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蚕糸研究第 109号 1978年12月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No. 109， Dec.， 1978 

生糸品質評価法の解析(第 2報)

米山達雄

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

まえがき:近世江戸時代における絹生産ii':費事情の経時的推移をみることは，わが国の

蚕糸業・絹業が民間産業として確立してゆく経緯をみることにほかならない.

17世紀後半期 1680年代ごろからの著しい絹織物国内需要増大現象と， それまでの明国

からの大量の輸入生糸(白糸〕の大幅輸入制限(貞享 2-1685年〉によって国産生糸〔和

糸〉の需要が急速に高まったが，これに触発され以降幕末に近い天保改革(天保 12-1841

年〕にいたる間?わが国の絹生産業は生産形態において従来までの農家の副業的な繭から

織り Iこいたる一貫方式から，種とり〔蚕種製造〉 ・蚕飼い〔養蚕〕 ・糸挽き(製糸〉・機織

り(機織〉の工程別に分化を次第に進め，生産量と生産技術においてはそれぞれの工程別

に大きい発展をとげている.

本章では江戸時代を通じての絹需給動向の変遷と蚕種・繭・生糸・織物の商品化生産へ

の転換に伴なう必然的な品質評価概念の形成について，とくに生糸の品質評価が多様化さ

れた絹織物の種類とそれらの機能に対応した形で、形成されてゆく過程について考察する.

1. 絹需給動向の経時的変遷事情

(1) 江戸時代における絹消費形態の推移概況

16世紀末期豊臣氏最盛期当時の絹生産地域は延喜式 (908年〕当時に比して 1/3程度に

減少しており，西陣が支配権力者の重厚な保護のもとに中国大陸からの輸入生糸(白糸〉

や輸入された先進技術・織機などによって支配階層用の高級絹織物生産で繁栄していたこ

とは例外で，全国的には北陸・東海・関東その他辺地において主としては農家の衣料自給

自足の目的で蚕飼い・糸挽き・機織りを一貫して紬などを主体にした質朴な絹生産がみら

れているにすぎなかったことはすて、に前章でふれた

江戸間府 (1603年)以降 17世紀前半期の江戸幕府の産業振興施策の中に絹生産の発展

助長のために積極性を示したと考えられるものはほとんどみられず，むしろ被支配層の絹

物着用の禁止とか，米作確保を期するために桑を含む特定作日の本田本畑への栽培禁止39)

などの措置に示されるように絹の国内生産には消極的であったとみてよい. したがってこ

の当時までの絹生産事情や一般社会における絹消費の関心は 16世紀ときしたる差異はな
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かったと思われる

寛永年間(l624~'43 年〕には幕藩体制が整備しわが国の封建性社会が完成されるが，

この頃から文治政策がすすみ泰平社会が展開する そして民生の安定・生産の増大・商品

経済の発展・生活水準の向上などの様相がみられるようになるにしたがL、17世紀後半に

すすむにつれて一般大衆にも服飾への関心が深まり，衣料品は代表的な流通商品とされる

時代が訪れる.

当時被支配層の絹物着用禁止令は実存したが庶民の服飾に対する関心の高揚の前には次

第に影のうすいものとならざるを得なかった.絹はと下社会の衣生活の領域にとどまらず

美術工芸の分野をも含め， 17 世紀後半の元禄期 (1688~1703 年〉の頃には社会的に絹の消

費量はかつてみないほどに増大する.

寛永年代(l624~ う 43 年〕における中級以下層の武土の衣服は夏に麻・冬に木綿が普通

で絹の着用は稀とされていたのに，宝歴年代(l751~'63 年〉には下級武士の次・三男の

平常着に羽二重，ちりめんがつかわれ，切手口・安永年代 (1764~ '80年〉になると武士は

単物(ひとえもの〕にまで黒ちりめん，羽二重が常用され，縞こはくの肩衣に仙台平(ひ

ら〕 ・安中平の袴，朱子， どんすの乗馬袴が流行した.中以下の町人層にもこの気運は浸

透し元禄年間 (1684~1703 年〉には町人は羽二重・ちりめん，大工などの職人に冬は八

丈・夏は明石綜みが珍しくなくなり，また農民百姓でいえば江戸開府の当時 (1603年〉近

在の名主層が布子(麻〉に縄の帯，髪をつかねるにもわらが普通で‘あったのに天明期 (1781

，周年〕には越中での例として女房や娘らが紗ちりめんを求めていたといわれる40)

絹消費量の増加は 19世紀に入っても引きつづくのだが， 18世紀末の貨弊価値の下落に

伴う物価騰貴，外国船の日本近海への出没，各地の食糧飢箆などによる世情の不安定をみ

るにおよび，やがて天保 12(1841)年のいわゆる天保改草令によって大幅に絹消費の規制

を余儀なくされるにいたり，それまでの 100余年間にわたる漸増状態で推移してきた絹消

費事情は以降幕末までー頓座を呈するのである.

(2) 養蚕地域の拡大と生糸絹産地の分布形成

幕府は中世桃山時代に引きつづいて，西陣の織物手工業者に対して手厚い保護政策をと

ったので西陣機業はますます独占的地位を確立し高級な各種絹織物の生産では量的にも卓

抜した存在となるが，西陣機業がもっぱら依存した白糸の輸入量は慶長 (1596年〕以降年

々増大し寛文年中(1661~'72 年〕には輸入年量が 20 万斤に達し，当時の輸入貨財中の最

多額を占めるにいたった しかしこれにより幕府財政の行詰りを招来したので幕府はつい

に貞享 2(1685)年白糸輸入量を大幅に制限して従来の約 1/3に止める一方，元禄 10(1697)

年以降は西陣の原料生糸の不足量を国産糸(和糸〉によって補う方針を打出した 41)34)

この和糸使用の奨励が国内の生糸生産を大きく促進させる契機となったが，おりから園

内の絹消費量の激増現象と相まって 18世紀以降各地に養蚕の勃興を促がす結果となった.

幕府は西陣に和糸使用を奨励するかたわら，地方問屋に和糸集荷に努力させこれを西陣

に移送させたが42)，これら国産糸は登せ糸と呼ばれた.

登せ糸の沿草は寛永中頃(1630年前後〉からで最初は美濃・近江が産地であったとされ
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るが，貞享 2 (1685)年の白糸輸入制限以後その産地が上州，信汁1，奥羽地方にも肱大し

た 4)1)

これよりさき，幕藩体制のもとに泰平が確立した当時から地方各存在でも藩財政の健全化

のための殖産として絹生産を奨励した例も少なくないが， とくに貨弊経済の進展につれて

噌大する貢租の重圧を軽減するため労働力再生産の手段として販売を目的とする商品とし

ての生糸生産・絹生産に力を入れる例が多かった 早い例としては慶長年間(1596~1614

年〉からの博多藩，寛永一寛文期 (1624~'63年〉の土佐藩，天和 (1681 年〉の仙台， 福

島藩があるが，中期以降には元禄 (1688~1703 年)に津軽藩，宝暦期 (1751~'63年〉に

熊本藩，安永期 (1772~'80年〉に米沢藩， 寛政期 (1789~1800 年〉に白河藩， 文化期

(1804~'17 年〉に和歌山藩，文政期 (1818~ヲ29 年〕に秋田藩などがあり， その他福井・

甲斐・加賀・信州、!上回などの各藩が挙げられる43)ー

別文献によれば，宝暦年間 (1751~'63 年〉当時の養蚕国として挙げられるものは， 山

城・河内・摂津・越前・丹後・但馬・播摩・侃i中・伊予・筑前・豊前・豊後・日向・甲斐

・信濃・駿河・伊豆・武蔵・常陸・上野・下野・陸奥・出羽の諮問としている 15)

絹の需要増大は次第に過去の，農家による繭生産から絹織物生産までの副業的一貫生産

形態から織物生産分野の分離を促がすとともに農家による商‘品としての生糸生産を拡大さ

せ，その結果として養蚕製糸技術水準を大きく伸長させたが，これについては後節でふれ

る.

元禄~享保期 (1688~1735 年〉頃の約 50 年聞に西陣以外に博多・丹後・長浜・美濃・

加賀・桐生・八王子・秩父・伊勢崎・足利・甲斐・結城・福島・仙台など各地に絹織生産

が勃興した、絹織物以外に木綿・麻織物生産も多くみられたが，明治以降全国的に織物産

地として著名となった大部分t士、江戸時代中期に確立したものであった44)

このため登せ糸として西陣に送られるのみならず近在の機業地の需要をみたすために各

地の商品としての生糸生産はさらに発展した，

17世紀から 19世紀にかけての諸国の絹織物・生糸生産の経時的事情について元禄 4

(1691)年刊の「日本鹿子」・享保 17(1732)年刊の「万金産業袋」・天明 (1870) 年代

刊の「絹布重宝記」の内容を比較し，さらに幕末慶応当時の実情を対比させて庄可は次の

ように解説している 16)

まず絹織物産地は左欄に表示されているが元禄・享保・天明各期間には若干の変化がみ

られる すなわち，元禄期 (1688~1703 年〉には山城・和泉・丹後・加賀等は西陣を中核

的存在とした精巧な高級品の産地て、あり，その他の地方は概ね絹・紬(綿)の産地と糸の

産地にわけられる

庄司17)はこれについて生糸生産との関係で、みれば高級絹織生産地京都周辺の原糸は信濃

・飛騨・下総・武蔵・岩代などの生産生糸が登せ糸となったものであり，紬生産の方は繭

そのものの未発達・製糸技術の未熟練がもたらしたか，または一般用として上糸販売後の

くず繭を原料とする生産であったかの何れであろうとみている

なお，羽三重は当時としては上級織物であり，撰糸も羽二重の同類であるが西陣産のも



163 

第 1表絹織物・生糸生産地

XFU平行|享協議片隅2ml元幡町7')

山域開信号抑羽耳石~I翌日開~=:ml
和泉 1界織
丹波 i和地糸 l 
丹後!撰糸・紬 l丹後絹・太織 |ちりめん・絹 l言語むよ議Z-綾の

但馬 l綿・岩絹・糸
殉!綿・紬 一一つー←一一一一一「妄藻F夜干一一l

近江 l長評議坂本糸|繍綿日駅南「羽二重ちりめん lFirr駅午
美濃 i糸綿・絹 ちりめん・撲糸 i 

飛瞬間・紬 |紬・縞 手町話予言重・りん

み上回縞綿 「日綿〕 !?議員i議九
加賀|主主糸・撰糸・羽臨盟主丸岡絹 問主総撰糸 詰;当誤算電力で絵
越中 l白川糸

越前|絹 御召綿・献上綿 士重糸・紛ア綾緯糸・羽
竺"'=-----1_一一一一一一上ー←一一←一一」←←一一一一一」三重工直光主旦並L

日野絹・新田J1図上)-[-[絹(藤岡:・秩父ちりめん総子煩・紹・上)-[糸・白地織・経糸

上野 i絹・糸綿 伊首明暗申告斜面高官議彰んす(朱子

絹〔足利・伊勢崎〕 城紬(玉糸〉

|結城紬 結城紬 l 

l需主計幹部に機業移他陣論〉(裏地花色
甲斐町面正 一問題字品綾太織 I(甲斐絹に適7

武蔵|滝山・横山・納島問 |貯絹・秩父絹(真l
仙台納 米沢織・染地・南部糸

陸奥ピロード経総・竜紋・
l 袴地

岩代 i liigz謀議:I福島献福島絹陸料悔の経糸

土州 fl|糸・りんず・綾・

注)1. 庄司吉之助著近世養蚕発達史 (p_26~27) より転載

2. 山放は，西陣とその周辺産地を含めており和泉は当時海外貿易港堺が内糸と

外国先進技術によって縞織産地として栄えていたことによる.
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のに限り羽二位と呼び，他地方産のものは撰糸と呼んだ45)ー

享保期(1716~'35 年〉についてみると， 岩代が上級品産地として， また{副長が前Il産地

として，さらに|二野・ "fl斐が元禄期より高度の製品産地としてそれぞれ注目される 天明

期 (1780勾代〉では京都・丹後は変化なく，加賀の製品水準がやや後退し，近江・伊勢・

美濃がやや高級品産地となっているほか，上野の場合は桐生・足利を中心に西陣に拾抗す

る生産量・製品技術の水準を示している.また，信濃・飛車事などは主体を生糸生産に転換

したものと推察される削.

以上の元禄・享保・天切JiI十期の記録に洩れた産地も当然考えられるが，江戸H寺代 17世紀

後半以降 18世紀にわたるl時代に各地に地域的特色をもった織物や生糸の産地が形成され

ていった事怖を伺い知ることができる.

2. 生産権造の変化と技術の動向

絹生産〈種とり .lli飼い・糸挽き・機織り〉の構造変化と技術の進展一一

わがl司独nの絹生産がfC業として確立したと考えられるのは江戸時代 17世紀後半の白

糸の輸入規制以降とみてよい出それまでの主として農家の日IJ業的経営によった絹生産は

自給円足の迎前にたって，穏とり，蚕飼い，糸挽き，機織りの 4工程が一貫して行なわれ

てきたが，木iii1ではこのような生産形態が 17.jiI:紀後半以降絹需要の拡大とともに梢造的

に大きく変化し，技術的にも一昨しく進展する概況を幾つかの文献によって切らかにした

L ¥ 

庄司叫は江戸時代前期における養蚕業(純生産全工程を包合する〉の技術的経常的発展

の視点にそって相互に侠j述、させ総合してみるとまず上記の「①養蚕(蚕種目給〕・製糸(生

糸〕寸E物の一貫生産形態」に次いで「②養蚕〔繭〕 ・製糸〈生糸〉の 2工料品Ji介生産形

態」さらに「③養蚕・蚕純・製糸・織物のそれぞれの分化生産形態」を挙げ，この 3形態

をわが肉養蚕業発展の基木的形態とみ，さらに各工程の分化によって生ずる先行的または

随伴的に「④養蚕，製糸，蚕種のいずれかに織物を結合している生産形態」と i(示前記②

と④の結合部門のうち，いずれかが主となり訓となって兼営されている生産形態」があっ

たとしている.

そして①は自給自足経済下で最終工程の織物生産が紬や太織などの生産にj'll応するとこ

ろの養蚕・製糸技術体系で，手工的にも初発段階で行なわれたとし，②は①から分化した

もので後年明治期の製糸における機械の採用時ごろまでの長期間にわたり，かつ広汎地域

に展開しその問，飼育・繰糸技術は織物生産技術の発展に即応しつつ発述したとみてい

る ⑤の場合は②の生産形態の発展とともに養蚕・製糸の結合が分化し，さらに蚕種の分

化に及び，それぞれ工程別に専門的生産を行なうもので技術的向上を大きく促がしたとみ

る すなわち近世封建社会下の養蚕業は以上の①@③の形態に~ì約て、きるが，④と⑤につ

いてはr3の部門別分化のあと個々の農民経営がし、ずれを主とし副とするか，または兼営す

る形態もあったと考察し，幕末においてはこれら 5つの形態が同時併行的に現われている

が，(2の形態がなお支配的であったとみる そして，江戸時代を通じてこれらの 5形態の
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経fI在的動向をみると，①形態は元禄年間 (1688~1703 年)当時に広汎に存花し， ゴ形態は

元禄以降近代大正期(1689~1925 年汁こいたる長期間にわたって存夜し， (3'形態はほぼJじ

禄ないし享保年I1-¥J(1716~'35 年〉以降に分化様相を深めたものであり，(4'及び写形態は

③形態の発展に伴って断続的に生起したとみることができると述べている.

次に，絹生産の主要工程である径とり，蚕飼い，糸挽き，機微などの何々について江戸

時代における技術的変遷のあらましをーベつしてみよう.

一般的に 15世紀中世室町時代以降江戸時代初期 17世紀中頃までの長蚕は京都問辺や丹

後・加賀・美濃など一部の諸国で生産される絹織物2，のを除けば， その他の作国々は leと

して農家が自給を門的として真綿をとるために行なわれていたとみてもよい その ~ft約は

綿入れとしてc!家用衣服に用いたり， -m¥1土真綿から紬糸を紡ぎ納織りとしたが，向lilE化

されることは少なかった 46) 

したがってこれらの生産技術はきわめて素朴なものであり， :1産される繭の品質はもと

より一般的には製品の品質向上を考える意識は薄かったとみても良いであろうー

17世紀後期頃から， とくに¥'3糸輸入量の制限〈貞享 2-16851下〉により不n糸のm途j広大

によって生糸の商品化がはじまってから生糸や繭生産の能率と品質の向一1:への関心がもた

れはじめ，そのための技術進歩の素地が敷かれたものと考えられる

このような時代的背景のもとに江戸時代中期以降養蚕技術の氷準の向上と持及を r1 (I'~ と

した参考書いわゆる養蚕警の刊行が数多く行なわれるようになり，ょを蚕j也j或の全同|下)f)l;大

と相まってわが国の養蚕技術水準は幕末頃までに画期的な進肢をもたらすことになる

なおこの当時の養蚕は糸挽きや機織りの工程を含めて考えられているので，それらの養

蚕書の中には，繰糸法にまで言及しているものも少なくない.そこでてれ分野別に'-"-i!r.技

術の推移動向をみよう

種とり(蚕種製造): 17世紀はじめ頃までは， 蚕種はlヨ家(佐官が普通であったが絹の需

要が拡大し，養蚕が盛んになるにつれ強健で飼い易く繭質のよい蚕種が求められるように

なり，やがて蚕種製造が分化専業化していったが，その分化の行なわれたIL'd~は，来 l 可 7

国の蚕種商人たちが元禄 5 (1692)年に武州八王子において'l;f;業J:の取締規約などの会議

を開いている史実から，これより以前の頃に蚕種商は存在し阪必のための蚕種製造は行

なわれていたことがわかる.主産地は下総の結城・奥州・信州lで，江川，[.J信州などでもみ

られた36)

享保~元文年間 Cl716~'36 年〕には， 蚕種生産は結城・奥州|稜を中心に;PL的にもj科大

し，改良蚕種も 11:¥まわり，紬より上位と考えられる新しい織物が織IUされた20)

寛保安永年間 (1741~'72 年〉は奥州種の全盛期であり， また全国的に養蚕業， 組織業

の発展をみた時期て、ある 蚕種改良の面では 17世紀前期ごろまで真綿作りに多くつかわ

れた大繭中心から生糸作りに適応性のたかい中・小繭に移された.そして，蚕作の当り外

れのほかに糸質や糸量の多収が関心をひくようになった 糸長柄加でいえば，宝暦 (1751

~'63年〕当時の O. 133 グラムから天明期(l781~'88年〕の 0.160 グラムに達するなど織

物業の発達に即応しした発展をみせた.信州種・結城種・奥州符{の市場競争もはじまっ
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f.:.21). 

天明~嘉永年!日J(1781 ~ 1853年)には諸国の養蚕業が竪尖に発展するが，蚕種改良や飼

有技術の進歩もあってさらに糸量の治力nが著しかった.すなわち，文化期 (1804~'17 年〕

の 0.184 グラムが嘉永期 (1848~'53 年)には 0.283 グラムを示している 22)

幕末の安政一慶応、年!日J(1854~'67 年)になると横浜開港(安政 6-1859 年)による急

激な需要増によりまず蚕種が，ついで‘生糸が園内向け国外|句けに製造販売面の分化がすす

むが，:l(種・生糸ともに|五|外市場向け生産のために西陣や桐生など高級絹織地への生糸供

給が滞り，またそれらの長蚕地帯へ配付される蚕径の確保を困難ならしめるような事態を

迎えることになる.これについては次章にふれるが，江戸時代を通じて蚕種製造の動向を

みると和糸の需裂が消大してから以後，糸質の改良と糸量の多収を期して良質蚕種のf!iIJ出

に大きい進歩がみられたと言ってよいであろうー

蚕飼い(養蚕江fill与代中期までの養蚕は春蚕のみで農家の衣料 I~I 給のため!<~}:k-fの

片手間に行なわれたにすぎず，その蚕種も自家製，周桑も野生のものでo然放任的な粗放

な技術であっt.:.37l.

このような状態から次第に脱却するようになったのはいうまでもなく社会的に紡需要の

明大がすすむ'-1'期以降であって農家がLI給自足の生産意識から商品生産化に関心をもちは

じめたことによる.つまりTfijIH!としての生糸生産を目標とする養蚕が主体;となるのであ

る.

中期当11，y.の)IJ桑は野生桑のみならず農家の周位Ilあるいは1:11畑の畔に航えられてn然成長

に任せる立木桑も}甘い，今日の桑園はなかった.それが開墾地なと守に他作物のIk[Ji'Fを行な

われながらも桑畑がひらかれるようになり， さらに採葉能率を上げるために桑の仕立て

ブIf，畑への施JJ巴法，繁fmL.晩霜害の予防法あるいは蚕に対する栄養価値を考慮した桑品

種の選択など幕末にいたるまでにさまざまの創意工夫が行なわれ，栽桑技術の水準を大き

く向上させため

飼育技術のiiuでは， 'I'WJ以降一部地方に夏蚕がはじまり，また天保 8 (1837)年には信

州で秋蚕がみられるようになり，それぞれ地域が拡大していった.慶応 2 (1867)年には

風穴による二化性越年蚕絡のJti'蔵拡ーが知られたり，また蚕室の気温条件を変化させて蚕の

成育を促進することから地l或気候に迎合する各種飼育法も創案された さらには嘉永 2

(1849)年には蚕室用組皮1汁が発明され蚕作安定に貢献した48)

これら蚕の飼料や生活環皮の改善などに関する工夫創案の動機は第一義的には1'1糸に劣

らない生糸を('1'り出す繭の生産であり，糸量の多収に関心が寄せられたのは登せ糸の定着

以降であったとみられる 支配者の奨励と数多くの養蚕技術普及書の影響が大きく， 19世

紀後半から幕末にかけての技術進歩は若しかった.

蚕種製造の進歩や飼育技術の革新と相まって繭作り，糸挽き，機織りの一貫工ず品、ら繭

と生糸・繭と蚕種・生糸と織物など分化をやがて進行させるが，なかんずく繭i:!::.J2(，:と生糸

生産の分化進行がもっとも顕著であった23)

糸挽き(製糸)江Jill，f代を通じての製糸の技術的進歩は段階的経過をたどったが，繰
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糸機構の変遷経過の概要を主として内i土149)と奥村めによって検討する.

享和 3(1803)年刊「養蚕秘録一上垣守国著」に江戸中期奥州や中園地方に普及した「胴

とり」と呼ばれる器具による繰糸法が図示されているが，一般的に当時の繰糸法は「胴と

り法」もしくは「たたきとり法」と称された.以降時代のすすむにつれて「手挽きJ ["座

繰り J ["機械繰り」と発展してゆくが，江戸時代は主として「胴とり」と「手挽き」の段

階であり「座繰り」が普及しはじめるのは開国(安政 6-1859年〕以後であった10)

江戸時代初期の胴とり法は古代の繰糸法(蚕糸研究第 106号小論第 l報 p.138)とさし

てかわりない方法であったとみられるが，中期H寺代には若干の機構的改良がなされていた

ようである.

養蚕秘録に示される胴とり器は桐製円筒型のブL胴部の l~j~}fJにうlミ竹芯棒を突出させ， ~Itl突

出部で回転白在に|半台に支えさせる.煮繭のためかまどと釧が繰糸器の左方に固定してお

かれ，繰糸者はその前に腰かけて作業するようになっている そして丸筒に近く鍋の一端

に輪状の髪毛をとりつけ数粒の煮繭からとった糸を併せて髪輸をくぐらせ集絡して乱れを

なくし，左手で胴部に糸を付着させ右手で胴部を招くように叩L、て回転させる.回転l判土

左手先が綾ふりの役目を果す この繰糸法は叩きどり，招きどりとも称された50，11)

胴繰りの胴に相当する部分が木枠に変り，その端には手廻し用の取手が付L、たのが手挽

きである.中突丸胴を中空枠体に変えることにより糸条の水分除去や巻とり速度の制御も

しやすいことが進歩である.信州、|で多く用L、られた「牛首」とよばれる繰具は手挽きの原

始的なものである 12，51)

つづいて座繰りが登場する.手挽きでは巻取枠軸を直接手回しするが，座繰りでは手回

し軸と枠軸とが分離し，両者聞の伝導装置によって枠軸に増速回転が得られる.この伝導

を奥州では調車と紐，上川|では歯車でおこない，それぞれ奥州座繰り，上州座繰りと呼ん

だ.手挽きは立作業だったが，座繰りは座ったままでよいのでこの名がつけられたのであ

ろう 養蚕秘録で["(桓の〉右の方へ車三つ仕掛け，是に強き糸を掛けて早く巻き付る法

あり」と述べているのは，奥州座繰りの初期のものである問

さらに後年安政 2 (1855)年座繰りの歯車機構によって 2個の枠に糸をまきとることが

発明され，二取り座繰りと呼ばれて生産能率を倍増させた52)

なお["手挽き」が発明される以前の頃には再繰工程が普及したようである53)

また，幕末頃には殺嫡乾繭による繭の保存期間の延長も創案された24)

このような製糸技術の進歩と， 先に記した養蚕技術の著しい発展と相まって 19世紀中

頃には養蚕農家は自家で繰糸するほかに繭のまま販売する場合や，逆に自家生産の繭のみ

ならず他家から買入れた繭をも自家で生糸にする場合もみられるようになったり，また繭

仲買人や糸師(生糸商)が現われたのもこの頃であったと想像される 38) こうしたケース

がやがて製糸と養蚕の分化につながることは先に記したとおりである

機織り(製織)江戸時代初期までの絹紙技術といえば西陣を中心とするものであり，

西陣とその周辺の産地以外の地方にはほとんどみるべきものがなかったと思われる.西陣

機業は1tに闘の支配権力の手厚い保護のもとに織の独立専門職人たちと大陸の先進技術と
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大陸産の原糸によって発展してきたもので，その生産品である高級各種絹織物は中世以降

江戸中期頃まで大衆庶民には縁のないものであった それが江戸中期以降絹需要が汎社会

的に拡大し，従来までの地方農民の自給臼足的副業の絹生産が販売を目的とする商品生産

に転換する頃から西陣の先進技術が地方に移入され，地方でも絹紬のほかに高級絹織物が

生産されるようになっていったと考えられる.

江戸時代の絹織はいざり機(ばた)，空引機(そらびきばた)，高機(たかばた〉によっ

てなされた.いざり機は元来大衆衣料の木綿の製織につかわれた一人用の織機で、あり，平

織など組織が簡易で薄手な絹織物の織機とされた.空引機は織手と紋あげ手の二人によっ

て紋織りの際用いられ，高機は織手一人で通常の無紋織りを製織するが，いずれも西陣に

早くから導入されていた織機でありいざり機より高級で、あった.江戸時代の製織技術発達

の中心は高機の機構の進歩によるものであった.高機はいざり機に比べ綜統の機構が複雑

で平織のみならず綾・朱子の織りを可能とさせ，また規則的，規格化された生産が可能で、

あり，後年には空引機の機構を併用させて美的価値の高い織物を能率的，経済的に生産さ

せる原理に沿って，商品としての絹織物生産に大きく効果を挙げるもとになったのであ

る弓4)

織機の機能が進歩し複雑化することはより高度の織物の生産を可能とさせたが，必然、的

に原糸の性能の優れた白糸に限定されざるを得なかった.後年白糸の輸入量の規制以降代

用される和糸には当然品質性能の改善が迫られたが，このことが契機となって和糸生産の

技術進歩の第ーの目標に掲げられたのは生糸品質の向上一端的には経糸としての可能性と

斉一な白色度を高めることであったと推定される.

18世紀後期頃から各地に機業が輿りはじめるが， 19世紀中頃には農業からの機織工程

の分化独立が進み，絹織専門業者として製品のよりよい商品化や生産能率の向上意欲に拍

車をかける結果をもたらしたとみることができる

以上いくつかの文献資料にわたって近世江戸時代の絹生産の構造の変遷・技術の進展事

情の概況にふれてきたが 2世紀以上にわたる長期間における変遷推移であり，また地域

性・気候風土性さらに技術水準の呉なる条件 Fで全国各地に分散しそれぞれの地方特色

を備えつつ展開してきた斯業の性格から，ここに記述してきた内容は全国各地の経時的推

移の傾向を概観するに止まらざるを得ない. しかし，幕末安政 6 (1859)年の横浜開港以

後全く別の形をとって発展した近代蚕糸業とはちがった意味で江戸時代を通じてわが国の

絹生産業は民業として定着し，生産量生産技術を着実に発展させた姿をよみとることがで

きる.

3. 生糸の品質評価概念の形成過程の考察

近世中期以降の絹需要の拡大が今までの自給自足形態の生産構造を改めて工程分野別に

分化させ，工程別に商品化生産を促す結果をもたらした経緯については前記してきたが，
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もっとも顕著な分化の意義は生糸生産と織物生産の分化にあったと考えられる.分化によ

って蚕品種生産・繭生産・生糸生産・織物生産の各工程別の生産技術に大きい進歩がみら

れるが，本節ではそれらの商品化生産に伴って当然、生じてくる品質評価の概念、の形成につ

いて，生糸を主体に考察してみたい.

江戸時代中期以降全国各地に養蚕振興の気運をもたらした直接的な契機となったのは貞

享 2(1685)年の大陸明国産の白糸輸入長の大幅制限であったが， この輸入制限はその後

もますます強められていったため，西lliIiは必然的に国産生糸(和糸〉を使用せざるを得な

くなったことは先にふれた.そこで当時，西陣が求めた生糸の品質性状つまり白糸の品質

性状はどのようなものであったのか，またそれまで西陣が一部少数の例外を除いて和糸の

使用を拒んできた理由は何であったのか.

ここでやや唐突の感はあるが，後年の明治後期以降全国各地で盛んに開催された物産品

評会，共進会などの際に出品される蚕種・繭生糸に対する優劣判定の審査法のうち，生糸

の審査法はどのようにして行なわれたかについて蚕種繭生糸審査法をみると次のように記

されている8)

生糸審査は肉眼審査より器機検査に重きをおくべきであるが，品評会，共進会等におい

てはこれを実行することはむずかしいので通常は肉限鑑定によることが多い そこで普遍

的な肉眼検査法についてあげると，まず肉限検査の項目と配点は，色沢 (20)・東装 (20)

・絡交 (15) ・枠角 (10) ・糸質 (30)の5項(( )は配点数〉となっている.

配点からみて当時でも糸質と光沢は最も重視されていたと考えられるのでこの二者につ

いての説明をも併せて記してみる

色沢については“原質固有の色沢を損せず，総の表裏により色沢の差なく純白にして絹

光沢を有するものを佳としこれに 20点を付す"となっており，審査の要点として，“色

沢の良否の原因が繰糸上にもとづくのであれば染織に影響は少ないが，原質的に生じた良

否は改変できないので減点する‘一般に色沢不良糸は概ねらい節が多く強伸力劣等であ

り，撚糸・機織工程を困難にし織物品位も劣等であることを免れない"と解説している.

配点、の最も高い糸質については， “生糸の手触り抱合佳良にして趣味に富みたるものを

佳としこれに 30点を付す"となっており，審査法は，生糸を捻のまま両手で握り手触り

を検し，粗硬にすぎず軟弱に失せざるものがよく，糸条を構成する糸緩が緊密に抱合して

いるや否やをみて裂け糸または偏平感のあるものは不良としさらに束装・絡交・枠角各

項の優劣をも考慮し生糸のいわゆる趣味を検し一種いうべからざる趣味を有し，いわゆ

る腰の強き糸を貴ぶ"と解説されている. (上付き傍点は筆者〉

因みにここに引用した蚕種繭生糸審査法は大正 6年の第 51仮であるがその初版は明治41

(1908)年であ Iり， 改訂増補を重ねて何版まで刊行されたか不明である いずれにしても

大正期に入ってからも一般的な生糸品質の評価の最大の目安は色沢と手触り感におかれて

いたことが理解される.そしておそらくは織物の経糸に使用できるか否かも価格面にかな

りの影響を与える重要素因であったと推定される.

そこで原時点である江戸中期時代の糸質審査の目安の問題に戻るが，明治大正期におい
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てさえ糸質評価の目安として色沢や手触りが重視されていたとすれば，江戸期における審

査手法がいかなるものであったかはほぼ想像できる.基本的には明治期に入ってから行な

われていた色沢と経験によって培われた手触り感による以上のことはなかったものと考え

られる.中国産の生糸が白糸と呼ばれることからも想像されるが，蚕品種・飼育・桑栽培

一・繰糸の何れをとっても数段の先進国であった中国で生産される白い光沢に富んだ生糸の

前では当時の国産生糸は色沢ではもとより手触り感ともにかなり見劣りするものであった

であろう 先述したが当時の西陣機業は製織機はじめ生産施設そのものが高度な大陸の舶

来品であり，支配権力層の活用する高級衣料用の織物生産には当H寺の和糸の大部分は適用

外となさざるを得なかったのであろう.

しかし西陣で用いられた例外的ともいえる和糸の例は寛永年間 (1624~'43 年〉中煩か

ら存在した.最初は濃川、1・江州産のもので，明暦(1655年〕頃からその生産国がさらに広

まったとされるのー

元禄期 (1688~1703 年〕凶~lliはじめ周辺の織物産地で消費される和糸(登せ糸〉の生産

国は信濃・飛車'([・ F総・武蔵・岩代などとなっていた25)

登せ糸は正徳、 5 (1715)年の1:'3糸輸入量制限の強化措置によってさらに需要設が増大す

るが，元禄以前当時に登せ糸に供用される生糸が一部の国々で生産されていた事災はそれ

らの国々の生産生糸の中には高級織物の原糸として適用し得る良質の生糸が含まれていた

ことを意味するのであって，おそらく緯糸用に限定されていたと考えられるが，当該和糸

は色沢や手触り感において白米より著しく劣質でなかったことが推定される.

宝暦年間(l751~'63 年)当時の信州における登せ糸の製法として次のような記録が信

濃蚕糸業史〔下巻 79頁〉に示されている.

「繭 5粒をつけ，腕にかけて糾り糾りては引出して枠にかけ 1粒終る時はさらに 1粒を

加え，そしてその糸口を他の糸筋の間へ可l摩に割込み親切に挽きたるものにて糸質も強く

糸ふしも少なかりしという」

元禄期当日寺西陣への登せ糸が各地に始まる頃から蚕種生産に1'*1する記録が散見される.

たとえば前記したが元禄 5 (1692)年信濃・上野・下野・武蔵・相模・岩代などの諸国の

蚕種商人が武州八王子に会同し種紙の寸法規格を縦 1尺 2寸，相117寸 5分に定めたという

記録もその一つである 7)

このことはすでにこの当H寺より以前から蚕種が商品化生産されるようになっていたこと

を示すが，同時に新規用途として和糸の需要増大にそなえ，蚕品種業としても新しい展望

に立つ姿勢がよみとられるのである そして当而の蚕品種改良の限自にも蚕作安定の次に

は白糸に匹敵する色沢をもっ生糸のとれる繭~I:.産の可能性ということが糸量の多収性より

優先して挙げられていたと忠われる

元禄 15(1702)年出版された野本道玄著「蚕飼養法記」はわが国の養蚕技術書'1コ最古の

ものとされるが，その中で元禄頃の繭について要旨次のように記している 14，26)

「繭の種類では，土繭・ l当繭・黄繭があり，土まゅは山間地に多く繭形大きく 2~5 頭

の同巧繭が多く，色黒くまたは黄ばみ，綿毛たち真綿とするが|二品にはならぬ.丹波・越
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TiiI地方には丹波種の大かた黄色の小まるまゆがあり，ほかに白繭も多く，これは糸にして

強い.越前地方には丹波種の金 1'1貫〔きんめぬき〕があるが上繭である.

その他の品種では白玉かなまろ・きんこまゆ・小くやみ・かゃなりなど名づけられる 白

玉かなまろは上繭で色白だが糸にして少し~~t，、といわれ，きんこまゆ以下のものは上々の

繭である」と. この当時の繭質の評価には色の白いことが重視されていることが推定でき

る

また関東に多いという石まろと呼ばれる色がよどみ， うす黄ばみた繭について Iこの

性の繭は粗雑に飼うと糸にひくとき緒がたたず，糸のつやもなく織物になっても[1の糸が

ほつれことのほか弱し、が， この糸の種にして上方江介|などで飼うならば中の上くやらいの出

来になる.国々の土水の性絡によることもあるが大方は飼い方がわるければ繭もかわきあ

ぶらけなく，糸にもねばりがない.されば巧者には下の種も上となり，不巧者には上も下

となるのであって，不巧者の桑業をなりあいにあてがし、喰わせたる虫の作る繭はみな F品

の思繭なり」と述べている27)

桑樹の肥料として干鰯を投与することは江戸H寺代中期にはじまった55)とされるが， これ

が直接的に繭質向ヒを最大日的として行なわれたとは思いがたいが，不巧者がおざなりに

育てた桑葉では下品の悪繭となると指摘しているところから察して，桑作りについても繭

質ひいては糸質にまで考慮、を払うことを促がしている事実が元禄当時の養蚕技術指導警に

示されているのは注円されるところであろう.

蚕飼いの而でみると，奥州、|方面でも寛文 (1661年〕以前に夏蚕が行なわれていたことが

前記「蚕飼育法記」にも記されており，元禄享保年代 (1688~1735 年〕には信州地方にも

夏秋蚕があったとされるが，登せ糸産地であった奥州信達地方〈福島)の夏蚕繭に対し，

西陣から夏繭の生糸は粗悪であるから禁止するよう規制している28〉，という記録からも，

先進地における当時の蚕飼いの目標は単に繭生産に止まらず織物生産に適応性の高いつま

り白色で光沢よく手触りのよい生糸の期待できるような繭生産に重点がおかれていたこと

が推定される.

18世紀元文 3 (1738)年には西陣技術が桐生に移入され29)，以降北関東地方での絹織生

産の技術水準は量的にも質的にも西陣との差を絡め，そのことがまた北関東地方の養蚕業

の発達を促がすことになったのは当然、であった.

そして織物の精巧度が増すにしたがって生糸品質に対してはその適応性が要求され，養

蚕家はその質と糸量の確保のために，優良な種と桑を求めることになるのは容易に想像で

きる，宝麿 (1751~'63 年〕から天明年間(l781~'88年〕にかけて西陣以外の地方機業も

生産が活発化しそのことが地域の養蚕業を量的にも質的にも振興させると L、うパターン

となって各地に示され，次第に地方的特色をも加味した製品が各地に出来，後世まで知ら

れることになったと思われる.もちろんこのことは蚕品種・飼育のみならず，繰糸法，製

織法の技術革新もあっての結果だが，経とり，桑作り，蚕飼いを通じての生産技術の発展

の原動力は最終製品である絹織物の品質水準の向上あるいは製品の特質発揮をめざすこと

にあり，絹織面は望ましい生糸を製糸而に望み，製糸面はそのような生糸生産に必要な原
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料繭を養蚕面に望み，養蚕面ではそれに応じうる繭生産可能な蚕種を望むというように各

工程の技術が関連的に進行した成果であったと考えられる.

前節でふれた絹生産(穫とり・蚕飼い・糸挽き・機織り〕の経営構造が中期以降絹需要

の高まりに対応して次第に分化した経過や，分化してそれぞれ工程別に生産規模を拡大し

技術水準を高めた経緯にふれたが，もともとは一貫生産形態であった長い時代に泊養され

たよい絹を作るための糸挽きであり，蚕飼い〔繭作り〉であり，桑作りであり，また稜と

りであるべきとする思想は江戸時代中期から後期にかけて工程別に分化したあとでも，各

工程にたずさわる人には当然、の常識であったと考えられる.

年代は不明だが江戸時代の養蚕指導書の一つに「女手業教草」というのがあり，その中

の図絵『蚕をやしなう桑の葉をとる図』の説明文にいわく Iそれきぬものをこしらえる

はじめはまず桑の葉をもって蚕を飼う.これいとをとるはじめなり」とあるが，最終製i恰

である絹に蚕飼いが直結して意識されていたさまが想像できる.

このような事情が各工程別の生産品である蚕種・桑葉・繭・生糸の品質評価概念の形成

につながり， しかもその評価規準は最終製品である綿織物への適応性の高さにおかれてい

たことを推定させる.なかんずく織物の直接原料である生糸の品質評価規準は各種の織物

の性能機能への適応性を最も重視することであり，そしてその適応性の口安は現代の観念

には非科学的にみえるが生糸の光沢であり手触り感であったーそれらは長年の経験から生

み出された官能的五感のつみ重ねに裏付けられたものであったということができょう

18世紀後半期になると絹織物の需要は拡大するととも，織物の種類も多様化しまた各

地の機業地の生糸需要が増えるにしたがい，生糸の生産技術にも微妙な変化をみせてい

る.

明不日・天明期 (1764~'88年〉頃には蚕品種の改良限目に高級織物用の生糸品質の追求

よりむしろ中級以下の織物を対象に飼育の不馴れな向きのために飼いやすさの追求とか，

糸量の多収をはかるうごきもでてくるようになった30)が，それらの生糸はそれなりの適応

性の高い織物原糸として十分な需要が示されていたからである またその一方では織物生

産の技術進歩により製品に精巧度が増してくるにしたがい，生糸にそれなりの品質が求め

られ飼育面からは質と量の増加を期待て、きる優良な蚕種と桑の品種を求める動きも出てく

る.飼育面では帰立から上族までの給桑田数，温湿度への注意が促がされ，桑については

魯桑・荊桑の二種から多数の品種を創出させた. ことに桑品種により糸量や糸賀に影響が

あるとか，山桑は繭もよく糸目もあり，糸筋がよく，紗綾，羽二重等によいが，やわらか

くないので飼育上注意が肝要というような指摘がなされている31)

養蚕地として中心的であった上州地方の寛政期 (1789~1800 年〉における繭の種類につ

いては I養蚕須知(上州吉田友直著 1794年刊〕に「白・寅・青の三種と大・小の三種

があり，黄・青繭は糸は強いが上質ではなく，上川のほか信州や奥州、|で飼われれる小形の

白繭は糸量多く上品な織糸となる 大繭のうち大黒繭というのは，皮ががうすく糸をひく

のに悪い.大繭は同巧繭が多く，中級糸で太織によい」という意味の記述が見られる 32)

前期の元禄期当時に比べたら寛政期の繭は糸質糸fまともにかなりの進歩が示されていたと
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推定されるが，以降， 19世紀後半幕末までにかけても漸進の状態がつづいて推移したと考

えられる そして生糸の品質についての関心も中期当時においてはひたすら高級織物用原

糸とされた白糸に劣らぬものへの指向が第一で、あったと思われるが，絹の大衆化気運にの

って全国各地に絹織生産が盛んになるにつれて必ずしも高級織物用原糸への適応性の追求

に限定されず，織物の機能にあわせた糸質や糸量増大の追求も行なわれるようになったこ

とも想像される.あるいは逆に地域で生産される生糸の性能に適応する新織物の生産をみ

るようになったことも考えられる.

このようにして生糸の品質評価の概念も多様化し，高級もの・下級もの，あるいは厚手

もの・薄手もの，硬日もの・軟らかものなどもろもろの織物の機能に適応される生糸品質

がそれぞれ同じ重みで評価されるようになることが推定される

幕末当時各地で‘生産される生糸のそれぞれが適応性の高い用途について日本蚕糸業史製

糸史 39頁に次のような記録がある.

信州飯田糸:しゅす・どんす・りんず・綾絹など

信州松本糸:飯岡糸にほぼ同じなるも経糸より緯糸・縫糸によし

上州糸:f当地織・金らんどんす・しゅす・厚板によし，経糸に適す

武州八王子糸:裏地・花色・紅絹の染地に適す

奥州福島糸 錦・どんす・しゅす・博多・組Iの経糸に適す

羽州米沢糸:波色染地に用いて美麗の光沢あり

南部糸糸n竪剛にしてビロードの経緯・竜紋・袴地などに適す

E円1'1糸:甲斐絹(かいき〕に好適す

飛騨糸:羽二重・りんず・綾紗紹に適す

曽代糸:羽二重・りんずの経糸に適す

高山糸:三味線糸に最適，緯糸・縫糸によし

越前牛首糸:りんず・綾などの緯糸に適し，羽二重にもよし

越前福光糸:純白にして光沢に官むゆえにl当地織のりんず，綾紹などに好適す

加州糸:細微にして強力あり，絵紅絹・裏地に適す

江チH糸:糸質強固にして純白・浜ちりめんのほか綾・りんず・紗などによし

三丹糸:丹後ちりめんのほか， りんず・綾の経緯に適す，三味線糸に適合す

土州佐川糸:その上糸はりんず・綾・紹に用ゆ.染地ものにやや不適

ことに示されないがその他に上州大間々の平糸いわゆる大間々糸は光沢に宮み強仲力に

すぐれており，当時桐生の紹織の原糸としてきわめて著名であった33)

また文化年間 1810年代のことと推定されるが日本蚕糸業史第 2巻製糸史に次のような

記述がある (38頁〉

「信州上田地方の製糸は細きをもって霊に桐生地方へ輸出し，岡松代地方は技術未だ熟

達せざるが細製を奨むるもとにかく太き方に傾きた されば松代製糸はlli:に西京西陣に輸

出した そもそも上田地方細口製糸の桐生に向きたるは桐生地方は当時織物原料糸に糊を

用うるが故，糸筋細くらい節なきを好みし故である.また太き糸筋の西陣へ向きしは西陣
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たる織物原料糸に糊を)flうることなく，放に僅少のらい節ありて糸口太きも少しも厭わざ

りしことによる」と.

以 1::に記録されたもの以外にも江戸時代後半期経時的に特徴と個性を備えた生糸が数多

く各地に存在したことは想像されるが，これらの生糸が各地の絹織生産を盛んにさせ，幕

末期には四戸liに送られる生糸iEが減少し伝統の西陣機業の衰退を来したと伝えられる

安するに長い期間にわたった繭作り・糸ぬき・織り加工の一貫生産体系によって前われ

た絹の本質についての当事者たちのJ!J!解度は，生産工程の分化した後になっても失われる

ことなく，糸挽きの人々にとっては織物の機能に適応性の高い生糸の生産が，繭作りの人

々にとってはそのような生糸を作りうる繭の生産がそれぞれ望ましいとする思想、が植付け

られていたものであり，また織りや仕上げの人々にはその生糸に適応性の正1í~、類いの織物

を生産するために必要と考えられる仕上げ処理や，糸1'1の適正評価の可能性の追求，つま

り生糸の産地の風土性をも加味した個性の抱握能力を身に付けることも専門職人の誇りを

i満す大切な要素と考える意識が身に付いていたものと考えられる

以 tのように江戸時代を通じて形成されてきた生糸品質評価概念は多分に当事者たちの

感覚的主観的なものであり，明治以降になってからも具体的な評価手段としては前記の捻

糸の手触り感による“一種いうべからざる趣味を有しいわゆる肢の強き糸を貴ぶ"とい

うような形でしか伝えられなかったから，当時の生糸には後年の輸出生糸検査法が整備確

立された以降の生糸に比べたら，形態的ないわゆる品位田での評価で‘は多分に見劣りする

点もあり得fこと思われる.しかし現代における絹染織技術の老練大家たちの郷愁的な意識

にある本質的な絹のよさ(蚕糸研究 106号第 1報 131頁参照〉つまり原質的な長所は現代

生糸に比べたらきわめて豊かに具備されていたものと推察される.
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