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ごあいさつ  

 

 

 本展は、立命館大学アート・リサーチ

センターが新しく収蔵した近代京都染織

図案資料群（友禅下絵・絵摺）と島原太

夫写真乾板資料群の紹介とデジタル・ア

ーカイブ化作業・調査の中間報告です。  

 京都あるいは京都文化といったときに

思い起こすものは何でしょうか。人によ

ってさまざまな景色やものがあると思わ

れますが、今回は着物（西陣織・友禅染）

と花街を事例としてとりあげました。両

者はその質の高さや、長い「伝統」によ

り、現在でも京都を代表する場所やモノ

であり、また主要な観光資源や重要な産

業であるとも位置づけられています。一

方で、明治維新後、花街は近代公娼制度

のあらたな統制と管理のもとで、友禅

染・西陣織をはじめとする染織業界は技

術革新や我が国の経済発展を背景に、近

世までのありかたから大きな転換を果た

しています。現在私たちが見知っている

両者の姿は、近代化のなかでの変化を経

たものですが、こうした大きな変化があ

ったことは、必ずしも一般に理解された

り知られたりしているとは限らないと言

えます。   

 本展では、そうした近代にはいっての変

化の部分と、近代におこったそれぞれの

イメージの形成を、資料をもとに眺めて

いきます。定型化され、はがきや写真等

さまざまな媒体に掲載されていく太夫の

道中写真や、きまったモチーフが微妙な

バリエーションの違いを入れつつ何度も

作られる着物（染織）図案などは、くり

返し生産され人々の目にさらされること

で「伝統」となり、また「京都（京都文

化）」らしさとして形成・認識されていっ

たものであるといえます。こうした写真

や図案というモノそのもの、あるいはモ

チーフ・図像にみられる引用とアレンジ

の様子を、資料というモノからとらえ、

そこから形成されるイメージについて提

示してみたいと考えています。   

 

2010 年 7 月吉日   

 

文部科学省グローバル COE プログラム   

「日本文化デジタル・ヒューマニティー

ズ拠点」（立命館大学）   

京都文化研究班・木立研究室  

 

 

なお、本展の開催にあたっては、加藤

政洋氏、京都府立総合資料館、藤井健三

氏、松田有紀子氏、立命館大学図書館を

はじめとする多くの方々のご指導・ご協

力を頂きました。記して感謝の意を表し

ます。  
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１．島原太夫道中乾板写真群について  

 

彬子女王（日本文化 DH 拠点・ PD）  

 

 立命館大学アート・リサーチセンター

は、昭和

4(1929)年と

5(1930) 年に

撮影された、島

原の太夫道中

を撮影したガラス乾板写真を計 34枚所蔵

している。美しい太夫の衣装や髪形はも

ちろんのこと、道中を見に来ている観客

の様子からは、当時の社会風俗をうかが

い知ることができ、大変貴重な資料であ

る。  

 日本に初めて写真技術が上陸したのは、

嘉永元 (1848)年、フランスのルイ・ジャ

ック・マンデ・ダゲール (1787－ 1851)に

よって、銀板写真法が発明された 10 年後

のことである。オランダ船によってもた

らされた器具一式を、長崎商人を通して

薩摩藩が購入し、研究が重ねられ、安政

4(1857)年には、時の藩主島津斉彬公

(1809－ 58)の肖像を撮影することに成功

した。これが、日本人が日本人を撮影し

た初めての写真と言われている。  

 この銀板写真法（ダゲレオタイプ）は、

銀メッキを施した銅板にヨウ素の蒸気を

あてて感光膜を作り、撮影後水銀を熱し

た蒸気にあてて現像するものであるが、

左右が反転してしまうので 1 度に 1 枚の

写真しか撮影できなかった。1851 年には、

ヨウ化カリを溶解したコロジオンをガラ

スに塗布し、硝酸銀溶液に浸して、原板

が濡れているうちに撮影して鶏卵紙に焼

きつけるというコロジオン法 (湿板写真 )

が発明された。露光時間が短く、同じ原

版から何枚も印画可能となった湿板写真

は、ダゲレオタイプを駆逐した。 1871 年

になると、光に感光する銀塩の乳剤をゼ

ラチンに混ぜ、塗布したガラス板にネガ

を焼きつけるという手法が発明されてか

らは、感度も高く、工場での大量生産が

可能な乾板写真は瞬く間に普及した。 1太

夫道中の写真もこの乾板写真法で撮影さ

れたものであり、米国から輸入されたコ

ダック社製ガラス乾板の箱におそらく当

時のままの状態で収められていた。  

 

写真に写っている太夫達はみな豪奢な

櫛、花かんざしや笄を髪に差し、絢爛豪

華な打掛をまとい、帯は前で「心」の文

字に結んでいる。緋の長襦袢の上に意匠

を施した半襟をか  け、折り返して下の

緋色をのぞかせる。綿入りの中着を 3 枚

重ね、刺繍入りの打掛を羽織るのが定型

である。道中のときは、 15 センチ以上の

高さがある黒塗りの三枚歯の下駄を素足

に履き、両側に太夫の名前を金糸で縫い

取った織物を背にかけた禿と長柄の傘持

ちの男性を従えて、内八文字で練り歩く。

                                                        
1 斎藤多喜夫  『幕末明治  横浜写真館物

語』  吉川弘文館、2004、pp 4-10. 
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2アート・リサーチセンター所蔵の乾板写

真群は、こういった典型的な道中の写真

に加え、髪形を記録したと思われる太夫

の後ろ姿や、室内で芸事をたしなむ太夫、

グループでの写真なども収められており、

大変興味深い。  

 

では、このような太夫道中を記録する

意味はどこにあったのだろうか。近世に

始まった太夫道中は、置屋にいる太夫が、

呼び寄せられた揚屋に向かう際にお伴を

つけて練り歩いたことがその起源である

が、 18 世紀後半から島原が徐々に衰退し

始めるに従って行われなくなっていった。

明治 19（ 1886）年の『読売新聞』では、

「遠からず野原同様」と言われるほどに

島原は衰微していた。この現状に危機感

を持った地元の人々によって、明治 20 年

代半ばから積極的な復興が始められる。

島原のシンボルともいえる柳の移植、破

損した橋の修繕が行われた。そして旧来

絶えて久しかった太夫道中も明治 26

（ 1893）年に復活を遂げ、恒例行事とし

て行われるようになっていった。つまり、

太夫道中は失われた伝統を「再現」する

という名目で、新たなイヴェントとして

創出された景観なのである。 3このように、

19 世紀後半に「再現」された太夫道中が、

年中行事化し、写真、絵葉書などに複製

され、イメージが繰り返し人の目に触れ

たことにより、京都の「伝統」として認

識されるようになっていくのである。  

 

                                                        
2 石原哲男  『京・嶋原太夫』 京都書院、

1991、pp 75-76. 
3 加藤政洋  『京の花街ものがたり』  角

川学芸出版、 2009、pp 184-189. 
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２．島原の太夫道中  

加藤政洋（立命館大学文学部・准教授）  

 

昭和 21（1946）年 9 月 21 日の『読売新聞』に、

小さい記事ながらも写真付きで、「京洛島原に再現」

された「太夫道中」の模様が報じられている。 

 

寛永の昔より三百五十年の歴史を持つ京の島原

が誇る太夫道中が十八日十年ぶりに復活、昔なが

らの髪かけ、金糸銀糸の目もくらむばかりの衣装

や長柄の傘、黒塗の下駄に踏む八文字の姿が参観

の人々を喜ばせた…〔後略〕… 

 

「我国遊廓といふ名のつく最初の所」とも称される

《島原》は（江馬 1922）、その歴史と有名性にくわ

えて、規模の点においても、祇園町とともに近代京

都を代表する花街であった（加藤 2009）。 

近代《島原》において一年を通じての最大のイヴ

ェント、それが「太夫道中」である。大店の揚屋で

ある角屋の当主によって編まれた明治期のガイド

ブック『波娜婀娵女』のなかで、「太夫道中」は次

のように説明されていた。 

 

往古は毎月廿一日に廓中の太夫の道中を行なひ

しものなれども、今は毎年四月廿一日にのみ之を

行ふ、但し新しき太夫の店出しありたる日は何時

にても之を行ふことは今も昔に変らず。総道中の

順序は造花を以て美しく飾りたる花車を多くの

芸妓が異装して手に【手に】扇をかざしながら静

かに曳き、其後より太夫は差かけ傘にて二人の禿

を先に八文字を踏みつゝ道筋
どうすじ

を揚屋町まで練り

歩行
あ る

くなり、殿なるを「傘止」といふ、廓内最も

全盛の太夫之に与る。 

 

これによると、店出しの道中にくわえ、月次の行

事としても行なわれていた。前者は明治期にも受け

継がれたが、後者は毎年 4 月 21 日に限定されてい

た。また、江馬務『日本歳事史 京都の部』による

と、太夫道中は「花寄の遺風」とされ、寛永期に成

立したのちは永らく中絶、「維新後」に「再興」さ

れたことで、「京洛否日本の名物」になったという。 

実際、後には高浜虚子の歳時記に登載されるなど

（高浜編 2007）、ある程度の有名性を獲得した行事

であったことは間違いない。また戦前には、各地の

遊廓を中心に、類似するイヴェントも行なわれてい

た。これなどは、地理歴史的な文脈から切り離され

るかたちで、行事そのものが祝祭性を帯びつつ、各

地に拡散していた事例と言えるだろうか。 

ところで、『波娜婀娵女』の解説と江馬務の説明

から、ひとつ明らかになることがある。それは、「太

夫道中」が「日本の名物」として位置づけられるに

いたるのは、明治期の定例化を通じてであった、と

いうことだ。大正期以降、道中の開催を喧伝するチ

ラシが刷られ、太夫や道中を撮影した写真が絵葉書

として流通するのは、「太夫道中」という一大イヴ

ェントが毎年 4 月 21 日を定例として安定的かつ盛

大に執り行われていたからにほかならない。 

しかしながら、明治期の京都において、「太夫道

中」がなんら問題を構成することなく、単線的に名

物イヴェントとして構築されたわけではない。近代

京都の都市史あるいは花街史を紐解くとき、そこに

は実に意外な一面があらわれる。それは、明治前期

に《島原》が衰退の局面を迎えたまさにそのとき、

太夫の身体が公共の場に現前し、祇園町の藝妓など

と並んで存在感を獲得したという事態であった。 

太夫の身体は、取り締まりの対象として照準され

た一方、公共性の高い特定の空間-時間内において、

公衆のまなざしにさらされながら祝祭性を帯びる

という二重性。まさにこの矛盾こそが、京都花街に

おけるモダニティの一面と言えるかもしれない。 

 

引用・参考文献 

江馬務（1922）『日本歳事史 京都の部』内外出版株

式会社。 

加藤政洋（2009）『京の花街ものがたり』角川選書。 

高浜虚子編（2007）『新歳時記 増訂版』三省堂。 

中川徳右衛門（1920）『波娜婀娵女』京島原角屋。 



6 

 

  

★京都府の主な遊所統制 ＊［京都府勧業課 1872］、［京都府 1974］、『京都府達要約』参照。 

作成：松田有紀子（日本学術振興会・特別研究員） 

 

1870（明治3）年 9月 京都府による直轄管理体制成立。 

営業免許地以外での茶屋・遊女屋の新規開業禁止。 

同業者組織として「茶屋商社」・「遊女商社」結成命じる。 

1870（明治3）年11月 「芸者を召抱之者」の組織「芸者商社」設立。 

「窮民授産所」設置のため、芸者・遊女 1人に付日高の 20分の 1納税義務化。 

1872（明治5）年10月 太政官布告第295号「芸娼妓解放令」公布。 

人身売買の禁止を目的とし、芸妓・娼妓を含めた年季奉公人の解放を命じる。 

京都府布達第 246号「遊女芸者改正ノ儀遊所ヘ達シタル旨布達ノ事」公布。 

「本人真意」にて遊女・芸者を続けたい者は、免許地に限り営業を許可。 

遊女屋・茶屋渡世を続けたい者についても、「席貸」渡世として営業許可。 

遊女は 2円、芸者は 1円（「半線香」は半額）、「席貸」3円の月税の納税を義務づけ。 

遊女芸者の冥加金＝療病院助費の納入は継続。 

1873（明治6）年 2月 下京区第十六区婦女職工引立会社（島原の遊所女紅場）開業。 

日本初の遊所女紅場の誕生。京都府下の他地域にも次々と設立される。 

傾城屋・遊女屋・茶屋は「貸座敷」に、芸者は芸妓、遊女は娼妓に改称。 

1874（明治7）年 京都府下の婦女職工引立会社を遊所女紅場と改称。 

1882（明治 15）年 8月 京都府甲第 158号「貸座敷取締規則」、甲 159号「娼妓営業取締規則」布達。 

貸座敷営業免許地として、京都市内 9カ所（上七軒・五番町・二条新地・先斗町・祇園新地・島原・

宮川町・下河原・七条新地）＋市外 6カ所（伏見・墨染・中書島・福知山柳町・宮津万年町・同新

浜）、合計 15カ所を定める。 

1883（明治 16）年 5月 甲第 158号、159号を合わせ「貸座敷及娼妓取締規則」に改める。 

引き続き営業許可・鑑札の発行は郡区役所で取り扱うも、翌年各警察署所管に。 

1884（明治 17）年 7月 甲第 104号「賦金規則」布達。 

貸座敷営業者・娼妓・家形営業者・子方営業者に毎月 5日賦金納税を命じる。 

娼妓は月 2円 50銭、屋形・子方営業者は芸娼妓 1人につき 30銭。 

貸座敷営業者は畳数による等級別＋上がり高の多寡により金額変動。 

1885（明治 18）年 3月 京都府、娼妓の年齢を満 15歳以上に定め、後年 18歳以上に変更。 

1886（明治 19）年 7月 府令第 3号「五業取締規則」布達、「貸座敷及娼妓取締規則」廃止。 

五業＝貸座敷営業・屋形（子方）営業・引手茶屋・娼妓・紹介業を指す（？）。 

各免許地に同業者組合を設け、所轄警察署の認可を受けることを命じる。 

1887（明治 20）年 5月 綴喜郡橋本を貸座敷営業免許地指定。 

1888（明治 21）年 2月 加佐郡舞鶴町を貸座敷営業免許地指定。 

4 月市区改正・第三高等学校誘致により二条新地の指定を外し、6月営業停止。 

1900（明治 33）年 内務省令第 44号「娼妓取締規則」公布。京都府、「貸座敷取締規則」「娼妓取締規則」「娼妓健康診

断施行規則」「芸娼妓紹介業取締規則」「賦金徴収規則」発布。 

各営業免許地の所轄警察署において娼妓名簿への登録・営業中の登録証携帯、 

毎月の検黴、居住区域の限定、区域外に出る際は外出券の携帯を義務づける。 
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1900（明治 33）年 11月 駆黴院を八坂病院へ改称、娼妓検査所を併設。 

1911（明治 44）年 八坂病院移転計画にともない財団法人八坂女紅場、跡地 4,300坪購入。 

翌年 2月この跡地に歌舞練場を新築。都踊を開催。 

1913（大正 2）年 1月 八坂病院・娼妓検査所、東山五条に新設、移転（後の洛東病院）。 

1956（昭和 31）年 売春防止法公布。翌年 4月施行。制度上は公娼廃止。 

 

 

★近世の花街・遊廓に関する参考文献 

作成：松田有紀子（日本学術振興会・特別研究員） 

 

・明田鉄男 1990『日本花街史』雄山閣。 

・今西一  2007『遊女の社会史――島原・吉原の歴史から植民地「公娼」制まで』有志舎。 

・碓井小三郎編 1915『京都坊目誌 下京之部乾 自下京十五学区至同二十学区』平安考古学会、再録： 1934

『増補 京都叢書 第十三巻』、井出時秀（編）、pp.323-413、京都叢書刊行会。 

・加藤政洋 2005『朝日選書 785 花街――異空間の都市史』朝日新聞社。 

・加藤政洋 2009a『角川選書 448 京の花街ものがたり』角川学芸出版。 

・加藤政洋 2009b『敗戦と赤線――国策売春の時代』光文社。 

・京都市 1987『史料京都の歴史 10 東山区』平凡社。 

・京都府 1974『京都府誌 下（復刻版）』名著出版。 
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―図案― 

 

 

 

 

―絵摺り― 

 

 

３．近代の友禅資料―立命館大学所蔵の近代友禅関連資料 

 

山本 真紗子（日本文化 DH拠点・PD） 

 

１)友禅染の技法―下絵図案と絵摺り 

 

 

 本学で所蔵している資料は、明治後期から昭和末

期までの、西陣織の「正絵」（織物図案）、友禅染の

図案・絵摺りなどから構成されている。いずれも古

書店から複数回にわけて購入されたもので、作成年

代や元の所蔵者、形態などもそれぞれに違っている。

今回はそのなかでも友禅染の図案―下絵や絵摺を

中心に紹介している。 

友禅染は大きく分けると、手描友禅と型友禅があ

る。手描友禅とはその

名の通り下絵から色挿

し、仕上げまでの工程

を手描きによって染付

けていくが、型友禅は

一つの図案に対して何

枚もの型に彫り分け

（型彫り）、その型で布

に多彩な文様を摺り写

したり、捺染する。明

治時代、摺り友禅染の

型染めの技法が手描友

禅染の分野にも応用さ

れ、化学染料に代表さ

れる西洋技術が大量に

導入されると、友禅染

の生産は質・量ともに

大きく発展した。明治

13（1880）～14（1881）年ごろ、化学染料を糊に混

入して型置きし、これを蒸熱することで固着する模

様染めの技法が広瀬治助によって完成される。こう

した型紙や写し糊を利用した友禅染のことを写し

型友禅と呼び、この技法によって、それまで手描き

の一点もので高価だった友禅染が大量に生産でき

るようになり、庶民にも手が届くようになった。今

回展示している資料もこうした型友禅生産にもち

いられたものである。  

 さて型染めの時には、染めつけようとする文様

（図案）を各配色ごとに分割して型に彫り込んでい

く。色をつけたい部分のみ彫りぬくもので、使用す

る色の数や模様によっても違うが、友禅染の柄のよ

うな多色使いの場合、平均して 50 枚、細かな柄で

は 100枚ほどの型紙が使用されるという。 

型紙の作成では、まず「きめつけ」「きめだし」

といって、図案と型紙のあいだにカーボン紙をはさ

み、「きめつけ刀」と呼ばれる鉄筆様のペンを使っ

て転写する。型紙にしっかりと図案を転写しなくて

はならないため、図案用

紙は柔らかい薄手の和紙

を使用する。そのため、

「きめつけ」作業を行っ

たあとの図案は、輪郭線

にそって凹凸ができ、時

にはそこから切れてしま

っていることがある。 

逆に、こうした切り取

りや凹凸がなく、比較的

表面がきれいなものもあ

る。その表面をよくみて

みると、彩色部分に刷毛

目や色が濃くなった筋の

ような部分ができている

のが見える。これが「絵

摺り」である。模様ごと

に型紙を彫り、配色が決

定すると、実際の染料と摺り刷毛をつかって紙に

試し摺りをおこなう。こうして「絵摺り」をおこな

うことで、型紙の出来栄えの確認や、彫り残しなど

の不都合がないかのチェックをする。「絵摺り」は

型置きの際の見本にもなるため、通常、工場への納

品や保管の際には型紙と一緒にされるようだ。どの
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型紙でどの色を使用するのか、小さく染料や実際の

裂をはりつけた跡が残っているものもある。こうし

た工程をへて、いよいよ実際の生地への染めに入る。 

 本学の資料群のなかには図案も絵摺りも含まれ

ており、両者がきちんとセットになっているものも

ある。 

 図案のなかには、ときどき数枚にわかれているも

のがある。テープなどではりあわせられているが、

これは図案の「送り」といって、型紙や反物におい

たとき模様が連続するように、図案がうまくつなが

るように調えたものだ。直線に切る型と、型との継

ぎ目（「型口」）を「送り」のために模様を残して切

断した口（「丸口」）がある。直線に切っている場合

でも、図案の上下でうまく連続するように模様が描

かれている。このような工夫をおこなうことで、十

数メートルある反物の途中で模様が途切れたり不

自然にならずに続いていくのである。 

 

 

2)本学資料の特徴―近代文書の添付 

 

 

さて、転写作業を終えると、図案のあちこちに切

れ目や弱った部分ができていることも多く、保管や

再度同じ図案で型紙を作成するときに不都合なた

め、補強用に反故紙や古紙を貼り付けたと考えられ

る。添付される紙もさまざまなものがあります。そ

の工房や企業の必要なくなった帳簿類はもとより、

新聞紙、役所や学校などの文書、子供の落書き用紙

といったものもある。役所・学校関係の文書のなか

には、京都以外の府県の名称が入ったものが多々見

られることから、こうした不要になった用紙を大量

に回収して販売する業者から一括して工房に持ち

込まれ、使用されたものと思われる。 

資料には、年月日の記入がありものもあり、そこ

から、貼り付けられた図案が描かれた年代の検討の

参考にすることもできる。また、同じ文書がついた

資料を集めてみると、表側の図案もだいたい同種の

ものが集まってくる。資料の両面をみることで、こ

の資料の成り立ちやグループを把握することがで

きる。 

同時に添付された文書自体もいくつかのグルー

プに分類する事ができる。意図的に保存・伝来した

資料とは違い、元々廃棄されたものが図案の保存用

に再利用されたことで偶然残存しているため、他で

は残りにくかったもの、現存していない資料も含ま

れる。切断されたり、裏向けに貼り付けられたりと、

決して状態がいいわけではないが、近代史料として

活用が期待できるものもいくつか出てきている。 

当時の図案の傾向を知る近代デザイン資料や当

時の技術を示す産業資料であると同時に、こうした

近代文書が添付されている意味でも興味深い近代

史料であるといえる。こうした裏面の文書の研究利

用も、今後の課題である。（参考：生谷吉男 1996『型

友禅の技法』理工学社） 

 

 

3)近代の友禅図案 

  

 

型友禅はじめ染織技術の向上と大量生産化が可

能になると、そこで生産されるべき多数の図案の創

出が求めるようになった。本学の資料からも、そう

して図案が生み出された時代の様子をうかがうこ

とができる。 

例えば、新しい図案創出の動きを支えたものとし

て、図案の懸賞募集がある。東京の三越百貨店では、

呉服店から百貨店へと変貌するためにおこなった

多数の改革のうち、とくに呉服模様の改良に熱心に

取り組んでいた。百貨店内に「意匠部」を設置し、

日本画家を嘱託として雇い、着物の新柄の研究開発

を店内で独自にはじめる。さらに生産地の機元との

直接取引や、売場・仕入れ・意匠の三部門の代表者

での商品開発（「商談会」の設置）を行い、明治 34

（1901）年からは「新柄陳列会」として春秋の年 2

回新柄発表を行った。明治 35（1902）年からは一般

から彩色裾模様図案を募集し、当選作品を発表する

ようになる。高島屋など他の百貨店も同様の懸賞募

集を行っており、呉服店、図案家による図案研究団

体やその機関誌なども、新図案の公募や募集図案の

展示も盛んであった。こうした試みから生み出され

た新しい呉服の模様は、三越や高島屋という店の枠

をこえ、一つの流行として社会的な広がりを見せる

までになった。（神野由紀 1994『趣味の誕生 百貨
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（部分拡大）    

本学資料内に含まれる懸賞図案とそこに押されたスタンプ 

 

 

 

  

店がつくったテイスト』勁草書房） 

京都の場合、日本画家の私塾や京都府画学校（明

治 13[1880]年開校）で、画家志望の者以外に工芸品

の図案を描く職工志望のものが学んでいた。京都府

画学校ではこうした工芸図案コースとでもいうべ

き「応用画学科」が明治 21（1888）年に設立される。

明治 24（1891）年府画学校から京都市美術学校とな

り、応用画学科も「工芸図案科」として「彫刻、鋳

造、漆器、陶磁器、七宝、刺繍、友禅、織紋ノ各項

ニ分チ専ラ其一項ニ就テ図案下絵ノ応用ヲ実習」す

るものとなった（「京都市美術学校規則」『京都市立

芸術大学 百年史』p142）。美術教育と産業のつな

がりが深かったのも京都の特色であるといえる。新

古の画帖が図案への応用のため多数出版されるの

もこのころである（日出新聞明治 22[1889]年 10月

21日）。 

  

 

４） 大典模様 

 

 

友禅の技術や海外の化学染料の使用は、より自由

な形や色の染めを可能にし、模様・図柄の範囲が拡

大した。海外のデザイン様式の応用や、洋花・アル

ファベット・洋本といった西洋のモチーフのとりこ

みといった新しい試みと同時に、いわゆる日本的・

伝統的なもの、一種復古的・国粋的な図案の創作も

行われる。そして、同時代の社会状況や世間の関心

を敏感にとりいれたのも大きな特徴であった。 

本学の資料のなかからは、2009年度に『日韓併合』

図案をとりあげ紹介したが、このほかにも同時代の

事象をうまくとりいれた時事的な図柄を見出すこ

とができる。今回は天皇の即位記念の図柄をいくつ

か紹介する。 

即位の礼・大嘗祭と一連の儀式は御大礼（たいれ

い）や御大典（たいてん・重大な儀式）などと称さ

れ、当時の人々の関心を集めた。大正天皇は大正 4

（1915）年 11月 10日に、昭和天皇は昭和 3（1928）

年 11 月 6 日に、ともに京都御所（紫宸殿）で即位

の礼を行った。明治天皇は実際には明治元年以前に

即位していることから、大正 4（1915）年大正天皇

の即位の礼は近代に入って初めて人々の目に触れ

た即位の礼であった。 

これに関連して作成された事例として、例えば右

の鳳凰の図案がある。鳳凰とは想像上の霊鳥で梧桐

に住むと考えられており、桐と共に描かれることが

多い。日本では飛鳥時代・7世紀ごろから文様に用

いられ、江戸期には輸入の文様を尐しアレンジして

尾長鳥風に文様構成された。明治時代の友禅染にも

描かれている。雌雄の鳳凰を上下や左右に描いた図

柄、円形に構成した図柄などのバリエーションが豊

富で、現在も吉祥文様として祝儀の衣裳に多用され

る。王が仁のある政治を行うときに現れ、飛べば百

鳥が従う鳥の王とされて

おり、即位という時期に

はふさわしいモチーフで

あるといえよう。 

 一緒に描かれている三

本脚の烏は、最近では日

本サッカー協会のエンブ

レムとして有名になった

八咫烏で、これも古代の

神武天皇の道案内をした

と日本神話に登場する聖

なる鳥である。 

  もうひとつ例をあげてみよう。ここで描かれる

楽器は鼓と鳥兜である。楽器は着物の柄としてよく

とりあげられ、正倉院の琵琶模様、雅楽・舞楽の箏・

篳篥・鼓、江戸時代の三味線、近年ではギターやピ

アノといった西洋楽器もある。鳴り物＝「よく成る」

として、物事の成就を願う意味もあり、琴棋書画（士

君子の嗜みとされる四芸―碁盤・碁石、筆硯、料紙、

巻子、琴など）と関連付けて描かれることもある。 
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とくに雅楽

舞楽の楽器は、

平安期の王朝

風俗を連想さ

せるとされ、紅

葉とともに描

かれた場合は、

『源氏物語』紅

葉賀の帖の光

源氏が「青海波」

を舞う場面を

示すとされるし、「上巳の節句（じょうしのせっく

＝3月 3日の雛祭→五人囃子）」を表現しているとも

言われている。また能に因む鼓は、能の演目を案じ

させるモチーフとしばしば用いられた。 

 ここであげた図柄は舞楽の冠や楽器が描かれて

いるが、一緒に描かれた旗―万歳旗や八咫烏錦旗の

存在から、天皇の即位礼にまつわる図柄であること

がわかる。 

 いずれも、

元々その図

柄が持つ意

味や背景を

利用し、古典

的なモチー

フに新たな

意味づけを

おこなった

ものといえ

る。こうした

図案の創出

は例えば、下

村玉廣『大典図案』（芸艸堂、大正 2 年）のなかで

も確認でき、着物以外でも洋服や和菓子の図案にも

大典記念模様が登場している（三越「大典記念ネク

タイ」、『新年菓帖勅題干支』巻之十四・大正 4年＊

大典祝意の部）。 

このようななかで、高島屋は大正 4年秋の懸賞募集

のテーマを「御大典に因める趣向のもの」にし、本

学資料のなかにも「大典記念」と銘打った懸賞募集

用の下絵図案がある。 

 こうした図案が創出された背景に、人々の関心の

高さとともに、即位の礼や大嘗祭という儀式のイメ

ージや関連知識の浸透があったことに留意しなけ

ればならないだろう。即位儀礼自体は代々おこなわ

れてきたものだが、近代に入り、明治政府の手によ

って新たに式次第が整備されている（高木博志 1997

『近代天皇制の文化史的研究  天皇就任儀礼・年中

行事・文化財』校倉書房ほか）。こうした儀礼の整

備や催行は国民国家形成の手段のひとつであった

一方、京都にとっては経済効果を期待できるイベン

トであり、また「古都」としてのイメージを定着さ

せる文化戦略上の重要トピックであったと考えら

れる。即位の礼がとりおこなわれるまで、準備や儀

式の詳細は逐一新聞で報道されたほか、「大礼記念

絵葉書」（朝日新聞 1913年 12月 6日）や「御大礼

画報」（朝日新聞 1915年 7月 26 日広告）なども発

売された。御大典拝観ツアー（「御大典拝観 京都・

伊勢・桃山ほか遊覧」日本便達株式会社広告・朝日

新聞 1915年 10月 20日）もあった。京都市内では、

奉祝のための建物の装飾や、記念博覧会の開催など

もおこなわれている。 

明治維新後、実質的に東京に首都がうつったのち、

地方都市化していた京都においては、人々を呼び込

み、また皇室との関わりや「伝統」ある都市として

の京都の位置づけを確認する機会であったと思わ

れる。いわゆる御大典模様はこのような意識を背景

にあらわれた、近代ならではの図案であったといえ

よう。 
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