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１．養蚕の用具

　養蚕は、わが国の農家で米、麦、野菜などの農作物の生産
とともに重要な収入源として、特に近代日本の農家経営を支
えた生産活動であるが、農耕というよりも、畜産などと同様
に生き物の飼育に関わる技術である。ただ餌にする桑の栽培
があるから農業の一部と位置づけられる。そして、蚕の飼育
は最後の段階で絹糸（生糸）の生産と直結する。繭を製糸会
社へ出荷するのとは別に、農家が自家用、あるいは家内工業
として製糸作業にまで踏み込む場合も少なくなかった。そこ
で、養蚕用具に連続させて紡織用具の一覧をとりあげる。
（神野）

２．紡織の用具

　自然の材料から糸をとり、布に織り、糸や布を染め、家族
の衣服を縫う。中世の末ごろになって綿が入ってくるまで、
常民の衣服はもっぱら草木の茎皮繊維が利用されてきた。山
に自生するシナ（科）やコウゾ（楮）、フジ（藤）から皮をと
り、あるいはアサ（麻）やカラムシ（苧麻）を栽培して繊維
をとる。利用する植物によって使用する道具や手順は異なっ
てくるが、植物ごとに、また工程に沿って使う道具を挙げて
いくといくら紙幅があっても足りない。そこで今回は茎皮繊
維利用の代表として麻糸をとりあげ、綿糸、生糸、紡ぎ糸の
順にリスト化した。糸に縒りをかける、糸を綛にする、経糸
をそろえる、織るまでの工程は共通するものも多いので、ひ
とまとめにしてある。染色用具については、もっぱら藍染が
行われ、紺屋などの専門職に依頼することも多かったため、
今回は外した。
　名称設定時とくに迷った項目は、「苧引台」「足踏み糸取り
機」「紡ぎ車」である。苧引台はリストアップした当初は
「苧引板」であったが、脚付きもあることから台の名称を選
んだ。足踏み糸取り機には踏取という名称もあるが、実態が
つかみにくいことから、足踏みミシンの例にならって、動作
と目的がわかる名称をつけている。なお、この項目で一番迷
ったのが紡ぎ車である。昔話や絵本の世界では「糸車」の名
で紹介されることが多く、広く知られているという意味で
は、糸車でよいように思われるが、名称と挿し絵の姿から、
輪の部分に糸を巻きとる道具だと考えている者も少なくない

という指摘があった。誤解を解消し、輪は紡錘を回転させる
ための動力部であることを強調する意味から、紡ぎ車の名称
を採用した。
　なお、「製糸と紡績」のコラムと「機」「地機」「高機」「管
大杼」の説明は、河野通明氏にご担当いただいた。この場を
借りて御礼申し上げたい。（長井）

３．手工の用具

　農家では稲作の副産物として出る藁や、身近な素材である
竹や茅などを用いて、日常生活や農作業に用いる容器や敷物
類、履物・かぶりものなどの民具が自家製のものとして作ら
れた。そのための手仕事の用具類をとりあげる。藁のハカマ
部分をすぐったり、叩いて柔軟にしたり、俵や筵、草履や藁
沓など特定の用具を編むための木枠や編み台、糸巻き（錘
り）、手形、足形の類がある。（神野）

４．諸職の用具

　大工用具をはじめとする木工用具、あるいは石工・桶罇
職・竹細工・鍛冶職などの諸職では、主に素材の共通する分
野で共通する工具が用いられており、それぞれの技能の違い
は、道具に現れるのではなくて、むしろ身体化されていて、
比較的シンプルな工具類の組み合わせにしか表れてこないと
いえるのではないだろうか。また、一方ではそれぞれの職種
に特徴的な道具もあり、道具をひとつだけとりあげても、そ
れがどの職種のものかを判別できるような道具があることに
注意しておきたい。
　職人の道具の基礎資料としては、文化庁が昭和 59年から
平成元年に行った全国の都道府県による「諸職調査」の報告
書があり、これらの総合的な検討が行われれば、ある程度の
見通しがつくだろう。（神野）

１）大工用具・船大工用具

　たとえば「鍔鑿（釘挿鑿）」「摺り合せ鋸」「ホーコン槌」
などという特殊な道具は、船大工に特有の道具で、逆に木工
具としては、鑿、鉋などに共通するものが多いはずである。
これらを縦横に比較する一覧表ができることが望まれる。竹
中大工道具館のように充実した HPを提供している博物館
や、各地の資料館の大工道具、船大工用具コレクションのリ
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ストが連携できるようになるといい。（神野）

２）石工用具

　石材のうち、御影石（花崗岩）などの硬質なものと、大谷
石（凝灰岩）など軟質のものとで工具も変わる。また石切場
からの山出しの石工用具と墓石や石仏などの加工石屋の用具
とで違いが見られる。硬質のものでは香川県牟礼町の庵治石
関連のコレクションなどが優れている。軟石系では何より栃
木県の大谷石の関連資料が典型といえる。石工用具では、連
動して石材の運搬の用具があるが、これは山樵用具や鉱山の
用具などと共通するものが多い。（神野）

３）竹細工用具

　竹細工の道具は竹を切る割る道具、ヒゴ作りの道具、編む
ための仕上げと補助具に分類できる。セット性を重視して一
般的な道具もリストアップした。これらは竹細工用ではある
が、日常生活の必須アイテムであった鉈・鎌・鋸・鉋や小刀
が中心に使われているのは全国的に共通しており、農家の副
業としての竹細工であったことが伺える。テッポウとも呼ば
れる竹割機のような専門化した道具も見られる。これらの道
具は竹細工職人が製品を量産するため、より質を高めるため
に工夫された道具となっている。（石野）

４）桶樽職の用具

　桶の語源は苧績みに用いるオケ（苧笥）であるとされ、も
とは檜や杉などの薄い板を円筒形に曲げて底をつけた「曲げ
物」だった。クレ（薄く割った板）を曲面に削り、円筒形に
並べてタガで締めたものは「ユイオケ（結桶）」といい、鎌
倉時代末期に出現したという。曲げ物のオケでは大きさに限
界があったが、結桶の誕生によって天井に届くほどの巨大な
ものを作ることも可能になり、酒や醤油、味噌などの仕込み
に大いに活躍した。今ではオケといえば、結桶を指し、元々
のオケは曲げ物と呼ばれ、区別されている。
　さて、桶と罇の違いは何か。桶は蓋をつけてもつけなくて
もよいが、罇は鏡と呼ばれる蓋を嵌め込むことが前提。これ
で中の液体を密閉する構造になっていること、桶は柾目、罇
は板目で木取りすること、桶は竹釘で連結するが罇はタガで
締めるだけ、などが挙げられるが、地域によっては例外もあ
るので必ずしもそうであるとは限らない。
　なお、今回桶罇職の道具を一覧化するにあたっては、各都
道府県から出されている「○○県の諸職」を参考にし、製作
過程に沿って使用する道具を書き出すことから始めた。同じ
桶罇職でも聞き取り調査の対象者が風呂桶を製作の中心にし
ていたり、罇を専門にしていたり、主に作っているものによ
って道具にも若干違いは見られた。それでも何県か見ていく
と大枠は掴める。47都道府県のすべてを確認したわけでは
ないが、だいたい共通するものを挙げた。「名称欄」には使
用頻度の高いものを採用し、違う名については、「さまざま
な呼称欄」に記載している。

　桶罇職の道具のうち、クレの彎曲を計る「型」と、クレと
クレの継ぎ目（正直面）をぴたりと合わせるための「正直
台」と呼ばれる鉋は、この職ならではの道具といえよう。
「腹当」でクレを挟み、曲面を荒削りする「セン」も桶罇職
を象徴する道具なので、鍛冶屋や竹職の道具と重複するのを
承知でリストの中に入れている。ただし、仕上げに用いる丸
鉋は大工道具に譲り、ここには入れていない。また、竹釘を
作る道具も竹細工職人とほぼ同じなので省いた。（長井）

５）鍛冶用具

　鍛冶道具は刀鍛冶・野鍛冶や鋸鍛冶などの職人によって少
しずつ異なっている。その中で各鍛冶職人の中で共通する道
具や他の分野の職人道具と類似するような用具を特に選ん
だ。また火炉（ほど）や火床（ほくぼ）などの施設は鍛冶に
は必要なものであるが道具一覧からは省いた。（石野）

６）紙漉き用具

　和紙作り関連用具は①原料を処理する道具②原料を加工す
る道具③紙漉きの道具に分類できるが、ここでは検索するこ
とを考慮して用具全体を「紙漉き用」とした。（石野）

７）屋根葺きの用具

　屋根の形はその地域の風土に制約されているが、草屋根葺
きの技術にもいくつかの系統がみられる。本表では、川崎市
域の事例から屋根葺き職人の道具を紹介したが、川崎周辺で
も、会津地方から来た屋根葺き職人より学んだという技法の
ほか、筑波流、鎌倉流、その他違った流儀がいくつかあるとい
う。これらの流儀の違いは、使用する道具の種類や呼び名、
屋根の各部位の呼び方の違いなどに見て取ることができる。
　屋根葺き職人は「ヤネヤ」と呼ばれ、ほとんどの場合専業
ではなく、冬場の農間余業としてこれに従事した。川崎市域
には、会津や信州方面から来る屋根職人のグループ、そうし
た職人に弟子入りして技術を身に着けた地元の職人グループ
など、複数の職人集団があった。
　草屋根の葺き替え作業は、家の大きさ（屋根の面積の大き
さ）によって必要な職人の数も増減する。一般的な大きさで
は 6人くらいだが、大きな家になると 20人も必要だったと
いう。屋根葺きの親方は、屋根の大きさや意匠によって、必
要な茅・竹・縄などの材料、日数、職人・人員の数などを算
出する。この見積もりの技術というものも、屋根葺きの重要
な技術の一つであるという。なお、屋根葺きの見積もりは、
屋根の実際の面積ではなく家の建坪で概算するのが一般的で
あるという。
　次に、屋根葺きの工程の概略を記しておく。
　最初に下地作りを行う。屋根の構造部に各種の竹材を結び
付けて、茅を乗せる骨組みを作る。会津流ではこれを下地と
いう。下地の上に茅を並べ、小舞竹（ホコ竹、エツリ竹ともい
う）で押さえる。茅は軒端から棟に向かって葺いていく。茅
は、二つに切って、下半分の部分を使ったものを「もと
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茅」、上半分を「うら茅」、切らないものを「押し茅」とい
い、この 3種類の茅を、うら茅、押し茅、もと茅、押し
茅、と交互に重ねていくことで勾配を付けていく。茅は、竹
製のハリを使って下地に縛り付ける。屋根の厚さは、軒端が
最も厚く、棟に近づくにつれて薄くなるように葺く。
　棟は、家によってさまざまな意匠、形態があるため、棟作
りもさまざまである。基本的には両側から葺いてきた茅を棟
の部分で組み、その上に短い茅（蓑茅という）をかぶせて棟
を作る。このとき、太い竹あるいは丸太を通し、形を整える。
　最後の工程が屋刈りである。最初に小バサミで屋根の隅を
刈り、これを基準面とする。次にオオバサミで屋根面を刈
り、平らになるように仕上げていく。鋏は下から棟に向かっ
て使う。最後、足場丸太を上から順に外していき、軒端をコ
テで平らにして仕上げる。
　屋根が仕上がったら、天井作りをする。
　屋根葺きで使用する材料としては、茅、小麦稈、篠竹、真
竹、縄、しゅろ縄、針金、銅線、杉板などがある。
　屋根葺き道具の種類は多くない。
　茅を刈りそろえる鋏には、オオバサミ（大鋏）とコバサミ
（小鋏）などいくつかの種類があり、平らな部分や隅のとこ
ろなど、用途に応じて使い分けられる。オオバサミは屋根面
を刈るときに使われ、コバサミは装飾的な刈り込みや、端の
部分などで使われる。ハサミのなかにカエルマタと呼ばれる
ものがあるが、これは刃が真っ直ぐのものより古い時代のも
ので、次第に使われなくなったものという。
　縄や竹を切る道具としては、サスガ、もしくは鎌がある。
会津流ではサスガを使用するが、筑波流では鎌を使用する。
サスガはカタナとも呼ばれ、古い日本刀を加工して作ったと
いう。茅を下地の竹に縛り付けていく工程で、竹製のハリが
使われる。ただし、流儀によっては、ハリを使用せず、鎌の
柄で穴を開け、腕を肩まで入れて縄を通すという。その場合
は、鎌の柄の先端が尖らせてあるという。
　茅を叩いてそろえる道具として、コテやサイヅチがある。
使用する場所によって形の異なるものがあり、ツキゴテ、サ
イヅチ、ヒラゴテ、ヨコゴテなどの名称がある。コテは、軒の
刈り上げ面を叩いて平らにする道具で、叩く面に溝を細かく
刻んで滑り止めにしたものや、反りを入れて叩きやすくした
ものなどがある。サイヅチやガンキは茅面を叩いたり突いた
りして平らにする道具で、木目が出た杉材など柔らかい木を
使うと滑らないし、茅を折ってしまうこともないので使い勝
手が良いという。コテやサイヅチは基本的に職人が自作した。
　屋根葺きの道具は種類が少ないが、流派によって使用する
道具に違いがあり、職人によっても自分なりに工夫した道具

などがあり、違いがみられる。また時代とともに使う材料が
変化し（例えば、針金を使うようになったなど）、それに応じて
使用する道具も変化がある。（高橋）

８）畳職の用具

　近年、生活様式の変化に伴い、日本の住宅から畳の部屋が
減少しつつある。それでも、和室に畳はなくてはならないも
のであり、現代の生活に合わせた畳も作られている。畳作り
は、時代とともに材料や道具、作業内容は変化しつつも長く
続いてきた伝統技術である。
　縁付畳の製作工程はおおよそ次のとおりである。
　まず、畳を敷く部屋の寸法を測り、敷く畳の枚数に応じ
て、 1枚の畳の寸法を出す。部屋の大きさを計測する道具
として、シャクダケ（尺丈）がある。
　畳のトコ（床）を作る。床作りに使うコモは、リュウキュ
ウオモテの半端なものを利用して編む。編んだコモの上に藁
を重ねて置き、おおよそ 5寸（約 15 cm）くらいの厚さにな
ったら、叩いて藁をつぶし、 1寸 8分（約 5.5 cm）の厚さ
に縫い締める。かかとで踏みながらトコバリで縫い、カギ
（ヘリカギ）で糸を引いて締める。なお、この工程は、昭和
初期から機械化されていった。次に、ホウチョウで余分な部
分を切り落として寸法通りに仕上げる。畳の長い方を切り落
とすホウチョウと、短い方（カマチ）を切り落とすホウチョ
ウは使い分けられている。
　畳表を張る作業では、タタミダイを使う。タタミダイの上
にトコを乗せ、その上にタタミオモテを乗せて霧を吹く。オ
モテにブラシをかけ、あみ目をそろえる。たるまないように
注意して張り、目がそろうようにマチバリで止める。ヒラサ
シといって縁を縫いつける作業をする。ワタリという道具を
使って縁の幅を決め、ヘリシキ（ヘリヒキともいう）で留め
る。針はサシバリを使い、手のひらにテアテを付け、肘にヒ
ジアテを装着して糸を締めながら縫う。次にカエシを縫う。
これは縁の横の部分を縫う作業で、カエシバリを使う。最後
に畳を裏返してカマチを縫う。
　タタミオモテを縫いつける作業のあいだ、畳の厚さに注意
し、クワエで計りながらワラなどを差し込み、厚さを調整す
る。縫い終わったら厚さや寸法を確認し、カナヅチや板で叩
いて形を整える。
　川崎市の畳職からの聞き取りでは、畳作りの道具類は東京
の麻布十番や神田で購入したという。ただし、畳床や畳表を
切り落とすときに使う板類は、適当な大きさの板を利用した
ということも聞かれた。（高橋）
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