
1．二条家　山城国京都二条家文書

1－4．信仰

　二条家が菩提寺二尊院（天台宗）に什物を寄付した際の請取状1点、八幡皇太神・天照皇太神・護王

大明神の三神を祭る日少宮の絵像ならびに託宣の刷物2点、包紙1点。

〔二尊院義室什物請取状〕 延享3年3月 竪継　1通 153
二尊院議室（印），前欠ヵ

〔包紙〕　上書r日少宮御絵像・三社御託宣」 竪　1通 170－0

〔日之少宮絵像〕 65．6×29。7　1通 170－1

〔日少宮三社託宣〕 65．6×3α0　1通 170－2

1－5．当主日記

　17代綱平（1672～1732）のものと推定される日記断簡1点。日次記の体裁をとっているが、日記とい

うよりは備忘録に近い。文中に「予」とあり、自筆と推測されるが、検討の余地がある。なお、他の

当主の動向については、家政組織のなかで作成された2－4．奏者所の日記、2－5．奥向の日記からも知る

ことができる。

〔某日記〕

　〔二条綱平ヵ〕，断簡
（宝永～享保） 折（19．3×14．4）

1冊

177

1－6．言己金象

　江戸時代に二条家において作成され、保管された記録文書を収めた。なお、関連項目として、1．7．

古記録、1－9．有職故実を参照のこと。

〔拝任請状留〕 （天文14～16年） 美　1冊 11

〔包紙〕　上書r一條様御元服次第」 23ρ×16ρ　1袋 33－0

御元服次第 美二切　1冊 33－1

〔年代記〕（伊勢一社奉幣派遣～京都火事）
　後欠

寛文9年9月～同ll年3
月

竪継　1通 92

〔戒名井没年書付〕
　断簡

美　12通 206

1－7．古記録

永仁院中記 美 1冊 209
破損大

共綱卿記
　清閑寺共綱

譲位之条々 寛文3年1月（～2月） 美 1冊 10

1－8．文書目録

覚（論旨・女房奉書他） 巳6月9日 竪継 1通 166
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山城国京都二条家文書　1．二条家

1－9．有職故実

　二条家の当主が朝儀の先例を調べるために収集した有職故実に関する書冊、書付、および古記録の
　　　　　　　　　　　　　　クワムチャウ抜粋。二条家の秘儀としては、「即位潅頂」が同家に限る「天下一伝之事」とされた（No．159）。な

お、他家との有職故実の問答については、1－3．交際に書状が少しある。朝儀の次第については、3．

摂家の各項目を参照のこと。

包
紙

包
紙

雑々次第（南都記雅睨序・行幸次第・改元定次第・同
秦箏蔓購獄棄鞭犠欝位次第。御ノ～講次

延宝8年8月写 美二切　1冊 15

〔包紙〕　上書「九條内大臣植基公ヨリ舞踏伝授之時被下 33，0×50．4　1通 35－0
也、植基公御自筆也　舞踏次第」

舞踏作法 折（5Z2×675） 35－1
1通

〔上巳の故実書付〕 切継　1通 55

〔故実書付断簡〕 小本　1冊（4丁） 56

前後欠

〔直衣始次第書付草案〕 半　1通 67

紙背「補略」とあり

〔門号起事他書付〕 美横折　2通 94

帯紐あり

表（故実備忘） 美二切　1冊 100

唐織物之事 折　2通 123

〔玉葉御記抜粋〕 折　1通 134

頼胤

一〔包紙〕　上書「一條殿6借用平緒之図」 竪　1通 150－0

平緒図 竪継　1通 150－1

一切平緒おれの図 竪継　1通 150－2

一〔包紙〕　上書「即位潅頂　名字之心覚書入」 竪　1通 159－0

一〔即位潅頂心覚〕 折　1通 159－1

〔儀式次第書〕 竪継　1通 31－2
前欠

延宝七年夏比6有職方種々寄書 小（5．5×7．4）1冊 181

中は白紙

1－10。文芸

　1－10－1．歌道、1－10－2．漢文、1－10－3．随筆、1－104。入木道、の4項目を立てた。

　1－10－1．歌道

二条家の家職である歌道の奥義書、および詠草22点・

星夕手向七首和歌
　斉敬

折　1通 76－1
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1．二条家　山城国京都二条家文書

（
紙

包
紙

〔仁義礼智信詠草五首〕 切（23ρ×195） 76－2
5通

近来風躰（歌連歌の事） 美　1通 76－3

〔詠草一首〕 美　1通 76－4

〔後崇光院御記日次書付〕 切　1通 76－5

〔詠草六題〕 折　1通 76－6
斉慶上

竪詠草 竪継　1通 201

〔詠草三題〕 折　1通 72
斉信

〔和歌短冊・奉書認様〕 竪　1通 189

〔詠草一題〕 竪　1通 190
信子書

〔詠草〕 小　1冊 191

〔詠草〕
折　3通 192

他望自詠料紙短尺以下染筆留 甲子8月改 半二切　1冊 193

〔詠草五題〕 切継　1通 194
斉敬

〔詞寄〕 寛文3年2月10日 美二切　1冊 196
光雄

〔御歌会記〕 半（3丁）1冊 197
出題治部卿　奉行ヂ隆，前欠

応安六年二月北野天神百韻御連歌表八句之写 切　1通 198

〔詠草〕 美横折　2通 199

〔包紙〕　上書r斉信」 美　1通 202－0

〔詠草一題〕（鷲嶺暁鐘） 折　1通 202－1

〔詠草一題〕（歳暮） 折　1通 203
宗熈

〔詠草十五題〕

　斉敬
切継　1通 204

1－10－2．漢文

包
紙

〔新刊経解目録〕 美　1冊（9丁） 133

〔毛詩注釈〕 折本（10．0×4．6） 168
1冊

宝永七年庚寅三月十三日小集（二十七首） 横　1冊 200

賀甘露文 享保14年8月23日 竪継　1通 155
右中弁臣藤原朝臣光潔頓首百拝

〔包紙〕　上書「甘露詩井序点付」
　蒙山瑞恕

美　1通 205－0
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山城国京都二条家文書　1．二条家

〔甘露詩〕

　蒙山瑞恕

巻（2＆0×96．5）

1通

205－1

1－10－3．随筆

徒然草抄抜書 美二切　1冊 59

1－10－4。入木道

〔瑞巌院殿御記讃写〕
　端裏書「入木道二入」

半 1通 195

Lll．名鑑

〔補略〕

〔補略〕

（享和3年）

嘉永3年1月1日

半三切　1冊

美三切　1冊

63

142
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2．二条家家政　山城国京都二条家文書

表題／作成・授受／備考 年代 形態 数量 整理番号

2．二条家家政

2－1．内々番所

　内々番所で中心に作成された記録は、「内々番所日記」である。安政期には1年間を四季にわけて

4冊が作成されていた。この系統の日記は当館所蔵史料群中には含まれていないが、慶応大学図書館

所蔵の二条家文書の中に「内々番所日記」約1000冊を所蔵している。他に、「内々番所言上帳」「内々

番所御用申送帳」「口番所日記」各1冊づつが毎年作成されていたρ当館所蔵文書には、文政7年

（1824）25代斉敬（1816～1878）が11代江戸幕府将軍徳川家斉から偏諺を与えられた際に、二条家の内々

番所が担当した儀式次第や役割分担を記した記録1点が伝わるのみである。これは、内々番所で臨時

的に作成された記録に位置付けられる。

若君様江関東6御一字被進諸調向
　内々番所

文政7年2月5日 半　1冊 7

2－2．役所

　当史料群には役所日記が伝存していないので、二条家の役所の機能についての全体像はつかみ得な

いが、役所は二条家の家政組織を統括する部局と考えられ、二条家当主の役務を助け、諸家の進物等

の準備、二条家の年中行事を営み、家臣への給金の差配などを担当した。そこで、小項目には史料の

遺存状況から、2－2－1。諸願・諸届・諸伺　2－2－2．留書・記録の2つを立てた。ここでは役所において

作成、授受、保管された記録文書を収めることを基本としたが、2－2－2．留書・記録の中には必ずしも

役所で作成されたものとは特定できないが、家臣団に関わる内容であることから判断して便宜的に配

置したものがある。

2－2－1．諸願・諸届・諸伺

包
紙

L

〔随身調子筑後守・富左近将曹願書一件〕 （安永7年閏7月） 美　1冊 18－11

〔近衛府富左近将曹届状〕（立親王宣下次第相授・実方
祖父死去服稜）
近衛府富左近将曹→二条左大将様諸大夫御中，一部欠 9月1日 折　1通 65

〔松波周防守上階の件に付書付草案〕 切継　1通 50

〔松波周防守一件に付書状草案〕 折　4通 51

〔包紙〕　上書「戸田和三郎・小堀数馬」 美　1通 173－0

〔戸田和三郎・小堀数馬門人攻馬の節馬場へ召連に附
伺状〕

切継　1通 173－1

〔包紙〕　上書「願書井由緒書」

　御内上田右兵衛大尉
半　1通 156－0

奉願上口上覚（医業相続願）
　御内上田右兵衛大尉

文久4年1月 折　1通 156－1

〔上田家由緒書付〕 折　1通 156－2

一187一



，山城国京都二条家文書　2．二条家家政

2－2－2．留書・記録

〔浦賀沖異国船渡来に付留書〕 （嘉永6年） 半　1冊 18－10

御随身人之事 天明2年春3月（宝暦13 半　1冊 18－1
年ll月）

補家司儀 横美　1冊 62

〔御表御殿御次第井御裏御殿御次第〕 折本（13．4x7．6） 167
1冊

2－3．勘定所

　勘定所で作成され、保管された記録としては、安政期には「勘定所日記」「勘定銭帳」「元方帳」

「勘定所買上帳」「同米出入帳」「同木芝出入帳」「進物出入帳」が恒常的に作成されていた。その他、

知行所の村々からの「物成並差引勘定帳」、「宗門改帳」、諸種の書付などが提出され、保管された。

本史料群には、以上のような恒常的に作成、授受、保管された記録文書はほとんど伝来せず、臨時的

に作成された婚礼勘定記録1点、および諸願2点があるのみである。

　「脩君」は22代治孝（1754～1826）の4女保子のことで、寛政10年（1798）11月5日に江戸に到着し、

江戸城奥に入り、11月25日に一橋徳川斉敦と婚礼をあげた。「脩君様御用代残調帳」（No，27）は、その

際の諸代金の支払帳である。この時に随行した家臣や帳簿を作成した部局等は不明だが、内容から勘

定所に保管された文書と推定した。Nα207は、宛所が「二条御所御役人中様」となっているが、勘定

所役人を省略して「役人」と称することがあり、また知行所の支配は勘定所の役人が担当しているこ

とから、ここに配置した。

脩君様御用代残調帳 寛政10年12月改 横半　1冊 27

乍恐奉願上候口上（貸金返済願）
　四条鳥丸東入町上原屋弥兵衛（印）→二條様御勘定所御役

慶応3年9月7日 美　1通 127

人中様

二条様江願書之内抜書写（山論）
　（愛宕山福寿院役者中谷大弐→二条御所御役人中様）

宝暦11年4月 美継　1通 207

2－4．奏者所

　奏者所は、公家屋敷の表玄関における出入りを掌握した機関で、表玄関に詰めて、公家・武家・寺

社からの使者の往来や音信物の請取を担当した。それらの日々の日記が「御奏者所日次記」、もしく

は「御玄関日次記」と呼ばれる記録である。日記には、表玄関における二条家と諸家との間での書

状・音信物の往来、およびそれぞれの使者の名が記される。なお、奏者所と玄関の関係については、

解題（G．全体構造と内容）を参照のこと。

御奏者所日次記 寛永13年1月～2月 半　1冊 14

御玄関日次記 宝永6年1月～12月 美大（29．0×20．8） 1
1冊

御玄関日次記 宝永7年1月～12月 美大（30。0×21．2） 2
1冊

御玄関日次記 元文6年1月～12月 美大（31．3×23．3） 3
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2．二条家家政　山城国京都二条家文書

1冊

御玄関日次記 延享3年1月～3月 美大（31．6×22．5） 4
1冊

2－5．奥向

　二条家の奥向で作成された文書として、「御日次」の表題をもつ安永10年（1781、4月2日天明に改

元）の日記1冊がある。表紙左下に「御中老共」とあり、これは奥向の中老が記した日記と推測でき

る。本文書の出所内組織を奥向と特定した根拠は、16日に「御安さん後初て御ゆいめし」とある記事

による。この時の二条家当主は22代治孝で、その妻室は水戸徳川宗翰の娘翰子（嘉君）であり、天明元

年（1781）閏5月9日に長男斉通が誕生している。閏5月18日からは「若君様」と見え、上記の安産と

は斉通の誕生を意味すると思われる。また、日記には水戸家や江戸からの音信物が届いているので、

本記録は翰子付の中老が記した日次記であることを裏付けている。

御日次
　御中老共

安永10年1月～12月　　美　1冊 5
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山城国京都二条家文書　3．摂家

表題／作成・授受／備考 年代 形態／点数 整理番号

3．摂家

3－1．大葬・即位

　大葬ならびに即位に関わる一件記録を収めた。〔孝明天皇大葬用留〕（No．132）は、慶応3年（1867）

1月8日から27日までの孝明天皇の大葬に関わり、摂政内覧二条斉敬が関係部局から到来した文書や

儀式次第を書留めた記録。同年1月9日、斉敬は明治天皇の摂政内覧となった。また、先帝が生前に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いじょうのそう葬礼の方法を遺言し、それを天皇に奏上する儀式である遺詔奏に関わる次第書が5点ある。

紙
緩

紙
）

包
紙

〔耀父製星蓬日灘轟1臨轟諮瀦喬 寛永20年10月 継　1巻 30

即位宣命〕

桃園院御葬送行烈（行列書） 宝暦12年8月22日 美四切　1冊 26

〔孝明天皇大葬用留〕 （慶応3年） 竪二切　1冊（36 132
丁）

開関解陣次第（草案） 美二切　1冊 16－1

開関解陣次第 美二切　1冊 16－2

〔包紙〕　上書r卯十月十一日山中法眼6差出候書取二通 半　1通 165－0
也」

天子御神号（花山～光明） 切　1通 165－1

斎部富嗣謹撰

〔包紙〕　上書「三月十九日申刻御詔定6御所様可被着諒 美　1通 182－0

闇御服日時」

〔陰陽権助保源諒闇御服日時勘文案〕 3月ll日 折　1通 182－1

陰陽権助保源

奏遺詔次第 竪二切　1冊 8

元和度遺詔陣儀略次第・御調経定被付行次第 美二切　1冊 21

1灘遺詔警固固開。渡鮪盧0還御籠’開関解陣 竪二切　1冊 23

奏遺詔次第・渡御椅盧次第 宝暦12年8月25日 美二切　1冊 24

奉遺詔次第（元文度作進） 美二切　1冊 34

3－2，改元

　寛永度・弘化度・慶応度などの改元の一件記録がある。

寛永度條事定次第 折本（23．2×19．0） 40
右大臣輔実公作進 1通

條事定次第 竪二切　1冊 18－2

年号勘文奏聞次第 折　1通 18－3

〔新宰相中将年号勘文次第〕 折　1通 18－4

〔年号勘文下書〕 折　1通 18－5
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3．摂家　山城国京都二条家文書

〔中納言・宰相着座次第〕 折　1通 18－6

〔改元難陳〕（嘉延） 折　1通 18－7

〔包紙〕 半　1通 18－8－0

〔改元群議判詞〕（嘉徳・弘化上奏） 折　1通 18－8－1

〔瀦陳〕（嘉永●文久’嘉延。萬安●萬延●嘉徳。 折　1通 18－8－2

年号之事 （慶応元年） 折　1通 41－3

年号之事 （慶応元年） 折　1通 41－4

年号之事 （慶応元年） 折　1通 41－5

〔年号勘文案〕 （慶応元年〉 折　1通 41－6
式部大輔菅原在光

〔年号勘文案〕 （慶応元年） 折　1通 41－7
文章博士菅原修長

〔年号勘文案〕 （慶応元年） 折　1通 41－8
式部権大輔菅原長熈

〔改元難陳草案〕 折　1通 163

3－3．五節会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あおうまのせちえ
　五節会とは、1月11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
とうかのせちえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とよあかりせちえ

踏歌節会、5月5日の端午節会、新嘗祭翌日のll月中辰日の豊明節会の5つである。ただし、本史

料群の中に端午節会に関する史料は見られない。

包
紙

〔元日節会交名案〕 折　1通 122

〔拝賀他雑例〕 美　2通 79

〔白馬節会次第覚書〕　上書rせちえ」 切継　1通 29
帯紐あり

〔白馬節会交名〕 折（宿紙）1通 113

〔白馬節会交名〕 折（宿紙）1通 114

〔白馬節会交名案〕 折　1通 121

〔踏歌節会交名〕 折（宿紙）1通 116

〔包紙〕　上書r踏歌坊家奏之形料紙剛紙」 美　1通 146－0

〔踏歌行列書〕 安政6年1月16日 美継　1通 葉46－1

豊明節会次第 美二切　1冊 28

〔豊明節会交名〕 折（宿紙〉1通 115

〔包紙〕　上書「節会用」 美　1通 102－0

〔合見参次侍従五位已上交名案〕 享和2年11月25日 竪継　1通 102－1

〔合見参非侍従五位已上交名案〕 享和2年ll月25日 竪　1通 102－2

〔包紙〕　帯札上書r元日節会」 美　1通 102－3－0
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包
紙

紙
）

包
紙

包
紙

〔合見参次侍従五位巳上交名案〕 安政6年1月1日 美継　1通 102－3－1

〔合見参非侍従五位已上交名案〕 安政6年1月1日 美　1通 102－3－2

〔包紙〕　帯札上書「豊明節会」 美　1通 102－4－0

〔合見参五位已上絹綿注文案〕 安政6年11月15日 美　1通 102－4－1

〔合見参次侍従五位已上交名案〕 安政6年ll月15日 美継　1通 102－4－2

〔合見参非侍従五位已上交名案〕 安政6年11月15日 美　1通 102－4－3

〔包紙〕　帯札上書r白馬節会」 美　1通 102－5－0

〔合見参五位已上絹綿注文案〕 安政6年1月7日 美　1通 102－5－1

〔合見参次侍従五位已上交名案〕 安政6年1月7日 美継　1通 102－5－2

〔合見参非侍従五位已上交名案〕 安政6年1月7日 美　1通 102－5－3

〔包紙〕　上書「踏歌見参録法之形」 安政6年 美　1通 152－0『

〔合見参五位巳上交名案〕 安政6年1月16日 美継　1通 152－1

〔合見参五位已上絹綿注文案〕 安政6年1月16日 美　1通 152－2

3－4．行幸

　享保7年（1722）3月27日、同年1月13日関白職を辞した九条輔実の邸に霊元院が行幸した際の一件

記録で、行幸図、次第書、九条家屋敷図がある。二条綱平は輔実の後任として1月13日に関白に就任

したが、同年5月3日に同職を辞任した。

包
紙

（
包
越

　
　
　
（

紙

越

〔包紙〕　上書「九条前関白輔実公江御幸」 享保7年3月27日 美　1通 42－0

〔包紙〕　上書r九条前関白江御幸行列」 享保7年2月27日 半　1通 42－1－0

九条前関白輔実公江御幸行列（行列書） 享保7年3月27日 切継　1通 42－1－1

〔包紙〕　上書「享保七年三月廿三日坊城弁6来、廿七日 享保7年3月23日 美　1通 42－2－0

九条前関白輔実公江院御幸之御行列」

〔行列書〕 （享保7年3月23日） 切継　1通 42－2－1

〔包紙〕　上書r享保七年三月十日九条前殿下輔実公江院 享保7年3月10日 美　1通 42－3－0

御幸ノ覚書昨日約束申候、則来」

〔院御幸次第書〕 折　1通 42－3－1

〔院御幸次第書〕 折　1通 42－4

〔屋敷図〕 36．5×50．41舗 42－5

〔屋敷図〕 36．4×50．4　1舗 42－6

〔行幸先例書付〕 折　2通 164

行幸之節右府殿御列書 美三切　1冊 210

3－5．神事

〔包紙〕 上書「九條家江返進之事 勘例 三枚」 36，5×138 1通 36－0
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包
紙

〔中宮御襖陪膳に付勘例写〕（三長記抜粋） 3Z6x150　1通 36－1

〔東宮御着除事勘例写〕（三長記抜粋） 32．6×46．5　1通 36－2

〔御襖事勘例写〕（兵範記抜粋） 32．6×31．3　1通 36－3

〔久世通熈奉書写〕（祇園臨時祭再興） （慶応元年）5月18日 折　1通 41－9
通熈

〔包紙〕　上書「御料　慶応元年十一月廿二日議奏柳原6 美　1通 41－11－O
被示候書付也」

〔柳原光愛達状〕（雲龍院・悲田院御陵参向延引） 5月22日 折　1通 41－11－1

光愛→関白殿諸大夫中，折封

〔柳原光愛伺状〕（参向告文・幣物等に付伺〉 5月22日 折　1通 41－11－2
光愛→関白殿諸大夫中，折封

〔告文草案〕 折　1通 41一で1－3

〔包紙〕　上書「神宝行列　社家行列」 半　1通 43－0

〔神宝行列書〕 切継　1通 43－1

〔社家行列書〕 切継　1通 43－2

〔包紙〕　上書「賀茂臨時祭行列奉行甘露寺弁殿差被出」 甲子年11月29日 半　1通 44－0

〔賀茂臨時祭行列書〕 切継　1通 44－1

綱平公左大臣殿御奏慶行列（行列書） 半四切　1冊 45
行列奉行荻原主殿・吉田外記

〔包紙〕　上書「稲荷社還幸行列」 元治元年4月9日 半　1通 46－0

稲荷社還幸行列（行列書） 元治元年4月9日 切継　1通 46－1

当日早旦寝殿以下敷設之事 竪美　1冊 64

〔包紙〕　上書r内々柳原6相廻り候御願文案写也」 慶応2年9月 美　1通 87－0

〔国土安穏五穀豊饒万民快楽の願文案写〕 折　1通 87－1

〔御幣紙〕 切（28．0×4．0）2 87－2
通（包紙入）

〔当宮新御殿造作武辺江通達願案〕 4月 折　1通（包紙入〉 131

御蔭山神幸行列 慶応元年4月18日 竪三切　1冊 211
表紙付札「乙丑四月二十日柳原中納言殿被差上」

〔包紙〕　上書「神宝行列　社家行列」 半　1通 212－0

〔神宝行列書〕 切継　1通 212－1

〔社家行列書〕 切継　1通 212－2

3－6．法会

〔妙功徳院内親王尊儀御中院御法会記〕 延享3年3月 横　1冊 178

〔包紙〕　上書「洞中御法会次第」 文政11年10月9日 竪（46ρ×655） 37－O
1通

〔行道次第〕 切（18．1×17．4） 37－1
1通
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包
紙

〔法会次第〕 切継　1通 37－2

御俄法講次第 ヨ躰1冊 37－3

常行三昧次第・法華三昧次第 折本　1冊 37－4

〔行道次第〕 折　1通 37－5

曼陀羅供次第 美二切　1冊 37－6

3－7．立親王・立后

　No．186は、袋上書から関白兼左大臣二条光平が明暦4年（1658、万治元年）1月28日の識仁（後の霊

元天皇）の親王宣下の上卿を勤めた際の一件記録を入れた袋と見られるが、残念ながら袋のみしか伝

存していない。斉敬が内大臣を勤めていた万延元年（1860）9月28日に睦仁（後の明治天皇）の儲君親王

宣下があり、その際の勘文案、儀式次第が伝来している。明和8年（1771）5月9日の立后（皇太后富

子）の節は、二条家当主は22代治孝（16歳、中納言）であるため、Nα20の史料伝来の経緯はよくわから

ない。立后関係の文書をここに収めたが、それらの相互の関係についても今後の検討を要する。なお、

No．74〔宗尊親王女嘉門院書付〕は、小奉書紙の折紙に「宗尊親王／一品中務卿征夷大将軍／女／永

嘉門院」（／は改行）とあるのみで、江戸期に作成されたものと見られる。

巻
込

〔袋〕　上書r明暦四年立親王宣下霊元院作進次第留一通 41ρ×50．O　l通 186
外二次第同上三通　細記一冊　上卿光平卿」
紙背（内大臣宗基詠草），袋のみ

〔八條宮・有栖川宮親王宣下次第〕 （寛文9年2月） 折　1通 85

〔立坊節会次第〕 （宝永以前） 折本（17．2×9．4） 184
1冊

立親王宣下次第　草 （万延元年ヵ） 美二切　1冊 22－1

〔儲君様名字勘文に付順達〕 9月4日 切　1通 22－2
Nα22－1の丁間史料

〔菅原在光名字勘文案〕 美　1通 66－1
式部大輔菅原在光

〔文章博士菅原在光名字勘文案〕 万延元年9月3日 美　1通 66－2
正三位行式部大輔兼文章博士菅原朝臣在光

立后次第・本宮次第 明和8年5月9日 美二切　1冊 20

〔准后宣下・内親王宣下召物覚〕（女御・美喜宮） 折　1通 73

〔宗尊親王女永嘉門院書付〕 折　1通 74

勅答のおもむき（女御五旬以後の件） 折　1通 75

国母准后門号例（案） 折　1通 78

3－8．着陣

　着陣とは、公卿が新任・昇任の後にはじめて陣座に着する儀式のこと。No．13以外は、いずれも包

紙に包まれた一件文書である。なお、No，89は、二条光平の拝賀着陣年月日についての問答であり、

必ずしも光平期に作成、授受された記録とは限らない。

左大将殿御着陣儀次第 横　1冊 13
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〔包紙〕　上書r着陣次第」 半 1通 38－1－0

着陣次第（草案） 折 1通 38－1－1

着陣次第（草案） 折 1通 38－1－2

着陣次第（草案） 折 1通 38－2

着陣次第（草案） 折本 1冊 38－3

〔包紙〕 美 1通 89－0

〔構鞭鶏濡罐警賀’内大臣拝賀着陣’関白 折 1通 89－1

〔光平卿拝賀着陣年月日答状案〕 折 1通 89－2

〔光平公内大臣関白拝賀年月日答状案〕 折 1通 89－3

中納言大将兼任例（承暦2年他） 折 1通 89－4

〔参内次第覚〕 折 1通 89－5

〔某断状控〕（勅授帯劔・摂政御拝賀儀追而申上） 切 1通 89－6

〔着陣次第〕 升折 1冊 90

〔包紙〕 美 1通 171－0

〔摂政井前関白勘考座席図〕 美 1通 171－1

〔座席図草案〕 美 1通 171－2

3－9．官奏雑事

　諸司諸国からの上申文書を太政官より天皇に奏上し、裁許を仰ぐ政務である官奏に関わって作成、

授受、保管された記録文書のうち、まとまりを欠くもの、あるいは現段階で機能の特定を判断しにく

いものをここで一括してまとめた。

包
紙

〔安倍泰福日時勘申案〕（新殿木作始の日時陣儀の日 延宝2年12月13日 竪　1通 70
時）

安倍泰福

太政官符（写）（伊勢国司発遺） 宝永6年6月21日 竪　1通 98
修理東大寺大仏長官正五位上行主殿頭兼左大史小槻宿禰
判奉

〔伊予国司解案〕（御封庸米進上） 寛政8年4月24日 竪　1通 106
守源朝臣康徳，端裏書「可成返抄　別当少納言清原朝臣
（花押）」

〔包紙〕 竪　1通 105－0

〔能登国司解案〕（給鉤匙開検不動倉状） 文久2年1月4日 竪　1通 105－1
従五位下行守源朝臣善重

〔加賀国司解案〕（給鉤匙開検不動倉状） 文久2年1月4日 竪　1通 105－2
守従五位下藤原朝臣慶直

〔三善亮功請状案〕（馬料韓櫃捌合事） 文久2年1月4日 竪継　1通 105－3
造興福寺判官正五位下行右大史兼算博士三善朝臣亮功

〔伊予国司解案〕（御封庸米進上） 安政6年3月28日 竪　1通 107
守従五位下藤原朝臣寿久，端裏書「可成返抄　神祇伯兼
右近衛権少将資訓王（花押）」
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〔包紙〕　上書「詔書覆奏次第　三通」 半　1通 158－0

詔書次第 折　1通 158－1

詔書覆奏次第 折　1通 158－2

詔書覆奏次第 折　1通 158－3

〔包紙〕　上書r詔書位署写」 半　1通 174－0

〔位署写〕 （寛政頃） 竪　1通 174－1

〔目録雛形〕　端裏書r兵部省江録絹結始雛形」 竪　1通 175

〔包紙〕　上書r大乗院当御門主ヨリ四代前鷹司信房公御 美　1通 31－1－0

息後理趣院殿信尊寺務御再任之節寛永廿年四月三日二被
附候長者宣写　但右同月同日二被附候　長者宣外二今三
通有之候得共宛所同然故写不被進候」

〔右少弁資慶長者宣写〕 寛永20年4月3日 折　1通 31－1－1

左少弁資慶→大納言僧都御房

〔国解・作名書付〕（慶長・筑後守典豊） 折　1通 172

〔僧道光上表文案〕 延宝戌午年月日 竪継　1通 91

前欠

〔王政復古に付確定書付〕 折　1通 81

「
（
包
紙
）
」
　
　
　
「
（
包
紙
）
」

「
（
包
紙
）
」

3－10．叙位・除目

　叙位・除目の機能に関わって作成、授受、保管された記録文書を収めた。まとまったものとしては、

斉敬が関白内覧を勤めた文久3年（1863）の一連の記録文書があり、公家の官位叙任手続きを詳細に知

ることができる。細目として、○交名・位署を立てた。これは、必ずしも叙位・除目に関わって作成、

あるいは利用された記録文書とは限らないが、本項目の関連項目として扱った。

兵部省移（案）（大納言西園寺公名大将軍兼任〉 永享5年12月15日 竪 1通 93
正六位上行少録・正六位上行少丞→卿従三位行藤原朝臣
親信・大輔従四位下行ト部宿禰兼勝・少輔従五位下行源
朝臣持常・権少輔正五位下行惟宗朝臣相豊

口宣案（法橋康知叙法眼〉 承応3年2月15日 竪（宿紙） 1通 108
上卿山科大納言・蔵人頭中弁藤原熈房奉

勘例（叙従五位上） （寛永10～14年） 折 1通 160
綴跡あり

〔後西天皇宣旨〕（叙法橋） 寛文2年3月28日 竪 1通 112
左大史兼算博士小槻宿禰（忠利花押）奉

〔某官位申詞書付〕（池尻勝房叙位他） （元禄4年ヵ） 折 1通 48

〔鷹司房輔・同兼熈官位申詞書付〕 （元禄4年ヵ） 横 1冊 143
房輔・兼熈

〔某官位申詞書付〕 折 1通 154

〔包紙〕　上書「申左近衛権中将雅康朝臣　申正三位具偶 宝永4年12月日 竪 1通 32－0
卿　右両人小折紙被差拍候　寄書井追加」

〔官位寄書〕　端裏書r当日分」 （享保4年ヵ） 折 1通 32－1

〔内大臣官位申詞書付〕（隆兼・友親叙位、以益受領之 折 1通 32－2
子細）

「
（
包
紙
丁

196一



3．摂家　山城国京都二条家文書

紙
）

包
紙

包
紙

包
紙

（
包

包
紙

〔関白・大臣官位申詞書付〕（宣顕・益通叙位他） （享保4年ヵ） 折　1通 32－3

当日平野社官ノ事井上階之仰被出留 享保4年12月26日 折　1通 32－4

〔口状・勘例・傍例案綴〕 （享保18年力） 横　1冊（23丁） 103

〔叙位任官申文井勘例留〕 （享保21年ヵ） 折（漉返紙）4通 104
（摺切）

〔包紙〕　上書「享保六年二月廿日賀茂□□関白左大臣右 （享保6年2月20日） 竪　1通 61－0
大臣前摂政前殿下内大臣左大将参内」

〔賀茂社家社職転補新補勅許の輩御礼書付〕 2月25日 切　1通 61－1

〔五家相続の仁躰被為仰出候御礼書付〕 2月22日 切　1通 61－2

〔賀茂五家流罪追放一件日次〕 横　1冊 61－3

〔九条尚実・二条宗基連署状下書〕（社家官位停止の件 （寛延3ヵ）10月3日 切継　1通 54
に付申状）

尚実・宗基→摂政殿，前欠

〔包紙〕　上書r九條内大臣植基公ヨリ被下也」 寛保3年1月25日 美　1通 53－0

〔小折紙〕（女叙位） 折　1通 53－1

〔摂政官位申詞書付〕 （寛延3年ヵ） 折　1通 47

〔関白叙任・直衣始・与奪一上於右大臣勘例〕 （享保～寛政） 横　1冊 149

〔包紙〕 半　1通 唾62－0

口上覚（位階願） 子5月 折　1通 162－1
出納職修→

官位内覧勅問 （文久3年） 竪二切　1冊 25
（二条斉敬）

〔藤原隆董申状井家例・叙日留状〕 （文久3年ヵ） 折　1通 118

〔包紙〕　上書「上権禰宜正六位荒木田守存」 美　1通 145－0

〔荒木田守存関五位栄爵に付祈祷忠勤状〕 文久3年10月19日 竪　1通 145－1
権禰宜正六位上荒木田守存上

〔包紙〕　上書r梅宮神主従三位申願例書　九条家6被廻 慶応元年5月 半　1通 41－1－0
之事」

〔梅宮神主橘定栄例書写〕 折　1通 41－1－1

〔上包写〕（橘定栄　56歳） 折　1通 41－1－2

〔推任申詞〕（真乗院僧正任大僧正） 折　1通 41－2

〔包紙〕上書r津守神主願写　住吉社前神主中廿三年従三位 慶応元年5月 半　1通 41－10－0
津守国福六十六歳」

奉願口上覚（写）

住吉社前神主津守三位→勧修寺様御雑掌中 慶応元年5月 折　1通 41－10－1

叙日（写） 折　1通 41－10－2

家例（写） 切　1通 41－10－3

家例（写） 折　1通 41－10－4

勘例（写） 折　1通 41－10－5

〔津守国福申状写〕（正三位） 折　1通 41－10－6
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包
紙

紙
）

〔某官位申詞書付草案〕（和気正輔内舎人拝任他） 折　1通 58

〔包紙〕　上書r史父子同位之例」 半　1通 120－0

〔安倍亮守父子同位の例書〕 （天正3～慶長18年） 折　1通 120－1

〔包紙〕　上書「難波6権大納言願書持参也　但し陽明 ll月28日 半　1通 137－0

家6も同様願書被廻候事」

〔包紙〕 半　1通 137－1－0

権大納言拝任之事（難波宗弘権大納言拝任願状） 折　1通 137－1－1

〔包紙〕 半　1通 137－2－0

権大納言拝任之事（難波宗弘権大納言拝任願状〉 折　1通 137－2－1

〔某辞官願〕 折　1通 137－3

〔左右大臣辞官等事書付〕 折　1通 137－4

〔河合社禰宜職競望に付申詞書付〕 折　1通 128

○交名・位署

〔大蔵省主殿寮諸司交名案〕 折　1通 124

〔包紙〕 竪　1通 125－0

〔東宮職・春宮坊位署案〕 折　1通 125－1

〔中宮職位署案〕 竪　1通 157

〔中宮職位署案〕 宝永5年2月27日 竪継（宿紙）1通 109

〔中宮職位署案〕 宝永5年2月27日 竪継（宿紙）1通 110

〔中宮職位署案〕 宝永5年2月27日 竪継（宿紙）1通 111

〔左近衛府合中将家已下府生以上交名写〕 安政6年4月8日 竪2通（礼紙1通） 119
→内大臣正二位兼大将藤原朝臣

3－ll．諸願・諸届

　摂家としての二条家の機能により、諸家からさまざまな諸願や諸届が提出された。それらの記録文

書をここに収めた。

紙
紐

包
紙

包
紙

〔忌部茂承願状〕（諸神事御用） 美　1冊 95－1

内舎人神祇少史忌部茂承

〔内舎人勤功書付〕 （文久～元治） 折　1通 95－2

〔包紙〕　上書「有栖川宮6使ヲ以被申越候也、表向伝奏 卯年5月14日 半　1通 96－0
へ被差出候由候事」

〔某願状写〕（妙勝定院宮拝領の現米300石の件） 折　2通 96－1

〔上平主税著書内覧願状〕 ll月 折　1通 117
上平主水

〔包紙〕　上書r十月十二日奥向へ差出　東越中守願書」 （10月12日） 切　1通 126－0

奉内願口上書（大礼加役願草案） 月日 切　1通 126－1

松尾社権神主正四位下為秀（花押）→

一〔包紙〕　上書「卯五月十日御道具掛り冷泉中納言被持参 （5月10日） 半　1通 130－0－1
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包
紙

包
紙

包
紙

候書取二付手元二留置候也　右之鶴沢深真6之願之事」

〔包紙〕　上書r鶴沢深真」 美　1通 憧30－0－2

〔鶴沢深真願状〕（御殿修復御絵御用拝命願） 5月 折　1通 130－1
鶴沢法眼深真→冷泉中納言様御雑掌中・庭田中納言様御
雑掌中・梅渓宰相中将様御雑掌中

〔包紙〕　上書「東塔院僧正」 半　1通 179－0

奉願口上書（東寺定額八名長者法務の宣下願状写） 4月 横　1冊 179－1
東寺定額東塔院僧正善宝・観智院僧正覚宝・宝菩提院権
僧正乗禅・仏乗院法印大僧都欽宝・真性院法印大僧都政
宝・増長院少僧都法眼享宝・宝厳院少僧都法眼密禅・宝
輪院法眼承宝→飛鳥井中納言殿・野宮中納言殿

〔包紙〕　上書「卯四月五日従両曹別紙写書差出候也」 （4月5日） 美　1通 180－O

御賄謙麟院●一乗院門跡使二名外国人出南の件 折　1通 180－1

〔某御室御跡相続に付願状案〕 10月 切継　1通 183

3－12．日光奉幣使

　正徳5年（1715）二条綱平（右大臣）が日光東照宮百年忌の奉幣使を勤めた際の記録が4点ある。

包
紙

覚（日光道中賄下行記） 2月 切継　1通 129
下札あり

〔包紙〕　上書r正徳五巳未歳二月十日」 （正徳5年2月10日） 竪　1通 151－0
奉行万里小路中納言尚房・外山主殿光和・三条西中将公
福

就日光山百回遠忌開結丹経三部井阿弥陀経心経筆者目
　録

正徳5年4月17日 折　1通 151－1

日光御参向道中日次記井日光6江戸迄道中日記共 正徳5年4月・5月 美　1冊 12

3－13，江戸幕府

　江戸幕府との関わりで、作成、授受、保管された記録文書を収めた。No．185は、鷹司家が文政10年

（1827）に1000石、九条家が安政6年（1859）に500俵を江戸幕府より加増された際の経緯を問い合わせ

た一件記録。

包
紙

紙
V

〔包紙〕 半　1通 141－0

禁制（濫妨狼籍・放火・竹木伐採禁制写） 慶長5年9月21日 切（1α5×28．0〉 141－1
御朱印→興福寺 1通

〔青門宮修復関東申入の件に付書付〕 （享保10年） 折　1通 60

寛政五年丑三月十六日自関白左府殿江伝達従左府殿依

踊轍警編聾難響待騰罪瑞
（寛政5年） 美　1冊 135

〔包紙〕　上書r九鷹聞合書也」 半　1通 185－0

〔関白鷹司政通加増一件留帳〕 （文政10年） 半　1冊 185－1

〔関白九条尚忠加増一件留帳〕 （安政6年） 半　1冊 185－2

〔式部少輔某書状写〕（在職中役料に付返答） 1月8日 切継　1通 185－3
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巻
込

式部少輔→治部権大輔

〔牧式部少輔某書状写〕（在職中役料支給無に付返答） 1月9日 切継　1通 185－4

牧式部少輔→北小路治部大輔様

〔信濃小路民部少輔某書状写〕（在職中役料に付返答） 1月8日 切継　1通 185－5

信濃小路民部少輔→北小路治部権大輔

〔秀忠・家光・家綱他宣下日次・上卿・奉行書付〕 折　1通 77

将軍家院号（尊氏～家綱） 折　1通 80－1

将軍家院号不知分（義栄～家康） 折　1通 80－2

〔徳川家茂将軍宣下江戸参向日次記〕 延享2年 切継　1通 136
（二条宗基ヵ），前欠

〔江戸参向進物代調帳〕 半二切　1冊 138

3－14．先例

　先例の故実を考勘するために作成された記録文書を収めた。No．17、No．68、No．69は一括文書であ

る。

紙
繕

紙
）

包
紙

紙

〔包紙〕 半　1通 17－1－0

紐札「勘文」とあり

〔彗星出現に付先例書〕 半　2通 17－1－1

〔袖之事に付勘例案〕 折　1通 17－1－2

〔平緒之事に付勘例案〕 折　2通 17－1－3

〔紺地劔の装束藍革に付勘例案〕 折　1通 17－1－4

類例（摂関代参の事） 折　1通 17－1－5

〔劔の事に付先例書〕 美　6通 17－2

〔弁官転任に付勘例案〕 折　1通 17－3

雑々例（召使の事・節会雨儀の事） 折　1通 17－4

〔享保ll年右大臣慶賀参入次第先例覚〕 美　1通 17－5

〔即位勘例抜書〕 美　1冊 17－6

〔立太子勘例案〕 横　1冊 17－7

〔近衛大将拝賀着陣勘例案〕 切継　1冊 17－8

一〔為徳卿勘文留〕（清涼殿障子の事） 美　1冊 17－9

〔装東の事に付書付〕 切　1通 39

一〔包紙〕　上書「幼主之時毎日御拝事」 美　1通 68－0

覚（うねめ奉公旧例） 折　1通 68－1

〔幼主執政勘例案〕 折　1通 68－2

一〔永久元年出御勘例案〕 折　1通 68－3

一〔某日次記断簡〕 切　1通 69－1

〔延享4年正月小朝拝次第書付〕 美　1通 69－2
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包
紙

〔除目・参内装束・臨幸外日次書付〕 美　1通 69－3

〔為記〕（永正3年章長侍読勅許の記） 折　1通 82

〔宝永5年侍読の記〕 折　1通 83

〔聴直衣・御侍読勘例案〕 （寛永20年） 折　1通 84

〔包紙〕　上書r紀伝御侍読事」 美・半　2通 88－0

御読書始事（堀河院～後光明院） 折　2通 88－1

神祇官古図並新撰地図二 美　1冊 6
〔陪膳次第〕 横美　1冊 9
〔玉葉・山塊記抜粋〕（幣発遣の先例） 折　1通 71

東宮御元服参仕備忘 小（137×10．2） 148
1冊

3－15．勤番

諸奉行 享保7年2月 美二切 1冊 19－1

非常参勤 享保7年2月 美二切 1冊 19－2

〔包紙〕　上書r諸奉行一冊　非常参勤一冊 享十年九月 美　1通 19－3－0

十五日石井前中納言6来ル」

諸奉行 享保10年9月 美二切 1冊 19－3－1

非常参勤 享保10年9月 美二切 1冊 19－3－2

〔享和4年御番結改井諸奉行書付〕 （享和4年1月13日） 折本（147×5．1） 147
1冊
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表題／作成・授受／備考 年代 形態 数量 整理番号

4．出所不明

　「此御所様」とあり、文体は仮名書きなので、「御所」と呼ばれる人物の女中が記した日記と見ら

れる。また、「二条様」より音物の献上を受けているため、「御所」とは二条家以外の人物であること

から、他家の日記と判断した。虫喰いが激しく、綴じ紐も切れた状態で、前後欠である。

〔某日記〕 美二切　1冊 176
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5．扶局　山城国京都二条家文書

表題／作成・授受／備考 年代 形態 数量 整理番号

5．扶局

5－1．親族調

　「親族書」1冊。二条基弘（16歳9ヶ月）の略歴を記し、父方親族の続書、位階、名前、さらに母方

親族、実父方親族、実母方親族、宗族戸主、親族戸主等と続く。明治9年（1876）6月に督部長岩倉倶

視に提出された「親族書」の控と見られる。基弘の年齢、料紙（8行罫紙）、筆跡などからみて、家扶

が作成したものであろう。

親族書（控）

　三部華族従五位二條基弘
明治9年6月 半罫　1冊 1

5－2，日次記

　26代当主基弘の東京邸（牛込津久土前町）に置かれた扶局のもとで、二条家の家扶が記した日次記。

No．5・6は、8行罫紙で、下小口書に記載年を記す点で共通するが、No，9は12行罫紙（一部9行罫紙）

を用い、小口書はない。したがって、両者は別系統の日記である可能性も残るが、内容から判断して

ここに収めた。

〔二条家扶日次記〕 明治9年1月～6月 半罫　1冊 5
二条家日次記 明治9年7月～12日 半罫　1冊 6
〔二条家扶日次記ヵ〕 明治12年1月～2月 半罫　1冊 9

5－3書状留

　No，4は表紙が虫喰破損のため、判読不能。内容は、京都邸の石束錫福が作成した記録で、東京本館

の家扶藤木経立との往復書状・勘定書や、他家の家扶との書状などの留書。No．12は1月30日付の藤

木経立の書状2点の留書。

御□□□通留（書状・証文等留書） 明治11年1月～同15年 半　1冊 4
12月

〔書状留〕（遺物分配）
半罫　1冊 12

5－4．布告留

　東京牛込の二条家本邸に廻達された布告の留書。いずれも下小口に記載年と「御布告留」の墨書が

ある。

御布告留
　銅駝坊記、二条家8行罫紙

明治6年1月～12月 半罫　1冊 2

御布告留
　銅駝坊記、二条家8行罫紙

明治8年1月～同9年12
月

半罫　1冊 3

〔御布告留〕

　表紙欠
明治10年1月～同ll年
12月

半罫　1冊 7
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5－5．華族会館・宗族・第十五国立銀行記事

　No．8の表紙に「会館・宗族・銀行記事」とある。会館とは明治7年（1874）6月に創設された華族会

館のこと。銀行とは、同10年5月に岩倉倶視の主唱により華族の資産保全を目的として設立された第

十五銀行のこと。本記録は華族会館および第十五国立銀行の運営に関わって、二条家宗族間、あるい

は華族会館・第十五国立銀行から発給された書状、通達、会則、委任状などの留書であり、それらの

いくつかの原本は丁間にはさみ込まれている。内容的には、華族会館、第十五国立銀行の運営のみな

らず、二条家宗族の結合関係、保有株数などの資産状況、および学習院設立の動向などを知ることが

できる。なお、二条家宗族については、5－1．親族調を参照のこと。

〔会館・宗族・銀行記事〕 （明治11年） 半罫　1冊 10

会館・宗族・銀行記事 明治H年～12年 半罫　1冊 8

〔会館・宗族・銀行記事〕 （明治13年～15年） 半罫　1冊 11
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