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要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の
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推移を示すものである。就職後３年以内の離職率は、

高校卒で 40％前後、大学卒でも 30％前後であること

がわかる。そのうちの約半分は、１年目で離職してい

る。職業人として、成熟への道のりを極めて早期に離

脱している。 

 
   図２ 新規学卒者の在職期間別離職率 
 
 何が若者達をそうさせているのか、さらなる考察が

課題として残る。ミスマッチと一刀両断できない深い

問題を孕み、人間の深層心理にも及ぶ事柄でもある。 
早期離職という若者たちの労働の現状を認識する時、

今日の若者たちの絶望を救わなければならないという

思いが強くなる。これは社会の安定にとっても、重要

な課題であると思われる。 
 
３ 日本人の働き方 
3-1 古代 

（１）縄文時代（BC.10000～BC.300年） 
漁労、狩猟、植物採取の採集経済と考えられている。

地面を掘り下げ、柱を立て、枝や草で屋根を葺いた半

地下式の竪穴住居で暮らしていた。道具は磨製石器、

骨角器。青森県の三内丸山遺跡が発掘されている。 
（２）弥生時代（BC.300～250年） 
稲作を主とする農耕社会と考えられている。環濠集

落で、集団生活をしていた。鉄器、青銅器が出現。人々

は竪穴住居で暮らしていた。佐賀県の吉野ヶ里遺跡が

発掘されている。 
（３）古墳・飛鳥・白鳳時代（250～710年） 
 ヤマト王権が成立し、国家が統一されたと考えられ

ている。日本文化の形成に大きな影響を与えた仏教が

538年に伝来し、造仏工（ほとけつくるたくみ）、造寺

工（てらつくるたくみ）が渡来した。世界最古の木造

建築である法隆寺が完成。後に焼失し、７世紀末再建。

（４）奈良時代（710～794年） 
律令体制が整い、中央集権国家となる。建築に携わ

る工匠は、宮内省の木工寮（もくりょう）に所属した。

寺院建設の作業体制は、臨時組織として寺造司（てら

つくるつかさ）が設置された。竪穴住居から掘立柱の

平地住居への移行期といわれている。 
（５）平安時代（794～1185年） 
 天皇を頂点とする公家、貴族が主導する社会となる。

貴族の大邸宅は白木造・檜皮葺で、寝殿造と呼ばれて

いる。庶民の住まいは、竪穴住居から掘立柱の平地住

居への移行が進んだといわれている。 
 
3-2 中世 

（１）鎌倉時代（1185～1333年） 
 朝廷と幕府による二元的な支配体制となる。土地を

仲立ちとした主従関係の上に成り立つ封建制度が始ま

った。手工業に従事する人々の間に「座」と呼ばれる

同業組合的な組織が発達した。座は生産の種別に応じ

て区分された。建築、木工、鍛冶、醸造、醤油、経師、

銅細工など。大工職の世襲が行われるようになった。 
 

 
図３ 春日権現験記絵 工具による木材加工 

 
（２）室町時代（1336～1573年） 
 公家と武家とが相互補完的に人々を支配していた。

庶民の住まいは、掘立柱の平地住居といわれている。

技術に対する敬意を込めて、「棟梁」という言葉が工事

組織上の地位や身分を示すものとして使われだした。

座の制度により、「徒弟制度」という生活形態が定型化

した。能率化するため、生産工程を細分化し、各々の

工程を個人に配分する分業体制が採られた。 
 材木の製材は、古代はくさびを打ち込んで挽き割る

方法がとられていたが、室町時代に縦引き鋸の大鋸（お

が）が出現すると、それ以前の挽き割りより板が容易
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に作れるようになった。板の表面を平らにする工具は、

古代では槍鉋（やりかんな）と手斧（ちょうな）だけ

であったが、台鉋（だいかんな）が現れ、表面を平ら

にしやすくなった。 

 
図４ 松崎天神縁起 丸太足場の工事現場 

 
3-3 近世 

（１）安土・桃山時代（1573～1603年） 
 安土城、大阪城に代表される城郭建築が始まった。

外壁を漆喰で塗り込めて造った新しい防火建築である。

千利休の茶の湯から、茶室建築が生まれた。 
（２）江戸時代（1603～1867年） 
江戸幕府による幕藩体制となった。鎖国政策が採ら

れた。江戸初期は、各地に城下町が建設され、大工、

左官などの職人の発達を促した。江戸中期は元禄文化

といわれ、上方を中心に町人が文化の担い手となった。

江戸後期は化政文化といわれ、江戸が文化の中心とな

った。風刺と洒落がはやり、浮世絵も現れた。歌舞伎

舞台も完成をみる。庶民の住宅は農家、町家といわれ、

質素ながらも充実を遂げていく。柱を土に埋めた掘立

柱から、柱を礎石の上に建てる礎石建へと変化した。

中世に出現した大鋸（おが）と台鉋が広く普及した。

また、用途に応じた様々な鋸・鉋・鑿なども考案され、

工具の発達をみた。さらに、比例関係を示す木割りや

規矩に関する木版本が出版されるようになり、大工の

技術が高度に発達した。武家の権威と格式を重んじた

豪壮な書院造と呼ばれる建築が完成し、展開していく。 
教育制度をみると、幕府には昌平坂学問所がおかれ、

各藩には藩校（藩士の子弟）や郷校（庶民も含む）が

あった。一方、私的な塾（適塾など）や庶民を対象と

した寺子屋なども、この時期に生まれた。 
また、技能的な面では、徒弟制度がさらに定着して

いった。材料の荒削りと簡単な継手・仕口などの準備

加工を行う「徒弟」から始まり、複雑な加工と仕上げ

削りや体裁を要する部分の構成を担当する「熟練大工」

を経て、最後には設計と墨付けをして全体の采配をふ

るう「棟梁」へと、技術・技能の階梯が用意されてい

た。ほぼ十年の修業期間であった。その過程で、職人

としての成長、さらに人間としての成長が実感されて

いったのではないか。 
このように日本にも確かな伝統があった。その中か

ら、人が育ち、技術・技能に対して敬意を表する感情

が醸成されてきたのではないか、と私は思っている。 
 

 
図５ 和漢三才図会 工具 

 

 
図６ 近世職人尽絵詞 大工 

 

 
図７ 冨嶽三十六景 木挽（こびき） 

 
3-4 近代 

（１）明治時代（1867～1912年） 
 建築請負業が、文明開化で目覚めた棟梁たちを中心

千葉職業能力開発短期大学校紀要 第 21 号 (2016 年 12 月) 
Bulletin of Chiba Polytechnic College. No.21, December 2016 

 

*1 住居環境科    
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About Japanese Working Style 
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Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の
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とする事業集団として成立した。それまで棟梁の下で

仕事を担っていた各種の職人たちも、各々で職別の請

負業を編成し、下請組織として誕生していった。この

元請・下請という日本独自の建築生産体制は、今日ま

で続いている。主力は、木構造から鉄骨造、鉄筋コン

クリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造へと移っていく。 
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洋式の繰糸器械を備えた官営の模範工場をつくること
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顕著となる。 

 
図８ 富岡製糸場 女工たち 

 
（２）大正時代（1912～1926年） 
 1891 年の濃尾地震を契機に耐震設計理論の研究が

着手され、1923年の関東大震災を経て強化された。 
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け、製品を完成させる生産方式であった。 
 

 
図９ 現代の工事現場 コンクリートの打設 

 
さて、私たちの暮らしは、1955年頃から大きく変化

した。一番大事な点は、米をどうやって炊くかです。

最初にガス釜が普及し、次は電気釜が普及した。これ

まで土間の竃（かまど）で薪をくべ、ご飯を炊いてい

たが、その必要がなくなった。煮炊きを土間でしなく

てもよくなれば、台所が床の上にあがる。それで台所
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チンの誕生である。薪を使っている間は、火気がある
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の誕生である。これは、戦後の地方からの集団就職か

ら核家族の時代へ、という流れと連動している。 
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の耐震構造に加え、免震構造や制震構造が適用される

建物も多くなっている。 
1993 年、地上 70 階、地下 4 階、搭屋 3 階、高さ

296ｍのランドマークタワーが完成した。地下から地

上8階まで鉄骨鉄筋コンクリート造、地上9階以上は

鉄骨造である。建物上部には、170ｔのおもりを特殊

な振り子で支える制震装置が採用されている。 
 1980年代末から1990年代にかけて、スーパーゼネ

コン各社において、自動施工システム構想が発表され、

試みが行われた。天候に影響されない快適な作業環境

下で高層ビルの自動施工が行えるというものであった。

しかし、商業的に成功した事例は極めて少ない。依然、

困難な課題として残されている。 
 一方、電機産業においては、多品種少量生産に対応

するため、セル生産方式が導入された。組み立て製造

業において、一人または数人の作業員が、部品の取り

付けから組み立て、加工、検査までの全工程を担当す

る生産方式であった。 
 世界がますますグローバル化し、情報化社会へ突き

進む過程で、消滅の危機に直面する産業がある。生産

形態が激しく変化する中で、私達は市場原理を超えて、

その種子を後世へ継承していく使命がある。 
 
４ 日本人の特質 
4-1 ヒトと道具 

 文化人類学者の川田順造（1934年生まれ）氏は、長

くフランス、日本、西アフリカをフィールドに研究を

する中で培われた文化を比較する方法として、文化の

三角測量を提唱されている。それは白人が作った文化

の一典型としてのフランス、アジアのモンゴロイドの

一文化としての日本、黒人が作った一文化としての西

アフリカの旧モシ王国を研究対象地域にする過程で、

ひとりでに身についた比較の方法論である。 
川田氏の著書『＜運ぶヒト＞の人類学』では、ヒト

と道具との関係から三つのモデルを提示されており、

それを要約すると以下のようになる。 
 
＜モデルＡ＝道具の脱人間化＞ 
 フランスの技術文化から普遍化。 
 第一に、人間の巧みさに依存せず、誰がやっても同

じように良い結果が得られるように道具を工夫すると

いう指向性。 
 第二に、人力を省き、畜力、水力、風力など、人力

以外のエネルギーをできるだけ利用して、より大きな

結果を得ようとする指向性。 

 エネルギーの採取源から、直接働く先までの、エネ

ルギーの伝達装置を工夫することが必要になる。伝達

装置が有効であれば、エネルギー源が水力から蒸気の

力に、あるいは水力タービンから蒸気タービンへ、馬

の牽引力から内燃機関の力へ変わっても、その転換は

連続的移行として実現されうる。 
 人力はいずれの場合も、エネルギー伝達系への介入

であって、人力が車をひく等の主要なエネルギーにな

るのではない。 
 ある目的を設定し、それを達成する最も効果的な手

段を工夫するという、近代合理主義にいたる「目的指

向」の価値観。 
＜モデルＢ＝道具の人間化＞ 
 日本の技術文化から普遍化。 
 第一に、人間の巧みさによって単純で機能未分化な

道具を多機能につかいこなすこと。たとえば、箸や船

を進める艪に、良い例を見ることができる。 
 第二に、良い結果を得るために、人力を惜しみなく

投入すること。たとえば、限られた水田（灌漑による

稲作は、同じ土地でいくらでも連作が可能な、まれな

農法である）で、労働生産性は無視して土地生産性を

上げるための、惜しみない勤労を推奨する価値観にみ

ることができる。 
 結果よりも、そこにいたる手続きや態度の、倫理的

側面だけでなく審美的な価値にこだわる「過程尊重」

の価値観。 
＜モデルＣ＝人間の道具化＞ 
 西アフリカの旧モシ王国の技術文化から普遍化。 
 梃子の原理と回転原理を応用した道具がない社会で、

住民の身体特徴である長い前腕を、鍬の短い柄の延長

のように用いる農作業や、柄のない鍛冶の槌の柄とし

て長い前腕を用いること。 
 
 このモデル化に、実感として私も納得できる点が

多々ある。日本はモデルＢにあたるが、例えば「大工

職」の分野でいうと、鋸（のこぎり）、玄翁（げんのう）、

鑿（のみ）、鉋（かんな）などの大工道具があるが、こ

れを使いこなせるようになるまでには、長く忍耐のい

る修業が伴う「熟練」が必要である。その熟練への道

のりの途上で、仕事に対する「誇り」という感情が徐々

に醸成されてきたのではないかと思われる。いわば大

工道と呼んでもよいものである。 
 図10～図12は、人の巧みさで使いこなしている例

である。 
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家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の
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図１０ 棒でかつぐ 魚売り 

 

  
図１１ 艪(ろ)を操る 船を漕ぐ 

 

  
図１２ 人力を使う 荷車を曳く 
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５ 仕事の喜びと誇り 
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喜びが伝わってくる。また著書全体からは、日本人は

みな貧しいのにみな幸せそうだという印象が浮かびあ

がってくる。それは当時、そうみえるほど自然が美し

く維持され、極めて質素ながら勤勉で礼儀正しく、実

直な人々が暮らしていたからにほかならない。 
（２）建築家の仕事の喜び 
建築家の香山壽夫（1937年生まれ）氏は著書『プロ

フェッショナルとは何か』で、若き日にアメリカのペ

ンシルバニア大学大学院へ留学していた時期の経験を

語っていた。先生でもあり有名な建築家でもあったル

イス・カーンの設計事務所にアルバイトで働きにいっ

て、実際に仕事をするカーンの姿に接した時の感動的

なエピソードを紹介する。 
 少し長くなるが、以下に抜粋する。 
ある晩遅く、事務所に電話がかかってきました。秘

書はもう帰ってしまっていたので、たまたま私がとっ

たのです。それは、テレビ局からでした。明日の午後、

トーク番組に出てもらえないかという依頼でした。カ

ーンは、「明日は授業だから断ってくれ。」と言いまし

た。それを伝えると電話のむこうの人は、しつこく、

では朝、アトリエでインタヴューさせてくれと言って

きました。それを伝えるとカーンは、激しく「ノー。

絶対にだめだ。」と言ったのです。 
それからカーンはそこに居た事務所のスタッフにこ

う言った。 
「朝は私にとって、一番大切な、神聖な時なんだ。何

故って、鉛筆をとって紙に向かってデッサンしている

時こそ、建築家にとって、一番嬉しい時なんだからね。」 
 そうか、そうなんだ。それが建築家という人間の生

き方なんだ、自分の仕事、毎日の仕事、それこそが喜

びなんだ、有名になるとか、テレビに出るとか、賞を

もらうとか、そんなことは全く、どうでもいいことな

んだ、そのあたり前のことに、その時私は気づいたの

です。 ・・・以上、抜粋おわり。 
 ここには、建築家にとって仕事の喜びとは何か、師

弟関係における薫陶とはどういうものか、がしっかり

と描かれている。こんなすばらしい薫陶、こんな交わ

りは、奇跡というほかありえない。仏教では、これを

ご縁というのだろう。 
私自身は、建築の仕事に携わる中で、このような喜

びを見出してきたか。日々の仕事の忙しさ、苦しさに

もがいていた様な気がする。強く反省させられる。 
 
5-2 仕事の誇り 

まず、フランスの場合を参照する。 

ジャン・ジャック・ルソー（1712～1778）とは、フ

ランスの思想家である。ルソーは、著書『エミール』

で労働と職業について次のように述べている。 
その日本語訳の抜粋を以下に示す。 
「ところで、人間に生計の資を供することのできるあ

らゆる仕事のなかで、人間を最も自然状態に近づける

仕事は、手を使う労働である。あらゆる身分のなかで、

運命と人間から独立しているのは職人の身分だ。職人

は自分の労働にしか依存していない。彼は自由である。」 
「しかしながら、農業は、人間の最も基本的な職業だ。

それは、人間の営みうる、最もりっぱな、最も有用な、

それゆえ最も高貴な職業である。」 
「おまえのお父さんの残した土地を耕しなさい。しか

しもしそれをなくしてしまったら、あるいはもしそれ

をもっていなかったとしたら、どうしたらよいだろう。

仕事を一つ覚えるのだ。」 ・・・以上、抜粋おわり。 
ルソーは手を使う労働を重視し、職業として農業が

第一、職人の仕事が第二とした。また、技術・技能を

持った職人の自律性に価値をおいた。このような思想

的背景もあって、フランスはアメリカと同じように、

農業産品を輸出できる国である。今日において、なお

農業国である。 
次は、日本の場合である。 

 既に述べたように、大工職の分野では、室町時代に

「徒弟制度」という生活形態が定型化し、技術にたい

する敬意から「棟梁」という言葉が生まれた。徒弟か

ら始まり、熟練大工を経て、棟梁へと、技術・技能の

プロセスが用意され、職人としての成長、さらに人間

としての成長が実感されていった。その熟練への道の

りの途上で、仕事に対する「誇り」という感情が徐々

に醸成されてきたのではないか。また、その中から、

人が育ち、技術・技能に対して敬意を表する感情が生

まれてきたのではないか、と私は思っている。 
 さて、経済統計年鑑によると、産業別就業者比率の 
推移は、第１次産業で1950年49％、1990年7％と激

減している。その間、第２次産業は 1.5 倍、第３次産

業は2倍ほどの伸びを示している。ここには、経済的

な側面ばかりでなく、仕事の誇りを第１次産業に感じ

られなくなっていることも起因していると思われる。 
かつての日本にあった、技術・技能に対して敬意を

表する精神風土を、また取り戻すことを強く願う。身

体的な労働の中で、仕事と共に人間が成長できる職業

世界が社会の中にしっかりと存在している事が必要で

ある。そして、ふたたび仕事に誇りの持てる社会へと

向かっていくことが大事だと思われる。 
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年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の

－ 18 －
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６ 科学と技術 
村上陽一郎「新しい科学史の見方」を基本に、時代

を大きく変えた科学と技術の関係を述べる。 
 12世紀のヨーロッパで、キリスト教的哲学が生まれ

た。神の書いた二つの書物、すなわち｢聖書｣と｢自然｣

を探求する学問として成立した。ニュートンの仕事も、

この文脈にある。 
18世紀の啓蒙主義は、キリスト教的な自然観、人間

観、神観を、学問から外し、剥ぎ取って、それら抜き

で、学問や知識、哲学がどのように成立しうるか、そ

の可能性を追求した。 
 キリスト教的哲学が解体された結果として生まれた

科学は、19世紀後半には、自らを運営するための制度

の整備を着々と進めた。学問のための学問。教える自

由と学ぶ自由が保証され、個としての人間が、自らを

陶冶することが学問の目標となった。 
 今日、科学者は研究をし、その成果を論文にして発

表し、その論文によって職業的な地位を得、また昇進

し、あるいは賞を受けたりする。科学は、社会のなか

の制度として確立されている。 
 ヨーロッパにおける学問や知識は、日常的で実際的

な問題の解決とは全く結び付いていなかった。橋をか

ける、道路を造る、織物を織る、時計を造る、陶器を

焼く・・・・・・。こうした実際的な問題、言い換え

れば技術や工芸の問題は、知識人のかかわることでは

なく、職人が受け継いできた技術を通じて考え、工夫

し、解決してきた。もともと技術・技能は、職人たち

のギルド、そして徒弟制度のなかで伝承されるべきも

のとして、捉えられてきた。 
 18世紀から19世紀にかけて、産業革命と市民革命

の進行するヨーロッパ社会では、職人制度の崩壊とい

う事態を生み出した。19世紀になるとヨ－ロッパやア

メリカでは、少しずつ、技術はギルドから離れ、一般

に学校で学べる態勢が造られ始めた。しかし、そうし

た学校は、決して大学と同じ資格は持てなかった。 
 日本では、1877（明治 10）年に、東京大学が誕生

した。同じ年、技術習得のために、工部大学校が設け

られたが、1886（明治 19）年には、東京大学に合併

され、工学部となった。その後、国立大学出身の工学

士たちが産業に携わるようになっていったが、これは

当時の社会に、工学や技術に対する偏見がなかったと

いう事実を物語っている。また、富国強兵、殖産興業

を標榜した明治日本の切羽詰った事情でもあった。 
こうして科学と技術により生産形態が大きく変化し、

暮らしも、日本人の働き方も劇的に変容していった。 

７ 仕事と日本人 
考察と結論を述べる。古代から近世に至るまで時間

は相対的に緩く流れていた。その中で、人間は身体的

労働を本質として生きてきた。そこに仕事の喜びと仕

事の誇りを見いだしてきた。近代になると、世の中は

工業化・都市化へ向かって時間を早めた。労働が時間

の規律にからめとられ、仕事が賃金を得るための手段

となった。お金という交換価値を得る中で、私たちは

仕事の喜びと誇りを徐々に失いかけてきている。 
また近代化の過程で、テクノロジーはローテクから

ハイテクになり、機械のメカニズムがわかりづらくな

った。そして、ものが電化から、さらに電子化に進み、

ものづくりの仕組みもブラックボックスになった。今

日、情報化の進展により社会はますますヴァーチャル

となった。仕事もその「手ごたえ」を感じにくくなり、

リアリティを失った。かくして、青い鳥を探してさま

よう日本人、とりわけ若者の姿が浮かび上がってくる。 
さて、本稿のモチーフ「人間にとって仕事とは何か」

に答えよう。そう、仕事とは喜びであり、誇りなのだ。 
 
８ おわりに 
以前、ＮＨＫの番組で、「プロジェクトＸ」が放映さ

れていたが、その中で、２つの物語が特に印象に残っ

ている。ひとつは、世界一の電波塔建設に挑戦する鳶

たちの、風との戦いを描いた「東京タワー建設」のド

ラマ。もうひとつは、世紀の難工事「瀬戸大橋」で、

海と格闘する真摯な技術者たちの苦悩と奮闘を描いた

ドラマ。苦闘の末に行き着いた、仕事の喜びと誇り。

これへの共感が、番組を支えたのだと思う。仕事とは

本来、喜びと誇りを伴うものであったのだ。 
自分ではなく、世の中のために働く人。そんな地上

の星は今何処にあるのか。それを探しに行きたい。 
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要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の
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