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［概 要］ 
 

 資料担当の主要な職掌範囲は，資料収集と製作，資料の保存管理である。 

 資料収集に関しては，「笙（銘「鶯丸」）」，「生田コレクション鼓胴」や「濃萌葱襦子地流水花束模様振袖」

等を追加購入し，本館の特徴あるコレクションの充実が図られた。これらの資料はいずれもこれまで共同研

究や企画展示等により研究・公開されており，新たな研究の進展が期待される。 

 受贈資料では，いざなぎ流祈祷関係資料や今治藩士柴田家資料が特筆される。前者は，現在作業が進めら

れている第４展示室リニューアルの展示資料として，後者は，平成 22 年度開催の企画展示に活用が予定され

ているものである。 

 資料製作に関しては，これまで継続的に実施してきた正倉院文書複製事業について，昨年度策定した，新

技術の導入等による効率化の方針を具体化するため，デジタル撮影による複製品の試作を行った。 

 資料の保存管理に関しては，昨年度に引き続き，収蔵施設と調査室等の地下ゾーンにおける害虫対策およ

び考古資料を収蔵するための施設建設等の環境整備，ならびに搬入資料に関する手続き一元化と資料保険の

導入等による搬入資料の管理体制の整備を行った。また，今年度から３カ年計画で「金沢近代生活関係資料」

のコンディション調査を開始し，歴史・民俗資料の総合的な調査方法を模索しながら，近現代資料の保存管

理に関する新たな課題について取り組むこととなった。 

資料担当 高橋 一樹 

 

 

［収集資料］ 
 

１．購入・受贈資料 

 2009 年度の主な購入資料として，笙（銘「鶯丸」）１管，生田コレクション鼓胴 35 点，ケスティウスのピ

ラミッド螺鈿蒔絵プラーク １点，濃萌葱襦子地流水花束模様振袖 １領，革令定記 ２点 がある。この

ほかに，リニューアル関係として，主なものは，筑豊炭鉱略図等の近代産業関係の資料や，アイヌ関係工芸

品等を購入した。また，寄贈資料では，歌川国芳作錦絵版木 ２枚，いざなぎ流祈祷関係資料 １括，旧今

治藩士柴田家資料 ５点 や別役成義関係資料 28 件等を受贈した。 

 

○笙（銘「鶯丸」）１管 

 かつて紀州徳川家の楽器コレクションの一部をなしていたもので，竹管の切銘により，弘長３年に僧尺寛

像が制作した笙であることがわかる。本館所蔵の紀州徳川家伝来楽器コレクションを補完する資料として貴

重な資料である。 
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○生田コレクション鼓胴 35 点 

 当該コレクションの中核をなす鼓胴の一部で，各系統の作者に比定されるものを多く含み，制作年代も各

時代にわたる系統だったものである点が特色である。桃山時代以降の蒔絵装飾をともない，美術工芸的価値

も高い。 

○ケスティウスのピラミッド螺鈿蒔絵プラーク 

 ヨーロッパ向けに輸出された漆器で，西洋の銅版画を原図とし，室内装飾用の壁掛け飾り板として使用さ

れた。細緻な螺鈿技法のみで風景を表す風景図プラークの遺品は他に例が無く，また初発的な伏彩色螺鈿技

法の使用例として，極めて重要な作例である。 

○濃萌葱襦子地流水花束模様振袖（小裁） １領 

 模様は武家風であることから，武家の女子の衣裳であったと思われるが，伊達紋は菊であることから，皇

室・公家との婚姻関係も考慮する必要がある。子どもの衣裳としては質が極めて高く，保存状態も良好であ

る。当館所蔵の衣裳コレクションにゆかりのある野村正治郎の旧蔵であったとの伝承がある。 

○革令定記 ２点 

 永徳４年（1384）甲子改元定で近衛兼嗣が上卿をつとめたとき，儀式次第の作法を子息兼嗣に伝授するた

め，父道嗣が建仁４年（1204）の近衛家実の日記「猪熊関白記」と弘長４年（1264）の近衛基平らの日記「深

心院関白記」の抜き書きを作成したものである。近衛道嗣の自筆史料とする意見もある。 

○今治藩士柴田家資料 ５点 

 今治藩士であった柴田家に伝来した，佐分利流槍術の免許目録および里見流香道の免許目録，軍学書，柴

田家系図などである。柴田家は寛政改革前後から今治藩主の小姓に取り立てられ，幕末まで側近の地位を維

持しており，文武両道を実践して，家格を上昇させていった武家の動きを具体的に示す地方藩士級武士の家

伝資料として研究上価値が高い。 

 

２．購入・受贈資料一覧 

 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 歌川国芳作錦絵版木（追加） ＊ H-1778-13 ２点 寄贈  

 浅葱縮緬地菊文字模様染繍打敷ほか     

 染織関係資料（追加） ＊ H-937 ３点 購入  

 鑑査会（平成 21 年 10 月 16 日） ＊印の資料，まとめて開催 

 鑑査委員（館内委員）高橋一樹・山本光正・小瀬戸恵美 

           ・松田睦彦 

    

 古代中国青銅武器，青銅・鉄工具 A-639 23 点 購入  

 鑑査会（平成 21 年 12 月 18 日） 

 鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

     （館内委員）大久保純一・齋藤努・広瀬和雄・ 

           小瀬戸恵美 

    

 評価会（平成 22 年１月 25 日） 

 評価委員（館外）３名 
    

 笙（銘「鶯丸」）（追加） ＊＊ H-46-161 １点 購入  
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 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 生田コレクション鼓胴 ＊＊ H-1796 39 点 購入  

 鑑査会（平成 22 年２月 23 日）＊＊印の資料，まとめて開催 

 鑑査委員（臨時委員・館外）２名 

     （館内委員）大久保純一・永嶋正春・岩淵令治 

           内田順子 

評価会（平成 22 年１月 25 日）＊＊印の資料，＊＊＊印の資 

 評価委員（館外）５名   料，まとめて開催 

    

 ケスティウスのピラミッド螺鈿蒔絵プラーク     

 （追加） ＊＊＊ H-786-11 １点 購入  

 山水蒔絵書物机 ＊＊＊ H-1797 １点 購入  

 鑑査会（平成 22 年２月 23 日）＊＊＊印の資料，まとめて開催

 鑑査委員（臨時委員・館外）２名 

     （館内委員）大久保純一・永嶋正春・岩淵令治 

           内田順子 

評価会（平成 22 年１月 25 日）＊＊印の資料，＊＊＊印の資 

 評価委員（館外）５名   料，まとめて開催 

    

      

 『時好』辰之第五号ほか F-457 ほか 67 件 購入  

 鑑査会（平成 22 年３月１日） 

 鑑査委員（館内委員）大久保純一・岩淵令治・原山浩介・ 

           樋口雄彦 

    

 革令定記 ＊ H-1798 ２点 購入  

 天正五年持明院基孝書状（追加）＊ H-1787-３ １点 購入  

 応永二十二年大嘗会仮名記 ＊ H-1799 １点 購入  

 正親町院記 ＊ H-1800 １点 購入  

 岸和田流砲術伝書（追加）＊ H-1411-24 12 点 購入  

 鑑査会（平成 22 年３月３日）＊印の資料まとめて開催 

 鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

     （館内委員）大久保純一・小島道裕・仁藤敦史・ 

           岩淵令治 

評価会（平成 22 年３月 11 日） 

 ※百科絵巻等と同時開催 

 評価委員（館外）５名 

    

 アイヌ関係工芸品（追加） F-471 ６件 購入  

 筑豊炭鉱略図ほか F-473 ほか 54 件 購入  

 いざなぎ流関係資料 F-391 ６件 寄贈  

 蒔絵万年筆・シャープペンシル F-475 ３点 購入  

 鑑査会（平成 22 年３月４日） 

 鑑査委員（館内委員）大久保純一・日高薫・樋口雄彦・ 

           松田睦彦 

    

 第一次世界大戦ドイツ人俘虜ケーバライン関係     
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 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 資料 ＊＊ H-1801 一括 購入  

 百科絵巻 ＊＊ H-1802 ３点 購入  

 ケンペル著 『日本誌』（蘭訳版）＊＊ H-1803 １点 購入  

 ケンペル著 『廻国奇観』（初版）＊＊ H-1804 １点 購入  

 鑑査会（平成 22 年３月５日）＊＊印の資料まとめて開催 

 鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

     （館内委員）大久保純一・日高薫・岩淵令治・ 

           原山浩介 

 評価会（平成 22 年３月 11 日） 

 ※＊＊印の資料，革令定記と同時開催 

 評価委員（館外）５名 

    

 濃萌葱襦子地流水花束模様繍振袖ほか     

 染織関係資料（追加） H-937 ６点 購入  

 鑑査会（平成 22 年３月 11 日） 

 鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

     （館内委員）大久保・久留島浩・永嶋正春・ 

           小島道裕 

    

 今治藩士柴田家資料 ＊＊＊ H-1805 ５点 寄贈  

 近世紙幣・近代割手形 ＊＊＊ H-1806 15 点 寄贈  

 鑑査会（平成 22 年３月 19 日）＊＊＊印の資料まとめて開催 

 鑑査委員（館内委員）大久保純一・山本光正・久留島浩 

           岩淵令治 

    

 関東大震災写真（追加）＊ H-974-55 50 件 寄贈  

 別役成義関係資料 ＊ H-1807 28 件 寄贈  

 鑑査会（平成 22 年３月 30 日）＊印の資料，まとめて開催 

 鑑査委員（館内委員）大久保純一・安田常雄・齋藤努・ 

           内田順子 

    

 

 

［製作資料］ 
 

１．製作資料 

 複製資料として，継続して製作中の正倉院古文書複製品 ７巻を製作した他，昨年度に引き続き「汎用資

料」を含む，主にリニューアル展示用の展示資料を製作した。 

 

２．製作資料一覧 

   製作資料名称 資料番号 員数  

 正倉院古文書 複製のうち    

  続々修 第六帙第一・第五～十巻 H-312-5-6 ７巻  
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   製作資料名称 資料番号 員数  

 洛中洛外図屏風 歴博甲本    

  複製品（インクジェット版） G-96 １双  

 「浮鯛抄」複製 G-38-3 １巻  

 「鳥猟絵馬」複製 G-57-2 １面  

 座敷幟 G-90-4 ８件  

 張子虎 G-90-5 ２点  

 雛人形 G-90-6 １式  

 結納品 九品 関東型 G-90-7 １件  

 宇出津暴れ祭り関係資料のうち 楽器 G-97-1 ３件  

 比婆荒神神楽関係資料のうち ヤマタノオロチ G-98-1 ２点  

 おせち食品模型 G-99 13 点  

 近代化遺産・産業関係資料のうち    

  書籍「筑豊炭鉱絵巻」 G-100-1 １点  

 縁起物関係資料のうち    

  だるま G-101-1 23 点  

  招き猫 G-101-2 11 点  

 志摩かさぶく G-102 ３点  

 


