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ilfi（‘1;・11."fr.}t,¥c U記長16｛！＇－与． 48111} ( 24 .6×18.7cm) 

源、｜ミの 7叶しから‘I ＇· ·~どの滅亡まで 、 ilt,i氏と、｜ι’是正の 11税 ＇）ょを .J°J'i'j 1, 、た＂ 10: E：じ物品。 本， I ~は全巻揃い

の’lj：本としては、収イ｛－Ji}, 1，ーのもの。｛£＇ぶに「此全；＇ ill ・Tt終，！？’＇j：以J(I Ll!.。 j二ll.'1＇！必j乏16（！＇.予i冬

ド旬、 .:Y:Jtii：＿級 （｛とれI'）」とめる 「l、きはだ、紅、：氏、1'i'f必、十It子、 rn、l1111欠、 il.'t力E、
鈍など 卜色以 ｜：の色変りの N.紙に、 48llltl1i］ じ物がないといえるほど、てlt~Hiltで様々な山ノ•j(

｛とれ ・，・，・，：本Hiが拙かれている iiti 1攻H引にからのj言•JRMUll ’ネー の，，：必 ， I~でゐるが1iJi·11誌の II.）＝エ Jt]J 、料

品ネについては，WWIイミlリl その椛IJゼな装 lーからi1JH-L,lJ,¥Jl.iの・つであ ったとも汚えられる



一展示室－
,1；：物のデザイン

～凹．表紙の怠匠～

，！？物の内科や、！リ，.，縦 .t,· の好みを反映し、，1 ；：物の ，mともいえる ldl.~ですが、イ玄米は、， 1 ；：物の 1 j1i!.:k を保護すること

をl1(1'-J としたものです。 このため j~紙は、安打ちなどによって補強され、 r11 くから渋ワ ｜ き、熊染、きはだ染、米塗り
など、｜山水、｜貯封、防止l、殺i掛などの効＇.￥のあるものが白川されてきました。 しかもこれらは、五川（I＇－） なだけで

なく、各々に長しく J也のある色彩で、 ，1；：名や！出；＆のfji:;JI,: .色、 綴じ )J、綴じ糸の色などによって様々な立匠を生

み，＇！＇，す可能性をもっていました。たとえば、 15、16世紀の朝鮮王室の，＇！＇，I坂物に比られる太めの赤色の糸で綴じた

空.jljl文機（文伎の型をnpいて打ち山 したもの）の大版の此令色の炎紙。家lぷが収集した古記録［こJllいられた紫の

糸で綴じた＊It紙の表紙、出It紙や緑色のj（紙に；じされた｛it}J{il2の，l；名や、止t芸や礼法のf云，l；ーによく凡られる金箔判l

しの凶去をなど、会々の文化や主立識が反映されているともいえます。

一方、平安H、¥'It以降、手｜｜；炊や物訴をlド心とした同文・・；：：，1；： においては、装飾七i；に；ゃ；んだ袋 rが重視され、表紙に

も 、保々な色彩の色紙、 主 ／±］：びき、令JRの IJJ 許可 ・｛沙 ｛－散らし、芸：母mや蝋~なとムの／，lf紙、金銀泥で＂ Iii ノ＇］（花鳥HUI
をMiいたものなど、微々な特殊技巧を胞した淡町Ji料紙や、さらには豪取な令悩！や鍛子のイ日地が｛史われ 、 合Jl{i）~の
t契機人り Jffi~百が!Tl いられるなど多織で有l; J.l'U なな匠の表紙が！？られました。

しかし、 (nJといっても江戸時代の木版印刷技術の発達と 、これに伴うw版文化の｜姥峰 ・,i;:物の大衆化によ って、

こうした表紙の志：匠の伝統の」てに、I'll:主iて＇・{iffl七l:fi'・Jな峨々 なヨ長

紙に』1：られる色鮮やカ、なMl＼絵の統絵哀宇紙（ !k;Jii¥となる数flitのd』紙を占良べると一枚の続き絵となる）のように、と

くに大衆文芸の世界において発仰 され、カラー印刷物の氾泌する現代か ら見ても魅力あふれるものです。

「，l~物のデザイン」第 3 l!!Iの今l!!Iは、古典から江戸の大衆文芸占まで、，I；物の表紙に注目して、その多微な立

匠を御紹介します。

南総里見八犬伝曲亭馬琴著文化11～天保13年 （1814～42）刊 9輯101冊
(22.8×15.Scm ） 

jとIゑ信乃手F八犬1二が iミ3主－のJI｝日＂！に I汚Ur19－る l、

ft」t('I三であるとともに、（＇1三.t,・ . ＇！~ 琴（ 1767～ 1848）の生居合かけた大作かある。お H此から
38f!ミ U:J 、 19 1可 にわたって 5、 6 111｝ づっ 1:11 行さ れた 。 ぷ il~ は、 l・ij行のゆ！日lによって 18限あり、ど
れも、犬をモチーフとしたデザインとなっている。
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「， i;::t幼のデ、ザイン～ 凹 . JHL~の芯： 111：～」 1111111
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i：併； leiL主rr.1::ir1J ィU ;,l•WJl'IJ 

2. ilfi［、｜え •1，存 ~Ii.ii..'. 48｛さ48111} 22. i•'( ,(i'I人l主主ぶHベ 9｛さ 8111}
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39. nノJ<.i:¥11f少 2 !lit 60. ：卜 ·（~% 400どを48i11「
i1'JIJ;t・1T'rt 1£1毛fド／::J’＇f tF.f以4：ドl11 

40. ヰIii英介述iχ｜ 4 !lit 61. 卜 ：.（~ !R 400｛き40111t
tll'.l'lr'i' ; 1:1 iりJ!YJ"'j: 1Ef~~ 4 ：ドI'll

41. 手lli;i.SC!JJ泳!R 2 :I.§ 211/t 62. Ni題1:1／.；炊!t 3VJ3llllt 
d制；1公f壬＋illfil.ff¥':"1f ( 111~！.f ；；~緩γt ) 1t:ノ＇）＜！己X'/ ;LJ，止16(ドI'll

42. l！告名J少 2 lilt 63. 伊勢参，・：・；r＂リl・i'JI会 5之さ 6Hit 
明f¥Jkiリl ノk1E i3：ド’与 ilii l ＞＼川 ~：£政 g ii'・ r11 

43. jj ;J< － ~~t 54J~ 62 111t 64. i'I人 －げ・タ，：,r; 9JJ9illt 
{j~ ＇（t ノki*l {:£)(. fド／／iJ!°IJ 1 c;占有 ＇ftLJ:•; Xf~~ 4 rドr11

44. 八五i;Jll妙 5JJ( :1.§3乙、6欠）5111t 65. Beginselen der Stalica. 2、
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ィu;rJJl!IJ"'j. l 8 2 3. 2 ·• 

46. ！と，］t.'. 130巻49lllt 66. Reglemenl op de exercilien en 3、
,;J.!.1＆；笠店長年i/il「I] manaeu、Ies der I nfanleric. 

47. )J丈記 1 !lit nagedrukl l¥agasaki, Ansei4 ( 1857) 
q•JIH:iリl 1£長(j'.j//J「I] 67. .f:lliiilil人lタト'til; 8｛会 8lllt 

48. ,11,' 1111: 7 J.§ 7 lllt .!.ft&.:;¥・ __.:,u.；立：政 3：ドr11
近十'i.':1支~ ;c文3（／二・1j: 68. ？行緩i文I，，見 12~き 7 lllt 

49. 析手[JヰUJi句集 28111t 必J,r;LE ,r,',,l/.¥Jp1¥ ; u；初！日jr11 
ベJi初l則：与． 69. 11· ~右1，·，〔 19JJ（巻6・7・11欠）15111t 

50. Jm句手n歌集 60lllt i[J; ,jミ！日11:11
iD I初HIJ’び 70. ~t~ff)',°,\•',!: 161.§ 16lllt 

51. j年i議il¥J主，le 1 !lit i [I; -.f<J!IJ J:IJ 
.iw司ll'l i u ; r.mt11・＇j今 71. 制｜止im改訂，l;I¥本 146111t 

52. 見dl監 55｛会69111t flJ 
ィu; r.mm’＇j: 72. 1?.i総 11!.I,~八犬伝 lOlJ.§1061叶

53. ilf,i、！と11,¥1:以，11.'. 49JJ48Jllt ＂＇ド；：ー。！！＆＊子
1% 1~ 16(/'."1j- 文l攻 11～ノd~＇. lH・ l'I]

54. 空M¥l折長 20111t 73. 祈制金i耐i1J 101.lS 20Jllt 
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ィ[I;,l!JtJJ'lj. 75. ｛必然川介泌氏 38~；＼11\ 19111t 

57. .flj1~氏~if ~II~ 10谷lOlllt 柳午守Ji1ま1.' “：f）＼川iEj l＇~ 11li/ 
i.t＼川J世11'( 1Ef~＇. 3：ド’び 文政11～J-:f以13q=.r11 

58. iJi!？.似 ・flli,1:: 4｛さ 76. l先手f:拶之i必;?ii 3 JJ 3 Jiit 
i 1:11 f;JHIJ'IJ- "ff_. •／仙~~片： ；f）＼川 i'i f;;11lf1 x f~＇. 6 (j'. /'11 

59. ,;fiU,l{; 10｛さ 2｛会
}(il}j(j'.j//J’＇j'. 

南総里見八犬伝表紙
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芸ち：ご~~~（~当主ちお蓬左アルバム誌こ；；；；おお~~；.：：：：；；；

7.続 ・蓬左文）1It三 卜年

（ こ の文 i;Uよ、「運~.＇ ;.f\ 2；；ー」（1980'.i'6 JI rリHU・｜夜分のjl}j止です。）

超在文/iJlがいよいよお！Iii人りときまり、約 6Jj 5 千｜叶にのぼる 11~ ， 1 ~の仰!1k りが始ま っ たのは、 ll(j利25 11'- 9 JI I ~ 

'i1Jて‘あった。γI,Ij}_,.{ iiiからは、トI：会教行法の峨i1数れが Utし、きびしい伐貯の，，，をキ＇.JlO11 ll:J 、，！？符の点検や~Ii

,;,'iめなどの作業に従っ た。 311.'i＇の休：~!11. '1'1日l にも、 3伝子はおろか、お茶さえもイ~ ).J!. がちの11.'t(~ で、サ ッ カリンをi令

;j（にとかしたものカ＂Umーのl1・u.＋えであ った。

.1Hi"i－がt.11 1 1-t{ に到 n し、 IJUt；の， 1;.wに収められてからも、その仰向午きや jl｝~程flJ~ には、芯：外に f:ll:J がかかっ た。

_I.I＼~窓式の ,1}11jlは、秋l lはまだしも、冬ともなれば巨大な冷11i的llと化する そこで、たびたび外へ，＇ I＇，ては炎火をす

る。体が品，'tまるとその(;ISJ豆、炎火をmしてから、父、 .1::l1llへ という J！－介であった。，＇i-Wの川辺も、荒涼たる

焼跡で、今はll:JJなどの（i'..Ji:"tIニ変わったあたりも、J{やイiころが1枚目Lし、雑与の川を、 シマヘピなどが11＇，没した 。

マムシも 21えーばかり見かけたことがある。仰z没の）jは、翌26＇.ドの初、焼け伐 った木造の（＼J11iを改造して、事務室

と閲覧本とができたけれども、 l!t¥l通しがよすぎて、 flは涼しかったが、冬は勺令J;J完f1iilとつで、オーバ－1'"1-111の

まま、火鉢を抱きながら以務するという状態がっつ‘き、また、・J~務室 ・ 閲覧室と，1;:Jil( とがi]llf.点のため 、 ，，nの i iの

,'I＇，納には傘を必要とした。ガス ・ストープが入り、リノリュームがlふに放かれ、通路に九；似が：i支けられたのは、

fur q：＿かのちのことである。

さて、 ll(j,fll34ilと、 j正案の「t,111w政，I；」の「lj行がllH始された。統制を加えて45巻、 10/J q：.にわたる大事業であ

る。このおかげで、、1¥il.＼：の峨02 t.のところ、it.moされたが、それでも追いf.fかず、以後ミ毎日がjlllMllと

ともいうべき 11. 'd(JJ がたびたひ－~~·cl 、た。 この I/i i 、 40 ＇.ド 7 JI点l叉1mr:祈築がlili: り、文Jillはその 2 1約 lこ l 1• I J，りすることに

なった。ちなみに、この辺～：！｝6,600m＇の l:.t也（j:、文Joltの敷地として、徳川J定，悦さんから iiiへ7.HJされたものであ

る。ともあれ、文Joltもl而II-~If 、 lリ ｜ るい近代的な祈加の， ，， で 、 安全かっfiH!:f1＇~iJ: 十M/5が可能となり、ささやかな
がら、民／）：京もllf・Li立された。

「r.,';1-t{,i,i . ＇ ：＝」がm1ic をかさ ~::i. つつも子定通り終了したあとは、これも向、：~~の総合 llf:止の nm に切りかえ、 5

/j fドを ＇l＇（やして、泌'f;1'¥;.いii.＇：＝ ・，11文。＇i-,1；絵l><Iの各分長fil1H 3 {1'を111：に送り、これと t!fi後して、 「？ノl,1；以，（，！''i-・」の

総日鉱と栄•JI 3をを，＇I＇，した 。この1::1「l己川茶阿文，l；」 「尼崎久弥コレクシ ョン」 「小川JI二不本文Jill」なと介計 2

Ji:.'.i.の寄JIN を交け 、 これらの1淀川や llHの~4Hi ＊なども fiH1:r1＇~に！.！！；められ、なおあ：m ＇＇＇ のものもある 。
3o:r.の歩みをかえりみると、今からは（，＼・ じがたいようなことが多かった。ilni.'ilcJ.11祈 この機会に、そのいく

つかを的い，1；.きしておくのも、無立味で・はないと！ιぅ。 U&1支＿：.f!IS( ；（.溢~I:文 /iJl,U』j任研究w

＊次同展示のお知lらせ

!il必，1：：の向造り

llfl-!'1125:1: 9 11 、！ LI ；釜／，＿：＿文 l•lt(JJl.1必川 ~Iリl 会）止；｜弘l!ifJ 。

「1主J，：え・w」の.n
'I五よ＇Uiより、日j凶峨uj、人、 II 辿峨u 、 ノ·J<~l!f- 光1 El 

（社会教fr.. ~文化｛系 -lltiヨ i：’j （）、 IJll綴ili'.ll （社会

教行法文化係長）、大型f·JE~唯 UJU1：：杉，，，、社会教fr

A文化係 i＝.・J011l)

杉山氏 （IIl姓大型f-)淡「r,,1，・k{diの峨nが、 diの
'f(j ~7 に i(I まりこんで、 i正｜｜影llJJ 会に通い、持い，，，

II j迫戦L~ と f打にjjWclした。紙で側＇iiしてf11f砕か
らf11fJ昨と砕けをつけ、さらに本初に入れた。とて

も市く 4 人では持てず、 i'.'.liぶのに1011かかった。」

’＇／』·.mm~ 杉1i1JE.&1\:

,1；.物デザイン～IV.利放と物品の世界～ 1 JI 13 II ( 1)-3 J J 1811 (11) 

" J 



整理休館のお知らせ

蓬左文Hiでは、年末年始の休館に先立ち蔵書点検のため下記のように

休2官させていただきます。

利用者の皆様には、御迷惑をおかけすることとなりますが、当文J1l~蔵

書の末長い保存と活用のため、皆様の御理解御協力を賜りますようお師、良

い申し上げます。

戸
しュ＝ロ

期間平成元年12月24日（日）～27日（水）

（なお、＇. j~木 sr~t；の休館は 12 ) J 2811 （木）～ 1J J 4 11 （木）です。）

[> [> ［＞ 利用ご案内 寸<I<I 

［＞開館時間 午前 9II寺30分～午後 5時

［＞休館日 企J 月 UM 日 ・ ~＂＂； 3金lli't!日（館内幣理日）

［＞開 覧

I Hに軍なる場合は日 B~I閉館、 H· 火 l*fiii\
祝日 l ., 

1月E耐 ,, 月・火！l;lii I 

年末年始 (12月2811～ 1 JJ 4 1-1) 

館内に限I）、館外貸し出しはいたしません

（間覧料）普通図持者＇·~料

主要因；1~： 有利 （1百l¥350PJ)

［＞展 随11.)01み，＇Fのー；'ii＼を）｝t;J;ηz 

（特別！民を｜徐き入場無料）

［＞復写サービス 普通因子？のうち、似すI上；；i；~·Wのない

ものについて絞りサービスを行いま

す。その他、マイクロフィルムの利

用、写点版協の巾前を受け付けます

ので、こ米hl'tの上、ご相談下さい。

名古屋市蓬左文庫

干461名古屋市東区徳川IU]lOOli存地
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