
－188－ －189－

尾張国海東郡甚目寺村吉川家文書目録解題

文書群記号　　24D

文 書 群 名　　尾
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年　　　代　　元治 1年（1864）～明治 4年（1871）（幕末期のものが大方を占める）

数　　　量　　79 点

入手の経過

　1949 年度に徳川林政史研究所より購入。

吉川家の歴史

　吉川家は、尾張国海東郡甚目寺村（現在、愛知県海部郡甚目寺を経て愛知県あま市甚目寺）に居を

構え村役人を勤めた家である。幕末維新期には甚目寺村の組頭を勤めた。甚目寺村は複数の領主が存

在するいわゆる相給村落であり、文政年間は尾張藩下の家臣など 9人（後掲表参照）が支配し、慶応

4年は藩直轄領 697 石余、藩直営新田 13 石余、諸給人領 563 石余、成瀬家領 302 石余、観音寺領 300

石余の計 1877 石余であった。これら全体を統括する庄屋は置かれず、各給毎に組頭が置かれ、実質

的にはこの組頭が庄屋の機能を果たしていた。吉川家は幕末期尾張藩直轄領の組頭をもう一人の組頭

とともに勤めた。また、当該地区を管轄した尾張藩の清須陣屋に詰めて下賄いなどの御用を勤めた。

幕末には年間 50 日以上陣屋に出向いている。

　同家が組頭を務めた甚目寺村は、「尾張徇行記」によれば、高 1563 石 7 斗 5 升 5 合、田方 48 町 3

反 3 畝 15 歩、畑方 54 町 3 反 6 畝 6 歩であり、別に古刹甚目寺観音の寺領 300 石 9 升 1 合が置かれた。

津島街道沿いにあり、交通の要所でもあった。

　経営面では地主経営が一定の比率を占めるが、自作の比率も高い。当館所蔵文書における当主名は、

すべて忠八であり、幕末・明治期には忠八名を世襲したとみられる。

文書群の構造と内容

　吉川家文書は、幕末維新期の当主忠八の諸活動を通じて蓄積されたものである。当館が所蔵する文

書群はすべて 1.甚目寺村組頭、2.家の 2つに編成される。それぞれの構造と内容は次の通りである。

　1.甚目寺村組頭は文書件数 67 件、1.1. 陣屋詰賄、1.2. 領主（1. 給地高、2. 上納金）、1.3. 諸掛（1. 夫銀、

2. 伝馬銀、3. 割付勘定、4. 綿布銀、5. その他）、1.4. 土地（1. 持高、2. 地割）、1.5. 年貢、1.6. 村政に関

するものからなり、対象年次は慶応 1年～明治 4年である。1.1. 陣屋詰賄は、件数 4件、年次は慶応 4

年（1868）～明治 2年（1869）である。いずれも横帳であり表紙には「請負万割帳」などと記される。

「陣屋詰賄」という文言は文書中に見られないが、職務の性格などから判断して付与したものである。

諸賄経費は地域村々に割り当てられた。

　1.2. 領主は文書件数 5件、年次は慶応 4年のものである。相給による百姓持高を把握するための惣

給知高帳や藩調達金に関する文書からなる。

　1.3. 諸掛は件数 26 件、年次は慶応 2年（1866）～明治 4年（1872）に集中する。藩への 1. 夫銀、2. 伝

馬銀、3. 割付勘定、4. 綿布銀の取り集めに関する文書である。
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　1.4. 土地は件数 12 件、年次は慶応 3年～明治 3年である。1.4.1. 持高、1.4.2. 地割からなるが、とく

に割地関係文書がまとまってみられる。同村の割地制度については、『甚目寺町史』を参照されたい。

　1.5. 年貢は件数 5件、年次は慶応 2年～明治 2年である。検見の案内や取集帳からなる。

　1.6. 村政は件数 15 件、年次は慶応 1年～明治 3年であり、村入用などに関する文書などがある。

　2.家に関する文書は 2.1. 普請、2.2. 年貢、2.3. 金銭受取、2.4. 地主（掟米・手作）に分かれる。全体

の文書件数は 12 件、対象年次は元治 1年から明治 13 年である。普請は明治 3年のものが 1点、年貢

は元治 1年（1864）～明治 3年にいたる吉川家の年貢収納に関わる物成通帳 1冊、金銭受取も 1点と

現存する分量は少ない。地主は御年貢寄帳、田畑掟手作覚帳、田畑掟年貢帳など地主・手作に関する

帳簿であり、慶応 3年から明治 13 年まで 9冊が現存する。

吉川家文書の整理方針

　吉川家文書は、昭和 24 年（1949）度に徳川林政史研究所より受け入れ、文書群記号 24D を与え、

これまで仮整理のまま閲覧に供してきた。今回、目録刊行にあたってはこの仮整理の文書配列順にし

たがい、新規に整理番号を与えた。仮整理の時の旧番号はこれを示さなかったが、管理情報としては

旧番号を残したのでレファレンスなどでの対応は可能である。

　また、吉川家文書には紙縒・紐などで複数の文書が一括りにされるケースが見られたが、これらは

それぞれ独立した文書として扱い、形態欄にその旨を記した。また、紙縒などで綴られた文書で、文

書相互の関係が見いだせない場合は、綴られていたことを形態欄に明記し、記述編成上相応しい箇所

に配置した。

史料状態　　綴じ紐が切れた文書が散見する。

検索手段　　本目録（国文学研究資料館調査収集事業部『史料目録』第 92 集）。

複製の存在　　とくにない。

関連史料　　とくにない。

出 版 物

　吉川家文書を用いた出版物はないと考えられるが、吉川家文書を理解する上で参考となる図書には

次のものなどがある。

　・『甚目寺町史』（甚目寺町史編纂委員会、1975 年）

　・「寛文村々覚書」（『名古屋叢書続編』第 2巻、1965 年）

　・「尾張徇行記」（『名古屋叢書続編』第 8巻、1969 年）

記 述 日　　2010 年 12 月 10 日（担当大友一雄）
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文政年間甚目寺村村高・給人一覧

領主 内訳 石高 備考

成瀬隼人正 1000石000

総給知 安田仁左衛門 150石000

中島庄蔵 120石000

服部伊右衛門 115石000

上野市之右衛門 55石363

山上清大夫 52石892

小笠原総左衛門 30石000

渡辺九八郎 29石000

橘田与左衛門 11石500

小計 1563石755 元高1239石213

御新田 明暦2年申 9石278

寛文4年辰 1石936

寛文9年酉 2石754

小計 13石968

観音領 300石091

合計 1877石814

出典:『名古屋叢書続編第七巻 尾張徇行記（4)』169～171頁
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

1.甚目寺村組頭
1.1.陣屋詰賄
辰年請負万割帳(清須陣屋諸入用賄勘定)　甚目寺村立

合宮崎市蔵様･組頭両人
慶応4年巳(ママ)5月3日 横長半･1冊<4丁墨> 44

辰年請負万割帳(清須陣屋諸入用賄勘定)　甚目寺村吉
川忠八

慶応4年巳(ママ)5月3日 横長半･1冊<5丁墨> 45

巳年請負万割帳(清須陣屋諸入用賄勘定)　(甚目寺村)
伊八･(吉川)忠八

明治2年未(ママ)2月 横長半･1冊<5丁墨> 46

巳年請負万割帳(清須陣屋諸入用賄勘定)　甚目寺村吉
川忠八

明治2年午(ママ) 横長半･1冊<6丁墨> 47

1.2.領主
1.2.1.給地高

惣給知高帳(百姓ごと給知高書上､但成瀬領を除く)　
(甚目寺村)立合与頭･頭百姓

慶応4年辰9月20日 横長半･1冊<7丁墨>
/(貼紙あり)

34

1.2.2.上納金
差上調達名前帳(225両余うち76両高割取立)　(甚目寺

村吉川)忠八
慶応4年辰2月7日 横長半･1冊<9丁墨>

/(ヒレ付)
42

差上調達名前帳(124両余高割取立)　(甚目寺村吉川)忠
八

慶応4年辰2月11日 横長半･1冊<12丁
墨>/(ヒレ付)

43

巳六月廿九日調達金懸金(書上) 巳6月29日 横長半･1冊<1丁>/
(6冊合綴の内)

71-6

(再建取締金徴収帳) 半･1冊<9丁>/(3冊
合綴の内)/(ヒレ
付)

72-3

1.3.諸掛
1.3.1.夫銀

卯年御夫銀集帳(御陣屋上納高26両1分余)　甚目寺村
組頭忠八

慶応3年2月5日 横長半･1冊<6丁墨> 14

人足賃銭衆抱割符帳(総高1577石余)　(甚目寺村)立合
組頭･頭百姓

慶応3年卯12月23日 横長半･1冊<8丁墨> 12

辰年御夫銀寄帳(清須御陣屋上納高26両1分余)　甚目
寺村組頭忠八

慶応4年2月 横長半･1冊<5丁墨> 15

夫役賃銭割符寄帳(清須御陣屋より割当て京都御守衛
夫銀･元千代様御上京夫人足銀など)　甚目寺村立合
庄屋･頭百姓

慶応4年辰3月朔日 横長半･1冊<5丁墨>
/(№1～5は紙縒一
括)/(ヒレ付)/(破
損あり)

 1

夫役賃銭割符寄帳(元千代様上京夫人足3度分)　甚目
寺村組頭忠八

慶応4年辰閏4月3日 横長半･1冊<3丁墨>
/(№1～5は紙縒一
括)

 3

夫役賃銭割符寄帳(元千代様上京人足代･領分御固手
当夫等)　甚目寺村忠八

慶応4年辰4月4日 横長半･1冊<4丁墨>
/(№1～5は紙縒一
括)/(ヒレ付)/(貼
紙あり)

 2

甚目寺村吉川家文書　1.甚目寺村組頭/1.陣屋詰賄
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夫役賃銭割符寄帳(領分初固夫人足請負両度分)　甚目
寺村組頭忠八

慶応4年辰5月6日 横長半･1冊<3丁墨>
/(№1～5は紙縒一
括)

 4

萱津入組并出水入用七嶋新田杁伏書入用･惣給知高当
り夫銀并惣給知百姓人別夫銀･新田高当り夫銀御蔵
高当り夫賃銀〆七口寄帳　甚目寺村立合与頭･頭百姓

慶応4年辰9月19日 横長半･1冊<10丁
墨>/(ヒレ付)

49

夫人足賃銀割符帳(京都御守衛夫銀･元千代様上京人
足代など)　(甚目寺村)立合与頭･頭百姓

慶応4歳辰9月19日 横長半･1冊<10丁
墨>

 6

夫賃銀人別割帳(給知惣百姓中)　(甚目寺村)立合与頭･
頭百姓

慶応4年辰9月20日 横長半･1冊<4丁墨>  7

夫賃銀寄帳(惣給知高)　(甚目寺村)立合庄屋･与頭･頭百
姓

慶応4年辰9月20日 横長半･1冊<5丁墨>  9

夫賃銀割符帳(新田分)　(甚目寺村)立合与頭･頭百姓 慶応4歳辰9月20日 横長半･1冊<2丁墨>  8

禁裏様佐屋行人足賃　先納米利足割出シ長 明治1年辰11月27日 横長半･1冊<7丁墨> 57

禁裏様佐屋行人足賃､先納米利足割出し､御蔵高苗江
代御下ヶ金割付､越後行夫賃銀高割并ニ人足共差引
惣覚帳

明治1年辰12月12日 横長半･1冊<7丁墨>
/(ヒレ付)

58

夫銀寄覚帳(総給知分､総高15777石余)　(甚目寺村)当
番忠八

明治2年巳2月 横長半･1冊<5丁墨> 10

夫役賃銭割符寄帳(京都守護夫銀)　(甚目寺村)立合庄
屋･組頭･頭百姓

明治2年巳2月 横長半･1冊<5丁墨>
/(№1～5は紙縒一
括)/(貼紙あり)

 5

人足賃銭衆抱割符帳(総高1577石余)　甚目寺邑立合与
頭･頭百姓

明治2年巳12月28日 横長半･1冊<8丁墨>
/(ヒレ付)

13

夫人足割符寄帳　(甚目寺村)立合庄屋･頭百姓 明治2年巳12月 横長半･1冊<6丁墨> 11

1.3.2.伝馬銀
巳年伝馬銀寄帳(甚目寺村のうち成瀬領分以外)　(甚

目寺村)忠八
明治2年10月23日 横長半･1冊<4丁墨> 31

1.3.3.割付勘定
御蔵高立合割帳(検見雑用･京都守衛など諸経費)　(甚

目寺村)当番忠八､立合庄屋･組頭･与百姓
慶応2年とら12月 横長半･1冊<4丁墨> 37

御蔵高駄賃割賦帳(蔵入地分)　(甚目寺村)村方与頭･頭
百姓

慶応3年う師走23日 横長半･1冊<6丁墨>
/(ヒレ付)

35

御蔵高立合割帳(蔵入地分)　(甚目寺村)庄屋･組頭･頭百
姓　当番伊八

明治2年巳12月6日 横長半･1冊<4丁墨> 38

(銀高･麦金割賦帳) 横長半･1冊<5丁>/
(5冊合綴の内)

71-5

1.3.4.綿布銀
綿布役銀相勤帳　甚目寺村組頭忠八･伊八→広瀬伝三郎様

御陣屋
慶応2年寅7月 半･1冊<9丁>/(3冊

合綴の内)/(ヒレ
付)

72-1

1.3.5.その他
高須様賃銭覚帳　甚目寺立合庄屋･与頭･頭百姓 明治2年巳12月 横長半･1冊<2丁墨> 32

馬ニ付手ぬぐい覚帳(大口組中､手ぬくい･湯文字代等
割付帳)　大口組中

明治4年未9月8日 横長半･1冊<3丁墨> 33

甚目寺村吉川家文書　1.甚目寺村組頭/3.諸掛/1.夫銀
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1.4.土地
1.4.1.持高

御蔵給知并新田惣高帳(百姓持高書出し)　(甚目寺村吉
川)忠八

慶応4年辰3月改 横長半･1冊<8丁墨> 36

1.4.2.地割
卯年御物成新田割帳(辰･酉新田分)　(甚目寺村)割元伊

八
慶応3年12月 横長半･1冊<5丁墨> 30

午春上壱反割帳(地割帳)　立合庄屋･組頭･頭百姓(印文
同様)

明治2年2月吉日 横長美･1冊<23丁
墨>/(貼紙あり)

64

午春上五畝割替帳(地割帳)　立合庄屋･組頭･頭百姓(印
文同様)

明治2年2月吉日 横長美･1冊<31丁
墨>/(貼紙あり)

65

屋敷代并仲地取麁帳(地割帳)　甚目寺邑立合庄屋･与頭･
頭百姓

明治2年巳8月吉日 横長美･1冊<12丁
墨>/(貼紙あり)

62

巳畑地割居屋敷取帳(地割帳)　立合庄屋･組頭･頭百姓
(印文同様)

明治2年8月吉日 横長美･1冊<104丁
墨>

63

畑地割入用并畑久手宿入用帳　(甚目寺村)割元忠八 明治2年巳11月 横長半･1冊<18丁
墨>/(ヒレ付)

28

畑地割入用并畑久手宿入用帳　(甚目寺村)割元忠八 明治2年巳11月 横長半･1冊<15丁
墨>

29

午春下壱反割帳(地割帳)　立合庄屋･組頭･頭百姓(印文
同様)

明治3年正月吉日 横長美･1冊<27丁
墨>

66

午春下五畝割帳(地割帳)　立合庄屋･組頭･頭百姓(印文
同様)

明治3年正月吉日 横長美･1冊<44丁
墨>/(貼紙あり)

67

午春中壱反割帳･同春中五畝割帳(地割帳)　立合庄屋･
組頭･頭百姓(印文同様)

明治3年正月吉日 横長美･1冊<29丁
墨>

68

沖田六畝割并ニ下々帳(地割帳)　立合庄屋･組頭･頭百姓
(印文同様)

明治3年午正月吉日 横長美･1冊<31丁
墨>

69

1.5.年貢
海東郡甚目寺村見取所御案内帳　(甚目寺村)庄屋預組頭

忠八(印)･右同断伊八
慶応2年寅2月 横長半･1冊<2丁墨> 59

検見諸入用帳　(甚目寺村)当番忠八 (慶応3)丁卯年10月 横長半･1冊<3丁墨> 54

海東郡甚目寺村田畑御案内帳　右(甚目寺)村組頭忠八･
右同断伊八

慶応3年卯10月 横長美･1冊<3丁墨> 60

巳年麦代金寄帳　甚目寺村組頭忠八 明治2年4月8日 横長半･1冊<9丁墨>
/(横帳1冊と横折
紙1通を合綴)

26

巳年麦代金寄帳　(甚目寺村)当番忠八 明治2年卯月8日 横長半･1冊<14丁
墨>

27

1.6.村政
村与方役印覚帳(役印証覚)　*丁間に巳12月28日付文書

あり　(甚目寺村)組頭庄屋預忠八
慶応1年丑11月21日 横長美･1冊<4丁墨> 61

諸事取替覚帳(下用)　(甚目寺村吉川)忠八 慶応1年丑12月日 横長半･1冊<6丁墨>
/(ヒレ付)

51

万村方年内入用覚帳(甚目寺村分)　甚目寺村吉川忠八 慶応2年丙寅正月吉日 横長半･1冊<13丁
墨>/(ヒレ付)

39

甚目寺村吉川家文書　1.甚目寺村組頭/4.土地/1.持高
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惣村下用立合割帳　(甚目寺村)庄屋･組頭･頭百姓･当番忠
八

慶応2歳寅12月5日 横長半･1冊<24丁
墨>/(ヒレ付)

52

万村方年内入用覚帳(甚目寺村分)　甚目寺村吉川忠八 慶応3年丁卯正月吉日 横長半･1冊<8丁墨> 40

御役人様御飯料覚帳(清須役人など賄い経費)　甚目寺
村忠八

慶応3年丁卯正月吉日 横長半･1冊<2丁墨> 56

をか井たき出シ人別かす覚帳(粥施行)　甚目寺村組頭
忠八

慶応3年卯2月 横長半･1冊<3丁墨> 55

鬮高帳(六分米割付囲貯)　甚目寺村吉川忠八 慶応3年卯3月7日 横長半･1冊<10丁
墨>

53

乍恐奉願上候御事(杁橋など伏替願書)ならびに覚(甚
目寺村地頭名支配高届)　甚目寺村組頭忠八･伊八→山
内瀧次様御陣屋

(明治1年)辰8月 半･1冊<4丁>/(3冊
合綴の内)/(ヒレ
付)

72-2

萱津入組并出水入用割帳(七嶋新田圦伏替入用共)　立
合組頭･頭百姓

慶応4歳辰9月20日 横長半･1冊<9丁墨> 48

惣高上下名前附覚帳 (明治1)年辰12月～同2
年6月28日

横長半･1冊<4丁>/
(6冊合綴の内)/
(ヒレ付)

71-1

萱津盆前割寄帳　(甚目寺村吉川)忠八 明治2年巳7月7日 横長半･1冊<5丁墨> 50

万村方年内入用覚帳(甚目寺村分)　甚目寺村吉川忠八 明治3年午正月吉日 横長半･1冊<10丁
墨>

41

覚(村方寄合経費など書上) 寅12月 横長半･6冊<4丁>/
(6冊合綴の内)

71-2

覚(夫食米書上帳) 横長半･1冊<15丁>/
(6冊合綴の内)

71-4

2.家
2.1.普請
土こや入用覚(杉丸太･ふすまなど) 明治3年正月吉日 横長半･1冊<2丁>/

(6冊合綴の内)
71-3

2.2.年貢
(忠八分御物成通)　(甚目寺村吉川)忠八 元治1年子～明治3庚午 横長美･1冊<29丁

墨>/(5冊合綴)/
(破損)

70

2.3.金銭受取
(金子請取証下書)　→甚目寺(吉川)忠八様 (明治5年)壬申6月 小切紙･1通/(№19

～24紙縒一括)
20

2.4.地主
2.4.1.掟米･手作

卯年御年貢寄帳　甚目寺村吉川忠八 慶応3年卯12月 横長半･1冊<6丁墨> 25

田畑掟手作覚帳　甚目寺村吉川忠八 慶応4年辰正月吉日 横長半･1冊<12丁
墨>

16

田畑掟手作覚帳　甚目寺村吉川忠八 明治2年巳9月吉日 横長半･1冊<12丁
墨>

18

田畑掟手作覚帳　甚目寺村吉川忠八 明治2年巳12月吉日 横長半･1冊<10丁
墨>

17

甚目寺村吉川家文書　1.甚目寺村組頭/6.村政
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田畑掟年貢覚帳　甚目寺村吉川忠八 明治3年午12月吉日 横長半･1冊<10丁
墨>/(№19～24紙
縒一括)

19

田畑掟年貢覚帳　甚目寺村吉川忠八 明治4年未12月吉日 横長半･1冊<11丁
墨>/(№19～24紙
縒一括)

21

田畑掟年貢記帳　甚目寺村吉川忠八 明治11年寅12月吉日 横長半･1冊<10丁
墨>/(№19～24紙
縒一括)

22

田畑掟年貢覚帳　甚目寺村吉川忠八 明治12年卯12月吉日 横長半･1冊<8丁墨>
/(№19～24紙縒一
括)

23

田畑掟年貢覚帳　甚目寺村吉川忠八 明治13年辰12月吉日 横長半･1冊<8丁墨>
/(№19～24紙縒一
括)

24

甚目寺村吉川家文書　2.家/4.地主/1.掟米・手作
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尾張国丹羽郡犬山鈴木家文書解題

文書群記号　　35G

文 書 群 名　　尾
おわりのくに

張国丹
に

羽
わ

郡
ぐん

犬
いぬ

山
やま

鈴
すず

木
き

家
け

文
もん

書
じょ

年　　　代　　安永 9年（1780）～大正 12 年（1923）

数　　　量　　327 点

入手の経過　　1960 年度に故紙業者より購入。

鈴木家の歴史

　鈴木家は、近世から明治期にかけては犬山城下（現在、愛知県犬山市）で町医者を開業すると同時に、

尾張藩付家老成瀬家中（尾張国犬山、3万石）の奥医師を勤めた家である。

　鈴木家は、寛永 12 年（1635）没の弥右衛門（号一閑）を初代とする（以下、鈴木家の家系につい

ては本解題末系図を併わせて参照されたい）。ただし、同家の家業である医業は 3代目寂翁に始まる

と考えられるが、本文書群において直接確認できるのは寛政 7年（1795）、9代恒久（号玄道）以降で

ある。その後、10 代玄道（維馨）、11 代煕（玄道）、12 代豊（幼名睦太郎、号玄道、字紀水）と続き、

特に豊は町医者と成瀬家の御番医師を勤めつつ、西洋医学・本草学を学び、オランダ語薬名辞典「薬

名字彙」を翻刻するなどの業績を残している。

　10 代玄道の子、玄察は分家を興し、本家と別に成瀬家に仕えた。万延 1年の「惣帳」（『犬山市史』

史料編五、近世下　所収）によれば、小納戸格で、次席・奥医師を勤め、80 石・雑用 3人扶持の禄を

食んでいる。本文書群は 12 代豊以前の本家文書と玄察に始まる分家文書が混在した形で構成されて

いる。これは、分家玄察家が時期や理由は不明ながら、本家文書を引き継いだためと考えられる。

　分家玄察の子、文拙（文政 7年〈1824〉～明治 31 年〈1898〉、分家 2代当主）は、父と同時に七人

扶持で成瀬家の御番医師を勤めている（前述「惣帳」）が、これは、後述するように、文拙の医学と

文学に関する学識が成瀬家に認められていたためであろう。文拙は、御殿医師を務める旁ら町医者（内

科医）を営み、さらに「沈蔵観」という医塾を開いていた。文拙は、14 歳のころまでに美濃国加納の

吉田東堂の塾に学び、その後、名古屋で奥田鳳文などに詩儒を、京都では、玉木少進に蘭学、今枝譲

如に漢学を学ぶ文人でもあった。文拙は寺内先（現高見町）に居住し、そこに医業と塾を開いたが、

和医・外科医双方を兼ねた名医という。文拙の後は、海軍軍医総監を勤め日本軍医として著名な祐三、

さらに寿三郎が引き継ぎ現在に至る。

　なお、12 代豊以後、本家は断絶したわけではなく、13 代光雄、14 代敏也、15 代祐と続き、現在に至っ

ている。特に 14 代敏也は著名で、広島高等師範学校教授、昭和 4年（1929）広島文理大学教授、学

長事務取扱を勤める一方で、上田秋成の研究者として『雨月物語』の注釈書『雨月物語新訳』（大正 5

年〈1916〉1 月発刊）、「近世日本小説史」「近代国文学素描」などの著作を著している。

鈴木家文書の構造と内容

　本文書は、既述のような鈴木家の諸活動を通じて蓄積されたものであるが、それぞれの活動や役割

から、1.成瀬家、2.旧犬山藩士、3.医業、4.塾、5.鈴木家、6.混入文書の柱を立てた。なお、本来は

本家文書と分家文書を分離すべきであるが、手掛かりが少なく不可能であった。したがって、本目録
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は、玄察以前の鈴木家本家の文書群と玄察にはじまる分家の文書群が混在した形で編成されている点

を了解されたい。

1. 成瀬家

　本文書群は件数 5件であり、年代が明らかなものは文久 1年（1861）のもの 1点のみである。鈴木

家の歴代が成瀬家へ奉公することによって蓄積された文書群である。少なくとも鈴木家本家では 11

代玄道、分家では初代玄察と 2代文拙が成瀬家御番医師を勤めた。御殿医師の勤務状況を示す文書は

ないが、藩士の任免、御目見関係、江戸藩邸などの事情を報知した諸記録が見られる。

2. 旧犬山藩士

　本文書群の件数は 51 件、対象年代は、上限が明治 19 年（1886）、下限が明治 38 年（1905）である。

明治維新後、文拙が、旧犬山藩士（犬山藩は慶応 4年 1 月に成立、明治 4年旧暦 7 月 14 日に廃藩）

の同郷会である愛親会や犬山壮年会の役員を勤めたことにより蓄積された文書群である。

　2.1. 犬山壮年会は、愛親会のうち中壮年会員が、旧藩士族の学事研究、品行矯正を目的として組織し

た団体である。会長は成瀬家 11 代当主、成瀬正勝が勤めた。壮年会は、東京に本部を置き、犬山（稲

置）には支部を設置した。『犬山壮年会雑誌』（明治 19 年～昭和 19 年）の刊行、夜学の設置運営など

にあたった（№ 47-15）。文拙は、壮年会において漢学の教授や監督を勤めていた（№ 78）。

　2.2. 稲置愛親会は、旧犬山藩士が組織した愛親会についての文書を収録した。愛親会の会長は成瀬

正勝が勤め東京・名古屋・犬山にそれぞれ事務局を置き活動した。東京・名古屋の事務局の設立年代

については不明であるが、犬山（稲置）の事務局は明治 19 年に設立していることが№ 47-16 文書より

確認できる。愛親会は、旧藩士の交誼を維持するとともに、旧藩士子弟の教育援助をになった同郷会

組織であり、文拙は稲置愛親会の幹事を勤めた。その関係で会の設立や運営に関わる文書が現存する。

例えば「愛親会規則第二十三項追加願（控）」（№ 47-17）、「犬山愛知親会細則設立願（控）」（№ 47-18）

などは愛親会の運営状況の一端を示す重要な書類である。

　2.3. 温故会の詳細は不明であるが、創設に関わった可児九五郎が、成瀬家で留書並び御材木方調役

を兼務した藩士であることから、愛親会などと同様の同郷会的組織であると考えられる。

3. 医業

　本文書群の件数は 23 件。対象年代は、上限が安永 9年（1780）、下限が明治 24 年（1891）である。

本文書群は、鈴木家代々の医業活動によって形成された文書群であり、3.1. 薬種 3.2. 通信 3.3. 相続

3.4. 河田直弥からなる。

　3.1. 薬種は、薬種相場や患者への投与記録「処剤日記」等を所収した。「相場（薬種相場）」（№ 27）

の受取に「鈴木薬室」とある。

　3.2. 通信は医者としての鈴木家が受領した書状であり、病状経過に関するものが多い。差出人河田

直弥は、鈴木家と同様に犬山藩の表医師である。

　3.3.相続は、11代凞の死去に伴う12代豊への相続願の文書であり、いずれも本家の相続に関連する。

　3.4. 河田直弥は、成瀬家表医師である河田直弥関係の文書を収めた。河田の文書が鈴木家の残った

理由は不明であるが、鈴木家・河田家両家の医業上での交流が関係すると考えられる。

4. 塾

　本文書群の件数は 6件、対象年代は上限が明治 27 年（1894）、下限が明治 30 年（1897）である。文

拙が経営した医学塾「沈蔵観」の運営に関わる文書を収めた。「沈蔵観」（「蔵」は臓器を指すのであろ



－202－ －203－

う）の名称から、本道（内科）を教授する学校であったと考えられる。「沈蔵観一切出納記」（№ 37）、「丗

年度後季出入記」などは塾の運営の実態を示すものである。

5. 鈴木家

　本文書群の件数は 191 点、対象年代は寛政 7年（1795）～大正 13 年（1924）である。内容に応じ、

5.1. 家族、5.2. 地主、5.3. 家屋、5.4. 家計、5.5. 金銭貸借、5.6. 教養、5.7. 信仰、5.8. 交際、5.9. 通信に編

成した。

　5.1. 家族は、親子、親族などに関わる書状（5.1.1. 通信）、法事関係を中心とした冠婚葬祭関係の記録

（5.1.2. 冠婚葬祭）などである。中でも、冠婚葬祭関係文書では、仏事に関する記録が詳細であり特筆

できる。例えば、「妙圓示寂諸事留」（№ 35-7）などは、凶事から回忌儀礼までを連続して記録、さら

に、「留春堂葬式其外諸事留」（№ 5）は、10代維馨の死去後の対応などを刻銘に記録している。その他、

「鈴木文拙葬儀葬送行列図」（№ 184）など葬送行列についての記録も詳細である。以上は、医学者と

しての鈴木家の関心とともに、鈴木家の強い家意識に基づいて作成されたものであろう。

　5.2. 地主には、鈴木家の地主経営によって蓄積された文書である。文書上でわかる範囲では、犬山

町東古券町畑に畑地を所持しており、6名へ小作地として貸与している（№ 38-1・2・3）。また、所有

地を犬山神社へ献納することを願っている（№ 991）。さらに楽伝村（明治 11 ～ 12 年は学伝村、現愛

知県犬山市）勝部組の地引帳が存在しており（№ 51）、同村にも土地を所有した可能性がある。学伝

村村民の家督届など（№ 126）も地主であることから残った可能性がある。

　5.3. 家屋は鈴木家の間取図や建具に関連する文書を収めた。

　5.4. 家計は衣料代、飲食代、諸色の買物に関係する文書を収めた。

　5.5. 金銭貸借には鈴木家宛の借用証文類を収めたが、大半は近世のもので、本家に伝来したものも

含まれる。

　5.6. 教養には、鈴木家の学問や趣味に関わる文書を収めた。漢詩や和歌などを介した交流が理解で

きるものが多い。また、茶道への関心からか懐石の次第を詳細に記録している。

　5.7. 信仰は、犬山神社関係や可睡斉などへの祈祷料支払い関係の文書などである。

　5.8. 交際は、鈴木家の日常的な交際に関わる文書を収めた。

6. 混入文書

　ここには、鈴木家との関連が不明確な文書類を収めた。おそらく、故紙業者より受け入れた時点で、

既に鈴木家文書とともに一括されていたものであろう。件数は 51 件、対象年代は、上限が明治 8年

（1875）、下限が大正 12 年（1923）である。6.1. 碧
あお

海
み

郡関係は宇頭村や小望村など三河国碧海郡に関わ

る諸種の文書を、6.2. 増徴地租小票には所在地不明な増徴地租小票類を、6.3. にはその他の記録類を収

めた。

鈴木家文書の整理方針

　鈴木家文書は、昭和 35 年（1960）度に故紙業者より受け入れ、文書群記号 35 Ｇを与え、これまで

仮整理のまま閲覧に供してきたものである。今回、目録刊行にあたってはこの仮整理の史料配列順に

したがい、これまでの仮番号を生かしながら、文書個々に整理番号を与えた。

　また、鈴木家文書では綴や紙に包みこまれる形で一括される場合が見られた。その場合、整理番号

に枝番号を用いて目録上に示し、同時に形態欄に畳込み一括、合綴などと状態を明記した。ただし枝

番号表記が、常に文書の集合的な状況を示すとは限らない。過去の仮整理段階では、同内容の文書を
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取り集め、枝番号を付与することが行われた。そのために、仮整理での番号を引き継いだ本目録では、

枝番号が形態的な特徴を示す場合と、内容的なまとまりを示す場合がある。集合的状況は、前述のご

とく形態欄に示した注記によって判断されたい。

史料状態　　虫損・破損が見られるものもある。

検索手段　　本目録（国文学研究資料館調査収集事業部編『史料目録』第 92 集）

複製の存在　　とくにない。

関連史料　　とくにない。

出 版 物

　『犬山市史』（文化財・民俗編）（1985 年、犬山市）31 ～ 39 頁に鈴木豊（12 代、玄道）、鈴木文拙、

鈴木祐三、鈴木敏也、市橋鐸麿（鈴木光雄の次男）の事蹟が紹介されているので、参照されたい。

記 述 日　　2010 年 12 月 10 日（担当種村威史）
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

1.成瀬家
1.1.家中
京都休泊諸雑用帳　*表紙｢京都衣棚通夷川大久保慎三方

迄遣候者｣　尾州犬山成瀬隼人正内鈴木文拙召使
文久1年8月発足 横長半･1冊<5丁> 32

(御目見願等につき書状) (近世)8月24日 横切継紙･1通 48-30

(台所入用増費等内密報告書) (近世)5日 小切紙･1通 48-32

(成瀬家給人別書上) (近世) 切紙･1通 135

(小納戸新役選につき指示書) (近世) 切紙･1通 151

2.旧犬山藩士
2.1.犬山壮年会
(学校新築･新設につき犬山学校校長小出良虎演説書

下書)
(明治19年12月) 半･1冊<4丁> 83

(犬山ノ壮年会雑誌における犬山人記事に対する反
論)　*朱点付　稲置寄留人十六峯敢人→東京犬山壮年会
雑誌発行編輯北尾昇君閣下

明治22年3月 半･1冊<4丁>/(青
色罫紙)

94

(壮年夜学会課業日報告)　監督総代鈴木文拙 (明治)22年5月 横切紙･1通 47-15

願(老衰につき稲置壮年会監督辞退の旨)　稲置支部壮
年会当分監督鈴木文拙→東京壮年会会長成瀬正雄殿

明治23年9月 竪紙･1通/(青色罫
紙)

93

(壮年会へ会費出金につき書状､紙背書｢枝町中島藤三
郎｣)　宮田忠治→鈴木文拙様

(明治)7月5日 小切継紙･1通 48-13

(8月～9月分壮年会監督当直順表) (明治7月31日) 竪紙･1通/(青色罫
紙)

86

(5月～7月分壮年会監督当直順表) (明治) 竪紙･1通/(青色罫
紙)

87

(3月～4月分壮年会監督当直順表) (明治) 竪紙･1通/(青色罫
紙)

88

(9月分監督当直順表) (明治) 竪紙･1通 89

(壮年会出欠表) (明治) 竪紙･1通/(｢愛知
県丹羽郡稲置村戸
長役場｣罫紙)

98

寄附金人名 (明治) 横折紙･1通 133

(壮年会監督職不審につき意見書下書､朱書添削付) (明治) 竪紙･1通/(青色罫
紙)

84

(壮年会監督不審につき意見書下書) (明治) 竪紙･1通/(青色罫
紙)

85

(本田直作等〆19名人名･義捐金拠出者書上) (明治) 横折紙･1通 107

(伏文課業方法につき報告書)　*№121の関連文書､紙背
書入

(明治) 竪紙･1通/(青色罫
紙)

115

(伏文課業方法･生徒の成績につき報告書)　*№115と
関連

(明治) 半･1冊<3丁> 121

鈴木文拙分担(13名書上) (明治) 横切紙･1通 129

(壮行会会員書) (明治) 横折紙･1通 130

犬山鈴木家文書　1.成瀬家/1.家中
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(漢学教授継続依頼等につき書状)　北尾昇→鈴木文拙
殿

12月26日 竪紙･1通 78

2.2.稲置愛親会
(愛親会帳簿調印依頼につき通達)　愛親会幹事→杜木

久太郎殿外51名
明治19年7月10日 半･1冊/(青色罫

紙)
47-11

稲置愛親会第一回報告(委員会･総会･例会等､朱書入) (明治19年)12月22日 半･1冊<4丁>/(青
色罫紙)

74

明治十九年五月八日於三光社愛親会大集会着到人銘 (明治19年) 横長半･1冊<5丁> 47-4

(年甫祝詞につき書状)　(東京在)天野大治拝→犬山愛親
会稲置副会長･幹事･委員御中

明治20年1月2日 横切紙･1通/(封筒
入)

47-16

(年賀状)　(東京在)天野大治拝→犬山愛親会稲置会員御中 明治20年1月2日 竪紙･1通/(封筒
入)

47-24

記(1月17日総会関係費用領収書)　深津護(印)→愛親会
幹事鈴木文蔵殿

(明治)20年1月10日 切紙･1通 47-6

(愛親会総会開催につき出頭届)　飯田斧三→稲置愛親会
員御中

明治20年1月11日 竪紙･1通/(青色罫
紙)/(封筒入)

47-26

(22年秋期総会掲示を申継帳へ記す旨書付)　鈴木文拙 (明治)20年10月12日 切紙･1通 47-13

(他出にて会に遅刻のため例1銭受納の記帳他願事に
つき書状)　愛親会副社長君ヲ初幹事委員御君中→(端裏
書)｢愛親会御係様へ｣

(明治)20年11月2日 竪紙･1通/(青色罫
紙)

47-3

稟告(愛親会本年委員改正につき投票等告知)　(愛親
会稲置支部)幹事(印)

明治21年2月 横切継紙･1通 47-1

明治十九年度ヨリ同廿年度迄稲置愛親会費収出決算
表　(愛親会)稲置愛親会幹事(印)

明治21年2月 横切継紙･1通 47-2

(稲置愛新会講 につき犬山壮年会より監督依頼の件
協議の旨通知写)　稲置愛親会幹事

明治22年2月28日 竪紙･1通/(青色罫
紙)

47-21

証(壮年会会員への割戻金3円受取証)　*合点あり　宮
田忠治(印)→鈴木文拙殿

明治22年10月12日 竪紙･1通/(青色罫
紙)

47-9

愛親会規則第二十三項追加願(控)　犬山愛親会幹事鈴
木文拙→東京愛親会幹事御中

明治23年1月28日 竪紙･1通/(青色罫
紙)/(№47-17～19
畳込一括)

47-17

犬山愛親会細則設立願(控)　犬山愛親会幹事鈴木文拙→
東京愛親会幹事御中

明治23年1月28日 竪紙･1通/(青色罫
紙)/(№47-17～19
畳込一括)

47-18

(親睦会開催の際会費持参依頼につき通知)　稲置愛親
会幹事(印文｢愛親会稲置幹事之章｣→稲置愛親会員御中

明治23年3月27日 横切紙･1通 47-20

(愛親会規則加除修正案) (明治23年) 竪紙･3通/(№47-
17～19畳込一括)

47-19

(慰労のため菓子料進呈につき)　犬山愛親会→鈴木□三
殿

明治28年3月19日 横切紙･1通 47-5

(壮行会懇親会へ加盟依頼につき回状)　愛親会幹事宮
田忠治外1名(印文｢稲置愛心会印｣)→神尾況江様外5名

(明治)7月2日 竪紙･1通/(青色罫
紙)/(貼紙あり)

47-25

(愛親会総会開設挙行式開催につき通知状､未使用)　
稲置愛親会幹事

明治年月日 小紙･9通/(木版) 47-14

(愛親会発会祝詞) (明治) 竪紙･1通 47-7

(愛親会祝辞草稿､推敲跡あり) (明治) 竪紙･1通 47-8

(愛親会規約) (明治) 竪紙･竪継紙･5通/
(№47-10は畳込一
括)

47-10

｢愛親会同労社二通信私用ニ属スル書　但公会ニ属ス
ル請書モ合セ入｣(封筒)　俟庵

(明治) 封筒･1点 47-22

犬山鈴木家文書　2.旧犬山藩士/1.犬山壮年会


