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平安時代後期には極限まで洗練され、安土桃山時代には有名絵師が下絵を描くな

化の様相が窺え、奈良・平安時代に写経等を通して中国よりもたらされた技術は、

種多様に変化し、様々な技法が生み出された。現存する名跡を通覧するとその変

ぐための技法でもある。次第に、調度手本として書かれる中で、料紙の装飾も多

それらの技法は、もとは文字を書きやすくするための工夫であり、虫損などを防

で展開することが可能となろう。ここでは引き染め、ムラ染め、金銀箔の砂子撒

したい。新たな料紙制作の方法論を提示することで、料紙加工を様々な教育の場

作をする現代装飾料紙作家に取材できたことを踏まえて、その道具や技法を紹介

はなかなかに困難である。そこで、本稿では現代的な方法や道具を用いて料紙制

る。ことに高等学校「書道」など、教育の場で料紙加工を授業に取り入れること

道具が高価かつ特殊であったりと、容易に取り組むことができないのが現状であ

お、これらの技法は著作等で紹介されるが、詳細が示されなかったり、制作する

ど変革期がそれぞれに見られる。これらの装飾の加工技術は代々受け継がれるも、

きなどの技法を紹介する。

日本の古筆には、様々な装飾加工が施され、荘厳で華麗な装飾が多く見られる。

失われた点や不明な点も多く、近代、田中親美（一八七五～一九七五）以降、今
日まで多くの職人・研究者によって紐解かれ、技法の復元が試みられている。な
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多くの人が装飾料紙にふれる機会が増え、古筆や伝統工芸などに興味を

中国に興り日本に将来されてさらに発展したものであるが、もとは文字

日本の古筆には、荘厳で華麗な装飾が多く見られる。それらの技法は、

られた料紙のことである。紙幅の都合上、詳細は省くが、久米康生氏「料

め・漉き染めなどの染紙や、金・銀の箔を散らしたものなど、美しく飾

「料紙」とは、一般に書に用いる紙であり、
「装飾料紙」とは、浸し染

一、はじめに

を書きやすくするための工夫であり、虫損などを防ぐための技法でもあ

紙加工技法の展開」において、細かに整理がなされている。

もつきっかけとなれば幸いである。

る。次第に、調度手本などが書かれる中で、料紙の装飾も多種多様に変

た料紙加工の技術は、平安時代後期に「平家納経」や「西本願寺本三十

の様相が窺える。奈良・平安時代に写経等を通して中国よりもたらされ

化し、様々な技法が生み出された。現存する名跡を通覧するとその変化

がユネスコ無形文化財に登録されたこともあってか、料紙研究は一層盛

科学など様々な領域で研究が進められてきた。平成二十六年に「和紙」

これまで、
「料紙」については、書学や美術史のみならず、史学・保存
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示されなかったり、制作する道具が高価かつ特殊であったりと、容易に

られている。なお、これらの技法は著作を通して紹介されるが、詳細が

をはじめ多くの職人・研究者によって紐解かれ、料紙装飾の復元が試み

れた技術や不明な点も多く、近代以降、田中親美（一八七五～一九七五）

変化が見られる。これらの装飾の加工技術は代々受け継がれるも、失わ

桃山時代には装飾の巨大化や有名絵師が下絵を描くなど、装飾の方法の

六人家集」などに見られるように、その技術は極限まで洗練され、安土

維を拡大するなど、科学的な調査・研究がなされている。

究が進められる。とりわけ光学顕微鏡等の最先端技術を用いて料紙の繊

などがあり、紙そのもの、または古筆等に見られる装飾料紙に関する研

名文字と料紙の美

書道史の世界』
（思文閣出版、二〇一四年）
、名児耶明・高橋裕次著『仮

料紙事典』（八木書店、二〇一一年）
、島谷弘幸編『料紙と書

ないが、近々の研究動向としては、宍倉佐敏編著『必携

んに行われている。料紙や料紙装飾に関する先行研究は枚挙にいとまが

そこで、本稿では現代的な方法を用いて料紙制作をする現代装飾料紙作

教育の場で料紙加工を授業に取り入れることはなかなかに困難といえる。

究し、書画を復元（もしくは複製）するためにその方法を模索したのが

していえば、古筆や絵巻の複製に尽力した田中親美が、古筆や料紙を研

様々な切り口で論及される料紙であるが、装飾料紙制作の方法論に関

和様文化を味わうために』（モリサワ、二〇一四年）

東アジア

古典籍古文書

取り組むことができないのが現状である。ことに高等学校「書道」など、

家の中井之山（本名・慎吾）氏に取材できたことを踏まえて、その道具

嚆矢ともいえようか。先に述べたように、その技法は著作を通して公に

される部分もあるが、技術の多くは内々に弟子に継承されていったと思

2

（ ）
2

や技法を紹介したい。新たな料紙制作の方法論を提案することで、学校
教育のみならず様々な場で料紙加工を取り入れることが可能となろう。
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が記されている。村上・福田両氏は、伝統的な道具・手法について画像

る箔筒などの道具の作り方や準備について、画像を豊富に載せその詳細

五年）などが挙げられる。金箔師の飯島氏は、伝統的な方法で用いられ

一九九四年）、鎌田敏輝著『新しい料紙のつくり方』（東方出版、一九九

一九八九年）、村上翠亭・福田行雄共著『かな料紙の作り方』（二玄社、

『色紙・料紙づくり 趣味の金銀箔 箔の基本技法のすべて』（マール社、

竹田悦堂著『かな料紙の作り方』（秋山書店、一九八八年）、飯島秀雄著

ば、桑田笹舟監修『料紙』
（一楽書芸院神戸事務所出版部、一九七二年）
、

われる。これまで技法書としてまとめられているものの一端を紹介すれ

的に厳しい状況にあると思われる。そこで、本稿では、初心者でも容易

れている教育の場においては、料紙加工を授業に取りいれることは現実

部に従来の伝統的な道具が用いられる。それゆえに、費用や時間が限ら

れた新しい手法は、比較的安易に取り組める部分もあるが、それでも一

り、取り組むにはなかなかに難しい部分も残っている。鎌田氏の考案さ

り、初学者が制作したりするには、道具の問題、技術や知識の問題もあ

される部分も多く見受けられ、様々に表現される料紙の装飾を再現した

かし、装飾に用いられる材料の分量や配合に関しては職人の経験則で記

詳らかにされ、著作や動画などを通じてその技法が紹介されている。し

具や手法を考案し、様々な装飾加工の仕方を紹介している。その他、論

て技法を紹介する。鎌田氏は、伝統的な方法を尊重しながら、新しい道

を掲載しながら説明する一方で、後半には茶こしなど身近な道具を交え

装飾料紙に触れる機会が増えることで、料紙研究や伝統工芸においても

なり、書教育の幅が広がると思われる。また、様々な教育の場を通して、

その道具や技法を紹介することによって、多種多様な授業展開が可能と

に制作できる方法を模索している「現代料紙」の制作方法をヒントに、

二、日本書道史における料紙装飾について

裾野を広げるきっかけとなることを期待したい。

文として報告される成果も多く見られるが、次章に譲りたい。
なお、最近では、 YouTube
などの動画を利用して、その技法を惜しみ
なく紹介しているものも散見される。料紙作家の小室久氏は金銀箔の装
飾、ぼかし染め（刷毛ぼかし）、唐紙（雲母摺り）などの伝統的な技法を

現代的な料紙加工の方法について紹介する前に、復元や技法に関する

紹介している。職人目線で作業風景を撮影するなど、様々に工夫がなさ

研究史を整理しつつ、日本書道史における料紙装飾の変遷について回顧
しておきたい。

回において、村上・

れている。唐紙については、伝統工芸としてもその一端が紹介される。
また、髙城弘一氏は、天来書院「書道テレビ」第

福田両氏の紹介された身近な道具を一部取り入れて装飾加工を紹介して
いる。

加工が施された。書きやすさを追求するために、紙を打ったり、磨いた

まず、奈良時代に仏教（とりわけ写経）の隆盛とともに、様々な料紙
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以上のように、料紙装飾の技法は、多くの研究者や職人の手によって
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めに染めたり（黄檗染めや丁子吹きなど）、香木を漉き込んだり（荼毘紙

けながら変貌を遂げ、有名な絵師が下絵を施したものや「料紙装飾の大

時に、料紙装飾も平安時代の表現とは異なり、十四世紀以降の意趣を受

呼ばれる能書の遺墨には、各々に様々な試みがなされている。それと同

など）と、様々な工夫がなされている。これらの加工はあくまで書くた

型化」が多く見られるようになる。例えば、光悦が書した「鶴下絵和歌

りすることで紙の表面を平滑にすることが行われ、紙を虫損から守るた

め、紙を保護するための「用」の加工である。しかし、正倉院などの収

め紙と言っても、浸し染め・引き染め（刷毛染め）
・漉きがけなど手法は

じくして「美」としての加工も施されていたといえる。なお、一口に染

蔵品を見ると、様々な色に染められた染め紙が確認されるので、時を同

名絵師との共同制作の一つといえる。これら絵画と書との関係について

一〇）の水墨画に信尹が揮毫した「檜原図屛風」などもまた、能書と有

年未詳）との合作が多く現存する。また、長谷川等伯（一五三九～一六

巻」や「蓮下絵和歌巻」などに見られるように、光悦と俵屋宗達（生没

った加工に発展したといえよう。

金銀の箔や泥などを用いて、様々な加工が施されるのは、奈良時代の
写経にも見られるが、平安時代の中後期の古筆により多く確認される。
大小様々な切箔や野毛、砂子が蒔かれたり、金泥で雲や霞、蝶鳥・草花

になると、
「西本願寺本三十六人家集」に見られるように、破り継ぎや切

に刊行されるようになるが、大量生産されていく中でも金銀泥で下絵を

は三戸信惠氏において言及が見られる。江戸時代になると、版本が様々

（ 16
）

様々である。それぞれの手法の応用が打曇や飛雲などの雲紙、羅紋とい

（ 15
）

刷り出すなど新しい試みがなされている。

三、現代的な料紙制作の方法の提案

平安時代に隆盛した技法を用いて制作されているものがその多くを占め

期を迎えたと言っても過言ではない。その後は、現存する書跡をみても、

は、茶こしなど身近な道具を使って制作できる方法も記されるが、ごく

学者には手が出しづらく、教育の場で展開するのは困難である。一部で

法は、道具や手順の画像が掲載されるなどして紹介される。しかし、初

さて、様々な変容を見せる料紙装飾であるが、伝統的な料紙装飾の方

ているといえようか。しかし、そのような中でも料紙装飾に時代性がみ

わずかな内容に留まる。すべての道具が安価ではなく、一部は伝統的な

に限ってみても、近衛信尹（一五六五～一六一四）
・本阿弥光悦（一五五

そういった問題点を解決したいのが内情であろう。そこで、本稿では現

教育の場で展開する上では、時間や予算の制約があるため、少しでも

安土桃山時代になると、再び様々な文化がめまぐるしく発展する。書

八～一六三七）
・松花堂昭乗（一五八二～一六三九）の「寛永の三筆」と

道具が用いられ制作される場合も少なくない。

られることは、佐野みどり氏等に言及が見られる。

）
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が描かれたりと多種多様な技法が展開される。平安時代も末期（院政期）

）
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（

り継ぎ、重ね継ぎなどの継ぎ紙の技法が誕生し、料紙装飾の技巧の最盛

）
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ある安価な道具や現代的な手法を用いて制作する「現代料紙」の制作方

代装飾料紙作家・中井之山氏に話を伺う機会を得たので、身のまわりに

伝統的な料紙装飾と区別するために「現代料紙」という語を用いる。

は、現代の道具や料紙装飾の現代的な手法について述べる場合において、

なお、
「現代料紙」は、一般的な用語として定着していないが、本稿で

さて、現代料紙において用いられる道具、技法について紹介したい。

法をヒントに、その道具や方法を紹介することで、高等学校などの教材
や授業展開に資すればと考える。

まず、従来用いられてきた古典的な道具と現代において身近にある道具
が対比できるものは、上段に古典（

「現代料紙」について中井氏は、
「現代料紙」は、十五世紀以前の料紙の加工技術や制作者達の変

として列記する。なお、行頭に印を付したが、「◎」は必須、「○」は加

）
Modern

遷を考察し、揉み紙のように、焼け・シワ・剥離など経年劣化で誕

工によって必要となるもの、
「・」は応用として用いるものとする。

）、下段に現代（
Traditional

生したものも、ひとつのデザインとして捉えた料紙装飾の表現をテ
ーマとしている。一方で、料紙の装飾だけでなく、額縁を料紙装飾

的にデザインすることによって作品効果を高めることも「現代料紙」 〈道具・材料〉

典的手法の解明は書跡・料紙を位置づけていく上でも重要であり、現代

いる。しかし、
「現代料紙」は、古典的技法を軽んずるものではない。古

ように現代人の目線で表現する装飾料紙のことを「現代料紙」と称して

統的な装飾を表現することや、十五世紀に光悦らが新しいことを試みた

と述べる。つまり、現代に流通している道具や安価な材料を用いて、伝

世代への普及や継承を目的とするものが「現代料紙」である。

よって、古筆・かな料紙、あるいは伝統工芸への関心を深め、次の

いて制作する装飾料紙があり、簡便な方法を考案したりすることに

◎バット、書類ケースなど（刷毛が使える容器であれば良い）

◎染色用刷毛（大）…着色や仕上げに用いる

また、右以外にも装飾加工に用いる道具も以下に列記する。

・箔台（盤）―

・竹刀

○砂子筒

○箔箸

○染料

―

―

―

―

カッターマット、トレーシングペーパー

カッターナイフ（デザインカッター）

茶こし、ふるい、ざる

手、柔らかい刷毛（ナイロン製など）
・真綿

アクリル絵の具（合成樹脂顔料）

◎ドーサ（膠・明礬）

の目指すところである。その入り口として、現代の道具・材料を用

料紙を制作する上でも欠かせない。本稿では、現代的な道具を用い、新

◎なで紙（半紙等）

― マッド・ゲルメディウム（透明）

Modern

しい着想で料紙装飾を行うことで、教育の場での展開を可能とし、多く

◎新聞紙、毛氈、毛布、板、ＯＰＰフィルムなど…乾燥のため

5

Traditional―

の人が装飾料紙に触れ、興味関心を抱いてくださることを期待したい。

）
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以上が現代料紙の装飾に用いる主な道具である。現代版ドーサ・膠水

として用いるマッド・ゲルメディウム（以後「メディウム」）は、現在、

○スポンジ、綿…ぼかし染め・ムラ染めに用いる
○ローラー（ペンキ塗装用のもの等でよい）

日本画等で用いられるもので、膠を湯煎して作るのが難しいために開発

○砂子用刷毛（使い古した小筆の先を切ったものでよい）

を容器として用いると便利である。後に説明する色ドーサを制作する際

ィウムを溶かすのにペットボトル（サイズは使用する量によって調整）

された製品である。他に、液体のドーサも市販されている。なお、メデ

○アイロン、ドライヤー…しわ伸ばし、焼け銀箔制作のため

も、ペットボトルに作ったメディウム溶液にアクリル絵の具を混ぜるだ

金箔を素手で扱う際に用いる
･･･

・霧吹き…ブラッシングなどに用いる

けでよいため、絵の具の攪拌も楽に出来る。多色を用意する場合も小さ

○ベビーパウダー

・トレーシングペーパー、あかし紙 ･･･
切箔などを作る際に用いる

いペットボトルに何色も作っておけば便利である。

金箔・銀箔は質によって値段が異なる。金箔であれば着色金箔、銀箔

）
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流れ作業にするのもよいが、作業中に移動するのは少し困難である。Ｏ

の作業場を設けると教員一人で見回るのが難しくなるので注意されたい。

けして作業場をいくつか設置したりするのもよいだろう。ただし、複数

が、難しい場合はバットを共用にしたり、装飾技法によってグループ分

なお、多人数で作業を行う場合は、人数分の道具を用意できれば良い

殿するため、加工を施す際は、よく混ぜ攪拌させるとよい。

もドーサに混ぜることで紙に塗布することができる。絵の具と違い、沈

その他、雲母（雲英）や胡粉も用意すると装飾の幅が広がる。これら

輝きがより美しいことは言うまでもない。

であればアルミ箔などであれば安価に入手できるが、純金や純銀の方が

（

ＰＰフィルムを最初から下に敷くことで、耐水性もあり移動する際も破
けない。

6

○型紙、ステンシル（紙でもクリアファイルでも良い）

現代料紙で用いる道具
図２

・ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）…粘剤、にじみ止め
・硫黄粉…焼け銀箔制作のため

古典的な手法で用いる道具
図１
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〈技法・加工種類〉
（１）染め紙――引き染め（刷毛染め）
・単色

染め紙には、浸し染め・引き染め・漉き染めなどの方法があるが、本

と仕上げを行う。ドーサ・膠水の代用として、メディウムを薄めたもの

現代料紙では、着色したドーサ（色ドーサ）を用いることで一度に着色

①色ドーサを作る（図３）……本来、着色とドーサは別々に塗布するが、

の引き染めについて、順を追って工程を説明する。

毛を用いて着色する方法で、複数色の着色も可能である。まずは、単色

稿では最も安易に取り組める引き染めを取り上げる。引き染めとは、刷

（ 21
）

たり雲母を塗布したりすることで控えめな色の料紙ができあがる。

た紙にもうっすらと色が反転するため、処分するのではなく、箔を撒い

かに重ね、手の平でしっかり押さえることで余分な水分をとる。押さえ

った紙の移動時に破けることを防ぐために、着色した料紙に白い紙を静

③紙で押さえ、余分な水分をとる（図６）……乾燥時間の短縮や仕上が

毛に含ませる量は、溶液がしたたらない程度に絞る。

さを利用して、表面を軽くなでるように動かすのがポイントである。刷

何度も繰り返し塗ると紙が破けるので注意したい。力は入れず刷毛の重

するために、紙の横方向・縦方向、それぞれ順番に着色する。この際、

②紙に着色する（図４・５）……刷毛を用いて着色する。むらなく着色

一行程手間を省くことができ、雲母引きや具引き仕上げとなる。

何色か用意するとよいだろう。また、雲母や胡粉などを溶液に混ぜると、

くと薄くなるので濃度（色味）を確認する。多人数で装飾する場合は、

（以後「ドーサ」）を用いる。バット等にドーサ、顔料を入れ溶かす。乾

（ 22
）

④乾かす……毛氈や毛布、新聞紙の上で乾燥させる。ＯＰＰフィルムに

7

刷毛で着色する（横）
図４
紙で押さえる
図６

色ドーサを作る
図３
刷毛で着色する（縦）
図５

乗せて乾かすことによって板張り（ピンと張る）の効果が得られる。
（２）染め紙――引き染め・二色
刷毛を用いた引き染め（単色）の応用として、二色用いた引き染めも
紹介しておきたい。方法は、先に記した単色の着色と同じである。
①色ドーサを作る……（１）①と同様に色ドーサを何色か準備する（配
色、組み合わせたい色は自由）
。本稿では二色の方法を示すが、色を増や
せば、七色など何色でも可能である。しかし、用意する刷毛やバットが
増えるため、スペースや道具の兼ね合いを考える必要があろう。
②紙に着色する（図７～９）……刷毛を用いて着色する。基本的には単
色の着色と変わりない。ムラなく着色することを心がけ、力は入れず刷
毛の重さを利用して、表面を軽くなでるように着色する。ただし、多色
の着色の場合は、色が混ざるため、紙の横方向・縦方向と交差するよう
に着色する必要はない。本稿ではシマ模様を提示しているが、色の境目
は色が混ざることも計算しながら着色したい（ぼかしの効果も得られる）
。
料紙制作は、墨流しのように意図しない装飾ができあがることもあるが、
できる限り完成形を想像して装飾を施すことが肝要である。なお、格子
文様（チェック柄）のように色を組み合わせたい場合は、着色のムラや

）……着色した料紙に白い紙を

刷毛で生まれる模様を利用して着色することも可能である。
③紙で押さえ、余分な水分をとる（図

静かに重ね、手の平でしっかり押さえる。ここでも、余分な水分を拭っ
た紙は装飾料紙として変容させることが可能である。意図しない自然の
風合いを生かして新しい料紙のデザインを考えることも可能である。

④乾かす……毛氈や毛布、新聞紙の上で乾燥させる。

8

刷毛で着色する（二色目）

図８

図 10 紙で押さえる

刷毛で着色する
図７
ムラなく仕上げる
図９

10
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（３）染め紙――ムラ染め（スポンジ）
ムラ染めはぼかし染めともいうが、（１）（２）のように一様に着色す
るのではなく、凹凸のあるものを用いて不規則な模様に染める（着色す
る）。刷毛を使った古典的なぼかしの方法もあるが、料紙が劣化しシミや
ムラによって醸し出される古風な風合いを表現するため、本稿ではスポ

）……スポンジは、基本的に平面

ンジやペンキ用のローラーなどを用いる。綿等を用いて、柔らかいぼか
し染めを表現する料紙作家もいる。
①道具の準備（スポンジを裂く、図
であるため、凹凸を作るために中程で裂く。
）……（１）①と同様の

⑥乾かす……毛氈や毛布、新聞紙の上で乾燥させる。

9

②裂いたスポンジに色ドーサを塗布する（図

）……塗布したスポンジを紙に静かに、軽く押し

図 12 凸凹面に色ドーサを塗布する

図 14 着色する

ドーサを準備する（配色は好み）
。なお、二色の引き染め（２）同様、二
色のムラ染めも可能である。多色の着色の場合は色が混ざるため、その

・

整しながら慎重に着色すると良い仕上がりになる。全体的にまんべんな
く着色しても良いが、意図的に上下左右に偏って着色することで変化を
つけることも効果的である。なお、一般的なぼかし染めはそれによって
景物を表現することもある。スポンジを用いたムラ染めは、色合いを調

伸縮のムラをなくす。
･･･

整することによって雲紙（飛雲や打曇り）のような表現も可能である。
④仕上げにドーサを刷毛で全体に塗布する
⑤紙で押さえ、余分な水分をとる

図 11 スポンジを裂く
図 13 着色する

12

11

（ 23
）

変化もイメージしながら着色するとよいだろう。
③着色する（図
14

当て着色する。色ドーサの含ませ方によってにじみ方が異なるので、調

13

（４）染め紙――ムラ染め（ローラー）
ローラーはペンキ用など安価なものでよい。ローラーはムラなく着色
するための道具ではあるが、部分的に色ドーサを塗布することでムラ染
め加工が可能である。引き染めにも用いることができるが、刷毛よりも

）……（１）①と同様のドーサ

色ドーサを含める量が多くなるため、紙が破れたり、くっついたりする。
①ローラーに色ドーサを含ませる（図
を準備し、刷毛を用いてローラーに色ドーサを塗布する。不規則な文様
を表現するため、単一的に着色しない。応用として、仕上げに引き染め

）……色ドーサを塗布したローラーを静かに、かつ軽

を施すことで、全体に背景色を入れることも可能である。
②着色する（図

10

く転がしながら着色する。ローラーが回転しながら着色されることで、
スポンジより規則正しいムラ染めが出来あがる。規則正しさを嫌うので

）……②の行程まででローラーを

あれば、部分的にローラーを転がすことでより複雑な文様になる。
③背景色を引き染めで着色する（図

用いたムラ染め加工は完成であるが、着色部分のみ紙が伸縮するので、
全体の伸縮率を一定にするため、全体にドーサを塗布する。ここでは応
用として背景色を加える。背景色は刷毛を用いた引き染め（１）の加工

）……着色した料紙に白い紙を

方法を用いて着色する。これは、スポンジを用いたムラ染め（３）にも
用いることができる。
④紙で押さえ、余分な水分をとる（図

静かに重ね、手の平でしっかり押さえることで、余分な水分をとる。
⑤乾かす……毛氈や毛布、新聞紙の上で乾燥させる。

図 16 着色する

図 18 紙で押さえる

15

17

18

図 15 ローラーに塗布する
図 17 仕上げにドーサをひく

16
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図 20 方向を変えて丸める

⑤乾かす……毛氈や毛布、新聞紙の上で乾燥させる。

図 22 仕上げにドーサで紙を伸ばす

（５）染め紙――シワ染め

図 19 包み込むように丸める

シワ染めは、古典的な技法にはあまり見られない。胡粉を施した装飾

については後述する。なお、シワ染めは、紙にシワを作り、出来た凹凸
に着色することでシワ染めの加工を施すことができる。シワの付け方に

）……丸め方は様々であるが、細か

よって、大小や縦横など、様々な文様が表現できる。ここでは、全体に

・

小さな凹凸を作る場合を紹介する。
①紙を丸めてシワを作る（図

はない方を卵をつかむようにして、そこに詰め込んでいく。一度では単
調なシワになるため、紙の向きを変え、同じように握りこむ。縦シワ・

）……①の紙をある程度平らに広げ、（１）①と同様

横シワは紙を筒状に丸めて絞ると一定方向のみのシワが作れる。
②着色する（図

広げすぎるとシワがなくなるので注意したい。力は入れず刷毛の重さを

）……紙のシワを伸ばすために、

利用して、表面を軽くなでるように着色するのがポイントである。
③仕上げにドーサでシワを伸ばす（図

④紙で押さえ、余分な水分をとる……着色した料紙に白い紙を静かに重
ね、手の平でしっかり押さえることで、余分な水分をとる。

図 21 刷毛で着色する

料紙などがシワやシミ、剥落などの経年劣化で生じたデザインが、わび
さびの日本的な美意識の中で重宝されたことによって、経年劣化を装飾
と見立てて加工されたのがシワ染め等である。金銀箔の経年劣化の方法

）
24

（

な凹凸を作るには、端から紙をたぐり寄せるように握りこむ。利き手で

20

刷毛でドーサを塗布する。色ドーサにすると着色も可能。

22

11

19

のドーサを刷毛に含ませ、シワの凹凸部分を軽くなでるように着色する。

21

（６）染め紙――丁子吹き、ステンシル文様
ステンシルされた染め紙加工である。丁子吹きは、古くから用いられ
る装飾技法のひとつで、時代が下るにつれ次第に見られなくなるが、羅
文などの特殊な技法ではなく、現在のステンシルとあまり変わらないで
あろう。現在のステンシルはスポンジや筆などを用いて着色するが、丁
子吹きは霧吹きのようなもので着色している様子がうかがえる。本稿で

・

）……文様を現すためのステンシルシートを

は、刷毛・スポンジ（綿等でも代用可）を用いた方法を紹介する。
①型を作成する（図

作成する。型紙は何でもよいが、耐久性や使い勝手を考慮すると、クリ
アホルダーを用いるのが効率的である。文様を透かし油性マジック等で
転写し、それをカッター等で切り抜く。着色の際に下の様子がわかるほ
か、使用後水で洗い流せる点において紙よりも優れている。ただし、紙

・

）……（１）①と同様のドーサを準備し、刷毛や

に比べて滑りやすいため、切り出す際は注意されたい。
②着色する（図

スポンジで着色する。刷毛の場合は軽く表面を着色する程度で十分であ
る。スポンジの場合は、ムラ染め（４）で用いたスポンジの平らな面を
用いて、型の部分を軽く押さえて着色する。上手くステンシルをするポ
イントは、スポンジや筆・刷毛に塗料をつけすぎないことである。また、
塗料の粘度を上げるため、ＣＭＣなどを混ぜるとよりにじみにくくなる。
なお、霧吹きやスプレーを用いて着色すると、また趣も異なる。
③ドーサで仕上げる……着色した部分だけ収縮するので、全体にドーサ

際のドーサに雲母や胡粉を混ぜるだけで一段と美麗な料紙となる。
④紙で押さえ、余分な水分をとる。

⑤乾かす……部分的な加工であれば、③④を省略しても問題はない。

12

24

を塗布する。そうすることによって、書き味も均一となる。また、この

図 24 カッターで切り出す

図 26 スポンジで着色する

23
26

図 23 切り抜くデザインを転写する
図 25 刷毛で着色する

25
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図 27 ふるいに箔を入れる

図 30 ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰを重ねｶｯﾀｰで切る

図 28 砂子用刷毛で箔を粉砕する

金銀の箔加工は、古い装飾技法のひとつでありながら、時代によって

様々に変容し、多種多様に表現された装飾である。本稿では、箔加工の

中でも最も平易な揉み泊・砂子振りの一端を紹介する。

金銀箔は静電気によってくっつくため、伝統的な手法では、竹製の箔

ばさみや竹刀、箔筒を用いて、切箔・野毛・砂子等を作成する。しかし、

初心者には難しく時間がかかるし、これらの専門的な道具は高価である

ため、予算の限られた場では必要数準備するのは困難であろう。そこで、

竹刀はカッターナイフ、箔筒は茶こしなどに置き換えて装飾が試みられ

てきた。箔ばさみの代わりとしては素手にベビーパウダーをつけて用い

る。揉み箔や砂子、裂き箔であれば、素手で簡単に作業が可能である。

・

）

）。一方向切る毎にトレーシングペ

13

まず、技法の紹介の前に、揉み泊や砂子の準備を紹介しておきたい。揉

み箔や砂子は、茶こし、ふるいを用いて細かく粉砕する。網目のサイズ

を変更することで、きめ細かさを調整できる。第一段階では、粗めの砂

）

子（揉み箔みたいな形状）を作っておくと後の加工に便利である。

①ベビーパウダーを手に付け、油分を除く

②合紙とともに金銀箔をつかみ、大きめなふるいに入れる（図

以上の行程を繰り返し、荒い砂子を小箱に溜めておく。

③砂子用刷毛（穂先を切り落とした小筆）を用いて粉砕する（図

27

28

切箔は、定規とカッターで細断することが可能であるが、トレーシン
グペーパーを重ねて切る（図

30

ーパーを換えることで紙が交じらない。紙幅の都合上、詳細は省く。

29

（７）箔加工――揉み箔、砂子撒き

図 29 ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰの上に箔を置く

図 33 箔用刷毛を使って箔を撒く

図 31 刷毛でドーサをひく

図 34 紙を重ねバレンで定着させる

図 32 揉み箔を茶こしにいれる

さて、箔撒きは以下の手順で行う。

①ドーサ、色ドーサを刷毛を用いて塗布する（図

・

）……撒いた箔を定

）……構図をイメージし、砂子を①に撒
33

）……紙を重ね、バレンや手のひら（親

）を用いて、箔部分をしっかり押さえ定着させ

34

かし」（箔で文様を浮き出す）も可能である（図

・

）。

上から図 35、36、37

なお、応用として、
（６）で用いたような型紙を利用すれば、
「型紙ぼ

④乾かす……毛氈や毛布、新聞紙の上で乾燥させる。

る。定着が弱ければ、仕上げとしてドーサを塗布する。

指の付け根あたり、図

③箔・砂子を定着させる（図

箔の落下は空調や風の流れに左右されるので、その辺りも計算して撒く。

く。粒子の大きさは好みに合わせて調整する。大小振るのも趣がある。

②箔・砂子等を撒く（図

れば着色加工も同時に施せる。方法は（１）引き染めに同じ。

着させる接着剤として紙にドーサを塗布する。この際、色ドーサを用い

31

36

37

14

32
35
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（８）箔加工――平押し
十五世紀に誕生した装飾の巨大化や屛風において用いられた箔の平押
しであるが、そういった表現から切箔の巨大化と捉える。
①ドーサ、色ドーサを刷毛を用いて塗布する……箔を定着させる接着剤
として紙にドーサを塗布する。この際、色ドーサを用いれば着色加工も

～

）……箔は、ベビーパウダーを付けた手で合紙と

同時に施せる。方法は（１）引き染めに同じ。
②箔を置く（図
ともに取り、静かに置く。箔の向きなど好みに合わせて調整すればよい
が、構図をしっかりイメージしてから箔を置く必要がある。箔を持ち上

）……紙を重ね、バレンや手のひら（親

（ 25
）

業工程は高度な技術がいる。火にあぶって焼く場合もある。

15

げる際は、合紙の上に水を少し付ける（点）と箔を持ち上げやすくなる。
③箔・砂子を定着させる（図

）を用いて、紙をしっかり押さえる。定着が弱

年劣化をデザインとして捉え、意図的に焼くこと（焼箔）も可能である。

また、銀箔は経年劣化により、酸化し黒く焼ける場合がある。その経

るが、削った箔を刷毛等でしっかり払ってから塗布する。

離）が表現できる。質感のムラをなくすため、仕上げにドーサを塗布す

ワの凹凸部をスポンジの研磨部分で表面を削る。凸部分が削れ、割れ（剥

応用として、シワ染め（５）と同じ要領で縦シワ・横シワを付け、シ

④乾かす……毛氈や毛布、新聞紙の上で乾燥させる。

ければ、仕上げとしてドーサを塗布する。

指の付け根あたり、図

41

意図的に箔を焼くには、硫黄（粉）をふりかけ、アイロンやドライヤー

図 39 ドーサをひいた紙に箔を置く

図 41 紙を重ねしっかり押さえる

40
35

を軽く当て加熱する。すぐに焦げるので注意されたい。硫黄の入手や作

図 38 合紙ごと箔を持ち上げる
図 40 位置を決め箔を置く

38

制作などを授業に取り入れているとのこと。料紙加工では、本稿で紹介

れている高等学校は、少ないながらも事例が見られる。筆者の調査し得

高等学校の芸術科「書道」の時間において、料紙装飾の加工を取り入

し、作品を制作した。道具は、限られた教材費の中で、なるべく安いも

間を装飾加工にあて、もう二時間を費やして、加工を施した料紙に揮毫

しや引き染め、箔加工などを行った。時間は、二時間続き二回の計四時

した現代料紙の制作方法を用いて、ハガキ・色紙・半紙を題材に、墨流

た範囲で述べれば、埼玉県立大宮光陵高等学校では、二年次に「作品装

のを購入して行ったとのこと。

とを目標に、墨流しや箔加工、染め紙、ぼかし染め、から紙など、
「料紙

ハガキは、紙の厚みもあって装飾を施しやすかったとのこと。しかし、

返せば上達する技術に、生徒たちは必死に取り組んでいたようである。

もに、書の伝統文化を尊重し、創造的な表現と鑑賞の能力を高める」こ

の種類と製法について理解するとともに、文化や伝統を尊重する態度を
）
26

ハガキや色紙は材質（質感）によって、仕上がりの雰囲気（色合い）が

（

養」っている。その他、紙漉きなども授業に取り入れ、講師（専門家）

かなり異なるので、注意が必要であろう。

は、同高等学校非常勤講師の梨本佳世氏に授業の取り組みについて話を

作方法を用いて、料紙加工を授業に取り入れる工夫をしている。本稿で

また、私立獨協埼玉中学高等学校では、前節で紹介した現代料紙の制

また、墨流しの加工では紙が破れないように持ち上げるのが難しかった

で十分なので、中性洗剤を用いる場合はかなり薄くてよい」と指摘する。

墨流しの注意点として中井氏は、「界面活性剤には人の鼻や額などの皮脂

ったこと、乾燥の場所の確保や仕上げの手間などが挙げられる。なお、

墨流しの際の界面活性剤として用いた中性洗剤の調整（濃度）が難しか

反省点としては、道具の準備・片付けに時間が取られてしまったこと、

を招いてティームティーチングによって徹底した実技指導を展開してい

短い授業時間ではあったものの、新しい発見や楽しさが味わえ、繰り

丁の知識や技術の学習を通して、紙や料紙の製法について理解するとと

四、高等学校「書道」における展開

（ 29
）

伺う機会を得たので、その様子や反省点などをまとめることで、高等学
校「書道」の授業展開に資すればと思う。

）
28

）
30

心に取り組んできたこともあり、三年次では、書の制作の幅を広げると

取り組んでいる。これまで一・二年次においては、古典臨書・創作を中

が必要であった様子である。また、乾かす行程では、教室などに平置き

れてしまう危険性があるため、レジャーシートや新聞紙を敷くなど工夫

装飾する過程では、毛氈の上で装飾を施したが、加工を繰り返すと汚

要素が取り除かれるだろうか。

ようである。浸し染めや墨流しでは少し厚めの紙を用いると多少は不安

（

ともに、伝統工芸に触れることを目的として、うちわへの揮毫や蒔絵の

獨協埼玉中学高等学校での対象学年は高校第三学年、
「書道Ⅲ」の中で

（

16

（ 26
）

るようだが、全国でも数少ない書道科を特設する高等学校だからこそで
きることでもあろう。

）
27

（
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み込んで次の週（授業）までに乾かす形式を実施した。全員の新聞紙を

かったとのこと。そこで、余分な水分をとったら、一人一人新聞紙に挟

し乾燥させたいが、他の授業もあるため、スペースを確保するのが難し

も挑戦してみたいという気持ちもかき立てる様に感じました」とも述べ

のではないかと思います。加えて、古筆に見られる伝統的な料紙装飾に

への意識・関心が高まって、書を鑑賞する幅が広がることも期待できる

やフィルムを使用する場合も平置きする場所の確保が問題となるが、美

ムに仮貼りすることでアイロンの行程が不要となるだろう。ただし、板

ばす必要があったようである。この手間を省くには、板やＯＰＰフィル

重ねて重しなどでしっかりプレスもしたが、半紙はアイロンでシワを伸

ぐくむとともに、人間性を豊かにする要素も内在しているように感じる。

める事ができると考える。また、これらの取り組みは独創的な感性をは

紙や古筆、伝統工芸に興味を抱くとともに、書への興味・関心も一層高

る。教員の創意工夫は必要であるが、装飾料紙に触れる機会が増え、料

あれば、高等学校の「書道」だけでなく、小・中学校や社会教育におい

まだまだ改善する余地は残るが、本稿で紹介した現代料紙の制作方法で

以上のような反省点が残るものの、梨本氏は現代料紙を授業に取り入

ても広く展開することが可能となるであろう。今後多くの教育の場で取

術で用いる作品乾燥棚等を準備できれば解消されるだろうか。

れ、
「自分で料紙を装飾（制作）すると、どのような言葉や書風にするか、

り上げてくださることを期待したい。

本稿では、紙幅の都合上、技法の紹介にあたっては行程の画像や仕上

がりの画像などを細かに掲載することができなかった。よりわかりやす

）
31

と自由に楽しく考えることを自然な形で導けるように感じます。生徒た
ちに書の表現を多方面からみるきっかけを与えるよい機会になると思い
ました」と述べる。

いものを追求し、書籍化やホームページ等での公開を検討していく必要

性があるだろう。それこそ、 YouTube
等のインターネットを用いて技法

とによって、より理解が深まるであろう。今後は、中井氏のホームページ

五、おわりに
これまで、学校教育の場で料紙装飾の加工を取り入れることを前提に、

などを通して、本稿で取り上げられなかった画像や動画等を順次公開し

が紹介されているように、現代料紙の技法に関しても動画で公開するこ

料紙装飾の変遷を整理するとともに、現代料紙の制作方法や道具を紹介

たいと考えている。

る。また、
「料紙制作をした後、改めて古筆を鑑賞すると、以前より料紙

17

（ 28
）

してきた。本稿で紹介してきた道具や方法であれば、高等学校などの教
育の場での展開が可能といえる。梨本氏も「現実的には時間の確保が難
しいが、料紙制作には授業を発展させる要素が多分に含まれる」と述べ

）
28

（

（

）
28

（

注

（ YouTube2016/12/11
、 http://www.youtube.com/watch?v=kd0HdXb5KL0
）

同「かな料紙 具引き（ぼかし染め）」

）。
https://youtu.be/e5hJGxoyqv8

https://www.youtube.com/watch?v

などで公開される。
（５）伝統工芸 青山スクエア「手技

い。

寺本三十六人集』（越後屋書房、一九四四年）の改訂版、『飯島春敬全集』

十六人集』
（書芸文化新社、一九七五年、久曽神昇・飯島春敬『国宝西本願

一九九六年）に再録）、飯島春敬「西本願寺本の工芸的特徴」『西本願寺三

談社、一九七六年、
『小松茂美著作集』第十巻「平家納経の研究」
（旺文社、

筆学大成』に再録）や「装飾経の遺品とその展望」『平家納経の研究』（講

のほか、小松茂美氏「古筆の料紙と装釘」
『古筆』
（講談社、一九七二年、
『古

する。料紙の種類や特徴について言及しているものとしては、前掲（注１）

（第八号、二〇一一年三月）では、料紙全般について時系列に整理し言及

二〇〇八年）や増田勝彦「奈良・平安・鎌倉時代の料紙技術」
『書道学論集』

（８）古谷稔「料紙装飾と書」
『中国書法を基盤とする日本書道史研究』
（竹林舎、

年書道科資料』（埼玉県立大宮光陵高等学校書道科、二〇一五年）参照。

（７）埼玉県立大宮光陵高等学校など取り組んでいるところもある。
『平成二十七

染め、裂箔・砂子振り）が紹介される。

て、高城弘一（竹苞）氏を講師として、簡単な料紙加工（墨流し、ぼかし

、 https://www.youtube.com/watch?v=lWVJmYryTFg
）におい
2016/02/25

（６）天来書院「自分でできる簡単料紙加工 書道テレビ第

回」（ YouTube

蠟牋についての一考察」
『金鯱叢書』第二十四輯（一九九九年一月）に詳し

唐紙の種類については、四辻秀紀「平安時代の調度手本にみられる唐紙・

（ YouTube2016/03/29
、 https://www.youtube.com/watch?v=-6r5I90M7Ws
）
。

「江戸からかみ」 Edo Karakami
」
TEWAZA

（ YouTube2016/12/21
、 http://www.youtube.com/watch?v=NKKI2wYIP1E
）

同「ぼかし唐紙 干した様子」

（１）久米康生「料紙加工技法の展開」『和紙文化研究』（第十五号、二〇〇七年

日本の手漉

十二月）、同『和紙つくりの歴史と技法』（岩田書院、二〇〇八年）など。
（２）平成二十五年、国連教育科学文化機関（ユネスコ）は、
「和紙
和紙技術」について無形文化遺産に登録した。内容は、平成二十一年に単
独で無形文化遺産に登録された石州半紙（島根県）に、国の重要無形文化
財に指定されている細川紙（埼玉県）、本美濃紙（岐阜県）の二つを加え再
登録された。
（３）名宝刊行会編『田中親美 平安朝美の蘇生に捧げた百年の生涯』（展転社、
一九八五年）など。竹田道太郎「田中親美翁聞書」（一）～（十二）『芸術
新潮』（一九六〇年一月～十二月）、伊東卓治「田中親美翁昔語り」『陶説』
（一九五六年一月～一九五七年五月）にて記された内容が収められる。
（４）料紙作家・小室久氏のＨＰ「かな料紙―小室かな料紙工房―」
（ http://kanaryoshi.com/
、閲覧日・平成二十九年二月十二日、以下同）の
ほか、茨城県の魅力を発信する輝望「【かな料紙】金銀きらびやかな箔を装

、
YouTube2015/01/19

飾する箔装飾 紙 の 製 作 風 景 」
（

装飾の技法は、小室かな料紙工房「かな料紙 ぼかし染め（刷毛ぼかし）」
（ YouTube2014/04/08
、 https://www.youtube.com/watch?v=/-aEf4fWXQUI
）
YouTube2014/05/23、 https://www.youtube.com/watch?v

同「かな料紙 唐紙（雲母摺り その１）」
（

）
=2M5LfTQFeBs
、
YouTube2014/07/07

同「かな料紙 唐紙（雲母摺り その２）」
（

）
=FZvdPvVXrgc

18

11

2017
跡見学園女子大学文学部紀要 第 52 号

料紙加工の現代的な方法について

号、二〇〇四年十一月）、大柳久栄「打紙再考」
『和紙文化研究』
（第十三号、

（９）宍倉佐敏「奈良時代の料紙とその再現について」『和紙文化研究』（第十二

第八巻（書芸文化新社、一九八六年）に再録）などが挙げられる。

と料紙装飾―大応寺蔵「源氏物語抜書断簡」をめぐって―」
『東京国立博物

展によせて―」
『古美術』
（第七八号、一九八六年四月）、片桐弥生「土佐派

秀紀「宸翰様・青蓮院流の書の伝来と料紙装飾―徳川美術館「ふみのみち」

の紹介をかねて―」『美術史』（第一一五号、一九八三年十一月）他、四辻

（

（

（

）近衛信尹は慶長十六（一六一四）年に没しており、寛永期（一六二四～一

ＭＵＳＥＵＭ』（第四六五号、一九八九年十二月）など。

二〇〇五年十一月）、同「奈良平安の紙」
『和紙文化研究』
（第十五号、二〇

（

館美術誌

をめぐって」『正倉院紀要』（第三十二号、二〇一〇年三月）など。

平安時代

）増田勝彦「着色繊維を利用した平安時代加飾紙について」『昭和女子大学

文化史研究』（第十三号、二〇一〇年二月）、同「紙の万華鏡８
の料紙再現に挑む―羅文紙、打曇の優美さを求めて―」
『聚美』第八号、二
〇一三年七月）

にて特集が組まれ、田中重「料紙装飾における箔の技法」、江上綏「料紙装

）箔の装飾加工については、『日本の美術』（第三九七号、一九九九年六月）

飾―箔散らし」などを収める。他に、ヘレーネ・アルト「平安十二世紀の

高橋利郎「戊辰切和漢朗詠集と金銀箔料紙の装飾様式」『泉屋博古館紀要』

（

及がなされる。その他、神崎充晴「金箔――薄打の群像」
『水茎』第三号（一

かなと料紙の競演』
（徳川美術館新館開館二十周

九八七年十一月）
、四辻秀紀「
「箔絵」考」
『金鯱叢書』第二二輯（一九九六
年十月）など。
）
『王朝美の精華・石山切

年記念秋季特別展、徳川美術館、二〇〇七年）。継ぎ紙の復元については、
辻尚子・亀石二三「かな料紙の研究―継ぎ紙の制作を中心として―」
『四国
大学紀要（人文・社会）』
（第六号、一九九六年十一月）、亀石二三「仮名料

源氏物語抜書」
伏見院宸翰

紙制作法研究」
『言語文化（四国大学附属言語文化研究所）』
（第二号、二〇
〇四年十二月）において活動が紹介される。
）佐野みどり「十四世紀前半の料紙装飾について―「

（

（第一五号、一九九八年九月）などにおいて、時代による変遷について言

料紙装飾における金銀箔散らし」『古美術』（第八三号、一九八七年七月）、

（

〇七年十二月）、湯山賢一「古代料紙論ノート―『延喜式』にみる製紙工程

（

（

（

（

六四五）には活躍していないため、最近は「江戸時代初期の三筆」と称さ
れる場合もある。

）玉虫敏子「近世初期の屛風と書と料紙装飾―松花堂昭乗筆「勅撰集和歌屛

風」をめぐって」
『美術史』（第三三号、一九八五年三月）

）三戸信惠「巨大な料紙装飾―屛風における絵画空間と書記空間について―」

『論集（サントリー美術館）』（第六号、二〇〇二年五月）

）『光悦書宗達金銀泥絵』（朝日新聞社、一九七八年）、山根有三著『宗達研

究』山根有三著作集１・２（中央公論美術出版、一九九四～九六年）など。

）中井之山氏へのインタビュー（取材日・平成二十八年九月二十日）

し、汚れるので注意されたい。スペースに余裕がない場合は新聞紙に挟み

）毛氈・毛布は平置きで乾燥させることが可能であれば効率的である。ただ

乾燥させるが、この場合は乾燥後アイロン等でシワを伸ばす必要がある。

仕上げのアイロンが不要で、容易に仮貼り（水貼り）できるＯＰＰフィル

ム（ポリプロピレン系）は、
「ＯＰＰシート」や「ＯＰＰロール」という名

称でも販売している。乾燥も美術で用いる作品乾燥棚等を用いれば最小限
のスペースでよい。

）純金箔の代用品は着色金箔（和光箔、新光箔）以外にも、洋金箔や真鍮箔

などもあるが、銀箔同様に酸化して焼ける事がある。意図的に焼けた方が

よければこちらが有効であろう。なお、真鍮箔はカラーバリエーションが
豊富。
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（

（

（
（
（
（

（

（

）鎌田敏輝著『新しい料紙のつくり方』（東方出版、一九九五年）二十一頁

では、
「間接浸し染め」という墨流しの手法に近似した新技法が紹介される。
（

（

）
http://www.ohmiyakoryo-h.spec.ed.jp/?page_id=28

）梨本佳世氏へのインタビュー（取材日・平成二十八年八月二十六日）

（

）中井之山氏のＨＰ「

」（
INKSTONE

）
http://inkstone-painting.com/

しての墨流しとその変遷」『民族芸術』第三二号（二〇一六年）に詳しい。

である。また、墨流しの装飾（変遷等）については、中西學「装飾技法と

を写し取ると少し異なる。波紋が広がらなくなったら水の替え時とのこと

波紋が広がらなくなる場合もある。一度加工を施したら新聞紙等で残留物

た墨が残り、黒ずんだ感じになる。また、水分中に界面活性剤が溜まって

るため、水は綺麗な方が良い。同じ水で何度か繰り返すと写し取れなかっ

進化するため適宜調整する必要あり）。なお、墨の波紋の広がり方に影響す

希釈する（鎌田氏前掲書（五十六頁）では「十倍」とあるが、性能は日々

（界面活性剤）の濃度は製品によって異なるが、二〇〇～三〇〇倍の間で

）中井之山氏へのインタビュー（取材日・平成二十八年九月二十日）。洗剤

）
003325059017

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=775436152577213&id=100

れる工夫をされている。。

インボーペーパーシート」
（ザ・ダイソー）などを教材として授業に取り入

会社）などを用いることで、体験が可能である。その他、石丸真弥氏は、
「レ

）蒔絵は本格的なものではなく、簡易版で「蒔絵実習教材」（教育図書株式

29 28

賜りました。ここに記して厚く御礼申しあげます。

佳世氏（獨協埼玉中学高等学校非常勤講師）に、それぞれ取材協力を

紙作家・中井之山（慎吾）氏、高等学校での実践報告については梨本

〔付記〕本稿をなすにあたって、料紙装飾の技法については現代装飾料

（

（

）ホルベイン工業株式会社製のマッドメディウムでは、色止めなら二十五倍

の希釈、箔や砂子を扱う場合は十倍くらいの希釈が良い（乾燥後に仕上げ

前掲書三十・三十一頁。

前掲書四十二頁、具引きの亀裂紙について技法を紹介する。

前掲書三十八頁、三十九頁。刷毛ぼかしは二十七・二十八頁。

を施す場合は二十倍程度でも良い）。湿度や気温によって多少異なる。
）注

）注

）注

）
『平成二十七年書道科資料』
（埼玉県立大宮光陵高等学校書道科、二〇一五

年、十一頁）には、以下のように記す。
作品装丁

（１）目標 作品装丁の知識や技術の学習を通して、紙や料紙などの
製法について理解するとともに、書の伝統と文化を尊重し、創
造的な表現と鑑賞の能力を高める。
（３）内容の取扱い
ア「紙の文化史」については、紙の文化や歴史の学習を通して、
紙に関する理解を深めるよう配慮する。
イ「紙の製法」については、名筆の鑑賞を通して理解を深め、
伝統的な紙や料紙などの製法の知識や技術を身に付け、創造的
な表現を養うようにする。

書道第十一回「躍動す

）埼玉県立大宮光陵高等学校では、伝統工芸士の先生から手すき和紙の制作

書道Ⅰ」十月十三日放送

を学ぶ実習が行われている。
ＮＨＫ高校講座「芸術

）
http://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/shodou/archive/chapter011.html

る筆～草書～（和紙のできるまで）」
（

埼玉県立大宮光陵高等学校書道科
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