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［概要ー資料］

資料委員会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。

2005 年度における資料収集に関して特記すべき大型もしくは高額のものとしては，内田寛一古地図

コレクション，和流砲術秘伝書及び西洋砲術書等を含む青圃文庫，江戸及び諸国名所泥絵集などの購入，

和竿コレクション，照臨院所蔵の染織資料の寄贈などが挙げられる。従来の資料収集方針にもとづき充

実がはかられた資料としては，輸出漆器関係として「花鳥人物蒔絵象嵌飾棚」「西洋紋章入螺鈿嗅ぎ煙

草入」などがその歴史資料としての重要性で注目され，「妖怪・怪談コレクション」「錦絵コレクション」

「貿易陶磁器コレクション」「近代戦争関係資料」などもそれぞれ資料の追加収集がはかられた。

2004 年度にスタートした館蔵資料の即日閲覧に関しては，システムが軌道に乗り，徐々にではある

が利用者数が増えつつある。2005 年度は前年度に受け入れが完了した「平田国学関係資料」の中から

資料コンディションを確認しつつ，順次即日閲覧用に追加した。

また前年度に引き続き 2005 年度も資料に関する諸問題の解決をはかるために，資料委員会のもとに

いくつかのワーキング・グループを設置して，検討をすすめた。

毀損しやすく永久保存に適さない材質の資料や，企画展示の際に製作したジオラマや造作物の管理に

関する指針を検討するための「資料のカテゴライズ」のワーキングに関しては，前年度の委員会で，永

久保存する ‘資料’ とは異なり，多様な利用と保存形態を取りうるものとして，新たに ‘簡易資料’ と呼

ぶカテゴリーを創設することなどが基本方針として確認されていたが，本年度これを ‘汎用資料’ と名

付けて運用に供されることとなった。すでにかつての企画展示等で製作した造作物の中から資料性の高

いものを汎用資料として登録し，また，第３室リニューアルに向けて製作した資料の一部もこのカテゴ

リーの中で整理されつつある。館における資料製作のガイドライン作成を検討する「資料製作」のワー

キングに関しては，汎用資料の枠組みができたことで，抱えている諸問題を「資料のカテゴライズ」ワー

キングと共有しうることが判明し，この中に合流し今後の検討を行うこととなった。

資料の保存体制の検討と修復計画を作成するための「保存・修復」ワーキングに関しては，計画的な

資料修復プランの作成をはかるとともに，総合的有害生物管理の観点にもとづき収蔵庫環境の恒常的な

維持・管理をおこなう体制の確保が決議され，この方針は歴史資料センター会議においても承認され，

2006 年度に正式発足させるため新年度に予算要求することが確認された。また資料保存に関しては例

年のごとく年度内に２回の資料保存環境検討委員会を開催し，館内の有害生物管理や収蔵庫内の温湿度

管理，燻蒸等の体制について検討が深められたが，今後，より機動的かつ恒常的に館内の保存環境の維

持にあたる作業班の編成が提起され，歴史資料センター会議においても承認された。2006 年度はこの

作業班の実際の立ち上げと運用という課題が残されている。

ディジタル資料製作に関するガイドラインづくりや管理体制を検討する「ディジタル資料の取扱」の

ワーキングは，ディジタル資料製作の契約等の手続きに関しては各部署が責任をもっておこなうべきで
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あるとともに，館内に一元的に管理をおこなう部署をもうけるべきであるとの答申をまとめ，資料委員

会，教員会議，総務会議で順次承認された。今後この基本方針の提起が全館的見地から実現されること

が望まれる。同ワーキングは，基本方針の作成答申をおこなったことで任務を全うしたため，年度末に

解散した。

資料管理に関するマニュアルづくりをおこなう「資料管理マニュアル」のワーキングに関しては，資

料委員会関係のマニュアルはほぼその草案が作成されたが，最終的に展示委員会作成分と整合性をとる

作業が残されている。

なお，2006 年 3月現在，購入・寄贈・製作資料は約 20万件を越えている。膨大な点数に上る一括

寄贈資料などは，各担当教員の努力により鋭意整理がすすめられており，また，即日公開に供しうる資

料群の選定・整理も順次おこなっている。今後も館の資料収集方針にもとづく計画的な収集と，より充

実した公開体制の確立をはかり，資料の共同利用性を高めていかなければならない。

	 	 	 	 	 	 	 	 　　　資料委員長	 大 久 保 純 一

[ 収集資料 ]
	

１．購入・受贈資料   

2005 年度に購入を行った主な資料として，内田寛一古地図コレクション 2324 点，近世・近代染織

資料５件，花鳥人物蒔絵象嵌飾棚１基，長崎青貝細工２件などがあげられる。また，企画展示および総

合展示リニューアルに向けての資料として，所荘吉旧蔵炮術秘伝書コレクション 122 件をはじめ，東

海道五十三次勝景４帖，法然上人御一代記４幅，江戸及び諸国名所泥絵集 50枚，近代戦争関係資料，

妖怪・怪談コレクション，錦絵コレクションなど多数購入した。受贈資料については，波多野旧蔵和竿

コレクション，照臨院旧蔵堂内荘厳具，貿易陶磁器コレクション他，多数の寄贈があった。主要な資料

の解説および購入・受贈資料を以下に示した。

○長崎青貝細工のうち　西洋紋章入螺鈿嗅ぎ煙草入　１合

江戸時代後期に西洋向けに輸出された漆器の一つ。	

嗅ぎ煙草入は，19世紀の輸出漆器の重要品目である。本資料は蓋と身を蝶番で留めた薄型の長方形

の箱で，漆製の嗅ぎ煙草入としては標準的な形式である。総体を黒漆塗とし，蓋表には赤と青の伏彩色

螺鈿技法で紋章をあらわし，身の底には伏彩色のない螺鈿技法で楼閣山水文様を表す。蓋裏には，長崎

製青貝細工によく見られる紡錘形の草花文をあらわし，その内部に金蒔絵で，「出島の記念に		1849 年

11 月３日　Dr	Otto	Mohnike」との銘が記される。ドイツの医師オットー・モーニッケは，1848 年に

出島商館医・自然科学調査官として来日し，聴診器や牛痘をもたらしたことで知られる。注文主，製作

時期が特定できる輸出漆器の作例として貴重なばかりでなく，日欧文化交流，医学史の資料としても重

要である。

○内田寛一古地図コレクション　2324 点

地理学者で元東京文理科大学教授の内田寛一氏（1888 ～ 1969）による収集の古地図コレクション。
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近世から明治前期の絵図・地図を約 1,200 点及び，明治期の旧版地形図等約 1,100 点を数える。前者

については，世界図，朝鮮図，日本図，都市図，道中図，歴史地図等の多岐にわたる地図や紀行文等が

おさめられている。コレクションとしてとくに注目すべき点は，板行国絵図が多数おさめられているこ

とであり，全国の多くの国をカバーしているほか，同一国でも数種の異図をおさめる。また，江戸図も

充実している。そのほかの主な資料としては，山川地理調図，東海道分間之図，石版東海道各駅之図，

江戸より日光への街道図会等がある。

○江戸及び諸国名所泥絵集　50枚

泥絵は江戸後期から明治にかけて，泥絵具によって描かれた民衆絵画である。本資料は寛永寺や両国

あるいは飛鳥山などの江戸とその近郊，および厳島神社や駿州三保など諸国の名所を描いた泥絵の組み

物。当初からセットとして制作された泥絵の組み物としては有数の規模を持つもので，しかも保存状態

はきわめて良好である。江戸名所に関しては，広重の錦絵による江戸名所絵にはない場所やアングルを

描くものも見いだせるなど，図像的に珍しい図も多い。従来の泥絵に関する図録や展覧会等ではほとん

ど紹介されることがなく，その意味でも資料性が高い。江戸や諸国の名所を題材とするため，絵画史の

みならず，都市史や交通史などの資料としても活用でき，また霞ヶ関や赤羽根有馬屋敷，井伊家上屋敷

など，江戸の大名屋敷を題材とした図も多数含まれるため，建築史の資料としても有効視される。

２．購入・受贈資料一覧   

資料名称　　　　　　　　　　　　　　　　資料番号　　　　　　員数　　　受入別

錦絵コレクション　　　　　　　　　　　　　　H-22（追加）　　　　	24 件　　　購入

近世・近代染織資料　　　　　　　　　　　　　H-937（追加）　　　　	5 件　　　購入

長崎青貝細工　　　　　　　　　　　　　　　　H-995（追加）　　　　	2 件　　　購入

高松宮家装束関係資料　　　　　　　　　　　　H-1191　　　　					259 点　　　受贈

近代戦争関係資料　　　　　　　　　　　　　　H-1282（追加）				　　35件　　　購入

軍事郵便　　　　　　　　　　　　　　　　　　H-1338（追加）　　　		1 件　　　受贈

江戸高名会亭尽　　　　　　　　　　　　　　　H-1368（追加）			　	　		3 件　　　購入

近世水滸伝関係資料　　　　　　　　　　　　　H-1429（追加）　　　		1 件　　　購入

前近代日本図関係資料　　　　　　　　　　　　H-1557（追加）　　　		1 件　　　購入

所荘吉旧蔵コレクション　　　　　　　　　　　H-1573（追加）		　			301 点　　　購入

被衣資料　　　　　　　　	　　　　　	　　　　		H-1619（追加）　　　		2 件　　　購入

泥絵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H-1644（追加）　　　		1 件　　　購入

ガラス板写真ネガ　　　　　　　　　　　　　　H-1682　　　　			3846 点　　　受贈

東海道五十三次勝景　　　　　　　　　　　　　H-1721　　　　　　		4 帖　　　購入

朝鮮八道図　　　　　　　　　　　　　　　　　H-1722　　　　　　		8 枚　　　購入

増補華夷通商考　　　　　　　　　　　　　　　H-1723　　　　　　		5 冊　　　購入

享保十一年三月小金御鹿狩之節組々羽織之図　　H-1724　　　　　　		1 冊　　　購入
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　　資料名称　　　　　　　　　　　　　　　　資料番号　　　　　　員数　　　受入別

ロシア人行列図　　　　　　　　　　　　　　　H-1725　　　　　　		1 枚　　　購入

ロシア船図　　　　　　　　　　　　　　　　　H-1726　　　　　　		1 枚　　　購入

肥前長崎湊　　　　　　　　　　　　　　　　　H-1727　　　　　　		1 枚　　　購入

長崎唐人屋敷図巻　　　　　　　　　　　　　　H-1728　　　　　　		1 巻　　　購入

小浜藩邸図　　　　　　　　　　　　　　　　　H-1729　　　　　　		5 鋪　　　購入

原昭胤旧蔵資料　　　　　　　　　　　　　　　H-1730　　　　　　		3 件　　　購入

仙台藩江戸関係史料　　　　　　　　　　　　　H-1731　　　　　　		5 件　　　購入

松代藩江戸屋敷等関係史料　　　　　　　　　　H-1732　　　　　　		5 件　　　購入

江戸の華名物商人ひやうばん　　　　　　　　　H-1733　　　　　　		1 枚　　　購入

江戸大商人乃番附　　　　　　　　　　　　　　H-1734　　　　　　		1 枚　　　購入

毎日千金繁昌競　初編　　　　　　　　　　　　H-1735　　　　　　		1 枚　　　購入

内田寛一古地図コレクション　　　　　　　　　H-1736　　　　			2324 点　　　購入

花鳥人物蒔絵象嵌飾棚　　　　　　　　　　　　H-1737　　　　　		　1基　　　購入

山水花鳥螺鈿化粧箪笥　　　　　　　　　　　　H-1738　　　　　		　1基　　　購入

照臨院旧蔵堂内荘厳具　　　　　　　　　　　　H-1739　　　　　　34件　　　受贈

林利三郎日記　　　　　　　　　　　　　　　　H-1740　　　　　　61冊　　　受贈

俟采擇録　　　　　　　　　　　　　　　　　　H-1741　　　　　　		1 冊　　　受贈

国史纂論（一・二・三・四・五）　　　　　　　		H-1742　　　　　　		1 冊　　　受贈

山口安彦氏寄贈絵葉書　　　　　　　　　　　　H-1743　　　　　　23件　　　受贈

大砲（コルベリン砲）　　　　　　　　　　　　		H-1744　　　　　　		1 門　　　受贈

刀（日本刀）　　　　　　　　　　　　　　　　		H-1745　　　　　　		1 口　　　受贈

江戸及び諸国名所泥絵集　　　　　　　　　　　H-1746　　　　　　50枚　　　購入

貿易陶磁器コレクション　　　　　　　　　　　A-219（追加）　　　　	2 件　　			受贈

太田天神山古墳周囲採集の石製品片･埴輪片･土器片

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A-634　　　　　　		17 点　　　受贈

妖怪・怪談コレクション　　　　　　　　　　　F-320（追加）　	　　		46 件　　　購入

葬送儀礼資料　　　　　　　　　　　　　　　　F-322（追加）　　　　	１件　　　受贈

釈迦涅槃図　　　　　　　　　　　　　　　　　F-396　	　　　　　				1 幅　　　購入

道益釈迦涅槃像図　　　　　　　　　　　　　　F-397　	　　　　　　1幅　　　購入

三世相小鏡　　　　　　　　　　　　　　　　　F-398　	　　　　　　1冊　　　購入

波多野旧蔵和竿コレクション　　　　　　　　　F-399　	　　　　　		79 点　　			受贈

波多野元武釣日誌　　　　　　　　　　　　　　F-400　	　　　　　				1 冊　　　受贈

挟箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F-401　	　　　　　				1 点　　　受贈

法然上人御一代記　　　　　　　　　　　　　　F-402　	　　　　　				4 幅　　　購入

豆州手石阿弥陀仏窟略縁記　　　　　　　　　　F-403　	　　　　　		 	1 冊　　　購入

江都湯嶋天満宮略縁記　　　　　　　　　　　　F-404　	　　　　　				1 冊　　　購入
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　　資料名称　　　　　　　　　　　　　　　　資料番号　　　　　　員数　　　受入別

勅　法東大悲山笠森寺略緑由記　　　　　　　　F-405　	　　　　　				1 冊　　　購入

摂泉堺妙国寺蘇鉄略縁起　　　　　　　　　　　F-406　	　　　　　				1 冊　　　購入

関東一宮船橋両御宮御由緒略記　　　　　　　　F-407　	　　　　　				1 冊　　　購入

冨士山略縁記　　　　　　　　　　　　　　　　F-408　	　　　　　　1冊　　　購入

月輪寺略縁記　　　　　　　　　　　　　　　　F-409　	　　　　　　1冊　　　購入

江島三社弁財天来歴　　　　　　　　　　　　　F-410　	　　　　　　1冊　　　購入

安房国千光山清澄寺略縁起　　　　　　　　　　F-411　	　　　　　　1冊　　　購入

舎利寺境内略縁記　　　　　　　　　　　　　　F-412　	　　　　　　1冊　　　購入

釈迦涅槃図（道益図）　　　　　　　　　　　　		F-413　	　　　　　　1幅　　　購入

孝子善之丞感得伝　　　　　　　　　　　　　　F-414　	　　　　　　2冊　　　購入

世間常張鏡　　　　　　　　　　　　　　　　　F-415　	　　　　　　1冊　　　購入

日蓮聖人註画讃　　　　　　　　　　　　　　　F-416　	　　　　　　1冊　　　購入

蓮如上人御一生記絵抄　　　　　　　　　　　　F-417　	　　　　　　3冊　　　購入

圓光大師伝記　　　　　　　　　　　　　　　　F-418　	　　　　　　7冊　　　購入

高野大師行状図画　　　　　　　　　　　　　　F-419　	　　　　　		10 冊　　　購入

二十四輩順拝図会　　　　　　　　　　　　　　F-420　	　　　　　		10 冊　　　購入

西国三十三所観音霊場記　　　　　　　　　　　F-421　	　　　　　		10 冊　　　購入

聖徳太子伝図会　　　　　　　　　　　　　　　F-422　	　　　　　　6冊　　　購入

［製作資料］  

１．製作資料

複製した資料は，継続して製作中の正倉院古文書複製12巻のほか，「資料」とは別に新たに創設された，

より取り扱い上の自由さを持たせた「汎用資料」が，研究および展示に有効活用されている。

２．製作資料一覧         

製作資料名　　　　　　　　　　　　　　　　資料番号       員数     

正倉院古文書　複製　続々修　第四帙　第八巻～第十九巻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H-312（追加）　　　		12 巻

蝦夷国魚場風俗図巻　複製（インクジェット印刷　以下同）　　　　　　1巻

琉球貿易図屏風　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六曲一隻

唐館図　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻

蘭館図　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻

江戸城内惣絵図（裏書）　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

江戸通油町　質商　加藤家文書　複製　　　　　　　　　　　　		　　10件
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　製作資料名　　　　　　　　　　　　　　　　資料番号      　　　　  員数

中山伝信録　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6冊

御大名出世双六　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

浜浅葉日記　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2点

本郷村耕地絵図　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

改正地球万国全図　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

新訂万国全図　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

伊能忠敬日本全圖　大圖　備前，小豆島　複製　　　　　　　　　　　1点

伊能忠敬日本全圖　大圖　越後，信濃　複製　　　　　　　　　　　　1点

須弥山儀図　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

南瞻部州万国掌果之図　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

伊能忠敬日本全図　中図　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

江戸名所百人美女　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		11 点

秤の本地Ａ本　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

秤の本地Ｂ本　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

佐倉連隊兵舎模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

佐倉連隊地模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点

神島地模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1点
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［概要ー図書］

図書部会では，従来の収書方針に基づき，日本の歴史と文化について歴史学，考古学，民俗学及び関連諸

学の学際的研究を目指す基幹研究や，資料の情報化を図って歴史学，考古学，民俗学など新しい方法論的な

基盤をつくる基盤研究等を支援するための図書資料を選定・収集することにつとめている。この部会は，昨

年度に研究連携センターの下に発足したが，今年度はその規定を作成して，制定した。

また，引き続き収蔵スペースの効率化に積極的に取り組んだ。（1）書庫 1層および 2層図書の全面的移動

と配架調整を実施した。（2）新規寄贈図書については，受け入れの可否を図書部会で検討し，適切に対応・

処理していくように整備した。（3）雑誌類についてはデータ整備を進め，利用しやすい環境を整えた。（4）

既に収蔵されている雑誌類については，図書部会でその保有の是非や期間について検討をおこなった。こう

して収蔵スペースの効率化をおこなったが，いずれも図書室の狭隘化問題の根本的な解決とはいえず，これ

についてはひきつづき対策を進める必要がある。

さらに図書の発注から購入，所蔵までの手続きを円滑に進めて適切な資産管理をおこなうために，図書購

入費のほか教員研究費，共同研究費や科研費等の各種研究経費による図書購入の流れについて，整理・整備

をおこなった。

入館者用図書室については，引き続きサービスの向上に努めた。入室者数は21,456人と昨年度並みであっ

たが，レファレンス件数では 176 件と昨年度のそれをやや上回った。

［図書分類別受入冊数］

0：総記 1：哲学 2：歴史 3：社会科学 4：自然科学 5：工学 6：産業

冊 数 903 112 3,872 642 121 173 140

％ 14 2 60 10 2 2 2

7：芸術 8：言語 9：文学 図 書 計 製本雑誌 合　計 累　計

冊 数 254 24 234 6,475 414 6,889 275,747

％ 4 1 3 100

％は小数点以下四捨五入


