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備後中継表の織機再⽣と製織技術継承

備後地域の農家に保管されていた,希少な動⼒中継織機を再⽣(修
理・復元・改良),動態保存により,備後伝統の中継織りの織機と技術
を継承し,現在絶滅の危機に瀕している備後藺草による備後表復興の
端緒としたい

福⼭⼤学⼯学部建築学科 教授/佐藤 圭⼀
中嶋 健明（福⼭⼤学⼈間⽂化学部メディア･映像学科）

端緒としたい。
この織機の活⽤により,備後表研究は⾶躍的に進む。また再⽣織機

の3DCGを制作し,その機構を分かりやすく表現した。藺草栽培や畳
表製織の実践活動は備後地域遺産研究会が中⼼となり,備後表継承会
が協働した。2018年4⽉に設⽴した備後表継承会は,地域や企業が継
承事業に直接参⼊できる枠組みを⽬指したものである。将来的には,
再⽣中継織機を備後表⽣産者が使⽤できる仕組みを作り,後継者育成
に貢献したい。に貢献したい。

1. 活動の背景
1.1 建築物省エネ法と「省エネ基準」

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」
（2015年公布 以下 建築物省エネ法）にもとづく省（2015年公布，以下，建築物省エネ法）にもとづく省
エネルギーのための建築関連の基準（以下，省エネ基
準）は，住宅について，国内を８地域に区分し，地域ご
との建築の内外の境界（外⽪）に関する基準値を定め，
算定される設計⼀次エネルギー消費量が基準値を上回ら
ないものとしている。

本稿執筆時点（2019年10⽉）で，300㎡以上の建築
物の新築，増築の際の届出の義務付け，「住宅トップラ
ンナー制度」（年間150⼾以上を供給する住宅事業者に
遵守を促す）等により「省エネ基準」が推進されている。

1.2 沖縄県（８地域）における問題点
この省エネ基準はＵA値（外⽪平均熱貫流率）とηAC

値（冷房期の平均⽇射熱取得率）の基準値を地域ごとに
定め，基準値を越えないことを求める（以下，外⽪基準
注１）） 沖縄県（省エネ基準の区分の８地域）の外⽪

資料1 省エネ基準と沖縄モデルの違い

の研究会の活動を通じて 沖縄の気候⾵⼟に適応し省エ注１））。沖縄県（省エネ基準の区分の８地域）の外⽪
基準は，ＵA値の基準値はなくηACが3.2以下としてい
る。

沖縄県においては，現⾏の外⽪基準が⽰されて以降，
沖縄の建築設計者が通常の⽅法と考えている住宅設計の
多くが外⽪基準に適合しないことが指摘されるように
なった。

さらに筆者らは特定⾮営利活動法⼈・蒸暑地域住まい

の研究会の活動を通じて，沖縄の気候⾵⼟に適応し省エ
ネネ性能を⾼めた住宅が外⽪基準に適合問題を指摘して
きた。

また、沖縄県は2017年度に「沖縄らしい気候⾵⼟適
応住宅形成事業」を実施し，蒸暑地域住まいの研究会が
その作業に関与した。その際，県内の⼀般的な住宅の
ηACが⼤幅に3.2を越えること，さらには，沖縄県，環
境省，国⼟交通省それぞれのモデル事業で環境への適応(熊野町)⽂化庁「ふるさと⽂化財の森」設定圃場



1.はじめに
1.1 背景と⽬的

広島県東部の備後地域(図1-1)で⽣産される備後表
は国宝建造物等修復にも使われる最⾼級畳表であるが,
原料の備後藺草は絶滅の危機に瀕している。本実践研
究は,「藺草栽培を通じた備後表の⽣産・流通・設
計・施⼯プロセスの解明」と題する研究テーマ注1)の
⼀環であり 「中継(なかつぎ)」に焦点をあて 中継織⼀環であり, 「中継(なかつぎ)」に焦点をあて,中継織
機の再⽣とその製織技術を継承することを⽬的とする。
需要の限られた動⼒中継織機の新規製造には,多額の
開発コストがかかるため,⼤きな意義がある。また,そ
の製織技術継承もあわせて重要課題となる。

建築学において,畳に関する研究成果は多々あるが,
藺草や畳表に⾔及したものは,ほとんどない。動⼒⼒
織機に関しては,⼩池ら(2004)が当該再⽣織機の当初

図1-1 旧備後国沼隈郡(福⼭市南⻄部)周辺の協⼒者と圃場

の開発経緯を報告している⽂8)が,その共著者の⼀⼈
である中村賢⼆⽒は開発の中⼼⼈物で,有限会社中村
機械製作所(以下,中村機械)の前社⻑である。

主査らの2016年度の備後表研究開始当初の備後産
地の現状分析によって,備後表の保全と継承に関する6
つの論点を挙げた注2)。これらの論点は現在でも変
わっておらず,「6．組織と制度の再構築」に関して,
本課題終了後の後継団体も想定していた備後表継承会本課題終了後の後継団体も想定していた備後表継承会
を先に設⽴した。

1.2 備後藺草栽培の実態
主査らは,地元農家と共に2016年冬期から備後地域

における藺草の栽培に関わっているが,広島県の藺草
に関する作物統計は2015年までしかない。これを補
完するためにも,2016年の植え付け時から,備後地域の
藺草圃場で悉皆調査⽂2) ⽂ 3) ⽂6)を続けているが,
この3年間でも激減している。2016年に7枚(1枚10a
程度)植え付けられた福⼭市本郷町の藺草圃場
は,2019年に僅か1枚となった(図1-2)。備後地域全体
でも,2016年12⽉に5⼾10枚が,2019年12⽉には3⼾
5枚となった。

全国の藺草作付⾯積の97%(534ha, 2018年農林⽔
産統計)を占める熊本県においても この10年間で半減

図1-2 2016年と2019年の本郷町圃場(出典：⽂献2より作成)

産統計)を占める熊本県においても,この10年間で半減
しており,半世紀前の備後地域と同様の傾向を⽰し,国
産藺草と畳表保全の有効な対策はない。なお現在,畳
表流通量の約8割は中国からの輸⼊品である。

1.3 備後地域遺産研究会
本課題で藺草栽培と製織の実践を担ったのは,福⼭

⼤学備後地域遺産研究会⽂2)(以下,研究会)のメン

年度より,学部横断の福⼭⼤学ひと・まち・くらしプ
ロジェクトの⼀環として参⼊し,中嶋委員が加わった。
現在のメンバーは福⼭⼤学建築学科やメディア・映像)( )

バーである(図1-3, 4)。2015年4⽉に備後地域での地
域遺産保全活動のため発⾜し,主査が主宰する。2016

現在のメンバ は福⼭⼤学建築学科やメディア 映像
学科の学⽣が中⼼である。研究会では,地域遺産を
「有形無形を問わず,地域の⼈々が守り,後世に伝えた

図1-3 2018年12⽉植え付けと2019年7⽉刈り取り(本郷町） 図1-4 同左(熊野町)⽂化庁「ふるさと⽂化財の森」設定圃場



い地域の⾄宝」と暫定規定して,地域と協働でその保
全,継承活動を実践しながら,事例調査を重ねている。
ユネスコ無形⽂化遺産に近い考え⽅であり,備後藺草
による備後表も地域遺産の1つである⽂9)。

1.4 備後表継承会
2018年4⽉ 「備後藺草による備後表」の保全と継2018年4⽉,「備後藺草による備後表」の保全と継

承を⽬的として,畳表業界や建築関係者らで備後表継
承会(以下,継承会)を設⽴し(図1-5),主査が会⻑を務
め⽂5),地域協働で活動してきた⼤学主体の研究会を
補完する組織でもある⽂10)。研究教育が中⼼の⼤学
では限界となる点を補い,地域や企業などが備後表の
保全と継承に直接参与できる仕組みを作った。当課
題の申請時には,助成終了後の活動の受け⽫を想定し
ていた組織でもあるが,採択前に設⽴した。拙速な感
もあったが,備後藺草絶滅の危機が差し迫る中で,地域
や業界のリアクションを期待し,設⽴役員7名だけで,
器をつくることを優先した。ウェブサイト
(https://www.bingo-igusa.com/)を制作し,⽬的と
10の事業注3)を掲げているが,その中に本課題と直接
関連する,「5.中継表の製織技術継承と織機保全」が
あるある。

本課題における取り組みと,地域や業界との協働実
績が評価され,2019年度⽂化庁「ふるさと⽂化財の森
システム推進事業」普及啓発事業において,「備後い
草の植え付けと備後表製織体験」が採択された(図1-
5)。「ふるさと⽂化財の森」に設定された熊野町圃
場は,連作障害を避けて休耕していたが,2018年に3年
ぶりに藺草植え付けを⾏った。 図1-5  圃場にある2つの組織の看板とロゴマーク

図1-6 「ふるさと⽂化財の
森」普及啓発事業ポスター
(JR福⼭駅南⼝のデジタル
サイネージなど)
デザイン：⼤岩智之(左), 
河⽥陽依菜(右)



2.備後中継表
2.1 中継織りの技術史

中継織りは, 備後地域で独⾃に発展し継承された短
い藺草の穂先を中央で継いで織る技術である(図2-1)。
1596年,旧沼隈郡⼭南村(現在の福⼭市沼隈町)の⻑⾕
川新右衛⾨(菅野⼗郎左衛⾨)が考案したとする伝承は
あるが,詳細は不明である⽂3)。当初は,短い藺草を有
効利⽤するために考案されたはずであるが 後世 この効利⽤するために考案されたはずであるが,後世,この
中継表が⾼級品となる。藺草の⽣態の限界を超えて
品種改良し,無理に⻑藺を育てるのではなく,「中で継
ぐ」という製織技術の向上で⽣産性と品質を⾼めた
のである⽂3)。⽣来的には継ぎ接ぎの低廉品であっ
た中継表が,いつ,どのようにして⾼級品に変わったの
か,今後の研究課題である。いずれにせよ,備後地域で
独⾃に継承してきた「中継」は,備後表のアイデン
ティティであり,備後表継承の鍵となる。

2.3 動⼒織中継六配表
図2-1 「中継畳表発⽣の地」と中継表の裏(左)表(右)

図2-2 来⼭式⼿織中継織機の3⾯図(出典：⽂献4)と
農家に保管されていた来⼭式⼿織中継織機

現在,稼働する動⼒中継織機は,当該再⽣織機も含め,全国で
5台確認できた。その内,商⽤として常に稼働し,⽂化財修理な
どに実績をもつものは,福⼭市芦⽥町の有限会社佐野商店(以
下,佐野商店)のもつ「動⼒織中継六配表(登録商標)」(以下,
中継六配)の織機だけである⽂2)。

国宝瑞巌寺本堂(宮城県)修理の際に,既存の中継ベース機を
74配の幅広(3尺5⼨＝1060mm)に改造した。配とは畳の⽬
のことであり 本間(京間)68配より6配多い 中継六配の経⽷

2.2 ⼿織中継織機
本課題実施に先⽴ち,唯⼀の⼿織中継職⼈である来

⼭淳平⽒に材料や機構を聞き取りしながら,来⼭⽒の
⼿織中継織機を実測し,57種80パーツ全ての部品図を
作成し,図⾯化・CG化して記録を終えた⽂4)(図2-2)。
調査の過程で 特定する名称のなかったこの型の⼿織 のことであり,本間(京間)68配より6配多い。中継六配の経⽷

は,(74配＋⼩⽬4＋⽿2)×2＝160本の⿇ダブルに特注で整経
される。2014年に熊本県⼋代市の株式会社⼭園織機製作所
(以下,⼭園織機)と佐野商店が協働で開発したものである。そ
の後も多くの⽂化財修理に⽤いられているが,商習慣もあり,
畳施⼯事例において,備後藺草や備後表の⽣産者の名が表に出
ることは少なく,トレーサビリティの観点からも課題である⽂
1)。

調査の過程で,特定する名称のなかったこの型の⼿織
中継織機を,歴史的経緯を踏まえ,「来⼭式⼿織中継織
機」とした⽂3)。また,同型式の破損した織機を備後
地域の農家より引き取り,将来の復元のために福⼭⼤
学に保管している。 また，⾵は内部の通⾵だけでな
く，先述の遮熱の⼯夫にあたり，年間を通じて得ら
れる強い⾵が外壁や外部の⽇射遮蔽物等の熱を逃が
すことも想定している。



2.4 施⼯事例調査：国宝瑞巌寺本堂
瑞巌寺本堂の平成の⼤修理は,備後中継表の施⼯経

緯の詳細が分かる数少ない事例である⽂3) ⽂11) (図
2-3)。2017年に畳の敷き込みが⾏われた。この際に
使われた中継六配は,合計232枚(9室)である。2018
年9⽉,いくつかの部屋を実測しながら⼨法や施⼯状況
を予備調査した。上々段の間の6畳だけは,備後藺草に
よる来⼭淳平⽒の⼿織中継表であるよる来⼭淳平⽒の⼿織中継表である。

←↑図2-3 「動⼒織中継六配表」調査と瑞巌寺本堂実測調査

3.動⼒中継織機再⽣プロジェクト
3.1 活動記録と再⽣⼯程

本課題の準備期間と予定も含め,主な活動記録と中
継織機再⽣⼯程の概略を時系列に沿って表3-1に記す。
現場での調査・記録は,研究会の学⽣メンバーが協⼒
した。

3.2 移管・移設プロセス
本課題の再⽣ベース機となった「新びんご中継表

⾃動織機」は, 2002年度福⼭市⼩規模経営⽀援事業
費補助⾦を福⼭商⼯会議所(以下,商⼯会議所)が得て, 
地域振興活性化事業として中村機械で2台が開発・製

3.3 再⽣(修理・復元・改良)仕様
今回の再⽣計画策定・実施にあたり,再⽣を修理・

復元・改良と定義した。ベースとなる当該織機は,中
村機械の中村式NS L(2本芯)型である 中継六配同様

図3-1 コーディネーターと保管農家にて織機確認

地域振興活性化事業として中村機械で2台が開発・製
造された。商⼯会議所から広島県藺業協会(以下,藺業
協会)へ貸し出され,さらに2⼾の藺草農家へと貸し出
されていた⽂6)。

本課題実施期間の前半は,動⼒中継織機の移管・移
設に向けた交渉と再⽣(修理・復元・改良)計画の⽴案
が主であった⽂6)。移管・移設に関する保管農家や
関係者との下交渉は3年前から続けていたが難航し,本

村機械の中村式NS-L(2本芯)型である。中継六配同様
の幅広のNS-LL型フレームに取り換えて改良すること
もできたが,ベース機の既存部品の再⽣を重視した。
フレームが決まるとまず,経⽷の本数を決定した。整
経を依頼したのは,⾼級畳表に使⽤される希少な⿇⽷
整経でトップシェアのマルヱ株式会社(以下,マルヱ整
経)である(図3-2)。マルヱ整経の本社は現在でも福
⼭市⾦江町にあり,備後地域発祥企業で,整経⼯場は熊

課題の採択をきっかけに本格的に始動することと
なった。移管・移設に関する関係者との全ての交渉
は,びんご産業⽀援コーディネーターの渡辺幸三⽒の
仲介で⾏った(図3-1)。

動⼒中継織機の所有者である商⼯会議所,⼀次貸出
先である藺業協会,⼆次貸出先である広島県藺草⽣産
組合連絡協議会加盟の保管農家の3者との権利関係確
認と同意 ⼿続きが必要であった これらを順にクリ

本県⼋代市にある(図3-3)。

認と同意,⼿続きが必要であった。これらを順にクリ
アしながら,詳細な再⽣計画策定と同時に,受け⼊れ先
である学校法⼈福⼭⼤学と寄付⼿続き,学内助成⾦の
補正,保管場所確保について協議した。2019年6⽉に
藺業協会の会⻑交代などがあり,正式な移管⼿続き開
始が予定より2か⽉遅れて7⽉となり,全体計画に影響
した。その後の⼭園織機の全⾯協⼒により,10⽉納品
を成し遂げることができた。

図3-2 マルヱ整経

と保管農家にて現
場打ち合わせ



日 付 内 容 場 所

2018/4/1 備後表継承会設立(佐藤圭一会長), Atelier Hongo内に事務局「藺庵yuan」を設置 「藺庵yuan」(福山市本郷町)

4/27 備後表継承会の第1回役員会に先立ち,設立経緯をプレス説明 「藺庵yuan」

6/4 文化財畳保存会(文化庁「選定保存技術保存団体」)の総会時における研修生入講式記念講演会「地域遺産と

しての備後表 －その継承とブランド再構築－」

ハイアットリージェンシー京都

6/16 第1回備後表継承会総会と第3回役員会にて,本課題への技術支援確認 「藺庵yuan」

表3-1 主な活動記録と中継織機再⽣⼯程(準備期間と予定を含む）

7/1 文化財畳保存会制作の手織中継技術記録DVD「文化財を支える手織中継畳表」に,手織中継織機の3DCG提

供

7/12～14 藺草圃場で刈り取り・泥染め・乾燥・窯出し 圃場・工場(福山市本郷町)

9/3 国宝瑞巌寺本堂における中継表の施工事例の現地調査 宮城県松島町

9/4 日本建築学会大会(東北)において,共同研究大学院生と共に関連研究口頭発表(文献3,4,5) 東北大学(宮城県仙台市)

9/21 山園織機との織機再生打ち合わせ(1回目,概算見積もり) 山園織機(熊本県八代市)

10/13～14 福山大学三蔵祭(大学祭)において,本課題のポスター紹介 福山大学(福山市東村町)

10/19 移管・移設計画に関する3者同意(藺草農家廣川ヨシエ氏 びんご産業支援コーディネーター渡辺幸三氏 福山 中継織機保管農家(福山市熊野町)10/19 移管 移設計画に関する3者同意(藺草農家廣川ヨシエ氏,びんご産業支援コ ディネ タ 渡辺幸三氏,福山

大学佐藤圭一)

中継織機保管農家(福山市熊野町)

11/29 山園織機との織機再生打ち合わせ(2回目,全体再生計画) 山園織機

12/1～2 福山市本郷町と熊野町の藺草圃場で植え付け 圃場(福山市本郷町,熊野町)

12/27 福山商工会議所,広島県藺業協会,びんご産業支援コーディネーター渡辺幸三氏と福山大学佐藤圭一の4者で移

管・移設同意

2019/1/10 マルヱ整経の松岡取締役と打ち合わせ 中継織機保管農家

1/18 山園織機,佐野商店,マルヱ整経の協力3社と織機再生打ち合わせ(3回目,経糸部分の詳細計画) 山園織機

1/30 当該織機を保管農家から中村機械 移送と再見積(詳細) 福山市熊野町 神島町1/30 当該織機を保管農家から中村機械へ移送と再見積(詳細) 福山市熊野町～神島町

2/15 既存チキリ旋盤加工と麻・綿2本の整経作業 マルヱ整経八代工場(熊本県八代市)

2/17～18 静岡県の文化財畳や太藺に関する現地調査(文化財畳保存会主催) 静岡県静岡市,掛川市など

2/24 第1回地域遺産フォーラム開催(ギャラリー蔵フォーラム)「『地域遺産』としてのギャラリー蔵 －指定・登

録未満の文化財を遺す仕組み－」において,藺草関連発表 (主催：備後地域遺産研究会)

骨董＆ギャラリー喫茶蔵

(福山市松永町)

3/23 山園織機と織機再生打ち合わせ(4回目,熊本への移設計画) 山園織機

4/5 福山商工会議所から広島県藺業協会への譲渡手続き完了

5/17 山園織機と織機再生打ち合わせ(5回目 制御装置と電子回路 電源等) 山園織機5/17 山園織機と織機再生打ち合わせ(5回目,制御装置と電子回路,電源等) 山園織機

6/3～19 中村機械から山園織機へ織機再移送(6/3トラック積み込み, 6/19搬入) 福山市神島町～熊本県八代市

6/13 佐野商店の「動力織中継六配表」織機の調査と撮影(佐藤主査,中嶋委員) 佐野商店(福山市芦田町)

6/22 備後表継承会の第2回総会と役員会にて,本課題への技術支援再確認 大吉(福山市松永町)

7/23 広島県藺業協会から学校法人福山大学への織機寄付申込

8/24 寄付物品（再生中継織機）を学校法人福山大学が正式受領

8/29～30 解体作業開始,佐藤主査と中嶋委員による織機実測と映像記録(6回目打ち合わせ) 山園織機

9/5 日本建築学会大会(北陸)において,当課題の織機再生計画に関する口頭発表(文献6) 金沢工業大学(石川県金沢市)/ 日本建築学会大会(北陸) お て,当課題の織機再 計画 関する 頭発表(文献 ) 金沢 業大学(石川県金沢市)

9/15 第2回地域遺産フォーラム開催(ギャラリー蔵フォーラム)「地域の意思として遺る『地域遺産』 －文化財を

観る・撮る－」(主催：備後地域遺産研究会)

骨董＆ギャラリー喫茶蔵

9/21 山園織機において再生進捗確認と織機再生打ち合わせ(7回目,移設・搬入計画) 山園織機

9/28～29 苗割り体験(文化庁事業,備後表継承会主催)時に,「動力織中継六配表」調査 佐野商店(福山市芦田町)

10/3 再生工事完了を確認し,試運転(佐野商店,マルヱ整経立ち合い確認) 山園織機

10/5 福山大学にて山園織機と搬入計画詳細打ち合わせ 福山大学

10/8 福山大学プロダクトデザイン室(04105号室)に,3相200V動力電源コンセント増設工事(20Aブレーカー増設) 福山大学

10/11 再生織機搬入・設置時に中国新聞取材（10/12記事掲載(動画あり)） 福山大学

10/17 佐野商店の職人による製織技術指導と備後藺草による製織実践 福山大学

10/19 広島県建築士会女性委員会(広島市,竹内盟子委員長)8名による織機見学と再生経緯解説 福山大学

10/21 文化財畳保存会(京都市,佐竹真彰会長)24名による産地研修時の織機見学と再生経緯解説 福山大学

10/23 髙橋畳店と製畳打ち合わせ, 再生織機で製織した中継表の製畳作業(半畳2枚) 髙橋畳店(福山市新市町)

10/26 三蔵祭にてお披露目式(命名)・解説・実演(事前に,佐野商店の職人による製織技術指導) 福山大学

10/27 三蔵祭にて再生織機による製織実演と選り出し体験 福山大学

11/2 百島商店再生計画(商店＋ゲストハウス)において 8畳＋6畳の備後藺草による備後中継表（中継六配）の敷き 佐藤商店「瀬戸内ひとつる」(広島県尾道市百11/2 百島商店再生計画(商店＋ゲストハウス)において,8畳＋6畳の備後藺草による備後中継表（中継六配）の敷き

込み(衣食住イノベーション協会と備後地域遺産研究会の協働事業)

佐藤商店「瀬戸内ひとつる」(広島県尾道市百

島町)

11/22 「動力織機復活」に関する山陽新聞取材（11/28記事掲載(動画あり)） 福山大学

11/27 本郷町圃場にて,藺草植え付け(佐野商店と備後地域遺産研究会の協働) 圃場(福山市本郷町)

11/30 2019年度文化庁「ふるさと文化財の森システム推進事業」普及啓発事業において,「備後い草の植え付けと備

後表製織体験」(主催：備後表継承会)を実施(円座づくり体験も実施)

圃場・製織工房(福山市熊野町)

2020/2/23

(予定)

第3回地域遺産フォーラム開催(ギャラリー蔵フォーラム)「『地域遺産』に触れる －備後柿渋の採・搾・

塗・染－」にて再生織機による施工計画を発表(主催：備後地域遺産研究会)

骨董＆ギャラリー喫茶蔵



⼭園織機とマルヱ整経との協議で,現状の140本(67
配×2＋⼩⽬6)⿇シングルの経⽷仕様から,マルヱ⼋代
⼯場の通常稼働の最⼤本数である142本まで拡張して
織機を改良することになった。これに伴い,現状の⿇
シングルのチキリ(⽷巻き器)1段から,2段組の仕様(2
段ヤグラ)に変更して,⿇・綿ダブルの仕様に改良した。
140本(68配×2＋⼩⽬4)の⿇⽷と142本の綿⽷(68配
×2＋⼩⽬4＋⽿2)でそれぞれ整経した チキリは 1

3.4 再⽣⼯程
2019年1⽉,保管農家から同市内の中村機械に織機

を移送して,実機調査を⾏い,最終的な再⽣可能性を検
討した。その際に,中継織機の当初開発に携わった中
村邦徳相談役(前専務)にも⽴ち会っていただいた(図
3-4)。中村機械が2015年に廃業を検討した際に,社名
と中村式ブランドを残したまま,⼭園織機が経営統合
した 中村機械が廃業していれば 畳表が消滅してい×2＋⼩⽬4＋⽿2)でそれぞれ整経した。チキリは,1

本は現状のものをマルヱ整経で修理し,1本は中村機械
で新規に製作した。⿇・綿ダブルとしたのは,来⼭⽒
の⼿織中継や佐野商店の中継六配の⿇ダブルの最⾼
級仕様との差別化を図るためと,普及啓発や研究教育
⽤という特性から,2種の⽷が畳表に使い分けられるこ
とを教⽰するためである。

この改良により,⽬幅の少し狭い茶室⽬で,本間幅

した。中村機械が廃業していれば,畳表が消滅してい
た可能性さえある。

⼭園織機と打ち合わせを重ね,再⽣計画を精査し,再
⽣可能と判断した。16年間更新が続いた商⼯会議所
から藺業協会への2年間の貸出契約が2019年3⽉末に
切れるタイミングを待って,4⽉に藺業協会へ譲渡され
た。その後も協議を続け,6⽉に⼭園織機に再移送した
(図3-5)。

(京間)より広い最⼤980mm(⼩⽬含む)の畳表を製織
することができる。中継部分は,裏から⾒て4配,表か
ら⾒て6配が重なる仕様とした。元は裏から⾒て3配
が重なる仕様であり,合計67配の奇数⽬であった。佐
野商店やマルヱ整経にも助⾔いただき,⼭園織機と協
議して,通常と異なりセンター合わせで畳床に付ける
中継表のため,施⼯性を考慮して ,中央に⾕⽬が来る
ようツムを改良した センタ 合わせしていない中ようツムを改良した。センター合わせしていない中
継表の誤った施⼯事例を確認したこともあり,この点
留意した。

また,研究教育や展⽰広報⽤織機ということも考慮
し,施設内で⽔平移動できるよう耐荷重を考慮した⼤
型キャスターを4つ取り付けて,容易に平⾏移動できる
ように改良した。稼働時に安定性を⽋くため通常は
付けないが,設置性よりも可動性を重視した。移動し
た後は,ハンドリフトで持ち上げてキャスターを浮か
し,桟⽊の下に詰め物をして固定して安定性を確保す
るという⼿間がかかる。

図3-4 保管農家からの引き取りと中村機械への搬⼊
当初は,⼯場の繁忙期を避け,6⽉中に再⽣を終える

予定であったが,先述の通り,藺業協会会⻑の交代など
もあり,寄付⼿続きが遅れることになった。藺草の刈
り取り時期である7〜8⽉の農繁期は,織機メンテナン
スで⼭園織機は繁忙期となる。この間,寄付⼿続きを

図3-3 チキリ旋盤修理と整経(⿇と綿)マルヱ⼋代⼯場

図3 4 保管農家からの引き取りと中村機械への搬⼊



進めつつ,刈り取り作業などを⾏い,8⽉末に解体修理
に着⼿した。

解体時には,主査と中嶋委員は共に,⼋代⼯場で2⽇
間調査,記録を⾏った(図3-6,7)。初⽇に解体作業を記
録し,2⽇⽬に解体されたパーツの実測や記録を⾏った。
同時に,パーツの名称や役割,機構など聞き取りを⾏っ
た。

図3-5 中村機械(福山)から山園織機(八代)へ再移送

図3-6 解体作業の記録とさび付いたフレーム図3-5 中村機械(福⼭)から⼭園織機(⼋代)へ再移送

図3-1 公開研究会の概要
図3-7 ⾼圧洗浄後にピットイン



3.5 交換・修理部品
フレームは洗浄して,サビ取りし,塗装しなおすこと

で問題なく使える状態であった。しかし解体後,レ
バーやギア,カム,巻取部など可動部の各パーツは想定
以上に傷みが激しいことが判明し,その多くを修理,交
換した。⽷を操る針の付いた,掛物部(ツム・オサ・ジ
シメ)と呼ばれる精密部品もそれぞれ交換した(図3-
8) 送り出された藺草が通るイ道部は 修復可能と思8)。送り出された藺草が通るイ道部は,修復可能と思
われたが,解体後に針との位置ずれが判明し,新たに作
り直すこととなった。藺草を送り出す最重要パーツ
である,イ分部とロールは当初から交換予定であり,こ
れも交換した。

図3-9 3分割されたツムの上下(正⾯)とその駆動部(背⾯)

し防⽌装置は実装しなかった。また,打ち込みの密度
や織り上げ枚数も電⼦制御できるが,⼤量⽣産を前提
としないため,今回は実装しなかった。

図3-8 イ道部と巻取部装着(上)協⼒業者と共に試運転(下)

3.6 動⼒中継織機の特徴
動⼒中継織機のメカニズムの最⼤の特徴は,中継部

分を織り上げる3分割された上下のツム中⼼部と,⼼臓
部であるこの6パーツを連動させる駆動部である(図
3-9)。この駆動部の再製作は,コスト⾯で難しい。そ
れ以外は,通常の引き通し織機の仕組みとあまり変わ
りないりない。

3.7 近接スイッチと電⼦制御
⼭園織機（中村機械）が開発した,藺抜け(⽚打ち・空
打ち)防⽌装置,中留まり(途中⽌まり)防⽌装置の4つ
の近接センサ(誘導型近接スイッチ)と,2つの制御基板
を実装した。挿⼊された藺草の太さを感知する2重挿

図3-10 右側2つの近接スイッチ
と2つの制御基板



通常の引き通し織機の場合,近接スイッチは左右と
真ん中の3か所装着されるが,中継織機の場合,左右の
短い藺草の両端をそれぞれ感知するため右2か所,左2
か所の計4か所装着される⽂8)(図3-10)。左右から2
本ずつ計4本の藺草が経⽷間に⼊るとジシメで締める
が,2か所のスイッチが共に感知しない藺抜けの場合,3
回空打ちをして,⾃動で元に戻して再開する。さらに
空打ちが起こる場合 ⽚側の藺草供給が無くなったと空打ちが起こる場合,⽚側の藺草供給が無くなったと
判断して,もう3回空打ちして停⽌する。いずれか⼀⽅
のスイッチに反応しない中留まりの場合,即座に停⽌
する。経⽷の間に詰まっている不良の藺草を⼿作業
で抜いて再起動すると,元の⼯程に⾃動で戻り再開す
る。細すぎる藺草はスイッチに反応せず,中留まりと
判断される。

ほとんど重さのない藺草を機械式のスイッチで感
知するという繊細な動きは,間近で体感するとよく分
かる。電⼦制御で元の⼯程に⾃動復帰させる回路の
開発により,製織作業において⾶躍的に⼈⼿を省⼒化
することができる。⾃動再開や即時停⽌によって,不
良畳表が織り続けられることを防ぐことができるの
である。

4.再⽣中継織機による製織・加⼯と製畳
4.1 搬⼊と試運転

熊本から福⼭への輸送は,同経路で織機輸送実績の
ある,綿⽷整経業の上原経⽷有限会社(岡⼭県総社市)
が⾏った。段差のある建築に搬⼊するため,⼭園織機
と事前の現場打合せも⾏い,綿密な搬⼊計画を練った
(図4-1)。
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搬⼊・設置直後の試運転で,すぐに⿇⽷が切れ,修復
作業が必要となったが,⽷の結び⽅が分からず,作業は
難航した(図4-2)。切れた⼀本を織り込まずに試運転
を続けたが,切れた部分だけ,ジシメの針間隔が異常に
狭いことに気づいた。⼭園織機から電話でサポート
受けながら,針をペンチで潰して間隔を調整した。

し防⽌装置は実装しなかった。また,打ち込みの密度
や織り上げ枚数も電⼦制御できるが,⼤量⽣産を前提
としないため,今回は実装しなかった。

図4-1 積み下ろしとキャスターを活⽤した搬⼊

図4-2 試運転で切れた⿇⽷とジシメの針間隔調整)



4.2 製織
唯⼀の商⽤動⼒中継織機をもち,福⼭⼤学と協働事

業契約を結ぶ佐野商店に依頼し,社員である製織職⼈
から研究会のメンバーに製織指導いただいた(図4-3)。
これまでも,数名の学⽣は佐野商店の中継六配の織機
で製織・加⼯体験を⾏っており,製畳して,仮設の茶室
などを設計・施⼯した実績がある⽂3)。
製織実践にあたり 希少な備後藺草(地草)を⽤意した製織実践にあたり,希少な備後藺草(地草)を⽤意した。
刈り取り・乾燥後,しばらく倉庫で寝かせた後,機械で
⻑さの選別を⾏う。通常,上から1番(⻑引き), 2番(中
⻑)が引き通しの⾼級備後畳表⽤で,3番⽬が中継六配
に使われる。試作は,本郷町で栽培した藺草の内,通常
使⽤には⼗分な品質の4番⽬を⽤意した。廉価な短い
藺草を⾼度な技術で継ぐことで品質を担保する,中継
の本質を試すためである。次は5番⽬で,試みる予定で
ある。

まず,「かす」と現場で⾔われる,乾燥した藺草に霧
吹きによる湿りを与え,⽔分を浸透させるために束ね
て⽴て置く作業を⾏う。これにより藺草に粘りを与
え,製織中に折れることを防ぎ,締めた藺草同⼠が互い
に馴染むようになる。次に,藺草の束の根を⼿で握っ
て⽴て,傘状に広げ,折れたものや細すぎて⾃⽴しない
藺草を除外する さらに 製織後に表に出る部分を想藺草を除外する。さらに,製織後に表に出る部分を想
定し,傷物や⾊違いの藺草を⽬視で除外するという,⼀
連の「選り出し」作業を⾏う。この製織前の作業に
熟練された職⼈の⽬利きが必要であり,これを如何に
早く丁寧に⾏うかで,製織作業効率や畳表の品質が⼤
きく左右される。

再⽣織機は当初,相当強く締めて打つ(織る)設定で
あったが,職⼈の指導により,3.5kg/7尺を⽬安にジシ
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メの圧⼒を緩めて調整した。通常の畳表は1〜2kg/7
尺程度,中継六配は4kg/7尺以上ある。約2時間で,1畳
分(7尺)を織ることができた。モーターベルトの位置
で,製織スピードを調整できるが,早すぎるとトラブル
も多くなる。

図4-3 藺草選り出し作業の技術指導

4.3 加⼯
加⼯は,現場では「仕上げ」や「こさえる」と⾔わ

れる製織の最終⼯程である(図4-4)。包丁やメスと呼
ばれる専⽤のナイフで,製織後に傷物の藺草を取り除
く作業である。ここまでの藺草栽培と畳表⽣産(製
織・加⼯)が,伝統的な藺草農家の仕事である。現在で
は,栽培と⽣産は分業されていたり,また⽣産と流通を

し防⽌装置は実装しなかった。また,打ち込みの密度
や織り上げ枚数も電⼦制御できるが,⼤量⽣産を前提
としないため,今回は実装しなかった。

卸業者(製造卸業)が担ったりすることもある。建築関
係者や⽂化財専⾨家にもあまり理解されていないが,
ここまでの作業を畳屋(製畳職⼈)が⾏うことはないこ
とを特筆しておきたい。

農産加⼯品である畳表と,床を付けた畳とは,その流
通過程において似て⾮なるものである。畳表製造卸
業者からなる広島県藺製品商業協同組合が,「びんご
畳表」という地域団体登録商標をもつ この制度で畳表」という地域団体登録商標をもつ。この制度で
は,加⼯作業だけを備後地域の認定業者が⾏った⼀定
品質の畳表ならば, 「びんご畳表」となりうる。「原
草:熊本,製織:熊本(もしくは広島),加⼯:広島」という
⾃主検査シールの貼られた「備後表」が流通してい
る⽂1)。これを「熊備（くまびん）」と称すること
がある。加⼯後は,5〜10分ほど表裏を天⽇⼲しする
ので,製織時の天気も勘案しなければならない。

図4-4 加⼯(仕上げ)作業の技術指導と天⽇⼲し



4.4 製畳
実践研究成果の展⽰・広報⽤に,半畳2枚を置き畳と

して製畳した。830×830×30mmのボード床とし,⼀
部⼿縫いした。製畳作業は,地元で100年近く続く髙
橋畳店(福⼭市新市町)に依頼した(図4-5)。中継表の
多くは京都などに流通するため,現在,備後地域で中継
表を付けた(製畳した)経験のある畳屋はほとんどなく,
貴重な存在である 表⾯の中継部分を湿らせた後 裏

5. 3DCG制作
5.1 ⼿織中継織機

先述の通り,⼿織中継織機については,来⼭式⼿織中
継織機を実測し,本課題開始前に全てのパーツの図⾯
化・3DCG化を終えた。2018年7⽉に⽂化財畳保存会
が制作したDVD⽂12)のためにCGを提供した(図5-1)。
その際に,改めて⼩⼿(コテ)断⾯CGの精度を上げて制
作した貴重な存在である。表⾯の中継部分を湿らせた後,裏

⾯の中継表特有の髭をむしり取る。将来の製品開発
も視野に⼊れて,既製品の市松模様の縁を選定した。
髙橋畳店は,瀬⼾内島嶼部の「百島商店再⽣プロジェ
クト」(商店＋ゲストハウスへのリノベーション)にお
いても,8畳＋6畳の中継六配の製畳実績がある(2020
年1⽉竣⼯,⼀般社団法⼈⾐⾷住イノベーション協会＋
株式会社MNAアトリエ⼀級建築⼠事務所と福⼭⼤学

作した。

備後地域遺産研究会の協働事業)。

図5-1 コテ断⾯CGと収録DVD(出典：⽂献12)
CG制作：⼤岩智之他(備後地域遺産研究会)

図4-5 中継表の髭むしりと縁縫い



5.2 再⽣動⼒中継織機の3DCG化
動⼒中継織機のCG化は,映像制作の専⾨家である中

嶋委員を中⼼にMaya(Autodesk社)で⾏った。まず,
佐野商店の中継六配の実機調査で予備制作を⾏い,本
作業開始準備をした。解体作業を動画撮影して記録
し,解体したパーツの⼀部は実測した(図5-2)。イ分部
やイ道部など旧い交換パーツは,先に持ち帰ってCG化
の現物資料としたの現物資料とした。

3DCG動画制作により,実機では動作が速すぎて⾁
眼では⾒えず,説明が困難であった動⼒中継織機の機
構を分かり易く理解することができる。また,組み⽴
てると隠れて⾒えなくなるパーツの動きも確認でき
る(図5-3,4)。

今回は⼀部パーツのみのCG制作であるが,複雑な中
継織機の⼼臓部のパーツが精密に再現できると,将来
は3Dプリンターなどで型を製作し,低コストでの交換
部品製作も視野に⼊る。備後表の保全と継承のため
には,織機のパーツ1つも⽋くことができない。

図5 4 6つのカム駆動部CG図5-4 6つのカム駆動部CG

図5-2 実測と記録

図5-3 CG制作中の画⾯



6.⼀般公開とメディア掲載
6.1 広島県建築⼠会⼥性委員会

2019年10⽉19⽇,福⼭⼤学三蔵祭共催イベント打
ち合わせのために8名の地元⼥性建築⼠が訪れた(図
6-1)。主に住宅設計に携わる⽅々で,畳を⽇常的に
扱っているが,中継表を⾒るのは初めてであった。備
後中継表の裾野を地元建築家に広げることができ,早
速 設計住宅への使⽤も検討いただいた こうした実

6.3 福⼭⼤学三蔵祭
2019年10⽉26〜27⽇,福⼭⼤学三蔵祭の際に,⼀般

向けに再⽣経緯のポスター展⽰と実演を⾏った(図6-
3)。10⽉26⽇には,再⽣関係者もお招きしてお披露⽬
式と実演,スライドを交えて現場説明を⾏った。10⽉
27⽇には,選り出し体験も実施して,製織作業に参加い
ただいた。

速,設計住宅への使⽤も検討いただいた。こうした実
演の際には,研究会のメンバーも現場サポートをしな
がら織機の研修を受ける。

6.2 ⽂化財畳保存会
2019年10⽉21⽇,⽂化財畳保存会(京都市)の備後

図6-1 広島県建築⼠会の織機⾒学とスライド解説

産地研修にあわせて,会員24名が再⽣織機⾒学に来学
した際に講義も⾏った(図6-2)。保存会は⽂化庁認定
の選定保存技術保存団体(畳製作)であり, ユネスコ無
形⽂化遺産に推薦された「伝統建築⼯匠の技」の登
録推進団体の1つでもある。国宝や重要⽂化財等の畳
修理を⼀⼿に担っている全国の畳職⼈集団に対して,
再⽣織機を実演し,再⽣経緯と意義を説明した。強⼒
なブランド⼒を維持する備後表の保全が 畳⽂化の継なブランド⼒を維持する備後表の保全が,畳⽂化の継
承に繋がることを伝えた。

図6-3 実演案内のポスター(⼤岩智之デザイン)とお披露⽬式

図6-2 ⽂化財畳保存会による織機⾒学と講義



6.4 実践活動のメディア掲載実績 域の公共財や⽇常⽣活の場へと裾野を広げることも
必要であり,⾝近な施⼯事例は,住⽣活における畳復権
へと繋がるきっかけとなりうる。

8.まとめと今後の課題
古来よりその本質を変えず,独⾃に継承してきた畳

は,現代⽇本の多様な住⽣活においても,靴脱ぎの⼤前
提を捨てない限り重要な要素であり続ける 本課題

表6-1 主な掲載記事（準備期間含む）

提を捨てない限り重要な要素であり続ける。本課題
をきっかけに,⽇本に数台しか現存しない,希少な動⼒
中継織機を商⽤レベルで動態保存できたことの意義
は⾮常に⼤きい。備後表だけでなく,⽇本住⽂化の核
⼼と⾔っていい畳とその原材料に関する学術研究が
⾶躍的に進むと思われる。

今後も再⽣織機を実践活動に活⽤し,技術継承しな
がら畳表の流通に直接参与する⽅法で学術研究を展
開し,備後表の保全と継承のための知⾒と指針を得た
い。また,単なる保存ではなく,最新CG技術なども駆
使し,再⽣織機にさらなる改良を加え,製織技術開発に
も貢献したい。

動⼒中継織機再⽣の移管⼿続きや作業⼯程が想定
より多く,保管状態がよくなかったこともあり,実践研
究期間内に⼿織中継織機の再⽣と技術指導を受ける
までに⾄らなかった 今後も福⼭⼤学備後地域遺産までに⾄らなかった。今後も福⼭⼤学備後地域遺産
研究会を核として,備後表継承会や地域遺産フォーラ
ム(ギャラリー蔵フォーラム)など地域と協働で,「備
後藺草による備後表」の保全と継承に努めたい。⼀
定の研究成果を得た後は,再⽣織機を⽣産者が使⽤で
きる仕組みをつくりたい。

最後に,当該再⽣織機を特定するための名称を再⽣
関係者と委員で検討した。設置した福⼭⼤学の所在
地名である三蔵を取り⼊れ,またお披露⽬式が三蔵祭
当⽇であったことから,「備後三蔵動⼒中継織機(略
称：三蔵中継)」(2019年10⽉26⽇Rebirth)とした。

＜研究主査＞
・佐藤 圭⼀

福⼭⼤学⼯学部建築学科 教授福⼭⼤学⼯学部建築学科 教授

＜研究委員＞
・中嶋 健明

福⼭⼤学⼈間⽂化学部メディア･映像学科 教授

＜活動協⼒者＞
Atelier Hongo, 上原経⽷有限会社

7.施⼯計画
今後の再⽣織機を活⽤した備後藺草による備後表

施⼯計画として,⾻董＆ギャラリー喫茶蔵(福⼭市松永
町,旧塩⽥主岡本家の宝物蔵)の蔵内茶室3畳(炉切り)
と蓮華寺(福⼭市今津町 旧⼭陽道今津宿脇本陣)の書

⾻董＆ギャラリー喫茶蔵, 有限会社佐野商店
髙橋畳店, 有限会社中村機械製作所, 広島県藺業協会
備後表継承会, 福⼭商⼯会議所, ⽂化財畳保存会
マルヱ株式会社, 株式会社⼭園織機製作所, 蓮華寺
・⼤岩智之

福⼭⼤学⼤学院建築学専攻 修⼠課程
・河⽥陽依菜

福⼭⼤学⼤学院建築学専攻 修⼠課程
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と蓮華寺(福⼭市今津町,旧⼭陽道今津宿脇本陣)の書
院上段の間4畳の表替えを検討している(図1-1)。い
ずれも⺠間施設であるが,地域コミュニティの核とな
り,公共財としての役割を果たしている。地元国宝に
和紙畳表が使われる⼀⽅,⽇々多くの地域住⺠が訪れ
る場所に,備後藺草による備後表が中継ぎの伝統技術
で施⼯されることで⼀般への普及啓発となる。備後
表継承には,指定・登録⽂化財だけでなく,地元備後地

福⼭⼤学⼤学院建築学専攻 修⼠課程
・来⼭淳平/ ⼿織中継職⼈
・廣川ヨシエ/ 藺草農家
・渡辺幸三/ 備後産業⽀援コーディネーター

＊当実践研究報告普及版は『住総研 研究論⽂集・実践
研究報告集』No.46の抜粋版です。
参考⽂献は報告集本書をご覧ください。


