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伝統技術の現況について（2)*
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l. はじめに

鉄として知られる最古のものは，今日の握鉄（和鉄）とほぼ同形をしたヘレニズム時代のギ

リシヤのものがある。中国の欽は後漢から宋の時代lζ多 く出土しており ，西欧よりも出現時期

が遅く ，原理も両者で共通 しているという事実か ら，中国で独立に発明されたというよりも西

欧から伝わった可能性が強いと考えられている。

我国lと現存する最古の鉄としては正創院宝物の中国的デザインの強い金銅関万が知られてい

るが， とれは握鉄ではない。握鉄が我国へ伝わっ たのは飛鳥奈良時代IC中国や朝鮮半島から裁

縫技術者の渡来によるものと考えられている。しかし，それは中世まで化粧具や理髪に使われ

* 1989年10月23日受理，伝統技術，握鉄，鉄鍛冶，熱処理，地場産業
料大阪成際学園

料＊ 兵庫県立機械金属工業指導所

(1) 『世界百科事典』，平凡社， 1987, 414～415頁。
(2) 岡本誠之， 『鉄J，法政大学出版局，1986, 40・42頁。
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たにすぎ、なかった。一般に用い られるようになったのは江戸時代の乙とであ った。現存する最

古の握欽としては鎌倉時代の北条政子の欽がある。

現在，握鉄は日本で しか使われてお らず，むしろ我国独得の欽と して注目される。その産地

として，小野 ・ 堺 ・ 関 ・ 三条 ・ 京都等があっ たが， 今日では国内市場の80~ちを占める小野と三

条の 2ケ所になっ た。

小野握鉄の歴史は古く，鉄鍛冶と しての伝統技術は今か ら180年前の文化 3 (1806）年K湖る。

握鉄鍛冶はヨコダとサキテの工程lζ分け られ，特lζ注目されるのは火造り時の沸し付け及び
はがねまわ っけUがねづ〈

鋼廻（回） しと呼ばれる伝統技術である。また，鉄材料の変遷lζ伴なって変化する着鋼造り ，複
〈すりや

合鋼造り，全銅造り及び技術上の困難さから「いらず」，「薬焼き」と称する方法も出現した。

従来，乙の種の報告としては ζれといったものは見あたらない。そ乙で、小野鋲鍛冶出現の歴史

的背景を三木金物との関連から探り，あわせて伝統技術と しての小野握欽鍛冶について調査検

討を行な ったので報告する。

2. 歴史について

1 ）三木金物と小野鉄鍛冶
あめのまひとつのみζと

『播磨風土記』 などから， 播磨多可郡 （中町）鍛冶屋村附近で鍛冶の祖神天 目一命（三木金

物神社祭神）が万食iJ,鉄鐸などを鍛えられた。そしてその後育が加東郡 （小野など）にて鍛冶を

始めたという伝承がある。

さて，小野金物は歴史的に鍛造技術の面から三木金物の影響を強く受けてきたであろうが，

両者はその製品に於て直接競合するととなく共存の形で発展 してきた。即ち，両地域における

鍛冶業の分化であ り専門職が確立されてきたと考え られる。

三木鍛冶から三木金物業が起乙り進歩発展する中で，小野鍛冶は何時頃認識され， また参入

していくのであろうか。

東播地方（加東郡， 三木郡， 美~郡など） における金物鍛冶の起原は従来よ りと の地方に存在 し

た播州鍛冶 （大和鍛冶） と朝鮮半島からの 韓鍛冶が合体したと とに始まるといわれている。 乙

の合体した播州韓鍛冶は当地での寺院建立の技術提供者として大工と共に発達した。その後，

両鍛冶は混合して区別がなくなり，その技術は広く伝え られて戦国時代に及んだと考えられて

し3る。

然るに，天正年間 （天正3 〔1573〕年～天正8〔1580〕年）秀吉のために東播地方は戦禍に落ち入

り，特K大包囲の焦点となった三木の惨事は想像を絶するものであった。人々 （僧侶，住民〔鍛

冶，大工らも〕）は戦禍を避けて四散した。ζ の時lζ由緒ある産物等が消滅した。乙のととが三

(3）前掲（2),122, 131頁。
(4) 『風土記』 日本古典文学大系2，岩波書店，1977, 333頁。
(5）小西勝次郎， 「国産金物発達史J,1934, 98頁。
(6）小西勝次郎， 『三木金物誌』，三木金物刊行会，1953, 16頁。
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木金物lζ記録がないといわれる理由である。乙の復興に際しては各地から大工，鍛冶職人が集

められたが， ζれは一時的な現象であったらしい。

その後，寛保 2 (1742）年三木の鍛冶は『三木町諸色明細l阪』から見るにわずか12軒（里子道具

鍛冶8軒，銑鍛治 l軒，前鋭鍛冶3粁）しか存在しなかった。ただし，諸国へ出稼を業とした大工

は140軒を数えたという。

播州鍛冶が，その内容を大工道具鍛冶化する傾向と，その後の大きく発展するための義にな

ったのが，上述の12軒の鍛冶（専門鍛冶の集合体） とそれに加わった出稼大工なと、からの転業鍛
~o) 

冶といわれている。

さて，三木金物業の発生は宝暦11(1761）年の前後K.，三木の主力製品である前挽鋸が生産

された頃といわれており，当時，金物仲買商人として，道具屋太兵衛や作屋清右衛門の創業が

伝えられている。三木金物は発展し，大坂進出を企て，天明 3 (1873）年， 5 (1875）年には鋸

や庖丁の件に関して大坂金物（堺） と経済摩擦を生じている。

その後，三木金物業が最盛時代を迎えたのは寛政 4 (1792）年黒田家ら 5人の仲買問屋仲間

が発足し，享和 4 （文化元〔1804〕年）年そのうちの 2人（作屋清右衛門と道具屋善七）が江戸積間
(8) 

屋となった頃の ζ とである。また同年，江戸の最有力金物問屋である炭屋との取引が開始され

る。

かくして，三木金物は大坂との関連lζ於て発展し鍛冶業の分化も進み，夫々専門種別の株仲

間が結成され，乙れにf中買問屋のj台頭が強力な拍車となって寛政 ・享和 ・文化・文政の40年聞

に亘って進歩発展した。

文化年間，三木町の近傍農村の鍛冶業者もその株仲間等の組織に参入したのである。小野の

剃万，欽の両仲間は積極的に稲荷講を組織して共同体制を取っていた。小野の近傍農村の鍛冶

職人（業者）に とって， 羨望の金物産地としての三木町へ参入するととは産地としての立地条

件や営業政策等の経済面からも好都合であったと考えられる。そ乙で，既存の専門鍛冶と競合

する ζ とのない，新たな方向の鉄や剃刀鍛冶の分野を開拓する ζ とは地域内での経済摩擦もな

く，地場産業の拡大となり比較的容易に受け入れられたと考えられる。

乙の先駆者の役割を果したのが市場村の剃万鍛冶又右衛門と長尾村（現小野市）の銑鍛冶盛

（森）町宗（惣）兵衛らであっ た。

尚，剃万は延享年間（1744～48）頃すでに造られていたが，－_El中断して ζζ に再出発した

ものである。

(7）前掲（6), 47頁。
(8）永島福太郎， 『三木金物問屋史料』，思文閣，1978, 636～639頁。
(9）前掲（6), 99頁。
(10) 向上， 64, 68頁。
臼I) 向上，84頁。
(12) 向上， 85頁。
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u~ 

文化 3年の「稲荷講中控」には欽鍛冶連名として元祖大坂森町弟子森（盛） 町惣 （宗）兵衛

以下九人の名前が列挙されており，その中には大坂から参加した職人 2名と宗兵衛の甥（長尾

村源兵衛）等の名前が見られる。
U-0 

盛町宗兵衛については江戸時代の「稲荷講」のものと思われる由緒書があり ， 次の内容（要

約）が書かれている。

「播州で握鉄を最初に造ったのは加東郡長尾村の藤井藤兵衛定氏の二男で幼名を阪太郎とい

い，天明 3 (1873）年正月生まれ，11才の秋，寛政 5 (1793）年大坂へ行き，盛町宗兵衛源重を
たちばなζれつく’

師匠として鉄鍛冶の修業lζ励み，師より名前を受け，肥後守盛町宗兵衛橘惟次と号した。文

化 3 (1806）年彼24歳のとき帰郷し結婚して，長尾村にて鉄鍛冶を始めた。その後，弟子が集

まり鉄鍛冶の技術を修得した者30数軒に達した。乙れが東播握鉄の始めといわれる」等と書か

れている。

尚，宗兵衛（嘉永2〔1849〕年没，享年67歳）の墓と記念稗は西脇町の大龍寺にあり，記念碑は

大正 7 (1918）年「鉄製造業組合」が発起人となり建立。碑には110名の組合員の名前が刻まれ

ている。

小野における握鋲鍛冶は明治 ・大正 ・昭和を通じて農家の副業として広がり，現在でも乙の

企業形態が引き継がれている。 製造業者の約70%は兼業農家である。その人員構成規模は主lζ

家族労働力lζ依存しており ，一業者の従業員数 l～ 3名と典型的な零細工業である。

現在，約85業者によって生産されているが，その内80業者が「播州小野ニギリばさみ事業協

同組合」を組織している。その地域分布は長尾町14業者，葉多町で12業者など，市内で75業者

となっている。乙れらの業者の内創業開始が明治以前の者は 3名しかなく ，殆どが戦後lζ集中
U司

して全体の%を占めている。 昭和30年代の高度経済成長期の市場規模の拡大に伴なう新規加入

によるものであった。業者の多くは成形加工材（仕掛材料）を購入して， ζれを製品化してい

る。独自で複合鋼材 ・鋼材等を調達して， ζれを成形加工 （火造りから仕上加工まで）して製ー品

化まで行なう一貫生産業者は殆どなく，故lζ，自社ブランドを付し（家庭用刃物）て出荷する業

者も僅である。大方の業者は産地問屋のブランドを付しており ，供給量確保のためにストック

を持つ ζ とはない。

乙の様な企業形態及び規模の零細化が経営の合理化を阻んできたといえるが，一方では乙の

ζ とが過去の不況時を再々に耐え伝統技術を守り抜いてきた要因のーっ と考えられる。

小野金物 （家庭用刃物）は地場産業の活性化策として産地振興法lζ基ずく 産地指定 （昭和55年）

を受け，その後，三木金物（大工道具類）と共に播州金物として新地場産業集積圏の指定（昭和

印年）を受け，現在に至っている。

。訪問上，89頁。
04) 多鹿責氏所蔵， 『碑建立の由緒害」。
同 『播州小野ニギリはさみ産地診断報告書』，兵庫県中小企業総合指導所， 1986, 12頁。
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握鉄の材料変遷と製造技術
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2 ）握鉄の素材変遷と製造技術の変化

乙れに押され握鉄は明治10年頃から服装の洋風化が進むに伴なってラシャ切り鉄が出現し，

て細工鉄として用途別に多種多様化した。今日では材質面からもさらに分化している。

握欽は素材とその加工法から分類すると次の様lとなる。
つけはがねづ〈

着鋼造り①

②

 

品製刃村リ
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全全銅製品 －－一③

握鉄製造（加工）方法は全て着鋼法であ ったが，手作りで一貫作業を行なう業者かつては，

はごく僅である。 殆どの業者は成形加工材を用いての複合鋼造りである。全銅造り の業者は少

工程数が少なく機械化も容易であるので多量化ない。一般に全鋼造りは複合鏑造りと比べて，

に向いている。

刃先が細いとか太いとかいわれた」との乙とであるが，
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乙れらは，職人の技術の熟練度と感性の鍛練で決定されるものであろう。
はがねまわ

援鉄の鍛冶工程lζ於て，沸し付けと鋼廻しを伴なった着鋼法の火造りは鍛造技術と温度管理

の面から最も困難な作業である。とのため時代の要求lζ応じて大正時代以降，材料（利器材）面

からの改革が行なわれてきた。またそれに伴なって製造法も変化している。中にはごまかしの

技術も登場した。 ζ の材料の変遷と製造法の関係を図一 1IC示した。

大正時代から昭和15～6年頃にかけて，材料の鋼が高価であるという乙とよりも着鋼法，特
〈すりゃ

に鋼廻しの技術が困難な乙とから， ζの技術を必要としない「いらず」→「薬焼き」と称する，

本来の鉄作りから考えて，ごまかしもしくはそれに近い方法が出現する。

「いらず」とは大正年聞に行なわれていたと考えられるが，昭和に入ってからは殆ど姿を消

した様である。昭和初期（ 5～10年） に， 「あの職人は普いらずしおった男や」 「いらず師ゃっ

た」等とその方法を用いた者を蔑視するようないい方もあったとい う。その言葉の意味は鋼を
。。。。。。。。。

用いない。即ち，鋼がいらないということのいらずである。

では， 「いらず」とはいかなる握鉄製造法であったのか。それは軟鋼のみで握鉄の形状を整

え， 焼入の際に刃lとあたる部分の泥（トノコ）を落し，乙の部分lζ ニカワを塗って焼入を行な

い，その部分の表面を軽く研磨すると，見かけ上刃と地金の色合の違いが生じていかにも鋼が

接合しであるかの様に見えたというもので，乙の場合全く切れるものではなかった。しかし，

乙の全軟鋼造りの欽がその後の全鋼鉄のルーツと考えられる。

その後，簡単な工夫が加えられる。それは刃先の位置に細い針金状の鋼を接合する乙とであ

る。さらに，刃幅を広く見せるという目的から上述の「いらず」と同様にニカワを塗り，焼

入，研磨を行なうと地金と鋼（みかけ上の刃吉日）の色合いの違いが本来の握鉄と同じ様に出現し

たという。 ζ の場合，刃先には針金状の細い鋼を接合してあり，切れ味は悪くなかったがニセ

物である ζ とに変りなかった。

続いて， 「薬焼き」 と称する方法が「いらずJIC改良を加えて出現する。その方法とは今日

の広い意味での表面硬化処理といえるものであろうか。

それはニカワとショウエンを混合加熱溶解したものを，先述の工夫を加えた「いらず」の見

かけ上の刃部（細い金｜金状の鋼が接合された）に筆で塗り，その後の焼入，研磨によって，同じく

地金と刃の色合の差を明確に出した。

「薬焼き」の場合，必ず刃先lζ細い針金状の鋼が接合されていたという。また，乙れらの方

法を上手（？）に行なうためには， 見かけよの刃部になる表面部を焼入前に細かく研磨する乙

とであったという。

と乙で用いたショウエンとは，赤熱した刃物lζノfラバラ振り掛けると固く焼きが入るといわ

れた青酸カリと考えられる。

昭和 2 (1927）年， 握鉄の量産化を目的として多鹿貢氏ら組合員の試行錯誤の研究結果を踏

まえて山陽利器側で，小野における最初の接合材 （接合型抜き 〔刃部〕と軟鋼〔軸部〕を電気溶接し
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日目

たもの）が製造される。時代の要求というととであろう。参考までに，鎌鍛冶に於ては既lと大
on 

正 3 (1914）年，特殊ロール圧延による接合材が発明されている。

接合材とは火造り工程を行なわずに，圧延ロール等の機械化によって着鋼を完了した複合鋼

ネオのととである。

との結果，握銃の製造は仕上加工だけで加能となり，従来と比較して数段の量産化が行なわ

れた。昭和 2年lζ製造開始された成形加工材（複合鋼材）は一部の着鋼造りを固守した職人を

除いて，進歩的といわれた職人グループの人々で量産化の白的で使われるようになった。

乙の時，火造り（ヨコ夕、、）の技術を持たない者（サキテ師）にとっても，握鉄の製造が可能に

なったといえる。

その後，着鋼法lζ固守した殆どの職人もとの成形加工材を使用するようになるが，先の進歩

的な職人クツレーフ。が用いた材料とは開発程度で少々差を付けたものであったという。即ち，軸

部が丸棒のままであったために鍛造作業を必要としたのである。ととに，握鉄の着鋼法は殆ど

休止の状態となる。

ともかく，乙の情況が昭和18(1943）年の第二次世界大戦の軍事統制下の資材供給ストップ

まで続いたのであった。やがて，成形加工材を作っていた圧延ロール等の鉄製器材は供出され

るととlと7よる。

昭和23(1948）年，銃組合は再編成立直しが計られる。戦後の経済復興lζ伴なって，他の金

物類と同じく握鉄の生産増加の機運も高まってくる。その際，最も重要なことは成形加工材と

なる複合鋼材の製造復活である。そのためには戦前に軍へ供出した複合鋼材成形の圧延ロール

が必要であり，乙れを作るための資金，当時の価格で25～ 6万円をいかにして調達できるかが

組合員にとって最大の問題であった。多鹿氏によると「残念ながら，経済的負担が大き過ぎて

資金の調達不可能であった」という。乙乙lと，握鉄の製造技術は従来からの着鋼法への復活と

なる。同時に着鋼法の技術を持たない者は「いらず」の延長上の技術としての全鋼造りへと，

その活路を見い出すのである。全鋼造りは昭和40年代半まで手作りで行なわれていたが，その

後全鋼打ち抜きによる成形加工材を用いての多量生産へと発展する。現在，全鋼握鉄は中嶋地

区や一部の小野，葉多地区で作られているが握欽の全生産高の中lζ占める割合は小さい。

今日まで，伝統技術と して着鋼法を継承している握銃鍛冶職人は 5～ 6名である。

時代を経て，再び握鋲の量産化への試みが行なわれる。その実用化が可能となるのは昭和47

(1972）年以降である。

U6）多鹿責， 『援鉄（和鉄）意Jj始者と沿革.J.19880 

U7) 『兵庫発明50年』，兵庫県発明協会編， 180頁。
帥前掲帥， 10頁。
帥 特公昭47-110380
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3. 現状について

1)鉄の原理と種類

鉄の原理とは挺子に基づくもので，挺子の重点 ・支点 ・力点の相互関係から（1）力点が重点と

支点の聞にある元支点式， （2）支点が力点と重点の聞にある中間支点式，（3）重点が力点と支点の

聞にある先支点式の 3種類に区別される。従って，乙れらを応用した鉄も 3種類に大別され
か

る。握鉄は(1)1ζ属するもので矢羽根切鉄，駕欽（馬のたて髪用），縫箔鉄（車I]繍用） ，節取鉄，爪

切欽，網切鉄（漁網用），葉摘鋲等である。型の上から分類すると東型（関東型，ツメ），長刃（関

西型），堺型（長刃先細），京型 （カブラ型），守町型（腰曲げ），片丸型，先丸型，ソリ鉄等多種類あ

り，同じ型であっても鉄の寸法から細かく分類（ 5分きざみで小鉄3～4寸，大鉄4.5寸～l尺）さ

れている。（2）に属するものとして，花欽， 種子島鉄，関定鉄，洋鉄等。 （3Hζ属するものは押切

り鉄，採果欽がある。

次lζ，典型的な小野握鉄の一つ東型 3寸 5分 （105mm）について各部の名称を（2)- 2の図－

2 IC示す。

小野における火造りの握鉄鍛冶職人は少なくなった。昭和27(1952）年11月有志lとより「播

州握鉄研究会」が発足し，それから37年を経た現在火造り名人として残っている のは小寺藤二
側

(1909年生），多鹿貢（1912年生），井上又治（1919年生）らである。 ζの他， 握鉄鍛冶として文化

年間より六代続いた藤井宏（1924年生）も火造りによる技術を持っている。

2 ）材料と道具

2）ー1 材料
しそう

中近世の鉄材生産地であった播州穴栗郡千草町は和鉄が利用されていた時代の供給地として

栄えた。当時，刃物の金属材料としてはとの千種鉄や出羽鉄が主で，との他lζ出雲鉄，石見鉄

等が従来から使い慣れて来た唯一の和鋼であった。
ω 

明治13(1880）年播州地方に於て始めて洋鋼が使用される。その後，刃物の金属材料は和鉄，

和銅から洋鉄，洋鋼へと切り替えられていく。その中で研ぎ易い着鋼法によ る刃物類のみが和
ω 

鉄，和銅lζ固守したようである。援鉄もとの例にもれるものではなかったと考える。大正年聞

には国産の近代的な製造法による材料が供給されていた。

第二次世界大戦後の金属材料が不足した時期には戦災焼跡から回収した鉄筋が握鋲に利用さ

れ，乙れを商売とするブローカーが出現したという。

（湖佐野裕二， 『鉄読本J，新門出版社， 1962,106頁。
信1) 『たたら村と百姓たち千種鉄関係資料集J，千草町教育委員会，1983,28頁。
凶 『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。
帥前掲（6),140頁。
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伝統技術の現l況について（2）（北田 ・岡本）

今日，握欽の金属材料として一般に用いられるのは鉄（地金）の軟鋼圧延材（Cζ0.1予約の丸

棒 切，7,8mm中），鋼（刃金）の安来鋼（青紙2号） あるいは炭素工具鋼（SK- 5）である。そ

の化学組成を表－.11ζ示す。

表 1 握鉄用鏑の化学組成

青紙 2号

p
 

n
 

M
 

Q
U
 

C
 

。Iw I （規格）
鋼

1. o~ 1. 210・ ~o. zol°"空。solo.悶↓ Io.側↓ 10.空。5011.~uol ＜目立金属）

SK - 5 0.8～0. 91 0. 35↓ I o. 50↓ I o. oso↓I o. oso↓ (JIS) 

2）ー2 道具

昭和 2 (1927）年， 鍛造用ベルトハンマーと火造り用送風器が初めて使用され，その結果，

握鉄の量産化が可能となる。しかし，握鉄の伝統鍛冶に於て用いられる道具類は一部を除いて

明治 ・大正から殆ど変化していない。

火造りに用いられる道具類は火床，金床，槌，箸である。昭和10年頃まで，仕上工程の研ぎ
ヤスリ セン

iと於ては鎌，鐙，天然砥石等の旧研磨法を用いていたが，今日，金銅砂のグラインダーとパブy

研磨に置き代わった。艶出し工程ではナンパを用いてのナンパ掛と称する作業がある。以下，

乙れらの道具について説明する。

( i ）箸と翠（図 2ー④，⑤，4ー③）

箸iζは鋼付け箸，横座箸，火造り箸と 3種類ある。鋼付け箸とはその名の通り沸し付（鋼付

け）で用いられる。残りの箸は大小の違いがあるが形状同じで，材料を固定する目的から箸輪

と併用される。

撃は鍍を利用してイ乍られ， 2枚の木片で両側からはさみ付けるようにT字型の腕を出して使

い易すく工夫されている。

(ii）槌（図－2 ④，⑥， 4ー②など）
かみな

火造り槌，横座槌，上平らしで用いる小さな金槌，曲げ工程で用いる歪打ちの金槌あるいは

木槌がある。火造り槌は伸ばし，平らしの大きな力を要する場合に 用いられ 大型で重い。一

方，横座槌は小型で形状を整える仕上加工 （サキテ）で用いられる。職人の中には鍛造時に槌口

が鉄上部の形状に添う様l乙槌口を研磨加工する者もいた。

(iii）金床と石（図－2ー①，⑤，③， 4ー②，③，④，③）

金床は火造り用（10x 25×約45cm〔高さ〕）と平らし床 （10x10x約30cm〔高さ〕）の 2つがある。

前者の面は平らであるが， 後者の面は先述の槌口の場合と同じ意味から平面部に加工を加えた

ものもある。乙れら 2つの金床の前あるいは脇lとはブロック程度の大きさの石（あるいは鉄塊）

が金床同様に地面に固定設置 しである。乙れは石や鉄塊の 形状を利用して欽の形状を整えた

63 



技術と文明 5巻2号（150)

図 2 握鉄製造工程（工場，火造り，握鉄各部の名称と製品の一部）
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図－ 3 握鉄製造工程（研磨，艶出し， 曲げ等の一部）
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図－ 4 握鉄製造工程（火造り，焼入の一部及び素材から完成品までの半成品とその工程名称）
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伝統技術の現況について（2）（北田・岡本）

かみぶ

り，上部ひねり（ネジレ）を作るために使われる。職人はとの作業を「査を上げるJという。 2

枚の刃が接触するととによって出る微妙な抵抗をネジレによ って出すのである。

(iv）炉（火床） （図－ 2①， 4 5) 

火造り用と焼入用の 2つがあるが両者その構造K殆ど差はない。火造り用の一部を改良して

焼入炉とする。即ち，加熱時lζ欽の上部のみが加熱される様に加熱域を小さくするための工夫

である。加熱域が広いと軸部まで加熱され，そのために軸部のパネ性が損なわれる。炉の本体

は赤土lとスサ（小さく切った葉）を入れ練り上げて，乙れを用いて馬蹄形（縦65×横50cm程度）に

土盛（約20cm高さ）した簡単なものである。炉の上lとは保温や煙突の目的で小型のドラム缶（約

60cm高さ）をスカー トとして用いている。

炉Iζ用いる燃料はコークス （古くは松炭）である。炉の底はさらに 30cm 程深く掘ってあり，

可動時に乙の空間で送風空気が予熱され炉IC送り込まれる。送風下の炉内温度は山積のコーク

スの下層部程，コーク スと接触する空気量が多い ζとから高温となる。炉の温度加減はコーク

スの加熱色や炎の色から判断するが，温度観察の際に太陽光線が火床に直接照射すると目的の

設定温度よりも低く見て しまう傾向にある。乙の判断ミスは火造り時の過熱となってしまう。

よって，正確な温度設定を必要とする焼入作業においては太陽光線の影響を受けない夜に行な

われるととが多かった。炉の脇で，金床の右上lζは冷し樋と称する水樋が置いてあり，火造り

時の箸の冷却や落しでの板状の加熱鋼を小さく切断するための冷却水として用いられる。

(v）ナンパ（図－3ー③）

ナンパ掛に用いる道具で，職人が銀を刃部の材料として沸し付で作る。ナンパは艶を出すた

めにコスルための道具で，鋭利な刃を必要とせず，刃先は凸面状で厚刃（約4mm）と薄刃（約

2mm）のものがある。前者は軸磨きに，後者はきわ付け部を磨く。

尚，ナンパはサビ易いので研ぎ坪の研省、泥の中へ沈めて保管する。

(vi）研ぎ棒（図－ 3一＠）

刃研ぎのための手の補助となる木製の板である（グラインダー研磨になってからは簡単な木片を添

えるのみ〉。研ぎ棒は鉄上部の寸法によって夫々作られており，上部形状を削り込んだ木型であ

る。

(vii）歪台

焼入後の歪取り（焼歪打ち） 1ζ用いられる木製の金床と考えられる。

(viii）曲げ器（図－ 3ー③，⑤）

欽をU字形κ曲げるための器具で，金箸と共に用いられる。

(ix）ネジ振り器（図－3ー③）

最終工程における重要な作業の 1つを行なう道具である。鉄をU字形lζ曲げた後，刃部のネ

ジレを調節する。 2枚の刃のネジレ具合が適切に調整されていないと切れ味が悪くなる。写真

は算盤玉に使用する黒檀製のネジ振り器である。との他，桜や金属製のものがある。
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伝統技術の現況について（2）（北田 ・岡本）

3）握銀の製造工程

握鉄鍛冶の仕事場は主に納屋（農業倉庫）があてられた。設備の火床，研磨機，研ぎ坪は照

明の関係から南側の格子窓に面して横一列lζ配置されている。

見習い丁稚が先ず覚える仕事はサキテ（仕上加工） Iと関するものであった。その後 3～ 4年

の年季を経て，ヨコ夕、（火造り）の仕事へ移り 1～2年。お礼奉公 1～2年と一人前の職人にな

るまでには計 5～ 8年聞を要したという。修業中の朝は 4時過ぎに起床して，夜は10時頃まで

の労働であったという。

一人前に独立する時には親方から金床と締をもらった。しかし，なかKは独立せずに渡り職

人となる者もいた。彼等を「ヨコダ職人」といった。火造り仕事をするヨコダ師iζ対して仕上

加工を行なう者をサキテ師と称した。

親方は何人かのヨコダ師とサキテ師を抱えており，彼等を使い分ける 乙とで， 握鉄の一貫製

造を行なっ たのである。

次lζ，伝統技術としての握欽鍛冶の工程 ヨコダ（火造り）とサキテ（仕上加工）について検討

を加える。

その工程を図－ 6(A), (B）に示した。 (A）は多鹿貢氏の場合であり，その工程は昔ながらの手法

と技術で，今日も実際に作られている。

(B）の方は藤井宏氏の場合で，氏の保有する伝統技術である。（A),(B）より工程数と名称で一部違

いがあるが， その工程の流れは医亙｜ー匪亙｜ （焼戻 し） 一回一医~1-'>l!lfill－＇＞医亘

と大差はない。

焼戻しは戦前まで全く行なわれていなかったようであるが，それが行なわれるようになった

のは戦後の ζ とで，刃ζ ぼれ等の寄lれの少ない方法として注目されて，工程に組み込まれるよ

うになった。

Iヨコダ（成形加工工程，火造り工程）

1）火造り

(1）素材の選定

3の2）ー 1で述べた。
お

(2）落と し

①寸法切り，②荒伸ばしの 2つの作業をいう。①とは製品の種類に応じて，夫々完成品iζ適

した重さを形状一定の材料（地金と鋼）を切断し決定する。②とは地金を作業性の良い 800～

900。Clと加熱して，軸lとなる中央部を平らに伸ばし，さらに，刃の付く両端を板状lζ鍛造する。

以下の説明に於て，握鉄各部の製作は左右対象の 2回工程である場合が多く ，それは連続し

て行なわれるので 1回の説明とする。
はがねっ つけはがね

(3）沸し付 （鋼付け，着鋼）

沸し付とは上部の地金に鋼片を接合させる作業である。地金は軟鋼で約1500℃まで溶解しな
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技術と文明 5巻 2号（156)

いが，地金lζ接合する鋼は1300～1350℃で部分的に溶解するため温度管理は重要である。

先ず，鋼片の接合表面を1.l<Iと浸し， 7j(の粘性で、もって，着鋼剤を鋼片表面に付着させる。一

方，荒伸ばし後1000。CIC加熱された地金の片先に，先程の着鋼材を付着した鋼片面を内側に素

早く重ねて約 1200。'C（コークスの黄色から判断）に再加熱する。再加熱の時間は約10秒間であっ

ャ

ド』。

尚，一般に鍛冶職人は鋼を加熱し過ぎて一度でも火花（溶解）を出せば「鋼は既に死居り候」

等といい廃棄したという。

2枚重ね合わせの地金と鋼は鍛造接合されるが，との際iζ重要な乙とは同時に鋼廻しを行な

うととである。鋼廻しとは鍛造によって鋼を上部地金lζ巻き付ける操作の乙とである。即ち，
かみ ぷ

上部の刃を形成するために上部の裏から表へ，鋼の配分において表少なく裏多くなる様に巻き

付けるが極めて熟練を要する。

尚，着鋼剤とは棚砂と珊酸と鉄粉を 2 4 3の質量比に配合混合したものである。珊酸は

接合表面の洗浄効果から加えられる。鉄粉は鏑でなく 粉末lζ し易すい鉄の酸化物 （職人は腐った

鉄という）を用いる。昔は鋒屑に塩水をかけ腐食させたものを細かく町き潰し自家調達した。

(4）荒伸ばし

鋼廻しの終了した上部は 800～900℃ （材料表面の赤黒色から判断） に再加熱し， 所定の寸法以

上に打って伸ばされる。鋼廻しの際，鋼の寸法は地金の寸法よりも長い自に重ね合わせて鍛造

される。鋼と地金とでは展延性が異なり，両者同じ寸法であれば，地金が鋼の寸法以上に伸び

てしまい上部形成が困難となる。

その後，余分な長さは上部肩口から切断する。 （先切り ともいう）

(5）上部火造り

先切り後，上部形状を仕上形状 （刃rjJ，刃長から）に800～900℃の温度域で鍛造成形する。と
だん

の時，刃のストッバーの役目をする段（きわ付け）が片側軸の軸と上部の境 （裏） に付けられる。
ほん江り

段はデザイン的な面から， 注文によっては 両軸にもつけられる。段のないものを本形と称し
〈びした

て，昔は木綿用鋲があった。さ らに，首下（まち）も作られる。

(6）軸火造り （軸伸ばし）

1陥の部分を800～900℃の温度範囲にて規定の寸法長さに整形鍛造する。

Eサキテ（仕上加工工程）

1 ）熱入前の荒仕上

め1
U
 

軸き
M

打軸
’S主

軸部を生打ち （冷間加工）する乙とから，加工硬化によるパネ性を出し平らに加工する。ま

た，面取りも行なう。
な かみだた

(2）上部平らし物（上平らし，上打き）

生打ちにて左右 2枚の刃先端部を裏側へ起とし，上部の裏面全体にひねり（ネジレ）が加わる
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ょう lと鍛造（歪が上る）する。刃にひねりが加わるととによって切断の際に，左右の刃が一点で

接触し，切れ味の効果を生じ向上させるととになる。

(3）荒表研から帥軸すり ・・一一・…・……（A)

(3）荒研削から（5）荒研磨…...・ H ・－－……（B)

（札（B）共lζ上部の表裏とその他の鉄各部の研磨である。

（刈の1）一（3）荒表研では刃の表と軸裏を研ぎ，1）一（5）荒裏研ではその名の通り刃の裏を研ぐ。

他方，（到の1）ー（3）①裏表が乙れに相当する。

刃部の裏（すり合う面）は職人の勘によって砥石でひねり（上り歪）が付く様lζ研磨される。

乙の様にひねりが付く 裏研ぎは以下の工程で再度繰り返えされるが，乙れらの工程が研ぎの評

価（切れ味）を決定するといわれている。

(4）入刻（刻印打ち）

刻印は上部表と軸裏の 2ケ所に入れられる。表には商擦を，軸裏lζは職人名（作者名） のみが

製品（作品）に責任を持ち，手抜きをしないと戒の意味から入れられる。

刻印を打った裏側には刻印の凸部が出るので，刻印の上げ打ち（完成品に刻印を打つ）はでき

Tよし3。
とぎさ，，，

(6）研下り（（B）にない名称）

(6）とは上部の裏を研磨する際にその表面のみが削ずられて，上部裏と軸との墳に僅かである

が段差を生じる。乙の段差を取り除くととをいう。

鉄によっては ζ の裏の段を， 表側の軸にある きわ付けに対して，対比美というデザイン面か

ら残乙した仕事もある。

。刃付（凶ー（7), (B）ー（3）③，（5）①）

荒刃を研ぎつける。刃先の角度等は完成品と同じ。

。ムネすり（凶ー（8),(B）ー（3）③，（5）①）

ムネの部分を縦目研ぎ。

。カッコウすり（（A）ー（9), (B）ー（3）④，（5）④）

ムネ先を整えるための研ぎ。

。ソパすり（仏）帥，（B）ー（5）③）

ソパ部分の研ぎ。軸のパネ性の強弱を一定lζ整えるための研磨。

。マチクリ（仏.） (11), (B）ー（5）⑥）

首下の湾曲部を研磨して整える。同時に， きわ付け（止め付け） の位置を決定する。尚，マ

チ部を研磨するととをマチクリという。

。寸法調整（凶一回，（B）ー（5）⑦）

両刃を含む双方の寸法を一定に整える。

。軸すり（（A）ー帥，同一（3）②，（5）①〉
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2）焼入工程

(1）焼入（泥付と焼入）

技術と文明 5巻2号（158)

上部全体の形状に沿って泥（トノコ）を薄く塗る。昭和10年頃までは天然砥石の研ぎ浮を使用

した。泥を塗る理由は焼ムラ防止である。即ち，焼入時lζ赤熱した上部表面の温度は高く，そ

のために上部表面では 蒸気膜（泡）を発生し，冷却水の作用を瞬間的に絶縁させる乙とになる。

つまり，水による急激な冷却が泡のため部分的に妨げられ，乙のために焼ムラによる硬化ムラ

を生じる。乙の他，上部lζ発生する焼査の減少や酸化防止にも役立っている。

伝統的な援鉄の製造に於ては焼戻しを伴なわない熱処理を行なうものもある。その熱処理方

法とは， 焼入温度730～760℃と冶金学的に Al(723℃）変態点直上温度を選択 している。現在

の熱処理温度としてはやや低自の温度であるため，充分な焼入性について懸念されるが，焼入

前の火造り工程は800～900。Cの温度域で行なわれており，結晶粒は素材粒度よ りも大きく成長

し，焼入性は良いと考えられる。そ乙で， 800℃ 以上での焼入はさらに結晶粒の粗大化を促進

し， 焼入後の割れ等の欠陥に繋ると推察される。

よって， 職人の勘から経験則として今日の冶金学的知識よりも低い温度が選択されてきたと

考える。冷却水はぬるま湯（25～30℃）程度を理想とする。

他方，焼入後lと焼戻しを伴なう熱処理方法とは，焼入前lζ焼なましに代わるものとして結晶

粒の調整を生打ちにて行ない，焼入温度800～830°Cで，冷却水15～20℃である。

両者いずれにしても焼入の操作は簡単で，加熱した鉄上部を満水ノイケツ（ 1斗缶）の中へ 1回

潜らすだけで， 焼入性を向上させるための撹梓等を行なわない。その間 3～ 4秒間の操作であ

る。使用する水は軟水で，気体溶解度の小さい雨水や風呂の残り水（職人はくたび、れた水という）

が用いられる。

尚，焼入の際，上部lζ焼歪が生じるが，乙れは鋼と地金で加熱冷却時の体積収縮率が違うた

めである。よって，焼入前にとれらのこ とを考慮して焼入は行なわれる。

焼戻しは加熱温度170℃の油中で約40分間保持される。

(2）焼査前のパリ取り

刃付の際lζ生じた刃のパリ取りをζの時に取り除く。焼入前のパリは軟らかく取り難いが，

焼入によって硬く なった鋼のパリは簡単に取り除ける。（B）では刃付工程で処理する。

(3）焼歪打ち（焼歪取り）

焼入によって生じた上部表面倒への反りを小槌の叩きによって取り除く。あらかじめ，焼入

前K上部荒研ぎの際K，上部にかかる力を利用して裏側へ調整の意味で逆反りを付ける職人も

いる。

3）研磨工程

研磨工程は（a）荒研磨と（b）仕上研磨の 2工程である。両者の違いはパフ研磨の番目が細い90～
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100番とさらに細い180番目（一部160番）からなる研磨の仕上り程度の違いである。

今日，グラインダー砥石の回転数は 1400回／分程度のものが用いられているが，砥石の表面
ろう

は研磨時に鉄粉による目づまりのない様lと清掃され，砥石のすべりを良く保つために搬を塗る

等の工夫がなされている。鉄粉の付着は砥石の研磨能力の低下であり仕事量の増加となる。ま

た研磨時lζパフにトリポリ（番目19001C相当する油を浸み込ませた粘土質の磨き粉）を塗る 乙とによ

って①艶が出やすい。②切れ味の持続。＠焼き付き防止，といった利点が出る。

4）艶出し工程

艶出しの方法としてはカスメ付，ナンパ掛と 2つの磨き作業がある。 ζれらの作業はデザイ

ン面から商品価値の向上lζ大きく影響を及ぼしている。

カスメの作業（カスメ付け）とは火造り時に材料表面lζ生成する黒色の鉄酸化物（通称ベトと

いう）を粉にしたものをナタネ油lζ混合し，乙れを研磨剤として丸く削った桐（ゲタの材料から）

の小片lζ塗り，乙れで上部の研磨を行なうととである。その結果，上部の軟らかい地金と硬い

鋼とでは，その材質の違いから前者は黒っぽく，後者は白っぽく光沢を持つ。両者の境界付近

は幾分かすんで見えるがその違いは明らかとなる。乙の乙とをカスメが付いたという。天然砥

石で磨いてもとの色合の差は出ない。今日，カスメ付けの代替作業として150番の紙ペーパーを

短冊に切り，研磨機回転板に張り付け使用する職人もいる。乙の方法であれば握鉄 600～1000

下分の研磨仕事に耐えるという。

また，カスメ付けの有無は全鋼鉄との区別に用いられ，商品価値の向上化に役立っている。

ナンパ掛とは研削ではなく， 磨いて艶を出すための方法である。即ち，ナンパ掛を行なって

も鋼は硬く艶は出ないが，軟らかい地金はナンパの硬い刃（銅製）に負けて表面が摩滅して黒

っぽく艶が出ると考えられる。

ナンパ掛は裏磨き，軸磨き，きわ付け等で行なわれるが，今日はソパのみが多い。

ドロゴスリ（凶一（9), (B）にはない工程）

軸部表面の垢取り作業。手垢等の不純物が付着しているとナンパ掛による磨きが生かされず

艶が出にくい。その方法とは使い古した薬草履を丸めて渦巻き状にして，渦巻き側へ研ぎ泥を

付けて磨く作業（図 2 ③）である。
、ーヒキ

最終刃付としての刃引は刃面は金剛砂のパフを用いての研削により小刃をつけるが，その角

度は経験的なもので32～35。である。

E曲げ工程

乙の作業は刃擦れの音の調子等も見るために別室（座敷〕で行なわれる。

(1）折り曲げ （合い刃取り）

握欽は乙の工程で曲げ台を用いて始めて軸中央部からU字型lζ折り曲げられる。

(2）ネジ振り

両刃のすり合せの調整。

73 



技術と文明 5巻2号（160)

図－ 6 握鉄（和鋲） 製造工程図（A), (B) 
(A) 

Iヨコダ（成形加工工程）

(1）素材の選定一一（2）落としー（3）沸し付け（鋼付）一 （4）荒伸ばし一（5）上部火造り一 （6）軸火造り

Eサキテ（仕上工程）

1）焼人前の荒仕上

(1）軸打ちと面取りー（2）上部ならし物（上打ち）一 （3）荒表研一（4）入刻一（5）荒裏研一（6府下り一一

(7）刃付一一（8）ムネすり (9）カッコウすり一一（10）ソノfすり一（11）マチく り一（12）寸法測り一一(13）軸すり

2）焼入工程 接

(1）泥付と焼入ー （2牒歪前のパリ取りー（3）焼歪打

3）研磨工程

（※持殊と考えたものについては焼戻しを行なう）

(a）荒研磨

(1）裏研ぎ、 (2）刃研ぎ一一（3）表研ぎ一一（4）カッコウすり一一（5）軸すりーー（6）軸横すり (7）軸中すり一一

(8）ムネすり

(b惟上研磨

(1）刃研 ぎー （2）裏研ぎ一一（3）研下り

4）艶出し工程

(1）哀磨きー （2）裏カスメー （3）刃引一（4）表仕上一 （5）刃カスメー（6）表仕上カスメー （7）表面取り一一

(8）ソパすりー（9）ドロゴスリー（1糊磨き一（11）き わ付一（12）水拭一（1繍 拭一（14）軸裏パリ取り一一

(15）ソパのパリ取り一（1納付け

目曲げ物工程

(1）折り曲げ一（2）ネジ振り一（3)1士上歪取り一（4）製品

(B) 

Iヨコダ（成形加工工程）

1火造り

（※（7）は東型のみ行なう）

(1）素材の選定 (2）落とし一（3）沸し付け（鋼付）一 （4）上部火造り一一（5）軸火造り （軸伸ばし）

Eサキテ

1 ）焼入前の荒仕上

(1）軸打ち（軸しめ）ー （2）上ならし一（3）荒研削（①裏表 （4）商標刻印打②軸表裏③ムネ④カツ

コウ ⑤荒刃 ⑤首下）一（5）荒研磨（①軸ムネすり ②刃音rs ③刃付④カ ッコウすり ⑤ソパす

り ⑥マチクリ ⑦刃の寸法調盤スリ）

2）焼入工程

(1）泥付と焼入ー （2）焼戻し一 （3）焼歪取り

3）研磨工程

(a）荒研磨

(1）裏研ぎ一一（2）表研ぎ一一（3）刃研ぎーー（4）持柄（軸）の表裏研磨

(bff士上研磨

(1)ソパ軸磨き一 （2）裏研ぎー （3）表研ぎ一（4）刃研ぎ

4）艶出し工程

(1）裏カスメ一一（2）刃カスメー（3）表磨き（表仕上）一一（4）きわ付け一（5）軸カスメー （6）.小刃カスメ （刃

号｜）

E曲げ·~m工程

(1)折り曲げ（ネジ振り）一（2）歪打ち一（3）検査一 （4）油拭包装一一（5）製品
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(3）仕上歪取り

小槌を用いて査を取り除き， 完全な刃先の接触となる様にすり合せの調整。

(4）製品

切れ味，切先の不揃，刃欠等の検査。椿油（あるいは鉱油）を製品iζ塗り，木綿布lζて拭き取

り包装箱へ入れ製品完成。

4. 技術的検討

1)組織と硬度

握鉄の素材を用いて火造りから焼入，焼戻しの熱処理を行なう乙とで，鉄上部の地金と鋼の

組織（図－5）がいかに変化したかを検討する。

地金（a1）は熱間圧延の軟銅線材で方向性のないフェ ライトと一部ノfーライトの混合組織であ

る。鋼（a2）は熱間鍛造で板状 （棒） Iζ成形してあり同じく方向性のないバーライト組織からな

る。とれらの素材は熱間鍛造を繰り返えす中で，結晶は再結晶による微細化と成長が起乙って

いる。

焼入前 （火造り終了）の組織について，地金（b1）は素材（a1）よりも一部微細化したフェライト

粒と，（a1）と同じく極一部にバーラ イト（黒い部分）が見られる。しかし，硬さは両者殆ど差が

ない。鋼（b2）は素材（a2）よりも成長した結品粒で粗大ノfーライト組織を生じている。 (b2）と

(b1）の接合部（b）において，地金のフェライト地に鋼からの炭素の拡散が観察された。

焼入後，地金（c1）は拡散炭素の影響でノマーライトとフェライトの混合組織（Hvl96）で，接合

部（c)Iと於ては低炭素マルテンサイトが観察された。鋼（c2）はマルテンサイトに変態しており，

硬度 Hv903と極めて硬い組織である。

尚，接合部（c）には点状の 黒い部分が一部出現しているが，とれは着鋼材を巻き込んだもの

である。火造り鍛造法では ζの巻き込みは避け難いと考えられる。

(a）は焼入前後の上部断面の 7 クロ写真である。地金と鋼とその聞の炭素拡散層を顕著に観

察できた。

焼戻しは170℃で行なわれているが，との処理によって焼入後の α （正方晶）マルテンサイト

から (3（立方品）マノレテンサイ トへと収縮するのみで組織上大きな変化はない。焼入時に生じた

応力の除去が主となる。

5. おわりに

刃物はいつの時代に於てもな くてはならないものの一つである。 刃物 （業界） は生き残り産

業として近年の技術革新に対応し，伝統技術と先端技術の連携により，裾野の広い産業となる

べく努力がはらわれてきた。

小野握欽も多量化の技術革新が推し進められてきたが，その状況下で火造り技術を守り握欽
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鍛冶を伝統技術として継承して来た熱意と努力K敬意を払うものです。

尚，握鉄鍛冶についての資料提供等に心よく応じて下さ った多鹿貢氏や藤井宏氏に感謝しま

す。

また， 小野市伝統産業会館館長横山博氏及び小野市経済部商工課の中尾正美，河合照延の両

氏lとも資料集収等で御協力頂き，あわせて感謝の意を表します。

The Present Condition of Traditional Industrial 

Arts and Techniques (2) : The Gripping 

Scissors of Ono 

by 

Dr. Koza KIT ADA 

(Osaka Seikei Girls’Senior High School) 

Zenshiro OKAMOTO 

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

This report concerns th巴 historyand the traditional technique employed in the 

manufactur巴 ofgripping scissors at the Ono smithery. 

At present, gripping scissors are used only in Japan, and are drawing attention to 

th巴mselvesas something uniquely Japanese. They are produced in One, which handl巴S

80% of total production, and also Sanjo. 

Morimachi Soubei developed the technique for producing thes巴 scissors, 180 years 

ago in 1806 (Bunka 3 years), at his smithery in Nagao villege (now Ono city). 

The gripping scissors smithery has two processes which are called “Yokoda”and 

“Sakite". In th巴“Yokoda"process ther巴 aretraditional techniques involved, and these 

ar巴 called“Hagan巴mawashi"and “wakashizuke’＇， together these are called "Hizukuri" 

which means forging. 

The method of production has also depended on the raw materials used. Originally 

steel and iron w巴reused and this was call巴d “Tsuk巴hagan巴－zukuri’＇. After that 

composite steel was used and this was called “Fukugo-zukuri”. And finally, 100% 

steel，“Maruhagane-zukuri’＇. Of these techniqu巴s,"Tsukehagane-zukuri" with "Waka-

shizuke" was very difficult and easi巴rmethods app巴ar巴dcalled‘‘Irazu" and ‘‘Kusur aki，’ ． 
The basic process can be broken up into 1) Hizukuri （“Yokoda”） 2) Hardening and 

Tempering 3) Grinding 4) Burnishing (2, 3, 4“Sakite”） 5) Bending and 6) Finished goods. 

The techniqu巴 ofgripping scissors still depends very much on th巴 experienceand 

feeling of the craftsman, and there is no definate set of rul巴s.

It appears that th巴r巴 issom巴 relationship between the historical background of 

forging of Ono gripping scissors and of th巴 hardwar巴 producedin Miki. 
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