túcume ～ Bosque Seco）地域の『責任あ

る観光』とサステナブルなサービスの革新、及び影響を受ける地域の補足的事業とのか

かわりにより“ロスオルコネス“（Los Horcones）ロッジの競争力を高める」 

 

 この計画は、同様の状況に対してテンプレートのように応用できると考えられる。計

画は状況的フレームワークの中で組織され、ランバイェケ地方トゥクメの農村地域にあ

る “Los Horcones” ロッジが対象となった。トゥクメはペルーの北部沿岸にある観光

地で、「トゥクメピラミッド」という遺跡がある。（図 C3.2 参照）そのため観光産業

の発展の可能性は高く、文化的アイデンティティと伝統を再確認する意識も高い。また、

その地域では竹や他の NWFP 等の天然資源があるにもかかわらず、その経済性やサステ

ナビリティにおける可能性が考慮されていない。これらの理由から、この地域とコミュ

ニティのサステナビリティ実現のために努力する考えが生まれた。 

図 C3.1: “Los Horcones”ロッジと Axis Arte グループ（予備計画）
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現状： 

 

中心的問題 

 ロッジを囲む地域（トゥクメ ～ ボスケセコ）はまだ貧しく、基本的なインフラ（公

衆衛生、適切な住居）が整備されておらず、コミュニティの人々の生活は農業と伝統行

事（シャーマニズム、食べ物、工芸）等に捧げられている。（図 C3.3 参照）また、ト

ゥクメの人々には彼らの周辺地域、文化遺産、環境、資源における文化的アイデンティ

ティが欠落している。従って、コミュニティの住民はそこにあるものの保護をすること

もなく、観光についての重要性も評価していない。また、伝統技術の中には失われたり

取って代わられたりしたものもあり、アイデンティティが失われつつある。 

 

 

図 C3.2:「Túcume ピラミッド」(モチェ時代 Túcume – Lambayeque) 
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主な原因 

 上記問題の主な原因は、トゥクメが既にランバイェケにある中央政府により観光スポ

ットとして認められているにもかかわらず、地域政府による適切なインフラの整備、ビ

ジネス開発の促進や商業化計画がないことである。更に、コミュニティには自己組織力

がなく、地域の可能性・将来性についての知識もほとんどない。地方企業や団体とのか

かわりもない。 

 

 

 

 

仮説と根拠 

 

 

仮説 

 “Los Horcones” は確立した地元企業としてサステナブルな地域産業・サービスの

促進者となることができる。なぜならば “Los Horcones” は地元の生産物の直接的消

費者であり、同時にそれを他の消費者や市場まで拡大して競争力を高めることができる

からである。“Los Horcones” は地域の観光開発のリーダーとなることができ、トゥ

クメ ～ ボスケセコ地域の各団体との繋がり、小規模な生産チェーンの創出、高品質で

サステナブルな観光商品・サービスを促進できる。このようにして提供されたサービス

は「サステナブルで責任のある「もう１つの観光」モデルとして成長していくであろう。

また、PUCP との連携による調査・技術の応用により、サービス及び製造プロセスの革

新も強化される。 

 

 

図 C3.3: “Los Horcones”ロッジ周辺（Túcume 地域とコミュニティ）
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商業的・技術的根拠 

 この計画が期待するものは、トゥクメ地域にポジティブな経済的・技術的影響をもた

らすサービスやサステナブルな地域生産である。 

 

商業的根拠：  この計画は民間企業と地域コミュニティの総合発展（経済、人間、サス

テナビリティ）のための商業的・戦略的提携を意味する。目的は、コミュニティとその

生活水準、地域の観光及びインフラに利益を与える、サステナブルな特質を持った新製

品・サービスを発展させることである。この計画により地域の生産ネットワークが広が

り、活動が多様化し、収入が増えると見込まれる。  

 

技術的根拠： この計画は、新商品開発のためのサステナブル材料（竹、茎、天然繊維、

果物等、まだ可能性が十分に活かされていないもの）を有効活用し加工する新技術・手

法の導入、そしてそこにおけるデザイン介入を提案するものである。この介入と指導は

国内外の専門家との協力・連携による技術伝達をもって可能となる。  

 

 

生産革新の発展 – 目的： 

 

 この計画は、責任あるサステナブルな観光のための代替製品に焦点を当てつつ、地方

のロッジ “Los Horcones” が提供するサービスの革新・多様化を提案する。また、ロ

ッジのサービスを補足する、以下を含む小規模な生産チェーン事業の創出も考慮する： 

 

1. 竹、茎、瓢箪、果物等、再生可能資源を使った工芸品のサステナブル生産の促進 

2. 地域コミュニティの計画参加者への指導（地域のアイデンティティを強化するた

めの技能の獲得、自然遺産・文化遺産保護への意識付けと活動への積極参加） 

3. トゥクメ ～ ボスケセコ地域におけるサステナブルな体験観光（工芸品ワークシ

ョップ、農村生活体験等）の参加型提案 

4. 地域の消費・観光と結び付く生産ネットワーク 

5. 芸術・技術専門団体の技術指導による竹・手漉き紙ワークショップの実施 

6. 専門家による、文化的・歴史的遺産、サステナビリティ、デザインを介したアイ

デンティティ回復、伝統的建築システム・製品デザインの調査 

7. サステナビリティ実現に向けた、デザイン介入による多角面からの革新提案 
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方法論と予想される影響： 

 

 

 

方法論 

 この計画は参加型の方法で行うことを提案する。この方法により、初期段階から地域

参加者のアイデアや意見を取り入れることができ、それを地域参加者の要望やニーズに

徐々に合わせていくことができる。この戦略は地域参加者との 適な関係を築いていく

ためのキーポイントとなる。 

参加者がお互いにかかわりを持ちながら、創造性トレーニング、革新とアイデンティテ

ィ、手工芸＆生産技術の参加型ワークショップで実践活動を行う。 

この提案は、コミュニティ内で職人技術や生産技術を創出し地域のアイデンティティを

意識付けるだけでなく、習得する側（コミュニティ）と専門家団体の間での知識のフィ

ードバックを促進するものである。この専門家団体とは、専門家や指導者だけでなく、

各地域の学生も含む。  

 

 

予想される効果 – （結果）： 

 この計画により、以下の効果が予想される： 

a) 生産革新： サステナブルな地域生産（デザインによる手工芸革新）を目指した、瓢

箪（竹）や繊維等のサステナブル材料を使った商品製造のための伝統工芸技術の開発。 

b) 経済的効果： 生産的活動・雇用により、ロッジとコミュニティの観光客・訪問者及

び収益が増加する。これは長期的なネットワークのサステナビリティに繋がる。 

c) 社会的効果： 住民が組織化され、協力的、自己管理可能になり、生活水準が上がり、

教育や技術習得レベルも改善される。更に、観光客・訪問者及び指導の実施による文化

的・教育的交流により、文化とアイデンティティに対する意識が強まる。 

d) 生産チェーン創出における効果：  Horcones Lodge ロッジに初めて工芸品、食料、

文化的娯楽、交通、リサイクル等を提供する小規模企業及び生産チェーンの創出。 

e) 環境的効果： この計画は、サステナブルな地域資源・技術を使い、適切な製造工程

を用いて資源の破壊を防ぐことで、環境への影響を 小限に留めることを目指す。また、

観光が計画されることにより、景観や文化的・歴史的遺産も保護される。 
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4.4  

実践的アプローチ 
ケーススタディ 4:  バングラデシュ、ピルガチャ – 
地域の持続可能な発展に向けたコンテンポラリー 

クラフト・デザインとデザイン介入  
                       
 

 

 第四章の当節では、2011 年 6 月から 9月の間、私自身がバングラデシュにおけるプロ

ジェクトへデザイン・コンサルタントとして招かれ、竹やその他天然繊維の現代的工芸

品のデザインを工芸職人と共に考案した時の経験について述べる。サステナブル開発お

よび文化アイデンティティの保護を達成するために適切な技法（AT）を使用するという

当論文の論旨に対する実践的アプローチとして、この経験は完璧なプラットフォームで

あった。 

また、この経験は、竹とその他素材による工芸品の開発に関してのみではなく、地域や

地域共同体開発のための観光事業やその地域のインフラストラクチャ、地域事業、そし

てバリューチェーンサプライの創設によってもたらされるより幅広い影響といった観点

からも、4.3 節で述べられた工芸の革新とデザイン介入による持続可能性を達成すると

いう同様の目的を持つ現在実施中のペループロジェクトに対して貴重な識見を与えるも

のである。 

 

現状: 

 

 バングラデシュは、長い美術教育と工芸品の作成の伝統を持ち、また、それが様々な

日常生活の中に根差している国である。しかし、製品デザインの教育が、正式な教育と

して実施されていない[4]。 そのため、バングラデシュの産業において、新製品開発時

にデザインの重要性や必要性が十分に理解されていない。一方で、竹細工などの天然素

材による製品が、コスト効率や耐久性の面からプラスチック製品やアルミニウム製品に

置き換えられている。中国から定期的に製品を輸入し、外国製品のデザインを複製して

                                                 
4 Norsk Form. Design without Borders:  Design for export-oriented production in developing countries – Case 
Bangladesh. 2003. p.4 
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いるため、地域では競争力があり現代のニーズを満たすような適切な製品開発ができな

い。今でも、何世代もの間文化的材料を提供し引き継いできた技術力に優れた工芸職人

はいるが、経済的状況により何千人もの竹細工工芸職人がこれまで継承されてきた職業

を離れ、他の職業に就いたり失業したりしている[5]。地方人口の 30% (1500 万人) が首

都ダッカへ移住しているが、他の第三諸国とは異なり、この人口流入は産業発展を伴う

ものではなく[6]、大都会での生活の質を非サステナブルなものとしている。 

 

 さらにこの国では、特に地方の小さな製造者レベル（工芸職人コミュニティ）で、資

源の持続可能性に大きな注意を払わない非体系的な開発(森林伐採)や生産、経済、市場

などが見られる。例えば、建築や様々な製品のために竹が見境なく採取され、入植のた

めに竹が根絶やしにされ、竹やぶを保護するための取組みも何らなされていないため、

竹細工産業は減衰の危機に直面している。そして、材料が欠乏した場合、竹細工工芸に

携わる人々は伝統的職業を断念し、竹細工産業は絶滅する。そして、この小規模産業に

関わってきた何百人もの人々は、雇用を失うことになる[7]。 

さらに、工芸製品や工芸コミュニティにおいては、第三章、3.1 節および 3.3 節で述べ

たペルー工芸品の状況と同様に、人々のライフスタイルや消費方法の変化に応じて工芸

品とは異なる製品の需要が増加しているため、工芸士が参入できる市場も限られている。

このように、伝統的なバングラデシュ工芸品は、現代の状況に順応しておらず、デザイ

ン革新の知識やより高い品質を求める意識、そしてその達成方法がないために、より優

れた市場への参入を困難にしている。この問題は主に、適切な科学技術や効果的な方法、

そして現代のより競争力や要求の高い市場に適合していくための正しい職業訓練などが

ないことによるものである。このように、バングラデシュの工芸品は、現地市場の新た

な需要を満たし、現地消費者の好みを輸入品から現地製品へ向けるため、品質向上と妥

当な価格の面で改善が必要である。したがって、クラフト業界には、製品やその品質を

高め、市場を拡大するためにデザイン介入が必要である。 

 

 

                                                 
5 SOS-Arsenic.net.  Bamboo the life blood of the people: Alarm to Ecosystem. March 21, 2008.  http://sos-
arsenic.net/english/homegarden/bamboo.html 
6 SOS-Arsenic.net.  Folk art, heritage and traditional professions. June 7, 2009.   http://sos-
arsenic.net/english/pottery/index.html#12 
7 SOS-Arsenic.net.  Bamboo the life blood of the people: Alarm to Ecosystem. March 21, 2008.  http://sos-
arsenic.net/english/homegarden/bamboo.html 
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文脈的枠組み 

 

 上記で述べた状況により、ダッカに設置されたデザイン・アンド・テクノロジー・セ

ンター（DTC）は、バングラデシュの企業へ製品デザインサービスを推進する取組みを

発表した[8]。これは、バングラデシュの工芸を復活させ、工芸部門にデザイン革新を起

こし、現地企業にデザインの重要性を認識させ興味を持たせるために現代工芸品の開発

プロジェクトを組織するものである。 

 

 このプロジェクトは、スイス開発協力庁（SDC）[9]の共同出資プログラムであるカタ

リスト（Katalyst）の資金援助のもと、DTC とバングラデシュで も重要な新興家具会

社の 1 つであるハティルコンプレックス（Hatil Complex Ltd.） [10]とが、3 か月間バ

ングラデシュで共同事業を行うというものである。この目的は、地方及び都会在住者の

増収に貢献し、ピルガチャ村からマドプールの USAID[11] 統合保護地域共同管理（IPAC）

プロジェクトの後方支援を行うことである。 

このプロジェクトには、海外から 5 人のデザイナーが招待され（ドイツ人 4 人、ペルー

人 1 人）、タンガイル（ダッカ中心部に近い地域）にある工芸地域の援助を受けながら

ハティルライフスタイル（Hatil Lifestyle ）（同社のインテリアデコレーション部門）

の現代工芸品のデザインを受け持った。竹細工の工芸はピルガチャ村で行われ、セラミ

ックの工芸はパルパラ村で行われた。 

 

 私自身が割り当てられたのは、チベットをルーツに持つガロ（マンディ）族に属する

ピルガチャ村のグループであった。実用的な竹製品を、職人と共同で、より現代的な製

品としてデザインし、アシスタント（美術専門の学生）と職人がデザインを理解し、AT

を導入しながら新製品の製造工程を訓練することが私の任務であった。 

 

 

 

                                                 
8 DTC: Design and Technology Centre.  http://www.dtc-bd.com/ 
9 Katalyst: Partners in business innovation.  http://www.katalyst.com.bd/ 
10 Hatil Complex Ltd. http://www.hatilbd.com/ 
11 IPAC - USAID. http://www.nishorgo.org/ 
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プロジェクトと研究の目的 

 

  当プロジェクトの目的は、外国人のデザイナーと工芸地域、地域産業とが共同で現

代的製品を作成することであり、現地市場に新製品を提供し、工芸職人と大企業との間

に現地のバリューチェーンサプライを創設することであった。4.3 節で述べたペループ

ロジェクトと同様に、民間企業や民間組織は、工芸界が新規市場に参入し、工芸士の生

活の質と製品とに持続可能性をもたらすための技術的援助を得るチャネルである。 

 現代的工芸品 – タンガイルプロジェクトは、サステナブル開発および文化アイデン

ティティの保護を達成するために適切な技法（AT）を使用するという当論文の論旨に対

する実践的アプローチとして、先述の通り、この経験は完璧なプラットフォームであっ

た。ここでは知識や技能、技巧を交換し合うことが、民間企業と工芸職人の両者にとっ

て大きな利益となった。本研究のこの実践で目的としていたのは、デザイン介入、参加

型手法によるアプローチ、工芸職人への新技術とデザイン案の紹介、民間企業との交流

の効果と難しさを証明することであった。 

 

 

デザインワークと目的 

 

 現代的工芸品のデザインワークは、現地のバングラデシュ市場向けのランプシェード

や皿、ボウル、バスケット、容器など、ハティル家具会社（Hatil Furniture Company）

のライフスタイル部門で販売する、基本的に実用性があり装飾的な製品を対象とした。  

  この製品デザインには、セラミックやアルミニウム、木材、竹、天然繊維、トウ、

織物など、この国で伝統的に使われている現在素材を用いることが提案された。その中

から、上記で述べた 2 つの村の工芸士が作成する可能性を考え、環境持続性のある再生

可能材料としてテラコッタと竹が選択された。。 

 

 デザインの目標は、この村の製品開発に革新をもたらし、現地工芸職人が、バングラ

デシュ消費者の現今の趣味に叶うとともに企業の製品スタイルにも適合した新提案を行

えるようにすることであった。さらに、新製品を通じて、特に竹細工製品が長く現地消

費者に与えてきた低品質素材の概念を少しずつ変化させる試みでもある。これは、工芸

地域の状況に適合し、現地環境に影響を及ぼさない製造工程を維持することができる技

術、材料、ツールなどの AT を導入するという方法により達成するという試みである。  
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製造工程ワー
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デザインの詳細と製造面の革新 

 

 

基本的に、ガロ職人が製造す

る 伝統 的 工芸 品は 、割 裂

(splitting)、スモッキング

(smocking) 、 松 明 燃 焼

(blowtorch burning)、彫刻、

2 パターンの籠編みなどの技

法を用いた手持ち籠、うちわ、

お盆、鉛筆ホルダ、ゴミ箱な

どであった。 （C4.6, C4.7

の写真を参照） 

 

 

 ガロ職人は、割裂、マット、

籠編みに関して非常に優れ

ている。従って 初は、新

しい編みパターンや技法、

およびらせん巻の技術を籠

とランプシェードに導入し、

皿やボウルのような固いも

のの作成から開始した（図

C4.8 参照）。 

 その一方で、日本で研究中

に観察した内容に従い、

Hatil 家具工場では初となる、天然乾燥竹材を使用したバンブープライ・ブロック

（plybam-boo blocks）の製造を試みた。バンブープライ（Plybamboo）は、職人が製造

する製品の構成部品を作るために使われる。この試みは興味を喚起し、この工場にバン

ブープライ製造に適した装置導入の可能性が検討されることになった（写真 C4.8 参

照）。 

図 C4.6: スモッキング窯と２日間低温でスモッキングし

た後のベティス（beties）（発色はスモッキング時間と温

度によって変化 –時間が長くなると色が濃くなる) 

図 C4.7:  ガロのマット、容器、籠の編みパターン
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 同様に、らせん巻技術で使用する特別な研磨装置をプロジェクト中に作成した。これ

により、研磨工程が 適化かつ短縮され、仕上がり製品（皿とボウル）の標準化と高品

質の達成が可能となった（図 C4.10 参照）。  

 

 

 

 

 

 この村で、新デザインの製造工程に導入された材料、技巧、ツールは、サステナブル

なものである。提案された材料は、再生可能な材料と非毒性の接着剤、仕上げのラッカ

ーには水性ラッカーが使われていた。また、導入されたツールは、ほとんどエネルギー

を消費しない機械的なツールであり、素材も現地で調達できるものであり（竹、接着剤、

パテ、など）、整備、修理、供給を維持できるものであった。  

終的には、充分な空間がないにも関わらず、材料の準備から調整、分類、編込み作業、

組み立て、結合、研磨に渡る製造工程が、その空間に整然と編成された 

 

 

結果と今後の実践  (研究) 

 

 ピルガチャでの３ヶ月に渡るデザイン介入の結果、ガロ職人は精度の高い計測装置を

使用して調整ストライプの品質管理を行い、新規デザインを再現し、材料を正しく準備

して効果的に使用するようになった（図 C4.11 参照）。 伝統的に適用されてきた技巧

図 C4.10: らせん巻技巧プロセスに従い研磨装置を構築 

          装置の設計開発: ウオルフ・イェショウネック（Wolf Jeschonnek） 

     ジグ開発はプロダクトデザインによる:  アドリアナ・チャン（Adriana Chang） 

Adriana
Rectangle

Adriana
Stamp
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と使用されてきたツールは、上記で述べたような新製品の 終的品質を確保する技巧や

ツールが加えられ、 適化された。 

 このプロジェクト完了時の結果

は、デザイン介入の可能性の暫定

的な評価である。この中で、全て

の関係者や環境に利益をもたらす

サステナブル開発という目標を達

成するために今後必要な要件をみ

つけ、失敗と修正を行うことがで

きた。（写真 C4.12、C4.13 参照）。 

 

 この村と家具会社に対するデザ

イン介入と新規デザイン提案が、

収益、エコロジカル・フットプリ

ント、サステナビリティという面

でどれだけの効果があったのかを

見るには、３ヶ月という期間は短

すぎる。製造工程に再生可能材料

を使用したにも関わらず、環境へ与

える負荷は依然存在しており、これ

は、サステナブル問題に対するバン

グラデシュの経済的、社会的、環境的状況を総体的に考慮した上で評価する必要がある。

さらに、今回の実践で得られた成果や失敗は、バングラデシュで将来同様のプロジェク

トが行われる際、役立つものである。同時に、工芸製作という同様の目的を持つペルー

プロジェクトの計画や展開にも一助となり、デザイン介入や工芸士との参加型手法の効

果、新規技巧や材料の導入、デザイナーと工芸職人の共同作業を強化するための改善点

など、様々な領域を改善するものである。 

 

 これはまだ始まりに過ぎない。技巧面や製造面で卓越するためには長い時間が必要で

ある。品質と清算に適した速度を兼ね備えるためには根気を持続させる必要があり、必

要に応じてデザインを変更する必要もある。サプライチェーンを確立するためには企業

と村の間の物流確保が必要となり、これにはさらなる分析や研究が必要である。文化的

図 C4.11:  訓練期間のガロ職人、材料準備、計測

装置と品質の管理、新製品試作品の製造 

Adriana
Stamp
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サステナビリティに関しては、デザインが進化しガロ工芸より適用した技巧が現代的ニ

ーズに適合し使われていく限り、ガロのアイデンティティと伝統的側面は保持されると

考える。伝統工芸で生活を維持するだけの収入を挙げられず、伝統工芸を断念し他の職

業を選択する人が増えて、文化的側面が失われるようなことがない限りは、保持されて

いくだろう。 終的に作り出された製品が、我々の社会を代表するものとなれば、文化

的な材料になったと言いうことができるだろう。その必要性とアイデンティティが存在

するが故に、文化的なサステナビリティも存在すると言うことができるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 C4.12:  

３ヶ月間のプロジェクト

完了時の試作品 ２層 

ランプシェードとフルー

ツ用ボル、ランドリーバ

スケットの製作 
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 この種の取組みの成功は、グループとしての協力に依存している。これには、工芸士

とデザイナーとの協力だけではなく、市場への製品導入を可能とする業務担当者との協

力も含まれる。材料の収集から準備、製作、マーケティングまで、全ての段階でバリュ

ーチェーンに係る人々と共に、同じ目標、サステナブルな製造と開発の達成というコミ

ットメントに向けた協力が必要となる。 

図 C4.13:  らせん巻技巧による皿、

ボウル、セラミック容器の蓋 
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4.5   結論 

 

仮説及び本論文の論点に対する答えとして、以下を述べる：  

 どのような技術がペルーのマーケットの現代的ニーズに合うか。  

 サステナビリティ実現のために、どのような伝統技術を製品の製造に使えばよいのか。 

 日本での竹の生産地への調査旅行、及びペルーへの調査旅行中に観察したことを基に、

様々な技術を研究し、実践した（付録 A 参照）。ケーススタディ１で実践した日本の竹

細工技法（竹割り、ブナコ、装飾等）については、ペルーにも他の NWFP 材料を使用し

て同様の製品を製造する能力があるため（茎、藁等を使ったかご細工）、問題なくペル

ーに導入することができ、ペルーの工芸品の質を改善することができる。また、漆は優

れた材料で、漆を使うことにより製品が 適に仕上がり、接着し、防水効果も与えられ

ることが証明された。漆の技術は、同様の目的で有害な材料が使われている製品を高品

質に仕上げるための解決策となるであろう。加えて、漆と同様の材料や資源の使用につ

いて更に研究する必要がある。ジャングルで原住民が天然樹脂を使っていた証拠はある

が、これらの資源や類似材料についての参考資料はあまり登録されておらず、更に研究

を進める必要がある。 

サステナブルな概念に基づいたデザイン介入により、ペルーの手工芸産業において再生

可能材料の使用、文化的アイデンティティの保存をどのように誘導できるか。 

上記論点に関する答えとして： 

 ペルーでの様々な調査旅行の中で、特定のコミュニティの職人と一緒にワークショッ

プに参加する機会を得た。この体験により、デザインの介入の必要性を確認し、強化す

べき領域も特定することができた。製品革新、品質改善、文化保護の重要性に対する意

識付け、現代市場の需要に対する意識付け、職人の創造性・能力を高める総合的なデザ

イン方法等に力を入れていく必要がある（図 C3.4 参照）。 

 

 

 

 

  

図 C3.4 モチェコミュニティの職人と共同参加したワークショップ 

（Axis Arte PUCP - トルヒーヨ （ペルー）2008 年 8月～9月） 
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  ケーススタディ２の共同制作は実りある結果となった。アイデア交換はよい形で行わ

れたが、新しいアイデアや材料を使うことに対して職人がいくぶん抵抗を持っているこ

とがわかった。新しいサステナブル案を活かす機会を得るためには、職人が自分の知識

に固執し、新しいものに挑戦し難いというこの状況を徐々に解決し、職人の創造性・実

践における革新を促す必要がある。この機会を活かして成功へ導くためには、思慮深い

デザインの介入による総合計画が要となる。サステナビリティ実現に向けて、社会的、

経済的、文化的、環境的側面全てを統合した計画を立てることが、目標を達成し、よい

結果を得る手段となる。ケーススタディ３では、コミュニティの専門団体と民間団体の

交流を通してこの統合計画を予想した。デザイン及び他の関連分野の専門家の参加や、

デザインを専攻する学生との交流により、意識的・思慮深い介入をもって専門的研究を

行うことで、正しく技術を習得し、サステナブル材料・実践を実行することができ、手

工芸コミュニティのアイデンティティも守ることができる。   

  

一方で、バングラデシュでの事例 4 は、工芸の状況においても現代工芸デザインを獲得

するという目的においても、以前ペルーで行われたプロジェクトと同様のものであった。

しかし、この事例は、工芸の復活と工芸地域のサステナブルな生産に焦点をあて、製品

は大規模な企業によって市場に導入されるものであり、その他のツーリズムや料理学、

周辺地域の開発まで広い範囲を含んだペループロジェクトに比べて小規模なものであっ

た。  

 さらに、バングラデシュには製品デザインに関する教育が未だ存在していない中で、

外国人のデザイナーが当プロジェクトのデザイン介入を実施したため、デザイナーは新

しい文化や習慣、伝統、行動様式などを理解する必要があった。その意味では、ペルー

のプロジェクトでは、学術界と現地デザイナー、現地のマーケティングや観光事業、料

理などの専門家がすでにプロジェクトに関わっていた。また、介入担当者は、文化や現

地マーケット、現地の人の行動様式をよく理解していたため有利性が高く、より効果的

な介入を言語や文化の障壁なく実施することができた。  

 しかしながら、バングラデシュ・プロジェクトでのデザイン介入実践や適用された手

法、開発された技巧などは、ペルー工芸のサステナブル開発とプロジェクト実行の改善

に大きな参考となった。 
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デザいン介入のワークショップ・トゥクメの職人

(ランバイェケ・ペルー、2010)
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 本章では、研究に対する主要な問いや論点に対し答えを提供する形で主な研究結果を

説明し、本研究の理論的貢献について論じる。  
 

 

 第一章および第二章は、サステナブルな開発の必要性と文化的側面との関連性、およ

びこれを達成するためにデザインが持つ役割について説明した。また、ペルーにおいて

竹を、サステナビリティを持つ材料（NWFPs）として紹介した。現時点において竹の市

場は小さいが、現代的工芸品やインテリア製品の原材料として、その需要は今後増加が

見込まれる。竹などの NWFP は環境に与える影響が少ない価値ある再生可能材料で、容

易に製品の製造工程に戻すことができ（リサイクル可能）、また、自然のサイクルに返

すことができる（生物分解可能）。このような材料を使い、正しい製造工程（伝統技術）

を行うことにより、揺りかごから揺りかごまでの「廃棄物が食物となる」取り組み、又

はより効果的な取り組みを実行することができる。そしてそれにより、製品は使用後も

次の新しい物への栄養となるのである。 

 

 

文化とサステナビリティ： 

 文化的要素はサステナビリティの実現のためには欠かせないものである。文化は人間

を育てるものであり、また、人間にアイデンティティ、帰属感、信仰心を与え、行動パ

ターンを植えつけるものである。「サステナブルな社会はサステナブルな文化によって

生まれる」。サステナビリティの実現に向けてよりよい行動計画を立てるためには、文

化に関する問題を考慮に入れる必要がある。この点に関しては、材料と製品の世界にお

いては、文化と本質的に結びついている美的概念が重要な役割を果たす(第二章、2.1

節)。文化と美学概念は我々の嗜好に影響を与え、我々の行動や選択を導くものである。

従って、サステナビリティ実現に向けての取組みにおいては、文化は除外してはおけな

い要素である。文化を理解することなくそこから逸脱してしまっては、サステナビリテ

ィという課題は壁にぶつかってしまう。異なる現実や体質の文化には、同じやり方は通

用しないからである。文化の違いを理解してこそ、受け入れることが可能になり物事を

成し得ることが可能になるのである。 

デザイナーには文化的要素における大きなバックアップがある。よりサステナブルなも

のへの解決策を想定するために必要な、伝統工芸技術と美学概念（形や図像）である。

ペルーにおいては文化的サステナビリティの実現が必要不可欠であるが、そこではコミ
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ュニティが文化的遺産と緊密に結びついており、その遺産は地域の文化的状況に基づい

て、コミュニティ及び行動計画の創作により、確実に、そして永久に保護されなければ

ならない。 

 

 

竹、及びその他 NWFP の将来性について： 

 NWFP は大きな可能性を持っており、特に竹は森林破壊の解決策となる。竹は成長速

度が速く、用途が広く、また、硬材と同様の特性を持つため硬材の代替品となり得る。

加えて、二酸化炭素排出量を制限する重要な役割も担っている。竹や、茎等その他の植

物 NWFP の可能性については、製品や半製品の製造での使用で、また、手工芸において

は準工業・工業レベルで、ペルー市場の立ち上げにおける革新的デザインを創出する新

しい代替品としての将来性が予測できる。  

 

 ペルーの経済成長のための代替資源とする竹の利用は、まだ初期段階である。それは

ペルーでは、まだ竹に対する研究分析がされてないからである。ペルーでは、茎、葦、

瓢箪その他の NWFP が手工芸職人の間で伝統的に使用されているが、それらも考慮に入

れる価値があるものであり、可能性を調査していく必要がある。これらの NWFP を考慮

に入れると、以下の目的での利用の可能性が広がっていくであろう： 

 

1. 材料の組合せにおいて、より創造的・現代的なデザイン概念を練る。 

2. 地域にあるサステナブルな材料の新製品への利用を促進する。 

3. 従来の技術を保ちつつ、新しい技術を導入し開発を進める。 

 

このことから、NWFP と伝統技法の利用について変化が促されてきていることから、本論

文で採り上げた以下の論点が問われる(第三章)： 

 どのような技術がペルーのマーケットの現代的ニーズに合うか。  

 サステナビリティ実現のために、どのような伝統技術を製品の製造に使えばよいのか。 

 第三章で説明したように、日本での竹の生産地への見学旅行、及び第四章のケースス

タディで述べたペルーやバングラデシュへの見学旅行での観察を基に、様々な技術を研

究し、実践した。この実践と観察に基づくと、日本で竹に関して使われている伝統技法

のほとんどがペルーに問題なく導入することができる。手工芸領域における竹割り技法、

かご細工技法、調整、ブナコ（巻取技術）等である。これはペルーにも茎など同様の材
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料の使用による経験があるためである。加えて、Plybamboo（竹積層材）等の半製品技

術も、工業的な領域に導入することができる。ただし、日本の漆の材料はペルーではま

だ発見されておらず、漆の木の類似種（Anacardiaceae）の存在が確認されているのと、

その他の樹脂と漆があるのみである。漆はペルーに導入できる可能性があり、漆に限定

して使われている技法についても、試験を行った上で同類の材料に応用することができ

る。  

 

 第四章で述べたペルーやバングラデシュ、東南アジアの他の繊維（茎、葦、藁）によ

るかご細工技法、織物や瓢箪彫刻の技法を日本の技法と融合させることは、手工芸産業

の発展のための革新的なサステナブル製品を作り出す一助となるであろう。なぜならば、

使用する材料が再生可能・有機的で、サステナブルな性質を持っているため、簡単な道

具・設備で生産でき、エネルギー消費量も抑えることができるからである。これらの特

徴は、ペルーの地方地域に根差した工芸産業という社会経済状況の中で（バングラデシ

ュプロジェクトと同様に）、実践していくのにふさわしい適切な技巧（AT）を示してい

る。言い換えれば、日常的な問題に対応するためには、実践しやすく、危険が少なく、

時間もかからず、安価であり、かつ効率の上がる技法を適用していく必要がある。そう

することで、生活の質を持続するのに充分な製品レベルを維持することができる。必要

とされているのは、今の状況からさらに一歩改善を進め、伝統的な技法を 21 世紀にお

いても効率的なものとし、現代および将来のニーズに沿った製品へと適応させていくこ

とである。 

 

 

工芸、技術とサステナビリティ： 

 「工芸」という言葉は伝統的な製品の製造方法を示す言葉であり、その製品が作られ

るコミュニティの文化的要素と本質的に結びついている。手工芸は簡素な道具と技術を

用いるものだと考えられているが、もし伝統技術がサステナブルでないのであれば、文

化的背景や意味を無視してその技術を変えるべきなのであろうか？ 現在のニーズに応

えるためには、従来の技術は、文化的アイデンティティを保護しつつ、サステナビリテ

ィの実現に向けて変えていかなければならない。物事のやり方は同一の特性や本質を保

ちつつ変えていくことができるが、製品についても同じことが言える。独自の特性を保

ちつつ、また文化的特徴を保護しつつ新しい手工芸製品に進化させることができるので
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ある。従って、その状況におけるニーズや必要条件に合致した適正技術を使用すること

が、地域のサステナビリティを実現するための も適切な選択肢である。 

 

 さらに、このような状況の中で、「デザイナーは伝統と現代の間の橋渡し役であり、

現代の生活ニーズと工芸品の生産とを結びつける[2]」という基本的役割を担う。 

 

 

デザインとデザイナーの役割： 

 デザインは、戦略、生産、サービスについて構想を練る際に、それぞれの段階で基礎

となるものである。新しいサステナブル・デザイン・コンセプト、及びそのアイデアの

発想により、デザイナーは作り出す製品のサイクルを良くしていくために、自然界の営

みに基づいた手法、つまり地球上の生命と環境を脅かすことなく永久に持続するプロセ

スを用いるようになってきている。 

工芸産業において、デザイナーの役割はサステナビリティの実現の到達において必要不

可欠なものである。なぜなら、デザイナーは専門的・学術的に分析することができ、サ

ステナブルな解決法を得るためのまとめ役として決断の際に影響力を持っているからで

ある。また現在は状況の変化により、伝統工芸職人が多くの購入者と直接接触すること

はほとんどなくなったため、デザイナーが、地方の工芸職人と都会の消費者とを仲介者

となる。ペルーの工芸産業に関して言えば、デザイナーは特定の手工芸コミュニティに

介入し、その地域の総合的なサステナビリティを実現するために文化保護を促進する重

要な役割を担っている。デザイナーは、伝統工芸界で継承されてきた文化的、能力的、

技法的、そして材料に対するサステナビリティを危機にさらすことなく、有効な介入を

果たす必要がある。デザイナーと職人が共同で課題に取り組むことで、お互いにいい影

響を与え合い、独自のアイデンティティを保った良質の現代的製品を作り出すことがで

きる。また、デザイナー、コミュニティ、民間団体、地方自治体、専門家グループが一

丸となって取り組むことにより、地元、地方、そして世界におけるサステナビリティを

形作っていくことができるのである。  
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工芸の重要性とデザイン介入(DI)：  

 観光事業において手工芸分野は社会的・経済的重要性を持っており、優れた作品を作

り出す職人の能力も認められている。しかし、職人達と社会的・経済的状況の中には不

均一性があり、そのためにペルーの手工芸産業では、技術、デザイン、品質、製品多様

性の各分野において発展レベルが異なっている（第三章、3.1 節参照)。例えば、私が訪

れたモチェ地域にある小さなコミュニティ（2008 年 8 月～9 月）では、新製品のアイデ

アが無く、従来の物がコピーされ続けていることが観察された。また、図像が適切に使

用されておらず、品質が良くない製品もあった。 近訪れた トゥクメ地域においても

（2010 年 4 月～5 月）、伝統技術が新世代の若年層へ継承されておらず、彼らは手工芸

産業を離れ他のより収益の高い職を求めるため、手工芸産業の状況はまだ初期段階で発

展が必要であった。このように、手工芸を復活させ、サステナブルな活動として更なる

開発を行い、彼らのアイデンティティを保護していく必要がある。  

 

 上記の問題は、先に示した地域の社会的・経済的状況により生じたものである。長年

資源が適切に管理されておらず、政府によるサポートもない。また、製造、商業化も不

十分な上、総合的なデザインコンセプトや手法も欠如している。  

この現実に反して、長年の努力の結果、現在では行政機関と民間団体が観光を通じて手

工業産業を促進する努力をしており、その活動が 近、該当地域において始まった。ま

た、現在ペルーでは、竹と茎を促進する国家計画 2008～2020 （ペルーの農業省が立ち

上げ）が進められている。これにより、竹や類似の NWFP を使用した計画の実行におけ

る成功の可能性が高まっている。また、竹やその他繊維の使用については、トゥクメで

の事前ワークショップで簡単に職人に紹介した。第三章 3.3 で説明したように、トゥク

メの職人は計画の受益者と考えられており、彼らはこのような材料に興味を示し、その

材料を使って製品を作ることに意欲的である。このことから、この計画の結果は明るい

ものであり、今日まで価値を見出されていなかったこのような材料を使った製品の開発

の将来性も明るいと言える。（図 D1.1 参照） 
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図 D1.1.  入門ワークショップ (Axis Arte PUCP. Túcume – 2010 年 4 月～5月) 

 

 

 さらに、バングラデシュで実施したコンテンポラリー・クラフトデザイン・プロジェ

クト（2011 年 6 月～9 月）では、ペルーと同様の手工芸の状況と革新や商業化の困難さ

が見られた（第四章、4.4 節）。この状況を覆し手工芸製品を復活させるため、デザイ

ン介入は手工芸産業の改善と修正を図る重要な戦略となる。今回の経験では、新しいア

イデアの発端を獲得し、新技法により技能補強を行い、工芸職人がデザイン革新という

意識を得るためにデザイン介入が有効なことが示された。 上記で示されたように、当

研究の間に DI が必要で適用されてきた地域の実例を観察してきたが、職人に関しては、

ワークショップ及び共同制作体験（コンテスト）を行った際、アドバイスを受け一緒に

作業をしたいという望みや姿勢は見られたが、同時に、まだ新しいアイデア、手法、プ

ロセス、材料を試すことに対する戸惑いも見受けられた。職人は主要な環境問題やサス

テナビリティ実現に向けての実践に関する知識がなく、また、多くの場合、地元の文化

的・歴史的遺産や文化的アイデンティティを保護する重要性についての知識や理解が曖

昧である。ガロの手工芸界とは対照的に、バングラデシュにおいては伝統と文化的アイ

デンティティが日常の生活に強く保たれていた（図 D1.2 参照のこと）。従って、そこ

に継続的にデザイン介入することにより、徐々に、職人達が持つ新しい道の探求への恐

れを、職人達自身の発展のために必要なものに変えていく必要がある。彼らが必要な専

門性を獲得するにつれ、次第に明るい結果がもたらされることが期待される。 
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 これまで行ってきた分析に基づくと、工芸産業の改善においてデザイン介入は必要不

可欠なものである。従って、この研究は、「サステナブルな概念に基づいたデザイン介

入により、ペルーの手工芸産業において再生可能材料の使用、文化的アイデンティティ

の保存をどのように誘導できるか。」 

という本論文の論点に対する答えを出すために、デザインを介してどのような改善を行

えばいいかということに焦点を当てた。 

 

ペルー、トゥクメ：工芸とツーリズムの統合によるサステイナブルプロジェクト 

 主要な論点に答えるためトゥクメ地域で計画・実行された、先述の責任ある観光及び

地域のサステナビリティ実現に関する計画（第四章４.3）のような計画においては、サ

ステナビリティを目指して手工芸産業を改善していく目的で、適切なデザイン介入が必

要である。このような計画においては、専門家グループが、正確且つ責任ある総合的な

指導を、関連する手工芸コミュニティ、民間団体、地域公共団体に対して行う責任を負

っている。結果として、ワークショップやビジネス事業体の協力により、再生可能材料

の使用や文化的・歴史的遺産の保護が促されるだけでなく、この総合的な努力によって

コミュニティの生活水準や経済状態、地域や観光分野におけるインフラと経済状態も改

善することができ、サステナビリティを実現することができる。 言い換えると、デザ

イン介入は、工芸職人の仕事に付加価値を与える手法や材料、ツール、プロセスに関し

て、気づきを与える一助となる。さらに、デザイン介入は、バリューチェーンの各項目

に沿って知識や開発、気づきを刺激する重要な手段であり、これにより何年もの間、需

要が喪失していたサステナブルな材料（竹、など）やサステナブルな製品の商業化を、

短期的または長期的に拡大していくことが期待される。 今日の産業は、伝統的な工芸

品部門に比べ、宣伝、商業、物流などの面で進化してきている。従って、産業慣行や商

業製品の面で競争力を得るためには、工芸職人には DI が必要である。  

 

 工芸は経済活動であり、その開発の中核は商業化である。顧客は工芸職人に対する温

情から工芸品を購入するわけではない。製品は競争力のある価格で、美的、機能的でな

ければならない [1]。製品が消費者を魅了した場合にのみ、商業的に成立しうるのであ

る。デザイン介入はまさにこの点において、現代の市場で工芸品の商業化と発展を遂げ

                                                 
1 Craft Revival Trust, Artesanías de Colombia S.A. & UNESCO.  Encuentro entre diseñadores y Artesanos.  New Delhi. 2005. p.4 
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るために重要な役割を担っている。デザイン革新は、一度効果を挙げると永久的に強み

となる。製品の品質や美的感覚、適用技術（サステナブル）、適用される材質など様々

な面を刺激し、大きな変化をもたらす可能性があるからである。  

 

 

ピルガチャ – バングラデシュ: 現代工芸デザインへのDI実践 

 先に述べたように、バングラデシュの工芸界の状況はペルーの状況によく似ている。

従って、この実践の成果は、ペルーのトゥクメプロジェクトの竹細工デザインの実践に

も価値のある洞察をもたらすものである。  

３ヶ月の後、工芸職人の技能、製品と製造面の革新、試作品の結果、商品化の実現性な

どに与える面から、DIの成功点と失敗点とを評価することができた。  

工芸職人がデザインコンセプトの必要性を理解するきっかけ、新製品案、技巧面の改善

は向上した。これは、辛抱強く学ぶ姿勢にも見られた。さらに、新技術とツールをうま

く扱い、品質向上に対する考えもよく理解され、新製品の試作品を作りあげることがで

きた。しかしながら、生産面での困難さや弱点を修正し、必要な品質管理点を設定し

（目視確認、標準計測ツール、ポカヨケの方法など）、有資格者が恒常的に製品をモニ

タして誤りがあれば修正を施すという製造工程を練習しテストするためには、まだ時間

が必要である。今回の事例では、美術専攻の学生も、デザインと製造技能の訓練にはよ

り長い時間が必要であり、この初期段階において工芸職人と全時間を通じて作業を共に

する必要があった。 

 

 このプロジェクトでは、外国人のデザイナーが、製品のデザイン力欠如という問題を

取り上げただけでは不充分なことも示された。デザイン介入は、材料やツール、インフ

ラなど 初のバリューチェーンの問題が解決して初めて成功するものである。 初はツ

ールがないため多くの困難があったが、これは次第に解決された。また、現地に製品品

質を保つ良いインフラがないため（倉庫や製作場所）、この村で 初に解決しなければ

ならなかったのは、天候や汚れ、湿気、かびなどの問題であった。前提条件（インフラ

ストラクチャ）が見合ったものでなく、材料が 適なものでない場合にデザイン介入が

行われると、伝統的技術や材料が製品に有効的に適用さるかもしれないが、材料の品質

（乾燥や測定）、保存、供給などの制約により、製品は市場へ導入に適さないものとな

るだろう。他にも、言語や文化の障壁、美的感覚の差異、そして、製品は短期的には現
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地都市部の市場へ、長期的には外国市場へ導入されるため、様々な市場トレンドとの関

連性を考える必要があるなど、克服しなければならない障害がたくさんあった。  

 

 一方で、製造のコスト効率いかんに関わらず、その成果が現れるのは１年以上先のこ

とである。また、将来の注文対応に備えて原価と価格、製造時間を調べるために、ピル

ガチャ村に180件の竹細工製品が注文された。このような方法で、バングラデシュの45

件のハティル(Hatil)店舗に、商品化された竹製品を提供していくことができるだろう。

このような努力により、10人の生産者とその家族には直接的な利得がもたらされる。そ

して、今後DTCのような機関による当プロジェクトのフォローアップやさらなるDI、ま

たハティルのような大企業の恒久的な技術援助により、恩恵を受ける生産者の数は今後

もさらに拡大していくとしていくことが期待される。  

 

 

将来のプロジェクトに対する推奨とさらなる研究 

 デザイナーと工芸職人の他に、ブレインストームのセッションには生産とマーケティ

ングの専門家を含む必要がある。この時専門家からはプロジェクトの目的の範囲内で自

身の専門知識に基づき様々な側面に焦点を当てた意見が出るため、お互いにとって重要

なフィードバックが得られ、目的達成に向けたより良い方法を選択することができるだ

ろう。 

 

 同様に、デザインプロセスや現地の状況、プロジェクトの目的を理解した恒久的なま

とめ役も必要である。プロジェクトを主導し、プロジェクト内の様々なチーム（デザイ

ナー、工芸職人、マーケティング、物流、など）の意見の伝達を促進するリンク役とし

て、誰もが同じ目標に向けて活動し、後戻りすることなく作業を効率的に行っていける

ようプロジェクトをまとめていく主催者が必要である。  

 

介入を担当するデザイナーチームは、製造場所に拠点を置く方が、離れた場所でデザイ

ンし製造をモニタするよりも有効である。環境や材料の挙動が転向や作業施設により異

なるため、試験や試作が同じ結果を示さないこともあり、生産中に多くの時間を問題解

決に費やさなければならないこともある。  

この種のプロジェクトは、工芸職人の創造性や技巧面にだけではなく、市場や商業化の

領域にもDIを行い、良く構成されたバリューチェーンサプライを確立する必要がある。
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さらに、プロセスやテスト、評価、改善をモニタし、成功的成果をもたらすためには、

開発に 低でも2年という長い期間が必要となる。   

 

 さらに、バングラデシュの実践とペルーのワークショップの後、工芸職人も環境に害

を与えることなく安全に取り扱うことができる天然仕上げ剤（日本の漆のようなラッカ

ー）を現地で調達できることがわかった。  

さらに、湿度の高い環境において、ローテクおよび低エネルギー消費で実施できる、ま

たは天然システムによる代替的な乾燥プロセスと保存方法についてさらに研究が必要で

ある。同様に、地方での使用に適切な環境に害を与えない竹の防虫防カビ処理について

も、さらなる調査が必要である。 

 

 これらの結論は、本論文の研究の一環としてペルーのモチェやトゥクメ、そして同様

にバングラデシュのピルガチャで行ったDI実践の経験に基づいている。従って、当論文

は新製品開発のDI効果およびサステナブル材質やプロセスの使用に対する貢献度として

は微細なものでしかないかもしれない。しかし、現在計画中のペルーのトゥクメにおけ

る将来のプロジェクトで同様の介入を実施し評価ししたり、バングラデシュのピルガチ

ャにおけるプロジェクトを今後もフォローアップしたりしていくことで、商業化、経済、

環境に与える影響をさらに拡大していくことができるだろう。 

 

 サステイナブル開発を達成するには、まだまだ道のりが長いが、 初の一歩は踏み出

された。これを今後につなげ、サステナブルで利益に結び付いたプラットフォームを確

立するために、様々な機関（カタリスト、ハティル、バングラデシュのDTC、ペルーの

FinCyt, Los Horcones、AXIS Arte PUCP）からの資金援助や技術援助が重要である。そ

して、そのプロジェクトは、地域社会、民間企業、学術界、専門家、学生、工芸職人、

そして環境の全てに恩恵をもたらすものでなければならない。  
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デザイン介入のワークショップ・新技術の練習
(ピルガチャ・バングラデシュ 2011)
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Axis Arte PUCP のデザイン介入の結果 

(職人の作品・トウクメペルー 2008～2010)  
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付録 A： 

日本における竹の用途 

製造技術の研究 
 
 

 

 

 

本付録では、日本における竹の用途について本年度観察したことを紹介する。竹を裂いてか

ご細工品や工業用の Plybamboo（竹積層材）を作り出す伝統的な技術に焦点を当てる。  

日本では 600 種類を超える竹が自生しているが、かご細工に適した竹の種類は限られてい

る。一般的に以下の竹が使われている。 

 真竹 (phyllostachys bambusoides): サイズ： 高さ 18 m、直径 10 cm。柔軟で薄肉で、

美術品に使われ、簡単に切ったり割ったりできる。 

 孟宗竹 (Phyllostachys Pubescens): サイズ：高さ 22 m、直径 17～23 cm。日本最大の

竹で、強く、節間が短い。かご細工の支え部分、柵、建築材などに適している。 

 淡竹 (Phyllostachys Nigra F. Henonis): サイズ：高さ 7～11m、直径 7.5～10 cm。薄

肉で、一般的に茶筌、うちわ、ランタン、装飾品に使われる。（図 1.1 参照） 

  

図 1.1:  最もよく使われるもの 

真竹 孟宗竹 淡竹 
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かご細工やその他小型工芸品に使われるもの： 

 黒竹 (Phyllostachys Nigra): サイズ：高さ 2.5～4.5 m、直径 2.5～6.4 cm。薄肉で黒

色。インテリアデザインに使われる。杖、傘、柄、釣竿にも使われる。  

 布袋竹 (Phyllostachys Aurea) サイズ：高さ 7～8 m、直径 2.5～6.4 cm。直立で、サ

イズが小さく、柔軟で、節間が歪んでいる。釣竿、キセルの羅宇、傘、バッグの取っ手

に使われる。 

 矢竹 (Pseudosasa Japonica) サイズ：高さ 1.8～4.5 m、直径 2.5cm 以下。薄く真っ直

ぐな竹。弓矢、釣竿、キセルの羅宇等に使われる。 

 女竹 (Pleioblastus Simoni) サイズ：高さ 2.5～3.5 m、直径 2.5 cm。小さく、固い。

葉鞘が美しい。（図 1.2 参照） 

図 1.2: その他使われる種類 

黒竹 布袋竹 矢竹 女竹 

 

A.1 竹の加工： 
 

1. 収穫： 通常必要に応じて収穫するが、質のよい竹を収穫する最適な時期は糖分が少ない

晩秋である。斧に似た工具か鋸（手鋸、電動鋸）を使って地面近くで切る。空洞から水や腐

食が根茎に行かないように、節の上で切る。竹を確実に再生させるために、最盛期に竹林を

伐採してはならない。最後の雨が降った後に出てくる筍は残し、各竹林の中で最低 3 本、3m

以上茎を残す。掘ったり根茎を抜き出したりしてはならない。 

2. 準備  

 １次準備： 枝払いし、茎を指定の長さにクロスカットする。保管してクリーニングする

（水、サンディング等）。 

 ２次準備： 均一な光沢色を得るため、及び菌類や虫の害を低減するため、ゴム質を取り

出し、澱粉を減らすことが必須。 

日本では、光沢のある象牙色を出すために以下の二つの手法が用いられている： 
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1) 乾式工程： 青竹を 120°C で均一に熱し、表面に浮かび上がってくる水分とガム質

を乾いた布で拭き取る。油分が浮き出なくなったら工程は完了。 

2) 湿式工程： 1～2 時間竹を蒸すか、苛性ソーダ液(0.2-0.8%)又は炭酸ソーダ液(0.2-

1.2%)に 10～15 分浸し、乾いた布で拭き取る。 

その他よく使われる手法： 

1) 収穫場所で枝が付いたまま、地面から離した状態で（石の上に乗せて）4～8 週間日

光に垂直に当てて乾燥させる。茎の色が保たれ染みが付かないため、推奨されてい

る手法。  

2) タンク（池、川）の水に 90 日浸ける。竹の抵抗力が無くなり染みが付くため、この

手法は推奨されていない[1]。 

 

3. かご細工、その他の用途のための１次加工 

 

1) 竹を裂いて竹ひごを作る： シンプルな技術が用いられている：裂いた竹を更に細か

く裂き、それを更に裂いて竹ひごを作る。竹は放射状又は接線方向に（図 2  a, b, 

c）圧力をかけながら斧刃で叩いて茎全体を裂くか、円形の竹裂き工具で均等に裂く。 

2) 茎全体を揃える： 竹を揃える際は、茎のサイズによって様々な装置が使われる。小

径の茎には、穴や切込みのある簡素な木レンガが使われる（図 23a）。 

3) 円形茎や裂いた竹を曲げる： 緑色の又は乾燥した円形茎を局所的に熱し、曲げた後

形を付けるために水で冷やす。裂いた竹を曲げるには、節間を熱する。（緑色の茎

のほうが曲げやすい） 

4. ２次加工 

1) 漂白：  日本では重亜硫酸による漂白が一般的に用いられている。また一般的に、

裂いた竹と竹の細片の色を均一にし、傷を防ぐために漂白が行われる。 

2) 染色： 天然・工業用染料が使われる。大抵、裂いた竹と竹の細片の漂白後に行われ

る。 

3) 炭化： 均一の茶色を出すために、裂いた竹を蒸気ボイラーに入れ、20～30 分

5kg/cm2 (150°C)で熱する。 

4) 酸による着色： 皮を剥いだ竹にハケで塩酸を塗布し、炉に入れて茶色にする。 

 

                                                 
1 Hidalgo, Oscar. “Manual de Construcción del Bambú”.  Estudios Técnicos colombianos Ltda.. Editores. 
Bogotá: 1981. p.2 
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5.  仕上げ 

1) 焙り： 仕上がった製品を長時間火にかけ、濃い茶色に仕上げる。 

2) 漆塗り：  仕上がった製品に天然漆、合成漆を塗る。 

3) 塗装： ワニス (白いセラックニス 3 oz. を変性アルコール 10 oz.に溶かす)  

 

 

A.2 竹加工の基本工具・設備 

 

竹は木のような特性を持っているため、加工の手順・技術は木材と大きくは異ならない。加

工に必要な基本工具・設備は以下の通り： 

 

A.2.1 基本工具キット 

 

小規模な竹のワークショップで使われる基本的な大工道具： 

 

 

1. 平たがね一式（6～75 mm） 

2. 丸たがね一式（12～75 mm 曲面） 

3. 直角ゲージ 

4. 巻き尺  

5. 内径・外径カリパス 

6. 木槌 

7. ハンマー 

8. バークランプ、C クランプ、ベンチクラン

プ 

9. 万力、木工用ドリルセット（3～12 mm） 

10. 穴鋸一式（直径 25～75 mm） 

11. 横引きのこ 

12. 弓のこ … 
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1- 2 

 

3 

  

5 

8 9 

 

 

10 

 

 

 

 

A.2.2 基本機材 – 機械類： 
 

小規模な竹のワークショップで使われる基本機材： 

 

1. 携帯用電気ハンドドリル  

2. 携帯用電気かんな   

3. 携帯用オービタルサンダー（電動式研磨工具） 

4. 携帯用糸のこぎり  

5. 卓上オービタルサンダー  

6. 卓上ボール盤  

7. 丸のこテーブル  

8. 電動丸鋸  

9. 卓上糸のこぎり  
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2  
3  

 4  

 

 

5  

 

6  9  

 

 

 

A.2.3 工業機器  

 
1. 丸のこテーブル（竹の家具材を実際の長さに切るためのもの）8～16 枚刃の竹割り工

具  

2. さお竹カッター（シーソー型）（さお竹を指定の長さに切るためのもの） 

3. 竹外節リムーバー（竹を割る前に外節を取除くためもの） 

4. ダブルヘッド・ディスクサンダー（ソリッド又は積層された竹で作った家具のクリ

ーニング用) 

5. ドラムサンダー（平らに積層された竹材や合板張りのサンディング用） 

6. バンブーシェーバー （スロットや竹編み機を均一の厚さにするためものもの）  

7. バンブーサイザー（竹編み機の長さと幅を均一に決定するためのもの） 

8. バンブースクレイパー（竹割り工程の前にさお竹の外皮を剥ぐためのもの） 

9. バンブー ハンド スプリッター - 8/l0 枚刃（合板張り積層工程のために竹のスロ

ットを同一サイズにするためのもの） 

10. バンブー チップ カッター（ギロチンタイプ） 

11. バンブースライス機（竹の皮を髄から分けるためのもの） 

12. バンブースプリット機（１度に大量の竹の薄板を作るためのもの） 

13. バンブースリット機（竹の皮から小さな竹薄片を作るためのもの）  

14. 竹測定器（竹編み機の均一幅を高速で決定するためのもの） 
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A.3) かご細工の竹割り工程  
 
 

ござやかご細工には一般的に割り竹が使われる。竹細工は、竹の柔軟性やその他の特性を活

かして美しい形に編み上げた工芸品である。日本では縄文時代（紀元前 10,500～300 年）に

竹で作った舟が使われ始め、江戸時代（1615～1868 年）に広まった。 

 

日本の竹細工では様々な技法が使われており、同じ技法を使っても組み合わせの違いで数え

切れないほどの可能性と興味深い結果が生まれる。 

日本の伝統的な竹細工の技法は大きく次の 3 つに分けられる： 

 編組物 （竹ひごで編むかご細工）  

 丸竹切 （割っていない丸竹を切ったもの） 

 丸竹組物 （割っていない丸竹を組んだもの） 

上記の技法の中で、かご細工には編組物がよく使われる。 

竹編みを始める前に、竹は乾燥させ、油分を抜き、節を削いで竹ひごに加工しなければなら

ない。竹は垂直割り（柾目割り）又は水平割り（平割り）される。  

1. 工具：   

   

竹割り包丁 
竹割り道具 

 

 

幅取り面取り刃 
面取りをし竹幅を削る 

 

 

 

のこ              竹割り包丁
磨きせん     幅取り面取り刃
切り出しナイフ        はさみ 

2. 乾燥プロセス：   

   

 
乾燥室 

 

水酸化ナトリウムで蒸して脱脂

 
乾燥炉と殺虫装置 
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3. 竹割り（竹裂き）：   

   

 
a) 竹を裂いて決まった大きさ

の細片にする。柾目割り 

 

b) 均等に竹を裂く c) 平割り 

d) 平割り 

竹が長い時は足を使う 
e) 決まった角度・幅にナイフ 

を刺し均一幅の細片を作る 

 

f) 同じ幅の細片を切るための

工具 

 
g) 竹の厚さを削り均等にする

工具 
h) ナイフを斜めに刺し 

面取りする 

 

i) 竹編み用の均一サイズの  

竹ひご 

 

 

4. 竹編み： 

  

   

 
a) 乾燥した竹ひごを編む b) 青竹の竹ひごを編む c) ござ編み 
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5. 編み方：   

   

a) 六つ目編み b) 輪弧編み c) 二本飛び網代編み 

d) ござ目編み e) 縄目編み f) 八つ目編み 

 

 

 

参考：   

 

 見学した施設： 

 
 竹原まちなみ竹工房.  Workshop on Bamboo 

 日本竹の博物館 Japanese bamboo museum 

 大分県産業料学技術センター Bamboo Research Center 

 別府市竹細工伝統産業会館 Beppu Bamboo Traditional craft Museum 

 熊本伝統工芸館 Kumamoto Traditional Craft Center 
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A.4 Plybamboo（竹積層材）： 

 

Plybamboo（竹積層材）竹材片を薄層化した板で、大部分はフローリング、家具材、薄板に

応用される。 

収穫された竹は、澱粉と昆虫を除き、細片のような小さな四角形にされる。その後細片は

0.6mm（ベニヤ）～40mm（パネル）に薄層化される。この板は住宅の理想的なフローリング

造り、家具、室内装飾物などの材料となり、合板材としても幅広い用途がある。さらに、

Plybamboo 板に使われる製造技術は同様に合板にも応用できる。 

Plybamboo 材には様々なサイズ、色、層、模様がある。一般的な Plybamboo 板は 2440mm 

(長さ) x 1220mm (幅)、構造は平プレス又はサイドプレスで、一般的な色は漂白色と炭化色

（天然色・茶色）である。 

 

 

 

 

細片作りと乾燥：   
   

a) 割った竹を細片にする。 

最も使われている竹は孟宗竹 

b) 節を削ぎ角状にする c) 炭化乾燥。細片は茶色る。

加圧＆過熱  

(60ºC, 0.36Mp,1.5h) 

 

d) 細片を 3日間乾燥させる e) 指定の厚さに近づける e) 細片に糊付けする 

 

 

 

 

 

  



 

 

ボ

a) ノ

（

d) 薄

ベニ
 

a) 

ベ

d)

 

 

ボード＆ベニ
 

ノンホルムア

非毒性）で細

 

薄板はサイド

ベニヤに

 

 

ニヤのプレ

垂直プレス機

ニヤ板を糊付

成形す

) ウレタン塗

乾燥

ニヤ製作：

アルデヒド糊

細片を糊付け

ドプレスして

にする 

レス成形： 

機： 家具材に

付けしプレス

する 

塗装仕上げ用

燥室 

 

 

け 

b)

 

 
に 

ス 

b) プ

 e)

日
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e) ベニヤ
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参考：    
見学した施設： 
 Teori – Furniture maker Co. 

 Take Create – Furniture maker Co. 

 R. Gnanaharan, A.P. Mosteiro. Local Tools, Equipment & Technologies for Processing 

Bamboo & Rattan. International Network for Bamboo and Rattan (INBAR). 1996 

 Hidalgo, Oscar. “Manual de Construcción del Bambú”.  Estudios Técnicos 

colombianos Ltda. Editores. Bogotá: 1981 
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A.  PARTICIPANT ENTITIES IDENTIFICATION 
 

 
5. APPLICANT ENTITY  

 
Applicant Entity Type  
Name Empresa de Servicios Turísticos Los Horcones de Túcume EIRL 

Tourist Service enterprise Los Horcones of Túcume 
Address District  Province Department Code - 

UBIGEO(2) 
 Túcume Lambayeque Lambayeque 140312 
Establishment year 2005 Activities Starting Date  2001 
RUC 
 

20479897442 

E-mail 
 

correaalamo@yahoo.es 

Telephone 5112210453 
511998025205 
 

Fax  

CIIU(*) 5510 
 (*) CIIU: Internacional Industrial code.  http://www.denperu.com.pe/denexe/listciiu.asp  
 
 
 

 
6. APPLICANT ENTITY BACKGROUND 
 
The rural Lodge “Los Horcones” is working with six rooms since 2001: Three Double 
rooms, Two Triple rooms and one Twin room, Kitchen and Dinning Services and 
Hospitality Services. It serves a 70% Internal Tourism and a 30% Incoming Tourism. In 
2002, it was winner of the 1rst Prize in the “Hexágono de Oro” Architecture Biennale. 
In August 2005, it was formally set up as Empresa de Servicios Turísticos Los Horcones de 
Túcume E.I.R.L. Later in 2007 its capacity was increased with 12 rooms. 
Its high season is from May to December and the Annual income has been shown as 
follow: 
Year 2007      S/. 64,471.00 
  
Year 2008      S/. 66,450.00 
Year 2009      S/. 100,430.00 
 
The Lodge is run by 2 staff members in charge of the reception and maintenance with a 
salary of S/.1,000.00 each、 plus the respective employee rights.  The reservation service 
is operated by “El Viajero” travel agency. 
 
The rural Lodge “Los Horcones” is working with six rooms since 2001: Three Double 
rooms, Two Triple rooms and one Twin room, Kitchen and Dinning Services and 
Hospitality Services. It serves a 70% Internal Tourism and a 30% Incoming Tourism. In 
2002, it was winner of the 1rst Prize in the “Hexágono de Oro” Architecture Biennale. 
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Contribution and 
Function in the 
Project  

 

The innovative contribution of the Project lies in the incorporation of: 

Applied investigation on technological transfer of Local Sustainable Production, 
Design as competitiveness factor and value generation in the diversification of local 
production. 

The approach of Social Responsibility shared with the private enterprise will 
facilitate the promotion of complementary undertakings for the Local Sustainable 
Development. 

 
 
 
8. LEGAL REPRESENTATIVE OF THE APPLICANT ENTITY 
 
Names & Surnames : Rosana Correa Alamo           

DNI: 07810085 

E-mail: correaalamo@yahoo.es 
Telephone: 5112210453  
                         
 
9. PROJECT GENERAL COORDINATOR 
 
Names & Surnames:  Edith Meneses Luy                                                                                                                   

DNI: 08266673 

E-mail: emeneses@pucp.edu.pe 

Telephone: 992753242 

Belonging entity: Associated entity PUCP AXIS Arte 
 
 
 
B. PROJECT TECHNICAL REPORT  
 

 
10. DIAGNOSTIC   
 

 
10.1 Central Problem: 

 
“Los Horcones” lodge is located in the rural area of Túcume district, its services look for 
the incorporation of the surrounding potentialities and the natural patrimony. Therefore, 
it is generally observed that the route Túcume – Lambayeque to Bosque Seco (Dry Forest) 
has the following characteristics: 
 

1. Rural surrounding with maintenance and conservation scarcity 
2. Lack of sanitation and solid waste handling in the area. 
3. Due to the population economical situation, the surrounding dwellings are not 

well maintained and they lack of basic services. 
4. Lack of cultural identification of the Túcume rural population with their 

surrounding environment and resources.  Therefore, they do not contribute to 
their conservation.  
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3. Deterioration of farmlands due to the growing of just rice (monocrop) – lack of 
agricultural diversity that is generating salinisation, pests, water scarcity, nearby 
structural deterioration of buildings etc. 

4. If there are not local undertakings and local services demand, local development 
will not be generated. Thus, services of external companies would be required. 

5. Due to the lack of sanitation and urban management, poverty and health 
conditions will be affected and progressively deteriorated. This will affect the local 
development opportunities that alternative tourism could bring.  

6. Inappropriate control of resources exploitation, eco-system unbalance, lost of 
native vegetation and forests, local contamination and habitat deterioration of 
endemic species. 

7. Introduction of new building and productive techniques: Modification without a 
coherent control with the identity and idiosyncrasy of the zone, altering the 
already existing traditional and cultural image of the district.  

8. Lost, manipulation and distortion of the identity and customs.  
 
 
10.4 Basic Hypothesis of the Project: 
 
“Los Horcones” as an established local business can be promoter of sustainable local 
production and services, since it is a direct consumer of these products and at the same 
time it can initiate the competitiveness of these other consumers and markets.   
 
The rural lodge “Los Horcones” is a local enterprise that can lead the tourist development 
of the area, promoting and articulating associations, generation of mini productive chains, 
encouraging the quality and sustainable tourist products and services of the Túcume – 
Bosque Seco circuit. 
 
In this way its services offer will be increased inside a Responsible & Alternative Tourism 
model.  In association with the Pontifical Catholic University of Peru (PUCP) the 
innovation on services and manufacturing processes will be strengthen through 
investigation and applied technology. 

 
 
 
11. EVIDENCE AND RECENT INVESTIGATION ON THE CENTRAL PROBLEM 
 
 
1. Axis Túcume Project. -  Financed by the “Creators of Culture” prize of the World 

Bank Development Fair 2002, together with the support of the Site Museum of 
Túcume and the local actors (individuals). The project “Reconstruction of the cultural 
link” developed abilities in a local population of diverse age and gender; on the 
recovery of their identity and on techniques like: Dying (Batik), embossing with 
aluminum foil and silversmithing. Two years later, the Túcume Craftsmen association 
was settled and Túcume as craft center. After 8 years, these artisans supply products to 
the two stores located in the Museum and continue with the training task on 
educational and productive fields.  
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 Development of new products and services with sustainable characteristics that will 
benefits the local community and their life quality. 

 Incorporation of new undertakings program developed from the building of 
competencies/skills in a program of Experience Tourism circuits encouraged by “Los 
Horcones” lodge. 

 Diversification of the local productive activity, with finished products and 
complementary services that will generate a higher income. 

 The promotion of undertakings is wanted; based on the responsible use of local 
resources and family productive units supported by their association with mini 
productive chains complementary to the alternative tourism.  

 Production and products & services supply network for the local, regional and national 
market at medium and long terms. (e.g. Tourism sector, lodging, tours, entertainment 
centers etc.) 

Potential market:  During the last year, the Site Museum of Túcume neighboring Los 
Horcones – Rural Lodge has received more than 43,000 visitors.   
 
b. Technical: 
 

 Introduction of new techniques and methods in the utilization and process of 
sustainable materials. (Bamboo, cane, natural fibers, fruits etc.); through the 
cooperation and exchange with national and international specialists. (Technological 
transfer between PUCP – Hiroshima City University –Japan: HCU). 

 Design intervention on the innovation of materials utilization known in the area which 
their potentiality has not been maximized.  Materials as bamboo, resins, fibers, native 
cotton etc. that will contribute on the development and the supply of more competitive 
and better quality utilitarian products and services. 

Exchange and technical training on sustainable resources production (cultivation of 
bamboo, fibers…) and their transformation in final products with the help of academia 
alliances (PUCP, Agrarian National University - Peru, HCU – Japan…) 
 
 
 
13. DESCRIPTION OF THE PRODUCTIVE INNOVATION TO BE DEVELOPED 
 
The Project proposes the innovation and diversification of the services that the rural 
lodge “Los Horcones” offers. Focusing on processes and products of alternative, 
responsible and sustainable tourism. 
 
The proposal considers the generation of on mini-productive chain undertakings 
complementary to “Los Horcones” logde, that will include: 

1. Promote a craft sustainable production with renewable resources like bamboo, 
cane, gourds, fruits etc. 
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monitoring system from the university.  Local gastronomy and traditional food 
production at a craft level. 

 Vegetable and recycled hand made 
paper. 

 
Component 4: 
 Development of the Improvement plan 

to offer an integral rural-life experience 
by Los Horcones Lodge together with 
the local undertakings generated by the 
project.   

Midterm submission: 
 Management operative plan of Los 

Horcones - rural lodge.  
 
 

Component 5: 
 Preparation and development of the 

Sustainable and experience tourism 
circuit tour: Túcume farmland and 
Bosque Seco. 

Midterm submission: 
 Túcume farmland ~ Bosque Seco circuit 

tour: Rural-life experience Project. 

 
Project conceptual scheme:  
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The workshops will stress on the use of observation and on the own and regional 
references. Especially on sustainable materials and the environment protection topics, 
in order to perform the analysis and feedback on what have been seen and 
remembered. In this way promote the formulation of new ideas.  
 
In short it will be use for the accomplish and implementation of the submitted 
proposal: 

 
The Participative methodology for: 
 

 Get the local participants involve in the submitted proposal led by the enterprise. 
 Data collection, information and opinion of the local participants.  
 Sustainability of the proposal. 
 Undertaking promotion for the creation of a productive network. 
 Innovation and incorporation of necessary technology boost. 

 
 
 
16. PROJECT TECHNICAL TEAM ORGANIZATION 
 
 

Surnames Names Occupation / 
Major 

Technical function % of 
dedicatio

n 

 

Entity 
(Applicant, 
Associate, 

Additional HR) 

Meneses Luy Edith Architect
Master diploma in 
Social Management. 
Project coordinator 

 Innovation & Infrastructure 
Design 

 Training program and creative 
undertakings Design. 

 
100% 

Associate 
Entity 

Kukurelo Del 
Corral 

Pilar Architect
Master diploma in 
Social Management. 
 

 Complementary Services 
Infrastructure Design. 

 Innovative Activities Design & 
Management. 

 

100% Associate 
Entity 

Hermoza 
Samanez 

Luz Designer
Master in Social 
Management 
studies. 

 Design & Innovation of craft 
products and processes 
complementary to the 
enterprise and the Túcume ~ 
Bosque Seco route. 

100% Associate 
Entity 

Correa Alamo Rosana Architect
 

 Innovation in Architecture 
Design on the recovery of 
traditional materials and 
techniques. 

 Building with Guadua 
(Bamboo)  

100% Applicant 
Entity 

Escobar 
Cáceres  

Patricia Virtual Education
M.A. 

 Pedagogic Strategy Design. 
 Distance activities monitoring. 

25% Associate 
Entity 

Jara  Lupe Psychology M.A.  Participative and innovative 
Strategy Design. 

25% Associate 
Entity 
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 The culture and identity will be strengthened thanks to the cultural and educational 
exchange between the visitors and the training work. 

 
11.4 Impacts in the establishment of Productive Chains or clusters  
 

 Generation of micro-enterprises and productive chains; initially supplying Los 
Horcones with craft, food, entertainment & cultural services, transportation, recycling 
etc. 

 
11.5 Replication possibility by similar enterprises  
 
 Sustainability of the project guaranteed with the active participation of the 

participants involved and the improvements and tangible achievements 
 
 
 
18. BUDGET 
 

 
 
 

TEM (*) 

 
 

Total 
(S/.) 

 
CONTRIBUTION% 

of Sponsor 
  

(Innóvate Perú - 
FIDECOM) 

 

 
CONTRIBUTION 

of Sponsor 
 
(Innóvate Perú - 

FIDECOM) 
(Non refundable 

resources) 

 
COTRBUTION OF 

APPLICANT ENTITY  
 

CONTRIBUTION OF ASSOCIATE 
ENTITY 

1 

 
Monetary Non 

monetary 
Monetary Non 

monetary 

Professional 
Fees 
(Non personal 
services) 

123000  47.31% 78000   10000   35000 

Goods and 
equipment 

52500  20.19% 32000 12000     8500 

Materials & 
supplies 

38500  14.81% 30000 9000    

Consultancy 20000  7.69% 20000     

Technological  
services        

Transportation 
allowance 

16000  6.15% 12000   3500   

Other 
expenses        

Management 
expenses 

 

10000  3.85% 10000        

Total (S/.) 

 
260000 100% 181500 21000 14000 0 43500 

Total (%)  100.00% 0.00% 69.81% 8.08% 5.38% 0.00% 16.73% 



 竹の入門ワークショップ

最初のトライアウト作品
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