〓彊をめぐる断章（下）
−『吐魯番出土文書』剳記（12）−

關尾史郎
6．〓彊文書群の内容（2）
本章においては、先に検討Lた葡萄園経営関連（Ⅰ群）の文書に続いて、Ⅲ
（1〕

群とした兵役忌避関連の文書について検討する。
先にⅡ群とLた文書は、A、B、C、H、およびⅠの5点だが、このうちH
r2）

とⅠの2点は名籍を大きく超えるものではないので、兵役忌避と雀彊との関連
を探るためには、A〜Cの3点の分析に頼ることになる。ただこの3点とも行
間に小字の挿入があり、その意味を確定Lない限り、内容の捕捉が困難である。
通常かかる小字は、その左側の行への補記・挿人と考えられているのだが、そ
の左側の行が欠損などの理由で釈読できない筒所も少なくない。そこで3点中
最も多くの文字が釈読されているBを最初に取りLげよう。

州 アスターナ62弓一墓山t二丈割二ついては、平成12〜14年度科学研究費補助金（基盤
研究（B）（1））によるプロジェクト「トゥルフアン用土文吉および関連伴出資料の調
査」（代表：荒川正晴大阪大学教掛の研究分抑者として、2001年8月、ウルムチ
の新薬維吾爾自治区博物館で実兄する機会があった。その折に得られた知見はすで
に公表されており【荒川（編）2003】、本稿はこれに依拠Lている。また本稿は、
平成17年度新潟大学人文社会・教醐卜苧系苧系長等裁量経費によるプロジェクト
「大域的文化システムの内情成に関する資料学的研究」りほ‥關尾）による研究
成果の−一一部でもある。
なお什）・（小）執筆後、トゥルフアン出−L文吉に用いられている語菜の意味を
解説した上啓幕の成果【l加05A】・【J三2005B】に接することができた。これにより
修正を要する筒所もないわけではないが、煩雑になるので機会をあらためることと
L、前2態と本誌で論旨に異同がある場合も迷−エ注記はしなかった。また「〓彊文
吉群」とLた文書間相月二の関係についても、＝→・仲）を修正する必要があるが、
この点に関しても、本篇の−言己述をもって最終的な理解とLたい。
（2）Ⅰ＝こは、令弧回（A、軋韓暖（Bの韓□か）の名があり、ⅠにはfIにも出てくる
闘媚輿の名が見えているほか、rIの張西が髄□の叶能悼もあるので、いずれも兵上
の名籍であることは確実である0なお什）、3頂を参吼

」

ノ

」

さてBを見ると､現存の冒頭部分に､某人が魯得､令狐国､および王朴子

(3)

を含む5名の兵士から｢肺物｣すなわち賄賂を受けたことが記されている｡整
理小組がこれに｢雀彊辞鵠受貝求事｣と名づけたのは､この目頭部分を重視した
からにほかならないが､同様の文言はAにも見えている｡

Aの2行目と3行

目の間に小字で挿入されている｢□受魯得等五人□□｣がそれで､下方の2字
Bの中ほどに

には｢賊物｣が入ると考えてよいだろう｡ところでこの5名は,

(中秋)｣鞭二百｣とある9名の

｢(翠)彊自､子等九人遥不従征､亡還｡各□

一部と考えられる｡ここに出てくる｢子｣とは目頭の王朴子の省略形と判断さ
Aの｢(前映)甘口首征行｣とある
れるからである｡またさらにこの9名は､
20名余の｢征行｣にあてられた兵士の一部であった可能性が高い｡雀彊はこの
ような兵士の｢征行｣に関与していたのではないだろうか｡具体的には兵士の
徴発･差遣の担当者であり､管理者といったところだろうか｡このことは再論
するとして､ここに見えている｢征行｣とは具体的にいかなる軍事行動だった
Aには､

のだろうか｡この点については定かでないが､

｢不往｣･｢□往｣とも

表現されているので､あるいはカラホ‑ジャ91号墓から出土した同時代の兵曹
関係文書に散見される｢往海守｣や｢往自芳守｣といった守備任務だったのか
ト1)

もしれない｡この｢海｣はトゥルフアン盆地東端のクム･タ‑グ､また｢自芳｣
(5)
はクム･タ‑グの北に位置するピチャンをそれぞれさしており､郡治の高昌県
をはじめ､横戟､田地､および高寧などの県から両地を守備するための人員が
(6)

派遣されている｡また役務はともに一回10日間であった｡

AやBにその名が

｢受兵魯得(下映)｣令狐囲･王朴子等五人練物｣と
2行目から3行目にかけて､
あるが､
1行目下端の欠損部分は大きさにして4cⅢ前後､字数にして数文字程度と
考えられるので､ここに2名の兵士の姓名が記されていたと考えてよいだろう｡
(4)
｢往海守｣は､せ･ r建平年間(437‑442年)兵曹下高昌･横裁･田地三牌符為替
(写･録) 【唐(主編) 1992:67】)､② ｢北涼年次未詳(5
(75TKM91:26
騎守海事｣

(3)

(写･録) 【同:73】)などに､ま
(75TKM91:40
世紀前期)兵曹僚往守海人名文書｣
⑨ ｢北涼年次未詳(5世紀前期)兵曹保守自万人名文書(‑)｣
た｢往自方守｣は､
(75TKM91:25
(写･釦【同:72】)､ ㊨ ｢北涼年次未詳(5世紀前期)兵曹催守白
芳人名文書(∴)｣

(75TKM91:42

【同:72】)などに､それぞれ見えている｡

(写･録)

(5)詳細については､黄烈【黄1987】や唐長橋【唐1989】などの成果を参照されたい｡
(6)荒川正晴の成果【荒川1986:40】によれば､高昌以外の3県はいずれも高昌以東
④は､租の滞納に関わる｢議｣と
に位置している｡なお①では｢騎｣が差遣され､
しての差遣だったという相違があるが､県単位で差遣員数が列挙されているという
点は同じである｡

‑

2

‑

見えているのは､高昌県から差遣された兵士だったと考えられる｡おそらく差
(7)

遣は､高昌郡から各県に宛てて発出された太守の符によって通達され､

県では
(8)

｢黄刺｣によって当該者に出頭を指示する仕組みになっていたのであろう｡
また同じ兵曹関係文書のなかに,兵士の｢長通｣を問題にしたものがあり､
(9)

該当者には､

｢各罰究鞭二百｣という罪刑が兵曹掻から提起されている｡このう

ち｢鞭二百｣という数字は､

Bの｢鞭二百｣と‑一致するので,これは壬朴子ら9

名の｢通不従征､亡還｣に対する処分として下された裁定と見ることができよ
(10)

う｡ところで｢長通｣の場合､措置が兵曹掻から太守に上言され､それが太守の裁
111〜

可を経て執行されたものと考えられるoまたそのようなじ言の前提として､当
(]2)

該兵士の所属する部隊(悼)から｢長通｣の事実が報告されたのであろう｡お

(7)根拠は､

･S) Hヒ涼年次未詳(5牡紀前期)卜1‑一部督郵･願‑̲i三者符｣

(写･録)

が指示され､県の責任で/Y‑::遺すべき騎兵を特JjEしたものと思われる｡
(8)根拠は､し6)
｢北涼年次未詳(5
11t紀前期)牒兵曹刺鵠粘閲兵人事｣
(写･録)
【糖1992:99】)である｡
(9)

(75TKM91:24

【唐1992:73】)である｡=J)からして､県に対して差遣すべき騎兵の員数
(75T^M22:18

｢北涼IiI･‑‑次未詳(5 tu:礼前期)兵曹行罰兵上張,i;‑,:J受等文割(75TKM91:28(a)
L'7?r

(写･掛【唐(‑ i:‑梶):69】)r)(8〕rJヒ涼義和年間(431‑433年)兵曹行罰部隈五人
文吉｣ (75TKM9]:29(a)(写･録)
【JH‑):65】)に｢長ロ｣とあるのも､ ｢長通｣と考え
てよいだろう〔⊃なお｢長適｣は､
(す)｢北涼年次未詳(5仲紀前期)某帳̲I‑.言鵠吾持隈
(75TKM91:35
i'‑貴興等良適事｣
(Jij:･掛【同:74】)にも姐えている｡
(享〕･では｢各
罰苧紅ユ‑･F7‑｣となっているが､本文にも掲げた･g､)から｢鞭｣
I‑I:を推補できる〔〕なお
｢土主通｣の:i‑'一体について､,7､では｢則と眺亡されており､
Bと同じである{=,
(10)
(卜挟)｣鞭A‑(7‑｣の'^招部分は,
Bの｢各□
81から｢.ri‑[･3党｣の2乍が人ると考え
てよいだろう｡
なおBの｢従征｣
(^の｢征行｣･｢往｣)は､註(4)に掲げたような｢往海守｣や｢往
白方守｣という10‖閃の役務であろうという前提で立論しているが､その程度の忌
避を｢長通｣と呼びうるか､という疑問もあろう｡しかしアスターナ91弓‑墓からは､
･⑲ ｢北涼年次未詳(5世納脚)坐閲馬通嫡=方文割(75TKM91:32
(写･録)
(‑‑i:･編)1992:75】)や､ ･､11＼､J
｢北涼年次未詳(5件紀前期)鳩淵上主将啓鳳馴E不能
吏買事｣

(75TKM91:21

【唐

(I/I‑･掛【向:76】)など｢開展通｣に関する文書も批‑1:し

ているo字面から判断して､これは軍馬の検分を忌避したものと思われるので､そ
れとの比較でi‑fえば､ 10‖間の役務拒‑!テは｢良通｣と呼びうるものであろうcなお
｢閲馬適｣の刑罰は｢肘′一方寸｣だったので､役割胤まイ瑚ながら､
｢長適｣の
それよりも軽かったことはまちがいないり
(ll)兵曹関係史苦は､令耐二勾軌が人吉されているが､これは太守の裁叶を表してい
ると考えられるo
(12)その根拠は､註(9)の(9:,だが､

(珍｢北涼年次未詳( 5世紀前期)店寧願上言｣
(75TKM
91:36(zl)(J'j･録) 【糖化編) 1992:79】)のような文吉もあるので､県が七千する
ような場介もあったのだろう〔つ

3

そらく｢長通｣に対する罪刑が｢髭鞭二百｣であることは既定だったのだろう
が､その該当者の特定と刑の執行については､太守の最終的な承認が必要だっ
たということだろう｡いずれにせよ､雀彊には王朴子らに対する処分を決定す
る権限はなかったことは明らかである｡もちろん兵曹操だったわけでもないだ
ろうから､兵士が所属する部隊ないしは県街の吏であったということになる｡

【沙･孔(編) 1984:37】

その意味では､胡如富の｢軍事部門中的一個低級背吏｣
や､唐長講の｢下級官戎吏｣

【唐1989:386】といった先行研究の理解は正しい｡

ただつけ加えることができるとすれば､県街とした場合､文書の出土した場所
や状況などからして､それは郡治の高昌県だったということであろうか｡また
当時､郡のみならず県にも兵曹が設けられていたことは､以下の2点の文書か
ら明らかである｡
(75TAM22:18(写･

o｢些垣年次未詳( 5世紀前期)願兵曹刺鵠鮎閲兵人事｣
録) 【唐1992:99】)

二二∴ ]□
･室ロロ
ニ｣+ー｣□
･撃墜･畢董･
二ニコ通･全墾受･全塾宣
二ニコ○黄刺到､到催同刺十五人具弓箭
二=コ含廿四日､願閲過､一人不具､帥行鞭‑百｡
三月廿二日､起兵曹
口薄

雲

廷揚

超

録事

畢
2日後に武具(弓箭)を用意して

ここでは15名(兵士であろうか)に対し､

県(高昌県であろう)の閲兵を受けるべきことを兵曹が指示している｡また指
示を遵守しなかった場合の罰則として､事前に｢鞭‑百｣が明示されている｡

or北涼建平六(442)年正月担些塵催諸軍到府召｣ (中国歴史博物館所蔵(写)
【西林(監修) 1999:図版Ⅵ､ 123】 (蘇) 【同:220】 【唐1989:382】)
･

墜至六年正月十二日,田地鯨廷操侯酸･李
些､録事開銀･闘林､兵曹盤塑･墜堅･
賊曹開閉･索珍､鎧曹開巻･張慶貴
召000催諸軍破列井箭工･鎧工･
拾角､明寅到府｡君達召不到､廷操･録事受
罰二百､

000主著受頓鞭､遠使一道｡

‑

4

‑

召具｡
(13)

本文書は出土地が不明で､周肇祥の鑑定印が捺してある【西林(監修)

1999:

220】｡ここにも､田地県の兵曹のほか､廷操や録事といった職名が見えており､
前者と一致する｡また｢罰二百｣とあるのは､

｢鞭二百｣のことであろう｡

｢長

通｣に対する罪刑と比べると｢髭｣が欠けているが､けっして軽くはない｡
雀彊もこのような県の兵曹に関わる吏だったのではないだろうか｡たしかに
Bには｢兵｣と明記されており､その部隊(悼)により深い関係を有する部署
に彼が所属していた可能性も否定できないだろう｡しかし5世紀の河西地域で
は､

｢兵｣も特定の郡県郷里の籍によって把握されていたことが,

二年正月敦燈郡敦塩願西宕郷高昌里籍｣

｢西涼建初十

(B.L.S.113 (写) 【周(主編) 1990:50‑

(14)

51】 (蘇) 【池田1979:146‑148】)に､ ｢兵装巌｣､

｢兵装保｣､および｢兵呂徳｣
(15)

などが戸主として登載されていることから明らかなのである｡これは西涼治下
の敦燈の事例だが､

T中制度など‑

･部をべつにすれば､北涼治 F4のトゥルフア
･](L･･

ンで行われていた戸籍制度もほぼ同じだったと思われる｡つまりトゥルフアン
すなわち高昌郡でも｢兵｣は郡県郷里の籍で把握されており､その差遣には県
の兵曹が責任を負っていたと考えることができるのである｡したがって本稿で
は､雀彊について高昌県の兵曹の吏であったと考えておきたい｡
それでは劉塞が深く関与したⅡ群の文書は､どのような目的で作成されたの
であろうか｡
まずはっきりしていることは､

Cの現存2行目に｢聞彊在獄｣とあるので､

(13)周肇祥(1880‑1954年)は､清末･民国時代の著名な収蔵家【西林(監修)
220註(5)】｡

1999:

(14)私自身も､

2005年9月に大英Lxj書館で当該戸籍を閲覧することができた(平成17
年度科学研究費補助金･基盤研究(B)(2)
｢英仏所蔵敦燈･吐魯番出土漢文文献の古
文書学的比較研究｣

(代表:開拓)による)｡閲覧の成果は別稿で示すとして､本稿

ではさしあたり先行の成果によっておく｡
(15)当該戸籍が一般の民戸籍なのか､それとも兵f.‑籍なのか､という点についてはな
お定説がないのが硯状だが､いずれであっても｢兵｣が郡県郷里の籍につけられて
いたことはまちがいなく､そうであれば､郡や県の管轄Fにあったと考えざるをえ
ないだろう｡

(16)根拠は､西脇常記がベルリンで発見した｢i垣i重陽 J‑
(426)年十一月遍旦旦垂
(写) 【西脇1997:図版11】(蘇) 【闘尾1998:254‑255】)であ
撃墜籍残巻｣ (ch6001v
るo詳細については､別稿を用意している【開拓:待刊】｡

5

ーーー‑‑

翠彊が獄中にあるかないしはあったということである｡それは次の行に｢横見
ま

博引｣

(横げて持引せらる)とあるように､不当な処置と思われていた｡その

ような認識は､

Aの末尾近くに2度にわたって出てくる｢柾｣字にも共通し

よう｡雀彊が獄につながれた理由は､言うまでもなく､

Bに見えている｢練物｣

もと

(｢物を妹める｣)や｢肺罪｣であろう｡

Bは目頭部分が欠損しているので､推

測に頼らざるをえないが,第三者が､翠彊が魯得ら5名の兵士から収賄し,そ
(17)

れにより彼らの｢不従征｣を黙認したことを官府に訴え出たのではあるまいか｡
(18)

それに対して雀彊は直ちに辞をたてまつり､太守が指令｢教｣を発して担当の
(19)

部局｢曹｣に調べさせることを求めると同時に､王朴子ら9名が差遣を逃れて
いたこと､彼らが帰還したならば所定の罪刑(｢究?鞭二百｣)に処すべきであ
ること,しかし韓某だけが出頭したことなどを述べた｡これに対して太守が翠

(20)

彊に｢勅｣した(以下､不詳)｡さらに雀彊は,直ちに太守が｢諾書｣を｢曹｣
(兵曹)に下し､該当する兵士を拘束して罪刑を執行するよう命じることを求
めた｡

｢款用□塞妹罪｣という小字で挿入された句の意味を保留しなければな

(17)王啓涛は､

｢鮮物｣に続く箇所を｢放任残｣を｢放住鑓｣と釈読し､その意味を

｢坐地貸出款項以取息｣とする【王2005A:144】｡たしかに3文字目は欠損部分が大
きく､とくに左側の篇は釈読できないが､これでは文意が通じないa
(18)トゥルフアン文書に見えている太守の｢教｣については､柳洪亮の言及があるが
【柳1997B:298】､｢勅｣との違いなど詳細は未解決である｡あくまでも雀彊文書群
の範囲内で言えば､

｢曹｣に発せられるのに対して､

｢敦｣は｢諾書｣とともに､

｢勅｣

は雀彊個人を対象としているかのごとくである｡なおBをはじめとする北涼時代の

文書に見える｢勅｣について､中村圭爾は､北涼の王を発布者とするが【中村2001:
149】､いずれも郡太守を発出者とすべきである｡
(19〕 Bの｢蒙教付曹検校｣とある｢曹｣は､何を｢検校｣するのかによって理解が違っ

てこよう.翠彊の｢貝求物｣が対象であれば､厳耕望【厳1963:282‑283】の言う法
曹かもしれないが､

9名の兵士の｢通不従征｣であれば､兵曹と考えることもでき

る｡本稿ではB全体の主旨から､後者をとりたい｡
(19)

｢諾書｣について､柳洪亮は｢教｣と同一のものとしている【柳1997B:298】｡こ

の点について確定的なことは言えないが,本文や註でふれた兵曹関係文書が参考に
なろう｡郡の兵曹からの上行文書であるこの文書のほとんどに入っている勾勤が､
太守の裁可を表していると考えられることは註(ll)で述べたとおりだが､これがさら
に兵曹に下されて執行されたのであろう｡このような裁可を経てそのまま下達され
た文書が｢諾書｣だったのであろう｡
(20) Bの現存部分の末尾は｢掻兵行□｣だが､註(9)の⑦や⑧の末尾近くにある｢行(刑)

罰｣という句から推補した｡

∂

‑

(21)

らないのは遺憾だが､おおよそBはこのように解釈できるのではあるまいか｡
たしかにこの句には｢妹罪｣とあり､また現存の冒頭部分に｢練物｣という語
が見えているものの,全体としては､雀醇が9名の兵士が差遣を逃れたこと､
換言すれば役務を忌避したこと､そしてその罪刑を執行すべきことを強く働き
かけているものと理解されるのである.兵上側の犯罪を言い立てることで,翠
彊は自分に対する嫌疑を否定する作戦だったのではないだろうか｡本文中､雀
彊が名だけで頻出するBは､彼本人から出された辞であるとするのが最も妥
当であろうが､その主旨は｢受妹｣にあるのではなく､

｢適亡｣にあったと思

われるのであり､むしろAのタイトルこそBにふさわしいのではあるまいか｡
一方それに対してAは､本文に｢受令狐囲(後映)｣とあるのみならず､小
字でも｢受魯得等五人(後鉄)｣とあるばかりか､先述したように｢柾｣字が
末尾近くに2度使われており､劉墓に科された妹罪が菟罪であることを訴える
(22)

ことに力点が置かれていたことは明らかである.また翠彊が収賄したと仮定し
た場合､それは｢適‑L｣を黙認することと引き換えだったと考えることができ
よう｡少なくともそのように考えられていたことはAから首肯されよう｡い
ずれにせよ､

AとBを同じIi‑̲旨のものと考えることは不可能である｡またこ

のAの本文の最後に｢不受柾｣とあるのは､雀彊自身の強い意志であったで
あろうから､この辞の主体も笹弓亘だったと判断されるo
Bの文中に｢彊即̲̲L辞｣とあるので､

B以前にも既に雀彊は辞を出していた

わけで､それに続いてBを､そしてさらにAを､というように､劉墓は頃繁
に辞を出した形跡がある｡

AにもBにも行間に小字による挿入があったり､
(23)

塗抹された文字があったりするので､ともに草稿であった可能性が高いが､こ
の‑一一件をめぐる形勢がけっして翠弓副二有利な方I']JJ8こ展開していたわけではない
ことが見て取れるのである｡
このAと表裏関係にあるCについてはどうだろうか｡
(21)このうち｢款用｣の2乍を十稗涛は､

Aによる菟罪の主張

｢款ナ費川｣と解釈しているが【王2005A:

269】､やはり文意が通じない｡
(22)文中､

｢(上映)引彊｣とあるのは､あるいはcの｢横見博引｣に対比けるのかも

しれない｡

(23)ただし､劉量目身がAやBを語写したのかどうかはわからない｡
であるのに対し､ノ1はやや人めで､

Bが全体に細字
｢即｣字や｢ftミ｣字などに草書の要素が認めら

れるからである｡

7

空しく､雀彊は獄中にあったものと思われる｡そのため､翠彊自身がCを書
写したのかは､なお検討の余地があるが､整理小組が｢残啓｣としているよう
に､内容は十分に捕捉できない｡しかしながら､雀彊の｢貝求物｣とそれに対す
る審理､そしてその結果としての投獄が内容の中心になっていることは確実
で､その再審なり釈放なりが啓の主張するところだったのではあるまいか｡こ
Cを第一次面､

のように考えることができるとすれば､

(24)

Aを第二次面とする必

要は必ずしもないように思われる｡
Ⅱ群の文書について言えることは以上である｡次章では､本章と前章での検
討結果をふまえ､雀彊自身についてあらためて考えてみたい｡

彊

7.雀
本章では､

III群とした貸借関係陶連の文書Dにも言及しながら､雀彊自身

について考えてみよう｡
既に論じたように､雀彊は葡萄園の経営をめぐって某漬と係争中であった｡
Ⅰ群とした葡萄園経営関連の文書Fによれば､両者は6畝の葡萄園を｢与共
分治｣していたのだが､具体的にいかなる問題が生じていたのか､またそもそ
も｢与共分治｣というのがいかなる関係だったのか､いずれも明らかではなく､
結論は留保しておいた｡この問題については再論するとして､ここでは､
の文書Dを見ておこう｡
Dの大意は以下のようになろう(一部､推補)｡雀彊は春に傍流(某人の奴
であろうか)から麦2斜を借り受けた｡夏に元利合わせて3斜を還すつもりで
いたが､夏の収穫は期待したほどではなかった｡そのために半分の1斜5斗は
還せたが､また残りの1斜5斗は還せないままになっている｡近々還すつもり
(25)

でいたが､彊は貧困で､他には1頭の牛だけが手元にあった｡しかし悌流は､
笹彊の所有していた牛を持ち去ってしまい､

4日たっても還してくれない｡そ

こで､太守の指令(教)を当該の部局に出して､悌流に牛を還すように申し渡
していただきたい｡麦は近々悌流に還すつもりなので｡以上､辞により申し上
(24)整理小組は､

cの面を一次面66TAM62:6/3(a),
とするが､一方ではAを先に配列している｡

(25)ただし｢載致｣の2字は解釈不能｡

‑

β

Aの面を二次面66TAM62:6/3(b)

Ⅲ群

げる､と｡ここでも麦の返還に遅滞を生じた理由を｢貧□｣と自ら述べている｡
Eの｢口軽家理貧窮｣､

□乏､外有責負｣や｢(前映)貧民｣と

Fの｢(前映)

同じような弁解であろうか｡

DとE､
(26)

Fの時間差がどの程度あるのか不明なの

で､速断は避けなければならないが､あるいはEの｢外責(後映)｣やFの｢外
有責負｣とは､

Dのことかもしれない｡一方で悌流から春先に麦2角斗を借り受

け､一方では某績と葡萄園経営をめぐって係争中であった｡

D目頭の｢(前鉄)

奴､々価流｣という箇所を奴の価流と解釈できるとすれば､召彊は奴埠からも
(27)

麦を借り入れたことになるが､そうであるとすれば､彼の貧窮ぶりもあながち
誇張とばかりは言えないかもしれない｡また6畝の葡萄園というのは､

5世紀

中頃のトゥルフアンにおいては比較的大きい部類に属することをふまえると､
彼自身がその保有者であったとは考えがたく､やはり胡如雷が述べているよう

に【沙･孔(宿)

1984:37】､某境が保有者で､彼は夏田者というのが事実であ

ろう｡そのことは､雀彊がEで｢責楳｣や｢糞十車｣を負担したと述べてい
ることからも傍証されよう｡既に｢北涼建平五(441)
園券｣
24､

年正月張鄭善奴夏葡萄

(2001年香港クリスティーズオークション出展(写)

【christie,s2001:

25】 (蘇) 【圭2003:74‑75】 【開尾2004B:75】)を引いて示したように､
･

葡萄園にかかる田租すなわち粗酒はその保有者に納入義務があったからであ
る｡ ｢貴棟｣や｢糞十車｣が保有者の負担でなかったと断言することはできな

いが､保有者であるのなら､なによりも粗酒の納入如何が問題とされるであろ
うoこのような点からも､雀弓童は某績保有の葡萄園の夏田者だったと考えられ
るのである｡しかるにここでも彼は､夏Fu者としての義務を保有者に対して果
たしていなかったのであろう､

｢今年風虫､蒲陶三分枯花｣

(E)とか､

｢(前訣)

‑枯花｣とか言いながら｡係争はそれがために起こるべくして起こったのでは
あるまいか｡
他方､彼は高昌郡の郡治である高昌県のおそらくは兵曹の吏であった｡しか

(26) DとE､

Fの書風の違いは大きくはないように見えるが､
E､ Fでは｢曹｣字となっ
ている箇所が､ Dでは,
｢曹｣字になっている｡
(27)胡如雷は､備流について｢(某績とは)別人｣と述べるだけで､悌流の身分にっ

いては言及を避けている【沙･孔(編)

1984:36】.ただ一般の民戸(雀彊は吏だっ

たと考えられるが)と奴姫の間での貸借関係が法的に存在しえたのか､という点に
ついては疑問なしとしない｡)

ー

β

‑

し職務の上でも｢妹物｣の嫌疑をかけられ､獄中にいたこともあった｡彼自身
は兵役を忌避した兵士に対する罪刑の確定を重ねて上言する一方で､彼らから

(28)

の収賄については否定し､それが究罪であることを繰り返し述べてもいた｡し
かしⅠ群とⅢ群の文書に共通して見られ､ほとんど常套句とも言える貧窮の告
白は､

Ⅱ群の文書を含めた文書群全体を通じて観取される彼の旺盛かつ執掬な

自己弁護と相侯って､かえって彼の収賄が真実ではなかったかという思いを抱
かせてしまう｡もちろん翠彊を断罪する権利は我々にはないのだから､ことの
判断には慎重でなければならないが､雀彊の人物像が坊併とされるのは私だけ
ではないだろう｡
それよりも､ここで確認しておかなければならないのは､吏という身分の経
済的な位相であろう｡雀彊に関する限り､ここに述べたように､彼自身の表白
による貧窮とはあながち誇張とも思えないものであった｡同時代のトゥルフア
(29)
ン文書にこれを傍証するようなものは残念ながら見当たらないが､近年､賓虎
は長抄出土呉簡などを手がかりとしながら､魂晋南北朝時代の吏の負担(吏役)

が重く､その地位が卑賎化していったことを説いている【紫2005】｡あるいは
5世紀前期､北涼政権下のトゥルフアンに生きた県吏､雀彊にもその影を見る
ことができるのではないだろうか｡

お

り

わ

に

多くの紙幅を費やしながら,また文書を実見しながら､雀彊とその周辺の問
題について本稿が明らかにしえた点はけっして多くはない｡胡如雷や祝総斌､
さらには唐長橋ら諸先学の見解を敷桁したにすぎないという批判も､甘んじて

(28)兵役忌避関連とした文書はA‑Ⅰの9点中､

A‑C､臥およびⅠの5点だが､この

ほか整理小組がAやcの‑一一部とした小断片も｢練物｣や｢検校｣といった語が見え
るので､この一群に分類されるべきものである｡これらが同じ主旨の草稿である可
能性も否定できないが､この間題で笹彊が上言した文書は実際には我々が知ること
のできるものを上回ると考えるべきであろう｡
(29)

(75TKM96:37

｢些垣年次未詳(5世紀前期)倉吏昼些啓｣

(写･録)

【唐(主編)

1992:35】)は､倉吏の侯遅が40代後半ながら久しく病にあり､職務で失策を犯して
処罰されたことを述べる｡経済的にも苦境にあったと推測されるが､確実なところ
は定かではない｡

‑

10

‑

J受けるしかないかもしれないc.ただ私にも弁解の機会が与えられるのならば､
本稿は､雀弓墓その人自身と､彼が必タヒになって書いたと思われる辞に代表され
る文書群に対する関心に支えられており､当時の諸制度を解明する意図は当初
より慮外におかれていた｡したがってそのような試みとして本稿が名Lヒに乗せ
られることを念願して､潤筆したい.
(30I

【附:雀彊文書群一覧】
A

｢些連年次未詳(5世紀前期)畢壁辞鵠征行適亡事｣
(写･録)

(66TAM62:6/3(b)

【唐(主編) 1992:48】)

⊥+｢□笹匪=
首

二=コロ甘口征行､其□=
□受垂壁等五人□ロ
コ□令､適不往､還即自適｡

□□
□往

コロ克､

,受全塾墜□□□=

二コ引垂○云共彊知受口□
二]

乞賜教付曹､召款井柾□

二二二]口不受柾｡謹辞｡
B

｢逃避年次未詳(5世紀前期)塁里鮮為朝求事｣
録)

(66TAM62:6/5

【同ヒ:49】)
[前

放]

二∵｣□
二二二 ]

□=
□□

′受兵峯岸[≡≡≡
コ宣墾匝･王赴壬等五人妹物､放任残=
壁
コロ通｡即ヒ辞､豪教付曹検校｡款畳=
□

(30)釈読自体は､

亡還｡

(卜)千(中)と同じだが､本稿では一部句読点の位置をあらため

た｡

ノノ

(写･

二P他｡墾自;三等九人､遁不従征､各□=
○

款用□塞肺罪｡

コ鞭二百｡畢旦一人款､勅撃省巽表通○=
白;

コ塞妹罪｡撃即以諾書付曹､揺兵行□=
[後
c

放]

｢過重年次未詳(5世紀前期)翠墾残啓｣ (66TAM62:6/3(a)(写･録)
上:49】)
[前

映]

口為款見言云;壁共款[:Ⅰ二二
不見申理｡開墾在獄､通□=
並

彊□利,横見橿引､曹□=

口□賜教付曹､明為=
]
D

□啓｡

｢進垂年次未詳(5世紀前期)翠撃静烏負賓被推午事｣
(写･録)
[前

【同上:50】)
鉄]
[コ⊂][コ

ロ春従人口ロロ奴､々些塵ロ
ロニ斜,夏m麦三斜､
□夏麦□□□□悪,己償
麦‑斜五斗､残負麦一斜五斗､比

ホ常方宜索償｡塁是貧
□､外□□牛一頭載致｡垂推午
□去､経四日□｡願賜敦付曹､

口重以牛見還｡比ホ雷撃使
慣塾っ謹辞以聞｡

1

12

‑

(66TAM62:6/2

【同

E

｢北涼年次未詳(
6/8

(写･録)
[前

+l□

5世紀前期)雀彊節鵠共治葡萄園専一｣

(66TAM62:6/4,

【同上:51､54】､ 【モ1998:150】)
映]

□

+l秋首与□l
□残少多､用了外責□=
今年風虫､蒲陶三分枯花｡

.
□

□塁家理貧窮､毎調陪□
与垂辞索､訴詣曹久､塵投了□
作高ロロ

ロロ多与共各解｡垂身知勇

□所牧無穫曹符下､累次下垂
二IL
ノヽ

□塞不来欲行被刺｡壁墜有要
大口人界要従大例｡惟有残少

+l東垂番際､為賊所□
□保察督□
分庭｡謹辞｡
F

｢進垣年次未詳(5世紀前期)畢垂辞為共治葡萄園事二｣
(写･録)

【唐(:‑i:̲編)
1992:52】)

[前

二]

映]

□□□□

ニコロ乏､外有責負｡ロト
□績蒲陶六畝､与共分治｡

=

為埋.去春為出貢欄+
糞十車□秋首1+
望残少多用侯

結要｡若□賊要=
貧民不□□年多=
‑枯花□口々有=
為分虎口□水火□=

13

(66TAM62:6/1

教付曹｡
辞｡

｢生垣年次未詳(5世紀前期)塁壁残酔｣

G

(66TAM62:6/7､

6/10

(写･

録) 【同上:53】)

堅塁辞｡ =
]

口重口論=

二ニコロロ⊂=
二]

□ □=
[後

H

映]

｢些垣年次未詳(5世紀前期)撃墜等名籍｣

(66TAM62:6/6(a)(写･録)

【同上:53】)
[前

訣]

二コ□､聾壁､全塾堕､些⊇⊂二ニ
=ロ､圃些里､萱草､園=
[後
I

紋]

｢韮垂年次未詳(5世紀前期)園埋輿等名籍｣

(66TAM62:6/9

(写･録)

【同上:53】)
[前

映]

+l□人｡

+塑些､壁==二
=

+墜､園些里､
[後

映]

J ｢進垣年次未詳(5世紀前期)某人残鮮｣

上:54】､ 【王1998:150】)
[前

映]
[コ[コ[コ

コロ不留辞達煩□
□緑由謹辞｡

14

(66TAM62:6/6(b)(写･録)

【同

【参考文献略号】
[日文･束十音順]
荒川正晴
｢麹氏岳昌国における郡県制の性格をめぐって‑主としてトゥルフアン出
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