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1. はじめに

明珍鍛治とは江戸時代にもっとも栄えた甲胃鍛冶師の一派の一つである。甲胃技術は分業で

いく つかに分かれているが，この一派は鉢（甲のこと〉作りを特徴とした具足鍛冶である。 こ

の技術の流れをくみ， 伝承を明珍火箸造り と形を変え，現在まで受けついでいるのが姫路明珍

鍛冶である。

明珍火箸はそれが融れ合うときに出す音色が聞く人の耳に極めて心地好いため，姫路の金属

工芸品として，我国はもとより，今日では海外でも有名になりつつある。

従来，この種の報告と しては，ほとんどこれといったものは見あたらない。

そこで，姫路明珍の歴史的背景を紹介し あわせて鉢や胴の小礼〈こざね〉の鍛造技術を生か

した火箸造りから明珍鍛冶の伝統技術を調査検討して見る。

明珍鍛治現場から見て， その作業工程において特別な熱処理は行われておらず，熱間温聞の

鍛造技術にその特徴があると考えられる。明珍火箸造りについて以下， 2, 3検討したので報

* 1988年 9月5日受理，伝統技術，明珍鍛冶，火箸，熱処理，音
特大阪成践学国， 料＊兵庫県立機械金属工業指導所

(1）泉久司『熱処理』 15巻6号，1975,358頁。
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技術と文明 4巻2号制

告する。

2. 歴史について

1.明珍鍛冶の歴史

明珍の名前は鎌倉時代初期に記された『御随身三上記』 (1512年，永正九年〉に始めて見られ

Z。明珍とは甲胃師中最も著名なものであるが，足利時代の末頃，奈良の岩井，春田派の現わ

れたころ京都で輿こった一派と考えられている。この他，室町時代に甲胃師控！の系統より分派

した錦工との説もあ2。いずれにしても，京都が正系で，室町時代から甲胃 と鉄卸の製作が平

行して行なわれていたらしい。越前，関東の上野，常陸，相模，鎌倉，小田原等にはそれぞれ

一派が居住していたとのことである。

甲胃師は分業が広く行なわれており，鉢や胴の作製には鉄の鍛錬を必要と した。鉄の鍛錬を

専業とした甲胃師を具足鍛冶と呼び，明珍は主としてこの仕事を専業とした。

明珍鍛冶の先祖は，尾関永富の『古今鍛冶早見出』によると，明珍系図は幾通りも存在し取

り扱いに困惑するが明珍歴代系譜から始祖を増田宗徳としている。彼は増田武内宿称の子孫で

甲胃燥煉の業を輿こし，それ以後甲胃師と して子孫は連綿と続いたといわれている。

明珍鍛冶の甲胃造りは室町時代末から桃山時代初期にかけて全盛期にあり，江戸時代に入っ

て式部宗介〈先述の増田明珍歴代系譜に記されている中興の祖宗介より数えて22代目，古による と24代目

とも記す〉が子宗正（23代〉， 孫宗政 （24代〉，弟子宗察らと共にJ~文年間（1661～1673年〉から元

禄を経て享保年間（1688～1736年〉にかけて江戸を中心に活躍したとのことである。

明珍の姓は妙珍とも明弥とも書かれたそうである。明珍系図によれば中興の祖宗介が京都九

条で近衛天皇（1141～p54年〉に鎧，轡を献上した際， 鎧，轡の触れ合う音がま ことに美 しく

「高響明らかにして光は玉の如く希代珍なり」， あるいは・「音響明々光り 明白にして玉の如く

類稀なる珍器なり）」 と天皇より 明珍の二字を賜わったとしている。これ以後，増田家は明珍の

姓を名乗るようになったといわれている。

この他に，今日では全くの作り話しと考えられているが，次の様な説もある。

伊勢貞丈の『安斎随筆』 28巻出雲轡の項に 「明珍久兵衛云く 先祖出雲守宗介轡を作り献り

し時帝玉の如く珍物なり とあり しより明珍と名乗り候と かれが作り しを出雲轡というよし

なり」とある。 これは見方を変えれば明珍にも専業の鉢，胴以外の轡を作ることに得意古記者が

存在したということであろう。

(2) 山上八郎『日本甲宵の新研究』，飯倉吉店， 1942,416頁。
(3) 『日本歴史大辞典』第九巻，河出書房新社， 1985, 127頁。
μ） 『世界大百科事典』 29巻，平凡社， 1987,509頁。
(5）前掲（2),418頁。
(6) 「朝日新聞」明治44(1901）年11月11日。
(7) 『明珍鍛冶由緒舎』 （明珍家所蔵〉
(8) 世間良彦『日本甲同大鑑』，五月｛！｝房，1987,955頁。
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伝統投術の現況について（北田・岡本）

さて， 山上八郎の『日本甲胃の新研究』によると，明珍系図は始祖宗徳から31代宗吉まで、を

上代とし32代宗介を中興の祖と称して，以下系図は続くがこれは22代式部宗介〈中興の担土り数

えて22代目〉の偽作であるらしい。

22代式部宗介は手碗家であり， 自家の名声を高めるために， 又家名に重みを加えようとし

て，自分の名前を中興の祖に移し，明珍の家名は天皇から賜わったものとする等して系図を変

造したものではないかと，山上は述べている。

又，江戸時代（享保年間〉に日夏繁高は『塑工譜略』の中で既に， 「宗介以上の歴名は近世好
ω 

事者の偽作といえり」と論じている。

2. 姫路明診について

次に，明珍鍛冶の一派として現在も火箸造リで，その技術を継承している姫路明珍について

述べる。

江戸時代における明珍の分布は，すなわち江戸以外の明珍で脇明珍といわれるものに次の

7つが有名である。それは越前明珍，加賀明珍，水戸明珍，仙萱明珍，土佐明珍，庄内明珍そ

して姫路明珍である。この他， 各地に尾張，常陸 〈土浦〉，信濃 （小諸〉，岩代 （会津〉，紀伊（和

歌山〉， 安芸（広島〉，阿波 （勝浦〉，肥後〈人吉〉等，此の一派の分布が知られている。

これらは明珍の傍系であるが中には田舎具足師が江戸に上って教えを受け名前を許され製造

に従事した者もいる。これらは俗に田舎明珍といわれた。

現在，東京， 文近年まで呑Jllc高松〉に明珍を名乗っている業者がし、たそうだが， 後者は既

に鉄の鍛冶は行なっていない。 これらは傍系の分かれか，又はそれ以外かどうか明らかでな

し、。

姫路明珍とは『姫路明珍系図』によると，22代長右工門義時が始めて酒井雅楽守に仕へて酒

井家の函工 〈甲宵工〉となり，これが姫路明珍の祖といわれている。しかし、当時酒井家は上野

国前橋の領主であり，正確には姫路明珍とし、し、がたし、。 義時の子23代市右衛門政通， 25代源蔵

宗房等は前橋治、ら江戸に居を移した。究延 2 (1749）年酒井忠恭のとき酒井家は当地姫路域へ

入封した。

この時，従ったのが26代底次郎宗明で江戸から播州姫路に移った。以後27代宗之，その子28

代寅次郎宗秀と続いた。

27代紀ノ太郎宗之は明治維新まで酒井家 （忠邦〉に召抱えられたが， 維新後は甲胃不要とな

(9）前掲c2 ), 411～414頁。
帥前掲c8 ), 1038頁。
帥 前掲c4 ), 501頁。
ω前掲c2 ), 446頁。
o.~ 『姫路明珍系図』 （明珍家所蔵〉
M 前掲c8 ), 1218頁。
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技術と文明 4巻2号制

り，そのため経済的な理由によって専

から火箸や置物を作り始めた。

尚， 27代紀ノ太郎とは中興の祖宗介

より数えてのことであり，始祖宗徳よ

り数えると48代目となる。現在の姫路

明珍は始祖宗徳より数えて51代宗之と

表記している。

紀ノ太郎宗之は廃藩後，五軒町に移

り製造所を野里に設けた。 28代宗秀

（始祖宗徳より49代目〉は明治20(1887) 図－ 1 明珍火箸鍛冶師明珍理と明珍火箸風鈴

年46歳で没し， 27代宗之は孫酉次〈酉次は宗秀3人娘長女の婿養子であり，没後31代目となる〉と共

に姫路市域北村の中伊伝居〈うちいでい〉村にて，伝来の甲宵鍛冶を応用考案創作して，姫路工

芸品と して知られる明珍火箸の鍛冶元として活躍した。

火箸造りが始められたのは宗之の奉公時代のころであり，今から約160年以上も前のことで

ある。現在，約10種類におよぶ火箸が残っているが，それらは宗之の創意工夫によるものであ

る。その後， 30代宗之（始祖宗徳より数えて51代目〉の四男で明珍鍛冶師の理 〈っとむ〉氏が追加

考案して約25種類の製品〈火箸の形状，大きさから23種類，風鈴2種類〉がある。

27代宗之〈始祖宗徳より48代目〉は明治44(1911）年11月16日数え103歳で往生した。その 8日

程前，当時の『朝日新聞記ま』に 「陛下， 今回行幸に際して，明珍火箸の御買上の光栄に浴し

たが宗之一昨年来病床に在りて，身体自由ならざり しが数日より風邪に昌かされ16日午後3時

永眠せり，翁の喪は行幸の際とて18日の御還幸と共に喪を発表」と記事が出る。宗之の墓所は

姫路市西塩町景福寺にある。もと，明珍家の墓所は本福寺にあったが，住職の放蕩で本福寺は

つぶれ，景福寺に移したものである。

文，地元の『鷲域〈ろじよう〉新聞Jtこは明治19年11月22日～12月9日の15日間に渡って名匠

の面影と称して明珍宗之翁の半面を載せている。当時の日常生活において，又茶席ーなどで火箸

は盛んに使用され，一年間の製造額一万円と， 大いに繁盛したことを記事は伝えている。

その後，太平洋戦争に入ると，鉄製道具類，材料等を供出し，戦後は，一般家庭での需要が

ほとんどなく ，苦難な時代があったと，明珍鍛冶師明珍理氏 〈図ー1）が語っている。即ち，燃

料革命である。薪，炭の使用は全く と言って良い程なくなり， 従来の火箸の需要は絶望的に

陥った。理氏はさらに「家屋は人手に渡り，甲胃師鍛治と しての道具類は廃棄しました」と語

る。 しかるに 「明珍鍛冶の伝統技術を守り次世代へ継承させるという責任感，大家族を養うに

は伝統技術の応用しかないと考え，没落をパネとして頑張りました」と語っている。

帥 「朝日新ImJ明治44(1901）年11月19日。
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伝統技術の現況について（北毘・岡本）

近年，明珍火箸のもつ優雅な鈴虫の音色，優美な形状から再び脚光を浴びている。誠下町の

伝統工芸品として圏内はもとより，アメリカ合衆国ロサンゼノレスでの実演 （1986年から〉による

火箸造りは人気が高L、。

特に鈴虫の音色を生かした火箸風鈴 （図－1）・…・・火箸同志をつりさげても少々の風では融れ

合わないので，十字型の吊枠から四本の火箸をぶらさげて， 真中から振り子と短冊を重らして

融れ易くした。……は理氏の創作である。

今日，火箸風鈴は夏季の風物として，火箸は厄除けとして需要が大きし、。

只今，明珍鍛冶は当主51代宗之と二人の息子によって家内工業的に作られている。

次に，姫路明珍甲宵師から現在の明珍火箸鍛冶師までの系図を示す。

始祖宗徳 （中興の祖宗介から〉

47代（26代〕 康次郎宗明

姫路域主酒井家甲胃工

天保6 (1835）年8月28日没（享年66歳〉

48代（27代〉 紀ノ太郎宗之

姫路城主酒井家甲胃工

明珍火箸考案者

明治44(1911）年11月16日没〈享年103歳〉

49代（28代〉 寅次郎宗秀（紀ノ太郎長男〉

明珍火箸鍛冶師

明治20(1887）年2月28日没て享年46歳〉

50代（29代〕 酉次〈紀ノ太郎孫婿養子，！日姓盾岡酉次〉

明珍火箸鍛冶師

昭和21(1946）年 1月28日没〈享年67歳〉

51代（30代〉 三代目宗之嘉太男 （酉次の養子，旧姓松本嘉太男〉

明珍火箸鍛治師

明治40(1907）年9月20日生

｜一明珍理問四男〉

明珍火箸鍛冶師

昭和17(1942）年 3月22日生
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3~ ‘現状について

姫路近くの播州，穴栗郡〈しそうぐん〉千種（ちぐさ〉町には千種鉄製造のたたら跡が多くあ

り，和鉄が利用されていた時代の鉄材の供給地と して栄えた。 千程鉄は出羽鉄，印ti'.鉄などと

共にその需要が大きかった。

姫路現珍は前節で述べたように究延2 (1749）年頃からの活動と考えれば，地理的にも近

く， 材料上の取引があったのではないかと考えられる。 甲胃師は副業として刀剣の卸〈明珍信

家は有名である〉を始めとして鐙等の金具や馬具から，或は希に万剣類を作っていた。姫路明珍

が鍛えた万剣類もいくつかあるようであるが何れも世に知られるようなものはなかった。文姫

路城下町には手柄山の万鍛冶があり，千種鉄を入手していたと考える。すなわち，描ナl・I,vUJ前

から但州，因チMにかけての山間部のたたら師より得た原料鉄〈玉鋼〉はvm前万鍛冶のみならず，

姫路城下町の手柄山万鍛冶は無－論，甲宵鍛冶職人にとって， 最高の材料であった。

この他， 鉄材料としては南蛮鉄があった。

本格的な明珍火箸の生産は維新後のことである。では当時明珍鍛冶において火箸の材料をど

こから求めたのであろうか。

火箸の材料はその使用目的から焼の入る鋼を用いる必要はなく ，又灼物の材料ーとなる銑も考

えられない。それは経済的に安価な鉄製段器具の再利用から材料を調達したと考えられる。理

氏によると， 「宗之（48代目〉は古い法器具を回収し火箸の材料とした」 という話しを父宗之

(51代目〉から聞いているとのことである。

鍬等の段器具は先掛けと称する方法で、鍬の先端部分に鋼をわかしづけ して作られたものが多

く，火箸の材料と しては鉄と鋼のまざりものが大部分であった。理氏によると火箸の材料に鋼

部分が多い場合には鍛造時の加熱温度を乍げないと， 鋼部分はさく さく 状態になり，文火花と

なって飛散してしまうので使用に耐えないとのことであった。

さくさく状態とは火箸の形状ほぽ一様に細し 加熱時に鋼表面は融点近くまで過熱されて し

まい，その結果結晶粒の粗大化，結晶粒界が半溶融状態となり粒界割れを起こし易い， この部

分が鋳鋼のような性質を持ち割れ易くなる等の理由によるものである。

当時，J;lk鍛冶では鍬作り等には再生鉄が利用されていた。再生鉄はその材質が鋼と鉄のまざ

りものであっても鍛え下ろし時に一部脱炭がなされ低炭素になる と考えられる。

まざりものとして鋼の成分量が多いと素材の硬さは増し，その硬さのために鍛造回数が多く

なり仕事立の増加となる。理氏によると，火箸造りにおいて，それぞれ鉄と鋼を単独で用いた

M 『たたら村と百姓たち千種鉄関係史料集』， 千草町教育委員会，1983, 22頁。
帥 前掲c2 ), 488頁。
帥 『日本名産事典』，東洋経済新報社，1977,61頁。
M 朝間康二 『鉄製段具と鍛冶の研究』，法政大学出版局， 1986, 46頁。
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伝統技術の現況について（北田・岡本）

場合その作業性は3倍以上の違いが

あるという。

この様に鍬等の再生鉄を舟いたの

は，単に再生鉄 〈古鉄〉は！安価であ

表－1 明珍火箸の価格 （つくし型L

時代｜明治～大正畔頃 ｜昭糊期｜昭和35年｜昭和田年

価格｜ 峨 ｜ 峨 I 200円 1 3.ooo円

るとし、う経済的理由からで1ある。また，火箸の性質上高価な鋼を用いる必要もなかった。

勿論，火箸の材質は鉄と鋼のまざりものが多 く，その混合割合によ っては，先述のよ ちに日

毎に作業性は異なったど考えられる。

作業性の違う材料を用いて，同じ形状に作り同じような音色を出すとこ ろに明珍鍛治の技術

があると考えられる。

他方，和Jj~の火箸への利用について考えて見る。先ず， 考えねばならないことは経済面であ

ろう。当時の和鉄の値段は必れほどであったか。当時の和欽における錬鉄値は銑鉄値の3倍と
回

いうのが和鉄相場価格であった。明治10～19年間の輸入の洋鉄と和鉄を比較する と， 洋鋼は和

鉄の1/4～1/8と割安であったが，これは海港着値（所詞沖着相場〉で市場は輸入鉄商社の法外な

利潤のため両者はほとんど変わらなかった。

例えば， ドン底価格の明治19年の和鉄，洋鉄の値段と鉄商社の利潤は次の ようであった。

和鉄41F9/ton一洋鋼 （海港着値） 31円／ton＝：：：鉄商社利潤10円／ton

その後，明治34年官営八幡製鉄所が国産の鋼材を供給するよう になるが，従来の和鉄や洋鋼

と同様に経済的に高価すぎたと考えられる。

参考までに， 播州地方における始めての洋鋼の使用は明治13(1880）年三木金物の鋸鍛冶職

人筒井新吉によ ってなされた。それまでの和銅を材料としたものに対して，仕上 り斐しく，焼

入れ容易で確実であったとし、 う。

明珍鍛冶が国産の近代的な製造法によ る材料を用いるようになったのは大正年聞に入ってか

らのことである。 その後，第二次世界大戦後は再び屑鉄を利用し， 広畑製鉄所再開に伴って材

料の供給が可能にな り，明珍火箸鍛冶も本格的活動へと入った。

当時から現在までの明珍火箸の価格を表－ 1に示した。

2.道具

明珍鍛冶場は火床 1つに横座 2つから成っており， 2人の職人が全こE程を通じて，鍛造工程

をほぼ2工程毎に区切って行なっている。

鍛冶にとって， 主な道具類は金槌や金床〈金政〉 および舗であるが， 現在これらはベル トハ

ンマーや動力送風機に置き変えられている場合が多い。明珍鍛冶においても， 試に一時期ベル

トハンマーを用いたところ，火箸の音色が悪くなり， それ以後用いられていない。

帥 日本鉄鋼史編纂会編 『日本鉄鋼史（明治編〉』，五月白房，1981c復刻版）， 67～68頁。
帥 『三木金物問屋』，三木金物問屋史編集委員会，三木商工会議所， 1984,21頁。
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技術と文明 4巻2号制

図－2 明珍鍛冶場と道具類
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この理由は，ベルトハンマーによる鍛造強さは足踏加減による調整のため，手打ちによる微

妙な鍛造強さを得ることが困難なためと考えられる。

金床は和金床 〈図－2，図ー3）を使用しており，溶接による鋼合わせの和金床で一般的なも

のである。使用頻度にもよるが年に 1回の割合でスベアーのものと交換している。金床の質量

は約 150kgで，その地ごしらえはかなり入念に作られている。地が!ij!ijl,、と鍛造時に金床は浮

いてしまい製品の出来具合に影響をおよぼす。 アンビ・／レ〈西洋金床〉の場合も同様に金床全体

が浮いて（ハネテ〉しまうので鍛造がうまくし、かなして俗に製品がしまらないという〉。

火床 （図ー2）は鉄製のスカ ートとこれに 2間（約3.6m）程度の煙突を取り付けた簡易なもの

である。コークスの挿入部の両側には土盛（認を挿入せず〉があり保温の役目をしている。土盛

にはベト（コークスの浮〉がこびりつくので，冷却前に打ち落さなければならない。又，炉塗り

と称して表面へ粘土を塗り付ける補修作業が毎日行なわれている。この補修作業は昔の丁稚奉

公時代，鍛冶屋小僧の一日の最後の仕事であったという。

コークスの受皿であるドストルの直下に動力による送風口がある。 ドストルの下部は耐火レ

ンガ（SK32）で約 60cm深さの灰溜溝がある。火床は操業状況にもよるが 1ヶ月間に 1度，

灰の除去のため作り直される。 ドストノレは軟鋼の自家製であるが， コークスの津が付着 し， 自

身も酸化するので一週間毎に取り代えている。

金槌は大中小の 3本，各種やっ とこ〈金箸〉 （図ー2）および盤類は自家製で、工程に応じて使

い分けている。盤類は焼入の必要性から舗を材料として作っている。この他，鉄線の寸法切り

には押し切り等を用いており， 48代宗之の頃と用いている道具類はなんら変化していない。
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伝統技術の現況について（北田・岡本）
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図－4 明珍火箸鍛冶工程図

表－2 素材の化学組成と機械的性質

C I Si I 恥1n P I S 
化学組成〈幼卜一一一一←一一一一卜一一一一→ ｜ 

0.20 I 0.24 I 0.38 0.017 I 0.028 

降伏点 ｜引張強 さ ｜伸 び ｜硬度 （Hv)
機械的性質 ｜ I I i 

68.5kg/mm2 I 75.7kg/mm2 I 7.4% I 245 
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技術と文明 4巻2号制

3. 明診鍛冶工程

明珍鍛冶の火箸造りの工程を図－4に示した。

その工程は大きく 3つに分けられる。 cI)火造り（鍛造〉工程， CII )±R寸法訓！控工程， 〈皿〉

着色艶出し工程である。

以下，それぞれの工程について説明する。

c I) 火造り甥造〉工程

① 火箸素材 （SS41材みがき棒鋼〉を所定の寸法 7mmqS×20cm長さに切断する。

素材の化学組成（%〉と 機械的性質を表－2に示す。素材は冷間引き抜き材のため低此素鋼

の割合には機械的強さ強く，硬度高い。

② コークス炉は 1,000～1,400。Cの高温度域にあり素材を直接加熱コ ークス内に挿入し，

素材の約半分長さを加熱する。素材の温度は素材表面の一部から火花が出る温度よりも低い温

度である。

③加熱した素材は和金床の角部を利用して，火箸の頭部を鍛造する。鍛造工程においては

常に角部を主と して利用している。

尚，頭部作りのための鍛造回数は通称手がきまるとし、うが98～100回と一定である。

頭部の形状はワラビ形，ツクシ形，カワラクギ形そしてツツ ミ形と何種類かある。頭部形状

の違いによって，例えばツツミ形では水冷工程が一つ加わるが，どの形状の場合も工程に大差

なくほぼ同じと考えてよい。

④残り半分長さ （未加工部分〉を白熱温度まで加熱し，火箸中央部から先端部まで仲ばしな

がら断面部が四角形になるように鍛造する。手がきまり鍛造回数は97～100因。

断面を四角形状に加工するのは次の鍛造工程（＠〉で、火箸の伸ばし加工を 容易にするための

工夫である。火箸断面形状が丸形では槌による鍛造によって，すばやく短時間に引き伸ばし加

工をすることはできまない。

⑤再 々度，半成品の火箸全体を白熱温度に加熱し火箸の胴部〈中央部〉断面を丸く鍛造す

る。手がきまり鍛造回数は97～100因。

＠火造りの最終工程として，断面形状が四角形の火箸先端部を加熱 して鍛造する。先端部

の肉厚は薄いため③，④，⑤の白熱温度より低い温度 (1,050～1,150°C）で加熱する。手がきま

って鍛造回数は38～41回で先端部は断面形状が丸く作られる。

以上①～⑥の鍛造工程で，火箸は半成品であるが，仕上げ形状の断面になり，同時にほぼ一

定の寸法に作られる。

鍛造工程中最も重要なことは，鍛造変形を容易に行なえる温度範囲，即ち素材の温度が白熱

温度 (1,200～l,350°C）から赤みの消える温度 （約600°C位〉以下の温度（約400～500。C位〉にさ

がるまでに，すばやく短時間内にその鍛造を終了させることであるo,

鍛造加熱温度範囲は高すぎても，低くすぎてもよい音は得られなトとい うこと である。 この
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伝統技術の現況について（北田・岡本）

他に，連続二度加熱の場合も，高いガラン，ガランという音になりよくない。

要するに，各工程における処理温度範囲と鍛造時間が重要である。即ち，適切な温度範囲に

おし、て，ほぼ一定の圧力で‘打つ鍛造回数はおよそ決まってくることになる。このことをや手が

きまる。と火箸鍛治職人等はいうのである。そのための一定圧力を得る鍛造の作業方法は金槌

による圧伸加工である。大切なことは手首を固定して肘を支点として，和金床の角部を利用す

ることで火箸を鍛錬するが，金槌を手前へ打ち落ろすのではなく，前方へ押し出すように打ち

出す。これは金槌の柄の長さを腕の肘まで延長して大きなモーメントによる力を必要とするた

めである。

ついでに，金属部抗面の擦り減った金槌を通称だんご槌というが，このだんこe槌で、打った場

合，圧力不足のために適切な火加減（温度範囲〉内で鍛造処理を終了できないため， 火箸の形

状が同じであってもよい音が出ないとのことである。

以上のように， や手がきまる。 という内容の中に明珍鍛冶と しての職人の勘ともいうべき鍛

造技術の集約があり，明珍火箸鍛冶特有の鍛錬方法と考えられる。

(Il）ι 歪寸法調整工程

⑦ 火造り工程の終了した火箸の査調整は白い 30cm2程度の四角形の紙を背景として地面

に置き，金床の角ー部へ火箸先端部を掛けて，斜め上から火箸の長さ方向を観察することで行な

う。生じた歪取りは金床の四角穴を利用して調整する。大きな歪が生じることは極めて希であ

るが，その場合は火箸全体から同一方向へ強制的に歪を与えた後，あらためて歪取りを行なっ

た方がよい音の出る火箸が得られるそうである。部分的に大きな歪応力を内部に残さないこと

と考えられる。

③火箸の頭部をグラインダーで丸くしさらに火箸全体を考慮、して粗研磨を行なう。

．① その後，火箸全体を比較的簡単なベーパー研磨をし，パフ磨きで、仕上げをする。戦前は

イボタ〈打ち粉〉を用いて研磨 し，その後，漆の研ぎ出しに用いられるホト炭を用いて表面を磨き．

上げた。初期は現在のように色付けすることは少なく万と同じよう に白色の火箸が多かった。

その頃の表面磨きは重労働で1人の職人が1日3～ 4本の生産量であったとし、ぅ。

⑬ 火箸の寸法を整えるために盤で整え，切断した先端部は錨仕上げをする。そして火箸の

先端部約 3～Smmの範囲で長さ方向の四方にわたって， 4点－5点－4点ー5点と18個のポ

ンチマークの様な凹部跡，即ち，炭火を狭みやすくするために炭止めを刻み込む。

。⑪塑〈或いは刻印〉で銘を打つ。 一方に五十一代，他方に明珍宗之作と頭部より60～90mm

範囲内に 4～Smm角大の文字を夫々刻む。

〈皿〉 着色艶出し工程

⑫ 明珍火箸は大正から昭和の初期を通じて，先述のように打ち粉で、磨がき，その後，朴炭

を用いて火箸表面を研いだ通称白と呼ばれる火箸が多く作られた。今日，白は特別注文の場合

を除いて作られていない。
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伝統技術の現況について（北図・岡本）

最近は防食的見知や金属工芸面から色付が好まれている。

その着色は加熱火箸を絹布で擦るという比較的簡単な方法で、行なわれている。即ち，熱源に

樫炭を用いて団扇で送風することによって温度を 730～750°Cに保ち，この中へ50本単位の火

箸を挿入する。その後，火箸の表面が青黒く変色した時点で、JI聞に，二人の職人が両側から 1本

ずつ取り出し，取り出した火箸を丁寧に 1本， 1本 500～520°C前後の温度域で絹布で擦る と

いう方法である。

この聞に，二人の職人が50本の火箸を処理するために要した時聞は約15分間であった。

擦り上げられた火箸表面は黒ぼく均一な色合で落ちついた着色が施される。

尚，この際使用した絹布はポ ロ布であるが純粋な網でなければ着色はうまくし、かない。

着色の成分は絹布によって生じたタール分の黒色被膜と考えられる。

着色前後の音色を比較する と， 黒色被膜の薄膜が音を選択する効果を持つのか，着色前よ り

も太い音を出していると考えられる。

⑬着色後，椿油を用いて艶出しを行なう。

ここに伝統工芸品と しての火箸の完成である。

⑬伝統工芸品と しての明珍火箸の中からさらによき音色を出す一対を選出し，これを桐箱

に入れて製品とする。

二対の火箸を組み合わせて作品としたのが，先述の火箸風鈴で、ある。

4.技術的検討

(1) 形状と硬度

明珍火箸の形状と寸法概略を図－5①，②に示した。火箸の表面部は絹布の焼イ寸によって黒

色に着色されている。 この黒色の薄い皮膜は先述のように絹成分のタンパク質が熱分解した結

果生成するタ ーノレ分と考えられる。一応その皮膜のX娘回析を行なし、。その回折図を図－ 6に

示した。 図－ 6から αーFeとマグネタイ ト（FesO；）と考えられるピークを 35.5。， 62.4° 付近

に確認した。

このことは，火箸表面には有機層からなるタ ール周の薄皮膜があり，その直下にFea04層の

薄膜部，そして本体 α－Feがある ことを推察させる。

次に，鍛造工程の終了 した火箸を任意の箇所で、長さ方向へ切断し， その切断面の硬度〈測定

荷重 500g）を測定した。同時に同じ箇所における断面収縮率との関係を図一 7に示した。

図－ 7から断面収縮率が40～50%以下であれば硬度はほぼ一定（Hv:150前後〉を示した。

断面収縮率が50%以上で‘は収縮率の増加に伴って硬度も大きくなり，火箸先端部において

Hv: 315を示した。これらは鍛造比の増加による加工硬化および加熱時の火箸先端部への浸炭

によるものである。

一方，胴部から頭部にかけては素材硬さくHv:245）よりも軟くなっている。これは熱間鍛造
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図ー7 明珍火箸の断面収縮率と硬度の関係

により，又火箸先端部と比べて肉厚太く保温効果も良く ，結晶粒の成F長と応力緩和等による も

のと考えられる。

(2) 組織観察

一般に火箸本来の目的，即ち，実用的な面から火箸の金属材料としての組織を取り立て考え

る必要はない。明珍火箸も同様であろう。

しかし，明珍火箸は伝統を受け継いだ金属工芸品であり，その火箸が互いに融れ合う時に出

す音色が聞く人にここちよさを感 じさせるとすれば，その材料の組成，機械的性質，形状等 と

共に組織についても興味を覚える。

音色に関しては常に機械的性質に優れた組織のみが必ずしも役立というものでない。
E宮

例えば，ピアノフレームに用いられるパラ状鋳鉄組織が考えられる。 これは内部摩擦が大き

いため余分な振動が伝わ りにくいとし、う制振材料としての利用と考える。

又， 金管楽器のペル等は音色，音質を調整するために加熱する方法 〈現場的に音響焼鈍という〉

が良く使われている。

当然，目的に応じて温度，時間，方法を変えるが，音響焼鈍によっ て明 らかなことは結晶粒
闘

の成長が観察される ことである。しかし 音色，音質と結晶粒の因果関係は不明である0 ・

伺持田康典『音をつくる』，日本工業新聞社， 1987, 68頁。
伸広瀬英雄，竹内明彦，2.26『熱処理』，1986, 186頁。
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技術と文明 4巻2号制。

今後の研究に待たねばならない。

鍛造工程終了時の火箸の組織について以下検討する。

先ず，素材組織は図－5，③に示すように， 全体を通じてパーライ トと フェライトの混合組

織で，冷間引抜加工のため結晶は方向性を持っているのが明らかである。

次に鍛造工程終了時の火箸各部の顕徴鏡写真を図－8( 1～ 5）に示した 〈写H中の 1～ 5, a, 

b, cは撮影位置。 asはa位置の表面部を示す〉。

火箸先端部から胴部においては，写真はないが，局所でパーライト， フェラ イトの変形極大

化が見られた。文，先端部表面においてはウ ィドマンステッテン組織らしきものの混在を確認

したが，これはグラ イングー研摩時に削り除去される。

先端部から胴部付近の表面層において， 浸炭層（1-as, 2-as）が 0.1～0.2mm 深さで，局所

的に観察された。火箸の形状が収縮率50%以上の細い部分において浸炭され易く ，その結果硬

度も前項で述べたように硬く Hv315を示した。

これらのことは火箸先端部と胴部，頭部を金属厚さより比較すると， Tl行者の方が細く ，文，

加熱時にコ ークス内部～直接挿入され， 900～L000。C の高温度でしかも還元雰囲気で加熱す

るため，局部的に浸炭層が生成されると考える。

これに対して， 胴部一頭部にかけては，Loooc。以上で加熱されるため，常に自主化炎 となり

表面層（ 4）が約 O.lmm深さで脱炭されている部分がある。

結晶粒度については火箸製作の鍛造部分によっても異なるが，素材の結品粒とよじ脱 して差が

確認された。先端部では微細粒度（1-b）が生成している。胴部においてはほぼ均一なパーラ

イトと フェライト粒が生成しているのが確認された（3）。又，胴一頭部にかけても ほぼ同じよ

うな結晶粒度であった。 全体を通じて大粒度から小粒度あるいはその逆といったような傾向は

見あたらなかった。 ただし， 組大，徴細粒度は夫々，ある程度のl隔を持って，即ち，粒子帯と

なって先端部からほぼ胴部聞で相互に生成していると考えられた。

(3) 音響スペクトルと掻動波形

明珍火箸が風鈴として奏でる音は打音の出す音の一種である。

一般には打楽器の発音源は膜や棒，板などで， 各国有振動の周波数比が整数〈倍〉にならな

い振動体である。又，衝撃による発音であるから時間的変化は複雑である と考え られる。

火箸の振動を取り扱う場合，これを楽器に用いられるような材質，寸法，形態から解析する

ことは困難である。しかし， 物理的に単純化した仮定のもとでは比般的簡単な方法から振動数

を求めることが可能である。

火箸を棒の振動と仮定するには次の 4つの条件を満足する必要がある。

(1）棒は真直ぐである

(2）断面が一様で太さは長さに比べて極めて細い
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主支衡と文明 4巻 2号制

(3）材質の密度は一定である 表－3 基本音と第八」二1ままでの周波数

μ）振動条件は両端自由である

4つの条件が成立し，外部から振動や圧

力を受けず，かつ振動の振幅が極めて小さ

いものであれば様方向の振動による角振動
帥 ・回

数は固有振動の振動方程式から求められ，

火箸（棒〕の概略振動数 約を以下のc1) 
式で一般に求められる。

~， 2 I EI 
lJtオF声…………………くり

ただし， p：密度 （7.86g/cma), E：ヤン

補正周波数 （Hz)

基本音 370.0 

第一上音 1,019.6 

第二上音 1,999.5 

第三上音 3,304.8 

第四上音 4,936.7 

第五上音 6,894.1 

第六上音 9,176.S 

第七上音 11, 785. 0 

第八上音 14,718.6 

！実験測定周波数（Hz)

｜京 材 棒｜ 明珍火箸

450 450 

1.250 1,000 

2,400 1,800 

3,950 2,800 

5,800 4,100 

8,050 5,750 

10,650 7,450 

13,500 9,450 

16,700 11,700 

グ率（21x1011dyn/cm2), I：断面二次モーメント（0.0236g・cm2), A: It五市払てく1.10cm2), l：長

さ（27.0cm）。

ん2;z2の値を計算から求め，その値に計算値 （EI/pA)112=7.56×101を掛けると理論的な振

動数 νtが求められる。 しかし 実際の振動数よりも少しずれるので， 火活：の£本振動数 450

Hzを後で述べる実験値に合わせて補正した振動数を用いる。その結果を表 － 3に示した。

明珍火箸と同質材からなり， 火箸を棒の振動と仮定する 4つの条件を満足した金属棒 〈以下

素材稼という〉や他の市阪火箸等の音の比伎を行なう。

火箸や棒の振動数は（ 1）式によると，材質や形状に影響されるが，特に寸法長さに大きく影

響されることが明らかである。そこで，明珍火箸 と素材J俸を糸で吊るし同じ条件で制！れ合った

ときに発生した音を FFTアナライザーくTYPE:CF930，小野測探製〉で解析を行ない音の時間

軸波形及び音響スベクトルをプロッタに記録 した。得られた結果を図－ 9，図－10に示した。

図－9から素材棒の場合，倍音構造が可成り規則正しく現われている。一方，明珍火箸 の場

合は素材棒と比べて，特に高次の上音において，音響スベク トノレの各上音が低い周波数の方向

にずれている。この周波数間隔は調和的な倍音構造でなし、。一般の俸の上音の周波数間隔と比

較して明珍火箸の上音の周波数間隔は倍音構造からの周波数のずれが大きい。この ことが火箸

の音を特徴づけていると考えられる。即ち， 明珍火箸の各固有振動数が調和栴造から見て数

Hz～数 KHz低い周波数側にずれている。

このことが鑑の音のように金属の打撃音としてにぎやかな音となって問えるのであろう。

又，余韻の長さも図－10から第5上音位まで聴こえには十分長く 1.5～2.0秒間あるが， これ

らのことが火箸の音色を特徴づける一因となっている。

明珍火箸は鑑の音のように不協和音，雑音に近い複雑な音〈複合音〉を奏でることを重要とし

制 HARRYF. OLSON, MUSIC Physics and Engineeη ＂ng, DOVER POBLICA TIONS, INC., 

1967, p. 77. 

帥入江敏博『機微振動学通論』，朝倉田店， 1982, 125～126頁。
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伝統技術の現況について（北田・ 岡本）

ている。そして，その音が小さく ，鈴虫の鳴くごとく静かな環境で対象的に印象づけるための

ものと感 じられる。 このことは真に，風鈴の音色の効果と考える。

南部風鈴と比較して見る と， 明珍火箸の方が可聴範囲内で時間的に上音が多く残っている。

南部風鈴の基本振動数 （4,000 Hz前後〉の上音は時間的に0.8秒内に減衰してしまい純音とな

る。しかし 捻 りは明珍火箸よりも明確に出現した。

又， 市販の火箸と振動の減表について比較して見ると，明珍火箸の方が振動数が大きく 減衰

立が小さい。

尚，明珍火箸，南部風鈴および市阪火箸等の各種音色についての解析は投稿予定である。

さいごに

代々明珍家が甲宵造りの明珍鍛冶の応用として火箸造 りの技術を伝統技術にまで修練向上さ

れ， その伝統技術を守り 継承されて来た熱意と努力に敬意を払うものです。 さらに美しい音

色，音質にいどまれんことを期待します。

尚， 明珍鍛冶についての資料提供等に心よく応じて下さった五十一代明珍宗之氏ならびに明

珍理氏に感謝します。

文， 音響解析に御援助を賜わった関西大学工学部伊勢雅昌専任講師に感謝の意を表します。

The Present Condition of Traditional Industrial Arts Techniques 

一一一onthe Myochin-Hibashi－一一

by 

Dr. Kozo KIT ADA 

(Osaka Seikei Girls’Senior High School) 

Zenshiro OKAMOTO 

(Mechanical and Metal Industry Research and Guidance Institute of Hyogo Pref.) 

This is a report on the traditional technique of the Myochin-hibashi (fire-tongs) as 

applied to the Myochin smithery and its history. 

The Myochin-hibashi were developed by the 48th generation of the Myochin family, 

Myochin Sosuke about 160 years ago. This traditional technique has been handed down 

from generation to generation in the Myochin family as applied to the technique of armor 

making. 

The Myochin is a most remarkable school of armorers, that was established at the end 

of the Ashikaga era in Kyoto. 

In the period of the Meiji Restoration, armor lost its value and place in society. As 

a result, the Myochin smithery began to research and develope the Myochin-hibsahi in 
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技術と文明， 4巻 2号制

earnest for financial reasons. However, a di伍cultage come for the Myochin smithery. -

Because the iron materials which were needed for the tongs, run short during the second 

world war, and again after the war, the fuel revolution stamped out the need for the tongs 

from general horn巴s. But the Myochin smithery overcame these difficulties and many fine 

tongs. 

Present day forging tools have not been changed from most of the tools which were 

used in the last years of the Edo era expect only a small percentage_ The manufacturing 

process of the fire-tongs consist of 4 process巴s.

At each manufacturing process, there is an exact temperature range for that particular 

process. The number of times which the metal is forged, and the number of times which 

the metal is beaten, plus the amount of energy which is used to hammer, is almost exactly 

uniform, when the Myochin smith beats out tongs with his hammer. 

In this way, the Myochin-hibachi are made by the Myochin smith. The fundamental 

vibration of the timbre of the Myochin・hibashiis 450 hertz. The high frequency of its 

sound spectrum shifts slightly towards the low frequency side, in the range of frequencies 

of a few hundred hertz to a few thousand hertz. As for the partial tone, the frequencies 

of the harmonic tones are largely changed in to an overtone structure and the tone becomes 

an irregular complex tone. This is why, we hear such a rich overtone. 
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