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1. はじめに

東草野村甲賀(現在の米原市甲賀)の炭焼きについては、「往古よ

り良質の炭を生産する村である」事が村共有文書(1)、浅井郡誌(2)な

どに記載されている。その証拠は、村を囲む七尾山系と伊吹山系の

山裾に十数基の炭窯跡が点在して残っている。

もちろん、炭焼きをしたのは村の周辺の山だけではなく、北は甲

津原の奥山、東は岐阜県境まで、いずれも徒歩で片道２から３時間

をかけて行った所が主である。椎の木やナラの木などの雑木以外

に、曲谷から下の山々には赤松が豊富に生えており、火力の高い炭

が生産できた。西岡常一氏は、コークスではなく、松炭で無ければ

良い刃物は出来ないと言っている。

炭焼きの歴史については、詳しい文献が残っていないが、古くは

鎌倉時代以前に遡る事が出来るのではないかと思われる。旧東浅井

郡東草野村 (甲津原、曲谷、甲賀、吉槻、上板並、下板並) 地域に

は、縄文土器も発掘されているが、時代が下って保元の乱には源頼

朝が野瀬を超えて甲賀から甲津原の石楠花谷に逃避し、一冬を過ご

して岐阜の青墓へたどり着いたと言う伝説が伝わっている(3)。

したがって、この頃から既に村が存在しており、少ない田畑だけ

では生活が成り立たないので炭焼きを生業にしていたものと思われ

る。例えば甲賀は、現在、過疎高齢化で２０戸そこそこであるが、

昔の観行寺過去帳には60から70戸の家名がある事を考えれば、その

事は容易に推測できる。

ところで、火や消炭は石器時代から使われていたが、炭窯を使っ

た炭の生産は、恐らく胴や製鉄の技術が伝わった、弥生時代の中期

頃と考えて良いであろう。少し時代は下るが、息長一族は製鉄の職

人集団であったと伝えられ、米原市一帯から長浜市にかけて居住し

ていた。また、湖北には日本最古(現在の発掘では)の製鉄炉跡（木

之本町古橋

　　　　国土交地理院　地図 製鉄遺跡など）が発掘され(4)、鉄に関係する地名に金居原、金糞

岳、タタラ、伊吹、などが数多く残っている。古くから製鉄技術の

伝播と良質の鉄材が入手できたことを考えれば、製鉄と炭窯は一対

もものであり、すでに築窯の技術もその頃には湖北に伝わっていた



と思われる。

余談になるが、教科書ではこの頃の様々な技術伝播が大和を中心

に全国へ伝わったと教えているが、私は必ずしもそうとは思ってい

ない。中国大陸の人々が朝鮮半島を経て、数年の間に数百人単位で

日本海から我が国へ渡来したことが、古事記に書かれている(5)。九

州や出雲から上陸した人々もいるが、何割かの人は若狭湾を経て湖

北に渡来し、畿内へ亘っていったと考えている。

その幾つかの技術集団が地名となって、秦や弓削、錦織、湯次な

どと呼ばれて今日まで伝わっている。このような事を考えれば、大

和からの二番煎じの技術ではなく、ある部分では湖北に最先端の技

術が定着していたと思われる。その証は、息長豪族が古代の天皇家

を代々に亘って支えた所以であろうと思われる(6)。

たかが炭窯の事に古代史まで書かなくても良いと思うが、本稿で

は、日本の歴史を動かした国友鉄砲との関連を書くために、その背

景を理解する意味で一言した。

2.　炭窯の作り方

炭の種類は、大別するとその消火方法の違いによって黒炭と白炭が

ある。黒炭は、古来から広く普及した製炭法で、ナラ系の木材を原料

にする。焼成後、窯の中で冷却してから取り出す窯内消火法によって

製炭される。白炭と比べると火持ちは短いが火付きが良く、高い燃焼

性を持っているために、金属鍛錬や製鉄には必要不可欠な燃料であっ

た。当地では赤松の炭も生産したが、この木の油質の構造的な特徴は

高い燃焼性と共に、日本刀の原材料となる玉鋼を作成するたたら製鉄

に多く使用された。

ここでは、東草野地域に伝わる、黒炭の製法について述べよう(7)。

炭窯は、良質の炭を生産するのに重要なツールである。窯造りは、山

の木の茂り具合と地形から、何処に窯場を作るかを決める事から始ま

る。通常は、切った木を集荷し易いように谷合になった地形の下部の

ような所を選んでいる。この他にも、窯の天井部に使うための赤土の

粘土が豊富な所、作業用や火の用心のために水のある所、出荷し易い

所など、様々な要件を満たす必要があり、築窯も十年以上の経験がな

いと完全なものは出来ない。

　　窯作りの最初　　　　　　　　　　　　　出入口の桁石

　 　

窯の製法は、土石等で壁面の部分を覆って窯を築きあげ、「床」は

奥を入り口より低くする。窯の内部の床から煙の出る石積みの煙突を

作る。この煙突の下部は、人がドッカリと座れるぐらいに奥行きをと

り、上部は除々に穴を細く絞りながら積み上げ、後に上へ煙突を立て

る。

次は、窯の出入り口と周囲の腰部を作る。窯には、「大正窯」と

「在来窯」が有る。在来窯は、口が一つで高さは１５０㎝程で、巾は

原木や炭が出し入れできる８０㎝程である。入り口上の桁石は一番長

い石を二重にし、二枚目の石をヒサシの様に少しズラして重ねる。ヒ

ビのある石は高熱に弱くて、ボロボロになるので使用しない。

内部の周囲の腰部は、石で８０㎝位に積んでいき、上部に段を作

り、その外周りを４０㎝ぐらい高くして、天井部の土が逃げない様に

する。石の間に赤土または「焼け土」をはさみ隙間を無くするが、以

前の窯跡地の焼け土は窯の「命」であり、土一升は米一升といわれ大

切にされた。これはセメントよりこのほうが熱に強いからである。こ

のように、初めは天井部のない窯を作る。窯の形は、奥が広く口が狭

い形にして、天井は貝殻を伏せた形が一番良いと伝えている。

出入口と腰の部分の石積みが完成すれば、その中へ原木を詰め込ん

でその上に天井部分を作る。立てる木は、先ず一番奥の煙突の穴の前

からで、そこは、少し間隔を開けて立てる。周囲の腰部には、1ｍ程

に切った木を、曲った根元を上にして内側に向けて天地を逆にして立

てる。屋根の立ち上がり部分の角が丸くなっており、そこへ沿わすの

に丁度良い。そして、一番高い木(腰の高さの二倍:2ｍ位)を入り口よ



り1ｍ位控えた所から形よく奥へ立ててゆく。木立ては、中央部(2m)

から腰部(1m)の高さへ短くしながら根元を下にして並べ、隙間なく高

さを木の切れ端で調整して均し、貝殻を伏せた形に揃える。

つぎは、「窯打ち」である。６人くらいの人に手伝ってもらい、窯

全体の天井部にムシロを敷き、その上へ均一な分厚さに赤土を敷き詰

める。土と水がうまく混ざらないと落盤の原因になる。赤土は、

「杵」で頭の上まで振り上げて打ち下ろし、力いっぱい打ち突ける。

全体にその作業を繰り返して、水分が浮かんでブヨブヨの土になるま

で、何度も打ち続ける。天井は、下手に作ると火を入れて燃やした時

に、ひび割れがして煙が潰れ、木が燃えてしまうので、慎重に仕上げ

ねばならない。最後に窯全体を覆う外屋根を作ると窯場の出来上がり

である。

3. 炭焼きの知恵

いよいよ炭窯への火入れである。炭焼きで炭を作る事も大事である

が、肝心な事は良い窯作りが重要な仕事である。作ったばかりの初窯

（はつかま）は、窯の前で火を焚いて、天井部や腰部の土を乾かして固め

る目的がある。土が乾くと同時に煙の出る所を塞ぐ補修をしながら固

める。土の色も白くなり堅くなったら、煙突を立てて、窯の奥まで火

が入り、熱気が入るように沢山焚く。煙突からは、白い色の煙が出る

が木からの「ゆげ」であって、煙りでは無いと言われている。

窯の中の木に火が点火すると、それからは「木の蒸し焼き」状態が

始まる。煙突から立ち上がる煙は、白い色から少し水色または空色に

なり紺色に変わり、木酢の辛い匂いが漂ってくる。これが窯の中の木

に上から火が付いた目安である。木に火が付いたのが解る事が、実は

大変難しいが大事なのである。これを見逃すと窯の中の木は全て灰に

なってしまうからである。

このタイミングで、入口から火を焚くのを止めて、そこに石の戸を

立てて蓋をして赤土を塗りつけ、下部に縦２０㎝横３５㎝ぐらいの風

穴を残す。風穴以外は、煙の出る所を目張りして、辛い匂いが甘くな

るまで、少しずつ焚き続ける。窯の中は徐々に高温になり、700度程

度まで上がっていく。火を焚くのを止めて徐々に風穴を少しずつ、小

さくしていく。縦１０㎝横１２㎝くらいまで狭めると、一日半ぐらい

で煙の色が水色または蒼(あお)色になり最後は透明になる。この時点

で、風穴も煙突も外して完全に蓋をして密閉する。一口窯の場合、煙

の色が透明になった頃に風穴から窯の中を、覗くと見事な火の世界

で、木が真っ赤な火になってスカーと見える。窯を塞ぐのが早過ぎて

も駄目で、逆に遅いと窯の中の炭が灰になる。失敗話は多々ある。

密閉後は、窯の内部の火が消えて、窯の熱が冷めるのを待つのみ

で、５～６日待つと、石の戸を開けて窯の中に入り、出来上がった炭

にお目にかかれる。長い炭を切って炭俵に入れて出荷する。
窯打ち　　　　　　　　　　　　　　　竣工式

　 　

「東草野炭焼き保存会」(代表法雲)が自費で村の近くの山裾に復元

した「大正窯」は、冬季の積雪などで窯が潰れる欠点を無くすため、

天井部分に耐火レンガを使用して耐久性をもたせた。大正窯の形状の

特徴は、点火口と別に原木を窯内に詰込み又は炭を取出す口を作った

二口窯である。点火口の奥には固定した障壁を設けてその上部から火

を内部へ進入させて燃焼させる。通常の一口窯より収炭率が高く、品

質も良好な炭ができるのが利点である。

　　　　　火付け　　　　　　　　　　3昼夜焚く



　

また、窯の中で原木の上部から火が付くため、失敗が少ない。ただ

し、点火口から内部を覗けないので、炭の焼き具合は判からないが、

煙の色を見ながら火の調整をして火口を徐々に小さくして密閉する。

焼成後、窯内消火法や冷却は、前記と同様である。この窯は、焼き方

にも技術を要するが、貴重な窯として熟練した人によって伝承されて

きたものである。築窯の方法は、一口窯とほぼ同様である。焼けた炭

の取り出しは、点火口ではなく、取り出し口を開いて取り出すのであ

る。また、二度目からの炭焼きは、取り出し口から原木を窯内に詰め

て、点火口から焚くことになる。

4. 炭の出荷と冬仕事(7)

炭焼きの期間は、雪が消える4月上旬から11月下旬頃まで8か月余り

で、家族単位の仕事である。田を耕作しない人は、この間ズット山仕

事で雨の日も風の日も通った。製品になった炭は、上級品を四角の茅

製俵に、中級品を丸の茅製俵に、下級品を藁の俵に入れて出荷した。

炭焼きの盛んな時代には、炭俵は必需品であり、一冬に300枚から500

枚を編んだのである。俵編み具は、長さ70㎝ほどの棒の両端に足を付

け、細縄を巻いたコマを四つ付けた俵編みの道具である。別名でウマ

とも言う。この器具に秋口に刈り取った茅を置いて、コマを上下交互

に動かし左右交互に折って俵を編む。また、藁を用いて同様にコマを

上下交互に動かして、藁の俵を編む。ゴザを編む要領である。

編み上がった俵の両端には、山で柴を折って四角や丸の形にして、

炭窯から出した炭を切って入れた。一俵は15㎏程あり、これを男性は

5～6俵、女性は2～3俵、セタに背負って山から家まで出し、家から10

～15㎞の道のりを売りに出かけた。

大抵の人は甲賀から吉槻を経て七曲峠(昔は県道であった)を越え、

鍛冶屋か岡谷に下した。そこに仲買人が居たのである。また、別の道

は、甲賀の西山にある黒谷越えで野瀬の仲買人に下した。よほど馬力

のある人は、国友まで運んだのである。勿論、国友まで運べば値段は

格段に高く売れた。後には、東草野の地元にも仲買人ができ、その人

達は、馬を使って運んだ時代もあった。

冬季は、山仕事に使う炭俵、わらじ、ミノ、縄などを作った。大人

は各自の家で、青年は村の誰かが所有する小屋で作業をし、先輩から

さまざまな物作りの方法や村の伝承事を習ってきた。

ワラジとゾウリ(草鞋・草履) は、藁を材料にして一年間に家族が

使用する分を各家々で冬の間に作った。家族の多い家では、一軒で数

百足のワラジや草履を作る必要があった。ワラジは後ろに紐のついた

もので、山仕事などや遠くへ行くときに履いた。草履は鼻緒のように

付いた紐を足の親指に挟んで履くものである。ワラジも草履も使い捨

ての履物であり、平地でも2週間も履けば形が砕けてきて履けなくな

る。山仕事などにはワラジを二枚重ねて履くこともあった。

ワラジや草履を作るには、まず藁を打って袴を取り、藁をしなやか

にして細縄をナウことから始める。足の指に掛けた四筋の細縄に交差

するように藁を重ね、両端を内側へ織り込んでいくが、できあがった

ワラジは地域によって微妙に異なる。　

日本には、ワラジや草履、木靴が鎌倉時代から普及したと書いてあ

る書物が多いが、中国には西暦以前からその歴史がある。そして、日

本には仏教の伝来とともに仏具として草履や木靴が伝来している。こ

れらの事から考えれば、奈良時代かそれ以前に伝来していたのではな

いかと思われる。

ワラグツ(藁沓/藁靴) は雪中で用いる、わらで編んだ靴である。全

国的に見ると、その形態や着装の差異から、爪掛つきのワラグツ、短

靴式の浅沓でジンベイやゲンベイ、長靴式のフカグツ(深沓)の四系列

に分類できる。中国北部にもワラグツはあるが、日本のほうが種類は

多いようである。

ミノ(蓑) は、今日の雨カッパに類するもので、編み笠を被って肩

からミノを着て出かけた。ミノには藁で作ったものと棕櫚(しゅろ)で



作ったものとがあるが、当地のミノは藁ミノが中心で、雨にぬれると

重たくなるが雨をよくはじくため、着ていると寒い日でも体が温まっ

た。棕櫚のミノは軽いが雨がしみてくることが多いようである。

　　　ミノ(蓑)　　　　　　　　　　　　　　　 ワラグツ(藁靴)

　

ミノの裾は編まずにバラしてある。雨水がそれを伝って滴り落ちる

ように工夫したものである。また、藁ミノから落ちた雨水が腰や足に

かかって裾がぬれるのを防ぐために、下には腰ミノをつけた。ミノ笠

を着用した歴史は『日本書紀』にも出てくることから古い。ミノを作

るのは冬季の仕事であり、3～4日をかけて一着を仕上げたという。ま

た、器用な人は、鎧ミノという鎧に似た複雑なミノも作っていた。

テンゴは、ガマの葉を使って山行きの小道具や弁当を入れる籠(テ

ンゴ)を編んだ。葉が柔らかく何にでも使えるので重宝したが、今日

で言うカバンである。ガマの葉では、テンゴの他に四角や丸形の籠も

作られた。テンゴを編む紐は、シナの木の皮を剥いで水に漬けておき

外側の粗い皮を省いた内側の皮で編んだものが用いられた。白くて上

品で、強い紐である。

5. 国友鉄砲鍛冶と甲賀産の炭

甲賀では、明治期で一戸当たり年間に50～60俵(900㎏)程の炭を生

産していたようである。戸数は６０戸余りであったから、約５４ｔの

炭が出荷されていたのであろう。東草野6カ字では、年間３２４ｔ前

後の炭が生産されていたと思われる(8)。甲賀産の良質な炭は、古くか

ら鍬・鋤などを製産する鍛冶師の所や民間の需要に応えて出荷され

た。

鋳物師や鍛冶師は、「金屋と呼ばれ」「渡り歩きの風習」を有し、

木地師と同じように時には集団的で移動した(9)。それは、原料や燃料

の入手や運搬の不便により、また精錬の際の特殊な事情によって有利

な条件の地域を選んで移住したからであろう。その風習は、鎌倉時代

以前から江戸時代初期頃まで、そうであったと伝えられている。鋳物

師は、五畿七道諸国を往反して、鍋・釜・鍬・鋤などの鉄製品のほか

に布絹類や米・大豆・ 小豆なども売買したことから、各地に同族的

労働仲間をもち、互いに連絡を取り合いながら移動した可能性もあ

る。

当時の鍛冶とは、玉鋼を鍛えて刃物の原材料の鋼を作る鍛冶屋の事

である。鍛冶の作業工程は、刀鍛冶の場合、炭素量のそろった良い玉

鋼約６.８ｋｇを積み沸して鍛えるが、荒焼きの鍛冶はそのまま長方

形にまとめて打ち伸ばす。その後二番焼き・三・四・五と四回折り返

しながら焼き鍛錬を繰り返し、最後は幅３ｃｍ厚み６ｍｍ長さ９０ｃ

ｍ程の大きさに鍛造する。このように作る和鉄には、松炭が不可欠で

ある(10)。鍛造作業は、体力の要る仕事で、横座一人先手の鎚打ち四

人とふいご吹き一人の六人が１チームで、午前２時頃から午後３時ま

で作業して普通４本を作り、１本鍛えるのに木炭が六俵半必要だっ

た。１チームで1日に26俵を使う事になる。作った玉鋼の荒焼板は、

原材料を支給された問屋へ納め、自給のものは他の鍛冶屋に売った。

国友ではどのような仕事であったのだろうか。国友の地名は、天平

神護1年（765）、百済から渡来してこの地に封ぜられた学頭「国友」

の名に因んだと伝えられている。そして、室町時代の将軍足利義晴が

天文13年(1544)2月に鉄砲製作を命じられたとの伝承があるように、

古くから鍛冶師が多く住んでいたと考えられる。また、この頃から鍛

冶師の集落が出来ており、刀剣づくりをおもな仕事とし、そのほかに

も鉄の打ち物と手細工の技術の高さが知られていたと伝えられてい

る。やがて製鉄業と鍛冶術が発展し、江戸時代に入ると国友村は和泉

国の堺と並んで日本の二大鉄砲生産地として全国的に知られるように

なったのは、多くの人が知る事である。

　前記した鍛冶師の移住や、製鉄の材料となる良質の原料が出雲から

敦賀に陸揚げされて容易に入手できたことは、国友が製鉄業で盛んに

なる起因になったであろう。



●
● 火縄銃における鉄の使い分けのイメージ

　　　安来市教育委員会文化財課　鉄の道文化圏推進協議会事務局　資料より

安来市教育委員会文化財課の資料によれば、近世の鉄砲産地であっ

た長浜市国友町では「出雲の鉄は最良」と伝えている。実際に火縄銃

で出雲鉄がどう使われていたのかを調べると、戦国時代の銃身では、

尾栓の雌ねじ(銃身側)の素材として瀬戸内の「三原鉄」を熱間鍛造し

て用いる一方、雄ねじ側には「出雲鉄」が多く使われていた事がわ

かった(11)。鉄の結晶粒内に含まれる鉱滓（炭素、ケイ素、ﾆｯｹﾙ・ｸﾛﾑ

等の含有率）の違いによって、三原鉄は「硬くて脆い」し、出雲鉄は

「粘り強さ」があった。当時の鉄砲職人は、それまで日本になかった

「ネジ」という構造に対応すべく、それぞれの鉄の素材特性と加工特

性(特に火造り時の槌当りの軟らかさと変形の度合い)を見分け、国友

の鍛冶師が創意工夫をして製作していた事が伺える。

　鉄砲を作る以前まで日本には、ネジの技術が陶器や木工にはあった

かも知れないが、鉄材で中が空洞になった筒を作る技術やネジの技術

は存在しなかったと考えられる。真金と呼ばれる心棒に瓦金と呼ばれ

る細長い矩形の板を熱しながら螺旋状に巻き付けていく。前記した荒

焼きの板金である。次に葛巻にする巻張り工法である。心棒となる真

金は、筒の形を生成した後に抜き取り、その部分が空洞となって筒が

出来る。

真金を外して加熱した後に再び真金を差し込み、金槌で叩いて鍛錬

する。焼き入れ・焼き戻しの作業を何度も繰り返すことで、鉄はより

強靭な銃身に仕上がった。刀を作る時の工法と同じである。 最後に

両端を滑らかに加工して銃身が出来上がる。この技術が命中率を高

め、銃身の硬さと安定をもたらし、名鉄砲の誉を全国に知らしめた。

　この工法は当時、日本独自のものであり、ポルトガルなど外国製の

鉄砲は、鋳型(いがた)を用いた筒で何発かの銃弾を撃つと銃身が破裂

する危険があったようである。しかしながら、国友に代表される日本

製の鋼鉄製法の鉄砲の銃身は、硬くて容易に破裂しなかった。

　ところで、これらの作業工程は、前記の玉鋼作りの作業から考える

と、六人が1チームとして、細筒(口径11ｍｍ)でも相当の工程が掛っ

たであが、大筒(口径24ｍｍ)あるいは大砲になれば、途方もない大作

業になり多くの作業者と鉄を確保したであろう。大作業になるほど、

大量の炭を必要としたに違いない。

しかも、御上からの受注となれば、材料を整える段取りも狂いが

あってはならない。そんな事で、甲賀村にも「6,000俵の炭を間違い

なく納品されたい」という発注書が届いていた伝えがある。国友が隆

盛を極めた最盛期には70軒の鍛冶屋と500人の鍛冶職人が居たことを

考えれば、フル稼働すれば1日に炭2,000俵(30ｔ)程度を必要とした事

が推測できる。このように、炭を大量に消費する国友の活況は、その

まま甲賀あるいは、東草野地域全体まで連鎖し、地域が潤うとともに

炭焼きに専念する事ができたのであろう。
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