
はじめに

ここでは 9・ 10世紀の「海麟漱の考察を行

なうことによって、例えば戸籍・計帳、班爾

収授法で人間と土地を直接把握 していた律令

[至蟻量曇史雲馨為:塁理『殿機言:』匡ふ
進行しているのかとい う整理の一助にしたい。

さで「 海賊 」とい う言葉か らは、中世の瀬

戸内・志摩等の海賊衆、もしくは海上を横衛

基与讐班璽嘗Iξ撃ヂ雪こ孫昌二k禁「 量管

て盗賊的なものであったのだろうか。支配階

級の験を通して「 海賊 」と史料に記されてい

るのではあるまいか。

ここで1ま 、当該期の「 海難 がどのような

存在であったのか、また何如なる活動をして

いるのかということを取 り上げ、最初の問題

設定に追 りたい。

1「 群盗」=「 撻党」の系麟と「 海賊」

た∫霞麿l』鷺量を腰『動姦し]言ET雹喜抵
争醤≧TI饉暑爵継堡書癸i31ム曇書負:1

2曇鵞民刃史繕F蓋急£姦逸菫源象脅Lil
圏裏だ為:曹iよ点島よ潟Ё暑貫會Fの

律令
ちなみに「 良吏 」は、中央政府にとっての

地方官の位置付けであって、円滑な班田農民

の把握と国家的収奪の確保が要求されてお り、

裏返って「 悪吏 」に成 り得 り、 9世紀末か ら

10世紀初頭にかけて、その政治的位置・役

黎を喪失していく存在である。

この伝記に、保則が大宰大式として九州に

在った時、次の様な記述がある。

其筑前筑後肥前王国、尤為群盗之薮沢焉、

郷間騒擾、道路隔絶、人民有蓄積者、皆被

殺略、行旅有資儲者、無有令治、前年府官

及曇司、発兵捕殺、凶党弥熾、不能禁止、

実際筑後国では 883(元 慶 7)年に、「 群盗

百許人獲守従五位上部朝経鶴酉館、射殺御爾、

掠奪財物、」という事件が起こってお り、

「 群盗 」の構成員からして国衝内部の紛争が

保冤喜璽[il〔 鴛λ[奮言譜釜冒帯[曇『

『 藤原保lll伝 』では、「 群盗 」=「 凶党 J

を組織するのが「 流浪之輩 」、「 良家子弟 」、

「 握吏僕従 」であると述べてあるが、「 流濃

之輩」こそ「 富豪浪人=富豪層 」と呼ばれる

存在であろう。彼等 :ま 農村で律令allを 解体さ

せた中心勢力で、大量の稲穀などの動産を書

積して、私営田、私出挙を営み、班爾農民の

没落と「 富豪層 」への従属が進行 して、律令

tllの 基盤が崩壊するのであ?。 この「 群盗 」

を組織する「 渠舞」として、豊後前介中井王

が挙げられる。彼は解任後 も私営田経営に於

いて、椰司・百姓を暴力的に取 り込んだので

あり、この行動を支えたのが、「 結党郡居 J

し、「 同悪相済 」する「 凶党 」であろう。

また彼等は、在地に於いて初期荘園の経営に

努め、それは国務を妨げるという形で発展、

渡立してくるのであT。

『 藤原保則伝ではこの「 群盗 」について、

「 国之民大半為盗、今悉構雨殺、驚量落之内、

間而無人 」としており、有勢浪人 (=聯 盗」

を組織する「 流浪之輩 」)の検括命令に際 し、

「 土民許容爾不寧 」とあるように、班田農民

と「 結合 」していたのである。

このように「 群盗」=「 凶党 」は、律令鐵

家に武力を以って闘う存在であると共に、在

地の有力者の支配の為の暴力装置という二菫
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の性格を有してお り、この「 群盗 」=「 凶党」

の一翼を担 うものとして「 海賊 」を提えるこ

とができるので :ま あるまいか。

799(延 暦 18)年に、備前国児島郡では

「 勢家豪民 」が山野浜島を占有してしまい、

億唇1ま][糞 :彗鞭
『

″轟歴霞古進菖徴藤貫

等 3千余人が「 王臣家牒 」に依 り淡路国へ来

雷進墓猶量児]『ξ I口 [h!省 色響:3魯サl量

の初期荘爾 (=私的大土地FTr有 )獲得の動き

と、「 群盗 」=「 凶党 」との結託の様相を示

す ものだろう。

866(仁 rl13)年に菅原道真は守 として讃

予冒i馨象χ逸「 lF§警警畠言[[l奪 ]、

彼等は何れも貧しく、寒天下の生活に書しむ

者である。その中で、海で生活する人々に関

してtま「 賃懸人 」、「 鋳魚人 」、「 売塩入」

が挙げられる。「 賃船人 」は水上交通・運輸

に携わる人々、即ち水手・舟子・機取等のこ

とで、彼等は耕地を有さず、専ら雇用されて

生計を立てる者である。「 釣魚人 』も農業を

行なうのではなく、捕獲 した魚で租税に充て

ている。「 売塩人 」は零細な製塩を行なう者

で、「 豪民」の利濯独占に依 つて貧窮 してい

るわけだが、 この「 豪民 」こそ、痰えば債務

関係等を通 じて海で生活す る人々を組織 し得

たであろうし、同様のことが「 賃船人 」の雇

用主に も言えるだれう。そしてこのようにし

た組織された ものが、「 海餓 」の実体を為す

ものと考えられる。

既に 8世紀の中頃より、「 官人百姓商旅之

徒、従豊前鶴草野津、豊後圏々埼坂門等津、

露雇][『貫履驚|:κttξ農≧ル書テ馨瞥柔
警層亀E装 |]鳥層踏詈8書桑.TT灘甘

」

[奮警∫
tま
~般民衆の中に紛れ込んでいたの

次に、「 海賊」の活動を、 9世紀の「群翻

=「 凶党 」の動向、ひいては行範な律令国家

に対する闘いを確認しなが ら観て行きたい。

2 9世紀の律令国家に対する闘いと「海賊」

『 続日本後紀 』では、838(承 和 5)年 2

月 9日 条に、「 畿内諸国群盗公行、放火殺人、

下知繭毒、令象ぶL勘 濃とあり、翌 10舞 条に

は、「 令山陽、南海道等諸国司、捕糸L海賊 」

とされている。東圏に於いても「 区1猾成党、

事選盤|を裏鼻≧農腰璽当し貫彎暑彎lT暑鯉
中葉か ら全国的に「 群盗 」=「 lXl党 」の活動

が熾 んになって くる 。

東圏の「 群盗 」=「 凶党 」の主体 を為す も

の として、 870(武観 12)年 に上総墨毒に下

した太政官符で、「 彼国夷倖等、猶挟野心、

1曇叢]混予曾金露[][L馨貫言椴會Iriこ、
浮甕輩暇夷の存在を忘れて1ま ならない。878

(元慶 2澪に出羽圏で勃発した大規模な蝦夷

見篭戦壺::こ胃∫]|:F醤 :L歯壁晃[曇

込む律全国家からの離識を目指したのである。

中央 lFt府 は鎮圧の為に藤原保則を出羽権守と

して派遣し、『 藤原保則伝 』では蝦夷が直ち

に保貫1の「 教化 」の下に服したように記され

ているが、保菫は鐵夷に対した要機鋳態度で

臨んだのであり、実質的に有効な対処をして

いない。 この叛乱が終結したのは、蝦夷の主

体的力量と自然条件に依るものである。

青繁命TE箋 法曇難禁暦重t[魚Till竜
行は有名な「 意見十二箇条 」で、「 臣伏見陸

奥、出羽両国、動有蝦夷之乱」と述べている。

東置の「 群盗』議「 凶党 」の活動は、9世

紀末には広範なものになり、 889(寛平元 )

年には「 東国賊首物部氏永 」を中心に蜂起し、

薄ざ  写
るものであろう。また東海道・東山道の広範

-2-



な地域で活動 した就馬の発
1:注

目され、やが

て平将門の乱に繋が って行 く下地がで きてき

た と考えられ る。

さて「 海賊 」の活動は、貞観期 (859-877

曇巖醤薫「逸詈業1』芸暮ツ121鳥]li)層よ
｀

「 百姓十一人 」を殺害している。中央政府は、

具体的には、国司に粛清を求め、五保の制を

固め、市津に偵7iEを 設けて捕獲の賞を募った

り、仔囚を招募して捜索命令を出すなどの対

τ[]11:510『 13彙岸ば二属F漫曇艦

下、督促殷懃、其後、播磨、備中、備後、阿

波等国、相尋言上獲賊之状、而今寇盗難休 」

と効果は上らず、その一因として、「 国司等

欲消一境之咎、不慮天下之憂、天尽謀略、不

県醤霧:再馨様ギ喜2号7『[晟 fttr馨昌
の枠を超えて活動したのだろう。彼等は、

[賃 :馨理ゝT言彙[画がち[橿釜1:Υ

`1
葉鱚、

も
I,i]li鷺』F:,i[1籠 !『:]言亀

半径が広 く、流動的な ものだったのである。

このような「 海賊 」が広範に結集 したのが 10

世紀中葉の藤原純友の乱であるが、既に 9世

紀後半には、乱の主体的勢力が形成 されてい

たと言 えよう。

また 9世紀には、郡司・百姓 も律令国家 に

対 して様 々な闘いを繰 り広 げるようにな り、

857(天安元)年の大宰府飛駅によれば、対 馬

ξ8露暑ぴ[霰IF詈尻楼よ;凛言17署
見国で守上毛野氏永が襲撃・監禁されるとい

う事件が起 こっているが、これは氏永の「 政

季雪」吾輩猿嵩菫 31昌彙言畠:1法 1ぬ
一方、合法的な訴訟 も熾んに行なわれてい

λ罪者Y羹司1ラマ「
li占

:ξξ屋雇億1ゞ冨
5醤

百姓が介清原長統以下の不正を訴 えてい る。

また「 頗有治名、多宰州県、」とも評価された

弘宗王であるが、守を勤めた讃岐国、越前国

で百姓に訴えられてお昭、既に触れたように、
国家的収奪の充分な納入が要求されている

「 良吏 」の本質を示唆するものである。

抑 も『 公式令』訴訟条、陳意見条、『 獄令』

犯罪事発条等で、百姓は非法な支配に対して

訴える権利を有していたが、実際の訴訟に至

るには律令の条文を知ることが必要で、当時

黒璽警署ti横∬昏意喜房11奉F意:TI
在地の有力層が介在していたのであろう。

三善清行は「 意見十二箇条 」で、「 請停止依

諸国少吏丼百姓告言訴訟差遣朝使事 」とこの

ような訴訟を糾弾しているが、「 比年任用之

吏、或結私怨以謳告官長 」と国衝内部での対

立が謙著になり、「 少吏井百姓 」、「 少吏賎

民 」と併例的に記 されるように、彼等が国司

に対抗する戦線として結合し得る情況であっ

たと考えられる。

このような訴訟は、 9世紀末には「 百姓愁

状 」という形式をとって国司等の非法を弾劾

する武器となっているが、この経験は、 10
世紀後半か ら11世紀中葉にかけての、「 尾

張国郡司百姓等解文 」に代表 される国司苛政

上訴運動に承け継がれたのであろう。

また前に、中井王などの「 群盗 」=「凶党」

を組織する「 王臣子孫之徒 」、「 秩満解任之

人 」等は、在地に於いて初期荘園の経営に務

め、それは国務を妨げるという形で発展・濫

立して くることに触れた。やがて非律令的な

私物輸送量が増加するのだが、私的運輸力が

伴わず、王臣勢家等の荘園領主は自らの輸送

手段を確保する為に、官物の輸送機関を強奪

するようにな り、このことは「 強雇」として

9世紀中葉には政治問題化す るのである。

律令国家の交通、流通体系は、租税収奪を根

幹 とし、貢納交通の為の労働自体 (運脚等 )

が収奪の意味を伴い、律令国家
%子

の為に地

方支配機構を動員するものであった。

894(寛平6)年 の太政官符では、上総国・
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越後国で官物運京の綱領に徴発された百姓が、

「 若此濫悪 」=「 追妨駄馬 」。
「 覆奪運船 」

する党類に加わり、他国へ逃亡することが見

えぎ。即ち、官物運京雀役を拒否した逃民が、

「 群盗 」=「 凶党 」の一員 として律令国家の

収奪ルー トに直接の打撃を与えており、そし

ておそらく留住国司等の在地支配層と結びつ

き、更に王臣勢家等の私物輸送を担ったので

あろう。

「 強雇 」と「 海賊 」についての関係は、必

ずしも明確ではない。しかし867(貞観9)年

に、山崎 。大津近辺での「 強雇 」が禁断され

てしやな。山崎が交通の要衝で都の外港的機能

を果 し、山崎橋周辺に「 蔵屋舟船等 」の集中

が見 られるように津頭に緊落が早 くか ら成立

していたこ∫Ъ考えると、このような場所で

「 強雇 」が横行するのは当然想定できるが、

内海地域に於いて、交通・流通の結節点では

「 強雇 」が横行し、そこに「 海賊 」が参加 し

ていることは、これまでに観てきたその在 り

方、行動を通して、充分予想できることだろ

う。

以上のように、 9世紀の「 海賊 」ひいては

「 群盗 」=「 凶党 」の活動は、律令国家に対

する広範な闘いのうね りの一翼を担 うものと

して捉えることができるだろう。またそれと

共に、初期荘園を通じて、王臣勢家等の反律

令的行動、自立権力化と結びついていたと言

えよう。

次に、以上のことを踏まえて、10世紀の大

規模な藤原純友の乱と、付随する問題につい

て若干触れたい。

5 10世 紀の「 海賊 」と藤原純友の乱

承平期 (931～ 93解つ に至ると、史料上

「 海賊 」の活動が再び活発になる。これは貞

観期の後、「 海賊 」が沈黙したわけでなく、

『 三代実録』の後国史が編纂されず、史料的

空自部分の時期であることや、 932(承平2)

年に中央政府が「 追捕海賊使 」を任じて、国

家的にその追討に乗 り出したど1に関連する

だろう。それまでは国司の宰領に任せていた

のだが、既 に触れたように実際の効果が上が

らなかったのである。

承平2年には「備前申海賊事事も、翌年に
綺l層惧F4[T竃孟誓T基[浬C[LTr｀

豊ΥI驚費I踏、][鴛宿[暉l考

管暮装τTliセ『
予国喜多郡の不動穀 3千石

賊首:131冒 磯8軍 Fを 言辱警:|ゞ l霞』

予国日振島に本拠を置き、「 賊船千余艘浮海

ξttTR;警逸饉亘29送磐菅F往
来人物不

中央政府は紀淑人を伊予守 (大介 )に任 じ、

追捕に当たると、その「 寛仁 」を聞いて「 海

賊 」2千 5百人が刑に就き、「 魁師小野氏彦、

紀秋茂、津時成等合州余人 」が帰伏してくる。

淑人は彼等「 前海賊 」に接するに、「 賜以衣

食、班給田疇、下行種子、
電麟

教農 」とした

ので、「 民姻漸静、郡国興復 」したという。

この淑人の施策は、『 藤原保則伝 』に述べら

れているような「 良吏 」的なものである。

しかし既に触れたように、「 良吏」では地方

政治の動揺を打開することは不可能で、一時

的な静論が訪れたに過 ぎない。

なお『 本朝世紀 』天慶 2年 12月 21条には、

「 前嫁藤純友去承平六年可追捕海賊之由蒙宣

旨」とあり、中央政府は■種の懐柔策 として、純

友を海賊追捕官に任じて淑人に協力させよう

としたのではないかとも考えられる。

939(天慶 2)年 に、再び純友を首領 として

「 海賊 」は蜂起し、以前にも増して激しい行

動を取 るようになる。年末には摂津国菟原郡

須岐駅で、備前介藤原子高と播磨
盆

島田惟幹

曇握[単二曇ζI是象警重 YF醤長λ亀議角

と称された人々の活動 と繋がっていた可能性

も考えられ、「 此比、東西二京連夜放火、依

之男送夜於屋上、女運水於庭中、純友士卒交
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京洛所致週地 という状態であった。翌年の正

月には、当時の太政大臣藤原忠平は「 左丞相

来議、秦可叙純友五位撃ち と日記に記してい

るが、これは東西の叛乱 (東国では平将門の

乱 )と いう情況の中で、中央政府は「 海賊 」

に対して懐柔策をとろうとしたのではあるま

いか。そして 2月 25日 に、将門の戦死の報

がもた らされると、中央政府は全力を挙げて

「 海賊 」に立 ち向 うのである。

実際「 海賊 」の活動は広範囲に亘 り、2月

には淡路国を襲撃して兵器を奪取し、山崎津

を焼いてい峨 。 8月 には讃岐、伊予を襲撃し、

備前、備後の兵船を焼き払い、その後 も周防

国の鋳銭司を焼いてしやな。また太平洋側の土

佐国八多郡で も戦闘が行なわれてい躍。この

ように、 940(天慶3)年 には「 海賊 」の勢力

が強 く、中央政府は鎮圧など及ばない情況で、

その軍事力の限界を示す ものである。

しかし翌年、「 純友次将藤原恒利脱賊陣、

経逃来、着国風処」から戦況は一変する。

長][「雷貿易軍『 冤曇雪借[覧塁塚詈青言

央政府は次々と「 海賊」を打 ち破る。そして

一旦は大宰府を襲撃するのだが、小野好古、

藤原慶幸、大蔵春実、源経基等の追討軍に敗

れて「 海賊 」は四散し、純友は本拠の伊予へ

逃
ど

れるが、子息と共に橘遠保に討たれてい

る。

また与党 も10月 までに各地で追捕され、

雪ξ曇言[具昌星各青黒響ξ窮雪i軋:3循
藤原文元、文茂、三善文公は備前国邑久郡に

上陸 し、播磨国赤穂郡の合戦で文公は戦死し、

文元、文茂は但馬国朝来郡の賀茂貞行を頼っ

たが、そこで殺されてしQ%。 こぅして「 今月

(=11月 )以後、天下安寧、海内清ジ 」とさ

れるのである。

上記のような「 海賊 」は、掠奪を生業 とし

ていたわけではない。紀淑人の「 寛仁 」の下

に、一旦はいわば律令制下の「 公民 」に復帰

すると史料に記される存在であって、かつ

「 寒早十首 」の「 賃船人 」、「 釣魚人 」、

「 売塩人 」のように、漁業、運輸、交易等に

従事していたのである。そして彼等を組織す

るのが「 豪民 」であって、それは「 富豪層 」

と呼ばれる存在と考えられる。純友亡き後、

各地で追捕された佐伯是基、乗原生行、藤原

文元、文茂、三善文公等 も、「 海賊 」の活動

の広が りを考えると、いわば「 豪民 」として、

各地に何 らかの関係を持っていたのではある

まいか。そして指導的地位を占めるのが「 魁

師 」で、純友は「 魁師」の組織する「 海賊 」

の連合軍の首領であったと考えられる。

さて問題は、「 海賊 」がこの叛乱を通 じて

伺を目指したのかということである。例えば

蝦夷が元慶の乱に於いて、「 秋田河以北為己

地 」と律令国家か ら離脱しようとしたことや、

平将門が平安京に類似したものであっても、

関東に独立国家を樹立しようとした2と は見

受けられない。これは純友の主体の在 り方に

も依るか も知れないが、「 海賊 」が土地に根

ざしていないこと、行動半径が広 く流動的な

性格が関連すると考えられる。平将門、藤原

純友の乱以降、東国は叛乱の頻発地帯になっ

たのに対し、中央政府の警備の強化 も相侯っ

て瀬戸内の「 海賊 」の叛乱は見 られず、彼等

が統一されるのは平氏に依ってであり、平清

盛の政権を支えるものになる。

「 海賊 」が何を目指して藤原純友の乱に結集

したかは現状では不明確だが、中世初期まで

の「 海賊 」についての全体的な整理、研究を

通して明確になると思われ、今後の課題とし

たい。ただその際、あくまで も「 海に生きる

人々」という観点が必要であろう。

おわ りに

以上述べてきたことをまとめると、 9世紀

中葉か ら全国的に、「 富豪層 」を介在して

「 群盗 」=「 凶党 」の活動が熾んにな り、「海

賊 」もその一翼を担 うもので、それは武力を

以って律令国家に対抗すると共に、王臣勢家

の反律令的行動、自立権力化と結びついてい

-5-



たのである。またこの時期、郡司、百姓 も、  (7)『 続日本後紀 』承和 9年 8月 29日 条

国司襲撃、その非法の訴えなどの様々な行動  (8)『 三代実録』元慶 8年 8月 4日 条

をとっており、律令国家に対する闘いのうね  (9)『 類蒙三代格 』斉衡 2年 6月 25日 太政

りが渦まいていたと言え、やがで 10世紀の   官符

平将門、藤原純友の乱の下地が形成されるの  (0『 日本後紀 』延暦 18年 11月 19日 条

である。                  0 『 続日本後紀 』承和 11年 5月 19日 条

「 海賊 Jの実体は、漁業、運輸、交易等に  0 日本古典文学大系 72『 菅家文章 菅家

従事する海に生きる人々で、律令制下の「 公   後集 』を参照した。

民 」に復帰する立場にあり、掠奪を生業とし  0 『 類采三代格』延暦 15年 11月 21日 太

ていたわけではない。ただ土地に根ざしてい   政官符所引天平 18年 7月 21日 太政官符

ないこと、行動半径が広いこと、流動的であ  0 『 三代実録』貞観 9年 3月 27日 条

ることなどが相侯って、全体的に統一 される  ① 『 三代実録 』貞観 3年 11月 16日 条、 9
ことは稀有である。              年 12月 4日 条、11年 3月 22日 条

藤原純友の乱は稀有な例であるが、律令制  ① 『 三代実録』貞観 12年 12月 2日 条

支配の矛盾か ら析出される「 海賊 」の大規模  0 『 三代実録 』元慶 2年 6月 7日 条、 なお

な叛乱として国家の軍事力と対決 し、その限   元慶の乱の経過については、同書元慶 2年

界を明 らかにしたが、内包する性格ゆえに自   3月 29日 条■ 3年 6月 26日 条に詳しい。

壊するのである。ただ「 海賊 」が何を目指し  00『 三代実録 』貞観 17年 11月 16日 条、『日

て結集したかは現在不明確で、それは中世初   本紀略 』寛平5年 5月 15日 条、天慶 2年 明

期までの「 海賊 」の全体的な整理、研究を通   17日 条、天暦元年 2月 18日条等

して明確にできると考えられる。       ① 『 日本紀略』寛平元年今年条、『 扶桑略

記』寛平元年 4月 27日 条

(註)                   ω 『 本朝世紀 』天慶 2年 5月 15日 条

(1)王朝国家についての基礎的整理は、森田  20『 類蒙三代格 』昌泰 2年 9月 19日太政官

悌『 研究史王朝国家 』でなされている。    符、昌泰 3年 8月 5日 太政官符

(2)『 広辞苑』               22『 三代実録』貞観 4年 5月 20日 条

(3)日 本思想大系 8『 古代政治社会思想 』を  20『 三代実録』貞観4年 5月 20日 条、8年

参照した。                  4月 11日 条、9年 11月 10日 条等、

(4)9世紀政治を分析する際、律令制的支配  20『 三代実録』貞観 9年 11月 10日 条

の動揺に対し、その再建を目指す中核 とし  20『 三代実録』貞観 4年 5月 20日 条

ての「 新宮人群 」、「 良吏 」を基軸 とした  20『 三代実録』貞観 9年 3月 27日 条

研究が注目される。            2η 『 三代実録』貞観 9年 11月 20日 条

門脇禎二「 律令体制の変貌 」旧岩波講座   20『 文徳実録』天安元年 6月 25日 条 『 三

『 日本歴史 』古代 3             代実録 』天安2年 12月 8日 条

佐藤宗諄『 平安前期政治史序説 』     19『 三代実録』元慶8年 6月 23日 条、仁和

(5)こ の事件の謀首は筑後擦従八位上藤原朝   2年 5月 12日 条

臣近成、従犯は少目従七位上建部公貞道で、 00『 政事要略』巻 84、 佐渡国三郡百姓等

他にも前扱、蔭子、蔭孫等 も参加している。  謹解 申請官裁患状事

『 三代実録 』元慶 7年 7月 19日 条、仁和  00『 三代実録』貞観 3年 7月 14日 条

元年 12月 23日 条、            00『 文徳実録』天安元年正月 16日条、『 三

(6)戸田芳実『 日本領主制成立史の研究 』   代実録 』貞観 4年 12月 27日 条、 13年 10

-6-



月 23日 条                 0'『 日本紀略 』天慶 2年 12月 26日 条

09 門脇禎二「 民衆と文字 」『 日本民衆の歴  00『 日本紀略』昌泰 2年 2月 1日 条、 延喜

史』1                   4年 3月 4日 条、 17年是秋条等

01 保立道久「 律令制支配と都部交通 」『 歴  
“

η『 純友追討記 』

史学研究 』468              10『 貞信公記 』天慶 3年正月 30日 条

0働 『 類蒙三代路 』寛平6年 7月 16日 太政官  
“

9『 貞信公記 』天慶 3年 2月 5日 条、 2月

符                   26日 条

00『 類蒙三代格 」貞観 9年 12月 20日 太政  60『 日本紀略 』天慶 3年 8月 26日 条、10月

官符                     22日 条、 11月 7日 条等

0つ 『 類乗三代格 』天安元年4月 11日 太政官  傷〕『 日本紀略 』天慶 3年 12月 9日 条

符、小西瑞恵「 地主神の祭礼 と大山崎惣町  5'『 純友追討記 』

共同体 」『 日本史研究 』166        03『 日本紀略 』天慶 4年 5月 19日 条 7月

00『 貞信公記 』承平 2年 4月 28日 条      7日 条等

09『 貞信公記 』              傷|『 本朝世紀 』天慶 4年 11月 26日 条

10『 扶桑略記 』承平3年 12月 17日 条    も
'『

本朝世紀 』天慶 4年 9月 22日 条、10

10『 扶桑略記 』承平 4年 7月 26日条      月 26日 条

“

a『 扶桑略記 』承平5年正月 9日 条     60『 日本紀略 』天慶 4年 11月 条

10『 日本紀略 』承平6年 6月 条、『 扶桑略  60『 将門記 』

記』承平 6年 6月 条

`り

 00に 同じ
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