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資料 
 

 

［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，「歌川派錦絵版木」および「死絵」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。前者は平成 20 年度２月から開催された企画展示で公開され，後者は平成 21 年度の資料図

録の刊行が予定されている。また，水俣病関係資料をはじめとする現代史関係資料を重点的に購入し，平成

21 年度に開設予定の現代展示の準備が進められた。 

 受贈資料では，30 万コマ以上の写真フィルムを中心とする「石井實フォトライブラリー関係資料」が特筆

される。写真資料の収蔵は近年の特徴の一つであるが，今後はこれらの収蔵環境を整備することが課題とな

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，従来の事業計画を再

検討し，新技術の導入等により効率化を図る方針を策定した。 

 資料の保存管理に関しては，収蔵施設および調査室等の地下ゾーンにおける害虫対策および空間の有効利

用のための環境整備，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，平成 18 年度より開始した「水木家資料」のコンディション調査が終了し，平成

21 年度から実施する新たなコンディション調査の方針を策定した。 

資料担当 青山宏夫 

 

 

［収集資料］ 
 

１．購入・受贈資料 

 2008 年度の主な購入資料として，百鬼夜行図 １巻，白麻地桐樹文字模様染繍帷子 １領，笙（銘「鳳凰

丸」）１管，古記録断簡 45 枚，『蝦夷島奇観－膃肭獣魚猟部』 １冊 がある。このほかに，リニューアル

関係として，主なものは水俣病「怨」の旗 ４点，雑誌『LIFE』1866 冊，福島鑄郎氏所蔵資料（追加） 等

の現代資料や幕末古写真 29 点を購入した。また，寄贈資料では，石井實フォトライブラリー関係資料 １

括 やサカアミ（坂網）１点，錦絵玩具画（おもちゃえ）22 点等を受贈した。 

○百鬼夜行図 １巻 

 真珠庵本系統の「百鬼夜行絵巻」の一種であるが，真珠庵本にはみられない妖怪が登場する点に特徴がみ

られる。作者が狩野洞雲であることから，真珠庵本系統の百鬼夜行絵巻のなかでも も古い時期に制作され

た資料である。 

○白麻地桐樹文字模様染繍帷子 １領 

 白地に藍染と友禅染，肩鹿の子，刺繍によって桐樹と「鳳凰舞寿」の文字をあらわした女性用の帷子で，
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武家階層の料と考えられる。目立った後世の補修はなく，江戸時代の仕立ての状態を保っており，同じタイ

プの帷子は館蔵の野村正治郎衣裳コレクションにないことから貴重である。 

○笙（銘「鳳凰丸」）１管 

 かつて紀州徳川家の楽器コレクションの一部であったことが明らかな資料で，切銘を有することから，笙

作りの名手として著名な信貴山の僧，頼尊が仁治２年に制作したことがわかる。また，付属文書から伝来の

経緯も明らかである。館蔵の紀州徳川家伝来楽器コレクションを補完する貴重な資料である。 

○古記録断簡 45 枚 

 応永 28 年正月から応永 31 年 12 月までと推定される蔵人所の管轄した日記であり，『師郷記』に相当する

ものと考えられ，『資料纂集』の師郷記の欠落部分に納まるものである。内容は，天皇・室町殿の動静が記述

され，多くの新史実を明らかにできる貴重な資料である。紙背文書は，年中行事の職事弁官の担当者を配分・

記録した分配文である。 

○雑誌『LIFE』1866 冊 

 1936 年に創刊されたアメリカの大衆向け週刊写真雑誌で，本資料は，創刊時から 1972 年までで雑誌のほ

ぼ全貌が明らかになる。戦前から戦後のアメリカ社会を，写真画像と記事を通して知ることのできる資料で

あり，現代展示資料として好個のものである。 

○石井實フォトライブラリー関係資料 １括 

 地理学者故石井實氏が，戦後直後からおよそ 60 年間のあいだに日本各地を撮影した約 30万点の「地理写

真」を中心とした資料群である。地理学的観点から，自然景観や文化景観，さらには生活文化まで幅広い対

象を撮影したものであり，撮影日と撮影地点が記録されていることから，歴史資料としての価値が高く，戦

後日本の景観史や生活文化史等を研究するうえで貴重な資料である。 

２．購入・受贈資料一覧 

 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 古銭・紙幣・国債 ＊ H-1784    32 点 寄贈  

 五・一五事件と二・二六事件関係資料，戦前絵葉書類 ＊ H-1785    11 点 寄贈  

 大正・昭和期の双六 ＊ 
 鑑査会（平成 20 年８月 25 日） ＊印の資料，まとめて開催 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・安田常雄・山田慎也・ 

            内田順子 

H-1786    28 点 寄贈  

 古記録断簡 
 鑑査会（平成 20 年 10 月 21 日） 

  鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

      （館内委員）久留島浩・仁藤敦史・青山宏夫・ 

            高橋一樹 

 評価会（平成 20 年 12 月 25 日）※名所歌枕と同時開催 

  評価委員（館外）５名 

H-1787-1    45 枚 購入  

 三代歌川豊国画錦絵（追加） ＊＊ H-22    12 枚 寄贈  

 疱瘡絵・赤絵コレクション ＊＊ 
 鑑査会（平成 20 年 10 月 21 日）＊＊印の資料，まとめて開催 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・青山宏夫・岩淵令治・ 

            常光徹 

F-436   270 枚 寄贈  

 日本陸軍教本類（追加） ＊＊＊ H-1282    24 点 購入  

 戦時記の新聞・郵便貯金・健康保険被保険者証等（追加）
＊＊＊ 

H-965    14 点 購入  
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 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 好古雑誌 初篇第壱号 合本 ＊＊＊ H-1788     1 冊 購入  

 絵葉書，樺太在住日本人関係資料等 ＊＊＊ 
 鑑査会（平成 20 年 12 月３日）＊＊＊印の資料，まとめて開催

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・青山宏夫・原山浩介・ 

            安田常雄 

H-1789   592 点 購入  

 水俣病「一株運動」資料 ＊ H-1790-1    13 点 寄贈  

 水俣病「怨」の旗 ＊ 
 鑑査会（平成 20 年 12 月３日）＊印の資料，まとめて開催 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・青山宏夫・原山浩介・ 

            樋口雄彦 

H-1790-2     4 点 購入  

 フリードリヒⅡ世肖像図螺鈿蒔絵プラケット（追加） 
 鑑査会（平成 20 年 12 月 12 日） 

  鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

      （館内委員）山本光正・青山宏夫・大久保純一・ 

           岩淵令治 

 評価会（平成 21 年１月 27 日） 

  ※歌川派錦絵版木・百鬼夜行図と同時開催 

  評価委員（館外）５名 

H-786     1 点 購入  

 舟形植木鉢（追加） 
 鑑査会（平成 20 年 12 月 12 日） 

  鑑査委員（館内委員）山本光正・青山宏夫・大久保純一・ 

            日高薫 

H-1389     1 点 寄贈  

 名所歌枕 
 鑑査会（平成 20 年 12 月 12 日） 

  鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

      （館内委員）久留島浩・青山宏夫・井原今朝夫・ 

            高橋一樹 

H-1791     1 冊 購入  

 歌川派錦絵版木（追加）＊＊ H-1778    23 点 購入  

 死絵（追加）＊＊ 
 鑑査会（平成 20 年 12 月 16 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）日高薫・青山宏夫・小池淳一・ 

            岩淵令治 

F-320    75 点 購入  

 妖怪・怪談コレクション（追加）＊＊＊ F-320    33 点 購入  

 錦絵コレクション（追加）＊＊＊ 
 鑑査会（平成 21 年１月 22 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）青山宏夫・山田慎也・山本光正・ 

            日高薫 

 評価会（平成 21 年１月 27 日） 

  評価委員（館外）５名 

H-22     3 点 購入  

 戦時記・占領期の女子学生日記（追加）＊ H-965    13 冊 寄贈  

 戦時下南洋在住日本人への私信（追加）＊ H-965     1 式 寄贈  

 東芝製ターンオーバー型トースター（追加）＊ 
 鑑査会（平成 21 年２月４日）＊印の資料，まとめて開催 

  鑑査委員（館内委員）安田常雄・青山宏夫・樋口雄彦・ 

            内田順子 

H-1339     1 点 寄贈  

 佐倉連隊一等兵檜谷政吉氏関係資料（追加）＊＊ H-1748   219 点 寄贈  

 大高ヒデ辞令類 ＊＊ H-1792    11 点 寄贈  
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 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 佐倉連隊関係資料（追加）＊＊ 
 鑑査会（平成 21 年２月４日）＊＊印の資料，まとめて開催 

  鑑査委員（館内委員）安田常雄・青山宏夫・原山浩介・ 

            内田順子 

H-1748     1 括 購入  

 雑誌『アサヒクラブ 特集 流血の佐世保』 
1968 年２月２日号（追加）＊＊＊ 

H-1125     1 冊 購入  

 Occupied Japan 製玩具等 ＊＊＊ H-1793     1 括 購入  

 戦後自動車パンフレット（追加）＊＊＊ 
 鑑査会（平成 21 年２月４日）＊＊＊印の資料，まとめて開催 

  鑑査委員（館内委員）樋口雄彦・青山宏夫・原山浩介・ 

            内田順子 

H-1339     1 括 購入  

 石井實フォトライブラリー 地理写真関係機材 
 鑑査会（平成 21 年２月４日） 

  鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

      （館内委員）樋口雄彦・安田常雄・原山浩介・ 

            内田順子 

H-1794     1 括 寄贈  

 疱瘡絵本『化物語』＊ F-437     1 冊 購入  

 『悪魔避除鍾馗勢』＊ F-438     1 冊 購入  

 幕末古写真（追加）＊ 
 鑑査会（平成 21 年２月 12 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）青木隆浩・青山宏夫・山田慎也・ 

            内田順子 

 評価会（平成 21 年３月 27 日） 

 ※『蝦夷島奇観－膃肭獣魚猟部』と同時開催 

  評価委員（館外）３名 

F-435    29 点 購入  

 納札 浅草年中行事 
 鑑査会（平成 21 年２月 12 日） 

  鑑査委員（館内委員）内田順子・青山宏夫・山田慎也・ 

            小池淳一 

F-439-1    14 点 購入  

 伊勢参宮名所之図 
 鑑査会（平成 21 年２月 12 日） 

  鑑査委員（館内委員）内田順子・青山宏夫・山田慎也・ 

            小池淳一 

F-439-2     1 枚 購入  

 歌川国芳画 誠忠義士伝（追加）＊ H-22     4 枚 購入  

 錦絵玩具画（おもちゃえ）（追加）＊ 
 鑑査会（平成 21 年３月６日）＊印の資料，まとめて開催 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・樋口雄彦・日高薫・ 

            澤田和人 

H-22    22 枚 寄贈  

 鬱金縮緬地双葉葵文字模様友禅打敷（小袖裂）（追加）＊＊ H-937     1 枚 購入  

 紫縮緬地水辺風景模様染繍打敷（小袖裂）（追加）＊＊ H-937     1 枚 購入  

 段替檜垣牡丹模様唐織九条袈裟（唐織裂）（追加）＊＊ H-937     1 肩 購入  

 白麻地桜柳模様友禅染打敷（帷子裂）（追加）＊ H-937     1 枚 購入  

 白絖地獅子模様描絵打敷（追加）＊＊ 
 鑑査会（平成 21 年３月６日）＊＊印の資料，まとめて開催 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・大久保純一・日高薫・ 

            樋口雄彦 

H-937     1 枚 購入  
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 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 笙（銘「鳳凰丸」）（追加） 
 鑑査会（平成 21 年３月６日） 

  鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

      （館内委員）久留島浩・樋口雄彦・澤田和人・ 

            大久保純一 

 評価会（平成 21 年３月 19 日） 

  評価委員（館外）３名 

H-46     1 管 購入  

 白麻地桐樹文字模様染繍帷子（追加）＊＊＊ H-937     1 領 購入  

 納戸木綿地枝垂桜模様友禅染打敷（追加）＊＊＊ 
 鑑査会（平成 21 年３月６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）久留島浩・樋口雄彦・日高薫・ 

            大久保純一 

  評価会（平成 21 年３月 23 日）白麻地桐樹文字模様染繍帷子

                のみ対象 

  評価委員（館外）３名 

H-937     1 領 購入  

 『蝦夷島奇観－膃肭獣魚猟部』等アイヌ関係資料 
 鑑査会（平成 21 年３月 11 日） 

  鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

      （館内委員）久留島浩・山田慎也・常光徹・ 

            小池淳一・青木隆浩・松尾恒一 

 評価会（平成 21 年３月 27 日） 

F-440 他     17 件 購入  

  ※『蝦夷島奇観－膃肭獣魚猟部』のみ対象，幕末古写真と同時開催 

  評価委員（館外）３名 
   

 『節用料理大全』他絵葉書，摺物，錦絵等 
 鑑査会（平成 21 年３月 11 日） 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・内田順子・常光徹・ 

            小池淳一・青木隆宏・松尾恒一 

F-456 他    26 件 購入  

 妖怪・怪談コレクション（追加） 
 鑑査会（平成 21 年３月 11 日） 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・内田順子・山田慎也・ 

            小池淳一・青木隆浩・松尾恒一 

F-320    23 件 購入  

 摺物「巽年代記」＊ F-460     1 枚 購入  

 手彩色 横浜之祭写真＊ F-461     1 枚 購入  

 『日本の風俗習慣点描』＊ F-462     1 冊 購入  

 明治期生活風俗ポストカード＊ F-463    51 点 購入  

 明治期生活風俗ステレオ写真＊ F-464    21 点 購入  

 明治期生活風俗鶏卵写真＊ 
 鑑査会（平成 21 年３月 11 日）＊印の資料，まとめて開催 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・内田順子・山田慎也・ 

            常光徹・青木隆浩・松尾恒一 

F-465    38 点 購入  

 摺物，絵葉書，書籍，木活字等 
 鑑査会（平成 21 年３月 11 日） 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・内田順子・山田慎也・ 

            常光徹・小池淳一・松尾恒一 

F-466・467 他    11 件 購入  

 摺物「吉田花火立物図」（追加） 
 鑑査会（平成 21 年３月 11 日） 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・内田順子・山田慎也・ 

            常光徹・小池淳一・青木隆浩 

F-303     2 枚 購入  
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 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 中原康雄・康貞記 
 鑑査会（平成 21 年３月 17 日） 

  鑑査委員（館内委員）久留島浩・高橋一樹・内田順子・ 

            小瀬戸恵美 

H-1787-2     8 冊 購入  

 福島鑄郎氏所蔵資料（追加分） 
 鑑査会（平成 21 年３月 25 日） 

  鑑査委員（館内委員）青山宏夫・山本光正・内田順子・ 

            原山浩介 

H-1781    62 点 購入  

 雑誌『LIFE』 
 鑑査会（平成 21 年３月 25 日） 

  鑑査委員（臨時委員・館外）１名 

      （館内委員）安田常雄・青山宏夫・山本光正・ 

            内田順子 

 評価会（平成 21 年３月 27 日） 

  評価委員（館外）３名 

H-1795 1,866 点 購入  

 サカアミ（坂網） 
 鑑査会（平成 21 年３月 27 日） 

  鑑査委員（館内委員）青山宏夫・常光徹・内田順子・ 

            青木隆浩 

F-468     1 点 寄贈  

 図南丸南氷洋捕鯨写真帖 
 鑑査会（平成 21 年３月 25 日） 

  鑑査委員（館内委員）青山宏夫・山本光正・安田常雄・ 

            原山浩介 

F-469     1 冊 寄贈  
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［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 ５巻を製作した他，昨年度に引き続き「汎用資

料」として，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 続々修 第五帙 第九，十二，十三巻 H-312-5-5-9，12，13   

               第六帙 第一巻～第四巻 H-312-5-6-1～4 ７巻  

 いざなぎ流宗石宗三郎資料「大麻」 複製 F-391-4-1 １巻  

 遠野市長泉寺供養絵額 複製 F-470 ２面  

  F-470-1 （通常型）   

  F-470-2 （軍人型）   

 アイヌ関係資料 F-471 ３件  

  F-471-1   

   アイヌの民具 トンコリ １点  

  F-471-2   

   アイヌの現代アート 環境 １点  

  F-471-3   

   アイヌ工芸品 マキリ １点  

 洛中洛外図屏風 歴博甲本 複製品 G-85 １双  

 出島カピタン部屋普請分担絵図（文化七年）複製品 G-86 １組  

 水俣病関係資料 G-87 ４件  

 西表島節祭関係資料 複製 G-88 ２件  

 石垣島登野城村 『登野城村旗頭本』 複製 G-89 １式  

  G-89-1 彩色複製   

  G-89-2 単色複製   

  G-89-3 合本複製   

 通過儀礼関係資料 G-90 ３件  

 熊野観心十界曼荼羅 武久本 複製 G-91 １幅  

 佐渡五十年忌法事欄 複製  G-92 １式  

 電動回転式ピラミッド型立体シーサー G-93 １体  

 妖怪コレクション 複製 G-94 ８点  

  「百鬼夜行絵巻」部分複製 G-94-1 １巻  

  「兵六物語絵巻」部分複製 G-94-2 １巻  

  「時参不計狐嫁入見図」複製 G-94-3 １枚  

  「海出人之図（越後国福嶋潟）」複製 G-94-4 １枚  

  「越後の国に光り物出て」複製 G-94-5 １枚  

  「和漢百物語 頓欲ノ婆々」複製 G-94-6 １枚  

  「本所七不思議 足洗邸」複製 G-94-7 １枚  

  「水虎相伝妙薬まじない（河童）」複製 G-94-8 １枚  

 

 


