
第３章 原資料にあたる ３.２ 原資料にあたる－人文科学編 

136 

 ３.２  原資料にあたる － 人文科学編 

 
これまで原資料というものは何か、書誌情報はどのようなものか、どう見つける

のかについて概説しましたが、この節では、人文科学分野での特色ある原資料につ

いて紹介します。 
 
 ３.２.１  古典資料  

 
人文科学分野では、哲学・史学・文学に代表されるように、過去の作品・史料に

基づいて研究を行う分野があります。これらの分野では、主として古典資料を資料

として読解し、その積み重ねから論文を作成することが多いので、研究における原

資料の比重は非常に大きくなります。この項では、古典資料の特色や具体的な検索

方法について紹介します。 
 
(1) 古典資料探索のための基本事項 

 
古典資料探索のためには、少なくとも筆記印刷方法における特色とテクストにお

ける特色を理解しておくことが必要です。また古典資料の書誌情報はその特色に

則って表現されます。そこでここでは、古典資料を探索する場合、目録等の検索結

果を見てどの資料を使うかの判断に最低限必要な事柄について紹介します。 
 

① 筆記印刷方法における特色 

古典資料には、本文が人の手によって書かれたものなのか、印刷されたものなの

か、といった筆記印刷方法での違いがあります。 
 

 写本 

写本というと、「写した本」と思いがちですが、「書写」という言葉から

もわかるように、手書きの本を指します。これは刊本（印刷本）に対する概

念であり、紙の他に羊皮紙などを使った写本もあります。写本は誤字脱字、

故意による改変も多く、利用には注意が必要ですが、著名な人物による直筆

写本や、美しく彩色された装飾写本などもあり、非常に奥深い資料類型です。 
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 刊本 

刊本とは、版木や活字などによって印刷された本を言い、手書きとは異なっ

て多くの部数が作成できるもので、版本と呼ぶこともあります。先に挙げた

写本に対する概念です。一枚の版木を彫り込んで印刷したものを整版本とい

い、これに対して一字ずつ彫刻または鋳造された文字を組み合わせて印刷し

たものを活字本と言います。 

以下は刊本の一種ですが、原本（オリジナルの資料）をもとに作成された資

料です。読むだけのためには、通常はこれらに頼る事が多いでしょう。 
 

 影印本（複製本） 
影印本とは、古典資料の写本・刊本の文面を写真で撮影し、それを製

版して印刷したものです。そのためテクスト自体は写本・刊本と同じ

形状のものを見ることができます。 
 

 翻刻本 

古典資料の写本・刊本を底本として、主に研究者が判読したテクスト

を活字体に起こして印刷・刊行したものです。現在出版されている古

典資料はこの翻刻本が多いです。既に原本が失われてしまっている場

合は、翻刻本は、後世に作られたものではあっても貴重な原資料と言

えます。 
 
 マイクロフィルム・デジタル画像資料 

また、古典資料には写真撮影による複製資料として、マイクロフィルムと

デジタルの画像資料があります。マイクロフィルムは、保存や公開の観点か

ら図書館などの所蔵機関が作成しているもので、専用の機械で拡大して見た

り、そのフィルムを紙に印刷したりすることで、読むことができます。 
デジタル画像資料は、インターネットなどの普及により、所蔵機関が資料

をデジタルスキャンしたデータを、ウェブサイトで公開しているもので、デー

タ自体の劣化が少なく、国内外を問わず遠隔地に所蔵される資料を手元で確

認できることが利点です。これについては、(４)を参照して下さい。 
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② テクストにおける特色 

古典資料は正確な印刷・複写技術ができる前の資料であるため、同一の書名であっ

ても基本的に一点一点がユニークな存在として扱われます。例えば同じ原本を底本

としていても、筆写の際の誤りや、意図的でなくても改変があったり、刊本であっ

ても不十分な校訂や印刷ミス、落丁などによって、一つの書名に対して数種類のテ

クストのパターンが伝わっているということがよくあります。また、古典資料は原

本が失われている場合も多く、そういった違い自体が意味を持っています。古典資

料の書誌情報が、同タイトルであっても一点毎に作られるのは、この「違い」を重

要視しているためです。 
 

③ 書誌の読み方 

今まで説明してきた事を念頭に、今度は実際に書誌を見てみることにしましょう。

ここでは、(２)でも紹介する『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』の中から『太平

記』を例に取り上げます。 
 

例）『東北大学所蔵和漢書古典分類目録 和書』中巻 p.1482-83 
 
① 太平記 巻二五・三三・三八残缺本 三册 写本  本館 丁 B・1-8・10 

 
② 太平記 四十巻・二十册 元和二年（古活字本）  本館 丁 B・1-8・29 

 
③ 太平記  神田本全 一册 明治四十年 東京國書刊行會 教養 081.6.24 

 
 
 
 
 

タイトルが同じでも、資料の内容によって少しずつ記載されている項目が異

なります。①では何巻かが欠けていること、成立年代が不明であること、写

本であることがわかります。②は全 40 巻が全て揃っていること、元和 2 年

の出版で、①とは異なる刊本、しかも古活字本（天正（16C 末）～慶安（17C
半ば）の活字本）であることがわかります。③については、明治 40 年（1907）
に東京國書刊行会から出版された刊本であることがわかります。この出版者

は翻刻を出版していた出版社ですので、③は翻刻であることもわかります。 

[書誌の項目] 
タイトル・巻数／冊数／刊本・写本／成立年代／出版事項／請求記号 
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この様に、書誌には、テクストの中身まではわからなくてもその資料の特色が表

現されているので、書誌を読むことで自分の必要としている資料がどれであるのか

を、ある程度判断することができます。 
 

(2) 和漢古典資料を探す 

 
古典資料の内、和書と漢籍は洋書に比べて（(３)参照）、『Online Catalog』で

検索するだけでは限界があります。そこで次に検索手段を紹介します。検索時、特

にデータベースの場合は、(１)で述べたように古典籍は同じタイトルでも中身が大

幅に違うこともあるため、同じタイトルでも資料ごとに書誌情報を作成してありま

す。そのため一つの資料名で検索しても、データが多数ヒットする場合がよくある

ということに留意しましょう。 
 

 
① 東北大学内に所蔵されている和漢古典資料を探す 

東北大学内に所蔵されている和漢古典資料はほとんどが本館書庫に所蔵されて

います。（配置場所については(５)①を参照）探すには次のような手段があります。 

 
 『Online Catalog』（東北大学附属図書館オンライン目録） 

<http://www.library.tohoku.ac.jp/opac/expert-query> 

東北大学附属図書館所蔵の古典資料の内、『狩野文庫』（３.４.１(１)参照）

の一部を中心に検索することができます。学外検索モードでは、各大学の古

典籍の一部を検索する事ができますが、大抵は探している資料の復刻・翻刻

版の方が数多くヒットするので、注意して書誌情報を見て下さい。 
 

 『学術情報ポータル』 <http://www2.library.tohoku.ac.jp/> 

『狩野文庫』約 108,000 冊の内の約 25,000 冊の他、和算に関係する資料を約

12,000 冊検索することができます。 
 

上の 2 つはオンラインでの検索手段ですが、部分的にしか検索することができま

せん。そのため次に示す冊子体目録や、カード目録を使う必要があります。 
 
 

 『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』 和書・漢籍 東北大学附属図書館編 
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1974～1982 : 本館 RC [UP111/042]ほか 

原則として和書は慶応 4 年（1868）、漢籍は宣統 3 年（1912）までに成立し

たもので、昭和 40 年度（1965）までに図書館に受入れた資料を調べることが

できます。本編は主題分類別ですが、和書の場合は書名の 50 音順索引、漢籍

の場合は書名・著者名の冒頭漢字画数順索引が利用できます。 

 

 『旧片平古典カード目録』 

本館 1 号館 1 階にあるカード目録です。図書館本館が片平にあった頃に受け

入れた古典籍の所蔵を検索することができます。また、川内北キャンパスに

あった教養部分館でも古典資料を所蔵していました。これらは旧教養部カー

ド目録で検索することができます。 

 

 『東北大学附属図書館本館所蔵貴重図書目録, 和漢書編』 東北大学附属図書

館編集 2006：本館書庫 [UP111/0311] 

和漢古典籍の中でも貴重書として指定された資料の目録です。基本的には前

掲『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』にも掲載されています。貴重書につ

いては、３.４.１(３)を参照して下さい。 

 

② 東北大学以外の機関で所蔵されている古典を探す 

次に、東北大学外の古典資料を探す方法を紹介します。 
 
 『全國漢籍データベース』 全國漢籍データベース協議會 

<http://www.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/> 

京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センターが、試験的に公開してい

ます。現在、東北大学のほか、東京大学東洋文化研究所、京都大学人文科学

研究所、宮内庁書陵部、東洋文庫など 30 以上の機関の資料が検索できます。 
検索トップ画面では、検索語を入力する欄が一つしかありませんが、詳細検

索画面では、書名、著者名、刊年、出版者などにより検索できます。また、

所蔵機関による絞込みもできます。 
 
 『NDL-OPAC』 国立国会図書館 <http://opac.ndl.go.jp/> 

国会図書館所蔵の古典籍を調べることができます。検索画面で、「和古書・

漢籍」にチェックを入れて検索します。 
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 『日本古典籍総合目録』 国文学研究資料館 

<http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/about.html> 

国文学研究資料館が運営する、一部、漢籍・明治本を含む日本の古典籍の総

合目録です。後に紹介する『国書総目録』『古典籍総合目録』のデータを収

録したデータベースで、古典籍の書誌・所在情報を、著作及び著者の典拠情

報とともに提供しています。『国書総目録』（岩波書店刊）の継承・発展を

目指しているデータベースです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 『NACSIS Webcat』 国立情報学研究所 <http://webcat.nii.ac.jp/> 

『Online Catalog』の学外検索モードと同じ検索結果を得ることができます。

現代資料と一緒にデータが登録されており、古典資料のみ特定しての検索は

できません。 
 

 『国書総目録』 補訂版 岩波書店 1989～1991：本館 RC [UP111/066] ほか 

全国の主要な公私立図書館、大学図書館、各地の文庫などの所蔵する、慶応 3
年（1867）までに成立した日本人の著編撰訳による書籍を収録しています。

ただし、調査は昭和 35 年（1960）時点までのものです。書名から探し、所蔵

している機関を調べることができます。著者名による索引もあります。 
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 『古典籍総合目録：国書総目録続編』 国文学研究資料館編 岩波書店 1990 

：本館 RC [UP111/066] ・ 医分 [UP111/KO93K] ほか 

『国書総目録』の調査が打ち切られた後から昭和 63 年度（1983）までに採集

したデータを収録しています。『国書総目録』同様に書名から探し、所蔵機

関を調べることができます。 

 
(3) 西洋古典資料を探す 

 
西洋の古典資料の探し方は、通常の図書・雑誌検索方法とあまり変わりありませ

ん。例えばオンライン目録で検索してみると、タイトルが同じものでも現在出版中

のものから、17 世紀に出版された初版本も一緒にヒットすることがあります。これ

は現在の図書目録がイギリスとアメリカで作られた目録規則に基づいているためで、

1600 年代の初版本といえども、この規則に従って登録されているからです。 
とはいえオンライン目録に未入力である資料も、全国には未だ数多く存在してい

るので、探す場合は、未入力の資料が掲載されている冊子体目録やカード目録を必

要に応じて検索しましょう。 
まず、オンライン目録では前項和漢古典資料と同様に、次の 2 つが有用です。 
 

 『Online Catalog』（東北大学附属図書館オンライン目録） 

<http://www.library.tohoku.ac.jp/opac/expert-query> 

東北大学附属図書館所蔵の西洋古典資料を、一部を除いて検索することがで

きます。３.４ で紹介する『The Poor Law Collection : 英国救貧法研究コレ

クション』などの図書館所蔵の特別なコレクションもこのシステムから検索

可能です。しかし外国人名がつく洋書のコレクション（『ケーベル文庫』な

ど）は、このオンライン目録では検索することができないので、カード目録

もしくは、この後に紹介する各コレクションの冊子体目録を見て下さい。 

 
 『NACSIS Webcat』 国立情報学研究所 <http://webcat.nii.ac.jp/> 

全国の大学の所蔵資料を和洋古今を問わず検索できます。 
 
西洋古典資料も和漢古典資料と同様に、同じタイトルでも版次や刷によって本文

が大幅に違っていることがあります。そのため一般書とは異なり、同じタイトルで

あっても 1 点ごとに別の書誌情報を作成しています。検索した時に同タイトルの資

料が多数ヒットすることがあるのはそのためであり、自分の目的とする版であるか
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どうか、書誌をよく見比べてみて確認する必要があります。 
次に本学所蔵の西洋古典資料の内、オンライン目録に未入力のものを探すための、

代表的な冊子体目録を紹介します。なお、本学の西洋古典資料は洋書のコレクショ

ンに含まれていることがあるので、それらの目録を検索する必要があります。それ

ぞれの文庫の内容については、３.４.１ を参照して下さい。 

 
 『東北大学附属図書館本館所蔵新訂貴重図書目録 洋書編』 東北大学附属図

書館貴重図書等目録編集プロジェクト編集 2004 

：本館 RC ほか [UP72/0101] 

東北大学の西洋古典資料の内、貴重図書に認定されているものを収録してい

る目録。ホッブズ・コレクション目録が付録。３.４.１(１)⑤参照 
 

 『A catalogue of the Koeber collection』Tohoku Imperial University 

Library  1943：本館書庫ほか [UP171/4] 

『ケーベル文庫』の冊子体目録。３.４.１(１)②参照 

 

 『A catalogue of the Dr. Seckel collection』Tohoku Imperial University 

Library 1935：本館書庫 [UP171/5] 

『ゼッケル文庫』の冊子体目録。３.４.１(１)⑤参照 

 

 『A catalogue of the Dr. Stein collection』Tohoku Imperial University 

Library 1936：本館書庫 [UP171/2] 

『シュタイン文庫』の冊子体目録。３.４.１(１)⑤参照 

 

 『Catalogue of the W. Wundt library』Tohoku Imperial University Library 

1923：本館書庫 [UP171/3] 

『ヴント文庫』の冊子体目録。３.４.１(１)②参照 

 

 『A catalogue of the Dr. Zitelmann collection』Tohoku Imperial University 

Library 1936：本館書庫 [UP171/6] 

『チーテルマン文庫』の冊子体目録。３.４.１(１)⑤参照 
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その他、西洋古典資料は、様々な大学図書館が目録と資料解説をウェブサイトで

公開していたり、画像データを公開していたりする場合があります。次のサイトは

日本における代表的な西洋古典資料所蔵機関のウェブサイトです。 
 

 『一橋大学社会科学古典資料センター』 

<http://www.lib.hit-u.ac.jp/CHSSL/> 

一橋大学の組織の一つである、社会科学古典資料センターのウェブサイトで

す。同センター所蔵の貴重な西洋古典資料コレクションをウェブサイトで紹

介をしています。またデジタル展示室や資料室、西洋古典資料についての講

習会・講演会開催についての案内もあります。 
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(4) 画像資料を探す 

 

古典資料や作家の自筆原稿、初版本などの貴重なテクストは、実物を見る機会は

非常に限られていますが、近年は、画像として電子化されたものをウェブ上で見ら

れることが多くなりました。本学図書館ウェブサイトでも、「坤輿万国全図（写本）」

などを、高精細画像で公開しており、画面上で自由に拡大・縮小・スクロールが可

能なので、細部にいたるまでじっくりと観察することができます。 
以下に紹介するのはその一部です。このほかにもみなさんの研究に関係の深い資

料が電子化されているかもしれません。見たい資料の所蔵機関がわかったら、画像

が公開されていないかどうか、その機関のウェブサイトを確認してみましょう。 
画像資料はあくまで複製の一種であり、細部が見えにくいなど、現物に比べると

劣る点があります。しかし、このマイナス面を考えたとしても、遠隔地まで足を運

ばずに貴重なオリジナルテクストを見ることができるのは、IT 技術の進歩の恩恵で

あり、大変便利です。 
なお、本学所蔵の資料で電子化されているものに関しては、３.４.１を参照して下

さい。 

 
 『貴重書画像データベース』 国立国会図書館  

<http://rarebook.ndl.go.jp/pre/servlet/pre_com_menu.jsp> 

国立国会図書館が所蔵する重要文化財、彩色資料等の画像データ（872 タイ

トル、約 41,000 コマ）を検索、閲覧することができます。 
 
 『電子資料館』 国文学研究資料館 

<http://www.nijl.ac.jp/contents/d_library/> 

歴史上の人物約 650 名の画像を収録した『歴史人物画像データベース』、奈

良絵本 11 本の原本画像および、あらすじ・翻刻を収録した『新奈良絵本画像

データベース』、日本実業誌博物館設立準備室が所蔵していた絵画で、幕末

明治期の産業や風俗を知る上で重要なものを収録した『実業史絵画データ

ベース』、所蔵和古書の画像約 5,600 件を収録した『館蔵和古書画像データ

ベース』（試行版）の 4 つの画像データベースを含んでいます。 
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 『GUTENBERG DIGITAL』ゲッティンゲン・ニーダーザクセン州立大学図書館 

<http://www.gutenbergdigital.de/> 

ドイツで資料の電子化に積極的に取り組んでいる図書館の一つです。このサ

イトではグーテンベルクの『42 行聖書』の画像を見ることができます。 

 
 『 Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de 

France』フランス国立図書館 <http://gallica.bnf.fr/> 

フランスの国立図書館が公開している電子図書館です。9 万冊以上の資料の原

本画像をはじめ、テキスト化された資料や音声ファイル、写真などから構成

されており、資料の種類や分野、時代から検索することが可能です。また、

文学作品のテキストファイルを集めた「Gallica Classique」や、中世から 20
世紀初頭にかけてのフランス各地の様子を今に伝える「Gallica Voyages en 
France」など、テーマ別での利用も可能です。 

 

 
図表 3-10 『Gallica』のテーマ別資料案内 
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 『NYPL Digital』 ニューヨーク公立図書館 

<http://www.nypl.org/digital/index.htm> 

所蔵する貴重資料をデジタル化して公開しています。52 万件以上のデータを

収録した「NYPL Digital Gallery」のほか、アフリカ系移民に関する歴史資

料を収録した「In Motion : The African American Migration Experience」な

ど、個別のテーマに即した数多くのコレクションが公開されています。 
 

 『American Memory』 米国議会図書館 

<http://memory.loc.gov/ammem/> 

テクストや音声、写真や動画、地図や楽譜など、アメリカに関する膨大な歴

史資料を電子化し、公開しています。米国議会図書館の所蔵資料だけではな

く、大学図書館などの他機関の所蔵資料も収録対象となっています。 
 

 『British Library 』 英国図書館 <http://www.bl.uk/> 

「Treasures in full」や「Online Gallery」では、マグナ・カルタなどの貴重

資料の原本画像を見ることができるほか、「Turning the pages」では、マウ

スの操作で、まるで本が手元にあるかのようにページをめくりながら資料を

眺めることができます。 

 
図表 3-11 British Library 「Turning the pages : William Blake’s Notebook」 
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(5) 閲覧・複写物の入手 

 
ここまで、古典資料の形態や検索方法について紹介してきましたが、次に具体的

な資料の入手方法について紹介します。 
 
① 東北大学附属図書館本館資料の配置と閲覧及び借用 

東北大学附属図書館本館所蔵の古典資料は、閲覧手続きが簡単な書庫内資料と、

手続きに手間がかかる貴重書・準貴重書資料にわかれます。 
 

 書庫内資料 

和漢古典籍は書庫の地下一階に旧片平古典・旧教養部古典、地下二階に『狩野

文庫』と『和算関係資料』（３.４.１(１)参照）が配置されているコーナーが

あります。西洋古典資料については、地下一階にコレクションごとに配置され

ています。書庫に入庫できる方は、これらの古典籍コーナーにも入ることがで

きます。各方法はメインカウンターにお尋ね下さい。書庫に入庫ができない方

は、スタッフが代わりに出納します。所定の申し込み票に必要事項を記載して

メインカウンターに出して下さい。これらの資料を借りることもできます。方

法については、メインカウンターに相談して下さい。 
 

 貴重書・準貴重書 

図書館 2 号館に配置されています。借用はできませんが、閲覧は 2 号館の所

定の場所ですることができます。詳しくは３.４.１(３)を見て下さい。 
 

② 学外図書館等へ直接閲覧に行く 

学外の図書館等に、実際に足を運んで閲覧します。事前に東北大学附属図書館を

通して閲覧許可をもらう必要があります。そのため閲覧対象が決まったら、①閲覧

希望資料名②訪問希望日時を決め、③学生証を持って最寄の図書館カウンターに相

談して下さい。相手館で閲覧の可否を審議する時間が必要なので、前もって相談し

ましょう。また、デジタルカメラなどによる写真撮影は、機関によっては許可され

ないことがあるので、希望する場合はその旨もカウンターに申し出て下さい。 
 

③ 複写物を取り寄せる 

古典資料は劣化と破損防止のため、大抵の機関では直接複写は許可されず、複写

物の作成はマイクロフィルム撮影という手段をとります。既に閲覧希望資料のマイ
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クロフィルムがある場合は、そのフィルムから印刷をして（紙焼き）入手すること

ができます。マイクロフィルムからの紙焼きは、通常の複写よりも印刷料金が高く

なります。 
閲覧希望資料のマイクロフィルムがない場合、閲覧希望者がマイクロフィルム作

成を依頼できる場合もあります。こちらの依頼をうけて、先方の機関が専門の撮影

業者にマイクロフィルム作成を委託します。大抵、作成後のマイクロフィルムは先

方の機関へ寄贈するという扱いになります。マイクロフィルム作成代は、依頼機関

やページ数にもよりますが多くは高額です。 
例）国立国会図書館では、マイクロフィルム作成料金が、1 申込みにつき、最初

の 1 コマ 税込 157.5 円(税抜 150 円)、2 コマ目から 1 コマ毎に税込 39.9 円

(税抜 38 円)、A4 の紙に紙焼きする場合税込 31.5 円(税抜 30 円)となってい

る。 
 

申し込みは最寄の図書館カウンターに相談して下さい。申し込みから複写物入手

まで、上で述べたような過程を経るため時間がかかります。時間に十分余裕をもっ

て申し込んで下さい。 
 
(６) 古典資料の物理的特徴と取り扱い方 

 
古典資料は、過去の歴史を知るために欠かせないものですが、現存する部数が少

なく、大変貴重な資料です。ですから、みなさんが研究に利用して成果を残すだけ

ではなく、それと同時に、後世の研究のためにも資料を可能な限りそのままの形で

伝えていく必要があります。そのためにも、資料の物理的な特徴と取り扱い方を知っ

ておきましょう。 
 
① 和漢古典資料の形態 

和漢古典資料には、様々な形態があり、それぞれ異なる特徴を備えています。こ

こでは代表的なものを紹介します。 

 

 一枚物（いちまいもの） 

文字通り、紙一枚に書かれたものです。一枚物を折り畳んで表紙をつけたも

のを畳物（たたみもの）といいます。 
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 巻子本（かんすぼん） 

一枚物を糊で継ぎ足したもので、最後尾に竹や木の軸

をつけて、巻き戻しを容易にしたものを巻子本と言い

ます。巻物（まきもの）、巻本（まきほん）、 
手巻（しゅかん）ともいいます。持ち運びに便利なも

のですが、読むたびに展開、巻き戻しを繰り返すので

傷みやすく、また途中が見たい場合でも、最初から展

開をしなければならないという不便さもあります。 
 

 折本（おりほん） 

巻子本は巻きましたが、折本は、巻かずに一定間隔に

折って積み重ねたことで、巻子本の不便さを解消しま

した。帖装本（じょうそうぼん）ともいいます。仏教

経典に多く使われています。 
 

 粘葉装（でっちょうそう） 

二つ折りにした紙を重ね、折り目部分を糊で貼り合わ

せたものです。紙の片面にしか文字が無い場合は、見

開きで、文字のある部分と無い部分が交互に現れます。

胡蝶装（こちょうそう）ともいいます。 
 
 列帖装（れつじょうそう） 

何枚か紙を重ねたものを二つ折りにし、それをいくつか糸で綴じ合わせたも

のです。糊は劣化しやすく、綴じがはずれてしまうため、糸綴じによって保

存性を高めたものです。綴葉装（てっちょうそう）ともいいます。 
 

 袋綴（ふくろとじ） 

紙を文字のある面を外側にして二つ折りにし、それを重ねて、折り目の反対側

を糸で綴じたものです。線装本、綫装本（共に、せんそうぼん）ともいい、

最もよく見られる形態です。綴穴が四つの四つ目綴、五つの五つ目綴、四つ目

綴の変形の康煕綴といった種類があり、四つ目綴が一般的です。 
 
 
 

巻子本

折本 

粘葉装
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 色紙・短冊（しきし・たんざく） 

和歌・俳句および絵画に使用されるものです。 

 
 古筆切（こひつぎれ） 

色紙・短冊以外の巻物や冊子などを切断した一部分です。鑑賞用に、掛け軸

などに仕立てられていることもあります。 

 
② 閲覧の際の注意点 

実際に資料を閲覧する際は、最低限、以下の注意を守って下さい。この他にも所

蔵機関によってはより詳しいルールを設けている場合があります。 

 

 清潔な手で丁寧に扱う・腕時計をはずす 

基本中の基本です。手袋の着用を求められる場合もあります。 

 
 メモをとる際の筆記具は先の丸い鉛筆を使う 

ペンは使わないで下さい。また、鉛筆でも、先がとがったものやシャープペ

ンシルは、芯が折れて資料を汚すおそれがあります。消しゴムも、かすが資

料を傷めますので、使わないで下さい。 
   

 資料を傷める行為を行わない 

資料への書き込みはもちろん、クリップ・付箋の使用や、コピー機にかける

ことも資料を傷める原因になります。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  みみふくろ   四部分類法とは 

 
「四部分類」とは中国の伝統的な書籍の分類法で、全ての書籍が経（儒教の

経典）・史（歴史）・子（諸子百家の思想その他）・集（文集）の 4つに分類

されます。（「四庫分類」ともいう）。現在の分類とは非常に異なるので、通

常はこの分類に相当の違和感を持つ人が多いのではないでしょうか。しかし実

際はこの分類が広く利用されていた時代の資料、つまり中国の古典資料は、現

在でもこの分類に従って整理されていることがほとんどです。 

 分類は、学術の体系化の方法であり文化を表現するものの一つです。最初は

違和感のあった分類法に馴染んだ時、その文化にも馴染んできているというこ

とかもしれませんね。 
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 ３.２.２  考古学関係資料 

 
考古学を専攻すると、一般の学術書とは違った、発掘報告書といった資料を必要

とします。この項では、これら発掘報告書に代表される考古学関係資料の特色や検

索方法について紹介します。 
 
(１) 考古学関係資料の特色  

 

考古学は、文献情報を資料とするだけではなく、人類が残した物質的資料（発掘

物など）を元に考察を深める学問です。とはいえ、図書館や情報探索の場において

は、この物質的資料を扱う事はまれで、どちらかというと文献情報に特化した資料

を扱うことになります。しかし発掘物などの物質的要素を含み、なおかつ文献であ

るという資料が存在します。これが、物質的資料である遺物や遺構・遺跡について

詳しく記載した発掘調査報告書で、この資料の入手・判読はこの分野にとって非常

に重要です。この発掘調査報告書には以下のような特徴があります。 
 

 発行数が少なく、場合によっては頒布範囲が狭い。 

 地方自治体の教育委員会や埋蔵文化財調査機関などが発行するので、遺跡の

地元にある公立図書館のみに所蔵している場合も多い。 

 
大まかな特徴は以上ですが、発掘調査報告書といえども発行機関が様々であり、

それぞれ以下のような特徴があります。 
 

 「県市町村教育委員会」発行のもの 

・ 発行部数が少ない 
・ 頒布は基本的に狭い範囲にしかしないか、全くしない。 
・ 地元公立図書館を中心に検索するとよい。 

 
 「財団法人埋蔵文化財調査研究機関」「考古学関連企業」発行のもの 

・ 「財団法人埋蔵文化調査研究機関」とは、大抵、都道府県毎に存在してお

り、まれに市町村にも存在する場合もある。 
・ 「考古学関連企業」とは、測量・建設会社から考古学に関する調査研究を

請け負う企業である。 
・ 発行部数は少ないことが多いものの、大学・研究機関には広く頒布する。
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隣県にも配布することもある。 
・ 発掘調査報告書を有償で販売している機関が多い。 
・ 発掘調査は、基本的に開発に伴う事前調査のみに限定される。 
・ 大部分は本学図書館に所蔵されている。無い場合でも、他の大学で所蔵さ

れている事が多い。 
 

 「大学」発行のもの 

・ 基本的に学術研究のための発掘調査の報告書である。 
・ 発掘調査報告書は、図書として販売する事がしばしばある。 
・ 各大学の考古学研究室同士で寄贈しあっているので、大学図書館で所蔵さ

れている可能性が高い。 
・ 大部分は本学図書館に所蔵されている。無い場合でも、他の大学で所蔵さ

れている事が多い。 
 

 「埋蔵文化財研究所」発行のもの 

・ 「奈良国立文化財研究所」、「橿原考古学研究所」、「元興寺文化財研究

所」などがある。 
・ 発掘調査は、開発に伴う調査・学術調査の両方を実施する。 
・ 発掘調査報告書は有償で販売する事が多い。 
・ 「奈良国立文化財研究所」は、発掘報告書を図書として販売している。 
・ 大部分は本学図書館に受け入れられる。無い場合でも、他の大学で所蔵し

ている事が多い。 
 

 外国の発掘調査報告書 

・ 国内の大学図書館に所蔵されているものは、ほとんど図書（もしくは雑誌）

としてオンライン目録で検索することができる。 
・ 海外の大学図書館に所蔵している資料は、提携館ならば入手可能。 

３.１.３(５)参照 
・ 古本屋やネット古書店でしばしば入手可能である。付録４参照 
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(２) 考古学関係資料の検索 

 
(１)で紹介した分類から、次のような検索ツールを紹介しますが、詳しくは３.１.

３を参照して下さい。 

検索時の留意点としては、資料が大学図書館にあるものか、自治体公共図書館に

あるものか、など(１)で紹介した特色を念頭に置いて、検索ツールを選ぶ必要があ

ることです。例えば町村の教育委員会で発行されたもので、狭い範囲でしか頒布さ

れなかったものを、東北大学の『Online Catalog』で検索しても見つかる可能性は

低いと言えます。 

 
 『Online Catalog』（東北大学附属図書館オンライン目録） 

<http://www.library.tohoku.ac.jp/opac/expert-query> 

本学を含めた大学図書館の所蔵を探す場合 

 
 『図書館情報』 日外アソシエーツ株式会社 

<http://www.reference-net.jp/lib_link.html> 

自治体の公共図書館の所蔵を探す場合 

 
 『NDL-OPAC』 国立国会図書館 <http://opac.ndl.go.jp/> 

国立国会図書館の所蔵を探す場合 

 

 『総合目録ネットワークシステム』 国立国会図書館  

<http://unicanet.ndl.go.jp/> 

国会図書館と一部の都道府県図書館の所蔵を探す場合 

 

(３) 考古学関係資料の入手 

 
(２)で紹介した４つのツールを駆使して検索すれば、かなりの確率で資料を見つ

けることができます。それでも見つからない場合は、その遺跡が所在する県の「財

団法人埋蔵文化財調査研究機関」、もしくは「歴史博物館」や「史料館」、その地

方自治体の「教育委員会」等に直接問い合わせをするという方法があります。まず

最寄りの図書館に相談して下さい。 
他機関にある資料は、通常の資料と同様に相互利用サービス(付録７参照)により

複写等を入手することができます。 
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また発掘調査報告書の中でも比較的古いものは、古本屋を探したりネット古書店

を検索してみたりすることで、入手の可能性が高まります。古本屋・ネット古書店

については、付録４を参照して下さい。 
次の書店は普通の書店ですが、考古学資料を専門的に扱っているので、入荷状況

を確認するのも有効です。 
 

 『六一書房 歴史・考古学専門書店』<http://www.book61.co.jp/> 
東京神田の書店で、歴史書・考古学書を専門に扱っています。国内出版物だけ

でなく、韓国書や中国書や古書も取り扱っています。 
 

 『北九州中国書店』<http://www.chugoku-shoten.com/> 

小倉にある書店で、中国輸入書と考古学の専門書店です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   みみふくろ  考古学と地域雑誌  
 

考古学関係資料の中には、地方学会機関誌や、地域の研究者グループによ

る雑誌のような、地方史的な資料も存在します。これは考古学が、大学の研

究室にとどまらず、それぞれの地域に根ざした学問であることに起因しま

す。これらの雑誌では、地元の資料を用いて、地元の研究者でしかできない

研究発表をしており、非常に参考となります。 

しかし、地域的に限られた雑誌であるため、一般書店などでの入手は困難

です。入手方法は、①大学・公共図書館を探す ②地元の図書館・博物館に

問い合わせる ③その地域を研究フィールドとしている先輩に聞く ④発行

元に直接確認する ⑤古本屋で流通しているか確認する 等の手段が考えら

れます。 

また大規模な学会会場では、このような雑誌を販売することがあるので、

普段から自分のテーマに関係する学会の会場を注意しておくと良いでしょ

う。なお、東北では「宮城県考古学会」<http://www.k5.dion.ne.jp/~mkouko/>

や、「岩手考古学会」<http://www.geocities.jp/mshomei/>などのホーム

ページで、機関誌販売と共に、各地域に密着した情報を掲載しています。 
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 ３.２.３  郷土資料  

 
地方史研究や社会科学分野での地域研究では、研究対象の地域情報が必要になり

ます。そのような地域に限定された研究を行う際に、郷土資料は重要な資料となり

ます。この項では、郷土資料の特色や具体的な検索方法について紹介します。 
 
(１) 郷土資料の特色 

 
郷土資料とは、例えば市政だよりや宮城県史といった地域に関係する資料全体を

指します。以下のような特色があります。 
 

 一般的に市販されているものから、その地域にごく少部数流通するようなま

れな資料まで様々な資料を含む。 

 あまり大学図書館には所蔵されておらず、その地域の公共図書館にまとまっ

て所蔵されていることが多い。 

 同じ公共図書館でも県立図書館に、大きなコレクションが形成されているこ

とが多い。 

 郷土資料に何を含むかは図書館によって異なる。 

 
(２) 郷土資料の検索 

 

郷土資料は、前述のとおり各県の公共図書館にコレクションがあることが多いの

で、次のウェブサイトが検索には有用です。ただし、データベースに登録されてい

ない場合もありますので、目的の資料が見つからない場合は直接問い合わせること

も必要です。 
 
 『宮城県内図書館総合目録』 宮城県図書館 

<http://mynet.library.pref.miyagi.jp/cross/> 

宮城県内の公共図書館を横断検索できます。 

 
 『図書館情報』 日外アソシエーツ株式会社 

<http://www.reference-net.jp/lib_link.html> 

国内各県の公共図書館を県別にまとめてリンクしているウェブサイトです。

住所や連絡先も明記されていて便利です。 
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また、念のため学内に無いかどうか『Online Catalog』やカード目録を検索しま

しょう。場合によっては、国立国会図書館に所蔵されていることもあるかもしれま

せん。そのときは『NDL-OPAC』で検索して下さい。 
 

(３) 郷土資料の入手 

 
各県の公共図書館に資料が所蔵されている場合、都道府県立図書館の時は、相互

利用サービス(付録７)で入手することができます。しかし市町村図書館に所蔵され

ている場合は、相互利用サービスを利用できない場合もありますので図書館カウン

ターに相談して下さい。 
また、発行数が少ないことから、館外貸出や複写が認められていない資料もあり、

相互利用サービスを通じても入手できない場合があります。その様な場合は、直接

訪問して閲覧することになります。公共図書館の場合、入館に制限はありませんの

で特に手続きは必要ありません。ですが資料によっては貴重書の場合もあり、予約

しないと閲覧を許可してもらえない資料もあるので、必ず事前に問い合わせをする

ことが必要です。 
図書館を色々検索しても見つける事ができなかった場合は、発行元や関係各所に

直接尋ねるか、最寄りの図書館カウンターに相談してみて下さい。 
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 ３.２.４  美学・美術史関係資料  

 
美学・美術史を専攻する場合、今まで挙げてきたような図書・雑誌資料のほかに、

もう一つ大事な資料として美術品そのものを重要な原資料として扱う必要がありま

す。文献を元に研究するだけではなく、研究対象の美術品本体を実地で検分しない

限り、良い研究成果を出すことが難しい場合があります。ここでは、美術史関係資

料すなわち美術品本体の特色や具体的な検索方法について紹介します。 
 
(１) 美学・美術史関係資料の特色 

 

美学・美術史関係資料は、ここでは美術品、図録を指しますが、それらには次の

ような特色があります。 
 

 美術品とは、絵画、彫刻、仏像、建築などが挙げられる。 

 研究の際、できるだけ美術品の現物を見ることが望ましい。 

 図書館に所蔵されている場合もあるが、基本的に美術館、博物館、神社仏閣

などの宗教的施設、個人コレクターなどに所蔵されている。 

 所蔵施設によっては、公開されていない場合や、閲覧できたとしても、写真

撮影が許可されないことがある。 

 美術品現物を閲覧できない場合は、図版などが揃っている画集や写真集、展

覧会カタログなどを検索し、それらを閲覧する。 
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(２) 美学・美術史関係資料の検索 

 
美学・美術史関係資料には、統一的なデータベースがある訳ではありませんが、

次のようなデータベースがあります。 
 
 『東京大学史料編纂所データベース SHIPS for インターネット検索ページ』 

東京大学史料編纂所 

<http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller> 

このウェブサイトは、歴史史料中心に様々なデータベースを提供しています

が、図像関係のデータベースとして、『歴史絵引 DB』、『肖像 DB』、『史

料編纂所所蔵肖像画模本 DB』、『史料編纂所所蔵荘園絵図摸本 DB 』を提供

しています。東京大学史料編纂所所蔵の図像を検索できるほか、図像が掲載

されている図書の情報を得ることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 『美術館横断検索』 Art Libraries’ Consortium <http://alc.opac.jp/> 

３.１.３(６)参照 

 
 『日本と世界の博物館、美術館、天文台へのリンク集 : 5000 museum links from 

all over the world』 村井直也 <http://www.pp.iij4u.or.jp/~murai/> 

３.１.３(６)参照 
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 『文化遺産オンライン』 文化庁  <http://bunka.nii.ac.jp/Index.do> 

その名の通り国内の文化遺産を紹介するポータルウェブサイトです。画像に

よる美術品の閲覧や、それらの所蔵情報など、非常に充実した内容になって

います。国内各所の美術館のイベント情報も紹介しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 『展覧会カタログ検索』 東京文化財研究所 

<http://archives.tobunken.go.jp/index4.html> 

展覧会のカタログを検索できます。展覧会の内容、会場、時期などから検索

をすることができます。 
 
これらの 4 つのウェブサイトは主に、美術品を所蔵施設から探すためのものです

が、作品名を特定している場合や、上記のウェブサイト以外の施設で所蔵している

場合は、検索エンジンを使って検索するのが効率の良い方法です。美術品を見るた

めには、所蔵者の情報、展覧会の情報が非常に重要ですが、インターネットの発達

により、所蔵機関のウェブサイトと所蔵資料の情報が非常に充実してきています。

また資料の画像をウェブサイトで公開している所蔵施設も多くなりましたので、紹

介した 4 つのウェブサイトや、検索エンジンで所蔵施設を特定した上で、その施設

のウェブサイトを閲覧してみて下さい。 
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また、冊子体の検索ツールには次のようなものがあります。 
 

 『日本美術作品レファレンス事典』 日外アソシエーツ株式会社編 日外アソ

シエーツ 1992～：本館 RC [K2/038]ほか 

「絵画篇（浮世絵、近世以前、近現代）」「建造物編」「工芸編」「彫刻編」

「書跡編」があります。これは、作品の図版がどの書籍に掲載されているか

がわかる参考図書です。 
 

 『西洋美術作品レファレンス事典』 日外アソシエーツ株式会社編 日外アソ

シエーツ 2005～：本館学閲参考 [K2/047] 

「絵画篇 （19 世紀中葉以前、19 世紀印象派以降）」があります。これも同

じく、作品の掲載資料がわかります。 
 
そのほか、次のような有用な参考資料があります。 
 

 『中國繪畫總合圖録』 鈴木敬編 東京大學出版會 1982～2001 

：本館書庫 [KC17/013]ほか 

中国絵画の写真を載せた総合目録です。 
 

 『正倉院寳物』 正倉院事務所編 毎日新聞社 1994～ 

：本館書庫大型本コーナー [K16/0107] 

 
 『角川絵巻物総覧』 宮次男, 真保亨, 吉田友之編集 角川書店 1995～ 

：本館学閲 [KC231/018] 

 

 『国華』 国華社 1989～：本館 2号館ほか 

 

 『芸術新潮』 新潮社 1951～：本館 2号館ほか 
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(３) 美学・美術史関係資料の入手 

 

入手と言っても、美術品の現物を個人で入手するのは難しいので、ここでは、美

術品現物の閲覧・撮影、もしくは図版の入手について説明します。 
 

① 美術品現物の閲覧・撮影 

美術品現物の閲覧・撮影については、次のような手段が考えられます。 
 

 その作品が出品される展覧会に出向く 
展覧会といっても特別展と常設展があります。特別展はイベントの要素が大

きいので、ウェブサイトで特設サイトが設置されることもしばしばあります。

このウェブサイトの情報などから、その作品が展示される展覧会情報を入手

することができます。一方、常設展の展示情報は、ウェブサイトでも全てが

開示されている訳ではないことが多いので、所蔵施設に確認が必要です。 
展覧会の展示物は、通常撮影は許可されません。 

 
 所蔵施設に調査願を出して交渉し、写真撮影・計測を行う 

正式な調査を所蔵施設に依頼し、美術品の現物を見せてもらう方法です。貴

重な文化財を扱うため、学年が低い場合は断られる事が多いほか、担当教員

に保証人になってもらう場合もあります。 
もし所蔵施設が図書館であるならば、東北大学附属図書館を通して閲覧願い

を出すこともできますので、最寄の図書館のカウンターに相談してみて下さ

い。 
 

②  図版の入手 

(２)で紹介した、図録掲載資料がわかる参考資料等を使ってその書籍を特定した

場合、３.１.３ を参照してその資料を見つけ出して下さい。もし東北大学学内で見

つけることができず、他大学などから複写物の取り寄せをする場合、図版の入手と

いう性格上、できるだけ鮮明な形で複写してもらうよう依頼するか、現物借用サー

ビスで資料を取り寄せるのが良いでしょう。付録７参照 
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 図書館の小ネタ  

香しき図書館 

 

 

図書館本館 2 号館に入った途端、鼻の穴から額を通り抜けるようなすっ

きりとした匂いを嗅いだことはありませんか？これは、一階にある準貴重

書庫の樟脳の匂いが漏れ出てきたものです。図書館本館では、2 号館の準

貴重書庫だけではなく、貴重書庫、また本館書庫の和漢の古書について、

樟脳を防虫剤に使用しています。 
樟脳は、もともとクスノキからとれる成分から作られた防虫剤で、昔は

衣料品の虫除けには専らこれが使われていました。今では色々な防虫剤が

あるので、樟脳を使っている人はあまりいないかもしれません。樟脳の成

分は、防虫だけではなく、消炎効果等があるため薬品や化粧品にも使われ

ています。またエッセンシャルオイルにもなっています。 
防虫剤というと体に毒のようなイメージがあり、「臭い」と思ってしま

いますが、どうでしょう。「芳香」に感じてきませんか？ 
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 ３.２  原資料にあたる － 人文科学編

これまで原資料というものは何か、書誌情報はどのようなものか、どう見つけるのかについて概説しましたが、この節では、人文科学分野での特色ある原資料について紹介します。


 ３.２.１  古典資料 

人文科学分野では、哲学・史学・文学に代表されるように、過去の作品・史料に基づいて研究を行う分野があります。これらの分野では、主として古典資料を資料として読解し、その積み重ねから論文を作成することが多いので、研究における原資料の比重は非常に大きくなります。この項では、古典資料の特色や具体的な検索方法について紹介します。


(1) 古典資料探索のための基本事項

古典資料探索のためには、少なくとも筆記印刷方法における特色とテクストにおける特色を理解しておくことが必要です。また古典資料の書誌情報はその特色に則って表現されます。そこでここでは、古典資料を探索する場合、目録等の検索結果を見てどの資料を使うかの判断に最低限必要な事柄について紹介します。

① 筆記印刷方法における特色


古典資料には、本文が人の手によって書かれたものなのか、印刷されたものなのか、といった筆記印刷方法での違いがあります。


· 写本


写本というと、「写した本」と思いがちですが、「書写」という言葉からもわかるように、手書きの本を指します。これは刊本（印刷本）に対する概念であり、紙の他に羊皮紙などを使った写本もあります。写本は誤字脱字、故意による改変も多く、利用には注意が必要ですが、著名な人物による直筆写本や、美しく彩色された装飾写本などもあり、非常に奥深い資料類型です。


· 刊本

刊本とは、版木や活字などによって印刷された本を言い、手書きとは異なって多くの部数が作成できるもので、版本と呼ぶこともあります。先に挙げた写本に対する概念です。一枚の版木を彫り込んで印刷したものを整版本といい、これに対して一字ずつ彫刻または鋳造された文字を組み合わせて印刷したものを活字本と言います。

以下は刊本の一種ですが、原本（オリジナルの資料）をもとに作成された資料です。読むだけのためには、通常はこれらに頼る事が多いでしょう。

· 影印本（複製本）


影印本とは、古典資料の写本・刊本の文面を写真で撮影し、それを製版して印刷したものです。そのためテクスト自体は写本・刊本と同じ形状のものを見ることができます。


· 翻刻本


古典資料の写本・刊本を底本として、主に研究者が判読したテクストを活字体に起こして印刷・刊行したものです。現在出版されている古典資料はこの翻刻本が多いです。既に原本が失われてしまっている場合は、翻刻本は、後世に作られたものではあっても貴重な原資料と言えます。


· マイクロフィルム・デジタル画像資料


また、古典資料には写真撮影による複製資料として、マイクロフィルムとデジタルの画像資料があります。マイクロフィルムは、保存や公開の観点から図書館などの所蔵機関が作成しているもので、専用の機械で拡大して見たり、そのフィルムを紙に印刷したりすることで、読むことができます。

デジタル画像資料は、インターネットなどの普及により、所蔵機関が資料をデジタルスキャンしたデータを、ウェブサイトで公開しているもので、データ自体の劣化が少なく、国内外を問わず遠隔地に所蔵される資料を手元で確認できることが利点です。これについては、(４)を参照して下さい。


2 テクストにおける特色


古典資料は正確な印刷・複写技術ができる前の資料であるため、同一の書名であっても基本的に一点一点がユニークな存在として扱われます。例えば同じ原本を底本としていても、筆写の際の誤りや、意図的でなくても改変があったり、刊本であっても不十分な校訂や印刷ミス、落丁などによって、一つの書名に対して数種類のテクストのパターンが伝わっているということがよくあります。また、古典資料は原本が失われている場合も多く、そういった違い自体が意味を持っています。古典資料の書誌情報が、同タイトルであっても一点毎に作られるのは、この「違い」を重要視しているためです。

3 書誌の読み方


今まで説明してきた事を念頭に、今度は実際に書誌を見てみることにしましょう。ここでは、(２)でも紹介する『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』の中から『太平記』を例に取り上げます。

例）『東北大学所蔵和漢書古典分類目録　和書』中巻 p.1482-83

① 太平記 巻二五・三三・三八残缺本　三册　写本　　本館　丁B・1-8・10


② 太平記 四十巻・二十册　元和二年（古活字本）　　本館　丁B・1-8・29

③ 太平記 　神田本全　一册　明治四十年　東京國書刊行會　教養　081.6.24



タイトルが同じでも、資料の内容によって少しずつ記載されている項目が異なります。①では何巻かが欠けていること、成立年代が不明であること、写本であることがわかります。②は全40巻が全て揃っていること、元和2年の出版で、①とは異なる刊本、しかも古活字本（天正（16C末）～慶安（17C半ば）の活字本）であることがわかります。③については、明治40年（1907）に東京國書刊行会から出版された刊本であることがわかります。この出版者は翻刻を出版していた出版社ですので、③は翻刻であることもわかります。

この様に、書誌には、テクストの中身まではわからなくてもその資料の特色が表現されているので、書誌を読むことで自分の必要としている資料がどれであるのかを、ある程度判断することができます。

(2) 和漢古典資料を探す


古典資料の内、和書と漢籍は洋書に比べて（(３)参照）、『Online Catalog』で検索するだけでは限界があります。そこで次に検索手段を紹介します。検索時、特にデータベースの場合は、(１)で述べたように古典籍は同じタイトルでも中身が大幅に違うこともあるため、同じタイトルでも資料ごとに書誌情報を作成してあります。そのため一つの資料名で検索しても、データが多数ヒットする場合がよくあるということに留意しましょう。


1 東北大学内に所蔵されている和漢古典資料を探す


東北大学内に所蔵されている和漢古典資料はほとんどが本館書庫に所蔵されています。（配置場所については(５)①を参照）探すには次のような手段があります。

· 『Online Catalog』（東北大学附属図書館オンライン目録）


<http://www.library.tohoku.ac.jp/opac/expert-query>

東北大学附属図書館所蔵の古典資料の内、『狩野文庫』（３.４.１(１)参照）の一部を中心に検索することができます。学外検索モードでは、各大学の古典籍の一部を検索する事ができますが、大抵は探している資料の復刻・翻刻版の方が数多くヒットするので、注意して書誌情報を見て下さい。

· 『学術情報ポータル』 <http://www2.library.tohoku.ac.jp/>


『狩野文庫』約108,000冊の内の約25,000冊の他、和算に関係する資料を約12,000冊検索することができます。


上の2つはオンラインでの検索手段ですが、部分的にしか検索することができません。そのため次に示す冊子体目録や、カード目録を使う必要があります。


· 『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』　和書・漢籍　東北大学附属図書館編　1974～1982 : 本館RC [UP111/042]ほか

原則として和書は慶応4年（1868）、漢籍は宣統3年（1912）までに成立したもので、昭和40年度（1965）までに図書館に受入れた資料を調べることができます。本編は主題分類別ですが、和書の場合は書名の50音順索引、漢籍の場合は書名・著者名の冒頭漢字画数順索引が利用できます。

· 『旧片平古典カード目録』

本館1号館1階にあるカード目録です。図書館本館が片平にあった頃に受け入れた古典籍の所蔵を検索することができます。また、川内北キャンパスにあった教養部分館でも古典資料を所蔵していました。これらは旧教養部カード目録で検索することができます。

· 『東北大学附属図書館本館所蔵貴重図書目録, 和漢書編』 東北大学附属図書館編集 2006：本館書庫 [UP111/0311]

和漢古典籍の中でも貴重書として指定された資料の目録です。基本的には前掲『東北大学所蔵和漢書古典分類目録』にも掲載されています。貴重書については、３.４.１(３)を参照して下さい。

2 東北大学以外の機関で所蔵されている古典を探す


次に、東北大学外の古典資料を探す方法を紹介します。


· 『全國漢籍データベース』 全國漢籍データベース協議會


<http://www.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/>


京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センターが、試験的に公開しています。現在、東北大学のほか、東京大学東洋文化研究所、京都大学人文科学研究所、宮内庁書陵部、東洋文庫など30以上の機関の資料が検索できます。


検索トップ画面では、検索語を入力する欄が一つしかありませんが、詳細検索画面では、書名、著者名、刊年、出版者などにより検索できます。また、所蔵機関による絞込みもできます。


· 『NDL-OPAC』　国立国会図書館　<http://opac.ndl.go.jp/>

国会図書館所蔵の古典籍を調べることができます。検索画面で、「和古書・漢籍」にチェックを入れて検索します。


· 『日本古典籍総合目録』　国文学研究資料館

<http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/about.html>


国文学研究資料館が運営する、一部、漢籍・明治本を含む日本の古典籍の総合目録です。後に紹介する『国書総目録』『古典籍総合目録』のデータを収録したデータベースで、古典籍の書誌・所在情報を、著作及び著者の典拠情報とともに提供しています。『国書総目録』（岩波書店刊）の継承・発展を目指しているデータベースです。




· 『NACSIS Webcat』　国立情報学研究所　<http://webcat.nii.ac.jp/>

『Online Catalog』の学外検索モードと同じ検索結果を得ることができます。現代資料と一緒にデータが登録されており、古典資料のみ特定しての検索はできません。

· 『国書総目録』 補訂版 岩波書店 1989～1991：本館RC [UP111/066] ほか


全国の主要な公私立図書館、大学図書館、各地の文庫などの所蔵する、慶応3年（1867）までに成立した日本人の著編撰訳による書籍を収録しています。ただし、調査は昭和35年（1960）時点までのものです。書名から探し、所蔵している機関を調べることができます。著者名による索引もあります。

· 『古典籍総合目録：国書総目録続編』 国文学研究資料館編 岩波書店 1990

：本館RC [UP111/066] ・ 医分 [UP111/KO93K] ほか

『国書総目録』の調査が打ち切られた後から昭和63年度（1983）までに採集したデータを収録しています。『国書総目録』同様に書名から探し、所蔵機関を調べることができます。

(3) 西洋古典資料を探す


西洋の古典資料の探し方は、通常の図書・雑誌検索方法とあまり変わりありません。例えばオンライン目録で検索してみると、タイトルが同じものでも現在出版中のものから、17世紀に出版された初版本も一緒にヒットすることがあります。これは現在の図書目録がイギリスとアメリカで作られた目録規則に基づいているためで、1600年代の初版本といえども、この規則に従って登録されているからです。


とはいえオンライン目録に未入力である資料も、全国には未だ数多く存在しているので、探す場合は、未入力の資料が掲載されている冊子体目録やカード目録を必要に応じて検索しましょう。

まず、オンライン目録では前項和漢古典資料と同様に、次の2つが有用です。

· 『Online Catalog』（東北大学附属図書館オンライン目録）

<http://www.library.tohoku.ac.jp/opac/expert-query>


東北大学附属図書館所蔵の西洋古典資料を、一部を除いて検索することができます。３.４ で紹介する『The Poor Law Collection : 英国救貧法研究コレクション』などの図書館所蔵の特別なコレクションもこのシステムから検索可能です。しかし外国人名がつく洋書のコレクション（『ケーベル文庫』など）は、このオンライン目録では検索することができないので、カード目録もしくは、この後に紹介する各コレクションの冊子体目録を見て下さい。

· 『NACSIS Webcat』　国立情報学研究所　<http://webcat.nii.ac.jp/>


全国の大学の所蔵資料を和洋古今を問わず検索できます。

西洋古典資料も和漢古典資料と同様に、同じタイトルでも版次や刷によって本文が大幅に違っていることがあります。そのため一般書とは異なり、同じタイトルであっても1点ごとに別の書誌情報を作成しています。検索した時に同タイトルの資料が多数ヒットすることがあるのはそのためであり、自分の目的とする版であるかどうか、書誌をよく見比べてみて確認する必要があります。


次に本学所蔵の西洋古典資料の内、オンライン目録に未入力のものを探すための、代表的な冊子体目録を紹介します。なお、本学の西洋古典資料は洋書のコレクションに含まれていることがあるので、それらの目録を検索する必要があります。それぞれの文庫の内容については、３.４.１ を参照して下さい。


· 『東北大学附属図書館本館所蔵新訂貴重図書目録　洋書編』 東北大学附属図書館貴重図書等目録編集プロジェクト編集 2004

：本館RCほか [UP72/0101]


東北大学の西洋古典資料の内、貴重図書に認定されているものを収録している目録。ホッブズ・コレクション目録が付録。３.４.１(１)⑤参照

· 『A catalogue of the Koeber collection』Tohoku Imperial University Library  1943：本館書庫ほか [UP171/4]

『ケーベル文庫』の冊子体目録。３.４.１(１)②参照

· 『A catalogue of the Dr. Seckel collection』Tohoku Imperial University Library 1935：本館書庫 [UP171/5]

『ゼッケル文庫』の冊子体目録。３.４.１(１)⑤参照

· 『A catalogue of the Dr. Stein collection』Tohoku Imperial University Library 1936：本館書庫 [UP171/2]

『シュタイン文庫』の冊子体目録。３.４.１(１)⑤参照

· 『Catalogue of the W. Wundt library』Tohoku Imperial University Library 1923：本館書庫 [UP171/3]

『ヴント文庫』の冊子体目録。３.４.１(１)②参照

· 『A catalogue of the Dr. Zitelmann collection』Tohoku Imperial University Library 1936：本館書庫 [UP171/6]

『チーテルマン文庫』の冊子体目録。３.４.１(１)⑤参照

その他、西洋古典資料は、様々な大学図書館が目録と資料解説をウェブサイトで公開していたり、画像データを公開していたりする場合があります。次のサイトは日本における代表的な西洋古典資料所蔵機関のウェブサイトです。


· 『一橋大学社会科学古典資料センター』

<http://www.lib.hit-u.ac.jp/CHSSL/>


一橋大学の組織の一つである、社会科学古典資料センターのウェブサイトです。同センター所蔵の貴重な西洋古典資料コレクションをウェブサイトで紹介をしています。またデジタル展示室や資料室、西洋古典資料についての講習会・講演会開催についての案内もあります。




(4) 画像資料を探す


古典資料や作家の自筆原稿、初版本などの貴重なテクストは、実物を見る機会は非常に限られていますが、近年は、画像として電子化されたものをウェブ上で見られることが多くなりました。本学図書館ウェブサイトでも、「坤輿万国全図（写本）」などを、高精細画像で公開しており、画面上で自由に拡大・縮小・スクロールが可能なので、細部にいたるまでじっくりと観察することができます。


以下に紹介するのはその一部です。このほかにもみなさんの研究に関係の深い資料が電子化されているかもしれません。見たい資料の所蔵機関がわかったら、画像が公開されていないかどうか、その機関のウェブサイトを確認してみましょう。


画像資料はあくまで複製の一種であり、細部が見えにくいなど、現物に比べると劣る点があります。しかし、このマイナス面を考えたとしても、遠隔地まで足を運ばずに貴重なオリジナルテクストを見ることができるのは、IT技術の進歩の恩恵であり、大変便利です。

なお、本学所蔵の資料で電子化されているものに関しては、３.４.１を参照して下さい。

· 『貴重書画像データベース』　国立国会図書館　

<http://rarebook.ndl.go.jp/pre/servlet/pre_com_menu.jsp>

国立国会図書館が所蔵する重要文化財、彩色資料等の画像データ（872タイトル、約41,000コマ）を検索、閲覧することができます。


· 『電子資料館』　国文学研究資料館


<http://www.nijl.ac.jp/contents/d_library/>

歴史上の人物約650名の画像を収録した『歴史人物画像データベース』、奈良絵本11本の原本画像および、あらすじ・翻刻を収録した『新奈良絵本画像データベース』、日本実業誌博物館設立準備室が所蔵していた絵画で、幕末明治期の産業や風俗を知る上で重要なものを収録した『実業史絵画データベース』、所蔵和古書の画像約5,600件を収録した『館蔵和古書画像データベース』（試行版）の4つの画像データベースを含んでいます。


· 『GUTENBERG DIGITAL』ゲッティンゲン・ニーダーザクセン州立大学図書館

<http://www.gutenbergdigital.de/>


ドイツで資料の電子化に積極的に取り組んでいる図書館の一つです。このサイトではグーテンベルクの『42行聖書』の画像を見ることができます。


· 『Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France』フランス国立図書館　<http://gallica.bnf.fr/>


フランスの国立図書館が公開している電子図書館です。9万冊以上の資料の原本画像をはじめ、テキスト化された資料や音声ファイル、写真などから構成されており、資料の種類や分野、時代から検索することが可能です。また、文学作品のテキストファイルを集めた「Gallica Classique」や、中世から20世紀初頭にかけてのフランス各地の様子を今に伝える「Gallica Voyages en France」など、テーマ別での利用も可能です。




図表3-10　『Gallica』のテーマ別資料案内


· 『NYPL Digital』　ニューヨーク公立図書館


<http://www.nypl.org/digital/index.htm>

所蔵する貴重資料をデジタル化して公開しています。52万件以上のデータを収録した「NYPL Digital Gallery」のほか、アフリカ系移民に関する歴史資料を収録した「In Motion : The African American Migration Experience」など、個別のテーマに即した数多くのコレクションが公開されています。


· 『American Memory』　米国議会図書館


<http://memory.loc.gov/ammem/>

テクストや音声、写真や動画、地図や楽譜など、アメリカに関する膨大な歴史資料を電子化し、公開しています。米国議会図書館の所蔵資料だけではなく、大学図書館などの他機関の所蔵資料も収録対象となっています。

· 『British Library 』　英国図書館　<http://www.bl.uk/>


「Treasures in full」や「Online Gallery」では、マグナ・カルタなどの貴重資料の原本画像を見ることができるほか、「Turning the pages」では、マウスの操作で、まるで本が手元にあるかのようにページをめくりながら資料を眺めることができます。




図表3-11　British Library 「Turning the pages : William Blake’s Notebook」

(5) 閲覧・複写物の入手


ここまで、古典資料の形態や検索方法について紹介してきましたが、次に具体的な資料の入手方法について紹介します。


① 東北大学附属図書館本館資料の配置と閲覧及び借用

東北大学附属図書館本館所蔵の古典資料は、閲覧手続きが簡単な書庫内資料と、手続きに手間がかかる貴重書・準貴重書資料にわかれます。


· 書庫内資料


和漢古典籍は書庫の地下一階に旧片平古典・旧教養部古典、地下二階に『狩野文庫』と『和算関係資料』（３.４.１(１)参照）が配置されているコーナーがあります。西洋古典資料については、地下一階にコレクションごとに配置されています。書庫に入庫できる方は、これらの古典籍コーナーにも入ることができます。各方法はメインカウンターにお尋ね下さい。書庫に入庫ができない方は、スタッフが代わりに出納します。所定の申し込み票に必要事項を記載してメインカウンターに出して下さい。これらの資料を借りることもできます。方法については、メインカウンターに相談して下さい。


· 貴重書・準貴重書


図書館2号館に配置されています。借用はできませんが、閲覧は2号館の所定の場所ですることができます。詳しくは３.４.１(３)を見て下さい。

2 学外図書館等へ直接閲覧に行く


学外の図書館等に、実際に足を運んで閲覧します。事前に東北大学附属図書館を通して閲覧許可をもらう必要があります。そのため閲覧対象が決まったら、①閲覧希望資料名②訪問希望日時を決め、③学生証を持って最寄の図書館カウンターに相談して下さい。相手館で閲覧の可否を審議する時間が必要なので、前もって相談しましょう。また、デジタルカメラなどによる写真撮影は、機関によっては許可されないことがあるので、希望する場合はその旨もカウンターに申し出て下さい。


3 複写物を取り寄せる


古典資料は劣化と破損防止のため、大抵の機関では直接複写は許可されず、複写物の作成はマイクロフィルム撮影という手段をとります。既に閲覧希望資料のマイクロフィルムがある場合は、そのフィルムから印刷をして（紙焼き）入手することができます。マイクロフィルムからの紙焼きは、通常の複写よりも印刷料金が高くなります。


閲覧希望資料のマイクロフィルムがない場合、閲覧希望者がマイクロフィルム作成を依頼できる場合もあります。こちらの依頼をうけて、先方の機関が専門の撮影業者にマイクロフィルム作成を委託します。大抵、作成後のマイクロフィルムは先方の機関へ寄贈するという扱いになります。マイクロフィルム作成代は、依頼機関やページ数にもよりますが多くは高額です。


例）国立国会図書館では、マイクロフィルム作成料金が、1申込みにつき、最初の1コマ　税込 157.5円(税抜 150円)、2コマ目から1コマ毎に税込 39.9円(税抜 38円)、A4の紙に紙焼きする場合税込 31.5円(税抜 30円)となっている。

申し込みは最寄の図書館カウンターに相談して下さい。申し込みから複写物入手まで、上で述べたような過程を経るため時間がかかります。時間に十分余裕をもって申し込んで下さい。


(６) 古典資料の物理的特徴と取り扱い方

古典資料は、過去の歴史を知るために欠かせないものですが、現存する部数が少なく、大変貴重な資料です。ですから、みなさんが研究に利用して成果を残すだけではなく、それと同時に、後世の研究のためにも資料を可能な限りそのままの形で伝えていく必要があります。そのためにも、資料の物理的な特徴と取り扱い方を知っておきましょう。


① 和漢古典資料の形態


和漢古典資料には、様々な形態があり、それぞれ異なる特徴を備えています。ここでは代表的なものを紹介します。


· 一枚物（いちまいもの）

文字通り、紙一枚に書かれたものです。一枚物を折り畳んで表紙をつけたものを畳物（たたみもの）といいます。


· 巻子本（かんすぼん）


一枚物を糊で継ぎ足したもので、最後尾に竹や木の軸をつけて、巻き戻しを容易にしたものを巻子本と言います。巻物（まきもの）、巻本（まきほん）、


手巻（しゅかん）ともいいます。持ち運びに便利なものですが、読むたびに展開、巻き戻しを繰り返すので傷みやすく、また途中が見たい場合でも、最初から展開をしなければならないという不便さもあります。


· 折本（おりほん）


巻子本は巻きましたが、折本は、巻かずに一定間隔に折って積み重ねたことで、巻子本の不便さを解消しました。帖装本（じょうそうぼん）ともいいます。仏教経典に多く使われています。


· 粘葉装（でっちょうそう）

二つ折りにした紙を重ね、折り目部分を糊で貼り合わせたものです。紙の片面にしか文字が無い場合は、見開きで、文字のある部分と無い部分が交互に現れます。胡蝶装（こちょうそう）ともいいます。


· 列帖装（れつじょうそう）

何枚か紙を重ねたものを二つ折りにし、それをいくつか糸で綴じ合わせたものです。糊は劣化しやすく、綴じがはずれてしまうため、糸綴じによって保存性を高めたものです。綴葉装（てっちょうそう）ともいいます。


· 袋綴（ふくろとじ）

紙を文字のある面を外側にして二つ折りにし、それを重ねて、折り目の反対側を糸で綴じたものです。線装本、綫装本（共に、せんそうぼん）ともいい、最もよく見られる形態です。綴穴が四つの四つ目綴、五つの五つ目綴、四つ目綴の変形の康煕綴といった種類があり、四つ目綴が一般的です。

· 色紙・短冊（しきし・たんざく）

和歌・俳句および絵画に使用されるものです。


· 古筆切（こひつぎれ）


色紙・短冊以外の巻物や冊子などを切断した一部分です。鑑賞用に、掛け軸などに仕立てられていることもあります。

② 閲覧の際の注意点


実際に資料を閲覧する際は、最低限、以下の注意を守って下さい。この他にも所蔵機関によってはより詳しいルールを設けている場合があります。


· 清潔な手で丁寧に扱う・腕時計をはずす

基本中の基本です。手袋の着用を求められる場合もあります。


· メモをとる際の筆記具は先の丸い鉛筆を使う

ペンは使わないで下さい。また、鉛筆でも、先がとがったものやシャープペンシルは、芯が折れて資料を汚すおそれがあります。消しゴムも、かすが資料を傷めますので、使わないで下さい。


　　


· 資料を傷める行為を行わない

資料への書き込みはもちろん、クリップ・付箋の使用や、コピー機にかけることも資料を傷める原因になります。






 ３.２.２  考古学関係資料


考古学を専攻すると、一般の学術書とは違った、発掘報告書といった資料を必要とします。この項では、これら発掘報告書に代表される考古学関係資料の特色や検索方法について紹介します。


(1) 考古学関係資料の特色　

考古学は、文献情報を資料とするだけではなく、人類が残した物質的資料（発掘物など）を元に考察を深める学問です。とはいえ、図書館や情報探索の場においては、この物質的資料を扱う事はまれで、どちらかというと文献情報に特化した資料を扱うことになります。しかし発掘物などの物質的要素を含み、なおかつ文献であるという資料が存在します。これが、物質的資料である遺物や遺構・遺跡について詳しく記載した発掘調査報告書で、この資料の入手・判読はこの分野にとって非常に重要です。この発掘調査報告書には以下のような特徴があります。


· 発行数が少なく、場合によっては頒布範囲が狭い。


· 地方自治体の教育委員会や埋蔵文化財調査機関などが発行するので、遺跡の地元にある公立図書館のみに所蔵している場合も多い。


大まかな特徴は以上ですが、発掘調査報告書といえども発行機関が様々であり、それぞれ以下のような特徴があります。


· 「県市町村教育委員会」発行のもの

· 発行部数が少ない


· 頒布は基本的に狭い範囲にしかしないか、全くしない。

· 地元公立図書館を中心に検索するとよい。


· 「財団法人埋蔵文化財調査研究機関」「考古学関連企業」発行のもの


· 「財団法人埋蔵文化調査研究機関」とは、大抵、都道府県毎に存在しており、まれに市町村にも存在する場合もある。


· 「考古学関連企業」とは、測量・建設会社から考古学に関する調査研究を請け負う企業である。


· 発行部数は少ないことが多いものの、大学・研究機関には広く頒布する。隣県にも配布することもある。


· 発掘調査報告書を有償で販売している機関が多い。


· 発掘調査は、基本的に開発に伴う事前調査のみに限定される。

· 大部分は本学図書館に所蔵されている。無い場合でも、他の大学で所蔵されている事が多い。


· 「大学」発行のもの


· 基本的に学術研究のための発掘調査の報告書である。


· 発掘調査報告書は、図書として販売する事がしばしばある。


· 各大学の考古学研究室同士で寄贈しあっているので、大学図書館で所蔵されている可能性が高い。

· 大部分は本学図書館に所蔵されている。無い場合でも、他の大学で所蔵されている事が多い。


· 「埋蔵文化財研究所」発行のもの


· 「奈良国立文化財研究所」、「橿原考古学研究所」、「元興寺文化財研究所」などがある。


· 発掘調査は、開発に伴う調査・学術調査の両方を実施する。


· 発掘調査報告書は有償で販売する事が多い。


· 「奈良国立文化財研究所」は、発掘報告書を図書として販売している。

· 大部分は本学図書館に受け入れられる。無い場合でも、他の大学で所蔵している事が多い。


· 外国の発掘調査報告書


· 国内の大学図書館に所蔵されているものは、ほとんど図書（もしくは雑誌）としてオンライン目録で検索することができる。


· 海外の大学図書館に所蔵している資料は、提携館ならば入手可能。

３.１.３(５)参照

· 古本屋やネット古書店でしばしば入手可能である。付録４参照

(２) 考古学関係資料の検索


(１)で紹介した分類から、次のような検索ツールを紹介しますが、詳しくは３.１.３を参照して下さい。

検索時の留意点としては、資料が大学図書館にあるものか、自治体公共図書館にあるものか、など(１)で紹介した特色を念頭に置いて、検索ツールを選ぶ必要があることです。例えば町村の教育委員会で発行されたもので、狭い範囲でしか頒布されなかったものを、東北大学の『Online Catalog』で検索しても見つかる可能性は低いと言えます。


· 『Online Catalog』（東北大学附属図書館オンライン目録）


<http://www.library.tohoku.ac.jp/opac/expert-query>


本学を含めた大学図書館の所蔵を探す場合

· 『図書館情報』　日外アソシエーツ株式会社


<http://www.reference-net.jp/lib_link.html>


自治体の公共図書館の所蔵を探す場合


· 『NDL-OPAC』　国立国会図書館　<http://opac.ndl.go.jp/>


国立国会図書館の所蔵を探す場合


· 『総合目録ネットワークシステム』　国立国会図書館　


<http://unicanet.ndl.go.jp/>


国会図書館と一部の都道府県図書館の所蔵を探す場合


(３) 考古学関係資料の入手


(２)で紹介した４つのツールを駆使して検索すれば、かなりの確率で資料を見つけることができます。それでも見つからない場合は、その遺跡が所在する県の「財団法人埋蔵文化財調査研究機関」、もしくは「歴史博物館」や「史料館」、その地方自治体の「教育委員会」等に直接問い合わせをするという方法があります。まず最寄りの図書館に相談して下さい。


他機関にある資料は、通常の資料と同様に相互利用サービス(付録７参照)により複写等を入手することができます。


また発掘調査報告書の中でも比較的古いものは、古本屋を探したりネット古書店を検索してみたりすることで、入手の可能性が高まります。古本屋・ネット古書店については、付録４を参照して下さい。

次の書店は普通の書店ですが、考古学資料を専門的に扱っているので、入荷状況を確認するのも有効です。

· 『六一書房　歴史・考古学専門書店』<http://www.book61.co.jp/>

東京神田の書店で、歴史書・考古学書を専門に扱っています。国内出版物だけでなく、韓国書や中国書や古書も取り扱っています。


· 『北九州中国書店』<http://www.chugoku-shoten.com/>


小倉にある書店で、中国輸入書と考古学の専門書店です。





 ３.２.３  郷土資料 

地方史研究や社会科学分野での地域研究では、研究対象の地域情報が必要になります。そのような地域に限定された研究を行う際に、郷土資料は重要な資料となります。この項では、郷土資料の特色や具体的な検索方法について紹介します。


(1) 郷土資料の特色

郷土資料とは、例えば市政だよりや宮城県史といった地域に関係する資料全体を指します。以下のような特色があります。


· 一般的に市販されているものから、その地域にごく少部数流通するようなまれな資料まで様々な資料を含む。


· あまり大学図書館には所蔵されておらず、その地域の公共図書館にまとまって所蔵されていることが多い。


· 同じ公共図書館でも県立図書館に、大きなコレクションが形成されていることが多い。


· 郷土資料に何を含むかは図書館によって異なる。


(2) 郷土資料の検索

郷土資料は、前述のとおり各県の公共図書館にコレクションがあることが多いので、次のウェブサイトが検索には有用です。ただし、データベースに登録されていない場合もありますので、目的の資料が見つからない場合は直接問い合わせることも必要です。

· 『宮城県内図書館総合目録』　宮城県図書館


<http://mynet.library.pref.miyagi.jp/cross/>


宮城県内の公共図書館を横断検索できます。

· 『図書館情報』　日外アソシエーツ株式会社


<http://www.reference-net.jp/lib_link.html>


国内各県の公共図書館を県別にまとめてリンクしているウェブサイトです。住所や連絡先も明記されていて便利です。

また、念のため学内に無いかどうか『Online Catalog』やカード目録を検索しましょう。場合によっては、国立国会図書館に所蔵されていることもあるかもしれません。そのときは『NDL-OPAC』で検索して下さい。

(3) 郷土資料の入手


各県の公共図書館に資料が所蔵されている場合、都道府県立図書館の時は、相互利用サービス(付録７)で入手することができます。しかし市町村図書館に所蔵されている場合は、相互利用サービスを利用できない場合もありますので図書館カウンターに相談して下さい。


また、発行数が少ないことから、館外貸出や複写が認められていない資料もあり、相互利用サービスを通じても入手できない場合があります。その様な場合は、直接訪問して閲覧することになります。公共図書館の場合、入館に制限はありませんので特に手続きは必要ありません。ですが資料によっては貴重書の場合もあり、予約しないと閲覧を許可してもらえない資料もあるので、必ず事前に問い合わせをすることが必要です。


図書館を色々検索しても見つける事ができなかった場合は、発行元や関係各所に直接尋ねるか、最寄りの図書館カウンターに相談してみて下さい。


　　




 ３.２.４  美学・美術史関係資料 

美学・美術史を専攻する場合、今まで挙げてきたような図書・雑誌資料のほかに、もう一つ大事な資料として美術品そのものを重要な原資料として扱う必要があります。文献を元に研究するだけではなく、研究対象の美術品本体を実地で検分しない限り、良い研究成果を出すことが難しい場合があります。ここでは、美術史関係資料すなわち美術品本体の特色や具体的な検索方法について紹介します。

(1) 美学・美術史関係資料の特色

美学・美術史関係資料は、ここでは美術品、図録を指しますが、それらには次のような特色があります。


· 美術品とは、絵画、彫刻、仏像、建築などが挙げられる。

· 研究の際、できるだけ美術品の現物を見ることが望ましい。

· 図書館に所蔵されている場合もあるが、基本的に美術館、博物館、神社仏閣などの宗教的施設、個人コレクターなどに所蔵されている。

· 所蔵施設によっては、公開されていない場合や、閲覧できたとしても、写真撮影が許可されないことがある。

· 美術品現物を閲覧できない場合は、図版などが揃っている画集や写真集、展覧会カタログなどを検索し、それらを閲覧する。







(2) 美学・美術史関係資料の検索


美学・美術史関係資料には、統一的なデータベースがある訳ではありませんが、次のようなデータベースがあります。

· 『東京大学史料編纂所データベースSHIPS for インターネット検索ページ』

東京大学史料編纂所

<http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller>


このウェブサイトは、歴史史料中心に様々なデータベースを提供していますが、図像関係のデータベースとして、『歴史絵引DB』、『肖像DB』、『史料編纂所所蔵肖像画模本DB』、『史料編纂所所蔵荘園絵図摸本DB 』を提供しています。東京大学史料編纂所所蔵の図像を検索できるほか、図像が掲載されている図書の情報を得ることができます。




· 『美術館横断検索』　Art Libraries’ Consortium　<http://alc.opac.jp/>


３.１.３(６)参照

· 『日本と世界の博物館、美術館、天文台へのリンク集 : 5000 museum links from all over the world』　村井直也　<http://www.pp.iij4u.or.jp/~murai/>


３.１.３(６)参照

· 『文化遺産オンライン』　文化庁  <http://bunka.nii.ac.jp/Index.do>

その名の通り国内の文化遺産を紹介するポータルウェブサイトです。画像による美術品の閲覧や、それらの所蔵情報など、非常に充実した内容になっています。国内各所の美術館のイベント情報も紹介しています。




· 『展覧会カタログ検索』　東京文化財研究所

<http://archives.tobunken.go.jp/index4.html>


展覧会のカタログを検索できます。展覧会の内容、会場、時期などから検索をすることができます。


これらの4つのウェブサイトは主に、美術品を所蔵施設から探すためのものですが、作品名を特定している場合や、上記のウェブサイト以外の施設で所蔵している場合は、検索エンジンを使って検索するのが効率の良い方法です。美術品を見るためには、所蔵者の情報、展覧会の情報が非常に重要ですが、インターネットの発達により、所蔵機関のウェブサイトと所蔵資料の情報が非常に充実してきています。また資料の画像をウェブサイトで公開している所蔵施設も多くなりましたので、紹介した4つのウェブサイトや、検索エンジンで所蔵施設を特定した上で、その施設のウェブサイトを閲覧してみて下さい。

また、冊子体の検索ツールには次のようなものがあります。


· 『日本美術作品レファレンス事典』　日外アソシエーツ株式会社編　日外アソシエーツ　1992～：本館RC [K2/038]ほか

「絵画篇（浮世絵、近世以前、近現代）」「建造物編」「工芸編」「彫刻編」「書跡編」があります。これは、作品の図版がどの書籍に掲載されているかがわかる参考図書です。


· 『西洋美術作品レファレンス事典』　日外アソシエーツ株式会社編　日外アソシエーツ　2005～：本館学閲参考 [K2/047]

「絵画篇 （19世紀中葉以前、19世紀印象派以降）」があります。これも同じく、作品の掲載資料がわかります。


そのほか、次のような有用な参考資料があります。


· 『中國繪畫總合圖録』　鈴木敬編 東京大學出版會 1982～2001

：本館書庫 [KC17/013]ほか

中国絵画の写真を載せた総合目録です。


· 『正倉院寳物』　正倉院事務所編　毎日新聞社　1994～


：本館書庫大型本コーナー [K16/0107]

· 『角川絵巻物総覧』　宮次男, 真保亨, 吉田友之編集　角川書店　1995～

：本館学閲 [KC231/018]

· 『国華』　国華社　1989～：本館2号館ほか

· 『芸術新潮』　新潮社　1951～：本館2号館ほか

(3) 美学・美術史関係資料の入手


入手と言っても、美術品の現物を個人で入手するのは難しいので、ここでは、美術品現物の閲覧・撮影、もしくは図版の入手について説明します。


① 美術品現物の閲覧・撮影

美術品現物の閲覧・撮影については、次のような手段が考えられます。


· その作品が出品される展覧会に出向く

展覧会といっても特別展と常設展があります。特別展はイベントの要素が大きいので、ウェブサイトで特設サイトが設置されることもしばしばあります。このウェブサイトの情報などから、その作品が展示される展覧会情報を入手することができます。一方、常設展の展示情報は、ウェブサイトでも全てが開示されている訳ではないことが多いので、所蔵施設に確認が必要です。

展覧会の展示物は、通常撮影は許可されません。


· 所蔵施設に調査願を出して交渉し、写真撮影・計測を行う


正式な調査を所蔵施設に依頼し、美術品の現物を見せてもらう方法です。貴重な文化財を扱うため、学年が低い場合は断られる事が多いほか、担当教員に保証人になってもらう場合もあります。

もし所蔵施設が図書館であるならば、東北大学附属図書館を通して閲覧願いを出すこともできますので、最寄の図書館のカウンターに相談してみて下さい。


2  図版の入手

(２)で紹介した、図録掲載資料がわかる参考資料等を使ってその書籍を特定した場合、３.１.３ を参照してその資料を見つけ出して下さい。もし東北大学学内で見つけることができず、他大学などから複写物の取り寄せをする場合、図版の入手という性格上、できるだけ鮮明な形で複写してもらうよう依頼するか、現物借用サービスで資料を取り寄せるのが良いでしょう。付録７参照













































　 みみふくろ   四部分類法とは





「四部分類」とは中国の伝統的な書籍の分類法で、全ての書籍が経（儒教の経典）・史（歴史）・子（諸子百家の思想その他）・集（文集）の4つに分類されます。（「四庫分類」ともいう）。現在の分類とは非常に異なるので、通常はこの分類に相当の違和感を持つ人が多いのではないでしょうか。しかし実際はこの分類が広く利用されていた時代の資料、つまり中国の古典資料は、現在でもこの分類に従って整理されていることがほとんどです。


　分類は、学術の体系化の方法であり文化を表現するものの一つです。最初は違和感のあった分類法に馴染んだ時、その文化にも馴染んできているということかもしれませんね。





　








[書誌の項目]


タイトル・巻数／冊数／刊本・写本／成立年代／出版事項／請求記号


























　  みみふくろ  考古学と地域雑誌 





考古学関係資料の中には、地方学会機関誌や、地域の研究者グループによる雑誌のような、地方史的な資料も存在します。これは考古学が、大学の研究室にとどまらず、それぞれの地域に根ざした学問であることに起因します。これらの雑誌では、地元の資料を用いて、地元の研究者でしかできない研究発表をしており、非常に参考となります。


しかし、地域的に限られた雑誌であるため、一般書店などでの入手は困難です。入手方法は、①大学・公共図書館を探す　②地元の図書館・博物館に問い合わせる　③その地域を研究フィールドとしている先輩に聞く　④発行元に直接確認する　⑤古本屋で流通しているか確認する　等の手段が考えられます。


また大規模な学会会場では、このような雑誌を販売することがあるので、普段から自分のテーマに関係する学会の会場を注意しておくと良いでしょう。なお、東北では「宮城県考古学会」<http://www.k5.dion.ne.jp/~mkouko/>や、「岩手考古学会」<http://www.geocities.jp/mshomei/>などのホームページで、機関誌販売と共に、各地域に密着した情報を掲載しています。








粘葉装














 図書館の小ネタ�


香しき図書館








図書館本館2号館に入った途端、鼻の穴から額を通り抜けるようなすっきりとした匂いを嗅いだことはありませんか？これは、一階にある準貴重書庫の樟脳の匂いが漏れ出てきたものです。図書館本館では、2号館の準貴重書庫だけではなく、貴重書庫、また本館書庫の和漢の古書について、樟脳を防虫剤に使用しています。


樟脳は、もともとクスノキからとれる成分から作られた防虫剤で、昔は衣料品の虫除けには専らこれが使われていました。今では色々な防虫剤があるので、樟脳を使っている人はあまりいないかもしれません。樟脳の成分は、防虫だけではなく、消炎効果等があるため薬品や化粧品にも使われています。またエッセンシャルオイルにもなっています。


防虫剤というと体に毒のようなイメージがあり、「臭い」と思ってしまいますが、どうでしょう。「芳香」に感じてきませんか？
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