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企画展示「中世の古文書―機能と形―」音声ガイド（ホームページ版）

注： 〔〕数字は、対象となる資料の番号。

０ 使い方

こんにちは。展示代表者の小島道裕です。音声で、展示の解説をさせていただきます。

内容は、キャプションやパネルにも書いてあることが中心ですが、少し余計にしゃべる

かもしれません。 よろしくお願いします。

第１章「文書の様式と背景」 1 ～ 9

１ 中世文書の見方 〔80 で例示〕

文書とは、誰かに宛てて出された書き物、つまり手紙のようなものを言います。

中世文書の多くは、実際に手紙と同じような様式で書かれています。

この様式の文書は、基本的に４つの要素からなっています。まず本文、それから日付け、

差出人、そして宛先、です。

中世の文書は、権限を持つ人間から、文書を必要とする人間に、ストレートに出されま

す。そしてそこには、差出人と宛先の人物の、人と人との関係が、さまざまな方法で表現

されています。こんな見方で、以下の文書を御覧になってください。

２ 律令系の文書 〔1 ～ 3〕

中世の文書を見る前に、まず古代の文書を見てみましょう。

律令の「公式令（くしきりょう）」には、文書についての規定があり、「公式様文書（く

しきようもんじょ）」と呼ばれます。その実例が、正倉院文書の中に見られます。

お役所中心の規定ですから、図のように、上から下〔1〕、横同士〔 2〕、下から上〔3〕、

という、お役所間の三つの関係で、文書の様式が定められています。

偽造防止のために、ハンコがたくさん押してあるのも特徴です。

ケースのまん中にある、〔 2〕「大蔵省移」の最後の所には日付けと署名がありますが、

日付けの下には、「正八位下」の広橋が署名し、次の行には、「従五位下」の須奈保が署

名しています。このように、日付けの下には官位の一番低い人間が署名する決まりがあり、

このことは後世に大きな影響を及ぼしました。

３ 律令系文書の変質 〔4 ～ 6〕

平安時代になると、社会の変化と共に、文書も新しい様式が増えてきます。手続きが煩

雑な公式様文書は形骸化して、ハンコのない、より実質的な文書になっていきます。

まん中にある〔 5〕「官宣旨」という文書は、「左弁官下すどこそこ」というように、「下

す」という形で命令を表わしています。「下文」と呼ばれる直接的な様式で、中世文書の

ひとつの源流になりました。ただ、文書を発給しているのは、内容の当事者ではなく、単

に役職として署名した役人なので、そこがまだ、お役所中心の古代的な性格を残している
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と言えます。

４ 直状と奉書 〔7 ～ 13〕

個人が個人に出す書状形式の文書を「書札様文書」と言いますが、これには「直状」と

「奉書」という二つの種類があります。「直状」は、当事者が直接相手に意志を伝えるも

ので、今の手紙と同じですが、「奉書」は、秘書役の人物に命じて、間接的に意志を伝え

るものです。書状は、本来、上下関係のない個人間でやりとりされるものですから、身分

の高い人間、たとえば天皇や上皇などは、多くの場合、この奉書を使って意志を伝えまし

た。

なお、逆の原理で、直接相手に宛てて文書を出すのが畏れ多い場合は、形式上、部下に

当てて出すこともあります。

５ 綸旨・院宣・令旨・御教書 〔7 ～ 13〕

このコーナーには、さまざまな奉書が展示されています。奉書は、誰の意志を奉じてい

るかによって名前が変わり、天皇なら「綸旨」、上皇や法皇なら「院宣」、皇太子、皇后、

親王などなら「令旨」、三位以上の公卿の場合は「御教書」と呼びます。

文面もそれによって特徴があり、綸旨なら、壁に掛かっている〔8〕「後醍醐天皇綸旨」

で言うと、「天気候所也（てんきそうろうところなり）」という、天皇の意志であること

を示す言葉が入ります。

なお、綸旨の紙は灰色をしていますが、これは「宿紙」といって、使用済みの紙を漉き

返して作った再生紙です。天皇の秘書官であった蔵人が、この紙を使いました。綸旨は奉

書なので、差出人は天皇ではなく蔵人になります。それで、蔵人が使う宿紙が使われてい

ます。

６ 袖判下文 〔16〕

巻物の最初にある〔 16〕の文書は、鎌倉幕府第四代将軍、藤原頼経の下文です。文書の

右端を「袖」と言うので、ここに書かれた花押を「袖判」と言います。自分の名前は、日

付けの下に書くのが、へりくだった丁寧な書き方で、そこを思いきりはずした袖判は、相

手に対して大変尊大な態度を取っていることを示します。

この文書のように、将軍が家臣に所領を与える、という場合は、当然立場が上の人間と

してふるまうので、この袖判がふさわしいことになります。右の方に展示されている源頼

朝の下文〔 14〕と同じ様式で、頼朝と同じ立場で文書を出していることを示しています。

室町幕府を開いた足利尊氏も、所領を与える際には、やはりこれと同じ、袖判下文の様式

を用いています。

７ 関東下知状 〔17〕

〔 17〕の「関東下知状」を御覧ください。ここで署名しているのは、北条氏の執権と連

署ですが、本文の書止めは、「仰せにより下知件の如し」と、将軍の意志を奉じた奉書で

あることを示しています。

鎌倉幕府は、源氏将軍の後、北条氏による執権政治の時代になりますが、それに対応し
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て出来たのが、この下知状という様式です。

署名の位置を見ると、日付けとは一行ずれていて、これは、へりくだった書き方ではあ

りません。そのことによって、宛先の御家人よりも、自分の方が優位にあることを表現し

ています。

８ 足利将軍の御判御教書 〔18〕

〔 18〕の「足利尊氏御判御教書（あしかがたかうじごはんのみきょうしょ）」を御覧く

ださい。御判、つまり将軍自身の花押があるので、これを「御判の御教書」と呼びます。

「御教書」は、本来は奉書の一つなのですが、将軍を敬って当時からそう呼ばれています。

室町幕府は、将軍が直接政治を行なう体制であったため、将軍が直接相手に意志を伝え

る御判御教書が多く発給されました。いくつか種類があって、ここに展示されているのは、

日付けの下に花押がある丁寧な様式です。内容が、軍勢を率いて味方してほしいという、

一種の依頼状だからでしょう。ただ、書止めに「謹言」がなかったり、宛先に「殿」がな

かったりするのは、やはり相手を見下した態度です。

なお、「御教書」は、「みきょうじょ」または「みぎょうしょ」とも読まれますが、た

だの読み癖ですので、ここでは、「みきょうしょ」としています。

９ 足利直義の下知状 〔23〕

23 の「足利直義下知状」を御覧ください。室町幕府の初期、足利尊氏と弟の直義は、

二人で政務を分担し、裁判は直義が担当しました。その判決文がこの文書で、鎌倉幕府の

裁判では下知状が用いられたことから、ここでも下知状の形を取っています。しかし、鎌

倉幕府の下知状が、将軍の意志を奉じる奉書だったのに対して、直義の下知状は、単に「下

知件の如し」と、自分の意志として命じています。

花押も、日付けの下ではなく、文書の左、奥と言いますが、その下よりやや上に大きく

書いてあり、相手への尊大な態度を示しています。直義の自信をうかがわせる文書ですが、

尊氏との二頭政治がやがて破綻することも、予言されているように見えます。

第２章「文書の作成・伝達と保存 ①公的な文書の動き」 10 ～ 17

10 紙背文書と墨映文書（高山寺旧蔵聖教紙背文書屏風） 〔24，53，24 ～ 58〕

屏風の一番右上にあるのが、有名な源義経自筆書状〔 24〕ですが、どの文書も、裏側に

もびっしりと字が書いてあります。これは、これらの文書が不要になって、一度廃棄され

てから、裏を使って仏典の写本にされたからです。つまり、書籍の形になっていた時は、

裏側、紙背になっていたので、これを「紙背文書」と言います。

ところが、これとは別に、もう一種類文字が見えていて、右側の屏風だと、上の段の右

から４つ目、左の屏風だと、中の段の右から５つ目の文書〔53〕に、比較的はっきり見え

ています。左の屏風のものを裏返したのがパネルの写真で、右上に「侍所」という字が見

えます。

これは、紙の裏を再利用する際に、シワを伸ばすために、湿らせてから重ねて重しをか
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けたので、墨がうつったものと考えられます。それで「墨映文書」と呼ばれています。よ

く見ると他にもありますから、探してみて下さい。

11 裏に書かれた花押 〔66，67〕

このコーナーに並んでいる「普成仏院文書」は、摂津国野鞍庄（ののくらのしょう）と

いう荘園をめぐって、公家と武家がやりとりをした一連の文書です。〔 66〕の「関東下知

状」と、〔 67〕の「関東請文」は、署名しているのは同じ人物、執権北条泰時と連署北条

時房なのですが、比べてみると、〔 67〕の「関東請文」の方は、下知状と違って名前を日

付けの下に書き、そればかりか、花押を紙の裏側に書いています。

これは、｢下知状｣の方は、幕府が六波羅探題に送った、上からの命令であるのに対して、

「請文」の方は、相手が御家人ではない、摂政九条道家であるため、丁寧な形を取ったも

のです。文書が、相手との関係の表現であることがよくわかります。

12 越前島津家文書 〔71 ～ 81〕

越前島津家文書は、歴博が所蔵する武家文書の中でも重要なものの一つです。島津家の

一族で、当初越前の守護代を務めたため「越前島津」と呼ばれますが、その後、播磨に定

着し、現存の中世文書はすべて播磨の武士としてのものです。

最も古いのは、展示されている〔71〕後醍醐天皇の綸旨で、新政権の成立の直後に、所

領を急いで安堵してもらったことがうかがえます。料紙として使われている宿紙も、漉き

返した元の紙が十分くだけておらず、少し荒っぽい作りです。

越前島津家文書は、江戸時代の後期に分類整理されて、巻物に仕立てられています。こ

の巻物には天皇からの綸旨などが収められていますが、次の巻物には、南北朝初期の播磨

での合戦に際して守護の赤松円心から与えられた物が収められ、その次の巻物には、足利

尊氏から与えられたものが収められています。

13 軍忠状と証判 〔74，75〕

文書は、差出人が書いて送ったらそれで終わり、とは限りません。〔 74〕と〔 75〕の「軍

忠状」は、合戦での自らの功績を述べたものですが、それを証明してもらって初めて効力

が生じます。

文書の左の方を見ると、合戦の大将であった播磨守護の赤松円心が、「承りそうらいお

わんぬ」と、書かれた内容が間違いないことを了承しています。

つまり、島津氏が一度赤松円心に届け、証明の一筆を書いてもらい、それを受け取って

自分の所に保存したわけです。これが、後日恩賞を請求する際の大切な証拠になります。

14 推挙状 尊氏と直義 〔80 ～ 82〕

中世の武士は、形式的な肩書きとしては、律令国家の官職名を名乗っていましたが、こ

れは正式には、朝廷から任命される必要があります。〔 80〕から〔 82〕の文書は、足利尊

氏と直義が、御家人に対して、朝廷へ官職の推挙を行なったことを伝える文書です。

尊氏は、恩賞の一種としてこれを行なっていますが、直義は、成功（じょうごう）とい

う、朝廷への寄付への見返りとして官位を受けることについて、推挙の権限を持っていま
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した。

直義の推挙状〔 82〕は、まるで将軍が所領を与える際に用いるような袖判です。御家人

に恩賞を与えるのは将軍である尊氏の役目でしたが、直義も、自分の権限の中で、将軍の

ようにふるまってみたのでしょう。尊氏と直義の二頭政治が破綻して「観応の擾乱」に突

入するのは、この二年ほど後のことです。

15 竪紙と折紙 〔84，86〕

〔 84〕と〔 86〕は、共に室町幕府奉行人連署奉書で、署名している奉行人も同じなので

すが、紙の使い方が全く異なります。右側〔 84〕の、紙を半分に折って使った「折紙」は、

相手に対してぞんざいな態度を取った、略式、礼儀が薄い「薄礼」の様式で、左の〔 85〕、

〔86〕のような、紙の全面を使った「竪紙」は、相手に対して丁寧な、礼儀が厚い「厚礼」

の様式です。

紙の使い方だけではなく、年号や署名の仕方も違うのですが、この二つの様式は、相手

との関係によって使い分けられています。

84 の折紙は、宛先が「当郷名主沙汰人中」で、地元民に対して出されています。幕府

が被支配層に直接文書を出すというのは、本来ないことなので、御家人宛のものとは差を

付けて、略式の様式をあえて用いたわけです。

なお、今日、「折り紙付き」という言葉があるのは、江戸時代に鑑定書がこの折り紙の

形で出されたからです。

16 さまざまな複合文書 〔87 ～ 91〕

このコーナーには、一つの文書に後から書き込みが行なわれた、複合文書が並んでいま

す。右にある〔 87〕「栄山寺牒」と、〔 88〕「伊予国弓削島庄住人等解」は、国司に免税の

確認を求めたものです。次の〔 89〕は、先ほど説明した軍忠状で、細川勝元の書き込みが

あります。〔 90〕の「東寺雑掌頼憲申状」は、訴訟で文書がどう扱われるかの手続きを示

すものです。

その先、次のテーマにある「奏事目録」も、天皇の仰せを書き込んだ、一種の複合文書

と言えます。

文書がどのように移動し、内容が書き加えられていったか、それぞれの解説を御覧にな

って下さい。

17 日記と文書の複合 〔99 ～ 101〕

文書は宛先のある手紙のようなもの、記録は宛先のない日記のようなもの、と言われま

すが、実際には、この二つは一緒になっていることがあります。三条西実隆の日記〔99，100〕

には、実隆の元に届いた手紙を日記の一部として貼り継ぎ、また手紙の裏も、関連する記

事の所に使っていたりします。

左の「仙洞和歌御会記」〔101〕は公家の広橋兼宣による歌会（うたかい）の記録ですが、

それに先だって後小松上皇から届いた院宣を、会の記録の中に貼り込んでいました。

この院宣は、後に取り外されて単品の掛け軸〔 102〕とされ、記録の方には写しが貼ら

れていましたが、外された院宣も別のルートで歴博の所蔵品となり、また相まみえること
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ができました。

＜第３章＞「文書の作成・伝達と保存 ② 当事者間の文書」 18 ～ 25

18 土地売券 〔103 ～ 113〕

このコーナーには、当事者間でやりとりされた文書の典型として、土地売券を展示して

います。

このケースに掛かっている二つの掛け軸〔 103， 104〕は、平安初期の土地売券で、「解

（げ）」という申請を役人が許可する形になっています。右の長いケースに入っている巻

物〔 105 ～ 110〕は、平安末期から南北朝期にかけて、京都の近衛油小路（このえあぶら

のこうじ）にあった、同じ土地の売券をつないだものです。

こちらも、最初のころはまだ「解」の様式で書かれていますが〔 110〕、実際は役所は関

係しない、当事者同士の売買契約になっています。このように、本来は律令の規定に基づ

いて作られていた文書が、その様式を借りながら、民間の文書として用いられていたこと、

そして、役所の証明ではなく、代々の売買契約書を持っていることが、正当な持ち主とし

て認められる根拠であったことがわかります。次のコーナーの「紛失状」〔111 ～ 113〕で

は、このような文書が失われた際に、新たな文書が、地元の人々が証人となって作成され

ており、やはり文書を持っていることが重要だったと理解されます。

つないだ売券の一番右、〔 105〕の明阿弥陀仏さんは、どうやって署名したか、わかりま

すか？おそらく、左手の小指で拇印を押し、さらに、右手３本、左手２本の指で「爪印」

を押したのだと思います。どんなおばあさんだったか、イメージしてみてください。

19 一揆契状 〔114〕

中世には、多くの人間が平等な立場で盟約を結んだ「一揆」という集団が数多く作られ

ました。これは、足利尊氏に仕えた武士たちの一つのグループが、お互いに協力し合うこ

とを約束した契約状で、 53 名もの武士が署名しています。尊氏が鎌倉から京都へ戻った

時期なので、東国の武士も含まれています。

署名の順番に意味があるかはよくわかりませんが、右下の「ふくのべ氏重」から、左に

ずっと書き進めて、一段では足りなくなって、上の段にも書いたと思われます。ですから、

上の段に書いている人たちが偉いわけではなくて、やや大きめなのは、スペースがあるの

で、ついのびのび書いてしまったのでしょう。おそらく、下の段の途中までは一段に収め

るつもりだったのが、どう考えてもこれでは全員一段には書けない、と途中で気がついて、

そこから署名が大きくなってしまったのではないか、というのが私の想像です。

20 起請文 〔115 ～ 121〕

神仏に起請を行なう際、文書の料紙にはよく「牛玉法印」が使われました。ここには、

そのいくつかの例を展示しています。「牛玉法印」は、いろいろな寺社が発行していた、

護符、守り札で、印刷したり手書きしたものに朱印が押されています。〔119〕の「那智滝

宝印」は、烏を組み合わせて字を作った熊野三山のもので、近世にも一般的に使われてい
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たため、よく知られています。

なお、花押を持たない村人たちは、〔 119〕から〔 121〕の文書のように、略押という、

丸や十字のような簡単なサインをしたり、筆軸印、と言って、筆の軸の後ろに墨を付けて、

ハンコのように押すことをしていました。一方で、村人の中には立派な花押を書く人も見

られるので、こんなところから村の構成をうかがうことができます。

21 寺社の組織と経営 〔122 ～ 128〕

このコーナーには、中世寺院の組織や、荘園の経営に関する文書を展示しています。長

い文書の〔 125〕と〔 127〕は、東寺領の丹波国大山庄と、備中国新見庄に関わるものです。

右の大山庄の方は、現地の地頭が年貢を請け負った際の、納めるものを書き上げた契約状

です。左の新見庄の方は、実際に納められた年貢の明細書です。どんなものが京都に納め

られていたかがよくわかり、新見庄からは紙も送られています。

左の方にある小さな帳面〔 128〕は、戦国時代に醍醐寺の僧侶が北関東と南東北を旅行

した際の支払い記録を提出したもので、旅籠など、意外に整備された旅の様子がわかりま

す。本来永年保存する必要はなかったはずのこんな資料がみつかるもの、寺院文書の面白

いところです。

22 公家の家政 〔132 ～ 144〕

このコーナーには、公家の家に関わる文書が展示されています。〔 132〕は、広橋兼綱が

息子に書いた譲状で、冒頭部分は家記、文書、書籍、から書き始められていて、家職を営

むための代々の日記や文書などを最も重視したことがわかります。

左うしろのケースにあるのは、実際の家政に関して残された文書です。このころには、

公の文書も朝廷に出勤して作るのではなく、その実務を担う家で作られており、文書の写

しなども、それぞれの家に残されていました。

23 公家の組織 〔145 ～ 147〕

ここに展示したのは、広橋家文書に伝わった、除目（じもく）関係の史料です。朝廷の

人事は、除目という儀式で決められますが、〔 145〕の「大間書（おおまがき）」は、除目

の際、事前に用意し、すき間に任命が決まった人物を書き込むものです。朝廷の組織が書

き上げられているので、全部広げると 13 メートル以上にもなります。

除目の結果を書き上げたものが〔147〕の「除目聞き書き」です。間にある〔 146〕の「成

文（なりぶみ）」という文書は、任官の希望者からお金をとって任命する「内給」という

制度に関わるものですが、この当時はすでに形だけになり、架空の人物を任命しています。

これは、「大蔵の積み宝」という人物を大蔵省の三等官に任命したもので、大間書きや除

目聞き書きも、よく見ると下級の官職は、架空の人物であることがわかります。

24 文書を運ぶ （グラフィックパネル）

このパネルには、文書を書いて作る場面と運ぶ場面、そして読む場面が描かれています。

書く時は、二枚の紙を重ねて丸め、手に持って書いていきます〔図録 93 頁の挿図〕。二

枚目に続く時は、重ねたまま裏返して書きます。パネル右下の僧侶が書状を読む場面（図
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録には不掲載）では、二枚目の裏側も見えていて、そのことがよく分かります。先ほど見

た「実隆公記」に貼り込まれていた書状は、まさにこのようなものです。

文書を運ぶ場面にも注意したいと思います。中世には郵便屋さんはいませんから、文書

は必ず誰かによって届けられました。もしくは、自分で取りに行きました。その際に、こ

の文書が誰からのものか、口頭でも説明があるはずですから、文書を見る時は、そのこと

も考えないといけません。誰からか分からない手紙がポストに入っていて、誰の花押か悩

む、ということは、中世にはないのです。

25 六条八幡宮造営注文 〔151〕

展示してある長い文書は、鎌倉幕府が厚く保護した京都の六条八幡宮を修理した際、支

払った負担金を書き上げた、いわば奉加帳です。鎌倉幕府の御家人のリストは実は存在し

ないので、この史料はそれに近いものとして大変貴重です。

冒頭には、「鎌倉中」として、まず北条氏一族が書かれていますが、次には足利氏が書

かれているところに、室町幕府を興した実力がうかがえます。鎌倉中とされた有力御家人

の中には、千葉氏も見えています。

鎌倉中の次には、「在京」とされた御家人、つづいて諸国の御家人が書き上げられてい

ます。

負担した金額によって、御家人の規模も推測できますが、一貫文は、だいたい今の 10

万円から 20 万円くらいになるようです。

第４賞「素材と手段」 26 ～ 32

26 料紙の種類 〔152 ～ 164〕

このコーナーでは、古文書に使われた料紙の種類について展示しています。

日本では、紙の原料となった主な植物は、楮、雁皮、三椏ですが、繊維による区別だけ

ではなく、さまざまな製法の違いがあり、米の粉や土の粉を混ぜることもありますし、水

にさらす度合い、繊維をほぐす度合い、漉いてから叩く「打ち紙」、など、製法によって

まったく違う紙ができます。

そして、それらは、証明書類に用いられる紙、書状に用いられる紙など、さまざまな用

途によって使い分けられてきました。左のパネル〔図録 211 頁〕は、展示プロジェクト委

員の富田正弘氏が、文書の料紙を 24 種類にわけて一覧表にしたものです。

実物とさまざまな写真を並べましたので、見比べていただければ幸いです。

27 宣命 〔165 ～ 170〕

料紙の種類コーナー、最後の部分では、色の付いた紙を取り上げています。経典、位記、

宣命、など、神仏や天皇に関わるものは、基本的に色が付いているようです。

ここに展示された「宣命」は、天皇の意志を口頭で読み上げるための文書で、基本的に

は黄色の紙が用いられ、特定の神社には、藍色や紅色も用いられています。ここに展示し

たのは江戸時代後期のもので、ずっとこのように作られてきたのかはわかりませんが、こ
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れ自体は延喜式の規定にのっとっています。

読み上げるために和文体で書かれているので、〔 165・ 166〕を例に、一応声に出して読

んでみたいと思います。実際は祝詞（のりと）のような独特の節回しがあったようですが、

それはできないので、想像してください。

（読み上げ）

すめらがおおみことと かけまくもかしこき いせのわたらいの いすずのかわかみの しも

ついわねに おおみやばしら ひろしきたてて、たかまのはらに ちぎたかしりて、たたえ

ごと さだめまつる あまてらします すめおおかみの ひろまえに かしこみかしこみも も

うしたまわくともうさく、いぬるとし しもつき はつかあまりよっかに かたじけなくも

かすかなる みをもちて あめのひつぎを うけたまえるによりて、このつき はつかあまり

ようかに そくいすべきさまを よきひよきときを えらびさだめて、おう すない よつの

くらいのしも よしみちおう、なかとみ すない みつのくらい かむづかさのたいふ おお

なかとみのあそん すえただ らをつかわして、いんべ すない いつのくらいのしも いん

べのすくね ちかたみ が、よわがたに ふとだすき とりかけて、いやしろの おおみてぐ

らを もちゆまわり、ささげもたしめて、たてまつり いでたまう かしこき すめおおかみ

このさまを たいらけく やすらけく きこしめして、すめらがみかどを みくらい うご

くことなく、ときわかきわに よもりひもりを まもり さきわえ たまいて、あめのした

たいらかに おおみたから やすらけくに まもり めぐみたまえと、かしこみかしこみも

もうしたまわく ともうす、

（読み方については、展示プロジェクト委員の小倉慈司准教授からご教示いただきました。）

28 文書の折り方・包み方 〔174 ～ 176〕

文書は、運んで届けられる際には、包紙で包まれていました。包紙は捨てられて本紙だ

けが残っている場合が多いのですが、〔 174〕の室町幕府奉行人連署奉書や、〔 176〕の大友

宗麟感状は、包紙も残されているので、当初どんな状態だったかがわかります。

また、文書の右下を細く切って、紐のように使う「切り封」という方法もよく行なわれ

ました。ふつうはちぎれてしまって、巻いた上から書いた墨引きの跡だけが残っているこ

とが多いのですが、〔 175〕と〔 176〕は、切り封自体がそのまま残っていて、綴じ方まで

再現できるのが貴重です。

展示室Ａの前には、紙を折る体験コーナーもあります。

29 木や石に書かれた文書 〔177 ～ 190〕

このテーマでは、木や石に書かれた文書を取り上げます。

大別すると、寺社への寄進を書き記して残したものと、戦乱などの際に対象を保護する

ために掲示するものがあります。

札として残された物には、頭の部分がとがった、将棋の駒のような形が共通し、表面に

墨や漆などを塗ったものも多く、単なる機能だけではなくて、木という、紙以上に保存性

が高いものへ文書を書くという、そのこと自体に意味があったように思われます。

左のケースには寄進札、後ろのステージには、石塔に刻まれたものや、堂内の柱に直接
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刻まれた寄進状のレプリカ、その先には、板に書かれた制札や、中世の禁制制札と同じ機

能を持つ、近代の戦争で出された張り紙などを展示しています。

30 制札の機能 〔182 ～ 189〕

制札の機能は、屋外に掲示して周知することにあります。しかし、意外なことに、掲示

されないまま保管されてきた原本もかなりあります。〔 184・ 185〕の細川政元制札は、原

本は保管されて、写を作って掲示した例です。写しである〔 185〕は、表面が風化して、

墨で書かれた文字が浮き出し、また釘穴や柱の跡など、掲示された痕跡がはっきり残って

います。〔図録 203 頁参照〕

左の、織田信長の二つの制札もこれと似ています。〔 186〕の楽市場宛の方は、掲示した

痕跡があるのですが、左の〔 187〕加納宛ての方は、掲示せずに保管されています。おそ

らく、楽市場あての制札で優遇措置を行なって住民を集め、実際に人が集まって出来た、

加納という名の町へ、改めて制札を与えたものと思われます。掲示のためというより、町

の特権を示す証拠としての意味が板であることに込められていると言えます。

文書としての面に注目すると、同じケースに展示している細川政元の制札〔 184〕と織

田信長の制札〔 186・ 187〕は、様式や、板の使い方などが、まったく同じであることがわ

かります。この三ヶ条制札は、左のケースにあるように〔 189〕、応仁文明の乱後に室町幕

府が始めたもので、信長は、自分が幕府と同等の制札を出す権力であることをアピールし

たのだと思われます。

本来、箇条書きは一条を一行で書きますが、信長の制札は、第一条が三、四行もあって、

無理に三ヶ条にして、幕府の様式に合わせたことが分かります。

31 制札の形―横長の制札 〔188， 184 ～ 188〕

制札は、各地の大名が出しましたが、東国と西国で形に違いがあります。ここには、東

国系の横長の制札の例として、小田原の北条氏が現厚木市下荻野の荻野新宿に出した制札

〔188〕を展示しています。

右のケースで見たように、室町幕府の制札は、板を縦に使い、織田信長もそれにならっ

ていますが、東国の北条氏、武田氏、徳川氏は、いずれも板を横方向・横長に使った制札

を作っています。

東国の大名は、幕府の様式には頓着せず、合理的な板の使い方として、板を横にした横

長の制札を作ったのでしょう。ここに、天下を目指した信長と、独自の領国統治を目指し

た東国大名との違いが現われているように思います。

なお、江戸幕府の制札が板を横に使うのは、この東国系の系譜を引いていると考えられ

ます。

32 近代の禁制 〔190〕

この掛け軸は、第一次大戦の際に、日本軍の司令部が中国の青島（チンタオ）で出した

張り紙を集めたものです。内容は、「味方している家なので、勝手に入ったり物を持ち出

したりしないように、兵士に命じる」、というもので、まさに中世の戦乱の際に出された
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禁制制札と同じものです。カナを使ったり、振り仮名を振ったりしているのは、漢字を読

めない兵士にも意味が分かるように、という配慮で、これが形式的な物ではなく、きちん

と機能させようとしたことが分かります。

比較のために、応仁文明の乱の最中に、畠山義就（はたけやまよしひろ）が出した禁制

制札の複製〔 191〕も展示しました。内容ばかりか、様式までよく似ているのは、本質が

同じだからなのか、それとも軍隊の内部に中世制札についての知識があったからなのか、

いずれにしても興味深い一致です。

第５章「近世文書への展開」

33 印判状 〔194 ～ 196〕

戦国大名から、織田・豊臣政権を経て、時代が近世へ変わると共に、文書のあり方も大

きく変化していきます。

ここには、秀吉の文書を３点並べていますが、この３点は、宛先が同じ人物なので、秀

吉の地位の上昇と、新たな政権の成立過程をそのまま反映しています。

最初の書状〔 194〕は、中世に普通に出されていた、折紙の書状です。それが、まん中

の文書〔 195〕では朱印状に変わり、左の〔 196〕では紙が巨大化して、料紙も横皺の強い

大高檀紙になっています。

秀吉の朱印状は、様式的には右のケースにある織田信長の朱印状〔 193〕と全く同じな

のですが、紙の大きさと種類を変えています。そして、それが左のケースにある徳川家康

の文書〔198〕にも引き継がれていきます。

家康以後、朱印は所領安堵や貿易許可などの特別な場合に限って使われるようになり、

一般的には黒印が使われました。 余談ですが、明治以降、こうした規制がなくなると庶

民も好んで朱印を使うようになり、今日に至っています。

＜エピローグ＞ 34 ～ 36

34 身元証明としての中世文書 〔201 ～ 203〕

中世に遡る由緒を持っていること、具体的には、戦国大名に仕えたことを示す文書を持

っていることは、江戸時代には一つのステータスであったようです。そのため、仕官、あ

るいは養子や嫁入りなどの際には、そんな文書を持参することがありました。

〔 202〕と〔 203〕は、佐倉藩士だった図司家に伝わった、戦国大名北条氏の発給文書で

す。宛先は伝来した図司家ではなく、富岡氏となっていますが、これはそのような姻戚関

係を通じて、伝来したものです。なお、〔 202〕の朱印状に押されているのは、「虎の印」

として有名な、北条家の印です。

〔 201〕の大友吉統（おおともよしむね）書状写も、おそらくこのような中世文書の利

用に関して作られたものと思われます。花押はトレースした物を貼っており、「原本は花

押の位置が一分半高い」、と細かな注釈まで付けています。
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大友氏の家臣であった若林氏は、仕官などの都合で、一族で文書を分割したり家来に与

えたりしていますが、そうすると原本が手元に残らなくなるので、このような精巧な写し

を作ったものと思われます。

35 花押鑑・床の間飾り 〔204 ～ 210〕

中世の古文書は、江戸時代以降、鑑賞の対象にもなりました。展示されている折り本

〔 204〕は、花押の部分のみを切り貼りしたものです。このように切断した筆跡をアルバ

ム状にしたものは「手鑑（てかがみ）」と呼ばれ、古筆の鑑賞や鑑定に使われていました。

文書の全体も、もちろん鑑賞され、床の間に飾れるように、掛け軸に仕立てられました。

ここに展示したものでは、平宗盛の書状〔 205〕や、宸翰と呼ばれる天皇の自筆書状〔 206

・ 207〕、毛利元就・隆元の感状〔 210〕、さらに全く有名人ではない室町幕府奉行人連署奉

書〔 209〕も掛け軸になっています。また、別のコーナーでも、土地売券〔 103・ 104〕や

起請文〔 120〕などが掛け軸になっていました。これらはいずれも、書として書かれた物

ではなく、実用の文書として書かれた物が観賞用に仕立てられたものです。さまざまな視

点によって、古文書の二次的な価値が見出されたと言えます。

36 成巻文書 〔211 ～ 216〕

今日まとまって伝わっている中世の古文書には、家や寺社に伝来したものの他、コレク

ターが収集したものもあります。展示されている「在印文書類」〔211 ～ 216〕は、京都の

収集家・考証家であった田中勘兵衛が、「印のある文書」というテーマで、収集した古文

書を自ら一つの巻物としたものです。今回の展示では、この他にも、「兵乱記事古文書」

〔 111 ～ 113 はその一部〕など、いくつかの田中勘兵衛の作った巻物を展示しています。

また、奈良の郷土史家であった水木要太郎や、東京の古書籍商であった反町茂雄（そりま

ちしげお）の収集品など、いくつかのコレクションが現在では歴博の収蔵資料となってお

り、今回の展示でも、その一端をご紹介することができました。

博物館の収集によって、古文書を長く保存し、役立てることができるよう、今後も務め

ていきたいと思います。


