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Abstract
The Nagoya University Library had been possessed of "the Takagi family documents"

from 1949. The Takagi family was "Hatamoto" with the title of "Kohtai Yoriai" in the Edo
period. The documents were well known as the so-called treasury of the Kiso 3 rivers
improvement historical records. We have been investigating the historical information
resource about the Kiso 3 rivers basin. Here we report the summary of our results in 2005.
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１．はじめに
名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書

（西高木家伝来、10万点超）は、関ヶ原合戦直後
の慶長６年（1601）に美濃国石津郡時・多良両郷
（現大垣市上石津町域）へ領地を宛行われて以降、
版籍奉還まで270年近く同地を支配し続けた旗本
交代寄合の西高木家旧蔵文書群である。同家は、
分家の東・北高木家とともに交代寄合美濃衆とし
て大名並の格式を付与され、江戸時代を通じて普
請奉行・普請見廻役など、木曽三川流域の「川通
御用」の役儀を務めた。また、維新後も同地に居
住し、学区取締や郡長・衆議院議員などの公職を
歴任している。
文書群の内容にもこうした履歴が反映してお

り、木曽三川流域の治水、領地支配、家政、維新
関係などに特徴的な史料を多く含み、その総点数
は10万点をゆうに超えるものと推定される。旗本
文書が幕府瓦解により散逸してしまったなかで、

他に例をみない、傑出した規模と内容を有するも
のとして、全国的にも注目を集めている文書群で
ある。
近年では、こうした貴重な資源をベースとして、
地域で新たに見つかった高木家分家である北高木
家に関る文書（約4 ,500点）や、東高木家文書
（約5,000点）をはじめとする流域の関連情報、学
内で生産される学術情報などを統合することで、
よりいっそうの研究展開や高度な活用が期待でき
るようになってきた。
そこで附属図書館研究開発室では、この間、地

域貢献特別支援事業費（名古屋大学）の措置をう
け、学内における関連分野の教員に協力を要請し、
関係自治体とも連携をとりながら、新発見史料を
含む関連データの整理・研究・デジタル化を進
め、地域における文化財保存と、その高度な活用
の支援に取り組んでいる。
さらに今後、電子図書館機能を発展させたコラ



ボレーションシステム開発により、自然と人間の
関係史を中心とする生涯教育、総合的学習等への
コンテンツ提供を行うとともに、相互作用的な情
報循環系を用いた地域社会像の探求を通して、地
域研究そのものの活性化を図る計画である。
以下では、2005年度、地域貢献特別支援事業の

一環として取り組んだ木曽三川流域における歴史
情報資源調査を中心に、その成果と課題について
報告する。

２．調査・研究
事業の中心となったのは、歴史情報資源の調

査・研究活動である。当該流域に関する歴史情報
を、地域及び大学で共有・活用していく環境をさ
らに充実させるため、自治体と連携して、新発見
の北高木家文書をはじめ、東高木家文書等、地域
の特色ある歴史情報資源の調査・研究・デジタル
化を実施した。
また、この事業を通じて、日比達男氏（養老町）
から名古屋大学に対し、高木家文書と密接なつな
がりのある日比家文書約5,000点が寄贈された。
今後の整理・研究のなかで、地域社会の動向解明
にもつながる成果が期待されている。
次に、今年度行った調査・研究活動の具体的な

対象とその内容を摘記する。

①日比家文書　約5,000点（2005年度寄贈分）
旧養老郡沢田村（現岐阜県養老町沢田）の庄屋

や養老村長を務めた豪農日比家に伝来した文書群
である。近世・近代を通じた地域社会の実態解明
に好適な史料が多数含まれている。特に、当該地
域は、揖斐川支流の牧田川に隣接し、頻繁に洪水
や土石流災害に見舞われたことから、木曽三川流
域治水を管掌した高木家（多良役所）と密接な関
係にあり、附属図書館所蔵高木家文書とも、内容
上、深い関連を有していることが確認された。ま
た、日比家は、幕府領組合村惣代を務め、治水事
業実施にあたって地域代表にもなっていることか
ら、支配側の高木家文書からは窺えない、地域社
会の動向解明にも資する史料として、今後の整
理・研究による成果が期待される。
なお、概要調査の結果、現段階で把握できた文

書群の特徴は以下の通りである。
１）領主関係では、寛永期（1630年）以後の年

貢免定がまとまって伝来しており、また幕
領組合村関係史料など、貴重な情報が含ま
れている。

２）牧田川普請や断層谷の砂防工事など、災害
と地域の関係がリアルに記録されており、
高木家関連でも、村・百姓側からみた治水
のあり方が窺える。

３）村政や神社運営、格式をめぐる争いなど、
村内の葛藤を示す史料が豊富。

４）用水や山林をめぐる他村との争論事例がま
とまって残されており、地域の関係性につ
いて検証が可能である。

５）美濃と近江を結ぶ九里半廻し（伊勢街道）
に位置することから、物流や助郷関係にも
詳しい。また、幕末における揖斐川と琵琶
湖を結ぶ運河計画について、従来知られて
いない、地域の具体的な動きを示す史料も
含まれている。

６）近代移行期の村の状況を細かに示す史料も
豊富である。

②西高木家文書（附属図書館所蔵・継続分）
今年度は、近世・近代の一括文書およそ2,400

点の整理を行い、メタデータを作成した。また、
法制史や地図分析など、これまで手薄な分野の研
究にも着手した。特に自然災害史研究では、技術
史的にも注目される羽根谷（岐阜県海津市）にお
ける安政期の大規模な谷替普請絵図などを確認
し、西・東・北高木家のデータを活用して時系列
的な分析を行ったほか、Web上でもCGを用いて
動的に閲覧できる環境を実現し、公開した。

③西高木家文書（大垣市・個人蔵） 95点
上石津町から紹介をうけて調査を行い、山論や

高木家借財関連のほか、寺社建立に関する興味深
い史料を確認した。後掲の仮目録参照。

④西高木家文書（上石津町教育委員会所蔵）
約2,000点
附属図書館所蔵高木家文書と一体のもので、昨

年度、福長氏（岐阜市）から上石津町へ寄贈され
た。現在、借用して整理を進めており、その成果
の一部は、リニューアルオープンした上石津町郷
土資料館での展示に活用されている。
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⑤北高木家関係文書（岐阜県内・個人蔵）
全4,500点の悉皆調査が終了し、内容分析を進

めながら基本目録を整備した。今後広く公開され
ることで、さまざまな活用が期待される。

⑥立木家文書（東京都・個人蔵） 112点
北高木家の旧臣立木（ついぎ）家に伝来したも

ので、山をめぐる争い（山論）に関するまとまっ
た文書群。次回報告予定。

⑦東高木家文書（海津市・森川勝之助氏所蔵）
約5,000点の治水文書の仮整理・撮影を終了し、

内容分析を進めながら、基本目録の整備が進行中
である。宝暦治水が木曽川左岸の尾張地域に与え
た深刻な被害を訴える願書など、美濃側のみなら
ず、尾張地域の動向を示す興味深い史料を確認し
た（『愛知県史　資料編16』掲載）。

⑧徳川林政史研究所所蔵文書
同所には、かつて名古屋市蓬左文庫所蔵分と一

体であった東高木家文書があり、概要調査・撮影
を行った。史料点数は、仮目録上では百点にも満
たないものの、実際には長帳の形態に合綴された
ものなどがあり、相当数に達するものと思われる
（正確な文書点数は確認中）。
また、内容的には、高木家文書目録を基準とし

た場合、治水を除くほぼ全領域にわたっており、
上記点数も勘案すれば、ある事情で抽出されたも
のである可能性が高い。参考のため、高木家文書
目録の大・中項目で示せば、以下の通りである。
領地（知行地、戸口、年貢、諸役、法令、災害、
土木、寺社）、家臣（分限、勤仕）、勤役（幕府、
参勤、軍事）、家政（系譜、家督、交際、吉事、
仏事）、財政（収支、留守居方財政、借財、講）、
明治（国事、経営）
これまで、東高木家文書は、蓬左文庫のほか、

森川勝之助氏（海津市）、筒井稔氏（刈谷市）、大
倉山精神文化研究所の所蔵が知られている。今後、
今回調査した当研究所所蔵史料も含め、それぞれ
の特徴をおさえ、全体像を明らかにするとともに、
高木三家の関係解明にも活用していく計画であ
る。
また、東家文書とは別に、流域治水に関連して、
同所所蔵である尾張藩重臣石河家文書の調査を行

い、宝暦治水関係絵図等を確認することができた。

⑨堤方役所文書（岐阜県歴史資料館）
高木家と協働して木曽三川流域治水を管掌した

笠松堤方役所の文書約7,000点。流域の治水を考
えるうえでもっとも重要な情報資源の一つであ
り、継続して調査、内容分析を進めている。高木
家文書では未知の部分を補い、データベースの精
度をあげることにもつなげたいと考えている。

３．成果公開
①高木家文書デジタルライブラリーのWeb公開
これまでに収集・統合された膨大な史料情報を

土台に、科学研究費補助金（研究成果公開促進費）
の措置をうけ、メタデータを付与し、画像及び多
様な検索機能をもつ本格的なデジタルライブラリ
ーとして運用を開始した。
その後も不断にデータ更新を行うとともに、さ

らにGIS（地理情報システム）を活用できるよう、
コンテンツ開発を行った。
なお、これらのデジタルコンテンツは、伊藤圭

介文庫も含めたエコ・コレクションデータベース
として、名古屋大学の学術情報資源を統合した学
術ナレッジ・ファクトリー（AKF：Academic
Knowledge Factory）に提供され、学内外で横断的
な活用を実現しており（18年２月～）、国立情報
学研究所の JuNii（大学情報メタデータ・ポータ
ル）上で、他大学のもつデータと統合された形で
の活用も予定している。
また、コラボレーションシステム開発を進める

なかで、地域の教育環境の充実に貢献できるよう、
愛知県教育委員会及び上石津町教育委員会からの
アドバイスや情報提供を得て、協議を重ねながら、
教育ニーズの動向に配慮したコンテンツ開発も進
めている。そこで得られた活用方法や内容上の疑
問点等の二次的情報は、大学所蔵資料へとフィー
ドバックさせ、地域研究そのものの活性化を図っ
ていく計画である。
今後の見通しとしては、今年度の調査・研究活

動で得られた情報を搭載し、コンテンツを飛躍的
に増強するとともに、GIS 機能の拡張など、豊か
な資源の高度活用や、大学の枠を超えた地域横断
的な情報環境を構築していくことを計画してい
る。
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②上石津町郷土資料館への展示協力
前述した通り、上石津町郷土資料館のリニュー

アルオープンに際し、新たに寄贈された文書の整
理を行い、展示への協力を行った。
なお、上石津町は、 平成18年３月に大垣市と

合併したが、新大垣市でも引き続き連携・協力す
る方向で具体的な協議を進めているところであ
る。

③名古屋大学附属図書館2005年春季特別展での
成果公開
これまで進めてきた歴史情報資源の調査・研究

成果も含め、「地域環境史を考える」とのタイトル
で、附属図書館2005年春季特別展（４/４～４/27）・
講演会（４/９）・資料講座（４/16)を開催した。
会期中、学内外から700名をこえる参観者があ

り、資料原本の持つ豊かな世界を堪能いただくこ
とができた。引き続き、展示会等の企画で、調
査・研究成果を公開していく予定である。

４．むすびに －今後の課題－
以上、2005年度の成果概要を報告したが、木曽

三川流域の歴史情報資源を活用する環境整備にむ
けて、まだまだ残された課題は多い。そのなかで、
当面の課題と思われる点を選んで摘記し、むすび
にかえたい。

①調査・研究と成果公開
「西高木家文書」はじめ関連資料の調査・研究

を継続するとともに、整備された目録を紙媒体及
びデジタル環境で公開する。さらに、展示や講演
会を企画し、地域に成果を還元する。

②歴史情報資源の収集・発信
コンテンツの増強にむけ、Web データマイニ

ングなどのほか、文化財保護指導委員等の方々の
協力を得て、地域の古文書・記念碑・伝承などに
ついて情報収集し、①と同じく公開する。
こうした情報を収集し、円滑に反映させるには、
フィードバック機能を実装したコラボレーション
システムの開発が不可欠であり、引き続きその研
究開発を行う。

③教育コンテンツ・ポータルとの連携
大学横断的な情報環境の構築に続き、「学びネ

ット」とのリンケージなど、地域の教育コンテン
ツ・ポータルなどとの効果的な連携を図る。

④学校教育や生涯教育における活用手法の研究
コンテンツの活用可能性を拓くため、自治体の

協力のもと、開発・利用全般にわたって、文化財
関連諸施設や教職員との意見交換、共同研究を行
う。

⑤文化財資料保存、デジタルアーカイブの研究
紙媒体及び電子媒体の将来にわたる保存・活用

を保証するため、館種をこえた協力、情報交換を
進めるとともに、協働する分散型のアーカイブズ
構築を検討する。

〔附記〕

〈地域貢献特別支援事業の構成メンバー〉
伊藤義人（代表者）、逸村　裕、秋山晶則、斎藤夏来、羽賀
祥二、篠宮雄二、神保文夫、辻本哲郎、溝口常俊、奥貫圭
一
〈歴史情報資源の調査・研究協力者〉
船戸公子、長屋隆幸、横山和弘、清水禎子、石川　寛
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