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信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書（その7）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　元禄 3年（1690）～明治 27 年（1894）（江戸時代後期から明治初年のものが大半である）

数量　3531 件（枝番号も含めた本目録上での文書件数）

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（現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（1900 年生、

1961 年没）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、カード状の目録が作成された。その後、昭和 33 年（1958）に担当者の転出などによって整

理作業が中断したが、昭和 56 年（1981）頃から再開され、昭和 60 年（1985）、『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）が刊行された。本目録

は『八田家文書目録』の 7冊目（その 7）となる。分冊での刊行は、概算で全体数量が数万点にのぼると推定

されたことによる。本目録も含め刊行と収録される史料番号は次の通りである。

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、2012 年）請求番号え 1～ 870

その 5（第 96 集、2013 年）請求番号え 871 ～ 1342、2289 ～ 2295

その 6（第 97 集、2013 年）請求番号え 1343 ～ 1751

その 7（第 99 集、2014 年）請求番号え 1752 ～ 2053

　八田家文書は、その 3まで分冊ごとに「あ」から「う」の文字を整理番号に冠し、整理年次を明らかにした

が、その 4以降は煩雑を避け、全て「え」で統一した。

　『八田家文書目録（その 4）』の整理作業開始段階における未整理分は、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、「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、整理作業では旧箱１から順次開始し、

旧箱 9の途中から旧箱 10 の途中までを『八田家文書目録（その 7）』として収録した。整理番号はえ 1752 か
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らえ 2053 である。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。

八田家の来歴

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・鏡町があった。これらの町には町年寄 4名と検断 1名が置かれた。（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「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。

本家 3代目長左衛門庸重の二男孫左衛門重以は、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た。一方の木町八田家は、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。

その後の伊勢町八田家当主の履歴を役職就任などを中心に示すならば次の通りである（後掲「伊勢町八田家

略年表」、「家系図」など参照）。

2代目嘉助は初代同様に藩御用（上納金）などに関わり 30 人扶持が給され、寛保 3年（1743）12 月、御用

金の切り捨てによって 20 人扶持が加増された。また、町年寄も務めた。宝暦 6年（1756） に嘉助が死去する

と、3代目孫左衛門以親が 50 人扶持の相続を藩へ願い出たが、家替と 30 人扶持の給付となった。宝暦 11 年 3

月に町年寄に就任、寛政 4年（1792）2 月まで務めた。また、享和 2年（1802）12 月、給人格御勝手御用役を

命じられ士分格となったが、翌 3年正月に没した。

4代目嘉右衛門知義は、明和 8年（1771）に生まれ、寛政 3年（1791）2 月に町年寄役に就任、享和 3年（1803）

正月に父孫左衛門以親の死去に伴って家督を相続した。藩からは 30 人扶持が給付され、父同様給人格の御勝

手御用役に取り立てられた。町の人別帳からは除かれ、町年寄の職からも離れた。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、この 5人扶持をもって、養弟喜兵衛の分家

許可を実現した。分家喜兵衛は、文政 9年（1826）9 月、糸会所惣元方に、天保 4年（1833）、産物会所元方

に就任した。さらに文政元年（1818）12 月には、聟養子辰三郎が 4代目嘉右衛門の功績によって召し出され、

分家独立して 10 人扶持を受け、御勝手御用役に任じられた。文政 9年 9 月には糸会所惣元方に、天保 4年に

は産物会所元方に、嘉兵衛と同時に任じられた。この時期の産物会所関係の文書では、嘉右衛門・喜兵衛・辰

三郎が連名で授受したものも広く確認できる。

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た。また、松代藩家中との縁戚関係の形成にも積極的で、
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実娘 2名を小山田六郎兵衛悴藤四郎、師岡七郎右衛門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悴陽之助に嫁がせている。

5代目嘉助知則は、文化 4年（1807）生まれ、天保 5年（1834）3 月には御勝手御用役見習を命じられた。

天保期から産物会所関係の書類にも名前を確認できる。嘉永元年（1848）12 月、4 代嘉右衛門（享年 78 才）

の死に伴い、翌年嘉永 2年 2 月に家督を相続し、30 人扶持、御勝手御用役本役となった。しかし、嘉永 4年

11 月、45 才で没した。産物会所関係文書では、義理の叔父で元方を務めた喜兵衛との連名文書が広く見られる。

6代目慎蔵知道は、文政 12 年（1829）に生まれ、嘉永 4年（1851）5 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。ただし、当主相続以前より産

物会所の業務を務めていたようである。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

に就任した。

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、産物会所産物御用掛・取締役、松代商法社商法掌、第六十三国立銀行頭取などであ

る。また、一族が関連の役職に就任する場合も少なくなかった。

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。本目録に収録した文書は、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」「産物会所」「松代商法社」）に大別できる。基本的に既刊の『八田家文書

目録』との統一性、利用者の利便性を考慮し、これまでの編成基準を踏襲することに努め、修正は一部とした。

　文書群構造の編成作業は、以上を基本としたが、具体的作業では、紙縒紐などで書類を一括した「綴」の形

をとるものや、袋入りのものが多数を占めたために、一定の制約が生じた。すなわち、一括文書は、内容・発

信者・年次・不要のものなど、様々な基準でまとめられるため、たとえば年次で一括されるものであれば、機

能・内容を異にするものが混在することになり、発信者で一括すれば、内容・年次などが多様なものとなる。

　よって、実際の編成作業では、次のように処理した。①内容を基準にまとめられたものは、大項目レベルで

は適切に編成できたが、中項目レベルでの編成を適切に行うには、「綴」である形態を無視して、「綴」を構成

する個々の文書レベルでの編成が必要であった。しかし、まとめられていることの意味、状態を保持すること

も重要と考え、本目録では綴や袋入りなどの一括文書を、バラバラに編成し直すことは選択しなかった。その

ため、中項目・小項目の編成そのものを多くの場合控えることになった。②年次・作成者・不要のものなどを

一括した「綴」の場合は、役職・機能・活動などに関係なくまとめられるため、本目録の編成基準と大きく異

なった。このため、本目録では、これらについては「混合文書」という大項目を設定し、そのもとに編成した。

　その結果、本目録に収録した大項目レベルでの構成と件数は、1. 内方 2507 件（71％）、2. 店方 267 件（7.6％）、

3. 町年寄 48 件（1.4％）、4. 会所・商法社 246 件（7％）、5. 第六十三国立銀行頭取 17 件（0.5％）、6. 混合文書

442 件（12.5％）、7. その他 3件（0.08％）となった。
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　以下、大項目（サブフォンド）ごとに階層構造と内容を示すとともに、特記すべき中項目（シリーズ）につ

いて記述する。なお、既刊分の八田家文書目録 6冊の編成も含め、全体的な編成については、本目録巻末に示

した（各分冊によって階層構造認識には若干の差異も見られるが、閲覧利用の利便性も考え掲載した）。既刊

分の解題とともに参照願いたい。

1. 内　方（御茶之間）

内方（御茶之間）は、八田家の家政機関であるとともに、店方の統轄を行った。本目録収録の文書からは、部局・

掛といった組織・機能が読み取れるものはほとんど見られなかった。そのため、中項目以下では八田家の機能

的な面からの編成となった。

即ち、1.1. 儀礼（家族）、1.2. 奉公人、1.3. 所有地経営、1.4. 金融、1.5. 金銭穀物請払、1.6. 飯山領、1.7. 岩

村田領、1.8. 藩への上納金、1.9. 藩関係、1.10. 町関係、1.11. 寺社奉加、1.12. 投資、1.13. 諸芸、1.14.

書状類である。

1.1. 儀礼では、家族などの 1. 婚姻・離縁、2. 葬儀・法事、3. 贈答に関する文書を編成した。1. 婚姻・離

縁では、4代目嘉右衛門の聟養子辰三郎、6代目慎蔵の弟鉄治郎関係の文書、葬儀・法事では、霊明院（2代

目嘉助娘チカ）・悟連院（4代目嘉右衛門）・玉樹院（5代目嘉助娘ハル）・献光院（嘉右衛門妻ナカ）などのも

のがある。

1.2. 奉公人は奉公人請状・寺送り証文などが大半である。既刊の目録では、奉公人請状などは見られない。

これらの文書から奉公人の生国や雇用関係などが明らかとなる。

1.3. 所有地経営は、1. 田野口村、2. 矢代村、3. 後町、4. 清野村、5. 東条村、6. 平林村、7. 練光寺、8. そ

の他に編成した。これらの所有地経営は、金銭貸借からの担保物件移動、無尽仕法などと関連するものも少な

くない。したがって、「綴」が多い本目録では、所有地経営以外の関連文書なども本項目に混在する。また、

関連の文書が、1.4. 金融などの他の項目に見られる場合もある。たとえば、2. 矢代村では、矢代宿本陣柿崎

源左衛門関係の文書が見られるが、同家経営と関係する無尽関係の文書は、1.4. 金融にも編成されている。

利用にあたっては、関連項目も参照されたい。

1.4. 金融は 1. 無尽、2. 貸借金を設定した。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が、貸金機能が質店に集約されたということではなく、内方でも行って

いた。血縁・地縁、松代藩家臣などに対するものが多いのが特徴である。支援を要請された上での対応も少な

くない。1.5. 金銭穀物請払は、買い物も含む請払いに関する文書である。

1.6. 飯山領、1.7. 岩村田領は、飯山藩・岩村田藩領の財政改革などの仕法に関わるものを収録した。関係

する文書は多岐にわたり、既刊の『八田家文書目録』ではそれらを土地経営、訴訟、金融などに適宜編成して

きたが、いずれも密接に関連するため、本目録では、内方に新規に中項目（シリーズ）を設定し、関連のもの

を集約した。これらの文書は、八田家が、飯山藩へは文政 7年（1824）より 5ケ年季で金 3000 両、岩村田藩

へは文政5年より10ケ年季で金2000両を貸し付けたことによる。両藩は、それぞれ抵当として相当の領内村々

を質地とした。質地村々は、毎年村役人が作徳を八田家に納めることになったが、滞納により訴訟が八田家側

から起こされた。また、これらの円滑化のために無尽なども利用された。このように推移するなかで、土地経
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営、訴訟、金融などに関わる文書が作成されたものである。本目録では、訴訟関係の文書がとくに多く確認で

きた。なお、こうした金融支援に関係して、質地を得、また無尽を起すといった事例は、他のケースでも見ら

れた。それらの文書は 1.4. 金融などに編成した。

1.8. 藩への上納金は、松代藩へのものであり、享和 2年（1802）、幕府の川々浚御手伝普請に関連して 300 両、

御用立金 2500 両などがあり、それらの元利の返済などを巡って文書が見られる。従来から指摘されるように、

八田家では藩からの資金を運用する繰廻金の存在があった。これは、藩から資金運用を任され、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を立て直すことを目的とした

ものである。八田家も藩へ多額の貸付けを行っており、両者の運用を踏まえて利子などを決算したことが指摘

されている。八田家では様々な資金が広範に貸借されており、その実態の解明は今後の課題でもある。また、

八田家文書には、松代藩家中（とくに縁者）への貸出も多く見られるが、これらは主に 1.4. 金融に編成した。

1.9. 藩関係は、1. 御目見、2. 救恤、3. その他に編成した。1. 御目見は、4代目嘉右衛門、5代目嘉助の、

藩への御目見に関する文書である。八田家における家督相続、藩からの扶持支給などと関連する行為と考えら

れる。2. 救恤は、天保 7年（1836）の極窮人へ御粥の取計らいに関するものであり、3. その他は拝賀着陣次

第書などである。

1.10. 町関係は、1. 立入人、2. 上水関係に編成した。八田家は町人・商人として町と関わったわけであるが、

1. 立入人は、天保 7年高井屋重助商売残金訴訟の仲裁役として、また、2. 上水関係は天保 14 年の町方の用水

内水の取り調べ、および一件書類である。いずれも町の役人ということではなく、個人として関係したものと

考えられるためここに編成した。なお、町年寄文書は、3. 町年寄に編成した。

1.11. 寺社奉加は、1. 菩提寺浄福寺、2. その他に編成した。本目録では寺社奉加の意味をやや広く取り、

八田家と寺社に関する文書を編成した。とくに菩提寺である浄福寺との間では、貸付、無尽運営などの金銭運

用面で関係を深めていた。なお、浄福寺は東條村字田中にあり、上州安中桂昌寺の末寺であった。

文化 9 年の諏訪社の再建に関する文書（え 1861）、先住知門関係文書もまとまって存在する（え 1892・

1893、八田家文書目録その 6に関連史料あり）。

1.12. 投資は、近代に八田家が行った株投資などに関連する文書を編成した。本目録では、明治 14 年 3 月

設立、明治 26 年 12 月に解散した松代貯積銀行への株投資に関する文書 2件を収めた。八田慎蔵は 30 株を有

し、筆頭株主であった（え 1880）。なお、頭取は清水角治、資本金 3万円であった（『八十二銀行五十年史』p.39

表参照）。

1.13. 諸芸は、和泉次郎兵衛屏風仕立関係書類、漢詩、和歌、書籍などがある。時期的には明和から文化期

のものが多い。

1.14. 書状類は、他のものと同様に「綴」物が大半である。たとえば、｢辰三郎分家被召出節一巻入｣、「嘉

永六癸丑年四月中より到来要用書状綴」「嘉永六癸丑年十月中より到来の要用書帖綴 八田知道」「嘉永七甲寅

年七月中より到来之書状外ニ要用之書付類」「安政四年三月封不用書状綴」「万延元年八月より十二月までの来

状綴　八田澹庵」などと袋の表に記される。内容的に 1. 内方に関係すると判断されるものを、ここに編成した。
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2. 店　方

八田家の営業部門である「店方」には、酒店（酒蔵・酒造）、呉服店（角店）、油店、醤油店（松井店）、質

店などが存在したことが、すでに知られている。本目録でも、基本的にはこれに従いながらも、次のように中

項目を構成した。すなわち、2.1. 酒店、2.2. 呉服店、2.3. 醤油方、2.4. 赤倉松井店である。

2.1. 酒店（28 件）は、年々店向上納物関係、文政 10 年（1827）の酒造御免札引替関係、揚酒関係などであ

り、松代町に置かれた御町方酒造御仲間の存在、また、八田家では伝兵衛、和七などが酒店に関係したことを

示す文書などが見られる。

2.2. 呉服店（60 件）は、3つほどの綴りからなる。ひとつは、文化 4年（1807）、呉服店を担当した傳兵衛

が商いを止め、それを姻戚関係にあった増田徳左衛門が 900 両で引き受け、返済が滞ったことに関係する書類、

嘉永 5年（1852）呉服店を担当した富吉の不埒難渋片付に関する書類、京都伊勢屋茂兵衛との取引に関する書

類などである。

2.3. 醤油方（8件） は、文政 11 年（1828）頃、松代中町の抱屋敷を醤油方が取り調べる内容であり、松代

での醤油店に関係するものと判断した（既刊目録では、越中赤倉の松井店関係文書のみが確認されていた）。

2.4. 赤倉松井店は、これまで「醤油店（松井店）」の項目名で示してきたが、同店は醤油商売に止まらず、

温泉開発・小間物商売・店貸など様々な活動を行った。同店の活動・機能を的確に把握するには、「醤油店

（松井店）」では困難と判断し、「赤倉松井店」と言い換えた。同店が関係した赤倉温泉（新潟県妙高市）の開

湯は文化 13 年（1816）であるが、それまで同地は関山三社大権現の支配下に有り、霊場であるため一般人の

利用は許されていなかった。しかし、農村の疲弊・関山権現別当宝蔵院の経済的悪化から文化 11 年宝蔵院と

高田藩の間で交渉が始まり、高田藩は松本斧次郎を初代温泉奉行に任命し、同 13 年に東俣新田の池田覚右衛

門他 6名が藩営事業として開発したものである。八田家は 1000 両の大金を出資した。松井店での活動・管理

は、長く松井（笠井）和七が担当したが、弘化 3年（1846）、高齢から管理・年貢上納などは栄八に交代した。

次第に店舗での商売は停止し、屋敷・土地などの貸与関係の文書が専らとなる。温泉との関係は、明治 11 年

（1878）頃も一部残っていたようである。

3. 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。したがって、八田家文書のなかの町年寄文書は、基本的

にこれ以前のものということになる。

本目録収録の関係文書は、4つの綴と1点の絵図からなる。御陰中鳴り物停止儀書付など綴、宝暦引水一件綴、

寛政 12 年（1800）4 月火災音信物関係綴、松代関屋川添村絵図である。綴の中には、直接関係しないものも

含まれるが、以上を町年寄の職務に関する町政に関するものとして編成した。

4. 会所・商社

八田家は商人として藩と深く関わった。文政 9年（1826）、松代藩は領内の製糸業の育成と統制のために糸
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会所を設置し、4代目嘉右衛門知義を取締役に、また、舎弟喜兵衛、養子辰三郎を惣元方に任じた。天保元年

（1830）、糸会所の活動を引き継ぎ、その機能を拡大させた産物会所の設置においても、嘉右衛門は取締役に、

喜兵衛が惣元方、辰三郎が元方に就任した。明治 2年（1869）には、松代藩領内の商人を結集して横浜交易を

進めるための松本商法社が、松代城下と羽尾村に設置された。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、その他に商法掌 9名、商法方 22 名、商法方補 25 名

の体制であった。6代目八田慎蔵は明治 2年 12 月に商法掌に就任している。

本文書目録では、糸会所に関わる文書は見られなかったので、4.1. 産物会所、4.2. 松本商法社と関係文書

を編成した。

4.1. 産物会所に関する文書は、その大半が書状類の「綴」であり、「綴」数は 8綴、単体の文書は 2点であ

る。会所機能は、これまでの既刊目録において藩からの資金調達（中借金）と問屋への貸付、問屋からの紬買

い占め、鑑札の発行による統制と冥加金の徴収、上方・江戸での売り捌き、産物取引をめぐる調停などが指摘

されており、今回もこの機能に基づいて中項目を設定することが適切と考えられたが、大半が書状類の「綴」

であるため、綴られひとまとまりにあることを優先し、綴りを分解する形で編成することは行わなかった。ち

なみに「綴」のタイトルは、（御産物紬代金中借金請取証文）、（荒神町陶器釜場関係綴）、「荒神町陶器竃一巻」、

（三井店為替関係書綴）、（安政六未歳三月中より到来書簡綴）、（安政七庚申年三月中より之来簡綴 義井堂澹庵）

などであり、内容・機能・年代などそれぞれ異なる基準でまとめられる。具体的な配列は、綴り単位で年代順

に行った。

4.2. 松本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。本目録では、綴 3点からなる。綴りは

（富岡氏往来書状等綴）、来状綴（明治 4年）、庶務掌贈答手紙であり、商社メンバー、横浜との連絡が中心で

ある。

5. 第六十三国立銀行頭取

第六十三国立銀行は、明治 11 年（1878）12 月 1 日、松代町 331 番地において開業した。当初の融資対象は

製糸業関係者が中心であったが、松方デフレによって繭・生糸・織物などが暴落、第六十三銀行も業績を悪化

させた。明治 24 年（1891）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 年（1897）7 月に普通銀行「六十三銀行」に転換した。その後、昭和 6

年（1931）6 月に十九銀行（本店上田）と合併し八十二銀行となる。したがって、第六十三国立銀行は、明治

11 年から 30 年かけて存在したものである。八田慎蔵は、明治 12 年 7 月から明治 19 年 7 月まで頭取を勤めた

（『八十二銀行五十年史』）。頭取職として私書偽造・盗印の告訴なども担当した（え 1791-15）。文書は、袋に「従

明治十八年五月　銀行江関係之書付入」と記されて一括され、年代も明治 12 年 6 月 1 日から明治 18 年のもの

である。なお、他に明治 14 年の第六回半季実際考課状も現存する（え 1881）。

6. 混合文書

本目録では、大項目を跨いで綴られた文書綴を、混合文書という柱を建てて編成した。件数は 442 件と一定
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の規模であるが、これらは 9点の簿冊に綴られた文書群である。すなわち、（諸方到来状綴）（え 1813）、（金

銭受払ならびに諸書類綴）（え 1843）、（嘉永 7年閏 7月中より 12 月迄到来之要用書簡）（え 1859）、（嘉永 7年

2月取調 要用書簡類綴）（え 1810）、（安政 2年正月より到来要用書簡）（え 1827）、（安政 3年 5月中より来簡

綴）（え 1857）、（明治元年 12 月中よりの来簡状綴）（え 1862）、（諸書類綴）（え 2012）などである。個々に綴

られる文書名は、目録本文の通りであるが、内方、店方、会所・商社関係が入り交じる。綴られた状態、また

綴られた意味を尊重して、本目録では、綴られた個々の文書レベルでの分類は行わなかった。利用者には不便

な面もあろうが、了解願いたい。また、これらの情報は、国文学研究資料館が公開するデータベ－ス「収蔵歴

史アーカイブズ・データベース」に登載される予定である。それらも検索手段として利用されたい。

7. その他

白紙や簡単なメモなど、編成について判断できなかったものを、便宜的にまとめた。

史料状態 　綴じ紐が切れた文書が見られる。

検察手段 　本目録（国文学研究資料館調査収集事業部『史料目録』第 99 集）。

複製の存在　とくにない。

関連史料

　八田家文書の明治期以降、昭和期に至る文書は長野市立博物館に所蔵されている。なお、八田家には「真田

家中系図書」8冊、佐久間象山よりの書状を巻子仕立てにしたもの数巻、7代当主彦治郎の「日記」数冊など

が保存されている。

出版物

・『松代町史』上巻・下巻（長野県埴科郡松代町役場、1929 年）

・『長野市誌』第三巻歴史編近世一・第四巻歴史編近世二（長野市、2001 年、2004 年）

・『長野県史』通史編第四巻近世編一・第五巻近世編二・第六巻近世編三（長野県史刊行会、1987 ～ 1989 年）

・『八十二銀行五十年史』（株式会社八十二銀行、1983 年）

・吉永昭「松代商法会社の研究」 （『社会経済史学』第 23 巻第 3号、1957 年）

・吉永昭「専売制度についての一考察」 （『史学研究』第 65 号、1957 年）

・吉永昭「紬市の構造と産物会所の機能－信州松代藩の場合－」（『歴史学研究』第 204 号、1957 年）

・吉永昭「幕末期における専売制度の性格とその機能－信州松代藩の場合－」（『歴史学研究』第 218 号、1958 年）

・吉永昭「製糸業の発展と糸会所の機能－信州松代藩の場合－」（ 『史学雑誌』第 62 編第 2号、1959 年）

・吉永昭「商家における『家政改革』について－信州松代八田家の場合－」（『愛知教育大学研究報告　人文科

学・社会科学』第 22 輯、1973 年）

・北條浩『赤倉温泉権史論』（楡書房、1975 年）

・大藤修「信濃国松代八田家文書の整理を担当して」 （『史料館報』第 53 号、1990 年）

・古川貞雄「松代藩における非常出費時の御用金・借入金政策」（『市誌研究ながの』第 5号、1998 年）

・藤田雅子「天保期松代藩における国産紬の販売」（吉田伸之編『流通と幕藩権力』山川出版社、2004 年）



－ 11－

・多和田雅保『近世信州の穀物流通と地域構造』（山川出版社、2007 年）

・望月良親「近世後期における松代八田家と松代藩財政」 （渡辺尚志・小関悠一郎編『藩地域の政策主体と藩

政－信濃国松代藩地域の研究』岩田書院、2008 年）

・荒武賢一朗「松代真田家の大坂交易と御用場」 （渡辺尚志・小関悠一郎編『藩地域の政策主体と藩政－信濃

国松代藩地域の研究』岩図書院、2008 年）

・荒武賢一朗「在坂役人の活動と蔵屋敷問題－幕末維新期の混乱とその特質－」（荒武賢一朗・渡辺尚志編『近

世後期大名家の領政機構－信濃国松代藩地域の研究』、岩田書院、2011 年）

・大橋毅顕「松代藩御用商人八田家の金融－文化・文政期を中心に－」（荒武賢一朗・渡辺尚志編『近世後期

大名家の領政機構－信濃国松代藩地域の研究』、岩田書院、2011 年）


	000目録99集表1
	001目録99_口絵_凡例.indd
	002目録99_000_総目次_解題.indd
	目録99集_001
	目録99集_002
	目録99集_003
	目録99集_004
	目録99集_005
	目録99集_006
	目録99集_007
	目録99集_008_階層構造一覧
	000目録99_（奥付）.indd
	000目録99集表4

