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 はじめに 

「 私たちには咲かせ続けたい「花」があります 」 

 

天智 7 年 5月 5 日(西暦 668 年 6 月 19日)に、日本最古の歌集「万葉集」に詠われた

「紫草の花」は、1340年という時を超えて、平成１９年（２００７年）３月に「東近

江市の花」に指定されました。 

 

あれから１０年、１市６町の合併１０周年を迎えたこの東近江市で、私たちの「紫草」

が花咲こうとしています。 

 

今年 5 月 5日には、東近江ムラサキの「１３５０周年記念」を迎えようとしている今、

「東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト」は、東近江市に宿る「ムラサキのロマンの完成」

と「絶滅危惧種 紫草の栽培継続」を目指したいと考えています。 

 

この「東近江市の花ムラサキ」によって繋がった「紫縁（ムラサキのご縁）」を礎に、

日本に二つとしてない「ムラサキのまち東近江」を目指して、「絶滅危惧種紫草の存続」

と、「東近江ムラサキのブランド化」を目指していこうではありませんか。 

東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト、本日は最後まで、どうぞよろしくお願い致します。
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 絶滅危惧種「紫草」について 

 絶滅危惧種「紫草」とは 

 

絶滅危惧種「紫草」は、環境省が作成するレッドデータブックにおいて、絶滅危惧ⅠＢ類(EN)

に指定されている植物で､継続減少率70％、20年後の絶滅確率30％以上とされています。 

ただし、指定されているのは野生種がという基準で、栽培種の紫草を栽培している地域は

全国にいくつか存在しているほか、東近江市内における紫草の種子も古くに絶滅しており、

現在の種子は鈴鹿山系の山中から、黒川薫氏と八日市南高校が採種拡大したものです。 

 

 絶滅危惧種「紫草」のこれまで 

 

絶滅危惧種「紫草」は、古く万葉の時代から文献に登場し、紫根染の染料として、冠位十

二階位最高位の「濃紫」として重宝されてきたほか、江戸時代の文献には民間療法として

紫の鉢巻を巻いて病気を治す「病鉢巻」という風習が生まれました。また「日本薬局方」

にも登録されており、江戸時代の華岡清州が皮膚の荒れ止め、やけどの薬として「紫雲膏」

を開発し、現在では天藤製薬が「ボラギノール」として栽培・加工している薬草です。 

 

 絶滅危惧種「紫草」の現状と課題 

 

絶滅危惧種「紫草」は、発芽率が非常に低く、その栽培は困難を極めます。その栽培方法

は古く中国・北魏の「斉民要術（成立は、532 年から 549 年頃。世界農学史上最も早い農

学専門書であり、中国に現存する最古で最も完全な農書。）」にも登場しますが、栽培につ

いては数行の記述で内容は皆無、江戸時代の百科事典の集大成「和漢三才図会（全 105 巻、

編纂に 30 年を費やした。）」にも登場しますが、栽培については記述がありません。 
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さらに、江戸時代の三大農学者「大蔵永常」が茶・綿などの工芸作物の栽培法を記した集

大成「公益国産考」においても、『紫草は日当たりと水はけが良く、棉、麦などが良くでき

る土地ならば、生育しないことはない。』と書かれているばかりで、ボラギノールの天藤製

薬も「紫草の栽培については確立した文献も方法も無い」と公言しているほどです。つま

り、紫草の栽培に関しては、遠い中国最古の農学書から現代のボラギノールに至るまで、

その栽培方法と紫草の生態については「未だ誰も解明していない」ということです。 

 

また、紫根染の技術に関して伝える文献も、明治以降を除いて、ほとんど無いと言われて

います。これは、染色という分野が「一子相伝」という形式で継承されてきたという歴史

にあります。紅花染の染織家が「紅屋」、紫根染の染織家が「紫家」、その他の染織家を「紺

屋」と呼び、明治時代に規制が緩和されるまで、「禁色」として『天皇家以外誰も使用でき

ない色』として、日本最初の律令制度「大宝律令（７０１年、天武天皇詔）」から、秘伝の

技術として守られてきたためです。 

 

 絶滅危惧種「紫草」の焦点と展望 

 

以上のように、絶滅危惧種「紫草」の焦点は、絶滅危惧種「紫草の生態解明」と「紫根染

の技術確立」にあります。未だかつて、人類が一度も解き明かしたことの無い「紫草の生

態」と「紫根染の技術確立」。この二つの焦点を明らかにすることで、世界に二つと無い、

「紫草のまち 東近江」が完成するのです。 

 

また、今現在「紫草の解明研究」を行っている学術機関は、農業教科書「グリーンライフ」

に取り上げられているように、滋賀県立八日市南高校が原点と言われています。この、30

年近くの研究成果を礎に、日本中の大学研究機関とも連携して「絶滅危惧種紫草の生態を

解明」し、その活用方法としての「技術成果」を世界に広く発信することで、この威光を

確かなものにできるのです。私たちの展望とは、この絶滅危惧種「紫草」を解明すること

によって、東近江の、いや、日本の誇りを確かなものとして確立することにあるのです。
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 東近江市の花「ムラサキ」について 

 東近江市の花「ムラサキ」とは 

 

東近江市の花「ムラサキ」は、平成 19 年（2007 年）3 月に東近江市の市民投票により選

出された東近江市の花です。日本最古の歌集「万葉集」の中に、天皇家の御料地であった

「標野（現在の蒲生野）」が登場することから、「万葉ロマン」の花として知られており、

平成 16 年から活動する「紫草を育てる会（八日市南高校事務局）」の活動を通して、広く

東近江市内に普及・啓発活動が続けられています。 

 

 東近江市の花「ムラサキ」のこれまで 

 

東近江市の花「ムラサキ」を説明するには、遠く万葉集の時代にまで遡ります。時は西暦

６６８年（天智 7 年）5 月 5 日、天智天皇率いる皇族一行はこの蒲生野へやってきました。

その一行の中に、天智天皇の后であります「額田王」と、天智天皇の皇太弟であります「大

海人皇子」が参列しておりました。実はこの二人、元々は夫婦仲の間柄だったのですが、

天智天皇の寵愛を受けた額田王が後室に入り、二人の仲は引き裂かれておりました。そん

な背景の中、この蒲生野で詠まれた「あかねさす…」から始まる、普遍の愛を詠った、万

葉集一番人気の相聞歌は、今もなお、多くの万葉集ファンの心を掴んで離しません。 

 

実際に、兵庫県宝塚市の「宝塚歌劇団」でも、１９７６年初演の「あかねさす紫の花」と

いう演目が、再演に次ぐ再演で、たびたび繰り返されて上演されていることなどから、数

ある和物演目の中でも、その「万葉ロマンの物語」の、人気の高さが伺えると思います。 

 

そうした、ムラサキの花にまつわる万葉ロマンの美しさが、根強い人気を呼び、その歌が

詠まれた「ムラサキの聖地（蒲生野）」が全国のファンから有名なこともあって、平成 19

年 3 月、全国市区町村の中で唯一、「市の花」として指定されたという経緯があるのです。 
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 東近江市の花「ムラサキ」の現状と課題 

 

東近江市の花「ムラサキ」の現状としては、ここ 20 年弱の研究成果により、「種子の春化

処理・播種・育苗・栽培・収穫・加工」技術に関して、ある一定の成果を得られたものの、

未だその「生態と栽培技術の確立」には至っていない現状があります。また、東近江市の

花として指定されて 10 年以上が経過したにも関わらず、市民においてもその知名度はまだ

低く、ムラサキを活用した商品や加工品の表立った展開は実現されておりません。 

 

つまり、東近江市の花に指定されているにも関わらず、「東近江市の花としてのブランド化」

が確立されていないという現状、課題があると言うことです。 

 

 東近江市の花「ムラサキ」の焦点と展望 

 

以上のように、東近江市の花「ムラサキ」の焦点は、「東近江市の花としてのブランド化を

確立させる」ことにあります。「東近江市の花」を「東近江市内で栽培」し、「東近江市を

中心に加工品を展開する」ことによって、「地域の活性化と愛着」を生み出し、世界に二つ

として無い「ムラサキのまち 東近江」が完成するのです。 

 

ただ、押さえておかなければならないポイントは、「ムラサキが栽培されているから東近江

市の花」なのではなく、「万葉ロマンの蒲生野があるから東近江市の花」なのだという背景、

そして更には、「紫草を育てる会」が発足した 1４年前には描けなかった、栽培が有効な奥

永源寺地域での栽培連携というものは、東近江市の「市町村合併によって初めて実現為し

得た希望の光」なのだというポイントを、押さえておかなくてはならないということです。 

 

つまり私たちの展望とは、合併 10 周年という節目を経て「万葉ロマンの蒲生野」と「栽培

に適した奥永源寺地域」、「全国随一の研究機関八南」に「唯一無二のムラサキのまち東近

江市」が団結することで、確固たる「東近江市の花 ムラサキ」が完成するのであります。 
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「東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト」について 

 

 「東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト」とは 

 

「東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト」とは、絶滅危惧種「紫草」の生態を解明し、東近江

市の花「ムラサキ」をブランド化させることを目的に、活動を継続しています。その二つ

の目的を達成させるために、「産地・官庁・学校・創造者」の「産官学創連携」を確立させ

ることで、確固たる「東近江市の花 ムラサキ」と「紫草のまち 東近江」を目指します。 

 

 「東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト」のこれまで 

 

東近江市の花「ムラサキ」は、昭和 43 年（1968 年）に、八日市郷土史会が万葉歌碑を船

岡山に設置し、平成５年(1993 年)に万葉植物園が整備され、平成 12 年（2000 年）8 月に、

福島重夫氏からの依頼で、八日市南高校が「万葉船岡山公園」で栽培研究を始めたのが始

まりです。その後、平成 16 年（2004 年）に「紫草を育てる会」が発足し、地域連携事業

として活動を始めます。そして市町村合併後の、平成 19 年（2007 年）3 月に「東近江市

の花」に指定され、翌年、市の委嘱事業として「紫草を育てる会」を通しての普及・啓発

事業が始まります。そして、平成 21 年（2009 年）に、大分県竹田市の紫草の高地栽培の

成功事例を参考に、市町村合併で同じ市内となった奥永源寺地区での栽培研究が始まり、

良好な研究結果を得られました。その後、平成 23 年（2011 年）から、「春化処理技術・播

種・育苗技術・染色加工技術」が一定の成果を上げ、染色体験会を実施できるようになり

ました。また、平成 26 年（2014 年）からは、地域おこし協力隊との連携模索が始まり、

平成 27 年（2015 年）には、地域連携活動の取り組みが、滋賀県学校農業クラブのプロジ

ェクト発表大会で「優秀賞」を獲得し、平成 29 年（2017 年）には、東近江青年農業者ク

ラブとの連携研究が、全国大会にて最優秀賞の栄誉に輝いています。 

以上のような、50 年来に渡る活動の中で、東近江市の花「ムラサキ」の活動に関わる方

は 250 名を超え、東近江市の花として、世間にも広く知れ渡るようになっています。 
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 「東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト」の概要 

 

「東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト」は、「産･官･学･創･連携」によって構成されます。 

 

「産官学創」の「産」の字は、「紫草の栽培フィールド」としての「産地」を意味します。

ここでは、「紫草の解明研究」と「紫根を活用した地域創成」の実践フィールドとして寄与

します。次の「官」の字は「ムラサキを市の花と指定する唯一の市町村」として「官庁」

を意味します。ここでは、国や県、市役所等の行政支援を活用して、ニホンムラサキの再

生と活性化に寄与します。次の「学」の字は「紫草の解明研究と栽培技術の確立」を目指

す「学術機関」を意味します。ここでは、高大連携の精密研究による、日本で唯一の紫草

の研究機関として八日市南高が寄与します。そして最後の「創」の字が、「ムラサキブラン

ドを演出」する「創造者」を意味します。ここでは、ムラサキを活用した特産品の開発や

文化的活動での貢献など、様々な視点でのムラサキブランドの創造者として寄与します。 

 

以上のような、「産官学創連携」が確立することによって、東近江市という地域に「日本唯

一の紫草の産地」ができ、「産業が興り地域が活性化」します。また、紫根を活用した特産

品が世に出ることで、日本最高位の色や薬用効果の高い製品が買い手に渡り、「消費者にと

って質の高い生活を得ること」ができます。そして、売り手として「絶滅危惧種紫草の生

態が解明」され、「東近江市の花としてブランドが確立する」ことから、東近江市発の「東

近江ムラサキ 紫縁プロジェクト 三方良しモデルが完成」するのであります。 

 

 「東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト」の焦点と展望 

 

「東近江ムラサキ 紫縁プロジェクト」の焦点は、紫縁プロジェクトとして「絶滅危惧種紫

草を解明」し、「特許や商標登録を取得」して、「東近江市の花ムラサキ」として地域産業

の創成を目指すことにあります。単なる「一生産者の、一企業の、一団体のムラサキ」に

するのでは無く、「東近江の、東近江による、東近江のためのムラサキ」をここに完成させ

るのです。それこそが、このプロジェクトの本望であり、プロジェクトのすべてなのであ

ります。 
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