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Basic research of the history of archaeological studies at the Keio university
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学事振興資金研究成果実績報告書 (2017. )
3年計画の1年目である2017年度は, 計画通り, 民族学考古学専攻所蔵資料に関わる,
発掘調査の記録や図面, 調査・研究の記録, 資料の利用に関わる文書等の調査, 目録作成, デジタル
化を進めた。研究室に残されたこれらの資料は膨大な量に及び(おそらく段ボール箱100箱以上),
全体を把握することが困難であったため, 保管されている場所ごとの資料のまとまりに対して,
調査, 目録作成, デジタル化を完了させていくことにした。
その結果, 研究室棟の2ヶ所の民族学考古学専攻関係の倉庫に保管されている資料(段ボール20箱程
度)の目録作成はほぼ完了し, その1/2程度をデジタル化することができた。西校舎の倉庫に保管さ
れている資料の一部についても(段ボール箱10箱分)の目録作成とデジタル化が完了した。ただし,
大型の図面や写真については, デジタル化は行っていない。
In FY2017, the first year of the three yearly plan, according to the plan I had gone ahead with
investigation, cataloguing and digitalization of the records and documents concerning the past
researches and usages of the archaeological collections preserved within the department of
archaeology and ethnology, and of the records and drawings of the excavations related to
acquiring those collections. Because the amounts of such materials (records, documents,
drawings and so on) kept in the department are too large (probably more than 100 document
boxes) to grasp the whole amount, I decided to investigate, catalogue and digitalize each group
of materials kept at several places in the campus.
As the result I could almost finish cataloguing the materials kept in the two storages in the
faculty offices building, and digitalize almost half of them. In addition, a part of the materials
kept in the one storage in the west school building (10 document boxes) was finished cataloguing
and digitalizing. However large size drawings and photographs couldn't be digitalized.
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慶應義塾の考古学研究史に関する基礎的研究
研究課題（英訳）
Basic research of the history of archaeological studies at the Keio university
１．研究成果実績の概要
３年計画の１年目である 2017 年度は、計画通り、民族学考古学専攻所蔵資料に関わる、発掘調査の記録や図面、調査・研究の記
録、資料の利用に関わる文書等の調査、目録作成、デジタル化を進めた。研究室に残されたこれらの資料は膨大な量に及び（おそらく
段ボール箱 100 箱以上）、全体を把握することが困難であったため、保管されている場所ごとの資料のまとまりに対して、調査、目録作
成、デジタル化を完了させていくことにした。
その結果、研究室棟の２ヶ所の民族学考古学専攻関係の倉庫に保管されている資料（段ボール２０箱程度）の目録作成はほぼ完了
し、その１／２程度をデジタル化することができた。西校舎の倉庫に保管されている資料の一部についても（段ボール箱 10 箱分）の目
録作成とデジタル化が完了した。ただし、大型の図面や写真については、デジタル化は行っていない。
２．研究成果実績の概要（英訳）
In FY2017, the first year of the three yearly plan, according to the plan I had gone ahead with investigation, cataloguing and
digitalization of the records and documents concerning the past researches and usages of the archaeological collections preserved
within the department of archaeology and ethnology, and of the records and drawings of the excavations related to acquiring those
collections. Because the amounts of such materials (records, documents, drawings and so on) kept in the department are too large
(probably more than 100 document boxes) to grasp the whole amount, I decided to investigate, catalogue and digitalize each group of
materials kept at several places in the campus.
As the result I could almost finish cataloguing the materials kept in the two storages in the faculty offices building, and digitalize
almost half of them. In addition, a part of the materials kept in the one storage in the west school building (10 document boxes) was
finished cataloguing and digitalizing. However large size drawings and photographs couldn’t be digitalized.
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