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鳴子を代表する「漆塗り職人」

小野寺公男さん

（小檜山一良）

徒弟制度のなかで意固地な漆職人に

―― こんにちは。鈴木美樹さんから、小野寺

さんが鳴子で漆工房をされているとご紹介いた

だきました。今日はよろしくお願いします。ま

ずは、小野寺さんの生い立ちと、漆との係わり

からお伺いしたいのですが。

小野寺 私は、宮城県の気仙沼出身で、実家は

半農半漁をしていました。1959 年に鳴子に来

ました。

その頃の気仙沼は、39 トンとか、50 トン未

満の小さい船でサケ・マス漁に出るため、海難

事故がとても多かったのです。兄弟が亡くなっ

たり、毎年、数人は亡くなり、とても辛かった

です。最初は、船乗りになりたいという気持ち

もありました。15、16 歳の時に、姉が嫁いで

行くとき、欅の木に漆を塗ったタンスを持って

行きました。それを見て「きれいなものだな」

小野寺さんの漆器工房

と思った。それが、漆をきれいだと思った始め

です。それで漆の仕事に就きました。でも、実

際は、漆の仕事はどんなものかわからなかった。

わからなくて、迷えば迷うほど、仕事の難しさ

がわかってくる。生半可ではできない。ある程

度の年齢になると、「これしかない」と思い、

それで長く続いています。

―― 小野寺さんの、お師匠さんについて教え

て下さい。

小野寺 私が弟子に入ったのは、伝統工芸士で

研究家であった、沢口吾一先生のところでした。

沢口先生は、かなり突飛なことをやる人だった

らしい。先生が会津で弟子修行していた時に、

東京の芸大の教授が講演に来られたそうです。

それを聞いて感激して、芸大に行くことにした

そうです。先生は、芸大で漆工について調べ、

さらに日本各地や世界を回って調査し、『日本

漆工の研究』という本を執筆されました。でも、

この先生が鳴子にいたから、来たのではないの

です。

―― 仕事の初められた頃の様子は、いかがで

したか。

小野寺 その当時は、鳴子での職種がいろいろ

多く、同じように弟子に入ってきた人が多かっ

た。経済を優先する工房に入った弟子は、親方

の考えが移り、やっぱり経済優先思考になりま

す。幸いにして、私はこの先生だったので、そ

うはいかず、仕事を長く続けることができまし

た。経済優先の人は、早くに仕事を辞めて行き
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ました。

1959 年に来たときは、給料が 500 円でした。

月給というより小遣。寝るところがあって、ご

飯も食べさせてもらえました。それで仕事を覚

える。徒弟制度の最後の頃と思います。まだ集

団就職列車があった時分なのです。

―― お弟子さんには、若い人もおられますか。

小野寺 今でも、東京や仙台から、若い人の弟

子入り希望があります。「自分は器用だ」と言

うので、「器用なら別の仕事をしたほうがい

い」と、私は言っています。「土日は休みです

か」と質問があると、安定したところが希望な

らと、別の工房を紹介しています。そこを 2年

くらい勤めて、辞めて独立していくんです。私

のところにも弟子はいます。経歴に、私のとこ

ろで修行したと利用されることもあります。

―― 仕事に対する姿勢を教えて下さい。

小野寺 今の世の中では、職人は意固地になら

ないと仕事ができないんです。漆器は 100 円シ

ョップでも買えるので、この仕事の価値を認め

てもらえないと私たちは生活できないんですよ。

以前、石川県で有名な人が、漆器に金銀の彫

刻を入れて制作し、マスコミに取り上げられて

大ヒットしました。漆器をグループで生産して

いくため、品質は低下し、クレームが増えて、

返品が増えていった。あの椀は使う椀ではない、

見る椀だと、私は思います。観賞用の椀は作る

必要がない。私は、あくまでも漆器は道具だと

思います。すぐ使えるもの。見て楽しむより、

使って楽しんで欲しいです。

日本の漆器をダメにした一つの要因は、中国

に作らせたこと。中国から、「安かろう、悪か

ろう」の製品が大量に入ってきて、売れなくな

った。自分で自分の首を絞めたんですね。漆器

椀は、7 ～ 8 年間、年に 20 万個ずつ入って来

ました。それが、全国のスーパーに行きわたり、

900 円位で販売していた。木地（漆を塗る前の

木から削り出した椀）より安い値段で販売して

いるんです。木地屋さんが辞めていきます。こ
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れではダメだということで、本物の漆器を日本

で作ろうといったのが、福井の組合の有志達で

した。本物の漆を使って地元の木地で作る。さ

らに、人数を限定して作ったことが良いんです。

それでなければ品物は残らない。切羽詰まった

素晴らしい決断だと思います。

―― 漆器に関する基準はあるのですか。

小野寺 国の基準で、0.5 ％の漆を使えば、漆

器とみなしたんです。化学塗料を使っても、少

量の漆を入れればそれで良しとしたんです。そ

ういう人が、伝統工芸士の組合で仕事をして、

収入を得ていく。県から物産展に出品するよう

依頼されて販売する。器の形が違うが、中身は

同じもの。

昔は地方色があったが、今はありません。職

人は自分で赤い色を作りますが、組合はみな同

じ色です。これでは面白味がありません。この

ままいくとだめだと思い、それで組合をやめま

した。周りからは、いじめられましたよ。良く

ても悪くても、自分の責任なんです。なにも組

合のために犠牲になることはない。本当はそう

でない方法もあるのかもしれませんが。

―― 組合に入ると漆が購入できるんですか。

小野寺 漆は、組合の購買部に買いに行くんで

す。木地も同じです。通産省からの助成金が県

に降りる、県から市に、そして「ジャパンブラ

ンド」などの計画案が出る。「ジャパンブラン

ド」が終わると「鳴子ブランド」になる。助成

金は、何千万円。「鳴子ブランド」は 500 万円。
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何をするか。まず、最初に来るのはデザイナ

ーで、こういうものを作ったらと提案する。す

でにそこに 1／ 3 くらいの金が下りている。そ

うすると、木地屋さんが苦労するんです。今ま

で自分でやったことのない形を、悪戦苦闘して

作るんですが、でも、それは 1回だけで終わり、

さらなる生産はないんです。「ジャパンブラン

ド」は、フランスの見本市に出して高い評価を

得ました。しかし、全然売れないし、在庫は残

っています。

助成金が出るのは 3年間のみで、なくなった

ら、1 年空けて、また別の方から助成金と提案

がくる。それの繰り返しです。そのムダ金はす

ごい金額になります。東京の舛添さんが使った

金なんか、微々たるものです。それを宮城県だ

けでなく、全国でやっていることは、恐ろしい。

自分はそういうことに関わらなくてよかった。

言いたいことはちゃんと言う。販売することを、

しっかり決めないとだめです。

―― 小野寺さんの作品は、デパートにも卸し

ていますか。

小野寺 私はデパートには卸しません。東京や

仙台で個展を開いたりしますが、1 人でやって

いるので、そんなに多くはできません。毎月の

ように展示会をする作家がいますが、年 12 回

やったら仕事ができませんよ。私は仕事をする

方の立場に立っています。

さらに、生き方が関係してきます。自分は今

までは「改革派」だと思っていましたが、じつ

は保守派かもしれない（笑）。自分を守る、自

分を大事にする。自分を大事にすることは、作

るモノを大事にすること、それはお客様を大事

にすることに繋がるのです。

―― 漆器は、時代とともに変わってきたので

しょうか。

小野寺 古い漆器を見るために、日本海側の骨

董屋をよく巡りました。米沢、酒田、鶴岡の漆

器は、古い形の器が残っています。しかし、そ

れを、そのまま作ってもダメで、現代でも使え

る形にしないといけません。古いものは良いけ

ど、今の使い手では無理なこともあります。

昔の人は背が低いので、鴨居が高くなくても

いいけど、今の人だったら頭が当たりますね。

それと同じで、建物だって人間の入る器だから

ね。折敷や角御膳だって、女性の肩幅に合わせ

ているんです。折敷を運んできて、ふすまを肩

幅ほど開ければ通れます。全部、開ける必要は

ない。昔の折敷は足がなくて低かったんですよ。

食べ物によって器が変わります。大きくて足

の高いお椀は、古いお椀です。あれは稗（ヒ

エ）や粟（アワ）を食べた器です。これらには、

昔は下地が無くて、ただ漆を塗っただけのもの

だったんです。稗を 1杯食べて終わりという食

生活です。稲作が始まり、ご飯をおかわりする

ようになると、器は小さくなっていきます。大

きなお椀は、米の取れないところのものです。

石川県の合鹿椀（ごうろくわん）も大きい。東
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北では岩手県が大きなお椀です。食べ物によっ

て器は変わるんです。材質はケヤキですね。焼

き物でも東北の物は分厚い。分厚くすると、物

が冷めにくいんですよ。京都周辺では、器がみ

な薄手ですね。でも、発掘された物を見ると、

そんなに薄手でない。生活様式が変わったんで

すね。

―― 今後の漆器は、どう変わっていくのでし

ょうか。

小野寺 「器とは何か」と考えると、器はあん

まり主張してはいけない。器の価値は、料理す

る人が使いやすく、料理がきれいに見えればい

い。それ以外、考える必要はない。それを何と

かして形を変えて、注目を得ようとしてもダメ、

所詮、あくまでも道具なんですよ。

鳴子にとって貴重な存在の鈴木美樹さん

―― 鈴木美樹さんとのお付き合いは、いかが

ですか。

小野寺 鈴木美樹さんは、雲のような人です。

彼女はスーッと入ってきて、質問していくこと

はちゃんとしていく。そして自分の言いたいこ

とはしっかり言うし、私に「これはどうしたら

いいか」って質問するんです。それに答えてや

って「俺は裁判官じゃないんだぞ」と言う

（笑）。

彼女が鳴子に与えたインパクトは、非常に大

きい。今まで鈴木さんみたいな考えで、鳴子で

は、彼女のように考える人はいなかった。鳴子

の旅館は、お客さんが「ネギを背負って来るも

んだ」と思っていた。団体旅行を集めて、芸者

さん呼んで、ポン・チャンチャンやって、二日

酔いで帰ってもらう。そういう時代はもう終わ

った。外国の企業がホテルを買収したとか、そ

ういう時期に、鈴木さんがフワーと入ってきて、

そして鳴子に居ついた。

お茶を飲みながら、「今晩、話ししようと

か」と言って、飲みながら話しをすると、捨て

がたい考えを持っている。この人は、旅館業と

はまったく異質な人、あの考えには私も協力す

るよ。彼女はウチに来ると気楽なんです。実家

みたいに感じている。来るとご飯食べて、1 杯

飲んで、まったく嫌みがない。人間性もあるけ

ど考えがしっかりしている。鳴子好きなんで、

なんか鳴子のためにやりたいと思ってる。でも、

彼女はそれを口に出さない。いろいろなとこに

行ってもそれは話さないで、行動を起こしてい

る。貴重な存在が鳴子に来たみたいです。

私は、彼女に振り回されてるんです（笑）。

「良いこと以外に、悪いことにも利用されるか

ら、そういうとこはすぐ出てきた方がいいよ。

その時は相談に乗るから」と言っています。あ

らゆる面でインパクトがある。鳴子のために、

住民にわからないようなとこで、いい面で発信

してると思う。

―― 鈴木さんの活動は、皆さんに受け入れら

れていますか。

小野寺 1 人で大変そうだから、もう 1 人、助

手的な人がいれば、もっとよくなる。鳴子の住

民はそれを壊さないように、協力しないといけ

ない。陰で協力してやらないと、潰すのは簡単

だから。鳴子は、旅館同士が客の奪い合いだか

ら。鳴子は外圧に弱い。公の機関に弱い。とく

に銀行に弱い。金を借りて営業しているから。

さっきまで元気な人が、銀行から電話が来ると、

シュンとしてしまう。銀行は地区のために尽く

すのが本当だと思うが、今の銀行は違う。だか

ら、私は銀行に頼らない。金がないから頼らな

いんだけども（笑）。

鈴木さんは、これからも鳴子のために尽くし

てくれると思う。だから自分たちも協力してや

りたい。いろいろな地域の女性の集まりに参加

して、正月だと〆縄を作って販売している。新

しい感覚です。お酒と料理を組み合わせたり、

形を変えてやったり、いろいろなことをやって

いる。素晴らしい女性です。美樹さんに来ても

らって、本当に有り難い。住民たちも、陰で応
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援していると思う。

生活に潤いを与える

「道具」を作る職人として

―― 小野寺さんの、仕事に対する考えはいか

がですか。

小野寺 1 歩、2歩、3歩下がって考えてみる。

前に出ようと考えたらこの仕事はできない。3

歩くらい下がって、自分の立場を考えると、気

持ちが楽。だから保守的になる可能性がある

（笑）。

15 歳の時に来て、先生と 1対 1 で仕事して、

「小野寺よ、職人は芸術家になる可能性がある

ぞ。しかし、芸術家は職人になれないぞ」と、

15・16 歳の時にそう言われました。何を言っ

ているのかわからなかった。何十年も、その言

葉が頭の中に残っていて、それが、50、60 歳

になって、ようやくわかってきた。

我われは、100 個の注文があれば、100 個と

も同じ状態で納めなくてはならない。それが職

人の在り方だと思う。しかし、芸術家はそうで

なくてもいい。パトロンなどの援助者に、1 個

を、何年かかって収めてもいい。

我われの作るものは「道具」なんだ、そうす

れば、買っていただいたお客さんの生活に潤い

を与えることができる。お客さんに喜んでもら

うことに喜びを持たなくては、やってる意味が

ない。そう思うほかないですね。

―― いい器で食事をすると、美味しいですね。

器に力がありますよね。

小野寺 そうだと思います。去年、京都産業大

学に行きました。そのついでに、老舗の漆器店

も見ました。「京都の人たちの漆器は、こんな

もんなのか」と、びっくりした。なんか違いま

すね。完全に、外国人観光客のためのお土産屋

さんですよね。店員さんが蝶ネクタイして、黒

のスーツを着てるんですよ。あれがお客さんに

対する「おもてなし」なのか。間違っています
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よね。本当にすごいところだった。見ても「道

具」だというものがない。俺の方がまだ良いな

と思う（笑）。

―― 今後、芸術家になることはないですか。

小野寺 今更なってもしようがないでしょう

（笑）。ずっと職人でいたいですね。よその職

人さんに、「いい仕事しているな」と思われる

のがいい。

―― 大学には、何の用件でいかれたのですか。

小野寺 「漆の会」で、京都産業大学に発掘さ

れた漆器とかを見に行った。研究者がいるので、

お話しも聞きました。たまに行って聞くと、再

確認できます。

―― 室内に飾っている漆器を見ると、お椀に

模様がないですね。

小野寺 私は「根来」のタイプの漆器を志向し

てます。赤を塗って、下から黒が出てくる。朱

と黒。あまり加飾しない仕事をしている。

―― 木地作りから全部ご自分でやるんですか。

小野寺 木地作りは経験したけれど、やはり 1

人では無理です。図面を書いて、木地屋さんに

渡して作ってもらいます。やっぱり 2足の草鞋

は履けませんね。「自分で全部やっています」

という人がいるけれど、「なんて器用な人なん

だ」と、思いますよ。年に 1個くらい挽いて、

やってるのかわからないけどね（笑）。

―― 漆の生産地はどこですか。

小野寺 国内での 1番の、漆の生産地は、岩手

県の浄法寺でしょうね。そこで日本の漆の入札
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をします。あそこで価格が決まります。

この前、日光東照宮でいろいろな修復があり

ましたよね。その修復に、かなりの量の漆が要

るので、私たちは困ったんですよ。全部、日光

に持って行かれて、値段がべらぼうに上がりま

した。今度また、京都でも平安神宮や東本願寺

の修復があるから、漆が全部いってしまう。ち

ょうど、神社仏閣の建て替え時期らしいです。

―― 輸入の漆は使われますか。

小野寺 中国のものは使います。中国の漆は悪

くはない。良いのもある。日本産も良いものば

かりではない。いろいろです。

―― 私は遺跡の発掘の仕事をしていますが、

京都市内で発掘調査をしていて、東南アジアの

タイ産の壷が出土しました。中には黒いものが

付着していたので、「漆だな」と思い、化学分

析してもらいました。すると、なんとタイ産の

漆と判明しました。遺跡発掘によって、タイか

ら漆液を輸入していたことが分かりました。江

戸時代初めに、徳川幕府が神社仏閣をたくさん

造営するのに、使用されたと考えています。

小野寺 エーッ。タイの漆ですか。タイ産の漆

は乾きが悪いんですよ。ですから日本産の漆と

ブレンドしてたんじゃないかな。タイとかベト

ナムの漆は、ゴム質が多いので、乾きにくいん

です。タイ産の漆のことは初耳です。そのこと

を書いた本は出るんですか？

―― すでに研究発表していまして、本は出版

されています。また、インターネットでも見る

ことができますよ。

小野寺 そうですか。でも、私はインターネッ

トができないので……。

―― それでしたら、京都に帰ったらすぐに、

資料をお送りします。

小野寺 とても興味があり、助かります。有り

難うございます。

―― 長い時間にわたって、貴重なお話を聞か

せていただき、こちらこそ有り難うございまし

た。これからも生活に密着した、使い勝手の良

い素敵な漆器を作り続けてください。

＜視察報告④ 鳴子のまちづくりを通して「さとのわ」を支える人々＞小野寺公男 33


