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我が国における台鈎の出現と発達（1)* 
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1.緒 マ

広コ

我が国は豊かな森林資源を背景に古来より木材文化が育まれてきた。そしてその木材を利用

して建造された法隆寺，東大寺に代表されるように建築物の古さ，規模については世界的な視

野で見ても高く評価されていることは周知の事実である。しかしながら木材文化を支えてきた

加工技術，工具についての研究は意外に少ない。特に工具の発達に関しては系譜として捉えら

れたものは僅かであり，出現期と発達過程が明確化されていないものが圧倒的に多数を占め

る。

工具史だけに限らず，我が国の技術史全体においては近年までナショナリズムを基盤として

その発生を位置づける傾向が認められ，いわばその帰結として使用されてきた 「独自性」，「国

風化」という表現が，国際的な比較研究の進展してきている今日においても必ずしも払拭され

ているとは言い難い。

本論は我が国近世以降に広く発達が見られた台鈎の伝来と発達を一つの系譜として捉えるこ

とを目的としその 1として桶 ・得業で広く使用されてきた正直台についての考察を試みる。

台錨自体は大鋸，前挽き鋸と共に近世の産業を技術面から支えた代表的工具の例とされている

ことから，技術と産業とのかかわり方を追究する上でも重要な意味を持つと考えられる。

* 1993年5月14日受理，大工道具，台鈎，正直台
特郡山女子大学附属高等学校
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技術と文明 9巻l号（2)

2.既往の研究とその問題点

今日の台錨研究の基礎をなしているものは『明治前

日本建築んにおける乾兼松氏の工具の記述である。

この記述の中では台鈎は大鋸の出現とほぼ同一期とい

う一種のセットイヒとして考えられている。つまり室町

中後期に描かれた大鋸の画像資料と台飽による切削画

を有する棟札の出現期を同一視しようというのであ

る。

その後に示された中村雄三氏，松村貞次郎氏の考察

においては台鈎の出現期には変化は見られないが，大

鋸に関しては15世紀初頭まで引き上げられた。その論

拠となったものはすべて文献資料が中心であった。そ

して大鋸自体は中国からの導入であり，その目的は建

築材に使用する巨木の欠乏を補うことにあったと指摘

された。

図－1 「和漢三才図会』における鈎

台鈎とし、う工具のカテゴリ ーには江戸中期に刊行された図－ 1の「和漢三才図会』に示され

ているように，桶 ・樽用の正直台も含まれている。成田寿一郎氏は古代かんなの復元の基礎に

正直台の構造を用いられ，鐘と台錨の関係を通して詳細な復元モデルを試作された。成田氏の

研究はこれまで大工職の工具を主軸として取り扱ってきた台飽を指物系の工具からも見直すと

いう視点が窺われた。

古川金次氏は日本の台錨は正直台も含めて我が国独自の発達過程を通して成立したと主張さ

れ，古代より一貫した系譜を持っと考えられている。技術史自体を日本という一地域の独自な

発達と見るとしづ吉川氏の視点は実証方法としてはやや疑問が残るが，既成の事実にとらわれ

ない発想は特筆される。

台鈎とセット化されていた一方の大鋸に関しては近年鎌倉後期の絵画資料の中に描かれてい

ることが報告され，中国からの伝来が鎌倉後期以前であることを決定づけた。しかしながら台

(1) 日本学士院編 『明治前日本建築技術史』， 日本学術振興会， 1961年，189～278頁。
(2）「三十二番職人歌合』， 『聖福寺蔵絵図』。
(3) 和歌山県上岩出神社棟札の文禄三年（1594年〉の銘。
μ） 中村雄三『図説日本木工具史』，新生社， 1967年， 91～101頁。
(5）村松貞次郎『大工道具の歴史』，岩波書店， 1973年， 72頁。
(6）前掲『大工道具の歴史』， 45～46頁。
(7) 寺島良安編『和漢三才図会』，東京美術， 1970年より転載。
(8）成田寿一郎「かんな考」， 『千葉大学工学部研究報告第38巻第1号通巻73号.!I. 1986年。 「古代鈎
の実験的研究正直について」， 『日本建築学会論文報告集第292号』，1980年。

(9) 吉川金次『ものと人間の文化史51斧・繋・ 銘』，法政大学出版局， 1984年。
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我が国における台飽の出現と発達（1)（石村）

鈎自体の成立期に関しては根本的には年代を位置づける決定的な資料が存在しないことから，

乾兼松氏が指摘された「早くとも室町中期」という極めて抽象的な域からは一歩も出ていない

という のが実状である。

3.文献資料，絵画資料に見る正直台

小泉和子氏は正直台に関して次のような見解を示されている。

結楠 ・樽は短冊形の板を円筒状に並べてあるが，この坂の木端同士が密着していないと水

漏れする。それには木端がごく平滑に削れていなくてはならない。このため桶職人は正直

と呼ぶ大きな台錨を使っているが，この台鈎は中世末から近世初めあたりにならないと出

現しない。 一

この指摘は我が国の正直台の成立時期を考えるうえで・極めて重大な意味を持っている。つま

り小泉氏の指摘によれば正直台は台鈎の出現による発達と見られており，小型の台鈎の出現と

同一時期またはその後に出現したということを示唆していることになる。

結楠自体は管見の限り絵画資料としては『北野天神縁起弘安本』を初見とすることから，鎌

倉後期には技術面の確立がなされていると考えられる。

小泉氏はまた結楠の製作技術を工具の成立と関連付けて次のように述べられている。

ーだが木端のすり合わせなどは多少平滑さに欠けても詰物をする方法もあり，確かに正

直自体は近世のものだが，これも刃の部分だけをみれば古代からある鐘と大差はない。鑑

は刃身の両端に木の柄をつけたもので，主として鍛冶屋が鉄を削るのに用いていた。これ

はこのままの形で曲物の板面削札結桶の板面削り，下駄職人などが使っているが，柄を

つけずに台に恨めたものが台鈎というわけである。したがってそう大形の桶樽を作るので

なければ正直や大鋸がなくても作れるはずである。

この記述によれば正直台を使用した製作技術そのものが近世での確立ということになる。遅

くとも鎌倉中後期に伝来している結桶の製作技術が，当初は正直台の使用なしで成立していた

と判断することが果たして可能なのであろうか。小泉氏の説は換言すれば日本に結桶の製作技

術が伝来した時期には中国に正直台が存在せず，その後の中国の発達とその影響から正直台が

成立したということになる。また，木工用鍾が我が国の古代から存在したとされているが，鍛

冶用鍵は文献に登場するものの，木工具としての鐘は中世以前に存在したという明確な資料は

認められない。

図－ 2は「遊行上人縁起金光寺本』の一場面であるが，捕かれている結桶は現在使用されて

いる四斗樽よりやや大きく感じられる。そしてこの結楠には下部に「押し切り」が施されて丸

帥財団法人竹中大工道具館「六道絵の大鋸」， 『竹中大工道具館紀要第3号』， 1991年。
帥小泉和子， 『講座 ・日本技術の社会史建築桶 ・檀』，日本評論社，1983年， 326頁。
帥 「桶 ・樽」，前掲『講座 ・日本技術の社会史建築』， 327頁。
~~『日本絵巻物全集第23巻遊行上人縁起絵J，角川書店， 1961年。
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技術と文明 9巻l号（4)

みを出しており，正直台による高度な技術抜

きでは製作は不可能であると思われる。この

ことから少なくと も高さ，口径共に二尺以上

の結桶を製作する技術が鎌倉後期から南北朝

初期には既に成立しており，後世の三十石以

上の大桶（底の径が六尺以上の大橋を指す〉は別

としても結桶に関する基本的な技術はすべて

完成していたとすべきであろう。

小泉氏が主張される側板聞の詰物をすると
図－2 『遊行上人縁起金光寺本』に描かれた結構

いう技法自体はヨ ーロ、yパの樽類において蒲の繊維を今日でも使用しているように古くから継

承されてきたものである。また，我が国の三十石以上の大楠に関しても逆自の強い箇所には和

紙を漆で張り付けていることから，桶 ・樽の防水性を強化するために繊維質の詰物を使用する

ことは古い起源を持つものであると考えられる。

ヨーロ ッパにおいてはオーク材による樽がロ ーマ期から作られ，中国大陸においても樽が北

宋代に既に成立しており，詰物は正直台の発達した後にも併用されている。この事実から詰物

自体が正直台の存在を否定する指標とは現状ではなり得ない。

以上のことから我が園への桶 ・樽文化の伝来時期が中国国内にて技術的に確立していた南宋

期とするならば，正直台という一種の台抱を伴った桶 ・樽技術文化が中国，または中国の桶 ・

樽技術文化を消化した朝鮮半島からセ γ ト化されて伝来したとする方がむしろ自然ではなかろ

うか。

小泉氏の正直台を中心に据えた桶 ・樽に関する技術論は結論的には建築工具としての台錨，

大鋸の出現に追従する視点が強く感 じられ，正直台独自の成立と発達はないというこ とにな

る。確かに中世末以前の絵画資料には結桶師とその工具は成立時の原本としては確実な形で現

存しておらず，江戸初期以降の写本とされる図像資料にしか正直台は描かれていない。しかし

ながら文献資料としては「三十二番職人歌合』の中に明確な記述が見られる。

『三十二番職人歌合』は1494年の作とされ， 「花」と「述懐」とで構成されている。 「花」

は十三番左（結をけし〉に

－春はまず柳のをけをいざ結てかうじ花をもめにあげてみむ

「述懐」は二十九番左〈結をけし〉

－竹ならぬこころはまげじ桶ゆいて世をまわる身は正ぢきにして

M オーク（英名〉，アイヒ〈独名〉は共に我が国の楢材によく似ており， いずれもプナ科の落葉高木で
ある。オーク＝樫ではないので注意する必要がある。

帥北宋代の作とされる『清明上河図』の画中に樽の運搬風景が認められる。
M 岩崎佳枝氏の主張される説，岩崎佳枝他編『職人歌合総合索引』，赤尾照文堂， 1982年， 403頁。
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我が国におけ~台鈎の出現と発達（1) （石村）

図－3 『三十二番職人歌合』における結桶師 図」4 『喜多院i殺人尽絵』における結楠師

「述懐」における正ぢきは結桶用の正直台との懸詞であることは言う までもない。このこと

から正直台そのものは十五世紀末には畿内を中心とした地域においては一般に普及していたこ

とは疑う余地はない。 この一般的普及は少なくとも桶結座が既に形成されていた十五世紀中葉

まで遡ることは当然可能であり，京の都における柳酒店の繁栄に見られる酒の生産量の地加と

桶のかかわりを考慮すれば十五世紀初頭まで遡る可能性も十分ありうる。

以上の考察から台飽の一種と位置づけられる正直台が建築，指物で使用される台錨よりは資

料面を通して先行していたことだけは確実である。

中世に関する結楠， 結楠工具の資料は文献， 絵画を通しても管見の限り『三十二番職人歌

合』のみである。番匠及びその道具を含む絵画資料が多数現存するのに対して桶 ・樽職の資料

例がないということは，当時の職人としての社会的身

分が強く関与していると考えられる。また，建築工事

を含む多くの絵巻が社寺縁起を強調することを目的と

して制作され，やや形式化された内容を踏襲して制作

されていたことも番匠とその道具の描写の特性として

付け加えておく必要がある。

図－ 3は桃山末期から江戸初期に模写されたとされ

る『三十二番職人歌合』の結をけしの場面である。職

人の頭髪等の風俗に原本の中世的な雰囲気が感じられ

るが，正直台自体が中世の特徴を具備していると断定

するには至らない。同様の指摘は図－4の『喜多院職

人尽絵扉風』の画中の表現にもすることができる。喜

多院職人尽絵自体は江戸初期に拙かれたものである
図－5 『好色五人女』に描かれた正直台

制大衆院寺社雑事記巻二においてヲケユイ座の記述が長禄三年（1459年〉五月二十五日に認められる。
帥 『三十二番職人歌合』の天理図書館本を接写した資料。
(l~ 『喜多院職人尽絵界風』，審美院， 1913年，図版より転載。
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技術と文明 9巻l号（6)

が，風俗から見れば明らかに江戸期以前を示している。つまり職人絵そのものは室町期に成立

しているが，成立当初のものは皆無に等しく，現存する主なものはすべて写本ということにな

る。よって絵画資料からは中世の正直の形態，構造の雰囲気は部分的には示されているであろ

うが，完全な姿と断定することはできない。

近世において結桶師は各種職人絵に登場するが，正直台を描いている例は意外に少ない。正
ω 

直台の構造まで詳細に描いた代表例は先の『喜多院職人尽絵扉風』，図－ 5の西鶴の「好色五

人女』の挿絵であろう。

江戸期の図像資料からは正直台の刃の形状を通して『喜多院職人尽絵界風』に示された鐘を

はめ込んだタイプ， 「好色五人女』に示された台錨の一枚刃をはめ込んだタイプの二種類に大

別する事ができ，この指摘自体は既に吉川金次氏によって成されている。

4.現在使用されている正直台

4-1 刃の構造を透しての分類

現在使用されている我が国の正直台の刃は下記のように分類することができる。

①縫を使用したタイプ

イ． 平鍵を使用したタイプ

ロ．正直台専用の鐘を使用したタイプ

②台鈎と同様の刃を使用したタイプ

イ． 一枚刃を使用したタイプ

ロ．二枚刃を使用したタイプ

ノ＼二枚刃の台鈎を挿入したタイプ

③詑を使用したタイプ

正直台の刃の構造に関しては先にも述べたように吉川金次氏が二つのタイ プが古くから実在

したことを指摘されており，図－ 4の 『喜多院職人歌合扉風』の画中に描かれている正直台は

明らかに図－ 1に示された『和漢三才図会』の正直用の刃を用いている。また，図－ 5の 『好

色五人女』の一場面での正直台の刃は台飽の刃を大型化したような形状を呈している。図－ 5

に見られるタイプの描写は管見の限り江戸中期以前にはこの例しか見当たらない。

江戸初期の資料から考えた場合，我が国の正直台の刃の形状は図－ 1, 4のように鐘刃を固

定したタイプから出発し，台鈎の普及した江戸初期から図－ 5タイ プも開発されるに至ったと

推測される。この推理は桶 ・樗工具の先進地域であった中国にも当然向けられなくてはならな

し、。

帥『西鶴全集4 好色五人女』，小学館，1976年より転載。
判前掲吉川金次， 『ものと人間の文化史51 斧・撃・鈎』，218～219頁。吉川金次「大工道具」， 『講座

・日本技術の社会史建築』，日本評論社8 1983年， 277～278頁。
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我が閣における台飽の出現と発達（！） （石村）

図－6 ヨーロッパのt専用鑓（ドイツ，パート 図－7 中国の鑓（福建省福州市）

デュ－!lハイム郊外）

木材加工用鍾自体は我が国に結楠技術が伝来した南宋期以前から中国において使用されてい

たことは北宋代作とされる『清明上河図』 に近似的な工具が描かれていることから確実であ
eョ

る。桶 ・樽の工具としての鍵はヨーロッ パにも図－ 6のように広く今日まで伝承されているこ

とから， ヨーロッパに比較して楠・樽文化がやや遅れて発達したと推定される中国には桶 ・樽

の技術が確立された時からヨ ーロ ッパタイプに似た鐘類が使用されたと考えるのが自然であろ

う。

我が固における桶 ・樽の製作技術の成立は鎌倉後期に中国場面，または異国の演出として中

国場面を描いた『東征伝絵巻』，『大江山絵詞』，『弘法大師伝絵巻」という一連の絵巻に各種の

結桶が描かれていることから，南宋期の中国から渡来した可能性が高い。当時の中国において
ω 

も鐘が製作工具の中核を成していたと想像され，現在においても図一7のような平鐘が各地で

使用されている。
叫

中国における台飽の成立は明代以降とする論文が近年発表され，大鋸の成立より約500年遅

れて展開するとしている。そして台錨の発達は金代以降に関してはヤリガンナ系工具よりは両

手で加工する鑓を基盤としていたのではないかと結論づけている。つまり我が国の鎌倉期に中

国から正直台が伝来したとしても図－ 5タイプの刃は存在した可能性はまったくないというこ

とになる。

中国においては我が固に現存する図－ 1, 4タイ プの刃は管見の限り現存する資料からは見

当たらない。しかしながら鐘を固定した正直台自体が我が国独自の技術開発によって成立した

と考えることは段階的な経過を示す資料がない限り現状では困難である。最も少ない工具によ

る熟練した工作方法を中世の職人の基礎とするならば，平鐘を固定した正直台が中国から伝来

した際の原型で、あると考えられるが，当初から正直台専用鑑刃があ ったとしても不思議ではな

L、。

伺 筆者撮影， 1993年。
伺筆者撮影， 1989年。
糾到、机「我国古代的平木工具」， 『文物』，1987年10期， 70～76頁。
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技術と文明 9巻l号（8)

表－ 1 日本各地における正直台調査結果一覧

No. 調査地 刃 の 形 状 'Ei' 。コ 材 質

1 北海道中標津町 古銭のす中入 アサダ

2 北海道中標津市 台鈎の挿入、専用鐙 サクラ、カツラ、 コナラ

3 北海道厚岸町 専用鐙 サクラ

4 北海道釘11路市 専用鐙 イタヤ、 エンジュ

5 北海道釧路市 専用鐘 カシ、イタヤ

6 北海道東藻琴町 専用鍵 カノ〈

7 北海道湧別町 専用鐙 タモ

8 北海道旭川市 一枚刃、専用縫 エンジュ、イ クヤ

9 北海道岩見沢市 専用鐙 イタヤ

10 北海道富良野市 一枚刃（以前は専用鐙） イタヤ

11 北海道留萌iTT 二枚刃 イシナラ

12 北海道札幌市 専用鐘 カシ、ナラ

13 北海道札幌市 専用鐙 オンコ、カ シ

14 北海道札幌市 専用鐙 カシ、ナラ、サクラ

15 北海道苫小牧市 専用鐙 エンジュ、カツラ

16 北海道浦河町 専用鍍 エンジュ、カシ、ケヤキ

17 青森県大鰐町 専用鋒 イタヤ、ケヤキ、ヤ7 ナシ、ウメ

18 青森県黒石市 専用鐙 イタヤ、ケヤキ、ヤマナシ、ウメ

19 青森県弘前市 専．用鐘 イタヤ、ケヤキ

20 青森県五所川原市 専用鐙 ケヤキ

21 青森県平内町 専用銭 イタヤ、 ケヤキ、ヤマガ、ナシ、カシ

22 青森県八戸市 専用鐘 ヤ7 ナシ、ナラ、ケヤキ

23 岩手県一戸町 専用鐙 ケヤキ

24 岩手県九戸田T 専用鐙 ケヤキ

25 宕手県遠野市 専用鑓、一枚刃 ケヤキ、ヤマナシ

26 岩手県大槌町ー 専用銭 ケヤキ

27 岩手県釜石市 台鈍の挿入 ヤ7ザクラ、ヤマガ

28 岩手県宮古市 専用鐙 ケヤキ

29 岩手県大船波Ill)" 二枚刃（以前は専用縫） ケヤキ、ヤマガ、ツノぐキ ※

30 岩手県陸前高田市 一枚刃 カシ、ケヤキ

31 岩手県花泉町 専用鐙 ケヤキ

32 岩手県大東1nr 台鈎（以前は平縫、 王手用鐘） ケヤキ、ヤ7 ガ、ツバキ

33 岩手県江車1Jrl1 専用縫 ケヤキ、ヤマガ、ヤマナシ

34 岩手県水沢市 専用銭 ヤマザクラ

35 えJ；手県北上市 王寺A用鐙 ケヤキ、ヤ7 ナシ、 イタヤ
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:fJtが国における台飽の出現と発達（1)（石村）

36 岩手県金ヶ崎町 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ、サクラ

37 岩手県一関市 台鈎（以前は平鐘） ケヤキ

38 岩手県盛岡市 専用鐙、平銭 ウメ

39 岩手県都南村 台鉛（以前は専用鐘） ケヤキ、サクラ、ヤ7ナシ

40 秋田県象潟町 平鐙 ヤマザクラ

41 秋田県秋田市 専用鐙 ケヤキ、ヤマナシ

42 秋田県秋田市 専用銭 カキ、ヤ7ナシ、イタヤ

43 秋田県能代市 ミザ斤Jj,産 ケヤキ

44 秋田県能代市 専用鍛 ケヤキ、サクラ

45 秋田県大館市 lJL.$：産 ※ ヤマナシ※

46 秋回l襲五城目111r 専用鑓 ケヤキ、ヤマザクラ、クルミ、カキ

47 秋田県男鹿市 平鐙 ヤ7ナシ

48 秋田県比内IRT 平3産、専用縫 ケヤキ

49 秋田県森吉町 専用縫、平鋒 ヤ7ナシ

50 秋田県角宮古川T 平1i、専用銭 ケヤキ

51 秋田県大曲市 専用銭 ヤマナシ

52 秋田県横手市 宮立、 lf;f~ ヤマナシ、イタヤ

53 秋田県湯沢市 専用銭 ケヤキ、ヤマナシ、イタヤ

54 秋田県中仙町 専用銭 ケヤキ

55 秋田県六郷町 台鈍（以前は専用縫） ヤマナシ

56 秋田県雄物川町 専用縫 ヤマナシ

57 秩田県大森町 専用縫 ヤマナシ

58 秋田県増田町 専用銭 ヤマナシ、ケヤキ、イタヤ

59 歌田県稲川町 台鈎（以前は専用鐙） ヤマナシ

60 秋田県羽後間］ 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ

61 秋田県平鹿町ー 台鈎（以前は専用縫） ヤマナシ

62 山形V~i酉田市 鈴、専用、平鍍 イタヤ、ケヤキ

63 山形県鶴岡市 能、専用1i ケヤキ

64 山形県鶴岡市 専用1i ヤ7ナシ、ケヤキ

65 山形県新庄市 台飽（以前は専m1.濠） ケヤキ

66 山形県尾花沢市 専用鐙 ケヤキ

67 山形県寒河江市 二枚刃（以前は専用縫） ケヤキ

68 山庁長l寝中山！HJ 古鈎（以前は専用鍍） ケヤキ

69 山形県天童市 平~）有3産 ケヤキ

70 山形県山形rn 台飽のfi11入 ヤマナシ

71 山形県山形市 功一m1.産 ケヤキ

72 山形県南陽ili 台鈎の押入、平！ji用ii ケヤキ
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73 山形県上1L11f! 専用鐘 ケヤキ

73 山形県長井市 専用鐙 エンジュ

74 山形県米沢市 専用j~ ケヤキ

75 宮城県気仙沼市 量産、一枚刃、台飽の挿入 ケヤキ、ヤ7ガ

76 宮城県唐桑開「 平鐙、台鈎の挿入、宮主 ヤマガ、カス、カシ（宮古産のもの）

77 宮減県色麻lllJ 二枚刃（以前は専用鍵） ケヤキ

78 宮城県築館町 台鈎（以前は平鍍） ケヤキ

79 宮城県石巻市 台鈎（以前は平鐙、従） ケヤキ

80 宮城県北上~IT 台鈎（以前は専用銭） ケヤキ

81 宮城県鳴瀬町 台鈎（以前は専用鐙） ケヤキ、サクラ

82 宮減県河南町 台鈎（以前は専用鐙） ケヤキ、カシ

83 宮城県迫＼llJ 台飽（以前は専用鐙） ケヤキ、サクラ

84 宮城県塩也市 台飽の挿入 ケヤキ

85 宮械県1tli台市 台鈎の挿入、専用縫 ヤマザクラ

86 宮城県仙台市 鈴、古鈎の挿入 ケヤキ

87 宮減県角田市 二枚刃 カシ、ケヤキ、ヤマザクラ

88 宮城県亘理町 台銀（弟子の時代は専用鍍） ヤマザクラ

89 福島l県小野111r 台飽（以前は専用縫） ケヤキ、サクラ

90 福島県棚倉町 台飽の挿入 ケヤキ

91 福島県郡山市 台鈍（以前は専用鐙） ケヤキ、サクラ、ヤマナシ

92 福島県郡山市 台飽（以前は専用鐙） ケヤキ、サクラ、ヤ7 グワ

93 福島県長沼田］ 台鈎の挿入 ケヤキ

94 福島県須賀川市 台鈎（以前は専用鐘） サクラ

95 福島県いわき市 台飽（以前（j:平鐙） ケヤキ、カシ

96 福島県いわき市 台鈎（以前は平鐘） ケヤキ

97 福島県伊達町 台鈎（以前（j:専用鐙） ケヤキ

98 福島県釜山~IT 台鈎（以前は専用鐙） ケヤキ

99 福島県三春111r 台飽（以前は専用鑓） ヤマザクラ、ヤ7 グワ

100 福島県矢祭町 台飽（以前は平鍍） ケヤキ、サクラ

101 福島県矢祭~IT 台鈎（以前は平銭） ケヤキ

102 福島県西会津町 専用鐙 ケヤキ

103 福島県会津若松市 専用鐙 ケヤキ

104 福島県会津高田町 平5産 ケヤキ

105 福島県保原町 台飽（以前は平縫） サクラ、ケヤキ

106 福島県会津田島町｜ 鞘鐘 ケヤキ

107 徳島県小高町 台飽（以前は専用鐙） ケヤキ

108 新潟県豊栄市 平鐙 ケヤキ
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109 新潟県亀田町 専用鐙 ケヤキ

llO 新潟県新発問市 二枚刃（以前は平銭） カシ

111 新潟県安田町 専用鍍 ケヤキ

112 新潟県水原町 二枚刃（以前は専用鐘） ケヤキ

ll3 新潟県新津市 専用鐙 ケヤキ

ll4 新潟県村上市 専用縫 ケヤキ、ヤマザクラ

115 新潟県山北町 専用鐘 ウメ、サクラ

116 新潟県上越市 専用鐘 ケヤキ

117 新潟県小出町 専用縫 ケヤキ

118 新潟県小千谷市 台鈎（以前は専用鍍） カシ

119 新潟県味方村 二枚刃、専用鐙 ケヤキ

120 新潟県栃尾市 台飽（以前は専用鐙） ケヤキ

121 新潟県津南町 専用鑓 ケヤキ

122 新潟県柏崎市 専用鐙 ケヤキ

123 新潟県能生町 専用鑓 ケヤキ

124 石川県字ノ気町 台鈎の挿入 ケヤキ、クサマキ

125 石川県金沢市 二枚刃 カシ、クヌギ

126 石川県小松市 一枚刃 カシ

127 石川県穴水町 平5産、専用iili カシ

128 石川県輪島市 二枚刃 アテ

129 福井県小浜市 専用縫 サクラ

130 福井県敦賀市 専用縫 ケヤキ、カシ

131 福井県勝山市 専用鐙 ケヤキ、カシ

132 福井県大野市 専用鐘、台鈍の挿入 カシ、ケヤキ

133 福井県三園田I 専用鐘、台鈎の挿入 カシ

134 福井県福井市 専用銭、一枚刃、台鈎 カシ

135 茨城県北茨城市 台鈎（以前は専用鐙） ケヤキ

136 茨城県大子町 二枚刃（以前は専用鑓） アカカシ

137 茨城県水戸市 二枚刃 カシ

138 茨城県常陸太田市 台鈎の挿入、専用縫 ケヤキ、カシ

139 茨城県金砂郷村 二枚刃（以前は専用縫） ケヤキ

140 茨城県大宮町 平銭、一枚刃、 二枚刃 サクラ、ケヤキ

141 茨城県日立市 二枚刃 カシ

142 茨城県笠間市 二枚刃（以前は専用鍍） カシ、ケヤキ

143 茨城県大洗町 二枚刃 カシ

144 茨城県那珂湊市 平1ii'1 ケヤキ

145 茨城県i朝来町ー 一、二枚刃 （以前専用鐘） カシ、ケヤキ
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146 茨城県石岡田T 古鈎（以前は専用鐘） ケヤキ

147 茨城県牛堀町 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ

148 茨城県三和町 台銘の挿入、平鐘 ケヤキ

149 茨城県真壁町 平鑑、専用鐙 ケヤキ

150 茨城県河内村 専用鐙 ケヤキ

151 茨城県竜ヶ崎市 台飽挿入（一枚刃）、専用鐙 ケヤキ

152 茨城県取手市 台鈎（以前は平鐘） ケヤキ

153 栃木県塩谷町 専用鍵 サクラ、ケヤキ

154 栃木県今市市 二枚刃（以前は平鐘） カシ、ミネパ；リ

155 栃木県黒羽町 二枚刃、専用鐙 サクラ、カキ、カシ

156 栃木県鹿沼市 台飽（以前は平鐘） カシ

157 栃木県黒磯市 二枚刃（以前は専用鐘） ケヤキ

158 栃木県氏家町 王手ー用鐘 ケヤキ、サクラ

159 栃木県宇都宮市 二枚刃（以前は専用鐘） ケヤキ、カシ

160 栃木県佐野市 二枚刃、台鈍（以前は鍍） ケヤキ、カシ

161 栃木県馬頭町 専用銭、二枚刃 カシ

162 栃木県益子町 専用鐙 ケヤキ、カシ

163 栃木県葛生lllJ 二枚刃（以前は専用鍍） カシ、ケヤキ

164 栃木県足利市 二枚刃、専用鐘 ケヤキ

165 群馬県境町 台鈎の柿入、専用鐘 ケヤキ、サクラ、 カシ

166 群馬県大間々町 台鈎（以前は銭、二枚刃） ケヤキ

167 群馬県渋川市 台鈎（以前は平鍍） ケヤキ

168 群馬県月夜野町 二枚刃、専用鐙 ケヤキ、カシ

169 群馬県前橋市 平鐙、専用鐘 ケヤキ

170 群馬県沼田市 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ

171 群馬県伊勢崎市 台鈎の挿入、専用鐙 ケヤキ

172 群馬県富岡市 台鈍（以前は専用鐙） ケヤキ、カシ

173 群馬県安中市 台鈎の挿入、平鐘、専用縫 ケヤキ

174 埼玉県上尾市 二枚刃、（以前は専用鐙） カシ、ケヤキ

175 埼玉県大富市 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ

176 埼玉県志木市 台鈍（以前は専用鐙） ケヤキ

177 埼玉県飯能市 二枚刃、 （以前は専用鐘） ケヤキ

178 埼玉県川越市 二枚刃、 （以前は専用鐘） ケヤキ

179 埼玉県寄居市 台鈍（以前は専用鐘） カシ

180 埼玉県毛呂山町 台鈎（以前は専用鐘） カシ

181 埼玉県秩父市 二枚刃、台鈎（以前は専用鐙） ケヤキ

埼玉県加須市 専用鐘 ケヤキ
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183 埼玉県熊谷市 台鈎の挿入 カシ

184 埼玉県深谷市 二枚刃（以前は専用鐘｝ ケヤキ

185 埼玉県所沢市 台鈎の挿入 ケヤキ

186 埼玉県春日部市 二枚刃（以前は専用鐘） カシ、ケヤキ

187 埼玉県杉戸町 二枚刃（以前は専用鐘） ケヤキ

188 埼玉県菖蒲町 専用鐘 ケヤキ、カシ

189 千葉県四街道市 二枚刃（以前は鐘） カシ、ケヤキ

190 千葉県大多喜町 台鈎の挿入 ケヤキ

200 千葉県一宮町 二枚刃（以前は鐘） ケヤキ、カシ

201 千葉県千倉町 台鈎（以前は鐘） ケヤキ

202 千葉県鴨川市 二枚刃（以前は専用鐘） ケヤキ

203 千葉県茂原市 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ、カシ

204 千葉県野岡市 専用鐘、二枚刃 ケヤキ※

205 千葉県丸山町 台鈎（以前は鐘） ケヤキ

206 千葉県鋸南町 台鈎（以前は専用鍍） ケヤキ

207 千葉県松戸市 台鈎、二枚刃（以前は専用鐙） ケヤキ

208 千葉県鎌ヶ谷市 台飽（以前は専用鐘） ケヤキ

209 千葉県館山市 台鈍（以前は専用鍵） ケヤキ

210 千葉県佐原市 一枚刃、二枚刃（以前は鍵） カシ、ケヤキ

211 東京都江東区 二枚刃、台鈎の挿入 ケヤキ

212 東京都杉並区 専用鐘、二枚刃 ケヤキ、カシ

213 東京都武蔵野市 専用鐘 ケヤキ

214 東京都青梅市 二枚刃、専用鐘 カシ、ケヤキ

215 東京都福生市 台飽（以前は専用鐘） ケヤキ

216 東京都八王子市 台鈎（以前は専用鐙） ケヤキ

217 東京都調布市 一枚刃、専用鐙 ケヤキ

218 東京都神津島村 台鈎の挿入 ケヤキ

219 東京都新島本村 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ

220 東京都大島町波浮 専用鐘、台鈎の符入 ケヤキ

221 東京都大島町元町 専用鍵 ケヤキ

222 東京都三宅村 台鈎（以前は銭） ケヤキ

223 東京都八丈町 専用鐘、平鋒 ケヤキ

224 神奈川県鎌倉市 台鈎の挿入 カシ

225 神奈川県箱根町 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ

226 神奈川県海老名市 台鈎の挿入 ケヤキ

227 神奈川県小田原市 二枚刃、台鈎（以前は専用縫） ケヤキ、カシ

228 山梨県甲西町 銭、二枚刃 ケヤキ
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229 山梨県富士吉田市 台鈍（以前は専用鐘） ケヤキ

230 山梨県都留市 台鈎（以前は専用鐘） カシ

231 山梨県上野原町 台鈎（以前は専用銭） ケヤキ

232 山梨県石和町 台鈎のf帝人 ケヤキ

233 静岡県静岡市 二枚刃（以前は鐙） ケヤキ、カシ

234 静岡県焼津市 ご枚刃、専用縫 カシ、ケヤキ
『・一一一－一．

235 静岡県富士宮市 台飽、二枚刃（以前はま産） ケヤキ、カシ
一ー←，， ー

236 静岡県富士市 台鈎、 二枚刃（以前は専用鐙） ケヤキ、カシ

237 静岡県富士市 台鈎の挿λ ケヤキ

238 静岡県沼津市 台鈎｛以前は専用鐙） ケヤキ

239 静岡県清水市 専用鐘 ケヤキ

240 静岡県下田町 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ

241 静岡県河津町 二枚刃（以前は専用鐙） カシ

242 静岡県松崎町 台銀、 二枚刃（以前は専用鐙） ケヤキ

243 静岡県東伊豆町 台鈎の挿入、 二枚刃 ケヤキ

244 静岡県金谷町 専用鑓 サクラ、ケヤキ

245 静岡県島田市 専用鍍 ケヤキ

246 静岡県雄踏町 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ、カシ、サクラ

247 静岡県浜北市 台鈎の挿入、専用鍾 ケヤキ、ヤマザクラ

248 静岡県相良町 台鈍（以前は専用鐘、宮古） ケヤキ、ヤマザクラ

249 静岡県袋井市 台鈎のf申入 カシ

250 長野県更埴市 平S童、専用鐘 ケヤキ

251 長野県長野市 平鐘 ケヤキ

252 長野県飯山市 平鑑、一枚刃 ケヤキ、カキ、サクラ

253 長野県信濃町 省鈎（以前は専用鍍） ケヤキ

254 長野県戸倉田T 専用鐙 ケヤキ

255 長野県松本市 二枚刃、専用鍍 カシ、ケヤキ

256 長野県穂高町 台鈎（以前は専用鍍） ケヤキ、カシ

257 長野県木祖村 専用鑑、 一枚刃 ケヤキ、カシ

258 長野県上松町 一枚刃 カシ、ケヤキ

259 長野県上松町 一枚刃（以前は専用鐘） カシ

260 長野県南木曽田T 専用縫 ケヤキ

261 長野県木曽福島田］ 専用鐙、 一枚刃、二枚刃 ミズメザクラ、 ヤマザクラ、ケヤキ

262 長野県飯田市 専用鐘、 一枚刃 カシ、ケヤキ、サクラ

263 長野県伊那市 二枚刃（以前は専用鐘） カシ、ケヤキ

264 長野県駒ヶ根市 一枚刃、専用銭 ケヤキ

265 長野県辰野町 専用鐘 ケヤキ

14 



我が国における台鈎の1±1現と発達（1) （石村）

266 長野県岡谷市 一枚刃、専用鐙 カシ、カツラ

267 長野県茅野市 一枚刃、 二枚刃 ケヤキ、カシ

268 長野県諏訪市 一枚刃（以前は専用鐘） カシ、ナラ

269 長野県上田市 二枚刃、台鈍（以前は鍍） ケヤキ、カシ

270 長野県臼田町ー 二枚刃（以前は鐘） カシ、ケヤキ

271 長野県東部町 台鈎の挿入 カシ※

272 岐阜県山岡町 専用鐙 ケヤキ

273 岐阜県高山市 台鈍、一枚刃、専用鐘 ケヤキ

274 岐阜県高山市 専用縫 サクラ

275 岐阜県瑞？良市 専用鍍 ケヤキ

276 岐阜県萩原町 台鈎の挿入、専用鐘 サクラ

277 愛知県瀬戸市 台鈎の挿入 ケヤキ

278 愛知県豊橋市 台鈎の挿入 カシ

279 愛知県豊橋市 台鈎（以前は専用鋒） ケヤキ、カシ

280 愛知県祖父江町 台鈎の挿入 カシ

281 愛知県津島市 台鈎（以前は専用鐘） サクラ

282 愛知県半田市 一枚刃、 専用鐙 ケヤキ※

283 愛知県半田市 告産 ケヤキ

284 愛知県一宮市 台飽（以前は専用鐘） ケヤキ

285 愛知県名古屋市 専用鐙 ケヤキ

286 愛知県名古屋市 台飽の挿入 ケヤキ

287 愛知県名古屋市 白銀、二枚刃、専用鐙 サクラ、ケヤキ

288 滋賀県日野町 一枚刃 ケヤキ

289 滋賀県守山市 台鈎の挿入 カシ

290 滋賀県草津市 台鈎の挿入、専用鍍 ケヤキ、サクラ

291 滋賀県竜王町 台鈎の挿入 サクラ

292 滋賀県蒲生町 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ、カシ

293 滋賀県長浜市 専用鐙 ケヤキ

294 滋賀県高月町 専用鑓 ケヤキ

295 三重県大王町 専用鋒 サクラ

296 三重県津市 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ

297 京都府京都市 台鈎（以前は専用鐘） サクラ、 ケヤキ

298 京都府京都市 二枚刃、専用縫 カシ、サクラ、キリ

299 京都府網野町 台鈎（以前は専用鐙） モロ

300 京都府福知山市 平鐙 ケヤキ※

301 京都府宮津市 二枚刃 カシ

302 京都府亀岡市 台銀、専用銭 サクラ、ケヤキ
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303 京都府田辺町 台鈎（以前は専用鐘） アカガシ

304 奈良県下市町 台鈎、専用鐘 カシ、ケヤキ、サクラ

305 奈良県香芝町 二枚刃 カシ

306 奈良県大和高田市 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ、サクラ

307 奈良県桜井市 平鐘 ケヤキ※

308 奈良県橿原市 台飽（以前は専用鐘） ケヤキ、サクラ

309 大阪府岸和田市 台鈎（以前は鋒） ケヤキ

310 大阪府岬町 一枚刃（以前は一枚刃の台銘） カシ、ケヤキ

311 大阪府和泉市 台鈎の挿入 ケヤキ

312 大阪府八尾市 台鈎の挿入 ケヤキ

313 大阪府堺市 台鈎（以前は専用縫） ケヤキ

314 大阪府東大阪市 台飽の持入 カシ、サクラ

315 大阪府大阪市 台鈍の持入 ケヤキ

316 大阪府大阪市 一枚刃（以前は専用鐙） カシ、ケヤキ

317 大阪府大阪市 台鈎の挿入 カシ

318 和歌山県御坊市 台鈎（以前は専用鐘） サクラ

319 和歌山県岩出町 台飽の挿入 ケヤキ

320 和歌山県田辺市 平鐙 カシ、ケヤキ※

321 和歌山県粉河町 台鈎（以前は専用鐙） サクラ、ケヤキ

322 和歌山県那賀町 台鈎の挿入 カシ

323 和歌山県南部町 二枚刃（以前は一枚刃） アカガシ※

324 兵庫県神戸市 平鐙 ケヤキ※

325 兵庫県温泉町 専用鐘 カシ

326 兵庫県香住町 一枚刃（以前は鐘） カキ、カシ

327 兵庫県明石市 台鈎（以前は平鐘） カシ※

328 兵庫県津名町 台鈎の挿入、鐙 サクラ

329 兵庫県西淡町 台鈎（以前は専用鐘） カシ、ケヤキ

330 兵庫県加西市 二枚刃（以前は専用鐘） ケヤキ

331 兵庫県姫路市 台鈎の挿入、平鐘 ケヤキ、サクラ

332 兵庫県尼崎市 台鈎（以前は専用鐘） ケヤキ

333 兵庫県西宮市 平鍵 カシ※

334 兵庫県西宮市 専用鐘、台鈎の挿入 ケヤキ

335 兵庫県竜野市 平縫 ケヤキ、カシ※

336 岡山県笠岡市 鐘 ケヤキ

337 岡山県鴨方町 台鈎（以前は専用鐙） ケヤキ、サクラ

338 岡山県倉敷市 台鈎の挿入 ケヤキ

339 広島県福山市 一枚刃 ケヤキ※
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我が国における台鈎の出現と発達（1)（石村）

340 山口県日置町 台飽（以前は専用鑓） サクラ

341 鳥取県倉吉市 台飽（以前は専用縫） ケヤキ、カシ

342 鳥取県鳥取市 専用鐘 カシ

343 島根県温泉津町 専用鐘 サクラ

344 島根県浜田市 専用鐘 サクラ

345 島根県斐川町 専用鐘 カシ

346 香川県直島町 一枚刃 カシ

347 香川県三木町 専用縫、台銘の挿入 ケヤキ、サクラ

348 香川県高松市 台鈎（以前は専用銭、平鐙） カシ、サクラ

349 徳島県鷲敷町 一枚刃、二枚刃 ケヤキ、カシ

350 徳島県石井町 台飽の婦人 ケヤキ

351 徳島県石井町 台鈎の挿入 ケヤキ

352 高知県高知市 一枚刃、二枚刃 カシ

353 高知県安芸市 台鈍の挿入、専用鐘 アカガシ

354 高知県須崎市 二枚刃、専用縫 カシ

355 高知県芸西村 一枚刃 カシ

356 愛媛県宇和島市 専用鐘（以前は台鈎） サクラ、カシ

357 愛媛県宇和島市 専用鐘 サクラ、カシ

358 愛媛県八幡浜市 専用銭、台飽の挿入 ケヤキ

359 愛媛県北条市 台鈎の挿入、専用鐘 サクラ

360 福岡県福岡市 一枚刃、 二枚刃 カシ

361 福岡県甘木市 台鈎の挿入 カシ※

362 佐賀県鹿島市 台鈎の挿入 カシ※

363 佐賀県鳥栖市 二枚刃 カシ

364 佐賀県久保田町 台鈎（以前は専用鐘） カシ、サクラ、ケヤキ※

365 佐賀県神崎町 台鈎の挿入 カシ

366 長崎県長崎市 二枚刃 サクラ、カシ

367 長崎県島原市 二枚刃 カシ

368 長崎県有明町 台鈎の挿入 カシ※

369 長崎県壱岐石田町 台鈎の挿入 ケヤキ

370 長崎県対馬厳原町 一枚刃 アカガシ

371 長崎県五島福江市 二枚刃 カシ

372 長崎県大村市 二枚刃 カシ

373 大分県佐伯市 台鈎の挿入 アカガシ

374 大分県日田市 台飽の挿入 カシ

375 大分県臼杵市 台鈎の挿入 ケヤキ※

376 宮崎県三股町 台鈎の挿入、 二枚刃 カシ
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377 宮崎県小林市 二枚刃（以前は鐘） カシ

378 宮崎県宮崎市 二枚刃（以前は平鐘） カシ

379 宮崎県串間市 台鈎の持入、二枚刃 カシ

380 熊本県熊本市 台飽の挿入 カシ※

381 熊本県熊本市 台飽（以前は専用鐘） カシ

382 熊本県八代市 二枚刃（以前は専用鐘） カシ

383 鹿児島県金峰町 二枚刃 カシ

384 鹿児島県鹿児島市 二枚刃 カシ

385 鹿児島県奄美大島 一枚刃 カシ※

386 沖縄県石垣市 二枚刃 カシ※

注 1）※印は樽の専業用の正直台を示す。その他の正直台は桶専用または桶、樽の兼用タイプである。
2）刃の形状分類における 「台鈎」は台銭の挿入の略である。
3）鐙は専用鐙か平鐘の区別が困難な場合のみに使用した。

正直台専用の刃は鐘の形の原型を止めているようではあるが，両端の突起は両手作業の目的

ではなくなり，刃物を研磨する際の保持の役目としての機能だけが残存し，進化したと推測さ

れる。この進化が完全に中国で成立したのか，または部分的にしろ我が国の独自文化として展

開したかについては検証する根拠を現状では見いだすことはできない。一応中国の鐙文化の系

譜上に位置することだけは確かであろう。

我が国の近世以降の正直台で使用されてきた刃の形状の変選を明らかにしていくためには，

まず現在使用されているタイプを使用目的を通して更に詳細な類型化を試みる必要がある。筆

者が1989年～1992年において実施した桶 ・樽業の全国調査を中心に作成した資料を表－ 1とし

た。図－ 8, 9, 10は表－ 1を基に現在使用されている正直台を刃の形状分類を通して分布を

示したものである。

図－ 8, 9, 10によると全国的に都市部，地方を問わず②－ P ，ハの二枚刃タイプが主に使

用されているが，①ーイ， ロの一枚刃タイプも依然として使用が認められる。①ーイは樽業に

集中しているが，①ーロは全国的な使用分布を示しており，東京都においても使用があること

から地方での残存形式というカテゴリ ーに入れるべきではない。②ーロは全国的な分布を示す

が，九州全域の使用割合が極端に高いのが特筆される。③に関しては東日本の一部の地域にて

六尺以上の大桶に使用されていたことから，正直台と詑は現存しているが現在稼働している例

は管見の限り見当たらない。詑の使用と共に大型の専用刃を用いて対応していたのであろう。

フィー ド調査による聞き取りを通して正直台の変遷をたどると，その多くは②ーイのタイプ

よりは①のタイプを古くから継承している場合が圧倒的に多い。②ーロのタイプへの変化も含

め，明治期以降の正直台刃の使用過程については次のようにまとめることができる。

1）平鍍を使用し，現在まで継承
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図－8 縫を使用した正直台の分布
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2）正直台専用の鐘を使用し，現在まで継承

3）平鐘，正直台専用の鐘を使用→二枚刃（台飽の挿入タイプを含む〉を使用

4）一枚刃を使用し，現在まで継承

5）一枚刃を使用→二枚刃（台鈎の挿入タイプを含む〉を使用

6）詑を使用し，現在まで継承

上記の 1）～ 6）は一人の結桶師が併用している場合も多く ，特に正直台専用の鑑を使用し

たタイプと二枚刃のタイプとの併用は第二次大戦以前より職業に従事していた人に多い。逆に

一枚刃を使用していて二枚刃に変化した人は年齢に関係なく，元の一枚刃との併用例は少数で

ある。

一枚刃の使用に関しては西鶴の 『好色五人女』が著された元禄期に一般化していたのかとし、

うことが問題となるが，江戸期に関しては18世紀初頭の『和漢三才図会』においても正直台専

用鐘を代表として取り扱っていることから一般化していたとは言い難い。モースによる明治10
C> 

年代のコレクションにおいては一枚刃の正直台が収集されていることから，明治初年には都市

部を中心とした発達があったことは事実である。推測の域は出ないが正直台における錨刃状の

一枚刃の普及は早くとも江戸中後期という時期であり，現在の使用例を図－ 9の分布を通して

見る限り都市部を中心に発達したと考えられ，鐘刃のように全国的な普及には至らなかったよ

うである。

以上の考察により， r好色五人女』に描かれた一枚刃は元禄期に実在したとしても非常に特

殊な例であったと考えるべきであろう。

二枚刃の正直台の普及は明らかに一般に使用される建築，指物用台錨の発達に呼応してお

り，正直台が先行していたとし、ぅ板拠はない。二枚刃は欧米，中国では我が国より先に成立し
回

ていることから，明治中期以降急速に導入，発達した欧米の産業に付随した技術者または横浜

の中国家具職人の影響を受けて我が固においても開発，普及された可能性が高い。正直台の二

枚刃の構造が台錨同様裏金を鉄の丸棒にて固定していることからヨーロッパの二枚刃の技術文

化に触発されたとしても，おそらく 中国の構造を採用したものであろう。我が固においては管

見の限り明治期に二枚刃の正直台が実在したという確証はない。二枚刃の台錨が実用化した後

に成立したとすれば， 早くとも明治末に使用が開始されたとするのが妥当であろう。

現在80歳とし、う高齢ながら現役の桶師として活躍されている東京都杉並区酒井桶店の当主は
~ 

大正期には先代が二枚刃の正直台を使用されていると記憶されていることから，東京都の一部

では大正中期以前からの使用があったことは事実である。地方の桶業においては早くとも昭和
回

初期であり，多くの職人は昭和十年代以降に使用するに至ったにすぎない。それも図 11のよ

伺 モース ・コレクション特別展，国立民族学博物館， 1990年。
伺 イギリスでは18世紀後半，中国では上海を中心に19世紀後期には成立している。
伺筆者による開き取り調査（1992年3月〉。
伺筆者撮影，1991年。
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我が国における台鈎の出現と発達（1)（石村）

うに概ね一寸八分の台飽を正直台に組み込んだ使用例が

多く，構造自体が簡単なためか全国的に流行し，急速に

普及したようである。

以上のことから正直台におけるこ枚刃の使用に関して

は一般の台舘への普及以後とすべきであろう。このこと

は我が国の正直台が台鈎状の一枚刃→二枚刃の使用経緯

を通して台飽技術文化圏に属する面が強化されたことを

意味し，鐘刃による加工の技術体系と並行して展開して

いた体系からやや逸脱し，新しい体系への模索期に移行

していったと解すること もできょう。

桶職が昭和初期から正直台を二枚刃へと展開していっ

たのに対し，樗職は一切の加工に二枚刃は導入せず，鐘

刃を固定して使用する方法を継承している。その理由は

次のような点である。

図－11 台鈎を埋めた正直台

（岩手県大東町）

・樽は大量生産を基軸とすることから，二枚刃の正直台は体にかかる負荷が多く疲れる。

－樽の製作は切削から組立まで分担制を取り入れることはないので，一人一人の職人が刃物の

研磨を行う回数が多い。このため刃を取り外し易く固定する必要がある。

・樽材は基本的にはすべて割り材を使用しており，切削面は柾自になることから逆自の起きる

確率が少ない。

－樽用正直台はアーノレを付けていることから二枚刃の台鈎を埋め込むことは技術的に困難であ

る。

結果的に樽用正直台は一貫して割り材を使用してきたことにより，中世以来の古い伝統的な

刃の使用を今日まで残すことになり，台飽の一原形を我々に明確に伝えている。まさに生きた

化石と呼ぶべき工具と称することができょう。

図－12（ア） 喫で鐘を固定した正直台 図－12（イ） 棋で鐙を固定した正直台

（山形県鶴岡町） （鳥取県鳥取市）
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技術と文明 9巻1号ω

4-2 刃の固定方法を通じての分類
国

正直台の刃の固定方法に関しては成田寿一郎氏の研究がある。氏の研究における固定法は鐘

刃を様方向からという一種類の模によって固定するとしづ方法を通して展開されているが， 日
岡

本各地で現在使用されている模による固定方法は図－12（ア〉と，（イ〉のような二つの系統とそ

の併用が認められ，〈ア〉と（ア〉， （イ〉の併用タイプの分布は図－13として示した。

模による固定は木工技術における基本工作法として古代エジプト期より盛んに用いられてお

り，古い起源を持つものである。楳による正直台刃の固定法としては図－12（ア〉の方が接地面

が大きく，我が国においては醸造用仕込楠のような大型の桶類のための重切削用に使用されて

いる場合が多い。図－12（イ〉は取り外しが簡単とい う利点があることから多数の地域で使用が

見られる。

ヨーロ ッパ，中国における正直台，台錨の刃の固定方法との比較を試みると次のような結果

となる。

Oヨーロッパ，中国の古い台抱には木製の棋が使用され，基本的には図ー12（ア〉の縦方向と同

様の機能を有する。

Oヨーロ ッパ，中国にて現在使用される正直台は鐘刃状の刃を使用したタイプはなく，木製模

を使用している場合は台飽と同様の縦方向のタイプである。

0図－12（イ〉のような斜め，または横から模による固定する方法は我が国にしか認められな

し、。

正直台，台飽の刃の固定に関しては図－14で示したようにヨ ーロッパ，中国の刃は我が国の

ように潜だけで固定するという方式は採用していない。しかしながら金属フレームの台飽以外

はすべて木製模を使用して固定していることは共通性を持っている。ところが我が国の台錨は

江戸期の図像資料からも刃の固定に木製模を使用していた例は一例も見当たらず，二枚刃が発

達するまでは刃そのものに模と同じ機能を付加させてすべて対応している。この構造を仮に我

が国独自の技術展開とするならば，中国大陸から伝来した構造に対して何らかの目的によ り改

良を加えたということになる。

筆者はこの改良の目的を木製模の固定，錨屑の調整，切削面に光沢を求めるために速い速度

で切削するという三つの技術の工夫とその簡素化にあったと見る。では正直台に模による固定

法が何故残ったのかということになる。

桶 ．・樽業における側板の切削表面精度は建築，指物材の精度に比較して概して低い。木材に

よる防水性自体は表面の平滑精度が必ずしも基準とはならない。 ヨーロッパが麻の繊維 〈木造

船〉，蒲の繊維（貯蔵用樽〉を防水のための補助材に使用し， また，我が国もマキハダ（木造船，

帥前掲「古代鈎の実験的研究正直について」。
帥 筆者撮影，1991年～1992年。
帥 筆者撮影， 1990年～1992年。
倒 図 14（イ〉の中国で見られる正直台においても刃の後方に模を入れている。
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我が国における台飽の出現と発達（1)（石村）

平型慢のみの使用 ・ （単位は 1)

平型伐と斜め、償棋の複合使用 ' （単位は 1)

" .I~ 
0 

。

。’Co

D CJ c:8 

図－13 平型棋とその応用
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技術と文明 9巻1号側

「：？？？？府予イ譲羅Z
I 三ず 二ふじ＜c:ぃλ1
七主盗塁側務長ーーーー円ー....... 時間 用 問 問 曹 関 棚 田1

図 14（ア） ヨーロツパの正直台（竹中大工道具館） 図－14（イ） 中閣の正直台（四川省重鹿市）

風目〉を同様の補助材に使用していることから防水性には共通の対応をしていることになる。

切削面そのものについては箱風呂にスリアワセという技法が我が国で広く使用され，正直台で

切削した後の板を合わせ自に鋸で挽き直すことで防水性を増加させている。最終的には木殺し

を併用して木の膨張率を増大させているが，基本的には切削面の均一化を求めているだけであ

り，高い平滑精度を求めているわけで‘はない。

以上のことから防水性を主な目的とする桶 ・樽業においては木材の切削面の仕上げ精度のみ

を中心にして正直台の刃が進化とは限らなし、。
M 

現在我が国で使用される二枚刃の正直台，台飽は裏金の固定に図 15（ア〉のように鉄の丸棒

を使用しているが，この構造自体は図－15（イ〉のよ うに中国中南部においても模機能の補助具

として広く使用が見られるものである。この事実からも我が国の台錨，正直台における二枚刃

の採用は独自の発達，開発と考える根拠はまったく見当たらない。

欧米，中国大陸の台飽，正直台に使用される木製模の固定法は図－16のような模式図で示す

ことができる。ここで問題となるのは固定力と鈎屑の方向である。固定力に関しては模の接す

図－15（ア） 日本の二枚刃の正直台（栃木県黒磁市） 図－15（イ） 中国の二枚刃の台鈎（福建省南平市J

帥筆者撮影， 1991年。
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我が国における台鈎の出現舎発達（1),（石村）

]l 
「

l
f」

、t ：努ー模

汐’ Jλ’ 

，， 図－16（左） ヨーロッパ・中国に見られる俣の，， 

；＼ 固定方法

図－17'（上） 二枚侠の模式図

る面積，模の厚みが深く 関与する。図－16におけるA, B, Cの長さをできるだけ大きくする

ことがポイントであり，模の角度は本来浅い方が望ましい。同じ模でも木材を割るためのタイ

プとは使用目的が異なることから，固定するタイプは異なった技術系譜に発展したと考えるこ

ともできょう。

模と刃は出来るだけ密着していることが大切である。その理由は二枚刃の裏金と同様に僅か

な隙聞に錨屑が入り，刃口につまる原因となるからである。このトラブノレを避けるためには棋

の先を刃口から離すか（図－16-Dの長さを増す〉。図－17のように二枚の模を使用し，二枚刃の

原理に近い構造原理を導入するしかない，前者の解決には鈎台の高さが必要とする。換言すれ

ばヨ ーロ ッパ，中国の鈎台が我が国のものより厚みが平均的に高いということは，飽刃にかか

る上方からの圧力を増加させる目的と共に，模の長さをできるだけ長くして固定力を強化する

ことや，飽屑の調整に起因すると推測される。

以上の考察により，木製棋の技術性を簡略化し，最も簡素な刃の固定方法を通して我が国の

台鈎，正直台は展開したということができる。ただし，構造は単純化されたがそれを取り扱う

技術性は逆に増加したという ことになる。ここに我が国の道具観の一端を窺うことができる。

正直台において使用される棋は上記の台飽におけるヨ ーロッパ，中国と我が国の関係を象徴

的に表している。すなわち図－12（ア〉の縦方向の棋は長さを短くし， 刃と楳を密着させてお

り，形状は別としてもヨ ーロッノ汽中国における棋の使用目的と同一線上に位置している。し

かしながら図 12（イ〉の模による固定は結果的には我が国で見られる刃口の大きい一枚刃の正

直台と同様に舘屑の調整とは一切関係はない。このことから正直台に見られる図－12（イ〉の固

定方法は我が国の一枚刃の台錨が使用する刃の固定法とは原理は異なるが同ーの目的を持つと

いうことができ，我が国独自の技術展開とし、う可能性は残している。
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4-3 台の形状を通しての分類

我が国における正直台の形状は刃とその固定法を除けば台の上面の形状，木口面の形状，刃

の取付部と削り屑を出す形状という主に四つの要素から成立している。

図－18に示したように基本的には台の上面は平面と曲面に分類することができる。曲面の台

は酒，醤油等の樽を中心に用いられ，酒樽の場合は一斗，二斗，四斗の樽には別々のアーノレを

施した台を使用している場合が多い。樽以外の使用は味噌桶の下部に施す「おしきり」という

曲面加工のために全国で‘数例認められる程度である。

桶 ・樽の側板の形状は図－19に示した。これらの側板の木端面を切削するのに使用する道具

が正直台である。

都市部の桶職は少なくとも江戸期から生産する桶の種類によって分化し， 大桶（三十石以上

の桶〉，やや大型の桶（風呂桶， 漬物 ・味噌桶，肥桶等〉，小型で手の込んだ桶（お橿，手桶，岡持等〉

は別々の職業集団によ って作られている。それに樽の専門職を加えたものが桶 ・樽業というこ

とになる。独立分化した業界で‘は使用する正直台も特性を示すに至ったと思われる。

大型桶の製作には長く重い台を使用し，逆に小型桶の製作には短くて軽い台を使用してし、

る。外見上からは見逃しがちであるが，上面が直線とする正直台も実際には二種類のタイプが

存在する。図－20（ア〉〈イ〉にその模式図を示した。

図一20（ア〉の使用目的は桶の底を製作する際，板の接ぎ合わせ面を切削するためにある。

桶・ 樽の底板の接ぎ合わせは鑑による圧力がほぼ均等であるため接ぎ合わせ面は基本的には直

線面を用いている。

図－20（イ〉の使用目的は桶の側板を図－21に示したような形状に切削することにある。最終

的な目的は図－22に示したように鑑を強く締めることによって桶の口が聞くことを防くサこめで、

ある。この技法は桶だけのものであり，上部に鏡を固定する樽には錨の位置が異なることから

使用しない。

地方の桶・樽職人の中には都市で分化した職制を一人で、すべてこなす人もいる。当然道具も

その職制分だけ備えているが，その数はやや少ない。例えば樽用の正直台は一種類または二種

類であり，酒樽から柿樽まで何でもこなしてしまう。つまり正直台の形状の分化の中には同一

製品の規格化が深く関与している面があり，手間暇をかければ工作原理としては同一であるこ

とから職人の腕次第で一つの正直台ですべて可能となる。

図－23は側板の下部に施す「押し切り」という曲面の加工方法の模式図である。 この場合の

正直台は上面は直線状のものであり，直線上の切削を集積することで、曲線の切削を行っている

のである。同じ切削加工は樽用の正直台のように曲面を持つタイ プの方が合理的と思われる

が，桶職では概ね使用されることはない。静岡県伊豆半島松崎町の森桶店では樽用正直ほどの

曲面は持たないが，若干の曲面を与えた正直台を押し切り専用に使用されている。このような

例は極めて特殊であり，都市部における桶職と樽職の職業分化が道具そのものを規定していっ
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主主が国における台鈎の出現と発達（1) （石村）

① 

酒の仕込桶のような大型の桶を使用する。

② 

最も標準的なタイプ。これより小型のタイプは小型の桶専用。

③ 

四斗得のような大型の樽に使用する。

＠ ｜ 〆

ー斗樽のような小型の樽に使用する。

10 20 30 40 50 60 70 8（〕

コ
90 100 

単位は国

図－18（上） 正直台の側面形状

図－19（中央） 桶・樽の側板の形状

図ー20（下） 桶用正直台の上回形状

] .小型の桶 2 大型の揃 3.ー斗以上の待
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上 口が聞く

｛革かな＂＇間
（この部分に躍が鉛けられる）

楠町［剖板

下II I 
図－21(左） 長い側板の上部に施された僅かな隙間

図ー22（上） 鐙による締め付け圧力とその影響

桶の側板

最終曲線函

5 

凋“
寸

q》
内

ノ

』

4 3 2 

図－23（上） 稿用正直台による「おしきりJ

のとり方

図ー24（左） 稿用台銀（福井県勝山市）

30 



我が国における台鈎の出現と発達（1)（石村）

たためて、あろう。つまり樽用正直台が規格化された量産型工具へと進化していったのに対し，

桶用正直台には一部ではあるが多目的工具としての機能を残したということができる。

上面に曲面を持つ樽用の正直台の成立時期が問題となる。現在の酒樽自体は基本的に15世紀

末の作とされる『山王霊験記』 （頴川美術館本〉と同様の構造であることから，近世以前に成立

しているこ とは事実である。では我が固に台飽が普及する以前の15世紀に上面に曲面を持った

正直台が既に成立していたかということになるが，その可能性はまずない。

正直台における上面の直線面から曲面への展開は台飽における台の形状の持つ工作概念と相

似している。正直台と台鈎の発達系譜がやや異なった面があったとしても台の形状の変化が切

削材の加工面を決定するとし、う技術系譜は同一の方向性を有しているといえよう。台錨と正直

台の類似性は図－24のように指摘することが出来る。中国，ヨーロ ッパの正直台に曲面を有す

るタイプが我が国近世以前に成立していないとするならば，我が国の樽用正直台の成立は独自

の展開を示したという可能性が高い。そしてその展開時期は我が固に各種の形状を持つ台錨が

普及した江戸中期以降とすべきであり，台飽に触発されてのことであろう。 すなわち，台鈎よ

り先行して発達していた正直台が，台錨の発達により『和漢三才図会』に示しているように台

錨と同ーのカテゴリ ーの工具として認識されるに至り，台鈎の機能を正直台に付加させたとい

うことになる。その帰結と しての機能が樽用正直台と考えられるのである。つまり産業構造，

技術の発達に関する詳細な部分は別と しても合理主義的な生産システムの進展はヨーロッパ近

世と同じ道を歩んでいたということができょう。

我が国の正直台における木口面の形状は使用する刃の形状に関連する場合が多い。 2-1で

示した鐘刃系と錨刃系とL、う類型に木口面の形状も基本的には大別することができ，図－25は

その構造の模式図である。

飽刃系に関してはヨーロッパ，中国の正直台が専用の長い刃を採用しているのに対し，我が

国の場合は一寸八分程度の平台鈎の刃を使用している場合が多く，台の厚みは刃の長さに規定

されることになる。 対象的に鐘刃系は飽刃系に比較して刃の長 さに規定されることはない。

鐘刃を挿入する講を刻む必要性があるために一定の厚みは必然、的に生ずるこ とになる。 しかし

ながら刃の長さに規定されない鐘刃系の正直台でさえも台の木口面の形状は正方形以上には縦

に伸びなし、。ここに我が国の正直台の大きな特徴を見いだすことができる。

正直台の木口面の形状は使用材料にもよるが， 固定式の場合は原理的には台の幅よ り厚みの

方が大きい方が望ましい。例え材が柾目であったと しても厚みがある方が材の狂いは少ないと

いうことは木材性質上からも明らかである。

先にも述べたように我が国の正直台の厚みはヨー ロッパ，中国の正直台に比較してかなり薄

い。このことは正直台に限らず，台抱一般にも共通している。正直台の厚みが薄い理由に関し

ω 筆者撮影，1992年。
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我が闘における台鈎の出現と発達（1)（石村）

ては，我が国の桶職が概して出職を中心に展開してきたことに起因していると解することもで

きる。図－4の「喜多院職人尽絵扉風』の全景は居職の畳屋と出職の楠屋という構成で描かれ

ている。つまり畳屋という居職に対し，出職の象徴として桶屋が描かれていると読みとること

も可能である。出職の工具として最も重い正直台は出来るだけ軽くする必要性があり，運搬具
as 

が発達した近年においても図－26のように一部を薄くして出職に対応していたのである。この
鈎

ような形状を持つタイプは北海道，兵庫県等で見られたが，出職が多かった戦前には各地に伝

承されていたと思われる。

刃の取付部と削り屑を出す方法も正直台の構造では重要な位置を占める。 刃の固定する位置

に関しては図－27に東北地区の調査による測定値を示したが，全国的にも同様な傾向が認めら

れた。全体的には強い相関を示しており，ほぼ台の中央に位置していることが理解できる。こ

の位置に関して筆者が現在も稼働している桶 ・樗職の方々から悶き取り調査をしたところ，特

に寸法比として一定の割合を伝承してきた訳ではなく，一種の勘で体得してきたようである。

鍵刃の固定に必要な溝は図－28（ア〉（イ〉のように二種類見られるが，（イ〉のタイプを採用し

ているケースは極めて希である。このタイプの目的には固定する際のぶれを最小限にするため

と台の講による痛みを少なくするというこつの内容が含まれている。〈ア〉のタイプは上から鑑

刃を挿入し，〈イ〉のタイプは横方向から挿入することになることから，溝は固定方法自体に深

く関与していることになる。

講は同時に鐘刃の角度を決定していく機能も有している。角度自体は39度から45度まで見ら

れ，台錨と同様の八寸勾配（39度〉から八寸五分勾配（41度〉の聞が最も多し、。この角度は一枚

刃の正直台や台鈎の刃の角度と強い相闘を示す。鐘刃も含め，一枚刃の難点は逆目への対応で

ある。その一つの方法として刃角もヨーロッパでは古くから位置づけられており， 50度以上の

刃角を持つ台錨も数多い。ところが我が国の正直台には管見の限り45度以上の刃角は存在しな

い。つまり正直台には根本的に刃角にて逆目を完全に止める構造原理は備えていないのであ

る。このことから正直台は杉，1合を中心に切削する一枚刃の台飽と同様の硬度を持つ材を中心

に切削してきたために，刃物の角度に関してはほぼ同ーの系譜に位置していることになる。

二枚刃における裏金の二つの刃角は台飽と等しく，構造上も何ら変わることはない。そのた
ω 

めか茨域県の一部では二枚刃の正直台を単に「かんな」と呼ぶ地区もある。

角度と同様に刃口の大きさも正直台と台鈎はほぼ共通した要素を具備している。一枚刃の使

用による逆自の防止は刃の角度と共に刃口の大きさが深く関与する。刃口は切削厚にほぼ等し

同筆者撮影，1992年。
帥 北海道湧別町，富良野市，兵庫県温泉町，鳥取県倉吉市に同タイプの正直台が見られる。
制 ヨーロッパの台鈎，正直台の刃角を単に広葉樹の切削対応とのみ見るのではなく，高い刃角が逆自の
防止になっていることへも視点を向けるべきである。

帥茨木県水戸市，大小町，大宮町での調査で見られたが，小型の楠類には長台鈎を逆さにして使用して
いる例は全国的に散見される。
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図－27（布） 正直台の刃の位置

（東北地区の調査資料）

図－28（下左） 鐙刃系正直台の固定務

図－29（下右） 金属板を使用した正直

台（北海道富良野市）
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我が固における台鈎の出現と発迷（1)（石村）

図－30 正直の裏溝（新潟県ー関川村渡辺家の

文政元年銘の正直台）
図－31 中国の正直台の哀泌（新江省紹興市）

い大きさであることが望ま しく， 常に乾燥材を扱う一枚刃の正直台や台飽では 0.lmm から

0.2mm程度である。現在使用されている鐘刃の正直台は 2mm前後の刃口を持つものが散見

されるが，元来割り材という良材を使用していたために逆目への対応が少なかったからであろ

"" う。図－29のように現在も一枚刃の使用をしているために金属製の板によって刃口を O.lmm

程度に固定して使用している例もある。これは木製の台そのものが気候による湿度の変化で刃

口が膨張，伸縮することを防ぐためで、ある。古い大工職の方が一枚刃の台錨を晴用，雨用と二

種類持っていたという話があるが，この目的と図－28は同ーの技術原理上に位置していること

は間違いない。ただし，この原理自体はやはり台錨の普及した近世以降に正直台に導入された

とすべきであろう。

我が国の正直台の裏側は図－30のように加工されている場合が多い。この形状が成立当初か

らのものであるかどうかは疑問も残る。 V字型の溝は現在使用をされている台飽の屑返しと同

ーの工作原理を採用しているが，中世の正直台が刃口も含め，完全に台鈎と同一工作原理によ

り成立したとは現状では断定すべきではない。図－31の中国の正直台に見られる形状でも可能

であり， V型の構造が特に鐘刃の正直台に対する機能から出発しているかどうかについては検

討の余地がある。

4-4 台の材質

正直台の台の材質は図－32, 33, 34に示したように全国的な使用分布においてはケヤキ，カ

シ，サクラ材の使用が主流を占める。ケヤキ，カシは硬度が高く，弾性にも優れた我が国の広

葉樹を代表する樹種であり， 木材の分布も広範囲である。 ケヤキの櫛生は全国であるのに対

倒北海道富良野市の高岡楠店，旭川市の小林桶店にて見かけたが，この方法自体はある一定の時期に流
行したのではないかと思われる。

帥沖縄県石垣島市の大工職波久山長好氏より御教示いただく。

帥筆者撮影， 1991年。

帥 筆者撮影， 1990年。

帥筆者の調査（1989年～1992年〉による。
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技術と文明 9巻1号ω

し，カシは比較的寒さに強いシラカシにおいても太平洋岸においては岩手県宮古市周辺を北限
帥

とし，概ね東北南部を北限とする。このことからカシ材の使用に関しては必ずしも植生と一致

せず，流通機構を通して商品として購入したものも含まれている。他の少数の使用例に見られ

るサクラ〈ほとんどがヤマザクラであろう〉，イタヤ（イタヤカエデ〉， ヤマナシ， カキ， ウメ， ヤ

マガ（ヤマボウシ〉 等の樹種はすべて地物であり，流通商品と して購入した可能性は少ない。

表 1から樹種と正直台の構造との関係を考察することも可能である。 2-3で茨城県の例を

取り上げて述べたように，鈎刃を使用した正直台を「カンナ」と呼ぶ根拠は台にカシ材を使用

していることからも窺うことができる。逆にケヤキ材の使用は鐘刃を使用するタ イプが大半を

占め，後に錨刃の使用に移行ーした場合においてもケヤキ材を継恕している場合もある。また，

二枚刃の台鈎を台に埋め込むというタイプはその大半が従来鐘を入れて使用していた台木を図
帥

一35のようにそのまま改造して使用している例が多く，新たに台を作る場合においても鐘を使

用した元の台木の樹種を継承しているよ うである。つまり二枚刃の台飽を台に埋め込むという

タイプは基本的には鐘を使用した正直台の類型の延長上に位置するということができ，台飽に

移行したのではなく ，一部に利用したと規定すべきであろう。

正直台への錨刃の導入は台舘の台材にカシをともなって発展していった面が強い。但し，そ

の発展は表－ 1に見る限りにおいては画一的ではなく，かなり地域差が存在する。その地域差

の実態、は単に都市部を中心に発達したというわけでもなく，東京を明治以降の発達の拠点と仮

に設定したとしても，関東周辺にその影響が均一に及んでいるとは言い難い。

東京で戦前に桶職の修行を積んだ関東各地の桶職の方々の話を総合すると，樗職以外におい

ても鐘を入れたタイ プの正直台の使用が多数存在したことが認められる。割物材の加工には今

日においても鐘タイプの正直台を東京においても使用する例があることから，挽き材を使用し

た桶の加工方法の一貫としてカシ材を台木とするこ枚刃の飽刃タイプの正直台が普及したと考

えられる。その時期は全国的には大正中期以降であ り，先に述べた同じカシ材を使用した台錨

の埋め込みタイプとほぼ同時期ということになる。このことから同じ目的を持つ技術は従来の

技術系に新しい技術を付加する場合と根本的に新しい道具をともなって展開する二つの場合が

あったことが理解できる。そしてその契機は割り材に適する木材の枯渇化とその影響から生じ

た木材価格の高騰化に起因すると考えられる。最終的には挽き材ーから生じる逆自の防止という

目的に対する技術の合理的対応として二枚刃を導入することに帰結し，カシ材の使用は，いわ

ばその導入の証として位置づけることができょう。

九州全域においてはカシ材の使用がほぼ均一化している。カシ材が豊富に存在するのは確か

ではあるが， それだけが要因ではなさそうである。長崎県大村市吉JI碕桶店の当主（77歳〉は12

歳の時に佐世保市の叔父宅で、修行されているが，その時には既にカシ材の台木による二枚刃の

帥宮城県唐桑町在住の桶職梶原忠行氏の御教示による。
帥筆者撮影，1991年。
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我が国における台鈎の出現と発達（1)（石村）
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図 32 正直台の使用樹種その1 ケヤキ・（単位は1)
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我が固における台鉛の出現と発達（1)（石村）
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技術と文明 9巻1号ω

正直台が使用されていたというこ とである。

また，鹿児島県鹿児島市迫立桶屋では当初

からカシの二枚刃ということであり，これ

らの事実は東京，大阪という大都市から次

第に発達したという可能性を否定するもの

であり，九州におけるカ シ台の二枚刃によ

る正直台の発達は別の発達系譜を持つ可能

性もあり うることを示唆している。

現在長崎県対馬厳原町在住の犬束男氏は 図－35 鍍刃系の正直台の改造型（茨城県那珂湊市）

昭和3年～6年まで佐世保で桶職の修行をされているが， その際持ち帰った道具の中にヨーロ

ッパ，中国で使用されているタイプの錨が含まれている。このタイプの鈎は管見の限りにおい

て桶職では犬束氏しか所有していない。 このことから推測の域は出ないが，九州における正直

台の発達に際しては，中国系の工具が近代以降ダイレクトに関与した可能性も残り，その検証

自体は今後の課題としたい。

東日本のケヤキ，カシ以外の使用材は基本的には鍾刃による正直台を前提としており，ケヤ

キと同グループに類型化することが可能である。しかしながら現在使用されるケヤキ以外の落

葉広葉樹系台木がすべてケヤキの代用品と断定することはできなL、。確かにケヤキ自体は我が

固において鎌倉後期以降禅宗建築を中心に多数使用されているが，工具の台木として一般化し

ていたかどうかは疑問である。江戸初期に造営された宮城県松島町の瑞厳寺は多数のケヤキ材

を使用しているが，その造営材は紀州から運搬したという記録がある。 何故東北のケヤキ材を

使用しなかったのかについては甚だ疑問ではあるが，我々は今日関東以北の農村に点在する屋

敷林のケヤキが中世以来の古L、景観であると概念的に決めつけすぎているのかも しれない。江

戸期以降におけるケヤキ材の需要の；噌大が農村の経済振興に結合し，今日見られるケヤキの景

観を形成したと読み取ることも可能である。ケヤキに限らず，カキ，ウメ，ヤマナシ（染料〉，

毒事の正直台への利用は材木としては二次利用と見ること もでき，中世の正直台の台木に関して

は現状では特定の標本化をすることは困難である。

4-5 作業姿勢と切削方法

我が国で使用される鋸，台鈎の使用方法が号｜く動作を基本とし， ヨーロッペ中国が押す動

作を基本とすることは周知の事実である。しかしながら正直台による切削方法に関してはヨー

ロッノ汽中国， 日本はすべて押す動作で‘行われており，基本的には同ーの技術文化に属してい

るといえよう。

帥 九州芸術工科大学講師藤原恵洋氏より御教示をいただく。
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我が国における台鈎の出現と発達（1)（石村）

図－36（ア〉はイギリスにおける得用の正直台での作業風景である。この作業姿勢に見られる

立位での前下がりという方法が正直台の使用の基本と考えられる。図ー36（イ〉，も同系統の姿

勢であり，ヨーロッパ，中閣の正直台にはその機能を合理化するために図－3~，図－38のよう
な脚が設置されているものが多い。ヨーロッパ，中国， 日本に共通する構造に正直台の端を図

-39（ア〉〈イ〉（ウ〉のように加工したタイプがある。この機能は前方のストッパーまたは固定物

を利用して正直台を固定することにある。当然作業姿勢は立位である。同様のタイプはヨーロ

ッパにも認められ，一つの固定観念で類型化すべきではない。

我が国の作業姿勢に見られる特徴は図－36（ウ〉（エ〉，の座位での方法である。図－36（ウ〉は

盟などのやや短い側板を切削する際に用いられているが，福島県郡山市で、の調査にのみ得られ

た資料であるため局地的な方法とし、う可能性もある。図－36（オ〉は全国的に見られる方法であ

る。この作業は短い側板の切削にのみ用いられ，片手による作業であることに特徴がある。こ

の作業姿勢については我が国の独自性である可能性が高い。

我が国の工人が古くから椅子を使用しない座位による作業を常とすることは鎌倉期の数多く

の絵画資料からも窺うことができる。また，この指摘はニーダムによっても成されており，我

が国の台錨が座位という作業姿勢を通してヲ｜く動作が成立したことを示唆している。同様の内

容は我が国でも既に指摘されているが，ニーダムの指摘より先行していたかどうかは判然とし

ない。胡座のような座位とし寸現象だけを見るならば，畳の文化も含めて朝鮮半島の影響が強

いということになる。

図－40は朝鮮半島における近年の使用例であるo この使用方法が日本による36年間に及ぶ統

治の影響によって成立したかどうかについては資料性に乏しいことから断定はできない。図－

40の方法を見る限り朝鮮半島の作業姿勢は元々座位であった可能性もある。筆者の1993年の調

査では韓国において現存する桶・樽業は見当たらず，検証することはできなかった。

図－41の中国大陸の明代前後の状況においても作業姿勢は箇一化されてはいないことから，

座位による作業姿勢は朝鮮半島との交流から成立したとすべきであり，中国の桶 ・樽技術文化

制 JohnSeymour『手仕事 イギリス流クラフト百科J，平凡社，1987年， 91頁より転載。
同筆者撮影， 1992年。
帥 ョースト ・アマン版『西洋職人づく しJ，岩崎美術社， 1970年より転戦。
帥筆者撮影，1990年。
制 （ア〉，（イ〉は筆者撮影， 1990年， 1992年。（ウ〉は R A. Salaman, Dictionary of Tools, Georhe 

Allen & Union, 1975, p. 322より転戦。
同 筆者撮影， 1992年。
帥筆者撮影， 1992年。
倒 JosephNe巴dham『中国の科学と文明第8巻機械工学 上』，思索社， 1978年， 62頁註f。
同中村雄三『図説木工具史』，新生社， 1976年， 99頁。
伺 「文化財大観』，財団法人韓関文化財保護協会， 1984年， 274頁より転滅。この作業風景は太鼓製作の
ものではあるが，正直台の使用目的は桶・樽と同一である。

制梅原郁『図説中国の歴史5 宋王朝と新文化』， 講談社， 1977年， 49頁より転載。この資料は明代に
成立したと見られるが，風俗には宋代を感じさせるものがある。
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図－36（ア） イギリスにおける得用正直台の作業姿勢 図 36（イ） 日本の正直台における立姿勢

（福島県郡山市）

図－36（ウ）日本の正直台における座姿勢 図－36（エ） 日本の正直台における座姿勢

（福島県郡山市） 〔東京都杉並区）

図－36（オ） 日本の正直台における座姿勢（福島県郡山市）
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我が国における台鈎の出現と発達（1)（石村）

図－38 中国の正直台（福建省南平市）

図 37 『西洋職人づくし』に描かれた正直台

図－39（ア） 中国の正直台（四Jll省露鹿市）

図的（イ） 日本の正直台（宮城県角田市） 図－39（ウ） ヨーロッパの正直台
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図 41 『大平風会図』における作業姿勢

図－40 朝鮮半島における正直台の座姿勢

面l九十六富島

図→ 2（イ） 座位による鐙作業（奈良県下市町）

図－42（ア） 座位による鐘作業

（吉野林業全書） 寸
-;,,,--¥ 

Cooper’s Shaving Horse in action 

図-43（ア〕 欧米における鐘の作業台（ホース） 図－43（イ） 欧米における鋒の作業姿勢
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我が固における台鈎の出現と発達（1)（石村）

とは切り離して考えるべきであろう。
·~ e曽

我が国においても切削工具による姿勢は一様で、はなく，図－42（ア〉（イ〉の鐘による樽丸加工

は椅子と同様の座位を示している。ヨ ーロッパの桶 ・樽職においても鐘による切削は図－43
制加）

〈ア〉（イ〉に見られるように同様の姿勢で手前にヲ｜いて作業をしている。ニ ーダムの示唆する姿

勢観も広範な内容からの描出とは言い難く，現状では検討する方向付けを示したという程度と

考えるべきであろう。

5.結 五口
2
－ロ

我が国の桶・樽製作用正直台が鐘刃という極めて古い形式を現代まで継承してきたことは道

具史，技術史を考える上で貴重な標本となるばかりでなく ，ヨーロッパ，中国，朝鮮半島， 日

本の文化交流を再考する一つの指標ともなりうる可能性を持っている。

正直台の形状，構造，使用技術を通して東西の技術文化を比較した場合， ヨーロッパの技術

の進展に対して遅れはしているが東アジアも旧来の技術に新しい技術を付加する形で追従して

いる。正直台の技術文化自体も実際には鍍，撃，台鈎とし、う各種工具や木材文化の発達延長上

に位置しており，その発達の総体として着目していく必要もある。

正直台が台鈎の技術文化のカテゴリ ーとして位置づけられたのは「和漢三才図会』に見られ

るように台飽が使用されてからかなり時聞を経過した後で、ある。この認識が成立したことによ

り正直台を利用して経木が生産されるようになったと言っても過言ではない。つまり江戸中期

に至り正直台の逆さまが台鈎であり，台飽の逆さまが正直台であることが初めて理解されたと

いうことになる。

技やt-tと産業の進展は工作原理を基にした技術文化のカテゴリーをどのように認識するかが大

きなポイントとなっている。正直台を過した技術文化の認識は台飽の技術文化に関する一端を

垣間見たに過ぎない。ヨーロッパ ・中国の正直台との比較，揃から台錨への移行，一枚刃から

二枚刃への移行，ヲ｜き動作の成立に関しては今後継続して発表する予定である。

本論作成にあたり，東京大学名誉教授村松貞次郎先生，東京大学助教授藤森照信先生には数

多くの御教示を賜りました。また，財団法人竹中道具館におかれましては度々の調査に対して

常に寛大な対応をしていただきました。記して謝意を表します。

〈本論中に使用しました国内，中国，朝鮮半島のフィ ーノレド調査による資料の多くは1990年度文部省科学

研究費補助金，1991年度・ 1992年度トヨタ財団研究助成金によるものです。〉

同 （ア〉は『完全復刻吉野林業全書』，日本林業調査会， 1981年，126頁より転載。（イ〉は筆者撮影，
1990年。

同筆者撮影， 1991年。
帥 Fine Wood Working, The Taunton Press, 1985, p. 6より転載。
制前掲 Dictionaryof Tools, p. 178より転載。
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Part葬1The Appearance and Development of the Japanese Plane . 

The Wooden Tud and Barrel Jointer’s History and Development 

by 

Shin'ichi !SHIMURA 

(Ko円 ＇yamaWomen’s Collge Attached Senior High School) 

The purpose of this report is to clarify th巴 developm巴ntalprocess of the original 

Japanese plane. Part普lconcerns the wide use of the Japanese jointer in today’S society. 

Up until now the study of Japanes巴 jointershas been restricted to separate studies 

of local coll巴ctions. This report looks at European, Chinese, Korean, and Japanese 

jointers in order to make som巴 typecomparisons. From these type comparisons much 

new knowledge has been gained which is as follows. 

1. The drO¥・ving knife jointer was and is used exclusively in Japan. 

2. The bladed jointer also used in Japan shows a strong resemblence to th巴 European

and Chinese bladed jointers. 

3. The typ巴 ofb巴echwood used is some Japanese jointers resembles that of the Europian 

and Chines巴 joint巴rs. The zelkova wood type jointers are exclusive to Japan. 

4. There ar巴 3types working body positions. They are standing, bench sitting and 

sitting in an angular position on the floor. The style of sitting in an angular 

position on th巴自ooris similar to that of the Korean working body position sty le. 

Through this study it has been concluded that the Japan巴sedrawing knife jointer 

is through history and today a Japanese original wood shaving tool. 
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