
1 緒 言
ゆいもの

桶・樽という結物
（1）
容器が，ローマ期にガリア地方（フランス，ベルギー，ルクセンブルグ，ドイ

ツ中部以南）で出現したことは，既に周知の事実となっている。確かに石造遺物や樽の発掘資

料を通して，ガリア地方で普及したことは立証されているが，その成立に関する具体的な年代

と技術的要因については管見の限り言及されていない。産業技術史という視座から桶・樽とい

う発明品を俯瞰した場合，成立に関する技術要素と量産の関係を検討することは，産業として
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（1） 木製容器は刳物，曲物，組物，挽物，結物に分類される。結物が最も新しい製作技術で，他の四
つの容器は成立年代及び成立地域の特定化が難しいとされている。
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の発達を考える上で不可欠である。この検討過程には，他の木製品の技術要素も取り込まれて

いることが予測されることから，桶・樽を極めてマクロ的に捉えることが重要となる。
くみもの

木製容器の研究は，これまで組物を中心に成されてきた。とりわけ，接合方法に関しては，

接
（2）
ぎ手という一つの研究領域が形成され，木造建築の接合方法と類似性があることから，建築

学と連動して研究が進められてきた経緯があり，桶・樽もその方法に依拠して
（3）
いた。

ところが，桶・樽の製作技術は，組物との関連性は低いと推定されることから，建築の接ぎ

手に見られる接合方法を主体とした比較だけでは進展しない。つまり，桶・樽の技術要素は，

独自の要素をどのように抽出するかが重要なポイントとなる。

桶・樽の製作技術に関する要素を検討するには，まず最初に桶・樽の定義を明確にすること

から始める必要がある。日本においては，この定義が曖昧で，近年までは結物という文字を当

てているだけで，具体的な定義づけに踏み込んだ論究は極めて少
（4）
ない。この問題の根底にある

のは，世界の多様な桶・樽についてフィールド調査を通して把握していない点にあり，特に構

造に関する工学的な視点での把握が不十分である。

本論の目的は二つあり，一つは桶・樽における製作技術に関する要素を抽出し，成立に関す

る必須条件を明らかにすることである。もう一つは，桶・樽が産業として発達した製作技術の

要因を，具体的な事例を通して考察することである。

2 研究の方法

研究方法は，すべてフィールド調査を基本とし，現存する石造遺物，発掘資料，民俗資料を

実際に観察して標本化する。桶・樽の成立要因については，この標本を比較することにより，

製作技術の要素を摘出し，石造遺物の表現との整合性を検証することで，成立の必須条件を導

き出す。

産業に発達した桶・樽の製作技術に関する要因については，自給的な生活で使用される桶・

樽の標本と，産業化された桶・樽の標本に関する比較を通して考察し，主たる要因を抽出する。

3 桶・樽の定義

桶に関しては，次のような内容を満たしていることが条件となる。

①少なくとも，二つのパーツで構成され，上部は広く開口している。
たが

②箍でパーツを固定する。

（2） 成田壽一郎，『木材用語辞典』，理工学社，1976年，151頁「二つの部材を一つにまとめるしかけ
の総称。継手・仕口・矧手などのこと」と解説している。このことから，継手は接ぎ手の一方法と言
うことができる。

（3） 小泉和子，「桶・樽」，『講座・日本技術の社会史 第7巻 建築』，日本評論社，1983年。
（4） 石村眞一，『桶・樽 Ⅰ』，法政大学 出版局，1997年，15―48頁。
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日本の生活で見る桶類は，すべて側板，底板，箍という三つのパーツで成立している。また，

桶の側面には一定の傾斜が付けられ，箍による結束は，この傾斜が前提となっている。ところ

が，
（5）

図―1に示したイランのバター製造用の容器は，丸太を二つに挽き割って刳りぬいた後，

番線で二つのパーツを結束し，楔によって固定している。側板と底板の区別もなく，番線＝箍

は容器に傾斜角がなくとも固定する機能を持つ。

仮に図―1の容器を桶の範疇に入れないのであれば，先に挙げた定義の条件も異なる。しか
くりもの

しながら，図―1を刳物容器の範疇に入れることは出来ないことから，①と②という極めて簡

単な条件で桶の定義としなければならい。では桶と樽の定義が異なるのかということになるが，

下記のように少しだけ形態に条件を付加する必要がある。

①少なくとも，二つのパーツで構成され，上部の開口部を極めて小さくする。

②箍でパーツを固定する。

図―1の開口部はミルクをかき混ぜる棒が入る程度であるため，形態としては樽ということ

になる。管見の限り，図―1の容器を桶・樽の定義と関連させて論じた文献は，国内外で一例

もない。おそらく，シルクロードの諸地域に関する桶・樽のフィールド調査が行われていなかっ

たので，図―1の容器が
（6）

図―2に示した構造であることを認識している研究者がいなかったので

ある。

桶・樽の定義については，図―1，2の容器を包含したものでなければならない。その理由

は，桶・樽の出現，発展と深く関わっていると予測されるからである。側板，底板，箍という

（5） 筆者撮影2003年 イランのダマバンド山（5671m）の山麓に近い地域で，羊のミルクでバターを
作っている。高さ182cm，径51cm。

（6） 筆者撮影2003年（4）と同一調査地で，新しい樽を製作するために乾燥させている。

図―2 イランのバター製造用容器―2

図―1 イランのバター製造用容器―1
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先進文化圏で普及した桶・樽を前提とした定義では説明の付かない容器が，筆者のフィールド

調査で既に多数確認されており，これまでの構造観では説明がつかない。換言すれば，木製容

器における結物の概念を根底から再考することが必要で，特に刳物，曲物と結物の関係を時系

列的に捉えなければ，桶・樽の成立を論じることはできない。

4 桶・樽の普及と製作技術の要素

本来は桶・樽の成立に関する考察を先に示し，その後に普及と製作技術の進展について触れ

るべきであろうが，発掘された遺品を通してみる限り，樽の普及した時代のものだけで，直接

成立時期に結びつく遺品は見当たらない。このことから，時系列的には逆になるが，樽の普及

から考察を開始する。

4―1 ローマ期の石造遺物に見られる産業用の樽

現存する石造遺物に，樽が刻まれている最古の例は，A．D．113年に完成したトラヤヌス記念

柱のレリーフに認められる。このレリーフの存在は広く知られており，既に研究者もローマ期

の樽に関する事例に挙げて
（7）
いる。レリーフの内容は，比較的小型の船に三つの樽が積まれてい

るというもので，樽の形態は底，蓋に該当する部分が大きいことに特徴がある。おそらく，船

で運搬する樽はワインを積んでおり，ローマから他地域に輸送するのではなく，その逆の場面

を表現したものと推察される。

上記のレリーフは A．D．113年に完成していることから，樽は A．D．1世紀には存在したこと

になる。しかしながら，A．D．79年にヴェスヴィオ山の噴火で火山灰に埋没したポンペイの遺

跡には，桶・樽を使用した痕跡は認められない。ワインの貯蔵は，陶製のアンフォラが使用さ

れており，遺跡からも出土している。このことから，トラヤヌス記念柱に刻まれた樽は，ロー

マの中心部では使用されていなかったということになる。
（8）

図―3は，ドイツのトリーア市に設立されたライン州立博物館に展示されている大きな石造

遺物で，船にワイン樽を積み込んで運搬する様子を表現している。図―3が発見された場所は，

トリーアから20km程度離れたモーゼル川沿いの Neumagenという村である。この巨大な石造

物を制作した意図は，3世紀初頭におけるトリーアを中心としたモーゼルワインの生産とその

輸出による繁栄を示したと捉えるべきである。

図―3に見られる樽は，次のような特徴を持っている。

1）樽の形態と構造

現在のホグスヘッド（約237リットル）の形態とは異なり，
（9）

図―4に示した蓋や底が大きい熟

（7） Henry H. Work, WOOD, WHISKEY AND WINE, BEAKTION,2014, pp．54―55.
（8） 筆者撮影2015年。
（9） 筆者撮影2015年 ドイツの南部バートデュルクハイム郊外。
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成樽の形態に類似している。樽の形態に強い曲げ加工は認められない。図―3の樽は，人物の

大きさから判断すれば200～300リットル程度の容量であるが，人物の数と船の大きさに整合性

がなく，オールの本数から考えると，樽はもう少し容量が大きい可能性が高い。だからこそ，

図―4のような緩やかな曲げ加工を施したとタイプの大型樽と推察される。

樽は側板，底，蓋からなり，箍で結束されている。箍以外の部分は，すべて板を接合してお

り，正確な接合面が形成されているように表現している。

2）箍の形態と構造

図―3は単体で制作されたものではなく，一対で制作されて設置されていたようで，もう一

つの石造遺物は一部だけが出土していて，
（10）
図―5に示した。図―5に見られる箍は，片側に4本，

合計8本しか使用されていない。これで強度が保たれるのかという疑問も残るが，箍の本数は

デフォルメして表現している可能性がある。

箍は，現在も使用されるハシバミ（ヘーゼルナッツ）の枝であろう。ヨーロッパでは現代まで

延々と同じ樹種が使用されているので，ハシバミ以外考えられない。ハシバミが一つのリング

（10） 筆者撮影2015年。

図―3 ローマ期のワイン樽運搬―1 図―4 ドイツのワイン熟成用樽

図―5 ローマ期のワイン運搬樽―2 図―6 トリーア市のポルタ・ニグラ
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状に表現されているので，スカーフジョイントで対応していると考えて間違いない。木質の箍

は，ローマ期から今日まで，極めて類似性の高い技術で対応している。進歩していないと言う

より，大きな改良を加える余地がなかったのである。

図―3に見られる樽が，ガリア地方における発掘資料の初見とされるが，この樽は既にワイ

ンの運搬という産業に深く関わっており，2世紀にはガリアで樽の産業化が確立されていたと

いうことになる。A．D．113年に完成したトラヤヌス記念柱のレリーフに見られる樽も，図―3

の樽と類似性がある。このことから，大型樽によるワインの運搬は，A．D．1世紀まで遡るこ

とになる。

A．D．2世紀当時のトリーアは，ローマの植民地で，約5万人という人口を抱えていた都市

である。
（11）
図―6はローマ期のトリーアに建設された門（ポルタ・ニグラ）で，石造アーチの技術

を駆使している。つまり，トリーアはローマ辺境の地という場所ではなく，大浴場や円形劇場

を備えたローマ有数の植民都市であり，ローマの科学技術がいち早く伝えられ，先進的な文化

を開花させた地であった。

4―2 鉋の普及と桶・樽の生産技術の進展

トリーア市のライン州立博物館には，図―3以外にも，ローマ時代の先端的な道具に関する

出土品が展示されている。その代表例が
（12）
図―7の鉋で，他にも少し小型のタイプが一例あり，

合計二例の鉋を展示している。図―7は，鉋の鉄によるフレームと刃の部分で，使用時は
（13）
図―8

のような金属部と木部の併用イプであったとされ，復元したものがライン州立博物館に展示さ

れている。図―7の鉋は，日本の鉋に比較して刃の幅が5～6cm程度と狭く，刃の厚みも薄

い。このことから，現在使用されるヨーロッパの鉋が持つ特徴の形成は，ローマ期に遡る。鉋

はポンペイの発掘で出土して
（14）
おり，A．D．71年にはローマの中心的な地域では既に使用されて

いたということになる。
しようじき

現在，中国や日本で製作される産業用桶・樽は，
（15）
図―9に示した正直（ジョインター）を広く

使用している。図―9は，16世紀のドイツで使用されていた正直を表現したものであるが，中

国，日本国内でのヒアリング調査では，正直の使用を桶・樽製作の必須条件として
（16）
いる。すな

わち，ヨーロッパで発達した正直が，東アジアの広域に定着したのである。

日本に鉋が伝来するのは16世紀後半とされている。発掘資料では大阪城跡地で発見された小

（11） 筆者撮影2015年。
（12） 筆者撮影2015年。
（13） 筆者撮影2015年。
（14） W. L. Goodman, The History of Woodworking Tools, BELL & HYMAN, p．431964.
（15） ヨースト・アマン（小野忠重解題），『西洋職人づくし』，岩崎美術社，1970。
（16） 中国での正直の使用は，新彊ウイグル自治区，チベット自治区，甘粛省及び内モンゴル自治区を
除いた地域で認められる。このことから，ヒアリングは正直を使用する地域だけで実施した。
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型の鉋が初見で
（17）
ある。正直は，15世紀末に制作された『三十二番職人歌合』の画中に認められ

ることから，15世紀後半あたりに普及したとすべきである。しかしながら，桶は鎌倉後期の文

献史料や絵画資料に散見されることから，15世紀以前の桶は鉋，正直を使用しないで製作され

たことになる。この事実を日本の桶・樽業は正確に認識していない。だから正直の使用を，桶・

樽製作の必須条件と考えているのである。

話を2世紀のトリーアに戻すと，鉋を図―3の樽製作に使用したか否かが問題となる。3～

4世紀には，スペインでも樽が普及していたことが石造遺物から確認されて
（18）
おり，樽はワイン

（17） 石村眞一，「我が国における鉋の発達と引き動作の成立について」，道具学会論集第1号，8―9
頁，1999年。

（18） ヘンリー・カメン（丹羽光男訳），『スペイン 歴史と文化』，東海大学出版会，5頁，1976年
メリダ市の考古学博物館に収蔵されているこの石造遺物は，旅籠を経営する主人の妻への墓碑で，樽
からワインを抜いているところを示す。酒を出す旅籠は，ローマ期に発達したタベルナ（Taberuna）
の影響を受けている。

図―7 ローマ期の鉋（出土品） 図―8 ローマ期の鉋（復元モデル）

図―9 ヨーロッパの正直による作業 図―10 ローマ期における鉋の作業

桶・樽の出現と製作技術に関する進化（石村）
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と深く関わりながら急速に発達したことが伺える。筆者は，この発達は桶・樽の産業利用の促

進と捉え，鉋による迅速な切削作業と連動したと推察する。

鉋と正直の関係についても検討する必要がある。正直は，側板や底蓋の側面を切削する際用

いられる工具である。つまり，桶・樽の部材における部分的な切削にしか正直を使用していな

い。正直は，桶・樽の産業利用が進んでいく中で出現した工具と位置づけられる。大型の鉋（ベ

ンチプレーン等）を逆さまに置けば，正直になるわけで，鉋は極めて多様な切削に使用され，

現在に至っている。その一つの発展した形式が正直と解釈すべきで，使用の範囲が制限される

正直が先に開発され，その後に鉋が開発されたという論理は成り立たない。

片刃の工具の確立（鑿，銑等）→片刃の工具を台に固定する工具の確立（鑿の固定による鉋，

銑の固定による鉋）という発展は，ヨーロッパが先行する。この発達系譜は正直にも認められる。

但し，ヨーロッパの正直は鑿状の刃を台に固定する形式であるが，日本の正直は長い期間銑刃

を台に固定する形式を採用して
（19）
いた。日本の正直も，マクロ的に俯瞰すれば，ヨーロッパで確

立した鉋に見られる構造の延長上にあるといえる。

鉋の使用方法については，トリーア市のライン州立博物館に
（20）
図―10の石造遺物が鉋の展示近

くのスペースに置かれている。図―10は，ローマ期における鉋の使用場面を示す初見資料であ

り，既に研究者が取り上げて
（21）
いる。図―10に見られる重要な点は，立って作業をしていること

にある。この立ち作業の姿勢が確立し，作業能率が向上したことも，桶・樽が産業として発達

した要因に挙げることができる。上記の内容をまとめると下記のようになる。

1）ローマの中心地域で発明された鉋がガリア地方に伝わり，従来の桶・樽を産業用容器へと

導いた可能性がある。

2）鉋は立ち姿勢で使用され，木材切削作業の能率化が向上した。

3）鉋の発達が正直を誕生させ，そのため作業分化が進み，桶・樽の能率的な生産に寄与した

可能性が高い。

5 桶・樽の成立時期と製作技術及び工具の要素

5―1 自給的な生活に見る桶・樽

図―1，2で，イランにおいて使用されるバター製造用の樽を紹介した。ヨーロッパで発達

した桶・樽の製作技術は，トルコのイラン国境地帯まで伝播し，現在もバター製造用の桶・樽

に製作技術が受け継がれている。ところが，イラン国境を越えると桶・樽の使用はなくなり，

テヘランの博物館では図―1，2と類似する桶が展示されている。すなわち，木材を二つに割っ

（19） 石村眞一，『桶・樽 Ⅱ』，法政大学出版局，1997年，186―189頁。江戸初期の『喜多院職人尽図
屛風』では，専用の銑刃を既に使用している。

（20） 筆者撮影2015年。
（21） 前掲（13）p．45。
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て箍で結束するという技術で，多様な形態を持つ桶類を製作しているのである。

図―1，2の樽を，二つ割りの樽と規定する。だとすると，二つ割りの桶も当然存在するわ

けで，これまで紹介されなかっただけである。
（22）
図―11は，北部パキスタンのシムシャー

（23）
ル村の

小さな博物館に収蔵されているバター製造用桶で，約100年前に製作されたものである。この

村には桶職人はおらず，すべて家族を中心に作っている。この桶の製作方法は次のような手順

で行う。

①桶本体の材料はジュニパ＝セイヨウネズ（ヒノキ科ビャクシン属）という針葉樹である。

②本体の外側にテーパーを付けるため，斧で上部をはつりながら細くする。

③本体を二つに割るため，斧，楔にて上部から割っていく。

④二つに割られた本体を，鑿にて一定の厚みになるまで切削する。

⑤ヤナギ科の樹木を箍にするが，まだ水分がある枝を二つに割って使用し，ヤクの皮で作った

（22） 筆者撮影2015年。
（23） シムシャール村はギルギッド・パルティスタン州のフンザ―ナガル県上フンザ地域に位置し，カ
ラコルムハイウェイから60km奧にある僻地で，2000年以前は自動車で通行する道がなかった。政治
的な問題で19世紀にフンザ藩王国から逃れてきた人達が生活しており，古い生活習慣が残されている。

図―12 パキスタン北部シムシャール村の桶―2

図―11 パキスタン北部シムシャール村の桶―1

図―13 パキスタン北部シムシャール村の桶―3
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紐でスカーフ接合にする。

⑥二つの部材の合わせ目に，布又はヤクの毛を置き，パッキンの役目とする。

⑦最後に，二つの部材を箍で固定して完成。

上記①の現地語ジュニパは，英名の juniper berryに由来するもので，パキスタン固有の言

語ではない。割り作業に適し，歪みが少ないことから針葉樹を選定しているのである。使用材

を乾燥させることは重要であるが，この乾燥は段階的にする必要があり，割った後，中を削り

取った後に分けて行う。
ちよう な

②の斧ではつる作業は，必ず片刃の斧または手斧を使用する。この片刃のはつり作業は，
よ き

広くユーラシア大陸に認められる技法で，日本では片刃の斧を与岐と呼んでいる。

③の割り作業は，大型の鋸が登場するまで世界中で行われた加工方法であった。建築用の柱

材から家具材に至るまで，すべて割り材を使用したのである。この作業は石器でも可能である

が，鉄器であれば，両刃の斧，鉈等と硬質木材の楔を使用する。

④の削りは，普通の鑿と曲面を持つ鑿があれば作業ができる。刳物の加工作業と類似する加

工方法である。

⑤の箍は，乾燥していないセイヨウネズの枝を使用する。乾燥していない枝材は弾力があり，

箍に適している。また，水分を大量に含んでいる時に加工すれば，乾燥する際縮むので箍が緩

まず結束力が強まる。枝を二等分する技法は，割り材と類似するもので，竹を割る方法と同じ

ように材料を引っ張ることも必要となる。スカーフジョイントは，
（24）
図―12に示したように，部

材に刻みを入れなければ固定力が保持できない。

⑥のパッキンについては，最初は使用せず，漏れが出たら使用するという考え方もある。し

かし，図―11は製造時期が古いので，その点は確認できない。割材では接合面に木
（25）
殺しを施す

ことが出来ないので，当初からパッキンを用いた方が無難ではあるが，必須条件にはならない。
（26）
図―13は，図―11の底部である。ほぼ中央に布がパッキンとして使用されていることが確認でき

る。

完成したバター製作用の桶も，長年使用していると漏れが生じる。その対応は，先に挙げた

パッキンとして使用する布やヤクの毛を交換することと，図―11に見られる箍と桶本体の間に

楔を打ち込むことである。

（24） 筆者撮影2015年。
（25） 桶製作においては，接合面を叩いて少し圧縮させ，箍で固定すれば，水等を入れた際膨張して元
の状態に戻ろうとするので，漏れを防ぐことができる。接合面を叩いて圧縮させることを木殺しと呼
んでいる。この技法は平滑面に対して行うことから，平滑にしない割り材の面には施すことができな
い。

（26） 筆者撮影2015年。
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5―2 自給的な桶・樽の成立と進展

図―11に示した二つ割りの桶は，パキスタン北部以外にも，タジキスタンのウズベキスタン

に近い北部，中国の新彊ウイグル自治区カシュガル地区タシュクルガン・タジク自治県にも存

在する。この三地域は隣接しており，いずれの地域もシルクロードと深い関係がある。

パキスタン北部のギルギット・パルティスタン州シーガルのダスコル村では，図―
（27）

14，15の

バーター製造用桶が現在使用されている。この桶の外観は，図―11と類似性がある。ところが，

正面と裏には割った痕跡はなく，鉋類で削ったような接合面が四つある。図―15は底面で，底

板を入れていない。このことから，図―11と技法は似ているが，少し進化して四つのパーツで

構成され，割らないで鋸を使用した後，鉋で接合面を正確に切削していると推察される。この

桶の進化は地域独自のものであり，管見の限り他地域では存在しない。

ダスコル村には図―
（28）

16，17に示したバター製造用桶も使われている。この桶は図―13の桶をさ

らに進化させたもので，側板は4枚で図―13と共通しているが，底板は分離している。すなわ

ち，先のローマ期の図―3に見られる樽と同じ構造になっている。図―16の桶を製作したのは木

材加工業者で，専門の技術者である。現在も木工業を営んでいることから，ヒアリング調査を

実施
（29）
した。その調査結果は以下の内容である。

①製作者は現在70歳で，図―16の桶は15～16年前に製作した。

②図―16の桶を作る前は，二つ割りの桶を作っていた。箍は木の枝を使用した。

③図―16の使用材はシ
（30）

ュッパという木である。

④数多くの側板で桶を作るようになったのは近年である。

⑤底は側板を組み上げた後作り，下から入れた。

図―16の技法が，オリジナルか他地域の影響であるかについては，明確な回答を得ることが

できなかった。ダスコル村のバター製作用桶は，7枚の側板を持つタイプもあり，一定の枚数

で製作する技術は確立していないように感じた。手桶については，
（31）
図―18に示したように12枚

の側板で組み上げたものも見られ，バター製造用桶より側板の枚数が多い。但し，12枚の側板

は幅が不揃いで，一定の規格化が形成されたとは思えない。いずれにしても，木材の割り作業

から，鋸による挽き作業に変化したため，使用材も広葉樹が使用されるようになった。また，

鉋の使用もあり，桶全体の仕上げに関する精度が高くなっている。

ダスコル村から30～40kmの距離にあるスカルドゥ近郊の博物館には，
（32）
図―19のような底を

（27） 筆者撮影2015年。
（28） 筆者撮影2015年。
（29） 調査日は2015年7月2日。
（30） 調査に同行したガイドが日本語の表記に訳しただけで，標準和名は不明である。村内の桶所有者
からは，セイヨウスモモが使用材という回答があった。しかし，この回答もガイドを通しての説明で
あるため，確定できない。

（31） 筆者撮影2015年。
（32） 筆者撮影2015年。
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図―15 パキスタン北部ダスコル村の桶―2

図―14 パキスタン北部ダスコル村の桶―1

図―17 パキスタン北部ダスコル村の桶―4

図―16 パキスタン北部ダスコル村の桶―3

図―18 パキスタン北部ダスコル村の桶―5 図―19 パキスタン北部スカルドゥの桶
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持つバター茶用の桶を収蔵していた。ほぼ正確な7角形に側板が組まれ，木製の薄い箍をねじ

り編みにして掛けている。この博物館では同じ使用目的の容器も収蔵しているが，桶ではなく

挽物の容器に底を嵌め込んだものである。図―19の桶は高さ66cm，上径10cm，下径14cmとい

う細長い形状で，フンザ地域の中心地にあるカリマバードの博物館では，スカルドゥで使用さ

れてきたバター茶用の容器を，チベットの影響で成立したと捉えて
（33）
いる。スカルドゥ，シーガ

ルは，K2への登山を目指す最も近い町として知られ，K2の山麓地帯にはチベット系の住民

も生活していることから，博物館の関係者の指摘は的を射ているように感じる。

パキスタン北部で伝統的に使用されてきた桶は，中国チベット自治区の桶に関する影響と

ヨーロッパの鉋が導入されたことによって進化するが，その進化が加速化したのは1970年代以

降であるといえよう。図―16，18の桶は，内発的な進化というより，外部からの影響による作

用が強く働いていると思われる。

6 自給的生活の桶・樽と産業用桶・樽の関係

図―3に代表されるローマ期の樽が成立する以前，ワインの運搬は陶製のアンフォラが使用

されていた。このアンフォラは重く，運搬には不向きな容器である。図―3の木製樽は，まさ

に画期的な発明で，この桶・樽の産業利用が先進文化圏を形成したと言っても過言ではない。

では，仮に A．D．1世紀前半あたりに，ガリア地方で産業利用に用いる桶・樽が発明された

とするならば，自給的な生活に用いる桶・樽は存在したのかどうかが問題となる。管見の限り，

この問題に関する先行研究は一切目にしない。

木材加工技術の基礎的な部分は，既に B．C．1500年以前のエジプトで成立している。蟻継ぎ，

象嵌，スカーフジョイントも，古代エジプトの遺品に認められる。
（34）
図―20は B．C．2800年の画

像資料で，升を表現している。この容器は塊材を削りだした刳物ではない。升側面の木目は，

板目材と柾目材であることから，何枚かの板を接合して木製の箍で結束している。技術史の刊

行物では桶と断定していないが，間違いなく結物の桶である。升という計量容器だけに，精緻

に加工され，円筒形の形状をしている。テーパーがなくとも箍を掛けることは可能で，技術的

に難易度が高いだけである。

図―20の升には鉋が使用されていない。それでも接合面の精度が高いのは，鉋という片刃の

刃物を台に固定した道具の原型が存在していたわけで，鉋が桶製作の必須条件にならないのは

先にのべた通りである。おそらくスクレーパーのような道具で対応したのであろう。
（35）
図―21は，

（33） 中国チベット自治区は，世界で最も桶・樽の使用率が高く，ラサ市のような都市部を除いた地域
では現在も日常の生活で用いられている。

（34） CHシンガー・EJホームヤード・ARホール編著（平田寛・八杉龍一訳編），『技術の歴史 第二
巻』，筑摩書房，572頁，1962年。

（35） 筆者撮影2010年。
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中国の江蘇省蘇州市の家具工場で使用されるスクレーパーの一種で，明代の『天工開物』に記
むかで

述される蜈蚣鉋と同一系統の工具である。図―21は，硬質材の仕上げ加工に使用されている。

鉋が使用されているのに，鉋による切削の後に仕上げをするという極めて精度の高い作業に蜈

蚣鉋を使用している。つまり，鉋がなくとも，板材の接合は時間を十分費やせば可能である。

図―20の升が持つ桶構造は，その後エジプトでは水桶等の容器に影響を与えることはなかった。

その理由については今後の課題とするが，桶・樽がエジプトで普及したという痕跡はない。

図―20の升に見られる桶構造が，ヨーロッパで定着したという資料は見当たらない。だとす

ると，ガリア地方では，図―3の前に，どのような桶・樽が存在したのだろうかという疑問が

生じる。この問題を考える際，刳物，曲物，結物の技術要素を整理しておく必要がある。

筆者は
（36）
図―22の模式図を1997年に提示した。刳物容器が破損した後，箍によって締めて防水

加工を施したと仮定し，桶・樽の成立には刳物容器が前提になったと捉えた。2003年に確認し

た図―1，2015年に確認した図―11の桶・樽は，図―22の発展系に位置づけられる。この二つ割

りにした桶・樽の発見で，図―22という仮説は立証されたことになる。
（37）
図―23は，中国チベット自治区東部のニンティ（林芝）市近郊で見かけたバター製造用の容

器である。竹の箍が掛けられた桶に見えるが，桶ではない。丸太にテーパーを付け，内部を刳

りぬいた後に底を嵌め込んでいる容器である。箍の使用目的は，容器の割れ防止にあり，桶の

側板を結束する箍の役割とは異なる。図―23の構造を持つ容器は，チベット自治区東部で広く

使用され，
（38）
図―24に示したものは，ラサ市とリンティ市の中間あたりの集落で見かけたもので

ある。図―24が図―23と異なるのは箍で，木の枝をスカーフジョイントして対応している。図―

24左の容器は，縦方向にいくつか割れが入っており，箍が割れ防止の役割を果たしている。刳

物容器に底を加えた技法は，曲物容器の構造とも類似性があり，刳物と曲物が桶の成立に深く

（36） 前掲（3）47頁。
（37） 筆者撮影2002年。
（38） 筆者撮影2002年。

図―20 古代エジプトの枡 図―21 中国の蜈蚣鉋
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関わっていることを伺わせる。

チベット自治区には，桶・樽業を営む人が都市部にいる。しかし，農村部やヤクの放牧で移

動生活をする人達は，自分達で桶・樽を作っている。
（39）
図―25は，ラサ市郊外の遊牧民が使用し

ているバター製造用の桶で，すべて一家の主が作っている。非シンメトリックな形態を見慣れ

ない者にとっては，何か奇妙な容器に見える代物である。それでも側板と底を木の枝を使用し

た箍で結束しているため，桶の定義にかなっている。非産業的な桶・樽は，極めて少ない工具

を駆使して，効率の悪い作業によって製作している。この効率の悪い作業という視点は，産業

（39） 筆者撮影2002年。

図―22 刳物から結物への展開模式図 図―23 チベットのバター製造容器―1 図―24 チベットのバター製造容器―2

図―25 チベットのバター製造用桶 図―26 タジキスタンのバター製造用容器
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利用された桶・樽を使用した者によるもので，地域の桶・樽文化が持つ価値観とは一切関係な

い。

現在曲物の技法でバター製造用の桶を作っている地域がある。
（40）
図―26は，タジキスタンの首

都ドシャンベから40km北に位置する村で製作している曲物容器である。専門の職人が数人で

製作しており，聞き取り調査ではアフガニスタンの技術だと述べている。つまり，図―26は，

タジキスタンの住民であるタジク族の伝統的製作技術とは限らない。ドシャンベ市自体は古く

ないが，シルクロードがいくつも集まるドシャンベ周辺は，二つ割りの桶も使用されているこ

とから，陶製容器も含め極めて多様な技術文化が集積している。

桶・樽の産業利用が進むには，大量の需要に短期間で対応することが前提となる。ガリア地

方における桶・樽の大量需要は，トリーアのような都市の出現とローマ軍へのワイン納入が契

機となったと推測する。具体的にはカエサルが B．C．58年から10年近く実施したガリア遠征に

より，先住民との文化交流が促進され，自給的生活に用いられた桶・樽が産業用に変化したと

読み取りたい。但し，先住民の自給的な生活では，図―23または26の容器の使用を経て，図―1，

11，の二つ割りの桶・樽へと進化し，その後，図―17，18，19の側板，底が分離した桶・樽へ

と発展したと考えられる。

図―3の樽にも側板に緩やかな曲面がある。少し小型の樽では，大きな曲面を持つようにな

るが，この曲面形成には焼き曲げという技術が不可欠である。ガリア地方では，この焼き曲げ

に適したブナ科コナラ属の樹種が豊富にあり，先住民に曲げの知識があったことから，紡錘形

の樽が開発されたと思われる。当然図―3のような産業用の樽に至るには，ローマ人の持つ木

材加工技術や工具が関与したが，先行する桶・樽文化が存在しなければ成立しない。

7 結 語

桶・樽の定義に基づき，桶・樽の成立と産業的利用を考察した結果，下記のような結論を得

た。

1）桶・樽の成立

ガリアにおける先住民であるゴート人，ゲルマン人は，東ヨーロッパから移動してきた民族

であり，元々ガリアに定住していた民族ではない。このことから，イラン，タジキスタン，中

国新彊ウイグル自治区，パキスタン北部の民族とは，木製容器に関する情報を共有していた可

能性が高い。エジプトで発達した刳物容器，曲物容器，組物容器，結物容器が西アジアおよび

東ヨーロッパに伝わり，その延長上に新たなタイプの桶・樽が成立したと考えられる。その一

つの地域がガリアである。

2）自給的な桶・樽の製作技術と工具

（40） 筆者撮影2015年。
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へ

①木材を割るという作業は曲物の剝ぐという作業と類似性がある。このための工具は両刃の

鉈，斧，楔であり，楔は木製でも可能である。

②塊材を削るには，手斧，鑿を使用する。鑿は曲面のあるタイプが便利である。

③板材にするには，銑を使用する。板材の矧ぎ面には，スクレーパーの要素を持つ工具で正

確な角度付けが必要となる。接合前に玄能等で木殺しを施すことが効果的である。

④木製の箍は，枝材であれば割りながら引っ張って二つ割りにする。この時の工具は鉈，銑

でも可能である。割った後はスカーフ接合を用いる。この時接合部分に刻みを入れなけれ

ばならない。

⑤箍での結束作業の前に，矧ぎ面にはパッキンの役割を持つ植物繊維または動物の毛を使用

した布を置いた。

3）産業利用に用いられた桶・樽の製作技術と工具

①カエサルのガリア遠征により，ローマの科学技術，生活文化にガリア諸地域が接点を持っ

たことは特筆される。そしてガリア地域に植民都市トリーアが建設され，ローマ人も多数

定住したことが，桶・樽の産業利用に結びついた。その時期は A．D．1世紀前半あたりで

ある。

②ローマがガリアに持ち込んだ木材加工技術の中で，鉋が桶・樽の産業利用，すなわち大型

化と量産化に果たした役割が大きいと考えられる。

最後に，上記の結論の中に推論が多数含まれている。この見解の根底にあるのは，桶・樽の

発明を一元論として捉えているためである。現在のフィールド調査から，古代ローマ期の産業

技術を検討することは方法論として無謀だという指摘もあろう。しかしながら，先進文化圏か

ら離れた地域では，延々と古い技術，文化が現在も一部伝承されており，その実態から歴史を

遡って俯瞰することも重要な研究方法と考える。

本研究の新彊ウイグル自治区，タジキスタン，パキスタンに関する調査資料は，科学研究費

（挑戦的萌芽研究 平成26～28年 課題番号：26560011）による研究成果である。

The Emergence of the Wooden Bucket and Barrel

and the Evolution of Manufacturing Techniques

by

Shinnichi ISHIMURA

（Koriyama Women’s University）

To date, it has commonly been believed that the wooden bucket and wooden barrel were

created around the second century in the Gaul region of Europe. The vessels then spread to

Japan by way of China. However, the type of wooden bucket and barrel thought to have

桶・樽の出現と製作技術に関する進化（石村）

５７



emerged in Europe was developed for industrial

use. It is believed that the manufacturing techniques for these vessels differ completely from

those employed to create wooden buckets and barrels used in a self-sustaining lifestyle. There

is thus a strong possibility that before the development of wooden buckets and barrels for in-

dustrial use, the Gaul region also had wooden buckets and barrels that involved simpler manu-

facturing. Production of wooden buckets and barrels for industrial use is considered to have be-

gun after Rome’s advanced wood manufacturing culture had been brought into the region. The

form of this early, simpler wooden bucket and barrel can be seen in the wooden bucket and

barrel still used in small numbers today in Iran, Tajikistan, and Pakistan, countries bordering

the Silk Road. The jointer plane was not necessary for the production of these wooden buckets

and barrels, and Asia lagged behind Europe in the development of these tools.
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