
1

民間史料整理マニュアル
２０20年度版

Ⅰ .民間史料整理の流れ

PC入力

データベース化

史料１単位ごとに内容をカードに書き出す

近世…名主・庄屋など村役人

近現代…戸長・村長など→地方名望家

cf.屋号－世襲名の調査

現状の記録と維持→カメラ・ビデオ→記録カード

情報

現状の維持と仕分けの必要性

整理番号順
編年番号
分類分類番号

第１段階として現状に応じた番号をつける→整理番号

史料の内容の把握とカードの記述法

整理目録・編年目録・分類目録→多様なソートとサーチ

同
時
で
も
良
い

史料整理用

封筒の表題

取り

並び替え・箱詰め・補修etc.
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Ⅱ .史料カード記入の留意点

・民間文書では、そもそも成立のあり方が違う近世史料と近現代史料をまとめて整理しな

ければならないので、その分、整理の方法に工夫を要する。

・近世史料は１点―１件として成立しているので、基本的に史料１点ごとに史料カード―

目録をとる。合綴や一括された史料でもなるべく枝番をつけて１点ごとにとる。

・近現代の史料は、綴物―簿冊―ファイリングを基本としているので、ファイルレベルで

史料カード―目録をとってもかまわない。袋入りや一括など、これに準じて整理してか

まわないが、ファイルの中身がわかるように内容を記述する。

・どれを史料カード―目録の単位とするかはケースバイケースだが、史料の原物１点と史

料カード―目録―データベースの１レコードは必ず対応するようにする。

Ⅲ .史料カードの記入方法―史料目録

＊史料カードには以下の１１項目を記入する。

(１)史料番号

(２)年月日

(３)史料表題

(４)内容

(５)差出人・作成者

(６)受取人

(７)形態

(８)数量

(９)出版物編著者

(10)出版物発行所

(11)備考

(１ )史料番号

・史料番号は原則として、史料が置かれた状態を復元できるように、原状に応じて「ａ

―１・２・３」「あ―１・２・３」などとする。２次整理などですでに番号が振ってあ

る場合はそれを生かす。

・必要に応じて枝番号をつける。

・これらが史料の第１次整理番号となる。

(２ )年月日

・原則として史料の成立年代を記入する。それが後年の写であれば、その年月日を備考

欄に記入する。
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・成立年月日が記入されていない書類などについては、提出年月日（報告書など）や発

信年月日（書簡・葉書など）、会合の年月日が記入されていればそれを採用する。それ

も不明な場合には、原史料中の受取年月日・受信年月日などを採用する。

・ファイリングされている場合、袋に入れられている場合など、複数の史料がある場合

には、そのうち最も古い年月日をとる。複数年にまたがる場合は、もっとも新しい年

月日を次行に記入する

→例)享保2年3月2日～延享5年6月6日

・年月日が推定できる場合、（ ）の中にその推定年代を記入する。推定の度合いが低い

場合は、（享和○年カ）とする。

・年代が不明で、十干十二支ないし十二支のみが記されている場合、年の欄にそのまま

記入する。

・十干十二支あるいは十二支だけでも年代が確認できる場合は、辰（元和2）などとする。

・年欠で時代が推定できるものは、（ ）で（江戸期）（明治期）（大正期）（昭和期）な

どと記入する。十干十二支あるいは十二支だけの場合でも、わかれば「（江戸期）戊辰」

「（明治期）戌」などとする。

・年代は和暦を基本とする。その際、西暦を併記する必要はない。西暦が書かれている

場合は西暦を記入する。

・書籍の場合は、最新刊の年代をとり、備考に初版の発行年月日を入れる。

(３ )表題

・冊子体や綴形式の史料は、表紙の記載（原則として外題）または冒頭の表記を採用す
げ だ い

る。

・嘆願書、訴状など一紙や継紙形式の史料は、冒頭の柱書（表題）を採用する。

・冊子体、綴形式、状形式などで表題がない場合、欠損している場合には、［ ］書きで

仮題（補題）をつける。

・仮題（補題）をつける場合、類似の史料によって原表題が推定できるものは、なるべ

く仮題（補題）のみで内容が明らかになるようにする。

例)［相模国愛甲郡戸室村検地帳］

・状形式で柱書（表題）がない場合は、史料の内容に応じて適切な仮題（補題）をつけ

る。その場合、記述は簡単なものでかまわない。具体的な内容については、（４）内容

のところで示す。

例）［願書］［訴状］［返答書］［済口証文］［議定書］etc.

［書簡］［ポスタ―］［パンフレット］［新聞記事抜粋］［雑誌記事抜粋］etc.

・雑誌記事や新聞記事の切り抜き、あるいはポスタ―・パンフレットなどの場合、表題

やタイトルがあればまずそれを記入し、必要に応じて「内容」に補足説明を加える。

表題などがない場合は、［新聞切り抜き］［ポスタ―］などとする。出典を明らかにす
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る必要がある場合は、「内容」に記入する（表記があれば号数や巻数も記入のこと）。（ ）

や【 】などの括弧記号は、史料中に使われていることが多いので、そのまま使用し

てもかまわない。

・合綴や一括された史料で枝番号をとる場合、その史料の全体の内容を表わす「標題」

をつける場合がある。これを「カガミ」という。必要に応じて［ ］でカガミをつけ

る。

・和書、漢書、准漢書の表題（書名）は巻頭（巻端）をとる。巻頭は本文の最初の頁の

はじめの部分。近代以降の書籍については、和書・漢書以外は奥付を基本とする。

(４ )内容

・史料の具体的な内容に応じて、情報として重要ないしは必要と思われるものを各自が

判断して、簡潔に記入する。

・「目録」作成に関する「内容」の記述方法は、以下の諸点を基準とする。

①史料の内容については、(a)要件（案件）＋(b)対象＋(c)文書様式の３点を基本的に備え

るように記述する。(c)文書様式は（５）表題の仮題（補題）と重なってもかまわない。

(a)要件（案件） ⋯その史料が何について書かれてあるのか、その要件を端的に表現

する項目

例）水利争論 人馬役過多 村内差縺れ

(b)対象 ⋯史料の対象となっている村や団体、組織、個人など

例）○○村と○○ 村の ○○組合 ○○村○右衛門と○兵衛の

(c)文書様式 ⋯その史料の性格をあらわす史料の様式

例）訴状 返答書 歎願書 達書など

②上記①の３項目を、○○に付（文書様式）名、○○について○○に付（文書様式）名、

○○に付○○の件（文書様式）などとすることが望ましい。とくに「（文書様式）」は、

これが検索の対象ともなるので必ず記入すること。

例）村内差縺れに付○○村○右衛門訴状

海防のため人馬役増額について申渡しに付組合村々請書

③とくに借用証文や質地証文・売渡証文などの証文類については、「内容」のところに以

下のように記入する。

例）借用証文⋯年貢差詰まりに付金○両○分借用

質地証文⋯年貢未進に付金○両にて中畑○畝○歩を５年季質入れ

売渡証文⋯村方要用に付金○両にて上田○反歩売渡し

④雑誌記事や新聞記事の切り抜き、あるいはポスタ―・パンフレットなどの場合は、表

題やタイトルがあれば「表題」に記入してあるので、必要に応じて補足説明を加える。

例）「表題」＝悔いなき航海

「内容」＝第○回東海大学建学祭のポスタ―
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⑤ファイルされた史料や合綴された史料、袋に入った近現代の史料で、必ずしも枝番号

をつけなくてもよいと判断した史料については、そのまま一群として目録をとる。こ

の際、全体的な表題があればそのまま生かし、ない場合は、適宜「仮題」をつける。

※要は史料の内容を読み取って、必要な情報＝データを抜き出し、どのように端

的に表現するか。

→目録をとる場合も５Ｗ１Ｈの情報を抽出していくことが基本

①Why(なぜ) ②What(何を) ③Who(誰が) ④Where(どこで) ⑤When(いつ)

How(どのようにして)

(５ )差出人・作成者

(６ )受取人

・地名・役職名・肩書き・人名などを記入する。連名の場合には、第１人名を記入し、

その他を［他○名］とする。複数の村が書き上げられている場合は、［他○カ村○名］

とする。また、連名のなかに寺院名などがある場合は、［他○名・○カ寺］などとする。

地名の番地については、適宜省略してよい。［ ］は整理者が任意で記入したことを示

すので、必ず記入すること（以下同）

・史料中に「外五ケ村組合」などと表記してある場合は、史料通りなので［ ］は用い

ず、そのまま記入する。

・「同国同郡同村」あるいは「同村同字」「右村名主」など、同文言のために省略してあ

る場合は、その部分を［ ］で適宜補うようにする。

例）同[相模]国同[愛甲]郡同[恩名]村 同[南毛利]村同字[恩名] 右[恩名]村名主

・ファイリングあるいは冊子となった史料などの場合は、その表紙に記載されている作

成者名・部署・機関などを記入する。

・記載がない場合は基本的には記入する必要はないが、推定がつく場合は適宜判断して

［ ］を用い、その中に該当するものを記入してもかまわない。

(７ )形態

(８ )数量

・史料の形態と数量を示す。原則として史料１点＝１番号の原則が成り立つように配慮

する。合綴や一括史料への考慮から枝番号をつける際も、例えば空封筒を作成するな

ど、何らかの方法で原則が成り立つように整理を行なう。

・形態の内容については、以下の通りである。

一紙⋯一紙もの。竪紙などの１枚ものの史料。

継⋯継紙。一紙ものを継いだもの。

折⋯折紙。竪紙を横に折って使用したもの。

竪⋯竪（縦）帳。竪紙を縦に折って綴じた形式の史料。冊子体になったもの。竪（縦）
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冊ともいう。

横⋯横帳。竪紙を横に折って綴じた形式の史料。横冊ともいう。

小横⋯小横帳。横帳をさらに半分以下に折って綴じた史料。横半長ともいう。

冊⋯冊子。明治以降の史料で、和綴じ以外の方法で製本されたものをいう。平綴じ、
、、、、、、、

中綴じなど綴じ方の別は問わない。逆に明治以降であってもこより綴じ、和綴

じなどによって製本されたものは、江戸期の規準にしたがう。

綴⋯複数の史料を綴じたもの。独立した冊文書や状文書を綴り込んだものを示す。

ファイリングされた史料。竪帳形式を基準とし、横型の場合は横綴などとする。

・ただし、綴にはいくつかの文書を「合綴」したものと、綴り込（綴じ込）ん

だものとの２種類がある。後者に比べて前者はそれぞれの独立性が高い。前

者は「合綴」、後者は「綴込」とする。ただし、これは史料の製本の仕方に

よるので、とくに「綴込」の場合、それが綴か竪が区別がつかないことが多

い。したがって、「合綴」の場合のみ、「備考」欄に「○○～○○合綴」など

とする。

仮綴⋯形態の内容としては「綴」に準ずるもので、こよりやホッチキス、クリップ

などで簡易止めされているもの。「かりとじ」

舗⋯絵図や地図など、料紙を竪や横に貼り合わせたもの。

帖⋯仏教の法典などジャバラ形式のもの。

部⋯綴ることを前提としないで制作されたもので、具体的には新聞や広報などをさ

す。１部○枚などと書く。

葉⋯厚手の紙片。主に紙焼き写真や葉書・名刺などの単位として用いる。

袋⋯袋に入った一括史料。

包⋯一包にされた一括史料。

束⋯束にされた一括史料。

※封筒や包紙などがある場合は、備考に「封あり」「包あり」等とする。複数の史料が

入っている場合は、最初の史料に同梱とし、それぞれの備考にその旨を記入する。

※この他については適宜判断する。

(９ )出版物編著者

・奥付をもとに記入する。編著者が複数名の場合は、基本的に第１人名を記入し、［他

○名］とする。

(10)出版発行所

・発行所や出版社名を記入する。印刷所の記載は必要ない。記入にあたっては、会社名

を優先し、代表者名などの個人名は基本的に不要。発行が不明で印刷所のみの場合は

［印刷所］○○とする。

※出版物の編著者と発行所については、目録のコンピュ―タ入力の段階で、自動的に作
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成者の項目に入るようになっている。

(11)備考

・「備考」の項には以下の事項を記入する。

・年月日の補足⋯写などの場合、それが写された年代などを記入する。また、史料の年

月日が複数年月日にまたがる場合もここに記入する。→(２)年月日の項参照。

・史料の注記⋯包紙あり、封筒あり、奥書あり、裏書あり、端裏書ありなど

・史料の状態⋯虫損大、破損甚大、前欠、後欠など

・罫紙を使用している場合、その旨を記入する。その際、役場の界紙などのように紙名

が書かれている場合は、その紙名を記入する。

例)厚木村役場界紙

・その他、史料○から○まで綴られていたなどの史料の状況や、青焼き、コンニャク版

など、確認できれば記入しておく。綴など、他の史料との関連を示す場合は、ＩＤ番

号を使って表記する。

・史料カードでは、史料の状態を示す用語などの候補がすでに記入してあるので、その

中から選んで○をつける。候補にないものは各自が判断して記入する。

Ⅳ .目録カード記入に関する基本情報

・入力の文字については、すべて常用漢字を使用する。

・英数字、記号、カタカナは全角文字とする。括弧についてもすべて全角とする。英字の

大文字と小文字は適宜判断して使い分ける。元号の略字は「Ｍ」「Ｔ」「Ｓ」「Ｈ」（半角

大文字）とする。書籍などで頁を示す場合は「p.」（半角小文字）を使用する。

・改行したい場合には「；」（全角）で区切る。
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Ⅴ .参考史料

(ａ)古文書の形態
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(ｂ)文書の部分名称

文書の記されている紙には、その部分に応じて

名称がつけられている。その基本的なものを紹介

しておくと、まず紙の右端を袖、左端を奥という。
そで おく

袖と同意、もしくは袖のうちでも紙端のことを端
はし

といい、その端の部分の裏に文字が書かれている

とき端裏書という。これは、文書の受取人や作成
はしうらがき

者が文書全部を広げなくても内容がわかるように

書き入れたもので、本文を理解するうえで参考に

なる。また、奥の部分に、本来の差出人以外に村

役人などが保証のために署名・押印したものを

奥書と呼んでいる。
おくがき

文章を書き終わったあとで、袖や奥などに追

加して書いた文字・文章を追筆という。あるい
ついひつ

は本文の右または左の行間に脱落した文字を書

き加えたものも追筆である。さらに後年になっ

て書き込まれたことが明らかな場合には後筆、
こうひつ

あるいは明らかに筆跡が異なっている場合には

異筆などともいう。
い ひつ
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史料カード記入方法


