
No．
府県

ﾔ号
都府県名 旧蔵者名・文書番号

文書

_数
飯島録朗　　　　2－0001～0014
倦?ﾒ不明　　　0－0001（弾左衛：門）

11 15 新潟県 渡邊熊三郎　　1－0001 1

12 16 富山県 旧蔵者不明　　　0－0001 1

13 17 石川県
飯田保臣　　　　1－0001

倦?ﾒ不明　　　0－0001，0002 3

14 19 山梨県

今福　　　　　　1－0001～0072

J村町　　　　　2－0001～0007

倦?ﾒ不明　　　0－0001 80

15 20 長野県

町田良一　　　　1－0001～0080

倦?ﾒ不明　　　0－0001
i飯田市） 81

16 21 岐阜県 旧蔵者不明　　　0－0001～0018 18

17 22 静岡県 旧蔵者不明　　　　0－0001～0273 273

18 23 愛知県 旧確者不明　　　0－0001～1169 1，169

19 26 京都府 旧蔵者不明　　　0－0001 1

20 27 大阪府 旧蔵者不明　　　0－0001～0004 4

21 31 鳥取県 旧曝者不明　　　0－0001 1

22 32 島根県 旧蔵者不明　　　0－0001～0005 5

23 34 広島県 進藤正利　　　　　1－0001，0002 2

24 36 徳島県 旧蔵者不明　　　　0－0001 1

25 41 佐賀県 旧蔵者不明　　　　0－0001～0003 3

26 44 大分県
片峰秀雄　　　　　1－0001～0004

倦?ﾒ不明　　　0－0001～0003 7

27 46 鹿児島県 旧蔵者不明　　　0－0001 1

28 00 所属不明 旧蔵者不明　　　0－0001～0078 78

合計 2，089

（作成：小坂二十重、小野みよ子）

4．2論文原稿と筆写資料（B群）1，755点

4．2．1論文著作原稿　136点（大正3年～昭和24年／1914－1949）

　小野文書の中で論文著作の原稿は、後述の日本農民経済叢書刊行のための筆写資料ほど

の分量はないが、完成原稿以外に、敗戦後書かれ、草稿の形で残された未完の原稿は注目

すべきあろう。殊に病にたおれる前後のものは、構想を練り、目次を作って書かれた草稿

で、内容的に興味をひく要素を多く含んでいる。これ等は病を得てなお衰えない学究とし

ての意欲が感じられる資料群である。
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　原稿類を概観すると、完成原稿である「郷士制本論」8の他は、ほとんど論文の構想を練

った原稿や、走り書きに近い草稿、若い研究者の筆跡の論文に、小野の手で添削が施ざれ

たと考えられるもの等、小野の論文の作成過程を窺い知ることが出来る資料である。戦後

の原稿である「近古渡来農業史論」9は「目本近古の農業文化」あるいは「近古の日華貿易

と渡来農業」として出版される予定であった。また「日本農村民生史」10は目次等の構成

は出来上がっていたが、発病のため執筆中止、同じく　「江戸時代の土地制度史論」11も同

様に中止された。

　また戦中出版された自著に、新しい時代に即した視点を導入し、農村の再構築を目指し、

農民を鼓舞する意欲は『戦後農村の実態と再建の諸問題』12の刊行という事実によっても

明らかである。また同様の意図は、既刊の自著に朱を入れ、構成の組み換えを行う作業過

程を示す資料の中にも読みとることが出来る。殊に病後、不自由になった手で倦まず書き

直しを行っている原稿に接すると、小野の真骨頂に触れる思いがする。

　なお『日本農民史語彙』13のカード原稿や「日本経済史年表」14等は、論文原稿と資料集

原稿の中間に位置するものとして、この分類に編入した。

　小野文書中に戸谷敏之の原稿が混入している事情は、「寄贈受入の経緯」に記したが、「近

世商業仲間の独占について一大阪干鰯仲間記録を資料とせる一」の完成原稿や、小野の手

で添削された渡来農業史に関する資料及び草稿等、明らかに戸谷の筆跡とみられる草稿が

数点あり、この他に福島県草野村在住の農民であり研究者でもあった高木誠一15の調査資

料や原稿が数点見られ、更に森嘉兵衛16の手になる原稿も存在している。

　小野武夫文書を整理する者の頭を悩ます最大の問題は、本目録で「作成者」と呼ぶ論文

8『郷士制度の研究』と題して出版（大岡山書店，1925）、小野の博士論文である。

9小野武夫博士還暦記念論文集刊行会編『東洋農業経済史研究』（日本評論社，1948）。所

収の「著書目録」には「日本近古の農業文化」として、また小野家所蔵の著書目録では、

「近古の日華貿易と渡来農業」として出版の予定であったと記されている。

10著書目録に、玄調社より出版予定の旨の記述あり。

11小野家所蔵の著書目録に「目次・資料整理すべて完了していたが、病気のため執筆不可

能になった」とあり。

12経営評論社，1947。

13改造社，1926。

14出版を意図したものか否か不明。他にも同様の原稿が存在する。

15明治20（1887）年～昭和30（1955）年。福島県出身。当初は篤農家として農業経営に

従事していたが、柳田国男に出会ってからは民俗学を研究するようになる。小野、柳田を

始め渋沢敬三、石黒忠篤など多方面に交流が深かった（岩崎敏夫「高木誠一」『日本民俗学

大系7』平凡社，1959，pp．334－pp．335）

16明治36（1903）年～昭和56（1981）年。岩手県出身。岩手大学教授。法政大学経済学

部において小野武夫に師事。『岩手県農業史』（岩手県，1979）、『森嘉兵衛著作集』全10巻

（法政大学出版局，1982－1987）など農業経済史を中心に多数の著作がある（「森嘉兵衛教

授：略歴・著作目録」『社会経済史の諸問題森嘉兵衛教授退官記念論文集』法政大学出版局，

1969，pp．i－pp．xiv、山本弘文「森嘉兵衛先生のご逝去を悼む」『地方史研究』31－3，1981，

PP．82）。
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著者の特定であった。論文の基礎となる資料は若い研究者によって筆写されたもの（小野

は「資料の書き出し」と呼ぶ）が用いられ、更にこの人々によってなされた論文の下書き

があり、これに小野の手で添削が加えられている原稿がある。またこのようにして資料の

収集筆写した人物は若い研究者であるが、これらの人によって清書された論文が刊行され

る際には著者は「小野武夫」と明記されている例があるのである。従って、小野以外の著

作者と推定される戸谷敏之、高木誠一、森嘉兵衛等の原稿も本分類に含まれている。

　また論文原稿の作成年代の推定については場合によって非常に曖昧にならざるを得なか

った。出版された論文の原稿は出版年の1、2年前を推定したが、未刊の原稿はほとんど

戦時末期か戦後に書かれていると考えられるので、小野の筆跡の乱れ方により、戦中、戦

後（発病前、発病後、恢復期）と、それぞれの執筆時期を推定せざるを得なかった。

4．2．2資料集原稿　524点

・　『日本農民経済叢書』（未刊）関係　176点

・　『近世地方経済史料』関係　158点

・　『日本農民史料聚粋』関係　190点

　農商務省は、明治18（1885）年頃、各地の農書類や地方（じかた）文書を収集した。

農商務省に勤務していた小野は、大正9～12（1920～23）年に、農商務省の文庫に保管さ

れていたこれ等の文書類を、他人の手を借りて大量に筆写した。ようやく筆写が完了した

頃、関東大震災（大正12（1923）年）に遭遇し、農商務省の文庫は消失してしまい、小

野の筆写本が辛うじて残った。この結果、文書を農商務省に進達した地方に原本が残って

いる場合を除き、この筆写本が唯一の残存資料となったわけである。

　この農商務省め筆写資料と、小野が各地で収集した資料を地方在住の協力者のカを借り

て筆写したものをあわせて、資料集の刊行が目論まれた。これ等の筆写資料は、コピー機

のない時代であるので、文書1点につき2部以上を手書きで筆写した。カーボン紙による

複写もあり、原稿用紙にペン書き、和紙に毛筆を用いる等、多くの人々が様々な方法で筆

写した様子がうかがわれる。当時の農商務省農政課長・石黒忠篤、東京商科大学教授・福

田徳三等の勧めがあって、大部な資料集が刊行されることになったのである。

　当初全24巻に編集され、「日本農民経済叢書」として出版の予定で、面心にこの叢書名

を入れた原稿用紙を作り、大量の文書が筆写された。この際、筆写の誤りを避けるべく、

4校、5校と校正を繰り返し、更に原稿の副本を作成するという周到な準備を行っている

うちに、恐慌のあおりを受けて、当初の予定の24巻全巻の出版は難しくなったため、や

むなくこのうちの10巻を昭和6（1931）年より『近世地方経済史料』として近世地方史．

料刊行会から出版した（昭和33（1958）年、44（1969）年に吉川弘文館より再刊）。

　次いで、昭和16年『日本農民史料聚粋』全12巻の刊行が始められた。12巻中2、4、

6、8（上下）、9、11の計7巻が刊行されたが、太平洋戦争の影響で、他の巻の出版は中

止された。戦後、昭和45（1970）年に酒井書店育英堂より既刊の7巻が複刊され、更に
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昭和48年、原稿が巌松堂の手に渡っていたまま未刊であった第7巻、第10巻の2巻は同

じく酒井書店育英堂より刊行され、世に出ることが出来た。

　本文書中の「日本農民史料二型　内容見本」をみると1、3、5、12巻の4巻は「自宅保

存」と朱書きされ、その原稿は未刊の状態で現在に至っている。

　なお本目録に含まれる文書には、これらの資料集刊行のための目次、解題、写真説明等

の原稿が多く含まれているが、本資料群における原稿の保管状況は以下の通りである（表

2、表3）。

表2　『近世地方経済史料』原稿の保管状況※

巻号 収録資料

1 寸寸論、見田独断記、地利要方、社倉詩草、御改作方覚書、改作雑集録、

芍??n末聞書追加、田法雑話、旧制漆樹取締法、古今税務要覧、こんでゐぱなし、

c法書、松山領代官執務要鑑、薩隅日田賦出尻、経済随筆、垢面万石騒動実録

ｹ麓奇談、小碓頁姓騒立尋件

2 済急記聞、南部藩林政梗概、地方竹馬集、越後薗紫雲寺潟立命書類、座右手鑑、耕作噺、

ﾝ々御仕置之儀に付御書付、庄屋心得書条目、高知藩田制概略、駒方御仕法、地方の聞書、

_業安詳白及作物之仕様、天然歯、租税問答

3 南畝偶語、甘藷申上南外書付、蕃薯起立、地方弁証、五人組異同弁、尾州村々証文留、

S姓身持之事、息出鶯、起請文前書、農業談拾遺雑録、谷中御榑木並土居願書温覚、

ﾂ木漏出申上書付、素謡講義、東野田芹、郡中利害封事、牧民後判国字解、

ﾞ上志免由来、稗作方触書、和歌山藩社倉趣意並法則、督農要略

4 農家実況調書、農業夜咄、仙台藩租税要略、地方心得留、陸奥国会津郡村誌差出書、

苣｢の恵、武田源左衛門検地秘書、百姓徳行宝鑑、心持農業記、地方支配、地方支配条目、

_業子孫養育蘂、郷村年中行事、危言

5 雨冷藪、山奉行役勤向覚、治安策、直間雑誌、農家立教、田畑証文小雛書抜、

熨�ﾋ年中行事、民家話術、若林農書、紙楮由来記、．安食皐越物語

V保非常備組立方諭達、地方御取扱演説書、豊年瑞相談

6 憎憎遍言、浦河牧一件、西久保村田氏へ遺書翰、耕転培養制度類、農業狂歌、

�ｯ撫育法、農書類聚村方取締規定連印写、撫育教導伝、地方袖中録、

芻綜Y紙煙草楮引立修法目論見、天保磯饅奥羽武蔵聞書、野中省略申渡書、秘話独断、

_作自得集、郷村手引、耕作弁用書、古々呂江加木、土佐藩地割閣組法、

ｩ農並村方取締頭書、免法記、田法記、農具揃

7 国家要伝、御餌指方旧記、地方大意抄、補磯新書、庄屋手鏡、武蔵国葛飾郡大島村一丁、

�B地方御尋答書、理解集、南部藩近代経済梗概、増補私家農業談、

恷對ｪ左衛門新田開発事蹟、座右秘鑑

8 憐農民詞、尾藩地方根居、御三男節申渡書、地方問答記、伝法記、田制考証、

Q歳懐手録、恵与録、地方問答書、農家日用集、公整旧格録、被仰渡御請印帳、

ﾋ時代早馬取締一斑、西国筋紛々取計方伺、農事考鑑田地割制度、落穂籾拾集、

c制雑記、津軽地方に於ける小作米の理由、代官庄屋勤方心得覚書、政成新田由来上申書



巻号 収録資料

9 琉球産業輝度三親前編

10 琉球産業潮回資料後編

※網掛けがある資料は筆写資料が保管されていなかったもの。

（作成：高島正憲）

表3　『日本農民史料叢叢』原稿の保管状況※

巻号 収録資料

　1
i未刊）

毛利藩地方史、手鑑、地方品目解、農諭耕作秘書、宇和島出産考、奈良西井講御裁許書、

ﾘ木の花、おだまき、大変記

2 廊二目寵、農業蒙訓、宇撫島吉濁勧業欝渡、鄙事要録郷村考書、田法大意、

薄�l勤向行事長島氏農書、延享常陸民間旧事、新見藩郡中号令、

�芍T欝鞍内領民愁訴録、庄屋覚悟、九州鞭虫防等聞合記

　3
i未刊）

天明卯辰梁、難問欝欝、子孫蟹草、やせかまど、焼野の維子、落話雑記、

欄皷T欝囲季機戒書、治国寸志記、壁際見合御難欝欝高百石下し附米勘定大概解、

y佐国民情一班、山方御定法覆御仕来書、諸郡百姓騒動日記、

o羽国田川外二郡村々騒動一件吟味書

4 土佐国地方慣習手引草、郷士録、農事三略、粒々辛苦録、平門考、尾濃丁々由緒留、

S注記、村々百姓共心得、一三規定書、十日町村総百姓寄合相談二二証文、

ﾁ越能三州改作之初物語、改作要録、阿波百姓動乱録、伊予百姓一揆

　5
i未刊）

穂に穂、考農夜話、考教勧農策、葡芹、櫨育口伝試養ケ條、餐地方歴旧記　　’

T欝採薬記抄録地方四則、佐渡「蟹騒動寵、早米来村由緒の事、入善姓発端：9＞事、

樗ｯ村松谷村蜜野州村滅免穣始末書、検地二上定格要環、越後単三騒動略記、

?O国松浦都村々欝欝共三夏以来騒立候始乗上申候書轡

6 郡典私志、學弼街道小仏黒瀬番是認、

�?糟苟繩ｯ所百姓強訴一件同国金山間堀一件井に三二出牢書上げ∵肥後国耕作聞書、

ｽ士関係一件記録、農家捷径抄、信越大地震一件見聞録、地教用節集、倹約夢問答、

c法独合点、養育館事蹟調、去豊年新川郡暴動一件御三義方留、二王養父実記、

��ﾆ事、跡式相続方旧例留、開墾歎願及請書、夜伽話、佐貫関山用水書類

7 農入袋、農家業状筆録、告白要略、桑原余論、郡鎌百姓勝物教i畿蕊桑録抜葦、

ンｬ雑記、殿様御遮留諸雑月翻付鰻、御廻村之飾被郷渡講書、

ｷ島村名主久左衛開掛候串入孫樽、覚書、奉公人作法建書、奉公入蘭係認鉱：、

_昆年中行事、農務帳、在方万年鏡、灰塚村御趣法金魚借読文控、地方準縄※※

8 羽後民情録上、日ぐらし草紙、老の二言集、放言雑記、木魂集、枯尾花三下、

s知己漫語、自演自笑、草庵漫筆、改正珍事記、御代の春風、出任せ草紙、自由自在鍵、

辮岦｢態物語、無尽雑話誌

9 仁勒噺、諸郷栄労調、＊深」影家覚書、農事中庸、：露地1二二、内議定連印権、

摧ｮ耕曹芋控、大塩藩地方雑認、鬼頭家開墾事業翻孫記録、農業之回書載、

X



巻号

10

11

　12
（未刊）

収録資料

農業横座案内、蒔母早暁仕法興業申達書、越中国に於ける藤内のことども、菜園温古録

小金佐倉爾数開墾事蹟調、萩見藩掟書、地方覚認一覧記、武蔵野新霞棺続其外取謙覚書、

天保八年御巡見繊こ係る記海辺畏築地一件、年増、弘藩経済主意書、

前代よ．φ之騒動事簿書寵申覚書幌演説書、治筏条令、岩間之水由来書、捉耕南針、

御林殖物勤農壷養蚕開方建白書、来島村文書

会津藩二二保護二二滋二二二世子封事、鶴来二二二二、火災一件御用控、農業励行弁、

農家年中行事認、蔭磐井郡嘘、栗原郡・上下膿沢郡・五宝生来演説書、漕二二、不二条、

倹約取極、夜光鎌、百雄壮環譲、税法私考、予測木陰定免、

独物語井井扶持方定外＃位婚歳翻井褒美もの規模、地方要集録

本邦土地慣例、農業日用集、愚尊母吐志、水戸公半官へ被下書付写、他見勿許記、

輪島考、補民地方記、陸中飢饒考、山中氏訴訟文書、根元記、農制著語

※網掛けがある資料は筆写資料が保管されていなかったもの。

※※刊行本には未収録だが、巖松堂の内容見本（昭和16（1942）年）には記載されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（作成：高島正憲）

　2010年2，月1日現在の国立清報学研究所および国立国会図書館の検索システムによれ

ば、未刊の4巻に収録される筈であった農書類のうち12点が地方の史料集や『農書全書』

等に収録出版されている。以上の2システムに登載されていないもの、もしくはその後出

版されたものは当然存在するであろうが、現在確認出来ている限りでは、小野文書に原稿

として保存されていて、未刊文書と推測されるものは下記の表4の通りである。

表4未刊行化と考えられる文書

巻号 文書名

第1巻 農諭耕作秘書、奈良両井溝御裁許書、華木の花

第3巻 子孫誠草、焼野の維子、草高百石下し附米勘定大概解、土佐国民情一班、

R方御定法並御仕来書、出羽田川外二群轟々騒動一件吟味書

第12巻 愚欝欝吐志、他見勿欝欝、難民地方記、山中氏訴訟文書

4．2．3　筆写資料（地方文書、書籍、地方誌、研究誌等の筆写）383点

・農書、農学書　28点（元禄9年～明治15年／1696－1882）

・経世書　7点（寛延元年～慶応4年／1748－1868）

・書付、書留、控帳、雛形　61点（万治2年～明治17年／1659－1884）

・郷村史、組織史など年史6点（明治期／1868－1912）
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・農政、治世、税賦　20点（寛文4年～明治期／1664－1912）

・土地制度関係36点（宝暦6年～大正15年／1756－1926）

・小作制度、小作争議　15点（延享2年～大正12年／1745－1924）

・農民一揆、農民騒擾53点（寛延元年～大正14年／1748－1925）

・寸寸6点（天保2年～明治41年／1831－1908）

・屯田兵　140点（明治2年～昭和8年／1869－1933）

・その他　11点（元文4年～大正12年／1739－1924）

　筆写資料の内容は非常に多岐にわたるものであるが、その中に清書された「解題」が別

紙で添付されているもの、「日本農民経済叢書用紙」と妬心に記されている原稿用紙を使用

‘しているものが多数存在していることに気づく。限られた情報からは推測の域を出ないも

のの、前項4．2．2でも述べられている事実も考慮すると、これらの筆写資料は未刊に終わ

った「日本農民経済叢書」に掲載されなかったもの、もしくは掲載候補に挙がったものの

最終的には除外されたものと考えられる。また解題が添付されていない資料でも、朱書き

や矢印等の校正跡が散見され、また「本書ハ論纂すべきか」との走り書きが記載されたも

のや、同じ分類・地域の資料であっても、彩色付箋や記号で区別されたものがあるなど、

これらの情報からは、小野が資料集を編纂するにあたってのプロセスや選定方法、そして

最終的に収集した筆写資料をどのように選定して資料集に掲載していったのかを知ること

のできる資料とも言えるだろう。解題・目次の付いた筆写資料は以下表5のとおり。

表5　解題・目次が添付された筆写資料

分類： 文書名

農書 農家須知、百姓伝記、農家備要前編、三物考、農業自得、

{蚕秘録※、落葉俵、加越能大路水経、農業全書、松之一葉、

V圃実験農家必用、

覚書、留書 御丸寄村取締書議定書、信濃国御馬寄村文書、地方覚書、阿波記録、

ﾜ箇村民仕入富山録、公私雑書留、津島二代官手控、

ﾑ利藩地方書※、徳山藩地方書、無題地方書、

范ﾌ内四ッ御物鳥山仰付試写後目安井御書出其外算用瓦書立、

ﾃ藤田村岩吉幸吉げんのう引合取調始終口上書紙面類手控

経世 増補懐宝永代蔵

農政、治世 税賦便略、加賀藩税法考、県治方向※、県治実践録※、立毛見分心得、

蜩坙{農致類編、作損一歩苅り法則

沿革 曽代用水事跡

一揆、騒動 義民重右衛門事跡、百姓一揆、越中国新川郡百姓騒動詳記

飢饅、磁位 増補救荒事宜、血温考、感恩講述

その他 賎民江南、辺土民間子孫繁昌手引草、古野之若葉

※解題もしくは目録のみの資料。

X11



論文に使用された筆写資料としては、屯田兵村に関するまとまった量の筆写資料がある。

北海道庁関係の「北海道史編纂掛」「北海道原稿用紙」「屯田兵村調査用紙」等が刷り込ま

れた原稿用紙が用いられ、現地で筆写されたと考えてよいだろう。未刊の「日本農村民生

史」目次に屯田兵村に関する論が掲げられていることから、これらの筆写資料は、この著

作のための筆写資料であると思われる。同時に島根県田部家事の砂鉄関係、土地所有関係

資料等は『日本兵農史論』17の為のものと考えられる。この他に、百姓一揆関係資料、小

作制度に関する資料も散見される。

　書付・書留・控帳・雛形の筆写資料も数量が多く、形態的（綴じ本形式）に似ている農

書・農学書および経世書についてもまとまった数を確認することができる。郷村史などの

各地・組織の沿革に対する書籍も同様である。土地制度関係、小作制度・小作争議、農民

一揆・農民騒擾に関する資料は、小野の研究成果にダイレクトにリンクするものといえる。

　これら資料は『近世地方経済史料』や『日本農民史料聚粋』に収録されなかったものの、

後年になって他の研究者もしくは出版社により、復刻または資料集に収録されるなど何等

かの形で刊行・公開されたものが存在するが、現在においてもなお決してアクセスが容易

ではない資料も多く、筆写資料として現存していることは非常に貴重である。

4．2．4　調査・収集資料　194点

・小作制度・小作争議　8点（明治期／1868－1912）

・農民一揆・農民騒擾　1点（明治期／1868－1912）

・農…村関係全般　27点（明治期～昭和戦前期／1868－1945）

・産業　13点（大正期～昭和戦前期／1912－1945）

・民俗・風習・古道具・由緒　4点（昭和戦前期1926－1945）

・海外：満洲・朝鮮・中国．44点（昭和8年～昭和16年／1933－1941）

・海外：その他　18点（大正2年～昭和15年半1913－1940）

・地図　16点（明治31年～昭和戦前期／1898－1945）

・高木誠一関係資料　24点（大正期～昭和23年／1912－1948）

・新聞切抜　14点（大正12年～昭和23年／1924－1948）

・その他資料　25点（明治期～昭和戦前期／1868－1945）

　本分類における調査・収集資料とは、「4．2．3筆写資料」で述べたような既に存在してい

た資料を筆写したものではなく、調査を実施した際に収集された資料の現物、もしくはそ

の結果として作成された参考資料のことである。これらの傾向はこれまでの筆写資料とは

違っており、小野の代表的業績である小作制度や農村関係の資料の数は目立っておらず、

むしろそれ以外の近代資料が多い。

　まず満洲方面の資料が目立っが、昭和14（1939）年11月～15（1940）年1，月、小野

17有斐閣，1938年。
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は満洲拓殖公社の委嘱で満洲開拓についての調査にあたっている。「満洲移民に関する資料

綴」や「長春県資料」と題された現地の役所が作成した孔版刷りの資料や、満洲移住協会、

満蒙開拓青少年義勇軍訓練所の予算表などが含まれていることから、渡満時もしくはその

前後に収集したものと思われる。また、開拓農場法案18に関する検討資料や、大東亜問題

調査会関連の資料も多数存在しており、これらは拓務省および大東亜省（共に（昭和17

（1942）年に事務委嘱）において入手した資料であろう。

　海外方面の調査資料では短期間であるが小野が勤務していた海外興業株式会社時代の諸

調査の綴があり、「米穀砂糖輸入額調」、「戦後二於ケル邦人発展機関」、「移民保護法改正案」

などの調査書が含まれ、「小野課長」と書かれた役職名も確認できる。

　また、福島県の民俗学者であった高木誠一に関係する資料がまとまって存在する19。こ

れら資料は、高木から小野へ送られた筆写資料（農兵資料、農民騒擾、家に関する調査な

ど）がその大半を占めていることから、小野は福島県における資料収集について高木の協

力を得ていたことがわかる。小野が高木と知り合ったのは明治から大正期に全国を資料調

査していた頃と思われる。宮本常一著『忘れられた日本人』20には、昭和15（1940）年に

宮本が高木の家を訪れた際に閲覧した芳名録に小野武夫の名前が記されていたというエピ

ソードが紹介されているが、本資料群の収録年代が大正年間から戦後まで続いていること

から、その交流は小野の晩年まで途絶えることがなかったことがうかがわれる。

4．2．5　書簡　135点

・資料調査　72点（大正期～昭和20年頃／1912－1945）

・小野武夫著作の出版関係　17点（昭和15年～昭和23年／1940－1948）

・私信　42点（大正12年～昭和21年／1923－1946）

・その他4点（大正；期／1902－1926）

　まず、これらの書簡資料のうち「資料調査」の分類は、本来であれば収集資料もしくは

筆写資料の分類に入れても差し支えのない性格のものだが、小野武夫がどのような方法で

地方資料を集めたのか、またそうした小野の研究の基本スタイルである調査・収集活動の

様子を明らかにすることが重要であると判断し、独立の分類で整理した。

　まず資料調査関係の書簡であるが、問合せ、聞き取り、資料筆写送付などが主な内容と

なっている。先述のように小野は資料収集の際に全国のかなりの地域を回っており、そこ

で本人もしくは協力者の手によって筆写をしていたと思われるが、それ以外にも地方の資

料所蔵者や機関、地元研究者に対する資料照会状を送っていた。ここにある書簡資料の大

18日本内地人が満洲開拓地において農業を営む場合の土地制度と村造りの基本方針を規

定した法律。昭和16（1941）年11，月公布。

19高木誠一に関する資料については、高木より小野崎の出された書簡資料も含まれるが、

小野との交流を考慮して本分類にまとめることとした。

20未来社，1971，pp．218。
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半は、そのやりとりの過程での発生した、小野の照会に対する先方からの回答や資料の筆

写物である。内容別に見ると、土地制度関係、小作制度および小作争議関係、農民一揆関

係、民俗関係が多く、他には地方の碑文や地方所蔵機関の資料所蔵内容の照会など多岐に

わたっている。書簡の発送元の内訳を見ると、全国万遍なく書簡のやりとりが行われてお

り、小野が全国にかなりのネットワークを有していたことがわかる（表6）。これは資料調

査を行う上で絶対的に必要な条件であるが、こうした人的ネットワークを有していたのは

小野自身の長年にわたる精力的な調査の結果であったことは言うまでもないことであろう。

表6　小野武夫宛書簡の発信地

北海道 東北 関東 北陸
中部

穴C
近畿 山陰 山陽 四国 九州

不明

C外
計

1 15 12 9 9 10 4 4 6 15 5 90

※1資料に複数地からの資料がある場合（一括資料）は、すべての地域をカウントした。

　ところで、これまでの小野の資料調査の方法を見てくると、現在の歴史研究（特にアカ

デミズムの世界）との大きな差異があることに気づく。勿論、筆写を中心とした資料内容

の複製という手間のかかる作業についてもそうだが、資料そのものへのアクセス方法が

個々人のレベルで行われていることである。それは小野の書簡資料に在野の地方史研究者

と思われる人物とのやりとりが多数含まれていることからも証明できよう。戦後・高度経

済成長期以降に日本全国で自治体史の編纂事業が盛んになり、資料収集において行政が主

体となっていき、資料照会の窓口が自治体の年史編纂室といった公の機関となっていった

過程とは大いに姿を異にしている。こうした意味では研究者所蔵資料を用いた史学史的・

アーカイブ学的な方面での分析が期待される。

　私信は、小野の著書贈呈に対する礼状や感想、講演依頼、小野への資料照会などが中心

である。少し変わったところでは、一般読者からの小野の著作物への感想の書簡があるが、

和歌山県在住の男性が小野の著書『村の辻を往く』を読んで感銘を受けて帰農したという

内容のものも存在している。

　その他となっているものは、欧文書簡草稿綴（1点）、封筒のみ（3点）となっている。

4．2．6　写真資料　126点

・古文書写真　23点（～昭和戦前期／－1945）21

・一
шﾖ係写真　5点（～昭和戦前期／－1945）

・史跡写真　18点（～昭和戦前期／－1945）

・農…村・農具写真　25点（～昭和戦前期／－1945）

2f古文書・一揆関係の写真は中世から明治期の資料であるが、撮影時期の推定年代にて採

録した。
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・朝鮮・満洲関係写真　34点（明治後期～昭和戦前期／1904－1945）

・大蔵永常関係文書写真　18点（～昭和戦前期／－1945）

・肖像写真　3点（大正6年～大正10年／1917－1921）

　古文書写真および一揆関係写真は、日本各地の近世から近代のものである。主なものと

しては、伊予宇和島藩内の地方文書、信州諏訪郡の地方文書、会津農書、天川（マカオ）

との貿易関係の銀子借用証文、田畑譲渡証文、永小作証文、百姓一揆関係など多岐にわた

る。多くは借用が不可能であったものを撮影したのではないかと考えらえる。

　小野の著作に用いられた写真も多く残され、農民一揆に関する遺物や碑、農村・農作業

風景、郷倉、郷士の門構え等々、論文に用いられた写真原稿が目立つ。現存する近世に建

築された農村の木造建築物（民家・藩蔵・郷蔵など）、現在にも伝わる農村風習や祭礼、利

用されていた農具の写真も多数撮影されており、これらについても既に現在は行われてい

ない風習や使われなくなった農具がある。また同時に共同組合による農作業風景や養豚場

の写真など近代化してゆく農村の写真もある。

　以上のような戦前の農村風景や農具についての写真は、おそらくは小野が、その著書や

史料集の扉や本文に挿入される参考写真として撮影されたか、もしくは農村の近世的風景

から過去の農村の様子を探ろうとした調査資料であると推測されるが、そのほとんどが農

村の近代化の流れのなかで失われてしまい、結果として今日では現存していないことを考

えると違った意味を持ってくる。小野本人がどこまでそうした変わりゆく農村の記録を残

すことに意義を見いだしていたかを解明することは難しいが、各地を調査するなかで徐々

に変貌する農村の状態について小野自身が何かを感じていたであろうとことを想像しても

何等不思議ではないし、その推測は別にしても、結果として重要な記録写真が残されたこ

とは事実であるといえよう。

　朝鮮・満洲方面の写真は、先にも触れたように、小野が昭和14（1939）年に満洲拓殖

公社の委嘱で満洲開拓についての調査の際に入手したものと思われる。小野自身が従軍し

た日露戦争時の写真、些々当時の市街地の写真、農村の風景写真、満洲の工業化過程を撮

影したものと推定される。

　また、江戸時代の農学者である大蔵永常の子孫の家に伝わった永常自筆の書状の写真も

ある。大蔵をめぐっては、「大蔵永常農学全集」の刊行が企画され、永常著の農書類の借用

計画を進めて行く過程で、底本の本文批判に困難があることが明らかになって、永常の伝

記作成に落ち着いたという事情がある22。永常自筆の書状の写真には、永常が版元と交渉

した際の往復書状が多数（著書の再板に関するものが、『除蟷録』戸板の際の宣伝文や、永

常が版元の河内屋に生活費の借用を申し出たものなど）含まれており、当時の著者と版元

との関係の一端に触れ得る資料である。

　肖像写真は、小野の関係者および父の肖像写真である。

22山田龍雄ほか編『農…稼肥培論／培養秘録』（日本農書全集45），農…山漁村文化協会，1996。

月報の松本三喜夫「幻の「大蔵永常農学全集」」を参照。
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4．2．7社会活動32点（昭和6年～昭和23年／1931－1948）

　本分類の大半を占めるのが、壮年団・青年団関係の資料である。小野は中央協議会理事

（昭和15（1940）年）、中央教化団体聯合会参与（昭和16（1941）年）を始め各団体の

理事・委員を歴任しており、各地の壮年団資料などの資料はその際に収集したものである

と考えられる23。また、小野は終戦まもない昭和20（1945）年末頃に「新青年問題懇話会

（後に青年問題研究所として設立）」を立ち上げ、勢力的な活動を行っている。資料として

は、「新青年問題懇話会機関誌（創刊号（昭和21（1946）年4月）から第4号（昭和22

（1947）年2．月）まで）、懇話会発足時の宣伝ビラ、設立趣意書の綴などが含まれており、

手書きで「青年問題研究所」の肩書きが書かれた小野自身の名刺、各地の知人への青年問

題研究所通信員の就任依頼といった資料からは、当該事業に対する小野の並々ならぬ熱意

が感じとられる。

　これらの資料群からは、農業史研究者というよりはより同時代的な課題に強い関心を持

った小野の姿が見えてくる。これまでの小野の評価は農業経済史としての業績を中心とし

たものが大勢であったが、今回整理された資料群はそれとはやや趣を異にしており、戦争

から敗戦、そして戦後の日本を巡る大きな時代のうねりは、小野にとっても避けられない

大きな事件であり関心事であった。この時期の小野の著作・論文からは直接的な時代に対

するコメントは大きくは目立ってはいないが、残された資料は、そうした小野の知られざ

る軌跡を知ることのできる材料ともいえるだろう24。

4．2．8講義・講演・展示5点（大正期～昭和21年／1902－1946）

4．2．9雑誌・新聞切抜き　24点（大正9年～昭和20年／1920－1945）

　これら分類はまとまった点数ではないため、その内容からは多くを述べることは難しい

が、論文・著書以外に小野が社会に対してどのようにコメントしていたかを知ることので

きる資料であるともいえよう。新聞記事は小野が寄稿したものの切り抜きであるが、やは

り専門分野である小作・農村問題についての内容が多い。1点のみではあるが講義計画表

と推定される資料も残っており、大学における小野の授業内容を知る数少ない資料である。

4．2．10．蔵書関係　6点（大正期～昭和戦前；期／1902－1945）

4．2．11履歴書・辞令60点（明治34年～昭和23年／1901－1948）

23小野はこの時期、法政大学の教官として在籍していたが、壮年団運動に専念していたた

め、実質的には大学方面の実務からは離れていた状況であった（飯田隆「法政大学経済学

部における経済史研究と教育（上）」『経済志林』69－4，2002．3，pp．358）。

24小野は早くから著作『村の辻を往く』等の農村層啓蒙に関する書籍を出していたが、講

演その他の方法での直接指導をより精力的に行っていた（野村兼太郎「追悼小野武夫博士

を憶う」前掲，pp．113）。
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　小野は入手した資料や蔵書類だけでなく研究上必要な論文記事についても詳細な受入簿、

整理簿を作成して管理していたことがわかる。小野の几帳面な性格をうかがわせる資料で

ある。履歴書・辞令は個人的な性格の強いものであるが、小野の履歴作成の際の参考資料

とした。

　注目すべきは小野に対する「公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令（公職

追放令）」（昭和21（1946）年）に関連する調査書である。履歴にも記載されているよう

に、小野は大政翼賛会や大東亜省の役職に就任するなど戦時期の国家政策に複数関わって

おり、その関係から戦後になって事情調査を受けることとなる。この調査書には小野の著

作とその解説に加えて弁明書が添えられており、そこでは「適格調査に於て問題となるべ

くと予想せらる＼は拙著『民族農政学』であると思ふ」として、その中で述べられている

「満洲問題」および「大東亜農政問題」における小野自身の正当性が訴えられている。

　弁明書に書かれた小野の言葉によると、その著書の目的は「日本農業は家族主義小農経

営によって来りたるものであるから、農村の家族制度を浄化し強化し、之に加ふるに農業

技術の発達と其の浸透を以てすべきことを根本とせねばならずとの理論を以て一貫し、殊

に如何なる農政部門も農民階級の道義感の確立が最先に考へられねばならぬことを全編に

主張している」のであるとしており、時局的話題に触れていることについては、「当時政府

が吾々教育者に対して指示したる方針に則り政府発表の資料に解説を加へ之に協力すべき

ことを説いたまで＼あって、自らの発念によりて斯る理念を構造したものでないことを心

証して慨らぬものである」として、積極的に政策を発案・推進したのではないことが主張

されている。小野のそうした態度をどのように評価するかは非常に難しいデリケートな問

題であり、本解題においてはそれ以上の言及はしないが、いずれにせよ、農村経済史研究

だけでなく農業政策の一線に立っていた小野にとって、敗戦という時代の変化に翻弄され

ざるをえなかった姿が浮かび上がってくる資料である。

4．2．12学生提出論文・レポート　103点（昭和5年～昭和21年／1930－1946）

　小野は大正15（1926）年から昭和21（1946）年まで法政大学経済学部に在籍（講師時

代も含む）していたが、その他にも東京商科大学（現、一橋大学）、東京大学、早稲田大学

などの農学部や経済学部の講師を務めていた。資料群に残る学生提出の論文・レポート類

については、小野が参考資料として保管していたということもあるだろうが、小野文書の

草稿の類には使用済みの原稿用紙の裏紙の利用の例が数多く見られたこと、また学生提出

物の中にも綴じを外して裏面から閉じ直しているものが含まれていることから、戦争によ

る物資不足という社会的背景を考えると、これらレポート紙を裏紙としてストックする目

的があったのかもしれない。

　そうした推測とは別に、これらの学生提出物から小野の当時の講義内容が判明するのは

興味深いことと言えよう。残されたレポート類の論題は以下の通り（表7）。
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表7　学生提出の論文・レポート

論題 時期 点数

明治維新と農民階級の革命運動 昭和5年 1

徳川時代の農村奉公人の本質を論じ、中古奴稗制度と比較論考せよ 昭和6年 91

農業政策 昭和10年 1

戦時下に於ける町工場についての報告 昭和21年 1

我東京市（江戸）に於ける丁稚制度 戦前期 1

石川県日本農村史研究発表「クヂリ祭」 戦前期 1

土地移動の不可能性が農業政策として小作問題及び移民に現はる状態 戦前期 1

論題不明（小作問題に関するもの） 戦前期 4

肥料問題窒素肥料 戦前期 1

表紙（小野の作成物か） 戦前期 1

　論題の内容の大半は小野の研究領域と重なっており、「徳川時代の～」と題されたものは、

小野が担当した法政大学経済学部日本経済史を受講した学生への提出論文である。興味深

いものとしては「明治維新と農民階級の革命運動」と題された論文があり、当時の学生の

思想的風潮の一端を感じさせるものである。

4．2．13その他　27点（明治4年～昭和38年／1871－1963）

その他の資料とは、分類することが難しい資料、小野の個人的性格の色彩が強い資料で

ある。その多くがダイレクトメールや事務書類である。一部に小野の没後に何等かの経緯

で小野文書に紛れた資料が含まれている。

5．おわりに

　最後にもう一度、小野文書の特徴を概観することで解題の結びとしたい。

　小野文書の最大の特徴は、小野自身の高大な農業経済史研究の軌跡を反映していること

と言えるだろう。特に青森から鹿児島迄の27県にわたる旧家三蔵の近世文書群や資料集

のための筆写資料群は、その核をなす存在である。資料調査に関する書簡類や写真資料も

小野の調査を主体とした研究スタイルをうかがわせている。

　また、小野もしくは若手研究者の手による原稿類は、当時の学術世界の状況や論文作成

プロセスを知る上での貴重な資料である。

　そうした農業経済史方面の価値を持った資料群と対照的に位置するのが、青年団・壮年

団運動を中心とする小野個人の社会活動に関する資料群である。小野が残した農業経済史

における実績は今更言うまでもないことであり、「小野武夫の寄贈資料」というイメージか

らそうした方面の資料が期待されることも当然のことである。しかし、個人の寄贈資料と

いうものは、主たる寄贈者（もしくは関係者）の残した活動全般の記録であり、多少の軽
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