
はじめに

「いまでも、山に入る時は心の中で一礼します。山の神

様から木の命を頂くのですから」とお話になるのは、木挽

き職人の田中新治郎さんです。良質な木材産地である滋賀

県甲賀郡甲南町に生まれ、木材業を手がけられた父を手伝

い木挽き職人になられ、伐採された木は５万本を超えるそ

うです。木挽きの技術が評価され国土緑化推進機構が認定

する「森の名手・名人１００人」に選ばれた方です。そん

な地元の名人に、森に興味を持ちだした駆け出しの私が聞

き書きに挑戦します。

1 甲南町と杣、木挽き

「いただきます」と木を伐る時には必ず頭をさげ、お祈

りします。私達は木の命をいただき、山の神様に生かされ

ているのです。そんな気持ちは、私の幼い頃から培われて

きたのでしょう。子どもの頃には大川で川遊びなどをよく

したものです。大川とは杣川のことです。ご存じのように

野洲川の支流で、南鈴鹿連峰の油日岳に源を発し、この甲

南町の中央を東から西に流れ、水口町の西はずれで、野洲

川に合流しています。この川を杣川というのは、天台宗を

開いた最澄が比叡山に根本中堂を建立するための用材を甲

賀に求め、筏に組んでこの川を下ったという伝えがあり、

また矢川神社南西には矢川津と云われた集材港があったよ

うです。

甲南町は昭和１８年２月１１日に寺庄町、南杣村、龍池

村、宮村の四ヶ町村が合併し、成立しました。このうち、

南杣という村名は古代の甲賀の杣、後に杣荘といわれた地

域の南部に位置するところから南杣にできた村名だそうで

す。水口町の大字に杣中があり、杣中から西に広がる一体

を北杣村といっておりました。杣中は杣荘の中央で北杣は、

南杣に対する村名で、杣荘の北部を意味する名称とのこと

です。

以上のような歴史や伝承からわかるように、甲南町を中

心とする杣川流域の一帯は、杣にまつわるいろいろな歴史

や文化の伝承があるのです。

杣とは今でいう林業であり、杣匠、杣人、山師、先山師、

様々に呼ばれたそうです。造林から伐採、搬出などの仕事

をされた職人で伝えられ、斧や鋸で伐採し、用材寸法に玉

伐りする作業でした。さて、次に木挽き職は、斧や前挽鋸

を使ってそれぞれの用材に引き上げたり、六角や八角など

にはつり仕上げする職人です。

2 木挽き職人四代目の誕生

私は終戦後より、木挽き職三代目の父が、親方で、約１

８年ほどこの道を歩んできました。親方が常に口にしたこ

とは、木挽きさんと呼ばれるには、木に対する事は何でも

知り、またどのような仕事でもできなければその職人でな

いぞと機会あるごとに聞かされました。商標名には、杣、

木挽き、釣り伐り、堂、宮木取り法、臼彫り、その他と内

訳されてありました。

そうしたことから各地の神社、お寺や大木の伐採、木挽

きなどに歩きました。戦後には、家屋の修理などがなされ、

当時は木材検査などがあり、みだりに持ち運びや製材する
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ことができなく、自分の持ち山から、山や自宅地内で木挽

きで用材をそろえ、その修理をされたのです。そうしたこ

とから施主宅に泊まり込み、用材挽きやハツリなどをして

きました。また、一番大きい仕事は、水口町北内貴の養福

寺再建の用材全部手挽きでと、請負して親方と二人で丸一

年山、川原の倫小屋でやりあげました。また、餅つき臼は

その１８年間に二人で７、８０彫りましたし、古い臼の補

修も数多くしました。他にため池の拷や琴の台、料理店、

肉屋などに使用される柳の木のマナ板も挽いてきました。

各所で入札などが成されたとき、材木店より、依頼を受け

て、木質や伐採費用の見積もりなどに行ったことなどもあ

りました。

こうした職など身につけましたが、時代の移り変わりで、

先々の事を考えて会社勤めになりました。時々有給など利

用して、職仕事に出た事もありました。なお、定年後は、

時々屋敷の木や、ちょっと場所のわるいところの木を伐採

などに行っています。

3 職人の技を盗め

親方は仕事にかけては、「技を盗め、職人の技を盗め、

大工さんや左官やさんでであろうと職人は、技を盗まなあ

かん。そうすれば一人前になれる。」という考えでした。

そして、間違った事をすれば、後ろからそばにあるもので

頭をたたかれます。なんでたたかれたかわからんかったけ

れど、口では何も言いません。そういう親方でした。

墨をひくにも、おかしな水やお茶をいれて引きますと墨

が走ります。それも見つけると斧をもってすべてはつられ

てしまいます。それでやっと墨が走っとんのやなと気づき、

墨を入れを直して、一本きれいに真っ直ぐと引けたら、今

度は何も言いません。そのときにこれやなと解ったもので

す。一番困ったのは、杉板に曲線の墨をいれる時です。引

き方がわからず、何寸右にいってほったら、うまいこと引

けるかの微妙な感覚がわかりませんでした。一日中、杉板

の上でやったもんです。本当になかなかできず、全体の８

分ぐらいできたところで「まあええやろう」と一言です。

絶対に良いとは言いませんでした。親方は、職人の技を盗

むものだという考えで、口では全く何もおしえてくれませ

んでした。

4 職人の技あれこれ

そんな親方に鍛えられ、会得した技をお話します。

①木の伐採

木を倒す時、その場所が、完全にその木の幅だけしかな

いという時があります。その場合は、両サイドに一本ずつ

ロープを引っ張って、倒す方向にもう一本引っ張ります。

そして、ある程度木が１５度か２０度ぐらい傾いて、どの

方向にもずれないと言う見通しがついたら、 両サイドの

ロープをはずしてしまいます。

それまでには、３回ほど木の幅の定規をたてて、定規と

木の際とをあわし、すきがないかを確認します。実はここ

までの準備がなかなかたいへんで、これが出来れば木は思

った所に寸分の狂いもなく倒すことが出来るのです。

②墨うちの秘技

あるアメリカ人の大工見習いの人から、墨のうち方を教

えてほしいという依頼がありました。どうしても長いもの

に真っ直ぐ墨が打てないそうです。そこで４間の長さの墨

をうつことになって実演しました。もちろん真っ直ぐに墨

は引けるのですが、ここで、その確認方法を話しました。

「もし自分の墨が曲がっている思うなら振り墨をすること

です。針を向こうにさしたままで墨つぼに、糸を巻いて下

げ振りにして、自分のうった墨と引っ張ってきた糸と、振

り下げた糸の３点が一致したら、真っ直ぐ引けていること

になります。」

これを実践した彼は見事真っ直ぐに墨を引くことに成功

し、大喜びでした。

③鋸の目立て

木挽き職人は、前挽鋸を挽く木に応じて目をすります。

まずはあさり分けです。あさり槌を使って、挽く木に合わ

せて、あさり分けの調整をします。続いて大切な作業に

「ちょんがけ」があります。目をするには、歯を板に直角、

この裏側も、ここもここも直角、頭も直角という風にみん

な直角直角になるようにすっていきます。そして、切れる

切れないはここの頭の角度「ちょんがけ」で調節するわけ

です。やわらかい木では角度を大きくし、堅い木はゆるく

します。例えばやわらかい木用のちょんがけの角度で、堅

い木を挽いた場合、全く引っかかって切れません。この場

合は角度をかえてやるんです。これらの技は勘と経験によ
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るもので、本に書いたものもなく、教わることもありませ

んでした。

5 技を支えた道具たち

私の技を支えた道具のいくつかを紹介します。

①甲賀前挽鋸

江戸時代後期に　八里平右衛門が京都で鋸の技術を習得

し、森尻で前挽鋸の製造したのがはじまりです。その後山

仕事と深く関わった土地柄もあり、明治後期から大正初期

にはその最盛期を迎えます。「前挽のない家は甲賀の人間

やない」とまで言われ、どこの家でも二、三枚はあったも

のです。明治４１年には製造戸数１５戸、製造職人数２９０

人、年間生産量２万７千枚だったと、記録に残っているそ

うです。当時の繁栄ぶりが伺えます。しかし、残念ながら、

昭和に入り、製材は丸鋸や帯鋸に切り替わり、昭和２７年

頃を最後に甲賀前挽鋸は生産は終了しました。木挽き同様

時代の流れにはついていけませんでした。最近、各方面か

ら問い合わせが殺到しており、「昔の前挽鋸に近江甲賀と

いう刻印があるが、業者はまだあるのかないのか、もしあ

れば工程内容を教えて欲しい。どこで販売しているのか。」

というものでした。これではいかんと、じっとしていられ

ず、この事を本やビデオにまとめることにしました。

②指金

大工さんでも指物師でも木挽きでも、指金を使っていま

すが、この辺りでは、太子講の日に床の間に前挽きと指金

を飾るという風習がありました。それだけ信仰心もあり大

切にされてきたものです。説によると、何百年も前に聖徳

太子が、この裏金に、直径を測っただけで、その円周がで

るだけの目を切ったそうです。実際は中国からきたものか

インドからきたものかわかりませんが、太子の話が伝わる

ほど優れた道具であることは間違いありません。これらの

道具が私の技を支えているのです。

6 不思議な出来事

①山の主

神社のご神木を伐った時、めずらしい大きな蛇を見まし

た。総代さんがお茶をもってきたとき、ウサギが跳んで逃

げてきた後を、大きな蛇が追いかけてきてウサギが横に跳

ね方向を変えると、そのまま真っ直ぐ池に飛び込んでいき

ました。すると池の中の小魚が真っ黒になるぐらい表面に

でてきたのです。魚も蛇を知っているようです。その後２

０分ほどしてからやっと向こう岸に上がりましたが、総代

さんも「いるとは聞いていたがみるのは初めてや、山の主

やなあ」と話していました。山には不思議な話があるもの

です。

②龍神さん

お寺やお宮さん、弁天さんや不動さんがお祀りしてある

近くには太い木がたくさんあります。水口にもケヤキで龍

神さんが祀ってありました。事情で、１メートルほどの祠

をお祓いをしてもらい移転し、ケヤキを伐採することにな

りました。その初日に、御神酒をよばれて、ちょっと木の

入れし、宮司さんが来るの待っていました。それまで、斧

研いで、午後から仕事をやり出したのです。根っこをはつ

りかけると、ちょうどケヤキが石を巻いている頭のところ

に、斧があたり、ぱっと、足もとまで斧がとんできました。

髭でも剃れるほどよく研いだ斧でしたので、足が飛んだと

思いましたが、地下足袋だけが切れて足は切れていません

でした。これは龍神様のおかげだと喜びました。

木は生きているものです。やはり、命をもっているから

には、頭をさげ、お祓いをしてもらう事は必ずやっていま

す。人間はすべての生き物の命をいただいているのです。

よってご飯を食べるときもいただきますといっているので

す。山に入るにも、入らせていただきますと言っています。

ただ何気なくしているのではありません。今は、こういう

教育をする「修身」というものがないので、もののありが

たさがわからなくなっているのではないでしょうか。小さ

いと思うものでもそれなりの命で生きているのです。

その命をいただくのですから大切にしなければなりませ

ん。次の日、仕事に行くと、親父が「あかんは今日はもう

帰ろう」と言うのです。さて何かと思うと、ぽこっとした

穴の中に真っ白な巳さんがいました。龍神さんの化身だっ

たのでしょうか。こんな不思議な事も経験しました。

明治35年当時の前挽鋸製造業組合の名簿

指金（黄銅色＜手前＞は真鍮製）



7 木の命　山の神様から

蛇に代表されるように、山神様にたとえられる事象はた

くさんあります。私は、今も、山に入る時は心の中で一礼

します。山の神様から木の命を頂いているのですから。人

間はすべての生き物の命をいただいているのです。山の恵

みに感謝し、慈しむ心が大切だと思っています。ご飯を食

べるときの「いただきます」は、私たち人間が多くの生物

より命をいただいて生かされていることに感謝した言葉で

しょう。木挽きの様に時代は移り変わってしまいますが、

自然の底に流れるものは変わっていないと思います。私達

が、自然や山から命をいただいているという感謝の念を、

いつも忘れずに暮らしていきたいものです。

おわりに

この聞き書きを通じて多くの事を学ぶことができまし

た。職人としての魂。生き物や自然への畏敬の念、また、

時代の移りかわり。田中さんの木挽き職人としての生き様

が私に多くの事を語ってくれました。まだ、森や自然に興

味を持ち始めたばかりですが、職業人として、関連産業に

就職したいと考えている私にとって、多くの示唆をくださ

り、大きな財産になったと考えています。これからも森や

自然そして、その奥にある深いものを探り、感謝の念を忘

れる事なくいろいろな活動に挑戦したいと思っています。

「森の名手・名人100人」プロフィール
木挽き職人
田中　新治郎さん
滋賀県甲賀郡甲南町出身
良質な木材産地である滋賀県甲賀郡甲南町に生まれ、木材業を手がけら
れた父を手伝われ木挽き職人になられ、伐採された木は5万本を超える
そうです。

甲賀前挽鋸製造工程

１　甲賀前挽鋸は、職人さんがそれぞれ分業体制をとり、地域ぐるみで製造されていました。そんな製造の工程をご紹
介します。

工場での作業

①『型とり』
鋼から型をとります。

②『背抜き』
「ヒラ」と同じ厚さだと鋸
が挽きにくいため、「背」
の部分を薄くします。

④『仕上がり寸法に切断』
背打ちして伸びた部分をゼメチンと呼ばれるカッターで仕上が
り寸法に切ります。鋸の寸法は、先端から４つめの歯と背を結
んだ長さできまります。標準の鋸の寸法は、一尺五寸で、尺五
と呼ばれます。

③『クビを接合』
「クビ」と本体を、「センク
ズ」と「ほう酸」を混ぜた
ものを使って接合します。
「クビ」は鉄、鋸身は鋼で
作ります。

⑤『歯を打ち抜く』
タガネにより、１枚ずつ歯
をおとしていきます。

⑥『焼きを戻す』
反りなどのヒズミがあるた
め、入っている焼きを戻し
ます。わらを燃やし、その
中に鋸を入れて約１時間待
ちます。



2 工場だけでは賄えない場合に、透きの作業は透き屋に回されました。透き屋では、１日（10時間）に１枚の割合で
生産されました。

3 歯焼きは、歯焼き職人に入れてもらい、１日に3枚～4枚が生産されました。

歯焼きでの作業

『天場をそろえる』
歯の先端を揃えます。

『歯の幅をそろえる』
歯の幅を１枚1枚ヤスリで揃え
ます。

細かい砂をかけ、粗ずりをし
ます。

『錆びをとる』
錆びをとるため、硫酸を塗り
ます。５分間放置し、水で洗
い流します。

『透きをかける』
透き台の上にあてがねを当て、
鉋をかけます。鉋の歯は表裏
を変え、押して使います。

2．クビの部分をVの字を描
くように透いていきま
す。

1．クビを継いだ部分の段
を取ります。

3．歯を手前にして、歯か
ら背の方に向けて透き
ます。

4．背から歯の方に向けて
透きます。

6．鉋の歯をたてて、仕上
げの透きをします。

5．横方向に透きます。 『化粧の墨をかける』
仕上げの化粧のために、背抜
きの部分に墨を塗ります。

『クロをたたく』
工場で作成された鋸をクロと
呼びます。まず、金床にクロ
を乗せて一万回以上たたき、
ヒズミをなくします。

透き屋での作業

ヒズミ台に立掛け、さしがね
を使い、正面からの光で、
ヒズミを確認します。

～透きをかける手順～



『焼きを入れる』
フイゴで火を起こし、ハサミ
を焼きます。焼けたハサミで、
歯を１枚ずつはさみ、歯に焼
きをいれます。炭には温度が
安定し、炎に粘りがあること
から、好んで松炭が使われま
した。

『あさり分け』
鋸の歯を１枚ずつ交互に左右
に広げる、あさり分けを行い
ます。ただし、手前から４枚
目までは、おがくずを掻き出
すため、あさり分けや焼き入
れは行いません。

ハサミの先端部分を調整しま
す。火いろを見て、鋸を水に
つけます。この作業を、歯１
枚ずつに行います。職人の勘
が要求されます。 『焼きを戻す』

完全に焼きが入ったままだと、
木を切った時に歯がとんでし
まうため、焼きを60％～70％
になるまで戻します。戻しは、
鋼の種類、挽く木によっても
変わります。

4 木挽き職人は、購入した前挽鋸を、挽く木に応じて目立てを行います。鋸は、既製品のほかに歯の数、傾斜、重さ
を指定して特注することもありました。

『柄をつける』
柄をつけます。柄には、きり
や柳の木が使われます。

『あさり分け』
あさり槌を使って、挽く木に
合わせて、あさり分けの調整
をします。

木挽きの作業

『ちょんがけ』
「ちょんがけ」とは、歯先につ
けるカギ状の部分で、挽く木
によって角度が決められます。
鋭さは剃刀以上のものもあり
ます。歯にヤスリをかけ、エ
ッジをつけます。

甲賀前挽鋸

１　甲賀前挽鋸とは？

先人たちがこだわり、甲南の地で栄えた手仕事の技であ

り、甲南町の誇りである甲賀前挽鋸。そんな甲賀前挽鋸に

ついてご紹介します。

前挽鋸とは、木を

縦に切って板を製材

する時に使う大型鋸

で、木を切る時に鋸

を正面に構え、手前

に引くところからこ

のように呼ばれまし

た。

2 甲賀前挽鋸の歴史

甲南町の豊かな自然が木材の産地となり、そこから甲賀

前挽鋸が産まれ、一大産地となりました。甲賀前挽鋸の誕

生の背景から衰退までの歴史を紹介します。

甲賀前挽鋸誕生の背景

甲南の地は古くは、杣庄（そ

まのしょう）と呼ばれ、良質

の木材の産地であり、奈良の

東大寺を建立する際に、用材

を調達する「甲賀杣」が開か

れました。切り出した材木は

「矢川津」に集められ、杣川

の水運を利用して運ばれまし

た。このように、山仕事と深

く関わった土地柄から甲賀前

挽鋸が誕生しました。

甲賀前挽鋸の誕生

江戸後期（文政年間）に、八里平右衛門が京都で鋸の技

術を習得し、森尻で前挽鋸の製造を開始しました。この時

の製造は、玉鋼（和鋼）を使用し、鍛錬を５回繰り返し、

平たく伸ばして鋸を仕上げていました。

明治後期～大正初期（最

盛期）

明治後期になると洋鋼

（東郷鋼）が登場し、製造工

程も簡単になり、生産量も



増えました。製造工場はこぞって、「東郷鋼」使用の看板

を掲げるようになり、甲南の町をあげての生産になりまし

た。

明治４１年には、製造戸数１５戸、製造職人数２９０人、

年間の生産量２万７千枚だったと記録に残されています。

日本全国はもとより朝鮮や樺太、台湾にまで出荷され、甲

賀前挽鋸の名が全国に知れ渡りました。

3 昭和（衰退）

昭和に入ると、製材は、丸

鋸や帯のこに切り替わり、機

械による製材におされ、衰退

への道を歩みました。

そして昭和２７年ごろを最

後に、甲賀前挽鋸の生産は終

了しました。

～参考～

生産：一人で一日一枚（小型のもの）

値段：おろし　１２円

小売り　１８円　

重さ：８５０匁前後


