
 

「女性の装
よそお

い展」 

期間：平成２６年９月３０日（火）～平成２７年２月１日（日） 

総点数…１６０点 

 

序章 

日本で人々が 

アクセサリーを作って装うようになったのは 

今から約 2 万年前からと言われています。 

 

それから 

時が流れて――――現代まで、 

 

装うときの「目的」や「意味」 

アクセサリーを作る「素材」 

流行の「形」や「文様」 

あるいは、なかなか手に入らない 

あこがれのモノ…など、 

 

これらにどのような 

“共通点”や“違い”があるのでしょうか。 

 

「女性の装い」をテーマに 

長崎県内の出土品を通して見ていきましょう。 

 

 

 

平成２６年度 第２回オープン収蔵展示 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



オープン収蔵展示室の様子 

 

 



縄文時代――――――――――――――――――――― 

祈りとアクセサリー 

縄文時代は狩猟や植物採取をして暮らしていました。自然の脅威に左右され

る生活のなかで縄文の人々は、「世の全てのものに魂が宿る」と考え（アニミズ

ム）、動物の角や牙、植物、綺麗な石などを魔除けや守護として身につけていま

した。それらのアクセサリーは次第に「呪術的」な意味だけではなく、自分を

表現したり魅力的に見せたりと、様々な意味を持つようになっていきます。 

 

★ピアス【玦状
けつじょう

耳飾
みみかざり

】 

…環の切れたところから、 

耳たぶにあけた穴に通 

してさしていました。 

★大 珠
た い し ゅ

…大型の飾り玉のこと。        

★玉 製
ぎょくせい

…綺麗な色や輝きを持つ石の総称。   玦状耳飾と着装予想図 

★蛇
じゃ

紋岩
もんがん

…緑色、あるいは暗緑色や白色が 

不規則にまざった蛇のような文 

様をもつ岩石で、縄文時代から 

装飾品の素材として利用されて 

いました。   

★含クロム雲母
うん も

               蛇紋岩製のペンダント(鰐川貝塚) 

…白雲母という鉱物にクロムが含 

まれることによって緑に発色し 

たもので、九州では縄文時代の 

装身具によく使われていました。 

  含クロム雲母製のペンダント 

(久留里遺跡) 



多様な素材と種類 

 縄文時代のアクセサリーは地域によって様子は異なりますが、粘土・石・木・

骨・角・牙・貝など、身近にある素材で作られています。種類も、くし・かん

ざし・ピアス、イヤリング、ペンダント、ブレスレットなどと豊富で、縄文の

人々のアクセサリーへの関心の高さがうかがえます。また、土偶の中には顔や

肌に文様を施しているものがあり、縄文の人々が入れ墨をしていた可能性があ

ります。 

 

女性と貝製ブレスレット 

                縄文時代のアクセサリーの中でも多いのは 

二枚貝で作られたブレスレットです。女性が 

身につけている例が多く、一人で１～２個、 

多くて両腕合わせて２０個以上つけている例 

もあります。様々な貝の中で、大きさや丈夫 

さからベンケイガイが好まれていたようです。 
二枚貝製のブレスレット(大浜遺跡) 

                        

弥生時代――――――――――――――――――――― 

 弥生時代になると、沖縄周辺で採れる 

大型巻貝のゴホウラやイモガイで作られ 

たブレスレットが登場します。北部九州 

地域では、ゴホウラは男性用、イモガイ 

は女性用と使い分けられていました。 

これら南海産の貝は、荒い黒潮を越えな 

ければ入手できない貴重品のため、呪術 

者や首長一族など一部の人々しか身につ 

けることが出来ませんでした。         南海産の貝の入手経路 



富貴の象徴から宝器へ（弥生～古墳） 

                  希少な南海産の貝で作られたブレスレ

ットは富貴の象徴で憧れのものでした。

しかし入手の経路や数が限られているこ

とから、形を模して青銅や碧玉で作り始

めます。石製のものは次第に原型の貝製

のものにはなかった装飾を付け加えて大 

型化して行き、実用品からブレスレット 

ブレスレットの素材の変化と形の継承  型の宝器へと変化していきました。 

★碧玉
へきぎょく

…不透明な緑色や青緑色の美しい石材のこと。 

 

素材や種類の変化 

大陸から稲作技術に加えて青銅、鉄、 

ガラスが伝わると、アクセサリーの素材 

や種類に変化がおこります。ヒスイや碧 

玉で勾玉や管玉を作ることは続きますが、 

動物の角や骨などで作ることは稀になり 

ます。弥生時代にはピアス類が大変少な 

くなります。       

弥生時代の装飾品 

(外側/塔の首遺跡、内側２点/景華園遺跡) 

ガラスのビーズ 

 ガラスが日本に伝わった初めの頃は既製の品々を輸入していたようですが、

高温の炉の技術が伝わると、原料を輸入して日本でも作り始めます。ガラスで

作られたビーズ類は大・小・極小の丸ビーズをはじめ、勾玉、トンボ玉、切目

玉などがあり、壱岐の原の辻遺跡から豊富に見つかっています。 



弥生女子の服装 《魏志倭人伝より》 

  「婦人は髪に被り物をして後ろで束ねており、衣服は単衣（一重）のよう

に作られ、中央に孔をあけた貫頭衣である。」 

原文：婦人被髪屈紒、作衣如單被、穿其中央、貫頭衣之。 

                     

古墳時代―――――――――――――――――――――――――――― 

黄金で耳を飾る 

 弥生時代に一度は大変少なくなったピアス類は古墳時代中頃になると、大陸

の影響で再び盛んになります。その他にも古墳から出土するアクセサリーはヒ

スイ・メノウといった玉類やガラス玉とともに、金銀細工や金メッキのものが

増え、貴重な素材や非常に凝ったデザインの豪華なアクセサリーを身につける 

ことで、権力や財力だけでなく、身分を表現するようになります。 

 

 

 

 

 

 

 
                         ピアス(妙泉寺古墳) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                ピアス(掛木古墳) 



アクセサリーの消えた時代―――――――――――――――――― 

７世紀になると世界でも珍しい “アクセサリーをあまり身につけない時代”が

はじまります。その大きなきっかけは、604 年に制定された冠位十二階です。そ

れまで身分をアクセサリーによって自由に表していましたが、冠帽の色や布の

質の統一基準による身分制度により、アクセサリーを身につける文化は次第に

消えていきます。再び身につけるようになるのは約１,１００年後の江戸時代に

なってからです。 

 

平安女子のおしゃれ 

平安女子にとって、一番上に着る唐
から

衣
ぎぬ

の美しさではなく、十二単
じゅうにひとえ

の襟
えり

や袖
そで

口
くち

から見える重ね着した単
ひとえ

や袿
うちぎ

のカラーコーディネートで、季節を表現するこ

とがおしゃれでした。平安時代に清少納言によって書かれた随筆『枕草子』の

一節には、清少納言が仕える一条天皇の皇后・定子が、着物のカラーコーディ

ネートで悩む様子が書かれています。梅の花のピークが過ぎて、桜が咲き始め

る前の微妙な季節に、どんなコーディネートが良いのか…現代にも通じる悩み

が垣間見えます。 

 

原文：紅梅の固
かた

紋
もん

、浮紋の御衣どもに、紅のうちたる御衣、三重がうへ 

に唯引き重ねて奉りたるに、「紅梅には濃き衣こそをかしけれ。 

今は紅梅は著でもありぬべし。されど萌黄などのにくければ。紅 

にはあはぬなり」との給はすけど、…（省略） 

 

意訳：赤い梅の花を思わせるピンク色の生地に固紋や浮紋がついた上着 

を、濃い赤色のインナーの上に合わせて定子様がおっしゃるには、 

 「ピンク色の上着に合わせるインナーは、やっぱり濃い赤や紫色が 

すごくステキよね。 春先は桜のようなピンク色の上着ほうが、 

季節を先取りでセンスが良いかしら？黄緑色の上着も春らしくて 

良いけれど、 濃い赤色のインナーには合わないし…」とおっしゃ 

るけれど…（省略） 



★固 紋
か た も ん

…織物の紋様を、糸を浮かさないで、かたく締めて織り出したもの。 

★浮 紋
う き も ん

…糸を浮かせて織り出した紋様。紋様が刺繍のように浮き出てみ 

えます。 

★濃き衣…濃い色の衣。この時代、「濃き色」というと、濃い赤色を指す場合と、

濃い紫色を指す場合の二通りがあります。 

★ 袿
うちぎ

 …単の上、表着の下に何枚も重ねて着た衣服。重ね着することで襟や 

裾からのぞく色のコーディネートを楽しんでいました。平安時代は

何枚重ねるかに厳格なルールはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



近世―――――――――――――――――――――――――――――――― 

足元の装い 

         下駄は少なくとも５世紀ごろには作られていたようです。

江戸時代の下駄は大きく分けると一本の木から作る「一木下

駄」と、足を乗せる台と歯が別々に作られた「差歯下駄」と

があります。それらは、台の形が丸や四角だったり、歯の高    

さが違ったり、また歯の形によっ

て歩くときに鳴る音が違ったりと

個性があります。浮世絵に描かれ

た女性たちも多様な下駄を履いて 

差歯下駄(長崎奉行所跡)       おり、形の違いを楽しんでいたの

かもしれません。 

艶を演出する 

 煙草は室町時代末から安土桃山時代ごろ 

に西洋から持ち込まれ、庶民に普及するの 

は江戸の中期頃です。喫煙する女性は遊女    

が中心で、浮世絵には煙管を片手にしなや     

かにたたずむ姿が数多く描かれ、艶を演出 

する道具として浸透していきました。      キセルと江戸時代の女性 
 

鏡の歴史と柄鏡 

大陸から日本へ最初に銅鏡が伝わったのは弥生時代です。この頃は「三角縁

神獣鏡」に代表的されるような円形で、呪術の道具として用いられていました。   

円形の鏡に柄がつきはじめたのは室町時代からで、身だしなみの道具として庶

民にまで普及するようになったのは江戸時代中期（18 世紀）頃になります。婚

礼道具として定着したのもこの頃で、そのため鏡背面の紋様は縁起の良いもの

が好まれました。また、女性の流行の髪型は鏡の大きさにも影響を与えます。

江戸時代後期頃に女性の髪の結い方が次第に大きくなると、鏡も次第に大きく

なり２０ｃｍを超えるようになります。 



★蓬莱
ほうらい

文… 蓬莱とは古代中国で仙人が住むと 
考えられていた島のことで、この 

柄は近世の柄鏡では盛んに用いら 

れた題材です。長寿の祈りが込め 

られています。 

★双雀
そうじゃく

文…「雀
すずめ

」には「家内安全・一族繁 

栄」の意味がある縁起物で、家紋 

などにも用いられています。「双」 

はつがいを意味し、「夫婦の仲良く 

常に離れることがないこと」を表   蓬莱文柄鏡（伝・矢良上家）  

しています。 

★藤棚
ふじだな

図… 藤は長寿で繁殖力が強いことから、めでたい植物とされています。 

 

                

「黒・白・赤」のメイク術 

現代では様々な色の化粧品がありますが、 

近代になって西洋文化が入ってくるまでの日 

本の化粧品は「黒・白・赤」が基本でした。 

特に江戸時代の女性はこの 3 色を駆使して美 

を競いました。 
                        

黒…お歯黒。 

歯を黒く染める鉄漿
か ね

は、鉄・酢・五倍子
ふ し こ

 

（黒褐色の染料）からできていて、それらの材料から自分たちで作ってい

ました。お歯黒は平安時代に「女子の身だしなみ」として貴族女性に定着

します。当時は、光源が自然光か蝋燭
ろうそく

などしかありません。薄暗い灯りの

下では、白い歯は目立ち過ぎて不気味な印象を与えるため、お歯黒は薄暗

い部屋の中で顔立ちを美しく見せる工夫でした。その後一般にも普及し、

江戸時代には既婚女性を表すようになります。 

 



白…白粉。 

奈良時代以前は麦粉・米粉などが用いられ、貝粉末・粘土なども用いられ

ましたが、肌馴染みが良く仕上がりが美しいうえに安価であることから、

鉛を腐食させてできる白い粉を精製した鉛白
えんぱく

製が主流になり、江戸時代に

は一般に普及しました。しかし、鉛
なまり

は神経麻痺などを引き起こす有害な物

質です。特に塗る機会の多かった歌舞伎役者や遊女や、首や胸元まで塗っ

ていた母親による乳児への健康被害は深刻なものでした。鉛白製の白粉が

禁止されるのは昭和に入ってからです。 

 

赤…紅。                   ※紅皿使用のイメージ 

ベニバナから作られた紅はペースト状の 

ため、二枚貝や猪口
ちょこ

、紅
べに

皿
さら

の内側に刷毛 

で塗って売られていました。紅は唇だけ 

ではなく、時には頬・目元・爪の化粧に 

も使われました。紅は上品に薄くつけるのが良いとされていましたが、文

化文政の一時期だけ下唇にたっぷりと紅を塗り重ねて笹色（玉虫色）に発色

させることが流行しました。紅は大変高価なものなので、この化粧法は遊女

か裕福な家の女性しかできません。一般の女性は下唇に薄く墨を塗ってから

紅を塗ることで、あこがれの笹色を表現しようとしました。 

 

江戸女性の髪型 

  髷を結うスタイルが一般に普及するよ

うになるのは江戸時代以降です。 

女性たちは美を競い、次々に新しい髪型

が考えられました。それとともに飛鳥時

代から長く途絶えていた髪飾りが復活し、

デザインや装飾技法にこったものが作ら 

様々なかんざし（長崎市内出土）   れるようになります。 

 

 



代表的な 4 つの系統 

髷の種類は数百にもなると言われています。江戸時代の女性達は、年齢や冠

婚葬祭、職業で髪型を結い分けていました。 

 

兵庫
ひょうご

髷
まげ

…唐輪髷という中国人女性の髪型から発達しました。 

最初は遊女の髪型でしたが、江戸中期以降は一般 

にも広がり、後期は再び遊女の髪型として用いら 

れました。京の吉原で結われた「横
よこ

兵庫
ひょうご

」は日本 

髪史上最も豪華な髪型と言われています。 

島田
しま だ

髷
まげ

…男性が結っていた若衆
わかしゅ

髷
まげ

から発生したもので、遊 

女から始まったと言われています。身分によって 

様々に変化して、江戸時代の女性のヘアスタイル 

の基本となりました。 

勝山
かつやま

髷
まげ

…既婚女性の髪型として結われることが多く、勝山 

髷から発展した両輪
りょうわ

髷
まげ

は上方の既婚女性の主流に、 

丸髷は江戸の既婚女性の主流になりました。起源 

は遊女と言われています。 

笄
こうがい

髷
まげ

…上の３系統とは異なり、室町時代の女官から生ま 

れたとされています。元禄頃から民間にも流行し、 

既婚女性の髪型として主に結われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近世の女性の姿（万才町遺跡） 


