
１．まえがき

近代装飾芸術運動，アール・ヌーボーの旗

手，ウイリアム・モリスが１８９６年に亡くなっ

て，先年１９９７年に没後１００年のウイリアム・

モリス展が日本各地で開催され，反響を呼ん

だ。

１７６９年にジェームス・ワットが蒸気機関を

発明し，産業革命の口火となった。従来まで

の手工業による生産システムが衰退し，機械

化による大量生産が普及するようになった。

これを契機にして，科学技術を基盤とする工

業化が発展し，手動機械は逐次動力機械に転

換されて生産効率が高くなり，労働から人間

を解放することになった。

しかしこのような技術的な進歩の反面，画

一的な規格品の大量生産によって生活の暖か

さが失われ，職人技として受け継がれてきた

手工業による物づくりがだんだん軽視される

ようになった。

モリスはこのような状況の中で，生活実践

の場で手仕事の重要さを強調するために，家

具，壁紙，タイル，ステンドグラス，テキス

タイル，カーペットなどを中心に，デザイン

に装飾的な美しさをとり入れ，生活の芸術化

としてアーツ・アンド・クラフト運動を推進

し，２０世紀のデザインに強い影響を与えた。

本文では，ウイリアム・モリスのテキスタ

イル・デザインを，当時の染色技術，とりわ

けブロック・プリントについて考察した。

２．ウイリアム・モリス装飾芸術運動の中で

の染色

ウイリアム・モリスは１８３４年ロンドンで生

まれ，多彩な能力に恵まれて，近代デザイン

運動の先駆者となり，１８９６年に６２歳で亡く

なった。その活動は多方面の芸術運動にわ

たっている。最初は２２歳で建築家に弟子入り

し，フレスコ画や室内装飾に関心を持ち，さ

らに２７歳頃にはステンドグラス，ガラス器，

刺繍，家具などの制作に巾を広げた。壁紙は

初期の生活装飾運動における大きな柱であっ

た。一方，自作の「詩の本」，『地上の楽園』

を装飾写本で制作し，詩人としての立場も不

動にした。４３歳でオックスフォード大学詩学

教授に指名されたほどであった。

モリスがはじめて染色に関心を持ち，実験

をはじめたのは４１歳で，リークの染色職人
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トーマス・ウォードルに染色技術の手ほどき

を受けて以来である。初期の壁紙からテキス

タイルにいたるデザインは，一貫して薔薇，

百合，チューリップなどの野の花や小鳥など

の小動物をくり返し模様として使ったもので

ある。テームズ川上流の自然の風景，モリス

が新婚時代に生活した，レッドハウスの庭の

強い印象が背景にあったと考えられる。壁紙

のデザインをもとにして，さらにテキスタイ

ル・プリントにも手をひろげたが，決して順

調な滑りだしではなかったようである。

モリスのユートピア思想は，５０歳くらいか

ら次第に社会主義連盟などの活躍にも足を踏

み込んでいったこともあって，染色やプリン

トに最も精力的に取り組んだのは，１８７５～

１８８５年のモリスが４０歳台のほぼ１０年間であっ

たと考えられる。

リークでのプリント制作時代には，染色材

料としてすでに一部の合成染料が市場に出

回っていた。しかしモリスがトーマス・

ウォードルと染色材料として使用したのは，

むしろ古くから使われていた，藍，茜，ウエ

ルドなどの天然染料である。洗濯や日光によ

る退色を調べながら，テキスタイル・プリン

トへの自信を深めた。一方，染色に抜染など

の技術も取り込んで，インジゴをベースにし

ての染色デザインを拡大していった。

３．１９世紀における染色技術の状況

ウイリアム・モリスがアール・ヌーボーの

先駆者として活躍した，１９世紀後半における

染色技術の状況はどうであったのだろうか。

衣服が衣食住の１つとして，人間の生活に欠

くことのできない存在として，長い歴史の中

で発展を遂げてきたことは言うまでもない。

合成繊維が発明され，その染色が行われる

ようになったのは，ほんの数十年余り前であ

る。その一方で，古くから天然染料として藍

や茜を人類が染色に利用したのは紀元前はる

か３，０００年ほど以前のことである。

しかし天然染料に代わる合成染料として，

パーキンがはじめてモーべを合成したのは

１８５６年，アリザリン（茜の基本化合物）は１８６９

年，木綿用直接染料コンゴーレッドは１８８４年

に合成された。また藍の主成分インジゴの化

学構造が１８６８年に決定され，ホフマンがその

合成に成功したのは１８９０年である。以降２０世

紀初頭にかけて，天然繊維用の合成染料が

次々と開発され，２０世紀中頃には，衣料染色

用の染料は，ごく一部を除いてはほとんど合

成染料に置きかわっている。１８２１年に澱粉を

焼成してブリティッシュガムが作られ，天然

糊剤のほかに，人工的な捺染用の加工糊剤も

利用されるようになった。

一方，染色装置としての機械の立場からみ

ると，産業革命の早い時期に，英国のトーマ

ス・ベルが１７８３年にすでに数色を連続的にプ

リントできる機械の特許を得ている。銅ロー

ルの彫刻も最初は手工的であったが，この時

代に機械化することに成功した。したがっ

て，１９世紀初頭にはすでに機械的なローラ捺

染機が使用されており〔図１〕，１９世紀末に

は合成染料による機械捺染も行われ，ブロッ

ク・プリントに代わるテキスタイル・プリン

トの主役として活躍するようになった。

図１ １９世紀初頭の銅ロール捺染機
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しかし，モリスは以前にも増してブロック

・プリントにこだわり続けた。プリント・デ

ザインが決まると，捺染用ブロック（版木）

を依頼するために，ブロック製作者に送られ，

モリスが細かい指示を与えた。デザインはト

レーシング・ペーパによってブロックに移さ

れ，原図と正確に一致していることを確認す

る必要がある。とりわけ，多色刷りの場合の

型合わせを正確にするために，後刷りの目印

となる小さな色の点々を残す一連の小さな突

き出たピンで型合わせを行った（現在の型紙

プリントの型合わせの星にあたるものであ

る）。モリスによって捺染されたテキスタイ

ルのプリントは，版木の彫刻が極めて繊細で，

デザインが精巧にプリントされている〔図

３〕。

また，捺染における重要な課題として，印

捺後の染料の固着にスチーミング（蒸熱）が

行われる。このようなスチーミングの利用を

思いついたのはアメリカのバンクロフトで，

「Philosophy of Permanent Color」（１９７４）の中

で捺染の蒸熱について述べている。この頃，

モリスも伝統的な染色技法の経験に加えて，

さらに蒸熱を利用する近代的な染料固着の必

要性を示唆している。１８８０年頃にはMather

& Platt社（英国）が，捺染の発色に必要な

連続蒸熱機を開発した。アリザリンなどの媒

染発色に必要な高圧蒸熱機もつくられた。

捺染では１８５６年から１８９０年のあいだに，ブ

ロック捺染がほとんどロール捺染機に入れ代

わり，機械的に出来ないものだけがそのまま

残った。したがって，モリスの活躍した１９世

紀後半には，染料を除いてほとんど現在に近

い染色技術の外枠が出来あがっていたと考え

図３ ウイリアム・モリスのインジゴ抜染に使
われたブロック・プリント用版木

図４ インド，ジャイプールで入手したブロッ
ク・プリント用版木

図２ ウイリアム・モリスのマートン・アービ
イでのブロック捺染工場
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られる。

しかし，この様な近代化された動力機械を

使っての大量生産による流れの中で，モリス

がアーツ・アンド・クラフト運動として指向

したのは，身近な日用品に，職人の手作りに

よる美とうるおいを持った物づくりにあった

ことは言うまでもない。天然染料を利用して，

ブロック（版木）を使って布にデザインを表

現する手 法 に こ だ わ り つ づ け た〔図

２，３，４〕。１８８４年にプリントされた内装

用織物「クレイ」は３４枚の版木が使われてい

る。

４．ウイリアム・モリスが染色に使用した天

然染料

１９世紀には古くからの天然染料のほかに，

プロシャンブルーやチャイニーズブルーなど

の鉱物顔料も使われていた。しかし，パーキ

ンが１８５６年に発見した一連のアニリン染料

（アニリンを酸化して得られるマゼンダやメ

チルバイオレットなど，現在の塩基性染料）

は安価で，色相も鮮やかで，使用上も便利で

あるためによく利用されたようであるが，洗

濯による色落ち，日光による退色などの欠点

も多かった（この染料は本来，日光堅牢度が

低く，現在はほとんど利用されていない）。

モリスも初めは入手し易いアニリン染料を使

用したが，むしろくすみのある深い色調の動

植物染料の使用にこだわりつづけた。

したがって，モリスが１９７５～１９８５年のテキ

スタイル・プリントに熱中した時期に利用し

たのはもっぱら天然染料で，その中でもとり

わけインジゴ，茜，ウエルドが多く使われた。

単色，重ね染めのほかに，抜染，媒染の効果

も応用された。

青色系には，豆科の藍とヨーロッパアブラ

ナ科の大青が使われた。いずれもインジゴ含

有植物で，媒染なしに綿，絹，羊毛に濃色に

染色される。

赤色系には，茜（茜草の根），臙脂（えん

じ，ガンジス川流域に生育するイヌナツメの

枝につく貝殻虫の一種），コチニール（メキ

シコ地方の砂漠のサボテンにつく臙脂虫），

が使われた。いずれもアントラキノン系誘導

体の化合物である。１８６９年に合成アリザリン

が生産されるようになり，１０数年にして天然

茜が市場から駆逐された。

黄色系には，ウエルド（weld，キバナモク

セイソウから得られる黄色染料），樫やくる

みの樹皮も使われた。これは媒染剤を必要と

しない。

黒色は，インジゴで濃色に染色した上に，

ウエルドでトッピングする。

紫色は，インジゴで染色した上に，コチニー

ルあるいは茜でトッピングする。

オレンジ色は，茜で染色した上に，コチニー

ルとウエルドでトッピングするなどの配合染

色による効果も施された。

５．ウイリアム・モリスのテキスタイルデザ

インにおける抜染の役割

テキスタイル・プリントの一般的な技法と

して，現在直接捺染，防染，抜染が行われて

いる。その中でも，とりわけ抜染は複雑な模

様を表現するための技術として重要であり，

技術的にもむずかしい点が多い。モリスのテ

キスタイル・プリントにおいても，インジゴ

や茜などについて抜染を利用した作品がたく

さんある。有名な「いちご泥棒」は，インジ

ゴで染色したあと抜染を行い，さらに青，赤，

黄を次々に染められ，プリントされたもので

ある。

インジゴ染料の染色は，還元して水溶性に

して繊維に吸収させるが，いろいろな還元法

がある。大別して発酵建法と薬品建法がある。

モリスがどのような方法をとったかは記載は
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図５ インディゴ白色抜染した内装用織物
（兄弟うさぎ，１８８１年）

図６ インディゴ半抜染した内装用織物（兄
弟うさぎ，１８８１年）

図７ 茜半抜染した内装用織物（薔薇とあざ
み）

図８ インディゴ染色織物を白色，半抜染し，
さらにウエルド（黄色）を単色あるいは
インディゴと混色プリント
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見当たらないが，藍は古くから使用されてい

る染料で，化学技術の過渡期にあった当時で

は，植物に含まれる還元菌を利用する発酵建

法が行われていたものと考えられる。また，

還元時のアルカリも木灰と石灰が利用されて

いたと考えられる。

このようなインジゴで染色した綿，絹，羊

毛織物に，漂白剤で模様を白く抜く白色抜染

や半抜染が行われていた〔図５，６〕（この場

合，漂白剤が現在の抜染に利用されているハ

イドロサルファイトあるいは発色までの安定

性を保った亜硫酸亜鉛／ホルマリン縮合体の

ような，抜染剤がすでに使われていたかどう

か明らかでない）。

図５の兄弟ウサギはインジゴの白色抜染に

よるデザインで，図６は同じデザインの半抜

染である。半抜染は還元浴に希釈溶液を加え

て印捺すると抜染が不完全となり，抜染部分

が淡青色の半抜染となる。したがって抜染の

程度をコントロールすることによって濃紺，

淡青色，白色の組合せ捺染が表現できる。図

７は茜で染色後，半抜染によって得られたデ

ザインである。

また，インジゴ染色綿布を白色抜染，ある

いは半抜染したあと，さらにその上に他の色

を捺染するオーバプリントや水彩を施す多色

プリントも行われた〔図８〕。このデザイン

はインジゴとウエルド，およびその混色で表

現されたものである。しかし現在の捺染にお

いて多用されている，着染抜染（染色した地

色に不抜性染料の色糊を印捺して，地色の抜

染と同時にその部分にさし色を施す技法）が

行われていたかどうかは確認できない。恐ら

くこのような技法による多色プリントは行わ

れていなかったと思われるが，この点につい

てはさらに機会があれば調べてみたいと考え

ている。

６．むすび

産業革命にはじまる１９世紀の技術革新の中

で，中世より受け継がれてきた，職人技の手

作りによる物づくりが失われて行った。

モリスは日常生活用品の中に，美にして用

を足すデザインによる装飾的な取り組みをは

じめ，アール・ヌーボーの先駆者として，２０

世紀の工芸運動に大きな影響を与えた。当然，

日本にも波及して，柳宗悦らの民芸運動がお

こり，生活の芸術化運動が広がっていった。

モリスの多岐にわたる仕事の中で，とりわ

けテキスタイルのブロック・プリントに焦点

をしぼって，当時の染色技術とのかかわりを

文献をもとにして考察した。モリスのテキス

タイル・プリントのデザイン表現に，インジ

ゴ抜染が大きな役割を果たしていることに改

めて感動を味わうことになった。
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