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信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録（その６）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　応永 23（1416）年（写）～明治 19（1886）年

数量　3,367 点（レコード）

八田家文書の伝来と整理方法

　本目録に収めた文書は、信濃国埴科郡松代伊勢町（現、長野県長野市松代町松代）に宝永 6（1709）年に居

を構えて以来今日に至っている八田家（屋号「菊屋」、松代藩御用達商人、町年寄、松代藩御勝手御用役、給人格、

糸会所・産物会所・松代商法社役人、副区長など歴任）に伝来し、昭和 28（1953）年、9代御当主恭平氏より

当館（当時は文部省史料館）に譲渡されたものである。

　譲渡当時の整理の様相については不明だが、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

よってカード目録が作成された。その後、昭和 33（1958）年に吉永氏が愛知教育大学へ転出してしまったため、

整理作業が中断されたが、昭和 56（1981）年頃、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、『史料館所蔵史料目録　第 41 集　信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書

目録（その 1）』（以下、『八田家文書目録』と略す）が昭和 60（1985）年に刊行された。その解題には「総点

数は書付類を含めると数万点にのぼり、一度に目録化することは不可能であるため、逐次分冊で刊行していく

ことにした。今回は＜その一＞として、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と刊行方法が提示され、下記の目録が刊行された。

　　その 1（第 41 集、昭和 60（1985）年）　請求番号あ 1～ 3411（中性紙箱 74 箱分）

　　その 2（第 48 集、平成元（1989）年）　 請求番号い 1～ 1046（中性紙箱 10 箱分）

　　その 3（第 50 集、平成 2（1990）年）　 請求番号う 1～ 937（中性紙箱 7箱分）

　このように八田家文書は各『八田家文書目録』ごとに「あ」～「う」の整理番号が冠されることとなった。

この 3冊の目録が刊行されて以来、一紙文書で占められる 35 箱分は未整理状態であったが、平成 22（2010）

年からいわばインフラ整備の一環として整理と目録作成を再開した。20 年ぶりの再開であるが、以降継続し

て未整理分の目録刊行を目指すこととした。

　その成果として『八田家文書目録』（その 4）は、平成 24（2012）年 3月に刊行され（編集：研究部西村慎太郎氏）、

同年度に（その 5）と本書（その 6）を刊行するものである。本解題は『八田家文書目録』（その 1・3・4）を

参照したので、詳細はそれぞれを参照されたい。

　本書に収録したのは、整理番号で「え 1343 ～え 1751」の約 3,300 点余である。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 3箱、ＡＦハードボード箱 23 箱であった。再整理はまず衣装箱
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から順に始めることとし、箱 7の途中から箱 8までを『八田家文書目録』（その 6）として収録した。

　収録した文書の大方は一紙文書で、袋や包紙に収納されていたもを、袋や包紙を上にして紙縒で綴った状態

が現状である（写真 1参照）。約 3,300 点余の内、１点単独のものは僅か 212 点で、1割にも満たない。この紙

縒綴は、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いることか

ら、当館に受け入れてから仮整理段階で綴じられた可能性が高く、元当館教授原島陽一氏談でも確認できた。

平成 22（2010）年から再開した目録刊行作業の処理方法を検討するなかで、当時の仮整理の方法としてその

痕跡を尊重し、敢えて綴じを解体せずに、整理作業再開時点での原状として尊重することとした。したがって、

端裏書が綴じ目によって判読できないケースもあったことを指摘しておきたい。さらに袋に収納されていた一

括文書は、その袋上書に「雑書入」「入用書類」「来状入」「不用之古書類」とあることから推測できるが、内

容的にも多種多用な文書が混在している。これらの目録上での編成方法は、「･････ 関係書類綴」として纏ま

りの表題を付与し、原則として最も適切と考えられる項目に一括（枝番付与）して掲載した。したがって文書

1点ことのレベルで見ると当該項目にふさわしくない内容のものも含まれている場合がある。本来、1点ごと

にその成立事情と内容が明確な場合は、枝番を付与してそれぞれの項目に編成することも一案ではあるが、そ

の場合には、枝番の何番から何番まで紙縒一括という表記などを全てに付与しなければならないことから、記

述の煩瑣は否めない。当該項目以外に関連する内容については、できるだけ本解題にて指摘することとした。

八田家の来歴

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、商人町として町八町と称された。他に、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。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。本家である木町八田家は「甲州産浪人」にして、近世初頭に松代に住した。初代喜兵衛宗

重は呉服と酒造を営んだようである。2代目平三郎綱重は「真田隼人正様知行方元〆役」を務めた。この真田

隼人正とは、真田信之の三男で 2代目埴科藩主の真田信重のことであろう。真田信重は正保 4（1647）年に死

去し、埴科藩は断絶しているため、平三郎綱重はこの頃の人物であるものと思われる。3代目長左衛門庸重は

町年寄を勤めた。長左衛門庸重の二男孫左衛門重以が伊勢町八田家の初代である。なお、本家である木町八田

家は給人格に遇されたり、15 人扶持を給されたりしたものの、早世や出奔により享保年間には断絶し、以後、

伊勢町八田家による養子が継承していった。

次に、伊勢町八田家についてその活動を主に今回の『八田家文書目録』の中心である江戸時代と明治初期に

関して見ていきたい（伊勢町八田家の略歴については後掲の「伊勢町八田家系図」「伊勢町八田家略年表」を

参照されたい）。

伊勢町八田家は、初代孫左衛門以来、松代城下の町年寄を代々勤める一方、松代藩御用達商人として発展を

遂げた。歴代の当主は藩より扶持を下されて給人格となり種々の藩の役職に就いている。本目録収録文書と関

わっての役職は、町年寄、松代藩御用、産物会所産物御用掛・取締役、松代商法社商法掌、副区長、第六十三

国立銀行頭取などである。
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文書群の階層構造と内容

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

これは八田家の諸機能の分化・拡大に伴い、独自の組織が設けられていったことを意味する。さらに、八田家

の当主は町年寄や産物会所の役人を勤めたほか、種々の松代藩の御用を果たしていたため、その関係の文書も

大量に八田家に伝来している。したがって、八田家伝来の文書群の構造を把握するに際しては、とりわけ組織・

役職に基準をおくことが不可欠である。しかしながら、すべての文書に組織・役職が明記されているわけでは

なく、むしろ記されていない方が多い。したがって八田家文書の目録編成に当たっては、組織・役職を明らか

にし、個々の文書がその内のどれに関わっているかを確定することであった。

本目録編成は、文書群の有する階層構造を可能な限り追求することに努めた。即ち八田家内部の組織や役職

を基準に大項目（＝サブフォンドレベル）を設定してそれぞれの組織体や役職の機能に応じて中項目（＝シリー

ズレベル）以下を編成した。これら大項目や中項目以下については、既刊目録で提示されているので、基本的

にそれを踏襲している。

本目録収録の文書内容の概要把握のために、大項目ごとのレコード数と総数（3,367 レコード）に占める割

合を以下に掲出する。

　内方：2,323レコード　69％（割合が 1％未満は省略）

　店方：141レコード　4％

　町年寄：253レコード　8％

　松代藩御用：62レコード　2％

　産物会所　：245レコード　7％

　商法掌：153レコード　5％

　副区長：36レコード　1％

　第六十三国立銀行頭取：29レコード　1％

　内方・店方・産物会所混在文書：113レコード　3％

　その他：12レコード

　以上から、ほぼ 7割が内方関係で、店方以下は１割にも満たないことから、内方関係文書が本目録収載文書の中心

を占める。

　以下、中項目ごとにそれ以下の小項目（＝サブシリーズレベル）を含めて階層構造と内容を紹介する。

内　方：2,323 レコード

　内方は家族の生活の場、家政機関であると同時に各店の統轄機関でもあり、そのほか未だ「店」として分離

独立するに至っていない営業機能をも内包していた。そして内方の内部でも機能分化が進んでおり、それに応

じて種々の掛りが設けられていた。八田家の家政・店政を統轄していたのは元方役であり、内方と各店の金銭

請払を管理し、また各店からの意見は必ず元方に報告させ、元方が指図する仕組みになっていた。ただ、元方
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が設けられた時期は明らかではない。おそらく、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・店政改革に求められる。八田家の当主は藩に出仕していたため、名代役として役代が置かれ、この役代

は 18 世紀中期には既に設けられていたことが確認でき、役代に就いた者は代々「傳兵衛」を名乗っている。

対外的な文書のやりとりは「傳兵衛」の名でされている例が多い。元方役が設けられる以前は、役代が家政・

店政の統轄機能も果たしていたと思われる。八田家においても当初は当主が直接統轄していたであろうが、藩

の御用に従事するに従い、その機能を重役に委任していったものと思料される。内方に編成した文書は、こう

した諸機能に関わって作成ないし授受された文書で、前述したように本書収録の約 7割を占めるので、まず中

項目（シリーズレベル）の編成概要を示そう。

　系図・由緒（25 レコード、1％・割合が 1％未満は省略）、相続（25 レコード、1％）、家訓・規定（1レコー

ド）、奉公人（17 レコード）、土地経営（238 レコード、10％）、材木方（33 レコード、1％）、金融（557 レコー

ド、24％）、金銭穀物勘定請払（291 レコード、13％）、賄（31 レコード、1％）、儀礼（868 レコード、37％）、

寺社奉加（79 レコード、3％）、蔵書（7レコード）、風説書（8レコード）、諸芸（111 レコード、5％）、学校（31

レコード、1％）

　内方全体に占める割合として、儀礼の 37％、以下、金融、金銭穀物勘定請払、土地経営に関わる文書で占

められる。

内方／系図・由緒　25 レコード

　本家である松代木町八田家の出自と関連して、尾州神職八田市之丞由緒書、本家 2代平三郎宛ての甲斐国八

代郡昌寿院からの奉納金受領などの写、伊勢町八田家 4代嘉右衞門代の文化 11（1814）・12 年の家系調査関係

書類、文政 11（1828）年に給人永格と社倉調役兼帯任命に関わる履歴書類などである。

内方／相続　25 レコード

　4代嘉右衞門の養弟となった嘉兵衛が文化 10（1813）年に別家するに至る家督相続関係文書である。この嘉

兵衛も別家と同時に 5人扶持となり、御勝手御用役、文政 7年社倉調役兼帯、文政 9（1826）年糸会所惣元方

兼帯、天保 4（1833）年産物会所元方などを歴任する。

内方／家訓・規定　1 レコード

　「家事規則」1通で「寅閏 7月」とあるので嘉永 7（1854）年と推定される。内容は火盗用心、店方の商方出

精、通用口出入、倹約など 8カ条を定めたものである（写真 2参照）。

内方／奉公人　17 レコード

　奉公人伊勢屋佐兵衛の御暇乞い、奉公人友吉の損失金一件、奉公人丈助出奔により借金返済処理関係書類で

ある。
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内方／土地経営　238 レコード

　土地経営は持地、下屋敷、借家、江戸屋敷、田地譲渡、買取・質取、質入、小作、小作年貢米滞一件の小項

目を設定した。持地は 6代慎蔵が明治 10 年代に所有地の不動産勘定を行った関係書類、村々から上納される

年貢配府類、文化 9（1812）年には外田町下屋敷 165 坪他を新田開発しその代金の黒鍬からの請取や荒町田畑

絵図など、江戸屋敷は、南天馬町、北鞘町、本銀町、銀町、金沢町、神田永井町、大伝馬塩町、馬喰町、関口町、

神田隅町、西横町、冨山町、紺屋町、新白銀町、神田下白壁町について、諸費用を差引いた１カ年の揚がり（地）

代の調書で、作成・受取・年代の記載がない。小作関係では、小作米や代金の請取や小手形、小作米金の日延

べ願などの他、小作年貢米滞一件では、飯山・岩村田における関係文書がまとまっている（『八田家文書目録』

（その 1・2）に関連文書あり）。

内方／材木方　33 レコード

　材木売捌関係、材木代金差引勘定、材木伐出代金受取や杣頭の借用証文などである。

内方／金融　557 レコード

　内方では 2番目に点数が多く、貸付金、借入金、預り金、他家借財片付、家中借財勝手向立直、無尽の小項

目を設定した。特に貸付金関係が約６割（328 レコード）を占め、特に伊勢山田御師廣田筑後との貸付金一件、

八田家の菩提寺である浄福寺に対する貸付金が注目される。前出の伊勢山田御師廣田筑後については、①「安

永 6年外宮師職諸国旦方家数改帳」（『皇學館大學史料編纂所編資料叢書第 5輯、神宮御師資料、外宮篇 4』）

と②「慶応三年卯三月　改写之　公儀諸大名江両宮より御祓納候御師附」（『皇學館大學史料編纂所編資料叢書

第 6輯、神宮御師資料 6』）に、

　①「　　　　　　　　廣田筑後

　　　　　　　　　　　　御祓銘右之通

    　　真田伊豆守殿

　　　一信濃　二万四千五百

　　　一出羽　三百八十

　　　　　此外略之

　　　〆二万五千二百廿三             」

　②「　          ○信濃信州高五拾四万七千石余　拾郡

　　　松代拾万石　　□真田信濃守　　内宮外宮廣田筑後」

　と記載あることから、松代藩担当で伊勢外宮門前町の上中野郷町在住御師である（皇學館大学谷戸佑紀氏の

教示）、関連文書は『八田家文書目録』の（その 1･2）にもまとまってあるし、後出の浄福寺関係文書は菩提

寺であることから『八田家文書目録』の（その 1･2）にもあり、特に貸付金一件関係文書は（その 2）にもま

とまってあるので参照されたい。
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内方／金銭穀物勘定請払　291 レコード

　小項目として金銭勘定、金銭払方、普請を設定した。金銭勘定関係では、袋上書に「要用之書付類入」とあり、

金銭勘定の書上が主であるが、諸品代金の請取りも混在して綴ってある。金銭払方も「入用之書類」「要用書類入」

とあり、八田家が諸代金を支払った請取りが主であるも、「書上」も混在する。

内方／賄　31 レコード

　賄は食膳に関わる諸品請払関係のものである。

内方／儀礼　868 レコード

　内方では最も量が多く、４割弱を占める。小項目は献上・寄付、離縁、葬儀・法事、書状を設定し、

特に書状が 643 レコードを占めた。献上・寄付では、大手御番所への金屏風献上に関わっての見積りや建込み

絵図まである。離縁は鉄治郞、義三郎妻、おふさ、葬儀は 3代孫左衛門、5代喜助（法事共）、鉄治郞、同妻シゲ、

法要では、2代喜助妻の妙源院 150 年忌、4代嘉右衛門妻の獻光院 33 年忌に関わるものである。最も点数の多

い書状は、袋上書に「不用之古来状」「････ 来状入」「････ 書状入」「････ 来簡入」「････ 到来要用書状」「････

諸方到来状」などの綴一括で、書状の内容が八田家との儀礼に関わるものが含まれるものをここに編成した。

また「不用之古書類」（写真 1参照）「当用書入」や袋上書がない場合でも、綴一括とした書状が多く、内容が

上記に類するものをここに編成した。したがって、全てが書状とは限らず、諸品代金請取・勘定書や様々な願

書や和歌なども混在しているので利用に当たり留意されたい。但し、（書状、････）としたのは、書出し・止

め文言・書式などから判断した。

内方／寺社奉加　79 レコード

　寺社に関わって、『八田家文書目録』（その 1・2）では内容が奉加に限定せずに寺社奉加として中項目を設

定しているので本目録でもそれを踏襲した。菩提寺浄福寺との金銭貸借や善光寺大勧進正覚院僧正御代良性院

慈厳法印御取持に際して献物などに関わる書状類、菩提寺浄福寺一件は、先住知門住職中に寺付の田山や殿堂

再建権化金その他寄附金や什物等の紛乱出入などである（『八田家文書目録』（その 2）に関連文書あり）。

内方／蔵書　7 レコード

　交詢社（相互の知識交換）社則と伝来経緯は不明であるが埼玉県歳入・歳出簿などがある。

内方／風説書　8 レコード

　天明 4（1784）年の田沼意知殺害事件に関わるものである。

内方／諸芸　111 レコード

　花活けや茶杓製方、漢詩、和歌短冊の他、書画の極書（谷文晁：写真 4参照）の他、刀剣極書が特に多く、

八田家では刀剣に相当の関心を持っていたことが推測され、『八田家文書目録』（その 1）の家財（中項目）に
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は刀剣含めた道具目録が多数あることを指摘しておきたい。

内方／学校　31 レコード

　教科書関係はなく、教則会議、教則、教則改正などが主である。

店　方：141 レコード

　八田家の「店方」は営業の種類に応じて専門分化し、酒蔵方（酒蔵・酒店）・呉服店・油店・醤油店（松井店）・

質店が設けられ、各店ごとに営業帳簿が作成されている。本目録では店方の中項目は、酒造方、油店、醤油店、

質店を設定した。

店方／酒造方　106 レコード

　店方では、この酒造方関係が 2/3 を占め、小項目として、酒株・鑑札、仕法、使用人、手充、諸品請払、借

入金、一件、道具調、書状を設定した。

　酒株・鑑札では、天保 11（1840）年八田家は株高 63 石余を荒神町惣吉に代金 30 両で譲渡している。仕法では、

文政 11（1828）年頃から酒造の風味が劣ってきたことや御用向きも少ないため利益が薄いので、酒造方の縮

小を図った関係文書である。使用人は、酒杜氏（頭司）請状（享保（1722）7 年～嘉永 6（1853）年）と酒造

元方多七の退役関係文書である。酒杜氏は播磨と摂津からで全て 1年季で給金は 7両 2 分～ 12 両である（写

真 3参照）。借入金は安永 6（1777）･7 年に店名代が造酒仕入金（100 両）の借用証文である。一件は森村和七・

八郎左衛門が酒造株免許不正、酒御用菊屋金治が不法に高値で売り捌いた掟違反関係、他に八田慎蔵宛の明治

3（1870）年～ 9（1876）年に至る酒造に関わる書状などである。

店方／油店　4 レコード

　天明 4（1784）年、油店水道や井戸の普請関係文書である。

店方／醤油店（松井店）　10 レコード

　八田家では、18 世紀中期には味噌・醤油の醸造も行っていたが、未だ独立の店を開設するに至っておらず、

鏡屋町店・紺屋町店・伊勢店などで酒や呉服類と一緒に販売されていた。しかし、18 世紀後期には中止され

たようである。その後、文政初年に醤油店が中町と錦町に開設されている。この両店は松井店とも称している

が、おそらく松井姓の者に経営を請負わせていたためと考えられる。松井店では陶器・塗物・紙なども扱って

いた。なお、文政元（1818）年に同じく松井店の名で越後赤倉にも出店しており、ここでは穀店と温泉宿を営

んでいた。天保 8（1837）～ 11 年の越後赤倉松井店の諸道具調べに関わるものである。

店方／質店　22 レコード

　質店は寛政期に開設されている。八田家は早くから利貸を行っており、この機能が拡大して独立の店を設け

るに至ったものである。質店開設後も内方でも貸付を行っており、八田家の貸付機能のすべてが質店に集中さ
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れたわけではない。しかしながら、質店と内方の貸付機能の関係については明らかではない。文政13（1830）年、

三輪村清七が類焼後の質商売再興を八田家に掛け合ったもの、質店棚卸関係文書である。

町年寄：253 レコード

初代孫左衛門が宝永 6（1709）年に町年寄に就任して以来、当主は代々その職を勤めた。松代城下の町人町

には馬喰町・紙屋町・紺屋町の ” 上三町 ”、伊勢町・中町・荒神町の “ 本町三町 ”、肴町・鍛冶町の “ 脇二町 ”

が存在し、“ 町八町 ” と総称された。このうち伊勢町には枝町として木町と鏡屋町が属していた。町八町には

それぞれ肝煎が置かれ、これらの統轄機関として町年寄 4名と検断 1名が置かれていた。そして、各町よりの

願書・訴状は町年寄・検断を介して町奉行に達せられ、逆に藩よりの触・達は町年寄・検断を通じて各町の肝

煎に廻達された。ここには、町年寄の職務として、あるいは町の構成員として作成ないし受理して八田家に伝

来した文書を収め、小項目は、町政、御取締、殿様御用、御巡見様御用、貸借、社倉、町内無尽、一件を設定

した。町政は町政一般に関わる内容のもので、天明 8（1788）年 7月に城下 8町の竈数についての御尋ねがあり、

各町名主から町年寄・検断に提出された扣があり、この時期の大屋・借家、総軒数が把握できる。御取締は安

政 7（1860）年博奕取締での出張諸入用関係、5町（上伊勢町・下伊勢町・肴町・中町・鍛冶町）略絵図もこ

こに編成した。殿様御用は量的に最も多く（90 レコード）、殿様が恣水園、湧泉亭での野掛けに御入りの節の

接待に関わるもので、料理献立や配置する屏風など内容も細部に及ぶ。貸借は文政 11（1828）年～慶応 2（1866）

年間に領内諸村の者が松木束からの借用金証文で、この間に束が勤めた役職は、御目付、御武具奉行、御勝手

評義役兼帯、御取次御先手一番組鉄砲頭御使役兼、御物頭、御預所郡奉行、二之丸御留守居、御預所郡奉行（再任）

で、文政 6（1823）年と安政 6（1859）年に不行跡・不正により御役召上げや逼塞処分を受けている（『真田家

家中明細書』）人物である。この関係文書には八田家は全く関与していなく、伝来経緯が判然としない。証文

の奥書には、各村役人が奥印していることから町年寄として関与したものとしてここに編成した。関連して『八

田家文書目録』（その 1）に町年寄御用留に「松木束様よりの内借金勘定違いに付諸書類取調の段申し上げる」

（弘化 4（1847）年）が掲出されている。社倉は文政 2（1819）年のもので、4代嘉右衛門が社倉調役に就く（文

政 7（1824）年）前であるのでここに編成した。町内無尽は、町内名主給発起無尽で、一件は町年寄・検断が

関わったものをここに編成した。

松代藩御用：62 レコード

八田家の当主及びその役代傳兵衛は、年貢諸役取立の請負、御用米金の調達・運用、御勝手御用役、産物御

用掛、産物売捌方問屋、川船運送方御用等々、松代藩の種々の御用を勤めていた。この大項目にはそうした松

代藩の御用に関わる文書を編成した。糸会所・産物会所・商法社の役職勤務も松代藩の御用の一種ではあるが、

それらについては別個に大項目を立てて関係文書を編成した。中項目は御用金・御用米、江戸運送、人足の中

項目を設定した。

産物会所：245 レコード

産物会所は、天保 4（1833）年に糸会所の機構が拡充されて設立されたものである。取締役に八田嘉右衛門



－ 13－

が、元方に別家の八田喜兵衛・同辰三郎が任命されている。その後、嘉右衛門の伜嘉助（5代当主）、さらに

嘉助の伜慎蔵（6代当主）も産物会所掛になっている。産物会所の機能は大別して領内産業の育成と統制であ

り、産物助成金を貸し下げる一方、鑑札制度を広く実施して冥加金を取り立てていた。また、取引をめぐる出

入の調停機能も果たしていた。会所の運営資金は藩よりの拝借金（文書では「中借金」と表現）と諸方よりの

預り金でもって賄われた。幕末期には、会所組織が領内村々にまで拡大され、鑑札制度も拡大再編されて領内

産業に対する統制が強化されている。慶応元（1865）年、領内の 23 か村に産物会所（産物改所とも称す）が

設置され、それぞれ取締役・世話役各数名が任命された。これら会所役人はいずれも村落支配者層に属してい

た。産物会所は明治 4（1871）年まで存続して産物統制機能を果たしており、この機能の上に立って明治 2年

に松代商法社が設立されている。

　中項目は、拝借金、京都交易、大坂交易、陶器竃、薬草、銅山、勘定、駄送、一件、諸書類綴として編成し

た。拝借金は、産物仕入金入用のための質入証文雛形、京都交易では、京都富小路通六角上町伊勢屋との取引

に関わる書状類で、大坂交易関係と共に量的に多い。この大坂交易は、嘉永 2（1849）年、同 3年には松代領

内特産物の甘草・杏仁の専売制が実施されている。この甘草・杏仁を藩が会所を通して統制し、それを北廻り

航路で大坂商人炭屋彦五郎に送り、その代わりに炭屋は西国の塩・砂糖等を松代領内に運んで売捌く、という

ものであったが、その第一義的な目的は甘草・杏仁を引当とした炭屋からの御用金の借入にあった。この政策

の発案者は佐久間修理象山である。大坂取引に当たったのは、八田嘉右衛門の役代菊屋傳兵衛と紙屋町の藤屋

戸佐久、御預所小布施村の塩屋太三郎であった。甘草・杏仁は越後今町に駄送され、そこから船で日本海を通っ

て大坂の炭屋に送られ、炭屋の紹介で道修町の薬種問屋小西彦七と鍵屋彦右衛門がその売捌きに当たっていた

が、大坂での相場の下落により短期問で中止のやむなきに至っている。収録文書は、全て交易に関わって八田

慎蔵宛の書状類で、差出人は大坂炭屋をはじめ、産物会所元方である松本嘉十郎が大半を占める。陶器竃は、

八田家の店方である陶器方が差配し、陶器竈は荒神町に設けられており、製品は松井陶器店で販売されたので

店方に編成するのも一案であるが、この竃場を全て産物方の取扱いにしてほしい旨を役代伝兵衛が願い出てい

る（『八田家文書目録』（その 3）所収、う 438）ことや焼竃趣意金請取り関係が多く、この趣意金は産物会所

が出金していることからここに編成した。薬草は三角琉球植付けに関わるもの、駄送は松代から越後今町まで

の道法附で、前述した甘草・杏仁は越後今町に駄送され、そこから船で日本海を通って大坂に送られるのでこ

こに編成した。諸書類綴は、袋上書に「江府来状入」とあり天保 14（1843）年中のもので、内容は江戸での

交易に関わるものだが、産物会所の江府掛からの儀礼的書状も含まれるので諸書類綴りとした。

商法掌（松代商法社）：153 レコード

　松代商法社は、明治 2（1869）年に、巨大な外国資本に伍して交易を進めるために、領内商人資本の結集を

図って設立されたもので、商法社取締役には横浜交易で財を成した羽尾村の大谷幸蔵（屋号「大黒屋」）が任

命された。その下に商法掌 9名、商法方 22 名、商法方補 25 名によって商法社の役人が構成されていた。伊勢

町八田家 6代当主慎蔵は明治 2年 12 月に「商法掌」に任命されている。ただ、主体は、松代城下の商人より

も在村の横浜交易商人たちであったようである。松代商法社は羽尾村と松代の伊勢町に設置されていたが、後

者は規模が小さく、羽尾商社が中心であった。明治 3年、横浜交易の未曾有の大暴落によって商社運営は失敗
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し、商法社札の信用が失墜して生産者農民を窮地に追い込むことになった。そして、太政官札と商法社札の引

換相場が 2割 5分引と布告されたのが引き金となって、同年 2月末、大規模な商法社反対一揆が起こり、産物

会所・商法社は機能を喪失し、翌年 4月に廃止されるに至った。中項目は、諸書類綴（139 レコード）、書状で、

前者は明治 3（1870）年の「来状入」「雑書入」と上書された 2袋分で、慎蔵作成、宛が約半数を占める、社

運営に関わる書類、書状は、袋上書に「明治二巳年十二月中より之書状入」とあり、慎蔵が商法掌に任命され

た時点から関わった当人宛の書状類が主である。

副区長（第 13 大区 4小区）：36 レコード

第 6代慎蔵が明治 7（1874）年 7月に副戸長に任命されるが、眼病のためわずか 1カ月で辞職するまでの関

係書類である。袋上書には「明治七戌年　戸長被仰渡候節之一件書類入」とある。

第六十三国立銀行頭取：29 レコード

本銀行は明治 11（1878）年松代を本店に設立したが、明治 24（1891）年の松代大火などで経営危機に陥り、

稲荷山に本店を置いていた稲荷山銀行の支援を得て本店を稲荷山町に移転、明治 30（1897）年 7 月に普通銀

行に転換して六十三銀行と改称、昭和 6（1931）年 6 月に第十九銀行（本店上田）と合併し八十二（19+63）

銀行が誕生する。八田慎蔵が明治 12（1879）年 7 月頭取に就任し、翌年 3月に辞任する。袋上書に「従明治

十八年五月　銀行江関係之書付入」とあるも、内容は明治 12 年 6 月 1 日～明治 18 年末で、また「第六十三国

立銀行八田知道様」とあることからも現職時に関与した文書も含まれるものである。同行長野出張所との交信

も含まれる。

内方・店方・産物会所混在文書：113 レコード

2袋の上書は「要用書付類入」「諸方渡金請取書入」とあり、内方・店方・産物会所に関わる文書が混在し

ているため、編成が確定できないものである。利用に際して留意されたい。

その他：12 レコード

八田家との関係が希薄で、八田家に伝来する経緯が不明のものである。
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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。
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