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蚕種の里「上塩尻」の

歴史と文化遺産を未来へ
•蚕種の里「上塩尻」

– 歴史ある蚕種製造の中心地

– 全国的には稀有な蚕種製造民家群

•本日の話題提供

– 上塩尻ってどんなところ？ まちあるき映像から

– 蚕種製造ってなに？

– 上塩尻から輩出した蚕種製造家

– 上塩尻の歴史・文化資源の評価

– 上塩尻をめぐる調査研究と地域づくり活動

– 藤本蚕業に代表される上塩尻の資源活用

– 未来に向けて



蚕種の里「上塩尻」

•江戸時代から蚕種製造の中心地

•優れた蚕種製造家を輩出

•現在も残る蚕種製造民家群：越屋根が特色



蚕種の里「上塩尻」北国街道沿い



蚕種の里「上塩尻」歴史的風致



私と上塩尻との関わり

•2008年、蚕都上田・歴史文化遺産の発見

– 笠原工業・常田館製糸場

– ベールに包まれた上塩尻の歴史文化

•2009～、蚕都上田プロジェクト

– 藤本工業(歴史館)、上田小県近現代史研究会とコラボ

•2016～2018、シルクロード長野ネットワーク

•2017～、上塩尻の保全活用に向けた活動

– 日本ナショナルトラスト視察要請

– 信州大学・梅干野研究室に調査要請

– 講座・まちあるき・大学のゼミ活動等の連携

– 藤本蚕業資源活用事業（2022～）



上塩尻のブレークしない地域課題

有識者・有志からの関心は高いがよそ者である
外から騒いでいるにとどまる

住民・市民の関心は低い
（内部から盛り上がらない）

本日の課題提起
蚕種の里「上塩尻」の歴史と文化遺産を未来へ



蚕種(蚕の卵)製造は蚕糸業の源泉

蚕の卵 まゆ
(蚕種) (養蚕)

生糸
(製糸) 製品

蚕糸業

まゆ 生糸

くずまゆ 紬

蚕の卵
絹織物

キモノ

その他



蚕種製造＝交尾した蛾の卵を取る

上田蚕種で撮影

藤本蚕業歴史館の展示



蚕の卵 催青（ふ化させる）



上田蚕種株式会社
現役の蚕種(カイコのタマゴ)製造企業



上塩尻ってどんなところ？

•上塩尻まちあるき(2022/11/27実施)から

– 藤本蚕業プロジェクト主催

動画で再生
２０分

https://youtu.be/-H6BD-CDsHI
https://youtu.be/-H6BD-CDsHI


上塩尻から輩出した蚕種製造家

塚田与右衛門
（1715～1810）

『新撰養蚕秘書』1757

清水金左衛門
（1823～1888）

『養蚕教弘録』1847
養蚕乾湿計の発明1871

藤本善右衛門縄葛
（1815～1890）

新品種「掛合」1845
蚕種製造大総代就任1872

『続錦雑誌』1877～



藤本蚕業歴史館の歴史的背景
旧佐藤宗家/藤本善右衛門

前身は蚕種製造家の旧佐藤宗家（当主は藤本善右衛門を世襲）
1908年、会社組織「藤本蚕業」に発展

画像提供：藤本蚕業歴史館

藤本善右衛門縄葛（つなね） 蚕卵紙



現在も数多く残る蚕種製造民家群



蚕種製造民家とその歴史的景観



文書が物語る上塩尻の並外れた歴史



上塩尻の歴史・文化資源の評価

•1960年代以降、有識者からの関心が続く

•代表的な学術的研究

– 工学院大学山崎弘研究室による調査 1989～

– 東北大学長谷部弘研究Gによる研究 継続



上塩尻をめぐる言説・研究
小林昌人の論文(1990)

小林昌人の論文「蚕業の先駆者を輩出した上田
市上塩尻の集落と民家」（『信濃』1990年1月）

小林昌人は民俗建築学会会長

『民家巡礼』(溝口歌子と共著、
1961年)でも上塩尻の蚕室民
家に言及している。



工学院大学山崎弘研究室による上塩尻調査
(1989-92)

上塩尻の養蚕民家集落(ジオラマ)1992 藤本蚕業歴史館所蔵



鈴木晶子氏(工学院大学山崎弘研究室)修論
「蚕書と養蚕飼育法による家屋構造への影響」(1992)

上塩尻の蚕種製造民家２３の家屋を調査しその実測図面を作成



杉仁氏(1934～)の近世史研究
（2001、2009）

•2001年1月 『近世の地域と在村
文化―技術と商品と風雅の交流』
、吉川弘文館

•☆2009年3月 『近世の在村文化
と書物出版』、吉川弘文館

•※杉仁氏の研究成果は、国立歴史
民俗博物館の上塩尻に関わる展示
に活かされている。

国立歴史民俗博物館展示
「商品と技術と風雅の交流」
俳諧のネットワーク



国立歴史民俗博物館（千葉県佐倉市）

蚕種の里「上塩尻」の展示

第３展示室「知識と技術／蚕を
飼う」に上塩尻の蚕種製造家・
塚田与右衛門、清水金左衛門
、藤本善右衛門らの業績が展
示がされている。



東北大学長谷部弘氏と研究グループ
（2006～）

•2006～2008年度 科研費研究課
題「市場経済形成における村落的
共同性の実証研究」

•2009年3月 『近世日本の地域社
会と共同性―近世上田領上塩尻
村の総合研究Ｉ』

•2010年3月 『飢饉・市場経済・村
落社会―天保の凶作からみた上塩
尻村』

•2022年4月 『近世日本における
市場経済化と共同性: 近世上田領
上塩尻村の総合研II』



上田小県近現代史研究会(1)
藤本蚕業歴史館史料目録

画像提供：新津新生氏
(上田小県近現代史研究会)

2004～2009
６年かけ藤本蚕業の史
料をアーカイブ化、史料
目録作成



上田小県近現代史研究会(2)
蚕都上田に関わるブックレットの発刊

『蚕都上田ものがたり ―蚕種業を中心として―』2008年
『蚕都上田を築き支えた人びと』2010年
『蚕都上田を見て歩こう 千曲川右岸の施設・建物編』 2012年
『蚕都上田を見て歩こう 千曲川左岸の施設・建物編』 2012年



塩尻地区近代化遺産活用構想策定事業
（2001～2005年度）

塩尻地区近代化遺産調査委員会
▼2002年3月
塩尻地区近代化遺産調査事業実施報告書
▼2003年3月
塩尻地区近代化遺産活用計画報告書
▼2003年3月
近代化遺産第2部会全データ

塩尻地区近代化遺産活用ガイドブック
編集委員会

▼2003年3月 上田しおじり（冊子）
歩こう！まゆの里しおじり」実行委員会
▼2004年4月 歩こう！まゆの里しおじり
塩尻地区観光ビジョン策定委員会
▼2005年11月 塩尻地区観光ビジョン



お出かけJ （2005年度）

城下町上田のまちづくり・景観研究プロジェクト

上塩尻地区
まちづくり報告書

2006年3月



代表的な上塩尻の文化遺産

歴史的建造物と景観 膨大な一次資料



藤本関係の敷地と建物

藤本蚕室１

佐藤家住宅
(佐藤修一氏宅)

藤本蚕業歴史館
藤本工業社屋

(藤本工業社有地)

旧佐藤宗家
(藤本工業社有地)

藤本蚕室２

上田市上塩尻

塩尻小学校



藤本善右衛門邸宅（旧佐藤宗家）
(日本博覧図1897所載)

『信州上田学アーカイブ』から転載 図版は上田市立博物館所蔵『日本博覧図』(1897)
http://d-commons.net/uedagaku/archive1?c=&p=3078

http://d-commons.net/uedagaku/archive1?c=&p=3078


旧佐藤宗家（2003年当時）



旧佐藤宗家蚕室（２棟）



旧佐藤宗家（現在は更地）



佐藤尾之七邸宅 （佐藤家住宅(三ツ引)）
(日本博覧図1897所載)

『信州上田学アーカイブ』から転載 図版は上田市立博物館所蔵『日本博覧図』(1897)
http://d-commons.net/uedagaku/archive1?c=&p=3080

http://d-commons.net/uedagaku/archive1?c=&p=3080


佐藤家住宅(三ツ引)



佐藤家住宅の一部



佐藤家住宅(三ツ引) （現存）

蚕室：1897年『日本博覧図』の図版

〔図版は上田市立博物館所蔵の『日本博覧図』(1897)から撮影〕

佐藤家住宅・蚕室(南側)：2011年



佐藤家住宅の一部



佐藤家住宅の一部



藤本蚕業歴史館 (上田市上塩尻)

蚕種(蚕の卵)製造企業
蚕種家・藤本善右衛門を継承
1908年、企業体に移行
2009年、藤本蚕業歴史館開館



蚕種製造民家実例紹介
佐藤勇二氏宅の２階蚕室



佐藤勇二氏宅の２階蚕室



佐藤勇二氏宅の２階蚕室



佐藤勇二氏宅の２階蚕室



蚕都上田 歴史・文化財マップ
１９２８年、絶頂期の上田（塩尻地区）

https://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/page/A0139.html
制作：蚕都上田プロジェクト

https://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/page/A0139.html


蚕都上田歴史年表
安土桃山～近代(昭和)

https://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/page/A0270.html
制作：蚕都上田プロジェクト

https://www.mmdb.net/silknet/archive/ueda/page/A0270.html


千曲川ライン＝蚕糸業ベルト地帯
観光資源としての可能性



藤本蚕業資源活用事業
～資源活用による地域づくり～

①史料/展示資料デジタル化による
ネット展示

②デジタルアーキビスト養成
リカレント講座

③佐藤家住宅・旧佐藤宗家/
藤本蚕業歴史館見学会

④猫瓦と地域学習支援
→西部地域・部会
→上塩尻今昔の会

→JIA長野県クラブ
→上塩尻今昔の会

→長大前川ゼミ
＋有志

（一部作業委託）

→前川研究室
（DA学会と連携し
ネット開催）



『藤本蚕業アーカイブ』開設

藤本蚕業歴史館ネット公開 所蔵資料のデジタル化

https://d-commons.net/fujimoto-index/ https://d-commons.net/fujimoto-arch/



藤本蚕業歴史館を起点とする
全国向けデジタルアーキビスト養成講座

•全国に向けオンラインで開催 ３６名受講

•実践講座１：地域資料活用によるキュレーション講座（12～1月）

•実践講座２：地域資料のデジタルアーカイブ化講座(2月)

https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11252

https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=11252


佐藤家住宅見学会
蚕種の里「上塩尻」まちあるき

•佐藤家住宅見学会 10/29実施

•蚕種の里「上塩尻」まちあるき 11/26実施



未来に向けて
本日の課題提起：上塩尻の歴史と文化遺産の活用

上塩尻の景観と個々の民家の保全活用策
建築士の皆様から提案、コミットを

地域づくりと地域学習のための
活動とネットワークづくり（住民と有志）

よろしければ藤本蚕業歴史館へお越しを
２月からサロン的にオープンします

（日程は別途）



講演資料と連絡先

•連絡先 お問合せ等はコチラへ

– 前川道博（長野大学企業情報学部）

•メール maekawa@nagano.ac.jp

•TEL 090-2270-5074

•この講演の資料は以下に掲載します。
– https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54050

mailto:maekawa@nagano.ac.jp
https://d-commons.net/uedagaku/?c=&p=54050
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