
山城国京都三条西家文書　1．三条西家

卿藤原朝臣雛判」（中略）r什策頭中将謙本也・予切

懇望憐忘遂許書写、可謂芳情而此本迫遥院奥書之処、当

家備前亜相云々謙・然而依経霜雪無庫・然処不計書写功

了、歓喜無限、尤可秘之、不可許他見者也、寛延二年和
商着雍言乞徐、滋野井左中将藤（花押）」

職寮司国問答 仮半　1冊 123
奥書「右壷井先生所記也、速水房常」

〔叙位次第〕 升　1冊 126

除目聞書 半　1冊 131

左上欠損大、紙背文書（書状）あり

除目筥文井顕官挙 仮半　1冊 134
西三條印「476」

除目抄　下
奥書「除目当家等秘事悉口伝有之、就嫡流可言乞披見、更
以疎流輩不可許之者也、永和二年正月吉日（花押影）」

仮半　1冊 140

一〔包紙〕　上書「文明八正六　叙位筥文」 文明8年1月6日 美　1通 219－0

一叙位筥文
　奥書「文明八年十一月八日以師富朝臣秘蔵本書写之、不

文明8年1月6日 折　1通 219－1

可外見之旨、堅令契約畢、内相府判」

弘安礼節書式 弘安8年12月 仮美二切　1冊 150

〔宣旨次第〕

奥書「自六条前黄門有容卿借用命家僕写之加一校了、慶
（文政1年9月～同5年9
月）

仮美二切　1冊 149

応四年二月廿四日、季知」

当家代々初度申文之書様 （嘉元3年） 仮小　1冊 179

従七位播磨宿祢枝広

改元部類記 仮美　1冊 113
西三條印「482」

近代参杖部類 仮美　1冊 115
西三條印「528」

立太子節会部類記井前後雑事 美　1冊 152

蔵印1

拾遺雑抄　上 仮美　1冊 11

拾遺雑抄　下
奥書「本書云、件巻四條宮焼亡之夜已為灰儘、傍以内府
之本書写者、万壽二年四月二日云々」，西三條印「424」

美　1冊 12

禁腋秘抄
（三条西公条力），奥書r這珊者借請都督大卿灘本方全坊

仮美　1冊 32

州山口旅館、仰宗祐法師令書写畢、天文第五初冬下旬

黄門卿藤（花押影）雛」（輔）r以無相師所蔵阿野大納言

実顕卿自写本再夏校之、最可秘蔵云、己卯五月、源元寛
又記」

〔禁腋秘抄〕
（三条西公条ヵ），奥書「右一冊以或人之秘本片時之間書
写之言乞、可謂証本哉、不可有外見者也、享禄四季霜月廿

美　1冊 53

七日　右少辮」，西三條印「577」

行類愚抄第
洞院実熈，奥書「天正二端午日、参議藤原基孝」　綴紐切

（長寛～応永） 仮美　1冊 33

「
（
毯
」
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1．三条西家　山城国京都三条西家文書

34

132－1

132－2

202

38

仮半1冊

仮中　1冊

仮半　1冊

仮美　1冊

仮美　1冊

　行類抄巻第五　恒例部　　　　　　　　　　　　　　1
　　洞院実熈，奥書「康正三正十四書写了、同廿日令右相公1
　　羽林令校了」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノτ抜葦　二冊之内　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

こ抜葦　二冊之内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　1
　〔勧善書他抜書〕　付、三条西実世（実枝）詠歌　　　　i
　　（三条西実枝ヵ），綴紐切れ、紙背文書（書状）あり　　　　1

世俗浅深秘抄上下　　　　　腱暦年間
　　奥書「後深心院関白道嗣記、応安六年二月 一日、自師大1
　　納言許借給抄物二巻、是伏見殿御本云々、其名深浅秘抄
　　云々、是菩提院禅閣之説云々、令書写可返遣也」，西三條、
　　印「538」

1－7．文芸・学間

　三条西家の家職である歌道関係が充実している。なお、三条西家に伝来した典籍に関しては、学習

院大学に三条西家文書として所蔵されている。

1－7－1．歌道

「39

　！

i88

94

138

171

173－1

172－1

204－0

204－1

204－2

204－3－1

204－4

204－5

204－6

204－7

仮半　！冊

仮美二切　i冊

仮半　1冊

美　1冊

折　1通

折　1通

切　1通

美　1通

折　1通

折　1通

折　1通

折　1通

切1通

折1通

折2通

享保2年

安永5年同6年！月～6月

槙乃板屋

三部抄
　奥書「此一冊新写之事御所望難見苦不恥愚筆令新写進入
　以正本遂校合畢　明治五壬申年後春　正二位為理」

〔詠草雑録〕

詠歌之大概

享保二年　百十五首
　紙背文書（前田綱紀書状）

享保三年　八十二首（忍恋　連夜郭公　雲雀　花盛）
　紙背文書（前田綱紀書状）

仙洞御点
　三条西実称，地欠ヵ　紙背文書（前田綱紀書状）あり

〔包紙〕　上書r先公御筆欺詠歌大概其他雑々　数葉」

〔詠草下書〕

　紙背「清水谷中将」とあり

〔詠草下書〕

　紙背文書（公福詠草二題）あり

〔官職覚〕

　紙背文書（公福書状案）あり

〔覚書〕（母子関係）

　紙背文書（貞松院覚）あり

〔覚書〕（妻子関係）

　紙背文書（押小路実零書状）あり

　
り

　
あ

　
却

　
オ難纒辮　　

　
コ

融
糊

縢
哨
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山城国京都三条西家文書　1．三条西家

包
紙

〔詞寄書付〕（なかき夜も・風さハく他） 美横折　1通 204－8

〔詞寄書付〕（ひころになりぬ他） 美横折　1通 204－9

〔詞寄書付〕（ひかる他） 切　6枚 204－10

〔覚〕（杜甫台） 美横折　1通 204－11

〔語義書付〕（通吊他） 切　1通 204－12

〔詞寄書付〕（友人） 9月3日 切　1通 204－13

〔詞寄書付〕 折　3通 204－14

白紙切紙1通

〔広百川学海七〕 折　2通 204－15

〔王子年拾遺記抜書〕 折　1通 204－16

〔詞寄書付〕 切　1通 204－17－1

紙背文書（公隆書状）あり

〔維摩経・法楽書付〕 切　2通 204－18

〔詞寄書付〕 折　1通 204－19

〔事文類聚抜書〕 折　1通 204－20

〔奪胎換骨に関する抜書〕 折　1通 204－21

〔ナカメワヒヌの心得〕 折　1通 204－22

〔詞寄書付〕 折　2通 204－23

〔詞寄書付〕（早春他） 折　5通 204－24

〔詞寄書付〕（春寝） 折　1通 204－25

〔詞寄書付〕 折　1通 204－26

〔詞寄書付〕 折　4通 204－27

〔詞寄断簡〕 半　17通 204－28

包紙1通あり

杜律五言（注釈）
　（公福ヵ），紙背文書（公福詠草）あり

横　1冊 204－29

一杜詩（注釈）
　　（公福ヵ），紙背文書（公福詠草）あり

横　1冊 204－30

〔詠草〕（七題） 折　1通 242－1

〔詠草〕（七夕） 寛十年 折　1通 242－2

賀亜丸

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－3

〔詠草〕（九題） 折　2通 242－4

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－5

延季，禁中御月次

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－6

延季，禁中御月次

〔詠草〕（二題）

　延季，「禁中水無瀬宮法楽」

折　1通 242－7
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1．三条西家　山城国京都三条西家文書

〔詠草〕（三題） 寛保元年5月24日 折　1通 242－8
公福，端書「寛保元五廿四公宴御月次」

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－9
公福

〔詠草〕（四題） 2月24日 折　1通 242－10
公福，「公宴御月次」

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－11
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－12
実勲

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－13
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－14
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－15
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－16
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－17
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－18
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（一題） 折　1通 242－19
実勲，「禁中水無瀬宮法楽」

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－20
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（一題〉 折　1通 242－21
実勲，「石清水法楽」

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－22
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－23
実勲，「去月禁中御月次」

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－24
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題）

　実勲，「禁中御月次」
折　1通 242－25

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－26
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－27
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（一題） 折　1通 242－28
実勲，「石清水法楽」

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－29
実勲，「禁中御月次」

〔詠草〕（一題） 寛永18年2月25日 折　1通 242－30
実教，「聖廊御法楽」、端書「寛永十八二廿五中院大師通
村談合了」
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山城国京都三条西家文書　1．三条西家

〔詠草〕（二題） 寛永15年7月17日 折　1通 242－31

実教，端書「寛永十五七十七禁御月次」

〔詠草〕（十題） 折　1通 242－32

実教

〔詠草〕（一題） 寛永14年 折　1通 242－33

実教，端書r寛永十四」

〔詠草〕（五題） 寛永17年11月24日 折　1通 242－34

実教，端書「寛永十七十一月廿四日別家当座」

〔詠草〕（二題） 寛永16年7月24日 折　1通 242－35

実教，端書「寛永十六七廿四公宴御当座五十首出題也飛
鳥井中将」

〔詠草〕（七題） 折　1通 242－36

実教

〔詠草〕（一題） 寛永13年8月21日 折　1通 242－37

実教，端書「寛永十三八月廿一日家会」

〔詠草〕（三題） 寛永16年6月17日 折　1通 242－38

実教，端書「寛永十六六十七日公宴御月次」

〔詠草〕（四題） 寛永16年4月21日 折　1通 242－39

実教，端書「寛永十六四廿一日公宴御当座」

〔詠草〕（三題） 寛永16年3月17日 折　1通 242－40

実教，端書「寛永十六三月十七日公宴御月次」

〔詠草〕（二題）

実教，端書「寛永十六閏十一月廿四日公宴御当座五十首
寛永16年閏ll月24日 折　1通 242－41

巻頭院御方、出題飛鳥井中将」

〔詠草〕（三題） 寛永16年12月 折　1通 242－42

実教，端書「寛永十六十二禁御月次」

〔詠草〕（三題） 寛永17年7月17日 折　1通 242－43

実教，端書「寛永十七七十七禁御月次」

〔詠草〕（三題） 寛永15年7月24日 折　1通 242－44

実教，端書「寛永十五七廿四禁御当座」

〔詠草〕（一題） 寛永13年ll月6日 折　1通 242－45

実教，端書「寛永十三十一月六日月次会歌」

〔詠草〕（二題） 折　1通 242－46

実教

〔詠草〕（一題）

実教，端書「寛永十五九月九禁御会所労二付持参せス」
寛永15年9月9日 折　1通 242－47

〔詠草〕（一題） 折　1通 242－48

実教

〔詠草〕（三題） 寛永16年7月17日 折　1通 242－49

実教，端書「寛永十六七十七禁裏御月次」

〔詠草〕（九題） 寛永16年9月9日 折　1通 242－50

実教，端書「寛永十六九九禁中御会」

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－51

季知，「禁中御月次」

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－52

季知，「禁中御月次」

〔詠草〕（三題） 折　1通 242－53
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1．三条西家　山城国京都三条西家文書

季知，「禁中御月次」

〔詠草〕（四題）

　季知
折 1通 242－54

〔詠草〕（二題）

　季知，「新造内裏小御所障子色紙形」
折 1通 242－55

〔詠草〕（三題）

　季知，「公宴御月次」
折 1通 242－56

〔詠草〕（一題）

　公福
折 1通 242－57

〔詠草〕（三題）

　季知，「公宴御月次」
折 1通 242－58

〔詠草〕（三題）

　季知，「未廿四日御月次」
折 1通 242－59

〔詠草〕（三題）

　季知，「公宴御月次」
折 1通 242－60

〔詠草〕（三題）

　季知，「公宴御月次」
折 1通 242－61

〔詠草〕（三題）

　季知，「公宴御月次」
折 1通 242－62

〔詠草〕（三題）

　季知，「御月次」
折 1通 242－63

〔詠草〕（三題）

　季知，「公宴御月次」
折 1通 242－64

〔詠草〕（三題）

　季知，「公宴御月次」
折 1通 242－65

〔詠草〕（三題）

　季知，「公宴御月次」
折 1通 242－66

〔詠草〕（二題）

　実称，「仙洞御月次」
折 1通 242－67

〔詠草〕（一題）

　実称
折 1通 242－68

〔詠草〕（二題）

　実称，「御月次」
折 1通 242－69

〔詠草〕（二題）

　実称，「禁中御月次」
折 1通 242－70

〔詠草〕（二題）

　実称，「仙洞御月次」
折 1通 242－71

〔詠草〕（二題）

　実称，「禁中御月次」
折 1通 242－72

〔詠草〕（二題）

　実称，「仙洞去月分水無瀬宮御法楽」
折 1通 242－73

〔詠草〕（二題）

　実称，「御月次」
折 1通 242－74

〔詠草〕（二題）

　実称，「禁中御月次」
折 1通 242－75

〔詠草〕（二題）
折 1通 242－76
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山城国京都三条西家文書　1．三条西家

実称，「仙洞御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－77

実称，「去月分水無瀬宮御法楽」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－78

実称，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－79

実称，「仙洞御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－80

実称，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－81

実称，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－82

実称，「仙洞御月次」

〔詠草〕（一題） 折 1通 242－83

実称，「七夕御会」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－84

実称，「御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－85

実称，「御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－86

実称，「仙洞御月次」

〔詠草〕（二題〉 折 1通 242－87

実称

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－88

実称

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－89

実称，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－90

実称，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－91

実称，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－92

実称，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－93

実称，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－94

実称，「御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－95

実称，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－96

実称，「仙洞御月次」

ら

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－97

実称，「禁中御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－98

実称，「御月次」

〔詠草〕（二題） 折 1通 242－99
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（紙

実称，「御月次」

〔詠草〕（二題）

　実称，「御月次」
折 1通 242－100

〔詠草〕（二題）

　実称，「禁中御月次」
折 1通 242－101

〔詠草〕（三題）

　実称，「禁中御月次」
折 1通 242－102

〔包紙〕　上書「雅久卿ヨリ天仁伝切紙・伝来同切紙
　上二通」

以 美 1通 218－0

〔包紙〕　上書「授左宰相中将季知卿手仁遠波切紙」
小奉書 1通 218－1－0

〔飛鳥井雅久歌道伝授書〕（哉留・つつ留）
　権大納言雅久

嘉永6年5月28日 切継 1通 218－1－1

〔包紙〕
竪折 1通 2雁8－2－0

〔哉留・つつ留秘伝〕
　奥書「以後水尾院震筆書之」

切継 1通 218－2－1

1－7－2．漢文

孝経 仮半　1冊 137
奥書「文政四年七月自十一日到十三日 藤原季知書之、
十一歳之時書之也」

白氏文集聞書 仮半　1冊 139
（藤原公福ヵ），公福印

L7－3．雅楽

或用菜譜

梁塵愚案抄　　　　　付：三器略伝　全
一条兼良，奥書「此一冊従四辻羽林公賀朝臣借用令新写
一校了　干時元治元年　左権少将藤原公允」

（嘉応3年）
折
半

1冊

1冊

170

15

1名絵図・指図・拓本

〔悠記殿主基殿指図〕
85．5×11a7　1舗 227

〔某神社境内絵図〕
　彩色

69．0×803　1舗 228

御殿御装東指図 切（268×29ρ） 229
1通

紫展殿指図 9Z4×129．6　1舗 231

御所指図
13a6×1620　1舗 232

〔賀茂神社図〕

　彩色、欠あり
1舗 233－1

〔屋敷指図〕

　欠あり
1舗 233－2

〔教場所規則他書付〕 明治6年1月 切　1通 233－3
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（教道職），前後欠

紀氏遺蹟碑拓本 1356×6761舗 235－1

紀氏遺蹟碑写 美継　1通・ 235－2

大嘗会木造始図 元文3年 9α2x6α51舗 234

東海道里程表 文久4年1月改 38．0×53，0　1通 236
□道富士川岩淵御本陣斎藤億右衛門板行

1－9．名鑑

補略 宝永6年1月 美二切　1冊 58

〔補略〕 （明治2年） 竪美二切（38丁） 160－3

綴紐切、断簡 1冊

〔補略〕 （文久2年ヵ） 竪美二切（38丁） 160－4
綴紐切、断簡 1冊

O
女房次第 明治3年 半二切　1冊 147
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2．三条西家家政　山城国京都三条西家文書

表題／作成・授受／備考 年代 形態 数量 整理番号

2．三条西家家政

2－1．役所

　ここでは、三条西家家臣に関わる様々な一括文書をまとめて収めた。必ずしも役所で作成、授受、

保管されたと特定することができない記録文書も含まれているが、これらの記録文書は巻込みの状態

で一括りにされていたため、一括の状態を解体せずにこの項目に配列した。

巻
込

「
（
包
紙
）

○包紙等一括文書

〔包紙〕 12月29日 切　1通 161－1－0
同御内山口英之助・安部謹吾→三条西殿御内広瀬平八朗
様

〔安部謹吾・山口英之助書状〕（御簾中様16日東京発駕） 12月29日 半　1通 161－1－1
山口英之助・安部謹吾→広瀬平八郎様

〔包紙〕
半　1通 161－2

原田左衛門→

〔某書状〕（太田川満水に付心配） 5月12日 半　1通 161－3

口上書（身上書）

　多賀俊平→御家令衆様
明治4年1月2日 半　1通 161－4

口上（病気に付休願状） （明治3）閏10月26日 半　1通 161－5
近藤録郎→御殿御役人中様

覚（品物受取状） 10月9日 切　1通 161－6
片岡→三條西殿様

〔包紙〕　上書「御容体書」 半　1通 161－7

〔広瀬信晃書状〕（本日東還発輿）
　広瀬信晃→小山尊前

半　1通 161－8

〔包紙〕

　禅林寺→上
美　1通 161－9

〔包紙〕

　松平九郎→小山畝尾様
切　1通 161－10

〔包紙〕

　亀岡藩松平判嬰→京都俣野守稲様
切　1通 161－11

〔包紙〕　上書r方鑑定」 半　1通 161－12

〔包紙〕　上書r内事御伺書」

　河邨潜斎→三條西様御内広瀬平八郎様
半　1通 161－13

〔包紙〕

　吉鋪熊次郎→御殿御内小山畝雄様・広瀬平八郎様，「越後
5月30日 半　1通 161－14

新潟二而」

〔包紙〕

　河内北條村細河栄輔→三條西御殿御役所
9月5日 半　1通 161－15

〔包紙〕

　東京旅館執事→西京三條西家執事御中
6月18日 美　1通 161－16

〔太政官達留〕（記録編輯御用に付記録差出の件） （4月～庚午ll月） 半　2通 161－17
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（太政官→京都華族），綴穴あり

〔金銭出入帳断簡〕 （巳3月2日） 横折半　2通 161－18

〔入谷庸五郎略歴〕 半　1通 161－19

〔包紙〕 5月12日 切　1通 161－20

北脇要人→小山畝尾様・広瀬平八郎様，「仲山道細久手駅」

口上（回文一通受取） 4月5日 切　1通 161－21

道光寺殿役所→

〔包紙〕 6月23日 美　1通 161－22

顕正坊・恵俊坊→三條西様御内河村庸五郎様・神原庸之
助様

〔包紙〕 午7月24日着 半　1通 161－23

稲垣藤左衛門・小林喜右衛門→河村能登守様

口上 12月27日 切　1通 161－24

外山家役所→三條西様御役所

〔内藤司馬履歴〕 半　1通 161－25

〔安田敬斎履歴〕 半　1通 161－26

安田敬斎→広瀬様

○諸覚一括文書

口上（家来に成侯年月） 12月28日 切　1通 192－1

安田敬斎→御殿二て広瀬様

覚（品代書付） 未5月17日 切　1通 192－2

松よし→おいくさま

〔諸事書付〕（香衣編旨願の事他） 切　1通 で92－3

〔案文〕（京都府への通達願） 切　1通 192－4

御名→華族触頭御中

覚（山本右膳東京在勤中不都合に付帰民願許可） 庚午10月20日 切　1通 192－5

御殿御役所→

覚（職員録代金受取） 5月8日 切　1通 192－6

村上勘兵衛（京東洞院）

覚（太政官日誌代金受取） 閏月4日 切　1通 192－7

村上勘兵衛→上

口上（河村某奉公願に付屈） 庚午10月2日 切　1通 192－8

執事→執事御中

口上（小山・広瀬他無事帰京） （午閏10月8日） 切継　1通 192－9

〔覚〕（武者小路殿息女、南部殿と縁組許可） 切　1通 192－10

〔神沢圭純身上書切紙〕 切　4通 192－11

〔勤務場所に付伺案〕 切　1通 192－12

〔付札力〕 切　1通 192－13

北上一郎→三條西様御執事中

〔植村閑斎勤務略歴〕 切　1通 192－14

〔きく身上書切紙〕 切　1通 192－15

〔白石庄吉身上書切紙〕 切　1通 192－16
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巻
込

〔御川常治郎身上書〕 12月21日 切　1通 192－17

〔口上〕（東京へ紙包進上に付便の尋状） 8月17日 切　1通 192－18

覚（松田行春・内藤司馬住居書付） 切　1通 192－19

〔石川篤見身上書切紙〕 切　1通 192－20

覚（石川篤見他10名交名） 切継　1通 192－2唾

〔受取証〕（官録之内落手） 6月22日 切継　1通 192－22

執事→執事御中

取次之寺院参否之事（案） 未正月一 切　1通 192－23

御名禅林寺亀空→一殿一殿

取次之寺院参否之事（案） 正月一 切　1通 192－24

御名→一殿一殿

〔内藤司馬勤務年数歴書上〕 切　1通 192－25

〔松田行春口上〕（家来勤仕の年月） 切継　1通 192－26

松田行春→御殿御役所広瀬平八郎様

〔近藤録郎書状〕（御供一同到着） 5月12日 切　1通 192－27

細久手駅より近藤録郎→小畝尾様・広平八郎様

口達（巻書2本頼入） 2月16日 切　1通 192－28

三條西家御用場→笹伊殿

〔植村某勤務年数書上〕 切　1通 192－29

〔家族書上案文井雛形〕 切継　1通 192－30

口演（娘婚姻の礼） 7月20日 切　1通 192－31

武者小路従三位→三条西殿執事中

〔鈴木五郎口上〕（返上金約定の件） 12月26日 切継　1通 192－32

鈴木五郎→三条西様亭広瀬平八郎

口状之覚（三条西家執奏粟生光明寺嘆願に付願） 庚午3月 切　1通 192－33

保実→留守官御中

寄辮続似新潟県知事’越後按察使等辞退願許 午10月 切継　1通 192－34

三條西家杖

寄欝臨紘新潟県知事●越後按察使等辞退願許 午10月 切　1通 192－35

三條西家杖

〔断簡〕 切　2通 192－36

O書状・詠草等一括文書

〔某書状〕（師の腕損に付返答） 切　1通 210－15
松のとミさ子，前欠ヵ

〔某書状〕（腕損に付扇書の件断り） 切継　1通 210－16

書添（歌道隆盛） 切　1通 210－22
実政

〔某書状〕（文学御用赦免） 5月22日 切継　1通 210－23
前後欠

〔某書状〕 切継　1通 210－14
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巻
込

〔詠草〕（三題） 切　1通 210－1

〔詠草〕（三題） 切継　1通 210－2

前欠

〔詠草〕（三題） 切　1通 210－3

〔詠草〕（五題） 切継　1通 210－4

前欠

〔詠草〕（三題） 切継　1通 210－5

〔詠草〕（十題） 切継　1通 210－6

後欠力

〔詠草添削〕 切継　1通 210－28

〔詠草添削〕 切　1通 210－29

〔詠草〕 切　1通 210－30

前欠

〔穎衛詠草添削〕 切1通 210－32

証（金受取状） 6月23日 切　1通 210－7

押小路家千葉継助→俣野左近様

〔某書状〕（本園殿祝方日付の事に付申入） 3月24日 切継　1通 210－8

前後欠

〔某書付〕（公福門弟調） 切　1通 210－9

前後欠

〔某書状〕（福岡飛鳥井拝役之事他内談） 8月□□ 切継　1通 210－12

前後欠

〔某書状〕（詠草添削） 切継　1通 210－19

前欠力

〔某書状〕（詠草添削） 切継　1通 210－20

前欠力

〔某書状〕（3日の予定に付返答） 切　1通 210－24

〔文学掛書状〕（別紙願書指入済に付本紙差上） 11月15日 切　1通 210－25

文学掛→三条西公，前欠

〔重俊書状〕（初句に付申入） 3月19日 切継　1通 210－26

重俊→，前欠

〔某書状〕（詠草添削の件同意） 2日 切継　1通 210－27

前欠

〔某届状〕（2週間保養不出仕の届） 切　1通 210－31

〔某書付〕（宮内卿徳大寺実則殿） 切　1通 210－33

後欠

〔某書状〕（音読の件） 切継　1通 210－34

前欠

〔断簡〕（内役テンヤの事） 切（24．4×35） 210－35

前後欠 1通

〔断簡〕（俊将朝臣） 切（41．Ox6．0） 210－36
1通

一葬祭祝詞集序（祝詞下書） 切継　1通， 210－10
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〔序文下書〕 明治12年夏 切（2刀×143） 210－11

正二位三條西季知 1通

〔位記申文〕 切　1通 210－13
三条西家来河村従六位藤原時庸，前後欠

〔某書付〕（神宮号故実） 切継　1通 210－17
前欠

〔某書状〕（実政、文学御用掛断りの件） 切継　1通 210－18
前後欠

〔某書付〕（若菜上下巻の件） 切継　1通 210－21

2－2．議奏役料請取

　ll代公福が享保15年（1730）に議奏に就任した際の役料の請取に関わって作成、授受、保管された記

録文書がある・一連の経過については、「議奏御役料之一式覚」（No．225）に記事があり、同史料には

役料の引替札の原文書が丁間史料として挟み込まれている。これらの記録の作成に関わったと見られ

る三条西家松田助允の役職については「三条家家来」としか出てこないので未詳であり、役職組織が

特定できないため、議奏役料請取という機能による項目を立てた。

請取申米之事（議奏役料米受取手形案紙写） 享保H年12月 半　1通 185－1
花山院家誰一印→奈佐清大夫殿・近藤半左衛門殿・跡部
八郎兵衛殿，端裏書「一、難波殿写本花山殿案紙也」
本文押紙「難波侍従三位」

請之事（議奏役料米受取手形案文写） 享保12年5月 半　1通 185－2
花山院家一印→奈佐一殿・近藤一殿・田村一殿，端裏書
「二、難波殿写」　本文押紙「難波侍従三位」

請取之事（議奏役料米受取手形写） 享一未10月 半　1通 185－3
一家一印→奈佐清大夫殿・近藤半左衛門殿・跡部八郎大
夫殿，端裏書「三、難波殿写」本文押紙「難波侍従三位」

請取申米之事（議奏役料米受取手形写） 享保14年5月 半　1通 185－4
花山院家八木左膳→奈佐清大夫殿・近藤半左衛門殿・岡
部宗六郎殿，端裏書「二、花山殿写」

請取申米之事（議奏役料米受取手形写） 享保14年閏9月 半　i通 185－5
花山院家八木左膳→奈佐清大夫殿・近藤半左衛門殿・岡
部宗六郎殿，端裏書「三、花山殿写」

〔江戸屋清右衛門送状〕（油紙包書箱代金送付覚） 享保15年8月22日 美　1通 185－6
江戸屋清右衛門印→川村能登守様

請取申米之事（議奏役料米受取手形下書） 竪切　1通 185－7
後欠か、墨引抹消あり、端裏書「享保十五庚戌年七月廿
八日議　奏御役儀被仰出八月十九日同御役料之事被仰出
（後略）」

請取申米之事（議奏役料米受取手形案文） 享保15年10月 竪切　1通 185－8
三条西家松田助允印→奈佐清大夫殿・海野源五郎殿・松
崎権三郎殿，端裏書「初度之御文言也　享保十五年十月
十五日　御役料証文留（後略）」

議奏御役料之一式覚 享保15年（～16年） 半　1冊 225
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2－3．儀式

　宝暦6年（1756）に12代実称の長男公里が元服した際に家臣が記した雑記1・冊。文中に「家君」「若

君」と見える。公里は明和2年（1765）8月ll日に17歳で早世した。

御元服之儀雑誌
　西三條印「594」

宝暦6年 美　1冊 65

2．4．扶局

　明治期の家政組織である扶局のもとで作成、授受、保管された文書を収めた。明治維新後の領知関

係の史料が4点ある。ただし、2－1．役所の中にも明治期の執事宛の文書が含まれているので厳密な区

分ではない。

〔刀剣目録〕 美　1冊 156
朱書で明治4年宮内省に差出の記事あり

大殿様御留主中御到来物控 明治4年 横半　1冊 83

山城国元領下五ヶ村分元家領去午年高反別収納高帳（控） 明治4年3月 美　1冊 127
三条西家（侍従三条西公允）

家領村々拾箇年貢米帳（控） 明治2年6月 半　1冊 128
三条西家（広瀬内記印→京都御政府）

高反別井去辰年収納高帳（控） 明治2年6月 半　1冊 129
三条西家（広瀬内記印→京都御政府）

山城国元領下五ヶ村分、従寅年去午年迄五ヶ年分皆済 明治4年3月 美　1冊 130
目録（控〉

三条西家（侍従三条西公允）
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3．大臣家　山城国京都三条西家文書

表題／作成・授受／備考 年代 形態 数量 整理番号

3．大臣家

3－1．大葬・即位

　享保20年（1735）桜町、明和7年（1771）後桃園、安永8年（1779）光格、弘化3年（1846）孝明の即位関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い係の記録文書がある。なお、弘化3年（1846）に孝明天皇が先帝仁孝の諒闇に服する為に仮設された椅
ろ

盧に渡御した際の記録は、三条西家当主が先例を勘考するための記録収集活動のなかで集積された文

書として、1．三条西家（1－6．有職故実）の中に収めた。

（
紙

御即位次第 享保20年11月3日 美二切　1冊 71

御即位次第 明和8年4月28日 美二切　1冊 167

即位次第 安永9年12月 美二切　1冊 168
表紙「（花押）」

噸蜘篤長書状〕（来年1月7日元服賀表参仕に付内々 （安永8年ヵ） 切　1通 198－1

篤長→権大納言

〔轡醗掌廻文写〕（即位当日諸大夫間昇陶心得 切継　1通 198－2

伝奏奉行雑掌→徳大寺・今出川・冷泉・滋野井・庭田・
三條西・日野・勧修寺・唐橋・西洞院・舟橋・堤・勘ケ
由小路

口演（即位宣文召使持参旨伝達） 切　1通 198－3
（庭田）重嗣→三条西宰相中将

〔参進次第書付〕 切　1通 198－4

〔行列書〕 切継　1通 198－5

〔官物・私物衣装井行列人数覚〕 切　1通 198－6

御元服定（交名写） 切　1通 198－7

御新冠前物色目 折　1通 198－8

即位二付拝借物覚（転法輪家より借用物） 折　1通 198－9

〔中山忠引廻文写〕（即位習礼日程に付申入） ll月21日～28日 切　1通 198－10
（中山）忠引→新大納言殿・左京権大夫殿

〔三条実起書状〕（即位衣装に付諸事書付） 折　1通 198－11

実起→三條西宰相中将殿

〔内裏図〕 美　1通 198－12

〔即位交名写〕 折　1通 198－13

〔包紙〕　上書r即位」 慶応4年 竪　1通 205－0
紙背文書（三条西公允言上書拍）

御即位次第 美工切　1冊 205－1

御即位伝奏奉行当日備忘（写） 弘化4年9月23日 美二切　1冊 205－2
奥書「此次第借乞干胤保卿命干家僕俣野左近令書写候即
加一校了　慶応四年八月廿二日季知」
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山城国京都三条西家文書　3．大臣家

包
紙

包
紙

〔賀詞案文〕 竪継　1通， 205－3

〔包紙〕　上書あり 竪　1通 205－4－0
紙背文書あり

〔儀式次第〕 折　2通 205－4－1

〔儀式次第〕 折　1通 205－4－2

〔上卿着座次第〕 折　1通 205－4－3

〔宣命奏聞上卿の次第問答〕 折　1通 205－4－4
下札あり

〔季知書状控井書付〕（崇徳天皇還遷宣命奏聞上卿之事） 切　1綴（4通） 205－4－5

季知→滋野井中将殿

御賀詞拍 美　1冊 205－5

〔即位出御入御時刻書付〕 切　1通 205－6

〔文久3年2月14日御定路頭礼節〕 折　1通 205－7

口述（別紙2通回覧願） 9月1日 切継　1通 205－8

〔官職一新に付達〕 6月 切　1通 205－9

印刷

〔儀式配置略図〕 美　1通 205－10

〔衣体次第案〕 横半1冊 205－11

〔即位次第雑記〕 美二切　1冊 205－12

崇徳天皇神霊御還遷御列書 9月 折　1冊 118

3－2．大嘗会

　大嘗会は文正元年（1466〉12月の後土御門天皇を最後に戦乱のため220年間中断し、江戸期には東山

天皇の即位にあたり貞享4年（1687）に復興した。次の中御門天皇の時は挙行されなかったが、桜町天

皇即位後の元文3年（1738）から継続しておこなわれたg当史料群のなかには、文正度の大嘗会の手続

き文書が30点（包紙を含む）伝来している。文正元年（1466）当時の三条西家の当主は実隆（12歳）で、い

まだ元服前であった。実隆の父公保も寛正元年（1460）に既に没しているため、これらの一連の文書が

三条西家に伝来した理由は今のところ不明である。また、貞享4年（1687）の再興後の史料も16点伝存

している。なお、有職故実書として編纂された記録に関しては、1．三条西家（1－6．有職故実〉を参照

のこと。

〔悠記主基行事〕 永享2年4月23日 竪継　1通 184

○

〔包紙〕　上書r雑々書付多分大嘗之事」 27．1×422　1通 213－0

〔綾小路中将家代3名大嘗会五節請取状案〕 26．7×43．3　1通 213－1

紙裏：追而書あり

〔某宗長殿下御休所惣色注文〕 文正元年12月日 27．0×44．0　1通 213－2

伴次郎宗長（花押）

〔大嘗会諸事書付〕 28．Ox47．l　l通 213－3

紙背文書（野呂殿宛恵源包紙）あり
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3，大臣家　山城国京都三条西家文書

〔某久寛硯修理料足請取状〕 文正元年4月20日 28．0×44．0 1通 213－4
久寛（花押）

〔中原職業国郡卜定陣之掌燈料足請取状〕 文正元年4月21日 28．7×47．8 1通 213－5
職業（花押）

〔中原職業国郡卜定之御用火鉢用途注進状〕 文正元年4月15日 28．2×47．2 1通 213－6
職業

〔内膳司浜嶋清貞書付〕（三代内膳司の口宣の件） 12月3日 30，7×43．0 1通 213－7
内膳司清貞（花押）→木村越前守殿

〔髪上得選園司等御訪料足注文案〕 27．8×47．8 1通 213－8

〔大嘗会調進物井料足等注文案〕 27．2×45，2 1通 213－9

〔内蔵寮年預藤井冨増大嘗会料調進物注進状案〕 文正元年7月日 28．2×46．8 1通 213－10－1
年預藤原冨増

〔中原職業書状〕（御硬大嘗会の件）
213－10－2

職業（花押）→橘兵衛殿，213－10－1の紙背文書

〔町広光奏事目録〕 文正元年12月4日 3L8×47．0 1通 213－11
漉返紙

〔大嘗会卜食行事所移諸司料足注進状案〕 文正元年6月日 28，2×47．5 1通 213－12

〔行事官等大嘗会行事所始用脚注進状案〕 文正元年4月日 28．3×47．2 1通 213－13

〔師藤朝臣簑帳加階例注進状案〕 26．0×44．0 1通 213－14

〔摂津之親書状案井松田貞秀・飯尾之種連署状案〕
嘗会伝奏御訪の件）

（大 文正元年7月H日 27．2×43．8 1通 213－15

〔官司行幸行路〕 27．6×45．8 1通 213－16

〔大嘗会朱雀門大祓諸司料足注進案〕 文正元年6月日 28．2×47．6 1通 213－17

〔女叙位小折紙〕 文正元年12月29日 28．2×47．6 1通 213－18

〔外記文殿硯具修理注進状案〕 文正元年4月日 27．7×45．5 1通 213－19
紙背文書（中原師藤書状包紙）あり

〔中原職業南殿掌燈料足請取状〕 文明11年12月6日 26．6×43．2 1通 213－20
職業（花押），紙背文書（中原師藤書状包紙）あり

〔蔵人所衆廻主殿行幸供奉御訪注進状案〕 27，8×47．0 1通 213－21

〔大歌所御訪注進状案〕 27．8×47．0 1通 213－22

永徳已来五節所次第事 折（31．8×47．0） 213－23
漉返紙 1通

〔左大史壬生農照大嘗会御習礼触稜沙汰注進状〕
　左大夫小槻農照

ll月7日 30．0×40．0 1通 213－24－1

〔某かな消息〕
213－24－2

213－24－1の紙背文書

〔大嘗会雑事日次勘文〕 10月26日 27．0×44．6 27．4× 213－25
陰陽頭安倍有祐 45．3 27，4×45。2

27，4×45。5 27．4

×4ao5通

〔大嘗会書付〕 折（283×47．0〉 213－26
1通

〔大嘗会要脚下行帳〕
　継目剥離　断簡

継　5通 213－27
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山城国京都三条西家文書　3．大臣家

○

大嘗会由奉幣次第 美二切　1冊 41－1

上卿右大将植基卿作進

大嘗会由奉幣次第 貞享4年4月14日 美二切　1冊 41－2
摂政冬経作進

大嘗会御硬次第 貞享4月10月28日 美二切　1冊 41－3
摂政作進

大嘗会卯日次第 貞享4年ll月16日 美二切　1冊 41－4
摂政冬経公作進

大嘗会辰日豊明節会次第 貞享4年11月17日 美二切　1冊 41－5
摂政冬経公作進

大嘗会私記 貞享4年ll月 美　1冊 45

大嘗会雑記 元文3年6月25日（～10 美　1冊 48
月9日）

一丹波国主基所風土記 寛延元年9月22日 竪継　1通 208－1

一〔包紙〕　上書r風土記」 美　1通 208－2－0

丹波国主基所風土記 寛延元年9月22日 美継　1通 208－2－1

近江国悠紀所風土記 元文3年10月9日 竪継　1通 208－2－2

一近江国悠紀所風土記 元文3年10月9日 竪継　1通 208－2－3

大嘗会卯日次第 美二切　1冊 44
西三條印「544」

3－3．改元

　江戸期を通じ、改元に関わって作成、授受、保管された記録文書が多く伝存している。なお、改元

にあたって先例を調べるために使われたと思われる記録〔類従〕もここに収めた。

和漢年号同字類従　上下 美二切　1冊 92

端書「二之一廿丁」

諸道勘文・別勘文・外記勘例 半　1冊 102

〔漢家年号井後嵯峨院以後載勘文不被用年号類従〕 美二切　1冊 104

〔年号類従〕 美二切　1冊 105

〔年号次第草稿〕 切　22枚 107

もとは1冊本力

〔年号類従〕 美二切　1冊 108

〔年号類従〕 美二切　1冊 109

関白以下申詞・当日議奏井続目・詔書・改元事　改応仁 半　1冊 111

三・為文明元
西三條印「576」

〔年号勘文〕 （天永元年～仁安元年） 中　1冊 119

改元次第　参木用 （享禄5カ） 折　1通 189

文章博士五条為康

〔年号難陳〕（宝暦・康徳・大応・享明） 折　1通 194－3
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3．大臣家　山城国京都三条西家文書

緩
）

〔年号難陳〕（寛安・嘉福他） 折　1通 194－4

〔年号勘文引文〕 寛永度ヵ 折　1通 169－1
文章博士菅原朝臣長維

〔享禄度・天文度改元覚〕 折　1通 169－2

〔寛文・安永号に付申詞〕 折　1通 169－3

〔天保号に付申詞〕 切　1通 169－4

〔算博士小槻季連・同三善亮兼連署革命勘文〕 延宝9年月日 竪継　1通 195－1
正六位下行右少史兼算博士三善朝臣亮兼・修理東大寺大
仏長官従五位上行主殿頭兼左大史算博士小槻宿祢季連

〔（東坊条ヵ）恒長革命勘文〕 （延宝9カ） 竪継　1通 195－2
恒長

〔陰陽頭兼暦博士賀茂友伝革命勘文〕 延宝9年7月日 竪継　1通 195－3
従四位下行陰陽頭兼暦博士賀茂友伝

〔明経博士船橋相賢革命勘文〕 延宝9年月日 竪継　1通 195－4
正三位行刑部卿清原朝臣相賢

〔文章博士東坊条長詮・同唐橋在庸連署革命勘文〕 （延宝9年力） 竪継　1通 195－5
文章博士菅原在庸・文章博士菅原長詮

〔大学寮博士押小路師庸・同直講伏原宣幸連署革命勘
文〕

延宝9年月日 竪継　1通 195－6

直講中原朝臣師庸・博士清原朝臣宣幸

〔高辻豊長革命勘文〕 （延宝9年ヵ） 竪継　1通 195－7
豊長

改元定次第井條事定次第（宝永八年四月廿五日改元） （宝永8年ヵ） 美二切　1冊 70

改元難陳写 宝永8年4月25日 美二切　1通 106－1
表紙のみ

ヤ

〔年号類従〕 美横折　1通 106－2

〔年号勘文案〕 折　1通 106－3

〔年号勘文案〕 切　1通 106－4

〔年号書上〕 切　1通 106－5

〔年号勘文〕

　文章博士家長・式部権大輔在廉
折　1通 106－6

〔年号勘文〕

　文章博士長香・式部権大輔在廉
折　1通 106－7

〔年号難陳〕 折　1通 106－8

〔年号難陳〕 折　1通 106－9

〔年号難陳〕 折　1通 106－10

〔寛保号推挙状案文〕 折　1通 106－11

〔年号難陳に付申詞〕 折　1通 106－12

〔改元定次第書付〕 折　1通 106－13

〔年号勘奏草案〕 折　1通 106－14

〔年号難陳〕（正徳度ヵ） 美二切　1冊 110
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山城国京都三条西家文書　3．大臣家

綴

天和貞享両度勘文（写） 美　1冊 99

天和貞享両度勘文（写） 半　1冊 100
西三條印「152」

年号勘文引文・改元元文次第 享保21年4月26日 美二切　1冊 103－1

改元号元文 享保21年4月28日 美二切　1冊 103－2

〔文章博士清岡長香年号勘文〕 元文6年2月23日 美　1通 186
従五位下守大蔵大輔兼文章博士菅原朝臣長香

難陣・條事定々詞・挙奏号 （天明度ヵ） 美二切　1冊 116

〔寛政度諸書諸詞諸状目録〕 美　1冊 177

〔寛政度諸書諸詞諸状目録〕 美　1冊 101

改天保改元参仕備忘 天保15年 横美　1冊 73
表紙「忠香殿御尋ノ事、輝弘殿尋ノ事、忠純読勘文」

條事定井改元定備忘次第草他見無用 弘化5年 半　1冊 78

参議右大弁藤原愛長，表紙「新宰相通零、左大弁宰相光

曜購右大弁宰相愛魂隻号」

3－4．節会

　小項目として、3．4．1．五節会、342．御歌会、3－4－3．元服の3項目を立てた。いずれも儀式次第書が

中心。

　　　3－4－1．五節会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あおうまのせちえ　　　　　　　　　　　　とうかの
　五節会とは、1月1日の元日節会（朝賀・朝拝・拝賀とも）、1月7日の白馬節会、1月16日の踏歌
せちえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とよあかりのせちえ
節会、5月5日の端午節会（5月5日）、新嘗祭翌日のll月中辰日の豊明節会（辰日節会）の5つのこ

と。

元日節会参議要 仮美二切　1冊 151

踏歌節会参議要 美二切　1冊 50

辰日節会次第 美二切　1冊 51

豊明節会次第 美二切　1冊 52
西三條印「545」

豊明節会参議要 美二切　1冊 90

○

〔合見参五位已上絹綿用途注文〕 寛延元年ll月20日 竪継　1通 196

O
三節会次第稿・明治二年元日宴参仕之記稿・同白馬宴
拝見之記稿・同十一日神宮奏事始御手水陪膳参仕記
稿・同廿四日和歌御会始読師参仕之記在干別

明治2年 中　1冊 144

（三条西季知ヵ）
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3．大臣家　山城国京都三条西家文書

　　　3－4－2．御歌会

　〔歌会日記〕（No．163）は、寛政5年（1793）から7年にかけて、三条西延季が参加した光格天皇の御

歌会および後桜町院の御歌会（仙洞御会）の記録。歌会の参加者、次第などがわかる。

紙

〔歌会日記〕 寛政5年9月～11月、同 美二切（173×250） 163
7年1月3月、同9年7月 1冊

19日

O
〔柳原光愛書状〕（和歌詠進役に付勘考依頼） 辛未（明治4ヵ）5月 折　1通 211－1

柳原光愛→三条西殿

〔千鶴万亀書付〕 折　1通 211－2

〔千々万々歳書付〕 折　1通 211－3

　　3－4－3．元服

宝永8年（1711）元旦に中御門天皇が元服し、2日に元服後宴節会、7日に元服賀奏表が挙行された。

御元服後宴次第・進賀表儀
　羽林郎藤原（花押），紙背文書（公福製詠歌）あり，西三條
　印「183」

宝永8年1月2日・同7日 折　1冊 63

3－5．出家

　正徳3年（1713）8月16日に霊元上皇が落飾した際の儀式次第書。

御落筋次第 正徳3年8月16日 升 1冊 124

3－6．行幸

　孝明天皇が撰夷祈願のために文久3年（1863）3月11日に賀茂下上社に行幸した時の行列書1点。明

治天皇の行幸では、慶応4年（1868）8月9日賀茂下上社行幸、明治元年（1868）東京行幸、同3年氷川

神社（埼玉県大宮市高鼻町）行幸の記録がある。

封
筒

封
筒

賀茂下上社行幸御列書 文久3年3月ll日 美三切　1冊 81

〔封筒〕　上書r慶応四年賀茂上下社行幸」 慶応4年 封筒　1通 224－0

〔賀茂社行幸次第覚〕 切　1綴（4点） 224－1

〔封筒〕　上書r九月十三日　御東行供奉云々」 （明治元年） 封筒　1通 217－0

〔東京行幸供奉次第書付綴〕 1綴（10点） 217－1

〔包紙〕　上書r氷川行幸書類」 （明治3年） 半　1通 215－O

〔三条西季知廻状〕（宮内省より手人員数実数御尋に付
答申済の旨報告）

壬月28日 切継　1通 215－1

季知→醍醐侍従殿・綾小路侍従殿

〔氷川参詣次第略記〕 切継　1通 215－2

〔行幸道中行列書〕 美三切　1冊 215－3
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（
綴
）

（
封

〔道筋・奉供規定・太鼓次第達留書〕 庚午閏10月25日 半　1冊 215－4

宮内省→侍従・内番

〔封筒〕　上書r泉山行幸ノ事」 （明治3年ヵ） 封筒　1通 216－0

〔某良光書状〕（行幸供奉風邪に付不参之屈状） 12月24日 切　1通 216－1－1

良光→三条西大納言殿

〔東坊条俊政廻文写〕（泉山参拝道筋・供奉行列・衣服 12月23日 半　1通 216－1－2
之申入）

俊政

〔東坊城俊政廻文写〕（孝明天皇山陵参拝日25日申入） 12月23日 切　1通 216－1－3

俊政→三一・堀川三位殿・堤右京大夫殿・飛鳥井侍従三
位殿・高辻三位殿・園中将殿・長谷美濃権介殿・大原左
馬頭殿・東園侍従殿・裏松中務権少輔殿・石野大夫殿

〔某信成書状〕（近習衣服に付尋） 12月24日 切　1通 216－1－4

信成

〔孝明帝三周忌に付行政官達留井参拝次第書〕 12月 半　1冊 216－2

序（神典採要） 明治7年2月 半　1冊 178
神宮少宮司少教正浦田長民識

3－7．神事

　小項目として、3－7－1．新嘗祭、3－7－2．例幣使を立て、それ以外のものは、3－7－3．その他に収めた。

　　3－7－1．新嘗祭

　新嘗祭は寛正年間（1460～66）に一時中断した後、江戸期の桜町天皇により元文5年（1740）に禁中儀

礼として再興した。

（
包

〔包紙〕　上書「新嘗祭二付入用物」 美 1通 222－0

西三條印「354」

〔進路図〕 美 1通 222－1

〔配置図〕 半 1通 222－2

　　3－7－2．例幣使

　伊勢例幣使は後光明天皇が正保4年（1647）に再興した。当史料群に伝来する例幣使関係の記録文書

は、年代の特定できないものもあるが、ほとんどは季知（1811～1890）の活動に関わって作成、授受、

保管されたものと見られる。

〔包紙〕　上書あり 美　1通 157－0

例幣発遣次第 折　1通 157－1

神祇官例幣発遣両儀図 美　1枚 157－2

〔奏聞進弓場之図〕 切　1枚 157－3

神祇官代図 美　1枚 157－4

〔三条西季知・某基愛連署口上書〕（菓子送付状） 12月22日 切継　1通 157－5

基愛・季知→堀川新三位殿・美濃権介殿・石野大夫殿
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（
包

紙
）

包
紙

〔着陣次第書〕 折　1通 157－6

神祇官代儀（次第） 折　1通 157－7

〔包紙〕　上書r例幣発遣上卿記」 美　1通 158－0

資宗卿次第 慶応元年 中　1冊 158－1

〔例幣参門次第〕

　実政→三条西大納言
美二切　1冊 158－2

〔藤波教忠書状〕（次第書返納）
　教忠→三条西殿

9月10日 折　1通 158－3

〔藤波教忠書状〕（神祇官代次第拝領願）
　教忠→

9月10日 折　1通 歪58－4

〔例弊次第草案〕
切継　1通 158－5

〔例弊次第草案〕 折　1通 158－6

例幣発遣次第 折　1通 158－7

神祇官代儀（次第） 折　1通 158－8

例幣発遣次第 折　1通 158－9

例幣発遣次第 折　1通 158－10

例幣発遣次第 折　1通 158－11

〔包紙〕
美　1通 葉59－0

神祇官代儀（次第） 折　1通 159－1

例幣発遣次第 折　1通 159－2

〔某書状写〕

　→三条西大納言殿
9月7日 横折　1通 159－3

〔儀式次第略図〕 半　1通 159－4

〔包紙〕　上書「例幣発遣上卿備忘」
　紙背文書あり

竪　1通 193－0

〔藤波教忠書状〕（例幣発遣宣命の件） 9月2日 切継　1通 193－1

例幣発遣次第 折　1通 193－2

神祇官代儀（次第） 折　1通 193－3

〔某書状控〕（神祇官代宣命の件承知） 切　1通 193－4

口述（例幣参向前駆之事に付相談下書）
　季知→三條前亜相公

9月10日 切継　1通 193－5

〔宣命草作進書付〕 折　1通 193－6

口上覚（神祇官代宣命の件に付願）
　使王河越兵庫権助→

辰9月 切　1通 193－7

例幣発遣井石清水社奉幣使宣命奉聞次第
　付札「慶応二年例幣上卿醍醐大納言　弁長邦」

折　1通 193－8

例幣発遣井石清水社奉幣使宣命奉聞次第（下書）
　付紙あり

折　1通 193－9

〔九月七日諸覚〕
切　1通 193－10
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〔行政官条目〕（来28日女御入内に付五箇条） 12月 切継　1通 193－11

例幣発遣次第　外題r実徳卿次第」 半　1冊 193－12

〔某書状〕（酒肴の返礼） 切継　1通 193－13

後欠

〔某書付〕（門開閉次第） 切　1通 193－14

〔日野資宗書状〕（神祇官謹奏の件） 9月2日 折　1通 193－15

資宗→三条西殿

3－7－3．その他

石清水放生会次第 折　1通 181

神せん御供しんのしたい 横　1冊 117

〔行列書〕 横美　1冊 146

〔豊受宮由貴大御撰大祭雑記〕 半二切　1冊 148

柿本大明神神階宣下次第 享保8年2月1日 半二切　1冊 166

3．8．叙位・除目

　文安4年（1447）前後の除目に関わる手続き文書がまとまって伝来している。この時期の三条西家当

主は公保（正二位権大納言、50歳）で、宝徳2年（1450）から同6年までは内大臣を勤めた。江戸期に三

条西家からは大臣を出すことがなかったので官位執奏に関わる記録文書はほとんど伝存していない・

公福が武家伝奏・議奏を勤めた時期の記録文書も見られない。

〔藤原信直雑事三箇条請文案〕
　摂津守従五位下藤原朝臣信直，端裏書「右大臣一左少弁

文明13年7月23日 半継　1通 190－1

勘例」

〔官途申文寄書案〕 文安4年3月15日 1綴（14通） 190－2－1

〔官途申文寄書案〕 文安4年3月15日 190－2－2

〔民部少録准宗近里拝任右少史申文案〕
　正六位上行民部少録唯宗朝臣近里，紙背文書あり

文安4年3月15日 190－2－3

〔木工助大江行富拝任権少外記申文案〕 文安4年3月15日 190－2－4

正六位上行木工助大江朝臣行富，紙背文書あり

〔右兵衛少尉大江幸治拝任兵部少丞申文案〕 文安3年3月26日 190－2－5

正六位上行右兵衛少尉大江朝臣幸治

〔掃部助平富春拝任式部少丞申文案〕 文安4年3月15日 190－2－6

正六位上行掃部助平朝臣富春

〔式部録中原為音拝任左少史申文案〕 文安4年3月15日 190－2－7

正六位上行式部録中原朝臣為音

〔文章生紀兼久拝任権少外記申文案〕 文安4年3月15日 190－2－8

文章生正六位上行紀朝臣兼久

〔兵部丞阿祇奈君之夏拝任式部少丞申文案〕 文安4年3月15日 190－2－9

正六位上行兵部丞阿祇奈君之夏

〔左兵衛少尉大江匡香拝任左衛門少尉申文案〕 文安4年3月15日 190－2－10

正六位上行左兵衛少尉大江朝臣匡香

（
綴
）
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〔兵部少丞菅原有景拝任左衛門少尉申文案〕 文安4年3月15日 190－2－11
正六位上行兵部少丞菅原朝臣有景

〔左衛門少尉藤原元右拝任民部大丞申文案〕 文安4年3月15日 190－2－12
正六位上行左衛門尉中原朝臣元右

〔左衛門少尉安倍英雄拝任民部大丞申文案〕 文安4年3月15日 190－2－13
正六位上行左衛門尉安倍朝臣英雄

〔左衛門少尉紀以国拝任右近衛将監申文案〕 文安4年3月15日 190－2－14
正六位上行左衛門少尉紀朝臣以国

r十日羊ノ1、仕イ率洋一与モ垂走二印立『羅由一占・専、

（
巻
込
）

90－3

90－4

190－5

190－6

190－7

190－8

190－9

90－10

90－11

190－12

190－13

190－14

190－15

190－16

通
通
通
通
通
通
通
通
通
通
通
通
通
通
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半
半
半
半
半
半
半
半
半
半
半
半
半
美

文安5年1月26日〔大膳少進伴氏之拝任民部丞申文案〕
　正六位上行大膳少進伴朝臣氏之

嘉元4年4月5日

弘安10年1月11日

嘉保2年1月26日

元応3年1月11日

正嘉3年1月19日

嘉元4年3月26日

元享4年10月19日

元応3年1月11日

元応2年1月ll日

嘉保2年1月26日

建仁元年1月20日

天文12年3月

7
　
　
　
Ω
∪

8
　
　
　
Ω
》

180

200－1

200－2

寛延4年10月何日　　　美継　1通

（仁平元年～永仁6年）半　1通

　　　　　　　　　　　切　1綴

正元2年4月！3日　　　　竪継　1通

元文6年2月23日

〔左大臣藤原冬平請状案〕
　従一位行左大臣藤原朝臣冬平

〔権中納言藤原家教拝任申文案〕
　正二位行権中納言藤原朝臣家教

〔藤原忠実申文案〕

　従二位権中納言兼左近衛大将藤原朝臣忠実

〔藤原実忠申文案〕

　正三位行権中納言藤原朝臣実忠

〔藤原伊頼申文案〕

　参議正三位行右近衛権中将藤原朝臣伊頼

〔藤原実泰申文案〕

　正二位行権大納言兼陸奥出羽按察使藤原朝臣実泰

〔藤原公敏申文案〕

　正三位行権大納言藤原朝臣公敏

〔藤原経忠申文案〕

　正二位行権大納言藤原朝臣経忠

〔藤原冬教申文案〕

　正二位行権大納兼左近衛大将言藤原朝臣冬教

〔藤原宗俊申文案〕

　正二位行権大納言藤原朝臣宗俊

〔藤原隆忠申文案〕

　正二位行大納言藤原朝臣隆忠

〔藤原某申文案〕

　従二位行権中納言兼左衛門督藤朝臣

〔天文得業生中原某書付〕

　　○

〔平知久三箇条雑事請文案〕

〔師富朝臣女叙位注進状案〕（簑帳女王加級事）
　端裏書「師富朝臣注進」

條事定略次第　付院号定　私

〔太政官符写〕（摂津国司雑事三箇条）
　左大史小槻宿祢，紙背文書あり

〔摂津守中原直久雑事三箇条請文〕
　正五位下行摂津守中原朝臣直久

「
（
連
券
）
」

一71



山城国京都三条西家文書　3．大臣家

3－9．贈位・葬礼

　宝永7年（1710）3月付中御門天皇宣命写がある（No．200－1）。この文書は、中御門の実母櫛笥賀子（新

崇賢門院、宝永6年12月29日没、35歳）に准三后が贈位され、3月26日に宣下があり、上卿を園基勝、

使を三条西公福、奉行を裏松益光が勤めた関係で残されたものであろう。享保13年6月26日の新中和

門院（藤原尚子）への贈皇太后宮宣下に公福は参仕していないので、本文書（No221－2）が伝来した経緯

は明らかではない。中和門院（1575～1630）は後水尾生母。

〔中御門天皇宣命写〕（櫛笥賀子贈位准三后） 宝永7年3月 竪　1通 221－1

〔中御門天皇宣命写〕（藤原尚子贈位准三后・皇太后） 享保13年6月 竪　1通 221－2

〔中御門院崩御事〕 （寛永7年ヵ） 美二切　1冊 206

3－10．健宮妙法院入寺一件

　健宮は、閑院宮孝仁親王の次男教仁（弘保）入道親王（1819～52）のこと。文政13年（1830）8月24日に

親王となり、名を弘保と改め、10月27日に入寺得度した。

包
紙

包
紙

紙
）

〔包紙〕　上書「文政十三年十月二十七日建宮　妙法院江 竪　1通 214－0

御入寺之節書付入」

〔着座井進路図〕 半継（60．0×55．0） 214－1
1通

〔震殿東南絵図〕 美　1通 214－2

〔包紙〕　上書「例奉行仙洞妙法院絵図」 半　1通 214－3－0

〔農殿東南絵図〕 美　1通 214－3－1

〔部屋図〕 美継　2通 214－3－2

〔包紙〕　上書「御得度之次第」 半　1通 214－4－0

一御得度之次第 切継　1通 214－4－1

一〔包紙〕　上書r文政十三年　健宮妙法院江御入寺」 美　1通 214－5－0

〔来27日健宮妙法院室へ入寺の次第書付〕 切　1通 214－5－1

〔花山院家厚廻状写〕（出家丞第井図僧名廻覧〉
　→権大納言殿・三條西中納言殿・勧修寺中納言殿・堀川

10月24日 切　1通 214－5－2

宰相殿

〔10月25日借物・献上物覚〕 10月25日 半折　1通 214－5－3

〔花山院家厚廻状写〕（列書提出の事他2条） 10月17日 半　1通 214－5－4

実厚→一・勧修寺殿・堀川殿・園殿

〔庭田重基廻状写〕（妙法院弘保親王得度着座参仕の件 10月22日 半　1通 214－5－5

内々申入）
重基→権大納・実勲・勧修寺中納・堀川宰相・宰相中将

一〔魑従次第略記〕 10月13日～27日 半　3通 214－5－6
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3．大臣家　山城国京都三条西家文書

3－11．武家伝奏・議奏

　三条西家では、6代実条（1575～1640）が慶長18年（1613）から寛永17年（1640）まで武家伝奏を勤めた。

11代公福（1697～1745）は享保15年（1730）に議奏に就任後、翌享保16年から同19年まで武家伝奏を勤め

た。なお、公福の私的な日記は、1－3．当主日記の項目を参照。

O実条
雑々状留 寛永6年 14．5×24，9　1冊 175

（三条西実条），丁問史料1点

○公福

〔日記〕 享保15年8月5日～12月 横（16．5x450） 40－4
紙背文書あり 30日 1冊

〔日記〕（二宮御方御肝煎の間事） 享保16年 半　1冊 40－1

〔包紙〕　上書「享保十六年九月十月十一月十二月」 竪　1通 40－3－0

紙背文書（太刀・馬代目録）あり

〔日記〕 享保16年9月2日～12月 半　1冊 40－3一葉

29日

〔三条西公福起請文控〕 享保16年9月6日 竪　1通 212
→松平左近将監殿・酒井讃岐守殿・松平伊豆守殿・牧野
河内守殿

〔三条西公福廻状〕（法楽執行日伝達） 5月17日 折　1通 204－3－2
公福→中院前大納言殿・阿野中納言殿・園中納入言殿・
武者小路前中納言殿・冷泉前中納言殿・源宰相殿・右兵
衛督殿・藤波二位殿・押小路三位殿・冷泉三位殿・清水
谷中将殿・武者小路中将殿・風早中将殿・右兵衛佐殿・
蔵人弁殿，203－3－1の紙背文書

O
〔享保9年関東八朔御馬献上儀式次第・武家伝奏前鑑・

寺社方御取次の覚〕
美三切　1冊 165

「
（
包
紙
）
」

3－12．勤番

〔小御所勤方次第井奉行月割〕

小番詰留井両番所小番組

（安永7～天明7年）

嘉永4年

半　1冊

半　1綴（2冊）

155

75

3－13．皇太后宮権大夫

　明治元年（1868）3月18日に准后九条夙子を冊立して皇太后とし、これより後は大宮と称した。これ

により、権大納言正親町実徳が皇太后宮大夫に、権中納言三条西季知が同権大夫に、左大弁甘露寺勝

長が同亮に、左近衛権少将三条西公允が同権亮に補任された。その一連の記録文書がある。また、明

治2年2月ll日に大宮が仮殿から新築の大宮御所に移徒した際の記録文書がある。

○立后および拝任
（破損）

〔包紙〕　上書「中□□還任 大宮権大夫兼任 大納言拝 竪 1通 220－O
任」「
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山城国京都三条西家文書　3．大臣家

紙
繕
・
包
紙

巻
込

紙
）

〔季弘（知ヵ）書状〕 （明治元ヵ）2月7日 折　1通 220－1－1

季弘→三条殿

〔丹□返答書〕（拝賀開門警護の依頼状案文） 切　1通 220－1－2
丹□

〔権中納言下知状〕（来18日着陣） （安政4）12月16日 折　1通 220－1－3－1

権中納言（花押）→四位大外記殿

〔書付〕（宣陽殿敷設・召使参仕） （安政4年5月15日） 切　1通 220－1－3－2

〔権中納言下知状〕（来18日着陣） 12月16日 折　1通 220－1－4
権中納言（花押）→四位史殿

権中納言下知状案文 （12月24日） 切　1通 220－1－5－1

権中納言（花押）→四位史殿・大外記殿

〔書付〕（来27日拝賀事他） 切　1通 220－1－5－2

〔甘露寺勝長書状〕（還任権中納言宣下申入） （明治元ヵ）2月2日 竪折　1通 220－1－6
勝長→権中納言殿

〔某（季知ヵ）請状控〕（還任権中納言） （明治元ヵ）2月2日 竪折　1通 220－1－7
（花押）

〔甘露寺勝長書状〕（兼任皇太后宮権大夫宣下申入） （明治元ヵ）3月18日 竪折　1通 220－1－8

勝長→皇太后宮権大夫殿

〔三条西季知請状控〕（兼任皇太后宮権大夫宣下） （明治元ヵ）3月18日 竪折　1通 220－1－9
季知

〔立后次第草案〕 切　1通 220－2

〔某（季知ヵ）書状控〕（権大納言宣下拝任） （明治元ヵ） 切　1通 220－3－1

三条西季知請状草案 （明治元ヵ） 切　1通 220－3－2
（花押）

〔某（季知ヵ）請状控〕（兼任皇太后権大夫宣下） （明治元ヵ）3月18日 竪折　1通 220－4

O大宮新殿移徒

臨時祭庭座・大原野祭参向等間記　大宮新殿御移徒 （明治元ヵ）2月21日～ 中　1冊 49
行啓供奉記 明治2年1月29日

〔包紙〕　上書「大宮御移徒」 美　1通 162－0

紙背文書あり

大宮新殿御移徒行啓御次第 明治2年2月ll日 横美　1冊 162－1

大宮新殿御移徒行啓列 明治2年2月ll日 美三切　1冊 162－2

大宮新殿御移徒供奉記 明治2年2月ll日 中　1冊 162－3

〔白紙〕 切　1通 162－4

〔正親町実徳書状〕（移徒祝儀賜候旨申入） 2月13日 切　1通 162－5

実徳→三条西殿
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4．神宮司庁　5．出所不明　山城国京都三条西家文書

表題／作成・授受／備考 年代 形態 数量 整理番号

4．神宮司庁

　形態の「美罫二切」は、ほぼ美濃判の竪帳二つ切の大きさ（13．7×20。Ocm）の料紙を用い、版心に

「神宮司臆」と印刷された10行罫紙。「半罫」は、その半紙判10行罫紙。

神御衣祭式 明治7年9月14日 美罫二切 1冊 84

元始祭式晴之儀也 明治8年 美罫二切 1冊 82

祈年祭々式 明治8年 美罫二切 1冊 85
表紙「四日快晴殊二風静和暖也」

紀元節祭々式晴之儀也 明治8年 美罫二切 1冊 86

一月一日祭式晴之儀也 明治8年 美罫二切 1冊 87

明治八年一月二日神宮教院開講式（式次第） 明治8年 美罫二切 1冊 89

〔祭儀次第書写〕 美罫二切（48丁） 207
綴紐切 1冊

神判記実序 明治7年5月21日 半（5丁） 1冊 223－1
神宮大司兼中教正正六位田中頼庸撰，神宮教院用紙 紐
切れ

神判記実序 明治7年5月21日 半罫　1冊 223－2
神宮大司兼中教正正六位田中頼庸撰

上等葬祭図式序 美　1通 223－3
綴穴あり

明治八年祈念祭々式 明治8年 美罫二切（19丁） 160－1
綴紐切、断簡 1冊

明治七年八月三十一日大祓式 明治7年 美罫二切（8丁） 160－2
綴紐切、断簡 1冊

5．出所不明

元服に関わって正親町三条殿役所で作成されたと推定される記録が3点ある。

御元服御青物帳 宝暦8年11月26日 半　1冊 66

正親町三条家御元服之記 天明6年4月21～6月8日 半　1冊 67

侍従実愛様御元服之日記
　正親町三条殿役所

文政10年5月21日 半　1冊 68
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