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１ 
 

資料 
 

 

［概 要］ 
 

 本館は，博物館資源センターにおいて資料の収集や管理，保存修復等の事業を管轄している。2012年に運

営会議資料集委員会で了承された資料収集の基本方針に従って，多様な資料を収集するとともにその資料の

利用や管理について検討，対応を行ってきた。 

 資料収集に関しては，総合展示第４室民俗，第６室現代の展示が開設されたことにともない，近現代の多

様な歴史資料，民俗資料の収集が図られるとともに，寄贈の申し入れも次第に増加しており，本館の特徴あ

る資料群として蓄積されつつある。 

 今年度受入れた資料のうち，特筆すべきものとして「華新舞台背景幕」，「宮本小一関係資料」などを挙げ

ることができる。舞台背景幕は歌舞伎，日本舞踊などで使用された大型の背景幕とその関連資料で舞台芸術

の現代史的展開を照射するものである。宮本小一関係資料は，旧幕臣で外務官僚，貴族院議員を務めた人物

の来歴を示す資料である。一方，既にコレクションとして収蔵しているものをさらに充実させる形で，妖怪・

怪談コレクション，ファッション雑誌コレクション，通過儀礼資料などの受入れもあった。これらの詳細に

ついては，〔収集資料〕を参照されたい。製作資料としては昨年までと同様に，正倉院文書の複製を実施した

ほか，総合展示第２室の展示においては「平安後期公家直衣」の復元の継続して行っている。これらについ

ても該当項目を参照されたい。 

 資料の管理・保存に関しては，総合的有害生物調査と館内文化財害虫駆除のための薬剤散布の時期と方法

について検討し，より効率的な実施が可能となった。さらに資料の燻蒸について保存と業務の効率化の視点

から検討を開始し課題の整理を行った。これらの課題は博物館資源センターにおいて議論を行ったほか，館

外の有識者を含めた資料保存環境検討委員会においても検討し改善が進められている。 

 また資料の利用に関しては，正倉院文書の複製事業のデジタル化によって宮内庁正倉院事務所と覚書を交

わし，事業管理や研究利用の改善が図られることとなった。また館外への画像提供のシステムの簡素化のた

め配信システムの構築を開始した。さらに館蔵資料の即日閲覧の利用法の改善についても検討した。 

 このほか来年度の課題として，館蔵資料コンディション調査体制の構築を検討する必要がある。この事業

は館蔵資料の共同利用を推進し，保存状況を確認し修復対象を選定するとともに，保存状況をデータ化し保

存計画を構築することを目的としており，博物館としては重要な事業である。とくに近現代資料は多様な素

材を使用しており，その後の状態の変化については情報が十分に把握されているとはいえない。状態に関す

るデータを把握しつつ，管理，保全を恒常的に行うシステムを構築することが必要であり，その具体的仕組

みを検討する必要がある。 

 

資料担当 山田 慎也   
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［収集資料］ 
 

１．購入・受贈資料 

 2013年度の主な購入資料として，草花文革盾 １点，〈草篆〉千字文 １冊，華新舞台背景幕 30点などが

ある。このほかに，宮本小一関係資料 ９点，前近代世界図関係資料 ２点，怪談・妖怪コレクション 39

点，象嵌赤絵草花文扁壺 １点や，国産万年筆 ７点等を購入した。また，寄贈資料では，林あや染織コレ

クション354件をはじめ，根付・印籠コレクション 3,798点，柳田遺跡出土品調査関係資料62点，アイヌの

クマ祭りに関連する民具８点，能登宇出津あばれ祭神輿 １点，日支事変出征記念写真帖４冊，太田リング

見本22点等を受贈した。 

 

○草花文革盾 １点 

 本資料は，正円形の革盾に模造漆を塗り，金や彩色によって装飾を加えたもので，中央付近に４個の金具

を装着し，裏側に把手を付けている。17世紀から18世紀の交易を背景として，漆や模造漆で装飾を施した盾

が，日本や中国・インド・ヨーロッパ等で製作された。これらの大半は，インド製の革盾に各地の塗装技術

によって表面加工を施したもので，その形態もヨーロッパで伝統的に使用された盾とは異なり，正円形をな

す。本資料の製作地は不明であり詳細な検討が必要であるが，高蒔絵を思わせる盛り上げ装飾や梨地風の装

飾には，日本の蒔絵技法の影響が認められる。保存状態も比較的良好であり，模造漆を含めた広義の漆文化

を説明するのに有効である。 

○宮本小一関係資料 ９点 

 本資料は，神奈川奉行支配組頭勤方などをつとめた幕臣であり，維新後は外務大丞，外務大書記官，元老

院議官，貴族院議員などを歴任した宮本小一（小一郎，1836〜1916）が，自らの足跡を証明する履歴，勲記

などを軸装し，木箱に収納したものであり，明治政府の官僚として転生した旧幕臣の足跡を典型的に示すも

のである。 

○華新舞台背景幕 30点 

 本資料は，かつて愛知県名古屋市にあった株式会社華新が所有し，使用していた舞台幕である。華新は古

典芸能一般の大道具を取り扱う会社で，舞台背景幕を約300枚所有していたが，そのなかから精選した30枚で

ある。製作年代はおおよそ1980年代で，幕に描かれた画題には，芝居の中心的な背景や踊りの象徴的なイメ

ージなど，伝統的な意匠が張り巡らされている。材質は帆布の生地に泥絵の具や墨によって描かれているが，

ここで資料化する幕のほとんどは消防法改正以後の防火処理が施されているものであり，そのような舞台芸

術の現代史を理解するうえでも貴重な資料である。 

○林あや染織コレクション 354件 

 本資料は，古着商・林健治商店の女主人・林あや（1907～77年）が蒐集した染織コレクションである。職

業柄，手元に集まってくる染織品の中で，優れたものや古いものを自らのコレクションとして残した。コレ

クションは全354件から成り，江戸後期から昭和前期の小袖・着物・帯・袱紗がその中核をなす。とくに，江

戸後期から近代の小袖・着物の歴史が概観できるものとなっている。 
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２．購入・受贈資料一覧 

 

 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 近江商人関連資料のうち     

  桜川 貧乏徳利ほか F-503-5～６ 22 点 寄贈  

 観光パンフレット 世界遺産 五箇山 F-472-4-13 １点 寄贈  

 資生堂関係資料のうち     

  クリームシャンプーほか F-493-144～145 ２点 寄贈  

 墓模型 F-322-166 １点 寄贈  

 婦人雑誌・料理雑誌 F-528 ５点 購入  

 四国遍路関係資料 F-529 ３点 購入  

 鑑査会（平成 25 年６月 10 日） 

 鑑査委員（館内）西谷大・川村清志・柴崎茂光・山田慎也・青木隆浩

    

 柳田遺跡出土品調査関係資料 A-125-42 62 点 寄贈  

 アイヌのクマ祭りに関連する民具 F-530 ８点 寄贈  

 鑑査会（平成 25 年６月 28 日） 

 鑑査委員（館内）西谷大・藤尾慎一郎・上野祥史・柴崎茂光・山田康弘 

    

 能登宇出津あばれ祭り神輿（新） F-489-3 １点 寄贈  

 通過儀礼資料のうち     

  ７段飾り雛人形ほか F-459-46～49 84 点 寄贈  

 ファッション雑誌コレクションのうち     

  『Tarzan』（ターザン）創刊号ほか F-513-75～90 16 点 購入  

 鑑査会（平成 25 年９月９日） 

 鑑査委員（館内）西谷大・川村清志・柴崎茂光・青木隆浩・山田慎也

    

 陸軍鉄道軍属関係資料 H-1860 ６点 寄贈  

 佐倉連隊関係資料のうち     

  Memo of Heart ほか H-1748-11 ８点 寄贈  

 満州観光絵葉書類 H-1861 98 点 寄贈  

 屯田兵手牒 H-1862 １点 寄贈  

 オリンピック関連資料 H-1863 22 点 寄贈  

 日付変更線通過記念証 H-1864 ２点 寄贈  

 沖縄国際海洋博覧会関係資料 H-1865 ３点 寄贈  

 身分証明書（米軍統治下の沖縄への渡航関連） H-1866 １点 寄贈  

 東京（二十万分一地形図） H-1867 １点 寄贈  

 万国博へのおさそい H-1339-14-33 １点 寄贈  

 鑑査会（平成 25 年９月 25 日） 

 鑑査委員（館内）山田慎也・荒川章二・関沢まゆみ・原山浩介・樋口雄彦 

    

 ファッション雑誌コレクションのうち     

  『LEON』（レオン）創刊号ほか F-513-91～102 12 点 購入  
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 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 鑑査会（平成 25 年 11 月５日） 

 鑑査委員（館内）西谷大・山田慎也・内田順子・柴崎茂光 

    

 日支事変出征記念写真帖 H-1282-919 ４点 寄贈  

 鑑査会（平成 25 年 12 月 10 日） 

 鑑査委員（館内）西谷大・荒川章二・樋口雄彦・関沢まゆみ 

    

 華新舞台背景幕 G-225 30 点 購入  

 鑑査会（平成 26 年２月３日） 

 鑑査委員（館外）１名 

 鑑査委員（館内）西谷大・大久保純一・青木隆浩・澤田和人 

評価会（平成 26 年３月 12 日） 

 評価委員（館外）３名 

    

 象嵌赤絵草花文扁壺 F-474-16-12 １点 購入  

 鑑査会（平成 26 年２月４日） 

 鑑査委員（館内）西谷大・山田慎也・小倉慈司・柴崎茂光 

    

 草花文革盾 H-1868 １点 購入  

 根付・印籠コレクション H-1869 3978 点 寄贈  

 鑑査会（平成 26 年２月 21 日） 

 鑑査委員（館外）２名 

 鑑査委員（館内）小倉慈司・大久保純一・原山浩介・青木隆浩 

評価会（平成 26 年３月 25 日） 

 評価委員（館外）５名 

    

 〈草篆〉千字文 H-1870 １点 購入  

 鑑査会（平成 26 年３月６日） 

 鑑査委員（館内）西谷大・井原今朝男・久留島浩・仁藤敦史 

    

 資生堂ＰＲ誌「花椿」 F-520-328～360 33 点 購入  

 ＵＫＯＵＫＵ 輪唱（木製） F-471-30 １点 購入  

 怪談・妖怪コレクションのうち     

  歌川国芳「源頼光，坂田金時 土蜘蛛退治」ほか F-320-877～915 41 点 購入  

 錦絵コレクションのうち     

  地震雷過事親父ほか H-22-108～112 ５点 購入  

 鑑査会（平成 26 年３月７日） 

 鑑査委員（館内）西谷大・常光徹・山田慎也・大久保純一・青木隆浩

    

 戦前地球儀 H-1871 １点 寄贈  

 太田リング見本 H-1243-84 22 点 寄贈  

 西村家和装本 H-1872 105 点 寄贈  

 宮本小一関係資料 H-1873 ９点 購入  

 前近代世界図関係資料のうち     

  地球万国山海輿地全図説ほか H-1529-18～19 ２点 購入  

 鑑査会（平成 26 年３月 12 日） 

 鑑査委員（館内）小倉慈司・原山浩介・青山宏夫・樋口雄彦・荒川章二 

    

 林あや染織コレクション H-1874 365 点 寄贈  
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 資料名称 資料番号 員数 受入別  

 鑑査会（平成 26 年３月 19 日） 

 鑑査委員（館外）２名 

 鑑査委員（館内）青木隆浩・大久保純一・久留島浩・小瀨戸恵美 

評価会（平成 26 年３月 25 日） 

 評価委員（館外）５名 

    

 国産万年筆 F-532 ７点 購入  

 鑑

査 会

（ 平

成 26

年 ３

月 20

日） 

 

鑑 査

委 員

（ 館

外 ）

１名 

 

鑑 査

委 員

（ 館

内 ）

山 田

慎

也 ・

日 高

薫 ・

川 村

清

志 ・

青 木

隆浩 

評

価 会

（ 平

成 26

年 ３

月 26

日） 

 

評 価

委 員

（ 館

外 ）

３名 

    

 

 
 

［製作資料等］ 

 

１．製作資料・汎用資料 

 複製資料として，継続して製作中の正倉院古文書複製品 16 巻を製作したほか，おもに第１展示室新構築

のための資料製作を行った。また，昨年度に引き続き「汎用資料」を含む，おもに第４展示室に使用する展

示資料を製作・購入した。 
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２．製作資料等一覧 

 

         資料名称 

資料番号 

員数 

 

 

 

正倉院古文書 複製のうち 

 

 

 

 

  続々修 第八帙 第十九～二十巻 H-312-5-8-19～20 ２点 

  続々修 第九帙 第一～十三巻 H-312-5-9-1～13 13 点 

 平安後期公家束帯（武官）夏の料 H-1875 ３点 

 国分松本遺跡木簡 複製 H-1876 ２点 

 『三国志』魏志東夷伝 複製 H-1877 １点 

 『宋書』倭国伝 複製 H-1878 １点 

 宮田遺跡出土子抱き土偶 複製のうち   

  宮田遺跡出土子抱き土偶 複製（研究用） A-313-2 １点 

 上引切遺跡 線刻礫 複製 A-644 １点 

 枡形遺跡 有溝石製品 複製 A-645 １点 

 粥見井尻遺跡 土偶 複製 A-646 １点 

 花室川産 ナウマンゾウ化石 複製 A-647 ２点 

 比恵遺跡出土鋳造鉄斧 複製 A-648 ２点 

 橋本一丁田遺跡出土方形浅鉢 複製 A-649 １点 

 雑餉隈遺跡出土品 複製 A-650 12 点 

 大久保遺跡出土鋳造鉄斧片 複製 A-651 10 点 

 大平山元１遺跡出土品 複製 A-652 11 点 

 相谷熊原遺跡出土土偶 複製 A-653 １点 

 中妻貝塚出土装身具 複製 A-654 13 点 

 韓国 慶山林堂洞７Ｂ号墳出土帯金具 複製・復元複製 A-655 ６点 

 桐木耳取遺跡出土品 複製 A-656 ５点 

 王子山遺跡出土ツルマメ圧痕土器 複製 A-657 １点 

 神領 10 号墳出土品 複製 A-658 12 点 
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 大麻３遺跡出土土偶 複製 A-659 ２点 

 里浜貝塚出土品 複製 A-660 17 点 

 赤坂今井墳墓出土ガラス製頭飾 複製 A-661 １点 

 根塚出土鉄剣 復元複製 A-662 ２点 

 向笠出土袈裟襷文銅鐸 復元複製 A-663 １点 

 法鏡寺出土広形銅矛（２号） 復元複製 A-664 １点 

 蔀屋北遺跡出土馬具 複製 A-665 ６点 

 五条猫塚古墳出土品 複製 A-666 ８点 

 後漢書東夷伝 複製 A-667 １点 

 港川４号人骨（頭蓋骨） 複製 A-668 １点 

 岩戸遺跡 コケシ形石製品 複製 A-669 １点 

 表舘（１）遺跡 隆線文土器 複製 A-670 １点 

 柏台１遺跡 刻みのある石製品 複製 A-671 １点 

 大正３遺跡 爪形文土器 複製 A-672 １点 

 福井洞窟 有孔円盤 複製 A-673 ３点 

 泉福寺洞窟遺跡 豆粒文土器 複製 A-674 １点 

 富士石遺跡 有孔石製品 複製 A-675 １点 

 峠山牧場Ⅰ遺跡 石製品 複製 A-676 ２点 

 皮なめしをする女性と子供の生体模型 A-677 １点 

 宮崎県都城市横市川周辺地形模型 A-678 １点 

 塩崎遺跡群 伊勢宮地点出土 螺旋状鉄釧 復元複製 A-679 １点 

 縄文ちゃん・弥生ちゃん A-680 ９点 

 職の由来関連資料（汎用資料・追加）   

  聖徳太子像掛軸 複製 他 G-38-7～９ ５点 

 通過儀礼関係資料（汎用資料・追加）   

  結納品（スルメ・鰹節・昆布）複製（展示用）他 G-90-26,30～39 39 点 

 比婆荒神神楽関係（汎用資料・追加）   

  名中荒神数帳 複製 他 F-533 ８点 

 縁起物関係（汎用資料・追加）   

  だるま（越谷だるま） 他 G-101-1～３ 36 点 

 マタギ関係資料（汎用資料・追加）   

  ナイロンテグス G-103-31 １点 

 尾形家仏壇関係 複製（汎用資料・追加）   

  土人形 エビス様 複製 他 G-105-32～39,42～53 22 点 

 護符・御守類（汎用資料・追加）   

  成田山盗難除御守 G-119-11 １点 

 郷土玩具（汎用資料・追加）   
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  天狗だるま 他 G-122-32～36 157 点 

 河童関係資料（汎用資料・追加）   

  岩瀬万応膏 他 G-123-11～20 11 点 

 観光開発と景観変化 白神山地（汎用資料・追加）   

  くまげらアイス（そば）（カップ） 他 G-148-1,３ 11 点 

 お七五三（おしめ）縄飾り一式（汎用資料） G-153 １点 

 船霊様 （汎用資料） G-154 １点 

 衛生美容関係資料 複製（汎用資料・追加）   

  カロヤンアポジカシグマプラス 200ml 他 G-159-94～118.125～131 23 点 

 観光開発と景観変化 沖縄関係（汎用資料・追加）   

  ぬいぐるみ おてだま山猫 他 G-161-39～41 ３点 

 観光開発と景観変化 屋久島 複製（汎用資料・追加）   

  屋久島を守る会チラシ・ポスター 複製 G-162-7 ７点 

 ＤＸゴーバスターエース（玩具） G-163-3 １点 

 おみやげ類（汎用資料・追加）   

  泡盛 瑞泉 （360ml）他 G-188-1～３,６～９ 19 点 

 経帷子（紙子）高野山金剛峯寺 複製（汎用資料） G-193 １点 

 ハリセンボン（汎用資料） G-194 １点 

 茅の輪（汎用資料） G-195 ２点 

 観光開発と景観変化 五箇山・白川郷（汎用資料・追加）   

  五箇山とうふキューピー 携帯ストラップ  他 G-196-27～29 ３点 

 朝鮮通信使奉呈品目録 複製（汎用資料） G-204 ２点 

 飛島の廻船問屋鈴木家の客船帳 複製（汎用資料） G-205 ２点 

 職人関係記録類 複製（汎用資料） G-206 ２点 

 婦人雑誌 複製（汎用資料） G-207 ２点 

 妖怪の玩具（汎用資料） G-208 ７点 

 英彦山がらがら（汎用資料） G-209 １点 

 佐々良三八（汎用資料） G-210 １点 

 サイワイダケ（汎用資料） G-211 １点 

 スイジ貝（汎用資料） G-212 １点 

 六地蔵（汎用資料） G-213 １点 

 現代仏壇（汎用資料） G-214 17 点 

 臓器提供意思カード（汎用資料） G-215 １点 

 お人形さま一式（汎用資料） G-216 １点 

 骨瓶（汎用資料） G-217 ２点 

 移動式納骨堂（厨子・石板）（汎用資料） G-218 １点 

 尾形家正月行事関係（汎用資料） G-219-1～７ 41 点 
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 中妻貝塚出土多数合葬例復元模型（汎用資料） G-220 １点 

 タオル花環・盛籠（汎用資料） G-221 ４点 

 結納用呉服細工関係（汎用資料） G-222 ５点 

 明和七年徒党・強訴・逃散禁止高札（徒党札）複製 G-223 １点 

 蕪村妖怪絵巻 復刻版（汎用資料） G-224 １点 

 正倉院古文書 複製のうち   

 


