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 「写真の中の明治・大正−国立国会図
　書館所蔵写真帳から−東京編」

大島康作

平成19年8月29日から、電子展示
会「写真の中の明治・大正─国立国会
図書館所蔵写真帳から─東京編」を、
国立国会図書館ホームページの「電子
展示会」のコーナーで提供している。
当館には明治・大正期の写真帳が数

多く所蔵されている。この展示会は、
その中から、既に失われた風景や、現
在も馴染みのある建物等の写真を選
び、当時の日本の姿を紹介するもので
ある。

今回は東京を取り上げた。明治維新
によって政治体制は大きく変動し、江
戸も東京となり、西洋の文物が積極的
に導入されていく。今回展示した写真
からも、そのような変化する東京を見
ることができる。また、同時に江戸時
代以来の名所・旧跡が変わらず人々を
惹きつけていることも確認できる。
写真の選定に際しては、『参考書誌
研究』第33号に掲載された「国立国
会図書館所蔵　写真帳・写真集の内容
細目総覧─明治・大正編─」所収の
『東京風景』『東京景色写真版』『最新
東京名所写真帖』『日本之名勝』『旅の
家つと』のような「著名の勝区旧蹟」
を紹介した刊行物や『東京帝国大学』
『日本陸海軍写真帖』『東京石川島造船
所製品図集』のような特定対象を撮影
した刊行物30点余を利用し、写真約
550点を掲載した。
今回使用した写真帳の一覧リスト
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を、本稿の最後に掲載した。
使用した写真は、寛永寺、増上寺、
浅草寺のような江戸期以来の伝統的な
名所や、明治以降の時代を反映した新
たな名所である官公庁等の西洋建築、
鉄橋、軍隊、学校、工場等の近代制度
を象徴するような場所であるが、多く
の刊行物に掲載されているようなもの
を優先して選んだ。
写真には以下の10のカテゴリーを
付与した。官公庁（61点）、経済産業
（64点）、教育（44点）、軍事（21点）、
交通（48点）、皇室（24点）、寺社（86
点）、文化娯楽（118点）、風景（59点）、
その他29点（平成19年12月末現在）。
写真に関する解説として、「近代デ
ジタルライブラリー」に収載されてい
る刊行物へのリンクをはった。特に、
『東京自慢』（由利兼次郎編　明治11
年刊行）、『新撰東京実地案内』（明治
26年刊行）、『東京案内』（東京市市史
編纂係編　明治40年刊行）の３冊は、
明治前・中・後期それぞれの東京案内
の代表として多数のリンクをはった。
住所の特定に際しては、上記「近代
デジタルライブラリー」所収資料の住
所表記を基に、大正元年刊行の『地籍
地図』を主に使用した。
「近代日本人の肖像」へのリンクに
よって関係深い人物を、「貴重書画像
データベース」へのリンクでは絵画資
料を紹介している。また、全景を把握
しやすくするために、浅草公園・上野
公園・芝公園・日比谷公園・衆議院・
貴族院・陸軍士官学校・幼年学校・東
京帝国大学・高等師範学校・女子師範
学校・音楽学校・美術学校・早稲田大
学・慶応義塾・学習院・ニコライ堂に
ついては、当時の平面図等を掲載し

た。また、掲載写真に関係するテーマ
で10本のコラムを掲載した。
写真のタイトルや付与したキーワー
ドによる検索も可能となっている。
このような関連資料等の掲載によっ
て、より多彩な形で写真への興味を深
めることが出来るよう工夫した。
最後に、今回使用した写真帳及び当
館が公開している「近代デジタルライ
ブラリー」に所収されている東京の観
光案内類を活用して、当該時期の写真
や観光案内の概況をごく簡単に紹介し
たい。
なお、対象とするのは、以下の範囲
である。タイトルに「東京」を含み、
明治44年までの出版で、NDC分類が
<213>（歴史─日本史─関東地方）の
条件でヒットした140点（平成19年
12月末現在）。
これらの刊行物は、刊行時期が集
中する時期があることが指摘されて
いる。（注1）明治11年の小大区制から
十五区制への移行時期、明治22年の
東海道線開通及び明治23年第三回内
国勧業博覧会開催の時期、明治40年
の東京勧業博覧会開催の時期である。
明治11年及び23年については、この
検索結果からも確認が出来るが、40
年については、他の年に比して多い
が、11年や23年のような突出した数
値とはなっていない。（注2）

次に、写真の掲載について。初期
の挿絵の掲載に替わって、写真が掲載
されるようになるのは『東京景色写真
版』『東京名所案内』が刊行された明
治20年代後半の時期である。これは、
乾板写真の開発や印刷技術等の発達に
より、写真掲載の条件が整ってきたこ
とによる。そして、明治30年代にな



−71−

るとその数を増し、30～ 40年代の刊
行物ではその半数強に写真が掲載され
るようになる。（注3）

これらの案内類の中で、特に写真
が多数掲載されているものとしては、
『東京名所案内』『最新東京名所』『東
京遊行記』『最近東京明覧』『漢文日本
東京綜覧』『東京案内』等を挙げるこ
とができる。
このうち、『東京案内』（注4）を除く
５点に掲載されている写真のタイトル
および各種学校の設立・増加を背景に
した学校案内である『最近調査男子東
京遊学案内』『最近調査女子東京遊学
案内』に掲載されている各種学校の写
真を記載しておく。
下記の写真タイトルを一覧して分か
るとおり、今回の電子展示会において
掲載した対象と同一のものが多いので
あるが、掲載出来なかった対象も少な
からず含まれており、このような観光
案内類が明治期の写真を探索する際の
有力な手段の一つであることを示して
いると言えよう。（注5）

東京名所案内　浅羽粛也編　明治
30.11　43p　〈請求記号YDM24150〉 
農商務省　築地本願寺　新橋　逓信省 
宮城前二重橋　新橋停車場　上野停車
場　逓信省と第十五銀行　築地居留地 
佃島　京橋　歌舞妓座　明治座　都座 
第一銀行　日本橋及魚河岸　日本橋 
郵便電信本局　鎧橋　江戸橋より鎧橋 
日本銀行　ニコライ会堂　印刷局　万
世橋　高等師範学校　神田明神　湯島
天神　上野公園前　上野公園前雁鍋 
不忍池　上野桜雲台　上野東照宮前 
上野公園清水堂　上野公園博物館　上
野公園内動物館　団子坂の菊　帝国大

学及其赤門　第一高等学校　吉原大門 
浅草公園凌雲閣　浅草公園見世物　吉
原遊郭　浅草山門と五重の塔　浅草門
跡　浅草観音本堂　浅草中見世　東橋 
回向院　待乳山　隅田川百本杭　向島
土手　向島八百松　亀井戸天神　深川
不動　永代橋　堀切の菖蒲　柳橋　深
川八幡　両国橋　州崎遊廓遠景　九段
坂　招魂社銅像　近衛第一第二連隊兵
営　遊就館　文部省　内務省　有栖川
宮邸　半蔵門外　鹿鳴館　帝国ホテル 
三菱社　東京府庁　明治生命火災保険
会社　八重洲町通　桜田門より参謀本
部を望む　桜田門　外務省　司法省 
海軍省　露国公使館　北白川宮邸 
星ヶ岡公園日枝神社　赤坂喰違より三
連隊兵営の遠望　学習院　伏見宮邸 
赤坂御所　国会議事堂　愛宕神社坂下 
虎の門外金刀比羅宮　愛宕の眺望　芝
公園山門　芝公園弁天　芝公園勅額門 
芝公園紅葉館　泉岳寺義士の墓　芝神明

最新東京名所　東京沿革調査会編　明
33.10　45p　〈請求記号YDM23879〉 
皇城二重橋　吹上御苑釣橋　貴族院 
同議場　衆議院　同議場　有栖川宮邸 
伏見宮邸　北白川宮邸　宮内省　内務
省　文部省　大蔵省　印刷局　海軍省 
司法省　大審院控訴院　東京旧地方裁
判所　参謀本部　陸軍省　華族女学校 
桜田門　内閣総理大臣官邸　内務大臣
官邸　外務大臣官邸　文部大臣官邸 
靖国神社苑内の吹上　九段坂上の眺望 
九段坂上の紀念塔　大村兵部大輔銅像 
明治義会中学校　靖国神社大鳥居前 
偕行社　近衛師団　竹橋の眺望　華族
会館　日比谷太神宮　日枝神社　小松
宮邸　独逸公使館　米国公使館　和蘭
公使館　鍛冶橋ヨリ東京府庁ヲ望ム 
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警視庁　電話交換局内　日本橋　東京
郵便本局　日本銀行　明治座　鎧橋 
蠣売町水天宮　三井呉服店　白木屋 
株式会社第一銀行　日本橋河岸　大丸
呉服店　永代橋　日就社読売新聞　東
京日々新聞社　新富座　歌舞伎座　株
式会社十五銀行　銀座松田楼　上野東
照宮霊屋　同鳥居前　彰義隊墓　不忍
弁財天　上野大仏鐘楼　同両大師　東
京美術学校　東京図書館　帝国博物館 
上野山下眺望　上野寛永寺　同山下近
傍　市村座　金龍山浅草寺　浅草中店 
同山門及五重塔　同公園の池及凌雲閣 
浅草公園花屋敷奥山閣　奥山閣ヨリ浅
草公園ヲ望ム　吾妻橋　待乳山聖天 
浅草東本願寺　吉原大門　同夜桜　同
角海老楼　浅草パノラマ　浅草今戸 
厩橋　向島春景第一　同第二　同第三 
三圍神社　両国回向院　堀切菖蒲　亀
井戸天神　臥龍梅　深川八幡　洲崎弁
天　向島八洲園　王子製紙場　飛鳥山 
瀧の川　第一高等学校　湯島天神　帝
国大学其一　同其二　同其三　医科大
学　順天堂病院　御茶の水橋　ニコラ
イ会堂　万世橋　医科大学第二院　師
範学校附属小学校　高等師範学校　神
田明神　川上座　高等商業学校　東京
府尋常中学校　伝通院　砲兵工廠　赤
城神社　市ヶ谷八幡　士官学校　旧学
習院　四谷停車場　花の御殿　赤坂門
外　青山離宮　青山英和学校　新橋 
同停車場　芝ノ瓦斯会社　琴平神社 
芝離宮　浜離宮其一　同其二　愛宕山
上の眺望　愛宕塔　増上寺　紅葉館 
泉岳寺赤穂義士墓　芝太神宮　小金井
の桜　品川硝子製造会社　目黒不動 
池上本門寺

東京遊行記　大町桂月著　明治39.8　
624ｐ　〈請求記号YDM24179〉
宮城　桜田門　弁慶堀と参謀本部　日
本橋　九段坂　隅田川　横浜市街　横
浜海岸波止場　新橋停車場　電車　日
比谷公園　向島の桜堤　不忍の池　亀
戸天神の藤　萩寺の萩　瀧野川の紅葉 
隅田川網打　逗子の海岸　大磯の海岸 
目黒不動の瀧　東本願寺　江の島　鎌
倉八幡宮　鎌倉大仏　金澤の入江　犬
吠崎　高尾山の真景　初卯詣　年の市 
臥龍梅　秋の百花園　向島の桜　（本
所）五百羅漢　亀井戸天神　木下川梅
園　大森八景園　大森海岸　蒲田梅園 
新田神社　国府台　柴又帝釈天　品川
沖　品川の潮干狩　四十七士の墓　穴
守稲荷　川崎大師　十二社の池　洗足
池　池上の本門寺　池上曙楼の梅　両
国回向院　法華経寺　市川の桃林　深
川八幡　飛鳥山の桜　野田集楽園　小
金井の桜　大久保公哀悼碑　日枝神社 
愛宕塔　雑司ヶ谷の欅並木　鶴亀の松 
善福寺の杖銀杏　日比谷公園の池　有
栖川宮の銅像　楠公の銅像　北白川宮
の銅像　市ヶ谷八幡宮の楠　靖国神社 
大村益次郎の銅像　靖国神社境内の巨
砲　九段坂の上　植物園　団子坂の菊 
根岸御行の松　湯島天神　赤坂の氷川
神社　神田明神　上野公園の東照宮 
西郷隆盛の銅像　上野公園の桜　浅草
観音　奥山の花屋敷　待乳山　吾妻の
森　滝野川の紅葉　成田不動　宗吾社
と霊堂　大宮の氷川神社　多摩川鮎猟 
井の頭池　百草園　館林公園の躑躅 
牛島の藤　本所の牡丹園　増上寺の楼
門　二代将軍の宝塔　聖堂　ニコライ
堂　海晏寺　小岩不動の星下り松と影
向松　目黒不動　目黒比翼塚　護国寺 
江戸川の桜　堀切の菖蒲　多摩川の鮎 
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歌舞伎座　西本願寺　入谷の朝顔 
鈴ヶ森

最近東京明覧　津田利八郎編　明治
40.4　404p　〈請求記号YDM23876〉
宮城二重橋　赤坂離宮　浅草観音堂 
靖国神社　大村の銅像　上野東照宮 
不忍池弁財天　日比谷公園　三圍神社 
富岡八幡宮　西本願寺　泉岳寺　ニコ
ライ堂　護国寺　水天宮　東本願寺別
院　芝増上寺本堂　湯島天神　愛宕公
園　農商務省　陸軍偕行社　千家東京
府知事　尾崎東京市長　東京府庁及市
役所　英国大使館　参謀本部　東京郵
便局　日本郵船会社　日本銀行　第一
銀行　日本興業銀行　日本勧業銀行 
三井銀行　安田銀行　十五銀行　東京
米穀取引所　東京商業会議所　東京株
式取引所　歌舞伎座　中村芝翫　明治
座　植物園　動物園　永代橋下の小蒸
気船　博覧会正門及第一号館　美術館
及第四号館　貴賓館　台湾館及外国館 
不忍池の観月橋　浅草公園花屋敷及凌
雲閣　帝国五二館　新橋停車場　上野
停車場　帝国図書館　帝国ホテル　順
天堂病院　上野公園の桜　江戸川の桜 
遊就館及紀念大砲　堀切の菖蒲　亀井
戸の藤　臥龍梅　瀧野川の紅葉　団子
坂の菊　吉原大門　横綱常陸山　横綱
梅ケ谷

漢文日本東京綜覧　吉田潮舟編　明治
41.12　181ｐ　〈請求記号YDM24262〉
宮城二重橋　東宮御所　宮内省　文部
省　逓信省　大蔵省　内務省　農商務
省　貴族院　衆議院　司法省　参謀本
部　陸軍大学校　東京砲兵工廠　陸軍
士官学校　陸軍戸山学校　陸軍中央幼
年学校　浜離宮　帝国大学附属植物園 

其二　東京帝国大学　農科大学　医科
大学　理科大学　慶応義塾大学　早稲
田大学　日本女子大学校　東京高等商
業学校　東京外国語学校　東京商船学
校　東京美術学校　女子高等師範学校 
学習院　東京市役所　学習院女学部 
日比谷図書館　帝国ホテル　東京府庁 
日本銀行　帝室博物館　靖国神社　靖
国神社公園　日比谷公園其一　日比谷
公園其二　上野公園　上野公園雪景 
芝公園　亀井戸天神社　浅草公園　堀
切菖蒲園　宮城前楠公銅像　九段坂上 
上野公園西郷翁銅像　上野不忍池　浅
草待乳山　愛宕山公園　馬場先大街 
銀座大街　東京郵便局　両国橋　永代
橋　吾妻橋　厩橋　増上寺山門　芝公
園東照宮　芝公園御霊橋　湯島天神社 
上野公園東照宮　深川不動尊　浅草本
願寺　築地本願寺　浅草観音　桜田門 
御茶水橋　江戸橋　御茶水渓流　隅田
川上流　赤坂見附外弁慶橋　綾瀬川上
流　東京湾夜景　月島之夕照　堂ヶ島
早川　王子瀧ノ川　江戸川上流　鶴ケ
岡八幡宮　鎌倉長谷寺　江ノ島遠望 
鎌倉大仏　由井ケ浜　日光神橋　日光
陽明門　日光三神庫

最近調査男子東京遊学案内　今井厳
翠編　明治42.3　538p　〈請求記号
YDM48795〉
宮城　東宮御所　青山御所　文部省 
東京帝国大学法科大学　東京帝国大学
文科大学　東京帝国大学赤門　東京帝
国大学工科大学　東京帝国大学医科大
学　東京帝国大学農科大学　東京帝国
大学理科大学　陸軍大学校　陸軍中央
幼年学校　陸軍士官学校　海軍兵学校 
海軍機関学校　海軍大学校　学習院男
子部　第一高等学校　東京高等商業学
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校　東京高等師範学校　東京高等工業
学校　東京外国語学校　千葉医学専門
学校　水産講習所　東京蚕業講習所 
東京商船学校　東京音楽学校　東京美
術学校　明治大学　　慶応義塾大学 
早稲田大学　日本大学　中央大学　東
洋大学　　国学院大学　立教学院大学 
専修学校大学　東京慈恵医院医学専門
学校　正則英語学校　国民英学会　東
京高等農学校　東京物理学校　東京府
第一中学校　帝国図書館　日比谷図書
館　東京帝室博物館　大橋図書館

最近調査女子東京遊学案内　今井翠厳
（淳）著　明治43.9　606ｐ　〈請求記
号YDM48744〉
宮城　東宮御所　青山御所　文部省 
東京女子高等師範学校　女子高師附属
高等女学校　学習院女学部　東京音楽
学校　東京蚕業講習所　東京府第一高
等女学校　東京府第二高等女学校　東
京府第三高等女学校　東京府女子師範
学校　東京聾唖学校　日本女子大学校
と附属高等女学校　女子英学塾　東洋
女塾　青山女学院　跡見女学校　東京
女学館　実践女学校　三輪田高等女学
校　東京高等女学校　成女高等女学校 
淑徳高等女学校　麹町区高等女学校 
精華高等女学校　神田高等女学校　千
代田高等女学校　上野高等女学校　京
華高等女学校　中村高等女学校　日本
女子商業学校　東洋家政女学校　女子
学院　桜井女塾　共立女子職業学校 
東京裁縫女学校　女子美術学校　日本
女子技芸学校　和洋裁縫女学校　青山
女子手芸学校　東京音楽院　川端画学
校　女子音楽学校　シンガーミシン裁
縫女学院　日本力行会女学校　東洋英
和女学校　女子聖学院　普連土女学

校　東京帝国大学医科大学付属医院 
伝染病研究所　日本橋病院　東京女医
学校　東京産科婦人科病院　帝国図書
館　教育博物館　東京帝室博物館　大
橋図書館　日比谷図書館

注
（注  1）山本光正『江戸見物と東京観光』

2005. 2　臨川書店　〈請求記号GD15
─H7〉、高槻幸枝「明治期の東京と名
所」『お茶の水女子大学比較日本学研
究センター研究年報』（〔１〕）2005.3
　〈請求記号Z71─N323〉。

（注  2）明治11年刊行のものは13点。こ
れらは区町名一覧であり、名所・旧
跡等の解説は含まれていないものが
ほとんどである。明治22年は4点、明
治23年が16点。明治40年が6点を数
える。年平均は約3.2点である。

（注  3）明治30～ 40年代の刊行物数は40
点で、そのうち24点に写真が掲載さ
れている。量は数点から100点を超え
るものまで、幅がある。明治20年代
後半以降に増加するのは、乾板写真の
普及やカメラ、写真印刷等の発達等
がその基礎としてあり、また、見る
ということへの社会全体の欲望が高
まっていったことが指摘されている。

（注  4）『東京案内』については、朝倉治
彦「「東京案内」の諸本（１）」（『日本
古書通信』69(5)（通号898）2004.5　
〈請求記号Z21─160〉）において、当
該冊子に掲載されている写真のタイト
ル及びページが掲載されている。

（注  5）今回記載した写真は、主に口絵の
形式で、１ページに複数枚が掲載さ
れており、今回の電子展示会で使用
した写真帳類に比すと、１枚ごとの
写真の大きさはかなり小さいのが難
点である。

　　 写真タイトルは旧字体を新字体に直
した以外は原文のまま記載した。東
京外の写真や人物写真についてもそ
のまま記載した。また、一部挿絵あ
り。
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（おおしま　こうさく　参考企画課）
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電子展示会使用写真帳一覧

タイトル
近代デジタ
ルライブラ
リーへの収
録の有無

刊行年 請求記号

東京景色写真版 ○ 明治26年？ YDM24055
日本百景 ○ 明治29年 YDM23033
旅の家つと12号 明治32年 YDM22666
旅の家つと29号 　 明治33年 YDM22666
日本之名勝 ○ 明治33年 YDM23032
地理写真帖．　内国之部第２─４帙 ○ 明治33年 YDM202552
東京帝国大学 ○ 明治33年 YDM48885
雪の東京 ○ 明治34年 YDM72151
紅葉狩 ○ 明治34年 YDM23144
日本名勝写真図譜略説 ○ 明治34年 YDM23050
仁山智水帖 ○ 明治35年 YDM22549
さくら狩 ○ 明治35年 YDM72040
日本之勝景：一名・帝国美観 　 明治35年 YDM23030
日本陸海軍写真帖 明治36年 YDM51186
日本之勝観 　 明治36年 YDM23029
東京石川島造船所製品図集 ○ 明治36年 YDM67200
東京帝国大学 ○ 明治37年 YDM48885
日本商工大家集：日露戦争記念 ○ 明治39年 YDM43863
最新東京名所写真帖 ○ 明治42年 YDM23880
早稲田 ○ 明治42年 YDM49037
東京名所写真帖 ○ 明治43年 YDM24165
日本風景風俗写真帖 ○ 明治43年 YDM23038
京浜所在銅像写真．第１輯 ○ 明治43年 YDM4325
東京風景 ○ 明治44年 YDM24109
帝国劇場写真帖 ○ 明治44年 YDM74860
日本写真帖 明治45年 YDM22762
東京府名勝図絵 ○ 明治45年 YDM24135
日本名勝旧蹟産業写真帖 ○ 明治45年 YDM23048
今上陛下御即位式写真帖準備之巻 　 大正３年 YD5-H-331-95 
東京百建築 　 大正４年 YD5-H-419-59 
大日本写真地理 　 大正４年 YD5-H-412-10
実写奠都五十年史 　 大正６年 YD5-H-412-31 
東海道：広重画五拾三次現状写真対照 大正７年 YD5-H-412-37
日本名勝旧蹟産業写真集 大正７年 YD5-H-419-7イ 
宮廷写真帖 　 大正11年 YD5-H-416-47 
東京市史蹟名勝天然紀念物写真帖 　 大正11年 YD5-H-509-31


