秋田絞り染めノート

博物館教室「楽しい

たたみ絞り

しぼり染め」
ー布を規則的に畳んで染めるー

秋田県平鹿町で出版された平鹿町史には「横手 では天明年間に畳ミ絞りが案出 されてい
た」という記述が見 られる。横手は現在の 横手市で、明治頃は平鹿郡横手町であった。横
手は江戸時代から綿織物が盛んに生産されたところで、紺染 め（藍染め）も盛んに行われ
ていた。
「畳ミ絞り」は簡易な方法である とも書かれているので、県内に残る絞り染めの資料 か
ら考えて 、布を規則的に畳んでから板締めをして染 めたものと考えられる。板締 め絞りは
浮世絵版画に描かれた江戸時代の風俗にも多く見られことから 、当時は広く行われていた
絞りであると考えられる 。
「横手で案出された」というのは「横手でも出来るようになっ
た」ということであろう。戦後間もなく生まれた所謂団塊の世代にとって、板締 めで麻の
葉模様を藍染めにした綿布は嬰児のおしめとして懐かしいものである。団塊の世代が子供
の頃には既に板締め絞りの浴衣は見られなくなっていた。

近世末の風俗に見られる板締め（たたみ絞り）
による麻の葉模様。
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「畳ミ絞り」の技法では、麻の葉模様だけではなく様々な意匠を染め出すことが可能で
ある。 雪花文と呼ばれる 意匠もそのひとつである。ここでは＜布を規則的に畳んで板で締
めて染めたもの＞をひとまとめにして＜たたみ絞り＞と呼ぶことにする。
たたみ絞りの染め方はおよそ以下のようなものである。
①布幅を等分して屏風状にたたむ
②たたん だ布を更に縦方向に規則的に繰り返したたむ
③たたん だ布を板で挟んで締める
④板締めした布を藍に浸して染める
⑤発色させる
⑥仕上げる
次にそれぞれの過程をもう少し詳しく述べる。

①布幅を等分して屏風状にたたむ。（脱脂・糊抜済みの布）
山折り

布
巾

谷折り

布巾四つたたみの例

布巾は二つ、三つ、四つ、五つ、六つとたたむことが可能であるが、布巾のたたみ数が
少ないほど模様は 大柄になる。逆に布巾のたたみ数が多いほど小さい模様になる。
布巾をたたむ数が多いほど、たたみ上がった時に嵩が高くなり、板締めや染めが難しく
なる。布巾をたたむ 数が多いほど布の重なりが多くなり、重なりの外側と内側で染まり方
が変化するため、 模様を 均一につくるのが難しくなる。均一に模様を作ろうとすると薄い
浴衣地でも布巾六つたたみ程度が限度である。

＜背縫いの縫い代分の問題＞
たたみ絞りで染めた布を浴衣などに仕立てたとき、背縫いで模様 をきちんと 合わせるた
めには 、
”布幅を等分にたたむ前に、背縫いの縫い代分を折っておく”ことが必
用になる。
布幅を四つにたたむと、文様は鏡映を繰り返し布幅に四つ並ぶ。 単位模様としては同じ
ものが布幅に二つ並ぶことになる。これを浴衣に仕立てると、生地の縁５ mm～１０mmが背
縫いの縫 い代としてとられる 。（背縫い：和服は幅３７cm～ ４０cm程度の布地 を用いて仕
立てるため、後身頃 を背中線ではぎ合わせる必要がある）文様の縁が１cm背縫 いで隠れる
と、文様によっては、その連続感が著しく損なわれる。 これを避 けるためには、 布幅を

等分にたたむ前に背縫い分を１cm程度折っておけば良い。 しかし、 片縁を背縫い
分だけ折ることにより、たたんだものが部分的に厚くなり、板締めをして染めるときに配
慮が必要である。背縫い分を考慮しないでたたんで染めても模様によってはほとんど気に
ならない場合 も多い 。初心者は慣れるまで 、背縫い分を考えないでたたんだ方が楽である。
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②たたんだ布を更に縦方向に規則的に繰り返したたむ。
細長く屏風に畳んだ布を、端から直角二等辺三角形や正三角形等 を山折り谷折 りを交互
に繰り返して、形がきちん と重なるように規則的にたたむ。
山折り

谷折り

● 直角二 等辺三角形にたた む

● 正三角 形にたたむ

●麻の葉 模様にたたむ

●正方形 や長方形にたたむ

浴衣一反分約１３メートルを、ずれないようにきちんとたたむのは、やや根気 のいる 仕
事である 。布巾を四つにたたんだものを三角形にたたみ上げると 、30ｃｍ程の高 さになる。
細長く たたんだ布を更に縦方向にたたむとき、雑な仕事をすると重なった布の内側に皺
ができや すい。重なった布の内側に皺ができると、染めたときに模様が汚くなる 。これを
避けるためには、折り目の内側に薄い定規の様なものをあててたたむとよい。また、下敷
きのような薄いプラスチックや硬いボール紙で、たたんでいく三角形の形の定規をこしら
えて、それをあててたたんでいくと同じ大きさにきれいにたたむことができる 。何れの 場
合も三角 形の角々に布をあそばせないようにきっちり折っていくことが肝要である。
布巾二 つ折りの場合は問題ないが 、
四つ折 り以上ではた たむに従い、た
たんだ 布がどんどん 高くなり 安定が
悪くな りたたみにく くなる。誰かに
押さえ てもらうか、 周りに厚い雑誌
を積み 重ねて同じ高 さにしてたたん
でいく という方法も あるが、次の方
法が楽 である。 た たんだ布が積み
上がっ てたたみ難く なってき たら、
たたん だものを向こ うによせ、上２
～３段 を手前に引き 出して、その上
にたた み重ねていく 。引き出した２
～３段 分とよせた部 分の間はたたん
だとこ ろが伸びてい るが、折り目が
つい て いるのでもと に戻すことがで
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きる。 丁寧にやる場合は、スチームアイロン等で押さえながらたたむとよい。再度たたみ
難くなってきたら、前と同じように２～３段を残して残りを最初によせた部分に加える。
これを繰り返せば、そう苦労せずにたたむことができる。

③たたんだ布を板で挟んで締める。
布巾二つたたみのものは、たたみ上げたものの高さがないので、 そのまま板締 めが出来
るが、布巾四つたたみ以上は、たたみ上げたものが ３０cm以上になるので板で挟 んだだけ
では安定が悪いので 、図解のように棒と釘とで支えをつけて板締めをする。
板締め のために準備するもの（三角にたたんだ場合）
●たたんだ布と同じ形の木の板（２枚）
●１cm角程度の角材（たたみ上げた布の高さ＋ 余分の長さのもの４本）
●ひも（麻、ビニールなど）
●３ cm程度の釘１２本
板締めの強 さ は 目的とする模様 によ
って異なる 。（板締めの強さと模様の関
係は後で述べる ）板締めをした布 の頂
板締め 用の板
点が並んだ線、 辺が並んだ面は何 れも
できるだけ波打 ったり捻れたりし ない
ように、 一直線 、平面になるよう に整
えておくことが 大切である 。いく ら正
確にたたまれて いても、板締めし たも
棒をひ もで縛っ て広が
のが狂っていれ ば模様がそろわな い。
らないようにする
一反をひとま とめにしないで、 小分
板 締 め用 の板
けして何回かに 分けて染めると楽 で あ
を 固定する 棒
るが、染めを何 回かに分けると、 そ の
都度模様が変化 し全部 が同じ模様 にな
らない。
一方の板は
上下 にき
上手に同じよ うにたたんで同じ よう
釘を打って
つく 締め
に染めると、何
回かに分けても別 々に
ガイドにし
て、 ひも
見ただけでは一 見同じに見えるが 、矧
スライドで
で縛 る
きるように
ぎ合わせて着物 にしようとすると 違い
し ておく
が際つ。
後でたたみ絞 りの模様を変化さ せる
要因をまとめて 述べるが、その大 き な
棒を片方の板に釘止め
要因のひとつが 板締めの強さであ る。

④板締めをしたものを染める。（布は乾いた状態で染める）
たたんで板締めした布の三角柱を横に
倒した状態で染液に付けて染める。辺の
部分を浸す、頂点の部分を浸す、一気に
全体を浸 すなど様々なパターンがある 。
何 れ の場合 も布の 三角柱を 水平に 保っ
て、どの部位も同じ深さになるように 藍
の液に浸す。斜めになると、深く入った
ほうの模様が大きく 、浅く入った方の模
様が小さくなる。
たたみ絞りを染める藍は通常の藍より
も濃く調製する。その理由等は後で述べ
る。
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藍液に浸す時間で模様が変わる。
藍に 漬ける時間 が長いほ ど、染液は たた
まれた 布の奧まで 浸透する 。しかし、 藍の
染料が しみこむ深 さは、藍 染液の 濃度 によ
り限界がある。
藍の 染料は水に 乗って 浸 透して行く が、
水より 動きが鈍い ので、水 に溶けてい るに
もかか わらず、し みこみや すい水だけ がど
んどん 先に行って しまう。 そのため藍 は遅
れなが ら水につい ていく。 水が浸透し て動
いてい る限りは藍 も遅れな がらもつい てい
くが、 水がしみこ みきって しまい浸透 によ
る液の 動きが止ま ると、藍 の色素はそ れよ
り奥に は入り込め なくなる 。また、藍 の染
液に浸 すのを途中 で中止し た場合も、 水が
浸透を 止めれば藍 の色素は それ以上奥 へは
浸透で きない。す なわち、 先行して水 が停
滞して いるところ へは藍の 色素は入っ て行
けないと言うことである。
これらの藍の性質は布を均一に染めようとするときは大変不都合なものであるが、この
性質を 逆手にとって美しい たたみ絞りの模様をつくることができる。たたみ絞 りだけでな
く、藍の絞り染めでは、この藍の性質 をうまくコントロールして染めることが大切なので
ある。布の中を水と藍とがどのようにしみこんでいくのかがイメージできないと、藍の絞
り染めのコントロールはうまくいかない。
既に述べたように、布に水分がしみ込みきってしまえば、後からついてきている藍の染
料の浸透も止まる。それ以上漬けていると 染液に触れている 外側の辺のみが農色になって
いき、直線模様のみが目立つ硬い感じの染め模様ができてしまう。
このように、たたみ絞りでは藍は布に浸透していって染まる分と、直接液に触れている
布が次々と染料を吸着して染まる分がある。浸透する藍はそれにつれて少しずつ薄くなる
ので、布を重ねて染めると内側は色が多少薄くなる。
板締 めの強さで模様が変 わる。
染料 の濃さ、染料を浸透 させる時間、布地の性質等も大きく影響するので、定量的には
示すことは出来ないが、傾向は以下のようなものである。
板締 めを強くするほど、内部へ浸透する染液の量は少なく、藍は浅くしか染まらない。
板締めがゆるいほど、内部へ浸透する染液の量は多くなり、藍は布の内部深く染まる。微
妙な表現で分かり難いかもしれないが、藍の染液が浸透しても浸透の先端の方は水分だけ
で藍の 成分が届かないた め 、藍の染液が浸透した部分全部が染まることはないためである 。
染液が深くまで浸透しないと、たたんだ折り目（辺の 部分）だけが染まり、結果として
は、線による幾何模様が出来る。染液が深くまで浸透すると、線が太ることになるが 、２
方向（２辺） からの浸透してきた染液がひとつになっても、藍はつながらない 。先行して
きた水が境界にあるため、双方からしみこんできた境界は白く残る。結果として染液を深
くまで浸透させると、辺を対称軸とする花弁や鳥の羽模様になり、たたみ方にもよるが全
体 としては雪花文様の類になる。
ためらうと模様が変わる。
染液 に漬けるとき、ためらいながら 何回も漬けたりあげたりを繰り返して次第に深く漬
けると、その都度前の染めとの境界に水が入るので、花弁状の染めにはならず、鳥の羽状
の模様 になる。
予め 水漬けしてから染めると、線だけの幾何模様になる。
板締 めした布を予め水に漬けてか ら藍に漬けると 、藍は内部に浸透できないので、折り
目 となっている部分のみが濃く染まることになる。
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藍の液の濃さで模様が変わる。
藍液 が濃いほど、藍は深くまで浸透する 。藍液が薄いほど、多くの水分が藍に先行 する
ので藍は深くまで浸透できない。藍液が薄いと、いくら 長い時間漬 けていても藍は深く入
らない。板締めを弱くして、濃い藍液に漬けるのが最も深くまで藍を入れる方法である。
たたみ絞りの諸条件と模様の変化については、文章だけではわかりにくいので、後で作
例 をもとに紹介する 。しかし染めの模様には、締めの強さ、藍の濃さ、藍の状態、漬 ける
時間、漬け方、漬ける順序、布の違い、布の精錬の程度、気温、湿度、他さまざまな要素
が絡み合って影響しているので、ここで示した条件で染めても必ず同じ模様になるとは限
らない。およそ同じ傾向の模様はできるが、全く同じ模様は二度とできない。

⑤発色させる・・・発色前に広げる。
たたんだまま発色させると発色むらで文様が斑になるので、染めたものはできるだけ 早
く広げて、広げた状態で発色させる。

板締めが弱くて、長めに藍に漬けたものは、水 分を多く含むので、藍に浸した 後強く圧
して余分の染液を搾 ってから開いた方がよい。染めた布を開いて発色させるために三角柱
状になった布を立 てた時、水分が多いと染液が下に下がってくるため、下に行くほど模様
は濃く、 大きくなり、全体としては模様がそろわない。これを避けるために余分 の水分を
圧して除いておく。
たたんで染めた布はいきなり開かないで、まず屏風たたみのまま 端から 引き出してのば
す。このとき白い部分を摘まないようにして、染 料がついた部分を摘んで次々と捻れない
ように引 き出していく。このとき藍はまだ発色定着しておらず、引きずると色がずれたり
移ったり するので、絶対引きずったり擦ったりしないこと。そのためには、作業の手順 を
良く飲み込んだスタッフが５～６人呼吸を合わせ て作業することが必用である 。
１反分約１３ｍを縦に引き伸ばしたら、次に屏 風にたたんだ幅を捻れないように一斉に
広げる。広げたら発色するまで地につけぬよう、空中で水平に 保持する。この作業を手早
く行う。 発色が終了してしまえば、下に下ろしてもよい。それほど難 しくもなく手間もか
からない 染めであるが、一反分になると一人で染められないのが難点である。限られた 人
数で発色 作業を行うには、大きな水槽を用いて水中発色させる方法が考えられるが、試し
たことは ない。
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畳み方と染め方と模様
●直角二等辺三角形にたたむ

作例１

染

伊藤禮子

平成12年

布巾四つたたみ
布は乾いたまま染める 。板締め の強さはや
や強め（力 まかせでなく、 無理なく圧し縮め
られる程度 ）。藍の濃度 は 試し染めをし て決
める 。藍の 浸透が弱い場合は 、液を濃 くする 。
直角二等辺三角形の直角 の頂点が残 るよう
に長辺を下 にして染液に漬ける 。一気に漬け
て 、水分が 頂点にまで達す る前に引き上げる 。
この場合は５秒程 度。
一気に漬けた時と小刻みに時間間隔 を置い
て押し下
藍に 浸し た部分
藍の浸透す る 部分
げていっ
た場合で
は模様の
輪郭が変
わる。

作例２

染

与良久子

平成13年

布巾六つ畳み
布は乾いたまま染め る。板締 めの強さは や
や弱め 。
（一度強 く圧し縮めて から力を抜き 、
自然に復元した程度 ）。藍の濃度は 作例１よ
りも濃い。液への漬け方は作例一と同様に、
直角二等辺三角形の直角 の頂点が残るよう
に長辺を下にして染液 に漬ける 。一気に漬け
て、水分 が頂点にまで達した後、 表面に 水分
が浮く程度になったら引き上げる 。この間10
～15秒程度。
引き上げたらすぐに板を強く圧して、余 分
の水分を搾ってから開いて発色させる。

作例３ 水戸瀬禮子 平成12年 （右）
布巾 四つたたみ。 乾いたま ま染 める。板締
め 強 。２回 、 場所を変えて染める 。極短時間 、
２秒程 度。藍は作例 １と同様。水 分を搾らな
いで開いて発色させる。
藍液

１

藍に染 ま る部分

２
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作例４

染

与良久子

平成13年

布巾四つ折り
布巾四つたたみ。乾いたまま染める。板締
め強 。３回 、場所を変えて染める 。極短時間、
２秒程度。藍は作例１と同様。水分を搾らな
いで開いて発
藍液
２
色させる。

１

藍に 染ま る 部 分

３

● 正三角形にたたむ

作例５

染

藤原純子

平成13年

布巾四 つたたみ
藍に染まる部分

藍液

作例６

布 巾四つたたみ 。染め方は作例１にほぼ同
じ。板締めは強め。染める時間は極短く２秒
程度。
藍液

藍に染まる部分
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染

染め方 は作例 ２
と同じ。
正三 角形の 直
角の頂 点が残 る
ように 長辺を 下
にして 染液に 漬
ける。
余分 の染液 を
搾ってから開く。

畠山精子

平成12年

作例７

染

布谷保子

平成12年

布巾四つたたみ
染め方は作例１にほぼ同じ 。板締めは強め 。
染める時間は極短く２秒程度。２回に分 けて
辺と頂点を染める。

藍液

２

１

染まる部分

作例８

染

奈良笑代

平成12年

布巾 六 つたたみ。 染め方は作例 １にほぼ同
じ。２ 回に分けて頂 点、辺の順序 で染める。
頂点 を染めるとき は、水分が浸 透して上辺
に達す るまで漬ける 。次に濡れた 底辺を浅く
染める。

１

２

藍液

染まる部分

作例９

染

草皆宏子

平成13年

布巾四つたたみ
藍が深くはいるように板締めを甘くして正
三角形の半分だけを浸して染めると鱗文様が
できる。先に頂点を染めてから、この方法で
染めたり、あるいは順序を逆にしたり、 また
板締めの強さを変えることなどで様々な バリ
エーションができる。
この例は図の１→２の順序で染めた。
藍は深く入れるため濃い液を用い、１ では
頂点近く水分が浸み上がるまで布を浸した。

１

２ では 、余剰の水分のため、藍は深く浸透でき
い 。余剰の染液を搾らないで開いて発色させた 。 藍液
るとまた 別の模様になるであろう。
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２

染まる部分

な
搾

作例10

染

佐藤信子

平成13年

布巾四つたたみ
作例９と同様の染めであるが、染める部位
が異なる。

１

藍液

作例11

染

佐藤信子

平成13年

２

染まる部分

布巾を六つたたみ
作例10と同様 にして染めた。た たみ数が多
いので、模様が細かくなる。

作例12

染

越山敍子

平成13年巾

四つたたみ
作例10と同様 にして染めたが、 板締めを強
くして藍を深く入れなかった例。
発色させ、乾燥 させた後、浅黄色で全体を
染めた。均一な無地染めをするには、染液中
で布が塊にならぬよう、伸ばしながら手早く
繰って、搾らずに端から広げて引き上げ、空
中に張って液を垂らしながら発色させる。

１

藍液
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２

染まる部分

●麻の葉模様にたたむ

作例13

染

水戸瀬禮子

平成13年

布巾四つたたみ

２

１

３
水

４
藍
藍

藍に染ま る部分

先 に染 め る部 分
水 に浸 し てか ら 染 め る部 分

１と２は５秒程度藍に漬ける。３の水漬けも５秒程度。水に漬けたら、板を軽く圧 して
少し水を搾る 。（余剰の水分が垂れない程度に。水を強く搾るほど麻の葉模様の線が太く
表現される。）４は全体を５秒程度藍に浸す 。
（ 布の水分が多いほど浸す時間を長くする 。）
作例14

１

染

高野達子

２

平成13年

作例15

藍に 染ま る部分

３
藍
先 に 染め る部分
後か ら 染め る部 分

染

腰山敍子

平成13年

作例14・15は布巾四つ畳み。作例16・17 は
布巾六つたたみ。板締めは作例14 ・16がやや
強め、作例15・17がやや弱め。
図中 の１・２は５秒程度藍に浸す。３は２
秒～５秒程度で、浸す時間が長くなると白抜
きの花弁模様が狭くなる。
花芯のような模様は１・２の染めを二呼吸
ほどおいて２回浸して染める。２回目は、１
回目より浅く浸すと濃淡の重ねができる。
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作例16

染

武田芳子

平成13年

作例17

染

山田ゆき

作例18

染

夏井由紀

平成13年

作例19

染

奈良千鶴子

平成13年

平成13年

作例18・19は布巾四つ畳
み。板締めは何れもやや強
め（力まかせでなく、 無理
なく圧し縮められる程度 ）。
図中の１・２・３・４・
５の染めは、それぞれ ５秒
程度藍に浸す。作例1 9は５
藍
の染めをもう少し深く浸し
ている。花芯のような模様 は１・３と２・４の染め重ねで染める。染め重ねの ２回目 は、
１ 回目より浅く浸すと濃淡の重ねができる。
作例18では、発色させ、乾燥させた後、浅黄色で全体を染めている。浅黄を均一にむら
無く染めるには、布が塊に ならないで楽に繰れる程度の多めの染液中で布を伸ばしながら
手早く繰りながら染める。長時間染めると、先の農色の染めが還元されて薄くなるので、
様子を見て布を引き上げる。布は搾らずに 端から広げて竿などの上をすべらせて染液を扱
きながら引き上げ、空中に張って液を垂らしながら発色させる。染液の還元力が強すぎる
と良くないので 、ハイドロ建ての場合は 、ハイドロを入れすぎないようにする 必要がある。
このことについては先にも述べたが、少し詳しくして、ここで再度述べておく。
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１

２

３

４

５

◆麻の葉たたみで抜染
作例20 染 伊勢谷史枝

平成12

作例21

染

宮本康男

平成12

藍で無地染めした布をたたみ、板締めして市販の液体塩素系漂白剤の２倍希釈液に部分
的に浸し 、２～５分程度放置してから大量の水の中で手早く開いてすすぎ 、漂白を止める。
丁寧にすすぎを繰り返して、漂白剤を完全に 除去する。
●四角にたたむ／たたんで水に漬けた後藍で染める。発色後、浅黄で地染め。
作例22 染 佐藤久子 平成13
作例23 染 藤原純子 平成13

◆たたみ絞りを染める藍の調製◆
市販の藍染め用の染料を標準の処方でハイドロ建てした藍で染めた場合、染め色は薄く
仕上がる。また、藍が内部まで浸透できないので、線表現の模様になる。
ここで用いている藍は、 ４０リットル用の染料であれば、１０リットル程度に調製 する
のが基本である。更に濃い色を求める場合は染料を増やす。
すくもの発酵建てで濃い染液 を作るのは難しいので、インド藍をハイドロ建てして用い
ている。
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重ね染めをするには、広げたものを一旦乾かし、たたみなおして染める必要がある。濡
れたままでは中に藍がしみ こまない。 たたんだまま発色させ、乾かすと、前述のように模
様が汚くなる。
◆二度染めの例

染

宮腰

染

佐藤

◆藍無地に染めた布を畳んで、脱色剤に浸けて模様を作った例

ハイター 水で２～４倍にした溶液に浸し
（ごく短時間）２～４分放置して脱色後 、大
量の水の中に投入して速やかに水洗して脱色
を止める。よく水洗いして仕上げることが大
切。

染

池端

染
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加藤

