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はしがき 

 

 心の形成の問題は最近急激に重視され出して来た。心の形成については近代教育は極めて貧困である。

それは修身教育の枠を出ることができないでいる。しかも現代の中高年齢の人々はそれにノスタルジアを

もっている。修身教育が学校からなくなったことが現代の人心の悪化を来しているという錯覚をもってい

て、その復活を要望する人が多い。 

 修身教育がまがりなりにも効果を発揮したのは、実は明治時代の家の生活、社会の風習慣行、あるいは

道徳といわれるものの実体が人間を形成していたからである。それは生活の中で人間を実践的につくりあ

げる役割を果たしたのである。それがあるから、修身の言葉も役に立ったのである。 

 現代の人々は、生活の実体の中で人間をつくることを忘れている。教えるものがまず己を正さなくては、

人を育てることができないということを忘れている。社会の指導者がそういう点で悪い範をたれているこ

とをもっと反省しなくてはならない。家の中も同じである。さらに人々は人間の心がどうあらねばならぬ

ということは語るが、いかにしてそうあらしめるかを語ることがない。それは言葉で要求すればできると

思っているからかもしれない。要するに修身的説教方式しか方法はないのである。生活が心を形成する、

行動が心を形成することを根本から認識し直さねばならぬのではないか。 

 当センターでは行動による教育を基本にしてさまざまな教育システムを開発して来たが、その根底には

常に心の形成の問題を置いている。そういう点から具体の人間像がいかにして心を形成して来たかを探究

して来た。今回それを３冊の研究資料として参考に供することにした。その第１冊がこの職人の心の形成

を問題にしたものである。この研究資料が、学校や企業内教育での心の形成の具体的なあり方を構想する

のに何等かの参考となれば幸甚である。 

 最後にこの研究は、ひとえに斉藤隆介氏の著書『職人衆昔ばなし』によっている。この研究資料はその

教育学的解説とも言うべきものにすぎない。もしこの資料を読まれて意義ありとされるなら、それはすべ

て斉藤氏のものである。その点で原典に当たってさらに多くの示唆を読みとられることをおすすめする。

斉藤隆介氏に厚く感謝をささげる次第である。〔1974 （昭和49）年４月25日〕 

 



能力開発工学センター 紀要21号 1974年 

矢口 新  創造する心の形成 

3 

はじめに 

 

 人間の教育を研究する者として最近のような社会の腐敗堕落を見せられるのはやり切れない気がする。

どうしてそうなのかは長い間私の頭の中でもやもやしていた一番大きな問題であった。そうしてそれは近

代教育そのものの基本的な性格に根ざしているのではないかと考えるようになったのは、ここ10年ぐらい

であろうか。近代教育の発展はめざましいものがあると学生時代から教えられて来た者にとって、それが

同時に欠陥品だという認識はやりきれない気持ちである。近代教育は量の上で確かに偉大な成果をあげ、

それをもとにして日本の現代の物質的繁栄が得られたけれども、同時にそれが人間を見失わせていること

も確かだと思う。しかしこのことは人々に必ずしも明確になっているわけではない。むしろ人々は、現代

教育のさまざまな問題点を感じながらも、その根本的な方向は是認しているようである。 

 私は近代教育の知識注入主義は徹底的に排撃されるべきものと思っている。そしてそれにかわって行動

主義の考え方を樹立しなければならぬと思っている。それはまだこれからのわれわれの仕事であるが、人

間は単に理性をもつ存在だなどという見方でなく、行動によって人間になって行くというように考え直さ

なくてはならぬと思う。われわれはわかることを中心に物を考えるような習性をもたされているが、わか

るでなく、何かができるでなくてはならぬ。できるということを中心に人間を見直す必要があると思う。

知識というのもわかるものという見方で見るのでなく、自ら知識をつくることができるという考え方でと

らえる必要があると思う。これはおそらく教育の姿を根本的にかえることになろう。何十年かかかる仕事

なのであろう。私の生きているうちにそういう姿にかわることは到底望めないけれども、人類はそういう

考え方で人間をつくることを考えなければ、おそらくやって行けなくなるのではないかとさえ思っている。 

 最近の私の仕事は、一つにはそういう考え方で教育の中のある部分を具体的につくり直すことをやるこ

とと、もう一つは歴史の中でそういう行動主義の考え方で人間の成長を考えて来た思想をさがすことであ

る。 

 ここに紹介するのは、そういう仕事をしつつある時、たまたま斉藤隆介さんがものされた『職人衆昔ば

なし』、同続編の２冊が私に大きな感動を与えてくれたからである。これは大変立派な著作である。この書

を読んだ頃、私は道元や親鸞などを読んだり、家訓を読んだり、西鶴を読んだりしていたが、それらの古

典とおなじ程の迫力をもって私に迫って来た。それで、丁度道元や西鶴を分析すると同じ気持ちで、この

斉藤さんの著作の解説を試みたのである。斉藤さんにはまだお断りしてないが、この論説が出来上がった

ら御送りして御許しを得たいと思っている。 

 この論説は、職人衆の心を、教育という見地から私なりに解釈してみたものである。どうしてそういう

心をもつようになったかということを、私のもつ行動の学習観から解釈してみたものである。そして私な

りに人間の教育は行動的な考え方でなされねばならぬとますます強く思うようになった。それは職人衆の

言葉をかりていえば、仕事によって人間をつくるということなのである。そういうものがなくて、おしゃ

べりを聞かせて人を教育するなどということは意味がないということである。しかし現代の教育は大部分

がそのおしゃべりなのである。これでは人間はよくなるはずがないではないか。 

 そういう点をこの論説からくみとって、同感されるなら、是非昔ばなしに直接ふれていただきたいと思

う。 
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Ｉ 職人衆と仕事 

 

 職人根性・職人気質（かたぎ）などというのはよくも悪くも使われるが、よく使われる場合でも概して

それは当世風ではないと考えられている。現代の時勢に合わないと一般に言われているようである。 

 一口に言うのはむつかしいが例をあげよう。 

 職人気質の特色の一つに「仕事に全力をつくす」ということがあるのではなかろうか。 

 大工さんの例だが「『家は一生のもの、坪10万の普請でも上の空の仕事じゃ駄目。職人の魂をこめて仕

上げろ』ってのが親方の口癖だったね」と木所仙太郎さんは親方のことを述懐する。（27ページ） 

 また「手を抜くな、手を抜けば雨が漏るぞ、風で飛ぶぞ」これは屋根屋の新井茂作さんの処世訓。（126

ページ） 

 また次のようなのもこの例に入るであろう。 

「大体がいまの細工は機械作りで横着になってるよ。昔はこォんな薄いものでも１厘厚い２厘厚いと客

からこまかい文句が来たもんだ。アキも５分低いとか高いとか、もう１枚あげたら良い格好になるのな

らねえの、客からも親方からも文句が出たもんだが、いまは木に習って仕事をすることになっちまった。

いまは指物師も建築屋とおんなしことさ。見てくれさえよければ中身がどうあろうと、ってわけだ。（中

略） 

 昔はそうはいかなかった。富村（時代家具の創始者富村長松親方のことー筆者註）に巣食ってた職人

連中なんぞ、そりゃァやかましいもんだったよ。」（指物師茂上恒造さん、52ページ） 

 すこし引用が長かったが、職人の心がよく出ていると思われる。 

 こういう心は当世風でないことは誰よりも職人衆がよく心得ているようである。 

「昔の職人は『銭をとるばかりが能じゃねえ』こう思ってました。」（建具職川村富五郎さん、39ページ） 

「イイエ、貧乏はしづめにしてきましたからもう馴れてます。そいつは良いんですが仕事のわかっても

らえないときが一番腹が立ちます。」（飾り職樋口金正さん、249ページ） 

「あたしらの商売が『斜陽』だってえことは、どうやら間違いないね。」（塗師屋横山吉次郎さん、続113

ページ） 

「着物のがらとおんなじで、建具も変わったものに人が集まって、地味な仕事は見てもらえない世の中

のようですね。」（建具の田中才次郎さん、続61ページ） 

 当世風でないことを自覚していることはしかし必ずしも卑下しているわけではないのである。むしろそ

の逆である。 

「いまの家具屋の品を見たら、死んだ富村は涙をこぼすだろうねえ。５尺間口の棚に５分５厘厚って品

を平気で使ってやがる。テンバは７分５厘、間は７分はいるのにねえ。物でものせたらしなってしょう

がねえだろうに。 

『ワイの吊った棚に物のせ（る）なァ！』 

ってのは大阪落語で聞いたことはあるけど、いまの家具屋はみなこのデンさ。」（指物師の茂上恒造さん、

53ページ） 

 現代の人の作ったものが本物でないことをなげいている。この人々にとっては現代風というのは唾棄す

べきものであるのだ。このことは逆に言えば、自分の仕事に自信があるということであろう。それはただ

主観的なものではない。物として本物だという裏付けがあるのである。物をのせたらしなってしようがな

いようなものを作るなんてことは、お話にもなにもならないわけである。本物というのは、その物が、物

として必然的にあるべき姿をもっていることであろう。その役割を果たすために持たなければならぬ最適
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の姿をもっているのである。そういうものを作る心をもっている。そういうものを作る神経をもっている。

あるべき機能を見抜いて、その機能をそこに実現するセンスと腕、手の働きとをもっている。つまり、本

物をつくる行動能力をもっているのが本物の職人なのである。 

 こういう行動能力、神経の働き、心の働きをもった人が材料と対決して働いている姿を想像してみると

よい。それは単に言葉で「働い」ているなどと表現するだけでは言いつくせないものがあるのではないか。 

 現代の働くとか、仕事とかという言葉には金銭、職人衆のいわゆる銭の概念も入っているので妙な雑音

を含んでいるけれども、この職人衆のものをつくる行動の中には、そういう雑音が感ぜられないのではな

いか。純粋に仕事をしているとでも言うのだろうか。 

 こういう人間のはたらきが、良いもの、いわゆる名作をつくり出すのであろう、そういうものをつくる

人を名人というのではないだろうか。 

「昔の人は考えてる。座布団を敷いてその厚みをみて、手をのばした手がスンナリ一番らくで美しく見

える火鉢の高さは７寸５分だ。」（茂上恒造さん、55ページ） 

 これは現代の名人が昔の職人をほめた言葉だが、火鉢の寸法もただきめられた寸法でつくるのでなく、

いろいろなことに神経を使って設計されていることがわかる。 

 また庭作りの名人の言は次のようなものである。 

「庭というものは、できたその時だけを考えて作ったってサマになりません。」（造園家飯田十基さん、

146ページ） 

 これは造園にはただその時だけでなく、四季折々の眺めから、また植物の成長のことも幅広く構想しな

ければ本物にならないことを示している。これはかなり複雑な神経を使う仕事だということが想像できる

であろう。 

「今の仕事はやりっ放しが多くなって、例えばペーパーなんかの下ごしらえが充分じゃない。だから仕

上げがその割に奇麗じゃない。スプレイだなんて吹きつけを銃でやることを知ったために却って仕事が

上面になっちゃって、心とペンキをスリこむ事を忘れ勝ちだ。」（塗装の綱島常吉さん、続121ページ） 

 本物としてつくりあげるための神経の使い方が足りない。手を抜いている。努力をしないといってもよ

いかもしれない。なすべきこと、必然的な行動の段階をはずしていることになるのである。心が自分の眼

の前にあるものの必然のあり方に結びついていない。物が本物にできあがって行く過程に心がとけこんで

いない。逆に言えば人間のはたらきに抜けおちがあるから出来上がるものも、どこかでぬかりがあるわけ

である。 

 そういうことがあるのは､できないからではないのだという。 

「ほかの同業がそれをやらないのは、出来ないからだとは思いません。心を凝らして基本に従ってキチ

ンとやれば誰にだって出来ることなんですよ。 

 皆さんがほかに誰一人おやりにならないのは、現代そんなに手間をかけていたら、経済的にアワない

から、それだけのことだろうと私は思っております」（飾り障子の佐藤重雄さん、359ページ） 

 誰にでもやればできるというが、しかしそう簡単にはやれるものではなさそうである。この人達は経済

的にアワないことを現にやっているけれど、経済的にアワないことを何故やっているのか。アワなくても

キチンとした仕事をしないではおれないからであろう。この人達にとっては、そういう仕事の方が、生き

るに甲斐ある仕事なのであろう。それだけの覚悟か何かがなければ、やはりやれないのである。だから多

くの人々はやらないのだ。経済的ということを考えたらやれないのだ。 

 こういうように考えると、経済というのは人間の純粋な働き、人間の能力を発揮させるのに逆の作用、

マイナスになっていることになる。 
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 われわれは現在、なんでも経済を主として考える習慣を強くもってしまって、しかもそれが、人間のた

めになる、よいことだと思い込んでいるが、すこし思い過ぎかもしれない。 

 思いすぎているので、大事な何かを見のがしてはいないか。現代の人は何を目ざしているのか。あるい

はこれは社会は何を目ざしているのかと言いかえた方がよいかもしれない。現代はここにあげられている

職人衆とちがったものを目ざしているのかもしれない。どこがちがうのか。そういうことをもう少し具体

的にとらえてみる必要がありそうである。 

 現代社会はあるべき本物をつくる人間の心をむしばんで、働かなくしているのではないか。みんなが経

済、経済と考え、なんでもかんでもそれをもとにして物を見たり、作ったりすることになると、本物を作

る本物としての人間の活動がいつの間にかひんまげられてしまうのではないか。それは弱い人間だからか

もしれない。という意味は、ここにあげたような職人衆は、「なんでも経済」の世の中でも本物を作る本物

としての人間の能力を発揮して、それ故に名人といわれ、立派な職人といわれている人々である。そうい

う人がいるのも事実である。それはある意味で強い人、すぐれた人といえるかもしれない。その人に比べ

れば、多くの人は弱い人なのかもしれない。 

 しかし多くの人にも、強い人とおなじように、本物をつくり、本物の人間としての能力を発揮してもら

いたいものである。それには、なんでも経済という今の世の中をすこし変えて行く必要があるのではない

だろうか。 

 私はこのことをただ職人の世界のこととしてのみ考えているのではない。近代技術の世界にも同じ問題

があると思っている。そこではそんな技術や心はいらないというかもしれない。果たしてそうだろうか。

それは経済を主として考えたためにそうなっているのではないか。その考え方がだんだんエスカレートし

て近代技術の世界は人間を人間的な能力を発揮するものとして取扱う世界でなくなって人間を機械の部品

のように扱い、人間の能力を発揮させなくなってしまっているのではないか。それらの人々は古代社会の

奴隷とどれだけの違いがあるだろう。そういう様な人間の扱い方をしていることは、人間社会全体にとっ

て大変な損害になるのではないか。企業にとって経済的にプラスになることが必ずしも人間社会にプラス

になるものでないことをよく考えなくてはなるまい。経済的ということが銭だけの問題だとしたら、それ

はいけないと言うべきだろう。 

 いい人間を生み出す企業、本物をつくる企業というものがあってもよいはずだが、そういうものが少な

くて、「経済的な物」ばかりつくっているのはどうしたことだろうか。企業となるとそうなるのだろうか。

それとも人間が本来そういうものだろうか。それなら職人衆はかわり者なのだろうか。 

 企業というのは集団で、職人というのは個人であることは言うまでもないが、企業という集団になると、

どうして本物をつくることにブレーキをかけることになるのだろうか。企業は経済を考える。それがブレ

ーキになるということなのだろうか。本物をつくる集団ということにどうしてならないのだろうか。そう

ならないのは、経済というものの考え方に何かが欠けているのではないか。 

 それは集団というものがもつ体質ではなく、人々が何を目ざしているかという集団以前のものに帰着す

るのかもしれぬ。しかし一般に人間は弱いものであるから、社会全体が、あるいは集団が経済的利益を追

究することになればそれに流されることになってしまう。余程強い人でなければ、それと相反するような

生活の信条をもって、それで生活していくことはできないものである。こう考えるとこの問題はなかなか

むつかしい問題である。そこには極めて深い教育問題、人々の心のあり方をきめる社会のムードの問題、

全体と個人との関係の問題が横たわっているようである。 

 これはむつかしい問題だから、結論はもう少し先へのばして、しばらく職人衆に目を向けて、職人衆の

ような経済をこえて仕事をする心はあるいは腕はどうしてつくられたかを問題にしてみよう。 
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Ⅱ 身体でおぼえることのきびしさ  －本物をつくる身体－ 

 

 本物の仕事をする心をつくるには、それだけのきびしさがあるようである。それ相当の修錬がいるので

ある。そしてそういう修錬によって心の習性ができなければ本物をつくるというわけにはいかない。本物

をつくろうと思うだけでは本物をつくることはできない。反対にそんなことを思わなくともひとりでに本

物ができるといった方がよい。つまり心の動き方、手足の動き方、目の動き方が本物をつくるのである。

習性となった行動能力が本物をつくるわけである。 

 そういう行動能力をつくるには、一般に言われているようにきびしい修業が必要である。そのきびしい

修業とは何であろうか。われわれはきびしいという言葉にしてもよく考えてみると何もわかっていないの

である。きびしい教育などというとただ口やかましいぐらいにしか考えていない。きびしさとは一体何か。 

 

 

手がおぼえる 

 

「針を使えなきゃ良い職人にはなれねえ!って言われまして、夜なべには毎晩運針の稽古です。」（藤代重、

329ページ） 

 これはバンコ屋つまり椅子張り職人の藤代さんの言である。この仕事はどんな風にやったかというと、 

「しかも『糸と布とがもったいねえ』というので糸のついてない針をチクチクチクと運んじゃ、ソーと

しごいて、布にあいてる針穴の間隔が揃ってるかどうか見わけるんですが、糸のついてない針で縫うっ

てのは、いかにも張り合いのないもんですよ。」 

というやり方である。現在のシャレた言葉を使って言えば、トレーニングシミュレーターなのである。こ

れで手がおぼえてしまうという所までの修錬が修業の本質なのである。手がおぼえるといっても、実は脳

がおぼえるのである。動物の脳が周囲に反応していく姿にはいろいろあるが、仕事をする、身体を動かす

神経が育って来るには、くりかえしが必要なのである。こういうことがいわば修業のきびしさなのである。

わがままは許されない。否応なしにその対象に対して一定の行動を強いられているのである。 

 しかし考えようによっては、人間は歩くということも、飯を食うということもこういう身体がおぼえた

行動なのである。幼児の頃のくりかえしの訓練が、大人になった時の意識ゼロの行動を可能ならしめてい

るのである。 

 藤代さんの修業は、14歳の頃の話である。子供の頃のこの修業が今の名人芸をつくっているのである。

この藤代さんには、父の従兄弟に「鷲塚の猪之」というおじさんがいて、その人の世話で藤代さんは奉公

に出る。「あたくしは学校がきらいで」「奉公がしたい」と念願していた。そして奉公に出るが、「身内のい

る店は当人に我儘が出ていけねえ」というのでおじさんの所へはいけない。仕事ができる身体をつくると

いうことは、我儘ではだめなのであろう。我慢が必要である。そこにきびしさがあるのである。 

「むずかしいのは金ヅチの使い方でしてねえ。地金を叩いてまっすぐ平らに延ばすというだけのことが、

そいつがなかなかできないもんなんですよ。 

 金ヅチが、平らにおりてくれないんです。地金は紙のように延ばすと反ったり曲ったりするし、厚い

薄いができるし、それをうまく金ヅチが使えて、目をつぶってても手を叩かないようになるまでには、

そりゃ年季がいるんです。」（244ページ） 

 これは飾り職樋口さんの言葉である。目をつぶってても手が自在に動くようになるという修業なのであ

る。これはしかしほんの一部のことであろう。こういう神経がいろいろな面に育って来るのにはやはり修
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業はきびしいものがあるのである。人間の脳は目をつぶっても仕事ができるような動き方をおぼえる能力

をもっているが、しかしそれは簡単にはいかない。年季つまり時間がかかるというわけである。途中でや

めてしまってはゼロになってしまう。樋口さんはそれをやり通して、そこまで到達したのである。その人

の言葉は、あだやおろそかには聞けないのである。「そりゃ年季がいるんです」という言葉には千金の意味

がある。 

 身体をつくるということは場合によっては身体の変形をも伴う。それは文字通り変身である。次は畳屋

恵さん昔話の主人公田村恵三郎さんの述懐である。 

「このトコ作りが難しいんだ。なんしろ、ワラ１本ずつを並べて作るやつの中に、かけ縫いってって筋

を８本から15本まで通すのを覚えなくちゃならねえ。 

 ふつうの畳は８通りぐらいだが、贅沢な床は11通りから15通りまでも通すんで、これが出来ねえじ

ゃ一人前の下働きじゃァねえ。 

 そうなるまでにゃァヒジも固まってまっ黒になってね、『畳屋のヒジ』ってのが出来上がるんだ。 

 初めは血が出てねえ、ヘリの下に入れる紙に血がとおってビッショリになるんだよ。だから小僧がド

ヤされる時の一つ言葉は、『何だ、まだヒジも固まらねえくせをしやがって』ってんだ。」 

 これが物をつくる人間の修業というものであろう。それが名人といわれる人となり、心のこもった“も

の”をつくることのできる人となる修業というものであろう。こんな話はザラなのである。 

「見てください。この左手の小指の根元にこんなにタコができているでしょう。これはヤスリを挟んで

押しつづけて来たからなんです。」（飾り職樋口さん、248ページ） 

 生物は環境とのかかわりでまたその影響の中からおのれの体をつくり出して行く。生物学者が、戦後日

本人が急に身長と体重をのばしたのは、遺伝のみでなく、環境のあり方が大きく働いているといっている

が、職人はものをみつめて、それをつくりあげる過程で、おのれ自身を新しい姿につくって行く。新しい

身体をつくって行くのである。 

 これはどんな仕事でもおなじといってよい。次は鏝画の池戸思楽さんの話。 

「ハァ？ そうです。彫刻がうまくなろうと思ったら、やっぱり土台の左官仕事をしっかりと固めとか

なくちゃ駄目です。 

 ハイ。一人前になるまでには最低５年はかかりますな。」 

 この左官仕事がまた基本から固めていくには、きびしい修業がいることはもう想像がつくであろう。思

楽さんは、大部分は下ごしらえの仕事だと言っている。はじめは庭掃きや道具の掃除などからはじまる。

それから才取り（土刺し）で下にいて親方や兄ィ衆に泥を棒に突っかけて渡す役、それから土こね、調合、

それからやっとコテをもつといった具合である。 

 中村勝五郎さん（石屋）は石屋という職業を身体でおぼえた体験を次のように語っている。主人の伜で

も徒弟と一緒になって、石を抱く仕事から身につけて行ったのである。 

「真夏の炎天に､サルマタ一つで大谷石を荷車で運んだ辛さなんてものはお話ししても分かって頂けま

すまい。 

 石ってものは固いもんですが、その扱いは豆腐よりも大事に扱わなくちゃならないというのが石屋の

心得です。一転がすんでもワラを敷いてムシロを巻いて、肩でかついで―まるで娘を扱うみたいなもん

です。」（135ページ） 

 道具をつくるフイゴ吹き、それからノミ、ツチを使って石を削るという仕事もまた細かい段階がある。 

 修業のきびしさの一つはこのように身体でおぼえる事にある。あるいは身体がおぼえる事である。わか

ったなどと思うことでない。わかるにはあまり時間はいらない。できるとなるとそうはいかない。現代人



能力開発工学センター 紀要21号 1974年 

矢口 新  創造する心の形成 

9 

は、わかるという言葉をいろいろなところで使うが、仕事をおぼえるのは、どんな点から見ても現代のわ

かるということとは全くちがうといった方がよい。できるようになるということである。 

 このことは現代人にはわかりにくいことになってしまった。残念な事にそれは教育、学校教育のせいで

ある。学校ではわかることばかりを問題にして、できるという目標を忘れてしまった。 

 わかるというのは、実は「わかったと思う」だけのことである。それは実は本当にわかるとわれわれが

よんでいることとは完全にちがうのである。わかったと思うことは誤解でしかないことが多い。しかしか

りに正解だとしても、わかったと思うということは、それだけであって、できることではない。できるこ

とならそれは事実としての行動であって、わかること即ちわかると思うこととはちがう。 

 仕事をおぼえるというのは、仕事ができるということであって、行動できることである。だから単にわ

かることでない。いなわかると思うことによって、それで安心すればかえってできることにならない。で

きるためには身体が動かなくてはならぬ。ということは神経が働かなくてはならぬということである。身

体が自在に動くように神経の働きをつくりあげる努力をしなくてはならぬ。それは大変な努力がいるので

ある。ところがわかったと思うことに満足すれば、そういう努力をしなくなる。わかったからそれでよい

と思う所で終着駅になる。それでは身体は動かない。つまり口は達者だが何一つ出来ないという状態にな

る。これが人間を成長させないもとなのである。 

 

 

Ⅲ 構えを身につける 

 

 ところで身体でおぼえるというのは、このように手がおぼえるというような言い方をされるようなこと

ばかりではない。もっと身体全体がなれて来るというようなこともあるのである。いや本当のことを言う

と、これまであげた例も決して手だけがおぼえているのではない。手の動きをきめているものには目だっ

てあるし、その他仕事によってさまざまだが、五感といわれるさまざまな神経が使われているのである。

そういうことをこれまではただなんとなく身体がおぼえると考えて来たがもう少し詳しく見てみる必要が

ある。 

 たとえば次のようなことも身体でおぼえる事である。 

「真冬の厳寒でもフランネルの白い下着１枚だけですぐに腹掛けと腿引で、それに裏付きの印半天１枚

だけ。腹掛けには紙１枚入れてもアガキが悪くなるってどやされました。」（建具の田中才次郎さん、続

55ページ） 

 これは建具屋さんの仕事の身構えの話だがペンキ屋さんの綱島常吉さんの若い頃の修業は、 

「どんなに寒くっても、手袋をはめての仕事は金輪際ならねえ、手先指先がバカになったらこの仕事で

おまんまは食えねえ。」（続120ページ） 

と細かくやかましく注意されたという。 

 仕事そのものが、このようなきびしさを要求するのである。これも身体がおぼえなくてはならないこと

である。 

「『職人にやァ身構えが必要だ。凡ての仕事は身構えがコンポンだ』ってんだよ。柔道や剣道だけじゃね

えや。身構えが出来てなくて良い仕事の出来るわけがねえや。」 

「道具の扱い、仕事の仕方、穴を掘るにも定石があらァ。」 

「昔からの伝統ってやつの形をしっかり覚えてから、そいから自己流もよかろうが、基礎が出来るまで

仕事を崩すことは絶対ならねえーってこう言うのよ。」 
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これは綱島常吉さんの言葉だが、ここには身構えというものに対する深い意味が語られている。それは単

なる外側の恰好ではないということである。剣の道で動と静などというが構えというのは、静的にとらえ

れば形としてとらえられるが、それは常に動きのもとであろう。どういう動きでもできるのが構えであろ

う。それではじめて仕事の構えとなる。そうだとするとこの構えはある意味では仕事のための行動すべて

を含んでいるとも言える。自分の対象とするものにいつでも自由自在に対決して行動できるのが構えであ

る。身構えが根本だというのはそういうことだと考えると、それは最後に出来上がった構えを言っている

とも言えよう。そういう構えができ上がっていれば、これは何に対してもこわいものなしとも言える。そ

の意味で根本であるとも言えよう。 

 このように考えると、一定の身構えができ上がるというのは、出発であると同時に、終点でもあるので

はないか。よく剣の道で、最初に構えたとき、それだけで勝負がわかるというのはその終局のものがすべ

て構えにあらわれるのであろう。柳生宗矩の兵法家伝書にもよく修行の行きとどいた人の前に出ると身も

すくむ思いがするものだということが述べられているが、そういうこともこのように考えて来ると尤もだ

と思われる。 

 身体の構えというのは、だから静的な形としてとらえてはならない。むしろ全身的神経の動きという方

が正しい。たとえば、自転車に乗っているときの構えというのは、決して簡単な構えではない。身体のバ

ランスをとっているさまざまな神経の総合的な働きのあらわれである。足の先から、手の先まで、頭のて

っぺんまで神経が行きわたって、はじめて自転車が倒れないで立っている。動いていると言えない程静か

に進んで行く。 

 構えというのはたとえ身構えといわれて身体のこととして考えられていても、実際は神経の動きであり、

心の動きであるすべてのものを含んでいる。その全体的表現が身構えなのである。そういう人間をつくる

のに、まず形としての身構え、服装が最初に問題になるのであろう。そこから出発して、動きで完成する

のである。形から出発して、中味がうまるのである。そのプロセスが修業なのである。中味をどのように

してうめて行くのか。その中味をうめて行く過程が一つ一つ自分のこれまでの行動の仕方を切りかえるこ

とだとしたら仕事の修業は大変きびしいものになろう。つまりただ受身でおぼえるというようなことでな

く、自分で自分を否定し、新しい自分をつくって行くのである。文字通り変身の過程である。行動の仕方

の切りかえである。行動の変容ということをわれわれは簡単に考え勝ちだが、そんなに簡単なものではな

い。過去の自分を否定し、新たな自分の行動をつくり出すことである。 

 こういうように見て来ると構えというものをつくるには、実は大変な修錬が必要なのではないか。この

修錬がきびしい修業といわれるものにつながっている。 

 職人衆の話で、どれ一つとしてこのきびしい修業につながらないものはない。 

 ところできびしさというと、日本人はすぐゲンコツにつながる考え方をするが、これは誠に素朴な考え

方、否むしろ単細胞的でさえある。職人衆の話の中にはこの単細胞的きびしさというものは殆んどない。

またゲンコツの話があっても、それは仕事の修業のきびしさと必ずしも結びついているわけではない。親

方の人柄の話であったり、愛情の話だったりするのである。それは一種の環境条件なのであろう。あるい

はきびしいということの程度を表す尺度として使われているときもある。 

 きびしさそのものの本質はそんなものにはないのである。きびしさは仕事の仕方、つまり修業の中味そ

のものがもっているのである。 

 構えというものが出発点であると同時に終点であるというのは、教育の目標としての考え方として位置

づけてみるとなかなか面白いことである。 

 たとえば弓を射ることができるように教育するという事例を考えてみよう。この時修業者は、弓を射る
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構えから教えられる。的に向かってどのように脚や足を構え、腰はどう、腹はどう、肩はどう、頭はどう、

といろいろに教えられる。的は自分からはなれた向こうにあるけれども、自分がしなければならぬことは、

自分の身構えなのである。そしてそれができればひとりでに矢は的に当たるようになる。その時は修業に

よってはじめの構えとはまるでちがう構えの中味をもっている。こうなったとき、教育の目標が達せられ

たことになるのである。 

 一般にわれわれが教育の目標というとき、どういうことを頭に描いているであろうか。目標は、弓を射

るときの的のように、自分のところから離れた遠方にあるなどと考えているのではないだろうか。そうい

う考え方はおかしい。 

 学習するものが、あることができるようになるのであるから、目標というのは、今の自分自身にあると

いった方が正しいのではないか。向こうの方にあって､そこへ歩いて行ったら到達できるというようなもの

ではあるまい。その辺の考え方も近代の教育では、はっきりしていないのである。それは教育が人間の行

動力を育てるということを忘れて、人間につめこむ知識あるいは技術といった「もの」を人間からはなし

て考え－それが実は仮空のことでまちがっていたのである－それを人間にすこしずつ与えて行くというよ

うに考えた。そうするとそれら与えるものを全部まとめて、それを目標というように考える。それは人間

から遠く離れた所にある。そこへ近付くプロセスが教育だと考える。人間はそこですっかり忘れられてし

まって、いわゆる教材、知識や技術の系列だけが考えられる。 

 知識というもの、技術というものが人間からはなれてあるのではない。知識というのもある対象にある

行動の仕方で対決したときの対象があらわす姿であって、対象の方に投射をして把えているが、実は自分

の行動の仕方が生み出しているのである。自分の行動の仕方をもう一歩自分がうしろへさがって見た、自

覚したときのことだといったらよいであろう。技術というのもそうであることは、これまでに引用した職

人衆の言葉からもうかがえるであろう。自分がそのように行動できるということであって、人間の行動の

仕方の表現なのである。たとえば近代技術による壮大な装置をみても、自分がそれに対して行動できなけ

ればそれは単なる鉄のかたまりにすぎない。これを生み出し、使用する人間は行動できるのであって、そ

れは自分の身体の分身がそこにあるのである。その人間の行動の仕方こそが技術なのである。それは人間

のものである。 

 近代教育は、知識や技術を人間から離して考えた所に、人間の形成に対して非常に大事なポイントを喪

失してしまった。人間の堕落がそこからはじまったのである。これを改めて考え直すことは近代教育の立

て直しにとって極めて大切な事であろう。 

 つまり学習者の構えを行動する構えに切りかえなければ真に人間としての立場に立って物を考え行動す

る人間になり得ないのではないか。この点からあらゆる教科の学習も考え直されてよいのではないか。 

 

 

Ⅳ 心の構えをつくる 

 

 現代の教育のようにわかるということを中心にした教育には、このようなおのれの否定によって、対象

と自己との統一をつくりあげるというような修業は生まれて来ない。わかるということは肯定の連続なの

である。つまり知識を受けとるというのは、受身であって、おのれを否定する必要がない。わかったと思

えばよいのである。たまにはわからないという場に立って、わかるためには、おのれ自身の思考の仕方を

転換する必要にせまられる。しかしそういうことはめったにない。それはわからないままに記憶しておけ

ばよいという態度でその場を通り越せるからである。またわからないことを逃げてしまうことも可能なの
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である。 

 ところが仕事をするという場に立ったときは、それでは通れない。逃げられない。どうしても、眼前の

対象にふさわしい自分の行動をつくりあげなくてはならない。そこにきびしい自己否定が必要なのである。

それが修業のきびしさなのである。そのきびしい対象と自己との対決と交流を通じて、そこに一つの統一

した世界がつくられる。そういう世界に入るともう否定でなくなるであろう。無心の境地で対象と結合す

る世界に入っている。 

 現代の教育にはこういう境地へ人間をいれる通路が閉ざされているのではないか。そこに人間の堕落が

あるのではないか。人間が自然からはなれ、環境を度外視して行動するのもそうである。人間は唯単に知

識というものをもてあそんでいる。それは何等かの利をもたらすものとして自分の視野に入って来る。そ

のものへ自分を没入させるものではない。学習は知識というものを振り廻すためになされるのである。そ

れは人間が自分の環境から浮いてしまっていることになる。軽薄才子の横行する所以である。 

 

 

道具に対する心構え 

 

 道具に対する心構えは職人衆では大変にきびしい。良い仕事と直結するからだという。 

 故中沢猶太郎さん（大工）の言葉として、 

「材料や道具や長上に対するおそれとつつしみがなくっちゃ良い仕事はできません。昔の５人の仕事を

いま７人かかってもやれないというのは、（中略）職人の根性が抜け、腕が落ちてるからじゃないでしよ

うか。今の職人の道具のみがき方、コシラエ方の乱雑さ、始末の悪さは、ありゃなんですか。」 

というのがある。 

 職人の根性が抜け腕がおちているあらわれの一つを道具の扱いで表現している。現代人は道具を単なる

ものとして自分から離してしか見ない。ものが豊かな時代ということも原因であろうが、次々へと物を使

い捨てる。そういう時代の傾向もあって、道具というものについても、多分に使い捨て的感覚になってい

るようである。次は味方寅次さんの話であるが、 

「そのしつけの厳しいことは、 

『寅さんは継ッ子じゃねえか』 

なんて言われたぐらいなもんで。道具なんかだって、ノミやカンナを仕事にかかってすぐといでいたり

なんぞしてたら、首をくくりたくなるような叱言を言われたもんだ。」 

「仕事にかかる前に道具はドキドキにとぎあげておくのが職人の心得だってことは、16で仕事につくと

同時に叩きこまれていたんだ。」（大寅道具ばなし、13ページ） 

 また、こうも言っている。現代の人は、 

「道具に対しての扱いや感じ方がまるっきり違う。伜たちには道具はタダの道具だけど、あたしらの年

頃に仕込まれたものは、道具は女房みたいなもんだし、大ゲサに言や、命みたいなもんだ。」 

 ここには「道具」に対する人間の本質的なフィロソフィーが語られている。現代人にはそれがわからな

くなっているが、本来道具は人間の手足、いな心の延長なのである。われわれはそういうことを日常感覚

としてもってもいる。たとえば使い古した時計とか、煙草のパイプとか、万年筆とか、茶道具とか、さま

ざまなものに愛情をもっている。それに愛がついている。心がついている。愛着という言い方をする。決

して使い捨てる気にならない。それは自分の半身だといってもよい。 

 大工道具が女房みたいだとか、命だとかいわれるのは、それだけ働きをともにしたものだということで
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ある。それを通じて、おのれの心が外へ出て行ったのである。それなしには、自己を表現できない。そう

いう意味では大工という人間にとっては、それはおのれ自身の手足あるいはそれ以上といってもよいかも

しれない。 

 そういうものとして道具をおのれのものにするには、そこにきびしい修業がなければ、ならなかった。

それは仕事にかかる前にドキドキにしておかなくてはならなかった。仕事にかかってから、道具の準備と

いうようなさかさまなことをしたら、首をくくりたくなるような叱言をいわれるということになる。それ

は道具に対する心構えというしつけなのである。それを単なるものとして扱わない心や身の構えのための

しつけなのである。つまり身体の準備とおなじように道具を準備するのである。サアやるぞと手足を構え

るように、道具も構えられなくてはならない。 

 そういう境地に入れるための叱言であり、否応なしにそこへいれこんで、その行動の仕方を体得させて

いったのであろう。それが、しつけだった。きびしさというのは、その迫力の表現であろう。人間は誰も

が、生まれながらそういう境地に居るものではなく、そういう行動の世界の中で、おのれを形成していく

ものであろう。従って、それはやはり、日常的ないわゆる常識の世界でぼんやりと暮らしていたのでは到

達し得ない境地である。やはり外からのしつけ、強制が必要だとも言える。本来人間の本質としてそうい

う本性があるけれども、環境とのダイナミックスの中から、人間のその本性が具体の姿をとってあらわれ

て来るといったらよいかも知れない。 

「だから腕の良い職人は道具を大事にしたもんです。道具が悪くちゃいくら良い腕でも仕事は出来ませ

んし、良い道具を選び、使い込む、ってことも腕の一つじゃありませんかね。」（左官、蒔田常次郎氏、

続81ページ） 

「それでも腕のナマなうちは根性もナマなもんで、さっき言ったような赤ッ恥をかいちまったから

云々。」（大寅昔ばなし、13ページ） 

 ここには腕の良い職人といわれる人は、心と身体と道具とが一体になっているということが語られてい

る。この大寅さんの赤ッ恥をかいたというのは、18歳のとき、仕事場で年寄りの職人に「すいませんがち

ょっと小ガンナを貸してもらえませんか」と頼んだら、その年寄りが、ジロリと横目で流し目に見てなん

とも言えない笑い方をすると、小ガンナを渡して寄越しながら、「ハイヨ。あると重宝だよ」と言ったとい

う話である。（12ページ） 

 大寅さんは「あたしは地ベタを転げまわりたいほど恥ずかしい気がしたもんだ」といっているが、これ

がきびしさというものであろう。しかしこの時この年寄りの皮肉を地べたをころがりたい程強く受け取っ

たというのは、すでに、心ができていたからでもあった。現代ではそう云われてもキョトンとして平気で

いる人間の方が多いのかも知れない。それでは、大寅さんのような境地に入れないであろうし、従って仕

事も出来ないのではないか。つまり職人として一人前になれないのであろう。 

 仕事のむつかしさというのは言いかえれば道具を使うむつかしさである。 

「どうやらコテを持つ所までは来ましたが、おやじのやかましいこと！ コテはそう使うもんじゃねえ、

こう使えねえのかと、口よりは先にゲンコが飛んで来ましてね。」 

「家にいる職人がまた『主人の伜だからって遠慮はしねえぞ』という職人気質でコテ使いをやかましく

言う－。」 

「コテの使い方上手下手が分かるのはもとよりですが、コテを見ただけでも分かるものなんです。職人

が来ると、『オウ、コテを見してみな』と言って、そのコテ先が減っていようものなら、お断りです。塗

り方の中首のコテは、元が減るように使うのが秘訣です。」（池戸思楽さん） 

 ここには道具を使うというような言い方であらわせないものがある。道具と手・腕・身体が一体となっ
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ているのであろう。つまり一つのまとまった行動の仕方である。さらにその行動の対象、向いている相手

がある。材料をある場所へ塗って行く。ぬるもの、ぬられるもの、道具、人すべてが一体となって進んで

行く。そのつながりの中の一つのふしとでも言うものが道具といわれるのである。仕事を一つの全体の動

きとしてとらえるとき、その全体の生きた動きをつくっている部分として道具も生きて働いているのであ

る。それは単なるものではない。自分の触覚が延びていっているものという生きものとでも見るべきであ

ろう。 

 道具を使いこなすなどという言葉があるのは、そういうことを意味する。自家薬ろう中のものとするな

どという言い方もよいかもしれない。結局は手につながっている。いな心につながっている。身体になっ

ているということになる。 

 これは道具をつくる、自らの行動に合わせて、自らの手先をつくって行くということに発展する。 

「道具？ ああ、この引き出しを見てくんな。ノミ、カンナ、キリ、小刀そのほかノコ、合わせて５百

挺もあるだろう？ 中にゃァ自分で作ったものもずいぶんあるんだよ。」 

「カンナ一つだって、柔らかい木にはこのキワガンナ、固木にはこっちのキワガンナ、仕事によっちゃ

セメガンナ－。ン。脇息の足だの蛇腹なんてえ所は、このカンナのカドで責めるんだ。こんな豆みてえ

なカンナは売ってやしねえ。自分で作るのさ。」 

「あたしが３年使うカンナを小僧に任すと１年でダメになっちまう。これも研ぎ方のコツ一つさァ。」（90

に４年の指物師、68ページ） 

 道具をつくるのは、自分の手足をつくることで、それで自分の世界を作って行く。生命の創造の世界で

ある。 

「道具なんかもみんな自分で作ったもんです。今はカッコいいのを売ってますが、やはり自分のクセに

合わせて手作りしたのにゃァかないませんよ。」 

「ハイ、両頭針なんか、洋傘の骨で作るんです。反り針も三寸針をローソクの火でこう焙りましてね、

ヤットコで自分の仕勝手に良く曲げるんです。」（椅子張りの筒井辰次郎氏、347ページ） 

 道具をつくるという仕事もまた一筋なわでいく仕事でない。それはそれとして大変な修業が必要なので

ある。それもまた小僧の頃から悪戦苦闘して身につけなければならぬことである。 

「この伊庭ってえ親方は、実にやかましい人で、それにまた叱言がくでえんだ。道具のこさえ方から磨

き方、一々そばにくっついてて、いつまでもブツブツブツいってるんだ。 

 当時小僧は苦労したもんだよ。カンナの台だって、木を買って来て自分で彫らされたもんさ。樫の木

を水につけといたやつを彫って刃をすげるんだ。そのカンナが何十丁となくある。それをみんなやる。

親方はくっついていて、ブツブツいう。うるせいのなんのってありゃしねえ。固くなってよけい手元も

狂うわけだ。そうするとまた叱言だ、当時は、『ああうるせえなァ』と思ったが、気がついてみりゃァ、

今のあたしがトント当時の親方だ。ああ情けねえとは思わねえ。仕事を大事にすりゃそうなるんだ。」（さ

しもの夜話、溝呂木義郎、続89ページ） 

 こういうきびしい場で鍛えぬかれてはじめて自分の身体にあった道具もつくれるようになるというので

ある。親方が口やかましいのだというより、道具そのものがそういうきびしさを要求するのであろう。そ

こではじめてそれに負けない心の構えが出来るということなのであろう。 
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職人心をつくる場 

 

 次の例は、塗師屋の故横山吉次郎さんの仕事をおぼえた苦労話である。横山さんは石川県の生まれで、

その寒い北国での修業話。元日の行事なのである。 

「その寒い元日の夜中の12時の鐘がなると『仕初め』って言って仕事始めだ。膳の20枚も持って来て

夜が明けるまで『コクソ』ってのをやる。これは塗りの基本で、木と木の合わせ目を切りこんでコクソ

を埋めるんだが、飯の干したものに塗りをまぜて、それに櫛屋で櫛を挽く時に出る『木の粉』と『ツタ』

という布わたをまぜたものを埋めるんだ。 

 『ぬし屋』とは言うけど、小僧は最初から塗らしてなんぞもらえない。まずこの『コクソ』をやらさ

れて、それから『カラトギ』。表面のザラザラを砥石でこすって、職人や親方がヘラで漆を塗るのに塗り

やすいように下拵えさせられるわけだ。次が小刀とぎ。これはヘラを作るための『ぬしや小刀』という

刃渡り８寸、幅１寸の小刀をとぐんだが、ぬし屋はヘラが命だから、こいつを思うように作るためには

ドキドキにといでおかなくちゃならない。 

 それが出来たらヘラ作り。ヘラは檜で作る。小僧のコクソ仕事なんぞは竹ベラだが、職人の凝った小

物作りはヘラの使い方の前に作り方で仕事の良し悪しがきまっちゃう。だから檜だ。刃先が一文字でな

くちゃいけない。波を打ってたりしたら塗りにムラが出ちまう。コシの付けぐあい、シナリをどこに付

けるかも、塗る相手の品で違ってくる。丸物の椀や盃は角度に合わしたヘラを作る。ヘラの大きさは小

は１分から大で５寸止まりだが、今は４寸の幅のとれるヘラ木なんぞちょっと手に入らなくなっている

ねえ。 

 さてここまで卒業すると今度は塗りを覚えるんだが、ひと口に『塗り』っていうけど、いやその大変

のなんのって－。まず、木に生漆をひいて合わせ目を矢彫りで彫ってコクソをする。それから注文でカ

ドなんかの要所要所を布張りにする。総布張りにする時もあるし、コウゾの紙張りで略すこともあるが、

これは凸凹をおさめるためにやるわけさ。」 

 こんな引用をしているときりがないので、この辺で中止するが、これから地の粉をぬり切り粉をいれて

ぬり、砥の粉をぬりして下塗りがおわり、さらに中塗り、上塗りと、しめて80回も塗るという仕事がつづ

くのである。 

 こういう仕事のどの段階もが、意識ゼロで身体が動くように脳と神経の働きができ上がる過程が修業な

のである。 

 こういうのは一口に身体でおぼえるといっても、身体が実にさまざまなものをおぼえているわけである。

身体つまり脳と神経とにきざみつけられていくものは、単に手の動かし方というだけでない。ある環境で

ある行動の仕方をしていくさまざまな働き方がすべて神経の働きとしてきざまれていくのであろう。寒い

冷たいところで夜中から夜明けまでコクソをやるという、その行動がそういう心と身体のあり方を人間に

きざみつけていく。さまざまな仕事をだんだん覚えていく長い年月の中にまた人間の仕事についての全体

像が身体と心にきざまれていく。一つの塗りものが出来上がっていく過程にこめられている人間の心や身

体の働きのこまごまとしたものがすべて、その仕事を通じてそれをつくる人間の方にもはねかえって来る。

いわばそういう仕事を通じて、人間が変身していく過程なのである。 

 横山さんはこのことについていいことを言っている。 

「だが漆ってものは一度に艶は出ない。何回も何回も重ねるごとに底光りがでてくる。 

そこがまた何ともいえない味のもので、なんだか人間の味一ってなものの出来かたにも似てるじゃねえ

か。」（天皇の椅子を塗った人、続107ページ） 
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 全く横山さんの言う通りで、人間の育つ過程は塗りの過程とよく似ている。が塗師屋について具体的に

言えば、この塗りの過程一つ一つについて人間がつくられていくのであろう。その過程をのりこえて行く

間に心と身体がつくられていくのである。そうしなければ、ものは出来上がっていかない。だから人間の

側のわがままでやれるものではない。物と人間とが一体になることによって、物もできるし、人間のもつ

力も発揮できるのである。人間もそこに人間として満足できる境地がある。 

 

 

Ⅴ 主体性の形成  －やる気－ 

 

 自分から進んで仕事をしようという人が居たら、馬鹿じゃないかと笑う世の中である。それ程仕事、労

働というものが人間にとって価値のないものになりつつあるのである。そういう仕事が一般的になって来

たということは､果たしてそれでよいのかと考えさせるものがある。ということは、既に前にも考えたよう

に、近代社会が次第に仕事を人間にとって意味のないもの、唯機械部品としての人間がやるものにつくり

かえて来たということである。それは長い歴史の一こまであって、やがてすっかりそれは機械にまかせる

一道程であると考えることもできる。それならそれで、出来るだけ早く機械にして、人間のする仕事は人

間でなければならぬものにしなくてはならぬということになる。 

 しかし人間の方もある意味では、人間らしい仕事より、機械的である仕事を好むということもないわけ

ではない。人間としての神経を使うなどということはさけて、何も考えずただ機械的に仕事をするだけの

ほうを好む、そしてただ金銭だけを好むという傾向もないわけではない。つまり自分白身の成長より金銭

になればよいと考える、成長とは金銭を得ることと考える。それは自己の生命、意欲を注ぐものを物質に

のみしか見出し得ない人々といってもよいかも知れない。そういう育てられ方をしたからそうなったのか

もしれない。職人衆は、たまたま自分の生命の力を注ぐ対象を仕事に発見することのできた数少ない人人

なのであるといえるかもしれない。その意味では若い頃のきびしい仕事の仕方が、それをもたらしたとい

ってよいかもしれない。 

 仕事は早くやめるもの、できるだけ短い時間働いて多くの報酬をとるものという考え方は現代では当た

り前の思想である。そうでない方がおかしいのである。さて問題は職人の仕事好きはどうしてつくられた

のであろうか。 

 

 

仕事好き  －働く意欲の基盤－ 

 

 職人衆の中には、かなり多くの人が、子供の頃からその仕事が好きな人がいるということは面白いこと

である。いわば性にあってるというわけである。 

「私も勉強したかったからね。ったって、なにも本を読んで学者になりたいってんじゃなくて、腕の良

い大工になりたかったわけだ。」（34ページ） 

と語るのは森武平さんだが、森さんは、 

「私が大工になったのは、中学２年の時、親戚へ遊びに行って大工の仕事を見ているうちに面白くなっ

たからだ。」 

という。こんなのは俗に言う、生まれつき好きなんだという例なのであろう。生まれつきというのはとも

かく、好きなのは、その時までに経験したことから、そうなる必然性があるのであろう。そういうものが、
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次の運命的行動を生み出すのである。それが、大工の仕事を見て面白くなるということであろう。有名な

岩田ガラスの、岩田藤七さんは、 

「僕は、６つ、７つから職方まわりをしてたからね、その時分からなんとなく『物を作る職人』という

ものに興味をもったね。」 

といっている。つまり方向をきめているのは生活なのである。生活が人間の興味もつくっているのである。

だから、ある時点で、あることに興味や関心をもつというのは、それなりに理由がある。それを土台にし

て、次の一歩をふみ出して行く。この点から考えると、職人衆の中に、子供の頃からその仕事が好きな人

が多いというのは、すでにそれ迄にそうなるような何かの必然性、つまり過去の生活経験があったのであ

ろう。 

 こういう考察からわれわれが注意しなくてはならないのは、生活経験が大切だということである。経験

が大切だということは、逆に言えば、仕事が好きだというようなことは生まれつきなどではないというこ

とである。とにかく人々はある仕事の名人を生まれつきその仕事で名人となる素質があったのだなどと考

え勝ちであるが、それは逆なのではないか。 

 その証拠に、子供の頃やり切れない仕事の世界に入ったと思っていたのが、きびしい修業の末、やがて

好きになっているのがまた多いのである。つまり、生活が、すなわち経験が人間をつくるのである。それ

がまた次の行動を生み出す。それがあるものを好きとかきらいとかという方向を生み出すということであ

る。 

 ということは、名人職人衆が仕事が好きで三昧の生活に入っているのは、若い頃の経験つまり修業が、

それをつくっていると考えてよいであろう。しかしこの経験というのは単に客観的な環境などではない。

むしろ主体的な環境、行動環境としての経験である。 

「14で弟子入りした先が横浜の中区相生町の高崎って店で、家の血ですかねえ、建具職って仕事が面白

くってたまらなかった。」 

とこれは故川村富五郎氏の話であるが、 

「－といったって新弟子の小僧に回って来る仕事なんていうものはギュギュ鋸をひっぱる木挽仕事で、

えらく骨の折れる仕事だったけど、こいつもやってみるとなかなか面白い。仕事が忙しくなってまに合

わなくなってくると、親方が当時の金で２銭の賞金を出す。挽きっこして勝ったものにやるってわけで

す。」 

 こういう場におかれれば、誰でも競争心が出る。そこでいろいろ工夫する。その時ただひっこんでしま

ったらだめだろうが、負けん気を出して、やるところに仕事が面白くなるチャンスがあるわけであろう。 

「その２銭がとりたい一心で考えたが、あたしゃァご覧の通りいまでも５尺足らずの小男だし、当時14

といやァ豆みたいなもんです。けれども削りは体力で負けても、『キザミ』や『スミ』を早くすれば、ほ

かの５、６人の小僧たちにゃ負けねえぞ、というわけで、そこに苦心をした。」（36ページ） 

 こうして仕事が出来れば自信もできる。それがまた仕事が好きになるもとになる。こういうよい循環が

おこって来る。 

 大工の木所仙太郎さんは、14歳のとき鬼勝の仇名のある名人鏑木勝之助の弟子になる。そして、 

「最初の７年は車力専門だ。朝の４時になると増上寺の鐘がなる。眠い目をこすって飛び起きると、親

方の息子と２人で大八車をひっぱって、この芝の神明から深川の木場までいく。１時間かかって５時。

東京の町がやっと目をさますころには、松杉檜材など山積みして、それからまた１時間かかって今度は

小石川の伝通院の仕事場までひっぱっていく、仕事場へつけばついたで渋板を削るなんぞ引合いのもの

をするほか、必ず１日に３回スッカリ掃除をさせられる。」 
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 こんな追いまわしの仕事の中で、仙太郎さんは、ただ受身になっているばかりではない。 

「車をひっぱってるだけじゃ仕事は覚えられないから、作業場を掃除する時に、先輩の仕事を盗んだ。」 

 昔の職人はなかなか人に教えることなどはしなかったらしい。これをいろいろ工夫して盗むのである。 

「たとえばナゲシのカドを組む所なんかは秘伝にしていて見せない。お茶の時になってもゴザなんかの

っけてお茶を啜ってる。こっちは相手が小便に立ったあとなんかにめくって見ちまうんだ。」 

といった具合なのである。やはり積極的に仕事をおぼえようとして工夫をするわけである。この積極性が、

仙太郎さんを育てたのであろう。 

 きびしい生活のなかから、そのきびしさを通りこして、それが当たり前のこととなり、そうしてそれが

習慣となり、その中で自分を振りかえると、その苦しさを通りこして、その中に楽しみを見つけ出し、苦

しさをのりこえて新しい仕事の方向を発見している。かえってますますきびしさを求めていく。他律の生

活から自律の世界をつくりあげて行っている。そこに新たな前進がはじまる。それがまた自分を育てるこ

とになる。 

 現代は「らく」な方がよいという思想が一般的である。「この方がらくだ」というような言い方の中にこ

の思想がにじみ出ているが、有名なアメリカの社会学者リースマンに言わせると、無努力崇拝という思想

だという。つまりなるたけ苦労しまいとする。こういう思想が機械を生み出すもとになったのだという人

もいるけれども、しかしこと人間に関する限りは、これは馬鹿になる道につながるようである。らくだ、

らくだで何もしなければ、能力もつかないことは確かである。第一機械をつくった人はらくな仕事をして

いたわけでなくいろいろ苦労をして機械を発明した人ばかりである。 

 現代人は何かというと仕事から逃げることを考える。なるたけ楽をして金をかせごうということかもし

れない、それを経済的打算というのかも知れない。そのことによって、自分が馬鹿になっていることを計

算にいれないと大損になるおそれがある。もっとも仕事そのものが本気になってあるいは生き甲斐を感じ

てやるような仕事でなくなっていることも事実である。産業が人間を機械扱いにして馬鹿でもチョンでも

仕事がやれるシステムをつくり出したせいもある。その中で生活する人間が、らくな仕事を選ぶというの

も致し方のないことかもしれない。仕事が単純化し機械的になってしまって人間として努力をする場がな

くなっている。そういうシステムの中では人間はおのれを仕事の中へ没入する事ができなくなっているの

である。仕事を身につけようとする必要がなくなっているとも言える。職人衆が仕事で一人前になろうと

いうのとは全くちがった状況が生まれている。すべてがそうだというわけではないが、全体的にそういう

仕事が多くなりつつある。そこから人間がおのれの生き甲斐を仕事に発見できなくなり、仕事はただ金銭

のための手段となりつつあるといえないであろうか。これは人間にとって不幸なことである。 

 職人衆が仕事に打ちこんで、そこで自分をみがきあげる努力をするのは、確かに仕事というものが、人

間の努力に値するからであろう。そこでおのれの全力をつくして、おのれをそこに表現しうるからである。

そういう仕事の全貌が自分の前に見えているのである。産業のオートメーションの中の人間は全くのピー

スワーカーで、仕事の全体の姿が見えない。仕事の結果は見えていても、それはおのれの力とは何の関係

もないものだ。それでは自分を注ぎこむ場がないわけである。そこに人間は堕落するしかないではないか。

産業の経営者が多くの人間を道具に使っておのれの意欲を注ぎこむ仕事をしているのはよいが、そのこと

が人々を奴隷にしているということになっているとしたら、それは一刻も早く反省すべきことなのである。 

 ところで人間はただ楽をするばかりがよいのでないことは、職人衆の今の価値ある生き方が、過去の苦

労から生まれていることを見るとよくわかるであろう。 

「－なんの因果でこんな所に奉公させられたんだろうとうらみましたね。なんしろ『仕事が上手になり

ますように』ってんで、寒中１月に八幡様やら不動様にはだし参りをさせられたんですからね。13の子



能力開発工学センター 紀要21号 1974年 

矢口 新  創造する心の形成 

19 

供が寒30日、毎朝３時に起きて、半天にシャツ１枚でお参りです。霜も凍ろうという厳寒の道をはだし

で行くんですからね、足もつい早くなって走ってしまいます。－がその時は『ナアニほかの兄弟子たち

だってみんなしんぼうしたんだ！』と思って歯をくいしばってがまんしましたね」 

「お参りがすんで帰ってくると４時。それから飯が炊けたら親方、兄弟子の給仕をしながら自分も朝飯

です。兵隊の新兵じゃありませんが、ひとのお給仕をしながら、ひとと同時に食べ終わらなくちゃいけ

ないんです。－」 

「朝飯がすんだらふき掃除の雑巾がけからカンナ屑の持ちはこびと、寝るまでいそがしい小僧の一日が

始まるんですが、－」（クリスチャン大工物語、大津鉄吉さん、続22ページ） 

 こんな苦労の中からでも、この大津鉄吉さんは自分の仕事を自分のものとして来て立派な名人になって

いる。自分の仕事が自分でコントロールできる人になっている。そういう状態になるには、どんな苦労を

すればよいか、今の苦労もそれへの道であると若い頃から考えて努力して来たのであろう。何もはじめか

ら好きでやった仕事ではないのかもしれない。たとえ好きであったとしても「何の因果か」と考えるほど

苦労を感じたのである。そういうことに負けないのが、今日をなした所以であろう。歯をくいしばってが

まんしたのが、成長につながったのである。がまんしたというのは決して受身のことでなく、逆に“その

場へ出た”といった方がよいであろう。 

「私は意地っ張りで、ひとに負けるのはきらいな方ですから、夜ナベを10時か、12時ごろまでやったあ

と、朝は４時に起きて、朝飯前の仕事をやりました。材木を扱っていたので、犀川まで行って筏をほご

してかついでくる。１町ほどの道を４、５回往復すると冬でもジットリ汗ばんできます。２間の５寸角

っていうナマの松杉をヨイショとしょいあげてくるんですから、若いといってもこたえます。そのほか

親方の所では養蚕もやっていましたので、３町、５町さきの桑畑まで肥桶をかついだり－、直接の大工

仕事ばかりをしたというわけではありません。」（続13ぺージ） 

 これは中沢猶太郎さんの話（80年の根性ばなし）である。これは18歳の時の経験を話しているところで

あるが、もう立派な大人の心をもっていたことは次の話でわかる。 

「けれども仕事ということ、生きるということは、どんなに骨惜しみをしないで、体を使わなくちゃい

けないか、というようなこと、－仕事ってものは厭々やるとよけいつらいが、自分から積極的にやりか

けて、そいつを習慣にして毎朝やれば案外しのげるし、また楽しみさえも見つけることができるもんだ

－というようなことを、体を通して教わった、と思っています。」（続13ページ） 

 体を通してこのようなフィロソフィーを把握したということは面白いことである。これはだから単なる

理屈ではないのである。身体が知っていることだという言い方がされるのは、そういう行動が成立してい

るということである。それはそういう心がつくられているといってもよい。そういう人間になっていると

も言える。だから心というのは、身体とはなれてはないのだ。心は行動を通して、生活を通して、身体と

ともにつくられて来るのである。それが人間である。 

 

 

主体性を育てるもの 

 

 こういう過程を見ていると、結局は、自分で自分を育てているということになるのではないか。それぞ

れの職人衆はそれを意識しているのではないかもしれない。もっとそれよりもより根源的に、それを実行

している。身体でやっているのである。 

 ところでこのことについては､面白い話がある。鶴心堂表具ばなしの主人公中村豊さんの話である（285
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ページ）。中村さんが表具をやるなら京都へ行かなくちゃと決心して、夏目漱石の添書をもらって京都へ行

くことになった。そして紹介状の御礼に漱石の宅へ行くと有名な鏡子夫人が出て来た。 

 「京都へ参りましたら、一生懸命やって参ります。」 

というと、鏡子夫人が、 

 「そりゃあんたの勝手よ。」 

と言った。このことを中村さんは、 

「なるほどこれはその通りで、これには驚きました。 

京都へ行きましてからも、時々この 

『そりゃあんたの勝手よ。』 

が思い出されましてね、がんばっても投げ出してもみんな自分の責任だ、がんばらなくちゃ－と、良い

励みになりました。」 

と述懐している。論じつめれば、自主的だということである。すべて自分の責任だということである。自

分がやる気になって、やらなければ、物にならないわけである。そのことを身を以て実行する以外にない

のである。 

 ちなみに中村さんは、京都へいって、このことを身を以て実行している。それは墨光堂岡岩太郎という

名人の店に、是非いれてくださいとすわりこみの談判をして、とうとう目的を達している。 

 仕事をするということはある事をする責任を果たさればならぬという場におくことになる。そこで責任

が果たせなければ、仕事が実現していかない。それは誰よりも自分が最もよくわかる。それは教科書を暗

記して､テストを受けて先生に点をつけてもらうのとは、全く異なった行動である。そのちがいは主体性に

おいて行動するということか、それがないかということであろう。 

 責任を果たすということは、今眼前にある事に対して具体的な行動に出なくてはならない。その出る行

動はその人間がその時もっている力で出るのであって、それ以上でも以下でもない。そこにその人間の力

があらわれることになる。それは自分でも自覚できるし、他人もまた評価する。目のある他人ならばその

力はよく見えるのである。そういう世界の中で住むことは大変きびしいことであるが、自己を育てるには

大変よいことである。つまり作る世界で仕事をすることがおのれを育てることになる。 

 もしこの場合にわかるということでよいとする考え方があるとどうであろうか。そういう考え方をもっ

ている人間がそういう世界にいるとすると、仕事に対して責任を果たすことをしないであろう。仕事の場

から逃げ出すことにならざるを得ないことになる。 

 仕事に責任を果たすことになれば場合によっては、わからないでやらなければならない。わかる限りで

やるというように言ってもよいかもしれない。わかることが大切だという考え方の人間は、わからなけれ

ばやれないと考えて降参するのではないか。わかることを求めるから人にやり方を教えてもらおうとする

ような行動に出るかもしれない。それでやれる時は責任を果たしたことにもなるが、それでやれない時は、

やはり逃げ出すことになるであろう。それは責任を果たすということ以前に、つまり仕事をやろうとする

前に、わからなければ出来ないという考え方があるからである。それはやれなくても仕方がない、やらな

くてもよいという考え方に移行する。そうして、やらないことをやれないことと言いかえる。やる気はあ

るが、やれない環境があるというような言訳に転換する。こうして自分から仕事を征服しようとしないこ

とが、仕事を征服する能力を育てなくしてしまうのである。 

 またわかることが重要であり、大切であるとする考え方は、わかることを以て目標に到達したと考える。

反対にできることを目標とする場合は、眼前の具体のものに対して、具体的な反応の仕方がまず意識の前

面に出る。わかればよいと考えることは、その具体的な反応を忘れることが多い。わかるというのは概念
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的でよいからである。この仕事をこうすればできるなどとわかっても、そのプロセスのどこでどう神経を

使い、どうがまんをし、どう意識を働かすかなどは体験できない。そういう全体的行動のプロセスの中へ

身心をまかせることが習性となっていなければ、主体的、自主的に身心を働かすことはできない。それは

仕事をする能力が基本的な点で欠けることになるのである。 

 仕事は主体的でなければできないのである。よい仕事をするなどということになると、より一層さまざ

まな神経と意欲とを使わなくてはならぬ。そういうものを集中し、持続させる習性が育っていなくてはな

らぬ。それはわかるという世界に住んでいては、いくらたっても形成されないということではないか。主

体性とは自己の責任において行動するということである。そういう場において行動することを通じて形成

される。知識を受けとるというような無責任の場では、主体性を育てるどころか、それが失われて行くの

ではないか。 

 たとえば刻苦精励とか勤勉などという言葉は当世風な言葉ではなくなりつつある。それはどういうわけ

だろうと考えてみると思い当たることがある。この言葉には中味がないのではないか。それは人によって

みな異なる中味をもっているとも言える。職人衆のこの具体の話を読んでいると、これらの人々は皆刻苦

精励で勤勉な人だといっても間違いではないようだが、しかしその具体の姿はすこしもそんな言葉にふさ

わしくないような気がするのである。刻苦精励しているなどという人ではない。楽しんでいる人の姿であ

る。若い頃でもそんな言葉で表せるような生活をしているのではない。思い切りやりたいことをやり、目

の前のことをやりぬいている、積極的にたたかって来ている人の姿である。受身でなく能動的である。 

 なる程努力もしたであろう、苦労もしたであろう。きびしい生活にも耐えたであろう。しかしそれにも

かかわらず苦労をしたのだということだけでは言い表せないものがある。おそらく職人衆自身に言わせた

ら「苦労？ とんでもねえ、あたり前だよ」とでも言うのではないだろうか。 

 70、80の年輩になって、相加わらずコツコツと仕事をして夜なべをする姿も一向に刻苦精励という言葉

にふさわしくないのである。仕事が好きで、若いもんには負けねえという気概でやっているのだ。理くつ

として言えば仕事というものは逃げてはいけない、自分で進んでやれば結構面白いものだなどというけれ

ども、それもそういうフィロソフィーで仕事をしているのではないという気がする。つまり身体がそれを

心得ているという状態なのである。全く主体的な仕事の仕方なのである。そういう所までになったのは若

い頃からの生活なのである。それを修業というのであろう。修業が主体性を育てたのである。自信をもっ

て眼前のことに出られる性根態度をつくったのは、まさに若い頃からの修業のたまものであろう。それは

主体的だというような言葉だけでは表せない世界である。 

 

 

VI 職人生活の形成  －仕事三昧－ 

 

「朝６時に起きて、団子坂上の渡辺銀行の建築現場へ、毎日毎日、降ろうが照ろうが、２時間歩いて通

ったのが、仕事はじめだったが」（大寅道具ばなし、16ページ） 

 これは大工味方寅治さんの18歳の頃の思い出であるが、降っても照っても毎日毎日、２時間歩いて通っ

たのは、昔のことにしてもやはり、ずいぶん大変であったろう。しかしこうして仕事というものを中心に

した生活のリズムを習慣として身につけていったのであろう。現代のサラリーマンも、降っても照っても、

すし詰電車につめこまれて運ばれて行く。それが習性となっているから、決していやがらない。なれとい

うのは恐ろしいものである。 

 しかしこの若い頃から仕事中心のリズムになれるということが、職人衆の一生の生活の仕方を規定して
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いるのであろう。このなれをつくる職人修業の特色は生活、労働、仕事などというものが一つになった生

活修業ということであろう。労働は労働、自分の生活はそれとは別などという区別は全くないといってよ

い。 

「労働法もクソもない時だから、朝は暗いうちから叩き起こされて飯炊きだし、職人が来るまでに砥石

の曲がりもこすって直しておかなくちゃならない。昼の仕事は穴ほりと板削りぐらいなもんで、－無駄

口をきいたり歌でもうたったりしたら大変で、スグ木でも金槌でもとんでくる。 

 けじめがやかましくって師匠はもとより『兄弟子とは無理ヘンにゲンコと書く』ってぐらいのもんで、

目の隅でチロッとにらまれただけで縮み上がったもんだ。－南国とは言えヒビ、アカギレ、シモヤケの

でき放題。それやこれやで双の手が象の皮のようにならなきゃ『この野郎、骨惜しみしやがって』とい

うことになって、いっそう風当たりが強くなるってわけのもんだ。 

 辛い昼がくれてヤレヤレと手足をのばそうったってどっこい、そうは問屋がおろさない。昼の仕事で

折れたカンナやノミの手入れから風呂炊き掃除、そいつが終われば夜業だ。」（大工重役大いに語るの森

武平さん、続36ページ） 

 こうして１日の生活がすべて仕事につながっている。現在からみるとまことに無茶だ､人権も何もありゃ

しないという姿になっている。しかし人生の仕事というものは本来こういう性質をもっていて、とめどが

ないということをもこの人たちは会得したのであろう。大人になったとき、一人前になったとき、そして

70、80になったとき、それを依然としてやっている。こんどは、自分の好きでやるようになってしまって

いる。 

 ここまでが仕事で、これからが自分の生活だという考え方もよく考えてみるとおかしいのではないか。

経済がつくった生活の分裂が人間を不幸にしているのではないか。 

 「職人は銭をとるばかりが能じゃない」と考えるのは、ただ銭についての考え方がそうだというような

単純なことでない。 

 能であることが他にあるから言うことなのである。それは言うまでもない“仕事”なのである。銭にな

らぬ仕事でも好きなのである。 

「それでもあたしは仕事は好きでね、小僧と職人が店にはいつも６、７人いたが、ほかのやつは寝かし

ちまって親方と２人で、10時、11時すぎても夜なべをしたもんさ。夜が更けてきて膝と背中にチロチロ

チロチロ、水を注がれるような寒さの中で、だんだん仕事に没頭していって、灯りが冴えてくるのを手

元に感じる気分も、ありゃァまた悪くねえもんさ。」（ぬし屋名人・信太郎、157ページ） 

 この長谷川老人の言は、いかにも銭をとるばかりが能じゃないということをよくあらわしていると思わ

れる。 

 仕事に没頭して行って、灯りが冴えて来るのを感じるのも悪くはないという心境は、いかにも、仕事好

きである人の言いそうなことである。若い頃からこういう境地にいたということは人間としてうらやまし

いと感ぜずにはおれない。現代の仕事の感覚とちがうのである。現在は仕事と報酬とが直結しているが、

そのことが仕事を好きにさせないのかもしれない。いな報酬を当てにして仕事をさがすから、よい仕事が

見つからないのかもしれない。現代はよい仕事をつくり出す雰囲気もなくなっているが、それは仕事とい

うものが人間をつくるものだということが忘れられているからではないだろうか。ただ経済ばかりで考え

るから、仕事の方は全く人間を馬鹿にするような仕事にしてしまって、金さえ払えば人が集まって来ると

考える。人々も金さえ入ればというのでそういう所へ集まって行く。こうして人間と仕事の結びつきが全

くひからびたものになる。１日８時間という長い時間をそういう心境で人々が生活しているとしたら人間

の心もまた貧しくなるのではないか。 
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 仕事をしていて、早くその時間が過ぎさればよいと考えているのだったら、その人は不幸である。あわ

れである。周囲の人々とも心から接することもできまい。そういう人には責任の仕事を与えられない。こ

うして悪循環がおこる。やがてはその人は職場からはみ出していく。現実にはみ出さなくとも実際は脱落

している。職場にとってもよいことでない。企業の仕事が面白くない仕事の寄せ集めで、そう思う人々の

集まりの場所となってしまったらその企業集団は崩壊するのではないか。 

 職場ヘゲームを持ちこんだらどうかというような考え方が出て来るのは、こうした崩壊をなんとかして

食い止めようという努力の一つのあらわれであるかもしれない。 

「ああ、このやりかけの仕事かい、これは赤坂の『中川』の女将さんからの注文の配膳棚だよ。ゆんべ

も11時まで夜なべをした。エ？ 年？ ハッハッハッ、あと４年で90さ。もうダメさ。 

 けど仕事じゃ若いもんには負けねえよ。今でも昔からのごひいきの名指しで注文があるからそいつだ

けはやるんだ。 

 14の年から70年やって来た仕事だよ。手がきまっちゃってるから、それほど苦にはならねえのさ。」

（小川才次郎さん） 

 仕事好きで、仕事に自信があって、仕事を楽しんでいるという心境であろう。90歳近い人がやはり若い

ものに負けないという自負で仕事をたのしむのである。それは生きていること、人生を楽しんでいるとい

うより外はないであろう。それは心の習性なのであろう。 

 この人に仕事をするなといえば、きっと悲しむに違いない。立派な職人だから仕事の注文はあとをたた

ないだろうし、おそらく夜なべをしなければならぬぐらい、次々へと後がつかえているのであろう。それ

がまたこの人の自信を増して、精を出して、仕事をたのしんでいるということになるのであろう。 

 生きていく、人生を本当に過ごすということはこういう生き方だとすると、余暇という問題はどういう

ことになるのであろう。 

 仕事と異なった人生の楽しみがあって、それに余暇が注がれている人もあろうが、その人には仕事はど

ういう意義をもっているのだろう。仕事も楽しく、仕事以外にまた一つたのしみをもつということであろ

うか。それもよいであろう。問題は、どちらにしても、生きている間に持っている時間を、生き生きとし

ていることであろう。いつも生命を投げこんでいるということならそれは充実した生であろう。 

 ただ２兎を追う者は1兎だに得ずということがある。人生の仕事というものはそういうものらしい。一

つのことに集中してはじめて人生の意味も、仕事の意味も面白味もわかる。仕事に責任をもってはじめて

人間もできるのである。ディレッタントはやはりそれだけのものであって、そちこち突つきまわして結局

堂に入らないでいる。そういう人は仕事で結局は脱落するのである。本当に追究すると、やはり他の方へ

は心が向かないものであろう。しかしその仕事を核としてあらゆることを位置づけることはできる。そこ

に人生の統一、一つの人生が生まれるのではないだろうか。その統一のない雑多な経験は人間をつくらな

い。それどころか堕落させる。人間は一途に生きるべきではないのか。 

「明治の40何年なんて頃の小僧のしつけなんてものは、全くお話にならねえくらいのきびしいもんでし

た。 

 冬の極寒に、仕事がうまくなりますようってんで深川の不動様へ裸足で暁の寒参りです。『早めし、早

ぐそ、早あるき』なんてんで、めしを食うんだって、兄弟子のぶんの給仕をしながら、終わるときにゃ

ァ一緒に終わってないと、－」 

 こんな具合に仕込まれるんですから、昔は名人がいたもんです。」（茂作老瓦談義、新井茂作さん、122

ページ） 

 新井さんは、高崎在の次男坊に生まれたから、「腕に職をつけて自分で食っていかなくちゃならねえ星の
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下に生まれた」という。14歳で高等小学校を出ると「当時は学問をやると『子孫半バカ』ってえましてね、

孫子までロクなものにゃあならねえとされた」時代であったから、伝手を求めて深川の親方のところへ奉

公をしたという人である。こうして小僧生活が始まる。この時から苦しい修業がはじまる。 

 新井さんが昔は名人がいたもんですと言うその一例をあげているが、宮下の勝ちゃんという名人が「お

れの葺いた瓦が手でひんぬけたら、わら草履を1足買ってやらァ」というので、やってみたが押しても引

いても動かばこそ、とうとうあやまったという。こういう風になるには細心の注意をしている。 

「アウンの呼吸でピタリと差す差し方にもあるんですが、上手は敷土の土葺きを夏なら泥を余計に使っ

てツヤブキするとか、冬なら控えてイスカのハシのように無理にセリモチでふく、とか下ごしらえまで

ちゃんと心をくばってあるんです。」 

といった具合だという。このような名人の心くばり、仕事に打ちこんで最高のものを作り出しているが、

それを新井さんは若い頃から目の当たり見せられ、そういう人にやかましく指導されて一人前になってい

たのであろう。「こんな具合に仕込まれたから」よかったという思いが残っているのである。 

「エ？ 屋根の心得を聞かせろってんですか？ さァ、『風で飛ばず、雨で漏らず』ってのが屋根の命で

しょう。」 

という当たり前のような仕事に「この道60年、ちょっと手を抜きゃ雨が漏り、風でとばされるって仕事に

一生をかけて」来た新井さんは、 

「ばかみたいな『屋根を葺く』ってつまらねえような仕事一つにも、なかなか深い人生の味わいと教訓

があるもんでさァ。」 

と述懐する。職人生活の完成といってよいではないか。 

 人生というのは深さで味わうものだというのは意義深い。現代は浅薄な知識で人生をわかろうとするそ

れが本当の人間を育てない大きな原因ではないか。 

「人間棺桶に入ってから〆て勘定してみると、やっぱり好きなことを一生懸命やった方がトクってこと

になるのかなァ。」（小川才次郎さん、67ページ） 

 年をとってから、結局のところ、仕事好きが一番トクな人生だったと述懐できるのは、いかにも一生を

仕事にうちこんで、その道でおのれを作りあげた人の言うことらしい。 

 このような心境は､現代の職業として考えられている仕事というものについて多くの人がもっている心

境とは違うのではないか。自分と自分の好きな仕事との一体となった生活であって、それは労働などとい

う概念であらわせないものをもっているといわねばならない。労働とは報酬というものがついてまわる概

念らしい。職人の仕事にも実際にはそれがないわけではないが、しかし職人衆自身の頭からはそれが抜け

てしまっているとでも言ったらよいか。好きなことを一生懸命やったということしか、そこにはない。昇

華しているといったらよいだろうか。 

 このような心境になるのには、やはり相当の苦労があったのであろうと思われる。これまで述べて来た

修業の厳しさを経て、この心境に達したのであることは間違いない。それはここで私が書いているような

ことを、ただ頭で理解したとか、そういう気持ちになったらできるなどということではないことは確かで

ある。生活そのもの、毎日の行動そのものが、仕事三昧になっているということでなくてはならない。い

なその仕事三昧という言葉も頭から消えてなくなっているのである。目の前の仕事、物、材料、道具に没

入して、そこでうちこんでいるのである。 

 はっと気がついて見たらそれは仕事三昧であったのだ。人から聞かれれば、いろいろ言うだろうが、そ

のことがいつも意識にあるわけではないのである。むしろ何もないのだ。 

 何もなくてただ一つ生命の純なる働きがあるなどというとキザになるが、 
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「仕事に凝るから道具に凝る、道具に凝るから自分で作る、作った道具で思いのままの仕事をする時の

気分の良さなんてもなァ、職人だけの知ってる喜びなんですがねえ。」（212ページ） 

 自分の生命の火を注ぐ仕事がそこにはあるだけなのだ。これはある意味ではもう仕事でもない。すくな

くとも現代の感覚での仕事などというもの、職業などというものではないようである。そこにあるのは一

つの生活なのである。あるいは逆に人生の仕事があるといってもよいかも知れない。人生そのものである。 

 

 

Ⅶ 職人の生き甲斐 

 

 生き甲斐の問題は最近やかましくなっている。１日１日を充実して生きて行っているという自覚がある

ことは、人間にとって何よりであることは間違いない。飲んだり食ったり遊んだりの生活もちょっとの間

は生き甲斐を感じさせるかもしれないが、長い人生ではやがて空虚な感におそわれるであろう。恋する男

女が恋に酔いしれてしばらくはすべてを忘れても、やがて虚しい思いにおそわれる。長い人生での生き甲

斐というものは、職人衆の言うようにやはり仕事かもしれない。その生命の火を注ぎこんでおのれをそこ

にあらわす仕事が人生そのものであるのかもしれない。無常の人生を感ずるとき、特にそう思われる。物

にとらわれ、金銭を追いまわし、名誉欲に振り廻される人生は、いつか空しいものとなるのではないか。 

「父は『甲州谷村の源さん』という名で人に知られた男で、マア、建具の組子では『名人』ということ

になっていました。（中略）『おやじー』というとすぐ思い出す姿があるんですが、あれは終戦の翌年で

した。赤羽の先の鳩ヶ谷という所にいる兄の家で、病気が重くなってもう駄目だと言われた、というの

で、見に行ったんです。庭からなんの気なしに入って行きますとね、病み衰えて痩せて軽くなっちまっ

たおやじがね、丹前を着て、というより、つくねた丹前の中に落ち込んだようにチマチマッと見える哀

れな姿で、陽のいっぱい当たっている廊下に道具を並べて、ノミ、毛引きカンナ、胴づきと、一つ一つ

手に取り、眺め、打ち返し、また吸いこまれるように眺め入っている姿が目に入ったんです。ゾーと全

身粟立ちましたね。かけようとした声をアフッと飲みこまされて、棒立ちのまンましばらくその姿を眺

めておりました。 

 父は柔道の三船久蔵さんに似ていましてね、５尺に足りない小男の、痩せぎす細面ですが、目は鋭く

てちょっと冗談なんか言いかけにくいような感のある男でした。それが見るかげもない幽鬼のように痩

せさらばえ、老いさらばえ、病みほうけながら、なお道具に見入っている執着は、見事というよりは不

気味でした。（中略）『おれも、ひとをゾーッとさせるような男になりたい』と思ったんですが、未だに

そんな人間には成れずに50の坂を２つも越えてしまいました。」 

 これは職人が、仕事に何もかもかけて、そこに生き甲斐をもっているという姿であろう。なんでもよし、

仕事でも、仕事以外でもこういう“うちこみ方”があるということは、人間として羨ましいことである。

しかしそうなると、ここまで打ち込むことはどうして可能なのかということになるが、それはもう若い頃

からの生活の積みあげで、打ち込みつづけて来たことの結果ということだと言うほかはない。若い頃は打

ち込むといっても、やはりどこかで気が抜けている。打ち込むというのは眼前のことに積極的に出ている、

心がそこへ集中しているということであろうが、そういうことも修業が足りない間は、やはり密度は稀薄

なのであろう。修業と共に、心があらゆる面で、あらゆる角度から働いて濃い密度になる。そうして生活

全体が、谷村の源さんのようになる。病み衰えても心は目前の対象に十分に働きかける。そこで十分に生

きているそれは修業の年輪のなせるわざであろう。 

 近代の学校教育はこういう一つのことに打ちこむ性格態度というものを形成するという目標をすっかり
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見失ってしまった。反対にうちこまないで、知識として持つ、わかるということを目標とした。さまざま

な知識を平板な紙の上に羅列してわからせようとした。その結果はわかったふりをする人間を作ることに

なった。所詮うちこまないで、本当にわかることなどはありはしないのだ。 

 学校の知識教育は結局はわかったふりをすることなのである。もちろんそれをふりをすることだと自覚

しているわけでない。本当にわかっているつもりなのである。しかし本当にわかるということがどういう

ことかということについての体験がない。つまりうちこんで行動する場に置かれることがない。だから本

当にわかるということがどういうことかがわからない。今自分の知っていることそれが本当にわかってい

ることだと錯覚している。これは人間にとって不幸なことである。こうして軽薄才子の横行する歪んだ社

会が現出するのである。 

 現代は仕事に生き甲斐を感じさせるものがなくなっているといわれる。確かにその通りであるが、これ

もわれわれ現代人の思想がつくり出したものである。 

 職業とか労働とかを人間の人生の仕事の場としてでなく、金銭をかせぐ場としてしまったのはやはりわ

れわれであると反省すべきではないか。いつの時代でも人間は現世の垢にまみれて無意味な人生を送るこ

とを余儀なくされる運命にある。しかしまたその中で人生を大切にし人生の仕事をして人間としての価値

ある仕事をして来た人々も多い。今紹介している職人衆はみなそういう人達である。しかしその人達が、

そういう人生の仕事を十分に果たして来たのは、一般の人々の生き方とは違った生き方をして来たからで

ある。普通に企業に入って金銭を稼ぐ形でいわゆる労働をしていたのでは人生の仕事として意味ある仕事

を発見し得なかったであろうし、それでは人々を喜ばせる名作も生み出せなかったであろう。そしてその

人自身も生きて甲斐ある人生だったと感じなかった。人々の心にひびく人生を送れなかったと考えられる。 

 労働の世界を人間のこうした人間的な能力を十分に発揮させる場として作ろうとしないのは何故だろう

か。それにはやはり現代の企業、その経済成長主義が大きな力を持って人間を圧迫していることを反省し

ないわけにはいくまい。経済はその企業集団の人々を養って行くために必要なものであることは当然であ

るが、そのためにその集団の人々の人間を圧迫するような形であってはいけないであろう。経済第一主義

になると、その辺が忘れられてしまう。 

 誰も知っているように現代産業の生産第一のシステムは、人間を機械部品のように扱って、単調労働を

人間に強いる。そのことにより生産をあげ、経済成長をとげ、企業集団内の人々の生活を保証する。人々

はそれによって人間としての生活を保持できるという錯覚をもった。錯覚でない場合もあったであろうが、

システムはますます人間をケージ飼育の鶏のようにしてしまった。新しい奴隷の誕生である。経済第一と

いう考え方がこの方向をどんどん押し進めている。この点は企業の経済的責任をもつものは考え直さなく

てはならぬことである。 

 最近の一般の動向でも、企業集団の中の歯車の一こまとなっている人々は､仕事に生き甲斐つまり人間と

しての生命力を燃焼させようとする意欲を失っている。反対に企業全体を統轄する立場に立つ人々は生き

甲斐を感じている。一将功なって万骨枯るではないか。人々に生き甲斐を感じさせる仕事の場をつくり出

すというのは企業の責任ある人々の基本的な態度でなくてはならぬのではないか。 

 しかしこのことのもっと根本的な原因は、より深い所にある。人々の思想、心の問題がある。もちろん

それは社会の客観的状態とのダイナミックな関係にあるのであるが、人間の心の側からも追究してみる必

要がある。現代の人間は、若い頃からの教育のされ方からして、仕事の中に人生を見つける教育はされて

いない。学ぶという最も人生の基本的なことさえもが、テストのためであり、成績という他人との比較で

あり、入学試験という競争のためである。おのれの人生の充実ということ自体ではなくなっているという

のが現実である。それは社会全体がそういう方向にあるからということでもあるが、同時に人間としての
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生き方もそうなっている。 

 厳しい言い方をすれば、より有利な暮らし方しかもそれは極めて目先的な、金銭的なことにのみ人々は

目をつけて生きているという一般的な雰囲気があるということを考えてみなければならない。しかしその

ことの自覚がなければ、人々の人生の充実、生き甲斐を感ずる生活というものを探究する緒はつかめない

ということになるであろう。 

 何度も出て来る味方寅治さんだが、若い頃から道具にこり出して、道具道楽となっている。そうして、

明けても暮れても道具ということになる。 

「だから１日、15日の休みは道具ごしらえで終わっちまった。とぐものはとぐ、油ひくものはひく、だ

けどひとわたりやれば軽く１日かかっちまうんだ。 

 刃はついていてきれいなんだが、砥石にかける、油をつける、風を入れると１日しか持たないのが刃

物だから丁寧に包む。これで１日たっちまう。酒・女・バクチそんなヒマもゼニもありゃしねえ。活動

写真だって見たことねえや。」 

 この人には、現在一般に言われる余暇なんてものはなかったと言ってよかろう。といってこの人に関す

る限りは、余暇は必要なかったといってよい。道具いじくりを楽しんでいるこういう人生を当世風な考え

方で見るとどういうことになるのだろうか。折角この世に生まれて、人生を楽しまないでという人もいる

かも知れない。しかし味方さんは道具で楽しんでいるのである。そして、また同時に仕事でも楽しんでい

る。楽しみというのは、人間からはなれて外にあるものが楽しいという形であるものではないのであろう。 

 このことをもっとつきつめていうと、この人々は昔の尺度で、余暇はあったのである。その余暇をどう

過ごしたかというと、道具いじくりで過ごしたということである。余暇というものの中味が、この人の場

合は、こういう形で仕事に結びついていた。だからこの人は生活の背景となるものが一本あって、それで

全体ができ上がっていたということであろう。 

 最近余暇開発などという妙な言葉がはやっている。本来、人生というものから見たら、労働だ、余暇だ

というのは単なる形式的な区別にすぎない。一つの意義ある人生があることが大切なのである。ところが、

労働が人間に人生の意義を感じさせないものにしてしまっている。それは労働の場をつくっている社会の

非人間的な悪い一面なのである。近代産業について言うなら人間を単細胞的な馬鹿扱いにして仕事のシス

テムをつくり、その中へ人間をほうりこんで、労働をさせている。その中で人間は全く機械的な仕事をや

らせられる。非人間的な扱いの場に強制されて置かれる。それは生きることのためである。動物的な生命

をまず維持するためである。しかし、その上に人間として生きることを考えようとする。そこに労働以外

の時間を人間的な生活の充実ということに向けようとする。余暇の時間にこそ生き甲斐を求めようとする。

こうして余暇開発などという妙なものが生まれたのであろう。 

 しかし余暇開発も結構であるが、それと同時に、そして人生の意義から言えばそれ以前に労働を人間的

生命の充実の場とする開発が行われなければならぬのである。労働を現在のような非人間的なものにして

おいて、余暇開発などということを言うのは本当はナンセンスなのである。 

 しかしまたある点からするとそのようなことが問題になっているのも人間の進歩かもしれない。昔は奴

隷があった。それを当然のこととして、己の欲せざることを他人に課していた。もっとも奴隷の方が人生

の意義から言って意味のある生活をしていたということもあるかもしれない。人生の意義の充実というの

は必ずしも世間的な意味での金のあること、権力のあることとは関係があるわけではない。金銭や権力に

結びついていることが人生を十分に生きていることではない。人生を十分に生きるというのは、それとは

全く次元の違う世界のことである。 

 現代は現代的な奴隷を生み出しているとも言える。企業のシステムの中でケージ飼育の鶏のような生活
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を強いられるのは名前はことなっても明らかに奴隷であろう。これを人間的な生活をさせるために余暇で

補うことは本末を誤っている。本質はまず仕事を、労働のシステムを人間的なものにすることである。そ

ういう努力こそ現代人の責任である。現代人すべてが自らの努力によって、人間的な仕事をつくり出すこ

とをしなくてはならぬ。そうでなくして余暇に逃避をするようなことを一人一人が考えているなら、自分

で自分を奴隷の境涯に投げこんで行くことになる。自分の大切な時間に自分の生き甲斐を投入できないで

労働をすることになる。労働をそのようにおくことが、また自分の労働をますます無意味なものにする。

たとえ１週間30時間の労働であっても、それは人生の浪費である。 

 職場というものが人生を浪費する時間であろうか。人と人との交わりが、そういう浪費の場として捨て

られた人生の一こまの中で成り立つというのは悲惨ではないか。そういう考え方の人間に時としてわれわ

れは逢うことがある。いかにも情けないという気がする。それは情けなく感ずるばかりでなく他人の人生

に害を与えることが多い。つまり職場で真に人間としてぶつかり合うことをしないのである。そういう人々

の集まりの職場は結局は人間の集団としての体をなさなくなる。このことは拡大して言えば現代社会が職

場をつくり直さなければ、現代社会が崩壊するかも知れないということである。職場が非人間的な社会集

団であることに目をそむけて、余暇開発などということを問題にしていては、本質的な人間の救済になら

ないのである。 

 

 

Ⅷ 心の豊かさ  －核のある生活－ 

 

 職人衆の生活はいわば仕事の三昧の生活といってもよい。それがはじめにもいったように当世風ではな

いのである。しかしそのことの本質的な意味は仕事というものについての職人の結びつき方がことなって

いることにあるのである。近代的な意味での人に買われる労働ではないのである。自分の生活を打ち込む

ような仕事なのである。これが生き甲斐にもつながり、余暇無用にもつながるのである。このことは職人

だから成り立つのであろうか。そうではあるまい。生き甲斐をもつほどの人々はみな全生活を打ちこんで

いる。そして不思議なことに余暇のない人が多いのである。といってそれは仕事に閉ざされた狭い世界に

住んでいることになるのであろうか。否それは反対である。広く豊かな心というのは、深く一筋に打ちこ

むことの中から生まれるものなのであろうか。 

 前にあげた腕のヒジが変型したという名人畳屋田村さんの述懐であるが、 

「昔の畳屋は、茶室だってなんだってやらされるんだから、ひと通りの職人はみんな茶の湯生け花の作

法ぐらいは心得ていたもんだ。」（101ページ） 

というのである。つまり狭い意味の腕ばかりでなく、現代的に云えば広い教養も積んでいたのである。そ

こまで広く心を修錬しなくては一人前の職人になれなかった。 

 現代の感覚では、お茶お花はいわば教養であり、飾り的なものかもしれないが、職人にはそれが仕事に

生きている、位置づいている。 

 次の話も同じような例であるが、造園の名人飯田十基さんは、 

「私の師匠の松本幾多郎なんて人は、これは飛鳥山の渋沢栄一さんの庭を作ったんですが、『ああ、松本

が来てるんならお茶会はまごつかないね』と渋沢さんにいわれた人です。」（144ページ） 

と師匠の人間像を語っている。こういう人の生活は単なるピースワーカーとしての職人生活ではない。い

な職人の本物というのはこれだけ広いものをもっているべきなのであろう。こういう人の生活をみると、

仕事以外の所に楽しみを求めているのではない。仕事自体が大変広い裾野をもっているのである。現代人
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が余暇で求めるものも自分の仕事の中に持っているといってよい。ここには余暇というものについて深く

考えなければならぬことがある。ただ時間で区切る仕事以外が余暇であるのでなく、仕事を核とする生活

の一部として余暇の生活も位置づいている。ということは核のある生活があって余暇の営みもまた人間の

心の豊さにつながる。さもないと余暇は人生を分裂させる営みになりかねない。 

 石勝の名で有名な中村勝五郎さんの修業の中には石を切る修業はもちろんだが、そのほかに習字のよう

なことまでがはいっている。 

「第一土台になる書を習わなければというので、私も一流の書家にお習字に通わされました。」（135ペー

ジ） 

 よい人生の仕事というものは、やはり広い裾野をもつのである。そういう仕事でない単調な労働を人間

に強いるのはよくないのではないか。人は自分でもそういう仕事を選んで生きる覚悟が必要なのであろう。

そのことが社会的にも、あらゆる仕事を人生的に意味のある仕事に切りかえるためのエネルギーともなる

のである。中村勝五郎さんは、自分で創造的技術を切り開いて行った職人衆なのであるが、そういう人は

自分の人生のあらゆる経験を仕事に生かしている。仕事が経験をよぶ。 

「私は思うんですが、石ほど高くて安いものは無いんじゃないでしょうか。（中略）こうして何人もの職

人の目と手を通り、年季の入った腕の手塩にかけられると、石に命が入ってくるんですね。石が生きて

くるんです。（中略）私は庭石、灯籠、彫刻はもとよりですが、記念碑や忠霊塔や詩碑、境界塔を含めて、

北は樺太から南は南洋、はては外国まで自分の店の仕事がおし立てられ、これから何百年も立ち続けて

いくのだと思うとこわくなることがあります。 

 頭の碁盤の中に布石されたこれらの仕事が、いろいろなその時代を思い出させてくれまして、こうし

て病気で寝ていましてもその碑の１本１本を頭の中で訪ねて歩けば退屈する所じゃありません－『夢は

世界を駆けめぐる』ですよ、ハハハー。」 

という人生と仕事が永遠の相において結びついた生き方が語られている。中村さんは、日本の石屋職人の

技術は「世界に自慢してもいいと思います」という。「直接外国へ参って向こうの技術を見て来たから」よ

くわかるが「一言で言えば外国の石屋は機械の設備は良いんですが、そのためにかえって技術はダメです

ね」という自信をもっている。戦争中には石のフライス盤までつくったという。そして千分の２まで平ら

にできる性能を持たしたという。そういう人生の仕事が、この人の人生観をつくり、豊かな生活思想をつ

くっているということができよう。仕事が人生をつくるというように言ってもよいであろう。広い世界も

見ている。決して単調な視野の狭い人生ではない。しかも仕事一筋に生きている。このことの意味するも

のをわれわれは思い知らなくてはならぬのではないか。仕事という核があって、広い教養（あまりいい言

葉でないが）が生きて、一つの生活をつくっている。分裂した飾り物的教養ではない。 

 むつかしい塗装技術の簡易化を研究して自腹で講習会を走りまわっている磯崎祐三さんは、学校は昔の

尋常３年しか行っていない人であるが、「建築塗装技術研究所」を作って、 

「若い人達に技術を覚えて貰うのをたった一つの道楽にしてるんです。」（171ページ） 

と語るのである。 

 その仕事を始めたのにはわけがある。日本塗装工業会から『標準建築塗装』というものが出たが、これ

は立派な内容のものだが、「字では書いてあるが見本がついてない。職人の仕事は本だけじゃァ本当には分

からない。よしおれが見本を作ってやろうってんで。１年がかりでこさえました。」そして夜中に目をさま

して寝床の中で仰向けになったまま、仕事の手順を上から下まで順序よく喋れるように頭の中で繰返して、

これならよしと講習会を引受けるという熱の入れ方である。そして、 

「やり方を簡単にしてのみこませたら、あとはその人達の勉強と楽しみ－ねえ、一生をかけた仕事の面
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白味ってものは、またそこにあるんじゃありませんかねえ。」 

というわけである。 

「『おれが恩を蒙った職人衆へのお返しは、むずかしい仕事を工夫して、やさしく誰にでも簡単に出来る

やり方を編み出して、それを隠さず残らず広く伝えることだ。そうでなくちゃァ今日様に済まねえ。だ

からこの道楽は大目に見てくれ』って話してるんです。ナァ婆さんや。」 

こういう心は、大変豊かな心とでも言うしか外に言い様がない。立派な道楽である。しかし仕事に生きる

人間の道楽なのである。この人も自分の生活のすべての経験を仕事に生かして独創的な仕事をしている。

さまざまな経験を生かすのは仕事という核があるからである。核がなければ経験は消え去って行く。そこ

に豊かさは生まれない。 

 椅子張りの名人藤代重さんの話はまた面白く、深いものがある。椅子張りなんてものは工程は至極簡単

だが、しかしそこにむつかしさがあるという。 

「けれどもどうしてどうして、椅子張りの命は、『掛け具合の良さ』っていう、分かったような分からな

い様な微妙な所にあるんです。 

 どこがどうとは言えないけれども、腕の良い職人が心をこめて張った椅子というものは、第一に、そ

れぞれの形に応じた弾力性があって張り上がりの線が美しい。そしてその接触感というものは奥深くっ

てデリケートです。」 

 こうなって来ると、これは唯単に手が動くというような簡単なことでない。目もあれば身体全体で腰掛

けてみて、掛け心地を感覚する神経というものが育って来なくてはならない。だから藤代さんは言う。 

「あたくしも27歳でこの田村町に店を持ってからでも35年毎日毎日が研究と勉強でした。」（333ページ） 

ということになるのである。いわば全身と全心が育たなくてはならぬのであろう。 

 次の話は造園の名人飯田さんの話である。 

「名人というものはああいう人をいうんでしょうが、自分では手を下さない、座敷にすわってて、もう

あれが終わった時分だからこれをやれ、ってな具合に指図をするだけですが、それがピタリ。人の使い

方がうまいし、指図が適切、－もっとも当時は良い職人もいました。」 

というようなことになると、何か八方にらみの神経が作られているといったらよいであろうが、俗に眼光

紙背に徹すなどという言葉があるが、そういう眼光が、仕事全体に及んでいるというのであろうか。 

「職人ってものは、手が利くだけじゃァいけねえや。目も利かなくっちゃァ一人前とは言われねえ。あ

たしは酒もタバコもやらないが、お出入り先でいい品を見せて頂くのをタッタ一つの道楽にして来たこ

とが、きっとどこかで役に立っているんだろう。」 

 これは指物師小川才次郎さんの言葉である。このような目が利くということになるには、なかなか複雑

な過程が必要なのではないだろうか。手によって作り、作ったものを眺め、それを数多くこなして、いろ

いろ比べるということを通じて、次第に目が利くという段階になるのであろう。時間もかかるし、努力も

いるのである。始めは、目があってもふし穴であり、何も見えない。それが次第に見えて来る。同じもの

を見ても、見ることが異なって来る。その見ることは、自分の作る腕と極めて深い関係がある。こうして

洗練された目が出来上がって来る。その目の成長は仕事という核があるからである。 

 こういう状態になると、ある意味でその人の人生はよき循環の世界に入る。腕がよいものを作り、それ

がまた目を向上させ、それがまた腕を上げるもととなるといった具合である。たとえば表具師の中村豊さ

んの話である。 

「あれは確か、景年作の赤味の勝った『秋景』でしたが、長すぎて床に掛けられないから切り詰めてく

れ、という注文で来たものでした。見ると、幅７尺５寸、横２尺５寸の大和表装でしたが、仕上げが実
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に見事で、ケバ一つないし、軸を巻いた小口なんかは名刀でスパリと截ち落としたように鮮やかなんで

す。ひと目見たトタン震いついて頬っペタをおっつけたいほどの見事さなんで」（鶴心堂表具ばなし、283

ページ） 

 こうして結局中村さんは京都に修業に行くことになるのだが、これはもう一流の目が出来上がっていた

のであろう。一目ですばらしさを感じとる、それがさらに腕をみがく向上心をかき立てる。こうして名人

へと近づく道を歩きつづけるのである。 

 この中村さんの心境は最近になると次のようになっている。 

「良い仕事というものは心にしみて良いもので、森さん（森白兎さん－著者注）の裂地を見ていますと、

こちらもヨシ、という気になって仕事の張り合いが出てくるんです。こういう方がだんだん少なくなる

のは淋しいですね。」（292ページ） 

それからまた次のようにも言う。名人は名人を知り、そうなるともう現代風の経済の尺度を超越してしま

うのである。 

「はい、もちろん幾ら幾らのものなどというご注文はしませんし、幾らですかとも聞きません。良い仕

事は高いのが当然で、その品物にひき合ったお値段をお支払いして、それを手にとって眺める時の良い

気分というものはございません。」（292ページ） 

 豊かな人生などというものは、こういう人生なのであろうか。これは金であがなえる人生ではないこと

は確かである。自分の持っている目と、手と、身体、心でのみしか得られない人生というではないか。 

 こういう目は、もうただ作品を見るというような目ではない。ただものを見ているのでなく、その作品

を作った人の心を見ているといった方が良いであろう。中村さんは、森さんのことを「仕事が実に正直で、

その草木染めは絶品です」（291ページ）などといっているが、もう作品を見るというより、仕事が正直だ

などという、つまり人を見ているのである。 

 心の豊かさというのは、最後には人の心を感得する能力のことを言うのではないか。表具から額装へと

進んだ岡村辰雄さんの述懐はそういう心境を次のように語っている。それは梅原龍三郎氏が終戦間もなく

の頃大仁で富士を描いている頃たまたま感得したものである。 

「あたしが隣室で寝んでおりますと、日の出の直前の、一月初めのひやひやと冷たい中で、隣の先生の

お部屋ではもう筆洗にあてたバケツに張った氷をこわして仕事にかかっていらっしゃる物音がするんで

す。－あたくしは、あの暁の氷を割って仕事をお始めになる物音が耳に残って、自分の仕事をする時に

もどんなに良い教訓になっているか分かりません。 

 仕事ってものは意志でのしかかるような気力のいるもんですから、額装の意匠に悩んで行き詰まり、

投げ出したくなる時なんかは、あの梅原先生がパリパリと氷を割って仕事をお始めになった時の、鋭い、

意欲的な音を耳に思い起こして、勇気を奮い立てるんです。」 

 こういう所まで来ると、一種の象徴の世界ではないか。氷を割る音が人間の意欲をかりたてるのである。 

 こういう話は、鶴心堂中村豊さんにもある。中村さんの家の玄関の鶴心堂という木彫りの扁額は、横山

大観氏の書いたものであるのだが、２年もまって、やっと出来上がった。それを取りに行くと、あの名筆

の先生が、丁寧に十数枚の稽古をしているのが分かって深く感動したというのである。その時の感動を、 

「酒仙－といいますか、まるで物にこだわらない仙人みたいに磊落に見える先生が、実はこうして十数

枚を下書きをしていらっしゃるんだなァと思いましたら、『仕事』についての心構えを無言で教えて頂い

たような気がしましてねえ－。」 

と述懐している。やはり人を感じているのである。 

 一芸に秀でるものは百芸にも秀でるという言葉があるが、人間を見抜き、そこにあらわされたものの本
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質を見抜く力ができるとあらゆるものに通ずる。豊かな心が、世界の豊かさを見せてくれるのである。こ

の人々にとっては、すべてが仕事につながっているが、また一面すべてが心を養う豊かな世界であるのだ

ろう。余暇もまた仕事であり、仕事の中に余暇があるのであろう。 

 

 

Ⅸ 無限の前進  －文化を生む心－ 

 

 仕事の世界というのは、無限の前進の世界である。 

「けれどもこの道は、やればやる程奥も深く広くもなって参りますので、うかうか年もとっておられま

せん。」（鶴心堂表具ばなし、291ページ） 

 これは中村鶴心堂さんの述懐であるが、この境地に達することはなかなか一足とびには行くまい。生兵

法では却って奥を極めたつもりになることが多いのであって、奥が極められぬことをさとることが、人間

の出来上がり方が深いということではないだろうか。 

「ふつうの『干網』でも組めれば日本中を大威張りで西行出来るとされていたもんですが、突込んでみ

れば、先には先があるもんです。」（二代目源さん組子噺、351ページ） 

 これは飾り障子の名人佐藤重雄さんの述懐である。やればやる程奥が深いというのは、仕事というもの

が、単に客体としてのものではないということであろう。こちらがのびれば、仕事の方もより深い姿を表

してくるのであろう。これだけやればよしというきまったものとして仕事が考えられているのではない。

こちらの心がのびれば、つくりあげる目標もより高く、材料もまたそれに応じて新たなものとして人間に

迫って来るのであろう。つまり奥深いことを感じていること自体、仕事に生きていることであろう。次々

へと仕事にいどむことが、仕事の奥深さを感じさせるのである。それは言いかえれば人間の能力の無限さ

である。無限におのれの力を発揮しようとする人間の心の反映である。 

 この道は奥深いなどという言い方は、きわめて象徴的である。それは日常的に言うとどういうことであ

ろうか。目の前の仕事に真剣にとりくむように心が出来ているのであろう。 

「職人てものはふしぎなもので『こいつ出来ません』ってことが言いたくない。何とか工夫したり勉強

したりして、新しい材料もこなしてみたい。 

 だからこの頃のように、次々新しい材料が出てくると、のんびり年をとってるヒマもありませんや。」

（茂作老瓦談義、125ページ） 

 これは屋根屋の新井茂作さんの述懐であるが、次から次へと仕事が生まれるのである。いな自分が生み

出すのである。目の前に課題があらわれる。いな自分が周囲から見つけ出すのである。 

「新しいものは、むチかしいけれど、やってみるとおもしろいね。 

三つ折り寝椅子、安楽椅子、菊型椅子、３点セット、スツール、マガジン・ラック、どんどん新しくな

っていくから、ボクの腕もどんどん新しくしていかなくっちゃ。」（台湾ホネ屋・陳乞朋、318ページ） 

 これは若くして日本へ来て以来50年にわたる籐竹製造職人の述懐である。誰によらず無限に前進するの

である。自分で前進を生み出すのである。 

 目前のことに具体的に出る心がある、そういうように動く心が出来上かっているということなのであろ

う。それはあるいは生物というものの本質かもしれない。生物の進化とはそういうものではないだろうか。

生命はおのれの環境に適合するように、おのれをつくりかえて来たというが、それは時々刻々自分の周囲

をうけとり、反応していくという絶えざるいとなみの中から出来上がって来たのであろう。 

 人間は長い歴史の中でさまざまな環境で、さまざまな文明をつくり、それがまた消え去って、新しい文
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明にかわって行く。しかしそれらの文明の根底には、人間が環境に働きかけ仕事によって生命の力を実現

する文化への心が動いているのではないか。 

 次の述懐は岡村多聞堂さんのものである。 

「『終わった仕事はタレタくそ』－っていうビローな諺がありますけど、あたくしはこれの信奉者です。

前へ、前へ。」（多聞堂四代、297ページ） 

 仕事をし終わせたからこちらがのびたのだ。 

 こういう言葉は名人職人衆がどういう心掛けで自分の仕事を見ているかをあらわしている。自分のやっ

た仕事に満足していない。それを仕上げたので次にやりたいことが生まれて来た、見えて来たのである。

岡村さんはこうも言っている。 

「仕事をしていると頭も使うし体も使うから年をとらないんですね。（中略）あたくしもうんと良い仕事

をしてうんと長生きしたいもんだと思ってます。」 

「日本にはまだ確たる額装スタイルというものが打ち樹てられてはないんだから、何でも勉強して自分

のものにし、次にはそいつを否定してまた前に進む－そうありたいと思ってるんです。」（297ページ） 

 前へ前へと進む岡村さんは、うしろを見ることもまた深い。もう数年も前であるが、エジプト展があっ

た時の感想であろう。次のように言っている。 

「今度の『エジプト展』を見て、あたくしは進化論を疑いたくなりましたね。人間は猿から進化したん

だそうですが、５千年も前にこんなすばらしいレリーフを作ってるんだからなァーと、しばらくその前

を動けませんでしたよ。（中略）５千年は昔すぎますから、1200年前の本朝奈良時代をふりかえってみて

も、まことに大変な時代ですよ。（中略）あの正倉院の御物の保存法は、カンペキと言って良いんじゃな

いでしょうか。（中略）－御物の衣類なんかの納まっている唐櫃は、タップリ間隔を置いて並べられ、中

はと言うと、これまた大きな容れ物に僅ゥかしか入れてない。（中略）しかも毎年11月の１日から５日

までの好天を選んで必ず曝涼をやることに昔っからきまっていて、さらして風を通す。－ 

 日本では、この季節が虫干しには一番良い季節なんで、絵画でもいっぺん虫干しすれば大丈夫１年は

もつんです。ところが今の人は殆んどこの虫干しをなさらないし、物の蔵い方も忘れてしまっている。（中

略）例えばあの書画を入れる桐箱ですがね。昔の経師屋や美術商は、緊急の火事なんぞの時には、書画

は桐箱に納めて井戸に投げ込んで逃げたもんです。４日や５日井戸に沈めたって印寵作りの桐箱は、水

を通しませんし、それに万一焔に表をなめられてまっ黒に焦げたって、中身の書画はピリッともしてい

ません。（中略）虫干し一つ、蔵い方一つでも、千年前の人はよく考えているんですから、いろいろ学ば

なくっちゃいけません。」 

「足利時代というのは、『床の間』が、『仏座』『貴人の座』から『美術鑑賞の座』に完成した時です。 

 左右に壁を取って横明かりを防ぎ、斜めの自然光線で適当な高さと深さを持ち、これに花を添え香を

焚いて書画を鑑賞する場所を作ったんですから、嗅覚まで動員しての美術鑑賞の演出－、イヤ見事なも

んですよ。」 

 こういう人類の歴史、古い時代の人々の立派な仕事を十二分に理解する深い心を岡村さんは身につけて

しまった。自然と人間との調和した世界を古今東西にわたって自らの目で発見していくすばらしい心をも

っている。こういう人がどんな心で仕事をするか。 

「ところが近来、特に戦後は建築がガラリと大きく変って、いわばアメリカ式のシャープさが大いに取

り入れられるようになりました。」 

「新しい建築にマッチしたさらに新しい額装が創られなければならない。あたくしはそう思って去年の

暮れあたりから、また新しい試みを始めています。」（301ページ） 
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 こういう無限に前進する心が、本当に人間の文化（物質的な文明ではない）を生み出す心というもので

あろう。 

 仕事とはこのように見て来ると人類の進歩の踏み台なのである。仕事によって人間はのびて行くのであ

る。言いかえれば人間は成長するためには、何か自分の仕事にまっしぐらに突込まなくてはならない。そ

こでおのれの生命をかけなくてはならぬのではないか。そういうものがないところに人間としての成長は

ないといってよい。 

 こういう仕事が、どこでもいつでも出来るように、社会の人々の力が向けられなくてはならぬのではな

いか。人に仕事をさせる企業の経営者の責任はまさにそこにあるのである。 

 人間は働くことを通じて、つまり仕事を通じておのれの生命の焔をもやしつづける。誰もがそうであろ

う。それを大事にすることが、人間を大切にすることであろう。 

 われわれは生きて行くということがあるから経済ということを考えなければならぬことは確かである。

特に近代の社会は人々が分業によって生きて行く社会となったから、経済もポリティカルエコノミーとい

う次元で処理されなければならなくなった。決して私経済ではなく公経済なのである。 

 しかし公経済も基本は人間を大切にする経済でなければならぬことは論をまたぬであろう。経済のたて

前が、経済のために人間を機械部品にし、疎外するようなことがあってはならぬことも言うまでもない。

この原則は誰もが反対しない所であろうが、しかし現実のこと、具体の場ではそうはならない。われわれ

はとかく人間であり、お互いに人間として生きて行くことに協業することが大切だということを忘れ勝ち

である。深く戒心すべき事ではないか。 

 職人衆は当世風でない仕事の仕方で、今は世の中の日の当たらぬ所に居るかもしれない。しかしそこに

は、人類という生物が、その生物としてのあり方を真実につきつめている姿を見せてくれている。そして

現代の社会がそれを忘れているから、日が当たらない。忘れている社会が間違っているのである。もう一

度社会は、物質万能、経済万能から人間の仕事に人間の生活に立ちかえらなくてはならぬのではないか。

それは社会の人々のすべてによって努力されなくてはならぬ。気の付く人からその努力がなされねばなら

ない。 

 わけて教育者は、そのことにこそ自分の仕事を発見すべきではないだろうか。それが教育にたずさわる

者の人間的仕事の実現の道であろう。この道は必ずしも平坦ではない。しかしその営みは、永遠につづけ

られねばならぬのである。 

「工芸でもなんでも、物は一代なんて気短な物指しじゃ計れない。良いものを作るにはどうしても二代

三代かかるようだねえ。」（ギヤマンの虹を大衆へ、235ページ） 

 これは岩田ガラスの岩田藤七さんの述懐である。 

「ええ？ 親子四代？ そうです。権勢の座は変転しますが、権力に関係なく町の片隅で手作りでやっ

ている名前もいれない手仕事というものは、連綿とシブトク続いて決して亡びるもんじゃありません

よ。」（多聞堂四代、306ページ） 

 これは岡村辰雄さんの述懐である。こうして人類の仕事はつづいて行くということであろう。その道を

歩く者のみが、道を知っているといえないだろうか。その生命の営みが、人の心に何かを残して行く。そ

して人類は生きつづけて行く。次々へと新たな文化が生まれて行く。その生の営みへの個体の参加が、そ

れが人の生きたあかしなのであろう。 


