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［概　要］

　歴博では，収蔵する資料を広く公開し研究利用に資することを目的とした館蔵資料データベース，諸研究

分野の文献目録や共同研究等による調査の成果をまとめたデータベース，並びに記録類を中心とした全文

データベースを公開している。

　本年度は，資料群毎に詳細な情報を収録した館蔵資料詳細データベースである館蔵錦絵データベースと，

著書・論文や文献資料より書誌や人物の情報を収集した宮座研究論文，地域蘭学者門人帳人名，江戸商人・

職人の各データベースデータベースを新規に公開した。また，館蔵資料，自由民権運動研究文献目録のデー

タベースの更新を行った。

　これらのデータベースは，下記より利用できる。

http://www.rekihaku.ac.jp/database/

情報委員会委員長　安 達 文 夫

［新規データベース］

（1）館蔵錦絵データベース
　　（担当者　大久保純一・安達文夫・松尾恒一・宮地正人）

１．目　的

錦絵を中心とする浮世絵版画は，江戸時代後期から明治にかけての都市の風俗・景観・庶民意識などが豊

富に盛り込まれており，美術史のみならず，風俗史，社会史，文化史などの諸分野において研究資料として

注目されている。本館には中核となる「錦絵コレクション」をはじめとして約 4,000 件の錦絵が所蔵され

ており，このデータを画像とともに公開することは関連諸分野の研究者に貴重な研究素材を提供することに

なる。「館蔵錦絵データベース」では，館蔵錦絵の画像に，できるだけ詳しい書誌情報と詳細な分類を付与

することにより，広く研究資料として活用に供することを目的としている。

２．経　過

前年度に「詳細書誌目録付き錦絵画像データベース」として日本学術振興会の研究費補助金の研究成果公

開促進費（研究成果データベース）の交付を受けて事業に着手した。17 年度もこのデータベース名で引き続

き研究成果公開促進費の交付を受け，館蔵錦絵のデータ採取，写真撮影とそのデジタル化を進めてきた。な

お，17 年度までに公開した錦絵件数は館蔵錦絵の約 30 パーセントであるため，今後さらに数年にわたる

事業が必要となる。

３．成　果

５　データベース
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「錦絵コレクション」（H-22）を，資料番号の若い順にデータ採取をおこなっており，本年度は前年度終了

分の 703 件に続けて，H-22-1-6-1 から H-22-1-22-43 までの 584 件のデータを公開した。本データベース

の存在は，30 項目（内 4 項目は欧文）という国内最多級の採録データ項目数とその精度によって研究者を中

心に徐々に知られるようになってきている。ウェブ上でも錦絵に関する国内の主要なデータベースとして，

国会図書館，東京大学史料編纂所などとともに紹介されるようになっている。

（2）地域蘭学者門人帳人名データベース
　　（担当者　岩淵令治・久留島　浩・山本光正）

１．目　的

本データベースは，近世蘭学者が記載されている門人帳から，人名・出身地・師匠等の記載すべてをデー

タ化し，公開するものである。すでに公刊された同種の活字本としては武内博編著『日本洋学人名事典』（柏

書房）があるが，1,050 人を記載するにとどまっている。本データベースによって，地域蘭学の全体像が見

えてくるとともに，近世地域文化の一端を描き出すことができ，蘭学研究者のみならず，市史編纂や近世史

研究・文化史研究に寄与することが可能である。

２．経　過

本データベースは，本館共同研究「地域蘭学の総合的研究」（代表青木歳幸 1999 ～ 2001 年度）の研究成

果であり，門人帳の選択や校正作業は，同共同研究の共同研究員が担当し，平成 12 年度より入力を開始した。

なお，出典とした各門人帳の概要については，共同研究の報告書『国立歴史民俗博物館研究報告』第 116

集 地域蘭学の総合的研究（2004 年）掲載の「地域蘭学者門人帳データベースについて」を参照されたい（た

だし，資料の性格を検討した結果，掲載をとりやめたものもある）。

３．成　果

のべ 9,351 人の門人を収録することができ，蘭学関係者のデータベースとしては最大規模のものとなった。

そして，典拠を門人帳という一次史料に限定することで精度を高め，さらに記載方法の異なる門人帳のデー

タのすべてを統一的な書式で入力することによって，横断的な検索が可能となった。また，作成にあたって

は，現在の都道府県名の項目を設定するなど，検索の便も図った。

（3）宮座研究論文データベース
　　（研究代表者　上野和夫）

１．目　的

　このデータベースは，昭和初期から開始された「宮座」に関する論文・報告を網羅した始めての本格的なデー

タベースである。「宮座」は当屋制を原理とする神社祭祀組織であるが，宮座についてはこれまで，歴史学，

人類学，民俗学，宗教学，社会学をはじめとして広範な分野で研究が進み，調査報告・論文の数は膨大であ

る。しかしながら，これまで宮座関係論文を網羅し，多角的に検索しうるデータベースは構築されたことが

なく，せいぜい各専門分野ごとの文献目録にとどまっていた。この「宮座研究論文データベース」は，各分

野の宮座研究を網羅し，著者，刊行年，対象地域，論文タイトル，雑誌名などから多角的検索できるように
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作られたデータベースである。

２．経　過

　このデータベースは共同研究「宮座と社会 : その歴史と構造」（2003 − 2005 年度）および科学研究費補助

金による基盤研究（Ａ）「現代の宮座の総合的調査研究および宮座情報データベースの構築」（2003 − 2005

年度）の成果の一部である。このデータベースははじめ，共同研究員・森本一彦氏によって作成され，共同

研究のメンバーによるデータの追加をへて，2004 年度に完成した。その後，国立歴史民俗博物館の公開デー

タベースとして公開する準備を進め，2006 年 4 月に公開したものである。

　なお，このデータベースの構築に先立って，2004 年 3 月に，森本一彦編『宮座文献目録 2003 年度版』（科

学研究費補助金・基盤研究Ａ「現代の宮座の総合的調査研究および宮座情報データベースの構築」調査報告

書 1）として刊行した。

３．成　果

　最近の宮座研究の停滞の一因は，膨大な研究を効率的に検索できるデータベースの欠如にあったが，この

データベースによってこの問題は解消したといえる。また，このデータベースは，宮座研究史の追跡と考察

にも有力な材料を提供し得る。各分野のわたる総合的な宮座研究史の検討は，これまで試みられていないが，

このデータベースによって，その可能性が与えられたと考えられる。これらの意味において，このデータベー

スは，宮座研究の今後の新たな展開に寄与すると確信する。

（4）江戸商人・職人データベース
　 （担当者　岩淵令治・久留島　浩・山本光正）

１．目　的

江戸の商人・職人の人名索引については，活字の索引「江戸商人名前一覧」（『三井文庫論叢』第 6 号，1972 年）

が存在する。しかし，同書の機能は，商人名から，記載のある史料を確認することに限られている。本デー

タベースでは，近世都市江戸の商人・職人の名鑑や株帳等から，居所，職業，所持株等のすべての情報を抽

出し，横断的な検索を可能にすることを目的とした。

２．経　過

平成 10 年度より入力を始め，本年度に文政７（1824）年に刊行された「江戸買物独案内」（当館蔵約 3000

件）を公開した。以後，「諸問屋名前帳」（国立国会図書館所蔵　約３万件），「両替地名録」（当館蔵）等を順次

公開していくことを計画している。

３．成　果

　本データベースでは，それぞれの商人についてすべての情報を盛り込み，さらに町名，職種等からの検索

も行えるようにした。また，地名については現在の東京 23 区の項目を，商人名については屋号・名を分割

して項目を設けた。こうした項目を設定することによって，より検索の便を図ることができた。近世の経済史，

都市史のみならず，国文学，考古学の研究者，さらに研究者以外の方からの利用も想定される。なお，職種

については記載されたものをそのまま小分類としているが，今後大分類を設けて，より検索の便を図ってい

きたい。
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［データベース一覧］

データベース名 概　　　　要 収録データ件数

館蔵資料 当館が所蔵する歴史，考古，民俗の幅広い資料を共通的に検索
できるよう基礎的なデータを収録 180,087 件

館蔵中世古文書 当館が所蔵する資料群のうち，中世文書について日付，書出，
書止など詳細項目と文書の全ての画像を収録 1,925 件

館蔵近世・近代古文書 当館が所蔵する近世・近代古文書に関し，文書名，差出，宛名を
掲載。年代による検索やソートが可能。現在，水木家資料を収録 2,694 件

館蔵紀州徳川家伝来楽器 当館で所蔵する紀州徳川家伝来楽器コレクションの楽器本体，
付属品，付属文書の情報を画像や付属文書の翻刻とともに掲載 183 件

館蔵武器武具 当館が所蔵する武器武具資料に，分類などの諸情報と画像を付
与し，実物資料と文献史料の連携をとった詳細データベース 2,334 件

館蔵錦絵
当館が所蔵する錦絵資料に、名称や画工名の基本情報のほか、
主題や内容の分類等、詳細な書誌データを付して画像とともに
掲載

1,286 件

歴博図書目録 当館の研究用図書室で所蔵する図書の目録を掲載 184,740 件

民俗誌 日本各地の村落に関する諸分野の現地調査報告の文献目録を内
容分類とともに収録。地域別の検索が可能 5,203 件

旧高旧領取調帳 「旧高旧領取調帳」を原データとして，江戸時代の末期時におけ
る国・郡ごとに村名と旧領名，旧高（石高），旧県名を収録 97,359 件

東大寺文書目録＊ 奈良・東大寺に伝わる文書を奈良文化財研究所が調査し，編纂・
発行した目録をデータベース化したもの 12,099 件

日本荘園 日本中世の社会的・経済的な基盤であった荘園について，所在
や荘園領主・史料出典などの主要な情報を収録 8,975 件

荘園関係文献目録 荘園に関する主要な論文・文献類を収録。荘園データベースと
相互にリンク 4,611 件

陶磁器出土遺跡 日本国内の貿易陶磁器を出土した遺跡の文献目録と遺跡・遺構
および出土陶磁器についてのデータベース 7,992 件

土偶 日本国内から出土した縄文時代の土偶について，出土遺跡，土
偶の諸特徴・属性，出典・参考文献の情報を収録 10,641 件

近世窯業遺跡 生産・流通経済の研究に不可欠な経営形態，窯構造，生産器種，
窯文書などの項目を掲載 1,317 件

近世窯業関係主要文献目録 近世窯業遺跡に関する主要な文献目録を掲載。近世窯業遺跡デー
タベースと相互にリンク 1,904 件

日本民俗学文献目録
1985 年以降の民俗学および関連する諸分野における論文，報告，
資料等の目録情報と論文の対象地域を収録 27,083 件

城館城下発掘 1991 年（西日本は 1990 年）までに発掘調査された城館と城下
遺跡の情報を集成。検出遺構，論文，遺物の分析結果を収録 3,348 件

弥生石器 縄文時代後期から古墳時代初頭における石器組成を算出する条
件を備えた遺跡より，組成算出の基礎データと関連情報を集成 1,739 件

自由民権運動研究文献目録 1870 年代から 80 年代にかけて全国的規模で展開した自由民権
運動についての研究成果と文献目録を掲載 3,979 件
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データベース名 概　　　　要 収録データ件数

棟札 平成 3 年度に刊行した社寺建造物の棟札の調査報告書に収録し
ていない指定外建造物の棟札に関する基礎データを収録 1,060 件

古代・中世都市生活史（物価） 古代・中世における都市生活の検討を目的に，概ね８世紀から
16 世紀のさまざまな物の価格を文献資料から抽出し掲載 37,253 件

宮座研究論文 歴史学，民俗学，社会学，人類学，宗教学などにわたる宮座関
係の著書・論文を収録し , 著者別，地域別，年代別に検索が可能 1,447 件

地域蘭学者門人帳人名
近世蘭学者が記載されている門人帳から，人名・出身地・師匠
等の記載を収録。検索の利便のため，現在の都道府県名等の項
目を設定

9,351 件

江戸商人・職人
近世都市江戸の商人・職人の名鑑や株帳等から抽出した居所，
職業，所持株等の情報を収録。商人名は屋号・名を分割，地名
は現在の 23 区の項目を設定

2,617 件

兼顕卿記（全文） 室町時代中期の貴族広橋兼顕の日記の全文データベース 684 件

左経記記録類全文＊ 平安時代中期の貴族源経頼の日記の全文データベース 1,989 件

天文日記記録類全文＊ 戦国時代の本願寺 10 世の法主である証如の日記の全文データ
ベース 4,171 件

吾妻鏡記録類全文＊＊ 鎌倉幕府で編修された鎌倉時代の編年体の歴史書の全文データ
ベース 6,684 件

玉葉記録類全文＊＊ 鎌倉時代初期の貴族九条（藤原）兼実の日記の全文データベース 7,463 件

大乗院寺社雑事記記録類
全文＊＊

室町時代中期の奈良・興福寺大乗院門跡 27 代尋尊大僧正の日
記の全文データベース 59,609 件

兵範記記録類全文＊ 平信範の日記の全文データベース 2,631 件

山槐記記録類全文＊ 藤原（中山）忠親の日記の全文データベース 2,193 件

＊は利用申請が必要　＊＊は利用申請が必要で来館して利用


