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2011 年 9 月 11 日から同 15 日までの 6 間、京都で国内実習を行いました。

参加者は、2年生 8名、3年生 3名となりました。実習テーマは、学生が各

自自主的に設定し、1人で取り組んだ人、および友達と組んで調査し、その

結果、同じテーマについてそれぞれにレポート書いた者がいます。 

この報告書には、参加者 11 名分のレポートをまとめました。実習の成果

を示すものとしてお読みいただければ幸いに存じます。 

 

担当教員 J.F.モリス
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「江戸時代から現代までの化粧品がどう 

移り変わっていったのか」 
 ２年 斎藤礼佳 

 

１、問題提起と調査方法 

 はじめに、私がなぜ卒業論文研究テーマを「江戸時代から現代まで化粧がどう移り変わ

っていったのか」にした理由を説明する。今日の化粧の発展は目を見張るものがある。多

くの女性が化粧品を愛用し、自らの美を追求している。一体、この高度な技術や良質な化

粧品はどのように発展してきたのだろうか。日本の化粧とはいつから始まり、現代の化粧

へと変化し伝わってきたのか調べたいと思った。江戸時代では、おしろいで顔や首を真っ

白に塗り、女性は美を追求した。現代では周囲を見て分かるように、毎日のようにおしろ

いをする女性は舞子や芸子、役者、男性は歌舞伎役者、同性ともに日本舞踊等、使う人は

限られてくる。おしろいをすること自体が稀になっている。日本の化粧は、どのように形

を変えてきたのだろうか。日本の化粧で受け継がれ残っているものはあるのだろうか。こ

の問題を、女性の生き方を通し、化粧が庶民階級で親しまれ発展した江戸時代から現代ま

での化粧の移り変わりを問いていく。 
 調査方法は、江戸時代などの化粧については文献で現代との比較を主とする。現代の女

性の趣向については、京都の化粧品会社に文面での質疑応答、道具の発展として京都の「六

角館さくら堂」へアポイントを取り体験ならびに聞き取り調査を行わせていただいた。 
 

２、文献と京都での調査 

①文献での化粧の調査 

(１)化粧はいつ始まったのか  
まず、化粧とはいつ、どのようにして始まったのだろう。化粧は女性が本能で自らを良

くしようと、容姿を手入れすることから始まったと言われている。そのため、始まった時

期を特定するのであれば、原始時代までさかのぼることもできる。女性が自らを美しくし、

手入れを始めたのは子孫を繁栄し生きるため、男性の気を引く本能的なものであったと考

えられている。すなわち、化粧とはもともと生きる術の一つなのである。では、いつから

派手やかな化粧へと変わっていったのだろうか。江戸時代から現代までの化粧を考察する

にあたって、私は文献調査で比較していくことにした。しかし、なかなか当時の文献で化

粧史というものは見つからなかった。これは当時の社会が化粧自体を重視しておらず、化
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粧の歴史をまとめる発想自体がなかったからである。江戸時代の化粧の様子は、浮世絵や

風刺画の形で現代に残っている。『都風俗化粧伝』というものがあるが、現在のコスメ誌の

ようなもので化粧法が載る形になっている。江戸時代以前から、化粧は社会的に避難され

るものであった。女性の社会的立場が低いことや、化粧自体が社会を堕落させるもの、破

廉恥なるものと考えられていた。現代では女性の社会的立場が男性と平等化され、女性社

会が形成された。女性差別や格差を取り除いた女性社会が形成されたのは、法律的観点か

ら見ると女性参政権が成立した１９４５年であり、男女差別のない社会は現代でも歴史が

浅い。それ故に化粧は女性のものであるがために、社会的には文章にして歴史のようにま

とめるものではなかったのだ。このような価値観の中、それでも化粧は発達していった。

化粧の発達は、女性を取り巻く社会に影響されていると考えた。 
 

（２）化粧の意味 
化粧の意味は、中世以降、広義には身嗜みの意味で化粧と読み、狭義には現在の化粧の

意味に使われていたとされている。このように、化粧は現在使われている意味だけではな

かった。１８１３年に刊行された『都風俗化粧伝』には、髪を結うこと、手足の手入れ、

歩き方や被り物、化粧品の作り方が載っている。１８１３年以前も化粧というカテゴリは

適用されていた。私のテーマの化粧は、顔に施す化粧の範囲に留める。 
 

（３）文献から見る化粧の移り変わり 
具体的な変化を挙げていく。化粧の発展は、海外からの影響を稀に大きく受けることが

ある。平安時代から江戸時代にかけて発展したのは眉の化粧法である。平安時代では眉を

抜き、法により眉を抜くことを禁じられるとそり落とす方法に変わっていく。中国から眉

の長さを短くする技法が伝わったが、日本人には合わなかったため、この技法の広がりは

見られなかった。おしろいを使う化粧は、平安時代から始まる。日本独特の化粧なのだろ

うかと考えていたのだが、おしろいは中国を介して東ローマより伝わったものであった。

おしろいが伝来する以前には白土を肌へ塗っていた。しかし当時の日本の住宅は寝殿造り

で、家の中がうす暗かったことから、おしろいは顔を引き立てる役割を果たし、日本の化

粧技法の一つとなった。日本人の真黒な髪がさらに白い顔を引き立てた。そして、露出す

る箇所が少ない当時の女性は、紅化粧で頬や唇、手の爪を染めた。江戸時代になると、脚

の爪も染めるようになる。以上挙げたものを見ると、現代の化粧と色の使い方に相違のな

いことから、現代の化粧のベースは平安時代に形成されたと考える。 
 

（４）赤色の意味 
紅化粧は単に色味を派手にするためではなく、「紅化粧は、赤色崇拝、すなわち太陽を崇

拝することからはじまっており、皆太陽の子孫であることを示していると言われている。」

（『化粧の伝承』石上七鞘、８頁５行～６行抜粋）とされている。化粧の始まりは原始時代



 
 

3

からであり、日本の化粧が出来上がったのは社会が出来てからではないだろうか。生活す

るために出来上がる社会ではなく、化粧をすることに関して何らかの意味付けをする社会

だ。太陽崇拝のしきたりや、巫女や祭りの際に使われてきた紅化粧は、卑弥呼の墓や衣類

に神聖なる赤として使われているとされることから、古来より受け継がれていることがわ

かる。現在でも赤のイメージに純情や愛情等の意味が込められている。 
 

（５）江戸時代の化粧 
江戸時代の化粧は、庶民階級から発達していった。それまでの時代では、一般的に化粧

は先に述べたように巫女や祭りの際に使うもの、上流階級に親しまれていたものであった。

それを庶民階級が憧れ、真似をしていった。江戸時代での化粧は、今までとは正反対な発

展をみせた。江戸時代の女性を取り巻く社会は、封建的であり規制が多々存在した。江戸

時代の化粧は身嗜みの意味も込められていたが、現代の化粧と同じファッション感覚の要

素が強かったため、女性の化粧も規制対象化された。しかし、当時の女性や役者たちは、

規制にならないよう転々と技法や方法を変え網の目を潜り化粧をしてきた。また、現代と

同じような感覚を持った江戸時代の女性たちは、流行を追いかけた。化粧は流行の中、社

会的な流れに沿って地域ごとに異なる発達を遂げた。当時の化粧はほとんどが口コミによ

る伝達によってはやっていった。現代でいう広告のように、江戸時代では人気の歌舞伎役

者が使っています、等と商品を宣伝した。歌舞伎役者の浮世絵もその時その時の人気者の

浮世絵が売れ、それと同時に化粧品の流行も変わっていった。現代でも、その商品イメー

ジに合った女優が CM に出演をしている。京都でよく見かけるのは「舞子さんも使ってい

ます」というキャッチフレーズである。現代も江戸時代もそのイメージに憧れて女性たち

は商品を求めたのだ。 
化粧品のバリエーションが増えたのもこの時期であり、現代でいう「あぶらとり紙」や

「化粧水」、「美白美容液」も発達した。あぶらとり紙はもともと和紙から始まり、化粧直

しの道具の一つとして使われてきた。化粧水は、花の露と呼ばれる肌を整える美容液が販

売されるのではなく、それぞれの家で作られ使用されてきた。黒く日焼けをした際に江戸

時代では美白美容液というものを使っていた。これらの美容液の成分は、植物成分であり、

いばらの花の蒸留水に丁子の草で香りをつけていた。これは薔薇のエッセンスである。こ

のことから、江戸時代から現代までの間が「現代の化粧」に通じるものがあると考察する。 
 
（６）おしろいの移り変わり 
（５）のことから、「日本化粧で受け継がれ残っているものはあるのだろうか」という疑

問が起こった。受け継がれ残っているとすれば、現代の女性の感覚に近いものが残ってい

ると考察した。現代の女性の化粧は、数年前は肌を黒く焼いたコギャルと呼ばれる若い女

性もいたが、近年でそのような女性たちは見かけない。このような流行に流されるような

感覚ではなく、安定した趣向とは何だろうか。近年では、美白や美しい肌などのコンセプ
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トにした化粧品が多く販売されている。これも流行の一種なのかもしれないが、清潔感に

溢れた自然な化粧と美しい白い肌への憧れは今も昔も流行に左右されずに存在する。江戸

時代の化粧の代表的なものは紅化粧とおしろいを使った化粧である。ここにも、美白に繋

がるものが挙げられる。白は清潔や清楚などのイメージがあるが、漢字の意味的には「皓」

や「素」に分けられる。皓には光沢のある白、素には本来の地の色の美しさを意味する。

いずれにせよ白は、純白、純潔のイメージに変わりはない。その意味を持って、自分の肌

を綺麗に見せるため、おしろいで顔を真っ白に塗り最も趣のある姿へと化けたのが江戸時

代までの女性である。 
しかし、何故おしろいをこのように愛用してきたにもかかわらず、衰退していったのか

説明する。江戸時代で庶民に親しまれたおしろいには鉛が入っていた。そのため、鉛白粉

による慢性鉛中毒が多発していた。明治時代の歌舞伎役者、中村福助がこの慢性鉛中毒で

死亡した事件が起こったことから、おしろいに入っている鉛は体に悪いものなのだろうか、

と日本中に疑いが広がった。マスコミが未発達だった中、日本中にこの事件が知れ渡った

のは、中村福助が人気だったことによる。このことからも、日本人の歌舞伎役者に対する

憧れと、どれだけ注目していたのかがわかる。 
結果、鉛は体に悪いと考え数々の成分で試行錯誤し、鉛の入っていないおしろいができ

た。明治３３年頃には、すでに国産の無鉛おしろいは出回っていた。そして鉛の入ったお

しろいは、内務省により禁止され鉛入りのおしろいは衰退した。現在のファンデーション

が流行したのは、第二次世界大戦後であり、戦後日本は欧米化が進んだ。それは化粧も同

じであった。化粧法は欧米化し、昭和２７年頃から新しい化粧としてファンデーションが

売り出され、人々はおしろいよりも新しい化粧品を求めたのだった。日本本来のおしろい

の発展は途絶えたと言える。しかし、この後ファンデーションも日本化を遂げる。もとも

と海外から入ったファンデーションは白人向けの色をしているので黄色人種の肌では、自

然な化粧とは言えなかった。ファンデーションは赤みのある系と青白い系との２種類であ

った。そこで日本人は自分たちの肌にあったオークルと呼ばれる、２色の中間の色を発明

したのだ。現代に近づくにつれ、ファンデーションの質も改良された。そしてとうとう、

おしろいを使う人は限られるようになった。しかし、江戸時代から現代にかけて女性たち

は、白い美しい肌に憧れていたのは変わらない。 
 

②京都での調査 

このように、比較していくうちに江戸時代と現代に繋がる点が見つかっていった。現代

の女性たちの趣向を売れている商品を調査することで、化粧の移り変わり、江戸時代と現

代の化粧の共通点が分かると考えた。そこで、私は京都実習で化粧品会社へ女性の趣向の

移り変わりを見つめていくことにした。しかし、アポイントメントが取れず、化粧品会社

には文面上で質疑応答の調査となった。女性の化粧に必要不可欠な筆を専門と扱う、化粧
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筆専門店のアポイントメントを取ることができ、化粧筆を学んだ。まずは、化粧品の調査

結果と考察から上げていく。 

（１） 自然派化粧品の化粧品会社 

 名前は控えるが、自然派化粧品の商品イメージを掲げ敏感肌の女性の肌のケアや、敏感

肌に合った化粧品を販売している会社である。この会社にアポイントメントを取ろうとし

た理由は、漢方薬を使う自然派化粧品であることに、江戸、明治時代と同じ、肌をケアす

る化粧品の材料が使われているか調べたかったからだ。今回はアポイントメントが取れな

かったが、文面での質疑応答に応じて頂いた。質問内容は、化粧品のキャッチフレーズや

どのような商品が人気なのか、化粧品は人の手で作っているのか等を質問した。結果的に

は、ほとんどの質問に答えは出なかった。 
使われている材料、人の手だけで作られているか否か、自然派化粧品の肌に優しい化粧

品を求める女性の数やリピーター数は秘密事項で答えが出なかった。しかし、和漢植物エ

キスは改良せず、創立当時より同じものを使っていること、人気の商品はマッサージクリ

ーム、リカバリィジェルクリームの２点であること、創設当初からの目標は、安心して長

く御愛用いただける商品を作ること、毎日続けていただきやすいよう、ケアをシンプルに

すること、スキンケアのみならず楽しい気持ちもお届けすること、だということがわかっ

た。この目標と人気商品の２点を見ると、自然派化粧品、和漢植物エキスというコンセプ

トを持った化粧品に女性たちは良質な肌へと変わるためケア化粧品を求めていることがわ

かった。 

（２） 化粧筆専門店六角館さくら堂 

 今回の実習で唯一アポイントメントが取れた、化粧筆を専門にした会社である。化粧の

移り変わりを見る際に、化粧道具の移り変わりも関わってくると考えたためである。  
江戸の化粧道具は、ほとんどが現代に残ってはいないものの、現代とそう変わらないも

のを使っていた。しかし、現代の化粧筆以上のものは江戸時代には存在しなかった。化粧

筆は、広島の熊野筆の一種であり江戸時代末より書道筆として製造販売されたことから始

まる。昭和時代に入ってから書道筆から生まれた化粧筆は製造販売されていった。現在で

は化粧をする際に多々使用されている。実習で行ったことは、メイクセミナーで直に化粧

筆の重要性を実感すること、質疑応答である。質問の内容は、筆の使い方や種類、作られ

る過程や人気の筆、メイクセミナー受講者の感想である。これらから、化粧筆の重要性や

女性の趣向の移り変わりを捉えることができた。 
化粧筆はその時期に流行している化粧の仕方によって売れ行きが変わっていくことがわ

かった。２０１１年秋現在は、基礎ファンデーションを押している。化粧品はそれに伴い

ファンデーションが売れている。そしてファンデーションを綺麗に塗るためのファンデー

ションブラシという化粧筆が人気になっている。近年の傾向に、洗顔やクレンジングなど
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のケアも重視され、洗顔ブラシも売れているという。きめ細やかな泡を作り、クレンジン

グ商品に関係なく、つっぱらず透明感が出ることから多くの人が商品を求めている。この

ことから、現在の女性たちは透明感や白さ、肌のケアを重視し商品を購入していることが

わかった。また、２０１１年の女子サッカーワールドカップのなでしこ JAPAN の優勝で、

彼女たちへ国民栄誉賞の記念品として熊野筆が贈られた。日本人の化粧筆への注目が高ま

り、多くの人が恋人への贈り物や良質な化粧の仕上がりを期待し購入している。 
次に、メイクセミナーで学んだことを挙げる。今日の日本で化粧筆を使用する人は少な

い。化粧は、化粧品で決まるのではなく、その化粧品をどのような道具で施していくかで

仕上がりが変わってくるのだ。筆の毛の種類は、それぞれの用途に合った上等な毛を使っ

ている。値段が張りはするものの、化粧品に付属している道具とは比べ物にならなかった。

メイクセミナーに参加した女性客たちのほとんどが化粧品についているチップ等ではなく、

化粧筆を愛用するようになっている事実もある。化粧筆の使用者層の増加は、現代の化粧

における新しい始まりと考える。そして、メイクセミナーに参加した女性は笑顔になりイ

キイキとした表情を見せる。女優になった気分で化粧をする女性や、別人ではないかと感

じるほど後日来店した際に明るくなっている女性もいる。メイクセミナーの女性客の様子

や感想から、化粧が女性に与える影響が大きいことがわかった。 

３、結論 

 化粧品の移り変わりを調べるにあたって、文献での調査と比較、自然派化粧品の化粧品

会社へ文面上での質問、六角館さくら堂でのメイクセミナーと質問を行った。私の「どの

ように江戸時代から現代まで化粧が移り変わっていったのか」、「日本の化粧はいつ始まっ

たのか」、「江戸時代と現代の共通点はあるか」、「日本の化粧で受け継がれ残っていったも

のはあるのか」、という疑問は一部分だけ明らかにすることができた。これらの疑問を、女

性の生き方を観点に解決していった。「化粧の移り変わり」は、海外からの化粧法の伝来と

女性を取り巻く社会の変化に伴い、形を変え現代の化粧法へと移り変わった。「日本の化粧」

の始まりを文献で考察した結果、正確な始まりは不確かだが、意味付けがされたのは少な

くとも邪馬台国の卑弥呼の時代にはすでに赤色には神聖なる意味付けがされていた。そし

て、赤や白のイメージは現代でも同じように考えられている。日本化粧の始まりは化粧を

することに日本独自のしきたりや、意味付けがなされた時だと考えた。 
そして、２社での質問で現代の女性の趣向の移り変わりを見て、「江戸時代の女性と現代

の女性の趣向の共通点」を探した。まず、前提としての共通点は江戸時代の女性が現代の

女性と同じ「ファッション感覚」で化粧をしていたと考えていたことだ。ここから、現代

の化粧感覚の始まりを感じる。江戸時代の女性たちは、明りがうす暗いこともあり、おし

ろいで顔を真っ白に塗り際立たせた。白こそが当時の女性たちの中で最も美しいものであ

った。しかし、近代化に伴いおしろいに含まれる鉛が体に毒だということが分かり、鉛を

含むおしろいは法により禁じられ無鉛白粉が発達した。日本独特の白粉という化粧が発達
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したにも関わらず、戦後の欧米化に伴いファンデーションやチーク、ルージュ等の化粧品

と化粧法が伝わった。しかし、ファンデーションの色を黄色人種の日本人に合うように新

色を開発したことから、私は現在のファンデーションやルージュなど、日本人に適した化

粧品の数々を日本独特の化粧と考える。伝来した時期の社会も欧米化したことによって、

これまであった女性の位が低く、権威もない社会が変化を遂げた。化粧が現代のように身

近になったのは江戸時代の庶民階級が始まりと考えられる。そして、今日の平成の世の化

粧がここまで身近になったのは、女性が社会から偏見や差別をされなくなった女性社会の

形成が関わってきていることがわかった。つまり、化粧は社会や法律に沿って移り変わっ

ていくのである。   
そして、「受け継がれていったものはあるのか」という疑問は解決に至らなかった。自然

派化粧品の会社は、肌に良い成分や和漢エキスを配合していることから人気であるが、そ

の成分内容と製造方法は会社の秘密事項ということで江戸時代から使っていた、薔薇のよ

うな成分が今も使われているのか明らかにすることはできなかった。そして、化粧筆専門

店の六角館さくら堂では化粧道具はその時期の化粧品の流行に沿って、その化粧法に合う

化粧筆が売れることがわかった。最近ではクレンジングを重視する人々が洗顔ブラシを購

入している。メイクセミナーに参加した後の女性が、明るい表情をすることや、セミナー

後、以前とは別人のように笑顔が絶えず綺麗になった女性がいることから、化粧は女性の

気持ちや性格、ライフスタイルまでも影響していくことがわかった。化粧とは、一言で言

えるように思えるが現代に至るまでの化粧の歴史は女性史や社会の変容も関係してくるも

のだった。テーマにした化粧の移り変わりは、人々の生活する社会のうつり変わりでもあ

った。江戸時代の化粧は現代の化粧のベースであり、形こそ変わったが時代を経て町人た

ちの愛した化粧は現代へと繋がっていた。 

参考文献 

『化粧ものがたり 赤・白・黒の世界』高橋雅夫、雄山閣出版株式会社  

出版年１９９７年５月２０日発行 

『化粧の伝承』石上七鞘、株式会社桜楓社 出版年１９８７年１月１５日発行 

『―化粧文化シリーズ―モダン化粧史 粧いの８０年』津田紀代、村田孝子、ポーラ文化研究所 

出版年１９８６年１１月１０日発行 

『紅―伊勢半百七十年史―』澤田亀之助、株式会社伊勢半 出版年１９５９年１１月１０日発行 

『江戸の化粧』陶智子、株式会社新典社 出版年１９９９年１月２０日発行 

『NHK データ情報部編ヴィジュアル百科江戸事情第六巻服飾編』樋口清之、長坂一雄、雄山閣

出版株式会社 出版日１９９４年１１月１日発行 

調査協力 

化粧筆専門店六角館さくら堂様
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現代における雅楽の普及と伝承 
           2 年  栗林美緒 

・目的 
昔から部活動、サークル活動で「吹奏楽」という音楽に携わっているうちに、日本の伝

統音楽とはどのようなものだろうと考え始めるようになった。そして、様々な楽器が使用

され、現代の音楽とは違った形式を持つ雅楽に関心を持った。自分の中で、雅楽は古来よ

り伝わる日本の芸術で、「昔のもの」や、宮中で演奏される「高貴なもの」というイメージ

が拭えない。そのため、今日の若い人や一般の人には、Ｊポップなどの西洋から来た音楽

の形式に耳が慣れて、日本の伝統音楽にはあまり馴染みが無いのではないかと考えていた。

しかし、実際に調べてみると、神社の祭典や宮内庁を始め、様々な雅楽演奏団体による公

演などを通して、その伝統は今も世間に広まり続けているようである。そこで、実際はど

のような人達が、どのような形で雅楽に関わっているのか、そして世間一般に雅楽がどれ

くらい普及しているのか、その現状を、今住んでいる宮城と雅楽の中心地となった京都で

調べてみたいと思った。 
 

 
・雅楽について 
 雅楽とは、宮中や寺社などにおいて伝わる日本古来の音楽や舞のことを指す。 

上代以前から伝わる日本の音楽や舞に、アジア大陸の諸国からもたらされた音楽や舞が融

合し日本化した芸術である。楽器には管楽器(笙・篳篥・龍笛など)、打楽器(鉦鼓、太鼓、

羯鼓など)、弦楽器(琵琶、箏など)がある。演奏の形態として、指揮者はおらず、奏者たち

がタイミングを合わせながら演奏する。曲を楽器で演奏する前に、まずは曲を声に出して

歌う「唱歌」を行い、音やタテを合わせることから始める。雅楽の譜面は音符ではなく「チ

ラ」「メル」「トリ」などの片仮名や、漢数字で表記されている。この唱歌は基礎中の基礎

であり、本来は歌えるようになってからやっと楽器を持たせてもらうことができるという。 
 
・世間への普及とその背景 
平安時代、国風文化の繁栄と共に雅楽は宮廷貴族の世手活の中に深く関わっていた。十

世紀には京都、奈良、大阪に三方楽所(大内楽所、南方楽所、天王寺楽所)が成立する。平安

時代末期には貴族文化の力が衰えると共に、雅楽も衰退していった。1467 年、応仁の乱が

起こり、京都が火の海になると、楽人たちは四散し楽器も装束も焼失してしまう。しかし、

豊臣秀吉の保護により復興されていった。江戸時代に入ると、雅楽は儀式楽として行われ

るようになった。 
明治時代、雅楽はあくまで「やんごとなき際」の出来事であり、一般に知られることは

ほとんどなかった。だが、大正時代に入り、いくつかの国家的行事を契機として一般への
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雅楽の普及と理解を促す動きが現れ始める。この時、雅楽の他に時代の流れと共に中断さ

れていた古儀が「復興」され、新たに整えられ始めており、神道的な伝統が再び重要視さ

れるようになっていた。その初の大規模な機会となった行事は、明治天皇の大喪(1912 年)
と、大正天皇の即位儀礼(1915 年)である。これを機に雅楽が多くの一般大衆の耳目に触れ

るようになっていった。昭和に入ると、1928 年の昭和天皇即位を記念して 1930 年に宮内

省の楽人、東儀民四郎によって「雅楽普及会」が設立された。その目的は一般への普及で

ある。当時、ジャズやハワイアンなどの西洋音楽が隆盛し、浮かれた大衆を慎ましやかな

秩序だった状態に導くためには雅楽が必要だという考えを持つ人もいた。このことが設立

の背景にあるようだ。雅楽普及会は活動の中で、実技の講習を行い、演奏会を増やして一

般の人々が雅楽を聴く機会を設けた。また結婚式や葬儀で雅楽を用いることを雑誌の広告

で宣伝するなど、様々な活動が行われた。1931 年には、近衛直麿により「雅楽同志協会」

が設立される。この会では、定例の演奏会が月に一回の割合で開かれていた。その目的は、

一般の雅楽愛好家の技術向上、観客側が飽きない演奏の追求であった。創設者の近衛は、

皇室との関わりが深い正統な音楽としての雅楽の継承を考えつつ、外国でも雅楽の魅力を

知ってもらうために、雅楽のオーケストラ編曲という新しい試みも行った。 
 

・調査方法、場所 
雅楽に関する書籍を読み、それを基に宮城、京都で聞き取り調査を行った。宮城県の大

崎八幡宮、塩竃神社、京都府の石清水八幡宮、同志社大学同志社雅楽会の計四か所を訪ね

た。 
 

・調査内容 
その場所ではいつから雅楽が演奏されているのか、誰が伝えたのか、演奏者や指導者は誰

なのか、どのような演奏活動を行っているのか、などの内容をベースに、現代の雅楽を取

り巻く現状を聞いた。 
 
 
 
1.大崎八幡宮(宮城県仙台市) 
 大崎八幡宮では、祭典の際に神職の方たちが演奏を行う他、東京の雅楽演奏団体である

「伶楽舎」も演奏に携わり、その音楽監督である芝祐靖氏に横笛の指導を、伶楽舎の団員

である宮田まゆみ氏に舞と笙の指導をしてもらっている。毎年 8 月 12 日に行われる祭典「御

鎮座記念祭~雅楽の夕べ~」では、御神楽を舞い、雅楽の奉奏を行う。この祭典にあたり、

伶楽舎の方々に指導をしてもらい、当日は伶楽舎の団員と大崎八幡宮の神職、巫女によっ

て神楽舞と雅楽の奉奏が行われるという。また、今年度は、雅楽を通じて 3 月 11 日に起き

た東日本大震災の復興を祈ることを目的とし「雅楽の夕に、」というチャリティー演奏会が
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行われた。震災復興ボランティア活動を推進している方々と語る時間を設けたワークショ

ップを開くと共に、一般の方に雅楽を体験してもらうというこの「雅楽の夕に、」では、楽

器を持っている人はそれを持参して一緒に演奏したり、持っていない人でも、雅楽の有名

な曲を一緒に歌ったりすることができる。これにより、普段雅楽に接する機会が少ない一

般の方でも、気軽に雅楽に触れることができる。 
  
2.塩竃神社(宮城県塩竃市) 
 塩竃神社では、年代は定かでないものの、江戸時代には既に雅楽の演奏が行われていた

のではないかと考えられている。基本的に演奏者は神職の方約 10 名であるが、人員が足り

ない時は巫女さんも演奏していたことがあるらしい。この神社には神職養成所があり、実

家の神社を継ぐことを目的とした人が二年間を通して神職として学ぶべきことを学ぶ。そ

のカリキュラムには雅楽の実践も含まれており、生徒は必ず楽器を練習することになる。

練習は決して簡単なものではなく、楽器が演奏できるようになるまでは時間がかかるので、

挫折しそうになる人も少なくない。そのような人のために、雅楽にまつわる話をしたり、

書籍を読んでもらったりして、少しでも雅楽に興味を持ってもらえるよう工夫がなされて

いる。養成期間を終えた人の大体は実家の神社を継ぐことになるが、そこからまた自分達

の神社で神職たちに雅楽を伝えていくことはなかなか難しいようである。 
 塩竃神社では月に三回、定期的に行う祭典行事があり、そこでは雅楽の演奏(祭典奏楽)
を行う。神にお供えをし、礼拝することが祭典の主な内容である。これは特に参拝客に見

せるためのものではなく、あくまで日常の行事である。また、春と秋には神社をライトア

ップする行事があり、この行事でも雅楽が演奏される。こちらは演奏を楽しみに来る参拝

客も多く、特に年配の方が多い。元々の神社にとって雅楽とは、神に捧げるためのもので

あり、参拝客の前ではあまり演奏しないというのが普通なのであるという。 
 祭典行事の他に、近所の中学校の音楽の授業で塩竃神社の神職の方が雅楽を教えるとい

うカリキュラムがもう 14、5 年続いている。若いうちから伝統文化に触れる機会が設けら

れるわけだが、年間を通して授業は数回しか行われず、時間も 30～40 分である。生徒が毎

回楽しんでくれるのは良いが、神職側としては、設けられた時間が短いため次の段階に進

む前に授業が終了してしまうことに対して残念だと感じており、何か対策はないものかと

考えている。それと同時に、この授業をきっかけに雅楽に興味持つ人が増えてほしいと願

っている。実際に、その授業で雅楽に興味を持った卒業生が塩竃神社の養成所に入り、現

在も同神社の神職として働いている。 
 
3.石清水八幡宮(京都府八幡市) 
 石清水八幡宮は、昨年で御鎮座から 1150 年を迎えた。そのころから雅楽が演奏されてい

たのではないかと考えられている。昔この地域には｢やわたの楽人｣と呼ばれる人々が暮ら

し、地域に雅楽を伝え続けていた。だが、戦国時代にその伝統は祭りと共に一度廃れてし
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まう。江戸時代に再興されるも、その頃には楽人たちの技術を継ぐ者は存在しなかったた

め、朝廷から楽人が招かれ、地元の人たちがそれを習った。そうして大正 6 年に｢八幡雅楽

会」が発足した。この会は石清水八幡宮の神職の方々にも雅楽を教えていたこともあると

いう。彼らは普段それぞれの仕事に就いており、雅楽は副業として行っている。だが演奏

の追求にはとても熱心である。演奏者の高齢化が進む中、ここ 10 年の間に若手の演奏者た

ち(30 代後半)が入り、その伝統は受け継がれているようだ。 
 石清水八幡宮には研修施設、宿泊施設があり、京都國學院の学生達が実習に使っている。

石清水八幡宮で日常的に行われる祭りの準備の手伝いや雅楽の演奏をするのが主な実習内

容である。現在、石清水八幡宮では、京都國學院の講師の方に雅楽を教わっている。 
 また、毎年 9 月 15 日に行われる｢勅祭 石清水祭｣という祭典では、｢平安雅楽会｣という、

主に京都で活動する雅楽の演奏団体を中心に演奏が行われる。 
 今神社の仕事を引っ張っているのは主に若手の人達だが、雅楽の演奏に関しての意識は、

神職の世代によって波があるという。特に近年から今年にかけては、東日本大震災の義援

金を集めや、石清水八幡宮にとって節目となる行事が重なり、その多忙さから雅楽のこと

まで頭が回らないという現状がある。雅楽だけが神職の仕事ではないとはいえ、何か対策

をとらなければならないと、ベテランの神職の方は考えを巡らせている。 
 
4.同志社雅楽会(京都府京都市 同志社大学) 
 同志社雅楽会は、京都の市比賣(いちひめ)神社の宮司により主催された雅楽団体、「いち

ひめ雅楽会」に所属していた当時の同志社大学の学生によって、1992 年に設立された。彼

は、「雅楽をする学生を増やしたい」と考え、大学周辺の坂道を、楽器を吹き歩きながら、

学生達に呼び掛けたという。 
 同志社雅楽会では、年に一回行われる定期公演を始め、大学祭、新入生歓迎会、同大学

の邦楽サークルや能楽サークルとの合同演奏会、さらには他県から訪れる修学旅行生の前

での演奏も行うなど、その活動は幅広い。演奏のオファーが来ることもあり、その度に社

会との繋がりを大切にしている。定期公演では外国人の方も聴きにくることもあり、公演

のパンフレットの曲目には英語での説明も記載されていた。会のメンバーが外国人客と話

してみると、雅楽についての予備知識に関して日本人よりも詳しい人が結構いるらしい。

夏には合宿も行い、そこでは実際に宮内庁の雅楽部の方に指導してもらいながら、自分達

の技術向上に力を注いでいる。また、雅楽器や演奏の際に着る装束を売る店とは、依存し

あい、お互いを保ちあっている関係であるという。 

 同志社雅楽会の方々に、会に入部した理由を聞いてみた。ここで少し紹介させて頂く。 
 
・新入生歓迎会の演奏を聴いて面白そうだと思ったから 
・日本の伝統文化に興味があったから 
・何か珍しい趣味を見つけたかったから 
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・平安の雰囲気が好きだから 
・過去に太鼓を習っていて、他の和楽器をやってみたかったから 
・何か音楽をしたかったから 
・吹奏楽部だったけど、他の音楽にも興味があったから 
 
などの理由があった。 
入部当初は、演奏を聴いていてもわけがわからず、聴いているうちに眠くなることもあ

ったが、活動を続けていると耳が雅楽に慣れてきて聴くポイントが分かるようになってく

る。それもまた、続けていて面白いと思うことの一つであるという。 
大学のサークルとしての雅楽は、少しマイナーな印象を受け、学生が多くの人に雅楽を

伝えていくことには限度があるかのようにも思われるが、入部するほとんどの人達が初心

者のため、皆で一緒に新しいことを始めやすい環境にあるようだ。実際、同志社雅楽会で

は学生同士の結束も強く、練習の質がとても高いと感じた。 
  
 
まとめ 
 今回、書籍、いくつかの神社、大学の訪問を通して、それぞれの場所で雅楽がどのよう

に生活に関わっているのかを調べてきた。その中でわかったことは、雅楽は昔の伝統文化

としてただ残されているわけではなく、色んな人々の思いによって今もその姿が再構成さ

れ、今も広まり続けている現代の音楽でもあるということである。そして、雅楽は場所に

よってその演奏目的が異なってくると思う。神に捧げるため、地域の人に聴いてもらい体

験してもらうため、自分達で演奏がしたいから、など、皆関わっているものは同じはずな

のに、その目的は何パターンも存在する。また、「普及」に関しても、様々な形の「普及」

があることがわかった。一つ目は、演奏会や大きな祭典で大勢の人に見てもらい、聴いて

もらうこと。二つ目は、雅楽を知らない人でも、体験ができるような機会を設けることで

ある。現に塩竃神社では、中学の授業で雅楽を体験したことをきっかけとして、実際に神

職になり雅楽を演奏する立場になった人もいる。三つ目は、普及活動を目的として行われ

ているわけではないが、普段神社で習慣として行われる雅楽の奉納を、地域の人が参拝す

ることで日常的に耳にすること。つまり「雅楽が聴こえるということが生活の一部」にな

っているということである。様々な形で普及されている雅楽だが、伝承の形式も少しずつ

変わってきているようだ。最初の方で述べたように、外国の人にも親しんでもらうために

オーケストラバージョンの編曲が行われたり、現代の作曲家により、雅楽の中に西洋音楽

の要素が織りこまれたりと、時代に合わせて変化している部分も見受けられる。今回の実

習ではその辺りをより詳しく調べることができなかったので、これからまた調べていけた

らと思う。 
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最近の着物需要と 

外国人への対応方法について 
2 年 松田梨恵子 

 
<なぜこのテーマにしたのか> 
 私は 9 月に誕生日を迎え、20 歳になり、来年の 1 月には成人式に出席する。成人式とい

えば女性は華やかな柄の振袖を着て参加する人が多い。そして振袖を選ぶのに今までには

ないくらい沢山の種類の着物を見てきたことにより、今まで以上に日本の伝統的な衣服、

着物について興味を持った。今回の実習では、着物の歴史や現状、外国人に日本の伝統を

伝えるための工夫を 4 つの場所に実際に行きお話を伺ってきた。 
 
<西村呉服店> 
 ここは、仙台市中心部のアーケードにある老舗呉服店である。実際に京都に行く前にこ

の西村呉服店にお邪魔して、着物の基本的な歴史についてお話を伺ってきた。 
 現在、手芸屋などでたくさんの種類の布が販売されているが、それは布に機械でプリン

トしたものである。しかし、本当の伝統的な布の幅は人間の体の幅とほぼ同じだそうだ。

機械が発達する前は勿論機織り機で手作業のため、現在手芸屋で販売しているほど大きな

幅の布は作れなかったのだ。 
 日本の原始的な衣装の始まりは貫頭衣(かんとうい)である。これは、原始的な衣装の始ま

りであり、防寒の他に権力の象徴も表していた。これが着物の始まりである。そして、大

河ドラマ「篤姫」の時代に一番発達し、洗練され、文化的に成熟した。江戸時代中期頃に

確立した「小袖」という種類の着物は着物のベースとなったと言われ、中でも寛文小袖(か
んぶんこそで)に使われている柄は現在も様々な着物に使われている。例えば、現在も有名

な市松模様のもととなった「遠州市松」である。(下図 1～2 参照) 
 着物には 3 種類の原始的な染め方がある。ろうけつ染め、きょうけち染め、こうけち染

めである。ろうけつ染めは蝋を使用し防染する方法で、木版に蝋をつけそれを布に押し付

けたり溶かした蝋を筆につけ模様を描いたりした後に染め上げる。つまり、蝋の部分以外

に色がつく技法である。きょうけち染めは、二枚の板で布をはさみ、折り目やたたまれた

重なりに色がつかないことで面白い模様が出来上がる。こうけち染めは、布をつまんでく

くったり、縫ってちぢめたりして防染する方法である。きょうけち染めより自由なデザイ

ンが可能である。因みに、こうけち染めだが現在はほとんど無い幻の染め方と言われてい

る。(図 3～5)他に、絞りという技法もある。(図 6 参照)これは、一つ一つ手作業で布を縛り

染める技法である。しかし、この技法は現在機械化が進む中、細かい手作業で時間がかか
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るため、この技術を持っている人は年々減少しており、あと数年したら無くなってしまう

と言われているとても貴重なものだ。 
 お話をしてくれた方が次に見せてくれたのは、琳派の着物である。これは、江戸時代を

通じて栄えた装飾画の流派である。江戸時代初期の俵屋宗達が創始し、江戸時代中期の尾

形光琳が大成したものである。狩野派や土佐派のような幕府や宮廷御用絵師ではなく、世

襲の制度を持たず、私淑・影響関係によって画系が成立している。日本の美術の伝統に存

する美を近世の新しい感覚で追求、公卿、大名、町人の諸層に受け入れられ発展を遂げた。

この琳派の中でも神坂雪佳(かみさかせっか)という人が琳派の最後の人と言われている。そ

して彼の図案は今の着物の図案に影響している。これらのことをまとめると、着物という

のは長い歴史の積み重ねで洗練されたものであるというのがよく分かる。 
 次に、私があらかじめ準備してきた質問を伺った。どうしてこのお店を継いだのかと伺

うと、このお店はお話を聞いた方の曾祖母から始まった。そして、彼女が 20 代の頃からこ

のお店を継がされるだろうと感じていたそうだ。でも、彼女自身は着物が好きで小学生く

らいまでは年 3 回ほど着ていた。洋服が主流となっている現代で、年に 3 回も着るという

のは「しょっちゅう着ていた」ということになる。そして、それまで着物を着るときは着

付けをしてもらっていたが、高校生になると、着付け教室に通うようになり、自分で着物

を着ることが出来るようになった。そして、この西村呉服店のような老舗の呉服店が残っ

ているといいと思ったそうだ。 
 このお店の客層としては 60 代から上の方が多いそうだが、結構色々な年代の方が多い。

20 代とか若い人もいるし、10 代だと母娘で振袖を見に来たりすることも多いという。そし

て、宮城県に住んでいるお客さんが多いが、時には東京から来るお客さんもいるという。

それは、もともと宮城県出身だが結婚して東京に引っ越した方が多い。 
 この西村呉服店では、流行のものは置かないと決めているのだそうだ。なぜなら、昔と

変わらず、それぞれの分野でいいものを集めているからというのと、昔から買いに来る人

は古典的な柄や色を好んでいることが多いからだそうだ。やっぱり着物は日本の伝統的な

衣服ということで外国人のお客さんも来ることもあるそうだ。その時は外国人の方と一緒

に来た通訳の方に説明を通訳してもらうか、通訳の方がいない場合はこのお店のスタッフ

の方のカタコトな英語で説明しているそうだ。真理子さんは、着物はなんとなく「なくし

ちゃいけないもの」であると感じている。 
 最後にお店から出るときにハンカチなど着物の柄の小物が販売されているのに目がつい

た。これらは着物に興味はあるが、なかなか着る機会や勇気がないという人に着物を着て

いる気分になってもらうためにこのように販売しているのだそうだ。確かにこれだと少し

着物が簡単に身近に感じることが出来る、と思った。 
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図 1 友禅染小袖   図 2 寛文小袖  図 3 遠州市松 本袋帯 

 

図 4 ろうけち染め   図 5 きょうけち染め 図 6 こうけち染め 
 
<紫織庵> 
京都に着き、最初にお話を聞きに行ったのは紫織庵(しおりあん)だ。ここは、着物を着る時

に必要な襦袢をメインとした資料館である。建物もとても長い歴史があり、江戸時代後期

名医荻野元凱がこの場所で初めて医院を開業、明治時代まで彼の子孫の医院と門弟の教育

所として使用されてきた。大正 15 年、豪商の井上利助が、元凱がいた時代そのままに最新

のライト様式のモダンな洋間を加え新築、昭和 40 年から平成 9 年まで川崎家の本宅兼迎賓

館として使われていた。建物は洋館部分を国会議事堂なども手がけ「日本の近代建築の父」

と呼ばれる武田五一が、茶室や和室部分を数寄屋の名工の上坂浅次郎が設計参与し敷地 240
坪に京都の伝統的な「大併造」建築の代表例だ。現在、京都指定有形文化財及び京都府医

学研究会史跡に指定されているとても伝統のあるところだ。 
 襦袢は、着物の下に着るのが一般的で「下着」と言われることが多い。しかし、本来は

下着と着物の間に着る「中衣」と呼ばれ、下着ではないので外に見せても大丈夫なものな

のだ。 
 天正 10年(1582年)にキリシタン大名の命を受けて 4人の少年使節団がローマに派遣され、

8 年間の滞在後日本への帰国の途中にインドのゴアに立ち寄った際に宣教師から送られた

のが「ジバオ」(gibao)でこれが訛変化したのがジュバン(襦袢)になったと言われている。こ



 
 

17

れを着物の袖につけたものを南蛮襦袢といい、御殿女中に愛用された。これが今日の長襦

袢の始まりと言われている。江戸時代の元禄の頃になると着物が豪華になるに従って素材

も絹のちりめん等が用いられるようになり天保の頃には絞りや刺繍、など長襦袢にも着物

と変わらない染色技法が用いられるようになった。明治かから大正・昭和の初めまでは長

襦袢は内側の隠れたおしゃれとして最も華やかになり紅絹の裏地に小紋や刷りの友禅、刺

繍や絞り加工華やかな色調や個性的な長襦袢が好まれていたが戦火が激しくなるとともに

衰退、昭和 15 年の七七禁令で豪華な長襦袢は着られなくなっていった。戦中や戦争直後は

戦前のものを縫い合わせたり袖の見える所だけ絹を使ったりした。戦後の昭和 24 年の統制

解除とともに再び長襦袢が作られ始めたが詩実用的にはモスリンやウールが主流だった。

しかし昭和 20年代後半に軽目の北リンが北陸地方で大量に制作されるようになり北リンに

無地やぼかし染め、簡単な友禅染め加工をした長襦袢が大流行した。昭和 40 年頃から高度

経済成長とともに戦前の錦沙織を改良したものなどが生産され、染色も多くの式数を使用

したぼかしや絞り染め、手の込んだ友禅染などが用いられるようになり、着物と変わらな

いような素材と染色を施した長襦袢も出来ている。 
 私が訪れた時は特別展の「大正・昭和のおもしろ長襦袢展」が開催されていた。私が驚

いたのは、日本での流行はヨーロッパから来ていると思っていたが、実際はヨーロッパで

流行した色や柄は 80～100 年前に日本から来たものが殆どであるということだ。つまり、

日本の染色技術はトップだということだ。戦争中は、歴史的背景が襦袢の柄に使われてい

た。御所人形というぽっちゃりとした肉つきに白い肌、小さな手足に大きな顔、小さな目

鼻立ちの幼児の姿そのままに作られている人形で日中戦争のことを描いている「爆弾三勇

士」がかなり衝撃的だった。実際、戦争は恐ろしく生々しいものなのに、この御所人形は

穏やかに微笑んでいる子供なので、生々しく感じさせないようになっている。しかし、こ

の爆弾三勇士の本当のお話を聞いたらゾッとする内容だった。当時は、彼らは英雄として

伝えられていたというのにとても驚いた。 
 現在、着物は 85％がインクジェットで印刷されている。最初は、本当に昔からの伝統的

な友禅染めなどに「伝統工芸品」というシールをつけていたが、最近ではほとんどの着物

にそのシールがつけられるようになり、何が本当の「伝統工芸品」なのか分からなくなっ

てきた。なので、ここ数年は本物の伝統的な着物には「経済産業省伝統工芸品」というシ

ールに変わったのだという。そして、型友禅染めをする人の高齢化が課題となっており、

現在平均 65 歳以上なのだという。また、ビロード(下図 1 参照)というパイル織の一種もす

べて手作業で行われていて、これも高齢化や少数化が課題になっている。現在、殆どの着

物工場に職人がいないというのも現実だ。以前は工場で働いていたが、それだけでは生活

できずタクシーの運転手など転職する人が増えている。一生懸命作った物は小売店が高く

売るため、小売店だけ利益が上がり、着物を作っている人たちは働いている割に全然採算

が合わないのだ。そして、着物を売買する需要よりもレンタルや古着が増えているのも現

実だ。 
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 この紫織庵は年間 2 万人もの人が来るという。1/3 が建築関係の人達、1/3 が着物に興味

がある人、1/3 が一般の観光客である。学生では服飾系か美大が多い。外国人も訪れる人が

多く、年間 2000 人ほど来るそうだ。アジア系よりもヨーロッパ・アメリカ系の方が日本の

文化に興味を持っている人が多いそうだ。外国人が来た場合は英語のパンフレットを配布

し、ガイドがいる場合は日本語で説明し通訳してもらう。もしガイドがいなく外国人だけ

で来た場合は社長自身が英語で説明するそうだ。 
 
 
 

 
図 1 切りビロード 
 
<織成館> 
紫織庵に行った次の日には、織成館(おりなすかん)に伺った。ここは、西陣織を中心に展

示、工場見学が出来るところである。西陣の帯製造業「渡文」の初代渡邉文七氏の店舗兼

居宅として昭和 11 年に建築され、75 年の歴史がある建物だ。そして、平成元年には住居を

現在のようなミュージアムに改築された。改築された今でも当時のままに残っているのは

大黒柱、中柱、小柱である。入口すぐにある井戸も建てられた当時のままの物で、飲み水

以外の死活用水として使われていた。一部の壁には、れんがが使われておりそこに台所が

あったそうだ。 
西陣織は、京都の西陣から産出する織物の総称である。一般に美術工芸品に属する高級

織物で、錦、金襴、繻子(しゅす)、緞子(どんす)をはじめ、絹、毛、木綿などで織りだされ

る織物が含まれ、日本の代表的な織物として使われることもある。 
 平安遷都のときに織部司を設置、宮廷官人層の需要に応じる高級織物を織り始めたが、

やがて律令制の衰退とともに縮小されることになり、応仁の乱は織工たちを各地に分散さ

せた。応仁の乱のあと、江戸時代に入るまで山名宗全の西陣跡に居を移し生産集団を作り

上げた。ここで中国から伝わった新しい織物技術を持ち現在の基礎を確立した。西陣は常

に幕府の保護育成のもとに生産がおこなわれ、織物技術の水準が維持された。 
この渡文さんでは帯をメインに作っている。帯には袋帯と名古屋帯と 2 種類ある。袋帯
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は表と裏を織り袋状の仕立てたもので、長さは 4 メートルだが、袋状にするためその倍の 8
メートルもの長さを織るのが特徴だ。名古屋帯は、3.4 メートルから 3.8 メートルほどで袋

帯より短めにできている。そして、デザインも袋帯よりもカジュアルなものが多く、帯の

締め方が袋帯より簡単である。 
 西陣織には私たちが思っていたよりも一つ一つの工程が丁寧にされている。図を考案

し、方眼紙にその図案を映し、どこに何色の糸を使うのかを表す。そして、使う糸の太さ

を調節しデザインに合うようにその糸を染める。そして糸を使いやすいように一本一本ま

いて、やっと織り方が始まる。現在、今まで手作業だったものの機械化が進んできている

が、西陣織は昔と変わらず、織り機で丁寧に織られている。同じ図を機械で縫ったものと

織り機で織ったものの重さを比較してみたら、機械で縫った物のほうが重かった。なぜな

ら、機械で縫ったものは裏に本来より必要以上の糸が使われていたからである。また、こ

こでは 52 年ほど前から能の衣裳も作っており、観阿弥・世阿弥時代の人はとても身長が小

さく、身長 150 センチ代が平均的だったが、現在の日本人は身長が当時よりも平均 15～20
センチほど大きいので現代の日本人の大きさに合うようにデザインは変わらず新たに作り

直しているそうだ。しかし。これも帯と同様にすべて一つ一つ手作業で作るので 2 年に 1
つのペースだそうだ。 
この施設を訪れる人は常連のお客さんや、修学旅行生、観光客や外国人旅行者が多いそ

うだ。私が行ったときも沢山のお客さんがこの施設を訪れていた。また、外国の方が来た

場合、織成館には英語を話せるスタッフがいない為、説明は日本語を英語に通訳してもら

いながらするそうだ。実際、私が帯の制作工場を見ている時に外国人の団体客が来て、そ

の団体のスタッフが説明を通訳していた。 
私が織成館に伺った時はたまたま外国人の団体客が来た時と時間がかぶっていてスタッ

フの方も忙しくバタバタしていてあまりゆっくりお話を聞くことができなかったのが心残

りだった。話を聞き終わり、メモを見直ししてみると時間があったらもっと詳しい話を聞

くことが出来たかもしれないと思うところが沢山あった。 
 
<しょうざん 新和装事業部> 
 お話を聞きに行った最後の場所は「しょうざん光悦芸術村」の中にある新和装事業部の

浅井さんのところである。着物を売るのには様々な流れがある。浅井さんは、製作卸と前

売問屋を兼ねた役割を仕事としている。ここでは、着物に対する浅井さんの考えを聞いて

きた。 
 戦前までは着物は普段着だった。現在は生活様式が変化し洋服が主流になっているため、

冠婚葬祭の時に着るくらいだ。浅井さんが言うには着物を着るということは、おしゃれと

いう高級な遊びだそうだ。着物は着る人が少なくなっているため廃れると言われながらも

持続している。なぜなら、女性は産着(初着)、七五三、成人式、結婚式、葬式、卒業式など

で着る機会があるからだ。そして、日本人は東洋人独特の体型であるのが特徴である。こ
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れにより帯でウェストを締めることで洋服を上回るきらびやかさを表されるのだ。そして

着物を見るときは一つ一つを見るのではなく、帯や小物を含めた総合的なコーディネート

を見ると着物本来の良さが分かる。そして浅井さんは「良いものを知性的に着てもらいた

い」と考えている。知性的に、というのは、着物を着るときのルールを守らないと浮いて

しまうからだそうだ。 
 そして、浅井さんは「伝統は創作するための一つの資源である」と考えている。つまり、

伝統に甘えて型にはめるのではなく、新しいことにも挑戦し楽しむことが大切だというこ

とである。どんな新しいことに挑戦しているかというと、着物の柄にオーケストラで使う

楽器を使ってみたり、チェック柄を取り入れたり、絵本に出てきそうなキュートな動物が

描かれている着物をデザインしたり…。一番驚いたのは、白くて毛のふわふわした猫が描

かれている帯である。これも機械ではなく、手作業で描き染めたと聞いてとても驚いた。 
 浅井さんが現在抱えている着物業界に関する課題は、昔の柄は現在でも通じるがいつま

でデザインの型が使えるのか、着物や帯を作る職人さんが使えるか、である。やはり職人

の高齢化や離職する人の増加が大きな問題となっている。私がお話を聞きに行ったときに

丁度すぐ隣の工房で、手作業で塗っていた帯を見ることが出来た。前日の西陣織とは全く

違う作り方でとても興味深いものだった。そして、今まで着物業界が支え続けてきたもの

は一般消費者の着物に対する志向、若い人が浴衣を着るようになった事や着物への興味、

中年以上の人が今までのような堅苦しい着物ではなく、もっとカジュアルなデザインを好

むようになったということである。これらにより、街の中で着物を見ない日は少なくなっ

ているという。 
 
<まとめ・感想> 
 今回の実習で事前学習や実際に京都に行きお話を聞いたことで、着物に関する知識や若

い人たちの着物に対する意識を感じることができた。それぞれ着物業界で働いているが、4
つとも洋服の普及による着物の需要の減少、職人の高齢化などがやはり問題であるという

ことが分かった。そして、外国人が来たときの対応はその施設によって様々な方法で対応

しており事前学習でお世話になった西村呉服店や紫織庵、しょうざんでは自分でもとても

有意義で満足出来るくらいお話出来たのだが、織成館では緊張で頭が真っ白になってしま

ったというのと、スタッフの方も外国人の団体旅行客への対応でばたばたしておりあまり

質問やお話を聞くことが出来なかったのが心残りだ。そして自分の甘さも感じたところで

もあった。今度行くときはもっと下調べやもっと詳しい疑問点を見つけることが大切だと

身を持って感じた。 
 この聞き取りを通し、これからの着物の見通しについてはとても難しい課題であり、日

本の伝統を子孫に伝えていくために更なる努力が必要だと考える。ファッションなどの流

行は繰り返されるというが、最近では以前より若い人たちの着物への興味・関心が高まっ

ているようにも感じられる。しかし、着物を取り扱っているお店に入りづらくなかなか手
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を出せないというのも感じられる。着物は呉服店やデパートに売っているイメージもある

が、ショッピングセンターのイベントスペースなどでもっと気軽に着物の美しさを知る場

所も必要では、と考えた。織成館に行った時に紹介され、西陣織会館にも足を運んだのだ

が、行った時に着物のファッションショーを開催しており、それも着物を身近に感じられ

る良い方法だと感じた。京都は沢山の観光客が訪れ、日本の文化を様々な人に紹介するの

にとても良い場所だ。京都以外の都道府県でも京都のように日本の文化を紹介すれば着物

に関してもっと興味を持ち、着る人が増えるのでは、と考えられる。 
 
 
<参考文献> 
新潮選書『着物 染と織の文化』 
村上道太郎 著 
新潮社 昭和 61 年 3 月 20 日 発行 
<オンライン資料> 
布の豆知識 
http://www.ateliet-tom.com/tom/nunohanasi.html 
瀬織津園 
http://seoritsuen.com/index.html 
浸染の基本、さんけち 
http://shofu.pref.ishikawa.jp/inpaku/encyclopedia-j/5someori/2process/s___doc1-1.html 
紫織庵 
http://www.shiorian.com/index2.html 
西陣織 
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%A5%BF%E9%99%A3%E7%B9%94/ 
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京都の茶業界の現状 
２年 白木 晶子 

１．問題設定 
私は、今回の実習場所が京都に決まったとき、まず思いついたのがお茶（宇治茶）につい

てだった。現在、お茶の消費量は年々減少しており、飲み方もほとんどがペットボトルに

変わり急須で飲む機会が減ってきている。京都のお茶屋では、この問題についてどのよう

に思っているのか、また、お茶の需要を上げるためにどのような取り組みを行っているの

か疑問に思った。 
そして、お茶の需要の変化と取り組みをテーマに３軒のお茶屋を訪れ、聞き取り調査を行

った。また、近年では、抹茶がお菓子に多く使われている「抹茶ブーム」というものがあ

る。このブームについてどう思っているか、需要に影響があるのか年齢層に変化はあるの

かを伺った。 
 
２．調査内容 
・京都「通圓」さんでの聞き取り 
９月１２日に京都府宇治市にある通圓さんを訪れた。まず、お茶の需要を 
 上げるために行っていることを尋ねたところ、以前はお茶の葉のみを販売していたが、

お店の隣に喫茶を設けたという。また、試飲の機会を増やし１人でも多くのお客さんにお

茶本来の味を知ってもらうことをはじめたという。その結果、急激に需要が上がったわけ

ではないが、若い年齢層のお客さんが増えたという。喫茶には主に抹茶を使ったスイーツ

が売られていたし、試飲をすることでお茶に興味をもつお客さんも増えるのだと感じた。 
また、外国人の需要者を増やす取り組みとして英語のパンフレットを配布したりしている

という。傾向的に外国人の観光客は日本人に比べて質の高いお茶を購入することが多いと

いう。特に、大々的な取り組みではないが、お店でできる範囲のことをやっていきたいと

おっしゃっていた。 
そしてお茶の加工の仕方だが、現在京都のお茶業界のほとんどは機械で茶葉を生産してい

るという。やはり、手もみの場合付加価値が高く、一度に作れる宇治茶の量が限られてし

まう。茶葉は最少量で３グラムから販売しているという。そして、お茶をお菓子の材料と

して使うようになったのはいつごろか、またなぜ取り入れようと思ったのか尋ねたところ、

通圓さんのお店では、抹茶を使ったお菓子は直接は販売していないという。ただ、お茶を

使ったお菓子が最初に作られたのは、江戸時代でらくがんというお菓子だという。また、

抹茶を使ったお菓子が多く取り入れられている理由は、抹茶は元々がパウダーのため材料

になじみやすいという。他のお茶は茶葉のためお菓子にするには難しく、またいいお茶ほ

ど 
傷みやすいため、抹茶が一番お菓子に合うという。最後に、時代によって味の好みに変化
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はあったか、また現在人気のお茶は何か尋ねたところ、あまり味の好みに変化はないが、

煎茶は焙煎が強く甘いため人気はあるという。 
  また、煎茶は日本で一番多く飲まれているお茶であるという。お話を伺っている際に

お茶をお出しされ飲んでみたところ、今まで飲んでいたお茶と全く味が異なりとてもまろ

やかだった。茶葉そのものの味もあるが、お茶は入れる温度によって味の深さや甘みが変

わってくるという。 
  
・京都「丸宗」さんでの聞き取り 
  ９月１３日に京都府宇治市にある「丸宗」さんを訪れた。質問内容は、通圓さんとほ

ぼ同じである。丸宗さんは、小売店ではなく、他のお茶屋さんなどに自分のところで作っ

たお茶を提供している問屋さんなので、さまざまなお話を聞くことができた。 
まず、丸宗さんが特に力を入れているのが抹茶、てん茶であるという。丸宗さんでは、お

店で取り扱っている商品の約８割が抹茶を販売しているという。そして、抹茶になる前の

ものをてん茶といい、てん茶は約８割が宇治で生産されているという。てん茶は茶葉であ

るが、生のまま食べられることができ、私も一口食べさせてもらった。正直、苦いのかと

思ったら全くそんなことはなく香ばしくて少し海苔に近い味がした。これを茶葉としてだ

けでなく、おにぎりに混ぜて食べることもできるので、お茶を食べるという違う形で需要

を上げていけたらとおっしゃっていた。 
また、需要を上げるためのほかの取り組みとして、以前にインスタントのお茶を開発した

という。ティーバッグのお茶ならあるが、インスタントのお茶というのは今までなかった

と思う。インスタントのお茶の利点は、茶葉のかすが出ない、ゴミが出ない、水筒などが

あればどこでも気軽に飲めるという点である。ただ、１袋に対する原価が高かったり、衛

生面のこともありまだ一般には出されていないが、そこをなんとか改善して商品として販

売していきたいとおっしゃっていた。確かに、コーヒーのインスタントがあるのだから、

お茶のインスタントもあっておかしくない。私もサンプルをいくつかもらって使ってみた

が、時間がないときは水筒にお湯か水を入れれば、あとでインスタントのお茶を入れれば

いい 
し、１袋がちょうどいい量なので何個か持ち運んで飲みたくなったらまた入れるという感

じでとてもエコだし楽だなと思った。これが、商品として販売されたら、もっと多くの人

にお茶を飲んでほしいと思う。 
また、丸宗さんも通圓さんと同じように、お店で直接抹茶を使ったお菓子などは販売して

いないという。また、今後、このようなお菓子を店頭に出す予定はなく、お茶のみで勝負

していきたいとおっしゃっていた。近年の「抹茶ブーム」については、自分の店の商品の

抹茶がお菓子に使われ、たくさんの人に食べてもらうのは嬉しい。ただ、あくまでもその

抹茶は本来の抹茶の味ではなく、ある程度加工された抹茶の味であるから、それがほんと

の抹茶の味だと思わないでほしいとおっしゃっていた。 
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そして、私がお話を聞いて一番驚いたことは、お湯を入れる温度によって味が変わるとい

うことだった。お湯の温度が低いほうが、アミノ酸といううまみ成分が多く渋み・苦みは

少なく、うまみが強く感じられる。だから、お茶会などで出される抹茶は熱いお湯で淹れ

ているため苦みのほうが強く感じるのである。飲む人の好みや時間、場所などに合わせて、

お茶の淹れ方を変えてお茶の味を楽しんでほしいとおっしゃっていた。 
  
・京都「一保堂」さんでの聞き取り 
  ９月１４日に京都市にある一保堂さんを訪れた。まず、一保堂さんがお茶の需要を上

げるために行っていることは、出張教室というものである。これは、京都府内の学校やイ

ベントなどで、お茶の淹れ方やお茶の種類、道具などを直接教えるというものである。た

だ、ここではお茶会などで使う本格的な道具ではなく、手軽に家でも使えるようなものを

PR したり、子供たちに簡単なお茶の体験をしてもらうというものである。少しでもお茶に

興味を持ってもらったり、今後なにかに生かしてもらえればというのが狙いであるという。 
また、ギフトの体裁を変え堅苦しいお茶のイメージを少しでも変えようとしているという。

そして、一保堂さんのお店で去年から売り始めたというマグボトルがある。マグボトルの

デザインも動物が描かれていて、それぞれの動物がお茶を淹れていたり茶葉を選んでいた

り、細かくデザインされていて和テイストだけど、かわいらしさもあった。去年数を限定

して販売したところ完売したという。外国人の観光客に向けては、英語、中国語などのそ

れぞれのカタログを用意したり、英語が喋れるスタッフをつけたりしているという。また、

一保堂さんも同様にお店では抹茶を使ったお菓子は販売していないという。また、人気の

お茶は煎茶や番茶だという。やはり、さわやかな香りとまろやかな味わいで日本人に親し 
みやすい味だからだという。 
そして、一保堂さんが大事にしていることは葉の良さを伝えるということだという。お茶

の消費量が年々減り続け、お茶に対するイメージもなんとなく堅苦しく敷居の高い感じが

するという人も少なくないと思う。その中で、自分たちが売るお茶の良さを少しでも多く

の人に知ってもらうために、出張教室を行ったり、商品のデザインを凝ってみたりしてい

るという。お茶が苦いと感じる子供たちにお茶の本来の味の良さを分かってほしいとは思

わない。ただ、お茶の淹れ方で味が変わったり、お茶をたてる楽しさを少しでも感じてく

れたら嬉しいとおっしゃっていた。 
 
 
３．まとめ 
  今回の京都実習で、私は３軒のお茶屋さんに聞き取り調査を行った。その結果、同じ

質問に対して３軒すべて同じ答えが返ってくるものもあれば、異なる答えが返ってくるも

のもあった。また、私はそれぞれが独自で茶葉を作ったり売ったりしていると思っていた

が、問屋さんから取り寄せているところもあることを知った。また、聞き取り調査を行っ
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て私が感じたことは、需要を伸ばすことを基本にしているのではなく、あくまでも自分た

ちのお茶を好んで飲んでくれる方を大事にしているという印象をもった。売り上げも大事

だけれど、買いに来てくれるお客さんを基本に、どのようにお茶を伝えていくかというの

を大事にしているのが伝わってきた。 
時代が変わるにつれて、文化も変わっていく。急須から手軽なペットボトルでお茶を飲む

という現代になっているのは仕方がないことかもしれない。ただ、この実習を通して、普

段飲むペットボトルのお茶と急須で入れたお茶とでは全く味が違うということを強く感じ

た。そして、お茶に対する見方も変わり、少し身近に感じることができたのではないかと

思う。私は、今の若い人たちに急須で入れたお茶の美味しさやお茶の魅力をもっと知って

ほしい 
 と感じた。そして、お茶に触れる機会をもっと増やしてすこしでも興味をもつ人が多く

なればと思う。 
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「八ツ橋と企業の努力」 

 2 年 鈴木 悠 
 
目的と調査方法 
 京都のお土産と言えば八ツ橋が有名であるが、食べたことがあるだけで、実は詳しく知

らない。八ツ橋について詳しく調べ、また土産物としての現状がどのようなものなのかを

知る。今回の実習では聖護院八ツ橋総本店さんと京都銘菓おたべさんにて、聞き取り並び

に工場見学や実際に生八ツ橋を作るといった体験をさせていただいた。 
 
八ツ橋とは 
 米粉、砂糖、肉桂（シナモン）を主な材料とした菓子。薄く伸ばした生地を焼き上げた

堅焼き煎餅の一種で、焼き上げずに一定サイズに切り出したものは生八ツ橋（なまやつは

し）と呼ばれる。純粋に生地だけのものと、正方形の生地を二つ折りにして餡を包んだも

のがある。名前の由来については、近世筝曲の開祖と称えられる八橋検校を偲び箏の形を

模したことに由来するとする説と、『伊勢物語』第九段「かきつばた」の舞台「三河国八橋」

にちなむとする説がある。八橋検校を悼み琴に似せた菓子を八ツ橋と名付けた金戒光明寺

の参道の茶店で売り出したのが始まりとされる。 
 
調査内容 
聖護院八ツ橋さんにて聞き取り並びに工場見学 
 聖護院さんでは、全工程を機械化するのではなく、人の手を多く入れることにこだわっ

ている。生地の仕上がり一つとっても、今までの伝統

の味を守り続けていくために必要なことである。工場

内には多くの社員さんがおり、皆気さくで優しい人た

ちである。私たちが見学した際も、嫌な顔せず話をし

てくださったり、作業を体験させてくださったりした。

聖護院さんでは、障害のある方も多く働いており、皆

健常者と同じ扱いである。一度覚えた仕事はしっかり

こなし、とても真面目だという。その年その年の特に

良い素材を使うことで、歴史ある変わらない味を提供

している。しかし、かわらない味を提供するためには、

味を変えなければならない。一見矛盾しているように

感じるが、時代によって変わる私たちの味に対するニ

ーズに合わせて微妙に配合を変えているということ

である。変わらない味を保つことは容易ではない。味
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と言えば、聖護院さんの商品ラインナップは他社と比べるとあまり多くないが、それは流

行に乗って信頼を失うということをしないようにする為である。しかし、包装を季節ごと

に変えたり、季節ごとに旬の味のものを出したりといった工夫をしている。もちろん新商

品の開発は常に行われている。聖護院さんでの八ツ橋と生八ツ橋の売上比は、３：７で生

八ツ橋のほうが高い。私の周りには、八ツ橋を生八ツ橋と思っている人が多いことからも、

現在は生八ツ橋の方が有名であることがうかがえる。海外の観光客に対しては、英語、中

国語、韓国語などで書かれた説明文などを置いている程度だ。近年購入者は少しずつ増え

てはいるが、多くはない。彼らにいかに買ってもらうかが今後の課題である。 
 
京都銘菓おたべさんにて聞き取り並びに生八ツ橋手作り体験 
 おたべさんは、他の老舗に比べると比較的新しい会社であることから、いろいろな事に

チャレンジしていこうという話を伺った。商品ラインナップの多さから、そのことが分か

る。材料にも変化を持たせてみるなどと、味の追求をしている。おたべさんでは、大量生

産、衛生面といったことから、機械生産が主である。八ツ橋だけでなく、洋菓子にもチャ

レンジしており、常にチャレンジ精神を欠かさない。おたべさんでの八ツ橋と生八ツ橋の

売上比は、１～２：９～８で、こちらも生八ツ橋の方が高い。おたべさんでは、契約農家

から毎年原材料を仕入れている。その農家で社員自ら農業体験をしている。美味しさを知

り、伝えるための体験である。近年では、どこかの会社で新しい味を出すと、すぐに他社

の会社でも同じ味が出るといったことが続いている。また需要が年々減少傾向で、けっし

て良い傾向ではない。八ツ橋を食べて美味しいと感じてほしい。そして、そのことを伝え

ていきたい。おたべさんでも、海外の観光客に対しては、外国語の値札表記程度である。

アジア圏の、餡子や餅を食べる文化のある国の人には、八ツ橋は受け入れてもらえるが、

餡子や餅を食べない文化圏の人には、まだまだ受け入れ難いもののようである。お話を聞

く前に、生八ツ橋の手作り体

験に参加させていただいた

が、多くの人が参加していた。

説明を聴きながら混ぜたり

切ったりこねたりするだけ

の簡単な作業だった。蒸し上

がった生地が少し熱く、こね

るのが大変だが火傷するよ

うな熱さでもないので、誰で

もできる。味も数種類あり、

自分好みに作ることができ

る。八ツ橋の作り方を知り、

さらに美味しさを知ること
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ができる体験だった。 
 
まとめ 
 今回初めて八ツ橋について調べさせてもらったのだが、名前の由来や歴史、企業の努力

を知ることができた。八ツ橋には何故ツが入っているのか、といったちょっとした小話ま

で聞かせてくれた。時代のニーズに応えるべく新商品の開発や、味の追求、伝統の変わら

ぬ味、そして八ツ橋の美味しさを伝えていくために、多くの努力をしていた。八ツ橋には

基本的に肉桂が入っているが、最近では肉桂なしの八ツ橋も売られ始めている。肉桂が苦

手な人でも八ツ橋を食べることができるということである。いろんな会社が季節もの通年

ものをいかに売るかと、試行錯誤している。今回は二つの企業さんでしか、話を聞けてい

ないが、どちらも八ツ橋の美味しさを伝えたい、京都に来て食べて、買っていただきたい

という思いが感じられた。最近ではお取り寄せや、地方に支店ができ、京都に来なくても

買える状況である。そして今年の震災で、観光客は減っていると聞いた。より一層の顧客

獲得の為の努力が必要となるだろう。今回のお話を聞いて、個人のお土産を買う際に、普

段はあまり買わない八ツ橋を買ってみたり、肉桂の入っていない生八ツ橋を肉桂の苦手な

友人へ買ったりと、とても意識していた。話を聞く前の私なら、適当なお店でなんとなく

生八ツ橋を買い、肉桂が駄目ならお土産にできないな、と諦めていただろう。今回の実習

では、新しい見方捉え方ができ、知識も増えた。これから一個人として、微力ながらも八

ツ橋のおいしさを伝えていこうと思う。 
 
参考資料・聞き取り協力店舗 
八ツ橋のひみつ 山口育孝 株式会社学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事

業室 2010 年出版 
八ツ橋 Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E3%83%84%E6%A9%8B 
聖護院八ツ橋総本店様 
京都銘菓おたべ様 
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京銘菓における存続と現状について 
2 年 菅原 麻理 

１． はじめに 
現在、多くのお菓子が出回る時代であるが、そのようなお菓子はすぐに製造中止にな

り、スーパーの売り場からなくなってしまう。また、長年にわたって定着しているお菓

子は少ない。一方で、八ツ橋は京都の伝統的なお菓子として有名であり、多くの人に知

られている。このように、今日まで伝統を守り続けて多くの人に親しまれるお菓子が作

られている会社の姿勢や現状について知りたいと思い、今回の調査を実施した。 
 
２． 調査方法・手段 

2011 年 9 月 12 日に株式会社聖護院八ツ橋総本店と株式会社おたべの２店舗に聞き取り

調査・見学を実施した。 
 
３． 聖護院八ツ橋での聞き取り 

 元禄２年（1689 年）創業で歴史も長く、京都の味として多くの人に親しまれている聖

護院八ツ橋でお話を聞かせていただいた。歴史も長い会社ならではの非常に興味深いお

話を聞くことができた。 
まず、企業理念として、「味は伝統」という考えが挙げられる。これは、伝統を守りつ

つ変わらない味をつくる・伝統を守りつつ新しい味をつくるということである。変わら

ない味をつくるために、手作業の重要性を重視しているそうだ。また、生地の仕上がり

などは手の感覚でしか分からないことも多く、人の手を入れて商品をつくることを大切

にしている。常に変わらない味を提供するのは難しいが、同じ味を保つのは職人の腕の

見せ所だといえると仰っていた。仕入れにおいても、産地を特定せずに行っている。年

によって、材料の出来が異なることを避けるためである。毎年、現地に足を運び決めて

いるそうだ。材料を決めることは、変わらない味を作る企業努力につながっている。 
また、変わらない味を作るということは、時代によって味を変えることで変わらない

味にしているとも仰っていた。伝統を守り続けるということは、ただ単に、味を守るだ

けでなく、時代の移り変わりとともに味も変化させ、変わらない味を守るという意味も

含まれている。私は、この考えに納得させられた。それと同時に、常に変わらない味を

提供すということは、たゆまぬ懸命な努力があるからこそであると強く感じた。 
そして、伝統を守るには、定義にこだわって本質を忘れてしまう傾向にあるので基本

を失わないことも大切だと仰っていた。これに関連して、この会社では商品の種類が他

社より少ないそうだ。また、新商品の開発はかなりしていて、ラインアップを増やそう

としているが、商品として販売されるペースも遅いそうである。利益を考えれば、その

都度の流行で商品を作れば良いが、この先も長きに渡って売れるかどうかということを
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しっかり吟味した上で商品化をしているのである。これも、会社の戦略の一つであるの

である。流行や話題性のみを追求するにではなく、時間はかかっても信頼を一番に念頭

においた商品づくりがされていると感じた。 
 企業としては、障害者雇用も積極的に行っている。障害者施設とも連携して、熱心に

受け入れがされている。熱心に働く姿勢に逆に見習う部分が多いそうだ。会社全体とし

ても、隔てがなく、非常に良い環境ができているそうだ。 
 八ツ橋から買い手に伝えていきたいことは、おいしいと思ってもらうことが一番だと

仰っていた。まずはお客さんに実際に京都に足を運んでもらい、社員のおもてなしを受

けてもらいたいそうだ。このように、さすがだと思われる商品・接客づくりを心がけて

いるのである。また、催事などで実演販売をして京都のみならず、地方へのアピールも

努めたいと仰っていた。 
 和菓子の現状としては、特に脅威はなく、住み分けができているそうだ。和菓子は和

菓子として今後もやっていきたいと仰っていた。また、洋菓子にも挑戦している。今年

３月からオープンした、「nikniki 1689」では、季節をかたどった創作菓子やといった八

ツ橋を使った現代的なお菓子が販売されている。このように、八ツ橋の洋風の時の味も

客に楽しんでほしいと仰っていた。元来の商品だけでなく洋菓子の要素も取り入れた商

品作りにも意欲的であることが分かった。また、八ツ橋に洋菓子の要素を取り入れるこ

とで幅広い年齢層に八ツ橋の魅力を伝えようという努力がされていると思った。 
 また、実際に、工場の中も見学させてもらった。現在は基本的に機械での作業が主で

あるそうだが、いくつか手作業の工程もあった。自分が想像していたよりも人の手によ

って作業されている部分が多くあり、職人の技術を感じさせられた。 

       
 
 
４． おたべでの聞き取り 

 昭和 46 年創業であるおたべにお話しを聞いた。八つ橋業界の中では、比較的新しい 
会社ということもあり、積極的に新たなことに挑戦的姿勢で取り組んでいる。何事にも

意欲的な姿勢で臨んでいて貴重なお話を聞くことができた。 
 この会社は、八つ橋業界では新たに参入した会社であり最初は苦戦したそうだ。伝統

を守るというよりも、挑戦的な姿勢が多い。これは、社員教育においても何事にもチャ
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レンジするという考えで行っているそうだ。チャレンジした結果が現在の姿であり、こ

れからもチャレンジしていくという非常に意欲的で前向きな姿勢で取り組んでいる。 
また、和菓子の現状としては、和菓子は苦戦を強いられているそうだ。確かに、和菓

子はおいしいが、手軽に手に届くものがなく、遠い存在となっている。これからは、い

かに和菓子を手に取りやすい存在にして身近にしていくかが課題となっている。実際、

商品のラインアップに注目しても、八ツ橋クランチやチョコ八ツ橋といった洋菓子の領

域も充実させていることが分かる。このように、従来の八つ橋だけでなく現代的なお菓

子も取り入れることで若い世代といった幅広い年齢層を対象にした商品づくりが考えら

れているのだと感じた。 
 八つ橋から買い手に伝えていきたいこととしては、食べておいしいという認識を持っ

てほしいそうだ。現在は、洋菓子に押されていて、どうしても和菓子が手に届きにくく

なっているのが現状だからである。また、作り手としても、おいしさを伝えていきたい

そうだ。ここでは、福井のコシヒカリというように厳選された素材を使っている。素材

について述べているのはここだけなので、他社との差別化にもつながっている。 
 また、商品のサイクルも非常に短く、新しい商品を出したもの勝ちになっているそう

で良い傾向だとは思っていないそうだ。 
 今回は、おたべで行われている「おたべ体験道場」という生八つ橋作り体験にも参加

した。ここでは、製造工程も見学することもできる。この体験もおいしさを伝えるきっ

かけ作りにつながっている。このように和菓子に触れる機会を身近なところから感じて

もらえるように心がけられていた。私自身、正直、和菓子は身近な存在とまでは感じて

いなかった。体験を通して、和菓子のイメージが身近に感じられるようになった。 
 また、製造工程も見学することができた。この日は、すでに製造は終了していたが、

大きな機械がいくつかあり、製造の様子をうかがうことができた。ここでの製造では、

基本的には機械で行われているそうだ。機械のメリットとしては、安定したものが作れ

るといったように安心安全に特化しているそうだ。ただ単に大量に製造できるという理

由だけでなく、商品を第一に考えていて商品を提供することに対する意識の高さを感じ

た。 
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５． まとめ 
今回、２社から聞き取り・見学調査をして、決して揺らぐことのないたゆみない日々

の努力がどちらの会社にも見受けられた。双方とも、商品を提供することに対しての意

識の高さや熱意が強く感じられた。 
一見、両社とも八ツ橋という商品を扱っていることから方針や姿勢も同様なものだと

考えがちである。しかし、将来性や姿勢に目を向けると、聖護院では伝統を守りつつ変

わらない味・新しい味を追求しているのに対して、おたべは積極的に新たなことに挑戦

し、時代に則した商品作りに取り組んでいる。 
また、和菓子の現状に対して、聖護院八ツ橋は特に脅威はなく、住み分けができてい

ると仰っていたのに対して、おたべは和菓子は手軽に手に届くものが少なく、遠い存在

となりつつあり、苦戦を強いられていると仰っていた。この点においても、両社の目指

している方向性の違いが明らかになっていると考えられる。実際に比較することで、こ

こまでも細かな違いが多く出ていることに気づき、私は驚いた。 
古の味を現代に継承を続けている聖護院八ツ橋、現代の味として若者をはじめとして

広く浸透しているおたべ。この２つは、相反していて交わることは決してないが、これ

からも京都の味として末長く多くの人々に愛されるだろうと私は確信している。 
現状として、和菓子業界は悪戦苦闘していている。どうしても洋菓子に押されぎみの

傾向となっている。そのような時代であっても、八ツ橋といった日本古来の伝統的な菓

子は後世に残すべき価値があることは間違いない言えるのではないかと思う。その上で、

時代に則した商品開発も必要不可欠だと思った。 
調査を終えて、商品づくりの裏側を少しでも知ることができたことは消費者という立

場からも視野が広がり、自分にとっても有意義なものとなった。 
 
最後に、お忙しい中調査にご協力いたたいた聖護院八ツ橋様、おたべ様に感謝の意を

表します。 
 
参考文献 
学研まんがでよくわかるシリーズ 八ツ橋のひみつ 山口 育孝 橘 悠紀 
株式会社 学研パブリッシング （2010 年） 
 
株式会社聖護院八ツ橋総本店 
http://www.shogoin.co.jp/new.html  
 
株式会社おたべ 
http://www.otabe.co.jp/  
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                京都といえばこの和菓子     

                        2 年 石橋菜々子   

             

（１） はじめに 
今回京都に国内実習として行くことになり、甘いものに目がない私は京都といえば八つ橋と言う、

なんとも単純な考えでテーマを決めた。しかし、知っているのはその名前と味くらいで歴史や材料、

製造方法など基本的なことは知らず、一から八つ橋を知るべく、八つ橋を製造している会社の中

から聖護院八ツ橋、おたべの二社にご協力いただいた。 
 
（２） 本論 
二社に伺った貴重なお話をまとめる前に大きく分けて二種類の八つ橋について説明したい。 
今では柔らかい生八つ橋が主流になっているが、最初の八つ橋は硬く湾曲した長方形の形をして

いる。これは米粉、砂糖、ニッキを混ぜて蒸し、伸ばした生地を焼き上げたもので、最も長い伝統

がある。 
生八つ橋は蒸した生地を焼かずに切り出したもので、正方形の生地を二つ折りにして餡を包んだ

ものであり、現在実に多くの種類が発売されており、その売り上げは八つ橋以上である。 
使われる砂糖にも違いがあり、八つ橋には上白糖、生八つ橋には三温糖が使われている。 
 
聖護院八ツ橋は「米と砂糖を練ったものに、ニッキで香り付けしたもの」を八つ橋の定義としており、

それを忠実に守っている会社である。現在ニッキが苦手な人が増えているが、基本を見失っては

いけないと、定義通りの商品作りをしている。 
さらに、昔ながらの伝統的な手作りでの八つ橋作りも大切にしており、手焼きでの八つ橋も作って

いる。その代表例が「カネール」である。カネールは特に水分の具合などが難しく、人の手でないと

柔らかく作れないそうだ。実際試しに作らせていただいたが、焼きたての八つ橋はとんでもなく熱く、

私の手では触ることさえ難しかったが、工場で働いている方はとても簡単そうに作っていたのには

驚いた。                                           （カネール製作中） 
 
八つ橋の始まりは江戸時代初期に活躍した琴の名人であ

る「八橋検校」に由来しており、八橋検校の法要のために作

られたのが八つ橋の始まりでもあることから、障害を持った

人への恩返しの意味も込めて、聖護院八ツ橋では障害を持

った人の採用にも力を入れている。しかもその比率は８.
６％を占めているというから驚きである。が、実際工場内を

見学させていただいた際に、とても気さくに声をかけてくださり、更には八つ橋製造の説明までして
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いただいたのがとても印象に残っている。 
そしてお話を伺った中で一番感心させられたのが「味は伝統」

のお話だった。変わらない味を作るために、味を変えていくそ

うだ。最初はどういう意味かと疑問に思ったが、説明を聞いて

すぐに納得した。人の好みは時代で変わっていく、だからその

時代に合わせた味にすることで「変わらないと思われる」味に

する。という事だった。伝統のある会社だから分かることであり、

それが現在も八つ橋製造の代表的な会社である秘密なのかもしれないと思った。 
 
（聖護院八ツ橋工場内） 
 
八つ橋を作る会社の中で最も新しいのがおたべである。 
おたべでは常にチャレンジすることを大切にしており、その言葉通り、製作するお菓子も和菓子の

枠に捕らわれず、洋菓子の種類も実に豊富だ。 
さらに「素材」にもこだわりを持っており、米や小豆は特定の農家と契約を結んであり、他社との違

いもアピールしているという。 
安定した生産力を保ち、なおかつ衛生面にも配慮し、おたべでは基本的に機械製造をしている。

本社に伺った際には運悪く、その日の製造は終わってしまっており、残念ながら見ることはできな

かった。 
現在の和菓子業界の現状をお聞きしたところ、一番の問題は

和菓子が身近にないということだった。確かにコンビニに行っ

てみても洋菓子中心に売られている。和菓子を手の届きやす

い場所に。というのが課題とお答えいただいた。おたべではそ

のきっかけ作りのために「おたべ道場」を開いている。おたべ

道場は実際におたべを手作りで作れる体験であり、私たちも参加させていただいた。実際に作っ

てみると、量が少ないこともあるだろうが、意外と簡単に作れるものだった。 
中に入れるあんこも胡麻、

抹茶、あずきから選ぶこ

とができ、さらには、一般

に売られている三角以外

の形にも自由に作ること

ができ、作り始めると夢

中になってしまう。 
 
 
（３） まとめ 
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昔ながらの八つ橋、時代に合わせて作られた生八つ橋。そしてそれらから派生する多様な味は食

べる楽しみだけでなく、京都に行った際にお土産として選ぶ楽しみも与えてくれる。今回聖護院八

ツ橋とおたべに伺ったが、二社は手作りと生産性、伝統とチャレンジなど対照的な位置にあると思

う。聖護院八ツ橋は伝統を大切に守りながら、時代に合わせた味を提供し、おたべは新しい会社

ならではの柔軟性で和菓子の枠に留まらない製品つくりをしている。しかし、こだわりに違いはあ

るものの、どちらもおいしいことには変わりない。数多くの八つ橋商品から気に入る一品を探し出

すのもおもしろいかもしれない。 
最後に貴重なお話をしてくださった、聖護院八つ橋の木全さん、おたべの松村さんに感謝いたしま

す。 
 
（４） 参考文献 
・ 八ツ橋のひみつ （2010 年 4 月１日 学研パブリッシング 絵・山口育考 構成・橘悠紀） 
・ 株式会社聖護院八ツ橋総本店概要 
・ 聖護院八ツ橋ホームページ（http://www.shogoin.co.jp/） 
・ 株式会社おたべホームページ（http://www.otabe.co.jp/） 



 
 

36

京都の世界遺産    

3 年 柏尾 朱夏  

 

はじめに 

 世界遺産は、世界遺産への登録後、観光地化が進み観光客が増加し様々な問題点が生じ

る。一つ目は、観光客の増加により、寺社をゆっくり見て回れなくなってしまうことや、

ゴミが増えてしまうなど環境面での問題がある。二つ目は、地元の住人にとっては、都市

景観を守るために、様々な規制があること。三つ目は、世界遺産を管理していく中で、経

済的な負担が大きいことがあげられる。そこで、このような問題に対して、京都市はどの

ような対策をとっているのか、また、どのように世界遺産を保存・管理しているのかを、

京都市役所の文化財保護課の方にお話を伺ってきた。世界遺産があるという、外から見る

と、とても魅力的なことだが、世界遺産を保護していく側や地元の人にとっては、メリッ

トだけではないはずだ。実際に、文化財保護課の方の生の声をお聞きしたいと思う。 

 

(１)世界遺産条約の目的  
 ｢世界遺産条約｣(正式には、｢世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約｣という)

は、各国の文化・自然遺産を人類全体のための世界遺産として、損傷、破壊の驚異から保

護し、保存するために国際的な協力体制を確立することを目的として、1972 年のユネスコ

総会で採択された。日本では、1992 年 6 月に条約を批准した。 

 ｢世界遺産｣は文化遺産と自然遺産にわかれていて、各国から推薦された各々の物件が、

定められた基準に該当するかどうか世界遺産委員会で厳しく審査され、『世界遺産一覧表』

に登録される。 

 国内的には、全世界に対して責任を持って、世界遺産の保護・保存にあたるとともに、

国民が自国の文化・自然遺産を評価し、尊重するよう教育・広報に努めなければならない

とされている。 

 国際的には、援助を行うため、各国の分担金などによる世界遺産基金からの財政的な援

助をはじめ、技術的、学術的援助や、機材供与など登録された世界遺産を保護するための 

各国の義務を定めている。 

 

(２)世界遺産の条件 

 世界遺産は、その国を代表する資産であり、世界に普遍的な価値を認められた資産とし

て、至高の評価が与えられている。 

 遺産の適正な保護について基準はとりわけ厳しく、自国の法律、制度によって資産が保

護されていなければ行けない。 

 京都にある世界遺産は、賀茂別雷神社(上賀茂神社)、賀茂御祖神社(下鴨神社)、教王護
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国寺(東寺)、清水寺、延暦寺、醍醐寺、仁和寺、平等院、宇治上神社、高山寺、西芳寺(苔

寺)、天龍寺、鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)、龍安寺、本願寺、二条城の 17 個がある。 

『古都京都の文化財』を構成する、その 17 の各資産は、世界遺産として適合するように定

められた選定基準に基づいて、数多い文化財の中から 

①世界遺産が不動産に限られているため、建造物、庭園を対象とするもの。 

②国内で最高ランクに位置づけられている建造物、庭園を有するもの。 

③遺産の敷地が史跡に指定されているなど、遺産そのものの保護の状況に優れているもの。 

 

以上のことを基本に選び出され、京都の大きな特色である文化財が層を成す長い歴史が語

れるようにしたもの。また、保護の基準は遺産そのものの保護だけでなく、周囲にその利

用を制限する緩衛地帯も必要とされており、『古都京都の文化財』は、1993 年 10 月に日本

政府から世界遺産委員会に登録推薦され、約 1 年間に及ぶ専門的な審査を経て、平安建都

1200 年を迎えた 1994 年 12 月に、タイのプーケットで開催された第 18 回世界遺産委員会

において登録された。       

(京都市文化市民局文化財保護課 パンフレット『古都京都の文化財』より) 

 

(３)調査 

 多くの世界遺産がある京都には、市役所の係の一つに文化財の保護管理をする｢文化財保

護課｣がある。世界遺産を保護し続け、運営していく上での対策についてお話を伺った。そ

の際の質問内容は次の通りである。  

 

Ｑ、世界遺産に登録されることに、地域の人からの反対意見や規制に対しての要望は何か。 

Ａ、日本で世界遺産に批准された当初は、まだ｢世界遺産｣に対して地域の人の理解がなく、

要望というものはなかった。 

 

Ｑ、市民の要望で取り入れたものと、取り入れなかったものは何か。また、取り入れなか

ったものは、なぜ取り入れなかったのか。 

Ａ、景観政策課には、市民の声をきくことができるように、｢パブリックコメント｣という

要望や意見を取り入れるものがある。景観との問題で、規制が変更されて、建物の高さは

40 メートルまで大丈夫であったが、20~30 メートルまでという規制になった。そのため、

これから建設されるマンションの資産家は、もうすでに土地を買ってしまっているのにな

どという苦情があったりもした。そこで、｢100 年後も京都｣という 100 年後まで古都京都

を残すために取り組んでいる政策であることを理解してもらい、協力を得ている。 

 

Ｑ、世界遺産を管理するために気を遣っていることは何か。 

Ａ、京都の世界遺産では、17 個のうち 16 個が寺であり、世界遺産の維持管理として、京都
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府に入る予算のうち、管理の補助金として使えるのは予算の 5～8 割である。修理費につい

ては、ユネスコからは補助金は来ない。 

 京都にある世界遺産はほぼ国が管理しているが、その中で唯一｢京都市｣ が管理を行って

いる二条城は、休みの日に維持管理の作業を行う。 

 西芳寺(苔寺)は、観光客が増加したことによって、混雑を避けるため、またゴミの問題

やありのままの自然が損なわれることを防ぐために、予約をしたお客さんのみが入場でき

る寺となった。また、同じ理由で、平等院では平等院鳳凰堂への入場料金が別途になって

いる。 

 醍醐寺は、山の上にあり道路が狭く、かつて起こった落雷による火災の際に、消防車が

通れなかったことがある。それ以来、五重塔を包囲する水のバリアができるようになる防

災システムができた。国の消防局の協力のもと、避難するルートを決めている。 

 地元の人に対しての注意点は、家をリフォームするときには、景観の問題で、禁止の色

である赤などを使っていないか、世界遺産からこちらを見たときに邪魔になるものはない

か、を設計家に考慮してもらいリフォームすること。 

 観光客に対しての注意点は、世界遺産を観光する際、道や傷めてしまう可能性があるい

ため、ピンヒールを履いて観光することはなるべく避けてほしい。 

 

Ｑ、季節ごとの温度や湿度の変化によっての保護の仕方の違いは何か。 

Ａ、二条城の壁画や、美術工芸品を収蔵庫に場所を移すなどと保護管理を行っている。 

 

Ｑ、京都に世界遺産が多いことによるメリットとデメリットは何か。 

Ａ、 

・メリット→1 番のメリットは、やはり観光面である。隣の奈良県と比べてみても、世界遺

産の数としては、京都のほうが多く、何泊か泊まれば、いくつもの世界遺産を回ることが

できる。そのため、奈良にあるホテルより、京都にあるホテルの方が経済面では得をして

いる。また、外国人の観光客が多いこともメリットとしてあげられる。 

 

・デメリット→世界遺産を維持管理するうえでの資金の問題がある。世界遺産に登録され

ているものの庭だけで維持費が 500 万、寺は数千万が必要である。(二条城は 3000 万円) 
また、世界遺産の近隣の住人から、世界遺産の中にある、森林を伐採してほしいという

意見や、残してほしいなどという賛否両論の意見がある。 

 また、文化財保護課には、保護する上で、担当ごとに保護する対象のものが違っている。

例えば、史跡そのものが保護の対象だったり、建造物や、庭園のみだったりと、様々な担

当があるから、管理していく上で、多少のジレンマが生じてしまう。 

 他にも、世界遺産を訪れた観光客からは、「入場料が高い｣、｢現地の人に高圧的な態度を

とられた｣など、京都以外の人からも苦情が多い。京都の世界遺産に対するイメージを抱い
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ていて、実際に見た後の印象が違うと言われたこともあった。京都というイメージから生

じる誤解も多い。 

まとめ 

 世界遺産に、古都京都の文化財が登録された 1994 年以降は、世界遺産の観光目的に京

都にたくさんの観光客が訪れている。 

 混雑してゆっくりと見て回ることができなかったり、ゴミが出てしまったりなどという

観光客の増加による問題への政策について、文化財保護課の方に伺ったお話では、西芳寺

(苔寺)は予約した人のみの入場、平等院鳳凰堂は入場料が別途というように、 世界遺産へ

の入場に対して規制を作り、入場制限をとっていた。 

 また、実際に世界遺産を見に行き、気がついたことであるが、金閣寺や銀閣寺は特に観

光客が多く、混雑している。しかし、そんな中でも、庭園などを散策し迷うことなく、敷

地内を一周して回ることができる。庭園を散策する上で、歩く道に順路が記されていた。

これによって、観光客が多くても、スムーズに見て回ることができる。さらに、入り口は、

団体客専用口と一般客の入り口が分かれているところもあり、入場時の混雑を防いでいた。 

 散策する道の途中には、ゴミ箱が見うけられた。ゴミ箱を設置することによって、ゴミ

の放置や、ポイ捨てなどの問題は減少するのではないだろうか。 

 このように、世界遺産に登録されたあとで、よりよい世界遺産になるように改善されて

いる点が数多くあった。 

 しかし、多くの世界遺産を抱える京都は、世界遺産を維持していくための費用が課題で

ある。観光客が多いということを、費用の面でも、メリットとしていかなければいけない。 

 100 年後にも、現在の「古都京都の文化財」を残すため、保存・管理し、そして維持して

いくには、地域の人々・観光客・世界遺産を管理する京都市、この三方がお互いに理解し、

尊重し合い、世界遺産を守っていくという意識を持たなければいけないということが分か

った。 

参考文献 

                                                         
・佐滝剛弘 2010  『世界遺産の真実 ― 過剰な期待、大いなる誤解 』 祥伝社新書 

 

・京都市文化市民局文化財保護課 パンフレット  第 164412 号 

     『古都京都の文化財(京都市・宇治市・大津市)世界文化遺産登録』 

 

京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 保護第一係 

馬瀬 智光さん、堀 大輔さんにお話を伺わせていただきました。  

この場をかりて、お礼申し上げます。お忙しい中、ご協力ありがとうございました。 
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「世界遺産について」 
3 年  澤村 真宥 

 
１．始めに 
私たちが、どこかに旅行に行こうとするときに、何を目的で行くでしょうか。買い物だ

ったり、知人に会いに行くことだったり目的は様々ですが、大体の観光案内のパンフレッ

トには、その土地の観光スポットがあげられています。旅行に行く目的のひとつとして、

生活範囲では味わうことができない旅先の独特の雰囲気や、珍しい建築物、景色などを求

めて足を運ぶ人が大多数を占めることでしょう。 
今回、国内実習に参加することになり、行き先が京都ということで、真っ先に思い浮か

んだのは、世界遺産が多いということでした。観光客は、訪れる側とってみれば本やテレ

ビからの情報により、その土地への先入観があります。京都を訪れるにあたり、世界遺産

の美しさはもちろんのこと、それを取り囲む町並みの統一感も観光を楽しむうちに入りま

す。 
逆に、観光客を迎える側の京都の人々は、自らの土地の世界遺産を守るために一体どう

いった取り組みがされているのでしょうか。私はその問題点に焦点をあて調べました。 
 
２．本論  
○世界遺産条約の目的 
世界遺産条約は、各国の文化・自然遺産を人類全体のための世界遺産として、損傷、破

壊の脅威から保護し、保存するため国際的な協力体制の確立することを目的として、１９

７２年のユネスコ〔国連教育・科学・文化機関〕総会で採択されたものです。 
日本では、１９９２年６月に条約を批准しており、１９９８年１０月現在での締約国は１

５５カ国になっています。 
世界遺産は、文化遺産と自然遺産にわかれており、各国から推進された各々の物件が、

定められた基準に該当するかどうか世界遺産委員会で厳しく審査され、『世界遺産一覧表』

に登録されます。 
 国内的には、全世界に対して責任をもって世界遺産の保護・保存にあたるとともに、国

民が自国の文化・自然遺産を評価し、尊重するよう教育・広報に努めなければならないと

されています。 
 国際的援助を行うため、各国の分担金等による世界遺産基金からの財政的援助をはじめ、

技術的、学術援助や、機材供与など登録された世界遺産を保護するための各国の義務を定

めています。 
 
○世界遺産の条約 
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世界遺産はその国を代表する資産であり、世界に普遍的な価値を認められた資産として、

至高の評価が与えられています。 
 遺産の適正な保護についての基準はとりわけきびしく、自国の法制度によって、資産が

保護されていなければなりません。 
 『古都京都の文化財』を構成する１７件の各資産は、世界遺産として適合するように定

められた選定基準に基づいて、数多い文化財の中から、 
① 世界遺産が不動産に限られているため、建築物、庭園を対象に 
② 国内で最高ランクに位置付けられている国宝(建築物)、特別名勝(庭園)を有し 
③ 遺産の敷地が史跡に指定されているなど、遺産そのものの保護の状況に優れている 
ものを基本に選び出され、京都の大きな特色である文化財が層を成す長い歴史性が物語

れるようにしたものです。また、保護の基準は遺産そのものの保護だけでなく、周囲に

その利用を制限する緩衝地帯（バッファゾーン）も必要とされており、『古都京都の文化

財』の場合も資産周囲に現在認定されている歴史的風土特別保存地区や風致地区などの

規制区域を緩衝地帯とし、各資産の保護にあたるものとしています。 
 『古都京都の文化財』は、１９９３年１０月に日本政府から世界遺産委員会に登録推

進され、約１年間に及ぶ専門的な審査を経て、平安建都１２２０年を迎えた１９９４年

１２月に、タイ(プーケット市)で開催された第１８回世界遺産委員会において登録されま

した。 
 
○ 京都の１７の世界文化遺産 
・賀茂別雷神社(上賀茂神社) ・賀茂御祖神社(下鴨神社) 
・ 教王護国寺（東寺）   ・清水寺 
・ 延暦寺         ・醍醐寺 
・ 仁和寺         ・平等院 
・ 宇治上神社       ・高山寺 
・ 西芳寺(苔寺)       ・天龍寺 
・鹿苑寺（金閣寺）     ・慈照寺(銀閣寺) 
・ 龍安寺         ・本願寺(西本願寺) 
・ 二条城 

いくつかの疑問を解決するために、京都市文化市民局文化財保護課に行き、聞き取り調査

を行わせていただきました。 
 
質問１ 
文化財が世界遺産になったことで、地域に人から出た反対意見や規制に対しての要望は何

ですか？  
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平６年に京都の寺々を世界遺産に規制したときには問題は生じませんでした。なぜなら

ば当時、世界遺産という言葉自体あまり浸透していなかったからです。 
なので世界遺産にすることを反対する人はいませんでした。 
 平成１３年になると高さや色の規制が厳しくなってきて、市民から苦情が出るようにな

りました。規制の高さを越えていることで建設し直すとなると費用がかかるし、その建物

を売ることになった場合、資産価値が下がります。そういった建物の所有者から出た苦情

の対応として、京都市はパブリックコメントという苦情に対しての対応や規制理由を記し

たものを出し、納得してもらうことになりました。 
 
 
質問２ 
世界遺産を管理する上で気を遣っていることは何ですか？ 
 
京都には１７の世界遺産があります。管理はそれぞれの寺の所有者に任せています。も

し壊れたりしたら、損壊費用として国から５～８割の補助金がでます。補助金がでる理由

は、その寺々は国宝重要文化財であるからです。 
また年中無休では、入館者が絶えることがないので、どうしても、畳や建築物が傷んで

しまいます。なので、休館日をつくり畳の消臭をし、建築物はメンテナンスを行うように

なりました。 
西芳寺（苔寺）は、入場者が多いと苔が傷むので、予約制にして苔を保護するようにな

りました。平等院も劣化を押さえるために以前と比べると入場の規制が厳しくなったよう

です。 
 
質問３ 
季節ごとの温度、湿度の変化によって保護の仕方は違うのか？ 
 
特に変化はありません。劣化しやすい絵は模写して館内には複製品を飾り、本物は収蔵

庫に収めておきます。史跡も保護したいのですが、するとなると発掘調査から始めなけれ

ばいけません。発掘調査は工事費がかかりますし、場所の問題もあり簡単にできることで

はありません。なので、前でも述べたように、休館日をつくったり予約制にしたりして、

できる範囲での保護をしています。 
 
質問４ 
京都に世界遺産が多いことのメリットとデメリットは？ 
 
メリット 
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京都と奈良を比べると京都のほうに世界遺産が多いので、移動を考えると京都に宿泊す

る観光客が多くなります。その面で観光客に支えられています。また土産物が多く売れる

こともメリットです。 
 
デメリット 
管理が大変なことです。予算の面でどうしても行き届かない部分があるので、対応しきれ

ないことがあります。 
 
３．結論 

 
観光客が求める京都らしい京都を保つために、高さに規制をかけて世界遺産の建造物が

隠れないようにしたり、町並みに統一感が出るように色にも規制をかけていることが分か

りました。フィールドワークをして見た京都の町並みは、高すぎるビルはなく、看板の色

も落ち着いた色で統一されていました。 
実際に行って調べた世界遺産は、清水寺、金閣寺、龍安寺、銀閣寺でその他にも八坂神

社、平安神宮にも行きました。時折、工事中の箇所がありましたが、想像から大きく外れ

ることはなく、期待どおりの建築物と庭園でした。 
しかし、京都市はその「期待」にこたえるために、たくさんの努力をしていることも分

かりました。観光客増加に比例して文化財の劣化も進んでしまうし、文化財としてきれい

な状態を保護するべきだけど、予算や立地条件など様々な理由で対応しきれないことがあ

る。京都市はそのようなジレンマと向き合いながら、観光客を迎え入れてくれます。なの

で、観光客側はマナーをもって行くべきです。石畳を傷つけないような靴を履くことや、

注意事項は守ることなど、ちょっとしたことでも保護のために役立ちます。世界遺産はみ

んなで守り、残していくものです。 
今回、観光客側ではなく京都市側から世界遺産また京都の町並みを見ることによって、

普通の旅行では分からなかったことを学ぶことができました。 
参考資料 
「古都京都の文化財」 
（京都市文化市民局文化財保護課から頂いたパンフレット） 
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    「京都の世界遺産と近隣への景観問題について」 

3 年 藤田 東那 

 
私たちのグループは、京都の世界遺産と、その世界遺産によって出来た景観条例に対す

る住民問題について興味を持ったので、調査を行いました。 
まず、現地に着いて行ったのは、世界遺産に登録されている建造物やその近隣を、直接

自分たちの目で見に行くことでした。古都京都には、日本の中で最も多く 17 の世界遺産が

存在します。その 17 の内 16 はお寺です。17 全部の世界遺産を回ることは難しかったので、

抜粋して巡っていきました。まず向かったのは清水寺です。清水寺に向かうまでの道のり

は、二年坂三年坂をひたすら上って行きます。その道中にあるのは、観光客を対象とする

お土産屋の数々です。そのお土産屋をよく見てみると、建物の外観は、古くから存在する

ようなものばかりでした。本当に昔から建っているものばかりではないと思いますが、少

なからず清水寺の外観を壊すような建物は一切建ってはいませんでした。ですが、三年坂

の少し道から外れたところには、アパートが建っていて、景観を害していると感じました。 
二日目に向かったのは鹿苑寺(金閣寺)と龍安寺です。鹿苑寺は清水寺のように、敷地の外

に土産屋が連なっているわけでもなく、かといって、高いビルや洋風の建物があるわけで

はありませんでした。景観を無視して建っている建物は一つもありませんでした。それは

もちろん、鹿苑寺の景観を崩さないためでもあると思いますが、金閣寺大北山で行われる、

京都の夏の伝統祭りの一つ「五山送り火」の左大文字も関係しているのではないかと思い

ました。その次の龍安寺に行く最中も周辺も、古都京都のイメージを崩しそうな建物もな

かったように感じました。 
三日目に向かったのは慈照寺(銀閣寺)と仁和寺です。慈照寺の敷地の中には、裏山に続く

山道があり、その山の頂上からは、慈照寺とその周辺を一望出来る景色が広がっていまし

た。そこから見た限りでも、際立って高いビルも、風景を崩しそうな建物はありませんで

した。(仁和寺周辺もまた同じくです。) 
最終日に向かったのは、京都市役所です。その中の文化財保護課担当の方に、事前にア

ポイントメントを取り、お話と質問を聞くことが出来ました。私たちからは 5 つの質問を

挙げさせてもらい、それについてお答えして頂きました。質問は以下の通りです。 
1、 世界遺産になったことで、地域の人からの反対意見や規制に対しての要望は何か。 
2、 市民の要望で取り入れた要望と、そうではなかった要望は何か。 
3、 世界遺産を管理する上で気を遣っていることは何か。 
4、 季節ごとの温度・湿度などの変化によって、保護の仕方の違いはなにか。 
5、 京都に世界遺産が多いことによるメリットとデメリットは何か。 

 
まず、１の質問に対しては、ハレーションはないとのことでした。平成 6 年まで、地元
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住民の方や市役所の方も、世界遺産の認識は乏しかったそうです。しかし、平成 9 年に

施行された条例にはハレーションが起こりました。その内容とは、建造物の高さを 40 メ

ートル以上にしてはいけないなどでした。すでに建設予定だった 40 メートル以上のマン

ション等がこの条例の施行により建設を断念しなくてはいけなくなったからです。この

とき初めて、都市景観に対する苦情が相次ぎ、増加しているそうです。 
2 の質問に対しては、特に市民の方からの要望などはないそうです。しかし、いつ要望

が出てくるか分からないので、公共のコメント箱が市役所には設置してあるそうです。 
 3 の質問に対しては、17 の世界遺産の内、16 は個人の方が所有している物なので、個

人管理になっているそうです。京都市が所有している世界遺産は二条城だけなのです。

そして苔寺は、観光客が増えることによって苔が傷んでしまうため、予約制で一日に何

組かしか入れなくしているそうです。この他には、世界遺産だからといって特別に管理

しているということはないそうです。世界遺産に認定したユネスコから、維持費のため

の補助金が与えられるわけでもないそうです。京都にある建造物の維持費は、京都市が

5％～85％まで補助金を出すそうです。(その他は個人で賄うのです。) どの歴史ある建

造物も皆同じで、大切にされるべきであり、世界遺産だけ特別にしていることはないと

もお話されていました。 
 4 の質問に対しては、特に変化はないそうです。しかし、二条城の障壁画は傷む可能性

があるため、模写して飾られてあり、本物は宝物庫に保管されています。その他にも、

東寺、平等院、醍醐寺、清水寺、延暦寺に宝物庫があるそうです。 
 5 の質問に対しては、やはり観光面でのメリットが京都はあるそうです。世界遺産があ

ることによって、日本のみならず、海外からの観光客もやってくるので、京都内の景気

の循環が良くなるのだそうです。ですがその半面、観光客の期待を裏切らないためとい

いますか、維持費が余計に掛かってしまうのだそうです。あとは、観光客のマナーの悪

さもデメリットの一つだそうです。入ってはいけないところに入っては写真を撮り、そ

れに対して注意したところ、逆上してしまったなどがあるそうです。女性がピンヒール

で清水寺の境内に入ることも出来ればやめていただきたいそうです。もちろん古くから

ある木造建築なので、ピンヒールで来られると木に跡がついてしまい、消えないからで

す。観光客側は、最低限のマナーを守ることは、参拝する上で当たり前のことではない

と強く感じました。 
 以上が調査した結果です。今回直接現地に行き、自分たちの考えたテーマを調査し、

目で実際に見て感じ、現地の方に直接お話しを伺うことが出来て、得たものがたくさん

あったように思います。今回調査して巡った世界遺産の数々も、日本に存在する世界遺

産も、そうでない物も、総てを大切にしていく義務が誰しもにあるのではないかと、そ

う感じました。 
 今回お話を聞かせていただいた京都市役所文化財保護課の皆さま、ならびに、引率し

ていただいたモリス先生、ご協力どうもありがとうございました。 
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京都の景観 
 3 年 松野 陽子 

 
１．はじめに 
 今回の国内実習（京都）におけるテーマ設定で、まずは京都に多く存在する世界遺産に

ついて興味を持った。それを調べていくうちに、世界遺産の周辺にあるお店や民家なども、

世界遺産の保存または景観保存のために、様々な規制があり、それに基づいて改修しなけ

ればいけないことを知った。そこから、世界遺産、またその周辺の景観について、また、

京都市内の街並み保存について興味を持ち、調べることにした。 
 
２．調査内容 
事前に京都市都市計画局都市景観部景観政策課が発行している『京都の景観』や『新景

観政策』を読んでおき、それをもとに仙台の街並みやお店の看板と比べてみたり、世界遺

産周辺の街並みを調査したり、9 月 14 日（水）には京都市景観・まちづくりセンターを訪

れた。 
 
京都の景観における保全・再生・創出のための制度は、大きく分けて 
①    建物の高さの規制、 
②    自然・歴史的景観の保全、 
③    市街地景観の保全・再生・創出、 
④    歴史的町並み景観の保全・再生 
⑤    眺望景観や借景の保全・創出 
⑥    屋外広告物等の規制と誘導による都市景観の整備 
の六つがある。 
 
今回の実習では、祇園、清水寺、金閣寺、龍安寺、慈照寺（銀閣寺）、嵐山など様々な場所

を訪れた。その中でも 
「②自然・歴史的景観の保全」風致地区の嵐山 
「③市街地景観の保全・再生・創出」沿道型美観地区の四条通、 
「⑤眺望景観や借景の保全・創出」清水寺、銀閣寺 
を取り上げる。 
 
２．風致地区 
（１）風致地区とは 
風致地区では、建物や工作物の外壁や屋根等のデザインに関する共通の基準を定めてい
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る。また周辺の住環境や緑地のボリューム等の地区の特性に応じ、第１種地域から第５種

地域までの種別に分類し、種別に応じた建物等の高さや建ぺい率の上限、敷地内の緑地の

割合の下限等を定めている 
 
（２）嵐山 

風致地区の一つである嵐山とは、一般的に大堰川にかかる渡月橋を中心にした地域をい

う。有名な渡月橋の他にも、京都五山第一位という格式の高い天龍寺、縁結びや学業の御

利益で知られ黒い鳥居が目印の野呂神社、約 100ｍにわたってトンネルのように続く竹林の

道など観光の名所が多く存在する。主に風致地区第１種地域、第２種地域に属している。 

  
                            竹林の道 

３．景観地区 
（１）景観地区とは 
景観法や京都市市街地景観整備条例に基づき、建物等のデザインについて、それぞれの

地域特性に応じた基準を設け、地域の特色を活かした市街地景観の保全・再生・創出を図

るための地区。必要に応じて建物の高さの最高限度や最低限度、壁面の位置の制限などを

定めている。京都市では景観地区として、美観地区と美観形成地区を定めている。 

  
 四条通り                     京都駅周辺 
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（２）四条通り 

京都市の主要な東西の通りの一つである四条通りは、沿道型美観地区に分類される。東

大路通から、烏丸通までが、路上喫煙等禁止区域である。沿道型美観地区とは、趣のある

沿道の景観を形成している地区及び主として中高層の建物が群として構成美を示し、沿道

の景観を形成している地区である。 
 
４．眺望景観や借景 
京都市眺望景観創出条例に基づき眺望景観保全地域を指定し、標高規制による建物等の

高さ規制や、形態、意匠、色彩等についての基準を定め、38 箇所の優れた眺望景観や借景

を、眺望景観保全地域として指定し、その眺めの特性に応じて 8 つの類型に分類し、それ

ぞれの良好な眺めや借景の保全・創出を図っている。 
「清水の舞台」と知られる寺院の清水寺、足利義政が造営した東山山荘を彼の死後、菩

提を弔うために慈照寺という寺に改められた銀閣寺は、「境内の眺め」の保全区域に分類さ

れる。境内の眺めとは、神社や寺院等の境内とその背景にある空間とが一体となって形成

する景観のことをいう。また、眺望景観保全地域は、それぞれの規制の内容に応じて、さ

らに 3 つの区域に分類されており、清水寺、銀閣寺は、近景デザイン保全区域と遠景デザ

イン保全区域に指定されている。 
 

  
清水寺                      銀閣寺 

 
５．京都市景観・まちづくりセンター 
（１）景観・まちづくりセンターとは 
場所は京都市下京区で、ひと・まち交流館の地下一階にある。京都らしい景観の保全・創

造、質の高い住環境の形成などに取り組んでいる。まちづくりの主体である住民の自主的

な活動を支援し、まちづくり活動の拠点として誰でも利用できる施設で、まちづくりに関

する様々な情報を受発信している施設。市民主体のまちづくりネットワークの形成を目指
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し、京都の都市特性を伸ばすことを目的として活動している。 
 
（２）“市民”のまちづくり 
「景観・まちづくりシンポジウム」や「京都景観エリアマネジメント講座」を開催するな

ど、地域住民がまちづくりに京都のまちづくりに参加し、考えることができる機会を多く

提供している。「景観」は、一人ひとりの市民が創っていくもので、地域で価値観を共有し、

地域に相応しい景観を保全・創造していくことはとても素晴らしいことだと思った。 
 
６．まとめ 
 以前京都を訪れた時にはあまり景観などを気にしていなかったが、今回は景観を気にし

ながら歩いてみて、第一印象はやはり仙台の街並みと違い、とても綺麗に整っており、観

光地が多い京都は景観（見た目）から力を入れている、と感じた。建物の高さ、色、看板

など様々な規制があるが、見た目を良くするためには必要なことで、これらを行っていく

ことで都市の風格を高めることができるのはとても良いことだと思う。大都市でありなが

ら、歴史都市であるため、両立が難しいことも多々出てくるだろう。それが、今後の課題

となってくるのではないだろうか。今日、各地で近代化が進んでいるが、京都にはずっと

歴史都市を守り続けてほしい。 
 
７．参考資料 
京都市都市計画局『京都の景観』、平成 21 年 2 月 

『 新 景 観 政 策  時 を 超 え 光 り 輝 く 京 都 の 景 観 づ く り 』

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000023/23991/shinkeikanseisaku.pdf  
京都市景観・まちづくりセンター http://machi.hitomachi-kyoto.jp/  
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江戸時代から現代までの化粧の移り変わり 

2 年 小林 美弥 

 
問題提起 
 
私たち女性が普段から当たり前のようにしている化粧は、どの時代でも自身

をより美しくするため、または人前にでる大人の礼儀だったりする。勿論、現

代でもそのような理由で化粧は使われている。そこで、化粧というものは時代

によって仕方や化粧の品質、化粧筆など、それらがどのように変化したのか興

味を抱き私は化粧の歴史を調べるために「江戸から現代までの化粧の移り変わ

り」とレポートのテーマにして調べた。 
 

時代設定 
 
レポートのテーマとしたのが江戸時代からとしたのは、京都という言葉から

連想した有名なもので舞妓がすぐに思い浮かんだからである。舞妓が活躍する

ようになったのが江戸時代からである。舞妓の化粧は特殊で顔を白粉で真っ白

に塗りはっきりとした朱色で目、口を塗るという現代からすると非常に特殊な

化粧であった。現代で顔が白粉で真っ白という人は舞妓か歌舞伎役者のどちら

かと言えるであろう。現代ではナチュラルに近いメイクが主である。そこで私

は江戸から現代の化粧を比較した。 
 

訪問先「六角館 さくら堂 KYOTO」にて 

 
今回の京都実習で訪問させていただいた「六角館 さくら堂 KYOTO」は、

化粧筆（熊野筆）の専門店である。ここでは、化粧筆の種類、用途、歴史、舞

妓や歌舞伎役者も使っているのかなど幾つか質問させていただいた。 
さくら堂には熊野筆だけを取り扱っているのだが、熊野の化粧筆とは何か思

い当たる人もいるであろうが、「なでしこＪＡＰＡＮ」が国民栄誉賞の記念品で

もらった化粧筆である。この熊野筆の起源は江戸時代末期からになっているが

始め造られていた当初は化粧のためではなく、書道で使う筆を作っていた。だ

が、昭和三十年代後半ごろからコンパクトに入る小さな化粧ブラシの依頼が入

ったことから書道の筆を作る技術を生かして化粧ブラシの生産を始めたのであ
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る。 
化粧筆というものは化粧をよりきめ細かく、自然なグラデーションに仕上げ

るための物である。普段から使っているファンデーション、チークカラー、ア

イシャドウ、口紅、アイブローそれぞれの用途によって筆の種類がある。また、

毛質が違うだけで肌触りがまったく異なっていくのだ。毛質には大きく分けて、

山羊、灰リス、馬、コリンスキー（イタチ科）、ウォーターバジャー（イタチ科）、

松リス、セーブル（テン）といった獣毛が主である。使われている動物の生息

地や毛の生えている場所、つまり顔の部分の毛か背中の部分の毛かによっても

肌触りが変わり、化粧の出来栄えも変わっていくのだ。今回の訪問で実際に化

粧筆を使ってのメイクの仕方を教わった。確かに普段の化粧の時より格段にフ

ァンデーションやアイシャドウなどがやりやすくなり、かつ、きめ細かく仕上

がった。これは実際に使ってみないと分からないが、使ってみる価値は確かに

あると思う。 
  
  
左の写真に写っている化粧筆は「山羊」

のものでパウダーを使うときに向いて

いる。肌あたりが優しくコシがあった。 

右の写真に写っている筆は舞妓さんや 

歌舞伎役者の白粉を塗るために使われて 

いる。口紅などを書く筆はまた別にある 

のだが、主にこの筆を使っている。 

 

 

 

  

① 江戸時代の化粧   

 江戸時代では化粧というものは自身がどのような人物であるかを表すもので

あった。そこに髪形も加わると、身分、階級、地域や未婚、既婚、ある程度の

年齢もわかった。いうなれば一つの身分証みたいなものだったのだと言えるで

あろう。勿論、化粧というものはこの時代でも自身をより美くみせるものだっ



 
 

52

たともいえる。 

当時の化粧は赤、白、黒の三色しかなく、とてもシンプルであった。故に化

粧をするのにとても技術が必要とされていた。当時のファッションリーダーは

遊女であり一般庶民などはそれを真似て白粉を塗ったり紅をさしたりしていた。

他に現代でも存在するファッションブックも江戸時代にもあったとされており、

美しく着飾っている女性が描かれている絵などがそうだったとされている。化

粧や装いのことだけ書かれている本もあり、代表的な物が「都風俗化粧伝（み

やこふうぞくけわいでん）」と「容顔美艶考（ようがんびえんこう）」という二

冊の書物である。これらの本には化粧をする前の洗顔のやり方から化粧を落と

した後のケアの仕方も書かれてある。春夏秋冬、季節ごとに落ちにくく長時間

きれいに保てる化粧法や白粉にも様々な塗り方があり丸顔の人用、油顔の人用、

などといったものも書かれているのである。 

現在の白粉は様々な種類があり顔にニュアンスなどをつけるために多くの色

を使うのが常識となっているが、江戸時代は白一色であった。ただ、白粉の濃

淡と紅粉をつかって様々な表情を作り出していたのである。 

江戸時代の白粉には鉛が含まれていたので鉛中毒になり死亡する人などが多

く存在した。この時代の白粉の塗り方は胸元や背中の部分まで幅広く塗ってい

たので、白粉を塗った母親の赤ちゃんが死亡することが多かったのである。 

 

 

次に明治から昭和までの化粧品についてだったのであるが、調べる余裕が無

かったので割愛する。 

② 今日の化粧   

メイクとはなにか、現代は楽しむため、より美しくなるためなどの理由があ

る。今の時代日本の化粧品や化粧道具は世界的にも人気がある。ただ単に色が

キレイであったりして、デザインが可愛いとかそういったものだけではない。

「体に良い、化粧をした時は肌になじみやすい、急いでいる時でも簡単に出来

る」などといった便利性も必要になってきており、かく商品ごとに宣伝してい

る。しかし、実際はただの化学薬品のかたまりのようにも見える。化学薬品を

体に直接塗りこむ、そう考えると使い続けるのも気が引けてくるのだが、大の

大人の女性が会社に行くときに化粧をしないで行くというのは社会的には認め

られていない行為である。自身の体を気遣って化粧をしないで行くと逆に上司

に化粧位しなさいと怒られてしまうだろう。それは、化粧をするのは礼儀と考

えている人が多いからであろう。 
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まとめ 

化粧というのは江戸時代から今日にかけて大きく技術が進歩し進化し続けて

きた。しかし、今日の化粧品は化学薬品だらけ、化粧品の容器の裏を見ても意

味不明の薬品名がずらっと並んでいるだけだ。昔の化粧品の原料までは分から

ないが、おそらく化学薬品は使っていないのだろう。私が思うに自然の草花を

使い加工していたのだと思う。江戸時代の化粧の色は前にも書いた通り、赤、

白、黒の三色であった。それ故化粧の仕方も限りあるものとなってしまってい

た。しかし、それに比べ現在はその何倍もの色が存在している。化粧の工夫の

バリエーションは格段に増え続けている。 

現代の化粧にも流行というものが常にある。勿論江戸時代にも現代になる過

程でも流行というものがあった。これから先今日の化粧がどう変わっていくか

わ全く分からないが、その時代の生活リズムなどの変化によって変わっていく

のかと思う。今の化粧品は化学薬品が多く使用されているが未来ではどう変わ

っているのか、とても興味がわいてくる。 

 

 

参考文献 

新典社  著・陶 智子 「江戸時代の化粧」 

 

ポーラ研究所  「婦人たしなみ草」江戸時代の化粧道具 

 

日本文化いろは辞典  http://iroha-japon.net/ 

 

実習訪問先  六角館 さくら堂 KYOTO 

 
最後に… 今回の実習にて、快く私たちの訪問を許可して下さいました「六角

館さくら堂 ＫＹＯＴＯ」の皆さま、本当にありがとうございました。 
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猫の信仰化について 

 
 

国際文化学科 ２年  大友 美月 
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猫の信仰化について 
 
 
 
 
 
はじめに 

京都に日本でも珍しい狛猫というものが存在すると知り、猫が信仰対象になった経緯や

その他の猫信仰について調べることにした。今回の実習では実際に狛猫が奉納された丹

後・峰山の金刀比羅神社に足を運びに話を聞くことができた。 
 
まず、動物信仰について、猫について調べた。 

 
動物が神となったのは恐れや何かしらの大きな力を以前は持っているとされた為であると

か、実は宇宙人だった、など、様々な考えがあった。中でもわたしが有力であると考えた

のは、当時の人々の暮らしや風習がかかわっているというものだ。 
本論に入る前に 
※狛犬とは本来口を開き角を持つ獅子と口を閉じた狛犬を対でそう呼ぶものらしい。つま

り、狛猫も一対でそう呼ぶ。 
 
左の写真が狛犬、口を固く閉じているのがわかる。そして右が獅子である。酸性雨や地

震の影響で下あごが欠けてしまい角は見えにくくなっているか、よく見ると口が開いてい

る事がわかる。ただし、中には角があり、口が閉ざされた獅子も存在する。 

 
 
 
調べた内容 
初めに、金刀比羅神社で調べた事について書くことにする。 

この狛猫、つまり対で存在するものは恐らく日本に唯一であろう、と宮司の脇坂卓爾さ
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んは言う。それぞれの狛猫に名前は無く、あえて呼ぶなら阿形（あぎょう）と吽形（う

んぎょう）だそうだ。 

 
更に、元は子供を抱えるこの一体のみであったという。つまり、初めから狛猫ではな

かった、ということである。初めの一体を作り上げたのは末助という人物で、江戸時代

に多くの石の作品を残した。恐らく、もう末助程の技術を持った人間はいないだろう。

本来、狛犬は本堂を守るため恐ろしい表情をしているのだが、この狛猫は表情こそ恐ろ

しいもののかわいらしい子供を抱えている。その感性が末助のすごいところだと脇坂さ

んは言う。 

 

もう一体の狛猫（右）は最初の一体（左）が奉納されてから１０数年後に奉納された。

詳しい理由は分からないが、せっかくだから一対にしよう…といった当時の人々の考え

ではないだろうか、とのことだ。実は、二体目の狛猫は末助が作ったものではないかも

しれないそうだ。一体目が天保三年（１８３２）に奉納され、二体目は弘化三年（１８



 
 

57

４６）に奉納された。末助は江戸時代（１６０３～１８６７）に多くの作品を残した。

この二体には若干の顔の堀の深さなどの違いがあり、狛猫を制作する以前に多くの作品

を残していたとしたら、二体目制作には年齢的に無理があるかもしれない。 
 
さて、ここで一つ大きな勘違いが判明した。猫に限らず、動物が信仰対象になる際、

決まった出来ごとなどはあるのかお聞きしたところ、そもそも猫が信仰対象になったわ

けではなく、元々写真中央の機織養蚕の守護神が存在し、お仕えする生き物を当時の風

習に合わせて猫にした、ということだった。他のキツネや犬など、本堂の前で構えてい

る動物たちも、あくまで本堂に祭られている神様に使え、守るのが役目だという。 
峰山は丹後ちりめん発祥の地である。養蚕業が盛んであった当時、蚕をだめにしてし

まうのがネズミだった。その為、ネズミを食べる猫が多くの家で飼われていた。人々は

本来狛犬にするところを、いつも世話になっている猫にしたのだろう、と脇坂さんが説

明してくれた。 
 
この方が、お話しを伺った脇坂卓爾さん。実際に神社の中を案内してくださいました。

本当にありがとうございました。 

 
 
もうひとつ、猫に関するお寺があると聞いて、訪ねてみた。称念寺（しょうねんじ）

といって、周辺の住民から猫寺は慶長１１年（１６０６年）に松平信吉が浄土宗の信者

となったことより、嶽誉上人によって開かれた。しかし、三代目住職の頃はすっかり疎

遠となり、寺も荒廃してしまった。この三世還誉上人は猫を飼っていたが、この愛猫が

名月の夜、姫に化けると、本堂の縁側で舞いをまった。猫が舞をまったことを怒った住

職はこの猫を追放したが、猫は松平との復縁を取りつけ、報恩し、寺は立派に再興した。

（称念寺 HPhttp://www.nekodera.net/より）という伝説があることが理由らしい。下

の写真が称念寺である。 
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残念ながらこの日、中に人はおらず、話を聞く事は出来なかった。そのかわり、中で販

売されていたお守りを購入することは出来た。（無人販売） 
このお守りは、動物健康祈願のもので、このお寺の愛猫ミ―こちゃんがモデルだそう

だ。ちなみにご住職がデザインしたものらしい。お守りにまでなると、まるで猫を信仰

しているかのように思えてしまうが、詳しい話を聞く事は出来なかったため実際のとこ

ろは不明である。 
 

 
 
 
 
まとめ 
 
今回は、実際に話を聞く事が出来たのが金刀比羅神社さんだけだった。そのため、断定

的な結論を出すわけにはいかない。 
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それでも、ひとつだけどうしても不思議に思ったことがあった。狛猫は信仰化による

ものではない、とのことだが、金刀比羅神社の狛猫の資料をいくつかお借りして仙台に

戻って、そのうちの一つに「神様になった猫」という項目で狛猫が紹介されていた。た

しかに、本堂の前でしゃんと構えている狛猫をみれば、まるで狛猫が神様だと勘違いし

てしまう人もいるだろう。実際私もそのうちの一人だ。では、狛猫が奉納された当時の

人たちはどうだったのだろうか、生きていくために必要な仕事、それに必要不可欠だっ

た存在に対して、誰も「神様」と思ってはいなかったのだろうか…。例えば、お稲荷様

のことを、「お狐様」と呼ぶ人がいるように、本来の縮緬機養蚕の守護神を守る役目と

して存在する狛猫を神様として扱う人は、いなかったのだろうか。もちろん、守り神と

して慕われていたことは事実である。猫寺にしても、周辺の人が本来のお寺の名前を忘

れるほど、猫を象徴した存在になっている。本当のことはわからなかったが、私は小さ

い子供やお年寄りまで、猫というワードでその場所を認識し、まるで猫が神様であるか

のように思っている人が多いのではないだろうか…と考える。 
日本には、お地蔵様やお守りや銅像など、猫の形をしたものが存在する。その中でも、

今回は唯一といわれる狛猫について調べることができた。伝説や、神話、昔の人々の暮

らしがその一つ一つに表れているのだと今回の研修で改めて実感した。実は、宮城県に

も「猫祭り」なるものが存在することを後から知った。研修は終わってしまったが、猫

好きだからこそ、来年は参加してみようと思う。 
余談になるが、金刀比羅神社を訪れた際、もうひとつわかった事があった。複数の神

様を同じ敷地内で祭っている場合、神様同士の相性などはないのかどうか伺ったところ、

相性云々はあるかどうか不明だが、昔から言われる「多くの神様を信仰すると神様が喧

嘩する」「お守りはそんなに多く持つものではない」というのは、人間がひとつひとつ

の神様を粗末に扱ってしまう恐れがあることから来ているらしい。 
調査協力 
金刀比羅神社（木島神社） 
 

参考文献 
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・スタジオ・ニッポニカ編 【カンペキの猫知り】小学館文庫、1999 年 
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