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はじめに 

 

 今日の子供を取り巻く環境、特に学校教育は、人間にと

っての学びの意味や在り方を根底から問わなければならな

いという大きな変革の中にある。それは「ゆとり学習」「生

きる力」「自ら学び考える力」等の、単に既成の知識の習得

を旨とするのではない学びの在り方を求めることに象徴さ

れる。ここで見落としてならないのは、この変革は子供を

中心とした学校教育という限定されたところだけの問題で

はなく、大人社会の在り方も同時に問われているというこ

とである。昨今の状況を見ると、その大人社会の学校教育

に対する考え方も、それぞれの価値観によって揺れ動き混

沌としてきており、様々な学力問題へと進展しているよう

である。 

 このような状況にあって大学においても、教育や研究と

社会との関係が、特に教育系学部においては教科専門の在

り方が問われている。したがって、教育大学の芸術教育講

座（美術）に在籍し陶芸を専門としている私は、陶芸・美

術→陶芸教育・美術教育→学校教育→社会へ展開していく

論理を模索しているところである。ここで敢えて矢印→を

付け展開としたが、陶芸・美術が人間の根底からの表現に

強く関わるという特性を有していることからすると、矢印

→とするほど異なる世界への越境ではなく、比較的容易に

展開できるのではないかと考えている。また同時に私自身

が陶芸の素材・プロセス・技術と関わりながら作品を作っ

ていること（陶芸制作）が今日の人間社会にどう関与でき

るかも模索している。 

 本稿では、ここ数年間私が行ってきた陶芸教育や陶芸制

作の実践の中で起こった出来事の意味や意義について考察

するものである。そのことによって、従来の陶芸の概念を

乗り越えるために導入した＜こと＞的陶芸を明確にしたい。 

  

I  <こと>的なこと 

 

１ コミュニケーションと矛盾 

 例えば子供に「ある出来事について感じたことを絵に描

いてみよう」という課題を投げかけ、子供が絵を描いたと

する。その時子供は無意識の階層にその子供なりに表出し

たい根拠があって、さらに、絵を描くその時その場の状況

も絡みながらその子供なりの新たな意味（絵）が立ち現れ

てくることになる。従って、その絵は誰が見てもある一つ

の同じ価値で評価できるものとはなりえない。また、多く

の場合、大人は一般的・常識的な共通の価値観でものごと

を見るようになっているので、評価の在り方は一義的なも

のになる可能性が高い。しかし、絵を描くことに限らず人

間は無意識の階層（深層）から意味を立ち上げ、その個人

のもつ＜こと＞を＜もの＞化し形とする。その形を介して

他者とのコミュニケーションが生じ、それによって社会（関

係のネットワーク）が形成されることになる。そして、そ

の個人は社会の中で生きていることや自分の存在の意味を

実感できることになるのであろう。 

 これらのことは、日常の中に組み込まれており意識的に

行っていることではない。しかし、このような日常性が人

間社会の中で希薄になってきているのが今日の社会問題の

一つといえよう。そのような日常性の問題の解決の一つと

して、コミュニケーションの意味を捉え返し、上述のよう

にコミュニケーションの在り方を回復する努力が必要とな

るだろう。しかし、このことはもともと日常の裡にあるこ

とを日常の意識の世界にさらけ出すことになり、その意味

では不自然（非日常）なことである。つまりそこに、矛盾

が生じるのである。この矛盾の構造は、今日の新しい学力

観（新しい知）への変革の中で、誤解を生み難解だとされ

る所以の一つであろう。 

 

２ 陶芸・美術の関わり方と＜こと＞的陶芸 

 今日まで、陶芸・美術はあまりにも個人的な表現とされ

てきたとはいえないだろうか。表現は受け手（他者）がい

て初めて表現として成り立つものだと思われる。従来、個

性は関係の中から紡ぎ出されるにもかかわらず、作り手（自

己）は、受け手のことなど全く関係がないと決めつけて、

自分の個性的な表現が到達点として存在すると思い込みそ

れを追い求めてきた。しかし作り手は、受け手（作り手の

中の他者としての受け手を含む）の評価を引き受けて、次

の作品を作る基としていくものである。つまり、作品は他

者の関係がなくては存在しないのである。さらに作り手の

表現を受け手の理解の在りようによって、受け手の方が作



り手よりはるかに充実した表現を感受することは十分にあ

りえることである。その意味では、受け手は作り手でもあ

るといえる。このように、作り手と受け手の間で意味のキ

ャッチボールが行われるのである。ここに、陶芸・美術の

関わり方の手がかりがあるだろう。作品を作ることとは、

作り手の深層にある＜こと＞を＜もの＞化する行為であり、

そこで使用する素材・媒体は一般的・常識的では評価でき

ない形や色である。勿論、そのような形や色も文化によっ

て一般化・常識化した部分もある。つまり、その形や色で

コミュニケーションの関係を考えることが陶芸・美術の関

わり方といえる。以上のように考えた場合、作り手と受け

手を結ぶ接点となる単なる作品だけに焦点を当てた陶芸・

美術の在り方から、もう一歩踏み込んで、作品に至るまで

の作り手とその時その場の状況における意味に焦点を当て

た陶芸・美術の在り方に注目する必要が生じてくる。この

ような陶芸の在り方や関わり方を＜こと＞的陶芸としてい

るのである。 

 

3 枠組みと美術 

 陶芸とは、粘土の可塑性をいかした人間のアクションが

基にあり、それに「湯飲みを作る」などの具体的な文化体

系がのっかってくると考えられる。そして、あるコース（「湯

飲みを作る」などの具体的な文化体系）を経ていく中で、

様々な失敗・発見・喜び等の出来事によって継続的に展開

していくのである。 

 学校教育における教科の枠組みの場合、子供（人間）が

何かを始めたり考えたりする時には、考える手立てとして

枠組み（文化体系）が関わってくるのであって、決して先

に枠組みがあるわけではない。美術という教科が人間の学

ぶ・生きることと関わるのは、学び（考え）始めるや学び

（考え）の過程に関わるところにあるといえる。このよう

に考えた時、造形遊びの活動の意義が見えてくるのではな

いだろうか。 

美術は、国語，社会，算数，理科などの具体的な一般的・

常識的な部分を多く含み共通の価値観を共有できる領野と

は異なり、上述のような重要な役割を担いながら、人間と

あらゆる文化体系を柔軟に繋げたり活性化させる存在なの

ではないだろうか。 

 

II ＜こと＞的陶芸の実践 

 

１ 専門と授業 

 私の大学における授業は、単に陶芸のプロセスを経て何

らかの作品を作って、その経験の中から学生が自主的に何

かを学んでくれることを期待するという在り方（従来型の

陶芸教育）とは違う。それは作品を作ることのみを目的と

して据えずに、陶芸の素材・プロセス・技術や陶芸の文化

と触れ合うことを通して、そこにある意味を抽出し吟味し

ながら、人と素材・人と陶芸・人と美術・陶芸と教育など

について語り合うことを含めた在り方（＜こと＞的陶芸教

育）である。言い換えるならば、学生に＜もの＞を理解す

ることを求めるのではなく、＜こと＞として捉えることを

期待している。 

 このように、人間との関係で陶芸を＜こと＞的に捉える

ことによって、陶芸専門というものが幅広く展開する可能

性を立ち上げ始める。また、そのような捉え方によって、

陶芸の一つ一つの出来事から多くの意味が立ち上がってく

る。そして、陶芸の専門ということを狭い枠組みに閉じ込

め、そこで専門家として定住するのでなく、専門・専門家

を開かれたものとして捉えることによって、様々な領野の

垣根のない自由に乗り越え、広がることができる階層へ立

つことになる。その階層で得たことを、陶芸の専門へ持ち

帰りさらにその専門に新たな意味（新しい関係）を及ぼす

という関係が生じるのである。そして、そのような階層へ

の行き来ができるのが本来の専門家といえるのではないだ

ろうか。市川浩はこのことに関わって、次のように述べて

いる。 

 最初にあった自他未分の共生的な中心化を脱し、他

者と自己自身とのかかわりのなかで自己形成を行って

ゆく。だから脱中心化は無中心化ではなく、より広い

かかわりのなかで再中心化を行うことです。中心化—

脱中心化—再中心化というダイナミックな過程のな

かで、自他の人称的・役割的な交換可能性と、つねに

＜いま・ここ＞である原点としての身の交換不可能性

との双極的な把握において自己が自覚され、形成され

てゆきます。1） 

 この言述から専門—脱専門—再専門という動きによって、

専門家としての自己が自覚・形成されると置き換えること

ができるだろう。 

 

2 クレイマッチ 

 クレイマッチとは、私の大学での陶芸の授業で1997年か

ら実践している「粘土から陶芸作品への記録」2）と名付け

た授業計画の中の行程２［粘土による対話］で行っている

活動である。内容は以下の通りである。 

「二人一組で、回転台の上に乗せた約30㎏の粘土を二

人の間に置き、自分の側半分に自由に粘土を（で）造

形する。１ラウンド（約5分）が終了したら、粘土を

180 度回転し、相手の造形した上に新たに造形を加え

る。この繰り返しを約30分間行う。相手の造形に対し



て、壊したり残したり手を加えたりする活動をとおし

て、粘土で対話することや、二人の間に関係性が生ま

れることや、各人が様々な表現をし様々な対処又は反

応をすることを実感する。また、試合形式で行うのは、

遊び感覚で熱中するうちに、自然に、深層の美術行為

で造形する世界へ導くためである。」 

 このクレイマッチを観察していると毎回新たな発見があ

るが、2002年に学部３年の授業で以下のようなことがあっ

た。 

 １ラウンドの時間を３分程度にしてみたら、自分の表現

といえそうな形にまで行き着かず、従って回転台を回して

も相手の反応が少なく、あまり変化が生じなかった。つま

り、そこにはある完成体＜もの＞にならないと、コミュニ

ケーションが成立せず、新しい意味が立ち上がりにくいこ

とが見て取れる。次に１ラウンドの時間を15分程度に長く

してみたら、ある学生が粘土の表面をつるつるにした後に

大小の球をくっつけた。その学生は10分程度で自分がイメ

ージした具体的な形ができたので、十分に表現をしてこれ

で終わりと決め込み、残り5分間をそのままじっとしてい

た。活動後、本人も言っていたが、10分位したら、粘土を

回転して相手が崩してくれて、新しい展開が生まれるだろ

うと安易に考えていたようである。 

 このことから見て取れることは、ある完成体＜もの＞を

崩していかないと次の展開が生まれないし、崩してくれる

相手がいなければ自分の中の他者に崩してもらわなければ

ならない（自分で崩す）ことである。ここに、展開・他者

性・崩す・＜こと＞の＜もの＞化などが見て取れる。1999

年の考察ではクレイマッチは自己・他者認識の一助になる

と述べた。しかし、この実践からは、自己崩壊から新しい

自己が生まれることに気付くことができた。 

 次に 2002 年に大学院の授業で以下のようなことがあっ

た。 

 クレイマッチを観察していると、相対する二人から表出

される形や雰囲気が絡んだ時に、魅力的な形が生成されて

くることに気付いた。さらに、例えば棒を曲げて端と端を

合わせて輪になるような表面的な絡み方よりも、その表出

した形の裡の意味が絡んだ時の方が、より充実した豊かな

形となるようだ。このことを、一人で形（作品）を作る時

に置き換えて考えると、自分の中の自己性と他者性が拮抗

する時に魅力的な形が生成され、さらに、その自己性・他

者性はより深層である方が豊かで魅力的になるといえるだ

ろう。 

 美術以外のコースの受講大学院生（現職派遣教員）が、

クレイマッチをやっていると自分がいろんな知識によって

一般・常識を形作りそれによって自分を守ってきたような

価値が薄れ、そのように固定してきた自分が崩れていくこ

とを感じるという。このことから、崩れることによって新

たな自分（形）が生まれることが見て取れ、崩すというこ

とは作ることとイコールといえるだろう。それは、拙稿「＜

作ること＞と人のあいだ」3）において、＜作ること＞は、

—①考える②作る③作品となる④見せる —を一つの循環

的なユニットとして、このユニットが繰り返しながら継続

することであると述べた。であるならば、崩す・崩れると

いうことは、この循環するためには必要不可欠であるとい

えるだろう。 

 また、クレイマッチを三人でやってみたら、目の前にあ

る形を作った人が特定できない（相手Ａ？、相手Ｂ？、相

手Ａ+相手Ｂ？）ために、コミュニケーションが成立しに

くいようだ。従って三人以上の方法・内容を考えると興味

深いが、現在のところ、二人のほうが相手の反応がダイレ

クトに返ってくるので１対１で行っている。 

 また、授業計画「粘土から陶芸作品への記録」の行程３

［表現媒体（言葉）の発見］、行程４［表現媒体（言葉）を

使った造形］、行程５［表現媒体（言葉）だから生まれる造

形］において、粘土が自分の表現媒体（お気に入りの粘土

の表情・痕跡）を探して構築していくことを行っている。

そこでは、自分の粘土で作る表現媒体を一つの言語として

いるわけで、日本語で考えたり文章を作ることと同じであ

る。しかし、粘土で作られた言語は、だれもが同じように

認める一般化・常識化した共通認識が約束されている言語

ではなく、その時その場での状況の出来事に左右されるこ

とを認めた形や色を言語としている。その分、表現の自由

さや幅の広さがあるといえる。さらに、陶芸の焼成までの

流れの中で、作り手は様々に素材・プロセス・技術に仕掛

けることによって多くの出来事に出合うことになる。その

出来事の変化を硬さ・熱さ・厚さ・大きさ・重さ等として

リアルに感じることは、陶芸の大きな特性といえるだろう。 

 

３ 作品制作と私 

 拙稿「陶芸制作と教育の通路」4）において、1975～1998

年の私の陶芸制作を振り返り考察した。本稿では、1998年

の二等辺三角形の粘土板を使った造形から、2001年の土塊

チップを棒状にした造形までの流れ・変化を改めて見るこ

とにする。 

①1998年・・スケッチブック上で考え描いた形を陶芸の立

体として再現することをやめ、作り方（三角形の粘土板

の辺を接着して増殖していく）を定めその時その場の関

係から形を立ち上げていく造形（「三角関係の造形」）を

始めた。 

②1999 年・・「三角関係の造形」は紙や木などの板材であ



れば同じような造形ができるという点で、粘土を素材と

して選択した必然性に欠けるために、新たな素材との関

わり方を模索している中から、ちぎった小さな粘土粒を

積み上げて形を立ち上げていく「土塊チップの造形」を

始めた。 

③2000 年・・以前は作品に沢山の色を使っていたが、「三

角関係の造形」では形の成り立ちに重点をおいていたた

めに、深い艶消しの青一色を使用した。次の「土塊チッ

プの造形」では、磁器土の鋭さを出すために素材そのも

のの色である白一色とした。以前のように沢山の色を使

うことは、‘沢山の色を使っていること＝頑張っている’

という価値観が私に働き、そこに安堵を感じるという構

造を生じさせていた。そのような構造は「三角関係の造

形」や「土塊チップの造形」で、以前のような沢山の色

を廃することによって初めて相対化でき、気付くことが

できた。 

④2000 年・・しかしながら、「土塊チップの造形」の白一

色は、せっかく焼成というプロセスを経るのに焼成後の

作品の色が完全に予想されてしまい焼成の楽しみが無い

ことが気になっていた。そこで、炭化焼成（甲鉢と呼ば

れる耐火性の箱の中に作品と共に海草・炭・酸化金属な

どを入れ密閉して窯に入れて還元焼成する）をすること

によって発色（オレンジ・グレイ・黒色）する色を付け

ることを実験的に始めた（「炭化焼成の土塊チップの造

形」）。 

⑤2000年・・自宅の隣の林から取ってきた小枝に泥漿を含

ませた紙や布を巻き付けて、その小枝を組み合わせて形

を立ち上げた。それを、④の炭化焼成をやっていた影響

から炭化焼成をすることにした（「小枝泥漿の造形」）。し

かし、この作り方では、焼成中に木と粘土の収縮差によ

って粘土にひび割れが生じることと自重によって、形が

変わってしまう（潰れる）ことが発生した。しかし、こ

の変形は私が期待していた焼成による変化だとし前向き

に認めることにした。また、小枝を使うことによって自

分が思いつかない粘土の線（棒）が生まれるが、小枝の

選別と組み合わせによってほとんど形が決まってしまう

ことに、つまりあまりにも自分が仕掛けたり関わってい

ない形の誕生に不満を感じていた。 

⑥2000年・・この時、年末に東京のグループ展、翌年３月

にスイスの国際展（出品作家として選抜され５～１０点

の新作を送る）に出品する計画があった。そこで「小枝

泥漿の造形」による作品を梱包して東京のグループ展に

送った。すると作品に強度が足りずに運送中に壊れてし

まった。もっと梱包をしっかりする方向も考えられたが、

これではとてもスイスに送ることは難しいと考えた。こ

のスイスへの出品作品に失敗は許されないという重圧は、

責務で作品を作るものではないことや、その時その場の

状況に左右され過ぎてはいけないなどの自分を窮屈に固

定してしまう動揺を招くことにもなった。 

⑦2001年・・⑥の運送に絡み作品の強度を高める方向を考

える内に、小枝に泥漿を含ませた紙や布を巻き付けるの

ではなく、小枝にちぎった小さな粘土粒（土塊チップ）

をくっつけることを試みた。しかし、やはり収縮の差か

らくる割れや隙間が空いてしまった。 

⑧2001 年・・「小枝泥漿の造形」での形の成り立ち方に自

分が関与していない不満と収縮差からくる強度の減少の

問題により、小枝の使用を止めることにした。しかし、

小枝を使ったことから生じた棒状の土塊チップの形は残

り、その棒状の形が土塊チップが増殖する時の一つの区

切りとなり、棒状の構成へと展開した。それは、土塊チ

ップの増殖と棒状の増殖の二重の増殖を見せることにな

ったといえる。これは、“「三角関係の造形」＝必然性に

欠ける素材+三角形の板の増殖”であるのに対して

“「新・土塊チップの造形」＝土塊チップ+棒状の増殖”

という関係で見ることができる。 

 以上の制作の流れにおいて、①②③は論理的であるが、

④⑤は、その頃受けた影響から①②③の流れとは別に実験

を行っていたことである。また、⑥⑦⑧は①②③と④⑤が

結びついていく過程である。ここで見た制作の流れ・変化

から、その時その場の様々な関係から新たな関係が生まれ、

作品や意味が継続的に作られていることが分かる。 

 

４ 器について 

 ＜こと＞的陶芸では、陶芸の素材・プロセス・技術と作

り手の関わりを重視しているので、結果としての作品が器

であるか否かは問題ではなく、したがって器を作る場合で

も、＜こと＞的陶芸なのである。しかし、＜こと＞的陶芸

における器の捉え方は複雑である。なぜならば、器を作る

背景には、名品・食文化・使いやすい・売れるなどの価値

が山積みされている。それらのいずれもが、一般的・常識

的の力によって不動の地位を築いている。従って、＜こと

＞的陶芸と器の関係を考える際には注意を要するのである。 

 私が久しぶりに器を作ろうとした時、器だから最低でも

５個（日本文化では５個一組が慣例である）は大きさや重

さを揃えよう揃えなければならないということに縛られて

いることに気付いた。その「揃えること」について考えて

みる。私は、有田焼の産地で轆轤職人や機械による成形を、

そしてそれらから出来た器が、様々な価値に基づいた値段

で売られていくのを見てきたが、その中から次のようなこ

とを感じていた。—①機械化以前の轆轤職人にとって、「揃



えること」は職人としての当然のことであった。②機械化

するということは、量産するとともに「揃えること」を前

提としており、従って、「揃えること」に関して職人を超え

ることになった。③機械化と同居している現在、職人は個

人作家とダブルイメージする在り方になってきている。そ

のような中で、しばしば「不揃いであること」が意図的に

行われ価値をもつことがある。それは、「不揃いであること」

が機械製品でなく手作りであるという差異の証しとして表

層的な意味で機能していると思われる。しかし、職人また

は個人作家は「揃えること」を前提としていても、機械で

なく人間が作っているのだから、器一つ一つを作るそれぞ

れのその時その場の状況の違いがあるのである。そこに機

械と手作りの違いがあるはずである。そのことに意味を見

い出せば、器を作る際に「不揃いであること／不揃いもあ

る」の意味が明らかになるのではないだろうか。 

 例えば、粘土を均一な厚さに延ばして粘土の板を作るこ

とを考えてみる。機械で延ばした粘土は見事に均一に出来

上がる。しかし、手で延ばした粘土には作り手の一瞬一瞬

の状況が盛り込まれる。従って、その二つの粘土板には差

異が生じることになる。その差異は、どちらの方が良いと

いうような良し悪しの物差しでない価値からくるものであ

ろう。実はこの気付きは、私の授業の活動の一つであるピ

ザ作り（生地・窯を手作りする）を行う中で、機械生産（既

成）か手作りかによって味が異なるピザ生地にも同様のこ

とがいえることからであった。 

 

５ 技術について 

 2002 年に内側は平滑面で外側は土塊チップという作品

の制作を行っていた時のことである。その内側に新たな展

開も望めそうにないひび割れが生じてしまったので、ひび

割れを補修することにした。その補修の方法は以下の通り

である。—①ひび割れを中心にして直径３㎝の円形（ロー

ト状）に粘土を掘ってひびをなくす。ひび割れが長い場合

は３㎝以上のロートを数珠つなぎにする。②そのロートに

薄いビニールを敷きその上から粘土を押し付けて、ロート

の形を写し取った粘土部品Aを作る。③粘土部品Aを少し

乾燥させ補修箇所と同程度の乾燥（収縮）状態にする。④

粘土部品Aにドベを塗布し少し大きめにする。⑤ロートと

粘土部品Aに引っ掻きキズを付けて、水の代わりに酢で作

ったドベを塗って接着する。 

 この方法で注目したいのは次のようなことである。（1）

接着面を広くするために敢えてひび割れを広げひびをなく

す。（2）新たなひびが発生しないように補修箇所を円形に

する。それは、例えば四角形だと四つの辺と角の力関係の

差によって、ひびが発生しやすいが、円は円周のどこをと

っても同条件であるのでひびを誘発しにくいだろうという

考えからである。（3）ひび割れが長い時はロートを数珠つ

なぎにして対応する。（4）ロートと粘土部品Aの乾燥収縮

状態を合わせ、かつ粘土部品Aを大きくするために肉付け

をする。 

 これら（1）～（4）は全て技術という意識もなく、その

時その場の問題解決のために知恵や工夫を総動員して行っ

たことであり、これこそが技術なのではないかと考える。

今日、私達は、技術は学校や本から学ぶものとして＜もの

＞的に考えがちであるが、そこにあるのは一般化・常識化

されて普及している技術であるといえる。実際に作品を制

作している時は、本に載っているような技術などよりも、

上記のひび割れ補修時の身体的・日常的・陶芸以外の知識

の応用がかなり有効に働いているのである。このような在

り方について、中村雄二郎は次のように述べている。 

 日常生活のなかで何気なしに自分が感じ、知覚し、

思ったことと結びつくことなしには、生かされること

ができない。たとえ、それ自身としてどんなにすぐれ

た知識や理論や技法であっても、その結びつきを欠く

ときには現実と十分に噛み合わず、宙に浮いてしまう

ことになるだろう。それらが私たちにとって内面化さ

れず、私たち自身のものにならないからである。知恵

の喪失といわれることもそこから出てくる。 

 いや、もともと、知恵も理論も技法も私たち一人一

人によってよく使いこなされてはじめて、すぐれた知

識、理論、技法になりうるのだから、厳密にいえば、

およそ私たち一人一人の日常経験とまったく切りはな

された、それ自身としてすぐれた
、、、、、、、、、、、

知識や理論や技法な

どというものは、どこにも存在しない。5） 

 学生に陶芸窯道具の棚板にくっついた釉薬を取り除く作

業を教える時のことである。その場合、単に方法を教える

在り方と、素材や原因や道具の選択などの状況を説明しな

がら方法を教える在り方がある。勿論、後者の方がのちの

ち、いろんな状況で応用がきく力となるに違いないと思わ

れる。 

 また、陶芸の粘土は容易に形を変えられるのが特性であ

る。しかし、その容易さ（柔軟性）は、ある具体的な形を

再現しようとした時には、邪魔な特性として働く場合があ

る。そのような、特性が逆に作り手の行為を制限するよう

な関係になる矛盾は、陶芸の様々なプロセスの中で発生し

てくる。そこで、その特性に制限されるということを邪魔

なこととして捉えずに、積極的に形の成り立ち（表現）の

必然として捉えてみる在り方が考えられる。その場合、一

般的・常識的な技術だけでは足らずに、その状況に応じた

新たな技術や制約が発生したり関与したりする。そして、



作り手が少し油断をすると、その技術に振り回されるくら

いの思い通りにならない出来事に出合うことがある。しか

し、その予測不可能な抵抗感（課題）との出合いは有意義

なものであり、その方が作品も多様な展開をすることにな

る。 

 

６ 使いやすさ／豊かさ 

 一般市民を対象にした公開講座で、自作の器が焼き上が

った受講生が「さあ、この作品を何に使おうかな～」とい

われた。そこには、使いやすい器とはいえないけれども自

分が作った大切なものであることの混沌として整理がつか

ない状況があるのではないかと感じた。このことから、使

いやすいという一般化・常識化した価値からなる器では満

足しきれないという人間の欲求の一面が見えてくる。近代

（現代）社会は合理化・効率化とともに、あらゆるものが

多くの枠組みの中に入れられて一見整然とすることによっ

て発展してきた。しかし、それは、本来的に混沌として枠

組みという在り方に馴染まない人間であるがゆえに、枠組

みに属さずに枠組みの間につっかかっているようなことの

発露を隠ぺいすることにもなっていたのではないだろうか。 

 近代（現代）において人間の生活を豊かにするために、

日常の知恵の範疇を超えた様々な技術（専門）が誕生して

きた。つい最近まで、それらの技術は進化や発展という言

葉で一般化・常識化していて疑うものではなかった。しか

し、今日の地球規模の環境問題や技術と人間の関係の隔絶

などに象徴されるが、経済発展という社会のもとで果たし

て豊かさが実現しているのであろうかという疑問が生じる。

この経済発展と人間の欲望について、佐伯啓思は次のよう

に述べている。 

 消費者は、たえず新奇なものを求め、また社会の階

段を上昇することを夢見て欲望を膨らませる。企業は

そこに利潤機会を求め、たえまなく新たなものを生み

だそうとする。その結果、市場は無限の拡張という自

動運動の中にほうり込まれてしまうのだ。このような、

市場を舞台とする、欲望のフロンティアの拡張こそが、

ここでいう「資本主義」である。消費者と企業はとも

にその自動運動の歯車なのである。6） 

 使いやすい／豊かさなどの一般化・常識化されている在

り方を、一度相対化してみる必要があるだろう。 

 

７ 温度の意味 

 陶芸窯の焼成で使用する温度計をアナログ（従来の針指

示計）からデジタル（液晶数字指示計）に変更する時の出

来事について考えてみる。従来、陶芸の電気窯は強弱のレ

バー操作で行っていたが、最近ではコンピュータ制御が主

流となってきている。それにともなって、コンピュータが

温度をデジタルで認識するようになってきた。アナログの

一目盛りの表示は１０℃単位であり、１０℃以下の曖昧さ

を含めて、常に自分の頭の中で目盛りを数値に置き換えて

認識していた。そこには人間の感覚・経験にゆだねられ自

分が温度に関与しているといえる。一方、デジタルの表示

は１℃単位で、ある意味で正確に数値によって強く可視化

される。そこには、デジタル化によって感覚・経験が一般

化・常識化されることで伝達されやすい面も生じるだろう。

しかし、温度にまつわる感覚・経験からくる人間存在は、

希薄になってしまうことになる。アナログ以前は、陶芸窯

の中に外から見えるようにしたゼーゲル錐や窯から出して

釉薬の融け具合を見るテストピースを入れて、温度に客観

性を持たせてきた。しかし、熱にまつわる感覚・経験を温

度として数値化した時点で、人間の感覚・経験よりも数値

が優位にたち始めたといえるだろう。ここにも、＜こと＞

が＜もの＞化し固定してゆくことが見えてくる。 

 上野直樹は、この時代の経過と共に技術などが変化する

ことについて次のように述べている。 

 過去の歴史や歴史的残余物は、過去にそれがあった

ままの形で維持することはできない。あるいは、過去

の歴史は、過去の歴史として現在の実践に影響を与え

ているということはできない。むしろ、現在の実践の

中で、歴史は再構成され、そのような再構成されたも

のとして、現在の実践の中で歴史は生きているのであ

る。7） 

この言述から、良し悪しの物差しとは違う捉え方が立ち上

がってくる。 

 

８ 轆轤の意味 

 最近まで、授業の中で轆轤を使用することを避けていた。

何故ならば、「轆轤=器を作る道具」というように、一般化・

常識化して決めつけており、従って技術的な面が強く出過

ぎるからである。ここで、敢えて技術と表現を分けて考え

ると、＜こと＞的な表現が＜もの＞的な技術に侵され過ぎ

ていると思われる。このことは単に轆轤に限らず、今日の

社会全般に感じられ、従って轆轤を使用することを避けて、

表現を意識させる授業の展開をすすめてきたのである。し

かし最近、技術と表現を余りにも分けて考え過ぎていたこ

との反省から考え方が変わってきた。それは私自身が、技

術と表現を敢えて分けることによって、それらを相対化で

き、そのことによって技術と表現が不離一体であることを

認識してきたといえる。そして、このことは本来的な展開

の在り方へ私自身が遠回りしながらも近付きつつあるとも

いえるだろう。 



 この考えの流れは、今日の芸術教育の表層的な在り方の

理解に繋がった。芸術教育は、様々な素材・媒体との関わ

りを通して展開する喜びと人間的な成長を享受することと

思っている。それを具体化する際の活動は、次の二つに大

別することができるだろう。それは—①可能な限り人間の

根源から立ち上げる活動（例：造形遊び）と、②従来の歴

史とともに固定化された感がある一般化・常識化された芸

術教育の在り方を踏襲する活動—の二面からのアプロー

チである。最近の芸術教育の議論の中では、①と②が対立

項として捉えられることが多いように感じる。これは、①

と②は不離一体のものであるにもかかわらず、①が希薄に

なってきているので、敢えて①を特出しているということ

が理解しづらいことに起因しているようである。このこと

に関して、中村は次のように述べている。 

 見慣れた風景にかかわるこのような日常経験は、多

くのわかりきったこと、自明なことの上に成り立って

いる。そのために、もっとも身近なものでありながら、

かえってありのままには捉えにくい。あまりにも身近

で、多面的で、錯綜しているために、距離をとって一

定の視点から捉えることができない。8） 

 また、①②ともに、マニュアル的に考えた時（＜もの＞

化）には、固定され身体的な人間と芸術の関わり方から遠

のいてしまう危険性を常に孕んでいると思われる。 

 このような経緯から、轆轤を使った授業において始めか

ら中心のだし方や器の作り方を教えずに、轆轤は股の間の

回転台に粘土をのせて回転させる機械に過ぎず、それに人

が手をはじめとする全身で関わることで形が生まれる、轆

轤はそのための道具だと考えるようになった。そして、学

生も私も「轆轤=器を作る道具」という強い自明性から解

き放たれる。すると、そこには広く意味が展開し多くの発

見が可能となることになるのである。 

 このことに関わって丸山圭三郎が次のように述べている

ことは、＜こと＞的陶芸を考える上で、重要なことである。 

 よく、「物を知ることは人間を不幸にする」と言われ

るが、これはロゴスの表層の次元にとどまる限りにお

いての話なのではないだろうか。未知の音楽を聞き、

新しい絵を見る時の感動は、これまで知られていない

やり方で、身
み

が新たに言分
こ と わ

けられる創造の喜びである。

「本を読んで何になる」と言う問いもよく耳にする。

「本を読まないで何になる」とやり返す人もいる。し

かしこの問いと答えのいずれもが含んでいる「何のた

めに？」が、本を読む喜びをはじめから奪ってしまっ

ているのではなかったか。どんな行為にも＜目的＞を

立てねば気がすまない表層のロゴスは、すべての行為

を＜手段＞におとしめてしまい、いかなる現象にも＜

意味＞を探そうとする表層のロゴスは、人びとをまじ
、、

め
、
にさせ息づまらせる。まじめな人間は事物の背後の

ありもしない宝探しに血道をあげて、文化という美し

い虚構
フィクション

を楽しむことを知らない。9） 

このように、表面的な捉えからくる二面性の裡に潜む＜こ

と＞的なことを、あえて意識的に認識をすることが今日ま

すます重要になってきている。ということは、＜こと＞的

陶芸の在り方を表面的に方法として捉えて、従来型の陶芸

教育の在り方と両極に位置させ二項対立的に考えるのでは

困ることになる。＜こと＞的陶芸の認識とは、具体的・表

面的なやり方の問題でなくそれら全ての陶芸の素材・プロ

セス・技術と人間とが身体的に一体となって関わりながら

行われる＜つくる＞行為の認識を持った陶芸である。した

がって、私の行っている＜こと＞的陶芸の実践は、その＜

こと＞の認識に気付く手立てであり、また同時に、新しい

陶芸と人間の関わり方の提示ともいえるだろう。 

 

おわりに 

 

 私達は、自分探しの旅をしていると感じながら、実は自

分作りをして自分の豊かさを育んでいる。そして、それは

その時その場の状況の中で自然に行われてこそ、生きる実

感をもつことになる。＜こと＞を＜もの＞化することは、

一瞬一瞬において生きる実感（＜こと＞）を、ある形（＜

もの＞）にすることで、一時の安堵を得ることであり、そ

れは人間の習性であろう。そして、長いスパンで見ると、

人間は一生を通して、自分独自の＜こと＞を＜もの＞化し

一生を形作るといえる。換言すれば、人生とはその時その

場の状況によって歩む痕跡の集積である。そして、その一

瞬一瞬において陶芸・美術やあらゆる素材・媒体が、自分

を相対化するために可視化できる形とする協同的なものと

して存在するのかも知れない。 
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