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琉球緋の現在―その意匠と活用

富士栄登美子

（琉球大学教育学部）

原稿受付平成１６年１０月１１］；原稿受理平成１７年３月１７日

RyukyuKasuriToday:ItsDesignandApplication

TomikoFuJll2

FtJcuhyq/ＥｔＩｈｲcqliD",ｕ)､'巴晒j(yqハノiBRyzdbws,ＯＡ"mwqgD3-o2ﾉ３

kLuJwiisakindofpatternedfabricwhichwasbroughttotheJapanesemainlandfromOkinawaWe

cansecsomepatternsofRyukyuKasuriin“(yD2printsdatingbacktothel9thCentury・Ryukyuan

KasuricuItureinthesouthernOkinawantownofHaebaruaswelＩａｓｏｔｈｅｒｓｈａｓｂｅｅｎａｃｏｍｍｏｎｓｉｇｈｔ
ｓｉnceatIeastl933SometapestriesofRyukyuKasurihavebeenexhibitedintheHaebaruTownOffice

sincethel990b・Thematerialsanddesi2msofthecostumesofthesubtropicalRyukyusallowzmrtopass

throughandabsorbsunligh上thisdevelopsthepeopIebaestheticsense,ManypatternsofRyukyu

KasuriarebasedonnatureandIi企.Ｔｈｅｎａｍｅｏｆｅａｃｈｐａｔｔｅｒｎｈａｓｉｔｓｏｗｎmeaning･RyukyuKasuriis

oftenthecostumeusedinRyukyuandancingandisalsoseeninmourmngweamRyukyuKasurican

beconsideredasanornamentaIculturedeeplyconnectedtoIifewhichusesaestheticqualitiesbornm

thesubtropicalcIimateoftheRyukyus．

（ReceivedOctoberL2004;AcceptedinrevisedfbrmMarchl7,2005）

Keywords:Ikat(Kasuri）緋･RyukyuKasuri琉球緋，Ryukyuandancingcostume琉球舞踊衣
裳,Climate風土Ⅲcultureofcostume服飾文化design意匠．

の時期については，推古天皇（592～628年）の頃

(田中と岡村1969）あるいは７～８世紀（山辺1972）

と推測されている．一方，小笠原（1992）は現存する

更に古い緋模様として，５～６世紀のアスターナ出土

の絹を紹介している．

琉球餅のルーツは，インドやインドネシアなど南方

系であるとの説が一般的である（田中と田中１９７６な

ど)．「緋が本格的な発展をとげたのは，江戸時代の中

期以後のことで，その技術は，この時代に新しくおそ

らく沖縄あたりから伝えられたものではないかと考え

られ」（山辺1972,554）ている．

日本に現存する琉球緋で古いものとして，江戸前期

(１７世紀）における徳川綱誠所用の縞麻羽織（徳川美

術館所蔵）がある（神谷1983)．また，1719年．冊

封琉球国王副使として渡琉した徐（1766）は，「中山

伝信録」の巻５の衣の頁に耕柄を図示している．

一方，琉球緋に関する文献では，沖縄の古謡と呼

１．緒言

緋は，規則的なリズムにしたがって織糸を括り，防

染しておいた織り糸を染めて作ったいわゆる耕糸を用

いた模様織物である．緋についての外国での一般名詞

は，マライ語のイカット（ikat）という用語（｢括る」

という意味）が多用される．模様織りである緋は，エ

ジプト，ペルー，インド，ペルシャ，東南アジアの潴

島（スマトラ，ポルネホスンバ，バリ）など世界各

地で見られる（山辺1972)．

日本における緋の伝他品と推測されている（山辺
かんとん

1972）《)のとして，飛`偽・奈良時代の赤地経耕の広東
へＭ）ＬｌＪ人

平ﾎﾟﾛ輔がある（東京国立博物館1999)．そのルーツに

ついては，南方系の文様（日野西1959)，中国南部の

技術（板倉ら1977）などが指摘されているが，広東

平絹幡の製作地は明らかではないとの説（佐藤１９８５；

小笠原１９９２；矢部1993）もある．

広東平絹幡は現存する世界最古の緋と考えられ，そ
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ばれる「おもろさうし」（1531-1623）の巻10-12と巻
血goぐむ

10-24に。緋模様を指す「緯雲」とし､う１月語があり，

阿波根（1970）はそれらの模様を緋模様の発生と関辿

づけて考察している．

田中と田中（1976）は沖縄県のほぼ全域と鹿児島県

の与論島における織物の研究を行い。それらの織物を

一括して沖縄織物と称した．彼らはその中で沖縄緋に

ついても言及している．本研究では，鹿児鰯県奄美大

島などの緋も含めて検討するので，「沖縄緋」ではな

く「琉球jWUの名称を使用する．、中と田中（1976）

の要点は以下にまとめられる．①南方から琉球への

緋の移入は．」孟級社会である南力謝阿の国王から琉球

国王への移入とともに．下級社会である琉球国の下級

乗組貝たちの手による現地でのlj9:接伝謝と彼らによる

緋技術の琉球への移入がなされた．②緋技術が下級

階牌から移入されたことに伴い，i1lWlii;iihはｉｔしい(liiili

の『|刀にも入っていった．③その紬采。緋Wjにはすべ

て生活的な名称が付けられている．④7IlWIIl緋は，南

方系の緋（厚い布地．濃厚な色，複雑な柄）と違って，
涼しきが感じられる．

沖縄県伝統工芸指導所（1981）は，緋柄の埜礎となっ

た「御繪図帳｣･Ｉをベースにして生活の中などから考

案きれた600種以上の図柄を，「改訂琉球緋の基本単
位集」として編集した．

以上の先行研究を踏まえ，本研究では，①考察の

基礎となる耕織の素材，技法を調べ，多くの実物を見

る．②現在股も多く緋を生産しているflIljMH島南部の
はえば６

南風原町の南風原町役場，南i風原文イヒセンター，大城

緋工房に出向き，耕柄の名称なども含めて，生活に密

着している現在の緋文化の特徴とその美意識を検討す

る．③琉球緋を活用した琉球舞踊の衣裳（｢浜千鳥」
と「花風｣)，および喪服について検討する．

以上を踏まえ，本稿の研究目的は，現在の琉球緋の

特徴を，とくにその意匠と活用の而から考察すること
である．

絹，木綿などがあり，それらの素材を使った織物には，

宮ilr上布，八重山上布．芭蕉布（バサージン)，久米

島紬，大島紬，花織，花倉織，道屯織，ミンサー縦な

ど数多くある．なかでも上質の苧麻を使った宮古Ｍｉｊ

（紺耕)，八重山上布（白緋)，極細い糸也蕪，桐板，

麻，紺を索材にしたjW1;職には，職瞳感，遊明感，およ

び消涼感がある．
ケレ

染材となる草木は，紅鱒，］４１輪梅（テイカチ)，ゲツ

キチ，ウコン，福木．マングローブ，札ＩＭＩ樹｝ヤマモ

モ，ホルトの樹，イジュほか多数ある．これらの染材

は，銅，鉄,明弊などの媒染と組み合わされ，何Ｔ･巡

りもの色が作り出される．
．（わ＄、

１１１１綱独１ｺの緋の技法に手結法がある．この手絡法は，
力…

絵lXlや極糸は使わず，綿緋糸を縦nJよりやや腿めに総

を作り，一定の間隔で糸を括って染色し，機上で絲緋

糸の両端をずらしながら緋模様を形成している．

Ｍｔ球緋の文化と美的効果を生み出している大きな興

素として，琉球独自の耕柄がある．琉球緋は〆手絡法

の胖徴から連続した図形模様が多くなるが，それらは

単純な模様ではない．琉球緋模様の名称は，『御絵図

帳」を見た人がその図柄の名称をつけることもあり，

デザインした者から発した名称が口からＩＨＩへ耳から

耳へ伝わったものもある．例えば，デザインした岩か

ら発した名称は「十七八バンジョウ」であったのが，

その柄を見た者が,作者の名前をつけて｢鰯辮
乙8.ｉ

匠」（図１，表ｌ参照）に変化したものもある（側リ
1939)．

筆者は「御絵図帳」と「改訂琉球緋の離水単位災」

を雑に，琉球緋模様の名称を次の４つのグループに人
きぐ分類した（図１，表1）

図ｌおよび表１から以下の特徴が示される．

１）緋柄の名称の多くは，周囲の自然や生物に依拠
し・あるいは生活に密薇している．その他，幾何的な
図柄も見られる．

２）緋柄の柘称には，それぞれに意味を持っている
かいじゃ(

(例：[１１尺，餌箱，鋏，千鳥，一つ星，竹の節など)．
緋織は，かつては，からむしが主流であったが全て

の素材に使われている．また，会津の上質の苧麻を使っ
た越後上布は，「米琉」（米潔琉球）とよばれ，その越
後緋の表情は琉球緋によく似ている．それらの柄がど

２．考察

（１）琉球緋の素材．梁材，および緋模様

一琉球緋の特徴は，素材，染材，および緋模様にある．

素材には,からむし事`(輪)，糸芭蕊桐槙麻．
Ｌ巾〃ＩｇＡ･ン

.’「王府御用の緋の織物を各島腱発注する際の柄見本と
して用いられたもので，首里王府内の納殿（うぎみ
どん）で作成きれ，各島に配布された.」（東京国立
博物館1992,1471

●腰からむしは，「魏志侭人伝」にすでにみられる紳麻の
ことであり，からむしのからは．韓国のことで，ｂ
しは，もし（ハングルで麻の意）から変化したもの
と思われる（富士栄2003)．
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１．鳥，動物
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ミディ・フム
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ダキ・ヌ・フシー

「竹の節｣

ブリ・プサー

「群足」

ヌチ・グムー

「緯（よこ）亜」

3．生活用具
雪風 oqbiji,

マジキナ・パンジョワパンジョウ

「真識名・Ｈｆ院」「曲尺（かねじやく） ﾌﾟｻｰﾁｷ･ﾄｰﾆｰ態鋭ﾔﾏ．
「星つき餌箱」

「審匠形のスキ」
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｢餌箱」

ミミ・チキ・トーニー

「耳つき腫箱」
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ハラン・ピーマ ジン・ダマー

「鋏」「銭玉」

4．幾何的なもの

ソージ・グムー

「障子・組む」

シチ・ガーラ

「敦瓦］
ターチ・カマ・シキーカー・ヌ・ティカー

「二つ釜敬」「井戸の枠」

ｂ ｆｅ
Ｂ■

●■

■●
●■

■■ロ●

●●、●
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●、

●、

■の

蝉
輔

露霞

鶴蕊

ククヌチ・ムチリー夕・ダヌー

「九つ群れ』「二〔ふた）段」

図１．琉球緋模様の４つの分類

ミ・ダヌーカシ,ヒチサギーヌチ・ヒチサギーファナ・アーシー

「三段」「雑引き下げ」「緯引き下げ」「端（花）合わせ」

|沖縄県伝統工芸指導所編1981抜粋・再編（一部改変)Ｉ
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表１．琉球緋柄の分類

味）項目
－

１.蝿，動物

名称（意

識箒
【ビックー（屯

甲）

ｆヌチ・グムー

(純愛）

（ウシ・ヌ・ヤ

マ・バンジョゥ

(番匠形の躯）

lカー・ヌ・ティ

カー（井戸の枠）

ｅテイーチクン・

ビーマ.’（拳骨）

ｃブリ・プサー

(群星）

２自然，植物 。ダキ・ヌ・フ

シー（竹の節）

ｄミミ・チキ・

トーニー（耳つ

き飢箱）

jシチ・ガーラ

(敷瓦）

３生活用具 ｅプサー・チキ・

トーニー（星つ

き餌箱）

ｋターチ・カマ・

シキー（二つ釜

倣）

…鱸'Ｗ,碑 鰹嵐翼一に峯)ﾀﾞｽｰ
。カシ・ヒチサ

ギー〈経引き下

げ）

ｃヌチ・ヒチサ

ギー（純引き下

げ）

【ファナ・アー

シー（端（花）

合わせ）

｢御縮図帳」及び「改iiJ琉球緋の雌水jii位災」（fl1l燗Ｍｉｌ臓統兀斐指導)ﾘil981）に鑑づき，再櫛成（－部改変）．：11j｢１１
と田中（1976）は，ピーマを水l1Uとしている．また，「ｉＩｌ１縄荊lW1典」（国立ljtl譜研究所2001）は，「かすり模様」とある
だけであるが，このピーマのつく図柄を見ていて．縦者は水に映った影を意味すると解釈する．ハサン・ピーマは，後
述本文２の(5)及び図６にある．

表２．琉球緋模様の名称が本土の緋模様の名称に変化した例

呆存会（1969

のような場面で使われているかは，後述の２．(2)～(5)

で検討する．

３）柄の名称は，ものを見てデザインしたものもあ

り，デザインしたものが何かに似ているところから

名称ができたり．またデザインした作者の名前がつく

こともあり（例：図１，表１の分類3.ａ；典職名（マ
ジキナ）・バンジヨウ>，それらの成立は様々である．

(以下「図１，表１の分類」は省略し，３ａ；などと記
す)．

４）緋の柄には，緋のみよりもむしろ縞や格子との

組み合わせが多く見られる．縞だけだった芭蕉布に緋

を取り込んだ縞と緋の組み合わせ（アヤヌ・ナーカー）

｛よ艇もよくなされるところであり，格子縞と緋の組み
合わせ（テイジマ）も多い．

琉球から本土に伝わった緋の柄の中には．それらの

名称と意味が変化したものが散見きれる（表2)．以
上の変化を見ると，柄の名称や意味は，その土地の風
土と，そこに住む人々の感性によるところが大きいと

考えられる．換言すれば，琉球jijlt模様の様々な柄は，
琉球という風土とそこに住む人々の感性が表現された
ものといえる．

琉球餅は，その土地で育った植物から繊維を使い，
染め，織ったものであり，その土地で暮らすのに段も
自然であり，そこに住む人々に殿も受け入れられる服

4６ (346）
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帥文化を生んできた．また，琉球という亜熱帯での素

材とデザインは,自然に風を受け入れ，光を透け，涼

感を誘い，風土の中で生まれ育った様々な美的効果を

生んでいる．

（２）琉球舞踊衣裳にみる緋
ぞう鰹と゛

琉球舞踊Iま，古典舞踊，雑踊り，創作舞踊，および

民俗舞踊に大別される．1404年の中国と琉球との正

式国交後，琉球王府は中国皇帝の使いである冊封便を

歓待するためⅢ芸能の振興に力を入れた．その過程で

発展したのが古典舞踊である．1879年の廃藩置県後，

庶民の暮らし振りをモチーフにした雑踊りが新たに登

場した．雑踊りは古典舞踊に見られるような抑制され

た美の表現とは対照的に，解放感に満ちた明るい躍動
びんがた

美を表現している．古典踊り衣裳}二は紅型などが，雑

踊り衣裳には緋，芭蕉布，上布などが使われている

(崎山1995)．

琉球舞踊の演目は，生活そのものを題材にしている

ことが多い．とくに雑踊りには，生活を題材にした演

目が殆どで，衣裳に耕柄が使われるのはごく自然のこ

とである本節では，雑踊り衣裳の中から「浜千鳥」
ばなふう

と「ｲﾋﾞ風」を取り上げ，それらの意味，舞踊衣裳，緋

柄，および所作を検討する．

「琉球舞踊の年表」（宜保1995）によると，「花風」

が創作きれた時期は1896年（明治29年）である．た

だし，現在の「花風」の衣装や「浜千鳥」の図柄がい

つ頃から使われたかは不詳である．

ｌ）「浜千鳥」

「浜千鳥」の琉歌は４つの歌からなる．それらは和

歌と異なり，八八八六音の叙傭詩である．踊り手は，

その歌の意味するところを踊る．以下]「浜千鳥」の

琉歌のひとつを示す．

「1．たびや（旅や）はまやどうゐ（浜宿り）〈さぬ

はいまくら（草の葉の枕）ねていん（寝ても）わしら

らん（忘られぬ）わやぬ（我親の）わやぬ（我親
｡●■｡､●●●c●●●9F

の）うすば（御側）ちどうりや（千鳥や）(ままをう
り.｡･･･6･c･･･q･ﾛ･･｡■●●｡■●

てし，（浜に居て）ちゅいちゆいな（チユイチユイと鳴

くよ)」

以上は全体として，「旅で浜を宿にして寝ていると，

故郷に残した人々が偲ばれる」という意味である．
〈ん巴

「浜千鳥」の舞踊衣裳'よ以下に示される．ａ紺地|こ

緋（琉球藍で染めた地に琉球緋)，ｂ白足袋，ｃかん

ぷう巻（琉髪）にジーフアー（銀の瀞）を挿す，ｄ紫
ながさ-ピ

の長巾（1】鬮広の布）をたたんで頓に当てて後ろへ垂

らす，ｅウシンチーの着装である．ウシは内，ンチー

(よ押し込むの意で，着物の中に巻いておいた腰ひもに

襟先を上から下へ押し込む着装で帯を用いない．暑い

気候にあった着装である．

「浜千鳥」の耕柄は図２に示す．

ａミヂイ・フム（2-a）；ミヂイは水，フムは雲で水・

雲

ｂウシ・ヌ・ヤマ・バンジヨウ（3-f）；牛に引かせる
Ｔと

鑓（農耕具）が番匠に似てし､るところからの名称

ｃ夕・ダヌー（4-b）；夕は２を，ダヌーは段を意味す
▲た慮几

る．す)beわち二段

ｄミミ・チキ・トーニー（3-.）；ミミチキは耳のつい

たの意，トーニーは家畜（多くは豚）の餌箱を示す．

旅に出て故郷を偲ぶ思いが，耕柄となって表れてい

る．以上から，「浜千鳥」の舞踊衣裳と耕柄は生活を

題材にした特徴を示している．

一方，「浜千鳥」の衣裳には千鳥の文様が使われて

いない．箪者はこの点を不思議に感じていたが，沖縄

島の干潟で実際の浜千鳥を見た時，浜千鳥を踊る所作

はⅢまさに浜千鳥そのものであると実感した．つまり，

踊り手そのものが千鳥である．換言すれば，「浜千鳥」

の所作そのものが浜千鳥であると感じられる．

２）「花風」

「花風」の琉歌は以下に示きれる．

「みいぐし〈（三重城）にいぶてぃ（畳て）ていき

じ（手巾）むちやぎりぱ（持ちあげれば）はやぶに

(早船）ぬなれや（の習や）ちゅみ（一目）どうみゆ

ろ（見ゆる）

あさゆ（朝夕）ん（苔も）うすば（御側）うがみ

(拝み）なりすみてし、（馴れ染めて）さとうやたび

(里や旅）しみてし、（せめて）いちゃし（いきやす）

まちゅが（待ちゆが)」

花は遊女を意味する．大和からの役人に恋をし，務

めを終えて帰る船を見送る遊女の切ない思いをうたい

あげている．身分上，表に出ることは許されずｂ松の

影で人知れず見送ったという．遊女といえども品性を

感じさせるのは，古典女踊りの様式美を受け継いでい

るからであろう．

「花風」の舞踊衣裳は以下に示される（図3)．

ａ藍地に琉球緋，ｂ白足袋，ｃからじ（琉髪より大き

め)，ｄ朱色のはなずみ（花染め）ていさ－じ（手巾)．

ｅ藍傘，ｆウシンチーの着装

「花風」の耕柄は以下の通りである．

ａイン・ヌ・フィサー（1-.）；インは犬，ヌはの，フイ

サーは足跡…犬の足跡
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ｂカシ・トゥイ・グワー（1-b）；カシは経（たてハ

トゥイは鳥，グワーは小さい…経千鳥

ｃトゥイグワー（1-a）；トゥイは鳥，グワーは小さい…

千鳥

ｄミヂイ・フム（2-a）；ミディは水，フムは雲…水・

雲

ｅウシ・ヌ・ヤマ・バンジョウ（3.1）；牛に引かせる
すみ

麹（艇荊卜具）が綿匠に似ているところからの名称

舞踊衣裳の色や柄は，ひとつの邸や様式美となって

固定化され，その結果，演目によって着る衣裳が決ま

る．「花風」は，深く染め上げた藤地の琉球緋を，帯

を使わないウシンチーの着付けで，遊・女の艶っぽさを

品よく表現している．愛する人への深い思いを，黒と

言ってもいい程に深く染め上げた藤で表現しようとし

ている．また，離れて行ってしまう人を。ｶｾﾞぷ千`卿や

流れる水・雲で表現している．

（３）拠服にみる琉球緋

宮占上布は紺耕，八重山上布は白緋と言われる．現

代では喪服は黒無地が一般的とされているが，fllWluの

喪服には，経緯緋として股も難本的な図柄の白緋稀匠

（3-ｂ；[１１尺）が見られる（岡村1964)．

沖縄でも黒無地が主流ではあるが，細かい緋をあし

らったものがある．図４は沖縄県南風原町に住む故大

城贋四郎氏作の喪服である．これは，1920年代に製

作されたものである．この緋柄は，ジンダマー（3-ｈ；

銭玉）とシチ・ガーラ（3ｊ；敷瓦）の細かい緋柄で

ある．経緯糸に白黒を使っているので，距離をおいて

見ると全体として灰色に見える．これはヤシラミとい

う織り方であり．織り上がりは市松の様相を呈する．

ヤシラミは喪服に多く用いられはするが，必ずしも喪
服ばかりとは限らない．

上みたん

ヤシラミは沖縄県銃谷村立歴史民俗資料館にも戦iii

に織られたものが収蔵されている．また沖縄県iii添美

術館にて開催された「真栄城興ｊｊＩｆ織作品展一沖縄の光

と風を糸に託して－明日へのKASURI-」展（2003

年１１月３日～１６日開催）においてもヤシラミをiiM察

することができた．後者の作品展では，製作者から，

｢今回製作した出品の中で最も難航した織りである」
と伺った．以上のことから，琉球緋は喪服という葬儀
の一様式の中にも深く入り込んでいることが分かる．

（４）南風原町における緋文化

琉球緋は，広く琉球列島で織られている緋織のこと

である．南風原村（当時）において本格的に琉球緋が

織られ産地形成へ向かい始めたのは，1918～1919年

（大正７～８年）頃である（富山と大野1971)．職前の
．?【･）が§の患ら〃八〈

琉球緋は，ガド鞠のi(１，垣花。′I､禄，および糸満が生

産の中心であった（平良2004）が，現在では．沖縄

働術iMlの南風､;(町で９０％以上の琉球緋が生産されて

いる（大城惣氏談)．このため，琉球緋といえば南風

原Illlで織られた緋を指すようになった．

南風原町役場の各受付の柱（[灘１５）や公衆電話の一

/flには琉球緋のタペストリー（1998年頃製作）が掛

けられている．確認したタペストリーは４枚で，それ

らに使われた緋柚は以1ぐの通りである．

ｌ）ミ,ダヌー（4-c；三段ハテイーチ・プサー（2‐

ｃ；一つ星)，トゥイグワー（l-a；千鳥）

２）ミ・ダヌー（4-ｃ；三段)，ミディ・フム（2週；

水・饗)，ソージ・グムー（3-i；障子・組む）ミミチ

キ・トーニー（2-．；耳付き餌統）

３）ミ・ダヌー（4-ｃ；＝H段ハカシ・ヒチサギー（4‐

。；締り'さ「げ)．ヌチ・ヒチサギー（4-ｅ；緯引き下

げ)．ミヂイ・フム（水・雲；３.）（図５）

４）トゥイグワー（l-a；千鳥)，ターチ・カマ・シ

キー（3-ｋ；完つ鏡敷)，ヌチ,ヒチサギー（4-ｅ；緯

引き下げ)，ファナ・アーシー（4-〔；端（花）合わせ）

以上にみられるように，琉球緋は南風原町の人々の

生活の中に自然にとけ込んでいる．

（５）１９世紀の浮世絵にみる琉球耕

図６は１９世紀における那覇士族の夫人と下女の通

常服蒜装図であり，各種の耕柄が見られる（東京国立

博物館所蔵)．士族夫人の着物は縞に緋柄ダキ・ヌ・

フシー（2.．；竹の節）が使われている．縞と緋の靴

み合わせは，「アヤ・ヌ・ナーカー」といわれる．下

女の埼物の緋柄は，ハサン・ビーマ（3-9；鋏)，クク

ヌチ・ムチリー（ｲ.ａ；九つ群れ)，ミ・ダヌー（4℃；

三段ハバンジヨウ（3-ｂ；曲尺）である．

ｌＸＩ７は明治時代の浮世絵（友寄寓恒筆）で，緋を着

たジユリ（娼妓）似lが描かれている（東京国立博物館

所蔵)．ここには，これまで示してきた特徴的な琉球

緋の図柄は使われていない．むしろ，その素材（上布）

に透ける美しさが「沖縄の光と風を糸に託して」表現
されている（「」内は真栄城興茂織作品展のタイト
ルより引用)．

３．緒論

本稿は，琉球緋の素材・染材・技法・図柄，琉球舞
踊衣裳，喪服，南風原町のタペストリー，および１９
世紀の浮世絵に見る琉球緋について，生活の中の緋文
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図２．「浜千鳥」緋衣裳（2001年製作，富士栄所有）

詳細は本文参照（図３～図７同様)．
図３．「花風」緋衣裳（1930年代製作，写真は瑞慶山

和子氏提供）

⑧
図４．「ヤシラミ」喪服緋織（1920年代製作，

贋四郎氏所有，富士栄搬影）

故大城 沖縄県南風原町役場に掛かるタペストリ

(1998年頃製作，富士栄撮影）

図５

図７．ｍゆり」１９世紀東京国立博物館所蔵図６．「那覇士族ノ夫人と下女」１９世紀東京国立博
物館所蔵
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I｣迭ふう

｢花風」を取り上げ，それらの意味，舞踊衣裳，緋ｲiRj，

および所作を検肘した．「浜千・儲」の舞踊衣裳と耕柄

は生活を題材にした特徴を示している．「浜千鳥」の

衣裳には千鳥の文様が使われていないが，「浜千鳥」

を踊る所作は浜千鳥そのものであり，「浜千鳥」の所

作そのものに美意識が付加されていると感じられる．

一方，「花風」の輝踊衣裳の色や柄は’ひとつの型や

様式美となって固定化され，その結果，演目によって

潜る衣裳が決まる．「花風」は，深く染め上げた醗地

の琉科鰯を，帯を使わないウシンチーの着付け，遊女

の艶っぽさを品よく表現している．愛する人への深い

思いを藍で表現し,離れて行ってしまう人を，飛ぶ千・

鰯や流れる水・露で表現している．

（９）現代では喪服は黒無地が一般的とされている．

iIlI縄でも黒無地が主流ではあるが，細かい緋をあしらっ

たものがある．沖縄には耕糸を使ったヤシラミという

織り方があり，織り上がりは市松の様相を呈するヤ

シラミは喪服に多く用いられている．

⑩現在沖縄で股も多く緋を生産している南風原町

は沖縄島の南部に位極している．樹風原町役場の各受

付の柱や公衆電話の一角には1998年頃製作された琉

球餅のタペストリーが掛けられており，琉球緋は南風

原町の人々の生活の中に自然にとけ込んでいる．

０，１９世紀における那覇士族の夫人と下女の通常

服藩装図には各種の耕柄が見られろ（東京国立博物館

所蔵)．また，明治時代の浮世絵（友寄喜恒筆）には，

緋を着たジュリ（娼妓）図が描かれている（東京国立

博物館所蔵)．ここには，本稿で示してきた特徴的な

琉球緋の図柄は使われていないが，その素材（Mii）

に透ける美しきが感じられ，nIlI純の光と風を糸に託

した」美が的lliiに表現されている．

今後の課題としては，本研究で判明した点を，「ａ

琉球緋の歴史．ｂ緋マップづくりと緋工房見学，ｃ地

域の人々が生み出した緋文化と美意識」の項目で教材

化し，生涯学習の避礎を培う家庭科教育の学習の場で

風土から生まれた地域の緋文化の伝承と感性を育てた

いと考えている．

日本家政学会llkVoI．

化とそれらの美意職について検討した．苔らにその検

討の中で，現在の琉球緋の特徴を，とくにその意匠と

活用の面から考察した．以下にその特徴を示す、

（１）耕織の素材には，からむし（苧麻)，糸芭蕉，

桐板（トゥンビャン）などが使われ，軽適感．透明感，

および滴涼感を感じさせる．

（２）風土から生まれた各種の草木は琉球緋の染材に
タール

なる．それらの草木Iま，紅露，車輪梅（テイカチ)，

ゲッキチ，ウコン，福木，マングローブ，相思樹，ヤ

マモモ．イジュ，ホルトの樹などで，これらの染材と

媒染との組み合わせで幾通りもの色を作り出す．

（３）沖縄独自の緋織技法に手結法がある．この手結

法は，絵図や穂糸は使わず，緯耕糸を織巾よりやや長

めに組を作り，一定のiil隔で糸を括って染色し，機上

で糸の両端をずらしながら緋模様を形成している．

（４）筆者は「御絵図帳」と「改訂琉球緋の濫本lii位

集」を基に．琉球緋模様の名称を粧理し，４つのグルー

プに大きく再榊成した．それらの時徴は以下の通りで

ある．

１）耕柄の名称の多くは，周囲の自然や生物に依拠

し，あるいは生活に密着している．その他，幾何的な

図柄も見られる．

２）耕柄の名称には，それぞれに意味を持っている
かねじや（

(例：曲尺，餌箱，鋏，千.鳥，一つ星，竹の節など)．

３）柄の名称は，６のを見てデザインしたものもあ

り，デザインしたものが，何かに似ているところから

名称ができたり，またデザインした作者の名前がつく

こともあり，それらの成立は様々である．

（５）緋の柄には，緋のみよりもむしろ縞や格子との

組み合わせが多く見られる．縞だけだった芭蕉布に緋

を取り込んだ縞と緋の組み合わせ（アヤ・ヌ・ナーカー）

は最もよくなされるところであり，格子縞と緋の組み

合わせ（ティジマ）も多い．

（６）琉球から本土に伝わった緋の柄の中には，それ

らの名称と意味が変化したものがあり，柄の名称や意

味は，その土地の風土と，そこに住む人々の感性によ

るところが多い．換言すれば，琉球緋模様の様々な柄

は，琉球という風土とそこに住む人々の感性が表現さ
れたものといえる．

（７）琉球舞踊の演目は，生活そのものを題材にして

いることが多く，とくに雑踊りには，生活を題材にし

た演目が殆どで，衣裳にＩＭＬ柄が使われるのはごく自然
である．

（８）本稿は，雑踊り衣裳の中から「浜千鳥」と

本研究にあたり，ご教示いただいた沖細県南風原文

化センターの平良次子氏，大域工房の故大城庇IHI郎氏，

大城トミ子氏，大城哲氏，沖縄県工芸指導所の金城純

子氏，琉球舞踊の写興を提供下さった珊慶lll和子氏，

英文要旨を校正いただいたお茶の水女子大学大学院博

士前期課程（2002年度）のＭｓ・KasiaWQjtkowskiに
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深i;IlLljし」二げます．

尚，本研究は，１A和中島1M[１１脚際!γ:術研究助成・外

|型|人研究者招致等助成金（2002年腱）の援助を受け

ていることを１１'し添えます．

また，本研究は，２００３年５月２５日，｜]本家政学会

第５５回大会にてl｣頭発表したものを鯵jl弓加錘し，ま

とめたものです．
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