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データベース 
 

 

［概 要］ 
 

 歴博では，所蔵資料の情報を広く公開し研究利用に資することを目的とした館蔵資料データベース，共同

研究等による調査研究の成果や諸研究分野の文献目録をまとめたデータベース，並びに記録類を中心とした

全文データベースを公開している。 

 本年度は，予兆・ト占・禁忌・呪術などの「言い伝え」を収録した俗信データベースと綜合日本民俗語彙

他に収録されている民俗語彙をデータベース化した民俗語彙データベースを新規に公開した。また，館蔵資

料，館蔵縄文時代遺物，歴博図書目録，中世地方都市，日本民俗学文献目録，自由民権運動研究文献目録，

日本民謡のデータベースの更新を行った。 

 これらのデータベースは，下記より利用できる。 

 http://www.rekihaku.ac.jp/database/ 情報担当 樋口 雄彦 

 

 

［新規データベース］ 
 

(1)  俗信データベース 

(担当者 常光 徹） 

 

１．目 的 

 予兆・卜占・禁忌・呪術に関する俗信については，早くから学術面での重要性を指摘されながらも調査・

研究面での立ち遅れが目立つ。その大きな原因の一つは，資料が散在しているため基礎的な整理と収集がな

されていないところにある。本データベースの目的は，俗信資料を収集・整理し，系統的な分類を行ったう

えで公開することである。 

２．経 過 

 2004 度以降，館蔵する市町村史，民俗調査報告書等に記録されている動植物に関する俗信約 30,000 点に

ついて，報告者，伝承地，収録文献などを記入したカードを作成し，分類を行ってきた。 

３．成 果 

 動植物に関する俗信約 30,000 点のうち動物に関する俗信約 14,000 点を，陸上動物，鳥類，魚介類，虫類

に分類し，俗信内容，伝承地，出典を加えたデータベースを構築し，本年度より公開した。俗信の研究の進

展に貢献できるものと考える。 
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(2)  民俗語彙データベース 

(担当者 新谷 尚紀 関澤 まゆみ） 

 

１．目 的 

 柳田國男の指導のもとに収集された綜合日本民俗語彙に収録されている民俗語彙を中心として，その他の

民俗語彙も加えつつそれらのデータを収録して検索を可能にして柳田國男の民俗学研究の方向性の継承とそ

の発展的展開へ資することを目的として作成したデータベースです。 

２．経 過 

 1981 年（昭和 56 年）に歴史学・考古学・民俗学の三学協業を軸に分析科学等関連諸学との学際協業によ

る新たな歴史学の開拓と創造を目指して国立大学共同利用機関として設立されたのが国立歴史民俗博物館で

した。民俗学にとっては日本で唯一の先端的研究機関です。そこで柳田國男を中心として構想されていた民

俗語彙の収集整理による民俗研究の発展的継承もその一つの役割であると考えて，数々の共同研究とともに

試みたのがこのデータベースの作成でした。平成 14 年度に作成作業を開始してこのたび公開に至りました。 

３．成 果 

 昭和 30 年代までに収集されたこれらの民俗語彙には，その後にはじまる高度経済成長によって日本の社会

が大きく変貌していく前までの日本各地に伝えられていた地域的な民俗文化の実態を知るための貴重な情報

が含まれています。今後可能な限り各種の民俗学関係の文献から同じ時代に収録された民俗語彙を追加入力

してさらなる充実をはかることが必要ですが，まずは一区切りとしてこのたび公開いたします。このデータ

ベースの活用によって民俗伝承を歴史資料として活用する民俗学という基本的な研究構想をふまえた新たな

広義の歴史研究の発展へと寄与することができれば幸いです。 

 

 

［データベース一覧］ 
 

データベース名 概    要 収録データ件数

館蔵資料 
当館が所蔵する歴史，考古，民俗の幅広い資料を共通的に検索で

きるよう基礎的なデータを収録 
218,200 件

館蔵中世古文書 
当館が所蔵する資料群のうち，中世文書について日付，書出，書

止など詳細項目と文書の全ての画像を収録 
1,925 件

館蔵近世・近代古文書 
当館が所蔵する近世・近代古文書に関し，文書名，差出，宛名を

掲載。年代による検索やソートが可能。現在，水木家資料を収録 
8,002 件

館蔵紀州徳川家伝来楽器 
当館で所蔵する紀州徳川家伝来楽器コレクションの楽器本体，付

属品，付属文書の情報を画像や付属文書の翻刻とともに掲載 
213 件

館蔵武器武具 
当館が所蔵する武器武具資料に，分類などの諸情報と画像を付与

し，実物資料と文献史料の連携をとった詳細データベース 
4,024 件

館蔵錦絵 
当館が所蔵する錦絵資料に，名称や画工名の基本情報のほか，主

題や内容の分類等，詳細な書誌データを付して画像とともに掲載 
1,672 件

館蔵『懐溜諸屑』 
19 世紀中・後半の市井の様々な史料を落語家が収集したと考えら

れる「懐溜諸屑」について，一点別に詳しい情報を付与 
3,515 件
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データベース名 概    要 収録データ件数

館蔵野村正治郎衣裳コレク

ション 

野村正治郎衣裳コレクションの小袖資料と小袖屏風について，材

質や技法などに加え専門研究者が必要とする基礎的データをその

精細な画像とともに提供 

111 件

館蔵染色用型紙 

本館で収蔵する 4,000 枚を超す染色用の型紙の基礎的データとと

もに，通常の画像だけでなく，肉眼では見えない情報を引き出す

ことができる赤外線画像を付して提供 

100 件

館蔵装身具 

江戸時代から明治時代を中心とする髪飾具（櫛・かんざし・笄）・

袋物（たばこ入れ・紙入れ・筥迫・守袋）・印籠など，館蔵の装身

具のデータを画像付で公開 

360 件

蔵縄文時代遺物 
本館で所蔵する縄文土器，石器資料の利用を目的に，時期や種類

等の基礎的データを，写真画像などを付けて公開 
7,263 件

館蔵高松宮家伝来禁裏本 

本館所蔵のコレクション「高松宮家伝来禁裏本」の一点ごとの詳

細な書誌データを搭載するとともに，あわせて画像を添付し，デ

ータベース上で原本の様態を把握することを可能にした。 

1,979 件

歴博図書目録 当館の研究用図書室で所蔵する図書の目録を掲載 198,977 件

民俗誌 
日本各地の村落に関する諸分野の現地調査報告の文献目録を内容

分類とともに収録。地域別の検索が可能 
5,203 件

旧高旧領取調帳 
「旧高旧領取調帳」を原データとして，江戸時代の末期時におけ

る国・郡ごとに村名と旧領名，旧高（石高），旧県名を収録 
97,359 件

東大寺文書目録＊ 
奈良・東大寺に伝わる文書を奈良文化財研究所が調査し，編纂・

発行した目録をデータベース化したもの 
12,099 件

日本荘園 
日本中世の社会的・経済的な基盤であった荘園について，所在や

荘園領主・史料出典などの主要な情報を収録 
8,975 件

荘園関係文献目録 
荘園に関する主要な論文・文献類を収録。荘園データベースと相

互にリンク 
4,611 件

陶磁器出土遺跡 
日本国内の貿易陶磁器を出土した遺跡の文献目録と遺跡・遺構お

よび出土陶磁器についてのデータベース 
7,992 件

土偶 
日本国内から出土した縄文時代の土偶について，出土遺跡，土偶

の諸特徴・属性，出典・参考文献の情報を収録 
10,641 件

近世窯業遺跡 
生産・流通経済の研究に不可欠な経営形態，窯構造，生産器種，

窯文書などの項目を掲載 
1,317 件

近世窯業関係主要文献目録
近世窯業遺跡に関する主要な文献目録を掲載。近世窯業遺跡デー

タベースと相互にリンク 
1,904 件

日本民俗学文献目録 
1985 年以降の民俗学および関連する諸分野における論文，報告，

資料等の目録情報と論文の対象地域を収録 
42,148 件

城館城下発掘 
1991 年（西日本は 1990 年）までに発掘調査された城館と城下遺跡

の情報を集成。検出遺構，論文，遺物の分析結果を収録 
3,348 件

弥生石器遺跡 
縄文時代後期から古墳時代初頭における石器組成を算出する条件

を備えた遺跡より，組成算出の基礎データと関連情報を集成 
3,459 件

自由民権運動研究文献目録
1870 年代から 80 年代にかけて全国的規模で展開した自由民権運

動についての研究成果と文献目録を掲載 
4,805 件

棟札 
平成３年度に刊行した社寺建造物の棟札の調査報告書に収録して

いない指定外建造物の棟札に関する基礎データを収録 
1,060 件

古代・中世都市生活史（物

価） 

古代・中世における都市生活の検討を目的に，概ね８世紀から 16

世紀のさまざまな物の価格を文献資料から抽出し掲載 
37,253 件
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データベース名 概    要 収録データ件数

宮座研究論文 
歴史学，民俗学，社会学，人類学，宗教学などにわたる宮座関係

の著書・論文を収録し，著者別，地域別，年代別に検索が可能 
1,447 件

地域蘭学者門人帳人名 

近世蘭学者が記載されている門人帳から，人名・出身地・師匠等

の記載を収録。検索の利便のため，現在の都道府県名等の項目を

設定 

9,262 件

江戸商人・職人 

近世都市江戸の商人・職人の名鑑や株帳等から抽出した居所，職

業，所持株等の情報を収録。商人名は屋号・名を分割，地名は現

在の 23 区の項目を設定 

2,617 件

中世制札 

江戸時代以前に出された制札（木に書かれた掟書。「高札」とも言

う）に関するデータおよび関係文献データの集成で相互に関連づ

けられている 

203 件

日本民謡＊＊ 

昭和54年から平成元年に文化庁による事業として全国の都道府県

で行われた調査の成果の一つである『民謡緊急調査報告書』を基

本としたデータベース 

48,447 件

中世地方都市 

日本中世に所在した地方都市（京都・鎌倉以外の都市）について，

名称，位置，性格，存続時期などの「都市情報」と，研究文献の

書誌データである「文献情報」を相互にリンクして提示 

1,377 件

東国板碑 

関東・東北・北海道に分布する約７万件の板碑に関して，板碑情

報，所在地（遺跡）情報，文献情報を関連づけて集成，所在地は

緯度経度による位置情報を付与 

65,757 件

俗信 

予兆・卜占・禁忌・呪術に関する俗信を収録したデータベース 

動植物に関する俗信約３万件のうち，動物に関する１万４千件を

収録 

14,216 件

民俗語彙 
日本各地に伝えられていた地域的な民俗文化の情報が記されてい

る綜合日本民俗語彙を中心に集約した民俗語彙のデータベース。 
35,239 件

兼顕卿記 室町時代中期の貴族広橋兼顕の日記の全文データベース 686 件

左経記＊ 平安時代中期の貴族源経頼の日記の全文データベース 1,989 件

日記＊ 
戦国時代の本願寺10世の法主である証如の日記の全文データベー

ス 
4,171 件

吾妻鏡＊＊ 
鎌倉幕府で編修された鎌倉時代の編年体の歴史書の全文データベ

ース 
6,684 件

玉葉＊＊ 鎌倉時代初期の貴族九条（藤原）兼実の日記の全文データベース 7,463 件

大乗院寺社雑事記＊＊ 
室町時代中期の奈良・興福寺大乗院門跡 27 代尋尊大僧正の日記の

全文データベース 
59,609 件

兵範記＊ 平信範の日記の全文データベース 2,631 件

山槐記＊ 藤原（中山）忠親の日記の全文データベース 2,193 件

  ＊は利用申請が必要 ＊＊は利用申請が必要で来館して利用 


