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資料調査プロジェクト 
 

 

［概 要］ 
 

 歴博の所蔵資料を研究に広く有効に利用できるように，目録情報や画像などの基礎データを調査・整理し，

資料目録や資料図録をはじめとする多様な形態で公開することを目的とした資料調査プロジェクトを計画的

に進めている。 

 今年度は，見世物コレクション，死絵，木戸孝允・孝正・幸一関係資料，野村コレクション（服飾品Ⅰ），

考古関係先史遺物資料，飛島鈴木家資料，を各プロジェクトにより調査してきた。そして，資料図録として

『弥生青銅器コレクション』を，また資料目録として『高松宮家伝来禁裏本目録』を刊行した。 
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［各プロジェクト］ 
 

（1） 「見世物コレクション」2004～2008 年度 

（研究代表者 松尾恒一） 

 

１．目 的 

 「見世物」とは，江戸時代後期より明治期を中心に，東京浅草・大阪・横浜をはじめとする都市部で流行

した大衆娯楽で，ラクダ・象・ヒョウなど当時では珍しかった動物，アクロバット・雑技等の軽業，物語の

ヒーローの巨大な人形や技巧を凝らした繊細な細工，からくり仕掛けの人形芝居，等々，を主たる内容とす

る。 

 国立歴史民俗博物館の見世物関係資料は，妖怪・化け物，死絵等の絵画資料とともに，近世の民衆文化研

究，及び民俗文化研究の重要な資料となるもので，十余年にわたって見世物関係の絵画資料の収集が行われ，

現在約 600 点の錦絵・刷り物が蔵せられる。 

 本プロジェクトは，より多くの研究者による資料活用のために，書誌・画像等の基礎データを整理し，目

録の刊行を目指すものである。 

 また，平成 19 年度にリニューアルオープンした第３展示室「近世」において，本資料が活用され，資料に

基づいての軽業・細工作り物の展示を行うことができた。 

２．経 過 

 資料１点ごとに，数量／形態／法量／製作年／作者／版元，のほか，当該の見世物についての，興行主／

興行地，等について調査し，データ入力による記録を全て終え，確認の作業に着手した。さらにより適切な

タイトル，調査項目，分類についての検討を行い，Ⅰ曲芸/Ⅱ作り物/Ⅲ動物/Ⅳその他，とする分類案を作成

し，資料１点ごとの分類を決定した。なお，前年までに計約 400 点の写真撮影を完了している。 

３．成 果 

 書誌データについて約 600 点のデータ入力により，巻末掲載予定の資料の一覧（目録）案を作成した。ま

た分類項目４項目のうち，Ⅰ曲芸とⅡ作り物はデータ作成・写真撮影を含め，レイアウト案をほぼ完了した。 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

 福原 敏男 日本女子大学・教授         常光  徹 本館・研究部・教授 

◎松尾 恒一 本館・研究部・准教授 

 

 

（2） 「死絵資料」2004～2008 年度 

（研究代表者 山田慎也） 

 

１．目 的 

 「死絵」とは，近世後期から明治大正期にかけて，著名な歌舞伎役者や絵師などの死去に際して，訃報と

追善をかねて制作された錦絵である。そのモティーフは死の表象となる植物や持ち物，衣装などや，他界の

様子などが描かれるのであり，これらの情報の整理から当時の死の観念や死者表象のあり方を解明する資料
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となる。また，戒名や死亡年月日，菩提寺などが記され，ときには速報性が重視されることから同じ死者で

も異なる情報が載っていることもあり，演劇史や美術史においても役者の情報や製作過程を知ることが可能

となる。よって，図録の中では文字情報の翻刻だけでなく，図柄のモティーフや見立てなどにも留意してキ

ーワードを添付して資料図録としての充実を図る。 

２．経 過 

 個々の資料について，「資料名」「役者名」「代数」「俳号」「戒名」「没年」「没月日」「享年」「菩提寺」「絵

師」「落款印章」「彫り師「版元」「改印」「「死の表象のキーワード」「辞世」「追悼文」などのデータを翻刻す

る。また速報性から没年月日や戒名，菩提寺などは実際とは異なっている場合があり，こうした違いが発行

の手順を伺う上で重要なので，留意しながら実際のものとの比較を行う。また，平成 19 年度に新たに収集し

た死絵資料の整理作業を行いながら，資料調査及びデータの翻刻も行った。 

３．成 果 

 資料を整理していく中ですでに調査を終えた資料に関連するデータが新たに付加されていくなど，資料間

の連関がみられるようになってきた。さらに錦絵全体のモティーフが芝居の見立てになっている場合などは

その芝居の内容や役者のデータについても調査を行っている。来年度は，資料図録刊行のため，新規収集資

料の調査・写真撮影と並行して，レイアウト作成を行う。 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

 大久保純一 本館・研究部・教授         常光  徹 本館・研究部・教授 

◎山田 慎也 本館・研究部・准教授 

 

 

（3） 「木戸孝允・孝正・幸一関係資料」2007～2012 年度 

（研究代表者 樋口雄彦） 

 

１．目 的 

 木戸家資料（H－62）は，1984 年に本館に寄贈されたものであり，木戸孝允・孝正・幸一の３代（夭逝し

た正二郎を含めれば４代）に関する文書を中心に形成された，近世・近現代の資料群である。現在館蔵資料

データベースには東京裁判関係など一部資料のみが登録されている。全体の目録としては，本館受贈以前に

東京大学文学部国史学科が行った整理をもとにした仮目録があるが，中には一括処理された資料が少なくな

く，目録としては不完全なものである。そこで，すべての資料を１点毎に明細に書き上げた完全な目録の完

成を目指す。最終的には，目録の冊子体での出版，館蔵資料データベースへの登載をゴールとする。 

２．経 過 

 平成 14 年から 17 年度まで本館客員教授であった田中正弘氏は，在任中木戸家資料目録の作成に従事され，

木戸孝允時代の資料についてはほぼ整理を終了した。しかし，続いて手掛けた幸一時代の書簡については，

客員の任期終了により作業が中断される形となっていた。そこで本プロジェクトではその作業を再開するこ

とにした。 

 一方，本館准教授樋口は，木戸家資料のうち，主として文書以外の資料について分担し目録化を進めるこ

ととし，写真，物品などの目録作成から作業を始めた。 
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３．成 果 

 田中氏は昨年度に引き続き木戸幸一宛書簡約 600 通を対象に内容検討，目録作成を行い，すべての作業を

完了した。樋口による写真，物品などの資料目録作成についても，全作業を終わらせることができた。 

 集中して作業を行ったことにより，当初の計画よりも大幅に早くプロジェクトを終了させることができた。 

 資料の整理・目録作成の結果は，以下のような内訳で示すことができる。１ 木戸孝允・来原良蔵関係文

書 440 件，２ 木戸孝正関係文書 257 件，３ 木戸幸一日記 294 件，４ 木戸幸一宛公的書簡 626 件，

５ 木戸幸一関係公的文書 343 件，６ 東京裁判関係文書 797 件，７ 東京裁判関係文書 重複分   253

件，８ 木戸幸一獄中書簡 698 件，９ 桂・来原・和田家関係文書 296 件，10 木戸孝允関係文書   234

件，11 木戸孝正日記 46 件，12－1 木戸正二郎関係文書 192 件，12－2 木戸寿栄子関係文書 68 件，

12－3   木戸忠太郎関係文書 35 件，12－4 木戸幸一関係私的文書 170 件，13－1 木戸幸一宛私的書簡   

302 件，13－2 木戸幸一宛親族書簡 846 件，13－3 獄中木戸幸一宛書簡 1,446 件，14 木戸幸一辞令   

226 件，15 書籍 83 件，16 絵葉書 854 件，17 だるま絵 601 件，18 その他文書 112 件，19 什器・

書画類   704 件，20 写真 5,241 件，総計 15,164 件 

 今回完成した整理の結果，本館受け入れ時の仮目録では 1,341 件であった資料総件数が，十倍以上に詳細

化したことになる。なお，資料の分類は，仮目録段階でのものを基礎としながらも，新たな修正を加えてあ

る。 

 以上，本プロジェクトの成果は，国立歴史民俗博物館資料目録『旧侯爵木戸家資料目録』として平成 22

年度に刊行予定である。 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

◎樋口 雄彦 本館・研究部・准教授    田中 正弘 國學院大学栃木短期大学・教授 

 

 

（4） 「野村コレクション 服飾品」2008～2012 年度 

（研究代表者 澤田和人） 

 

１．目 的 

 野村コレクションは，野村正治郎が収集した服飾・装身具の一大コレクションであり，本館を代表する大

型コレクションの一つである。服飾の裂を二曲屏風に貼装した「小袖屏風」については，既に資料図録２『野

村コレクション 小袖屏風』として刊行している。それに続き，このプロジェクトでは，形状を保っている

服飾品に焦点を絞って図録を刊行する。野村コレクションの服飾品は，1999 年の本館の企画展示「江戸モー

ド大図鑑－小袖文様にみる美の系譜」で展示し，展示図録も公刊している。しかし，全資料を公開したわけ

ではなく，未紹介資料も数多く残されている。また，寸法や染織技法といった基礎的なデータも，詳細には

提示していなかった。今回の図録では，企画展示で遺漏していた資料を含めた全てを収録し，かつ，詳細な

基礎的データを示し，研究者に有意義に活用されることを目指す。 
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２．経 過 

 現在登録されている資料台帳のデータを点検し，誤りや不足部分について確認を行った。服飾や染織技法

の調査項目について，どのようなデータをとり，それをいかに表記するかは，学界で未だ統一されていない

現状にある。そこで，多くの研究者と意見交換を行い，今後の標準となるべく適切なかたちとなるよう，項

目および表記の策定を行った。 

３．成 果 

 「江戸モード大図鑑」展の図録に所収されている資料（231 点）の文字データの整理が，まずは完了した。

また，野村正治郎の著作物や売立目録など，近代の出版物に掲載されている資料と照合する作業を行った。

これにより，伝来の経緯や野村の入手時期といった情報を得ることができた。 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

 岩淵 令治 本館・研究部・准教授        ◎澤田 和人 本館・研究部・助教 

 日高  薫 本館・研究部・准教授 

 

 

（5） 「考古関係先史遺物資料の整理調査」2008～2010 年度 

（研究代表者 杉山晋作） 

 

１．目 的 

 本館は，設立以来，多くの考古資料を収集・保管してきた。本館所蔵の弥生時代の青銅器については，実

物及び複製資料を含め，実測図作成等の調査を行い，その研究成果を平成 20 年度に『国立歴史民俗博物館館

蔵資料図録６ 弥生青銅器コレクション』として資料図録を刊行した。本資料調査プロジェクトは，引き続

き，古墳時代の館蔵資料の調査・整理を行い，基礎的なデータ及び実測図の作成を行い，資料図録を刊行し，

その研究成果を公表することが目的である。 

２．経 過 

 本資料調査プロジェクトでは，資料図録刊行までに３年間の資料調査期間を設けて，対象資料のデータ及

び実測図の作成を行うため，各年度ごとに実施する調査・整理対象資料を決定した。本年度は，以下の資料

の調査に着手した。なお，図面に関する規定（線・縮尺等）については，今後プロジェクト内で検討する予

定である。 

 ・長野県英田畑古墳出土品（A-145：25点）   ・愛媛県宮内大下田山古墳出土品（A-146：24点） 

 ・千葉県佐倉市上勝田出土石枕（A-149：１点） ・千葉県鴨川市嶺岡遺跡出土品（A-151：７点） 

 ・帯金具（A-250：６点）           ・石製装身具（A-268：５点，A-549：５点） 

 ・金銀装単龍式環頭大刀（A-211：１点）    ・金銅製単鳳環頭柄頭 複製（A-356：１点） 

 ・環頭大刀金銅製柄頭（A-431：１点）     ・単鳳環頭大刀把頭（A-497-１：１点） 

 ・単龍環頭大刀把頭（A-497-２：１点） 

３．成 果 

 今年度調査に着手した上記資料については，ほぼ実測図の作成を終了した。このうち一部については，プ

ロジェクト内での確認作業を行い，トレースも終了している。 
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４．研究組織（◎は研究代表者） 

◎杉山 晋作 本館・研究部・教授        上野 祥史 本館・研究部・助教 

 永嶋 正春 本館・研究部・准教授       齋藤  努 本館・研究部・教授 

 

 

（6） 「飛島鈴木家資料整理」2008～2012 年度 

（研究代表者 岩淵令治） 

 

１．目 的 

 鈴木家が所在した羽州飛島は，北前船の寄港地であったことから，鈴木家資料は，近世海運業を研究する

うえで，一級の資料である。本館収蔵以来，閲覧要望が多かったが，虫害や汚損による資料の破損が激しく，

調査が困難で未整理であった。平成 18年度に，資料の修復作業が終了したことをうけて，平成 19 年度に予

備的整理を実施し，平成 20 年度から，館蔵資料調査プロジェクトとして本格的な調査を開始した。最終的に

は，即日閲覧によって資料を公開できるようにするために，館蔵資料データベースにのっとった目録（基礎

的目録）を作成する。また，文書の年代や作成者・受取者順のソートや横断的な検索等も可能な詳細なデー

タベースを作成することが目的である。 

２．経 過 

 昨年度に実施した予備的整理に基づき，文書１点ごとに資料保管用の封筒に基礎的データの記入を行った。

また，データベースの作成に必要となる情報項目を検討し，その項目内容に沿った資料情報の収集を行い，

基礎的目録の作成の準備作業に着手した。 

３．成 果 

 今年度調査に着手した未整理資料約 500 点については，資料保管用の封筒への資料の収納と封筒への基礎

的データの記入による整理作業をほぼ完了した。当該資料総数は約 1,500 件にのぼる膨大な資料であること

から，調査期間終了２カ年前からは記録したデータの確認作業を行うことを予定しているため，次年度も精

力的に資料整理と基礎的データの記入を実施していく。 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

◎岩淵 令治 本館・研究部・准教授       久留島 浩 本館・研究部・教授 

 山本 光正 本館・研究部・教授 

 

 

［館蔵資料図録・目録の刊行］ 
 

◆『国立歴史民俗博物館資料図録６ 弥生青銅器コレクション』 

 昨年度にプロジェクトが終了した，「弥生青銅器資料」の資料調査プロジェクト（2003～2007 年度）の研

究成果を，本館が所蔵する弥生時代の青銅器の実物・複製資料を対象とした写真・実測図・資料データ等に

よって構成された資料図録として刊行し，公開した。 

 



173 

◆『国立歴史民俗博物館資料目録８ 高松宮家伝来禁裏本目録』 

 資料調査プロジェクトとは異なるが，本館共同研究「高松宮家伝来禁裏本の基礎研究」（2003～2006 年度）

と，同「高松宮家伝来禁裏本の総合的研究」（2007・2008 年度）の研究成果として，〔分類目録編〕と〔奥書

刊記集成・解説編〕の２分冊の構成で資料目録を刊行した。 

 


