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沖縄の地域的特色を活かした衣生活教材開発
―沖縄の糸づくり教材研究―
松本

由香＊

Using Okinawan Areal Characteristics of Developing Teaching Material on
Clothing Life: A Case Study of Thread Making
Yuka MATSUMOTO＊

Ⅰ

研究目的

とにしている。また2020年６月に教育学部技術教
育専修の畑（以降、技術畑とよぶ）の一角を借り

沖縄県には、多様な染織文化が存在し、それら
は地域の貴重な文化的財産であるが、地域課題と

て、筆者が栽培を始めた芭蕉木の生育の観察をも
とにしている。

して、生産者は減少、高齢化、後継者不足の傾向

苧麻については、筆者の2013年度と2016年度の

にあり、学校教育においても染め織りが取り上げ

宮古上布に関する宮古島での聞き取り調査、そし

られる機会が大変少ないことがあげられる。そこ

て2020年12月の宮古織物事業協同組合での苧麻糸

で本研究は、この地域課題を解決するために、家

づくり体験をもとにしている。また2020年６月に

庭科等の学校教諭が教育実践をおこなって子ども

技術畑で栽培を始めた苧麻の生育の観察をもとに

が染め織りを身近に感じられるような、アクティ

している。

ブラーニング型の染め織り教材（紅型、糸づくり、

綿については、2020年６月に技術畑に種まきを

染め、織り・編み）の開発を、2019～2022年度に

し、栽培から綿花収穫、糸紡ぎまでおこなった筆

科学研究費を受けて、基盤研究（C）「沖縄の地

者の体験をもとにしている。

域的特色を活かした衣生活教材開発－家庭科にお

さらに絹については、2020年11月から2021年１

ける染め織り実習教材開発－」（19K02765）とし

月にかけて筆者がおこなった養蚕の体験をもとに

ておこなうものである。

している。

本報では、このうち、2020年度におこなった糸

Ⅲ

づくり教材研究について述べたいと思う。

Ⅱ

研究方法

教材の開発

本研究で開発した教材の内容は、
１．糸づくりの素材とその歴史

沖縄の布に用いられてきた芭蕉、苧麻、綿、絹

２．糸づくりの素材の特徴

の４種類の代表的な素材を取り上げ、その栽培、

⑴

苧麻

育成、収穫から糸づくりまでの方法を、それらの

⑵

芭蕉

過程を実践し、教材化を試みた。

⑶

綿

⑷

絹

芭蕉については、大宜味村津波の金城由美子芭
蕉布工房で、2014年度から４年間、毎年１回、
「服

３．糸をつくってみましょう

装文化論」の授業の一貫でおこなってきた糸績み
体験や、2020年11月の同工房での筆者の体験をも
＊

琉球大学教育学部教育実践学専修

教授

－9－

⑴

苧麻

①苧麻の栽培から収穫まで、②外皮

はぎ、③繊維採り、④糸づくり

琉球大学教育学部紀要

⑵

芭蕉

①芭蕉木の栽培から伐採まで、②苧
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２．糸づくりの素材の特徴

はぎ、③苧炊き、④苧引き、⑤糸づくり
⑶

綿

①綿の栽培から綿花収穫、②糸紡ぎ

⑴

⑷

絹

①蚕の生育、②繭から糸採り

苧麻（写真１）は、現在、先島諸島の織り素材、

４．糸づくり実習のポイント

苧麻

つまり宮古島の宮古上布（写真２）や石垣島の八

次に教材内容を示す。

重山上布の素材として知られています。
この苧麻の最も古い記述は、1479年、朝鮮済州

＜沖縄の糸づくり教材＞

島の船が与那国島に漂着し、その船に乗っていた
朝鮮の人が帰国後、その経験を伝えた見聞録が、
り ちょうじつろく

せいそうじつろく

『李朝實録』のなかの「成宗實録」に納められて

１．糸づくりの素材とその歴史

います［學習院東洋文化研究所1958：332］。それ
沖縄では、古くからさまざまな植物繊維が糸づ

によると、与那国の人びとは、苧麻で布を織り、

くりにつかわれ、布が織られてきました。1975（昭

藍染めした青い着物を着ていて、当時、木綿や絹

和50）年の文献には、23種類もの植物がつかわ

はなかったことが書かれています。
ひ

ちょ ま

ば しょう

が しゅん ちょう

沖縄の歴史・民俗学者、比嘉春潮（1883-1977）

れてきたことが述べられています［喜久山1975：
１
２
220-223］。そのなかでとくに、苧麻 、芭蕉 が糸

は、「沖縄の歴史」のなかで、「多良間島では苧布

づくりによくつかわれてきました。

を藍で染めてたたいて衣にするが、それは絹のよ

15世紀、琉球王国が海外交易の盛んな時期に、
かすりぬの

３

うだ」と紹介しています。また「これら南の島々

中国や東南アジアからもたらされた絹布、絣布 、

の生活は大体において共通だったらしく」とも書

更紗４が、沖縄の染め織りに影響を及ぼしました。

き、
「言語、飲食居室、風土は大概与那国島に同じ」

琉球王国は、マレー半島のパタニ、半島中部西海

と紹介しており［比嘉1971：133］、先島諸島のあ

岸のマラッカ、スマトラ島西海岸のサムドラ・パ

たりで苧麻の布が織られ、現在の宮古上布や八重

サイ、パレンバン、ジャワ島西部スンダなどの東

山上布の原型であったと考えられます。

さら さ

南アジアと交易をおこなっていました。琉球から
い おう

芭蕉布や苧麻布、また硫黄を中国、明に輸出し、
明から絹布、陶磁器を賜り、琉球や明からの物品
そ ぼく

は、東南アジアで蘇木５、木綿の更紗、香辛料と
交換されて、琉球は中継交易をさかんにおこなっ
ていました。
沖縄の染め織りによくつかわれてきた素材に、
古くから人びとの衣類に用いられてきた苧麻、芭
蕉のほか、近世になってあらわれた綿と絹があげ

写真１

苧麻畑

［宮古織物事業協同組合2020.12］

られるでしょう。ここでは、これら苧麻、芭蕉、綿、
絹の４種の素材をとりあげて、それぞれの特徴と
糸づくりの方法を述べていきます。糸づくりを体
験しながら、素材の違いによる糸の特徴の違いや、
昔の人びとがどんなことを思って糸づくりをして
いたかを想像してみましょう。

写真２
苧麻糸で織られた宮古上布
［宮古島市平良2016.6］

－ 10 －
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芭蕉

以前は、自生する苧麻がつかわれていました。

芭蕉には、実芭蕉（バナナ）、花芭蕉、糸芭蕉の３

中国の『福建省志・紡織工芸志』［福建省地方

種類があり、このうち芭蕉布の原料となるのは、糸

志編纂委員会編1999：152-153］によれば、７～

芭蕉です。糸芭蕉は、南方原産の繊維植物で、南方

10世紀の唐代、11～13世紀の記録に芭蕉布の記述

海上交易が盛んだったときにもたらされ、沖縄地

があり、唐代以降、琉球の海上交易が盛んな時代

方では、15世紀以後、布づくりのために用いられる

に、中国福建省（福州）から製造技術が伝わった

ようになったと考えられます（写真３・４・５）。

可能性があると考えられています。
17世紀、薩摩による琉球侵攻を境に、衣服素材
の変化が進み、18世紀の終わり頃、糸芭蕉からつ
くられる芭蕉布は、沖縄各地で庶民の衣服に用い
られるようになりました。そして20世紀初めまで
続いた人頭税時代には、苧麻布のほか、芭蕉布も、
租税として王府に納められていました。
染織の研究者であった田中俊雄（1914-1953）は、
［田中・
1976（昭和51）年の文献『沖縄織物の研究』

写真３

田中1976：78-80］のなかで、苧麻が宮古・八重

大宜味村の芭蕉畑

［金城芭蕉布工房2020.11］

山という首里から遠い島のみで織りにつかわれ、
芭蕉が一般の衣料として用いられるようになった
のは、苧麻が人頭税や貢布として、琉球王府に取
り立てられてきて、一般庶民の生活からは縁遠い
存在になっていったからであると述べています。
そして糸芭蕉は、大変繁茂力が強く、沖縄の全島
にひろく分布していったことを、芭蕉布がひろく
自産自給されていったことの大きな理由としてあ
げています。

写真４ 干された芭蕉外皮から糸をつくる

明治時代、廃藩置県後、1903（明治36）年に人

［喜如嘉芭蕉布事業協同組合2014.1］

頭税は廃止され、織物生産は、人びとの収入源と
して産業化されるようになりました。そうして芭
蕉布は、身分の別、地方の別なく、自家消費され
ましたが、昭和の初めには生産量は減少していき
ました。しかしそのなかで生産が盛んになったの
は、大宜味村と今帰仁村でした。
王府時代、絣の芭蕉布は、王族や士族の衣装と

写真５

して、無地や縞の芭蕉布は、各地で自家消費され

芭蕉糸で織られた芭蕉布

る布として区別されていました。しかし明治時代

［喜如嘉芭蕉布事業協同組合2013.12］

に区別が消滅すると、大宜味村喜如嘉の人びとは、
芭蕉布をつくっていた最古の記録は、『李朝實

絣の芭蕉布を生産しはじめ、織機も、地機から高

録』のなかの1546年の「明宗實録」に、琉球に漂

機へと改良しました。のちに人間国宝となった平

着した朝鮮の人の見聞録として、琉球に芭蕉のよ

良敏子さん（1921-

うな草があり、外皮を取り、内皮で布を織ってい

1928）が先導し、その息子の平真次氏（1892-1991）

たこと、その繊維はとても細くつやがあり、雪の

が、地元で織物講習会を開催し、1940（昭和15）

ようであったという内容でした［學習院東洋文化

年には、大宜味村芭蕉布織物組合が結成され、品

研究所1960：124］。この芭蕉が衣服につかわれる

質の向上、販路拡大がおこなわれました。

めいそうじつろく

－ 11 －

たい ら しんしょう

）の祖父、平良真祥氏（1867たいら ま しじ
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その産業化された布に、琉球絣があげられます。

手伝ったそうです。沖縄戦で、彼女は岡山の軍需

南風原が産地となり、1914（大正３）年、織物技

工場で働き、終戦後織りを本格的に習い、1946（昭

術を教える南風原村立の女子補習学校が開設され

和21）年、沖縄にもどり、織りを始めました。当

て、金森市六が熊本県から招かれ、組織織などの

初は、くつしたやテントをほどいて糸にして織っ

技術指導をおこないました。南風原では、1930

たそうです。その後、ネクタイやクッションカバー

（昭和５）年、南風原織物組合が結成され、沖縄

を織るなどしてきました。

戦後、1945～1960年頃には、本州から綿糸を買っ

そうした継続的努力がみのり、喜如嘉芭蕉布は、

て木綿布が織られました。素材はその後絹に替わ

1974（昭和49）年、国の重要無形文化財に指定され、

り、1983（昭和58）年には、国の伝統的工芸品に

1988（昭和63）年には、通商産業大臣によって伝

指定され、2017（平成29）年には、南風原花織が

統的工芸品に指定されました。2000（平成12）年

伝統的工芸品のなかま入りを果たしました。

には、平良敏子さんは、重要無形文化財技術保持
者に指定され、喜如嘉は、芭蕉布の産地となって
います。
⑶

綿

ぎ

ま

沖縄の綿の始まりは、1611年、士族出身の儀間

しん じょう

真 常（1557-1644）が薩摩からもどる際に、綿の
種子をもち帰り、栽培を始め、綿花を採って木綿
糸をつくったときとされています。このことが、
『琉球國由来記』（巻三）［横山・東恩納・伊波

写真６ 花の咲いた綿
［琉球大学2020.8］

1988：93］にあり、真常は、泉崎村に住んでいた
大和出身の女性二人に大帯を織ってもらい、その
技術を学んだことで、木綿がひろまっていったと考
えられています。そして明治時代には、その周辺の
小禄、豊見城、垣花、泊が綿織物の産地になりまし
み むらぶし

た。琉球民謡の三村節には、小禄、豊見城、垣花の
生業が機織りであることがうたわれています。
一方、八重山で木綿は、本島とは少し遅れて、
いけしろあん し

1634年、池城安師によって慶良間島からもたらさ
れたのが最初とされています。

写真７

久米島の木綿花節の石碑

木綿は、当時大変貴重で、王族・士族のみが布

［2014.3］

を調達して着用することができました。このよう
な身分の高い人たちは、冬は木綿、夏は芭蕉や苧
麻の着物というように、着分けることができまし
た。そしてこの木綿が本土に輸出されるように
なったのは、廃藩置県以後、産業として生産され
るようになってからでした。
久米島を歩いていると、綿をつくって糸にして
む みんばなぶし

布を織るようすをうたった木綿花節の石碑に出会
いました。久米島といえば、絹の久米島紬が有名
ですが、ここでも綿が栽培されていたことがわか
ります（写真６・７・８）。

－ 12 －

写真８

収穫した綿花

［琉球大学2020.11］
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絹

琉球王国の交易の時代に、明から絹布がもたら
されていましたが、沖縄の地域で絹布がつくられ
どう の

ひ

や

たのは、15世紀後半、堂之比屋が中国から養蚕の技
術を習得して帰り、久米島で紬織を伝えてからと
さかもと

いわれています。そして1619年には、越前の坂元

そう み

宗 味（1559-1640）が、久米島に来て、蚕糸を採
る方法を教えたといわれています。また1632年に
ともよせかげとも

は、友寄景友（195-1663）が、八丈島紬を伝えに

写真９ マブシ（繭をつくる空間）に繭をつくる蚕

来て、それが、久米島紬の生産基盤になったとさ

［浦添市サンシルク会館2016.11］

れています。そしてこの紬は、租税として琉球王
府に納められ、さらに薩摩支配の時代になると、
薩摩に、御用布、御用紬として、首里からの指示
である御絵図で文様が指定されて織られました。
くら もと

いし がき

八重山では、1815年、登野城村の蔵元６、石垣

よしまさ

善全が、粟国島で養蚕技術を学び、地元にもどっ
て伝えたことで、養蚕が始まったとされています。
1903（明治36）年には、地租改正により、人頭
税は廃止され、久米島紬は、久米島の特産品とし
て生き残り、商品化されました。1907（明治40）

写真10 重ねてつるしたマブシに大量にできた繭

年には、技術向上のため、女子工業徒弟学校が設

［浦添市サンシルク会館2016.11］

置され、それまでの地機から高機に転換され、絣
て

ゆ

の技法も手結いから絵図技法に転換されました。
大正時代には、生産高は最高を記録しました。養
蚕業は、大正時代には、久米島に限らず、沖縄県
内で盛んになっていきましたが、昭和に入って、
生産は落ち込みました。太平洋戦争後は、組合が
設立され、1974（昭和49）年、県指定の伝統工芸
製品に、1975（昭和50）年には、国指定の伝統的
工芸品に指定され、2004（平成16）年には、国の

写真11

重要無形文化財に指定されています。

繭と飛べない蚕の成虫（左端）

［浦添市サンシルク会館2013.12］

現在、絹糸生産は、久米島と浦添市、また石垣
島でおこなわれており、地元産の絹をつかった織
りがおこなわれています。
浦添市のうらそえ織の工房見学と同時に、サン
シルク会館で養蚕のようす、また絹糸繰りを見学
することができたので、そのようすを、次に写真
で紹介します（写真９～12）。

写真12

湯につけられた繭からの絹糸採りのようす
［浦添市サンシルク会館2013.12］

－ 13 －
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ます。それ以上伸びた苧麻の繊維は、切れやす
く、糸にならないそうです。

これまで、それぞれの素材の歴史と特徴につい
て述べてきましたが、それらをふまえながら、実

②

際に糸づくりをして、それらの特徴を実感してみ

外皮はぎ
刈り採った苧麻の枝葉をはらい、茎の外皮を

たいと思います。昔から伝わる糸づくりの方法を、

はぎます。茎の中央で折り、外皮と芯のあいだ

素材の育成、収穫から、筆者が体験してみました。

に指を入れて外皮をはがします。採った外皮は、

みなさんもぜひ試してみてください。

何本か根に近い部分を束ねまとめて、１時間ほ
ど水に浸けます。宮古島では、この工程を
「ブー

⑴

苧麻

パギ」
（苧麻はぎ）
とよびます
（写真13・14・15）
。

苧麻
（学名：Boehmeria nivea var. nipononivea）
は、イラクサ目イラクサ科の多年生植物です。苧
麻は、麻の一種で、日本本土では、苧麻のほか、
からむしともよばれます。ほかに大麻、亜麻など
の種類が世界中にあり、古代エジプトでは、亜麻
の布が織られ、衣服として用いられていました。
またヨーロッパでも亜麻がつかわれてきました。
苧麻の栽培から収穫、糸づくりまでを、筆者の
体験をもとにまとめてみましょう。
写真14
①

外皮をはがす［琉球大学2021.1］

苧麻の栽培から収穫まで
苧麻は、根茎を株分けして植え付け（根付け）

します。苧麻は、アルカリ成分の吸収が多く、
土壌は酸化しやすいので、数年で植え替えをし
たほうがよいとされます。宮古島では、苧麻は
「ブー」とよばれ、赤ブー、青ブーなどの種類
があります。赤ブーは、繊維が細くて裂きやす
く強く、青ブーは、繊維量が多いとされます。
根付けから35～40日くらいで１メートル以
上に育つとされ、収穫の時期となります。
宮古織物事業協同組合で聞きますと、茎から

写真15

枝葉が出る節が地面から２節分が茶色くなっ

採った外皮をまとめる

［宮古織物事業協同組合2020.12］

た頃が、苧麻の刈り採りのタイミングだといい
③

繊維採り
外皮の繊維を採ります。宮古島では、島の海

岸で採れるミミガイを外皮の内側にあててし
ごき、繊維を採ります。根の方を利き手の反対
側の手に持ち、利き手にミミガイを持って外皮
の裏側にあてて、根から先に向けてしごき、す
ぐに先と根を反対に持ち、やはり外皮の裏側を
先から根に向けてしごき、繊維を採ります。採
写真13

刈り採った苧麻

り出した繊維は、根の部分をそろえて束ねてか

［宮古織物事業協同組合2020.12］

ら水洗いし、日陰に干して乾燥させます。この

－ 14 －

松本

由香：沖縄の地域的特色を活かした衣生活教材開発

工程を、宮古島では、「ブービキ」（苧麻引き）

ブーサキとブーンーを、
「ブーンミ」
（苧麻績み）

といいます（写真16）。

とよびます（写真17）。

写真16

ブービキのようす

［琉球大学2021.1］

④

糸づくり

写真17

乾かした繊維を、水に浸して湿らせ、爪や指

ブーンミのようす

［宮古島市2016.6］

で細く裂きます。宮古島では、この工程を「ブー
サキ」（苧麻裂き）とよび、黒い布の上に裂い
た繊維を並行に並べていきます。

筆者は、宮古織物事業協同組合の協力を得て、
宮古上布作家の豊見山カツ子さんに、経糸と緯糸

細く裂いた繊維が適量、たまると、指で撚り

の糸績みのしかたを教えてもらいました。経糸

つないでいきます。この工程を、宮古島では、 （ムース）は、２本の糸を図１のように撚りつない
「ブーンー」（撚り継ぎ）とよび、結び目をつ

でいきますが、その方法を体得するのにかなり時

くらずに２本の繊維を撚り合わせ、片方に倒し

間がかかり、またわかってもうまくつなげていく

て撚ります。宮古上布の糸づくりでは、織機に

のは大変だと思いました。今回、14算７という宮

かけるための経糸と緯糸のつなぎ方は異なり、

古上布の糸となる細さの糸づくりを教わったた

機に掛けたとき切れない丈夫な経糸と、経糸よ

め、繊維が見えないほど細く、撚り継ぎは大変で

り少し太い緯糸をつくる地域も異なって、効率

した。緯糸（カタス）は、図２のように、15cmほ

よくつくるために分業されてきました。この

ど繊維を２本重ね、
「自分に自分に」と親指と人差

図１

経糸の撚り継ぎのしかた［筆者作成］

図２

緯糸の撚り継ぎのしかた［筆者作成］

－ 15 －
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し指で手前に撚りをかけ、重なりの中央部分まで

につかわれる糸は、目に見えないほど細く、また

撚り、残りの半分の繊維を撚った方に倒し、さら

糸績みは、気の遠くなるような時間が必要だとい

に撚り合わせることでできていきます。緯糸のほ

うことを実感しました。人頭税時代、１年間に織

うが比較的速くできるように思いました。経糸と

らなければならない反物の量は決められていて、

緯糸づくりの難易度が異なることが、人頭税時代

糸績みにかかる時間が膨大で、あせってもうまく

の宮古島での産地分業とかかわっているようで

できるわけではなく、本当に苦労だっただろうと

す。つくるのに時間がかかる経糸は、上野、下地、

思いました。

平良、伊良部という複数の地域でつくられ、緯糸

現代人の生活はいそがしく、手仕事に時間をか

は城辺だけでつくられてきて、この人頭税時代の

ける習慣がなくなっていて、その感覚で糸績みを

産地分業は、興味深いことに、現在まで踏襲され

しようとすると、集中力がもたず、すぐに飽きて

ています。

しまいます。現在、宮古島でおこなわれている糸

ぐすくべ

そして伝統的には、木箱（サスク）にためた糸

績み教室で、近所の人たちが集まり、おしゃべり

を糸車（ヤーマ）をつかって撚りかけし、糸の毛

しながら和気あいあいとすることには、単調な作

羽立ちを防ぎ、丈夫な糸にします（写真18・19）。

業を進めるコツのようなものがあるのかと思いま

筆者も、つくった糸を糸車で撚りをかけてみま

した。人頭税時代も、女性たちが集まっておしゃ

したが、むずかしく自信のなかった経糸は、一度

べりしながらの作業だったら楽しみもあり、みん

も切れることなく、撚りをかけることができまし

なで乗り越えられたのかと思いました。

た。それと対照的に、緯糸は、何度もすぐに抜け

最初はうまくできない糸績みですが、集中して

てしまい、２本の繊維をただ重ねて指で撚りをか

続けていると、何となくできるようになるもので

けただけでは弱いことを実感しました。

す。経糸の績み方をマスターして、糸車で撚りを

筆者が苧麻の糸績みを体験してみて、宮古上布

かけてうまく撚りがかかったときには、とても幸
せな気持ちになりました。
⑵

芭蕉

ここでは、大宜味村津波の金城由美子芭蕉布工
房で、筆者が由美子さんに教えてもらって体験し
た芭蕉糸づくりを紹介します。
糸芭蕉は、バショウ科バショウ属の多年生大型
草本（学名：Musa liukiuensis）です。芭蕉には、
他に実芭蕉（バナナ）、花芭蕉があります。沖縄は、
写真18

糸車での苧麻糸の撚りかけ

［宮古島市、工房がじまる2020.12］

生育に大変適した気候であり、地下茎が伸びて伐
採しても芽を伸ばして自然に増えていきます。し
かし繊維に適するように背が高く成長するまでに
３年かかるといわれています。
①

芭蕉木の栽培から伐採まで
芭蕉木の伐採は、10月から２月頃が良いとさ

れ、熟しすぎた木は繊維が硬く、花の咲く前の
木がよいとされます。根本がぐらつき外側の皮
が茶色くなったら伐採に適しているそうです
写真19

（写真20・21）。

宮古上布用苧麻糸

［宮古島市、工房風雅2013.8］
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伐採したばかりの芭蕉木

［大宜味村、金城工房2016.11］

写真22
切り込みに沿って内側と外側にはがす苧はぎ
［金城工房2020.11］

写真21

皮の層がくっきり見える芭蕉の切り口
［金城工房2020.11］

②

苧はぎ
刈り取った木は、根本を上にして立てて、切

り口に３センチほどの幅に小型ナイフで切込

写真23 はいで束にまとめた原皮
（左からウワーハー、ナハウー、ナハグー、キヤギ）

みを入れ、外側からウワーハー、ナハウー、ナ

［金城工房2020.11］

ハグー、キヤギの４種類に分けながらはぎ取っ
ていきます。次に種類ごとに一枚ずつ足で先を

③

苧炊き

固定し、右手で外側、左手で内側を持ち、切り

そして束ねた原皮を、灰汁（写真24）を入れ

込みに沿って内側と外側にはがして、外側の部

た大鍋（写真25）の湯で煮ます。煮る時間や灰

分を束ねます。外側が繊維としてつかう部分

汁の濃度は、経験により、アルカリ度が高すぎ

となります。糸芭蕉やその繊維を「ウー」
（苧）

ると繊維が切れてしまい、また弱いと糸がやわ

といいます（写真22）。
はいだ原皮は、
束にしてゆわえます
（写真23）
。
ウワーハーは座布団地やクッション地、テーブ
ルセンターやコースターに、ナハウーは帯やネ
クタイ地に、ナハグーは着尺地に、キヤギは別
に染色用糸とします。束は、皮の表側が外側に

写真24
木灰が沈殿した灰汁
［金城工房2020.11］

なるようにして束ねます。

写真25
大鍋での苧炊き
［金城工房2020.11］
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琉球大学教育学部紀要

第 99 集

らかくならないといいます。大鍋の湯のpHは

端から竹の管巻きに糸を巻きとっていき（写真

11.6～11.8で、沸騰後30分ほど煮ました。

30）
、糸の最後の端は、巻いた糸の中央をくぼま

炊いた苧は、
表面が茶色になっていました。
保

せて２か所しっかり締めてとめます。コロンと

温箱に移し、大鍋の湯をかけてふたをして蒸ら

したかわいらしい糸玉ができました（写真31）
。

したあと
（写真26）
、
さましてから水洗いします。

写真26

炊いた苧を保温箱で蒸らして冷ます

写真29

［金城工房2020.11］

④

機結びした糸をざるにためる
［金城工房2020.11］

苧引き
束ねてある原皮をほどき、根の方を右にして

膝前に流して置きます。右手で竹バサミ（エー
ビ、写真27）をもち、左手で原皮をもち、原皮
の中央をエービではさみ、根の方に２～３回し
ごき、不純物を取り除きます（写真28）。次に
原皮の根と先を逆さに持ちかえて２～３回し
ごき、根の方を上にしてそろえて並べていきま
す。この工程を苧引き（ウービキ）といいます。

写真30

芭蕉糸を管巻きする

［金城工房2016.11］

写真27
芭蕉の繊維をしごくエービ

写真28
苧引きのようす

［金城工房2020.11］

［金城工房2015.11］

写真31 管巻きした糸（左）と染め糸を
もくいと

撚り合わせた杢糸（右の２つ）
⑤

糸づくり

［金城工房2020.11］

乾いた苧の繊維を数本、黒い布の上に根と
できあがった芭蕉糸は、つやがあって大変美し

先の部分をそろえて置き、さらに細く裂いて、
はたむす

１本目の先の部分と２本目の根の部分を、機結

いものです。糸づくりは、やはり根気が必要で大

びでつなぎ、つなぎ目をシーグ（カミソリ）で

変な作業ですが、機結びすることで結び目が解け

短く切り、容器のなかに入れてためていきます

ることもなく、宮古の苧麻糸よりもスムーズにつ

（写真29）。容器をひっくり返し、根の方の糸

くれるような気がしました。芭蕉の木が比較的長

－ 18 －
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いことも幸いなような気がします（写真32）。

⑶

芭蕉とバナナの木はとても似ていますが、芭蕉

綿

綿（学名：Gossypium arboretum）は、アオイ

の実（写真33）は、バナナのミニチュアのようで、

科ワタ属の一年生あるいは多年生草本です。高温

食べてみると甘いですが、黒い種が多く、食用に

多湿を好み、通常、３～４月に種をまくと７～９

適さないと思いました。由美子さんによれば、土

月に花をつけ、開花50日ほどでついた実は、乾燥

に落ちた実をそのままにしておくと、やがて芽が

した状態になりはじけます。綿の実の繊維は、よ

出てくることもあるとのことです。

じれていて、繊維のなかにはルーメンとよばれる

金城工房には、毎年１回、学生の実習をお願い

空間があり、保温性、吸水性、また弾力性が高い

してきており、もう６年ほどになりますが、大宜

ので、綿の糸からつくった布は、やわらかくふっ

味村津波の山のなかのシンプルな暮らしぶりに

くらしています。

は、現代の暮らしにはない自然とともに生きるゆ

筆者は、綿を栽培したのは、今回初めてでした

たかさを思います。こんな暮らしができたらと、

が、綿の種まきから綿糸づくりまでをやってみま

帰ってもときどき思います。

した。
①

綿の栽培から綿花収穫
筆者は、奈良県天理市から取り寄せた和綿の

種を、６月初めに技術畑にまくことにしまし
た。綿栽培には、アルカリ性の土壌が良いとい
いますが、沖縄はもともとアルカリ性の土壌で
あるため、土の改良は必要ないようです。
すると１週間ほどで発芽し、
ふたばが出ました。
そして種まきして２か月ほどで花が咲きま
した。綿の花はベージュ色の大輪で、朝咲き、
夕方にはしぼんでしまいます。和綿にも、赤木
タイプ（花の中央が赤、白ワタ）
（写真34）と青
木タイプ
（花全体がベージュ、白ワタ）
（写真35）
、
写真32

また茶ワタ（花の中央が赤で、赤木タイプと同

織り上がった透ける芭蕉布

じ花）
（写真34）の採れるタイプとあり、赤と

［金城工房2020.11］

青の区別は、苧麻と同じで、興味深いですね。
ただ写真34の花が赤木タイプか青木タイプかど
ちらなのかわからなくなってしまいました。

写真34
写真35
綿（赤木タイプの白綿か茶綿）の花 綿（青木タイプ、白綿）の花
［琉球大学2020.8］

写真33

［琉球大学2020.8］

黒い種のある芭蕉の実
花が咲いてからしだいに、三角錐のがくに包

［金城工房2020.11］

まれて子房がふくらみ始め、桃のような実がで
き（写真36・37）、１か月ほどではじけて、な
かからふわふわしたワタが出てきました（写真

－ 19 －
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38・39）。

写真36
三角錐のがくで覆われたつぼみ

写真37
綿の実

［琉球大学2020.8］

［琉球大学2020.11］

写真41

石垣市川平の綿繰りヤーマ
［上江洲均1980年:264］

手で種をとり、ワタをほぐします（写真42）
。
ワタをほぐすために、昔つかわれていた綿打ち
弓を、竹のひごと麻糸で自分でつくり、ワタを

写真38
写真39 収穫した綿花
はじけた白ワタの実 （右：白ワタ、左：茶ワタ）
［琉球大学2020.9］

②

ほぐしました（写真43）。この綿打ち弓は、沖
縄や本土でつかわれ、また筆者が訪ねたインド

［琉球大学2020.11］

ネシアのスンバ島でもつかわれていたのを見

糸紡ぎ

たことがあります（写真44・45）。

はじけた実には、３つのワタのかたまりが
入っていて、種がそれぞれ６つほど入っていま
す。種にはワタの繊維がはえていて（写真40）
、
種だけを取り出すのは、なかなか大変な作業で
す。昔は綿繰機で種をとったようです（写真
41）。写真41は、石垣のものですが、木綿は本
土から伝わったので、器具も本土と同型のもの
だったとわかります。琉球では、木綿はムミン

写真42
種をとった綿

写真43
綿打ち弓でほぐす

［琉球大学2020.11］

［琉球大学2021.1］

とよばれ、『石垣市史』に、琉球王朝時代の19
世紀半ば、毎年２月に種がまかれ、６月から７
月に綿花が収穫されていたことが書かれてい
ます［石垣市史編集委員会1994：721-722］。
しかし筆者は、綿繰機をもっていないので、

写真44
スンバ島での綿打ち

写真45
綿と紡がれた糸が
［スンバ島ワインガプ1986.3］ 巻かれたスンバ島の紡錘
写真40

［スンバ島ワインガプ1986.3］

綿の種［琉球大学2021.1］
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筆者は、糸とよべるものができるようになる
まで、朝から夕方までずっと練習し、３日ほど
かかりました。しだいにコツがわかり、糸がう
まくできるようになると、うれしいものです
ね。努力すれば上達するということを実感しま
した。
写真46
ワタから糸の引き出しと紡錘

写真47
紡錘で糸を紡ぐ

［琉球大学2020.11］

［琉球大学2021.1］

できるだけ均一にふわふわにしたワタを、20
センチ角ほどの平面にのばし、くるくる巻いて
棒状にまとめます。棒状のワタの先から少し撚
りながら引き出し、まず指で20センチほど撚っ

写真49

編み針でつくった紡錘
［琉球大学2021.12］

て糸状にします（写真46）。その端を紡錘のコ
マの上に数回巻いて、紡錘の軸先に引っ掛けな
がら利き手で紡錘の軸を回し、ワタを繰り出し

⑷

ていきます。慣れると、ワタの先に撚りがかか

次に、これまでとりあげた３種の植物繊維とは

り、自然にスルスルと糸が出てくるのを実感し

異なり、動物繊維である絹糸のつくり方をとりあ

ます。ワタを繰り出す左手の指先で細さを調整

げます。筆者は、養蚕の経験はないですが、2020

し、とぎれないように注意して紡錘を回してい

年11月末に、長野県松本市から蚕の幼虫20頭を調

きます。もし糸が切れたら、ワタの先に、切れ

達しました。卵から孵化して９日ほど成長し、そ

た糸の先を重ねてふたたび糸を繰り出すと、ワ

のあいだに２回脱皮している３令の幼虫です。そ

タの繊維が縮れているので絡み合い、つながっ

の成長のようすをご紹介します。

絹

ていきます（写真47・48）。
スンバ島でもやはり綿を棒状にまとめ（写真
44）、コマのような紡錘で繊維を引き出し、糸
にします（写真45）。

①

蚕の生育
11月28日（孵化後９日）、３令となったばか

りの蚕は、体長２センチほどで、桑の葉を加

紡錘は、市販のものもありますが、ダンボー

工した人工餌とともに、筆者のもとに届きまし

ルと竹のかぎ付きの編み針で簡単にできまし

た。人間はストレスを感じたとき、食べるとス

た（写真49）。

トレス発散になるといいますが、蚕も、遠路は
るばる沖縄まで空路でやってきて、道中のスト
レスを軽減するためか、届いたパッケージを開
けると、みな盛んに餌を食べていました。
12月１日（孵化後12日）、３令４日目、眠（み
ん）に入る幼虫も出てきて、頭をもたげて動か
なくなります。そして脱皮します。
12月２日（孵化後13日）、脱皮して４令にな
ると、４日間ほど餌を食べてふたたび眠の状態
に入り、脱皮して５令になります。
12月８日（孵化後19日）、成長の早い蚕は５

写真48

できた綿糸

令になりました。５令の蚕は、７日間ほど餌を
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盛んに食べて体長も６センチほどに成長して
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いきます（写真50）。
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美しい繭ができていました（写真53）。繭のな

12月15日（孵化後26日）、５令７日目、繭を

かは清潔でなければならないのでしょう。繭の

つくり始める熟蚕が出始め、口から糸を吐き始

外にフンが出されていました。また繭の外側に

める蚕が出てきました（写真51）。沖縄でも12

は、薄い網目のような糸が絡みあっていまし

月は寒くなり、成長が少し遅いように感じます

た。繭を何かに固定させる必要があり、蚕はま

が、何となく、蚕のようすが変化し、餌を食べ

ず糸を縦横無尽に吐いて自分の体を固定させ

なくなっていきます。

てから繭をつくっていったことがわかります。
３つのマブシでは、製作とちゅうの繭のなか
に、蚕の姿がまだ透けて見える状態だったの
で、そのまま年越しさせることにしました。そ
して16個のできあがった繭は、かわいそうです
が、うらそえ織の工房で聞いた方法を参考にし
て、冷凍庫に入れました。
年明け、１月７日に、年越しした３個のマブ
シを開けると、１つの蚕は繭が完成せずにと
ちゅうで死んでいて、あとは３個の繭ができて

写真50

５令の蚕

いました。１つのマブシに２頭蚕を入れても、

［琉球大学2020.12］

２個の繭ができることがわかりました。

写真52
写真51

新聞紙マブシに入った蚕
［2020.12］

糸を吐き始める蚕

［琉球大学2020.12］

12月17日（孵化後28日）、厚紙に四角の穴の
開いた蚕が入って繭をつくる空間、マブシを置
きましたが、飼育箱の上の方に登ってくる蚕が
出始め、箱からはみ出しそうで、口から糸を吐
き始めている蚕は、新聞紙を巻いてつくったマ
ブシに１頭８ずつ入れることにしました。19日
までに、20頭すべてを新聞紙マブシに入れまし
た。２頭がからんで離せず、一つのマブシに入

写真53

マブシのなかにできた繭
［2020.12］

れてしまったものが２つあり、全部で18個の新
聞紙マブシができました（写真52）。

１月12日（孵化後53日）、２個の繭から成虫

12月22日（孵化後33日）夜、５日前につくっ
たマブシをそっと開けてみると、白い楕円形の
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となった蛾が出てきていました（写真54）。２匹
とも雄でした。残る１個の繭はそのままです。
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なかで生きているのか心配ですが、繭を振って
もわからず、生きていてほしいと思いました。

写真56
雌の蛾と生まれた卵（あちこちに卵が産み
付けられないように紙コップをかぶせてお
いたので、卵が丸く産みつけられている）
［琉球大学2021.1］

写真54
繭から出てきた雄の成虫

ベージュ色の卵は、ゴマ粒の半分くらいの大

［2021.1］

きさです。さらさらしていたのが、２～３日経

１月17日（孵化後58日）朝、研究室に来てみ

つと、赤茶色になり、敷いていた紙にしっかり

ると、残った１個の繭の端からしみがにじんで

くっついていました。あたたかくなったら、卵

いるようで、まもなく、繭から蛾が出てきまし

の孵化にチャレンジしてみようと思います。

た。このときは、完全に出てくるまでを観察す
ることができ、30分から40分ほどかけて、と
ちゅう休みながら、頭から出てきました。口か

②

繭から糸採り
できた繭から絹糸を採ってみました。

らアルカリ性の液を出して、穴をあけているよ

まず糸採りの器具を手づくりしました。空き

うです。疲れたのか、いったん繭のなかに、何

箱に糸巻をつけます。ドライバーに竹の棒をつ

度も引き返してもぐりながら、また羽を出し、

けて糸巻にし、ドライバーのハンドルを持って

体全体が出てきました（写真55）
。この蛾は、

回すと糸が採れるようにしました。繭は、ビー

繭が大きく、雌でした。先に成虫になった雄２

カーの湯につけて、歯ブラシで糸端をたぐって

匹は、しばらくして羽をバタバタさせながら、

探し、糸巻に巻き付け、採ります（写真57）。

先にたどりついた方が交尾を始めました。雌の

蚕が吐き出す糸は、フィブロインというた

蛾は、１匹で500個ほどの卵を産むそうで、楽

んぱく質の断面が三角のもの２つがセリシン

しみです。その翌日、２匹を離すと産卵が始ま

というたんぱく質に包まれ、お湯につけると、

り、感動しました（写真56）。

写真55
繭から出てきた雌の成虫（左・右とも）

写真57
手づくりの糸巻き採り器で繭から生糸を採る

［2021.1］
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セリシンが溶け、２本のフィブロインからなるつ
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の宿命をなんとなくあわれに思いました。

やのある生糸になります。１頭の蚕がつくる繭の

蚕のような長い虫や蛾は苦手な筆者ですが、

糸の長さは1,400mほどあるといいます。

蚕を飼育してみて、一頭一頭に、のんびりして

このとき、繭を２個つかいました。鍋に水を

いたり、よく食べたりと個性があり、かわいい

入れ、２個の繭を入れて沸騰させ、沸騰した

と思うようになりました。

ら、コップ１杯の水を入れ、もう一度沸騰させ

世界中でおこなわれてきた養蚕の歴史はとて

てから火をとめ冷ましました。冷めた湯と繭を

も長いですが、昔の人はどんな風に思いながら

ビーカーに入れ、歯ブラシでたぐって糸を絡み

蚕を飼ってきたのだろうと思いをはせました。

出し、１個の繭から１本の糸が出るようになっ
たら、２本の糸を合わせて１本になるようにし

４．糸づくり実習のポイント

て、ハンドルを回し、糸巻に巻きつけていきま
す。絹の光沢のある糸がスルスルと採れまし

ここでは、沖縄で古くからつかわれてきた植物

た。引っ張ってみると強く弾力があります。絹

繊維３種と動物繊維１種から糸をつくる方法をご

糸はこうしてつくられること、また絹糸で織ら

紹介しました。人間が身にまとい、人間にとって

れた布が貴重であることが実感できました。

もっとも身近な存在である繊維とその糸は、昔か

蚕は、人間が家畜化した唯一の昆虫です。人

ら長い時間をかけて、忍耐、辛抱や根気、努力を

間が絹糸をつくるために改良してつくりださ

もってつくられてきました。昔ながらのつくり方

れ、幼虫のとき、移動して逃げたりせず、成虫

を体験すると、昔と今の時間のかけ方に大きな違

になって羽があっても飛べず、ほとんど移動す

いがあることに気づきます。糸づくりを無心にし

ることはありません。また羽化した成虫はそれ

ている時間は、何となくゆたかでやすらぐもので

から10日ほどの短い命のあいだ、何も食べず水

す。昔の糸づくりのようすを想像しながら、ゆっ

も飲まずに天寿をまっとうします（図３）。そ

くり糸をつくってみるのも楽しくておすすめです。

図３

蚕の一生

［高原社2020：1から筆者作成］
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比嘉春潮

おわりに

『比嘉春潮全集・
1971年 「沖縄の歴史」

第１巻歴史篇Ⅰ』沖縄タイムス社：１-140。
以上、苧麻、芭蕉、綿、絹の４種の素材の糸づ

福建省地方志編纂委員会 1999年 『福建省志・
紡織工芸志』。

くりの教材をまとめてみた。今後、これらの栽培、
飼育を継続し、教材の内容をさらに精選していき

松本由香・佐野敏行 2020年 『沖縄の染め織り

たい。その視点としては、沖縄の染め織りにたず

と人びとの暮らし―家族と地域文化、経済と
ツーリズムから考える―』琉球新報社。

さわってきた人びとの糸づくりの試行錯誤の工夫
や努力、染め織りの歴史の深さに思いをはせなが

宮古上布保持団体

2014年 『宮古上布～その手

技～』（改訂版）。

ら、糸づくりの楽しさ、できたときの充実感、自
己の向上意識などを体感できるような記述を重ね

宮古苧麻績み保存会

2007年 『苧麻糸物語』。

ていくことである。

横山重・東恩納寛悟・伊波普献編纂

1988年 「琉

球國由來記・巻三」『琉球史料叢書・第一巻』

＜謝辞＞

鳳文書館。

本研究で、苧麻糸づくりについて、宮古織物事

＜教材の注＞

業協同組合の神里幸子様、豊見山カツ子様、また
渡久山和子様に、芭蕉糸づくりについて、金城由

１

イラクサ科の多年生草本。別名カラムシ。

美子芭蕉布工房の浅井由美子様にご教示をいただ

２

バショウ科の多年生草本。芭蕉には、実芭蕉（バ
ナナ）、花芭蕉、糸芭蕉の３種類があり、この

きました。ここに深くお礼を申し上げます。

うち芭蕉布の原料となるのは糸芭蕉です。
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