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1．緒言

は，型紙を使うが，糊で防染するのではなく，彫っ
たところに色を摺りこむことで文様をつける版型

古代，布に文様を施すことは，天平の三纈とい

式である。糊を防染に使う型染は，日本以外には

われる臓纈，纐纈，頬纈，そして木版による摺染

中国の印花布がある。「型染の系譜」は，神谷

に始まる。これらは正倉院御物に残存している。

(1975）に詳しく記載されている。

ろうけちこうけちきょうけち

すり

摺染には，版型式と型紙式がある。模様を彫った

本研究の目的は，沖縄の型染のひとつである紅

染型（stencildesign）紙を布の上に置き，糊防

型と本土の型染のひとつである伊勢型，会津型，

染をした後，染める。このことを通常［型染］と

とくに色彩や文様，技法などにみられる類似点・

呼ぶ。欧米では，stencilと訳す。しかし，stencil

相違点を検討することにより，紅型の文化的背景

＊

＊＊

＊＊＊

＊＊＊＊

琉球大学教育学部家政教育専修，DepartmentofHomeEconomics，FacultyofEducation，Universityof
theRyukyus，１Senbaru，Nishihara，Okinawa，903-0213,Japan・

元福島学院短期大学，FormerFukushimaCollege、
武蔵野美術大学，MusashinoArtUniversity、
琉球大学大学院教育学研究科修士課程，Graduatestudent，GraduateschoolofEducation，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ
ｔｈｅＲｙｕｋｙｕｓ．

－８３－

琉此|(大学教育学部紀嬰第73集

と美意識を考察することである。以下の調査地域

薬師寺所蔵、国宝吉祥天像（奈良時代）は，麻

を研究の対-象とする。１''１細県の１１:|'細島を中心とし

ｲUに彩色したものである。花文は，繧綱で縁取ら

た紅型，福島県の会津若松，’１１島，喜多方を''１心

れている。繧綱とは，形の外側から内側へとｌｉ系

とした会津型，三重県鈴鹿Tl了の|ﾖ子・寺家を｢''心

の色を段階的に濃くしていく緑色技法のことであ

とした伊勢型である。

る。実際に見ると紅型の隈取りに近い技法である。

しろこじけ

うんげん

それぞれの,色彩．文様技法などの|;'1違点を｢ﾘ」

哩染の技法は多様である。型染の最古のものは

らかにし，その｢|｢で，紅型のもつ社会ll19，文化的

[12倉院に伝わる吹絵である。これは，伊勢型紙の

背景，風土，人々の美意識を総合的に検討するこ

｢l]米伝説にある「富久（貴)絵」（図３）に通じる。

ととする。
１

隔島県の会津若松，田島，喜多方を中心とし
た会津型，

｡~）

三重県鈴鹿市の白子・寺家を中心とした
伊勢型

３

１１１１縄県のi｢|'綱島を中心とした紅iUI'』

しろこ

図３「富久（貴）絵｣，「白子山」とある
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図１会津型，伊勢型，紅型の調査地域
図４白子山観音寺の不断桜（2006/05/05撮影）

Ⅱ紅型,伊勢型,会津型の類似点と相違点

以下，常上栄が撮影した図は，（2006/05/05撮
1．型染の出現

影）のように年/月／1｣撮影とする。

（１）古代

白子llliliM音寺の虫くいの桜葉を見て，型紙の文
古代の摺り染には，版型

様を思いつき，富貴絵を切り抜き伊勢参り客に売

式と型紙式がある。いずれ

り始めたのが伊勢狐紙の１１１来であるとする伝説が

もstencilと英訳される。

残っている。

染型紙とは，和紙２，３
枚を重ねて柿渋で貼り合わ

皿

鱒

三重県に|子村の寺尾家蔵の「型売共年数年暦控
|眠」には，平安の初めの延暦年lｷ’（728-805年）

せた渋紙を(i１J枚か重ねて

に型（形）屋が４人程あったとしⅢ以後年を迫つ

｢こより」で綴じ，彫り方

て，業者は1曽え，文禄４（1595）年頃には，’二l子・
じけ

に応じた〃を使って着物な
どの柄を彫ったものである。
あしざぬ

しろ二

寺家両jl:､|の〕皿（形）売り('１１間が127人いたという
(伊勢型紙技術保存会編1994)。

紬は，悪し紺の意で太糸

延暦ｲﾄﾞ｢lＬｉＩ（782～806年）<1z安の初IUI，形(ｿｉＩｌ)屋

で織った粗製の絹布のこと

が諸国へ売り始めた｡承徳年間(1097～1099年),平

である。

安末期には20人になったと記載されている(|又'５)。

図２摺絵花鳥文黄施

（摺り染の裂)(奈良国立博物館2003）
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紺屋形株式之事

_紺形諸mtl二売始め,候者
延暦年｢１１売始候由申・・
承徳年中弐拾人二相成候

ｉ

伊勢型紙伝統産業会館蔵（2006/05/05撮影）
’1りじ時代に高野||｣天野１lll社に伝わる二本唐傘

（２）室町時代

型紙を用いた糊防染の型染の最も古い実存品は
室lilr時代末期のもので，山形県米沢市の上杉｜｢'１社
に伝えられる謙信所用の紋付き小紋I1Iif子である
(|叉１６）。

文様素襖（図７）の筒描きによるものがある。筒
lWiきは，布袋に糊を入れ，絞り出して文様を拙く
方法で，大柄の文様を描く。
素襖は，室Ⅱ1丁時代には武家の常服であった。江

戸の服制では，｜直巫が最上，狩衣，大紋，そして

素襖である。素襖と大紋とのちがいは，紋の大小
るのに対して革ひもが用いられた。素襖のことを

一名革緒の直垂と称する由縁である。又，袴の腰
紐が大紋が直垂と同じく白絹であるのに対して，
■、■

素襖は袴と共裂でできている｡これは，次の峠の

N

:袴などとも通ずるものである。この後に現れる武

F

家の袴はほとんどすべて、紐が共裂であるといっ

q

てよい（東京国立博物館1970)。

二■

鍵

の他，菊綴や胸紐が直垂や大紋が丸打ちの紐であ

図６謙信所用の紋付き小紋帷子

１

，ＭＪ０ⅢⅡ〃Ⅳ■⑪ｐＪＩ’

図７二本唐傘文様素襖（東京国立博物館蔵）「素襖」

－８５－

琉球大学教育学部紀要第73集

（３）桃山時代

狩野,』r信筆の「幟人iilif絵」2,1lxlの内に「JliIl世|【llli」
(同８）と「纐纈師」（|叉１９）がある。崎|§県川越
｢１丁喜多院に重要文化財として所蔵されている。

ｌｉＩ１純では，「型置師」を「カタチキヤー」とⅡ平
んでいた。

図１０小紋の棹天保年間江戸時代後期
（2006/05/０５撮影）

篝簔i篝篝讓ii篝；
図８「型置師」

図、伊勢型紙資料館（鈴鹿市指定史跡寺尾家住

i蕊懲孟.患謹懸製蛙……:…人５．
癖．;..,「“一風画回凰１３面“蛆囲･劇駒l[ｕＰＷ１Ｍ図

宅）（2006/05/03撮影）
葛飾北斎（1760-1849年）筆による錦絵「琉球
こせい

ちくり

八環脇WiylIiI声」「琉球八景久米村竹鮠」（東京

lK1立博物館所蔵）がある。江戸の頃，葛飾北斎が
IWiいた錦絵を琉球の人々は11にしたことになる。

錦絵は版1山iであり、紅型の原型となったと考えら

れる。M12は．ｊＪ１ｌ存する鈴鹿市最古の伊勢型紙で
ある。雌彫は錐彫Ｉも[}'Ⅲの彫り師が，突彫は突彫専
|ⅡIの彫りl111iが'１１当する。
図９「纐纈師」

（１）江戸時代

峠に家紋を染めるための需要も増え，ｌ
峠に家紋を染めるための需要も増え，紀州糟の
保護を受けた姻屋は発展する。寺尾家は，
保護を受けた型屋は発展する。寺尾家は，白子の

型)篭で，家屋は鈴鹿市指定史跡とされ：
型)篭で，家屋は鈴鹿Tl丁指定史跡とされ現在は(）｝
勢型紙資料館として一般公開されている
勢型紙資料館として一般公IjMされている（図11)。
寺尾才兵衛が紀州藩へ出入りしたときに若川した

ij1il i l li il li Il lｉ

図１２元禄５年図１３元禄８年伊勢

小紋の峠が伊勢型紙`伝統産業会館に所ﾙ鞭されてい

る（'更'10)。お召１－は将軍家、極鮫は紀州家，鮫
は1ｌｌＩＷｌｋ家など、いわゆる「fWI:'１j」が謎ﾘﾐし，１１家
の峠小紋柄を定め，他の便｣11を禁じた。

「斜め変わり筋型紙「柳」

模様」（錐彫と突彫）
（図12,図１３は，伊勢型紙伝統産業会館にて

2005/05/０６撮影）
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曰

図１４元禄７年伊勢型紙「菊，爽竹桃模様」図１５錐彫りをしているところ
（図14,図15は，伊勢型紙資料館にて2006/05/04撮影）

次の浮世絵「針[上事」喜多｣||歌麿筆には，江戸小紋（左）と緋（'１１央）と絞り（右）が描かれている。
|'｣子で彫られた(ｊ｣勢型紙は，江戸で染められ，小紋は江戸の粋の好尚へと受け入れられていった。ｌ１１Ｔ
人文化華やかな江戸｢ﾄﾘUIの頃である。浮'1:'二絵美人l｢lliには．小紋を着た粋な女性が多くある。

図１６浮世絵「針仕事」喜多川歌麿筆（大英博物館蔵）
(5)１８世紀後半～

図１７白地霞に鶴松梅楓文様紅型子供着（麻）図１８浅地稲妻に花の丸文様衣裳（絹，袷）
稲妻文様には子供たちがすぐすぐ育つようにとの意が込められている（図18)。

－８７－

琉球大《学教育学部紀喪第73集

図17から図19の３点は，いづれも沖縄県立博物

館蔵で,子供着である｡作者不明,年代不明である。

実際に見ることができた。図録にはないため，
｢琉球紅型」（吉岡1980)からスキャンしたもので
ある。紅型の色使いと素材（麻，紺，綿）による

特徴がよくわかる。図17は清楚であり，図18は!h１，
格．図19は｢ﾘjるさである。

Di'ilImi lhIli liIliUJi'ｌＩＬｉ

図２０渦に唐草文様

図２１麻の葉に紫陽花

紅型（朧型）

文様紅型（朧型）

（朧型）になっている。まず，紫陽花の型紙をⅢ
いて型を置き，色さし，隈取りしたものに糊伏せ
する。その上から麻の葉の型紙を置き，地染めを
したものである(那噸市2004)。

会津では，重ね型のことをうるみ型と呼ぶ。図
22は，うるみ２枚JW4の「ふんどう櫟」文様である。
消型と主Ji14の２枚の型で文様を作り出す。型紙を

図１９染分地鶴松梅菊文様子供着（綿）

ずらすことで絞り風に見せるうるみ型は、会津ｌｉ１
独自のものである。この他，会津型を代表する型

今|]，琉球紅型とよばれる染物のことを北京故

に常磐紺型がある。緋風に染め出した縦型である。

宮|#物院では。「印彩」または「彩１１｣」と表記し

織ることの難しい緋は，会津の人々の憧れであっ

ている。博物院にⅡ腿]i1がある。２価の型紙を使っ

た。

て染めた「重ね型」のことを沖細では，「ウブル

会津型の特徴は，ポル型にあるといえる。喜多〃

ガタ」という。「アラレグヮー（小さい霞)」（図

稲田村の小野寺家の染型紙37,000点の内、緋唖が

27）とよばれる丸切り刀で波の１，W,をあらわし小花

13,946点と最も多く，次いで中形11,360点である

を散らした小紋紅型である（図20)。反'21は，紫

(2()０３年３)ｌｌ５１１喜多方市郷土民俗館調べ)。図２３

陽花を彫った型紙と麻の葉を彫った型紙の重ねnil

は、「井桁緋とllliiI1M」突き彫りである。

》『』

篭
蕊

TWX″

濟鰄：

|…灘:…,’

図2２うるみ２枚型の「ふんどう襟」

図２３「井桁紺と編幅」

喜多方市「蔵の里」にて

喜多方市郷土民俗館にて

（2005/9/18撮影）

（2005/08/12撮影）
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｛会津と伊勢の共通点｝

型，会ｉ－ｌＵｌ１１に共皿している。しかし，伊勢型・

会津は会津木綿，伊勢は伊勢木綿・松阪木綿と

会津型は，ノli11llMi人と染職人があり，分業である。

して有名である。いづれも藍染めが多く，会津木

､彫る台が』!lなる。伊勢型、会津型はわずかに傾

綿の縞柄と松坂木綿のそれは類似している。地名

斜した広い木の台で，写真のように，突き彫り

に会津若松と伊勢若松があるが、iiiなる偶然とは

の時は，穴をあけた板を使う。紅型は，「ルク

思えない。

ジュー」（図25）という水分を少なくした沖紐

,伊勢の型紙を会津藩へと伝播したことは、喜多

豆腐を乾燥させてつくった小さい四角い台であ

〃の小野寺家に残され，現在喜多方郷土民俗館に

る。固く豆腐から出る油分で，刃がこぼれに

保存されている37,898点に及ぶ型紙からうかがい

くく，動かしやすい。
､小〃（シーグ）は，およそよく似ている。彫り

知ることができる。

方には，ｌ錐彫り，２突き彫り，３道具彫り。
４引き彫りがあり．それぞｵ'に適したﾉ｣がある。

２型染の工程における紅型，伊勢型，会津型の
比較

これは．三行に共通はしているが。紅型の場合・

（１）型彫り

殆どが突き彫りといって良い。アラレグヮーと

．染型紙は，和紙（地紙）を数枚重ねて柿渋で11,ｌｉ

いう傘の骨を利川してつくった道具彫りのﾉ」
（反127）があることを知念績元氏より知る。

り合わせた渋紙を何枚か重ねてこよりで綴じ，
着物などの柄を彫る。このことは紅型，伊勢

/二1つ

⑪P．

併し

2毎号臣宇訂＝完‐屈一.－－－－

図２４突き彫り用板台，喜多方市冠木工房にて

図２６小刀（シーグ）屋冨祖紅型工房にて

（2005/9/18撮影）

（2006/08/20撮影）

;!i蕊,&、
&

一宅ヨ

￣汗一＄､円認WWdP－－－－．－－．..-’

図２５型紙彫り台（ルクジユー）

図２７アラレグヮー（傘の骨でつくった丸切り刀）

那覇市屋冨祖紅型工房にて（2006/08/20撮影）

（｢琉球紅型」ｐ､276より）

－８９－

琉球大学教育学部紀要第73鵬

’

'iＩｌｌ

Unj

ｌ
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鞆$

尾，膨蜘深剥勝り,Ⅱ

彫Ｊｉｍ轍彫り川）

図２８会津型錐彫用刀図２９会津型突き彫用刀

図3O伊勢型道具彫用刀

（2005/08/12撮影）（2005/08/12撮影）

（2006/０５/03撮影）

(2)小本

－熱海勤

！

図３１会津型小本よろけ縞（錐彫）

図３２伊勢型小本菊と蝶（2006/05/02撮影）

（2005/09/18撮影）

小本は．種型となる型紙のことで，小柄の文様

その専門性は粋を極めた技となって，重要無形文

の場合，小本を渋紙に絵摺りして彫る。,伊勢型紙

化財技術保持背(人間国宝）を生み出すことにな

は，現在の鈴鹿市白子・寺家Ⅱ1｢が紀州蒋の庇護の

る。２〔11紙を染雄に}l}すのはもちろんであるが，現

もと，江戸はもとより，会津jjlu上までにも販路を

代では，ｲﾉﾄ勢ﾉﾄﾞ』紙そのものが芸術品となって，額

広げていた。型彫り尊'ﾖ']の彫り川人を抱えた型建

に入り‐襖にI11liり，蝋賞の作品として珍重さ》r'て

(|更133）と染め専門の染屋（紺屋）（図35）があり、

いる。

『

》霞j＜Ａｌ;懇､Yj鉢典亨!式ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｎ

－－

瀞瀞糯Mi2Liiiii

〆

Ｉ－ｌｉ

Z」

四一廿一1

Ｉ

Ｕ

Ｉｉ」ず

轍

Ｉ

i,Ｍ１

図３３白子の型屋，寺尾家図３４彫り職人の仕事場

図３５会津田島の染屋（紺屋）

（図35は2005/08/13撮影）

（図33,34,36,37は2006/05/02撮影）
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蝋

1‘

ビｌ

ｐ

鱒

図３７渋紙に転写するときの墨

図３６小本を渋紙に転写する刷毛

の後，松Ｊ１ﾆ俊子氏が継承している。糸入れと糸

･伊勢剛・会津型の糸入れと紅型の糸かけ

糸入れは，縞彫りなど糊置きの際にずれな

かけは．大正の頃に考案された「紗張り」に取っ
て代わった。

いようにする必要がある。彫り終わった地紙を
２枚にはがし，その間に|然りのかかっていない

・紅型の特徴には。①糸かけ②ひとつの型紙に染

極細い紺糸を張って補強する。模様がばらばら

地彫りと白地彫りが共存している③隈取り（後

にならないようにつなぎをつけておく。糸入れ

述）が挙げられる。

のあと1Fび柿渋で貼り合わせる。乾いた後つな
ぎを切り淵とす。
巫要ｊｌＷ膠文化財伊勢型紙技術保持音として糸
入れで認定された故城と’１みえ氏があった。そ

蟻

①糸かけは紅ﾉﾘ11特jlL1~のものである。極々細い
絹糸で１－文字を入れた後，糸をまわしながらかけ
ていくので，糸かけという。チル（支え）は，糸
かけが終わってから切る。

左：鎌倉芳太郎資料集第一
巻紅型型紙（一）Ｐ,9２

ｲ「：鎌衞ﾉﾝ太郎資料集第一

巻紅j1l1jlli1紙（－）Ｐ３６４
銘：Ｊ１附矧;､|友寄筑登之

図３８糸かけが施された菊模様白地型紙

図３９模様を支えるチル（ツル）がみえる

銘：大清同治十年末四月十日下儀保村知念
にや

－９１－
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一

②ひとつの型紙に染地彫りと「1｣;U｣彫りが共存し

蝿霧 て砺罪斎だ

ている葵と梅と楓に白地彫りを入れることでlUIる
さを増し，若々しさ清らかさを感じさせる効果
がある（吉岡1980）（図40)。

蕊

するとこすったところは濃くなり．その隣の色

(2)型置き（布の上に彫った型紙を置き，その上

を薄くぼかすことになる。このことにより、奥行

図４１すりこみ筆那覇市屋富ﾈﾛｴ房にて
（2006/08/20撮影）

・筆紅型は顔料を摺り込むため，筆が必要で

ある。Iiiiﾉﾉのある毛髪で作ったすりこみ筆は
二度lillllり川の準である。やわらかくないと、

糊を剥がす危険がある。
紅型の特徴には、前述のとおり③「隈取り」が
挙げられる。

紅型には，ＩＪＩ･勢ﾉﾄﾞ!，会津型など他の型染めには

図４０葵に梅竹桐楓流水文様製（沖縄県立博物館
蔵）

全くみられない隈取りの技法がある。筆で色をさ

し，刷毛（'又'’11）［毛髪で作ったすりこみ筆]でこ

に糊を糊箆で伸ばす）

きが′上じ，文`嫌を浮き上がらせ、鳳凰などが飛ん

・糊もち米と糠（４：６）でWillを作る。糠は

でいるように見える。幻想的な雰囲気を醸し出す。

糊の粘り気を押さえる役ロがある。これに塩

花びらで例えｵ1ば，花の中心又は、輪郭（これを

を少々加え．糊に吸湿l'|=をもたせ、ひび割れ

隈という）に色をさす。この時さす色は，黄の色

を防ぐ（吉岡1980)。

さしには黄隈．Ｉ罷緑には藍隈，桃色には赤隈も

・練って団子にしたものを姉でてｌＷｊｌ状にする
（会津型)。

しくは緑隈のように隈1lxりの色としての基本的
な決まりがある。

・布の上に型紙を置き，その上に竹箆で糊を平
らに('１１ばす。型をずらして繰り返し模様をつ

Ⅲ結論

くる。星印を合わせて重ね，つなぎ、がわか
らないようにする。

本稿は，ｉ１ｌＩ細urLの7''１細島を中心とした紅ＪＷＬＷｉｌ

・糊置きの終わった後．地染の場合，布の上に

烏県の会津+f松，lII島，喜多方を中心とした会津

ふるっておいた挽粉（おがjiv）をかぶせる。

型、三重りiL鈴腿lljの|ﾖ子・寺家を中心とした伊勢

これは，糊を虫に食べられないようにするた

型について，そｵlぞれの色彩，文様技法などの

めである。

I:Ⅱ違点を明らかにし、型染の美意識について比校

・其7}（ﾉ（豆を－１Ut浸水して挽いてillIjした71）
Ｗｌ１が乾いたら，呉汁を塗る。このことは，染

検討した。技法，染色法，色彩，道具，型紙のlni
から考察した。以下にその特徴を示す。

料が布に均等に浸透し，色の定ｲｷを図り，に
じみを防ぐ。

(1)染型紙
Ｉ〕]勢Zli'』会11ﾘIi'1は．白地彫りと染地彫りのいづ

－９２－
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ｵ1かであるのに対して，紅型は，’'１地彫りと染地

きい゜奈良時代の繕Ml1lに似ているが，それとのＩｌＵ

彫りの両方がひとつの染型に存在している場合が

連は断定できない。

多い。染地彫りのに|］に白地彫りがあることで|Ⅲ｣る
さと'怪快さを雌し出すことができる（図40)。

(6)染色法

(2)技法

法である。

紅lliUは、捺染法であり，け}勢型．会津型は浸染

現在はいずれも紗張りが多いが，紅型には極細
い絹糸を使って張る「糸かけ」の技法が知念工房

(7)文様

にまだ残っている。糸かけをする人は，知念績元

紅型はr[｢！ＩL柄など図案化されているが，伊勢J'１１

氏のみで，現在は殆どしなくなったとllllく

は繊細であり，会11ﾘliHは緋型が犬､'2を占め、瓜皿、

(2006年４月1411)<｢I念工房にて）（lX138)。

'ｌｌＩｉｒ磐紺型．うるみﾉlIl』にみられるように複数の染型

又、三重県'二'千・寺家IHTにも「糸入れ」の技法

でひとつの文様をつくるなど技巧的である。

が残っている。「糸入れ」は，「糸かけ」とは異な

る。，Iik城ノロみゑ氏は，「糸入れ」で無形文化11イ
保持行であった。現在は，松Ｊ１菖俊子氏が継承して
いると聞く。

'3）彫り台（下敷）

（〕+勢型，会津型は，木の机台を使う。紅型の型
Ｉ

を彫るときの台は！｢'１細豆腐を乾燥jljlll:した小さい
l7L1jflいルクジュウを使って，染i111iが彫る（突き彫
り）（Ｎ25)。

霜
￣■－Ｆ－￣■｡

(4)型屋と染屋（紺屋）

上：城間紅型工房ギャラリーにて城間栄順作

ｆｌｌ勢型には､型彫り専門の彫り職人を抱えた型

（2007/02/16撮影）

屋と染め専門の染屋（紺屋）があり，その専門性
は粋を極めた技となって、重要無形文化財技術保
持音（人間国宝）を削邑み出すことになる。紅型で

は｜it産するには分業もあるが．」ｌｕｘ的にはデザ
インから染めに至るまで，全てのに程を一人でで
きる技能を持っている（図33～図35)。
(5)色彩

伊勢型，会津型は，おおむね単色が多い。これ
に対して紅型は顔料を使った多色染である。友

禅，更紗，中国の影響と思われる。一色に一枚の
iWl紙を使う型友禅については，次の研究で扱う。

紅型は。藍と墨で染める藤型もあるが，「紅入

いふお

下：首里城公園|こて古典女踊「伊里予波節」 を踊る

色』１１染」を''1片して「紅型」と１１Fぶように、小紋様

（2007/02/25撮影）

の小紋紅型などは、「色差し」「色lUi｣り」「隈取り」

｢二度１１}りり」など多色の色使いである。「隈取り」
は，他の型染にはない，紅型特ｲ｣.の技法である。
｢隈取り」によって生まｵIる色彩の表現効果は大

－９３－

図４２「松にかかりたる藤」の文様
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紅型には本-1:からの影響とl1ti1lIlされる文様の

「

屯

ひとつに，松にかかりたる藤の文様がみられる。
これは清少納言の『枕草子』に“めでたきもの”
として「花房長く咲いた藤の花の松にかかりたる。
．．・・・・」のくだりが紅JW1の文様に表現され
ており（富士栄1999)，iiliiWl1の紅』]''4が平安時代の
文化の影響を受けている点で、極めて興味深い文

様であるといえる。この文i様は，琉球聯踊古山女
lIIi衣裳に多く使われている（lxl42)。
(8)美意識

図４３ワタジン（綿衣，袷）表：緯浮花織/格子，

『沖縄の造形美について，しばしば「やさしさ｣，

（文様：カジマヤー,ジンバナ）裏：小紋紅型

｢おおらかさ｣。「あかるさ」という言葉でいい表

（読谷村立歴史民俗資料館にて2006/06/25撮影）

さｵlることがあるが・・・「'111櫛・・それそのも
Ⅲ軒懲托Ｑ
難⑰野
弓■【ロ
占『⑭ｕｓ

に思う。しかし，美的感覚の原質というか，美意

熱

のが，美意識，美的造形であるとはいえないよう

厩＝ろロ
p

生

ｈＩ■

□

とは間違いない』（外間l986pl86)。

１●．

■町比

識を４１Zみ出していくための豊かなる士壌であるこ

■

戸添ご：化１勺

剛圃鵡Ｉ創所$

凸

閃

斜・倣
剛・鷺、勺．難

騨鍜轡

癖繩》蝋糊・

かｃ・麹・馳薗

厭率鰹

や，中形にみられるような粋好みの美意識でもな

岡

興淵⑤

剛

□野山叩

紅型の美意識は伊勢型からﾉ1rまｵ]た江戸小紋
く，型友禅のそれともちがう。これまで見てきた
紅Ｊｉ１の隈取りや'二|地彫りと染地彫りがひとつのW'4

紙に共存しているという特徴が，幻想的で、l:[|で

巳Ⅱ

雛薦，
■

閃Ⅱ
勺

鷺

ⅢIるい紅型の美意識を生み|｣北ているといえる。

紅Jli1汗伊勢型，会津JI1』を比!|唆した場合，「色の

図４４ワタジン（袷）緯浮花織/経縞緯耕（文様：

紅蝋粋な,伊勢型，純な会津型」とまとめてみた。

カジマヤー，ジンバナ）裏：小紋紅型，所有

また，紅型においても，とくに大模様の紅型は．

者の名前が見える。（読谷村立歴史民俗資料

1ﾐﾆ族のみが着用を許された時代に，小紋紅型が喪

館にて2008/02/12撮影）

模様に使われるという粋な試みがあったことがわ
かる。図43,図44の読谷村立雁史民俗資料館所蔵

一』鰯函

駕

のワタジン（袷）は．表読谷111花織・裏小紋紅型

１１

のリバーシブル仕立てである。

,二

'織M’

脚’13.図44共に1800ｲﾄﾞ代後半から1900ｲ１２代前半
のものである。

ilI1i i i ili

(9)学校教育の場で
ｉ｢'1繩県の紅型は，教科教育として１１１１純県立首ＬＨ

高等学校染色デザイン科で扱わｵ{ている（図45)。
地域教材とした授業を小・「１１．，l1fj等学校の教育の

１ｋ.ｌｌ－ｎ

ｒｌ１に取り入れることで子供たちの伝統Iご芸に対す

ⅡF涯一

Ｉ

皇獣ルテ

腫巨ヨビミーー

る懲識の向上の更なる変容が191待さオlる゜烏袋麻

図４５沖縄県立首里高等学校染色デザイン科顔料を

美は。「紅型」を地｣或教材として取り上げ授業実

混ぜて色をつくっているところ（2006/06/09撮影）

践をし、成果をあげている（ii;》袋.１１;if’二栄2008)。
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