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1. 研究の背景と目的 

高度経済成長期以降、茅葺き民家 1)は茅材の入手困

難、共同労働の消滅、茅葺き職人の減少などにより、

全国各地で衰退の一途をたどっている。これに伴い

地域の在来技術として維持継承されてきた茅葺きの

技術も今まさに失われようとしている。 

茅葺き技術は、その土地の自然環境や社会環境に

応じて発展してきたものであり、地域によって工法

や道具等に違いが現れる。また、このような在来技

術は一度失われると、その再現が非常に困難となる。

そこで本調査研究では、滋賀県高島市マキノ町周辺

域を対象として、元茅葺き職人への聞き取り調査を

中心に、地域に根差した茅葺き技術の特徴を把握す

るとともに記録作業をおこなう。 

  

2. 調査対象地の概要 

2.1 滋賀県高島市の概要 

 高島市は滋賀県の北西部に位置し、平成 17年にマ

キノ町、今津町、朽木村（現、朽木）、安曇川町、高

島町、新旭町の 5町 1村が合併し誕生した(図 1)。 

まず、高島市全域を広域踏査し茅葺き民家の残存

数を調査したところ、マキノ町 8軒、朽木 6軒、今

津町 7軒の計 21軒であった。その内、すでに 6軒は

空き家となっており、その他の茅葺き民家について

も、次の葺き替え時期が来た際にはトタンを被せる

と考えている所有者も少なくなかった。これまで当

地域における葺き替え作業の多くを請け負っていた

マキノ町の茅葺き職人・細木政一氏が、平成 25年に

引退したのを最後に、市内に現役の茅葺き職人はい

なくなった。 

高島市において茅葺き民家とその技術は消滅の危

機に瀕している。 

 

2.2 マキノ町の概要 

マキノ町は高島市の北端に位置し、東側は滋賀県

長浜市、西側及び北西側は福井県美浜町、北側は福

井県敦賀市にそれぞれ隣接する。日本海側から吹き

抜けてくる季節風が北西の山稜にぶつかる事や、地

形的特質により、冬季は豪雪地帯となる 2)。 

 マキノ町在原集落では、昭和 60年に当時、全国で

も数少ない茅葺き民家が群集して残る集落として、

伝統的建造物群保存地区の保存対策調査が行われた。

しかし、生活様式の変化や維持管理のわずらわしさ

等から、保全活動に取り組むまでには至らなかった 3）。

昭和 44 年には 48 軒もの茅葺き民家があった在原集

落 4)では、その後徐々に現存数を減らし、平成 25年

には 11 軒となった。さらに、平成 25 年 6月に 6軒

の茅葺き民家が焼失する火災が発生し、平成 26年現

在では 5軒を残すのみとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 茅葺きの仕事とその変遷 

 細木政一氏（以下、細木氏）は昭和 10年に旧剣熊

村下集落（現、マキノ町）で生まれ、18歳の時（昭

和 28年）に茅葺き職人である叔父に弟子入りした。

しかし、弟子入りした年の 9月に叔父が亡くなった

滋賀県高島市マキノ町周辺域における茅葺き技術に関する調査研究 
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図 1 調査対象地の位置図 
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ため、叔父の知り合いの親方に弟子入りすることと

なった。当時、弟子は細木氏を含め 4人おり、その

他にマキノ町内には親方１人、弟子 3人～4人の組が

3組あったという。当時の給料は見習いで一日 100

円、一人前になると 2000円程度であった。平葺きが

できるようになるのに 2～3年かかると言われ、入り

組んだ隅を葺けるようになると一人前と呼ばれた。 

 昭和 40年代までは、マキノ町内だけで雪が降る直

前まで一年中ずっと仕事があった。職人は自転車に

道具と風呂上がりの着替えを積んで現場へと向かっ

た。家主は毎年 11月ごろになると各家の茅場で茅を

刈り集め、葺き替えの際には下働きとして職人の補

助や雑務を行った。また職人には昼食休憩の際の御

飯、仕事終わりの風呂や晩御飯を用意した。 

 昭和 50年代になると、家主が葺き替え作業を手伝

う事も少なくなり、また茅を自分で集められない家

も現れるようになった。そのような場合には、職人

自らが茅材の手配を行った。この頃から町内の茅葺

き民家が減りだし、細木氏は福井県の小浜市や京都

府といった町外への仕事にも行くようになった。昭

和末期にもなると、町内での仕事はほとんど無くな

り町外での仕事が主となった。また、その頃すでに

親方は引退し弟子の一人も辞めたため、細木氏を含

めた三人で仕事をしていた。 

 その後、残りの二人も引退し平成 19年には細木氏

一人となった。そして、平成 25年に体力的な限界に

より 78歳で仕事を引退することとなった。氏の引退

により、マキノ町内さらには高島市内に現役の茅葺

き職人はいなくなった。次章以降、細木氏への聞き

取り調査から得られた茅葺き技術について記述する。 

 

4. 茅葺き屋根の構造 

 茅葺き屋根は新築の場合、ガッショウまでが大工

の仕事で、ガッショウより上が茅葺き職人の仕事と

なる。細木氏が新築を行ったのは約 60年間で、5軒

のみであり、ほとんどが葺き替えの仕事であった。

葺き替えの際には、まず古茅を外し下地が傷んでい

る箇所の補修を行う。下地は積雪の重みで折れてい

る場合がよくあるという。小屋組みはサス組みであ

り、梁の上に三角形の部材を組む。この部材をガッ

ショウと呼ぶ。ガッショウの上には、直角方向に 1m

半～2m程度の間隔で「ヤナカ」を並べ、その上に

30cm程度の間隔で

「クダリ」を配し、さ

らにその上に「バイ

ロ」を 30cm～40cmの

間隔で並べる(図 2)5)。

ガッショウは杉など

の木材、ヤナカ、クダ

リ、バイロは真竹を用

いる。 

  

5. 茅葺き技術と地域性 

5.1 軒付け 

 下地の補強が終

わると、まず軒付

けを行う(図 3)。軒

先のクダリの上に

「ソゾロイ」と称

す比較的太い竹を

取り付け、その上

に藁束を並べ、縄

で直接ソゾロイにからんでいく。藁束は 4把の藁 6)

を縄で一括りにしたもので、あらかじめ足場や地面

等に叩きつけ、軒先の勾配をつけておく。並べられ

た藁束の上に束ねていない藁を撒く。これは「ミダ

キの藁」と呼ばれ、藁束の上の茅材と藁束との境界

線を真っすぐにするためのものである。ミダキの藁

を並べたあと、竹で押さえて軒付けが完了する。 

 

5.2 平葺き 

 平葺き(図 4)は 1段

につき、短い茅、長い

茅、短い茅、長い茅の

順に 4層に重ねて並べ

る。短い茅は新茅を半

分に切ったものや古

茅が使われる。小さい

屋根で 17段程度、大

きい屋根で 23段程度

となる。一段の茅を並べ終わると、まず仮押さえし

「タタキ」と称する道具(図 6-①)で茅材を突き上げ、

図 2 屋根下地と部材名称 

図 3 軒先図 

図 4 平葺き図 
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勾配を調整したあと本締めをする。本締めは茅材の

先端から 30cm程度と 60cm程度の 2箇所で行う。

手前の竹を「クチノイ」、奥の竹を「オクノイ」とそ

れぞれ呼び、クチノイは下段のオクノイから、オク

ノイはクダリからそれぞれ縄をとる。クチノイ、オ

クノイには生の真竹が使われ、また太い竹より細い

竹の方がよく締まるという。 

縄取りの方法は、「ハリ」と称する竹の先端が尖っ

た道具(図 6-⑤)に縄を取り付け突き刺し、もう片方の

手を茅の中に突っ込んで縄を受け、前のオクノイ(ま

たはクダリ)に 2～3回巻いた後引っ張り出し、クチ

ノイ（またはオクノイ）に結んで固定する。この際

下段の縄と同位置に固定すると、クチノイが露出し

た際に雨が縄伝いでクダリにまで伝っていくため、

ずらした位置で縄を結ぶ必要があるという。 

細木氏は、以上の葺き方を若狭流と呼ぶ。かつて

マキノ町には広島流 7)の技術が伝わった時期もある

が定着はしなかった。広島流では、平茅を 1箇所だ

けで押さえるため、屋根が傷んで竹が露出すると雨

が縄を伝ってすぐに屋根裏にまで浸透してしまう。

一方、若狭流はクチノイが露出してもクチノイの縄

は下段のオクノイと繋がっているため、雨が屋根裏

にまで浸透しない。また、クチノイの縄が腐って緩

んでも、オクノイがまだ茅を押さえているため、し

ばらくは葺き替える必要はないという。 

 

 5.3 棟仕舞 

次に棟仕舞をおこなう(図 5)。左右から葺き上げら

れてきた平茅が棟まで到達すると、「ハサミ(図 6-④)」

で茅を刈り V字の溝をつくる。そこに茅材を敷き並

べ両端に藁材を置いて菱形断面の「下棟」をつくる。

下棟の頂部に細い丸竹または割竹を置き、露出した

状態となっている左右の最後のクチノイから棟をま

たぐようにして縄をとり、交互に渡しながら縛って

固定する。下棟が完成すると、折り曲げた藁束を下

棟の上に端から端まで並べていく。この藁束を「マ

クラ」と呼び、藁の根元が外に向くように左右 4把、

中央 2把の合計 10把を 4〜5箇所、縄で縛ってマク

ラ 1束が完成する。マクラは、短い棟の場合で 40個

程度、長い棟で 55個程度並ぶ。また、両端のマクラ

は雨に直接あたるため、杉皮を巻き、銅線で縛って

補強する。割り竹、または細い丸竹をマクラの左右

両側と頂部の 3箇所に置き、左右は最上段のクチノ

イから、頂部は下棟を押さえる竹からそれぞれ縄を

とり固定する。 

最後にマクラの表面をハサミで刈り整えた後、杉

皮を 3枚用いて棟を覆い、左右 2本ずつ頂部 1本の

計 5本の竹材または木角材で押さえる。この押さえ

材は銅線で固定する。押さえの材を固定する際には、

長短二種類のハガネ製のハリ(図 6-⑥,⑦)を用いる。

まず、杉皮に短い方のハリで下穴を空け、長い方の

ハリの先端に銅線を取り付け屋根裏まで通す。屋根

裏に一人入りハリから銅線を外すと、ガッショウの

下にあらかじめ取り付けておいた竹に銅線をまわす。

外側の職人は一度ハリを抜き、今度は空のハリを屋

根裏まで通す。中の人が再びハリに銅線を通すとハ

リを抜き押さえ材に緊結し固定する。左右 2本の押

さえ材は以上のような方法で固定するが、頂部の押

さえ材だけはマクラを押さえている頂部の竹に銅線

で固定する。そのため、杉皮を被せる前にあらかじ

め、銅線を仕込んでおく必要がある。棟が完成すると、

棟から軒にかけて平部分を刈り揃えて仕上げを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 茅葺き道具 

細木氏が使用していた茅葺き道具を図6、図7に示す。

主要な道具としては、タタキ、ハサミ、ハリの三つがあ

る。タタキは職人自らが作る道具で、平葺き用と、軒や

破風などの平らな面に使う用の二種類がある。平葺き用

のタタキは板と柄が別材となっており、柄の根元を持ち

突き上げるようにして使用する。板には欅や栗などの堅

木が使われ、刻みをつけて滑り止めとする。柄には反っ

たもみじの木を用いるが、この反りは使用する際に足場

丸太にタタキがあたらないためであり、また柄の先が尖 

図 5 棟断面図 
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っているのは使用しない時に茅材に差して置いておく

ためである。平葺き用のタタキはその形態や使い方

等の点で若狭流のタタキ 8)と類似しており、道具にお

いても地域類似性が見られる。 

 

7. まとめ 

 本調査研究では、高島市最後の茅葺き職人である

細木氏への聞き取り調査をもとに、地域の茅葺き技

術の把握と記録作業を行った。後継者がいない現在、

今後地域の茅葺き技術をどのように維持継承してい

くか、その方策を考えていく必要がある。 
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注 

1) 本稿では茅葺き屋根の原型をとどめている民家（トタン被覆して

いない民家）を対象とする。 

2) マキノ町編さん委員会：マキノ町誌、マキノ町、昭和 62年 

3) 飯塚舞他：茅葺き民家集落の景観保全に関する住民意識、岐阜大

学農学部研究報告第 63号、1998年 

4) 前掲書 

5) 安藤邦廣：茅葺きの民俗学、はる書房、1983年 

6) 細木氏への聞き取りでは、一把は直径 12cm程度の束をいう。 

7) 「小林梅次：日本の草屋根、相撲書房、1984年」によれば広島流

は芸州流とも呼ばれ、戦前まで中国地方全域を中心に近畿・四国・

九州にまでその技術が伝播した。 

8)小林梅次：日本の草屋根、相撲書房、1984年 

図 7 茅葺き道具の実測図 

図 6 茅葺き道具一式 
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