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京都 (山城・丹波・丹後)一その 1-

古代日本の手工業に関 しては, これまで数多 く

のすぐれた研究成果によって,幾多の事実が明ら

かにされている。 しかしながら,な かでも紙につ

いては末だ充分な検証がなされているとはいいが

たい。従来の紙史の研究は,史料の制約上,近世

の考察に詳 しく,そ れ以前の論究に,やや疎い傾

向がある。ことに京都について,そ の感がもっと

も強い。

この小論では,かかる見地から, これらの点を

克服するために,従来看過されてきた山城国にお

ける紙戸,および図書寮紙屋院を中心にした古代

製紙の盛衰,そ れに替る中世製紙の発展,近世に

おける紙座の没落等におよぶ近代以前の紙生産と

流通の地域的分布を史料的に検証 し, さらに,近

代以降における京都紙業の地域展開の具体像の検

出をできるかぎり試みようとするものである。

1.古代京都製紙の地域的展開

天平末期における地方産紙の雄国は 18カ 国に

及ぶが, この中に丹後の国名が認められる。さら

に,『延喜式』の「諸国年料別貢雑物」には,丹

波国から図書寮紙屋院に「紙麻七十斤 斐紙麻一

百斤」の製紙原料が貢納されていたことが記され

ている。また,「中男作物」として,1人が 40張

の紙を貢納する 42カ 国の中に,丹波 0丹後の両

国名が記されている。これらの傍証史料から推考

すると,両国は古代において,すでに相当の紙業

発展をとげていた国であったことが認められる。

当時,丹波・丹後両国の国衛所属の製紙工房が,
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どの辺 りに設けられていたか,そ の位置を比定で

きる傍証史料がなく,現在のところわからないが
,

おそらく,両国の国府所在の地, もしくは,そ の

近傍に設けられていたものと考えられる。かかる

見地から,両国の歴史の空間構造を推測すれば,

丹波国は亀岡市内か,隣 りの八木町,丹後国は宮

津市国府の辺 りに置かれていたものと考えるのが

妥当な推定と思われる。

かかる丹波・丹後両国の製紙に比べ,山城国の

場合には,かなり正確な具体像を検出することが

できる。

以下, ここでは山城国の紙戸, および図書寮紙

屋院に焦点を絞って分析を進めることにしたい。

(1)奈良時代山城国の製紙

奈良時代の紙生産活動を触発 し,躍進的発展を

促 したのは,偏に,写経事業の盛行によるもので

ある。当時,紙生産の中心となっていたのは,諸

寺院の造寺司,および政府の図書寮によるもので

あった。諸寺院の造寺司には,造紙工が所属して

いた。紙工は司工と雇工によって構成されていた。

司工は専門の技術者であり,雇工は一般農民から

求められていた。天平 6(734)年 5月 1日 付に
,

「給近江紙工敢石部勝麻呂根米一斗六升」との記

事が,正倉院文書 (『正集』45「造仏所作物帳」)に

見えているが, これはまさしく近江 (滋賀県)の

紙工が,奈良 (大和)興福寺の造寺司の司工の下

に,雇工として参加していたことを示す例である。

また,図書寮の官工房には,造紙手 と紙戸がお

かれていた。造紙手は技術者であり,紙戸はその

指導のもとに紙生産に従事 していた。図書寮の官

工房は,政府の必要とする紙を造ると共に,造紙



手を養成 し,各国府の国衛工房に派遣 していた。

あるいは,ま た,各国府からその地域の部民を図

書寮の官工房へ送って技術を修得させることも行

っていた。いわば図書寮はたんなる政府の造紙の

みを行っていたのではなく,製紙技術者を養成す

る技術センターとしての機能をもつ官工房であっ

たといえよう。

上記の図書寮と紙戸との関連を考える場合に,

注目すべきつぎのような記述がある。

神亀 3(726)年の『山背国愛宕郡出雲郷雲上里

計帳』 (『寧楽遺文』)に ,「紙戸出雲臣冠,年五拾

漆歳」とあって,出雲郷に古代的手工業家族と見

られる紙を漉 く出雲臣冠の家が確認される。この

記述は古代山城国の製紙を検証するうえから頗る

注目に値するものと思われる。ここでは, この史

料に検討を加え,そ の具体像の検出を試みること

をとおして,古代山城国におけるいくつかの紙業

的事実を明らかにしたい。

(2)紙戸集落出雲郷における歴史の空間構造

さきにあげた紙戸 (借品部)は ,『令集解』職員

令 6図書寮条釈説にいう紙戸である。すなわち,

紙戸出雲臣冠 は,中務省図書寮に属 し,「紙戸五

十戸,山城国自十月至三月,毎戸役一丁,為借品

部免調雑径也」とあるように,図書寮の管掌下に

あった山代 (山城・山背)の国の 50戸 の紙戸の 1

戸 (人)で あることが注目される。現存する断簡

をみると,紙戸 はこの 1戸 (人 )しか見当らず,

紙戸が集団をなしていないことをしめしている。

しかも紙戸が集団をなしていないことは,造紙専

業者 と認めがたいことを しめ している。図書寮

(大和平城京)の紙戸出雲臣冠は「自十月至二月 ,

毎戸役一丁」とあり,おそらく彼は農民であって
,

10月 か ら3月 までの 6カ 月間の農閑期に上番す

ることにより,調雑得が免 じられていた。『令集

解』養老職員令 6図書寮条に,「頭一人…給紙…

造紙…四人,掌造雑紙」とあるように,図書寮が

紙の製産,分配にあたる官司であったことがわか

る。図書寮の造紙工房は,4人の造紙手の指導の

下に,紙戸がこれ らに参加 し造紙を行 っていた

わけで,出雲臣冠は,そ の 1戸 (人)である。図
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書寮の紙生産が造紙手一紙戸というシステムの中

で行われていたことがこの令条文からうかがえる。

彼らは「掌造雑紙」とあるように,い ろいろの紙

を漉いていたのである。 しか し,そ の技術は,今

は知ることはできない。彼 らは紙戸として,図書

寮に径丁 1人を出すとともに,奈良の東西市へも

恒常的に紙を売 り出すような戸であった。このこ

とは,すでに 8世紀に奈良の東西市がさかえ,造

寺 。造営事業があいつ ぐことによって,京畿内に

ある程度の商品経済や雇傭制が発達 していたこと

を示 している。 しかし,彼 らはたんなる農民であ

ったとは考えられない。紙戸というような農民の

径役労働によっていた製紙 も,彼 らの技術進歩に

つれ,独立 した手工業者 0職人にまで発展しつつ

あったと考えるべきであろう。つまり, この頃 ,

すでに手工業的家族ともいうべき単位が独立 しっ

つあったとみるべきではなかろうか。これらの造

紙手 (長上官),お よび紙戸は,後 に論及する平安

時代,平安京の図書寮紙屋院に先行する過渡的形

態であったといえる。山城国の紙戸 50戸の全貌

は,ま ったく史料がないためわからない。 しかし,

その 1戸が,山城国の愛宕郡出雲郷に在ったこと

だけは確かである。なお, この出雲郷は,門脇禎

二によれば「現在の京都市左京区の下鴨神社,出

雲橋,出雲路にわたる地域,つ まり高野川,賀茂

川の合流点の北辺に比定
1)」

される位置である。

たしかに,賀茂川と高野川の三角州に発達 した出

雲郷 (現在出雲路町付近)の立地条件からいっても,

この郷がここに発展 していたことが頷ける恰好な

開拓地である。農業生産の傍 ら紙生産に従事する

手工業的家族として生活 していた地域として認め

うる環境である。 しかも彼 らは,先進技術をもっ

た渡来人たちの系譜に属す人たちであったと考え

られる
2),3)。

なお, この地域は秦氏の本拠地
4)で

ぁった山背

国葛野郡から数キロはなれた位置にあたる。また,

この地は平安時代の紙屋院の比定地にも近いとこ

ろであることにも注目したい。

(3)出雲郷における紙戸出雲臣冠と製紙技術

この時期,彼 ら紙戸は, さきに指摘 したごとく,
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図書寮へ径丁 1人を出すとともに,市 (大和の東

西市)へ も恒常的に紙を出していた戸である5)。

とすれば,品部としての紙戸たることの意味が失

せつつあった事情の一斑を物語るものと理解すべ

きものだろうか,あ らためて検証が必要と思われ

る。紙戸出雲臣冠の場合,57歳 になっても,ま

ったく無位であり,奴婢も所有することがなかっ

た。市塵,市辞を構えるものは,五位程度のもの

が, しだいに市籍人と結んで市崖を支配するのが

基本とされていた時代である。出雲郷の紙戸出雲

臣冠のような零細な手工業者 (家族)が直接に市

に塵をかまえたものではなく,せいぜい,市籍人

などを介 してのみ市へ紙を出すことができたと考

えられる。紙戸の紙産技術や体制に限っていえば,

農民的造紙技術から徐々に専業的手工 (紙工)業

者へ移行 しつつあったことを示唆しているもので

はなかろうか。こうした手工業的家族は,おそら

く口分田を与えられ,同時に農業を行っていたと

思われる。この段階で, まだ造紙技術の専業者で

はなく,半農半工的な,いわば農業と手工業との

未分離の段階におかれていたと考えられる。それ

にしても,出雲郷の戸籍に名を留める一族には,

古代手工業的家族と見られる出雲臣冠のほかに,

戸主が造宮省工に,弟が営厨司工になっている出

雲臣深嶋などの技術工人の人びとの存在が認めら

れるのは, この郷が,そ うした工人同族の人びと

によって構成されていたものと考えぎるをえない。

出雲郷の人びとのうちに, こうした手工業技術者

として,中央官司とかかわっていた者があったこ

とは, この郷の特色といえる
6)。

昭和 35(1960)年 ,正倉院文書の紙質調査に,

出雲郷において漉かれた紙と推定される『山背国

愛宕郡出雲郷雲上里戸口手実』 (『正集』第11巻 ,

断簡9帳)を 調査された寿岳文章・大沢忍・町田

誠之は,そ れぞれ, この紙について,次のように

述べている。寿岳は「溜漉きの椿紙……日光に透

してみても賓の糸目が定かでなく,恐 らく使いふ

るきれた讐たよるもあと考えられる」
7)(筆

者傍点)

と指摘 しているが, これは, ここの紙漉きが,相

当大量に紙を生産する構造をもっていたことを示

すものである。さらに,町田誠之は,「顕微鏡写

真によっても繊維は非常によく叩解された跡が見

られ……当時すぐれた製紙技術のあったことが現

実に実証される」
8)と

報告 し,さ らに大沢忍は,

その肉眼的所見として,「解良し,上質紙様,糊

を用うるか」
9)と

述べている。出雲郷の紙戸と紙

質の関係に興味ある報告である。この時期, この

ような技術段階にあった出雲郷は,手工業的家族

段階に移行しつつあったのではないかと考えられ

る。戸籍断簡での知見の限りでは,紙工出雲臣冠

は,出雲郷において,た だ 1人,無位にして,奴

婢も所有しない下層民が紙戸にあてられていたこ

との事実に,出雲郷のあらたなる検証の必要性を

感 じる。また,な ぜ平城京 (大和)の政権が,山

城国に紙戸 50戸 を置いていたのであろう。当時

の歴史の空間構造からいえば,む しろ近江 0美濃

・播磨などに紙戸を置くべきが妥当と考えられる

にもかかわらず,大和の平城京図書寮と山城国の

紙戸という古代空間において,かかる構図の成立

していたのは,お そらく,古代山城国の歴史の空

間構造に,す ぐれた製紙技術の基盤があったから

であろう。つぎに,そ の点についての具体像の検

出を試みることにしよう。

(4)渡来人 (秦・出雲氏)集住地出雲郷と製紙

出雲郷形成の歴史過程を簡潔にいえば,渡来人

氏族の進出と無関係でなく,比較的新 しい時期,

7世紀初期に形づくられ,8世紀計帳にみられる

氏族構成を完了させたものと考えられる。地域の

地理的性格から推論を加えると,郷村落の形成は

数度にわたる渡来人系氏族の進出・投入などと関

連するものであるが,主な渡来人氏族は秦氏・鴨

県主氏,さ らに出雲臣氏によって占められている。

ことに村落全体の統制は,農耕に関連する雨と水

に対する権限の占有者,治山治水に卓越 した才能

を発揮した秦氏が,共同体秩序の中核的存在であ

るといえよう
10)。

『山背国愛宕郡出雲郷計帳』に

記載されている氏族についてみると, 3分の2が

錯雑した戸によって構成され,郷戸主名からは渡

来人氏族と推測される戸が幾つか見出されるが
,

基本的には, この郷は渡来人系氏族の優勢な氏族



構成をとった郷であることは明らかである
11)。

し

かも,そ れは秦氏族を中心とした渡来氏族,およ

び他の従属的氏族をもつ戸によって形成されてい

る。このような戸の錯雑は,戸内の戸口において,

さらに錯綜した家族構成となってあらわれている。

渡来人系諸集団のうち,平安遷都以前,おそら

く飛鳥時代から高野川の沿岸に住みついて,製紙

を業とした出雲系渡来人が紙戸出雲臣冠ではある

まいか。山城国 50戸 と記されていることから考

えると,高野川のほとりに,出雲系の抄紙集落を

形成 していたことは,明 らかなる史実である。渡

来人秦氏の勢力圏であったこと,先進文化をもっ

た渡来人が山城国に集住していたことが,平城京

の政権が,あ えて山城に紙戸を置いていたと考え

られる。『令集解』には,「山城紙戸…毎戸役一丁」

と記されているが,出雲臣冠の紙戸には,「見不

輸伍人正丁二残丁三」と書かれ,正丁 3人が見不

輸とされている点からみれば「毎戸役一丁」でな

く,戸の正丁全体に課せられていたことは明らか

である。この径役の重さを考えると,秦氏に隷属

的な出雲系氏族に対する圧迫と考えられる。この

郷が渡来人系家族を多く含むという事実を考慮す

るならば, この郷のもつ特殊性として殖産的氏族

一手工業家族 (紙工)的性格をもつ出雲系の下層

民が紙戸にあてられていたと考えられる12)。
出雲

郷の人びとの戸籍を点検すると,秦氏関係の人名

が約 100人前後に及ぶ。これら秦姓氏族が,出

雲郷を中心に,愛宕郡内の各地に居住していて,

出雲郷の人びととも,つながりをもっていたもの

と思われる。紙戸出雲臣冠は, このようなつなが

りで,紙戸に編成されていたのであろう。秦氏族

との関連を考える場合,注目されねばならない事

実は,必ずしも出雲系の多くが秦氏とその同族に

限られていないことである。しかし,紙戸・紙工

を指揮する図書寮造紙手 0造紙長上には,秦氏の

系統の者が, この職に専従している事実がある
13)。

『令集解』職員会 3,お よび『類衆三代格』巻 4

には,造紙手と造紙長は,い ずれも秦公と秦部を

名のる人物であったことにも注目せねばならない。

このように,製紙は秦氏の圧倒的影響下にあった
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ことは史料的な事実である。 しかし,大和興福寺

に参加 した近江紙工敢石部勝麻呂,山城紙工出雲

臣冠の両人がともに直系の秦氏に属さないのは
,

秦氏の従属下にあった渡来氏族の下層民たちのみ

が紙工に従事 していたのではなかろうか
14),さ

ら

にこの点の検証が必要と思われる。

(5)平安時代京都 (山城)の製紙

1)平安京・紙屋院の地理的位置

紙屋院は奈良時代からあった制度であるが,平

安京の用紙を供給する官営製紙工房として,山城

に紙屋院が設置されたのは,『西宮記』 (914～ 982)

によれば,「大同年中始置此院図書別所,野宮東」

とあるから,平安初期に図書寮の別所として「野

宮東」に設けられていたことになる。現在,そ の

位置は正確に比定できないが,平安京北京極の北 ,

紙屋川 (平安京の西堀川にあたる)沿いの北野神社

の近 くといわれている。『山城名跡廻行志』には

野宮は妙心寺の東にあったと記され,『塵添瑳嚢抄』

には,「昔 シ大内ノ中ノ紙屋二調セシカバ紙屋紙

卜申也,紙屋川共云モ此紙漉ル河ナレバ此名ヲ得

ル也,然ヲ今神宇ヲ用ル人アリ社頭近キ欺」と記

され,平安京の西部,現在の北野神社と平野神社

との間を流れる紙屋川の畔にあったと伝えている。

『え州府志』には,「北野南有宿紙村,古於斯川

製宿紙,故号紙屋川云」とある。また,『 日本紙

業史京都編』は,「北野か ら平野へ行 く道にある

桜橋の北方凡二町の川畔に紙屋院直属の紙漉場が

設けられていた」としている。野宮東はこれらの

文献史料から傍証すると,北野天満宮の辺りの紙

屋川のほとり,花園妙心寺 (現右京区)の東南 ,

木辻付近にあったと推定される。

そもそも野宮 というのは,『新撰京都名所図会』

巻 4に よれば, 王朝時代, 伊勢神宮・ 賀茂神社

に奉仕する者が斉王となるとき,参向に先立って

3カ 年の間,精進潔斉する仮宮殿のことで,紫野

の東方の紙屋川の近 くにあって,そ の南 (西院清

水町)には小池があり,むかしは,清泉を湧出し,

ひでりの時は雨を祈ったともいわれるから,野宮

を営むにふさわしい聖地であった。この聖地の付

近に,平安京政府が図書寮の別所として紙屋院を
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設置 したことは,谷川 (紙屋川)の水が抄紙に適

していたというたんなる製紙の立地上のことだけ

ではなく,往時の紙は,神への捧げ物,仏典の浄

写などが,大切な用途であったために,紙屋院の

別所 (抄紙所)は ,神聖な野宮に隣接して,設置

されたものと思われる。しかも,紙戸たちの上番

工人を管理・指導するうえに,大内裏の図書寮に

とって,紙屋院を至近の距離に設置する必要があ

ったといえよう。つぎにその俯政図を史料として

検討を加えることにする。

第 1図 の右京北区にある「図書町」という1町

に注目したい。これは,さ きに指摘した大内裏の

「図書寮」とその別所である「紙屋院」の地理的

位置を示したものである。この図に示すように,

ここには官司に勤務する下級官人 (造紙手)の住

居,上番工人 (山 城の紙戸)の宿舎が,秩序正し

く並んでいる。彼らは,各所属の官司名を町名と

する一区画に計画的に集住させられていたと考え

られる。これは,「諸司の厨町」と呼ばれるもの

で,大内裏の周辺を取囲むようにして分布してい

る
15)。 この図によって知られるように,生産官司

r_ム
M

の厨町と,大内裏内の生産官司の位置が具体的に

示されている。この図は,当時の下級官人 (造紙

手)や上番工人 (紙戸)の 生々しい通勤動態を,

おもいえがかせるものである。

さて,図書寮紙屋院が抄紙に使った水の紙屋川

は, もとは平安京造営でつくられた堀川運河のひ

とつである。当時,平安京の都市発展に寄与して

いた川である。運河は造都建設の材木や食糧など

の物資を運搬していた。都の発展にとって,重要

な役割を演じていた川であった。水源は,京都市

街の西北郊,鷹ケ峰,鷲ケ峰,釈迦谷山の山中に

発し,南下して北野天満宮と平野神社の間を抜け

るあたりから西へ流れ,太秦安井の西南方で御室

川と合流し,ふたたび南下して,吉祥院にて桂川

に注ぐ, この川を「紙屋川」と呼ぶのは,先述し

た平安初期に,図書寮の紙屋院が,川のほとりに

紙漉場を設けたことから, この名がある。古代の

産業河川が,いまなお京都市内を流れる河川名と

して,なお,生き続けているのは, この河川が古

代以来,京都の紙産活動に,い かに重要な役割を

果してきたかがうかがえる。
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資料 :厨町の配置は『京都の歴史』(1)の付図より引用。

第 1図 生産官司とその厨町 (図書町と紙屋院)
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2)平安京図書寮紙屋院の製紙

平安京図書寮紙屋院の紙産活動とその職務内容

は,『延喜式』によって,そ の実態を窺い知るこ

とができる。

固定施設には,「漉紙槽四隻・洗麻槽一隻・ 淋

灰槽一隻」とあり,そ のほかに,器具として「飾

0紗 (漉費に敷く)・ 賓・ 砥・ 鍬 。小刀・ 明櫃・東

筵・ 白櫃・理・ 由加・乾板六十枚」等がそろえら

れていた。おそらく, これらの施設・器具は平城

京紙屋院が使っていたものと,それほどの差は無

かったであろう。造紙に従事する者には, 1人 当

り米 4斗,塩 4合の割で支給されている。これは

当時の待遇として相当高給の額が支給されていた

といえる。働 く造紙手は4人と記されており, こ

れは, さきに指摘 した史料の漉紙 4槽と照応 して

いるから,原則として 4人で漉いていたものと見

て, まず,間違なかろう。ただし,造紙の工程で
,

平城京図書寮紙屋院のように,紙戸が上番 して造

紙に参加 していた事実がない。このことは品部・

雑戸等の隷属的身分が, この時期,解放にむかっ

ていたことを示唆 しているのではなかろうか。そ

の変化を造紙手の増減の動向からもう少 し検証 し

てみよう。

大同 3(808)年 2月 26日 に,か つて 8人であ

った造紙手を 5人 に減 らしており (『類衆三代格』

巻 4)さ らに,同年 12月 15日 には,造紙長上 2

人を 1人 に減じている。これには無理があったの

か,弘仁 3(812)年 2月 28日 に,再 び造紙長上

は 2人に復 している (木代修一「平安京における工

房に就て」『史潮』第4巻 3号参照)。

ここで平城京図書寮との関連を考える場合,注

目されねばならない事実は,平安京図書寮が,平

城京図書寮に比べ,基本的に大幅な変貌を遂げつ

つあったことが,顕著に認められることである。

確かに,奈良時代後期から平安時代前期にかけ

て,工作関係の諸寮司の廃合整理が頻 りに行われ,

官営工業が漸次低調に衰退への過程をたどりつつ

あったことは,一般的にも認められる。図書寮紙

屋院の技術者削減措置について,平安京政府は,

その理由として,「年料造紙,其数不多,所有紙
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手,既無食料」 (『類衆三代格』巻4)と 記 している。

しかし,給与源の涸渇が,造紙長減員の一因であ

ると主張する政府の理由は,納得 しがたい論理で

ある。むしろ紙の需要は図書寮における紙生産の

規模の縮小とは逆に,躍進的に増大すべき時期に
,

紙の需要が減少 しているとの理由は矛盾 している

といわぎるをえない。図書寮紙屋院の造紙手の減

員,紙戸の上番義務の消滅は,む しろ在地の手工

業生産によってまかなう態勢の進行が,確立 しっ

つあった点にこそ留意されるべきであろう。平城

京図書寮の造紙工房の技術労働力の供給基盤を紙

戸が,令制成立の当初の段階で,すでに,特定の

技術世襲集団とする態勢が解消されていたことを

示俊 しているといえよう。必ずしも,厳密な検証

を経ているわけではないが,平城京から平安京に

遷都する段階に,すでに図書寮工房における集中

的な生産体制は崩壊 しつつあったと思われる。そ

の証拠に,正倉院文書に散見される播磨国中紙・

筑紫薄紙などのような特産化 した地方産紙の存在

や,中男作物 として紙を貢納する42カ 国は,北

は越後から南は大隅国に及ぶ紙産の分布地域が広

がっていたことなどが,平安京図書寮工房におけ

る技術者の大幅な削減を可能にした理由のひとつ

であろう。地方製紙の発展は,従来,図書寮に貢

納 していた原料貢進の不足となり,質・量ともに

図書寮紙屋院における造紙は圧迫されていったの

ではなかろうか。図書寮は造紙工房を維持 しなが

らも,下部労働力 (紙戸)に対する新たな補充工

作を積極的に行 う必要の無かったのも, この点に

あったと推測される。かかる,平安京図書寮への

圧迫強化は想像以上に厳 しいものがあったと思わ

れる。政庁が特殊紙である宿紙を重要紙産に転換

するようになったのも,以上の変貌の厳 しさに基

づ くものであろう。

平安京図書寮紙屋院を,小野晃嗣は「紙屋院に

於ける製紙業は当時における最高の技法を誇るも

のであり,その設備も又完備せるものであった
16)」

と指摘 しているが,現実は崩壊寸前のものであっ

たと考えられる。 しかし,官営工房のものとして,

平安時代初期の製紙業の実態を具体的に示 してい
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る点において注目すべきであろう。

ここで漉いた紙の種類は,麻紙・ 穀紙・斐紙・

苦参紙のほか,加工 した色紙なども生産されてい

たが,地方からの原料が集まらなくなるに及んで

穀紙と斐紙が主流をなすようになっていった。平

安時代の紙屋院製の紙は,『源氏物語』に「 うる

わ しき紙屋紙」として,た たえられ,ま た,「色

合華かなる紙」として,女流文学者たちによる王

朝文学に登場する栄光ある紙であったことは,す

でに『農村研究』第 66号で指摘 しておいたので ,

ここでは,あえて綾言することはひかえたい。

3)紙屋院紙の宿紙 (漉返紙)への転換

さきに指摘 した地方製紙の躍進的発展は,い き

おい地方での原料確保が強まり,中央政権の律令

体制による統制力の弱体化とも関連 して,平安京

紙屋院は原料難におちいった。これに対応するた

め紙屋院は,反古紙を集めて抄紙を行 う漉返紙

を主体とした紙産体制に転換 した。その京都では,

平安後期になると,紙屋紙といえば,一般に故紙

を漉き返 した「宿紙」をさすようになった。宿紙

は反古紙の墨を脱する必要があるが,技術的には

むずかしく,完全に脱色することができなく,淡
い黒味が残り漉きむらができるため,薄墨紙とか

水雲紙とも呼ばれていた。故紙を漉き返す再生の

製紙は,すでに奈良時代にも行われていた。正倉

院文書に散見される本久紙とか,本古紙とかの紙

名がそれである。その実物 と思われるものは,

『正倉院文書』 (続 々修第 1峡第 4巻 )天平 20

(748)年 4月 1日 の「阿刀月足一切経々師手実」

21張 のなかの 4張のなかに現存する。当時,メ

モ用紙に使われていたようである。

宿紙は, もともと仏教思想に基づいて,故人の

書き残した手紙を漉き返せば,文字は無 くなるが
,

墨は残って薄墨色の料紙ができ, これに法華経な

どを写経 して供養するためのものであった。それ

以来,「漉 き返 し経」が流行することになった。

この漉返紙は,平安中期に,大和大路松原通 りに

沿って,東へ行ったところにある六波羅密寺にお

いても漉かれていたようである。 ここの漉返紙の

ことは,鎌倉時代初期の説話集『宇治拾遺物語』

巻 1に ,僧空也上人 (903～ 972)が ,弟子に反古

紙の落ちているのを拾い集めさせて紙に漉き返 し,

これに経を写させたことが記されている。六波羅

密寺に紙漉座があり,七条坊門通 りの北,堀川東

岸の不動堂に塵紙漉きがあったという史料的事実

からいっても,さ きの説話はたんなる物語とはい

いがたい。かつて製紙の技術センター的な役割を

果 していた京都 (山城)製紙は,漉返製紙が主体

となり,都市型製紙への宿命の道をたどることに

なるのである。

禁裏御用の紙を漉いていた紙屋川畔の紙師 (紙

工のことを山城ではこう呼ぶ)た ちの住んでいたと

ころを宿紙村とも呼ばれた。紙師は,北野神社の

付近と丸太町円町の東方,紙屋川沿いの付近に紙

座を組織 し, これを取締る紙屋院は,右京区花園

妙心寺の東南,木辻の辺 りにあったといわれてい

る。この付近 は,今で も,「紙」と名の付 く地名

が,京都市内で最も多いところである。それは,

とりもなおさず平安時代後期以降, この地域にお

いて,活発な紙産活動が行われていたことの証左

である。

京都のこの製紙 も,中世から近世にかけて,紙

屋川の下流に移動 し,西洞院五条から,さ らに七

条のあたりに集り,宿紙は故紙再使用のための下

級紙を意味するようになった。 したがって,京都

の宿紙は後に西洞紙と呼ばれ,堺で湊紙,江戸で

浅草紙として生産されたが,いずれも原料の椿や

雁皮の確保できない反古紙原料依存の都市型製紙

として発展 していた。

2.中世京都製紙の地域的展開

図書寮紙屋院は地方製紙の躍進的発達によって

圧迫を受けつつも,な お,14世紀の頃まで存続

していた。 しかし,すでに漉き返しの宿紙生産が

主体となっていた紙生産は, しだいに衰退し,そ

の技術は南北朝以降,紙屋院の紙工たちによる紙

漉上座・下座に受け継がれ,椿座や反古座から紙

原料の供給を受けて生産が続けられていた
17)。

さ

らに反古紙の再生産により京都は都市型製紙の度

を高めていった。
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(1)中世京都図書寮製紙衰退の実像

中世の図書寮は,「造課之が貢なき」理由とし

て,図書寮管理の経典・書巻を破棄 して,宿紙を

抄紙するところまできていた。そのため,寛喜 3

(1231)年 11月 には「可令停止図書寮破古経書

漉宿需等事」 (『近衛文書』2・ 3制府)と の宣旨を出

して,製紙原料への使用を禁 じている。

上記の文書は,製紙原料の枯渇の極限状態にお

かれていた中世初期図書寮紙屋院製紙が,原料

調達のために,図書寮所管の古経書を盗用 し, こ

れを原料として抄紙を行っていたことの実態を傍

証する貴重な史料である。

中世中期には,図書寮のみならず皇室経済自体

が極度の財政の貧困におちいり,費用不足のため

に,新嘗祭の儀もままならなかった (『園太暦』文

和元年二1352),ま た,時には,御装束調達の費用

もない状態 (同上 12月 3日 条)で,朝儀が,多 く

廃絶した時代であった。大内裏の諸官衛 も朽損 し,

田野と化する有様であった。 ことに, これに隣接

する図書寮 (第 1図参照)も , この間に廃絶 して

いたと見え,応永 3(1396)年 には図書寮跡 も開

墾の議が行われている。 (大 日本史料7編 ,『荒暦』

応永 3(1396)年 11月 10日 条)第 1図に示す秩序整

然とした生産宮司の町は,往年の姿を消 し,大内

裏における図書寮は, この時期,すでに廃絶 して

いる以上,そ の別院である紙屋院の廃絶も,吉野

朝時代以前に,行われていたものと思われる。文

安 3(1446)年 の『塵添塩嚢抄』には,「 カミヤ紙

卜云ハ何ナル紙ニカ……昔シ大内 り中ノ紙ニテ調

セシカハ紙屋院 卜申也」と記され,紙屋院を過去

の語草として記載 している点に,図書寮衰退の実

情を,生 々 しく伝えている。かかる政府の自ら

の造紙は止むないとしても, ここに働いていた造

紙手たちにとって,ま さに死活の問題であったで

あろう。官営工房を失業 した紙工たちは,堺の川

端道仙 (『堺鑑』)の ように湊紙 (宿紙の類)を漉い

てその土地に定着 し,地方製紙に貢献 した人々も

いた。そのまま,京都にのこったものは,都市型

製紙を開発し,宿紙村をつくり, ここに居住 して,

京都住民の大衆紙を漉いていたのである。

(2)中世京都における製紙の成立

京都の図書寮紙屋院が衰退 して宿紙専門になり

下ったことは,地方の民間製紙が隆盛に赴いたこ

とにほかならない。平安後期に陸奥紙をはじめと

する筑紫紙・播磨紙・但馬紙・讃岐紙・美濃紙な

どの中央進出は,そ の一象徴である。こうして図

書寮紙屋院における本来的な製紙の体制は,中世

にいたって荒廃・ 衰退 した。 したがって,平安京

の貴顕階級の使う紙は,図書寮紙屋院抄紙を離れ,

地方の紙が流れこんだ。一部は貢納・寄進,あ る

いは贈答の形によって京都に斉されていたが,本

質的な京都への地方紙流入の背後には,「足をは

か り,声 をはかりに「酢 菫」『狂言記』到 らざる

ところなき商人の手による,生産圏と京都を結ぶ

不断,かつ強固な連鎖が存在 していた。

このため,ま すます京都の製紙は振わず,わず

かに製紙原料を売る椿商人の出現,な らびに図書

寮を本所とする上 。下の両紙漉座の活動が展開さ

れていた。これを傍証する史料として,『室町幕

府文書集成』 (奉行人奉書篇下)天文 6(1537)年 12

月 24日 付文書に「反古座」について,ま た,同

文書の天文 14(1545)年 2月 24日 付文書に,「猪

反古」を専門の商売とする業にたずさわった人び

とが存在 していたことが記されている。このほか

に,六波羅密寺に,紙漉座 (『六波羅密寺文書』)の

置かれていたことが記録としてみられる。紙座は

商品としての紙の生産と,そ の集産の中心に発達

したが, さきに指摘した上 。下紙宿座は, まさに,

そういった機能のもとに成立 したもので,紙屋院

の後進として紙屋川の付近に存在 し,六波羅密寺

の紙漉座とは直接の連動は認められない。この紙

漉座は,説話集『宇治拾遺物語』に出てくる僧空

也上人の始めた紙が基調となって発展 したものと

推測される。 これらの史料から検証するかぎり,

七条坊内通 りの北,堀川東岸の不動堂に塵紙漉き

が行われていたと推定される。

永正の頃 (1504～ 1521)図書寮紙漉工は,上座

・ 下座のふたつの座を組織 していた。 (『京都御役

所向大概覚書 六坤』)こ の文書によれば,上座は

紙屋院廃絶後,紙屋院の旧紙工を中心として,再
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組織 して発展 したものであり,下座は皇室経済の

回復により,紙工の数が増大 し,そ のために上座

から分離独立 したものが,新たに禁裏内書寮と関

係を結ぶようになった座である。上座は栂井家・

下座は小佐治家が世襲的に支配 して漉き家から,

宿紙 (綸紙・口宣・宣命・御暦),強紙 (将軍宣下の

節神社例幣用・高官勅許用),万歳用紙 (御即位)な

どの公用紙を漉かせ上納させていた。

『嘉良喜随筆』によると,京都には紙座仲間 130

戸,内 15戸 が免許札を拝領 し, うち 2人栂井・

小佐治両家は図書,ま たは点番 といって,30石
を拝領 していた。紙座の特権は,扇の地紙,綸紙

など抄紙に独占権があった。紙座における納税は,

禁中へ上米を運上 し,年 4,600枚の宿紙 と暦の

宿紙 (暦紙)と ,そ のほか 6月 の幣紙 (祓の幣),

ならびに茅輪の巻紙とをあげることであった。

宿紙上・ 下座に対 して原料を供給する「椿座」

(『室町幕府文書集成』奉行人奉書篇,下 ,3565)と

「反古座」 (同上,3403)が あった。この椿座は中

御門家,反古座は中原氏が支配 していた。

(3)上杉本『洛中洛外屏風』に見る中世京都

製紙 (西洞院紙)

洛中洛外屏風は,京都の景観を六曲一双の屏風

絵として,狩野永徳が描いた都市図屏風である。

この屏風は中世末期から近世初頭にいたる史料と

して,当時の京都文化・風俗・年中行事・民俗・

芸能・文学を理解する上で,最も信頼するに足る

画証である。京都の町の状況は, この屏風によっ

て,そ の一端を伺うことができる。さいわい屏風

には,京都五条西洞院の一角に,紙を漉 く家が描

かれている (第 2図参照).屏風に描かれた一前の

製紙画像は, これまで, まったく知見されていな

い中世京都製紙について興味ある実像が描かれて

いる。 ここでは, この屏風絵から中世京都製紙の

具体像を検証することにしたい。

画面 は上杉家屏風では,右隻 2・ 3扇折り目の

下段に, さきに指摘 した紙漉きの家が描かれてい

る。この家は,町屋の都市的空間から見て,お そ

らく,紙漉きを専業とする家と見受 られる。画面

には五条天神近 くの木戸を入った街角に,紙漉き

の家が見え,漉 きあげた湿紙を軒下の土壁に貼り

資料 :標注『洛中洛外屏風』 上杉本 44頁より引用。

第 2図 五条西洞院一角の紙漉情景
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付けて,乾燥させ,ま た,箱に入れ持ち運ぶ女た

ちの姿が描かれている。まず, この画面を文献史

料の立場から検証することにしたい。

永禄 10(1567)年 の『晴右記』に,図書寮を本

所とする宿紙上座 (紙屋院に直属した製紙工たちは

栂井家が統率)・ 下座 (そ の他の紙工たちは小佐治家

が統率)が ,紙屋川の畔から西洞院川の畔に移動

し, ここで紙漉きを始めたと記している。また,

『雄州府志』によると,栂井・小佐治の両家は,

「西洞院綾小路西にあり」と記しているので,紙

屋川畔にあった製紙が西洞院の四条から五条にか

けて移動していたのは確かである。おそらく, こ

れらの文書に記されている紙漉きが,狩野永徳に

よって屏風に描かれたものと思われる。その移動

の時期は,宿紙座が紙屋川畔の図書寮紙屋院跡に

成立してから40年余りたった頃である。

西洞院川への立地移動を促したとみられる主要

因は, さきに指摘したように,8世紀後半より椿

・雁皮などの製紙原料の未進により,造紙が困難

となり, さらに,地方製紙の発達によって,図書

寮製紙工房への絶対的な依存度が弱まっていき,

ついには造紙の主体は,反古紙の漉き返しである

宿紙生産に限られるようになった。しかも,京都

の人口増加に伴って,年々宿紙への需要は拡大し

ていった。それにひきかえ,清冽なる紙屋川の水

は年々汚染の度を増幅し,周囲の環境をも悪化し

つつあったことによるものと考えられる。

かかる理由から,紙屋川畔で漉く朝延の宣紙・

補任状 0御幣紙・色紙などは,造紙に適さなくな

り,宿紙を主体とする紙生産部門は,紙屋川畔を

離れ,西洞院川畔の流れに沿った地域へと移動し

ていったものと考えられる。この移動によって,

紙屋川の清冽な流れが回復し,再び朝延への紙類

の製造供給が復活し,宿紙製造は, もっぱら西洞

院川の流れに沿った地域において造紙が行われる

ことになったと推測される。

西洞院川への立地移動の第 2の側面は, さきに

指摘したように,紙屋院のあった野宮は,天皇の

一代ごとに,皇女が伊勢神宮や賀茂神社に奉仕す

る斉王となるとき, ここにおいて,3カ年間,潔

斉する神聖な地域に属していた場所である。宿紙

生産拡大による聖域の汚れを解決する企図も根底

にあっての立地移動と考えられる。

第 3の側面としては, ここの製紙技術は,機構

としての紙屋院が廃絶しても,所属の紙工達が絶

滅してしまったわけではなく,当時の京都の商品

経済の活発化に伴って,かえって手工業集団とし

て成長していったと思われる。かかる成長を促し

たのは, とりもなおさず京都の人口増と考えられ

る。この時期の京都の人口数は明らかでないが,

15世紀半までの諸史料を集合すると,約 10万人

ほどの都市であったと考えられる。さらに,15

世紀末で,17,8万 人,16世紀末から17世紀の

はじめの頃まで 20万人以上の人口を有したと推

測される
18)。 この時期に渡来した多くのポルトガ

ルの宣教師たちが,「 リスボンより大なり」と
,

いったように,人口数でみるかぎり,京都は世界

的にも有数な中世都市に発展していたといえる。

図書寮製紙工房が宿紙製産に転換せぎるをえなか

ったのは,中世京都の都市的発展が,製紙内分業

を促がしていたからにほかならない側面がある。

中世都市京都の椿・雁皮などの高級紙は,すでに

地方の讃岐紙・備中紙 0播磨紙・越前紙 0美濃紙

。大和紙などの著名な紙が京都に送り込まれてい

た。このほか各種の文献には,但馬紙・丹後紙 0

丹陽紙 0和泉紙・石見紙・美作紙・備前紙・芸州

紙・土佐紙 0筑紫紙・豊前紙 0加賀紙・駿河紙・

飛騨紙・ 甲斐紙・紀伊紙・熊野紙・阿波紙 0遠江

山衛小紙・伊勢塩沢紙なども散見される。京都の

公家たちに, これらの紙は愛用されていた。『東

寺百合文書』によると,京都の四条坊門東に八郎

二郎という財力豊かな紙屋がいたと記されている

から,当時,紙の流通をささえる商人活動のあっ

たことは, こうした史料からも確認できるのであ

る。他方,民衆の日用紙への需要も急速な拡大を

みていたのである。ところが,椿・雁皮による紙

生産とは違って,反古紙の漉き返しなるがために,

水質を汚染する運命をもっていた。西洞院川畔沿

への宿紙生産の立地移動は,ま ず, こうした対策

として行われねばならなかったのである。しかも,
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中世京都は,上京は政治支配者=権力の集住する

町,下京は商工業者=町衆の集住する町と,階層

的な,「住み分け」がなされつつあった時代であ

る。製紙内分業に伴う西洞院川畔沿いへの宿紙生

産の立地移動は, これらの意図とも連動していた

と考えるべきであろう。

紙屋院の伝統を継承して,朝延需要の紙を製造

献納する紙屋川畔の製紙は, こうして再構築され,

一方において,1日紙屋院の紙工達,およびその流

れをくむ者達によって,宿紙製造を主体とした西

洞院川畔の製紙が構築されていったものと推定さ

れる。いわば西洞院川畔の製紙は,反故紙を漉き

返しとする宿紙生産を主体とする典型的な都市型

製紙一民衆日用紙生産として発展したものである。

中世京都は,地方紙が流れ込んだため,京都は

高級紙生産はあまり振わず,わずかに製紙原料を

売る格商人と反古商人の出現,な らびに図書寮を

本所とする上下の紙漉座の活動と,西洞院川畔沿

への宿紙の生産活動を指摘し得るのみである。

この屏風絵は,文書において知見できない詳細

な製紙の機能分化が,室町末期の段階において進

行していたことの現実を示す, きわめて貴重な資

料といえよう。

屏風絵において,さ らに注目すべき点は,漉 き

あげた湿紙の乾燥情景を描いた画面である。この

画面こそ日本製紙史の立場からみて,屏風のもつ

史料的価値を決定づける画面なのである。この画

面にみられる乾燥方法は,管見のかぎり古代・中

世に関する製紙文献に, まったく記述されていな

いのである。そこに西洞院川畔沿いに立地する宿

紙製紙の特質が屏風に描かれているのである。

かかる特質は,屏風絵から明瞭に看取される。

まず,屏風絵に描かれた湿紙の乾燥方法に問題の

焦点を絞って分析を進めることとしたい。

屏風に描かれている紙漉きの家は,図書寮紙屋

院の技術継承者たちが,紙屋川畔から西洞院川畔

に,移住してきた者たちの家である。このことは,

さきに指摘したとおりである。ところが,屏風の

画面には,平安京図書寮紙屋院以来,継承されて

きた伝統的な張板による湿紙乾燥が描かれていな

い。描かれているのは,湿紙を軒下の土壁に貼付

して,乾かす画面である。

平安京図書寮紙屋院において行われていた湿紙

乾燥は,『延喜式』には,「乾燥板六十枚」と見え,

湿紙の乾燥に,張板が使われていたことが,傍証

される。また,『七十一番職人歌会』に,室町前

期の紙漉きが描かれているが, これにも湿紙乾燥

は張板が使われている (第 3図参照)。 さらに
,

『人倫訓蒙図彙』に,近世初期の紙漉きが描かれ

ているが, この画面にも, さきの『七十一番職人

歌合』と同様に,張板による湿紙乾燥が描かれて

いる (第 4図参照)。 この情景は,当時,西洞院川

畔において行われていた製紙の事実を物語ってい

る。しかも, この屏風絵の一駒から湿紙乾燥の差

違が検出されることは,頗る注目に値するもので

ある。なぜ,湿紙乾燥に差違が見出されるのか,

おそらく,製紙原料の差違にもとづくものと考え

られる。

椿・雁皮などを原料とする造紙の湿紙乾燥は

張板乾燥を絶対条件とするが,上質の紙でなけれ

ば土壁,土の上や草の上でも漉いた湿紙を置いて

乾かし,そ れで使える紙が簡単に造れることを示

している。中世室町時代の京都には,そ ういった

漉き返しの紙が,結構大量に町中で造られて出ま

わって使われていたのではなかろうか。京都の町

中に,さ きにも指摘 したように,「反古紙」とか

「椿反古」と呼ばれる商売のあったことは,おそ

らく,反古紙の回収にたずさわる人々がいたから

ではなかろうかと考えられる。この屏風絵は,そ

うした西洞院川畔製紙における製法のひとつの具

体像を示したものである。画面に描かれた湿紙の

乾燥方法から検証 して,製産 しているものは,

「はながみ」「おとしがみ」など,粗悪な下級紙

を漉いていたものと見なされる。

近世には, ここで漉く紙を西洞院紙と呼び,西

洞院紙といえば,下級塵紙の代名詞となっていた。

屏風絵に描かれた湿紙乾燥の情景は,おそらく,

近世に先行する都市型製紙の実像を描いたもので

あるといえよう。

西洞院川畔の製紙について記した『京雀』に,
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資料 :『七十一番職人歌合』より引用。

第 3図 室町前期の紙漉

「大水町,此町は五条天神のひがしの門前也,扇

の地紙又は自紙を漉く家おほし。五条松原通,か

み子や町,此町紙子,渋紙をつくりて商なふ」と

あり,良質で種類の多い紙も漉かれていたことが

推測される。また,『三都町尽』には,「京都紙す

く所,西洞院松原下ル町,あふぎ地紙すく所,高

辻西洞院西へ入,みなと紙すく所,高辻西洞院西

へ入」と記されている。『人倫訓蒙図彙』にも

「紙子師,紙衣並渋紙これを造る。五条松原に住

す」とあって,紙の着物を製造する紙師のことが

記されている。これらの文献史料によって検証さ

れるように,五条通りには,紙漉きの家が集住し

ていたことを示している。

以上のごとく,洛中洛外屏風の軌跡は,そ の地

理的,文献的な正確度からして,た んなる狩野永

資料 :F人倫訓蒙図彙』より引用。

第 4図 近世前期の紙漉

徳という一画家のみで形成構図されたものとは思

えない空間相の整合性が認められる。

その意味において,武蔵大学瀬田勝哉教授が指

摘するように,上杉本『洛中洛外屏風』は,中世

京都製紙の「現実を示す貴重な資料
19)」 なのであ

る。

なお,近世以降の京都 (山城・丹波・丹後)紙

業の地域的展開については,次号において,さ ら

に検討を加えたい。

付記

小稿を執筆するにあたり,資料については早稲

田大学図書館・京都府立総合資料館をわずらわし,

『山背国愛宕郡出雲郷計帳』の出雲郷,お よび図

書寮別所の紙屋院,紙屋川,六波羅密寺の紙漉座

跡の位置確認調査に同行し協力願った東京農業大
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学農学部農業経済学科石井雄二助手,横浜市立戸

塚高校牧野 潔教論の両氏,な らびに紫野大徳寺

黄梅院小林大玄和尚に,たいへんお世話になった。

また,『洛中洛外屏風』については,武蔵大学

人文学部瀬田勝哉教授から往復書簡による特別の

ご教示をいただいた。ここに記して厚くお礼申し

上げたい。

注

1)門脇禎二『 日本古代共同体の研究』(東京大学出

版,昭和 35年)177頁。

2)山背国の渡来人秦氏については,す でに関 晃

『帰化人一古代の政治 。経済・文化を語る一』(至

文堂,昭和 53年),平野邦雄「秦氏の研究―その文

明的特徴をめぐって一」『史学雑誌』第 70編 3・ 4

号 (史学会,昭和 36年),松田 武「古代畿内村落

の一考察」(上)『 日本史研究』55(創元社,昭和 36

年),上田正昭『帰化人一古代国家の成立をめぐっ

て一』(中央公論社,昭和 40年),平野邦雄『大化

前代社会組織の研究』(吉川弘文館,昭和 44年 ),

京都大学考古学研究会『嵯峨野の古墳時代―御堂ケ

池群集積発堀調査報告―』(京都大学,昭和 46年 ),

今井啓一『帰化人』(綜芸舎,昭和 49年),井上満

郎『渡来人一 日本古代と朝鮮―』 (リ ブロポート
,

昭和 62年)な どの詳しい研究がある。

3)秦氏関係の氏姓の多いことは,奈良国立文化財研

究所『平城宮発堀調査出土木簡概報』(奈良国立博

物館,昭和 42年)な どから傍証できる。

4)岸 俊男『日本古代文物の研究』(塙書房,昭和

63年)348頁において,そ の本拠地を紀伊郡深草と

葛野太秦を中心とする地域にあったことを,秦十地

名の複姓に関して,秦高椅の高椅は『続日本紀』延

暦 6(787)年 8月 甲辰条 。『類衆国史』巻 32延暦

11(792)年間 11月 18日条にみえる高橋津,『和名

類衆抄』の葛野郡橋頭郷,秦佐比の佐比は『類衆三

代格』貞観 13(871)年間 8月 28日 付大政官符

の紀伊郡上 。下佐比里,『 日本後紀』延暦 18(793)

年 12月 4日 条の佐比渡,秦栗栖野の栗栖野は『和

名類衆抄』の愛宕郡栗野郷がそれぞれ比定できる

(和田 率「山背秦氏の一考察」前掲『嵯峨野の古

墳時代』所収)な ど,史料を駆使して論証されてい

る。
.門脇,前掲書,212頁,お よび浅香年木『日本古

代手工業史の研究』(法政大学出版局,昭和 46年)

183～ 184頁。

'門脇禎二『 日本古代政治史論』(塙書房,昭和 56

年)192頁。

寿岳文章「正倉院の紙の文化的所見」『正倉院の

紙』(日 本経済新聞社,昭和 45年)23頁。

町田誠之『紙のふるさとを行く』 (思文閣出版,

昭和 60年)100～ 101頁。

大沢忍「正倉院の紙の研究」『正倉院の紙』(日 本

経済新聞社,昭和 45年)92頁。

前掲書,注 2)。

松田,前掲書,14～25頁。

同上書,50～54頁。

造紙手に秦氏の技術者が任せられていたことにつ

いては,『類従三代格』,お よび『国史大系』167頁

に詳しく記されている。

岸,前掲書,323～ 339頁。

村井康彦『古代国家解体過程の研究』 (岩波書店,

昭和 40年 )175～ 208頁,お よび藤岡謙二郎編『 日

本歴史地理総説 古代篇』(吉川弘文館,昭和 50年)

78～ 79頁。

小野晃嗣『 日本産業発達史の研究』 (至文堂,昭

和 16年)3頁。

小野,前掲書,65～92頁。

京都市『史料 京都の歴史』4(平凡社,昭和 56

年)17頁。

武蔵大学人文学部瀬田勝哉教授 (昭和 63年 10月

24日付往復書簡)か らのご教示による。

/受付 昭和 63年 11月 29日 ヽ

受ヽ理 昭和 63年 12月 15日ノ

の
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5)

19)

14)

15)

16)
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18)
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