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―20世紀の山守りより―

◎若い頃を振り返って

わしはここ（蒲生郡

日野町）で生まれて、

ここで育ったんや。昔

は遊びたかったけど、

早う親と別れたでな、

遊ぶ余裕がなかったな。

昔は、丁寧な教え方し

よらへん。ちゃーんと叩かれてからやで。わしらでも、親

父にキセルでかーんと叩かれてからや、それで後から怒り

よるねん。叩かれてから怒りよるねん。このごろの子供は、

過保護にでけとるさけな。ちょうど軍隊のあれよった（力

があった）さかいにな、皆、叩くの当たり前や。うちの親

父は青年の訓練の指導員をしとったんや。ほんでよけいや。

鉄砲撃ちの稽古を教えとったやさかいに。

ちょうど戦争時分によ、アメリカいくと、この頃、自転

車のチェーンに刃物がついたやつを発動機で動かして木切

っとるちゅう、ほんな話があったが、ほんで、ノコでひい

とる様なことしよらへんで、ほのかわり、道が広い広いも

んに空けてやっとるさかいに、そら、あんなやつとケンカ

せんなんで、とか言うとってしゃべっとって、山でな。ど

んなモンかな思うたら、今のチェーンソーや。自転車のチ

ェーンに刃物ついとって、それで木切るって、発動機で動

かして、そんな話やったんや。

２３の時に爺さん失って、２４の時に親父さん失ってな。

親父さんからは、「今の時代の木材業は儲けたのではない。

材の値が上がっただけだ。商いというのはそんな甘いもの

ではない」「炭焼きは照り降りが無い、毎日仕事が出来る

窯を入れよ」って言われてな。１８の時教えてもらった炭

窯を作って、自分で焼いた炭を病院に持って行って親父さ

んに見せたら、「うん、山仕事はこれで一人前だ」と言わ

れて喜んだな。

昔はな、そま師が一番上でその下に木挽きがおって、細

工師、大工がいたんやな。昭和の５・６年頃もそんな感じ

やったな。本家普請（ほんやぶしん）の時やと、一応そま

師に言ってから木を切ってもろて、ほいで、何に使うゆう

事、皆そま師が設計から何から指示して木挽きに引かせて、

ほして大工に、木挽きがまた木取りして、そま師が全部仕

切ってたわけや。

◎今日の日野町の林業

もう所得を得る者は

皆こっち（日野町熊野

地区）出てはる。（外へ

出た若い人が熊野地区

へ帰っくるのは）今ん

ところは少ないな。出

たら出っぱなし。向こ

うでこっちの方から嫁はんもらう時はええけどな、向こう

の人、嫁はんに貰うと、どうしても向こうに引っ張られて

しもうて…。

山の方は忘れがちで、土曜・日曜に行かはるぐらいで、

山に行く者は年寄りぐらいやな。森林組合がやってる山は

組合林やさかいに管理が行き届くけど、個人の山は奥の方

はほったらかしやな。近回りの山は日曜に整理できるけど、

奥山はほったらかし。森林組合で、田んぼに植林したんや

けど、鹿が食ってしまって…何植えてもあかん。ヒノキは

もちろんスギもあかん。マツもあかん…日本鹿が苗を食っ

たんですわ。山の尾根や何かでも、冬になったら餌があり

ませんやろ。ほうすっと、木の株を、皮剥いで食べてます

わ。鹿の縄張りに植林してもうたさかいに敵討ちされてし

もうて。鹿が増えて、夜、家に帰ってくる時、５匹も６匹

も鹿に出会う時がありますわ。



山は、５・６年ほど前に売ってたら、まあまあ売れたけ

ど、近頃は話にならん。（材は）スギより鉛筆一本の方が

高いがな。森林組合が直接やって市にかけるやつが、赤字

や。森林組合は、補助金もろたりでなんとかやってるはず

やけどな、木そのもので森林組合経営すると全然あかん。

個人でやったら赤字が出んねん。中部電力の線がはったる

やろ。ほっで、年々お金入ってくるやろ。ほいで何とか賄

えたるけど、材売ってだけでは経営が成り立たん。ほやけ

ど、放っとく訳にいかんやろ。

◎林業技術の修行

戦中、山仕事に高知県や岐阜

から多勢来ていましたなあ。岐

阜の人にシュラ搬出や木馬搬出、

桟橋道の作り方、ブレーキワイ

ヤーの使い方、荷の造り方、教

わったんや。木馬引きを始めた

ころ、盤木の並べ方が悪いと

「こんな事わからんかい」など、

悪口言われながらも仕事をさせ

てもらい技を盗んだなあ。岐阜県の今須（岐阜県関ヶ原町）

に、枝打ちの名人がいたわ。若い時に枝打ちの講習に行っ

たんやけど。ほの時に作ったヤマフク式ちゅう、名人の使

っとったぶり縄を真似してこさえた。

木を切る（伐採）時、自分より良く切る人の鋸の目の立

て方を見て、目立ての技を盗んで、自分で目を立て直し研

究したな。それで、作業効率が上がって、人に負けない木

切り職人になったんや。

（父親からは）ワイヤー挿しは全然習てへん、みんなよ

その職人さんに習てんねん。それも、盗み聞きや。いっぺ

んは教えてくれるけど、後からはそんなん教えてくれへん。

これ（ワイヤー挿しは）紀州の人に習ろてん。ほんなもん

なかなか覚わらん。一遍ぐらい言われてもな、ゆーとって

ほんなもんな、見せてもらい、分かったーっちって怒られ

て。後、みな、自分でほどくねん。ほで、どうしとるやら、

ほれで練習して、ほでええねんけど。今度は、遅いことな

ら猫でもしよる言われるさかい、早いことしてこんなんか

ら忙しいだけで。まあ、最初はほんなことちゃってん。途

中でワイヤー繋ぐ時によ、あれや、やんだ時みんな５人も

６人も仕事する人が待てる間にこれをダダダーッと早いこ

と繋がなんねん。伐付けワイヤを昼休みにこしらえるんや、

誰が一番早うするか。これが一番早く覚えるやり方や。

◎集運材の基本の担ぎ出し

（集材・運材は）担ぎが基本やさかいに、最初にな、木

の棒なんかで重心覚えるん。体で覚えるっちゅう、どこが

芯やっちゅうのを覚えるのに、重心さえ覚えていければな、

すぐにここが芯て見分けるのも、それによって山仕事の能

力全然違う。

（集材の）最初は担ぎから、木の重心を体で覚えるのは

担ぎから、一人で持つのは６０キロ以上の材を担ぎ出した

んやけど。

中でも長い材を担ぎ出すのに２人が１組で長材にロープ

を巻き付け１０人ぐらいが棒を通して持ち上げる巻き持ち

という担ぎ出し方が有るのや。要領の良い者が組になり最

初に「おーいっ」て言った時、グイッと引き上げんねな。

そうすっとロープをきゅっと緩めていけんやわ。ほっで、

そのまま行くと楽していけるけどな、ちょっと引き出しが

悪かったらもう大変やわ。えらいのなんのでな。あれほど

おもしろい、要領の良い悪いの分かる、あんなおもしろい

担ぎ方無かった。そうそう、よっぽど体が丈夫でないと。

んで、よううちの家内が言うけど、「ここの腕の太さ、今

はもう痩せてもうてよ。ちょうどおじいさんのここの手が

ここ（太腿）やったな」ちゅう。ん～、ほんだけ筋肉質な

腕してたな。

重心を覚えるのに、担いでみると一番よう分かる。とに

かく重心さえ覚えたらよ。集材機の場合でも、荷くくる時

にも、全体の芯がどこか見分けたらな、ずっと吊るのん楽

やわ。水平に二人担ぎしててもよ、下りになったら、前に

いる者は重いですねん。荷が重いねん。後ろの者が軽いね

ん。登りの時は、前の者はおんなしように芯から測ったら

軽うして後ろの方が重いねん。ほれによって重心の移動も、

いくつでも移動しよる訳や、重心の位置がな。かといって、

もっと重いのん担がしてみても、へへへへ、いろんな担ぎ

方でもやり方あんねやわ。

◎木馬（きんま）の思い出

木馬ゆうもんも面白

いぞ。この辺では人間

が木馬を引っ張った。

動物は、急な山行けへ

んやろ。馬は平地の所。

ここは山やろ、もひと

つ平地の所行くと、皆、

牛やら馬で引き出して。

とにかくこんな豪儀な大木載す場合やとな、台材は軽い

さかいにな、これに、かすがい（材をつなぎとめるために

打ち込む両端の曲がった大釘）全部付けるとな、６０キロ

か６０キロ超える場合があるわ。ほれを山の上まで担いで

上がんね。ほれを担いで上がって、ほれから又荷を積んで、

又、戻ってくんね。（作業時間は、）一服して持って上がる

さかいに、急な場合とよ、平坦な場合とだいぶ違うって言

いよるで。近い場合だとな、軽荷で二遍するとかな、午前

中に二遍するとか、三遍するとか、行くけどな。遠いとこ

やと午前中に一遍しか乗せんとけ、荷をドンと積んで帰っ

てくるわ。命がけや。この辺のわしらくらいの年格好でや

と、大抵の人は（木馬を）大体ちょとずつくらいやっては



るわ。荷のバランスは右左おんなしように、重心の位置を

考えて。だいたい、下りになってくると、前に荷が来るわ

な。前が荷が重うなるわ。こう下がると、前が荷が重うな

んね、重心の位置が。ほんで、ほれの分を下りが多い場合

やとこう後ろへ持ってきて、ほのような具合に荷を作って

いかなかん、木馬の場合でも。

一番困るのは扁平な斜面でな。下にいる人が危なくてか

なわんなあ。力のある人やったらブレーキ効くけども、重

いさかいにな。もうブレーキだけで効かんでな。それが一

番怖かった。そうすっと、どうしても早く仕事がしたいね

んけど、危険が付いてきてな。仕事遅くなるな。ワイヤー

を通して、滑らんように巻いて、これをブレーキで、ズッ

ズッ緩めていくん。そりゃ重たいで。少しの下りやったら、

引くこといらん。ワイヤーさえ緩めていったら、ズッズッ

下りていくん。

木馬で木に詰められて、人、失ったこともあるな。ワイ

ヤーが押しても引いても動かんでよ、見に行ったら木馬に

挟まれとったんや。「内出血したらあかんでよ」って言う

てたんや。一緒に仲間で言ってたんや。助けた後「体調ど

うや」って聞いたら「どうもえらい」って言ってな。大体、

内出血やったら二時間やな。二時間すると死なはったわ。

木馬に曳きずられたりな、いろいろあるわな。ちょっと気

抜くとな、わずかでもそのタイミングずれるとダーっと走

り始めると止まらんでな。わしらでも木の下敷きになった

ことあるでの。よう助かった。怖い思いした。

◎建設会社に入社

前までは、木挽きして、製材して一つの所で売ってたん

やけど、素材出す専門になってな、材をドンドン出してい

って、山の方（切る木が）無うなって、三重県や湖西方面

など方々へ行ってたんやけど、それでは先が知れてるさか

いに、建設会社へ入ったんや。

最初の時、会社の人が「自動車、川越えせなあかん、困

ったこっちゃ」って言っとったで、わしが「木馬道作りと

同じように橋を架けてやるわ」って、言ったのがきっかけ

でよ。材料持ってきてもらって、ちょいちょいと（川を越

える橋を）組んだら、社長が、「何でそんな早い仕事する、

段取りええわい」って、そのうちに「会社入ってくれ」っ

て言ってきてな、わしは「そのうちまた山行くでよ」って

言ってたけどよ、そのうちに保険かけてよ、引くに引けん

ようなって、会社入ったな。

土木の会社行ったもんで土木管理技師の免許取れって、

大阪で受験講習を受けて受験、最後に論文書けって言われ

たんや。ほん時、会社での仕事は河川で砂防工事資材の運

送の経験があったさかいに、ほれで論文書いたら合格した

んや。色々な経験ので論文書くもんで、嘘書けんでな、そ

れで通ったんやわ。

集材も、昭和３８年頃に集材機を行うようになって、集

材と運材の免許、別々やったんやわ、免許が。事故が多な

ってきたさかいに、４６年くらいに一緒になって、最初は

講習会受ければ良かったんやけど、免許制度になって、そ

れまでは講習だけでいけたんやわ。

◎建設会社、退職後の楽しみ

会社を辞めてからま

た炭焼きを始めたんや。

会社辞めて一番最初に

炭焼きやったのは誇り

になったで。炭焼き初

めて教えて貰った時の

こと思い出して懐かし

かったしな。あの当時としては（炭）窯が珍しかったでな。

方々で体験教師やとか見学やとか、方々でやってな。６５

までは会社勤めて、５年間自分の好きなこと何があるかし

らんと、写真から陶芸から木工関係から、そんで結局、付

き合えんようになって。陶芸なんかでも写真なんかでも奥

が深いねんやわ。カメラは安いねんけどレンズが高いねん

やわ。とてもやないけどこれはあかん、てな。陶芸も奥深

く自分だけの窯（焼き物・陶器の窯）がほしくなる。これ

はあかん、てな。木工なら時間に追われることも無く、い

つ止めてもいいで始めたんや。みんなが教えていうで教え

に行ったりな。

雑木の輪切りをこしらえてな。子供に木の枝の切り方や、

ボンドで付けて人形や動物作りを教えているんや。木材協

会からコンクールに何か出してくれと言われて、杉の株で

灯篭を作って出したら努力賞もろた。次の年にな、子供に

教えている雑木の輪切りで森のコンサートの題で出したら

知事の優秀賞もろてな。次の年には特別賞やら、出せば何

かの賞をもらっている。

それがきっかけで方々から木工教師に来てくれと頼まれ

ているんや、子供に教えられる事もたくさんある。子供と

作るのが何より楽しいなあ。木工は面白い。

◎名人のプロフィール
橋本晃一（男） 昭和3年4月22日生まれ　75歳
滋賀県蒲生郡日野町で生まれ育ち、林業に携わり、特に木馬や架線によ
る集運材の知識・技能に長けている。多くの人が森林に興味を持てるよ
うに、町内の「グリム冒険の森」等で木工教室（木の輪切りを組み合わ
せ人形や動物作り）や町内の小学校でドラム缶による炭焼き教室を行っ
たり、炭窯作りにも出向く。滋賀県木材協会木工コンクール平成12年
度県知事優秀賞、平成13年度特別賞等を受賞する。



◎集材・運材に利用するワイヤーの継ぎ方
（割挿し）に挑戦

「これがなあ、薩摩挿しやねん。こ
れが、朝鮮挿しゆうてね、挿し方
が違うねん…最初の組み方だけ覚
えたら、（割挿しが）一番簡単や。
薩摩挿しはちょっとややこしいけ
どな…」

「山で使う場合は、これは三半（三
本ずつ）に分けんねやわ。でこっ
ちの方が覚えええさかいに。三本
三本あるやろ。三本三本、こう配
んねん…手袋そこへあるやろ…」

「これを割るやろ。これとこれを合
わすねん、こういう具合にな。こ
う、ぴちっと合うたやろ。ほいで
一本ほどくやろ…」

「…どれか一本、一番この手前のや
つ。これ、これをな、これをここ
へ、ここへ入れてここへ出てくっ
と、ここな、ここへ出てくっと…

「…で、こうゆうふうに、こう、た
たいてな、こっちい伸ばす様にな
…向こうへ締める様にして、向こ
うへ…ほんとにもう上からどんど
ん叩いていって、ほんでいけるね
ん…」

「手、突き刺さんように。針の先い、
手をもっていかんように・・もし
組み方間違うても、間違うてない
様にすんのが、プロやねん。もし、
間違うてもな・・・」

◎集材・運材の方法を学ぶ
（道具の使い方と担ぎ出しのコツ）

「昔、トビの先、直すのにな、ふい
ごの、手製の、これを吹くねん。
道具は大体こういうもんやね…こ
ういう具合にして、鉄が深いやろ
…」

「これが杖や。で、これで担いでい
くん。担ぐのに使うた杖や、担ぎ
出しの時に…これ、持って行こか。
木の担ぎ方が分かるわ…」

「道具使う時にはな、必
ず、自分の方へ、刃物こ
んように考えてやらなあ
かんね、な…」

「これが担ぐ時の杖やね
ん。ほで、山行った時に
これで寸法取ってな…八
尺ちょっとちゅうとこや
ろ、ほんで造材する訳や
ねん…」

「…ほっで、こっちの右肩ばっかし、
えらいやろ。くたびれるやろ…」

「…ほっと、これをこじ肩ってな、
こういう具合にすんね。ほっで、
こっち、両方持てるやろ…両方の
肩へいけるで、楽やろ…」

「休憩する時、こういう土手がある
やろ。こういう所へこうして、ほ
して、休憩すんね…」

「何もない時にはな、こういう生き
木があるやろ。生き木にこうもた
せて、ほんで、こうして一服すん
ね…」

【コラム】名人に入門～その技術に触れる～



◎集材・運材の方法を学ぶ
（木馬【きんま】を利用した運材）

「ここに木馬がこさえたん…これ
は、舵取る時のかすがいや。これ
が、もっとこれぐらい積むん。こ
の幅がもっと広いん…」

「大体、こうゆうふうにしてな…こ
うして引っ張んの。一人で…」

「押してきよった時には、こういう
具合にズーッともたしてな、ズー
ッと降りていくん。ほで、ワイヤ
ーを横へ置いて、これ巻くの。ほ
で、ブレーキにすっの…」

「今は動いたら危ないさかいにな、
滑りの悪い様にしてあるけどな…
バンギが順番にスーッと、こうや
って（並べて）あんね…」
※バンギ＝木馬の通り道に敷かれる丸太等

◎現在の集材場見学
（エンドレスタイラー式の架線による集材）

「ここが集材場…今日は休んではる
で。この頃は山仕事も日曜日でも休
むようになったあるさかい。休みの
日に聞きに行くことは無理や…」

「…今までやと、ここに番台こさえ
とってよ、車でコロコロッと転が
して載せる様な方法やったけど、
今はこういう機械使わはってな…」

「これがウインチや。こうして巻い
たるやろ。これ　がエンドレスで
巻いたんね…」

「これも、ほれ、同じ挿し方したる
やろ。ちょいっと違うな。ここら
間違いさかるけど、まあ、ほんで
通ったる…（出来は）おまんのが
上やで。…」

「わしやったらあっこにな、ズーッ
と一本横に木を置くねん。木を一
本括りつけんねん。ほれに皆、こ
まを付けんねやわ。ほっとこれが、
ガタガタあおっちゅらねん。チー
ンと決まっていきよる訳やねん…」

「…（ワイヤーの）太鼓巻き、回し
もうて解くと な、ほっと、撚れて
きやんけど、これをこうしたら、
撚れてきよんねん…ほんで、これ
をこう回して（太鼓を軸に通して
回転させて）解きよんね…」

◎ロープの結び方を習う
（もやい結びと高枝へのロープの架け方）

「もやい結び知ってる…これやった
ら、自動車引っ張んのでも、ワイ
ヤー引っ張っても、どうもないん
…」

「後ろへ引っ張る時、木起こす時に
な、こうするやろ。さっきのもや
い結びといっしょや…木から木へ
渡る時にもな、こうやっとくと絶
対に抜けへんやろ…」

「この前、子供のイベン
トにな、子供らに高い所
へ木のロープの架け方教
えてやってんや…高い所
へ上がんの、楽やで…こ
う回してな…」

「竿の先い引っかけて、
上げてみい。ほで、抜い
てみ。落ちん場合にはや
な、逆の方があるやろ。
これで、こう、引っかけ
んねん…竿さえあった
ら、簡単やろ…」




