六ヶ所村立郷土館

企画展「くらしのうつりかわりと道具」展示品解説
1 イカ釣り船：イカ釣り漁船沖合イカ釣り漁業は、夜間集魚灯に集まるイカを自動イカ釣り機によって漁獲
する漁業。泊漁港では、昭和 40 年代までは 19 トン未満の動力漁船で、昭和 42 年に 7 隻の 30 トン以上の大
型漁船が出現。八戸港の他に全国の漁港を拠点に操業の近代化も進められた。パラシュ
ートアンカーを海の中に沈めることによって船の先端を誘導し、波の流れで船の転覆を
防ぎ、魚の流れに沿って船を動かし漁をおこなう。
2 落とし網（ドアミ）
：定置網の一種で、垣網、囲い網、登り網、箱網で構成される。岸から張り出した垣網
で誘導した魚群を、上り傾斜のついた登り網でさらに上部の入り口へと導き、落ち込むようにした網である。
魚が網から逃げ出しにくくなっている。イワシの漁期は 9 月から 1 月、最盛期は 11 月。そ
の他には、鯖（8～9 月）
・鮭(11 月)・イカ(11～12 月)・カツオ(9～10 月)などが捕れる。
3 角網：定置網の一種で、長方形の身網とこれに直角に張る垣網からなり、ニシン・イワシ
などを捕る。身網は、定置網の主となる部分で、垣網によって導かれた魚群を囲う袋状の網で、
囲い網である。垣網は、魚群を本網などに導くため、水中に垣根のように張る網で、袖網である。
4 天秤棒：天秤棒とは、両はじに重い物をぶら下げたり、たくさんの軽い物を取り付けたりして、肩に担い
で運ぶことを目的に作られた棒。江戸時代、天秤棒一本あれば行商をして千両を稼ぎ、財を成すという近江
商人の「近江の千両天秤」の慣用句もある。全世界で今も使われている民具である。
5 洗たく板とたらい：洗濯のための板状の道具。横から見ると波の形の段がついている。ヨ
ーロッパで発明され、明治時代に日本に伝わる。今は、楽器（ウォッシュボード）や靴下な
どの予備洗いで使われることがある。左手で洗濯物をおさえ、右手で洗いたい部分をつかん
で、ゴシゴシこする。石けんは溶けてしまわないように、上のくぼみに入れて、必要な時に
使った。
6 馬そり：冬に馬にひかせて人や荷物を運ぶ道具で消防や軍事などでも用いられた。明
治初めに札幌で利用されはじめ、その後に本州に普及する。形態は主に札幌型、函館型、
青森型がある。展示品は村内泊地区で使われたもので、荷台の形は青森型に近く、板の
方向は函館型に近い。
7 石臼：溝を掘った丸い石を重ねたもの。上下に重ねた石をすり合わせ、上の穴からそばや小
麦、大豆などを入れて粉にするための道具。
8 千歯コキ：元禄期に和泉国、現在の大阪府の宇兵衛により考案された脱穀用農具。木の台の
上から鉄製の櫛状の歯が水平につき出した形をしている。大切な種籾を痛めず扱くことが出
来たため、昭和の半ば頃まで使われていた。
9 足踏み脱穀機：明治時代末になると、千歯扱きよりも性能のいい足踏み脱穀機が細王舎によ
って開発され普及するようになった。
とうみ

10 唐箕：風力を利用して穀物(豆・アズキ等)を分ける道具で、明治、大正、昭和と、長く使わ
れた。中国から伝わった箕(み)なので、そう名付けられた。
11 穀用一斗枡：手の付いた「箱ます」が、江戸時代から大正時代に俵装用や庭先取引用とし
ま すざ
て使われた。江戸時代の「ます」は、すべて江戸と京都の枡座によって専売されていたが、藩に
よって独自のますを作ったといわれる。一斗枡は、明治４２年から円筒形に統一され、昭和３３
年末にメートル法に統一されるまで用いられた。
12 蓑（ケラ）
：農作業時の雨具・防寒具。わらやシナの木から作られ、肩を覆う部分と下半身を
覆う腰蓑の部分がある
13 仕事着 3 点：仕事着は年中着ており、膝上までの長さのものは「ミジカ」という。下衣に
は、男性は股引きをはく。女性は股に布あてをした「タヅケ」をはき、前掛けを締めた。

14 斧：石器時代から世界中にある。伐採斧は、打ち込むため刃渡りが狭く、峰から刃までが
長い。枝打ち斧（はつり斧）は、枝払いや大まかな面付に使われ、刃の形状は広く、短い柄が
装着されている。薪割り斧は、刃は分厚くて重く、くさびに近い形状である。
斧の刃に刻まれている 3 本線はミキでお神酒のこと、4 本線はヨキで木が育つために必要な
「土・水・空気・太陽」のことや、身（３）を避（４）ける（倒木を避ける）という意味もあ
り、安全祈願の印である。
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15 柾：六ヶ所村の山々には、天然ヒバの美林が広がっており、泊湊は江戸時代
に柾材の積出港だった歴史がある。昔から、泊や横浜村（町）では、名産のヒバ
の破材を長方形の形（長柾）に薄く割り、家屋の屋根ふきに利用していた。昭和
30 年代にトタン屋根が普及するまで、柾は使われた。
16 手曲がり鋸：古墳時代に 10ｃｍの鋸が出土。鹿の角などの加工用と思われる。江戸時代は、鋸での伐採
は音がしないため、盗伐の恐れから奨励されず、斧・ちょうな・槍鉋が使われた。明治時代以降は、伐採に
も鋸の使用が広まった。天王寺鋸の名の由来は、江戸時代の大阪天王寺の鋸鍛冶が新しく柄の曲がった鋸を
作ったが、泥棒に盗まれた。泥棒がつかまり奉行所に呼び出された際に鋸の名を聞かれ、
仕方なく住所の「天王寺鋸」と返答した。そして、この名がついたそうだ。
（兵庫県三木
市山本鉋製作所ＨＰより引用）
17 窓鋸：伐採専用の手挽き鋸で、天王寺鋸を改良し、木くずの入る「マド」がつけられ
た。これにより挽く力が軽減され使いやすくなり、硬い木もよく切れるようになった。1920
年代（大正時代中ごろ）に、福島県会津の四代目中屋友右衛門が考案し、特許を申請しな
かったので、急速に普及した。
18 木挽鋸：立ち木を切るためではなく、角材や板を挽くための鋸で、曲がらないよう
に幅が広く作られている。二人用の大鋸は、15 世紀末室町時代に中国から導入され、17
世紀の江戸時代初頭には、一人用の前挽き大鋸（木挽鋸）が登場した。明治以降、製材所
では、水車の動力の鋸が導入され、飛躍的に技術発展していった。
19 火鉢と長火鉢：火鉢と炭は、奈良・平安時代から上流階級で使われ、江戸時代に庶
民に広がった。近くによって暖をとり、炭火の上に鉄瓶をかけてお湯を沸かしたり、
網をのせて餅を焼いたりと、便利に使える。関東長火鉢（江戸火鉢）は四角い箱型で小さい引き出しがいく
つかついている。関西長火鉢は、炉のまわりに台がついていて、カウンターテーブルのようになっている。
20 鉄瓶と五徳：鉄瓶は、17 世紀中ごろ（1650 年ごろ南部藩主が京都から釜氏を招き、茶の湯釜を作らせた
のが始まり。18 世紀になって茶釜を小ぶりにして鉄瓶が作られ、一般の人にも広がった。五徳は、炭火など
の上に置き、鍋やヤカンなどを置くための道具。鉄輪とも呼ばれるが、橋姫伝説や能を通してこの名が広が
った。
21 火箸と灰ならし：火箸は、炭火を扱う金属製の箸。炭を足したり火加減の調整をしたりした。火鉢の火に
灰を被せて消した後、火箸を十文字に刺しておくという習慣があった。灰ならしは、灰をならして平にする
道具。灰を掘ったり、炭に灰をかけて温度調節したりした。戦争中、陶器の灰ならしが作られたこともある。
22 お膳：お膳は、あぐらをかく男性用は低め、正座をする女性用は高めなど、身分、習慣に
よる違いがあり多様。食事風景が家長制度をみることができる。上座・下座があり、座る位置
に決まりがある。一汁三菜の形式で配膳。ご飯と漬け物を数に加えず、汁が一種とおかず 3 品。
江戸時代前期は、一汁一菜、朝夕 2 回、後に 3 食となる。朝にご飯を炊きこれに味噌汁。具は
シジミ、アサリ、納豆や豆腐で、朝長屋に売りに来るのを呼び止めて買っていた。昼と夜は朝の残りの冷飯
で、昼に一菜、夕方はほとんどが漬物とお茶漬けで済ませていた。
23 ちゃぶ台：四本脚の円形の食事用座卓である。折りたたみ式で、上座、下座がなく、食事
の他、学習机や針仕事など家族が自然と集まるという多機能性を持つ。昭和初期の家族の団欒
を象徴している。1887 年（明治 20 年）ごろより使用され、1920 年代後半（大正）に全国的

な普及を見た。1960 年（昭和 35 年）ごろより椅子式のダイニングテーブルが普及し始め、テレビを見なが
ら食事をするスタイルとなる。共働きが増え、個人個人が生活スタイルで食事をするようになり、家族団ら
んの時間は徐々に失われていった。
24 テレビ・テレビジョンセット：1897 年 ドイツのフェルディナント・ブラウンがブラウン管を発明。1911
年 ボリス・ロージングが世界で初めてテレビの送受信実験を公開。1939 年 日本でテレビ実験放送開始。
1952 年 松下電器産業が日本初の民生用テレビを発売。1956 年 NHK のカラーテレビ実験放送開始
25 八角時計：明治 19 年 (1886 年)の標準時間が制度化（21 年施行）されるまでは、まだ時刻を調整するに
は日時計に頼っていた。まず初めに全国の郵便局に八角時計が普及し、日本の時計（時間）の近代化を大き
く切り開いた。
26 テルビル磁石式電話機：1896 年（明治 29 年 7 月）この電話機は、以前より高感度となった。
電話局の呼び出しは、電話機内部の磁石発電機を回し、電流を送って行った。昭和 40 年頃まで約
70 年間使用された。
27 600-A2 形自動式卓上電話機：1963 年（昭和 38 年 ～44 年頃）日本電気株式会社の黒電話
で、600 形電話機は昭和 37 年に登場し、昭和 46 年にはカラーバリエーションが増えて象牙（ぞ
うげ）色や薄緑色も製造された。
「通話性能と経済性の上で完成された電話機」といわれる。日
本において、初めてプリント基板（きばん）を使用した量産型電話機。
28 マミヤフレックス・オートマットＢ：1954 年（昭和 29 年発売）このマミヤフレックス・オー
トマットＢは、特徴の多いマミヤフレックスをより普通の 2 眼レフにしたもので、カメラ全体は、
スマートで、レンズも自社製のセコールＳを装備している。シャッターボタンは、手前に引く形の
レリーズボタンです。
29 Ａｒｃｏ アルコ ３５ｊ：1955 年（昭和 30 年発売）普及型のアルコで、軍艦部に｢Ｊ｣
と刻印があり、ジュニアのＪあらわしている。レンズは f3.5 が付いている。発売当時、1 万 9
千円したようで、安いタイプといわれるが、それでも高かったようだ。
30 足踏みミシン・電子ミシン・コンピューターミシン：足の踏み込みを動力にした縫い合わせ
る機械。ミシンはイギリスで約 200 年前に発明され、約 100 年前から国産化された。戦後、
和装から洋装に変わっていったとき、ミシンが盛んに製造され、一般家庭にも普及した。足踏
みミシンは、ゆっくり踏んだりして、自分の好きなペースで縫うことができる。
31 手回し洗濯機：この洗濯機は、洗濯物と水・石鹸を入れて、回すだけ。石鹸の泡が出て中の
気圧が上がり、ふたを取ると一気に気圧がさがり汚れを落とすという仕組み。
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32 火熨斗と焼きごて：ひのしは、江戸時代から使われていて、丸い部分に火のついた炭を入れ
て、その熱で布のシワをのばす。焼きごては、火鉢の中に入れて熱くし、水を少しかけて蒸発する
と、熱くなっていることがわかり、細かい部分などに使った。
33 炭火アイロン：明治時代に外国から入ってきた。煙やガスを出すために、煙突がついている。
フタを開けて火のついた炭を入れて、その熱で布のシワをのばす。明治になって西洋から伝わり
広く普及した。昭和 30 年代の電気アイロンの普及により、しだいにその姿を消すこととなった。
34 昔のそろばん：そろばんは 500 年位まえに中国から伝わり、その頃は珠が丸く、梁の上に五珠が 2 つ、そ
して梁の下の一珠が 5 つ珠あった。
中国で発達していた尺貫法での十六進法を計算するうえで、
五玉が 2 個、
一玉が 5 個あった方が計算しやすかったためだ。江戸時代から昭和の初めまで使われていた。しかし、昭和
10 年当時の文部省の省令で現在のそろばん（上が 1 つ、下が 4 つ）と変え、メートル法に合わせた。
35 機械式卓上計算機：日本では、タイガー計算器が独占的シェアをもっていた。置換レバーに数値をセット
し、置数レバーを回すと、計算結果が右ダイヤルに表示する仕組み。加減ならばソロバンのほうが手軽だが、
乗除算では計算違いが少なく高速に計算できた。電動計算機や電卓の出現により、それらに置き換えられた。
展示品は日本計算器社製。

36 放送局型受信機：
「放送局型受信機」とは、昭和 10 年代後半を代表するラジオ。戦時中に資
材節約と、優良なラジオを適正な価格で提供するという目的で、日本放送協会（現ＮＨＫ）が
ラジオの回路や外観や価格を規定し、各メーカーに制定した、規格統一されたラジオ受信機。
37 真空管ラジオ コロンビア RA-71：ラジオは、ラジオ放送開始大正 14（1925）年から昭和に
かけてテレビが出るまで流行した。このラジオは、日本コロンビア株の全波スーパーラ
ジオで、高級受信機。戦後短波が解放され、1948 年にはオールウェーブ(短波と中波)と
してコロンビア RA-61(2bans,IF1,ST6 球)が発売された。国民型 2 号が\2,310 に対して
\17,000 もした。これは、その後続機にあたる。
38 パーソナルコンピューター NEC PC‐9801LV22：PC-9800 シリーズは、1982 年に発売された 16 ビット
パソコン「PC-9801」を初代機とする製品群である。高価だったため家庭用としてではなく、ビジネス向け
に広く使用され、
「日本で最も普及した 16 ビットパソコン」と言われている。この PC-9801LV22 の発売当
初の価格は 378,000 円だった。
39 パーソナルコンピューター FUJITSU FMV‐5200T5： 1990 年代 中頃 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の普 及 と
Windows95 の発売により、国内のパソコン出荷台数が急増した。1995 年に初心者にも易しい FMV‐
DESKPOWER が発売されると、富士通のパソコンシェアは NEC を抜いて 1 位となった。展示品は FMV シ
リーズのオフィス用として発売されたもの。
40 金銭分類器：お店の勘定場（現在のレジ）に置いて使用した木製の金銭分類器。お金を
分類し、出し入れするのに利用した。左上にお金の投入口があり、右のレバーを下げると
引き出しが開くようになっている。
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41 行燈とランプ：一般的に普及したのは江戸時代で、それまでは火皿がおおわれてい
なかった。中央の火皿に油を入れ、木綿などの灯心に点火して使用。当時の和ロウソ
クはとても高く、主に菜種油を使用。庶民はさらに安い魚の油（いわしなど）を使用。
さらに貧しい人々は「暗くなったら寝る」という生活。明治時代に石油ランプが普及
し始め、菜種油の行燈は姿を消していった。
42 白熱球：1923 年（大正 12 年）～戦後に普及。フィラメント電球ともいう。ジョゼフ・ス
ワンが発明。本格的な実用化はトーマス・エジソンによる。六ヶ所村では、大正 12 年に初め
て泊地区で電灯がついた。昭和 20 年代・戦後に普及する。温暖化防止・環境保護として、蛍
光灯や LED 電球への切り替える動きが世界的に広がっている。（例：オーストラリア）
43 鉄道のレール：二又在住 秋戸淳一氏より寄贈。尾駮林道には、廃線になったレール
を再利用した除草剤保管小屋やガードレールが残されている。
44 日本コロムビア マジックアイ付真空管 2 バンドラジオ受信機：昭和 30 年代に二又の土場にあった二又
材木事務所で使われていたラジオ。
「事務所には風呂場や飯場、休憩所があり、10 名ほどの作業員が働いて
いた。事務室にこのラジオがあり、お昼休み時には、聞き入っていた」と、当時副運転手だった二又在住の
秋戸慶典さんの話である。"Hi-Fi"ハイファイ機能があり、高感度高音質で聞き心地がいい。地元に民放のな
い地方の富裕層やオーディオ製品として音楽ファンに人気があったラジオである。
45 旧二又小学校で焼いた炭：平成元年度、旧二又小学校で小又定見校長先生のもと、30 年ぶ
りに「炭焼き」が復活した。中嶋久太郎氏や古老の指導で、ＰＴＡや二又地区民の協力をいた
だき、平成元年 10 月 18 日に炭焼き窯が完成した。約 200ｋｇの炭ができた。平成 2 年 11 月
には、第 35 回才能開発実践教育賞を受賞した。
46 スミスゴ編み：カヤ、アシ、藁などを材料にして、炭を入れる俵を編む道具。
47 旧二又小学校 版画カレンダー2 点：平成元年の炭焼き体験学習をもとに、旧二又小学校の
児童たちが版画カレンダー「炭焼きの仕事」を製作した。

