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信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録（その5）解題

文書群記号　28B

文書群名　信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書

年代　享保 20 年（1735）～明治 14 年（1881）

数量　3062 点

伊勢町八田家文書の伝来と整理方法

　松代伊勢町八田家文書は、宝永 6年（1709）に松代城下町の伊勢町（長野県長野市松代町）に居を構えて以

来、今日に至っている八田家に伝来した文書群である。昭和 28 年（1953）、9代目当主八田恭平氏（明治 33 年、

1900 年生まれ。昭和 36 年、1961 年死去）によって、文部省史料館（現国文学研究資料館）へ譲渡された。

　譲渡当時の整理の様相については不明であるが、吉永昭氏（元福山大学学長、当時は文部省史料館臨時筆生）

によってカード状の目録が作成された。その後、昭和 33 年（1958）に吉永氏が愛知教育大学へ転出したため

に整理作業が中断されたが、昭和 56 年（1981）頃、大藤修氏（現東北大学教授、当時は国文学研究資料館史

料館助手）によって整理作業が再開された。『史料目録第 50 集信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録（その

3）』（以下、『八田家文書目録』とする）刊行後、担当していた大藤氏の転出によって再度整理作業が中断した

が、平成 22 年（2010）に再開された。

　大藤氏の整理作業に基づいて『八田家文書目録（その 1）』が昭和 60 年（1985）に刊行されたが、当時の概

算で数万点にのぼると推定されたため、逐次分冊で刊行していくことになったと記されている。以後、その

1からその 4までの 4冊が刊行されている。また、『八田家文書目録（その 1）』では、「冊子型史料の大半と、

伝存形態の上で冊子と密接に関連している書付型史料若干」を収録するという整理・刊行方法が提示されてい

る。そのため、『八田家文書目録』全体の構成としては、初期の目録には冊子型史料が、その後の目録には書

付型史料が各々まとめられて収載されるかたちとなっており、併せて参照されたい。

　　　その 1（第 41 集、1985 年）請求番号あ 1～ 3411

　　　その 2（第 48 集、1989 年）請求番号い 1～ 1046

　　　その 3（第 50 集、1990 年）請求番号う 1～ 937

　　　その 4（第 94 集、2011 年）請求番号え 1～ 870

　八田家文書は、その 3まで分冊ごとに「あ」から「え」の整理番号が冠されることとなった。その 4におい

ても従来の整理方法に準じて「え」と冠されているが、煩雑となるのを避けるため、その 4以降は全て「え」

で統一することとした。

　再開された『八田家文書目録（その 4）』刊行に向けての整理作業開始段階において、八田家文書の未整理分は、

衣装箱と目される黒塗りの箱 9箱、段ボール箱 3箱、AFハードボード製（中性紙）箱 23 箱であった（以上、
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「旧箱」とする）。黒塗りの箱への文書の収納については、文部省史料館へ譲渡された後に行われたものと推定

される。旧箱にはそれぞれ番号が付されており、以前の整理段階の様相を反映している可能性もあるため、現

在行っている整理作業でも旧箱 1から順次開始し、旧箱 4の途中から旧箱 7の途中までを『八田家文書目録（そ

の 5）』として収録した。今後の整理作業および史料目録刊行の際も、現状を尊重することを目的とするため、

この原則を遵守する。

　未整理文書のほとんどは文部省史料館の酸性紙封筒に収められていたが、番号は付与されておらず、ひとつ

の封筒に複数の文書が入れられていた。そこで、現状を活かしながら、新しい番号を付与し、中性紙封筒へ入

れ替えた。但し、虫損が甚大である文書も多く、保存措置になお多くの時間を費やす必要があるため、閲覧請

求に十分応じられない場合があることは否めない。

　また、『八田家文書目録（その 5）』刊行に向けた整理作業のなかで、仮整理段階で付与された文書番号のうち、

「え 834 ～え 838」の 5件（13 点）が重複していることが判明した。既に整理作業と新しい文書番号の付与は

進んでおり、「え 839」の前後に重複分を加えることは困難な状況となっていた。仮整理段階でも文書群の秩

序を尊重した番号付与が行われていたと考えられ、その順番を崩さない形での対応が求められるところであっ

た。今回は、重複が確認された段階で新しい文書番号の付与が完了していた「え2288」後に追加することとした。

その際、1つの文書番号に一括ではない複数の文書が充てられていたため、各々異なる新しい文書番号を付与

することにもした。そのため、本目録に収録された文書は「え 871 ～え 1342」であるが、「え 2289 ～え 2295」

の 7点も含まれていることを記しておく。

　文書群の整理・分類編成については、「文書群の階層構造と内容」において後述する。

伊勢町八田家の歴史

真田家が領有した松代城下町は、馬喰町・紙屋町・紺屋町（以上、“上三町 ”）、伊勢町・中町・荒神町（以上、“本

三町 ”）、肴町・鍛冶町（以上、“脇二町 ”）があり、“町八町 ” と称された。このほかに、伊勢町の枝町として

木町・鏡町があり、これらの町を統括したのが町年寄 4名と検断 1名であった。（解説末尾の絵図参照）

伊勢町八田家は、松代城下町の木町に居住した八田家より分家した家である。そのため、本家を木町八田家、

分家を伊勢町八田家と呼び分けている（後掲の「木町八田家系図」「伊勢町八田家系図」を参照）。移住当初は

呉服と酒造を経営したようで、財力を背景にして藩権力との結び付きを強めた。

3代目長左衞門庸重の二男孫左衞門重以は、宝永 4年（1707）6 月に分家し、同 6年 6月より伊勢町に居を構え、

伊勢町八田家の初代となった。商業活動のほか、町年寄役を務め、松代藩の財政悪化に伴う多額の才覚金の上

納により享保期には御目見を許されている。一方の木町八田家では、早世や出奔により享保期には断絶し、以

後は伊勢町八田家からの養子が継承した。

ここでは、本目録を構成する文書群の中心となる江戸時代後期から明治初期に関し、伊勢町八田家の歴史に

ついて簡単に見ることとする。各当主の概略については、後掲の「伊勢町八田家略年表」を参照していただき、

本目録と関係する人物についてまとめておく。

2代目嘉助芳茲は養父である初代孫左衞門重以同様、藩より 30 人扶持が給され、寛保 3年（1743）12 月に

は御用金の切り捨てによって 20 人扶持が加増されている。その後、宝暦 6年（1756）に芳茲が死去すると、3
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代目庸重が家督と 50 人扶持の相続を藩へ願い出ているが、家督と 30 人扶持が給付されることとなった。

3代目孫左衛門以親以降は、給人格の御勝手御用役という士分格に任命された。

4代目嘉右衛門知義は、明和8年（1771）に生まれた。寛政3年（1791）3月に町年寄役に就任し、享和3年（1803）

に父孫左衞門以親の死去に伴って家督を相続している。藩からは 30 人扶持が給付され、父同様給人格の御勝

手御用役にも取り立てられた。また、町人の人別から除かれ、別帳扱いとなっている。文化 10 年（1813）10

月には、白鳥宮普請の才覚金上納の功績により、5人扶持が加増されている。この加増された5人扶持をもって、

弟喜兵衛の分家が許可されている。この分家となった喜兵衛は、のちに糸会所や産物会所の要職を歴任してい

る。さらに、文政元年（1818）12 月には、聟養子の辰三郎が嘉右衛門の功績によって召し出され、分家独立

して 10 人扶持の給付と御勝手御用役に任命されている。

嘉右衛門は、文化・文政期に産物御用掛、川船運送方御用役、糸会所取締役、産物会所取締役など松代藩に

よる国産品の流通・統制に関して、多くの役職を務めている。また、松代藩家中との縁戚関係の形成にも積極

的で、実娘 2名を小山田六郎兵衛の悴藤四郎と師岡七郎右衛門の悴治助へ嫁がせたほか、増田徳左衛門と八田

辰三郎の娘を養女にした上で、大瀬登と岡野弥右衛門の悴陽之助に嫁がせている。

6代目慎蔵知道は、文政 12 年（1829）に生まれ、嘉永 4年（1851）4 代目嘉助知則の死去に伴って家督を相

続した。父祖同様に、30 人扶持が給付され、御勝手御用役に取り立てられた。一方、史料からは、当主相続

以前より産物会所の業務を務めていたと推察される。明治 2年（1869）に設立された松代商法社では、取締役

に次ぐ商法掌に任命されている。

伊勢町八田家の経営

八田家の組織は時期的にかなり変化が見られるが、その大枠を示すと、「内方（御茶之間）」とそれぞれの店

（総称として「店方」とする）とに組織機能を分けることができる。

八田家の家政と各店を統括していたのは「内方」で、まだ「店」として分離独立するに至っていない営業部

門も内包していた。八田家による店経営は、酒造方（酒蔵・酒店）、呉服店（角店）、油店、醤油店（松井店）、

質店として専門独立していた。天保期の各部門を見ると、八田家の構成および管理機構は次のようになってい

る。「内方（御茶之間）」は、「元方」「吟味役」「賄方」「買物方」「作事方」「部屋遣い」「台所」「供廻」「地方

掛取立役（地方掛取立対談役）」「耕作見廻方」「伝兵衛名目」「役人名目」という掛りが存在した。一方、「店方」

に関する役職は、「酒蔵支配」「杜氏」「質店支配」「酒店支配」「醤油店」という各店の責任者が存在した。

各店の営業成績は、内方の総務的役割を果たす「元方」において集約されていた。元方と各店との関係は、

元方から各店へ店付元金をはじめとした資金が融資され、一方、店から元方へ収益金が上納されるという仕組

みであった。元方を中心とする管理システムが確立されたのは天保期の家政改革で、それ以前は当主の名代役

である「役代」（代々 “傳兵衛 ” を名乗る）が統括機能を担っていたと考えられる。

営業成績の上では、酒造方が八田家の営業の中心であったという。酒店では時期によって油・味噌・醤油も

扱っていた。呉服店は京都・大坂・伊勢より呉服太物類を購入して松代で売り捌くとともに、江戸や上方へ紬・

生糸などを出荷していたが、営業成績は不振であったという。油店は 18 世紀中期には存在していたが、安永

期に規模縮小、天明初年に閉店、天保期に再開という流れを辿っている。また、八田家では早くから貸金を行っ



－ 8－

ており、この機能が拡大して寛政期には独立した質店が開設された。但し、質店開設後も、内方において貸金

が行われており、貸金機能が質店に集約されたということではないようである。内方と質店の貸金機能の関係

については明らかでない。

八田家の家計は、各店からの上納金、家屋敷を貸した家賃、所持田畑からの小作料などで賄われていた。天

保期には営業不振に陥り、奉公人の削減などの緊縮策で乗り切っている。

寛政期以降、八田家の経営において、高利貸的機能と土地集積・小作地の管理が大きな比重を占めるように

なった。しかし、天保期になると、貸付資金の回収が大きな問題となっていた。貸付金が多額に上ったのに対

して内方有金（手元に保有する現金）が少ないため、貸付金の回収が滞ると直接的に打撃を受ける状態となっ

ていたのである。そのために、所持田畑や屋敷地の売却とともに、松代領内外町村への貸出金の回収や小作料・

家賃の徴収などを専門に行う「地方掛取立役」（地方掛取立対談役）が新しく設置されている。

糸会所・産物会所の歴史

信濃国の養蚕業は 18 世紀後半から発展していく。藩も養蚕を広めるべく、寛政年間に物産掛を設置し、養

蚕全書の刊行や桑苗植え付けの奨励などを行った。文化 6年（1809）には糸市が開かれ、松代や周辺地域の特

定商人によって取引がなされている。松代藩は、悪化した藩財政の補完を目的として、養蚕・製糸業の奨励を

行ったのである。

松代藩領内の製糸業の育成と統制を目的とした糸会所は、藩からの拝借金と商人たちからの借入金・預り金

を資金として運営された。そして、文政 13 年（1830）には糸会所が設置され、取締役には伊勢町八田家 4代

目の嘉右衛門知義、惣元方には分家の八田嘉兵衛と八田辰三郎が任命された。糸会所は喜兵衛の役代である惣

兵衛の屋敷の一部を借り上げて設置されており、松代藩による統制は八田家一族によって差配されていたこと

がわかる。

製糸業が盛んになるのに伴い、絹織物業も行われるようになった。この紬生産の隆盛にも対応するため、糸

会所の機能を拡充した産物会所（会所の設置場所は糸会所と同じ）が天保 4年（1833）に設置され、引き続き

八田家一族が要職を担った。

産物会所の機能は、①藩からの資金調達（中借金）と問屋への貸付、②問屋からの紬買い占め、③鑑札発行

による取引の統制と冥加金の徴集、④江戸・上方での売り捌き、⑤取引をめぐる調停であった。特に設置当初

は、紬を独占的に仕入れての江戸での一手捌きを計画していたが、藩の財政難や凶作によって失敗に終わった。

天保 8年（1837）に仕法替えが行われ、松代藩からの資金貸下が廃止されたことにより、取引の実権が松代

城下の有力商人である菊屋傳兵衛（取締役八田嘉右衛門の役代）、菊屋孫兵衛（八田家の親戚、増田姓）、菊屋

惣兵衛、柏屋藤吉、鍵屋伴之介の 5名へ譲渡された。これらの商人は、藩からの貸下金が廃止されたため、資

金を三都の大店に求めて彼らの買宿となった。天保 8年に柏屋藤吉が江戸の大丸屋、翌 9年に菊屋傳兵衛が上

州高崎の布袋屋善右衛門、同 14 年に菊屋孫兵衛が江戸の三井店、菊屋惣兵衛は岩城升屋の買宿となっている。

但し、菊屋孫兵衛は弘化元年（1844）に売捌代金の滞りから自害したため、代わって八田家が買宿となっている。

大坂との取引では、弘化 4年（1847）に炭屋彦五郎（大坂平野町 1丁目の両替商）が松代藩御用達となった。

翌年には杏仁・甘草・硫黄などが大坂へ廻送され、薬種となる杏仁や甘草は薬種問屋の小西彦七と鍵屋彦右衛
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門が売り捌きを行った。この大坂取引の第一義的な目的は、藩財政の補完のための甘草・杏仁を引当とした御

用金の借入であり、発案者は佐久間象山であった。当初予定された産物は、領内からは甘草・杏仁など、上方

からは瀬戸内海産の塩のほか、那覇や徳之島の砂糖、蝋や琉球表などであった。嘉永 3年（1850）には一度頓

挫してしまうが、安政 2年（1855）に小西彦七より松代藩御用場守の津国屋友七（炭屋の出入頭）に取引が申

し込まれて再開した。

慶応元年（1865）には領内 23 ヶ所に産物改所を設置し、それぞれに取締役と世話役が任命された。村々に

設置された産物改所は、主に横浜交易で飛躍的に需要の増した生糸・蚕種を対象とし、周辺地域での生産物を

改めるとともに、冥加金を徴収した。会所未設置の地域には、松代の産物会所より役人が出張して改めを行っ

た。産物会所は明治 4年まで存続し、松代藩における産物統制機能を果たしたのである。

八田家における文書管理の痕跡と目録編成

本目録に収録した文書の形態を見ると、１点単独のものは 342 件、袋や包紙を上にして紙縒で綴じたものは

38 件（口絵写真１）、袋や包紙が無く紙縒で綴じたものは 99 件であり、紙縒で綴じたものが多く含まれてい

ることがわかる（その他、巻込一括など 36 件）。この紙縒綴じは、和紙の反故紙を用いた紙縒が多用されてい

るが、非常に細い市販の紙縒や紐も用いられており、当館に受け入れられた後の仮整理段階で新たに綴じられ

た可能性が高く、当館教授であった原島陽一氏の談話からもそのことが確認できている。

平成 22 年（2010）より再開した八田家文書の目録刊行作業においては、現状を尊重する方針により、仮整

理段階での綴じも解体せずに編成作業を行なっている。また、上記のような仮整理の状況であるため、特に包

紙や袋が無い綴り一括文書において、内容的に多種多様な文書が混在していることが確認できる。これらの目

録上での編成は、「○○関係書類綴」などと表記し、最も適切と考えられる項目に一括して掲載した。

八田家に所蔵されていた段階の文書管理の方法については、現在、袋・包紙を上にして綴じられているもの

やそれらで一括されているものは、移管以前より一括してまとめられていたことが推察され、八田家による主

体的な管理の痕跡を伺うことができる。一方で、袋や包紙が無いものについては、八田家に所蔵されている段

階でどのような管理がなされていたのかは不明である。

また、個別史料ごとに端裏書・貼紙によって表題や整理番号が付与されたものも多く、移管前の八田家にお

ける文書管理の方法の一つの痕跡として興味深い。例えば、「（御用金上納・扶持加増ほか関係書類綴）」（え

1024）を見ると、全 19 点のうちの 9点に、端裏に付箋や番号が貼付されていることが確認できる（口絵写真②）。

さらに、仮整理段階に綴られた現状では、番号順とはなっていないが、貼付された番号通りに並べ直すと、綴

りの一番上に配置された袋（え 1024-1）の表書きと一致することがわかる。つまり、まず個別史料の蓄積が一

段落した段階で、一連の関連するまとまりとして端裏に表題や年代順の番号が付されて整理され、さらに袋で

一括扱いとされたと考えられる。その後に発生した関係文書が同じ袋のなかに入れ、継続的な蓄積・管理がな

されてきたと推察される。端裏貼紙や書き込みによる表題や整理番号の付与は、飯山藩・岩村田藩領小作年貢

滞一件関係の史料にも複数確認できる。このような表題や整理番号の付与、袋や包紙による管理方法は多く見

られ、八田家における文書管理の主たるものであったと考えられる。

目録編成や階層構造分析を行う際、出所の組織構造と機能から大項目（サブフォンド）・中項目（シリーズ）・
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小項目を設定する方法が採られるが、家文書のように内部組織が存在しない場合も多い。その場合は、組織そ

のものを見いだすことよりも、家・当主の活動や機能に注目して項目設定することも指摘されている。特に、

八田家文書のような膨大な文書群の場合、目録も何冊もの分冊となってしまうため、全体像を把握することは

困難となり、目録ごとの文書のまとまりのなかで判断せざるを得ない。

八田家の組織は、｢内方｣ と ｢店方｣ が分離し、さらに ｢店方｣ は営業の種類に応じて専門分化していった。

一方、八田家当主は町年寄役や産物会所の要職、松代藩の御用を担っており、それに関係した文書も八田家に

伝来している。そのため、八田家文書の構造を把握するには、一つには組織や役職から解明することが不可欠

であるが、それらが判明する文書は多くない。

これら八田家の内的構造や機能を把握して項目設定を行う際の参考として、文書管理の痕跡からも探ること

ができると考えられる。ここでは、先に示した綴一括文書、端裏貼紙や包紙等による管理のほかに、八田家に

残されている帳箱（個人蔵）に付された貼紙による分類について触れておきたい。保管容器からは、内部組織

や機能を判断する際の情報の抽出が可能であり、史料整理や目録編成作業を迅速かつ的確に行うための有益な

情報を得ることができる。但し、これらの帳箱も、使用された年代が不明であるため、あくまで参考とする手

段の一つであることに注意する必要がある。

　・帳箱①（口絵写真③）

「料紙」「当座証文印書類」「店方」「差引方」「公用書類」「要用文章類」「無尽方」「当用方」

　・帳箱②（口絵写真④）

「飯山」「御用」「記録 入用書類」「御用日記」「浄福寺」「田埜口村・三ッ塚邑 佐久郡口々借付 小縣郡手

塚村山極八郎右衛門証文 五加村甲田重左衛門 海野宿平吉証文」「戸隠山小川録兵衛方頼母市差引一巻 

岩村田法華堂渡辺武左衛門差引勘定一巻入 右同所無尽帳入」

　・帳箱③

「御郡中」「御家中」「諸方掛合紙面」「御町方」

帳箱の貼紙からだけでは断定できないが、帳箱②は無尽や質地・貸金など金融に関係した書類を収納してい

たと考えられる。また、帳箱③も、郡中・家中・町方で共通のものは金融と考えられ、「諸方掛合紙面」もそ

れに関係する書類と推察される。

文書群の階層構造と内容

本目録では、文書群の階層構造を追求することに努めた。八田家の内部組織・機能や当主の役職などを基準

に大項目（サブフォンド）を設定し、各々の組織体や役職の機能に応じて中項目（シリーズ）・小項目の編成を行っ

た。本目録に収録する文書は、大きく八田家の内部組織・機能に関わるもの（「内方」「店方」）、八田家当主の

役職と深く関係するもの（「町年寄」「糸会所」「産物会所」「松代商法社」）、八田家の家政に関わる文書と産物

会所に関わる文書が混合している綴り文書（「内方・産物会所混合文書」）とから構成されている。ただし、分

冊となっている『八田家文書目録』において、相互の統一性・利便性を考慮するため、既刊の『八田家文書目録』、

特に本目録と収録文書の内容に共通性の多い「その 4」の編成を基本的には踏襲することとした。階層構造の

概略についても、「その 4」を合わせて参照されたい。
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本目録に収録した文書の内容の概要は、内方 991 点（32％）、店方 33 点、町年寄 4点、糸会所 17 点、産物

会所 1658 点（54％）、松代商法社 51 点、内方・産物会所混合文書 308 点（10％）となっている。『八田家文書

目録（その 4）』では産物会所関係が、『八田家文書目録（その 6）』では内方関係が多くを占めていることから、

本目録で収録した範囲は産物会所関係と内方・店方関係のまとまりのあいだに位置しているといえる。

以下、大項目（サブフォンド /二重線）ごとに階層構造と内容を示すとともに、これまでの編成と異なる点

など、特記すべき中項目（シリーズ /一重線）について記しておく。

内　方

内方は、八田家の家政機関であるとともに、店方の統轄も行っていた。内方には先述したもののほかに材木

方・通船方などの掛りが存在しているが、本目録においても収録した文書からは掛りといった組織・機能が読

み取れるものはほとんどなかった。そのため、中項目以下では断片的に把握することのできる八田家の機能か

ら編成を行った。

八田家による貸付金などの金融は早くから行われており、寛政期には独立した質店が開設されていた。この

質店開設後も内方において貸金が行われており、貸金機能が質店に集約されたということではなく、内方と質

店の貸金機能の関係については明らかでない。本目録に収録した文書でも、明確に質店に関するものと判断で

きる文書はない。そのため、「内方」のなかに金融に関する文書を編成し、さらに八田家による金融の特徴を

踏まえて「藩への上納金・才覚金」と「金融」とを分けて中項目を設定した。

また、八田家による金融で大きな比重を占めるものに、藩から預かった資金を運用する繰廻金の存在があっ

た。これは、八田家が藩からの依頼によって藩資金の運用を任されるようになり、八田家が拝借金（拝借・中

借など）を商人などに貸し付け、その利潤をもって逼迫した藩財政の立て直しに利用しようとしたものである。

八田家からも藩へ多額の貸し付けが行われており、両者の間で運用した資金・利潤との差額で決算されていた

ことも確認できる。八田家からは村や町、武士や藩といった幅広い貸し付けも行われており、八田家による独

自の貸付と藩資金の運用とを明確に区別することができない文書が多く存在する。そこで、八田家から藩への

上納金については先述のように「金融」とは別の項目を設定し、藩資金の運用については「金融」のなかに「借

入金・預り金・貸付金」という項目を設定した。八田家による個別の貸付金についても、後者へ入れることと

した。

金　融

本目録に収録した文書のうち、飯山藩・岩村田藩領の小作年貢米滞り一件に関するものが非常に多く含まれ

ている。これに関係する文書は他の『八田家文書目録』にも収録されており、その 1では「土地経営」（中項目）

のなかで「小作年貢滞納出入」（小項目）、その 2では「小作年貢滞出入一件」（中項目）として編成されている。

既刊の目録でも飯山藩・岩村田藩領の小作年貢米滞り一件に関する文書が多く収録されているため、併わせて

参照されたい。

八田家では、飯山藩へは金 3000 両を文政 7年より 5ケ年季、岩村田藩へは金 2000 両を文政 5年より 10 ケ

年季で貸し付けていた。両藩からは、各々の領内から抵当として相当分の質地を八田家へ出していた。これら
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岩村田藩の質地では、村役人が毎年作徳を納めることとなっていたが、滞納により八田家からの訴訟にまで及

んでいる。

以上のことから、八田家の飯山藩および岩村田藩領の質地関係文書は、御用金と密接な関係があるものと判

断できる。一方で、質地として受け取った段階で、八田家のなかでは御用金問題とは離れて小作地からの年貢

米徴収という機能に限定されることとなる。そこで本目録では、中項目に「金融」を設定し、無尽、質地・貸金、

借金に関係する文書を編成することとした。特に、飯山藩・岩村田藩領の質地関係は金額も大きく、関係史料

も膨大であり、先述した帳箱でも特別に扱われていたことからも、「飯山藩・岩村田藩領年貢米滞一件」とし

て小項目を設定した。

これ以外では、「内方」で解説した「借入金・預り金・貸付金」のほか、同じく資金運用を目的とした「無尽」、

八田家の質地小作経営や借金をまとめた「質地・借金」、他家の借財整理である「伊勢山田御師廣田筑後一件」

という小項目を設定し、八田家の金融部門を編成している。なお、松代藩や飯山藩・岩村田藩といった藩・藩

主家への上納金、勝手向きの世話御用に関するものは「藩への上納金・才覚金」に入れ、それ以外の藩士や商

人、寺院や町村への貸付金・繰廻金については「借入金・預り金・貸付金」へ収載した。これは、金融関係の

史料は金額のみが判明する書付形態のものがほとんどであり、それら個々の性格を判断することは困難である

ため、便宜的に「借入金・預り金・貸付金」へ編成したものである。そのため、両項目を併せて参照されたい。

外交・軍事情報

ここでは、幕末期の異国船渡来や幕府・松代藩の警衛に関する情報（風説書）を収録した。八田家は、藩主

真田幸貫が老中海防掛となった松代藩と深い関係を有し、松代藩の軍議役にもなった佐久間象山とも密接な交

流を持っていた。幕末期の松代藩の軍備に際しても御用金の上納を指示されるなどした関係から、異国船渡来

や軍事に関する情報を収集していたと考えられる。一方、八田家当主は産物会所の取締役を務めており、江戸

や大坂・京都などと廻船を利用した交易を取り仕切っていた。そのため、航路による廻送に支障を来す異国船

渡来や海防などの情報を収集して対応しなければならない必要性に迫られていたとも考えられる。実際に、異

国船渡来により、大坂からの廻送に支障を来しているという報告が寄せられている（え 880）。そのため、八

田家に蓄積された外交・軍事情報は、“ 個人的趣味 ” の範疇で収集されたものではなく、八田家の組織・機能

と密接なものといえ、それに対応した編成が必要となる。しかし、上記のような推察は可能であるが、目的や

収集した人物の組織や役職などが明確となっていないため、ここでは既刊の目録の編成を踏襲して「内方」に

編成し、「外交・軍事情報」という中項目を設定するにとどめた。

諸書類

先述したように、八田家文書には関連した文書を綴った一括文書が多い。八田家による文書管理として行わ

れたほか、当館受け入れ後の仮整理段階において紙縒で一括されたものも多く存在するため、一括されたなか

でも内容が多岐にわたるものも少なくない。内容が雑多な綴り一括文書は、目録上では 1点ごとに解体して編

成することも考えられるが、仮整理段階で綴じられたものとそうでないものとを明確に判断するのは困難であ

る。そこで、このような現状を尊重するため、「諸書類綴」という中項目を設定し、内容が多岐にわたる綴一
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括文書を編成することとした。

書状類

諸品代金勘定書・領収書や書付などが混在した綴り文書とは別に、大部分を書状から構成された一括文書も

見受けられる。「書状」は書き出しや止め文言、書式などから判断し、表題には「（書状、･･･）」と表記した。

そのため、「諸書類」とは別けて中項目を設定した。なお、他の綴り一括文書と同様に、書状以外の諸品代金

勘定書や文芸関係などの文書も混在しており、利用にあたっては留意されたい。

店　方

八田家の営業部門である「店方」は、先述したように、酒造方（酒蔵・酒店）、呉服店（角店）、油店、醤油

店（松井店）、質店が存在した。時期によって営業していたかどうか異なるが、これら店ごとの組織を中項目

として設定した。既刊の『八田家文書目録』でも同様の設定がなされており、「店方」については一貫性をもっ

た項目設定がなされている。ただし、本目録に収録した文書では、呉服店 1点と酒造方 18 点のみであるため、

項目もこれらに限っている。

各店の営業は「内方」の元方という掛りによって総轄されており、業績などが元方へ報告・集約されていた。

そのため、各店での各種勘定などの帳簿とは別に、元方で作成された文書が存在することとなる。本来であれ

ば、これらの帳簿は「内方」と「店方」とで分けて編成されるべきであるが、作成主体が判明しないものも多く、

推察で区別するのは誤解を生じる可能性もあるため、本目録では「店方」に中項目「諸勘定」を設定し、店方

の勘定関係の帳面を入れておくこととした。

町年寄

伊勢町八田家では、初代孫左衛門重以より 4代目嘉右衛門知義まで、代々町年寄役を務めていた。享和 3年

（1803）に嘉右衛門知義が家督相続の上、30 人扶持・給人格勝手御用役に任じられ、町の人別とは別帳扱いと

されたため、以後は町年寄役に就任していない。そのため、基本的には、八田家文書のなかの町政関係の文書

は、これ以前のものということになる。

本目録に収録された町政関係の文書は、触留 1点と宗門人別改関係の文書が 3点含まれるのみである。その

ため、当主の役職・機能という側面からも、「町年寄」という大項目を設定し、中項目として「宗門改」を設

定した。

糸会所

糸会所は先述の通り、文政 9年（1826）に松代藩領における製糸業の育成と統制のために設置され、後に産

物会所へと継承された。八田家では 4代目当主である嘉右衛門知義が取締役に就任している。糸会所に関する

文書については、既刊の目録では、その 1で大項目「会所・商社」、その 3・その 4で大項目「糸会所」が設

定されている。本目録でも、八田家当主の役職と関係するものとして、「糸会所」を「産物会所」「松代商法社」

とともに大項目に設定した。
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糸会所の機能は、①藩や商人からの資金調達（拝借金、借入金・預り金）、②貸下金、③挽子への糸挽道具

の貸与と繭の販売、④糸元師からの冥加金の徴収、⑤鑑札の発行である。本目録に収録された文書は 17 点と

少なく、中項目はその 4を踏襲して「糸元師の統制」と「借入金・預り金・貸付金」を設定した。

産物会所

八田家の当主は代々産物会所の要職に就いていたため、産物会所に関係する多岐にわたる文書群も八田家に

残されている。

産物会所の機能は、先述したように、①藩からの資金調達（中借金）と問屋への貸付、②問屋からの紬買い

占め、③鑑札の発行による統制と冥加金の徴収、④上方・江戸での売り捌き、⑤産物取引をめぐる調停であっ

た。そのため、これらの機能に基づいて、中項目を設定した。

本目録に収録した文書では、③④に関わる文書が多く、③については産物ごとに中項目を設定した。また、

④については産物の売り捌きを行った地域ごとに中項目を設定した。一方、綴り一括文書のうち機能が判然と

しないものについては「諸書類綴」として中項目を分けて設定することとした。

諸産物の統制／陶器竈

松代荒神町の陶器竈は八田家の店方である陶器方が差配して設置され、製品は松井陶器店で販売された。『八

田家文書目録（その 2）』では、「店方」に「陶器方」、「会社・商社」に「陶器竈」という項目を設定し、前者

では松井陶器店や陶器販売関係の文書を、後者では産物会所への届書などを編成している。

弘化・嘉永期に荒神町の陶器竈が設置されるが、当初より産物会所の取り扱いとするように八田家役代の伝

兵衛から願い上げられている（え 985）。嘉永 7年（1854）正月、竈場は産物会所の取り扱いとし、竈焚き代

金などの規定書を作成している。それ以前の弘化 4年（1847）には、東寺尾村の者たちが産物会所へ陶器竈の

拝借願いを出していることからも、陶器竈の取り扱いは産物会所が差配していたことがわかる。

本目録では、八田家の陶器方・松井陶器店など「店方」関係の文書は含まれていないことからも、産物会所

による職務機能とし、他の産物と同様の統制を受けていたことから、「諸産物の統制」（中項目）に「陶器竈」（小

項目）を設定して編成を行った。

諸産物の統制／鑑札給付

産物会所の重要な機能として、鑑札の発行による統制と冥加金の徴収というものがある。本目録では、中項

目「諸産物の統制」の下に産物ごとの小項目を設定している。各産物・商売とも生産者には鑑札が給付されて

おり、その 4の編成方法のように、それぞれの小項目において「鑑札給付」という項目を設定することが考え

られる。しかし、本目録に収録した文書のなかでは、鑑札給付に関する文書のみの産物・商売も多いことがわ

かる。そこで、生産者へ鑑札を給付することが産物会所の重要な機能と判断できることから、「蚕種・絹紬」「明

礬」「木綿」「陶器竈」以外は各産物・商売ごとに小項目を設定するのではなく、中項目「鑑札給付」を設定し、

各産物・商売を小項目として編成することとした。
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大坂での取引／安政期杏仁・甘草大坂取引

産物会所による大坂での取引については、その 4を継承する形で「嘉永期杏仁・甘草大坂取引」「安政期杏仁・

甘草大坂取引」「炭屋孫七関係書状など綴」を設定した。

特に、安政 2年（1855）に再開された大坂との取引に関係して、同 4年 8月に炭屋（白山）彦五郎や手代の

増田孝兵衛らが松代へ来訪している。これは、取引に関係した現地調査であったと考えられる。炭屋彦五郎は

松代藩の大坂取引における蔵元的存在であり、松代藩における産物取引の実務を担う産物会所は丁重な接待を

もって対応した。

一般的に近世大坂で諸大名が経済活動を行うために設置するのは ｢蔵屋敷｣ であるが、松代藩では御用場を

設置していた。御用場は大名家所有ではない「借家」であったと推察され、松代藩以外で御用場を設置してい

たのは旗本であり、御用場を拠点とした大名家の事例は他に見られない。嘉永年間の大坂交易計画を契機に大

坂御用場の設置を検討するが、自前での拠点設置ができずに炭屋孫七方に御用場を置くこととなった。その後、

孫七は松代藩との交易が失敗に終わった責任をとって炭屋彦五郎家を去ったとされ、それに伴って一時的に松

代藩大坂御用場はなくなったものと考えられている。

一方、松代藩は大坂の提携商人それぞれに御用場の看板を掲げさせており、炭屋は蔵元的存在でありながら

も、松代藩との取引商人すべての商業活動を統轄する立場になく、最も主要な御用場であるに過ぎなかった。

本目録には、炭屋彦五郎ら一行が来訪した際の宿所となる旅宿の整備や食事などに関する請求書・領収書の

綴りが収録されている。炭屋彦五郎に視点を置くと大坂御用場による現地調査という機能に基づいて「大坂御

用場」という項目が設定できるが、本目録に収録した文書は、現地調査に対する産物会所側の記録ということ

になる。そのため、炭屋彦五郎らの来訪に関する文書は、安政期の大坂での杏仁取引に関係したものと判断し、

「安政杏仁大坂取引」の項目へ編成した。

領内他地域の産物会所

松代藩では、慶應元年（1865）に領内 23 ヶ所に産物改所（産物会所）が設置され、それぞれに取締役と世

話役が任命された。慶應 3年と明治 2年（1869）にも増設されており、松代の産物会所を中心に藩による産物

統制が厳重に行われていたことがわかる。村々に設置された産物改所は、主に横浜交易で飛躍的に需要の増し

た生糸・蚕種を対象とし、周辺地域での生産物を改めるとともに、改め冥加金を徴収した。会所未設置の地域

には、松代の産物会所の役人が出張して改めを行っていた。

本目録に収録した文書では、廻村した産物会所役人からの冥加金の報告が主である。そのため、1点ごとの

文書の範囲は広範にわたる場合も多く、産物改所ごとに分けて編成することが困難である。そこで、産物改所

ごとに小項目を設定することはせず、領内の産物改所関係や産物会所役人による報告をまとめて編成すること

とした。

松代商法社

松代商法社は、松代藩領内の商人資本を結集して横浜交易を進めるため、明治 2年（1869）に設立された。

取締役には横浜交易で成功した羽尾村（長野県千曲市）出身の大谷幸蔵（屋号「大黒屋」）が任命され、その
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他に商法掌 9名、商法方 22 名、商法方補 25 名によって構成された。商法社は松代城下と羽尾村に設置され、

伊勢町八田家 6代目の八田慎蔵が明治 2年 12 月に商法掌に任命されている。

商法社の活動主体は在村の横浜交易商人であり、規模も圧倒的に羽尾村の商法社の方が大きかったという。

そのため、八田家文書のなかに商法社関係の文書は少ない。本目録においても、領内村々に対して、産物会所

へ提出すべき去午年の産物改帳および冥加金取立帳を早急に差し出すように指示した廻状の綴りが1件（12点）

あるのみである。その内容を見ると産物会所の事務引き継ぎという側面が強く、産物会所の「藩内他地域の産

物会所」（中項目）へ編成しても良いかと思われたが、「商法方役所」という組織が独自に行ったものであるた

め、「松代商法社」として編成することとした。

内方・産物会所混合文書

糸会所・産物会所の設置場所は、八田家一族である八田喜兵衛（4代目嘉右衛門の養弟）の役代である菊屋

惣兵衛の屋敷の一部を借り受けたものであり、産物会所自体も惣兵衛家に設置されたと言われている。内方と

産物会所とは空間も組織も異なるため、如何なる理由で内方と産物会所との文書が一緒に綴じられたのかは不

明である。後に会所が伊勢町八田家へ移転してきたことなど、様々な要因も想定できる。先述したように、当

館で受け入れた後の仮整理段階で混合されてしまった可能性も考えられるが判然としない。そこで、本目録に

おいても、内方や産物会所などとは別に、「内方・産物会所混合文書」という中項目を設定して編成を行うこ

ととした。
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伊勢町八田家略年表
年代 人物 出来事

宝永 4.6 ①孫左衛門重以 分家
宝永 6.6 ①孫左衛門重以 伊勢町に居住。この年に町年寄就任
享保 11.4.6 ①孫左衛門重以 御用金才覚により御目見
享保 12.12.23 ①孫左衛門重以 御用金才覚により 30 人扶持
寛保 3.7 ①孫左衛門重以 病気により町年寄退任
寛保 3.7 ②嘉助芳茲 町年寄就任
延享 4.5.23 ①孫左衛門重以 死去
延享 4.7.12 ②嘉助芳茲 30 人扶持
寛延 3.12.1 ②嘉助芳茲 御用金切り捨てにより 20 人扶持加増（計 50 人扶持）
宝暦 6.7.9 ②嘉助芳茲 病気により町年寄退任

宝暦 6.7.15 ②嘉助芳茲 死去（60）。鉄治郎（③孫左衛門以親）への相続と 50 人扶持下
付を藩へ願い出る。ならびに養子嘉右衛門に本家再興を遺言

宝暦 6.9.20 ③孫左衛門以親 30 人扶持
宝暦 8.11.28 ③孫左衛門以親 元服して鉄治郎より孫左衛門と改める
宝暦 11.3.19 ③孫左衛門以親 町年寄就任
寛政 3.3.22 ④嘉右衛門知義 町年寄就任
寛政 4.2.15 ③孫左衛門以親 病気により町年寄退任
寛政 10.7 ③孫左衛門以親 金三百両才覚御用達
享和 2.3.25 ③孫左衛門以親 300 両を藩に献上
享和 2.12.25 ③孫左衛門以親 祖父以来の出精により給人格御勝手御用役
享和 3.1.1 ③孫左衛門以親 死去（62）

享和 3.2.9 ④嘉右衛門知義 家督相続の上、30 人扶持・給人格御勝手御用役。ならびに町の
人別と別帳になる

文化 3 ④嘉右衛門知義 御用金を申し付けられる
文化 4 ④嘉右衛門知義 御用金を申し付けられる
文化 10.5.10 ④嘉右衛門知義 白鳥宮普請のため 100 両を献上

文化 10.10.7 ④嘉右衛門知義 5人扶持加増（計 35 人扶持）。この年、加増分を義弟喜兵衛に与
えて分家させる

文化 13.5.11 ④嘉右衛門知義 産物御用掛就任
文化 14.3.28 ④嘉右衛門知義 川船運送方御用就任
文政 7. ⑧ .11 ④嘉右衛門知義 数代御用を勤めたことにより給人永格
文政 7.11.7 ④嘉右衛門知義 社倉調役就任
文政 9.9.10 ④嘉右衛門知義 糸会所取締役就任
天保 4 ④嘉右衛門知義 産物会所取締役就任
天保 5.3 ⑤嘉助知則 御勝手御用役見習就任
天保 8.12.28 ④嘉右衛門知義 切米納籾 30 俵下付
嘉永元 .12.9 ④嘉右衛門知義 死去（78）
嘉永 2.2 ⑤嘉助知則 家督相続の上、30 人扶持・御勝手御用役本役
嘉永 4.11.23 ⑤嘉助知則 死去（45）
嘉永 5.1.16 ⑥慎蔵知道 家督相続の上、30 人扶持・御勝手御用役
明治 2.12.13 ⑥慎蔵知道 商法掌就任
明治 3. ⑩ .11 ⑥慎蔵知道 士族に列する
明治 4.8.19 ⑥慎蔵知道 商法掌免職。権少属補助商法方就任
明治 7.7 ⑥慎蔵知道 第 13 大区 4小区副区長就任
明治 7.8 ⑥慎蔵知道 （同上）免職
明治 12.7 ⑥慎蔵知道 第六十三国立銀行頭取就任
明治 13.3 ⑥慎蔵知道 第六十三国立銀行頭取退任
明治 40.10.8 ⑥慎蔵知道 死去（79）
註：丸数字は当主として何代目かを示したもの。（　）は享年。
出典：既刊目録第 94 集に補訂した。



－ 20－



－ 21－




