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はじめに

私は、鍛金造形家を目指す者として、学生時代より技

術修得のための練習課題で鉢・建水(茶道具) ・一輪

挿・香炉といった用途のある物を「鍛金技法」をもちい

て多数制作してきた。 (『鍛金技法』とは、一枚の金属の

板を金鎚と金床・当て金と言う道具で、延べたり絞った

りして形を成形する「絞り技法」と、鉄の無垢材を火作

りによって加工したり精練した金属を鋳塊から薄板に延

べてゆく時に使用する「鍛造技法」を総称した金属加工

技術のこと)。それと同時に今日迄の展覧会制作におい

ては、まったく用途を持たないオブジェや、むしろ大き

さや形体的には彫刻に近い作品を発表してきた。これら

は、自分の意思のおもむくまま「工芸」だから、 「彫刻」

だからといったジャンルへのこだわり等まったくもたず

に制作したものであった。

ここで「工芸」の歴史を振り返るなら、従来の工芸作

品には、実用的な「用」と芸術的な「美」が要求されてい

た。そして、工芸品とは、実用的な「用」と芸術的な

「美」を両端に置いた軸上を均等あるいは、どちらかに片

寄ったバランスで存在するものであった。現在でも「用」

を備えた立派な作品は数多く生まれている。しかし、過

去のスタイルの工芸に固執せずに現代の生活様式や建築

空間に合った「現代の工芸」を制作しようと考える時、

「用」をまったく考えない「美」のみの表現に重点を置い

た作品、すなわち作家の自由なイメージ表現のみに重点

を置いた作品が生まれることも頻繁にある。これらの作

品は、過去からの工芸技術を基に現代の科学技術を加え

て、より自由で大規模な空間を求めて制作され、スケー

ルも大型化される傾向にある。さらに、これらの作品は、

「絵画」 ・ 「彫刻」 ・ r工芸」といった技術的な区分やジャ

ンル分けを超えた部分で、一つの「鍛金造形作品」とし

て存在している。確かにこれは、溶接技術や、ポリエス

テル樹脂等による補強技術の向上といった科学技術の進

歩が一役買ったとも考えられるが、それよりも作家の展

示空間への意識が、床の間的小規模なものから、大型建

築物のロビーや壁面、吹き抜けの天井、更には、野外空

間-と広がってきた点に着眼しなければならないと思

う。そして広範囲な空間を意識された大型作品は、ある

時は「彫刻」として扱われ、 「鍛金彫刻」とまで呼ばれてい

るのである。

本研究では、江戸時代から今日に至る産地における金

属工芸の変遷を辿るとともに、大型建築物の内部や野外

空間に設置された国内外の「鍛金造形作品」について、

使用されている素材の分類、制作方法等についても実地

調査を行った。そして、それを取り持つ環境を含めた空

間の在り方について制作者の「工芸美術」に対する哲学

と照合し、今後の「鍛金造形」の可能性について考えて
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I地場産業における鍍金作家

まず私は、鍛金工芸の時代的変遷を調べるために江戸

時代中期より金属工芸産業の盛んな産地である新潟県燕

市の産業と東京銀器について調査をすることにした。今

回の調査対象を博物館などではなく地方の産地にしたの

は、金属工芸の時代的変遷をよりリアルな民衆の生活や、

風俗と結び付けて見てゆきたかったからである。

燕市の金属産業は、江戸の初期、相次ぐ水害で疲弊し

た農家を救済するために奨励された和釘造りに始まると

云われ、江戸の町の需要を支え、 「釘鍛冶千人」と云われ

るほど栄えた。明治に入り洋釘の輸入に伴い和釘の生産

は没落していった。しかし、江戸中期、既に鎚起銅器の

技術がもたらされていたこともあり、その鍛金技術は銅

器、キセル、矢立、ヤスリへと大きく枝葉を広げて、そ

れぞれに国内有数の産地と呼ばれるようになった。

やがて時代が変遷するにつれ、キセルは紙巻煙草に、

矢立は万年筆に姿を変え、銅器もアルミニウムに変化し

て、需要が衰退していった。その中で大正初期に始まっ

た洋食器の製造はステンレス鋼との出会いもあり、太平

洋戦争を挟んでの苦労と模索のなかで「世界に朔ける洋

食器の街・燕」へと大きく成長していったのであった。

現在では、鎚起銅器などの伝統技術を大切に保存しな

がらも、先端技術を積極的に取り入れ、ゴルフクラブや

医療器具・自動車部品・精密機械部品や金属ハウスウエ

ア等あらゆる分野への多角化が行われ、開花を見るに至

っている。

以上が燕市における金属産業の沿革であるが、私は今

なお燕市の伝統的産業として昔ながらの手法で鎚起銅器

を制作する玉川堂とそこを退社した後、木冒金を自ら制
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作し鎚起作品へと利用しておられる玉川宣夫さんの工房

と燕市内に1軒だけ残るキセル職人である野島厚次(光

次)さんの工房を見学させていただき、お話しを伺うこ

とができた。

玉川堂の鎚起銅器は、江戸中期の明和年間(1764

1771)仙台の渡り職人「藤七」により鎚起の製法が伝えら

れ、玉川覚兵衛によって受け継がれた。当地に銅器製造が

発展した背景には、近郊の弥彦山に間瀬銅山(大正13年

廃鉱)があり、素材の入手が容易であったためである。

ここでは、古くからの伝統に基づいた手法でやかんや急

須、建水や茶筒、香炉などの茶道具、花器から、手作りの

味とシンプルなフォルムがうまく噛み合った冷酒用の酒器

等に至る様々な製品を分業体制で制作している。 -吾醐獅

生産による合理化が行われているが、古くからの様式にこ

だわる茶道具等については、分業ではなく1人の職人が1

枚の地金から絞り上げて完成させている物もあった。

玉川宣夫さんは、現在57歳。日本工芸会正会員(金工

部会評議委員)で日本伝統工芸展においては、 NK会長賞

を始め、東京都知事賞等多くの受賞歴をお持ちである。玉

川堂の社員であられたが、平成8年に独立され、自宅の続

きに建てられた工房で木日金を素材とした作品制作をされ

ている。

【玉川堂内で制作される作品の数々】

ト枚の銅版から絞られる、一品生産物の湯沸かし】
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木目金とは色合いの異なる2種類以上の金属板を複数

枚積み重ねて伴付けし、これを金鎚で打ち、鍛接する。

この表面にタガネやヤスリで窪みや溝を作り、それを金

鎚で平らに延ばしてゆくと、色合いの違う板の重なりが

木目のような模様として表われてくる。このことからこ

の名称が付けられた。模様が、はつり方、延べ方、重ね

た板の種類と枚数によって多種多様に作られる木目金

は、秋田の鍔工(つばこう)が江戸時代に考案したと言わ

れ、歴史的名品が刀装具に多く見受けられる。

木目金は、完全な作品に打ち上がった後で色上げをし

てみないと、最終的な色兄を見ることはできず、彫りを

施し、打ち延べ、立体になってゆく過程では、作家自身

がもつ過去のデータと経験からしか判断ができず「九割

の予測」と「一割の偶然性」が織り成す模様作りなのであ

る。また、もともと融点の異なる金属どうLを伴付けし

ていることから、複雑な立体物に絞る過程では、割れ、

剥離やふくれ(層の間に溶着不十分な箇所があった場合、

そこにたまった空気が熱で膨張して起こる現象)が起こ

り、最後の最後で作品をだいなしにしてしまうこともあ

る。 「一つの作品が仕上がると同時に、新しいデータが

でき上がり、次の模様に対するイメージが浮かび期待が

高まります。だから、どんなにうまくできた作品の模様

でも、心の底から満足することは絶対にないのです」と

語ってくださる玉川さんの表情からは、木目金のおもし

ろさにとりつかれ、追求して止まない作家魂を感じるこ

とができた。木目金の研究を始められて27年になる玉

川さんの作品は、確かな伝統的技術の上に成り立つ、手

抜き仕事を許さない仕事への忠実さと豊富な経験に裏打

ちされた判断力がないと成しえない仕事である。

現在制作されているものには、花瓶、水指や香炉とい

った伝統的なお道具類が多いが、これほど陵推な模様が

得られることから考えても、アクセサリーやオブジェ等

に効果的に使用されるのなら、まだまだおもしろい作品

ができる可能性があると思われた。

【木日金で制作された壷と

作者の玉川宣夫さん】



つぎに野島厚次さんは、明治44年生まれの89歳。現

在も現役のキセル職人として活躍されている。

燕市の文化財の指定を受けられ、燕市産業資料館の専

門委員も務められ、キセル職人としては75年のキャリア

をおもちである。裸電球が-つついた三畳一間の部屋に、

押し台と言う作業台と数本の細い当て金と金鎚がある。

これが、野島さんの作業場である。主に銀や真魚を素材

にして制作され、銀の場合は模様に切り抜いた赤銅や銅

を紋金として銀ろうで接合する技法(切りばめ象散と言

う)を使って加飾を施し、数本の当て金を使用してだい

たいの形が作られる以外は、ほとんど空絞り(空叩きと

も言う。細いパイプ構造の物を、当て金等の支えとなる

道具を一切使わず、中が中空のまま外から金鎚だけで叩

いて成形する鍛金技法の一つ)で最終的なフォルムまで

形成される。その後やすりがけ、砥石がけ、炭研ぎが行

われ、別に作った先端部分がろう付けされ、パフで研磨

されると、美しいキセルのでき上がりである。切りばめ

象験された作品については、この後、硫酸銅と緑青を主

成分とした液で煮込まれ、銀の部分はそのままの光沢を

残し、鋼の部分は赤茶色、赤銅の部分は烏の濡れ羽色に

例えられるような鮮やかな紺色に変化する。

作られるキセルのほとんどは、全国各地の愛好家から

の特注品で、数年前までは、二軒あったキセル屋さんも、

職人さんの高齢化と後継者の不足から、今では、野島さ

んの工房だけになってしまったそうである。 「毎日手を動

かして、自分が思うままのキセルの形を考え、作るのが

楽しくてしかたありません。寝ていても、夢の中に模様

のデザインが出てくることがあって、目が覚めるとすぐ

に、枕元のノートにメモをします」その言葉の中には

「職人だから作家だから」といった言葉の問題には一切と

らわれず、長年にわたって純粋に物を作ってこられた人

の、いつまでも前向きな姿勢が感じられた。

【野島さんの
制作された

キセル】
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つぎに東京銀器(江戸銀器)について説明する。江戸時

代に入ると社会も安定し、それまでの武家階層に限らず、

町人階層に至るまでが、文化の担い手となった。

彫金においても将軍家に仕えた後藤家に代表される

「御家彫り」に対して加納夏雄や海野勝眠と言った作家に

代表される「町彫り」が現われ、名字帯刀が許された大商

人たちは、名品を手に入れるため大金を惜しまず、大い

に町彫り金工家を後援した。そして、 「打ち物師」と呼ば

れ、鍛金技術を職業とした町の職人も現われ、花瓶や香

炉等の美術品以外に銀器製造を専門とする銀屋(しろが

ねや)等も存在した。 「打ち物師」には、江戸時代後期に

なると、師弟関係による様々な派が出現し、中でも平田

派、黒川派等が有名で、現在の東京銀器を形成するため

の源流となった。

私は、東京芸大の学生時代に浅草の工具屋さんで偶然

に出会い、色々と教わったことのある東京銀器の、奥山

峰石さんの工房を尋ねることにした。奥山さんは、山形

県出身で現在62歳、東京銀器の職人さんとして15歳よ

り故笠原宗峰氏の下で内弟子として修行した後、独立さ

れ、湯沸かし、酒器、トロフィー等、様々な銀製品を制

作されている。 40歳の頃より、銀器の仕事の傍ら、日

本伝統工芸展に出品され始め、高校宮記念賞を始め数々

の受賞もされている。そして、平成7年には重要無形文

化財保持者(人間国宝) ・ 「鍛金」の認定を受けられた。

つぎに奥山さんの公募展-の出品作品を紹介すること

にする。展覧会に出品され始めて10年間は、赤銅に銀

の帯板を錬ろうで接合する、 「接合せ(はぎあわせ)」と富

う技法を駆使して、それを六角、或いは八角の鉢に鍛金

加工で成形した作品が多く見受けられる。接合せは、フ

ラットな板物どうしの場合は比較的うまくゆくが、少し

でも立体になってくると、熱を加えた時の金属の反りな

どが災いして、ろう目はおろか、大きく隙ができてしま

うことがあり、作品がお釈迦になってしまう事も頻繁に

ある。色上げまで完成された奥山さんの作品には接合部

分のろう目も見えず、絞られた形は、たとえゲージを当

てたとしても寸分の狂いも見受けられない。長年の経験

と技術なくしては、まったくなし得ない仕事である。

奥山さんは約10年前より、絞られた作品に「打込象蕨」

という手法で、模様を付ける作品を発表されている。

「打込象蕨(うちこみぞうがん)」とは、 0.4ミリに延べら

れた赤鋼板を複雑な模様に糸鋸で切断した後、これを銀

で絞った署臣上に置いてろう付けし、木槌と金鎚で打ち込

む技法である　0.4ミリもの薄板は、カラゲと言う針金

の線で縛り着けておくが、熱を加えれば、確実に反り返

る。この反りをピンセットで巧みに抑えながらろう付け

してゆくといった、またしても非常に高度な技なのであ

る。 「接合せ」の作品、 「打込象候」、どちらにおいても、

最後の仕上げとして「研ぎ」がある。金鎚でも取れなかっ



た微妙な段差や小さなキズを砥石や朴炭で研いでゆく作

業である。奥山さんが弟子入りして1年間は、殆ど「研

ぎ」の作業ばかりだったそうである。私は、奥山さんの

苦労談を聞くことにした。

「鍛金の仕事そのものは、とても好きだったので、修

行時代は辛かったですけど、苦になったことは一度もあ

りませんでした。苦労したことは、貧乏だったことです。

銀器の仕事は、数をこなさなければお金になりません。

家族を養うためには、昼夜関係なく仕事三昧の毎日でし

た。ごく最近になって夜の時間を自分の研究のために過

ごすことができるようになりました。

これからは、打込象散と接合せを併用した作品を手がけ

てゆきたいです」と奥山さんは言われる。

ほぼ10年以上もお会いしてない奥山さんであったが、

少しも技術や仕事については、秘密にされることなく、

丁寧に説明して下さり、本当にありがたく思えた。

【奥山さんと制作途中の銀器と打込象巌された作品】

以上が地場産業として今日も運営されている金属工芸

の姿であり、そこを基盤として作家活動をする作家の方

達の作品内容であるが、これらは、 「用」と「美」を両端

とする軸上を動く作品群であり、従来からのスタイルの

「工芸」である。

I造形美を追及する鍍金作家

つぎに紹介する、山下恒雄先生と安藤泉先生の作品は、

作家としての出発こそ「工芸」であるが、従来の工芸の範

噂のみで考えようとするなら、説明のしにくい位置にあ

るものと考えられる。

ここで過去から今日までの「工芸」と言う言葉を再確認

する上で、触れなければならない史実がある。これは、

この史実を述べた後で紹介する「鍛金彫刻」と、その作家

を「工芸」と言う言葉を使って説明する上で、必要となる

からである。

明治後半のパリ万国博覧会への出品にまでさかのぼ

る。この万博において日本から出品された工芸品である

金工、漆器、陶器、染織作品は、西洋諸国の純正美術の

思想には該当しないことから陳列を拒否されたのであっ

た。その純正美術の思想とは、 「そもそも美術とはサロ

ン的室内の壁に架けて鑑賞するための物で、額におさま

った平面作品でなければならない。このような形態を取

らないもの、あるいは壷や皿と言った実用的価値を具備

するものは純正美術ではない。以降の出品については金

工の彫りを施した手板、漆の板絵、陶板、染織に関して

もパネルに張り付け額装された物に関しては、純正美術

の範噂として展示を認める」

これは、この博覧会までの日本人の美意識の中に「工

芸」と「美術」を差別的に分けた上で考える思想は芽生え

ておらず、工芸に於いても「工芸美術」とでも言う確固と

した美意識の上に成り立った物と認識されていた日本に

とって、寝耳に水とでも言うべき出来事であった。

そして明治20年代からの海外の万国博覧会への美術

品出展に際して、明治政府は西洋の美術の区分に準じ、

純正美術(絵画、彫刻、建築)と応用美術(金工、陶磁、

織物等、実用的価値と美的価値を兼ね備え・た造形)とに

分類し、且つ、応用美術については、実用性を具備す

ることから絵画・彫刻より一段低い美術として見なし

ていた。

この明治政府の打ち出した規定は、あくまで、西洋

美術の概念区分を鵜呑みにしただけの大変暴力的な規

定であり、此の時から、 「工芸」と「美術」の分裂した2

つの焦点で措かれる、楕円的図形に例えられる歴史が

はじまったのであった。したがって、日本国内の唯一

の展覧会であった明治40年の文部省主催による美術

展覧会(文展)においても、工芸部門は当然のように除

かれ「工芸」は「美術」に比べ一段低い位置にあるとさ

れたのである。

以後、工芸の焦点から円を措こうとする作家達や、

或いは、美術の焦点で完全なる円を作図しようとする

グループの運動が起こり、多くの団体が結成され、

様々に運動を繰り広げてゆくことになる。

これらの工芸運動は、あくまで西洋美術の概念区分

に従った美術と工芸という二つの焦点の中心への一致

を志向した円を措こうとするのにも似た運動であり、

したがって、実用的形態に西洋美術の様式を引用する

ことからはじまり、用を否定して純正美術、つまり彫

刻となることに至ることであった。
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それでは、東京の神田を中心に設置されている山下恒雄

先生の作品から紹介してゆくことにしょう。

神田は江戸時代より職人町、町人町から発展し、神田明

神の神田祭などで威勢のいい下町的なところとして栄えた

商業都市であった。それ故に、稲荷信仰が町人の間で盛ん

に行われ、それらを祭る神社も至るところに点在している。

明治以後大名・武家屋敷の大部分が学校用地に転用され、

関東大震災後は私立大学の多い地区となり、それと供に神

保町一体の100軒を超す古書店のほか新刊書店、出版社

が集まっており、 1960年ころからは銀行等の業務街とし

ての機能も高まった。そして、現在道行く町並みの中には

「伝統」と「発展」という両方の顔を併せ持つ町でもある。

私は、この町で15点の鍛金作品を調査・研究すること

ができた。 ㈱久保工の社長、久保金司さんのご好意もあっ

て調査はスムーズに行うことができた。神田にある鍛金作

品のほとんどは「オフィス街としてのカラーが色濃くなり

つつある神田に、人情味のあった古き良き時代のイメージ

を少しでも残し、一方では更なる発展を願い、新しく建つ

ビルには顔をもたせたい。芸術・文化のある町づくりをし

よう。」というスローガンを基にビルのオーナーに呼びか

けたところ、それに賛同した多くの人々の協力で新築ビル

の入り口付近に、オーナーが買い上げた鍛金作品を、設置

することとなったのであった。　そして制作者である山下

先生と㈱久保工さんとの間で『江戸』を意識したモニュメ

ントとしての七福大を新しく設置して、遊びL、を町に持ち

込もうとされたのであった。

神田駿河台の村田ビルに設置された「北の守」は毘沙門

天立像である。毘沙門天は言うまでもなく七福大の一人

で護国護法の神として崇敬され、四天王の-尊として北

方の守護神とされ、財宝富貴をも守るとされている。

本体は1.5mmの鋼板を使用し、変形絞り加工により作ら

れたパーツを、アルゴン溶接により組み立てられた。右

手に持つ宝塔はロー付けにより組み立てられ、九輪部分

は旋盤により加工された。左手に持つ剣は丹銅板を空絞

りと美鈴の旋盤加工で作られた。本体は硫化仕上げの後、

漆を焼き付け、顔の部分は淡い緑青で仕上げられた。台

座も漆仕上げされた後、本体とネジ止めされた。本体及

び銅の台座は補強のために樹脂とグラスウールが張り込

まれ、宝塔と剣は樹脂による補強の際に、本体と合体さ

れた。

内部が、まったくの空洞状態になる鍛金作品は屋外に

設置される物であれば当然のごとく内部構造として補強

が必要で、この場合もやはりそうされたのであった。ま

た、作品に剣や宝塔といった小道具が付く場合は、心無

いいたずらから護るためにも、樹脂を使用した完壁な補

強がされたのである。完成した像には、表面に蜜蝋が塗

り込まれ、自然な保護膜が作られ、外気による自然な緑

青の発生を期待された。

【北の守】

千代田区外神田6丁目に「妙音」と名づけられた弁財天

をモチーフとしたレリーフがある。

弁財天は七福大の一人で、音楽・弁舌・財福・知恵を司

る女神である。手には琵琶を持ち、その背後には策、筆築、

鼓と言った音曲の女神にふさわしい楽器があしらわれてい

る。そして、雲に乗った弁財天の下方には、中国の山河が

パターン化されている。

この作品は、 1.5mi厚の銅板を高肉のレリーフで制作し

たものだが、 3つの楽器を3パーツ、弁財天本体を大きな

1パーツ、山河の部分を2パーツに分け、各々が完成した

後に、アルゴン溶接にて接合された。額縁となる部分も、

折掛澗口工された後、本体にアルゴン溶接された。

着色は、タンパン酢と言う、お酢と硫酸銅、食塩を成分

とする液に半日漬け込み天火にさらした後、緑青液を塗り、

鮮やかな緑色を出している。ビルの壁面が淡い茶色のため、

色彩的コントラストがより美しく映えて見えた。この作品

も、グラスウールと樹脂とで補強されている。
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東京両国の新国技館の隣りあわせに、東京都江戸東京博

物館がある。この博物館には、江戸・東京を築いた歴史上

の人物である「徳川家康公」の鋼像がある。 「徳川家康」は

「太田道港」と並ぶ江戸を語るに忘れられない江戸幕府三

百年の象徴として語れる人物であり、旧東京都庁の玄関に

は二人の像が設置されていた。東京都ではこの江戸東京博

物館の建設を計画した当初から「徳川家康」の銅像を館内

に陳列することを決めていたが、建物全体の設計計画で構

造上の問題から館内への設置が難しくなり、屋外の庭園内

に設置することとなった。

「像本体は銅板でできており、秘事は足元部分が最も厚

く約8 m。頭部から笠までが約zmni。使用した銅量は約1

トンにのぼる。台座を含めた高さは9mで総重量は35ト

ンにもなる。家康公は、鷹狩りを非常に好んだため像の

ポーズは頭に笠をかぶり、左の握り拳には鷹が止まり右手

には釆配をふるうための指示棒を持っている。銅像の下に

は石彫で制作された亀と徳川15代を表現するためのスラ

イスした御影石が積み重ねてある。

亀を台座にしたのは、 「亀は中国伝来の文化の象徴でいろ

んな史跡にも残され、例えば奈良の西大寺には国宝として

金亀の舎利塔があり、また正倉院の御物や松平家の墓にも

亀が付いている。そしてある歴史作家の文章には天下人を

称える言葉として『秀吉はとんでいる龍のごとし、家康は

地を這う亀の如く』と云う表現もあり、亀は何かと昔から

護り神として称えられてきた。こういうことから亀をイ

メージし、家康公を亀の上にのせてみた。」と生前山下先生

は述べられている。

銅像は各部分を鍛金加工した後、アルゴン溶接にて組み

立てられた。また地震にも耐えるよう台座から頭部まで2

本の太い鋼材を通し、像の周囲は(内面)は鋼材でリブ構

造になっている。像の着色は銅の自然な色の変化を見るた

めに全体に薄い硫化仕上げが施され、袴の部分にはカシュ

97

ウによる黒っぼい仕上げとなっている。

この制作には、原形を作るまでの調査と加工を含めて約

2年間かかり、特に苦労されたところはという私の質問に、

「8mmもの厚さの鋼板を鍛金加工したのは初めてで、芸大

出身の若いスタッフに手伝ってもらったが大変な仕事だっ

た。そして家康公の顔の表情で、どこの資料を見ても一つ

として一致するものがなく、表情も異なったが、最終的に

は、水戸家にある堂々とした表情の肖像画を参考に制作し

た。」と述べられていた。

徳川家康の人となりや生い立ち、功績等、モチーフのす

べてが制作のデザインに生かされた作品である。ただ一つ

設置場所が本館の裏で、観光バス駐車場道路に沿った桜並

木の公園の一角にあるため、来館者には目につきにくいの

が残念であった。

江戸川区小岩のJR総武線沿線に江戸川区が建設した付、

岩アーバンプラザ」が今から8年前に完成した。この建物

は、建築面積2152!で、地下1階、地上3階建の江戸川

区民のための厚生施設で、内部は400名を収容するホー

ル、全長25mの温水プール、スポーツサウナ、エアロビ

クスやジャズダンスなどをする健康スタジオ、展示ギャラ

リー、それに大小集会室が設けられている。

この1階ロビー横に2階へ昇る階段があり、その吹き抜

け壁面に『江戸川物語り』と名付けけられたレリーフの作

品が飾られている。約1年半をかけて制作完成した彫鍛金

作品で、縦4m横12mで吹き抜けの壁面いっぱいに江戸

川区の歴史的風物詩がモチーフにされている。樹齢600

年の養向桧、江戸川の花火、鷹狩りの鷹、区の指定樹木

(楠・しょうぶ)旗(のぼり)、かもめ、小松菜など区に由

来する多数の風物が、壁面いっぱいにデザインされ、素材

としては鋼、真銀を中心として、アルミ等も使用しながら

彫鍛金技法で制作されている。

【銅像内部のリブ構造とその制作、設置風景】



制作の方法として打ち出しによるレリーフ的な表現と、

平らな板を透かす彫金技法をデザイン的に取り入れた部分

とのコンビネーションが非常に立体的で、奥行きを感じさ

せてくれる。また作品の表面処理として、緑青付けや硫化

仕上げ、鏡面仕上げにより様々な工夫が施されていて、板

そのもののもつ美しさを大切にしている部分と、着色を施

した板金の美しさによって微妙な色彩の変化をおりなして

おり、多くのモチーフを使用している作品でありながら、

めりはりのある作品に仕上がっている。

江戸川区は、新宿や池袋などのように殺伐とした雰囲気

はなく、大きな木を庭にもつ藁屋作りの立派な民家が人が

住んでいるまま保存されていたり、今では珍しくなったが

小松菜や大根を植えた畑が点在したり、乱開発の毒牙から

は、まだまだ政われていると思われる。

またこの施設の特徴として幅広い年齢層の人々が集うこ

とであろう。集った江戸川区民がこの壁面を見るたび、古き

良き時代の小岩を回想する老人。そして、その子や孫達は、

この壁面とお年寄りの解説から、小岩の歴史や風習を学び、

より良い社会への開発と、守って大切にしてゆかなければ

ならない文化を教えられ、考えさせられるのであろう。

生前、山下先生は、多くの虫をモチーフとした作品を制作

されているが、その中に『戦野の虫』という作品がある。鉄

を素材とし、バッタをモチーフとしたシャープな作品であ

ったが、地面にただ1ぴき何かをじっっと我慢しながら、

はいつくばう様にたたずむ虫の姿である。 「乱開発されてゆ

く中で姿を消してゆく自分の郷里の山や畑を戦野に例え、

変わり行く故郷を哀れんで作られた作品で、人間の愚かさ

にじっと耐え、声を大にして訴えてゆきたい自分の姿を虫

に置き換えた作品でもある。」と先生は学生であった私たち

に解説してくださった。山紫水明の地で生まれ育った者で

あるなら誰しもが思うところであろうが、作者のこの思想

は『江戸川物語り』にも充分表われていると感じられた。

以上が、山下恒雄先生の作品4点の調査報告である。
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つづいて、安藤泉先生の作品の紹介をしてゆくことに

する。

平成10年の3月末、鍛金作家の安藤泉先生の作品を視

察し、先生のアトリエで直接お話しを伺うことができた。

安藤泉先生は、ほぼ等身大の動物を鍛金技法で制作し、

1982年の高村光太郎大賞展にて優秀賞を受賞されたほ

か、 1984年の高村光太郎大賞展では、彫刻の森美術館賞

を、 1988年のロダン大賞展ではエミリオ・グレコ特別優

秀賞を受賞されている。そして、数多くの、巨大な動物の

作品を様々な公共空間に設置されている。

以下は、安藤先生との会話を挟みながら作品の解説をし、

作者の哲学に触れてみたいと思う。

東京駅八重洲口を出た日本橋のツムラビルの前に高さ

6mを超す巨大な『キリン』の像がある。厚さ2mmの鋼板を

使用して、総重量は650kgもあるそうである。頭には角

の形体をデザイン的に取り入れた王冠をかぶり、半球の上

に立ったキリンである。以前にテレビ放映された番組の中

では見たことがあったが、実物を見るのは今回が初めてだ

った。とにかくその大きさにはびっくりさせられた。この

キリンは、当然のごとく道行く人々の目に止まり、幾人も

の人々を立ち止まらせていた。国道を挟んで遠くから眺め

ると、キリンの目線からは優しさを感じ、少し悲しげで、

生き物の弱ささえ感じるのに、すぐそばで見るなら、素手

の人間など寄せ付けない猛々しささえそなえている。近く

からだと材質や造形力の強さに庄倒され、それと同時に、

何千回何万回と金鎚によって鍛えられたボディーからは、

大平原に生きるキリンそのものを感じることもできた。

キリンのかぶっている王冠は像全体のバランスを計算し

てつけられており、その王冠の一部と銅板のつなぎ目には

金箔がほどこされて美しく輝いていた。アトリエで伺った

話によると、キリンのボディーは、内側からステンレスの

パイプで補強され、黒御影の台座と接合されているそうで

ある。体が造形的に区分されているのは、ゼルのオーナー



がアール・デコ調の物を好まれたので、それに時代の近い

キュビズム的な表現にしてみた事と、技法としての接合ラ

インを積極的にアクセントとして造形表現として取り入れ

た結果、このデザインに行き着かれたそうである。

神奈川県大和市のスポーツセンターの前に『牛跳び』と

名付けられた高さ2m90cm、横幅4m70cmのこれまた

巨大な鍛金作品がある。

『牛跳び』とは、古代ギリシャ、エーゲ海文明最盛期

(紀元前1500年頃)のものとして伝わる、 「牛跳びの競技」

の壁画(クレタ島のクノッソス宮殿跡にある)からヒント

を得て制作されたそうである。疾走する巨大な雄牛の前

に立ち、その角を両手に掴んで、体を回転させつつ倒立

し、牛を越えてその背後に立つ。おそらく死を賭して行

われた、若者の勇気を試す競技であり勇壮な儀式でもあ

ったのであろう。

全国に数あるスポーツ施設の中で人間が一人、あるいは

団体で競技をしているようなブロンズ像は頻繁に見かける

が、動物と人間、自然と人間をテーマとしたモニュメント

や像は、極めて少ないものと思われる。

雄牛の体と少年には1.6-2.Oiの銅板が使用され、雄

牛の蹄やまつげには、 3.0--3.5mmの銅板が使用されてい

る。雄牛については、キリンの場合の外側からの接合ライ

ンだけでなく折曲げた後で内側から溶接する技法を取り入

れることにより、勢いのある一つのマッスとしての迫力が

効果的に表現されており、これとは対照的に大きさ的に弱

くなりかねない人物においては、接合部が外に現われる力

強いアクセントをきかせた表現を用いて力強く表現するこ

とで、全体のバランスを生みだしているように見えた。

この像を見た第一印象として思い出された言葉は、 「ス

ポーツを通じて真の勇気を育てて欲しい。」といったごく当

り前のことを述べたものであったが、自然を制服するので

はなく自然と戯れ遊び、自然とのより良い共存を目指す人

間像と供に、妙に新鮮で純粋なものとして心に浮かんだ。

陳腐な言葉を、より新鮮に蘇らせ感じさせてくれる。そん

な力を秘めた作品であった。



大和市の大和中学校の校庭に『萌(きざし)』と題された

高さ3m20cm、横幅3m20cmの巨大な馬に少年が乗って

勇んでいる鍛金の像がある。安藤先生は東京芸大の卒業

制作以来これまでに多くの馬の像を制作されているが、

この作品が、最大級のもので、 『キリン』や『牛跳び』に比

べるとキュビズム的な形態の区分けはされておらず、馬

もその上の人間もリアルで比較的生な表現となっている。

手綱を引っぼり、空に向かって叫ぽんとする少年の姿と、

前足を上げ今まさにのけ反ろうとする馬の動きはみごと

に連動しており、実際の形として手綱は表現されていな

いが、動きを出すに充分なメカニズムがそこには存在し

ているのであった。

この像は、大和中学の開校40周年の寄贈品として同窓

会から依頼を受けた作品だと言うことだが、馬上の少年は、

青年期に入り、人生で一番多感で純粋な時期にさしかかっ

ているのであろうか、体格が徐々に大人びてくる中、大人

になることへの不安と希望といった、 14歳前後の少年の

姿が、そこには克明に表現されているのであった。馬の台

座部分が二つに別れ、高さに変化をつけてあるのはそのた

めで、一歩高い所に足を踏み出す「飛躍」、 「向上心」の表現

だそうである。

我々人類は優れた科学や機械文明といった知識を持つま

では、動物、すなわち自然と少なからず共存した生き方を

余儀なくされていたに違いない。人も動物も日一日を生き

抜いてゆくことに対して真剣だが自然の恩恵に感謝する、

素朴な考えをもっていたであろう。安藤先生の作品は人間

と動物とのかかわり合い、大自然の中で、同じ生命をもつ

者同士としての共存することへの尊さ、大切さを、現代社

会の中で日々忙しく我が物顔で生きる我々人間に、思い出

させてくれるようである。

安藤先生の数々の作品に共通して言えることは、第1

に鑑賞者に覆いかぶさってくるような作品の大きさで

ある。しかしこの大きさは、人間を襲って、食いちぎ

るような恐怖を与えるようなものではなく、むしろ生

き物の優しさが伝わってくる場合の方が多い。それは、

子供の頃アニメの主人公として楽しませてくれた動物

に接するような、動物を人間と同じ命、同じ意思をも

つものとして考えると、以外と共通項をもっているよ

うにも思われる。これは、作者の「命あるものは、骨尊

し」 「自然と人間との共存」といった思い、哲学に通じ

ているように思われる。

大きさのある作品はそれだけで鑑賞者の目を引き、立

止まらせる。そして見る者に、その造形力のすばらしさ

をもって様々な事をイメージさせ、伝えようとしてくれ

る。その表現力の根源となるものは、当然のごとく作者

の観察力であり、デッサンカである。このデッサンカに

基づいた造形こそが第2の共通点でもあり、鑑賞者を納得

させ、しばしの間、釘付けにする。巨大な作品を造るに

あたっては、安藤先生は、きわめて用意周到である。ま

ずはアイデアスケッチ、そして5分の1あるいは10分の

1のクレーモデルを制作し、形体のバランスや構成を検

討する。そして、できるだけ実物大に近いスケールでデ

ッサンをし、 3-6iのステンレス棒で実物大の大きさの

骨組みを作ってゆく。このステンレス製のフレームは、

補強のためではなく、あくまでも実制作に入る直前の全

体の量感やバランスを確認するものである。　そしてい

よいよ銅板を使った実制作に入るが、小さいパーツは、

木台に立てた当て金を使用して絞り、加工してゆく。

パーツごとは、アルゴン溶接にて接合され、手に持てな

い大きさになった時点で天井からのチェーンブロックに

繋がれ、あて金に加えて当て盤という当て金の頭だけの

道具を使用した作業が入ってくる。大きさもかなりのも

のになれば、決して広くはないアトリエは、まさに所狭

しといった具合である。屋外に設置される補強のいるも

のであると、ステンレスのパイプや角材との接合するタ

イミングも計算に入れながら進めなければならず、完成

まで気を許すことはできないため、体力・気力共必要な

大変な仕事なのである。

最後に安藤先生のアトリエで質問にお答えいただいたこ

とを少し整理してみることにする。

質-・「なぜ、動物をモチーフとした作品を多くてがけ

られるのですか?」

答・-・「まず、鍛金というのは、立体の仕事ですから、

ボディを作るというか、ボリュームをもった

ものに興味があります。それで、人体だった

り、動物だったり、ということがあります。



私は、馬が好きで、比較的たくさん作ってい

ます。芸大の卒業制作は2頭の馬が綱引きをす

るように引っぼり合っているもので、大学院

の修了制作はそれが3頭になったものでした。

今思うに、子供のころからテレビの西部劇や

時代劇で馬を見ていて、いいな、乗ってみた

いな、なんて憧れましたから、それで馬が好

きなんじゃないかと思います。ギリシャ彫刻

や、ルネッサンス時代のイタリア彫刻、中国

の出土品等には優れた動物の作品があり、あ

あいった古いものには、作者の観察も鋭くて、

決して自然の動物を写しただけのものではな

く、かえって動物が新鮮に見えるんです」

質-- 「作品の現代性について、どのようにお考えでし

ょうか?」

答-- 「幾何学的な図形と動物を組み合わせるようなこ

とを、しばらくやりました。人間と動物のかかわ

りあいを、人工のものと自然界の接点みたいなも

のを通して考えていました」

質-- 「今は、動物そのものの大作を手がけておられる

わけですが、動物の見方というのは、ご自信で変

わってきたと思われますか?」

答--「今までは、動物を見ると、いつも、おもしろい

な、とか、不思議だな、と思って動物を見てきま

したが、それがこの頃では、もっと身近に切実に

自然界の動物が寄って来るような気がしているの

です。現代の自然の中から訴えかけてくる代表み

たいなものとして、動物が自分の方にせまってく

るという感じです。動物園なんかに行っても動物

から何か悲しげな、息がつまってくるようなもの

を受け取ってしまいます。そうなると、ただ楽し

さとか、憧れだけで動物をつくるんじゃなく、今

の状況に対する不満を、動物に託してゆくような、

つまりメッセージ的なものを出さなくてはならな

いんじゃないか、ということも考えさせられます。

今後のテーマですけれどね- -」

質-・「今までに、作っておられる作品にも、そういっ

たメッセージは十分込められていると思われるの

ですが?」

答-・「メッセージ的なものは、もっと明解にしなけれ

ばいけないと思っているのですが、そう思う今で

さえも自然の力というか、自然の造形力に庄倒さ

れています。動物を見ていると、自然の創り出す

形というのは、本当にすごいし、すばらしいと思

います。人間の考えることなんか、たいしたもの

じゃないなと思っていますね」

質- - 「作品の設置場所等でどこか理想とされる所があ

りますか?」

答・- 「これまでは、作品の設置される空間があらかじ

め限定されたかたちで制作依頼されることが多か

ったです。作品の設置される場所としては、住宅

でも団地でも公園でもかまいませんが、設置空間

自体を計画する段階から参画することができ、そ

の空間のシンボル的存在となってくれることが理

想です。本来作品というものは、作品自体の制作

が完成しても半分の完成で、設置空間との関係が

成立して初めて完成と呼べるのではないでしょう

か。もう一つの願望としては、作品が、公共的な

所に置かれて、あまり気にはならないけれどもち

ょっとした目印になったり、道行く人にちょっと

した安らぎを感じてもらえるような作品として存

在してくれれば良いと思っています。そして、通

りがかる人が驚いり、首をひねったりするような

難解なものではなく、子供から大人まで幅広い年

齢層の人々に興味をもってもらえ、親しまれるよ

うな作品を残してゆきたいと思っています」

以上が、安藤先生への質問に対する回答内容である

が、調査を終えて思うことは、 「現代の鍛金工芸」の

動向を考える上では、 「用」と「美」、 「工芸」と「美術」

と言った、過去の歴史から派生した見方は据え置い

て、工芸固有の「素材」と「技術」の二点を焦点と

して描く楕円構造と考える方が、現代鍛金作家の作

品を理解するに容易だということである。それが唯

一、 「用」と「美」、 「工芸」と「美術」をも包摂した、

ひいては日本の固有の文化をも精神的に抽象する楕

円となりうるのではなかろうか。事実直前に紹介し

た山下、安藤両先生の作品は、用途の有無、 「工芸」

と「美術」の芸術的見地からの違い等を述べ始めるな

ら、説明の困難な物となるからである。両先生の意

識の中には、作られる作品が「工芸だから」とか「美

術だから」といったジャンルによる区分等はすでにな

く、むしろ「鍛金美術」、 「鍛金芸術」とでも呼ぶ、一

つの独立したものとして存在しているかのように見

えるからである。

私自信、これらの「鍛金彫刻」 ・ 「鍛金芸術作品」を

「用」と「美」を両端とする従来の「工芸」と言う言葉

にどこかで固執しながらなんとかその範噂に納めよ

うとしてきたが、作られた作品における造形性の見

地から見るなら純然たる「彫刻」としても評価され、

「用」というものからは、確実に遠のいてしまい、む

しろこの範噂に納めることより、一つの純粋美術と

しての造形作品として見た方が自然だと思うように

なったのである。すなわち、工芸的技術を持ってつ

くられた純粋なる彫刻作品と呼んでも過言ではない

と思うのである。
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そして、その造形的なフォルムには、 「表を作ることは、

同時に裏を造形すること」といった、鍛金技法ならでは

の手法がとられ、鍛金でしかできない、鍛金らしい形体

へと変化させているのである。

しかし、これらの鍛金彫刻作品を純粋な彫刻作品とし

て解き放つ上で一つ気がかりな点がある。

それは、作家自身の出発地点が、工芸家としての素材と

技法の不自由さからの出発とするなら、純粋なる彫刻作

品とは、出発地点において大きく異なると思えるからで

ある。それは、彫刻家が、自己の表出に際し、表現素材

を自由に選択するのとは異なり、工芸家のそれはあくま

で素材と技法に添って、しかもその不自由さを何の苦労

もなく受け入れながら、いつもその地点を出発点として

いるからである。よって、そこに表出した両者の彫刻作

品は、同じ金属素材を使用したものなら、鍛金家のそれ

は、技法により加工されつくした、二次的な素材感の表

出が行われるが、彫刻家のそれについては、まったく直

接的な場合が多く、素材の生で素直な持ち味を生かそう

とする場合がむしろ多いとゆうことである。

よって私の結論としては、鍛金工芸から入った鍛金彫

刻は、造形においては、彫刻であるが、工芸家としての

「素材」と「技法」の不自由さからの出発である以上工

芸的なのである。

そして、現在及び将来の鍛金工芸の在り方を考え

る時、工芸固有の「素材」と「技法」の二点を焦点とし

て措く楕円構造として「鍛金美術」を捉える方が、現

代鍛金作家の作品を理解するに容易だということで

も*>.、

今回は、実地調査をした作品についてのみ「鍛金工芸」、

「鍛金彫刻」について述べてきたため、非常に片寄った理

論をぶちまけながら、文章を書き進める事となった。次

回調査の機会に恵まれるなら、私の述べたこれまでの理

論に客観性をもたせる意味でも、工芸から派生していっ

た「鍛金彫刻」だけでなく、純然たる彫刻家の作品で、

鍛金技法を用いた作品を発表している作家の方々の作品

も調査すべきだと思う。個々の作家について「素材」の扱

い方、選び方、その作品にいきあたった動機等も調査、

比較するべきでだと思う。

この文章をまとめるにあたって、調査が深まるほどに、

内容は枝葉に別れていった。時に作家としての、自己の

哲学を刺激される感情にかられ、自分の制作に対する姿

勢を問い直す良いきっかけともなった。伝統的工芸に従

事されている方達の仕事ぶりと言葉の中には、もの作り

としての素朴な喜びと、長年の修業により練磨された手

仕事で作られた作品への尊さを感じることができた。

これから先の時代も、耐錆性にすぐれたステンレスや

コールテン鋼、重量の軽さと堅牢性に優れ、美しい着色

が可能なチタンのように、今までの金属に対するおおよ

そのイメージとは異なる性質を備えた物もどんどん発明

され、鍛金の素材として利用されるのかもしれない。

しかし、私自信の金属に対するイメージを述べるなら、

堅牢で恒久性の高い素材、あるいは従来の鉄のように、

錆びによって腐食してしまう物であるなら形がなくなる

までとことん錆びてしまうか、そうなる可能性をいつま

でももってくれていた方が、作品制作におけるイメージ

への触発は安心して受け入れるようである。その性質を

もった金属に大なり小なり手を加え、私の思う金属らし

い様が現われるよう加工し表現してゆくのである。新素

材としての金属は、確かに科学技術の進歩を感じずには

いられないが、作品の内側に隠れる補強材としての役目

等には、便利で多く活用できそうだが、作品の表に出る

素材となると別なのである。作品そのものの制作に必要

な「金属」として、素直に受け入れられるには、まず素

材自体が人類の歴史の中に溶け込むための時間が必要で

ある。金属の歴史を振り返ることは、人類文化の歴史を

振り返ることにも通じる。なぜなら、金属という素材は

それ自体が人類の生活と結び付きながら発展をとげてき

た素材で、歴史のあるものであるからである。

いずれにせよ、我々鍛金造形家は、先人が開発した素

材と、練磨して得た技術を使って美術(芸術)表現を行

うことえの畏敬の念を抱きながら「現代」の中で呼吸を

し、 「現代」を感じながら造形活動を行っている。過去か

ら引き継いだ「技術」と「素材」を利用させてもらう以上

純粋な伝統の受け継ぎ手であり、それ故に伝統を常に革

新できる資格と義務を持ち合わせているのである。この

伝統に、新たなる現代性を付け加え、次世代へと伝承す

ることが我々「工芸」を出発点とする造形家の義務では

なかろうか。

そして我々は、 「素材」と「技術」、 「素材」と「表現」を

いつも問題としながら、試行錯誤の制作活動を行なって

いるのである。前にも述べたが、科学技術の発達と生活

様式の違いが、過去の鍛金作品と現在の作品との表現上

の相違となっている。しかし、工芸作品を制作する心は、

過去、現在を問わず、少しも変わっていないはずである。

それは過去の工芸作品を見る時、その時代的背景を考え

てみるなら当時としては非常にユニークでモダンであっ

たろうと思われる作品が、現在でも名品として数多く残

されているからである。制作された時代の、最先端の感

覚、技法、技術で造形されたのが、工芸であったし、現

在でもそうあるべきだと私は、考えるのである。

また、古代の人々が、自然と共存するための「祈り」

や「願い」をテーマとしたものを器の装飾として用いた

のは、今日を意識する現代の作家が、制作する上で形や

色に願いや哲学を委ねるのと同じである。文明が大きく

進歩した今日においても作家の訴えようとする哲学とい

うものは、比較的単純で素朴であり、人間の生に対する
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賞賛や訴えに他ならない。

世界や日本の工芸史を見てもわかるように、制作され

た時代背景や、その土地の風俗、習慣、宗教などが、デ

ザインを決定付けている場合が多い。つまり、いつの時

代でも工芸作品には生活と密接な繋がりを持つ要素があ

ると言えるのであろう。

Ⅱ世界最大の鍍金彫刻「自由の女神」

最後に世界最大の鍛金彫刻を紹介してこの文章を終

ることにしよう。それは、ニューヨークのリバティー

島にある「自由の女神像」である。

この像は、アメリカのイギリス領植民地からの独立

100年を祝い、フランス、アメリカ両国の友好のため

に、フランス人の歴史家E.deラプレーが女神像のアメ

リカへの寄贈を提案、彫刻家F.Aバルトルデイ(1834

1909)がデザインし、 G.エツフェルの製作した鉄製の

骨組みを2.5mmの厚さの銅板で覆った女神像であった。

頭には、 7つの海と7つの大陸を示す7本の突起が

付いており、右手に自由のたいまつを掲げ、左手に

は、アメリカ国民の自由の保障を説いた、 1776年7

月4日と記した独立宣言書を抱えている。また、足に

は、大英帝国の支配から自由になったことを示す壊

れた鎖が付いている。

像高は46m(152フィート)、台座部を含めると93m

305フィート)あり、約100トンの鋼板を使用して

いる。台座部分は、ミュージアム兼ギフトショップ

になっており、ここから女神の肩まではエレベーター

で昇降でき、肩から王冠部分の展望台までは螺旋階

段で昇降できる。展望台は少し窮屈だが、ニュー

ヨークのマンハッタン島が一望できる。しかしなが

ら、この像が鋳造物ではなく、鍛金技法により制作

された物であることは、完成して100年以上たった今

日でも、それほど多くの人々には知られていないよ

うである。

この像の基本となるデザインについては、ドラクロ

ワの措いた「民衆を率いる自由の女神」 1830年のフ

ランス革命の様子を措いた)の中に出てくる女神像が

参考にされたが、実際の計画が進みはじめたのは、独

私戦争(1870-187i;が終り、フランスの政局が落

ち着き始めた1875年からであった。この計画と同時

にフランス政府では、資金集めの寄付が募られ1881年

までに40万ドルの資金を集めることに成功している。

制作に当たってのデザインを練る上で、王冠やトー

チ、顔や像のポーズを変えて約Im20cmの幾つかのク

レーモデルが制作されたが、結極、 6つ目のモデルの

顔が、バルトルデイの母親の顔にたいへん似ていたこ

とから、実制作のモデルとして採用された。つぎにこ

れを基に9フィート、 36フィートといっった具合に、

実物大の石膏像へと、少しづつだが正確に拡大する作

業が続けられた。実物大の石膏像は、大きなパーツに

分けられ、おおまかな木板張りの芯を組んだ後、溶か

した石膏をじか付けして制作され、表面は、飽状の道

具でなめらかに仕上げられた。 (トーチ等の独立した

比較的小さな部分は、粘土により作られた後、石膏に

置き換えられた。)そして、この石膏像を原形として、

木型職人が石膏原形の表面に沿った雌型状の木型を正

確に作り、そのへこんだ部分に、鈍した銅板を木槌で

打ち込んで成形していったのであった。木槌により木

型に打ち込まれた鋼板は、更に表面をなめらかな形に

整えられ、小さなパーツは銅のリベット接合により組

み立てられた。鼻やトーチの円筒部分は、一部ロー付

けによる接合が行われた。

1876年のアメリカ独立宣言100周年の式典には、

トーチを持った右腕のみが間に合い、同年8月、フ

ィラデルフィアの万国博覧会に展示され、約90万人

の観衆を驚かせた。右腕の途中からトーチの先端部

分までが30フィート、 1本の指が人より高く、爪は

1フィート以上あった。トーチを囲うバルコニーに

は階段が取り付けられ、 50セントの入場料と引き替

えに一般公開され、入場料は、像の制作費に役立て

られた。 1878年にはパリ万国博覧会に顔の部分が出

品された。 1883年、計画から8年の歳月を経て、つ

いに像本体は仮組みができるまで完成に近づいた。

1884年から1885年6月の間に、ニューヨークのベ

トロー島(現リバティー島)まで214個の大きな木箱

に詰められ、船便にて搬送された。 1886年4月には、

コンクリート製の土台がアメリカ政府により建設さ

れ、 G.エツフェルの製作した鉄製の骨組みもそこに組

み立てられた。そしてこれから、約半年かけて、鋼

のパーツはこの骨組みに取り付けられるのであった。

女神像の内側には、隙間なく沿うように鍛造で作

られた鉄製の帯板が綱目のように巡らされ、それは、

中心となる太い骨組みに接合され、銅の本体には、

重量負担が一切かからない様に設計された。鉄の骨

組みとの接合に使用された鋼のリベットは約30万本

であった。表面の鋼板同士の接合にもリベットが使

用されたが、アルゴン溶接等の溶接技術が発明され

ていない当時としては、取るべくして取った、やむ

を得ない方法であるのかもしれないが、自由の女神

像のように、強い海風にさらされるような環境では、

強風にあおられた時の力を全体に分散させるための

工法としては、大変適していると考えられる。現在

でも飛行機やバスのボディーにリベットが使用され

ているのはこの理由と同じである。
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実は、この自由の女神像は完成してちょうど100年

にあたる1984年から2年の間、大修復が行われている。

これは、骨組みに使用されていた鉄骨が塩分の高い潮

風と雨水により、銅との接触部分から腐食、欠落し、

不自然な力がかかった肩から首、頭部に繋がる形が変

形し始め、王冠の突起が右腕に突き刺さりそうになっ

たためである。また、鉄骨部の主な腐食原因は、像の

完成後、 1916年に軍事目的のライトとして使用する

ために、トーチの炎の部分に開けられた幾つもの窓か

ら入りこんだ雨水であった。腐食は、トーチ内部の鉄

のリブを伝わり右腕-と進行してゆき、 1970年迄に

は、炎の部分が欠落寸前まで腐食された。修復は、像

の中に使用された鉄材をすべてステンレス製の物に交

換する大工事となり、事前調査に500万ドル、修理自

体には3,000万ドルもの費用がかかった。ステンレス

の帯板は1,800個もあり、鉄材の時と同じように、 1

本づつ丁寧に鍛造され、像の内側にピッタリ沿うよう

に成形され、トーチは新に作り直された物と交換され

た。リブに使用されたステンレスの帯板は、像の強度

を保つため一度に4個づつしか交換できず、大変な時

間と労力が費やされた。元のトーチと同じように鋼板

で作られた炎には、金箔が張られ、トーチの縁に付

いたフットライトによってライトアップされること

になった。この修復作業のために、高さ305フィー

ト、総重量300トンのアルミ合金の足場が組まれたそ

うであるが、屋外に設置される大型作品を制作する上

で制作者にかかる義務として、作品の耐火性への知識

とメンテナンスについては、常に気に止めなければな

らないことを痛感させられた。

自由の女神像の制作は、彫刻家バルトルデイと、エ

ツフェル搭を設計した実績をもつG.エツフェル、そし

て多くの板金職人と木型職人によって約11年の間に渡

って行われた大プロジェクトであった。クレーモデル

から実物大の石膏原形、そして銅板を打ち込むための

木型の製作等、どれを見てもまったくアナログ的な制

作方法である。今日なら、形の全体感を把握するため

のシュミレーションだけなら、コンピューターを使用

すれば簡単ではあろうが、生身の人間が行う分業体制

の実制作となると、やはり簡単な事ではない。

数年前、自由の女神像を実際にこの目で見た私は、

「これだけ大きな像の全体感を確認するにはバルトル

デイはどうしたのだろうか。何十メーターも離れて、

眺めては近づきをいったい何度繰り返したのであろう

か。もし、私が作るとしたら、 -・」といった仮想の

もとにこの制作のための有効な方法をいろいろと思案

してみたが、バルトルデイの取ったこの方法以外には

まったく恩いうかばず、ただただ大きさ世界一の鍛金

彫刻に敬意を表すのであった。

【自由の女神内部のスケルトン模型】

おわりに

以上のように、 『現在および将来における鍛金造形の

可能性』について、自分の見解を述べたのであるが、

このことについて、今後さらに研究を深めたいので、

皆様の更なるご教示をお願いしたい。

また、紙数の都合上、今回調査した作家の作品全部

について解説できなかったが、今後の機会に是非とも

紹介してゆきたいと思う。

最後にこの拙稿作成に当たって、紹介させていただい

た作家の方々を始め、貴重な資料を提供して下さいまし

た㈱久保工の久保金司様、社団法人日本鋼センター広報

部長の斎藤久嘉様に紙面を借りて、謝意を表わします。
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調 査 場 所 . 作 品 設 置 場 所 作 品 名 作 者 名

東 京 両 国 江戸 .東京博物館 「徳川家康像」 山 下 恒 雄

東 京 小 岩 アーバンプラザ 「江戸川物語」 山 下 恒 雄

東 京 神 田 佐久間ビル 「大 国 様」 山 下 恒 雄

東 京 神 田 村田ビル 「北 の 守」 山 下 恒 雄

東 京 九 段 北 姐橋児童遊園 「素人遊星」 山下 恒 雄

東 京 神 田 オガ夕ビル 「妙 音」 山下 恒 雄

東 京 神 田 三井協和ビル 「祭礼野の詞(幡)」 山下 恒 雄

東 京 神 田 吉川ビル 「創 昌」 山下 恒 雄

東 京 神 田 淡路町サ二. ビル 「恵光の像」 山 下 恒 雄

東 京 神 田 三井海上本社ビル 「慧(布袋像)」 山下 恒 雄

東 京 神 田 グノダイマンション 「海とイルカ」 宮 田 亮 平

東 京 神 田 Tビル 「日月日(あさあけ)」 宮 田 亮 平

東 京 神 田 北原ビル 「天に昇る」 星 恵 三

東 京 神 田 高田ビル 「ふくろう」 星 恵 三

東 京 湯 島 水越ビル 「転 生」 伊 藤 佑 嗣

東 京 日 本 橋 ツムラビル 「キリン」 安 藤 泉

神奈川 横 浜 市 横浜ビジネスパ】ク 「犀 .2」 安 藤 泉

神奈川 大 和 市 大和市スポーツセンター 「牛跳び」 安 藤 泉

神奈川 大 和 市 大和市立大和中学校 「萌」 安 藤 泉

神奈川 愛 川 町 田代運動公園 「さわやか」 安 藤 泉

新 潟 燕 市 燕市産業資料館 丸山コレクション 矢立煙管館見学

新 潟 燕 市 ㈱玉川堂 鎚起銅器制作工程見学

新 潟 燕 市 玉川宣夫氏のアトリエ 木目金制作工程見学

新 潟 燕 市 野島厚次氏のアトリエ 煙管制作I 程見学

新 潟 燕 市 ㈱小林工業 洋食器制作工程見学

新 潟 燕 市 ㈱マル卜長谷川I 作所 ペンチ制作工程見学

東 京 北 区 人間国宝 .奥山峰石氏の工房 接合せ、打込象蕨制作工程見学

神奈川 大 和 市 安藤 泉氏のアトリエ 制作風景見学

高 知 土佐山田町 古川明男氏の工房 刀装彫刻制作風景見学

高 知 - 土佐山田町 ㈱穂岐山刃物 刃物制作工程 見学
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