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基礎から学ぶ多彩な接ぎの技法
(205mm)

接 ぎ 手
完全ガイド

ほぞ接ぎ、留め接ぎなど基本的な組み、接ぎを種類別に写真とイラ
ストで紹介し、加工のしかたを図解でわかりやすく説明。手動と電
動、それぞれに違う工具を使ったテクニックと簡単に作れる様々な
治具も紹介している。木材の性質、組みや接ぎでの接着剤の使い
分けや接ぎの応用もアドバイス。趣味で木工を家具を作ったり、ガ
ーデニング用の棚を作ったりと木工の楽しみがわかって来たら、本
格的な接ぎの技法に挑戦。ワンステップ上を目指しましょう。
235mm

基礎から学ぶ多彩な接ぎの技法

佐々木昌孝 監修／テリー・ノール 著
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精度の高い木の組み方や接ぎ方をアイテムや目的別に紹介し、
接ぎの基本が網羅されている究極の一冊。
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Book

(15mm)
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本書のウリ
＊ コンパクトでリング綴じで丈夫。ページがフラットになるので作業中
でも本が閉じてしまうことはなく、見やすさ抜群！
！

監修：佐々木昌孝（ささきまさたか）
ものつくり大学技能工芸学部
建設学科准教授。博士（工学）、
日本建築学会・建築史学会・
日本歴史学会、正会員。

＊ 初心者向けの本とは違う、本格的な知識を得られる。
＊「接ぎ」に特化したマニアックな類書はない。探究心を満たす一冊。

木材の種類と接合の形

伸縮を予測する鍵は、板材の木
口にある。

木材の接ぎ方の形と方法を考える際、念頭に置くべき最も大切なことは、無垢材の

により伸縮する。言い換えれば、
に沿ってより伸 縮する。 水 分を

度の変化に合わせて水蒸気を吸収・放出して、自然環境と水分の平衡を保っています。

さにも無視できない変化が起こります。この現象に設計で対処しないと、木材の反りに

よって接合部や木材そのものが壊れかねません。

強度と木目

木の年輪と関連して、木材は

圧力をかけて
も十分丈夫

放 射 状 よりは 年 輪 の 接 線 方 向

寸法は不安定だという事実です。 木質の細胞構造は束ねたストローのようなもので、湿
このように、木材の水分量は常に変動しているため、木目の幅の伸縮を引き起こし、長

年輪に直交する方向でなく年輪

圧力をかけ
ると木目に
沿って簡単
に割れる

含 ん だ 板 材 が 乾 燥 す ると、 そ

の木材が切り出される前に丸太

内のどの部分だったかによって、
年輪に沿った収縮で板材を歪め

てしまう。どの部分だったかは、

その板材の木口の年輪を見れば、
簡単に判断できる。

板目の板は普通、木口の年輪

木材の伸縮は、木の種類や硬

材・軟材の違い、それに個々の

柾目挽き

木の芯材・辺材によって異なる。

板は、年輪が板の厚みに対して

より直角になる。 経験則で言え
ば、板目の板は柾目の板よりも

より丈夫

幅で 2 倍収縮し、伸縮と寸法狂

いのおそれも倍あるということ

である。

木目

力をかければ、木材は木目に

直交する方向に破断する場合も

ある。しかし、木材が薄すぎた

分割して組み立て
れば、目切れが少
ない曲がり材を作
ることができる

り、 切 削 によって 弱 い「 横 目 」
の部分ができ、木材を保ってお

縦目方向の伸縮は
ごくわずか
板目または横目

乾燥により年輪接線
方向に縮み、芯から
離れるほど板が反る

柾目または縦目
年輪方向にも
多少の伸縮

木口または
切断面

表面または表面
（縦断面ともいう）
木端または縦断面

けなくなって、木目に沿って割れ

板目方向で
最大の伸縮

ば、構造上の弱点を克服する接ぎ方を使えるように設計を修正することもあるのです。

ほぞ穴がほぞの板目
に沿って伸縮する

ほぞがほぞ穴
の板目に沿っ
て伸縮する

切り込み・欠きの深
さは、残す部分の幅
より深くしない

のおそれをすべて低減・排除す

最大の水分の出
入りは木口から
木端と表面からも多少
の水分の出入りがある

目切れ部分が
割れやすい

目切れを取
り除く
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書店印

らないか分析する必要があります。 別に、工
学の学位は要りません。 接合部にかかる構造

接着面を増やすと、接着
剤の伸縮拘束を助ける

引き出し
側板

力が互いに相殺されるようにする
合板の層の木目の向きを交互にす
ると、安定した材料になる。木
材 の 伸 縮 と 接 着 剤 に つ い て は、
p.20 を参照のこと。

方は時間がかかる上、構造上必ずしも必要と

は限りません。機能的だからといってコストが

正当化されるわけでもないでしょう。表に見え

る接ぎ方も見えない接ぎ方も種類が多いので、

的な力と、その力への対応法を知って意識す

どんな好みにも対応できます。

で発生するかも知れない問題は、簡単に予想

と、デザインとして木目や模様を効果的に見

実用性や経済性、完成品の美しさなどのす

過ぎるのを避けることもできます。この場合

できるし、正しい接ぎ方をすれば解決できます。

木材の伸縮を拘束する方法

分割して押さえ込む
接合部の接着面の高さが
板の厚みに対して十分で
あれば、接着剤が木材の
伸縮を拘束する。
引き出しの向板
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書

木材を基本的な形に接ぎ合わせて使い始め

る前に、接合部がどんな力に耐えなければな

密で硬い底板

木目に交差する方向で取り付
ける桟木や引き出しの吊り桟
には、位置固定用の木ネジを
1 本と、もう一方の木ネジ用
に長穴をあける。

カーブした切削をする場合、端部で目切れがあると、木
材は割れやすい。たとえばアーチ形のドアフレームで、
接合部の形を変えると割れるおそれを低減できる。

書店コード

柾目

一般に、板目材の幅は、同じ木の種類の
柾目材の幅より倍の伸縮がある。

むきだしの木口から水分が放出され、板材の他の
部分より収縮すると、木口の割れが進行する。

ることができる。
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地区

最良のほぞと
ほぞ穴。

古典的なデザインの中で最良のものを
古典的な引き出しのデザインは、密で
硬い底板を前面の溝だけで取り付け
る。こうすると、引き出しの向板の下
で幅広の木目が広がりながら、空気は
外へ逃がせるので、引き出しを閉める
時にがたつかない。

形やサイズを決めれば、これら

板目

伸縮のバランスを取り、水分の極端な出
入りを減らすため、全面を同じように仕
上げる
木材を 1 面しか仕上げ加工しないと、環
境の変化でアンバランスな水分出入りを
して、木材が反る。

ほぞ穴の木目が放射状
なのでほぞの板目に対
する伸縮を低減する

ほぞの木目が放射状な
のでほぞ穴の板目に対
する伸縮を低減する

ることの方が多い。 気をつけて

ローズウッド

幅 45cm の年輪の若い部分の松材は、同
じ幅のローズウッド材より 0.9cm 多く
伸縮する。

ればよいのです。完成品の使用中にかかる力

ピンからの甲板の伸縮

ブレッドボードの長さ方
向にはほとんど伸縮しない

松

選んだ木材と接ぎ方を正しく組み合わせる

せることも、全体の木目が散漫な印象になり

べてが、設計上の接ぎ方の選択に影響します。

も、コストと美しさのバランスが問題です。木

タイルも、全体の外見が第一で組み立ての技

り、高くつくからです。

優れた接ぎ手を誇示するためにあるようなス
術は隠れるスタイルもあります。 複雑な接ぎ

圧縮力
力がかかって
も屈曲しない
部材サイズにし、木の種
類を問わず接着面で圧縮
しない十分な密度のある
木材を選べば、圧縮力の
成分をなくすことができ
る。

取りによっては加工中に多くの木材が無駄にな

せん断力
せん断力は負荷を
かけるのに適さな
い素材の場合に見られるが、
一般的には接着面を互い違い
に押す・引く力をいう。この
力は接ぎ手の方法によって、
または釘や補強ネジを使うこ
とによって、物理的に解決で
きる。
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引張力

前板は中身
の重量を引
く

中身の
重量

通し蟻組
み接ぎ
削ぎ接ぎ

引張力が接着
面をずらそう
とする
歯付き接ぎ

込み栓が力を
低減する

引張力

欠きに釘打
ち

補強がない
とオープン
ボックスの
形は不安定

歪み対策に
は幅の狭す
ぎる幕板

幕板と貫でテーブル
の脚を安定させる

もっと幅の
広い幕板な
らテーブル
の脚が安定
する

接ぎ手の形

接ぎ手と木目

同じ基本的な接ぎ
手でも、隠すか見
せるかで見た目が
大きく変わる。

板材の木目の向きと角の継ぎ方で、様々
な見た目の効果を生み出せる。

柱脚を下から見る
と、蟻形ほぞがどの
ように脚を固定して
せん断力を低減して
いるかが解る

テーブルの重量によ
り、脚のほぞの接着
面にせん断力がかか
る

包みほぞは、ほぞを 2 つに分割し
て 2 枚ほぞにする、または 1 枚ほ
ぞでも貫通させて割りくさびを打
つとより強固になる

箱形構造では、裏、底、あるいは表面に枠
をつけると、菱形の歪みを最小限にできる

テーブルの枠組みに当
たる構造を追加する、
または大きくすること
も、菱形歪みへの対策
になる。

接合部にかかる力
引張力
引張力は接合部を引き離そ
うとする力で、構造でこれ
に抵抗して克服するのが一番よい。木
継ぎそのものの特質で克服することも
できるし、くさびや釘を使って克服す
ることもできる。

曲げモーメン
ト
個々の接合部
の曲げモーメ
ントに対する
抵抗は高める
ことができる。同様に、
接合部全体を菱形に歪め
る力に対する強度も高め
ることができる。

矩

留

板目

木材の切り方で木目が
どうなるか
スリップマッチ

柾目
くさび止め
ほぞは接ぎ
手を強調し
て見せる

抱き目は表裏
を交互に使う

ほぞ接ぎと彫刻
のラインを一体
にしたもの（持
ち出し接ぎ）

ブックマッチ

追い目は
同じ面を
常に上に
する

選択した接ぎ手と板材の切
り出し方で、ドアフレーム
の見た目の効果が変わる

1 枚板から切り出した長い留め接ぎ
であるウォーターフォールでは、角
を跨いで木目が続く
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接ぎ方を選ぶ

状況は、2 つの木材の縦目が直

ある流派は「構造から設計を考えるべき」と言い、別の流派は「設計から構造を考え

るべき」と言います。 実はどちらもありです。 設計が使える接ぎ方を決めることもあれ

２章 接 合 を デ ザ インす る

理が発生するからだ。このような

角に合わさるような、L 字形、T

字形、十字形の接合に見られる。

無理がこないように横目の接合を設計する
ブレッドボード（パン用まな板）の甲板の端嵌めに使わ
れる蟻形追入れ接ぎを接着剤なしで構造的に固定する。
天板が湿度の変化で自由に伸縮しても、中央のピン 1 本
が、端嵌め板を合わせてくれる。

接ぎ方を選ぶ

安定的な木の種類や切り方を選ぶ

木 材の種 類 と 接 合の形

の縦目を別の部分の木目に交差

する方向で接ぐと、寸法上の無

木目と木材の伸縮

木目の向きで伸縮を減らす
最もよくないほぞとほぞ穴。

なって伸縮する

弱い

２章 接 合 を デ ザ インす る

にとって危 険である。 ある部 分

丸太から切り出し
た木材は、断面に
見られる年輪の外
側の方が最も伸縮
する。

行になっている。 また、柾 目 の

木 材の種 類 と 接 合の形

２章 接 合 を デ ザ インす る

木材の伸縮は、接合・接ぎ手

板目挽き

弱い

木材の伸縮を最小限にする方法

木目の向きを合わせて伸縮を
統一する
板目をつないで箱の周囲を一
周するようにすると、木材の
伸縮が統一される。側面で板
目が縦になるようにすると、
扉をつけた時に収縮を防げ
る。また、箱底面の板目に対
して引き出しの摺動方向を直
行する向きにすると、収縮し
て引き出しが固くなるのを防
キャビネットは木目に
げる。
交差する方向で一体と

が板の厚みより幅の方により平

伸縮

木材の反りの予測

木材の伸縮を吸収する方法

冊

TEL 03-3263-4318 FAX 03-3263-5297

