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一 古代法注釈聚成﹁僧尼令集解﹂ における歴史的法解釈論

O

解

写七冊

⑳

神祇令集解

任僧綱条の施行
新法施行の実態

秀

明

古代法注釈聚成﹁僧尼令集解﹂における歴史的法解釈論

むすびにかえて

−律令の規定と生ける法をめぐってー

善榿訴訟事件における関係条文の適用

ーM・ウェーバi説に関連してー

能

おりであるが︑詳しくは拙著二六ないし三〇頁︑一〇八ないし一一

する古代法律家の思惟を究明しようと意図した︒その手法は従前ど

た︒本稿では︑罰則のない七条について︑僧尼令集解の文脈に内在

をめぐる二︑三の問題﹂︵﹃明治大学刑事博物館年報﹄一九︶で公表し

家法の研究﹄︵巌南堂書店︑一九八七年︶および前稿﹁日本古代法史

る︒僧尼令二七条のうち︑二〇条の考証は︑すでに拙著﹃日本古代国

本稿は︑年来継続した僧尼令集解に関する法史学的研究の続稿であ

︻

伊

〇頁を参照されたい︒なお︑僧尼令集解の訳注作業は︑本稿にて終了
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笛）⑳
㈹

㈹

⇔禅行条
⇔不得私蓄 条
⑳ 遇三位已上条

集

冊冊冊冊
ノN

ノ

二 刑事博物館所蔵の令集解

令

e令集解 写一冊 ⑳令集解
⇔令集解 写四冊 ㈹令集解
㊧令集解 写五冊 ㈹令集解
⑳

道僧格研究の回顧

−僧尼令と道僧格に関する研究ノートー

三 日本古代における法の受容をめぐって

O

⇔ 古代法令の伝達と一部施行
信⇒ 准格律条の継受

写刊写写

不得轍入尼寺条

する︒

e
凡ソ僧ハ轍ク尼寺二入ルコトヲ得ズ︒尼ハ轍ク僧寺二入ルコトヲ得ズ︒
朱云ウ︑若シ入レバ︑違令罪︹雑律61︺ヲ科スナリ︒父母ト錐ドモ︑

入ルコト聴サズテエリ︒未ダ知ラズ︑姦制︹1観玄象条︑雑律22︺

謂エラク︑﹁師主﹂二非ズト雛ドモ︑皆﹁看問﹂ヲ聴スナリ︒釈云
ウ︑病ヲ看︑死ヲ問ウ耳︒
斎戒

謂エラク︑斎会ナリ︒釈別元キナリ︒
功徳

謂エラク︑修善ナリ︒釈云ウ︑仏経ヲ造作スルノ類ナリ︒

婦女条︺二見エルナリ︒跡云ウ︑古記云ウ︑問ウ︑僧轍ク尼寺二入

エリ︒私案ズルニ︑此ノ条ノ釈︑上ノ僧房二婦女ヲ停メル条︹11停

ラク学問ナリ︒皆白日ノ問ヲ云ウ︒﹁宿ヲ経レバ﹂亦科ス︒唯徒衆

謂エラク斎会井セテ仏経ヲ造作スルノ類ナリ︒﹁聴学﹂トハ︑謂エ

謂エラク︑学問ナリ︒釈別元キナリ︒古記云ウ︑﹁斎戒功徳﹂トハ︑

聴学スルコト有レバ

リ︑一宿以上ヲ経レバ︑若為二科断セン︒答ウ︑停メル尼ハ︑上条

悉ク一堂院内二集マリ︑悔過スルハ非ナリ︒若シ衆ヲ離レ︑別房二

ノ為ノ意力︒答ウ︑寺内二於テハ僧尼数多カルベシ︒故二聴サズテ

︹11停婦女条︺男夫ヲ停メルニ依リテ科スベシ︒入ル僧ハ違令︹雑

止宿スレバ︑亦科スナリ︒
聴セ︒

律61︺ヲ以テ科スナリ︒一云ウ︑入ル僧・停メル尼︑並ビニ上条
︹11停婦女条︺二依リ男夫婦女ヲ停メル罪ヲ以テ科ス︒ナントナレ

⇔

バ︑文二﹁轍ク入ルコトヲ得ズ﹂ト称ス︒宿ヲ経ズト雛ドモ︑轍ク

入レバ︑違令︹雑律61︺ト為シテ科スベキ故二︒郷里ヲ出デテ止宿

凡ソ僧尼禅行︑
謂エラク︑﹁禅﹂ハ静ナリ︒

禅行条

スルモ亦同ジ︒唯停止スル主人ハ︑保内ノ罪︹闘訟60︺ヲ以テ之ヲ
論ズ︒

釈云ウ︑﹁禅行修道﹂トハ︑謂エラク︑静居シテ道ヲ行ウナリ︒穴

修道有リテ︑

釈云ウ︑爾雅︑﹁観﹂ハ見ナリ︒音ハ渠漣ノ反︒﹁省﹂トハ農省ノ意

云ウ︑﹁禅﹂ハ︑静ト訓ズルナリ︒﹁行﹂ハ︑行事ナリ︒﹁修﹂ハ︑

其レ師主ヲ観省シ︑

ナリ︒音ハ息井ノ反︒﹁師主﹂ノ釈ハ上注︹集解二一六頁三行︺二

治ナリ︒﹁道﹂

リ︒古記云ウ︑﹁禅行修道﹂トハ︑謂エラク不動二居シテ道ヲ行ウ

ハ︑仏道ナリ︒言ウココロバ禅行シテ道ヲ修メルナ

見ユ︒

及ビ死病ヲ看問シ︑
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ナリ︒

蕃︹職員18︺二経レ︑玄蕃︑治部︹職員16︺二経レ︑治部︑官︹職

為二法ヲ設ク︒此ノ令兼ネテ僧尼ノ為二文ヲ生ズル故テエリ︒此ノ

餌﹂ヲ待タズ聴スベシ︒ナントナレバ︑唐格︑独リ此ノ文ハ道士ノ

﹁餌﹂ハ食ナリ︒音ハ如志︑傍吏ノニ反︒或イハ説ク︑此ノ文︑﹁服

ラク穀ヲ避ケ粒ヲ却ケテ︑仙薬ヲ服サント欲スルナリ︒蒼頷篇︑

ズト難ドモ︑亦﹁山居﹂ヲ聴スナリ︒釈云ウ︑﹁服餌﹂トハ︑謂エ

謂エラク︑穀ヲ辟ケ薬ヲ服シ静居シテ︑気ヲ行ウナリ︒﹁服餌﹂セ

スレバ︑

下シ︑治部・諸国︑﹁山居ノ隷スル所ノ国郡﹂二下ス耳︒然レバ則

リテ下セ︒後二定ム︑官︹職員2︺判リテ治部︹職員16︺・諸国二

リ︒何ナル司判ルカ︒答ウ︑官報ズル符︹公式13︺ヲ待チテ国司判

ス﹂トハ︑謂エラク書ヲ判リ下スナリ︒問ウ︑﹁判リテ下セ﹂テエ

40︺下ス耳︒﹁官二申シテ判リテ下ス﹂︑以テ一句ト為スナリ︒﹁F

但シ官︑事由ヲ勘知シ︑井ビニ弁史共署シ︹公式13︺印シテ︹公式

ニ︒答ウ︑文二依ルニ︑官︹職員2︺二経申シテ︑官判リテ下ス耳︒

当︑先二玄蕃︹職員16︺ヲ経ルヤ︒又官受取リテ之ヲ行ウカ︑イカ

員2︺二申ス︒未ダ知ラズ︑国司直チニ官︹職員2︺二申スヤ︒為

説非ナリ︒ナントナレバ︑格ヲ案ズルニ︑道僧並ビニ兼ネルナリ︒

チ﹁判リテ下セ﹂トハ︑官判リテ下スナリ︒

意二寂静ナランコトヲ楽イ︑俗二交ラズ︑山居ヲ求メテ服餌セソト欲

独リ道士ノ為二此ノ文ヲ立テルテエレバ︑非ナリ︒古記云ウ︑﹁寂

謂エラク︑仮如︑山居シテ金嶺二在レバ︑判リテ吉野郡二下スノ類

山居ノ隷スル所ノ国郡︑

ク雑穀既二絶チ︑松ノ皮葉井セテ丸薬等ヲ以テ食二充テルナリ︒問

ナリ︒釈云ウ︑﹁隷﹂トハ︑附著ナリ︒余ハ義解ト別元キナリ︒古

静﹂トハ︑謂エラク亦是レ不動二居スナリ︒﹁服餌﹂トハ︑謂エラ

ウ︑﹁禅行修道﹂ノ人︑﹁服餌﹂セズ直チニ﹁山居ヲ求﹂メント欲ス
ロ

記云ウ︑﹁山居ノ隷スル所ノ国郡﹂トハ︑謂エラク所在ノ国郡司是

カナ

レバ︑聴スコトヲ得ルヤイナヤ︒答ウ︑合ワズ︒穴云ウ︑﹁服餌﹂

レナリ︒

朱云ウ︑僧尼向ウト錐ドモ国郡司聴サザル者ナリ︒

毎二山二在ルコトヲ知レ︒別二他処二向ウコトヲ得ズ︒

トハ︑謂エラク穀ヲ除クノ外︑諸草木ヲ食ト為ス︑皆是レナリ︒仙
道ヲ要サザルナリ︒

三綱連署セヨ︒在京ハ︑僧綱︑玄蕃二経レヨ︒在外ハ︑三綱︑国郡二
経レヨ︒実ヲ勘シテ並ビニ録シテ官二申シテ︑判リテ下セ︒

㊧

不得私蓄条

穴云ウ︑問ウ︑文二云ウ︑﹁在京ハ︑僧綱︑玄蕃二経レヨ︒在外ハ︑

凡ソ僧尼私二園宅財物ヲ畜工︑及ビ興販出息スルコトヲ得ズ︒

謂エラク︑﹁畜﹂トハ聚ナリ︒其レ尋常二須イル所︑及ビ身ノ資用

三綱︑国郡二経レヨ︒実ヲ勘シテ並ビニ録シテ官二申シテ︑判リテ

下セ﹂テエリ︒之ヲ案ズルニ︑在京ハ三綱︑僧綱二経レ︑僧綱︑玄
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買イ貴ク売ルナリ︒﹁出息﹂トハ︑物ヲ貸シテ子ヲ生ズ︒凡ソ僧尼

息﹂﹁興販﹂スルコトヲ得ザルナリ︒﹁興販﹂︹関市18︺トハ︑賎ク

二縁ル︑此クノ如キノ類ハ︑禁ズル限リニ在ラズ︒然ルニ傍オ﹁出

律令五六六頁35d︺家人︹集解二五四頁六行以下︑律令五六七頁

記ナリ︒﹁三宝ノ物ト成ス﹂トハ謂エラク牛馬・奴碑︹26布施条︒

宝ノ物︹集解一＝六頁七行以下︺ト成ス︒﹂︵今説︑之二依ル︒︶両

六頁35d︺一︑ニヲ駆使シ井セテ馬二乗ル︹19遇三位已上条︺ヲ聴

﹁私二財物ヲ畜エルコトヲ得ズ﹂トハ︑謂エラク僧ハ奴︹律令五六

レ僧ノ物故二︑今散ジテ四方衆僧ノ料二入ル︒但シ兵器ヲ以テ布施

タビ法︹本条︺二違イテ畜エル所ノ物ハ︑何二処分セン︒答ウ︑此

エル所ノ財物モ︑亦財主意二任セテ散放スル耳︒跡云ウ︑問ウ︑一

40︺ハ︑並ビニ寺奴脾・家人ト為ス耳︒其レ未ダ出家セザル前二貯

ス︒尼ハ脾︹律令五六六頁35d︺一︑ニヲ聴スナリ︒﹁及ビ興販﹂

ヲ得ル︹26布施条︺ノ類多ケレバ︑坐賊論︹雑律1︒律令四九七頁

此ノ法︹本条︺ヲ犯セバ︑其ノ物ハ皆没官︹名例32︺︒古記云ウ︑

トハ︑謂エラク暫シ市︹律令六八〇頁11︺二向イ随身ノ宿具ヲ売買
スルハ︑之ヲ聴スナリ︒﹁出息﹂トハ︑謂エラク元利ノ借貸ハ禁ゼ

二没官︹同上︺スベシ︒︵真二同ジナリ︒︶朱云ウ︑﹁出息スルコト

43︺モテ︑科スベシ︒即チ此レ︑彼此倶罪ノ賊︹名例32︺ナリ︒故

ヲ得ズ﹂トハ︑若シ違エバ︑脆遅令罪︹雑律61︺

ザルナリ︒釈云ウ︑孔安国注尚書日ク︑﹁畜﹂ハ積ナリ︒野王案ズ
ルニ︑﹁蓄﹂ ハ聚ナリ︒音ハ抽陸ノ反︒字ハ草部二在リ︒﹁蓄﹂ノ音

知ラズ︑﹁園宅財物ヲ畜エル﹂モ亦同罪力︒何二︒也︒

二当ツテエリ︒未ダ

ハ刃六ノ反︒疑ノ音ト相渉ルナリ︒其レ学問ノ灯油ノ直︑修道︹集

⑳

解二三一頁二行︺覆骸ノ資︑井セテ縁身ニテ須イル所ノ小々ノ資物︑
此クノ如キノ類ハ︑禁ズル限リニ在ラズ︒畜エルコトヲ許スト云ウ

凡ソ僧尼︑道路二於テ三位以上二遇エバ隠レヨ︒

遇三位已上条

ト難ドモ︑﹁興販出息スルコトヲ得ズ︒﹂﹁興販﹂ノ釈ハ関市令︹18︒

二任ス耳︒其レ僧尼若シ馬二乗レバ︑亦馬ヲ敏メテ側二立テ︹律令

謂エラク︑若シ隠レルベキ処元ケレバ︑馬ヲ敏メテ側二立ッナリ

ハ奴︹律令五六六頁35d︺一︑ニヲ︑尼ハ脾︹同上︺一︑ニヲ駆使

三四六頁10︺︒古記云ウ︑﹁三位以上二遇エバ隠レヨ﹂トハ︑謂エラ

律令四四五頁18︺二見ユルハ非ナリ︒物ヲ貸シ子ヲ生ズルヲ﹁息﹂

スルヲ聴スナリ︒既二﹁出息﹂ト称ス︒即チ知ル︒無利ノ借貸ハ禁

ク若シ隠レルニ堪エザレバ︑亦馬ヲ敏メテ側二立テ︹律令三四六頁

︹律令三四六頁10︺︒釈云ウ︑若シ隠レルベキ処元ケレバ︑三位ノ情

ジザルナリ︒道僧格︑﹁物ハ糺告ノ人二賞セ︒﹂案ズルニ寺家二没入

10︺︒歩ムコト有レバ亦同ジナリ︒穴云ウ︑問ウ︑親王二遇エバ何

ト日ウ︒﹁出息﹂トハ︑出挙︹雑令19︺ヲ謂ウ耳︒或イハ説ク︑僧

シ︑衆僧ノ物ト為スナリ︒穴云ウ︑畜エル所ノ財物ハ︑或イハ説ク︑

二︒答ウ︑﹁以上﹂トハ︑

一品以下ニハ並ビニ隠レルヲ謂ウ耳︒若

放散セシム︒︵放散トハ︑布行スルヲ謂ウナリ︒︶或イハ説ク︑﹁三
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シ隠レルベキ所元ケレバ︑下ラザル耳︒跡云ウ︑﹁三位二遇エバ隠

@身死条

ヲ敏メテ相揖シテ過ギョ﹂テエリ︒此レ則チ待ツコト上文ヲ受ケル

釈云ウ︑謂エラク︑省︹職員16︺捻テ目録ニテ官︹一職員2︺二申ス

ニ官二申セ︒

凡ソ僧尼等身死ナバ︑三綱月別二国司二経レヨ︒国司年毎二朝集使二

故テエリ︒︵未ダ明ラカナラズ︒尚オ同ジ︒︶而シテ若シ歩ケバ何二︒

ナリ︒養老七年七月二十日︒太政官処分︒僧尼死去シ︑井セテ罪ヲ

レヨ︒﹂若シクハ隠レルベキ所元キナリ︒朱云ウ︑﹁三位以上二遇エ

又僧︑馬ヲ下ラザレバ何二︒答ウ︹答欠︺︒問ウ︑僧綱・凡僧並ビ

犯シテ還俗セバ︑其ノ公験︹集解二四一頁一行左︑二行左︑三行左︑

附シテ官二申セ︒其レ京内ハ︑僧綱季別二玄蕃二経レヨ︒亦年ノ終リ

ニ同ジキヤ不ヤ︒答ウ︑先云ウ︑並ビニ同ジ︒ナントナレバ︑位二

二四二頁七行左以下︺ヲ収メテ弁官︹職員2︺二進メ︑随イテ即チ

バ隠レヨ﹂トハ︑乗馬ノ時ヲ謂ウナリ︒下文二﹁五位以上ニハ︑馬

依リテ下馬ノ礼有ルナリ︹儀制10︺︒官二依リテ下馬ノ礼禿シ︒但

40︺ヲ以テ文二印セヨ︒又師位二入リ︑井セテ寺ヲ遷リ︑及ビ還俗

之ヲ殿セ︒寮︹職員18︺案ジテ︑犯罪還俗ノ字ヲ注シ︑官印︹公式

五位以上ニハ︑馬ヲ敷メテ相揖シテ過ギヨ︒

スル者︹3自還俗条︺ハ︑其ノ公験ヲ収メ︑傍オ紙後二︑具サニ由

シ郡司ハ別二立テル︹儀制11︺耳テエリ︒︵私同ジ︒︶

釈云ウ︑馬ヲ駐メテ相揖シテ過ギル耳︒

然レバ則チ五位モ亦下ラザル耳ナリ︒私案ズルニ︑凡人モ︑亦理二

此ノ文ハ僧尼ノ為二制ヲ立ツ︒三位・五位ノ禁制ト為ラザルナリ︒

釈云ウ︑﹁隠レルベキ所元ケレバ︑五位ニハ馬ヲ下ル︒﹂何二︒答ウ︑

過ギ去ルナリ︒古記別元シ︒但シ一云ノ説元シ︒穴云ウ︑問ウ︑令

五位若シ歩行スルコト有リテ︑僧尼急二道路二逢エバ︑馬ヲ下リテ

五位ニハ馬ヲ下ルベカラザルナリ︒神亀五年三月二八日格云ウ︑外

釈云ウ︑若シ隠レルベキ処元ケレバ︑五位ニハ馬ヲ下ル耳︒一云ウ︑

︹公式11︺ヲ︑又其ノ司二返スヤ︒答ウ︑官︹職員2︺二収メル耳︒

2︺受ケテ治部︹職員16︺二付シ︑帳ヲ除ク耳︒問ウ︑治部ハ解

レ︑寮ハ官︹職員2︺二申ス耳︒但シ国解︹公式11︺ハ︑官︹職員

月別二僧綱︹14任僧綱条︺二経レ︑僧綱季別二寮︹職員18︺二経

二玄蕃二経レヨ﹂トハ︑謂エラク三綱︹集解二一五頁八行左以下︺

テ目録ニテ官︹職員2︺二申スナリ︒穴云ウ︑﹁京内ハ︑僧綱季別

記云ウ︑﹁亦年ノ終リニ官二申セ﹂トハ︑謂エラク省︹職員16︺惣

位二入ル︑寺ヲ遷ル︑還俗ノ字ヲ注シ︑官印ヲ以テ之二印セヨ︒却

状ヲ顕ラカニシ︑省︹職員16︺二安置セヨ︒寮︹職員18︺案ジテ師

於テハ下馬スベカラズ︒但シ私二敬ウコト有ル耳︒令釈ハ条体二違

私案ズルニ︑官受ケテ京職︹職員66︺二付シ︑籍ヲ除カシムルナリ︒

若シ歩ナラバ隠レヨ︒

ウ耳︒

︵師︑之ヲ許ス︒︶問ウ︑京職ハ何二将タ死閾ヲ知ラン︒答ウ︑三綱
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αの

テエリ︒未ダ知ラズ︑凡ソ諸国ノ僧尼死ナバ︑治部︹職員16︺等知

亦月別二経知スル耳︒朱云ウ︑﹁年毎二朝集使二附ケテ官二申セ﹂

経業ヲ習得シテ得度スル者ハ︑旧主二還スベカラザル耳︒

自ラ願イテ得度セシムルナリ︒但シ良人ト為リ︹戸令3839︺読リテ︑

の
良二従ワシムル耳テエリ︒穴云ウ︑﹁追シテ旧主二帰セ﹂トハ︑主

各本色二依レ︒

ラザレバ何二︒答ウ︑官︹職員2︺ガ治部二下シ︑帳二附セシムテ
エリ︒又京職︹職員66︺二下シテ︑京ノ僧尼名籍ヲ除カシムテエリ︒

古記云ウ︑﹁各本色二依レ﹂トハ︑謂エラク官戸︹律令五六六頁35

C︺奴碑︹律令五六六頁35d︺モ亦同ジナリ︒

僧・尼ハニ色ニシテ人数巨多ナリ︒故二﹁等﹂ノ字ヲ称スナリ︒更
二異色元キナリ︒﹁亦年ノ終リニ官二申セ﹂テエリ︒未ダ知ラズ︑

其レ私度ノ人ハ縦イ経業有リトモ︑度ノ限リニ在ラズ︒

謂エラク︑其ノ初メ法制︹戸婚5︺ヲ犯スヲ責ム︒故二其ノ度ヲ聴

サズ︒若シ改正ノ後︑更二得度スベキ者ハ︑禁ズル限リニ在ラザル

ナリ︒釈云ウ︑﹁経業﹂トハ︑謂エラク学ビ知リタル経業ナリ︒古

記云ウ︑﹁経業﹂トハ謂エラク知ル所ノ経論ナリ︒穴云ウ︑﹁其レ私

ズ︹律令五四七頁24︺︒而ルニ此二﹁出家﹂卜称スルハ︑其ノ入道

令五六六頁35d︺モ亦同ジ︒其レ内教二依ルニ︑奴碑ハ出家ヲ許サ

謂エラク︑﹁等﹂ト称スルハ︑官戸︹律令五六六頁35c︺奴碑︹律

禁ズル限リニ在ラズ︒朱云ウ︑﹁経業有リトモ︑度ノ限リニ在ラズ﹂

ニ在ラズ﹂トハ︑謂エラク白衣ト成リ詫ル後二︑官度ヲ受ケル者ハ︑

5︺ヲ科シ本色二還ス後二︑願ウ者ハ聴ス耳︒跡云ウ︑﹁度ノ限リ

入道︹戸婚5︺ヲ以テ︑即チ得道ヲ聴サザルナリ︒但シ罪︹戸婚

り

何ナル司申スベキカ︒﹁亦﹂ノ字ノ意ハ何二︒答ウ︑玄蕃︹職員18︺

ハ治部︹職員16︺二申シ︑治部ハ官︹職員2︺二申ス耳テエリ︒未
ダ知ラズ︑而シテ﹁亦﹂ノ字ノ意ハ何二︒

㈹ 出家条

二縁リテ︑賎ヲ免レテ度二与カル故ナリ︒釈別元キナリ︒古記云ウ︑

トハ︑謂エラク白衣ト成リ詫ル後二︑更メテ官ノ僧尼ト為ル者ハ愁ホ

度ノ人ハ縦イ経業有リトモ︑度ノ限リニ在ラズ﹂トハ︑謂エラク私

﹁若シ出家スルコト有リテ﹂トハ︑謂エラク本主放シテ出家ヲ与エ

ゼザルナリ︒身ノ得ル所ノ経業︑其ノ身ヲ離レザルコト有ルノ故テ

凡ソ家人奴碑等︑若シ出家スルコト有リテ︑

ルナリ︒先二賎ヲ放シテ良二従ウ者︹戸令3839︺ハ非ナリ︒

朱云ウ︑若シ先二僧尼ト成ス為二非ズ︑尚オ賎ヲ放シテ良ト成シ

ナントナレバ︑此レ既二改メルコトヲ得ザル為二聴サザル耳テエ

妻妾ト為﹂︹戸令27︺スモ︑尚オ聴サザル為ノ故テエリ︒非ナリ︒

エリ︒或イハ云ウ︑聴サズ︒ナントナレバ﹁先二姦シテ後二取ダリテ

︹戸令3839︺詑リテ後二︑自ラ僧尼ト成ラント欲スル者︹3自還俗

リ︒

後二還俗ヲ犯シ及ビ自ラ還俗セパ︑並ビニ追シテ旧主二帰セ︒

条︺ハ︑還俗スルト雛ドモ︑更二﹁追シテ旧主二帰﹂サザルナリ︒
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㈹ 布施条

凡ソ斎会ニハ奴脾牛馬及ビ兵器ヲ以テ布施二充テルコトヲ得ズ︒
謂エラク︑若シ法︹本条︺二違イ轍ク充テ︑及ビ之ヲ受ケル人ハ︑

各違令ノ罪︹雑律61︺二当ッ︒傍オ上条僧尼財物ヲ蓄エル法︹18不

何二︒此ノ時尚オ与エル人二罪ヲ科スヤ不ヤ︒

レバ︑将タ与エル人モ罪無シテエリ︒︵未︒︶

刑事博物館所蔵の令集解

其レ僧尼モ轍ク受ケルコトヲ得ズ︒

二

先云ウ︑僧尼受ケザ

いる︒本稿は︑それらの伝本の書誌的事項に関する整理報告である︒

前稿で述べたように︑刑事博物館には︑八点の令集解が所蔵されて

﹁奴碑﹂︹律令五六六頁35d︺トハ︑謂エラク家人︹律令五六七頁40︺

記載の様式は︑後掲のとおりである︒

得私蓄条︺二准ジテ︑其ノ物ハ皆没官︹名例32︺スベシ︒釈云ウ︑

モ亦同ジナリ︒﹁牛馬﹂トハ︑謂エラク雑畜︹律令四四八頁4︺モ

⑳神祇令集解を除く七点は︑かつて文学博士黒川真頼が所蔵してい

たものである︒真頼の伝記については︑黒川真道編﹃黒川真頼伝﹄

同ジナリ︒若シ令︹本条︺二違イ受ケレバ︑並ビニ違令罪︹雑律
61︺ヲ科ス︒其ノ物ハ没官︹名例32︺︒一云ウ︑彼此倶罪ノ賊︹名

︵奈良書店︑一九一九年初版︑

ズ︒但シ臨時二請ウノ日二当タリテ乗ル︒朱云ウ︑﹁布施二充テル

︹19遇三位已上条︺ノ﹁馬﹂トハ謂エラク僧尼ノ得テ有ッ馬ニハ非

ル故二︑没官︹名例32︺スベカラザルナリ︒跡云ウ︑上ノ相揖条

拠二還シテ充タステエリ︒長ト為スナリ︒計賊︹名例32︺ヲ為サザ

ス︒今此ノ説ヲ長ト為ス︒安カラザル耳︒或イハ説ク︑罪ヲ科シ本

﹁牛馬﹂﹁奴鉾﹂等ノ物ハ︑或説︹令釈所引一云力︺二没官ヲ劣ト為

受ケル者ハ︑首従︹名例姐︺ヲ造リテ違令︹雑律61︺ヲ科ス耳︒

ラク大斧・小斧・刀子・針ノ類テエリ︒非ナリ︒穴云ウ︑充テ及ビ

謂エラク雑畜︹律令四四八頁4︺モ同ジナリ︒﹁兵器﹂トハ︑謂エ

古記云ウ︑﹁奴碑﹂トハ︑謂エラク家人モ同ジナリ︒﹁牛馬﹂トハ︑

六月︑元老院権大書記生となり︑横山由清と﹃旧典類纂皇位継承

田郡桐生町新町︵現群馬県桐生市︶で生まれた︒明治八年︵一八七五︶

ある︒黒川真頼は︑文政一二年︵一八二九︶一一月＝一日︑上野国山

石田論文など既往の文献から真頼の事績を紹介すれぽ︑次のとおりで

いずれ別稿を準備する予定であるが︑かりに﹃黒川真頼伝﹄︑甲斐・

京専門学校の教壇にも立ったが︑なお詳らかでない部分も残っている︒

人であった︒東京大学法学部で日本古代法律を講じたり︑国学院や東

感がある︒真頼は︑明治時代の学界︑美術界︑歌壇で幅広く活躍した

日を誤っている例も散見され︑彼の生涯と業績は今日忘却されている

学刊︶が詳しい︒しかし︑その他の事典や論文では︑真頼の生没年月

子・石田淑子﹁黒川真頼﹂︵﹃近代文学研究叢書﹄八所収︑昭和女子大

一九七九年改訂版︶および甲斐知恵

例32︺二非ザレバ︑没官スベカラズ︒今改易スル耳テエリ︒非ナリ︒

コトヲ得ズ﹂テエリ︒未ダ知ラズ︑与エルト錐ドモ僧尼受ケザレバ
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を命じたものである︒明治一二年︵一八七九︶四月︑東京大学法学

篇﹄を編纂した︒本書は︑立法の参考資料とするため︑元老院が編纂

した︒

療養のかいなく︑明治三九年︵一九〇六︶八月二九日︑七八歳で永眠

され︑

写本・刊本の区別

O

匡

装

数

郭

訂

⑯

表紙寸法

字高・字数

㈹

⑤

行

内

数

﹁・﹂をおいて示し︑多数のときは省略す

◎
㈲

㊨見返し

さて︑令集解の整理にあたり︑必要な書誌的情報を提供するため︑

一一月︑東京帝国大学名誉教授の称号をおくられた︒その後︑

部・文学部講師を委嘱され︑日本古代法律・和文学を講じた︒明治一
四年︵一八八一︶四月︑博物局の内務省から農商務省への移管によっ

局史伝課兼図書課長を命ぜられた︒一一月には東京学士会院会員に選

冊数

⑳

丁

⇔

記載の様式は次の順序によった︒

ばれた︒明治二〇年︵唱八八七︶五月︑東京学士会院から﹃古事類

装訂体裁

て︑農商務省御用掛取扱准奏任︑博物局事務取扱となり︑八月︑博物

苑﹄の編纂委員を委嘱され︑帝王部の編纂を担当した︒明治一二年

治ニニ年一月︑東京美術学校教諭となり︑五月︑帝国博物館学芸委員

㈹

ことがある︒
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ｪ八八︶︑第二回学位授与の際︑文学博士の学位を授けられた︒明

を命ぜられ︑＝月︑国学院の講師となった︒明治二三年︵一八九

書名記載

題

題籏寸法
奥

ることもある︶

巻頭の記載︑旧整理番号など︶

蔵書印︵印文の直前に

⑳

O

〇︶一〇月︑東京美術学校の官制改正で教授に任ぜられた︒また同月︑
司法大臣山田顕義から嘱託されて︑判検事裁判所書記の制服を考案し
た︒明治二六年︵一八九三︶九月︑帝国大学文科大学教授に任ぜられ︑
国語学︑国文学︑国史第三講座を担当した︒明治三〇年︵︸八九七︶
一〇月︑御歌所寄人に召され︑一二月︑勲五等瑞宝章を授与された︒

奥書・刊記・識語
備考︵参考事項︑

明治三一年︵一八九八︶二月︑帝国博物館鑑査委員となり︑四月︑同

e 原文の脱字・誤写・誤刻などは訂正しない︒

館歴史部長心得を命ぜられ︑七月︑高等官二等に叙され︑九月︑正五

題

該当項目のない場合や不要と認めるものは記載を省略する

年︵一八九九︶一月︑病気が再発して重態となり︑二月︑高等官一等︑

れ︑しだいに公職を退き︑明治三五年︵一九〇二︶九月︑正四位に叙

◎

その他

題

刻

従四位勲四等瑞宝章を賜った︒八月︑文官分限令により休職を命ぜら

位に叙された︒その後︑軽い中風にかかり︑兼職を辞した︒明治三二

柱外

（一

令集解写一冊

︵丙辰︶

年庚寅五月十四日以京師本一校了／安永三午年十一月一日一会了L

冊三﹁弘長元年三月十九日両裏於春日社神主館見合／本書粗加首書

O
袋綴二六・二糎×一八・二糎行一六字 一六行二四丁外題

D二三・二四・

越智通邦／戊子春以朝倉氏本

﹁令集解／喪葬令﹂扉﹁令集解﹂内題﹁令集解巻第二十六﹂奥題

書入れ本

令集解写五冊

二五

㊧

職員﹂冊三﹁令

一八行︵冊一︶

一校了／乙未二月四日一会了﹂法〇九一一・五一

御本書写校合者也／明和四年亥季冬

了 中宮大夫藤／建治二年四月一日引合正親町本校合了／慶長四年
秀興
蒲節十一日課少内記賢好合校了／吏部清原秀賢／右者以河村先生之

九〜一六行︵冊一︶

法〇九一一・

﹁令集解巻第二十六﹂︑﹁制度﹂﹁黒川真頼蔵書﹂﹁黒川真道蔵書﹂

⊇＝

行一六〜一九字

奥書﹁弘長二年閏七月二十日見合本書如首／書了﹂

一七

⇔ 令集解 写四冊
袋綴 二八糎×一八・八糎

外題冊一

官位﹂冊二﹁令集解

袋綴二八・九糎×二一・九糎行一六〜一七字

一四丁︵冊四︶五一丁

外題中央冊一﹁令集解

三〇丁︵冊二︶四八丁︵冊三︶

丁

二九丁︵冊二︶三七丁︵冊三︶三九丁︵冊四︶四一丁︵冊五︶二二

内題冊一﹁令集解巻第

﹁選叙令集解巻第十六﹂冊二﹁選叙令集解第十七上﹂冊三﹁継嗣令
集解第十七﹂冊四﹁考課令集解巻第十八﹂

書﹂

五﹂︑﹁禰家蔵書﹂﹁小槻宿禰﹂﹁制度﹂﹁黒川真頼蔵書﹂﹁黒川真道蔵

﹁令集解巻第一﹂冊四﹁令集解巻第二十八﹂冊五﹁令集解第三十

田﹂冊四﹁令集解儀制﹂冊五﹁令集解公式﹂内題冊一

冊四﹁令集解巻第十八

奥書冊一﹁令集解巻第一／本云

集解

四﹁令集解巻第十八﹂︑﹁制度﹂﹁黒川真頼蔵書﹂﹁黒川真道蔵書﹂

合点了

選叙＝冊二﹁令集解巻第十七選叙﹂冊三﹁継嗣令第十三﹂

扉書冊一﹁草稿本 読書公参訂本﹂

慶長蒲月念日課少内記賢好令／校合畢

十六

奥書冊一﹁本云／文応元年十二月二日於亀山殿宿所見合／本書加首

戌仲秋令一校畢

権大納言藤原経光﹂

奥題冊一﹁令集解巻第十六﹂冊

書了／弘長三年十月二十一日於西郊重加一見了／同年十一月八日属

宝元癸丑初冬十八遂一校畢

文応元年七月八日平旦見合本書了

考課＝

休日粗抄出了／建治二年四月三日引合正親町之本校／合了／慶長三

冊二﹁令集解巻第四／本云

権

大府侍郎中原職忠／万治三庚子孟冬令一校畢／延

吏部清原秀賢／寛永十一甲

権大納言藤原在判／建治二年二月二十四日校合了／本云

合本書加一見至要所々或加首書或

冊二﹁慶長三年仲秋十二令一校了／吏部秀賢／右者請河村先生御本

年六月十九日於灯下令校合了／吏部清原秀賢﹂

越智通邦／同七

書写畢校合者也／元本者高橋家本／明和四亥孟冬
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大納言藤在判／建治二年後三月十三日引合正親町本校合了／本云

清原秀賢／寛永十一甲戌仲冬遂一校

権大納言藤経光L冊三︵奥書欠︶

中原職忠／万治三庚子仲冬上旬令一校畢／延宝元癸丑仲冬朔日

慶長三年重陽於灯下令校合了
畢
遂一校畢

集解

三巻﹂冊二﹁禄令

五巻﹂冊四

六巻﹂冊七﹁喪葬

四巻﹂冊三﹁宮衛

六巻﹂冊六﹁営繕

宮衛﹂冊四﹁令集解巻第二十八

儀制﹂冊五﹁衣服

内題冊一﹁学令第十＝冊二﹁禄令第二十五﹂冊三﹁令集

六巻﹂冊五﹁衣服

学令

﹁儀制

九巻﹂

解巻第二十六

令第十九﹂冊六﹁営繕令第二十﹂冊七﹁令第二十六喪葬﹂奥題

弘長二年正月二十五日於石清水八

冊四﹁令集解巻第二十八／本云

令集解

権大

弘長二年正月二十五日於石清水八幡宮見／合本書

写一一冊

清原秀賢﹂冊六﹁本云

弘長二年三月朔日

権大納言藤在判／建治二年五月二十

D九

二︶四〇丁︵冊三︶一七丁︵冊四︶三二丁︵冊五︶三三丁︵冊六︶

袋綴二七二糎×一九糎行一六字一六行︵冊一︶二九丁︵冊

㈲

九日引合正親町之本／校合了﹂法〇九一一・三四

乍臥病席見合本書加／首書了

三歳端午後五月一校了

納言藤在判／建治二年五月二十六日引合正親町之本校／合了／慶長

加首書了自去二十二日両院女院／参籠当宮予従駕経廻之問也

奥書冊四﹁本云

川真頼﹂﹁黒川真頼蔵書﹂﹁黒川真道蔵書﹂

九﹂冊六﹁令集解巻第三十﹂冊七﹁令集解巻第四十﹂︑﹁制度﹂﹁黒

集解巻第二十六﹂冊四﹁令集解巻第二十八﹂冊五﹁令集解巻第二十

禄令﹂冊三﹁令

冊一﹁令集解巻第十五﹂冊二﹁令集解巻第二十五

権大納言藤在判／建治二年五月二十六日引合正親町之

幡宮見合／本書加首書畢自去二十二日両院女院之参／籠当宮予従駕
経廻之間也

本／校合畢／慶長三歳端午後五令一校畢清原秀賢／右以清家之
中原職忠／万治四辛丑季初七

権

権大納言藤経

弘長二年五月六日於有馬温泉見合本書／加首書畢

羽林中郎将藤原／延宝二仲春五遂一校畢

本写之寛永十一甲戌仲冬／令校合畢

令一校畢
光﹂

冊五﹁本云

慶長

吏部清原秀賢／右以清家之本令写

大納言藤原在判／建治二年七月引合正親町之本校合畢／本云
三年七月二十三日於灯下令校畢

大府侍郎中原職忠／万治四

D一〇

羽林中郎将藤原／延宝二季春初八令一校畢

之遂一校者也／寛永十一甲戌初冬念五

令集解写七冊

権大納言藤経光﹂法〇九＝・五

辛丑季春十二日令校畢

⑳

三七丁︵冊七︶三〇丁︵冊八︶二五丁︵冊九︶三〇丁︵冊一〇︶三

一四〜一八行

一︵四・七・七異本・八・九・十・三十一・三十二・三十三・

題簸左肩無辺一八・一糎×三・六糎﹁令集

康煕綴二七・三糎×一九・四糎行一六〜一八字

解

〇丁︵冊一一︶二八丁
外題左肩冊一﹁令

︵冊一︶二〇丁︵冊二︶二三丁︵冊三︶三一丁︵冊四︶四三丁半
︵冊五︶一七丁︵冊六︶二〇丁︵冊七︶二〇丁
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三十四︶﹂外題右肩冊一﹁官位﹂冊二﹁職員﹂冊三﹁神祇﹂冊四
﹁僧尼﹂冊五﹁僧尼﹂冊六﹁戸﹂冊七コ戸﹂冊八﹁公式﹂冊九﹁公

式﹂冊一〇﹁公式﹂冊一一﹁公式﹂内題冊一﹁令集解巻第＝冊

戸令一﹂冊七﹁令

凡二拾漆条異本﹂冊五

僧尼二﹂冊六﹁令集解巻第九

三﹁令集解巻第七﹂冊四﹁僧尼令第七
﹁令集解巻第八

粗加首書畢

慶長二年蜻月十五日於灯下令校合畢

清原秀賢

員外宰相藤在判／建治二年閏三月二十三日引合正親町

之本校合畢／本云

文応元年八月二十日見合本書加首書畢

権大納言藤在

／寛永十一甲戌初冬以他筆令写之少内記中原生職／一校了﹂

冊五﹁本云

慶長四

吏部清原秀賢／寛永十一甲辰

判／建治二年閏三月十六日引合正親町之／本校合畢／本云

年林鐘初六課少内記賢好令校／合畢

公式一﹂冊一一﹁令集解巻

惣記巻第十﹂冊八﹁令集解巻第三十一

霜月朔日遂一校畢

冊六﹁本云

大府侍郎中原職忠﹂

第三十四﹂奥題冊一﹁令集解巻第一﹂冊二﹁令集解巻第四﹂冊四
﹁令集解巻第七﹂冊五﹁令集解巻第八﹂冊六﹁令集解巻第九﹂冊八

員外宰相在判／建治二年後三月二十一日引合正親町之本校合畢／正

此次応分条也

分親段所抄出也宣非朝々

文応元年八月三十日於二条烏丸辺見合本書加首書畢

﹁令集解巻第三十一﹂冊九﹁令集解巻第三十二﹂冊一〇﹁令集解巻

親町本奥書也／本奥書云

承久三年九月十六日三十巻

章行在判／寛喜二年端午日此本明法博士章行本云々自宰相殿／

宗正直在判／又云

第三十三﹂冊一一﹁令集解巻第三十四﹂︑﹁大崎文庫﹂﹁制度﹂﹁黒川

忠﹂

中原職忠記之﹂

大府

中原職

清原秀賢／右以

冊七﹁右以清家秀賢之本令写之逐一校耳／寛永十一年臆

清家本令書写寛永甲戌孟冬校畢

門大志中原在判／慶長二暦季冬初五於灯下一校畢

及食事／終其功之後所返上也為朝為道守公神尤可有知加／致歎右衛

点也其問及遅々之由数度預／御使大略如雨脚傍予馳筆自朝至申斜不

可急返上之由被責召之間孜枚々根引貢士季部／二千石相共手自所校

抄出畢

重宝道之／遺花哉

合本書加一見至要所々或加首書或合点了／建治二

真頼﹂﹁黒川真頼蔵書﹂﹁黒川真道蔵書﹂

奥書冊一﹁本云

慶長蒲月念日課

中原職忠﹂

慶長三年重陽於

権大納言藤在判／

吏部清原秀賢／寛永十一甲戌仲秋令一校了

年二月二十四日校合了権大納言藤原在判／本云
少内記賢好令校合了
大府侍郎中原職忠﹂

冊二﹁本云 文応元年七月八日早旦見合本書了

建治二年後三月十三日引合正親町本校合了／本云

灯下令校合了 清原秀賢／寛永十一甲戌仲冬遂一校了

右所写巻本続目有前後相違一校之時／処々書直者也／

冊八﹁右以清家之本令写之寛永十一年仲冬於／灯下逐一校了

冊三﹁本云

慶長二暦丁酉十二月十五目

侍郎中原職忠﹂

吏部秀賢判／寛永十一歳甲戌孟冬仮他

筆写之令一／校畢 大府侍郎中原職忠﹂

冊九﹁右清家之本申請写之寛永甲戌／季秋令一校畢

中原職忠﹂

冊四﹁本云 文応元年八月九日於二条烏丸宿盧合本書加一／見了又
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職員︑四

僧尼坤︑九

職員︑五

冊一〇﹁弘長二年四月十一日見本書粗加／首書畢／右以清家之本令
尼令乾︑八

大府侍郎中原職忠﹂

写之課職在遂／一校之功寛永十一年仲秋

職員︑六

神砥令︑七坤

僧

選叙令︑

戸令三︑十

学令︑十六

戸令二︑十一

職員︑七乾

戸令一︑十

賦役︑十五

宮

考課

禄令︑二十四

考課二︑二十

考課五︑二十三

考課令一︑十九

継嗣令︑十八

選叙

十七

考課四︑二十二

営繕令︑三十一

公式四︑三十

僧

厩牧令︑四十仮寧喪

公式三︑三十四

公式六︑三十八

公式二︑三十三

儀制令︑二十九 衣服令︑三十

三︑二十一
衛令︑二十八

公式一︑三十二

五

職員一︑七︑僧尼令第七︑八

賦役︑十

考課令一︑

賦役令︑十四

継嗣令︑十八

考課五︑

戸令一︑令惣記巻第一︑十三

内題﹁令集解巻第一︵二

公式五︑三十六

三十七

葬︶﹂

三

賦役令︑十四

二

二十七

田令︑十三

冊＝ ﹁右清家秀賢之本申請令写之課職在／遂一校合畢／寛永十一

D二二

二十六
関市

集解ニハ

此三篇ハ義

冊一見返し付箋二四・二糎×＝

中原職忠﹂法〇九一一・一

写一二六冊

二七・二糎×一八・九糎

令集解

年菊月日

㈹

袋綴
二十五
医疾

此三篇ハ義解ニハ有之

見在三十六冊／倉庫

糎﹁集解闘巻／宮衛令ノ次
十九 以上五冊闘
軍防

尼二︑九

獄

選叙

考課四︑二十二

衣服令︑

考課三︑二十一

選叙令︑十七
考課二︑二十

学令︑十六

解集解共二光／捕亡

十九

五

︵冊一︶二九丁︵冊二︶三六丁︵冊三︶三一丁

古来閾巻追関市令ハ元文二巳十二月羽倉ヨリ写之﹂行一六〜一
八字 八〜一六行

儀制令︑二十九

厩牧

宮衛令︑二十八

二十三

禄令︑二十四

︵冊四︶四〇丁︵冊五︶三一丁︵冊六︶三八丁︵冊七︶一八丁︵冊

公式六︑三十八

喪葬︶﹂︑﹁信古堂蔵書﹂﹁制度﹂﹁黒川真頼蔵書﹂

公式五︑三十六

公式三︑

三十

公式四︑三十五

公式二︑三十三

八︶二九丁︵冊九︶三四丁︵冊一〇︶三八丁︵冊一一︶三一丁︵冊

三十四

仮寧

公式一︑三十二

＝一︶三五丁︵冊一三︶四五丁︵冊一四︶四八丁︵冊一五︶二六丁

令︑四十

営繕令︑三十一

︵冊一六︶二三丁︵冊一七︶ご七丁︵冊一八︶四九丁︵冊一九︶三

﹁黒川真道蔵書﹂

奥書冊一﹁令集解巻第一／本云

七丁︵冊二〇︶三二丁︵冊一＝︶二七丁︵冊ニニ︶二〇丁︵冊二
三︶三一丁︵冊二四︶二四丁︵冊二五︶三三丁︵冊二六︶四五丁

点了

神祇︑三

本書詫／近日

員

文応元年六月二十二日於亀山右所見令

太上皇不予之聞個然傍不委見之但一首賀／手了

冊二﹁令集解巻第二／本云

権大納言藤原在判／建治二年二月二十四日校合畢／寛延三庚

合本書加一見至要所々加首書或合

︵冊二七︶一七丁︵冊二八︶一九丁︵冊二九︶二六丁︵冊三〇︶二

午七月二十二日以宮重公本一校了﹂

職員一

題籏左肩無辺二

四丁︵冊三一︶三一丁︵冊三二︶二八丁︵冊三三︶二一丁︵冊三

官位︵二

四︶三四丁︵冊三五︶三〇丁︵冊三六︶四一丁
一・八糎x三・九糎﹁令集解巻第一
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吏部清原秀賢／

／本云

慶長四年林鐘初六課少内記賢好令校合畢

外亜相藤在判／文永十年閏五月二日重加一見畢

寛永十一甲戌霜月朔日遂一校了 大府侍郎中原職忠／万治三庚子仲

内大臣在判／建治

二年閏三月十五日引合正親町之本校合了／右以清家之本令写之課職

大府侍郎中原職忠L

冊一〇﹁令集解巻第九／文応元年八月三十日於二条鳥丸近見合本書

出也登非朝之重宝／道之遺花哉

宗正直在判／又云

校合畢／正親町本奥書也／本奥書二云／此次応分条也

承久三年九月

分親段所抄

員外宰相在判／建治二年後三月二十一日引合正親町之本

冬十有九令一校畢L

在遂校合畢／寛永甲戌初秋
文応元年七月朔日見合本書畢

員外亜

冊三﹁令集解巻第三／本云

加首書畢

吏部郎中秀賢﹂

相藤在判／建治二年三月十九日校合畢／右一冊森雨寂々暫掩眠／令
校合畢／慶長己亥初夏中溝
冊四︵奥書欠︶

員外

校了

清原秀賢／右以清家本令註写寛永甲戌孟冬授了

中原職忠記

尤可有知加致歎／右衛門大志中原在判／慶長二暦季冬初五於灯下一

予馳筆自朝至申／斜不及食事終其功之後所返上也／為朝為道守公神

千石相共手自／所校点也其間及遅々之由数度預御／使大略如雨脚傍

章行在判／寛喜二年端午日此本明法博士章行

十六日三十巻抄出了

文応元年七月十五日見合本書畢

冊五﹁令集解巻第五／本云

本云々／自宰相殿可急返上之由被責召之問／孜枚々招引貢士李部二

慶長二

吏部郎中秀賢／寛永甲戌令校合畢

宰相藤在判／建治二年閏三月十八日引合正親町之本校合畢／本云
慶長三暦臓初五於灯下令校合畢
中原職忠／万治三仲冬初八庚申之夜於灯下令一校畢﹂
冊六︵奥書欠︶

冊七﹁右所写巻本続目有前後相違一校之時処々／書通老也

之﹂

吏部秀賢印／寛永十一甲戌孟冬仮他筆写之一

暦丁酉十二月十有五

中原職
忠／万治三庚子騰月初二令校合畢﹂

冊一一﹁右以清家秀賢之本令写之遂一校了／寛永十一年膿
文応元年八月九日於二条烏丸宿盧合本

冊＝一﹁令集解巻第十一／文応元年九月十九日見合本書加首書畢／

校畢 大府侍郎中原職忠﹂

冊八﹁令集解巻第七／本云

員外宰相藤在判／建治二年閏三月二十

大府侍郎中原

書加一見了／又粗加首書畢

右清家秀賢之本申請令写之一校畢／寛永十一年仲冬

慶長二年蝋月十五日於灯下令校

三日引合正親町之本校合畢／本云

職忠／万治三庚子季冬仲二令一校畢

文応元年十月十八日見合本書加首

大府侍郎中原職忠／万治三庚子臆月下旬令一校畢﹂

冊一四﹁令集解巻第十三／本云

甲戌初冬

冊＝二﹁令集解巻第十二／右清家秀賢之本申請令写之一校畢／寛永

羽林中郎将藤原﹂

合畢 清原秀賢／寛永十一甲戌初冬以他筆令写之少内記中原／生職

文応元年八月二十日見合本書加首書畢

一校了 大府侍郎中原職忠／万治三庚子仲冬令校合畢﹂

冊九﹁令集解巻第八／本云

権大納言藤在判／建治二年閏三月十六日引合正親町之／本校合了
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吏部清原秀賢L

付／権大納言藤原在判／建治二年四月二十七日引合正親町本校合／
保少内記賢好令校／慶長四年林鐘十二日

章藤／本云

慶長四年五月十七日課

羽林中

吏部郎中清原秀賢／寛永十一年九月日逐校

月五日引合花山院本令校合畢
少内記賢好令／一校畢

大府侍郎中原職忠／万治四辛丑仲春十八日令一校畢

合畢

弘長元年九月十八日見合本書加

清原秀賢／右以

冊二二﹁令集解巻第二十一／本云

冊一五︵奥書欠︶

羽林中郎将藤

郎将藤原﹂

中原職忠／万治四辛丑孟春初七令一校畢

冊一六﹁令集解巻第十五／右以清家之本令写之一校畢／寛永十一甲
戌季秋日

首書畢

慶長二年臆月五日於灯前令校合畢

建治二年五月八日引合正親町本

原﹂

校合畢／本云

皇后宮大夫藤在判／本云

冊一七﹁令集解巻第十六／文応元年十二月二日於亀山殿宿所見合本

大府侍郎中原職忠／右

清家之本令写之逐校合畢／寛永十一年仲秋

員外／弘長三年十月十一日於西郊重加一見了／同年

書／加首書畢

羽林中郎将藤

原﹂冊二三﹁令集解巻第二十二／弘長元年九月三十日於亀山殿宿所

以中家本令書写之遂一校畢／万治四辛丑仲春仲旬

吏部清原秀賢／寛永十一

十一月八日属休日粗抄出了／建治二年四月三日引合正親町之本校合
了／慶長三年六月十九日於灯下令校合了

見合／本書加首書畢

権大納言藤在判／建治二年五月二十七日引合

戌仲冬初以清家本令書／写遂一校了

正親町本校合／慶亥蒲月念一課少内記賢好令／校了吏部清原秀

大府侍郎中原職忠／万治四年

辛丑孟春仲三令校畢 羽林中郎将藤原﹂

賢／万治四辛巳季春初三令一校畢

羽林中郎将藤原﹂

冊一八・一九︵奥書欠︶

冊二四・冊二五︵奥書欠︶

弘長元年四月二十五日於亀山殿宿

冊二〇﹁令集解巻第十九／本云

権大納言藤在判／建治二年五月二十六日引合正親町之／本

清原秀賢﹂

吏部秀賢判﹂

権大納言藤在判／建治二年五月二十五日引合正親町

之本／校合／慶長戊戌爽鐘十一日於青黎下

本書加首書了

冊二八﹁令集解巻第三十／本云 弘長二年三月朔日乍臥病序見合／

冊二七︵奥書欠︶

校合之／慶長三歳端午後五令一校之

之間也

／見合本書加首書了月去二十二日両院女院之／参籠当宮予従駕経廻

冊二六﹁令集解巻第二十八／弘長二年正月二十五日於石清水八幡宮

傍見此

中宮大夫藤在判／同三年九月二十一日於同所重

盧見合本書畢／近日可有仙洞如法経事予奉行之間委不畢見／此巻政
道至要也追可抄出

加一見畢今日評定／之次可有五位蔵人延尉佐所望輩沙汰畢

慶長四年五月十

羽林

吏部清原秀賢／寛永十一年林鐘課少外

巻／建治二年四月三日引合正親町本校合畢／本云
三日課少内記賢好／令校合

中原職忠／万治四辛丑仲春初九令一校畢

建治二年閏三月二十九日以正親町本書写畢／同年四

記生職令／校合畢
中郎将藤原﹂

冊二一﹁本云
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冊二九・三〇︵奥書欠︶
︵冊一六︶

一七丁︵冊一七︶二〇丁︵冊一八︶三五丁︵冊一九︶二

一四丁︵冊二

六丁︵冊二〇︶二三丁︵冊一二︶

一丁︵冊三一︶二四丁︵冊三二︶二一丁︵冊三三︶

一七丁︵冊三

︵冊二七︶コニ丁︵冊二八︶一五丁︵冊二九︶一＝丁︵冊三〇︶二

一八丁︵冊二二︶

冊三一﹁令集解巻第三十三／弘長二年四月十一日見令本書粗加首書

三︶二二丁︵冊二四︶一六丁︵冊二五︶二三丁︵冊二六︶三一丁

権大納

了﹂

冊三二︵奥書欠︶

冊三三﹁弘長二年五月六日於有馬温泉見合本書／加首書了

四︶二六丁︵冊三五︶二四丁︵冊三六︶三〇丁

題籏左肩単辺一

言藤原在判／建治二年七月引合正親町之本校合了／慶長三年七月二

九・一糎×四・一糎﹁令集解

令﹂冊二二﹁田令﹂冊一四・一五﹁賦役令﹂

一﹁官位令﹂冊二〜六﹁職員令﹂冊七﹁神祇令﹂冊八・九﹁僧尼

十八︑四十止︶﹂︵二五︑二六︑二七︑三七︑三九原闘︶外題右肩冊

九︑三十︑三十一︑三十二︑三十三︑三十四︑三十五︑三十六︑三

八︑十九︑二十︑二十一︑二十二︑二十三︑二十四︑二十八︑二十

一︵二︑三︑四︑五︑六︑七上︑七

十三日於灯下令校合了 吏部清原秀賢﹂

下︑八︑九︑十︑十一︑十二︑十三︑十四︑十五︑十六︑十七︑十

弘長二年七月十日見

冊三四︵奥書欠︶

倉庫厩牧／本云

清原秀賢﹂

権大納言在判／建治二年七月九日引合正親町之本

冊三五﹁令集解巻第三十八
合本書加首書了
校合了／慶長戌仲夏初九森雨打窓不能眠令一校者也

冊三六﹁令集解巻第四十／弘長二年閏七月二十日見合本書加首書了

令﹂冊一〇〜＝一コ

冊一六﹁学令﹂冊一七・一八﹁選叙令﹂冊一九〜二三﹁考課令﹂冊

二四﹁禄令﹂冊二五﹁宮衛令﹂冊二六﹁儀制令﹂冊二七﹁衣服令﹂

︵冊一︶二四丁︵冊二︶二五丁︵冊三︶二二丁︵冊

袋綴二六・三糎×一八・七糎四周単辺一八・一糎×＝二糎行

六︑十七︑十八︑十九︑二十︑二十二︑禄令第十五︑二十四︑二十

上︑七下︑八︑九︑十︑十一︑十二︑十三︑十四︑学令第十一︑十

吏部秀賢﹂法〇九一一・三三

皇后宮大夫藤在判／建仁二年六月二十九日引合正親町之本校合了
／慶長三年仲春十一月灯下令校合了

D一三

冊二八﹁営繕令﹂冊二九〜三四﹁公式令﹂冊三五﹁厩牧令﹂冊三六

二〇字一八行

八︑衣服令第十九︑営繕令第二十︑三十一︑三十五︑厩牧令第二十

内題﹁令集解巻第一︵二︑三︑四︑五︑六︑七

四︶二九丁︵冊五︶二二丁︵冊六︶三一丁︵冊七︶一一丁︵冊八︶

三︑仮寧令第二十五﹂ 版心﹁令集解︵巻数・丁数︶﹂︑﹁制度﹂﹁黒

﹁仮寧令喪葬令﹂

二二丁︵冊九︶二四丁︵冊一〇︶二六丁︵冊一一︶二二丁︵冊一

川真頼﹂﹁黒川真頼蔵書﹂﹁黒川真道蔵書﹂

㈹ 令集解 刊三六冊

二︶二四丁︵冊一三︶三一丁︵冊一四︶三五丁︵冊一五︶一八丁
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中原職忠﹂

永十一年五月日

合本書加一見至要所所或加首書或

奥書冊一﹁令集解巻第一／本云

員外宰相藤判／

吏部秀賢判／寛永十一歳甲戌孟冬

大府侍郎中原職忠﹂

文応元年八月九日於二条烏丸宿校合本

大府侍郎中

清原秀賢／寛

員外亜相藤在判／建治二年閏三月二十三日引合正親町

慶長二年蜻月十五日於灯下令校合畢

永十一甲戌初冬以他筆合写之少内記／中原生職噌校畢

之本／校合畢

書加一見畢

冊八﹁令集解巻第七／本云

仮他筆写之令一校畢

也／慶長二暦丁酉十二月十五日

︹以下朱筆︺異本／右所写巻本続目有前後相違一校之時処々書直者

冊七﹁弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点畢

吏部清原秀賢

文応元年六月二十二日於亀山右所見合

大府侍郎中原職忠﹂

慶長蒲月念日課少内記賢好令校合了

合点／畢／建治二年二月二十四日校合畢権大納言藤原在判／︹以
下朱筆︺本云
／寛永十一甲戌仲秋令一校了

冊二﹁令集解巻第二／本云
員外

内大臣在判／建治二

本／書詫近日太上皇不予之間個然勿不委見／之但一令賀書畢
亜相藤在判／文永十年閏五月二日重加一見畢

右以清家之本令写

大府侍郎中原職忠﹂

年閏三月十五日引合正親町之本／校合畢／一本
之課職在遂校合畢寛永甲／戌初

原職忠﹂

員外亜

冊三﹁令集解巻第三／本云

冊九﹁令集解巻第八／本云

文応元年七月朔日見合本書畢

相藤在判／建治二年三月十九日校合畢／右一冊森雨寂寂暫掩眠令校

権大納言藤在判／建治二年閏三月十六日引合正親町之本校／合畢／

吏部秀賢／寛永十一甲戌

文応元年八月二十日見合本書加首書畢

合畢／慶長己亥初夏中翰 吏部郎中秀賢﹂

権

慶長四年林鐘初六課少内記賢好令校合畢

文応元年七月八日平旦見合本書畢

冊四﹁令集解巻第四／本云

霜月朔日遂一校畢

納言藤在判﹂

清原秀賢﹂

文応元年七月八日見合本書畢

文応元年九月十九日見合本書加首

権大

員外宰相在判／建治二年後三月二十一日引合正親町之

冊一一﹁令集解巻第十／本云

本校／合畢／慶長二歴季冬初五於灯下一校了

／加首書畢

冊一〇﹁令集解巻第九／文応元年八月三十日於二条烏丸辺見合本書

大府侍郎中原職忠﹂

大納言藤在判／建治二年後三月十三日引合正親町本校／合畢／弘長

員

清原秀賢／寛永十一甲

員外宰相藤判／︹以下朱

慶長三年重陽於灯下令校合畢

元年九月日於亀山殿令一見加朱点／畢
筆︺本云イ
戌仲冬遂﹁校畢 中原職忠﹂

冊五﹁令集解巻第五／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点畢
外宰相藤判﹂

冊一二﹁令集解巻第十一／本云

員

冊六﹁令集解巻第六／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点畢

冊＝二﹁令集解巻第十二／右清家秀賢之本申請令写之一校畢／寛永

書畢﹂

吏部秀賢／右以清家之本令写之課少外記一校／寛

外宰相藤判／右一冊者課少外記賢好令騰写者也則令遂／一校畢／慶
長第四季春初六
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冊一四﹁令集解巻第十三／本云文応元年十月十八日見合本書加首

建治二年閏三月二十九日以正親町本書写畢／同年四月五日引花山院

冊一＝

中原職忠﹂

書畢／権大納言藤原在判／建治二年四月二十七日引合正親町本校合

本令校合畢

甲戌初冬 大府侍郎中原職忠﹂

畢﹂

吏部郎中清原秀賢／寛永十一年九月日遂校合畢

大府侍郎中原職

章藤／慶長四年五月十七日課少内記賢好令一校／畢

員外宰相藤判／

冊一五︵奥書欠︶

忠﹂

﹁弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点畢

冊一六﹁令集解巻第十五／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点畢

弘長元年九月十八日見合本書加

皇后宮大夫藤原判／建治二年五月八日引合正親町本校合畢

員外宰相藤判／慶長二

清原秀賢／右以清家之本令写之遂校合

／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点畢

首書畢

冊二二﹁令集解巻第二十一／本云

羽林中郎将藤原﹂

／員外宰相藤在判／右以清家之本令写之一校畢／寛永十一甲戌季秋
日 中原職忠／万治四辛丑孟春初七令一校畢

文応元年十二月二日於亀山殿宿所

年臓月五日於灯前令校合畢

冊一七﹁令集解巻第十六／本云
之令本／加首書畢

畢／寛永十一年仲秋

員外／弘長三年十月二十一日於西郊重加一見畢

／同年十一月八日属休日粗抄書畢／建治二年四月三日引合正親町之

校畢／万治四辛丑仲春仲旬

本君／加朱書畢

権大納言藤在判／建治二年五月二十七日引合正親

冊二三﹁令集解巻第二十二／弘長元年九月三十日於亀山殿宿所見合

羽林中郎将藤原﹂

大府侍郎中原職忠／右以中家本令書写之遂一

本校合畢／慶長三年六月十九日於灯下令校合畢／吏部清原秀賢﹂

冊一八﹁令集解巻第十七／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点畢
員外宰相藤判／右以清家之本写之一校畢／寛永十一甲戌季秋日

吏部清原秀賢／万治
四年巳季春初三令一校畢

町本校合／慶亥蒲月念一課少内記賢好令校了

冊一九︵奥書欠︶

冊二四﹁令集解巻第二十三

羽林中郎将藤原﹂

冊二〇﹁令集解巻第十九／弘長元年四月二十五日於亀山殿宿盧見合

加朱点畢／員外宰相藤判﹂

中原職忠／万治四辛丑孟春初七令一校畢

本／書畢近日可有仙洞如法経嚢予奉行之間委／不畢見此巻政道至要

冊二五﹁令集解巻第二十四／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点

禄令／弘長元年九月日於亀山殿令一見

羽林中郎将藤原﹂

也可抄出 中宮大夫藤在判／同三年九月二十一日於同所重加一見畢

畢

員外宰相藤判／弘長二年正月二十五日於石清水八幡宮見合／本

員外宰相藤判﹂

今日／評定之次可有五位蔵人廷尉佐所望輩沙汰／畢傍見／此巻／建

畢

冊二六﹁令集解巻第二十八／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点
吏部清原秀賢／寛永十一年林鐘課少外記生職令校合畢

治二年四月三日引合正親町本校合畢／慶長四年五月十三日課少内記

賢好令校合
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建治二年五月二十六日引合正親町之本校合／畢／慶長三歳端午後五

書加首書畢月去二十二日両院女院之参籠／当宮予従駕経廻之間也／

灯下令校畢

判／建治二年七月引合正親町之本校合了／慶長三年七月二十三日於

弘長二年五月六日於有馬温泉見合本書加／首書畢

員外宰相藤判／弘長二年五月六日於有馬温泉見合本書加

公式令／弘長元年九月日於亀山殿令一見

権大納言藤原在

令一校畢 清原秀賢L

冊三四﹁令集解第三十六

吏部清原秀賢L

冊二七﹁令集解巻第二十九／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点

加朱点畢

権大納言藤原在判／建治二年七月引合正親町之校合了／

皇后

畢

／首書畢

員外宰相藤判／弘長二年閏七月二十日見合本書加首書畢

宮大夫藤判／建仁二年六月二十九日引合正親町之本校合／畢／慶長

慶長三年七月二十三日於灯下令校畢

倉庫厩牧／弘長元年九月日於亀山殿令

吏部清原秀賢﹂

三年仲春十一日灯下全一校畢 吏部秀賢﹂

冊三五﹁令集解巻第三十八

員外宰相藤判／弘長二年七月十日見合本書加首害畢

権大納言在判／建治二年七月九日引合正親町之本校合畢／慶戌仲

一見加朱点畢

冊二八﹁令集解巻第三十／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点畢
員外宰相藤判／弘長二年三月朔日乍臥病序見合本書加首／書畢
権大納言藤在判／建治二年五月二十五日引合正親町之本校合／畢／

清原秀賢﹂

夏初九森雨打窓不能眠令一校之也

吏部秀賢判﹂

慶長戊戌爽鐘十一日於口口下

冊三六﹁令集解巻第四十／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点畢

皇后宮

冊二九﹁令集解巻第三十一／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点

員外宰相藤判／弘長二年閏七月二十日見合本書加首書畢

大夫藤在判／建仁二年六月二十九日引合正親町之本校／合畢／慶長

畢 員外宰相藤判﹂

冊三〇﹁令集解巻第三十二／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点

三年仲春十一日灯下令一校畢

活字刷印起辛未四月止壬／申正月非不致其労然又不能無錯置請読／

吏部秀賢﹂

畢 員外宰相藤判﹂

権大納

識語冊三六﹁右令集解旧本凡五十巻今所存三十五巻／有脱文誤字余

員外宰相藤判／弘長二年四月十一日見合本書加首書畢

冊三一﹁令集解巻第三十三／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点

畢

石川介識﹂

者増補校正之／明治五年正月

一・一六

D二六

発見／東京書林／須原屋茂兵衛︵中略︶山城屋佐兵衛﹂法〇九一

日

言藤判／慶長三年仲秋令一校畢 清原秀賢﹂

刊記冊一二・二四・三六﹁蕉園石川介校字活刷／明治四年辛未八月
権大納

員外宰相藤判／

員外宰相藤判／弘長二年四月十一日見合本書加首書畢

冊三二﹁令集解巻第三十四／弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点
畢

言藤判／慶長三年仲秋令一校畢 清原秀賢﹂

冊三三﹁弘長元年九月日於亀山殿令一見加朱点畢
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⑳神祇令集解写一冊
﹃明治大学刑事博物館目録﹄第五三号三〇頁参照︒

三 日本古代における法の受容をめぐって

i僧尼令と道僧格に関する研究ノートー
中国の律令を継受した大宝︑養老律令につきましては︑これまで非

推定した︒

滝川政次郎氏は︑道僧格の成立を貞観一〇年︵六三六︶と推定した︒

なぜなら﹃仏祖統紀﹄巻三九の貞観九年一〇月の記事によると︑延興

寺の僧玄碗法師が僧尼の犯罪は一般刑法でなく︑戒律によって処断す

べき旨を遺表し︑太宗がこれを嘉納したこと︑そして﹃仏祖歴代通

載﹄巻一二の﹁丙申参金科︑明為条制﹂という記事は道僧格の編纂を

二葉憲香氏は︑滝川説を批判し︑﹁道僧格とよび得るものの成立は︑

示すと解し︑唐初には道教が仏教に優先したので︑道僧格の成立は貞

いて考察することは︑とても不可能でありますので︑ここでは唐の道

一度だけではない︒武徳九年︵六二六︶の詔によるもの︑﹃唐会要﹄

常に長年にわたりまして様々な角度から論じられてきた︑ということ

僧格を継受した僧尼令がどのように適用されたか︑という一点に絞り︑

に﹃旧定﹄とよぶもの︑永徽六年︵六五五︶或は永徽の初の勅による

観一〇年と推定したのである︒

この問題を考えたいと思います︵本稿は︑昭和六三年一〇月一六日︑

もの︑そしてそれに対する﹃旧格﹄とよぽれるもの等は︑それぞれ道

は御存知のとおりであります︒短い時間の中で︑律令全体の継受につ

大阪経済法科大学で行われた法制史学会第三六回研究大会における口

しかし中井真孝氏は︑二葉説にも﹁疑問がないわけではない﹂とし

踏襲し︑井上光貞氏もこれにならっている︒

も強いものが︑永徽の格だからである︒そして高取正男氏は二葉説を

僧格にあてる︒なぜなら僧尼の犯罪を俗法によって処罰する傾向の最

僧両者に関する格である﹂といい︑僧尼令のよった道僧格を永徽の道

道僧格研究の回顧

頭発表のために準備した研究ノートに基くものである︶︒

e

本論に入る前に︑まず道僧格研究の歩みをごく簡単に紹介しておく
ことにしたい︒

ている︒

このように道僧格の成立年代については意見が分かれている︒

一条冬良の﹃後妙華寺殿令聞書﹄には︑

唐ノ開元令ニハ僧尼令ナシ︒唐ノ道僧格ト云書ヲ以テ︒僧尼令ニ

説は︑一条冬良以来の説をくつがえそうというものである︒しかし︑

他方で牧野巽氏は︑道僧格と僧尼令との母子関係を認めない︒牧野

とある︒この記事に基き︑三浦周行氏は僧尼令の母法は道僧格であり︑

これに対しては秋月観暎氏の批判があり︑秋月氏は僧尼令集解および

ツクリナス也︒

﹃日本国見在書目録﹄に﹁僧格一巻﹂とあるものは道僧格にあたると

U1一
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﹃後妙華寺殿令聞書﹄の記事に従い︑道僧格から僧尼令への継受を妥

僧格文のあったことを示し︑×はなかったことを示す︒また一は︑な

老の僧尼令を基礎に復原しており︑方法の誤りがある︒なぜなら︑本

んら言及されていないことを示している︒これらのうち︑秋月案は養

それから道僧格は散逸したけれども︑逸文が伝わるので条文の復原

来の継受関係は︑道僧格から大宝僧尼令へ︑それから養老僧尼令へで

当としている︒

が試みられているが︑唐令の復原研究に比べて粗さが目立つ︒︹表1︺

ある︒ゆえに復原は︑大宝令を基礎にしなければならない︒

このように道僧格の研究を回顧すれぽ︑いくつか課題が残されてい

る︒たとえぽ成立年代が未確定なことである︒また今後の格文の復原

てみたものである︒

秋月説は﹁道僧格の復旧について﹂により︑二葉説は﹃古代仏教思

○

○
○

○

×カ

○

取童子条

不詳

不明

不明

7

飲酒条

不詳

○

○

8

有事可論条

○

○

○

9

作音楽条

不詳

○

○

○

○

○

不詳

不明

○

不明

明
一不

4

三宝物条

5

非寺院条

6

12不得轍入条

20身

不詳

不明

不明

○

○

○

不詳

不明

不詳

○

○

○

条

不詳

不明

不明

25外国寺条

不詳

不明

26布施条

不詳

不明

不明

不詳

×

×

23教

化条

24

家
出

×

27焚身捨身条

X

不詳

あろう︒

不明

22私度条

糊・

×

○

○

狸・

不詳

死条

○

14任僧綱条

O
17有私事条

墜・・墜・

19遇三位条

21准格律条

○

18不得私蓄条

○

15修営条
16方便条

○

令ー﹂︵﹃神戸学院法学﹄＝二ー二︶などの成果が活用されるべきで

には︑砂川和義・成瀬高明﹁大宝令復元研究の現段階︵こ︶1僧尼

不詳

自還俗条

○
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は︑初めて復原を手掛けた秋月氏および二葉氏︑井上氏の案をまとめ

○

想史研究﹄所収の﹁僧尼令の研究﹂により︑井上説は﹁仏教と律令

○

3

○

−僧尼令の刑罰体系−﹂による︒また明法家については︑﹃令集

不明

卜相吉凶条

○

解﹄所載の諸注釈を参照した︒各項目の○は︑僧尼令文に対応する道

不明

︹表1︺ 僧尼令文に対応する道僧格文の存否

不詳

10聴着木蘭条

井上説
○

2

○

葉説
○

11停婦女条

○

不詳

観玄象条

秋月説

○

1

○

行条
13禅

明法家

○
○

＼
＼

＼

◎ 古代法令の伝達と一部施行

ヲ頒付ス﹂とある︒すなわち︑この日︑法典頒布に先んじて大宝令制

によるまつりごとの始まりが全国七道に宣告されたのである︒ちなみ

善往法師ヲ大僧都ト為シ︑弁照法師ヲ少僧都ト為シ︑僧照法師ヲ律師

に︑大宝二年正月二五日条には﹁詔シテ智渕法師ヲ以テ僧正ト為シ︑

令はどのように扱われたのか︒周知されたのか︑あるいはされなかっ

ト為ス﹂とあるように︑四名の僧綱が任命されている︒第四節で述べ

つぎに︑唐の法制を包括的に継受して成った日本律令の中で︑僧尼

たのか︒受容された法の運用を考えるとき︑法の伝達の問題は重要で

るように︑かれらの選任の法的根拠は︑同年正月二三日付太政官処分

ﾟ集解﹄僧尼令任僧綱条の令釈所引︶および大宝僧尼令の任僧綱条

ある︒古代における法の伝達については︑前稿﹁日本古代法史をめぐ
る二︑三の問題﹂︵﹃明治大学刑事博物館年報﹄一九︶で述べたことが

あるので︑一部重複するが報告に必要な範囲で史料を引用したい︒

第一に︑﹃続日本紀﹄大宝元年︵七〇一︶四月七日条には﹁右大弁

であろう︒これらによれば︑大宝の律令法典の頒布に先立ち︑任僧綱

条が施行されたのを知ることができる︵︹表2︺参照︶︒

第四に︑大宝元年八月八日条には﹁明法博士ヲ六道二遣シテ︵西海

道ヲ除ク︶︑新令ヲ講ゼシム﹂とあるように︑明法博士が六道諸国に

従四位下下毛野朝臣古麻呂等三人ヲ遣シテ︑始メテ新令ヲ講ゼシム︒

親王諸臣百ノ官人等就キテ之ヲ習ウ﹂とあり︑初めて大宝令が講じ

派遣され︑大宝令について講義している︒

第五に︑大宝二年二月一日条には﹁始メテ新律ヲ天下二頒ッ﹂とあ

られている︒これは︑政治権力の上層部への伝達を示す記事と解され
る︒

罰法規のほうが行政法規にあたる令におくれて伝達されたことを示

り︑刑法典にあたる律が天下諸国に伝達されている︒この記事は︑刑

安寺二説カシム﹂とあり︑僧尼令の内容が大安寺で解説されている︒

す︒律がおくれたのは︑撰修作業が令に比べて遅滞していたからと推

第二に︑同年六月一日条には﹁正七位下道君首名ヲシテ僧尼令ヲ大

道君首名は︑僧尼令の編さん者と目される人物である︒為政者の側に

測される︒しかしなお不分明な点も残る︒

の講義が初めて行われた︒そして一〇月一四日条には﹁律令ヲ天下ノ

第七に︑同年七月三〇日条には﹁始メテ律ヲ講ズ﹂とあり︑大宝律

いる︒

読習セシム﹂とあり︑内位外位をもつ文官武官に大宝令を読習させて

第六に︑同年七月一〇日条には﹁詔シテ内外文武ノ官ヲシテ新令ヲ

は︑僧尼令の存在と禁止事項を周知徹底させるねらいがあったのであ
ろう︒

第三に︑同年六月八日条には﹁勅スラク︑凡ソ其ノ庶務ハ︑一二新
令二依レ︒又国宰郡司︑大税ヲ貯工置クコト︑必ズ法ノ如クスベク︑
如シ閾怠有ラバ︑事二随イテ科断セン︒是ノ日︑使ヲ七道二遣シテ︑

新令二依リテ政ヲ為シ︑及ビ大祖ヲ給ウノ状ヲ宣告シ︑井ビニ新印様
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（『

日

大宝律令の伝達経過と一部施行

月
内

容

伝達方式

右

同

朗読・口達

道君首名に大安寺で僧尼令を講説させる︒

朗読・口達

令の施行

の施行︶︒

通

達

朗読・口達

制約もあるので前者の例として准格律条および有事可論条について検

条文の運用を紺比して考えることが効果的である︒本稿では︑紙幅の

道僧格から継受された条文の運用を考察するとともに︑僧尼令固有の

て︑どう運用されたかを考えようとするものである︒そのためには︑

て非なるものとなる︒この報告は︑道僧格が僧尼令の中に受容され

与が多少とも伴うし︑干与があれば︑できあがった新法は母法とは似

切離され︑異なる土壌に継受される際には︑受容する側の主体的な干

れているとおりである︒しかし法が形成維持された本来の諸条件から

格および僧尼令の語句には共通点が多い︒このことは︑すでに指摘さ

れぽならない︒僧尼令集解に引用された道僧格逸文を見る限り︑道僧

に継受されたのか︒条文の内容にまで立入って具体的に考えてみなけ

詔して智淵を僧正に︑善往を大僧都に︑弁照を少僧都に︑ 僧照を律師に任命する︵任僧綱条

太政官処分により︑僧綱任命の施行細則を定める︒

明法博士を六道に派遣して︑大宝令を講説させる︒

庶務︑新令に依るべきことを勅し︑使を七道に派遣して大宝令に依る為政を宣告する︒

下毛野朝臣古麻呂ら三人を派遣し︑親王諸臣百官人等に対して初めて大宝令を講説させる︒

の

︹表2︺

年号一西暦

七〇一

正・二三
正・二五

内外文武官に大宝令を読習させる︒

初めて大宝律を天下に頒つ︒

大宝律令を天下諸国に頒布する︒

初めて大宝律を講説させる︒

る︒古代の立法者は︑大宝律令の伝達を積極的に進めた︒そして一連

ど音声言語による方法︑および法文の写しを頒布する方法をとってい

達方式によったことが明らかである︒︹表2︺のとおり︑法文解説な

そしてこれらの史料によれば︑律令の伝達は朗読・口達方式および通

る︒このように大宝律令の伝達は︑一年半の日月をかけて行われた︒

諸国二頒チ下ス﹂とあり︑全国諸国に大宝律令の頒布が完了してい

七〇二

事

の法令伝達過程の初めに︑僧尼令が大安寺で講義されたこと︑および
令法典頒布前に任僧綱条が施行されたことが特徴的である︒

㊧ 准格律条の継受

達

記

つぎに︑道僧格の規定は体系的な日本律令の編纂過程で︑ どのよう
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通

八八一七
四〇〇一

八六六四
〇七七二

大宝元
大宝二

討し︑後者の例として任僧綱条および有私事条についてそれぞれ検討

挙セソ所ノ徒衆︑皆連署シテ官二牒セヨ︒若シ阿党朋扇シテ︑浪

轍ク換エルコトヲ得ザレ︒若シ過罰有リ︑及ビ老病ニシテ任エザ

リニ無徳ノ者ヲ挙スルコト有レバ︑百日苦使セヨ︒一任ノ以後ハ︑

︵参照条文︶

レバ︑即チ上ノ法二依リテ簡︒ヒ換エヨ︒

したい︒

准格律条

有私事条

凡ソ僧尼︑私ノ事ノ訴訟有リテ︑官司二来リ詣レバ︑権二俗ノ形

凡ソ僧尼犯スコト有リテ︑格律二准ズルニ︑徒年以上ナルベキハ
還俗︒告牒ヲ以テ徒一年二当テルコトヲ許セ︒若シ余罪有レバ︑

二依リテ事二参レ︒其レ佐官以上及ビ三綱︑衆ノ事︑若シクハ功

准格律条は僧尼に対する刑罰の適用や拘禁法などを定め︑僧尼令の

自ラ律二依リテ科断セヨ︒如シ百杖以下ヲ犯セバ︑杖十毎二苦使

未ダ判詫ラザレバ︑並ビニ散禁︒如シ苦使ノ条制外二︑復タ罪ヲ

刑罰体系の総則的規定である︒井上光貞氏は︑道僧格から大宝令への

徳ノ為二︑官司二詣ルベキハ︑並ビニ床席ヲ設ケヨ︒

犯シテ還俗二至ラザレパ︑三綱ヲシテ仏法二依リテ事ヲ量リテ科

継受︑さらに大宝令の修正による養老の准格律条の成立について考証

十日セシメヨ︒若シ罪還俗二至ラズ︑及ビ還俗スベシト錐ドモ︑

罰セシメヨ︒其レ還俗シ︑井セテ罰セラルルノ人ハ︑本寺ノ三綱

し︑この条文の前半部と道僧格文とはほぼ同内容だったと結論してい

る︒そして井上氏は︑准格律条が﹁決して空文でなかったことは︵中

及ビ衆事ヲ告スルコトヲ得ズ︒若シ謀大逆︑謀飯︑及ビ妖言シテ
衆ヲ惑ワセパ︑此ノ例二在ラズ︒

体として施行された﹂と述べている︒井上氏の論述によれぽ︑唐から

略︶疑いを容れないところである﹂と述べ︑僧尼令は﹁刑罰体系の総

凡ソ僧尼事有リテ論ズベキニ︑所司二縁ラズシテ︑轍ク表啓ヲ上

輸入された道僧格の規定は︑准格律条にうつりかわり︑つつがなく施

有事可論条

リ︑井セテ官家ヲ擾乱シ︑妾リニ相嘱請スレバ︑五十日苦使セ

行されたことになる︒

から︑新法への背反というような反作用が生ずるのが当然である︒井

ただし外国法が導入されたとき︑社会なり或いは規律対象となる側

ヨ︒再ビ犯セバ︑百日苦使セヨ︒若シ官司及ビ僧綱︑断決不平ニ
シテ︑理屈滞スルコト有リテ︑申論スベキコト有レパ︑此ノ例二
在ラズ︒

研究史を顧みても︑僧尼令の実際の効力がどうだったかについては︑

上氏の見解には︑法の受容という視点からの考察はみられない︒また

凡ソ僧綱ヲ任ズルコトハ︵律師以上ヲ謂ウ︶︑必ズ徳行アリテ能

効力否定説が優勢を占めている︒すなわち禿氏祐祥︑井津鳴海︑橋本

任僧綱条

ク徒衆ヲ伏シ︑道俗欽仰シテ︑法務二綱維タラン者ヲ用ウベシ︒
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る状況がある︒

に評価している︒これらに対し︑井上氏ひとりが効力を肯定してい

政良︑田村円澄︑吉田一彦氏らは僧尼令の効力を否定的ないし消極的

申セ︒判リテ山居ノ隷スル所ノ国郡二下セ︒毎二山二在ルコトヲ

レヨ︒在外ハ︑三綱国郡二経レヨ︒実ヲ勘エテ並ビニ録シテ官二

求メテ服餌セント欲セバ︑三綱連署セヨ︒在京ハ︑僧綱玄蕃二経

知レ︒別二他処二向ウコトヲ得ザレ︒
任僧綱条︵前節参照︶

井上説については︑すでに前稿においてその論拠を検討したので︑
ここでそれを再論することは控えて︑つぎに僧尼令固有の条文として︑

身死条

使二付ケテ官二申セ︒其レ京内ハ︑僧綱季別二玄蕃二経レヨ︒亦

凡ソ僧尼等身死ナバ︑三綱月別二国司二経レヨ︒国司年毎二朝集

任僧綱条を例にとってその運用をくわしく検討してみたい︒

⑳ 任僧綱条の施行

一に養老の僧綱関係五か条は︑大宝僧尼令でもほぼ同文であった︒第

任僧綱条を中心とする五か条の法意について確認しておきたい︒第

年ノ終リニ官二申セ︒

二四九頁六行右に﹁道僧格二於テハ︑僧綱有ルコト元シ﹂とあるよう

僧綱は︑僧正︑僧都︑律師から成る仏教統制機関である︒﹃令集解﹄

に︑僧綱は日本令に固有の法制である︒僧尼令には︑僧綱に関し五か

二に僧尼令制において僧綱は治部省管轄下の玄蕃寮の下に位置づけら

れている︒第三に僧綱に課された行政上の任務は︑玄蕃寮への諸々の

条の規定がある︒法典編纂者は︑道僧格を受容する一方で︑わが国独
自の法制をもたくみに融合させているのである︒

届出︵たとえぽ僧尼の還俗・死亡︑山居の出願など︶を伝達すること

管轄地域は京内に限られた︒第四に僧綱の任命は︑僧侶らの推挙に基

︵参照条文︶

凡ソ僧尼自ラ還俗セパ︑三綱其ノ貫属ヲ録セ︒京ハ僧綱二経レヨ︒

いて行なわれた︒在任中の僧綱は︑身分を保障された︒そして第五に

にすぎない︒届出に関し︑僧綱に裁量の余地はない︒行政上の僧綱の

自余ハ国司二経レヨ︒並ビニ省二申シテ除キ附ケヨ︒若シ三綱及

僧綱本来の任務は︑仏教の戒律にもとつく仏教界の管理である︒

自還俗条

ビ師主︑隠シテ申サザルコト︑三十日以上ナラバ︑五十日苦使セ

かつて井上光貞氏も︑玄蕃寮と僧綱との関係について論じたことが

ある︒しかし井上説は参照条文が異なり︑私見とはへただりが大き

ヨ︒六十目以上ナラバ︑百日苦使セヨ︒
有事可論条︵前節参照︶

い︒私見は︑すでに拙稿で述べたとおりであるが︑その後の研究状況

から再考したい点も生じている現状である︒

禅行条
凡ソ僧尼禅行修道有リテ︑意二寂静ヲ楽イ︑俗二交ラズ︑山居ヲ
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みたい︒前述のとおり︑大宝元年六月一日条には﹁正七位下道君首名

つぎに任僧綱条がどのように施行されたか︑経過を詳しく追求して

える努力が続く一方で︑法秩序の形骸化してゆくようすを知ることが

どのような帰結をもたらしたか︒次の史料をみてゆくと︑僧綱制を整

第一に︑和銅四年︵七一一︶七月一日条には﹁詔シテ日ク︑律令ヲ

できる︒

僧尼令には禁止規定︑罰則ぼかり多く定められている︒ゆえに︑この

張リ設ケルコト︑年月已二久シ︒然レドモ纏一二ニヲ行イ︑悉ク行ウ

ヲシテ僧尼令ヲ大安寺二説カシム﹂とみえ︑僧尼令が解説されたが︑

解説に納得した僧尼は少なかっただろう︒それから半年後︑大宝二年

コト能ワザルハ︑良トニ諸司怠慢シテ恪勤ヲ存セザルニ由リテ︑遂二

名ヲシテ員数二充テテ空シク政事ヲ廃セシム︒若シ違犯シテ考第ヲ相

正月二三日には僧綱推挙のため太政官処分︵﹃令集解﹄二三二頁三行
右︑任僧綱条令釈所引︶が下され︑﹁僧綱ヲ任ズルニハ︑在京諸寺ノ

隠ス者有レバ︑重キヲ以テ之ヲ罪シテ︑原ス所有ルコト無ケン﹂とあ

る︒律令を施行して久しいにもかかわらず︑実施された法は︑一︑二

僧ヲ︑薬師寺二請集シ︑傍チ大弁一人︑史二人︑式部輔一人︑丞録各
一人︑治部玄蕃主典以上ノ官人並ビニ之二集工︒少弁以上ノ大夫宣

第二に︑和銅五年︵七一二︶五月一七日条には﹁諸司ノ主典以上︑

にすぎず︑この事態は官人の怠慢によると述べている︒

定められた︒そして初めての僧綱推戴は︑右の細則に従いつつ︑大宝

井ビニ諸国ノ朝集使等二詔シテ日ク︑法ヲ制シテヨリ以来︑年月俺久

命︒弁官式部ハ左二列シ︑治部ハ右二列ス﹂とあるような施行細則が

僧尼令の任僧綱条該当条文を法的根拠として行われた︒こうして大宝

ウ者有レバ︑即チ其ノ犯二准ジテ律二依リテ科断セン﹂とある︒ここ

ニシテ︑未ダ律令二熟セズ︑多ク過失有リ︒今ヨリ以後︑若シ令二違

四名から成る僧綱が誕生したのである︒表面上︑任僧綱条は円滑に施

では︑法の制定以来久しいにもかかわらず︑律令に習熟せず︑過失の

二年正月二五日に︑僧正智渕︑大僧都善往︑少僧都弁照︑律師僧照の

行されたように見える︒しかしその他の新法施行の実態はどうか︒次

多いことが指摘されている︒

二印ヲ充ッ﹂とあり︑僧綱に印章が支給されている︒ところで養老令

第三に︑霊亀二年︵七一六︶五月二八日条には﹁僧綱及ビ和泉ノ監

節で検討したい︒

⑤ 新法施行の実態

法の本質的な様相は︑マヅクス・ウェーバーによれぽ︑法の担い手

︵参照条文︶

明記されている︒

では僧綱がやりとりする公文書に︑公式令移式条が準用されることが

および司法制度の中に見出される︒そして法の受容とは︑言葉をかえ

公式令移式条

−M・ウェーバー説に関連して−

れぽ法の担い手の変化である︒では担い手の変化は︑僧尼令の施行に
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刑部省移ス式部省

濤リ︑戻リテ巫術ヲ執リ︑逆カシメニ吉凶ヲ占ウ︒毫程ヲ恐脅シテ︑

令ヲ犯ス︒︵中略︶方今僧尼轍ク病人之家二向イ︑詐リテ幻怪ノ情ヲ

稽ク求ムル有ルコトヲ致ス︒道俗別無ク︑終二新乱ヲ生セン︒︵中略︶

其ノ事云々︒故移︒

録位姓名

後︑更二然スルコトヲ得ザレ︒村里二布告シテ︑勤メテ禁止ヲ加エ

年月日

右ハ八省ノ相移スル式︒内外ノ諸司ノ︑相管隷スルニ非ザレバ︑

ヨ﹂とある︒私度者の急増や小僧行基を中心とする集団の行為が仏教

実二主司厳断ヲ加エザルニ由リテ︑此ノ弊有ルコトヲ致ス︒今ヨリ以

皆移二為レ︒若シ事二因リテ管隷センハ︑以ヲ以テ故二代エヨ︒

戒律および律令に反すること︑僧尼による呪的な医療行為が社会的に

卿位姓

其レ長官ノ署ハ卿二准ゼヨ︵長官無ケレバ︑則チ次官判官署セ

悪影響をもたらすことなどについて述べられている︒

第五に︑同年五月一七日条には﹁詔シテ日ク︑率土ノ百姓︑四方二

ヨ︶︒国司モ亦此二准ゼヨ︒其レ僧綱ト諸司ト相報答セソモ︑亦
此ノ式二准ジテ︑移ヲ以テ牒二代エヨ︒署名センコトハ省二准ゼ

浮浪シテ︑課役ヲ規避シ︑遂二王臣二仕エテ︑或イハ資人ヲ望ミ︑或

イハ得度ヲ求ム︒王臣本属ヲ経ズ︑私二自ラ駈使シテ︑国郡二嘱請シ

ヨ︵三綱モ亦同ジ︶︒

しかし大宝公式令には︑右の移式準用規定はまだ設けられなかった

テ︑遂二其ノ志ヲ成ス︒蚊二因リテ︑天下二流宕シテ︑郷里二帰ラ

ト︑並ビニ律令ノ如クセヨ︒又令二依ルニ︑僧尼ハ年十六已下ノ庸調

ズ︒若シ斯ノ輩有リテ︑轍チ私二容止セバ︑状ヲ揆リテ罪ヲ科スルコ

と推定される︒ゆえに当時の僧綱は︑公文書による行政となじみにく
い存在だったと解される︒

つぎに︑仏教界のありさまについて養老元年︵七一七︶四月二三日

服ヲ着セン︒貌桑門二似テ︑情新盗ヲ挟ムハ︑詐偽ノ生スル所以ナ

法律二乖キ違エリ︒恣二其ノ情二任セ︑髪ヲ勇リ髭ヲ髭リテ︑轍ク道

令で構想された仏教統制秩序は︑この頃︑相当の破綻が生じていると

ほど︑混乱が生じている︒要するに︑以上の史料によれぽ︑大宝僧尼

ズ﹂とある︒詔の中で現状にふれ律令の徹底を強調しなければならぬ

ヲ輸サザル老ヲ取リテ︑童子ト為ルコトヲ聴セドモ︑而モ国郡ヲ経ル

リ︒姦究斯ヨリ起コル︒︵中略︶方今小僧行基︑井ビニ弟子等︑街衙

推測することができる︒ゆえにこれ以後の仏教政策は︑弾圧策および

条には﹁詔シテ日ク︑職ヲ置キ能二任スルハ︑愚民ヲ教工導ク所以ナ

二零畳シテ︑妄リニ罪福ヲ説キ︑朋党ヲ合セ構工︑指轄ヲ焚キ剥ギ︑

奨励策という互いに異質な政策が並行する︒律令国家の仏教には︑僧

ニ非ズンバ︑轍ク取ルコトヲ得ザレ︒又少丁已上ハ︑之ヲ聴スベカラ

歴門仮説シテ︑強イテ余物ヲ乞イ︑詐リテ聖道ト称シテ︑百姓ヲ妖惑

尼令に集約されているような公権力への従属化という側面と︑国家の

リ︒法ヲ設ケ制ヲ立テルハ︑其ノ姦非ヲ禁断スルニ由ル︒頃者︑百姓

ス︒道俗擾乱シテ︑四民業ヲ棄ツ︒進ミテハ釈教二違イ︑退キテハ法
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祭祀を執行する呪術的側面とが並存している︒朝廷の仏教政策に厳し

身分の確定が企てられた︒

四年五月十四日奏︒任僧綱告牒式左ノ如シ︒太政官牒ス︑僧綱︒僧其

第九に︑﹃令集解﹄二三二頁五行左の任僧綱条所引令釈には﹁養老

二つの国家的要請に起因していると思われる︒そして弾圧策とは︑養

乙︑今僧正位二擬ス︒右一人擬官スルコト右ノ如シ︒勅︑前件二依リ︑

さと緩やかさの起伏があるのは︑統制と奨励という︑互いに抵触する

老元年四月詔の末尾に﹁今ヨリ以後︑更二然スルコトヲ得ザレ︒村里

とある︒この式は︑貞観儀式および延喜太政官式でも基本的に継承さ

僧正其乙二告シ︑今状ヲ以テ牒ス︒牒致レパ状二准ゼヨ︒故二牒ス﹂

そして仏教奨励策とは︑僧綱を仲介とした文教政策であり︑養老二年

れている︒ゆえに︑この告牒式の制定は︑僧綱制の確立を示唆するも

二布告シテ︑勤メテ禁止ヲ加エヨ﹂とあるような取締りの強化である︒

冬一〇月一〇日条に﹁太政官︑僧綱二告ゲテ日ク︑智鑑時二冠タッテ︑

しかしながら︑養老六年︵七二二︶秋七月一〇日条所引の太政官奏

のと考えられる︒

ヲ顕表スベク︑又請益倦ムコト無クシテ踵ヲ師二継ギ︑材後進ノ領袖

bﾉは﹁比来僧綱等︑既二都座二孚ニシテ︑縦恣横行シ︑既二平理シ

衆二推譲セラレ︑法門ノ師範為ルベキ者︑宜シク其ノ人ヲ挙シテ高徳

二堪ウル者有レバ︑亦名蕩ヲ録シテ︑挙シテ之ヲ牒セヨ︒五宗ノ学︑

ウル者﹂を挙げて牒すべきこと︑﹁性分二随イテ皆学ヲ就サシム﹂べ

政官は︑僧綱に対して﹁法門ノ師範為ルベキ者﹂や﹁後進ノ領袖二堪

業亦麓細アリ︒宜シク性分二随イテ皆学ヲ就サシムベシ﹂とある︒太

最モ宗師ト称ス︒宗毎二挙スル人ハ並ビニ録セ︒次二徳根性分有リ︑

三蔵ノ教︑論討異有リ︑弁談同ジカラズ︒自ラ能ク宗義二該達セバ︑

奏言中で批難されるようなありさまだった︒そして太政官は僧綱を薬

事淳リニ蝶リテ︑終二令条二違エリ﹂とあり︑僧綱の行状が太政官の

衆是二由リテ帰仰ス︒然モ居処一二非ズ︑法務備ワラザルヲ以テ︑雑

ノ棟梁ナリ︒理義該通シテ︑戒業精勤ナリ︒緬侶之ヲ以テ推譲リ︑素

ズ︑一曹ノ細務︑極メテ擁滞多シ︒其レ僧綱ハ︑智徳具足シテ︑真俗

難シ︒彼此往還シテ︑空シク時日ヲ延シ︑尺蹟ノ案文︑未ダ決断ヲ経

第一一に︑天平一六年︵七四四︶九月二七日条には﹁勅シテ日ク︑

さねて奏し︑これを可とされている︒

師寺に居住させること︑および在京僧尼の諸行を禁断すべきことをか

きことなどを告げている︒

第七に︑養老三年一一月乙卯朔条によれば︑僧綱に詔して曰く︑神
叡法師と道慈法師に対し﹁食封各五十戸ヲ施シ︑並ビニ標揚優賞シテ︑

用イテ有徳ヲ彰スベシ﹂と記されている︒これは前年以来の文教奨励

キテ︑憲章ヲ畏ルルコト無ク︑壇ママニ利潤ヲ求メテ︑公民歳ゴトニ

凡ソ頃聞ナラク︑諸ノ国郡ノ官人等︑法令ヲ行ワズ︑空シク巻中二置

第八に︑養老四年︵七二〇︶正月四日条には﹁始メテ僧尼二公験ヲ

弊工︑私門日二増スト︒朕力股肱宣二此ノ如クナルベケンヤ︒今ヨリ

策に︑伏線をもつものであろう︒

授ク﹂とあり︑僧尼一般に対し証明書が発行され︑公権力による僧尼
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→．

シ﹂とあり︑一部の官人層の政治的腐敗が相当深まっているようすが︑

以後︑宜シク頒条二依リテ四考終ル毎二必ズ訪察ヲ加エテ奏聞スベ
恐れがある︒

らの条文の解釈に深入りすると︑不勉強な私には収拾のつかなくなる

凡ソ訴訟ハ皆下ヨリ始メヨ︒各前人ノ本司本属二経レヨ︒若シ路

︵参照条文︶

第＝一に︑天平一六年︵七四四︶九月三〇日条には﹁詔シテ日ク︑

遠ク及ビ事擬アレバ︑随近ノ官司二経レテ断ゼヨ︒断ジ詑リテ訴

勅の文言からうかがえる︒要するに︑ここには官界すなわち法を執行

今聞クナラク︑僧綱意二任セ印ヲ用イテ制度二依ラズ︒宜シク其ノ印

人服セズ︑上訴セント欲セバ︑不理状ヲ請イテ︑次ヲ以テ上陳セ

公式令訴訟条

ヲ進メテ大臣ノ所二置カシムベク︑今ヨリ以後一二前例二依リテ︑僧

ヨ︒若シ三日ヲ経ル内二給ワザレバ︑訴人給ワザル官司ノ姓名ヲ

する側の弛緩状況が映し出されている︒

綱ノ政モ亦官二申シテ報ヲ待テ﹂とあり︑僧綱制の混乱はおおうべく

録シ以テ訴エルコトヲ聴セ︒官司其ノ訴状二准ジテ︑即チ給ワザ

ザレパ︑上表スルコトヲ得︒

ル所由ヲ下推セヨ︒然シテ後二断決セヨ︒太政官二至リテ︑理セ

もない程である︒

以上のように︑和銅四年︵七一一︶以降︑天平一六年︵七四四︶に
至る三〇数年間の法と秩序の関係について史料を検討した︒法規の効

凡ソ罪ヲ犯セバ︑皆事発スル処ノ官司二於テ推断セヨ︒在京ノ諸

獄令犯罪条

えられる︒また客体となる民衆の順法意識の強弱も︑法規の効力と不

司ノ人︑京及ビ諸国ノ人︑在京ノ諸司ニシテ事発セバ︑徒以上ヲ

力は︑法を司る官人の意識および司法制度と深くかかわっていたと考

即不離の関係にあったと思われる︒前掲の諸史料によれば︑官人の怠

犯セバ︑刑部省二送レ︒杖罪以下ハ︑当司決セヨ︒其レ衛府ノ罪

獄令郡決条

人ヲ糺捉シ︑京二貫属スルニ非ザレバ︑皆刑部省二送レ︒

慢は歴然とし︑仏教界の混乱もまた深い︒

㈹ 善榿訴訟事件における関係条文の適用

について︑非常にむずかしい議論があることは︑周知のとおりであ

つぎに訴訟に関連する僧尼令の規定を検討したい︒律令の訴訟制度

此二准ゼヨ︶︒刑部省及ビ諸国︑流以上︑若シクハ除免官当ヲ断

照スベキハ︑即チ決配徴瞭セヨ︵其レ刑部ノ徒以上ヲ断ズルモ亦

送レ︒覆審シ詫リテ︑徒杖ノ罪︑及ビ流ノ決杖スベキ︑若シクハ

凡ソ罪ヲ犯セバ︑答罪ハ郡決セヨ︒杖罪以上ハ︑郡断定シテ国二

る︒訴に関する一般的な規定としては︑公式令訴訟条︑獄令犯罪条︑

ズレバ︑皆案ヲ連写シテ︑太政官二申セ︒按覆スルニ理尽キレパ

−律令の規定と生ける法をめぐってー

郡決条そして捕亡令有盗賊条などをあげるのが常であるが︑もしこれ
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遣シテ就キテ覆︸セ︒在山尽ハ︑更二省二就キテ覆セ︒

申奏セヨ︒即チ按覆スルニ事尽サザルコト有レバ︑在外ハ︑使ヲ

旨と解される︒ところが︑両条文が機能していないことを示す史料が

頼みごとをすることが禁止されており︑いわぽ一種の越訴を禁じた趣

告ヲ聞カン処︑随近ノ兵及ビ夫ヲ率イテ︑発スル処ヨリ縦ヲ尋ネ

凡ソ盗賊有リ︑及ビ傷殺セラレレバ︑即チ随近ノ官司坊里二告セ︒

記事である︒ちなみに承和元年︵八三四︶には﹃令義解﹄が施行され

条に載録された太政官符であり︑法隆寺の僧善榿の訴訟事件に関する

い︒これは︑﹃続日本後紀﹄承和一三年︵八四六︶

ある︒前稿で論じたことがあるので︑要点のみかいつまんで述べた

テ︑登チ共二追捕セヨ︒若シ転比界二入レバ︑須ラク比界ト共二

ている︒周知のとおり︑﹃令義解﹄は養老令の本文に準ずる法的効力

捕亡令有盗賊条

追捕スベシ︒若シ更二他界二入レバ︑所部ノ官司ト対シテ縦跡ヲ

が認められた官撰の注釈書である︒そして﹃令義解﹄施行からわずか

ノ緒尽キル処ノ官司精シク推討ヲ加エヨ︒若シ賊甲界二在リテ︑

本発スルノ所ノ使ノ人ハ︑須ラク縦ノ窮マルヲ待ッベシ︒其レ躍

美颪名を﹁強いて賎物を売﹂ったかどで訴えたのに始まる︒しかし登

古代の裁判史上名高いこの事件の発端は︑善榿が︑法隆寺の檀越登

一〇数年のちに︑この訴訟事件がぽっ発したわけである︒

一一月己亥朔壬子

量レ︒付ケ詑レバ︑然シテ後二比界ノ者ハ還ルコトヲ聴セ︒其レ

乙界ヲ傷盗シ︑及ビ屍両界ノ上二在レバ︑両界ノ官司︑対シテ共

美直名の刑事責任の追求はうやむやとなり︑事件の重点は善榿の違法

に左大史伴良田連宗の断罪文に注目したい︒すなわち︑

な訴状を受理した裁判官の弾劾へと移ってゆくのだが︑ここではとく

二追捕セヨ︒如シ状験ヲ獲ザレバ︑即チ懲拷ヲ加エルコトヲ得ザ
レ︒

僧尼令の二七条に限ってみると︑訴にかかわる規定としては二か条

る︒後者には︑﹁凡ソ僧尼︑事有リテ論ズベキニ︑所司二縁ラズシテ︑

て実際の史料の中では︑有私事条は﹁権俗之法﹂と呼ばれることがあ

時︑便宜の措置として俗服を着用すべぎことが明記されている︒そし

俗形二依リテ事二参レ﹂とあり︑僧尼が訴訟のため官司に出頭する

者は︑﹁凡ソ僧尼︑私ノ事有リテ訴訟シテ︑官司二来リ詣ラバ︑権二

俗ノ法︹有私事条︺ヲ設クト難ドモ︑而ルニ元来未ダ施行セズ﹂とあ

という部分である︒断罪文中の正躬王の主張によると︑﹁僧尼令二権

既二権俗ノ法ノ設ク︒何ゾ更二元来未ダ施行セズト称サンヤ﹂

ルニ元来未ダ施行セズテエリ︒其レ庶務ハ皆法令ヲ以テ本ト為ス︒今

ルニ正躬王所執ヲ称シテ云ク︑僧尼令二権俗ノ法ヲ設クト錐ドモ︑而

テエリ︒令二依ルニ︑先二俗衣ヲ着セシメ︑然ル後二訴状ヲ受ク︒而

﹁左大史伴良田連宗ノ断文二云ク︑諸弁須ラク善燈ノ申訴ヲ議スベシ

轍ク表啓ヲ上リ︑井セテ官家ヲ擾乱シ︑妄リニ相嘱請スレパ︑五十日

る︒権俗之法すなわち有私事条は実際には施行されない規定だといみ

あげることができる︒すなわち有私事条および有事可論条である︒前

苦使﹂とあり︑僧尼が所司を経由しないで上表したり︑官人に妄りに
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る︒

ぽ︑彼の行為はいわゆる法の不知の問題を想い起こさせ︑興味をそそ

いる︒善榿は︑有私事条の存在を知らなかったのではないか︒とすれ

ている︒しかし史料を読む限り︑善榿の訴は有私事条の手続に反して

じくも正躬王が明言している︒但し良田連宗はいちおうの反論を試み

論は︑ある明法家が﹁弁官二於テ訴訟ヲ推スルハ︑是レ往古ノ旧貫ナ

えることは︑奈良時代の前半から許されていたと考えられる︒この推

ったことがわかる︒ゆえに官人による抑屈・害政について︑弁官に訴

っても︑天平年間には弁官は提起された訴を受理しなけれぽならなか

坐セラLれた記事である︒森田悌氏も言及しているように︑これによ

これらの史料は九世紀中葉に有私事条︑有事可論条がうまく機能して

リ︒昨今ノ新意二非ズ﹂と主張していることと合致する︒とにかく︑

この事実は︑前述の有事可論条や公式令︑獄令の訴訟関係条文の趣旨

いなかったことを示している︒

ちなみに︑この訴訟で善榿の訴状は︑太政官に提出され受理された︒

にふれる︒太政官での訴訟受理については︑次のような史料がある︒

また断罪文には︑准格律条が十分機能していないことを示す一文が

含まれている︒すなわち﹁僧善榿ヲ答四十二処スルノ由ヲ問ウ︒永直

﹃令集解﹄公式令陳意見条古記
古記云ク︑抑屈トハ︑柾断セラルルナリ︒害政トハ︑非法二聚敏

長道等申シテ云ク︑猶答四十二処スベシ︒ナントナレバ︑所執ノ弁官

ノ申上ヲ案ズルニ︑俗形セシメズテエリ︒然レバ則チ弁官許容シテ︑

スルナリ︒今ノ行事︑弁之ヲ受推ス︒

古記は大宝令の注釈で︑天平一〇年︵七三八︶頃に成立した︒利光

シ︒従ハ一等ヲ減ジ答四十二処スベシテエリ﹂とある︒ここで善榿は

俗形セシメザルナリ︒律二准ズルニ︑官人百姓共二罪ヲ犯セバ︑官人

また天平七年︵七三五︶九月二八日条には﹁是ヨリ先︑美作守従五

答刑四〇にあたると判断されている︒しかし准格律条によると︑僧尼

三津夫氏も言及しているように︑﹁今ノ行事﹂すなわち慣例法−生

位下阿部朝臣帯麻呂等︑四人ラ故殺ス︒其ノ族人︑官二詣リテ申シ訴

が答刑杖刑の実刑に処されることはない︒なぜなら︑准格律条の苦使

ヲ以テ首ト為ス︒伍リテ許容ノ弁官ヲ罪首ト為シ︑答五十二処スベ

ウ︒而シテ右大弁正四位下大伴宿禰道足︑中弁正五位下高橋朝臣安麻

の換算規定により︑答刑四〇は苦使四〇日に換刑されるはずだからで

ける法1では太政官の弁官が取調べを行うと注釈されている︒

呂︑少弁従五位上県犬養宿禰石次︑大史正六位下葛井連諸会︑従六位

ある︒しかしながら︑ここで准格律条が援用された節のないのは不審

㈹

むすびにかえて

である︒

下板茂連安麻呂︑少史正七位下志貴連広田等六人︑訴人ノ事ヲ理メザ
ルニ坐セラル︒是二於テ所司二下シテ科断シ︑承伏既二詫ル︒詔有リ
テ並ビニ宥ス﹂とある︒これは︑殺人事件を太政官に訴えたにもかか
わらず︑これを受理しなかった弁官ら六人が﹁訴人ノ事ヲ理メザルニ
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受容した日本の律令は︑古代人の精神に果たしてどのように定着した

法典を整えた︒律令は精緻で普遍的な論理構造をもっている︒これを

国家は︑高い中国文明の所産である唐の律令を継受して体系的な律令

おわりに︑私の言いたいことを要約的に申し上げたい︒日本の古代

ているものの︑法文どおりの運用は困難な場合を指摘できる︒

に属す僧尼令の存在は影がうすい︒僧尼令は僧侶の法的な特権を定め

る継受法のありさまについて考察した限り︑律令法体系の中で周辺部

けれぽならない︒前述のような基本的な史料操作を経て︑古代におけ

し元来︑僧尼令は道僧格を母法とする継受法であることにも留意しな

献

のか︒このような素朴な問題意識が︑年来︑頭の片隅を占めていた︒

僧尼令は︑唐の道僧格を母法として編まれ︑養老令の法典中︑異例
文

秋月観暎﹁道僧格の復旧について﹂︵﹃歴史﹄四︶

考

ている︒道僧格および僧尼令については︑三浦周行︑滝川政次郎︑秋

同

参

月観暎︑牧野巽︑二葉憲香︑諸戸立雄︑井上光貞︑中井真孝ほかの諸

井上光貞﹁仏教と律令−僧尼令の刑罰体系−﹂︵同﹃日本古代思

の刑罰法規としての性格を示す︒その反面︑僧侶の法的な特権も定め

氏によって詳しく論じられているが研究史を回顧すると︑いくつかの

想史の研究﹄︶

﹁唐代宗教刑法に関する管見﹂︵﹃東方宗教﹄四・五合集号︶

課題が残されていることを指摘した︒

秩序は︑養老年間︵七一七〜七二三︶になると乱れが生ずること︒そ

行状況をあとづけ︑西暦七〇二年施行の大宝僧尼令で構想された統制

た︒それから︑これと対比して僧尼令固有の条文として任僧綱条の施

条をとりあげ︑僧尼令の積極的評価にはためらいのあることを述べ

いることを確認した︒そして道僧格から継受された条文として准格律

三浦周行﹁僧尼に関する法制の起源﹂︵同﹃法制史之研究﹄︶

牧野巽﹁慶元条法事類の道釈門﹂︵﹃宗教研究﹄九−二︶

二葉憲香﹃古代仏教思想史研究﹄

の形成と展開﹄︶

中井真孝﹁僧尼令における犯罪と刑罰﹂︵大阪歴史学会編﹃古代国家

滝川政次郎﹁令集解に見える唐の法律史料﹂︵同﹃中国法制史研究﹄︶

一﹄︶

して乱れをとりつくろうかのように︑仏教の奨励と弾圧という︑いわ

森田悌﹁太政官制と政務手続﹂︵﹃古代文化﹄三四i九︶

高取正男﹁奈良仏教﹂︵家永三郎編﹃日本仏教史

ば飴とムチの政策がとられるようになる︒つぎに﹃続日本後紀﹄の記

諸戸立雄﹁北魏の僧制と唐の道僧格﹂︵﹃秋大史学﹄二〇︶

つぎに僧尼令を含む大宝律令の伝達が︑周到な配慮の下になされて

事にもとづき︑八〇〇年代なかぽに有私事条︑有事可論条および准格

同

利光三津夫﹁律令裁判制度小論﹂︵同﹃律令制の研究﹄︶

﹁道僧格とその施行について﹂︵﹃集刊東洋学﹄三一︶

律条がうまく機能していないことを示した︒

僧尼令の考察は︑刑罰体系の精密さに目を奪われがちである︒しか
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