
立命館大学国際平和ミュージアム ミニ企画展示

廃棄された公文書からみた徴兵の実態

―大正年間友禅図案裏打ち文書の発見―

友禅図案の裏に添付された兵庫県加東郡役所の文書（加東郡役所１）

2011年1月12日（水）～1月30日（日）

文部科学省グローバルCOEプログラム

「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」（立命館大学）

京都文化研究班 木立研究室



- 1 -

ごあいさつ

本学では京都の伝統産業を支えた染織図案（デザイン）を収集し、デジタ

ル化を進めているが、その過程で思わぬ副産物を発見した。友禅図案の裏

打ち文書である。大正時代は伝統的な染織産業の最盛期であり、友禅染・

西陣織も大きく発展した。まさしく、その頃の文書類が大量に「保存」されてい

たのである。

それらの文書類は、「京都の伝統産業」の枠を大きく超えた情報を持って

いる。ここではその中から徴兵に関わる部分を抜き出して紹介したい。友禅図

案の裏側から、大正時代前後の徴兵や軍のあり方を考えていただければ幸

いである。

文部科学省グローバルCOE プログラム

「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」（立命館大学）

京都文化研究班 木立研究室

友禅図案の整理作業
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１．「おもて」と「うら」－友禅図案の魅力

（１）「図案」とは？

「図案」とはデザインの訳語である。染織では

そのデザインを紙に描いたものを図案、もしくは

下絵等と呼んでいる。最初に図案が描かれ、そ

れを元にして様々な工程を経て染織品が完成

してゆく。

明治時代以降、染織産業の近代化ととも

に、図案家と呼ばれる専門の絵師が注文に応

じて様々なデザインを創出してきた。染織の工程

は実に多いが、図案の作成はその最初の作業

である。

（２）「おもて」の魅力－様々なデザイン

染織図案は実に多様で美しい。「伝統的」な

デザインだけではなく、斬新なデザインや奇抜な

ものも多い。特に大正時代は和服産業の最盛

期であり、アール・ヌーボーやアール・デコなど

欧米の流行に敏感に反応し、積極的に取り入

れていた時代である。

この頃、日本は「洋服」をはじめとする西洋文

化の影響化を強く受け、「服」が「和服」として

再生・展開した様子がよくわかる。その多様さと力強さ、質と量は、現在の「和服」の比ではない。

時節や季節を表すなど、多様である反面、同じ系統のデザインを繰り返し使用したりするなど、デザ

インが語る時代性や社会性は極めて興味深い。

（２）「うら」の魅力－様々な文書類

このように図案は伝統工芸を研究する上できわめて重要で魅力的な資料である。しかし、その重

要性は「おもて」のデザインにとどまらない。

図案の裏には多くの種類の文書類が貼られており、簡単にその種類を紹介すると、染織関係の

帳簿類・新聞紙・落書き・学校関係の書類・旅

行者名簿・警察関係の書類や犯罪簿・花街

の診療簿・信用金庫の書類・軍隊関係の書類

など、実に多様である。また、函館から宮崎県ま

での広い範囲におよぶ各地の府県・郡・市町村

役場関係の公文書も数多く含まれていた。しか

も、現在では個人情報として保護されているも

のが目立つ。

図案の裏には、従来知られていなかった、全

く新しい魅力が発見される。（木立雅朗）

さまざまな図案3

さまざまな図案2

さまざまな図案4

さまざまな図案1

図案の裏（新聞紙）
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２．友禅図案の使い方と保管

（１）「図案」の使い方と偶然に残された文書類

立命館大学が収集した友禅図案は、いわゆる

型友禅の製造で使用されたものである。手描友禅

は下絵描き・糸目置・色挿しなどを手でおこなうもの

であるが、型友禅は、あらかじめ色・模様に応じて作

成された複数の型紙を使って生地に図柄を摺り写

す技法である。

収集した図案はこの型を作成するために実際に

利用されたものである。鉄筆状のペンでトレースして

型紙にカーボン転写するが、その際に生じた窪みが

表面に残っており、裏面には間にはさんだカーボン

紙の痕跡が残っている。裏打ちは、この作業によっ

て弱く破損しやすくなった図案を保護するためにおこ

なわれたものである。したがって、図案の裏面にある

文書類は、本来、捨てられるようなものが偶然に残

されたのである。

（２）もうひとつの偶然に残されたもの

偶然に残されたものは裏打ちに利用された文書・

書類だけではない。

もと一枚の紙に描かれていた図案は、描かれた

柄が連続する具合を確かめるためにいったん切り離

され、位置を変えてもう一度接合される（このような

痕も実際に使用された図案であることを示す。「接

合例」写真参照）。

切り離された図案を別の位置につなげる際、裏

面にテープ状のものを貼り付けて固定している。こ

れはどれも一様に茶色で堅く、脆くて破損しやすく

なっているものもある。

これら図案が作成された大正末から昭和初期に

は、現在一般的に用いられているプラスチック素材

のテープはまだ存在しておらず、ここでは絆創膏が

用いられていた。これは一部にラベルが残されてい

ることでわかった（「大正万金膏」・「朝日万金膏」

写真参照）。

ほとんどの図案では、きちんと端から端まで絆創

膏を貼って紙を継いでいる（いくつもテープ片を使っ

て複数個所でとめるものはごくわずかである）。したが

接合例（表）

接合例（裏） （裏打ちなし）
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って、図案の幅が約40cmであるから、一箇所をとめているものは約40cm、二箇所をとめているもの

は約80cmの絆創膏を使うことになる（ごく少数であるが三箇所以上でとめられているものもあり、そ

の場合には約120cm以上を使用することになる）。

所蔵図案中には、このような図案が約2000枚以上はあり、長さを合計すれば1kmを超えるのでは

ないかと考えられる。普通、一度使用されれば捨てられてしまう絆創膏がこれだけ大量に残されて

いる例というのも珍しく、これもまた偶然によるのである。

表の絵を写真で残す、というだけではなく、図案そのものが保存されることにより、絵とは無関係で

一見して不要と考えられがちな多くのものが一緒に残されたのである。（岡本隆明）

絆創膏でつなげられた図案裏側1（裏打ちなし） 左の拡大「大正万金膏」

絆創膏でつなげられた図案裏側2 （裏打ちなし） 左の拡大「朝日万金膏」
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３．裏打ち文書からみた大正時代の徴兵
前述のように、友禅図案の裏には多種多様な文書が貼られていた。一枚の図案につき4枚程度

の古紙が貼られている例が多いが、その一枚一枚は袋とじの冊子をばらして広げたものである。

ここでは公文書のなかでも、軍と郡役所の文章を紹介する。それらによって、当時の徴兵のあり

方や、軍と役所による人々の管理の実態が垣間見えるためである。

（１）軍関係の文書

数は少ないが、「明治二十一年徴兵人別表」、「下士卒戦時名簿 陸軍省」と印刷された文

書が確認された。

「明治二十一年徴兵人別表」に記入された出身住所は滋賀県蒲生郡下豊浦村と同郡常楽

寺の二通を確認した。「身幹尺度」から詳細な家族構成、「氏神」、「宗門」を記入する欄が確認

される。備考欄には「かつて刑罰を受けたか、戸主家屋を有するか、戸主が地租を何円納めたか」

という内容の書き込みが確認された。

「下士卒戦時名簿 陸軍省」は、年代が不明だが、上部に「歩兵第九聯隊第ニ大隊第久

中隊」（行書体は手描き書き込み。それ以外は活字）とある。現在のところ、一通分しか確認してい

ないが、兵士の出身地は滋賀県蒲生郡である。「府縣族籍・住所・名簿番号・官姓名 誕生」

という欄に続き、「人幹・顔・額・眼・鼻・口・相顋・髪・眉・痘・別徴」という詳細な特徴を記載する

欄があり、実際に丁寧に書き込まれている。文書の大半を占めるのは、「摘要」・「給與金高」欄で

あり、この文書の本来の目的はこの部分の記入にあったと思われるが、実際には書き込みがない。

これらの文書はいずれも滋賀県蒲生郡出身者の関連文書である。歩兵第九連隊は大正14年

に第16師団に所属変更になる部隊であり、滋賀・京都との関係が深い。おそらく地元部隊が廃棄

した文書だと想定されるが、蒲生郡関係者に限られる理由は不明である。

「下士卒戦時名簿 陸軍省」「明治二十一年徴兵人別表」
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（２）郡役所関係の文書

日本各地の役所の文書も確認さ

れたが、郡役所の文書が目立つ。

郡役所の文書はほとんどが役所が

受け取った文書や発した文書の記

録台帳である。これらを確認すると、

「徴兵猶豫願」「壮丁名簿送付ノ

件」「徴兵免除ノ件□□」「兵籍上

異動届」「在郷軍人名簿提出ノ

件」「召集礼状受領証送付件」

「勲記送付ノ件」「勲記返納ノ件」

（勲記は叙勲者に勲章とともに与え

られる証書）「徴兵検査済壮丁名

簿送付ノ件」をはじめとする、多様な

軍関係文書が確認される。差出先

が司令部になっている「所在不明者

ニ関スル件」も徴兵に関わるものだ

ろう。鳥取県西伯郡役所・兵庫県

加東郡役所の文書が特に多く確認

されたが、それらを見る限り、郡役所

の業務の中で軍関係の業務が重要

なものであったことがわかる。

このほか、「西成郡中津村」役場

と思われる用紙に書き込まれた徴兵

関係名簿も確認される（10頁）。詳

細な個人情報が記載されており、町

村役場で詳細にまとめられたことが

わかる。

なお、今回収集した一群の図案

は特に裏打ち紙の使用が顕著だ

が、すべての図案が同じように裏打

ちされたわけではない。今回紹介した

ものは特殊な一群である。

（３）徴兵の実態と人々の反応

徴兵令は制定以来改正され続

け、初期に多かった合法的な徴兵

忌避の道は狭められていった。それ

に伴い「徴兵よけ神仏信仰」が起こ

兵庫県加東郡役所２ 「徴兵猶豫願」など

鳥取県西伯郡役所 「徴兵検査済壮丁名簿送付ノ件」など

兵庫県加東郡役所３ 「徴兵猶豫願」など２
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り、日露戦争から大正年間にはいっ

そう拡大したという（大江1981、118・

127頁）。郡役所文書で確認された

「徴兵猶豫願」が認められたのか否

か、この文書だけでは判明しない。し

かし、人びとが現役兵として招集され

る「くじ」にはずれることを願うだけでな

く、様々な手段に訴えた可能性は否

定できないだろう。

1933（昭和8）年の段階でも、現

役徴兵率は徴兵検査受験者の20

％であった。それ以後、現役徴兵

率が大幅に上昇し、1939年には約5

0％になり、1944年には77％に達した。1945年には90％に達する予定だったという（大江1981、144

頁）。一般的なイメージからすると1933年段階の20％は低く感じるだろうが、それはそれ以後の印

象が強いからである。それほど現役徴集される「くじ」の確率は低かったが、兵卒の給与は極めて

低く、ひとたび徴収されたならば、その経済的負担は大きかった。

「徴兵猶豫願」を提出し、「徴兵よけ神仏」を信仰するだけでは、人びとの不安は消えなかった

だろう。経済的負担にそなえ、「徴兵保険」にも加入した。日本の生命保険は、この徴兵保険によ

って発展した側面も否定できない。「第一徴兵保険株式会社」「日本徴兵保険株式会社」「富

国徴兵保険株式会社」「国華徴兵保険株式会社」などは戦時体制の強化とともに発展した。徴

兵保険会社のパンフレットには「国策に副う 国防貯蓄の徴兵保険」「銃後の守り この保険」

などとうたわれている。徴兵保険の発展は、国防貯蓄に励んだためだけではなく、経済的負担への

不安の大きさをも示しているのではないだろうか。(木立雅朗)

〔引用文献〕

大江志乃夫1981『徴兵制』岩波新書

徴兵保険パンフレット2

鳥取県西伯郡役所 「所在不明者ニ関スル件」など

徴兵保険パンフレット1



- 8 -

４．公文書がなぜ裏打ち紙に転用されたのか？

－裏面に添付された地方行政文書－
本学資料には様々な文書が貼られていたが、公的機関の書類も含まれていた。公共機関に所

蔵される文書は、永年保存になるものと、保存年限を区切り期限がすぎたら処分（廃棄）されるもの

がある。処分対象となった書類が古紙業者に払い下げられ、古紙として友禅染の工房に持ち込ま

れたものと思われる。

残された資料には、畿内を中心にさまざまな地域の資料が少量ずつ含まれている。各地の行政

機関の用紙が業者の元に集まってきていたことを示す。本学の資料は、元の冊子から分断され、ま

た一枚の用紙を切断するなど、通常・オリジナルの文書の形態からはかなり変形させられていること

もあり、歴史史料としては状態が良いとは言い難い。しかし、紙の（再）利用法、行政文書に含まれ

る個人情報の処理、など当時の状況を如実に示すという点では、他に見られないユニークな資料

群であるといえる。（山本真紗子）

本学資料群内にみられる史料の位置図

郡役所とは？

「郡役所」とは明治～大正期におかれた地方の行政機関。各郡には郡長が置かれ（数郡兼任も

可）、府県の知事の指示に従い法律命令を郡内に施行、一郡の事務を総理した。本学資料に含まれ

る郡役所文書の多くは、その部署の外部（他の官庁や部局、住民など）からの文書の受取を記録した

「受文書記録」や「受文書件名簿」である。

（有馬郡？）
兵庫県
兵庫県加東郡役所
揖東郡役所

大阪府西成郡中津村
大阪府能勢郡
大阪税務監理局

滋賀県
滋賀県警察部
犬上郡
愛知郡役所
神崎郡栗見荘村役場
甲賀郡三雲村役場
栗太郡山田村役場
滋賀郡滋賀村役場
高島郡

函館区役所

群馬県山田郡役所
群馬県邑楽郡役所
群馬県利根郡役所

鳥取県西伯郡役所

下関市役所
市立下関高等女学校

愛知県
名古屋税務営理局

奈良県生駒郡役所

三重県津市役所

京都府
京都府警察部
京都監獄
京都税務監督局
船井郡町村立小学校
南桑田郡馬路村
相楽郡

宮崎県児湯郡



- 9 -

表 郡役所の歴史年表

明治11（1878）年11月 郡区町村編成法制定 郡役所が設置される。

明治23（1890）年 郡制公布

＊郡会（郡の歳入出予算決定・決算報告認定・郡有財産売買等の議決）、

郡参事会（郡長の諮問への答申）の設置。

明治32（1899）年 全府県での郡制を実施。

＊全国で638郡、郡役所は564カ所設置。

大正15（1926）年7月1日 廃止

召集とは

兵役法に基づき戦時または事変に際し、あるいは平時において、所要に応じ、帰休兵・予備兵・後備

兵または国民兵として在郷にある者を、軍務につかせるため軍隊に召致することをいう。予備役・後備役

にある将校・下士官もその対象となった。

陸軍の召集や簡閲点呼は、とくに規定のある場合を除き、召集を受けるべき者の本籍地所管の連隊区

司令部が管掌し、市町村長から本人に通知した。充員召集、臨時召集などの召集令状は淡赤色

だったので、これを赤紙と俗称し、１召集令状、２軍隊手牒、３適任証書、４勲章記章、５各種徽章、

６印形などを携帯して出頭するとされた。

→簡閲点呼(かんえつてんこ）

尉官以下の在郷軍人を2年に1回程度（適用年限は10年前後）参会させ、点検、査閲するもの。

（秦郁彦編1991『日本陸海軍総合事典』東京大学出版会より一部抜粋・要約。）

徴兵保険とは

徴兵保険は、一家の働き手が入営することで被る経済的な負担を軽減する保険として設計された。

子供に対して親が掛け金を支払い、被保険者が入隊した時に保険金が支払われる。徴兵令では満20

歳の男子を徴兵し、抽選によって3年服役させたのち4年の後備義務を課したが、実際にはかなり広範

な免役規定（官吏、学生、戸主、嗣子など、金銭納入による代人制）もあったため、一種の養老保険

・学資保険としての機能も期待されたと考えられる。しかし日中戦争勃発後、入営率が著しく上昇し、

計算基礎の入営率は大幅に超えることとなり、各社の経営内容を圧迫するようになった。

文書に印刷された郡役所の名前（一部）
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おわりに
歴史学では、不要や反故になった用紙を別の文書作成に転用したため残存した「裏文書（紙

背文書）」という史料の形態がある。本来は破棄される文書であるため、通常の伝存文書には現れ

ない内容が含まれていることが多く、そこから得られる情報は「表」の文書から得られるものと同様、

時にはそれ以上の価値を持っている。今回の展示で紹介した資料は、そうした「紙背文書」とは似

たような性格をもつものの、残念ながら残存した文書の質・量という面においては十分であるとは言

い難い。しかし、当時の型友禅工房の製造過程の様子をダイレクトに伝える「物証」であり、また公

文書がいかに再利用されていたのかを示す一風変わった資料である。今後の利用にあたっては、

資料に書き込まれた情報を丹念に調査するという方法ももちろん可能であるが、資料が残された状

況や資料の形態そのものを、ひとつの材料として用いる視点が必要であろう。（山本）

（大阪府）「西成郡中津村」（役場ヵ？）徴兵関係名簿（明治20年代ヵ）

同上・拡大（住所・氏名・生年・入営部隊などを記入）
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