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地域と自然

植物繊維

「衣
衣」から紐解く「地域
地域と自然
地域 自然」
自然」
1）部位

・「衣類」は，人類のか弱い皮膚を怪我や
直射日光を凌いだり，寒暖から身を守るた
め，「食」・「住」と並ぶ，生存の必須アイテム。
・自然の畏怖・信仰 ⇒ 自然の色・形を模倣
・社会階級の分化 ⇒ 身分，権威，職制に応
じたデザイン・色

★一方で，地域で守られる伝統製法・意匠

・種子毛 … 種子の表面に伸びた繊維 ⇒ ワタ
・靭皮 … 双子葉植物の茎の二次師部。茎を水に浸
けて発酵させて取り出す ⇒ 亜麻，苧麻，大麻など

・技術伝播 … ①糸，布は軽量で運びやすい，
②外衣の視覚的印象の強さ
⇒自然環境の違いを乗り越えて伝わる文化
⇒原料産地・製造地の分離

・「自然」とのかかわり

3）利用

・葉脈 … 単子葉植物の葉脈から取り出した繊維。
強靱だが衣類には不適 ⇒ サイザル，マニラ麻
・その他 … 果実の中の繊維 … ココヤシ

4）歴史

2）特徴

・植物繊維の利用は，動物の毛皮を縫
いつける糸から始まったとされる。
・最初に利用したのは，つる，樹皮，「麻」

①吸水性・吸湿性が高い

①機能… 熱帯では通気性，寒地では保温性
気温・湿度の季節変化，生活の必要に応じて
吸湿性，速乾性，防虫，強度 …

②通気性 … 編・織の仕方に
よって調整できる

②素材 … 周囲の動植物から

・中東〜欧州では「亜麻」を利用。

③保温性 … 植物繊維は中空
なので，保温性がある

Scotland 伝統の格子縞 tartan

・インド，アメリカ大陸では
「ワタ」の利用が発達。

http://tabippo.net/tartan_check/

・染色 … 織布の発展とともに発展。

④保存性が高い
・セルロースを分解できる動物
や微生物は限られるため。

身の回りの草木，土，泥，昆虫など。
藍，茜，紅花の利用が各地に広まる。
若松

喜多方

只見河谷

・衣料 … ワタ，アマ，チョマ
・ロープ，網 … 黄麻（ジュート）
・袋・かご … ジュート，籐など
・ほうき・たわし … シュロ，ヤシ
・敷物 … イグサ，シチトウイ
・紙 … コウゾ，ミツマタ

会津の野良着（もんぺ）の縞柄

・ワタの繊維（木綿）は紡ぎやすく，織って付加価値を
つけることができる ⇒ 「紡績」と「織物」が産業革命
と近代工業化の原動力に。
・そしてイギリスはインド綿を求めて植民地化

https://allabout.co.jp/gm/gc/415863/

「編む」から「織る」へ

天然繊維のいろいろ

バショウ

サイザル

・糸を使って布地に仕立てる方法には，
「編む」と「織る」がある。
・編む … 1本の糸やひも状のもので，
ループ（編目）をつくりながら布状にする。
・織る … 張力を与えた多数の長い経糸
に，横糸を直線的に交差させて布にする。

←平織 ↓織り地

↓編みもの

・編みの原型 … つるや樹皮の編み籠

http://orijin-asia.jugem.jp/?eid=221

・編み物は縄文遺跡からも出土。
・織り物は，弥生時代の機織り機械
の登場以降。

（例）

マタタビ
つる

クルミ皮

シナノキ

http://www.yumeoribito.jp/know/kiso/01/01_6.html

ワタ
http://www.ipc.shimane-u.ac.jp/food/kobayasi/hikaku8_2007.html

麻

※「あんぎん編」…
重りを付けた縦糸の
上に渡した横糸（藁
等）を，縦糸で縛るよ
うにしてからめる。
… むしろ，わらじ

奥会津三島編組品振興協議会web
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日本の植物繊維と織物
1）古代織
・シナノキ（樹皮） … 羽前関川，山北

http://sekikawa.shinafu.jp/?page_id=32

（かつての）綿作の分布

2）「麻」
・双子葉植物の靭皮繊維と，単子葉
植物の葉脈繊維を総称して「麻」。
・日本では，衣料用の「麻」と表示できる
のは亜麻（リネン）と苧麻（からむし）だけ。

… 近畿・中京を中心とする同心円状の地域パターン

（明治10年）
からむし↑
刈り取り↓

・衣料としての特性
①清涼感がある
②熱伝導が高く，すぐに体温を放散
③吸湿・発散も速やか
④衛生的 … 通気性に富み，細菌発生を抑える
⑤水につけると強度が増し，幾度の洗濯に耐える

http://yamakumada.shinafu.jp/?page_id=93

・葛（茎） … 遠州掛川，島田
・藤（つる） … 丹後地方
・楮（茎），梶（樹皮） … 木頭村
・芭蕉 … 沖縄

浸水
皮剥ぎ

繊維引き

繊維（からむし）

http://www.karamushi.jp/blog/?m=201306

http://www.ipc.shimane-u.ac.jp/food/kobayasi/hikaku8_2007.html

3）「木綿」
・ワタと木綿は，中国・朝鮮経由で鎌倉時代に
は伝来。最初は武具用。

「紡ぐ」と「績む」
・「績む」 … 細く裂いた麻の繊維の端と端
に撚りをかけて1本の糸につなぐ

・ワタは日本の気候に合わず，集約管理が必
要で，容易に普及せず。

・江戸時代中頃，関東以西の各地でワタ栽培と
木綿の生産が発達
・特に，大消費地に近い三河，尾張，河内，泉州
などで，綿織物業や綿問屋が発達。
・これらの地域は，明治の近代工業化を先導。
⇒ 綿糸・綿織は，北関東・信州・南東北の生糸・
絹織を中心とする繊維工業は，戦前日本の輸出
産業として大発展
・製品や原料を扱う問屋は，今の大商社へ。

・熱帯性作物であるワタは，日本では早生品種で
ないと育てられず，収量は低く品質も劣ります。
・実綿がぬれると品質が下がるので，収穫期は晴
天が望ましい。日本では秋雨のため品質が低下
しやすくなります。
・蕾の期間に，肥料，光，水を十分に与えます。

・栽培が各地で定着し始めるのは，応仁の乱
（1467〜77）頃。筑前，越後に栽培を記す文書。
・木綿は肌触りがよく，吸湿性，保温性も高い。
・天然の撚りがあり，藍によく染まる
・糸紡ぎも，麻績みの重労働に比べて楽。

ワタの栽培

・次の最適条件で，生育期間を十分に取る：
①年平均気温15℃以上，
②南北緯40度以下，
③無霜期間180〜200日以上，
④年雨量500mm以上，
⑤晴天日が生育期間の40％以上，
⑥収穫期間に雨が降らない

http://kisouma26.exblog.jp/21766717/

・「紡ぐ」 … 綿や繭など，繊維の塊から
繊維の端を引き出し，撚りをかけて紡錘
に巻き取りながら糸にする
ワタ作付耕地率
・雨季・乾季の
ある気候
・乾燥地＋灌漑
http://blog.livedoor.jp/aiiropubinfo/archives/34096485.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2007GB002947/abstract
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動物繊維

蚕室

1） 絹

・動物繊維の代表はカイコ蛾の繭から
紡ぎで出す「生糸」。
・生糸を覆う蛋白質（セリシン）をアルカ
リ石鹸で除去（精練）したのが「絹」

孵化したカイコ
は桑葉を食べ
て育ち，3週間
で5回脱皮。

動物繊維

5齢になると
棚に這い上
がる。

・羊毛の利用は，中東の乾燥・遊牧地帯で
古代から発展。ギリシャ・ローマの軍服。
・毛織の良さ… 高い保温性⇒毛布，外衣

カイコが均等に散るよう,棚が回転。

・華南〜ヒマラヤの照葉樹林地帯
・古代中国で大発展し，貴族の高級衣料，
国際商品に ⇒ シルクロード
・日本には弥生期に機材とともに伝来
・古墳時代に貴族の衣料として急増
・古代には，専任の技術者集団を形成
… 服部，錦織，綾部
・貴族需要の多い京の西陣に，高度技
術の集団が発展
・古代の絹産地は近畿。時代を下るに
つれて，中部，関東，南東北へと拡大
・各地の絹織は，重要な年貢品に
・江戸後期，福島盆地は「蚕種」（カイコ
の卵がついた紙）の大産地に

http://www.j-silk.jp/yosan_noka/yosan_noka.html

・繭産地＝養蚕地帯＝クワ栽培地帯
・生糸産業が盛んだった戦前〜戦後期，養蚕農村の
田・畑以外の土地には，桑園がくまなく広がった。
・カイコの発育は，環境に大きく影響：
・温度：適温25℃前後，許容範囲20〜28℃
・湿度：60％以下，90％以上では病気に
⇒寒冷地，高温地は生育適期が短く，経営不利。
⇒主産地は南東北，関東，中部地方

・生糸と絹織物は，近代日本の殖産興業
を支える輸出産業に。

絹織産地
・養蚕地帯の町場に繭の市が立ち，
明治以降，製糸工場が立地。
・江戸の大需要を背景に，関東各地に絹織
産地が発展 … 足利，桐生，秩父
・東北では，近世から高級絹織で知られた
川俣，藩保護で麻から絹織に転じた米沢，
士族授産（松ケ岡）で技術高めた鶴岡
・仙台には，袴地の高級品「仙台平」
・庶民はくず繭の「紬」。紬織は養蚕地帯
の農家で行われ，各地の「地織」に継承。
・まだら染の糸による「絣」も発展

2）羊毛

・13世紀，ベルベル人がスペイン・メセタ高原
に「メリノ種」を導入。
・西欧に伝わり，風土にあうように改良。
・17世紀までに，北イタリア，フランドル，イング
ランド，スペインが毛織の中心に。
http://www.y-history.net/appendix/wh0904-066.html

・19世紀，南アフリカか
ら導入したオーストラリ
ア・メリノの毛が高品質
で大発展。白く，細く，
長く，丈夫，しなやかで
衣料に最適。
・毛織の需要地は冷温帯。

・近年は中国メリノも高品質に。

①20世紀，人造繊維の技術が大発展
… 再生絹（レーヨン），石油化学繊維
⇒衣類以外の繊維の大半が化繊に
②20世紀後半，安価な中国生糸の
輸入で，生糸の国内価格が暴落
万トン

・桑園は放棄
・養蚕業は
群馬県のみ

日本の生糸生産量
と輸出量の推移

・絨毯，毛氈，陣羽織など，高価な特殊需要
にとどまり，服地としては定着せず。
・近代的毛織製造の最初は千住製絨所。
・ ドイツで技術を学んだ技官・井上省三が
帰国して1879南千住に開設。
・背景に，明治の服制改革（着物⇒洋服）
・1888，陸軍省の管轄に … 軍服，毛布
・民間の技術指導にもあたり，毛織をはじめ
とする織物技術に貢献。
・当初の需要は，軍服，毛布，襟巻，官僚の背広
・次第に民間普及 … 着物セル地，紳士服地
★尾西地方（愛知県西部）の毛織
・尾西地方は麻織，綿織の大産地。
・明治中頃，地元の企業家が，綿織が各地
に増えて競争激化したこと，生活の洋風化
を見越して，毛織への転換を図る。
・麻・綿との混織から試行錯誤を繰り返し，
明治末に技術を確立。

★岩手の
ホームスパン

繊維・絹産業の縮小
⇒繊維工業は
大幅縮小

・日本へは，5世紀に百済から伝来し，下野
国に，多数の帰化人を住まわせて，羚羊と
毛織物を奨励した記録あり。

・ホームスパンの技術が日本に伝えられたのは明治
時代。 軍服用毛織物の需要が高まる中、各地で緬
羊の飼育が奨励されました。
・第二次世界大戦が始まると、羊毛は軍需物資とし
て管理され、ホームスパン生産は規制されました。
・ホームスパンが再興されたのは戦後。
・国内産地が消滅していく中，岩手のホームスパンは
伝統産業として守られ，制作者は品質向上に力を注
ぎました。今では，岩手県のホームスパンの生産額は，
全国の約8割を占めています。
「日本ホームスパン」 http://www.homespun.co.jp/homespun.html

・羊毛を手染め，
手紡ぎ，手織した，
軽く温かい ざっく
りとした風合いの
織物
・岩手のホームスパン技法は，明治時代，綿
羊飼育が導入された際に，英国人宣教師に
よって伝えられた。
・大正・昭和にかけては農家の副業となり，
現在は伝統産業として生き続けている。
・その感触は肌に馴染み，丁寧な作りは長く
の使用に応える。
「みちのくあかね会」
http://www.michinoku-akanekai.com/

・紬の大産地は結城，鬼怒川沿い
結城紬の亀甲柄

絣の模様

http://www.silk.or.jp/kaiko/kaiko_yousan.html

★しかし繭の品質，織物技術は世界最高
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染色

藍

・タデ科，一年生植物
・高さ60〜90cm
・原産地インド
・英語名indigo
・葉を傷つけると傷口
が藍色になる。

植物染料による発色

http://ilandmonji.web.fc2.com/

・「すくも染め」
①乾燥したアイ葉を，室の中で数ヶ月
かけて醗酵させて「すくも」にする。
②それを搗き固めて「藍玉」を作る。
③藍玉（すくも）を水甕で醗酵させる。
④水面に藍色の泡（華）が出てくると
染色可能な合図。 夏が最適。

加える金属により異なる色
が出るものがある。
ここでは代表的な色を表示。

『森のふしぎな働き』
農山漁村文化協会,1989

・利点は、いつでも醗酵させて使える
こと、染料の保存が楽なこと、木綿に
も濃く染められること。
・特産地は徳島平野
※工業用のindigoは，藍の主成分を化学合成したもの

千葉まつ江さん。日本最古の藍染め守る。
https://kacco.kahoku.co.jp/blog/mingei/18410

染色

紅花

・キク科アザミ類の１年草。
・花弁から染料や口紅の元
になる色素がとれる
・南西アジア・北アフリカを
中心に，古来から栽培。
・原産地もその付近と推定

ザクロ
クチナシ
よもぎ
藍
うこん

ウルシ
紅花

柿渋

・紅花の代表的な特性は色素。
・花には黄色素（safflor yellow）と紅色素
（carthamin）の２種の色素が含まれる
・safflor yellowは水溶性で簡単に色素が
取り出せるため，安価な衣料品の染色や料
理の着色に使用。
・carthaminは発色がよく，高級な衣料品や
化粧用の紅に利用。水に溶けないため，色
素を取り出すために「紅餅」などの様々な技
法が開発。

・紅花は熱帯・乾燥地域の植物で，高温に強い。
・苗の段階では耐寒性・耐湿性も高く，温暖地域
では冬を越すことも可能。
・日本では多くの地域で栽培可能だが，気候，水，
土壌によって成育が大きく左右される。
・発育後は低温・多湿に弱く，気温と水に注意。
・地域ごとに適期の種まきが重要。
・山形では，雪解け後，畑が乾くのを待ってすぐ種を
まくのがよいとされる＝適期：3月中旬〜4月中旬
・播種から数日で発芽し，この後，葉が地面にはりつ
いたような状態が1ヶ月続き，その後分枝して，初夏
に開花。そして，花が黄色から赤へと変色。
・花摘みは7月中旬から下旬にかけて
・種子の収穫は成花期の35〜40日後がよい。
・江戸時代，出羽最上，奥州
仙台・福島は紅花特産地。
・３地域で全国の8割を生産。
・紅餅を温水に浸し，黄汁をぬ
いた後，灰汁に溶かして梅酢
を加え，これに布を浸す。

写真：福井貞子『染織』，法大出版，2004

植物名：高野の予想例

「紅花の歴史文化館」
http://www2.lib.yamagata-u.ac.jp/benibana/mame.html
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原料生産地の淘汰
・繊維素材は世界中どこでも使う国際商品
・主産地は，安価で質の良い国・地域に集中
⇒ 日本の繊維作物の生産は，戦後〜高度
経済成長を通じて激減し，「産地」は消滅。
・1985年の円高以降は，養蚕・生糸も，群馬
県を残して，商業産地は消滅。

地域の伝統文化
資源として
「地域文化」から「産業」
としての再復活へ
南部裂織

北秋田・八丈織
（2006年に復活）

若柳地織（千葉機業）

・亜麻，苧麻 … 大半が中国から
・綿花…米国，オーストラリア，ブラジル，
ギリシャ，インドで8割
・多少とも自前で生産しているのは，
限られた「古代織」の小産地のみ。

丸森・大内佐野地織
昭和村からむし織

・南東北の扇状地や氾濫原に広がっ
ていた桑畑は，普通畑や果樹園，また
は，産業用地，住宅地に変化
今はみられ
なくなった
地図記号

昭和28年の梁川付近
・氾濫原に広がっていた桑畑
は，今は桃畑か市街地に

日本の繊維・染色作物
の産地と生産量
（2004）
特産農作物生産実績

会津木綿（原山機業）
http://www.vill.showa.fukushima.jp/making.stm

https://kacco.kahoku.co.jp/blog/mingei/18194
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