
京都の歴史と文化

映像ライプラリー

Webサイトはこちら

https://www.kyobunka.or.jp/library/ 

0映像の利用等についてのお願い

掲載されている映像は、閲覧用にのみご利用願います。なお、受信映像の保存（画像キャプチャを含む）、録音、

再配布は禁止です。

当ウェブサイト で公開している映像の著作財産権は、各映像に付記している製作者が保有しており、また著作

者人格権は、同 じく各映像に付記している制作者が保有しています。当ウェブサイ トで公開する ことについて

は権利処理を済ませていますが、公開している映像を第三者が保存、録音、再配布することは認められていま

せん。それらの行為を希望される場合は、改めて、直接、各権利関係者から許可を得ていただく 必要があり ます。

はじめに

京都には、歴史や文化を今に伝える文化財、伝統行事、芸能など後

世に継承するに足る文化遺産が数多く存在しています。

その京都の文化遺産を題材に、その歴史や文化の魅力を伝える映像

作品は、作品としての価値もさることながら、撮影された時代に生き

た人々の息遣いや、映し出された時代の様相が記録された貴重な歴史

資料でもあります。

このたび、それらの映像作品の中から珠玉の作品群をいつでも、ど

なたでもご覧いただけるよう WEBサイト上に「京都の歴史と文化

映像ライブラリー」を開設いたしました。例えば、もう販売していな

い昔の本を図書館でなら閲覧できるように、 京都の昔の伝統行事や伝

統芸能等を記録した映像を集めて、自由に閲覧することを可能にした

いという意図で映像ライブラリーを作成しました。

これらの映像作品が、皆様にと って京都の文化観光資源に触れてい

ただ＜端緒となり、京都について新たな一面を知っていただければ幸

いです。

なお、当ライブラリーの開設にあたりまして、著作権者及び関係者

の皆様のご理解とご協力を賜りましたこと、厚くお礼申し上げます。

皆様、これらの貴重な映像作品を是非 WEBサイトでご閲覧ください。

公益財団法人 京都市文化観光資源保護財団
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蕊旦ジェク択堕堕楼麟芍剪 鱗

京都市では、昭和 48年度 (1973)に 16mmカラーフィ

ルムによる映画「久多の花笠踊」を製作しました。こ

の映画の冒頭には、「京都には長い歴史のなかで受けつ

がれてきたすぐれた伝統芸能が数多くあります。京都

の最北端久多に古くから伝わる花笠踊もその一つであ

りますが、近年、過疎化による後継者難などにより保

存が年々困難になっております。本映画はこのような

状況にある「久多花笠踊」を長く後世に伝えるため制

作したものであります。」とあるように、およそ 50年

前においても、現在と同じ課題が指摘されていたこと

がわかります。

同年 10月、京都市は日本新薬株式会社が文化事業

として製作した記録映画「祇園祭」の寄付を受けており、

12月に完成した「久多の花笠踊」と共に、それらのフィ

ルムの一般市民への貸出を始めました。

京都市直営による「伝統行事・芸能記録映画」の製

⑤遍之ーイルム貸出し索丙〕

文化財保設課では、下記のよう な伝統行事、芸能

などの記鐸映画フィルム(]6IIIInカラーフィ ルム）を制

作し、市民の方々の御利用をお待ちしています。貸

出料は無料です。お気軽にどうぞ。

l. 買茂競馬(15分） 2.鞍馬の火祭(15分）

3.大 文 字(30分） 4.風流踊やすらい花(J5分）

5.久多花笠 踊(15分） 6.祇園祭(1時間、30分の2本）

7. 壬 生 狂 言 ( •1 5分） 8.猿楽と 壬生狂言(30分）

9.六斎念 仏(15分） ］0.京都の六斎念仏(30分）

ll. 八瀬赦免地踊(15分） 12.ずい き祭(15分）

13.大枝山古坑群(42分） 1 4. 嵯峨大念仏狂言• (1 5分）

15,廂紐炉祖（蒻）

憂-ii -1 
三塁~ッく
戸翠羞
二¢妥予宜 ．、元社 17年（ 1701)成立

昭和 60年 (1985)頃の

フィルム貸出案内

＂Eる日Jl.図』

作はその後、およそ 1年に 1作品のペースで行われ、平成 15年度 (2003) までに 25作品が完成してい

ます。これらの映画は、平成 6年度 (1994) までは 16mmフィルム作品でしたが、製作休止期間を挟ん

で平成 11年度 (1999)以降はビデオテープ方式が採用されています。16mmフィルム作品もテレシネ作

業を実施し、 VHSビデオや DVDビデオでの貸出に対応してきましたが、平成 21年度 (2009)以降は完

全に DVDビデオ（作品によっては Blu-ray)での貸出となりました。

この「伝統行事・芸能記録映画」事業は、当初より京都市の自主製作の作品だけでなく、寄贈作品や京

都市文化財保護課が製作に協力した作品なども多く含まれており、作品数は令和 4年 (2022)現在、82

作品にのぼります。これらのご利用は、個人視聴、学校の授業、企業研修、公開上映会等、多岐にわたっ

て好評をいただいております。

京都市文化観光資源保護財団の舞台公演

京都市文化観光資源保護財団（以下、財団とする）は、昭和 44年 (1969) 12月 1日に財団法人として

発足しました。その設置の目的は、「京都市域の文化財・伝統行事など、後世に継承するに足る文化観光資

源を、これらをとりまく自然環境とともに保護し、かつ、その活用を図ることにより、京都市の文化観光

の健全な発展を促進し、もって京都市民及び国民の生活の安定と文化的向上に寄与すること」であり、財界、

文化人など各界有志の賛同を得て、京都市の出えん金によって設立されました。

設立の翌年 10月7日、財団は文化財保護法施行 20周年記念として「第 1回郷土芸能の夕 （ゆうべ）」

を京都会館第 1ホールで開催し、菊水鉾祇園囃子、宗教琵琶宗家江頭法輪、木遣音頭、八瀬赦免地踊、壬

生狂言、京のわらべうたの舞台公演がありました。以来、毎年恒例の事業として長きにわたって開催され

てきました。

当初の本舞台公演事業の特徴の一つは、有料公演という点でした。昭和 50年度の第 6回は当日券 700

円（前売 600円）という記録が残っています。民俗芸能の舞台公演について有料公演を行ったことは、当

時としては画期的であり、公演内容のレベルの向上にも寄与したものと思われます。

この総称「京の郷土芸能まつり」について、昭和 62年度の第 18回から映像記録が残されていますが、

映像ライブラリーには、平成 2年度第 21回から令和元年度 50周年記念回までの中で保存状態が比較的よ

かったものをデジタル化して公開いたしました。

京都市歴史資料館 ＿ 閲覧ブースにおける映像提供

京都市歴史資料館では、開館当初から、映像展示室を設置し、京都の歴史をさまざまな角度から掘り下

げた教養ビデオを閲覧できるようにしていました。これらの映像は、京都市歴史資料館が独自に製作した

もので、 今となっては内容が古いものもありますが、これらの映像資料も歴史資料であり、京都市歴史資

料館が保管するとともに、希望者が閲覧できる環境を維持する必要がありました。

令和 3年 (2021)9月、館内の一部リニューアルのため、古くなった機材の不具合もあり、映像展示室

は廃止となりましたが、このたび、映像ライブラリー事業に参画し、コンテ ンツの一部を京都市歴史資料

館として公開することになりました。
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文化財，情報の発信方法の変化へ対応

近年、京都市文化財保護課では、報告書やパンフレットなど印刷物について、「京都の文化遺産」ウェブ

サイトで公開しており、ウェブでの公開を前提として近年に製作した動画も閲覧できるようにしています。

「伝統行事・芸能記録映画」についても、皆様の利便性や、文化財保護及び普及啓発の目的から、ウェブサ

イトでの公開の必要性を痛感しておりましたが、出版物よりも複雑な権利処理が必要で、そのための予算

化も必要でした。

ちょうど、令和 3年度に文化財映像の権利処理を補助対象とする文化庁の補助事業の採択を受けること

ができたため、公益財団法人京都市文化観光資源保護財団、京都市歴史資料館そして京都市文化財保護課

の3機関が連携して、ウェブでの公開に取り組むことになりました。

映像のジャンルと閲覧方法

京都市が製作した「風流踊やすらい花やすらい踊」 (1976)、「ずいき祭」 (1978)、「京都の六斎念仏」

(1979)、「八瀬赦免地踊」 (1981)の冒頭には、「京都市では、京都の貴重な文化財をまもり後世に継承す

るために財団法人京都市文化観光資源保護財団を設けて、広く国民の皆様から寄附金をいただき、これを

基金として保護事業をおこなっております。皆様も、この国民運動にご協力下さい。」と表示があります。

このように、京都市と京都市文化観光資源保護財団では、映像製作を介した連携が早くから行われていま

した。今回のウェブでの公開では、京都市文化観光資源保護財団が主催し、平成 23年 (2011)2月の第

41回まで続いた民俗芸能公演「京の郷土芸能まつり」の貴重な記録映像（うち第 18~ 41回）と、京都

市歴史資料館が製作し館内上映をしてきた京都の歴史を紹介する講座ビデオも対象としています。そこで

「京都の歴史と文化」というキーワードを「映像ライブラリー」に冠することになりました。

この「映像ライブラリー」で閲覧できる作品は、①「京都の郷土芸能まつり」公演、②まつりと行事・習俗、

③民俗芸能・伝統芸能、④神社仏閣・史跡・有形民俗文化財、⑤京の“れきし'¥⑥京の“むかしのニュース”

の6つのジャンルに分類しています。また、主に②③については、開催月から探す方法を用意し、英語対

応の作品も、まとめて探すことができるよう工夫しています。

この映像ライブラリーの理念

私達が目指した「映像ライブラリー」は、もう販売していない昔の本を図書館で閲覧できるように、映

像も閲覧可能にするというものでした。それで、アーカイブでなく、ライブラリーなのです。

実は、図書館は本だけでなく、映像、音声資料なども取り扱いの対象としているはずなのですが、古いフィ

ルムやビデオテープの映写・再生機材も生産中止となり、もはや閲覧が難しい状況です。「伝統行事・芸能

記録映画」の DVDビデオの貸出においても、近年はパソコンでの視聴を希望される人も多く、 DVDビ

デオに対応していないパソコンで再生できなかったという声も耳にしていました。WEB上でライブラリー

を開設することは、時代の流れに沿ったものと言えます。

一方で、ウェブ動画の多くは、製作者・制作者、製作時期などが明示されておらず、その結果、繰り返

しの鑑賞に適さないものや、資料として信頼に足らないものが多くあります。そこで、この「映像ライブ

ラリー」では、著作権者（著作財産権、著作者人格権）、製作年、オリジナルのメディアの状況などを調査し、

私たちの可能な範囲で最良のコンディションを保つ媒体からデジタル化をするとともに、作品のクレジッ

ト情報を整理して明示するよう心掛けました。著作権者の権利を保障するとともに、作品の信頼性を担保

したいからです。したがって、この「映像ライブラリー」で閲覧できる作品群は、著作権者との権利処理

において著作権の移動はしておりません。「無償でウェブ上で公開すること」に限って、無償での承認をい

ただいております。この点についても、図書館と同様の理念で運用しておりますので、御利用にあたりま

しては、御理解と御協力をお願いいたします。
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文化財，情報の発信方法の変化へ対応

近年、京都市文化財保護課では、報告書やパンフレットなど印刷物について、「京都の文化遺産」ウェブ

サイトで公開しており、ウェブでの公開を前提として近年に製作した動画も閲覧できるようにしています。

「伝統行事・芸能記録映画」についても、皆様の利便性や、文化財保護及び普及啓発の目的から、ウェブサ

イトでの公開の必要性を痛感しておりましたが、出版物よりも複雑な権利処理が必要で、そのための予算

化も必要でした。

ちょうど、令和 3年度に文化財映像の権利処理を補助対象とする文化庁の補助事業の採択を受けること
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の3機関が連携して、ウェブでの公開に取り組むことになりました。

映像のジャンルと閲覧方法
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この「映像ライブラリー」で閲覧できる作品は、①「京都の郷土芸能まつり」公演、②まつりと行事・習俗、
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事業概要

京都市では、昭和 40年代から「伝統行事 ・芸能等記録映画」を製作し、上映会の開催や DVD等によ

る貸与事業を通じて普及啓発に努めてきた。また、京都市文化観光資源保護財団は京都市と共催して民俗

芸能の舞台公演事業を約 50年間にわたり行い、映像記録を保管してきた。さらに、京都市歴史資料館に

おいてもビデオブース公開用の映像を作成し、閲覧に供してきた。これら約 160本の貴重な動画資産を、

各家庭あるいは大学・研究機関等で気軽に閲覧していただけるよう、画像データのフオーマット変換処理、

権利関係の処理を行って、 WEB公開を行う。

動画は、文化観光資源保護財団の WEBサイト及び YouTubeチャンネルで公開するほか、京都市文化

財保護課のWEBサイト等からもアクセス可能な映像ライブラリーの仕組みを構築する。映像ライブラリー

の告知、掲載動画紹介などのパンフレットなどを作成し、市内の教育施設、生涯学習施設等に配布するほか、

上映会などを通じて広報を図り、活用の機運を醸成する。

主 催 公益財団法人京都市文化観光資源保護財団

土’L‘ 催 京都市（文化財保護課歴史資料館）

助 成
文化庁（令和 2年度第 3次補正予算事業地域文化財総合活用推進事業）

地域無形文化遺産継承のための新しい生活様式支援事業

事業期間
令和 3年 4月30日～令和 4年 3月31日

※令和4年 2月に WEBサイト開設

過去の映像記録をいつでもどこでも簡単にみられる環境を整えることで、

①祭り関係者が自らの歴史や伝統を再認識する機会が創出される、②市民

事業効果 が映像記録を見る機会が増えることで祭りへの理解者の増加につながる、

③小中学校の地域学習の教材として活用されやすくなる、④大学における

京都学関連の授業で使用されやすくなる、などの効果が想定される。

京都の歴史と文化映像ライブラリー作品紹介

編 集 公益財団法人京都市文化観光資源保護財団

京都市文化市民局文化財保護課

京都市歴史資料館

協力 株式会社シィー・デイー・アイ

株式会社ビジョンエース

発行日 令和 4年3月28日

発行者 公益財団法人京都市文化観光資源保護財団
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京都市東山区三条通大橋東二町目 73番地 2

京都三条大橋ビ）レ 3階
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本事業は、令和 3年度京都の文化追産総合活性化実行委員会による文化庁補助事業

「コロナ禍における無形民俗文化財のための継承 ・保存 ・活性化事業」の成果の一部です。
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