草津の古代を掘る２０２１
－草津市の最新文化財情報－

さかきざし

発掘調査ってこんなことします！－ 榊 差 遺跡の調査事例を中心に－
草津市教育委員会

歴史文化財課

馬場将史

○はじめに
私たちが昔の出来事を知ろうとする時には、様々な方法があります。図書館などで関連する歴
史の本や古い新聞記事を探すのも１つの方法です。そして、学校の先生や家族、地域の人々の話
を聞いてみると、新しい発見につながることもあります。
これらは、文章や記録、あるいは昔の記憶から過去に起きたことについて調べる方法ですが、
もっと昔、文字の記録がない、もしくは記録が少なく当時を知る人もいないような昔のことを調
べる方法にはどんなものがあると思いますか。
こんせき

私たち歴史文化財課では、「発掘調査」によって昔の人々の痕跡を記録し、地域の皆様にお知
らせすることを仕事の１つとしています。今回の発表では、ＪＲ南草津駅の南西に広がる、「榊
差遺跡」の令和２年度の発掘調査成果を中心に紹介し、この発掘調査や成果について皆さんに知
っていただきたいと思います。
○発掘調査とは
発掘調査とは、土の中に埋まった昔の痕跡を調査し、当時の人々の生活の痕跡を記録すること
を言います。具体的には、土を掘って昔の建物や古い土器などの有無を調べ、どこからどのよう
なものが出てきたかを図面と写真で記録します。この際、その場所から動かすことができない昔
いこう

の痕跡(建物跡、柱穴、井戸跡、溝跡等)を「遺構」、これらの中や何等かの要因で埋まった土の
いぶつ

中などから出てきた、動かして持ち帰ることができる昔の痕跡(石器、土器、瓦、木製品等)を「遺物」
と呼びます。
この遺構、遺物が存在する土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地(一般的には遺跡と呼ばれるため、
これ以下は遺跡といいます。)」と呼んでおり、２０２１年１０月現在、文化庁のＨＰによると、
「全国で約４６万カ所あり、毎年約９千件程度の発掘調査が行われて」います。草津市にも、
１５３ヶ所の遺跡があり、状況に応じて必要な調査を行っています。
近年は、大規模な宅地造成が行われたこともあり、標題にもある榊差遺跡ととその周辺での発
掘調査件数が増えています。
野路岡田遺跡
中ノ沢遺跡

ＪＲ南草津駅

南笠古墳群

榊差遺跡・榊差古墳群
西海路遺跡
黒土遺跡
野路小野山製鉄遺跡
笠寺廃寺

広野遺跡

［図１］ 榊差遺跡ほか 周辺遺跡地図
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私たち歴史文化財課では、遺跡が存在すると考えられる土地で開発工事が行われる前に、発掘調
査を行っています。その種類や手法の紹介をしたいと思います。
○発掘調査の種類
発掘調査等は、
「文化財保護法」に基づくもので、開発によって遺跡が壊れる前に調査を行い、
現地に残された遺構・遺物の情報を記録し、未来に残すことを目的としています。
発掘調査（遺構の配置等の記録や遺物の回収）が完了した土地は、工事が行われ、現地に残さ
れた遺跡が失われてしまうため、この情報を記録する発掘調査はとても重要です。発掘調査では、
主に出土した土器などの遺物からその時代を推測し、遺物や遺構の種類から、どのような性質の
遺跡がその場所に広がっていたのか明らかにすることができます。このように文字がなくても、
時代が分かることがあるのです。
発掘調査はその方法により、主に３種類に分けることができます。
たちあい

①立会調査
ようへき

ガス管や水道管の埋設や擁壁の設置等、ごく狭い範囲
で遺跡に影響を与える工事が行われる場合、歴史文化財
課の職員が現地で状況を確認し、遺跡の有無を確認しな
がら工事を実施します。遺構や遺物が見つかった場合に
は、写真・図面による記録保存を実施するとともに、遺
物の回収に努めます。
しくつ

②試掘調査
開発工事の対象となる土地の一部を、重機などを利

［写真１］立会調査の様子

用して掘削し、遺跡の有無を調べます。概ね、土地全体
の１０％以下を標準とし、土の中に遺跡が眠っていな
いかどうかを調べます。１００㎡前後の住宅工事から、
１０，０００㎡以上のとても大きな宅地造成工事まで
様々な開発工事の事前に行っており、榊差遺跡では南
草津プリムタウン土地区画整理事業に先立つ試掘調査
により、遺跡の広がりが明らかになりました。なお、小
さい面積の場合、試掘調査は、半日程度で終了します。
③本発掘調査

［写真２］試掘調査の様子

試掘調査によって対象となる土地に遺跡の存在が確認され、その開発工事の内容が遺跡に影
響を与える場合（壊してしまう場合）に行う調査です。
写真・図面等で記録を行い、得られた知見を報告書にまとめます。報告書を発行するために
現地で撮影した 写
真・現地の図面を編
集し、出土した土器
の図化等の室内作
業を、「整理業務」
といいます。

［写真３］整理業務の様子
2

［写真４］ 本調査の様子

○令和２年度以前の榊差遺跡とその周辺の調査成果
草津市は、縄文時代から江戸時代にかけての様々な遺跡が確認されていますが、近年、特に大
きな成果があったのが榊差遺跡とその周辺に広がる榊差古墳群・黒土遺跡に該当する範囲での発
掘調査でした。
平成２２年度から平成２３年度にかけて、南草津プリムタウン区画整理事業予定地にて試掘調
査を行い、その大半において古墳時代から室町時代にかけての遺跡が見つかり、そのうち道路と
なる部分について、平成２７年度から令和元年度にかけて本発掘調査を実施しました。
これらの本発掘調査によって、榊差遺跡とその周辺では、平成２９年度から３０年度にかけて
ちゅうぞう

じゅうきゃく い が た

日本最古級の 鋳 造 遺構(写真６)と、日本最古の 獣 脚 鋳型（写真５）が見つかり、貴重な成果を
広く知っていただくため、現地での説明会を開
催し、また、テレビや新聞等で大きく取り上げら
れました。さらに、日本最古のものとなる可能性
がある仏像の光背のものとみられる鋳型が同調
査区（調査のために掘削した単位）の中で見つか
り、これも新聞などで大きく取り上げられまし
た。これらは、全て奈良時代前半頃のものとみら
かさでら は い じ

れ、榊差遺跡の近くには、笠寺廃寺と呼ばれる古
いとな

代寺院が 営 まれていたことが分かっています。
笠寺廃寺では、これまでに榊差遺跡と同様、鋳造

［写真５］獣脚鋳型と復元図

に関連する遺構、そして、古代寺院では欠かせな
かま

い瓦を焼いていた窯が見つかっています。
少し離れますが、同じ瀬田丘陵の上には、国史
の じ お の や ま せいてつ い せ き

跡に指定されている野路小野山製鉄遺跡（製鉄
ぼ

け わらいせき

炉、炭窯、管理建物などが出土）や、木瓜原遺跡
ぼんしょう

（製鉄炉、梵 鐘 鋳造炉などが出土）などがあり
ます。このように、草津市の南部には、古代に火
にまつわる生産工場のようなものが多数築かれ
ていたことが分かっています。これは、全国的に
も大変珍しいことです。
さらに、令和元年度には榊差遺跡から、南に約
４００m の地点で、同時期の大型の鍋釜の鋳込み

［写真６］最古級の鋳込み跡

土坑等が複数見つかり、大きなニュースとなり
ました。
これらの発見から、鋳造という当時の最先端
そうぎょう

の技術が榊差遺跡の周辺に伝わり、操 業 がなさ
れていたという事が明らかとなりました。これ
らは、ただ、遺構や遺物が見つかったと言うだ
けでなく、当時の政治や歴史的背景等を鑑みる
こともできる貴重な考古資料であり、今後の大
切な研究資料として永年保存していくもので
［写真７］鍋釜鋳造時の組合せ復元図

す。
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○令和２年度の榊差遺跡の調査成果
榊差遺跡とその周辺で見つかった古代の鋳造関連遺構・遺物は、概ね飛鳥時代末から奈良時代
前半ごろ(７世紀末から８世紀前半)を中心としていました。その後、令和２年度には榊差遺跡に
おいて、大型商業施設の建設工事に伴う本発掘調査を実施しました。
ほったてばしらたてもの

調査の結果、掘立柱建物 や井戸、溝跡等が確認できました。調査中、一番初めに掘削した場所
たてあな

からは、半地下式の建物である、竪穴建物のような遺構が見つかりましたが、残念ながら主要な
柱の跡が見つからず、はっきりと竪穴建物であることを証明することができませんでした。
令和元年度以前の調査のように、遺構が高密度かつ良好に残っていることもあれば、このよう
にはっきり分からない状況で見つかることもあります。私たちは、そういった時に今までの経験
や周囲の調査事例から適切な方法を選択しながら調査を進めますが、遺跡がはっきりとした答え
を与えてくれない時もあります。
しかし、例えば［写真８］は掘立柱建物と言い、円形ないしは四角に堀られた穴に柱を据えた
ほう い

建物で、すぐ横の調査で見つかった建物群と概ね同じ方位を向いていました。遺物等の整理業務
を現在進行中であり、共に出土した土器も少なかったため、詳しい時期までは検討できていませ
んが、同じ方位をしていることなどから、おそらく近い時期に複数の建物がこの場所に立ち並ん
でいたものと考えられます。
このように、周辺の調査事例に合致した遺構が見つかると、調査方法が間違っていなかったと
実感するとともに、周辺の状況がまざまざと明らかになっていくため、地道な作業を繰り返して
得た小さな成果を積み重ねることにより、面白さと手ごたえ感じるとともに新しい発見へと繋が
っていきます。

［写真８］竪穴状遺構

［写真９］

掘立柱建物

○おわりに
榊差遺跡とその周辺を例にとって、遺跡の発掘調査について説明してきました。土の中に眠る
遺跡は、それを掘削し、調査するまで何がそこにあるのかは誰にも分かりません。それを明らか
にし、記録して保存することが発掘調査の目的であり、醍醐味です。
発掘調査の強みの１つは、調査を続けることにより新しい遺構・遺物の発見につながり、新し
い事実が徐々に明らかになっていくことにあります。これからも、榊差遺跡とその周辺だけでな
く、草津市域全域での発掘調査で、大小さまざまな調査成果が上がり、今まで分かっていなかっ
た草津市の興味深い歴史が明らかになっていくことを期待していてください。
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は

じ ざら

かわらけ

堀跡出土のかわらけ(土師皿)について

―土器からわかること―

草津市教育委員会歴史文化財課

岡田雅人

〇はじめに
草津市教育委員会では令
和２年１１月２７日から１
２月１１日の間で、民間開
発に伴う黒土遺跡の発掘調
査を実施しました。調査は
現在、草津市野路町、南笠町
の一部で進んでいる区画整
理事業地の一角にあたり、
［図２］
（８頁）に示した３
ヵ所で実施しました。(Ⅰ区
～Ⅲ区)

［図１］黒土遺跡発掘調査位置図

〇Ⅰ区の調査成果
ほったてばしらたてものあと

掘 立 柱 建物跡(地面に穴を掘りその中に柱を立て、回りを土で埋めて建てる建物跡)の柱穴の
一部や、この建物を囲む堀の跡などが見つかりました。写真の凹み全体は調査のために掘削した
範囲で、遺構(昔の人々の生活痕跡)ではありません。
［写真２］で左側に向かって深くなっていく
様子が見えますが、これが堀の跡です。

堀跡

柱穴

［写真２］ Ⅰ区の堀跡 南より

［写真１］Ⅰ区の様子 東より

〇Ⅱ区の調査成果
［写真３］で奥側に向かって傾斜している様
子が分かるかと思いますが、これは地形の変化
の様子です。この奥に、掘立柱建物などが見つか
りました。写真手前の複数の〇が建物の柱穴で
す。複数の〇(柱穴)が見つかった場合、どれを繋
げると建物が建つかを検討します。今回は、調査
区より外まで広がるような形で２棟の建物があ
ったことが分かりました。
［写真３］ Ⅱ区
5

建物配置

南東より

〇Ⅲ区の調査成果
複数の掘立柱建物の柱穴が集中し、調査区の
西側には、Ⅰ区で見つかった堀跡の続きが見つ
かりました。この堀跡の中には、底面近くから
は じ

「かわらけ」と呼ばれる土師質の皿が多量に埋
まっている姿を確認することができました。
［写真５］のオレンジがかった色味の皿が「か
わらけ」です。さらに、
「かわらけ」のほかにも、
くず は が た

数は少ないものの、樟葉型 と呼ばれる大阪府
ひらかたし

が

き わん

枚方市周辺が生産地と考えられている瓦器椀 や

［写真４］ Ⅲ区の様子 東より
やまぢゃわん

とうき

瓦器皿といった黒色の焼き物、東海地方で生産された山茶椀と呼ばれる陶器の小皿も見つかり、
合わせて５０点あまりが集中している様子を見つけることができました。

山茶椀

かわらけ

瓦器皿
［写真５］

Ⅲ区の堀跡から出土した「かわらけ」等の様子

では、これらの調査成果からどのように時代を推定するかと言うと、建物の跡だけで時代が分か
りつりょう こ っ か

ることはほぼありません。歴史の授業で「 律 令 国家」と習ったのを覚えていますでしょうか。律令
制度が普及しだした古代においては、東西南北と言う方角を大切にする考え方が重要視されていた
ため、建物は基本的に方角に沿って建てられていました。しかし、この意識も次第にうすれていっ
たことから、建物の向きだけでは時代が分からなくなっていきました。
このような時に重要になってくるのが、共に見つかる土器類です。では、今回の調査成果は、こ
れらの建物などの様子に加え、土器からどんなことが分かるのでしょうか。
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〇「かわらけ」って何？
「かわらけ」とは漢字では「土器」という文字があてられ、古くは平安時代からこの呼称が使
われていました。
「かわらけ」は、日本の中世～近世にかけての時代(現代でも一部作られ使われ
ています)に使用された素焼きの焼き物の総称で、種類は皿・椀を主としたものです。古墳時代以
は じ し つ ど

き

ちゅうせい ど

き

降の土師器の系統につながる焼き物で、考古学的には「土師質土器」
・
「 中 世 土器」とも呼ばれて
います。
〇いつ頃の「かわらけ」が、どれくらいの数量が出土したのか？
Ⅲ区の堀跡から出土した「かわらけ」は、形が
分かるものが小皿で４９枚、大皿で７枚確認さ
れました。これ以外にも破片しか見つからなか
った皿もあり、この数よりも多く使用されてい
たことは、明らかです。
これらの「かわらけ」は、特に１２世紀代前半
うつわ

～中頃の 器 の特徴である２重に横に強く指で
なでた跡が見えるものが含まれていたことや、
「かわらけ」と共に出土した「瓦器椀・瓦器皿」
などの特徴も１２世紀中頃を示していることが

［写真６］(上)小皿、(下)大皿

分かりました。
〇なぜ、こんなに多くの「かわらけ」がまとまって出土したのか？
堀跡から出土した「かわらけ」は、堀の最深部の土層中にまとまっており、違う特徴を持つも
はいき

のもなかったことから、一度に廃棄されたと想定することができます。
しょうえん

平安時代中頃には、日本各所で荒地の再開発が進められ、新たな 荘 園 が開かれた時代でもあり
たいとう

ます。その中で、地方では有力農層が台頭し、荘園の運営管理を担う者も現れてきます。
一方、武家も成長する時代で、都を中心とした公家風文化が急速に地方に広がる時代ともなり
しゅえん ぎ れ い

ます。この公家風文化の一つである酒宴儀礼や年中行事等の祭事の際、または、有力者の来客接
きょうおう

待( 饗 応 の場)には、
「かわらけ」が用いられた食事や酒を酌み交わす場が存在しました。このこ
とから、今回の多くの「かわらけ」類は、当地にあった屋敷地において行われた儀礼もしくは、
饗応の場面で使用した後、廃棄したものと考えることができます。
〇出土遺物の内容
「かわらけ」の大きさは直径９㎝～１０㎝、高さ１.６㎝～２.２㎝にまとまることが分かりま
たいど

した。形は、側面を二段にナデるもの、二段にはナデないものの２種があり、土器の胎土(土器が
形作られる粘土)を観察すると、
「①細やかな粘土粒子で灰白色の粘土を用いるもの」、
「②淡い橙
色に焼き上がり土は砂粒を含まない薄手のもの」
、
「③赤色の土粒全体に含み胎土も比較的荒くザ
ラザラとした質感で焼き上がりはくすんだ褐灰
色のもの」に分けられました。この３つの胎土の
違いは、
「かわらけ」の生産地の土の違いと考え
られ、①と②は、器の厚みも③に比べて薄く繊細
であり、都で使用するために生産された「かわら
［写真７］薄手の「かわらけ」

け」と考えられます（
［写真７］
）
。
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大皿は、直径１５㎝～１６㎝、高さ２.５㎝～
ぜんだい

３.２㎝程のもので、小皿とともに膳台に乗せて
使用されました。出土した大皿の枚数は７枚で、
小皿の枚数に比べ、１：７の比率で出土していま
す。当時の膳上には大皿１枚に対し５～７枚程
の小皿が載せられたとも考えられます。
わん

はし

膳の上にはこのほか、椀や箸などが添えられ
たと思われますが、瓦器椀が２点しか出土して
き

じ

いないことから、他の種類の椀(例えば木地 の
うるしぬりわん

漆 塗 椀)が使われていたのかもしれません。
このほか、出土した小皿を観察したところ、

［写真８］の２枚の小皿には、器の口に１、２ヶ
すす

［写真 9］瓦器椀・瓦器皿・山茶碗

とうみょうざら

所に煤が付着した痕跡が残り、照明具(燈 明 皿 )
として使われた小皿も含まれていたことが分か
りました。燈明皿の灯し火の中、華やかな宴が
行われた姿が浮かび上がります。
［写真８］

〇調査成果

燈明皿として使われた小皿

今回の調査地で見つかった建物の跡は、
「かわらけ」などの年代から、平安時代後期～末期(１
２世紀中頃～末頃)を中心とした時代の複数の掘立柱建物跡や屋敷地の周りを囲む堀跡の一部で
あったことが明らかになりました。それだけでなく、
「かわらけ」という非日常で使用する土器、
しかも都で使用するために生産されたものが見つかったことや、建物跡だけでなく、堀で囲って
いる様子から、当地の有力者層の屋敷地の一部と考えることができます。

［図２］ 調査成果図
〇まとめ
かめ

土師器の甕などは、煮炊きに使用されるなど、一般的に流通したポピュラーな土器でしたが、
土師器の皿（かわらけ）となると特殊性が高まります。このように、土中から出土した何気ない
「かわらけ」(土器)であっても、出土した状況や内容を整理・分析することで、当時の儀礼や酒
宴の場の様子など、当時の社会・風俗・生活の一部を物語る貴重な考古資料となりうるのです。
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あおばながみ

青花紙をつくり伝える－草津の形なき文化財－
草津市教育委員会草津宿街道交流館

岡田裕美

〇青花紙とは？
草津では、産業としても知られる青花紙ですが、人々が日常生活の中
で守り伝えてきた青花紙製造技術は、未指定・選択ではありますが、形
を持たない「無形民俗文化財」に位置付けられるものであり、貴重な文
化財の一つでもあります。
青花紙は、市の花であるアオバナの花びらからしぼり取った青色色素
を和紙に染み込ませたもので、江戸時代から近江の名産として知られて
きしゃく

きた歴史を持ちます。アオバナの青色色素であるコンメリニンは希釈す
ると退色するため、霧を吹くなどすると青色色素が見えなくなる性質を持
ゆうぜんぞめ

しぼりぞめ

青花紙

ちます。この性質を利用し、友禅染や絞 染 の下絵を描く絵具として、
現在でも用いられています。
〇アオバナとは？
青花紙の原料となっているのは、ツユクサ科のオオボウシバナ
(Commelina communis L var.hortensis Makino)という植物で、
よく知られている「アオバナ」という名前は通称であり、ツユク
サ自体を「アオバナ」と呼ぶこともあります。オオボウシバナは、
ツユクサの栽培変種で、花がツユクサに比べると大輪という違い
があり、ツユクサの花びらが長さ１０～１３mm であるのに対し、
草津市の花・アオバナ

オオボウシバナの花びらは４０㎜近くあります。オオボウシバナ

がいつ頃から草津で栽培されるようになったのかは分かっていません。しかし、平賀源内による博物
ぶつるい ひんしつ

ほんぞうこうもくけいもう

誌『物類品隲』(１７６３)や小野蘭山の『本草網目啓蒙』(１８０３)では、草津のアオバナが通常の
ツユクサに比べると、非常に大きなものであることが紹介されています。これらの記述からは、すで
にこの時期には、草津で通常のツユクサとは異なるツユクサが栽培されていたことが分かります。
〇青花紙ができるまで―青花紙製造技術―
①アオバナを育てる
ま

アオバナは一年生植物であるため、毎年種を播いて育てる必要があります。毎年２月頃に種を播
き、一定の大きさに育ったところで畑に定植し、肥料や水を与えながら育てます。
②花を摘む
７月頃に花が咲き始めると本格的な青花紙づくりがはじまりま
す。青花紙の材料となるアオバナの花は、昼過ぎにはしぼんでし
まうため、早朝から花を摘まなければなりません。夏の照りつけ
る陽射しの中、アオバナの花びらだけをひとつひとつ丁寧に摘
んでいきます。

アオバナの花びら

③ふるいにかける

アオバナから青花紙を作る際に、花粉などの不純物が混ざると青花紙の品質に影響を与えるため、
摘み取った花びらをふるいにかけて、余計なものを取り除きます。
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④しぼる
ふるいにかけた花びらを手でしぼり、青色色素の液体「シル」を作ります。花びらの青色が薄く
なって白くなるまで、力を入れて、何回もしぼり、花の色素を抽出します。
⑤塗る
シルを刷毛につけて、４枚１組の和紙に塗っていきます。
この時に、和紙が破れたり、色ムラができないように気
を付けながら、和紙に色素を染み込ませていきます。
⑥乾かす
シルを塗った和紙をゴザ
などに並べて、天日で乾

刷毛で和紙にシルを塗る

燥させ、和紙が乾いたら、
先ほど塗った面とは反対

の面にシルを塗り、再度乾かします。天気の良い間は、この作
業を何度も繰り返します。
⑦仕上げる
花摘みから乾燥までの作業を毎日繰り返し、和紙９６枚分(９
そく

６枚２４組)を１束とし、重さが４００ｇに達すると、４枚１
組の和紙を２枚１組に分けて、仕上げます。
なかがいにん

完成した青花紙は、青花紙を専門に取り扱う仲買人を経て、京
都や金沢の染料店などで販売され、職人の手に渡ります。
青花紙を乾かす

〇資料から見る草津における青花紙づくりの歴史
はいしょ

けふきぐさ

青花紙と草津との関連性を示す最古の資料は、１６４５年刊行の俳書『毛吹草』です。
『毛吹草』で
は、俳諧における教養書として、諸国の名物についても言及されていますが、その中で近江東山道の
わ か ん さ ん さ い ず え

お う み よ ち し り ゃ く

名物として青花紙が登場します。
『毛吹草』以降では、
『和漢三才図会』(１７１２)や『近江輿地志略』
とうかいどうめいしょずえ

い せ さ ん ぐ う め い し ょ ず え

(１７３４)、
『東海道名所図会』(１７９７)、
『伊勢参宮名所図会』(１７９７)などで、近江や草津の
名物として、青花紙が挙げられています。特に、
『伊勢参宮名所図会』においては、
「草津より石部ま
おおよそ

での間 凡 百ヶ村にも及びて青花紙を製す」とあり、広い範囲の多くの村で青花紙が作られていたこ
とがうかがえます。
また、青花紙の名や産地だけでなく、
『東海道名所図会』に描かれた挿絵や歌川広重の描いた「五十
三次

草津(人物東海道)」によって、青花紙生産の工程についても広く知られていたこと、その工程

が、当時と現在でほとんど変化が見られないことが分かります。
だ いにほ んぶっ さんず え

近代以降も、
『大日本物産図会』(１８８１)や『教草 第十四 青花紙一覧』(１８７３)などで、青花
紙生産の様子が取り上げられており、青花紙生産は、草津の重要な特産品のひとつとして捉えられて
いました。
１８８０年の『滋賀県物産誌』では、
「北山田村」と「木ノ川村」において青花紙が作られていたこ
とが記録されています。
『滋賀県栗太郡統計書』(１９０１) 、
『山田村郷土誌』(１９３３) などにも
青花紙に関する記録が確認できます。
しかし、生産量や農家数に関する記録は、統計などの公的な記録がほとんど残っていないため、そ
の当時の研究者による聞き取りや伝聞による散逸的な記録に留まっています。草津の郷土史家として
知られる中神良太氏は、１９１８年頃には、農家は約５００軒、その総生量は５,０００束にも上った
と聞いたそうです。また、１９７０～７５年頃の段階では、農家数は草津市内で約５０軒以上、１９
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７８年で草津市全体での生産量が５００束以上という
記録が残っています。
さらに、１９８９年頃には、生産農家は２５軒、生産
量は約１００束、１９９３年頃には、生産農家が１０数
軒あったそうです。また、１９９７年には、９軒の生産
農家で、およそ３０～４０束を生産していました。草津
宿街道交流館として把握している記録では、２０１６
年に３軒の農家で７束、２０１７年は２軒で６束、２０
１８年が３軒で３.５束となっています。令和元年には
秋里籬島編『東海道名所図会

巻二』

(草津市蔵)

生産農家が１軒となり、２０１９年と２０２０年は、そ
の１軒が１.５束を生産しました。
上記のように、いくつかの記録は確認できるものの、

記録によっては、その数量には偏りが見られ、正確性に欠ける部分もあります。正確な数量の変化は
不明ですが、近代以降、その生産農家数や生産量が減少していることが分かります。戦後以降、着物
の需要の高まりなどもあり、一時は青花紙の需要は増加しましたが、その後は減少を続け、現在に至
っています。
くさつじゅう

かつては「草津中で青花紙を作っていた」と言われた青花紙も生産する農家はわずか１軒となり、
青花紙とその製造技術は存続の危機に瀕しています。
〇草津市内の農家における青花紙の位置付け
青花紙生産農家、および元生産農家へ聞き取り調査を通じて、草津市域における青花紙生産の位置
付けとして、以下の３点を指摘することができます。
１.農家における夏季の仕事として
草津市域の農家は、稲作を主とする一方で、米と二毛作で麦を作る、畑で野菜を作る家が多くあり
ました。青花紙を生産している農家でも１月から９月の期間でアオバナを育て、アオバナの時期が終
わる９月から１２月に同じ畑で、大根や白菜、ネギなどを栽培
している家が多くあったそうです。田植えから収穫までの期間
に、冬に収穫する野菜と入れ替わりで栽培できるアオバナは、
農家の夏季の仕事としては最適であったと言えます。
２．家庭内での女性の仕事として
花摘みなど一部を除いて青花紙を作る仕事は、そのほとんど
が女性の仕事とみなされており、青花紙で得られる収入の管理
を含め、青花紙生産の全てを女性が管理していた家もありまし
た。
青花紙生産農家によれば、和紙を４枚に分ける作業や完成前
に２枚にはがす作業は、女性のやわらかい指先が適していると
言われています。また、シルを塗って乾かす作業を繰り返す仕
事は根気がいる作業であり、女性の方が向いているとも言われ
てきました。
家庭内で主となって担当するのが女性であるため、花摘みや

歌川広重画「五十三次 草津」

塗りの技術なども姑から嫁、母から娘のように、女性から女性

(草津市蔵・中神コレクション)
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へと引き継がれることがほとんどでした。そのため、青花紙を作っている家の女性との結婚に伴って、
それまで青花紙を作っていなかった家が青花紙を作り始めるという場合もあったそうです。婚姻に伴
って青花紙生産を始めた家の正確な数は不明ですが、技術が母親から娘へ受け継がれることを考える
と、婚姻によって技術が伝播するケースは決して少なくはなかったと考えられます。かつて、草津市
と同様に青花紙生産が行われていた栗東市でも、婚姻によって青花紙生産が伝播した事例が報告され
ています。
３.貴重な現金収入源として
青花紙を生産していた家のほとんどは、かつての専業農家でした。これは、草津市域全体でも見ら
れる傾向で、草津市が誕生した１９５４年まで、専業兼業別で農家を見ていくと、専業農家が５割を
超えていました。草津の旧宿場町を除けば、市域の大半が純農村地帯であったと言えます。現金収入
を得る機会の少ない専業農家にとって、青花紙で得られる現金収入は貴重なものでした。上笠町の元
生産農家では、青花紙で得られる収入は、掛け売りの代金の支払などに使っていたそうです。夏頃は、
前年の米が無くなる時期であるため、青花紙の収入は家計の大きな助けとなりました。
しかし、１９５４年の段階では、市域全体の農家の５割を占めていた専業農家も、１９６０年には
３割以下、１９８０年には１割ほどにまで減少します。その背景には、国道の整備や国鉄の電化、名
神高速道路の開通、国鉄の複々線化などに伴い、京阪神への利便性が向上した草津市に、高度経済成
長の機運の中で、多くの工場が進出したことが考えられます。草津市の工業化に伴って、製造業に従
事する人口が増えたことにより、多くの専業農家が、主な収入源が別にある第二種兼業農家へと変わ
っていきました。つまり、農業以外に収入源を持つようになったことで、専業農家であった頃と比較
しても現金収入がそれほど貴重なものではなくなったのです。実際に、昭和４０年代ごろに青花紙生
産を辞めた元生産農家は、その理由として、仲買人が買いに来なくなったこととともに、生活が豊か
になり、青花紙を作る必要が無くなったことを挙げています。
外に勤めに出て、現金による安定的な収入がもたらされるようになったことや、高度経済成長期の
中で生活水準が向上したこともあり、重労働が伴う青花紙に現金収入を頼る必要がなくなり、青花紙
生産を辞める家が増えていったと考えられます。
〇青花紙製造技術の保存継承に向けた取り組み
江戸時代から草津で受け継がれてきた青花紙製造技術を
守り伝えるために、草津市では保存継承に向けた取り組み
を進めています。
２０１８年からは草津あおばな会と共催で、青花栽培・
青花紙生産講習「あおばな紙担い手セミナー」を開始し、生
産農家の指導のもと、青花紙製造技術を学ぶセミナーを実
草津青花紙製造技術保存会の活動

施しました。

さらに、２０２０年８月には、
「あおばな紙担い手セミナー」のメンバーを中心に、有志による「草
津青花紙製造技術保存会」が設立され、青花紙製造技術の保存継承に向けた活動を行っています。
〇まとめ
青花紙とその製造技術は、江戸時代から草津で受け継がれてきた貴重な文化財であるだけでなく、
友禅染や絞染などの日本の伝統工芸に決して欠かすことのできない材料のひとつでもあります。また、
青花紙が作られた背景や草津において青花紙が果たした役割からは、近世から近代、そして戦後にお
ける、人々の暮らしや都市としての草津の変化を知ることができます。
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