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一点目は、検討した研究によって明らかになった結

果に差異が見られた点を精査できなかったことである。

例えば、看護職選択動機において男女差が見られたと

結論づける研究もあれば、男女差がないと結論付ける

研究もあった73。また、男性看護師はスペシャリストを

目指す傾向が高いと述べる研究が多い一方で、「臨床の

現場でキャリアを積むジェネラリストを目指している

者が多いと考えられる」と調査の結果から述べている

研究もあった74。さらに、性別への言及はないものの、

「目標となる人物や相談できる存在があったとしても、

職業に対する意識の向上に直接つながらない」という

調査結果もあり75、これらのことを総合的に勘案して

も、男性看護師のキャリアに関する研究はまだまだ発

展の余地を十分に残していると言えるだろう。 
二点目は用語そのものに対する分析を行えなかった

ことである。たとえば、頻出していた「役割」「特

性」「専門性」の位置づけや、個々の文献で定義され

ているキャリアに関する用語そのものに対する具体的

な検討は紙幅の都合上できなかった。これらの用語自

体を精査するだけでも新たに浮き彫りになる課題が発

見できるであろう。 
最後に、現代の男性看護師のキャリアを取り巻く象

徴的ともいえる事例を紹介したい。前述した塩田が企

画した男性看護師の研修会で、男性の先輩看護師が少

ないがゆえに年を重ねていって自分がどのような看護

師になっていくのか見えないキャリアの確立のし難さ

に不安を抱えているという質問が出された。その際、

当日応答した男性の先輩看護師からの答えは、具体的

に「認定看護師や専門看護師などの資格を取り管理職

になっていく、男性が働きやすい職場（特に老人・福

祉系）に移る、自分で独立して訪問看護ステーション

を立ち上げる」の三種類が挙げられた76。ここで挙げら

れている「男性が働きやすい職場に移る」という答え

の中には、男性看護師がいかに根深い課題を引き受け

ながらキャリアを築くことを余儀なくされているかが

看取できる。 
看護の専門性向上を目指す看護師の育成という視点

からもキャリア支援は重要な課題である。「コロナ禍」

といわれるこの時代、看護師の生涯的視野におけるキ

ャリアの形成や確立がますます困難になりつつある現

状の中ではなおさら、キャリアという言葉に内包され

る「組織内での生き方、あるいは次のステップという

だけでなく、より長期的に生涯を見据えた生き方」が

重要視される必要があるだろう。男性看護師のキャリ

ア形成に関する研究の発展が、看護職全体の、ひいて

は日本社会全体の課題の解決の一助になることを期待

したい。 
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73 選択動機において男女差がないという結論に至った研究は、前掲の豊

島らの研究である。 
74 前掲、長岡他、127頁。 
75 前掲、森他、210頁。 
76 村上靖彦「講演者からのメッセージ 男性看護師の語りを引き出す」

塩田美佐代「看護におけるダイバーシティ・マネジメント：男性看護

師のキャリア支援とより働きやすい就労環境整備に向けて（４）「語

りの場」で男性看護師のキャリア構築を考える 静岡県看護協会、

NTT東日本伊豆病院の取組から」『看護管理』第24巻第7号、医学書

院、2014年、668頁。 
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《実践報告》 

マタタビ細工研究会 

伝統技術の実践・継承の場における民具資料と映像資料の活用に向けて 

榎本千賀子（新潟大学） 

 

本稿は、福島県大沼郡金山町の映像アーカイビング事業〈かねやま「村の肖像」プロジェクト〉が実施し

た「マタタビ細工研究会」についての実践報告である。 
マタタビ細工は、金山町を代表する伝統工芸品であるが、町内のマタタビ細工学習者は、近年多様化し

つつある。このような新たな変化に直面する伝統技術の実践・継承の場には、いかなるニーズと課題が存

在するのだろうか。また、町にはマタタビ細工の歴史と文化を伝える民具資料と映像資料が残り、その活

用が課題となっているが、これらの資料をどのように組み合わせれば、実践・継承の場に即したより良い

支援ができるのだろうか。マタタビ細工の実践者である金山町民芸品創作研究会会員とともに資料の検討

を実施した。 
検討の結果、従来からの実践者に比べて、生活を通じたマタタビ細工学習の機会に乏しい若者・移住者・

女性等の新たな学習者たちが、マタタビ細工の形態および技法の背景とその歴史的変化を学習する教材と

して、また、技術伝承に関わる人々が町内外の人々と思いを共有するためのツールとして、民具資料と映

像資料を活用してゆく可能性が明らかとなった。 
キーワード：地域文化 伝統技術 デジタル・アーカイブ 
 

 

1. はじめに：〈かねやま「村の肖像」プロジェクト〉

について 

新潟県と福島県の県境、全国有数の豪雪地帯に位置

する福島県大沼郡金山町。この町において、2016年よ

り筆者が町教育委員会と取り組む〈かねやま「村の肖

像」プロジェクト〉（以下「村の肖像」）は、住民によ

って撮影・保管されてきた、いわゆる「ヴァナキュラ

ー写真」を中心とした映像資料を対象とする、映像資

料の収集・調査・活用事業である。本事業はこれまで、

住民とともに映像資料を囲み、資料にまつわる記憶を

語り合うワークショップを中心に、住民の経験と視点

を通して町の歴史と文化を見直すべく活動を続けてき

た。 
高齢化と過疎化が進み、地域文化の継承が喫緊の課

題となっている中山間地の小自治体1におけるデジタ

ル・アーカイブ構築の実践例として、また、住民との

協働を中心に据えた地域文化活動のモデルとして、さ

らにはヴァナキュラー写真とオーラル・ヒストリーを

組み合わせた新たな表現の探究として、「村の肖像」

                                                        
 

1 金山町は、高齢化率が58％を超える人口1913人（2021年1月1日現

在）の町である。1950年代に只見川の水力発電所開発による一時的な

は領域横断的な取り組みを行ってきた。2019 年まで

のこの事業の成果とその方法については、写真集『山

のさざめき 川のとどろき：かねやま「村の肖像」プ

ロジェクト』としてまとめた。また、2020年春から

は、収集資料の大部分が、新潟大学地域映像アーカイ

ブ研究センターのオンライン・データベース

（https://arc.human.niigata-u.ac.jp/malui/）上で公開され

ている。 
金山町を含む旧南山御蔵入領は、豊かな森林資源と

その自然環境に根ざした多くの民俗文化が残る「奥会

津」としてその存在を国内外に知られている。また、

金山町の近隣の町村では、数十年にわたって、からむ

し（昭和村）、編み組細工および民俗行事（三島町）、

ブナ林（只見町）など、地域の自然資源、文化資源を

核に据えた町づくりの取り組みが続いてきた（三島町

教育委員会 2011 など）。こうした奥会津各町村の取

り組みは、昭和村におけるからむし生産および苧引き

の国選定保存技術への選定（1991 年）、三島町におけ

るサイノカミの国重要無形民俗文化財への指定（2008
年）、只見町における只見ユネスコエコパークの登録

人口増と経済発展を経験した後、1960年に人口が1万人を超えたのを

ピークとして、町の人口は減り続けている。 
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（2014年）などの出来事に端的に示される通り、近年、

着実にその成果を上げている。 
しかし金山町では、過去には町史編纂事業が活発化

した時期があったものの、1985年に『金山の民俗』が

刊行されて以降は、地域の自然資源、文化資源に関す

る調査・保全・活用等の取り組みは、周辺町村に比べ

ていささか停滞気味だったと言わざるを得ない状況が

続いてきた。もちろん、地域の自然資源の保全・活用

や、文化活動を行う小団体は金山町にもいくつか存在

し、それぞれが特色ある活動を地道に続けていたが2、

町が有する様々な資源や多様な住民の活動を俯瞰的に

捉え、それらが全体として示すローカル・アイデンテ

ィティに基づいて町の未来を描く、近隣町村で見られ

たような町づくりの運動は、金山町では、まとまりあ

る形をとることができなかった。 
これまでの「村の肖像」では、映像資料を手がかり

に、多くの住民とともに町の歴史と文化を振り返るこ

とを通じて、こうした町の現状を改善すべく努めてき

た。しかし、写真集の刊行とオンライン・データベー

スにおける資料公開をもって活動が一つの区切りを迎

えたことから、以降の「村の肖像」では、これまでの

活動を一歩進め、本事業を町内の様々な資源と文化活

動をつなぐハブとして機能させてゆくことを、新たな

目標として設定し直すこととした。より具体的に言う

ならば、現在の本事業では、「村の肖像」収集資料を、

①町内の様々な自然資源や文化資源と有機的に関連付

けて活用すること、②住民が行う文化活動の支援に役

立てること、以上の 2つの活動を通じて、これまで点

として存在してきた町内各資源と文化活動を、面とし

て繋いでゆくことを目指しているのである。 
こうした目標のもとに、2020年度の「村の肖像」で

は、①金山町内の代表的な自然資源であり観光資源の

ひとつである温泉、②旧南山御蔵入領時代からの伝統

を引き継ぐ農村歌舞伎を中心とした芸能、③自然資源

を活用した伝統的生活技術のひとつであるマタタビ細

工、以上3つの領域を対象として、資料の活用可能性

を探った。本稿は、これら本年度の活動より、マタタ

ビ細工に関して実施した「マタタビ細工研究会」を取

                                                        
 

2 本稿で取り上げる玉梨民具保存会、金山町工芸品創作研究会のほか

に、沼沢湖の冷たく澄んだ水を利用したヒメマス養殖を守る沼沢漁協

協同組合や、歴史研究に取り組む金山史談会、民話と方言の伝承に取

り組む昔語りの会、歌舞伎の上演に取り組む山入近隣会などがある。 
3 「村の肖像」では、これまで住民との協働を活動の重要な核としてき

た。しかし、2020年度は新型コロナ感染症の発生により、不特定多数

の参加者を伴う大規模な住民参加イベント等は開催することが困難と

り上げ、その実践を報告するものである3。 

2． 金山町のマタタビ細工：民芸品創作研究会の結成

まで 

近年の金山町では、マタタビ細工の創作活動がこれ

までにない盛り上がりを見せている。マタタビ細工と

は、奥会津地域全体に見られる、植物繊維を利用した

編み組細工の一種で、豪雪地帯では手に入りにくい竹

の代わりにマタタビを用いて作られた、カゴやザルな

どの日用品を主とする工芸品である。マタタビ細工を

含む、植物繊維を用いた編み組技術は、縄文時代より

続く、極めて長い歴史を持った民俗技術であるとも言

われている（名久井 2012）。 
編み組細工の制作は、かつては冬季の男性の「てわ

っさ（＝手仕事）」のひとつと位置づけられていた。豪

雪のために農業ができない冬の間、奥会津の男性たち

は、それぞれの家庭で必要とされる農具、漁具、運搬

具、炊事道具などの様々な暮らしの品を、身近な植物

繊維を素材として自ら作り出すことを自らの仕事とし

てきたのである。しかし戦後、プラスチックや金属製

のカゴ・ザルが安価に入手できるようになると、編み

組細工は、またたく間にこれらの大量生産品に取って

代わられてゆく。こうして生活必需品としての地位を

退いた編み組細工は、次第に地域の伝統技術として新

たな価値を見いだされてゆくとともに、趣味や余暇活

動、あるいは表現活動のひとつの選択肢として、地域

のなかで新たな担い手を獲得してゆく。さらに、この

ような地域における編み組細工の位置づけの変化につ

れて、作られる編み組細工の形態や技法、さらには実

践に関わるジェンダー意識なども、変化してゆくので

ある。 
こうした編み組細工の変化は、はじめはどれも個人

的な実践の場から生じてきたものと推察される。しか

しその変化は、編み組細工に関わる組織的な活動の広

がりとともに、より一般的かつ強固なものとなってい

った。例えば、金山町の隣の三島町では、1981年より

生活工芸運動の取り組みが始まる。生活工芸運動では、

編み組細工をはじめとした地域の様々な伝統的手仕事

を「生活工芸」と名付け、その価値を示した「三島町

なった。そのため、本年度の「村の肖像」では、感染症予防対策を徹

底した上で、少人数の研究会および聞き取り調査を中心に活動を行っ

た。本稿で取り上げる「マタタビ細工研究会」もそうした活動のひと

つである。 
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生活工芸運動憲章」4を制定し、町をあげて「生活工芸」

の実践・継承活動を支援してゆく。また、1986年から

は、こうした「生活工芸品」の発表および販売の機会

として「ふるさと工人まつり」を開催し、制作者たち

に活躍の場を提供していった。一方、金山町では、編

み組技術の実践・継承活動に関して、三島町のように

町が主体となって編み組細工を守り・伝えてゆく活動

は近年まで見られなかった。しかし、町内に残された

映像資料からは、少なくとも地区レベルでは、戦後か

なり早い時期から、編み組細工を単なる実用品を超え

たものとして捉える動きが存在してきたことが見えて

くる。例えば、1950年代に開催された川口小学校にお

ける展示会には、すでに編み組細工が多数出品されて

おり、出品作品に賞を与えて、その出来栄えの優劣を

競うことが行われていた（写真 1）5。また、遅くとも

1978年には、地区老人クラブの活動に藁細工やマタタ

ビ細工などの編み組細工が取り入れられて、技術継承

の場となっていた（図1）6。 
マタタビ細工を中心とする編み組細工の実践・継承

を、地区老人クラブが担う期間が長く続いた後、金山

町では、2009年に金山町民芸品創作研究会（初年のみ

民芸品創作研修会の名称で活動）が結成される7。そし

て、老人クラブの活動を引き継いでマタタビ細工の実

践・継承に取り組む同会の活動が活発化するに従い、

金山町におけるマタタビ細工の在り方はさらに変化し

てゆく。金山町民芸品創作研究会は2011年より、町公

民館事業のひとつとして、全町民を対象にマタタビ細

工の伝承を行う「ものづくり講習会」の取り組みを開

始する。毎年冬に開講されるこの「ものづくり講習会」

には、従来よりマタタビ細工の中心的な担い手となっ

てきた地元出身の高齢男性に加えて、女性や移住者、

現役世代など、様々なバックグラウンドを持つ人々が

参加し、マタタビ細工を学んだ。これは、年齢を軸と

した集団である老人クラブを中心にマタタビ細工技術

                                                        
 

4 三島町生活工芸運動憲章「1. 家族や隣人が車座を組んで／2. 身近な素

材を用い／3. 祖父の代から伝わる技術を活かし／4.生活の用から生ま

れるもの／5. 偽りのない本当のもの／6. みんなの生活の中で使えるも

のを／7. 山村に生きる喜びの表現として／8. 真心を込めてつくり／9. 
それを実生活の中で活用し／10. 自らの手で生活空間を構成する」

（「三島町の生活工芸運動」http://www.okuaizu-amikumi.jp/?page_id=137 
2020年12月26日最終アクセス） 

5 なお、マタタビ細工を含む編み組細工を単なる実用品を超えて、審美

的な観点から捉える態度は、編み組細工を写し込んだ映像資料そのも

のの構成においても指摘できるように思われる。ポートレートや集合

写真に編み組細工を写し込むことで、画面構成上に一定の効果をあげ

ることを狙っていると考えられる作例は、戦前から数多く存在する。

こうした写真と地域における編み組細工の位置付けの変化が、どのよ

の継承が行われてきた時には見られなかった新たな展

開であった。また、現在の金山町民芸品創作研究会で

は、材料となるヒゴ幅の調整に関する様々な工夫や、

制作に用いる道具の改良、計算式を用いた設計法の開

発など、緻密で美しいザルやカゴを作るための新たな

技術の探究が活発であると、近隣町村からも高い評価

を受けている。 
こうした活動の積み重ねが実を結び、今日では、金

山町のマタタビ細工は、全国的にもその名を知られる

ようになった。特に、吸水性に富み、水を含むと柔軟

うな関連性を持っているのかということについては、稿を改めて今後

考察してみたい。 
6 現在の金山町では、編み組細工の中でも特にマタタビ細工に取り組む

者の人数が圧倒的に多く、近隣町村で盛んなヤマブドウなど他の植物

繊維を用いた編み組細工の実践者は少ない。菅家哲夫によれば、マタ

タビが他の編み組細工の素材に比べて身近な場所で採取できること、

元々金山町にマタタビ細工に取り組む人が多く居たことが町内でマタ

タビ細工の盛んな理由であるという。 
7 金山町民芸品創作研究会は、町内のマタタビ細工実践者のふるさと工

人まつり（三島町）への参加をきっかけに結成された。この例に見ら

れるように、金山町内のマタタビ細工の状況は、奥会津全体での編み

組細工の状況と深く連動している。 

図 1：KKA-M-003-001 

「上横田老人クラブの活動」より／1978年 

（8ミリフィルム、39分） 

写真 1：KKA-P-032-020 

家庭工芸品・農産物展示会/川口・川口小学校/ 1956 年 
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（2014年）などの出来事に端的に示される通り、近年、

着実にその成果を上げている。 
しかし金山町では、過去には町史編纂事業が活発化

した時期があったものの、1985年に『金山の民俗』が

刊行されて以降は、地域の自然資源、文化資源に関す

る調査・保全・活用等の取り組みは、周辺町村に比べ

ていささか停滞気味だったと言わざるを得ない状況が

続いてきた。もちろん、地域の自然資源の保全・活用

や、文化活動を行う小団体は金山町にもいくつか存在

し、それぞれが特色ある活動を地道に続けていたが2、

町が有する様々な資源や多様な住民の活動を俯瞰的に

捉え、それらが全体として示すローカル・アイデンテ

ィティに基づいて町の未来を描く、近隣町村で見られ

たような町づくりの運動は、金山町では、まとまりあ

る形をとることができなかった。 
これまでの「村の肖像」では、映像資料を手がかり

に、多くの住民とともに町の歴史と文化を振り返るこ

とを通じて、こうした町の現状を改善すべく努めてき

た。しかし、写真集の刊行とオンライン・データベー

スにおける資料公開をもって活動が一つの区切りを迎

えたことから、以降の「村の肖像」では、これまでの

活動を一歩進め、本事業を町内の様々な資源と文化活

動をつなぐハブとして機能させてゆくことを、新たな

目標として設定し直すこととした。より具体的に言う

ならば、現在の本事業では、「村の肖像」収集資料を、

①町内の様々な自然資源や文化資源と有機的に関連付

けて活用すること、②住民が行う文化活動の支援に役

立てること、以上の 2つの活動を通じて、これまで点

として存在してきた町内各資源と文化活動を、面とし

て繋いでゆくことを目指しているのである。 
こうした目標のもとに、2020年度の「村の肖像」で

は、①金山町内の代表的な自然資源であり観光資源の

ひとつである温泉、②旧南山御蔵入領時代からの伝統

を引き継ぐ農村歌舞伎を中心とした芸能、③自然資源

を活用した伝統的生活技術のひとつであるマタタビ細

工、以上3つの領域を対象として、資料の活用可能性

を探った。本稿は、これら本年度の活動より、マタタ

ビ細工に関して実施した「マタタビ細工研究会」を取

                                                        
 

2 本稿で取り上げる玉梨民具保存会、金山町工芸品創作研究会のほか

に、沼沢湖の冷たく澄んだ水を利用したヒメマス養殖を守る沼沢漁協

協同組合や、歴史研究に取り組む金山史談会、民話と方言の伝承に取

り組む昔語りの会、歌舞伎の上演に取り組む山入近隣会などがある。 
3 「村の肖像」では、これまで住民との協働を活動の重要な核としてき

た。しかし、2020年度は新型コロナ感染症の発生により、不特定多数

の参加者を伴う大規模な住民参加イベント等は開催することが困難と

り上げ、その実践を報告するものである3。 

2． 金山町のマタタビ細工：民芸品創作研究会の結成

まで 

近年の金山町では、マタタビ細工の創作活動がこれ

までにない盛り上がりを見せている。マタタビ細工と

は、奥会津地域全体に見られる、植物繊維を利用した

編み組細工の一種で、豪雪地帯では手に入りにくい竹

の代わりにマタタビを用いて作られた、カゴやザルな

どの日用品を主とする工芸品である。マタタビ細工を

含む、植物繊維を用いた編み組技術は、縄文時代より

続く、極めて長い歴史を持った民俗技術であるとも言

われている（名久井 2012）。 
編み組細工の制作は、かつては冬季の男性の「てわ

っさ（＝手仕事）」のひとつと位置づけられていた。豪

雪のために農業ができない冬の間、奥会津の男性たち

は、それぞれの家庭で必要とされる農具、漁具、運搬

具、炊事道具などの様々な暮らしの品を、身近な植物

繊維を素材として自ら作り出すことを自らの仕事とし

てきたのである。しかし戦後、プラスチックや金属製

のカゴ・ザルが安価に入手できるようになると、編み

組細工は、またたく間にこれらの大量生産品に取って

代わられてゆく。こうして生活必需品としての地位を

退いた編み組細工は、次第に地域の伝統技術として新

たな価値を見いだされてゆくとともに、趣味や余暇活

動、あるいは表現活動のひとつの選択肢として、地域

のなかで新たな担い手を獲得してゆく。さらに、この

ような地域における編み組細工の位置づけの変化につ

れて、作られる編み組細工の形態や技法、さらには実

践に関わるジェンダー意識なども、変化してゆくので

ある。 
こうした編み組細工の変化は、はじめはどれも個人

的な実践の場から生じてきたものと推察される。しか

しその変化は、編み組細工に関わる組織的な活動の広

がりとともに、より一般的かつ強固なものとなってい

った。例えば、金山町の隣の三島町では、1981年より

生活工芸運動の取り組みが始まる。生活工芸運動では、

編み組細工をはじめとした地域の様々な伝統的手仕事

を「生活工芸」と名付け、その価値を示した「三島町

なった。そのため、本年度の「村の肖像」では、感染症予防対策を徹

底した上で、少人数の研究会および聞き取り調査を中心に活動を行っ

た。本稿で取り上げる「マタタビ細工研究会」もそうした活動のひと

つである。 
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生活工芸運動憲章」4を制定し、町をあげて「生活工芸」

の実践・継承活動を支援してゆく。また、1986年から

は、こうした「生活工芸品」の発表および販売の機会

として「ふるさと工人まつり」を開催し、制作者たち

に活躍の場を提供していった。一方、金山町では、編

み組技術の実践・継承活動に関して、三島町のように

町が主体となって編み組細工を守り・伝えてゆく活動

は近年まで見られなかった。しかし、町内に残された

映像資料からは、少なくとも地区レベルでは、戦後か

なり早い時期から、編み組細工を単なる実用品を超え

たものとして捉える動きが存在してきたことが見えて

くる。例えば、1950年代に開催された川口小学校にお

ける展示会には、すでに編み組細工が多数出品されて

おり、出品作品に賞を与えて、その出来栄えの優劣を

競うことが行われていた（写真 1）5。また、遅くとも

1978年には、地区老人クラブの活動に藁細工やマタタ

ビ細工などの編み組細工が取り入れられて、技術継承

の場となっていた（図1）6。 
マタタビ細工を中心とする編み組細工の実践・継承

を、地区老人クラブが担う期間が長く続いた後、金山

町では、2009年に金山町民芸品創作研究会（初年のみ

民芸品創作研修会の名称で活動）が結成される7。そし

て、老人クラブの活動を引き継いでマタタビ細工の実

践・継承に取り組む同会の活動が活発化するに従い、

金山町におけるマタタビ細工の在り方はさらに変化し

てゆく。金山町民芸品創作研究会は2011年より、町公

民館事業のひとつとして、全町民を対象にマタタビ細

工の伝承を行う「ものづくり講習会」の取り組みを開

始する。毎年冬に開講されるこの「ものづくり講習会」

には、従来よりマタタビ細工の中心的な担い手となっ

てきた地元出身の高齢男性に加えて、女性や移住者、

現役世代など、様々なバックグラウンドを持つ人々が

参加し、マタタビ細工を学んだ。これは、年齢を軸と

した集団である老人クラブを中心にマタタビ細工技術

                                                        
 

4 三島町生活工芸運動憲章「1. 家族や隣人が車座を組んで／2. 身近な素

材を用い／3. 祖父の代から伝わる技術を活かし／4.生活の用から生ま

れるもの／5. 偽りのない本当のもの／6. みんなの生活の中で使えるも

のを／7. 山村に生きる喜びの表現として／8. 真心を込めてつくり／9. 
それを実生活の中で活用し／10. 自らの手で生活空間を構成する」

（「三島町の生活工芸運動」http://www.okuaizu-amikumi.jp/?page_id=137 
2020年12月26日最終アクセス） 

5 なお、マタタビ細工を含む編み組細工を単なる実用品を超えて、審美

的な観点から捉える態度は、編み組細工を写し込んだ映像資料そのも

のの構成においても指摘できるように思われる。ポートレートや集合

写真に編み組細工を写し込むことで、画面構成上に一定の効果をあげ

ることを狙っていると考えられる作例は、戦前から数多く存在する。

こうした写真と地域における編み組細工の位置付けの変化が、どのよ

の継承が行われてきた時には見られなかった新たな展

開であった。また、現在の金山町民芸品創作研究会で

は、材料となるヒゴ幅の調整に関する様々な工夫や、

制作に用いる道具の改良、計算式を用いた設計法の開

発など、緻密で美しいザルやカゴを作るための新たな

技術の探究が活発であると、近隣町村からも高い評価

を受けている。 
こうした活動の積み重ねが実を結び、今日では、金

山町のマタタビ細工は、全国的にもその名を知られる

ようになった。特に、吸水性に富み、水を含むと柔軟

うな関連性を持っているのかということについては、稿を改めて今後

考察してみたい。 
6 現在の金山町では、編み組細工の中でも特にマタタビ細工に取り組む

者の人数が圧倒的に多く、近隣町村で盛んなヤマブドウなど他の植物

繊維を用いた編み組細工の実践者は少ない。菅家哲夫によれば、マタ

タビが他の編み組細工の素材に比べて身近な場所で採取できること、

元々金山町にマタタビ細工に取り組む人が多く居たことが町内でマタ

タビ細工の盛んな理由であるという。 
7 金山町民芸品創作研究会は、町内のマタタビ細工実践者のふるさと工

人まつり（三島町）への参加をきっかけに結成された。この例に見ら

れるように、金山町内のマタタビ細工の状況は、奥会津全体での編み

組細工の状況と深く連動している。 

図 1：KKA-M-003-001 

「上横田老人クラブの活動」より／1978年 

（8ミリフィルム、39分） 

写真 1：KKA-P-032-020 

家庭工芸品・農産物展示会/川口・川口小学校/ 1956 年 
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性を増すマタタビの性質を生かして作られる金山町の

米とぎざるは、米や手を傷つけず、水切れがよく丈夫

で、姿かたちも美しい優れた道具として人気を集めて

いる（松田 2015など）。 

3. マタタビ細工研究会：本年の取り組み 

本年度の「村の肖像」では、金山町における以上の

ようなマタタビ細工の実践・継承活動の展開を踏まえ

た上で、マタタビ細工の実践・継承の場における民具

資料および映像資料の活用可能性を検討することとし

た。本稿で紹介する「マタタビ細工研究会」は、その

検討の中心となった実験的イベントである。この会で

は、金山町を代表する民具コレクションである弥平民

具と「村の肖像」映像コレクションより、マタタビ細

工を中心とする編み組細工とその関連資料を抜粋し、

これを金山町民芸品創作研究会の会員および民具資料

関係者とともに検討した。 
「マタタビ細工研究会」の実施に際しては、民具資

料および映像資料を活用するための予備調査的な取り

組みとして、金山町民芸品創作研究会会員に、①民具

および映像資料の存在とその概要を把握してもらうこ

と、②民具および映像資料について、実践者の立場か

ら広く感想や気づいた点を語ってもらうこと、以上の

2 点を重視した。同会を準備する過程で、マタタビ細

工の実践・継承に深く関わる金山町民芸品創作研究会

会員のなかにも、弥平民具コレクションを直接見たこ

とのない会員が少なくないことが判明した。このこと

から、資料活用に向けた今後の取り組みをより良いも

のとしてゆくためには、マタタビ細工実践者と「村の

肖像」企画者の間で、まずは資料についての情報共有

を図ることが重要であると判断したのである。 
なお、本研究会で検討の対象とした弥平民具は、金

山町玉梨地区の住民であった故・栗城弥平氏（1912年
生）が収集した民具コレクションである。変わりゆく

暮らしを目の当たりにした住民が、かつての暮らしを

後世に伝えるために自ら収集した弥平民具は、一般に

民具とされる範囲を超えた幅広い暮らしの道具を含み、

金山町のかつての暮らしを生々しい手触りとともに伝

える特色あるコレクションである。弥平民具は、玉梨

地区住民が結成した玉梨民具保存会により、既に1980
年代に目録の作成と展示室の整備が完了しているが、

展示室が置かれた金山町自然教育村会館（旧玉梨小学

校）の老朽化に伴い、現在は特別の機会を除いて一般

には公開されておらず、活用面で多くの課題を抱えて

いる。本年の「村の肖像」の取り組みは、このような

民具資料側の課題を意識した取り組みでもある。 
研究会の実施概要は以下のとおりである。 
 

マタタビ細工研究会 

日時：2020年10月19日 13:00-16:00 

会場：金山町自然教育村会館（旧玉梨小学校） 

参加者：菅家哲夫（金山町民芸品創作研究会）、若林

豊昇（金山町民芸品創作研究会）、坂内宗市（玉梨民

具保存会）、他（金山町教育委員会2名、福島県立博

物館3名、西会津国際芸術村3名） 

司会：榎本千賀子（新潟大学）、五ノ井智徳（金山町

教育委員会） 

 

 会場の構成と準備 
会場には、弥平民具コレクションから選定したマタ

タビ細工を中心とする編み組細工と、編組細工に関連

する映像資料を陳列した。参加者には事前に、手元に

参加者自身が制作したマタタビ細工の作例があれば、

弥平民具との比較対象のための当日の資料として持参

してほしい旨を依頼した。なお、当日は会場と同フロ

アにある弥平民具資料展示室を開放し、休憩時間など

に参加者に自由に観覧してもらうこととした。 
 
 進行概要 
会の冒頭で筆者および金山町教育委員会より会の趣

旨を説明し、参加者全員が自己紹介を行った後、20分
ほど自由時間を設けて陳列資料の観覧を行った。その

後再び全員で集まり、民具資料を手に取りながら、各

資料について気づいた点や感想などを語り合った（写

真 2）。資料検討にあたっては、前述の判断に基づき、

検討内容を事前に細かく設定することはしなかった。

映像資料については、関連する事項が話題となった時

点で、司会者が当該資料を改めて提示することとした。

また、議論の進行にあわせて、参加者が持参したマタ

タビ細工・編み組細工の作例を民具資料と適宜比較す

写真 2 マタタビ細工研究会会場（映像記録：西澤諭志） 
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ることとした。民具資料の検討を終えた後、菅家氏、

若林氏、坂内氏の3名に民具資料および映像資料の活

用についての意見を伺い、参加者全員より研究会全体

に対する意見・感想を聞いた。 

4. 検討内容とその考察 

研究会では、各民具資料に使用されている技法や材

料を中心に、様々な話題が展開した。本節では、その

中から、民具資料・映像資料の活用にあたって、特に

示唆に富むと考えられる箇所を抜粋し、その意味を考

えてみたい。 
 

 マタタビ細工の担い手の変化について 
若林 要するに冬場は農作業がないから。男性は家事

はあんまりやらなくてもいいでしょ。そうする

と、おやじがマタタビ細工をやるということに

なったんじゃないのかね。 

坂内 ザル作ったり蓑作ったり、それがおやじの仕事。 

若林 要するに生活していく上での道具だな。百姓を

するための道具をおやじが作る。 

榎本 「ものづくり講習会」の参加者は女性の方が多

いのですか？ 

若林 最近多くなってきたな。器用だし。まあ力仕事

っていうのも、マタタビの場合は力仕事ってそ

んなでもないから。だから女の人も向いている

んじゃないかな。 

山口8 素材としては柔らかそうだから、女性の力でも

無理がないのかなという感じはしました。 

市川9 私がマタタビをはじめて１０年になるんです

けど、はじめは男性が多かったんですが、だん

だんと女性も増えて、今はすごくにぎやかです。

材料を採りに行くのも山の中ですし、材料を整

える作業も力が要り、手もボロボロになるので、

男性の方が向いてるのかなと思ったんですけ

ど。でも大きいものは作らないですし、すごく

色もきれいで、ザルに限らずいろんな小物も作

れるので、女性の楽しみにもなるのだと思いま

す。 

 

前節でも述べた通り、今日の金山町では、女性や移

住者、現役世代など、多様なバックグラウンドを持つ

                                                        
 

8 山口拡（福島県立博物館学芸員） 
 
9 市川里美（金山町教育委員会） 

人々がマタタビ細工を学んでいる。ここに発言を引用

した市川里美も、「ものづくり講習会」を通してマタタ

ビ細工を学んだ若い女性移住者のひとりである。市川

は、現在では編み組細工の大規模な展覧会「会津編み

組工芸品展」や「全国編み組工芸品展」で受賞を果た

すまでに腕前を上げ、指導者としても活躍している。 
このようなマタタビ細工学習者の多様化は、マタタ

ビ細工の実践・継承の場の持続性を高め、活気あるも

のとする一方で、従来の実践者の間ではマタタビ細工

を学ぶ以前から生活を通じて常識として知られてきた

マタタビ細工の歴史や背景について、改めて「知識」

として伝え／学ばなければ共有されないという、これ

までには見られなかった事態を引き起こしている。民

具資料と映像資料は、まずはこうしたマタタビ細工の

歴史と背景を、多様化したマタタビ細工学習者に伝え

／学ぶための教材として活用することができるのでは

ないかと考えられる。 
 
 マタタビ細工の製作技術の変化について 

菅家 （写真3 「桑入れざる」の縁を指して）これだ

写真 3 桑入れざる（弥平民具No. 249） 

写真 4 米とぎざる（作・写真提供：市川里美） 
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性を増すマタタビの性質を生かして作られる金山町の

米とぎざるは、米や手を傷つけず、水切れがよく丈夫

で、姿かたちも美しい優れた道具として人気を集めて

いる（松田 2015など）。 

3. マタタビ細工研究会：本年の取り組み 

本年度の「村の肖像」では、金山町における以上の

ようなマタタビ細工の実践・継承活動の展開を踏まえ

た上で、マタタビ細工の実践・継承の場における民具

資料および映像資料の活用可能性を検討することとし

た。本稿で紹介する「マタタビ細工研究会」は、その

検討の中心となった実験的イベントである。この会で

は、金山町を代表する民具コレクションである弥平民

具と「村の肖像」映像コレクションより、マタタビ細

工を中心とする編み組細工とその関連資料を抜粋し、

これを金山町民芸品創作研究会の会員および民具資料

関係者とともに検討した。 
「マタタビ細工研究会」の実施に際しては、民具資

料および映像資料を活用するための予備調査的な取り

組みとして、金山町民芸品創作研究会会員に、①民具

および映像資料の存在とその概要を把握してもらうこ

と、②民具および映像資料について、実践者の立場か

ら広く感想や気づいた点を語ってもらうこと、以上の

2 点を重視した。同会を準備する過程で、マタタビ細

工の実践・継承に深く関わる金山町民芸品創作研究会

会員のなかにも、弥平民具コレクションを直接見たこ

とのない会員が少なくないことが判明した。このこと

から、資料活用に向けた今後の取り組みをより良いも

のとしてゆくためには、マタタビ細工実践者と「村の

肖像」企画者の間で、まずは資料についての情報共有

を図ることが重要であると判断したのである。 
なお、本研究会で検討の対象とした弥平民具は、金

山町玉梨地区の住民であった故・栗城弥平氏（1912年
生）が収集した民具コレクションである。変わりゆく

暮らしを目の当たりにした住民が、かつての暮らしを

後世に伝えるために自ら収集した弥平民具は、一般に

民具とされる範囲を超えた幅広い暮らしの道具を含み、

金山町のかつての暮らしを生々しい手触りとともに伝

える特色あるコレクションである。弥平民具は、玉梨

地区住民が結成した玉梨民具保存会により、既に1980
年代に目録の作成と展示室の整備が完了しているが、

展示室が置かれた金山町自然教育村会館（旧玉梨小学

校）の老朽化に伴い、現在は特別の機会を除いて一般

には公開されておらず、活用面で多くの課題を抱えて

いる。本年の「村の肖像」の取り組みは、このような

民具資料側の課題を意識した取り組みでもある。 
研究会の実施概要は以下のとおりである。 
 

マタタビ細工研究会 

日時：2020年10月19日 13:00-16:00 

会場：金山町自然教育村会館（旧玉梨小学校） 

参加者：菅家哲夫（金山町民芸品創作研究会）、若林

豊昇（金山町民芸品創作研究会）、坂内宗市（玉梨民

具保存会）、他（金山町教育委員会2名、福島県立博

物館3名、西会津国際芸術村3名） 

司会：榎本千賀子（新潟大学）、五ノ井智徳（金山町

教育委員会） 

 

 会場の構成と準備 
会場には、弥平民具コレクションから選定したマタ

タビ細工を中心とする編み組細工と、編組細工に関連

する映像資料を陳列した。参加者には事前に、手元に

参加者自身が制作したマタタビ細工の作例があれば、

弥平民具との比較対象のための当日の資料として持参

してほしい旨を依頼した。なお、当日は会場と同フロ

アにある弥平民具資料展示室を開放し、休憩時間など

に参加者に自由に観覧してもらうこととした。 
 
 進行概要 
会の冒頭で筆者および金山町教育委員会より会の趣

旨を説明し、参加者全員が自己紹介を行った後、20分
ほど自由時間を設けて陳列資料の観覧を行った。その

後再び全員で集まり、民具資料を手に取りながら、各

資料について気づいた点や感想などを語り合った（写

真 2）。資料検討にあたっては、前述の判断に基づき、

検討内容を事前に細かく設定することはしなかった。

映像資料については、関連する事項が話題となった時

点で、司会者が当該資料を改めて提示することとした。

また、議論の進行にあわせて、参加者が持参したマタ

タビ細工・編み組細工の作例を民具資料と適宜比較す

写真 2 マタタビ細工研究会会場（映像記録：西澤諭志） 
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ることとした。民具資料の検討を終えた後、菅家氏、

若林氏、坂内氏の3名に民具資料および映像資料の活

用についての意見を伺い、参加者全員より研究会全体

に対する意見・感想を聞いた。 

4. 検討内容とその考察 

研究会では、各民具資料に使用されている技法や材

料を中心に、様々な話題が展開した。本節では、その

中から、民具資料・映像資料の活用にあたって、特に

示唆に富むと考えられる箇所を抜粋し、その意味を考

えてみたい。 
 

 マタタビ細工の担い手の変化について 
若林 要するに冬場は農作業がないから。男性は家事

はあんまりやらなくてもいいでしょ。そうする

と、おやじがマタタビ細工をやるということに

なったんじゃないのかね。 

坂内 ザル作ったり蓑作ったり、それがおやじの仕事。 

若林 要するに生活していく上での道具だな。百姓を

するための道具をおやじが作る。 

榎本 「ものづくり講習会」の参加者は女性の方が多

いのですか？ 

若林 最近多くなってきたな。器用だし。まあ力仕事

っていうのも、マタタビの場合は力仕事ってそ

んなでもないから。だから女の人も向いている

んじゃないかな。 

山口8 素材としては柔らかそうだから、女性の力でも

無理がないのかなという感じはしました。 

市川9 私がマタタビをはじめて１０年になるんです

けど、はじめは男性が多かったんですが、だん

だんと女性も増えて、今はすごくにぎやかです。

材料を採りに行くのも山の中ですし、材料を整

える作業も力が要り、手もボロボロになるので、

男性の方が向いてるのかなと思ったんですけ

ど。でも大きいものは作らないですし、すごく

色もきれいで、ザルに限らずいろんな小物も作

れるので、女性の楽しみにもなるのだと思いま

す。 

 

前節でも述べた通り、今日の金山町では、女性や移

住者、現役世代など、多様なバックグラウンドを持つ

                                                        
 

8 山口拡（福島県立博物館学芸員） 
 
9 市川里美（金山町教育委員会） 

人々がマタタビ細工を学んでいる。ここに発言を引用

した市川里美も、「ものづくり講習会」を通してマタタ

ビ細工を学んだ若い女性移住者のひとりである。市川

は、現在では編み組細工の大規模な展覧会「会津編み

組工芸品展」や「全国編み組工芸品展」で受賞を果た

すまでに腕前を上げ、指導者としても活躍している。 
このようなマタタビ細工学習者の多様化は、マタタ

ビ細工の実践・継承の場の持続性を高め、活気あるも

のとする一方で、従来の実践者の間ではマタタビ細工

を学ぶ以前から生活を通じて常識として知られてきた

マタタビ細工の歴史や背景について、改めて「知識」

として伝え／学ばなければ共有されないという、これ

までには見られなかった事態を引き起こしている。民

具資料と映像資料は、まずはこうしたマタタビ細工の

歴史と背景を、多様化したマタタビ細工学習者に伝え

／学ぶための教材として活用することができるのでは

ないかと考えられる。 
 
 マタタビ細工の製作技術の変化について 

菅家 （写真3 「桑入れざる」の縁を指して）これだ

写真 3 桑入れざる（弥平民具No. 249） 

写真 4 米とぎざる（作・写真提供：市川里美） 
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と、修理がものすごく楽なの。生活の道具なん

で、修理をして使うということが、昔の人にと

っては絶対必要なことだった。例えば、縁が壊

れたとすれば、そこのところは取ってしまって、

（ヒゴを）返してぐるっと締めれば、直して使

える。（写真4「米とぎざる（現在の制作物）」の

縁を指して）こういう今のおれたちがやってる

（縁の）付け方は、修理のときは非常に難しい。

きれいには仕上がるんだけど、難しい。 

 

菅家 （写真5, 6「蕎麦上げざる」を指して）昔のも

のは、みんな縁がこういう付け方でしょ。こち

ら側にこう編んできた２本のヒゴを縁にくる

っと回して。 

榎本 折り返して編地に突っ込んでいるだけですね。 

市川 （縁が同じ形のものは、制作）年代が同じとい

うことですか？ 

菅家 いや、昔の人の作り方ってほとんどこうだ。 

坂内 そうだな。ほとんどこれだ。 

林 （写真5, 6「蕎麦上げざる」の縁を見ながら）こ

れは、ヒゴを表と裏の両方に曲げるということ

になるから、ヒゴが割れる場合も結構あるんじ

ゃないの？（編み終えたヒゴの先端を編地に挟

み込むために）ヒゴを裏表両方に曲げるわけだ。

（……）裏を表に曲げちゃうと、パリッと割れ

ちゃう。割れやすい。 

菅家 今は物づくり講座でも、ヒゴの幅をきちんと、

3.5mmとか４mmとか5mmとか5.5mmとか揃えて

作る。（写真3「桑入れざる」を指しながら）昔

の人はそういうことはなくて、ヒゴの幅を揃え

ずそのまま使っているので、ザルも丈夫です。

大きいものほど厚いものを使って、ヒゴの幅な

んか揃えない。 

 

弥平民具や映像資料に見られるかつてのマタタビ細

工には、現在の金山町で作られるマタタビ細工に比べ

てサイズが大きく、がっしりとした縁を持つものが多

い。また、その縁も、現在町内で作られるものとは異

なる簡易的な処理を施したものが大半である。研究会

では、この違いを生んだ背景—過去のマタタビ細工は

作物の運搬や豆や粟の選別など、労働の場で酷使され

る道具が多く、道具としての丈夫さと修理のしやすさ

が最重視されていたということ—が数回にわたって

話題にのぼった。このことは、前項で述べたような、

民具資料と映像資料をマタタビ細工学習者に向けた教

材として使用するという方法を採用するにあたって、

どのような場面で、いかに資料を用いることができる

のか、その具体的な可能性を教えてくれる。 
上に抜粋した発言は、過去のマタタビ細工の形態や

技法とその使用法を知ることが、ひるがえって、力仕

事で用いられる機会が減り、炊事用具や器として使わ

れることがもっぱらとなった現在のマタタビ細工に見

られる形態と技法の意味を理解する上でも、重要な手

がかりとなることを示唆している。かつてのマタタビ

細工の形態や技法のありさまを、実物を通して伝える

写真 ７：KOS-P-002-013 

種籾播き／大塩／昭和20年代／菅家雄二撮影 

写真 5 蕎麦上げざる（弥平民具 No. 91）

写真 6 蕎麦上げざるの縁（弥平民具 No. 91） 
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民具資料と、その使用場面を伝える映像資料（例：写

真7, 8）は、マタタビ細工の形態と技法、使用法の関係

について、伝え／学ぶ場面で、有用な教材となり得る

のではないだろうか。時代の変化とマタタビ細工学習

者の多様化にともなって、大量生産品普及以前のマタ

タビ細工とその使用法を知らないマタタビ細工の学習

者は、今後確実に増えてゆく。こうした状況において、

民具資料と映像資料が役立つ場面は数多くあるはずで

ある。 

 

 またたび細工の創作・継承、民具資料保存への思

い 
菅家 私は昭和 23 年生まれだから、小学校が昭和30

年。それから昭和 39 年が東京オリンピックで

高校1年。その頃、生活が全然変わってしまっ

たのな。（様々な弥平民具資料を指して）こうい

うザルを使うなんてなくなった。アルミのボウ

ルだったり、それから金網だったり、プラスチ

ック。そういうものに生活が変わっていったか

ら。その前に使っていたものは、うちを壊す時

に、もう全部燃やしたり、処分してしまった。

土蔵のなかだけは、手つかずに残っているけれ

ど。マタタビ細工に関心を持ったのは、平成に

なる頃。私は役場住民課にいて、老人クラブの

担当をしたことがあって、その人たちがゲンベ

作ったり、ゾウリつくったり、ザルつくったり、

刺し子をやったり、いろんなことをやっていた。

それで関心を持って、いつか俺もやりたいなな

んて思ってた。（……）だんだん自分が年取って

くるにしたがって、金網もいいし、プラスチッ

クもいいし、アルミ製のもいいんだけど、マタ

タビ細工のような昔のものを欲しがっている

人がいると考えると、そういうものを残してい

く、次に伝えてゆくような役割を果たしていか

なければ、消えてなくなってしまうんではない

のかなあと思って、民芸品創作研究会の事務局

を担当させてもらっている。（……）関心のある

人を増やしていければ、いいかな。 

 

若林 私は（菅家）哲夫君より後輩なんですけれども、

同じく役場に務めていて、退職して声を掛けら

れて、教室に行ったんですよね。教室に行く前

段から、マタタビ細工はまるっきり初めて見る

ものでもなんでもなかった。うちのおやじはマ

タタビ細工を、昔から受け継いでやっていた。

おやじのおやじあたりから受け継がれてきた

んだろうけれども、集落の中でも何人かはそう

やってマタタビ細工を作っている人がいた。生

活をするための道具を冬場に作る。子供ながら

にそれを観ていたんだよね。（……）昔の人は、

何遍も言うようだけれど、生活の道具を作って

いた。（……）丈夫であれば、使いやすいもので

あればいいだろう、という考えもあるかもしれ

ないんだけれども、それにプラスして、できる

だけ綺麗なものを作ってみるかという気にな

ってきたんです。丈夫で、機能性があって、し

かもいろんな用途に応じた使い方に長年耐え

られて、見たところも綺麗なものを作ってみた

いなという気持になってきた。（……）誰かしら

が今やらないと、書物に残っているわけでもな

いので、もう絶えてしまうと思うんです。でき

たものを見ていても、ゼロからやるとなると大

変なことです。手で覚えるしかない。私から他

の人に、次の世代に伝える機会があるかないか

は別として、私が生きている間はいろんな技術

を手で覚えたいし、頭のなかで残しておきたい。

そんな感じでやっている。 

 

坂内 弥平民具を残したいと思った頃は、保存会を作

って、これをどうにか残しておいて、町で保存

してもらいたいということで一生懸命運動し

てきたんです。その時に 10 人くらいだった会

員で、残ったのが今は私一人になった。（病気や

死去などで）だんだん人が居なくなってしまっ

写真8：KKA-P-023-026 

    老婆とこども／川口／戦前 
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と、修理がものすごく楽なの。生活の道具なん

で、修理をして使うということが、昔の人にと

っては絶対必要なことだった。例えば、縁が壊

れたとすれば、そこのところは取ってしまって、

（ヒゴを）返してぐるっと締めれば、直して使

える。（写真4「米とぎざる（現在の制作物）」の

縁を指して）こういう今のおれたちがやってる

（縁の）付け方は、修理のときは非常に難しい。

きれいには仕上がるんだけど、難しい。 

 

菅家 （写真5, 6「蕎麦上げざる」を指して）昔のも

のは、みんな縁がこういう付け方でしょ。こち

ら側にこう編んできた２本のヒゴを縁にくる

っと回して。 

榎本 折り返して編地に突っ込んでいるだけですね。 

市川 （縁が同じ形のものは、制作）年代が同じとい

うことですか？ 

菅家 いや、昔の人の作り方ってほとんどこうだ。 

坂内 そうだな。ほとんどこれだ。 

林 （写真5, 6「蕎麦上げざる」の縁を見ながら）こ

れは、ヒゴを表と裏の両方に曲げるということ

になるから、ヒゴが割れる場合も結構あるんじ

ゃないの？（編み終えたヒゴの先端を編地に挟

み込むために）ヒゴを裏表両方に曲げるわけだ。

（……）裏を表に曲げちゃうと、パリッと割れ

ちゃう。割れやすい。 

菅家 今は物づくり講座でも、ヒゴの幅をきちんと、

3.5mmとか４mmとか5mmとか5.5mmとか揃えて

作る。（写真3「桑入れざる」を指しながら）昔

の人はそういうことはなくて、ヒゴの幅を揃え

ずそのまま使っているので、ザルも丈夫です。

大きいものほど厚いものを使って、ヒゴの幅な

んか揃えない。 

 

弥平民具や映像資料に見られるかつてのマタタビ細

工には、現在の金山町で作られるマタタビ細工に比べ

てサイズが大きく、がっしりとした縁を持つものが多

い。また、その縁も、現在町内で作られるものとは異

なる簡易的な処理を施したものが大半である。研究会

では、この違いを生んだ背景—過去のマタタビ細工は

作物の運搬や豆や粟の選別など、労働の場で酷使され

る道具が多く、道具としての丈夫さと修理のしやすさ

が最重視されていたということ—が数回にわたって

話題にのぼった。このことは、前項で述べたような、

民具資料と映像資料をマタタビ細工学習者に向けた教

材として使用するという方法を採用するにあたって、

どのような場面で、いかに資料を用いることができる

のか、その具体的な可能性を教えてくれる。 
上に抜粋した発言は、過去のマタタビ細工の形態や

技法とその使用法を知ることが、ひるがえって、力仕

事で用いられる機会が減り、炊事用具や器として使わ

れることがもっぱらとなった現在のマタタビ細工に見

られる形態と技法の意味を理解する上でも、重要な手

がかりとなることを示唆している。かつてのマタタビ

細工の形態や技法のありさまを、実物を通して伝える

写真 ７：KOS-P-002-013 

種籾播き／大塩／昭和20年代／菅家雄二撮影 

写真 5 蕎麦上げざる（弥平民具 No. 91）

写真 6 蕎麦上げざるの縁（弥平民具 No. 91） 
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民具資料と、その使用場面を伝える映像資料（例：写

真7, 8）は、マタタビ細工の形態と技法、使用法の関係

について、伝え／学ぶ場面で、有用な教材となり得る

のではないだろうか。時代の変化とマタタビ細工学習

者の多様化にともなって、大量生産品普及以前のマタ

タビ細工とその使用法を知らないマタタビ細工の学習

者は、今後確実に増えてゆく。こうした状況において、

民具資料と映像資料が役立つ場面は数多くあるはずで

ある。 

 

 またたび細工の創作・継承、民具資料保存への思

い 
菅家 私は昭和 23 年生まれだから、小学校が昭和30

年。それから昭和 39 年が東京オリンピックで

高校1年。その頃、生活が全然変わってしまっ

たのな。（様々な弥平民具資料を指して）こうい

うザルを使うなんてなくなった。アルミのボウ

ルだったり、それから金網だったり、プラスチ

ック。そういうものに生活が変わっていったか

ら。その前に使っていたものは、うちを壊す時

に、もう全部燃やしたり、処分してしまった。

土蔵のなかだけは、手つかずに残っているけれ

ど。マタタビ細工に関心を持ったのは、平成に

なる頃。私は役場住民課にいて、老人クラブの

担当をしたことがあって、その人たちがゲンベ

作ったり、ゾウリつくったり、ザルつくったり、

刺し子をやったり、いろんなことをやっていた。

それで関心を持って、いつか俺もやりたいなな

んて思ってた。（……）だんだん自分が年取って

くるにしたがって、金網もいいし、プラスチッ

クもいいし、アルミ製のもいいんだけど、マタ

タビ細工のような昔のものを欲しがっている

人がいると考えると、そういうものを残してい

く、次に伝えてゆくような役割を果たしていか

なければ、消えてなくなってしまうんではない

のかなあと思って、民芸品創作研究会の事務局

を担当させてもらっている。（……）関心のある

人を増やしていければ、いいかな。 

 

若林 私は（菅家）哲夫君より後輩なんですけれども、

同じく役場に務めていて、退職して声を掛けら

れて、教室に行ったんですよね。教室に行く前

段から、マタタビ細工はまるっきり初めて見る

ものでもなんでもなかった。うちのおやじはマ

タタビ細工を、昔から受け継いでやっていた。

おやじのおやじあたりから受け継がれてきた

んだろうけれども、集落の中でも何人かはそう

やってマタタビ細工を作っている人がいた。生

活をするための道具を冬場に作る。子供ながら

にそれを観ていたんだよね。（……）昔の人は、

何遍も言うようだけれど、生活の道具を作って

いた。（……）丈夫であれば、使いやすいもので

あればいいだろう、という考えもあるかもしれ

ないんだけれども、それにプラスして、できる

だけ綺麗なものを作ってみるかという気にな

ってきたんです。丈夫で、機能性があって、し

かもいろんな用途に応じた使い方に長年耐え

られて、見たところも綺麗なものを作ってみた

いなという気持になってきた。（……）誰かしら

が今やらないと、書物に残っているわけでもな

いので、もう絶えてしまうと思うんです。でき

たものを見ていても、ゼロからやるとなると大

変なことです。手で覚えるしかない。私から他

の人に、次の世代に伝える機会があるかないか

は別として、私が生きている間はいろんな技術

を手で覚えたいし、頭のなかで残しておきたい。

そんな感じでやっている。 

 

坂内 弥平民具を残したいと思った頃は、保存会を作

って、これをどうにか残しておいて、町で保存

してもらいたいということで一生懸命運動し

てきたんです。その時に 10 人くらいだった会

員で、残ったのが今は私一人になった。（病気や

死去などで）だんだん人が居なくなってしまっ

写真8：KKA-P-023-026 
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たわけ。弥平さんが残そうとしたその意欲。あ

の人は暮らしが本当に大変で。廃品回収業をや

りながらこれらを求めてきて、そして家のなか

にいっぱいこうした民具を集めておいて、なん

とかこれを残してくれないかということで

我々が保存会を作って、町の方に残してもらい

たいと言ったところが、町はその当時は寄付し

てくれるなら町で引き受けるが、買うことはで

きないというふうに断られたわけです。（……）

こんな状態で、あの人には非常に苦労をかけて、

結局これを整理するということで、3 年間かけ

てその報酬として金を出してもらったという

ような経緯があって。弥平さんが生まれたのは

大正1年の頃だから、学校にもほとんど出てい

ないくらいの状態だったわけ。そのなかで自分

で研究して自分で書いて、民具の説明書を作っ

た。あの努力っていうのは本当に大変だと思っ

ているわけ。ところがこれがだんだんこういう

風に古くなってきて、さあこれをどうするか、

どう利用するかという風になった時に、私はま

あ、本当にどうしたらいいのかということで悩

むような状態になってきたわけ。 

 

菅家 （……）実物を見るというのは何よりも、映像

で見るよりも一番感じるものがあるので、残す

価値というのは非常に大きいのでないのかな

あと思っているんです。それから、そういうも

のを作る技術っていうのが、さっき話した通り、

絶える寸前であるので、教育委員会も『かねや

まの宝』ってあれを作ったんだけど 10。あれは

ひとつの頁で、ある部分しか載ってないので。

たとえば作るようなものも、今であれば映像的

にも残すことができるので、そういうものをこ

れから先の遺産として残るものとして作って

いってもいいのでないかなあと。 

 

これらの発言は、会の最後に民具資料と映像資料の

活用について、菅家氏、若林氏、坂内氏の 3氏に意見

を求めた際に得られた回答の抜粋である。ここには、

マタタビ細工の実践・継承に関わり、弥平民具資料を

活用しようと取り組む者が踏まえておくべき２つの基

                                                        
 

10 金山町教育委員会作成のパンフレット『未来に伝えたい かねやまの

宝』2019年3月を指す。14頁にマタタビ細工の概要が紹介されてい

る。 

本事項が示されている。 
第一にそれは、マタタビ細工の実践・継承に取り組

む人々が、現在、技術の継承に対する強い危機感と義

務感を感じながら活動にあたっており、弥平民具の保

存・整理にあたった玉梨民具保存会の会員も、民具の

行く末を強く危惧しているということである。マタタ

ビ細工の実践・継承の場のニーズと課題を正しく把握

するために、そして、地域住民にとっての資料の意味

を深く理解するために、関係者が現在感じているこう

した危機感を知ることは、重要なことである。 
そして第二に、世代を超えて技術や資料を継承して

ゆくために、次世代を担う人々に、先人の活動とその

活動の背後にある思いを伝えてゆくことが必要だとい

うことである。菅家氏、若林氏の両氏は、マタタビ細

工実践者の姿を目にした経験が、自身がマタタビ細工

に取り組むにあたっての重要なきっかけになったと証

言している。また坂内氏は、民具収集にあたった栗城

弥平氏の努力を間近で目にし、その強い思いに共感し

たことが、玉梨地区における民具保存活動の発端であ

ったことを明かしている。これらの発言は、技術継承

や民具資料保存の経緯とそれに携わった人々の思いを

多くの人に伝えてゆく活動そのものが、その技術や資

料を次世代に引き継ぐための第一歩となることを示唆

している。このことは、民具資料や映像資料をマタタ

ビ細工の創作・継承の場に活かしてゆくにあたっても、

ひとつの指針となるだろう。 
以上の二点のほかにも、3 氏の発言には、重要な指

摘がいくつも含まれている。例えば、若林氏の発言の

中で繰り返された、「綺麗なものを作ってみたい」とい

う言葉は、現在の金山町のマタタビ細工の特徴である

緻密な編地と均整のとれた形が、どのような作り手の

思いから生まれたものであるのか、そして、マタタビ

細工の実践者たちがマタタビ細工のどのような点に惹

かれ、やりがいを感じているのかを伝える点で興味深

い。また、菅家氏が２つ目の発言で触れられている、

実物資料の価値と、新たな映像資料の制作というアイ

ディアは、今後「村の肖像」が金山町民芸品創作研究

会と協力関係を築くなかで、さらに議論を深めてみた

い点である。 
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5. まとめ 

「マタタビ細工研究会」の実施を通して、本年度の

「村の肖像」では、民具資料と映像資料をマタタビ細

工の実践・継承の場に活かすための基盤づくりを行う

ことができた。まず、金山町民芸品創作研究会会員と

「村の肖像」企画者の間で、①編み組細工に関連する

民具資料および映像資料の概略、②マタタビ細工実践

者が現状に対して感じている危機感、以上 2点の基本

的事項について情報共有を図ることができた。また、

具体的な民具資料および映像資料の検討を通じて、民

具資料と映像資料を、多様化するマタタビ細工の学習

者に向けた教材として活用するための、多くのアイデ

ィアが得られた。今後はこうした成果を踏まえて、マ

タタビ細工学習者が教材として利用できる民具・映像

資料のキットを開発するなど、より具体的かつ実践的

な資料活用に取り組むこととしたい。 
 

謝辞 本稿の執筆および「マタタビ細工研究会」の

実施に際しては、菅家哲夫氏、若林豊昇氏、坂内宗市

氏、市川里美氏、金山町教育委員会より多大なる協力

を賜った。ここに感謝申し上げます。 
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たわけ。弥平さんが残そうとしたその意欲。あ

の人は暮らしが本当に大変で。廃品回収業をや

りながらこれらを求めてきて、そして家のなか

にいっぱいこうした民具を集めておいて、なん

とかこれを残してくれないかということで

我々が保存会を作って、町の方に残してもらい

たいと言ったところが、町はその当時は寄付し

てくれるなら町で引き受けるが、買うことはで

きないというふうに断られたわけです。（……）

こんな状態で、あの人には非常に苦労をかけて、

結局これを整理するということで、3 年間かけ

てその報酬として金を出してもらったという

ような経緯があって。弥平さんが生まれたのは

大正1年の頃だから、学校にもほとんど出てい

ないくらいの状態だったわけ。そのなかで自分

で研究して自分で書いて、民具の説明書を作っ

た。あの努力っていうのは本当に大変だと思っ

ているわけ。ところがこれがだんだんこういう

風に古くなってきて、さあこれをどうするか、

どう利用するかという風になった時に、私はま

あ、本当にどうしたらいいのかということで悩

むような状態になってきたわけ。 

 

菅家 （……）実物を見るというのは何よりも、映像

で見るよりも一番感じるものがあるので、残す

価値というのは非常に大きいのでないのかな

あと思っているんです。それから、そういうも

のを作る技術っていうのが、さっき話した通り、

絶える寸前であるので、教育委員会も『かねや

まの宝』ってあれを作ったんだけど 10。あれは

ひとつの頁で、ある部分しか載ってないので。

たとえば作るようなものも、今であれば映像的

にも残すことができるので、そういうものをこ

れから先の遺産として残るものとして作って

いってもいいのでないかなあと。 

 

これらの発言は、会の最後に民具資料と映像資料の

活用について、菅家氏、若林氏、坂内氏の 3氏に意見

を求めた際に得られた回答の抜粋である。ここには、

マタタビ細工の実践・継承に関わり、弥平民具資料を

活用しようと取り組む者が踏まえておくべき２つの基

                                                        
 

10 金山町教育委員会作成のパンフレット『未来に伝えたい かねやまの

宝』2019年3月を指す。14頁にマタタビ細工の概要が紹介されてい

る。 

本事項が示されている。 
第一にそれは、マタタビ細工の実践・継承に取り組

む人々が、現在、技術の継承に対する強い危機感と義

務感を感じながら活動にあたっており、弥平民具の保

存・整理にあたった玉梨民具保存会の会員も、民具の

行く末を強く危惧しているということである。マタタ

ビ細工の実践・継承の場のニーズと課題を正しく把握

するために、そして、地域住民にとっての資料の意味

を深く理解するために、関係者が現在感じているこう

した危機感を知ることは、重要なことである。 
そして第二に、世代を超えて技術や資料を継承して

ゆくために、次世代を担う人々に、先人の活動とその

活動の背後にある思いを伝えてゆくことが必要だとい

うことである。菅家氏、若林氏の両氏は、マタタビ細

工実践者の姿を目にした経験が、自身がマタタビ細工

に取り組むにあたっての重要なきっかけになったと証

言している。また坂内氏は、民具収集にあたった栗城

弥平氏の努力を間近で目にし、その強い思いに共感し

たことが、玉梨地区における民具保存活動の発端であ

ったことを明かしている。これらの発言は、技術継承

や民具資料保存の経緯とそれに携わった人々の思いを

多くの人に伝えてゆく活動そのものが、その技術や資

料を次世代に引き継ぐための第一歩となることを示唆

している。このことは、民具資料や映像資料をマタタ

ビ細工の創作・継承の場に活かしてゆくにあたっても、

ひとつの指針となるだろう。 
以上の二点のほかにも、3 氏の発言には、重要な指

摘がいくつも含まれている。例えば、若林氏の発言の

中で繰り返された、「綺麗なものを作ってみたい」とい

う言葉は、現在の金山町のマタタビ細工の特徴である

緻密な編地と均整のとれた形が、どのような作り手の

思いから生まれたものであるのか、そして、マタタビ

細工の実践者たちがマタタビ細工のどのような点に惹

かれ、やりがいを感じているのかを伝える点で興味深

い。また、菅家氏が２つ目の発言で触れられている、

実物資料の価値と、新たな映像資料の制作というアイ

ディアは、今後「村の肖像」が金山町民芸品創作研究

会と協力関係を築くなかで、さらに議論を深めてみた

い点である。 
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5. まとめ 

「マタタビ細工研究会」の実施を通して、本年度の

「村の肖像」では、民具資料と映像資料をマタタビ細

工の実践・継承の場に活かすための基盤づくりを行う

ことができた。まず、金山町民芸品創作研究会会員と

「村の肖像」企画者の間で、①編み組細工に関連する

民具資料および映像資料の概略、②マタタビ細工実践

者が現状に対して感じている危機感、以上 2点の基本

的事項について情報共有を図ることができた。また、

具体的な民具資料および映像資料の検討を通じて、民

具資料と映像資料を、多様化するマタタビ細工の学習

者に向けた教材として活用するための、多くのアイデ

ィアが得られた。今後はこうした成果を踏まえて、マ

タタビ細工学習者が教材として利用できる民具・映像

資料のキットを開発するなど、より具体的かつ実践的

な資料活用に取り組むこととしたい。 
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