
縄文時代の布  もじり編み 
縄文土器早期 
土器底部に残された網代底から実証 
敷物の模様   手作業で作成 
 もじり編みとは、両端におもりをつけた糸を多数横木に吊り

下げ、これに直交する横材をおもりのついた糸でからげと
めていく方法である。蓆（むしろ）や簾（すだれ）などと同様、
横材に柔軟な糸をもちい、編布をつくる。 

織機（しょっき）と織布 
縄文時代の織布そのものが出土した例はない 
弥生時代初頭が通説、織布の初現についてはなお問題が残る 
平織 織布の中でもっとも基本的織り方 経糸と緯糸が一本づつ上下にあらわれ交叉する 
 

弥生時代の織機  
縄文時代晩期～弥生早期  福岡県雀居遺跡 国内最古級の織機 

弥生時代中期～後期全盛 奈良県 唐古遺跡、 静岡県登呂遺跡・大分県安国寺遺跡など 
 

日本、アジアでみられる織機は原始機（げんしばた）・地機（じばた）・高機（たかはた）に分類 
この中でももっとも古くから使われていた原始機が、弥生時代の織機と考えられている 
発展形態の地機・高機は、渡来系の技術として渡来したが時期不明。  
古墳時代以降の遺跡からは、有機台機（地機・高機）の部品に相当する木製品が出土 

九州地方の晩期遺跡出土土器 
蓆目（むしろめ）や布目（ぬのめ）、網目（あみめ）といった
編み物や織り物の圧痕が残されている、これを組織痕土
器と呼ぶ。 土器作成は型づくりによって形づくられ、型か
ら粘土を取りはずしやすくする目的で布などをあて、これ
が組織痕として土器表面に残る 

縄文晩期 
宮城県山王遺跡 絡み編みによってつくられた布 
北海道朱円遺跡出土の布（後期）についても同じ構造 
細密な布 
縄文時代の主要食物 トチの実のアク抜き工程 「水さらし」に利用 
食物加工技術、さらには食料生活史へと研究展開   
道具 魚網用あるいは編み物用 共通の道具としての錘具（すいぐ）  
編み物用としての石錘（せきすい）は、糸巻き具としての機能 もある  

織布またはその痕跡である資料 
 弥生時代前期、有田遺跡（福岡県）出土の銅戈（どうか）付着の平絹片（へいけんへん）が 

日本最古の絹遺物。 神奈川平塚 王子ノ台遺跡からは、弥生時代中期須和田式の土器底部に、布の圧痕。すべて平織 
中には１㎝四方の中に経糸30 本以上、緯糸15本以上と織りの密度が非常に高いものもある 
東日本では、須和田式をはじめとする弥生時代中期に多くみられ、北関東以北では弥生時代後期にまで認められる。 
 弥生時代後期の方形周溝墓から出土した鉄剣に付着した平織の布。  
鉄剣をつつんでいた布が残片となって付着した状態で出土、関東地方の方形周溝墓出土の鉄剣にはこのような類例。 
経糸・緯糸とも0.6㎜前後でいずれも右撚りの糸を使用。 
 平安時代の住居址から出土した平瓦の凹面にみられる平織布の痕跡。カマドの構築材として集落内に持ち込まれたものである。 
平瓦には製作時に型からはずしやすいように布をあて、その布の痕跡が圧痕となり残存。経糸・緯糸とも右撚りの糸を使った平織布圧痕。 

 

      縄文時代                             弥生時代                  古墳時代     飛鳥      奈良        平安時代 

 

 

縄文時代草創期前期 
鳥浜貝塚  （福井県）編物や縄の断片が出土
縄文時代前期 中期 
三内丸山遺跡（青森県） 
編籠（通称「縄文ポシェット」）が出土 

樹皮の内皮を叩いて作っていた。中国南部原産の
梶の木が、その不織布の原料として一般的で、 
越人女性が日本列島に持ち込んだ。 

ハワイに達したオーストロネシア語族は、最近まで梶
の樹皮から作った不織布で、衣服を作っていた 

 

織物を総称して「布帛」（ふはく）、 
「布」は植物性の「ぬの」（特に麻布） 
「帛」は絹織物を指す。 
染織品を指して「裂」（きれ）という用語もある。 

隋・唐の絹織物などの染織品 技術輸入 

応神天皇20年（289年）阿知使主（あちのおみ）父子が来朝、大和檜隈で綾を織った。 
同37年（306年）呉の職工の呉織（くれはとり）、穴織（あなはとり）が移住。 
雄略天皇7年（462年）百済の織工・定女那錦（じょうあんなこむ）来朝、韓様錦を織る 

奈良・中宮寺 「天寿国繍帳」 
京都・勧修寺「刺繍釈迦説法図」（奈良国博蔵）唐渡来品 
奈良・當麻寺の「綴織当麻曼荼羅図」（絹糸の綴織）も同様 

（あんぎん） 

（しょくふ） 

（ふしょくふ） 

緯越具（よここしぐ）で緯糸を通した後、 
緯糸を手前に打ち込む道具が緯打具。 
杼、梭（ひ）とも書く。 
天照大御神、坐忌服屋而、令織神御衣之時、
穿其服屋之頂、逆剥天斑馬剥而、所墮入時、

天服織女見驚而、於梭衝陰上而死。 
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 布の製法には、主に 「編む」 と 「織る」 がある。 その二つの製法は、縄文と弥生の暮らしに関係する。 
 「編む文化」と「織る文化」  編む文化を受け継いだ「出雲」と、織る文化の「神武」 と仮説し、検討したい。 
 重要なことは、今日も、二つの製法、文化が、和合・共存していること と考えます。 

編む文化 織る文化 

もじり編み 



                  「古代出雲文化展」 などより 資料引用 

  中国 春秋、戦国時代    

混乱と戦災を避け、中国大陸、朝鮮半島から、渡来、水稲、土器 を持込 

 
縄文晩期  
弥生前期 
前４００年頃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中期 
 
 
中期後半 
紀元前後 

 
 
 
後期 
５０年 
 
 
 
 
～２００年頃 

 
 
 
 
終末 
２００年～２５０年頃 
 
 
古墳時代へ 
 
３００年頃 
 
 

 
 
銅鐸 畿内との流通 

 
 
 
 
 

       銅鐸       
      大量埋納  

 
 

出雲型銅剣 製作 
 
 
 
 
 

主 に 銅剣 
 銅矛・銅鐸 
大量埋納  

 
西谷古墳群 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（古墳時代前期）  
神原・大成・造山 
三角縁神獣鏡 

弥生式土器 分布群  ① 九州 ② 山陰から近畿 ③ 関東から東北   

丹波畿内勢力 
吉備勢力 

出雲 から 丹波、淡海、大和へ 
弥生中期 （紀元前２００～紀元後５０年） 全盛 
 

（後期にかけ、新勢力の流入を受けて、各地方勢力に分断） 

  
 

  
  

 

全国から ヒスイ、土器など集積、銅鐸の主要製造地 
内側環濠は幅8メートル以上の多重環濠。 
西南部に河内、近江、紀伊など各地搬入土器が多く出土 
南部では木器の未成品や青銅器鋳造関連遺物や炉跡、 
北部ではサヌカイトの原石や剥片が纏まって出土 
各種工人の居住の場所と推定される。 
南地区中央部に高床建物の可能性高く、中枢部と想定 

  
 

 北九州 宗像三神 との 交流 

   『古事記』 多紀理毘売命 
   『日本書紀』 田心姫  

  

  真奈井の水  

     

     

 信仰 の 拡大・変遷 

 
弥生中期までは 北九州を主とした 鏡文化 
後期には、仿製鏡分布 が 中国、近畿以東 に及ぶ 

 

    
   
  

 
  

  

  

垂仁天皇、景行天皇 時代 

 

 

  

 
 

原山遺跡 西川津遺跡（中期には玉作り） 
古浦遺跡 
布田遺跡 （櫛描文土器の盛行） 

和合思想 
 ２ ページ 

櫛描紋＋縄紋 土器 

２４８年頃 
 

「銅鐸」 
編み模様  

弥生後期 

織機の遺跡 

編む文化 

列島に残る続文化   東北部の続縄文 南西部の続弥生 沿岸地域の続海人 

古事記  海人族 の 記憶  海人族は航海に長じ、漁労も兼ねる海洋集団。 のち安曇/住吉・宗像氏族として名付く集団。 
胎盤を海岸に埋めて海に流す習俗 江戸時代 漁民寄合「惣津」 済州島～北西九州 海上生活者「家船」などに、その足跡を残した。 

安曇/住吉系海人 渡来当初、北九州海域を根拠地とし、のち瀬戸内海中心に沿岸と島々、鳴門海峡、伊勢湾に入り込み伊勢海人 
一大中心点を構成した。  さらに外洋に出て東海道沿岸から伊豆半島ならびに七島の島々に拠点。房総半島から常陸沿岸、 
山陰沿岸を北上した一族もあった。 出雲杵築、丹波安曇郷（和名妙）などに、安曇氏、海部氏の痕跡。 

宗像系海人 手づかみ漁、弓射漁，刺突漁など潜水漁を得意とした。本拠を筑前宗像郡鐘ヶ崎に置き、筑後・肥前・壱岐・対馬・豊後 
津具半島の大浦、出雲半島と東進、但馬・丹波・丹後から 若狭湾に入り、能登半島・越中・越後・佐渡に渡り、羽後の男鹿半島に及ぶ。 

織る文化 

絹平織 巾着状 布製品  

内行花文鏡 

画紋帯 
神獣鏡 

   

  
１８０～３５０年 

 
２００年代前半 
大型掘立柱建物 
突線鈕式銅鐸 破片 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



             

① スサノオの乱行による、機織りの悲劇 
古事記  「 天照大神 と須佐之男命 」 
  天照大御神、坐忌服屋而、令織神御衣之時、穿其服屋之頂、逆剥天斑馬剥而、 
  所墮入時、天服織女見驚而、於梭衝陰上而死。訓陰上云富登。 
同 応神天皇期  「 織縫衣褌及襪沓 」 
  日本書紀では、百濟王貢縫衣工女、曰眞毛津、是今來目衣縫之始祖也。 

① 縄文土器の底に敷かれていた布の型 網代（あじろ） 
その素材は何であるのかについては今のところ完全にはわかっていない。植物繊維の痕跡
が微細な平行の筋となって残されていることが多いことから、竹類（マダケ、ヒメザサなどイネ
科タケ属・ササ属）を薄く加工して、これを使用したとも考えられているが、ある程度の強度を
保ちながらも比較的柔軟な植物質の素材であれば、竹類に限定しなくともつくることができる。 

 現在の編み物工芸や伝統工芸をみる限りでは、製品を組み立てる際には手のみを使い、
編み組む道具は使用していない。縄文時代の網代つくりも「編み組む」技術、すなわち手の
みでつくられていたと考えるのが一般的である。網代つくりに「編み組む」の語をもちいた。 

 ③ 「銅鐸」の編み模様  
 初期（弥生前期）のものは、網状の模様が多い。 また、亀の絵が描かれているものもある。  

④ 「櫛描（くしびょう）紋＋縄紋 土器」 出土分布 
 弥生式土器の紋様には、条痕紋、櫛描紋、縄紋、条痕紋十縄紋、櫛描紋＋縄紋、櫛痕紋
＋櫛描紋＋縄紋がある。 その中で、櫛描紋＋縄紋土器は、弥生前期から中期にかけ地域

を拡大し、出雲の「布田遺跡」や、大和の「唐古・鍵遺跡」など、現在の中国地方から近畿
地方にわたり出土される。  一方、九州や中部、関東では、その他の紋様土器が出土。  
この紋様の地域差、時代は、銅鐸出土と一致、山陰から近畿、出雲と大和との交流を示す。 

② 竹を編み込んでつくる籠舟 
「日本書紀」の一書、山幸(火遠理命)が、兄の海幸(火照命)の釣針を無くして困っていると、塩土老翁神
が現れて、袋から櫛を出し地面に投げると竹林となって、その竹で籠舟を作った。別の一書では、浜辺
で罠にかかった川雁を解き放ってやると、塩土老翁神が現れて、籠舟で海神宮へ送ってくれた。 
  古代の海人は、竹で堅く籠を編んで、天然のタールなどを塗料として塗り、「舟」として用いたそうです。 
この「カタマ」とか「カタ」とかいうのは、台湾から南の島々で、「舟」とか「筏」とか「籠」をさし、同様の舟が、
台湾・ベトナムを始め、ビルマ・南洋群島・中国奥地の河川でも見られる(上野喜一郎著「船の歴史」より)。
つまり、筏(いかだ) の「カタ」です。 

  「籠」という字は、何故「竹」冠に「龍」か？ 「籠」という字は「こもる」とも読みます。「海人籠り」という
海人の祭がある。 「籠もる」という字からして、「御籠り」 神社に籠って神に祈願することの元になった
儀式と考えられる。 「海人」と「竹籠」は、大変関係深い。 海部氏が奉斎する籠神社の社伝に、社名の
由来ともなったと、天火明命が常世に行き来した「籠」。 籠神社は元浦島でもありますから、龍宮へ行き
来した浦島の「亀」もこれだったのではないか。 篭目（かごめ）の中心部が亀甲というのにも繋がる。 
 

 

弥生時代、出雲文化への継承 
 布 と竹の編み 海人と 亀 

杼、梭（ひ） 
緯越具（よここしぐ）で緯糸を通した後、 
緯糸を手前に打ち込む道具が緯打具（よこうちぐ）のこと 

天服織女見驚而、於梭衝陰上而死。 

② 「纒向遺跡出土 巾着状布製品 の総合調査」より抜粋 
・ 巾着状布製品は布の部分が平織りの絹、紐の部分は浅く撚り 
   をかけた植物性繊維（麻類）を束ねて作られている   
・ 絹の素材は天蚕の繭から取り出した絹糸を用いて作られた可能性   
・ 巾着状布製品全体が漆に浸け込まれており、漆が付着していること。  
  などから 
 「内部に意味のあるものを包み、漆によって封じ込めたもの」と見た方が良いと考える。  

法量 
高さ3.4㎝、 
幅３㎝、 
厚さ2.4㎝、 
重量13.0 ｇ 

③ 伊勢神宮 内宮  所管社の両機殿 
松阪市  「神麻続機殿神社（かんおみはたどのじんじゃ）＝上機殿」 
       「神服織機殿神社（かんはとりばたどのじんじゃ）＝下機殿」 
両機殿は神御衣祭（かんみそさい）に供える和妙（にぎたえ、絹布）と荒妙（あらたえ、麻布）の
御衣（おんぞ）を調進する御料地（ごりょうち）である 
   伊勢神宮で５月と１０月に行われる神御衣祭に合わせ、上機殿で麻布の荒妙（あらたえ）が、
下機殿で絹布の和妙（にぎたえ）が織られる。 
「神様の衣替えともいわれる神御衣祭には深い意味がある  衣と食は生活の原点である。  
 田植えと収穫の時期に合わせて神様の衣を新調する。」 （皇学館大研開推Ｓ 岡田教授） 
                 

            

（あんぎん） （しょくふ） 
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出雲大社の檜皮は竹釘でとめている 
 

参考伝承 
出雲人は高貴な人が他界すると、藤と竹で編
んだ籠に遺体を収め高い山の常緑樹（檜・杉な
ど）に吊るした。 風葬 

三年過ぎるとこれを降ろし洗骨し山に埋める。
そしてその木がご神木となり、山が神（祖霊）の
座す磐座（いわくら）となった 

亀甲紋 
出雲大社 
出雲大神宮  

楮（こうぞ）科（しな）藤、葛、からむし(苧麻）で

編む藤布 は 京都丹後半島で継承されている 

参考 「倭文織」（しづおり） 
下池山古墳（天理）石室の大型内行花文鏡の周囲付着の
縞模様に染められた織物がわが国特有の織物とされる 
倭文（しとり）神社 織物の神、所在地は、三角縁神獣鏡の
出土地とほぼ重なる。貫之集より「しづはたに乱れてぞ思ふ
悲しさを経緯（たてぬき）にして織れる君が恋」 

 編布には、縄文海人族 と 関係する 国津神、出雲文化 が伝わる。  織布には、そのあとの神武王系、天津神 の文化が伝わる。 
考古資料、習俗、神話、神社などから、両者の違いと、それぞれの継承を纏めた。 布の二つの形態には、縄文から弥生、弥生から古墳時代への 異なる文化と、その習合がまつわる。 
そして、「編む」は、ペルシャや天竺の木綿や編みにさかのぼり、「織る」はエジプト、高級材料の絹、養蚕は中国起源とされる。  

      和合思想 

編む文化 織る文化 

編む・綯う 
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              「古代出雲文化展」 などより 資料引用 

 出雲と、奈良や 京都を結び付ける、歴史的な手掛かりはいくつもある。  

縄文・弥生遺跡の分布、「神奈備 磐座」 「銅鐸」 「櫛描文土器」 「出雲國造神賀詞」 などである。  
縄文時代は、山陰から近畿、中部、関東にかけ、他の地域と異なる「諸磯様式土器」遺跡が連なる。 
 「櫛描文土器」 は「唐古・鍵遺跡」などから出土した、弥生時代通期、奈良の代表的古代遺物である。 
「纏向遺跡」では、壊されたと考えられる「銅鐸」の破片が見つかっており、勢力交替の証との説もある。 
また、奈良や京都では発見されていないが、「四隅突出墓」は、出雲と丹波、北陸を結ぶ重要な遺跡である。 
 

   （ 図注釈 Ⅰ式：弥生前期 Ⅱ式Ⅲ式：同中期 Ⅳ式：同中期から後期 ） 

 出雲から山陰、畿内及び瀬戸内と四国、そして中部地方へと、主たる出土地域を変遷しながら拡大した。 
弥生時代を通じ、これら地域の、人々の交流、信仰・文化の共通を証明する手掛かりです。 
 

＋   
 弥生式土器の紋様には、条痕紋、櫛描紋、縄紋、条痕紋十縄紋、櫛描紋＋縄紋、櫛痕紋＋櫛描紋 
＋縄紋がある。 その中で、櫛描紋＋縄紋土器 は、弥生前期から中期にかけ地域を拡大し、 
出雲の「布田遺跡」や、大和の「唐古・鍵遺跡」など、現在の中国地方から近畿地方にわたり出土される。  
 一方、九州や中部、関東では、その他の紋様土器が主に出土している。  
この紋様の地域差、時代は、銅鐸の出土とも一致し、山陰から近畿、出雲と大和との文化伝播、交流を示す。 
  

    
 弥生時代の銅鏡には、朝鮮鏡・中国鏡・仿製鏡の三種類がある。 
この内、朝鮮式は、中国大陸東北部、沿海州、朝鮮半島に分布するが、日本では九州から近畿で散見、出土は少ない。 
 弥生時代中期、北部九州では、甕棺墓に中国鏡が副葬され、この頃から信仰、勢力的性格を伴ってくる。 
主に前漢式鏡である連弧文銘帯鏡・重圏銘帯鏡、草葉文鏡・星雲文鏡などが出土。  
後期には、後漢式鏡である 方格規矩鏡、内行花文鏡に遷移する。 
 その弥生後期、中国地方から近畿、わずかであるが中部にも、仿製鏡（国産鏡）が急激に広まる。 
 銅鏡は宝器として珍重され、後期になって副葬され始めるようになった後漢鏡は、不老長寿への祈りを込めた文が 
鋳出され、その鏡を持った人は長寿や子孫の繁栄が約されるというものだった。  
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諸磯様式土器  
（埼玉）塚屋遺跡 

「櫛描紋+縄紋土器」出土分布  

「銅鏡」出土分布  

和合思想 
 ４ ページ 

「絹製品」 出土分布  

弥生初期 
有田遺跡 

丹後カジヤ ・ 園部垣内 
大和天神山古墳（花・画） 
桜井茶臼山古墳（花・画・方・三） 

平原遺跡 

内行花文鏡 


