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番号 資料名称 資料群・コレクション名 年　代 所　蔵 展示期間

プロローグ　口頭伝達と文書
プ-1 「飛鳥池遺跡出土『官大夫前白』木簡（複製）」 7世紀末 原品：奈良文化財研究所
プ-2 「孝謙天皇瑞字宣命案（複製）」 正倉院文書 正集第四十四巻 （天平勝宝9年(757)） 原品：正倉院宝物

プ-3-1 「石川県加茂遺跡出土加賀郡牓示札木簡（現状複製）」 嘉祥2年（849） 原品：石川県埋蔵文化財センター
プ-3-2 「石川県加茂遺跡出土加賀郡牓示札木簡（復元複製）」 嘉祥2年（849） 原品：石川県埋蔵文化財センター

第1章　古代の文書
（1）公式様文書―詔・勅、符・解・移―

1-1 「聖武天皇施入勅書願文写」 聆涛閣集古帖書１ 江戸時代 
（原品：天平感宝元年（749）） 国立歴史民俗博物館

参考 「睿宗皇帝論事勅書」 唐　景雲2年（711） ブリティッシュライブラリー
1-2 「太政官符」 宝亀3年（772） 国（文化庁保管） １期・２期
1-3 「太政官符」 宝亀3年（772） 国（文化庁保管） ３期・４期
1-4 「新潟県八幡林遺跡出土郡符木簡（複製）」 8世紀前半 原品：長岡市教育委員会
1-5 「式部省移（複製）」 正倉院文書正集第二巻 天平17年（745） 原品：正倉院宝物
1-6 「中宮職解」（複製） 正倉院文書正集第一巻 天平17年（745） 原品：正倉院宝物
1-7 「山辺郡印」 8世紀 国立歴史民俗博物館
1-8 「朝鮮国全羅道観察使関（複製）」 朝鮮　同治11年（1872） 原品：韓国国立中央博物館
1-9 「朝鮮国安辺都護府使牒呈（複製）」 朝鮮　康熙27年（1688) 原品：韓国国立中央博物館

（2）公式様文書の変形
1-10 「写経司告文(校正勘出法)(複製)」 正倉院文書 塵芥第三十七巻 天平13年(741) 原品：正倉院宝物
1-11 「造石山寺所告文案(複製)」 正倉院文書 続修第四十四巻 天平宝字6年(762) 原品：正倉院宝物
1-12 「法師道鏡牒(複製)」 正倉院文書 正集第七巻 天平宝字6年（762） 原品：正倉院宝物
1-13 「北館厨牒」（吐魯番文書） 反町茂雄旧蔵典籍古文書 唐　儀鳳2年（677） 国立歴史民俗博物館

（3）個人の上申文書―古代の書状様式文書―
1-14 「葛野古万呂状案(複製)」　 正倉院文書 続々修第二帙第四巻 天平18年（746） 原品：正倉院宝物
1-15 「草原島守啓(複製)」 正倉院文書 続修第四十八巻 8世紀 原品：正倉院宝物
1-16 「長背広足経師貢進解(複製)」 正倉院文書 続修第三十巻 天平宝字2年(758) 原品：正倉院宝物

1-17 「東大寺写経所奏(複製)」 正倉院文書 続々修第十帙
第二十五巻 天平勝宝元年(749) 原品 ：正倉院宝物

1-18 「阿刀老女等啓（複製）」 正倉院文書 続修第四十六巻 天平宝字2年（758） 原品：正倉院宝物
1-19 「大津大浦啓（複製）」 正倉院文書 続修第四十六巻 天平宝字2年（758） 原品：正倉院宝物
1-20 「秋田城跡出土漆紙文書（複製）」 8世紀中～後半 原品：秋田市教育委員会
1-21 「藤原実範申文写」（『文集』） 田中穣氏旧蔵典籍古文書 康平元年（1058） 国立歴史民俗博物館

第2章　中世の文書へ
（1）手続き文書の公文書化―宣旨・口宣案―

2-1 「宣旨（弁官宣旨）」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（普成仏院文書 第二巻） 正応5年（1292） 国立歴史民俗博物館

2-2 「口宣案」 越前島津家文書 第五巻 寛正2年（1461） 国立歴史民俗博物館
（2）下文の系譜

2-3 「官宣旨（弁官下文）」 栄山寺文書 保元3年（1158） 国立歴史民俗博物館

2-4 「美福門院庁下文」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（普成仏院文書 第一巻） 永暦元年（1160） 国立歴史民俗博物館

2-5 「延暦寺政所下文」 仁安2年（1167） 国立歴史民俗博物館

2-6 「後白河院庁下文」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（普成仏院文書 第一巻） 仁安3年（1168） 国立歴史民俗博物館

2-7 「島津荘預所下文」 反町茂雄旧蔵典籍古文書 
（大隅鹿屋院文書) 寛元2年（1244） 国立歴史民俗博物館

2-8 「島津荘預所下文」 反町茂雄旧蔵典籍古文書 
（大隅鹿屋院文書) 弘長2年（1262） 国立歴史民俗博物館

2-9 「伊予国弓削島荘住人等解幷外題」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（公験類古文書） 永万元年（1165） 国立歴史民俗博物館

2-10 「泉郷刀祢等解（請文）」 反町茂雄旧蔵典籍古文書 長元2年（1029） 国立歴史民俗博物館
（3）書札様文書の機能拡大と奉書―綸旨・院宣・令旨―

2-11 「後醍醐天皇綸旨」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 正中3年（1326） 国立歴史民俗博物館
2-12 「後光厳天皇綸旨」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 延文元年（1356） 国立歴史民俗博物館
2-13 「後鳥羽上皇院宣」 水木家資料 （正治2年（1200）） 国立歴史民俗博物館
2-14 「光厳上皇院宣」 反町茂雄旧蔵典籍古文書 建武3年（1336） 国立歴史民俗博物館
2-15 「陸奥国国宣（北畠顕家袖判）」 建武2年（1335） 国立歴史民俗博物館
2-16 「後醍醐天皇中宮（珣子内親王）令旨」　 田中穣氏旧蔵典籍古文書 建武2年（1335） 国立歴史民俗博物館

2-17 「安南国鄭梉令旨」　 ベトナム・黎朝　徳隆4年
(1632) 東京大学史料編纂所 １期・２期
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2-18 「世祖教旨（複製）」 朝鮮　天順元年（1457） 原品：韓国国立中央博物館

高山寺旧蔵聖教紙背文書屏風 「高山寺文書（屏風）」 国立歴史民俗博物館
2-19 「源義経書状」 「高山寺文書（屏風）」 （元暦2年（1185）） 国立歴史民俗博物館
2-20 「平親宗書状」 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-21 「藤原光範書状」 「高山寺文書（屏風）」 （養和2年（1182）カ） 国立歴史民俗博物館
2-22 「某仮名書状」 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-23 「沙弥重蓮書状」 「高山寺文書（屏風）」 （文治年間（1185～90）） 国立歴史民俗博物館
2-24 「藤原実長書状」 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-25 「平光盛書状」 「高山寺文書（屏風）」 （文治4年（1188）カ） 国立歴史民俗博物館
2-26 「平清房書状」 「高山寺文書（屏風）」 （養和元年（1181）カ） 国立歴史民俗博物館
2-27 「藤原長経書状」　 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-28 「法橋長暹書状」 「高山寺文書（屏風）」 （寿永元年（1182）カ） 国立歴史民俗博物館
2-29 「藤原宗頼奉書」 「高山寺文書（屏風）」 （文治4年（1188）カ） 国立歴史民俗博物館
2-30 「源兼保書状」　 「高山寺文書（屏風）」 （文治4年（1188）カ） 国立歴史民俗博物館
2-31 「藤原親行書状」 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-32 「藤原長経書状」　 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-33 「越前国司庁宣案」 「高山寺文書（屏風）」 承安3年（1173） 国立歴史民俗博物館
2-34 「為成書状」 「高山寺文書（屏風）」 （養和元年（1181）カ） 国立歴史民俗博物館
2-35 「朝通書状」 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-36 「平宗盛書状」 「高山寺文書（屏風）」 （養和2年（1182）カ） 国立歴史民俗博物館
2-37 「藤原成家書状」 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-38 「左馬允信実書状」 「高山寺文書（屏風）」 （文治4年（1188）カ） 国立歴史民俗博物館
2-39 「丹後国司下文」 「高山寺文書（屏風）」 元暦2年（1185） 国立歴史民俗博物館
2-40 「散位宗亮書状」 「高山寺文書（屏風）」 （文治4年（1188）） 国立歴史民俗博物館
2-41 「僧隆慶書状」 「高山寺文書（屏風）」 （養和2年（1182）カ） 国立歴史民俗博物館
2-42 「藤原有実書状」 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-43 「紀俊守申状」 「高山寺文書（屏風）」 （養和元年（1181）） 国立歴史民俗博物館
2-44 「中原盛家書状」 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-45 「長泉荘下司中原家憲解」 「高山寺文書（屏風）」 養和元年（1181） 国立歴史民俗博物館
2-46 「隆政書状」 「高山寺文書（屏風）」 （養和元年（1181）カ） 国立歴史民俗博物館
2-47 「信経書状」 「高山寺文書（屏風）」 （養和元年（1181）カ） 国立歴史民俗博物館
2-48 「僧興連書状」 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-49 「某注進状案」 「高山寺文書（屏風）」 元暦2年（1185） 国立歴史民俗博物館
2-50 「侍所見参注進状」　 「高山寺文書（屏風）」 養和元年（1181） 国立歴史民俗博物館
2-51 「藤原雅長書状」 「高山寺文書（屏風）」 （12世紀） 国立歴史民俗博物館
2-52 「藤原惟基書状」 「高山寺文書（屏風）」 （養和元年（1181）カ） 国立歴史民俗博物館
2-53 「三善盛季書状」 「高山寺文書（屏風）」 （文治4年（1188）カ） 国立歴史民俗博物館
2-54 「平宗盛自筆書状」 仁安2年（1167） 国立歴史民俗博物館

第3章　武家文書の様式
（1）鎌倉幕府の発給文書―下文・政所下文・下知状・御教書―

3-1 「源頼朝袖判下文（複製）」 建久3年（1192） 原品：神奈川県立歴史博物館
3-2 「将軍家政所下文」　 越前島津家文書 正応4年（1291） 国立歴史民俗博物館

3-3 「藤原頼経袖判下文」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 
（田代文書） 寛喜3年（1231） 国立歴史民俗博物館

3-4 「関東下知状」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 
（田代文書） 乾元元年（1302） 国立歴史民俗博物館

3-5 「関東御教書（複製）」　 島津家文書　歴代亀鑑 正応6年（1293） 原品：東京大学史料編纂所

3-6 「関東下知状」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（普成仏院文書 第五巻） 嘉禎元年（1235） 国立歴史民俗博物館

3-7 「北条時房・泰時連署書状」　 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（普成仏院文書 第五巻） （嘉禎元年（1235）） 国立歴史民俗博物館

3-8 「六波羅施行状」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（普成仏院文書 第五巻） 嘉禎2年（1236） 国立歴史民俗博物館

3-9 「関東下知状」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（普成仏院文書 第五巻） 嘉禎2年（1236） 国立歴史民俗博物館

3-10 「六波羅施行状」 田中穣氏旧蔵典籍古文書
（普成仏院文書 第五巻） 嘉禎2年（1236） 国立歴史民俗博物館

（2）室町幕府の発給文書―御判御教書・御内書・下知状・奉書―
3-11 「足利尊氏袖判下文」 越前島津家文書　第二巻 観応2年（1351） 国立歴史民俗博物館
3-12 「足利尊氏御判御教書」 越前島津家文書　第二巻 観応2年（1351） 国立歴史民俗博物館
3-13 「足利尊氏御判御教書」 越前島津家文書　第二巻 観応3年（1352） 国立歴史民俗博物館
3-14 「足利尊氏御判御教書」 越前島津家文書　第二巻 観応3年（1352） 国立歴史民俗博物館

展示期間：１期 10/16～10/28、２期 10/30～11/11、３期 11/13～11/25、4期 11/27～12/9　※特に記載のないものは通期展示
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3-15 「足利尊氏袖判下文」 越前島津家文書　第二巻 正平7年（1352） 国立歴史民俗博物館
3-16 「足利尊氏御内書」 越前島津家文書　第二巻 （文和3年（1354）） 国立歴史民俗博物館
3-17 「足利尊氏御内書」 越前島津家文書　第二巻 （文和3年（1354）） 国立歴史民俗博物館
3-18 「足利尊氏御内書」 越前島津家文書　第二巻 （文和3年（1354）） 国立歴史民俗博物館
3-19 「足利直義御判御教書」 反町茂雄旧蔵典籍古文書 建武4年（1337） 国立歴史民俗博物館
3-20 「足利直義袖判御教書」 反町茂雄旧蔵典籍古文書 貞和3年（1347） 国立歴史民俗博物館
3-21 「室町幕府引付頭人奉書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 建武5年（1338） 国立歴史民俗博物館
3-22 「足利直義下知状」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 貞和2年（1346） 国立歴史民俗博物館
3-23 「足利義詮御判御教書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 観応3年（1352） 国立歴史民俗博物館
3-24 「沙弥道朝書状」　 田中穣氏旧蔵典籍古文書 （年未詳） 国立歴史民俗博物館
3-25 「室町幕府管領奉書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 永和2年（1376） 国立歴史民俗博物館
3-26 「左衛門尉守政奉書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 永徳4年（1384） 国立歴史民俗博物館
3-27 「足利義持御判御教書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 応永30年（1423） 国立歴史民俗博物館
3-28 「結城直朝請文」　 田中穣氏旧蔵典籍古文書 文安5年（1448） 国立歴史民俗博物館
3-29 「足利義晴御内書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 （年未詳） 国立歴史民俗博物館
3-30 「室町幕府管領奉書」 平沼伊兵衛収集文書 永和2年（1376） 国立歴史民俗博物館

3-31 「室町幕府管領施行状」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（仁和寺旧蔵古文書 第三巻） 応永15年（1408） 国立歴史民俗博物館

3-32 「室町幕府管領奉書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（仁和寺旧蔵古文書 第三巻） 応永17年（1410） 国立歴史民俗博物館

3-33 「室町幕府管領下知状」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 文安元年（1444） 国立歴史民俗博物館

3-34 「室町幕府奉行人連署奉書」　 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（愛宕珍皇寺文書） 応永19年（1412） 国立歴史民俗博物館

3-35 「室町幕府奉行人連署奉書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（北野神社旧蔵文書 第二巻） 天文22年（1553） 国立歴史民俗博物館 １期・２期

3-36 「室町幕府奉行人連署奉書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（北野神社旧蔵文書 第二巻） 天文24年（1555） 国立歴史民俗博物館 １期・２期

3-37 「室町幕府奉行人連署奉書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（北野神社旧蔵文書 第二巻） 天文9年（1540） 国立歴史民俗博物館 ３期・４期

3-38 「室町幕府奉行人連署奉書」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（北野神社旧蔵文書 第二巻） 天文21年（1552） 国立歴史民俗博物館 ３期・４期

（3）軍忠状
3-39 「島津忠兼軍忠状」 越前島津家文書　第三巻 建武3年（1336） 国立歴史民俗博物館  　　　　１期・２期
3-40 「島津忠兼軍忠状」 越前島津家文書　第三巻 建武4年（1337） 国立歴史民俗博物館
3-41 「沙弥円心（赤松則村）挙状」 越前島津家文書　第三巻 建武5年（1338） 国立歴史民俗博物館
3-42 「島津忠兼軍忠状」 越前島津家文書　第三巻 建武5年（1338） 国立歴史民俗博物館　　　　  ３期・４期
3-43 「和田助氏軍忠状」 平沼伊兵衛収集文書 延文5年（1360） 国立歴史民俗博物館
3-44 「狛山城守軍忠状」 狛文書 （文明4年（1472）） 国立歴史民俗博物館

第4章　契約と社会集団
（1）売券の世界

4-1 「民首田次麻呂解（近江国愛智郡墾田売券）」 延暦15年(796) 国立歴史民俗博物館 １期・２期
4-2 「秦公永吉解（近江国愛智郡墾田売券）」 承和7年(840) 国立歴史民俗博物館 ３期・４期

4-3 「中原清祐領地売券」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 保延元年（1135） 国立歴史民俗博物館

4-4 「佐伯氏領地売券」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 康治2年（1143） 国立歴史民俗博物館

4-5 「紀氏私領地売券」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 仁安3年（1168） 国立歴史民俗博物館

4-6 「女中原氏領地売券」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 承安2年（1172） 国立歴史民俗博物館

4-7 「藤井氏女譲状」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 建暦元年（1211） 国立歴史民俗博物館

4-8 「三国氏女請文」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 建暦3年（1213） 国立歴史民俗博物館

4-9 「一阿弥陀仏私領売券」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 建治2年（1276） 国立歴史民俗博物館

4-10 「盛秀田地銭貨処分状案」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 永仁2年（1294） 国立歴史民俗博物館

4-11 「尼しやうせう領地売券」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 延慶4年（1311） 国立歴史民俗博物館

4-12 「長谷川重秀屋地売券」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 応永15年（1408） 国立歴史民俗博物館

4-13 「妙一屋地寄進状」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（六角室町屋地古文書） 応永24年（1417） 国立歴史民俗博物館

4-14 「明阿弥陀仏屋地寄進状」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 
（近衛油小路地寄進及沽却文書） 貞治5年（1366） 国立歴史民俗博物館
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4-15 「山辺千足月借銭解」（複製） 正倉院文書 続修第二十四巻 宝亀4年（773） 原品：正倉院宝物
4-16 「朝鮮国庇仁県監斜給立案（複製）」 朝鮮　乾隆20年（1755） 原品：韓国国立中央博物館
4-17 「福釗・福蟾 自売明文（複製）」 朝鮮　道光2年（1822） 原品：韓国国立中央博物館

（２）譲状と置文
4-18 「渋谷重勝同日一筆譲状」 入来院家文書 貞和5年（1349） 東京大学史料編纂所 １期・２期
4-19 「渋谷重勝同日一筆譲状」 入来院家文書 貞和5年（1349） 東京大学史料編纂所 １期・２期
4-20 「渋谷重勝置文」 入来院家文書 貞和5年（1349） 東京大学史料編纂所 １期・２期
4-21 「渋谷重門譲状」 入来院家文書 建徳2年（1371） 東京大学史料編纂所 ３期
4-22 「渋谷重門置文」 入来院家文書 建徳2年（1371） 東京大学史料編纂所 ３期
4-23 「渋谷重頼譲状」 入来院家文書 応永13年（1406） 東京大学史料編纂所 ４期
4-24 「渋谷重頼置文」 入来院家文書 応永13年（1406） 東京大学史料編纂所 ４期
4-25 「鄭氏分財記（譲状）（複製）」 朝鮮　弘治6年 (1493) 原品：韓国国立中央博物館

（３）起請文と社会集団
4-26 「足利尊氏近習馬廻衆一揆契状」 越前島津家文書　第六巻 文和4年（1355） 国立歴史民俗博物館
4-27 「伊賀国黒田新荘地下百姓等連署起請文」 反町茂雄旧蔵典籍古文書 永享11年（1439） 国立歴史民俗博物館
4-28 「法印以下五十九人連署起請文（二月堂牛玉宝印）」 水木家資料 正安2年（1300） 国立歴史民俗博物館
4-29 「頼氏起請文（東大寺二月堂牛玉宝印）」 水木家資料 応長2年（1312） 国立歴史民俗博物館
4-30 「茜部荘百姓等連署起請文」 建武4年（1337） 国立歴史民俗博物館
4-31 「菊秀丸等連署天罸起請文」（永隆寺牛玉宝印） 反町茂雄旧蔵典籍古文書 康永2年（1343） 国立歴史民俗博物館
4-32 「重算起請文」（法隆寺吉祥御願牛玉宝印） 水木家資料 永和3年（1377） 国立歴史民俗博物館
4-33 「近江南郡村々住民等起請文」 水木家資料 元亀3年（1572） 国立歴史民俗博物館
4-34 「又次郎・弥四郎以下八十一人連署起請文」（那智瀧宝印） 水木家資料 16世紀頃 国立歴史民俗博物館
4-35 「東大寺二月堂牛玉宝印」　 2000年代 個人
4-36 「薬師寺金堂牛玉宝印」　 2010年代 個人
4-37 「儒生李若采等上書（複製）」 朝鮮　19世紀 原品：韓国国立中央博物館

（４）寺院の文書
4-38 「東大寺別当聖珍仰詞」 水木家資料 建武2年（1335） 国立歴史民俗博物館
4-39 「東大寺衆徒集会衆儀条々事書案」 水木家資料 建武2年（1335） 国立歴史民俗博物館
4-40 「感神院大別当桓円解状・感神院社司等連署奥裁判」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 仁安2年（1167） 国立歴史民俗博物館
4-41 「山門三院別当代執行代連署書状」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 （天文5年（1536）） 国立歴史民俗博物館
4-42 「山門衆儀事書案」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 天文5年（1536） 国立歴史民俗博物館
4-43 「山門衆儀事書案」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 天文5年（1536） 国立歴史民俗博物館

（５）公家の家伝文書―広橋家―

4-44 「経光卿改元定記　寛元・宝治・建長」　 広橋家旧蔵記録文書典籍類 寛元・宝治・建長 
鎌倉時代　13世紀 国立歴史民俗博物館

4-45 「藤原茂範・菅原在嗣年号勘文写」（兼仲卿記（勘仲記）） 広橋家旧蔵記録文書典籍類 正応元年（1288） 
4月28日条裏書 国立歴史民俗博物館

4-46 「菅原（高辻）長直年号勘文写」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 （長享元年(1487)） 国立歴史民俗博物館
4-47 「菅原長淳（東坊城）年号勘文写」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 （大永8年(1528)） 国立歴史民俗博物館
4-48 「菅原長淳（東坊城）書状（年号勘文添状）」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 （大永8年(1528)） 国立歴史民俗博物館
4-49 『元秘抄』巻二 田中穣氏旧蔵典籍古文書 15世紀後期～16世紀後期 国立歴史民俗博物館
4-50 「後円融天皇口宣写」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 康暦3年（1381） 国立歴史民俗博物館
4-51 「後小松天皇口宣写」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 至徳4年（1387） 国立歴史民俗博物館
4-52 「後小松天皇口宣写」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 嘉慶3年（1389） 国立歴史民俗博物館
4-53 「三条西公条返献状写」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 室町時代　16世紀　年未詳 国立歴史民俗博物館
4-54 「柳原資定口宣送状」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 室町時代　16世紀　年未詳 国立歴史民俗博物館
4-55 「庭田重親返献状」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 室町時代　16世紀 国立歴史民俗博物館
4-56 「正親町天皇口宣案写」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 天正3年（1575） 国立歴史民俗博物館
4-57 「後土御門天皇綸旨」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 （文明8年（1476）） 国立歴史民俗博物館
4-58 「後土御門天皇綸旨」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 （文明14年（1482）） 国立歴史民俗博物館

4-59 「後柏原天皇綸旨」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 （永正18年＝大永元年）
（1521） 国立歴史民俗博物館

4-60 「維摩会幷東寺灌頂記」　 広橋家旧蔵記録文書典籍類 鎌倉時代　13世紀 国立歴史民俗博物館
4-61 「維摩会講師長者宣部類」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 室町時代　15世紀 国立歴史民俗博物館
4-62 「兼顕卿記」　文明十年（1478）七月十日条 広橋家旧蔵記録文書典籍類 文明10年（1478） 国立歴史民俗博物館
4-63 「後花園天皇任大臣宣命」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 康正元年（1455） 国立歴史民俗博物館 １期・２期
4-64 「後奈良天皇白馬節会宣命」 広橋家旧蔵記録文書典籍類 天文17年（1548） 国立歴史民俗博物館 ３期・４期

4-65 「後堀河天皇御産御祈宣命草写」 
（「経光卿記」貞永元年（1232）八月八日条所引） 広橋家旧蔵記録文書典籍類 貞永元年（1232） 国立歴史民俗博物館

4-66 「藤原基連叙従四位下位記」 高松宮家伝来禁裏本 天文5年（1536） 国立歴史民俗博物館
参考 「司馬光勅授告身」 宋　煕寧2年（1069） 熊本県立美術館

展示期間：１期 10/16～10/28、２期 10/30～11/11、３期 11/13～11/25、4期 11/27～12/9　※特に記載のないものは通期展示
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第5章　書状と印判状
（1）天皇の自筆書状

5-1 「後醍醐天皇自筆書状」 元弘3年（1333） 国立歴史民俗博物館
5-2 「後土御門天皇自筆書状」 文明12年（1480） 国立歴史民俗博物館

（2）戦国大名の書状と印判状
5-3 「六角義賢書状」 16世紀 国立歴史民俗博物館
5-4 「毛利元就書状」 平沼伊兵衛収集文書 16世紀 国立歴史民俗博物館
5-5 「毛利輝元・元就連署状」 平沼伊兵衛収集文書 永禄11年（1568） 国立歴史民俗博物館
5-6 「今川氏真判物」 平沼伊兵衛収集文書 永禄4年（1561） 国立歴史民俗博物館
5-7 「大友宗麟（義鎮）感状」 豊後若林家文書 （永禄12年(1569)） 国立歴史民俗博物館
5-8 「大友義統感状」 豊後若林家文書 （天正6年（1578）） 国立歴史民俗博物館
5-9 「大友円斎（義鎮、宗麟）書状」 豊後若林家文書 （天正8年(1580)カ） 国立歴史民俗博物館
5-10 「細川忠興書状」 17世紀前期 国立歴史民俗博物館
5-11 「伊達政宗知行充行朱印状」 仙台藩士青田家文書 天正14年（1586） 国立歴史民俗博物館
5-12 「伊達政宗書状」 （天正17年(1589)） 国立歴史民俗博物館
5-13 「伊達政宗自筆書状」 平沼伊兵衛収集文書 16世紀末～17世紀初 国立歴史民俗博物館
5-14 「真田昌幸書状」 平沼伊兵衛収集文書 16世紀末 国立歴史民俗博物館
5-15 「武田信玄朱印状」（複製） （永禄7年（1564）） 原品：国立国会図書館
5-16 「織田信長黒印状」 天正元年（1573） 個人
5-17 「織田信長朱印状」 石見亀井家文書 （天正9年(1581)） 国立歴史民俗博物館
5-18 「羽柴秀吉書状」 平沼伊兵衛収集文書 （天正11年(1583)） 国立歴史民俗博物館
5-19 「羽柴秀吉書状」 石見亀井家文書 （天正７年(1579）カ) 国立歴史民俗博物館
5-20 「羽柴秀吉朱印状」 石見亀井家文書 （天正12年（1584）） 国立歴史民俗博物館
5-21 「豊臣秀吉朱印状」 石見亀井家文書 天正17年（1589） 国立歴史民俗博物館
5-22 「豊臣秀吉朱印状」 石見亀井家文書 （文禄元年(1592)） 国立歴史民俗博物館
5-23 「豊臣秀次朱印状」 石見亀井家文書 （文禄2年(1593)） 国立歴史民俗博物館
5-24 「北条氏照書状」 平沼伊兵衛収集文書 （天正5年(1577)カ） 国立歴史民俗博物館

5-25 「北条氏直感状」 平沼伊兵衛収集文書 （天正17～18年
（1589～90）頃） 国立歴史民俗博物館

5-26 「千葉胤富書状」 16世紀後期 千葉市立郷土博物館
5-27 「北条氏政朱印状」 （天正17年（1589）） 千葉市立郷土博物館
5-28 「北条家朱印状」（複製） 帰源院文書 （永禄4年（1561）） 原品：神奈川県立歴史博物館

5-29 「北条家掟書（世田谷新宿充）」（複製） 天正6年（1578） 原品：大場代官屋敷保存会 
（世田谷区立郷土資料館保管）

5-30 「北条家伝馬手形」 （天正15年(1587)） 国立歴史民俗博物館
5-31 「千葉家黒印状」 16世紀後期 千葉市立郷土博物館
5-32 「千葉邦胤朱印条書」 （天正13年（1585）） 千葉市立郷土博物館
5-33 「里見義頼朱印状」 平沼伊兵衛収集文書 （1587年以前） 国立歴史民俗博物館
5-34 「里見氏奉行人連署状」 慶長3年（1598） 国立歴史民俗博物館

（3）戦国期の社会と文書
5-35 「石田三成掟書」 平沼伊兵衛収集文書 天正17年（1589） 国立歴史民俗博物館
5-36 「羽柴藤吉郎掟書案」 天正8年（1580） 個人
5-37 「花押鑑『加夫良能比々起』」 田中穣氏旧蔵典籍古文書 17世紀頃 国立歴史民俗博物館
5-38 「元亀三年武田家恩借証文」 平沼伊兵衛収集文書 江戸時代 国立歴史民俗博物館
5-39 「握浮哪純広書状」 石見亀井家文書 （慶長15年（1610）） 国立歴史民俗博物館
5-40 「慶林田地売券」 天文2年（1533） 国立歴史民俗博物館
5-41 「桑原某年貢請取状」 宝徳元年（1449） 国立歴史民俗博物館
5-42 「下炭山下司田地売券」 天文12年（1543） 国立歴史民俗博物館
5-43 「助田地売券」 天正3年（1575） 国立歴史民俗博物館
5-44 「大友宗麟軍忠披見状」 豊後若林家文書 元亀3年（1572） 国立歴史民俗博物館
5-45 「亀井茲矩自筆書状（遺戒）」　 石見亀井家文書 17世紀初頃 国立歴史民俗博物館

（4）江戸幕府の文書
5-46 「徳川家康黒印状（御内書）」 17世紀 国立歴史民俗博物館
5-47 「徳川家綱領地朱印状」 寛文5年（1665） 国立歴史民俗博物館
5-48 「江戸幕府老中奉書」 平沼伊兵衛収集文書 江戸時代　17世紀 国立歴史民俗博物館
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第6章　外交の文書とアジアの文書
（1）明の皇帝文書・官文書

6-1 「成祖勅書」（足利義満充）（複製） 明　永楽5年（1407） 原品：相国寺
6-2 「神宗勅諭」（豊臣秀吉充）（複製） 明　万暦23年（1595） 原品：宮内庁書陵部
6-3 「神宗誥命」（豊臣秀吉充）（複製） 明　万暦23年（1595） 原品：大阪歴史博物館
6-4 「蒋洲咨文」 明　嘉靖35年（1556） 東京大学史料編纂所 ４期
6-5 「兵部箚付」（前田玄以充） 明　万暦23年（1595） 東京大学史料編纂所 １期

6-5 「兵部箚付」（写本）
明治19年（1886） 
原品：明　万暦23年

（1595）
東京大学史料編纂所 ２期・３期

（2）朝鮮の国王文書・官文書と外交文書
6-6 「世宗王旨」（複製） 朝鮮　洪熙元年（1425） 原品：韓国国立中央博物館
6-7 「成宗教旨（告身）」（複製） 朝鮮　成化18年（1482） 原品：個人
6-8 「兵曹奉教告身」（複製） 朝鮮　成化13年（1477） 原品：個人
6-9 「兵曹奉教告身」（複製） 朝鮮　弘治16年（1503） 原品：個人
6-10 「尹趾完別幅」 石見亀井家文書 朝鮮　壬戌年（1682） 国立歴史民俗博物館
6-11 「趙泰億別幅」 石見亀井家文書 朝鮮　辛卯年（1711） 国立歴史民俗博物館
参考 「燕山君国書」 朝鮮　弘治13年（1500） 都城島津邸
参考 「英祖国書」 朝鮮　丁卯年（1747） 東京国立博物館
参考 「徳川家重別幅控」 延享5年（1748） 藤井斉成会有鄰館
参考 「酒井忠恭書契控」 延享5年（1748） 早稲田大学図書館

（3）琉球の国王文書と外交文書

6-12 「尚真王詔書」（複製） 
（渡閩船宝丸の官舎職補任辞令書）（田名家文書第一号） 田名家文書 琉球　嘉靖2年（1523） 原品：個人

6-13 「尚清王詔書」（複製） 
（西原間切の天久里主所安堵辞令書）（田名家文書第二号） 田名家文書 琉球　嘉靖15年（1536） 原品：個人

6-14 「尚豊王詔書」（複製）（羽地間切の屋我のろへの辞令書） 琉球　天啓5年（1625） 原品：沖縄県立博物館・美術館
6-15 「尚穆王詔書」（複製）（読谷山間切古堅里主所安堵辞令書） 安良城家文書 琉球　乾隆36年（1771） 原品：沖縄県立博物館・美術館
6-16 「尚寧王書状」 島津家文書 琉球　万暦19年（1591） 東京大学史料編纂所 １期
6-17 「三司官連署書状」 島津家文書 琉球　万暦12年（1584） 東京大学史料編纂所 ３期
6-18 「尚穆王書状」 越前島津家文書 琉球　18～19世紀 国立歴史民俗博物館
参考 「島津義久書状（模本）」 原品：天正18年（1590） 沖縄県公文書館

（4）東南アジア・ヨーロッパへの外交文書
6-19 「亀井茲矩書翰案」 石見亀井家文書 慶長15年（1610） 国立歴史民俗博物館
参考 「伊達政宗書翰（和文）」 慶長18年（1613） ヴァチカン・アポストリカ図書館
参考 「伊達政宗書翰（ラテン語文）」 慶長18年（1613） ヴァチカン・アポストリカ図書館

（5）安南（ベトナム）の文書

参考 「安南国副都堂福義侯阮書簡」 黎朝（ベトナム） 
光興14年(1591) 九州国立博物館

参考 「顕宗神勅」 黎朝（ベトナム） 
景興28年(1767) 九州国立博物館

（6）イルハン朝（イラン）の文書
参考 「アルグン・ハン勅書」（ウゲ/令旨）　 イルハン朝（イラン）　13世紀 イラン国立博物館

参考 「アブー・サイード・バハードル・ハン勅書」
（ウゲ/令旨）　

イルハン朝（イラン） 
ヒジュラ暦720年/サル年 

（西暦1320年）
イラン国立博物館

参考 「クトゥルグ・シャー命令文書」（スズ/鈞旨）　
イルハン朝（イラン） 
ヒジュラ暦704年

（西暦1305年）
イラン国立博物館

エピローグ　近現代に受け継がれた文書の形
エ-1 「太政官永世禄下賜状」 旧侯爵木戸家資料 明治2年（1869） 国立歴史民俗博物館
エ-2 「木戸孝允参議官記」 旧侯爵木戸家資料 明治3年（1870） 国立歴史民俗博物館
エ-3 「木戸正次郎爵記」 旧侯爵木戸家資料 明治17年（1884） 国立歴史民俗博物館
エ-4 「木戸幸一内大臣官記」　 旧侯爵木戸家資料 昭和15年（1940） 国立歴史民俗博物館

展示期間：１期 10/16～10/28、２期 10/30～11/11、３期 11/13～11/25、4期 11/27～12/9　※特に記載のないものは通期展示




