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日本の「きもの」と「染織」の美しさ 

 

ハクビ京都きもの学院  院長 角谷美和子 

 

 このたび、第 61 回製糸夏期大学の講演を光栄にも賜りました。心から感謝申し上げます。

きものの「着付学院」の講師でスタートして約 35 年好きなきものに携わる仕事を続けてい

られることは、日本の女性として幸せであり、誇りに思っております。 

 和服から洋服へと、めざましく時代は変化し、生活も核家族となり、きものが着られな

い人が多くなりました。 

 ハクビ京都きもの学院では、一人でも簡単にきものが着られるようにと、着付けの技術

はもとより、きものの知識、マナーなどをお教え続けております。 

 20 年ほど前、ふとしたことから、自分の着ているきものが、どのような工程で出来上が

るのか、糸から始まる素材や「織り、染め」を知りたくなり、文献を漁ったり、産地に行

ったり、携わっている方々とお話するうち、ますます多くのことを知りたいという意欲に

惹かれていきました。そんな中、現在では残り少なくなった本物の技を今も続けている方々

が多くいらっしゃると知り、それを本にするという機会を与えていただきました。その後、

NHK との共同制作の「日本きもの紀行 100」を監修することになりました。今は、すでに後

継者もなく、作ることが出来なくなった織物など貴重な映像を残すことが出来ました。産

地に研修に行った折、偶然にも織物協同組合でこのビデオで説明をしたり、活用している

場面に出会ったりすることもあり、とても嬉しく思っています。 

 また、NHK「趣味悠々」「きものを楽しむ」に出演の折には「簡単な知識」「きものの楽し

さ」「染めや織りの面白さ」「帯とのコーディネート」などのお話をし、多くの視聴者がき

ものの美しさに心を動かされたと感想をいただきました。その方々がいつかきものを着て

下さったらいいなと思っています。 

 

 

 現在の美しいきものの形や素材もすべて日本の歴史を見ると、時代とともに変わり、そ

の時代に対応した衣服を着ていたことがわかります 

 

縄文・弥生時代・・・祖先は動植物から採った繊維を織り、布の中央に穴をあけた「貫頭

衣」で身を守っていました。 

古墳時代・・・埴輪に見ることが出来る「衣裳」で上下に分かれた衣服になります。 

飛鳥・奈良時代・・・仏像で見る領布をつけた天平風俗の衣裳になり、大陸から「羅、綾、

錦」の織りの技術や「天平の三纈」と呼ばれる絞りの技法が伝えられ「命婦礼服」「女官朝

服」など、衣服が制定されました。 



 - 25 -

平安時代・・・遣唐使が廃止され、日本の風土、生活様式にふさわしいものに変化し、「十

二単」「袿」「細長」などの大きな装束で、華やかな貴族文化の時代で紫式部の源氏物語に

見られる公家装束です。最も華やかな重ねの色目の美しさを表現し、「紅と紫の時代」とも

言われました。重ねの色目は 200 種類もあり、「有職文様」「浮織り」「二重織り」の技術も

生まれました。 

鎌倉時代・・・武士が権力を握り、公家社会の大きな装束から簡素化され、小袖に袴をつ

ける武家女性の活動的な服装となります。 

室町・桃山時代・・・染織技術の発展により、豪華な「箔」や「縫い」の技術、「摺り染

め」などを「小袖」にほどこし、現代のきものの原形が出来ました。中国の高級織物の影

響を受け、「金襴」「錦」「緞子」「唐織り」などが「腰巻姿」の「打掛」などに応用され、

桃山時代の染織工芸の粋である「辻が花染め」も現れます。 

江戸時代・・・庶民が勢力を得、町人文化の花を咲かせた時代で、「振袖」が出来、「友禅」

や「小紋染め」の技法が完成されました。武家の女性には、「刺繍の打掛け」など豪華なも

のが生まれました。時代後期になると帯の幅も広くなり身八ツ口が考案され、町家の女子

は普段は縞柄に黒の掛け衿をつけて着用し、また、模様は大柄で絵画的な流動感ある寛文

模様など、町人階級の活力にみちた表現のきものが流行しました。 

明治時代・・・文明開化とともに洋風化（一部の上流階級）になりましたが、一般の女性

は「お召縮緬」「昼夜帯」「長羽織」「黄八丈」などを着用。化学染料が出来、ジャカード織

りの普及で大量生産が可能になりました。 

大正・昭和時代・・・裾模様の「訪問着」や「名古屋帯」が考案され、現在に引き継がれ

ています。第二次世界大戦前まではきもの全盛時代で「お召」「銘仙」「紬」「絣」など礼装

から日常着まできもの一色の時代でした。第二次世界大戦中と戦後がきものの長い空白時

代をもたらし、昭和 40 年代、再びきものが見直されましたが、「銘仙」がウール、合成繊

維に変わり、絹は高級品となってしまいました。 
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 歴史をふりかえりますと、染めの「京友禅」「加賀友禅」「江戸小紋」などの技術は、昔、

都のあったところで発達しました。それに対し織りのきものは家族の為に織り、その土地

の気候風土に合った、織りのきものをつくり、日常着としていたことがわかります。現在

は高価なものになってしまった「紬」も、元来は、商品にならない屑繭を使って、手仕事

で糸にし、自生している藍などの草木で染め、丈夫なきものに織っていたものでした。洋

装の時代となり、機械化による大量生産の出来る染めのきものは安く手に入るようになり、

手間のかかる「紬」などが高級品となってしまいました。 

 ところできものは 99%の人が「美しい」「着てみたい」「きものは憧れ」と言われるので

すが、なかなか着てもらえない原因は何でしょう。もちろん、きものは高価で、買えない

が一番の原因ですが、きものはとにかく「種類が多く、難しい」「どのような時にどのきも

のを着て行けば良いかわからない」所詮「T.P.O.の知識がない」が圧倒的なのです。 

きものはワンピースやスーツと違い、必ず「帯」を合わせなければならず、それも、季

節、素材、着ていく目的によって違うために、知識が必要になります。他国の民族衣装に

は無い「きもの」と「帯」「帯あげ」「帯〆」の調和がとれてはじめて「美しいきもの姿」

となるのです。 

その為には着付けの技術だけでなく、きものの「染め」や「織り」の知識が必要という

ことになります。難しいといわれますが、元をたどれば「染め」と「織り」の二種類に分

類されるだけで、しかもその二つの違いが解れば、いろいろな形に応用できるのです。 

 

染めのきもの 

絹糸を白い生地に織り上げ、色や柄を生地の上に染めた反物で作るきもののことです。

色や柄を後から付けるので、“後染め”のきものと言い、技法は「手描染め」「引染」「型染」

「浸染」「絞り染」など多種多様な方法で染めます。 

素材は圧倒的に本絹糸が多く、それだけに染めのきものには豪華で美しいものが多く、

華やかな席に着る晴れ着に多く用いられます。 

フォーマルな着物には「振袖」「留袖（黒留袖・色留袖）」があり、慶事用の第一礼装と

して用いられます。 

セミフォーマルには「訪問着」「付け下げ」「色無地」などの種類がありますが、色や模

様、材質で格が少しずつ異なります。 

一般的に「小紋」と呼ばれる型染めは、おしゃれ着として気軽に着ることができるもの

です。中でも江戸時代の裃の柄から生まれた細かい単色染めの「江戸小紋」は離れて見る

と無地に見え、柄によって格が異なります。 

「鮫」「行儀」「通し」は「江戸小紋三役」と言われ格が高くなります。江戸小紋は今で

は本物の伊勢型紙を彫る技術者も少なくなっているのが現状です。 

「小紋」と呼ばれる着尺柄のきものは、最近は機械捺染で作ることも可能となり、大胆

な柄も染められ、着る人の好みで気軽に楽しむことが出来るきものです。 
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「琉球紅型」「藍型」は沖縄の風土を反映し、作家による独特な特徴を表した染めもの

です。「顔料」「植物染料」「藍」を使った、鮮やかな色彩と、伝統的技法で着物、帯を染め

ています。 

その他に特殊な染め技法で「蒔糊」「天目」「ロウたたき」「墨流し」なども創られてい

ます。 

 

織りのきもの 

糸の素材は「手紬糸」「絹糸」「座繰糸」「紬絹紡績糸」などがあり、糸の時に染めてか

ら織る、いわゆる「先染め」のきものです。代表的なものに「お召」「紬」があります。 

織りのきものは、素朴で日本人が日常着ていたものでした。その為、丈夫であることが条

件で、紬などは、商品にならない屑繭などを太い糸にして織ったものでした。 

現在の紬は高級品となってしまいましたが、手仕事のぬくもりが伝わり、あたたかさのあ

るきものです。 

 

「お召し」は江戸時代、徳川十一代将軍、家斉公が好み、上流階級の男子がお召しになっ

たことから、この名があると言われておりますが、お召縮緬と言うように、上等な絹糸で

緯糸に強い撚りを使い織り上げたものです。昨今、お召は昔ほど多くはありませんが、し

っとりとした着た時の風合いが良い為、また、少しずつ、お召ブームになりつつあります。 

「銘仙」は大正から昭和の初期にかけ、大流行した織りのきものです。 

 

 

紬の中では高級な「結城紬」「大島紬」が特に有名で、東西の紬の横綱と言われております。 
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「結城紬」は、昔「常陸絁」と言われていたものが、鎌倉時代に「紬」に改良され、武士

のあいだで愛好されたものです。真綿から作り出す手紡糸を用い絣模様を表す技法は、手

括りで絣糸を作り、染色し、地機（居座機）で織ります。 

絣は一尺幅の反物に横に亀甲が並ぶ数で、80 亀甲、100 亀甲、120 亀甲、160 亀甲、200 亀

甲と細かくなるにつれ、技術も高度になります。 

真綿から引き出す糸のやわらかさ、暖かさは比類の紬で二代、三代と着こなすほど、真綿

の糸の良さが判ります 

 

「大島紬」は明治の中頃に手紡糸から玉糸に変わり、大正には本絹糸となり、現在は「紬」

という名ではありますが、実際は絹糸の平織物です。 

絣柄を出す方法も、手括りから織締で絣筵を作る技法が用いられるようになり、大島独

特の精緻な絣柄が作りだされるようになり、織機も地機から高機へと変わりました。 

奄美大島に自生する、テーチ木の煎汁と泥田での染めをくり返します。テーチ木染 120～

130 回、泥染 5～6 回行うことにより、テーチ木のタンニンと泥の鉄分が化合し、黒く光沢

のある糸に染まります。 

 大島紬の細かい絣の柄はすべてタテ糸ヨコ糸の交差によるひとつの点による集合体によ

るものです。タテ絣糸の本数により、絣糸 80 本を１マルキと言い、5 マルキ、7 マルキ、9

マルキ、12 マルキと絣糸の本数により高度な技術が必要になります。糸から着物になる迄

１年以上もかかり、30 以上の工程を経て、ようやく反物になります。 

 「結城紬」「大島紬」と二つの代表的な絣で柄をあらわす紬を比べてみても、糸の材質、

染色法、織機などまったく異なり、着心地も違います。糸から着物になる迄の工程の複雑

さを考える時、手織りのきものがいかに高価であるかもうなずけます。 

 

「牛首紬」は太い座繰りの玉糸を使用して作られた紬で、丈夫で別名「釘抜き紬」とも言

われました。白生地に織り、訪問着などに後染めされたものが多かったのですが、最近は

昔のように先染めも織られるようになり、おしゃれ着として楽しむことが出来ます。真綿

からの手紡糸の「結城紬」、本絹糸の「大島紬」と異なり、座繰り糸の「牛首紬」は、糸が

ウェーブのある自然な糸で、きものになるとシワにならず、冬は体温のぬくもりで温かく、

夏は風が通り涼しいという特徴があり、着心地は抜群です。 

 

 このように日本の各地で織られる「紬」などの織りのきものは、それぞれの土地の気候

風土に合った糸を作り、自生している植物で染め、特徴ある織物を各地で作っています。

しかし多種多様な感触で、それぞれに手間がかかり、素晴らしい織りのきものなのですが、

きのもの格としては「染めのきもの」が上であるため、「織りのきもの」は高価なものであ

っても、おしゃれ着として扱われます。 

「染めのきもの」の華やかさはありませんが、流行がなく、時代が変わってもそのときの
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良さが伝わり、娘、孫と伝えたいきものとして価値のわかる人々に愛好されています。 

 

 きものの素材の 80～90％をしめる絹のしなやかさ、保温性、通気性には及びませんが絹

に劣らない「合成繊維」の技術には年々驚かされます。柄の斬新さ、染色の鮮明さはコン

ピューターを駆使した、最新の技術で大量に作られます。家で洗うことの出来る手軽さと、

廉価であることから年々人気があります。絹のきもののような、一つ一つの手作りではあ

りませんが、きものを着るという最初のステップとしてお奨めしています。 

 

 先日、帝国劇場で谷崎潤一郎の「細雪」を見ました。昭和 10 年代を背景に老舗の四姉妹

が華やかなきもの姿で登場し、きものの全盛期を彷彿とさせられました。あの時代は日本

女性が一番自由にきものを着ることが出来て良い時代だった、と言っていた母の言葉を思

い出させられました。 

 最近、気持ちにゆとりをもち。再び自分の時間がとれた方々にきものを楽しみたいとい

う人が増えつつあります。改まった席、趣味の場でと、多くの人にきものを着て欲しい・・・ 

 

日本の女性の美しさを一層引き出してくれるのは「きもの」です。これからも一枚のき

ものを心をこめて作って下さった方々を多くの方に知っていただくとともに、きものを着

た時の「凛とした気持」を時代が変わっても伝えていきたいと思っております。 

 美しいきものは日本の文化であり最高の芸術品です。 

また、なによりも「きもの」は「平和の象徴」であると思っています。 
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◎きものに用いる染料◎ 

 

染料には天然染料と合成染料（化学染料）がある。合成染料の発明は 19 世紀である。それ

までは天然染料のみで染められていた 

 

 

天然染料 

 

植物染料（草木染） 

染料に植物の幹、樹皮、根、葉、花、実などを用いた染物を草木染という。草木

染は世界各地で土地によりさまざまな植物が染料に用いられているが、日本では

特に多くの植物が用いられ、今でも実用的なものだけでも百種類程度の植物が草

木染に用いられている。草木染は色の発色と色を定着させるため、媒染剤を用い、

また媒染剤を変えることで同じ植物から別の色を作りだす事も可能である。 

藍、茜、紫根、楊梅、蘇枋、福木、うこん、浜茄子、車輪梅、五倍子、刈安など 

 

動物染料 

コチニール（臙脂虫）、ラック（カイガラ虫）分泌物、巻貝ムレックスなど 

 

鉱物染料 

胡粉、墨、朱、郡青、紅柄、黄土、石黄、松煙墨 
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きものの歴史年表 

 

時代 
区分 

西暦 きものの移り変わり 

縄文 BC 
750 頃 

・ 魚や獣の皮、植物の繊維をその
まま衣服として使用した 

・ 繊維を細かくあわせて織物とし
た 

・ 紐衣、腰衣 
弥生 BC 

200 頃 
・ 主に麻を材料としていたが、繭

より糸をとり織物も作った。 
・ 貫頭衣、袈裟衣（横幅衣）。 

古墳 AD 
300 頃 

・ 大和朝廷ほぼ日本全国を統一
し朝鮮との交流が盛んになり染
色、養蚕、絹織物の技術が伝わ
る。 

・ 紅花、紫根染伝来 
・ 衣褌、衣裳。 

飛鳥 593 
 
 
 
 
 
701 

・ 聖徳太子摂政となり大陸（隋）と
の国交が開け、服飾は隋唐模倣
時代となる。 

・ 十二階の冠位を制定。上衣の色
は冠とともに紫、青、赤、黄、白、
黒の順。（推古 11） 

・ 大宝律令がしかれ、服装の制度
が定まる。（大宝１） 

・ 礼服、朝服、制服。 
奈良 710 ・ 平城京に都を移す。 

・ 養老衣服令が定まる。（養老 2） 
・ 右衽の勅令が出る。袖が大きく

なり袂が分化する。 
・ 羅、綾、錦などの技術が輸入さ

れ、臈纈、纐纈、夾纈などの染
色も流行した 

・ 服飾は唐風の模倣 
・ 礼服、朝服、制服。 

平安 794 
 
 
 
1017 

・ 平安京に都を移す。 
・ 菅原道真の建議によって遣唐使

が廃止され文字、文学、住宅、
服飾などの国風化が始まる。 

・ 藤原道長太政大臣となり、その
一門は全盛を誇る。 

・ 束帯、布袴、衣冠、直衣、狩衣、
水干。 

・ 女房装束（十二単）、小袿、細
長、壺装束、虫垂衣、衣被、汗
衫、衵。 

・ 有職文様、浮織、二重織が行わ
れ、重色目の流行により、紅と紫
の時代といわれるようなはなや
かな染色が出現した。 

鎌倉 1192 ・ 源頼朝鎌倉に幕府を開く。 
・ 武士の時代を反映して、強装束

が流行した。 
・ 染織の技術が京から全国へ広ま

る。 
・ 狩衣、直衣、大紋、素袍、十徳 
・ 小袖。 

時代 
区分 

西暦 きものの移り変わり 

室町 
安土 
桃山 

1394 
1576 
1585 

・ 足利義満太政大臣となる。 
・ 織田信長安土城を居城とする。 
・ 豊臣秀吉関白となる。 
・ 宗、元、明など大陸の高級織物

をまねて、博多織り、金襴、錦、
緞子、唐織りなどすぐれた織物
がつくられた。また辻が花染、天
文小袖、桃山小袖はどの優れた
きものが作られた。更紗伝来。 

・ 肩衣・袴、羽織。 
・ 小袖、打掛姿。腰巻姿、名護屋

帯。 
江戸 1603 

 
 
 
 
 
1672 
 
1682 
1724 
1771 
 
1787 

・ 徳川家康征夷大将軍となる。 
・ 小袖が発達し現在のきものが完

成された。帯も幅が広くなり、結
び方が種々工夫された、材料も
麻、絹のほかに木綿が多く用い
られるようになる。 

・ 振り袖生まれ、後ろ結びの帯が
表れる。結髪の黄金期。 

・ 友禅染め生まれる。 
・ 木綿が普及する。 
・ 小紋、中形染め、木綿絞り始ま

る。 
・ 黒、鼠、茶色流行、縞柄流行。 
・ 束帯、衣冠、直垂、大紋、素襖。
・ 裃、小袖、羽織袴、半天、法被、

合羽。 
・ 打掛、腰巻、小袖、被布。 
・ 浴衣、丹前、襦袢。 

明治 1868 ・ 明治になって、西欧の文化が急
激に輸入され服飾にも大きな変
化が見られた。洋服が官服と定
められた。 

・ 羽織袴、トンビ、兵児帯。 
・ 海老茶袴、吾妻コート、被布、シ

ョールなどが流行した。 
大正 1912 ・ 和服と洋服が相半して用いられ

るようになり、材料も人絹、羊毛、
スフなどが用いられた。 

・ 名古屋帯、夏羽織、絵羽織流
行。 

昭和 1940 
 
 
 
 
 
1960 

・ 国民服が制定された（昭和 15） 
・ 婦人標準服制定される（昭和

17） 
・ 戦後の日常服は洋服に変わっ

たが、伝統的なきものへの愛着
も根強い。 

・ 洋服生地の和服や無地のきも
の、茶羽織などが流行した。 

 


