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Abstract:“The Grammar of Ornament” held that arabesque patterns with structural rationality are ideal, and plants with the same 
principles are also beautiful. It is difficult to determine the turning point from historicism to modernism, but we can find a beginning 
in the genealogy of the extraction of principles proposed by Jones.The discovery and appreciation by Dresser of Japanese art, which 
expresses plants in a beautiful and lively manner, led to the popularity of Japonisme. The beauty of Japonisme was transformed into a 
major movement called Art Nouveau, which used plants in nature as decorative motifs, rather than the historicism of the past. 
 
１． はじめに－大英帝国のオリエンタリズム 
18 世紀の啓蒙主義を経て産業革命以降になると,過

去の文様を収集,分類,研究することが行われるように

なる．その中で重要なものがオーウェン・ジョーンズ

(Owen Jones,1809-1874)が 1856 年にロンドンで出版し

た『装飾の文法(The grammar of ornament)』である。 
出版された当時,英国は東方やインド支配の拡充に

乗り出し,世界は大英帝国の領土であるという意識が

否応なしに高まっていた時期である．ジョーンズは,大
英帝国の文明を頂点とした,歴史と地理を掛け合わせ

た世界像を装飾文様によって書き出そうとした． 
『装飾の文法』の特徴は,非ヨーロッパの文様,特にエ

ジプトおよびアジアの文様の比重が大きいことである．

カラー・リトグラフィの 122 ページの図版のうち,約 50
ページが充てられている．(ただし、日本の文様は,鎖国

中につき取り上げられていない．)当時のヨーロッパ人

にとって,西欧以外の「未開」の国々は,未だ人間が神々

とともにいた原初の理想時代に生きた「高貴なる野蛮

人」観を表していた．  
19世紀英国の芸術観の大きな成果として評価された

『装飾の文法』は,ヨーロッパ中心主義において,当時の

ヨーロッパにおけるオリエンタリズムの表象化、理論

化に貢献した意義がある． 
 
２． 造形原理の 37ヶ条と近代思想 

オーウェン・ジョーンズは,収集した装飾例に造形上

の分析を加え、色彩や形態に関する基本的な法則を 37

の一般原理にまとめた。そのうちで、重要なものを挙

げると次のようなものがみられる． 

1．装飾美術は,建築から発し,正しくそれに寄り添わ

ねばならない. 

6．形態の美は,なめらかな調子の中で線が相互から

発生し展開することに創出される.そこに異常で無用

なものはなにもなく,なにものも移し替えられない. 

11．表面装飾では,すべての線は一つの基になる幹か

ら流れ出るべきだ.離れた各部は枝から根へとつなが

っていなければならない.(オリエントの装飾に良き例

がある.) 

12．曲線と曲線,曲線と直線の結合はすべて,互いに

正接的でなければならない.(これは自然の原則であり,

その良き例はオリエントの装飾に見出せる.) 

ジョーンズの考え方,その定理の提出の仕方はピュ

ージンと類似しているが、宗教的統一体のイメージが

ないのがピュージンと異なる点である．同時代のウィ

リアム・モリスなどが,中世を理想としたのに対して，

オーウェン・ジョーンズを含めた「コールの集団」の

芸術観は,芸術を超越的価値観から自立させるもので

あった．だからこそ,万国博覧会にて宗教的世界観無し

で世界の進歩を示し,把握することができたのである． 

ドイツや日本など,近代化を計る諸国がデザインの

分野で英国から影響を受けたのは,この“コールの集

団”の考え方があったと言える． 

 

３． アラベスク文様という理想 
前述した造形原理の 37カ条からも読み取れるよう

に、ジョーンズはアラベスク文様がもつ「構造の合理

性」を最高の装飾原理として礼讃した． 

１：日大理工・院(前)・建築  ２：日大理工・教員・建築 
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ジョーンズは,アラベ

スク文様という美術を,

ヨーロッパの人々にと

って異質なものではな

く,ヨーロッパの古典の

美的原理に一致する理

想的な文様術であると

考えた．彼はオリエント,

イスラームという「異

境」の文様は「装飾文様

の定理」を示していると

唱える．ジョーンズは定

理をヨーロッパにでは

なく,その外に発見し,

その定理はヨーロッパ

とオリエントに共有されているものと考えたのである． 
 
４． アール・ヌーヴォーに繋がる最終章 

『装飾の文法』の最

終章「自然の葉と花

(Leaves and flowers from 
nature)」には 10 点の挿

絵が載っている．そのほ

とんどが葉脈の拡大図

のようなもので,真ん中

に主軸線が通り,その軸

から左右に斜線が均等

に秩序だって伸びてい

る．ジョーンズは,植物

に見られる幾何学のよ

うに,整然とした法則を

持ち,それが美であると

考えた．その美を体現し

ているのが アラベスク文様なのである． 

この最終章では,過去の歴史的装飾から解放されて,

自然界の植物を装飾モティーフに選ぼうとする風潮を

先駆的に表明している．『装飾の文法』が資料や教本と

して,多くのデザイナーにアイデア源を与え,刺激を与

えていたことを踏まえると, 自然界のモティーフを多

用した大陸のアール・ヌーヴォーやアメリカのシカゴ

派に,その装飾理念が影響力を持ったと推測できる． 

 
５． ドレッサーへの系譜 
自然の法則や幾何学の装飾美を基本とするジョーン

ズの考え方は,25 歳若い工芸デザイナーのクリストフ

ァー・ドレッサー（Christopher Dresser,1834-1904）に掬

い上げられている．  

ドレッサーはゴシック,日本,中国,エジプトなど

様々な対象を観察した．ロマン的なオリエントに没入

するのではなく,デザイン原理を抽出しようとする合

理性を見ていたということがポイントである． 

ドレッサーは,上野博物館収蔵のための品を携え

て,1876年 12月から約 4ヶ月かけて日本各地を訪れて

いる．ドレッサーが日本美術を評価した点は,モティー

フの構成方法,配列方法に見られる日本の特徴であっ

た．彼が自己の「原理」としていたものについての具

体的な展開例があったと考えられる． 

そして帰国後の 1882 年に『日本：その建築,美術,

工芸(Japan, its Architecture, Art, and Art Manufactures)』を
出版し,この本がヨーロッパに日本の美術や建築を紹

介し、ジャポニスム運動の展開に重要な役割を果たし

たとされる一冊とされている． 

つまり,ジョーンズが提唱した「原理」がドレッサーに

系譜され,その価値観の中でジャポニスムは西洋に受

け入れられ始めたと言える． 

 

６． まとめ 
『装飾の文法』は構造的な合理性を持っているアラ

ベスク文様を理想とし,それと同じ原理を有している

植物も美しいとした．歴史主義からモダニズムの転換

期をどこと定めるかは困難なことだが,ジョーンズが

提唱した原理の抽出の系譜の中に,一つの始まりを見

出すことはできる. 

そしてドレッサーによって,植物を美しく生き生き

と表現する日本美術が発見され評価されたことがジャ

ポニスム流行に繋がる．ジャポニスムの持つ美が，こ

れまでの歴史主義ではない,自然界の植物を装飾モテ

ィーフとしたアール・ヌーヴォーという大きなムーブ

メントに変化していくのである． 
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△第 8章で取り上げられたアラ

ベスク文様(出典:参考文献５) 

 

△ドレッサーが描いた植物の

デザイン(出典:参考文献 5) 
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