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考える。

Ⅰ はじめに

行った聞き取り調査の日程と内容は、科学研
究費による研究以前の調査研究を含めて、次の

１．研究目的

とおりである。
本研究は、2015 年度から 2018 年度までの４年

① 2013 年７月 12 日に、南風原町本部の琉球絣

間に、
科学研究費（基盤研究（Ｃ）
）を受けて「沖

事業協同組合と工房１軒で聞き取り調査を

縄の染織と暮らしの持続性に関する研究―学校・
市民教育に向けた衣生活教材開発―」をテーマ

行った。
② 2014 年３月２日～３月５日に、石垣市織物事

に、沖縄の染め織りの調査を行い、その考察を

業協同組合と工房２軒、３月４日に、竹富町

もとに衣生活教材を開発することを目的として

織物事業協同組合で聞き取り調査を行った。

いる。その中で本稿は、2013 年度～ 2017 年度に

③ 2014 年 11 月 26 日に、琉球絣事業協同組合で

行った聞き取り調査結果より、特に 2017 年度の

聞き取り調査を行った。

調査研究「染め織りによる経済性の探究」をテー

④ 2015 年３月 21 日に、西表島祖納の工房１軒と

マに、人々が、いかに染め織りをしてきたかに

西表手仕事センターで聞き取り調査を行った。
⑤ 2015 年 12 月 16 日に、琉球絣事業協同組合で

ついて考察する。

聞き取り調査を行った。
⑥ 2016 年 11 月 30 日に、琉球絣事業協同組合で

２．研究方法

聞き取り調査を行った。
具体的には、沖縄本島南部、南風原町の琉球絣・
石垣島の八重山上布の摺り込み捺染技法の工夫
と現在の創作、竹富島・石垣島と西表島のミン
サー織とツーリズムとの関わり、西表島のツー

⑦ 2017 年７月 21 日に、南風原町本部の工房１
軒で聞き取り調査を行った。
⑧ 2017 年７月 28 日に、南風原町本部の工房１
軒で聞き取り調査を行った。

リズムとサスティナブル・デザインの特徴を取

⑨ 2017 年８月３～５日に、石垣島の工房１軒と

り上げ、染め織りによる経済性の探究について

石垣市織物事業協同組合、みんさー工芸館で
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聞き取り調査を行った。８月４・５日に石垣
市新川・大川・石垣・登野城の豊年祭で聞き
取り調査を行った。
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が考えられるという。
織りは、昔から女性の仕事であり、染めは男
性の仕事であった。しかし聞き取りを行った大

⑩ 2017 年 10 月 28 日～ 11 月２日に、竹富島の

城一夫氏（1947- ）によれば、父、大城廣四郎氏

竹富町織物事業協同組合と織り手、西表島の

（1921-2003）は、糸染めの仕事とともに、織りも

西表手仕事センターとまんだらー工房で聞き

自分でしていたという。現在のような分業の生

取り調査を行った。10 月 29 日～ 31 日に、種

産形態になったのは、1918 ～ 1919 年（大正７～

子取祭で聞き取り調査を行った。

８年）頃である。それ以前は、現在のように南

⑪ 2017 年 11 月７日～ 13 日に、西表島の西表手

風原で絣のすべての工程を行う生産方法ではな

仕事センター、まんだらー工房と染め織り工

く、南風原は、那覇の小禄、垣花、泊などの絣

房で、また石垣島の織り手に聞き取り調査を

織物の産地としての出機での織産地であった。

行った。11 月８日～ 10 日に、西表島祖納の節
祭で聞き取り調査を行った。

その後、工場での生産が行われ、南風原町本
部に、1930 年（昭和５年）に第一工場が、続い
て 1932 年（昭和７年）に第二工場が建てられて、
織布生産が行われていた。ここでは、沖縄戦ま

Ⅱ 染め織りによる経済性の探究：生産性
の追求・ツーリズムの影響・経済性の再考

で生産が続けられた。1935 年（昭和 10 年）頃に
は、木綿絣の他、養蚕によって絹絣がつくられ
るようになっていた [ 沖縄県商工労働部ものづ

１．生産性の追求

くり振興課 2014:49]。
琉球絣の生産高は、復帰前のいわゆる「ドル

まず南風原町の琉球絣と、石垣島の八重山上

時代」が最も多かった。大城一夫氏によれば、

布の摺り込み捺染技法の生産性の工夫と現在の

当時、沖縄本島の人々が多く買い、80％が県内

創作について考察する。

消費であったという。その理由は、当時、日常
生活で着物が着用されていたからで、1945 ～

(1) 生産性を工夫した南風原町の琉球絣
1) 琉球絣の歴史

1960 年代半ば（昭和 20 ～ 30 年代）頃、琉球絣
の素材は木綿が主流であった。綿糸は本州から

南風原町でつくられる琉球絣は、生産反数が

買い、藍は本部町伊豆味の琉球藍を使った。沖

他の産地と比較して圧倒的に多いのが特徴で、

縄戦前、本部、今帰仁などの本島北部から泥藍

その理由は、一度に 10 反分ほどを機に掛けて織

を売りに来る人がいたという。その泥藍を買っ

られるからである。また絣糸括り、糸の染色、

て、各家で、瓶で藍を建てたという。化学染料は、

織りなどの生産分業制が明確であるため、生産

大正の頃から使われていたが、1965 年（昭和 40

効率が高いという特徴をもつ。

年）頃からは、天然染料が志向され、草木染め

この琉球絣の始まりは、1611 年、儀間真常が、
薩摩から木綿の種子を持ち帰り、栽培したこと
によるとされる。木綿絣として始まり、1914 年

を行うようになったという。今では、絹の素材
を化学染料で染めるのが主流である。
1975 年（昭和 50 年）の沖縄国際海洋博覧会の

（大正３年）４月に、南風原の女子補習学校に、

頃、年間５万反ほどをつくり、当時、国際通り

熊本県から金森市六が招かれ、彼は、ヤシラミ

には反物を売る店が並び、活況であったという。

織、紗紋織、絽織、道屯織、八枚花織などの組

琉球絣とともに、南風原で織られてきた花織が、

織織を指導した。聞き取りを行った大城廣四郎

南風原花織として、2017 年（平成 29 年）４月に

工房を営む大城一夫氏（1947- ）によれば、女

新たに伝統的工芸品に指定された。

子補習学校が開校したこの年の 12 月には、沖縄
県の展示会に出品して受賞する人がいたことか
ら、すでに南風原で組織織が行われていたこと

2) 組合の活動
南風原町の琉球絣事業協同組合は、
1975 年（昭
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和 50 年）に設けられ、当初 100 名ほどの会員が

種類は 600 ほどあるという。沖縄戦で、文様に

いたが、現在は 57 名ほどになっているという。

ついての資料を失ったので、大城一夫氏は、現

工房は南風原に 20 軒ほどある。兼業が多く、夫

存する戦前に織られた絣の布や、王府の御絵図、

婦で工房を運営し、息子は別の仕事をする場合

また田中俊雄の沖縄の染め織りについての文献 1

が多い。組合のある琉球絣会館の建物は、1980

などから学び、整理して考察し、工房で織る絣

年（昭和 55 年）に建てられ、その翌年、最初

の文様としてきた。これらの文様の絣糸を、絵

の後継者育成事業が行われた。このように組合

図にしたがって糸を括る絵図式でつくることで、

がつくり手の教育にたずさわり、研修修了者は、

文様の曲線を自由に描くことができ、表現が豊

それぞれの組合員の工房で採用されてきた。今

かになっているという。

後、絣括りの人手が足りなくなることが予測さ

南風原全体では、現在、年間 1.500 反ほどの
絣を生産している。最盛期には５～６万反ほど

れるので、組合で後継者を育成している。
組合が協力してコサージュ、バッグなどの服

を生産していた。大城廣四郎織物工房では、帯

飾雑貨を開発してきた。そして 50 歳代の組合員

を入れて年間 500 反ほどを生産し、一人で年間

たちが新しい視点でデザインを考案し、製品に

10 反ほどを生産するという。工房には、近所の

している。

女性が織りに来ていた。時間制ではなく、出来

組合は、各工房と連携して、小・中学校でも
絣の教育が行われるようにしている。高等学校

高制なので、育児や家事をする女性には適した
仕事であるという。

では、インターンシップで、琉球絣の織り、染

一方、かつて湧き水が出て共同の洗濯場であっ

めから始まり、仕立て、着付けまで学ぶ教育が

たイジュンガー公園の近くで丸正織物を営む大

行われている。以前、理事長を長期務めた大城

城幸司氏（1981- ）は、東京の大学で政治経済

一夫氏が、琉球絣を教育に取り入れるべきであ

学を学んだ。大学卒業後、アパレルショップ GAP

ると考え、講師を地元の織り手から選出し、小

で仕事をしていたが、沖縄の染め織りが、田中

学校では総合学習の授業で教育し、すでに 100

俊雄の文献や『織の海道』2 などの文献で紹介さ

人ほどの子どもたちに教えてきたという。その

れて、本土で有名であるのを知り、南風原の実

ような学校教育で用いる『南風原の織』[2011]

家の家業を継ごうと決心して、2008 年（平成 20

という学習テキストを作成した。南風原町の教

年）
、26 歳の時、沖縄に戻ってきた。今は、世界

員は、南風原町の学校に赴任すると、織り体験

中で工業生産が行われ、同じ物が買える時代で

の講座を一度は受講することになっている。

ある。そんな時代に、どこで製品の差別化をし
ていくのかを考えると、グローバル化が進むに

3) 南風原町での琉球絣の生産の現状

したがって、文化の時代になるであろうと考え

琉球絣は、南風原町の工房で、家族でつくら
れている。大城一夫氏は、父親が亡くなってか

たという。自分に何ができるかを考えると、自
分には、家業の織りがあると気づいた。

ら工房を継いだ。一時は近所に出機の家が、80

丸正織物は、祖母の大城敏氏（1917- ）が始

軒ほどあったという。当時、南風原全体で 1000

め、父親は兼業で糸括り、母親は織りをしていた。

人以上の従事者がいた。その頃は、近隣の市町

幸司氏で３代目である。工房では、注文を受け

村、また遠くは名護まで、織りの依頼をしてい

て布をつくり、反物やストールを、主に地元と

た。現在は、大城一夫氏の息子が家業を手伝い、

展示会などで販売している。また着物や装身具

家族で工房を経営している。現在、20 数名が仕

の他、インテリアになる布ということで、小さ

事をしている。工房では、絣括り、藍染めや化

な衣桁に掛けたミニチュアの着物を製作してい

学染料での染めが行われる。文様は、昔からあっ

る（写真 1）
。

た柄を組み合わせ、独自の柄としてきた。トゥ

最初、家業を継ぎたいと、母親に話すと、や

イグヮー（鳥）
、ジンダマー（銭玉）といった生

めなさいと反対されたという。しかし早朝のア

活に密着したモチーフが絣で描かれる。文様の

ルバイトをしながら、少しずつ織りを学び、す
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べ

写真 1 衣桁に掛けられたミニチュアの着物
[ 南風原町の丸正織物 2017.7]

べての工程ができるようになった。兼業ではな

写真 2 文様が織りの途中で変化した着物地
[ 南風原町の丸正織物 2017.7]

く、専業でやっていくためにはどうしたらよい
かを考え、布の柄を変えることを試みたという。

そのような昔の創作から学び、それを参考に

昔ながらの柄を少し減らして洗練させたり、色

して布をつくることには、
「ワクワク感」があり、

味を少し抑えたりした。ほとんど本土で消費さ

創作意欲が出てくるという。
「不揃いの美」が、

れるので、原色ではなく、東京や京都の街並み

沖縄の良さだと考えている。幸司氏は、素人が

に合う色味にした。それについて、当初、母親

一生懸命括ったような、昔の手仕事の荒々しさ

は、琉球絣らしさがなくなると、反対したという。

を、計算して表現したいと考えている。下手だ

その母親のことばを聞いて、
「沖縄らしさ」とは

けれどもどこか良いというものを目指している

何かを考えるようになった。日本民藝館にある

という。そうして手仕事の良さを追求してみた

昔の沖縄の織布を見に行ったりして、沖縄らし

いと考えている。

さをもっと出そうと考えるようになったという。

また現代は、パソコンで絣の図案をデザインす

そうして色味や柄を変えて沖縄らしさを抑える

る時代になっているが、手で図案を描いてみて思

考えを、ここ３年位でシフトし、今は、沖縄ら

うのは、図案の大きさ、バランス、絣足の出方な

しさを出そうとしているという。

どは、手描きの方が、忠実に表現できるというこ

幸司氏は、沖縄らしさとは、昔の織物にあっ

とである。しかしパソコンか手描きなのかや、プ

たような、おおらかな荒々しさだと考える。最

リントか本物の絣なのかは、用途に応じて使い分

初、家業を継いで始めた時、織りをきっちりや

けられたらよいと考えていて、多様な選択枝を消

ろうと考えてつくっていたが、しだいにそれが

費者に提供するべきであるという。

つまらなく思えるようになった。そこで、
かつて、

琉球絣というと、大量生産といわれてきたが、

おじいやおばあがしていたように、あまり決め

幸司氏は、それは、いかにきれいにつくるかを

すぎず、
「アバウト」にするようになったという。

追求してきた結果であり、南風原では、技術を

写真 2 は、幸司氏の祖母がつくった着物で、着

改良しながらクオリティを落とさないように努

物の柄をよく見ると、途中で絣糸がなくなった

めてきたから、生産高が、他の産地よりも多い

ので、違う柄になって織られているのに気づい

と考えている。南風原には、昔の暮らしの雰囲

たという。しかし全体で見ると味があって良い。

気がある。昔から絣括りをやっていた人が、括

また糸の太さが違っていたりして、昔の反物に

りを教え、何の柄かを話す雰囲気がある。街並

は味があるという。沖縄の織物は、本来、素材

みは、
「かすりロード」として整備していて、こ

を無駄にせず、感覚的につくる、そういうもの

れらの南風原の織りと街の特徴をもっと上手に

だと思っているという。

発信していきたいと考えている。
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それは、今年（2017 年）４月に国の伝統的工芸

人頭税制の実施に伴って、貢納布制度ができ

品の指定を受けた南風原花織についても同様で、

てからは、王府の指揮、監督のもとで強制的に

古くから南風原で織られてきた花織の独自のデ

織られ、その結果、精巧な織物がつくられた。

ザイン、特徴を、地元の南風原をはじめ、沖縄

15 歳から 50 歳までの男女に課せられた貢納品と

県から本土の人たちに知ってもらうよう、発信

して八重山上布があった。八重山上布の特徴は、

していきたいと考えている。

白地藍絣であるが、八重山が白地藍絣で宮古が
藍地白絣という対照的な特徴は、この琉球王府

4) 琉球絣の生産性の工夫

時代にできたという。それは、八重山上布の作

南風原の琉球絣は、古くは各家庭で一貫して

家として活動しながら上布についての研究を行

染織が行われ、つくられていたと考えられるが、

う新垣幸子氏（1945- ）によれば、八重山には

大正時代から現在まで分業によって生産され、

山があり、染料植物や水が豊富で、地理的にも

生産高は、沖縄県の他の染織に比べて最も多い。

染色に向いた土地柄であり、布地の白を出すた

織りや絣括りの職人らの後継者育成・技術の継

めには、布を晒してから洗い流す水が大量に必

承への取り組みが行われている。夫婦で工房を

要だったことによる。この布地の白は、王府の

経営する生産形態が多いが、県内消費が少なく

士族などの上流階級の人しか身に着けられない、

なり、後継者育成が課題である。琉球絣のほか、

貴重な色であった。それに対し、宮古上布の藍

花織も織られていて、南風原花織は、2017 年（平

地白絣という特徴は、宮古には山がなく、平坦

成 29 年）４月に国の伝統的工芸品に認定された。

な土地柄、水が豊かではなく、染色に水を多く

組合は、学校教育と積極的に関わり、学校教員・

使えなかったことが関わっているのではないか

市町村職員に織体験事業を行うなど、地元の生

という。この地理的特徴の差が、八重山上布が

活への浸透をはかっている。

白地藍絣という特徴を生み出し、織った布を海

南風原では、大量生産のイメージがありなが
ら伝統的工芸品として一つ一つ手仕事でつくら

で晒して白を際立たせる工程を生み出したとい
える。

れるという相反するイメージとものづくりの実

宮古や八重山の苧麻布は、王府を通じて、本

際の調整が課題といえよう。南風原は那覇にも

土や中国に輸出された。その使途は、
着物のほか、

近い街でありながら、昔の家並みが見られ、昔

漆器の下張りであったという。新垣幸子氏の調

の暮らしが息づき、そこでは、手づくりの雰囲

査によれば、白無地の苧麻布だけでなく、古着

気を味わえる街づくりが行われている。

の藍絣が下張りに使われていた例もあるという。
そうしてかなりの量の苧麻布が、琉球漆器の中

(2) 石垣島：八重山上布の摺り込み捺染技法
1) 八重山上布の歴史
八重山上布の製作方法は、先に述べた現在の

に埋め込まれた。
1903 年（明治 36 年）の人頭税廃止後、織物業
は八重山の主要産業の一つに発展し、上布の売

琉球絣織物事業協同組合の場合のような分業で

れ行きも伸長して、1907 年（明治 40 年）には、

はなく、一人一貫制で、糸の調達から染め、織

八重山織物組合が設立された。大正の頃には、

り、洗濯、砧打ちまでをすべて一人が行う。石

八重山には養蚕農家が増え、上布の生産は減少

垣島では、個人工房のかたちで製作し、織り手は、

した。1930 年代には、安価な他県産類似品の流

30 人ほど活動している。

通により不振となったが、1938 年（昭和 13 年）

この八重山上布の起源は定かではないが、

に八重山上布工業組合が新たに設立され、振興

1477 年に朝鮮人が与那国に漂流した時のことを

に乗り出した。しかしその活動は、沖縄戦によっ

記した『李朝実録』の中に、
「苧を織つて布と為

て中断された。

す」という記述があること [ 石垣市史編集委員

戦後を経て、本土復帰の年の 1972 年（昭和 46

会 1994:255] を参考にすると、当時、先島諸島

年）に八重山上布を織り始めた新垣幸子氏は、

の辺りで苧麻の布が織られていたと考えられる。

八重山上布の特徴である白地だけでなく、王府
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時代にさまざまな色上布があったことを知り、

られるデザインとは何かを、東京の百貨店など

その当時の上布の復元とともに、色上布を石垣

からバイヤーを招き、トレンドの勉強会を催す

島の人々に広く紹介する活動を始めたという。

などして学んでいる。八重山上布の特色を出し

この頃、石垣島では、あちこちで家の縁側にお

ながらどうアレンジするのかが課題である。

ばあが座って糸を績いでいる光景を見ることが

上布は、受注生産が基本であり、問屋への販

できたという。そうした家庭での織りがしだい

売を組合が直接行っている。問屋からはデザイ

に家内産業に整えられ、1976 年（昭和 51 年）に

ンの注文があり、それを参考にしながらつくっ

は、石垣市織物事業協同組合が設立された。宮

ている。３年ほど前には、大柄が好まれ、着尺

古上布の場合と同様に、近年、やはり苧麻糸の

の幅は並幅であり、着物に仕立てる場合、背縫

績み手が減少してきたことと関わり、糸が不足

いで接いで二幅で身頃にするが、その背縫いで

し、上布の生産も減少傾向にあるという。2006・

接いで一羽になる大きな飛ぶ鳥の文様などの注

2007 年（平成 18・19 年）の本土の大手着物問屋

文があったという。地元では、鳥を切った図柄

倒産の時には、そのあおりを受けた産地が多かっ

で表現するのは縁起が悪いと、つくり手からは

た中で、八重山上布は大量生産されてはいなかっ

嫌われたが、本土では求められたりするという、

たため、それほど影響がなく、現在に至っている。

志向の差異にどう対応するかも課題となる。

2) 組合の活動

3) 八重山上布の捺染技法と括り技法

組合では、後継者育成事業に取り組み、毎年

石垣島にはクールとよばれる紅露の根茎や福

講習を行っている。最近では、本土から問い合

木、椎、ヤマモモなどが豊富にあり、藍と紅花は

わせが多いが、結婚や子育てが一段落して長く

栽培されて用いられ、白地に文様が絣で描かれる

たずさわれる人を育成するという。現在、組合

白上布が織られてきた。白上布をつくるためには、

員は 73 名登録していて、そのうちの 40 名ほど

背景の白を出すために文様以外の部分を括る必要

が実働している。

があり、糸括りは大変な作業であるので、明治の

組合では、上布の講習とミンサー織の講習を、

頃には、絣用の糸を台に掛けて張り、そこに竹の

年度を替えて行っていて、組合員が上布の捺染

へらで、糸に染料を直接摺り込む捺染技法が誕生

と括りの技法、またミンサー織の技法をしっか

した。この技法は、石垣島で独特の高機が考案さ

り行えるよう、支援している。

れた 1888 年（明治 21 年）に始まり、さらに大正

八重山上布の繊維素材は苧麻で、県の伝統工

時代には、綾頭（アヤチィブリィ）に改良が加え

芸製品の規定では、13 算以上とされている。石

られ、また文様も、奄美大島でつくられていた大

垣島の 80 歳代、90 歳代の高齢者が苧麻から糸を

島紬の影響も受けて小柄の捺染上布も一時期、多

績んでいるが、高齢になると太い糸しか績めな

くつくられるようになった。新垣幸子氏によれば、

くなり、糸不足の問題があるという。そこで組

クール染めは熱染で、煮出すと括り糸の隙間に染

合では、材料となる苧麻糸の確保と糸績み技術

料が染み込みやすく、柄が流れてきれいにできな

の研鑽のため、苧麻畑を管理し、糸づくりを行っ

いので、かつての八重山上布には、手括りのクー

ている。台風が近づくと、その進路を考慮して

ル染めの絣は少なかったという。新垣氏は、その

早めに苧麻の収穫を行うなど、収穫する苧麻の

実験をしてみて、藍染めのような冷染で白絣が多

質の維持に努めている。

く織られていたことが理解できたという。白地に

さらに織り技術やデザインの向上に努め、沖
縄県工業振興センターや、百貨店のバイヤーを講

クール染めの絣は、摺り込み捺染の技法で今日ま
でつくられている。

師に招き、講習会を開催している。八重山上布

しかし現在は、組合では括り染めがほとんど

のデザインは、組合では、織り手に任されていて、

で、
捺染上布の生産は少ないという。捺染上布は、

「つくり手の顔が見える」反物づくりを検討して

小柄の上布をつくるのに適しているが、糸の色

いる。古典柄だけでは変化がないので、今求め

止めをせずに織るので、織り上がったら、反物
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を天日干しし、その後、海晒しをし、さらにそ

の努力の積み重ねがあって支えられていること

の後蒸して色止めして乾かして完成する。それ

が、平良氏の事例から明らかである。

に対して括り上布は、絣糸をつくった後、色止
めをして織るので、織り上がった後の天日干し、
海晒しをしなくても済み、完成までの手間が少

２．ツーリズムの影響：竹富島・石垣島と
西表島：ミンサー織とツーリズム

ないという。また白地は一着持っていると、文
様が違っても同じような着物の印象であるので、

次に、竹富島・石垣島と西表島の八重山ミン

括り染め（色地）のもので変化を出したほうが、

サー織とツーリズムとの関わりについて考えて

消費者に受け入れられやすいということで、括

みたい。

り染めの上布の生産が多くなっているという。

(1) 八重山ミンサーの特徴・文様
ミンサーとは、古くから沖縄で広く織られて

4) 八重山上布づくりの楽しみ
現在、石垣市織物事業協同組合で理事長を務

きた幅の狭い帯を意味する。綿糸を藍などで染

める平良佳子氏（1958- ）は、
1986 年（昭和 61 年）

めて平織と経畝織を組み合わせた幅一寸五分か

から 30 年近く織りをしてきたという。その前年

ら三寸（4.5 ㎝～９㎝）ほどの細帯であり、八重

に、初めて組合の後継者育成講座に申し込んだ

山ミンサーの特徴である碁盤縞の絣文様は、昭

が、落選し、その翌年に再挑戦して講座を受けた。

和に入って整えられたという話もある。四つと

沖縄本島の大学では織りとは無関係の勉強をし、

五つの絣文様に、
「いつの世までも末永く仲良

卒業後は、石垣に戻って織りをするということ

く暮らしたい」という夫婦の幸せを願う気持ち

を、高校時代に決心していて、その通りに卒業

を込めて織り、女性が好きな男性にその気持ち

後、地元に帰ると、なかなか両親は、織りの仕

を伝えるために布を贈ったという。帯の両側に

事を理解してくれなかったという。後継者育成

ほどこされたムカデの足をあらわす経畝織には、

講座に一度落選したことが、その後の織りの仕

かつての通い婚の「足しげく好きな人の元に通

事への覚悟、熱心さにつながっていったという。

う」という意味が含まれている。この八重山ミ

織りをすることは楽しく、飽きることはない。

ンサーは現在、竹富島、石垣島と西表島で織ら

また毎日、織りへの反省が生まれるという。一

れている。

日が過ぎ、就寝時、もっと織っていたいと思う

竹富島の竹富民芸館にある竹富町織物事業協同

という。また翌朝、道具が昨夜と同様に置かれ

組合では、竹富島のほか、西表島の西部と東部、

ていて、続いて仕事ができることがうれしいと

また小浜島で組合の工房を運営してきた。2017 年

いう。織りは何歳になってもできる仕事で、定

以降組合から外れた小浜島の工房を除き、これら

年がなく進むことができる。また組合では、異

の工房は、ミンサーを中心に生産を行っている。

なる世代の人が集まっていて、若い世代の人が

一方、石垣島では、大手の会社が積極的に生

色の出し方や織りに工夫していることを知ると、

産し、ミンサーの文様を織り込んだバッグなど

刺激を受け、自らの成長ができるという。30 年

の服飾雑貨、ネクタイ、かりゆしウェアなどが

前に織ったものと、現在織っているものとは異

生産され、観光客向けに販売するなどのデザイ

なり、人の成長が織りにも表われると考えてい

ン化が進んでいる。石垣市織物事業協同組合も、

るが、
一人前になるのに 14 ～ 15 年かかると考え、

上布のほか、ミンサー織の講習会を開催し、織

あと何年したら、自分の仕事を「良し」と考え

りの技法継承に努めている。

られるのか楽しみであると語ってくれた。
八重山上布づくりは、家内産業として多くの
織り手によって行われてきた印象があり、実際、

(2) 八重山ミンサー織の歴史
八重山ミンサーの起源については明確ではな

石垣島の観光化と生産が結びついてきたと考え

いが、東南アジアの経糸紋織の小幅の肩掛布な

られるが、織産業を支えるつくり手の地道な日々

どが、交易によって伝わったのではないかと考
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えられる。18 世紀頃には、帯に木綿が使われて

まで、組合員は 100 名以上にのぼり、多忙を極

いたことが、当時の王府の記録に残され、この

めたという。

頃すでに八重山諸島でミンサーが織られていた

西表では、西部の浦内に 2000 年（平成 12 年）
、

とも考えられる [ 沖縄県商工労働部ものづくり

西表手仕事センターが開設され、後継者育成事

振興課 2014:53]。また現在の四つと五つの特徴

業でミンサー織が教育され、織り生産が行われ

ある碁盤文様は、八重山諸島で「ウッパイ」と

ている。また東部では大富に「まんだらー工房」

よばれた女性の頭布の文様が、絣で八つと九つ

が開設され、桃原民氏（1925-2015）
、大谷キヨ

の碁盤縞が描かれたもので、これがもとになっ

氏（1918- ）らによってミンサー織が広められ

たのではないかともいわれている（写真 3）
。

てきた。
一方、石垣島では観光化の進展によって、観
光客向けのミンサー工房・会社が商品開発を熱
心に行い、生産が拡大してきた。そして石垣市
織物事業協同組合とともに八重山ミンサーの振
興がはかられてきた。

写真 3 八と九の文様のウッパイ
[ 竹富島の喜宝院蒐集館 2014.3]

(3) 八重山ミンサーの現在
竹富町織物事業協同組合は、現在、竹富島と西

八重山ミンサーの生産のしかたは、生活様式

表島２カ所に組合員をもつ。竹富島では、織り手

の変化や観光産業の進展を受けて大きく変化し

が高齢化して減少する問題に直面しているが、現

てきた。1960 年（昭和 35 年）頃には、ミンサー

在、理事長を務める島仲由美子氏（1948- ）と同

の織り手はほとんど残っていない状況であった

氏の令嬢を中心に、数名によって織りが行われて

が、本土復帰前後には、竹富島に観光に来る人

いる。

が多くなり、そのような人向けにミサンガや頭

竹富町織物事業協同組合が運営する西表島西

紐などを織って販売した。ミンサーは、本土復

部にある西表手仕事センターでは、竹富島出身

帰後には、島を訪れる観光客向けの土産品とし

で西表祖納に嫁いだ石垣昭子氏（1938- ）が、

て織られていた。竹富島では、
1982 年
（昭和 57 年）

2000 年（平成 12 年）の組合設立に尽力し、後継

頃まで地機が使われ、ミンサーや芭蕉布、上布

者育成を行ってきた。ここでは８名の組合員が、

が織られてきた。しかしその後、高機に移行し、

木綿を素材にして藍染めを中心にしたミンサー

帯だけでなく、多様な製品がつくられ、生産は

帯の生産を行っている。西表のデザインとして

拡大したが、1990 年（平成２年）頃から、竹富

の特徴を重視し、センターで栽培している木藍

島では観光化が進んだために民宿や食堂を始め

の他、福木、サトウキビ、クール、ヤエヤマヒ

る人が多くなり、ミンサーの生産は減少した。

ルギ、モモタマナ、アカメガシワなどの植物を

そのような状況の中、
1989 年（平成元年）に「八

使って自然を感じさせるデザインをこころがけ

重山ミンサー」が伝統的工芸品に指定され、同

ているという。西表の自然、雨、風、光を感じ

年に結成された竹富町織物事業協同組合の初代

ながら創作を行っている。

理事長を務めた内盛スミ氏（1925- ）は、竹富

また西表東部にあるまんだらー工房では、６

島に生まれ、島に棉の木や木藍（ナンバンコマ

名の組合員が、西部とは異なる特色をもったミ

ツナギ、インド藍ともよばれる）などの染め織

ンサー帯をつくっている。西部の藍による紺色

りの材料が豊富にあるのを見て育ち、
1962 年（昭

の特色に対して、東部では福木、クール、ヤマ

和 37 年）
、37 歳の時、ミンサー織の講習会を受

モモ、モモタマナといった黄や茶、桃色などの

けたのをきっかけに織りを始め、その後、綿糸

カラフルで落ち着いた植物染料ならではの色彩

素材の質の改良、織りの普及に努めてきた。３

を中心に創作している。

島をまとめ、
理事長を務めた 2003 年（平成 15 年）

東部、特にまんだらー工房にある大富のあた
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りは、1952 年（昭和 27 年）に当時の琉球政府が

さらに八重山ミンサーの生産は、石垣島の会

計画移民を募り、大富団として竹富、大宜味、久

社が行っていて、服飾雑貨などのデザインに展

米島から入植した人々によって開拓された土地

開されている。五つと四つの絣縞を組み合わせ

である。大谷キヨ氏によれば、大富は当時、熱

た柄は、
「いつの世までも末永く」という女性の

帯植物の茂るジャングルで、土地の開墾は困難

決心、愛の告白の意味を含んでいたといい、こ

を極めたという。竹富から夫や子どもたちとと

のミンサー帯のデザインを、石垣市登野城に

もに入植した当時、34 歳であった大谷氏は、サ

1971 年（昭和 46 年）に創業した「あざみ屋・み

トウキビやパインの栽培をし、子どもを育てな

んさー工芸館」は、バッグなどの服飾雑貨に展

がら生活を維持していった。入植して 10 年ほど

開するようになったという（写真 5）
。

経ってやっと生活にゆとりが生まれ、織りを楽し
むことができるようになったという。出身地の
竹富に暮らすいとこやおばを頼って織りを習い
に竹富に行ったり、石垣のあざみ屋の織り講習
会に出かけたりして織りを学んだ。そうして同
じく竹富出身で大富に入植した桃原氏とともに、
離島総合センターの２階で、1986 年（昭和 61 年）
から織りの講習会を県の補助で行うようになり、
2001 年（平成 13 年）にできた竹富町織物事業協
同組合によるまんだらー工房でミンサー織りを
指導するようになった。
「まんだらー」とは、竹

写真 5 ミンサー・バッグの変遷
[ 石垣島のみんさー工芸館 2014.3]

富のことばで風車をいう。末永く工房が続くよ
うにという意味を込めて名づけたという。

あざみ屋は、竹富島で生まれ、結婚後、石垣

大谷キヨ氏らのミンサー織りは、やはり竹富

島に住むようになった、新絹枝氏（1927- ）と、

出身で５歳の時、両親とともに大富に移住した

夫の新哲次氏（1924-2015）によって創設された。

本盛美恵子氏（1948- ）らの組合員に受け継が

新絹枝氏は、３歳の頃、家族とともに、当時日

れ、現在、本盛氏を講師として、身近にある福

本の統治下にあった台湾に移り住み、北部の基

木やクールなどの植物染料によるカラフルなミ

隆（キールン）の女学校で学んだ。基隆は港街で、

ンサー織の後継者育成が積極的に行われている

商業で栄え、絹枝氏は、当時の台湾の文化的な

（写真 4）
。

刺激を受け、都会的なセンスを身につけていた。
太平洋戦争後、竹富島に戻り、結婚後、石垣に
住み、そのうち、洋裁を本格的に学びたいと思い、
1953 年（昭和 28 年）に、東京の文化服装学院に
入学するために、子ども二人を夫に託し、単身
で東京に渡った。文化服装学院では、１年コー
スを半年に凝縮して指導を受け、修了後、石垣
に戻って、1954 年（昭和 29 年）に、
「あざみ洋
装店」
を開業した。オーダーメイドの服をつくり、
好評だった。1962 年（昭和 37 年）には、
「おしゃ
れの店あざみ」に転業した。そして沖縄の本土
復帰の前年の 1971 年（昭和 46 年）
、次女の公江
氏の大学卒業をきっかけに、共に服飾小物づく

写真 4 まんだらー工房のミンサー帯
[ 西表島大富のまんだらー工房 2017.11]
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(1) 西表島の特徴と自然

なった。夜中一人起きて試作を重ねる絹枝氏を、

西表島は、小浜島の西２キロメートルほどに

夫の哲次氏が、健康を気遣い、早く就寝するよ

位置するが、小浜島とは植生の印象が異なり、

うにうながしたという。哲次氏の母も竹富出身

亜熱帯性のヒルギ（マングローブ）などの原生

で、機織りに長け、絹枝氏は、義理の母の織物

林がうっそうと茂り、島の約 90 パーセントを森

に服飾小物へのインスピレーションを得た。義

林が占めている。秘境といわれ、イリオモテヤ

理の母は、新家の子育ても支えてくれたといい、

マネコをはじめとする世界的にも珍しい動物や

家族の協力があって、みんさー工芸館を営んで

植物が生息し、現在、ユネスコによる世界自然

きたと語ってくれた。

遺産の登録候補地である。沖縄県最大の川、浦

幾何学模様のミンサー織を広幅にしたり、藍

内川の上流には、マリユドゥの滝やカンピレー

染めの紺一色を、赤や黄などの多色に展開した

の滝があり、カンピレーとは、
「神々の座する所」

りして、デザインのバリエーションを工夫した。

という意味で古くから聖地とされてきた。

鮮やかな色のミンサー織をつくると、アレンジ

西表には、石炭の鉱層があり、西表島の北部、

しないほうがよいという意見を言う人もあった

また西部の白浜に近い内離島（ウチパナリジマ）

というが、それらの織布から手提げ袋、ハンド

では明治～昭和初期にかけて、炭鉱の村が栄え

バッグなどへと展開していった。新絹枝氏の長

た。その一つ、北部の上原港から南西に２キロ

男で、あざみ屋社長の新賢次氏（1958- ）は、

メートルほどのところに、宇多良炭坑跡がある。

もし藍一色だったら、いろいろなものに展開で

1886 年（明治 19 年）から採掘が始まった西表炭

きなかっただろう、多色展開したのでバリエー
ションが広がったと語った。
あざみ屋・みんさー工芸館では、組合とは別に、

鉱の一つで、丸三炭坑宇多良鉱業所は、1935 年
（昭和 10 年）から 1943 年（昭和 18 年）まで石
炭の採掘を続けたが、沖縄戦で米軍の空襲を受

創業時から、織り手を育成しながら工房の製品

け、施設が破壊され、宇多良炭坑は廃坑になっ

を生産してきた。新哲次氏は、石垣市での織り

た。宇多良炭坑跡は、
近代化産業遺産に指定され、

手の育成に関わって、石垣市織物事業協同組合

県道の浦内橋付近から炭坑跡までの遊歩道が整

の立ち上げをし、初代理事長となり、20 年間の

備されていて、往時の状況がしのばれる。

長期にわたって理事長を務めた。
またみんさー工芸館では、会社経営とは別に、

戦後からの西表の産業は、米、パイン、さと
うきび栽培などの農業が中心であるが、近年で

地元の織りの振興、また地元の人々の織りへの

は観光業が盛んである。森林資源が豊富にある

理解をうながすことを試みている。NPO 法人、八

西表では、
「エコツーリズム」が島のテーマとなっ

重山織物工芸産業振興会を立ち上げ、石垣市の

ていて、トレッキングやカヌー・ツアーが、観

住民がなかなか見ることのない宮古上布の展覧

光会社によって、多様に行われてきている。ま

会を開催したり、組合とは別に、織りの後継者

た本土から移り住み、ガイドなどの観光業に就

育成講習会を実施するなど、地域振興のための

く移住者が多く、過疎化の心配はないとされる。

文化活動を行っている。

(2) 西表島と織りの歴史
３．経済性の再考：西表島：ツーリズムと
サスティナブル・デザイン

西表島の西端にある祖納の村は、14 世紀に形
成されたといわれ、西表の中で最も古い村とされ
るが、西表はマラリアの発生地で、定住は困難で

最後に、現在、世界自然遺産の候補地とされ、

あり、島の人口はなかなか増えなかった。祖納の

ツーリズムで注目される西表島で、自然環境と

村落には、築約 150 年とされる茅葺き木造民家が

の関わりを意識したサスティナブル・デザイン

残っていて、かつての村落のようすが感じられる。

を意識して染め織る人々の事例を取り上げて考

また祖納のすぐ南にある前泊浜は、西表最大の祭、

察する。

節祭（シチ）の行われる場所である。
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かべの儀式、舟清めの後、舟くい（ユークイ）
とよばれる紅白に分かれてサバニ舟の手こぎの
競争が行われる。午後、舞踊の奉納、男性によ
る狂言、棒芸、またアンガー巻踊りとよばれる
黒い装束（カツギ）を身につけた女性２人（フ
ダチミ）を先頭に円陣を描いて太鼓を叩きなが
ら歌い踊る芸能が行われる（写真 9）
。その後男
性による舟の櫂を持って踊る舟子アンガー巻踊
りと続き、獅子舞で芸能が幕を閉じる。そして
ミリク神の行列がスリズに戻り、座トゥズミ儀
式が行われ、これはミリク神が仮面を外して人
間に戻るとされる儀式である。三日目はトドメ
（トゥズミともいわれ、止めの意味である）の儀

写真 6 大鍋での調理
[ 西表島祖納 2017.11]

式が行われる。祖納の村建ての最初に設けられ
た井戸といわれる大平井戸（ウヒラカー）で午後、
供物を井戸に捧げ、２基の旗頭を立てて、棒術、
獅子舞などの芸能が奉納され、井戸のまわりを

写真 7 舟に供物を捧げる
[ 西表島祖納 2017.11]
節祭は、祖納の数多い年中行事の中でも最も
盛大にとり行われる祭で、西表の開祖、慶来慶
田城用緒（けいらいけだぐすくようちょ）が創
始したとされる。
「節」とは年変わりを意味し、
去った一年の無病息災を祝い、翌年の息災、豊

写真 8 ミルク神の行列 [ 西表島祖納 2017.11]

作を祈願する意味をもつ。2017 年 11 月８～ 10
日に行われた節祭を調査する機会をもつことが
できたので、そのようすを述べる。祭は３日間
かけて行われ、二日目の世乞い（ユークイ）の
儀式が祭の中心となり、その前日の一日目（11
月８日）には、日中、女性は供物や仕出しを大
鍋で調理する（写真 6）
。男性は前泊浜に置かれ
た二隻の舟に供物を捧げ（写真 7）
、船頭や公民
館長らが宴を設けて祝う。夜は皆、スリズ（公
民館）で芸能の練習を行う。ユークイ当日（11
月９日）は、スリズでミリク神起こしの儀式が
行われ、前泊浜へのミリク行列（写真 8）
、舟浮
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[ 西表島祖納 2017.11]
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盛美恵子氏によれば、沖縄の本土復帰の 1972 年
（昭和 47 年）以前、西表島には、西部と東部を
つなぐ島の北半分にある県道はなく、西部から
東部に、またその逆に移動する場合、いったん
石垣に舟で行き、石垣から西部あるいは東部に
行くというように、石垣を経由する必要があっ
たという。舟も帆船で風任せの３日間ほどの旅
だったという。したがって西部と東部は距離が
あって交流は難しく、それぞれの染め織りをし
写真 10 井戸のまわりでのトドメの儀式
[ 西表島祖納 2017.11]
まわって節アンガーの踊りが、乱舞（ガーリ）

てきたという。

(3) 染め織りのサスティナブル・デザイン
浦内の工房で創作をする石垣昭子氏は、芭蕉、

される（写真 10）
。その後、集落内の清めが行わ

藍、絹、アートを創作のキーワードとしてとら

れる。家々を旗頭や獅子舞の一行が回り、各家

え、芭蕉を緯糸にして、経糸に絹やラミー（機

で祝福を受ける。集落を一巡した後、スリズに

械紡績の麻糸）を使った交布（グンボー）を織

戻り、舟元の御座での儀式を一通り行い、トド
メを行い、祭は完結する。

る。自らの作品を「サスティナブル・デザイン
（持続可能なデザイン）
」とよび、それは西表の

このような伝統行事が保存されて行われる西

自然によって生み出され、環境に負荷をかけな

表島で、人が居住する村が少ないため、染め織

いデザインであると考えている。染料となる植

りは古くから多く行われてきたわけではないが、

物、繊維のもとである糸芭蕉は、自然の中から

竹富島出身で、西表島で染め織りを 30 年以上

移植し、自らの創作に必要な分だけを採集し、

行ってきた石垣昭子氏は、祖納から数キロ北に

植生に負荷をかけないように常に配慮して創作

位置する浦内の県道沿いに紅露（クール）工房

する。また織った布は、海水で洗う海晒しをす

をもつ。石垣昭子氏は、1959 年（昭和 34 年）に

る。海晒しは、八重山の伝統的技法であり、布

東京の女子美術短期大学を卒業し、1970 年（昭

の仕上げの工程である。海水の塩分やマグネシ

和 45 年）には、染織作家で人間国宝の志村ふく

ウム、オゾンなどが布の風合いを良くするとい

み氏に師事して染め織りを学び、祖納出身の石

う。最初、工房の立地を考えた時、海晒しする

垣金星氏（1946- ）と結婚後、
1980 年（昭和 55 年）

ことを意識して、環境の良い浦内に工房を構え

に西表で工房を開設した。

たという。海晒しができるということは、海の

竹富島で内盛スミ氏と 1989 年（昭和 64 年）

水がきれいでなければならず、そのためには、

の竹富町織物事業協同組合の設立に尽力した石

海に注ぐ水がきれいでなければならず、さらに

垣氏は、西表西部の浦内で創作しながら組合活

水をつくる山が健康でなければならない。山が

動を西表にも広げる活動を行い、2000 年（平成

健康であると、植物、また海の水も健康である

12 年）には、彼女らの活動によって、浦内に西

という。西表には、マングローブが多くあり、

表手仕事センターが開設され、後継者育成が開

マングローブのある土地は、生態系が優れてい

始された。現在では、この事業で育成された女

る。このような西表島の豊かな自然環境が、石

性たちによってミンサー織生産が行われている。

垣氏の創作を育んでいる。また石垣氏の創作

一方、西表東部では、2001 年（平成 13 年）に

は、西表島のテーマであるエコツーリズム、つ

まんだらー工房が、竹富出身の桃原民氏や大谷

まり環境に負荷をかけずに西表の自然を旅行者

キヨ氏によって開設され、その活動は、現在、

に味わってほしいと考える旅行のあり方と重な

本盛美恵子氏によって受け継がれ、後進の指導

る。持続可能なデザインを実践する石垣氏の創

が行われてミンサー帯生産がなされている。本

作が、西表エコツーリズム協会での活動ともつ
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ながっている。
石垣氏は、
「真南風（まーぱい）
」というブラ
ンドをテキスタイル・デザイナー、ファッション・
デザイナーとともに３人で立ち上げ、創作を行っ
ている。真南風とは、
「八重山で初夏に吹くすが
すがしい風」という意味で、八重山の自然と暮
らしの中で生まれ育てられる糸・染め・織りを
生かした衣服の創作を意味する。苧麻や絹糸を、
地元の福木、クール、ヒルギ、藍などで染める。
そしてかげろうのように薄い布を織り、八重山
の伝統的衣装をアレンジしたデザインに仕上げ
ている。
石垣氏のもう一つの大きな仕事が、節祭など
の行事で着用される伝統衣装の復元である。先
述した国の重要無形民俗文化財に指定されてい
る節祭で最も重要な役割をもつミリク神の衣装
が化学繊維であったのを、石垣氏の夫が、その
役に決まった時、石垣氏が、ミリク神の衣装を
絹の素材を使って福木で染めて製作した。ミリ

写真 11 藍型の打掛を着た男性
[ 西表島祖納 2017.11]

ク神に扮した夫は、絹の衣装が気持ち良く、祭
が終わるまで快適に過ごせたという。また舟頭

Ⅲ 経済性の探求

が羽織る打掛の着物（タナシ）は、石垣氏によ
る苧麻の手織布に、首里の工房で型置きしても

本章で述べた南風原町の琉球絣、石垣島の八

らい、その布に、石垣氏が自らの工房で藍染め

重山上布、竹富島・西表島の八重山ミンサーと

をほどこしたものである（写真 11）
。この鶴亀、

織りの事例から、経済性を考えながら商品とな

松竹梅の小紋の藍型は、西表でかつてつくられ

る布・服飾雑貨をつくることに、織り手が集まっ

ていたという。西表の西部の白浜から船で 10

て織物組合が形成され、後継者が育成されて織

分ほど行った船浮に、かつて琉球藍が自生して

り技術が継承されながら、独自のさまざまな工

いたという。このあたりでは、琉球藍や木藍を

夫が重ねられてきたことがわかる。そのつくり

使った藍染めが古くから行われていたと考えら

方の特徴は、①染め織りの伝統技法の再考と文

れる。

様の工夫、②つくり手の自己啓発と楽しみ、③

また先述したように西表西部の西表手仕事セ

自然との共生およびサスティナブル・デザイン

ンターでは、西表の豊富な草木を使った染めを

の考察、④染め織り文化振興と地域貢献、の４

絹や綿糸にほどこしながら、藍染めを主とした

つにまとめてとらえることができる。

ミンサー帯を中心に創作を行っている。東部の

一つ目は、つくり手が、かつての量産の生産

大富のまんだらー工房では、西部と比較して、

方法を再考し、量産以前のつくり方を考察して

さまざまな植物染料を用いてカラフルで落ち着

そのつくり方を再現したり、またかつての文様

いた色彩のミンサー帯の生産を行っている。

や沖縄らしさを表す文様を工夫してつくること

西表で活躍する染め織りを行う人々は、西表

である。この例に、石垣島の八重山上布と南風

の自然をデザインに用い、各自でそれぞれのエ

原町の琉球絣づくりがあげられる。八重山上布

コツーリズムを解釈しながら、自然環境に負荷

は白地藍絣の特徴をもち、白地の絣は糸括りの

をかけないサスティナブル・デザインをこころ

作業が大変であるため、明治の頃には、糸を台

がけているといえる。

に掛けて張り、竹のへらで染料を糸に摺り込む

- 93 -

琉球大学教育学部紀要

第 93 集

捺染技法が考案された。白地藍絣の技法は、沖

づくりへと広がっていった。新絹枝氏は当時を

縄の本土復帰後の経済成長期に、新垣幸子氏に

ふり返り、工夫を重ねたものづくりが楽しかっ

よって再考され、昔からの手括りの技法が行わ

たと語ってくれた。石垣市織物事業協同組合の

れるようになり、現在ではこの手括りが主流と

平良佳子氏は、30 年近く、手括りの技法で上布

なっている。また南風原町の大城一夫氏は、絣

を織り続けてきたが、まだ自らの技術が完成し

の文様に、昔からあった生活に密着した多様な

たとは思っていないという。織りは楽しみであ

モチーフを組み合わせて用い、絵図にしたがっ

り、日々、織技術の研鑽を積んできた。八重山

て糸を括る絵図式で絣糸をつくることで、文様

上布生産については、経済性の考慮から生まれ

の曲線を自在に描いた絣布を生み出してきた。

たかつての摺り込み捺染技法が再考され、昔な

一方、同じく南風原町の大城幸司氏は、親の工

がらの技法である手括りが行われている。日々、

房を継いで織りを始めると、織布がほとんど本

研鑽を積み、手括りによる絣織りを楽しむとい

土で消費されることから、色味を抑えた本土で

う平良氏の姿勢は、経済性を重視してつくられ

志向されるデザインの商品をつくることを意識

てきた八重山上布の生産とは正反対の方向にあ

してきた。しかしその考え方がここ数年で変化

るといえよう。

し、
「沖縄らしさ」とは何かを考えるようになり、

さらに三つ目は、つくり手が、布をつくる染

それは昔の織物にあったようなおおらかな荒々

め織りの工程を工夫し、地元にある植物を使っ

しさだと気づいた。そこであまり決めすぎずに

た染色や、織布の海晒しを行い、自然との共生

仕事をするようになったという。そして昔の創

をはかるサスティナブル・デザインを実践して

作から学び、
「不揃いの美」を計算して表現する

いることである。西表島東部と西部の組合およ

ことを目指している。琉球絣の 10 反掛けの生産

び石垣昭子氏の工房では、西表の豊かな自然の

とは、幸司氏によれば、いかにきれいにつくる

恵みを受けながら環境に負荷をかけない染め織

かを追求してきた結果生み出された生産方法で

りの工夫がなされている。インド藍や紅露、福

あり、他の産地にはない特徴的な方法であると

木など、身近にある植物を必要な分だけ採取し

いう。このように八重山上布や琉球絣づくりで

て染め、また清流が流れ込む浅瀬で織布の海晒

は、明治から大正・昭和にかけて、経済性を追

しをするという自然環境と一体になった織布づ

求して生産のしかたが工夫・改良され、大量生

くりが工夫されている。

産が行われてきた。しかし時代の変化にしたがっ

四つ目は、つくり手が、地域の染め織り文化

て織物のニーズが日常の着用から非日常の呉服

の振興活動を行う例である。石垣島のみんさー

用へと変化してくると、手括りの文様の味わい

工芸館では、NPO 法人の八重山織物工芸産業振興

や沖縄らしさを、つくり手が解釈して織物に表

会が立ち上げられ、振興会は、近隣の島の織物

すようになり、以前の経済性の追求とは正反対

展覧会を開催したりして、地域の人々にさまざ

の動きがみられるようになる。

まな伝統染織を知ってもらうための文化活動を

二つ目は、布から服飾小物をつくる時、つく

行っている。

り手がデザインを工夫・刷新して楽しみながら

以上のように、
2017 年度に聞き取り調査を行っ

つくってきたこと、また織りは、織り手にとっ

た南風原町、石垣島、竹富島、西表島の事例か

て日々の楽しみであり、自己啓発の意味をもっ

ら、次の事が明らかである。染め織りは、地域

ていることである。その例としては、石垣島の

振興や観光化の影響とも相まって、商品として

みんさー工芸館での新絹枝氏の服飾小物づくり、

量産されてきた。しかしその経済性が追求され

八重山上布作家の平良佳子氏の例があげられる。

るだけではなく、それぞれの地域のつくり手に

みんさー工芸館では、創業当初、ミンサー柄の

よって、手づくりの意味の再考、デザインの刷新、

手織布でがまぐちやバッグを一つずつ手探りで

技術の研鑽が、日々、楽しみながら積み重ねら

試作し、試作を重ねて柄や色のデザインを年ご

れてきたことがわかる。染め織りは、経済性の

とに変え、現在のような多様なアイテムのもの

表裏にあるその豊かな意味の探求をつくり手に
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うながし、つくり手の楽しみや生き甲斐になっ
ているといえる。
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