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1 は じ め に

1―1 研究の目的

木工家具産地としての飛驒高山は，飛驒産業株式会社（以下飛驒産業と称す）の前身である中

央木工株式会社（以下中央木工と称す）の創業により始まった。よって，飛驒地方における家具

の歴史を解明するためには，同社の歴史的考察が不可欠である。同社は，資源立地型工業とし

て，大正9（1920）年に，岐阜県大野郡高山町（現高山市）で創業し，飛驒に群生する豊富なブ

ナ材を活用した
（1）
曲木家具の製作を開始した。これに先だち資源立地型工業として，世界で創め

て曲木家具を大量生産した事例は，Michael Thonetの取り組みである。

Wilhelm Franz
（2）

Exnerによると，Thonetは，1796年に，家具の産地として知られる Rhein地

方の Boppartで生まれた。そこで，家具職人として修業を積むと，1849年には，ウィーン郊外

の Gumpendorfで家具製作を開始した。1853年には，5人の息子達に彼の会社を譲り，der Firma

Gebrüder Thonet（以下トーネット兄弟社と称す）が誕生すると，1857年には，ブナ材が豊富で，

低賃金で労働者を雇用できる，Mähren地方の Koritschanに，曲木家具工場を建設した。1861

年には，森林の多い Bistritzに工場の建設を計画し，1866年には，ハンガリーの Barser Komitat

に，曲木工場のある製材所を建設した。

その後，1871年に Michael Thonetは他界するが（以上 Exner要約），トーネット兄弟社は，

規模を拡大し，1900年には，約3万人の労働者を雇用する巨大企業に発展
（3）
した。

一方，日本において，資源立地型工業として曲木家具工場を設立した事例は，明治43（1910）

年11月に，秋田県雄勝郡湯沢町（現湯沢市）に設立された秋田曲木製作所があげられる。『八十

年史 秋田木工株式
（4）
会社』によると，同社は翌年，秋田木工株式会社（以下秋田木工と称す）に

改称し，同県林務技師飯島直助や曲木技師佐藤徳次郎の指導により，曲木家具の生産を開始し

た。大正2（1913）年には，農商務省から，圧型付機械1台が貸与され，大正4（1915）年に

は，ドイツ製曲木機械7台が貸与された。こうして製作された秋田木工の製品は，明治38（1905）

年開通の奥羽本線により全国に出荷された。

やがて飛驒高山にも，曲木椅子が出まわると，「当時下駄の歯などに使われるほか役に立た

ないブナで作られているのに驚嘆
（5）
した」白川政之助は，秋田木工の取り組みに触発され，大正

（1） 木を蒸して曲げる技術で，家具用材の場合，木を蒸した後にプレス機械などで成形し，型枠に固
定した状態で乾燥する等の製法により生産する。曲木は，一本の直材から曲材をつくりだせることか
ら，継手がなく，丈夫で美しい家具づくりに不可欠な技術として知られている。

（2） Wilhelm Franz Exner, Das Biegen des Holzes, ein für Möbelfabrikanten, Wagen-und Schiffbauer
wichtiges Verfahren . 4th ed., Leipzig : Bernh. Friedr. Voigt, 1922, pp 6―48.

（3） カール・マンク 宿輪吉之典訳『トーネット曲木家具』鹿島出版会，1985年，87頁。
（4） 秋田木工株式会社編『八十年史 秋田木工株式会社』秋田木工株式会社，1990年，5～33，620
～627頁。

（5） 山本夏彦他「飛驒高山の家具」『木工界』工作社，1958年，No. 46，50～53頁。
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9（1920）年に，高山町の有力者らと中央木工を創業
（6）
する。両社は，いずれも地元有力者の投

資により株式会社として創業しているが，中央木工の創業には，農商務省山林局の関与はみら

れない。

『飛驒産業株式会社七十
（7）
年史』を概観すると，中央木工では，関西の曲木家具工場で，曲木

技術を習得した森前房二と，その弟の指導により，曲木椅子の試作を開始した。曲木機械や曲

型は，大阪より中古品を購入した。創業メンバーには，盆や弁当箱に用いる曲げわっぱの製造

業者もいたが，椅子に使用するブナ材の曲木加工経験はなく，不具合が続出した。

やがて曲木加工が安定し，名古屋へ製品を出荷すると，ラックニス塗装の不具合が相次いだ

ことから，飛驒伝統の春慶塗（漆）を施した。大正12（1923）年には，本格的に販路開拓に入

ると，名古屋以東は，浜松の東洋木工株式会社が，主力家具店と販売契約を締結していた。関

西も，大阪の泉家具製作所や日本曲木工業合資会社など，先行する曲木家具会社が，主力家具

店と販売契約を締結しており，販路開拓は難航した。内陸部に位置する飛驒木工の場合，沿岸

部に位置する曲木家具メーカーに比較し，営業活動は不利であったといえよう。同年10月には，

増資し飛驒木工株式会社（以下飛驒木工と称す）と改称し再出発を図る。

去月発生した関東大震災は，関東圏における販路開拓の機会となったが，昭和に入ると，景

気低迷が続いた。そのような状況下で，昭和3（1928）年に，図―1に示す「前脚と背もたれ

が一体型の曲木部材を有する折り畳み椅子（以下曲木折り畳み椅子と称す）」を開発すると，組立

が不要な同椅子は，問屋からも切望され，図―2のとおり各地で重宝された。

昭和9（1934）年には，国鉄高山線が開通し，岐阜まで2泊3日を要した荷馬車での輸送時

（6） 山本夏彦他「メーカー探訪」『室内』工作社，1972年，No. 192，103～104頁。同誌によると，飛
驒木工の創業者である白川政之助は，秋田木工の家具を見て「同じような環境の飛驒で，ブナを使っ
た曲木家具をつくり始めようと思った」と記述される。

（7） 加藤眞美編『飛驒産業株式会社70年史』飛驒産業株式会社，1991年。

図―� 曲木折り畳み椅子と部品名称
（姿図は図―15―11を引用）

図―2 昭和初期の曲木折り畳み椅子納入事例古写真
（飛驒産業所蔵）
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間は，4時間20分に短縮され，輸送量が激増すると，昭和10（1935）年には，対米輸出を開始

した。

ところが，昭和13（1938）年には，「国家総動員法」の公布にともない，金属統制が施行さ

れ，難しいものづくりを余儀なくされるが，曲木折り畳み椅子の開発は継続した。昭和19（1944）

年には，軍需省の要請で，高山航空工業株式会社設立の中心となり，木製飛行機の部品を生産

する。戦後は，飛驒産業株式会社に改称し，木製家具の製造を再開する（以上加藤概観）。また，

昭和18（1943）年に創業した現在の柏木工株式会社や，昭和21（1946）年に創業した日進木工

株式会社など，飛驒産業の製品を手掛けた木工会社も，メーカーとして規模を拡大し，飛驒高

山は，日本を代表する木製家具産地に発展する。

一方，曲木折り畳み椅子に目を向けると，戦後も，飛驒地方では，飛驒産業のみで生産を再

開するが，やがて衰退し，その姿を消した。とはいえ，同椅子が，飛驒産業の発展に大きく寄

与したことは確かである。ところが，戦前戦後の取り組みに関して不明な点が多い。そこで，

本論文では，飛驒産業における曲木折り畳み椅子の変遷過程を明らかにすることを目的とする。

1―2 既往研究

飛驒産業の曲木折り畳み椅子に関する先学の研究として，宮内悊による『日本の特許
（8）
家具』

があげられる。宮内は，特許制度が発足した明治18（1885）年7月から昭和20（1945）年8月

に至る戦前の特許家具を整理している。その中で，飛驒産業の曲木折り畳み家具に関しては，

昭和18（1943）年に実用新案を出願し，翌年には登録された製品（図―15―13）の図と登録番号，

表題，登録年月，発明者名および居住地を掲載し，その概要を記して
（9）
いる。本書において，昭

和戦前期における実用新案家具の代表的事例として，飛驒木工の曲木折り畳み椅子を取り上げ

ていることは特筆できる。

一方，石村眞一は，『日本の曲木家具 その誕生から発展の
（10）
系譜』において，明治後期から

開始され，昭和初期まで発展を続けた日本の曲木家具史をまとめている。本書は，日本の曲木

家具を紹介した最初の文献である。その中で，後身も含め飛驒木工が製作した56種類におよぶ

曲木家具を紹介している。そのうち本論文の対象となる曲木折り畳み椅子に関しては，昭和3

（1928）年から，昭和12（1937）年にかけて，実用新案を出願した4種類の製品（図―6―1，図―

6―3，図―6―5，図―6―7）を取り上げている。それらは，実用新案の登録番号，表題，登録年

月，発明者，住所，当該案件の図示し，当該案件の概要を記して
（11）
いる。石村は，他に7件の実

用新案の存在を示し，いずれも出願年月と考案者を記載している。このように，日本の曲木家

（8） 宮内悊『日本の特許家具』井上書院，2004年。
（9） 宮内悊『日本の特許家具』（前掲）141～142頁。
（10） 石村眞一『日本の曲木家具 その誕生から発展の系譜』鹿島出版会，2012年。
（11） 石村眞一『日本の曲木家具 その誕生から発展の系譜』（前掲）220～233，306，307，309，314，
315頁。

技術と文明 21巻2号（１２２）

６２



具の事例として，複数におよぶ飛驒木工の曲木折り畳み椅子を取り上げている。

2 研究の対象と方法

本研究は，飛驒木工で曲木折り畳み椅子を製作する昭和初期より，最盛期である戦前を中心

に，生産終了までの約60年間における，32件の取り組みを対象とする。その内訳は，表―1の

とおり，飛驒木工が出願した13件の実用新案と，同社が保存する実用新案以外の曲木折り畳み

椅子をはじめ，同社カタログ，記録写真，史料に残される19件の取り組みである。

以上の取り組みを，以下に示す3つの時代に区分し，それぞれの時期における変遷やその背

景を考察する。考察には，特許庁発行の実用新案公告，飛驒産業が保有する曲木折り畳み椅子

に関する史料，官報，関係者への聞き取り，曲木折り畳み椅子に関する文献などを用いる。

Ⅰ期 飛驒産業における曲木折り畳み椅子の誕生と発展（昭和3年～昭和12年）

曲木折り畳み椅子の起源と技術進化過程を考察する。

Ⅱ期 金属統制期の取り組み（昭和13年～昭和18年）

金属部品から木製部品に代用後の技術進化過程を考察する。

Ⅲ期 戦後の取り組み（昭和22年～昭和末）

曲木折り畳み椅子の衰退理由を考察する。

3 Ⅰ期 飛驒産業における曲木折り畳み椅子の誕生と発展（昭和3年～昭和12年）

3―1 曲木折り畳み椅子の誕生

小泉和子は，明治初期には日本でも一般に折り畳み椅子を多く使用していたと指摘
（12）
する。し

かしながら，曲木を使った折り畳み椅子は，石村が指摘するとおり，明治後期より日本で曲木

家具産業が興り，生産が開始された後に，その変種として昭和に入り発達
（13）
した。従来の曲木椅

子の中核商品で，トーネット兄弟社の代表作である No. 14（図―3―1，
（14）

図―3―2）の模倣品（図
―3―3，

（15）
図―3―4）と比較し，曲木折り畳み椅子は，①生産性が高い，②荷姿が小さく運送しや

（12） 小泉和子『室内と家具の歴史』中央公論新社，1995年，314頁。
（13） 石村眞一『日本の曲木家具 その誕生から発展の系譜』鹿島出版会，2012年，301～302頁。
（14） 図―3―1，図―3―2は，トーネット兄弟社 No.14曲木椅子である。写真は，それぞれ以下文献
より引用した。Karl Mang, THONET BUGHOLZMÖBEL, Wien：Brandstätter, 1982, p.42. Karl Mang,
Bugholzmöbel-Das Werk Michael Thonets, Wien：Österreichisches Bauzentrum, 1965, p.8.
カール・マンク 宿輪吉之典訳『トーネット曲木家具』（前掲）55頁によると，No．14曲木椅子は，1930

年までに5千万脚生産された。同製品の特許消滅後，世界の曲木家具工場が，No．14曲木椅子を模倣
した。

（15） 図―3―3，図―3―4は，中央木工が製作したトーネット兄弟社 No. 14の模倣商品である。当時
は中央木工に限らず，東京曲木工場や秋田木工のカタログにも同様の製品が掲載された。
もともとトーネット兄弟社の製品には，背と座の接合部に，曲木製の補強部材が付いている製品（図

―3―1）と，ないもの（図―3―2）が存在した。中央木工の大正11年のカタログにも同部材が付いて
いる製品（図―3―3）と，ないもの（図―3―4）が存在した。

飛驒産業株式会社における曲木折り畳み椅子の変遷（中川・麓）
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表―1 曲木折り畳み椅子一覧表

No. 図 和暦 西暦 製品名 型番
知的財産権

総巾 奥行 総高 座巾 座高 考案者
区分 公告番号

Ⅰ
期

金
属
統
制
期
以
前

1 6―1 S3 1928 第一号曲木折り畳み椅子 No. 30 実用新案 昭4―13036 450 820 330 455 横田米藏

2 6―2 S5頃 1930 小型曲木折り畳み椅子 No. 30小 350 330 620 260 350 横田米藏

3 6―3 S6 1931 座板脱着式曲木折り畳み椅子 No. 30 実用新案 昭6―6265 450 820 330 455 岸田政友

4 6―4 S6 1931 ネット付き曲木折り畳み椅子 No. 30別注 450 820 330 455 横田米藏

5 6―5 S7 1932 支管付き曲木折り畳み椅子 実用新案 昭7―16352 450 820 330 455 横田米藏

6 6―6 S10 1935 座後貫回転式座板脱着方法 実用新案 昭10―19512 横田米藏

7 6―7 S12 1937 金具付き曲木折り畳み椅子 OS. No. 30 実用新案 昭13―12578 450 820 330 455 小島班司

8 6―8 S12 1937
背座張り曲木折り畳み椅子（座バ
ネ・背張り）

特注品 不明 小島班司

9 6―9 S12 1937
輸出向け曲木折り畳み椅子（巾広
型・座張り）

No. S3 460 780 340 455 横田米藏

10 6―10 S12 1937
輸出向け曲木折り畳み椅子（巾広
型・座成形合板）

460 780 340 455 横田・小島

11 6―11 S12 1937 改良曲木折り畳み椅子（座張り） OS. No. 30 450 820 330 455 横田米藏

12 6―12 S12 1937
改良曲木折り畳み椅子（座成形合
板）

♯751 450 820 330 455 横田・小島

13 6―13 S12 1937 連動式曲木折り畳み椅子 実用新案 昭14―6190 不明 小島班司

Ⅱ
期

金
属
統
制
期

14 15―1 S13 1938 止木付き曲木折り畳み椅子 No. 11 実用新案 昭14―13757 450 820 330 455 小島班司

15 15―2 S13 1938
木製丸棒回転軸を有する曲木折り
畳み椅子

実用新案 昭14―14381 450 820 330 455 横田米藏

16 15―3 S14 1939
座後貫一体型木製回転軸を有する
曲木折り畳み椅子（鉄製連動部品）

No. OS 実用新案 昭14―17168 450 820 330 455 小島班司

17 15―4 S14 1939 15―3と同構造（巾広型） No. S3型 460 780 340 455 不明

18 15―5 S15 1940 木製連動式曲木折り畳み椅子 実用新案 昭16―224 450 820 330 455 横田米藏

19 15―6 S16 1941
座後貫一体型木製回転軸を有する
曲木折り畳み椅子（木製連動部品）

No. OS型 実用新案 昭16―7968 450 490 820 330 455 横田米藏

20 15―7 S16 1941 圧縮木材連動部品（30％圧縮木材） 不明 横田米藏

21 15―8 S16 1941 等厚圧縮連動部品（30％圧縮木材） 15 6 90 横田米藏

22 15―9 S16 1941
積層成形連動部品（ブナ単板積層
成形合板）

12 3 97 小島班司

23 15―10 S16 1941
前貫一体型木製回転軸を有する曲
木折り畳み椅子

No. OS型 実用新案 昭16―14518 450 830 330 450 牧野利三

24 15―11 S16 1941 15―10と同構造（巾広型） No. S3型 460 490 820 340 450 牧野・横田

25 15―12 S18 1943 15―10と同構造（満州生産仕様） 450 490 830 330 450 牧野・横田

26 15―13 S18 1943
座後貫一体型木製回転軸を有する
曲木折り畳み椅子（曲木製連動部
品）

実用新案 342767 不明 小島班司

Ⅲ
期

戦
後

27 20―1 S22 1947
前貫一体型木製回転軸を有する曲
木折り畳み椅子（巾広型）

No. F―2 460 790 340 450 牧野利三

28 20―2 S22 1947 20―1と同構造（満州生産型） No. 30 450 830 330 450 牧野・横田

29 20―3 S23 1948
鉄製丸棒回転軸を有する曲木折り
畳み椅子（巾広型）

No. F―2 460 790 340 450 横田米藏

30 20―4 S24頃 1949
座に成形合板を有する曲木折り畳
み椅子（巾広型）

460 790 340 450 小島班司

31 20―5 年代不明 肘付き曲木折り畳み椅子 605 530 840 340 420 不明

32 20―6 S54 1979 透明塗装曲木折り畳み椅子 No. F―1 435 480 800 370 440 梶田隆司
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（16）
すい，③組立作業が不要で軽便という特徴がある。

石村によると，昭和2（1927）年には，株式会社三越呉服店が曲木折り畳み家具の実用新案

を出願し，続いて東京曲木製作所，飛驒木工，昭和曲木工場，東京木工製作所などから，曲木

折り畳み椅子の実用新案が出願された。飛驒木工では，昭和3（1928）年に，第一号曲木折り

畳み椅子（図―2，図―4―2，図―6―1）を開発し，実用新案を出願
（17）
した。

その目的は，国内の競合および輸入製品への牽制であると考えられる。理由として，特許法

が，国内のみに有効であることや，飛驒木工では，曲木折り畳み椅子を商品化した後，しばら

く国内販売に傾注していることから，競合ひしめく国内市場で，他の追随を抑止するため実用

新案を出願したと考えられる。

さらに，農商務省山林局が編纂した『木材ノ工藝的
（18）
利用』には，国産の曲木家具を保護する

目的で，明治42（1909）年に曲木家具の輸入を禁止したと記述されるが，明治43（1910）年4

月15日に公布された官報第8041号「法律第54号関税定率法
（19）
改正」別表番号626号には，「木製品

（中略）ロ 曲木椅子（籐ヲ張リタルモノ），税率 毎百斤，一三．七〇／ホ 其ノ他，税率四

割」と記載されていることから，この法律が施行された明治44（1911）年7月17日以降は，輸

入が認められていたといえよう。よって，飛驒木工では，輸入製品を牽制するために実用新案

を出願したとも考えられる。

また，飛驒木工における第一号曲木折り畳み椅子は，意匠の起源が明確ではない。そこで，

飛驒産業に保存される，アメリカ Louis Rastetter &
（20）

Sonsが，1925～1926年あたりに製作した

曲木折り畳み椅子（図―4―1）を調査すると，飛驒木工の第一号曲木折り畳み椅子（図―4―2）

が有する「前脚の内側に木製後脚がきれいに収まる」という特徴と，同一の特徴が確認できる。

他にも，外形寸法や背もたれの形状が，図―4―1と類似することから，飛驒木工では，この製

品や，国内の先行事例を参考に，折り畳み構造を考案し，実用新案を出願したと考えられる。

なお，曲木折り畳み椅子は，図―5―1に示す，アメリカ Thonet Brothers,
（21）
Inc.や，図―5―2

（16） カール・マンク 宿輪吉之典訳『トーネット曲木家具』（前掲）62頁によると，No. 14曲木椅子
は，1立方メートルの容積の箱の中に36脚分のパーツが入るとされるが，筆者の調べでは，曲木折り
畳み椅子の完成品の場合，同条件の箱に54脚の収納が可能である。内陸部に位置する飛驒木工では，
輸送効率のよい曲木折り畳み椅子を特に重視した。

（17） 実用新案出願公告第13036号，第136類4，椅子「折畳椅子」考案者：横田米蔵，出願人：飛驒木
工株式会社，出願：昭和3年10月11日，公告：昭和4年11月12日。

（18） 農商務省山林局『木材ノ工藝的利用』大日本山林會，1912年，1007頁。
（19） 国立国会図書館デジタルコレクション，官報第8041号，「法律第54号関税定率法改正」，385頁，
別表番号626号，明治43（1910）年4月15日公布。官報第8122号，「勅令第313号関税定率法施行期日」，
明治44（1911）7月17日施行（以下官報は国立国会図書館デジタルコレクション引用）。

（20） Jhon Beatty, Louis Rastetter & Sons Folding Chairs and Tables（2012.02.14）, http : / /
historycenterfw.blogspot.jp/2012/02/louis-rastetter-sons-folding-chairs-and.html（accessed 2016.10.31）．
同社は1882年に創業したと記される。

（21） 昭和10（1935）年4月に来日したアメリカバイヤーが持参した Thonet Brothers, Inc. による7
つ折り家具カタログ（裏面中央下）より抜粋した。このカタログには，年代の明記はないが，同一カ
タログ内に記載されるスチールパイプ椅子の状況から1933年～1935年ころ作成されたと考えられる。
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に示すオーストリア Thonet-Munds
（22）
Ltd.の家具カタログをはじめ，アメリカで流通する家具の

カタログ（図―5―3，図―5―4，
（23）

図―5―5）に掲載されている。このような事実から，日本では，

昭和初期に生まれた曲木折り畳み椅子であるが，昭和10（1935）年あたりには，世界的な潮流

になっていたといえよう。

3―2 曲木折り畳み椅子の発展

昭和3（1928）年より，飛驒木工では，第一号曲木折り畳み椅子（図―2，図―4―2，
（24）

図―6―1）

の生産を開始した。その特徴は，「前脚と背もたれが一体型の部材」に使用する，長さ2200ミ

リのブナ材と，「座枠」に使用する，その半分の長さ1100ミリの材料に，曲木加工を施した点

（22） オーストリア Thonet-Munds Ltd. が1936年に作成した DM型リーフレット（裏面左上）の抜粋
である。同社は，1928年には同型曲木折り畳み椅子を生産していた（TON a. s. 提供内部史料）。

（23） 昭和10（1935）年4月に来日したアメリカ Abbey Co. のバイヤーが持参した家具カタログの記
録写真である。図―5―3，図―5―4に示す画像は，アメリカ流通カタログの記録写真である。図―5―

5は，同社カタログの抜粋である。飛驒木工とは，昭和10（1935）年より取引を開始した。戦後も，
昭和23（1948）年から約20年間にわたり，取引を継続した。

（24） 図―6―1に関する曲木材の寸法表記は，飛驒産業技術部『技術記録』（飛驒産業所蔵），1965年，
123頁より引用した木取り寸法である。また，成形合板の寸法表記は，飛驒産業が保存する曲木折り
畳み椅子を実測した。同製品は「展開椅子」と称された。

図―3 曲木椅子 図―4 曲木折り畳み椅子

図―5 昭和初期における欧米の曲木折り畳み椅子（飛驒産業所蔵古写真および古カタログより）
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図―6 金属統制以前の曲木折り畳み椅子一覧表
（写真／飛驒産業所蔵古写真，古カタログ 図／特許庁データベース引用）
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である。

さらに，背には，総厚さ4ミリの3枚積層成形合板（800ミリ半径）を使用した。背の材料は，

上下が，厚さ約1．2ミリ，芯には，厚さ1．5ミリのイタヤカエデ単板などを使用した。この製品

は，飛驒木工で椅子に成形合板を使用した最も初期の事例である。また，日本においても，昭

和初期より発達した曲木折り畳み椅子は，椅子の部品として，成形合板を使用した初期の事例

であるといえ
（25）
よう。

座の構成は，合板を擬革で張りぐるみ，クッション材として，椰子ファイバーを詰めた。

座合板は，総厚さ7ミリの3枚積層合板を使用した。座の材料は，上下には厚さ約2ミリの

カバ単板を使用し，芯には，厚さ3ミリのイタヤカエデ単板を使用した。当時は，合板の厚み

に関する明確な規格はなく，飛驒木工が指定する厚さの合板を，名古屋の合板工場に生産を依

頼し，カゼイングルーを用いて生産した。

この椅子は，左右の前脚と座枠の交点に，8ミリ径鉄製丸棒回転軸を串刺しにする構造であ

る。座合板は，回転軸に接するかたちで固定されており，着座による座合板の撓みを，回転軸

が補う構造がとられた。後脚の内側には，ガイド溝が彫り込まれ，鉄製ガイド板で補強された。

その溝に，座枠後方に取り付けた左右の座金付ピンがスライドする構造である。また，前貫に

は，1分×4分半（3ミリ×13．5ミリ）の平鉄を用いた。

同年11月には，新天皇即位の大礼式が行われると，各地で御大礼奉祝会が開催され，2761脚

におよぶ飛驒木工の曲木折り畳み椅子が販売さ
（26）
れた。このような事実からも，飛驒木工の曲木

折り畳み椅子は，国内市場から始動したといえよう。また，図―6―2，図―7に示すとおり，

同じ意匠による小型の曲木折り畳み椅子も開発した。

この製品の特徴は，座高が350ミリと低いことである。第一号曲木折り畳み椅子の座高455ミ

リに比べ105ミリ低い。その理由として，子ども用であることはもちろんのこと，昭和5（1930）

年における20歳女性の平均身長は，150．5セ
（27）
ンチであることから，成人にも対応したと考えら

れる。この製品に関しては，ブナ材より強度や耐久性に優れる密度の高いミズナラ材を使用し，

各部材を細く設計した（図―7）。

昭和6（1931）年には，座が脱着できる曲木折り畳み椅子の実用新案（図―6―3）を出願した。

一見したところ，図―6―1と大差はないが，図―8のとおり，座の抜き差しが可能な構造に設

計され，分業や劣化した座の交換が容易になった。さらに，座後貫を配置することで，着座に

よる座の撓みを軽減した。加えて，式典や集会で，参列者が手荷物を置くためのネット付き曲

（25） 乾三郎「成形合板の家具」『木材工業』社団法人日本木材加工技術協会，1961年，No. 176，21頁
によると，日本において成形合板は，古来より弓や秋田県角館地方に伝わる樺細工（1793年ころ）に
使用されてきた。家具の一部に利用したのは，大正末期から昭和のはじめと記述される。

（26） 加藤眞美編『飛驒産業株式会社70年史』（前掲）28～29頁。
（27） 文部省体育局「身長（女子）の年齢別発育の年次統計」『昭和39年度 体力・運動能力調査報告
書』文部省体育局，1965年，187頁。
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木折り畳み椅子（図―6―4，図―9）も用意した。

昭和7（1932）年には，座面下部前方より後脚下部に，支管を配置した曲木折り畳み椅子（図
―6―5）を開発した。支管は，着座による座面の前垂れと，後部回転を防止する目的で配置さ

れた。また，販売面では，同年から昭和9（1934）年にかけて，旧満州，朝鮮などアジア圏の

販路開拓にも努めた。

3―3 対米輸出の開始と技術力向上

昭和10（1935）年4月には，アメリカで家具のレンタル業を営む Abbey Co. のバイヤー Stan-

ley Slotkin（以下米バイヤーと称す）が来社し，曲木折り畳み椅子などの取引を要望する。そこ

で飛驒木工では，大口受注を期待し，設備投資を開始
（28）
した。また，同年には，折り畳み椅子の

座後貫を回転させて，座を抜き差しする構造（図―6―6）に関する実用新案を出願した。

昭和11（1936）年10月には，気象条件の異なるアメリカにおいて，木材の伸縮による品質不

良を低減するため，日本の木工家具メーカーとしては初となる，ドイツ・シーメンス社製の抵

抗式木材湿度測定器を購
（29）
入し，木材の含水率管理に努めた。

また，米バイヤーの指摘により，トーネット兄弟社の曲木椅子を見本として，ラッカー塗装

の研究を推進した。ところが，ブナ材の場合は，着色剤の吸収による斑点状のムラが発生し，

美観に問題が生じた。そこで，関西ペイント株式会社に技師派遣を要請し，共同研究を開始し

た。とくに，目止め剤の品質改良と工程改善を推進
（30）
した。

一方，飛驒木工では，商工省工芸指導所にも，この問題の改善を依頼した。同所の研究
（31）
史料

には，「ブナ材繊維が粗密のため着色料の浸透度に差異が生じることを確かめ，その解決方法

として目止材を応用し，砥粉，胡粉等の細粉で材料の粗密を均一化することにより，斑点防止

に成功した」と記されている。以後，このような塗装方法は全国に波及した。

また，昭和12（1937）年には，背と座を張り込んだ曲木折り畳み椅子（図―6―8）を製作し，

旧満州国国務院に納品した。この製品は，座にバネを用いており，曲木折り畳み椅子ならでは

の軽便さに加え，国政の最高機関にふさわしいクッション性を追求した。具体的には，図―11

に示すとおり，9個のクッション用バネを使用し，それらをチェーンスプリングと呼ばれるバ

ネで連結した。

（28） 加藤眞美編『飛驒産業株式会社70年史』（前掲）42～44頁によると，飛驒木工では，米バイヤー
の要望に対応するため同年には，自動三方削機械，手押鉋，単軸面取機を増設し，偏平曲木機械の製
作に入った。翌年には，日本初となるルーターマシンを実用化している。11月には，飛驒木工の工務
部長であり，意匠を担当する横田米蔵がアメリカに派遣され，木工家具の市場や工場を視察した。

（29） 飛驒産業技術部『技術記録』（前掲）5頁によると，同測定器は，富士電機株式会社より，当時
千円で購入した。日本では，京都大学農学部に続き2例目であったと記録される。

（30） 飛驒産業技術部『技術記録』（前掲）13頁。
（31） 工業技術院産業工芸試験所編『産業工芸試験所三十年史』産業工芸試験所30周年記念事業協賛会，
昭和35（1960）年，141頁。
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この当時，バネの連結には，麻紐を用いる方法が主流であったが，飛驒木工では，生産効率

を高める目的で，小型の連結バネをクッション用バネに引掛けて，バネ同士を連結するチェー

ンスプリング構造を考案
（32）
した。この製品の設計者で，同社研究室に所属し，意匠設計と技術開

発を担当する小島班司の
（33）
記録には，「座のクッションにチェーンスプリングを考案し（生産効率

化），実用化する。後に長椅子までに利用し全国的に広まる」と記されている。こうした取り

組みも，飛驒木工が，Abbey Co. との取引や交流を通して，先行事例を考察する機会を得た

ことで，推進されたと考えられる。

以上のように，対米輸出は，同社の技術向上を図る絶好の機会となり，ひいては全国の家具

工場でも応用された。

3―4 対米輸出の強化と合板工場建設

昭和12（1937）年には，米バイヤーの要望で，図―6―9に示す曲木折り畳み椅子（巾広型）を

開発した。この製品の背部曲木形状は，それまでの曲木折り畳み椅子（図―6―1の曲木型を活用

する製品）にみられる半円形とは異なり，偏平な半楕円形に変更した。ほかにも，①背板の形

状，②座板の形状，③後貫の数量，④前脚と背もたれ一体型部材の傾斜角度を変更した（図―

13）。このような取り組みは，アメリカで流通する特許製品や類似製品と，差別化を図るため

推進されたと考えられる。

さらに，座に擬革を張り込んだ製品（図―6―9）のほかに，座の中央を丸く窪ませた成形合

板に替えた製品（図―6―10）を開発することになったが，すでに飛驒木工では，椅子の座面に

成形合板を用いる実用新案事例（
（34）

図―19―1）があり，その経験を図―6―10に応用した。

同年4月には，米バイヤーから，同曲木折り畳み椅子（図―6―10）の生産量を，月産3．2千脚

から月産1万脚に増産するよう要請された。ところが，椅子の成形合板を生産する名古屋の熱

田合板製
（35）
造所では，接着不良が相次いでいたことから，飛驒木工では，品質の高い成形合板の

生産を目指し，合板工場を建設することになり，小島らが建設計画を推進
（36）
した。

これに関連して，同年9月には，小島が，東京高等工芸学校教授の木檜恕一を訪ね，意匠設

（32） 戦前において，スプリング入り椅子の設計製作方法を解説する，木檜恕一『家具の設計製作』第
11版，博文官，1930年，129頁および，豊口克平 西川友武『現代家具製作の知識』東学社，1936年，
58頁は，どちらも紐でバネを連結する方法を紹介に止まりチェーンスプリングの記述はない。

（33） 小島班司『飛驒木工～飛驒産業』（飛驒産業所蔵），1981年，5頁。
（34） 実用新案出願公告第210号，第136類4，椅子「椅子用座褥」考案者：横田米蔵，出願人：飛驒木
工株式会社，出願：昭和10年3月23日，公告：昭和11年1月9日。

（35） 熱田合板製造所は，戦後社名を変更し，合板製造を続けたが，平成14（2002）年に廃業した。
（36） 合板工場建設を推進した小島は，昭和8（1933）年4月から一年間，東京高等工芸学校において，
木檜恕一らの指導を受けた。小島は，木檜から「将来の木工の発展の道は，曲木とベニアであると喝
破された教えを尊守してベニア工場建設を進言した」と記している。以上，同社技術部『技術記録』
（前掲）23頁。小島は同校修業後，京都帝国大学農学部で聴講生として曲木を学び，岐阜県庁を経て
昭和11（1936）年6月に飛驒木工に入社し研究室に配属された。
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計に関する助言を求めている。小島の
（37）
記録によると，木檜からは，曲木や成形合板を椅子に活

用する場合，「シンプルな日本的特徴をよく生かし表現し，家具の一部に応用して妙を得る様

努められたし」と指摘されたことが記されている。

一方，同月には，「輸出入品等ニ関スル臨時措置法ニ関スル
（38）
法律」および「臨時資金調

（39）
整法」

などの経済統制法が制定され，物質面や資金面から経済活動が制限された。さらに，「軍需工

業動員法ノ適用ニ関スル
（40）
法律」の施行により，戦時体制が強化された。

このような状況下において，従来の曲木折り畳み椅子（図―6―3）の前貫を鉄から木に変更

した（図―6―11）。また，座に擬革を張り込んだ製品（図―6―11）に加えて，座を成形合板に替

えた製品（図―6―12，図―12）も開発した。

合板工場の竣工前には，加工技術習得のため，2名の社員を50日間にわたり，熱田合板製造

所へ派遣した。合板工場は，昭和13（1938）年4月に竣工し，主に地元のブナ材を活用するか

たちで合板と成形合板の生産を開始した。

3―5 連動式折り畳み椅子

昭和12（1937）年には，座の回転軸が，前脚と後脚の回転軸と重なる構造を持つ連動式折り

畳み椅子（図―6―13）を開発し，翌年には実用新案を出願している。この椅子には，座部と脚

部の動きを連動させる特徴的な鉄製連動部品を用いた。

この構造は，図―14のとおり，アメリカのカタログ掲載製品（図―5―4）と酷似している。そ

の理由は，米クライアントから，図―5―4に類似する製品の開発依頼を受けたからであろう。

しかし，同製品の場合，鉄製部品を用いることから，結局生産には至らなかった。

4 Ⅱ期 金属統制期の取り組み（昭和13年～昭和18年）

4―1 「銑鉄鋳物製造制限」「鋼製品製造制限」と曲木折り畳み椅子

昭和13（1938）年に入り，止木付き曲木折り畳み椅子（図―15―1）を開発した。この製品の特

徴は，着座時に，座後貫両端の「止木」が，後脚に刻まれた「止木受け」に収まることにより，

座面の前傾を止める構造である（同年8月25日実用新案出願）。この構造により，鉄製丸棒回転軸

が不要になるわけではないが，折り畳み金具が不要になることや，座面の前傾防止構造の新規

性を重視し，実用新案を出願したと考えられる。

（37） 小島班司『研究・調査』（飛驒産業所蔵），1937年，1～3頁。
（38） 官報第3208号，「法律第92号輸出入品等ニ関スル臨時措置法ニ関スル法律」，昭和12（1937）年9
月10日公布施行，改正昭和13（1938）年5月24日公布施行。

（39） 官報3220号，「勅令第527号臨時資金調整法」，昭和12（1937）年9月25日公布，昭和12（1937）
年9月27日施行。

（40） 官報第3208号，「法律第88号軍需工業動員法ノ適用ニ関スル法律」，昭和12（1937）年9月10日公
布施行。官報3397号，「勅令第318号工場事業場管理令」，昭和13（1938）年5月4日公布，昭和13（1938）
年5月5日施行。之により，飛驒木工は，陸軍名古屋工厰の管理工場となった。
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図―13 従来の曲木折り畳み椅子と輸出向け曲木折
り畳み椅子

図―14 類似する2脚の連動式曲木折り畳み椅子

図―9 ネット付き曲木折
り畳み椅子

図―10 金具付き曲木折
り畳み椅子

図―11 背座張り曲木折
り畳み椅子

図―12 成形合板使用事例

図―7 曲木折り畳み椅子と小型曲木折り畳み椅子 図―8 座枠の比較
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図―15 金属統制期の曲木折り畳み椅子一覧表
（写真／飛驒産業所蔵古写真，古カタログ 図／特許庁データベース引用）
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同年5月5日には，ついに「国家総動
（41）
員法」が施行され，10日後には，「銑鉄鋳物製造

（42）
制限」

が施行された。昭和13（1938）年4月25日公布された官報第3391号，「商工省令第十九号銑鉄

鋳物製造制限ニ関スル件」には，「商工大臣ノ指定スル物品又ハ部分品ハ銑鉄ヲ以テ鋳造スル

コトヲ得ズ（後略）」と明記され，「商工省告示第百二十号銑鉄鋳物製造制限ニ関スル通産物ノ

指定」により，椅子を含む47品目の「物品又ハ部分品」について，銑鉄の鋳造による製造が禁

止されると，7月15日には，卓子・机も追加さ
（43）
れた。さらに同年8月15日には，「鋼製品製造

（44）
制限」の施行により，椅子・卓子・机等に関して鋼材を用いた「物品又ハ部分品」の製造が禁

止された。

曲木折り畳み椅子に関しては，要となる鉄製丸棒回転軸が「部分品」とみなされ，使用が禁

止された。そこで，飛驒木工では，同年10月に木製丸棒回転軸を用いる曲木折り畳み椅子（図
―15―2）の実用新案を出願した。この製品は，折り畳み用ガイド溝を木部に直彫りし，鉄製ガ

イド板を不要とした。

昭和14（1939）年3月には，座後貫の両端が木製回転軸となった曲木折り畳み椅子（図―15―3）

の実用新案を出願した。この製品の座後貫は，図―15―2に示す木製丸棒回転軸より太いうえ，

密度の高いミズナラ材で製作することで強度や耐久性を高めた。

この構造の場合，折り畳み時に，後脚と座枠を連動させる鉄製連動部品を必要とするが，昭

和14（1939）年当時は，このような「金具」の使用は認められていた。よって，同構造を輸出

向け仕様（巾広型）の曲木折り畳み椅子（図―15―4）にも応用した。

翌年10月には，新たに，座枠下部と前貫に，木製連動部品を取り付ける曲木折り畳み椅子の

実用新案を出願した（図―15―5）。このように，飛驒木工では，「銑鉄鋳物製造制限」および「鋼

製品製造制限」の施行により，鉄製丸棒回転軸を使用しない折り畳み椅子を開発するため試行

錯誤が重ねられた。

4―2 「金属類回収令」「鉄製品製造制限規則」と曲木折り畳み椅子

昭和16（1941）年3月には，座後貫一体型の木製回転軸を有する曲木折り畳み椅子（図―15―3）

を改良し，鉄製連動部品を木製連動部品に代用した曲木折り畳み椅子（図―15―6）の実用新案

を出願した。木製連動部品には，強度を高めるため曲木プレス機を応用し，30％ほど圧縮した

木材を用いた（図―15―7）。さらに，生産性を高めるため，等厚圧縮成形加工（図―15―8）も検

（41） 官報第3371号，「法律第55号国家総動員法」，昭和13（1938）年4月1日公布，5月5日施行。
（42） 官報第3391号，「商工省令第十九号銑鉄鋳物製造制限ニ関スル件」，「商工省告示第百二十号銑鉄
鋳物製造制限ニ関スル通産物ノ指定」，昭和13（1938）年4月25日公布，5月15日施行。

（43） 官報第3445号，「商工省令第三十四号銑鉄鋳物製造制限ニ関スル改正」，「商工省告示第百六十五
号銑鉄鋳物製造制限ニ関スル通産物ノ指定」，昭和13（1938）年6月29日公布，7月15日施行。

（44） 官報第3453号，「商工省令第四十九号鋼製品製造制限」，「商工省告示第百八十号鋼製品製造制限
ニ関スル物品ノ指定」，昭和13（1938）年7月8日公布，8月15日施行。
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討
（45）
した。ほかに，ブナ単板積層成形合板加工（図―15―9）を検討した。

とはいえ，木製連動部品は，鉄製連動部品より強度が劣ることから，同年4月には，連動部

品が不要な，前貫一体型木製回転軸を有する曲木折り畳み椅子（図―15―10）の実用新案を出願

した。この製品は，図―16のとおり，前貫に直接回転軸を取り付けた構造である。また，前貫

には，座後貫と同様にミズナラ材を用いた。この構造は，輸出向けに開発された巾広型の曲木

折り畳み椅子に応用され（図―15―11），これら製品のクッション材には，針葉樹の木毛を使用し

た。

同年9月1日には，「金属類回
（46）
収令」が施行され，法的強制力に基づき，官公署・職場・家

庭における金属類が回収された。同月25日には，「銑鉄鋳物製造制限」「鋼製品製造制限」は廃

止され，「鉄製品製造制限
（47）
規則」が施行されると，新たに「金具」の使用が禁止されたが，飛

驒木工では，すでに対応策を講じていたといえよう。

昭和18（1943）年1月には，満州飛驒木工株式会社（以下満州飛驒木工と称す）を設立し，本

社と同様に，前貫一体型木製回転軸を有する曲木折り畳み椅子を生産した（図―15―12）。この製

品は，国内向けの仕様（図―15―10）に準ずるが，耐久性を高めるため，後貫を2本に補強した。

その理由として，設立まもない工場につき，十分な加工精度が得られないことや，品質の良い

接着剤の調達が困難と
（48）
なり，後貫を1本追加することで，耐久性を高めたと考えられる。以後

は，日本国内で製作する曲木折り畳み椅子も，後貫を2本備える構造に変更した。

同年12月には，曲木製の連動部品を採り入れた，座後貫一体型の木製回転軸を有する曲木折

り畳み椅子（図―15―13）の実用新案を出願している。その特徴は，曲木部材を意匠ではなく，

座下に収まる構造部材（図―17）として応用した点である。

翌年5月には，軍需省の合併要請を受け，飛驒木工他3社による高山航空工業株式会社が設

立されると，本格的な軍需品生産体制が布かれ，以後は，曲木折り畳み椅子の開発を中断した。

4―3 戦時下における折り畳み構造の変容過程

以上のように，金属統制期は，金属に依拠しない折り畳み構造の研究改善が推進された。そ

の変容過程は，図―18に示すとおり，先ずは鉄製丸棒回転軸を木製丸棒回転軸に変更した。し

かし，強度的不安から，座後貫一体型木製回転軸を有する折り畳み構造に改善した。その後，

（45） 関谷文彦『木材強弱論』賢文館，1939年などの文献を参考に，木材の組織構造を学習しつつ，圧
縮加工を試みている。とはいえ，圧縮した部材の形状固定技術を有していたわけではない。その後，
昭和18（1943）年秋には，軍の要請で木製戦闘機の生産を目的に，カバ・ブナ単板に石炭酸樹脂を含
浸後，熱圧成形を施す「強化木材」の研究を開始した。以上同社技術部『技術記録』（前掲）51頁。

（46） 官報第4395号，「勅令第835号金属類回収令」，昭和16年8月30日公布，9月1日施行。
（47） 官報第4414号，「商工省令第82号鉄製品製造制限規則」，昭和16年9月22日公布，9月25日施行。
（48） 農商工省工藝指導所編『工藝指導』農商工省工藝指導所，昭和19（1944）年，13―8，251～252
頁。同誌によると，接着剤の原料となる満州の大豆生産状況は，建国直前（1933）に比較すると，康
徳9（1942）年には半減していた。
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鉄製連動部品についても，圧縮木材や成形合板を用いた木質化を推進した。

ところが，鉄製部品に勝る性能が見込めないことから，木材の特性に適した折り畳み方法を

追求することになった。その結果，前貫一体型の木製回転軸を有する曲木折り畳み椅子を開発

した。昭和18（1943）年には，曲木製連動部品を活用した座後貫一体型木製回転軸を有する折

り畳み構造を考案した。

4―4 合板と成形合板の規格

昭和13（1938）年4月に竣工した飛驒木工の合板工場では，農林省山林局が，昭和11（1936）

年に発行した『ベニヤ板ニ関スル
（49）
調査』を参考に，合板規格が検討された。

同書によると，昭和8（1933）年当時，日本における合板生産量の9割は，厚さ4ミリの3

尺×6尺であった。ところが，厚さ約3．6ミリ以下の合板も，4ミリ規格と偽り流通していた。

この問題を重く受け止めた日本ベニヤ板業者連合会は，昭和10（1935）年に，厚さ4ミリを標

準とする規格統一を行
（50）

なった。昭和13（1938）年の業界情報誌によ
（51）
ると，建築・家具・建具用

合板の厚さは，4ミリと5．5ミリが記載されており，飛驒木工では，この規格に準じた。

また，寸法表記は，厚さを粍（ミリ），長さと巾は，尺で表示した。合板材は，主にブナ材

を活用したが，飛驒地域の山林からは，セン材やカツラ材も出材しており，各種木材の特性を

学ぶため，岐阜高等農林学校教授の矢沢亀吉を招聘した。

曲木折り畳み椅子に関しては，背の成形合板は，総厚さ4ミリ（ブナ単板3枚積層）で成形し，

座合板は，総厚さ5．5ミリ（3枚積層）で生産した。材料構成は，上下に厚さ1．2ミリのイタヤ

カエデ単板を使用し，芯には厚さ3ミリのブナ単板を使用
（52）
した。また，接着剤は，カゼイング

（49） 農林省山林局『ベニヤ板ニ関スル調査』農林省山林局，1936年。
（50） 農林省山林局『ベニヤ板ニ関スル調査』（前掲）192～194頁。
（51） 今井貞一『ベニアタイムス第八十八号』合名会社べニア商会，1938年10月20日，4頁。
（52） 成形合板の寸法は，飛驒産業に保存される曲木折り畳み椅子を実測した。

図―16 図―15―10～12説明図 図―17 図―15―13説明図
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ルーを使用
（53）
した。座に成形合板を用いた製品（図―6―10，図―6―12）も，同様に製作したと考え

られる。

これらを，昭和3（1928）年当時の曲木折り畳み椅子と比較すると，座合板の場合，上下の

単板は約1．5ミリ薄くなったが，材種をカバ材より堅いイタヤカエデ単板に変更した。同材の

不足時には，ブナ単板も活用した。芯材の厚さは3ミリで変わらないが，材種はイタヤカエデ

単板からブナ単板に変更した。

このような変更は，飛驒木工による合板の規格化がきっかけとなった。とくに座合板は，厚

い方が強度や耐久性にすぐれているが，椅子に使用する合板の需要は，建築・建具分野と比較

すると微小である。また，家具分野においても，箪笥など箱ものに比べ，椅子の場合は，合板

の使用量が少ないことから，飛驒木工では，規格化を推進するため，需要の多い規格に自社製

品を合わせたのであろう。その結果，座合板の厚さは，5．5ミリに設定された。

とはいえ，合板の材種変更に加え，着座よる合板への負荷を軽減する構造を開発していたこ

とで，強度や耐久性の低下には至らなかった。むしろ，合板を薄くすることは，木材コストの

低減や，曲木折り畳み椅子の軽量化にともなう，使い勝手の向上と輸送負荷の低減につながっ

た。

背合板については，昭和3（1928）年当時は，イタヤカエデ材を使用していたが，昭和13（1938）

年以降に飛驒木工で製作された合板は，ブナ材に変更された。その理由は，①曲木に適したブ

ナ材は成形合板にも適していた，②地元に多く，コストも安いなどの理由が考えられる。その

後は，国による木材や合板の生産と配給を統制する動きが強まり，昭和16（1941）年には，「木

材統
（54）
制法」が施行され，翌年には「合板規格

（55）
規程」が制定された。

（53） 飛驒産業技術部『技術記録』（前掲）25頁。
（54） 官報第4253号，「法律第66号木材統制法」，昭和16（1941）年3月13日公布，6月1日施行。

図―18 金属統制期における折り畳み構造の変容過程
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4―5 成形合板に関する試み

飛驒産業『技術
（56）
記録』によると，新設された合板工場では，成形合板技術を用いた各種プロ

トタイプを製作した。昭和13（1938）年7月には，「代用品工業振興展覧会
（57）
規程」が公布され，

代用品の振興は，全国的な盛り上がりをみせると，飛驒木工ではこのような状況に順応し，成

形合板でサービス盆（図―19―2）とフルーツボウル（図―19―3）を試作した。同年11月には，朝

日新聞社が主催した「代用品発明考案展覧会」が開催され，飛驒木工では，成形合板製蝶番（図
―19―4）を出品したところ，優良品に選定された。

昭和14（1939）年には，商工省の補助事業に採択され，背座一体型成形合板を用いる椅子（図
―19―5）を試作した。この類では，日本で初期の事例である。この椅子の肘木には，曲木を使

用し，ほかはブナ無垢材を使用した。このように成形合板を家具の一部に応用する試みは，木

檜の指導が影響したと考えられる。しかしながら，同椅子は，成形合板技術の未熟さに加え，

輸送費の負担が大きく製品化には至らなかった。

昭和16（1941）年には，安楽椅子のクッション構造材として，帯状に切削加工された成形合

板を，前後左右方向に一定の間隔に平編し，木枠に固定する「合板製スプリング（図―19―6）」

の実用新案を申請した。この製品は，安楽椅子に用いる金属製バネの代用品として開発した。

ほかにも金属製バネの代用品として，螺旋状に成形した合板製の押しバネ（図―19―7）を試作

した。

以上のとおり，飛驒木工では，昭和13（1938）年から昭和16（1941）年にかけて，代用品の

振興に順応し，各種成形合板の開発に努め，その経験を，曲木折り畳み椅子の連動部品開発（図
―15―9）に応用した。このような取り組みは，同社に高度な木工技術が存在したことや，意匠

設計と技術開発を兼任する小島らが推進したことで迅速に進展した。

一方，家具意匠への応用という点では，木檜の影響もあり「部分的な使用の検討」にとどまっ

た。当時は，成形合板の生産性が低く，美観や耐久性においても，成形合板より曲木がすぐれ

ていたことは確かであろう。

昭和17（1942）年に入ると，軍の要請で，河合楽器製作所の指導により木製落下タンクの製

造（図―19―8）を開始した。以上の事例は，すべてカゼイングルーを使用した。

昭和19（1944）年1月には，5名の技能者が，木製戦闘機の翼や胴体の製作技術を習得する

ため，東京飛行機製作所で1ヵ月間の技術研修を受講し，同年3月より木製戦闘機部品の製作

を開始した。主材には，ヒノキ材，ブナ材，カバ材による合板を使用し，接着剤は，カゼイン

グルーと比較し，接着力，強度，耐水性などにすぐれている石炭酸樹脂接着剤を使用した。ま

た，同月より42日間にわたり，17名の技能者が，立川飛行機株式会社で技術研修を受講した。

（55） 官報第4789号，「農林省告示第831号合板規格規程」，昭和17（1942）年12月28日公布施行。
（56） 飛驒産業技術部『技術記録』（前掲）25～31頁。
（57） 官報第3451号，「商工省告示第178号代用品工業振興展覧会規程」，昭和13年7月6日公布。
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このような取り組みを通して，成形合板加工のノウハウを蓄積した。

昭和20（1945）年に入ると，飛驒木工では，成形合板の生産性を高めるため，高周波乾燥技

術の調査を開始する。同年3月には，常務取締役の平田遦夫と研究室小島が，高周波の研究者

である名古屋大学の篠原卯吉を訪問した。同年5月には，同研究室が高山市に疎開することに

なり，篠原から直接指導を受けるが，まもなく終戦を迎えた。以上，飛驒木工における成形合

板製作の経緯を，日本国内の成形合板に関する事柄も含めてまとめると
（58）
表―2のとおりとなる。

5 Ⅲ期 戦後の取り組み（昭和22年～昭和末）

5―1 戦後の取り組みと曲木折り畳み椅子の衰退

昭和22（1947）年には，国内の復興需要に対応するため，昭和16（1941）年に開発した，前

貫一体型木製回転軸を有する曲木折り畳み椅子（図―15―11）に準ずる製品（図―20―1）や，満州

（58）「表―2 飛驒木工の成形合板製作に関する編年」は，官報，実用新案公告，飛驒産業技術部『技
術記録』，『飛驒産業株式会社70年史』のほか，工業技術院産業工芸試験所編『産業工芸試験所三十年
史』産業工芸試験所30周年記念事業協賛会，昭和35（1960）年，46，100，131頁。商工省工藝指導所
編『工藝ニュース』工業調査協会，昭和10（1935）年，4―10，324頁，昭和11（1936）年，5―1，
6頁。合板百年史編集委員会『合板百年史』日本合板工業組合連合会，平成20（2008）年，655～665
頁。大山勝太郎他『天童木工五十年史 近代デザイン年譜』株式会社天童木工，1993年，141～153頁。
山本孝「高周波による木材の乾燥並に接着」『有機合成化学協会誌』有機合成化学協会，昭和24（1949）
年，Vol. 7 No. 9―10，180～182頁。寺澤眞 金川靖 林和男 安島稔『木材の高周波真空乾燥』海
青社1998年，22～23頁。柳澤誠一「接着剤技術の系統化調査」『国立科学博物館技術の系統化調査報
告』国立科学博物館，Vol. 17，平成24（2012）年，441～442頁。朝日新聞社編『代用品発明考案展
覧会目録』朝日新聞社，昭和13（1938）年，11頁。以上に基づき作成した。

図―19 飛驒木工における戦前の成形合板に関する試み
（写真／飛驒産業所蔵古写真，史料 図／特許庁データベース引用）
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表―2 飛驒木工の成形合板製作に関する編年
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飛驒木工で生産した同構造の曲木折り畳み椅子（図―15―12）に準ずる製品（図―20―2）を生産し

た。同年12月には，高周波発振機を導入し，翌23（1948）年から，曲木部材の乾燥や成形合板

の生産に，高周波乾燥技術を活用した。合板接着には，尿素樹脂接着剤を使用し，生産性は飛

躍的に向上した。

一方，同年から金属部品の調達が可能になり，前貫一体型木製回転軸を有する曲木折り畳み

椅子（図―20―1）を，鉄製丸棒回転軸を有する曲木折り畳み椅子に改良した（図―20―3）。この

製品は，昭和12（1937）年に開発された，輸出向け曲木折り畳み椅子（図―6―9）と同型である。

このように鉄の使用が可能になり，廉価で丈夫な製品づくりが容易になると，金属統制期に考

案された「木の特性を活かした折り畳み構造」を再認識することはなかった。

また，この年より対米輸出を再開するが，米バイヤーからは，新たに廉価な折り畳み
（59）
椅子の

開発を要望され，曲木折り畳み椅子の受注には至らなかった。国内でも同様に，廉価な折り畳

み椅子に人気が集中した。その結果，曲木折り畳み椅子の需要は減少し，図―20―2に示す製品

の生産を中止した。

昭和24（1949）年ころには，座に成形合板を有する曲木折り畳み椅子（図―20―4）を検討した。

この椅子は，戦前の，座に成形合板を用いた製品（図―6―10，図―6―12）とは異なり，成形合板

の外周をむき出しにする仕様である。当時は，国内でもイームズによる成形合板家具が紹介さ

れて
（60）
おり，図―20―4もその影響を受けたといえよう。

ほかに肘付きの曲木折り畳み椅子（図―20―5）の研究も推進したが，製品化には至らなかっ

た。その後も曲木折り畳み椅子の販売は振るわず，昭和26（1951）年の「飛驒産業製品カタロ

グ」に掲載された鉄製丸棒回転軸を有する曲木折り畳み椅子（図―20―3）を最後に，曲木折り

畳み椅子の販売を中止した。このような状況について，通商産業省で木製家具の普及に努めた

（59） 戦後は，米バイヤーから，廉価折り畳み椅子の開発を要望された。図―21もその一例である。同
社『技術記録』（前掲）123頁によると，この製品は，輸出製品群において中心的位置づけを占めたが，
円高の進行により，昭和30年代後半には生産量が激減した。その後，国内向けに販売されたが，昭和
38（1963）年ころ廃番となった。

（60） 今和次郎他『工芸研究』長谷川書店，昭和23（1948）年，30頁。

図―20 戦後の曲木折り畳み椅子一覧表
（写真／飛驒産業所蔵古写真，古カタログ引用）
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藤井左内および藤田彰介は，「簡易な合板製折り畳み椅子の市場進出が曲木家具中最も生産高

の多い曲木折り畳み椅子の販路を侵しつつ
（61）
ある」と指摘している。

そのほかの理由として，①公共施設や集会場において，木製折り畳み椅子に変わり，金属製

折り畳み椅子が普及した
（62）
こと，②一般家庭において食寝分離が普及し，食堂用椅子を折り畳ん

で移動する必要性が減少したこと等があげられる。一方，飛驒産業では，米バイヤーの要望で，

アーリーアメリカンスタイルと総称される家具を製作するため，木工機械の開発や大量生産体

制の整備を推進
（63）
する。その結果，同社では，トーネット型曲木椅子や折り畳み椅子に代わり，

ウインザーチェアとよばれる，ロクロ加工を用いる椅子群が中核商品となった。

5―2 曲木折り畳み椅子の復刻

昭和54（1979）年に入ると，久々に飛驒産業のカタログに，ポリウレタン樹脂による透明塗

装を施した曲木折り畳み椅子（図―20―6）が登場する。この製品は，都内の百貨店の要望によ

り，「ニューヤング向け
（64）
商品」として開発し，図―22の折り畳み卓子とセットで販売した。ワイ

ンレッド色やブラウン色などのカーラーバリエーションも用意した。

また，曲木折り畳み椅子の特徴である前脚と背もたれが一体型の曲木部材については，背に

用いる曲木部材と左右の脚に用いる2本の直材を，フィンガージョイント
（65）
加工により，継ぎ合

わす構造（図―23）に変更した。その背景には，国産ブナ材の枯渇も影響している。図―24に示

すとおり，ブナ材の生産量が減少すると，曲木折り畳み椅子の製作に必要な2000ミリを超える

長材の確保が困難になった。

また，座枠は，コストダウンのため，曲木を一切使用しない構造に変更した。座面も成形合

板より安価な平合板に変更した。この製品は，9年ほど生産した後に，①安価な輸入製品の台

頭による需要の低迷，②製造物責任の立法化に対する社会的関心の高まりを背景に，踏み台と

して使用すると転倒の恐れがあることや，折り畳み金具で指を挟む危険性がある等の理由によ

（61） 藤井左内 藤田彰介『日本の木製品工業』富士出版株式会社，昭和24（1949）年，95頁。
（62） 八木朝久編「終戦と明日への足がかり」『スチール家具産業史』株式会社近代家具，1975年，72
頁において，株式会社岡村製作所社長の吉原謙二郎は，パイプ折り畳み椅子の生産が，戦後の発展の
きっかけとなったと述べている。ほかに，経済産業省「家具及び装備品製造業」「金属製家庭用家具」
『工業統計』，昭和25（1950）年～昭和37（1962）年を分析した。
（63） 飛驒産業技術部『技術記録』（前掲）71～103頁によると，昭和25（1950）年から昭和30年代初頭
にかけて，自動ロクロ機，自動サドルシートマシーン，自動サドルシートサンダー，自動倣面取り盤，
自動シート上下ボーリングマシーン，高周波端面接着機などの木工機械を自社開発している。また，
超仕上げ鉋盤，多軸ボール盤などの木工機械も導入された。

（64） 当時開発に関与した梶田隆司によると，伊勢丹の要望により，ニューヤングと称される都心部に
暮らす若年層をターゲットに，省スペース型生活提案家具を開発することになった。担当バイヤーの
要望により，椅子の意匠は，戦前の曲木折り畳み椅子をリバイバルすることになった。（2016年6月
15日インタビュー実施）

（65） 飛驒産業技術部『技術記録』（前掲）95，97頁によると，フィンガージョイント加工をおこなう
専用機は，昭和24（1949）年に，富士自動車株式会社から，ジープ用曲木ハンドルの製作依頼を受け，
その製作のために，飛驒産業が自社開発した。
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り廃番となった。以上のように，昭和初期から進化を遂げてきた曲木折り畳み椅子であったが，

昭和末にはその姿を消した。

6 結 論

以上の考察により明らかとなった飛驒産業における曲木折り畳み椅子の変遷過程をまとめる

（66）「2011 総務省統計局 All rights reserved. 木材需給報告書，3―1主要樹種別素材生産量累年
統計，需要部門別―全国」（http : //www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001024926&cycode=0）
に記載されている昭和35（1960）年から平成15（2003）年の間のブナ材とナラ材の生産量をグラフ化
した。なお，ナラは，ブナ科，コナラ亜科，コナラ属，コナラ亜属のうち，落葉性の広葉樹の総称で，
代表的なものにミズナラとコナラがある。ミズナラとコナラのいずれを使用しているのか気になると
ころではあるが，出典にはこれらを区別していないので，そのままグラフ化した。

図―21 F―6折り畳み椅子 図―22 図―20―6折り畳み椅子と折り畳み卓子の
セット （飛驒産業昭和54年版カタログ所収）

図―23 フィンガージョイ
ント加工

図―24 ブナ材とナラ材の生産量の
（66）
推移
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図―25 飛驒産業における曲木折り畳み椅子の変遷過程
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と，次のとおりとなる（図―25）。

Ⅰ期 飛驒産業における曲木折り畳み椅子の誕生と発展（昭和3年～昭和12年）

中央木工（後の飛驒産業）では，Thonetが開発した曲木家具を，秋田木工に続き，資源立地

型工業としてその技術を応用し，昭和3（1928）年から曲木折り畳み椅子の製作を開始した。

最初の製品は，アメリカ Louis Rastetter & Sonsや，国内の先行事例を参考に開発した。曲

木折り畳み椅子は，欧米でも製作され，昭和10（1935）年あたりには，世界的な潮流であった。

また，同製品は，飛驒地域で椅子に成形合板を使用した最初の事例である。

飛驒木工では，小型，ネット付き，背張りおよび座スプリング仕様，座成形合板仕様など各

種曲木折り畳み椅子を開発した。昭和10（1935）年に，対米輸出を開始すると，飛驒木工では

技術開発が進展した。その結果，木工技術はもちろんのこと，ブナ材の塗装方法やチェーンス

プリングなど，飛驒木工で開発された技術が，全国の家具工場で応用された。

Ⅱ期 金属統制期の取り組み（昭和13年～昭和18年）

昭和13（1938）年には，「銑鉄鋳物製造制限」「鋼製品製造制限」により，鉄製回転軸の使用

が禁止され，回転軸を木で作る研究を推進した。昭和16（1941）年には，「金属類回収令」「鉄

製品製造制限規則」により，金具の使用が禁止された。

また，商工省による代用品工業の振興に順応して，成形合板の技術開発を推進した。昭和16

（1941）年には，圧縮木材加工による部品の成形と硬質化を試みた。その後は，木材ならでは

の特性を活かした構造の開発を推進した。

さらに，飛驒木工では，合板の自社生産にともない，曲木折り畳み椅子に使用する成形合板

の厚さを規格化した。その結果，同椅子のコストダウンや軽量化につながった。

Ⅲ期 戦後の取り組み（昭和22年～昭和末）

戦後は，金属統制が廃止されると，金属に頼らないで，木の特性を活かした折り畳み椅子を

作るというアイデアが必要なくなった。また，公共施設や集会場には，高周波技術を用いた廉

価な合板製折り畳み椅子や金属製折り畳み椅子が普及し，一般家庭においても食寝分離が進む

と，折り畳み椅子の需要が減少し，昭和26（1951）年に販売を終了した。昭和54（1979）年に

は，再び曲木折り畳み椅子を生産するが，国産ブナ材の枯渇，安価な輸入製品の台頭および製

品安全面の不安から，昭和末にはその姿を消した。

なお，飛驒地方の家具の歴史解明につながる曲木折り畳み椅子以外の取り組みは，別稿で論

ずる予定である。
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The Transition of Bentwood Folding Chair at Hida Sangyo Co., Ltd.

―In Showa era, from 1928 to 1989―

by

Teruhiko NAKAGAWA & Kazuyoshi FUMOTO

（Graduate School of Nagoya Institute of Technology / Nagoya Institute of Technology, Dr. Eng.）

Formation of woodwork furniture as the main production in Hida Takayama area began with

the establishment of Chuo Mokko Co. , Ltd. , the predecessor of the Hida Sangyo Co. , Ltd.

Therefore, it is crucial that the company be historically analyzed in order to elucidate the his-

tory of furniture in Hida region. Bentwood Folding Chair is one of its main products, which es-

pecially needs to be focused on.

Bentwood Folding Chair was cherished in various meeting places in Japan since its start of

production in 1928. Also, when the exportation to America started in 1936, it caught popularity

leading it to be one of the core products of the company. However, after World War Ⅱ oc-

curred, it followed a course of decline. Nonetheless, it is certain that the Bentwood Folding

Chair produced by Hida Sangyo Co., Ltd. had a huge contribution on the development of Hida

region’s interior industry.

However, study on transition of Bentwood Folding Chair in Hida by the company has not yet

been conducted. Therefore, this thesis aims to elucidate the transition from birth, development

to declination of Bentwood Folding Chair in Hida Sangyo Co., Ltd. Analysis was conducted after

dividing the transition process into three eras : pre-metal regulation, during metal regulation

and after World WarⅡ.

This thesis has its significance in revealing the transition of woodwork furniture in Hida re-

gion, or in Japan in general.
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