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ベトナム各地に存在する伝統工芸
村。そこではどんな伝統技術を、誰が
どのように受け継いでいるのか。近
年観光地としても人気を集める北
中南部の計4村を実際に訪れて、
各村で伝わる技術をかつて継承し
た師匠、またそれを継承する弟子ら
に直接会って話を聞いた。※記事の情報は2019年12月取材時点のものです  ※店舗等の都合や現地情報により内容が異なる場合があります

伝統継承者
地域の担い手
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この村で最も有名と言われる人形制作職人の
フィーさん。

「職人は人形が生きるようにとの思いを込めて作る
んだ。人の手で、細かく丁寧に仕上げていく。だか
ら世に一つとして似たものはない。それを作れるの
は自慢だね」

フィーさんはかつて、父と同じく人形を操作する
演者だったが、次第に人形制作に興味を持ち、そ
の道を極めることを志した。

「水上人形劇の始まりは舞台の上じゃない。人形
の制作からだと気が付いたんだ。でも当時は制作

機械に頼らず、人の手にこだわる
人形に命を吹き込み、生きた舞台を

人形制作の裏側　

人形劇の舞台裏

師匠のグエン・ヴァン・フィー
（Nguyen Van Phi）さん

（53歳）

弟子（見込み）のグエン・ニャット・ミン
（Nguyen Nhat Minh）くん

（2歳）

形作

水亭

伝統楽器の生演奏

Thuy Dinh

Nhac Cong

Nghe Nhan Dieu 
Khien Roi

人形の操作

彫刻 色塗り

1つの大きな材木を
人形の形に削っていく

様々な形状の彫刻刀で
目や鼻、手などを掘る

仕上げにペンキで色付け
3つのステップで完了
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20代の時、人形の制作技術を独学で
研究。村に残る数少ない職人の1人で、
村人から尊敬を集める。孫のミンくんが
フィーさんの仕事に興味を持っているこ
とに喜びを感じている。

フィーさんが人形を制作していると無邪
気に駆け寄ってくる孫のミンくん。その
過程をじっと見つめ、時折器具を触らせ
てもらえることもある。本人が希望すれ
ば、将来は弟子として迎え入れられる。

人形はイチジクの木から作られる。この材木は軽
く、防水の効果もあるので水上で使うのに適し
ている。また、イチジクの「Sung」は、漢字の

「充」にあたり、充実という意味も含まれ縁起が
良いことも使われる理由の1つだ。

水上人形劇の専用舞台。演
者は簾の後ろで人形を動かし
ている

人形の動きに合わせて奏で
られる曲は、水亭の舞台脇に
いる伝統楽器の楽団による
生演奏。人形の声も生で合
わせる

演者は5 ～ 7人。村人が交
代で演じている。練習は週
に数回ほど

彫刻刀の種類は十数種類あり、それぞれ使い分
けて1ヶ所ずつ丁寧に彫っていく。どんなに細か
い部分でも、削り方が1つ異なるだけで雰囲気
が変わってくるため、慎重を期す。なお、胴体、手、
足は別々に作り、完成したら紐で繋ぎ合わせる。

広い面積の部分の色を塗り一旦乾燥させる。
次に顔や服など細かい部分を塗り、再度乾燥さ
せる。仕上げにニスを塗ることで人形にツヤを与
えるほか長持ちさせる効果もある。人形が1個
完成するまでに通常1週間ほどかかる。

水
上
人
形
劇
で
発
展
を
遂
げ
た
集
落

ハノイ市内から約30kmのところにあ
り、専用の水上人形劇場を擁する村。
1675年に即位したレー・ヒー・トン（Le 
Hy Tong／黎熙宗）皇帝の認可を受
け、水上人形劇が始まったのは1700
年代。現在も観光客向けに定期的に
上演されている。

方法を教えられる人が少なくてね。村に残る人形
を見ながら独学で身に付けたよ」

人形制作は複雑で難しく、手作業で行う人は減
る一方だ。近年は機械に頼る人が増えていること
に寂しさを感じている。

「希望はうちの孫だね。こんなに小さいけれど、俺
の仕事に興味を持ってくれているんだ。手作業は
大変だけど、孫がこの技術を継承してくれたら、どん
なに誇らしいか」

フィーさんの作業を真剣に見つめる孫のミンくん
の姿は、職人そのものだ。

ダオトゥック水上人形劇場
Phuong Mua Roi Nuoc 
Dao Thuc
 Dao Thuc Village, Dong 
Anh Dist., Hanoi
 098 346 9922
 要問い合わせ
 roinuocdaothuc@gmail.
com Phuong Mua Roi 
Nuoc Dao Thuc

Ñao Thuc.
,



紡織と縫製を専門的に学んでいたフオンさんにとって、シルクが有名な
ヴァンフック村はずっと憧れの場所だった。

「義母が紡織業を営み、跡取り息子だった今の夫とこの村で出会って結
婚したの。義母からはこの村の紡織技術をたくさん教わったわ」

ヴァンフック村は、シルクの紋様が豊富に織り出されているのが特徴だ。
結婚後は紡織に集中していたが、縫製の技術と知識も生かして商品開
発を行いたいと思い、自ら会社を立ち上げた。

「私の好みだけで作らず、買う人の好みもしっかりと考えています。村人の
雇用の機会も増やせて、村にも恩返しができました」

フオンさんの娘であるリンさんは、母から縫製技術の指導を受けた1
人だ。

「シルクの縫製は繊細でとても難しいと言われていますが、母の姿を見て
育った私にとっては易しいものでした」

リンさんは、村の伝統と自らのアイデアを組み合わせて事業を発展させ
た母を誇りに思っている。

「これからも母の下で学び、会社を継げるようになるまで成長したいです」

憧れだった村で一念発起
紡織から縫製へ、商品開発も

シルク縫製の裏側　 完成品

師匠のギエム・ティ・トゥー・フオン
（Nghiem Thi Thu Huong）さん

（57歳）

弟子のチャン・カイン・リン
（Tran Khanh Linh）さん

（24歳）

縫製 ネクタイ

シルクのハンカチ

Ca Vat

Khan Tay Lua Ve Tay

装飾品 染色

機械はほとんど使わず
手縫いの伝統を守り続けたい

オール・ヴァンフックにこだわり
装飾にもシルク素材を使用

まるで絵が描かれているかのよう
ベトナムの特徴的な景色をイメージ

ヴァンフック村

30年以上の紡織の経験がある。約
10年前にシルク商品のブランド「ドン
フオンシルク／ Dong Huong Silk」
を立ち上げ、村内で縫製工場と販売
店舗を運営。新しい商品開発も積極
的に行っている。

フオンさんの娘。幼少期からシルク
に囲まれて育った影響から、自身も
高い縫製技術を持つ。英語が得
意で、現在は店舗運営を中心にサ
ポート。将来は家業を継ぎたいと考
えている。

手縫いにこだわっているのは、細かい部分の仕上げ
は手で縫う方が確実であるとの考えから。商品の制
作は最初の成型段階が重要であり、どんなに小さな
ミスでも後の作業に影響を与えてしまう。高いスキル
を持つスタッフでも十分に注意を払う必要がある。

シャツに合わせやすいシンプ
ルな柄を豊富に揃えたネクタ
イ。45万VND ～

花などが手で絵付けされた、
透水性のあるハンカチ。色と
柄は数種類から選べる。20万
VND ～

エレガントなベトナムをイメージし、各商品の装飾に
もすべてヴァンフック村産のシルク素材が使われる。
装飾の種類は商品によって異なり、例えば服には
花が、カバンにはトンボなど、伝統的な紋様に見られ
るものが施されている。

スカーフなどには霜がおりたような白い斑点の柄を入
れ、旧市街や蓮などの景色を幻想的に表現。これも
手描きで仕上げている。シルク専用の塗料を使って
いるためインクは固まらず、生地に塗った後もシルク
本来の柔らかさを維持できる。

最も長い歴史を持つ工芸村の1つ

シルクの紡織の歴史が1000年以上
も続いている、ハノイ市内にある村。
他地域のシルク村と比べて紋様の種
類が多い。1930年頃からは海外へ
の輸出も盛んに行われている。現在
は紡績以外にも、シルクで作られた
様 な々商品の販売も行っている。

ドンフオンシルク
Dong Huong Silk

 2F, Van Phuc Silk Conservation 
& Development Center, Van Phuc 
Village, Ha Dong Dist., Hanoi
 090 401 0557
 8:00 ～ 19:00

@luahadong.vn

Van Phuc.
,



村とホイアン旧市街を結ぶ渡し船が廃止され、か
つてのような賑わいは見られないキムボン村。グエン
さんは、そこで現在も木彫技師として活躍している。
「昔は木彫技師がたくさんいたんだよ。でもこの地
区は水害が多くてね、苦労が絶えないし、みんなが
去っていくのは仕方がない」

工房「スアングエン」では様々な形のノミや彫刻
刀を使い、土地神（Ong Dia）や飾り絵皿（Dia）な
どを一から手彫りする。

「旧家の修復のような仕事の方が儲かるんだけど、
祖父の代から受け継がれてきた技術だから守って

村に残る、数少ない伝統工房
利益より守りたい祖父の技術

木彫作品制作の裏側　

完成品

師匠のファン・スアン・グエン
（Phan Xuan Nguyen）さん

（42歳）

弟子のファム・トーイ・チュン
（Pham Thoi Trung）さん

（27歳）

道具

土地の神様の像
Ong Dia

Dia Trang Tri
飾り絵皿

材料 乾燥

ノミと彫刻刀と
使い込まれた槌

昔から変わらない
様々な種類の木材を使用

約1週間かけて乾燥、
仕上げはニスで

19歳から本格的に木彫を始め、独り立
ちして約18年になる。弟や息子らにも
直接指導し、修業を積ませた。以前と比
べ、村の木彫技師が少なくなり寂しさを
感じている。

15年ほど前、グエンさんの下で3年ほど
修業を積んだ経験がある。現在もキム
ボン村内に留まり、独立してスアングエ
ン工房近くで木彫関連の企業を運営し
ている。

ノミで荒く削った後、様々な大きさや形の彫刻刀で
丹念に仕上げていく。時には硬い木製の槌を使い、
時には素手で丁寧に掘り込む。彫刻途中でしばら
く乾かし、別の作品に取り掛かる事もある。仕上げ
るまで時間と手間が掛かる作業だ。

小、中、大とサイズは様々。
福をもたらすとされ、ベトナ
ム人家庭ではよく祀られて
いる。100万VND ～

お土産用。ホイアンを象徴す
る日本橋を彫刻した皿が人気
がある。30万VND ～

彫刻作品には天然木材と植林されたものを使用。
天然木材はメンガの木やマグノリア科の木、マメ
科の木、香りがいいサルサパリラの木など。植林さ
れた木材は、アカシアの木やジャックフルーツの木
を使っている。

彫刻が終わったら、約1週間ほど乾燥させる。乾
季は乾燥しすぎてひび割れがないように、雨季は
湿気が多いため、風通しが良い場所に保管する
など、彫刻の状態を見ながら乾燥できるように気
を配る。乾燥が終わればニスを塗って光沢を出す。

キムボン村はホイアンの南西500mに
位置し、トゥーボン（Tu Bon）川の中州に
ある。16世紀頃より木材加工が盛んに
なり、木製の船やホイアン旧家の装飾な
どはこの村で作られてきた。同地では木
材は調達できず、近くの山から持ち込ん
で加工している。

いきたいんだ」
その技術を継承したいと、弟子入りを志願する

若者もいる。そのうちの1人がチュンさんだ。
「細かくデザインできるグエンさんの技術を本当に
尊敬しています。僕も師匠のように、いつかは弟子
をとりたいですね」

そんなチュンさんを誇らしげに紹介してくれたグエ
ンさん。

「外に仕事はいくらでもある。でもこの技術を学び、
彼のように自分の手で仕事を始められる人が増え
たらうれしいよ」

スアングエン／Xuan Nguyen

 Kim Bong Village, 
Cam Kim Commune, Hoi An
 097 854 6996
 8:00 ～ 18:00
 phanxuannguyen.kb@gmail.com 

キムボン村
最も長い歴史を持つ工芸村の1つ

Kim BongÃ



ヨーロッパを中心に、世界中に輸出されているトゥオンビンヒエッ
プ村の色鮮やかで艶やかな漆器。自分の作った漆器には、「全て
において自信を持っている」とソンさんは誇らしげに語る。18世紀か
ら続いている同村の伝統的な漆器作りは、時代を経て求められるも
のが少しずつ変化してきているそうだ。

「以前は耐久性が重視されていましたが、ここ数年はそれに加えて、
創造性やデザインが求められるようになってきたなと感じますね」

ソンさんが弟子に求める第一条件の「好奇心旺盛」にぴったりと
合う、笑顔のすてきなアイさんは、女性の感性を生かして今までにな
い色や柄の漆器を作り、たくさんの女性に手に取ってもらいたいと
意気込む。

「色と色の塗り重ねや組み合わせを試行錯誤して、卵の殻を使って
模様をつけるなど、私たちが今持っている技術を生かして、一味ふた
味と加えたオリジナリティのある作品を生み出し続けていきたいです」

時代のニーズの変化に合わせて
伝統とモダンを掛け合わせた漆器

漆器制作の裏側　

完成品のサンプル

師匠のルー・ミン・ソン
（Luu Minh Son）さん
（51歳）

弟子の
ドアン・トゥイ―・ニュー・アイ
（Doan Thuy Nhu Ai）さん
（36歳）

模様付け

色鮮やかな
タイル

卵の殻模様の
眼鏡

煌びやかな
アクセサリー

手とナイフを使い、
卵の殻で模様をつける

塗って乾かして削る 
時間をかけて丁寧に

トゥオンビン
ヒエップ村

漆器作りを家業とする家に生ま
れ、幼い頃から漆器に触れてい
た。本格的に学び始めたのは
10歳の頃。より良いものを作る
ため、弟子と共に腕を磨き続け
ていきたいと語る。

両親が漆器作りをしており、その
美しさに魅了されてこの道を選
び約10年が経つ。将来は自分
が師匠となって弟子を持ち、師
匠に教わった技術を伝えていき
たいと思っている。

最初は、手で卵の殻をやや大きめに砕き、それらを糊で
張り付ける。その後、ナイフを使って殻に切り込みを入
れ、大小様々な模様をつけていく。卵の殻を使った柄の
複雑なものは、完成までに3 ～ 4ヶ月かかることもある。

色や模様など様々なバ
リエーションのデザイン
を制作している

卵の殻をあしらった、シ
ンプルかつ個性的な模
様入りの眼鏡

グラデーションカラーが映
える、水牛の角などから
作ったアクセサリー

漆器作りにおいて最も重要なプロセスが、塗装と研磨。
色を付けてから磨くまで、最低でも24時間は乾かす。
それを繰り返し、最後に油で磨く。数種類の油を塗布
し、綿と布を使って磨くようにこすり、艶を出す。

北部の技術を、南部で受け継ぐ

Tuong Binh Hiep' ' Â.
ビンズオン（Binh Duong）省の南部に位置する
トゥオンビンヒエップ村は、ホーチミン市から車で
約1時間半のところにある。18世紀頃、北部で
盛んであった漆器技術を同村に移住してきた人
たちが持ち込み、この地に根付いた。

ティエンホン／Thien Hong
 1130 Le Chi Dan St., Tuong Binh 
Hiep Ward, Thu Dau Mot, Binh Duong 
Province
 (027) 4386 4676 / 093 725 0009
 8:00 ～ 17:00
 contact@thienhong.vn

塗装と研磨


