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開催の趣旨 

 
北海道および東北地方北部、樺太南部、千島列島の先住民であるアイ

ヌ民族の伝統的な生活技術のひとつとして機織り技術があります。国立民

族学博物館と北海道開拓記念館はともに開館以来、アイヌ民族の機織り

技術について、調査研究と実物資料の収集、展示をおこなってきました。 

しかし、アイヌの織機の調査研究と展示を担当してきた国立民族学博物

館・民族文化研究部教授の吉本忍と、北海道開拓記念館・学芸員の出利

葉（でりは）浩司は、1994 年以降に実施してきた調査研究によって、それぞ

れの博物館で自らが担当したアイヌの織機の実物資料の展示や、アイヌの

機織り技術をテーマとした映像資料の展示に問題のあることを見いだしま

した。そのために、国立民族学博物館と北海道開拓記念館では、吉本忍と

出利葉浩司がともに研究者として見誤ったアイヌの機織り技術について、

両館が共催して展覧会を開催することとなりました。 

北海道開拓記念館での共催展は、本年７月６日 から８月８日まで、第

140 回テーマ展「見誤った伝統？－アイヌの機織り技術－」として開催しま

した。そして、このたびの本館での共催展は、12 月２日から 12 月 26 日まで、

企画展「研究者が見誤った伝統？－アイヌの機織り技術－」として開催し

ます。 

本館の共催展では、先に開催した北海道開拓記念館での展示内容に

加えて、本館独自の企画で、アイヌ民族が 1960 年代以降に試みている機

織り技術の復興やあらたな創造についても展示をおこなっています。 

北海道開拓記念館で開催した共催展の企画・構成は、同館学芸員の出

利葉浩司が担当しましたが、本館で開催する共催展「研究者が見誤った伝

統？－アイヌの機織り技術－」の企画・構成は、本館民族文化研究部教授

の吉本忍が担当しました。また、アイヌ民族における機織り技術の復興と

創造に関する展示「コタンの中の機織り」の企画・構成は、本館民族文化

研究部教授の大塚和義と文化資源研究センター教授の吉田憲司が担当

しました。 
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アイヌの織物素材 

アイヌ民族は伝統的に、居住地域の周辺に自

生する、ニレ科のオヒョウ（Ulmus laciniata）やハ

ルニレ（Ulmus davidiana var. aponica ）、シナノキ

科のシナノキ（Tilia japonica）やオオバボダイジュ

（Tilia maximowicziana）、ニシキギ科のツルウメモ

ドキ（Celastrus orbiculatus Thunb.）の木の内皮の

繊維（樹皮繊維）や、イラクサ科のエゾイラクサ

（Urtica platyphylla）やムカゴイラクサ（Laportea 

bulbifera）の茎の繊維（草皮繊維）を、織物を織る

ためのタテ糸やヨコ糸の素材として使ってきまし

た。これらの繊維素材のうち、オヒョウ、ハルニレ、

シナノキはおもに北海道アイヌの人たちのあいだ

で使われ、エゾイラクサやムカゴイラクサはおも

に樺太アイヌの人たちのあいだで使われてきまし

た。また、アイヌの織物の繊維素材としては、そ

のほかに木綿があります。ただし、木綿は糸の状

態で外部から入手したもので、その入手先の多く

は本州であったと考えられます。 

j

 

アイヌの織物でつくられた製品 

アイヌ民族のもとで織られてきた一般的な織物

には、織幅が約２５㎝～４０cmの「広幅の織物」と、

織幅が約１０cm 以下の「細幅の織物」があります。

このうち広幅の織物でつくられた製品としては、オ

ヒョウ、ハルニレ、シナノキ、オオバボダイジュ、ツ

ルウメモドキなどの樹皮繊維を糸の素材とした樹

皮衣（じゅひい）や、エゾイラクサやムカゴイラクサ

などの草皮繊維を糸の素材とした草皮衣（そうひ

い）などの衣服をはじめ、頭巾（ずきん）、鉢巻、

前掛け、脚絆（きゃはん）、手甲（てっこう）、袋物、

敷物などがあります。また、細幅の織物でつくら

れた製品としては帯があります。 

 
樹皮衣 国立民族学博物館蔵 

アイヌの織機の実物資料 

アイヌ民族が織物を織るために使用してきた織

機は、環太平洋とその周縁地域で普遍的に使わ

れてきた腰機（こしばた）です。腰機は腰当(こしあ

て)をともなった織機で、織り手は身体を前後に傾

けることによって、タテ糸を間接的に保持するた

めの部品である腰当を介して、織物を織るさいに

欠くことのできないタテ糸の張力を加減しながら

機織りをおこないます。 

アイヌの腰機の実物資料としては、織幅が約 

２５㎝～４０cm の広幅の織物を織るばあいに使

われてきた「大型の腰機」と、織幅が約１０cm 以

下の細幅の織物を織るばあいに使われてきた

「小型の腰機」があります。さらに、それらを、筬

（おさ）の有無、筬の形状と機能の違い、機台（は

ただい）の有無にもとづいて分類すると、大型の

腰機は３型式に分類され、小型の腰機も３型式に

分類されます。 

 

大型の腰機 

大型の腰機は、織幅が約２５㎝～４０cm の広

幅の織物を織るために使われてきました。その実

物資料としては、これまでに、 

① 広幅の櫛筬（くしおさ）をともなった大型の
腰機 

② 広幅の板筬（いたおさ）をともなった大型の
腰機  

③ 広幅の櫛筬と機台をともなった大型の腰機 
という３型式を確認しています。 

 

広幅の櫛筬をともなった大型の腰機 

（アイヌ民族博物館蔵） 

この腰機は、北海道の白老（しらおい）にあるア

イヌ民族博物館が１９５８年から１９５９年にかけ

て製作し、１９５９年の開館以来常設展示している

ものです。北海道に住むアイヌの人たちのあいだ

では、このような広幅の櫛筬をともなった大型の

腰機を使って、今も機織りがおこなわれていま

す。 

この腰機を構成する部品には、杭、先端棒、布

巻き具、腰当、綜絖（そうこう）、上下糸分離具、

櫛筬、ヨコ入れ具、打ち込み具があり、タテ糸とヨ

コ糸にはシナノキの繊維を素材とした糸が使われ
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ています。 

 
広幅の櫛筬をともなった大型の腰機 アイヌ民族博物館蔵 

 

広幅の板筬をともなった大型の腰機 １ 

（国立民族学博物館蔵） 

１９６０年代（あるいはそれ以前）から１９７０年

代にかけて、北海道の二風谷（にぶだに））に住

む一部のアイヌの人たちのあいだで、広幅の櫛

筬をともなった大型の腰機に先行する古い型式

の腰機として、広幅の板筬（いたおさ）をともなっ

た大型の腰機が復元され、使用されていました。 

この腰機は、その当時の広幅の板筬をともなった

腰機を１９９２年にあらためて復元製作したもので、

この腰機を構成する部品には、先端棒、布巻き

具、腰当、綜絖、上下糸分離具、板筬、ヨコ入れ

具、打ち込み具があり、タテ糸とヨコ糸にはオヒョ 

   

広幅の板筬をともなった大型の腰機 １ 国立民族学博物館蔵 

ウの繊維を素材とした糸が使われています。なお、

機織りをおこなうためには、上記の部品以外に先

端棒を保持するための部品が不可欠ですが、こ

の腰機を使用した機織りでは、その部品としては

住居の柱が使われていました。 

この腰機は、１９９２年にアイヌの機織り技術と

樹皮衣の製作工程のビデオによる映像取材を、

吉本忍が国立民族学博物館の国内映像音響資

料作成プロジェクトとしておこなったさいに、国立

民族学博物館が萱野茂・れい子ご夫妻に復元製

作をお願いして作成したものです。そして、同年

に国立民族学博物館の標本資料として収集し、 

１９９３年に本館で開催した企画展「アイヌモシリ

－民族文様から見たアイヌの世界」で、適切な説

明のないままに、広幅の櫛筬をともなった大型の

腰機に先行する古い型式の腰機であるとの誤解

をまねきかねない展示をおこないました。また、こ

の腰機を使用した機織り技術と樹皮衣の製作工

程の映像記録は、１９９３年に「アイヌの織りと縫

い－アツトウシ衣のできるまで」（３８分）として編集

制作し、そのダイジェスト版「アツトウシ－アイヌの

衣服－」（１２分）とともに、本館のビデオテーク番

組として映像展示をおこなっています。 

 

広幅の板筬をともなった大型の腰機 ２ 

（北海道開拓記念館蔵） 

この腰機は、１９４０年代から１９５０年代にか

けて、室蘭市の故近藤幸吉氏が収集したコレクシ

ョンのほとんどすべてを１９７０年に北海道開拓記

念館が一括して購入したうちのひとつで、１９５５

年前後につくられたとみなされています。北海道

開拓記念館ではこの腰機を１９９２年から今年の

７月初旬まで常設展示場の｢アイヌ文化の成立｣

のコーナーで、詳細な説明なしに、アイヌ民族の

一般的な腰機、あるいは広幅の櫛筬をともなった

大型の腰機に先行する古い型式の腰機と受け取

られかねない展示をしてきました。 

この腰機は織機として完全なものではありませ

んが、手前に展示している国立民族学博物館蔵

の腰機と同様に、広幅の板筬をともなった大型の

腰機です。 

この腰機の部品には、先端棒、布巻き具、綜絖、

板筬、ヨコ入れ具、打ち込み具があり、タテ糸とヨ

コ糸にはシナノキの繊維を素材とした糸が使われ

ています。ただし、手前の国立民族学博物館蔵
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の腰機とくらべてみると、杭、腰当が欠落しており、

上下糸分離具もそなわっていません。また、アイ

ヌの大型の腰機では、タテ糸の先端部はループ

状を呈しており、ループのあいだに先端棒を通し

て紐で括っていますが、この腰機では先端部が

切断されて、ひとまとめに束ねられたタテ糸が直

接先端棒に括りつけられています。さらに、タテ

糸の全長も、約９０cm と極端に短いことも不審な

点で、この腰機にそなわっている板筬は、あとか

ら組み込まれた可能性も考えられます。 

 

広幅の板筬をともなった大型の腰機 ２ 北海道開拓記念館蔵 

 

広幅の櫛筬と機台をともなった大型の腰機 

（北海道大学蔵） 

この腰機は、北海道大学北方生物圏フィール

ド科学センターが所蔵しているもので、昭和初期

に収集されたと推察されているものの、詳しい来

歴は不明です。 

この腰機を構成する部品としては、タテ巻き具、

布巻き具、機台（はただい）（「大正１５年９月２３

日 拾五 九 弐拾参」の墨書（ぼくしょ）あり）、マ

ネキ（一部は欠損）、綜絖、櫛筬（筬の枠に「大正

拾五年九月」の彫り込みあり）座板（ざいた）など

がそなわっており、タテ糸とヨコ糸には、樹皮繊維

を素材とした糸が使われています。腰機の部品と

しては、前記の部品のほかに、腰当、ヨコ入れ具、

打ち込み具、引き縄があったと見られますが、こ

れらはいずれも欠落しています。 

アイヌの腰機として、このような機台をともなっ 

たものは、これまでには１９７０年代に同型式の

腰機一式が札幌で確認されていますが、その詳

しい来歴も不明です。ただし、機台をはじめとする

部品の形状と腰機全体の構造、さらには織り途

中の織物などから判断するかぎり、この腰機は生

産性の向上、あるいは省力化を目的として、日本

人のもとで使われ、一般に「いざり機」、あるいは

「地機（ぢばた）」と呼ばれてきた腰機を模倣して

つくられた足引きの開口補助装置であるマネキを

ともなった機台に、アイヌの広幅の櫛筬をともなっ

た大型の腰機を組み込んだものであると考えら

れます。したがって、大正時代頃に一部のアイヌ

の人たちのあいだで、このような腰機を使って機

織りがおこなわれていた可能性が考えられます

が、現状では断定するまでには至っていません。

なお、類似した腰機を使ってアイヌの織物と同様

にオオバボダイジュを繊維素材とした織物を織る

技術は、日本人の伝統的な機織り技術のうちに

も見いだされ、新潟県山北（さんぽく）町や山形県

温海（あつみ）町で今なお継承されています。 

   

広幅の櫛筬と機台をともなった大型の腰機 北海道大学蔵 

 

小型の腰機 

小型の腰機は、織幅が約１０cm 以下の細幅の

織物を織るために使われてきました。その実物資

料として、すべての部品が完全に揃ったものは見

つかっていません。そのために詳細については

不明な点もありますが、これまでには、 

① 細幅の櫛筬をともなった小型の腰機 
② 細幅の板筬をともなった小型の腰機 
③ 筬のない小型の腰機 
という３型式を確認しています。 
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細幅の櫛筬をともなった小型の腰機 

（東京国立博物館蔵） 

この腰機は、明治８年（１８７５年）に東京国立

博物館が博覧会事務局から北海道アイヌの「帯

織機（おびおりき）」として受理した資料です。 

この腰機を構成する部品には、布巻き具、綜

絖、上下糸分離具、櫛筬があり、タテ糸とヨコ糸に

はオヒョウの繊維を素材とした糸が使われていま

す。腰機の部品としては、前記の部品のほかに、

腰当（こしあて）、タテ糸の先端部を保持するため

の部品、打ち込み具があったと見られますが、こ

れらはいずれも欠落しています。ただし、タテ糸

の先端部を保持するためには家屋の柱や木の幹

などを使っていた可能性があります。また、この

腰機にはヨコ入れ具もありませんが、このような

細幅の帯を織るばあい、ヨコ入れ具は使用しない

こともあったと考えられます。 

 
細幅の櫛筬をともなった小型の腰機 東京国立博物館蔵 

 

細幅の板筬をともなった小型の腰機 １ 

                     （北海道開拓記念館蔵） 

この腰機は、１９６８年に北海道開拓記念館に

移管された拓殖館（たくしょくかん）旧蔵のコレク

ションのなかに含まれている北海道アイヌの帯織

り用の腰機です。 

この腰機を構成する部品には、布巻き具、板筬、

打ち込み具があり、タテ糸にはオヒョウの繊維を

素材とした糸と木綿糸、ヨコ糸にはオヒョウの繊

維を素材とした糸が使われています。腰機の部

品としては、前記の部品のほかに、腰当、タテ糸

の先端部を保持するための部品、綜絖があった 

 

細幅の板筬をともなった小型の腰機１ 北海道開拓記念館蔵 

と見られますが、これらはいずれも欠落していま

す。ただし、タテ糸の先端部を保持するためには

家屋の柱や木の幹などを使っていた可能性もあ

ります。また、この腰機にはヨコ入れ具もありませ

んが、このような細幅の帯を織るばあい、ヨコ入

れ具は使用しないこともあったと考えられます。 

 

細幅の板筬をともなった小型の腰機 ２ 

（国立民族学博物館蔵） 

この腰機は、アイヌ語学者の故知里眞志保（ち

りましほ）博士が１９３６年（昭和１１年）に旧幌別

（ほろべつ）町（現在の登別市幌別）で収集した腰

機です。 

この腰機を構成する部品には、布巻き具、綜

絖、板筬があり、タテ糸とヨコ糸には木綿糸が使

われています。腰機の部品には、前記の部品の

ほかに、腰当、タテ糸の先端部を保持するための

部品、打ち込み具があったと見られますが、これ

らはいずれも欠落しています。ただし、タテ糸の

先端部を保持するためには家屋の柱や木の幹な

どを使っていた可能性もあります。また、この腰

機にはヨコ入れ具もありませんが、このような細

幅の帯を織るばあい、ヨコ入れ具は使用しないこ

ともあったと考えられます。 

 

筬のない小型の腰機 

（東京国立博物館蔵） 

この腰機は、１８７２年（明治５年）２月に太政官

正院（だじょうかんせいいん）に設置された博覧会

事務局が、１８７３年（明治６年）に開催されたウィ

ーン万国博覧会に出品するために、１８７２年１１

月までに東京に集められた北海道アイヌの資料

のうちのひとつで、使用地は釧路支庁の川上郡

であったとみなされています。 

この腰機を構成する部品には、綜絖、上下糸

分離具、ヨコ入れ具があり、タテ糸とヨコ糸にはオ

ヒョウの繊維を素材とした糸が使われています。

腰機の部品には、前記の部品のほかに、布巻き

具、腰当、タテ糸の先端部を保持するための部品、

打ち込み具があったと見られますが、これらはい

ずれも欠落しています。ただし、腰当については、

織り手の帯が使われ、帯に布巻き具の両端をくぐ

らせていた可能性があります。また、タテ糸の先

端部を保持するための部品についても、その代

わりとして家屋の柱や木の幹などを使っていた可
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能性が考えられます。 

 
筬のない小型の腰機 東京国立博物館蔵 

 

実物資料に見るさまざまな筬 

筬は機織りに必要不可欠のものではなく、筬が

なくても機織りをおこなうことは可能です。しかし、

これまでに確認してきたアイヌの腰機の多くには、

織機を構成する部品のひとつとして筬がそなわっ

ています。それらのアイヌの筬は、① 広幅の櫛

筬、② 広幅の板筬、③ 細幅の櫛筬、④ 細幅の

板筬、という４種類に大別することができます。 

これらのうちで広幅と細幅の櫛筬は、いずれも

タテ糸を通す部分がタテ方向（垂直方向）の細長

い隙間、あるいは細長い孔を連ねた状態で構成

されて櫛状を呈しています。また、広幅と細幅の

板筬は、いずれもタテ糸を通す部分が１枚の板の

上下に２列のヨコ並びの孔となってあけられてい

ます。 

国立民族学博物館と北海道開拓記念館でおこ

なってきた展示で、われわれ研究者（吉本忍と出

利葉浩司）がなにを見誤ったかということの問題

点をあきらかにするために、このコーナーでは、

その核心部分となる筬の種類と、それぞれの筬

の機能などを、実物資料と実物資料の写真パネ

ルによってあらためて紹介します。 

 

広幅の櫛筬 

広幅の櫛筬は、広幅の織物を織るための大型

の腰機の部品として使われてきました。この筬は

織幅にあわせて、先端部で束ねられているタテ糸

の配列を整えるタテ糸整列具としての機能をそな

えています。なお、広幅の櫛筬の櫛状部分につ

いては、素材や形状の違いによって、以下の５種

類を確認しています。 

 

  Ａ－櫛状部分が薄くそいだ竹でつくられた筬。

このような筬は、日本人が使用していたも

のが北海道にもたらされ、アイヌ民族のも

とで使われてきたと考えられます。 

  Ｂ－櫛状部分がイネ科植物の中空の茎（稈）

でつくられた筬。 

  Ｃ－櫛状部分がヒゴでつくられた筬。 

  Ｄ－櫛状部分がイネ科植物の中空の茎（稈）

とヒゴでつくられた筬。 

  Ｅ－櫛状部分が１枚の板にタテ長の孔をあけ

てつくられた筬。この筬は板を使っている

ことから、板状の筬ともいえるものですが、

左に展示している広幅の板筬とは、形状

や機能が異なっています。また、この筬に

は、櫛状の孔のあいた板に枠をはめ込ん

だものと、枠のないものを確認していま

す。 

 

広幅の櫛筬 北海道大学蔵 

 

広幅の板筬 

広幅の板筬は、中央に展示してある国立民族

学博物館と北海道開拓記念館の大型の腰機に

そなわっている筬です。広幅の板筬をともなった

大型の腰機は、１９６０年代（あるいはそれ以前）

から１９７０年代にかけて、北海道の二風谷に住

む一部のアイヌの人たちのあいだで、広幅の櫛

筬をともなった大型の腰機に先行する古い型式

の腰機として復元され、広幅の織物を織るために

使われていました。 

この筬は板の上部のヨコ並びの孔に上糸（うわ

いと）、板の下部のヨコ並びの孔に下糸（したい

と）が通されて、タテ糸を上糸と下糸に分ける上

下糸分離具（じょうげいとぶんりぐ）（開口具）とし

ての機能をそなえています。また、先端部で束ね

られているタテ糸の配列を広げる幅出し具（はば

だしぐ）としても機能しています。 

 広幅の板筬は、国立民族学博物館と北海道開

拓記念館の大型の腰機にそなわっているものの

ほかに、北海道の二風谷と登別、および名古屋

で、いずれも大型の腰機に組み込まれているも

のを確認しています。それらはすべて１９６７年以
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降につくられた比較的あたらしいものです。した

がって、これまでのところ、１９５５年前後につくら

れたとみなされる北海道開拓記念館の大型の腰

機にそなわっている板筬が、広幅の板筬としては

もっとも古いものであり、それ以前につくられたと

みなされる広幅の板筬は確認できていません。 

  

広幅の板筬 国立民族学博物館蔵 

 

 
広幅の板筬 北海道開拓記念館蔵 

 

細幅の櫛筬 

細幅の櫛筬は、細幅の織物を織るための小型

の腰機の部品として使われてきました。この筬は

織幅にあわせて、先端部で束ねられているタテ糸

の配列を整えるタテ糸整列具としての機能をそな

えています。なお、細幅の櫛筬の櫛状部分につ

いては、素材や形状の違いによって、以下の３種

類を確認しています。 

 

  Ａ－櫛状部分がイネ科植物の中空の茎（稈）

でつくられた筬。 

  Ｂ－櫛状部分がヒゴでつくられた筬。 

  Ｃ－櫛状部分が１枚の板にタテ長の孔をあけ

てつくられた筬。この筬は板を使っている

ことから、板状の筬ともいえるものですが、

左に展示している細幅の板筬とは、形状

や機能が異なっています。 

 

細幅の櫛筬 北海道大学蔵 

 

細幅の板筬 

細幅の板筬は、細幅の織物を織るための小型

の腰機の部品として使われてきました。この筬は

板の上部のヨコ並びの孔に上糸、板の下部のヨ

コ並びの孔に下糸が通されて、タテ糸を上糸と下

糸に分ける上下糸分離具（開口具）としての機能

をそなえています。また、先端部で束ねられてい

るタテ糸の配列を広げる幅出し具としても機能し

ています。 

 

 細幅の板筬 国立民族学博物館蔵 

 

江戸時代のアイヌ風俗絵に描かれた腰機 

江戸時代のなかば(１８世紀中頃）以降、多くの

絵師（画家）が、北海道をはじめとするアイヌ民族

の居住地を訪れ、アイヌの人たちのさまざまな生

活のようすを描いてきました。それらの絵画は、

一般に「アイヌ風俗絵」と呼ばれており、実物資料

や文献資料からは知ることのできない、江戸時代

のアイヌ民族の生活文化をかいま見ることのでき

る貴重な資料となっています。 

 アイヌ風俗絵のうちには、アイヌの人たちの腰

機を使用した機織りのようすや、腰機とその部品

を描いたものが少なからずあります。それらの絵

画資料を見てみると、腰機やその部品について、

実物資料と共通するものや、実物資料があっても

絵画資料には見いだせないもの、実物資料がな

いにもかかわらず絵画資料に描かれているもの

などが見いだされます。 

アイヌ風俗絵のうちに描かれているもののすべ

てが、事実をありのままに描いたものと断定する

ことはできませんが、筬に焦点を絞ると、アイヌ風

俗絵に描かれた腰機は、 

① 筬のない大型の腰機 

② 広幅の櫛筬をともなった大型の腰機 

という２種類に大別されます。 

 

筬のない大型の腰機 

筬のない腰機は、アイヌの腰機の実物資料の

うちでは小型の腰機のうちに見いだされるのみで
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す。しかし、アイヌ風俗絵のうちには、平沢屏山

（びょうざん）や加賀伝蔵によって描かれた機織り

図をはじめとして、筬のない大型の腰機を描いた

例が少なからずあります。 

筬のない大型の腰機については、これまで研

究者のあいだでは、しばしば絵師が描き間違った

り、描きもらしたという推察がなされてきました。し

かし、機織りに筬は必要不可欠の部品ではなく、

筬がなくても機織りは可能であること、小型の腰

機の実物資料のうちに筬のないものがあることな

どから、江戸時代のアイヌ風俗絵に見いだされる

筬のない大型の腰機についても、それらの多くは

事実をありのまま描いたものであろうと推察され

ます。 

 

『アイヌ手芸の図』平澤屏山筆 ～1876 年 

『アイヌ芸術』（北海道出版企画センター）所収 

 

広幅の櫛筬をともなった大型の腰機 

アイヌ風俗絵に描かれた広幅の櫛筬をともなっ

た大型の腰機の多くは、中央に展示しているアイ

ヌ民族博物館の腰機や、現在も北海道のアイヌ

民族のもとで使われている腰機と同様の構造の

ものです。したがって、１８世紀中頃以降の江戸

時代には、今と変わらない広幅の櫛筬をともなっ

た大型の腰機が使われていたことは間違いない

と考えられます。 

 なお、アイヌ風俗絵に描かれた、広幅の櫛筬を

ともなった大型の腰機のうち、１８０４年（文化元

年）以降に描かれた『北蝦夷及赤蝦夷図絵』に見

いだされるものは、例外的に広幅の櫛筬が綜絖

の手前に描かれています。この『北蝦夷及赤蝦

夷図絵』に描かれた腰機と同様の実物資料の存

在については、これまでまったく知られていませ

ん。しかし、櫛筬が綜絖の手前にあるという腰機

の構造は、日本人のもとで使われ、一般に「いざ

り機」、あるいは「地機」と呼ばれてきた腰機と同

様です。したがって、『北蝦夷及赤蝦夷図絵』に描

かれた腰機についても、江戸時代に使用されて

いた可能性があります。そのような腰機が使われ

ていたとすれば、それは中央に展示している北海

道大学の広幅の櫛筬と機台をともなった大型の

腰機のばあいと同様に、日本人の腰機による機

織り技術の影響によるものであったと考えられま

す。 

 
『蝦夷風物図絵』(『蝦夷風俗図式』写本) 

作者・制作年不詳（原作：谷元旦、1799 年） 

北海道開拓記念館所蔵 

 

広幅の板筬の歴史的検証 

これまでの研究成果から、広幅の櫛筬をともな

った腰機が江戸時代から現在に至るまで継続し

て使われてきたことは間違いないと考えられます。

その一方で、細幅の櫛筬をともなった小型の腰機、

細幅の板筬をともなった小型の腰機、筬をともな

わない小型の腰機については、いずれも江戸時

代のアイヌ風俗絵のうちに見いだせません。ただ

し、収集年代のあきらかな比較的古い実物資料

として、東京国立博物館には１８７２年（明治５年）

以前に収集された細幅の櫛筬をともなった小型

の腰機があります。また、国立ベルリン民族学博

物館には、１８９２年（明治２５年）～１８９３年（明

治２６年）に収集された細幅の板筬をともなった小

型の腰機があり、オックスフォード大学のピット・リ

バース博物館には１８９９年（明治３２年）以前に

収集された筬のない小型の腰機があります。した

がって、これらのことからは、広幅の板筬をともな

った大型の腰機以外は、いずれも１８９９年（明治

３２年）以前に使われていたことがあきらかです。 

しかし、広幅の板筬については、北海道開拓

記念館で常設展示してきた大型の腰機（１９５５年
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前後に製作されたと推定）に組み込まれているほ

とんど使用痕（しようこん）のない板筬が、もっとも

古い実物資料として知られているのみです。この

点について、吉本忍は１９９４年から、また出利葉

浩司は２００２年から、国内外の博物館などに収

蔵されているアイヌの筬を調査し、小谷凱宣氏

（南山大学教授）や荻原眞子氏（千葉大学教授）

を研究代表者として１９９０年以降におこなわれて

きた文部省科学研究費補助金による在外アイヌ

資料の民族学的研究の成果をはじめとする内外

の文献資料や、写真資料、考古資料などにもあ

たってきました。そうしたなかで、これまでに確認

している広幅の板筬は、前記の北海道開拓記念

館所蔵の１点と、１９７９年頃、および１９９２年に

二風谷でつくられ、国立民族学博物館が所蔵し

ている２点のほかには、１９６７年以降に二風谷で

つくられたものを、二風谷と登別と名古屋で確認

しているにすぎません。さらに、江戸時代、および

それ以降に描かれたアイヌ風俗絵や幕末以降に

あらわれる写真資料のうちにも、広幅の板筬をと

もなった大型の腰機は見つかっていません。した

がって、これまでのところ広幅の板筬は１９４０年

代以前には、その存在をあきらかにする実物資

料、絵画資料、写真資料、文献資料、考古資料

はまったく見つかっていないということになりま

す。 

なお、北海道の二風谷での聞き取り調査で、 

１９４１年（昭和１６年）頃に親族の女性が広幅の

板筬をともなった大型の腰機を使用して機織りを

していた記憶があるとの情報を得ています。その

情報に間違いがなければ、二風谷での広幅の板

筬の使用は１９４０年代にはすでに始まっていた

ことになります。 

 

広幅の板筬をともなった大型の腰機の

構造状の矛盾 
 

広幅の板筬をともなった腰機として完全な実物資

料は、この展示場の中央と、次室の「コタンの中

の機織り」で展示している国立民族学博物館所

蔵の２式の腰機のほかに、北海道の二風谷と名

古屋でそれぞれ一式ずつを確認しています。そ

れらの腰機はいずれも国立民族学博物館の腰機

と同型式で、杭、先端棒、布巻き具、腰当、綜絖、

上下糸分離具、板筬、ヨコ入れ具、打ち込み具と

いった部品構成も共通しています。 

 これらの広幅の板筬をともなった腰機で機織り

をおこなうことは、もちろん可能ですが、その構造

については矛盾した点があります。それは、板筬

が上下糸分離具、および幅出し具としての機能を

そなえているにもかかわらず、これとは別に上下

糸分離具がそなわっている点です。 

このことは細幅の板筬をともなった小型の腰機

に上下糸分離具がそなわっていないことからもあ

きらかであり、構造・機能論的には、広幅の板筬

をともなった大型の腰機においても、上下糸分離

具はなくてもかまわない、ということになります。 

 ただし、広幅の板筬をともなった大型の腰機に

上下糸分離具がそなわっていないばあいには、

織り手が板筬を手でつかんで、垂直に立てなけ

れば、タテ糸を上下に大きく開口させることはでき

ません。一方、上下糸分離具がそなわっているば

あいには、タテ糸を上下に分離開口させるさいに

板筬を操作する必要はありませんが、綜絖を引

き上げておこなうタテ糸の逆開口の角度をより大

きくせざるをえなくなります。このことからはタテ糸

が切れやすくなるという不都合や、上下糸分離具

がそなわっていることで、織り手の腰にかかる重

量の負担が増える、という不都合も生じます。 

広幅の板筬をともなった大型の腰機の開口と逆開口 

（上下糸分離具と板筬があるばあい） 

a-杭, b-先端棒, c-布巻き具, d-腰当, e-綜絖, f-上下糸分離具, 

g-広幅の板筬. 

   

細幅の板筬をともなった小型の腰機の開口と逆開口 

（上下糸分離具がなく，板筬のみがあるばあい） 

a-杭, b-先端棒, c-布巻き具, d-腰当, e-綜絖, f-細幅の板筬. 
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研究者が見誤った伝統？ 

国立民族学博物館では１９９３年に開催した企

画展「アイヌモシリ－民族文様から見たアイヌの

世界」で、広幅の板筬をともなった大型の腰機を、

広幅の櫛筬をともなった大型の腰機に先行する

古い型式の腰機であるとの誤解をまねきかねな

い展示をおこなってきました。一方、北海道開拓

記念館では、広幅の板筬をともなった大型の不

完全な腰機を１９９２年から今年の７月初旬まで

常設展示場の｢アイヌ文化の成立｣のコーナーで、

詳細な説明なしに、アイヌ民族の一般的な腰機、

あるいは広幅の櫛筬をともなった大型の腰機に

先行する古い型式の腰機と受け取られかねない

展示をしてきました。 

国立民族学博物館で展示を担当した吉本忍は、

その後に広幅の板筬をともなった大型の腰機が、

本当に広幅の櫛筬をともなった大型の腰機に先

行する古い型式の腰機であるのか、という疑問を

抱いたことから、１９９４年以降に検証作業を国内

外でおこなってきました。そして、２００１年からの

検証作業には、北海道開拓記念館で展示を担当

した出利葉浩司も加わっておこなってきました。 

今回の研究展示は、１９９４年以降における検

証の成果を反映させたものです。各展示コーナー

で紹介してきましたように、１９４０年代以前に広

幅の板筬が存在していたことを実証する実物資

料、絵画資料、写真資料、文献資料、考古資料

は、これまでにまったく見いだすことはできません

でした。もちろん、将来において、あらたな資料が

発見されるという可能性は否定できません。ただ

し、現状では、広幅の板筬をともなった大型の腰

機が、広幅の櫛筬をともなった大型の腰機に先

行する古い型式の腰機であったと考えることや、

一般的な腰機であったと考えることには無理があ

ると判断しています。 

このことは、吉本忍と出利葉浩司がおこなって

きた広幅の板筬をともなった大型の腰機の展示

が、間違った展示、あるいは不適切な展示であっ

たということにほかなりません。展示の前に十分

な検証をしてこなかったことや、適切な説明のな

いままに展示をおこなってきたことを反省していま

す。 

今回の共催展は、あくまでも研究者としての責

任を自ら厳しく問うものであり、アイヌ民族におけ

る各種の腰機の復元の努力を否定しようというも

のではありません。アイヌの人々によるあたらし

い時代の要求にあわせた創意工夫の試みは当

然の営みであり、アイヌ民族の主体的な伝統の

復興、継承、創造の行為が尊重されるべきもので

あることはいうまでもありません。 

国立民族学博物館と北海道開拓記念館では、

今後においてもさらなる調査研究活動をつづける

とともに、あらためて正確な情報の公開につとめ

ていきたいと考えています。 

 

国立民族学博物館  吉  本   忍

北海道開拓記念館  出利葉 浩司 
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