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デザインの修行とデザイナースタート
デザイン専門学校時代。目新しいものを吸収

寄稿

3

しようとヨーロッパ、東京、京阪神などで、先
端で話題の現代アート、建築、店舗、デザイン
を見てまわり、その一方で日本の歴史ある伝統
文化や質の高い工芸品にも感心を寄せてきまし
た。外の世界で多くの文化を知れば知る程、魅

紀州高野組子細工の
継承

力的なものが無いと感じる地元和歌山に、ネガ
ティブなイメージを持つようになりました。
デザイナー修行は、迷うこと無く、和歌山を
飛び出して、大阪の大手広告代理店の傘下のプ
ロダクションでデザイナーのキャリアをスター
トさせました。百貨店の広告や大手企業の展示
会ディスプレイなど徹夜で仕事に没頭する日々
を過ごしました。デザインのイロハを学び、独
立という夢と共に、1988 年 2 月、和歌山に戻り、
その年の 10 月、クリエイティブスタジオ ビー
ンズを開業しました。
地元和歌山の企業様のシンボルマーク、会社
案内、製品パンフレット、ポスター、県産品の

デザインユニット リ・ビーンズ

岡

パッケージ等のデザインや展示会のディスプレ

律夫

イ、家庭日用品の商品企画など、お客様のおか
げで、デザインと名のつく業務は全てこなして
いたと思います。折しもバブル期で CI ブーム
（CI:
コーポレートアイデンティティー）やデザイン
のニューウェーブがあり、時代の追い風に乗り
多くのデザインをさせて頂きました。その結果、
和歌山の地場産業を沢山学ぶ事ができました。
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認識の変化「デザインができる事」で勝

手に和歌山自慢
連日、徹夜続きの仕事が災いしたのか、1992
年 6 月、脳硬塞で入院という事態に。しかしそ
の事は、それまでのデザインの考え方を再構築
するきっかけとなりました。入院したことで、
それまでの仕事を「自分がデザインした物です」
と人に見てもらえるのか ? 自問自答するように
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なりました。幸い脳梗塞は軽く、ほどなく仕事

は全く無知でした。まずは組子細工を知ること

に復帰できました。地元和歌山の伝統工芸（紀

からと、優れた組子を色々とリサーチし、全国

州箪笥・紀州漆器）の仕事をさせて頂く機会が

の名工と呼ばれる組子細工師による作品を多数

あり、デザインの力でどこまでできるのか、やっ

見てまわりました。そして、改めて、紀州高野

てみようと思うようになりました。

組子細工の素晴らしさを理解し、制作される池

和歌山に対する認識も、以前とは変わり自分

田氏の物作りに対する考え方、人としての魅力

が育った環境に否定的になるより、良い所を見

に魅せられて、和歌山県にこんな素晴らしい人

い出し和歌山自慢をしたいと思うようになり

と技が有ることに衝撃と深い感銘を受け、まず

ました。それ以降は日々のデザインの仕事を

この匠の技を知らせる事から始めようと計画を

こなしつつ、ライフワークとして和歌山を自

立てました。

慢、応援する展覧会を開催してきました。あっ
たら良いな、こんな和歌山のお土産をコンセ

［紀州高野組子細工イベント］

プトに「紀州の手みやげ展」、「紀州の手みや

2014 年

東京ビッグサイト「IFFT 展示会」

げ展 PART2」、「ぶらくり丁応援ポスター展」、

2015 年

和歌山市フォルテワジマギャラリー

水害が酷かった故郷・熊野の復興を応援する
PR ポスター展「熊野 appeals」、「熊野 appeals

「池田秀峯 紀州高野組子細工展」
2015 年 和歌山市フォルテワジマギャラリー

PART2」などで、特に熊野のポスター展は和

「紀州のポスター展」

歌山市内だけでなく、田辺市の世界遺産熊野本

2015 年

宮館、那智勝浦町、新宮市と巡廻し思い出深い

2016 年 「紀州高野組子細工ポスター展」

展覧会となりました。その後もグラフィックデ

2019 年

京都西利ギャラリー「匠の腕展」

ザインを表現手段とし、勝手に和歌山自慢をし

2020 年

読売新聞和歌山支局ギャラリー

てきました。

「紀州高野組子細工ポスター展」
2020 年
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紀州高野組子細工と池田氏との出会い

東京ビッグサイト「IFFT 展示会」

和歌山市フォルテワジマギャラリー
「池田秀峯 紀州高野組子細工展」

2014 年に和歌山産業振興財団出身の方から

和歌山在住のカメラマン勝田憲央氏の協力を

紀州高野組子細工の新商品開発の依頼で組子細

得て「池田秀峯 紀州高野組子細工展」、
「紀州

工を知りました。和歌山自慢をしてきたつもり

のポスター展」を開催でき、2016 年には紀州

でしたが、恥ずかしながら、組子細工について

高野組子細工のプロモーションの一貫で製作し

高野山黎明（国立大学法人 和歌山大学 所蔵）

2014 東京ビッグサイト「IFFT 展示会」

12

21 世紀 WAKAYAMA

第 30 回全日本 DM 大賞

プロモーション DM

左から池田秀峯氏、岡律夫、岡公美氏、勝田憲央氏

情報誌

ほうぼわかやま

たダイレクトメールで第 30 回全日本 DM 大賞

するためアメリカに渡りロサンゼルスのバイ

で銀賞、並びにブランディング部門で日本郵政

ヤーとの商談など、半年間プロモーションを学

特別賞をダブル受賞し、少しは紀州高野組子細

びました。その経験を活かし、池田氏の紀州高

工のプロモーションに貢献できたかなと思って

野組子細工のプロモーション活動を更に進めよ

いました。2015 年にはふるさとグローバル プ

うと準備してきました。

ロデューサー（中小企業庁の政策で地元を応援
紹介し地域の活性化する人材を育成する事業）
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災いでプロモーション活動の伝承が中断

に応募し研修生として全国各地の伝統文化や工
芸品などを見学、職人さんの手仕事を密着取材

2016 年 5 月 3 日、隣家の火災の類焼で池田

し、海外で日本の工芸品をプレゼンテーション

清吉建具店が全焼。組子細工を制作するための

2015 フォルテワジマギャラリー
「池田秀峯 紀州高野組子細工展」

2020 読売新聞和歌山支局ギャラリー
「紀州高野組子細工ポスター展」
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機械、工具、材料や保管していた全ての作品を

ついて協力してもらえる企業様との出会いや、

焼失してしまいました。何とか復興できないか

作品の制作依頼もあり、一条の光が見えてきた

と色々と方法を検討しましたが良い手立てがな

ように思います。今後は、新型コロナの影響で

く、現時点でできる今の時代に沿った方法で、

延期している ｢映像の記念上映会｣ の開催と大

伝承の記録を残し、継承の記録道を探ることと

阪、東京、名古屋でも発表できるように少しず

しました。

つ企画を考え実施して行こうと計画中です。ザ
インで勝手に和歌山自慢から始まった旅。紀州

5

高野組子細工の伝承に一翼を担うことができま

新たな伝承の道

したら幸いと思っています。
池田氏が制作され、販売、若しくは寄贈され
て災いを逃れた国内、和歌山県内に点在する作

【参考】

品を追い、制作工程と共に映像に残して紀州高

【和歌山県知事指定郷土伝統工芸品】

野組子細工の世界観を映像で多くの人に、また

［紀州高野組子細工とは］

誰でもが見てもらえるようにしたいと考案し新

組子細工は、釘や金具を一切使わず細かく挽

たな企画をスタートさせました。昨年度、池田

き割った木材を手作業で組み上げ幾何学模様を

氏の長年の取り組みに対して、大桑教育文化振

編み出していく伝統技法です。日本独特の装飾

興財団様が文化教育活動に対する協賛をして下

技法として鎌倉時代より広がっていきました。

さり、新たな紀州高野組子細工の伝承のきっか

江戸時代に、高野山の寺院復興のために京都か

けとなりました。

ら呼ばれた腕利きの組子職人が高野の地で伝え

ふるさとグローバルプロデューサーでプロ
モーションビデオや映像制作の指導をして頂

た技術が発展し、紀州高野組子細工と呼ばれる
ようになりました。

いた、東京を中心に第一線で活躍されている映

主に材質として、強く光沢がよく加工しやす

像作家の山形一也氏の全面的な協力を得て映

い高野六木（マツ、モミ、ツガ、スギ、ヒノキ、

像制作をする事ができました。「紀州高野組子

コウヤマキ）を用い、職人たちは受け継いだ技

細工ポスター展」「池田秀峯

紀州高野組子細

の精密さの追求とともに単純な幾何学模様だけ

工展」「映像制作」等この一連の企画を通じて

でなく、山形や波状表現をあしらって模様に変

再度多くの和歌山県民の方々に見て頂くこと

化をもたらすようになりました。

ができました。更に紀州高野組子細工の制作に

【制作工程】
［目的の寸法に小割り・組
手取り］強く光沢があり、
加工しやすい高野六木を
丸鋸の「昇降盤」で目的
の寸法に小割りし、その
材で枠となる組手（くで）
の型を作る。仕上げた材
を組み合せると三ツ組手
となる。そして、意匠を
表現する部材の柄を約 50
種類作る。
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［素地組み・仮組み～本組み］
キャンパスとなる材に組
手部をかき取り材が組み
合ように仕上げ、部材の
組子を作る。組子のキャ
ンパスに、作った模様の
部材を組み入れて素地組
み（仮組み）をする。素
地組みと原画が意図と合
うまでの作業を仮組みと
いう。仮組みを一柄づつ
接着仕上げし、本組みを
する。

雷神

デザインユニット リ・ビーンズ
http://momo.gmobb.jp/beans/

風神
紀州高野組子細工 池田秀峯
youtube 動画
https://youtu.be/xyMuj_kpChE
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