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要　約

　写本としての「ベリー侯の時祷書」をカリグラフィーの視点から考察する。言語習得において「書く」

ことは一番高度な技術であり、この「書く」技術をただ「書く」だけでなく「美しく書く」ことへ昇華さ

せた物の一つが「ベリー侯の時祷書」である。この世界的に有名な時祷書をカリグラフィーの視点を通し

て考察する。

キーワード：写本祈祷書

1．はじめに

　私達が言語習得する段階は、聞く⇒話す⇒読む⇒
書く、という順番である。普通、周囲の人が話す言
葉を聞き、模倣して「音」を覚え、それらを使用して「話
す」ことができるようになる。次に「音」から「文字」
を覚え「読む」ことができるようになり、最後に覚
えた文字を使用して「書く」ことができるようになる。
つまり「書く」ことは言語活動に於いて一番高度な
段階である。人間は最初「話す」ことだけで生活し
ていたが、次第に記録することが必要になってきた。
王族の家系記録、商業上の貸し借りの記録など、書
き残す必要が生じてきた。言葉だけでの伝承は誤差
が生じ易いことから「書く」ことを重視するように
なったと考えられる。最初に「書く」ことができる

のは限られた少数の人のみであった。教育の普及に
より「書ける人」の数は増えていった。「書く」ことは、
他の耳を使う「聞く」、口を使う「話す」、目を使う「読
む」と異なり、単に「書く」だけでなく、頭を使って「考
える」と共に、「心も働かせる」ことを伴わなければ

「書く」ことはできない。身体の一部、心と頭を同時
に使うことによって初めて「書くこと」ができる。
　日本の書道は墨をすることが、心を落ち着かせる
ことに繋がっていると考えられる。一方Calligraphy

（西洋書道）は「線を引く」ことで、心を集中させな
ければならない。書道の墨擦りに相当するのが、西
洋書道の「線引き」に相当すると考えられる。カリ
グラフィーの「線引き」は１㎜でも違えば、後になっ
て数センチの誤差ができるので緊張する動作であ
る。日本では「写経」が行われているが、カリグラ
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フィーでは「写本」が行われていた。
　西洋でも文明が発達するに連れ、教育も普及し、
文字の使用をできる人が増えてきた。「書く」ことが
普及し、単に「書く」だけでなく「美しく書く」こと
を目指すようになった。これがCalligraphy（西洋書
道）である。Calliとはラテン語で「美しい」、graph「書
いたもの」という意味である。カリグラフィーは「美
しく書いたもの」という意味である。日本の書道は、
日本で生まれ育った人が書く場合、既に成長過程で
日本文化を身に付けているので「実技」だけで「書
く」ことができる。「書く」という「表」と、背景と

しての「裏」の両方をそなえて書道することができ
る。しかし英語圏以外の国の人がカリグラフィーを
やる場合「実技」だけでは「表」だけで、文化とい
う「裏」が抜けている。そこでカリグラフィー理論
が必要となる。このカリグラフィー理論を使って「ベ
リー侯の時祷書」を考察する。

Ⅰ．アルファベットの歴史とその概要に関して

　「ベリー侯の時祷書」の文字から考察する。アル
ファベットを使用しているので、このアルファベット
の発達から話を進める。
　最初に人間が「記録」を残したのはラスコーの洞
窟壁の「野牛の絵」だと考えられる。これは文字で
はないが、文字の代わりに「記録した物」である。
尖った石で石面を削り、動物から採った油と煤を混
ぜて「インク」の代わりに使用していた。しかし絵
だけでは日常生活に必要な記録、例えば金銭の貸し
借り、王侯貴族の年代記録や王を称える文章、作物
の収穫や収穫量の記録だけでは不十分であった。「口
承」は次第に不正確になるので、「正確」な記録を
残すためにも文字が必要となってきた。それで文字
の最初は「物の姿」を表わす「象形文字」であった。
しかし複雑なことは象形文字では表すことができな
いので、話し言葉の「音」を表わす「記号」として
の文字である「表音文字」を考え出した。これらを
組み合わせて語を表現できるようになっていったと
考えられる。
　紀元前5,500年前、メソポタミア（現在のイラク）
チグリス、ユーフラテス川沿いの一帯は乾燥した土
地であった。しかしシュメール人は驚くべき技術で
灌漑して住みついた。彼等は定住せず、狩りをし易
い場所を求めて移動していたのである。しかし獲物
が少なくなったり、自然に実った植物だけを食料と
していたので、天候によって収穫量が左右された。
そこで定住して自分達で作物を作るようになった。
知恵のある彼等は最初の文明を作り、記録を残す作
業もしていた。土を練って作った湿気のある粘土板
の上に、石の先を尖らせた物で引搔き、乾燥させて

＊ベリー侯の時祷書からの１枚
＊�青色はラピスラズリの色、金箔も贅沢に使用して
いる。

「THE�GREAT�ARTISTS�ランブール兄弟　36」
　第１巻　36号　P.12から
　1990�年10月発行　同朋舎出版

＊�熊が手押し車の上でバグパイプを吹き、聖職者は
梯を使って鳥を追っている。
　ランブール兄弟のユーモアが表れた図
　出典は同上　P.11から
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仕上げた。これらが乾けば文字が固定し、記録とし
て残るようになった。粘土の上を尖った物で引搔い
てできた形は「楔形」をしているので「楔形文字」
と呼ばれている。
　一方3,000BC頃エジプトでは、物の形を表わす「象
形文字」が使用されていた。1799年Rosetta（ロゼッ
タ）で、フランスの若い学者Jean Chapollion（ジーン・
シャポリオン）はギリシャ語、地方語、象形文字の
３種類で書かれている石を発見した。現在「ロゼッ
タストーン」と呼ばれている有名な物である。象形
文字の総数は700あり、そのうち24文字は「発音記
号」である。彼はこれらの文字を解読するヒントを
発見した。エジプトでは粘土板ではなく、パピルス
を使用していた。フェニキア人（現在のシリア、レ
バノン、イスラエル地域に臨む古代国家の人々）に
よって発達したアルファベットは、西洋書道の元と
なった。Aramaic（アラマイック・シリアとメソポタ
ミアを意味する）の人々は1,000B.C.前にシリアに住
み、地中海とユーフラテス谷間の間で、豊かで活発
な貿易を確立していた。フェニキア人はここから分
かれていった。フェニキア人の書体が元となってい
て、22文字の「表音文字」だった。B.C. 27年アウ
グストスが元首政治を始めて以後、ローマ帝国とな
り、相当の文明を持っていた。ローマ字はこれらの
音と対応していた。
　Latin Alphabet（ローマ字）は、元来ラテン語を
表記するのに用いていた。その源は西ギリシャ系ア
ルファベットで、Roman Alphabet・ローマン　アル
ファベットとも言われている。北部セム族、ギリシャ、
エトルリア文字は、現在の文字と同じ発音とは限ら
ない。
　A.D. ４からアルファベットは少しずつ変化したが、
当時ローマ人は大文字のみを使用していた。これを
Roman Capitals・ローマン　キャピタルズ「ローマ
の大文字」と呼ぶ。石面に先を尖らせた鉄製のノミ
や槌で打ち、文字を刻んでいた。V字形の刻み目を
入れ、ブラシで書いたような形を作り、色の濃淡を
つけてグラデーションをつけた。ローマの遺跡を見

ると、句読点が無く、語と語の間にドットを使用し
ていたことがわかる。
　A.D.６頃まで大文字のみを使用していたが、書く
のに時間がかかったので、小文字を作り出した。
これをhalf-uncial（ハーフ・アンシャル体）と呼び、
大文字と小文字の両方を使用した。アンシャル体と
ハーフ・アンシャル体はローマ時代後期、主に本を
書くのに使用していた。これらは心地良く、やわら
かな尖りが特徴だった。そのため、聖書や福音書、
初期の教会神父の教えを写本するために、キリスト
教徒の写本筆者士によって使用された。
　Uncial（アンシャル体）はA.D. ４～ A.D.８ギリシャ
語、ラテン語の写本に用いられた大文字の写字書体
である。この書体は少し丸みを帯び、続け書きには
なっていないが、草書体のような部分もあった。
　A.D. ８ か ら 丸 み を 帯 び、 分 離 し た 形 式 の
Carolingian（カロリンジャン体）は筆記体傾向への
中心となっていった。カロリング朝美術の中心は、
カール大帝をはじめ、君主らの宮廷から彼等の近親
者、或は君主自身が長となった大修道院だった。古
代以来の都市の重要性の減退は、芸術制作の中心を
修道院へ移していった。ここを軸として建築家や工
芸家、画家を生み出した。その中心はフランスのラ
イン地域からロワール川流域にかけてであった。人々
は速度と経済性を考えてカロリンジャンという書体
を考え出し、この書体から現在のイタリック体となっ
ていった。今日我々が「イタリック体」と呼んでいる、
幅が狭く、間が詰まった文字は多種ある。このイタ
リック体はChancery（チャンサリー体）がベースに
なっていて、ローマでは16世紀に公式書類などに使
用された。この文字の編成には一貫性があり、規則
的なリズムと、僅かな傾きがある。これにより読み
易さと美の両方が組み合わさり、実用的で速く書け
るようになった。
　A.D. 10 ～ A.D. 16この頃にはBlack Letter（ブ
ラック体）が使用されるようになった。ドイツ字体で、
リズミカルな流れと軽快さも備え、角ばった縦線が
特徴で、少し傾斜をつけているのが特徴である。変
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則的に文字の終わり部分にserif・セリフ（文字の先
端に付いている髭のような細い突出した線）がある。
Pen angle・ペン アングル（ペンの角度）を変えて
書くことによって、セリフを付ける。筆者士はブラッ
ク体で書いている際、セリフを自在に加えることで、
単純作業である写本作業に「楽しみ」を見出してい
たと考えられる。このセリフは、ペンのインクの含
み具合や、ペンの運びの速度によって大きく左右さ
れるので、写本筆者士は大いに「遊び」の気分を
加えられた。書いている時の気分によっても文字は
左右されるので、カリグラフィー作品を鑑賞する際、
このセリフに注目すると、書き手の気分も伝わって
きて興味深くなる。書いた時代にワープして、その
時の書き手の状態も理解でき、人間臭さまで感じる
ことができる。他のartでも同じと思われるが、作品
制作者の息使いまで感じると感動も倍増する。カリ
グラフィー作品が単に「文字を書いた物」ではなく、

「生きている証拠」として蘇ってくる。ここから読み
取れることは、人によって異なるが、機械では決し
てできないということである。今日、文字は機械に
よって全て「均一」であるが、カリグラフィーは見
え方が均一でも、実際に書いてある文字はスペース
の取り方を変えて「均一」に見えるように書いてあ
るに過ぎないのである。それが芸術作品である所以
である。
　「ベリー侯の時祷書」は、当時の修道院で修道士が
写本作業に使用していたゴシック体（ブラック体）で
書かれているので、ペン運びのタッチが分かり易い。

Ⅱ．カリグラフィーと紙に関して

　「ベリー侯の時祷書」は、現在のような紙を使用
したのではなくparchment（羊皮紙）を使用している。
羊皮紙といっても現在のような紙ではなく動物の皮
を鞣した物である。現在の紙に相当する物は「粘土
版」から始まり、エジプトではpapyrus・パピルス
から始まった。
　現在の紙は木のパルプが原材料であるが、メソポ

タミア文明が発生した地域は熱帯気候で木や植物成
長しにくい土地柄である。そこで土を湿らせて粘土
板を作り、そこに文字を刻み、乾かせば記録が作成
できた。エジプトは砂漠地帯であるため、植物が無
いが、ナイル川流域では、日本のヨシに似た「葦」
が生えていた。この葦の外皮を薄く切り取り、これ
らを縦に並べ、上から槌で叩いて乾燥させてパピル
スを作成した。このような工程で作られたため、折
ると破けるので「巻物」としての本を作成した。
　エジプトのアレキサンドリアにはB.C. 300にプト
レマイオス１世によって設立された図書館があった。
世界最古の図書館で、当時優秀な学者達が集まった
と言われている。パピルスの巻物が70万点あったと
推定されているが、ローマ軍の攻撃やイスラム教徒
が焼却しようとしたことが原因で、この図書館は消
滅した。この図書館が消滅した原因は様々な説があ
るが、一般的には「火事」が原因だと言われている。
　パピルスの次に使用されたのは「羊皮紙」と呼ば
れる「紙」の代用品である。羊皮紙といっても羊だ
けの革ではなく、様々な動物の皮を使用した。動物
から剥いだ皮のゴミを除去し、塩水に漬け、４隅を
引っ張りながら干し、乾いたら何度も鞣した。鞣し
が丁寧なら表面、裏面の両方とも使用可能になった。
パピルスは表面のみの使用だが、十分に鞣された皮
は両面使用可能であった。両面使用可能になると、
全てのページを合わせて製本する際、厚さが薄く
なった。
　13、14世紀頃には、現在の紙に近い物が作成され
ていた。当時庶民は綿の洋服を着ていたので、これ
らの古着を集め、砕いて細かくし、乾燥させて「紙」
を作っていた。現在のような白い紙ではなかったが
生産性は上がった。その後、化学物質ができ、木の
チップを砕いて紙の原料とし、化学薬品を使用して

「白い紙」を作れるようになった。現在では技術が
進み、古紙からインクや雑物を取り除き、「白い紙」
を再生することができるようになっている。
　「ベリー侯の時祷書」は羊皮紙206枚を使用し、１
ページ約29×21cmである。
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Ⅲ．インクに関して

　ラスコーの洞窟壁画にはインク代わりに、動物の
油と植物の絞り液を混ぜて使用していた。インクの
起源は古代の記録が異なるため、まだ議論の対象と
なっている。中国人とエジプト人は、少なくともB.C. 
3500から、あらゆる種類の原料から作られたインク
を使って実験していた。エジプトの筆者士によって
使用されていたインクはとても安定性があり、3,000
年後でも濃い黒色を保っている。このインクは良質
な煤から作られ、水とアラビア・ガムのような物を
混ぜて作られていた。セピア（イカ墨で作られた墨）
から作られたインクはローマ人によっても使用され
ていた。ウミヘビのような軟体動物から作られたイ
ンクは黒色というより「紫色」を帯びた黒色として
有名である。海沿いではイカが捕れたのでイカ墨を
使用できたが、内陸部にある中世の修道院の修道士
は、鉄塩と樫木の切れ目から出るタンニン酸を混ぜ
て液体のインクを作ることを学んでいた。現在のよ
うな化学物質が無い時代、インクは様々な自然界か
らの材料で作られていたので、安定性が乏しく、そ
れぞれの修道士達はインクの配合を工夫していた。

「薔薇の名前」という映画の中では、修道士がイン
クに毒を混入して殺人を犯すという場面も出てくる。
写本したページを捲った指の先に、毒が混入したイ
ンクが付着し、それを舐めた結果修道士が死亡する
という筋立てであった。
　現在のような安定した定着性のあるインクが無
かった時代には、紙も現在のように白くて、表面が
滑らかな紙は無かった。現在から比べれば、このよ
うな悪条件の中で「ベリー侯の時祷書」も書かれて
いた。それでも「美しい」仕上がりになっているの
は、いかに時間と手間、費用をかけて作成したかを
物語っている。

Ⅳ．カリグラフィーと金箔に関して

　「ベリー侯の時祷書」で使用されているgold leaf・
金箔は416ページに及び、贅沢さを強調している。

西洋の金箔は日本の金箔とやり方が異なる。日本の
金箔は平面に松脂を使用して紙面に金箔を貼り付け
るので、平面的な仕上がりである。それに対して西
洋の金箔はGesso・ジェッソと言うペースト状の液
体（乾くと石膏のようになる白い粉）を塗り、これ
が固まってから金箔をのせる。その後でburnisher

（磨き棒）を使って、金箔の上に磨きをかけ、さらに
光り輝く状態にする。
　gold powder・金 粉を使 用する時にはgelatin 
powder・ゼラチン粉を水で溶かし、それを金粉に
混ぜて文字の上に塗る。金箔や金粉の使用料が多
い場合にはかなりの重量になる。

Ⅴ．色彩

　「ベリー侯の時祷書」は、元来の染料の他に様々
な材料から作れたカラーを使用している。この「ベ
リー侯の時祷書」の有名な「青色」は、贅沢にも宝
石のラピスラズリを粉末にした物を使っている。他
の宝石の粉も使用して色を出しているので、今まで
のような安定性の少ない作品に比べ、各段に長期保
存が可能になった。金箔や金粉も多量に使用してい
るため、他の写本より豪華さは格段に上回っている。

Ⅵ．Initials（頭文字）

　 文 頭の１文 字を装 飾して書き出す手 法で、
Arabesque・アラベスク、Historiated・ヒストリエ
イテッド、Inhabited Initial・インハビッテッド　イ
ニシャルなどがある。「ベリー侯の時祷書」の頭文
字は、装飾も凝りに凝っていて、一つ一つ分解して
見ていくと膨大な手間をかけて描いていることが分
かる。最初に線でアウトラインを描き、彩色し、金
箔、金粉を重ねる作業をする。描かれた文字や物の
アウトラインを更に際立たせるために外輪を線で囲
む。この工程を何度も繰り返して、やっと一つの頭
文字が完成する。

Ⅶ．装飾

　Miniature・ミニアチュア（細密画）は「べリー
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侯の時祷書」に多く描かれている。印刷機の無かっ
た中世の本には殆ど描かれている物である。絵字体
は小さい物が多い。サイズが小さいのでこの名前に
なったのではなく、装飾に使われたpigment・ピグ
メント（顔料）に使用されたminimum・ミニマム（赤
い鉛）から由来して、この呼び名になったのである。

Ⅷ．「ベリー侯の時祷書」制作過程

　この写本はフランスのBerry Jean, Dec de・ベ
リー、ジャン、デユークド）ベリー侯が作らせた写
本である。フランス王シャルルⅤ世の兄弟で、ベリー
侯のコレクション中の１つである。おそらく当時の最
も美しい彩色写本であろう。
　Hours・アワー（時間）の複数形で、元々「時間」
という意味であるが、ここでは「お祈りする時間」
という意味で使われている。キリスト教徒はお祈り
する時に日常的に聖書を使う。この聖書を普通の聖
書ではなく、Calligraphyして、彩色し、後世に残る「美
しい聖書」にしたものが「ベリー侯の時祷書」であ
る。ベリー侯はPaul Limbourg・ポールランブール
兄弟に作成させた。贅沢さが人々の心を呼び覚まし、
人々の感覚に喜びを与えるような作品制作を託され
たので、ランブール兄弟は実際に価値ある業績とし
ての精巧な写本制作に成功した。この作品の想像力
の大胆さと寛容さは、人々に感動を与える。１年の
内の数ヶ月間、最初に全体のページの押絵を描いた。
それまでは礼儀正しく、又規則的な日々の生活を詳
細に示す場面は無く、建築的な構造の複雑さは、精
巧な技術で複写された。この「ベリー侯の時祷書」
は世に出るとすぐに、収集家達のコレクションの１
つになった。そしてこの時祷書は中世ヨーロッパの
最も重要な大業績の１つと考えられるようになった。
現在でも多くの専門家達は、この時祷書が世界で最
も美しい写本の１冊で、最も大切な押絵入り写本だ
と考えている。色の輝きや新鮮さ、書の明解さ、押
絵の活発さ、大きな写本としての調和と協調性、こ
れ全てが写本として斬新であると認められる由縁で
ある。

Ⅸ．「ベリー侯の時祷書」まとめ

　Johannes Gensfleisch zur Laden Gutenbergグー
テンベルグは1455年頃活版印刷技術を発明した。
彼は葡萄絞り機からヒントを得て、印刷機を発明し、
金属活字と油性インクを使用した。この印刷技術が
普及するまでは、全て「書き写し」によって本が作
成されていた。一文字一文字を手書きによって写す
作業が行われていたため、１冊の本を仕上げるのに
膨大な時間が費やされ、費用もかかった。従って本
を購入できるのは限れた富裕層、貴族などで、庶民
は本を手に入れることは難しかった。写本をさせる
ため、富裕な王族や貴族は写本士のパトロンとなり、
衣食住を写本士に提供し、写本作成をやらせた。
　「ベリー侯の時祷書」も、富裕なベリーが1410年に、
パリで金細工を学んだランブール兄弟のパトロンと
なり、押絵入りの時祷書を作成依頼した。しかし完
成前にランブール兄弟は世を去り、その後すぐにベ
リー侯自身も子の世を去った。一時この写本制作は
中断されていたが、後に写本制作が受け継がれ完成
にこぎつけた。この写本はシャンテｲｲ城の図書館に
所蔵されていたが、1897年オマール公爵家からフラ
ンス学士院に寄贈され、現在フランス国家所有となっ
ている。
　グーテンベルグの発明により、大量印刷が可能に
なり、出版部数も各段に増えたため、庶民も本を入
手できるようになった。本の価格も下がり、庶民に
は購入し易くなった反面、大量生産品の粗悪さも見
出されるようになった。暫くの間大量生産が続き、「写
本士」は職を失うケースが出てきた。少数の写本
士は公文書の代筆などで細々と生計を立てる人もい
た。
　1,800年代William Morris・ウイリアム・モリス（注
３）が中世の写本を復活させるため「ケルムズコッ
ト社」を立ち上げた。Burne-Jones・バーン・ジョー
ンズやWalter Crane・ウオルター・クレインらの協
力を得て「復活作業」を進めた。特にチョーサーの

「カンタベリー物語」の写本制作は素晴らしく、現在
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はファクシミリの発達により、精巧な写本が作成さ
れて今に蘇り、収集家の間で人気となっている。
　「ベリー侯の時祷書」の文字部を詳しく見ると、同
じ文字の「ハネ部分」の角度が異なっている。これ
に対し、モリスの「カンタベリー物語」は、同じ文
字を見ると「ハネ部分」の角度が全て同じである。
カリグラファーの立場からすると、どんなに上手な
カリグラファーでも長文を写本していると、全く同じ

「ハネ部分」を書けない。人間の集中力は長くは続
かないからである。つまり「ベリー侯の時祷書」は
本当の「写本」であるが、モリスの「カンタベリー
物語」は「写本風」である。

まとめ

　現在は機械の発達により、正確で美しい本が大量
に出回っている。「機械製」の本は均等で安価であ
るが、無機質な印象を与える。
　「手書き」の本は少しずつ異なる部分があり、１冊
１冊が同じように見えても異なる部分が含まれてい
る。「機械製」は無表情で、情報を伝達する手段となっ
ている。しかし「手書き時代」の写本は同じ物が無く、
１冊１冊が微妙に異なっている。「手書きの本」には

「書き手」の心が入っていて、何かを感じとることが
できる。「ベリー侯の時祷書」を現在の人が見ても「美
しい写本」として、人々に感動を与え、人々の心を
動かしている。
　日本では「写経」をすることによって「手書き」
作業を行うなかで、単に「書き写す」だけでなく、「心」
の養生も同時に行っている。西洋での「写本」も、
日本の「写経」と似ていて、単に「書き写す」だけ
ではなく「心」の養生も含まれる。中世の修道士が
一生をかけて聖書の写本をしたのは、この「心の養
生」が主目的と考えられる。従って人間が手で「書く」
という行為は、機械で文字入力する場合とは全く異
なる行為で、「手書き」が人間の「心の養生」をす
るという大切なことを再認識したい。
　英語が最初に日本に入ってきた時「英習字」とい
う科目があった。当時は「書く」ことの意義を理解

している人が今より多かったと考えられる。しかし
受験英語の必要性が高まるにつれ「英習字」の時間
はなくなっていった。今「書く」ことの重要性を再
認識することが重要である。「書く」ことで、心と頭
を動かし、「心」の養生をし、「頭」を使う訓練にな
るからである。そして「書く」ことは、自分で「考える」
作業を身に付けるのに良い方法である。現在「英語
熱」が高まっているが、「書く」ことへの認識が薄れ
ている傾向である。過去に、効率と経済性ばかりを
追求した結果、人間の心に支障をきたすケースが増
え、過去の見直しをしたように、現在も過去の見直
しを行い、「書く」ことの意義を再認識したい。

注１　Calligraphy・カリグラフィー（西洋書道）
　　日本の書道とは異なり、筆ではなく、ステイール製

のペン先を使用してアルファベットを書いたもの。装
飾した作品もある。
注２　Black Letter （Gothic体）
　　書体の１つで、幅広の縦線が特徴である。
　　人間が白紙を埋めるのに、細い線では多くの時間を

要するので、この書体が考案された。
　　ペンを縦に移動することで、ペン先を横移動する手

間が省ける。速く空所を埋めることができるため、中
世の修道士が多く使用した書体。
注３　William Morris　ウィリアム・モリス
　　イギリスの詩人、デザイナー、社会主義運動家。
　　単に詩人としてばかりでなく、精力的に美術工芸か

ら社会改良の面でも力を注いだ。ロンドンに「ケルム
スコット印刷所」を設立し、チョーサーの「カンタベ
リー物語」写本を復活した。

　　従来の「トロイ活字」では大き過ぎたために「チョー
サー活字」を新たに作り出した。油性印刷ではなく、
中世に習い、敢えて「木版印刷」により写本復活を目
指した。最初は貴族や富裕な商人向けではなく、一般
庶民が購入できるよう安価にするつもりで写本制作を
始めた。しかしバーンズやクレインも精巧な装飾をし
たのでコストがかかり、最終的には高価な写本になっ
てしまった。

　　モリスは機械化によって生み出された大量生産品の
中には粗悪品が多いことから、日常品と美を結びつけ
る「アーツ＆クラフト運動」を展開した。その影響は
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世界に及び、日本では柳宗悦が影響を受けた。柳宗悦
は民芸運動を興し、仲間と共に実際に活動した。現在
使用されている「民芸」という言葉は、ここから由来
している。柳の後継者たちは現在まで続き、今に至っ
ている。
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