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［３］ノコギリの使い方／手入れの仕方 

 

１．ノコギリとは 

 １）ノコギリの構造 

   ＊写真は里山保全作業に使用される「ばら目歯」 

    

 ２）用途 

  ・樹木の剪定、枝打ち、間伐等の時に使用され、樹木の枝、幹を切断する 

  ・「ばら目歯」は縦、横、斜め挽きのあらゆる用途に対応できる 

  ・だれでも手軽に使用できるオールラウンドのノコギリである 

 

２．扱い方 

１）使用上の要点 

  ①ノコギリの刃の目は手前を向いています。ノコギリは引く際に力を入れて切ります。 

向こうに押すのは、再度引くためです。両方に同じ力を加えると、それだけ疲れが増しま

す。 

②ノコギリで樹木を切る場合、いきなり強い力で引くと、刃が食いこんで動かなくなるので、

やさしく力を入れてひく（無理やり引かない、早く引こうとしない） 

  ③ノコギリは真っすぐに（水平、直角、斜め）に引く。波を打つ様にひいてはいけない。 

  ④樹木を切っている時に、刃を樹木（枝など）に挟まない様にする。 

   ＜樹木に刃が挟まって動けなくなった場合＞ 

・ノコギリを動かさず、樹木（枝）を荷重がかかった反対方向に動かし、隙間をつくっ

てノコギリを取り出す。 

    ・切った樹木（玉切りした玉木）が太く重い時など、樹木の重力で切り口が狭くなるの

で、樹木を切る前に下側を太さの１／４程切り込みを入れておき、次に上側から切る

ようにする。（水平になっている木、曲がった木も同様にする） 

    ・樹木（枝）にクサビを打ってノコギリを取り出す。 

  ⑤ノコギリを片手で引く場合、ノコギリの下側に手を置かない（手のケガ防止） 

  ⑥自分の目の高さより上の枝を切る場合は、目に切粉（カス）が入らない様にゴーグル（保

護メガネ）を使用する。 

  ⑦高い枝を切る時はハシゴ、脚立を使用する。ハシゴ、脚立を使っても届かない高い枝は無

理して切らない。 

[ノコギリ] 
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  ⑧ノコギリを良く見て（ノコギリの角度、方向等）樹木を切る 

 

２）太い木（直径１０㎝以上）の切り方 

  ①先ず木の切り倒す側に下図の要領で三角形の切りかけ（受け口）をつくる 

     

    

    
 

[ノコギリ] 
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  ②次に木の切り倒す反対側から、下図の要領で切っていく（追い口） 

  ③追い口は最後まで切らず、下図のように切らない部分（ツル）を残しておく 
  ④倒す方向に木を押してゆっくり倒していく 

     
２）使用に際しての注意点 

 ①ノコギリは作業開始前に、ひもやベルトに装着し、腰に下げて準備する。 

  ②ノコギリを使用しない間は必ずサヤに入れておく。 

  ③ノコギリは地面に置いたり、樹木の枝などに引っ掛けたりしない。 

   →ノコギリの紛失、忘れ防止。他人へのケガ防止。 

[ノコギリ] 
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  ④ノコギリの運搬は、人目にふれない様な物に入れて運ぶ。（ザック、カバン、袋等の中にい

れる。 

 

＜参考＞ 

 枝打ちの仕方 

 

[ノコギリ] 
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[ノコギリ] 
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３．手入れの仕方 

 １）手入れに必要な物 

  ①ウエス、又は使用済タオル－１枚 

  ②使用済の歯ブラシ、みがきブラシ、タワシ（どちらでもいい） 

  ③ヤニ取りスプレー（液状タイプ、又は泡タイプ）－１本 

  ④サビ止め（防錆）スプレー（ＣＲＣクレ５５６）－１本 

 

 ２）手入れの手順 

  ①ノコギリを使用した後は、その場、又は家に帰ってから手入れをする。 

  ②ノコギリを手や足で固定させ、歯（上刃、裏刃）に付着した切粉（カス）を歯ブラシ、み

がきブラシ、タワシなどで除去する。（表、裏） 

  ③ノコギリの板、歯の部分にヤニ取りスプレーを塗布する。（表、裏） 

  ④ヤニ取りスプレー塗布後、液状タイプは約２分～３分間を置いてから、ウエス、使用済タ

オル等で液をふき取る。泡タイプは塗布後すぐにふき取っても良い。 

  ⑤ふき取ったノコギリは、ＣＲＣクレ５５６（防錆）スプレーを塗布し、そのままノコギリ

のサヤに収納する。 

    

     ３）ノコギリの目立て 

       ＊別冊で説明 

[ノコギリ] 
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［４］カマの使い方／手入れの仕方 

 

1．カマの種類 

１）大ガマ（下刈りガマ） 図１ 

下草、かん木やつるを切り払うのに使う。柄が長いので力を入れる作業に向く。 

  
 
２）厚ガマ／中厚ガマ（木ガマ）図 2  

刃長 180mm、柄の長さ 360mm、分厚

い刃を持ち 2cm ぐらいの潅木でも

刈れる。里山管理に向いている。 

 

 

  

３）草刈ガマ（薄刃） 図 3 

軟らかい草刈、野菜切り用。軽快で

雑草刈に最適。茎の硬い葦やススキな

どの刈り取りには使用できない。 

 

 

 

 

４）砥石  

作業の途中でも切れ味が落ちたら砥ぐ

のでベルトから吊り下げる携帯用が便利。 

 

 

２．カマの使い方（１）   

図 4 に示すように、必ず親指を下にして草をつかみ、カマを地面に這わせるように手前

へ引く。カマで草などを切る瞬間から、ほんの一瞬遅らせて両手を手前に引くと切りや

すい。親指を上にして草などをつかむと、カマで手を切りやすいので注意する。カマに

角度をつけて引くと、カマがササなどの上を滑って手元へきて、手を切ることがある。 

    
図 1 

[カマ] 

 

図３ 

 

図２ 
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図 2 

３．カマの使い方（２）   

細い木を切るときは厚ガマ或いは中厚ガマを使わないと刃が欠ける。厚ガマを使う場合

は、潅木の地上 30cm ほどのところをつかみ、少し手前へ倒し、できるだけ根元を切る。

こうすると切りやすくカマの刃がこぼれにくいが、あまり倒すとカマが手元へ走り危険。  

 

４．カマの手入れ  

①カマには使用者の名前を明記する。 

②道具を使った後は必ず点検をし、樹液等のよごれを落とす。  

③カマの切れ味が落ちた場合には砥石で砥ぐなどの整備が必要。片刃と両刃があるので

注意する。 

④乾燥させた後、錆止めを吹きつけ、乾燥させ、ケースに収めて保管する。 

 

５．カマの砥ぎ方  

１）準備 

①荒砥と仕上げ砥を用意する。 

②砥石はくぼみのない平らなものを選び、5分ほど水につけておく。 

③カマを置く角材があると作業しやすい。 

④カマの内側が錆びている場合は、先にさびを取る。下に手が出ないように注意して砥

石（荒砥）を持ち、刃の傾斜に沿わせて均等に左右に数回動かし、錆を取る。 

２）一般的注意 

①角度を保ちながら研ぐ。刃物は砥石に対して角度一定の方向に前後させて研ぐ。 

②刃先からアゴまで全体にカエリが出るまで研ぐ。 

③両刃の場合 表と裏を同じ回数、角度を保ちながら研ぐ。 

④片刃の場合は表を 20 回、裏を 3回の割合で研ぐ。 

⑤裏を研ぐ時は刃物の裏面を砥石にピッタリつける。 

⑥仕上げ砥石でカエリを取る。刃先が砥石に当たるように角度を保ち、軽く前後させな

がら両面のエリを取る。 

 

 

[カマ] 
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２）カマの砥ぎ方 

①おもて 図５ 

はじめのうちは荒砥石で砥ぐ。カマの刃と砥石の角度は 15～20 度くらい。 

45 度～90 度の角度で、一定方向に前後させて砥ぐ。これを数回繰り返すと、裏にカエ

リが出る。刃元から刃先まで平均してカエリが出ると、刃がついたことになる。 

  

図 3 おもての砥ぎ方 

  

図 4 うらの砥ぎ方 

 

②うら 図６ 

仕上げ砥石で軽く前後させながらカエリを取る。 (両面を 2～3回繰り返す) 

カエリ（バリ）は指先で裏をなでると、軽く引っかかりが感じられる。 

３）参考 

砥石のあて方 

刃と砥石の角度が大きいほど、刃こぼれしにくい。 

硬いものや、刃に負担の大きいものを切る時は刃と砥石の角度を大きくして砥ぐ。

 

軟らかいものを切る時は、角度を小さくして砥ぐと切れ味が良くなる。 

[カマ] 
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H28　養成講座　大鎌取り扱い方参考資料

l.作業の基本姿勢

刃の動かしフ字

㊨崖になぎ払うように刈る
㊥大きく頴り固さ高二いように

2.大鎌取り扱いの注意事項(下草刈りより引用)

纏え1榔ナた苗木に日光が当たるよう、積木の摺り

の肇木を刈り払う作業です。諸本が周囲の葦木と
の競割こ勝てるほど大草く電つまで、数年にわた

って毎年行い害す。避幣、嚢の襲い轄轍こ符うた

め大変な作業です。

枇十!

カマの睦しい持ち歩き方

ガマを持ち歩く藻は、必ず那こカバ
-をつけ、転勤こ繭えて利き手を蜜

けておくこと。カマを霜に扱いだ〇
枚の代わ卵こして歩くと、諮繊鰐に

非瀞こ危藻。

∴　軸碕嚢離’、作業をする操は、勝の

;人との餓燭をあける。

.′’ -毀軸こぼ、カマの艮
′’∴∴さの雲篤以上の聯藩とさ

れている。

冠:もとより償い所を

刈らない

浅発が不要茂になって危験なだめ、

班っている億轟よりも貌いところ

く斜蘭の下館)を刈らないようにし
よう。

H28.8.2編集:骨K.

圏圏
は、刃を寮分のフ封こ引く感覚で

※刃の彩によっては、擬からたたき執
るように刈る鷲命も透る

大綴りしない

励りの人にケガをさせる恐れか
あるだけでなく、疲労のもとに

もなるため、大緩りはやめよう。

怒轡こ太いものを刈らない

がん未など.太くてカマで刈る

のか彩しいものは、郷里をせず
ノコギリで助るようにし末う。

一一惑溺露離乳-・一-- ・

淋愁ず為と割こ…
琳類轍こ不照憲にカマを轟くと、他人が鰭んだり漁り落ち
るなどの寝嬢がある。輩綾を起こさないために、次の点に

篤をつけよう。

⑮畠立つ場所に詳とめて擾く

㊥潜り落ちそうな螺所には離かない

㊨刃を上に向けて溺かない・カバ-をつける
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６．作業の進め方 

１）下草刈り  

多くの林縁部や林間の開けた場所などにはササやクズなど多くの雑草や低木が一面

を覆い(下草、林床植物)人が入れない状態となっている。一般的にこの地域の雑木林

を放置すると、林は密生状態になり、通風が悪くなり樹木に日光が届きにくくなる。

その結果、枯れ木ができたり、ひょろひょろに徒長したり、ツツジなどの花木では花

が咲かなくなったりする。そこで、林の目標イメージに応じ低木などを選択的に切り

取り、通風と採光を確保し人の親しめる林にする。管理作業の準備として、あるいは

目標に応じた林床の状態を目指し、下草刈りを行う。慣れてくれば草刈り機も使うが、

残す木を傷めることも多く、始めのうちは手で刈る。   

２）潅木・蔓の扱い 

雑木林の下草刈りをする場合には、見通しがよくなるようにとりあえず、草本、ササ、

イバラ、蔓性植物、小さい枯木を刈取る。伐倒木などに押えられている潅木、ササ、

小枝などを切ると、突然跳ねることがあるので注意して切る。フジやアケビのような

蔓は、花や実の楽しみを考え、不必要な物だけ切取る。この場合は、蔓が跳ねたりす

るので、まず根元を切ってから木に絡んでいるものを取り除く。大きく成長するフジ、

アケビは年一回程度根本を伐っておけばよい。クズは頻繁に伐る。キヅタやテイカカ

ヅラは成長が遅くさほど気にしなくてもよい。 

３）適期と頻度 

下草刈りを行う季節は、初夏から夏にかけてが適している。この時期、植物は成長期

にあり、来年の養分蓄積も始まっていないため大きなダメージを与えることができる。

生育力旺盛な下草では 2,3 ヵ月後には再生する植物も多いため、初夏と夏の２回かそ

れ以上の作業が必要になることもある。下草は湿っているほど刈りやすい。作業時間

帯は、朝露の残る早朝や雨の後が理想的。ササは他の林床植物に比べ繁殖力が非常に

強く、年 2～3回のササ刈を 3年以上続ける必要がある。 

４）切った木の処理 

細い木は適当な長さに揃え、つるや荒縄でしばり、束(ソダ)にしておく。それを林縁

に沿って配置し、小動物の棲みかや土砂の流出防止、樹林の肥料とする。又、樹種や

樹形を選択して、雑木クラフトや雑木アートなどの素材としても利用できる。 

カマやナタを使う場合は、切る枝と同じ側に立つと、刃物が跳ねて足を切ることがあ

る。 

枝をはらっている木が突然動き出すこともあるので、できるだけ幹の山側に立って作

業する。特に、利き枝(その枝が木を支えているもの)を切る場合は、必ず山側に立つ。

利き枝は一気に切らず、まず軽く刃物を当てて様子を見て、安全を確かめてから切る。 

５）少し太い木 

カマよりもノコギリのほうが切りやすく、切り口と反対の方へ少し倒しながら切ると、

楽に切れる。カマでは、どうしても水平には切れないので、刈ったあとを剪定鋏で地

際から切りなおすことも必要。 

 

 

[カマ] 
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７．作業中の注意 

１）作業中は、道具の使用、倒れる木など、常に他の作業者の安全に配慮して行動する。

互いに接近して作業するのは危険なので、安全な間隔を保って作業するように注意

する。 

作業中に道具を振りまわすと、他人に触れたり潅木に触れて、手元が狂って危険なの

で刃物の取り扱いは慎重にできるだけコンパクトに動かす。  

使用していない道具の安全についても気をつける。カマは、歩行中は刃をケースで覆

い、作業場所で一時使用しないときは、刃を地面に突き刺しておく。 

作業現場へいろいろな道具を持ち込むのは危険であり、見失ったりするので、さしあ

たり使用しないものは、現場から離れたところにまとめて置く。 

斜面で作業するときは、必ず足元を確認し、足場を固めたうえで、自分の得手となる

方向で作業する。 

２）道具の使い方は、現物でポイントを伝える。 

安全上の基本的な動作はくり返しの注意が必要だが、目に余るクセや危険を予知でき

そうな行為については、実際に作業中に誤りを指摘された方が判りやすい。  

３）管理作業は計画的に行うため、その日の作業の目標は当然決まっているが、決して

それをノルマにしない。やれることを気楽な気分で行う。作業を強要することは止

め、時間にも余裕を持つようにする。特に食事時間や遊び・ゲームなどは工夫を盛

り込み、時間も充分に取る。 

 

８． 林業家のアドバイス 

里山の保全管理作業は傾斜のある林地で、刃物を使い、慣れていない者が複数で行う

ことが多く、危険が伴う。林での作業に熟達している林業家のアドバイスを紹介する。  

①力を出すよりカマを砥げ。   

②山に着いたら、すぐ仕事を始めてはいけない。道具を砥いだり、火を燃やして語っ

たり、たち上げを十分にすれば、ケガも少ない。「ツールボックス・ミーティング」。  

③下刈りカマの持ち方に注意。まさか、担いだりしてはいないでしょうね。首切る。  

④下刈りカマ、刈り払うというより、ひっかけて引くという感じ。  

⑤下刈りカマ、両刃が使えると、往復刈れて効率が良いのだけれど、うまく研げない。  

⑥スス竹などのある場所の下刈りは、カマで刈ると危険。刈った跡は剣山よりも鋭い。  

⑦道具類は使用後の手入れや損逸などのリスクがあり、できれば各自が所有するのが

いい。特に刃のものは切れ味にくせがあり、日常的な手入れも欠かせないことから、

できる限り共用としない方がよい。 
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［５］ナタの使い方／手入れの仕方 

 

１．ナタとは 

 １）ナタの構造 

   
  (写真は「地産地消を楽しむ」の HP より) 

 

 ２）用途 

  ・重量と刃の厚みを利用し、枝を払ったり、薪や竹を割ることに利用 

  ・通常は片刃で、利き手により方向性がある (上記写真は右利き用) 

 

２．扱い方 

１）使用する前に 

  ①ひもやベルトを利用し、腰に下げる形で装備する 

  ②鞘(サヤ)がセットになっており、使ってない時や移動する時などは必ず鞘に収める 

  ③使用し、刃先が磨耗し切れ味が鈍ってくると作業能率も落ち、疲労度も増すので、

使用後は適度に研磨するように 

２）使用方法と使用に際しての注意点 

 ①そのものの重さを利用し、枝払いや薪／竹を割る。その際、ナタを振る方向には足

を決して置かないこと 

  ・例えば、倒した木の枝を払う際には、払う枝の幹の反対側に立ち、自分の体のほ

うに滑った刃がこないようにする 

  ②重さを利用して使う道具であり、腕の疲れとともに重さが増してくる。制御できな

くなりそうになったり、無理と感じたら、休むこと。 

 

３．手入れの仕方（ナタの研ぎ方） 

 １）砥石について 

  ①「研ぐ」とは、砥石に刃先を押し当て、加圧と摩擦を繰り返し刃先を研磨すること 

  ②砥石には、荒砥石、中砥石、仕上げ砥石の３種類がある。 

   ・荒砥石：砥粒が大きく荒く、刃物を研磨する力が大きい。大きな刃こぼれの修正

[ナタ] 
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や、刃の角度を変えたり、一気に荒おろしする際に利用。 

   ・中砥石：荒砥石より砥粒が小さく、研磨する力と磨く力を併せ持ち、通常のメン

テナンスにはこれだけで十分。 

   ・仕上げ砥石：中砥石で研いだ後でも、まだ小さい傷はあり、これをなくし刃先に

より切れ味を出すために使用する。 

③プロは作業効率をあげるため、荒砥石 → 中砥石 → 仕上げ砥石と使い分ける

が、我々の活動では、大きな刃こぼれの修正には荒砥石が必要だが、通常は中砥石

で十分であり、以下、中砥石を前提に説明。（各倉庫にも荒砥石・中砥石のみ用意） 

２） 研ぐ前に 

①砥石からブクブクと泡が出なくなるまで（約５～６分）水に浸けてたっぷり水を含

ませる。 

砥石に水を含ませるのは摩擦熱で刃に変な焼きが入ったり、摩擦熱が冷める時に

刃の焼きが戻ってしまったりするのを防ぐため。刃におかしな熱が入ってしまうと、

切れ味が落ちたり、刃先がもろくなって欠けやすくなったりするので、必ずたっぷ

りと水を含ませる。 

②砥石が動かないように濡れ雑巾などを敷いて、水平な場所に砥石を置く 

 ３）研ぎ出し：刃先側を研ぐ 

①刃を手前に向け、砥石に対して斜め（約４５度～６０度）に構える。 

②両手の親指を切刃の裏に乗せて、親指の腹で力加減をコントロールする。 

③刃を斜めにすると、刃と砥石が接する面積が大きくなり、ストロークも大きく取り 

やすくなる。 

 (砥石と刃を直角に構えると、ストロークを大きく取りにくい。また、刃角を一定

に保ちにくく、しゃくり研ぎになりやすい) 

④刃角を一定に保ったまま、平行に押し出して研ぐ。押し出す時に力を入れて研ぎ、

手前に引く（戻す）時には力を入れない。 

⑤引く（戻す）時に力を入れると、刃で砥石を削り取って砥石の表面を荒らしてしま

う。また、そうして荒らした砥石に刃を引っかけて刃先を潰してしまい、当然いつ

まで研いでも刃は付かない。従って、慣れないうちは、引く（戻す）時は刃を砥石

に付けずに浮かすようにすると良い。 
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(写真は「地産地消を楽しむ」の HP より) 

 

⑥片刃の場合、基本的に切刃を砥石にべったり付けてベタ研ぎすれば良いが、あくま

で研ぐのは刃先であって、しのぎの方をいくら研いでも刃が付く訳ではないので、

刃先が常に砥石に当たっている状態を、親指の腹で意識するようにする。 

⑦途中、何度も砥石に水を与えながら、刃先のあごから切っ先までまんべんなく、刃

先に薄く均一にメクレ（＊）が出るまで研ぎあげる。 

 （＊）メクレというのは刃先にできるバリのことで、指で触るとザラザラするので

わかる 

 ４）裏研ぎ 

①まんべんなくメクレが出るまで切刃を研ぎあげたら、軽く数回裏研ぎして、メクレ

を落とす。 

②研ぎ出しは常に刃面（切刃）で行い、裏研ぎは単にメクレ（バリ）を落とすだけ 

③裏研ぎは切刃と反対の面になるので、手前に引く時に研ぐ。 

④裏研ぎで表にメクレが出たら、表裏と軽く研いでメクレを落とす。 

⑤裏研ぎする際はベタ研ぎせず、棟（峰）を少し浮かせて刃先だけを砥石に当てて研

ぐようにすると、 

 刃先の先端が若干鈍角になって欠けにくくなり、刃持ちがぐっと良くなる。 

 ５）仕上げ 

①研ぎ上がったナタは、研ぎ汁をきれいに洗い落とし、赤錆が浮かないうちに素早く

水気を拭き取って完全に乾かす。洗う時は柄を不用意に濡らさないように注意する。 

②完全に乾かしたら、刃面に錆止めを薄く引いてから鞘に収める。 

 

 

以上 
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