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研究成果の概要（和文）：幕末期から明治初期の日本で撮影され海外に渡った写真は、同時代の西洋人の日本イメージ
形成に大きな影響を与えた。
本研究は、出所・伝来の確かな一次史料である写真と関連する文書史料を素材にして、写真（モノ）が内包する技法や
装丁の情報、付属する文字情報（テキスト）など、新たに史料学的な観点から行った調査研究により得られた情報をも
とに、一九世紀の西欧各国の日本認識形成に果たした外交使節団（プロイセン、スイス、オーストリア・ハンガリー帝
国）の写真コレクションの成り立ちを解明するものである。
　

研究成果の概要（英文）：Photographs taken in Japan between the late Edo period and early Meiji period 
that found their way overseas played a major role in forming Westerners’ image of Japan at that time.
Drawing on documents and historical materials related to photographs, which are reliable primary sources 
detailing their origins and lines of transmission, this study seeks to examine the origins of the 
diplomatic mission photograph collection (Prussia, Switzerland, Austria-Hungarian Empire), which played a 
role in forming Western nations’ awareness of Japan in the 19th century, based on information newly 
obtained through research conducted from the perspective of historical materials, such as information on 
techniques and bindings contained in photographs (material) and their accompanying textual information 
(text).
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 幕末・明治初期＝1860 年代における３つ
の外交使節団が蒐集した伝来の確かなオリ
ジナルコレクションは、ほぼ初めて国内へ紹
介されるものであり、高精細デジタル画像の
解析はそれ自体大きな意義がある。 
 また、外交使節団が持ち帰り、西欧社会に
提供された日本イメージの作成過程を素材
としての写真や画像スクラップ、テキスト史
料から復原する研究は、これまでにない独創
的な研究である。いわゆる古写真研究の枠組
みを超えて、画像研究やテキスト研究とのコ
ラボレーションによって、19 世紀日本認識の
イメージがどのように形成されてくるか、こ
の問題に新たな切り口を与えるものとなる。 
 
２．研究の目的 
 幕末･明治初期＝1860 年代に日本へ派遣さ
れた３つの外交使節団（1860 年プロイセン・
オイレンブルグ使節・1863 年スイス･アンベ
ール使節・1869 年オーストリア･ハンガリー
帝国の特派使節）が収集した日本関係の古写
真（写真史料）・画像史料を主な研究対象と
する。 
 くわえて出所・伝来が明確で撮影者や撮影
状況、入手経路がはっきりするなど、写真史
料の基軸標本となりうるコレクションの高
精細デジタル画像の収集・撮影と解析による
研究資源化を進める。 
 そのうえで３使節団が収集した古写真・画
像史料コレクションや、関連するテキスト史
料を併せて調査分析し、使節団が帰国後に報
告用として作製したアルバムやイラストか
らなる画像資料集の解析を通じて、19 世紀当
時の日本認識を形づくった素材としての古
写真・画像史料の復原的な研究を行うことを
目的とする。 
 
３．研究の方法 
（１）先行研究での予備調査の経過にしたが
って、オーストリア･ブルガー、スイス・ア
ンベール、ドイツ･オイレンブルグのコレク
ションについて本格化な高精細画像収集の
ため、出張調査･撮影をおこなう。また同時
に、発展的研究として、以下の調査と特殊撮
影などをおこなう。 
①ヌーシャテル民族誌学博物館（アンベール
コレクション）が所蔵する古写真（写真史料）
の赤外線撮影をおこない、収集された写真史
料・画像史料にある隠された文字についての
デジタル画像を確保する。また同地のアーカ
イヴズ（州立文書館）でアンベール関連ファ
イルを調査収集する。 
 
②プロイセン枢密文書館において、使節団関
係写真のオリジナルプリント表面の顕微鏡
撮影と関連文書の史料収集をおこなう。 
 
③オーストリア国立図書館において、日本関
係のコロジオン湿板写真ガラスネガの状態

（現像色、制作時の指紋痕など）調査をおこ
なう。またオーストリア応用美術博物館にお
いて、ブルガーが日本で撮影した工芸品など
の未整理プリント群の調査をおこなう。 
 
（２）国内外の基準標本となりうる古写真の
補足的調査・収集をおこなう。そのうえで絵
画・画像やテキスト研究の専門研究者の協力
をえて、史料群の目録化と各使節団の画像に
よる報告・刊行物（『日本図絵』等）との関
係性に関する解析を進める。 
 
４.研究成果 
（１）独瑞澳三国の外交使節団が持ち帰った
古写真（写真史料）のデジタル画像収集・調
査 
①プロイセン枢密文書館において、プロイセ
ン・オイレンブルク使節団関係古写真 35 点
の画像を収集した。またプリント技法解析の
ための顕微鏡撮影をおこない、179 カットの
画像データを収集した。 
 
②ヌーシャテル民族誌博物館において、スイ
ス・アンベール使節団関係コレクションの画
像を収集すると同時に、赤外線撮影調査をお
こない、188 カットの赤外線画像をえた。 
 ヌーシャテル州文書館において、アンベー
ル関係文書の調査撮影し、154 カットの文書
史料画像をえた。 
 スイス連邦文書館において、アンベール関
係古写真アルバムの調査と赤外線撮影をお
こない、20 カットの画像データを収集した。 
 
③オーストリア国立図書館において、オース
トリア・ハンガリー使節団写真家であったヴ
ィルヘルム・ブルガーの写真コレクションに
ついて調査撮影した。研究期間初年度に高精
細画像と顕微鏡画像など 307 カットをえた。
最終年度に補充調査撮影をおこない、コロジ
オン湿板写真ガラスネガの現像色や指紋痕
などの画像データ 649 カットを収集した。 
 オーストリア応用美術博物館において、ブ
ルガーが制作した日本関係アルバム、工芸品
写真群、関連文書史料の調査をおこなった。 
 
（４） 国内外の基準標本となりうる古写真
の補足的調査・収集 
〔海外〕 
①ドイツ：フォン・ブランデンシュタイン家
所蔵シーボルト関係古写真史料（アルバムや
手紙類など）の調査・撮影をおこなった。画
像データは 2536 カットである。発展的調査
として、シーボルト関係古写真の顕微鏡撮影
をおこない、80 カットの画像データをえた。 
 ベルリン国立図書館において、同館所蔵の
内田九一関係彩色古写真アルバムの調査を
おこない、画像データ 78 カットをえた。 
 
②イギリス：ロンドン大学において、幕末期
に来日したフランス人士官 Du Pin が撮影し



た写真と手書きの日本見聞記について補充
調査をおこない、402 カットの画像データを
えた。 
 ヴィクトリア＆アルバート博物館におい
て、1868 年のフェリーチェ・ベアトが発売し
たアルバムについて補充調査し、アンベール
がスイスに帰国した後に日本から取り寄せ
たベアト写真について同定した。 
 その他、大英図書館において、同館所蔵の
オーストリア・ハンガリー帝国から献上され
たものと推定されるブルガーの日本関係写
真について補充調査した。また日露戦争時の
英国観戦武官の写真アルバムについて調査
した。 
 
③フランス：フランス国立図書館において、
幕末の第二次遣欧使節団の写真プリントに
ついて調査撮影をおこない、86 カットの画像
データをえた。 
 コレージュ・ド・フランス日本学高等研究
所において、明治初年に来日したフランスの
軍事顧問団の歩兵大尉エシュマンが持ち帰
った日本関係古写真アルバムについて調査
し、通常光撮影 484 カットと赤外線撮影 31
カットをおこなった。 
 フランス写真アーカイヴスにおいて、幕末
の遣欧使節団、明治初年の晋仏戦争観戦団な
どの写真原板 115 枚の存在を確認し、うち予
備調査的に 51 カットを透過光撮影した。 
 
〔国内〕 
④長崎大学附属図書館において、ボードワン
コレクションに含まれている初期のベアト
アルバムなどについて調査し、画像データ
629 カットを得てアンベールコレクションと
の比較をおこなった。 
 
⑤厚木市郷土資料館において、後期ベアトア
ルバムの調査撮影おこない、画像データ 163
カットをえた。 
 
⑥オーストリア国内にあるブルガーコレク
ションと日本人よる湿板写真技術を比較検
証するため、江川文庫、横井小楠記念館、鍋
島報效会徴古館において、幕末期に制作され
た湿板写真原板の調査撮影をおこない 87 カ
ットの画像データをえた。 
 
⑦箱館の豪商高田家に伝来した横山松三郎
の写真コレクション81点の目録を整理した。 
 
（５）展覧会への協力 
①スイス・日本友好 150 年記念企画展示「日 
 本を想う」ヌーシャテル民族誌博物館、 
 2014.6.20-2015.4.19、 
 
②通商条約締結 150 周年記念「スイス使節団 
 が見た幕末の日本」横浜開港資料館、 
 2014.7.16-2014.10.19、 
 

③日独修好 150 年記念企画展示「ドイツと日 
 本を結ぶもの-日独修好 150 年の歴史」国 
 立歴史民俗博物館、2015.7.7-2015.9.6、 
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