
3.1.2 研究プロジェクト活動報告 京都文化研究班② 

京焼の民俗考古学的研究 

 

 

 (a) メンバー 

【事業推進担当者】木立雅朗 

【PD】岡本隆明、山本真紗子 

【学内研究協力者】鄭銀珍 

 

 (b) 研究目的 

 京都は伝統工芸の宝庫であるが、それに係わる

様々な資料は散逸しつづけている。京都の伝統工

芸としてもっとも著名な京焼・西陣織・友禅染で

すら、近年の社会情勢のなかで衰退を余儀なくさ

れ、歴史資料の散逸がはなはだしい。また、これ

らに対する研究は美術史的、もしくは産業史的な

検討が主体をしめ、基礎的資料の蓄積が不十分で

あった。そのため、本研究では、伝統工芸に係わ

る考古学的・民俗学的な調査を進めながら、それ

らの基礎資料のデジタル化を進めることで研究

を推進することを目標とする。主として窯業に係

わる研究を中心とするが、西陣織・友禅染の図案

類の収集と検討も合わせて行い、伝統工芸のもつ

技術的連携についても検討する。 

 

(c) 本年度の成果 

 亀岡市篠窯跡群の分布調査では、最古の須恵器

窯を発見し、篠窯跡群の北限がさらに広がる可能

性を確認した。また、平安時代後期の採集した平

瓦を詳細に検討し、篠窯跡群における瓦生産の実

態に迫った。これらの成果により、平安京との関

連で重視されていた篠窯跡群の動態がさらに詳

細になりつつあるが、そのために GIS を用いた検

討を開始した。 

 鳴滝乾山窯跡の出土品整理作業に伴い、遺物実

測図のデジタル化を継続して行っている。その過

程で乾山焼茶碗の量産化と小型化の実態を明ら

かにし、それが後の煎茶椀の普及と関連している

可能性を明らかにした。 

 道仙化学製陶所をはじめとする京都市五条坂

の民俗考古学調査では、道仙化学製陶所窯跡の発

掘調査によって、築造・改修の状況を明らかにな

りつつある。本年は、隣接した浅見五郎助窯の復

旧作業・測量作業を行い、町家の奥に作られた二

基の登り窯の関係についての検討をはじめた。今

年度の調査では課題も数多く残されたが、計画的

に配置された二つの窯の造営計画の一端を明ら

かにした。また、浅見五郎助氏のご好意により、

京式登り窯に係わる亀板・桟板・カタギ箱など、

貴重な民具を収集することができた。明治末年ま

で遡る資料が含まれ、昭和 10 年代に亀板の製作

技法が変化するなどが明らかになった。詳細な整

理と検討によって、かつての登り窯での生産状況

をかなり具体的に復原できると想定される。これ

らの貴重な資料のデジタル・アーカイブ化を逐次

進めている。 

 友禅図案・絵刷りについては、すでに収集した

資料の写真撮影を進めながら、京都市内のいくつ

かの研究施設で所有している図案類との比較検

討を行った。その結果、各機関が所有する資料に

は共通点が少なく、それぞれに固有な特徴をもっ

ていることが明らかになった。染色図案の個性は、

ランクも含めた様々な違いが確認され、染色産業

の幅の広さを示すものである。図案を所有してい

る機関との連携やネットワーク作りが来年度以

降の課題になる。また、裏打ち文書の整理検討に



より、郡役所関係文書や嶋原貸座敷組合診療所診

療簿など、従来知られていなかった貴重な近現代

史料を多く含むことが明らかとなり、その価値の

高さを再確認した。今後の整理によって近現代に

おける反故紙の多面的な検討が可能になること

を確認しつつある。また、そうした検討と平行し

て来年度からの公開にむけて図案のデジタル化

を進めた。また、裏打ち文書のデジタル画像の活

用方法を検討・開発した。 

 

(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 

【分布調査】 

2009 年 5 月～12 月の延べ約 10 日間、京都府亀

岡市に所在する篠窯跡群の分布調査を実施。 

【発掘調査】 

2009 年 8 月 17 日～9 月 17 日、京都市五条坂に

所在する道仙化学製陶所窯跡第 4 次発掘調査、お

よび浅見五郎助窯の民俗考古学調査を実施。 

【展示】 

2009 年 4 月 1 日～17 日、立命館大学国際平和ミ

ュージアムミニ企画展示室、『発掘された京都の

武器２－京都師団が埋めた武器－』 

2009 年 5 月 23 日～6 月 21 日、立命館大学国際

平和ミュージアムミニ企画展示室，『友禅図案

（絵刷り）に描かれた「韓国併合」』立命館大学

コリア研究センターと共催。 

 

 

(e) 業績一覧 

〈著書（分担執筆）〉 

岡本隆明「既存の画像データベースから新たに何を生み出すか－画像変換サーバを利用したより詳細なア

ノテーションの記述とその応用－」赤間亮, 冨田美香編『イメージデータベースと日本文化研究』ナカ

ニシヤ出版, pp.18-35, 2010 年 3 月, Takaaki Okamoto, ‘What can be Generated from the Existing 

Image Database?: The Application of Enhanced Annotations Using Image Conversion Servers’, 

Ryo Akama, Mika Tomita, ‘Image-database and Studies for Japanese Arts and Cultures’, 

Nakanishiya Shuppan, pp.171-184, March 2010 

 

〈論文〉 

【審査付き】岡本隆明「デジタル画像史料を利用した文献研究に必要な環境について」人文科学とコンピ

ュータシンポジウム論文集（情報処理学会シンポジウムシリーズ）, 2009-16, pp.67-72, 立命館大学（草

津市）, 2009 年 12 月 21 日 

【審査付き】鄭銀珍 2010「近世における京焼と茶碗の動向－鳴滝乾山窯跡出土の碗類を中心にして」『ア

ートリサーチセンター紀要』10 号、立命館大学アートリサーチセンター（2010 年 3 月発行予定） 

【審査付き】山本真紗子「明治後期の京都の美術商と陳列場」民族藝術, 26, 2010 年 3 月 

【審査付き】山本真紗子「阪急百貨店美術部と新たな美術愛好者層の開拓」コア・エシックス, 6, pp. 

461-471, 2010 年 3 月 

 

〈その他〉 
木立雅朗編 2009a『発掘された京都の武器２－京都師団が埋めた武器－』本拠点 



木立雅朗編 2009b『友禅図案（絵刷り）に描かれた「韓国併合」』本拠点、立命館大学コリア・研究センター 

木立雅朗 2009c「図案・絵摺りの収集」『染織情報α』2009 年 12 月号、染色と生活社 

木立雅朗 2010「五条坂の登り窯－民俗考古学的調査－」『学芸員ニューズレター』22 号 、立命館大学

文学部学芸員課程（2010 年 3 月発行予定） 

 

〈口頭発表〉 

岡本隆明, 當山日出夫, 高田智和「デジタル画像資料による文献研究にむけて-HNG と画像内文字参照シ

ステムの統合的運用のこころみ-」第 101 回訓点語学会研究発表会, 東京大学山上会館（東京都文京区）, 

2009 年 10 月 18 日 

岡本隆明「画像処理サーバを利用したより詳細なアノテーションの記述とその応用－既存の画像データベ

ースとの連携を前提として－」アート･ドキュメンテーション学会第 2 回秋季研究発表会, 国立西洋美

術館（東京都台東区）, 2009 年 10 月 17 日 

岡本隆明「立命館大学アート・リサーチセンター所蔵友禅図案の公開に向けた整理-本来のまとまりをい

かに再現するか-」アート･ドキュメンテーション学会 2009 年度年次大会, 立命館大学（京都市）, 2009

年 6 月 6 日 

【審査付き】Takaaki Okamoto, ‘Text and Pictures in Japanese Historical Documents’, Digital 

Humanities 2009, University of Maryland (Maryland, USA), 24 June 2009 

【審査付き】Takaaki Okamoto, ‘“Kunten Management System”— Explanation Marks Database on 

Japanese Historical and Religious Documents, based on text-image linkage’, International 

Conference of Digital Archives and Digital Humanities 2009, National Taiwan University (Taipei, 

Taiwan), 1 December 2009 

山本真紗子「明治後期の京都における「美術館」をめぐる考察」第 25 回民族藝術学会大会, 京都造形芸

術大学（京都市）, 2009 年 4 月 18 日 

山本真紗子「阪急「趣味」と日本美術の大衆化」第一回芸術・思想国際研究セミナー・アジア藝術学会

2009 年国内大会, 同志社大学（京都市）, 2009 年 9 月 1 日 

山本真紗子「「美術」空間東山の連続性と変化」近世・近代京都研究会例会, ウィングス京都（京都市）, 

2009 年 9 月 15 日 

【講座】 

木立雅朗, 岡本隆明「友禅図案のおもてとうら－図案とその裏側にある近現代資料－」第 2891 回立命館

土曜講座, 立命館大学末川記念会館（京都市）, 2009 年 4 月 11 日 

山本真紗子「立命館大学アート・リサーチセンター所蔵友禅図案デジタル・アーカイブの構築について―

図案面を中心に―」第 63 回 GCOE セミナー, 立命館大学アート・リサーチセンター, 2009年10月27 日 

【受賞】 

岡本隆明「情報処理学会平成 21 年度山下記念研究賞」受賞, 「コンピュータによる訓点資料の整理につ

いて」人文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん 2008）2010 年 3 月 9 日 


