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はじめに
先に私は，
「五胡」時代のトゥルファン出土戸籍，すなわち「北涼承陽二（426）
「承陽戸籍」と略記）と，
「年
年十一月高昌郡高寧縣戸籍殘卷」
（Ch
6001v.以下，
次未詳（５世紀前期？）高昌郡高昌縣都郷戸籍殘卷」
（Дх0
8519v）について検
討の機会をもった【關尾2
006】。このうち前者については，同時代の敦煌出土戸
籍，すなわち「西涼建初十二（416）年正月敦煌郡敦煌縣西宕郷高昌里戸籍」
「建初戸籍」
）に対する実見の結果をふまえて再度言及する
（B.L.S.
113．以下，
機会があった【關尾2
008】。現存する「五胡」時代の戸籍は，これら３点だけだっ
たのであるが，2
006年10月にトゥルファンのヤンヘ（洋海）４号墓から，４点
目となる「五胡」時代の戸籍が出土した。標題に掲げた「前秦建元廿（384）
M4
：5
年三月高昌郡高寧縣都郷安邑里戸籍」
（0
6TSYI
1,2．以下，「本戸籍」）
がそれである。同墓からは，もう１点「北涼年次未詳（５世紀前期）戸籍殘卷」
M4
：3
（0
6TSYI
13背面）茨 も出土した。すなわち「五胡」時代の戸籍は一挙に３
点から５点に増えたわけだが，わけても本戸籍は，初めての４世紀の戸籍であ
ると同時に，従来知られていた「五胡」時代の戸籍とは形式を異にするもので
あり，類例の全くないきわめて貴重な史料と評すべき戸籍なのである。
本戸籍については，紹介者である榮新江氏があわせて優れた分析を行ってお
り【榮2
007】，もはやこれに付け加えるべき知見は多くはないのだが，私の旧稿
【關尾2
006】が批判されていることもあるので，あえてそれを承知の上で，私見
を述べてみたい芋。
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文

本節では，出土状況を整理した上で，榮氏の成果などによりながら，釈文を
掲げておきたい。
１）出土状況
本戸籍が出土したヤンヘ４号墓は， 善県ヤンヘ１号台地に位置する夫婦合
葬・竪穴式の双偏室墓で，男性は北偏室，女性（先葬）は南偏室に安置されて
おり，文書は①墓道の底部，②北偏室付近の封門，および③南偏室の女性の左
手臂下などから出土しているという【榮他（主編）2
008：169】。これらは随葬
衣物疏をはじめとして，最初から墓葬に埋納する目的で作成されたものだが，
この他に，本戸籍のように，女性の絹鞋の裏打ちに転用された紙に書写されて
いたものと，男性の紙帽の素材に転用された紙に書写されていたものが少なか
らずあった。
本戸籍は２点とも女性被葬者の絹鞋から拆出されたもので，
（一）は絹鞋の側
面の裏打ちから，（二）は絹鞋の側面と底面の裏打ちからそれぞれ拆出された
（後者にはさらに小断片が附属しており，３断片から構成されている）。２点と
も別面に『論語』が書写されており，
（一）はその公冶長篇が，（二）は雍也篇
がそれぞれ書写されていた。後者は，
『論語』の書写状況から，側面→底面とい
う順序で接続することが確認されている。また（一）と（二）は，書体，書風，
および字の大きさなどが一致するので，具体的な接続状況は不明ながら，元来
は同一の戸籍であったと判断できよう鰯。おそらくは戸籍を貼り合わせて作成
された長巻の別面を利用して『論語』が書写され，さらにそれが廃棄されて絹
鞋の裏打ちに転用されたのであろう。
２）釈

文

以下には，２点の釈文を掲げておく。なお斜体字の箇所は現存していない
が，推補した部分である。
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○「前秦建元廿年三月高昌郡高寧縣都郷安邑里籍」（一）
（0
M4
：5
6TSYI
1．
：1
】 【榮2
：4
】・【榮他（主
25.2×16.7㎝〈写〉【榮他（主編）2008
76〈録〉
007
編）2
008：177】）
［前

缺］

奴妻扈年廿五

小男一

得轄
孫 奣轄
塢 下田二畝
轄

奴息男蹠年八

凡口七

虜奴益冨年卅入李洪安
虜婢益心年廿入蘇計

舎一區

女弟蒲年一新上
五 新上
賀妻李年廿轄

建元廿年三月藉

高昌郡高寧縣都郷安邑里民崔奣年
［
弟平年
［

］

年
奣妻□轄
［
廿
平妻郭年轄
［

］
］

奣息女顔年廿一從夫

］

［

］

［

］

［

］

［

］

［

］

田 □□轄
畝
□□□轄

［

］

得転高桑薗四畝半

顔男弟仕年十四

得江進鹵田二畝以一畝為場地

仕女弟訓年十二

虧 田地桑三畝
得李轄

新轄
上
平息男生年三轄

舎一區

麹 年一新上
生男弟轄

建元廿年三月藉

［後

缺］

（0
M4
：5
○「前秦建元廿年三月高昌郡高寧縣都郷安邑里籍」（二）
6TSYI
2．
：1
：5
24.8×25.0㎝〈写〉【榮他（主編）2008
78】〈録〉【榮2007
6】・【榮他
（主編）2
008：179】）
［前

［

］
女々弟素年九新上
素女弟訓年六新上

缺］
三
小男 轄

塢轄
下
轄轄
［

］

凡口八

得猛季常田四畝
西塞奴益冨年廿入李雪
虜婢巧成年廿新上

勲男弟明年三新上

舎一區

明男弟平年一新上

建元廿年三月藉
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高昌郡高寧縣都郷安邑里民張晏年廿三
叔聰年卅五物故

奴女弟想年九

桑三畝半

母荊年五十三

晏妻辛年廿新上

城南常田十一畝入李規

六
叔妻劉年轄轄

丁男二

得張崇桑一畝

晏女弟婢年廿物故

丁女三

沙車城下道北田二畝

婢男弟隆年十五

奴 丁男三
轄

率加田五畝

隆男弟駒年［

］

小女二

舎一區

駒女弟轄 年［

］

小男二

建元廿年三月藉

聰息男奴年［

］

凡口九

高昌郡高寧縣都郷安邑里民轄轄年
［

］

妻朱年五十

丁男一

沙車城下田十畝入趙□

息男隆年卅三物故

丁女一

塢下桑二畝入楊撫

隆妻張年廿八還姓

小女一

塢薗二畝入□□

隆息女顔年九

小男一

舎一區

顔男弟□年□

凡口四

建元廿年三月藉

［後

缺］

３）年代と地名
（二）に一箇所だけ確認できる「建元廿年」が本戸籍の紀年だが，これが前秦
の元号で3
84年に相当すること，「高寧縣」が高昌郡下の属県で，現在の 善県
吐峪溝郷にほぼ比定できることは，榮新江氏の説かれるとおりであろう。以
前，私は，トゥルファンをはじめとする西北地域での簡牘から紙への切替えは，

360年代前後にほぼ終了したという大雑把な見通しを述べたことがあるが【關尾
1998：39】，その根拠の一つには，本戸籍と同年同月の「前秦建元廿（384）年
：1
：
三月韓瓮辭爲自期召弟應見事」
（5
9TAM305
4／1〈写･録〉【唐（主編）1992

4】）があった允。その後，同じ建元紀年の契約文書，すなわち「前秦建元十三
（Д х1
（377）年 七 月 趙 伯 郎 買 婢 劵」
1414v〈写〉【孟 ･錢（主 編）2000：212】
〈録〉
【關尾2
004：72】）や，「前秦建元十四（378）年七月趙遷妻隨某買田劵」
：1
：7
（Дх0
2948v〈写〉【孟･錢（主編）1998
36】〈録〉【關尾2004
1】）などの存
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在も明らかになった。現存する紙に書写された最古の契約文書は，「前涼升平
（6
：2
：2
】）
十一（367）年四月王念換駝劵」
5TAM39
0〈写･録〉【唐（主編）1992
で，3
60年代以降，少なくともトゥルファン，当時の高昌郡においては民間の契
約にも紙が用いられ始めていたことが確認できる。また随葬衣物疏では，本戸
（中国歴
籍の半年後に作成された「後秦白雀元（384）年九月某人隨葬衣物疏」
史博物館所蔵〈写〉【西林（監修）1
994：65図29】〈録〉【同前：194】）がある。
これは目下のところ，紙に書写された最古の随葬衣物疏でもある印。これらの
ことを考慮すれば，戸籍を含めた官文書にも紙が使用されるようになっていた
と考えてもなんら不自然ではないだろう。戸籍については，西晋時代には木札
を用いることが令に規定されていたが【池田1
979：27】，それから約100年後，
紙への転換が完了していたことを本戸籍は示しているのである。
つぎに高寧県だが，この地名は，3
27年の高昌郡の設置について記す『輿地記』
にこそないが，「北涼年次未詳（430年代？）兵曹條往守白

人名文書（一）
」

：2
：7
（7
5TKM91
5〈写･録〉【唐（主編）1992
2】）に地名としてその名が確認さ
れ，さらにこれと同年代とおぼしき「北涼年次未詳（430年代？）高寧縣上言」
）
〈写･
録〉
【唐（主編）1
（7
5TKM91：36（a
992：79】）には，はっきりと「高寧
縣」として出てくる。したがって５世紀前半には地名としてあったのみならず，
県が設けられていたこともわかっていたのだが，本戸籍により，遅くとも４世
紀後半のある時点で県が新設されたことが明らかになったのである。
ここでは，以上のことを確認した上で，形式について検討する。

２．形

式

本戸籍の形式で最も注目すべきことは，上中下の３段に分かち書きされてい
ることであろう。
「建初戸籍」では上段に続柄・姓名・年齢が記され，下段に当
該の戸ごとに丁中区分による内訳と合計口数が列記されていた（「承陽戸籍」は
このうち下段のみ現存）
。しかし，本戸籍は，上段に続柄・姓名・年齢が記され
ているところまでは同じだが（一部は中段に記す）
，丁中区分による内訳と合計
口数は中段に書かれ，下段には，あらためて詳述するが，保有権が移動した田
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土の種目と面積，同じく保有権が移動した奴婢の姓名と年齢が，田土→奴婢の
順番で列記され，さらに「舎一區」に続けて「建元廿年三月藉」と明記されて
いるのである。ここでは先ず上段と中段の記載事項についてまとめ，次に下段
の記載事項について見ておきたい。
１）上段・中段の記載事項
上段に記されているのは，各戸ごとの構成員で，筆頭者に続き，それ以外の
構成員が列挙されている。筆頭者はいわゆる戸主であるが，建初戸籍と同じよ
うに，戸主という呼称はまだ見られない。郡（高昌）県（高寧）郷（都郷）里
（安邑）に続けて「民」とあり，その下に続けて筆頭者の姓名が記されている。
建初戸籍との違いは，
「兵」
，
「散」
，あるいは「大府吏」とあった箇所に，本戸
籍では一律に「民」と記されている点であろう咽。また構成員の続柄は，筆頭者
とのそれではなく，前行の登載者とのそれであることも，建初戸籍と同じだが，
厳密に言えば，本戸籍も建初戸籍も，必ずしも直前行ではない。構成員の記載
順序は，
（一）崔奣の戸をとると，①筆頭者→②筆頭者の兄弟→③筆頭者の妻→
④筆頭者の兄弟の妻→⑤筆頭者の子→⑥筆頭者の兄弟の子となっているが，当
然のことながら，③や⑤は①との続柄が，また④や⑥は②との続柄がそれぞれ
示される。直前行との続柄が示されるのは，あくまでも②，⑤，および⑥の内
部でのことである。また建初戸籍では，構成員は上段に全て記載されていた
が，本戸籍では，
（二）張晏の戸のように，一部が中段にまではみ出しているも
のがある。当該の戸の場合，構成員が筆頭者を含めて1
1人と多いからであろう
か。しかし建初戸籍との最大の相違点は，構成員の年齢の下方に記されている
「新上」
，
「物故」
，
「從夫」
，および「還姓」などの注記であろう。それぞれの意
味については，榮新江氏が既に分析を行っているが，次節であらためて検討し
たい。
中段にあるのは，丁中区分による内訳と合計口数で，建初戸籍では下段に記
されているデータである。内訳の順序は，丁男→丁女→奴丁男→小女→小男と
なっており，丁男→次男→小男→女口というように，男子→女子を基本とし，
かつ女子を「女口」として一括する建初戸籍とは大きく異なる。むしろ年代的
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には離れているが，丁男→丁女→小女という順序をとる承陽戸籍のほうが，女
子を一括していない点で本戸籍には近い員。また奴丁男の記載が見えているの
は，張晏の戸であるが，上段の構成員の部分に奴の名や年齢の記載がないばか
りか，
「凡」字で導かれる中段末尾の合計口数にも含まれていない。このこと
は，奴婢が戸口統計の対象外だったことを意味していよう因。
２）下段の記載事項
先に下段に記されているのは，保有権が移動した田土や奴婢に関するデータ
であると述べたが，そう判断したのは，多くの田土記載に，
「得」字や「入」字
に導かれて当該の戸以外の姓名が明記されているからだが，このような記載方
法は，
「北涼年次未詳（５世紀中頃）貲簿殘卷」
（中国科学院図書館蔵・北京大
：4
学図書館蔵・趙星縁旧蔵〈録〉
【關尾2
005
250】。以下，「貲簿」）に頻出して
おり，かつそれが，保有権の移動を示すと理解されてきたからである。いうま
でもないが，
「得」字が附されているのが，新たに獲得した田土，「入」字が附
されているのが，放出した（手放した）田土である。なお（二）張晏の戸の三
つの地段だけは，
「得」字・
「入」字の併記が確認できないが，それ以外は全て
「新上」とあ
いずれかの文字が併記されている姻。そしてこれは奴婢も同じで，
る１人以外は，３人に「入」字が附されている。獲得や放出がいかなる手続き
や方法を通じて行われたのか，は必ずしも明らかではないが，保有権の移動が
少なくなかったことがわかる。また田種のうち，「沙車田」，「鹵田」，「常田」，
および「桑」などは，貲簿にも頻出している田種である。
ただ各戸の最後に上がっている宅地，すなわち「舎一區」だけはべつで，こ
れは，当該の戸がその里に定住していたことを確認ないしは証明するための文
言だったと解釈すべきであろう潅。

３．内

容 ― 制度と実態 ―

ここでは，内容の分析を通じて，制度と実態の両面について検討を試みたい。

系7

胸人文科学研究

第1
2
3輯

１）制度
本戸籍が大きな貢献を果たすのは，当然ながら４世紀後期，前秦政権時代の
戸籍制度の復元という問題においてであろう。前節でもふれた上段の注記から
検討していこう。注記は，
「新上」
，
「物故」
，
「從夫」，および「還姓」の４種で，
このうち，後２者はそれぞれ１例づつだけだが，
「新上」は８例（下段の奴婢を
含めれば９例）
，
「物故」は３例が確認できる。それぞれの意味については，
「新
上」が「新たに戸籍に登録されたもの」，
「物故」が「死亡したもの」，「從夫」
が「嫁いだもの」
，そして「還姓」が「原姓に戻ったもの」という榮新江氏の解
釈【榮2
007：1415】を，その根拠も含めて支持するものである。「新上」以外
の注記を有する構成員は現存しないのであるから，戸ごとの合計口数に算入さ
れていないのも，榮氏の説くとおりであろう。しかし「新上」については，な
お検討を要する。この８例の構成員の年齢分布は以下のようになる。
１歳―３例
３歳―２例
６歳―１例
９歳―１例

20歳―１例
参考：婢（2
0歳）―１例
このうち，９歳，６歳，３歳，１歳の各１例，計４例は，筆頭者が姓名不詳
の（二）冒頭の戸である。戸としての合計口数は８となっているが，そのうち
名が判明する４人全てについて「新上」という注記がある。しかもこの戸では，

20歳の婢，巧成についても「新上」とある。このような記載状況から判断する
に，当該の戸全体が「新上」だったと考えてよいのではなかろうか。つまり戸
として他郷他里（さらには他郡他県）から移住定着して，高寧県の都郷安邑里
で附籍されたということである。同じ（二）張晏の戸や（二）末尾の戸では，
９歳の女子に「新上」の注記はない。また（一）冒頭の戸でも，８歳の男子に
ついてかような注記は見られない。１歳や３歳の場合，全てに「新上」とある
のとは対照的であり，このことも，上の推測を補強しよう。ただそれでは2
0歳
の１例はどう解釈すればよいのか，という問題が残る。この例は張晏の戸だ
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が，彼の妻の辛某（2
0歳）が「新上」となっているのである。しかし彼女は，
当該戸の構成員のなかで最後に列記されている。彼女はまさしく他郷他里（さ
らには他郡他県）から嫁いだばかりであり，そのために「新上」という注記と
ともに最後に列記されたのであろう環。
さて４種の注記のうち「新上」を除く３種，すなわち「物故」，
「從夫」
，およ
び「還姓」が附された構成員は，本来の記載順序に従って列記されていた。こ
の点で，構成員の最後に一括して列記される「新上」とは異なっているのだが，
このことは，以前の戸籍を基礎にしてそれを書き写し，この間に変動があった
者について３種いずれかの注記を施したこと，そして以前の戸籍には登載され
ていなかった構成員を調べた上で，最後に列記して「新上」という注記を施し
たこと，この二つの事実を示している。それでは以前とは具体的にいつなのだ
ろうか。この点については，３歳と１歳の乳幼児の全てに「新上」という注記
が施されているのが手がかりとなろう。つまり戸籍の３年１造制が既に始まっ
ていたのではないか，ということである。この点に関して，かつて池田温氏は，
建初戸籍には，
「新生附籍者に前籍後新生附」という注記が見られないことを根
拠にして，
「五胡」時代には３年１造制が始まっていなかったと推測された【池
：3
田1
979
6】。しかし上のような本戸籍の「新上」注記は，注記を有する構成員
の年齢分布と合わせ考えれば，唐代のような３年１造制が成立していたと判断
する根拠となるのである甘。この点において，本戸籍が有する意義は大きいと
いわざるをえない。
さらに後代との共通点をもう１点指摘すれば，本戸籍には，各戸ごとに「建
元廿年三月藉」というように，造籍月が明記されていることである。周知のよ
うに，唐代，造籍作業は当該年の正月から３月末までに行われることになって
「五胡」時代の場合，建初戸籍は正月だが，承陽戸籍は1
いた監。
1月であった。後
者はもちろん，前者の場合も造籍作業の開始月なので，唐制とは異なった規定
のもとにあったと考えざるをえないものだが，本戸籍に限っては，唐制と同じ
規定が行われていたと判断できるのである。
このように，３年１造制と造籍月の２点において，本戸籍は唐制と共通する
のだが，その一方で丁中区分では相違点が目につくことも事実である。本戸籍
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からうかがいしることのできる丁中制は，榮新江氏が説かれているように【榮

2007：14】，丁男・丁女，小男・小女を基礎としており，黄・小・中・丁・老か
らなる唐制に比べるとはるかに簡単であり，西晋や，承陽戸籍に象徴される北
涼に類似しているのである。むしろ唐制との共通性は，造籍システムの一面に
限定されていたとすべきであろう看。
２）実態 ― 家の規模と構造 ―
ところで榮新江氏は，本戸籍に登載された５戸の平均口数が7
.2口に上るこ
とから，建初戸籍や承陽戸籍などから，
「五胡」時代の西北地域における平均口
：1
数を３～４口とした旧稿【關尾2
006】を批判された【榮2007
3】。本戸籍をは
じめとする新出トゥルファン文書の分析を通して明らかになる戸の規模は，よ
り大きくなることは確実なようなので，旧稿も再検討の必要があるようだが，
今はこの問題に深く立ち入ることはせず，各戸を構成している家族関係につい
て概観しておきたい。
先に述べたように，構成員の記載順序は，①筆頭者→②筆頭者の兄弟→③筆
頭者の妻→④筆頭者の兄弟の妻→⑤筆頭者の子→⑥筆頭者の兄弟の子となって
いる。あらためて本戸籍に見えている５戸について，構成員の内訳を見ておく
と，以下のようになる（斜体字の部分は推測）
。
（一） 冒頭の戸：①筆頭者（某奴）→②筆頭者の母（？）・弟（某賀） →③
筆頭者の妻（扈氏）→⑤筆頭者（某奴）の子（２人）→④筆頭者の弟
（某賀）の妻（李氏）―計７人
（一） 崔奣の戸：①筆頭者→②筆頭者の弟→③筆頭者の妻→④筆頭者の弟の
妻→⑤筆頭者の子（３人，うち１人從夫）→⑥筆頭者の弟の子（２人）
― 計８人（？）
（二） 冒頭の戸：①筆頭者→②筆頭者の母・兄弟（？）→③筆頭者の妻 →⑤
筆頭者の子（５人？）― 計８人
（二） 張晏の戸：①筆頭者→②筆頭者の叔父（物故）・母・叔父の妻・筆頭者
の妹と弟（４人，うち１人物故）→⑥筆頭者の叔父の子（２人）→③筆
頭者の妻 ― 計９人
系10

トゥルファン新出 「前秦建元廿（384）年三月高昌郡高寧縣都郷安邑里戸籍」試論胸

（二） 末尾の戸：①筆頭者→③筆頭者の妻→⑤筆頭者の子（物故）→⑤ａ筆
頭者の子の妻（還姓）→⑤ｂ筆頭者の孫（２人）― 計４人
このうち，構成員の内訳を確定できるのは，
（二）張晏の戸と同じく末尾の戸
だけである。そのほか，
（一）崔奣の戸も，口数が不明だが，①から⑥まで全て
のデータが揃っているので，計８人と判断してよいだろう。しかしこれら以外
は推測を含む。
（一）冒頭の戸は，口数が７だが，前半部分が欠損している。し
がたって①・②の部分は推測なのだが，１人足りない。あるいは②の部分に筆
頭者の母か，某賀以外の兄弟がいたのであろう。
（二）冒頭の戸は，①～③の部
分が推測である。残存する４人の続柄も不明である。確証はないのだが，年齢
から全てを筆頭者の子と考えることも可能だろう竿。
構成員の内訳を上のように考えることができるとすれば，このような構造を
どう考えればよいのだろうか。長沙呉簡中の名籍簡から，家族の構造を論じた
町田隆吉氏の成果【町田2
007】によりながら，説明してみよう。すると，ここ
には夫婦とその子どもによって構成される単純家族（核家族）は全くなく，４
人だけの（二）末尾の戸も，祖父母と２人の孫からなる拡大家族ということに
なる。それ以外は，
（二）冒頭の戸が拡大家族ないしは多核家族であるが，他の
３戸は，筆頭者の兄弟の家族（兄弟の妻や妻・子）や叔父の家族（叔父の妻・
子）を含む非家族世帯ということになる。このうち，
（二）張晏の戸の場合は，叔
父が物故してその子が幼少という事情があるのかもしれないが（張晏自身の弟
は1
5歳で同居），（一）冒頭の戸では，筆頭者の弟とおぼしき某賀は既婚（妻は

25歳）である。また同じく（一）崔奣の戸でも，筆頭者の弟である崔平は既婚
で，乳幼児ながら子どもも２人いる。しかしそれにもかかわらず，同居しなが
ら大家族を構成しているのである。
このような口数規模の大きい，しかも複雑な構成の戸が多数を占めるのに
は，特別の事情があると考えるべきではないだろうか管。榮新江氏は，本戸籍と
I
：1
ともに，
「北涼年次未詳（５世紀前期？）計口出絲帳」
（0
6TZJ
69，170，177，

178，179〈写･録〉【榮他（主編）2008：282284】）の記載をも根拠として，旧
稿を批判されたが，後者には確かに1
0人以上とおぼしき戸もあると同時に，３
～５人といった口数の戸も少なくない。これは正丁（丁男と丁女）の戸内口数
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だろうが，１～２人といったケースさえある簡。また建初戸籍は戸内口数が3
.7
人＋αで【關尾2
006：185】，その構造も９戸中６戸までが単純家族であった緩。
榮新江氏はまた，本戸籍に見えている姓がいずれも中原の大姓を中心としてい
ることや，ヤンヘ古墓群に近い地点に高昌国時代置かれていた酒泉城はその名
称からして河西地域の酒泉一帯から移住して来た人々によって構成されていた
と考えられることなどから，本戸籍に記載されている人々も河西地域からの移
：1
民であったことを推測している【榮2
007
3】。この推測は大筋において首肯さ
れようが，問題は高寧県がいつ，どのようにして設置されたか，であろう。も
ちろん設置の目的も問われる必要がある。前にも述べたように，3
27年の高昌
郡の設置時点では高寧県の存在は確認できないのだから，本戸籍が作成された
時点では，比較的新しい県だったことは疑いのないところである。したがって
本戸籍に現われる口数規模や構成を，
「五胡」時代のトゥルファン，さらには西
北地域全域に一般化することには慎重でなけれなならないだろう。今はそのこ
とだけを指摘しておきたい。
３）実態 ― 田土の保有状況 ―
本戸籍の下段には，保有権の移動した田土と奴婢が列挙されていた。奴婢に
ついては，事例が少なく，かつ榮新江氏の言及があるので【榮2
007：1821】，
ここでは田土に限定してふれておきたい。
記載されている田土は全部で1
6件（正確には16＋α）で，５戸全てに及んで
いる。本戸籍が３年１造制に基づいて作成されたとした場合，３年間の間に１
戸当たり３件強の田土の獲得ないしは放出が行われたことになる。また内訳
は，獲得が８件，放出が６件，不明１件となる。戸ごとでは，
（一）崔奣の戸が
３件の田土を獲得しているのに対し，
（二）末尾の戸は３件全てが放出に関わる
というように，片寄りがある。
また田土の所在については，多くには地名が冠されていないので，高寧県内
にあった田土と考えられるが，
（一）崔奣の戸では，１件だけ田地県の桑田を獲
得している。また貲簿では田種として名前が出てくる沙車田が，本戸籍では
「沙車城下」というように，あたかも地名であるかのように使われ，（二）張晏
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の戸と同じく末尾の戸に計２件出てくる。このため，榮新江氏は，沙車田とは
「沙車城下の田」の略称で，沙車城を田地県のクム・ターグ近くの城郭と推測し
：1
ている【榮2
007
7】。田地県と沙車城の田土は合わせて３件になるが，前者は
獲得，後者は獲得（張晏の戸）と放出（末尾の戸）が各１件で，まちまちであ
る。したがってここから高寧県の成立過程を見通すことはできないのだが，高
昌県（カラホージャ）と田地県（ルクチュン）のほぼ中間に位置していたにも
かかわらず，高寧県（ヤンヘ）が田地県とより緊密な関係にあったことは確か
であろう。このほか，県名や城名ではないものの，
「

塢」というのも特定の施

設をさす，いわば地名と考えられるが，現在地への比定は困難である翰。これは
（一）冒頭の戸（ただし「塢」
）
，
（二）冒頭の戸，そして同じく末尾の戸（２件）
件確認できるが，
（一）冒頭の戸がこの地の田土を獲得しているのに対し，
に計4
件ではいずれも放出している。貲簿にも田地県や横截県といった県名が
残る3
少なくない田土に冠せられており，他県に田土を保有することがけっして珍し
いことではなかったのだが，このことは，貲簿よりも約半世紀ほどさかのぼる
本戸籍からもうかがいしることができるのである肝。
トゥルファンにあっては，居住地（本籍地）の近くに田土を保有することが，
一貫して容易ではなかったということも，本戸籍は示しているように思われ
る。

おわりに
本戸籍の最大の特徴は，下段に保有権が移動した田土と奴婢に関するデータ
が列記されていることであった。各戸が保有する田土は貲簿に網羅されていた
であろうから，本戸籍の下段のような記載を参照しながら，それを書き写すこ
とで，新たな貲簿が作成され，そこに記された貲額の多寡によって徴税が実行
されたと考えることができる。おそらく奴婢についても，各戸が保有する奴婢
だけを摘記した簿籍があり，田土と同じように戸籍の記載を参照しながら，書
き換えが行われていたのであろう。このようにして民戸が保有する奴婢を把握
し，労働力として駆使することが意図されていたと考えてよいのではないだろ
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うか。
ところで，一部とはいえ，各戸が保有していた田土や奴婢に関するデータが
併記された本戸籍は特殊なのであろうか。確かに「五胡」時代の戸籍には類例
はなく，またさかのぼってみても，長沙呉簡の中の名籍簡にも類例を見い出す
ことはできない。しかし，だからと言って，これを特殊という一語で評価する
ことには検討の余地があるのではないか。
周知のように，
「五胡」時代に先行する西晋の占田・課田制の内容については
諸説が併存しており，なお定説が見当たらない状況だが，正丁ごとの田土保有
に規制が行われたことは疑いないところである。となれば，人頭的な把握のた
めの戸籍に，田土保有状況に関するデータが何らかの形で併記されていたと考
えることもできよう。もちろん４世紀後半，前秦支配下のトゥルファンで，占
田・課田制が行われていたなどと主張するつもりはない。本戸籍は，そのよう
な西晋時代の戸籍の痕跡が一部残されているというふうには考えられないだろ
うか，ということである。西晋時代の法制が「五胡」時代，西北地域で一定の
役割を果たしていたらしいことは，甘粛省玉門市の花海郷畢家灘にある４世紀
後半から５世紀初頭にかけての古墓群（それは本戸籍が出土したヤンヘ４号墓
とはまさに同時代である）から晋律の断片が出土したという事実【張2
005】か
らうかがいしることができる。
以上のような推測が許されるとすれば，本戸籍の意義は減ずるどころか，い
や増すことになろう。そのことを指摘して，擱筆することとしたい。

【註】
茨 図 録 本【榮 他(
主 編)2008
】は，整 理 番 号 に「背 面」と し て お り，そ の 別 面
M4
：3
06TSYI
13は，「北涼年次未詳（５世紀前期）高昌郡高寧縣差役文書」（第11
断片）となっている（〈写･録〉【同前：202
】）。本来的に戸籍が官文書の別面を用
いて作成されるとは考えがたく，このような番号化には検討の余地があると思う
が，とりあえず図録本に従っておく。
芋 本稿は，西北出土文献を読む会例会における「
「前秦建元廿（3
84）年戸籍」を
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めぐって ― 榮新江「吐魯番新出《前秦建元廿年籍》研究」によせて ―」
（2
008年
日，新潟大学人文学部）と，五胡の会集会における「「前秦建元廿（3
５月31
84）
年７月20
日，埼玉大学教育学部）という２回の報告を基礎と
年戸籍」初探」
（2008
している。貴重なご意見をいただいた両研究会の会員の方々に謝意を表したい。
年度科学研究費補助金・基盤研究(
B)
「英仏所蔵敦煌・吐
また本稿は，平成20
魯番出土漢文文献の古文書学的比較研究」
（代表：關尾）による研究成果の一部
である。
鰯 （一）の別面は，
『論語』公冶長篇第五の後半部分，
（二）のそれは同じく雍也篇
第六の前半部分である。したがって中間の欠損部分はさして大きくないことが予
～30
字と一定ではないので，欠損部分の行数を正
測されるが，１行の字数が，20
確に割り出すことは不可能である。現行本『論語』では欠損部分の字数は4
53字に
字とすれば，18
行程度になる。ただし図録本【榮他(
主編)
：
上るので，１行25
2008

181】が，「古寫本論語」としているように，現行本とは若干だが字句に異同もあ
るので，断定はいずれにせよ困難である。
允 ただし当該文書の表題は，
「前秦建元廿（384）年三月韓瓮上申文書」とすべき
】を参照されたい。
であろう。詳しくは私たちの旧稿【西北会2003
印 トゥルファンを含む西北地域では，涼州刺史だった梁熙の判断により，3
84年の
５月以降，後秦姚萇の元号である白雀が奉用された可能性が高い【關尾1
987】。
咽 周知のように，建初戸籍をめぐっては，早くから一般の民戸籍か兵戸籍かの議
論があったが，本戸籍との比較で言えば，あるいは安部聡一郎氏が「吏籍」と命
名した長沙呉簡中の名籍簡に相当する可能性も捨てきれないように思う【安部

2004】。その場合，「散」は散吏と解することになる。またそうであれば，建初戸
籍で各戸の末尾に「居趙羽塢」と記されているのも，単なる現住地を意味するの
ではなく，これが公的な防御施設を中心とした生活空間であり，そこで任務に就
いているとする解釈もありえよう。
員 ただし承陽戸籍には小男が見えないので，小女と小男の記載順序の先後はわか
らない。
因 ただし奴婢が公権力の把握の対象外にあったということを意味するものではな
い。そのことは下段の記載事項からも明らかである。民戸の構成員と同じような
意味で各種税役の賦課対象ではなかったというにすぎない。
姻 張晏の戸の場合，下段１行目の「桑三畝半」も，２行目の「城南常田十一畝」
とともに李規に譲渡され，４行目の「沙車城下道北田二畝」と５行目の「率加田
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五畝」は，３行目の「桑一畝」とともに張崇から獲得したと解釈できる。榮新江
：16
氏の専論【榮2007
17】を参照されたい。
なお獲得した田土と放出した田土のいずれかを先に記載すべきだったのか，と
いう問題もあるが，この点についても原則の有無からして不明というほかない。
潅 この点に関しては，里耶秦簡中の名籍簡に対する鈴木直美氏の解釈【鈴木2
008】
から示唆を受けた。鈴木氏は，別筆で「毋室」と注記されている戸を，戸として
独立したにもかかわらず，独立した宅地を有さない戸で，戸の登録と居住実態と
がともなわないものとする。
環 もちろん，同じ都郷安邑里内の別の戸から嫁いだ可能性もないわけではない
が，とりあえず本文のように考えておきたい。なお榮新江氏は（一）冒頭の戸の
歳）についても，
「新上」の注記を推補して
最終行に見えている某賀の妻辛氏（25
：4
】。
いる【榮2007
甘 なお唐代戸籍には，死者について「某年帳後死」という注記が入っており，
「物
故」という表現は見られないが，これは長沙呉簡中の師佐籍に含まれる物故簡に
通じる表記である。詳しくは安部聡一郎氏の成果【安部2
004】を参照されたい。な
おこの物故簡も，前回の戸籍作成時点以降のデータであろうから，３年１造制と
までは言えないにせよ，名籍や戸籍が継続的に作成されていたことは，三国・呉
の時代も同様だったのであろう。
条，「諸三年一造戸籍，起正月畢三月，一留縣，一
監 『唐令拾遺』戸令・復元第22
送州，一送戸部，所須紙筆装潢軸筆，皆出當戸内口別一錢，州亦注手實及籍」と
する。
看 制度としては，下段に保有権の移動した田土と奴婢が記載されているのだか
ら，土地制度や身分制度についても言及するべきなのかもしれないが，各制度を
正面から論じるにはデータが不足している。このうち田土呼称については，榮新
：15
江氏が論じているので【榮2007
18】，参照されたい。
竿 某訓（６歳）と，某明（３歳）の兄である某勲の続柄が不明だが，
「訓」と「勲」
は現代音が等しく“xun
”なので，あるいは同音を書き誤ったと考えることもでき
るのではあるまいか。なおこれは，榮新江氏の推測【榮2
007：1112】とは異な
る。
管 （二）末尾の戸も，前籍作成時点では，筆頭者の息子夫婦が健在だったはずだか
ら，口数は６だったはずである。
】もある。これを参照しながら，
簡 本文書については，裴成國氏の専論【裴2007
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口数ごとの戸数を表記しておこう。
口

数

戸

１
２
３
４
５

数

口

数

１
３
４
４

６
７
８
９

10

10

戸
４
１
１
０
０

数

口

数

11
12
13
14
15

戸

数

０
２
１
１
０

計32
戸の内訳は上のごとくで，５口の戸が10
戸で最多である。この口数が正丁
の数を示しているとするならば，小男と小女も含めて，本戸籍のように８口程度
となろうが，構成は多様であろうから，一概に決めつけることは困難である。
緩 それ以外の３戸は，多核家族世帯である【町田20
07：47】。
缶 内訳を記しておく。
（一）冒頭の戸：１件
（一）崔奣の戸：４件（うち１件は詳細不明）
（二）冒頭の戸：３件（うち１件は詳細不明）
（二）張晏の戸：５件
（二）末尾の戸：３件
翰 榮新江氏は，「

」が「堤岸」の意を有していることから，
「

塢」を「河岸傍

：17
】，ヤンヘ近郊にそれにふさわしいような河川は
の塢」としているが【榮2007
見当たらないようである。
肝 （二）末尾の戸は，３件とも放出であると書いたが，うち１件は沙車城所在，２
件は 塢所在の田土であった。したがってこれだけから当該の戸の困窮化を主張
することは困難である。居住地から遠距離にあって，経営が困難だったと解する
こともできるからである。
なお田土の種類（田種）は，その所在地とも，また獲得・放出ともとくに対応
関係は認められないようである。
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