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資料調査研究プロジェクト 
 

 

［概 要］ 

 

 歴博では，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研究プロジェク

トを計画的に進めている。本年度は，棟梁鈴木家資料，助産院資料，考古関係先史遺物資料，生田コレクシ

ョン 鼓胴，伊能家資料（近世・近代文書），野村コレクション 服飾品を各プロジェクトにより調査してき

た。また，資料図録『野村コレクション 服飾Ⅱ』，資料目録『伊能茂左衛門家資料目録』を刊行した。 

 

情報・知財担当 坂本 稔 

 

 

 

公 開 形 態 研 究 課 題 研究代表者 

新 

規 

資料図録 棟梁鈴木家資料 
研究部 
 久留島 浩 

資料目録 助産院資料 
研究部 
 山田 慎也 

継 

続 

資料図録 考古関係先史遺物資料 
研究部 
 工藤雄一郎 

資料図録 生田コレクション 鼓胴 
研究部 
 日高  薫 

資料目録 伊能家資料（近世・近代文書） 
研究部 
 久留島 浩 

資料図録 野村コレクション 服飾品 
研究部 
 澤田 和人 

 

 

［各プロジェクト］ 

（１）「棟梁鈴木家資料」2013～2013年度 

   （研究代表者 久留島 浩） 

 

１．目 的 

 棟梁鈴木家文書は，江戸幕府の普請方の棟梁の文書である。（Ａ）江戸城および幕府関連施設の絵図面約
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50 件，（Ｂ）作事の日記など文書類７件，（Ｃ）作図のための道具からなる一括史料である。初見時には，（Ａ）

（Ｂ）は，「御用書物」と記された木箱に，また（Ｃ）は「安政六未年三月吉辰」「切絵図」と記された木箱

にそれぞれ収められていた。 江戸城や幕府施設の作事は，普請方と作事方の両者が担当したが，普請方の史

料はまとまったものがないため，新出史料が多く，写真図版による公開によって社会的に寄与することがで

きる。 

 

２．経 過 

 他館蔵の関連資料（東京都立中央図書館蔵甲良家文書等）と比較検討も行いながら，表題の見直しを行っ

た。また，図録刊行に向けて絵図の全点写真撮影を行った。 

 

３．成 果 

 新出史料も含め，絵図の場所と表題を確定することができた。これにより，館蔵資料データベース等での

公開が可能となった。なお，図録刊行については，刊行に向けて絵図の全点写真撮影を行ったが，今回の調

査の過程で，写真図版のみならずさらにトレース・解読の作業が必要でかなり時間を要することが明らかと

なった。このため，図録刊行については，今回の基礎作業を踏まえ，研究組織をさらに整えて，あらためて

申請することとし，まずはデータベース上での目録，写真公開を果たすこととした。 

 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

◎久留島 浩 本館研究部・教授  岩淵 令治 学習院女子大学・教授 本館研究部・客員教授 

 

 

（２）「助産院資料」2013～2017年度 

   （研究代表者 山田 慎也） 

 

１．目 的 

 出産は，次世代を作り出す重要な営みであり，父母などの当事者だけでなく，地域社会などにとっても大

きな関心が払われてきた。近代化の過程で，出産は医師および産婆（後の助産婦，助産師）など，国家試験

を受け免許を得た専門家により，次第に管理されるようになり，現在ではこうした専門家の関与なしに出産

することはまれになっている。こうした医療化の過程で助産師はもっとも従来身近な専門家であった。その

資料は，近代の出産の有り様を明らかにするものであり，整理を行い，判明した詳細なデータを公刊するこ

とで，さらなる研究の進展に寄与することを目的とする。 

 

２．経 過 

 医療器具などのモノ資料や助産録，分娩台帳，各種領収書などの資料整理をすすめている。資料番号別で

は 247 件の調査を終えたが，分娩台帳５件の中身は約 250 の個別カードであり，また助産録も２件で 200 事

案の記録など，その内容までそれぞれ調査，整理を進めている。 
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３．成 果 

 今年度は，調査の開始年度であり，資料を扱っていく中で調査方法の改善や検討をおこなっている。また

分娩台帳５件でも 250 枚のカードや助産録２件で 200 事案であり，また領収書も束で登録されているため，

１件で 100 点近いものもあり，想像以上に時間を取られている。しかし，内容的には当時の出産状況を把握

できる貴重な資料であり，今後も逐次調査を進めたい。 

 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

◎山田 慎也 本館研究部・准教授       小池 淳一 本館研究部・教授 

 青木 隆浩 本館研究部・准教授       川村 清志 本館研究部・准教授 

 

（３）「考古関係先史遺物資料」2012～2014年度 

   （研究代表者 工藤雄一郎） 

 

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。これらの所蔵資料を館外の人々に広く公開し，

展示への利用や，これらの共同研究を進めるために，館蔵資料の調査・整理・記録作業を進め，『国立歴史民

俗博物館館蔵資料図録』として刊行している。考古関連では，北海道の縄文時代資料を収集したコレクショ

ンである『落合計策縄文時代遺物コレクション』を 2001 年度に刊行し，日本各地出土屋瓦を主とした瓦の図

録である『瓦コレクション』を 2004 年度に刊行した。本館所蔵の弥生時代の青銅器については，2008 年度

に『弥生青銅器コレクション』として資料図録を刊行した。そして 2011 年度には『国立歴史民俗博物館館蔵

資料図録８ 古墳時代関連資料』を刊行した。 

 本プロジェクトは，引き続き，縄文，弥生，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 

 本プロジェクトでは，対象資料のデータ整理及び実測図，トレース図の作成を行うため，年度ごとに実施

する調査・整理対象資料を決定している。今年度は，縄文時代資料として昨年度から引き続き，以下の３件

の縄文時代資料の整理調査作業を進めた。 

 ・青森県亀ヶ岡遺跡出土縄文時代遺物（A-258） 

 ・亀ヶ岡遺跡出土品（A-13） 

 ・青森県是川遺跡出土品（A-228） 

 

３．成 果 

 2010・2011 年度に，古墳時代関係資料の整理作業に並行して，亀ヶ岡遺跡出土資料の石器および土器の実

測の一部を進めてきた。2013 年度は亀ヶ岡遺跡出土資料石器の実測の残りの部分を完成させるとともに，是

川遺跡の資料の実測・トレース作業を進めた。2013 年度中に資料全点の実測・トレース作業が完了し，図録

の刊行に向けての編集作業と，これらの遺物についての原稿執筆作業を進めた。 
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４．研究組織（◎は研究代表者） 

◎工藤雄一郎 本館研究部・准教授        高田 貫太 本館研究部・准教授 

 山田 康弘 本館研究部・准教授 

 

（４）「生田コレクション 鼓胴」2012～2014年度 

   （研究代表者 日高 薫） 

 

１．目 的 

 生田コレクションは，大阪麦酒（現アサヒビール）株式会社の創業に携わった生田秀氏と，その長男で鼓

胴研究者として知られる生田耕一（筒哉）氏とが，二代にわたり収集した能楽関係コレクションである。謡

本および文献資料の大半は，現在，関西大学総合図書館所蔵（生田文庫）となっているが，本館が所蔵する

資料は，生田コレクションの中核をなす小鼓胴 91 点・大鼓胴８点と関連資料（鼓箱・仕覆・調緒・鼓革等の

鼓関連品，太鼓胴・能管・雅楽器などの楽器，鼓胴関係の文献資料，手附，収集や収集者に関連する資料な

ど）からなり，その価値には定評がある。とくに，各系統の作者に比定される小鼓胴は，制作年代も各時代

にわたる系統だったコレクションと位置づけられ，美術工芸的価値も高い。 

 本プロジェクトは，本館所蔵の生田コレクションの調査・整理を行い，全資料の写真撮影および基礎的な

データ作成を行い，資料図録を刊行し，その資料情報を広く公表することが目的である。 

 

２．経 過 

 生田コレクション鼓胴（H-1796）は，2009 年度および 2010 年度に本館が収集した資料である。小鼓胴お

よび大鼓胴に関しては，本館受け入れ以前に公開されているものの，全資料の資料情報は明らかにされてい

ない。本プロジェクトにおいては，資料の基本情報に関わる調査をすすめ，あわせて写真撮影をおこなうが，

小鼓胴および大鼓胴に関しては，内部構造や内部に観察できる鉋目が，作者系統や時代の判定，後世の改造

等の事実を知るために重要であるため，これらの手がかりとなる X線透過画像および鼓胴の内部写真撮影も

おこなう。 

 

３．成 果 

 前年に引き続き，各資料の点数確認，法量計測，意匠や技法等に関する調査を進めた。また，資料図録に

掲載するための全資料の写真撮影を完了し，鼓胴の内部（請・巣間）の撮影についても完了した。 

 

４．研究組織（◎は研究） 

◎日高  薫 本館研究部・教授        澤田 和人 本館研究部・准教授 
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（５）「伊能家資料（近世・近代文書）」2010～2013年度 

   （研究代表者 久留島 浩） 

 

１．目 的 

 伊能家資料のうち，近世近代文書についてはすでに近世・近代古文書詳細データベースで詳細データを公

開し，即日閲覧も開始している。しかしながら，同文書は関東地方では珍しく近世初頭の資料があり，また

利根川水運，醤油醸造，国学，由緒形成といった豊富な内容をもち，刊行物としての目録を要望する研究者

も少なくない。そこで，あらためて内容の確認を行った上で，目録を刊行する。今回の作業で生じた修正点

は，随時データベースにも反映していく。 

 

２．経 過 

 昨年度，資料整理・校正作業が終了した伊能家資料を目録として刊行するための編集作業を行った。表紙

や口絵，研究論文に使う写真撮影なども適宜行った。 

 

３．成 果 

 『国立歴史民俗博物館資料目録 11 伊能茂左衛門家資料目録』を刊行した。外部執筆者（酒井右二氏〈成

田高校教諭／立教大学非常勤講師〉・岩城卓二氏〈京都大学人文科学研究所准教授〉）に研究論文を寄稿して

いただいた。酒井論文では，これまであまり知られていなかった楫取魚彦の文化活動および文化人との交流

の一端があきらかになった。 

 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

◎久留島 浩 本館研究部・教授    岩淵 令治 学習院女子大学・教授 本館研究部・客員教授 

 

（６）「野村コレクション 服飾品」2008～2013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。服飾の裂を二曲屛風に貼装した「小袖屛風」については，既に資料図録２『野

村コレクション 小袖屛風』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 

 2008～2013 年度：新規採寸，技法分析，伝来の調査，基礎データの整備 

 2012～2013 年度：付属品の調査，新規写真撮影 

 

３．成 果 

 2012 年度：162 点を収録した図録第１分冊の刊行 

 2013 年度：163 点を収録した図録第２分冊の刊行 

 

４．研究組織（◎は研究代表者） 

◎澤田 和人 本館研究部・准教授        日高  薫 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 10 野村コレクション 服飾Ⅱ』 

 本年度でプロジェクトが終了した，「野村コレクション 服飾品」の資料調査研究プロジェクト（2008～2013

年度）の研究成果を，本館が所蔵する野村コレクションの服飾品を対象とした写真・表・解説等の資料デー

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。 

 

◆『国立歴史民俗博物館資料目録 11 伊能茂左衛門家資料目録』 

 本年度でプロジェクトが終了した，「伊能家資料（近世・近代文書）」の資料調査研究プロジェクト（2010

～2013 年度）の研究成果を，「典籍」「古文書」「書画」「武器・武具類」「魚彦資料」の５項目からなる資料

目録とともに，本館が所蔵する伊能家資料を対象とした写真，論説等の資料データ等によって構成された目

録集として刊行し，公開した。 


