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表現の可能性に満ちた魅力ある木版画 
Attractive Woodcut with Full of Possibility of the Expression 

 
鷲野 佐知子 1) 

 

抄 録 

版画には主に木版画、銅版画、リトグラフ、シルクスクリーンなどの技法があり、それぞれ違った方法論と考

え方を持っている。その中でも、木版画は、版木、和紙、顔料、刷毛、バレンなどの素材に於いても、日本の風

土に適した表現である。その木版画でインク、和紙、彫り、摺り方に於いて研究を重ね、求める表現とモチーフ

に も適した方法と素材について追求した。 
 
キーワード： 木版画 和紙 コラージュ コラグラフ リプロダクト 

 

Ⅰ．はじめに 

木版画は、描画するには不自由と感じる表現方法で

ある。 

紙やキャンバスに、直接描くことは、筆触の生き生き

とした動き、その速さ、強さ、方向、リズムを示すこ

とで、描いた者の動きや気分、豊かな個性を強く表現

できる。 

木版画は、それとは違って、支持体である平面に直

接描くわけではないため、線を作者の思い通りに表出

するには少し不自由に感じる。しかし、版を介して間

接的に描く木版画は、そこに版という第三者が挟まる

ことで、自分では思いもしなかった強い線や趣ある表

情が入るのだ。版の醸し出す魅力と、版の存在により、

色や摺る支持体を変えてリプロダクト(複製)できる

ところに、木版画の未知の面白さを感じた。そして、

その良さを使い、無限に広がる版表現について実験的

試みを重ね、木版画での独自の表現について研究をし、

個展にて発表した。 

Ⅱ．研究方法 

技法 ：水性・油性多色木版画 

版木 ：シナべニヤ 

仕様紙：機械漉き土佐和紙純白楮紙 

絵具 ：東洋インク白・透明水彩絵具 

摺り ：バレン摺り 

Ⅲ．研究発表 

個展にて発表。(2007、2008 年銀座シロタ画廊) 

Ⅳ．考察 

木版画とのかかわり、その 1つに版を作るところに

ある。直接描く方法では、描いたところがそのまま絵

になった。木版画は全く逆に、彫り残した部分が絵に

なる。しかも、摺ってみると絵は左右が逆転している。

木版画をはじめて体験する時、線を云々よりも、 初

に、この戸惑いと表現する難しさの中で不自由さを感

じることが多い。 

そこでまず、版木を使い、彫りだけで細かく描く考

えから離れて、小さい頃に親しみのある、絵具を付け、

それを紙に写し取る考えで木版画と向かい合った。版

である板に、色々なものを貼り、それを写し取る方法

で版を作ることをはじめた。 

コラージュ(collage)とは、フランス語で異質のものを

貼り合わせることをいうが、この方法を用いて、版の

上に寄せ集めたものを貼り付けることで、 終的に形

を決めるまでに、貼る、はがす、削り取るなど限りな

く修正可能になった。 

凸版を手軽に作ることの出来るこの手法は、版の持つ

機能性や造形性を、直接効果的に組み立てることがで

き、版でしか表現できない独特のプリント表現に気付

かされた。 

試行錯誤を繰り返すうちに、版の上では単純な作業

だったが、摺ってみると、その中に、微妙な凹凸の段

階があることを感覚的に理解した。描画では掴みどこ

ろのない曖昧な 1本の線も、版という基盤を得ること

によって、その座標が明確なものになるのだ。 
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また、木版画は、木という自然の素材を版に使用す

るが、合板とはいえ、版木であるシナべニヤは 1 枚 1

枚異なる表情を持ち、彫刻刀で彫る行為ひとつをとっ

ても、そこから制約を受け作品に影響する。この木の

特性を理解し、さらに木目の美しさ・面白さを引き出

すために、彫刻刀以外にも木に表情を残すことのでき

るニードル、ヤスリ等で表情を多様化した。これは、

コラージュによって自由に発想転換できた結果であ

ると考える。 

 

木版画とのかかわりには、和紙に摺るところにもあ

る。木版画制作をする上で、支持体である紙は、それ

だけで作品の印象を左右する。木版画と紙の向き・不

向きは、木版画作品そのものの質を決定するほどの大

切な問題である。作品に合った和紙に摺られることに

よって、木版画は初めて表現しようとする世界を見え

るものに変えることができると次第にわかってきた。

木版画に使われる和紙は繊維が長くて太く強固に絡

み合った紙質で、バレンの圧力にも強く、複数の版を

重ねる多色摺りにも充分な耐久性がある。 

和紙は、一般的に楮、三椏、雁皮など、木の外皮が

主な材料となる。その楮、三椏、雁皮の配合の違いや、

和紙を漉く産地の気候風土等の影響もあり、産地で呼

び名が違うため種類が多く存在する。こうして出来た

和紙は、全く独特な美しさを持ち、繊維の配列に縦、

横の差が無く、素材の淡色を感じさせ、湿気や摺りの

圧にも強く、墨や絵具が染み込み、何とも言えない美

しい効果を出してくれる。現在作られている和紙の中

で、この楮、三椏、雁皮が、和紙全体を占めるパーセ

ンテージは決して多くは無い。和紙によってそれぞれ

違いはあるものの、ほとんどの和紙に何パーセントか

のパルプが、価格の問題のために混入している。木版

画を始めた当初はパルプの混合率が半分以上のもの

を使用していた。しかし、パルプの混合率が多いほど、

制作途中で起こる湿しや乾燥による和紙の伸び縮み

が激しかった。油性と水性を混合する作品制作にはこ

の事は非常に影響することである。また、混合率の低

い和紙は、和紙の厚み、表面の毛羽立ち、風合いによ

って、インクの表情や吸い込みが良かった。 

 

和紙を選ぶ基準には、和紙の材料の他に、簾(簀桁)

ですくい上げる手漉き和紙か、機械すき和紙を選ぶか

の違いもある。手漉き和紙と、機械漉き和紙の違いは

大きく 2 点ある。1 点は、流し漉き技法でできた手漉

き和紙は、紙料を含んだ水を汲み込んで捨てる、とい

う作業を繰り返して紙にするのに対して、機械漉きは、

汲み込んだ紙料がすべて紙になるという点である。機

械漉きは、簡単に説明すると、紙料を一定量汲みだし

て水で薄めた後、移動する金網の上で脱水するため、

汲み込んだ紙料すべてが使われることになるのだ。2

点目は、手漉き和紙は、その簾(簀桁)の大きさの紙し

かできないのに対して、機械漉きは、長さが自由にで

きるという点である。この違いは、支持体として使う

者にとっては重要なことである。手漉き和紙はこの 2

点から、密度が低くそのためにふっくらとした紙に仕

上がり、摺った時も内部から発色してくる温かみのあ

る優美な美しさがある。しかし、大きさが小さく、大

きな木版画作品を摺るには難しい。そのことから、比

較的大きなサイズの作品に挑戦している私は、機械漉

きの和紙でパルプ混合の少ないものを 終的に使用

した。 

摺ることは、支持体である和紙とのかかわりの他に、

水彩絵具とバレンを使って摺ることでもある。これは、

色合いに強い興味がある私にとって、特に木版画で表

現する良さの 1 つであると考えている。 

水彩絵具で紙に筆で描いたものと、バレンの圧力を

かけられ、和紙の繊維の中に染み込んだものとは色合

いが違う。実際、そこを意識して見てみると、紙の上

に塗られた水彩絵具は水溶性のため、上からもう 1色

のせると下の色と混ざるが、バレンで摺られた水彩絵

具は紙の繊維を染め上げ、1番下の層になって止まる。

そのため、さらに 1 版、2 版と重ねても混ざり合うこ

となく絶妙に重なり合って、パレット上で混色された

表情とは全く異なる風合い、色を作り出すことができ

る。この特性を生かして、薄く何度も重ねることで、

透明感のある重なりが出来上がり、色が濁らず、光を

重ねたようで美しく魅力的な色合いに摺り上がる。 

また、同じ版で何度も摺り重ねることで、色の濃淡

も調節できた。濃淡は、どの色をどの順で重ねるで違

いがあり、作品に合わせて変えていった。これは、他

では得られない木版画独自の味わい深い表現だった。 
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図 1．版の摺り重ねのデータ 

 

しかし、この摺り重ねの効果だけでは、制作を先に

進めていく上で、画面の中に描画した時の深み、奥行

き、味わいが足りないと感じた。更に、水彩絵具が重

なっただけでは得られない表情を使い、画面の中に何

かリズムを作りたかった。そこで、コラグラフの混合

技法を取り入れることを試みた。 

木版画は、基本的には凸版である。その凸版は、彫

り残すことだけではなく、先に述べたように版材に別

の素材を貼り付け、コラージュを施すことができる。

このコラージュ版を用いて摺る表現方法をコラグラ

フと呼ぶ。コラグラフとは、コラージュと、版画を表

すグラフィックとの合成語である。異素材を版材に貼

り付けたり、或いはジェッソやモデリングペーストで

描画したり、またその上から引っ掻いたりと、彫刻刀

の彫り跡だけでない様々な効果を得ることが出来る。

現代版画では、このコラグラフは熟達した技術が必要

ではなく、その手軽さから木版画の技法として浸透し、

ポピュラーな技法となっている。 

コラグラフの版で白い油性インクの下地を作り、そ

こに水性摺りを何層も重ねる混合技法。これこそ、作

品の中で版画の良さである重なりによる深み、奥行き、

味わいを満たしてくれる実現可能な技法であった。繊

維の長い和紙を使うため、 初に油性で摺っても、表

面に油膜があるだけで、次に摺った水性の層は、バレ

ンの圧で紙の繊維を中から染め上げ、油膜の上にも薄

い層になり重なるのだ。 

この技法は、諸先輩方が作品を自分のイメージに近付

けるため、版表現の可能性について追求し出来上がっ

たものである。この技法に出会った時、油性の上に水

性が載ることにマジックでも見たようで驚き、また着

物でいう地紋の表現に似ており、非常に新鮮さを感じ

た。このコラグラフの版に重なった水彩の版は、油性

の白の版によって、そのエッジが柔らかなものに表現

される。自分の作品の中で、この技法を画面の部分に

取り入れ、油性と水性、コラグラフの版が有る無しの

違いを活かして、強弱のアクセントある画面を作りだ

すことに取り入れていった。 

 

    

コラグラフなし         コラグラフあり 

図 2.コラグラフ版のデータ 

 

日本の木版画は、自然木を版材とし、和紙に摺る。

どの材料も自然物であり精密に加工されたものでは

ない。それに水彩絵具を付け、手の平大のバレンを使

って摺る。絵具の種類と量、紙や版木の湿り具合、バ

レンの手加減で表情が変わる繊細で、非常に曖昧なも

のだ。特に、バレンは部分的に圧を替え、摺り上げた

画面に抑揚を生むことが容易で、限りなく描画に近い

手応えを得られる。摺り手が変われば、絵も変わると

いわれるほど、手加減、目分量、その日の気温や湿度

によって調節する。そのため、摺り手、ひいてはその

作家にしか表現できない独自の作品が生まれるのだ。 
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自然素材の木を版として使うことで、1 枚 1 枚異な

る木目によって彫りの線、面に自分が思いもしなかっ

た違った表情を発見する。 

また、リプロダクトできることで、支持体である和

紙、または載せる絵具の種類、色を自由に変更し、表

情に変化をつけることができる。それだけ多くの選択

肢があり、配合の違う和紙に摺る、載せる絵具の色を

替える、何度も同じ版を部分的に摺り重ねて、深い色

合いを出すなど、1 つの作品を作るまでに、多方面か

ら、客観的に見て多くの実験的試みができる。そこに、

初に思い描いていたイメージが動かされ、ふくらみ

を持つ。これが作品と私との間で何度も繰り返され、

部分から作品全体へ少しずつ展開し、変わっていく。 

木、絵具と和紙の 3つの関係が、作者の考えと絶妙に

バランス良く成り立った時に、作品として成立する。

これが木版画を不思議で魅力的な表現方法と思うと

ころである。 

そのすべての表現方法が「筆で描く」1 つの工程で

はなく、彫る、色を載せる、摺る、といくつも工程の

ある事が版表現の良さであり、組み合わせ次第で独自

の表現を自由自在に研究できるのだ。まだ、この多く

の研究の可能性のある木版画の表現について研究し

ていきたい。 
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展示作品Ⅰ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

題名  : freshly.11 

サイズ : 110×90cm 

技法  : 水性･油性木版画 

制作年 : 2008 年 

仕様紙 : 土佐和紙純白楮紙 
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展示作品Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題名  : freshly 

                   サイズ : 110×88cm 

                   技法  : 水性･油性木版画 

                   制作年 : 2005 年 

             仕様紙  : 土佐和紙純白楮紙 
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展示風景（銀座シロタ画廊） 

 

 

 

 

 

 


