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文様染の系譜（６）    
はじめに  

文様染の系譜（６）を書くにあたり、今まで書いてきたことを簡単に総括する。

我が国は恵まれた環境のもとに多くの染織品が保存されており、とりわけ正倉院

には多種の資料が温存されているので、此を仮に文様染の起点とする。文様染に

関しては 5 種類のものがあるとされている。即ち彩
さい

絵
え

、摺
すり

文
もん

、﨟
ろう

纈
けち

、纐纈
こうけち

、夾纈
きょうけち

である。彩絵は手書きの文様で、染色品と言うには絵画に近すぎるので除外する

として、摺文は木版によるブロックプリントである。ここで着目したいのは﨟纈、

纐纈、夾纈のいわゆる三纈である。三纈はいずれも文様染でありながら、無地染

の長所を生かす防染方式による文様の表現であり、日本人はこの染法に拘り続け

てきた。  

894 年（平安時代）遣唐使が廃止され、﨟纈の主原料である密鑞の輸入が途絶

えた。これを「第一回目の文様染の転換期」とする。密蠟やワックス類は熱帯地

方では防染に多用されるが、夏冬の温度差が大きく、四季それぞれの気温変化が

あり、絹織物を主素材とする我が国では、どちらかと言うと防染には不向きであ

る。日本人はワックス類に代わるものとして、米粉を加熱・膨潤させ、型紙を用

いて摺りによる防染、所謂型染めを始め、続いて紙筒を用いて、繊細な文様を絹

織物の上に表現することに成功した。これが友禅染である。米糊には融点が無い

ほか、密蠟に比べ、多くの長所を持つが、防染力はやや劣るので、地染は通常浸

染に頼らず引き染を行うことが多い。  

鎌倉を経て室町時代には公家に代わって武家が台頭し、華やかな文様染が多く

用いられるようになった。纐纈と彩絵がコラボレートした辻が花もそのひとつで

ある。此を「第二回目の文様染の転換期」とする i。  

江戸時代中期には棉花のプランテーションが進み大量の綿布が生産され、消費

の大勢は武家から町民へと移る。此を「第三回目の文様染の転換期」とする i i。  

明治期になり明治政府は、積極的に欧米の文化を取り入れ、日本型産業革命を

行う。明治 31 年にはローラー捺染機を輸入し、文様染の飛躍的な大量生産を可

能にした、此を「第四回目の文様染の変換期」とする i i i。  

日本の伝統的な文様染について、主流は型染、纐纈の発展した絞り染、夾纈の

発展した板締め染、それと前述の友禅染である。これを第一の流れとすると、第

二の流れは中世に海外から渡来した、更紗に由来する。大航海時代キリスト教と

ともに、多くの繊維製品をもたらしたが、その一つに更紗がある。更紗は寛永の

鎖国以後も、和蘭船や中国船（清国）によって長崎に運ばれた。当然更紗の国産

化については色々な試みがなされた。紗室染がそれである。更に綿布が大量に出

回るようになった元禄以後には、各地で和更紗生産がされるようになった。和更

紗は型紙を用い、染料や顔料を摺り込んだもので、洗濯堅牢度に乏しく、用途は

限られた。風呂敷、布団、油単等であるが、それぞれの需要は多く、因みに布団

柄のことをいまだに更紗と呼ぶ。  
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文様染の系譜（６）では天然繊維の他に多くの化学繊維が開発され、文様染は更

に多岐に分かれたので、新たな項目を設ける。  

 

ローラー捺染機   

1783 年スコットランドのトーマス・ベルがローラー捺染機を発明し、産業革

命と歩調を合わせ、世界は文様染量産の時代に入った。その製品は江戸末期には

和蘭や中国の船によって我が国にもたらされ、開国後はヨーロッパで生産された

プリント・モスリンや綿ネルが大量に輸入されるようになった。そして明治 31

年（1898）にはヨーロッパからローラー捺染機を購入し、国産化することにな

る iv。  

産業革命により量産化された織物は広幅織物が多く、人力で織る所謂手機は小

幅ものが多い。我が国でも織物は一般に小幅ものであった。明治政府が海外に扉

を開いた時、先端の染色工場は工場敷地中央にボイラーを設置し、石炭により蒸

気を発生させ、配管により四方に蒸気を送り、蒸気タービンを動かし､精練設備、

染色機、仕上げ機の動力源、熱源として活用した。明治の中頃からは合成染料も

使いこなすようになった。当時ボイラーを熱源とする染工場を新工場、薪を燃料

として和釜を用いて染色する工場を旧工場として対立した。  

新工場では当初、色々なものを染色したが､作業をする内に生地幅の広いもの、

狭いもの、洋装品、和装品、繊維の種類（綿、毛、絹）等で、総合工場を除き､

専業化することが合理的であることに気付いた。模様染の工場でも同じことが言

え、洋装品はローラー捺染機を設置して量産化を始めた。一方和装品の業界は明

治開国により欧米文化が日本国に上陸し、生活様式も徐々に洋風に切り替わった

がそれほど急激なものではなく､７，８割方切り替わるのは第２次世界大戦後で

ある。  

小幅もの所謂和装品業界はさておき､広幅もの所謂洋装品業界から話題を展開

したい。  

文様染の系譜（５）P-2 表１に表示したように最初ローラー捺染機を設置した

5 社のうちトップは京都の堀川新三郎であったが、二番目は同じく京都の五二会

綿ネル（後に株式会社）であった。これは政府の輸入防止の要望もあり、初めか

ら人気の高い綿ネルを一貫して、生産することを目的として、設立した工場であ

った。従って、紡績、製糸、織布、精練、染色、起毛、仕上げを自己工場若しく

は関連工場で処理することが出来た。そして立派な製品を第 5 回内国博覧会に出

展している。綿ネルの生産工場は沢山誕生し、大盛況であったが、この会社はそ

れに飽き足らず、社名を日本製布株式会社と改め、新工場を宇治に移し、本格的

に更紗の生産に取りかかった。工場は宇治川河畔に３万５千坪の敷地を確保し、

工場設計は、英国の世界的に有名な染色機メーカー・マザー＆プラット社に依頼

して、建設が進められ、完成したのは明治 42 年 9 月であった。工場は 2 階建て

で、1 階にはローラー捺染機 13 台をずらりと並べ、2 階には乾燥機、蒸熱機、

エイジャー等を設置していたと伝えられる v。それにしても二階建ての捺染工場
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を作り３万５千坪は石炭置き場や付属設備を設置するとしても、現在の感覚から

すれば如何にも広すぎる。ただ水洗設備に触れてないことは、川水を敷地内に取

り入れ､製品とアンダークロスの水洗に利用したのではなかろうか？我々の学生

時代である昭和 20 年代は、蒸熱の終わった捺染布は川で洗うのが常識であった。

いずれにしても同社の精巧な更紗製品は、内需のみならず、輸出して海外でも高

く評価されたと伝えられ、他の追随を許さなかった。  

大正３年（1914）第一次世界大戦が勃発し、情勢は変わった。これを契機に

我が国の加工綿布の輸出は飛躍的な伸びを示した。当時中国へ輸出していたのは、

紀州ネルと金巾類の一部に過ぎず、非常に有望な市場であったが、輸出向き更紗

の生産が出来るのは前述の日本製布 (株 )しか無かった。伊藤萬 (株 )はこの点に着

目し、社内に輸出部を開き、大阪染工､和歌山染工 (株 )、その他の製造工場と協

力して、種々の繊維製品を輸出したが、その中に更紗があった vi。  

富山県の高岡市は江戸時代から北陸地方における綿の集散地となり、加工工場

も沢山あった。大正 5 年（1916）日本プリント工場はサロン用更紗に着目し、

クロム染料を用い､捺染、刷毛引きの技術を駆使して、完成したサロンは一見、

蝋纈染と見まがう程で、すこぶる雅趣に富み、斯界の賞賛を博した。輸出は順調

に伸び、ローラー捺染機を購入し、ナフトール染料を使用して、量産化したのが

北陸地方における機械捺染の嚆矢とする。（引用文献）  高岡捺染の沿革と変遷  

富山県工業試験場 福野染織分場資料  

ここで異色のローラー捺染について少し触れたい。明治 43 年（1910）京都の

服部染工が小幅両面 2 色機を設置して、中型綿布の直接捺染を始め、大正 3 年

(1914)日本絹布株式会社が設立され広幅 10色片面捺染機と 12色片面捺染機で輸

出用絹布捺染を始めた vii。  

 

日本製布 (株 )のその後と大同マルタ染工  

明治１５年我が国初の民営会社組織による、紡績会社として発足した東洋紡

(株 )は、昭和になって輸出の拡大に伴い、加工業の自営に踏み切り、大阪に守口

工場を建設し、精練漂白設備を完成した。染織設備に関しては、昭和 10 年外注

先の (株 )稲畑染工を買収し、2 年後に同じく外注先の日本製布 (株 )を買収した。

そして昭和 12 年（1937）この 2 つの染工場を母胎として、東洋染色 (株 )を創設

し、日本製布 (株 )は偉大な足跡を残して､その歴史を閉じた。その後戦争は国民

生活を徐々に圧迫し、企業の合併、合同が強行され、元日本製布の京都工場は閉

鎖、大阪の守口工場に設備の一部を移転して消滅した vii i。国策による企業の合併、

合同により消滅した会社は沢山あったが、一方で誕生した会社もあった。大同染

工のちの大同マルタ染工がそれである。京都の捺染業 7 社は三興株式会社吉祥院

工場を中核として企業合同し、当時は仕事がなかったのでやむを得ず合同したが、

戦後は日本製布 (株 )の使命を負って､捺染業界のリーディングカンパニーとして

活躍した。日本製布 (株 )は昭和 18 年東洋染色京都工場として消滅した時点では、

製品の 60％を輸出し、国内寝具生地の 60％を生産していた ix。この数字が明示
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するように､ローラー捺染がスクリーン捺染に代わっても、その主流は、輸出用

綿布は更紗であり､内需用綿布は寝具生地という大きな流れの中で、大手染工場

は技術を競うことになる。  

昭和 15 年の捺染機の実情を地区別に表示し表 1 に示す。  

 

表１ 昭和 15 年捺染機の設備状況 巻末参照 -１  

 
   

地区  
昭和 15 年機種・台数  

企業数  
広幅  小幅  

京都  122 81 71 

和歌山  84 0 23 

名古屋  18 0 8 

浜松  15 10 6 

東京  20 7 7 

大阪  48 0 6 

福井  17 0 5 

足利  4 23 17 

その他  30 35 36 

合計  358 156 179 

 

和装品と洋装品  

目を伝統産業の和装品の業界に向けると、やはり絹織物の友禅染めを主力とす

る高級和服、毛織物の代表格モスリンに捺染したものは大衆衣料として大正期に

は広く着用された。綿布に中型で型染めした寝具、ネル生地に捺染した寝間着の

業界、銘仙や絹織物から高級綿布やフジエットに捺染した寝装具、所謂布団の鏡
xは小幅から広幅に統一され､和装品から洋装品の業界へと移っていった。  

 

第２次世界大戦後の文様染  

昭和 20 年 8 月 15 日我が国はポツダム宣言を受け入れ、無条件降伏をするこ

とにより、第２次世界大戦は終結した。しかしそこに残されたのは焦土と、飢え

た人間だけであった。世界第１位であった日本の綿業も徹底的な打撃を受け、僅

か 400 万錘を残すのみであった。戦勝国アメリカはこれを利用し、世界の繊維

饑饉を救済すると同時に、日本の国際貿易を再開するため、当時アメリカの商品

金融会社（CCC）が所有する原綿の一部を提供することに決まった。輸出先はイ

ンドネシア、マレー、タイその他の東南アジア、アフリカ地区で、緊急輸出が始

まったのは昭和 22 年（1947）4 月である。先に述べた大同染工 (株 )の場合、戦

前 27 台あったローラー捺染機はわずか 7 台になっていたが、京都に立地してい

たため戦災を免れ、復興は早く昭和 22 年秋以降は輸出綿布の加工に集中するこ

とになった xi。輸出再開当時の綿製品の輸出は全て、進駐軍司令部の仲介と、監
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督の下に行われ、日本政府と対輸出国政府の取引を基本としたもので、G.G ベー

スと呼ばれた。実際の染色加工は貿易庁長官と日本染色工業会との一括契約によ

って行われ、加工数量等は日本染色工業会が会員に生産を割り当てた。これによ

って不足していた染料・工業薬品等も輸出用に大量に放出され、捺染業界は大い

に活気付いた xii。その後徐々に規制が撤廃され、昭和 24 年 2 月に国有綿の払い

下げ制と、輸出綿布の加工賃の統制撤廃が行われ、輸出綿布の染色加工に関する

一切の制約がなくなり、通常の自由取引になった。  

更に昭和 25 年 (1950)に勃発した朝鮮戦争は、新たな特需をもたらし、捺染業界

は短期間に復興を遂げ、戦前開発された更紗市場へ復帰することが出来た。本命

のインドネシア市場は、多くを期待することが出来なかったが、アフリカ市場に

新たな活路を見いだした。  

 

アフリカ向き更紗の輸出  

東アフリカ  

嘗てアフリカ大陸は暗黒大陸と言われ、ヨーロッパ列強の植民地であったが

1960 年前後にそれぞれ独立を果たした。アフリカ大陸はサハラ砂漠によって南

北に２分され､アフリカンプリントの輸出対象となるのはアフリカ南部である。

アフリカ南部は更に東西に２分され､染色関係者は東をカンガ圏、西をワックス

圏と呼ぶ。当時我が国におけるプリント製品の仕上げ幅は、36 インチ（約 92 ㎝）

幅から 1 メートル幅に移行する途上にあったが、アフリカンプリントの仕上げ幅

は 48 インチであった。1 柄 15,000～20,000 ヤール、２～３配色をアンダークロ

スつきローラー捺染機で効率よく捺染していた。このようにアフリカ向けプリン

トは幅が広く、又カンガ・プリントは特殊な機械が必要なことからそれを専門と

する工場以外では生産出来なかった。京都の大同染工、大阪の高瀬染工、大阪染

工、浜松の日本形染、和歌山の昭南工業、笠野染工等がそれである。  

東アフリカのケニア、ウガンダ、タンザニア、モザンピーク一帯はカンガ、キ

テンゲ圏とされる。とりわけカンガは特色ある民族衣装で、幅 46 インチ、長さ

66 インチの長方形で､周囲をボーダー柄で囲み､中央にセンター柄を配し、その

下にスローガンを入れる。スローガンは警句、金言、に始まり個人の意思表示に

到るまで幅広く書き込まれるので、非常に興味深い。色は黒、赤、オレンジ、マ

ルーン、黄等の 2 色ぐらいの組み合わせが多かったが、現在はケバケバしい多色

ものが増えているようである。  
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図 1 東アフリカ向カンガ・プリント  和歌山昭南工業製  個人蔵  

 

西アフリカ  

 ナイジェリア、ガーナ、コートジボアール、コンゴ等が仕向地であるが、ここ

を起点として西アフリカ一帯に積み出されるものと考えられる。この地の民族衣

装は大別して、リアルワックスプリント、イミテーションワックスプリント、ア

フリカンファンシープリントの３種類である。  

リアルワックスプリントは蝋防染、インディゴ染めを機械生産したもので､最

高級品である。オランダ、イギリスで開発され、日本でも生産されたが、今は中

国製が多いと聞く。  

    

図 2 西アフリカ向  リアルワックスプリント  現地購入  個人蔵  

 

イミテーションワックスプリントはローラー捺染機を用いて、リアルワックス

プリントと見まがうような捺染をした布で、嘗て我が国から大量に輸出されてい

た捺染布である。生地幅を 48 インチに整え、耳幅（セルベッジ）を指定通りに
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そろえ、左右同幅でなければならない。捺染はアンダークロスを用い、深い彫り

のロールを強圧して色糊を裏面まで通し、表裏区別がつかないのが原則である。    

戦後捺染の特色の一つは、ピグメントレジンカラーを多用するようになったこ

とである。ここでピグメントプリントに少し触れておくと、戦後我が国に紹介さ

れた捺染方式は大別して２種有り、１つはアリダイ、シャーダイに代表される油

性タイプとアクラミン、ヘリザリンに代表される水性タイプである。結果は水性

タイプに落ち着き、イミテーションワックスプリントの殆どはピグメントレジン

カラーとナフトール染料の併用による捺染である。ネービー、赤、マルーン、オ

レンジはナフトール染料、黄、青、緑その他はピグメントレジンカラーであった。  

アフリカンファンシーは蝋纈（クラック）の入らないアフリカ向けプリントの総

称で、カンガもその中にはいるが、カンガだけは別枠を設ける。  

アフリカンファンシープリントには、黒地が特色のサルタナがあったが、突如現

れ、人気を独占し、数年後突如消滅したジャバプリントを無視することは出来な

い。  

ジャバプリントは通称でインドネシアとは関係が無い。グランドの色とその配色

が特色で､ドイツバイエル社のフタローゲンブルー IF3G とナフトール染料の絶

妙の組み合わせによる、グリーン、エロー、マルーン、を主色としたパネル柄で、

アフリカ女性の肌を引き立て､一世を風靡したが、染料製造が突如中止になり、

1977 年頃を最後に此のあだ花は凋落した。  

輸出捺染布で大量に動いたものにアメリカ向きワンダラーブラウス、これは S.R.

の製品がかなり多かったように記憶する。それに片面起毛のネル生地にチェック

柄をプリントしたカジュアルウエアー、ハワイ向けムームー、アロハシャツは広

義の輸出更紗と言えよう。  

 

内需更紗  

一方、内需更紗の旗頭は布団地である。戦後昭和 50 年頃までは嫁入り道具を

賑々しく飾って嫁入り先まで運び、地方によっては、婚家で荷物をお披露目する

習わしがあった。そこで主役を演ずるのが華やかな色合いの鏡布団である。鏡布

団は周囲を額縁のように無地布で囲み、友禅染の趣を残す鏡が華やかにその雰囲

気を盛り立てる。高級品は絹で、ウール、綿、S.R.なども使われたが、高級綿サ

テンが主役となる。戦後布団の歴史は中綿の歴史である。本来布団綿は綿わたで､

綿を打ち直し､包布を洗濯して、中に打ち直した綿を入れるのが、家庭行事のひ

とつであったように思う。1970 年台になると丸洗いが出来る、合繊綿入りの布

団が主流となり、鏡布団は影を潜め､色合いは淡泊な方向に移った。更に 20 世紀

末から 21 世紀初頭には超高級綿布で覆われた羽毛入り布団が主流となり文様は

更に淡泊になった。  
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図 3 鏡布団  丸十株式会社蔵  

 

スクリーン捺染  

 布団の鏡のような送りの大きなプリントはハンドスクリーン捺染が多かった

が、戦後は此を自動化した、オートスクリーン捺染機の開発が進んだ。 1960 年

頃にはフラット・オートスクリーン捺染機が、ローラー捺染機に取って代わるよ

うになった。この機械は色数が多く、送りを自在に変えることが出来るのが特色

で、１８インチ送り (457mm)のスクリーン柄で始まり、徐々に送りは大きくなり

２４インチ (609mm)、３６インチ (914mm)と進み、文様もそれに従い解放的なデ

ザインへと変化した。ちなみにローラー捺染機は標準５インチローラーで

400mm 送りとなる、そして使用済みのローラーは旋盤で削って使用するので送

りは更に小さくなる。フラット・オートスクリーン捺染機を高速化し、ローラー

捺染機風にしたものがロータリースクリーン捺染機である。昭和 54 年に於ける

オートスクリーン捺染機とロータリースクリーン捺染機の設備状況を第２表に

示す。更に参考のため同時期に於けるローラー捺染機の設備状況を第 3 表に示す。 

    

表２  日本の自動スクリーン・ロータリー捺染機の設備状況（昭和 54 年）巻末参照 -２  

 

地区  
自動    

スクリーン 

ロータリー

スクリーン 

京都  143 13 

大阪  81 6 

和歌山  58 6 

四国  16 - 

中国・九州  7 2 

北陸・新潟  185 9 

東海  54 1 
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関東  70 4 

追加  80 4 

合計  694 45 

 

表 3 日本のローラー捺染機の設備状況（昭和 54 年）巻末参照 -３  

 

地区  
ローラー     

捺染機  

京都  111 

静岡  67 

和歌山  45 

大阪  49 

愛知  23 

三重  4 

岐阜  2 

福井  15 

石川  9 

富山  2 

栃木  4 

群馬  2 

東京  2 

新潟  4 

広島  10 

愛媛  9 

合計  358 

 

ジーパン  

戦後アメリカの中古衣料店が都市部に沢山開業し、アメリカ映画の俳優や、

G.I.達のかっこよさにあこがれた若者たちが、競って中古衣料を買いあさった。

中でも抜群の人気商品は､カウボーイのジーパンと、駐留軍兵士のチノパンであ

った。此の 2 つの人気は根強く､特に 1955 年頃以後に生まれた子供は殆どジー

パンを履いて育っている。この人達は男女を問わず、成長してもジーパンを離さ

ず、カジュアルのアイテムの 1 つとして、現在も根強い人気を維持している。こ

れと文様染とどのような関係があるのかと、疑問に思われる向きもあるかと思う

が、接点はウオッシュオフである。ジーパンのウオッシュオフは可成り意図的に、

狙いをつけた場所にひっかき傷をつける。素材のデニムはインディゴで染めるが、

インディゴは摩擦や、酸化力の強い薬品に弱く、意図した場所の染めをはがすこ

とが出来る。文様染の系譜（2）で「しのぶもじずり」について記したが、「しの

ぶもじずり」は石摺りであり、ウオッシュオフは物理的抜染である。抜染は化学
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的に染料を破壊して、文様を表す手段と考えがちであるが、物理的抜染法もある

ことを指摘したい。いずれにしても､文字摺り、ウオッシュオフ共に原治的な方

法でありながら、機械生産によるような画一的でなく、偶発的な文様染めの面白

さに人は惹かれるのであろう。  

 

T-シャツ  

順序が後先したが、ボトムズがジーパンならトップスは T-シャツである。T-

シャツを持たない、青少年はいないだろうと思うくらい普及している。模様は文

字に始まり、ユニホーム、スターの顔、風景、芸術品の写真等多様である。昔は

堅牢度に問題があったが､現在は少しゴワゴワすること以外殆ど問題は無い。唯

この仕事は捺染工場には殆ど関係なく、ニッター、縫製工場、印刷関係の企業な

どが手がけている。  

 

化学繊維  

戦後の染色界における、大きな出来事の 1 つは化学繊維の実用化である。無地

染の研究に始まり、程なく文様染もするようになる。スフモスや人絹の捺染は戦

前から行っていたが、アセテート繊維はアセテート繊維用カチオン染料が開発さ

れ ,パンチの効いた捺染が北陸の一部で行われた。  

3 合繊の内まとまった量の捺染が行われ始めたのは、ナイロンタフタのローラ

ー捺染である。鮮明色の小花柄が多かったように記憶している。  

次に登場したのは、アクリルナイアガラ（表面の浮糸があたかも瀧のように見

えることから此の名があるらしい）のスクリーン捺染で、全て対米輸出であった。

この仕事の量産化に貢献したのはアリオリなる蒸熱機の出現で、バッチ式箱形蒸

熱機で染料の固着をしていたものが、高温髙湿度連続短時間で十分な発色効果が

得られることから、製品は大量にアメリカに輸出され、貿易摩擦を引き起こし、

政治問題化したこともある。オートスクリーンとカチオン染料の特色を生かした、

大柄で鮮明色のプリントであった。  

輸出がナイアガラなら内需はマイヤー毛布である。泉州一帯はカーペットの産

地である。此の地に昭和 40 年頃、ドイツ・カールマイヤー社のダブルラッシェ

ル編み機で作った編み毛布の生産が始められた。素材はアクリルを用い、毛足が

長く軽くて暖かいのが特色である。文様は全てスクリーン捺染で、カチオン染料

を用いた鮮明色の花柄や、キャラクターものが人気で大量に生産され、なぜかし

ら贈答品に多く用いられた。人気は衰えたものの現在も生産されている。  

 

カーペット   

自動車の内張、床敷の殆どはロータリースクリーン捺染機による捺染布である。

抽象柄で織物調の柄が多く、殆ど捺染とは気がつかない、素材については調査が

行き届いてないので何とも言えないが、合成繊維であろう。  

ホテル､事務所、マンションの広間、廊下などに敷かれているカーペットもジ
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ェットプリンターによるものが多く、まだら文様、点、縞、幾何学文様、花柄等

多種多様である。  

ジョーゼットは経緯糸共に絹の強撚糸を用いた平織りのクレープを指すが xii i、

ポリエステル・フィラメントの減量加工の普及と共に、P.E.ジョーゼットのプリ

ントが出回った。中でも特別風合いの柔らかいものを、シホン・ジョーゼットと

呼び、ファッション用語フェミニンと結びつき、女性らしい文様とシルエットで、

女性の注目を浴びた。高齢者向きのプリントには P.E.ベロアの抜染がある。技術

的には加工錫を用いていたが、機械の腐蝕や、人体への悪影響などの理由で、ア

ルカリ抜染が行われるようになった。防染や抜染を用いるのは工程的に煩雑では

あるが、緻密な形あわせを可能にする点に大きな特徴がある。唯柄のイメージが

重くなるので高級感はあるが、どちらかと言えば高齢者向きになる。  

 

転写捺染  

 従来の捺染との違いは、従来の方式は直接被染物に対して捺染するのに対して､

転写捺染は一度中間体に捺染（又は印刷）を行って、その捺染中間体に移した文

様を目的物に移す捺染である。このようなテクニックは繊維加工以外の分野で古

くから行われていた。身近なところでは子供の写し絵に始まり、印刷工業では陶

磁器、ガラス、金属製品、木工製品、プラスチック、皮革製品等がそれである。

何れの場合も直接印刷することが不可能で、転写方式を採らざるをえなかったの

である。繊維加工の分野で、転写捺染の持つメリットを以下に列記する。  

1)  作業が容易で熟練工を必要としない  

2)  省エネルギー省力化につながる  

3)  廃水問題が殆ど発生しない  

4)  製品のストックを少なく出来る  

5)  不上がり率の減少  

転写捺染には顔料使用と染料使用とがあって、染料使用は固着方法によって、乾

式と湿式に分かれる。  

転写紙は印刷機による場合が多いが、スクリーン捺染により少量生産することも

出来る xiv。  

T シャツ、衣料、応援グッズ、観光みやげ、宣伝活動等に広く用いられ、デジタ

ルプリントと併走して、今後ますます伸びてゆく分野であると思う。  

 

デジタルプリント  

 私は勝手に、コピー機の大きなものを使った捺染と理解している。ウィキペデ

ィアによると「デジタルイメージを直接様々なものに印刷する技法である。通常

DTP などで作成したデジタルソースから、レーザープリンターやインクジェッ

トプリンターを使って、大判の印刷や大量の部数の印刷する、プロフェッショナ

ブルな印刷を指す」とある。又新・繊維総合辞典によると「デジタル信号に変換

された画像、主としてコンピューター内の画像を紙や布にプリントすること」 xv
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とある。型を作る時間が省略されるので、短時間で製品を完成することが出来る。

ピグメントのインキを使えば、紙にする印刷と何ら変わりは無い。又色々な繊維

に染め付く染料を、インキ化したものが商品化されており、すでに実用化されて

いる。初期の段階ではインキの付着量が少なく、ニットやタオルに不向きと思わ

れたが今は問題が解決されている。時間当たりの生産量の少ないこと､単価が非

常に高く付くこと等欠点とされる。  

 

和装の世界  

 日本の文様染の主流は型染、纐纈の発展した絞り染、夾纈の発展した板締め染、

それと前述の友禅染であると先に書いた。中でも友禅染は、それぞれの時代の先

端技術を取り入れて、現在に及んでいる。友禅染は手描き友禅が本来の姿であっ

て現在も手描き友禅は行われている。一方明治期に型紙を使用するようになり、

それが更に摺り友禅と写し友禅とに分かれた。摺り友禅はぼたん刷毛を用いて色

素を摺り込み、写し友禅は糊に染料を混ぜ、駒ベラで摺り込んでいたが、現在は

スクリーン枠と、ゴムスケージを用いて摺るので､実態はスクリーン捺染である。

洋装品と異なる点は生地幅が狭く、一着一柄で、文様が連続しないこと、高級品

は布の継ぎ目の柄を連続させ、絵羽柄とするなどのため、型枚数が異常に多いこ

とである。しかしこれが友禅文様の特色であり、CAD やデジタルプリントを用

いて解決の方向に動きつつある。  

 

貸衣装 ゆかた   

結婚式、成人式、卒業式などにはフォーマルの和装を身につける機会であるが､

近頃は洋装をすることが多くなった､いずれにしても貸衣装が多い。  

民族衣装としての和装は、世界的な民族衣装の傾向として衰退気味であるが、ゆ

かたの人気は近頃盛り返しており、夏のお出かけ、夕涼み､夏祭り、花火見物等

の衣装として広く若い世代に親しまれている。唯、ゆかたは注染で模様染し、表

裏の判別出来ないのが本来の姿であるが、捺染品が多く、ハワイのムームーのよ

うな感覚で親しまれている。  

 

おわりに  

以上見てきたように、文様染の系譜は和装品と洋装品と産業資材に枝分かれし、

和装品は友禅、浴衣、連続小柄模様に殆ど集約出来るが、洋装品は内需更紗即ち

寝装品と普通捺染布、輸出更紗即ちエスニック・プリントと普通捺染布、輸出、

内需の合成繊維の捺染布、産業資材としての建築資材、車両用資材、家庭用小物

等２０世紀末から２１世紀にかけて､非常に多岐に枝分かれした。  

文様染の系譜（５）で提案したように文様染の系譜は平安時代から明治時代ま

で 4 回の転換期を迎え､現在に及んでいる。即ち、第一回目、遣唐使が廃止され､

密蠟の輸入が止まり、蝋纈染が出来なくなった時 (平安時代 )。 第二回目、公家

を抑え、武士が台頭し、文様染が見直された時（室町時代）。第三回目、消費動



13 

 

向が武士から商人に移り、綿織物を国内で生産するようになった時（江戸時代）。

第四回目、ローラー捺染機で捺染を開始した時（明治時代）。以上４回の変換期

を迎えたが、明治期第四回目の転換は、産業革命によるもので手作りから機械生

産、少量から大量生産へと、生産手段の転換によるものであり、我が国の文様染

は欧米文化の影響を大きく受け、国民全てがその恩恵に浴した。現在は IT 革命

によるデジタル化の進行中である。文様染めは国際化して世界の何処でも即時に

そのコピーを入手することが出来る。  

 

結論  

 かねてより繊維への文様染の主力は捺染であり、紙を対象とする印刷と鮮やか

に一線を画して来た。しかしデジタル化された文様を専用プリンターによって、

インキ化された染料を使い、布に付与することにより、文様染をすることが、染

色家でなくても可能となった。印刷（プリンティング）と捺染（テキスタイルプ

リンティング）の一体化であり、捺染工場から液場が消滅することを意味する。

とはいえ、従来の捺染は自然に厚さ、或いは奥行きを感じさせる、アナログ的要

素を備えており、デジタルにない軟らかさを持つ特色がある。文様染の行く道は、

コストを含め、和装、洋装何れの業界でも、アナログで行くか､デジタルに転換

するかはユーザーの決める所であり､その行方を慎重に見守りたい。   完                        

                        

（色染・昭 28 萩原理一）  

                                                 
i  文様染の系譜（４）P-1 
i i 文様染の系譜（３）P-1,2,3, 
i i i 文様染の系譜（５）P-1 
iv 文様染の系譜（５）P-1 第一回目、遣唐使が廃止され､密蠟の輸入が止まり、蝋纈染が

出来なくなった時 (平安時代 )。 第二回目、公家を抑え、武士が台頭し、文様染が見直

された時（室町時代）。第三回目、消費動向が武士から商人に移り、綿織物を国内で生

産するようになった時（江戸時代）。第四回目、ローラー捺染機で捺染を開始した時（明

治時代）。  
v 京都近代染織技術発達史  京都市染織試験場 P-46.47 
vi 和歌山県繊維産業史  和歌山県繊維工業振興対策協議会  P-257 
vi i 京都近代染織技術発達史  京都市染織試験場 P-388  
vi i i 東洋紡 100 年史 P-329,P-152,P-363 
ix 東洋紡 100 年史 P-329,P-152,P-363 
x  額縁のように仕立てられた布団の文様の部分､羽毛布団の頃から鏡はなくなった  
xi  大同染工の 20 年  P-72 
xi i 京都近代染織技術発達史  京都市染織試験場  P-86 
xi i i 繊維総合辞典  繊維総合辞典編集委員会編  繊研新聞社  P-305  
xiv 荒井周  繊維加工  捺染手帳１３  P-106   
xv 新繊維総合辞典  繊維総合辞典編集委員会編  繊研新聞社  P-440 
参照 -１  明石厚明  日本機械捺染史  日本捺染史刊行会  昭和 18 年  P-21 
参照 -２  本社調査部  繊維加工増刊捺染手帳 No18 昭和 55 年  P-177 
参照 -３  本社調査部  繊維加工増刊捺染手帳 No18 昭和 55 年  P-185  


