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和紙生産の立地 とその変遷 (4)

関 東 1-

I 関東和紙業の地域的展開

正倉院文書によれば,製紙材料や紙・筆の貢進

を命ぜられた諸国 の な か で,関東では常陸 。安

房 。相模をのぞく,上野・下野・上総・武蔵の諸

国があげられ て い る。また,宝亀 5年 (774)の

『図書寮解』の末進量記録によれば,諸国に割当

られた紙・原料・筆などの末進量の地域的なひろ

がりとその多寡が把握できるが,こ れによれば紙

の末進は下野の4114張 (枚)が 最高, つ い で 美

濃・伊賀 。上総 。信濃・越後・紀伊の順を示し,

関東の上野・上総が末進量の上位の地域に所属 し

ていた。当時「麻紙」の優勢な時代であり,原料

の麻生産地との関連が極めて高い。このことは ,

また,経用紙として貢進された正倉院文書からも

解明できる。この正倉院文書によれば,当 時の有

力な紙産地は筑紫・美作・出雲・播磨・越前・尾

張・美濃・遠江・上総・下野・常陸などの諸国名

がみられるが,こ の史料にもとづいて,当時の紙

産地の地域的特徴を整理すると,奈良時代の紙産

国は,麻の生産と深 く関連し,大和に近い美濃・

尾張・播磨などであり,関東では上総・下野など

が優勢な産地であったと推定される。それ故,関

東は古 くから東 日本の代表的紙産地として発展し

ていたものと考えられる。

しかし,なぜか『延喜式』の史料に貢雑物とし

て「穀皮」,あ るいは「斐皮」を納める国と して

関東の 8カ 国は記録にない。しかし,中男作物に

は, 1人 14張の紙を納めた42カ 国のうち上野・下

野・常陸・武蔵 。上総・下総・安房 。相模の 8カ

国の名がみられる。このことから考え,当時すで

笠 井 文 保

に,相当有力な紙産地が関東に形成されていたこ

とが検証される。特に,上総国の麻紙は,『延喜

式』に記録されているごとく,位記に使用された

紙で,こ れを毎年貢紙 していたと記されているか

ら相当上質の紙が漉かれていたに相違ない。しか

し,武蔵・相模・上総・下総・安房・常陸・下野

の諸国内において貢納された紙は,ど こで漉かれ

ていたのか,そ の紙産地はまったく不明である。

古代における関東諸国の紙郷も,中世になるとま

ったく消滅する。その理由もまだ判然 しない。

近世以降には,江戸市中を中心に発達 した「漉

返紙」は,歴史の発展と共に外核に立地移動し,

他方千葉・神奈川両県の紙漉きは,大正期を境に

衰退・廃絶へと進行する。

ここでは,東京・千葉・神奈川の各都県の和紙

の地域展開と立地の変遷を歴史地理的に考察しよ

つ。

1.東  京

東京の和紙生産は,大正期まで比較的広範な地

域にわたって立地し, しかも,そ の立地は,それ

ぞれきわめて特徴的な展開を示して 存続 して い

た。しかし,その紙漉きも,今は足立区興野町に

わずか 2戸 (張子紙・草履芯紙)を のこすのみであ

る。

かつての東京の製紙圏はどのような立地的展開

を遂げていたかを「近世史料」,お よ び「東京府

統計書」などにもとづいて類別すると,おおむね

次の 3つの紙産地に類型できる。

①この紙産地は,埼玉・山梨・神奈川の 3県に

隣接した山深い山ひだの山地地域に立地 し,しか

も,多摩川の本流とその支流,日 原川・秋川・浅
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川な どの谷口集落 (青梅・五日市・八王子)と その  の東端に長禄元年 (1457)太 田道灌によ って江戸

周辺部に発達 した紙産地である。         城が構築され,その後,徳川家康の入府以来,封

この地域の歴史地理的背景は,関東を南北に貫  建社会の日本政治の覇都として発展し,さ らに今

く交通路が,相模から多摩丘陵を越え,武蔵野西  日の大東京へと発展した地域に展開された紙産地

縁を北関東・奥羽に通ずる交通の要衝地帯であっ  である。したがって,紙産地は主に近世以降に発

た。それ故,多摩川に臨む台地上に,国分や国分  達 したものであるが,関東における最大な消費都

寺が置かれ,付近一円は往古武蔵野文化の中心を  市として発展するにつれ,こ こでの紙漉生産は,

なしていたところである。また,中世の鎌倉街道  都会の反古紙を原料とした「漉返紙」を主体とし

もここを通 っていた。したがって,そ うした歴史  た紙産地として発展 し,やがて衰退していった。

地理的背景が,こ の地域に古くから紙漉きを発達   ③の地域は,荒川以東と荒川の西部浅草一円に

させたのである。                主として立地した製紙で,い わば大都市の典型的

すなわち,多摩川の本流とその支流沿岸の農村  な「漉返紙」(浅草紙)を主体とした紙産地であっ

では,潤沢な水利と,山間山地に生育する豊富な  て,②の地域の立地移動にもとづいて発展した紙

純椿を主原料として紙漉きが行われ,周辺の地域  産地で,都市に立地する典型的な製紙形態のひと

に供給 していた。まさにこの地域の紙漉きは『和  つである。また,消費都市の和紙生産形態を最 も

漢三才図会』に 「凡漉紙以谷川水為佳」
1)と

指摘  よく代表している紙産地でもある。

される景観を展開しているところであり,谷川の   しかし,結局東京の紙産地は,以上の 3地域の

水が抄紙に適 しているため,渓流に沿う,多 くの  うち,最 もおそくまで生きのこれたのは,和紙生

山村の産業たりえたのである。それだけに,こ の  産の立地的許容条件を最後まで具備していた①と

地域に発達した製紙は,東京製紙圏のうち,最 も  ③に立地した生産形態の紙産地であった。

生産の許容条件に恵まれた地域であり,かつ,最   つぎに,こ の3地域に展開する和紙の生産形態

も特徴的な紙漉きを展開していた地域であった。  の諸様相を実態調査と文献史料にもとづき解明す

しかし,こ の地域に発達した紙漉きは,近世末  ることとする。

から明治にかけて,八王子織物業の発展の様相が   勧業寮『明治 7年府県物産表』によれば,全国

顕著となるにつれ,生産過程は漸次的に工程の分  に占める東京の紙産額は第20位を示し,当時すで

化が起き,それがため,養蚕・製繭・製織は地域  に,東京で相当額の生産をあげていたことと,紙

的にかなり明瞭な分化を示し,八王子を中心とす  需要の高まりのあったことが判明する。そこで,

る関係地域の間に,産業圏ともいうべきものが形  まず明治20年以降,東京における和紙生産戸数の

成され,八王子の北西側,山寄り地帯は織物生産  推移とその分布を『 日本帝国年鑑』,お よび『東

地帯,南側は,生糸生産地帯へと発展分化し,そ  京府統計書』の記録より考察すると第 1表のとお

れがために格原料は桑畑へと転換を余儀 な くさ  りである。

れ,さ らに,紙漉き労働力は機織に吸収され,こ    紙漉戸数の推移は,明治20年 (1887)以 降 よ り

れがため農間余業を主体とした紙漉き地域の生産  統計によって把握できるが,統計の信憑度から考

基盤は破壊され崩壊へと進展していつた。     えると,明治31年以降の統計が信憑度は高い。し

②の地域の紙産地は,荒川以西,1日東京市内に  かし,こ の統計も,昭和 4年 (1929)以 降には統

あたる地域に展開する紙産地である。その主な河  計書に和紙は記録されていない。このことは,こ

川は,石神井川・妙正寺川・善福寺川・神田川・  の時期より和紙が都産業として,産業統計に記録

渋谷川 (下流は古川)・ 鳥川 (下流は目黒川)・ 呑り||  されないまでに衰退していたことを意味するもの

などである。                   である。この傾向は全国各府県の傾向とも一致す

歴史地理的には,荒川の低地に臨む武蔵野台地  る。勿論,こ の時期以前にすでに統計に記録され
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第 1表 東京の和紙生産戸数の推移
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ない県も数県はみられる。かかる和紙産業の衰退  崩的衰退をみた。たしかに,こ の紙漉戸数の雪崩

の傾向は,こ の時期に普遍化の傾向を示し, しか  的衰退現象は著 しかった。 しかし職工数は大正 8

も,こ の時期をもって,和紙の全盛時代は終焉 し  年頃まで従来通りの労働力をもって生産が続けら

たものと考えられる。東京もまたこの例外ではな  れ,労働力そのものには余 り変化はみられなかっ

かったのである。                 た。したがつて 1生産当りの生産は総体としてむ

つぎに,第 1表 により,紙漉戸数の推移をみる  しろ拡大していたのである。たしかに全国的規模

と,明治期の紙漉戸数は,ほぼ 1,000戸 台を維持  で東京の地位をみれば,大正 12年 (1923)頃 には

しながらもじょじょに衰退の方向を示し,大正期   「和紙の生産地は,高知,愛媛,岐阜,静岡,山

には, 700戸台へと激減した。さらにこれが大正  口,兵庫の諸県及東京府が主要の産地」
2)と して

4年以降には,500戸台に,昭和期には10戸台と雪  あげられ, 当時の「東京府は 292戸が漉返紙 (浅
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草紙)の製造最も多 く半紙は之に次ぎ60万円の産

額」
3)を

あげていたことが記載されて い る。今で

こそ東京は 2戸の紙漉戸数となったが,こ の時期

には,ま だ,紙産地として全国上位の地位を占め

ていたのである。いず れ に しても資本主義の発

展,生活の洋風化とあいまって都市地域における

和紙業生産の合理化の進展がこの時期,伝統産業

である和紙にきびしくせまっていたことを物語る

ものである。

明治 40年 (1907)以 前には紙漉分布の統計がな

く,明治 41年 (1908)以 降でないと分布を統計的

に把握することはできない。分布の特徴は,「漉

返紙」(浅草紙)が圧倒的に郡部 に集中 して漉か

れ,その生産量もまた最も高い。しかし,郡部の

うちでも南・北・西多摩の 3郡は「軍道紙」,「障

子紙」などの生産地域であり, 3郡のうち西多摩

郡がその中心をなしている。また,荏原郡 もこの

地域と同じ紙産地域で,その生産量は他郡に比べ

少い。市地域の紙産地は,芝・牛込・小石川の 3

区に集中し,そのうち小石川区が全区の約40%を

占めている。また,明治20年代における紙漉きの

経営形態は,兼業が全体の約60%を 占め,こ の時

期,ま だ専業化への移行はみられない。

東京の紙産地の主流は,南足立郡・北豊島郡・

豊多摩郡・南葛飾郡であり,そ のうち南足立郡が

紙漉戸数の約90%を 占めている。

以上により,東京の紙漉戸数とその分布の推移

が明らかになった。都心に近い郡部が「漉返紙」

の主生産地域を形成 し,区部が「一般紙」と「漉

返紙」をかねた生産地域とに地域が分化していた

のである。

さらに第 2表で昭和 3年農林省農務局が調査 し

た『手漉製紙二関スル調査』によって,昭和初期

の東京の紙漉きの衰退前後の紙産地,紙漉戸数 ,

従業員数,紙の種類などの実態をみると,大正末

期まで比較的に広範にわたって展開していた紙産

地は,こ の時期には,わずか 7地域に縮少され ,

しかも,そ の主力的生産地 は, 南足立郡西新井

村・梅島村の 2村に集中している。

②の生産地域に展開する紙漉きは,主に麻布 。

第 2表 東京都和紙戸数と紙の種類 (昭和 3年)

手漉製紙地方 販   路

南足立郡西新井村 東京市

豊多摩郡落合町 東京市

北豊島郡板橋町 東京市

同  西巣鴨町 東京市及近県

南足立郡梅島村

同   千住町

西多摩郡小宮村

及
近

市
付

京

ノ

東
其

東京市

五 日市町並
東京方面

注 :農林省農務局『手漉製紙二関スル調査」より作成。

本所・音羽・小石川の紙産地である。

この地域の紙漉きの事情について『麻布区史』

は「此地古来百姓地にて農耕の助け に麻 を 栽培

し,之を布に織り,又紙に漉て麻苧紙を作って渡

世 した。」
4)と 記録され て お り,ま た,明和時代

(1764～ 1771)に「麻布」と「麻紙」の産地で あった

ことも記録されていることから推測して,紙産地

として古くから存在していたところであろう。こ

の地の紙漉きはおおよそ 300年の歴史をもつもの

と推定される。明治 5年調査の『東京府誌』によ

れば, 明治初期の紙漉き地域は愛宕紫井町 (元結

・水引)宇田横町 (元結・絵半切), 芝 田町 6丁 目

(漉返紙), 麻布田島町 (漉返紙),芝車町 (元結),

麻布東町 (水引),麻布桜田町 (漉辺紙・元結), 麻

布井町 (漉返紙・水引), 渋谷上広尾町 (漉返紙),

麻布桜田和泉町 (漉返紙),麻布宮下町(水引紙・水

引),青山北町 5丁 目(水引紙・水引)な どが記され

ている。また,明治 8年の『東京府誌』には,西

久保八幡町 (擬草紙),芝金杉四丁目 (元結),芝新

掘町 (半紙),本芝下町 (箔用灰紙), 芝横新町 (擬

草紙), 芝田町六丁目 (浅草紙), 芝二本榎二町目

(浅草紙),下高輪町 (浅草紙),麻布竹谷町 (元結)

などが記されている。以上を総括すると,1日麻布

区は広範の地域にわたり,紙漉地域 (生産の主体は

「漉返紙」である。)が存在 していたことになる。し

業
数
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かし,明治15年頃 (1882)か ら明治40年頃 (1907)

にかけ転廃業が続出した。その主因は,機械漉浅

草紙の出現により,手漉浅草紙の売行が不振とな

ったためである。おそらく『渋谷町誌』に記録さ

れている史料より推測するに,大正初期に「漉返

紙」(浅草紙)を主体とした紙,,鹿 きは,こ の地域か

ら絶滅したものと推測される。次に東京の代表的

紙産地について考察しよう。

1 多摩川上流の紙産地

(1)五日市山村の紙漉

かつて東京の山間地山村の代表的紙漉村のひと

つ,西多摩郡五 日市町乙津 (旧西多摩郡乙津村)は ,

『新編武蔵風土記稿』(文政7年刊)に よれば「南

北は山岳多 くして総て陸田なり,主殻の生殖よろ

しからず民家は百十九軒,秋川の西岸にそひて散

住す,土産に大畑紙と云紙を漉出して生産の助」
5)

として紙漉きをおこなっていたと記されている。

ここで漉かれた紙は一般には「軍道紙」(紙漉生産

の中心的部落が「軍道」であったことから,こ の紙の名

称が生れた)と いい,ま た『貿易備考』(明治18年)

には,こ の紙は「油ヲ漉スニ用ヰ或ハ帳面ノ袋等

二供シテ佳ナリ」
6)の

紙であると記されて い る。

推察するに,軍道紙といわれるのは,当時,相当

市場性の高い紙として,広 く漉かれていたのでは

なかったかとおもわれる。

だが,こ の軍道紙が,いつ頃から漉かれていた

か,そ の起源は判然しない。一説によれば 600年

の歴史をもつ紙産地といわれ,今 日,一般には軍

道紙,別名大畑紙ともいわれている。この大畑紙

というのは,かつて戦いの旗差し物として用いら

れていたということから,大旗紙と呼ぶのが正 し

いという説 もある。また,こ の紙漉部落は,慶長

年間 (15%～ 1614)に ,大坂の陣に破れた落人が ,

八王子在の大畑に入り,後に,そ の土地から,こ

の養沢川に移住 し,拓いた落人部落であるといわ

れる。この村は,かつて甲信地方と武蔵国を結ぶ

古道 (官道)の あった秋川筋にあたるところで あ

り, したがって官道に沿う,秋川筋の集落に落人

により紙漉技術が,あ るいは定着 し,発展をとげ

ていたのではなかろうか。しかし,伝承記録が現

存 しないので,推定の域をでない。だが,こ の村

の地理的条件が,紙産地形成の諸条件を具備して

いた土地柄だけに,相当古い時代より紙漉きはお

こなわれていたものとおもわれる。

現存の史料によれば,五 日市で椿が「享保元年

の村明細帳に之を植付けた」
7)と

記されているか

ら,今からおよそ 260年前には紙漉きはすでにあ

ったと考えられる。ところが,こ の村の紙漉きは,

近世後期から明治初期にかけ漸次衰微にむかって

いた。この衰微を具体的に解明するには,当時の

史料が余りにも少なく,正確は期しがたい。けれ

ども「明治 5年の産物取調書上によれば,格三百

三貫産出し, 皆自用費消した」
8)と

記されている

から,明治初期頃には,ま だ,各部落で,紙漉き

はおこなわれていたことはたしかである。ところ

が,こ れが,決定的に衰退の兆しとなって具体的

にそれぞれの紙漉部落に出現するのは,八王子を

はじめとする周辺部農村に養蚕業の進展,なかん

ず く織物・生糸の浸透が広範な地域に 普 遍 化 し

た近世後期から明治前期にかけての時期である。

この時期こそ,こ の村の産業に とって 大きな激

動の転換期であり, また, 飛躍的な 発展をとげ

た時期である。と同時に,紙漉きが衰退・廃絶に

一歩を踏みだした時期でもあったのである。もと

もと,こ の村の耕地は劣悪であり,しかも,絶対

的に不足しているという生活不可能な条件をはじ

めから有 し,農業を基調としながらも,耕地の不

足を補填するものとして,紙漉きなどの農間余業

を求めて,こ れに従事 しなければならなかった。

それだけに,非土地所有的所得の源泉を大ならし

めるための努力を,常に農民は求め続けていたの

である。それ故に,紙漉きに替る所得源泉,しか

も,それが紙漉き以上の所得を可能とした織物・

生糸生産の出現は,こ れまでの農業条件の不利性

を逆転し,さ らに,そ の機会が従前よりも増大し

ていく現実の下で,も はや所得源泉の低いこれま

での紙漉きをこれ以上保持 し,定着させておくこ

とは,き わめて困難な状況となっていったのであ

る。それがため,こ れまで諸村部落に展開してい

た紙漉きは,漸次衰退へとむかったのである。そ
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してこの傾向は,八王子・五日市 。青梅付近一円  ている。さらに文政の頃には,「桐生周辺からの

の諸村落において,養蚕機織の農村副業の発展が  機業家の移住」“
)な どが相次ぎ,やがて八王子を

助長されればされるほど紙漉きをはじめとしてこ  中心に帯地・高級織物などの生産も行われ始めて

れまでながきにわたって育成されてきた伝統産業  いた。このため八王子・五日市・青梅への養蚕機

である青梅棉・漆栽培なども,同 じ衰退の運命を  織の集中がますます進行 し,そ のため周辺農村は

たどることになったのである。この傾向は,こ の  飛躍的な発展をとげるとともに,こ れがためこれ

時期養蚕機織の発展をもたらしていたいずれの諸  らの地域農村は飯米自給的農間余業の自給的生産

府県においても,程度の差こそあれ,同 じ洗礼を  から商業的農業へと飛躍的な展開がはじまったの

うけていたのである。)。              でぁる。それだけに紙漉きの受けた影響は極めて

この村の近世後期にみられる養蚕の導入は,そ  大きかったのである。

の初期,畦畔に桑を植え付けて飼育する程度のも   1日 乙津村における紙漉きの主要部落は,秋川に

のであった。村差出明細帳 (宝暦 6年 10月 )は「蚕  注 ぐ養沢川の流域の本須・軍道・乙津 。寺岡・落

仕候。桑畑畔に植置由候」
10)と いった程度であり,  合・青木平などである。これらの部落が漉いてい

その作柄も,当然「畑畔に植候桑は蚕 の手 当仕  た軍道紙は,集落近 くの山間部に生育する純格を

立,土地相応御座候」
11)(寛

政11年)と ある。当時  原料として漉 く紙で,東京製紙圏の純格原料製紙

まだ,普通畑への転換は,食糧の自給が先決で,  地域の代表的産地であった。

桑園化することはできなかったのであろう。しか   50年 3月 の調査によれば,明治 。大正中期頃ま

し,当 時「農業の間男は林薪を取,年 中肥 仕 度  では軍道・乙津・落合・青木平には,ま だ 300戸

仕,女は夏は蚕,春秋冬は絹紬織出し由候」
12)と   ほどの農家が紙漉きを行なっていたといわれる。

ある。推察するに養蚕は,主に畦畔に桑を仕立て  しかし,昭和初期には 100戸 ほどに減少し,さ ら

飼育する程度のものであった。しかも「夏は蚕」  に20年代には,15戸に激減。35年 には,落合・乙

とあるから,夏蚕飼育だけで,それ程の生産量の  津にわずか 3戸,40年には落合部落の萩原吉種だ

ある養蚕であったとは考えられない。しかし,一  けとなり,最後まで漉いていた萩原吉種も今は廃

方「春秋冬は絹紬織出し」とあるから,こ の額面  業 し,ついに,こ こから軍道紙は消えてしまった

通 りに受取れぬ面もあり,当時畦畔桑植込み飼育  のである。

の養蚕といえども相当の収繭量がすでにあつたも   調査 したところによれば,昭和20年代に漉かれ

のと考えられる。それにしても,な お,疑間はの  てぃた紙は,障子紙で,年間 300本 (1本は障子4

こる。いずれにせよこの時期,すでに相当の実績  枚分),そ のほか大福帳・製茶紙・織物包装紙など

を挙げていたことが推察できる。また,寛政11年  である。ここまでおいこんだ衰退現象の主因はな

(1799)の 『五 日市村柄様子明細書 上 帳』
13)の

記  んといっても洋紙の進出,交通手段の発達にもと

録によれば,当時紙漉きだけがこの村の農間余業  づ く,紙漉き労働力の他産業への移動,緒畑が養

ではなく,すでに養蚕機織も重要な農間余業とし  蚕の浸透による桑園化の進行,さ らに,生活の近

て所得源泉の主要な業として存在 していたことが  代化にもとづ く和紙消費の減少があげられよう。

検証できる。おそらく当時,すでにどの紙漉部落   この衰退・廃絶の地域的差異は,そ れぞれの地域

も,程度の差こそあれ,いずれも,こ の様な状態  の養蚕業の発展の差異に照応している。原料とし

におかれていたものに相違ない。『新編武蔵風土  て椿・麻織物 (木綿とよんだ手作布―太布一,ま たは

記稿』にも,こ の付近の村里で織物が多 く産出さ  調布)は, ゃはり紙と同じように養蚕の隆盛,絹
れていたことが随所に散見 され る。 しかも,文  糸の重視などにより, しだいに退化 していったも

化・文政の頃 (1804～ 1829)に は,その品質は,京  のである。その衰退期は文禄・享保頃(1688～ 1735)

都織物にも劣らぬものが生産されていたと記され  といわれている。かつて麻布の生産地域は,養蚕
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機織の発展と共に衰退 していったのである。『延

喜式』以来日本の風土になじみ育てられてきた伝

統的な,麻布・麻紙・格紙産地は養蚕機織が紙産

地とその周辺地域に普遍的に発展をとげるととも

に廃絶していった。その地域的差異は,養蚕の発

展の地域的差異に照応 し,かつ紙漉きの衰退も,

養蚕の発展の進渉度にほぼ一致する。

以上のようにして発展 したこの地域の紙産地は

近世末期, 紙漉きにかわるべき商業的農業 (特に

養蚕機織)の飛躍的発展に よ り,衰退・廃絶へと

雪崩的現象をもって消滅 していつたのである。

(2)八王子山村の紙漉

また, 同じ産紙圏に属する八王子市恩方 (旧南

多摩郡恩方村)は ,五 日市町乙津の紙漉村の恰度西

に当る山ひとつ越えた北浅川の上流渓谷全地域に

ま た が り,各村落 (上恩方・下恩方・小津・寺方)

は,さ らに小渓谷内,お よび浅川沿岸の小平地に

早 くから発達した村である。

紙漉きは,西寺方を中心にして北浅川沿岸の部

落においておこなわれていた。ここに は 今 な お

「紙谷」という地名がある。おそらく,その名残

りであろう。

この村は,足利時代すでに栄え,小田原北条時

代には,八王子城錫手口として,城兵が,こ こに

多 く定住 していた。したがって刀工,お よび多 く

の寺院を発達させた。たしかに,こ の山地山間に

これ程多い寺をもつ集落は他に余りみられない。

西寺方の紙谷部落は,恩方の最東部で,渓谷の最

も広い部分である。それ故,最 も早 くより発展し

ていたとみえ,こ の紙谷部落に,応永32年 (1426),

今からおよそ 553年前に建立されたといわれる宝

生寺がある。 徳川時代には 御朱印寺領 10石を賜

り,末寺を合せて38カ 寺を有 していたといわれ,当

時相当に栄えていたところと推察される。この寺

方部落は「水田の極めて少い処で,正保中には村

高百五十二石五斗五升あり,其内百四十三石九斗

八升が陸田で,水田は僅かに八石五斗七升に過ぎ

なかった。当時村内にては此石高に対する租税の

外に,紙船役永二百八十五文を納めて居った。」
15)

(傍点筆者)と 記され, また上恩方は「正 保 中 に

は村高四百三十二石一斗八升で,水田は僅かに八

石五斗八升,陸田は四百二十三石六斗であった。

別に紙舟役永一貫五文を納めて居った」
16)(傍

点筆

者)と の記録などから考え合せると, この村で紙

漉きの行われていたことはたしかでぁる。この地

に紙産地が形成されたのは,自 然の立地条件に恵

まれていたことはいうまでもないが,立地を可能

にしたいまひとつの条件は,紙の消費需要をもた

らす条件が存在していたことである。その需要を

喚起 したのはなんといっても寺院であり,そ の寺

院の数は,下恩方だけでも「随心寺,医五寺,輝

窓寺,真福寺, 正覚寺, 源正院, 竜安寺, 東福

寺,松竹院」
17)な どの 9カ 寺があり,さ らに上恩

方にも「福源寺,朝雲寺,三光寺,西光寺,竜泉

寺,興慶寺, 良泉寺, 金照庵, 臨川庵, 向林庵

等」
18)な

ど11カ 寺にもおよぶ寺院が集中し,その

数は,こ の山合いの地域としては,き わ め て多

い。このことは,こ の地に寺院文化ともいうべき

地域社会が成立し,こ の寺院文化による紙需要が

紙漉生産をおこなわしめたものではないかと考え

られる。元来紙産地は,大寺院神社の所在地付近

で生産されるのが一般的な傾向であった。なぜな

ら,紙などの手工業品の需要者は,一般庶民でな

く,貴族・官庁・寺院・神社などの特権階級にか

ぎられていたからである。

隣村の小津も恩方城山の北にある渓間に発達し

た部落であるが,こ こも恩方と同じく寺院の多い

ところで,「法雲寺,宝珠寺,月 心院,福泉寺 ,

大楽寺」
19)な

どといった 5カ 寺があった。したが

って,こ れらの寺院の数からいつて,こ れらの寺

院の生活文化を支える門前町がこの地域に形成さ

れていたのである。

寺方・上恩方・下恩方に つ いて『新編武蔵風

土記』は「民家六十軒, 南と北との 平地に散在

す。 土性は 砂利真土野土 にて, 陸田多 く水田少

し」
20)(寺

方村),「民家二百五十軒……土性は真土

石交にして,水田は陸田の十分の一 な り」
21)(上

恩方村),「東の方は打開けたる平地なれど,や う

や く西によるに随ひ,南北は山にそひて平行なら

ず,民家二百軒,大抵浅川に辺して住せ り,土性
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は真土或は黒土にして陸田多 く,水田は十分の一  代の軍事的要地でぁった。したがって,城下町と

なり」
22)(下恩方村)と 記され,いずれも土地条件  市場町との両者の性格をもって発達した地域であ

は悪 く,水田は,畑 の10分の 1にすぎない山地に  る。また,他方,古 くは山岳宗教の霊場(埼玉県小

拓かれた土地であり,寺院文化と結合 した地域社  川町の慈光寺・秩父市の三峯・秩父神社・八王子の高

会であったことが判る。それ故, ここでは,す ぐ  尾山・神奈川県の大山)の あった ところでもあり,

れた自然の立地を最高度に利用した生活として,  それ故,こ れらの地域は地理的条件の優劣が集落

紙漉きが成立したのである。            の発展に大きい差異を与えている。発展は,ほ ぼ

上恩方の陣馬民芸館の尾崎守男は,「 この村で  同一の傾向をもって発展した。特に,こ の地域の

の紙漉きの歴史は,伝承によれば相当古ぃ。しか  近世から明治期にかけての養蚕機織の展 開 構 造

し, 史料的にそれを証明 できるものは, ほとん  は,特色ある地域展開を示した地域で,紙漉きは

どなく,紙漉きに関する資料は,時 々みることは  その渓口集落の地理的条件の優劣にもとづいて発

あるが,現在まとまつた資料はない」
23)と 語って  展・衰退・廃絶に地域差異を規制している。この

いる。これは,おそらく乙津・恩方とも,中世に  地域が各時代に,どのような歴史的存在であった

おける八王子城の戦略的主要な地域で あ った た  かどうかにより,紙郷としての発展段階に相違は

め,絶えず戦場化されて最前線基地となり,そ の  あるが,基本的には,ほぼ同一の地域展開を示し

ため住民は自己防衛手段として,伝承の記録を残  ている。特に,八王子構造線の渓口集落に展開す

さなかったとも考えられる。また,兵火・失火な  る紙郷の地理的諸条件が,同質的要素で構成され

どの際の文書の散逸も当然あつたことであろうか  ているため,近世末期から明治初頭における養蚕

ら,実証する史料が欠除することだと考 え られ  機織の影響による衰退・廃絶の道程は,近世以降

る。ただ,前述した村の自然の立地条件のもとで  の日本の和紙業の展開のひとつの典型ともいうべ

寺院文化を支えるために,紙はきわめて高い必需  き形態をもっている。

品であったのであろう。そうした意味では恩方の   2 多摩川中流の紙漉

紙漉きは,乙津とはちがった紙漉きの存在性がぁ   多摩川の上流の紙産地に対 し,多摩川中流に展

ったものと考えられる。両村に共通するものは,  開した紙産地は,主に右岸の神奈川県 川 崎 市 多

貧弱にして劣悪な土地条件のもとで,山 間地の純  摩・高津・中原の 3区一円において展開した紙産

権を原料として紙漉生産を行わなければならない  地である。ここの紙産地は近世末期に和唐紙が盛

地域であったことである。さらに,乙津村におい  んに製造され,昭和初期まで続いていた。

て,すでに述べたと同じように,養蚕機織の影響   その主な地域は,川 崎市の北部, 多摩区菅 (国

は,八王子に近かいだけに, 乙津村より,早 く,   鉄南部線,稲田堤駅付近)と , 中之島 (国鉄南部線,

かつ,深刻なかたちで衰退現象をうけとめていた  中野島駅付近)である。なお多摩川を北上 した左岸

ものと考えられる。               の東京都府中市の押立にも紙漉きは残存していた

これらの地域の紙漉きは,大胆にいえば,純格  が, これについて くわしいことはわからない。

を原料とした和紙生産本来の原基形態をもつきわ   それにしても,多摩川右岸の川崎市に紙産地が

めて古い紙産地域であり,そ の産紙圏は,八王子  ありながら,左岸の東京側の多摩川沿岸に,なぜ

構造線と,その渓口集落に主に展開する地域でぁ  紙漉きがみられないのか,川 崎市多摩区に対峙す

る。その範囲は,東端は,群馬県の碓氷郡・甘楽  る調布・狛江付近にも当然紙産地が形成されてい

郡より,秩父山岳をへて,西端は,丹沢山岳から  ても不思議でないのにそうした史料は全 く見当ら

箱根連山にまたがる地域で,神奈川県の愛甲 。足  ない。

柄上 。下の 3郡の山麓地渓口集落に成立した地域   しかし,つ ぎのような大胆な類推の論理を前提

である。この渓口集落に展開する地形は,封建時  として推考すれば,かつて遠い時代には調布・狛
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江付近においても,紙は漉かれていたと考えられ

る。その時代は,今のような判然した行政区域で

なく,漠然とした地域で,多摩区 。世田谷区・大

田区・川崎市多摩 。高津・中原の 3区を包合 した

広域地域が,調布に存在 していたのではなかろう

か。その地域が,歴史の発展とともに産業圏の分

化,行政の区画割などにより調布の地域が,今 日

的な存在となり,紙漉きは神奈川県の多摩区地域

において生産され,「 ミッギノスノ」は調布で生

産されるといったかたちに分割されたのではなか

ろうか。おそらく,も とは,同一の生産地域圏に

属 していたものであろう。

そこで東京の調布・狛江付近に紙が漉かれてい

たという立論を,つぎの論拠をもとに類推 して考

察 しよう。

まず武蔵国内の古墳分布状態を大きく分類する

と,そ の①は,埼玉県秩父郡と荒川北岸の北武蔵

野の地域の生野山古墳,②は,大宮市,お よびそ

の北方の行田市付近の埼玉古墳,さ らに③は,多

摩川沿岸に展在する大田区田園調布付近の亀甲山

古墳と世田谷区野毛の上野毛古墳,調布の亀塚古

墳にかけての地域である。

これらの地域は荒川・多摩川の二河川流域に分

布 し, しかも武蔵国を代表するこの大古墳群の一

つが,大田区田園調布と北多摩郡調布の地域内に

立地 していることに注目したい。決してこれは偶

然の一致というものでなく,こ の地域に生産力の

高い古代の調布の手工業が展開していたことを意

味するものである。調布という地名は,こ の他に

多摩川上流の西多摩郡青梅にも存在する。このこ

とから推察するに,かつて多摩川上 。中流には良

質の麻が多 く分布し,こ の麻を原料として布を織

る武蔵国の古代織物産地がここに立地していたも

のと考えられる。そのひとつが,田 園調布と調布

であったのである。

「延喜式」に記載された
`坂

東諸国の調庸品目を

みると,安房・上総の一部の海産物を除くとすべ

て織物である。そして,その調庸織物は綾・羅・

絹・施・布などである。しかし,坂東諸国の場合

相模の一部を除いて絶・畠・布で,綾・羅・絹な

ど高級織物は含まれていない。ほとんどが五色の

畠・布 (五色の畠は坂東と山陰,五色の布ほ坂東と信

濃国がおもな貢納国)である。このような高級品が

調庸品目として坂東に合まれなかったのは都から

遠いか ら,軽 くて運搬に便利な織物が指定された

のであろう。また,畿内と坂東との技術水準の差

異,お よび麻の生態的分布や,生糸の織成上の風

土と深いかかわりあいがあったものと考 え られ

る。宮原武夫は「古くから渡来人が多 く居住して

養蚕・機織の技術が進んでいた畿内に比べて坂東

は後進地であったこと。北陸などと比べて乾燥す

る坂東で生糸を織成しようとすると糸切れが多 く

なり,上質の絹を生産することが困難であった」
24)

と指摘 し,坂東で,高級品の絶の生産が本格化す

るのさえ八世紀であるといわれる。また,『続日

本紀』の和銅 6年 (713)五月癸西条に,「相模・常

陸・上野・武蔵・下野五国の輸調は,元来これ布

なり。今より以後,絶,布並に進めじむ。」
25)(傍

点筆者)と 記されている。

以上の点を考慮しながら多摩川流域,特に中流

の「 ミッギノヌノ」(調布)と 紙漉きとの関連を解

明する手がかりとして,主に「紀・記」史料より

考察 しよう。

『万葉集』巻14の東歌に,「多摩河泊爾 左良

須氏豆久利 佐良左良爾 奈仁曽許能児乃 己許

太可奈之伎」
26)(多

摩川に さらす手作り さらさら

に なにぞこの子の ここだ愛しき)と あるように,

多摩川中流域は古くから織物・染色が発達 したと

ころであった。また,武蔵野は織物の原料となる

麻・藤・格・葛・桑などを多 く産出したところで

「多麻」の地名もこのことに由来するといわれて

いる。さらに武蔵野には紫草・茜草・紅花草・黄

薬・くちなしなどの染料植物が自生していた。そ

れに加えて,多摩川の清流に恵まれ,国府 。国分

寺に近い位置でもあり, しかも付近には北多摩郡

狛江市 (高旬麗)の地名が伝えるように, 初期高

句麗系帰化人が移住
27)し

たところで,多摩郡狛江

郷は,狛人 =高麗人のひらいた郷村である。『和

名抄』の狛江郷は,現在の狛江市と調布の大半,

それに三鷹・武蔵野・川崎の各市の一部を包合し
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た広い地域であった。それ故,府中市から世田谷  多摩川流域
28)の

諸村 (狛江郷)で は, 朝廷貢進の

区にかけての多摩川左岸には,砧・調布・布田・  「調」の布 (「 ミツギノヌノ」調布である)を , この

染屋・神代・牟礼・駒井など,製紙・染布に関す  苧麻を原料として布を織 り貢進していたのである

る地名が 多い。 また, 調布市上布田には 布田天   (苧麻の布は,一般に「麻」といったところか ら,こ

神社 (木綿の栽培にまつわる縁記を伝える古社)があ  のあたりを麻の多いところから「多麻」とも呼ぶ よ う

り,深大寺町 に は,天平 5年 (733)満 功 上 人  になったという)。

(高句麗の帰化人の福満と土地の娘との間に生まれたと   まず,山野に自生する苧麻を刈り取り,皮をは

いう)の創建 した深大寺がある。          ぎ,布に織る,織 った布は多摩川の流れに晒すが

こうした最新の織物の特殊技能者をたずさえて  繊維がかたいため,砧でたたいてやわ らか くす

この地に入植した帰化人集団の存在などを考え合  る。機を織る音,砧を打つ音は「 ミッギノヌノ」

せると,調布の生産,調庸の地としてきわめて好  の生産工程に絶体か くことの で きぬ作業であっ

立地条件に意まれていたところであった の で あ  た。その音の中心地が「 ミツギノヌノ」(調布)生
る。その地域的範囲は明確ではないが,古代の政  産の中心地である。この音は,静かな武蔵野の自

治 。文化の中心として創建された国府や国分寺の  然のなかに近 く遠 くなり響いていたであろう。世

位置から推測して,そ の生産圏の範囲はおそらく  田谷区砧町の地名もこれに由来するといわれてい

府中市付近から北多摩郡国分寺市付近をさらにく  る。しかし特殊技能の帰化人集団が布だけを織っ

だって調布・狛江・田園調布 。川崎市多摩・高津  ていたものとは到底考えられない。原始の織物繊

区であったであろう。その中心が調布と田園調布  維が実物として確められるのは苧麻と穀である。

であり『和名抄』の狛江郷は川崎市の一部を含む  苧麻は草皮繊維,穀は樹皮繊維であり,いずれも

ひろい地域であったことなどから類推して,前述  植物繊維である。古い記録によくみ られる衣料原

した多摩区の紙産地は,実は調布市の紙産圏の一  料としての植物繊維は,草皮繊維の苧麻と樹皮繊

部であったと推定できよう。           維の殻である。これが使途別に原料を判然区別す

また,調庸品としての布(麻織物)の原料は,苧  るようになったのは,製紙術が日本に伝来してか

麻 (草皮繊維)で あり,こ の苧麻は多摩川流域の山  ら草皮系の苧麻が布に主用されたのである。『古

野に多 く自生していた。つまり苧麻の多 くとれた  語拾遺』にはこのことが くわしく記されている。

第 1図  「延喜式」麻類の貢進国分布

注 :1)麻類の貢進国 (線 間隔の狭い国は ( )内の両方にあらわれる国)。

2)藤 岡謙二郎編『 日本歴史地理総説』古代編255頁 より引用。
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このことはまた正倉院裂のなかの調庸の布端から

も検証されている。したがって,古い時代には,

麻から布だけが織られていたのではなく,紙 もま

た麻を原料として漉かれていたのである。古代東

国に紙産地が比較的多く立地 していたのも,麻の

産地が東国に多かつたためである (第 1図 )。

『延喜式』巻12に「位記を書する紙としての麻

紙は,上総国一百五十張,上野国一百張。毎年之

を進む」
29)と

ある。この紙は,中務省の内記に納め

位記に使用したもので,麻を材料にした上等の紙

が生産されていたことを示す記録である。武蔵国

において『延喜式』には麻紙を漉いていたとは記

されていないが,原料と生産工程は,「織子」と「漉

き」のちがいだけであり,作業に砧をうつ音と,

紙を叩く(砧をうつともいう。)音,それに使用し

た道具は若干のちがいはあれ,ほ とんど同じであ

る。だから狛江郷に発達した「 ミッギノヌノ」の

手工業地としての調布は,麻布の生産を主流とし

た生産地を形成していたことに間違いはない。だ

からといって,麻布だけの生産地であったとは断

言できない。なぜなら麻布を貢進するのには40日

程の日程を用する。したがって,その間,貢進物

を包装し,保管に耐えうる梱包物資は当然必要で

あったはずであろう。それは,山形県の青苧,紅

花の梱芭物資としての紙,蚕種を製造ならびに蚕

飼育に必要な蚕紙の製造と芭装用の紙30)な どは,

主役的存在というより,脇役的存在としながらも

地域の産業を支える上で重要な役割を果してきた

と同様に,「 ミツギノヌノ」の貢進の包装資材と

して調布の同一地域内から紙もまた生産され供給

されていたにちがいない。今 日,和服の包装に使

用されている「畳紙」に類するものは当然必要で

あり,し たがって漉かれてもいたであろう。今日,

東京都調布市 (旧北多摩郡調布町)や 大田区田園調

布 (旧荏原郡調布村,の ち東調布町)と してなほ往古

の名を伝える地名としているのは,古代武蔵国の

「 ミツギノヌノ」の手工業地として相当量の布を

産出していたことを証明しているものであり,ま

た,紙漉きも布生産とともに栄え,脇役的存在と

はいえ,こ の地域に生産の中心があったと,即 断

してよいものかどうか,大いに問題があるとして

も,ひ とつの特異な仮説として大胆な類推と飛躍

すぎる考えだが,そ う推考して間違いないであろ

つ。

以上,多摩川上流,な らびに中流に展開する紙

産地を解明した。両地域の特徴は,多摩川沿岸に

位置し,良質の水に恵まれ,純格を原料として古

代より近世末期まで特異な紙産地として存続 して

いた紙漉きである。また,こ の両地域は,東京の

外核に位置し,立地条件として極めてす ぐれてい

る。多摩川の中流の紙漉きは,古代布生産の脇役

的存在として成立し,歴史の変革と共に極めて早

く廃絶した地域である。他方,多摩川の上流に展

開した紙産地は,近世末期より明治初期にかけ養

蚕機織の影響を受け,そ の激動のなかで衰退し,

廃絶していった紙漉地域である。

これに対 し,都心部に発展した紙漉きは,多摩

川流域の紙漉きとまったく異り,原料を使用済の

反古紙に依存 し,消費地に立地した紙 漉 きで あ

り,水量・水質とも,それ程,問題としない,い

わば「漉返紙」を主体とした紙産地である。

3 東京都心部の紙漉

さて都心部において,いかなる紙漉きが展開し

ていたであろうか,解明にさきだち,ま ず,都心

部の歴史地理的背景についてふれておこう。

都心部の紙漉きは,徳川家康の入国以降,急速

な発展をとげた紙産地である。その主流は「漉返

紙」であり,他の紙産地にみられない特異性をも

つ紙漉きである。いうなれば大消費都市にのみ成

立する典型的な紙漉形態といえよう。

東京都心部の地理的特徴の一つは,数多 くの台

地と谷,坂と丘との交錯した複雑な地形を展開し

ていることである。したがって台地面での居住地

域化は,ず っと後のことで,古代から中世末期に

いたるまで, 自然発生の集落は台地の周縁の河岸

段丘か丘陵の麓,ま たは湧泉の近 くなどに限られ

ていた。それゆえ,台地面に自然の水系が少ない

こと,ま た,湧泉の分布が見られないことは,人

文景観の形成の上にも影響している点が少なくな

い。武蔵野は元来,古 くから水に恵まれぬ土地と
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して知られ,古代より,武蔵野の人びとがもとめ  利と水質が漉返紙の場合には,水量 。水質とも純

ていたのは,野川の清水であった (黒田川・白子川  椿紙に比べてそれ程重要にはならない か らで あ

・石神井川。中新井川・善福寺川・神田川・渋谷川°  る。

目黒川・立会川・内川・谷川などがこれである)。 これ   都心部に漉返紙を成立発展させたいまひとつの

らの野川は決して水量の豊かな川でなく水無川,  理由は,次の点である。

または『武蔵野の逃水』といわれているように,   江戸は,家康の入国によつて一層拡大 したが ,

水の無いときが多かったのである。 したがって都  名実とも飛躍的な発展をとげるのは,幕藩体制維

心部の紙漉きはこの台地と野川をはなれては論ず  持のための重要な政策のひとつである参勤交替の

ることはできない。近世にいたるまで,台地面に  実施と,それにともなう人口移動や商品流通にと

居住地域化のおくれたのも,前述した地理的性格  もなう人口の都市への集中の傾向をうなが し,新
の結果である。また,台地面の土地利用が主に畑  しい都市として江戸の街が成長をしめしたことに

作のみに依存 していたのも,こ の乏水性台地の地  ある。

理的性格の一面を示しているものである。古代武   江戸市街の膨脹を,端的にしめす人口統計はな

蔵国内の大古墳が荒川と多摩川の二大河川に立地  いが,松島栄一が国立国会図書館所蔵の『旧幕府

して分布するのも,水の生活との関係の密接なこ  引継書類』
31)な どの町奉行関係の人別記録によつ

とを象徴するものであり,武蔵野に古くから伝わ  た計算によると,元禄 6年 (1693)の 人口 を, お

る「避水」や「掘兼水」の説話は,いかに水をう  おむね35万3000人 と推定している。しかし,こ れ

ることが至難であったかを物語っている。藤原俊  には武士人口を加えてないため,それらを加味す

成の『千載和歌集』の歌に「むさしのの はり兼  ると, 100万人をこえる人口都市を形成 していた

の井も あるものを 嬉しく水の 近づきにけ  ことになるのである。ちなみに1700年代のロンド

リ」とあるが,水に対する当時の様子がしのばれ  ンの人口は50～ 60万 ,パ リーは約50万 といわれて

る歌である。                  いるから,こ れと比較 してみても,当 時の江戸の

家康以来,徳川は,天下の権威の淵源である江  繁栄ぶりが推測できるのである。

戸を統治するために,いかに治水に力を注いでい   かかる江戸への人口集中は,必然的に都市の消

たか,江戸河川の諸史料はこの点を実に詳細に伝  費的性格を高めるものであり,商品流通を飛躍的

えている。江戸発展の歴史は水とのたたかいの歴  に発展させていったのである。

史ともいえようo                 以上の二点は,江戸に漉返紙を成立発展させる

したがって,東京都心部の紙漉きを把握する場  主要な与件である。勿論,江戸の消費文化は漉返

合,その要諦となるのは,自然地理の把握を第一  紙にだけ依存していたのではない。江戸の幕府体

義とする。それは,都市部を形成す る地 形 が,  制の上部構造の直参旗本・御家人や上級武士,お

「台地」と「野川」によって構成され,水利と水  よび商人たちは,江戸以外の有力な紙産地より上

質がそれによって規定されるが故に,紙漉きの立  質な紙の供給を受け,こ れを消費していた。一般

地と,紙漉形態がこれによつて規定されているか  の庶民は,上部構造の特権階級の使用済の反古紙

らである。多摩川上 。中流に展開する紙産地と,  を原料として漉き返した紙を使用していたのであ

都心部に展開する紙産地の構造的差異は,実はこ  る。むしろ, 100万 の消費都市人口の大半は,こ

こに起因するのである。             の漉返紙が消費の主流であり,江戸以外で漉かれ

都心部に展開する紙漉きが,一度消費された反  る紙は,特権階級の限られた極 く一部の需要紙で

古紙を原料として,紙を製造する,いわば反古紙  あったともいえるのである。したがって,漉返紙

原料志向型の製紙であることも,立地条件のひと  は消費地内に立地 し,一般庶民の生活必需的商品

つではあるが,それと同時にそれを支えている水  生産としての需要の高まりが江戸市中,今日いう
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東京都心部において漉かれ,その紙産地域は,広

範,かつ多 くの紙漉戸数を存在せ しめていたので

ある。

その分布地域は,次に示す通りである。

江戸において紙漉きがおこなわれたのは,『梵

舜 日記』『浅草地名考』などより推定すると,お

およそ,徳川三代将軍家光の頃よりおこなわれて

いたようである。江戸市中には,それ以前,麻布

において,苧麻を原料として苧麻紙を漉いていた

歴史は古い。だが,漉返紙,あ るいは浅草紙と称

する紙を漉きはじめたのは,前述の史料からみて

徳川封建体制の確立以降である。明治 5年調査の

『東京府志料』に記録され て い る漉き場の地名

は,本所・深川・浅草・ 下谷・音羽・ 関口・ 麻

布・芝・千住などがあげられているので,紙漉地

として,こ れらの地域は,いずれも,古 くからの

紙産地であったものと考えられる。さらに明治中

期以降には,前述の産地の移動がみられ,大正初

期頃には,小石川区・千住・巣鴨・高円寺・落合

などの諸村に散在 して立地 した。昭和初期には ,

この紙産地は,小石川区 。南足立郡西新井村・豊

多摩郡落合町・北豊島郡板橋町・巣鴨町・南足立

郡梅島村・千住町が,紙産地として 存続 して い

た。

これらの紙産地の立地 した地域は,いずれの時

代でも,水利に強 く規定され,東京という地形の

下で,常に自然低地に立地し,そ の多 くは河川に

沿って立地する。しかし,基本的には井戸水であ

った。紙漉きの立地 した各地名を,追跡し,そ の

地形を類型すると,おおよそ,その地形は小山の

麓,あ るいは谷のような場所が比較的多い。例え

ば,西巣鴨・落合・麻布広尾・麻布井町・小石川

西五軒町・雑司ケ谷・関口・音羽などは,いずれ

もその典型的な立地を示す紙漉地である。この点

が東京都心の紙産立地の特徴である。

近世期の紙産地とその紙名については,必要に

応じて論ずるとして,ま ず,明治以降の変遷を考

察 しよう。

まず,主に『東京府統計表』と『東京府志料』

に依拠して検討する。この史料は,近世末期なら

びに明治初期,東京都心部の紙漉地の実態を最も

正確に伝える史料である。

浅草地域において展開された紙漉きは,近世の

江戸の紙産地のなかで最も早 くから行なわれた地

域である。浅草紙は岩井守義『浅草地名考』によ

れば,「連俳武蔵野,寛文四年印本。浅草木棉,

同紙,籠耳,貞享年印本芥子主人蔵」
32)と

記録さ

れているから,寛文 4年 (1665)に は浅草にお い

て紙は漉かれていたことになる。したがって家康

が江戸に幕府を開いてから,ち ょうど58年後にあ

たるわけである。この頃には徳川の幕藩体制も安

定 し,江戸は消費的都市性格をますます深め,江

戸庶民の生活も一応定着化に向い,それにともな

い消費物資としての生活紙への需要もようやく高

まりをみせ,主 として反古紙を原料として消費地

において紙漉生産がおこなわれるようになってい

つた。これが浅草紙(漉返紙)の はじまりである。

貞保年間 (1684～87)の『江戸絵図』『江戸大絵

図』また藤田理兵衛の『江戸鹿子』などによれば

浅草一円が紙産地であったことが記されている。

その地域的範囲は『浅草区誌』の示す記録によれ

ば「紙商ひは門跡,東のかた,三軒町田原町辺漉

返し紙を製す是を浅草紙という。今は専 ら千住に

て漉 く,また三谷・鳥越にても多く出す。」
33)と

ぁ

り,また,「浅草寺志には,浅草紙田原町にて漉

く。」
34)と ある。さらに「田原町は其の原産地にし

て里俗紙漉町と称せし」
35)(傍

点筆者)と 記 されて

いる点から推測して, 田原町 (台東区雷門 1～ 2丁

目)三間町 (駒形1丁目,寿 4丁 目)あ たりが紙漉

町といわれたところで, この辺りが浅草漉返紙の

中心的地域だったと考えられる。ここを浅草漉返

紙生産の原点として,やがて東浅草 1～ 2丁 目,

日本堤 。今戸・清川などの地域に拡散的展開をと

げていったものとおもわれる。さらに漉返紙は,

時代とともに発展を続け,根津門前町・音羽町・

関口水道町 (文京区域内)付近に進展 し,西進を続

けて,麻布本町 (港区域内),広尾町 (渋谷区域内,

都立中央図書館周辺)さ らには台東区亀戸町の方面

にもひろがつていったのである。これらの地域の

生産は,いずれも漉返紙であった。いかに江戸市



中が消費都市 (当時,世界第 1の人口集中都市)と し

て発展 していたか紙産成立の面から推察できるの

である。しか し,麻布は,前にものべておいたよ

うに,古 くから麻の産地であり,麻紙の産地とし

て栄えていた 都心部では 最も古い紙産地で あっ

て,類型的には調布市・八王子市・青梅市などの

紙産地域につ ぐ歴史的な産地に属する。

しかし,こ の浅草紙・漉返紙は品質 と して は

「鼠色の落 し紙で,極めて粗悪であり,而 も紙類

中の最賎品である」
36)と 記されているほどの粗紙

であつた。それにしても佐藤信淵の『経済要録』

によると,当時, 江戸近在 (千住辺り)だ け で も

「漉き返紙を製すること毎年十万金に下らず」
37)

と記されているから,漉返紙が「最賎品の粗紙」

であろうがなかろうが江戸市民にとつて一般化 し

た必需品として,ま た,人気のある紙として発展し

ていた。浅草田原町にはじまったこの漉返紙も,

やがて都心部の湧泉のある地域まで紙産地は拡散

していつたのである。

千住地域に発展 した紙漉きは,諸史料を総括し

て推測すると,元禄年間頃 (16“～1703)と 考えら

れる。したがって千住浅草より約50年後ほどおく

れて創められた紙産地であるといえよう。しかし

『浅草区誌』の「三軒町田原町辺漉返し紙を製す

是を浅草紙といふ。今は専ら千住にて漉 く,」
38)

(傍点筆者)と 記されている点から考察すると, こ

の時期,浅草紙の生産の中心は,浅草より千住に

立地が移動 していたものと考えられる。しかも,

それが千住のみか「三谷・鳥 越 に て も多 く出

す。」
39)と ころの産地が形成されていたとも記され

ており,こ の時期に,大幅な立地移動があったも

のと考えられる。いうまでもなくこれは日毎に拡

大されていく江戸市民の紙の需要にこたえるため

の生産市場の拡大であり,そのために浅草田原町

より有利な立地条件への分散と集中が時代の社会

的要求としておこなわれた立地移動である。

江戸幕府官撰の『新編武蔵風土 記稿』 (文政 5

年)に よれば,浅草紙 (漉返紙)を生産する諸村に

ついて,次のように記録している。

梅田村は「江戸より行程二里半,民戸百四十余
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……村民戸ごとに世に云ふ浅草紙と云ふものを漉

きて生産の資とす。」
40)ま た本木村については「江

戸より行程二里半……土人専 ら芹茄子を作りて江

戸に出す……農隙に浅草紙といえる紙を漉きて江

戸にさげり,」
41)と

あるから,江戸の消費市場を目

当とした野菜の栽培を基調としながら農間稼ぎの

紙漉きが盛んにおこなわれていたのである。

西新井村は「江戸より行程三里に及べり,戸数

百余……,見沼代用水を引て水田耕し,五穀の外

前栽を作り,或は漉返し紙を製 して江戸へひさぎ

て生産を資 く,」
42)と

記 され,米・麦 。あわ 。き

び・豆の外に,庭さきに花木や草花を植え,さ ら

に野菜作りのほか漉返紙を生産 し,江戸に出荷 し

ていたと記され,当時の江戸郊外の農村の実態が

実に詳細に記録されている。

興野村は,現在の東京に残存する,た った 2戸

(「だるま紙」製造)の紙漉きのあるところである。

「江戸より行程三里,家数九十,其内六十家は紙

を漉て余業とせり」
43)と

記されている。

花又村の場合は「見沼用水を引て水田を耕す,

農隙には浅草紙を漉て生産を資 く,」
44)と あ る か

ら,水田を基調として紙漉きをおこなっていたこ

とが判る。この外,伊興村・栗原村・高野村・保

木間村などの諸村も当時紙漉き生産がおこなわれ

ていた。この史料によれば紙漉きのおこなわれて

いた諸村は,いずれも江戸から三里以内の近距離

に位置し,農間期における副業的な紙漉きであっ

た。それに大江戸をひかえた地理的条 件 に 恵 ま

れ,年毎にたかまる江戸の需要拡大により,近郊

農村として商業的農業の発展をみていたところだ

けに,農家収入は,他町村に比べて良 く,そのた

め,こ の村の農民は,高慢奢修な風潮に流されて

いたようである。このへんの事情について佐藤信

淵は『経済要録』(文政10年)のなかで「東都近郊

なる千住在の民は,漉き返紙を製すること毎年十

万金に下 らず,然れども彼近村の百姓に貧者の多

き者は,大都会に密迩て,知 らず覚えず,高慢奢

移の分限に過るを以てなり,故に物産を興さんこ

とを欲せば,先ず百姓等が高慢心を挫 くべきこと

専要なりと知るべし。」
45)と

警告している。この村
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の百姓が, どの程度の高慢奢修であったかは具体

的に述べていないが,こ の文中の記録から推察す

るに,恵まれた立地条件の下で,五穀と前栽を基

調として紙漉きが行われ, しかも,それが10万両

にも及ぶ地域所得をあげていたことは,と りもな

おさず, この地域が当時,すでに江戸消費市場向

け漉返紙をはじめとする一大生産市場として確固

たる発展をとげ,生産の中心が,こ の地域に立地

移動 していたことをこの史料は,き わめて単的に

物語っているのである。

くだつて明治 5年に調査 した『東京府志料』に

より明治初年頃の漉返紙生産をおこなっていた村

の実態を考察 しよう。この史料によれば,こ れら

の諸村は「水田多 ク畑少クシテー般農業ヲ事 トス

ル故物産モ五穀疏菜シ,其他漉返紙ヲ製 ス ル ノ

ミ」
46)と して村々の漉返紙の生産村と生産高が詳

細に記されている。この史料によれば紙漉きを行

っている村数は,『新編武蔵風土記稿』よりも増

加している。その村を列記すると次の通 りで あ

る。

梅田村・伊興村・栗原村・谷在 家 村・西 新 井

村・鹿浜村・加々皿村・宮城村・堀之内村・沼田

村・高野村・興野村 。本木村・花又村・六月村・

保間村の諸村が漉返紙の生産村として記録されて

いる。以上の諸村のうち最も産額の多いのは梅田

村で,総生産額の50%は この村によつて占められ

ている。 産額の多い村は, 梅田村を筆頭に興野

村・伊興村・本木村・掘之内村・花又村の順とな

っており,『新編武蔵風土記稿』に記録されてい

る紙漉村がほぼ生産の中核的存在として発展 し,

明治初年頃には,上記に列記した諸村にまで紙産

地域は拡大 していったのである。これはいうまで

もなく,承応・寛文以後元禄にいたる町人文化の

興隆とともに消費都市「江戸」が,ま すます消費

的性格を高めるとともに,消費面の拡大が,急速

に進行 していつたことによるものである。

しかし,こ れも昭和期に入ると急速 に衰 退 す

る。昭和 3年に農商務省農務局が調査した副業参

考資料の『手漉製紙に関する調査』によれば, こ

の地域の紙漉きは,南足立区西新井村 150戸 ,南

足立郡梅島村43戸,千住 5戸へと激減している。

なお,昭和 7年『中外商業新報』に当時この地域

の紙漉きについて次のように記している。

「震災前は,二百六十軒の多数で,副業として

手漉紙を作っていた府下西新井町も,今では四五

十軒に減ってゐる。・… こ̈の十年来と い ふ もの

は,付近が発展して新開地が現はれ,製紙が機械

化されて行 くにつれて,利益も少くなるし,ま た

桜紙の手漉は到底引合はな くなってしまった。一

方にまた西新井大師をもつ土地柄だけに,花斉栽

培や花屋が有利であるので,そ の方に転業するも

のが多くなって,手漉をする人々はいよいよ少く

なったからである。同じ仕事をするなら,冷い水

に手をつける手漉紙よりも,他の仕事の方がとい

うのも,重要な原因をなしている。又利の便がよ

くて,自 然に山から流れ出る河川を利用すること

が出来れば同じ紙を漉 くにしても,手数がかから

ないから,簡単に行って,安い物を造ることが出

来るし,紙質の良い物を造ることも出来るが,今

の西新井町では,こ れ等を自由に求めることは出

来ない。・……他方各地の名ある産地が,交通の便

が良くなるにつれて,安い品物をどんどん送り
`

むといった状態であるから,こ れ等に対しても,

到底太刀打ちが困難になってゐるからである。」
47)

と記され, この村の紙漉きが衰退していく内外の

諸事情をくわしく説明している。

なお,昭和14年 には足立区の紙漉業は,梅田の

38戸,興野の17戸 ,本木の91戸,計 146戸と激減

していた。

千住地域の紙漉きが以上のように激減した理由

について関義城は「明治末葉より大正時代に入っ

て,廉価な機械漉浅草紙に支配せられ,次いで砂

糖袋用の漉造に変じ,大正七・八年頃を以其製造

を続けて来たのであったけれども,之れが板紙箱

に転向せられて殆んど全滅を来し,大正の終り頃

より次第に張る紙 (鼻緒・草履 。志紙等)の 製造に

移り,今 日に至っている。」
48)と 述べている。つま

り千住の紙産地は,資本主義の発展とともに地域

の産業構造に地殻変動を引起し,近世の江戸を市

場とする商品の生産地として特定の地域を形成し
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ていた農業自体がこれまでの性格を維持するのは  草紙),~下高輪町 (浅草紙), 麻布竹谷町 (元結)に

困難となっていた。例えば本木村では「土人専ら  分布 している。なお「明治十年頃渋谷広尾方面に

芹茄子を作りて江戸へ出す,茄子は其形尤大にし  て紙漉を業としたもの四十軒程あったが,其後次

て種少 し,世に賞 して本木茄子と云,又農隙に浅  第に減じた。」
52)が

,い ずれも浅草紙を漉いており,

草紙といえる紙を漉きて江戸にひさげり」
49)と ぃ  明治30年代にはここも廃絶した。地下鉄日比谷線

われ,西新井村は「五穀の外前栽を作 り,或は漉  広尾駅より南麻布の都立中央図書館から西麻布の

返紙を製して江戸へひさぎて生産を資 く」
50)と ぃ  赤十字病院付近にかけて紙漉きに適 した地形は ,

われた性格は根底から崩れ,こ の時期には,あ る  今でもなおその痕跡がみられる。

ものは農業から分化 し機械漉き製紙の専業化へ,   本所・深川地域の紙漉 きは,正徳年間 (1711～

また,あ るものは花井栽培や花屋専業へとそれぞ  1715)すでに存在していた
53)と いわれるから,今

れ分化 していったのである。           からおよそ 260年前にはこの地域に紙産地があっ

江戸周辺農村が江戸の生産地域なり,生産圏な  たことになる。やはりここで漉かれていた紙も漉

りを形成することは,周辺農村の商品生産が進ん  返紙であった。

でいることであった。そしてその形態は多様であ   明治 5年調査の『東京府志料』によれば,紙漉

り,地域的に差異はあつたが,江戸周辺の農村の  きの行われていた地域は,本所長岡町 (大高紙),

商品生産化が進展すればする程,地域内分化もま  本所若宮町 (揉紙),北本所荒井町 (揉紙),本所三

た進展し,農業は専業化 し,紙漉きもまた農間余  笠町 (大高紙),本所北新町 (地漉紙),本所松倉町

業としてでなく,専業化へと発展分化 した。その  一丁目 (地漉紙),本所松倉二町目 (地漉紙),本所

場合,手漉和紙業への専業的転換者は,ほ とんど  4年 町 (縮緬紙),本所松井二町目 輪 緬紙),本所

零細的農業経営者であるのが特徴であつた。    大平町一町目 (大高紙), 本所大平町二町日 (浅草

麻布地域の紙漉きは『麻布区史』 に よれ ば,  紙),本所相生町一町目 (元結),本所青木町 (漉返

「文政書上に,此地古来百姓地にて農耕の助けに  紙),深川黒江町 (漉返紙),深川西大工町 (元結),

麻を栽培し,之を布に織 り,又紙に漉て麻苧紙を  深川東大工町 (漉返紙),深川西永町 (縮緬紙),深

作って渡世 した」
51)と 誌されているから今からお  川元加賀町 (漉返紙),深川東六間掘町 (縮緬紙),

よそ160年前まで,こ のような紙漉きのおこなわれ  深川御船蔵前町 (縮緬紙),深川猿江裏町(擬宣紙・

ていたところである。しかし一説には 300年以上  大高揉紙),深川東森下町 (縮緬紙・漉紙), 本所中

の歴史をもつ紙漉地であるともいわれる。麻紙生  之郷横川町 (地漉紙・仙花紙),中之郷原庭町 (:,薦紙

産のあった古い紙産地とみて差支えなかろう。    ・鼻緒), 中之郷村 (漉返紙), 寺島村 (表紙・漉返

明治 5年調査の『東京府志料』によれば,そ の  紙),小村井村 (漉返紙), 亀戸村 (漉返紙)と なっ

紙産地・紙名は次の通 りである。         ている。また,明治 8年 6月 調査の『東京府誌』

愛宕紫井町 (元結),宇田川横町(元結・絵半切),   によれば,深川西六間掘 (た ばこ用紙), 深川御船

芝田町 6丁 目 (漉返紙),麻布田島町 (漉返紙),芝  蔵前町 (縮緬紙), 本所松倉二町目 (地漉紙・浅草

車町 (元結),麻布東町 (水引), 麻布桜田町 (漉返  紙),本所松井二町目 (縮緬紙),本所北新町 (地漉

紙・元結),麻布井町 (漉返紙・水引), 渋谷広尾町  紙),本所横川町 (地漉紙),南本 所 石 原 町 (地漉

(漉返紙),麻布桜田和泉町 (漉返紙),麻布宮下町  紙), 南本所外手町 (更紗紙)な どにおいて紙漉き

(水 引),青山町 5丁目 (水引紙・水引)。        が盛んにおこなわれていたことが判る。 しかし,

また,明治 8年調査の『東京府誌』には,西久  この紙産地も明治中期以前にほとんど廃絶 してい

保八幡町 (擬草紙),芝金杉 4丁目 (元結),芝新掘  る。

町 (半紙), 本芝下町 (箔用灰紙), 芝横新町 (擬草   また,関口・音羽・小石川地域の紙漉きは,史

紙),芝田町 6丁目 (浅草紙),芝二本榎 2丁 目 (浅  料によれば宝暦から明和 (1751～ 1771)に かけての
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時期に紙漉きがおこなわれていたようで あ るか

ら, 200年前には紙漉きはおこなわれていたと考

えられる。明治 5年の『東京府志料』には,関 口

水道町 (元結・水引), 小石川東柳町 (半掛紙),小

石川西青柳町 (半掛紙),音羽二丁目 (地政紙),音

羽三丁目 (大高紙・元結紙),音羽四丁目 (元結・地

政紙),音羽五丁目(水引), 音羽六丁目(地漉紙・水

引),音羽七丁目 (漉返紙・元結紙), 音 羽 九 丁 目

(水引・元結), 桜木町 (水引),小石川久堅町 (和

唐紙・太平紙),高田村 (漉返紙), 小石川新諏訪町

(桑塵紙), 市ケ谷谷町 (漉返紙), 大久保余丁町

(元結・漉返紙),牛込原町二丁目 (紙漉責), 四谷

塩町二丁目 (元結),本郷一丁目 (元結),根津宮永

町 (漉返紙),駒込千駄木坂下町 (漉返紙),牛込山

咲町 (漉返紙・水引),牛込通寺町 (元結), 牛込馬

場下町 (水引),牛込高田町 (漉返紙),西大久保村

(玉川紙)な どの地域に分布しているが,明治 8年

調査の『東京府誌』には, さらに麹町十町目 (元

結),牛込岩戸町 (麦稗紙),牛込袋町(響掛色紙・製

本表紙),牛込白銀町 (書掛色紙), 新小川町二町目

(地政紙・細工紙・浅草紙), 新小川町三町日 (地政

紙・細工紙・浅草紙),四谷塩町二丁目 (元結)の地

域に紙漉地域は拡大 している。

以上が,東京の都心部に立地する紙漉地域であ

る。その範囲は大雑把にいえば,山手線沿線の円

周内に漉返紙地域が立地し,純格紙の生 産 地 域

は,そ の外郭地域に立地している。反古紙を原料

とする漉返紙の分布する地域は,江戸から東京へ

発展する消費都市的性格に照応 して紙産地域が拡

大し,廃絶の時期は比較的おそい。これに対 し,

外郭地域に展開する純格を原料とする紙産地は,

山地山間部に立地するため,近世末期頃から飛躍

的な発展をとげる養蚕機織をはじめとする商業的

農業の進展によつて,こ の地域の紙漉きは早 く衰

退・廃絶にむかうのである。その時期は,漉返紙

の地域より,は るかに早い。椿紙は,江戸・東京

いずれの時代にも,東京地域外の生産圏から主に

供給され, 漉返紙は, 原料依存 が 都市的性格を

基本とするため,生産立地は消費志向型である。

また,漉返紙生産は,椿紙生産に比べ,それ程水

質・水量が問題にならなく,井戸水程度でも充分

製紙をおこなうことができるため,東京の地形に

とって格好の立地であり,漉返紙の生産が,消費

地に近接していればいる程有利な紙漉きであるだ

けに,山手線環内の地形に合致した地域に漉返紙

の生産が集中して立地を展開しえたのである。し

たがって,東京の手漉和紙業の主流は,江戸 。東

京という消費都市の発展に照応して発展 した漉返

紙生産地域であるといえよう。

2.千 葉 県

大和中央政権の権力の伸展が関東に波及 したの

は 4世紀末から 5世紀頃かとおもわれる。この時

期は,古墳文化の時代で,遺跡などをとおして確

かめることしかできない。 したがって紙が文献に

よって確かめられるのは 9世紀以降である。

まず,平安前期,大同 2年 (807)に 成立 した史

書『古語拾遺』によれば,「天富命,更に沃壌を

求めんとて,阿波斉部を分ち,率いて 東 土 に住

き,麻穀を播殖せ しめたもう。好き麻の生いたる

所,故に之を総の国といい,穀木の生いたる所故

に結城郡という (古語に麻を総という。今の上総・下

総二国これなり)。 阿波斉部の居る所,便ち安房郡

と名つく(今安房国これなり)。 天富命即ち其地に於

て太王命の社を立つ。今之を安房社という。故に

其の神戸に斉部氏あり」
54)と 記されている。ここ

に記されている麻穀というのは,植物繊維をさす

のであるが,麻は草皮繊維であり,殻は樹皮繊維

である。 この繊維は, 中世末期に草綿 (錦葵科)

が普及するまで,庶民の衣料の原料であり,衣草

ともいわれ,麻殻が古代において普遍的な植物繊

維原料であったことを物語っている。

千葉県が中央政権にとって重要な地位にあつた

ことは,関東の国造の数が,群馬 1,栃木 2,茨

城 7,東京・埼玉を合せて 2,神奈川 2に対し,

千葉県だけで11の 国造があったことでも判る。ま

た県下に分布する11の 国造所在地と古墳の分布と

ほぼ一致することを考え合せ,古代に開発された

房総の地域がほぼ推定 で き る。開発の分布地域

は,山すその間を流れる河川地域に主に耕地が展



和紙生産の立地とその変遷 に)                   51

開し,山 なみで囲まれた河川の流域が,それぞれ  る。それ故,『古語拾遺』の伝える「好麻所生 ,

のひとつの生活圏を構成していた。それ故,豊富  放謂之総国」とみえるのは,東国に麻殻を移殖さ

な遺跡分布や,国府・国分寺・惣社も この 流 域  せこれが順調に発展 し,貢進物になるまでに成長

(養老川・小櫃川・小糸川・矢那川・平久里川・曽呂  していたことを意味するものである。先年菅生遺

川・加茂川)付近に分布している。国府の所在地を  跡を発掘した際,泥炭層から麻の実 が検 出55)さ

みると下総は今の市川市国府台・上総は市原郡市  れ,ま た,木更津市内の金鈴塚・砥園大塚古墳か

原町能満,安房は三芳村国府付近に置かれ,三国  らも麻糸で織った特殊な織物の残片が発見
56)さ れ

(3国府)と も,東海道に属する国として,相模の  たことなどと考え合せると,こ の辺 りで麻布が織

走水から舟行の便利な東京湾岸に位置し,地方政  られていたことは間違いなかろう。正倉院の残子

治・文化の中心にふさわしい交通の要 地 に存 在  布に「黄陀布」とか「望陀費布」が保存されてい

し,耕地は比較的台地の縁辺に展開し,それ故,   るのは古代この地方に麻布織物が盛んにおこなわ

水利には必ずしも恵まれていたとは考 え られ な  れていたことを検証するものである。

い。それだけに集落もそのような関連として展開   すなわち古代房総の特産物は,麻殻を原料とし

されていた。また,そ のため,東京湾沿の河川流  た麻布であり,その大部分が房総国の農家などに

域に房総の古代文化が発展したものとお もわ れ  ぉぃて織 られ,こ れが調庸として貢納されていた

るo                       のである。

以上の歴史地理的背景を前提として,千葉県の   紙は,東京都調布市付近において展開されたと

紙漉きについて考察 しよう。           同様,麻布の脇役的存在として生産され,麻布の

前述した 9世紀の『古語拾遺』によれば,中央  生産は,つねに主流的地位を占めた麻布生産地で

政権は関東経営を進展させるため,国家権力によ  あつたのである。

って麻殻を移殖させ,こ れを,お おむね順調に定   房総の紙は,『延喜式』の記録にもみられるよ

着させることに成功し,やがてこれを特産的な貢  うに,古代において漉かれていたことは事実であ

納品の主体的作物にまで発展させることができた  る。その紙について『延喜式』巻12に「几書位記

のである。                   料麻紙者。上総国一百五十張。下野国一百張。毎

10世紀初期 (延長5年)に完成された『延喜式』  年進之。」
57)(傍

点筆者)と 記されている。この史料

に記された上総・下総・安房の貢納品には,圧倒  から考察するに上総では麻布以外に麻紙がつくら

的に海産物が多い。これは地理的条件からみて当  れていたことが検証されるので あ る。この麻紙

然である。次に多いのは布である。房総,特に上・  は, 平安時代 (794～ 1185)に 中務省の内記に納め

下総が麻を意味することから,麻布生産がこの両   「位記」 (天皇の詔勅・位記・宜命をはじめ,写経・

国の特産物の主流をなしていた。『延喜式』によ  和歌にもちい られ,こ とに写経の紫紙・黄紙・金塵紙

れば,上総は,調 として,絶・緋細布・薄費布 。 などは,正倉院文書にも多くみえる。)を書 く料紙に

望陀賞布・費布など,庸 として布を輸 し,中男作  使用されたものである。この点から推測して相当

物として,麻・紙・熟麻・白暴熟麻・臭・紅花・  上等の麻紙であったことが推察で き る。おそ ら

漆・芥子・雑の謄・魚隻・凝海藻など,下総からは  く,こ れ以外にも貢納物の麻布を包装する資材な

調として,絶・紺布・練布・黄布など,庸として  どとしても漉かれていたのではなかろうか。その

布を納め,中男作物には麻・紙・熟麻・紅花がみ  産地は,上総と記録されているだけで,具体的な紙

られる。安房からの調として,緋細布・細買布・  産地はこれだけでは判明しがたい。 しかし,草皮

薄貨布・標細布・鳥子鰻・都都伎鰻・放耳鰻・着  性繊維を原料とした麻紙であることは判然してい

耳鰻・長鰻など,庸として海松,中男作物として  る。以上の諸点から類推すると麻布の主産地であ

紙・熟麻・臭・花花・堅魚 鰻ヽなどが記されてい  る上総国の望陀郡の小櫃川と小糸川をはさむ流域
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地域において漉かれていたものではなかろうか。

平城宮跡や藤原宮跡から出土 した「木簡」には ,

望陀の貨 と安房の鰻の記録,特に麻布について出

土しているが,麻紙についての本簡は,い まだに

発見されていない。それ故,史料的検証の域をま

だ出ない。

ところで,千葉県において中世以降,麻紙に関

する史料はまったく見当らない。おそらくこれは

房総の麻が中世の頃,木綿や絹,特に木綿との栽

培の交替があったために紙漉きが廃絶になつたの

か,あ るいはこの頃,新 しい紙産地が,他に形成

されたことにより,千葉県の麻紙がすでに古代に

おいて廃絶 したものか,こ れは,房総の古代の謎

のひとつではなかろうか。

『千葉県史料』(近代篇 。明治初期2)に よれば ,

明治 8年 12月 の県物産表には,大鷹紙10,000枚 ,

美濃紙44帖,半紙 1,500枚 ,漉返紙 9,438,000東

(一東は100枚)と 記録されている53)。 その生産主

体は,漉返紙である。おそらく東京の近郊である

千葉に近世末期頃,漉返紙が導入されていたので

はなかろうか。この紙がどこで漉かれ て い た の

か,その紙産地はまったく判明しない。さらに,

『貿易備考』には「各府県諸紙産額概要」として

千葉県に明治14年半紙2,108帖 , 塵紙6,114(単位

不明)と が記されている59)。 また,『千葉県統計

表』には和紙に関する統計 らしいものは見当らな

いが,明治34年 (37戸)と 大正13年 (36戸)に紙漉

きの残存 していたことが記されている。この産地

は,千葉市蘇我町と木更津市である。その紙は漉

返紙が主体であった。昭和 3年農林省農務局の調

査 した『手漉製紙二関スル調査』には千葉県につ

いて,ま ったく記載されていない。

したがって,明治期の紙漉きは,江戸,東京の

影響を受け,漉返紙の生産が明治期若干あつただ

けで,正倉院にのこる古代上総で漉か れ た 麻 紙

は,いまの上総からは,到底想像 しがたい紙であ

る。それ故,房総三国の紙産地 (麻紙)の歴 史 は

古代をもって廃絶したといえよう。

麻紙の廃絶の原因について再言すれば,麻は近

世初頭に木綿がこれに代るまで一般民衆の重要な

衣服原料 (紙)であつた。 木綿が文献に登場する

のは大永年間 (1521～ 1527)で あるから,大衆の衣

料原料として普遍化する以前,つ まり中世の中期

前後にはすでにある程度普及 していたものと推測

される。それ故,古代から一般庶民階級の衣服原

料として用いられていた麻・椿・苧・葛などは当

然著しい圧迫をうけることになったわけである。

棉作に適する気候温暖な地方においては苧,お よ

び麻などは棉作に取って代 り,平安朝時代におけ

る麻の中心地は,中世後には棉作の中心地に転化

し,そ の結果,棉作は麻 ・苧・緒・葛などの栽培

を圧倒し,棉作は急激な発展をとげた。古代から

日本の伝統的衣料としての麻衣は中世後期以降,

木棉によって代替され駆逐されていった。徳川中

期以降,東北・北越の気候寒冷な少数地方以外は

全国ほとんどの地方で棉作をしない地方はないま

でになっていた。かかる棉作の発展の原因につい

て我妻東策は『農村産業機構史』において「徳川

初期以降一般生活程度が著 しく向上 したこと,お

よび従来の苧の麻織物に比 して綿織物の生産費が

少なく従って価格が低廉であったこと等がその主

因でなければならぬ。」
60)と

指摘し,「更に副因と

もいうべきものとして(1)棉花の封建独占的高価 ,

(2)幕府及び各藩の慈父的棉作奨励政策等の二項を

加ふることができる。」
61)と 述べている。まさにこ

うした封建権力の慈父的勧奨政策によつて棉作は

飛躍的発展を遂げ,麻・苧・格・葛などは駆逐さ

れ,中世後期,特に徳川初期頃に麻を原料とする

麻紙は廃絶においこまれたのであろう。いまひと

つの原因は,中世期,橿!紙 (みちのくにがみ)を先

駆とする地方製紙の中央進出
62)が ,千葉県の麻紙

を廃絶に導いたのではなかったかと考えられる。

なお,かかる提言は, さらに具体的分析を果した

上でなすべきであるが,今その余裕はないので概

括的に問題点を指摘するのに止めておく。

3.神 奈 川 県

神奈川県は,平安時代からの紙産地である。こ

れを裏付けるものとして『延喜式』に中男作物と

して紙を上納していたという記録がみられる。だ
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が,こ れが相模国のどこで漉かれていた紙である  の推測は,他の史料によつても裏づけることがで

か,ま ったく不明である。『延喜式』民部省・主  きる。

計寮に供進されたなかに布・綾などが記録されて   つまり愛川町は,近世末期から明治にかけて八

いる点から考えると,相模国においても武蔵・房  王子養蚕機織の発展の様相とほぼ同じ過程をたど

総二国と同じように麻,お よび麻布を生産してい  っていたのである。この時期に神奈川県高座郡・

た地域で紙漉きもおこなわれていたものと類推 し  愛甲郡は,すでに八王子機業圏に包含され,多量

て間違いなかろう。しかし,明治・大正期まで続  の生糸・撚糸の供給地域になっていたのである。

いていた,紙郷との直接な関連性はない。だが,  それ故,農間余業として紙漉きの総生産体制は,

多摩川中流右岸流域,川崎市多摩区中野島・菅・  源泉所得の高い養蚕機織へ地すべり的 に移 行 し

柿生・高津区・中原区,東京都府中市押立とは深  た。その移行形態は,こ の地域の八王子織物業に

いつなが りがあろう。この付近は,東京都調布市  対する原料供給地帯としての体制移行に照応 して

の麻布生産圏域に属し,古代における麻布郷のみ  いたと考えられる。

ならず紙郷だったと考えられるからである。例え   その当時, この村の事情を中原村 (現愛川町中

ば,川崎市下麻生・上麻生の地名の由来(麻生は野  原)の弘化 3年 (1847)の 五郎吉家文書 は,次 の

生の麻の多く自生していた地名)か らも,こ の地 域  ように記している。「年来酒造いたし手広の家作

は麻布生産地の一部であったであろうことが推測  にて呉服反物小間物荒物瀬戸物類万商ひいたし其

される。多摩川中流の左右両岸の相当の奥地まで  の上紺屋ならびに機織渡世まで仕り,御領主様御

麻が自生 し,こ れを原料 と して 麻布を織り,ま  用済にて瓶二十九機数十機家内三十余之暮方に而

た,そ の付近では,紙漉きのおこなわれていた最  ・……」と記され,マ ニュファクチュア的経営を推

も古い紙郷であったと考えられる。        測させるほどの機屋が,すでにこの村に形成され

神奈川の紙産地は,東京の紙産圏の最西端八王  ていた。こうした事情を考え合せると,こ の頃に

子構造線の八王子市を基点に東西に延長した紙産  は, 農間余業としての紙漉農家は 労働力を はじ

圏であって,丹沢山地から平地にかけた地域に散  め,猪畑をも蚕食 して,桑園化の拡大を計 り,さ

在 して展開されている。それは,南北に流れる多  らに機織業に総動員されることによつて紙漉きの

摩川・相模川・酒匂川の各河川の上 。中流の流域  生産条件は雪崩的衰退・廃絶にむかっていったも

に展開していた紙郷である。           のといえよう。

まず,現存する神奈川県唯一の紙郷は,愛甲郡   また『津久井郡勢誌』の『沢井村々方明細表』

愛川町海底である。ここでは成井重三が細々であ  によれば「当村儀,大麦,小麦,大小豆,粟稗 ,

るが封筒, メニュー用の紙を漉いて生きのびてい  そば之類作付申候,米ハ晩稲フ作 り申候,畑畔ニ

る。この漉場は相模川の支流,中津川の低地にあ  少々宛植候格,大布二織,衣類之助二仕,其外村

る集落である。また,かつてこの町の角田におい  内ヨリ衣類之助二相成云」
64)と

あるが,今でも津

ても30～ 40戸は漉いていたといわれる紙郷である  久井地方の畑,あ るいは日の周囲に格の根株が残

が,大正14年の『愛甲郡制誌』の記録に,当時,   っている。これらは太布の織物の原料としてだけ

愛甲郡下で和紙を農家副業としていたのは高峰村  でなく,製紙原料として白皮にして販売されてい

だけであった。それによれば,高峰村 (現愛甲郡愛  たといわれる。太布は,八王子,青梅付近でも織

川町)の紙漉きは 「製造家三戸二過ギズ漸減ノ傾  られていた伝統的産物のひとつであり,明治初期

向」
63)と

記されている。この時期,すでにこの村の  に,ま だ,古代の『古語拾遣』に記録 され る穀

紙漉きは廃絶寸前に追い込まれていたのである。  (樹皮繊維)を原料として,織物,製紙がおこなわ

かつて30～ 40戸の紙漉きがおこなわれていたとい  れていたことは珍重すべき資料である。

うのは,お そらく明治初期の頃と推測される。こ   多摩川中流右岸の紙郷は,川崎市多摩区中野島
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第 3表 神奈川県の和紙生産戸数の推移
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総 計

注 :明治31～大正13年『神奈川県統計表」より作成。

と菅である。このことについて高橋源一郎は「中

野島には唐紙漉の業者があった,文化の頃には文

平という人がこの業を営んで居った,其種は駿河

から取よせたという,隣村,菅にも同業の者があ

れど,文平には及ばなかった,文平の作つたもの

は『山水又はいろいろの画をすかして漉たる半紙

よろし』と」
65)記 している。おそらく良質の野生

格と多摩川の水質に注目して漉かれていた和唐紙

であろう。また,登戸の宿は紙商人で繁栄してい

たこともあったという。

なお,12キ ロ下流の右岸,川 崎市幸区刈宿にお

いても紙漉きがおこなわれていた。『新編武蔵風

土記稿』によれば,こ の村は「江戸日本橋より行

程五里……土地すべて平かにして土性は真土に砂

交れり,用水は多摩川の分水を用ひれども,やや

もすれば早損の患あり,されど水田方は陸田より

多し,民戸二十軒村内に散在せり,そ の内紙をす

くをもって業せるものあり」
66)と 記されており,

ここでは農間余業としてでなく紙漉きが専業とし

ておこなわれていたとおもわれる。

さて,つぎに明治以降の神奈川県の和紙生産戸

数の推移を考察しよう。

13

41

統計として使えるのは明治31年より大正13年ま

でである。明治30年以前の統計はなく,ま た大正

14年か らは,和紙は統計に記載されていない。

『神奈川県統計表』によって神奈川県の和紙戸

数の推移をみると (第 3表),明 治37年の紙漉戸数

157戸を最高として漸次衰微し, 大正 9年の16年

後には約半数近くに減少 している。

これを,さ らに昭和 3年の農林省農務局『手漉

製紙二関スル調査』でその推移をみると55戸 と2

戸増加 してい るが,その紙漉村は 8町村 (橘樹郡

中原村,現川崎市多摩区・稲田村,鎌倉郡中和田村,

現鎌倉市・高座郡麻溝村,現相模原市 。大沢村 。中郡

旭村,現 平塚市・足柄下郡大窪村,現小田原市・愛甲

郡高峰村,現愛甲郡愛川町)だけとなって い る。し

かも,そ の紙 の種類は,浅草紙 (漉返紙),薄子

紙・綿紙でその販路は,横浜市・八王子市・愛甲

郡下の地場向生産である。

地域的生産でみると橘樹郡 (現在の横浜市,川 崎

市が中心)が圧倒的に高 く,ついで高座・足柄下・

愛甲郡の順となっている。橘樹郡に紙漉戸数が高

いのは,都市的地域で,当時から東京の延長線に

ある外核的都市として,その影響を受け,ま た,
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郡

郡

郡

郡

郡

郡

郡

郡

支

　

　

　

　

　

　

上

良

樹

浦

倉

　

筑

座

柄
．

久

橘

三

鎌

中

都

高

足

53

明治
31

32 33 34 37 38 39 40 41 43 44
正
午

大
元

10 12

29 “

　

，

10

29 29 20 23 27 10

1

1 1

7

ａ
　
　
　
　
０

102

30

8

102 102 102 101 97

１
　
■

85

１

　

一̈
　
　
　
　
■
一　

６

１

　

渕̈
　
　
　
　

，

　

６

81

1

31 30

１

　

”

1

70

19 14

7 8

3

60

53 42 9 44
|

128 126 125 123 124 126 122 116 106 113 122 127 123 114 116 96 96 76

132 116 96 96 7653 42 44 157 155 145 146 151 134 127 119 109 115 124 133 124 53

|

１

　

８５



技術的側面からも容易に漉 くことのできる漉返紙

を主体とした紙産地であつたためだと考 え られ

る。高座郡は,土地の 3分の 2は畑作,お よび山

地にかけた土地柄であること「 愛甲 。足柄下郡は

山地型山村の土地柄から和紙の生産がおそくまで

残存していたものと考えられる。

戦後の推移は,昭和 38年 8戸,昭和 50年 1戸

と,その現実は廃絶そのものである。
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