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Abstract
In this article, I provide an overview of the shifting in the system of appointment as the local administrative
official, referred to as gunji, and who was selected from regional powerful clans, during the ancient period of
Japan.
Along with many previous studies, this article discusses the system of appointment by focusing on both the
presence of the group consisting of multiple regional powers referred to as gunjiso and the relation between the
gunji and the emperor.
From these perspectives, the transition of the degree of centralization of the power in the ancient state during
the eighth and ninth centuries is revealed, and a view of the actual situation of centralization is obtained.

はじめに
日本古代史を考える上で，郡司（郡領）1 がユニークかつ重要な存在であることは言を俟た
ない。それ故，郡司制度に関する研究はこれまでに膨大な蓄積を有している。筆者もかつて
郡司と天皇の関係性に注目しながらその重要性について言及したことがある 2。
その中でもメインテーマとして取り上げられてきたのが，8～9 世紀における任用制度の変遷
に関する研究である。しかし任用制度に関する主要な研究の多くは，1990 年代前半までに
発表されたものが大半であり 3，もはやこれ以上議論の余地はないようにも思われる。
しかし現在，郡司制研究をめぐる状況は大きく変化している。その要因の一つが，全国各
地で次々と発見・発表されている地方官衙やその関連遺跡であろう。郡司を中心とした地域
有力者たちの活動の実態面を知る手がかりが飛躍的に増えたのである。特に一郡内に複数
の官衙的遺構が発見されることや 4，いわゆる「郡寺」，「郡衙周辺寺院」と呼ばれる郡家に近
接する地方寺院の中に，特定の氏族の枠を超えて造営されている例が確認されること 5 など
は重要である。郡司任用制度の考察も，このような地域社会の実態面に留意しながら進めて
いかなければならない。
その意味で，本来終身官とされていた郡司が実は頻繁に交替しており，郡司職は複数の地
域有力者からなる郡司層内で持ち回り的に継承されていたという須原祥二氏の研究 6 は傾聴
に値する。この指摘は，在地首長とされる特定の郡司氏族による，人格的支配を基礎とした
強力な地域支配というイメージに見直しを迫るものであり，複数から成る有力者層の存在は，
先述したような地方官衙や関連遺跡の存在形態と極めてよく合致するものでもある 7。
確かに，多様な地域性を持つ実態面と古代国家によって統一的に発令された制度とは必
ずしも即応するものではないかもしれない。しかし，8～9 世紀にかけての郡司任用制度の変
遷についても，複数の有力勢力からなる郡司層の存在を念頭に再考されるべきではないだ
ろうか。
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ところが，須原氏の指摘以降も任用制度に関する研究は散見するが，その考察は 8 世紀
までに限定される傾向が強い 8。郡司の任用関連法令は 9 世紀にもいくつか出されており，
郡司層の行方を考える上でも 8～9 世紀を見通した議論が改めて必要なのではないかと思わ
れる。そこで小稿では 8～9 世紀の郡司任用制度の変遷を，郡司層の存在を念頭に置きなが
ら考察していきたい。
また，筆者はかつて古代国家における郡司の重要性を論じた際，郡司読奏に注目し，古代
国家の地方支配の中央集権性は，郡司が天皇との直接的な関係の中で任用されることで保
障されていたと論じた 9。7 世紀半ばから 11 世紀に至るまで，国擬（国司による郡司候補者の
推薦）→式部省銓擬→郡司読奏（天皇・太政官による任用事実の承認・確定）→郡司召（任
官儀礼）という一連の郡司（評官人）任用手続きは変化しておらず 10，郡司読奏を核に形成さ
れる郡司と天皇の結びつきは，古代国家の地方支配の在り方を通時的に見通すメルクマー
ルとなり得る。したがって任用制度の在り方も郡司・郡司層と天皇との関係性に注目しながら
考察する必要があるだろう。
上記のような観点から，以下では郡司層の存在および郡司と天皇の関係性という二つの視
点に重きを置き，8～9 世紀の郡司任用制度について検討を加えたいと思う。この両者の関
係には，地域に根を張り現実に地域支配を行っている郡司層に対し，いかに古代国家が郡
司と天皇の関係性に象徴される中央集権的な地方支配理念を実体化していこうとしたのかと
いう，現実と理念の相克が現れているはずである。したがってこの両者の関係の変遷を追うこ
とは，延いては古代国家の地方支配の推移を測ることにもつながるだろう。

第 1 章 「譜第之選」 -理念の具体化と先鋭化第 1 節 天平 7 年制 -理念の具体化8 世紀の郡司任用政策の特徴は，「譜第之選」と呼ばれる，譜第による任用＝代々郡司を
輩出している家系に属しているという事実に依拠した任用に求められるだろう。次に掲げた
『続日本紀』天平 7 年（735）5 月丙子条は，初めて郡司の「譜第」について言及された史料で
ある。
制，畿内七道諸国，宜下除二国擬一外，別簡二難波朝廷以還，譜第重大四五人一副上之。
如有下雖レ无二譜第一，而身才絶倫，并労勤聞レ衆者上，別状亦副。並附二朝集使一申送。
其身限二十二月一日一，集二式部省一。
この天平 7 年制が出される以前に，郡司の任用基準を示したものとしては大宝・養老令を挙
げることができる。しかし旧稿で論じたように 11，そこでは郡司（評官人）を他の官人とは区別し
て天皇との直接的な関係の中で任用するという，孝徳朝以来の任用の枠組みが構造化され
るにとどまり，明確な郡司の任用基準が示されているとは言い難い。このことは天平 7 年制以
前においては，国家が主体的に一元的な任用基準を設定できる段階にはなく，各地域の情
勢に規制されながら郡司を任用していたことを示している。つまり，地域有力者層＝郡司層
の意向を強く反映した形でしか郡司を任用できなかったのである。
その後，郡司の世代交代が進んだ（「譜第」の蓄積が進んだ）こともあり，先に示した天平 7
年制で初めて「譜第」という一元的な任用基準が国家によって示されたことの意味は大きい。
ここに至り，古代国家は漸く郡司層への介入の糸口を掴んだと言い得る。孝徳朝において郡
司と天皇の間に築かれたバイパスに「譜第」という任用基準が注入されることにより，古代国
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家は天皇による一元的な地方支配（中央集権的地方支配）という理念を具体化することがで
きたと評価できる。「譜第」という系譜上の郡司就任者の多寡を問題とする任用方法は，畢竟，
地域有力者の中でも天皇との関係性をより重層的に形成してきた一族を優先的に郡司に任
用するということであり，世代を跨いだ天皇との結びつきが古代国家の地方支配における中
央集権性を担保することとなったのである。
また，この天平 7 年制と同日には次のような格も出されていた（『類聚三代格』巻 7 郡司事所
収弘仁 5 年（814）3 月 29 日太政官符所引天平 7 年 5 月 21 日格）。
（前略）右検二天平七年五月廿一日格一偁。終身之任理可二代遍一。宜三一郡不レ得
レ并二用同姓一。如於二他姓中一無二人可一レ用者。僅得レ用二於少領已上一。以外悉停
（後略）
レ任。
この天平 7 年格に見える「終身之任理可二代遍一」の意味をめぐっては二通りの解釈がある。
一つは「代遍」の意味を「かわるがわるあまねく」とし「郡領は終身の任であるから理としてその
任用は一氏族による世襲ではなく諸氏族がかわるがわるあまねく任用されるべきである」と解
釈 12 するものである。一方，「代遍」を「一生を通じて」の意であるとし「郡領は終身の任であっ
て，一生を通じて勤めるべき官職である」とする解釈 13 もある。これについては後者の説を支
持したい。『類聚三代格』巻 7 郡司事には「応レ停二郡司譲一レ職事」という事書をもつ元慶 7 年
（883）12 月 25 日太政官符が収められているが，そこには父子間での郡司職の相譲が盛行し
た結果，
（前略）遂使三調徭役民頓昇二入位之級一，外散位輩多満二諸国之中一，歴レ年稍多。
不三啻致二課丁之欠一。一宗伝譲，或忘二代遍之格一。（後略）
と，元郡司としての外散位が増加し，課丁数が減少していることが問題視されている。ここに
登場する「代遍之格」も「終身之任理可二代遍一」と規定した天平 7 年格を指すと考えられるが，
もし「代遍之格」により多くの氏族の中から郡司を「かわるがわるあまねく」任用するよう指示さ
れていたとするならば，郡司の頻繁な交替が助長されかねず，その場合外散位も増加するこ
とになる。元慶 7 年格の「代遍之格」は父子間の相譲にともなう外散位の増加を抑止するため
に強調されているのであり，その意味からも「代遍」を「一生を通じて」と解し，「代遍之格」とは
終身官としての郡司は頻繁に交替すべきではなく，終世在任すべき地位であるということを
定めたものと考えたい。
したがって天平 7 年制において古代国家が意図したのは，「譜第」基準の導入により中央
集権的な地方支配の深化を企図し，あわせて「代遍之格」により，郡司を長期在任させて地
方支配の安定化を図ることだったと考えられる 14。これにより，古代国家の中央集権的な地方
支配理念は枠組みだけではなく，「譜第」基準という形をとって具体化されたのである。では，
このような方向性はその後どのように展開するのだろうか。節を改めて考察したい。
第 2 節 天平 21 年勅前史
天平 7 年制に続いて出された任用関連法令のうち，最も注目すべきものは次に掲げた天平
21 年（749，天平勝宝元年）勅である（『続日本紀』同年 2 月壬戌条）。
勅曰，頃年之間，補二任郡領一，国司先検二譜第優劣，身才能不，舅甥之列，長幼
之序一，擬二申於省一。式部更問二口状一，比二校勝否一，然後選任。或譜第雖レ軽，
以レ労薦之，或家門雖レ重，以レ拙却之。是以其緒非レ一，其族多レ門。苗裔尚繁，
濫訴無レ次。各迷レ所レ欲，不レ顧二礼義一。孝悌之道既衰，風俗之化漸薄。朕窃思量，
理不レ可レ然。自レ今巳後，宜下改二前例一簡二定立郡以来譜第重大之家一，嫡々相継，
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莫上レ用二傍親一。終絶二争訟之源一，永息二窺窬之望一。若嫡子有下罪疾及不レ堪二時
務一者上，立替如レ令。
この勅は，郡司（郡領）の任用に際し「簡二定立郡以来譜第重大之家一」（傍線部）とし，今後
はその中での嫡系相継を命じた内容となっている。従来この勅については，中国の儒教的な
倫理観の影響が強く表れている 15 ことや，銓擬対象（譜第基準の適用範囲）の明確化・固定
化を打ち出したものである 16 といったことなどが指摘されている 17。そしてその目的についても，
新たな「譜第」発生の抑止による郡司の地位の安定化 18，あるいは家父長的支配体制導入
による郡内秩序の安定化を図ったもの 19 という見解や，多様な「譜第」を有する郡司候補者の
絞り込みを行うことで，郡内有力者の政治編成を行おうとした 20 などの指摘がある。ただしそ
の影響については，実効性をほとんど認めない見解 21 と，ある程度の影響を認める見解 22 と
に分かれている状況である。ではこの天平 21 年勅はどのように理解できるのだろうか。
そこでまず，天平 7 年制以降，21 年勅以前の郡司の任用をめぐる状況を確認しておきたい。
次に掲げたのは，『類聚三代格』巻 7 郡司事所収天長 4 年（827）5 月 21 日官符所引天平 10
年（738）4 月 19 日格と同格を受けての式部省の対応を記した部分である。
（前略）太政官去天平十年四月十九日符偁，奉 レ勅，郡司縁二身労効一被レ任一世
者，不レ得下取二譜第一之限上者。因レ茲省家所レ行，労効二世已上既為二譜第一。（後
略）
ここでは天平 7 年制に見られたような「難波朝廷以還，譜第重大」なる者以外にも，「労効」
＝中央官庁や国府等への勤務実績が認められて郡司に任用された場合 23 でも，郡司就任
事実が二世以上積み重ねられれば，その子孫は「譜第」を認められていたことが確認できる。
孝徳朝の立郡（立評）に遡る「譜第」のみならず，労効による譜第，さらには天平 7 年制で「雖
レ无二譜第一，而身才絶倫，并労勤聞レ衆者」と表現される無譜者（郡司就任者の系譜に連なら
ない者）も郡司就任の可能性が残されていたことを考慮すれば，天平 10 年段階での「譜第」
が意味する内容は実に多様であり 24，また拡大する傾向にあったことが分かるだろう。これは
当時の郡司層内の状況を投影したものであると考えられ，天平 7 年制の「譜第」基準導入に
伴い，郡司層を構成する地域有力者たちが様々な形で「譜第」を獲得し，郡司への就任に備
えていたことを示唆している 25。さらに『続日本紀』天平 14 年（742）5 月庚午条には，
制，凡擬二郡司少領已上一者，国司史生已上共知簡定。必取二当郡推服，比郡知聞
者一，毎レ司依レ員貢挙。如有二顔面濫挙一者，当時国司随レ事科决。（後略）
とあり，郡司候補者を式部省に擬申すべき国司に対し，定員にしたがって後任者を擬申（「毎
レ司依 レ員貢挙」）するよう求め，欠員以上の擬申（「顔面濫挙」）を戒めている。これは裏返せ
ば，国司が生じた欠員以上に郡司候補者を擬申していたことを示していると考えられ，先に
見たように多様な「譜第」を主張する郡司層の中から，国司が郡司候補者を絞り切れていな
い様をうかがうことができるだろう。天平 21 年勅には「或譜第雖レ軽，以レ労薦レ之，或家門雖レ
重，以レ拙却レ之。是以其緒非レ一，其族多レ門。苗裔尚繁，濫訴無レ次」（二重傍線部）と，同
勅以前の様子が記されているが，「譜第」の多様化・拡大化の中で，国司が郡司候補者を
「顔面濫挙」せざるを得なかった状況をよく表す記述であろう。
そのような中，国分寺造立を督励するために出された天平 19 年（747）11 月己卯詔（『続日
本紀』同日条）は興味深い。
（前略）又任二郡司勇幹堪一レ済二諸事一，専令二主当一，限二来三年以前一，造二塔・
金堂・僧坊一，悉皆令レ了。若能契レ勅，如レ理修造之，子孫無レ絶任二郡領司一。
（後
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略）
傍線部にあるように，国分寺の塔・金堂・僧坊の修造を期限内に達成した主当郡司に対し，
その子孫の「無レ絶」の郡司任用を約束している。これは郡司層内の特定の一族に対して郡
司任用のプライオリティーを付与することを意味しており，国分寺造営という限られた場面で
はあるが，郡司任用の対象範囲を限定化しようという古代国家の思惑を読み取ることができる
のではないだろうか。
以上のように天平 21 年勅以前には，「譜第」の多様性やその拡大化に伴う国擬の難航―
これは国家によって一元的に制定された「譜第」基準に対する，反発や動揺を含んだ郡司層
の反応の結果でもあるだろう―という問題が生じており，その一方で郡司の任用範囲限定化
の兆しも確認される。このような背景のもとに天平 21 年勅は発令されたのである。
第 3 節 天平 21 年勅 ‐理念の先鋭化‐
前節で確認したように，天平 21 年勅以前には「譜第」の多様化・拡大化に伴う国擬の難航
という問題が生じていたといえる。この点を踏まえれば，「立郡以来譜第重大之家」から「嫡々
相継」することを規定した天平 21 年勅は，先学の指摘するように任用基準の限定化による郡
司候補者の絞り込みという側面が強い 26 。郡司職を「立郡以来譜第重大之家」に限って
「嫡々相継」させるという措置は，国分寺造営に関する天平 19 年 11 月己卯詔に見られた，特
定の一族に郡司任用のプライオリティーを付与するという方向性と軌を一にしており，21 年勅
以前から当該問題の解決手段として銓擬対象の限定化・固定化という方法が想定されてい
たのだろう 27。しかし本勅は単に郡司銓擬の円滑化のみが目的だったのではない。「立郡以
来譜第重大之家」が「簡定」されたことの意義も問われなければならない。
「立郡以来譜第重大之家」については，4～5 家 28 あるいはそれ以上 29 とされるが，天平 7
年制より対象範囲が絞り込まれていることは間違いない。後述する『続日本紀』天平宝字 5 年
（761）3 月丙戌条には「郡司承レ家者」という表現が見えており，実際に天平 21 年勅以降，郡
司職は「立郡以来譜第重大之家」という，限られた「家」の嫡子（＝「郡司承レ家者」）に継承さ
れるべきと認識されている。つまり当該勅により，従来の郡司層の中でも郡司職に就けるのは
「郡司承レ家者」に限定されたのである。
天平 7 年制の段階では多様に展開しまた拡大していた「譜第」基準を，天平 21 年勅により
限定化（「立郡以来譜第重大之家」）かつ固定化（「嫡々相継」）することで，古代国家は限ら
れた「立郡以来譜第重大之家」あるいは「郡司承 レ家者」とのみ対峙する道を選択したのであ
る。したがって郡司と天皇の関係性は従来よりも限られた範囲で再生産されることとなる。そし
て代を重ねるごとに両者の結びつきは深さを増し，「立郡以来譜第重大之家」（「郡司承レ家
者」）は地域社会の中で特別な存在として位置づけられるようになる。天平 7 年制の「譜第」基
準では未だ多様な勢力に郡司就任の可能性が残されており，国家（天皇）と地域社会の結
びつきも流動的で必ずしも安定していたわけではなかった。そこで古代国家は地域社会に
根を張る郡司層の中に，特別な存在として「立郡以来譜第重大之家」（「郡司承 レ家者」）を設
定し，彼らとの結びつきを固定化することにより，中央集権的な地方支配の一層の安定化と
強化を目指したといえるだろう。「譜第」基準の導入で天平 7 年制において具体化された郡司
と天皇の結びつきを基盤とする中央集権的な地方支配理念は，ここに至りさらに先鋭化した
と評価することができる。
しかし，このような天平 21 年勅にはいくつかの問題が付随していた。例えば「嫡々相継」と
いう中国的家父長制にもとづく継承方法が当時の日本では一般的でなかったことである 30。
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その意味で「立郡以来譜第重大之家」は国家により意図的に創出されたという側面が強い。
また，従来よりも限られた範囲からの郡司任用により，旧来の郡司層内では郡司就任への望
みを絶たれた勢力が発生することとなり，彼らの不満を考えればこの任用方法は必ずしも地
域社会全体の同意を得られるものではなかったはずである。さらに「立郡以来譜第重大之家」
からの「嫡々相継」による候補者の限定化・固定化は，簡便である反面選択の幅を狭めてお
り，結果として郡司の官人としての資質を十分に確保できないという欠点も有している 31。天
平 21 年勅は，地域社会（郡司層）とのかかわりと，「郡司承レ家者」の官人的資質という点にお
いて大きな問題を抱えていたのである。これに対し古代国家はどのような対応を示したのだ
ろうか。
次の掲げたのは『続日本紀』天平宝字元年（757）正月甲寅条である。
（前略）又詔曰，比者，郡領・軍毅，任二用白丁一。由レ此民習二居レ家求一レ官，未
レ識二仕レ君得一レ禄。移レ孝之忠漸衰，勧レ人之道実難。自今已後，宜レ令下所司除二
有位人一，以外不上レ得レ入二簡試例一。（後略）
ここでは郡司任用の条件として「有位人」であることが求められているが，その背景には傍
線部にあるように，天平 21 年勅による任用の結果，郡司の官人としての資質の維持が課題と
されていたことが看取されるだろう。そして同 5 年 3 月丙戌条には，
乾政官奏曰，外六位已下，不レ在二蔭親之限一。由レ此，諸国郡司承レ家者，已無二
官路一，潜抱二憂嗟一。朝議平章，別許二少領已上嫡子出身一，遂使二堂構無一レ墜，
永世継レ宗。但貢二兵衛一者更不レ得レ重。奏可。
とあり，少領以上の嫡子の出身を認めている。主に外位に叙される郡司の嫡子には蔭位の
制が適用されないため，「郡司承レ家者」が有位であることを任用の条件とする宝字元年詔に
抵触しないよう配慮されているのである。
以上の史料より，国家が天平 21 年勅に内在する問題に対処するため，官人としての出仕
経験を重視すると同時に，「郡司承レ家者」の優遇措置を講じていることが分かる。官人的能
力を軸に郡司を選ぶのではなく，飽くまで「立郡以来譜第重大之家」の中からの任用を行う
ため，国家は彼らを保護し育成する姿勢を見せていることに注意すべきだろう。そして「郡司
承レ家者」の優遇措置は，「立郡以来譜第重大之家」が郡司層全体の合意のもとに設定され
たものではなく，国家の手によって人為的に創出されたものであったことも示している。郡司
層全体の合意が得られていないからこそ，古代国家は彼らを保護・育成することで地域社会
での優位な地位を保証する必要があったのである。
しかし，宝亀 3 年（772）10 月辛酉には宝字 5 年の「郡司承レ家者」に対する優遇措置が停止
され（『続日本紀』），8 世紀後半になると「郡司承レ家者」の保護・育成政策に方針転換の兆し
が見え始める。その背景には，官人としての資質に欠ける郡司の存在が問題化していたこと
があげられる 32。次に掲げたのは『類聚三代格』巻 7 郡司事所収宝亀 6 年（775）4 月 2 日勅
である。
勅，服解郡司理須二復任一，不レ可下停二前人一擬中他人上。但被二百姓訴一及受レ財枉
（後略）
レ法，如レ此之類不レ得二復任一。
この格は服解した郡司の復任に関するものであるが，傍線部にあるように，本来復任すべき
服解郡司であっても，「百姓訴」を被った者や，不法行為を犯した者については復任を認め
ていないことに注目したい。郡司として不適格な人物を解任するために，服解という機会が利
用されていると解釈することができる。このことはそれだけ不適格な郡司が多かったことを意
©関東学園大学,2013.

関東学園大学紀要Liberal Arts第21集

17

味しており，そのような郡司の排除が積極的に推進されていることを示しているだろう。
この他にも『類聚三代格』巻 19 禁制事所収宝亀 10 年（779）10 月 16 日官符では，神火事
件について「奸枉之輩，謀レ奪二郡任一，寄二言神火一，多損二官物一」と指摘した上で，放火に
関与した一族に対し「永断二譜第一」という処分を下している。また，『続日本紀』延暦 5 年（786）
8 月甲子条では「正倉被レ焼，未二必由一レ神。何者譜第之徒，害二傍人一而相焼，監主之司，
避二虚納一以放火」と断定し，「宜レ令二当時国郡司填一備之。仍勿下解二見任一絶中譜第上矣」と，
「絶二譜第一」という措置に関しては緩和される一方，欠損した官物の補填が命じられている 33。
さらに『続日本紀』延暦 4 年 5 月戊午条では，都に貢進された調庸が粗悪だった場合，郡司
は決罰・解官の上「断二 譜第一」という措置が講じられている。ここで注目したいのが，官物の
欠損や調庸の粗悪に対する郡司の責任が問われ，「断二譜第一」という厳しい措置がとられて
いることである。即ち，官物の管理や徴税・貢納業務といった地方行政上の業務に対し，地
方官としての責任を負えない郡司は，仮に「立郡以来譜第重大之家」の出身であったとして
も不適格として排除の対象とされているのである。
また 8 世紀後半には，国司との関係性においても注目すべき事実が確認される。『類聚三
代格』巻 7 郡司事所収延暦 17 年 2 月 25 日官符は，
太政官符
応レ禁二断副擬郡司一事
右被二大納言従三位神王宣一偁，奉 レ勅，郡司之員明具二令条一。而諸国司等一員有
レ闕便擬二数人一，正員之外更置二副擬一。無レ益二公務一，已潤二私門一。侵二漁百姓一莫
レ過二斯甚一。自今以後，簡下堪二時務一者上擬二用闕処一，正任之外不レ得二復副一。
延暦十七年二月十五日
と，副擬郡司の設置を禁止している。当該官符以前の 8 世紀後半に副擬郡司が置かれてい
たのは，国司が自らの指示のもと地方行政に従事する存在を必要としていたことによると考え
られている 34。9 世紀に入ると郡司の役割・性質が変化し，国司とともに地方行政への関与の
度合いが強まることが指摘されているが 35，副擬郡司の出現もこのような郡司の役割・性質の
変化と深くかかわっているのである。
また天平 21 年勅により郡司への任用が望めなくなった「立郡以来譜第重大之家」以外の
郡司層の中にも，地域に対する影響力を保持できるような地位を何らかの形で獲得したいと
いう要求が存したのではないだろうか。国司による副擬は，天平 7 年制の「宜下除二国擬一外，
別簡二難波朝廷以還，譜第重大四五人一副上之」という規定の延長線上にあるとする見解 36 を
勘案すれば，国司によって設置された副擬郡司には天平 21 年勅で示された範囲外からも任
用されていた可能性が想定されるだろう。
したがってこの時期の副擬郡司の出現は，『続日本紀』天平 14 年 5 月庚午条のように国司
が郡司候補者を絞り切れないことが原因ではない。「正員之外更置 二副擬一」とあるように，正
員郡司の欠員が補填された上で更に副擬郡司が置かれており，天平 21 年勅により任用対
象者が限定化されたため，かつてのような「顔面濫挙」は防がれているのである。それにもか
かわらず副擬郡司が置かれるのは，第一に正員の他に数人の副擬郡司を置くことで，国司
の指示のもと地方行政に従事する人員を拡大するという目的があったと考えられる。そして第
二に，正員郡司には「立郡以来譜第重大之家」から選ばれた者を任用する一方，副擬郡司
にはそれ以外の地域有力者からも選任することで「立郡以来譜第重大之家」以外の郡司層
の受け皿としていたのではないだろうか。
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以上のように 8 世紀後半になると，地方行政上における郡司の地方官としての資質がより
重要視されるようになる。このことは，当該期には郡司が単に中央集権的な地方支配を象徴
する理念的存在というだけではなく，地方行政上の現実問題にも対応すべき存在として認識
されるようになったことを示している。古代国家が地方行政上の現実問題に対応するにあた
って，国司のみならず郡司にもその責任を負わせようとしたこと，また国司が自らの下僚として
郡司を位置づけるようになったことは，国家や国司による地方支配が確実に進展していること
を示しているだろう。
さらに副擬郡司が，「立郡以来譜第重大之家」以外の郡司層の受け皿にもなり得ていたと
すれば，8 世紀後半に排除の対象とされた不適格郡司の背後には，「立郡以来譜第重大之
家」に限定した郡司任用の結果，郡司就任への道を断たれた地域有力者たちの不満を想定
できるのではないだろうか。「立郡以来譜第重大之家」は国家が人為的に創出したものであり，
もともと彼らだけで郡支配が完結していたわけではない。それ以外の有力者の協力なくして
地域支配は全うできなかったのである。地域支配の安定のためにも，彼らの受け皿は必要と
されたのである。
以上，天平 21 年勅について考察を行った。同勅は郡司任用対象者を限定化・固定化する
ことで，郡司銓擬の簡便化を図ると同時に，郡司層の中に特別な存在としての「立郡以来譜
第重大之家」（「郡司承 レ家者」）を創出するものであった。特定の「立郡以来譜第重大之家」
（「郡司承レ家者」）から代々郡司を任用することは，これまで以上に郡司と天皇との関係性を
限定的かつ濃密なものへと深化させ，中央集権的な地方支配理念はより先鋭化されることと
なった。この勅は次章で見る延暦 17 年 3 月丙申詔（『類聚国史』，『日本後紀』逸文）まで約
50 年間にわたり有効であったと考えられることから，その存在は決して無視できない 37。人為
的に設置された「立郡以来譜第重大之家」（「郡司承 レ家者」）に対し地域社会の中での特別
な地位を保証するため，出身等を優遇することで国家が彼らの保護・育成に努めていること
を看過すべきではないだろう。古代国家は郡司層を背景に存立する郡司ではなく，国家の
主導のもとに選ばれ，天皇の権威を身にまとって地域支配に当たる郡司の創出を意図して
いたのである。
しかしこのことが，郡司層の解体を意味するわけではない。「立郡以来譜第重大之家」
（「郡司承レ家者」）は単一の勢力ではなく，4～5 家あるいはそれ以上の勢力により構成されて
いたと考えられているし，副擬郡司のポストも「立郡以来譜第重大之家」から除外された従来
の郡司層の受け皿となっていた可能性が想定される。さらに弘仁年間に再び「譜第」基準が
採用されていることも考慮すれば，8 世紀後半段階で郡司層が解体していたとは考えられな
い。
その一方で 8 世紀後半に入ると，郡司に対して地方行政上の責任が負わされるようになり，
不適格郡司は排除されるなど，国司下僚としての官人的資質もより強く求められるようになっ
た。またその背後には郡司職から疎外された従来の郡司層の不満も看取することができる。
その結果，「立郡以来譜第重大之家」の優遇策は徐々に転換され，古代国家の目は理念的
な面だけではなく，地方行政上の現実問題にも向けられるようになっていく。
かつて筆者は郡司の任用日程が，奈良時代と弘仁式制とでは異なっていることを指摘した
が 38，そこには調庸の違期・未進問題が存在していた。任用日程の移行は『類聚三代格』巻
7 郡司事所収延暦 16 年（797）11 月 27 日官符が一つの契機であると推測されるが，この事例
は古代国家が制度変更を行うことで，調庸の違期・未進という地方行政上の現実問題に対応
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した事例といえよう。このように 8 世紀後半期には，それまでの理念や制度を地方行政上の現
実にあわせて変更するという方向性が確認できるのである。
しかし，「立郡以来譜第重大之家」（「郡司承 レ家者」）をチャンネルとした中央集権的地方
支配の在り方と，郡司による地方行政上の現実問題への対応は相容れない部分がある。特
定の「家」からの郡司任用は必ずしも官人的資質を保証できるとは限らず，反対に官人的能
力を重視した郡司任用を行えば，天平 7 年制以前の状況に立ち戻ることとなり，「立郡以来
譜第重大之家」を基礎とした郡司と天皇との結びつきの濃密さは失われることになってしまう。
この「二律背反」の状況を古代国家はどのように打開しようとしたのか。次章ではこの点につ
いて考察してみたい。

第 2 章 「譜第之選」の停止と復活 -理念と現実の相克第 1 節 延暦 17 年詔と 18 年勅
「立郡以来譜第重大之家」を創出した上での郡司と天皇の関係性の深化と，郡司の官人的
資質の維持をめぐる「二律背反」の状況を古代国家はどのように打開しようとしたのか。そこで
桓武天皇の延暦 17 年（798）3 月丙申に出された詔に注目したい。
従来この詔によって新たに示された郡司任用政策は，一時的な失策であると評価されるの
が一般的であるが，ここでは延暦 17 年詔の郡司の任用法令としての側面について改めて考
察したい。
次に掲げたのが延暦 17 年詔である。
・『類聚国史』巻 19 国造
（延暦）十七年三月丙申。詔曰，昔難波朝廷，始置二諸郡一。仍択二有労一，補二於郡領一。
子孫相襲，永任二其官 一云々。宜 下其譜第之選，永従二 停廃 一，取 二芸業著聞堪 レ理 レ郡
者一為上レ之云々。其国造・兵衛，同亦停止云々。〈事具二郡司部一。〉
・同書巻 40 采女
桓武天皇延暦十七年三月丙申。詔曰，云々。郡司譜第之選，永従二停廃一，取二芸業著
聞堪レ理レ郡者一為レ之。国造・兵衛同亦停止。但采女者依レ旧貢レ之。
（〈 〉内は割注。以下同じ）
この詔は『日本後紀』欠失部分に含まれており，『類聚国史』等から部分的に復元されるも
のである。郡司に関していえば，その内容は「譜第之選」を停止し「芸業著聞堪 レ理レ郡者」か
ら郡司を任用するということになる。では，このような郡司任用の在り方についてはどのような
評価が可能だろうか。
従来より，延暦 17 年詔は次に掲げた延暦 18 年（799）5 月庚午条（『日本後紀』）とあわせて
理解すべきことが指摘されている 39。
勅，撫レ俗宣レ風，任屬二郡司一。今停二譜第一，妙簡二才能一。而宿衛之人，番上之輩，久
経駆□，頗効二才能一。宜下不レ経二本国一，令中式部省簡試上焉。
ここでは「宿衛之人」，「番上之輩」と表現される地方出身の中央出仕者を郡司に任用する
場合には，国擬を経ることなく式部省銓擬に預からせるよう指示している。つまり，トネリなどと
して中央出仕している地方出身者の郡司任用を優遇しているのである。ここから延暦 17 年詔
の「芸業著聞堪レ理レ郡者」とは，具体的には地方出身の中央出仕者（「宿衛之人」，「番上之
輩」）を指すと考えられている。
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このように延暦 17 年詔及び 18 年勅では，「譜第」に代えて「芸業」―基本的にはトネリなど
の都での官人経験を指す―を基準に郡司を登用することで，現実の地方行政上の諸問題に
対応しようとしたのである。ところが前章でも指摘したように，このような任用を行えば天平 7 年
制以降に採られてきた「譜第」にもとづく郡司と天皇の関係性の深化は放棄せざるを得ない。
すると古代国家は，郡司と天皇の結びつきによって表現される中央集権的な地方支配理念
の実体化を放棄したのであろうか。
ここで重要なのは，確かに「譜第之選」停止により郡司の任用基準は大きく変更されている
が，郡司の任用手続きそのものには特に変更が加えられた形跡がないことである。「譜第之
選」は停止されたとしても，国擬→式部省銓擬→郡司読奏→郡司召という一連の手続きは維
持されていたと考えられ 40，読奏によって郡司と天皇の関係性を構築するという孝徳朝以来
の枠組み自体は変化していない。この枠組みにもとづきながら，天平 7 年制や同 21 年勅は
「譜第」によって地方支配上の中央集権性を具体化したのであるが，「譜第之選」を停止した
延暦 17 年詔では，「譜第」とは異なる形で郡司と天皇の結びつきの強化が図られていたと考
えられる。
そこで注目されるのが，延暦 18 年勅で確認される式部省の権限強化である。本来郡司は，
国司による銓擬（国擬）と式部省による銓擬の両方を経ることになっているが，18 年勅は郡司
任用に際して中央との関係性を重視した内容となっており，式部省により大きな権限を与え
ている。式部省銓擬の中でその中核となるのは式部試練（試郡司）である。式部試練につい
ては弘仁式部式，延喜式部式下 36 試郡司条に具体的な規定が見られるが，その内容は郡
司候補者による「譜第」の申上（口頭試問）と筆記試験により構成されている 41。そしてこれら
の試験結果を踏まえ，候補者の等第を決定するのが式部卿である。つまり式部卿は，式部試
練の結果を最終的に判断する役割を担っているのである。したがって延暦 18 年勅により，式
部卿は前代以上に郡司の任用に関して大きな権限を得たと考えることができるだろう。そして
この時期，式部卿に在任していたのは桓武皇子の伊予親王であったと考えられる 42。
桓武朝後半期に見える桓武皇子（親王）の八省卿への任官 43 は，廟堂が天皇の親族・縁
故者・寵臣など天皇と個人的に密接な関係を持つ官人によって構成されるという桓武朝のミ
ウチ的な政治体制の一角を形成するものであったと評価でき，天皇は親王らを通じて省務に
従来よりも強い影響力を行使していたと指摘されている 44。桓武天皇の「専制君主」とも称さ
れる強いリーダーシップ 45 やその皇子（親王）の式部卿任官を勘案すれば，この時期の郡司
任用は従来以上に天皇の関与がストレートに表現されていたと考えられる。延暦 18 年勅によ
る式部省の権限拡大は，郡司任用における天皇の影響力を強める側面も持ち合わせていた
のである。
さらに 18 年勅で郡司への任用を優遇された中央出仕者＝トネリたち自身の存在も重要で
ある。彼らは都での勤務経験を通し「天皇に仕えて忠節をつくす習慣」を養っていた 46。中央
に出仕し天皇や朝廷の権威と直に接してきた彼らを郡司として地域社会に送り込むことは，
地方支配における中央集権性を高める効果が見込まれるだろう。このように 17 年詔と 18 年
勅は，トネリなどの出仕経験を通して「天皇に仕えて忠節をつくす習慣」を養った地方出身者
を，式部省（卿）や天皇のより強い影響力のもとで郡司に任用し，地方社会に送り返すという
ことを意図した政策なのである。これにより，古代国家は官人経験のある郡司を地方行政の
現実的諸問題に当たらせると同時に，天皇との関係にもとづく中央集権的な地方支配理念
の実体化の継続をも企図したのである。
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確かに延暦 17 年詔・18 年勅は，天平 7 年制・21 年勅で採用された「譜第之選」を放棄し
た点で大きな転換点ではあるが，中央集権的地方支配理念までもが放棄されたわけではな
い。式部卿を通じた郡司任用への天皇の影響力の強化や，中央出仕者の優遇策により郡司
と天皇の関係性も十分に確保されているのである。その意味で，延暦年間の一連の措置は
従来の郡司政策の結果生じた諸問題の一体的解決を図ったものと評価できるだろう。
しかしこれらの政策は中央志向が強く，必ずしも地域社会の実態に即したものではなかっ
た。このことは延暦年間の郡司政策を改めた弘仁 2 年（811）2 月己卯詔（『日本後紀』）に「偏
取二芸業一，永絶二譜第一，用二庸材之賎下一，処二門地之労上一。為レ政則物情不レ従，聴レ訟
則決断無レ伏。於レ公難レ済，於レ私多レ愁」とあることからも明白である。また，特に延暦 18 年
勅で国擬が軽視されたことで，地方行政上の国司の意向が郡司任用に反映されなかったこ
とも問題であろう。
延暦年間の郡司政策は，現実問題の解決と理念の維持の双方を図ったものではあったが，
叙上のような問題も引き起こしたのである。では，このような状況に対し古代国家はどのように
対処したのだろうか。ここで節を改めて弘仁年間の郡司政策について論じてみたい。
第 2 節 弘仁年間の「譜第之選」復活
延暦 17 年詔や 18 年勅では「譜第之選」を停止し，官人経験のある中央出仕者を中心に郡
司任用を行うことで，地方行政上の現実的諸問題に堪え得る郡司の確保を目指した。また，
郡司任用に対する天皇の影響力の強化や，中央出仕によって既に天皇との関係性を構築し
た人物を郡司に任用することで，郡司と天皇の結びつきという中央集権的な地方支配理念
の実体化も企図していた。このような郡司任用政策は，弘仁年間に入ると再び変更されること
になる。
『日本後紀』弘仁 2 年 2 月己卯条 47 には，
詔曰。（中略）夫郡領者，難波朝庭始置二其職一。有レ労之人，世序二其官一。逮二乎延暦
年中一，偏取二才良一，永廃二譜第一。今省二大納言正三位藤原朝臣園人奏一云，有レ労之
胤，奕レ世相承。郡中百姓，長幼託レ心，臨レ事成レ務，実異二他人一。而偏取二芸業一，永
絶二譜第一，用二庸材之賎下一，処二門地之労上一。為レ政則物情不レ従，聴レ訟則決断無
レ伏。於レ公難レ済，於レ私多レ愁。伏請郡司之擬，先尽二譜第一，遂無二其人一，後及二芸
業一者，実得二其理一。宜レ依二来奏一。
とあり，郡司の任用における「譜第之選」が復活し，適任者がいない時に限り「芸業」による任
用を認めている。同じ「譜第之選」とはいえ，その範囲は天平 21 年勅と比べると大きく拡大し，
さらに「難波朝庭以還譜第重大」などという表現も見られないことを踏まえれば，天平 7 年制よ
りも範囲は広がったことになる 48。この変更は，前節で触れたように延暦年間の郡司任用政策
が地域社会を蔑ろにしたことに起因している。地域社会の中で「難波朝庭」以来郡司職を継
承していた一族は「郡中百姓，長幼託 レ心，臨 レ事成 レ務，実異 二 他人 一 」とされており，立郡
（評）以来郡司職を持ち回り的に継承してきた郡司層の存在 49 を無視した上での地方行政の
遂行は非現実的だったのである。したがって，いかに都で天皇や朝廷への奉仕経験を有し，
「天皇に仕えて忠節をつくす習慣」を身につけていても，郡司層と無関係に任用された郡司
では「為レ政則物情不レ従，聴レ訟則決断無レ伏」という状態になってしまうのである。延暦年間
の中央偏重の姿勢を是正し，理念的な面よりも，郡司層の存在という地域社会の現実に目を
向けた郡司任用政策が採用されたのである。
この点は国司とのかかわりについても同様である。次に掲げたのは『日本後紀』弘仁 3 年
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（812）6 月壬子条 50 である。
大納言正三位兼皇太子傅民部卿勲五等藤原朝臣園人上表曰，臣昔歳不レ揆二庸菲一，
頻歴二外任一。自レ西及レ東，惣十有八年。黎民疾苦，政治得失，耳聞目見，頗無二相錯一。
夫銜レ綸出宰，概持二綱紀一，親レ民検察，良在二郡領一。今依二去年二月十四日詔旨 一，
譜第之事，已復二旧例一。況乎終身之任得二其人一，則遷替之吏，高レ枕而治。奕レ世之
胤非二其器一，則見任之司，還招二罪責一。是以精二選堪一レ務，沙汰言上。而在京他人，
争レ第競レ甲，抑二退国選一，越レ旧被レ任。試二之政事一，未レ克二宣風一，訪二之民間一，誰
有二推服一。国吏月教而不レ覚，郡内年弊而無レ興。不レ治之責，還及二牧宰一。外官之歎，
前後不レ殊。方今仁風遠覃，徳政屡降。然彫残之余，百姓猶困，実由二 撫養之失 一レ人
也。伏請自 レ今已後，銓 二擬郡司一 ，一依二言上 一。若選非 二其人一 ，政績無レ験，則署帳
之官，咸解二見任一，永不二叙用一，以懲二将来一。天恩垂レ鑑，儻允二臣請一，則今年擬帳，
悉従二返却一，一定改張，明春始行。庶令下理治之声起二於当年一，富康之謠流中於後
代上。不レ任二犬馬懐レ主之懇一，謹奉レ表冒レ死以聞。 詔可。
ここでは国擬の結果選ばれた郡司候補者（「国選」）が，式部省銓擬の段階で「在京人」に
抑退されてしまうことが問題視されている（点線部）。弘仁 2 年詔の「譜第」の範囲はかなり広
いものであったため，中央出仕者の中にも「譜第」基準を満たす者がかなり含まれていたのだ
ろう。しかし在京人は地域社会に受け入れられず（「訪 二之民間一，誰有二推服一」），同時にそ
の責が国司にも及ぶことから，今後は郡司の銓擬に関しては，専ら国司による「言上」＝国擬
を優先することとされている（傍線部）。これにより延暦 18 年勅にもとづく中央出仕者の郡司
任用は停止され 51，一元化された銓擬権のもと国司の判断による郡司の任用が確立された
のである。これは国司のみが郡司の実務能力を把握できるという認識にもとづいており，郡司
が国司の下僚として明確に位置づけられるようになったことを意味している 52。延暦年間には
郡司と天皇や朝廷との直接的な結びつきが重視されていた。しかし弘仁年間に入ると，郡司
は地方行政に当たるべき存在として，国司との関係性がより重要視されるようになる。地方行
政上の諸問題に対応するため，郡司に求められる資質・実務能力とは，天皇や朝廷に仕え
ることではなく，地域社会に受容されると同時に国司の下僚として実務に当たる能力であると
考えられるようになったといえるだろう。
このようにかなり緩やかな「譜第之選」が復活し，郡司任用における国司の主導権が確立さ
れたのに続き，弘仁 13 年（822）には次のような太政官奏が裁可される（『類聚三代格』巻 7 郡
司事）。
太政官謹奏
郡司初擬三年後乃預二銓例一事
右中納言従三位兼行春宮大夫左衛門督陸奥出羽按察使良峯朝臣安世解偁，謹案二
太政官去弘仁三年八月五日符一偁，（中略）知レ人之難古人猶病。吏非二其人一，何
無二謬挙一。若拠二行此格一，自陥二刑罰一。若懼レ罪不レ選，徒失二人功一。望請，先
申二初擬一，歴二試雑務一，待レ可レ底レ績，銓擬言上，仍於二所司一計二会功過一，始預
二見任一。然則国宰免二濫選之責一，郡司絶二僥倖之望一。但先尽二譜第一，後及二芸業
前詔一者。政無二膠柱一，事有二沿革一，観レ物裁レ成，守レ株不レ可。臣等商
一，依二
量，所レ申合レ宜。伏聴二 天裁一，謹以申聞，謹奏。聞。
弘仁十三年十二月十八日
これは 3 年間の試用期間を経た上で郡司に正式採用することを定めたものである。そしてこ
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の法令により，いわゆる後期擬任郡司制が確立し，国司は郡司の定員にかかわることなく擬
任郡司を複数設置することができるようになったことが明らかにされている 53。
本官奏は，一義的には国擬一本化に伴う国司への配慮を示したものである 54。その一方
で，複数の擬任郡司の設置が可能となったことは，郡司定員の実質的な増加も意味している。
これは延暦 17 年 2 月 15 日官符（『類聚三代格』巻 7 郡司事所収）で禁止された副擬郡司の
容認であり，郡務に従事する人員を拡大することで地方行政の円滑化を図ったものと評価で
きる 55。しかし，定員の実質的増加の意味はそれだけではない。従来も旧来の譜第層に対抗
して出現してきた新興層を取り込むためのポストであるという評価 56 や，郡司の機能変化に伴
う在地首長制の変動に対応するため，首長層の編成を意図したもの 57 との評価が見られるが，
これらの指摘のように複数の擬任郡司のポストは，地域有力者層全体の受け皿としての機能
が期待されていたのである。
弘仁年間の「譜第」基準はかなり広い範囲を含み込むものであった。さらに前章で指摘し
たように，8 世紀後半の不適格郡司出現の原因の一端には，「立郡以来譜第重大之家」以外
の郡司層の疎外が想定され，彼らの受け皿として副擬郡司が設置されていたと推測される。
したがって，国司の管理のもと広く地域有力者層にポストを与え，地方行政に参画させるとい
う点で，複数の擬任郡司の設置は 8 世紀後半以来の課題にも応えるものだったといえるだろ
う 58。
以上，弘仁年間の郡司任用政策について概観した。その特徴は観念的な中央集権的地
方支配理念よりも，国司を中心とした地方支配への現実的対応を重視している点にあるだろ
う。弘仁 2・3 年の政策を提言したのが藤原園人であることがそれを象徴している。園人は自
ら，
（前略）臣昔歳不レ揆二庸菲一，頻歴二外任一。自レ西及レ東，惣十有八年。黎民疾苦，
政治得失，耳聞目見，頗無二相錯一。（後略）
と述べている（前掲『日本後紀』弘仁 3 年 6 月壬子二重傍線部）。備中守，安芸守，豊後守，
大和守などを歴任し「皆有二良吏之称一」（『公卿補任』大同元年条）とされ，地方官としての豊
富な経験を有していた園人は，古代国家の地方支配の安定化のためには，国司のもとに郡
司を中心とした地域有力者層を幅広く結集させた体制の必要性を痛感していたのであろう。
「譜第之選」を復活し，後期擬任郡司制を確立することで，理念よりも現実への対応を優先し
たのである。
一方，郡司と天皇との関係性は，天平 21 年勅や延暦 17 年詔・18 年勅ほど先鋭的でもなけ
れば，直接的なものではなくなった。しかし弘仁 3 年 4 月 9 日に「郡司譜図帳」の提出が諸国
に命じられていること（『類聚三代格』巻 7 郡司事所収天長元年（824）8 月 5 日官符）を踏まえ
れば，「譜第」にもとづいた郡司と天皇の結びつきの重層化は決して等閑に付されていたわ
けではない。ただし，先鋭化から廃止を経て，かなり緩和された形で復活した「譜第」の意義
は，8 世紀段階と比べれば低下したとせざるを得ない。郡司の国司下僚化の進行とも相俟っ
て，郡司制の在り方は大きく転換しつつある 59 のだろう。
このように弘仁年間には地方行政上の現実問題が優先され，郡司任用を国司に一任する
など，中央政府による地域社会への直接的な介入を最小限にとどめることで，郡司任用制度
は一応の安定を見たのである。これ以降は郡司の任用基準を大きく変更するような法令は見
られなくなり，『西宮記』巻 3 郡司読奏や『北山抄』巻 3 読奏事でも当該期の任用基準が基本
とされていることから，弘仁年間の郡司政策は古代国家の到達点を示すものであると理解す
©関東学園大学,2013.

関東学園大学紀要Liberal Arts第21集

24

ることができる 60。
この後，郡司の地方行政上の役割は，国司官長の受領化と並行してますます重視され，つ
いには「徴税請負人」化するに至る 61。このことは郡司職の魅力を低減させ，大きな負担を伴
う地位として認識されるようになっていく。また，9 世紀後半期に入ると，中央諸司や院宮王臣
家の積極的な地方進出が展開し，郡司の在り方も大きく変化していくことになる。次章では 9
世紀の郡司層の動向を踏まえ，古代国家の地方支配の変質を見通したいと思う。

第 3 章 郡司層の解体 ‐理念と現実の分離‐
第 1 節 9 世紀の郡司層と地方支配
本節では 9 世紀の郡司層の動向 62 を考察してみたい。この時期の郡司層については畿内
と畿外とで異なった動きを見せている。最初に目立った動きを見せたのは畿内の郡司層 63 で
あった。
『日本後紀』延暦 18 年 4 月壬寅条には，
公卿奏曰，大和国守従四位下藤原朝臣園人解偁，郡司之任，所レ掌不レ軽。而外考之官，
不レ得二貽謀一，准二於諸国一，亦無レ潤レ身。是以擬用之日，各競辞退。郡務闕怠，率二由
於此一。伏請居二之内考一，将レ勧二後輩一者。臣等商量，（中略）而畿内諸国，近接二都
下一，駈策之労，尤是殊甚。准二於外国一，不レ可レ同レ日。如今所レ申穏便，誠合二進昇一。
伏望五国郡司，一居内考。許之。
とあり，藤原園人の上申を容れる形で五畿内の郡司の考課が内考扱いとされた。その理由は，
畿内の郡司は畿外と比べ激務であるため，畿外と同じ外考扱いでは郡司就任者を確保でき
ないという点にあった。このように畿内郡司層は早くも 8 世紀最末期に郡司職忌避の傾向を
見せている。しかしこのような措置は，
太政官符
応下諸郡司病損之後不レ預二他色一依レ旧復任及還本上事
右得二式部省解一偁，検二案内一，太政官弘仁八年正月廿四日符偁，今月廿三日下二
五畿内諸国一符偁，右大臣奏状偁，依二太政官去延暦十八年四月廿八日符一，五国
郡司一居二内考一率由，近接二都下一駈策殊甚。准二於外国一不レ可レ同レ日。今件人等
未二出身一前相競如レ林，既得レ考後好称二詐病一。非三啻闕二棄郡務一，誠是欺二犯朝
章一。伏望，自今以後，有二斯類一者，国司勘レ実一従二還本一，若有下国司受二彼請
託一輒解却上者，准レ状科附不レ従二寛典一。庶遏二姧源一以励二後進一者。中納言正三
位兼行民部卿藤原朝臣葛野麻呂宣偁，奉 レ勅，依レ奏者。然則詐病還レ本，格意
明白，実病得レ痊処置未レ的。又貪濁有レ状無レ故不レ上，省例還本事即無レ疑。但或
服解後不レ堪二復任一，或雖レ居レ職不レ堪二時務一，如レ此解任，理在レ難レ抑。然而人
情詭濫，真偽叵レ信。推二尋事迹一非レ無二疑渉一。概由レ叨二内考之栄一，還足レ致二濫
偽之源一。如レ聞，件郡司等遁レ職之日，巧称二病患一，解却之後称二病痊一，規二去
本職一求レ入二他選一。仍勘二格出之後解却之人一七十二人。望請，実病之人者，国司
研レ実毎レ得二痊瘉一更用復任，不レ堪二釐務一者，省家閲レ帳為レ欺二朝章一，将レ従二
還本一。其実病得レ痊待レ闕之間，従二於抑退一不レ預二他考一。然則人皆懲慎姧迹自
絶。謹請二官裁一者。左大臣宣，奉レ勅，依レ請。
天長二年閏七月廿六日
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とあるように（『類聚三代格』巻 7 郡司事），結果的に「他選」（事書では「他色」）への足掛かり
に利用されてしまった（傍線部）。ここでいう「他選」・「他色」とは，後掲する寛平 5 年（893）11
月 21 日官符や同 6 年 11 月 11 日官符（ともに『類聚三代格』巻 7 郡司事）で，郡司や擬任郡
司が「諸国之吏」や「親王家司」に遷任したり，あるいは「近衛門部兵衛」を兼任したりすること
を禁じていることを参照すれば，任用国司や家司を含めた諸司官人を指していると考えられ
る。畿内の郡司層の立場からすれば，地方行政上の責任を負わされる郡司職を続けるよりも，
地理的に出仕可能な都で諸司官人としての地位を得る方が魅力的だったのである。畿内地
域では 9 世紀前半から郡司職の忌避が見られ，郡司層の諸司官人化が進行しているのであ
る。このことは次に掲げた貞観 10 年（868）6 月 28 日格（『類聚三代格』巻 7 郡司事）にもよく
表れている。
太政官符
一応レ贖二郡司罪一事
右撰格所起請偁，太政官天長三年五月三日下二河内国一符偁，別当正三位行中納言
兼右近衛大将春宮大夫良峯朝臣安世奏状偁，前年之間，水旱相仍，百姓凋瘁。或
合門流移，或絶戸死亡。風俗由レ厥長衰，郡吏以レ之逃散。所以頃年以二諸司主典一
任二用郡司一。至レ有二闕怠一，必加二刑罰一。雖下各拠二時格一以望中爵級上，而不レ忍二
彼恥一，遂致二逃遁一。凡決二罰郡司一，法家不レ聴，格式無レ有。伏請，主典以上被
レ補二郡司一，若有二罪過一，依レ法令レ贖。然則不レ去二其職一，必致二経遠之図一。但
自余郡司不レ改二前例一者。中納言従三位兼行左兵衛督清原真人夏野宣，奉 レ勅，
依レ奏者。如今此格只下二一国一，未レ施二諸国一。伏望，下二知五畿内及七道諸国一，
令レ知二 鴻恩一者。中納言兼左近衛大将従三位藤原朝臣基経宣，奉 レ勅，依レ請。
貞観十年六月二十八日
ここに引用された天長 3 年（826）5 月 3 日官符からは，水旱により国内が衰弊した河内国で
は，逃散した郡司にかわり諸司主典を郡司に任用していたことが分かる。そして先に掲げた
天長 2 年格は，畿内郡司層の諸司官人化の進行を示していた。とすれば，郡司に任用され
た諸司主典とは，その任郡と全く無関係な者ではないだろう。恐らく何らかの形で諸司に出
仕していた地域有力者が，自らの出身地の郡司に任用されていたのではないだろうか。『類
聚符宣抄』第 7 諸国郡司事に収められた天徳 3 年（959）4 月 5 日の摂津国解では，前鎮守
府軍曹津守茂連の住吉郡大領への任用を申請している。同国解中に「今件茂連，譜第正胤，
奕世門地」とあるように津守氏は住吉郡の郡司氏族であり，これは住吉郡（畿内）出身者が鎮
守府軍曹の地位を経た上で出身地の郡司に任じられている例と考えられる。この事例は，時
代が下ることや鎮守府軍曹であることなど，天長 3 年官符の指す事例と必ずしも対応してい
ない面もあるが，諸司官人が自らの出身郡の郡司に任用された例として注目できるだろう 64。
以上の史料から，9 世紀前半段階の畿内地域で郡司層の諸司官人化が進行していたこと
を確認できる。彼らは京に近いという地理的環境も大きく作用し，郡司として国司のもとで地
方行政上の責任を負わされるよりも，諸司官人化する道を選択していたのである。では，畿
外地域の郡司層はどのような動向を示していたのだろうか。
畿外郡司層の動向については『類聚三代格』巻 7 郡司事所収天長 2 年 8 月 14 日官符が
参考になる。
太政官符
応三直レ府書生権任二郡司一事
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右得二大宰府解一偁，
（中略）承前選二択書生一，毎レ所配充永置不レ替。求二得経按一
繋二名郡司一尽二其勤卓一。而依二太政官去弘仁三年八月四日符一，郡司之選一依二国
定一。書生等競就二本国一，無レ心レ留レ府。雖レ加二捉搦一，免而無レ恥。
（中略）望請，
直レ府書生随二其才一，権任二主帳以上一，惣数莫レ過二十人一，名繋二郡司一身留二府
衙一，以二継譜之慶一粛二奔躁之心一者。右大臣宣，奉 レ勅，依レ請。
天長二年八月十四日
これによれば，大宰府に書生として出仕している西海道の地域有力者たち（郡司層）は，府
の書生よりも，本国の郡司の地位を重視していることが分かる。同じ天長 2 年に畿内では得
考した郡司が他色に遷ることを禁じられていることを想起すれば，その違いは歴然としている。
9 世紀前半段階の畿外地域では，未だ郡司職は郡司層の望み得る地位だったのである。
しかしこのような状況は 9 世紀後半に入ると変化してくる。先に掲げた貞観 10 年 6 月 28 日
官符は，天長 3 年に河内国に適用された諸司主典から任じられた郡司の決罰をめぐる待遇
を「五畿内七道諸国」に敷衍するものであった。『類聚符宣抄』第 7 諸国郡司事には，前出羽
権大目各務利宗を各務郡大領に任じることを申請する美濃国解（康保 2 年（965）2 月 17 日）
が載せられている。そこには，
（前略）譜第之輩拝二任諸国主典已上一之後，依二国解文一，越レ次補二任大領一之例
不レ可二勝計一（後略）
とあり，10 世紀の例になるが，諸国主典経験者が出身郡（美濃国＝畿外）の郡司に任用され
るケースが存在していたことを確認できる 65。このように 9 世紀後半以降になると，畿外地域で
も諸司官人が自らの出身郡の郡司に任用される事例が散見するようになったのだろう。さらに
『類聚三代格』巻 7 郡司事には，
太政官符
応レ停三止諸国擬任郡司遷二拝他色一事
右得二近江国解一偁，郡中百姓雖レ有二其数一，堪二郡司一者不レ過二一両一。仍撰二定其
人一，差二充調庸租税等預一，或為二旧年調庸綱領一，未レ究二預事一。或為二当時租税
専当一，多有レ所レ負。而称レ任二諸国之吏一，号レ拝二親王家司一，不レ勤二公事一，専
利二私門一。非三唯規二避一身之宿債一，抑亦騒二動部内之百姓一。若不レ立二新制一則
弥紊二風教一。望請，擬任郡司停下止任二内外官一并補中家令已下職上。謹請二 官裁一
者。右大臣宣，奉 レ勅，依レ請。自今以後，擬任郡司隠二匿其職一被二拝除一者，
随二国司請一即従二解却一。諸国准レ此。
寛平五年十一月廿一日
太政官符
応レ解二却郡司所レ帯左右近衛門部兵衛等一事
右百里之任衆務所レ繁。而或郡司偏称二宿衛一，有レ妨二公事一。准二之政途一，理不
レ可レ然。中納言兼右近衛大将従三位行春宮大夫藤原朝臣時平宣，奉
レ勅，宜下不
レ論二異能無才一，且解却且言上上。但擬用之輩，随二国司申一登時解退，曽不二停
滞一。適令三分憂之吏頗得二施治之便一。
寛平六年十一月十一日
とあり，前者では擬任郡司が「諸国之吏」や「親王家司」などの「内外官」や「家令已下職」に
任じられることを禁じている。この官符は近江国解にもとづくものであるが，「諸国准レ此」とあ
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るように諸国を対象に発令されていることから，畿内・畿外を問わず擬任郡司の諸司官人化
が問題視されていたと考えられる。また，後者の郡司や擬任郡司が「近衛門部兵衛」を兼ね
ることを禁じる官符も，特に地域を限定した法令ではないため，このような状況も全国的な現
象として認識されていたのだろう。
これらの例によれば，9 世紀後半に入ると畿外地域でも郡司職の忌避現象が現れ，郡司
や擬任郡司の諸司官人化が進んでいたことが分かる。そしてその動機は寛平 5 年 11 月 21
日官符にあるように（傍線部），「調庸租税等預」や「旧年調庸綱領」，「当時租税専当」などと
いった役務から逃れることにあった。9 世紀の郡司は「徴税請負人」と称されるように，特に徴
税に関して重大な責任を負わされていた 66。このように大きな負担の伴う郡司職は，畿外郡
司にとっても忌避すべき地位となっていたのである。
叙上のように畿内・畿外を問わず 9 世紀後半に入ると，かつての郡司層は郡司のみならず
任用国司や家司なども含めた諸司官人として活躍するようになる。このことは地域社会から人
材が中央に流出していることを示しているだろう。延喜式部式上 149 諸衛任官条には，
凡左右近衛，長上十五年，番上廿年為レ限，毎年各二人，左右兵衛各一人，左右衛
門隔年各一人，任二諸国史生一。其任二郡領一者，左右近衛各二人，左右兵衛各一人，
待二本府移一，勘二録譜第一，奏二擬文一之日，副二奏文一進。〈諸衛同之。〉但左右兵
衛通二任郡領及主政帳一。左右衛門若有二移送一，府別郡領一人，隔二三年一補之。並
以二佐已上共署文一任之。
とあり，傍線部に見えるように近衛と兵衛に関しては毎年郡領への転出が認められている（門
部は 3 年ごと）。その際には「譜第」が勘録されていることから，ここで郡領に転出する近衛や
兵衛は出身郡の郡司就任者の系譜に連なる者たちである。兵衛の任用について定めた延
喜兵部式 34 近衛兵衛条には，かつて軍防令 38 兵衛条に規定されていたような郡司子弟か
らの兵衛貢進は規定されていない 67。そうであるにもかかわらずこのような式文が立てられて
いるのは，それだけ多くの地域有力者たちが近衛や兵衛などとして中央出仕していたことを
示している。郡司として地方行政上の重責を担うよりも中央出仕して諸司官人の地位を得ると
いう選択肢が，かなり広汎に浸透していた様を読み取ることができるだろう。
このような状況に加えて，9 世紀には中央諸司や院宮王臣家と地域諸勢力との私的結合が
進行し，国郡司への対捍が問題化する。市大樹氏によれば，この現象は畿内地域から発生・
進行し，9 世紀後半の貞観年間に入ると全国的な問題として認識されるようになるという 68。先
に見たように，郡司職の忌避という郡司層の動向もまず畿内地域で顕著になり，9 世紀後半
以降に畿外地域でも問題視されるようになっている。この両者は軌を一にしているといえ，中
央諸司や院宮王臣家の地方社会への進出と，郡司層の諸司官人化（院宮王臣家の家司・
家人化も含む）は表裏一体の関係にあったのだろう。郡司層が郡司職を忌避し，中央諸司や
院宮王臣家との結合を進めていく。この状況は，地域社会の中でもはや郡司職が諸勢力結
集の核となり得ていないことを示している。さらに中央勢力との私的結合は，個々の地域有力
者たちの自律的な活動を示しており，かつて郡司職を持ち回り的に継承していた郡司“層”と
しての結合力が維持されているとは言い難いだろう。
このように畿内地域では 9 世紀前半から，畿外地域でも 9 世紀後半には，中央諸司や院宮
王臣家の進出とともに，郡司層の郡司職離れと諸司官人化が進行し，8 世紀には郡司職を
一つの結集核として成立していた郡司層は解体の方向に向かうのである。夙に指摘されてい
ることではあるが，10 世紀に入ると各地で郡家遺跡が廃絶するようになる 69。郡家もかつては
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郡司層結集の場として機能していた 70 ことを想起すれば，遅くとも 10 世紀に入る頃には 8 世
紀的な郡司層はほぼ完全に解体していたと見ることができるだろう。
これ以降，郡司自身も含め地域有力者たちは，郡司層に規制されることなく自律的に中央
諸勢力と手を結びながら展開していくことになる。このような状況のもとでは，もはや従来のよ
うに郡司や擬任郡司に地方行政上の役割を期待することはできない。この時期の古代国家
の地方支配は，国司のもとで地方行政を担う存在がややもすれば空洞化するような不安定な
状況に陥っていたといえるだろう。そのような中で，国家は新たな地方支配の在り方を模索し
ていくことになる。
次に掲げたのは，延喜 2 年（902）4 月 11 日官符である（『類聚三代格』巻 20 断獄贖銅事）。
太政官符
応レ差下使雑中役不レ従二本職一諸司史生已下諸衛舎人并諸院諸宮王臣家色々人及
散位々子留レ省上事
右得二河内三河但馬等国解一偁，此国久承二流弊一，民多困窮，就レ中頗有二資産一可
レ堪レ 従レ事之輩，既帯 二諸衛府之舎人一 ，亦為二王臣家之雑色 一。皆仮二本司本主之
威権一，不レ遵二国宰県令之差科一。因レ茲輸貢之物無二人付預一，纔随二簡得一差二充
貧民一。而或未レ出二境外一盗二犯官物一，或雖レ入二都下一不レ弁二其事一，徒送二居諸一
多致二欠損一。加之雖レ有二郡司一不二必堪一レ事，徴二納官物一之道差二副堪能之人一。
而依レ無二其人一常置二未進一。倉庫之虚，惣是之所レ致也。如レ今居二住部内一諸司史
生已下使部已上不レ直二本司一，六衛府舎人不レ勤二宿衛一不レ関二供節一，諸院諸宮諸
王臣家雑色・喚継・舎人・帳内・資人不レ従二本主一，及文武散位・位子留レ省・諸
勘籍人等堪レ事有レ数。竊検二貞観以来諸国例一，以二如レ此輩一可レ差二使進レ官留レ国
雑役一之状，無二国不一レ言。随即有レ被二聴許一，是則事不レ獲レ已為レ済二官物一。夫
普天下無レ非二王土一，率土之民何拒二公役一。望請，前件色々人等除二見任供節一之
外，晏然私居豊殖二産業一，并帯レ位息レ肩承レ蔭遊レ手之徒，任中一度為レ例差用以
済二貢納一。若封家之人在二此中一者，便先差二預本主料物一。立為二恒例一，不レ労二
申請一，然則長省二言上之煩一，自得二行用之便一。謹請二 官裁一者。左大臣宣，奉
レ勅，依レ請。諸国准レ此。若拒捍并致二公損一者，依レ法科レ罪不二曽寛宥一。
延喜二年四月十一日
ここでは郡司以外の諸司官人や衛府舎人，院宮王臣家人らを調庸物の貢納などの国務に
差用する権限が国司（受領）に認められている。この政策は，傍線部にあるように雑役への差
用が受領の任中に一度とされていることや，擬任郡司よりも多くの地域有力者が対象にされ
たと考えられることから，従来と比べると負担や頻度の面が大きく軽減されている。また二重
傍線部にあるように，地域有力者と結託していた中央勢力への配慮も示されていることから
大方の合意を得られたと考えられる 71。
これを契機に郡司以外の地域有力者も受領のもとに雑色人として編成され，郡司とともに
国郡行政に参画していくようになる 72。確かに弘仁年間の郡司任用政策においても，複数の
擬任郡司の設置によって広く地域有力者層を国司のもとに結集させ，地方行政にあたらせる
仕組み（後期擬任郡司制）は用意されていた。しかしこの措置は，飽くまで「譜第」を基準に
任用される郡司や擬任郡司を受け皿としたものであり，基本的には 8 世紀以来の郡司層を取
り込もうとしたものだった。したがって，郡司職自体が忌避されるようになるなど，郡司層そのも
のが解体に向かった 9 世紀後半には，もはや後期擬任郡司制では地方行政を維持していく
©関東学園大学,2013.

関東学園大学紀要Liberal Arts第21集

29

ことは不可能になっていたのである。
かつて論じたように本来古代国家は，天皇との関係性の中で任用された郡司を通して地
方支配を行うことで，その中央集権性を確保しようとしてきた 73 はずである。8 世紀から 9 世紀
初頭にかけての郡司任用政策の変遷は，まさにこの理念を具体化し中央集権的な地方支配
を確立するための苦闘の足跡だったはずである。しかし，ここに至り古代国家はもはや郡司
か否かににこだわることなく，広く地域有力者を受領のもとに結集させ地方支配に当たらせる
ことにしたのである。古代国家は，天皇との結びつきや中央集権性といった理念的な側面を
棚上げし，現実の地方支配の安定化を図ったのである。これにより 10 世紀に入ると，負名体
制の整備 74 や国郡行政一体化（雑色人郡司制）75 が進行し，過渡的な形態ではあるものの，
受領を頂点とした地方支配は安定化を実現するのである。
それでは 9 世紀後半以降の郡司と天皇との関係性や郡司職そのものの位置づけはどのよ
うに考えればよいのだろうか。ここで節を改めてこの点を論じてみたい。
第 2 節 理念的な存在としての郡司職
9 世紀後半以降の郡司層の解体を受け，郡司職自体はどのように位置づけられるようにな
ったのか。本節ではこの点を考察したい。
既に何度か言及したが，国擬→式部省銓擬→郡司読奏→郡司召という郡司任用手続き自
体は 7 世紀半ば～11 世紀に至るまで変更されることはなかった 76。実際にこの手続きは延喜
太政官式 131 任郡司条に確認でき，その他にも『内裏式』（中巻奏銓擬郡領式）や『西宮記』
（巻 3 郡司読奏）など儀式書の記述からも復元することができる。したがって郡司を天皇の直
接的な関与ものとで任用するという枠組み自体は，郡司層の解体に影響されることなく持続
されているのである。
しかし 9 世紀後半になると，任用手続きの中でも天皇が関与するという意味で最も重要視さ
れる郡司読奏の挙行形態に大きな変化が見られる。本来読奏は，内裏正殿（紫宸殿）に出御
した天皇のもとに大臣以下の公卿が参集し，その場で式部省から郡司候補者の銓擬結果が
読申され，勅を奉じた大臣がその「定不」（任用の可否）を決定するという手続きをとる 77。とこ
ろが，『日本三代実録』には貞観元年（859）以降断続的に読奏の記事が記載されているが，
それによると天皇が出御した元慶 8 年（884）4 月 23 日の例と，記載がなく不明である年を除き，
基本的に読奏は天皇不出御で開催されている 78。
不出御の場合は宜陽殿西廂や陣座で勅を奉じた大臣や大納言らの公卿が決裁を下して
いるが，このような読奏不出御儀は『西宮記』や『北山抄』などに掲載される作法であり，10 世
紀以降は不出御儀が一般化したと考えられる。しかし不出御の場合でも，御在所（清涼殿）
に所在する天皇に事前に式部省銓擬の結果がまとめられた文書が奏上されている。そして
宜陽殿西廂で決裁を行う上卿のもとにも同内容の文書が提出され，上卿は式部省の報告を
聞きながら決裁（任用の可否）をそこに書き込み，全ての事案が終了したのち決裁を書き込
んだ文書を再度天皇に奏上することになっている 79。つまり天皇は，最初に奏上された文書
と上卿の決裁が書き込まれた文書を見比べることで，その内容を詳細に知ることができるよう
になっていたのである。以前指摘したように，仮に不出御儀であっても天皇は文書の授受を
通して郡司の任用結果を知ることができるため，不出御儀の成立は読奏における天皇の機
能の後退を示すものではない 80。したがって 9 世紀後半以降も郡司任用における天皇の直
接的な関与を認めることができるのである。
さらに 10 世紀以降になっても郡司への任官希望者が皆無ではなかったことにも注目した
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い。『類聚符宣抄』第 7 諸国郡司事には，天慶 2 年（939）～貞元 3 年（978）の間の郡司任用
を申請する国解（申文や式部省奏を含む）とそれを許可する旨の宣旨がセットで収録されて
いる。内容としては，年官を用いた任用申請や，いわゆる違例越擬（現任少領を大領に転任
させるのではなく，別の人物を大領に任用すること）の申請，兄弟間での相譲申請など，通常
とは異なる特別な条件下での任用を申請したものである。異例の郡司任用であるため，通常
の任用手続きとは異なる宣旨を用いた任用方法が用いられているが 81，このことは 10 世紀に
なっても様々な形で郡司職への就任を求める人々が存在していたことを示しているだろう。
次に示したのは天慶 2 年になされた但馬国美含郡少領の任用申請と，それを許可する宣旨
である。
従八位下刑部宿祢福秀〈但馬国美含郡人〉
望下当郡少領刑部福保補任之後経レ年不レ附二考帳一替上
右弁官給主政帳廿一人内，維則任二官史一之時，去承平六七両年給，高晴同七年給三
合之代，以二件福秀一所レ請如レ件。兼被レ免二無レ譜之責一。謹言。
天慶二年五月廿二日
大外記坂上高晴
大隈守善道朝臣維則
中納言従三位藤原朝臣師輔宣，奉 レ勅，大隈守善道朝臣維則任二官史一之時，去承平
六七両年弁官給，大外記坂上高晴同七年給未補之代三合，以 二刑部福秀 一 宜 丙補 下 任
但馬国美含郡少領刑部福保補任之後経レ年不レ附二考帳一替上，兼免乙無レ譜之責甲。
天慶二年十二月廿七日
少丞ゝゝ時〈奉〉
延喜式部式上 130 主政帳条には，
凡主政帳廿一人，毎年充二太政官一，待二所レ下名簿一乃補之。
とあり，この申請は延喜式に規定された太政官に与えられた年官を用いた郡司任用である 82。
年官とは皇族や公卿，特定の官司に与えられた官職の推薦枠であり，任官希望者は彼らに
任料を支払うことで推薦を受け任官することになっていた。この例では，本来太政官（弁官）
に与えられていた年官は主政帳であるが，善道維則に認められた 2 年分と坂上高晴の 1 年
分の合計 3 年分＝三合代として少領を推薦している。この場合も少領に任用されることにな
った刑部福秀は維則や高晴に任料を支払っているはずであり，福秀にとって郡司の地位が
相応の価値を有していたことを示しているだろう。このように 10 世紀以降にも郡司職は全く価
値を失っていたわけではなく，地域有力者層における需要が認められるのである。
このような郡司職に対する需要の存在の理由としては，地域社会の中における正員郡司の
地位の高さが挙げられるだろう。前節に掲げた延喜 2 年 4 月 11 日格を契機に，地域社会で
は非令制職名郡司（いわゆる雑色人郡司。「郡老」，「検校」，「国司代」などの名称が確認さ
れる 83）の設置が正式に認められるようになり，正員郡司のみならず彼らも国司の指示のもと
郡務に従事していることが確認される。その様子は売券等の古文書の郡判部分への署名に
見られるが，それらの分析から森公章氏は，
雑色人郡司 > 正員郡司
雑色人郡司＋正員郡司 > 雑色人郡司
という序列があったことを指摘している。したがって雑色人郡司の地位獲得に加え，正員郡司
に任用されていることが，地域社会の中での優位性を保つためには必要だったのである。自
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らの地位をより安定化させるため，正員郡司は地域有力者層にとって必要な地位だったので
ある 84。そして正員郡司の地位が地域社会における優位性を保証したその理由は，やはり郡
司職が天皇の直接的な関与のもとで任用される地位だったからであろう。
以上のように，9 世紀後半以降読奏は不出御儀が主流になったとはいえ，郡司任用への
天皇の直接的な関与は維持されていた。一方，地域有力者層の中でも競合する勢力に対し
優位を保つため，正員郡司の地位は利用価値があったのである。郡司層解体に伴う，新た
な地方支配の仕組みの中で，かつての郡司の地位は他の地域有力者たち（雑色人郡司ら）
の中で相対化されてしまった。その意味では郡司であるということは，地方行政上の実務的
な面では意味を失ったといえる。それでもなお，7 世紀半ば以来の郡司と天皇の関係性が維
持されたのは，国家の立場からすれば，郡司を任命し続けることで理念的な面だけでも中央
集権的な地方支配の在り方を維持しようとした結果であろう。また，地域有力者層の立場から
すれば，自らの地位を地域社会の中で確固たるものとして位置づける上で，天皇の権威をま
とった正員郡司の地位は重要な意味を持ち続けたのである。
ここに至り古代国家は，郡司と天皇の関係性に担保された中央集権性の実現を理念的な
面のみのとどめ，現実的な地方支配の面では郡司に拘わることなく広く地域有力者層を受領
のもとに結集させることでその安定化を図ったといえるだろう。8 世紀以来，その理念と現実の
狭間で古代国家が試行錯誤を繰り返してきた郡司を中心とした地方支配の在り方は，理念と
現実を分離させ，理念面における地方支配の中央集権性のみを確保するという形で，一つ
の決着点に達したといえるのである。

おわりに
以上，郡司層の存在と郡司と天皇の関係性に留意しながら，8～9 世紀にかけての郡司任
用制度について概観した。それは，地域社会に根を張る郡司層や，地方行政上の現実的諸
問題と対峙しながら，いかにして孝徳朝に確立された郡司と天皇との結びつきにより表現さ
れる中央集権的な地方支配理念を具体化し実体化していくのかという古代国家の苦闘の足
跡であったといえるだろう。
郡司と天皇の関係性によって理念的に示された地方支配における中央集権性を実体化す
るため，古代国家がとった施策をもう一度まとめるならば以下の通りになる。
《Ⅰ期 孝徳朝》
郡司読奏の原型が成立し，郡司（評官人）の任用に天皇（大王）が直接的に関与
することで，地方支配における中央集権性の理念的枠組みが確立される。
《Ⅱ‐1 期 天平 7 年制》
孝徳朝に確立された中央集権的な地方支配理念を具体化するため「譜第」基準が
導入される。
《Ⅱ‐2 期 天平 21 年勅》
「立郡以来譜第重大家」を創出することで任用対象を限定化・固定化し，理念の
先鋭化が図られる。
《Ⅱ‐3 期 延暦年間》
従来の「譜第之選」を停止し，中央出仕して天皇や朝廷に仕えたという実績（「芸
業」）を重視した任用を行う。「譜第」とは形を変えた中央集権性の確保（郡司と天
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皇の関係性強化）を模索。
《Ⅲ期 弘仁年間》
「譜第之選」の復活，国擬一本化，後期擬任郡司制の導入など，地域社会＝郡司
層や国司の意向など，現実的諸問題を理念の実体化よりも優先する。
《Ⅳ期 9 世紀後半以降》
郡司職忌避の全国化や中央諸司・院宮王臣家の地方社会進出などにより郡司層が
解体し，10 世紀には雑色人郡司制が展開。ただし読奏を中心とした郡司任用手続き
に変化はなく，郡司と天皇の関係性に象徴された中央集権性は，実体とは切り離さ
れ純粋に理念的なものとして維持される。
このように見ていくと，Ⅰ～Ⅱ期には，郡司とは天皇の権威を背景に地域支配に臨む存在
として位置づけられ，その任用に際しては国家（中央政府）の主導権が確立されるような施策
が講じられていたといえるだろう。郡司は天皇（国家）の権威をこそ背景とするのであって，郡
司層の意向のもとに存立するものではないと認識されていたのである。即ち，郡司層の意向
にもとづく郡司ではなく，国家の主体性のもとで任用された者を郡司として地方支配に当たら
せることで，孝徳朝に創出された中央集権的な地方支配理念の実体化が図られていたので
ある。したがってⅠ・Ⅱ期には，中央集権性の実体化が徐々に進行していったと考えることが
できる。
しかし，そのような方向性はⅢ期に入ると変化する。中央集権的な地方支配という理念の実
現（実体化）よりも，地域社会（郡司層）への配慮や国司の意向を尊重することが優先されるよ
うになる。そしてⅣ期には郡司層の解体など地域社会の在り方が大きく変わり，郡司は中央
集権的地方支配理念を実体化するための存在ではなく，純粋に理念的な存在として位置づ
けられるようになるのである。この経緯を図式化すれば末尾に示した図のようになるだろう。
図に示されたように，実体面での中央集権性は延暦年間前後をピークとし，その後は下降
をたどっていく。しかしここで気をつけなければならないのは，このことが古代国家の地方支
配の弱体化を意味するわけではないということである。9 世紀～10 世紀には国司官長の受領
化 85 や負名体制の成立 86 など，国司（受領）を中心とした地方支配が強化されていく。したが
って図が示すのは，地方支配における古代国家の郡司への依存度が減退したということなの
である。9 世紀後半以降の古代国家は，郡司に体現させた地方支配上の中央集権性に依存
することなく地方支配を展開していったのである。
この原因としては，勿論国司の受領化など地方支配をめぐる新たな状況の出現もあるだろう。
しかしここでは，郡司層の解体に注目してみたい。郡司層とは郡司を輩出するような複数の
地域有力者によって構成されるものであった。彼らは時に対立を孕みつつも融和と合意形成
を図り，郡司の交替などを行っていたと考えられる。そのような存在だったからこそ，古代国家
は郡司職を通して郡司層の中に介入しコントロールすることで，中央集権的な地方支配理念
の実体化を目指したのである。ところがこのような郡司層が解体すれば，その結節点となって
いた郡司職をコントロールしても地方支配上の中央集権性を実体化することはできない。ここ
に至り郡司職は理念的に中央集権性を象徴する存在として位置づけられることになったので
ある。
孝徳朝に古代国家の地方支配における中央集権性を保障する存在として創出された郡司
は，8 世紀を通じたその理念の実体化の試みを経た上で，9 世紀後半～10 世紀には純粋に
理念的存在へと変化していったのである。このような郡司の変化が，古代国家の変化とどの
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ようにかかわるのかについては別途考察を要するだろう。小稿はそのための基礎作業として，
8～9 世紀の郡司任用政策について考察を行った。残された多くの問題は今後の課題にした
いと思う。

郡司と天皇の関係性により表現される
中央集権性（理念面）
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注
1 小稿で論じるのは，郡司の中でも特に大領・少領（郡領）についてである。したが
って特に断らない限り小稿では「郡司」を「郡領」の意味で用いたいと思う。
2 拙稿「郡司と天皇制」（『史学雑誌』116-12，2007）。
3 主な研究を挙げると以下のとおりである。磯貝正義ａ「郡司任用制度の基礎的研究」，
ｂ「桓武朝の譜第郡司政策の研究」（ともに『郡司及び采女制度の研究』吉川弘文館，
1978，初出はそれぞれ 1962・1965），新野直吉「郡司制の諸問題」（『日本古代地方制
度の研究』吉川弘文館，1974），米田雄介「郡司の出自と任用」
（『郡司の研究』法政大
学出版局，1976），今泉隆雄「八世紀の郡領の任用と出自」
（『史学雑誌』81-12，1972），
大町健「律令制的郡司制の特質と展開」（『日本古代の国家と在地首長制』校倉書房，
1986），山口英男「郡領の銓擬とその変遷」
（『日本律令制論集 下巻』吉川弘文館，1993），
森公章「律令国家における郡司任用方法とその変遷」（『古代郡司制度の研究』吉川弘
文館，2000，初出 1996）。
4 平川南「郡符木簡」（『古代地方木簡の研究』吉川弘文館，2003，初出 1995）。
5 山中敏史「地方官衙と周辺寺院をめぐる諸問題」
（『地方官衙と寺院』奈良文化財研
究所，2005）。
6 須原祥二「八世紀の郡司制度と在地」
（『古代地方制度形成過程の研究』吉川弘文館，
2011，1996）。
7 佐藤信「地方官衙と在地の社会」
（『日本の時代史 4 律令国家と天平文化』吉川弘
文館，2002）。
8 毛利憲一「郡領の任用と「譜第」」
（『続日本紀研究』338，2002），
「郡領任用政策の
歴史的展開」
（『立命館文学』580，2003），須原祥二「郡司任用制度における譜第資格」
（『日本史研究』488，2003），拙稿「郡司譜第考」（『ヒストリア』227，2011）など。
9 前掲注 2 拙稿。
10 早川庄八「選任令・選叙令と郡領の「試練」」
（『日本古代官僚制の研究』岩波書店，
1986，初出 1984），森公章「評司の任用方法について」（前掲書，初出は 1997），前掲
注 2 拙稿及び「擬郡司帳管見」（『続日本紀研究』366，2007）。
11 前掲注 8 拙稿。以下，天平 7 年制やそれ以前の郡司任用に関する私見は当該論文
による。
12 前掲注 3 今泉論文。
13 前掲注 3 山口論文。
14 国家としては郡司の長期在任を意図していたと考えられるが，郡司の頻繁な交替
が見られる点を考慮すれば，実際の地域社会においては「代遍之格」は十全には機能
していなかったと考えられる。
15 前掲注 3 磯貝・新野論文。
16 前掲注 3 山口論文，注 8 須原論文。
17 その他にも，中央政界の動向と関連させ，律令的な藤原氏に対抗するため在地勢
力に依存した橘諸兄政権による政策であるという位置づけ（前掲注 3 米田論文）や，
変動する在地首長制の秩序把握を放棄したものであるとする見解（前掲注 3 大町論文）
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などが見られる。
18 前掲注 3 磯貝・今泉・森論文。
19 前掲注 3 米田論文。
20 前掲注 8 須原論文。
21 前掲注 3 磯貝・新野・今泉論文。
22 前掲注 3 米田・山口論文，注 8 須原論文。
23 前掲注 3 山口論文。
24 前掲注 8 須原論文。
25 孝徳朝の立郡（立評）時点から見て天平 7 年頃には，郡司の世代交代は二～三世
程度進んでいたと考えられる（前掲注 8 拙稿）。したがって，郡司職の郡司層内におけ
る持ち回り的な継承（交替）の在り方も考慮すれば，天平 7～10 年頃には未だ他の追
随を許さないほど郡司就任事実を積み重ねた一族が成立していたとは看做し難く，郡
司層内には多様な「譜第」が展開していたと考えられる。
26 特にこの点については，前掲注 3 山口論文や注 8 須原論文で強調されている。
27 本勅には藤原仲麻呂の唐風化政策の影響が強く表れているとの見解もあるが（前
掲注 3 新野論文など），天平 19 年 11 月己卯詔などを勘案すると，本勅を仲麻呂政権の
擬唐的政策とのみ位置づけるのは適切ではないだろう。
28 前掲注 3 山口論文。
29 前掲注 8 須原論文。
30 阿部武彦「古代族長継承の問題について」
（『日本古代の氏族と祭祀』吉川弘文館，
1984，初出は 1954）。
31 前掲注 3 山口論文などでも指摘されている。
32 前掲注 3 今泉，山口，森論文など。
33 『続日本紀』同日条。なお『貞観交替式』にも同一記事が収録されている。
34 前掲注 3 山口論文。
35 前掲注 3 大町論文，加藤友康「九・一〇世紀の郡司について」（『歴史評論』464，
1988）。
36 西山良平「「律令制収奪」機構の性格とその基盤」
（『日本史研究』187，1978），前
掲注 3 森論文など。
37 前掲注 8 須原論文。
38 前掲注 10 拙稿。
39 前掲注 3 今泉論文など。
40 注 10 参照。
41 森公章「試郡司・読奏・任郡司ノート」
（前掲書，初出は 1997），須原祥二「式部
試練と郡司読奏」（前掲書，初出は 1998）。
42 伊予親王は延暦 23 年（804）に式部卿に在任していたことが確認できるが（『日本
後紀』同年 2 月乙丑条），その任官時期を示す史料は見当たらない。しかし高田淳「桓
武天皇の親王について」
（『史学研究集録』9，1984）によると，延暦 16 年（797）4 月
4 日に大納言紀古佐美が式部卿兼任のまま薨じて以来，式部卿該当者が史料上確認で
きないこと，また桓武天皇の諸親王の初叙品，初任官の時期から推すと，延暦 16・17
年は伊予親王の初任官の時期にふさわしいことから，伊予親王が古佐美の後任として
©関東学園大学,2013.

関東学園大学紀要Liberal Arts第21集

36

式部卿に任命された可能性が高いと推測される。
43 伊予親王は式部卿・中務卿・大宰帥，葛原親王は治部卿・大蔵卿，神野親王（嵯
峨天皇）は中務卿・弾正尹，大伴親王（淳和天皇）は兵部卿・治部卿に任官している。
44 高田淳「桓武朝後半期の親王任官について」（
『国史学』121，1983）。
45 林陸朗「桓武朝廟堂の人的構成」（『上代政治社会の研究』吉川弘文館，1969，初
出 1962）
，
「桓武朝廟堂の構成とその特徴」
（『桓武朝論』雄山閣出版，1994，初出 1969）。
46 井上薫「トネリ制度の一考察」（『日本古代の政治と宗教』吉川弘文館，1961，初
出は 1960）。
47 『類聚三代格』巻七郡司事にも収録されている。
48 前掲注 3 山口，森論文。
49 須原氏が指摘した郡司の頻繁な交替と郡司層の存在は 8 世紀段階のものである
（前掲注 6 論文）。しかし弘仁 2 年詔には「難波朝庭始置二其職一。有レ労之人，世序二
其官一」とあることから，ここに登場する郡司職を代々継承してきた「有レ労之人」と
は，8 世紀的な郡司層を構成していた人々と考えて良いだろう。したがって後掲する
弘仁 3 年・13 年の措置についても，基本的に 8 世紀的な郡司層の在り方を念頭に立て
られた政策であると考えられる。
50 同趣旨の太政官符が『類聚三代格』巻 7 郡司事にも収録されている。
51 前掲注 3 今泉論文。
52 前掲注 3 山口論文。
53 米田雄介「擬任郡司制の成立と展開」（『郡司の研究』法政大学出版局，1976，初
出は 1969）。なお，これ以前の擬任郡司は基本的に欠員の生じた郡司の後任者で，未
だ中央における諸手続き（式部省銓擬や郡司読奏，郡司召）を完了していない者を指
すものである。つまり正式な任用以前の郡司内定者を指す言葉であり，定員以上に置
かれることは禁止されていた（『類聚三代格』巻 7 郡司事所収延暦 17 年 2 月 15 日官符）。
54 前掲注 3 森論文。
55 前掲注 3 山口，森論文。
56 前掲注 3 米田，今泉論文。
57 前掲注 3 大町論文。
58 後期擬任郡司に関しては，新たに勢力を伸ばしてきた新興層を取り込むためのも
のとする見解もあるが（前掲注 53 米田論文など），森公章「九世紀の郡司とその動向」
（前掲書，2000）などで指摘されているように，実例から確認される擬任郡司のほと
んどは 8 世紀以来の譜第郡司氏族である。したがって小稿も弘仁年間に新興層の台頭
を想定する必要はないという立場をとりたい。
59 前掲注 3 山口論文。
60 前掲注 3 山口，森，注 8 須原論文。
61 平野博之「平安初期における国司郡司の関係について」（『史淵』72，1957）。
62 9 世紀の郡司を包括的に論じた先行研究としては，前掲注 61 平野論文や森前掲注
58 論文などが挙げられる。
63 9 世紀の畿内郡司の動向については，浅井勝利「畿内郡司層氏族に関する覚書」
（『史
観』129，1993）でも言及されている。
64 この他にも『類聚符宣抄』第 7 諸国郡司事からは，後掲するように前出羽権大目
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を美濃国各務郡大領に任じた例（康保 2 年〔965〕）なども確認できる。
65 応和 3 年（963）8 月 21 日に散位正六位上尾張是種を海部郡大領に任用すること
を願った尾張国解にも，「重検二故実一，諸国主典已上散位之輩，越レ次一度補二任大領
之職一，蹤跡已存」と見えている。
66 前掲注 61 平野論文，坂上康俊「負名体制の成立」（
『史学雑誌』94‐2，1985）。
67 笹山晴生「兵衛についての一考察」
（『日本古代の政治と文化』吉川弘文館，1987）。
68 市大樹「九世紀畿内地域の富豪層と院宮王臣家・諸司」
（『ヒストリア』163，1999）。
69 山中敏史「国衙・郡衙の成立と変遷」
（『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房，1994，
初出は 1984）。
70 前掲注 5 山中論文。
71 森公章「雑色人郡司と十世紀以降の郡司制度」（前掲書，初出は 1998・1999）。
72 山口英男「十世紀の国郡行政機構」（『史学雑誌』100‐9，1991）。
73 前掲注 2 拙稿。
74 前掲注 66 坂上論文。
75 前掲注 72 山口論文。
76 前掲注 10 参照。
77 『内裏式』中巻奏銓擬郡領式，『儀式』巻 9 奏銓擬郡領儀。
78 拙稿「宣旨による郡司の任用」（『延喜式研究』22，2006）参照。
79 『西宮記』巻 3 郡司読奏，『北山抄』巻 3 読奏事。
80 前掲注 2 拙稿。
81 前掲集 78 拙稿。
82 時野谷滋「年給制度の研究」
（『律令封禄制度史の研究』吉川弘文館，1977）。以下，
年官に関する知見は当論文による。
83 雑色人郡司に関しては前掲注 72 山口論文，前掲注 71 森論文参照。
84 前掲注 71 森論文。
85 北條秀樹「文書行政より見たる国司受領化」（『日本古代国家の地方支配』吉川弘
文館，200，初出 1975）。
86 前掲注 66 坂上論文。
〔附記〕小稿は平成 23 年度関東学園大学学術研究費による研究成果の一部である。
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