
 

書誌・法量（単位・糎）等データ 

 
○『平家物語』 

  竪 24.4 糎 横 18.5 糎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

巻 丁数（挿絵分を含む） 挿絵数 
巻第二 119 21 
巻第三 108 21 
巻第四 105 21 
巻第五 95 18 
巻第六 81 15 
巻第七 101 21 
巻第八 91 24 
巻第九 145 39 
巻第十 111 22 
巻第十一 113 21 

合計 1069 223 
巻第二・題箋 

巻第二・目録

巻第十一・本文
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○『北野通夜物語』 

 巻三 竪     39.2 糎 
  全長  1668.8 糎 

     本紙   1573.7 糎 
     見返し    51.3 糎 
     後見返し   43.8 糎 

※web サイトの写真には、後見返しの後の糊付

けが剥がれたため軸装部分（幅 40.6 糎）が写っ

ているが、上記には含めていない。 
 
詞一 87.2 
絵一 159.2 
詞二 110.6 
絵二 136.0 
詞三 155.3 
絵三 112.1 
詞四 88.0 
絵四 173.6 
詞五 157.0 
絵五 99.8 
詞六の一 101.8 
詞六の二 100.3 
絵六 92.8 
本紙合計 1573.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 巻四 竪     39.2 糎 
    全長  1747.2 糎 
     本紙   1649.4 糎 
     見返し    52.0 糎 
     後見返し   45.8 糎 
 
 
 
 

詞一 131.1 
絵一 114.9 
詞二 110.5 
絵二 143.6 
詞三の一 161.5 
詞三の二 58.5 
絵三 158.8 
詞四 85.9 
絵四 82.8 
詞五 86.6 
絵五 122.8 
詞六の一 93.9 
詞六の二 93.3 
詞六の三 93.7 
絵七 111.5 
本紙合計 1649.4 

 
 

詞書（巻三・冒頭部分）
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○『十番切』 
 上巻 竪     33.1 糎 
    全長  1328.9 糎 
     本紙   1288.4 糎 
     見返し    30.8 糎 
     後見返し    9.7 糎 
 

第一紙 47.2 詞一の一 
第二紙 41.1 詞一の二 
第三紙 49.3 絵一 
第四紙 48.8 詞二 
第五紙 49.1 絵二 
第六紙 49.2 詞三の一 
第七紙 48.0 詞三の二 
第八紙 37.7 詞三の三 
第九紙 93.8 絵三 
第十紙 49.5 詞四の一 
第十一紙 47.7 詞四の二 
第十二紙 47.4 詞四の三 
第十三紙 33.5 詞四の四 
第十四紙 93.3 絵四 
第十五紙 48.0 詞五の一 
第十六紙 47.5 詞五の二 
第十七紙 47.2 詞五の三 
第十八紙 47.8 詞五の四 
第十九紙 49.7 絵五 
第二十紙 47.6 詞六の一 
第二十一紙 48.3 詞六の二 
第二十二紙 46.5 詞六の三 
第二十三紙 48.0 詞六の四 
第二十四紙 48.9 詞六の五 
第二十五紙 49.1 絵六 
第二十六紙 24.2 詞なし 
本紙合計 1288.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 下巻 竪     33.1 糎 
    全長  1176.0 糎 
     本紙   1138.7 糎 
     見返し    29.3 糎 
     後見返し    8.0 糎 
 

第一紙 48.6 詞一の一 
第二紙 48.9 詞一の二 
第三紙 94.3 絵一 
第四紙 47.5 詞二の一 
第五紙 47.5 詞二の二 
第六紙 48.9 詞二の三 
第七紙 49.6 絵二 
第八紙 50.0 詞三 
第九紙 49.8 絵三 
第十紙 47.7 詞四の一 
第十一紙 44.5 詞四の二 
第十二紙 49.2 絵四 
第十三紙 49.5 詞五の一 
第十四紙 48.9 詞五の二 
第十五紙 49.2 絵五 
第十六紙 47.6 詞六の一 
第十七紙 46.8 詞六の二 
第十八紙 47.2 詞六の三 
第十九紙 48.5 詞六の四 
第二十紙 49.8 絵六 
第二十一紙 48.2 詞七 
第二十二紙 49.5 絵七 
第二十三紙 27.0 詞八 
本紙合計 1138.7  

 
 
 
 

上巻・題箋 下巻・題箋 詞書（上巻・冒頭部分）
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