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あきる野市坂本家文書保存・調査活動
　　　　　　　　　　及び東洋美術学校による修復について

平成 24 年度夏より年度末までの間、NPO 法人たいと

う歴史都市研究会では、文化庁「文化遺産を活かした

観光振興・地域活性化事業」の支援をうけた活動の一

環として、市田邸の蔵に保管された歴史資料の整理と

調査を実施しました。このうち、古文書に関して NPO 法

人歴史資料継承機構との共催で調査を行いました。具

体的には、「台東区市田邸」に所蔵されている文書のう

ち、クリーニングを行わなくても解読可能な状態にあるも

のをまず対象として整理し、目録の作成と文書封筒・保

存箱への詰め替えを行いました。「台東区市田邸」は、

主として明治期に日本橋に店をかまえた布問屋主人の

屋敷であり、その所蔵文書も店の経営に関わるものが

多くなっています。店は関東大震災の直前に廃業され、

それに伴って経営帳簿も移動されたため、明治 10 年代

からの貴重な経営帳簿の一部が、被災を免れて現存し

ています。帳簿は符丁を多用して書かれているため、本

格的に経営分析を行うには、符丁の解読が必要です。

帳簿以外では、店から東北地方へ派遣されていた出張

員の手による報告書や手帳が長期間にわたり残されて

います。報告書・手帳からは出張員の足取りと取引先が

判明します。店の経営資料以外の所蔵文書には、お

札・お経が多く、また、宗教・信仰にかかわる書状が数

点存在します。平成 24 年度中に行った文書保存・調査

活動で扱うことのできなかった文書も多数あり、その大

半は床下に収蔵され、黴や虫損等がひどい状態です。

たいとう歴史都市研究会が別途行った民具調査の際に

新たに発見された文書もあるため、今後も文書保存・調

査活動を継続して行っていく必要があります。 

あきる野市坂本家には 4 点の近世文書が遺されてお

ります。そのうち 2 点は文政 3 年（1820）に甲州道中小

仏・駒木野宿への助郷の免除を願い出た文書です。安

永 5 年（1776）以降に当該地域に助郷の負担が課せら

れており、文政 3 年の願いでは引田・上下代継・渕上・

牛沼・油平・雨間の6ヶ村が免除を勝ち取りましたが、当

該地域の歴史を語る上で必要不可欠な『秋川市史』で

は文政 3 年についてはほとんど記されていないため、こ

の過程を補完する貴重な文書です。もう 1 点は牛沼村

名主・金右衛門が死去したため、息子の勘右衛門への

名主相続を領主である水野石見守貞利（幕府旗本。石

高６千石。将軍徳川家斉側衆）に求めた願書。もう 1 点

は河川の洪水のため川除普請拝借金を願い出た文書

です。 

これらの文書は継紙が剥離していてバラバラになっ

ていたため、継紙の順番を指示し、東洋美術学校にて

虫損直しと継ぎ直しを行ないました。修復終了後、同校

作成の報告書に当法人で作成した翻刻史料を所蔵者

にお渡し致し、また、あきる野市教育委員会に所在情報

と作業の内容、翻刻史料をお渡し致しました。 

「台東区市田邸」文書保存・調査活動について 宝利　ひとみ



の調査・保存活動参加

　茨城史料ネットの活動日（原則毎週水曜日）
調査・保存活動に参加・協力しております。
　今後も継続して参加してまいりますので、
ご興味のある方は奥付までご連絡ください。

茨城史料ネット

http://ibarakishiryou.web.fc2.com/

↓旧熊切家

静岡藩職制一覧→



常陸太田市武子家史料の保全作業

茨城史料ネットニューズレターより転載

安田　千明

 茨城史料ネットでは、去る 4 月 6 日・7 日、NPO 法人歴

史資料継承機構が進める茨城県常陸太田市武子家史

料の調査・保存活動に協力しました。当日は歴史資料

継承機構から 5 名、当会から 9 名が参加しました。 

 同家は近世においては庄屋、近代に入ってからは戸

長を務め、また、村社長谷神社の氏子総代も務めてい

る家柄です。その史料は『常陸太田市史』編纂時に一度

調査され、その際の目録が残っていました。史料総数は

風呂敷 2 包分の文書と、新たに発見された段ボール 1

箱分の襖下張り文書です。前者には主なものとして、長

谷神社・地租改正・選挙などの関係史料がみられ、また

典籍類、絵画、絵図等も含まれました。その年代は最も

古いもので宝永 4(1707)年、多くが幕末から明治期にか

けての史料です。 

 作業は、はじめに全員で武子家周辺の地形・史跡・石

造物等を巡見した後、目録班・写真班・保存班・地域調

査班の4班に分かれて開始しました。目録班は、目録作

成と襖下張り文書の新規目録の作成とを行い、写真班

は、近代までの資料の全点撮影を行いました。保存班

は、襖下張り文書の保存処置と、固着した文書を開く作

業を行いました。地域調査班は、引き続き武子家周辺

の石造物の悉皆的な写真撮影を行いました。2 日間で、

風呂敷 2 包分の資料は、目録作成の一部を残すのみと

なりました。襖下張り文書は、目録作成・写真撮影とも

に未了のため、後日に再度調査日を設け、残りの作業

を行う予定です。 

 今回の活動を通して、その家に伝わる文書を読むだ

けでなく、地域全体を自らの足で巡見することが大事だ

と感じました。はじめに全員で地域を巡見したことで、地

域の基礎的な情報を共通理解として各班の作業に生か

す事ができ、また地域に住む人たちのお話や、墓石に

刻まれた内容からは、文書資料からだけでは得られな

い情報を知ることができました。 

 当会が歴史資料継承機構からの支援を受け始めて 1

年が過ぎました。同機構からは、これまでの活動のなか

で、歴史資料の扱い方から目録作成方法に至るまで、

さまざまなことを学ばせていただき、それは当会の現在

の活動に大きく影響しています。当会が発足より 2 年の

あいだ活動を継続できたのは、このような他組織からの

支援があったからです。今回の作業は、当会が歴史資

料継承機構の保存活動に協力するという、これまでとは

逆の形で進められました。これを機に、今後は他組織が

進める歴史資料保存活動にも積極的に参加しようと思

います。 

 

活動報告
2013年3月8日  杉並区蒲生家文書事前調査 

2013年3月10日 調布市佐橋家文書保存・調査活動 

2013年3月23日 『じゃんぴん』Vol.13発行 

2013年4月6-7日 

茨城県常陸太田市武子家文書保存・調査活動 

2013年4月13日 第9回例会 岡村龍男氏 

「地域に残された「転出者所蔵史料」の調査と保存」開催 

2013年4月20日世田谷区川村家文書保存・調査活動 

2013年5月19日 調布市佐橋家文書保存・調査活動 

2013年5月26日 杉並区蒲生家文書保存・調査活動 

2013年6月11日 秩父今宮神社文書保存・調査活動 

2013年6月23日 2013年度総会開催 

2013年6月23日 第10回例会 井上拓巳氏 

「大宮盆栽美術館所蔵の「盆栽」資料の管理について  

-育成管理と展示の視点から-」開催 

2013年7月21日 杉並区蒲生家文書保存・調査活動 

2013年8月5-7日 

南伊豆町上賀茂渡辺家文書保存・調査活動 

 

その他、毎週水曜日に茨城史料ネットの活動に協力 

↓武子家氏神

↑金銭書上帳
　「そば」などの品目が見られる。



 本例会には、①日々変化（成長）する資料の展示・管理（保

存）とはどう行われるものなのか？②我が街大宮をもっと知

りたい。という２つの目的から参加させていただいた。 

 実際の展示・管理（保存）は、屋内及び盆栽庭園での展示

と屋外にある培養場と呼ばれる、一般の博物・美術館におけ

る収蔵庫の役割を持つ場所との間での出し入れとのことでし

た。調光、空調管理の行き届いた屋内の方がむしろ盆栽にと

ってはストレスが大きく、人工空間で護られている資料を相

手にする私にとっては驚きでした。 

 盆栽職人による「改作」（盆栽の特徴・現状を勘案しながら

形状を変える行為）が美しい状態を維持するために良し
．．

とさ

れることも、私が書籍修復においてオリジナリティ（どこに

求めるかは様々だが）を最大限残しつつ、如何に構造部分等

の損傷・劣化に手を入れ、利用可能な状態にすることを常々

考える立場からはとても新鮮でした。また、こうした「改作」

に対しては育成カルテ等で、多くの視点からの記録化によっ

て来歴を継承する考え方は、我々の資料保存と共通しており、

記録化の重要性を改めて認識しました。 

 盆美の管理（保存）の根底にあるのは目配り
．．．

・気配り
．．．

の大

切さで、これは資料保存でも本来最も大切にすべき部分です。

機械、器材、薬品等に頼りすぎないことが、難しいことです

が、理想的な姿であることに間違いないでしょう。 

 最後に、大宮盆栽美術館が美術品・文化財としての「盆栽」

はもちろん、「盆栽」の知の集積地としても、地域と共により

一層発展されることを心より強く願っております。 

 第９回例会の岡村龍男氏報告「地域に残された「転出者所

蔵史料」の調査と保存」を拝聴した。岡村氏が故郷静岡で地

方史料の発掘に奔走していることは、以前から断片的に聞い

ていた。今回の報告で、そうした断片がつながった感慨を覚

えた。 

 転出者所蔵史料。初めて聞く言葉だったが、そこに岡村氏

の問題意識が集約されていた。ここでいう転出者とは、商工

業への就業などを求めて、故郷の中山間地を出て、都市に居

住している人びとを指す。静岡市では、比較的緩やかに過疎

化が進行してきたものの、転出者が帰郷せず、実家の史料が

置き去りになっているケースが少なからずあるという。岡村

氏は、こうした史料と対峙していたのだ。 

 当然、取り残された史料なので、所蔵者と連絡を取ったり、

保存への理解を得たりするのは難しい。しかし、岡村氏は、

その困難を困難のままにしておかない。他愛ない話に興じ、

そこに岡村氏自身の郷土愛や歴史愛をにじませていくことで、

所蔵者の方と自然に打ち解けていく。岡村氏の人柄があって

こその方法なのだが、見習う努力はしたい。 

 言い古されたことだが、歴史研究者には、二つの顔が必要

である。ひとつは、問題意識をもって主体的に研究を進める

顔。もうひとつは、誰もが歴史を検証できるように史料を整

える顔。岡村氏の方法は、後者の顔で史料と向き合う際の、

理想的な姿を示唆している。 

 史料調査では、目録を完成させることが、とかく目的化さ

れがちである。しかし、地域の人に、自分の家にある古い紙

の束を文化財だと認識してもらうことが、本来のゴールであ

りスタートのはずだ。また、それを実践することで、歴史研

究者でも地域の活性化に多少なりとも貢献できるのではない

か。そんなことを改めて考えさせられた。 

NPO法人歴史資料継承機構第10回例会参加記
大宮盆栽美術館所蔵の「盆栽」資料の管理について
－育成管理と展示の視点からー
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 本例会では、西村慎太郎氏が2012年9月に訪問した韓国の

韓国資料保存機関の紹介と韓国古文書学会でのシンポジウム

報告について、写真を提示しながら各機関の状況とシンポジ

ウムの様子について報告を受けた。 

 韓国資料保存機関としては、傳燈寺（ジョンドゥンサ）鼎

足山（ジョンゾクサン）史庫・国史編纂委員会・国家記録院・

韓国学中央研究院を訪れた。 

傳燈寺鼎足山史庫は381年に創建され朝鮮王室の系譜や朝

鮮王朝実録などを所蔵している。国史編纂委員会では『新編

韓国史』を編纂し、国家記録院は記録の収集を行っている。

それぞれ西村氏が撮影した写真を元に説明を受け、韓国で使

用されている紙の大きさなどが提示された。韓国で使用され

ている紙は日本のものより格段に大きく、漉き方が異なる。

サイズが大きいため棚に寝かせて保存されているそうだ。 

シンポジウムは『古文書調査・整理と保存に関する韓国・

日本の比較研究』と題して、西村氏が行っている調査活動に

ついて報告された。歴史資料継承機構についても報告された

が、これらの活動に対して、「なぜ日本人は民間が（個人的に）

調査活動を行うのか」と質問を受けたそうである。 

以上報告を伺い、なかなか自身では訪問することのできな

い韓国の資料保存機関の様子が垣間見ることができた。資料

の形態やその国の歴史的背景によって資料をいかに収集し保

存していくのか、国々で努力がはかられているのだろう。ま

た、シンポジウムでの質問が日本と韓国の資料調査・保存に

対する意識の違いなのかと感じた。 

NPO法人歴史資料継承機構第8回例会参加記
韓国資料保存機関訪問記

2013年2月2日開催

2013年4月13日開催

2013年6月23日開催




