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わが国は、豊富な木材資源に恵まれて古くから木の文化が栄えて
きた。木の文化の代表は建築であり、特に社寺、数寄屋といった伝
統的な木造建築を誇りにしている。これらの建築には柱、梁といっ
た構造材、天井、床の仕上げ材などと、あらゆる部位に木が使われ
ている。この木造建築に欠かせないものが大工道具である。木肌の
美しさを愛し、その美の表現に心を砕いてきた工匠たちは、その道
具を使って精巧な加工をするため、技を追求した。
　しかし、近年では機械化、電動化の進展によって、大工道具その
ものが見られなくなってきた。
　江戸末期から明治にかけて、日本の大工道具は世界にも類を見
ない多彩な発達を遂げた。荒削りから仕上げまで、仕事にあわせて、
使い方に応じて、大小さまざまな道具がつくられた。その一つひと
つがそれでなくてはできない仕事を受け持ち、何一つ無駄の無い
機能とフォルムを持っている。その道具を使って日本の大工は、精
巧な加工をするため、技を追求した。
　1943（昭和18）年労働科学研究所が調査したところによると、一
つの建物をつくるために一人前の大工が使う道具の種類は179点
にものぼった［2015年6月号p.34 写真4参照］。その中には砥石のような
手入れ道具も含まれていた。道具の中で一番多いのは鑿

のみ

の49本、
次に鉋

かんな

の40丁、錐
きり

26本、鋸
のこぎり

12本であった。
　これらの道具の中でも鋸は、伐木、製材、構造材加工、造作材加
工のすべての段階で大きさや機能の異なるものが使われることか
ら、木の建築をつくり上げるための主要な大工道具の一つである。

出土・伝世の鋸

中国で最初に鋸が発見されたのは旧石器時代である。貝殻を鋸状
にしたもので、装飾品を加工するのに使われた。新石器時代には鋸
の様相を呈していて、使い方は現在とほとんど変わっていない。建
築の大工道具として使われ始めたのは、春秋・戦国時代以降（前7

世紀～前2世紀頃）と言われている。
　しかし、鋸の木工具としての使用は、金属製の鋸からと考えられ
ている。紀元前のエジプト時代、中国の殷

いん

・周時代は、「青銅時代」
とよばれ、青銅製鋸が使用されていた。特にエジプトでは、紀元前
14世紀頃には、基本的には現在のものとほとんど変わらないもの
が出揃っていたと考えられている。鉄製鋸は、ヨーロッパではロー
マ時代（前6世紀～後5世紀）、中国では秦・漢時代（前2世紀～後2

世紀）に使用され始める。鉄製鋸には青銅製鋸に見られなかった鋸
歯の傾斜やアサリ付与されており、加工能力が向上していたと考え
られる。
　日本では、伐木・加工作業において石斧が使用されていたが、弥
生時代に鉄製木工具が出始めると鉄斧が使用された。鉄製鋸の出
現は、少し遅れて古墳時代前期（4～5世紀）と考えられている。古
墳時代前期の鋸は、短冊型鉄板に素歯を刻んだ簡単なもので、大
きなものを切るのではなく、細工するために使われていた［写真1］。
鋸身の一部しか残存していないため、木柄の装着方法や形態など
詳しいことは不明である。
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写真1　鋸（復元）。金蔵山古墳（岡山県）、5世紀

写真2　木の葉型鋸（復元）。上…草戸千軒町遺跡（広島県）、13～14世紀。
下…上野下郡遺跡（三重県）、15～16世紀
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大工道具とものつくりの心
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　古墳時代後期（6～7世紀）に入ると、大陸からの仏教伝来とともに
工人が建築技術と道具を携えて日本に渡ってきたことにより、一大
革新が展開した。おそらくこの革新のなかで、当時の鋸も木柄を装
着するための茎

なかご

を持つもの、鋸歯にガガリ目やアサリ・ナゲシを持つ
ものなど、今日の鋸のもつ諸要素を備えるに至ったものと思われる。
　古墳時代には古墳に副葬されていた鋸も、古墳の築造の減少と
ともに出土数も減り、飛鳥・奈良時代から鎌倉時代にかけて現存す
るのが少ない。また、現存する鋸も特異な形状をしたものが多く、
不明な点がある。しかし、前時代に比べて大型化し、木工具として
ほぼ完成した形態を持っていたと考えられる。中でも『法隆寺献納
宝物鋸』は、伝世品としては最古の鋸であり、鋸身を一部破損して
いるが木柄を完全に残している貴重なものである。
　中世になると、鋸歯が大きく外湾し鋸身先端が尖った形状をした
「木の葉型鋸」が出現した［写真2］。この鋸は、横挽き、畔

あぜ

挽き・挽回
など6種類の機能を兼ねている万能鋸であり、江戸時代中頃まで
使用されていた。江戸中期に至ると用途に応じた専用の多くの種
類の鋸が出現し、今日の鋸のほとんどが出揃っていたと考えられて
いるが、現存するものが少ない。
　しかし、何といっても室町時代に出現した二人挽きで製材専門の
「大

お

鋸
が

」［写真3］ほど、木の文化との関連において大きな意味をもつ
ものはないと思われる。この時代は大径木の桧、杉などが枯渇し、
これまで主として針葉樹に依存してきた建築は、その用材の供給上
大変なピンチに立たされることになる。室町時代中頃まで日本に縦
挽用鋸はなく、製材は木目の通った針葉樹を鑿と楔

くさび

で打ち割る、い

写真3　大鋸（竹中大工道具館常設展示）

写真4　前挽大鋸（竹中大工道具館常設展示）

わゆる打割製材をしていた。この大鋸の出現でケヤキなどの広葉
樹も木目に関係なく挽くことができるようになり、樹種の利用範囲
が格段に拡大された。
　室町時代は一般民家、特に都市の町屋など木材の需要は著しく
増大した。大鋸の出現は木材を規格化し、流通させることにより、
その需要を満たすことができた。また、この大鋸は製材業の成立を
促し分業化することができ、大工はその重労働から解放されて、彫
刻など建築技術の向上に専念することができた。大鋸が登場し、挽
かれた材の面は平滑になり、それまでの槍

やり

鉋
がんな

に代わって台
だい

鉋
がんな

が現
れ、大鋸で挽かれた面を精度高く仕上げるようになった。
　しかし、大鋸は200年ほどで姿を消し、一人挽きの縦挽き製材
用鋸の「前挽大鋸」［写真4］と小割用の小型縦挽鋸の「鑼

ががり

」が明治中
頃まで製材の主流となっていた。特に、「前挽大鋸」の幅広の鋸身は
日本独特の形状である。

描かれた鋸

大工道具は後世に残されることは少なく、その中でも鋸は全体が薄
い鋼であり、錆に弱い。そのため、日本では数十例の出土鋸を除き、
13世紀半ば頃の絵巻物に姿を現すまで、鋸の姿、形は不明である。
　『当

たい

麻
ま

曼
まん

荼
だ

羅
ら

縁
えん

起
ぎ

』（13世紀）、『春
かす

日
が

権
ごん

現
げん

験
けん

記
き

』（14世紀）、『石
いし

山
やま

寺
でら

縁
えん

起
ぎ

絵巻』（14世紀）、『松
まつ

崎
ざき

天
てん

神
じん

縁
えん

起
ぎ

』（14世紀）［図1］をはじめと
する13～15世紀の絵巻に描かれている鋸はただ1種類で「木の葉
型鋸」である。
　この「木の葉型鋸」は、現代鋸と比較すると形状もさることながら、
柄が短い。そして、すべて木材の横挽きに用いられており、縦挽専
用の鋸はなく、鑿による「打割法」で製材が行われていた様子が同
じ絵巻に描かれている。
　18世紀頃まで形態的変化をしながら「木の葉型鋸」が絵画に登
場し続ける一方で、二人挽き製材鋸「大鋸」が登場する。この「大鋸」
は『三十二番職人歌

うた

合
あわせ

』（15世紀）や『聖福寺之絵図』（16世紀）の頃
に使用されていたと推定されていたが、極楽寺（兵庫県西脇市）蔵の
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未発見の時代の鋸の歴史を補うことができるとともに、使用法など
も知ることができる。

推し使いと引き使い

ヨーロッパの西半分では、建築用材としてブナ、ナラなどの広葉樹
の硬木が多く使われ、硬い木を加工するためには立った姿勢でグ
リップや把手を握り、力を込め推して道具を使う必要があった。鋸
が鉄製となり強度が向上したローマ時代に、推し使いが一般化した
と考えられる。
　針葉樹と広葉樹の混

こん

淆
こう

林が広がる中国では、クスノキ、クリ、カ
エデ、マツなどの中硬木が多く使われており、ヨーロッパと同じよ
うに立った姿勢で把手を握り、力を込め推して道具を使う。

『六道絵』の中に「大鋸」が発見された。この『六道絵』は13世紀後
半から14世紀前半にかけて製作されたと考証されており、「大鋸」
の伝来を100年遡らせる可能性が出てきた。
　しかし、「大鋸」は16世紀頃から一人挽き縦挽製材鋸が登場した
ことにより、次第に姿を消していった。
　17世紀頃からは、それぞれの工程において、さまざまな鋸が絵
画に描かれるようになる。「大鋸」に代わって登場した一人挽き製材
鋸は、『人

じん

倫
りん

訓
きん

蒙
もう

図
ず

彙
い

』（17世紀）、『匠家必用記』（18世紀）［図2］、『幼
絵図解』（19世紀）［図3］と時代順に見ると、より機能的な形態へと
発達していることが分かる。
　また、二人で使用する横挽き用製材鋸には、『日

に

本
ほん

山
さん

海
かい

名
めい

物
ぶつ

図
ず

会
え

』

（18世紀）［図4］に描かれている「台
だい

切
ぎり

」がある。
　この頃珍しい小割用の鋸が『川越三

み

芳
よし

野
の

天神縁起絵巻』（17世紀）

に描かれている。この小割用の鋸は、16～18世紀頃に使用されて
いたようであるが、その後は建築用としては使われなくなった。
　中国では、唐代から清代までの鋸を絵画資料の中に見ることが
できる。唐代の風俗を描写しているとされる『斲琴図』には鋸身幅
の狭い自立形式の鋸と弓形式の鋸が描かれている。
　宋代の『清

せいめいじょうがず

明上河図』には中央支柱枠形式の鋸がセンを使用して
いる車職人の傍らに置かれている。鋸使用場面の描かれた絵画とし
ては、明代の『太平風会図』や清代の『欽

きんていしょきょうずせつ

定書經圖説』［図5］、『魯
ろはんきょう

班経』
に、中央支柱枠形式の鋸を一人または二人で挽いている様子が描
かれている。
　ヨーロッパでは、絵画として鋸が最初に登場するのはエジプト時
代の壁画である。この古代の描かれた鋸は鋸身自立形式で、立っ
て作業している絵と椅子に座って作業している絵がある。
　ローマ時代（4～6世紀）になると、枠形式の鋸も描かれている。こ
の鋸は、中央支柱と両側支柱［写真5］の2種類があり、大型のものは
2人で、小型のものは1人で挽いているようである。
　このように、描かれた鋸を時代順に見ていくことにより、実物が

図1　松崎天神縁起（防府天満宮所蔵、1311年）。木の葉型鋸が描かれている

図2　匠家必用記（1756年）。一人挽き製
材鋸が描かれている

図3　衣食住之内家職幼絵解
之図（1873年）。鋸が機能的な
形態へと発達している
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写真・図提供…竹中大工道具館

※不正解の場合は、
単位に登録できない場合があります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

設問2  

日本では鋸を引き使いするが、
その理由に関係する建築用材は次のどれか。

 a. ヒノキ、スギなど軟らかい針葉樹

 b. クリ、マツなどの中硬木

 c. ブナ、ナラなど硬い広葉樹

設問1 

室町時代に出現し、樹種の利用範囲を
広げるなど木の文化に影響を与えた道具は
次のどれか。

 a. 木の葉型鋸

 b. 大鋸

 c. 前挽大鋸

1967年株式会社竹中工務店入社、大阪
本店設計部配属。2002年財団法人竹
中大工道具館出向。現在公益財団法人
竹中大工道具館館長

あかお・けんぞう

　日本では、鉄製の道具を使うようになった弥生時代以降、建築用
材として主に軟らかいヒノキ、スギなどの針葉樹を使うようになっ
た。軟らかい木を用材として使っていたため、それほど力を込める
必要がなく、18世紀中頃まで建築工人は座って仕事をしており、
その作業姿勢などにより、引いて道具を使うようになったと考えら
れる。
　引き使いの鋸は、推し使いに比べて鋸歯を薄くでき、材の切断面
が平滑になる。また、鋸の柄を長くすることにより、切断面をまっす
ぐ切ることができる。
　世界中のほとんどの国が推し使いであるが、鋸を引き使いする地
域は、日本以外にギリシャ、トルコ、ブルガリア、アフガニスタン、
イラク、イラン、ネパールなどがある。
　このように、鋸は常に手が加えられ改良されて、時代時代の社会
の要請に応えてきた。世界に類を見ない日本の木の文化を大きく
支えてきた道具である。

図4　日本山海名物図会（1754年）。二人で使用する横挽き用製材鋸が描か
れている

図5　欽定書経図説（1903年）。中央支
柱枠形式の鋸を挽いている

写真5　両側支柱の枠鋸
（18世紀、スイス）


