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継手と仕口 

 

木材を同一方向につなぎ合わせる場合を「継手」（つぎて）、直交ある

いは斜交など異なる方向に木材をつなぎ合わせる場合を「仕口」（正

式にはしそちであるが、一般にはしくち）と呼んでいる。 

屋根、壁，床を支える軸組材に働く力には圧縮力、引っ張り力、曲げ

力、せん断力、捩じりの力などがあるが、部材によって受ける力も異な

っている。どう確実につなぐか、どう見栄え良くつなぐかによって、さま

ざまな継手、仕口が工夫されてきている。 

しかし継手に関して一般の住宅では、軸組部材を壁や天井で覆って

しまう大壁が多くなったこと、大規模な空間がなくつなぐ個所が少なく

なったことなどから、使われる種類が限られてきている。 

いっぽう仕口の方は一般住宅でも、場所や材料の断面寸法によって

さまざまな種類のものが使われている。 

 

 



継手（つぎて） 

仕口（しくち） 



０１ 腰掛鎌継ぎ隠し敷面 

 

腰掛鎌継ぎ隠し敷面は土台の継ぎ手として用いられている。この継手

は腰掛け（下木の上に上木が一部載せ、下から支えがない場合の補

強的な目的で使われる）、鎌継ぎ（蛇の頑のような形状をしており、引

っ張り力に強くしている）、隠し敷面（二つの部材が横にずれるのを防

いでいる）という 3 つの要素を組み合わせたものである。 

 

ヘーバーモデルの型紙の①、②は女木、③は男木である。細線は山

折り、破線は谷折りを示している。 



 

 

 

 

 

 

 



０２ 腰掛け・蟻掛け＋平ほぞ 

 

土台が T の字に組み合わされる部分の仕口で、ちょうど蟻の頭のよう

な形をした上木を、下木に落とし込むことから、蟻掛けと呼ばれる。蟻

の頭の部分は外側に開くようになっているので、落とし込まれると二つ

の材が引き込まれ、隙間が生じにくい。 

上木が宙に浮いていない場合は、腰掛けにせず、蟻掛けのみとなる。

また T の字形の組み合わせでないⅠの字形の場合でも、材の長さが

足りない場合、鎌継ぎにくらべ仕口の長さが三分の一で済むため、こ

の蟻掛けが用いられる。さらに組み合わされた土台に柱が平ほぞで

差し込まれる。 

 

ペーパーモデルの型紙の①の土台の上木で、②～③は柱、④～⑧

は土台の下木である。ここまでくるとたとえペーパーモデルといえども、

ほぞの先に面を取らなければスムーズに入っていかない。 

 



 

 

 



０３ 隅留め入れ相欠け組み＋重ねほぞ 

 

土台が交差する部分に柱が建つ場合の仕口で、見え掛かりを良くす

るように工夫がなされている。土台相互は相欠け組みにしているが、

交差する土台の勝ち負けを見せないよう交差部の四隅の上部を留め

入れにしている。また柱は重ねほぞにして、土台接合部の強度を損

なわないようにしている。 

 

ペーパーモデル型紙の①～③は、柱の重ねほぞ部分で、③～⑥が

土台の上木、⑦～⑩が下木である。⑤の部分にある四ケ所の耳のよう

な部分は、コの字形に折り込む。ここは留め入れとなる部分である。 

 



 

 

 



０４ 台輪留め＋扇ほぞ（土台と土台の継手、土台の柱の仕口） 

 

見えがかりのよさを考え、土台と土台の継手は留めている。この留め

の外周部分が開かないように、留めの内周部分に蟻を設けて、二つ

の材を引き付け、隙間が開かないように工夫している。しかし接着剤

を使うと留めが開いてしまうことが少なくなるので、こうした複雑な継手

もほとんど使われなくなってしまった。 

柱と土台の仕口は、平断面が扇形をしたほぞが用いられている。こう

した形のほぞは、角形のほぞに比べ、収縮やひずみを抑えるのに有

効である。 

 

ペーパーモデルの型紙の①は柱で、まずほぞ部分を組み立ててから、

柱側の①の孔に差し込み、のりづけしてから、柱本体を組み立てる。

②～③、④～⑤はそれぞれ土台の二材である。太線は切断、細線は

山折り、破線は谷折りを示している。 

 

 



 



０５ 引き独鈷車知栓（柱と差し鴨居の仕口） 

 

独鈷とは、真言宗などで使われる金剛杵の一つで、もともとインドの武

具であったが、密教で煩悩を破砕し菩提心を表す法具として使われ

るようになった。二材を接合する雇い材が、この法具に似ており、一端

が寄せ蟻になって引っ張るので引き独鈷という。 

車知栓は、引張りに抗するように、二つの接着面に沿って、引張り方

向に対して斜めに打ち込む栓のことである。 

組上がった柱と柱の間に、差し鴨居を接合するための仕口である。ま

ず引き独鈷を柱に差して引き上げて納め、これに差し鴨居を下から押

し上げ、車知栓を上から差し込む。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～③は差し鴨居、④～⑤は引き独鈷、

⑥～⑧が柱、⑧が車知栓である。太線は切断、細線は山折り、破線

は谷折りを示している。 

 

 





０６ 込み栓鎌（貫の継手） 

 

鎌は草などを刈る鎌であるが、蛇が攻撃などのさいにもちあげた首を

鎌首と呼び、ちょうど男木の頑がこの鎌首に似ているところから、鎌継

ぎと呼ばれる。 

鎌継ぎは蟻と同じように、引っ張りに抵抗できるように工夫された継ぎ

手の一つであるが、首の部分があり、頑の部分の形は蟻と逆になって

いる。込み栓鎌では、さらに引き抜きに抵抗するよう貫を通した柱から

込み栓を打ち込む。 

 

ペーパーモデルの型紙の①は貫の女木部分、②は貫の男木部分、

③から⑤は貫が差し込まれる柱、右下の無印は込み栓である。太線

は切断、細線は山折り、破線は谷折りを示している。柱の内部となる

③の部分をまず組み立て柱の③に片側を貼り、さらにその両側に込

み栓差し込み孔となる部分を貼り、最後に柱全体を組み立てるように

する。 

 



 



０７ 四方差し鎌（柱と貫の継手・仕口） 

 

土壁に貫が使われるようになったのは、室町時代以降だと言われて

いる。貫により壁は以前に比べ大きな水平耐力を出すことができるよう

になった。この四方差し鎌は、一つの柱に四方から貫が差される場合

の継手・仕口で、貫相互の継手には略鎌が用いられている。 

対向する貫相互を接合して契を打ち込む、次にもう一方の対向する

貫相互を接合して契を打ち込むと、その結果直交する貫相互は相継

ぎのように接合される。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～⑤は柱の穴の内部になる部分で、二

つの部品を組み立て相継ぎのように直交させて組み合わせる。複雑

なように見えるが山折り谷折りを指示どおりにしてゆくと結果が見えて

くる。柱を組み立てながら②～⑤の部分を柱の穴の周りに貼り付けて

ゆく。番号の付いていない四つの部品は貫、二つの部品は契である。 

太線は切断、細線は山折り、破線は谷折りを示している。 

 



 

 



０８ 金輪継ぎ（柱の継手） 

 

金輪継ぎの追掛け大栓継ぎと同種のもので、柱の継手として使われ

る。込み栓の軸方向変形に抗するよう、さねはぎにした目違いをつけ

ている。金輪継ぎでは目違いが外側から見えるようにつけられるが、こ

れを内側につけ、外から見えないようにしたのが尻挟み継ぎである。

金輪継ぎ、尻挟み継ぎも二つの材は全く同形で男木、女木の違いは

ない。込み栓を打ち込むことによって、二つの材がジャッキによって固

く締められるようになっている。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～⑦と⑧～⑭は、全く同形で男木、女木

となる部分である。①、②と⑥は目違いの凸部、③と④は目違いの凸

部になる部分を作る。⑮は込み栓で実際には先細りになっている。 

太線は切断、細線は山折り、破線は谷折りを示している 

 



 



０９ 引き独鈷車知栓・香の図（柱と差し鴨居の仕口） 

 

引き独鈷車知栓と基本的には同じ仕口であるが、鴨居の溝のため柱

側にできる掘込みが異なっている。このパターンが組香の源氏香の

パターンに似ていることから香の図とも呼ばれる。源氏香は香五種を

一種類五包づつ合わせて二五包をバラバラにして、その中から五包

をとって焚き、それぞれ同じかどうかを判別し五線で分けた図を作る。

組上がった柱と柱の間に、差し鴨居を接合するための仕口である。ま

ず引き独鈷を柱に差して引き上げて納め、これに差し鴨居を下から押

し上げ、車知栓を上から差し込む。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～⑧は差し鴨居で、①は鴨居の溝にな

る部分である。⑨～⑯が柱の部分である。⑰は引き独鈷、⑱は車知

栓である。太線は切断、細線は山折り、破線は谷折りを示している。 

 

 





１０ 追掛け大栓継ぎ（桁の継手） 

 

追掛けとは、さらに引き続いて行うといった意味で、同種のものを継ぐ

ベーシックな意図が込められている。桁などを柱の支えのない部分で

継ぐといった、曲げモーメントを受ける部分の継手として用いられる。

追っ掛け大栓継ぎの男木と女木は全く同じ形をしており、横から栓を

打ち込んで囲める。 

栓が左右になるように使う場合と、上下になるように使う場合とがある

が、曲げに対する場合は、込み栓が上下になるように使うのが良い。

また栓を用いないものを追っ掛け継ぎと呼ぶ。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～④と⑤～⑧は全く同形で男木女木と

なる部分である。①と②、⑤と⑥は込み栓が打ち込まれる孔の部分に

なっている。⑨と⑩は込み栓で実際には先細りになっている。太線は

切断、細線は山折り、破線は谷折りを示している 

 

 



 



１１ 兜蟻（柱と軒桁と小屋梁の仕口） 

 

軒桁と小屋梁と取り合いには、京呂組と折置組とがある。京呂組は一

般的な構法で、軒桁の上に小屋梁がのせられる。柱の上に桁を置い

て、その上に小屋梁を組んでゆくといった順序で仕事ができるので、

折置組に比べ仕事がやりやすことから、現在では多く使われている。 

京呂組には兜蟻と渡りあごとがあるが、この兜蟻は、小屋梁が軒桁よ

り軒先に出ないもので、軒裏に梁の木口が見えない。兜は頭部のか

ぶり物であり、小屋梁が軒桁の上にのり、軒の頭部にあるということと、

軒桁にのる小屋梁の端部が横から見るとちょうど兜のように見えること

からつけられたようである。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～⑥は小屋梁で、まず①の部分を組み

合せ、小屋梁の全体部分を作り、さらに③を組み合せ蟻の男形となる

部分を作り、小屋梁の全体部分に取り付ける。⑦から⑪の部分が軒

桁の部分で、⑦～⑪の部分を順番に組み合せ蟻の女形の部分を作

り、⑫⑬の軒桁の部分に取り付ける。さらに⑰⑱が柱である。太線は

切断、細線は山折り、破線は谷折りを示している 

 

 

 

 





１２ 重ほぞ（柱と軒桁と小屋梁の仕口） 

 

柱の上に直接小屋梁をのせ、その上に軒桁を置いてゆくのが折置組

で、構造的には柱の上に桁を置いて、その上に小屋梁を組んでゆく

京呂組に比べ、柱と小屋梁が直接するので丈夫なものになる。 

しかし小屋梁に合わせ柱を配置しなければならないので、プランニン

グ上の制約があり現在ではほとんど用いられてはいない。小屋梁を柱

の重ほぞに差し込み、軒桁は渡りあごで受ける 

 

ペーパーモデルの型紙の①～④は軒桁の部分で、①は重ほぞが差

し込まれる部分、②が渡りあごになる部分である。⑤～⑥は小屋梁の

部分で、⑤は重ほぞが差し込まれる部分、⑥は軒桁が乗せられる渡り

あご部分となる。⑦～⑨は柱となる部分で⑦～⑧が重ほぞ部分で柱

全体にのり付けされる。太線は切断、細線は山折り、破線は谷折りを

示している。 





１３ 渡りあご（軒桁と小屋梁の仕口） 

 

軒桁と小屋梁の取り合いには、京呂組と折置組とがあり、軒桁の上に

小屋梁がのせられるのが京呂組である。 

京呂組には兜蟻と渡りあごがあるが、この渡りあごは小屋梁が軒桁よ

り軒先に出るもので、軒裏に梁の木口が見えてくる。 

渡りあごは相継ぎの一種であるが、相互の断面欠損を極力少なくして、

割裂や折損がなくなるようにしている。さらに水平方向のカに抵抗す

るようにだぼを入れている。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～④は軒桁の部分で①がだぼが差し込

まれる部分、②は渡りあごとなる部分である。⑤～⑧が小屋梁の部分

で、⑤はたぼが差し込まれる部分、あご部分となる。上部中央の番号

がない部分がたぼである。 太線は切断、細線は山折り、破線は谷折

りを示している 

 



 

 

 

 



１４ 台持ち継ぎ（小屋梁の継手） 

 

和小屋の小屋梁は軒桁相互を結び屋根の荷重を支えるもので、通常

丸太の心持ち材が使われ、木のむくりのある方を上にして用いられ

る。 

台持ち継ぎは丸太の先端を継ぐのに優れており、女木が男木の梁が

置かれている台のようになっていることから、台持ち継ぎと呼ばれる。

女木の下にはこれを支える桁とか柱がくる。台持ち継ぎの接合部分に

は水平方向のズレを防ぐため、目違いとだぼが用いられる。継手の一

方の形が銚子の口に似ていることから銚子継ぎとも呼ばれる。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～⑤は上に乗る男木の部分で、①と②

はだぼが差し込まれる部分、③が目違いになる部分である。⑥～⑪

が小屋梁の女木の部分で、⑥と⑦はだぼになる部分で先に組み立て、

⑥⑦に貼り付けてから女木本体を組み立てる。太線は切断、細線は

山折り、破線は谷折りを示している。 

 

 



 

 



１５ 寄せ蟻（小屋梁と小屋束の仕口） 

 

小屋束部分に先がひらいた形の蟻ほぞがつけられている。小屋梁に

開けられたほぞ穴は、蟻ほぞの二倍の幅を持っており、その半分は

蟻ほぞがそのまま入るよう頭の先の大きさになっており、にげ穴と呼ば

れる。残りの半分は蟻の形に掘られており、まずにげ穴に蟻ほぞを差

し、横からスライドさせることにより、小屋架から小屋束が抜けないよう

になる。 

こうすることにより屋根が風圧により押し上げられるのに抗することが

できるが、小屋梁と小屋束の取り付けはこの他、小屋束下部を割くさ

び締めにしたりするが、通常はかすがい打ちにより締め付ける。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～②は小屋束の部分で、①が蟻ほぞと

なる部分で小屋東本体の穴の部分に差し込むようにして内側から貼

り付ける。③～⑥は小屋梁の部分で、③がにげ穴となる部分、④が蟻

の形に掘り込まれる部分になる。太線は切断、細線は山折り、破線は

谷折りを示している。 

  

 



 

 

 



１６ 腰掛け鎌継ぎ（プレカット部材の継手） 

 

四十数年前、霞ヶ関ビルが建設された際、鉄骨ボルトの穴あけに NC

マシン（数値制御工作機）が始めて建築の世界で使われ注目された。

その後のコンピューターと NC 工作機の発展はめざましく、木造軸組

構法の世界でもこうした工作機が使われるようになった。 

コンピューターに継手・仕口のタイプとサイズなどをインプットすれば、

機械が加工してくれる。しかも機械のやることだから精度も申し分ない。

さらに最近ではコンピューターによる設計と結び付けて CAD／CAM

で一貫処理というのも登場している。 機械が加工する継手は曲面が

多くペーパーモデルとしては作りにくい。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～⑧が鎌になる部分で、⑨～⑯が待ち

受ける部材となる。複雑な形状をしているので、組み立て方法の説明

も難しい。完成写真を見ながら、挑戦していただきたい。太線は切断、

細線は山折り、破線は谷折りを示している。 

  



 



１７ 大阪城大手門控え柱の継手 

 

現在の大阪城天守閣は、1931 年に完成し鉄筋コンクリート造で、桃

山建築様式の外観にはなっているが、中身はエレベーターがあるな

ど近代的な建築となっている。天守閣は 1868 年（明治元年）の城中

出火で焼失した。そんな中にあって、乾櫓や千貫櫓などは古いもの

が残っている。 

この大手門も焼失をまぬがれた建築物である。1629 年（寛永 6 年）に

建築され、1923 年（大正 12 年）に足元補強のため地上約 1m のところ

で柱継ぎが行われた。この継手は東西面からは蟻継ぎのように見え、

南北面からは殺ぎ継ぎのように見え、一見不可能と思われる継手とな

っている。1983 年Ⅹ線撮影により中がどのようになっているのか明ら

かにされた。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～⑧が柱上部（女木）になる部分で、⑨

～⑯が柱下部（男木）になる部分となる。ペーパーモデルの制作は比

較的容易であるが、完成後の組み立てはパズル的である。斜め下方

より男木の中心を女木の端に合わせながら挿入して行く。太線は切

断、細線は山折り、破線は谷折りを示している 

 

  

 



 



１８ 貝の口継ぎ 

 

塔の心柱などに用いられるが、16～17 世紀以後に使われ始めたもの

と考えられる。心柱は長いので当然継がなければならない。塔の最上

部には相輪が載せられる。下から露盤・伏鉢・請花・九輪・水煙・竜

車・宝珠からなり、かなりの重量があるので心柱に取り付けられてい

る。 

各層の屋根は心柱とは独立しているため、相輪の露盤と屋根との間

に隙間があり雨漏りの原因となる。修理するには心柱を短くしなけれ

ばならない。短くする場合のしやすさもこの継手が用いられる理由で

あろう。実際のものは丸柱であるが、模型の作りやすさから角柱に変

えている。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～②が先端のほぞ部分、③④が奥にあ

るほぞを受ける溝になる部分である。継手の双方はまったく同一の形

状をしているので、番号は片側のみに付けている。太線は切断、細線

は山折り、破線は谷折りを示している。 

 

 

 



 

 



１９ 宮島継ぎ 

 

いすか継ぎの変形で宮島の厳島神社の大鳥居に使われていることか

ら、宮島継ぎと呼ばれている。 

いすかスズメよりやや大きな小鳥で、くちばしは上下食い違っている

のが特徴である。いすか継ぎは男木と女木がいすかのくちばしのよう

に食い違っている。半分が下から上に、残りの半分が上から下に向か

って斜めになっている。交差した継手になっているため歪は相殺され

る。 

天井の棹縁の継手として用いられるように、いすか継ぎは化粧用の継

手で構造的には役に立っていない。宮島継ぎは、交差している面をさ

らに斜めにカットして継目が目立たないように工夫されている。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～④は楔が差し込まれる溝となる部分で

ある。⑲がその楔となる部分である。継手の双方はまったく同じ形状

をしているので、番号は片側のみに付けている。太線は切断、細線は

山折り、破線は谷折りを示している。 

 

  



 



２０ 吉次さんの継手 

 

この継手を考案された吉次義英さんは、大正元年に東京で生まれ、

東京高等工芸学校の付属工芸実科木工科を卒業、洋家具職人とし

て活躍され、現在東中野に住まいである。この継手は机など家具の

継手として考えられたもので、蟻継ぎや蟻留め継ぎをもとに、いろいろ

な継手を工夫し、この継手を完成させた。組み合わせると、Ⅹ字型に

差し込まれた端部が見え、どうしてこのような継手が可能なのか説明

できない不思議なジョイントである。 

 

ペーパーモデルの型紙の①～⑦が女木、⑧～⑫が男木になる部分

である。①～⑥は切り抜かれる。⑧～⑪は折り曲げて男木の木口にな

る。二つの部材の組み立ては斜めにずらしながら押し込んでゆく。太

線は切断、細線は山折り、破線は谷折りを示している。 

 

  



 



 

 

 

 


