
３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。

３）文字書き人形
　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
大別でき、その歴史は、江戸時代初期にさかのぼる。
　1662年に「竹田近江からくり芝居」という舞台から
くりの一座が、大阪・道頓堀で旗揚げし、京都、尾張、江
戸など全国を興行した。舞台からくりは、120㎝ぐらい
の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
施したものである。愛知県内におよそ150以上の山車
からくりが現存しており、名古屋市内（有松ほか）や
半田市、犬山市など、毎年祭で披露されている。
　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
国時代、西洋から入ってきた時計の技術が和時計とい
う日本独自の時計となり、その技術がからくり人形と
結びついたものである。ゼンマイ等で動く自動人形
で、茶運び人形が知られている。大名や豪商の玩具、
調度品として作られた絢爛豪華な人形である。

２． 山車からくりの機構
　山車からくりは、山車の最上段にからくり人形を載
せ、人形方と呼ばれる人たちが下から操作するもの
で、7人ぐらいで3～4体の人形を動かして、いろいろな
物語を表現する。操作方法は、人が糸で操る「糸からく
り」、人が差し金で操る「離れからくり」、ゼンマイ、バネ、
歯車などで動く「機械仕掛けのからくり」などがある。

は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
わからなかったが、作りを解読することで、錘で動く機
構であることが分かり復元にこぎつけた。

２． 材料
　からくり人形の主な材料は木材のため、湿度には気
を遣う。日本の四季は夏と冬の湿度の差が大きく、木
材には厳しい環境ゆえに、制作期間はあえて一年間を
かける。こうすることで気候の異なる海外へ持って
行っても壊れない。
　山車からくりの人形には4種類、座敷からくりには7
種類の木材を使用し、部位に合わせて木材を選ぶ。特
に歯車は堅い花梨の木の縦
目だけを8枚貼り合わせて
製作する。1枚で作ると、木
材の方向性があるため、湿
気・乾燥で伸縮し、使ってい
るうちに歯車同士が合わな
くなり、歯が欠けてしまう。8
枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。

４. からくり人形の特徴
１）人を楽しませるもの
　からくり人形は「見せること」をとても大事にしている。
　実際には人形の顔は変わらないのに、首を細やかに
動かすことで表情が変わり、喜怒哀楽を伝えている。

「弓曳童子」の矢を放った直後と、その後との顔の違い
をじっくり見ていると、緊張感あふれる顔、満足げな顔
に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。

２）シンプルな構造
　からくり人形に釘・ネジは使わず、最小限のピンで構成
されている。簡単にばらせて、また、元に戻せる。「茶運び
人形」は5分でばらせるそうだ。糸を多用しているので、
動きの調整が必要であるが、構造としては非常にシン
プルである。壊れた場合も壊れた箇所だけ取り換えれ
ば良く、非常に合理的な作りとなっている。

からくり人形の制作について
１． 制作
　時にスケッチを描くことはあるが、からくり人形の
図面はない。新作制作時は、物語、人形、からくりの仕
掛け、衣装の一切を企画・制作する。そのため、全ての
工程の修業が必要だ。人形の顔を彫るために能面を
彫る修業は特に念入りにする。「茶運び人形」を一人
で作れるようになるまでに、約10年はかかる。
　修理・復元時は、本物の寸法・材料から人形の顔に
至るまで、全て同じに復元する。修理依頼で人形が持
ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」

　　　　　

３． 道具
　七代目から受け継いだ道具も少なくないが、工具は
刃を購入して、柄は全て自分の握りやすいように作り、
自分に合ったものを使う。毎日の手入れも欠かさず自
身で行う。ノミだけでも、数十本にもおよび、丁寧に作
業する様子が目に浮かぶ。

玉屋さんの活動についてお話を伺った

社会活動について
― からくり人形を海外でご紹介されることはありま
すか？
　シリア、モロッコ、イギリス、アメリカなど世界20ヶ国
以上に行きました。
― 人形はどのように持って行かれますか？
　「弓曳童子」はこのまま箱に入れて、「茶運び人形」を
バラして一緒に入れて、飛行機の座席を取ります。畳も
持って行きます。これは和紙で出来ているので、世界中
持って行けます。
― 反応がいい国はどこですか？
　ヨーロッパです。ヨーロッパの国は歴史のある国だか
ら、日本の歴史にすごく興味があるんです。第二次世界
大戦でクシャクシャになった日本が何十年でトップにな

るっていうのは、江戸時代にモノづくりっていうことが
きちんと確立されていたからと、よく言われますよね。
　ヨーロッパの方は日本にどんなものがあるとか、ど
んなものがいいとか、よく知っていますね。大使館を
通じて「こういったものを見たいから持って来てくださ
い」と、依頼されることも多いです。
― 国内での大きな活動を伺えますか？
　国内では2017年に「ロボカップ2017名古屋世界
大会」で、からくり人形を披露しました。海外3,000人、
国内2,000人の青少年にからくり人形を紹介するため
に、2か国語のパンフレットも作成しました。からくり人
形は英語でも「ＫＡＲＡＫＵＲＩ」です。
― 海外の学生さんの反応はいかがでしたか？
　もう、食い入るように、非常に興味を持って見てくれ
ました。
 
伝統を継承する
― 玉屋さんで九代目ですが、玉屋さんの歴史を教
えてください。
　初代が京都から尾張・名古屋に移ってきたのが
1733年（享保年間）、徳川宗春の時代です。玉屋町

（今の中区錦三丁目辺り）に住んだので、玉屋庄兵衛と
名乗りました。
　初代は鶴（名古屋東照宮祭・林和靖車）を作ったん
ですが、名古屋大空襲で名古屋城とともに焼けてしま
いました。二代目が作った布袋車（名古屋市有松）は
残っています。
― 玉屋さんが、若い方にこういったものを伝えたい
と思っていらっしゃることを教えてください。
　息子が今、十代目として修業をしているんですよ。
やっぱり、技術の伝承というか、何年かかっても、何十年
かかっても伝えていかなきゃいけないと思います。

― 伝えるときに気を付けていることはありますか？
　ウチは手取り足取りでは教えないんですよ。自分が
ケガして痛いということを覚えて、刃物の怖さとか自
分で判断させるように、研いだり、作ったり、全てのこ
とは自分でやるように。文化財だから材料を変えるこ
とはやめなさいとか、材料の良し悪しや逆目など、最初
は教えますけど、あとは自分で体験して判断する。毎
回、壁に当たると思いますよ。
　今の若者が育っている環境と、私が育ったころとで
は、文化の断絶があると思うんです。中国の故事とか
を常識として知っている私の世代と、改めて勉強しな
きゃいけない世代と、この差は大きいと思います。ＡＩ
だ、コンピュータだとかは詳しいだろうけど、歴史的な
故事・来歴なんか知らないですよね。
― 山車を持つ、地域の方との交流について教えてく
ださい。
　山車祭には毎年行きます。犬山、小牧、知多半島な
ど、3か所ぐらいお祭りが重なることもありますが、あっ
ちこっち行ったりします。「からくり人形が試楽*2で壊れ
たから、本楽*3までに直して！」なんてこともあります
よ。町の方との交流はずっと続いています。
　町には、人形方も代々続いていますから、最初にお
付き合いが始まったあとは、町内でしっかり山車を
守っていただいています。

 今後について
― これから作られる作品のご予定はありますか？
　初代の「鶴*4」（林和靖車）を復元したいと思って
います。名古屋城と同じ日に焼失した山車からくり

です。名古屋市博物館に、名古屋祭の戦前の白黒映像
が残っていて、そこには「鶴」が本当に動いています。
― どう作ろうかという構想はありますか？
　構想はあります。半田山車
からくり「鵺退治*5」に出てく
る化け物の『鵺』のしっぽが、
たぶん「鶴」の首のつくりと
一緒だと思います。復元した
いですね。
― 本日は、お忙しい中、お
話しいただき、ありがとうご
ざいました。
 
 
【注】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
(＊2)「試楽」－犬山祭の一日目のこと
(＊3)「本楽」－犬山祭の二日目のこと
(＊4)「鶴」－初代玉屋庄兵衛氏制作  林和靖車
　　籠から芹をくちばしでつまみ出す鶴を唐子が棒で追い払うの

を林和靖がたしなめる物語。
　　林和靖は唐の詩人、鶴と梅を愛した。

（＊5)「鵺退治」－九代玉屋庄兵衛氏制作
　　「鵺（ぬえ）～源頼政弓張月の対峙～」
　　『平家物語』の第四巻鵺の章より抜粋
　　源頼政が時の天皇に取りついた物の怪「鵺」を退治する物語。
　　鵺は、顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だという。
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九代玉屋庄兵衛氏

プロフィール
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糸からくりの基本、
7本糸の人形

からくり人形の
工房を訪ねて

「からくり」のルーツを訪ねて、江戸時代から
からくり人形の伝統の技を受継ぐ、九代玉屋庄兵衛氏にお話を伺いました。

匠の技を知る　

「差し金」の操作部分

からくり人形の
工房を訪ねて
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差し金の操作で、天狗の羽根が
開いた様子
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枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。

４. からくり人形の特徴
１）人を楽しませるもの
　からくり人形は「見せること」をとても大事にしている。
　実際には人形の顔は変わらないのに、首を細やかに
動かすことで表情が変わり、喜怒哀楽を伝えている。

「弓曳童子」の矢を放った直後と、その後との顔の違い
をじっくり見ていると、緊張感あふれる顔、満足げな顔
に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。

２）シンプルな構造
　からくり人形に釘・ネジは使わず、最小限のピンで構成
されている。簡単にばらせて、また、元に戻せる。「茶運び
人形」は5分でばらせるそうだ。糸を多用しているので、
動きの調整が必要であるが、構造としては非常にシン
プルである。壊れた場合も壊れた箇所だけ取り換えれ
ば良く、非常に合理的な作りとなっている。

からくり人形の制作について
１． 制作
　時にスケッチを描くことはあるが、からくり人形の
図面はない。新作制作時は、物語、人形、からくりの仕
掛け、衣装の一切を企画・制作する。そのため、全ての
工程の修業が必要だ。人形の顔を彫るために能面を
彫る修業は特に念入りにする。「茶運び人形」を一人
で作れるようになるまでに、約10年はかかる。
　修理・復元時は、本物の寸法・材料から人形の顔に
至るまで、全て同じに復元する。修理依頼で人形が持
ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」

　　　　　

３． 道具
　七代目から受け継いだ道具も少なくないが、工具は
刃を購入して、柄は全て自分の握りやすいように作り、
自分に合ったものを使う。毎日の手入れも欠かさず自
身で行う。ノミだけでも、数十本にもおよび、丁寧に作
業する様子が目に浮かぶ。

玉屋さんの活動についてお話を伺った

社会活動について
― からくり人形を海外でご紹介されることはありま
すか？
　シリア、モロッコ、イギリス、アメリカなど世界20ヶ国
以上に行きました。
― 人形はどのように持って行かれますか？
　「弓曳童子」はこのまま箱に入れて、「茶運び人形」を
バラして一緒に入れて、飛行機の座席を取ります。畳も
持って行きます。これは和紙で出来ているので、世界中
持って行けます。
― 反応がいい国はどこですか？
　ヨーロッパです。ヨーロッパの国は歴史のある国だか
ら、日本の歴史にすごく興味があるんです。第二次世界
大戦でクシャクシャになった日本が何十年でトップにな

るっていうのは、江戸時代にモノづくりっていうことが
きちんと確立されていたからと、よく言われますよね。
　ヨーロッパの方は日本にどんなものがあるとか、ど
んなものがいいとか、よく知っていますね。大使館を
通じて「こういったものを見たいから持って来てくださ
い」と、依頼されることも多いです。
― 国内での大きな活動を伺えますか？
　国内では2017年に「ロボカップ2017名古屋世界
大会」で、からくり人形を披露しました。海外3,000人、
国内2,000人の青少年にからくり人形を紹介するため
に、2か国語のパンフレットも作成しました。からくり人
形は英語でも「ＫＡＲＡＫＵＲＩ」です。
― 海外の学生さんの反応はいかがでしたか？
　もう、食い入るように、非常に興味を持って見てくれ
ました。
 
伝統を継承する
― 玉屋さんで九代目ですが、玉屋さんの歴史を教
えてください。
　初代が京都から尾張・名古屋に移ってきたのが
1733年（享保年間）、徳川宗春の時代です。玉屋町

（今の中区錦三丁目辺り）に住んだので、玉屋庄兵衛と
名乗りました。
　初代は鶴（名古屋東照宮祭・林和靖車）を作ったん
ですが、名古屋大空襲で名古屋城とともに焼けてしま
いました。二代目が作った布袋車（名古屋市有松）は
残っています。
― 玉屋さんが、若い方にこういったものを伝えたい
と思っていらっしゃることを教えてください。
　息子が今、十代目として修業をしているんですよ。
やっぱり、技術の伝承というか、何年かかっても、何十年
かかっても伝えていかなきゃいけないと思います。

― 伝えるときに気を付けていることはありますか？
　ウチは手取り足取りでは教えないんですよ。自分が
ケガして痛いということを覚えて、刃物の怖さとか自
分で判断させるように、研いだり、作ったり、全てのこ
とは自分でやるように。文化財だから材料を変えるこ
とはやめなさいとか、材料の良し悪しや逆目など、最初
は教えますけど、あとは自分で体験して判断する。毎
回、壁に当たると思いますよ。
　今の若者が育っている環境と、私が育ったころとで
は、文化の断絶があると思うんです。中国の故事とか
を常識として知っている私の世代と、改めて勉強しな
きゃいけない世代と、この差は大きいと思います。ＡＩ
だ、コンピュータだとかは詳しいだろうけど、歴史的な
故事・来歴なんか知らないですよね。
― 山車を持つ、地域の方との交流について教えてく
ださい。
　山車祭には毎年行きます。犬山、小牧、知多半島な
ど、3か所ぐらいお祭りが重なることもありますが、あっ
ちこっち行ったりします。「からくり人形が試楽*2で壊れ
たから、本楽*3までに直して！」なんてこともあります
よ。町の方との交流はずっと続いています。
　町には、人形方も代々続いていますから、最初にお
付き合いが始まったあとは、町内でしっかり山車を
守っていただいています。

 今後について
― これから作られる作品のご予定はありますか？
　初代の「鶴*4」（林和靖車）を復元したいと思って
います。名古屋城と同じ日に焼失した山車からくり

です。名古屋市博物館に、名古屋祭の戦前の白黒映像
が残っていて、そこには「鶴」が本当に動いています。
― どう作ろうかという構想はありますか？
　構想はあります。半田山車
からくり「鵺退治*5」に出てく
る化け物の『鵺』のしっぽが、
たぶん「鶴」の首のつくりと
一緒だと思います。復元した
いですね。
― 本日は、お忙しい中、お
話しいただき、ありがとうご
ざいました。
 
 
【注】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
(＊2)「試楽」－犬山祭の一日目のこと
(＊3)「本楽」－犬山祭の二日目のこと
(＊4)「鶴」－初代玉屋庄兵衛氏制作  林和靖車
　　籠から芹をくちばしでつまみ出す鶴を唐子が棒で追い払うの

を林和靖がたしなめる物語。
　　林和靖は唐の詩人、鶴と梅を愛した。

（＊5)「鵺退治」－九代玉屋庄兵衛氏制作
　　「鵺（ぬえ）～源頼政弓張月の対峙～」
　　『平家物語』の第四巻鵺の章より抜粋
　　源頼政が時の天皇に取りついた物の怪「鵺」を退治する物語。
　　鵺は、顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だという。

 

尾陽木偶師

九代玉屋庄兵衛氏

プロフィール
1954年生まれ
1979年  七代目玉屋庄兵衛に弟子入り
1995年  九代玉屋庄兵衛襲名

糸からくりの基本、
7本糸の人形

からくり人形の
工房を訪ねて

「からくり」のルーツを訪ねて、江戸時代から
からくり人形の伝統の技を受継ぐ、九代玉屋庄兵衛氏にお話を伺いました。

匠の技を知る　

「差し金」の操作部分

からくり人形の
工房を訪ねて

匠の技を知る　

差し金の操作で、天狗の羽根が
開いた様子
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３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。
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　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
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の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
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　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
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は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
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気・乾燥で伸縮し、使ってい
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くなり、歯が欠けてしまう。8
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され、伸縮も少なく強度も
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名乗りました。
　初代は鶴（名古屋東照宮祭・林和靖車）を作ったん
ですが、名古屋大空襲で名古屋城とともに焼けてしま
いました。二代目が作った布袋車（名古屋市有松）は
残っています。
― 玉屋さんが、若い方にこういったものを伝えたい
と思っていらっしゃることを教えてください。
　息子が今、十代目として修業をしているんですよ。
やっぱり、技術の伝承というか、何年かかっても、何十年
かかっても伝えていかなきゃいけないと思います。

― 伝えるときに気を付けていることはありますか？
　ウチは手取り足取りでは教えないんですよ。自分が
ケガして痛いということを覚えて、刃物の怖さとか自
分で判断させるように、研いだり、作ったり、全てのこ
とは自分でやるように。文化財だから材料を変えるこ
とはやめなさいとか、材料の良し悪しや逆目など、最初
は教えますけど、あとは自分で体験して判断する。毎
回、壁に当たると思いますよ。
　今の若者が育っている環境と、私が育ったころとで
は、文化の断絶があると思うんです。中国の故事とか
を常識として知っている私の世代と、改めて勉強しな
きゃいけない世代と、この差は大きいと思います。ＡＩ
だ、コンピュータだとかは詳しいだろうけど、歴史的な
故事・来歴なんか知らないですよね。
― 山車を持つ、地域の方との交流について教えてく
ださい。
　山車祭には毎年行きます。犬山、小牧、知多半島な
ど、3か所ぐらいお祭りが重なることもありますが、あっ
ちこっち行ったりします。「からくり人形が試楽*2で壊れ
たから、本楽*3までに直して！」なんてこともあります
よ。町の方との交流はずっと続いています。
　町には、人形方も代々続いていますから、最初にお
付き合いが始まったあとは、町内でしっかり山車を
守っていただいています。

 今後について
― これから作られる作品のご予定はありますか？
　初代の「鶴*4」（林和靖車）を復元したいと思って
います。名古屋城と同じ日に焼失した山車からくり

です。名古屋市博物館に、名古屋祭の戦前の白黒映像
が残っていて、そこには「鶴」が本当に動いています。
― どう作ろうかという構想はありますか？
　構想はあります。半田山車
からくり「鵺退治*5」に出てく
る化け物の『鵺』のしっぽが、
たぶん「鶴」の首のつくりと
一緒だと思います。復元した
いですね。
― 本日は、お忙しい中、お
話しいただき、ありがとうご
ざいました。
 
 
【注】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
(＊2)「試楽」－犬山祭の一日目のこと
(＊3)「本楽」－犬山祭の二日目のこと
(＊4)「鶴」－初代玉屋庄兵衛氏制作  林和靖車
　　籠から芹をくちばしでつまみ出す鶴を唐子が棒で追い払うの

を林和靖がたしなめる物語。
　　林和靖は唐の詩人、鶴と梅を愛した。

（＊5)「鵺退治」－九代玉屋庄兵衛氏制作
　　「鵺（ぬえ）～源頼政弓張月の対峙～」
　　『平家物語』の第四巻鵺の章より抜粋
　　源頼政が時の天皇に取りついた物の怪「鵺」を退治する物語。
　　鵺は、顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だという。
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〈和時計の機構〉 
左右に振れる棒が天符。文字盤の箱の中にがんぎがある。

止め棒

テンプ

動力 ：
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機構 ：

材料 ：

ゼンマイ
1．手の平の茶たくに湯飲みが載ると動き出す
2．客の前まで行き、客が湯飲みを取ると止まる
3．客が湯飲みを戻すと、Ｕターンして主人のもとに戻る
腕がスイッチ、前輪が方向舵、止め棒が腕の動きをテン
プ・がんぎに伝達し、テンプ・がん
ぎがスピードを調整する。カムが
前輪に方向転換を指示し、人形の
頭を動かす
顔・手・足 ― ヒノキ
肩枠・胴枠 ― 桜
軸心 ― 赤樫　テンプ ― 黒檀
歯車 ― 花梨　がんぎ ― 黄楊

強力なゼンマイで
11本の糸を動かす。
11本のうち、5本は
人形の表情に使う

親指でつまんで
矢台から矢を
1本ずつ取る

〈茶運び人形の詳細〉 
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３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。

３）文字書き人形
　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
大別でき、その歴史は、江戸時代初期にさかのぼる。
　1662年に「竹田近江からくり芝居」という舞台から
くりの一座が、大阪・道頓堀で旗揚げし、京都、尾張、江
戸など全国を興行した。舞台からくりは、120㎝ぐらい
の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
施したものである。愛知県内におよそ150以上の山車
からくりが現存しており、名古屋市内（有松ほか）や
半田市、犬山市など、毎年祭で披露されている。
　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
国時代、西洋から入ってきた時計の技術が和時計とい
う日本独自の時計となり、その技術がからくり人形と
結びついたものである。ゼンマイ等で動く自動人形
で、茶運び人形が知られている。大名や豪商の玩具、
調度品として作られた絢爛豪華な人形である。

２． 山車からくりの機構
　山車からくりは、山車の最上段にからくり人形を載
せ、人形方と呼ばれる人たちが下から操作するもの
で、7人ぐらいで3～4体の人形を動かして、いろいろな
物語を表現する。操作方法は、人が糸で操る「糸からく
り」、人が差し金で操る「離れからくり」、ゼンマイ、バネ、
歯車などで動く「機械仕掛けのからくり」などがある。

は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
わからなかったが、作りを解読することで、錘で動く機
構であることが分かり復元にこぎつけた。

２． 材料
　からくり人形の主な材料は木材のため、湿度には気
を遣う。日本の四季は夏と冬の湿度の差が大きく、木
材には厳しい環境ゆえに、制作期間はあえて一年間を
かける。こうすることで気候の異なる海外へ持って
行っても壊れない。
　山車からくりの人形には4種類、座敷からくりには7
種類の木材を使用し、部位に合わせて木材を選ぶ。特
に歯車は堅い花梨の木の縦
目だけを8枚貼り合わせて
製作する。1枚で作ると、木
材の方向性があるため、湿
気・乾燥で伸縮し、使ってい
るうちに歯車同士が合わな
くなり、歯が欠けてしまう。8
枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。

４. からくり人形の特徴
１）人を楽しませるもの
　からくり人形は「見せること」をとても大事にしている。
　実際には人形の顔は変わらないのに、首を細やかに
動かすことで表情が変わり、喜怒哀楽を伝えている。

「弓曳童子」の矢を放った直後と、その後との顔の違い
をじっくり見ていると、緊張感あふれる顔、満足げな顔
に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。

２）シンプルな構造
　からくり人形に釘・ネジは使わず、最小限のピンで構成
されている。簡単にばらせて、また、元に戻せる。「茶運び
人形」は5分でばらせるそうだ。糸を多用しているので、
動きの調整が必要であるが、構造としては非常にシン
プルである。壊れた場合も壊れた箇所だけ取り換えれ
ば良く、非常に合理的な作りとなっている。

からくり人形の制作について
１． 制作
　時にスケッチを描くことはあるが、からくり人形の
図面はない。新作制作時は、物語、人形、からくりの仕
掛け、衣装の一切を企画・制作する。そのため、全ての
工程の修業が必要だ。人形の顔を彫るために能面を
彫る修業は特に念入りにする。「茶運び人形」を一人
で作れるようになるまでに、約10年はかかる。
　修理・復元時は、本物の寸法・材料から人形の顔に
至るまで、全て同じに復元する。修理依頼で人形が持
ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」

　　　　　

　　　　　

　　　　　

３． 道具
　七代目から受け継いだ道具も少なくないが、工具は
刃を購入して、柄は全て自分の握りやすいように作り、
自分に合ったものを使う。毎日の手入れも欠かさず自
身で行う。ノミだけでも、数十本にもおよび、丁寧に作
業する様子が目に浮かぶ。

玉屋さんの活動についてお話を伺った

社会活動について
― からくり人形を海外でご紹介されることはありま
すか？
　シリア、モロッコ、イギリス、アメリカなど世界20ヶ国
以上に行きました。
― 人形はどのように持って行かれますか？
　「弓曳童子」はこのまま箱に入れて、「茶運び人形」を
バラして一緒に入れて、飛行機の座席を取ります。畳も
持って行きます。これは和紙で出来ているので、世界中
持って行けます。
― 反応がいい国はどこですか？
　ヨーロッパです。ヨーロッパの国は歴史のある国だか
ら、日本の歴史にすごく興味があるんです。第二次世界
大戦でクシャクシャになった日本が何十年でトップにな

るっていうのは、江戸時代にモノづくりっていうことが
きちんと確立されていたからと、よく言われますよね。
　ヨーロッパの方は日本にどんなものがあるとか、ど
んなものがいいとか、よく知っていますね。大使館を
通じて「こういったものを見たいから持って来てくださ
い」と、依頼されることも多いです。
― 国内での大きな活動を伺えますか？
　国内では2017年に「ロボカップ2017名古屋世界
大会」で、からくり人形を披露しました。海外3,000人、
国内2,000人の青少年にからくり人形を紹介するため
に、2か国語のパンフレットも作成しました。からくり人
形は英語でも「ＫＡＲＡＫＵＲＩ」です。
― 海外の学生さんの反応はいかがでしたか？
　もう、食い入るように、非常に興味を持って見てくれ
ました。
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歯車

おもり

にかわ

かんなのこぎり

が
ん
ぎ
車

小
錘

一挺天符枕時計 一挺天符の仕組み

棒
天
符

〈和時計の機構〉 
左右に振れる棒が天符。文字盤の箱の中にがんぎがある。

止め棒

テンプ

動力 ：
動き ：

機構 ：

材料 ：

ゼンマイ
1．手の平の茶たくに湯飲みが載ると動き出す
2．客の前まで行き、客が湯飲みを取ると止まる
3．客が湯飲みを戻すと、Ｕターンして主人のもとに戻る
腕がスイッチ、前輪が方向舵、止め棒が腕の動きをテン
プ・がんぎに伝達し、テンプ・がん
ぎがスピードを調整する。カムが
前輪に方向転換を指示し、人形の
頭を動かす
顔・手・足 ― ヒノキ
肩枠・胴枠 ― 桜
軸心 ― 赤樫　テンプ ― 黒檀
歯車 ― 花梨　がんぎ ― 黄楊

強力なゼンマイで
11本の糸を動かす。
11本のうち、5本は
人形の表情に使う

親指でつまんで
矢台から矢を
1本ずつ取る

〈茶運び人形の詳細〉 

唐子（からこ）は調整機

大歯車

カ ム

ゼンマイ

前 輪 がんぎ駆動歯車

矢車
錘

豊 田 自 動 織 機 技 報   No.70 豊 田 自 動 織 機 技 報   No.70

ト
ピ
ッ
ク
ス

98



３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。

３）文字書き人形
　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
大別でき、その歴史は、江戸時代初期にさかのぼる。
　1662年に「竹田近江からくり芝居」という舞台から
くりの一座が、大阪・道頓堀で旗揚げし、京都、尾張、江
戸など全国を興行した。舞台からくりは、120㎝ぐらい
の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
施したものである。愛知県内におよそ150以上の山車
からくりが現存しており、名古屋市内（有松ほか）や
半田市、犬山市など、毎年祭で披露されている。
　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
国時代、西洋から入ってきた時計の技術が和時計とい
う日本独自の時計となり、その技術がからくり人形と
結びついたものである。ゼンマイ等で動く自動人形
で、茶運び人形が知られている。大名や豪商の玩具、
調度品として作られた絢爛豪華な人形である。

２． 山車からくりの機構
　山車からくりは、山車の最上段にからくり人形を載
せ、人形方と呼ばれる人たちが下から操作するもの
で、7人ぐらいで3～4体の人形を動かして、いろいろな
物語を表現する。操作方法は、人が糸で操る「糸からく
り」、人が差し金で操る「離れからくり」、ゼンマイ、バネ、
歯車などで動く「機械仕掛けのからくり」などがある。

は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
わからなかったが、作りを解読することで、錘で動く機
構であることが分かり復元にこぎつけた。

２． 材料
　からくり人形の主な材料は木材のため、湿度には気
を遣う。日本の四季は夏と冬の湿度の差が大きく、木
材には厳しい環境ゆえに、制作期間はあえて一年間を
かける。こうすることで気候の異なる海外へ持って
行っても壊れない。
　山車からくりの人形には4種類、座敷からくりには7
種類の木材を使用し、部位に合わせて木材を選ぶ。特
に歯車は堅い花梨の木の縦
目だけを8枚貼り合わせて
製作する。1枚で作ると、木
材の方向性があるため、湿
気・乾燥で伸縮し、使ってい
るうちに歯車同士が合わな
くなり、歯が欠けてしまう。8
枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。

４. からくり人形の特徴
１）人を楽しませるもの
　からくり人形は「見せること」をとても大事にしている。
　実際には人形の顔は変わらないのに、首を細やかに
動かすことで表情が変わり、喜怒哀楽を伝えている。

「弓曳童子」の矢を放った直後と、その後との顔の違い
をじっくり見ていると、緊張感あふれる顔、満足げな顔
に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。

２）シンプルな構造
　からくり人形に釘・ネジは使わず、最小限のピンで構成
されている。簡単にばらせて、また、元に戻せる。「茶運び
人形」は5分でばらせるそうだ。糸を多用しているので、
動きの調整が必要であるが、構造としては非常にシン
プルである。壊れた場合も壊れた箇所だけ取り換えれ
ば良く、非常に合理的な作りとなっている。

からくり人形の制作について
１． 制作
　時にスケッチを描くことはあるが、からくり人形の
図面はない。新作制作時は、物語、人形、からくりの仕
掛け、衣装の一切を企画・制作する。そのため、全ての
工程の修業が必要だ。人形の顔を彫るために能面を
彫る修業は特に念入りにする。「茶運び人形」を一人
で作れるようになるまでに、約10年はかかる。
　修理・復元時は、本物の寸法・材料から人形の顔に
至るまで、全て同じに復元する。修理依頼で人形が持
ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」

３． 道具
　七代目から受け継いだ道具も少なくないが、工具は
刃を購入して、柄は全て自分の握りやすいように作り、
自分に合ったものを使う。毎日の手入れも欠かさず自
身で行う。ノミだけでも、数十本にもおよび、丁寧に作
業する様子が目に浮かぶ。

玉屋さんの活動についてお話を伺った

社会活動について
― からくり人形を海外でご紹介されることはありま
すか？
　シリア、モロッコ、イギリス、アメリカなど世界20ヶ国
以上に行きました。
― 人形はどのように持って行かれますか？
　「弓曳童子」はこのまま箱に入れて、「茶運び人形」を
バラして一緒に入れて、飛行機の座席を取ります。畳も
持って行きます。これは和紙で出来ているので、世界中
持って行けます。
― 反応がいい国はどこですか？
　ヨーロッパです。ヨーロッパの国は歴史のある国だか
ら、日本の歴史にすごく興味があるんです。第二次世界
大戦でクシャクシャになった日本が何十年でトップにな

るっていうのは、江戸時代にモノづくりっていうことが
きちんと確立されていたからと、よく言われますよね。
　ヨーロッパの方は日本にどんなものがあるとか、ど
んなものがいいとか、よく知っていますね。大使館を
通じて「こういったものを見たいから持って来てくださ
い」と、依頼されることも多いです。
― 国内での大きな活動を伺えますか？
　国内では2017年に「ロボカップ2017名古屋世界
大会」で、からくり人形を披露しました。海外3,000人、
国内2,000人の青少年にからくり人形を紹介するため
に、2か国語のパンフレットも作成しました。からくり人
形は英語でも「ＫＡＲＡＫＵＲＩ」です。
― 海外の学生さんの反応はいかがでしたか？
　もう、食い入るように、非常に興味を持って見てくれ
ました。
 
伝統を継承する
― 玉屋さんで九代目ですが、玉屋さんの歴史を教
えてください。
　初代が京都から尾張・名古屋に移ってきたのが
1733年（享保年間）、徳川宗春の時代です。玉屋町

（今の中区錦三丁目辺り）に住んだので、玉屋庄兵衛と
名乗りました。
　初代は鶴（名古屋東照宮祭・林和靖車）を作ったん
ですが、名古屋大空襲で名古屋城とともに焼けてしま
いました。二代目が作った布袋車（名古屋市有松）は
残っています。
― 玉屋さんが、若い方にこういったものを伝えたい
と思っていらっしゃることを教えてください。
　息子が今、十代目として修業をしているんですよ。
やっぱり、技術の伝承というか、何年かかっても、何十年
かかっても伝えていかなきゃいけないと思います。

― 伝えるときに気を付けていることはありますか？
　ウチは手取り足取りでは教えないんですよ。自分が
ケガして痛いということを覚えて、刃物の怖さとか自
分で判断させるように、研いだり、作ったり、全てのこ
とは自分でやるように。文化財だから材料を変えるこ
とはやめなさいとか、材料の良し悪しや逆目など、最初
は教えますけど、あとは自分で体験して判断する。毎
回、壁に当たると思いますよ。
　今の若者が育っている環境と、私が育ったころとで
は、文化の断絶があると思うんです。中国の故事とか
を常識として知っている私の世代と、改めて勉強しな
きゃいけない世代と、この差は大きいと思います。ＡＩ
だ、コンピュータだとかは詳しいだろうけど、歴史的な
故事・来歴なんか知らないですよね。
― 山車を持つ、地域の方との交流について教えてく
ださい。
　山車祭には毎年行きます。犬山、小牧、知多半島な
ど、3か所ぐらいお祭りが重なることもありますが、あっ
ちこっち行ったりします。「からくり人形が試楽*2で壊れ
たから、本楽*3までに直して！」なんてこともあります
よ。町の方との交流はずっと続いています。
　町には、人形方も代々続いていますから、最初にお
付き合いが始まったあとは、町内でしっかり山車を
守っていただいています。

 今後について
― これから作られる作品のご予定はありますか？
　初代の「鶴*4」（林和靖車）を復元したいと思って
います。名古屋城と同じ日に焼失した山車からくり

です。名古屋市博物館に、名古屋祭の戦前の白黒映像
が残っていて、そこには「鶴」が本当に動いています。
― どう作ろうかという構想はありますか？
　構想はあります。半田山車
からくり「鵺退治*5」に出てく
る化け物の『鵺』のしっぽが、
たぶん「鶴」の首のつくりと
一緒だと思います。復元した
いですね。
― 本日は、お忙しい中、お
話しいただき、ありがとうご
ざいました。
 
 
【注】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
(＊2)「試楽」－犬山祭の一日目のこと
(＊3)「本楽」－犬山祭の二日目のこと
(＊4)「鶴」－初代玉屋庄兵衛氏制作  林和靖車
　　籠から芹をくちばしでつまみ出す鶴を唐子が棒で追い払うの

を林和靖がたしなめる物語。
　　林和靖は唐の詩人、鶴と梅を愛した。

（＊5)「鵺退治」－九代玉屋庄兵衛氏制作
　　「鵺（ぬえ）～源頼政弓張月の対峙～」
　　『平家物語』の第四巻鵺の章より抜粋
　　源頼政が時の天皇に取りついた物の怪「鵺」を退治する物語。
　　鵺は、顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だという。

 

「鵺退治」の『鵺』
写真提供：九代玉屋庄兵衛後援会

九代玉屋庄兵衛さんの仕事場
鑿、鉋、彫刻刀など何十種類もの道具が整理整頓
された引き出し。手の届く所に全ての道具が揃う。

かんなのみ

ほん がく

ぬえ

しん がく

りん  な  せい しゃ

（＊6)「九代玉屋庄兵衛後援会ホームページ」 －URL：http://karakuri-tamaya.jp/

取材を終えて
　尾陽木偶師 九代玉屋庄兵衛さんにインタビューする機会を得たのは、「からくり」という当社に
とってなじみ深い言葉のルーツを調べるうちでのことでした。インタビューは、からくり人形を動かしつ
つ話される、玉屋さんのお人柄に魅せられた時間となりました。からくり人形は、人を楽しませるもの
であり、豊かな表情や観衆とのコミュニケーションのために、糸やカムで動きを作り出す、先人の知恵
の結晶だと感じました。また、新しいことを取り入れつつも、江戸時代から変えない部分を代々伝え
られ、人形と伝統の技が長く受け継がれていることを実感しました。
　玉屋庄兵衛後援会のホームページ*6には、たくさんの作品が動画付きで紹介されています。実物
の座敷からくりを観る機会は限られますが、山車からくりは毎年、愛知県内のお祭りで実際に観る
ことができます。ぜひ一度、自身の目で、人形の動きをご覧ください。
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３. 座敷からくりの機構
　座敷からくりは、和時計の原理を応用して作られて
いる。動力は、ゼンマイや錘などで、「テンプ」「がんぎ」

「カム」などを用いて動力を調整し、糸を操り、様々に動
く自動人形である。代表的な3つの人形を紹介する。

１）茶運び人形
　一番有名な「茶運び人形」はシンプルな構造で、
和時計のしくみが胴体に収まっている。
　　〈各部の名称〉

１）糸からくりについて
　糸からくりの基本形は、7本
の糸を2名で操り、顔・手・足を
動かす。多いものは1体で20本
以上の糸を人形方が操作し、人
形が一瞬で面を被ったり、お社
に変形したり、扇を開閉したり
と、細やかで複雑な動きをし、物
語を語っていく。

２）離れからくりについて
　人形の下方から腰のあたりに差した「差し金」といわ
れる、2mほどの棒で人形を動かす。杭の上を、階段を
上るように渡る「乱杭渡り」や綾（平行棒）を次々に飛
び渡っていく「綾渡り」など、離れ技のダイナミックな
動きがある。写真の『からす天狗』は差し金の下端に付
いている4つの引き金のうち、前の棒でお面を被り、
左右の棒で手を動かし、後ろの棒で羽根を広げる。

２）弓曳童子
　からくり儀右衛門こと田中久重*1が作り出したから
くり人形で、最高傑作と言われている。ゼンマイを動
力に用いて矢立から1本ずつ矢を取り、1.5m程離れ
た的に向かって射る。

＊1　田中久重（からくり儀右衛門、1799年ー1881年）
江戸時代後期から明治にかけての発明家。東芝の祖。現存する久重作の
からくり人形として有名なものに「弓曳童子」「文字書き人形」がある。

３）文字書き人形
　安城市内で見つかった作者不詳の文字書き人形。
　矢車にかけた錘を動力に口と右手で1文字ずつ同
時に「松・竹」の2文字書き上げる。7枚のカムのうち、
1文字につき3枚のカムを使い、筆を上下左右に動か
して書く。残り1枚は左手を動かし、書きあげた文字を
観客に見せる。

からくり人形の歴史と機構
１． からくり人形の歴史
　からくり人形は、「山車からくり」と「座敷からくり」に
大別でき、その歴史は、江戸時代初期にさかのぼる。
　1662年に「竹田近江からくり芝居」という舞台から
くりの一座が、大阪・道頓堀で旗揚げし、京都、尾張、江
戸など全国を興行した。舞台からくりは、120㎝ぐらい
の大きな人形が、舞台上で逆立ちしたり、吹き矢を吹
いたり、矢を射たり、文字を書いたりしたというもので
あった。次第に姿を消していったが、大阪では文楽に、
江戸では歌舞伎に、ここ尾張では山車からくりへとつ
ながった。それは、山車の上の人形にからくり仕掛けを
施したものである。愛知県内におよそ150以上の山車
からくりが現存しており、名古屋市内（有松ほか）や
半田市、犬山市など、毎年祭で披露されている。
　もう一つのからくり人形である「座敷からくり」は戦
国時代、西洋から入ってきた時計の技術が和時計とい
う日本独自の時計となり、その技術がからくり人形と
結びついたものである。ゼンマイ等で動く自動人形
で、茶運び人形が知られている。大名や豪商の玩具、
調度品として作られた絢爛豪華な人形である。

２． 山車からくりの機構
　山車からくりは、山車の最上段にからくり人形を載
せ、人形方と呼ばれる人たちが下から操作するもの
で、7人ぐらいで3～4体の人形を動かして、いろいろな
物語を表現する。操作方法は、人が糸で操る「糸からく
り」、人が差し金で操る「離れからくり」、ゼンマイ、バネ、
歯車などで動く「機械仕掛けのからくり」などがある。

は、発見時、人形の鼻はネズミにかじられ、カムなどは
膠が風化してボロボロで、何を動力にしているのかも
わからなかったが、作りを解読することで、錘で動く機
構であることが分かり復元にこぎつけた。

２． 材料
　からくり人形の主な材料は木材のため、湿度には気
を遣う。日本の四季は夏と冬の湿度の差が大きく、木
材には厳しい環境ゆえに、制作期間はあえて一年間を
かける。こうすることで気候の異なる海外へ持って
行っても壊れない。
　山車からくりの人形には4種類、座敷からくりには7
種類の木材を使用し、部位に合わせて木材を選ぶ。特
に歯車は堅い花梨の木の縦
目だけを8枚貼り合わせて
製作する。1枚で作ると、木
材の方向性があるため、湿
気・乾燥で伸縮し、使ってい
るうちに歯車同士が合わな
くなり、歯が欠けてしまう。8
枚で作れば、方向性は相殺
され、伸縮も少なく強度も
上がる。
　愛知県は昔から全国の木材の集積地であり市場も
あるので、良い材料が手に入りやすい。これはからく
りが根付いた要因の一つでもある。
　からくり人形の動作に欠かせない材料に「セミクジ
ラのひげ」がある。バネ等に利用される材料で、その特
徴は、加工がしやすく、調整がしやすいところにある。
鋸で切れ、鉋で薄く加工できる。熱を加えれば曲がり、
冷えるとそのままの形状で固まる。大変扱いやすい
材料である。
　一方、セミクジラは絶滅危惧種であるため、そのひ
げを新しく入手することが困難な材料である。文化財
を修理する際は、当時の材料で修復する必要がある
ため貴重な材料となっている。

４. からくり人形の特徴
１）人を楽しませるもの
　からくり人形は「見せること」をとても大事にしている。
　実際には人形の顔は変わらないのに、首を細やかに
動かすことで表情が変わり、喜怒哀楽を伝えている。

「弓曳童子」の矢を放った直後と、その後との顔の違い
をじっくり見ていると、緊張感あふれる顔、満足げな顔
に見えてくる。
　また、文字書き人形は、書きあがった文字を客に見
せる。見ている人に対して、人形自体が伝えるような
表情や動きは、日本のからくり人形の特徴である。

２）シンプルな構造
　からくり人形に釘・ネジは使わず、最小限のピンで構成
されている。簡単にばらせて、また、元に戻せる。「茶運び
人形」は5分でばらせるそうだ。糸を多用しているので、
動きの調整が必要であるが、構造としては非常にシン
プルである。壊れた場合も壊れた箇所だけ取り換えれ
ば良く、非常に合理的な作りとなっている。

からくり人形の制作について
１． 制作
　時にスケッチを描くことはあるが、からくり人形の
図面はない。新作制作時は、物語、人形、からくりの仕
掛け、衣装の一切を企画・制作する。そのため、全ての
工程の修業が必要だ。人形の顔を彫るために能面を
彫る修業は特に念入りにする。「茶運び人形」を一人
で作れるようになるまでに、約10年はかかる。
　修理・復元時は、本物の寸法・材料から人形の顔に
至るまで、全て同じに復元する。修理依頼で人形が持
ち込まれると、まずはつぶさに観察する。そして、少し
ずつ、構造や動きを解読する作業を進める。
　安城市の個人宅から発見された「文字書き人形」

３． 道具
　七代目から受け継いだ道具も少なくないが、工具は
刃を購入して、柄は全て自分の握りやすいように作り、
自分に合ったものを使う。毎日の手入れも欠かさず自
身で行う。ノミだけでも、数十本にもおよび、丁寧に作
業する様子が目に浮かぶ。

玉屋さんの活動についてお話を伺った

社会活動について
― からくり人形を海外でご紹介されることはありま
すか？
　シリア、モロッコ、イギリス、アメリカなど世界20ヶ国
以上に行きました。
― 人形はどのように持って行かれますか？
　「弓曳童子」はこのまま箱に入れて、「茶運び人形」を
バラして一緒に入れて、飛行機の座席を取ります。畳も
持って行きます。これは和紙で出来ているので、世界中
持って行けます。
― 反応がいい国はどこですか？
　ヨーロッパです。ヨーロッパの国は歴史のある国だか
ら、日本の歴史にすごく興味があるんです。第二次世界
大戦でクシャクシャになった日本が何十年でトップにな

るっていうのは、江戸時代にモノづくりっていうことが
きちんと確立されていたからと、よく言われますよね。
　ヨーロッパの方は日本にどんなものがあるとか、ど
んなものがいいとか、よく知っていますね。大使館を
通じて「こういったものを見たいから持って来てくださ
い」と、依頼されることも多いです。
― 国内での大きな活動を伺えますか？
　国内では2017年に「ロボカップ2017名古屋世界
大会」で、からくり人形を披露しました。海外3,000人、
国内2,000人の青少年にからくり人形を紹介するため
に、2か国語のパンフレットも作成しました。からくり人
形は英語でも「ＫＡＲＡＫＵＲＩ」です。
― 海外の学生さんの反応はいかがでしたか？
　もう、食い入るように、非常に興味を持って見てくれ
ました。
 
伝統を継承する
― 玉屋さんで九代目ですが、玉屋さんの歴史を教
えてください。
　初代が京都から尾張・名古屋に移ってきたのが
1733年（享保年間）、徳川宗春の時代です。玉屋町

（今の中区錦三丁目辺り）に住んだので、玉屋庄兵衛と
名乗りました。
　初代は鶴（名古屋東照宮祭・林和靖車）を作ったん
ですが、名古屋大空襲で名古屋城とともに焼けてしま
いました。二代目が作った布袋車（名古屋市有松）は
残っています。
― 玉屋さんが、若い方にこういったものを伝えたい
と思っていらっしゃることを教えてください。
　息子が今、十代目として修業をしているんですよ。
やっぱり、技術の伝承というか、何年かかっても、何十年
かかっても伝えていかなきゃいけないと思います。

― 伝えるときに気を付けていることはありますか？
　ウチは手取り足取りでは教えないんですよ。自分が
ケガして痛いということを覚えて、刃物の怖さとか自
分で判断させるように、研いだり、作ったり、全てのこ
とは自分でやるように。文化財だから材料を変えるこ
とはやめなさいとか、材料の良し悪しや逆目など、最初
は教えますけど、あとは自分で体験して判断する。毎
回、壁に当たると思いますよ。
　今の若者が育っている環境と、私が育ったころとで
は、文化の断絶があると思うんです。中国の故事とか
を常識として知っている私の世代と、改めて勉強しな
きゃいけない世代と、この差は大きいと思います。ＡＩ
だ、コンピュータだとかは詳しいだろうけど、歴史的な
故事・来歴なんか知らないですよね。
― 山車を持つ、地域の方との交流について教えてく
ださい。
　山車祭には毎年行きます。犬山、小牧、知多半島な
ど、3か所ぐらいお祭りが重なることもありますが、あっ
ちこっち行ったりします。「からくり人形が試楽*2で壊れ
たから、本楽*3までに直して！」なんてこともあります
よ。町の方との交流はずっと続いています。
　町には、人形方も代々続いていますから、最初にお
付き合いが始まったあとは、町内でしっかり山車を
守っていただいています。

 今後について
― これから作られる作品のご予定はありますか？
　初代の「鶴*4」（林和靖車）を復元したいと思って
います。名古屋城と同じ日に焼失した山車からくり

です。名古屋市博物館に、名古屋祭の戦前の白黒映像
が残っていて、そこには「鶴」が本当に動いています。
― どう作ろうかという構想はありますか？
　構想はあります。半田山車
からくり「鵺退治*5」に出てく
る化け物の『鵺』のしっぽが、
たぶん「鶴」の首のつくりと
一緒だと思います。復元した
いですね。
― 本日は、お忙しい中、お
話しいただき、ありがとうご
ざいました。
 
 
【注】
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
(＊2)「試楽」－犬山祭の一日目のこと
(＊3)「本楽」－犬山祭の二日目のこと
(＊4)「鶴」－初代玉屋庄兵衛氏制作  林和靖車
　　籠から芹をくちばしでつまみ出す鶴を唐子が棒で追い払うの

を林和靖がたしなめる物語。
　　林和靖は唐の詩人、鶴と梅を愛した。

（＊5)「鵺退治」－九代玉屋庄兵衛氏制作
　　「鵺（ぬえ）～源頼政弓張月の対峙～」
　　『平家物語』の第四巻鵺の章より抜粋
　　源頼政が時の天皇に取りついた物の怪「鵺」を退治する物語。
　　鵺は、顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だという。

 

「鵺退治」の『鵺』
写真提供：九代玉屋庄兵衛後援会

九代玉屋庄兵衛さんの仕事場
鑿、鉋、彫刻刀など何十種類もの道具が整理整頓
された引き出し。手の届く所に全ての道具が揃う。

かんなのみ

ほん がく

ぬえ

しん がく

りん  な  せい しゃ

（＊6)「九代玉屋庄兵衛後援会ホームページ」 －URL：http://karakuri-tamaya.jp/

取材を終えて
　尾陽木偶師 九代玉屋庄兵衛さんにインタビューする機会を得たのは、「からくり」という当社に
とってなじみ深い言葉のルーツを調べるうちでのことでした。インタビューは、からくり人形を動かしつ
つ話される、玉屋さんのお人柄に魅せられた時間となりました。からくり人形は、人を楽しませるもの
であり、豊かな表情や観衆とのコミュニケーションのために、糸やカムで動きを作り出す、先人の知恵
の結晶だと感じました。また、新しいことを取り入れつつも、江戸時代から変えない部分を代々伝え
られ、人形と伝統の技が長く受け継がれていることを実感しました。
　玉屋庄兵衛後援会のホームページ*6には、たくさんの作品が動画付きで紹介されています。実物
の座敷からくりを観る機会は限られますが、山車からくりは毎年、愛知県内のお祭りで実際に観る
ことができます。ぜひ一度、自身の目で、人形の動きをご覧ください。
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