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凡　　例

　　本目録は、『史料目録』第83集「尾張国名古屋元材木町犬山屋神戸家文書（その3）」として同文

　書のうち主として書付型史料の一部を収めた。

一　解題は、犬山屋神戸家全体の解題と、サブ・フォンドごとの解題からなっている。後者の解題は

　各大項目の冒頭に分かれて掲載されている。

　　史料は、史料群全体の構造を表現することができるように配列した。すなわち、史料群を発生さ

　せた神戸家内部の組織のあり方に留意し、史料群の内部構造を復元しようとする形で、大・中・小

　の項目を立てて編成・配列した。

　　小項目のなかの史料の配列は、年代順と史料番号順を適宜併用した。一括史料で、分割して掲載

　する事が不適当な場合には、史料の物理的配列の順に従ったものもある。年欠文書は、それぞれの

　小項目の末尾に配列した。なお、＊印は史料を目録上に重出させたことを示す。

一　史料目録の記載欄は、①表題および作成者・差出人・宛名、②作成年月日、③形態・数量、④整

　理番号の順である。

一　表題は冊子型も書付型も原表題をとり、表題のないものについては（）で仮表題や内容を示し

　た。

一　作成年月日は和年号で示し、干支のみの場合はそれを採録した。推定の場合は（）で示した。

　そのほかに（）を用いて内容年代を記入した場合もある。

一　形態は以下のように示した。冊子型史料では、竪半（半紙竪折判）、竪美（美濃霜折判）、横長半

　（半紙横折判）、横長美（美濃横折判）、横半半（半紙半載横長判）、横美半（美濃半載横長半）など

　の略称によって原書の大概を示すに止めた。また、（）内に綴じ方も表記した。書付型史料は、

　竪紙・折紙・切紙・竪切紙・横切紙・竪継紙・横切継紙・小切紙などと表記した。また、絵図類は

　縦横の寸法をセンチメートル単位で示した。

　　解題中の文献引用については、〔〕に著者・刊行年などを記した。論文名・書名等は15頁の参

　考文献リストを参照されたい。
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