地域研究年報

43 2021

193‒210

長野県上田市における「農民美術」の変容と存立構造

川添

航・王

嘉瑶

本稿は，長野県上田市における伝統工芸「農民美術」の製作と販売，および行政による支援や地域
住民との関わりに着目し，伝統工芸品の生産・流通構造の変容や存立構造について明らかにすること
を目的とした．戦前期に全国に拡大した農民美術生産は戦後には上田地域を中心に行われるようにな
り，現在では上田市の伝統工芸として定着している．農民美術の製作者は1970年代まで増加傾向にあっ
たが，1980年以降は県内の木工品の生産量も減少傾向にあり，農民美術の需要もバブル景気の終了以
降は低下していった．現在，農民美術の製作者の多くは事業所を１名で運営している．一方で事業所
と木材加工業者が上田市や東御市に集積しており，上田市で生産が維持される要因となっていると考
えられる．工芸品の流通や普及においては，長野県内だけでなく東京など大都市からの買い付けも行
われており，また個別の事業所や行政・文教施設，商店会などが連携した取り組みが行われ，地域文
化のひとつとして農民美術の生産が維持されてきた．
キーワード：伝統工芸，地域文化，農民美術，長野県上田市

Ⅰ

器・漆器生産を事例として生産従事者組織の役割

はじめに
Ⅰ−１

に着目した舛田・真野（2005）は，伝統工芸の従

研究背景

事者（組織）が，本業に基づく経済的役割に加え

日本国内では，地域ごとの自然環境や生活・文
化などを反映し多様な伝統工芸品の生産が維持さ

対外的交流に基づく「地域的役割」を担うように
なった点を指摘している．

れている．1960年代以降には高度経済成長による

一方で，伝統工芸をめぐる環境は現在まで変化

急激な都市化にともない各地の伝統工芸の価値が

しており，生産の維持・発展が困難となっている

再認識され，伝統工芸品の生産・流通が都市部に

品目も存在している．先行研究においては，伝統

まで拡大する所謂「民藝ブーム」が生じた．1974

工芸品生産地域が抱える課題として，製作者や後

年には「伝統工芸品産業の振興に関する法律（伝

継者の不足や代替品の普及による消費需要の停

産法）」が制定され，地域産業としての伝統工芸

滞，流通量が減少したことによる材料・人件費の

品生産の振興が図られた．伝産法では「伝統工

増大，卸売機能の低下，支援制度への依存構造に

芸」の定義として「主として日常生活で使われる

基づく革新力の低下などが指摘されてきた（舛田・

もの」，「製造過程の主要な部分が手作りであるこ

真野，2005；木村，2017）．また，日本国内の伝

と」，「伝統的技術・技法によって製造する」，「伝

統的工芸品生産について行政の支援制度から論じ

統的な原材料を使用している」，「一定の地域で産

た木村（2017）や松友（2018）によると，各地の

地が形成されている」の５点が定められ，伝統工

伝統工芸品生産地域ではこれらの課題を解決する

芸には地域経済の発展に寄与するという新たな経

ため，オープンファクトリーやクラフトイベント

済的役割が与えられた．また，高岡市における銅

の実施による若年世代への普及の試みや，多様な
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消費者ニーズに即した独自の商品づくりなどの適

流通構造の変容や，製作者や地域社会による価値

切な販路開拓などが試みられてきた．その中で木

づけとの関係を踏まえ議論を行っていく必要があ

村（2017）は，特筆すべき事項として生産維持の

るといえる．

中でも歴史に裏打ちされた「産地のストーリー」
を発信する「産地観光」の取り組みを指摘してい

Ⅰ−２

る．

本研究では，長野県における伝統工芸である「農

以上のように，伝統工芸品生産の維持について

研究目的と対象

民美術（Peasant Art in Japan）」を事例として，

議論する際には，それらの産地としてのまとまり

主要な産地である上田市がどのように生産を維持

や地域的要因について検討する必要があるといえ

してきたのかについて，生産・流通構造の変化お

る．伝統工芸品生産の維持を取り上げた地理学的

よび地域社会との関係から検討することを目的と

研究では，工芸品生産を存続させる地域的要因や

する．

制度について議論が行われてきた．例えば輪島漆

農民美術は，明治期から昭和期に活動した芸術

器業生産地域の維持を生産流通機構・労働力・原

家・教育家である山本鼎によって創始された工芸

材料から検討した須山（1992）は，工程の効率化

運動であり，大正期以降，農閑期の副業として神

や販売先の多様化など，輪島漆器業が生産流通機

川村（現上田市上川）を中心に全国の農村に拡大

構を再編し1920年代には徒弟制度を確立した点，

した．作品は植物・風景や祭礼をモチーフとして，

原材料調達機能も市内で補完し続けている点を示

ホウやカツラ，クスノキ等の樹木に手彫りにより

し，生産機能の全てが輪島市内にある点が発展の

製作されている（写真１）．室内装飾品や贈答品，

基盤であったことを指摘した．また，窯業産地の

実用品まで作品の種類は幅広く，地域住民の日常

維持・変容と「伝統」概念がどのように関係した

生活に根付いてきた．また，上田市や東御市を中

かについて検討した濱田（1998）は，外部からの

心に美術作品展・工芸品展や木彫教室が実施され

評価に影響され窯業生産の組織化が進展し，後継

るなど，上田市における伝統工芸品として定着し

者の育成を通じて「伝統」が再生産された点を指

ている．

摘している．木曽漆器を事例として伝統工芸の生

農民美術作品の製作を行う事業所（農民美術事

産構造の転換と維持の関係を扱った謝（2012）は，

業所）は上田市および東御市を中心に分布してお

各事業所の生産規模や製作者の認識により外国産

り，本研究においてはこの２市をまとめて上田地

製品の導入・排除が選択されている点を指摘した．

域と呼ぶこととする（第１図）．上田市は長野県

謝の研究からは，伝統工芸が厳しい状況に置かれ

東信地方の中心都市であり，2018年３月６日に上

る中で，外国産の中間素材の導入や流通過程の変

田市と小県郡丸子町・真田町・武石村が合併し現

容が工芸品産地の存続に影響を与えた点が指摘で

在の市域を形成した．千曲川沿いには，扇状地や

きる．また，長野県北信地方における煙火産業を

河岸段丘が発達し桑の栽培に適していたほか，年

事例とした坂本ほか（2017）は，煙火産業の存続

間降水量1000㎜未満という乾燥した気候が養蚕に

要因として長野県内では大小さまざまな規模の煙

適していたため，昭和期まで養蚕業が盛んであっ

火消費の機会が存在しており，また事業所ごとの

た．

営業範囲が地域的に確立されているため，比較的

研究の手順は以下のとおりである．まず，Ⅱで

小規模な煙火業者が経営を維持することが可能で

は長野県における伝統工芸品生産の現状と農民美

ある点を指摘した．

術の発展について整理する．次にⅢ，Ⅳでは農民

以上の点から，伝統工芸の維持・発展を検討す

美術事業所，および農民美術作品の販売・流通に

る際には伝統工芸に関するイベントや販路拡大の

関わる工芸品店などへの聞き取り調査の結果か

取り組みだけでなく，工芸品産地における生産・

ら，農民美術作品の生産・流通の現状と変容，地
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写真１

農民美術作品（左）と製作の様子（右）
（2019年10月 川添撮影）
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（提供資料および信州上田観光協会ホームページより作成）

域との関係を分析する．最後にⅤで農民美術作品

原材料の調達先，加工品の出荷先，木彫教室など

の生産の維持・発展について考察を行う．具体的

の開講状況および製作者の経歴についての聞き取

な調査内容として，2019年10月から11月にかけて

り調査を実施した．また，並行して農民美術作品

各事業所の製作者に対し開設年および従業者数，

を扱う長野県内の工芸品店，および上田市役所商
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工観光部，上田市立美術館に対して，農民美術へ

第２表

長野県における伝統工芸品生産

の支援や地域住民への普及について聞き取り調査
を実施した．

Ⅱ 上田地域における伝統工芸「農民美術」の展開
Ⅱ−１

長野県における伝統工芸
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中でも，農民美術を含む木工品生産は長野県の
伝統工芸において主要な地位を占めている．2005
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年時点における長野県内の伝統工芸をみると（第
２表），経済産業省の指定を受ける品種は漆器や
仏具など様々であるが，県指定のものを含めると
およそ半数が木工品である．またその産地も県内
に幅広く分布しており（第２図），豊富な森林資

2005
注１）いずれも2005年時点でのデータ．
注２）「―」は不明，データなしを示す．
（中部経済連合会（2019）より作成）
2019

源を活用した多様な木工品工芸が発展・維持され
てきたといえる．一方で，長野県における1970年

Ⅱ−２

以降の「木箱」，「他に分類されない木製品」生産

農民美術は大正時代中期に上田地域を拠点とし

戦前期における農民美術運動の発展

事業所数をみると（第３図）．1980年以降は減少

て開始された（第３表）．農民美術を提唱した山

傾向にあり，その後も県内の木工品生産は衰退傾

本鼎は，ロシアにおける児童美術・農村工芸から

向にあると考えられる．農民美術作品の生産にお

着想を得て，ヨーロッパ留学帰国以降に同様の美

いても，県内の木工品生産と同様の傾向があると

術運動を日本国内で普及させることを試みた．山

考えられる．

本は神川村の資産家である金井正，山越脩蔵の２
人と協議して，神川村を中心に農民美術事業を開

第１表

中部圏における伝統工芸生産（2018年）

始した．
山本と金井は1919年11月に「農民美術建業之趣
意書」を作成し神川村民の理解と支援を得て農民
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が「農民の手によって作られた美術工芸品」であ

1

25

4

5

19

り，「民族的若くは地方的な意匠作品の堅牢」と

美術練習生の募集を行った．同書では，農民美術

注１）「伝産指定」
は経済産業省伝統的工芸品指定，
「県
指定」は各県独自で指定した伝統工芸品
注２）「事業所１件のみ」は2005年時点の数値
注３）愛知県は県独自の指定制度なし
（中部経済連合会（2019）より作成）
(2019)

いう特徴を持つ工芸運動であると主張し，「民族
と時代とを代表するに足るPEASANT ART IN
JAPAN（日本農民美術）を完成し，以て美術趣
味と国力とに裨益せんとする」という記述があり，
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長野県における伝統工芸
（長野県ホームページより作成）

当初の目的として，農閑期における農家の副業や

業面を全国に及ぼし，東京に農民美術学校及び陳

美術工芸品の販売・流通による地域振興が念頭に

列販売所を置く事」が目標に設定され，最終的に

置かれていた．

は商品種類や販売地域を拡大させ，農民美術を地

農民美術を通じた地域振興は３段階に分かれて

場産業として成立させることを目的としていた．

おり，第１期には「志望者を教導して，若干の農

以降，農作業や農村部の日常生活をモチーフとし

民美術家を作り，其製作品を公表發賣し，更に漸

た人形（木端人形）の製作や，小物入れや木箱な

次志望者を収容して産業面を小県一郡に及ぼす

どの図案作成などの研修が上田地域を中心に行わ

事」，第２期には「神川村に農民美術学校を建設し，

れるようになった．1920年には東京で農民美術の

産業面を長野縣下に拡げる事」，第３期には「産

展示販売会が開催されるなど農民美術に対する理
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第３表

農民美術関連年表
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第３図 長野県における木工品生産の推移
（1980〜2018）
注１）2000年 ま で は 全 事 業 所 の 数 値 を 示 し て お り，
2000年以降は従業者４人以上の事業所の数値の
みを示している．
注２）1990年分の代替として1993年の数値を示した．
（工業統計調査，経済センサスより作成）

解が深まり，1922年には神川村に農民美術研究所
が設立された．また，講習修了者により「農美生
産組合」が結成されるなど，農民美術運動の全国
への拡大や製作者の組織化が進行した．
1924年には農民美術研究所により観光土産品の
製作指導を目的とした地方講習会が開始され，第
１回が北城村（現白馬村）で実施されて以降，全
国の観光地で講習会が実施されるようになった．
同年には雑誌「農民美術」が創刊され，農民美術
の現状や将来性，他国の農村工芸との比較や技
法についての情報交換も開始された（写真２）．
1925年以降，農民美術研究所は全国各地で講習会
を行うようになり，同年には旧農林省から補助金
支援を受けるようになった．以上のように農民美
術運動は上田地域から全国に拡大し，1926年には
全国の農民美術の生産組合数は52となっていた．
昭和初期には農村の貧困・疲弊がより深刻と
なっており，農村救済策として農民美術への注
目は高まっていった．1927年には，農民美術生
産の技術向上や国際交流を深めるため，東京にお
いて内外農民手工芸展覧会が開催された．一方
で，1928年には産業合理化や世界恐慌の影響で農
民美術研究所の講習生募集の一部が停止され，技
法・革新力の向上に重点が置かれるようになった．
1931年には長野県農民美術生産組連合会が発足し
−198−

（山口・三橋・宮崎（1995），中村（2006），長野県
農民美術連合会（2009）より作成）

60

50
45

50
40
35

40

30

30

25
20

20

写真２

雑誌「農民美術」
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（農民美術・児童自由画100周年記念事業
実行委員会編（2020）より引用）
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たが，同年の指導者養成講習会が最後となり，以
降は製作者の養成が徒弟制度に替わられることと
なった．また，1934年には旧農林省からの補助金
支援も停止され，1938年には農民美術研究所も閉
鎖状態となった．以降，第二次世界大戦の影響に
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長野県農民美術連合会における会員数の
増加および収入の推移

より，「贅沢品」として扱われた農民美術作品の

（荒井（1979）より作成）

製作・販売が制限されるなどして，日本全国に拡
大した農民美術運動は次第に縮小していった．

織された1949年から1978年までの連合会会員数及
び収入の推移を示している．当初19人で開始され
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戦後の農民美術生産の展開

た連合会は，戦後の技能者養成事業による製作者

1949年には農民美術製作者19名により長野県農

の増加や事業所の新規開設により1970年代まで会

民美術連合会（以下，連合会）が再度組織され，

員が増加した．また，それに伴い連合会の収入

上田地域を中心に農民美術作品の生産が再開され

も増加している．

１）

た．荒井（1979）によると，連合会の再組織当初

以上のように，戦後上田地域で生産活動を行っ

は後継者不足が課題とされており，それらの解決

ていた事業所を中心に連合会が再び組織された．

のため1955年から1961年までの期間に技能者養成

後の農民美術技能者養成事業においても連合会が

事業が実施された．本事業の内容として，連合会

受け入れ先となっていたため，現在まで多くの事

は上小技能者養成協会に加盟し，協会内の「木彫

業所が上田地域を中心に活動するようになった．
また，伝統工芸の維持・存続を検討する際には，

専門部」としてデザインや工作法，美術史などを
学習・訓練する研修制度が設けられた．研修制度

行政により実施される支援制度が大きく影響力を

には主に北信・東信地方から応募した16歳から20

有していたと考えられる．長野県においても独自

歳までの訓練生が参加し，３年から４年をかけて

の伝統工芸品生産支援として「長野県伝統工芸品

農民美術作品の製作技能の習得を行った．また，

制度」が設けられており，1985年には長野県伝統

４カ月を養成期間として，各農民美術事業所で住

工芸品産業振興協議会が発足した．長野県ホーム

み込みでの訓練も行われた．第４図は連合会が組

ページによると，制度の指針として，「「伝統的工
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芸品」とは，日常生活の中で古くから使われてき

木材店
林業組合等

た工芸品であり，今もなお伝統的な原材料を使
い，伝統的な技術・技法により手工業的に製造さ
れている工芸品です．（略）国や県では販路開拓，

木地屋
木工業者

新商品開発，後継者の育成確保など伝統的工芸品
産業の振興を行っています．」と記載されており，

生
産

県伝統工芸品として指定を受けるには，「50年以
上の伝統」と「５事業者以上の集積」を指定要件
としている．

農民美術
事業所

農民美術は1982年に指定を受け，以降，長野県
中小企業団体中央会・長野県伝統工芸品産業振興
協議会の開催する伝統工芸品展への出品や，県伝
統的工芸品の産品表示などを行い，販路の拡大が
図られている．そして上田市においても農民美術
に対する補助金事業が行われており，県伝統工芸

工芸品店
指定売店

流
通

品展や上田地域産業展，農民美術新作展などの展
示会の出展事業や，体験講習会の企画や講師の派
遣に関する視察・研修事業，また近年では上田市
内の柳町商店街における「こっぱ人形市」の企画・

第５図

出品にも活用されている．

Ⅲ

農民美術作品の生産・流通過程

（各事業所・工芸品店における聞き取り調査の
結果より作成）

上田市における農民美術作品の生産

Ⅲ−１

原材料調達と木地生産の動向

農民美術作品の生産・流通過程には，大きく３

農民美術事業所における原材料調達について整

つの段階が存在している（第５図）．まず，木材

理した第４表をみると，版木や角材，木箱につい

店や林業組合は原材料となるトチノキやカツラ，

ては上田市や須坂市など近隣に所在する木材店や

シナなどの落葉広葉樹を調達・製材し，農民美術

北海道など県外の木材店・木材組合に発注を行っ

事業所や「木地屋」と呼称される中間加工を行う

ており，数年分を仕入れて事業所で乾燥した後，

木工業者に供給を行う．農民美術事業所の製作者

加工を行っている．

は納入された木材への図案の転写や彫刻，彩色な

木箱や版木などの加工は，上田市内に位置する

どを工房で行い農民美術作品の製作を行う．その

木地屋を経由する場合もある．また，木工ろくろ

後，作品は事業所で直接消費者に販売されるほか，

製品（ろくろ）と呼ばれる複雑な加工を行う曲線

工芸品店を経由し流通している．

材については，多くの事業所が2000年代までは上

Ⅲにおいては，これらの各組織のうち農民美術

田市内の別の木地屋に発注していたが，廃業に伴

事業所，木地屋への聞き取り調査の結果から，農

い県外の木工業者から調達するようになった．ま

民美術作品の生産をめぐる変化について分析す

た，発注を行わず現在保有している在庫を利用し

る．

ているという事業所も存在した．それ以外には副
業として行っている個人に依頼する，インター
ネット販売を利用するという事例もみられた．
農民美術事業所向けに彫刻を行う前の木地（き
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第４表

各事業所における原材料の調達

No.

/

1
(

)

(

)

2009

2

3
(
1975
4
(

5
(

注）「―」は不明，データなしを示す．

（聞き取り調査の結果より作成）

じ）を製作する木地屋は，2000年以降も上田市内
に３件程度存在していた．一方で，高齢化を理由
に2008年に１件が廃業し，その後１件が恒常的な
製作活動を終了したため，現在，連合会に加盟す
る木地屋は１件のみ（事業所No.6）である．
事業所No.6は1955年に開業し，木工旋盤による
加工や箱物の組み立てを行い，木地を製作し農民
美術事業所に納入している（写真３）．特に，現
在は箱物や木板を中心に製作を行っており，事業
所から注文を受け図面を調整し加工を行ってい
る．取引先は現在10件あり，全て上田地域内の農

写真３

民美術事業所となっている．1970から1990年代は

木地屋で製作された木箱
（2019年10月 川添撮影）

受注件数が多かったため従業員を３人程度雇用し
ていたが，現在の従業員はG氏１名のみである．
また，後継者が確保できていないため，G氏の代

Ⅲ−２

農民美術事業所における製作活動

で廃業する予定である．

調査対象とした事業所の概要をみると（第５
表），１件を除いて製作者は１名である．また３
件は後継者を確保しており事業所で技能の習得を
行っている．主な製作品目をみると，各事業所で
−201−

第５表

調査対象とした事業所の概要

No.

1

1963

1(0)

2

197

1(1)

3

1979

1(1)

1980
1989

2(1)

4

5

A

D
E

2001

注１）従業員の括弧内数値は後継者の人数を示しており，「未」は未定を示す．
注２）「―」は不明，データなしを示す．
（聞き取り調査の結果および各工房のホームページより作成）

飾額・飾板が製作されている一方でその他の品目

ことなどもあった．一方で現在では農民美術作品

は多様である．また，それぞれの製作者が得意と

の需要の減少を感じており，かつて主要な品目で

する意匠は植物や風景など多様である一方で，各

あった贈答品の受注も実際に減少している．また，

事業所とも上田地域の名物行事である上田獅子を

2019年まで上田市・東御市を中心に個展を開催し

扱った作品を製作している．また，連合会が主催

ていた．

する「新作展」や長野県中小企業連合会が主催す

事業所No.2は1975年に設立され，1989年には木

る展示会への出展もそれぞれ年に一度行われてお

彫美術を展示する美術館としても活動を開始し

り，それらに加え個人展や教室展などの展示会も

た．製作者であるB氏は大学を卒業後，1969年頃

主催されている．以下，各事業所の生産品目の変

から農民美術製作者であった父親のもとで製作活

化や近年の動向について詳述する．

動を開始し，その後事業所を継承した．

事業所No.1は1962年に設立され，高山植物や花

事業所No.3は1979年に設立され，木端人形や植

卉を意匠とした作品の製作を行っている．製作者

物，風景などを意匠とした作品を製作している．

のA氏は1954年に田中町（現東御市）に所在して

製作者のC氏は上田市内に所在していた事業所に

いた事業所に弟子入りし，８年間の研修を経て独

1973年に弟子入りした後独立した．現在は弟子を

立した．もともと，図案の作成は画家に依頼する

１名抱えている．展示会に訪れた個人が直接作品

などしていたが，画家が引退してからは自身が図

を買い付けに来るようになったことからも，展示

案の作成も行うようになった．独立した1960年代

会は販路を拡大する機会であると認識しており，

は県内のリゾートホテルなどから個別で作品の受

また農民美術を観光資源として活用し，地域住民

注を受けることもあり，製作に忙しく注文を断る

にも接触する機会を増やすことができればと考え
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ている．

れるようになり，1990年代のバブル景気終結まで，

事業所No.4は1975年に設立され，兄弟であるD

長野県内に所在する企業を中心に注文を受け数百

氏とE氏の２名で製作を行っている．D氏が1969

個単位で製作が行われていた．バブル景気終結以

年に上田市内の事業所に弟子入りし，その後E氏

降は受注が減少した一方で，現在も贈答品・記念

も同事業所に弟子入りした．製作者の２名で得意

品の受注は一定数を占めており，看板や特注の木

とする意匠が異なるため様々な注文に対応するこ

彫画など，個人購入者から贈答品・記念品の注文

とが可能となっており，群馬県や栃木県など県外

を受けることがある．

で開催される展示会にも参加している．

各事業所における農民美術作品の出荷・販売先

事業所No.5は1920年に設立され，現在はF氏が

をみると，大きく「連合会加盟工芸品店」「その

事業を継承している．F氏は高校卒業後に農民美

他店舗」「個人」に類型化できる（第６表）．連合

術製作者であった父親に弟子入りし，連合会には

会では，農民美術事業所で製作した作品を工芸品

2001年に加入した．作品のオリジナリティやこだ

店が無条件で買い取り販売を行う「指定売店制度」

わりを持った仕事を重視しており，農民美術を知

が，1990年代まで存続していた．指定売店制度が

らない地域の人にも伝統を理解し作品に触れてほ

衰退して以降も多くの農民美術事業所は連合会に

しいと考えている．上田市内には上質な中間素材

加盟する工芸品店と受発注関係を維持している．

を製作する木地屋も活動を継続しているため，生

一方で，各事業所は連合会に加盟していない工芸

産を維持できる一因となっていると認識してい

品店とも受発注関係にあり，上田市内に所在する

る．

工芸品・民芸品店だけでなく長野市や松本市など
長野県内の店舗や，東京都や愛知県に所在する店

Ⅳ

舗にも出荷している．また，個人から受注も増加

長野県における農民美術の流通・普及

しており，インターネットから情報を得た個人客

農民美術事業所によって製作された農民美術作
品は，主に長野県内の工芸品店に納入され販売さ

が東京や名古屋から直接事業所に買い付けに来る
こともある．

れる．また，工芸品店などを介せず事業所が個別

長野県内の工芸品店では農民美術作品の販売が

の顧客に直接販売することもある．一方で，これ

行われており（写真４），贈答品や特注品の場合

らの経済活動と並行し長野県内では農民美術の普

は工芸品店で注文を受け具体的な意匠や価格など

及・振興に関わる取り組みが各農民美術事業所や

の調整が行われた後，工芸品店と農民美術事業所

美術館などの文教施設により行われている．Ⅳで

との間で受発注のやり取りが行われている．以下，

はそのような農民美術の流通や普及の動向につい

聞き取り調査を実施した各店舗の取り扱い品目の

て詳述する．

変化や近年の動向について述べる．
工芸品店No.7は額縁や掛け軸，絵画，工芸品の

Ⅳ−１

農民美術の需要の変化と工芸品店にお

販売を行っている．1930年頃に創業し当初は東信

ける販売

地方や群馬県から商品を仕入れていた．戦前期か

長野県農民美術連合会（1999），および製作者

ら農民美術作品の販売も行っており，1949年の連

への聞き取り調査によると，1950年代から1960年

合会の発足と同時期に加入し指定売店として現在

代においてはシガーケースやマッチ箱などの喫煙

も農民美術事業所８店舗と受発注関係にある．ま

具や，カバン，装身具，オルゴール用の木箱など

た，上田市観光会館の売店にも作品を卸している．

の実用品が製作され，上田市だけでなく東京都な

企業や学校の式典の際などに贈答品・記念品を受

ど大都市でも販売が行われた．1970年以降には，

注しており，長野県内だけでなく，東京都や大阪

贈答品や記念品として木彫画などが製作・販売さ

市，札幌市などから注文を受けることもある．そ
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第６表

各事業所における農民美術作品の出荷・販売先

No.
1

100

2

3

4

5

注）「―」は不明，データなしを示す．

（聞き取り調査の結果より作成）

の際には，注文内容や費用に応じ工芸品店から事

た．連合会には加盟していない一方で，事業所５

業所に製作を依頼しており，製作者が得意とする

店舗と受発注関係にある．企業の贈答品・記念品

意匠などを考慮し作品の特性により依頼先の事業

も受注していたが，現在は減少しており，近年で

所を選定している．また，雑誌の取材などには積

はそれらに代わり店舗に訪れた観光者が小物を買

極的に応じ，農民美術の普及に努めている．

う事例が増加傾向にある．

工芸品店No.8は農民美術作品や式典用品などを

工芸品店No.9は主に農民美術作品を扱ってお

販売している．1931年に創業し，1961年から農民

り，一部，他地域の工芸品・民芸品を扱ってい

美術作品の取り扱いを開始した．当初は食器や小

る．かつては農民美術事業所として活動していた

物入れやオルゴール箱などの実用品を扱っていた

が，1980年代に工芸品店に転換した．現在は事業

が，次第に観賞用の木彫画なども扱うようになっ

所14店舗と受発注関係にあり，また上田駅の売店

写真４

工芸品店で販売される農民美術作品

贈答品として購入される木彫額（左）と小物入れ・人形（右）
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（2019年10月 川添撮影）

や長野県内の宿泊施設に食器や小物入れなどの小

また，農民美術作品を取り扱う工芸品店は上田

物を卸している．現在では長野市や東京都，京都

市外にも立地している．工芸品店No.10は1893年

府のレストランや雑貨屋からも注文を受けるよう

に長野市で開業し，現在も同地で営業を続けてい

になった．さらに，雑誌やwebサイトの影響で長

る．現在の従業員は10名程度であり，店舗では長

野県外からも個人客が訪れるようになっており，

野県内の各地の工芸品を扱っている．３代目の経

贈答品や土産として農民美術作品が購入されるよ

営者が当時の農民美術製作者と親交を持ってお

うになった．第６図，第７図は，2014年２月から

り，農民美術作品を商品として取り扱うだけでな

2019年10月にかけて工芸品店No.9で農民美術作品

く店舗を農民美術製作者のコミュニティ活動の場

を購入した人の居住地を示している．購入者の分

として用いていた．農民美術連合会には発足と同

布をみると，長野県の中では上田市・長野市が多

時期に加盟し，ギャラリーや木彫教室を行い，農

くいずれも北信・東信から店舗に訪れている．こ

民美術の展覧会を主催するなどの活動も行ってい

れらの地域においては，農民美術作品が贈答品と

た．現在は農民美術作品の直接販売と他店舗への

して定着しており，企業の周年記念や賀寿の際の

卸売を行っている．直接販売は主に個人客や企業・

記念品として購入がされる事例が多い．一方で，

団体であり，店舗で注文を受け製作を事業所に依

県外における購入者をみると，近畿・東海地方や

頼している．以前は企業・団体が贈答品として作

関東地方など遠隔地から訪れる購入者も存在して

品を購入する場合が多かったが，現在では個人客

おり，特に関東地方から訪れた人が多い．

が中心である．木製品は1950年代までは実用的に

N

0

第６図

120

240km

工芸店No.9における個人購入者の分布（長野県外）

注）2014年２月から2019年10月の期間に直接店舗に訪れた購入者を集計した．
（工芸店No.9の購入者名簿より作成）
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の文教施設，行政でも地域文化・地場産業として

N

農民美術を定着させる取り組みが行われている．
第７表では，製作者による木彫教室の開講状況
を整理している．各事業所で開催される教室の他
に，サントミューゼや長野県内の市町村において
市民講座（カルチャースクール）形式で教室が開
講されている．サントミューゼを構成する施設で
ある上田市立美術館は，上田市山本鼎記念館を前
身として2014年に設立された．上田市山本鼎記念
館は1962年に開館し，館内では農民美術の木彫教
室が行われていた．市立美術館への移行以降は
ワークショップとして行われる「おとなのアトリ
エ講座」の一環として木彫教室が行われている．
また，2016年以降は長野県中小企業団体中央会の
支援を受け，木彫教室に加え「こっぱ人形教室」
が開講されている．

0

第７図

40

80km

また，木彫教室に加え連合会の展示会（新作展）

工芸店No.9における個人購入者の分布
（長野県内）

注）2014年２月から2019年10月の期間に直接店舗に訪
れた購入者を集計した．
（工芸店No.9の購入者名簿より作成）

なども年に一度実施されており，上田市民への農
民美術の普及に努めている．また，それぞれの事
業所での教室は1980年代から行われており，それ
ぞれの参加者は10人程度から30人程度である．参
加者は北信・東信地方の住民が中心である．製作
者への聞き取り調査によると，木彫教室は地域住

用いられてきたが，以降は記念品としての性格が

民への農民美術の普及活動としても捉えられてい

強くなっていった．

る．

工芸品店No.11は軽井沢町で1947年に開業し，

上田市役所商工課では産業振興の一環として農

現在も同地で営業を続けている．店舗では軽井沢

民美術に対する振興補助金制度を整備している．

町の伝統工芸である軽井沢彫を主な商品として

荒井（1979）によると，上田市による連合会への

扱っているが，現在の経営者の父親が上田地域出

支援は1970年から行われており，展示会への出展

身であるため，開業以降農民美術作品の取り扱い

や視察研修，調査研究，組織運営に活用されてい

も行っている．工芸品店には作業場が附属してお

る．2017年からは，農民美術を含めた市内の伝統

りそこで軽井沢彫の製作を行っている．現在は個

工芸向けにブランディング事業も開始され，工芸

人客や企業・団体との直接取引が中心となってい

品の活用方法や付加価値の付与，販路の拡大を念

る．近年では新幹線で東京から訪れる観光客が購

頭に新たな活動が行われるようになった．

入していくという場合も多い．

代表的な取り組みとして，上田市中央に位置す
る柳町商店街で店舗と連合会が協力して店舗の看

Ⅳ−２

農民美術の普及・振興事業の展開

板を木彫画を用いて作成・設置し，また上田市役

農民美術作品の製作と並行して，多くの製作者

所がその費用を支援した．また，店内において木

は上田地域を中心に木彫教室を主宰し，講師を務

端人形の展示・販売を行う取り組みも行われてい

めている．また，連合会やサントミューゼ２）など

る（写真５）．この取り組みは上田市役所商工課

−206−

第７表

各事業所における木彫教室の開講状況

No.
1
2

20

1980

20

1983

30
5

3

30

2014
1980
2019
8

4

10
30

5

10
10

1994
2019

注）「―」は不明，データなしを示す．

（聞き取り調査の結果より作成）

Ⅴ

おわりに：上田市における「農民美術」の変
容と存続
長野県における伝統工芸品を概観すると，木工

品の占める割合が多く，一方で生産量は減少傾向
にある．中でも，農民美術は戦前期に全国的に拡
大したが，戦後期には製作者組織の結成や技能者
養成制度が上田地域を中心に行われたため，次第
に上田地域における伝統工芸品として定着して
いった．また，長野県の伝統工芸品指定などを受
写真５

柳町商店街で販売される農民美術作品
（2019年10月 川添撮影）

け，伝統工芸としての制度化が行われていった．
聞き取りを行った製作者は，上田地域に所在す
る農民美術事業所に弟子入りしその後数年で製作

と柳町の店舗，連合会が交渉し実施されており，

技術を習得し，独立もしくは後継者として事業所

農民美術の歴史や価値を理解する店主に協力を仰

を継承している．作品は製作者によって品目や意

ぎ，看板の作成・設置費用に補助金を供出するほ

匠が多様なものとなっており，展覧会や個人展な

か，市内の商業施設や連合会との連携づくりが進

どで積極的な普及が図られている．

められた．柳町商店街は北国街道時代の景観を再

一方で，現在では新規の製作者はみられず，ほ

現し観光客が多く訪れている観光地でもあり，県

とんどの事業所は従業員１名で運営を行っている

外から訪れた観光客に対しても農民美術を紹介す

状況である．さらには，製作者が高齢化しており，

るという狙いもある．2019年には，農民美術の発

また後継者も確保が困難な状況にある．その要因

足100周年に合わせ柳町商店街以外の店舗でも木

として，将来性が見込めないため現在の製作者自

端人形の展示・販売が行われるようになった．

身が弟子の受入れを自粛する傾向にある点や，徒
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弟制度を維持する資金が準備できない点があげら

品店や事業所に訪問し買い付けを行うなど個人消

れる．また，かつての技能者養成制度のような組

費が拡大する傾向にある．以上，上田市における

織的な教育制度が存在していない点も影響してい

農民美術生産をめぐる状況は原材料の調達と流通

ると考えられる．

の２点において変容してきた．それらに対し，各

原材料の供給をみると，現在の木材の発注先は，
長野県内だけでなく北海道や東北にまで及んでい

事業所は個別で対応を行い，現在まで生産を維持
してきた．

る．また，実用品や箱物，飾鉢を製作する場合に

農民美術の普及においては，美術館や各事業所

必須となる木地の供給は，かつては上田市に所在

を中心に行われる木彫教室と，行政や連合会，地

する木地屋を介して行われており，農民美術作品

域の商店街などとの連携を通して行われている．

の製作が維持されてきた要因となっていたが，現

木彫教室は1980年代から実施されており，北信・

在では連合会に加盟する木地屋は一軒のみとな

東信地域を中心に参加者が存在している．これら

り，後継者の確保も未定で存続が危ぶまれている．

の教室は，社会教育・生涯教育だけでなく地域住

この状況に対し，保有する在庫のみを活用する，

民に農民美術の存在を認識させる役割も有してい

もしくは他地域の木地屋に依頼するなど，上田地

る．

域における中間原料生産業者の減少・消失に対応

伝統工芸としての農民美術の特徴として，製作

し，原材料の調達から中間原料の生産，作品の加

者が得意とする意匠や作風が多様であり，統一的

工といった一連の分業構造の外部化・縮約化が進

な規格や専門的な分業体制を構築することが困難

んでいる．

である点や，製作者組織（連合会）が会員の減少

農民美術作品の流通に着目すると，木製品の代

などにより脆弱となっている点が指摘できる．こ

用品が普及するなどして，1970年以降は農民美術

れらの課題に対して，これまで補助金を中心とし

作品の位置づけは日用品から贈答品へと変容して

た支援に留まっていた行政が外部組織との連携を

いった．こうした状況の中で，各事業所は問屋機

緊密にし，産業としての農民美術の維持を図って

能を有する指定売店との契約により収益を維持し

いる．伝統工芸品生産の維持においては，一般的

ていた．一方で贈答品としての流通についても，

な市場の動向を現地の職人へ伝え，その生産の質

1990年代のバブル景気終了以降には需要が減少し

をコントロールするような仲介者が不可欠となっ

ていった．それぞれの事業所では，多様な顧客と

ている（濱田，2002）．上田市の農民美術におい

のチャネルを維持するため，問屋機能を担ってい

ては，現在は工芸品店によるメディアへの働きか

た指定売店との契約に加えて展示会を契機とした

けや行政によるブランディング事業が行われるな

個人契約や個別の土産物屋や指定売店以外の工芸

ど，事業所の周辺組織が仲介者として機能してい

品店との契約を行うなど販路を拡大させてきた．

る．

一方で，上田地区では現在も団体・個人が贈答

今後は，事業所ごとの作品のオリジナリティ

品として農民美術作品を購入する習慣が残ってお

と，流通段階における市場の動向を踏まえた振興

り，工芸品店を通じ注文が行われることもある．

策の両立が重要であり，連合会や行政，美術館や

また，近年の動向としてインターネットや雑誌の

商店会などの地域組織における連携が一層求めら

取材の影響により，東京や名古屋から個人が工芸

れる．

本研究の遂行にあたって，農民美術事業所で作品の製作・販売に携わる製作者，および工芸品店経営者
の皆様，上田市役所商工観光部商工課・観光課，上田市立美術館の皆様には，聞き取り調査や資料収集の
面で大変お世話になりました．末筆ながら，厚く御礼申し上げます．

−208−

［注］
１）収入の内容については資料に記載がなかったが，備考欄などから販売会の売上げや県・市による補助
金，会費などにより構成されていると考えられる．
２）サントミューゼは上田市立美術館と上田市交流文化芸術センターにより構成される複合文化施設であ
り，上田駅の近隣に位置する日本たばこ産業上田工場の跡地に建設され2014年に開館した（サント
ミューゼ公式HPより）．
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Continuity and Changes of "Peasant Art in Japan" Craft Works in
Ueda City, Nagano Prefecture

KAWAZOE Wataru, WANG Jiayao

The purpose of this study is to clarify the production and continuity of Nōmin bijutsu (peasant art in
Japan), which, notably, is regarded as a traditional form of craftwork in Ueda city, Nagano Prefecture.
We focus on its production and distribution processes, government support, and relationships with
local residents. The production of Nōmin bijutsu expanded nationwide in the pre-war period. After
World War II, it was centered in the Ueda area. The number of producers of Nōmin bijutsu kept
increasing well into the 1970s. Then, after 1980, there was a decline in producers and inventory
caused by low demand for woodwork and the end of the “bubble economy” in the 1990s. Currently,
most producers of Nōmin bijutsu are operating only by themselves. On the other hand, the producers
and their workshops and wood processors are concentrated in the cities of Ueda and Tomi. In the
processes of distribution and dissemination, there are many customers not only in Nagano Prefecture,
but also in other places such as Tokyo.
Keywords: Traditional Craft Works, Regional Culture, Nōmin Bijutsu（Peasant Art in Japan）, Ueda City,
Nagano Prefecture.
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