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冬 か ら 夏 へ の 贈 り 物

ユネスコの無形文化遺産に登録された

小千谷縮

新潟県 小千谷市

草や木の繊維を一本一本縒りの糸に紡ぎ、その糸を使って布を織る。
千数百年もの長い間、気の遠くなるような手間をかけて織られてきたのが
「自然布」と呼ばれる織物だ。
雪晒しという独特な工程を持つ小千谷縮は、その歴史ある布のひとつ。
強靱で肌触りが良く、しかも美しい布には、芸術品の趣さえ感じられる。

信濃川が蛇行する河川に広がる豊かな穀倉地でもある小千谷。肥沃な土地も冬の５ヵ月間は雪原となる。
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写真・文／飯田裕子
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冬になると、女性たちが部屋に集まり黙々と指先を動かす。数ミリ、数センチと、手塩にかけて苧麻糸が紡がれる。反物に織られた布が、早春の晴れた雪原で晒されるまで、
丁寧で根気の要る手作業が黙々と進む。

幾日もの吹雪の後のことだった。つ
かの間、ようやく訪れた春の陽光に、

に濯ぎ、
雪中に晒す。雪ありて縮あり。
（中略）雪は縮の親というべし」

青空と白雪原のコントラストがことさ

繊維を紡ぎ糸にする
長い時間

雪とともに生きる民衆の姿を、自ら

にわたり丹精こめて糸から織物に仕上

の足で取材し絵と文に描ききった越後

げた淡い彩りの反物が、まるで現代ア

の塩沢の文人、
鈴木牧之
（すずきぼくし）

ートのインスタレーションように雪原

が江戸時代に著した「北越雪譜」の中

まだ夜も明けやらぬ早朝。障子の窓

に虹色の列を作っている。

の一文である。ノーベル文学賞を受賞

がほんわかした雪あかりで白んでいる。

越後上布、小千谷縮の最終行程であ

した川端康成が著した「雪国」でも、

おばあちゃんは、孫たちを起こさない

る雪晒しは、雪が陽光で蒸発してゆく

越後の愛人に会いに来た東京の男が、

ように一人そっと寝床を出て茶の間へ

際に生じるオゾンの漂白作用を利用し

愛人に見いだした「清潔」な魅力に重

行くと、火燵に足を入れて暖をとりな

た工法だ。余分な染料が落ち、糸と糸

ねるような比喩として、そのくだりは

がら作業に入る。昨日も、またその前

のもつれをほぐし、織物をふんわりと

使われている。

の日も、同じように手を動かしていた

たしかに越後の人は、豪雪の中で培っ
た粘り強さとともに、雪のように潔白

「雪中に糸をなし、雪中に織り、雪水
2 011 June

いう助け合いの気概である。

ら眩しかった。その雪の上に、３ヵ月

仕上げる先人の知恵である。
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ても生きてゆけない豪雪。お互い様と

な気質を持っている。一人ではどうし

ように、
今日もまた一心に糸を積み
（う
み）はじめた。
ひざの上に敷いた黒い布の上には蜘
2 011 June
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小千谷縮は「ちぢみ」という名前のとおり、布自体に細かい形状の皺がある。越後では元々質の高い麻上布が織られていたが、17 世紀に明石の国からやってきた武士が絹の明石縮の
技法を用いて開発した。

ちょま

蛛糸のように繊細な苧麻（カラムシ）

ってたこともあったろも、皆集中して

は悲喜こもごもだったという。本物の

されたのである。もちろん今では、着

布や縮作りは昔と変わらず 12 月から

の繊維がある。背筋を伸ばし、目を細

無口になるすけ（笑）
」

小千谷縮と認められる品質の反物生産

物用の反物のみならず、仕事に近い繊

３月にかけて、
雪中で制作されている。

越後上布、小千谷縮のみならず、能

は、実は一時途絶えていたのだった。

細な機械を駆使して織られる縮み布と

エアコンなどの人工温度管理では天然

登上布、近江上布、奈良晒、宮古上布、

1955 年 ( 昭和 30 年 )、越後上布・

いうインテリアや現代の洋服にも適応

素材は言う事をきかない。苧麻という

八重山上布など、
古代から布といえば、

した進化も遂げている。

素材そのものが生き物だ。

すなわち苧麻で作られたものが主流で

「空気中の湿度が合わないと切れてし

あった。越後では、その歴史は 1200

まうし、
機嫌をそこねてしまうんです」

年にも及ぶと言われている。正倉院に

と織屋さんは言う。まさに雪の親あ

は、奈良時代に越後産の庸布が保管さ

めながら指先に意識を集中させる。分

その集中が気持ちいいという。顔立

厚い電話帳に丁寧に挟んだ糸と糸を、

ちが凛として、まるで座禅僧のような

時折口に含み湿り気を与えながら結い

気配に満ちていた。この「ひと結び」

小千谷縮は国の重要無形文化財に指定

合わせる。その端にまたもう一本の糸

がなければ、越後の布が生まれること

されたが、その名を冠することができ

暮らしの様式も変化し、民俗衣装の

を結って繋げ、
機にかける糸をつくる。

はない。

る品として５つの条件があった。手積

着物は冠婚葬祭ですら着られなくなっ

した苧麻糸で、
絣模様の時は手くびり、

てきたことは事実だ。しかし、何より

そしていざり機で織り、しぼ作りは手

も日本の風土に合い、日本人の体系や

湯もみ、足もみ、最後に雪晒しという

見目や所作を美しく見せる衣として若

厳しいものだった。

い世代にも見直されつつある。

時計の針のカチカチカチという音だけ
が茶の間に響く。うっすらと夜が明け
るしじま。世界の音はすべて雪が吸収

平成に復元された
途絶えた伝統

し、
シーンという静寂の旋律だけが清々
しい空気の中に響いていた。

越後上布と小千縮は 2009 年にユ

紡績糸や機械織りへと進んでいた時

「カラムシは湿度がないとすぐに切れ

ネスコの無形文化遺産に登録された。

代、職人が手腕をふるって布をつくる

るすけ」

日本の布では初めての認定であった。

には、着物需要の先細りもあり、難し

そう呟きながら、年期の入った手つ
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横糸に強い撚りをかけて織り、最後に手作業で湯もみしてシボを作り独特の風合いを出す。近年は機械で作られる反物も多いが湯もみだけは手作業となる。

優しく涼しい着心地は
天然素材ならでは

っての子、ということだ。
苧麻という草は、高温多湿な夏に旺
盛に伸びる。木綿以前の日本では古く

栽培を奨励すべき草木の一つであった。

れ、中世には「越布」として京都の公
家への贈答として喜ばれたと
「吾妻鏡」
には記されている。

縄文の時代から衣服以外にも多く暮ら

また、戦国大名上杉謙信が苧麻栽培

しに役立つ繊維として用いられてきた

を結局敵に奨励し、京都へ献上、販売

植物である。今ではいたるところ雑草

しその品質の高さが都で評価され莫大

その名誉は、自己主張が苦手で慎み深

かった。その後、糸を手で積むことか

に混じって生えているのだが、
『日本

な利益をあげたという。汗に強く、鎧

きで結ぶ。

い雪国の人にとって嬉しい評価だった

らはじめ、７年の歳月を経て 1989

涼しい着心地や肌ざわりは、高温多

書紀』持統天皇 7 年（693 年）条によ

兜の裏地や、陣幕には矢を通さないと

「昔は火燵囲んで女 4 人集まってや

に違いない。しかし、登録までの経緯

年（平成元年）にすべての工程が復元

湿の日本の夏にはありがたい。今も上

れば、苧麻は天皇からの勅令で、民に

して重宝された。現在の日本唯一の苧

2 011 June

2 011 June
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夏の素肌にさらっと涼しい縮み布は着物のみならず、モダンなインテイアの小物やベッドリネンになって、
夏の日常に快適さを提供している。

麻産地である福島県の昭和村も上杉氏

銀に飲み込まれてゆく。そうして幾度

と縁が深い土地である。

の冬が越後にやってきたことか。そし

冬になると
必ず布が生まれる土地

「今年の雪は多かろか？」
夏の涼しさを願いながら雪中で糸を

越後の空は広く、そして越後の山は

紡ぎ布を織るのは女の仕事。家族皆が

でかい。夏には青い稲穂が風になびき、

冬を無事に越せるよう、盛夏に汗を流

祭りでは大きな花火があがる。秋には

して黙々と薪を割るのは男の仕事。小

黄金の稲穂が米の実りに頭を垂れる。

千谷縮は、越後の人のお互い様の思い

豊穣の秋が終わるとシベリアから寒気

やりから生まれた冬から夏への極上の

団が到来する。空には分厚い雲が被さ

贈り物なのだ。

り、ふわふわと白い雪が舞い降りてく
る。やがて天地左右すべての世界が白
11

てその冬のたび必ず布が生まれてきた。

2 011 June

重要無形文化財に指定された小千谷ちぢみの着物反物。いくつもの行程を得た秀逸な手作りの一反は、現在一年に数本しか完成しないという。

飯田裕子

Yuko Iida

（社）日本写真家協会会員 日本、
海外の旅、
手仕事、
クラフトの取材と撮影を 25 年にわたり手がける。
ライフワークでは、オセアニアの島々、環太平洋地域の先住民やアジア、ヨーロッパの土地固有の自
然と繋がる文化を撮影し続ける。著書「フィジーの魔法／千早書房」写真展多数。
http://yukoiida.main.jp/

●問い合わせ
水田株式会社／ 0258-82-3213
http://www.kinuito.com/
メー ル：布ギャラリー
<mizuta@kinuito.com>
<mailto:mizuta@kinuito.com>
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