
アムドとカム地方にみる金属工芸と工房

一少数民族・チベット族のデザインと工芸文化の国際共同調査
報告:服部等作

1.はじめに

少数民族の文化は多彩にして特徴的である。とりわけ他民族国

家の中国は、5 5におよぶ少数民族が公認され、その内の3 0が中

国西南部のチベット東部、四川、雲南、貴州、広西省に集中する。な

かで、も少数民族のチベット人の文化は、ヒマラヤを中心に歴史的、

地勢的に文化圏を形成し大きな影響力を有する。その文化的特長

は、総じて持続可能にしてエコロジー材料を使う 生活様式 (定住の

場合、士、藁、木材など自然の材料を用い、一階に家畜、二階に人

が住む高床式生活と建築、遊牧民は天幕利用、紙の利用)、銀を多

用する金属工芸と芸能文化(打楽器、弦楽器、歌垣)、ならびに独自

の信仰と文字利用が特長となっている。

本研究調査は、チベットの特徴的な文化一つである金属工芸のデ

ザイ ンをみるため、青海省の玉樹チベット(蔵)族自治州、黄南チベッ

ト(蔵)族自治州、四川省甘孜チベ、ソト(蔵)族自治州、ならびにチベッ

ト各地の金属工芸工房、個人工芸家を現地調査した内容である。

チベット人の文化圏
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①黄南チベット族自治州同仁県

②玉樹チベット族自治州玉樹県玉樹(結古鎮)

③玉樹チベット族自治州玉樹県玉樹アチェ村 ベンガル

④四川省甘孜識族自治州白玉県白玉郷仁白玉鎮

⑤雲南省迫慶チベット族自治州徳欽県奔子欄

図1 チベット族のデザイン工芸文化圏

各工房が制作する工芸品は、チベット仏教の様々な荘厳活動老支え

る法具、楽器、武器、ならびに装身具類である。チベットの工芸美

術の一大特長は、主にチベット仏教の荘厳に用いる寺院向けの製品

が主であるが、摩尼車、仏像、仏寵(ガウ)のように個人の信仰用にも

利用が多数あるため、用途、材料、ならびに技術の多様さでは、他

の宗教と比較にならないほど多様である。

金属工芸が制作されている地域は、チベット三地域(チョル・カ・ス

ム)から中央チベット(ウ・ツアン)の東側、カム、アムド地方にいたる広

域なチベットの文化圏、加えてヒマラヤをとりまくネパール、ラダッ

ク、シッキムに至るまで、幅広く点在する。そのなかで技術的に特徴あ

る地方としてネパールの鋳造技術、カムとアムド地方の鍛金加工、

ウーからカム南部から西南中国にかけて彫金技術に特長がある。各

地が製作材料の銅や燃料を入手しやすい環境に恵まれているわけで

はない。商品が流通しやすく、特定の技術が集積しているのである。

[地図1]
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金属工芸の応用分野は、寺院の屋根を飾る大型品から金属、染

織、木工、大仏から小型の仏像および個人用の装身具、護身具があ

る。その他の工芸に擦擦(泥塑製の碍仏など)、手漉き紙、パッチワー

ク、さらにはバターを使った工芸品が加わり、その得意な分野、地域

毎に工房、そして工芸の専門集団から個人の工芸家にいたるまで特

別な技能、技術が点在しているi註1]。

本調査は、科学研究費補助金(文部科学省)、および日英共同科学

研究事業(学術振興会)による助成のもと2004年�2008年の夏の聞

に数日かけて現地調査した。日本側者は、服部等作。笠原浩(広島市

立大学・2004年)、奥山直司(高野山大学)、中国側が更哩(青海民族

学院)、韓麗英(天津美術 学院・2005年度)、韓国が韓志胤(広島市立

大学・芸術学研究科)、青海民族学院学院 生が参加した。次にチベッ

ト各地の金属工芸とデザイ ンの特色を現地調査した内容を述べる。

2.チベットの金属工芸とデザイン

本稿にあげた調査地域は、通称アムド、(Amdo・安多)で、知られる青

海省の東部と甘粛省の一部を含む地域、およびカム(Kam康)の雲

南、四川、青海省南部の一部を含めた東チベ、ソト地方である。表I

Lこ東チベットで、調査したチベット金属工芸製作の中心地、および写

真1 (1-4)に調査した各地域の環境をあげる。[表1]

表1 金属工芸で有名な制作センターと製作内容

1.青海省

黄南チベット族自治州、阿仁県【地図①・写真1(1)】③@③①

玉樹チベット族自治州玉樹県玉樹(結古鎮)【地図②】①⑤@⑤①①

玉樹チベット族自治州玉樹県玉樹アチェ村【地図③・写真1(2)】①⑥⑦

2 .四川省

甘孜蔵族自治州白玉県白玉郷仁白玉鎮【地図④・写真1(3)】③@①

3 雲南省

迫慶チベット族自治州徳欽県奔子欄鎮、近接地域【地図⑤・写真1(4)】

註:製作内容 @小型の荘厳具、@仏教法具、①鋳造仏像、@仏塔、霊塔

①建築装飾用品、⑦装身具、⑧仏教楽器、@一般家庭用品

写真1(1) 黄南チベッ卜族自治州同仁県ゴマル村からの遠望
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写真1 (2) 玉樹チベッ卜族自治州玉樹県玉樹アチエ村への山岳路

写真1 (3) 甘孜蔵族自治州白玉県白玉郷仁白玉鎮への山岳路

写真1(4) 迫慶チベット族自治州徳欽県奔子欄鎮、東竹林寺

各調査地域は、金属工芸の制作拠点として知られている。調査地

のなかで、日本人が始めて踏査した玉樹県アチェ村などは、急峻な渓

谷沿い、濁流の最奥部といったまさに秘境と呼べる地域で、あるOこの

ような立地条件は、山岳地に集中するチベット 寺院と古代の物流の

交易路沿いにある製作地の伝統的関係、および、チベットの五功明[註

1]の視点からチベット工芸であげられる技術と継承の関係がある。



各地の製作上の特徴は、(1)青海省黄南チベット族自治州同仁県

でレプコン地域は、寺院と直結した様々な工芸分野の制作集団が多

数活躍している[註2]0注文の内容は、寺院の荘厳具(仏塔、光背、仏

寵、灯明具)在中心Lこするが、寺院への納入実績で国内各地からの

注文があり、注文 材料調達 制作 納品の一貫システムができあ

がっているO注文品の中には高さ十数メートルの大仏像の荘厳部品

や その前をかざる仏塔、小型の荘厳具、法具、楽器、ならびにアク

セサリー類まで含まれる。 [ 写真2(1-2)]

写真2(1) レブコンの名工作なる仏塔と荘厳具

青海省玉樹チベット族自治州玉樹県の制作工房は、玉樹市内(1日

結古鎮)および遠くはなれた通天河(金沙江・揚子江)の上流地帯のア

チョ村といった渓谷の最奥部まで、あり、万、弾丸入れ、煙草入れ、楽

器、装身具から様々な荘厳具(仏塔、光背、仏寵、灯明具)の製作が中

心となっている[註3、4]。四川省甘孜蔵族自治州白玉県白玉郷仁白

鎮は、地元の白玉寺という有力 寺院用の楽器製作が知られる。当地

は、金沙江(長江・揚子江)上流の渓谷沿いの秘境のような辺境にあ

るが、もともと中央チベット (ウ、ツアン地方)と東チベット(カム、アム

ド) 各地と直結する中聞に位置し巡礼と交易路上にあるためか、注

文、材料、情報が入りやすく、技術が温存される地の利があったと考

えられる。

以上の他に特別な工芸制作は、少数民族が多数生活する雲南省、

四川省、新彊ウイグル自治区、江西チワン族自治区など地域毎に地

がある。なかには雲南省迫慶蔵族自治州徳欽県奔子欄郷は、村の春

節の「ゴージ、ヨ」祭に使う装飾品を制作する工芸家がいるなど、当地

の芸能用の装身具、家庭用品などの注文製作に応じている[註4]0し

かし近年の経済発展と観光俗化が進展しつつある現状がある。

2.1 レプコン{同仁県)の調査

チベットの工芸製作センターの一つ青海省黄南チベット(蔵)族自

治 州同仁県吾屯村の金属工芸工房の調査について調査した内容

を述べる。当地は、レプコン地方として知られるが、現地に行くまで

は、青海省西寧から目的地に経る途中に4000m 級の峠越えをした

後に黄河の支流にあたる隆務河に沿った高原のなかの吾屯村に着

く。2007年まで谷の絶壁沿いの悪路をたどり半日以上かかった道

のりも、道路網の整備がすすみ数時間で到着できるようになったO

現地住民は、チベット人を主体とするが、行政上で士族として区分

され、歴史のなかでチベット人、漢族、モンゴル人の混滑化により新

たな土族の区分が定まったO

(1 )概要

同仁県の一帯は、近隣の村毎に工房、個人の工芸家が存在し、

加えて村の 寺院の僧侶の製作活動が加わり、一大工芸制作の中心

地であると同時に伝統的な芸術が集積し「黄金の谷」あるいは「芸

術の学校」と比日食されるほどに特別な地域として広く知られている

[註5]。当地は、今も信仰用の法具から 仏塔と伽藍Lこいたるまで様々

な用途、大きさの荘厳具類や装身具の制作がつづくアムド西端の玉

樹県とならぶ工芸美術品の重要な供給地である。との地に工芸集

団の始まりは、元時代の大徳6年(1302年)に仏教僧のナンソ・サムテ

ンリンチェンが当地に創建した隆務 寺と深く関係する。各地から芸

術集団(画家、彫刻家、工芸家、建築家)の 寺院建立の参加を要請し

て以降、芸術家達が定住化し 寺院壁画、仏画、荘厳品といった作品

制作が継続的にはじまったとされるOさらにレプコンの美術的伝統

は、当地出身でゲル ク派を開祖しアムドで仏教を広めた事で知られ

るチベットの大学僧ツオンカパ(1357�1419年)の影響が大きい。後

に高僧ロンポ・ヤフ。ジェ ・ラマ・ケルデンギャ ムツオ (1607-1677年)

は、工芸制作の乱立防止のためにセンゲ、ション以外の地区で仏像、

仏画制作を許可せ ず、いかなる芸術製作は、センゲ、ションの画師、工

匠に製作を依頼しなければならないと命じて以降に、強い影響力と

重要な活動拠点となり、以降は、レフコンに住む画師、工匠達が他

地区以上に仕事上の特権を与えられたのである。

(2)金属工芸の制作工房

同仁県吾屯村の金工家、工房の調査内容を示す。[写真3(1-11)]

写真1 (1) :同仁県 ・郭麻日寺 仏塔頂より、写真1 (2) :揚子江源流・ア

チェ村へ、写真1(3) :白玉鎮へ・経幡塔の道、写真1 (4):金沙江源流・

徳欽県の途上、東竹林寺

1 )吾屯村内・金属工房1 (個人・20歳代と手伝い) 鍛金製作の工房

は、20代後半の男性工芸家とスタッフ数名(共に20歳代)が引退し

た龍智師 (ドザン・タンパア、カンジ、ユ)の指導のもと工房をかまえて

いる。龍智師は、父親であり13歳からのその経歴があり、1960年か

47 



ー‘ .--...--.

ら70年半ばまでの文革前後の時代に製作を中断、製作の開始は、

前世の活仏に信心し、その没後、当初はうろ覚えのなかで製作を再

開した。現在は主にアムド各地や他地方からも受注し製作実績があ

る。家の中庭を取り囲む約6畳程度の小部屋を数室、道具一式を

そろえ た製作室、材料置き場などに用いている。製作実績は、代表

的なものだけでもセゾン寺納品のツオンカパ像(1981年)、67歳で吾

市下寺仏塔(霊塔)製作がある。製作用道具は、自作工具と設備が多

い。工房での金属の熱処理や細かい作業は、天気がよいと中庭で

作業が可能な効率的で、コンパクトな作業環境である。製作品は、外

部に販売しない様子から技術移転をさけ ている様子である。

製作内容

製作品は、仏塔と伽藍の部品制作、簡単な装身具である。[写真3(1-5)]
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写真3(1) 競伝仏画度量経の仏塔・如来

写真3(2) 蔵伝仏画度量経の 写真3(3) 蔵伝仏画度量経の
花伝書(玉樹) 家伝書(玉樹)
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写真3(5) 部品製作下図

写真3(4) 仏塔模型

乙の工房での制作の過程は、写真で示すと仏塔と伽藍の荘厳部

品といった大型品の主な制作過程は、①注文、②原図作成、③素材

の調達、④鍛金作業、⑤仕上げ、⑥後処理、⑦現地設置、といった

手順である、以下JI慎に述べる。[写真4(1-5)]

①注文は、施主となる寺院側以外にも、はなれた地域からのも多い。

②原図作成一原形製作は、仏塔と伽藍の大型製作品に「蔵伝仏画度

量経」とい った図像のカ タログ(日本の場合図像抄、白描図に相当)あ

るいはそのコピーによる構成線、比例尺度を適用して原形製作する[註

5]0 I蔵伝仏画度量経」は、アムド、地方で、仏画の主流となったメンリ派
クスクギチヤツェー・イーシンノルプ

の創始者であるメンラ トゥントゥフが著した「造像度量度如意宝」に

基づく。構成線は、基本的に伝統の図像を踏襲し創作的なもの独自性

の強いものは作らないが、木型の模型製作、分割製作の手順をきめて

いく過程で 寺や家の製作実績の例が有る場合、その伝統が反映され

るため、工芸家の技能と技術差がでる [註6]0

③素材の材料どり :一般的な材料は、鋼、黄鋼、真鏡、白銀、銀、金
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である。鉄の利用はナイフ類など以外少ない。装飾に使う珊瑚や宝

石は、原形案とともに注文主の寺院の支給品で、材料の黄鋼、銅(表

面処理は、金銀を鍍金)を使い寺院むけの仏塔と伽藍の部品制作を

行こっている。

④鍛金一中庭に面した屋外で、鍛金作業を行っている(他地方の金属

工房は、主に室内の作業場で作業するが、夏のレプコンは、中庭で

作業できる。

全体の製作内容は、熟練度が高い精微な金属の鎚起(打ち延ば

し)による作業が主である。そのため槌目打ち(槌の打痕のままで研

磨仕上げをしない)の痕跡がのこらないまでヤニ板を用いて表面、

裏面をしあげてゆく。ヤニ板のヤニも 日本のように松ヤこを用いる

のでなく樹脂ヤニを用いるため、すこし色と粘度が異なる。最終的

な加飾の段階は、仏塔、仏像光背、建築部品など大型品の場合、日

本の金工のような陰刻(銘や文様をタガネでほりこむ)あるいは、彫

金の一種の透かし彫り、といった細かな作業はない。打ち出し(鍛

金)技術は、かなり細かな部品まで治具を用いながら鍛金で仕上L犬

取り付け金具などを溶着する。また陽鋳(鋳物)による製作もなく、

鍛金で細部まで製作する。宝石なども骸合であり、七宝のような中

国風の処理がない。装身具の場合は、小型の撃による表面の加工

処理、魚々子模様などの撤密で高い特徴的な技術を有するが、レプ

コン地方では、見る 乙とがない。レフコンの金属工芸は、中心の金

属加工技術は、打ち出し(鍛金)技術であり、ネパールの鋳物、および

中圏西南部のチベット人による精密鋳物(ロストワックス法)主体の

技術と異なる。

鍍金(メッキ)の行程は、村で唯一の所に注文する。金工の製作過

程で行う焼き入れ、焼き鈍しの過程での酸洗いは、酸洗い設備は、

屋外に設置した樹脂製容器と水洗の流し台で処理するが、汚排水

処理設備がない。

⑤仕上げ、鍍金(ì戚金・メッキ、あるいはけしメッキ)、すなわち銅また

は銅合金の製品表面に黄金や銀を付着させる技法は、寺への納入

品実績および工房内の最小設備(輔)からあると思われるが、実態が

不明である。

⑤後処理は、注文主から支給される宝石(山珊瑚や水晶)の飯合、金

銀部品の加飾をする。

⑦納品は、注文主に行う、製作側は、実績と名誉をになう。[口絵

3(2)] 

(4)その他の設備 :あて台(大小各l個)、臼型台(木、石、各l個)あて

金。打立(中、小、各2個)、烏口(大、中、小、各3個)、への字(大、中、

小、各数個)定盤。金床。蜂巣床などである。工具のヤスリは、平角、

半月、燕尾、四角、円(荒め、中目、油固まで数種類)。その他にキサ

ゲ、八ツ床、切箸(大型柳刃、エグリ)、トースカン、コンパス、木槌な

どがある。

写真4(1) 吾屯金工工房(レプゴン地方)

写真4(2) 金工部品製作(レプコン地方)

写真4(3) 金工治具(レプコン地方)
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写真4(4) 仏塔仮組一式(レプコン地方)

写真4(5) 金工工具一式(レプコン地方)

(2)ジュクンド(玉樹県ー結古鎮)の調査

チベットの工芸製作センターの一つ青海省玉樹チベット(蔵)族自

治州の中心地である玉樹県結古鎮の金属工芸工房を2004年8月27

日�2日間をかけて実施した。じrF調査内容を述べる。

(1 )概要:

アムドの東端にある玉樹チベット(戴)族自治州の玉樹県結古鎮の

工房や個人の工芸家は、アムドの工芸制作の中心として前述した同

仁県とならぶ金属工芸の重要な製作センターで知られている。当地

は、古くからのチベット仏教で用いる法具、楽器、仏塔、装身具にい

たる様々な制作品がある。特にこの地に金属工芸の中心地として存

在した理由は、ふるくより吐蕃古道といった中央チベットから甘粛

省や河西回廊に抜ける交易路沿いにあって、物資、経済活動が活発

で、あった。実際に四川省から行商人が やってきて当地で産出しない

珊瑚、真珠、鮫革(蛙の革もある)などの加飾材料を行商人より調達

し製作品の販売など昔からの伝統と流通形態がいまも継続してい

る。制作材料が入手しやすい条件がある。l写真3(1)]

当地への行程は、青海省西寧から果格チベット(蔵)族自治州をへ

て玉樹県の中心である玉樹(結古鎮)にたどりつく聞は、延々とつづく

大草原地帯、黄河の源流地帯、4 0 0 0 m級の峠を越え通天河を越
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える悪路である。しかし近年、国道や軍用路の整備がすすみ今まで

比べ物にならない程、便利になったものの、民家、チベット 寺院など

地方色、民族色が強い。

(2)金属工芸の制作工房

工芸制作現場は、当地の4ケ所にある工房をめぐ、ったOその調査

内容を示す。

1 )市内・板金工房1 (個人・ 5 0 歳代と手伝い) :いわゆる金物屋で制

作品を直接販売する。真鍋の打ち出しによる生活用品(真鍋製タラ

イ、バターランフ:他)

2 )市内・板金工房 2 (個人・ 5 0歳代と手伝い) :いわゆる打ち出しに

より金属加工をおこなう。真織の打ち出しと簡単な土型による鋳物

注型をする。制作品は装飾品(帯飾り、指輪、など他)

3 )市内・板金工房3(個人・ 6 0歳代のベテランと若い手伝い) :古く

からの金工家で、文化大革命の時代に一時引退、その後復帰する。

銅の打ち出しによる宗教法具(仏塔、荘厳具、他)

4 )市外(玉樹県 アチョ鎮 ) ・金属工房1 (個人・ 6 0 歳代後半と若い

手伝い) :いわゆる文化大革命世代に属す人々は、当時の話しとして

村の金工、工芸、寺院関係者の大部分が転職、廃業の経験があった

とされる、その後、仲間をつのり復帰する。銅の打ち出しによる装飾

用品、として小万、弾丸ケース、たばこケースアクセサリー類などが中

心である [ 写真4(1-3)]

(3)鍛金制作工具:

材料は、様々で鋼、黄鋼、真鏡、アルミニュウム、銀、金、鉄であ

る。ステンレスは見あたらなか った。工具は、あて台(大小数個)、臼

型台(木、数個)、あて金、打立(中、小、各数個)、への字(大、中、小、

各数個)、定盤、金床など共通している。

ヤスリは、平角、半月、燕尾、四角、円(荒め、中目、油固まで数

種)、他にキサゲ:八ツ床、切箸(大型柳刃、エグリ)、コンパス、木槌な

どがある。酸洗い設備はフラスチック製耐酸性大型容器。流し台。

写真5(1) 金工工房の職人(玉樹市内)
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写真5(2) 腰飾り(玉樹)

写真5(3) 護身刀女・男用 (玉樹)

写真5(4) 護身万一抜刀(玉樹)

写真5(5) 装身具 (玉樹)

写真5(6) 腰飾装身具 (玉樹)

2.3 力ム地方の金属工芸調査

(1 )概要:

四川省甘孜蔵族自治州白玉県白玉鎮波域郷における金属工芸制

作の調査を行った 。当地は、古くからの伝統的な仏教の楽器を主体

に工芸制作一大センターとして広く知られている。調査は、2001年

8月8日�9月5日にわたるチベット調査の問、8月27 日�2日間をかけ

ておこなった[註5] 。調査には西競基金四川省成都事務所・蔵接、四

川省川劇学学会・林芙蓉氏、四川省甘孜醸族自治州、四川省白玉県
ス ランチュイチヤ モータイシ

文化局・ 四郎曲机氏、教育局・毛対西氏の協力があった。

当地への行程は、四川省成都から四川省甘孜蔵族自治州、|の康定を

経て青 蔵大高原地帯の川蔵公路北路をたどりヒマラヤ山系東北端側
イ ルン・ラムツオ

の高峰ミニャアコンカ(標高7556m)、中国名・貢哩(山)の麓の新路 海

(3970m)を横に見て雀児山峠(6158m)を越えて徐々に標高をさげて金
ディチュ デルゲ

沙江(長江、揚子江の源流)の上流をめざす。 金沙江の渡河点は、 徳格

への分岐点をわたらずに金沙江を右側に見て谷の絶壁沿いの悪路を

たどり数日がかりで白玉県に到着する。成都から徳格、白玉聞の問、洪

水、土砂とがけ崩れ、積雪、豪雨、高所雪路踏破といった様々な悪条

件と道路遮断を克服し、臓族の民家、騎馬する蔵族、天幕生活する家
テンフェン チョルテン

族、仏塔を旗で模した経幡(ゲサ)や仏塔を見つつ白玉に到着する。白

玉県の人口は約4万人、白玉村は4�5000人、主に農業と 林業、商業

が中心で、そのうち工芸関係は10%位である[註6]。

(2)金属工芸の制作工房

白玉村で金属工芸の制作者 が集まっている波坂郷(区・ファー

ポーシャン、住民200人)は、四つの郷(住民12900人)からなり、その

うち住民500人の仁白鎮住民の60%が工芸関係者である。ここは、

アムド・東チベットの金属工芸品の供給地であり四川省側の中心で

あり、青海省側の同仁県、玉樹県とならぶ地である。この孤立した

僻地の条件にもかかわらずどうして工芸センターが存在したのか、

その理由は、アジア最大の哩多銀鉱山が近くにあるとのこ とであ
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る。また工芸制作技術と技能が温存しやすく、町 には宗主的な存在
ベユルゴンパ

の白王寺(ニンマ派(紅帽派)開祖グル・リンポチ工、パドマサンバア)

がある。この寺は、17世紀にデlレゲ王が建立したとされるが当地で

は開祖の坤馬札西護法国法師が残したとされる5 0 0年前に遡る楽

器(ジョリン、カンリン、トンガ、ラッコ)を見ることが出来た。 本白玉

寺と町より数十km離れた岬妥寺は、当地の工芸集団のパトロン的

な役割を果たすなど孤立した地形にも かかわらず経済的条件が良

い点をあげることができる。

(3)金属工芸の制作工房

工芸制作現場は、波城郷の2ケ所をめぐ、った。その調査内容を示す。

1 )波披郷・鍛金工房1(個人・4 0 歳代の兄弟 ) :いわゆる鍛金技術に

より刀を主に楽器、装身具他

製作者は、 2 7才から始めた璃哩氏(兄 42歳・鍛金製作)、親譲り
ザ シ

の技術の札西氏(弟 40歳・鍛金製作で主に仕上げ )が共同で農閑期

に金属工芸品をつくる兼業農家でも ある。

ほぼ、約6畳程度の南面する明るい小部屋で、熱処理を含めた道具

一式をそろえ、材料の白銀、黄銅(昔は、金金、銀を使用)を使い楽器

の制作を行っていた。道具は、ほとんどが手作りで、工房での金属の

熱処理もこの部屋でおこなっていた。効率的な作業環境である。

その他の設備は、あて台(大小数個)、臼型台(木、数個)、あて金、

打立(各数個)、鳥口(大、中、小)、への字(大、数個)、金床、などを使

う。簡易な鋳型と工具の焼鈍用に輔がある

工具は、ヤスリ平角、半月、燕尾、四角、円(荒め、中目、油田まで

数種類)、その他にキサゲ、八ツ床、切箸(大型柳刃)、トースカン、コン

パス、木槌などである。酸洗い設備は、他の所で行うとのこと。

[写真6(1-5)]

2 )波坂郷・鍛金工房1 (個人・5 0 歳代と手伝い):いわゆる鍛金技術

により楽器、万、装身具他 楽器、小万鍛金製作の工房は、5 0

歳代の男性と手伝いで工房をかまえている。

写真剣1) 金工作業場(白玉・波域郷)
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写真剣2) 楽器製作(白玉・波坂郷)

写真剣3) 聖・土具類(白玉・波域郷)

写真5(6) 制作中女性用護身万(白玉・波域郷)

写真剣5) 楽器(白玉・白玉寺)



材料は、前述の1 と同様である。

最後に、こうした金属工芸品はチベットの各地で芸能や祭杷に用い

られている。各地の写真をしめした。それぞれの芸能の内容につい

ては，資料に述べているので参考Lこされたい[註1-5]

写真7(1) 黄南民族祭ガウ衣装(同仁県)

写真7(2) 古式ガウ(黄南・同仁県・二ャン卜村)

写真8(1) 民族衣装(果格地方)

写真8(2) ガウ(果格地方)

写真9(1) 女性祭衣装(雲南省シヤンク、リラ県・奔子欄)

写真9(2) 女性用ガウ(雲南省シヤングリラ県・奔子欄)
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5.まとめ

チベットの金属工芸は、長い歴史のなかで世界的に特異な多様

性を有し、様々な様式、伝統技法、秘伝をもった専門職人が 今もア

ムドやカム地方の各地で制作を続けている。調査した各地は、非常

に孤立した場所にあり、グローノミル化、情報化といった面に無縁で、

あったが、しかし近年の国家的な西部大開発事業により、各地で急

速な交通網の整備と経済発展がすすみつつある。

その結果、少数民族の固有の伝統文化の変容と衰退が現実にす

すんでいる。とりあげた青海省の黄南チベット族自治州同仁県、玉樹

チベット族自治州玉樹県玉樹、および、アチェ村、四川省甘孜蔵族自治

州白玉県白玉郷仁白玉鎮、ならびに雲南省迫慶チベット族自治州徳

欽県奔子欄鎮の工房で製作されている工芸品をみた。そのなかでも

古くからの伝世品は、精織にして華麗な趣といえる優れたデ、ザ、インと

加工技術が見いだせるが、現地調査し現在作られている品とは質的

な変化が見られた。その最大の理由は、文化大革命といった大きな動

乱のなかで伝統技術の継承の断絶があり、中国圏内と同様の変化が

あったと考えられる。歴史的に優れた金属工芸品は、今世紀初頭に中

国国内の動乱による散逸や世界の列強各 国の探検調査、軍隊、ある

いは貿易商人によって海外に散逸したものが多いが、現地には先祖

代々、親から子へと伝世され使われ続けた優れた品々、特に金工品や

仏画が現地で、いまも秘蔵されているものがあった。今後は、優れた工

芸品、歴史的資料は、中国国内もふくめ、海外の博物館に収蔵された

資料をさらに検証し、製作地を特定する必要性がある。

さらに2008年の3月にはラサで発生した混乱状況がある。こうし

た点在踏まえて今後、特長的なチベットの金属工芸文化の研究のす

すめ方は、歴史的伝統について中国国内に限定するととなく国際調

査を継続的にすすめる必要性があると考える。
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