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竹製品情報データベース
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要旨
大分県の竹製品の，デー、夕べース化を行った．データ件数は約40企業■人250件．製品の隼代は，194（〕年代から2001
年までである．二のデータベースは，竹丁芸，訓練支援センター∨内で閲覧できるほか，インターネットでも情報の一部を
公開する予定である．

票への記入の依頼及び製品の返却の，一企業・人】3サ

1．はじめに

大分県の別府竹細工は室町時代に行商用の籠を作って

イクル三し一間でデータの収集を行った．調査票の様式ほ

売り出したのが始まりといわれている．そして昭和 54

Fig−1〔7）通り

隼には，「別府竹細T」が通商座業省（現経済産業省）の
竹製品DB蓋円蓋粟

伝統的工芸品に指定され，全国有数の竹材及び竹製品の
寝地となった．しかし残念なことに，近年の産業構造の
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変化や長引く不況・安価な輸入品の増加により， 一昔前
の勢いが無くなっているのが現状である．
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2．目的
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一般名樽

F

大きさ（臭）

】

染色・着色処曜

ている．従来にむ，一郎の製作者の製品が作品集として
経】代編み
篤姐く窮編み〉

出版されること車）あったが，価格や発行部数の関係で多

四つ巨編ぶ ノ（つ目指み

くの人が閲覧することは困難であった．また市場を席巻

鉄線編み 八つ目撮み

その他（

四つ日量霞み 六っ目差高み
廉の葉撮み 枚纏綿み ノしつ日絡み
細代編み 棒六角絹代編み
耀六角細代摘み 長桝絹代 四方絹代
ござ冒編み 菊鹿吉忌み
網代底
軸孤編み

した大量に生産された製品は，作品集卓〕なく記録がほと
盛組（庭庭み）

んどなされていない．そこで今回コンピュータヒにデジ

麻の芸格み
ごさ日編み

その他（

タルで記録することにより，経年劣化が無くまた検索が

巻き鰻
千f長巻き縛
透かし巻き線 近し巻き掃 天筈巻き結
操仕上け
当巻き諷寿締代返し繕
共繕
矢筈繕 えび止め路
編弧消し鰐 網目返し鰐
当て鋳
平当て娼 柾別り当て鰐
釘止め当て踵 成型繰 その他（
塗装

でき，コストを掛けずに多くの竹製品を記録することが
仁一摘巨となった．そしてその情報の一部を多くげ〕竹催業従
事者及び消費者に知／）てもらうために，インターネット
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上で公開をおこなうこととLた．

3．データベース
3．1デ】タ収集方法
大分県内の竹製品生産企業を任意に選択し，デー∨一夕ベ
ースの趣旨の説明及び製品の借り受け。ノ与二虫槻影。調査
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（インタ ネットこ製品を戟廿ることを許可しますv）

Fig．1調査票
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3．6 WebペⅣジでの検索
インターネットからは「川途一 r一般名称」「製品分類」

3．2 データ項目及び件数
データ境目は「産地」「製作者・製造企業一 r弓一」「製晶

「胴編み「底編み」の5年汗巨）みから，検索を行うこと
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が出来る予定である．画像についてfi，オリジナル〝〕デ
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3．4データの入力

や鳥、㌫と

調査票及びデジタルカメラで撮影した製ぷ−の写頁を

三／引写′づ

あしき
工たる栄た一語む
なし
慧揉凝
壬た≡製品ぷ努
張碓控言きほ謹フた製品
∫う〜ナ

二
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F岳g．3 Webペ皿ジ画面
「ig．2 デー タベース人ノル軌面
卑＿まため

ノく分県の竹製品は，編新劇術に／⊃いてはかなり高度で

デーー【タ人力画面では今後もデータを人力していくため

に，誰もが簡単に人力できるようはとんどの堰目につい

あり，また竹の素材開発や竹⊥二技術について責）先進地で
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ある．しかし記録寧保存をしノていかなければ，優れた製
［iい技術は後継者に引き継がれることなく廃れてLまう．

できるようにした．

製品そのものを保管することは大変なことであるが，デ

3．5 デ仙タの検索
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