
- 1 -

2013/12/06 報告

日本古代における文書の発給・受領とその整理
―紙の文書と文書木簡の場合―

加藤友康（KATO Tomoyasu）
はじめに
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・杉本一樹「古代文書と古代文書学」〔杉本一樹2001〕 をうけて
cf. 杉本の想定図（発信者と受信者、当事者と他者による行為）

当事者に 他者に

自己完結的 典籍（編纂・著述） 典籍（公刊）

当事者から 帳簿・記録・日記 文 書
他動的

他 者 から 証 明 書 金石文・扁額

＊「公式令」に定められた公式様文書（中世古文書学の様式論）論からの解放
＊多様な文書様式の「混在」→文書の持つ機能への注目
⇒「文書は本来的に多機能を担っている」（杉本一樹 p.23）
＊複合情報体という属性

⇒史料を利用する際の時間軸と付加情報への着目
＊広がり（＝機能論）と伝来（＝伝来論）を念頭に置くこと

※伝来の課題
史料の「ライフサイクル」（生成→伝達→整理・保管の全過程）の検証が課題
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・石上英一「歴史的情報過程論と歴史情報テキスト構造論」〔石上英一1997〕をうけて

＊写本の場合
書写者による写本製作段階での情報（文字その他）の取捨選択が想定される
写本が転写されることにより、重層構造をとる情報の集積

⇒古文書（文書）の場合に「歴史情報」の構造変化はないのか？
文書伝来の要因〔相田二郎1949〕→中世古文書学で確認されてきたこと

・永続的効力による伝来……法的な拘束力をもち、土地や財産の証文として保存
・応用上の価値による伝来……施政の参考資料や歴史的研究をする史料、紙背の利用など
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→現在に伝わる「形」で残されていることの意味を問うこと
＝時代ごとの文書認識の検討、文書の利用と保存のあり方の考察の必要性

１．古代における文書の保管と整理
(1) 律令国家の文書行政と文書管理システム
【図１】天平6年（734）出雲国計会帳（「正倉院古文書」）（写真→史料・図録編）

＊計会帳：中央官司と諸国との間、中央官司と在京諸司との文書の授受を1年間にわたり記録した帳簿。諸
国との間での大量の文書のやりとりが残されている

①文書の保管と整理の法規定
【史料１】公式令82案成条

「凡案成者。具条納目。目皆案軸。書其上端云。其年其月其司納案目。毎十五日納庫使訖。其詔勅
目。別所案置。」

「凡そ案成りたらば、具に納目（蔵に納めるための目録）を 条 (箇条書きにする)にせよ。目には皆軸を案け
をちをち つ

よ。其の上の端に書して云く、其の年、其の月、其司の納めたる案目と。十五日毎に庫に納て訖へしめよ。
しる いれ

其れ詔勅の目は、別所に案置せよ。」
→公文書の草案等の保管と収蔵目録の作成規定 「案成」とは、『令集解』の注釈によれば、他官司

からの公文と本官司作成の本案を成巻したもの。諸官司の公文や本案類は、巻子の形で保管。「案
成」を作成し、その「目」（目録）を作る。

【史料２】公式令83文案条
「凡文案。詔勅奏案。及考案。補官解官案。祥瑞財物婚田良賤市估案。如此之類。常留。以外。年

別検簡。三年一除之。具録事目為記。其須為年限者。量事留納。限満准除。」
「凡そ文案は、詔・勅・奏の案、及び考案（考文とその案）、補官・解官の案、祥瑞・財物・婚（五位以上の

妻妾の名帳）・田（田図）・良賤（良賎の別を判定した文書）・市估（市司が作成する貨物時価の簿）の案、
此の如き類は、常に留めよ。以外は、年別に 検 へ簡むで、三年に一たび除け。具に事目（除棄した公文

かむが えら

書の目録）を録して、記を為れ。（以下保存期間延長を要する場合）其れ年限為るべくは、事を量りて留め
つく つく

納めよ。限満たば 准 へて除け。」
み なずら

→文案の保存期間に冠する規定 「常に留めよ」と「三年に一たび除け」の区別

②保管文書の廃棄
【表１】延喜式にみえる文書の保管規定〔今泉隆雄1998〕

10年 官舎帳・池溝帳 主税式上
6年 大帳 主計式下

宮内省被管諸司考選文・親王家令考文 宮内式
3年 調庸帳・死亡帳・俘囚帳・隠首帳 主計式下

季帳・諸司返上帳
正税倉付帳・租目録帳・租損益帳 主税式上

1年 雑任帳 主計式下
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(2) 地方官司における文書の保管・整理の具体相
①文書の保管

【史料３】秋田城跡出土12号漆紙文書（写真→史料・図録編）
「（A紙）

□
神景四年十

『□□』
--------（紙継目）------------

（B紙）
使解 申介御
□ 」

・年紀「神景四年」は神護景雲4年（770）のこと。四文字年号の省略形
・B紙は解文の冒頭部にあたり、差出「○○使」と事書部分

→貼継の跡が残り、解文の連綴を示す
⇒律令官司内における規定の遵守

②文書木簡の廃棄
【史料４】屋代遺跡出土15号木簡（写真→史料・図録編）

（表）「符 更科郡司等 可□〔致〕□～□」
（裏）「『□酒人マ宍人マ□～□』

『□□～□酒人マ弓物マ大□万呂』」
・上端・下端、横から切り込みを入れるという念入りの廃棄作業を施している

廃棄作業は、木簡を再利用する（命令にもとづかない物品・人員の徴発行なう）ことを防止する
ためのもの

→更科郡司等に宛てた木簡が埴科郡の屋代遺跡から出土こと
・信濃国が発給した「国符」木簡が郡から郡へと逓送されたこと
・伝達のために複数の郡のブロックが存在

筑摩郡→更級郡→水内郡→高井郡→埴科郡
→国符という公文書の廃棄の時点は？
⇒【史料１】公式令82案成条によれば、発給・伝達後15日ごとの発給文書の目録作成後か

２．大規模史料群の様相―東南院文書の整理過程を題材に―
大規模史料群

正倉院文書 約12,000点
東寺文書 約30,000点
東大寺文書 約 9,000点
島津家文書 約17,000点 その他島津家本（写本）約6,500点 『薩藩旧記雑録』362冊

(1) 東大寺における保管文書の整理
・別当永観のときにはじまる
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・その後の大治5年（1130）3月の「東大寺諸荘文書幷絵図等目録」（百巻本東大寺文書第7号、『平
安遺文』2156・2157号文書）をはじめとする文書目録の作成

・とくに仁平3年（1153）4月の「東大寺諸荘園文書目録」（『平安遺文』2783号）
別当寛信による東大寺の文書整理の一大集成

《寛信による文書整理の過程》
【史料４】久安3年（1147）4月17日「東大寺印蔵文書目録」（『東南院文書』第5櫃17巻、『平安遺

文』2609号）
「「注進 印蔵文書目録 久安三年」

（表題）

注進 依召進上印蔵文書事
合

御筆勅書一通〈封五千戸〉天平勝宝元年
（中略）
右、依政所仰進上文書、大略注進如件、

久安三年四月十七日勾当大法師「範賢」
権都維那従儀師「源厳」
権寺主大法師「浄厳」
上 座 大法師「円尊」
五 師 大法師「暹有」 」

→久安3年（1147）正月に東大寺別当に就任、上司の「印蔵」から「公験」や「絵図」などの重書
かみつかさ

を取り寄せる。
【史料５】仁平3年（1153）4月29日「東大寺諸荘園文書目録」（守屋孝蔵氏所蔵文書『平安遺文』27

83号）
「山城国

玉井庄
一巻〈一枚〉 天平宝字四年勅□
□□〈□枚〉 同年勅旨所文
□□〈□枚〉 康平六年寺解并所課免除文
一巻〈三枚〉 延暦七年家地施入帳」

（中略）
右、件印蔵文書公験絵図等、時代推遷、年紀久積、或竹簡朽損、或文字焼失、仍為加修補、去久
安三年法務法印大僧都被取寄彼文書等、随則散在文書等、相尋在在処処、分部類加修補先畢、仍
欲返送本寺之間、不慮之外遷化者、為貽来葉後房、所記由緒如件、

仁平参年肆月廿九日
（署名略） 」

「件の印蔵文書公験絵図等、時代推遷し、年紀久しく積み、或は竹簡朽損し、或は文字焼失す。仍りて修補
く げん

を加へんがため、去ぬる久安三年、法務法印大僧都、彼の文書等を取り寄せられ、随て則ち散在文書等を、
在在処処に相尋ね、部類を分かちて修補を加へること先に畢ぬ。」

◆「竹簡」が朽損しているもの、文字が消えかかっているものを修復。
◆すべての文書を分類、文書目録を作成。
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◆五合の「公験唐櫃」を製作。

【図２】檜彩絵花鳥櫃（→史料・図録編）

【史料６】『東南院文書』第3櫃第18巻表紙見返し（写真→史料・図録編）

「東大寺越前国庄庄立券本主注文
丹生足羽
坂井三郡天平神護二年」

（表題）

「丹生郡
椿原村 水成村

足羽郡
糞置村 栗川村 道守村

坂井郡
子見村 串方村 田宮村

天平神護二年十月廿一日
此第二三惣券、国司郡司寺使皆以同名又同日也、而第二巻者載江沼郡、為異、又坂井郡
庄号有相違、今案、同日差分使等、令注逓加判歟、

仁平元年七月廿三日 別当法務寛信記 」
「この第二三惣券は、国司郡司寺使、皆以って同名又同日也。而るに第二巻は江沼郡を載せ、異なるなり。ま

も

た坂井郡の庄号、相違有り。今案ずるに、同日使等を差し分け、注し逓 へ判を加ふるか。」
つた

⇒仁平元年（1151）7月23日付「別当法務寛信記」
・一巻に仕立てられたこの文書の記述内容に対する疑問の文言を付す。
・寛信みずからが文書の内容を一々点検。

・「東大寺越前国庄庄立券本主注文
丹生足羽
坂井三郡天平神護二年」という表題も、巻子仕立てにして表装

したこのときに題書した。

【参考図】表装の形態〔中藤靖之1998〕
巻子本
かんすぼん
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冊子本 冊子本の製本形態（粘葉装 ・綴葉装）
さつしぼん でつちようそう てつちようそう

(2) 情報の創出と文書への反映
《寛信の文書整理の特徴＝利用のための文書整理》

①不要な文書の廃棄。
②文書の塊ごとに、皮篭や錦の袋に入れ、包み紙に包み表紙や付箋を付ける。
③折紙を竪紙風にし、封紙や礼紙をはずして文書の形態を整える。
④文書の端裏書や題籤軸を付ける。
⑤関連文書の案文を作成する。
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【図３】『東南院文書』第3櫃第26巻・第27巻・第4櫃第1巻・同4櫃2巻接続模式図
〔石田実洋氏作成〕

（注）「○○号」とあるのは『平安遺文』の文書番号
→継目裏花押が連続せず。寛信による整理以前に文書が散逸？
⇒奈良時代の古文書に、新たな歴史情報が院政期に付加されていること。

現在みることができる東南院文書は「院政期に作られた文書群」であることの自覚が必要。
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