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蚕糸研究第 106号 1978年 4月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No. 106， April， 1978 

生糸品質評価法の解析(第 1報)

米山達雄

緒言

繊維工業構造改善臨時措置法(昭和49年 6月30日施行〉は，今後のわが国繊維工業の知

識集約化をすすめることにより繊維製品の高級化，流通機構の近代化，原料の安定的確保

を促進し， これまでのような国際競争力の付与にのみ専心するだけでなく常に国際的な摩

擦を回避する形をとりながら内外の需要に対応させ，業界を安定的に発展させようとする

狙いを明らかにしたものである.

また，昭和50年7月公表された通商白書では，今後のわが国繊維産業の維持発展を期す

るには従来までの原糸，原反織物等素材的製品の生産部門にウエートをおきすぎてきた産

業体質を再検討し，知識集約性が高く付加価値生産性に富む高級衣料生産部門に転進移行

することの必要性を強調している.

さらにこれと前後して通産省産業構造審議会はその総会部会のとりまとめた各積産業構

造の長期ピジョンを通産大臣に提出したが，繊維産業に関して

a.近年におけるわが国繊維産業をめぐるきびしい情勢変化は，①一般経済基調が低速安

定成長へ移行したこと.②東南アジアの発展途上国を中心に機減繊維生産が急成長した

こと ③圏内繊維消費の動向に著しい変化が現われたことなどによるものである.

b. 今後の需給見通しで内需では所得水準，余暇時間の培大と生活様式の変化などにより

消費面で多くの変化を生じ，繊維製l誌の需要は多様化多品目化し，良品質製品をできる

だけ安価に提供することが望まれる.そして，消費伸率は経済の高度成長当時より鈍化

するが貿易商では発展途上国の迫上げと先進国産の高級品への需要地大により I陥入が急

増し，輸出入の均衡化がすすむであちう.

c. 繊維業界の高度な知識集約化を推進することが焦眉の急であり，アパレノレ製造業の強

化を積極的にすすめる要がある.

などを指摘している.

絹は昔から量的稀少性の衣料繊維であるが，洋の東西をとわずいつの時代でもそれぞれ

の年代人から深い関心をよせられ，最高の衣料繊維として数多い繊維素材の中にあって高

い評価がなされてきた.そしてわが国は過去一世紀以上にわたり世界の絹の最大生産国で
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あり消費国である位置を保ちつつ今日にいたっている.

これからの繊維産業の大勢がアパレノレ産業への指向を強めることになれば絹も衣料繊維

素材の一つであるが故にその影響を受けることは当然であろう.むしろわが国のアパレノレ

産業は高級衣料素材として適応性に筒む縞を抜きにしては考えられないのではなかろう

か.そしてこのことは逆に新しいアパレル産業に適応し得ないような絹は過去の繊維素材

となってしまう危険をも併せてもつことになるとも言えよう.

これまでわが国の絹の用途は和装用織物に偏重してきたが，近年の衣料消費動向の推移

事情やアパレノレ産業への対応を考慮すると，和装関連の消費のほかに編物製品をも含めた

各種衣料用の原糸として用途開拓が必要である

最近の国内機業に供用される生糸のうち，~以上%に近い量は不特定の海外産である

が，わが国の繭生産量の推移からみて今後も一定置の海外産繭糸類の輸入は余儀なくされ

よう. したがって今後わが国に流通する絹原糸としては，園内産繭による純国産生糸，海

外産繭による国産生糸，国内産繭と海外産繭の混繰による国産生糸，生産国ごとに品質性

状に較差のある海外生糸ならびに少量ながら内外原料産の絹紡糸・野蚕糸・手紡糸等きわ

めて多種類のものが併用されることになろう.

一方， この卜数年間にわが国の生糸の品質について種ノ々の問題点が提起されたが，生糸

が製糸業者から機織業者にわたる流通過程が複雑であるためと，必ずしも問題点の真因が

品質に起因するものでないものを最終製品である商品に接する問屋筋のクレームから類推

される生糸品質に対する苦情であることが多いために，生糸の生産消饗両者の見解がかみ

合わぬ場合もみられ問題点の原因が必ずしも明確になっていないことが多い.

しかしながら， これからのわが国の絹の需要を拡大させてゆくにはこれらの問題点が見

過されるべきではなく，生糸の生産消費の当事者はもとより，絹消費者層をも含めたいわ

ゆる川上より川下にいたる各階層の納得の得られるような務:観的な生糸品質;判団法が検討

されることが肝要と考えられる.

布目的は，高級染織専門家として寄名な幾名かの人々による現代の日本の生糸絹の品質

性状についての観方を集録して紹介しているが，その嬰旨を抄録してみると次のとおりで

ある

a. 日本生糸が靴下用原糸としての適応注を高めるようになってから産地による特長やも

ち昧が失なわれる傾向が任じ，例えば篠件用の柔らかい絹と，上衣用のお召に向く絹と

の産地別生糸の選択が困矧となったし，また繊度偏差が小さくなって織ヒりが平滑化

し，絹らしさが表現しがたくなった

b. 現代の精練法による糸には昔のわら灰汁で絞ったたに|旬じ味を期待することは不可能

である.主査光剤入りの精練剤によるものなどギラギラとして落ちつかず純白には仕上る

が黄濁変が早く，染めむらも生じやすい.絹鳴りも微弱になった.昔のものは純白では

ないが真珠の光沢に匹敵する絹光沢をもち握れば爽快な絹鳴りがした. これから新しく

よいものを生み出すためには古代裂〔絹)の性状を研究する要がある

c. '1翁入白糸が多く使われた江戸中期以前時代の絹は11嬰が強くしかもしなやかさがある
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が，中J~]以後になると時代が下るほどにそれらの特長は稀薄化してきている.

d.現代の絹縫糸のきれやすくなったことにおどろく.

など.

人間国宝級を含む織り，あるいは染めの名手たちのこのような所見は現在一般に流通し

ている絹製品だけしかみていない者にはいささか現実ばなれの印象がなくもないが，わが

国の絹需要が大きい転換期にさしかかりつつある今日，改めて生糸あるいは絹の本質につ

いてみなおす意味で一つの標石とすべきものではなかろうか.

このようにみてくると明治末期から今日にいたるまでのわが国の絹生産技術(蚕品種・

養蚕・製糸・加工・製織〉の進歩発展は腔目すべきものと一般に信ぜられている半面に，

真の高級絹の原糸として期待される品質性状に関する限りなお問題点が残されていると考

えるべきであろう.

わが国への生糸，絹織物類の輸入増大は今後も当分の間さけられないような状況下にお

いて，国産生糸が海外生糸と徒らに競合することなく，健全に将来を少む途を求めるとす

るならば生産費問題はさておき和洋装のいずれをとわず各種衣料品のそれぞれの機能への

適応性を彼に比してより高めるなど品質面での優位に立つことへの配慮が肝要と考えられ

る.そのためには今日の課題として“生糸品質とは何か"が閲いなおされ，“生糸品質評

価のあり方"が再検討されるべきものと考えられる，

このような主観をふまえてわが国の絹の生産・流通・消費の形態を，原糸である生糸の

品質・性状の評価基準の歴史的変遷過程に煎合しつつ，現代のわが国生糸の性状品質が形

成されるにいたった由来と原因を解析し，今後の絹需要拡大につながるような素質を備え

た生糸生産のための3J質評価管理のあり方を考察するのが本論の企図である.

論旨を展開する手だてとして次のような項目を設定する.

第 n主:わが国の生糸性状品質変遷の史的考察

1. 古代絹の研究にみる絹繊維性状の変遷

2. 近世以前における絹の需要事情の時代性と生糸品質評価の動向について

第 2章:近世における生糸の需給流通事情と品質評価概念、の形成過程

第3章:生糸の国際商品化時代の展開と近代的に日質評仙17去の形成過程

第 4章:内需転換以降の生糸事情と派生した問題点

第 5章 今後のわが国における生糸の品質評価と管理のあり方についての若干の問題提起

と考察

誌面の制約もあるので本号では上記緒言と本文のうち第 I章までに止め第 2章以下は次

号に続けることとしたい.本文に先だちこの研究にご懇篤な指導助言を賜わった京都工芸

繊維大学教授布目順郎博士に対し深謝を申し上げ，また校閲と適切な助言を戴いた蚕糸試

験場製糸部長小河原貞二氏ならびに同|珂谷製糸試験所長吉住章氏に厚く謝意を表する.
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第 1:章 わが国の生糸性状品質変遷の史的考察

まえがき現代における生糸品質の評価基準と言えば，まず生糸検査規則に定められ

た生糸格付法が怨起されるが，わが国の生糸検査制度は明治29年(1896)に発足し，昭和

7年(1932)から輸出生糸検査が，昭和16年(1941)からは国内生糸検査がそれぞれ強制

検査として行なわれるようになり，その問検査内容に若干ずつの修正を重ねながら今日に

いたっている.本制度が発足する以前の，古代から江戸時代末期にいたる間の生糸品質の

評価はどのようになされていたものかについて，時代的に考察してみたい.

現行生糸検査法を仮に近代的生糸品質評価基準と呼称するなら，江戸時代末期まで、の評

他基準などはどのようなものであったか.一言でいうならば，基準というようなものはな

かったと考えるので妥当であろう.権力の強制によって余儀なく布自生産を行なった古代

はもとより，繭作り，糸挽き，機織りが同一人で、行なわれた自給自足の生産形態が普通で

あった中世期時1-1;;，さらに生糸生産と織物生産が分業化した以降にあっても，原糸である

生糸品質の評価は製品それぞれの織りにたずさわる人々の長年の経験のつみ重ねによって

培われ会得された五感による一種の「勘」にたよって行われていたと忠われる.

平安時代における上糸，中糸，島〔粗)糸といった区別も，その区分のきめてが何であ

ったかは明らかでない.強いて推理すれば当時宮廷直属の高級衣料生産部門2りには朝鮮・

中国の先進技術が次第に定着していたことにより，帰化人である機織専門家たちの判断や

見解をもとにした触感や光沢感などによってなされたものと考えられる.しかし古代から

江戸時代を通じて個人の主観による莫然として抽象的にみえる評価で、あるが，錦なら錦，

羅なら羅，平織なら平織というように専門的に長年にわたっての生産経験のつみ重ねによ

って得られた鋭い勘による評価概念の効果は，それを非科学的として一概に無視し得ない

と忠われる 江戸末期当時に，各地で生産される生糸にはある程度れぞれの地域的な特徴

が把握され，製品目的に沿って比較的適応性の高い品質の生糸が選択されていたであろう

ことは緒言に紹介した専門家たちの言葉からも推察さるれが，これらのことは勘による評

価概念の効果を端的に示したものと考えられるからである.

近年国産生糸の品質の画一化現象がしばしば話題になるが，和装用織物偏重指向から脱

却し，絹の需要を別分野各種衣料にまで拡大をはからなければならない現状において，旧

い時代における品質評価概念の動向過程を再検討してみるのも無駄ではないと恩われる.

このような観点から古代から近世にいたる間のわが国の絹の需給流通消費事情の時代性と

生糸の品質評1illi概念、の動向を考察してみたい.

1. 古代絹の研究にみる絹繊維性状の変遷

わが国の絹製品の原糸として 生糸の性状品質の時代的変遷を述べる前段階として，ま

ず生糸を構成する絹繊維 (brin)のそれについて考究する.

布目 18，19)は古代から近世までの地域的あるいは時代的に蚕糸技術の変遷や特質を探求す

る目的で、各時代における各種絹製品多数についてそれらの絹繊維の断面計測値〔断面完全
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度，断面積〉などの調査を行なった.これにより従来までほとんど推測の域をでなかった

古代から近世にし、たる当時のわが圏の絹繊維の性状とそれぞれの時代的特色についてある

程度の科学的解明がなされているので，その研究成果の一部について概要を紹介する.

ここにいう断面完全度とは繊維断面の最長径を直筏として揃いた円の面積に対する繊維

断面積の百分率で示される.繊維充実度ともいう(第 1図). 

第 1図 断面完全度(断面充実度)

A 繊維断面〈斜線部分〉面積

繊維断面の最長径

繊維断面度=A/π('/，)'X100(%)

断面積は繊維の太さを示す.糸質との関係では，比較検討する場合には断面積の方が冗

全度よりも信用度が高いとされる.

供試材料はわが国古墳時代(4 ~6 世紀〕から始まり，奈良・平安・鎌倉南北朝，明治

の各代』こし、たる各種絹製品遺物によるもの 114例で形態的には塵挨とみなされるものがほ

とんどであった それに昭和時代における15種類の蚕品種にわたる絹繊維を加えた 129例

について調査された それらの断商完全度，断面積，ラウジネス繊維の程度の時代的平均

値ならびに前二者の“平均値の信頼限界の幅"の時代的平均値をー去とすれば(第 1表)

第 1表 日本産絹繊維の断面完全度・断面績及びラウジネス繊維の程度の時代別平均

値と“平均値の信頼限界の幅"の時代別平均値

ラウジネス|完全度の平|断面積の均|

産地i時代 i断面完全度|断而積 (/22〕| |習院長持|鶴自信|齢、撒
繊維の程度|の幅 1':韻 l 

l古墳， 61目 6土1.27' 67.8土 4.11， 一 |土2.93 ，土 3.68' 43 

奈良 I55.9土2.271 68.4土 4.92I 0.38土0.23I士3.42 1 土 5.421 21 
日

平安!58.9土9.721 79.4::1::44.4810印土0.691 土4.48 1 土10.341 4 

-・高主一明 58.2土3.561 61.3::1: 6.6310.20土0.24 土3.82 土 5.65 20 

明治!59.5土1.791 103.4土10.3210.31土0.22 土4.15 土 8.15 26 

本|昭和 I62.0土1.531135.5土15.5511.59土0.61 土3.94 土 8.02 15 

M ド9.4山 |ω… 土3.79
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となる.

またこれを図示すれば(第 2図) (第 3図〉となる.

鎌倉

平安市北朝
Ar B 

古墳 奈良 明治昭和

て。14月
11¥ 、、、、

¥A 、、、、、、
B ¥ -F

 A
 〆

55ト50ト 1

' 

C~~.._......・...4l.
・..........--、

・・・山晶
、t-.・・・・・・・・ ....-.....-. 

5QL OL 0 
500 1000 1500 ~ ..2QOO 

西暦年 (A.D.) 

第 2図 日本産絹繊維の断面元全度断面積及びラウジネス繊維の程度の時代的変遷

A:断面冗全度

B:断面積

C:ラウジネス繊維の程度

第2図によれば，断面元全度については昭和に最大で以下古墳・明治・平安・鎌倉南北

朝・奈良の)1鼠，断面積について 昭和に最大で、以下明治・平安・奈良・古墳・鎌倉南北朝

の順，ラウジネス繊維の程度については昭和に最大で以下平安・奈良・明治・鎌倉南北朝

の)1偏になる.第3図によれば，断面完全度，断面積とも平安に最大で以下明治・昭和・鎌

倉南北朝・奈良・古墳η順になる.

現代の絹織惟の断面完全度及び断面積は繭層部位，蚕品種，飼育条件その他によって異

なることがわかっているが，断面完全度についてみれば繭層の外>中>内の順になり，蚕

品種では大体において中国種>日本種>欧州|種の順になることが認められ，断面積につい

てみれば繭層の中>外>内の順になり，蚕品種では欧州種>中国種>日本種の順になる.
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第 3図 日本産絹繊維の断面五全伎と断面積のそ，;lぞれの“平均値の信

頼限界の幅"の時代による推移

A:断面完全度

B:断[ilj積

しかし天候や飼育条件の相違は断凶l安全度，断面積の大小iこ石干の影響を与えることもわ

かっている.判然としていることは断面安全度，断面積ともに時代的に変遷を示している

ことである.

天体において時代的に向上を示していることは，まず益蚕技術(ここでは単に飼育技術

に止まらず栽桑，蚕品種の改良保護取扱いなどを含めた汎意〉の進歩によることと，ある

時代に他国からの蚕種の移入によっていることが考えられる.古墳時代の繊維がきわめて

細かったことの原因としては当時の蚕品種が三眠蚕系であったことがー而で想像される

が， 5 l住紀以降中国との通交や帰化人の地大とともに移入された新品種の影響も考えら

れ，養蚕技術の進歩によることと併せて経時的に向上をみたものであろう.

なお，絹繊維断面積によって 5齢壮蚕朝の桑児休長の推定が可能である.このことは体

長の倍率を 2来した値がその個体が日土出した繊維 (brin)の断面積のおよその倍率を示す

とみられることから“体長と繊維断面積との関係曲線"を描くことにより推定される. 乙

れによって供試材料の繊維を生産した 5齢蚕児の体長を推定してみると，わが国の古墳~

奈良時代の体長は約4，7cm，平安時代のそれが約 5cm，鎌倉南北朝時代が約4，4cmとなって

し、る.
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これらのごとは，服飾文化の開熟期jにあった平安時代における蚕糸業への関心度の高

さ，蚕糸技術水準の高さ，そしてそのことは対照的に常に戦陣生活を念頭におくような質

実な武家政治の鎌倉時代における絹及び蚕糸業への関，ひの減退事情が断面計測値の変化に

反映しているものと考えられる.

ラウジネス繊維の程度については元来概して欧州種に最大で日本種，中国種の順にされ

ているが多糸量系と称される最近の蚕品砲に発現数量の大きいことが判然としている.し

かしこれについては蚕品積の先天的原因によるとと以外に産繭製糸加工工程の原因による

ことも考慮に入れる要があろう.

氏は向調査研究の結果を総指して，絹の発祥以来数千年後の現代にいたる問の時代性と

産地(日本，欧州，その他〕により，絹繊維そのものの性状やその製糸加工法などに特色

が認められることと，絹繊維の陀史的，地理的変遷，ひいては蚕糸業の盛衰と深い関係に

あることを推定している.

さらに布目は正倉院の各種繊維類の調査22)において，絹繊維断面計測値，ラウジネス繊

維の程度などの解析を行なった結果要旨次のように述べている.

日本製品の産地別に平城京との距隊と断面計測値の関係をみると，畿内から遠隔地に属

する諸国(常陸， ヒ野，伊予，土佐，甲斐，伊豆〕産のものは伊豆を除いて計測値は完全

度，面積ともに小さく，畿内から近国に属する地域(近江，紀伊，播磨，丹後，阿波， j賛

1岐〉産のそれは丹後を除いて比較的大きかった.この結果によって近国各地の蚕糸技術

(蚕品種，栽桑，育蚕などの〉は遠国のそれに比して水準が高かったことや，丹後，伊豆

などの数値は気候風土条件からの例外であったことが推定される.そして繊維断面計測値

の小さい国k の生産になる織物の織目は計測値の大なる国々の同種生産物のそれに比して

概して粗であること.また，断面積において，絡〔あしぎね〉の繊維よりも錦，絞，羅な

どの高級品とされる絹織物の繊維の方が大きいことや，前11などの繊維の断面積はきわめて

小さいこと，さらに経糸繊維の断面積は総糸繊維のそれに比して大きい例が多かったこと

が確認された.断面積の大なるものが高級織物や経糸用原糸に多く用いられていることは

織りに際しての耐摩擦強度を考慮して選択していたことを推定させるが，断面計測{直の大

小が繊維の優劣と合致するとし、う通念16)を立証するものと考えられる.

所蔵絹製品のラウジネス繊維の発生状態、をみると，繭糸に先天的に発生原因を包蔵して

いたと思われるものは認められず，繰糸，精練，合撚糸，製織などの加工工程中に発生し

たものと推定している

同氏は，以上の各種調査によって現代に広くつちかわれている絹繊維に比し古代の絹繊

維が形質的に概して繊細なものであったことから，それらの構成する原糸によって作られ

た絹隔が柔らかく光沢に寓み， しかも丈犬な状性であったと推定できると報告している.

以上は布自の研究によって明らかにされたわが国古代(弥生文化中期から奈良時代頃〉

当時の絹製品を構成する絹繊維の性状と，その聞の変遷事情の概要である.それらの絹遺
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物の種類は織物，編物，紐，縫糸，束Ij繍糸など各種各様にわたっており，また織物につい

てみても古墳時代のものは無伎の原始織機によるものが大部分であり，中には繭をまわた

として紬ぎだしたと考えられるものも含まれているので，必ずしも当時の繊維の性状がそ

のまま原糸生糸の性状を示すものとは限らないにしても前記の絹遺物の研究と併せて当時

のわが国の生糸在!状の地域的，時代的な相違や当時でも製品目的別の糸使いの区別がなさ

れていたことなどがほぼ推定できる.

2. 近世以前における絹の需給事情の時代性と生糸品質評価の動向について

わが国における絹生産のはじまりの時期は不詳であるが，弥生文化時代中期(西暦紀元

前後期)に造営されたと推定される立岩遺跡〔福岡県飯闘りから発見された刻卜な平織

物の素材が絹であることが確認された事実20)から，少なくともこの当時すでに幼稚な技術

で僅かながら絹生産が北九州地域で叩主行なわれていたとみることができる.同時代に生産

されたと推定される平織物の例が北九州地方に数例あるが他の地方には全く絹が発見され

ていないことや，それらの平織物の性格がし、ずれも太い甘撚りの糸を用いてきわめて粗い

織方であり織機も無笈の原始的なもので織ったものとも恩われることから，わが国の絹出

生産のはじまりは紀:Jl:iiij後期よりさして速くはないこと，そしてさらに，断面計測値にお

いて朝鮮楽器lとの類似点がみられることからわが国の養蚕技術は朝鮮から北九州地方に伝

えられたのが最初であり以後次第に東方へ伝帰していったものと推定されている 21)

当時の生糸生産法として，土器などの谷訟で柔らかになるように煮上げた繭から竹や草

茎などを用いて緒口をさぐり l:f:lし，主主貝類の貝がらやl¥idIを中心に回転する木製の糸枠に巻

上げて糸とした25)と推定されているがこれを無箆の幼稚な繊具によって布市としたもので

あろう.

-*書によれば紀元前後の時期のわが国(倭国)は多数部族国家から成立しており 3由

紀ごろにかけて北九州地方の部族国家と朝鮮〔楽浪・借方)や中国(後漢・三国〉との|間

にはかなりの通交が行なわれていたとされるが，北九州地方は他地方に先がけて大陸の各

積の生産技術が導入されやすい条件にあったことは容易に理解できる.

しかし， この頃までの絹生産は比絞的文化度の高い氏族社会においてのみ僅かずつ生産

されていたものであり，製品の品質が問題とされる以前の時代であったと考えられる. 4 

世紀前半期に倭国は大和朝廷統一国家になると大陸との接触が深められるが， とくに応神

帝の治世の頃ーから主として朝鮮からの帰化人が，やがて朝鮮経由で中国からの帰化人がそ

れぞれ地大した.

大和朝廷はこれら帰化人たちの雨水準の専門技術に着目し，彼らのもつ技術をわが国に

定着させるべく努力した.とくにその絹生産技術を支配権力階層の衣料供給のために重視

し，帰化人たちによる専門的特殊産業としてその技術推進には力を注ぎ，やがては彼らを

ゆ央のみならず地方に分遣させ極力絹生産の地大につとめるところがあった 1，5，9)

538年の仏教伝来以降の飛鳥・白ffjl，文化時代を経てわが国の絹需要量はますます地大し

たのて、朝廷はさらにわが国の絹生産の奨励策を強化した結果6世紀末には養蚕地域は中部
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地方にまで鉱大した10)• 

645年の大化改新を経て， 701年の大宝律令の完成により氏族fljlJl交が廃され，諸国令人民

』こは朝廷により租・!者・調を探せられ，桑の栽植や絹の上納が義務付けられることになっ

た.つまり租は米の現物上納を，調は生糸や麻布の上納を，また腐とは・定時間の労働力

の提供をそれぞれ義務付けられることを意味したが，庸の主要事は各同司の命に従って縞

織生産に従事することであった.

!請による生産絹自の大体は絹・純(あしぎね〉・給(かとりなど製織の容易な平織物

であった26) これによって絹生産地域は九州から東北の一部にまで、及んだが8由紀末の桓

武帝当時には主要生産地帯は近畿・中国・四国であった川.

908年随行の延喜式による生糸調達国は東北地方を除く全国に及んでおり，糸質によっ

て上糸国・中糸国・愈(組〉糸国に区分されている.上糸国は近畿中国東海地方を中心に

12ヶ国(伊勢・三河・近江・美濃・但馬・美作・備前・備中・備後・安芸・紀伊・阿波)， 

髭糸国は関東とそれに近い中部地方11ヶ国〔駿河・伊豆・甲斐・相模・武蔵・上総・下総

・常陸・信濃・上野・下野〉であり，その他25ヶ国(伊賀・尾張・遠江・若狭・越前・加

賀・能登・越後・丹波・丹後・悶幡・伯者-出雲， j需磨・長門・讃|岐・伊予・土佐・筑前

・筑後・肥前・!肥後・日向〉が中糸国とされる%引が， 生産技術が早期に定着発展した地

方や宮廷の蚕糸生産奨励策が普及しやすかった畿内とその周辺諸国あるいはとくに気候的

に条件のよかった一部に上，中糸国が集中しており，逆に駿河以東の後進地方寒冷j也に免

糸国が多い.そして宮廷に生糸を調達するほかに縞吊の司M遣を行なった国k として」二記の

上糸国の全部と中糸国25ヶ闘のうち九州 7ヶ国，長門を除く諸国が挙げられており，絹よ

り一段 F級とされた絡の調達を行なった閣ノセとしてイ部長を除く食糸閑 10ヶ国が記録さ

ーれてし、る7)

ιれらの上納生糸は宮廷直!陪の生産機関としてl没置された織部司，内染司，縫苦ji司など

によって衣料化されたが，当時すでに錦，絞，羅などの高級織物が作られ，また閣議・爽

織・蹴説などの高級染色が可能であった21)

政府は全国から集積された衣料を米とともに宮廷貴族や社寺に対し知行として現物給与

をitなった23，28).

このように平安朝時代における絹生産は質量ともに大和期時代の水準をはるかに上まわ

っていたことがわかるが，支配権力の強制による生産であり，庶民の生活向上に役立つ健

全な産業ではあり得なかった.生糸，織物の生産技能に;皆干の熟練はあったとしても品質

向上の意欲は稀薄なものであったと忠われる. 9世紀の頃すでに各地から上納される生糸

手潟市の上納期限の遅延とか品質の粗悪北が問題とされていたが3〉， 中火権力の圧政と搾取

に対する抵抗がそのような形で表われたとみることができる

12世紀にいたり朝廷'-1"心の'1'央政権体制が崩壊し，租.Ip用.Ip明;司!

:江d止占E己止占~j 的i消角削1費寺階層で、あつ 7たこご，官白廷E貰ta族矢の没 i絡洛によつて絹の F刊i 一産i消向賞事怖は一及変、した.

1192年に鎌倉幕府の創立をみたが，やがて 1334-13921 1 の南北朝抗争，室町 11'~'f~の小康

の後1467-1477年の応仁の札， 1485-157311の戦国時代と推移する聞の国内の絹生産は低
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調をきわめたとみてよい山.しかしここで注目すべきことは権力の強制による生産体制は

消滅したが庶民が自身の衣料生産のために僅かで、はあっても自給自足的な絹生産の意欲を

残していたとみられることである.これが地方に割拠した有力武家の自己の版図における

民業保興をはかる動きに{'Iこなって絹生産が民主ーとして徐kに紋付く端緒と伝ったと考えら

れる.さらにこれを助長するのに大きく役立ったのは染織専門職人として都にあった人ノセ

が騒乱を逃れて地方に退避疎開し，その地の生産技術水準を向上させたことであった30)

室町時代の151並紀前半期lは応仁の乱以前の社会治安が比較的平穏な期間で、あるが，足末IJ

義満治i世当時の絹生産国を地方別にみると関東では上総・常陸・上野，中部で越前・越後

・JJI頃・能登，近畿で丹波・幡熔，中国が因幡・伯者・出雲・備前，四国で伊予，九州、|で

肥前・豊後・豊前・日向・大隅の19ケ凶であり延喜王1'-1均の64ヶ国に比べると三分のー以下

である.とくに近畿・中国・中部・四国地方の衰退は著しかった山.このような社会事情

ドにあった当時，なお調IIkながら絹生産が維持されていた国々の生産品はすでに地域の特

産的な存在であったものも少なくない.このことはうちつづく戦乱を逃れて地方に疎開し

たかつての宮廷機l刻所属の染織専門職人たちが，中央権力の絹生産強制力の弱体化ゃある

いは席調制の廃止に伴う衣料織物の商品化への動きとそれに伴う地方民業として絹生産業

の発端に影響され，やがて商品作りの独立手業者と変身し，さらには同業者団体として

“座"31)を形成していったことと深い閣係にあると考えられる.

このような生産体制の変化はかつて強制労働下にあって規定された技術の固守に止どま

っていた羽門職人lこ当n'0'とはL七校にならねほどの技術的創意性をリ1/Liすことになり，疎開

先の国で生産されたそれぞれの地域周土特性をもった生糸の性絡に適応する類いの織物創

出のために波多の:f!j機拘IJを重ねたものと忠われる.

奈良・平交初期|時代のようなIIJ国風そのままの模倣でなく織物の組織や紋様のうえに次

第に [1本的な極1*1脅好がとって代るようになったものもこのH寺代の絹織の特長であった.

主I1IJ時代から戦同時代にかけて地方向Jに特長ある絹織物が生産され，商品として都の i官

場に山まわる仔IJは少なくなかった.

京荷部lとその)周苛i辺4て、は大7含合雪令7人 (オ訪占おとねり)の絞 .λ大j浮1君jtの藤級練u絹.人

は丹後のt，b'以k好了.加賀の約・美濃の上JIe 尾張の八丈・'市ーl盗の市111.上野綿などがあげられ

る4，8)

別の文献によれば，上，k~のほかにイ 1 見和h ・阿波絹・紀伊綿・常陸綾などが挙げられてい

る32)

室町時代から約 200年後， l~H~氏の文配力がi確立し，厨 I}iが平静化した16世紀木慶長 2

年(1597)当時の紺生産国は足利時代に比べて丹波が消えて丹後が挙がり，信濃，美濃が

新たにに力11わっているにすぎないが13)衣示された医Ikは著名生産国であり表に洩れたお

国の中にも地方的に支配者層の保護奨励のもとに絹生産が貯まれ，その生産物は支配者に

対し租税的に徴収される例もあった 10が，やがてこれら地方の中にも機業地として成長し

た場合もあったと推定される.へつがて~，i~生産が農民の室内 (1 事として蚕飼い，井挽り， f幾

織りの一貫形態であった常態から機織りの分業化が進み，地方民業としての総生産の確立
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を促がすことになったものと考えられる.生糸品質の点では国産糸は中国糸に遠く及ばな

いものとされ，支配権力階層のための一高級衣装用の綿織物生産には中陛期末から中国糸が

必需品として大量に輸入使用されることが江戸時代中期までつづくのだが15)，しかし品質

的には及ばないといわれながらもわが国の各地で生産される生糸がその地域特性を生かす

絹製品の原糸として重用され，当該地域を次第に機業地として発展させたことは注目され

るべきである.
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