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日本工芸産地協会では、2018 年 5 月 18 日 -19 日の 2 日間、
岐阜県高山市を舞台に「第 2 回 産地カンファレンス in 高山 2018」を開催しました。 
同市での開催にあたり、ホスト役の飛騨産業株式会社岡田贊三社長による

「飛騨の匠を育てる」と題した基調講演を行いました。
メインプログラムとして、工芸や地域の取り組みに精通されるゲストをお招きし、
2 つのパネルディスカッションを企画。
全体のテーマ「工芸と工業の次 −匠とともに考えるものづくりの地域と未来」に基づき
いま、あらためて問い直されるものづくりのあり方、地域や産地へ向かう眼差し、
次世代への技術の継承や想いについて、様々にお話いただきました。
本書は、その記録をまとめたものです。

2018 年 9 月
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はじめに
岡田明子（飛騨産業株式会社）　それではこれより「第 2 回産地
カンファレンス in 高山 2018」を始めさせていただきます。私、
本日司会進行を務めます飛騨産業の岡田明子と申します。どうぞ
よろしくお願いいたします。第 2 回産地カンファレンス in 高山
2018 では、「工芸と工業の次−匠とともに考えるものづくりと地
域の未来」をテーマに、工芸・産地の担い手が飛騨高山に集い、
これからのものづくりのあり方を問いかけます。そして、人づく
りやまちづくりを通じ、どのようにして地域に対する人々の関心
を集め、高めていくべきか。気づき、考える場とさせていただけ
れば幸いです。本日はこのカンファレンスに全国の工芸産地に関
わる個人、企業、そして工芸に関心のある方々にお集まりいただ
きました。遠路よりご参加いただきました皆さまに、あらためて
御礼申し上げます。また、本日は高山市の未来を担う高山工業高
校の 60 名の生徒さんにもご参加いただいております。さて、本
日は「飛騨の匠を育てる」と題しまして、地元・高山の飛騨産業
株式会社岡田賛三社長による基調講演をはじめ、各分野の第一線
で活躍をされております方々をお招きしてパネルディスカッショ
ン を予定しております。少しお時間長くなりますが、最後まで
よろしくお願いいたします。
　はじめに一般社団法人日本産地協会代表理事会長中川政七より
ご挨拶を申し上げます。中川会長よろしくお願いいたします。

中川政七（日本工芸産地協会会長）　こんにちは。本日は日本工
芸産地協会「第 2 回産地カンファレンス in 高山 2018」にお集ま
りいただきまして誠にありがとうございます。日本工芸産地協会
は、日本の工芸の未来を、つくり手が集まって自分たち自身で考
え、実行していこうということで立ち上がった組織です。昨年は
5 月に富山県高岡市にある株式会社能作さんの本社において「第
1 回産地カンファレンス」を行いました。そして本日、ここ高山
で第 2 回目のカンファレンスを実施できる運びとなりました。今
回の開催にあたり、飛騨産業さまをはじめ、高山市役所さま、高
山商工会議所さま、飛騨木工連合会様など地元の方々にはたいへ
ん多くのご協力をいただきました。また、経済産業省さま、文化
庁さま、中部経済産業局さま、岐阜県さま、中小機構さま、日本
商工会議所さまからもご後援をいただき、協会メンバー一同を代
表しましてこの場を借りて御礼申し上げます。ありがとうござい
ます。
　さて、日本工芸産地協会は昨年 11 社でスタートいたしました。
本年は新たに 3 社が加わり 14 社の集まりとなりました。せっか
くの機会ですので、会員企業の皆さまをご出席者の皆さまに紹介
させていただきたいと思います。まず、山形県より佐藤繊維株式
会社・佐藤社長さま。岩手県より及源鋳造株式会社・及川社長さま。
福島県より株式会社保志さまですが、本日は会社イベントの都合
によりご欠席となっております。続きまして、東京都より土屋鞄
製造所の土屋代表さま。千葉県より菅原工芸硝子の村田営業部長
さま。新潟県より株式会社玉川堂・玉川社長さま。富山県より株

式会社能作・能作社長さま。福井県より有限会社山口工芸・一橋
社長さま。本日のホストでもあります、岐阜県飛騨産業株式会社・
岡田社長さま。奈良県より株式会社中川政七商店・仙石社長さま。
三重県より有限会社山口陶器・山口社長さま。大阪府から堀田カー
ペット株式会社・堀田社長さま。香川県より有限会社中村節朗石
材・原さま。長崎県より有限会社マルヒロ・馬場社長さまです。
そして、当協会では JR 西日本さまと日本政策投資銀行さまにも
ご協賛をいただいております。本日は日本政策投資銀行さまから
地域企画担当の中村さまにお越しいただいております。本日は以
上のメンバーで皆さまと多くの学びとそして気づきをたくさん得
る会になることを願っております。以上、私からのご挨拶とさせ
ていただきます。ありがとうございました。

岡田明子　中川会長ありがとうございました。続いては第 2 回産
地カンファレンス in 高山 2018 の開催にあたり、開催地を代表し
高山市副市長西倉良介さまよりご挨拶を頂戴いたします。西倉副
市長よろしくお願いいたします。

西倉良介（高山市副市長）　みなさんこんにちは。ご紹介いただ
きました地元・高山市副市長の西倉と申します。どうぞよろしく
お願い申し上げます。今日、本当は市長の國島が来てご挨拶させ
て頂くところをどうしても抜けられない会議がございまして、代
わりに私より、人口 89,000 人の地元高山市を代表しましてお祝
いのご挨拶をさせていただきます。本日は日本工芸産地協会さ
まの第 2 回産地カンファレンスに全国各地からのつくり手の皆さ
ん、会員企業の皆さん、関係者の皆さん方多数お集まりいただき
まして、誠に盛大に開催されますことをお祝い申し上げます。ま
た、多くの方に高山の地に来ていただき、このように盛大に開催
いただけることをほんとうに感謝申し上げる次第でございます。
今ほど中川会長の方からお話がございましたように、全国各地の
リーダー的なつくり手の皆さんが集まられて、そしてお互いに切
磋琢磨されて、ものづくり大国日本をつくっていこうということ
で、たいへん素晴らしい指針を持った会だというふうに思ってお
ります。そうした会がこの地で開催されることを本当に光栄に
思っているところでございます。若干、時間をいただきまして高
山の紹介をさせていただければと思います。
　今ほどですね、ヴァイオリンの演奏がございました。クレモナ
というイタリアの都市、ヴァイオリンの名器ストラディバリウス
が誕生した地なのですが、そこで工芸品として製造されました白
木のヴァイオリンを高山へ持って来て、高山の飛騨春慶塗を施し
て東京の弦楽器屋さんで弦を引いていただいた。そういう、日本
に 4 丁しかない貴重な弦楽器（図 1）でございます。これまでの技
術と新しい取り組み、そうしたもので地域の産業を一層活性化し
ていきたい。さらには新しい芸術文化をつくり上げたいと思い、
取り組ませていただいているところでございます。高山市の人口
は、先ほど申し上げた通り 89,000 人です。平成 17 年に合併しま
して、東京都と同じ 2,177 ㎢という大きな市になりました。ただ、
人口が少ないということで、これからだんだんとそうした課題が
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顕著になってくるのかなというふうに思っています。広い面積の
うちで 92% が森林です。昔から飛騨は山の国、木の国というふ
うに言われておりますように、木工の技術が盛んです。飛騨の家
具も有名ですし、先ほどの春慶ですとか飛騨一位一刀彫など、しっ
かりとこの地に根付いております。その代表たるものが高山祭の
屋台でして、これは全国各地の山鉾と一緒にユネスコの無形文化
遺産に登録されました。さらに飛騨の匠の技がいまなお培われて
いるということで、日本遺産の認定も受けているところでござい
ます。そうしたものづくりの国でして、寒冷地野菜として、トマ
トやキュウリ、ホウレン草なども全国有数の産地ですし、飛騨牛
も非常に名前が知れているのかなと思っております。そうしたも
のづくりの匠の意志というか気持ちを、どのように次の世代にバ
トンタッチしていくか、それが大きな課題だと思っています。
　今日はこの場に、高山工業高校の生徒さんたちも来ていただい
ていると聞いております。彼らはまた新しい飛騨の担い手の一人
になってくると、私どもも大いに期待させていただいております。
今日、この会議が次の日本を背負う若者たちにとって、また次の
時代を担う人たちにとって、有意義な場となりますことを心から
祈念を申し上げますとともに、私どもも一緒になって勉強させて
いただきたいと思っております。最後になりますが、日本工芸産
地協会の益々のご発展、そして今日この場にお集まりいただいた
皆さま方のご健勝とご活躍を、心から祈念申し上げましてお祝い
のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日は誠におめでと
うございます。どうもありがとうございました。

岡田明子　西倉副市長、ありがとうございました。ここで第 2 回
産地カンファレンス in 高山 2018 開催に際しまして、本日、公務
のため残念ながら欠席となりました参議院議員・林芳正さまより

祝電にてお祝いのお言葉をいただいておりますので、披露させて
いただきます。

” 日本工芸産地協会、第 2 回産地カンファレンス in 高山が盛
大に開催されますこと誠におめでとうございます。今年は東京
からのお祝いとなりましたが、本日お集まりの皆さまの闊達な
議論により、日本の工芸の未来を切り開いていく原動力が生ま
れ、互いの知識と経験を持ち寄り、地域創生、地産の未来に
つながっていくことと期待しております。開催にあたりご尽力
されました関係者の皆さまに敬意を表しますとともに、日本工
芸産地協会の益々のご発展、ご参集の皆さまの益々のご健勝
をお祈り申し上げます。
平成 30 年 5 月 18 日  参議院議員  林芳正  ”

　それでは、基調講演へと進めて参りましょう。最初に講演いた
だきますのは、地元・高山市に拠点を持ちます飛騨産業株式会社
代表取締役社長・岡田贊三です。岡田社長はこれまでに、株式会
社富士屋代表取締役社長などを務め、2000 年に飛騨産業株式会
社代表取締役社長に就任。廃棄されていた木の節を使った「森の
ことば」シリーズや国産材を圧縮加工して使用した「HIDA」シ
リーズなど、ヒット作を次々と生み出しました。また、生産体制
の見直しや国内外の有名デザイナーとの協働など開拓を行った結
果、就任から 14 年で年間売り上げ 50 億円を達成。近年は若手育
成を目的とした飛騨職人学舎の設立。また、カンブリア宮殿など
のテレビ出演と活躍の場を広げています。本日は「飛騨の匠を育
てる」と題してお話いただきます。それではさっそく、ご登場い
ただきましょう。岡田社長、よろしくお願いします。
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（図１）高山市とクレモナ市が共同製作した飛騨春慶塗弦楽器｜提供：高山市
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基調講演
「飛騨の匠を育てる」 
    
飛騨産業社長 岡田 贊三
岡田 贊三（以下、岡田）　皆さ
ま、こんにちは。「日本工芸産
地協会」が発足しまして、第
2 回目の産地カンファレンスを
この高山で開いていただきまし
たこと、たいへん光栄に思って
おります。また、交通の不便なこの高山に全国からお集まり
いただきましたこと、本当に心から感謝申し上げます。先ほ
ど、副市長からもご説明がありましたけれど、飛騨はたいへ
ん面白いところです。この街を私たちは背負っていき、将来
にも栄えさせていくために「いま我々は何をすべきか」と
そんなことを考えて仕事をしているところでございます。 

飛騨産業という会社

　私どもの「飛騨産業」という会社をざっとご説明いたします。
2011 年、街の中にありました工場を山の中へ移転して、本社工
場を建てました。街の中に工場があった頃は、近所に木屑が飛ぶ
とか騒音だとか、色々ご迷惑をかけていましたが、いまは森に囲
まれ、たいへん環境のいいところで仕事をさせていただいており
ます。中央に見えますのが 本社工場、その右奥に本社事務棟と
第二工場がございます（図 2）。少し離れた場所に廃校になった学
校の校舎がありまして、そちらを本社として、私ども飛騨産業で
使わせていただいております。飛騨産業は大正 9 年に設立されま
した。今年で 98 年になりまして、あと 2 年で 100 周年を迎える
ことになります。なんとかこの 100 周年をしっかりと迎えて、次
の 200 年に向かって確かな足取りで進めるように体制を作りたい
と思っております。

◆会社概要   

設立：1920 年（大正 9 年）

資本金：1 億円　年間商売額：50 億円

従業員：460 名（パート社員含む）

事業内容：家具インテリア用品の製造販売・自然エネルギー

による発電事業・林業、製造業

　　　　　　   （図 2）本社工場｜提供：飛騨産業株式会社

　高山は東京都とほぼ同じ面積があります。その面積の中に人口
が 89,000 人しかいないのですから、一人当たりに自然の量を割
り当てた場合、たいへんな量だと思っております。また、飛騨は

森林資源が豊かで、縄文系の人間が多いと言われていて、私も縄
文系の顔かなぁと思っております。

様々に語り継がれる「飛騨の匠」

　この地域には、「飛騨の匠」という言葉が代々伝わっておりま
す。律令時代に公課であった「租庸調」の租と庸を免除され、都
造りのために毎年 100 人の匠が技術を活かして都へ行っておりま
した。それが約400年以上続いていたわけですね。飛騨と都はずっ
とつながっていた。「飛騨の匠」には、そういう歴史がございます。
万葉集の中に「かにかくに　物は思はじ　飛騨人の　打つ墨縄の　
ただ一道（ひとみち）に」*1 という句がございますが、これは恋
の歌なんですね。飛騨人の打つ墨縄がまっすぐであることから、

「私の思いはあなたにまっすぐですよ」という意味で歌われたそ
うです。万葉集の歌に詠まれるくらい、「飛騨の匠」の仕事は知
られていたということが伺い知れます。*1）万葉集 11 の 2648 作者不明

　そのほか、葛飾北斎はたいへん沢山の「飛騨の匠」の物語を描
かれておりましたし、色々なところで講談にでてきたり、「飛騨
の匠」にちなんだ様々な伝説がございます。戦国時代には、金森
長近（かなもり ながちか）という武将が飛騨高山藩を治めます。
その孫である金森重近（かなもり しげちか）、雅号・宗和（そう
わ）という方は、たいへん茶の湯に秀でた茶人だったそう。当
時、千利休と金森宗和は双璧だったのですが、千利休は武家のお
茶、金森宗和は貴族のお茶ということで「宗和流」という流派を
開き、皇室などでも茶の指導をされていたということを聞いてお
ります。こちらの図（図 3）は、高山城だったところですね。高山
の街は、まっすぐ碁盤の目のようにして開かれました。東にはお
寺があり小京都と呼ばれたりもする、そんな街でございます。そ
の後、江戸幕府の直轄になりまして、「高山陣屋」*2 というのが
開かれます。そして幕末まで来るわけですけども、この山奥にな
ぜ直轄地の陣屋ができたのか。高山は地理的に日本の中央でもあ
るということで、いわゆる関所のような形、あるいは近くにあり
ます金山の「金」を収めるためなど、諸説あると聞いております。 
*2）高山陣屋：国指定史跡。元は高山城主金森氏の下屋敷の一つで、飛騨が徳川幕府の直

轄地となってからは、この場所で飛騨の政治を行った。陣屋と呼ばれる役所が残っている

のは、全国でも高山だけ

　そういった匠の伝統を引き継いだ遺物が、高山祭の屋台であり
ますとか、高山には日下部邸や吉島邸など、木をふんだんに使い、
木組みを生かした素晴らしい木造家屋がたくさん残っております。

（図 3）スライド提供｜飛騨産業株式会社
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1920 年にスタートした西欧家具づくり

　私ども飛騨産業は、1920 年「中央木工株式会社」の名で始ま
りました。西欧の曲げ木の技術と地元の技術を融合し、西洋家具
を誕生させ、世に送り出していきました。西洋家具など見たこと
のない飛騨高山の人たちですから、最初はドイツの家具ブランド・
THONET *3 の模倣をしながらスタートした訳ですけども、たい
へん苦労をしたと聞いております。
*3）THONET : Michael Thonet( ミヒャエル・トーネット ) によって 1819 年に設立され

たドイツを代表する家具ブランド。曲木技術を完成させ、世界で初めて曲木家具の大量生

産に成功したメーカーという歴史的な実績を持つ

　昭和初期には、生産量もたいへん増えました。当時の時代背景
もあり、輸出をどんどん行うことによって栄えていきました。戦
時中は、木工技術を活かした軍需産業として、燃料用の落下タン
クを大量に作りました。戦闘機に油（燃料）を積んで、空になっ
たら捨てていくため、燃料用のタンクが大量に必要だったのです。
それと並行して木製飛行機の製作にも取り組みましたが、その飛
行機が完成して飛んだ頃、終戦を迎えました。木製の飛行機を飛
ばすことはできても、鉄でできた飛行機とはスピードが違うので、
おそらく戦争に行ってもダメだったろうと、当時を知る方から聞
きました。戦争後は、平和産業として栄えていきました。飛騨高
山は寒い地域ですから、コタツを使ったりですとか、戦争で怪我
をされて帰ってきた方々のために、松葉杖などを作り始めました。
そして、家具を作りアメリカや韓国へ輸出を展開する企業となり
ました。高度経済成長期は「同じものを毎日毎日作っても、売れ
て売れて仕方がなかった」と聞いております。大変羨ましいよう
な時代でした。そんな中、円高も進んでまいりまして、輸出産業
から国内産業に舵を切ることになりました。そして一般家庭向け
に「穂高」というシリーズを発表したところ、雑誌『暮しの手帖』
の初代編集長の花森安治 *4 さんに大変気に入っていただいたそ
うです。
*4）花森安治：『暮らしの手帖』初代編集長。表紙画、挿画、レイアウト等、一冊の隅々

まで手掛け、世に「カリスマ編集長」と呼ばれた

　当時、「メーカーのものは絶対に褒めない」と有名だった『暮
しの手帖』で特集を組んでいただいたり、「飛騨産業の家具は安
心して読者の皆さんに提供できる」と太鼓判を押していただきま
した。紙面で通信販売を行っていただいたり、東京で展示会が行
われる際には、花森さん直筆のタイトルを書いていただいたそう
です（図4）。その後、技術が認められるようになり、皇居の新宮殿「千
草・千鳥の間」という待合室に、飛騨産業の家具が収められまし
た。そのように過ごしてまいりましたが、高度経済が終わり、バ
ブルが崩壊し、大変厳しい状況になっておりましたとき、私はこ
の会社に参りました。

バブル崩壊後、素人の” やけくそ” の発想から生まれ
た「森のことば」

　バブル崩壊後の大変厳しい状況の中で、素人のやけくその発想
と言いますか、無駄にされていた「木の節を主役にした家具」を

作ろうということで「森のことば」シリーズ（図 5）を発表したと
ころ、これが大当たりをいたしまして、起死回生のシリーズにな
りました。私共にとっては、たいへん記憶に残る製品となってお
ります。ネーミングも「森のことば」という、なにかとても響き
のいい言葉ですし、主役の「木の節」が全く不自然ではない形で
収まっているということで、いまでも当社のトップ商品となって
おります。「木の節を無駄にしない」という思考から、次に私は「国
産材の杉を使ってみたいなぁ」と、そんな思いを持つようになり
ました。「国産材の杉」を生かすために、なにか道はないかと色々
検討し、勉強させていただく中で到達したのが、圧縮技術の開発
です（図 6）。
　杉の特徴はとても軽く、木目がまっすぐで美しい。質感にも温
かみがあり、日本国内で安定供給が可能な素材です。ですが素材
としては柔らかく、強度を必要とする家具用材としては短所でも
ありました。そんな杉の木を、圧縮することによって普通の効用
ある木と同じくらい強度のある木にすることができるということ
がわかりました。そこに、私どもが得意とする曲げ木の技術を応
用しながら、完成させて参りました。
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（図 4）花森安治さん直筆 | スライド提供：飛騨産業株式会社

  （図 6）圧縮技術の可能性｜提供：飛騨産業株式会社

  （図 5）森のことば｜提供：飛騨産業株式会社



10

　その後、2003 年には「飛騨杉研究開発共同組合」を発足し、
生産体制を整えました。イタリアの工業デザイン協会の会長を
務められるエンツォマーリ氏（図 8）との出会いもありまして、彼
にデザインをお引き受けいただき、2005 年にミラノ・サローネ
にて世界に対し「HIDA」というシリーズを発表いたしました。
その後、杉の圧縮技術をさらに発展させ「柾目圧縮」*5 という
技術を開発。川上元美さんという日本でも有名なデザイナーに

「KISARAGI（如月）」（図 7）というシリーズを手掛けていただき
発表したところ、2014 年にはグッドデザイン賞の中でも滅多に
取れない金賞を受賞いたしました。
*5）柾目圧縮：杉を丁寧に加圧プレスすることで、強度を持ちはじめて柾目での使用が可

能となった。「柾目」とは、板を製材したときに現われる年輪などの模様、木理のこと。板目、

柾目、杢目に大別される

　そんな中で、私は『甦る飛騨の匠』という大それたタイトルの
本を出版させていただきました。するとたまたまその本が、「カ
ンブリア宮殿」の番組ディレクターの目に止まりまして、2017
年 11 月 30 日に放映をしていただきました。番組の中で村上龍さ
んが、私どもの椅子に腰をかけましたところなかなか立ち上がら
ないものですから、小池栄子さんが「どうしたんですか？」と聞
くと、村上さんが「いやぁ、座り心地がいいというよりも、立ち
上がりたくないんだよ」と仰いました。その言葉が私どもにとっ
て、たいへん素晴らしいキャッチコピーになってくれました。以
降「カンブリア宮殿」の効果から、「番組で紹介された座り心地
のいい椅子だ」と、未だにお客様が来ていただいているという、
たいへん有り難い結果を生みました。

「飛騨の匠」、職人の育て方

　このあたりで今日のテーマである、我々は「職人をどう育てて
いくか」というお話を進めていきたいと思います。今から 5 年前
に「飛騨職人学舎」という職人養成校を発足いたしました。この
学舎では、相撲部屋みたいに寝食をともにしながら、腕を鍛えて
人間性を磨く。そこで生まれる職人たちの若い技術力を、間も無
く創業 100 年を迎える飛騨産業の「次なる 100 年を目指す足場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

としたい　　　　　　としたい」。そんな思いでスタート致しまし
　　　　　　　　　　た。しかし、これは私ども飛騨産業だけで
　　　　　　　　　　はなくて、「日本にそういった職人を送り
　　　　　　　　　　出すような会社になっていきたい」と、そ
　　　　　　　　　　んな思いもございました。そのため学舎を
　　　　　　　　　　卒業した人間は、飛騨産業にどうしても残
　　　　　　　　　　らなければいけない訳ではなく「よそへ
　　　　　　　　　　行ってもいいんだよ」と、私のちょっと甘
　　　　　　　　　　い思いを伝えたところ、さっさと辞めて行
　　　　　　　　　　く奴もおりまして「ちょっとこれは困った
　　　　　　　　　　なぁ」ということで、「できれば残って欲
　　　　　　　　　　しい」と、この頃は言っております（笑）。
　　　　　　　　　　　そもそも職人学舎のアイディアがどこか
　　　　　　　　　　ら生まれたかと言いますと、神奈川県横浜
　　　　　　　　　　市で「秋山木工」という木工会社を営む、
すごい職人のオッサンがおりまして、彼は「日本で本当の、一流
の職人を育てるのが私の使命だ」と言って「秋山学校」*6 という
のをつくっているんですね。
*6）秋山学校：「秋山木工」独自の職人養成のための研修制度。1 年目は「学校」、2~5 年

目までが「丁稚」、6~8 年目は「職人」と 8 年の制度

　その話を聞いて、彼の講演を聴きに行きました。「面白いなぁ！」
と思い、講演後に名刺交換をしたら、彼が「本当の職人は飛騨で
つくるべきだろう。飛騨で職人学校をつくろうよ！」というよう
なことを言ってくれまして、私も乗りやすいタイプなので、「そ
うだなぁ！じゃあやろう！」とすぐにその気になりました。その
後、秋山さんに高山へ来ていただき講演会を開き、話を進めてし
まったというのが実情でございます。2014 年に早速第一期生を
迎えました。女の子も男の子も丸坊主にして、決意を持って入学
してくれました。午前中は工場で研修をいたします。そして午後
からは各自研修に入るわけですけれども、毎日毎日、日曜日も祭
日も何にもなくて休みはお盆と正月だけ。夜明けとともに起きて
ランニング、当番が朝飯を作り、会社で研修。終わったら夜は夜
で 1 日の記録を整え、ノミを解いだり、カンナを研いだり。そし
て寝るのは 10 時過ぎだという風に聞いております。若いのに本
当によく頑張っているなぁと、私は彼らを尊敬の眼で見ておりま
す。
　入学当時は全員丸坊主にしますし、携帯電話も恋愛も禁止。2
年間は修行に一途に取り組むという、そんな若い子がこの時代に
おるかなと本当にびっくりしました。会社の近くに素晴らしい古
い民家が空いておりまして、生徒たちはそこで共同生活をしてお
ります。一緒に食事を作り食べ、ここで育った彼らは一生涯の心
の友達を得る、そんなチャンスにもなっております。そして、ご
両親をはじめ、高山市長にも来ていただいて卒業式を行います。
卒業式がまた感動的なんですね。卒業製作のテーマは、「あなた
がこれまで一番お世話になった人のための家具」です。だいたい
皆さんお母さんのために作るんですね。お父さんのためっていう
のはなかったですね。これまで掃除の一つもしたことがなかった
我が子が、掃除もするし挨拶もするし、こんなに素敵な家具を作っ
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      （図 7）KISARAGI ｜提供：飛騨産業株式会社
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てくれたと言って、感動して涙ぐまれる親御さんの姿をみると、
私も本当に「この学校をつくってよかったなぁ」という思いをし
みじみと感じさせていただきます。

◆飛騨職人学舎概要

設立目的：伝統の心と技術を大切に受け継ぎ、世界中の人々に

感動と喜びを伝えることを生きがいとする、技能と人間力を兼

ね備えた一流の木工家具職人の養成、および次世代への文化継

承に寄与することを目的とする。

理念：当学舎は卓越した技能者を育成するのはもとより、優れ

た人間性を育むことに教育目標の重点を置き、下記の理念に基

づいて行動する。

1. 感謝、思いやりの心

現在あるのは自分の親や周りの人たちのおかげであるというこ

とを認識し、常に感謝の心を持ちながら、技術の習得に励む。

2. 状況判断

今の置かれている状況を的確に判断し、その場に応じた行動を

取れるように、常に考える習慣を付ける。

3. 段取り

無駄な労力や時間、材料を費やさないため、効率的に目的に辿

り着ける方法や時間配分を考えて準備する。全ての仕事は段取

りで決まることを念頭に作業し、物事を筋道立てて考えられる

よう意識する

目標：2 年間の共同生活を通じて、職人としての生活習慣や考え

方を身につける。

職人学舎：

・1 年目　 徹底した手加工技術の習得。

・2 年目　 機械加工での家具製作を通じて、木製家具の知識・

技能を習得する。

・3,4 年目　現場力を身に付ける。図面を見て製作でき、造作

家具の現場取り付けができる。また、施主、設計士と製作にお

ける交渉ができる。また、自分の作業の合間を見て後輩の指導

を行うことができる。

・5 年目以降　技術はもちろん家具製作の工程・構造を理解で

きる。また、会社全体やそれぞれの活躍の場でリーダーとなれ

るように、皆を統率していける人材になることを目指す。

　以上のような形で、プログラムをつくっております。では、学
舎の諸君、登場してください（図 9）。

◆『職人 心得 30 箇条』

「おはようございます！」「ありがとうございます！」大きな声で基本の挨

拶をする練習から始まり、１日のスケジュールを確認し、そのあと全員で

『職人心得３０箇条』を唱和します。

1. 挨拶のできた人から現場に行かせてもらえます。気持ちのよい挨拶は、人

 を笑顔にします。積極的に挨拶をすることで、周りを活気づけることがで

 きます。

2. 連絡・報告・相談のできる人から現場に行かせてもらえます。情報を共

 有することで、周りも自分もスムーズに作業が進みます。また、周りの人

 に安心していただけます。

3. 明るい人から現場に行かせてもらえます。いつも明るくしていると、自然

 に周りも明るくなります。また、人が集まりお仕事がいただけます。

4. 周りをイライラさせない人から現場に行かせてもらえます。その場の空気

 を感じ取り、相手の目線で考え、素直に行動に移すことで、自分の人間性

 も高まります。

５. 人の言う事を正確に聞ける人から現場に行かせてもらえます。指示された

 内容を正確に理解し、素直に行動に移すことで、自分の人間性も高まります。

６. 愛想よくできる人から現場に行かせてもらえます。いつも愛想よくして

 いると、周りの方々に気持ちよくお仕事をしていただけます。

７. 責任を持てる人から現場に行かせてもらえます。責任を持って仕事をす

 ると、緊張感が生まれ、集中して取り組むことができ、そして自分の技術

 力も上がります。

８. 返事をきっちりできる人から現場に行かせてもらえます。わかっているの

 かいないのか、はっきりと意思表示をすることで、仕事のミスをなくします。

９. 思いやりのある人から現場に行かせてもらえます。常に相手のことを自

 分のことのように考え、行動することが大切です。

１0.おせっかいな人から現場に行かせてもらえます。相手のためを思うなら、

 嫌がられても、言うべきことを言ってあげることも大事です。

11. しつこい人から現場に行かせてもらえます。限界を決めず、技術も人間

 性もとことん追求していくことが大切です。

12. 時間を気にできる人から現場に行かせてもらえます。時間は止まってく

 れません。今できることを考え、一瞬一瞬を無駄にしないことが大切です。

13. 道具の整備がいつもされてる人から現場に行かせてもらえます。道具を

 整備していることで、すぐに仕事に取りかかることができます。また、道

 具は一生自分を助けてくれる相棒です。整備することで感謝の気持ちを表

 します。

14. 掃除、片付けの上手な人から現場に行かせてもらえます。掃除、片付け

 は仕事の最後の仕上げであり、 次の仕事の段取りにつながるので大切です。

15. 今の自分の立場が明確な人から現場に行かせてもらえます。今の自分の

 立場をわきまえ、何をすべきかを考えて、素早く行動することが大切です。

16. 前向きに事を考えられる人から現場に行かせてもらえます。これからど

 うなりたいのか考え、どんなことでも前向きに取り組むことで、必ず成長

 できます。

17. 感謝のできる人から現場に行かせてもらえます。周りの方に支えていた

 だいていることに感謝し、行動することが大切です。

18. 身だしなみのできている人から現場に行かせてもらえます。身だしなみ

 の乱れは心の乱れです。社会人のマナーとして、また、安全に作業する

 ために大切です。岡田社長
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19. お手伝いのできる人から現場に行かせてもらえます。周りの人が何を望

 んでいるのかを考え、行動することが大切です。

20. 道具を上手に使える人から現場に行かせてもらえます。道具を手足のよ

 うに使えることで、感動していただけるものを作ることができます。

21.自己紹介のできる人から現場に行かせてもらえます。自己を見つめ直し、

 自分の良いところを相手に知っていただき、日本人としての夢を語れるこ

 とが大切です。

22. 自慢のできる人から現場に行かせてもらえます。お客さまのために、ど

 のようなものをどんな工夫をして作ったのか、説明できることが大切です。

23. 意見が言える人から現場に行かせてもらえます。さまざまな考えを共有

 し、より良いものを作ろうとすることが大切です。

24. お手紙をこまめに出せる人から現場に行かせてもらえます。感謝の心を

 自分の字で表すことで、より一層想いが伝わります。

25. トイレ掃除ができる人から現場に行かせてもらえます。一番汚れる場所

 を磨くことで、自分の心も磨かれます。

26. 電話を上手にかけられる人から現場に行かせてもらえます。相手の顔が

 見えない分、簡潔にわかりやすく伝えることが大切です。

27. 食べるのが早い人から現場に行かせてもらえます。食べることにも段取

 りが必要です。農家の方や、食事を作ってくださった方に感謝をし、無駄

 なくおいしくいただくクセをつけることが、仕事にもつながります。

28. お金を大事に使える人から現場に行かせてもらえます。お金の生まれる

 過程を正確に理解し、感謝して使うことが大切です。

29. そろばんのできる人から現場に行かせてもらえます。計算を速くするこ

 とで、仕事と材料を効率的に使うことができ、お客さまに喜んでいただけ

 るものが作れます。

30. レポートがわかりやすい人から現場に行かせてもらえます。その日学ん

 だことをわかりやすく書こうとすることで、もう一度身に付き、 日々を２

 倍速で学ぶことができます。

　こういった若い人たちが私どもの工場の中に毎朝入ってくれて
います。卒業生も工場の中で働いています。そうしますと先輩も
いい加減な仕事はできない、同僚も彼らに負けたくない。各自に
切磋琢磨し、工場の中がたいへん活性化されてきたことも、私た
ちにとってはありがたいことだと思っております。また、飛騨職
人学舎の卒業生が、技能五輪全国大会に出まして数々の賞をとっ
てくれております。こういう形で職人を育てながら、現在のビジ
ネスをしっかりこなしながらやっていきたいと思っております。
全力で頑張りますので、今後ともよろしくお願いします。ありが
とうございました。（終）

  （図 9）飛騨職人学舎生徒さん登壇の様子 | 提供：飛騨産業株式会社

   （図 8）エンツォマーリ氏｜提供：飛騨産業株式会社
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パネルディスカッション ①
　「工芸と工業の次」

　　哲学者・鞍田 崇

産地とは、
　「物」が生まれて
　　　　育まれる場所

モデレーター・鞍田 崇（以下、鞍田）トップバッターとして、
まずは私の方から「工芸と工業の次」というテーマについて、趣
旨説明を行いたいと思います。その後、赤木明登さん、中川政七
さんという順番で、それぞれのご活動とこのテーマに関するご意
見を伺い、その上でディスカッションという流れで進めていきた
いと思います（図 1）。先ほど、飛騨産業株式会社の岡田社長より「職
人学舎」というお話がありました。それを受けて、そもそも「学
校」ってなんだろうなということから、僕のお話を始めます。

 スコレー。囚われから離れた「学びの場」

　と言いますのも、いま我々が集まる「カンファレンス」という
この場も、言ってみれば「学校」ではないかと思うからです。日
常的にはみなさんそれぞれに仕事があり、日々の業務の中で一生
懸命働いていらっしゃる。そうした背景を持ちながらも、ちょっ
と頭をリセットして意見交換をしたり、次に生かしていくための
色んな知恵とかアイディアを得ようという場。それがこのカン
ファレンスなのですから。
　ところで、「学校」を意味する英語「スクール（school）」の
語源は「スコレー（schole）」という古代ギリシャ語なのですが、
これはもともと「閑暇（ひま）」を意味した言葉なんですね（図 2）。
要は「時間がある」と。でも、ただそれだけでなく、あくせく働
いている最中だと「こんなことを考えている余裕がない」と素通
りされる事柄について、あえて日々の仕事から離れて考える時間
のこと。チョット俯瞰してみる感じでもあるでしょうし、さらに
進んで、「利潤を上げよう」とか、「注目を集めてやろう」といっ
た、ふだん心を占めている個人的な利害関心から離れて客観的に
考えてみることでもあります。そういう意味では、囚われのない

「自由」な精神状態でもあって、「余白」が保たれた心のありよう
とも言えるでしょう。囚われから敢えて身を離し、心の余白を保
つことで、普段は気がつかない「問い」を発見し、そこから新た
な気づきを得たりする。「学校」というのは本来そういう場を意
味しました。
　ですので今日はぜひ、しばしの間、日常の利害関心からは離れ
てみてください。心に余白を設けて、客観的・大局的・長期的に、
囚われから離れた自由な感じで「工芸と工業の次」について考え
てみましょう。わずかな時間ではありますが、そんな雰囲気を分
かちあう場になればと思っています。

いま問われている、「次」とはなにか

　さて、「工芸と工場の次」という本日のタイトルですが、一番
大事なのは、「次」というところでしょう。この「次」には、一
体どういう意味が込められていると考えられるか。それについて、
四点ばかり簡単に整理してみます。

1. 時系列から見た「次」
　歴史を遡ると、近代化される以前の「手仕事」にベースを置
いた「工芸」がまずありました。そこに産業化・機械化された「工
業」が台頭してきて、世の中全体が、一気にウワーッと近代化
される動きが続いてきたわけですね。ここまでがザッと20世紀。
ところが当然、時代はすでに 21 世紀である訳で、20 世紀と同
じことをやっていてもしょうがない。時系列的に 20 世紀の「次」
を考えなければならないという視点が、一つ目の「次」です。

2. 物づくりと社会の関係から見た「次」
　そうは言うものの、日本の物づくりについていえば、停滞し
て久しい。社会全体の流れとして見た場合、日本は 1990 年代
には工業化を終え、「ポスト工業化社会」というステージに入っ
ています。簡単にいえば、製造・生産ではなく、消費を基軸と
する社会、消費が経済活動の中心になった社会です。
でも、そうしたステージもすでに 30 年が経とうとしています。
このままずっとポスト工業化なんでしょうか？そろそろポスト
工業化社会の「ポスト」へと移行すべき時期なんじゃないでしょ
うか。つまり、いま問われているのはポスト工業化の「次」の
社会像ではないかと思うんです。物づくりから撤退したポスト
工業化社会の「次」をそろそろ考えなきゃいけない。それって
なにかと考えると、ふたたび物づくりを軸とする社会ではない
か。そこを考えましょうというのが、二つ目の「次」です。

3. 物づくりのカタチから見た「次」
　では、ふたたび取り組まれる物づくりのあり方ってどういう
ものなのでしょうか？　工業化、さらにポスト工業化の 20 世
紀の中で見失われてしまったものはなんだったのか。先ほど飛
騨職人学舎で学ぶ若者たちから、「手加工」への憧れが繰り返
し口にされたように、ここへきて、工芸ならではの丁寧な物づ
くりの評価が高まっている。それは工業の現場でもそうだと思
います。他方で、工業以上に深刻な工芸業界の状況を鑑みたと
きに、流通やブランディング等の再検討を進めるとともに、工
業の要素や視点を取り組む形で、近代化・合理化・効率化を図
ることが求められている。まとめていえば、工芸と工業のハイ
ブリット。これが、これからの物づくりのカタチであり、三つ
目の「次」です。

4. 「工芸」から見た「次」
　このことは見ようによっては、新たな工芸の在り方が問われ
ているということでもあるでしょう。このカンファレンスの主
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催者は、工業ではなく、工芸を掲げる「日本工芸産地協会」です。
そもそも果たして「工芸」に足りないのは、工業的な視点だけ
なのでしょうか？　いまなぜあんなに、若い子たちは「手加工」
と熱く語るのでしょうか。別に、単純に昔の工芸に戻ろうとい
うことではないでしょう。とすると、「いまこの時代だからこそ、
問われている工芸性ってなんなの？」ということをもう一回真
摯に考える必要があるんじゃないか。もしかしたら、工業化・
ポスト工業化のただ中で、工芸自身が見落としていた自らの「本
質」を再発見することが求められているのかもしれない。そう
いった点を踏まえつつ、「工芸」と「工業」の次だからこその「工
芸」。かつての工芸に戻るのではなくて、いまだからこその「工
芸」ってどういうものか？ということを最終的には考えてみた
いというのが四つ目の「次」です。まとめるとこういう四つ。

　1. 時系列から見た「次」—21 世紀は、20 世紀の「次」を考え

　　なければならないのでは ?

　2. 物づくりと社会の関係から見た「次」—ふたたび物づくり

　　をする社会

　3. 物づくりのカタチから見た「次」—「工芸」と「工業」の

　　ハイブリッド

　4.「工芸」から見た「次」—「工芸」と「工業」の次だから

　　こその工芸

　このような視点、問いかけから、「工芸と工業の次」について
3 人で揉んでいきたいのですが、あともう少し、僕の方から関連
するお話をいくつかご紹介させていただきます。

「無数の小さな矢印の時代」としての 21 世紀

　まず 21 世紀をどうとらえるかについて。こちらは、一昨年急
逝された建築家の小嶋 一浩 *1 さんが、最初で最後の書下ろし著

作となった『小さな矢印の群れ』という本の巻頭に掲げられた図
です（図 3）。ここには、21 世紀の社会イメージが端的に示されて
いるように思われます。
*1）小嶋 一浩（こじま かずひろ）：1958 年大阪府生まれ。東京大学大学院博士課程在学

中〈シーラカンス〉を設立。CAt（シーラカンスアンドアソシエイツ トウキョウ）に改組し、

パートナーを務める。2005 年〜 11 年東京理科大学、11 年より横浜国立大学建築都市スクー

ル（Y-GSA）で教授を務めた。食道がんにより 2016 年 10 月 13 日逝去

　20 世紀は、爆発的に増える人口に対応するべく、政治も経済も、
教育も産業も、効率性が重視され、均一化・画一化を基調とした
時代でした。こうした時代状況を、小嶋さんは、「一つの大きな
矢印の時代」と言い、それに対して「21 世紀は、無数の小さな
矢印たちの蠢きに応答していくような時代じゃないか」と言いま
す。たとえば、建築を例に取ると、風や音、光など、時々刻々と
うつろい変化し流れているものを一義的に制御しようとするので
はなく、それらに身を委ねるような空間を志向する感じです。
　人口減少期を迎えるこれからの日本社会において、この「無数
の小さな矢印」というイメージはあるべき社会像のモデルとなる
のではないでしょうか。小さな矢印は、地域であり、個人であり、
またそれぞれの産地であるとも言えるでしょう。それらを一つの
大きな矢印に束ねるのではなく、小さな矢印が小さいままに活躍
する環境を整える。そういうことが、ますます求められるように
なるのではないでしょうか。

「仕事」としての工芸、「労働」としての工業

　では、そういう時代に物づくり、分けても工芸はどうふるまう
のか。この点を掘り下げるにあたり、政治哲学者ハンナ・アレン
ト *2 が著書『人間の条件』で展開した議論が参考になるかもし
れません。古代ギリシャに遡りつつ、彼女は、人間ならではの働

（図 1）左から：赤木明登氏・中川政七氏・鞍田崇氏

（図 2）スライド提供：鞍田氏

（図 3）提供：CAt (C+A tokyo)

（図 4）スライド提供：鞍田氏
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き方を、「労働（labor）」と「仕事 （work）」、そして「活動（action）」
の三つに分けて考えています。工芸が関わるのは、ひとまず、こ
のうち「労働」と「仕事」です（図 4）。
*2）ハンナ・アレント Hannah Arendt、1906- 1975 年：米国の政治思想家・哲学者。ドイ

ツ生まれのユダヤ人。ハイデルベルク大学でヤスパースとハイデッガーに師事。’ 33 年ナ

チス政権成立後、パリに亡命。’ 41 年に米国に亡命し、シカゴ大学教授を歴任。ナチズム、

スターリニズムなどの全体主義国家の歴史的位置と意味の分析をし、現代社会の精神的危

機を考察。著書に『全体主義の起源』(’ 51 年 )、『人間の条件』(’ 58 年 )、『イェルサレム

のアイヒマン』(’ 69 年 ) など

　人間とはいえ生き物ですから、食べなきゃいけない。そういう
自然のいとなみに即した切実な欲求を満たすのが労働です。でも、
僕ら人間は食べるだけでは満足できないんですよね。食べるため
だけではなく、文化的なものとか、精神的な豊かさを追求し、自
然にはないものを人為的人工的に作り出す。それが仕事です。こ
れらは、労働と仕事が、それぞれ人間が人間であるための異なる
条件に呼応することから生じるものでもあります。すなわち、労
働は「自然」という条件に、仕事は「社会」という条件に呼応し
ています。ちなみに、もうひとつの活動は他者と代替不可能な「個
人」という条件に呼応するものなのですが、これについては今日
は略します。
　労働と仕事は、産物の扱われ方にも違いがあります。労働の産
物は「消費」されます。どんなに手をかけて作った食事も、あっ
という間に食べ尽くされるように、消費は、消費する者の生存を
利することだけを意味します。それに対し、仕事の産物は「使用」
されます。しかも、建物や家具がそうであるように、世代を超え
て使われ続ける。それはまた、自分が所属する社会や共同体が、
自分が生まれる前からあったし死んだ後もあるだろうという信頼
の根拠を具体的に示してくれるものでもあります。そうして「工
芸」は、もともとこうした仕事の所産でした。その担い手たる職
人のいとなみは労働ではなく仕事だったのです。
　ところが、近代という時代は、この二つをひっくり返しちゃっ
たんですね。といいますか、すべて労働にしてしまった。台頭し
てきたのは、いうまでもなく「工業」です。結果、本来世代を超
えて使用され、社会の持続性を支えるものでもあったはずの産物
が、すべて消費の対象になってしまった。家具も、器も、建物だっ
てそうです。みんな消費されていく世の中になってしまった。

工芸と工業の次を示唆する「民藝」の視点

　以上は、アレントの議論をかなりザックリとまとめたものです。
時代の流れとしてはおおむねこれでいいでしょう。そういう中で、
近代になってなおも、消費ではなく、使用されるものを目指す工
芸、仕事としての工芸を維持しようとする動きも出てきた。いわ
ゆる伝統工芸や美術工芸はそういう動きの結果と言ってもいいか
もしれません。ただ、工芸のありようについては、また別の可能
性を追究する動きもありました。それが「民藝」*3 です。
*3）民藝：1926( 大正 15) 年に柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活

文化運動から生まれた言葉。柳らは、名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具

を「民藝（民衆的工芸）」と名付けた

　民藝が注目した工芸もまた、単に消費されるものではなくて、
世代を超えて使用に耐え得るものです。そういう意味では社会の
持続性を担うものでもありますが、同時に自然のいとなみと深く
接続したものでもありました。それゆえ、もともと仕事ではなく
労働の所産としての工芸でした。生きていくのに懸命な、貧しく、
名もなき者たちのいとなみでした。こうした民藝の視点は、ただ
古い時代を顧みたものではなく、近代という時代と向き合ったか
らこそ導き出されたものでした。
　先のアレントの図式を踏まえていえば、それは、消費物しか生
み出さない労働ではなく、使用物を生み出す労働の可能性を問う
ものであり、社会という条件に応じるだけでなく、自然との結び
つきの中でこそ営まれる仕事の可能性を問うものでもありまし
た。いうならば、労働と仕事のハイブリッド。やや強引かもしれ
ませんが、ここに工芸と工業の次としての工芸性のヒントが潜ん
でいるようにも思うのです。
　そうした点は、「民藝」が求めた「つくること」に端的に示さ
れています。最後に、それを示唆する民藝運動の担い手たちの言
葉をご紹介して、僕の話を締めくくりたいと思います。
　陶芸家の河井寬次郎 *4 は、民藝運動の第一世代として活躍さ
れた人です（図 5）。彼の言葉に「暮しが仕事、仕事が暮し」とい
うのがあるのですが、これは、「労働が仕事、仕事が労働」を意
味する言葉とも言えそうです。彼は、近代において決定的に分断
されてしまったこの二つを繋ぐ視点を持っていたのではないかと
思うんですね。
*4）河井寛次郎：日本の陶芸家（1890 年 -1966 年）。島根県安来に生まれる。1921 年、「第

一回創作陶磁展」を開催、以降生涯にわたり作品を発表。1926 年、柳、濱田とともに「日

本民芸美術館設立趣意書」を発表し、「民藝運動」に深く関わる。 1937 年に、自らの設計

により自宅を建築（現在の記念館）。

　そんな寬次郎は、どういう「つくること」を求めたか。彼があ
る農村風景を記した文章をご紹介したいと思います。『火の誓ひ』
というエッセイ集の冒頭に収録されている「部落の総体」という
文章です。彼は、昔ながらの佇まいを残した農村を見てすごく感
動して、こんなふうに書いています。
　「どんな農家でも──どんなにみすぼらしくっても──これは
真当の住居だという気がする。安心するに足る家だという気がす
る。喜んで生命を託するに足る気がする。永遠な住居だという気
がする。これこそ日本の姿だという気がする。小さいなら小さい
ままで、大きいなら大きいままで、どれもこれも土地の上に建っ

  （図 5）提供：河井寬次郎記念館
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たというよりは、土地の中から生え上ったと言いたい。どんな家
も遊んでいるような家は一軒もない。」
　「土地の上に建ったというよりは、土地の中から生え上がった」。
このフレーズは、自然のいとなみの一部のような建てられ方、つ
まりそうしたつくられ方への共感を示すものと言ってよいでしょ
う。民藝運動のリーダーであった柳宗悦 *5 も、実は同じような
ことを言っています。
*5）柳宗悦（やなぎ むねよし）：日本を代表する思想家（1889 年 – 1961 年）。「そうえつ」

の呼び名でも親しまれる。1910 年、文芸雑誌『白樺』の創刊に参加。1925 年、民衆的工

芸品の美を称揚するために ｢ 民藝 ｣ の新語を作り、民藝運動を本格的に始動。1936 年、目

黒区駒場に「日本民藝館」を開設し、初代館長に就任。

　柳は、茶の湯、なかでもいまから 400 年余り前の侘び茶草創期
の美意識を、民藝のそれに通じる先駆的なものとして評価してい
ました。当時の茶人たちが選んだ物の中で、「井戸」*6 と呼ばれ
る茶碗があります。朝鮮由来の茶碗なのですが、その最高峰とさ
れてきた、大名物「喜左衛門井戸」について綴った文章の一節で、
彼はこう言うのです──「『井戸』は生れた器であって、作られ
た器ではない」、と。
* 6）井戸茶碗（いどちゃわん）：朝鮮時代に製作された高麗茶碗の１種。日本の茶人に大

変好まれた茶碗であり、「一井戸　二楽　三唐津」と、常に第一に掲げられてきた。なか

でも随一とされる「喜左衛門井戸」は国宝に指定されている。

「つくる」から「うむ / うまれる」へ

　「建ったというよりは、生えた。生まれたのであって、作られ
たのではない」。二人の言葉からは、民藝が求めた物づくりのあ
り方を端的にうかがい知ることができます。すなわち、単につく
るのではなく、生むように、生まれるようにつくることです。
　僕はこの部分が、これからの工芸のヒントになるのではないか

と思うのです。「ふたたびの物づくり」というのは、もしかした
ら単につくることではないんじゃないでしょうか。むしろ「生む」
とか「生まれる」、そういう自然のいとなみの要素を持つことが
求められてくるのではないでしょうか。それはまた土地や地域と
の結びつきというところにもつながってくる視点ではないかと思
うんですね。その土地その土地の自然に即し、それゆえの多様性
を秘めた、生むこと、生まれること。それが、21 世紀的な小さ
な矢印としての「つくる」いとなみではないでしょうか（図 6）。
　そうして、「産地」のありようもまた、そういう意味で「生む」

「生まれる」場所となるべきではないでしょうか。20 世紀的な「作
る」とは違う、21 世紀的なつくることとしての「生む」いとな
みを育む場のような。それがこれからの産地に求められているの
ではないか。工芸と工業の次とはそういう機運を目指すものでは
ないか。そんな風に思うのです。長くなりましたが僕からの趣旨
説明は以上です。

（図 6）スライド提供：鞍田氏
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　　　　　　　　　　　　　 パネルディスカッション① 
 　　　　　　　　　  　「工芸と工業の次」
  
   　　　　　　　　　　　塗師・赤木明登
 
　　　　　　　　　　   5 年間の奉公時代に
             　　　　　　　　　　  体得した「大きな糧」

赤木 明登 ( 以下、赤木 )   先ほどの飛騨職人学舎の若い人たちの
挨拶がとっても素晴らしくて。 最初に僕も自己紹介をさせてい
ただきますね。実は僕は、いまからちょうど 30 年前の 1988 年、
東京でサラリーマンを 4 年間やっていたんですね。それから輪島
で職人さんになろうと思い、一念発起しまして、いわゆる” 脱サ
ラ” をして、輪島に引っ越しました。
　いまでも輪島は「徒弟制度」*7 というのがきちんと確立された
まま持続して残っています。それが輪島という産地の素晴らしい
ところだと思います。なので僕はまず、弟子として職人さんの中
に入り込んでいきました。
*7) 徒弟制度：中世ヨーロッパの手工業ギルドにおいて、親方・職人・徒弟の 3 階層によっ

て技能教育を行った制度。また、一般に日本の年季奉公・丁稚 ( でっち ) などの制度をいう

　輪島に行って最初の 5 年間は、親方について「奉公」というの
をやっていました。当時、東京はちょうどバブル直前のイケイケ
の時代だったんですね。そんな空気感の中、僕は東京時代を割と
楽しんで過ごしていたんです。東京で自分が体験した「センスが
いい」とか「自分は好みがしっかりしている」とかいうことを、
弟子入りをして完全に打ち壊されてしまいました。
　親方のところでは自分を全く消し去って、常に「親方がなにを
考えているか」、そのことだけをずっと考えて奉公します。そう
して仕事をしていくうちに、いつしか親方が思いつく前に自分の
身体が動くようになる。そのくらい自分を消すことができるよう
になりました。そういう体験をたった 5 年間したことが、独立し
てから 25 年間、僕自身の仕事の大きな糧になっていると思うん
です。そもそも徒弟制度というのは、職人の世界では昔はどこに
でもあった光景だと思います。そうした風習が職人の世界から殆
ど消えていった中で、飛騨産業さんが「学校」という形で、なに
か新しい職人・徒弟制度の在り方を模索されているんではないか
なという気がして、すごく興味深く、面白く思いました。
　今日はこのお話を、先ほどの生徒さんたちも聞いていらっしゃ
ると思います。奉公や修行の期間は厳しい生活空間に身を置いて、
結構辛かったり苦しかったりすることもあると思います。でも、 
いま経験していることが将来、物づくりを行っていく上で必ず役
に立つし、意味のあることだと思うので、一人前の職人さんにな
るまで、皆さんぜひ頑張ってください。
　工芸家の僕がお話できることというのは、工芸の分野に関わる
ことだけだと思うんですね。この 30 年間輪島にいて僕が経験し

たことを、さらっとお話したいなと思います。僕が輪島に行った
のは、先ほどもお話したように 1988 年ですけれど、工芸の世界
は 1990 年くらいを境に大きな転換をしていったと思います。そ
こでまずは、1990 年頃までの 30 年についてお話をしたいと思い
ます。

30 年間ごとの「工芸界」の転換について

作家の表現性の時代（ 1960 年 ~1980 年代）
　当時がどういう時代だったかというと、戦後、アメリカから
現代美術 *8 というのが日本に一気に入ってきました。それまで

「工芸」というのは、機能とか用途を満たすために作られてい
るものでしたが、その時代、日本でも現代美術の影響を受けた
工芸作家というのが現れてきました。
*8) 現代美術：一般には第 2 次世界大戦後の美術。さらに狭く戦後の新しい動向をいう

こともある。戦後美術一般ということでは、アメリカの現代美術が注目を浴び、戦前

のヨーロッパ中心の美術地図が塗替えられたことが特筆される

　要するに工芸作品を自己表現や思想、考え方を表現していく
「手段」として使っていくという時代が 30 年くらい続いていた
と思います。で、僕はこの時代を「作家の表現性の時代」と呼
んでいます。当時、同時代を並行しながら、僕自身は消費者と
して熱い想いでその流れを見てきたし、すごく楽しい時代でも
ありました。ちなみにその前の 30 年 (1930~50 年代 ) は、民藝
の時代だったのではないかと僕は思っています。その潮目が、
1990 年くらいを境にガラッと変わりました。ちょうど、バブル
の崩壊が 1991 年 ~93 年くらいだったと思うので、バブルの崩
壊と重なる時期です。工芸の世界でも 60 年代から続いていた
自己表現みたいなものがやり尽くされて、次に出てきたのが普
段の生活に使える、実用的でシンプルな器たち。そういうもの
が一気に出てきた。その最初の世代が、僕なんかではなかった
かと思うんですね。

生活工芸の時代（1990 年 ~2010 年代）
　僕が独立をして最初に展覧会をしたのが、1994 年なんです。
そのくらいから、普段の生活に使える実用的な工芸が全盛を極
めて、いまにつながっているという状況だと思うんです。2000
年代に入って 2010 年くらいから、香川県高松市で「瀬戸内生
活工芸祭」という祭典が行われ、石川県の金沢では「生活工芸展」
というものが、自治体のイベントとして大々的に行われていく
ことになりました。その 30 年ほどの動きというのが「生活工
芸の時代」と名付けられるようになっているのだと思います。
いまから振り返って「生活工芸」というのは、どういう特徴を
持っていたかを考えてみると、こんな風にまとめられると思い
ます。

◆「生活工芸」に見られる特徴
1. 表現のため、飾るためではなく、使うために作られたもの
2. 作り手が産地と距離を置く中での物づくり
3. 地域性のなさ、土地固有の特徴の希薄さ
4. 作家による天然素材を用いた手づくりの器が裾野を広げて
　いった時代
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　一つは、表現のため・飾るために作るのではなくて、使うため
に作るということ。同時に、作り手が産地と距離を置いていた時
代じゃないかなと思うんですよね。
　僕はいま輪島で活動をしていますけど、備前や常滑の作家とか
いうんじゃなくて、ナントカ焼、ナントカ塗りでもなく、いろん
な地方に散らばっている作家たちが、ある程度産地と距離を置き
ながら物づくりをしていた。それともう一つは、地域性のなさみ
たいなものが特徴だったと思うんですよね。
　要するに、北海道で作っても九州で作っていても、「シンプル
で白いうつわ」のような共通点はある。一方で、その土地固有の
特徴みたいなものはどこか希薄だった。でも逆にいえば、産地か
らの距離を置いていることと、地域色やローカルな感じがないと
いうことが、その時代の受け手 ( 消費者 ) には、非常に格好いい
ものとして馴染んでいった。そのため急速に、天然素材を用いて
手づくりされた作家ものの器というのが裾野を広げていった時代
だと思います。
　工芸の裾野を広げるという意味では、生活工芸はたいへん貢献
していたと思います。自分で言うのもなんですが、生活工芸作家
のトップランナー集団の中に、当時は僕自身もいたと思います。
けれどそれから 30 年ほど経とうとしたときに、だんだんとその
状況に対して、違和感を感じるようになりました。で、僕自身は
いまはそこから、完全に離れてしまったという状態になってし
まっているんですね。

問われるのは、「産地との距離感」「地域性のこだわり」
を大切にした物づくり

　僕自身がどこに違和感があったのかというと、やっぱり産地と
の距離感と、それから地域性へのこだわりだと思うんですね。先
ほど鞍田さんが民藝のお話をされましたけど、いま若い人のあい
だでも「民藝」というのがすごく注目されている。
　先日、朝日新聞の大きな記事で「東京都内に民藝を置く店がす
ごく増えている」とありました。若い人たちの間でいま、民藝が　　

　　　　　　　　　　求められているのは、物づくりの一番重要
　　　　　　　　　　な部分と重なると思うんですね。それは、
　　　　　　　　　　土地で取れた材料を旬のまま使い、物を作
　　　　　　　　　　るということですね。それによって「民藝」
　　　　　　　　　　はなにをやっているかというと、大地とか
　　　　　　　　　　土地とのつながりみたいなものを、もう一
　　　　　　　　　　度取り戻そうとしているのではないかと僕
　　　　　　　　　　は思います。それは多分、いま生きている
　　　　　　　　　　人たちが、自分が何者かということがわか
　　　　　　　　　　らない根無し草のような状態になってもい
　　　　　　　　　　て、そのままでは生きられないからこそ「自
　　　　　　　　　　分の帰属する場所、土地のようなものとも
　　　　　　　　　　う一度つながりを持ちたい」と思っている
　　　　　　　　　　のではないかと。僕自身がそうでもあるの
　　　　　　　　　　で、そういう部分で生活工芸から「新しい
　　　　　　　　　　民藝」へ転換を図っている。 いまはちょ
うど、その境目あたりにいるのではないかなぁということを僕か
らはお話をして、おしまいにしようと思います。

 ◆「工芸」をとりまく時代の変遷
1930~1950 年代  ：  「民藝の時代」
1960~1980 年代  ：  「作家の表現性の時代」
1990~2010 年代  ：  「生活工芸の時代」
2010 年代後半 ~ ：  「新しい民藝の時代」?

 
鞍田　ありがとうございます。ご自身の体験も踏まえつつ、時代
の動き、工芸として目指されるところについてお話しいただいた
かと思います。
　90 年代以降、工芸に新しい動きが現れたわけですよね。それ
まで表現性や芸術性を志向していたのが、使えるもの、生活に寄
り添うものを目指すようになって。ちょうど社会ステージが「ポ
スト工業化」となったタイミングと重なることを考えると、世の
中全体では、物づくりから撤退しながらも、といいますかそうい
う時代になったからこそ、いちばん身近な生活道具を作るいとな
みの再評価が進んだのかもしれません。それが、いま赤木さんが
ご紹介くださった「生活工芸」と呼ばれるシーンですよね。そこ
には、こういう時代ならではの新鮮さもあった。なんといっても、
工芸が本来の生活との接点を回復したことはいちばんの功績かと
思います。ただ、一方で、産地との距離、地域性の希薄さという
問題を孕んだ動向でもあって、その点が見直されつつあるのが、
2010 年代後半のいまなんだろうと思います。では、次に中川さ
んお願いします。
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パネルディスカッション① 
 「工芸と工業の次」

中川政七商店代表取締役会長
　　  中川政七

「売る」という感覚では
　生きていけないと思い始めた店づくり

中川政七（以下、中川）　いや、とても難しいですね。あのー、
僕も最初に自己紹介から始めたいと思います。僕の場合、「中川
政七商店」という会社が、家の商売としてもともとあって、16
年前に家業に戻りました。当時、お茶道具が主流の商売をしてい
ている一方で、社内で母親が生活雑貨的な商売を担当していて赤
字だったので、まずはその部門を立て直すことから関わり始めて
いきました。
　生活雑貨的な部門を立て直す過程で、僕は「このジャンルはお
店を持たなきゃ」ということに思い至りました。それはなぜかと
いうと、「売る」という感覚ではこの先、生きていけないんだろ
うなぁと。売ることよりもまずはお客さんに、ちゃんと知っても
らい好きになってもらうことが大事だと思ったんですね。その状
態をつくるには、単に物だけが並べられていても好きになっても
らえない。だったら自分たちでお客さんに手渡しするところまで
近づいていかないと、好きになってもらうことはないんだろう
なぁと思ったんです。なので「お店をつくり、小売をやろう！」
ということを決めて、お店づくりから始めていきました。
　僕が「中川政七商店」に入った当時はまだ、ショールームと営
業所兼のお店が奈良と東京に一軒ずつあったくらいだったんです
ね。それから 16 年かけて、全国に 51 店舗までお店を増やしなが
らやってきました。中川政七商店はもともと「奈良晒」と呼ばれ
る麻織物もやっていたので、「工芸」ということがまずは背景に
ありました（図 7）。さらに日本の工芸品を扱うお店を運営してい
く上で、「奈良晒」以外にもいろんな物づくりの工房やメーカー
さんとお付き合いがありました。小さい工房から、大きな製造メー

カーまで、何十何百という作り手さんたちが、この間にどんどん
潰れていくという状況を目の当たりにしてきました。

「日本の工芸を元気にする！」をビジョンに掲げ、工芸
メーカーの再生に着手

　そうした状況が続いていく中で、「これはなんとかせなアカン」
と本気で思うように。このままではいずれ自分たちの商売もでき
なくなるのではという危機感から、「日本の工芸を元気にする！」
というビジョンを掲げて、長崎県波佐見町の陶磁器メーカー有限
会社マルヒロの「HASAMI」（図 8）をきっかけに、工芸メーカの
再生のお手伝いを行い始めました。そうしたコンサルティング活
動の延長から、昨年「日本工芸産地協会」を発足し、いまに至る
というところなんですね。
　で、いまお二方のお話を聞きながら「難しいなぁ」と思ったのは、
なんというか僕はそもそも、世の中の大きな流れとかっていうこ
とに、興味がないというか。もちろんそれを事実として捉えては
いるんですけど、とはいえ僕らはやっぱり、土地であったり製造
背景であったりというものを持っているので、明日から全然違う
商売に変えることはできないんです。自分たちがどうあるか、ど
うあるべきかということだけをずっと積み重ねてここまで来てい
るので、先ほどのお話のように客観的に時代を見るというか、「工
芸と工業の次」とかって言われると、いちばん難しくなってくる。
その中で、「じゃあ僕らはなにを考えてやって来ているのか？」
というと、環境にいかに寄与するかということだけを考えてやっ
て来ているのかなと思います。
　「日本の工芸」は、産地出荷額で見ていくと、ピーク時の 90 年
代前半の 5,400 億円をピークに、いまは 5 分の 1 以下なんですね。
そういう環境の中で、物を作り続けて生きていくためにはどうし
たらいいのか。その方法を模索する中で、僕らはいまのカタチに
たどり着いたんですね。

安心→憧れ→共感 。「物」に求める価値の移り変わり

　で、そこには当然お客さんがいるわけです。いまの時代に、お
客さんがどういうことを考えながら物を買っているのか。そうい
う観点から時代の流れを見てみると、戦後、物のなかった時代
は「安心安全」みたいなことが求められた時代なんだろうなと思
います。その当時、街に売っている物を買ってきても、品質に問
題のある物も割と多くて、機能を満たせない。そういう時代の象
徴は「百貨店の紙袋」だったと思うんです。でも、そこからだん
だんと物が良くなってきて、心配しなくても品質が良くなったと
きに来た次の流れが、「憧れ」みたいなものだったと思うんです。
まぁ、ヨーロッパの「ラグジュアリーブランド」であったりとか、
あるいは「カリスマ店員」みたいなこともその象徴だったのかも
しれないんですけど。そんな時代も一段落して、いまの時代は「共
感」ということなんだと思うんです。
　消費者のニーズが、「安心→憧れ→共感」と変化する中で、安
心というのはある意味「機能」のことなので、「物そのもの」へ
の価値を求めていたと思います。次に、憧れというのも、どちら（図 7）当時の風景 | 提供：中川政七商店
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かというと見た感じの「物」で語れるところ。でも、「共感って、
物だけで本当に生まれるのかなぁ？」と思うと、なかなか難しい
ような気もするんですよね。要は、そういう消費者の価値観の変
遷を経た結果、いまは「物そのもの」だけじゃなくて、物だけで
は語りきれないところまで届けなきゃいけない時代になって来て
いるんじゃないかと思うんです。それは、僕が普段呼ばれて喋る
ようなビジネスっぽい席では、「ブランディング」という言い方
をしちゃうんですけど、「ブランディング」って言葉を使ってし
まうと、なんか違う色合いがついてしまう。

◆消費者が「物」に求める価値の変遷と象徴
安心の時代（1950 年代 ~）：「百貨店の紙袋」
憧れの時代（1970 年代 ~）：「ラグジュアリーブランド」
　　　　　　　　　　　　  「カリスマ店員」
共感の時代（2000 年代 ~）：「物」   +　？

言葉にすることの大切さ

中川　今回、赤木さんとこうしてご一緒させていただき、たいへ
ん嬉しいです。実は偶然にも、僕ら、赤木さんの独立当時に出会っ
ているんですよね。
赤木　そうそう、独立したばかりの 1994 年。2 回目の展覧会の
時ですね。
中川　赤木さんのデビュー間もない頃、うちの母親がやっていた

「遊  中川」というギャラリーで、個展をされた。僕はちょうど
大学に入った年で、たまたま実家に帰ったところ父母に誘われて、
個展のために在廊中の赤木さんと「ご飯に行こう」と誘われて、
一緒にご飯に行かせてもらいました。
　僕が赤木さんを、帰りに車で駅まで送って行くことになりまし
た。すると途中で、「チョット止めてくれ」と言って、すぐさま
川の方に行って…。その印象が鮮明過ぎて、「赤木さん＝飲んだ
くれのおっちゃん」というイメージからまずスタートするんです

（笑）。
赤木　そんなこと、ありましたっけね（笑）。
中川　それから後々、僕もこういう世界で仕事をするようになっ
たので、赤木さんという存在を意識するようになって。今回、改
めてご一緒にお話をさせていただくことになったこともあり、最

近出された著書『二十一世紀民藝』も読ませていただきました。
僕も工芸に関わる世界にいるから当然、柳宗悦の本は手には取る
んですけど、実は最後まで読めたことがなくてですね。難しい
じゃないですか。でも今回、赤木さんの本を読みながら、『二十一
世紀民藝』は最後までちゃんと読めたんですよ。で、赤木さんの
本を読みながら、柳が言わんとしていることをだいぶ理解できた
なぁと感覚的には思うんですけど、それでもまだ自分の言葉で言
えるようなところまでは全然いたらないんです。赤木さんが本の
中で「言葉にすることの大切さ」ということを書かれていて、そ
れはさっきの「共感」にもつながると思うんですよね。
　いまは、「物だけという時代じゃなくなっている」という感覚
はすごくあって、そこになんか言葉、つまりコミュニケーション
みたいなところまでいかないと、なんとも生きていけない時代に
なっているんだなぁって。まぁ 1 メーカーを経営する立場で感じ
てきたことという風に思います。

（図 8）HASAMI シリーズ | 提供：中川政七商店
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何に対する共感か

鞍田　ありがとうございます。では、これより、僕ら三人でのディ
スカッションを始めて行きたいと思います。先ほど、中川さんの
お話では、いまは憧れじゃなくて共感が求められているんじゃな
いかというご指摘がありました。赤木さんの実感はいかがでしょ
うか。
赤木　まぁほんとに、中川さんとは 25 年くらいのお付き合いと
いうか、最初は酒飲んで暴れているおっちゃんだったという話
だったんですけど（笑）。チョット僕の方から、中川会長にお聞
きしたいんですけど、「共感」と言った場合、なにに対する「共感」
だと言えるんでしょうか？
中川　なにに対する・・・
鞍田　中川さんがおっしゃったのは、物だけじゃなくという視点
でしたよね。
中川　物だけじゃなくて、例えば、その作り手の顔が見える。そ
こで会話が生まれる。どういう意図でこの物が作られたのか、作
られた背景についての話を聞く。そこに対してなんらかのカタチ
で素敵と思える気持ちが「共感」だと思うんですけど。
赤木　さっきもお話があったように、輪島も 1990 年代のピーク
時から売上は 5 分の 1 に減っています。漆器業界全体だと 10 分
の 1 くらいまで落ちているということで、これはもう急速に滅ん
でいってるというのが産地の現実ですよね。でも一方で、中川さ
んのお店は、この 16 年で 50 店舗以上に増えている（図 9）。生活
工芸の作家さんでも、売れている人はたくさんいるということも
あるんですよね。僕は中川さんのお仕事を遠目から見させても
らっていると、「工芸的なものにこんなに伸び代があったのか！」
とすごく思ったんですね。そこの伸び代を支えてきた部分として、
いちばんのポイントはなんだったのかを聞いてみたいですね。
中川　僕の場合は、物を自分で作れません。作らない立場の人間
として「工芸」に関わっています。うちの家業は麻ですけど、コ
ンサルティングとかになると、麻以外の物にも触れるわけですよ
ね。そのときに大切にしているのは、僕はどこまでも素人という

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　か、ど素人であるということ。それはつま
　　　　　　　　　　り、お客さんとかなり近い状態だと思うん
　　　　　　　　　　ですね。
　　　　　　　　　　　一方で、ずっとその物に向き合っている
　　　　　　　　　　人たちは、その物が当たり前になって「も
　　　　　　　　　　う説明しなくてもわかるだろう」と思って
　　　　　　　　　　しまうことがたくさんあると思います。あ
　　　　　　　　　　るいは、その物を見続けてるがゆえに、職
人さん、あるいはメーカーさんの興味は、お客さんの興味とはか
け離れてしまっているということも起こると思うんですよね。そ
こで僕みたいな素人、お客さんに近い立場の人間が、それでも物
づくりの構造、仕組みだけは一応わかっているので、間に入って
翻訳的役割を果たすというか。
　だから他所へ行くと、客観的にそこの良さというか心揺さぶら
れる部分はあるんですね。でも、その良さが物を通じて伝わって
ない。なのでその良さが物を通じて伝わるように、コミュニケー
ションのボタンのかけ違いみたいなことを直すのが、僕の仕事だ
と思ってやってきています。
赤木　例えばですね、具体的にいうと波佐見で中川さんが最初に
手がけられた仕事が、すごく成功したわけじゃないですか。
中川　はい。
赤木　それは具体的に、どこのボタンのかけ違いをどう直したら
つながったんですか？
中川　波佐見はチョット喋りにくいので、他の地域でもいいです
か？例えば、赤木さんの専門分野の「漆」なんですけど、越前漆
器のお手伝いをしたときのお話をさせてください。漆って数ある
工芸でも、僕の中ではいちばん避けて通りたかった最難関のアイ
テムだと思っていました。その時に考えたのは、「漆ってそもそ

（図 9）中川政七商店が手がける各地の工芸品 | 提供：中川政七商店
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もなんのために塗り始めたんだろう？」というところから考え始
めました。この「そもそも」というのは、割とどこにでも常につ
きまとう考え方だと思っています。
　たぶん大昔、石器時代とかに手で水を汲んで飲んでいて、それ
よりもくり抜いた木を使ったら「おー！ガブガブ飲めるでー」っ
て誰かが気がついて、道具を使い始めた。でも、一生懸命くり抜
いた木の椀を使っていても、しばらくするとパカパカ割れる。せっ
かく頑張って作ったのに、また割れると繰り返すうちに、わかん
ないですけど誰かが、「漆の樹液を塗ったら割れなくなった！」
みたいなことがスタートなんだと思って。だから漆はそもそも補
強材なんだろうなと。

「そもそもなぜ、使われ始めたの？」素材の起源を想像
すること

中川　漆はそもそも補強材だった、ということをお客さんに伝え
るために、最小限の塗り方をして商品として出すことを考えまし
た。それをメーカーさんに伝えたところ、生地に拭き漆をしただ
けのとてもシンプルなお椀が出てきたんです（図 10）。割れない程
度に最低限に仕上げることで、値段もお手頃になった。そのコミュ
ニケーションが多少なりともお客さんに伝わって、結果的にその
アイテムは売れたという。
赤木　要するに、物を作ることの「目的」を使い手にきちっと伝
えていくということですか？
中川　そうですね。なぜその物、そのカタチなのか。いまの時代
はみんな、家に足りない物はほぼないわけで、なにがしかの意味
がないと物を買おうとは思わない。「へー」とか「ほー」とか「新
しい発見」とか「面白い！」とか。そういう心揺れる” なにか”
が含まれていないと、もう人は物を買わないんだと思うんですね。
で、そこに対するアプローチとしてよくやるのが、「そもそも論」
だったりします。結局、僕が経営の上でいつも心がけているのは、

「工芸は置いているだけでは売れない。その製造背景やストーリー
まで伝えないと。だからこそお客さんに近づかなきゃと思って、
お店を作ったんだと思うし。
赤木　特に漆の場合、売るのがいちばん難しいですからね。
中川　ほんとうにそうですね。いちばんやりたくなかったです。
赤木　ハハ（笑）。　あのー、そもそも「漆がなぜ塗り始められ
たのか」ということに関して、民藝の「用の美」の考え方では、

木の器を丈夫にするために塗っているんだというのが、一般的な
「用」の考え方ですよね。それはある意味正しいけれど、ある意
味違っていると実は僕は思っています。
　それは『二十一世紀民藝』という僕の新しい本の中にも書いて
ありますけれど、そもそも僕は用途のために土器が作られたり、
用途のために漆を塗り始められたのではなくて、それ以外に
もっと根元的な願望というか、目的・理由があったのではないか
と。僕は、漆が最初に使われ始めたのは、赤色を器物に定着させ
るためのメディア・媒質、つまりは接着剤としてではないか思う
んです。赤色には「生命」であるとか、「死からの再生」の象徴
があるわけで、これは人間にとってはいちばん切実な問題です。
そこに、ある意味呪術的な色である「赤」を定着させるときに漆
を使い始めた。という方が、僕はより根元的な気がしているんで
すよね（図 11）。
　なので、さきほど中川さんが仰った「丈夫にする」という機能
は、たぶん後からついてきたんじゃないかと思っています。赤色
を定着させるための媒質として漆を使い始めたら土器は割れにく
く、木の器は長く持つことがわかった。機能面と精神面と両方の
世界が常にあったと思うんですよね。で、時代によって、どっち
かが表になったり裏になったりしてきたと思うんですけど、柳宗
悦自身はたぶん、機能よりもある意味神話的とか呪術的な部分を
よく見ていますよね。
　例えば、「生活工芸の時代」と言われた時代はどちらかというと、

「機能」としての用の時代だったと思うんです。さっきお話しし
たように、そこからもう一回転換があって、いまは「機能」の奥
にある「根元的・精神的なもの」を探り始めたようなフェーズに
いるのではないかという風に思っています。
鞍田　先ほど赤木さんはそれを、「地域との結びつき」というよ
うにお話されたと思うんですけど、それは単に地域に結びつくと
いう話ではなくて、ある種の心の問題というか。いま、中川さん
のおっしゃった「共感」にも通じる部分。土地との結びつきと精
神性、その両方が絡み合っているっているということかもしれま
せんよね。
　僕は、いま求められている感性って、「インティマシー」── 
日本語で「いとおしい」という感覚ではないかと考えています。
その内実を考える手がかりのひとつとして、「民藝」というか、
近年の民藝に寄せられる「共感」に注目してきました。実際、柳
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自身が工芸特有の魅力を語る際に、「インティマシー」とか、「親
しみの美」と言っています。それは、中川さんのおっしゃるとこ
ろの「共感」に通じる部分だと思うんですけれども、そこには、
現代ならではの心の反応の仕方があるんじゃないかなぁと。

「作る」のではなくて「生まれる」ことへの共感

鞍田　関連で、大西麻貴 *9 さんという女性の建築家について少
しご紹介させてください。
*9）大西麻貴（おおにし まき）：「大西麻貴＋百田有希 /o+h」を主催。2017 年より横浜国

立大学大学院客員准教授。主な作品に「Good Job! Center KASHIBA」等

　彼女は「美しい建築はもういい」っていうんですね。むしろ「愛
される建築であってほしい」と。で、愛される建築ってどういう
建築かと聞いた時に彼女は、「生き物みたいな建築」と言いました。
共感とか自然とか、ちょうどいま論じあっている方向性とも重な
る例ではないでしょうか（図 12）。
　大西さんの取り組みからは、単に似たような言葉を使っている
ということに尽きないものを感じるんです。ただ、問題は、「共
感」の中身。いま僕らが求めているものって、自分自身の身体性
との結びつきという部分も大事な要素としてあるのかなぁと思う
んですね。身体感覚をともなった実感や体感のような。インティ
マシーって言葉をあえて僕が使うのもそのためです。
　ただ、それらは閉ざされた個人としての小さな体験に留まるも
のではなくって、もう少し大きなもの、土地や自然と結びついて
いくものじゃないかと思います。個を超えたストーリーへの接続
がもたらす充足感みたいなもの。お二人のお話からは、そういっ
た志向性も感じました。
中川　いま、赤木さんのお話を聞いていて、思想的なことがたぶ
ん「土地性」ということにも間違いなくつながってくるし、「継
続性」ということにもつながってくるなぁと思うんですね。且つ、
それを言葉にしようとするとけっこう難しい。僕が柳の本を挫折
するように。
　それらは用だけでもなく、思想だけでもなく、混ざり合ってい
るものだと思うんですけど、そうなってくると、なおさら言葉に
するのって難しいんだろうなぁと思いました。でも、言葉にはで
きないけど「なんかいい」っていう、それがまさに鞍田先生のい
う「インティマシー」っていう感覚かもしれないですね。そうい
うことがいま、すごく大切なんだと思うんです。でもこれは、説

明しづらい。文字にしづらいから伝播しにくいんですけど…。

「言葉にするのは難しい」。でも、その感覚がすごく大切

中川　まさにそういう時代に入ってきている気がします。経営に
おいては、トヨタの現場改善の時代、現場でより良くというのが
上位としてあった時代から、サイエンスを中心に、統計的・数字
的に全てを捉えて目標設定をして、ここまで改革していきましょ
うという時代がありました。で、いまはアートの時代だと言われ
ていたりもして。
　このアートというのは「美術的」ということではなくて、「う
まく言葉にできないけど、なんかこっちの方がいいよね」ってい
う感覚的なことを「アート」という言い方をしています。で、日
本の企業経営を見たときに、その「アート」だったり感覚的なこ
とがわからないというか、わかっていても実行に移せないことが
圧倒的に多いのではないかと思います。
　それはなぜかというと、「株式会社」という仕組みの中で取締
役会があって、そこで説明しないことにはなにも実行に移せない。
さっきも言ったように、そもそも言葉にしにくいから説明ができ
ないし、ましては「うまくいきますよ」「儲かりますよ」と言え
るわけがないんです。だから日本ではそういうことが通らない。
でも、アップルのジョブズを代表するように、アメリカでは、そ
れが「なんとなく感覚的にいいんだ」ということを彼がトップダ
ウンで決めてしまえた。だから、iPhone が生まれた。経営の面
から見ても、いまは直感や感覚が大切だと言われています。それ
は「物」にも共通するような気がするんですね。だからこの「工
芸と工業の次」というテーマにつながる話なんだなぁというよう
に聞きました。

土地とのつながりを求めて

赤木　先ほどの「土地とのつながり」の問題なんですけど、具体
的に僕らは土地の中にもう一回戻って行くことはできないわけ
じゃないですか。柳宗悦さんが集めた収集物、要するに民藝館に
展示されているような物というのは、人がまだ土地の中に埋め込
まれていたように生きていた時代。
　要するに近代化されて工業が始まる前。その後、産業革命に
よって工業製品が大量に作られていくと同時に、人は土地から引
き剥がされて、いまにつながる。「労働」と「仕事」の話が先ほど、
鞍田さんからありましたけれど、産業革命以前、「仕事」として
誇りを持っていた工人たちの多くは、労働者に変わっていくわけ
ですよね。
　で、僕らはもう完全に、土地から引き剥がされているんですけ
ど、やはり、土地をどこかで求めている。柳はその土地の向こう
に自然を見ていたと思うんですけれど、僕らは土地には戻れな
い。でも、いまの時代もクラウドみたいな象徴的な土地の場所が
どこかにあって。そういう場所とつながっていくような抽象的な
イメージを、僕は持っています。ただ、工芸の現場において、そ
れはやっぱり具体的な土地ですよね。輪島だったら、輪島の土を
使い、輪島の木を使い──。というようなことを、工芸の現場に  （図 12）提供：大西麻貴＋百田有希 /o+h
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限らず、リアルな土地とは結びつかないとしても、それぞれに体
験しながら、土地的なクラウドにつながるみたいなイメージのこ
とってなにかできないですかね。
鞍田　うーん、「クラウド的な土地」かあ。ちょっとイメージし
づらい部分もあるんですが、わからなくもないです。なんといっ
ても、中川さんからもありましたが、いまここで話題にしている
ことって、なかなか言葉にしづらい部分に入り込んでもいますし。
　僕なりに理解したところでいえば、やはり「共感」に関わるこ
となのかなと思いました。とりわけ、共感が生まれる基盤とか場、
あるいはきっかけ。中川さんのお話を受けて、先に赤木さんから

「何についての共感か」という問いかけがありましたよね。いま
のクラウド云々はそこに関わるご指摘じゃないでしょうか。共感
だけが宙に浮いたように、いきなり生じることはないと思うんで
す。そこには具体的なきっかけがあるはず。土地や自然が担った
のは、そういう役割でもあったんでしょう。また、先ほどは、物
ではなく共感というお話ではありましたが、「物」の存在も共感
の基盤となるでしょう。「物」がそこにあるからこそ、感情がワッ
と触発される。ただ、僕らはすでに自然も土地も、場合によって
は物からも遊離した時代を生きているわけで、そんな中で共感は
何に根ざすのか。
　先ほど中川さんからご紹介のあった「アート」の話に戻っても
いいですか。端的に具体的に言葉で説明できたり、統計的・数字
的に示すことができるような情報だけではなくって、言語化しづ
らいんだけど、「なんかいいよね」という感覚を大事にしようっ
てことは、経営に関してだけでなく、いま社会一般に問われてい
ることかと思うんです。その点、もう少しお話伺えたらなぁと。
中川　「なんかいいよね」が伝わって共感が生まれる。その「伝
わる」ところというのは、受け手側の感覚的、直感的な感度なん
だろうなぁと思います。で、たぶん、人の直感や感じる力って、
本来はとんでもなくすごいんだろうなぁと思うんですよね。それ
は AI が発達してきても未だに追いつけてきていないほど。ただ
一方で、その「感覚」というのが、失われつつあるかもしれない

ことと、土地性がなくなっていることというのは、なにかつながっ
ているのかなぁと、話を聞きながら思いました。
鞍田　ある種、土地や自然に根ざした、野生の本能みたいな部分
もあるもんね。
中川　そうですね。
鞍田　瞬時に、ワッと反応しちゃう。反射的に。
中川　全然話が違うんですけど、奈良の国立公園の中に平城京旧
跡に遣唐使舟の復元が置いてあるんですね。ほんとに小さな木造
の舟なんです。それをみて僕は、「よぉあんな舟で中国まで行っ
たなぁ」と驚きました。もちろん何回も失敗したんだろうけど、
何分の一かの確率で唐まで行けているわけじゃないですか。当時
は天気予報もレーダーもないわけなので、頼れるのは人の感覚し
かないんですよね。天気を読むとか、波を読むとか。それだけで
成し遂げたわけじゃないですか。だからほんとうに、当時の人の
感覚に比べて、いまの僕らの感覚は、圧倒的に劣ってるんじゃな
いかという気がします。なので、赤木さんの仰る土地性というこ
とと、人の感覚を取り戻すことっていうのは、僕はリンクしてい
るような気がしたんですね。

素材という自然と向き合うこと

赤木　僕らは自然からもすでに遠い存在だと思うんですね。でも
やっぱり、工芸の素材はすべて自然の中からやってくるので、工
芸的な物を通して、遠い存在であるはずの自然を感じることはで
きるんですよね。一番それを感じられるのは、作り手本人。作り
手本人が素材という自然と向き合わない限りには物づくりはでき
ないんで。そこの自然と出会っていく感覚が重要だと思います。
それと、今日のテーマが「工芸と工業の次」なので、工業との関
わりについてのお話をしたいと思います。
僕の友人で、金沢で金属のカトラリーを作っている竹俣勇壱 *10

くんという作家さんがいるんですけれど。彼がいま、工芸的なカ
トラリーづくりのトップランナーだと僕は思うんですね。生活工
芸が盛んになったときに、彼らが作っている焼き物の器に合うよ
　　　　　　　　　　　　　　うな手作りのスプーンがないとい
　　　　　　　　　　　　　　うのが最初のきっかけでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*10）竹俣勇壱（たけまた ゆういち）:1975 年、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢生まれ。彫金師 。2002 年独立、アトリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ兼ショップ「anonymousrhythm」オープン。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007 年、ジュエリーに加え生活道具の製作　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を始め 2011 年、金沢東山に「sayuu」オープン。

　　　　　　　　　　　　　　時代的にもすでに工業製品しか手
　　　　　　　　　　　　　　に入らない状況の中で、竹俣くん
　　　　　　　　　　　　　　が手作りのスプーンを作り始めた
　　　　　　　　　　　　　　ら、何万本も注文が来てしまった。
　　　　　　　　　　　　　　それではいくら自分で叩いても追
　　　　　　　　　　　　　　いつかないから、「じゃあ新潟県
　　　　　　　　　　　　　　の燕三条へ行って、機械で作れな
　　　　　　　　　　　　　　いか」と思い訪ねたそうです（図 13）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はじめ、工程の一部を工業化す
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ることに対して、彼はすごく罪悪感を持ったそうです。でも、燕
三条の仕事場へ行って職人さんと話をしていると、機械を使って
いるけれど、職人さんのマインドは自分たちと殆ど一緒というこ
とが伝わってくる。酒を飲んで一緒に話をしていると、「今日の
ここのカットはいいよね」とか「お前の磨き、ここがすごいんだ
よな」とかいう話を延々としてる。機械といっても使っている道
具が大きいだけで、「この人たちとは一緒に仕事がしたいな」と
思ったそうです。せっかく燕三条の職人さんと一緒に仕事をする
のであれば、「自分の手で作ったものをただ移し替えるのでなく
て、機械でしかできないカトラリーを作りたい」と竹俣くんは思っ
たそうです。世の中に出回っている多くのカトラリーは、コスト
の管理によって作られているもの。肢の方が重くて先を伸ばして
作る薄っぺらい感じじゃない、機械でしかできないものを作ろう
と。彼はそういうカトラリーを 2、3 年前から作り始めたところ、
それが世界中に売れていき、また何万本という注文が舞い込んで
きて、えらいお金も儲かっているらしいです（笑）。
　新潟県の燕三条というのは、もともと和釘や煙管（キセル）を
作る産地だったそうです。明治時代以降、カトラリーを作り始め
るんですけど、たまたまヨーロッパから洋食が入ってきて、国内
でカトラリーの生産拠点が必要になったときに、「そのくらいの
大きさだったら和釘と煙管を作っている燕三条なんかどう？」と
いう程度でカトラリーの生産が始まったらしいです。でも、竹俣
くんが作っているカトラリーは、いまは燕三条でしか作れないカ
トラリーになっていて、出来上がる「物」からは、やっぱり煙管
と和釘の匂いがするんですね。そこにたくさんの人が反応をして
いると僕は思っています。その燕三条でしかできない機械生産の
物、そういう物ができるんだなと思ったときに、工業製品の伸び
しろというか、まだまだ可能性はあるのかなという風に思いまし
た。
中川　手で作ることが「工芸」ではあるんですけど、でも機械で
作るというのも混ざっていくんだろうなと僕は思うんですね。で、
たぶん工芸もこれまで、時代時代の変化はしていて。平安時代に
できなかったことが江戸時代にはできるようになって、その技術
を取り込みながら作り方も変わってきているんだろうなと思うの
で、工芸と工業が融合していくというのも、一つの道なんだろう
なぁと思います。実際に、僕はいろんな産地に行きますけど、手
加工でしかできない部分と、機械を取り入れた部分が混ざりって

いて、面白いなと思う現場はあるんですよね。前半はベルトコン
ベア式に回っていて、割と工業化された物づくりだなぁと思って
いたら、最後の工程だけ職人さんがいて手加工が入って、「なん
でここだけ唐突に？」って思うけど、でもそれを聞いたら「この
部分も機械化しようと思ったけどうまく行かなかった。人でしか
できないからここは人なんだ」という答えがあって、それも非常
に合理的な判断として混ざり合っている。そうした現場を見て、
僕はすごく美しい姿だなぁと思ったんですよね（図 14）。
鞍田　なんかね、「民藝」の柳宗悦のもとで書生をしていた鈴木
繁男 *11 さんがよく仰ってたらしいんですけど、民藝はどういう
人たちに光を当てたかという喩え話を思い出しました。
*11）鈴木繁男（すずき しげお）：1914-2003 年。漆工芸作家。民藝運動家。柳宗悦の唯一

の弟子とされ、柳らが刊行した雑誌「工藝」の表紙を漆絵で製作したことで知られる

　鈴木さん曰く、「世の中にはカゴに乗る人と、カゴを担ぐ人が
いる」と。昔の江戸時代に使われていた移動用の「籠」のことです。
世の中には、籠に乗っている偉い人たちがいる。一方で、その人
たちを支えている、籠を担いでいる人たちもいるわけです。でも
実は、それですべてじゃない。「その籠を担ぐ人の草鞋を編んで
る人もいる」と。
　情景として見えているのは、籠に乗る人と籠を担いでいる人だ
けなんだけれど、その場に人として姿を見せない、彼らの足元の
草鞋を編んでる人がいる。民藝っていうのは、この草鞋を編むよ
うな人たちに、「あなたたちのやっていることは本当にすごいん
だ」と光を当てた。もう亡くなられましたが、ずいぶん前に、鎌
倉のもやい工藝の久野恵一 *12 さんから、そんなエピソードを聞
いたことがありました。久野さんは鈴木さんの薫陶を受けた方で、
手仕事フォーラムを主宰されてもいました。
*12）久野恵一（くのけいいち）1947-2015 年。元手仕事フォーラム代表、もやい工藝店主。

武蔵野美術大学在学中に民俗学者・宮本常一に師事。大学卒業後、仲間 5 人と「もやい工藝」

をはじめその後独立。2002 年に「手仕事フォーラム」の発起人となる。2015 年逝去。

　民藝運動草創期は、草鞋はまだまだリアルな存在でもあったで
しょう。いうまでもなく、ここで草鞋を編む人と目されているの
は、おなじくリアルな存在だった、手仕事の担い手たちです。だ
から、いまも手仕事に光を当てなきゃということが言いたいん
じゃないんです。お二人のお話を聞きながら、現代社会の中でも
また、僕らの足元にあるものを作っている人たちにちゃんと光を
当てなきゃいけないんじゃないかと、あらためて考えさせられて。

  （図 13）提供：竹俣勇壱さん   （図 14）提供：中川政七商店
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手仕事、工芸、工業の違いを超えて。であればこそ、民藝の後の
時代、つまり工芸と工業の次の時代を生きる僕らは、この時代の
足元を支えている人たちに向けて、きちんとそこに光をあてる言
葉、たとえば「民藝」に代わる言葉を紡ぎ出すこと、少なくとも
現代の「共感」を言葉にしていくことが必要なのではないかと思
いました。
中川　柳さんの「工芸的なるもの」という話の中に、車掌の呼び
出しの声とか、茶道のお点前とか、ここにもすごく工芸的なもの
が宿ると書かれていたんですね。たぶんそれの意味するところは、
当たり前のことを当たり前のようにきちんと繰り返しできること
の価値、みたいなことを仰っているのではないかな思ったんです。
　いま鞍田さんがお話された「草鞋」というのはそもそも、フォー
カスが当たるところではないから、見落とされるところ。それ
は、当たり前のことを当たり前にやっている日常に対して価値を
見出すというお話なのかなぁと思いました。では、なぜいま「民
藝」が注目されているのか。そこで一つ思い当たるのが、『君は
どう生きるか』という本がすごくブームで、漫画にもなっていま
すよね。あの本には「当たり前にあるけど、実は誰かが作ってい
て、誰かが運んでいる。そうした背景を想像しなさいよ」という
ようなことが書かれていたりするじゃないですか。だからいま、
あらゆる背景に対する感覚がどんどん鈍くなっている中で、どれ
もこれも当たり前に、どこかからポッと出てきたのように僕たち
は使ってしまうけれど、でも実は「これを作るにはそういうこと
があるんだ」という想像力であり、それを感知する感覚が衰えて
いるからこそ、そこに対する警鐘としての「民藝」だったり、「物
づくりへの共感」の流れなのかもしれないなぁという風に思いま
した。
鞍田　まさに仰ってくださった通りだと思います。一方で、いま
の人たちって、物ができる背景や過程に対する情報があると、そ
の面白さをグワーッと吸収する渇きもあるわけですよね。
中川　そうですよね。そういうことを普段感じていないから、一
度キャッチしたらすごく感じるわけです。それで興味を持って
グッと入り込んでいく。だから産地にも人がやってくるというこ
とがいま起こっているんだと思います。

自分の手で「つくる」ということ

赤木　そう、一昨年くらいに『君の名は。』という映画が流行っ
たじゃないですか。あれって、飛騨高山あたりが舞台のモデルな
んですよね。あの映画は、大きな隕石が落下してたくさん人が死
ぬという厄災からの救済を描いた映画ですよね。
鞍田　うん。
赤木　で、そのストーリーに共感した人がたくさんいるのは、我々
の背景に、そういう大きな厄災や大量死が起きるのではないかと
か、自分の立ち位置がわからなかったり、自分が何者かわからな
いという大きな不安があって、それを物語としてでも救済したい
という心の中の願望を示すものなんじゃないかと思うんですよ
ね。で、僕はそうした願望に、器も答えられるし、パン作りだっ
て答えられるし、家具作りやお米作りだって、それからお医者さ

んだって、いろんな仕事がそういうことに答えていける時代だと
思うんですよね。だからこそ、この高山の山の中に家具を作りに
若い子たちが来ているし、輪島にもお椀を作りに来ている若い子
たちがいる。
鞍田　それらはなぜ答えられると思いますか？
赤木　なぜ答えられるかを答えるのは難しいんですけど。やっぱ
り僕自身がどこかで救われているからだと思います。
鞍田　それは、こういうことではないでしょうか。ただ買うだけ
で済ますのではなくって、自分の手で確実になにかを「つくる」っ
ていうか、なにか一つでも物をカタチにできるという実感の持つ
力ではないでしょうか？
赤木　うん。自分の手で「つくる」ということは、自分の存在を
確認できるということなんじゃないかと思うんですね。「たしか
に生きている」みたいな。そういう感覚っていうのは、とても大
切だと思いますけど、どうでしょう。抽象的でしょうか。
中川　おっしゃる通りだと思います。関係の人がいたら申し訳な
いのですが、悪意はないので許してください。例えば、不動産業
はそれに答えられるんですか？
赤木　知り合いに、いい不動産屋さんがいますよ（笑）。
中川　そっか。どんな職業であっても、「いい」不動産屋さんで
あれば、たしかにそうですね（笑）。
赤木　僕はいま産地にいて、バブル直前の時代からいまに到るま
で、30 年間にわたる変貌ぶりを見てきました。かつての活気と
誇りにあふれていた産地が、急速に衰退してきたわけですね。そ
こには、倒産と廃業と夜逃げと自殺ばっかりが嵐のように吹き荒
れている。それを見て感じたのは、人生は無常じゃなくて、もう
無残としか言いようのないもの。そういう光景を、一方ではずっ
と見てきたんですよね。
　で、この流れが止まるのかというと、全然止まりそうにもない
中で、やっぱり僕らは物を作り続けなければいけないので、なに
かの希望は必要。その希望は夢ではなくて、現実の。だからこそ、
中川さんのお仕事の伸び代を見ていても、どこかに希望がある気
もするし、僕はやっぱり産地というのは、産地に関わらない人も
含めて、日本の物づくりというインフラを支えていると思うんで
すよね。材料にしろ、道具にしろ。そのインフラ自体がいま消え
ていこうとしている。それは全体のボリュームが消えているから、
そもそも草履を編む人たちの生活がままならなくなっている。
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　なので、その部分、例えば輪島であれば木地 *13 というのは専
門職で、曲げ物なら曲げ物の職人さんがいるわけですけれど、そ
ういう人たちの仕事が成り立つ術をこれからはなんらかの方法で
考えていかないと、僕ら自身も仕事が成り立たなくなっていく。
そういうことを考えたいなぁと思うんですよね。　
*13）木地：漆器を作る過程で、漆を塗る前の地肌のままの器物

いい人、いい会社、いいビジョンと企業文化を育てたい

中川　その「無残」に立ち向かうことを僅かですがやらせてもらっ
ていて、いま赤木さんがおっしゃった「いい不動産屋さん」とい
う答えに、「なるほどなぁ！」と思いました。やっぱり、「いい何々」
でなくちゃいけないんだと。
鞍田　たしかにね。
中川　で、その「いい何々」ってなんなのかというと、思想とテ
クニカルなこと、その両方を持ち合わせなければいけないと僕は
思うんですね。技能としてできるだけでは足りなくて、そこには
やっぱり、いい思想がなくちゃいけない。その両方を持ち合わせ
て、初めて「いい何々」になるんだと思うし、それを束ねていく
のがビジョンだと僕は思っているんです。ちなみに僕、この 3 月
で社長を辞めたんですよ。僕は「いい会社を作りたいんだ」とい
うことに気づき、いまは会長って言ってますけど、あれは名ばか
りで実質辞めたんです。
鞍田　ただ作りたいんじゃなくてね。
中川　そう。いい会社を作りたい。最初はそんなこと考えていな
くて。中川政七商店はもともと「ザ・商店」という感じだったん
です。それをちゃんとした会社にしたいなというところから始ま
り、16 年やってきた。一区切りがついて、次に「いい会社を作
りたい」と思ったときに、経営者として「いい会社ってなんなん
だ？」っていうと、いいビジョンと、いい企業文化があることだ
と思ったんです。この二つがあれば、いい会社なんだろうなと。で、
たぶん、いい会社は 100 年続くんだろうなと思ったんです。だか
ら今後はそれを仕事にしていきたいと思うようになりました。
　中川政七商店は「日本の工芸を元気にする！」という、「いい
ビジョン」はあると思うんですよね。でも、もちろんビジョンだ
けではなくて実現する力もなくてはいけないし、思想もなきゃい
けない。あとは「ビジョンを達成するために手段を選ばん」みた
いなことではもちろんないと思うので、いい企業文化を育ててい
かないといけない。そう考えたときに、「いい企業文化」に関し
ていうと、まぁ僕がいない方が良くなっていくだろうなぁという
合理的判断のもと、辞めたんです。
鞍田　いない方がいいというのは、具体的にどんな理由から？
中川　企業文化って、そこを構成する人みんなで作っていくもの
じゃないですか。でも、僕はある意味、創業者みたいなものなの
で強いトップなわけですよね。強いトップがいると、うまく回る
面もあるけど、そこにいるメンバーの意識として、やっぱり頼っ
てしまう部分もどうしても出て来てしまう。それでは「みんなで
作っていく」という意識が醸成されにくいから、抜けた方がいい
なぁと思って辞めたんですけど。

鞍田　それって、次にちゃんとつないでいく、後進を育てること
にもなりますよね。
中川　そうですね。
　　　　　　　　　　

「次」はちゃんとある

鞍田　僕が今回、「次」というテーマにこだわりを持ったのも、
実はそういう意図もありました。仕事柄、日常的に学生さんを相
手にするので、とくに若い人たちに向けての「次」を考えること
が多いんです。彼らには、これまで誰かがやって来たことを、お
手本のようになぞるんじゃなく、ちゃんとその「次」があるんだっ
ていうイメージをもって社会と関わってほしいなって思いもあっ
て。先ほど赤木さんが仰ってくれたような、一抹の不安が社会に
漂っているとしたら、それを払拭するようなビジョン、つまり、
この社会はまだまだ新しい可能性に開かれていて、希望はあるん
だっていう方向性ですよね。それを僕たちは、若い彼らに投げか
けていくというか、つないでいく必要があると思っています。よ
く彼らに言うんです、「これで終わりじゃない。『次』はちゃんと
あるから」って。
赤木　いま、うちの工房には 7 人の若い弟子がいます。先ほどの
産地の話ですが、僕には一つの構想があって。例えば京都では、
もう椀木地を挽ける職人さんが一人しかいないらしいんです。そ
のうち、京都で木地を挽けなくなってしまう。まだ輪島では、椀
木地を挽ける工房が 15 軒くらいあります。なので、京都の作家
さんの木地は、僕を通じて輪島で挽いていたりもしています。鎌
倉彫の場合も、鎌倉にはもう木地師さんがいないので、輪島で木
地を挽いて、それを鎌倉へ持って行き、彫っているんです。
　現状では、素材に近い仕事ほど職人さんの後継者がいない。そ
して、輪島の椀木地屋さんも、どんどん高齢化をして、次の担い
手がいないところばかりです。いま職人さんが現場で仕事をして
いるうちに後継者を育てて技術を継承していかないと、あと 10
数年すれば、急速になくなってしまうと思うんですね。その対策
としてはやっぱり、法人化しかないと僕は思っているんです。
中川　はい、できることであれば。ここ 2 年 3 年ではなくて、ほ
んとうに 30 年先を見据えたスパンで動かなきゃいけないという
のは、まさに僕が「日本工芸産地協会」を作ろうと思ったきっか
けでもあります。やっぱり現実的に、細々では続きにくいんです
よね。伊勢神宮の式年遷宮が 20 年に一回なのは、若手・現役バ
リバリ・親方の三代が、毎回ちゃんとそれぞれの役割で携われる
からといいます。要はこの三代というのが、技術継承の最小単位
なんですね。戦後、GHQ が式年遷宮を 30 年に一度にしようと
した時に、「30 年ごとになったら二代しか関われないからそれは
危ない」ということで、20 年に落ち着いたという話があるんで
すね。だからある程度の規模を持つことは、続けるという意味で
はすごく意味があると思うので、株式会社化なのかはわからない
んですけど、手伝います。
赤木　僕もやる気はあるんですが、自分の作ったものを売るのに
必死すぎて、経営能力はないですし、よろしくお願いします（笑）。
中川　僕、次は教育をテーマに仕事をしていきたいなぁと思って
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います。こんなことを言ったら元も子もないんですが、結局のと
ころ、最後は全部が人に帰結していくと思うので。いい不動産屋
さんというのも人だし、いい漆職人もいれば悪い漆職人もいるか
もしれないし。僕は今後、そういうところでやっていきたいなぁ
と思っています。いまの状況のままいくと、輪島の木地師さんが
いなくなったら、同時に何箇所かの工房が潰れるわけですからね。
それはなんとしてでも止めたいなぁという思いはあります。

関係性から生まれる「その人らしい」物づくり

鞍田　教育のお話が出ましたが、「いい」ということに関して、
なにか赤木さんのお考えはありますか？
赤木　難しい質問ですね。だいたい僕は悪い方ですから（笑）。
鞍田　悪い方かもしれませんけど、悪い方だからこそ憧れる「い
い」のイメージをお持ちじゃないかなぁと思って（笑）。
　　（会場　笑い）
赤木　この間、金沢のお寿司屋さんで話をしていて。そこでは自
然な作り方で作られたお米を使っているのですが、寿司屋の大将
曰く、「お米にはいちばん人が出る」って言うんですね。要するに、
その人が何を考えて、どういう性格でどんな風に作るのか、すべ
てがわかってしまう。これまで僕は、お米に作った人の人柄が出
るなんて思ってもみなかったです。でも、大将が言うように、た
ぶん、魚を獲る漁師さんよりも、お米には人が出ると思うんです。
そこが最後は人なんじゃないかなって。寿司屋の大将だってそう
じゃないですか。どの素材だって手をかければ、限りなく手をか
けることができて、それをどこまでやっていくかという。そこに
最後はその人が出て来ると思うんですよね。
　やっぱり、民藝や工芸と呼ばれるものは、自然という素材とそ
れを作る工人との関係性の中から物が生まれて来るので、どこま
で真摯に目の前の素材と向き合っているか。素材をただの材料と
して利用するんじゃなくて、素材に対して自分に与えられた「あ
りがたい」ものとして、素材の声を聞きながら付き合っていく関
係性みたいなものも、その物に出て来ると思うんですね。それが

　　　　　　　　　　　　　　こう、感謝の気持ちだとか謙虚で
　　　　　　　　　　　　　　あるとか。そういうことができる
　　　　　　　　　　　　　　のが、いい作り手だと思うんです。
　　　　　　　　　　　　　　僕はまだ、できてないんですけど
　　　　　　　　　　　　　　（笑）。 
　　　　　　　　　　　　　　鞍田　食に関わるところで、同じ
　　　　　　　　　　　　　　ような言葉に接したことが、僕も
　　　　　　　　　　　　　　あります。僕は出身が兵庫県なん
　　　　　　　　　　　　　　ですね（図 15）。しかも新興住宅地
　　　　　　　　　　　　　　育ちですし、高山みたいに歴史の
　　　　　　　　　　　　　　ある街ではなく、自然もそんなに
　　　　　　　　　　　　　　厳しいわけでもなくて、なんだか
　　　　　　　　　　　　　　こう緊張感がなく、ネジ一本抜け
　　　　　　　　　　　　　　たような感じ。全体的に穏やかで、
　　　　　　　　　　　　　　ボヨーンとした凡庸な感じがずっ
　　　　　　　　　　　　　　としてて、若い頃はその凡庸さが
すごく嫌いだったんですね。とくに京都で哲学を学んでいた頃は、
そんな地元の凡庸さが嫌で嫌で。ところが、数年前に、兵庫県の
丹波地方の「山名酒造」さんという造り酒屋さんを訪ねたときに、
オオっていう言葉に接して。そこの杜氏さんに、どういうお酒を
目指しているのかお尋ねしたんです。そしたら、「肌理の細かい酒」
だとおっしゃるので、どういうのが肌理の細かさかとさらに聞い
たら、土地の水で育った土地の米を使ったお酒のことだと。「灘
みたいな強い水があるところには、強いお酒ができるけど、それ
をここで目指しても仕方ない。穏やかな土地には穏やかな水があ
り、まろやかな味が出る」って。丹波は風景も穏やかな、あえて
いうなら、まあ少なくとも僕には見慣れた、平凡極まりない風景
だったんですが、目が覚まされた気がしたんですね。なんといっ
ても、そこの「奥丹波」、なかでも木札っていうのがほんとうに
美味しくて。とかく僕らは、地域とか土地とかいったときに、わ
かりやすい個性というか、キャッチーなものに注目しがち。だけ
ど、実は、このなんとも平和で穏やかな凡庸さの中にも、可能性
が潜んでいる。そんな可能性を掴むことが、先ほど赤木さんがおっ
しゃった、素材への感謝や謙虚さかなぁと思って、ふと思い出し
ました。
　あ、そろそろおしまいの時間が近づいてきたようです。あらた
めて、どうでしょう。今日のディスカッションを振り返っていた

（図 15）兵庫県加古川の風景
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だいての感想や、言い足りなかったことなどありますか。その辺
伺いつつ、ぼちぼち締めようかと思います。
中川　そうですね。土地性について、家業もそれに近い部分があ
るのかなぁと思いながら聞いてました。うちはもともと社訓とか
家訓とかが一切ない家で、「そんなもの何の役にたつねん」て親
父に一蹴されたことがあるんです。それでもなんとなくこう、脈々
と続いてきたなにか、みたいなものを背負いながらやっている気
がするし、それは土地にも宿るし、物にも宿るし、そういう家業
みたいなところにも宿るのかなぁと思いながら聞きました。
赤木　僕は輪島には縁もゆかりもなくて、漆をやろうと思ったら
輪島しか思いつかなくて、輪島へ行き、全くなにも知らないとこ
ろに弟子入りをさせてもらいました。一方で、輪島で代々続いて
いる漆職人さんの家とかがあるわけじゃないですか。で、そこの
若い職人さんたちはすごく嫌そうにしているわけですよ。それが
僕にとってはすごく羨ましかった。でも、ほとんどの人はね、流
れ者でしかないので、中川さんなんかは幸せですよね。受け継ぐ
ものは大きくて大変だと思いますが。
中川　そうですね。でもなんかそのー、嫌々やっている若者のお
話も良くわかるんですが、たぶん僕は父親から一度も「継げ」と
言われたことがないんですね。自分でこの仕事を選んだので、そ
れがよかったんじゃないかなぁって気がします。もちろん結果的
に、恵まれているなぁとはその分思いますけど、たとえそれがど
こであれ自分の選んだ道だから。もちろん「工芸」と「IT」でどっ
ちが儲かんのって言ったらやっぱり IT の方が儲かりそうですけ
ど、でもまぁ自分で選んだ道なので。
赤木　なんで IT はあんなに儲かってそうで、僕らは儲からない
んでしょうかね。
中川　なんでですかね。それ、ぼやきだしたらあと 2 時間くらい
話せますよね。
赤木　同じ世代でも、IT の会社をやっている人はヒルズとかに
住んでいてお金があるようで、僕も一生懸命働いているのに、な
んでお金がないのかなって思うんですけど（笑）。
中川　そうですね。まぁイチローがなんであれだけ稼げるのかは、
野球を選んだからだと言いますよね。ハンドボールを悪くいうわ
けじゃないですが、ハンドボールではそうはならない。僕らはハ
ンドボールを選んだんです。だからハンドボールでも、世界で一
流のハンドボールプレイヤーになるために、そこは誇りを持って
やっていきたいなと思いましょう！
　（会場　笑い・拍手）
赤木　僕も、そう思います（笑）。
鞍田　「工芸と工業の次」はハンドボールっていうのが、今日の
オチ？（笑）。
赤木　でもやっぱり、工芸だから儲からないじゃなくて、もう
ちょっと真面目に仕事をしている人がお金をね、得られるように
なった方がいいですよね。
中川　そうですね。ハンドボールプレイヤーは食えないっていう
のは良くないので、ちゃんと続けていける状況をつくる。やっぱ
りいまは、月給 7 万円ではやっていけないから。それをちゃんと

した状況にしたいというのはほんとうに心から思っています。
鞍田　うんうん。あと、たぶん、途中何度か話題にあがった「共
感」じゃないですけど、いまは若い人たちを含めて、民藝や工芸
とか、丁寧な物づくりとか、いい物、いい作り手に対する共感は、
それなりにみんな持ってるんですよね。
　ただ、ある意味、それってまだまだナイーブで素朴なイメージ
程度のものかもしれなくて、産地の現場の議論へとちゃんとつな
げていくということが、求められているんだと思うんです。それ
が、仮に「ハンドボール」だとしても、野球に負けない誇りをちゃ
んと育てていくためにも大事なことだと思う。今日はその一端だ
けでも掴むことができたのかなと思っております。
赤木　今後の課題は、僕らがつながろうとしている土地はどこに
あるのか？と、お金はもうちょっとどこにあるのか？ですね（笑）。
中川　両方ある土地を探して行きましょう（笑）。
赤木　その両方が大切だと思いますよ。
鞍田　はい。では、僕たちのディスカッションはこれくらいとし
て、フロアからもご質問や感想など伺いたいと思います。

質疑応答

・質問者１【海外適応について】
中川さんがおっしゃっていた「伝統工芸は時代に適応していくの
か」というお話について。今後、日本の人口が減っていくにつれ
て、どんどん共感するパイも減っていく。そうなったときに、共
感していく相手という意味で、海外は無視できないと思う。いま
日本にいる職人さんたちで、海外にどうやって適応していくかと
いうお話を聞きたい。

中川　ありがとうございます。ピーク時から比べて日本の工芸の
産地出荷額は 5 分の 1 まで減っているんですね。でも、ちょっと
考えてもらいんですけど、日本の人口はバブル期から 5 分の 1 に
はなってないというのが僕の念頭にはあって。もちろんここから
人口が減っていくというのは、間違いなくありそうなんですが、
でも、たとえそうであっても、バブル期の 5 分の 1 の人口になる
には、まだ時間があると思うんですね。だから海外に興味がない
というのはアレなんですけど、僕は日本でもまだまだやれる道は
あるんじゃないかと思います。
鞍田　第一に目指す相手としてね。
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中川　そう。それがまず第一で、海外に対する適応というのは、
やっぱり工芸とか物づくりの中でそもそも自然とか文化、そうい
うものを孕んでの物づくりだと思うので。文化が違う人に対して
共感を得ようと思ったときに、ましてや言葉も違うし、一気にハー
ドルが上がると思うんですよね。だから正直僕はまだ、海外対応
は全然できていないですし、逆に海外対応をしないといけないか
というのも正直、迷いがありますね。あまり対応しないでもいい
んじゃないかと思って、これまでやって来ました。すみません。
答えになってないかもしれないですね。
鞍田　赤木さんはいまの質問になにかありますか？
赤木　例えば、輪島漆器組合みたいなまとまりとして、そういう
対策を取ろうとしているんですけど、僕自身はあんまり海外に
は興味がないですね。漆の器というのは、日本人の生活の中に
1000 年以上根付いている。いまのお椀のカタチが作られるよう
になったのは平安時代ですけど、それ以前からずっと、日本人の
暮らしに根付いてきたからなんですよね。そこから離れた器はあ
まり意味がないのではないかなぁと思っているので、僕はあまり
積極的には行かないですけど、年に一回だけ海外で個展を開催す
ることにしています。

・質問者２【工芸界で儲けようとすることはいけないことなのか】
カッコイイゴミ箱、インテリアや家具として使えるゴミ箱が世界
中を見回してないと思い、ゴミ箱の開発をしている。質問は、儲
けることはいけないのか？いろんな工芸関係者とお話をすると、
値段設定があまりにも低く、「我々はストイックでならなければ
いけない」ということがずっと聞こえてくる。もっともっと値段
が上がっていかないと、裾野は広がっていかないと思う。その点
で、中川さんのようなブランディングが必要と思う。儲けること
はいけないのか。そうでなければもっともっと IT 業界のように、
儲けることに積極的になっていただきたいと思う。

鞍田　その点から言えば、ここにいるのは積極的なお二方ですも
んね（笑）。
赤木　ただその、大きな経済とかグローバリズムに飲み込まれて
はいけないと思っているんですね。だからあくまでも、小さな商
いがいいと思うんですけど、そのストイックさとか、そういうイ
メージも「生活工芸」のある意味特徴であったと思うんですけれ
ど。あのー、僕はもっと工芸品の値段は高くないといけないと思っ
ています。地方で職人をやっている人の平均手取りは 7 万くらい
じゃないかって、先ほど中川さんがおっしゃっていましたけど、
それではほんとうに暮らしが成り立たないので、高くなければい
けないと思います。でも高くても、売れるものにしていく必要も
当然あるだろうし、ある意味、儲けなければいけないと僕は思い
ます。
中川　儲けようと思っていますし、儲けないと続いていかないこ
となので。日本には「清貧」みたいな思想がありますよね。でも
なんかそれはチョット違和感がある。ただ、お客さんあってのこ
となので、「ヴィトンが 3 万だからうちも 3 万だ」と言っても誰

も買ってはくれないという現実もあるから、そこはテクニカルに
解決していかないといけないことはたくさんあるとは思います。
赤木　で、ゴミ箱については僕も同感します。ほんとうに欲しい
ゴミ箱がなくて苦労して来ました。僕は自分の自宅と工房のゴミ
箱は全部自分で作りました。で、僕は合板とかがあまり好きでは
ないので、全部無垢の木材で作って、材料代だけで 50 万くらい
かかりました。
　（会場　笑い）
赤木　出来上がってやって来て、請求書を見たうちの奥様にもの
すごく叱られました。ということがありました。やっぱりいいゴ
ミ箱は必要ですよ。

・質問者 3【「民藝」に代わる新たな言葉を作った方がいいのでは
ないか】
商社という立場で、物を右から左へ流す仕事をやってきた中で、
商社の役割がいらない時代にも来ているということにここ数年、
気づきはじめている。それから自分でも、取引先が作った物を使っ
て生活をするようにしたときに、作り手さんのことが思い浮かん
だり、顔が見えるストーリー的な部分に共感する感覚が芽生え始
めた。豊かな生活というのは、こういうことだと思った。トーク
の中で、共感だったり言葉にするのが難しいというお話があった
と思うが、今回「工芸と工業の次」ということで、例えば「民藝」
に代わる新しい言葉が作られたらいいのではないかと思った。そ
ういう価値を伝えるべき新しい言葉があったら、関わっている皆
さんもその言葉を使い、わかりやすく発信ができると思う。中川
さんや日本工芸産地協会の人が共通に使えて、広く認知される言
葉があったらいいのかなと思った。

鞍田　すごい大事な視点ですね。この点はおそらくそれぞれに想
いがあると思うので一言ずつお願いします。
中川　僕はそういうことを言う立場じゃないと思っていて、やっ
ぱりお二人の方が守備範囲だと思っています。
鞍田　むしろ、じゃあ赤木さん。
赤木　僕は、言葉をつくることには、チョット否定的。いちばん
最初に、鞍田先生から、建築家の小嶋さんの「小さな矢印」のイ
ラストが出ましたけど、それがいいと思うんですね（p14. 図 3）。
というのは、柳みたいな人がまた出てきて言葉をつくったら、中
心が生まれると思うんですよ。で、その中心で大きな流れができ
てしまうような時代では 21 世紀はないような気がしていて。な
んとなく共感とか共有はされているけど中心がない方が、なんか
いまの時代には相応しい気がするんですね。それとやっぱり柳も
いるし、柳の背景にはいろんな哲学者がずっといて、そこに深み
があるので、柳の「民藝」という言葉に乗っかっていてもいいよ
うな気がするんですけど、いかがでしょうか。
鞍田　いや、この話は赤木さんとはもう何度もしていることで、
まず時代状況としてはそういうことの方が相応しい。そこを耐え
抜く中でしか出てこないこともあるのかなって気は僕もしていま
す。なにか、旗をあげるって実は簡単なことかもしれなくって。
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そこじゃないところに僕らはいま頭を使わなきゃいけないと思う
んですが。
　僕自身の仕事としてはね、やっぱり言葉を紡ぐ人間なので、だ
からなにも語らなくていいということではなくて、例えば中川さ
んが言葉にし難いって言った「いい」とか「いいよね」ってとこ
ろをもっと語るのが僕の仕事でもあるだろうし。だから、なんか
レッテルではない、「民藝」のような言葉とはまた別の語り口が
求められているのかなと。チョット逃げみたいかもしれませんが、
そんな風に思っています。
中川　1 分前までは言葉があったほうがいいなと思っていました
けど、なくてもいいような気がしてきました（笑）。
鞍田　ひよったな（笑）。
中川　「なんかいい」って思うのは、赤木さんのなんかいいと僕
のなんかいいと思うのはたぶん違うし、そういうものだと思うん
ですよ。だから言葉ってたしかにある意味宗教的で、そこにすが
りにいくと分かりやすくていいかなぁと思ったんですけど、言葉
ではないのが 21 世紀的かもしれないです。
赤木　まぁでも、言葉を使って考えていくというのはすごく重要
なことなので、その作業はみんなで続けていけたらいいと思うん
ですけど、ほんとに偶然なんですけど、今日この会場を出たロ
ビーのところに僕の本、たまたま売っているらしいんですね（笑）。
もしよかったらぜひ手にとっていただけたら・・。
鞍田　ほら、ちゃんと儲ける人だから（笑）。
中川　僕の本も偶然売っているんですけど（笑）。でも、赤木さ
んの本はほんとうに、柳の本を読めなかった僕にとっては救いの
本でした。
赤木　ありがとうございます。
鞍田　ハイ、あのー、やっぱりみなさんそれぞれに興味関心があ
り、問題意識を持って聞きにきてくださったんだなと思いました。
わずかではありましたが、フロアからの声を伺って、この場が
グーッと深まって、さらに親密なものになった気がして、うれし
くもなりました。あらためて、みなさんに感謝を申し上げて、こ
の場を締めくくりたいと思います。ほんとうにありがとうござい
ました。（終）
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パネルディスカッション ②
「地域で生きる、地方ではたらく」

　ノンフィクション作家
　 　 神山典士
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　     
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　劇作家・演出家
　　　　　　　　　　　　　　　　　    平田オリザ

100 年の急坂を下りながら、
                              地域が自立していくには？

神山典士（以下、神山）　みなさん、よろしくお願いします。「地
域で生きる、地方ではたらく」これが今日僕らがいただいた演題
なんですけど、まさに人口減少時代、地域が疲弊している時代に
オリザさんはなんと、劇団ごと兵庫県の豊岡市に移住することを
発表されました。早ければ来年くらいから豊岡でつくり、豊岡で
公演し、そこから日本中、あるいは世界へ劇を持っていくとい
う。これまでの演劇界のあり方とは真逆の演劇活動を続ける。日
本中を回り、あらゆる地域でコミュニケーション教育、あるいは
演劇を使った様々なメソッドを地域おこしに活用しているわけで
すが、ご自身も課題解決型のアクションを起こすという、模範で
すね。
平田オリザ（以下、平田）　いやいやいや。たまたまです。
神山　はい、ということで話をしていきたいと思います。まず
この図を見てください（図 1）。今日僕ら二人が話すことの前提は、
すべてこの日本の総人口の長期トレンドをベースにしているとご
理解ください。
　ちょうど槍ヶ岳みたいな頂点がありますけど、あれは 2008 年
です。2018 年は、そこから 10 年右へ進んでいますから、僕らは

この急坂を一緒に転げ落ちている。僕はいま 58 歳ですが、死ぬ
までこの下り坂を降りなきゃいけない。のみならず今日この瞬間
にオギャーと生まれた赤ちゃんも、あと 100 年はこの下り坂を降
りなきゃいけない。さらに言うと、こんなに急な上り坂と、こん
なに急な一直線の下り坂を経験する人口 1 億人以上の国は未だか
つてなかった。だから僕らは、人類史上初めて、この急坂を下る。
下りながら幸せを掴まなきゃいけない。各自の自己実現をしなけ
ればいけない。地方は地方で、この下り坂を下りながら、地域の
自立をしていかなければいけない、という局面にあります。だか
ら僕はよく言うんです。「地球船日本丸」という船があったとす
ると、僕らは乗船者として全く同じ運命を生きている。仮にこの
船が沈んじゃうとしたら、全員で沈む。仮にこの船がいい港に入
れるとしたらば、全員で豊かになれる。僕らはそういう運命共同
体を生きていると思って聞いていただけたらと思います。オリザ
さん、そういう認識でよろしいですか？
平田　はい、はいはい。
神山　で、オリザさんはかれこれ 20 年になりますか？日本中で
ワークショップを展開し、特にここ 10 年くらいは演劇を使った
地域おこしを明確に意識されて活動されている。オリザさんが地
方へ向かい地域を見るときに、どういう視点でその地域を見てい
くかというあたりからお話をいただけますか。

イオンじゃ恋は生まれない

平田　そもそも僕は劇作家なので、今日もなぜ呼ばれたのかあま
りよくわかっていないんですね。大学では、アートマネージメン
トという文化・教育政策を教えてきて、講演会の仕事もたくさん
あります。以前、高山市にも教育政策の話で呼んでいただいたこ
ともあります。この 4、5 年は急に、地方自治体の方から「人口
減少についてなにか喋ってください」とか、地方創生の予算でお
呼びいただく機会が増えました。そもそも劇作家に人口減少問題
について聞くようになったらもうこの国は終わりだと僕は思って
いるんですけど（笑）。
　ただ劇作家というのは客商売なので、目の前の方たちを楽しま
せなきゃいけないという強迫観念があってですね。なので、全然
関係ないんですが、いろいろ調べて考えたんです。
　スキーの人口が、いますごく減ってますでしょ。どのくらい
減っているかというと、この 20 年で 3 分の 1 になりました。当
初 2000 万人くらいいたのが、たぶん 800 万とか 700 万とか。ス
ノボの人口は増えているんですけど、足しても半減以上の激減な
んです。スキーの人口減少が「ヒドイヒドイ」と言っても、実際
の若者人口は 2 割しか減っていないんですね。そこにはいろんな
理由があると思います。インターネットや、ほかに楽しいことが
いろいろできたとか。若者たちの可処分所得が減っている、車を
持てなくなっている。一説によると若い奴の根性がなくなって、
寒いところに行かなくなった説までいろいろあるんですけど、テ
ニスも海水浴の人口も減っているので、たぶん、これは違うと思
うんですね。もちろん最大の理由は、若者人口そのものの減少で
す。しかし、若者人口は減ったと言っても 2 割です。これもたい（図 1）スライド提供：神山氏
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へんなことですが、スキーの激減に比べれば減り方は少ない。統
計学者や観光学者は、「若者人口が減ったから、スキー人口が減っ
た」という風に言います、全員が。だけど劇作家はそういう風に
ものを見ないです。劇作家というのはひねくれたものの見方をす
るのが仕事なので、みんなは「若者人口が減ったから、スキー人
口が減った」というけど、そうじゃないんですね。「スキー人口
が減ったから、若者人口が減った」んです。もう一回言いますよ。
　スキー人口が減ったから、若者人口が減ったんですね。私たち
の世代（1990 年代初頭）まで、スキーは 20 代男子が女性を一泊
旅行に誘えるもっとも合法的な手段だったわけです。これが減っ
たらそりゃあ人口減少になるでしょう、当然。スキーはもちろん
象徴に過ぎないんですけど、要するに、地方都市の街の中にジャ
ズ喫茶とかライブハウスとか、画廊とか写真館とか、そういう出
会いの場をぜんぶ無くしていって、行政が慣れない婚活パーティ
をしているとかっていうのがいまの現状です。要するに地方の若
者たちはどこで出会うんですか？ってことなんです。イオンじゃ
恋は生まれないんですね。
　　（会場、笑い）
で、それをどうにかしていかなきゃいけないという話を思いつい
たんです。全く根拠はないんですけど、思いついたんですね。そ
したらことの外、面白がる首長が日本に 10 人くらいはいて、そ
ういう場所に加速度をつけて呼ばれるようになりました。そのう
ちのいくつかがこれからお話していく地域です。

各地域の取り組み

◆香川県小豆島 – 瀬戸内国際芸術祭
平田　小豆島はご承知のように瀬戸内国際芸術祭で大変な成功を
して、「瀬戸内国際芸術祭」の開催地でもあります。非常に広範
囲でやっているように見えるんですけど、高松から小豆島に渡っ
てからでないと、豊島とかに行けないようになっているので、あ
れはほとんど小豆島の独り勝ちなんですね。帰りは必ずみんな小
豆島でオリーブ、そうめん、醤油、オリーブ牛という牛だったり、
お土産を買って帰ります。逆にいうと、お土産になるようなもの
が小豆島にしかない。また、芸術が産業に結びつく成功例として、
いま小豆島はすごく頑張っていらっしゃいます。

◆岡山県奈義町 – 先進的な子育て・教育施策
　奈義町というのはみなさんあまりご存知ないかもしれません
が、岡山県の北東部に位置し、鳥取県と接する人口 6000 人の小
さな町です。ここが 3 年ほど前に、特殊出生率 2.81 という日本
一になりましてすごく話題になりました。一年だけのことではな
くて昨年の速報値も 2.4 くらいだったので、人口減少はもうほぼ
止まるだろうと考えられています。これはカラクリが簡単で、隣
に津山市という人口 10 万人の大きな市があるんですね。地方在
住の方はお分かりになるかと思うのですが、東京にいると勤務地
の沿線に住みますね。しかし地方は車社会なので、津山であれば、
津山の周りの車で 30 分圏内であればどこに住んでも同じな訳で
すよね。結婚、出産、あるいは家を建てるときに、どこに住むか

を若い人たちは考えるわけですね。すると当然、教育と子育て施
策のしっかりしたところに住むようになります。まぁおそらく 8
割型は奥さんの意見で決めると思います。これはいい悪いではな
くて、現状子育ての 8 割は女性が担っている。男は昼間は働きに
行くだけなので、どこに帰ってきても一緒です。生活の基盤は女
性が担うので、当然、女性の意見で住む自治体を決める時代になっ
てきました。奈義町は先進的に子育てと教育を徹底的に支援して
きたため、雪崩を打って津山に働いている若い夫婦が、いまは奈
義町に住むようになっている。で、その人たちが 3 人目 4 人目を
産むので、一挙に人口増に転じているところです。
　奈義町の場合はただ単に教育施策だけではなくて、町の文化と
して、農村歌舞伎を守っています。子どもたちは小学校で全員歌
舞伎をやるんですね。それから希望者は幼稚園から高校まで週一
回の歌舞伎教室に無償で参加が可能です。要するに習い事も無償
なんです。それから 6,000 人の町ですけど、なぜか磯崎新が建築
した現代美術館を持っている。図書館も磯崎さん建築なんですけ
れど、文化資源がすごくある町なんですよね。そうすると、おしゃ
れなイメージができて、若い夫婦が移り住んでくるという流れが
全国的な傾向になっています。

 ◆北海道東川町 –「写真甲子園」の取り組み
　実は他にも例があります。今日は工芸の方たちのお集まりなの
で、ご存知の方も多いかと思うんですが、北海道の東川町です。
家具で有名な町ですね。ここも「写真甲子園」というのを 30 年
前に始めて、いま東川町は「写真文化首都」という風に名乗って
います。写真に関しては、首都は東京ではなくて、東川町が日本
の中心なんだと。ここも旭川市に隣接した町なので、旭川から J
ターンもすごく増えています。8,000 人代だった人口が 6000 人代
に一度は落ちたんですけど、いまは 7,000 人代に回復して、ここ
はもう上昇に転じています。そういうことに気がつき始めた自治
体がいくつか出てきている。

 兵庫県豊岡市。 21 世紀の「城の崎にて」の採掘

平田　兵庫県豊岡市は高山市と状況がすごく似ています。人口 8
万人前後。市町村合併でものすごく巨大な面積になりました。高
山もそうだと思うのですが、豊岡も兵庫県の中でいちばん面積の
大きな市です。豊岡市には 1000 年以上の歴史のある城崎温泉が

左から：神山典士氏・平田オリザ氏
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ありますね（図 2）。また、豊岡の場合、工芸は鞄ですね。柳行李（や
なぎこうり）を発祥とする鞄産業があり農業も盛んです。そして
いま、インバウンドがちょっと想定外なほどに増えている。豊岡
もこの 5 年で城崎温泉を中心にインバウンドが 40 倍になりまし
た。しかもほとんど口コミです。そうしたところは、高山とすご
く似ていると思います。
　豊岡市の場合には、城崎温泉の近くに「城崎大会議館」という
コンベンション施設があったんですね。1000 人収容の国際会議
場だったんですけど、最後のほうは 1 年間に 20 日間くらいしか
使われていなかった。30 年間 1,000 人入ったことが一度もなくて、
最高に入ったのが「新婚さんいらっしゃい」の公開ロケがあった
時に 630 人という。会議やってないじゃないかという（笑）。そ
れを県が豊岡に払い下げるという、まぁよくあるお荷物施設の押
し付けですよね。それを潰して駐車場にするかという話をしてい
たらしいんですけど、「若いダンスカンパニーとか、劇団の稽古
場として貸したらどうか」と、市長が急に言い出したんです。そ
の時にたまたま文化講演会に呼ばれて、僕は豊岡にいたんです。
担当者から、「市長がこういう風に言っているので施設を見てい
ただけませんか」と言われて見に行ったんですが、公民館をその
まま大きくしたような、とてつもなくダサい施設だったんです。
　今時こんなにダサい施設あるかと思って、「これはよっぽど頑
張ればどうにかなるかもしれませんけど、チョット難しいと思い
ますよ」と僕は言ったんですけど、その担当者は演劇が大好きな
方で、しかも市長と中高が同級生だったんです。それで、市長に「平
田先生が頑張れば大丈夫って言ってました」と嘘を伝えて（笑）。
　ちなみに城崎というのは、街並みの真ん中に大きなホテルを建
てないことになっていて、木造 3 階建ての街並みをずっと守って
きたんです。50 年くらい前までは旅館の中には内湯もなかった
ので、「食事をしたら外へ出て、街の外湯に入ってください」「町
歩きを楽しんでください」というスタイルでやってきたそうです。
それが関西の若い子たちを中心に大ヒットして、いまでは卒業旅
行で女子学生たちがたくさん城崎温泉に来るようになり、それを
目当てに男子も来るようになりました。7 月になると初ボーナス
で親孝行旅行ですね。街並みの風情がおしゃれなイメージでとて
も賑わっているんですね。
　一方で、志賀直哉だけじゃなくて桂小五郎を匿ったとか、かつ
て「文人」と呼ばれた人を一ヶ月くらい泊めて、最後に書をいた

だければタダみたいなことを、城崎ではずっとやってきたんで
す。あそこの街は、志賀直哉が蜂の死骸を見つけただけで「温泉
と文学の街」と言って 100 年近く食っているんですよ。それって

「アーティストインレジデンスだよね」という話から、21 世紀の
『城の崎にて』ができればまたあと 100 年食っていけるじゃない
か、という話になったんです。目利きのプロデューサーに滞在す
るアーティストを選んでもらい、城崎に滞在してもらって、表現
してもらう。
神山　志賀直哉はたしか、1 週間か 10 日、城崎に滞在しただけ
ですよね。
平田　そうそうそう。事故があって城崎に滞在して、ずっとあと
に『城の崎にて』を書き上げた。それだけで「温泉と文学の街」
と名乗ってるんですからね。ただし 21 世紀の「城の崎にて」は、
小説とは限らない。それがコンテンポラリーダンスかもしれない
し、メディアアートかもしれないと。そこで大事なことは、世界
に発信すること。
　次の 21 世紀は世界に発信できる「城の崎にて」だと思いつつ、
施設のダサさに内心「これじゃあダメだ」と思っていたんです。
けれど蓋を開けて公募を始めて見たら、世界中から申し込みが来
た。昨年度は、24 カ国から 100 件近い申し込みが来て、その中
から 15 件を選んで、毎月のように使っていただいています。
神山　ここは滞在型の稽古場ですね。舞台は世界中のどの劇場に
も対応できるだけの広さがあります。道具の叩きや製作もやって
いいし、自由に道具を使ってもいい。その上、最長 3 ヶ月まで使
用料と宿泊料はタダ。食費と交通費だけは自分たちで出してくだ
さい、宿泊施設もありますよと。プラス、町民料金で外湯めぐり
もできる。
平田　城崎には 7 つの外湯があります。その外湯巡りというのが
観光の目玉なんですが、一般の利用者（観光客）は 1200 円でパ
スを買うと全部の外湯に入れるんですね。もちろん旅館に泊まる
と、そのパスはもらえるんですけれど。で、豊岡市民は確か 400
円で旧城崎町民は 1 回 100 円なんですね。
神山　なるほど。
平田　アートセンター（図 3）に泊まったアーティストは町民扱い
なので、外湯一箇所につき 100 円なんです。そのためだけに、地
元は条例を変えましたから、彼らは町民扱いです。
神山　すごいですね。それでどういうことが起きるかというと、

  （図 2）城崎温泉街｜提供：豊岡市フォトライブラリー   （図 3）アートセンター｜提供：豊岡市
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外国のアーティストが来て、1 ヶ月なり 3 ヶ月そこに滞在する。
毎日湯めぐりができる。しかも、浴衣みたいなのを着たりしても
いい。もう最高のインスタ映えですよね。ドンドン情報を本国に
送る。その結果、インバウンドが 40 倍ですか？
平田　それはですね、アートセンターができたからインバウン
ドが 40 倍になったわけではないんです。たまたまインバウンド
が 40 倍になった時期と、アートセンターができて、世界から一
流の外国人がたくさん来るようになった時期が重なっているとい
う。例えば、映画好きの人ならわかるかと思うんですが、『ふた
りのベロニカ』という作品で主演をしたイレーヌ・ジャコブとい
う女優さんが城崎に一ヶ月滞在しました。カンヌ映画祭の審査員
などをやっている女優ですから、彼女が発信するとフランスのあ
る種の富裕層たちはみんな、「城崎、城崎」と言って訪れるわけ
ですよ。ものすごく安上がりな観光大使ですね。
　城崎の旅館の人たちは、最初は疑心暗鬼だったんだけど、いま
ではアートセンターの存在がインバウンド増加のシンボルみたい
なかたちになっています。城崎の旦那衆はよく勉強しているので、
これからの国際型リゾートにアートは不可欠だということも理解
しています。そういう意味で、みんなあたたかく、アーティスト
を受け入れているってことなんです。
神山　つまり、スキーと若者人口と、城崎とインバウンドと。相
関があるわけですね。
平田　行政の場合、最終的に数値目標を立てなきゃいけないじゃ
ないですか。5 年以内にインバウンド何倍になりますとか、外国
人定住率何倍になりますとか。そこで、僕と市長の裏数値目標は、
30 年後に城崎温泉の若旦那衆の 3 分の 1 がハーフになっている
というのが目標です。
神山　おー！愛が生まれるわけですね！
平田　早くくっついちゃえと（笑）。
神山　でもみなさんね、ここで注目して欲しいのは、豊岡の中貝
市長と言うんですけれど、この人とオリザさんの出会いであり、
いまオリザさんが言ったようにダメかもしれないけど、稽古場で
もやったらどうですかっていうのを真に受けて、「よしやろう！
やってみようじゃん！」という風に即決に近いかたちで動き出す
姿勢ですよね。
平田　っていうかアイディア自体、中貝さんが出したものですか
らね。

「コウノトリ議員」と呼ばれた中貝市長

平田　豊岡市というのはですね、もともとコウノトリの再生で非
常に名を売りました。中貝市長自体が、県議会議員時代からコウ
ノトリの再生に命をかけていて、「コウノトリ議員」と呼ばれて
いた。「コウノトリしかお前やることがないのか」って言われて
いたくらいに、再生なんかするわけないとバカにされていたんで
すよ。実際に卵は産むんだけど孵化をしない日々が 20 数年続い
て。孵化に成功して放鳥まで至るとは、誰も思っていなかったん
ですね。でもいまは、100 羽くらい空を飛んでいます。そして観
光の最大の目玉になっているんです。

　コウノトリというのは、完全肉食なんですね。だから田んぼに
フナとかドジョウとかがいないと生きられないんです。それから
コウノトリは人間と一緒に暮らしている鳥なので、里山がないと
山では暮らせないらしいんです。豊岡に行くとびっくりするんで
すが、田植えをする人の横に普通にコウノトリがいるんですよ。
人を全然怖がらないので、たぶん絶滅しかけたんですけど。それ
でですね、中貝さんは「コウノトリの郷公園」というのを県に作
らせるんですけど、周りの農家を説得して、どんどん無農薬の田
んぼを増やしていくんですね（図 4）。

　それから通常の田んぼは冬は水を抜くんですけど、豊岡の田ん
ぼは、水を全部は抜かないんです。だからその風景も綺麗なんで
す。田んぼの水を抜かないのは農家にとって多少は負担なんだけ
ど、ものすごい負担というほどではない。水を抜かないのでフナ
もいられる。それから農水省の指導でね、区画整備みたいにどん
どん畦道を整備していくでしょ。一旦整備したものを次々に崩し
て土に戻して動物が通れるようにした。そして、そこでできたお
米を「コウノトリ育むお米」とブランド化したところ、これがも
のすごい高い値段で売れています。5 キロで 4000 円とかなんで
すけど、ガンガン売れているんです。
神山　なるほど。
平田　で、いまそれが香港とかニューヨークでもすごく高い値段
で流通しています。
神山　それでオリザさんの家にもコウノトリがやってきた？
平田　はい、そうなんです（笑）。僕に子どもが生まれたのも、
完全に豊岡効果です（笑）。
神山　ハハハハハッ。名前はなんていうんですか？

  （図 4）提供：豊岡市フォトライブラリー

  （図 5）提供：豊岡市
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平田　あ、うちのですか？うちはひらがなで「とほ」といいます。
それはどうでもいいんですが（笑）。 豊岡ではその成功体験がま
ずありました。今日はせっかく工芸のお集まりなので、豊岡の鞄
についてもお話したいと思います。ご承知の通り豊岡のカバン
メーカーはもともと、完全な下請けだったんですけど、ブランド
化して「豊岡鞄」ということで売り出したんです（図 5）。それに
よって有名になり、職人さんも誇りを持って作るようになりまし
た。豊岡鞄は単価もすごく高いので、それをまたインバウンドの
人が買うんですね。みなさんもそうだと思うんですけど、自国で
も買えるけど本場で買うというのがステータスなんですよね。特
にカバンって好きな人は本当に好きですから、5 万円でも 10 万
円でも出すでしょう。いまではタイとか香港の富裕層の方が買っ
て帰って「これ豊岡で買ってきたんだよ」と言って威張るみたい
な流れができている。
神山　豊岡鞄はそういうブランドになっている？
平田　ブランドになっている。
神山　そしてまた、バッグ業界は「アルチザン」という学校を作っ
ている。
平田　そうですね。カバンの学校「Artisan School」も作ってい
ます。一年間で 120 万円くらいかかるのですが、みなさん自腹を
切って学びに来るんですよ。そして半分くらいの方はそのまま豊
岡の鞄メーカーへ就職をする。これも豊岡の特徴で、一社が頑張
るというよりも組合全体で取り組みを支えていく。運命共同体的
なところですね。さっきの旅館もそうですが、駅前通りが廊下で
各旅館が部屋、外湯がお風呂。城崎にはそういうキャッチフレー
ズがあって、協会全体を盛り上げている。
神山　そういう意味でまとめると、オリザさんは地方に行ったと
きにどこを見るかというと、首長のセンス。それから、リベラル
であるかどうか。
平田　そうですね。まずね、文化とか芸術とかを「わかる・わか
らない」という首長さんのセンスはどうしようもないですよね。
僕、20 数年こういう仕事をやってきましたけど、説得するとか
そういうことは「無理」ということが良くわかりました。
神山　文化をテーマに首長を説得するのは無理？
平田　はい。なので、僕はよくこういう会で、「うちの自治体は
どうすればいいんですか？」という質問が必ず出るんですよ。僕
はそこで、「選挙でセンスのいい首長を選んでください」と答え
ます。それしかないんです。それからよく、「うちの市長にこの
話を聞かせてください」と呼ばれて講演に行くんです。行って話
しても、わからない人はわからない。変わらない人は変わらない
んですよ、残念ながら。ほんとにこればかりはしょうがないんで
す。いまだに公共事業を持ってくるのが市長や県知事の仕事だと
思っている市長や知事さんも多いですから。そして選挙基盤がそ
こにあり、選挙に強くてアートに関心のある首長は、だいたい選
挙に弱いんですよ。
神山　なるほど。
平田　だから、アートに強い首長が当選して施策を講じても打ち
上げ花火になっちゃうのは、選挙に落ちるから続けられないんで

す。打ち上げ花火にしようと思ってしているわけじゃないんです。
ただ、中貝さんはコウノトリを復活した名物市長として基盤を築
いた。そういう安定した政権じゃないとアートに取り組むのは無
理というところはありますね。
神山　オリザさん最近は、文化と教育の一元化ということで、文
化だけじゃなく、教育も掲げていらっしゃいますよね？

演劇を通じた豊岡流、コミュニケーション教育

神山　豊岡市に「アルチザン」という学校がある。それはつまり
街として若者を呼び込むシステムを持っている。若者が絶えず
やってくるシステムを作ったところというのは、僕は強いなぁと
思うんですけどね。
平田　そうですね。豊岡市は市内に 39 の小中学校があって、こ
の小中学校は昨年度から全校で演劇を通じたコミュニケーション
教育というのをやっています。小中連携の目玉が、「コミュニケー
ション教育」と「ふるさと教育」と「英語教育」なんですね。豊
岡では、英語を幼稚園保育園から学ぶ。そしてこれらを連動させ
てやっていこうということで、ふるさと教育の中に鞄工場の見学
とかいろいろあるんですけど、ただ学ぶだけではなくて、コミュ
ニケーション教育によって、ふるさとについて学んだことを伝え
られるようにしていく。さらにできれば、英語で伝えられるよう
にしていく。
　ちなみに僕は、小学校からの英語教育は基本的には反対なんで
す。でも、文科省からの指導でこれをやらなきゃいけないという
ことで、豊岡市はいち早く「豊岡市の英語教育はグローバル教育
ではない」と宣言している。要するに世界で戦える人材を育成す
る気は豊岡は全くないと。世界で戦うのではなくて、豊岡を国際
化するための英語教育です。だから習った単語を使って、片言で
もいいから、豊岡市を紹介するようなお芝居をつくる授業を日本
語と混ぜてやっています。その中でさらにやりたい子は、もう
ちょっと本格的なプロのワークショップが受けられたりとか、城
崎国際アートセンターに来ている外国人のアーティストから直接
ワークショップを受けられる機会がふんだんに保証されていると
いうことですね（図 6）。
　それを豊岡市としては人口減少対策の目玉として、東京や大阪
などでも豊岡市主催の演劇ワークショップをやっているんです。
いま、若いお母さん方は教育にはすごく関心があるので、例えば

  （図 6）提供：豊岡市
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平田オリザのワークショップをタダで受けられると聞いたら、東
京や大阪の方たちは来るじゃないですか。ワークショップをやっ
て、「ちなみに豊岡市ではこういう教育・文化政策をやっていま
すよ」と最後に I ターンのパンフレットを配る。一番高いものを
最後に売る「羽毛ぶとん商法」と僕らはいっているんです（笑）。
　I ターン政策って日本中のあらゆる自治体がやっているんです
けど、自治体の方というのは来る理由ばかりを考えている。アン
ケート調査をすると必ず、「豊かな自然の中で子どもを育てたい」
とみんな書くんですよ。でも豊かな自然は日本中にあるから、そ
うじゃなくて来ない理由を潰していかないといけないんですね。
　来ない理由の多くは、雇用と医療と教育。あと広い意味での文
化。実際には、日本中人手不足なので、雇用はあるんですよね。
ただし地方の場合、一つの仕事ではなかなか生きづらかったりだ
とか、現金収入も圧倒的に少なくなってしまう。だから副業とか
をちゃんと認めてやっていけばいい。それから医療は、相当充実
してきています。あとは教育とスポーツなども含めた広い意味で
の文化ですね。楽しみがあるかどうかとか。そこをやっていかな
いと、I ターン者は増えない。そこに気が続いた自治体と気が付
いていない自治体で、たぶん今後 10 年くらいで大きな差がつい
てしまうんだろうなぁと思います。
神山　豊岡の話は、僕もオリザさんの取材をさせてもらって何度
も聞いているんですけれど、どんどんバージョンアップされてい
て、中貝さんとオリザさん、あるいは役者の方たちで次々と新し
い取り組みがされている。
平田　あのー、よく誤解されるんですけど、私たちアーティスト
はボヘミアンなので、どこで暮らしてもいいんですね。別に外国
でも構わなくて。そもそもなぜ豊岡に劇団が移転することになっ
たかというと、もちろん僕が仕事をしていたということもあるん
ですが、倉庫を移転したんです。豊岡に江原という駅があるんで
すが、JR の特急が停まって、駅から歩いて高速のインターチェ
ンジまで行けるという珍しい場所です。そこに倉庫をお借りしま
した。私たちは国内外どこででも公演をするので、物流拠点の倉
庫はどこにあっても同じなので、それが都合がよかったんですね。
そうしたら街の方がすごく歓迎してくださって、「うちの倉庫も
使ってください」と何名も申し出てくれました。米倉とか酒蔵と
か、場所があるので「じゃあここを劇場にしましょう」と移転の
話になったんですけど、私たちはどこにいてもいいんですね。
　大切なのは、私たちが移住したりアーティストが暮らしたり、
城崎国際芸術センターというアーティストインレジデンスがある
ことによって、地域の方たちが、地域の文化資源を再発見して、
脳みそが活性化することですね。

活気を取り戻した大阪の寄席「繁昌亭」

平田　例えば大阪市内に「天満＊天神  繁昌亭」という寄席があ
ります。これは天神橋商店街の旦那衆が自分たちで 2 億円の寄付
を集めて、空いていた天満宮の境内の駐車場に、60 年ぶりに寄
席を復活したんですね。その活動を粋に感じた関西落語協会の桂
三枝会長が、「若手の噺家は、難波花月よりも繁昌亭をスケジュー

ルを優先する」と、吉本興業に交渉をしたそうです。すると、テ
レビに出ている噺家さんたちが、ほんとに近い距離で見られるの
で大ヒットしました。でもこれは、たった 200 人の小さな寄席な
んですね。だから年間でも入れるのは 10 数万人です。だけど、
寄席が成功したおかげで天神橋商店街はいま、一日の通行量が 2
万 5 千人、年間で 1000 万人が通る日本で最も活気のある商店街
と言われています。端から端まで歩くと万歩賞という賞状がもら
えるくらい、ものすごい長い商店街なんですよ。で、毎週末おも
しろいイベントをたくさんやっています。例えば、一日丁稚体験
とか。これは修学旅行生が前掛けをかけて、店先に立っているだ
けなんですけど。
　なぜ、こういうイベントをたくさんやっているかというと、寄
席が終わった後に噺家さんたちが商店街の居酒屋で飲むように
なった。そこに若旦那衆も来て、毎晩のように馬鹿騒ぎをしてい
ると、そこからいろんなアイディアが生まれてきます。そのアイ
ディアを翌月にはイベント化していくんですね。要するにアー
ティストというのはある種のきっかけとか、刺激剤にすぎない。
最終的には地元の方たちの脳みそが活性化しないと、地域ってい
うのは復活しないので、私たちはどうでもいいんです。どうでも
いいというと失礼ですけど、別に町おこしのためにアートをして
いるわけではないという。
　ここでまた兵庫県豊岡市の話に戻りますけれど、まず中貝さん
の口癖は、「東京基準で考えないで、世界基準で考える」です。
なのでアートセンターなどのプログラム選定にあたっては、東京
で有名なアーティストを呼んでくる必要は全くありません。「世
界標準のアーティストを呼んでください」と。すると「これは何
を表現しているんだ？」という僕でもわからないコンテンポラ
リーダンス集団とかも来るんですけど、中貝さんは、豊岡市内に
いる場合はほぼ毎回観に行かれるんです。見に行って、次に僕に
会った時に、そのステージがいかにわからなかったかを説明して
くれる。
　「いやぁ、わからなかったねぇ。こないだの公演、30 分間指先
だけ動かしているんですよ」みたいな。でも、彼はアートの本質
みたいなものが非常によくわかっていて、自分はわからないけれ
ど、何かしら子どもたちとか若者には伝わるだろうと。実際に、
大人のわからないコンテンポラリーダンスとかを子どもたちが観
ると、すごい喜ぶんですよ。
神山　要するに豊岡の子どもたちは、必ずその公演を観られる。
平田　タダですから。しかも超一流のダンサーとかをタダで観ら
れる。全然関係ないんですけど、面白い話があって。全裸のダン
ス集団がカナダにあって、ほんとうに全裸のステージなので世界
的にはすごく有名なんですけど、日本では法律上できないんです。
でも、ダンスのプロデューサーたちはそのカンパニーをみんな呼
びたかったんです。だけど、「全裸だから無理だろう」という話
になっていたんですが、その集団が、うちのアートセンターに申
し込んできたんですよ。それで、「どうしようどうしよう」と言っ
た時に市長が一言、「外湯でやればいいんじゃないの」って。
　　（会場、笑い）
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　そのあとね、結局彼らが作ろうとした演目は全裸じゃなかった
の。ただし、上半身は裸だったんですよ。そしたら市の担当者が、

「どうしますか？やっぱり子どもも見に来るので」といって、衣
服を身につけて公演したんです。公演後、市長が話を聞いて、そ
の担当者に激怒されたそうですよ。「アーティストにそんなこと
を言うもんじゃない」と。世界最高峰の表現をそのままやるのが
アートセンターのミッションなので。

18 歳までに「文化の自己決定能力」を身につける

神山　要するに中貝さんが言っているのは、「憧れだけで子ども
を東京には出さない。豊岡で世界最高レベルを見ているんだから、
行くならニューヨークやパリへ行け」と。
平田　そうですね。東京標準では考えず世界標準で考える。豊岡
はいま、短大が一つあるだけなので 18 歳になった子どもたちの
7 割は市外に出ざるを得ないんです。その時に「なんとなく東京
や大阪に行くのではなくて、18 歳の時点で志を持ってニューヨー
クやパリへ行くならいくらでも豊岡は応援する」と。しかし、都
心部へなんとなく行って、なんとなくその場所に定着されるのは
困る。これを僕たちは「文化の自己決定能力」と呼んでいます。
その自己決定能力を、豊岡の場合は 18 歳までに身につけなくて
はならないんです。22 歳じゃなくて 18 歳がタイムリミット。そ
のために、自分で選択できるだけのセンスを 18 歳までに育てよ
うというのが豊岡の教育方針です。
　東京標準ではなくて世界標準のものを見せ続けることによっ
て、自分で住む街を選べる人材を育成しよう。そして豊岡市とし
ては、選ばれる街を作ろうと。だからこれは、車の両輪なんですね。
まちづくりと子どもたちの自己決定能力、その両方を育てなけれ
ばならない。どんなにいい街をつくっても、自己決定能力が低け
れば、偏差値とか市場価格とか、結局は他人が決めた評価軸でみ
んな東京に吸い寄せられるようになっちゃうんですね。だから自
己決定能力をつけないといけない。ただ、自己決定能力をつけて
も、その街自体が住みたい街でなければ、自己決定能力が高い子
ほど戻ってはこないので、これを車の両輪としてやって行こうと
いうのが豊岡の基本的な方針ですね（図 7）。

小布施町と北斎

神山典士（以下、神山）　それではこの辺で、話題を小布施に変
えていきます。ここまでのオリザさんからのお話をひっくるめて
言えば、住民のセンス、首長のセンス、何を「たから」と思って
掘り続けるかということだと思うんですが、僕が今日皆さんにお
話したかったのは、長野県の小布施町の取り組みです。
　去年、ロンドンの大英博物館で「大北斎展」というのが開かれ
たんですけども、大英博物館で開くというのは、世界の美術界の
頂点を意味します。日本のアーティストが個人名で取り上げられ
るというのは、北斎が一人目か二人目だと思います。この 5 年間
を見ると、パリもロンドンもボストンもローマもフィレンツェも、世
界中で北斎展をやっている。大北斎ブームです。そのロンドンの
美術展に、北斎の描いた小布施の祭り屋台の天井絵が 2 点招かれ

ました（図 8）。
　今までも小布施町は 40 年前にできた「北斎館」というテーマ
館に多くの観光客を呼び、まちづくりの中心を作ってきたんだけ
れども、これからの 50 年 100 年も、北斎でこの街は生きていき
たい。そのためにどうしたらいいかということで、小布施町の町
長は市村良三さんというんですが、これを機会に小布施と北斎の
物語というのを世界発信しよう。あるいは、町内の若い世代にも
小布施と北斎がどういう関係があるかということを改めて知らし
めようということで、以前、僕が取材で訪ねた際に「神山くん、
北斎のことを書いてみないか」と言ってくださって、僕も「ぜひ、
書かせてください」ということで、ここ 2 年間北斎をテーマに国
内外取材を続けてきました。そしてこの夏に、幻冬舎というとこ
ろから『知られざる北斎』と題した本を出版することになりまし
た（2018 年 7 月上梓）。小布施の町長が英断なのは、人口 1 万人の
街ですから、だいたい 3000 戸の家があるんですが、全世帯に一

左から：神山典士氏・平田オリザ氏

  （図 7）提供：豊岡市フォトライブラリー

  （図 8）提供：長野県観光機構
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冊ずつ町費でこの本を配布してくれるというんです。40 年前に
は「北斎館」をつくり、街は盛り上がってきたんだけれど、ここ
でもう一回、なぜ北斎は江戸時代末期に小布施に 4 回も来て、な
ぜこれほどの天井絵を描いて行ったのかという物語を、町民とと
もにシェアをしよう。それをまた英訳、あるいはフランス語訳し
て世界にも出版しよう。というプロジェクトをいま、やっている
ところです。
　豊岡にとっては、城崎の文化・コンテンポラリーアートという
のが、一つのたからもの。で、それをくり返しくり返し掘り続け
る。小布施には北斎というたからものが江戸時代末期から続いて
います。ただ調べてみると、小布施の人はこの間ずっと、北斎を
崇めていたわけではないんですね。例えば、フェノロサという美
術史家が明治時代にアメリカからやってきて、「日本の文化、特
に浮世絵なんていうのは、カレンダーの絵みたいなものだ。もっ
と、将軍に守られた狩野派とか琳派の方がすごいんだよ」と言っ
て、浮世絵の評価がすごく下がった時代があります。北斎の絵が
100 円 200 円で買えた時代もどうやらあったんですね。
　小布施でも、北斎の絵があるということは早くからわかってい
たんだけど、天井絵の下で子どもが合宿をやったりだとか、戦争
中の児童の宿泊場所として、絵の下の本堂が使われちゃったりだ
とか。決してずっと守られてきたわけではないんだけれど、いま
から 40 年前、4 代前の町長が「イヤイヤ、北斎というのはすごい！
これからのまちづくりでは北斎をテーマにしよう！」と言って、
1976 年、人口 1 万人の小さな町が「北斎館」という美術館をつくっ
た。そこから観光客が徐々に徐々に増え始めて、いま人口 1 万人
の小布施に 120 万人の観光客が来ています。これは北斎だけじゃ
なくて、栗菓子も美味しい、ワインやお酒もある、風景もいいな
ど色々理由はあるんですが、驚くことに温泉はないんです。旅館
もないんです。小布施には温泉街がないんです。だから観光客は、
バスでやって来て、昼間は北斎館を見学し、岩松院という天井絵
があるお寺を見学し、栗菓子のケーキを食べ、栗おこわというご
飯を食べ、お金を落とすだけ落として栗のお菓子を買って帰って
いく。

これからの観光に求められるのは、ストーリー性

神山　小布施町のコンセプトは、「結果観光」っていうんですね。
つまり普通の観光っていうのは、例えば城崎だったら、「温泉に

入りたい」「コンテンポラリーアートを見たい」など、目的あり
きで訪れる目的観光。小布施の場合は結果観光（図 9）。
　これはどういうことかというと、街の人が豊かに暮らして、美
しく暮らす。その結果、小布施の暮らしを見に観光客がやってく
るというストーリーを作ろうということで、小布施町は優等生的
な取り組み例と言えます。
平田　いま、観光協会でもそのことが相当言われ始めています。
要するにインバウンド観光というと、他所からワッと人が来てお
金を落としていくというイメージだと思うんですね。しかも、国
際的なリゾートというのは、基本的にその地域に暮らしている人
たちの生活を見に来ているわけですよね。例えば、スイスのツェ
ルマットなんかは典型ですけど、自動車は入れないわけですね。
　要するにそこで暮らす人、私たちが思い浮かべるスイスの典型
的な生活がそこにあって、そこに世界中から観光客が来る。生活
に根ざしていないと、いまの観光は無理なんです。何か目玉商品
があるから、それを目指して来るということはもうないわけです。
　バブルの時代からしばらくの間、ゴッホの絵が 20 億ですとか、

「この作品を一個置けばたくさんの人が来ますよ」ということを
たくさんの自治体がやっていた。絵画の市場価格に惑わされて、
それで人が来ると思っていた。一時期は観光客も来るんだけれど、
それでは全く意味がない。ゴッホの絵もゴーギャンの絵もその地
域とは全く関係ない絵画ですから、関連性のないものには人々の
足は向かわないですよね。そこで、先ほどの城崎温泉なんかは、
江戸時代からアーティストインレジデンスをやっていた。で、そ
れを 21 世紀型に変えていこうみたいな、ある種のストーリー性
がないとこれからの観光っていうのは成り立たない。
神山　本当にそうですよね。去年僕は北斎の取材で、フランスや
ローマに行ったんですよ。日本国内では、北斎はもう書き尽くさ
れているんですよ。研究家の人からみれば、僕なんて素人ですか
ら。これは、パリのジャパンエキスポというアニメの大会です
ね（図 10）。ここに行ったときに、僕はたまたま浴衣を着て行った
んだけど、フランス人の女の子に「それはなんのコスプレ？」と
言われたんですよ。「コスプレじゃないよ」と言ったんですけど、
150 年前のジャポニスムの熱狂というのは今日、漫画やアニメ、
サブカルチャーとしてヨーロッパに浸透している。こうした熱狂
が 150 年前のパリにもあったんです。その主人公が北斎であり、
歌麿や広重であった。
　いまから 150 年前にパリで活躍した美術商に林忠正 *1 という
人がいますが、普通は知らないですよね。僕も知らなかったんで
すけど、オルセー美術館の中にこの人のマスクが鎮座していて、
左が昆虫学者のファーブルで、右がバルザック、奥にあるのがロ
ダンなんですよ。
*1）林忠正（はやし ただまさ）：1853 年 –1906 年。明治時代に活躍した日本の美術商。

1878 年に渡仏。19 世紀末のパリに拠点を置き、オランダ、ベルギー、ドイツ、イギリス、

アメリカ、中国などを巡って日本美術品を売り捌く。当時、浮世絵からヒントを得て、印

象派の画家たちと親交を結び、日本に初めて印象派の作品を紹介した。

林忠正は、それらの人物と同じくらい評価をされているというこ
とですね。さっき言った「ジャポニスム」という日本美術ブーム   （図 9）提供：長野県観光機
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が起きた時に、彼は美術商として 16 万枚くらいの浮世絵を日本
からヨーロッパに送り込んで売りさばいたと言われています。北
斎の大きな波の絵「グレイトウェーブ」が欧米では、モナリザに
匹敵するくらい認知度が高いといまでは言われています（図 11）。
なので北斎というのは、日本よりも世界の方が評価が高い。例えば、
自然の描写をみても、北斎と印象派 *2 は視点が違います。
*2）印象派（印象主義）：19 世紀後半のフランスに発した絵画を中心とした芸術運動。形態

の明確な描写よりも、それを包む光の変化や空気感など一瞬の印象を捉え、再現しようと

する様式。エドゥアール・マネ、クロード・モネらによって創設された。

北斎は水面に近いところから上を見上げて波を描いている。印象
派の彼らは上からの視点しか描けない。なぜかというと、彼らは
写実だから書き手が安全なところからしかスケッチできないんで
す。でも北斎は写実じゃなくて、行ったことがないところでも行っ
たことがあるような描き方ができたので、ものすごいローアング
ルから見上げている。こいつは一体どういうところにキャンバス
を置いて描いているのかというのが当時の印象派の彼らには不思
議だった。そういう点からも「北斎はすごい！」という評価につ
ながった。

　それからもう一つ。西洋の絵画というのは、北斎が行ったとき
にはまだ印象派が印象派という名前をもらっていません。モネも
ゴッホもシスレーもマネもみんな売れてない。だけれども、美術
界には「サロン」という 16 世紀頃から続いている古い宗教画の価
値観が頭上を覆っていて、テーマとして描くのはまず神様。それ
からエンジェルやキリスト。次に描いていいのが人間で、その人
間もすごく立派な筋骨隆々とした若者であるとかビーナスである
とか、そういう人は描いていい。そういう時代に遠く離れたジャ
ポンという国では、波がテーマだ！ありえない！神様でもなけれ
ば人間でもなくて波なんかをテーマにしていいのか？！というの
がヨーロッパにとっての浮世絵の衝撃でした。それが人気につな
がった。ですから、日本よりもヨーロッパの方が北斎の評価は高
い。その事実を小布施の町長は、自分たちが持っている肉筆画の
北斎というのは「こんなにすごいアーティストなんだよ」という
ところを小布施の子どもたちにも伝えたいという、今回のプロジェ
クトなんですね。
　ということで、豊岡を中心とした地域の取り組みと、後半に少し、
小布施町のお話をさせていただきました。ここに集まっていらっ
しゃる方は工芸関係、いわゆるアルチザンの方だと思うんですが、
この方たちが地域おこし、地域発展のリーダーになる可能性につ
いてオリザさんは何か思いますか？
平田　基本的に工芸というのは、豊岡の鞄の場合も急に鞄になっ
たわけではなくて、柳行李という素材から始まって、それが鞄産
業の基盤になっていますよね。いずれにしても作るものが地域の
伝統に根ざしつつ、時代に合わせて刷新していく。中貝市長はよく、

「豊岡というのは再生の街なんだ」と言います。城崎温泉は、関東
大震災の数年後に北但大震災という地震が起こって街一帯が壊滅
状態になるんですね。これを兵庫県側は全部鉄筋コンクリートに
しようと言ったんだけれども、城崎温泉側が反対をしたそうです。

「防火帯をちゃんと作るから、木造 3 階建をもう一回再生するんだ」
ということで、旅館自体は江戸時代からの創業 200 年 300 年とい
う旅館があるけれど、それらの多くは約 90 年前に再生したもの。
復元してきたんですよ。そこに一つポイントがあって、再生させ
ていって、リニューアルしていくことで現代性を持たせるという
のがポイントかなって僕は思いますね。

観光とは、忘れていたものに光を当てて再生させること

神山　いまちょうど、佐藤繊維の佐藤社長のお顔が見えていて、
以前、山形芸術祭の取材に行った時にものすごくかっこいい服が
ありまして、アート作品として服が展示されていました。それが
佐藤さんの洋服だと聞いたので寒河江まで行ったらば、古い紡績
工場を移築してアパレルのブティックとそれからレストランなど
を複合した施設を作られていた（図 12）。それが街の魅力にもなっ
ているなぁと思いました。そういったかたちでどこに鉱脈を見つ
けて、俺たちの街はこれでいいんだという自己肯定感を持って掘
り続けるか。
平田　そうですね。アートとの関係で言いますと、「観光」の語源
は国の光を見るという中国の古典から来ているんです。しかし自

panel
discussion ②

03

   （図 10）提供：神山氏

（図 11）「富獄三十六景」
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分で発光する物質というのは世の中にはほとんどなくて、誰かが
光を当てないと物質というのは見えないんですよね。そこで、光
を当てるのがアーティストの役割だと思っているんです。だから、
新しい発想で地域の人が気がつかなったり、忘れていたものに光
を当てて再生させるとそれが観光に結びつくということなんだと
思います。その役割はアーティストだけではなくて、よそ者であっ
たり、いままでは仕事をしていなかった女性の発想であったり、
障害を持った方の発想であったりだとか。
　そういう方たちの発想というのが、新しい光をもたらして、そ
れがこれからの観光に結びついていくのではないでしょうか。そ
こに若い人たちが集まって来て、これはもっとこういう可能性が
あるのではないか？という物語を発見できた時に、一挙に街が変
わっていくというのがこれまで全国で成功している事例です。
神山　さっきオリザさんとも話したんですが、フランスだとミュ
シュラン三ツ星のシェフの方が、その街の首長よりも偉かったり
するんですよね。シェフの方が、その街のビジョンを 50 年後 100
年後まで考えてレストランを経営しているというケースがよくあ
ります。人口 200 人しかいない村に厨房とサービスで 50 人が働い
ているという三ツ星レストランがあって、3 年先まで予約が埋まっ
ていて、お客さんは世界中からやってくる。
　そしてその村に暮らす 200 人の村民たちは、食材を作ってこの
レストランに採用されるということが最高の誇りであり、最高の
プライドであり、この街にとっての最高の PR だということがわ
かっている。そういう好循環というのは、アルチザンの方たちに
も可能だと思いますし、こうしたリーダーがたくさん現れてくれ
たら、生産地というのも一緒に成長していけるというような気が
します。
　今日は豊岡とそれから小布施の話が中心となりましたけれど、
それではこの辺で終わらせてもらおうと思います。どうもありが
とうございました。（終）
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（図 12）日本工芸産地協会会員企業。山形県寒河江市、佐藤繊維本社に併設されるアパレルショップ
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登壇者プロフィール

岡田  贊三　Sanzou Okada

飛騨産業株式会社 代表取締役社長　1943 年岐阜県高山市生ま
れ。1968 年、立命館大学卒業。（株）富士屋代表取締役社長に就任。
2000 年、現職に就任。従来は廃棄されていた木の節を使った「森
のことば」シリーズや、国産杉を圧縮加工して使用した「HIDA」
シリーズなど、業界の常識にとらわれない柔軟な発想でヒット作
を次々と生み出す。生産体制の見直しや、柳宗理、エンツォ・マー
リといった国内外の有名デザイナーとのコラボレーションによる
家具を製作したりと改革を行なった結果、就任から 14 年で年間
売上 50 億円を達成。近年は、若手育成を目的とした飛騨職人学
舎の設立など、活躍の場をますます広げている。著書に『よみが
える飛騨の匠』〈幻冬社〉

鞍田  崇　Takashi Kurata

哲学者　1970 年兵庫県生まれ。京都大学文学部哲学科卒業、同
大学院人間・環境学研究科修了。博士（人間・環境学）。専門は哲学・
環境人文学。総合地球環境学研究所（地球研）を経て、2014 年
より、明治大学理工学部准教授。近年は、ローカルスタンダード
とインティマシーという視点から、工芸・建築・デザイン・農業・
民俗など様々なジャンルを手がかりとして、現代社会の思想状
況を問う。著作に『民藝のインティマシー　「いとおしさ」をデ
ザインする』（明治大学出版会）『BETWEEN THE LIGHT AND 

DARKNESS 光と闇のはざまに』（共著、Book B）、『フードスケー
プ　私たちは食べものでできている』（共著、アノニマ・スタジオ）、
など。民藝「案内人」として NHK-E テレ「趣味どきっ！私の好
きな民藝」に出演（2018 年春放送）

平田  オリザ　Oriza Hirata

劇作家・演出家　1962 年東京生まれ。1995 年『東京ノート』
で第 39 回岸田國士戯曲賞受賞。2002 年『芸術立国論』( 集英社
新書 ) で、AICT 評論家賞受賞。2003 年『その河をこえて、五月』
(2002 年日韓国民交流記念事業 ) で、第 2 回朝日舞台芸術賞グラ
ンプリ受賞。2006 年モンブラン国際文化賞受賞。2011 年仏国
文化省より芸術文化勲章シュヴァリエ受勲。こまばアゴラ劇場芸
術総監督、劇団「青年団」主宰。城崎国際アートセンター芸術監督、
大阪大学 CO デザインセンター特任教授、東京藝術大学 COI 研
究推進機構特任教授、四国学院大学客員教授。全国自治体との関
わりも多岐にわたり、豊岡市文化政策担当参与、岡山県奈義町教
育・文化の町づくり監もつとめる。著書に『経済成長なき幸福国
家論』〈毎日新聞出版〉（藻谷浩介共著）など

赤木  明登　Akito Akagi

塗師　1962 年岡山県生まれ。中央大学文学部哲学科を卒業後、
編集者を経て 1988 年に輪島へ。輪島塗の下地職人・岡本進さん
のもとで修行後、1994 年に独立。現代の暮らしに息づく生活漆
器「ぬりもの」の世界を切り拓く。1997 年にドイツ国立美術館

「日本の現代塗り物十二人」展、2000 年に東京国立近代美術館「う
つわをみる 暮らしに息づく工芸」展、2010 年に岡山県立美術館

「岡山　美の回廊」展、2012 年にオーストリア国立応用美術館『も
の─質実と簡素』展に出品。著書に『二十一世紀民藝』（美術出
版社）、『美しいもの』『美しいこと』『名前のない道』（ともに新
潮社）、『漆 塗物物語』（文藝春秋）、共著に『毎日つかう漆のう
つわ』、（新潮社）『形の素』（美術出版社）、『うつわを巡る旅』（講
談社）など

中川  政七　Masashichi Nakagawa

株式会社 中川政七商店 代表取締役会長　1974 年生まれ。京都
大学法学部卒業後、2000 年富士通（株）入社。2002 年に（株）
中川政七商店に入社し、2008 年に十三代社長に就任、2018 年よ
り会長を務める。日本初の工芸をベースにした SPA 業態を確立
し、「日本の工芸を元気にする！」というビジョンのもと、業界
特化型の経営コンサルティング事業を開始。初クライアントであ
る有限会社マルヒロでは新ブランド「HASAMI」を立ち上げ空
前の大ヒットとなる。2015 年、「ポーター賞」を受賞。「カンブ
リア宮殿」「SWITCH」などテレビ出演のほか、経営者・デザイ
ナー向けのセミナーや講演歴も多数。著書に『小さな会社の生き
る道。』（CCC メディアハウス）、『経営とデザインの幸せな関係』

（日経 BP 社 )、『日本の工芸を元気にする！』（東洋経済新報社）

神山  典士　Norio Koyama

ノンフィクション作家　株式会社バザール及び、東京塾を主宰。
1960 年生まれ。信州大学人文学部心理学科卒業。TV 雑誌記者
を経て 1987 年よりフリーランス・ライターとなり、1990 年、
株式会社バザールを設立。1996 年『ライオンの夢、コンデ・コ
マ＝前田光世伝』にて小学館ノンフィクション賞優秀賞受賞（現
在は『不敗の格闘王、前田光世伝』〈祥伝社黄金文庫〉。2011 年『ピ
アノはともだち、奇跡のピアニスト辻井信行の秘密』〈青い鳥文庫〉
が全国読書感想文コンクール課題図書選定。2014 年「佐村河内
事件報道」により、第 45 回大宅壮一ノンフィクション賞、日本
ジャーナリズム大賞受賞。2018 年 7 月、長野県小布施町・東京
都墨田区と組んで『知られざる北斎』上梓
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日本工芸産地協会 主催
第 2回 産地カンファレンス in 高山 2018

「工芸と工業の次  − 匠とともに考えるものづくりと地域の未来」

◆開催趣旨
日本の工芸を取り巻く現状は極めて厳しく、需要の縮小、原材料
の括弧、産地の構造問題、ものづくりの担い手の確保など、解決
すべき問題が山積しています。
　岐阜県高山市には、豊かな自然と脈々と受け継がれる「飛騨の
匠」と呼ばれる優れた職人の技術があり、それを補う工業機器を
受け入れることで工芸と工業の調和を見事に体現するとともに、
家具の産地として独自の成長を遂げています。また、家具職人の
育成が域内で活発に行われ、あらたな担い手として多くの未来の
匠をうみだしています。
　工芸、産地の担い手が飛騨高山に集い、これからのものづくり
のあり方を問いかけます。そして、ひとづくり、まちづくり、そ
して教育を通じ、どのようにして地域へ人々の関心を集め、高め
ていくべきか、気づき、学びを得るとともに、考える場として産
地カンファレンスを開催いたします。

◆開催概要
日時：2018 年 5 月 18 日（金）13:30~17:30

場所：飛騨・世界生活文化センター・飛騨芸術堂ほか
主催：一般社団法人 日本工芸産地協会
協賛：西日本旅客鉄道株式会社・株式会社日本政策投資銀行
後援：経済産業省・経済産業省中部経済産業局・岐阜県・高山市・
　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構・日本商工会議所・高
　　　山商工会議所・飛騨地域地場産業振興センター・飛騨木工
　　　連合会
協力：飛騨産業株式会社・岐阜県立高山工業高等学校

開催地である岐阜県高山市は東京、大阪からのアクセスがそれぞ
れ約 4 時間半ということで、参加者にとって負担が大きく人数
の集まりが懸念されましたが、コンテンツへの関心の高さととも
に、後援団体による広報への努力が実り全国 28 都府県より 382

名と多くのご参加をいただいた。

・日本工芸産地協会会員企業の商品・パネル展示
カンファレンス会場となった飛騨世界生活文化センター・飛騨芸
術堂ロビーにて、主催者である日本工芸産地協会会員企業 14 社
の商品および会社紹介パネルの展示を行った。
・飛驒職人学舎による作品展示
・岐阜県立高山工業高校による木工工作キットの展示
「飛騨の匠」の次世代を担う、飛驒産業株式会社内にて運営され
る飛驒職人学舎の生徒作品の展示、岐阜県立高山工業高等学校に
よる木工工作キットの展示を行い、それぞれの現役学生に展示品
に関する説明をいただいた。

・飛騨春慶（ひだしゅんけい）弦楽四重奏
イタリア・クレモナ市の弦楽器製作の世界的名工、リカルド・ベ
ルコンツィ氏と、飛騨春慶（江戸時代に飛騨高山で生み出された
透き漆と呼ばれる半透明の漆を用いて仕上げる技法）の現代の名
工、熊崎信行氏との合作で 2013 年に製作された『飛騨春慶弦楽
器』。高山市役所・生涯学習課の協力を経て名古屋芸術大学の卒
業生の方々に演奏いただき、カンファレンスを彩った。また、開
催地である高山市より副市長の西倉良介氏にご登壇いただき、弦
楽器のご紹介とともに歓迎のご挨拶をいただいた。

◆タイムテーブル
5 月 18 日（金）
13：30 ～ 14：30  基調講演『飛騨の匠を育てる』
　　　　　　　　   岡田 贊三（飛騨産業株式会社代表取締役社長）

14：40 ～ 16：20  パネルディスカッション①『工芸と工業の次』
　　　　　　　　　赤木明登（漆作家・塗師）

　　　　　　　　　中川政七 （株式会社中川政七商店・代表取締役会長）

　　　　　　　　　鞍田崇（哲学者・明治大学理工学部准教授）

16：30 ～ 17：40  パネルディスカッション②
　　　　　　　　　『地域で生きる、地方ではたらく』
　　　　　　　　　平田オリザ（劇作家・演出家）

　　　　　　　　　神山典士（ノンフィクション作家）

19：00 ～ 21：00  懇親会（ひだホテルプラザにて）
参加者は 110 名。冒頭、主催者である日本工芸産地協会・副会長、
能作克治理事による挨拶、地元高山市の高山商工会議所・会頭、
北村斉氏による祝辞をいただき、飛騨産業・岡田贊三代表をはじ
めとする地元の方々が飛騨地方に伝わる祝い唄『めでた』を唱和
し、域外からの参加者を出迎えた。その後、参加者は自由に交流
し、会場各所で活発な議論が交わされるとともに親睦を深めた。

5 月 19 日（土）
08：00 〜 11：30  工場見学会
カンファレンス 2 日目は、飛驒産業株式会社および飛驒職人学
舎の見学会を実施した。参加者は 130 名。日本工芸産地協会の
運行するシャトルバスにて JR 高山駅より移動し、飛驒産業の社
員より工場内の製造工程の特徴についてレクチャーを受けた。職
人学舎では現役生徒により教室、日常の生活などについて説明を
いただいた。

11：30 ～ 14：00  会員総会
市内料亭にて、日本工芸産地協会会員企業の総会を実施した。協
会理事を務める、茶人の木村宗慎氏にお茶のお点前をご披露いた
だく。総会では、今年度新たな仲間に加わった 3 社の紹介並びに、
協会企業各社の取り組みについての情報交換をし、交流を深める
機会となった。
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【主催者挨拶】

　『第 2 回産地カンファレンス in 高山 2018』事前の準備、当日
の運営には当協会会員企業の飛驒産業株式会社をはじめ地元高山
市の皆様に多くのご協力をいただき、事故なく無事に終了するこ
とができましたことをご報告するとともに、後援団体におかれま
しては事前の広報活動にご尽力をいただきましたこと、あらため
て感謝いたします。そして、平日の日中にもかかわらず遠路高山
までご参加いただいた皆様にも重ねて御礼申し上げます。

　一般社団法人日本工芸産地協会は昨年（2017 年）3 月に発足し、
5 月に第 1 回産地カンファレンス in 高岡（富山県高岡市・株式
会社能作にて）を開催、今回が第 2 回目の産地カンファレンス
の実施となりました。実際に工芸、産地を背負ってたつメーカー
が集い、自らの取り組みを自らで伝えていくべくすすめてまいり
ましたが、ご参加いただいた皆様からも多くの気づき、学びがあっ
たとの声をいただき、手ごたえを感じております。過去の開催の
反省点も踏まえ、来年の第 3 回目の開催はより充実した内容に
なるよう取り組んでまいりますので、ご案内の際にはご参加のご
検討、また、告知のご協力など是非よろしくお願い申し上げます。

　最後になりましたが、今回ご登壇いただいた岡田贊三様、赤木
明登様、鞍田崇様、中川政七様、平田オリザ様、神山典士様、そ
して、日常の業務を調整してご協力いただいた飛驒産業株式会社
および飛驒職人学舎の皆様に感謝申し上げてご挨拶を締めくくら
せていただきます。

平成 30 年 5 月 30 日
一般社団法人日本工芸産地協会

理事・事務局長　原岡知宏
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