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創刊にあたって

河合文化教育研究所は，学校法人汚合塾の付属機関として 1984年に設立されました。

設立から 20年余り，本研究所はこの間，この変化の時代の軸を見定め，その根底に届くよう

な原理的な考察をするべく，内外の第一線で独自の研究と時代への深い思索をされている多く

の方々のご支持を得ながら，国際シンポジウム，文化講演会，研究会活動などを営んでまいり

ました。

国際シンポジウムでは，世界から優れた研究者を招いて多くの聴衆に感動を与え，一方では，

主に講演録として出版してきたブックレットはじめさまざまな出版物を刊行して，研究の成果

を世に問うてきました。しかしながら 優れた研究成果でありながら発表の場を，あるいは記

録の媒体を持たなかった研究も少なからずあります。

そこで，ひとつの媒体として ここに研究論集を発刊することにしました。その第 l 集とし

て， 2002年 3 月以来続けている，本研究所と北京大学歴史学系との共同学術討論会を取り上げ

ました。北京大学との詳しい経緯は本編の「はじめにJ でご確認いただくとしまして，今回こ

の研究論集第 1 集を刊行することが出来ましたのは 次のような多くの先生方のご協力の賜物

であります。第 l に，北京大学歴史学系牛大勇主任はじめ諸先生方から多大なご尽力をいただ

き，本研究論集へ掲載するにあたっては 快くご協力いただいたこと，第 2 に，討論会を中心

的に率いていただいた本研究所主任研究員・京都大学名誉教授の谷川道雄先生はじめ，本研究

所の諸研究員が，討論会を継続し，さらには論文作成や，翻訳に真撃に取り組んでいただいた

こと。これらのご協力とご厚意に対してこの場を借りて厚く御礼申し上げます。これを出発点

として共同学術討論会の記録や本研究所を中心に生み出される研究成果を次々に刊行してゆく

所存です。読者の皆様方からの暖かいご支援とご協力をお願い申し上げます。

すぐれた研究は，自ずと，すぐれた読者を見出します。と同時に優秀で、熱意のある後継者を

求めます。当然のことながら，文化とは継承されてこそその濃度を高めます。この研究論集が，

それ自体の成果価値を世に問うことはもとより，このようなメカニズムを作り出し，その濃度

を高めるための触媒としても活用されることを願っております。

河合文化教育研究所

所長日比野勝
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はじめに

河合文化教育研究所と北京大学歴史学系との第 l 回共同学術討論会 「アジアの歴史と近代j

は， 2002年 3 月 23 ・ 24日の 2 日聞にわたって北京大学歴史学系の会議室を会場として行われた。

ここに収録するのはこの討論会の記録である。この学術討論会をはじめた経緯について少し説

明しておきたい。

河合文化教育研究所と北京大学歴史学系とのかかわりは1990年に始まる。当時日本に留学さ

れていた北京大学歴史学系教授劉俊文氏が，日本における中国史研究の成果を中国語訳して出

版するという企画を，谷川道雄氏(現河合文化教育研究所主任研究員)を通して当研究所に依

頼してきた。日中の文化交流にとって大きな意味があるということで 当研究所が資金提供し

て『日本学者研究中国史論著選訳』が北京の中華書局から刊行され，全10巻が完結したのが，

1993年の末であった。そしてこのことをきっかけとして，当研究所と北京大学の共同企画とし

て「北京大学サマーセミナー」 が開始され， 1993年 8 月から 1 998年 8 月まで 6 回開催された。

「サマーセミナー」は北京大学での語学研修と学生同士の意見交換さらに観光がセットになっ

た「セミナー」で，予備校生を含めて大学生 一般社会人などさまざまな人々が参加した。し

かし，セミナーの日程の設定がむずかしく，競合する企画も多様に展開されるようになったた

め人数も集まりにくくなり，やむなく 6 回で中断することになった。

この 「サマーセミナー」中断以降，参加人数を絞った上でもう少し密度の濃い「文化交流」

ができないだろうかという方向で検討が加えられて，北京大学の歴史学系と当研究所との学術

討論会を行ったらどうかという新しい案が提出され， 2001年 8 月にアジアの歴史と近代J と

いう具体的なテーマと翌年 3 月末という日程を北京大学歴史学系に提案したところ，北京大学

側はこれを快諾された。ここに当研究所と北京大学歴史学系とが共催する 「共同学術討論会」

が立ち上がったのである。

2001年 9 月にはアメリカ同時多発テロが発生，やや騒然とした状況となったがアジアの歴

史と近代」というテーマ自体は 世界的な規模での経済・政治・文化の摩擦が顕著になりつつ

あった事態のなかで，ある種緊張感に包まれたリアリティを獲得したと言えるだろう。直接的

ではないにしろ，私たちの設定した 「アジア」 にはイスラム世界も含まれていたのだから。日

本と中固という接点、を媒介として，今騒然とした状況におかれているイスラム世界とも繋がり

ゆくテーマとして意識されたのである。ただ，現実的な課題としてイスラム世界との関係を提

起することは極めて難しく これは将来にわたる展望でしかなかったが。

第 l 回の「共同学術討論会」の河合文化教育研究所としての参加者は以下の通りである。当

研究所主任研究員谷川道雄，同じく研究員の森本英之，山田仲吾，八箇亮仁，堀江雅明，金貞

義，金瑛二，寺田るり子，井上徳子，寺田尚志，龍谷大学院生の中田和宏，田村俊郎，さらに

大学生として土井一寛，島英子，李智美，河井絢也，そして事務局として寺尾雅規，など十数

人が参加した。 22日の午前 8 時関西空港を出発して翌日には研究討論会というかなりハードな

- 5 一



日程であったが，なんとか無事に乗り切ることが出来た。それも北京大学側の王天有主任・王

春梅副主任を中心としたきめ細かい配慮のおかげであったように思われる。もとより 3 月末と

いうのは日本では 「年度末」にあたり 大学も含めた教育業界では 「春休み」とい うことなの

だが， 9 月入学を基本としている中国ではこの時期は「授業中」であり， どうやら大学院の試

験も行われていた時期でもあったようで，北京大学の先生方もかなり多忙な時期であったよう

だが，真撃に私たちと 向き合っていただいた。まずはこの点について感謝の意を表しておかな

ければならない。多謝，多謝。

また日本側の取りまとめ役である金貞義さんの八面六管の活躍のおかげで，他の参加者は大

いに楽することができた。彼の自には見えないところでの尽力に対しても感謝の意を表してお

きたい。

研究発表についての詳細は本論に紹介しであるとおりであるが，質疑応筈の内容は紙面の関

係で紹介できない。それなりに活発な質疑応答が展開されたのは確かであり，ことに 「政治」

が絡んだ内容についても北京大学側には真撃な対応をしていただいた。ただ，やはり異言語，

異文化の交流の難しきも否応なく味わわなければならなかったのも事実である。単純なレベル

では，通訳を通した意見交換の難しさに由来するものもあったようだが，もっと深いところで

中国社会と日本社会の差異を意識せざるを得ーなかった。中国社会，中国の大学の状況を私たち

が正確には知っていないということもあるのだが，それ以上に問題関心のすれ違いを痛感させ

られた。

河合文化教育研究所の研究員とは，主任研究員を除けば専門研究者ではないし，専門研究と

いう立場からの問題提起をしようとは当初より考えていなかったのだが，専門研究者ではない

立場からの問題提起であればこそ却って率直な意見交換が行われるのではないかとこの当時は

甘 く 考えていたように思われる。実際問題としては 専門領域や学術的色彩から遠ざかれば遠

ざかるほど意見交換は不可能になり，互いに自分の現実を確認して終わるということになるよ

うであ る。なぜこちらにとっての喫緊の課題が理解されないのかというもどかしさを双方が味

わうという結果に終わることが多かったようだ。音楽や絵画などの芸術世界での交流の直接性

に比べて，言語を介した今回のような「学術交流」 の難しさを改めて認識したというのが正直

なところである。恐らくは日本社会が向き合っている現実と中国社会が向き合っている現実と

は，微妙に異なっており，その異なりによってその現実から く み上げる課題も微妙にズレてし

まい， 生の形での問題提起は双方にとって受け止めにくかったということなのだろう。こうし

たすれ違いは，基本的には 「異なった現実j の 「異なり 」についての理解を深め， こちら側の

問題提起の内部にそれを組み込んでい く ことによってしか解消できないことなのであろうが，

それは容易なことではないだろう。

しかし意見交換」や「討論J の難しさを目の当たりにしたという意味で， 第 l 回目として

はまずまずと評価してよいように思われる。日本社会が急速に変貌を遂げてきたように，中国

社会も急速に変貌しつつある。昨日の中国は今日の中国ではない。今日の中国は明日の中国で

はない。もちろん 「変わらないものJ もあるのだろうが，この「変わらないものJ も「変わる
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もの」 との関係の中でしかっかみ得ない。 「体験J を絶対化しではならないが，絶えず、「変貌し

つつある 」 生の中国社会と接していくことも必要である。そして「交流J の困難さと絶えず向

き合っていく必要があると思う。その過程で本当の 「喧嘩J が出来るようになり，その「喧嘩」

を通して相互に「異なり」を自覚できるようになれば一歩前進であると信じて， この 「学術交

流」が永続できるようにと願っている。また，今回の形として残る「論集」 の発刊が共同学

術討論会」のさらなる展開につながることも願っている。

なお，今回の「共同学術討論会」の実施プログラムを参考のために次頁に記してお く が， こ

のうち閤歩克氏の「秦漢競晋南北朝官位制の変遷J についてはすでに別の雑誌に掲載されてい

るため本論集への掲載は遠慮、したい旨，氏自身より申し入れがあり，割愛されている。また，

本来であれば北京大学の先生方の発表については中国語の原文をも掲載すべきなのであるが，

紙面の都合で割愛せざるを得なかった。ぜひ原文を という方は 河合文化教育研究所に連絡

していただきたい。
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• 
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第 1 回共同学術討論会実施プログラム

⑨研究発表及び討論

1 (司会・北京大学教授宋成有)

0中国社会の歴史的発展と近代化一一日中比較論の検討一一

河合文化教育研究所主任研究員・京都大学名誉教授谷川道雄

・コメンテーター.北京大学教授王 暁 秋

0中国農業近代化についてのいくつかの考察

北京大学教授林 承節

・コメンテーター:河合文化教育研究所研究員山田仲吾

II (司会:河合文化教育研究所研究員森本英之)

0秦漢貌晋南北朝官位制の変遷

北京大学教授閤 歩克

・コメンテーター;谷川道雄

0 日本の中学校歴史教科書における「近代」の扱い方について

一一アジアの「近代」の再検討に向けて一一

山田仲吾

・コメンテーター:北京大学教授沈 仁安

0白江口の戦いに関する歴史的地名の考証

北京大学教授王 小甫

・コメンテーター:河合文化教育研究所研究員金 瑛 一

皿 (司会:北京大学教授王天有)

0全国水平社創立の背景

河合文化教育研究所研究員八箇亮仁

・コメンテーター宋 成有

0 日本の歴史過程における断絶と連続 戦後初期の改革と「逆コース」を論ず一一

北京大学教授王 新生

・コメンテータ ー 森本英之

o r ノモンハン事件」とモンゴル

河合文化教育研究所研究員堀江雅明

・コメンテーター.北京大学教授徐 勇

⑨総合討論

0司会:河合文化教育研究所主任研究員・京都大学名誉教授 谷川道雄
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中国社会の歴史的発展と近代化

一一ー日中比較論の検討一一

谷川道雄

日中両国の歴史を近代化という観点から比較した場合両者には 実際上時間的な差異があ

り，日本が近代化において中国よりも先進的であったことは否定できない。しかしこの差異を

両国社会の本質的な差異に由来すると見るかどうかは，歴史認識上の大問題で、ある。また，そ

の歴史認識上の問題は，今日の日中関係のあり方にまで関わってくるのであり，歴史研究者と

してこの問題を避けて通ることはできない。この問題は，戦中から戦後にかけて日本の学界で

かなり深く討論されてきた。本稿ではその経緯を概観し，それに立脚して，今日我々の考える

べき方向を探索したいとおもう。

II 

近代化という観点から日中両国の歴史を比較する作業は，すでに戦中，東京大学教授の加藤

繁によって行われている。加藤は 「支那と武士階級」という論文(~史学雑誌.! 50-1 , 1939年)

の中で，大約次のように述べている。六朝や唐末には一時私兵集団が発生して武将が活躍した

が，日本のような世襲的主従関係を基礎とする武士階級へは成長せず 結局中央集権的文官政

治に呑みこまれてしまった。元来箪隊を意味する部曲という語が惰唐時代には賎民の一呼称と

なるのは，軍事的従属関係が封建的主従関係にまで成長しきれなかったことを意味する。この

ようにして， 日本における堅実な主従君臣の道徳の発達は，人情深く義理固い民族の特質を培

うことになり， 日本民族の健全な発達の根底を形づくったというのである。

この論文の発表された 1939年は日中戦争の最中である。中国経済史の研究に先駆的な業績を

挙げた加藤も，当時の政治情勢に影響されていたことが分かるが，この論文は日中両国の歴史

の比較論が現実の日中関係と深く関わってくることをよく表わしている。その他，戦時中の著

作でこの問題に触れたものに，在野の歴史家石母田正の『中世的世界の形成.! (1 946年刊行)が

ある。石母田はこの書において，日本における古代奴隷制から中世封建制への変革過程を実証

的に追究したが，その変革の指標を領主制の生成発展に置き，さらに日本における歴史の進歩

性を，中国史との比較において強調している。すなわち，中国でも，宗族あるいは村落共同体

内部に田主と佃戸の階級分化を生じたが，それは共同体関係に制約されて，領主制にまで発展
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しきれなかった。つまり中国社会は族長と族員との共同体的な関係を超えて私的主従関係へと

飛躍することがなかった。一方， この制約を突き破って封建的関係を成長させた日本は，東洋

的世界から分離して独自の歴史のコースを歩むことになり，近代日本の礎石がここに据えられ

たとするのである。

以上，加藤・石母田両氏の所論は，趣旨において必ずしも同一ではないが，次の点では共通

した見地に立っている。すなわち，日本では封建的主従関係が発達しそれが近代国家形成の基

礎となったのに対し，中国ではそのような成長が見られず，古い体制に制約され続けたという

のである。

E 

1945年に日本が降伏し， 49年に中華人民共和国が成立すると， 日中関係は一変した。日本国

家の近代的発展はここに控折し，一方，社会主義を目指す新中国が建設された。日本の中国に

対する先進性の意識は打ち静かれた。石母田も従来の見解を修正し， 1950年の歴史学研究会大

会報告では，日中両国に歴史発展の差異を設けず，日本の封建領主制も宋以降の中国集権官僚

制も，封建制の形態の相異にすぎないとした。封建的農奴制的土地所有制を基礎とする点では，

両国は共通していると考えたのである。これは日中比較論の立場から唯物史観による普通主義

の立場へ転換したことを意味している。戦後日本の歴史学界は 石母国らに指導されて唯物史

観の普遍主義にもとつやき， 日中の差異性よりもむしろその共通性を探ること に努力が傾けられ

たのである。

N 

しかし戦後両国の発展コースには，ますます大きな差異が生まれた。両国はおのおの東西両

陣営の一方に属した。唯物史観の公式から言えば資本主義は社会主義へ必然的に移行するは

ずであるが，日本社会は高度成長を達成して資本主義を一層深化させ大躍進」や「文化大革

命」によって経済発展に停頓を来した中国に比べて飛躍的発展を遂げた。

こうした情況を背景として 再び日中比較論が登場してくる。 1957年に発表された梅樟忠夫

の「文明の生態史観序説J (Iî文明の生態史観』中央公論社， 1967年所収)と 1965年の E ・ 0 ・ラ

イシャワーの『日本近代の新しい見方.! (講談社現代新書)がそれを代表する。梅樟は世界の各

地域を文明論の見地から，ニつの類型に大別した。それを図示すれば，次の如くである。

第一地域:古代一一中世(封建制)一一近代(資本制) 例，西欧 ・ 日本

第二地域:古代 …・・・一一寸丘代(社会主義) 例，第一地域以外のアジア

世界の古代文明はまず第二地域に開花した。その波及によって第一地域に古代国家が生まれ

る。これらの古代国家は第二地域の古代帝国の模倣であるが 第一地域ではその後封建制を成

立させ，それがさらに近代の資本主義社会を創り出す。これに対し第二地域では巨大な専制帝
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中国社会の歴史的発展と近代化

国の興亡をくりかえすだけで，封建時代という独自な時代を画定しないままに，世界史全体の

近代化過程に入ってゆく。そこでは近代化は第一地域のようにフツレジョア階級によって担われ

るのでなく，強力な社会主義権力によって集団主義的に担われる傾向が強いと考える。

この分類によれば，中国は第二地域に属するわけであるが，中国史は明確な封建制の段階を

欠いた歴史として理解されることになる。そしてこの封建制の欠如が近代化の道を順当に歩み

得なかった原因だとされるのである。先述の加藤・石母田両氏の説は，梅樟によって世界史的

規模において論理化されたということができるであろう。

封建制と近代化との因果的連関の説(本稿ではこれを〈封建制→近代化〉の記号で表わすこ

とにする)は，戦後アメリカの学界でも強く主張され近代化論」とよばれた。ライシャワー

の見解も，この「近代化論」のー漂とみることができる。ライシャワ一説の詳細は省略するが，

封建制の発達した日本がアジアの中で唯一近代化に成功したこと，それは中国とは質を異にす

るコースであったこと，を強調する。察するに，アメリカの対アジア戦略において，日本が欧

米型の国家であることを示して，これを西側陣営の同盟者たらしめようと意図したのであろう。

しかし，この〈封建制→近代化)の理論はすでにヨーロツパ史学界の通念であり，マックス・

ウェーパーによっても理論化されている。ウェーパーは世襲的所領関係に基づくレーエン封建

制 (Lehensfeudalismus) を西欧独特の体制と考える。そこに於ける主従関係は，誠実義務を

媒介とする双務的，契約的関係である。この人的関係が身分制を克服して自由な個人間の関係

に進化したとき，近代市民社会が誕生する。近代の法や国家や資本制生産方式も，この自由な

個人間の関係を前提として成立する。

こうした社会の対極に，封建制を創出せず，専制帝国のまま持続してきた国々では， 自成的

な近代化を期待することができない。ウェーパーによれば， 日本の江戸時代の主従関係は，西

欧のそれに近い所があるといい，日本の近代化が比較的円滑であったことを示唆している。

中国が周秦以来，或いは規晋以来清末まで一貫して封建社会であったとする中国歴史学界の

通念からすれば，如上の説は極めて奇異に感じられるであろう。しかし，近代化を，それを荷

う人間の能動的なあり方から考え その前提を過去に求めるならば， (封建制→近代化)の構想

はその一つの解答であることは疑いない。封建制を単に農奴制的土地所有ということから一律

に考えるよりは，ず、っと現実的に各民族の歴史発展の実態を説明することができる。

V 

しかしこの構想は一つの理念型に基づくもので 実際にはさまざまの変形が存在する。日本

では，明治維新によって封建的身分制から自由になった個々人は，市民社会を自立的に形成す

るよりも先ず天皇制国家権力に統合され，日本社会の近代化は この体制の下で歪んだ形で推

進された。それが日本の軍国主義を生んだことは周知の事実である。

(封建制→近代化〉の理論のさらに大きな問題点は，この理念型の外側に置かれた諸民族(梅
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樟のいう第二地域)の歴史発展を切り捨てている点である。そこでは，共間体の強固な残存や

専制国家の興亡のくりかえしが近代化への前進を阻んだという。端的に言えば封建制の欠知は，

近代に向う歴史の欠如をも意味しており，近代世界史の構想として光に対する影の役割しか与

えられていない。これは真に妥当であろうか。

この疑問から，中国史研究の切実な課題が生まれる。中国の前近代社会は巣して世界史の近

代化過程の影の部分に過ぎないのであろうか。近代化の阻碍要因とされる専制権力や宗族共同

体の内実には，阻碍的側面しかないのであろうか。宋代以降の専制権力は惰唐までの貴族政治

を変革して成立した。そこに宮僚として出仕する士大夫階級は 単なる皇帝の家産官僚に過ぎ

なかったのであろうか。彼らの中に個人としての人間的自覚は生まれなかったのであろうか。

また，宋代以後民間に普及する宗族共同体は 単なる乱縁団体ではなく，強烈な倫理観念を結

合の紐帯とする社会組織であった。士大夫階級も宗族制度も上古以来一貫して存在するが，宋

代以降のそれは，自然的制約を超えて形成された歴史的産物で、あって，そこに新しい人間性が

胎動していることを無視するわけにはいかないであろう。

ただその革新の意識はたえず、復古の方向へ回帰していて，その前進は必ずしも未来に直進す

る姿ではない。古代と近代との聞を複綿的に，或いは円環的に運動する中国特有の思惟形式が，

近代化への直進を阻得する役割となったことも十分に考え得る。しかしそのことは，中国社会

がそれ自身の中に近代化への志向を内在していなかったことを意味するものではない。

と同時に，この阻碍要因は，近代世界が必然的にはらむ人間的危機に対しでも，一定の阻碍

の役割を果し得る。偶人の独立を基礎とする近代世界は 個々人を社会全体から疎外させて市

民社会を解体し，そこから人間性の喪失によるさまざやまの社会問題を惹き起す。中国人はこれ

まで近代と古代を共に捉え，また個人と社会との調和に工夫を凝らしてきた。中国の近代化は，

ある意味に於ては立ち遅れたが，成熟した近代社会の欠陥に対して， これを反省せしめる歴史

的遺産を豊かに包蔵していると言わなければならない。

付記

所謂京都学派の祖である内藤湖南は，宋~清時代を近世とよび，そこに中国近代化への道程を想定し

ている。内藤湖南研究会編『内藤湖南の世界一一アジア再生の思想~ (河合文化教育研究所， 2001年)参

照。

参考文献:拙著『中国中世社会と共同体~ (国書刊行会， 1976年，馬彪訳『中田中世世界与共同体』中華

書局， 2002年)
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中国農業近代化についてのいくつかの考察

林承節
(寺田るり子訳)

農業近代化を実現することは，国策のーっとして共産党中央委員会が1954年に正式に提出し

たもので(周恩来総理による第 l 回全国人民代表大会報告に見える)，解放当初より，政府の農

業政策はすでに党内でこの方向に向けて努力が始められていた。だが50数年もの間，中国の農

業近代化は多くの回り道をしてきた。その原因の一つは，農業近代化に対して，いかにして中

国の具体的な条件の下でそれを実現するかについての深刻な認識を欠いていたことにあり，ま

たもう一つは，指導者たちのいったん主導的地位を占めた「左」の思想、と路線が農業発展の進

行過程を甚だしく捻じ曲げたことである。 1978年における改革開放政策の実行はその転換点、に

なった。言うならば，中国の国情に見合った農業近代化のひとすじの道を探索することは，解

放後から開始され，そして 1990年代になってやっと我々は進むべき道を見出し，この道を堂々

と遁進し始めたのだ。中国の農業の姿は今まさに日進月歩で進歩し変化している。もちろん，

道は一応つくられたが，多くの不完全な部分がまだある。そのうえ，新しい情勢の下で新しい

問題も浮上するだろう。この道を完全なものにするため不断の努力を重ね，車面する新しい問

題を解決し，わが国の農業近代化をさらに推進していくことは，これは全国の農業関係者の面

前に突きつけられた重大な任務であるだけではなく 理論関係者と近代化研究者の重要な研究

課題でもある。

1 1978年以前の進展と回り道

解放当初，政府は土地改革を成し遂げ，封建的な土地制度を廃止して，土地を耕す者がその

団地を所有することを実現した。全国 3 億人強の，土地がないかあるいはほんの少しの土地し

かない農民は，無償で、4667万ヘクタールの土地を手に入れ，約3500万トンの食糧による地租な

らびに厳しい労役を免除された。農民は自分の耕作する土地の主人になり，生産意欲が解き放

たれた。個人経営の農民の二極分化を防ぎ，農民が集団の力で生産能力を伸ばすよう働きかけ

るために，政府は引き続いて 1955-----57年に個人経営の農民を指導して互助組(互助グループ)

を組織させ，さらに進んで初級農業生産合作社と高級農業生産合作社を設立した。初級農業生

産合作社の特色は，土地と耕牛を出し合って共同経営し，出資の多寡と労働日数に応じて利益

を分配する点にある。高級農業生産合作社の特色は土地と耕牛を集団で所有して共同経営し，
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働きに応じて報酬を受け取る点にある。農業生産合作社によって，労働力の共同使用，水利事

業の実行，農業機械の使用が可能になり，農業経営を改善し，農業生産率を高める可能性がも

たらされた。この三段階の変化は中国の農村を，分散した小農経済から集団経済へと変化させ，

農村の二極分化を回避し， また農業生産に一定の発展をもたらしたのである。一歩一歩段階を

昇って，生産関係の調整と変革のみならず\また社会生産力の新しい組み合わせと向上につな

がった。合作の優勢はある程度小農経済の限界を補った。 1953年から 1957年にかけての農業総

生産額は年平均4.5%の伸び 食糧生産高は年平均19%の伸びを示した。

ただし， この過程において若干の問題があらわれていた。本来18年の歳月をかけて完成する

よう計画されていた合作化の任務は，数年で完了してしまったのである。

体制の変革にしたがってすべてがまだ模索を必要としていたときに 1958年政府はまた慌た

だしく人民公社の設立を提唱し 結果として 1 年も経たないうちに蜂の巣をっついたように

全国で公社化が実現した。 全国70数万の農業生産合作社は 2 万6425の人民公社に合併され(平

均27の合作社が l つの人民公社を作ったことになる)，参加した農家は全国の農家総数の98.2%

を占めた。中央指導者は人民公社の優位性を高く評価し，その「政社合一J r一大ニ公」は，集

団経営の優位性を十分に発揮でき，農業の発展を促すのに最も有利であると考えた。しかし，

事実はこの認識がある種の壮大な願望でしかなかったことを証明した。人民公社は中国の国情

から遊離し，経済発展の客観法則に反するもので，結果として中国の農業発展を袋小路に導き

入れてしまった。

計画経済体制のもとで，いわゆる 「政社合一」 は，行政手段を用いて無制限に経済活動に関

与し，理不尽ででたらめな指導を助長しただけだった。何をどれだけ植えるかは，すべて上司

が部下に何度も計画を伝達した。計画は必ず遂行されなければならず 地質や気候に合うかど

うかなどまったく顧みられなかった。いわゆる「一大二公j は，実際には富める者から取り上

げて貧しい者に補ってやるのだが，悪平等に他ならなかった。 「一大ニ公」 の旗印のもと，公社

員の個人保有地や家庭の副業さえも 回収して人民公社の所有にした。公社員は時開通りに出

動して公社内で手配された労働以外は何もすることがなく 生産に対する自主権は完全に失わ

れた。分配の側面では，公社員は年の瀬に労働点数に基づいてわずかな食糧を割り当てられる

だけだった。だが，労働点数の評価には問題がとても多く，実際には平均主義を取り，労働実

績が多かろうが少なかろうが同じように評定された。このように，彼ら公社員にしてみれば，

生産意欲をかきたてるいかなる要素もまったく存在しない状況だったのである。公社化は農村

経済に多大なる破壊をもたらした。 1958年から 1962年まで食糧生産高は 5 年間の平均で年3.9%

減少した。その他の農業生産物の生産高もみなそれぞれに減少した。農業近代化の進行過程に

おいて体制の改革は不可欠であるが，改革が不当なものであれば大きな過ちを犯してしまうの

で、ある。

計画経済下では，市場メカニズムは作用しない。政府は政策上市場メカニズムを排斥する。
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中国農業近代化についてのいくつかの考察

解放当初，工業化に資金支援をし，都市の人々の日用品を供給するために，国家は食糧，搾油

原料，綿花，生きた肱，葉たばこ，蔽の統一購入販売制あるいは割当購入制を実行した。これ

らの政策が農民の利益に損害を与え生産意欲を刺激することにまったく寄与しなかったとして

も，それでも国家が工業化することは農民と農業発展の根本的な利益に合致する。工業化は当

時実行しなければならなかった。しかし このような統一購入販売制や割当購入制はず、っと継

続された。公社化の時期に，公社は，国営企業と取引があるものを除いて，市場との関係が最

低限度にまで縮小された。農民に至つては，市場との関係はほとんど完全に断絶した。市場メ

カニズムは農業においてほとんど作用しなかった。

農業近代化のためには，科学技術で農業を武装し，大いに農業生産率を高めることが必要で

ある。このために，まさに正確な政策主導が必要である。ある部分は当時実行不可能で、あった。

たとえば，農業技術の多大な投入は，当時資金や技術的条件が許さなかった。ある部分は実行

可能であったが，政府の政策指導が間違っていた。もしも農業生産率を高めるのなら，農業の

構造と農村の産業構造の多様化によって，物資と人カ資源を十分に活用することが必要だった。

しかし， 1950年から 60年代，わが国の食糧はまだ豊かで、なかったために，党中央が定めた方針

は，農村はただ第一次産業にのみ従事し，第二次，第三次産業の経営を認めないというもので

あった。農業は「糧を以て綱と為す(食糧増産を経済施策の中心におく) J ことが求められ，田

畑として利用できる山の斜面や林はすべて耕さなければならなかった。その結果，自然環境の

特色を顧みず，大量に林を破壊して田畑を造り，湖を囲って田畑を作り，山の斜面に棚田を造

る手法が出現した。文化大革命の時期に この傾向は輸をかけてひどくなり修正主義の道を

進むことを防止する 」 というスローガンのもと，公社員の個人所有地，家庭の副業や村の市場

をすべて 「資本主義のしっぽj とみなして切り捨てた。このことは，農村本来のささやかな林

業，牧畜，副業，漁業など多種の経済を萎縮させた。「糧を以て綱と為す」政策は，もとより食

糧生産高を増やしたが，かえって農業経済の構造を単一化させた。その結果出現したモデル形

式はまさしく農村は農業であり，農業は単一の栽培業であり，単一の栽培業とはまた主とし

て食糧の生産に他ならない」というものであった。

公社化を実現したとき，党中央は「一大二公」が機械化を実現するために必要な条件を整え

ることができると期待した。当時人々はソ連の農業近代化の経験を学習し，農業近代化はまさ

しく集団化プラス機械化だと考えた。公社化を実行したあと，多くの公社が大型の農業機械を

購入した。しかしながら，公社化のあとどの公社もみな大量の労働力が何もすることがなく余っ

てしまうという状況となったのだからいったいどこに幅広く農業機械を使用する必要性があっ

たのだろうか。

農村の労働力は全国の労働力の70'"'"'80% を占める。農業の近代化には大量の労働力を農業か

ら他の仕事に転出させることが欠かせない。当時は農村の労働力を他に転出させる条件がなかっ

た。主観的に言えば，指導者たちにもこのような認識がなくて，多くの水利事業を起こしさえ
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すれば，労働力が転出しないことなど問題ではないと考えていた。当時は政策上農村の人口が

外に出ることを許可していなかった。

事実は証明している，公社化がもたらしたのは農業の近代化ではなく，農業経済の崩壊であっ

たことを。

H 正しい道を進む

1978年に中国は改革開放政策を開始した。郵小平の指導のもと， 1978年12月第11期党中央委

員会第 3 回総会の決議によって 全面改革の進軍ラッパが吹き鳴らされた。農業は国民経済の

基礎であり，改革開放政策はまさに農業の領域から開始された。まさしく改革を通して，我々

は中国の国情に見合った農業近代化を実現する道を見出し あわせてこの道に足取りよく踏み

出し女合めた。

農業の改革は経営体制の改変を起点及び核心とし しだいに流通体制，経営方式と産業構造

などの領域に拡大していった。改革の全体の方向は，大規模に共同で行う経営体制のもと，完

全に行政手段を用いて管理される単一構造の農業を，弾力性ある経営体制のもと，市場のメカ

ニズムを通して運営され，多様化した構造を持つ農業へと改造することであった。

①家庭請負制を基礎として統ーと分散が結合した二重経営体制を設立する。

農地経営を個々の農家が請け負う方法は， 1978年に安徽省鳳陽の農民が編み出したもので，

上部に隠れてこっそりと実行されていた。後に党中央に承認され，改革の形式の一つになった。

この後各地域でもそれぞれ適疋な方法を模索し 様々な実験を経て最終的に全国が一歩ずつ一

致した方向に進むようになり 家庭請負制を基礎として統ーと分散が結合したニ重経営体制を

実行することは，最も現時点の中国の国情にかなっているとみなされ，最も農民に歓迎された。

このような体制は一面で土地の集団保有制を保留し，別の一面では家庭経営を長期間変わらず

に実行するものである。 1983年末になると，全国で家庭請負制を実行する生産隊は生産隊総数

の97.7% を占めるようになった。少数の生産隊や生産大隊は，専業隊が請け負う方法を採用し

た。このころから，集団体制のもとでの農家の家庭経営は中国農業生産の主要な経営体制になっ

た。

人民公社体制下では，土地は集中的に経営され，農民は生産隊によって労働をあてがわれ，

純粋に受身の立場におり 経営の自主権がないうえに さらに自己の労働の成果を十分享受す

ることもできなかった。農家請負制が実行されてから，農民は自己が請け負った土地で自主的

に経営し国家に納め，集団にとめ置いて そのあまりはみな自分のもの」 になった。これは

まさしく農民に権利と責任と利益をもたらした。党中央はこのような制度を30年間変えないこ

とを決定した。農民も安心して経営し，大胆に投資し，増産分を自分のものにした。当然のこ

とながら，生産意欲は空前の高まりを見せたのであった。
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中国農業近代化についてのいくつかの考察

家庭請負制は，決して農民を土地改革後の個人経営農民の位置にまで回帰させるものではな

い。 1979年全国的に人民公社を廃止し郷」政権を作り，もとの生産大隊を改めて「村J とし

た。「郷J r村J を単位とした集団経済体制はなお存在していたし，土地はなお「村J の集団所

有であった。土地を請け負った農民はなお集団経済の中にいた。個人経営は集団経済の中の経

営方式の一つでしかなかった。「村」 は土地を請け負いに出す立場であり，農家はそれを請け負

う立場であった。請負の期限が満了すると改めて請負の手続きをしなければならなかった。農

家の集団に対する義務は，請負地を立派に耕作して郷j が全面的に管理して使う金と 「村」

が手元にとどめて使う金とを毎年税金として納めることである。 「郷」や 「村」 の農家に対する

義務は，できるだけ社会化につながるサービスを提供もしくは援助することである。たとえば，

機械を用いた耕作，水利事業，種子や化学肥料の提供生産物の販売技術の導入推進，信用

組合の設立など，また業績のよい 「郷J r村」 集団の企業は，拡大蓄積して農業基本建設に活用

されること，カをあわせて水利事業を実行し，資源を開発することなどである。このように，

集団経済は，分散した農家の生産上および販売上の困難を助けることができるだけでなく，土

地が決して私有ではなく集積することができないということによって，農民のニ極分化を防止

する壁でもあった。だから，人々はこの二重経営体制下での家庭請負制をこう概括したのだ。

「個人経営のようで，個人経営ではなく，個人経営より優れている Jo

②農産物の統制購入制，割当購入制を徐々に廃止し，価格規制を緩和し，自由流通，市場調

節を実現する。

農民は経営の自主権を取得し，増産分が自分の収益になるようになったが，もし国家の統一

購入制，割当購入制と価格規制の政策が変わらなければ農民は自主的に農産物を売ることが

できず，増産増収の実効を受け取ることもできず生産意欲は相変わらず影響を受けてしまう。

このような問題を解決するために， 1985年から，国家は農産物の統一購入制，割当購入制を廃

止し，食糧，綿花，植物油原料，糖分原料，生きた豚については契約購入と市場買い付けを行

い，その他の農産物については購入販売の自由化を実行した。それ以後一時不安定な部分はあっ

たが，徐々に安定してきた。 1992年以降は一部分の食糧は国家の契約購入が行われ，綿花，繭

は国家の統一経営，煙車は国家の専売となった。

統一購入制，割当購入制の廃止にしたがって，農産物の価格改革も一歩ず、つ前進した。 1978

年に農民が売り出した農産物のうち，国家が価格を定めたものは94.4%を占め，国家が価格を

管理していた農産物は 113品目にのぼっていた。 1986年に国家が定める価格，国家が指導する価

格，そして市場のコントロールによる価格という 三種の価格決定の形式が実行された。その後，

先の二者はしだいに減少し，市場のコントロ ールによる価格決定がしだいに主要な地位を占め，

農産物の価格決定のメカニズムは根本的に改変された。 1991年になると，農産物の買い付け総

額のうち， 三者の比率はそれぞれ22.2% ， 20% , 57.8% になった。 1992年以降はさらに自由化が
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進み，大多数の生産物が市場価格で自由に流通することが基本的に実現した。

③郷鎮企業の設立が農村の産業構造を変え，農業の過剰な労働力を移転するために幅広い活

E各を聞いた。

計画経済体制下では，農村には農業しかなく，人民公社と生産隊が農業と関連のある企業を

起こすことが認められたのを除いて いかなる集団も個人も第二次 第三次産業の経営は認め

られていなかった。農村はたとえ豊富な物資と人的資源があっても， この方面の発展は望めな

かった。農村の貧困が長い間改善されなかったのは，このこともまた一つの重要な原因である。

1978年以後，国家の制限政策が緩和された。一部の農家が手元の物資と技術資源を利用して

小型の加工業，サービス業，運輸業を起こしたが，農村の経済を活用するという需要に適応す

るものであった。政府の支持を得た後は，各地で模倣され，すぐに郷鎮企業の設立はブームに

なった。郷鎮食業は雨後の笥のように至る所に出現した。経営内容は多種多様で，農産物加工

業以外にも，各種各様の小工業とサ}ビス業があった。個人出資もあり共同出資もあり，技術

力は主に都市からもたらされた。郷鎮企業の発展は，そのスピードの速さも規模の大きさも，

人々の予測の範囲を大きく超えるものであった。

郷鎮企業の勃興は農業近代化に対して力強い推進力となった。このことは次のような点にあ

らわれている。農業の大量の余剰労働力を移転するために広い空間を提供し， この近代化の進

行過程で最も解決困難で、あった農村の労働力過剰という問題を解決した。農村の物資を十分に

利用するために多くの機会を提供し，それによって農村の経済を活性化し，かなり 多くの農民

の生活を改善し，一部の地域の一部の人々を先に裕福にした。生活条件が先に改善されてこそ，

農民は技術文化の素質向上を日程に上すことができる。この他，多くの郷鎮企業が農産物加工

業に属しているということは農業の発展を促進し 一部の F郷J r村」集団に属する郷鎮企業は

賞金あるいは物資で農業を援助し，工業で農業を補い，いわば農業の恩に報いる役割を務めた。

④農業構造を調整し，多角経営を発展させる。

農村にはただ農業しかなかった状態はすでに打破され，農業は主に栽培業で，栽培業は主に

食糧の栽培であるという情勢が引き続き存在する理由はもはやなくなった。単一の構造は経済

の発展を一面的で偏ったものにし 物はその用を尽くすことができず，地力の条件を発揮しえ

ず，生態系のバランスも深刻な破壊を被る。

1978年の農業構造から見ると，農業の総生産額のうち耕作によるものが80%を占め，牧畜業

15%，林業3.4%，漁業1.6%であった。

1980年代に党中央は「糧を以て綱と為すJ というスローガンを持ち出すことはなくなったが，

食糧生産の手を緩めないことと同時に，適地適作で，多角経営を伸ばし，農業構造を改変して，

農業，林業，牧畜，副業，漁業を全面的に発展させることを呼びかけた。しだいに各種の「専
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中国農業近代化についてのいくつかの考察

業戸(ある業を専門とする家) J が出現した。たとえば，牧畜業専業戸，営林業専業戸，養殖業

専業戸などで，みな農業と同じように藷負方式を採用した。これはすぐに多角経営の大農業に

発展した。 1992年以後食糧の年平均の伸び率は1.9%，飼料は9.4%，肉類は14%，水産物は15%

である。 1999年になって農業の構造が変化すると，農業の総生産額のうち，栽培業は57 .5% を

占め，牧畜業28.6%，林業3.6%，漁業10.3%である。非栽培業の成長速度ははるかに栽培業を

超え，その生産額の総和はすでに42.5% に達している。

⑤経営体制と市場システムを安定させて完全なものにし，科学技術教育で農業を輿し，農業

の産業化に向けて前進する。

4年の改革を経て， 1992年になると，農業の経営体制， 流通のメカニズムと産業構造すべて

に根本的な変化が生じた。古い形式はもはや徹底的に打破され，新しい形式の基礎が築かれた。

1992年党中央は，わが国の経済改革の目標は社会主義市場経済体制を打ち立てることである

ということを明確に打ち出し これはわが国の経済改革全体が新しい段階に進んだことを示し

ている。この一大背景のもと農業面においては，社会主義市場経済を打ち立てるという要求に

照らして，全面的に深く改革する必要があった。おもな課題は以下のとおりである。家庭請負

制を基礎とする二重経営体制を安定させ完全なものにし，ある条件の地方では徐々に適正な規

模の経営を実行すること。農家に対する社会化サービスを強化すること。一歩進んで，市場に

よる食糧の価格形成メカニズムを政府のマクロ・コントロ}ルの下で完壁なものにすること。

都市と農村の市場における売買を発展させ規範化し，農村の市場システムを健全かっ完全なも

のにすること。さらに進んで，農業経済の構造を整え，優れた品種を開発し，市場のために多

様で高品質の生産物を提供すること。科学技術で農業を興すことを強く提唱し，力を尽くして

条件を整え，新しい技術で農業を武装して土地生産率を高め，小型の農業機械の使用を拡大し

て労働生産率を高めること。農業の産業化を実行し，農民を大きな市場に参入させ，農業の商

品化，専業化への転換を推進すること。これらのうち最後の 2 点は，この時期に特別に強調さ

れた農業発展のための重要点である。

わが国の農業の科学技術の水準は全体的に言ってまだかなり遅れている。科学技術で農業を

興すことは長期的根本的な責務である。農業近代化は伝統的農業を現代的な技術を用いる農業

に改めなければならないことを意味しており，解放以後 中国政府は一貫してこの方向に向け

て努力してきた。農業高校と科学研究組織は，技術を身につけた人材を広く育成し続け，種子，

土壌，機械，耕作方法，病虫害の予防治療などの研究を進めている。解放以来わが国の食糧生

産高が増加したのは，おもに優良な品種を栽培したこと，信学肥料や農薬を使用したおかげで

ある。近年，マルチ農法や耐皐作物の栽培技術も重要な役割を果たしている。科学技術に携わ

る多数の人材を育成するために，それぞれの県や区は技術推進事務所を設立した。ただし ， 科

学技術方面への資金投入が足りないために，体制が健全に機能せず\研究が制限され，たとえ
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成果をあげても，経営体制が道理に反していれば，やはり広い地域で科学技術を推進し，生産

力に転化することは難しい。科学技術で農業を振興することの重要な意義に対する認識不足も，

科学技術を十分に普及できなかった重要な原因である。 1990年代以降，全国の経済情勢の発展

と科学技術こそ第一の生産力であるという主張にしたがって 指導機関は科学技術で農業を振

興することの意義を深く認識するようになった。科学技術を発展させる基盤は教育の発展であ

ると認識するに至って科学技術で、農業を興す」というスローガンは「科学技術教育で農業を

興すJ に改められた。 1990年代，中央政府は農業の科学研究，教育と技術要員の育成に対して，

一連の強化鼓舞する措置をとった。農業の科学技術への転化率はすでに， 1980年代の30%から

40%前後に高まった。農村教育の発展も進展しつつある。

農業の産業化が一種の新しい経営方式となる萌芽は， 1980年代末から 90年代初めにすでにあ

らわれていた。党中央は時を移さずこの萌芽をとらえ，経験を総括し，宣伝して広め，農業経

営の産業化はわが国において最初の進展を見せた。農業の産業化は市場を道しるべとして，大

会社と分散した農家との結びつきによって農家と市場をつなぎ，生産供給販売，農業・工業・

商業を一体化して，生産の専業化，経営の産業化を実行し，農業の収益を高め，農業近代化へ

の転換を促進した。この新しい事柄はまだごく少数しか見られない。沿海の比較的経済が発展

した地域ではやや多く，遅れている地域では非常に少ない。だが，すでに実践されたものを見

ると，その優越性は非常に目ざましいものである。農業の産業化は農業経営の体制と形式の第

二の重大な改革であり，わが国の農業近代化をいっそう推進する重要なステップであると言える。

世界各国の国情は一様ではなく，近代化の道も必然的に相違があるはずである。中国は人口

が多く土地が少なく，一人当たりの資源が不足しており，経済の基盤が脆弱である。これは中

国の特徴の一つである。我々が建設しなければならないのは社会主義社会である。これもまた

中国の特徴の一つである。中国の農業近代化はこの 2 点から出発することが不可欠で、ある。解

放後50数年，中聞の農業発展の好余曲折は，無論その他の要素の影響もあるが，より主要なも

のは，力を尽くして中国の国情に見合ったひとすじの道を模索する中で，いくつかのステップ

は正しく歩むことができたが，いくつかは踏み間違えてしまった結果，重い代価を支払ったと

いうことである。今は， この道はすでに第一歩が形成され，今後数十年中国農業の近代農業に

向けた変化はきっと大いに加速していくに違いない。

E 既定の道の上を前進する

このひとすじの道は，第一歩が形成されたばかりで，当然まだ未成熟で不完全な部分があり，

さらなる充実と発展を待たなければならない。

より完全なものにしていく方向は以下のとおりである。

1 )家庭請負制を基礎とした二重経営体制を長期的に安定させると同時に，適度な規模の経
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営を徐々に発展させる条件を整える。

家庭請負制を基礎とした二重経営体制は長期的に安定させる必要がある。なぜならば， この

ような体制は現段階の生産力の水準と農民の思想の水準に適応しているからである。現段階に

おいて，家庭請負制の独立経営は権利，責任，利益に結びついて，農民の生産意欲を引き出す

上で最も有効で、あり，家庭の人力と資金を動員し，かっすべての利用可能な労働時間を十分に

活用する上で有効である。以前の合作化の時期の統一経営は農民に期待するほどの恩恵をもた

らすことができなかった。農民はむしろ独立して自主経営したいと望み，もはや合作制度を容

易には受け入れないだろう。このような体制を長期的に安定させなければならないのはまた，

その「統一」という側面が分散経営の弱点を補う上で大きな可能性を持つからである。もしそ

の効果をうまく発揮できれば 内外が協調して農民と外界との連携などを打ち立てるという面

で，いっそう多くの役目を果たし，いっそう大きな作用を及ぼすであろう。

だが統一と分散の結合」において，分散経営が結局基本の形態である。わが国の農村の一

戸当たりの耕地面積は非常に小さい。統計によれば， 1999年わが国には2.7億強の農家があるが，

一戸当たりの土地は0.4ヘクタール( 6畝)に満たない。この大きくはない土地が通常さらにい

くつもの土地に分けられ，何カ所かに分布している。土地の小ささは，合理的な謹灘，技術の

導入，機械の使用すべてを非常に困難にし， したがって，土地生産率の向上は大いに制限され

てしまう。そのうえ，この小さく分かれた土地は収益に限界があるので，その他の収益を得て

いる人にとっては補助的な収入でしかなくなってしまい，そのため，壮年労働力が外に出て仕

事をし，老人，弱者，病人，身体障害者を家にとどめて耕作させるという現象も決して珍しく

ない。これは，紛れもなく貴重な土地資源の浪費である。

この問題を解決しようとするならば，土地の合法的な移転と集中を許可し，効率に照らして

原則に向かい，専業化の適正な規模の経営を採用することが必要である。 1990年代以来，一部

の沿海地域はず、っと解決方法を模索してきた。試みられた方法には両田制J ，反請負J ，個

人賃借，土地出資合作社の設立などがある。土地の所有権は依然として集団にあり，移転する

のは使用権のみである。適正な規模の経営をする農業の専業戸，家庭農場，合作社が出現して，

土地収益は明らかに増加した。しかし，土地の移転量は大きくなく，さらに多くの農家をこの

過程に参加させるには大きな困難がある。一つは 土地の移転にまだ具体的な法律ができてお

らず，手続きに規定がない。二つめに，農村人口は常に増加し続けており，農民は，土地の保

有は基本的な生計手段の保有に他ならないと考えている。さらに主な困難は，請負以外の就業

はさらに高い収入を得られ，かっ安定したものでなければならず\経済がまだ十分発展してい

ない状況では，多くの人について言うと，そのような機会はまだないということになる。家庭

請負制は現段階において福利と生活保障の機能を担っており，農村の社会保障体制がまだ打ち

立てられていない状況のもとでは 誰も軽々しく土地の請負を放棄することを望まない。した

がって，土地の移転は現時点では非常に困難である。ただしこれは一つの発展の方向である。
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経済が発展し，就業の道が増加し，土地に関する法律が健全化されるにしたがって，さらに多

くの人が，土地の請負を放棄して他の職に就くことを選択するはずだ。土地出資合作社も発展

するだろう。だが，このように出現した適正な規模の経営は，相当に長い期間においても，な

お，さほど大きくも多くもならず，幅広く存在する家庭請負制に取って代わることはできず，

農業経営の中の小さな部分にしかなりえないであろう。適正な規模の経営は土地の所有権の集

中ではなく使用権の集中であり 今なお土地の集団所有 二重経営体制の大きな枠組みのもと

にあるのである。

悠久なる小農制の伝統をもっ中国において，大型の合作化が不成功に終わったという経験を

経た後において，再び中国の農村に大規模な集団経営を普遍的に実行しようと望むことは非現

実的である。政府はいくつかの手本となる，あるいは開墾型の大農場を設立するかもしれない

が，中国の農業近代化は大農場型ではありえず，ましてや個人所有制の大農場型でもない。大

農場型は中国の国情に合わないのである。

2) 農業の産業化は中国の農業近代化の主要な経営方式になっていくだろう。農業の産業化

の長所の一つは，それが家庭請負制を基礎とするニ層経営体制を改変する必要がないことであ

る。大会社は契約を通じて 適度な規模の経営を実行する大農家や合作社とともに農業・工業・

商業を一体化し，生産加工販売を一本化するタイアップを結ぶことができ，また多くの分散し

た小農家とも同様の関係を結ぶことができる。一般的な方法は，大会社が市場の需要，原料の

条件，発展の見通しに応じて，専業化した生産と販売の計画を提出して農民と契約を結び，農

民の生産物を買い上げる あるいは事前に注文購入する。会社は事前に生産資金を給付するだ

けでな く，技術的な要求を提示し，技術指導を行い，ときには技術者の訓練育成まで実行する。

農民は一様に生産物を売却することで安定した利益を得，また利潤の分益形式を採用して，生

産加工販売の収益全体を分かち合う。このような経営方式の利点は，利益の紐帯を通じて会社

と農家を連合し，大会社をリーダーとして農家を先導し，地域化した配置，専業化した生産，

企業化した管理，一体化した経営を実行して，生産は一軒一軒を拠り所とし，規模は多くの家々

を拠り所とする体制を形成し，第一次産品を生産するだけでなく，精密で難しい加工を要する

生産品をつ くり 出し，だんだんと成長できることである。このように農業の商品化，専業化の

促進，農業の産業チェーンの拡大を有力に推進し，農業の生産前，生産中，生産後の過程を結

び付けて一つの完壁な産業系統にすることができれば，農業の総合的な経済効果と利益を高め，

農民に比較的高い収益をもたらし，かっ農民の技術水準の向上を援助することができる。農業・

工業・商業の結びつきという角度から見ると，これもやはり一種の適度な規模の経営であり，

産業相互にまたがる規模の経営であり，家庭請負制という基礎を改変しないことによって最も

農民に受け入れられやすい経営であろう。

目下各地で模索される中で採用されている形式は多種多様で、ある。 「会社+農家」 型仲介
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組織(たとえば職業協会など) +農家」 型専業合作社十農家J 型，また「専業市場十農家」

型もある。異なる点は主にリ ーダーの違いで，農家が参加する形式や利益を分配する形式にも

若干の違いがある。

山東省は農業産業化という点、で、全国の先頭を走っている。 1996年山東省にはすでに l 万3674

のリ ーダー企業があり，全省の農家の40% を占める 700万戸強の農家と連携し，生産基地は5000

万畝以上，生産額は820億元であった。党中央は農業産業化の傾向を十分に承認支持し，農業産

業化の健全な発展を促進するキーポイントは良きリ ーダー企業があることだと指摘した。先ご

ろ，農業省などの部門が集まって 15 1 の農業産業化における国家の重点、リ ーダー企業を評定した

が，それらの企業を手本とし，大会社が良きリ}ダーとなり，またさらに多くの会社の参加を

望んでいる。リーダー企業と農家との間で， どのようにすればさらに合理的に利益の分配がで

きるのか， 特にどのようにすれば農民が合理的な収益を得られるのかということも，さらなる

解決を要する問題である。

3) 科学技術教育で農業を興すことをいっそう確実なものにして 科学技術を活用して農業

生産力を高める。これは二つの側面を含む課題である。生物技術の導入と機械化のレベルの向

上である。この両者を比較すると，以前は前者の潜在力に対する理解が浅く，そのために後者

が重視されてきた。機械化は，農業近代化の実現に対して非常に重要なもので，労働力を大幅

に節約し，労働生産性を高めることができる。河南省にある一望千里の大平原の麦畑は現在専

任の農業機械大隊があって，耕作と収穫のサービスを提供しており，大いに労働力を節約し，

必要時聞を短縮し，時宜にかなった耕作と収穫を保証し，損失を受けることを免れている。 1999

年の全国における耕転，播種，収穫の機械化の水準は，それぞれ65% ， 26% , 16%である。農

業機械の総動力は4900億ワットで， 1949年の6000倍， 1957年の397倍である。これは，機械化が

農村においてかなり進展していることを示している。しかしながら 上述のデータが立証して

いるのは，機械化の進展がまだ理想的なものではなく，かなり大きな部分の農作業が相変わら

ず肉体労働に依存しているということである。機械化が迅速に進展しにくい主な原因は，農村

の労働力が豊富で，現時点では機械が労働力に取って代わる差し迫った必要性がないというこ

とである。また，機械の導入には投資が必要だが，自分で耕作するには金がかからない。さら

に，家庭請負制の後土地は小さく区分され，機械化にはかなりの困難がある。機械化のレベル

をいっそう高めて大部分の過重な肉体労働と置き換えることは 農業近代化の要求である。見

たところ，家庭請負制の体制が不変でありさえすれば， 一つの長期的な過程となるであろう。

家庭経営の実行のために わが国における農業の機械化がこれから発展を遂げる上での重点で

あるということは，欧米諸国と異なる点であるだろう。これからの重点は，多種多様で小型の，

多機能の，土地生産性と資源報酬率を高めるのに有利な農業機械を開発することである。大型

の農業機械の用途はいくつもの状況のもとで農家に社会化サー ビスを提供するが，平野部では
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需要が大きくなる可能性がある一方 山間部では使用が非常に困難である。

機械化は主に労働力節約という問題を解決するものである。土地生産性を高めるという面で

も，もちろん一定の役割を果たすが，土地生産性を高める主要な方策は機械化ではなく生物技

術の導入である。この点は，生物科学技術の発展と先進国の農業の進歩につれて，わが国でも

すでに人々がますます深く認識するようになった。わが国の栽培業における科学技術の進歩の

貢献度は，第 7 次 5 カ年計画の間(1986-90) に 27% になり，第 8 次 5 カ年計画(1991-95) に

おいては30.1 %になり， ここ数年は34%を超えたが，先進国との格差は非常に大きい。このた

め，農業科学技術研究を強化し，生物技術の導入を増やし，努めて土地の単位面積当たりの生

産量を高めることは，すでに重要な任務とされ，その日程が提示されている。 1990年代に農業

科学研究が重点的に取り組んでいた課題は，質の高い高生産の種子の培養，農産物を精密に加

工し総合的に利用する技術，貯蔵・品質保全・包装の技術，節水濯慨を重点、として消耗を減ら

し効率を高める技術，生態環境の建設技術などである。交雑水稲品種などの研究と推進という

面ではかなり大きな成果をあげている。近年，植物の遺伝子工学と動物の匹胎移植を中心とす

る繁殖技術も研究応用の重点項目に組み入れられた。以前の研究はすべてが国家の科学研究部

門と大学によって進められていた。現在は，多くのルートが提唱され，国家の科学研究部門と

大学は私営の会社と提携し，また，私営の会社の自主的な研究も奨励されている。すでに成果

をあげている一般的な技術をしだいに広め，高度な愚新技術に関する研究を強化し，優れた技

術への転化率を高め，土地の単位面積当たりの生産量をさらに大きく高めることは，中国が将

来生産力の水準を高めるための主要な方策である。

4) 郷鎮企業を整理し向上発展させるという基盤の上に，計画的に多くの小都市を建設する。

これは農村の工業化の発展を推進するためだけでなく，またさらに農業の余剰労働力の移転を

受け入れる根本的な道すじである。 1999年わが国の郷鎮企業はあわせて2070万8900で，その生

産額は国内総生産の 4分の l を占め，増加額は工業の増加額の 2分の l 近く，農村社会の増加

額の 5 分の 3 を占める。輸出による外貨収入は全国総数の 5分の 2 ，従業員数は 1.29億人で，全

国の農村労働力 (4.7億人)の27%以上を占める。全国の農業の余剰労働力は2.4億人で，半分が

郷鎮企業に移転した。この20年，郷鎮企業は農業を支え 補い 建設するために用いる資金は

全部で1000億元強あり，明らかに農業の生産条件を改善した。郷鎮企業はすでにわが国の農業

近代化にとって強大な推進力となっている。郷鎮企業が集中している地方では，国家の支持の

もと，多くの小都市が建設されている。第 8 次 5 カ年計画の期間にわが国の小都市は l 万1600

あったが，第 9 次 5 カ年計画(1996-2000) の期聞には l 万9700に増え，毎年1 1.1 %の速度で増

加している。現在小都市の人口はすでに2.4億人に達している。多くの小都市の建設によって，

農村の余剰j労働力をさらに大量に吸収することができる。小都市は農家に対する様々な社会化

サービスを強化し，農産物に対する消費需要を高めることを可能にし，また教育，文化と科学
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技術活動の強化を通じて，農民の文化素養を向上させることも可能にする。

5) 国家のマクロ・ コ ントロ ールの役割はいっそう強化しなければならない。政策を通して，

経営体制と流通体制の関係を調整したあと，いかにして市場メカニズムの作用を十分に発揮し

て有効に農業の発展を促進するかが，政府が直面する最も重要な任務である。経済発展と人民

の生活の改善に伴って，農産物に対する消費需要はますます多様化し，かっ品質重視になった。

以前は，数量だけを重視して品質は重視せず\食糧生産だけを重視して多様な経営を重視しな

かったが，その弊害の一端がさらに際立つて表面化してきた。近年政府は，政策による調節手

段を通じて，農村経済の構造を整え，品種を向上させ，品質を高め，果物や野菜，肉類，乳類，

水産物の生産を増やすことをさらに強調している。たとえば，食糧において高品質のものは高

価格で買い上げ，品質が低い品種は二度と買い上げない，政府が経費を支出し，帰農して山林，

草原，湖沼に戻ることに資金援助する，などである。交通の不便さによって農産物の輸送が困

難であることは，流通を活性化するうえで大きな障害である。政府はこの問題に注意するよう

になり，交通の基礎的な設備の建設を強化した。ここ数年，農業の増産によって食糧が売れに

くくなり，農民の収入が減少するという問題が発生している。政府は保護価格によってできる

限り買い上げる方法をとったが，部分的な問題解決にしかならない。数年来，最も突出した問

題は，幾多の地方が農民に対して，みだりに費用を徴収し，みだりに仕事を割り当て，みだり

に名目を立てて金銭を集め，農民の負担を過重にして，農民の労働意欲に大きな影響を与えて

いることである。農民の収益の低下は，土地に対する投資を婚やす可能性を狭めることになり，

農業の成長に影響する。党中央はすでに幾度も繰り返して禁止命令を出したが，一向に根本的

な解決に至っていない。目下一つの改革の方策を試行しているところで，徴収しなければなら

ないあらゆる費用を一つに合わせて農業税の附加税とし，その他はいかなる費用も徴収しては

ならないとしている。このことはまだあまねくゆきわたってはいない。

要するに，数十年の模索を経て，我々はわが国の国情に見合った社会主義による農業近代化

の路線を見つけ出した。その主要な特色は次のとおりである。社会主義市場経済という全体的

枠組みのもとで，土地を集団所有し分散経営する二重経営体制を実行し，条件によっては適正

な規模の経営を実行する。農業の産業化を主要な経営形式にする。生物技術の導入と適度な機

械化によって農業技術のレベルを強力に引き上げる。郷鎮企業の発展と小都市の建設によって

農業の過剰労働力の移転という問題を解決し，農民の文化レベルの向上を促進する。この路線

により 1980年代になってやっと農業近代化の第一歩が形成されたが，わが国の農業技術の水準

がとても低かったために全国の食糧生産はまだ需要と供給の全体的なバランスが確保され，

豊作の年には余裕があるといったレベルで、あるに過ぎない。 1999年食糧の総生産高は5.08億ト

ンになり， 1 ヘクタール当たりの生産高は4493キログラム，一人当たりの占有量は400キログラ
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ム，農民一人当たりの純収入は2210元である。地域ごとの発展は非常に不均衡で，貧困線上の

人口はまだ3500万人いる。ゆえにこのように言えよう 我々は 農業近代化のコースを走り出

したばかりで，さらに数十年の時聞をかけることでやっと真の農業近代化の目標を達成するこ

とができるのだ， と。

訳主主

「政社合一

農村人民公社が農業経済運営の主体であるばかりでなく，郷・鎮の行政事務を合わせ管理したこと。

「一大二公」

ーに規模が大きくて総合的生産建設に好都合であること，二に集団所有制がさらに進むこと。
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日本の中学校歴史教科書における「近代j の扱い方について

一一アジアの「近代」の再検討に向けて一一

山田仲吾

はじめに

日本の戦後(第二次世界大戦後あるいは太平洋戦争後)の教育世界において歴史教科書は，

その時々の政治的課題と絡みながら何度も大きな論争を生み 様々な話題をジャーナリズムに

提供してきた。今日においても0"新しい歴史教科書J (以下「新・歴』とする)を巡る論争が

巻き起こり，文部省の「検定J 以前から大きな話題となるだけでなく，その内容についてアジ

ア諸国から様々な反発が起こり，外交問題にまで発展し，そのためにその内容を部分的にでは

あれ修正を余儀なくされるという異例の事態をも引き起こすことになった。

この『新・歴』を巡る問題は，単純化すれば今日の日本における 「新保守主義」と従来の「進

歩主義」とのイデオロギー対立の問題に還元することができるが，そこに還元してしまえば不

毛なイデオロギー論争にしか行き着かないだろう。事実ij"新・歴』を巡る論争は極めて政治的

な形で推移し，結局のところ学校での「採用・不採用J 問題となっていき，採用しようとする

側と，それに反対する勢力との「カ勝負J に行き着いたようだ。

しかし，採用・不採用はともかくも0"新・歴』問題は，歴史教科書とは何かという基本的な

問題とともに，今日の日本およびアジア社会の歴史的研究上の課題をも極めてわかりやすい形

で提起しているように思われる。ここでは0"新・歴』を巡る問題から， 日本及びアジアの「近

代」という歴史研究上の課題を考えてみたい。

1 Ii'新しい歴史教科書』を巡る問題

『新・歴』とは 10"新・歴』をつくる会」が作成した中学校用の歴史教科書である。「つくる

会J は，以前からそれまで使われてきた中学歴史教科書を 近代日本の歩んできた歴史過程の

多くを誤りとするような「自虐史観」的色彩が濃厚であると批判し，もう少し自由な立場から

歴史を教えるべきであると主張してきたわけだが，その主張に沿って作り上げられたのが『新・

歴』である。一般的には「自由主義史観」の教科書と呼ばれているが，その f前書き」には次

のように書かれである。

「歴史を学ぶとは，今の時代の基準からみて，過去の不正や不公平を裁いたり，告発したり

することと同じではない。過去の時代には，それぞれの時代に特有の善悪があり，特有の
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幸福があった。 」

「歴史を固定的に，動かないもののように考えるのはやめよう。歴史に善悪を当てはめ，現

在の道徳で裁く裁判の場にすることもやめよう。歴史を自由な， とらわれない目で眺め，

数多くの見方を重ねて， じっくり事笑を確かめるようにしよう。」

これ自体としては至極当然の考え方なのだがつ く る会」 の人々が 「歴史を自由な，とらわ

れのない目で眺め」た結果のーっとしての「大東亜戦争(太平洋戦争) J の評価(この戦争が，

アジア社会・人民に対する 「侵略」 という否定的側面だけではなく，ヨーロッパ列強によるア

ジア社会・人民に対する植民地支配から脱して独立を促す契機にもなり得たという肯定的側面

もあったという評価)を巡ってアジア近隣諸国から「侵略」を肯定するものとして批判があが

ることになったのである。もちろん，日本圏内においては，早くから軍国主義体制への批判の

視点、が脆弱であることに危慎を感ずる人々から批判の声があがり，多 く の人々 を巻き込んだ「論

争」 に発展していった。

ここでは，この論争の詳細には触れない。ただ，対立点だけははっきりさせておこう。それ

は，基本的には日本の近代国家として成長していく過程を，全体として肯定的に評価するか否

定的に評価す るかの立場の違いに行き着く。例えば「日露戦争」 について従来のものでは，次

のように記述されている。

「ロシアは，その後も兵力を増強して韓国にも勢力を伸ばしたので，日本との聞に戦争の危

機がせまった。社会主義者の幸徳秋水やキリスト教徒の内村鑑三などは開戦に反対したが，

ジャーナリズムの主張する主戦論が世論を動かし，政府も開戦準備を進めていった。」

「 しかし戦争の犠牲の大きさに比べて，賠償金は得られず日本の得た領土や権益も少な

かったとして，国民は激しく政府を攻撃し，東京では，暴動をともなう民衆運動にまで発

展した(日比谷焼き打ち事件)oJ 東京書籍. 1 997年度版)

「 日本閣内ではロシアと戦おうという意見が起こってきましたが，社会主義者の幸徳秋水や

キリスト教徒の内村鑑三らは戦争に反対しました。後に歌人の与謝野晶子も戦争を批判す

る詩を発表しました」

「日本は戦争の準備を進めながらも，満州はロシアの，朝鮮は日本の支配下におくという交

渉を行いました。しかし交渉はまとまらず. 1904年，日露戦争を始めました。 」

「 日本は，戦争で約17億円もの戦費を使い 40万人以上の死傷者を出しました。苦しい生活

をがまんしてきた国民は 賠償金が取れないとわかると政府への不満を高めました。各地

で講和反対の集会が聞かれ，東京日比谷の集会では民衆の不満が爆発し，警察などへの焼

き打ち事件が起こりました。しかし政府は 満州に南満州鉄道株式会社をつくって鉄道や

炭鉱・製鉄所を経営し，軍備拡張のため国民にはひきつづ、き重い税を課しました。 」

(大阪書籍. 2000年度版)

これに対して『新・歴』では，その当時存在した外交方針としての親露・親英の立場をかな
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日本の中学校歴史教科書における「近代」の扱い方について

り詳しく解説した上で，日英同盟の歴史的意義をかなり高く評価する。そして， 日露戦争につ

いては次のように述べる。

「ロシアは，日本の十倍の国家予算と軍事力をもっていた。ロシアは満州の兵力を増強し s

朝鮮北部に軍事基地を建設した。このまま黙視すれば，ロシアの極東における軍事力は日

本が到底，太万打ちできないほど増強されるのは明らかだった。政府は手遅れになること

をおそれて，ロシアとの戦争を始める決意を固めた。 J

「一方，賠償金を得る ことはできなかったので，戦争を続けようにも国力が限界に達してい

るという事情を知らない国民の一部は， これを(講和)不満として暴動をおこした(日比

谷焼き打ち事件)oJ

「日露戦争は，日本の生き残りをかけた壮大な国民戦争だった。日本はこれに勝利して，自

国の安全保障を確立した。近代国家として生まれてまもない有色人種の国日本が，当時，

世界最大の陸軍大国だった白人帝国ロシアに勝ったことは，世界中の抑圧された民族に，

独立への限りない希望を与えた。しかし 他方で 黄色人種が将来，白色人種をおびやか

すことを警戒する黄禍論が欧米に広がるきっかけにもなった。」

(Ií新・歴』市販本， 2001年)

こうした日露戦争の位置づけに端的に表されているように，従来型の教科書では国家J お

よび「政府j と「国民J とが区別・分離され f国家J は権力装置として「国民」を支配し国

民J は絶えずその犠牲者であるという構図で歴史が語られている。それに対して『新・歴』で

は，できうる限り「国民」を「国家」の側に引き寄せ，近代「日本」が「国民国家」として一

体的なものとして扱われていると言ってよいだろう。従来型は 対外的には，ここでは露わに

は示されてはいないが日本の侵略戦争によって多くの被害を受けたアジア諸国に対して様々な

配慮、をしているという意味では確かに「自虐史観」的な内容をもってはいるが，国内的に見れ

ば国家」と「国民j とを絶えず対立構造に置き，その亀裂が深まる過程として近代史を描

き国家」としてのアジア諸国への侵略を悪行ーとして批判しつつ，同じく「国家j の犠牲者と

しての位置に「国民」を据えることで「国家」の悪行から「国民」を救い出そうとする立場と

も言えるだろう。そして『新・歴』は，近代日本の歴史過程を統一的な「国民国家」の形成過

程と位置づけ，アジア諸国への侵略的膨張政策の問題点は認めつつも，それと「国民国家」形

成過程における国家間戦争としての日清・日露・太平洋戦争とを別次元で扱おうとしている立

場であると言える。

このように考えると，この二つの立場は，歴史観の相違という以上に現在」の「国家j に

ついての意識，現在の「国民」に対する意識についての最も単純な政治的争点と直結している

ことが了解されるだろう。国家利益と国民の幸福，国家の課題と個人の生活，公共の福利と個

人の自由などの，選挙のたびごとに与党と野党との間で繰り広げられるような論戦に近似した

内容を， この歴史教科書論争の中にも見ることになる。
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こうして『新・歴』は歴史を自由な， とらわれのない目で眺め，数多くの見方を重ねてJ

という，歴史研究の基礎的姿勢を目標として掲げてはいるものの，実のところ『新・歴』自体

が新しくもう一つの 「見方」を提示したに過ぎなかったことがわかる。そして従来の教科書を

合めて歴史教科書の世界が現在の政治」 をあまりに生々しく歴史の中に反映させすぎている

ことを感じざるを得ない。両者ともに r現在の政治」からほとんど自由になっていないという

意味で戦前J (明治以降太平洋戦争の終了まで)の歴史教科書がたどった道筋をたどること

になるのではないかと，あらためて教科書としての「歴史j叙述の難しさを確認せざるを得ない。

ここではまず\日本の近代史において，歴史教科書がたどった運命を，小学校教材を素材に

簡単に眺めていきたい。「戦前j と「戦後」とでは教育体制，教育内容の違いがあり，あまり単

純に比較することができないが，歴史教科書だけに限れば内容的に見た場合戦後j のq:1学用

が「戦前」の小学用にあたると判断できる。

11 歴史」教科書の歴史

日本における歴史教科書は，室町時代 05世紀)初期に成立した『富士野往来』に始まると

言われている。以後，一般的に「往来物」 と呼ばれるものが寺子屋などで用いられるようにな

る。その形式から 「古状型J r伝記型J r史詩型」 の 3種に分類されるが，いずれの場合も教訓

として歴史事実が利用されているだけで，歴史の流れについての意識は希薄であった。「史詩

型」のものは「千字文」 で書かれることが多く手習いの教科書としても利用されたようである。

明治維新以降， 1872年に学制が制定されると同時に文部省によって歴史教科書が編集され，

その最初のものが『史略』である。(1)皇国史略， (2)支那史略， (3)西洋史略の三部構成で，皇国

と支那については，天皇・皇帝の系譜が綴られているだけの簡単なものだが，西洋については

ギリシャ・ローマの 「上古」からから始まり，ヨーロッパ各国史が「中古」として紹介されて

いる。西洋史が半分以上を占め 西洋社会の紹介を意図したものであったと言える。

以後 w万国史略.!l (明治 7 年)， w 日本史略.!l (明治 8 年)， w小学日本史略.!l (明治 12年) ，など

が出版され，日本歴史も皇統だけではなく歴史事実が織り込まれた 「歴史物語」となってい く。

1881年(明治14年)には，教則綱領が定められ，小学校の歴史が日本歴史に限られることが文

部省の方針となる。

1 この教則綱領決定以後『小学国史記事本末.!l (明治16年)がつくられるが， ここでは初めて

「維新の盛業」の項目の中で三権分立五箇条の御誓文の意義が述べられるようになる。さら

に明治21年の『小学校用日本歴史.!l (上・中・下)では 「古代・中古・近代」 という大きな歴

史の流れが設定され，政治・文化において「近代の開明」に向かつて歴史が進んできたことが

強調されるようになる。

明治国家は，日清・日露の両戦争を戦う中でアジアの強固になっていくのだが，それにとも

なって歴史教育は国家意識の高揚を明確な目的に据えるようになる。明治42年刊行の『尋常小
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学校日本歴史』ではかくの如くにして我が国は漸次に国威を海外に宣揚し，遂に世界の列

強と肩を比するの地位に達せり……J という 言葉が 「国民の覚醒」という歴史の最後の項に登

場する。

この「世界の列強に肩を比する 」 が，大正 9年のものでは五大国の一つ」となり，昭和初

年のものでは我が国は，東洋の平和をひとりで引き受け，英・米両国とならぶ世界中の最も

大事な地位を占める j となっていく。さらに昭和 15年の国定教科書では国運はいよいよ進展

し，今やわが国は，大東亜の新たな秩序の建設に謹進して，世界平和のために重大な使命を担

うようになったのである 」 と国威発揚の意図はますますエスカレートしていき，その歴史の内

容も忠君愛国を謡いあげる「皇国史観」そのものになっていったのである。

これは，歴史が国威発揚という 「現在の意識J r現在の国家目的J r現在の政治的意図」によ

り利用されていった過程として眺めることができる。

ところが， こうして高められていった日本の国威も， 1945年の敗戦とともに瓦解する。その

激変は教科書にも反映され，敗戦後に編纂された固定教科書『くにのあゆみ~ (昭和21年)で

はわが国はまけました。国民は長い聞の戦争で大へんな苦しみをしました。軍部が国民をお

さえて無理な戦争をしたことが， このふしあわせをおこしたのでありますJ と反省とも被害者

意識とも判断できない奇妙な視点が設定され，さらにアメリカ占領軍の目的が 「軍国主義の思

想をすっかりとりのぞいて国民に自由を与え民主主義によって日本を立て直すことが目的であ

ります」 と説明されている。

まさし く 劇的な変化としか言いようがないのだが この『くにのあゆみ』の奇妙な語り口に

は，現在の教科書論争の発端ともいうべきものが顔を覗かせている。ここでの 「軍部」 を 「国

家」 および 「政府」 に置き換えれば 「国家」 と 「国民」 の分離という戦後の教科書における歴

史叙述の特徴の一つが最もシンプルな形で現れ出ていると見なしてよいだろう。『新・歴』の批

判する 「 自虐史観」の原点、をここに見る こ とができる。

だが，問題は「自虐史観」 か「自由主義史観J かの選択ではない。そうではなく，歴史教科

書が時々の国家や政治に翻弄されてきた 「戦前」のあり方を，そのままの形ではないにしろ相

変わらず 「戦後」 も引きず、っているということこそ問題である。

現在の歴史教科書が戦前J と同様に国家権力からの直接の働きかけによってその内容を決

定しているなどということを言っているのではない。国家からの働きかけとして文部省による

教科書の 「検定」があり，その 「検定J のあり方に対して様々な批判があることは事実として

も戦前J のような形で国家意志がそのまま教科書に反映されるなどということはない。「国

定」ではな く ，あ く までも民間主導の自主制作であり，あからざまな権力の介入はない。しか

し，先に見た『新・歴』を巡る論争のあり方から見ても戦後」の教科書においても現在

の意識J r現在の政治J r現在の国家目的」から自由な形で歴史は書かれてはいないと言うべき

である。歴史が「現在の政治課題J に従属し現在の政治課題J に即して書き換えられるとい
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う姿において戦前」 のあり方から自由になってはいないのである。教科書における歴史叙述

が現在J の諸価値から相対的に自立した領域を確保していないと言うこ と である。

歴史叙述・歴史研究が現在の意識」 を前提として成立し現在の意識j によって切り取

られた過去こそが歴史として現在に蘇るというあり方を基本姿勢としている限り現在の意

識」 のあり方が変わることで 「歴史」 が絶えず書き換えられるものであることは当然である。

だが過去」とは現在の意識」 によって完全に自由にしうるものではない。発掘された

考古学的遺物が，それ自体として語っているものをもっているように，書かれた過去としての

歴史的資料も「現在の意識J によって自由にできない内容をも持っている。発掘された過去は，

必ずしも「現在」 に蝿びを売るわけではないのである。逆に過去によって現在が揺さぶられる

こともある。こうした点に歴史研究の流動性可能性 「現在」 の諸価値から相対的に自由な領

域がある。換言すれば，現在による過去の再構成と過去による現在の意識の再構成というこつ

の磁力の作用する場であるということによって「現在の意識」 から相対的に自由になりうる，

それこそが歴史研究・歴史叙述の固有の価値であるということである。そして，そうした立場

であるために自然に闘有の歴史的な課題を発生させるのである。

本来歴史を教えること，歴史教科書を作成することは，歴史を研究し歴史を叙述することの

固有な立場，つまり「現在の意識J から相対的に自由となる立場と連動し，その立場から自然

に発生してくる固有な課題を共有すべきなのであるが，歴史教科書は相変わらず狭義の 「現在

の政治意識」に補足されているというべきである。これが『新・歴』を巡る問題の一番大きな

問題点である。『新・歴』は こうした点からすれば決して「新しい」 ものではない。

国教科書の r近代』

日本の近代国家をどう評価するかが，従来型の教科書と『新・歴』との主要な争点であった

わけだが，この問題以上に大きな歴史研究の課題が存在する。それは，そもそも「近代J とい

う時代設定とは何かという聞いである。

『新・歴』も含めて教科書における「近代」 の説明は判で押したかのように同ーの内容が展開

されている。イギリスの名誉革命，アメリカの独立，フランス革命という流れで市民革命が説

明され，もう一つ産業革命と資本主義社会の発達という流れで新しい社会システムが説明され，

この二つの流れが「近代」の内容として提示されている。そしてこのヨーロッパに成立した社

会の仕組みである 「近代J 社会の仕組みが，全世界に波及していった時代として世界史的「近

代」 が語られるのである。

しかもこうしたヨーロッパ「近代」は，単にある時代を表す「名称」であるだけではない。

はっきりとした「価値」として主張されている点に注目すべきである。近代「市民社会」 とは

「自由で平等な権利を持つ個人が構成する 」 社会であり，こうした「近代J の「イ固人」 を主体と

した「近代文学」は封建制度の殻を打ち破って……， というような形で価値概念としても「近
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代」は使われているのである。

こうした「近代J の設定によって，アジアの 「前J r近代」社会は，西欧生まれの果実をもた

らす枝を接ぎ木される台木という位置に毘められることになる。かくして日本の歴史は「近代j

以前と以後とに大きく切断されることになる。アジア社会全体が西洋的「近代J を生み出さな

かった 「停滞的」 社会と位置づけられ，アジア社会の「近代」 の課題としてまさしく「近代化J

それ自体が求められることにもなる。

歴史教科書における「近代」の描き方も，事件の推移としては 「歴史」 を構成しているもの

の，内実は全く別の歴史の開始を告げているかのようである。

もちろん西洋 「近代j の力，その歴史的役割を過小評価することはできない。しかし，全て

の歴史がここに流し込まれるわけではない。西洋の「近代」という視点だけが歴史を眺めやる

目ではない。もし『新・歴』が主張するように，多元的なものの見方，多様な社会のあり方を

歴史を通して学び取らせることが歴史教育の課題であるとすれば，まさしくこうしたいわば「絶

対化J された「近代」の捉え方それ自体を再検討しなければならないだろう。とりわけアジア

社会の歴史は，単に西洋「近代」 に接ぎ、木されるだけのものではなかったはずであり接ぎ

木」という視点、を放棄して台木」そのものの成長としての「アジアの近代」を構想すること

も必要である。この問題は，すでに教科書の問題を越えて，歴史研究そのものの課題と言って

よいのかも知れない。
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白江口の戦いに関する歴史的地名の考証

王小甫
(金瑛二 訳)

顕慶五年 (660) 初，百済が高句麗の支援を受け，しばしば新羅に侵攻したため，新羅王の金

春秋は唐王朝に上表して救援を求めた。三月，唐の高宗は左武衛大将軍蘇定方を神丘道行軍総

管に任じ，左犠衛将軍劉伯英ら水陸十万の軍を率いて百済を伐たせた。これと同時に新羅王金

春秋を隅夷道行軍総管に任じ，新羅軍を率いて唐軍に協力させた。同年八月，百済は唐・新羅

連合軍に一挙に撃破されて滅亡したが，間もなく百済の旧将福信と僧の道深らが再び周留城に

拠って蜂起し，それとともに倭固から元百済王子扶余豊を迎えて百済王に擁立し百済復興運動

を展開した。龍朔三年 (663) 九月，唐・新羅連合軍は白江口において百済と百済の救援に来た

倭兵を撃破し，百済はついに完全に滅亡したJ)。この戦いの歴史上の重要な意義については，国

際学界， とくに韓国，日本の学者によって数多くの議論がおこなわれてきたが，残念ながらこ

れまでこの事件にかかわる史実の認定において，いまだにいくつかの間題点、が残されている。

学者の多くは白江，自江口および周留城の具体的な位置がどこなのかさえ明確にしておらず2)

このことが事件の本当の意味の認識に影響をもたらしかねないのである。本論文は文献研究と

実地調査を結びつけて，まず地理に関する問題について大体の考証をおこない，さらにこの戦

いの歴史的な影響の問題について自己の意見を述べたい。御批判，御叱正が頂ければ幸いで

ある。

I 地理問題の考証

1 自江について

まず名称の問題について触れたい。唐・新羅連合軍が倭国・百済連合軍を殻減した場所は白

江口で\その川の名前は白江と呼ばれており，中・韓の史料の記載は一致している(Ir三国史

記』巻七では「白沙」とするが，その字の形が似ているための誤りであることは明白で、ある)。

1) wl日唐書'~劉仁軌伝，東夷百済伝参照。また資治通鐙』巻二00--記載の関連記事を見ても旧

唐書』劉仁軌伝とほとんど同じである。

2) 鄭孝雲『古代韓日政治交渉史研究』第 4 章第 2節「白江戦嵐の問題点と対外関係」ソウル，学研文化

社， 1995年， 177-185頁，森公章『“自村江"以後』東京，講談社， 1998年， 105頁を参照。
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日本の史料のなかではそれを白村江と称しているが，何故かわからない3)。白江の完名は白馬

江で，韓国では今日でもそのように呼んでおり，白馬江のほとりにある扶余扶蘇山の山頂には

潤批楼があり，そこの扇額には「白馬長江」の四大文字が記されている。0"(新増)東国輿地勝

覧』巻十八の記事によると 忠清右道公州鎮扶余県に「釣龍台」という古跡があり，

釣龍台，自虎岩}I頃流市南至子扶蘇山下， 有一怖石跨子江渚，石上有龍檀之跡。諺伝，蘇定

方伐百済，臨江欲渡，忽風雨大作，以白馬為餌，市釣得一龍，須央開審，遂渡師伐之。故

江日白馬，岩日釣龍台。

とある。もちろん龍を釣ったという伝説を信じることはできないが この伝説は少なくともこ

の川のもとの名称は白馬であり， 白村ではないことを物語っている。しかもその名がついたの

は白江口の戦い以前であったと考えられる。

1999年 8 月に，私は韓国国際交流財団 (Korea Foundation) の資金援助を受けて，高麗大学

中国学研究所で研究する機会を持った。その期間 東洋史を専攻する大学院生李永玉氏の案内

で百済の故地を訪ね，その調査をおこなったが，そこで私はある偶然の機会にその著名な釣龍

台に出会うことができたのである。私たちは船で川を遡り，扶余扶蘇山の城，つまり，古百済

王国の最後の都城を実地調査した。船が岸辺についた後，当時の戦いの地勢を観察するため，

崖壁の端まで歩いていき 川辺から水中に突出している巨大な岩石に登ったところ，船頭が私

の様子をみて，その巨石は釣龍台と呼ばれていると教えてくれたが，当時私はそのことにあま

り気をとめていなかった。また，現在でもこの伝説を知っている人はいくらもいないであろう。

その理由として，地元では観光地の案内にこれをはっきりと掲示していなかったし，見学の}I質

路もそこを通ることはなく 船を下りるとす ぐ直接に山を登るように人びとを案内していたこ

となどが考えられる。私はその後史料を読んでやっとこの場所の重要性を認識したのだが，そ

こは明らかに壁のように切り立った農を攻略する波江作戦において一つの重要な基点である。

東アジアでの伝統と して， 天子や国王は龍に l憶えられ，古代の人はまた常に祭把を営むときに

白馬を生費としている 4)。したがって上述した 「龍を釣る 」 という伝説は闘を滅亡させること

3) 私は 『白村江j という名称は 「白馬江」 が銑ったものでないかと疑っている。なぜならば日本語の

「村j という字の訓読みは rmuraJ で馬」の字も rmumaJ と読め，音が近く字を間違えやすいから

である。ただし，白村江は，固有名詞として日本語では rhakusukinoeJ と読む。このようなことがど

のようにして発生したのか，今はもう知る由もない。

4) [ロ シア) E"N" デレヴァーンコ『黒竜江沿岸の部落』に，古代民族の若干の例について記述がある。

「契丹人が阿管打の亡 く なった兄から贈られた馬をカずくで奪おうとしたことよって，まさに衝突が起

ころうとした。かつて撒改も亡くなったときに本人の白馬を陪葬した。もし我々が中国人と赫哲人がみ

な白い色で喪送の意を表すことや，ツングース人が皆白い馬を森の神に捧げることを覚えているならば，

上述した最後の話は格別重要な意義をもってい る。 モ ンゴル人にあっては，馬は動物崇拝の上で重要な

位置を占めている。多くのモンゴ、ル氏族とブリヤート族は，まさに彼ら自身が認識しているように，皆

赤馬を起源とする。南朝鮮もかつてある部族が 「罵韓」と称していた。つい最近まで朝鮮ではこうした

習慣を保ち続けており，現在でも葬儀のとき霊枢台の上に白馬の画像を供える。これは一種の魔除けの
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を喰えて，それを反映した史実としては 唐の将軍蘇定方がかつてこの川のほとりで白罵を殺

して， 百済攻略の必勝の誓いをしたという こ との可能性が非常に高く白馬江J という川の名

はこれに由来するものと考えられるのである。

次に問題になるのは，白馬江の地理的位置，あるいは池域の範囲に関する問題である。 上に

引用した II(新増)東国輿地勝覧』巻十八，扶余県の山川条に，

白馬江，在県西五里，良丹浦及金剛川与公州之錦江合流為此，江入林川郡界為古多津。

とある。言い換えれば，白馬江とは単に錦江中流域の一部を表す名称であり，ただその範囲に

ついては，まさに現在の韓国の地図における白馬江の名称のとおりである 5)。では，白馬江は

一体錦江の中流域のどの部分を指すのか あるいは その流域の範囲はどれぐらいの広ぎがあ

るのか。この問題は百済復興運動の中で，白江口を含む数回の重要な戦場の確定に直接関連す

るものである。上で引用した II (新増)東国輿地勝覧』巻十八から，白馬江とは良丹浦および金

剛川!と公州の錦江という三つの川が合流してできたことがわかる。同書の同じ巻の扶余県山川

条に，

良丹浦，在県西七里， 源出羅所l院。

と明記されており，昔の五万分の一地図にも，恩山川!が東流し錦江と合流するその地域に「白

江」という二字の表記がある。これによって 恩山川がつまり古代の良丹浦であると考えられ

る。ただし，同書の同巻の扶余県山川条に，

金剛川，在県北二十三里。

と明記されている。つまりこの三つのJ l'が合流して一つになるのは少なくとも南北にわたるこ

の二十三里の地域で，白馬江の上流の起点は扶余県の北二十三里の金剛J11 6)が錦江と合流する

ところでなければならない。 II(新増)東国輿地勝覧』巻十八に記載された定山県の山川条にも，

金剛JlI，在県西三十ニ里，源出青陽県於乙項川，入白馬江， 又見扶余県。

とある。明らかに金剛川は扶余と定山の両県の境界をなす川である。しかし白鳥江はこの地域

にとどまるものではない。上記の引用文によれば，白馬江は南に向って林川郡に流れ込んで，

そのまま古多津に至るまでの流域を包括していることになる。

II(新増)東国輿地勝覧』巻十七の記載によると，林川郡の山川条に，

お札である。また，ある種の開業を祝うための行事の中でも馬はその中心的な役割jを担う。馬， 特に白

い馬はともに一穫の祭り周の動物である。〔注239: U ・ v. 約諾娃『毅鮮人宗教儀式中におけるト ーテム

信仰の遺制~， 155頁) J (294頁)。

5) 例えば大韓測量協会審査済みの Dooroo Communications編纂出版，韓国文化観光部韓国観光公社発

行の『忠清南道観光地図~ (1 998年 II 月 5 日)はこのようになっており，問ーの川を扶余の南北どちら

も白馬江と標記してあるが，扶余より上流と扶余より下流の海口付近を両方とも錦江と表示してある。

6) 昔の五万分の一地図では，その辺りで東へ流れて錦江に流れ込む川の名を琴江川としているが，その

川がすなわち古代の金剛川であると推測される。それは同ーのJl I に対して音訳した漢字が異なるだけの

ことで、ある。
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古多津，在郡東二十九里，水勢険悪。江景津，在郡東三十里，思津県界。蕎浦津，在郡南

十二里。南堂津， 一名龍淵浦，在郡南十四里古多津下流，岸北有舎人岩。上之浦津， 在郡

南三十里。以上六津皆公州熊津下流，入韓山郡為鎮浦。

とある。林川郡の東と南の両側にあるJl Iがともに古多津と呼ばれているが， この古多津は郡の

東二十九里から郡の南十四里までの約四十余里に及ぶ川の名称である。一方，古多津と江景津

はともに林川郡の東に位置し，距離が一里の差しかないことからすると， 川の両岸の人が同じ

川に対して異なる呼び方をしたことが明らかである。江景津は今日の錦江下流の大きくカーブ

している江景邑付近にあるべきで，古多津もこの付近にあった筈である。林川郡の東南は恩津

県であり，東北は石城県である。Ir(新増)東国輿地勝覧』巻十八には，石城県の山川条にも，

古多津，在県西十二里，詳林川。

とあり，このことから古多濠は石城と林川の境界のJl Iであることが明らかである。本書の郡県

の四至に関する記載から，石城県は，

北至扶余県界十七里。

とあり，林川郡は，

北扶余県界十七里。

とあって，両者は大体同一緯度にあるのがわかる。それならば，白馬江が林川郡の境域に流れ

込んでから少なくとも十六里の長さはあることになる 7) 。

Ir(新増)東国輿地勝覧』巻十八に，

(扶余県)南至林川郡界二十里。

とある。これによって我々は白馬江の全長は大体「扶余県の北二十三里+扶余県の南ニ十盟+

林川郡内の十六里=五十九里」 という距離を求めることができ，その上流の起点は金剛川 と錦

江との合流点で，下流の終点、は林川郡(今日の扶余郡林川面) の古多津である。ただし，ここ

ではっきりさせておきたいことは，川はまっすぐに流れるものではなく，文献に記載の数字も

すべて厳密なものではないので，我々が試算した白馬江の長さは相対的な意味しかもたず，単

に研究の参考に供するに過ぎないのである。

2 自江口について

Iri日唐書』劉仁軌伝に記載された白江口の戦いについて次のような一段がある。

仁軌乃別率杜爽，扶飴隆率水軍及糧船 白熊津江往白江曾陸軍同趣周留域。仁軌遇倭兵

於白江之口，四戦捷，焚其舟四百般，煙焔漉天，海水皆赤，賊衆大潰。

これによって多くの学者は， この年戦われた白江口を錦江が海に入る河口と理解しているが実

際はそうではない。白江は白馬江の略称であるから白江口は白馬江とも当然関係があるはずで

7) これは最も控えめな計算で，すなわち古多津から扶余境界までの直線的な距離であるが，実際の状況

は逮うだろう。もし白馬江が林川の真北の方向から境域内に入るならば，現容のデータで計算すると，

白馬江の林川の域内における直線的な長さは二倍に増加する可能性があり，最長三十三里あまりになる。
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ある。前述したように白馬江の下流は古多津までで 古多津から海に入る河口までの錦江下流

は鎮浦と呼ばれている。ü'"(新増)東国輿地勝覧』巻ト九，告予川郡の山川条に，

鎮浦，在郡南二十六里，海浦也。自林川古多津至辞川浦通謂之鎮浦，其間諸津，浦皆鎮滞

之渡渉所。

とある。これによって古多津という地名も地元の渡し場のーっとして名づけられたとすべきで，

古多津の「津」 は漢語の本来の意味である。従って錦江の河口は白馬江からまだかなり距離が

あるため白江口と呼ぶことは不可能である。

では，白江口は結局どこにあるのか。また，白江口の名称はどこからきたのか。私は史料の

中のいわゆる白江口とは白馬江の下流の終点(即ち出口)の古多津であり，この年の戦いは古

多津，江景一帯で起ったと考えている。いわゆる「白江口j とは決して海に注ぐ河口をさすの

ではなく，一筋の川がある地点でこつの名称に分けられるその接続部分を指し，そこには往々

にして渡し場があって川の境界の標識になる。こう判断する主要な根拠は，前節で検討した白

馬江地域の範囲の考察以外にもあと二つある。その一つはü'"(新増)東国輿地勝覧』の関連部分

を検討すると，河水が海に注ぐところを口と称する例がないことである。これに関連する場所

はすべて浦と称しており これもちょうど漢字の 「浦」の本義に則っている。例えば，本書の

巻十七，韓山郡の山川条に，

瓦浦，在郡南十四里，即大海之別滞。芽浦，在郡南二十里静川郡地界，鎮浦下流。又曲唄

之水及静川郡金富県.庇仁県茅澗之水合流於此入海。

とある。いま一つは熊津江口の例である。熊津江即ち今日の錦江であるが，白江口の戦い以前

に，もう一つ熊津江口の戦いがあった。『資治通整』巻二00，唐高宗龍朔元年三月条に，

蘇定方即平百済，留郎将劉仁願鎮守百済府城，又以左衛中郎終王文度局熊津都督，撫其舘

衆。文度湾海而卒，百済僧道深・故持福信衆衆撮周留城，迎放王子豊於倭園而立之，引兵

闇仁願於府城。詔起劉仁軌検校帯方州刺史，将王文度之衆，便道護新羅兵以救仁願。(中略〉

仁軌御軍巌整樽闇市前，所向皆下。百済立雨柵於熊津江口，仁軌輿新羅兵合撃，破之，

殺溺死者寓能人。道深乃揮府城之園，退保任存城，新羅糧壷， 51還。

とある。またü'" 1日唐書』東夷百済俸の記事によると，

道深等於熊津江口立雨柵以拒官軍，仁軌輿新羅兵四面爽撃之，賊衆退走入柵，阻水橋狭，

堕水及鞍死高齢人。道深等乃樺仁願之圏，退保任存域。

とある。所謂百済府城とは即ち扶余域である。劉仁軌は熊津から扶余に向かい，一路戦いなが

ら進み，百済は唐・新羅連合軍に抵抗するために熊津江口で二つの柵を立てたのであるから，

その場所は必ず熊津，扶余の間にあって下流の海に注ぐ河口ではありえない。したがって，私

はこの熊津江口は白馬江の上流の起点付近にあるべきであると考える。前述のように，そこは

金剛川が熊津江(錦江)と合流する場所であり，また熊津江と白馬江というこつの川の接合部

分である。
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では，史料に記載された自江口の戦いの「煙焔漉天，海水皆赤」の中の「海水」を如何に理

解するのか。本当はこれは海水の逆流がもたらす現象であって，場所は海口ではない。前に引

用したi"(新増)東国輿地勝覧』巻十九によると，

静川郡鎮浦，在郡南二十六里，海浦也。自林川古多津至皆川浦通謂之鎮浦，其間諸津，浦

皆鎮浦之渡渉所。

とある。我々はすでに林川郡古多津は恩津県の江景津付近にあることを検証した。しかも江景

津とは今日の江景色である。i"(新増)東国輿地勝覧』巻十八における思津県の山川条に，また，

江景山，在県西二十六里。(中略〉江景浦，在江景山下，海浦也，詳林川郡。市津浦，在市

津県，商舶所集，連稽接被人物雑沓互市，故名。

とある。同書によると市津とは恩津の旧名である。これによって海水の逆流現象が既に江景，

甚だしい場合は古多津まで流れ込み，この辺で海水を見るのは極めて普通のことであった。だ

から必ずしも河口まで下る必要はない。しかも，引用した資料でも明らかなように，江景一帯

では多くの船舶を停泊させることができ，史料に記す白江口の戦いで倭箪側の船，四百般とい

う条件にも完全に合致する。

3 周留城について

史料によると，唐・新羅連合軍は戦いの前に十分な準備と綿密な計画を立てていた。

於是諸将曾議，或日「加林城水陸之衡，請先撃之」。仁軌日「加林険固，急攻則傷損戦士，

固守則用日持久，不如先攻周留城。周留，賊之巣穴，群兇所家，除悪務本，須抜其源。若

克周留，則諸域自下j。於是仁師，仁願及新羅王金法敏帥陸箪以進，仁軌乃別率杜爽，扶鯨

隆率水箪及糧船，自熊津江往白江，曾陸軍同趣局留域。仁軌遇倭兵於白江之口。 8)

加林はすなわち後世の林川であり 白江口はその付近にある。唐の水箪は水路の要衝で、ある加

林城を避けて迂回し，局留城を攻撃しようと考えた。だとすれば，周留城は明らかに白口江よ

りさらに下流のもっと海口に近い所にあるはずである。

白江口の位置が確定したとして，周留城の具体的な位置について検討に値する場所として主

に二つの場所が挙げられる。いずれも海岸に近い釘イ 11郡の境域内にあり，その中のーか所は東

北に位置する忠化面の周峰麓山城，もうーか所は南西に位置する韓山面の乾芝山城9)である。私

自身は前者の意見の方に傾く。その理由は中国史料の関係記事以外にi"日本書紀』天智天皇元

年 (662) の一条が周留城の地理的位置の判断に対して役に立っと考えられるからである。

冬十二月丙戊朔，百済王豊麗，其臣佐平幅信等輿狭井連(闘名)キ卜市田来津議日此少H柔

者，遠隔回畝，土地暁E角，非農桑之地，是拒戟之場，此意久慮，民可飢鐘，今可遷於避域。

避城者，西北帯以古連且淫之水，東南操深泥巨堰之防，線以鳥田，決渠降雨，華貫之毛，

8) q日唐書』劉仁軌伝。

9) 鄭孝雲『古代韓日政治交渉史研究~， 178頁参照。
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白江口の戦いに関する歴史的地名の考証

則三韓之上映鷲，衣食之源，則二儀之暁匡失。雄白地卑，量不遷歎」。於是，朴市田来津濁

進而諌日避城輿敵所在之間， 一夜可行，相近蛮甚，若有不虞，其悔難及者実。夫飢者後

也， 亡者先也。今敵所以不妄来者，チ1'1柔設置山険，壷為防禦，山峻高市籍障，守易而攻難

之故也。若慮卑地，何以国居而不揺動及今日乎j。遂不聴諌，市都避城。

州柔は即ち周留であり，避城は即ち扶余である。 1999年 8 月に私は，野外調査でこの地を訪れ

た際，扶余と皆川郡の南部を通ったことがあるが，そのとき韓山面はすでに内浦平野のはずれ

に含まれ， これに比べて忠、化面の地勢はより山が高くて険しく，史料に描かれた周留域の状況

により符合し， さらに東北方向の熊津から出発した唐・新羅連合軍が水・陸の二方面から挟撃

した対象にもふさわしいようである。さらに，周留城が韓山にあるとするならば，侵攻してやっ

て来た水軍が白江口付近の加林城を避けて迂回しなければならないだけでなく，陸軍もちょう

どその進行方面に当たる忠化面の周峰麓山城を迂回しなければならないことになる。こうした

作戦計画が合理的なものでないことは明白である。

E 歴史的影響の問題

白江口の戦いによって新羅の宿敵であった百済はついに滅亡し ， 高句麗も孤立無援に陥って

最終的に滅亡した。それによって新羅はその統ーという目標を実現することができたが，例え

ば統一新羅の文武王金法敏は次のように言う。

往者新羅隔於雨園，北伐西侵，暫無寧歳，戦士曝骨積於原野，身首分於庭界。先王感百姓

之残害，忘千乗之貴重，越海入朝。請兵緯閥，本欲平定雨圏，永無職闘，雪累代之深餌t

全百姓之残命。百暫離平，高句麗未減，寡人承克定之遺業，終己成之先志。今雨敵既平，

四隅静泰。 10)

東北アジアの全体的戦略から見ると白江口の戦いは新羅が連衡によって，百済の合従を撃破し

た戦いで、あり，新羅の統一は，倭国の軍事的干渉と政治的拡張に大きな打撃を加えて徹底的に

抑制することによってはじめて実現したものである。このため，白江口の戦い及びその歴史的

意義に関する研究は，長い間学界で重視されてきた。特に東隣の日本ではさらに数多 く の著述，

論文があり，この時の敗戦が日本古代国家の発展にもたらした影響は，それ以前の 「大化改

新J 11) を超えるものだと指摘する学者もいるほどである。これらの学者によるアプローチの視角

には非常に啓発されるところがあるがしかしその観点には議論の余地がないわけではない 12) 。

10) 高麗時代の金富輯『三国史記』巻六「新羅本紀第六・文武王J ソウル，景仁文化社影印本(以下の『三

国史記』の 51用はすべて こ の本による) 1994年， 72頁参照。

11) 鬼頭清明 r日本古代国家の形成と東アジア』第 2部第 2 章第 4節「白村江敗戦の史的意義」東京，校

倉書房， 1976年， 172頁以下，同『白村江一一東アジアの動乱と百本』東京，教育社， 1986年， 1 82頁以

下，森公章 r“自村江"以後~ 14-15頁参照。

12) 西嶋定生『日本歴史の国際環境』東京大学出版会， 1985年， 120頁以下参照。
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ここで私が言いたいのは この戦争が日本と中国との双方にとって その歴史的影響が完全に

違うということである。換言するならば 白江口の戦いの結果は唐朝の社会的な発展に日本の

よ うな影響はまったくなかった。事実， 今回の戦いは参戦した唐軍から言えばたった一回の遭

遇戦でしかなかったのであり唐朝は当初から白口江における倭軍との決戦を計画していなかっ

ただけでなく，その戦争の後にも倭聞に対して経略を展開することができなかったのである。

1 唐の初期東北アジア経営の重点は高句麗にあって倭にはなかった

私はかつて『唐朝と新羅の関係史論.!l 13) の中で唐朝がその初期に積極的に朝鮮半島の情勢に

介入したのは，高句麗の 「侶強辺徴」以外に，新羅が宿敵を減し朝鮮半島の統ーを実現するた

めに懸命におこなった戦略的な協力推進に一つの重要な要因があったと指摘した。貞観二十二

年唐太宗から新羅の使者金春秋に与えた勅書のなかに，

朕今伐高麗非有他故，憐{年事庁羅，撮乎雨園，毎被侵陵，鹿有寧歳。 ÙJ川土地， 我非所貧。 14)

とある。太宗の子高宗が即位して唐朝と高句麗は永徽六年 (655) に初めて麗接衝突するが，こ

れは当時，

高麗輿百済・駄鞠連兵，侵新羅北境，取三十三城。新緩王春秋遺使求援。二月，乙丑，遣

管州都督程名振・左衛中部将蘇定方縫兵撃高麗。 15)

とあることでわかるように，明らかに新羅がもう一度高句麗の討伐を唐朝の議事日程に上げさ

せようとしたからである。ただしその後，唐・新羅連合軍が百済討減の戦いに追われたため，

高句麗は幾年間にわたって生き延びることができた。百済を平定すると唐軍は凱旋し，郎将劉

仁願・劉仁軌らを留めて それぞれ百済府城と熊津城を守らせて，その遺民を慰撫した。ちょ

うどそのとき，蘇定方は皇帝の詔書を奉じて高句麗を討伐し平壌に進撃して包囲したが攻略で

きず撤退した。高宗が勅書を劉仁軌に与えて言っている。

平壌軍恒1.一城不可j盟国，宜抜就新緑， 共其屯守。若金法敏(金春秋の息子，新羅文武王，

661-681年在位)籍卿等留鎮，宜且停彼，若其不須，即宜泥海還也。

これによって，唐軍の百済の旧領地に駐留したのは新躍の要請に応じたためであることがわかる。

高宗から勅書を受けた後 唐軍が 「将士戚欲西蹄J といった状況の中で，劉仁軌は唐朝の東

北アジアにおける戦略について唐軍の将士に対して以下のようにはっきりと述べている。

主上欲呑減高麗， 先株百済留兵鎮守，制其心腹。難妖撃充斥，而備預甚巌，宜稿文株馬，

撃其不意，彼既無備，何攻不魁，戦市有勝，士卒自安，然後分兵擦険，開張形勢，飛表以

聞，更請兵船。朝廷知其有成，必当出師特，聾援緯接，凶醜自職。非直不棄成功，寅亦永

清海表。今平壌之軍既還，熊津又抜，則百済能1瞳，不日更輿，高麗遁薮，何時可減，且今

13) w唐研究』第六巻，北京大学出版社. 2000年. 155-171頁掲載。

14) w三国史記』巻七「新羅本紀第七J. 77頁。

15) w資治通鑑』巻一一九 6287頁。
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白江口の戦いに関する歴史的地名の考証

以一城之地，居賊中心，如其失脚，即矯亡虜，抜入新羅，又是座客，脱不如意，悔不可追。

況福信凶暴，残虐過甚，鈴豊猪惑，外合内鴎張共慮，勢必相害。唯宜堅守観箆乗便取之，

不可動也。(子是)衆従之。 16)

とある。これによって，唐朝の皇帝にしても参戦した唐軍将士にしても 3 一度も倭国や倭軍を

問題にしてはいなかったことがわかる。唐朝にあってはただ地政学的な原因によって高句麗と

の聞で衝突を起こしたため新羅によって朝鮮半島問題に引きずりこまれていったのである。唐

初の東北アジアの戦略の中には，そもそも倭国に対する軍事計略などまった く あり得なかった。

この点は白江口の戦いの過程のなかにも明白に現れている。

2 自江口の戦いはただ一度の遭遇戦に過ぎない

Ir l日唐書』劉仁軌伝には白江口の戦いの顛末を以下ように記述する。

俄而飴豊襲殺福イ言，又遣使往高麗及倭国請兵，以拒官軍，詔右威衛将軍孫仁師率兵浮海以

為之援。仁師既輿仁軌等相合，兵士大振。於是諸将曾議，或日「加林城水陸之衝，請先撃

之」。仁軌日「加林険固，急攻則傷損職土，固守則用日持久，不如先攻周留域。周留，賊之

巣穴，群兇所家，除悪務本，須抜其源。若克周留，則諸城自下」。於是仁師，仁願及新羅王

金法敏帥陸軍以進，仁軌乃別率社爽，扶飴隆率水軍及糧船，自熊津江往白江，曾陸軍同趣

周留城。仁軌遇倭兵於白江之口，四職捷，焚其舟四百般，煙焔糠天，海水皆赤，賊衆大潰。

この引用史料の記事から，唐・新羅連合軍が周到な計画によって，もともとその水路の要所で

ある加林城を避けて迂回し 百済復興運動の中心をなす周留城を攻撃する予定であったが， し

かし， ことは思惑通りに行かず，逆に加林域付近の白江口で倭国の軍隊との激しい戦闘が発生

した。明らかにこの川上でおこなわれた戦闘はまったく唐の水軍の予想外であった。唐の軍隊

について言うと，白江口における倭国軍との戦闘はまさしく予期せず、に起った(史料の中で用

いている「遇」という字がこの戦闘の本質をはっきりと表している)ことである。

Ir l日唐書』劉仁軌伝の記事によると，唐・新羅連合軍は，百済が使者を派遣して高句麗と倭国

に援軍を求めていることは戦闘の前からよ く わかっていた。そうであれば，何故，最後に加林

城付近の白江口でこうした遭遇戦が起ったのであろうか。私は，その根本的な原因は唐朝の東

北アジア戦略の重点、が，北にあって南にはなかった，つまり，高句麗にあって倭にはなかった

ので唐朝は上から下までも倭国や倭国軍をまったく意に介していなかったことにあると考える。

唐人のこうした認識についてはIr旧唐書』百済伝の記事と比較してみさえするだけで今回の戦

いの性格がはっきりとわかる。

扶館豊費而率其親信掩殺福信，又遣使往高麗及倭園請兵以拒官軍。孫仁師中路迎撃， 破之，

遂興仁願之衆相合，兵勢大振。於是仁師，仁願及新羅王金法敏帥陸軍進，劉仁軌及別帥社

爽， 扶館隆率水策及糧船，自熊津江往白江以禽陸軍，同趨周留域。仁軌遇扶鈴豊之衆於白

16) Ir旧唐書』劉仁軌伝。
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江之口，回戦皆捷，焚其舟四百般，賊衆大漬，扶飴豊脱身而走。偽王子扶飴忠勝，忠志等

率土女及倭衆並降，百漕諸城皆復蹄}I民孫仁師輿劉仁願等振旅市還。

孫仁師の軍が山東の東莱から出発して，その途中で、破ったのは高句麗の軍であることは疑いな

い。かくて 「兵勢大いに振」い，向かう所敵なしと考えた。したがって，白江口で遭遇した倭

兵は，この史料の中では「扶余豊の衆」とされ，戦後の捕虜に対する処置についても，百済の

属国として取り扱っている。それ故戦争が終わるとすぐに唐朝の大部隊は軍を引き返して凱旋

したのである。

3 いわゆる「戦後唐朝による倭固に対する活動が突然穣極的になった」などの問題

『日本書紀』巻二十七の記載に白江口の戦いの翌年，すなわち664年に，

夏五月戊申朔甲子，百済鎮将劉仁願遣朝散大夫郭務保等，進三表函与献物。

とある。その後の665 ， 667, 669 , 671年にはいずれも唐の使節が倭国に派遣されている 17)。こ

れに基づき，日本人学者の西嶋定生は事実上，白江口の勝利を契機として，唐朝の倭国に対

する活動が突然積極的になった」としこれらの使節団のあるものは，一度に47隻，人員2000

人を送っている。したがって，もともとは平和な使節でなくて，完全武装して威嚇にやってき

た使節団であった」ともいう。その上，氏は， 666年の踏の高宗の泰山封禅すら，白江口の戦勝

と結びつけている 18)。明らかにこれらの見方の根拠は大部分，戦敗側である倭国の方によるも

ので，完全に客観的な事実に基づいた認識ではない。まず，指摘すべきことは， 日本の史書に

記載されているこれらの唐人使節の派遣に関しては，中国の史書にまったく見えないというこ

とである。しかも 664年夏五月のいわゆる「百済の鎮将である劉仁願」も存在しなかったのであ

る。前述したように，自江口の戦いの直後，劉仁願と孫仁師は唐軍の大部隊を率いて帰国し，

劉仁軌だけを留めて守備させている。「資治通竪』巻ニ0ーによると これらは皆龍朔三年 (663)

九月のことである。さらに

劉仁願至京帥，上問之日「卿在海東，前後奏事，皆合機宜，復有文理。卿本武人，何能如

是」。仁願日 「此皆劉仁軌所矯，非臣所及也j。上悦，加仁軌六階，正除稽方州刺史，矯築

第長安，厚賜其妻子，遣使粛璽書努勉之。上官儀臼 「仁軌遭票ili削而能壷忠，仁願乗節制而

能推賢，皆可謂君子失」。

ともある。従って，当時の劉仁願が既に国内(唐朝)に戻っていたことは疑う余地がない。つ

づいて麟徳元年 (664) 冬十月になって，守備の将軍である劉仁軌が上表して陳情したが，そこ

には

上深納其言，遺右威衛将軍劉仁願将兵渡海以代奮鎮之兵

とあり w 日本書紀』の記載が明らかに誤りであることがわかる。

次に，史料には白江口の戦闘ののち，

17) 回務新釈~(完訳)日本書紀』ソウル，一志社， 1993年。 492-500頁参照。

18) 西嶋定生『日本歴史の国際環境~ 120頁以下参照。
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白江口の戦いに関する歴史的地名の考証

百済諸城皆復帰)1民孫仁師輿劉仁願等振旅田還。

と明確に記載されており，勝ちに乗じて迫撃して倭軍の都めがけて突進する意図はまったくな

かった。こういったやり方は 唐朝の東北アジア戦略から見ても 白江口の戦いにおける遭遇

戦の性格から見ても，いずれも論理がかなったものとして理解できる。劉仁軌を百済の旧領地

に留まらせて守備させた任務については. 11 1日唐書』劉仁軌伝によると，

初，百湾鰹福信之歯L. 合境凋残，置屍相層。仁軌始令収数骸骨産埋弔祭之。修録戸口，

署置官長，開通塗路，整理村落，建立橋梁，補葺堤堰，修復肢塘，動課耕種，賑貸貧乏，

存関孤老。頒宗廟忌議，立皇家社稜。百漕館衆，各安其業，於是漸砦屯田，積根撫士，以

経略高麗。

とある。その後劉仁軌が上奏文で陳情したのは，

「臣伏観所存成兵，疲E読者多，勇健者少，衣服貧倣，唯思西障，無心展効。(中略〉威言，

r初護家日，惟令備一年資袋，今己二年，未有還期』。臣検校軍土所留衣，今冬僅可充事，

来秋以往，全無準擬。陛下留兵海外，欲珍減高麗。百草野，高麗，奮相薫援，倭人雄遠，亦

共嬬影響，若無鑓兵， 還成ー園。今既資成守，又置屯田， 所藷士卒同心同徳， 而衆有此議，

何望成功J 0 19) 

とある。当時，やはり高句麗は「侶強辺徹」 であり，疲弊した唐の軍隊は百済を守備するのに

精一杯であった。どうしてはるばる倭固まででかけてわざわざ、事を構えることができょう。

最後に，実際問題として当時唐朝は倭国= 日本20) に対して認識が大変不足しており，そのた

め倭国に対して効果的な経略を実行することなどまったく問題にならなかったのであるj旧唐

書』日本伝の以下の記事を見ていただきたい。

日本園者倭圏之別種也。以其圏在日濯，故以日本矯名。或 EI. 倭園自悪其名不雅，改矯日

本。或云， 日本奮小園，併倭園之地。其人入朝者，多自手今大，不以貰劃故中国疑意。又

云，其園界東西南北各数千里，西界南界威至大海，東界北界有大山局限。山外即毛人之園。

したがって 11 日本書紀』に言及する白江口の戦い以後から頻繁となった薦人の使節団は，たと

えそういうことが本当にあったとしても，その戦いの後唐人たちが未知の地域に対して知ろう

とする切実な気持ちを表わしているだけのことであろう。

19) r資治通鑑』巻二0ー，唐高宗麟徳元年 (664) 冬十月庚辰条。

20) r三国史記』巻六「新羅本紀第六J. 文武王十年 (670) 十二月倭圏更号日本，自言近日所出J (74 

頁)による。
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全国水平社創立の背景

八笛亮仁

はじめに

1922年 3 月，旧「穣多JD身分の系譜をひく被差別民(部落民)の組織，全国水平社が京都で

結成された。ついで同年，日本農民組合，非合法下に日本共産党が結成され， 日本は社会運動

の高揚を画する年を迎えた。この社会運動高揚の背景としては圏外のロシア革命や民族自決運

動の影響に加えて，全国的に発生した米騒動(1918 ・ 8) の経験が考えられる。

全国水平社結成の中心人物の一人で奈良県出身の西光万吉を例にとると，彼に大きな影響を

与えたのは佐野学2)の「特殊部落民解放論J (1 921)であり，佐野は日本共産党に入党して常任

幹事となっている。そして西光万吉が主に起草した「水平社宣言」は マルクスの『共産党宣

言』にならって「全国に散在する吾が特殊部落民よ団結せよ J という同族の結束を訴える言葉

で始まっている。また西光の原稿に加筆した平野小剣も かつて「民族自決団J のビラをまい

ている。一方，宣言の基調は，ゴーリキーの『どん底』の文言「人聞は元来動はる可きものじゃ

なく，尊敬すべきものだ」などが織り込まれて人間主義で貰かれており，最後に「人の世に熱

あれ，人間に光りあれ」と結んでいる。

以上のことを前提した上で 私は本稿で全国水平社創立の時代背景を日露戦争時までさかの

ぼり，全国水平社以前の同族結集運動を紹介してみたい。その運動は天皇主義を標梼し，資本

制社会の中で差別の解消をめざすものであったが近代日本国家の再構成を迫るものでもあっ

1) rえたj に「繊多」の文字をあてた文献は鎌倉時代の 13世紀以降登場し，彼らは室町時代を経て不浄視

された。豊臣秀吉の太閤検地では「かわた」と表記されることが多く，農業の他に死牛馬処理，皮革業

に携わったと考えられる。 17世紀の江戸時代には農工商とは別に身分制的に，そして生まれながらとす

る種姓的にも賎視・差別された。 1871年，明治維新の過程で「解放令J が出されたが，賎視・差別は残

存し，現在も結婚・就職等で差別されることがある。全国水平社創立宣言では「エタ」と表記されてい

る。 1935年の全国調査では全国の地区数5367，戸数19万1554，人口99万9687人。現在，行政・運動体は

地域を被差別部落・未解放部落・同和地区などと呼んでいる。

2) 佐野学(J892-1953) 。大分県生まれ。昭和初期の日本共産党指導者。東京帝国大学法学部卒業。早稲

田大学講師となる。 1921年，雑誌『解放』に「特殊部落民解放論」を発表。全国水平社創立の契機と

なった。 22年共産党に入党し常任幹事。 25年共産党の再建のための「上海テーゼ」決定に参加し，帰国

後「無産者新聞」主筆となった。 28年にはコミンテルン常任委員。翌年上海で逮捕され，共産党の中央

統一公判では裁判潤争を指導。 33年鍋山貞親と共同で天皇制下の一国社会主義を主張する転向声明を発

表し，センセーションを巻き起こした。
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たと考えられる。全国水平社創立80周年の2002年を迎えた日本の現実は天皇制・資本制社会下

にあり，このような運動の再検討も意味があると考える。

1 特殊部落」観と r大逆事件」

日露戦争後，圏内疲弊を打開するために官民合同の地方改良運動が展開された。しかし，そ

の過程で改良困難な集落のーっとして被差別部落が浮上した。行政がこの部落を「特殊部落」

と呼んだのは奈良県が最初(1905 ・ 4) だが，新聞を中心とする世論は不衛生・犯罪多発地域の

イメージをこめて 「特殊(種)部落」 と報道し， 1907年に実施された政府の全国調査もその用語

を用いたので特殊部落j は差別用語として定着していった。

この「特殊部落J に対する施策は地方行政や警察を中心に治安・衛生・不就学対策などとし

て進められたが， 1910年に天皇暗殺を計画したという「大逆事件」が発生し，その関係者に部

落民もいるという誤報が流布して以降部落・部落民は政府の施策対象としても位置づけられ

ることになった。政府の部落対策の特色は 従来の対策に加えて部落をとりまく非部落民や社

会との関係改善を含む融和政策として開始されたことである。こうして， 1911年度から 「感佑

救済事業奨励助成金」 の費目で部落対策予算が計上され，政府は， 1912年 11月に最初の全国会

議細民部落改善協議会」を開催する。ただし この協議会は l 回で中断し， 2 回目も米騒動

後に聞かれただけであった。こうした経緯に対し，従来の研究は，米騒動(1918 ・ 8) の意義を

重視して融和政策を米騒動以後のこととしているが 部落民の同族結集の動向や政策形成に果

たした上述の経緯を正当に評価しているとはいえない。

H 部落民の全国的結集・融和運動

「細民部落改善協議会」は融和政策への転換を闘した協議会ではあったが，政府官僚・地方吏

員の現状認識は参加した部落民の現状認識とはかけ離れていた。協議会に参加した京都の部落

有力者明石民蔵は，一般社会の弊害として，憲法の精神を重んじない小官吏，細民部落への蔑

視，部溶民の不採用，当局の中等以上就学妨害，新聞・雑誌の不当な取り扱いなど 8項目をあ

げて従来の部落に対する行政・社会の姿勢を批判したが，その演説内容は政府の記録からは抹

殺された。

協議会で政府・地方行政を批判した部落民は 1912年 8 月に奈良県で結成された大和同志会

のメンバー達で、あった。彼らは， 1871年に解放令(賎民廃止令)を出した明治天皇(実際は政

府)への報恩を前提に，殖産興業と教育によって社会に進出し，部落民の結集と皇国民の自覚，

一般民衆の同胞賎視観念の除去・一般民との融和をめぎした。したがって，彼らは政府・地方

行政と対決しようとしたわけではなかった。たとえば，彼らの中には大逆事件で処刑された幸

徳秋水に接近した岡山県の三女子伊平次もいたが彼は大逆事件後，社会主義を表明することは

なく， 1921年には内務省社会課に入っている。
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全国水平社創立の背景

一方，非部落民による融和運動も展開されはじめた。その中心人物は明治初年に賎民制廃止

を建白した大江卓で，政財界に人脈を持っていた。大江と大和同志会の接触は1913年から始まっ

ており，大江は大和同志会の顧問となるが，この大江に民間融和運動家も接近し，大江を中心

に非部落民の帝国公道会が組織されるのである。帝国公道会成立の背景には，その 「趣意書」

0913 ・ 7) によると，部落問題を世界における人種差別(ユダヤ人・黄色人)同様，人道上の汚

点とする姿勢が見られるが，現実的にはアメリカの排日移民法成立の動向があった。

E 大隈・寺内内閣の融和政策

同志会活動の全国化は，関西を中心に 6 団体の結成にとどまったが，帝国公道会結成の動き

は，政府の融和政策にも変化をもたらした。 1914年 4 月に内閣を組織する大隈重信は， 1913年

10月の帝国公道会首唱者会議に名を連ねていたこともあり 内閣成立後の 5 月，首相兼内務大

臣として内務省訓示の中で初めて部落対策を表明した。その内容は，国家進歩のために階級間

の協調を図札部落民を含めてその対策が必要というものであった。こうして，大隈内閣下の

階級協調路線上に帝国公道会・同志会の融和運動が進められるという構図が誕生した。 1914年

6 月に東京で正式発足した帝国公道会の事業目的は，国民形成の中枢機関ともいうべき教育機

関と兵営を中心とする融和方針 そして海外その他への部落民の移住奨励で、あった。

しかし，第一次世界大戦が勃発し， 1915年から 16年にかけて社会矛盾が表面化し，小作争議・

労使紛争に加えて差別事件が頻発すると，政府も運動側も新たな対応を迫られることになった。

1916年 10月に成立した寺内正毅内閣は これらに対応するため地方局救護課を設置(1917 ・ 8)

したり，救済事業調査会を設置 0918 ・ 6) して政府の機構整備にとりかかった。救済事業調査

会は 8 つの事業を決定したが，その五に教化事業として矯風事業・細民部落の改善等も明示さ

れた。これらの準備作業は米騒動後に開花する。

もちろん，寺内内閣下でも融和政策の基調は貫かれており，内務省は米騒動直前の 1918年 7

月，部落調査の通牒を発し，その調査項目に部落に居住する普通民の数・部落民が共学する小

学校数・普通民との婚姻状況など 融和状態に関する項目を取り入れていた。

一方，社会矛盾の噴出に直面した帝国公道会は， 1916年 l 月，趣意書を改正し，部落問題に

加えて小作争議・労使紛争をも射程に入れた階級協調論を展開して活動の拡大を図ろうとした。

しかし，帝国公道会や同志会などの，国民の権利を抑制した，天皇の慈恵主義的協調論での社

会問題への対応は不可能になりつつあった。

N 同族結集のあらたな動き

1916年，融和運動が重視する学校や軍隊，そして社会での差別事件が頻発した。これらの差

別事件は， ①部落民の皇国民化 ・国民化とその乳蝶，②部落民の結集を担う新しい主体の登場，

を示すものであったといえよう。①についていえば，学校・軍隊での差別事件が部落民による
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教育・兵役拒否事件ではなく，学校や軍隊が 1916年における諸事件

部落民の国民化を阻害する事件であったこと (教育) 香川県鷺田村混合教育事件

で了解できる。 奈良県大正村小学校事件

また，②については，差別する学校長に対
滋賀県宇津呂村事件

(軍隊) 香川県綾歌郡兵士虐待事件

して同盟休校した滋賀県・宇津呂村事件や差別 岡山県勝田郡宿営排除事件

記事をきっかけに発生した福岡県博多毎日新
(社会) 福岡県博多毎日新聞襲撃事件

聞襲撃事件が典型である。後者の事件は新聞

社に対する車L弾が暴動の様相を呈した。従って 帝国公道会にとってのこの事件は 「社会富町議

破綻の危機」を示すものであった。しかし， この事件は米騒動の先駆的な事件ともいえ，部落

民衆とその後の解放運動の中に語りつがれていった。

おわりに
ひるた ま さ き

研究者の一人贋田昌希は，水平社創立宣言の結びが「皇国民」や「日本人J ではなく人J

「人間」であることに注目している 3)。重要な指摘である。私はその理由のーっとして，全国水

平社が少なくとも日露戦争後の時代背景を背負っているからだろうと考える。差別語である「特

殊部落民」をあえて宣言に盛りこみ， しかも「皇国民」や「国民j ではなく 「人j を対置する

ことは同志会などの融和運動を前提にしつつもそれを克服しようとする姿勢の現れであろう。

もちろん全国水平社は，部落民が 「国民」化することを否定するわけではない。しかし，彼ら

のめざす人間像は，国民でもあり，国民をも支える人であったと思われる。だからこそ彼らの

人間主義は，社会主義思想とも人権思想ともつながり得たのであろう。

3) ひろた・まさき「日本における差別史研究の諸問題J (W現代思想~ 1999年 2 月号，青土社)。
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全国水平社創立の背景

資料

「全国水平社創立宣言J (~水平社宣言・綱領』解放出版社)

宣言

全国に散在する吾が特殊部落民よ団結せよ。

長い間虐められて来た兄弟よ，過去半世紀聞に種々なる方法と，多くの人々とによってなされた吾等
なんら もた それら

の為めの運動が，何等の有難い効果を粛らさなかった事実は，夫等のすべてが吾々によって，又他の
つね ぼう>< ぽち

人々によって毎に人間を箇演されてゐた罰であったのだ。そしてこれ等の人間を動はるかの如き運動は，
おも

かへって多くの兄弟を墜落させた事を想へば，此際吾等の中より人聞を尊敬する事によって自ら解放せ

んとする者の集団連動を起せるは，寧ろ必然である。
るうれつ

兄弟よ吾々の祖先は自由，平等の渇仰者であり，実行者であった。随劣なる階級政策の犠牲者であ
かわ 11 まぎと

り男らしき産業的殉教者で、あったのだ。ケモノの皮剥ぐ報酬として，生々しき人閣の皮を剥取られ，ケ
あたたか

モノの心臓を裂く代価として，暖い人間の心臓を引裂かれ，そこへ下らない庭訪笑の唾まで吐きかけられ
か

た呪はれの夜の悪夢のうちにも，なほ誇り得る人間の血は，澗れずにあった。そうだ，そして吾等は，

この血を享けて人聞が神にかわらうとする時代にあうたのだ。犠牲者がその熔印を投げ返す時が来たの
"いかん

だ。殉教者が，その荊冠を祝福される時が来たのだ。

苔々がエタである事を誇り得る時が来たのだ。
はずか ぽうとく

吾々は，かならず卑屈なる言葉と怯儒なる行為によって，祖先を辱しめ，人間を胃潰しではならぬ。
つめど いたな

そうして人の世の冷たさが，何んなに冷たいか， 人聞を動はる事が何んであるかをよく知ってゐる吾々
がんぐらいさん

は，心から人生の熱と光を願求礼讃するものである。

水平社は，かくして生れた。

人の世に熱あれ，入閣に光りあれ。

大正十一年三月
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日本の歴史過程における断絶と連続

一一戦後初期の改革と「逆コース」を論ず一一一

王新生
(井上徳子訳)

戦後初期，アメリカを中心とした占領軍は，日本で一連の非軍事化と民主化を進める改革政

策を実施したが，世界的な冷戦体制が次第に形成され，また日本国内の情勢が変化するにつれ

て， とりわけ朝鮮戦争が勃発すると，アメリカは日本に対する占領政策を改め，改革から転向

して，経済的な自立を助け，後には再箪備を要求するようになった。これに呼応して，吉田茂

内閣は， 1951 1:j三 5 月，首相の私的諮問機関 「政令諮問委員会J を成立させ，憲法の解釈，経済

法令，労働法規，行政体制，教育制度および公職追放解除などの問題について，全面的な審査

を行って改正を加えると同時に，日本共産党など革新的政治勢力に対する圧力を強化した。そ

のため， これは反民主化の「逆コース J と呼ばれる。本稿はこの経過に対する具体的な分析を

通じて，政治体制の観点、から日本の歴史過程における断絶と連続の問題を検討したいと考える

もので、ある。

70年代以前の日本の学界では戦後民主主義J を高く評価する学者は，戦後の改革と戦前と

の断絶性を強調した。しかし 天皇制の観点から戦前と戦後の連続性を強調する学者もあり，

欧米の日本研究者も多くはその連続性を強調した。 70年代に入って占領当局の文書が続々と公

開されるに伴い，個々の領域の研究が深化すると， 80年代には連続性を強調する学者が次第に

培加した。中国においては 高輿祖先生がかつて論文の中で戦後の改革と戦前の発展の連続性

を論じられたが，高先生は 「 日本の戦後史は，その戦前の歴史からの不連続性を見ると同時に，

またその連続性を見て， 日本の歴史的発展の過程の中から日本の戦後改革を考察しなければな

らない」と論じ，また歴史の連続性を重視し認識してはじめて，戦後の日本を正確に理解し，

戦後の改革の根拠や条件を正確に扱うことができると，強調，指摘された II 。

実際，よって立つ立場の相違，タイムスパンの相違，分析方法の相違によって，戦後初期の

民主化改革の歴史的位置を評価する時に，全く異なる結論が生じることがあり得る。上述した

ように，欧米の学者の多くはその連続牲を強調する一方，日本の学者の多くはその断絶性を強

調した。戦後初期には断絶性を強調する見方が比較的多かったのに対して，半世紀後には連続

1 )高輿祖「論日本戦後改革与戦前発展的連続性J W 日本史論文集』遼寧人民出版社， 1985年。
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性を強調する見方が次第に増加した。制度上から見ると断絶性を 体制上から見ると連続性を

強調する見方が多くなっている。

アメリカは，日本占領の初期において ， 比較的徹底した非軍事化と民主化の改革を進めたが，

当然これは完全にアメリカの戦略的利益のためであった。まさに 「敗戦後初期における米国の

対日政策J で述べられているように，アメリカの対日政策の最終目標は二度と日本がアメリ

カあるいは世界の平和と安全に対する脅威にならないことを保証」 し最終的にはその他の国

家の権利を尊重して，国連憲章の理想、と原則の中に反映しているアメリカの目標たる平和的責

任を支持する政府を築くことであった」 。上述の 目標を実現するために，日本は海外植民地を放

棄し，武装を完全に解除して非軍事化を実行し，徹底的にファシズム軍国主義分子の権力とファ

シズム軍国主義分子の影響を除去して フやルジ ョワ的民主自由を発展させ，ブルジョワ議会民

主主義的な政治制度を打ち建てて，平和経済を築くことを認めなければならなかった。この精

神的基礎の上に，日本に対して「非軍事化」 と 「民主化J の改革を笑施した。その中には以下

のことが合まれる。軍事法令と軍事機構の廃止，日本軍の即刻武装解除と投降，および迅速的

な復員に関する命令，戦犯の逮捕と裁判，ファシズム軍国主義的団体の解散や軍国主義的分子

の公職剥奪，ファ シズム軍国主義的治安法令の廃止，政治犯と思想犯の釈放，ファシズム軍国

主義教育の廃止，政教分離，言論と報道の自由，労働運動の解放，女性に対する政治的権利の

付与，農地改革と財閥解体など。更に重要なのは，非軍事化と民主化の改革の成功を保障する

ため，主権在民，人権保障，武力放棄を特徴とする新憲法を制定したことである。まさに GHQ

総司令官マ ッ カーサ一本人が強調しているように 「 日本国憲法」 の制定は占領における唯

一の，かつ最も重要な成果ということができる J 2)。この後，新憲法の精神に基づいて進められ

た，議会制度，行政機構，国家公務員制度，教育制度，労働体制などの制度的改革によって，

日本は新たな政治制度を確立した。戦前と比較して，新しい政治制度は以下の特徴を備えている。

まず第一に，主権在民と象徴天皇制である。戦前大日本帝国憲法J で規定されていた国民

の権利のほとんどすべての条項に「法律ノ範囲内ニ於テ」 あるいは 「法ニ依リ J という付帯条

件があり，その他また特別条項によって戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テJ すべての国民の権

利に関する規定はみな，天皇大権の施行を妨げることはできないと規定されていた。新しい「日

本国憲法」は，まず，基本的人権は侵すことのできない永久の権利であると規定し，かつ旧憲

法よりもず、っと広範な国民の権利を規定して，旧憲法中のあのような国民の権利を制限し剥奪

した付帯条件は廃止され， また旧憲法中の国民の兵役に関する義務も廃止された。新憲法は男

女王子等を規定し，国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する 」 ことを保障し，

2) 島津一夫訳『マッカ ーサ一回顧録』下，朝日新聞社， 1964年， 163頁。
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日本の歴史過程における断絶と連続

「社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上及び、増進J が国家の義務であることを規定している。

そして z 国民にはひとしく教育を受ける権利と無償の義務教育を受ける権利があることを規定

している。また，勤労の権利と義務があり，かつ勤労者の団結権及び団体交渉権を保障している。

天皇制の面において，戦前の旧憲法は大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス J ，天皇ハ

神聖ニシテ侵スヘカラス J ，天皇ノ、国ノ元首ニシテ統治権ヲ総撞シJ ，天皇ハ帝国議会ノ協賛

ヲ以テ立法権ヲ行フ J ， r天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス J ，天皇ハ行政各部ノ官制

及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス J ，天皇ノ、陸海軍ヲ統帥ス J ，天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講

シ及諸般ノ条約ヲ締結ス J などと規定している 3)。明らかに，天皇が国家権力を一身に集める

最高権力者であることがわかる。しかし，戦後の新憲法は天皇は，日本国の象徴であり日本

国民統合の象徴であって，この地位は， 主権の存する日本国民の総意に基く 」 ものであり天

皇は，この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ，国政に関する権能を有」 さず天皇の

国事に関するすべての行為には，内閣の助言と承認を必要とし， 内閣が，その責任を負ふ」 と

規定している。このほか，新憲法は皇位は，世襲のものJ であるが国会の議決した皇室

典範の定めるところにより，これを継承」 し皇室に財産を譲り渡し，又は皇室が，財産を譲

り受け，若しくは賜与すること」も，国会の関連議決などに基かなければならないと規定して

いる。

第二に，自由平等の原則である。旧憲法で，臣民はただ 「信教ノ自由」 と「言論著作印行集

会及結社ノ自由」 や「移住及移転ノ自由」 のみを有するだけで， しかもそれは「安寧秩序ヲ妨

ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」および「法律ノ範囲内ニ於テ」 であった。一方，

新憲法は，国民はより多くの自由を有することを規定している。「思想、及び、良心の自由は，これ

を侵してはならない J ，信教の自由は， 何人に対しでもこれを保障する J ， r集会，結社及び言

論，出版その他一切の表現の自由は， これを保障する。検閲は，これをしてはならない。通信

の秘密は，これを侵してはならないJ ，何人も ， 公共の福祉に反しない限り，居住，移転及び

職業選択の自由を有する。何人も，外国に移住し，又は国籍を離脱する自由を侵されないJ ， r学

問の自由は， これを保障する」など。旧憲法第十九条は「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資

格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就ク コ トヲ得J と規定するだけだったが，新

憲法第十四条は「すべて国民は 法の下に平等で、あって，人種，信条，性別，社会的身分又は

門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。華族その他の貴族の制

度は， これを認めない」と規定している。そのほか，国家及び地方公務員と各レベルの議会議

員の選挙，教育などの方面及び家庭や社会における男女両性問において，ひとしく平等の原則

が貫かれている。

第三に，三権分立の原則である。まず\国会は最高権力にして最高立法機関である。戦後の

3) 蒋立峰主編『日本政治概論』東方出版社， 1995年， 492夏。
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「日本国憲法」は国会は，国権の最高機関であって，国の唯一の立法機関である J と明確に

規定しており，戦前の帝国議会が天皇に従属する，ひいては天皇の下の行政機構に従属すると

いう性格を根本から改変した。また旧憲法下，行政機構が有していた立法権を否定し，議会を

凌駕していた枢密慌を廃止して，国会で通過した法律はすべて天皇の批准を経なければならな

いという規定も廃止した。依然として天皇の署名が必要ではあるが，単に名義上のことだけで

ある。戦後の新憲法は，天皇や政府が独自に命令を制定する権限，天皇が法律に代替する緊急

勅令を公布する権限，天皇が命令によって行政組織や官僚制度，請願制度，栄典の授与，大赦・

特赦を定める権限を廃止した。このほか，旧憲法中，予算法案について，まだ国会の審議を通

過していない時に，前年度の予備を執行でき，緊急事態において天皇が勅令によって財政上の

必要な処置をとることができるという規定を廃止した。次に 内閣が行政権を掌握するという

ことである。!日憲法の体制下では，行政権は天皇に属し，各行政部門は天皇の行政権行使を補

助した。しかも行政機構は立法機構や司法機構より高い位置にあり，内閣総理大臣も天皇の任

命に基づいた。戦後の新憲法やその他の法律は明確に「行政権は，内閣に属する 」 と規定し，

その首長たる内閣総理大臣は，国会両院の議員の中から指名され，国会議員の選挙を経て選ば

れる。内閣は国会に対して責任を負い その執政の継続については 衆議院の信任を必要条件

とする。そのほか，司法権の独立が挙げられる。戦後の新憲法や関連法はすべての司法権

は，最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定しており，

旧憲法が規定するところの特別裁判所・行政裁判所を設置しではならず，また行政機構は!日憲

法で許容されていた終審として判決を行ってはならないと規定している。新憲法は司法と行政

の独立性を確認しており，最高裁判所は国家の最高司法機関であり，形式上，国会・内閣と平

等な立場にあって，国家の三権の一つを分掌する。最高裁判所は広範な司法権を有し，民事・

刑事・行政訴訟など各種の案件の終審裁判所であるだけでなく，法律の解釈と運用の面におい

ても，判例の統一を掌握する権能を持つ。そして「一切の法律，命令，規則又は処分が憲法に

適合するかしないかを決定する権限を有する」とするこの違憲審査権も，旧憲法にはないもの

である。

第四に，戦争放棄とシビリア ン =コントロールの原則である。戦前の日本は対外侵略，対外

拡張のために，軍隊を一種特殊な地位に置いた。すでに 1887年の軍事改革の時に，参謀本部が

天皇の直属であること， どんな権力機構の掌肘も受けない独立した軍令機関であること，そし

て陸軍に対し直接下達命令することのできる権限を有することを明文化した。 「明治憲法」 はそ

れを一歩進めて軍隊の統帥権の独立性を規定し，更には1898年に内閣中の軍部大臣は必ず現役

武官の大将あるいは中将が務めなければならないと規定して 天皇の意志をうけるという形式

で軍部が独断専行する基礎を固めたのである。民族主義的な思想傾向が推し進められる中，軍

部は次第にその他の権力機構を凌駕する指導的機構になり，最終的には日本を全面的な対外戦

争の泥沼へ と引き込んだのである。戦後の憲法は，第九条において，日本は 「国権の発動たる
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戦争と，武力による威嚇又は武力の行使は，国際紛争を解決する手段としては， 永久にこれを

放棄する」と規定し陸海空軍その他の戦力は， これを保持しない。国の交戦権は，これを認

めないJ と 規定している。自衛権の行使という名目のもと軍人が発言権を増す こ とを防止する

ため，新憲法の第六十六条は 「内閣総理大臣その他の国務大臣は 文民でなければならない」

と特に規定している。

第五に，地方自治である。日本は1889年に明治憲法を公布した時に初めて地方自治制度を採

用したとはいえ，中央集権的な色合いが比較的濃厚であり 3 例えば府県や市の行政は内務省の

統制を受けたり，町村の行政は府県知事の監督を受けた。府県や市町村の議会の議員は選挙で

選ばれ，町村長は町村議会の選挙で選ばれたが，必ず内務大臣の認可が必要であり，市長は市

議会の推薦者から内務大臣が任命し 府県知事は中央政府が任命した。このため戦前の地方自

治は有名無実となり，名ばかりのものであった。戦後の新憲法やその他の関連法は地方公共

団体の組織及び運営に関する事項は 地方自治の本旨に基いて，法律でこれを定める 」 と規定

しており，地方自治体は独立した法人団体として，所在の地区の住民の意志に基づいて地方政

治，地方行政を行い，中央政府はただ適切な指導を行うのみである。都道府県と市町村の組織

は平等な法的地位を有し，上下関係や監督，被監督といった関係は存在しない。このほか，ま

た各レベルの地方公共団体はすべて必ず議会を設置しなければならず，議員は地方公共団体の

首長と同じく，すべてその地の住民の直接選挙で選ばれ，選挙民に対して責任を負う。

前述のように，アメリカが日本で進めた 「非箪事化」 と「民主化」の改革の最終目標は日

本が二度とアメリカあるいは世界の平和と安全に対する脅威にならないことを保証」 すること

にあり，それと同時に，社会主義，共産主義勢力の蔓延を防止することも，アメリカが日本を

占領して改造を進める重要な目的であった。したがって，米ソの「冷戦」 が日増しに激化して，

日本共産党の勢カが増大し，社会主義の中国が成立し， とりわけ東西両陣営の衝突を示す朝鮮

戦争が勃発すると，アメリカの対日政策に根本的な変化が生じるのは必然的であり，その背後

にはアメリカの国家安全戦略上の利害という本質が隠れていたのである。まさに日本の学者中

村政則が指摘するようにアメリカ式の民主主義は，反ファシズムを意味すると同時に，当然

のことながら反共産主義をも包含している。したがって 非軍事化から反共政策への転換は政

策の転換ではなく，アメリカの政治理論からすればむしろ当然の事であったJ 4) 。

11 

40年代後半，米ソの対立という冷戦構造が次第に形成されるにつれ， とりわけ中華人民共和

国が成立し，朝鮮戦争が勃発すると，アメリカの対日政策に極めて大きな変化が生まれた。当

初は「民主化」と「非軍事化」の改革を通じて日本をアジア的な農業国に変えていこうとして

4) 中村政則『現代史を学ぶ一一戦後改革と現代日本』吉川弘文館， 1997年， 78頁。
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いたが，日本の経済的回復と発展を育成することによって，日本を西側自由主義陣営のアジア

における軍需工場と反共の防波堤へと変えていったのである。これによって，アメリカが日本

で推し進めていた一連の民主化と非軍事化の改革政策は大部分が行き詰まり，それと同時に過

去に実施した改革政策を見直し，必要な修正を加えるよう日本政府に要求した。早くも 1948年

3 月には， GHQ経済科学局長マーカッ ト が全国の郵政労働者のストライキに対して 「公務員ス

トライキ禁止」 という覚書を出した。同年 7 月，マッカーサーは芦田内閣やその後の吉田内閣

に 「国家公務員法j の改正を指示して，国家公務員がストライキに参加することを禁じた。 1950

年 6 月初め，マッカーサーは吉田内閣に共産党員を公職から追放するよう指示した。朝鮮戦争

が勃発すると，マッカーサーは吉田内閣に警察予備隊の創設と海上保安庁の機構を拡大するよ

う指示した。同年10月， GHQの指示下，吉田内閣は公職剥奪処分を解除し始め， A級戦犯の重

光葵らが仮釈放され出獄した。 1951年 5 月，マッカーサーに替わって GHQ司令官となったア

メリカ第八軍司令官リッジウェイは声明を発表して rGHQの命令を実施するために公布した

各政令を見直し J，必要な改修を進め」 るよう，重ねて吉田内閣に要求し，今後一層 「占領軍

の統制を緩める」ことをあわせて宣言したのである。

アメリカ占領軍に比べると，戦後日本の発展の方向を定めた保守党の総裁吉田茂は，戦後初

期に行われた政治の民主化改革措置の修正に対してより積極的，主動的で、あったが，これは日

本社会の発展に対して彼の持つ独特な認識によるものであった。すでに1945年 9 月，幣原喜重

郎内閣の外務大臣として吉田茂がマツカーサーを訪問し，民主主義について話が及んだ時に，

rlí民主主義』とはすなわち豊かな国家の産物でありIí民主主義』を実現するためには，まず国

民を食えるようにし，仕事を与えて，生活の安定・発展を計らせることが，極めて重要で、ある。

『民主主義』は決して一日で完成するものではない」 と語っている 5)。したがって吉田茂は政治

の民主化改革には消極的で財閥解体にも反対しており 「箪部と提携して戦争で大儲けをした

のは新財閥であり J ，旧財閥は王子和産業に強い関心をもち，また停戦の到来を心から歓迎して

いる 」 と考えていたし，また公職剥奪処分に抵抗し，この処分が I無政府状態や混乱，共産主

義化」を出現させるであろうことを懸念して マツカーサーに公職剥奪処分の拡大に反対する

書簡を送りさえしたのである。労働運動や日本共産党に対してはー賞して反対の態度をとり，

第一次吉田内閣の成立後ほどなくして「社会秩序の安定の維持についてJ という声明を発表し，

労働運動が「社会秩序をみだす」と非難し 警察を派遣して「生産管理J の労働者を弾圧し，

r企業整理」 という名目で労働者を大量に解雇したのである。吉田は1947年の年頭の辞で労働者

を「不運の輩」と言ったため，労働組合の激しい怒りを買い，ゼ、ネストという形で吉田内閣打

倒が準備された。 GHQ はゼネストの中止命令を発表したが，吉田茂に対しては民主化改革の遅

れに対する不満を示し，そのため総選挙の実施を命令した。そして社会党が政権党となった後

5) 徐思偉『吉田茂外交思想研究』世界知識出版社， 2001 "1三， 71 頁。
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には，社会党委員長片山哲を首相に選んだ、ことを賞賛する声明を発表した。これはアメリカが

日本を占領して以来，はじめて日本の首相に対する信任を表明したものである。とはいえ，社

会党が組閣する際，吉田の率いる自由党は依然として左派の社会党との連立に難色を示し，連

立政権への参加を拒絶した。そして時期を待って 単独の保守政権を樹立しようとする。アメ

リカの対日政策の転換は， このような保守思想を持つ吉田茂に絶好の機会を与えたのである。

具体的に言うと逆コース」は以下のいくつかの面に具現化している。

第ーに，憲法第九条に新たな解釈を出して，軍隊とは呼ばない箪隊を設立したことである。

1946年 8 月，吉田茂首相は国会答弁において新憲法第九条二項によれば，一切の軍備と国家

の交戦権は認められず，その結果，自衛権の発動と交戦権を放棄したに等しい」と述べた6)。し

かし 1950年になると， GHQ総司令官マッカーサーは年頭の辞で中国の人民革命の勝利が日本

に「直接的脅威」をもたらすと喧伝し， 日本の再軍備に対する障害を排除するため，憲法第九

条の解釈は，外国の侵犯に対する自衛権を完全に否定するものではないと強調した。吉田茂は

これにしたがい国会の施政演説でそれに呼応して，がらりと態度を変え戦争放棄は自衛権放

棄ではないJ と公然と表明したのである。同年 7 月 駐日米軍が朝鮮戦争に投入されることに

よる「治安の空白J を補うため，マッカーサーの指令によって，吉田内閣は 7 万 5 千人の軍隊

からなる警察予備隊を創設し，それと同時に海上保安庁の編成を拡大した。 1952年 7 月には内

閣に直属する保安庁を設置し 警察予備隊を保安隊と改称した。吉田首相は保安庁での訓話の

中で保安庁を新設した目的は新しい国箪を建設することであり J ，保安庁の要員の「任務は，

新しい国軍を建設する基礎となることである j と明確に示している。 1954年 7 月保安隊は更に

自衛隊と改称，保安庁も防衛庁と改称し， このため「自衛隊法」と「防衛庁設置法」を公布し

た。この時の自衛隊はすでに陸海空三宣言を備え その主要な任務は日本の「平和と独立」を守

り国の安全を保J って直接侵略及び間接侵略に対し防衛」し，さらに「必要に応じ，公

共の秩序の維持に当る j というものであった。

第二に，中央集権的な警察制度を再建して，社会全体に対する管理と統制を強化したことで

ある。戦後初期の民主化改革の精神を反映して， 1947年10月に公布された「警察法」では，体

制上，地方分権方式を実施しており，国家警察，地方の都道府県警察，市町村警察がそれぞれ

設立され，それぞれの公安委員会が管理していた。朝鮮戦争勃発後の情勢に適応させるため ，

吉田茂内閣は 1951"'-'1954年にかけて前後 3 度にわたる「警察法」の改正を行い，元来地方自治

体に属していた警察を中央の指揮下に編入した。 1952年 7 月には更に「破壊活動防止法J r公安

審査委員会及び、公安調査庁設置法」を通過させ，内乱鎮圧に対する警察の権能を強化したので

ある。

第三に，労働法規を改正して，労働者の合法的な闘争の権利を制限したことである。 1945年

6) 三塚博監修『議会政治100年』徳間書店， 1988年， 485真。
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1 2月に通過した「労働組合法」では，労働組合が政治運動や社会運動に参加できることを認め

ており，それと同時に国家公務員を含むすべての労働者の団結権・団体交渉権・争議権などを

保障していた。しかし 1948年 11月，第二次吉田内閣は公務員の団体交渉権とスト権を剥奪する

とともに，公務員の政治活動を厳しく制限する「国家公務員法修正案」を正式に通過させた。

また 1945年(1949年?訳者注) 5 月に吉田内閣は「労働組合法修正案」 と「労働関係調整法修

正案」 の通過を策動して，労働組合の基本原則は「労資平等j であることを強調し，企業経営

権と労働組合の分離を規定すると同時に，労働者や労働組合の活動に対して各種の制限を加え，

調停結果の受け入れ後の労資の紛糾などを禁止した。この二つの修正案は，実質上，労資協力

と争議行動の取り締まりに傾き 資本家側の権力と地位を強化して 私営企業に労働者を削減

する有力な武器を与えることになった。

第四に，革新的な政治勢力の弾圧や「レッド=パージ」 である。日本共産党は1922年に成立

したとはいえ，戦前を通じ一貫して非合法化されており 国家権力によって弾圧されていた。

戦後初期の民主化改革では合法政党となり，積極的に議会政治に参加して， 1949年 1 月の総選

挙でその議席を前回の 4議席から 35議席へと激増させた。日本共産党の勢力が急速に拡大する

局面に対して，吉田茂内閣は1949年 4 月に共産党やその他の左翼団体の活動を制限する「団体

等規制令」を公布して， 日本共産党中央委員会の構成員全員を公職から追放した。そして同時

に「国鉄総裁が行方不明後死亡した下山事件J ，電車が民家に突入して死傷者を出した三鷹事

件J ，列車が転覆して死傷者を出した松川事件」 などを口実に共産党を宛葬に陥れ，日本共産

党員や進歩的な人土を逮捕した。また 1950年 6 月の朝鮮戦争勃発後には，占領軍当局と吉田政

府は日本共産党員とそのシンパを公職や新聞界の職務から追放したり，日本共産党の機関誌『ア

カハタ』の発行を禁止するなどの行動をとった。この結果 日本共産党が指導していた労働運

動は分裂し，衰退に向かうのであり，その上級指導者も地下に潜らざるを得なかった。占領箪

と保守政権による二重の攻撃のもと 労働組合とその構成員は急激に減少した。例えば「全労

連」が1948年に成立した時には64の企業内組合， 567万人の会員が属していたが， 1950年 4 月に

なると 24の企業内組合を残すのみであり，会員も 147万に減少していた。 f産別」が1946年 8 月

に成立した時には21 の企業内組合， 163万人の会員がいたが， 1949年 11月には 13の企業内組合を

残すのみで，会員も 77万人に満たなかった7)。日本共産党は労働運動に対する指導権を失い，労

働組合の持断裁も新たに分裂することになった。 1952年 7 月 吉田内閣は更に団体活動の制限を

旨とする「破壊活動防止法J の国会通過を推し進め，これと同時に公安審査委員会と公安調査

庁を成立させた。

第五に，公職追放処分を解除し，各種の戦犯とファシズム軍国主義分子の政治活動および公

職就任の自由を復活させたことである。戦後初期の民主化改革の流れの中で， 20万人が公職か

7)何傍等『戦後日本政治』航空工業出版社， 1988年， 136頁。
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ら追放されたが， 1950年 10月以後吉田内閣は続々と各種の人物の公職追放処分を解除した。そ

の中には，岸信介・重光葵・鳩山一郎らのA級戦犯や軍国主義分子が含まれており，彼らは政

界に復帰して要職に就くこ と ができた。 1952年 10月に実施された総選挙では，公職を解除され

た者で当選して議員となったのが1 39名おり，衆議院議員全体の約 3 分の 1 を占め，鳩山一郎・

河野一郎らはみな議員の身分を回復したのである。政界の右傾佑の状況と相呼応して新日本

国民間盟J r協和党J r全日本反共連盟総部」などの右翼団体も次々と成立し得た。

第六に，各レベルの教育委員会の公選制を廃止し，いわゆる 「愛国心」教育を強化したこと

である。 1948年に実施された 「教育委員会法」は 戦前の宮僚が支配していた中央集権的な教

育行政制度を廃止し，教育行政を政府の行政機構から独立させて，地方での民選に基づく教育

委員会に責任を負わせ，法律に別の規定がある場合を除いて，文部大臣が各教育委員会の教育

行政活動に指揮や監督などを行うことはできなかった。しかし 1949年 2 月に成立した第三次吉

田内閣は，全国の小中学校で日の丸の旗を掲げ君が代」 を歌うことを提唱すると同時に，

1954年には，国会を動かし教育公務員特別法修正案」 と「教育の政治的中立の確保に関する

臨時措置法J を通過させて，教職員組合の政治闘争参加の権利を制限した8) 。

第七に，工業経済の領域において，民主化の改革を停止したことである。 1946年 8 月， 占領

軍当局は日本政府に持株会社整理委員会の設立を指令し，持株会社の解散，財閥家族の企業に

対する統制の廃止，財閥企業の株券の分散，経済力の過度な集中の廃止などの措置を通じて，

卜大財閥を中心とする巨大ファミリー企業に対して経営分割を推し進め，あわせて従来の財閥

家族構成員が当該企業の指導的職務に就くことを禁じた。独占資本の復活を防ぐため， 占領軍

当局は日本政府に指示して 1947年 4 月に 「独占禁止法J を制定させ，公正で自由な経済競争を

保障し，これによって民主主義的経済の健全な発展という目的を達成しようとした。また同年

12月，国会は「過度経済カ集中排除法」 を通過させ， これによって財閥以外の大企業による独

占現象を排除しようとした。しかしこれらの改革措置が徹底して実施される中で， 1951年 7 月

になると，政府は企業を制限する法令の廃止を発表し，それと同時に持株会社整理委員会を解

散する政令を発布して，財閥解体の完了を宣言し，同年12月末になると，財閥関連のすべての

政令を完全に廃止したのである。

E 

客観的に言って，吉田内閣が実施したこれらの「逆コース 」 と呼ばれる反民主的措置は，戦

後初期の民主化改革に比べると確実に大きく後退したものであったが これは日本の伝統文化

の背景仁社会の実際の発展水準の下で，アメリカが西方的な自由民主モデルにしたがって日

本を改造した行為を大幅に修正したものであり 例えば権威主義的基盤の上に立てられた中

8) 宋益民「試論戦後日本政治体制及其演変J W 日本問題~ 1990年第 2 期， 34夏。



央集権体制や，協調主義的基盤の上に立てられた企業内の労働組合や労資協調などがこれにあ

たる。そして重要なのは，吉田の修正措置が戦後初期の民主化改革で形成された基本的な政治

制度に決して抵触することなく，これらの制度が広範な政治参加とその基礎の上に打ち建てら

れた多元的な政党政治体制を保障したことである。換言すれば，広範な労働者と彼らの利益を

代表する革新政党が，政治過程の中で依然として重要な役割を発揮するのである。しかし，吉

田政権が民主化改革措置を修正したことによる最も直接的な結果は 労働運動の抑圧を基礎に

革新的な政治勢力を弱体化させたと同時に，保守的な政治勢力の政治体制における支配的立場

を大いに強化し，保守政党による長期政権の基礎を定めたことである。

実際，特殊な歴史的条件によって，東アジアのこれら後発型の近代化国家では，その政治の

近代化の過程は，おおよそ 4 つの段階を経なければならない。言い換えれば，その政治の民主

化の過程は，権威主義，発展主義，エリートによる多元的民主主義，大衆による多元的民主主

義などの政治体制を経なければならない。具体的に言うと，いわゆる権威主義的政治体制が示

す主な特徴は，この穣の政治体制では国家指導者の経済の近代化に対する方向性が不明瞭であ

り，最高指導者が大体において独立戦争や内戦における英雄の出身か 更なる高位の権威者の

指名によるものであり，あらゆる社会階層が対外的な閉鎖状態の下で一つの権力の中心の下』こ

凝集していることにある。当然，植民地支配を経験した大多数の東アジアの国家のこの時期に

おける主要な任務は，国民国家を形成し，新しい政権を安定させることである。したがってた

とえ民主憲法が存在しでも，民主体制はいまだ形成されていないという「民主化の失敗」の現

象が存在する。これは東アジア地域で戦後初期に普遍的にみられた現象である。

発展主義的政治体制も 3 つの特徴がある。まず，政権の指導者は近代的な経済を建設しよう

という強烈な傾向があり，かっ経済の不断の発展が広範な社会構成員の支持を獲得する前提条

件である。次に， この種の政治体制は依然として権力が高度に統一，集中し，国家が社会を凌

駕し，軍隊が重要な政治主体として国室長に強制的な「暴力的潜在能力」を具有させ，最高指導

者の交代の制度や手続きが未整備だったりするなどの伝統的特色を持つけれども，近代の憲法

体制の樹立やその他の近代的な法律の制定は，新興の社会階層の政治参加の過程に対して制度

的，法律的な基礎と条件を定めることになる。そのほか， この類型の政治体制において，一般

民衆は各種の制限を受け，その政治参加の程度は比較的低いばかりでなく，社会的エリートの

分化程度さえも比較的低く，各領域内における運営は，国家権力のまわりに一つの緩やかな既

得利益集団を形成している。しかしこのようであっても，市場体制下の経済発展の趨勢は，必

ず新興階層や新しい社会的エリートを生むのであり，それによって政治体制を高次元の発展へ

と押し上げることになる。 60年代から 90年代に至る東南アジア諸国がこの発展段階にあった。

エリートによ る多元的民主型の政治体制も. 3 つの特徴がある。すなわち，政府主導型の社

会経済の発展，社会的エリートの多元化，一般国民の政治参加意識と参加程度の低さである。

具体的に日本を見ると，戦後初期には戦争中の壊滅的な打撃や経済発展の水準の低ざという現
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状から，やはり，中央集権のもと近代化に追いつくことが求められた。したがって，行政官僚，

とりわけ経済官僚主義が 政策決定過程ないしは政治過程を主導するという現象がある程度は

避けられないことであった。保守政党が支配の上で優勢を占めたにもかかわらず，当時政策に

特色を持つ野党や独立した創造的精神を持つ民間企業家が政治の多元化を支える基礎であった。

成年男女が等しく選挙権と被選挙権を獲得する戦後の民主化改革によって，権威に追随すると

いう日本国民の伝統的行動パターンは全く変わらなかった。彼らの大部分は立候補者を選ぶ方

式を多数通過させたが，政策あるいは政党を選ぶやり方でなく，候補者を選ぶやり方で， 自分

の投票行動を決定し，今なお半数に近い国会議員が「二世議員J I三世議員J などであるという

世襲現象は，日本の有権者がこの種の「委託型政治行為」を持っていることを典型的に反映し

ている。

大衆による多元的民主的な政治体制は，以下の特徴を備えている。すなわち政府の社会経済

活動における役割が比較的小さく，地方自治体，民間企業，社会団体および個人の積極的参加

のもと，民間企業，民間組織 (NPO-非営利組織. NGO-非政府組織に市民団体，ひい

ては個人が，その政治の主体としての意識や政治参加の意識を比較的強く持っているばかりで

なく，次第に政治・経済・社会活動の主体となることである。現在の東アジア地域ではまだこ

のタイプの政治体制を持つ国家は出現していない。

東アジア地域の大多数の国家で戦後にようやく始められた近代化のプロセスと日本のそれが

異なっているのは，日本が戦前すでに権威主義と発展主義の 2 つの段階を経験していたことで

ある。明治維新の時期であっても， 日本の伝統社会は内部からの深刻な挑戦を受けず，大きな

包容力があったが，外圧という刺激のもと 伝統意識の非常に強い社会的エリートが国家の安

全を保障して民族的独立を達成するために 伝統的な政治・経済・社会意識などを利用して近

代化を進めることを余儀なくされた。すなわち能率よく，広範な社会的動員ができる，そして

人的資源と自然資源を調和，制御できる中央集権政府を組織し，この政府の指導の下に，強行

軍で先進国に追いついたのである。幸いにも天皇制という伝統的な政治権威を利用できたため

に，その権威主義的な政治段階は非常に短いものであった。「維新三傑j が相次いで、世を去るに

つれ， 日本は発展主義的政治の時期に入るのである。

明治初期の日本の指導者は 徴兵制を社会の基礎とする軍事教育と強制的な義務教育を通じ

て打ち立てられた天皇の絶対的権威を基盤として 一方で、は天皇という名義を通して自己が政

権を掌握する合法性を獲得し 他方では経済上の新政策においても天皇を通して社会の各階層

の大多数の人々の支持を獲得したのである。権威を崇拝し，集団を強調し，また政治の主体と

しての意識や参加意識が欠落している民衆について言えば，全国的な権威の中心は絶対に不可

欠なものであった。とりわけ注目に値するのは，明治の指導者が成立間もない新政権において

国家権力を利用して近代的な経済発展を大々的に推し進めたのは，新しい経済発展計画を迅速

に実行しなければ，樹立閏もない政権を安定させることができないと，十分認識していたから

63 



である。経済発展が政府権力とその支配範囲の拡大を刺激して，より多くの人々の国家の安全

と民族の独立に対する共通認識を獲得することができるばかりでなく，経済分野における絶え

間ない発展の達成が民衆に近代化支持の基礎を定めたのである。すなわち，新しい運営方式や

近代化の中のそれらが，一見して壊滅的打撃を与えるものなのか，それとも価値あるものなの

か，彼らに認識させたのである。当然，明治の指導者は，経済の発展がこれら開国の元勲の執

政の基礎を蝕むであろうことは思いもしなかった。経済の迅速な発展や憲法体制の基礎の上に

企業主を中心とする中産階級が急速に成長し，彼らの利益の要求と政治発展を体現する政党政

治が次第に歴史の舞台に登場し，ついに20世紀の20年代には，まだ非常に脆弱ではあったもの

の，より形の整った政党内閣が出現したのである。ただ不幸なことに， うち続く戦争の影響の

下で，明治憲法体制の制約を受けなかった箪部勢力がいびつな形で成長し，結果として正常な

近代化の発展の道は断ち切られてしまった。

戦後初期のアメリカ主導による非軍事化，民主化の改革によって，日本は後発型近代化国家

の政治発展における第三段階すなわちエリートによる多元的民主主義型の政治体制に入った。

客観的に言うと，この種の政治体制は，戦後前半期の社会経済的発展の需要に適応しており，

しかも経済の急速な成長を実現して，世界第二の経済大国となった。ただ，経済の近代化に追

いつくという目標がすでに実現した後には，政府官僚主導モテゃルは国民の要求を速やかに反映

しに くくな り，また新しい時代の発展の潮流に適応しに くく なる。その上，責任の所在が不明

なために政策の決定が遅延しやすい。既成の政党も新しい努力目標を失い，相互間でなされる

べき政策論争が乏し くなって，有権者を政党や投票箱から遠ざけることになり，社会全体もこ

れによって活力を失う。 90年代の日本において，政治・経済・社会などの領域で出現した危機

がそれである。

以上述べたことをまとめると，戦後初期の日本における民主化改革中の「逆コース」 は，弊

害を直そうとしてかえって行き過ぎたことに対する必然的な結果であり，それを「民主化の失

敗J ということもできるが，決して民主化に反する行為ではなく，自国の実際の発展水準とに

らみ合わせるということを基礎として，欧米モデルの民主化に対して進められた必要な修正で、

あって，それはある程度，後発型近代化国家の発展法則を体現している。換言すれば，マッカー

サーの改革は，戦前の日本の政治的発展の継続延長という一面--f7tl えば， 20年代に出現した

普通選挙権と政党政治を要求した民主化運動ーーを有していたが，日本社会の発展水準を超え

ており，吉田茂政権はその進行に対して必要な修正を加えたのである。しかしこの 「逆コース」

は決して日本を戦前に戻すものではなく，それゆえその歴史的発展の過程に断絶的な要素を与

えたのである。これからわかるように，戦前から戦後にかけての日本の歴史の発展は，断絶の

面を持つ一方で，継続延長の面をもあわせ持ち，制度上から見ると，断絶的な要素がいくらか

大きいが，体制上から見ると，継続延長的な要素がいくらか大きいのである。
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「ノモンハン事件j とモンゴル

堀江雅明

前 雪
国

日本で 「ノモンハン事件J と称されるできごとは， 1939年 5 月 ........9 月に満州国とモンゴル人

民共和国との国境地帯で起こった戦闘で，満州国の関東軍とソ連・モンゴル軍とが戦い，関東

軍が大敗北を喫した。この事件について， 日本では数多くの著書や論文が公にされてきた。そ

れらのなかでもっとも大きな分量を占めるのは，戦闘中の苦難・勇気・美談などを扱った戦記

物である。また，戦闘の方法などを論じた戦略論としての著作も少なくない。これに対して良

心的な日本史研究者は，日本の大陸侵略の分析や太平洋戦争へと向かう国際関係の研究のなか

でこのできごとを扱っている。一方，ソ連やモンゴルでは，緊密な友好関係を樹立していた両

国が，日本帝国主義の野望を控折させた輝かしい歴史として称揚されてきた。しかし，ペレス

トロイカを経てソ連が崩壊し，モンゴルもまた民主化の道を歩みつつある現在，従来の教条主

義的な捉え方に対して見直しが始まっている。このような研究状況のなかで，注目すべきは田

中克彦氏の研究である。問中氏は，モンゴ、ル語を中心とする言語学者であるが，このできごと

についての認識欠如を自省するなかで1969年という早い時期から研究を始め，モンコソレ側から

の視点を軸として， しかも教条主義にとらわれない著作を公刊されてきた。このできごとは，

あくまでもモンゴル人民共和国の領内で起こったできごとである。したがって，モンゴル近現

代史を視野に入れた捉え方が不可欠であるはずだが こうした視点はいまだに一般的ではない

ように感じられる。本稿では，主に田中氏の著作に依拠して，モンゴルにとっての「ノモンハ

ン事件」について報告する。

1 rノモンハン事件J という名称について

日本では 「ノモンハン事件J ，ソ連(ロシア)では 「ハルハ河事件」 というのに対して，モン

ゴルでは fハルハ河戦争」という。「事件」と「戦争」 との名称の遣いは，象徴的である。大国

である日本・ソ連にとっては「事件」に過ぎなかったが，モンゴルにとっては事件」という

軽い名称では呼ぶことのできない重大なで、きごとであった。このできごとをわれわれが「事件」

と呼ぶとき，われわれは大国の論理に立っていることを認識すべきである。またノモンハ

ン」とは，国境線上の一地点(ノモンハーニー・ブルド・オボー)の名前であったが， 関東軍

は戦闘のあった地域全体を 「 ノ モンハ ン地区」と呼んだ。しかし，現地で当該地域をそのよう
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に呼ぶことはなく，あくまでも 日本側の命名であっ た。また，この戦闘の敗北を秘匿しようと

した 日本の行動から見てノ モンハン事件」 という名称には，このできごとをできるだけ小さ

な事件に したいと い う意図が感じられる。このような観点、から，このできごとの名称 としては，

「ノ、 lレハ河戦争」 または 「ハルハ河会戦J という名前が適当で、あると考え，以後， こ こでは 「ハ

lレハ河会戦」 と呼ぶ。

II モンゴル人民共和国と満州国との国境問題

満州国は，関東軍が謀略によって短時日のうちに強引に成立させた国家であり，国境につい

てはきわめてあいまいな認識しか持ち合わせていなかった。満州国とモンゴル人民共和国との

国境問題が最初に浮上したのは 1935年の 「ハルハ廟事件」 のときである。「ハルハ廟事件」と

は，ボイル湖北方にある 「ハルハ廟J 付近での満州国とモンゴル人民共和国との武力衝突で，

満州国は，モンゴル側の越境であると主張し， 国境であるハルハ河以南にモンゴル側が撤退す

ることを要求したが，モンゴル側は「ハルハ廟」 付近は昔からモンゴル令頁であったと主張した。

満州国がハルハ河を国境としていたのは，日本が日露戦争の際にロシア軍から手に入れたロシ

ア作製の地図に基づく。したがって初めはロシアもハルハ河を外モンゴルとの境界線としてい

た。しかし，満州国が成立してからモンゴルがソ連に要求して測量し直し，ソ連は遅くとも 1934

年までに，国境線をハルハ河東方に訂正し，それを地図に明記していたが，関東軍はそれを知

らなかったし，また国境線を明確にしようとする考えもなかった。 一方， 1924年に成立したモ

ンゴ、ル人民共和国の国境は 中華民国蒙蔵院の定めた外モンゴルの範囲に従っていた。問題の

地域の境界は，ハルハ部とパルガ旗との境界線に基づくもので，清末の文献や古地図によれば

ハルハ河の北方と東方が境界線とされており 「ハルハ廟J も「ハルハ河」も外モンゴルに含ま

れている。明らかにモンゴル人民共和国の主張の方が正当である。 「ハルハ廟事件」 の事後処理

のため，満州国とモンゴル人民共和国は，モンゴル人民共和国の提唱によって国境画定のため

に翌1937年まで満州里で 5 回の会談を持ち，その間満州国は実地の狽u量や文献調査を行い，モ

ンゴル側も調査に協力し 満州|国との外交関係樹立さえ望んだ。しかし，自己に不利な国境を

画定したくない関東軍，満州固とモンゴル人民共和国との接近を望まないソ連双方の干渉で，

結局交渉は決裂し，国境確定には至らなかった。関東軍の辻政信が起案し， 1939年 4 月に出さ

れた 「満ソ国境紛争処理要項」 には国境線明確ならざる地域に於ては，防衛司令官に於て自

主的に国境線を認定して 之を第一線部隊に明示し 無用の紛糾惹起を防止すると共に， (中

略)万一衝突せば，兵力の多寡並びに国境の如何に拘らず，必勝を期す」 とあるように，関東

軍にとっては国境線が不明確な方が領土拡大に都合がよかったのである。 1991年に東京で行わ

れた「ノモンハン・ハルハ河国際学術シンポジウム」 でモンゴル国のゴンボスレン氏が述べら

れたように，このときに国境が画定され，双方がそれに同意したならば，のちのハルハ河会戦

は生じなかったかもしれない。国境問題の平和的解決への模索は，大国の利害に基づく干渉に
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よって踏みにじられたのである。

E 八ルハ河会戦前後のモンゴル人民共和国における粛清

ハルハ河会戦が始まる前年の 1938年 ソ連極東地方内部人民委員リ ュ シコフ大将らが満州国

に亡命し，ソ連軍内部での粛清の情報をもたらした。また， モ ンゴル人民共和国のビンパー大

尉も同じときに満州国に亡命し ソヴィエト政府によってモンゴ、ル政府や箪の幹部が大量に処

刑されていることを伝えた。この事件は，当時の日本の新聞でも報道され，注目を浴びた。ソ

連やモンゴルにおいて進行中であったスタ」リンによる粛清とそれに反対して亡命者が出てき

たことは，関東軍の対ソ強硬論に弾みをつけたことであろう。 1932年にモンゴル人民共和国の

首相になったゲンデンは， 1935年の 「ハルハ廟事件j 後の満州里会議でモンゴル人民共和国と

満州国との外交関係樹立を望んだ人物であったが 1936年にソ連に召喚され1937年に銃殺され

た。ゲンデンのあと首相となったアマルも ハルハ河会戦勃発直前の 1939年 3 月に逮捕され，

1941年にモスクワで処刑された。また 満州里会議に出席したモンゴ、ル側の代表者も 1937年か

ら 39年にかけて全て処刑された。その罪状は 粛清の際の決まり文句である 「 日本帝国主義に

屈服してその手先となり，ソ連との友好を妨害した」であった。これらの人々は， 1932年の満

州国成立以後強まってきていたソ連のモンゴル支配を憂慮していた人々であり，満州国支配下

のホロン・ボイルなどのモンゴlレ人に同胞意識を抱いてもいた。ホロン・ボイル地方は， 1911 

年の辛亥革命を契機とするモンコやル民族独立運動の中核地帯であったが，中国の圧力によって

中国領の内モンゴルに留め置かれた地方であり，モンゴル人民共和国のモンゴル人にとっては

とくに思い入れの強い地域であった。一方ソ連は 満州国が成立すると，日本の勢力拡大に脅

威を感じ， 自国の安全のためにはモンゴル人民共和国を確実にソ連の影響下に置くことが必要

となった。 1934年にはカラハンをモンゴルに派遣し モンゴルをソ連の箪事基地とすべく，ソ

連とモンゴルとの相互軍事援助の協定締結に乗り出した。このようなソ連にとって，モンゴル

のソヴィエト化に反対する者や満州国側のモンゴル人に接近‘しようとする者は危険人物という

ことになり，次々に粛清していったのである。この粛清のなかで，ソ連との連帯のもとにモン

ゴル人民共和国で勢力を拡大していったのがチョイパルサンであった。一方，満州国において

も， 1935年の満州里会議の満州国側の代表であった興安北省省長のモンゴル人凌陸ら 5 名が，

ソ連側と内通したという嫌疑で1936年に処刑されている。日本もまた，ホロン ・ ボイルのモン

ゴル人とモンゴル人民共和国のモンゴル人との接近を好まなかった。こうしてみると， 日本に

よる満州国樹立が，モンゴル人民共和国における粛清を激化させ，ソ連のモンゴル支配強化を

促進したといえるであろう。また 亡命者によってソ連・モンコソレでの粛清の情報を得た関東

軍は，対ソ強硬論を強め，その延長線上にハルハ河会戦があったと見ることもできるのではな

かろうか。
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IV 失われた領土

ハルハ河会戦が日本の敗北に終わったあと 1939年 9 月 16 日に停戦が実現した。 9 月の戦闘

では，ハルハ河下流ではソ連・モンゴル軍がハルハ河北方の国境線まで関東軍を押し戻してい

たが，ハルハ河上流のヌムルグ川では関東箪が国境線の南側まで占領していた。停戦後の国境

画定は， 1941年10月に決定を見たが，結局停戦時の両軍の勢力範囲が国境とされたため，ハル

ノ、河上流においてはモンゴル側の領土の一部が失われたままとなった。 1945年に日本が敗北し

て満州国が崩壊すると，その領土は中華人民共和国に引き継がれたので，失われた領土は中国

のものとなって現在に至っている。この事実は 1991年の「ノモンハン・ハルハ河戦争国際学

術シンポジウム」において，モンゴル国のプレブドルジ中将が発表するまで，ソ連(ロ シア)・

日本・中国のいずれも全 く認識していないことであった。 1939年 9 月 16 日の停戦のとき， ソ連

はすでに独ソ不可侵条約を結び，ポーランドへの進撃を準備している時期であり，ハルハ河会

戦の停戦を急いでいた。したがってハルハ河付近での本来の国境線回復を放棄したのである。

また，国境線が画定した 1941年10月といえば，日ソ中立条約が締結されたあとである。日ソ両

国とも，このような些細な領土にこだわるはずもなかった。

結 語

モンゴル人民共和国にとって， 1939年のハルハ河会戦は ようやく独立を勝ち取った国土が

強力な日本箪によって奪われかねない大きな関難であった。もっとも関東箪には，モンゴ、ル全

土の占領という考えはな く ，国境紛争を口実にソ連軍を壊滅させて満州の安全を確保すること

が目的であったようだが，モンゴルはそのようには感じていなかった。ソ連も，自国の安全の

ためにはモンゴルの防衛が不可欠であると認識し，おびただしい箪隊を投入して関東軍を打ち

破った。

モンゴル人民共和国で、は，革命初期には民族主義者が政治を主導してきたが， 1920年代末か

らソ連主導のもとに急速な社会主義化が進展してくると，大きな動揺が生じていた。そして，

1932年の満州国成立によって日本の脅威が高まると ソ連のモ ンゴル政策は一変した。ソ連に

よるモンゴル支配が強化され， 1924年に撤兵していた ソ連軍が再びモ ンゴルに駐屯するように

なり，ソ連本国でのスターリンによる粛清に歩調を合わせて，モンゴルでもソヴイエト化に反

対する者や民族主義者に対する弾圧が猛威をふるった。この粛清の時期にソ連と手を結んで独

裁権を強めていったのがチョイパルサンであり， 1921年のモンゴル革命時の功労者は，チョイ

パルサンを除いてほとんど全て処刑されてしまった。 1945年に日本が敗北して日本の直接の脅

威が消滅しでも，冷戦構造のなかでモンゴルはいわゆるソ連の「衛星国J として，政治体制・

安全保障・文化・学問の全てにおいて主導国ソ連の意向に左右されることになるが，そのよう

になる端緒は日本の大陸侵略であったということができる。モ ンゴルの衛星固化は，すでに第

二次世界大戦終結前から始まっていたのである。こうしてみると，満州国樹立からハルハ河会
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「ノモンハン事件」とモンゴル

戦時期における日本の侵略行動が モンコゃル人民共和国の政治動向にいかに大きな影響を与え

てきたかが分かるであろう。モンゴル人民共和国においてはハルハ河会戦」 に対しても，日

本軍国主義に対するソヴィエト社会主義の偉大な勝利とする評価以外の見方は事実上禁じられ

てきた。歴史の見直しが始まったのは， 1989年のモンゴJレ民主化以後のことである。 1991年の

「ノモンハン・ハルハ河戦争国際学術シンポジウム 」 において ハルハ河会戦前後の時期におけ

るモンゴルの民族主義者の動向や領土喪失についての報告がモンゴ、ル人によって行われたこと

はとくに注目に値する。

参考文献

ノモンハン・ハルハ河戦争国際学術シンポジウム実行委員会編『ノモンハン・ハルハ河戦争鴎際学術シン

ポジウム全記録~ (原書房， 1992年)

田中克彦「忘れてはならない，ノモンハン・ハルハ河戦争J (Wモンゴルー一一民族と自由』岩波書店， 1992 

年)

北川四郎『ノモンハン一一元満州国外交官の証言~ (徳間書店， 1979年)

小貫雅男『モンゴル現代史~ (山川出版社， 1 993年)

中見立夫「近代世界におけるモンゴル人J (Wアジアの歴史と文化 7 北アジア史』同朋社， 1999年)

江口圭一 rJ9l0~30年代の日本J (W岩波講箆臼本通史1 8~ 岩波書店， 1994年)

木畑洋一「世界の岐路と 15年戦争J (W講座日本歴史1O~東京大学出版会， 1985年)

藤原 彰『昭和の歴史 5 日中全面戦争~ (小学館， 1982年)
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II アジアの歴史と近代 (2)

河合文化教育研究所・北京大学歴史学系
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はじめに

2002年の第 l 囲に引き続いて 「第 2 匝共同学術討論会J が， 2003年 3 月 21 ・ 22 日の 2 日間に

わたって同じく北京大学歴史学系の会議室で行われた。テーマは前回と同様「アジアの歴史と

近代」である。このテーマは しばらくは持続されていくものであり この学術討論を発想し

たときの基本的な問題意識であった。今回も牛大勇主任・王春梅副主任を中心に了重な配慮、を

していただいた。

この「アジア」には，日本，朝鮮，中国のみならず東南アジア諸国，中近東，モンゴル，ロ

シアも含まれる。そして 「近代」 とは一般的な意味での歴史的近代である。アジア世界にとっ

て「近代」 とは，激動と混乱の時代であったと言ってよい。西欧文明の力がアジア世界に進入

し，そのことを通してアジアがアジアを否応なく自覚せざるを得なかったのだが，アジアの自

覚が敗北の自覚でもあったという点にアジアの不幸がある。アジアとは，もちろんまとまった

一つの世界ではないが，地理的境域の名前が非」西欧という形でひとまとめに呼称されるよ

うになったのであろうが，様々な異文化性を抱えながらも西欧 「近代」 と否応なく向き合わな

ければならなかったという共通の課題を背負うことで，アジアはアジアとしてつながりあった

とも言えるだろう。植民地化を経験せざるを得なかった国々もあれば，たくみに「近代」国民

爵家を作り上げた国もありというように西欧「近代」 との向き合い方には様々な形があったの

だが，第二次大戦を経た戦後の体制においても西欧「近代」というくびきから脱し得てはいな

いというのが現実であろう。西欧 「近代J の衝撃はそれほどに大きかったのである。そして今，

アジアは独自な「近代」への道を模索しつつある。アジアにとっての現代という時代の課題と

は，西欧 「近代」 を吸収しつつどのように富有な「近代J あるいは「超近代」に向かうのかと

いうことであり，それは新たな 「アジア」の自覚の時でもある。およそこんな問題関心に基づ

いて「アジアの歴史と近代」 というテーマが設定されたのである。いささか大風呂敷を広げす

ぎた感がないではないが， 21世紀のアジアの「ポストモダン」的課題の骨格をなすものとして

きけでは通れないテーマと言えよう。ただ， これはあらゆる問題を包摂できる「大」 テーマで

あり，今後の内容の展開次第ではさらに絞り込んだテーマへと深化させていく必要もあるだろう。

さて，今回の河合文化教育研究所からの参加者は，主任研究員の谷川道雄，研究員の金瑛二，

金貞義，山田伸吾，森本英之，八箇亮仁，河上洋，寺田るり子，井上徳子，事務局として上島

憲夫，劉勇，そして龍谷大学院生の中田和宏，田村俊郎，大学生として田中優希，金馬淳子，

蓑田まいこ，中村彩子，河井絢也，内山雅彦，石原慎理などであった。昨年と同様にあわただ

しい日程で， 3 月 20日の朝関西空港出発，翌日の21 ・ 22 日と研究発表と討論が行われた。

研究発表についての詳細は本論をみていただきたいが 北京大学側と河合文化教育研究所側

とが交互に発表し，それぞれがコメンテーターを務めるという形で進行していくのだが，発表

は30分から 35分，質疑応答は 15分から 20分という制限があり， 21 日は午前中に 2 本，午後 5本

というかなりハードなスケジュールであった。質疑応答は通訳を介して行われるが，発表は時
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関節約のため通訳なしで そのため事前提出されてある発表内容を手元に置いて聞くことにな

るのだが，中国語を目で追うという作業は容易ではなかった。コメンテーター役はさらに苛酷

な作業が課せられた。事前提出されてある発表については日本を発つ前に目を通すことができ

たのであるが，大部分は北京到着後に手渡されたため，前日の夜悪戦苦闘するということになっ

た。衆知を集めてということで全員で翻訳するということになり，その作業は深夜にまで及ん

だのである。こうしたことが異言語交流の際の現実的な問題点である。

ところで今回の討論会では新しい試みとして学生同士の話し合いがもたれた。北京大学で日

本研究を志望している学生と 河合文化教育研究所側の大学生の参加者との交流会という設定

であったが，やはり問題関心や意識においてかなり大きな隔たりがあったようである。参加者

が，その隔たりをどう考えたのかはわからないが違う 」 ということを確認することがまずは

出発点になるだろう。

前回でも感じていたが今回さらに強 く感じたことは，北京大学歴史学系の研究の多様性であ

る。「唯物史観J r史的唯物論J rマルクス主義」 などという言葉はほとんど耳にすることがな

く，代わってアメリカ的なグローパリズム，構造主義的な制度研究などが登場してきている。

現在の日本の政治状況に向ける目には厳しいものがあるが，中国社会についての認識は多元的

視野に立ったものとなっているように思われる。端的に言えば研究方法における「自由」が確

立され，研究の「現代化」が進行しつつあるようだ。こうした趨勢の中で，中国の古典が見直

され，まさしく 「温故知新」 が実践されるかもしれない。歴史学に関して言えば「六経皆史J

といった叢学誠のような思想的位置にたって「世界史」を構想するような新しいグ、ローパリズ

ムも成立してくるかもしれない。いずれにしろ北京大学歴史学系は急激な変貌を遂げつつある。

それを実感せざるを得なかった。おそらくは 本論集を手にされる方も，中国の歴史学のあり

方が多様な方向へと深化(進化)しつつあることを目の当たりにすることができるはずである。

なお，今回の 「共同学術討論会」の実施プログラムを参考のために次頁に記しておくが，こ

のうち築新江氏の「唐朝における宗教状況の転換一一ー安史の乱を境として一一」についてはす

でに別の雑誌に掲載されているため本論集への掲載は遠慮、したい旨，氏自身より申し入れがあ

り，割愛されている。なお，時間の関係で討論が行われなかった，劉浦江氏の「遼代の湖海遺

民について一一東丹固と定安国を中心に一一J については，本論集に掲載した。また，今回も

北京大学の先生方の研究報告の中国語の原文については 紙面の都合で割愛せざるを得なかっ

た。ぜひ原文を ， という方は，河合文化教育研究所に連絡していただきたい。また翻訳者の未

熟さ故の誤訳も多く含まれているかもしれないがご寛恕願いたい。
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• 
第2屈共同学術討論会実施プログラム

⑨研究発表及び討論

1 (司会'北京大学教授主天有)

0内藤湖南の唐宋変革論とその継承

河合文化教育研究所主任研究員・京都大学名誉教授谷川道雄

・コメンテーター.北京大学助教授蒋 非 非

0唐朝における宗教状況の転換一一安史の乱を境として一一

北京大学教授築 新江

・コメンテーター:谷 111 道雄

11 (司会河合文化教育研究所研究員井上徳子)

0張家山漢簡『二年律令』中の「置皇帝」を論ず

北京大学教授閤 歩克

・コメンテーター:谷川道雄

0内藤湖南『近世文学史論.íI (江戸時代学術概論)の意義

一一日本における近代人文科学成立の一例一一

河合文化教育研究所研究員山田仲吾

・コメンテーター:北京大学教授宋 成有

0綜鞠，女真逓輿述論一一溺海図を中心として一一

北京大学教授王 小南

・コメンテーター:河合文化教育研究所研究員河 上 洋

皿 (司会河合文化教育研究所研究員八箇亮仁)

0古代東アジアにおける人的交流について 百済王権を中心に

河合文化教育研究所研究員金 瑛二

・コメンテ}タ ー :北京大学教授沈 仁安

0海を越える黄砂の発源地を尋ねて一一漢代居延地区の自然環境とその開発を探る一一

蒋非非

・コメンテーター:河合文化教育研究所研究員森本英之

N(司会.北京大学教授玉暁秋)

or崩海人」の民族意識について

河上洋

・コメンテーター・北京大学教授王 小甫

• 

-.  
'・
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• 
0 日本の近代佑過程における日本的特徴の研究

江戸時代の二重・二元政治構造とその歴史的影響一一

北京大学教授宋 成有

・コメンテーター:山田仲吾

O公害は生産優位の副産物であるという考えについて

森本英之

・コメンテー タ ー:北京大学教授王 新生

⑨総合討論

0司会.北京大学教授 王 暁秋

• 

.a  
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前 宅塁手

国

内藤湖南の唐宋変革論とその継承

谷川道雄

内藤湖南(本名虎次郎 1866-1934) は， 1922年に「概括的唐宋時代観」という論文を発表し

て，学界に大きな反響をよんだ伊東洋文化史研究~， ~内藤湖南全集』第八巻所収)。その趣旨

は，従来一口に唐宋時代というけれども，唐代は中世の終末に属し，宋代は近世の発端であっ

て，唐宋の聞には政治・経済・文化の各分野において質的な差異がある， というものである。

この学説は今日唐宋変革論とよばれている。この構想、はすでに 1909年に萌芽を見せているが，

その後卜数年の間に成熟して，この論文に結実したとおもわれる。

この十数年の成熟過程についてはこれをはっきりと跡づけることはできない。彼は京都大学

において何度か「支那近世史」という題目で講義を行なったが， 1925年に行なった講義がその

袈後『中国近世史』として刊行され さらに『内藤湖南全集』第十巻に収められている。この

講義の冒頭には概括的唐宋時代観」とほとんど同じ内容のことが述べられている。この 1925

年の講義は， 1920年の講義を補訂して くりかえしたものとされているので，或いは1920年にす

でに唐宋変革論が講壇上で開陳されていたのかも知れない。もしそうであるとすれば，論文は

講義の直後に起草されたことになる。

内藤湖南は，論文でも講義でも，変化という言葉は使用しているが，変革という言葉は使っ

ていない。唐宋変革という用語は，第二次大戦後，日本の歴史学界において使われ始めたもの

である。大戦後，日本の歴史学界は，戦争中の皇国史観や停滞史観を反省して，中国史を合理

的，発展的にとらえる努力を行なった。その作業に当って，戦前の内藤湖南の説が大きな意味

をもって登場してくる。当時学界を風摩していたマルクス主義史学は，結局湖南の説に同調す

ることはできなかったけれども，唐宋の聞に巨大な社会変化が存在したことは，認めざるを得

なかった。こうしてマルクス主義・非マルクス主義を問わず\ 日本の学界全体に「唐宋変革」

の用語が普及し，今日では， この言葉が，中国大陸・台湾・韓国の各学界にひろがっている。

そこで本稿でも， この唐宋変革の語を用いたいとおもう。

唐宋変革をどう理解するかという問題関心は，今日なお根強いものがある。 2002年秋には，

中国大陸でこれに関する二つの討論会があい次いで開催された。

10月 18 日.......， 22 日 唐宋制度変遷和社会経済討論会(慶門大学)

11 月 9 日 """"12 日 唐宋之際社会変遷国際討論会(漸江大学・唐史学会)
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筆者はどちらにも参加しなかったので どのような討論が行なわれたかは知らない。日本の

学界では，唐宋変革が視野の中から全く消えてしまったわけではないだろうが， こうした歴史

の基本問題に正面から立ち向ってゆこうとする気塊にやや欠けるところがあるのは，残念で、あ

る。こういう内外の情況の下で 内藤湖南の唐宋変革論の基本構想をもう一度ふり返ってみる

ことは，決して無益ではあるまい。本稿は，湖南の唐宋変革論の基線を明らかにし，さらにそ

の基線の上にどのような歴史像を描き得るかを考えてみたいとおもうのである。

I 内藤湖南唐宋変革論の概略

行論の都合上，まず、湖南説の概略について述べておきたい。利用する文献は「概括的唐宋時

代観」を主としIr支那近世史』第一章 「近世史の意義J，第二章「貴族政治の崩壊」 を以てこ

れを補うことにする。なお，以下，文献名は「時代観J ， Ir近世史』の略称を用い る。

さて時代観」 は，政治・経済・文化の三分野に分けて，時代変化の様相を述べている。ま

ず政治上の変化は，貴族政治から君主独裁政治への移行である。貴族政治は六朝から唐中期ま

でが最盛期である。貴族は天子から領土・人民を与えられたものではなく，何代も官吏を出し

た家が自然に地方の名望家として永続したもので，所謂郡望である。この貴族階級の地位は政

治権力の上に超越しており 天子の権力といえどもこれを変更することができない。彼らは同

じ クラスの貴族の聞で通婚し，それらの団体が社会の中心を形成して，良い官職はその仲間で

独占された。天子はむしろ貴族階級の共有物であり，貴族の特権を認めた上でなければ，その

権力を行使することができない。しかし近世になって貴族階級が没落すると，君主は直接に臣

民全体に対することになり，貴族階級の私有物から臣民全体の公有物となった。ただ，君主は

臣民全体の代表者ではなく，それ自身として絶対権力の主体となった。高官といえども ， 天子

の権力によって一介の平民に落されることが可能となった。

この政治体制の変化に伴なって，人民の地位にも著しい変化が生まれた。貴族政治の時代に

は人民は貴族全体の奴隷のように見られた。惰唐時代になると人民は国家の直轄となり，国家

の小作人のように扱われたが，事実上政治権力は貴族の手にあったから，君主を擁した貴族団

体の小作人という状態であった。均田法や租庸調制は，そういう意味をもっているが，これら

の制度は唐の中期以来崩壊して両税制度となる。ここに人民は居住や土地所有の自由を獲るこ

とになり，現物の租税が銭納に変って 収穫物を自由に処分できるようになった。こうして人

民の現在の所有地や居住地を重視するようになれば これまでの本籍にもとづく郡望は無視さ

れることになり，ここに貴族政治解体の結果を生ずる。

選挙制度にも大きな変化が生まれた。惰唐時代には 九品中正法の門閥主義の弊害を破るた

めに科挙を創始したが，その方法は帖括と詩賦を主とする貴族的なものであった。それは，人

格および文章作成能力を試すものであるが，宋の王安石以後 経義と策論を以てこれに代え，

経書の義理に関する意見と政治上の意見を問うた。これは従来の人格主義から実務主義に改め
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たものである。また科挙の及第者の数も増加してゆき，官吏の地位が一般庶民に分配され，機

会均等が許されることになった。

朋党の争いは，唐と宋とでは性質を異にする。唐の朋党は単なる権力争いで，貴族が婚姻や

親戚関係によって党派を形成したものであるが 宋代以後は，政治上の意見から党派を作るの

が主目的であった。

第二の経済上の変化は，唐代までは貨幣の流通量が少なかったが，宋代になって流通が盛ん

になった。唐代では絹布によって物の価値を表わしたが，宋代になると銅銭を用い，さらに紙

幣が生まれた。また銀の流通も盛んとなる。このように 唐宋の代り目が，実物経済の終期と

貨幣経済の始期に当る。

第三に，文化の分野についていうと，まず経学では，唐までは家法もしくは師法を重んじ，

昔から伝承された説を敷街することは許されたが，師説を変じて新説を立てることは一般に許

されず，当時の著述は義疏を主とした。しかし唐の中頃から古来の注疏に疑を挟み，一己の意

見を立てることが行なわれた。宋代になると，すべて自己の見解で新解釈を施すのが一般の風

となった。

文学では，唐までは四六文が主流だが，その中期に古文体が復興され，すべての文が散文体

になった。即ち形式的な文が自由な表現法の文に変ってきた。詩でも，文選風の詩体が変化し

てその形式を破り，唐末からは又「調j が発達してきて五言・七言の形式を破り，非常に自由

な形式に変化した。栄元時代には「曲J の発達を見るが，その文句も典故を重視せず，俗語を

以て自由に表現するように変った。つまり，貴族的形式的なものから，平民的な自由なものに

変って行ったのである。

芸術については，金碧山水は衰え，水墨画が発達してきた。五代以前の絵画は大体伝統的の

風格を重んじ，画は事件の説明をすることに意味があったが，新興の水墨画は， 自己の意志を

表現する自由な方法を用いるようになる。音楽もまた 貴族的な儀式にふさわしい形式的な舞

楽であったが，宋以後，物真似の如き卑近な芸術が盛んになり，平民の趣味に合うように変化

した。

11 唐宋変革論の基本函式

以上のように，内藤湖南は，政治・経済・文化の各分野において，唐宋の聞に大きな変化が

生起したことを述べる。その説明は簡潔ながらも説得的であるが，ただこの変化が，各分野を

通じて結局どのようなものであったかについては総括的には語っていない。そこで私たちは，

彼の意図を洞察して，この問題を考える必要がある。

この問題のいとぐちを，まず文化上の変化の諸相から探ってみよう。湖南は四六文から古文

への移行を形式的の文が自由な表現法の文に変って来た」とする。又，詩についても唐

末からは又詩の外に，詩余即ち詞が発達して来て，五言・七言の形式を破り，頗る自由な形式
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に変化し ， 音楽的に特に完全に発達して来た J ，そしてその結果 「曲J が発達し，其の文句など

も典故ある古語を主とせず俗語を以て自由に表現するように変ったJ。また，芸術について

は以前の画は，大体伝統的の風格を重んじ，画は事件の説明として意味あるものに過ぎな

かったが，新らしき水墨画は， 自己の意思を表現する自由な方法をとり云々 」 と述べている。

以上に見るように，文化の各分野に共通する変化は，形式的なものから 自由な表現への転換

である。 r近世史』 第一章では 「要するに文学に於ても，貴族的形式的なものから平民的に自

由なものに変って行ったのである 」 と述べるが，ここには形式から自由へ という図式に加えて，

貴族的から平民的へという言葉が重ねられている。要するに貴族的・形式的から平民的・自

由的への変化が湖南の立てた園式であり，これは絵画・音楽にも適用し得るであろう。

それでは，この図式は，政治・経済にも通じるであろうか。先にも述べたように，湖南は両

税法の創設を契機として，人民の居住や土地所有や収穫物の処分が自由になったと述べている。

それまで人民の生活を束縛していたのは，均田法や租庸調制というような律令の規定であった。

これは一種の形式とみなし得る。文化面における形式重視は，そこに形式美を感じるからであ

るが，それでは，これらの制度にも，形式美というべきものが存在したのであろうか。

北貌に創設された均田法は，家内労働力の多少に応じて土地を班給するもので，農民家族の

生活と生産を，法の力で保証し調節するものであった。租庸調制も ， このような農民の労働力

や生産物を基礎に，国家財政の安定を |立| るものである。こうして無数の自営農家を創りだし，

その上に国家を構築しようとする。北貌の三長制(後の郷里隣保制)は，この農家を組織化し

たものである。つまり六朝乱離の状態を克服して編戸斉民の世界を建立しようという願望が，

そこにある。均田法に井田制の表象が重ね合わされるのも この願望の表現である。

このように律令に規定される諸制度は，単なる国家の人民支配の手段とのみ考えるべきでな

く，整然たる編戸斉民の世界という一種理想位界の表象を伴なって制定されたものではないだ

ろうか。勿論，社会の現実は，つねに理想、と議離する。その殺離は唐代に至って拡大するが，

唐朝は逃戸対策に見られるように 律令の本貫主義の規定に固執し続けた。それは律令の具え

る「形式美J のためで、はなかったであろうか。しかし両税法に至って，この「形式美」への固

執は，一郷されることになったのである。

阻 唐宋変革論から導き出される貴族制社会

それでは，この編戸斉民の世界と貴族政治とは，いかなる関係に立つのであろうか。湖南は，

中世の貴族階級は，元来地方の名望家から形成されたという。地方の名望家は多くは大土地所

有者であったかも知れないが，この二者には 直接の関係はない。地方名望家は，宗族・郷党

と称せられるその他の自立した家族の聞に声望をかち得た家である。その家族群は，国家行政

の上から言えば編戸である。しかし漢帝国の崩壊過程において国家の人民統制力は弱まり， こ

れに代って特定の有力家族が 人民各家の中心となってこれを統制・保護した。人民の側から
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言えば，彼らは有力の家に依存して，生の保全を図ったのである。

これら名望家は人民各家を統合して 一種の地域的運命共同体を結成した。その統合力の核

心にあるのは，人びとを信服させる人格的な力であって，武力・財力は，この人格的な統合を

助ける役割を果した。その人格的な統合力は個人的な能力によると同時に，卓越した血統がこ

れに権威を与えていた。

地方名望家の卓越した血統は 歴史的に形成されたものである。湖南は何代も官吏を出した

家柄が自然に地方名望家となったと述べている。そうした社会の上位に立つ閲歴が永続するこ

とによって，名族としての権威が定着したのである。貴族階級が君主の権力にもその地位を左

右されることがないのは，この権威によるものである。

名望家すなわち貴族の家では，その伝統ある地位を維持するために，子弟を教育し，家族を

統制するなど，種々の努力を払った。家教・家学・家礼・家訓等々がそれである。こうした家

庭文化の特徴は，伝統的な形式を重んじて，これを継承し，これに進歩を加えるとしても，一

定の形式の枠内でそれを洗練したものに仕立て上げるという方向に働いた。湖南の指摘する貴

族文化の諸特徴は， この家庭文化に根底をもっているといってもよいであろう。

このような伝統の国守を可能にする条件として，社会一般の保守的，静態的性質が考慮され

なければならないだろう。ここに湖南の実物経済より貨幣経済へという唐宋変革の認識が想起

きれる。漢代に一定程度発展した貨幣経済は，政権の衰亡にしたがって衰退し，六朝期には，

実物経済に逆行する傾向を示した。交換関係の不活発な社会環境の下で，人びとを相互に結び

つけるものは，人格的な依存関係であった。その結合の中心に位置した名望家が人びとの信頼

にたえる家門であることにつとめたのは，当然のことであった。

彼らの卓越した人格を表現するのが 貴族文化であった。貴族文化は形式を重んずると同時

に，高貴性を表現するものでなければならなかった。その均斉のとれた形式美は，高貴性の表

出である。こうした文化を担い，また享受し得るか否かが，土族と庶民の分れ目であった。貴

族文化は士族(貴族)聞に流通して，階級的アイデンティティ(identity) の標識となった。湖

南のいう貴族団体とは，このような貴族文化の教養を共有する集団であったとも言い得る。

六朝時代の人民の地位は，貴族の地位と対極をなしていて， とくに南朝時には，両者の聞に

は天地の隔たりがあるとされていた。湖南は 「貴族全体の奴隷のように視られた」と言ってい

る。当時は奴輝・佃客など貴族の家内に隷属する賎民的身分も存在したが，一応経営上は自立

する民衆も少なくなかった。しかし，彼らすらも，その地位は低く，前述のように貴族名望家

の庇護なしには，存立できなかった。自立した小農民も，つねに転落して奴客となる危険性を

はらんでいた。

彼らの大部分は国家の編戸であり，貴族に奴客として収養された者も，多くは合法的になさ

れたのではなかった。惰唐時代になって，編戸の管理方法が整備された。湖南が「貴族の手か

ら解放して国家の直轄としたJ と述べているのは，この意味であろう。ここで人民の境遇はあ
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る程度安定したが，彼らに対する国家の規制はきびしく，その地位は，湖南によれば土地に

拘束される奴隷小作人J の状態であった。今日の用語でいえば 国家的農奴あるいは隷農とい

うわけであろう。

六朝時代，名望家支配の下で統制されていた人民の各種家族は，今や国家全体の体制として

統一された。戸中心主義実物経済主義 計入制出式の財政方式は，六朝時代を引き継ぐもの

であり，人格主義の科挙制は，名望家支配を基礎とする九品宮人法の延続でもある。そしてそ

れらが律令に規定されて，整然たる典範を構成している。貴族階級は国家の官僚としてこの体

制に依存することになるのである。しかしその一方で 社会の現実は大きく変化していた。唐

朝は律令の規定を固守するが，かえってますます形骸化してゆき，ついにはこれを放榔せざる

を得=なくなるのである。

結語

形式から自由へ貴族社会から平民社会へ という湖南の唐宋変革論の図式は，政治・経済・

文化の各分野に就いて，今日なお有効性を失なっていない。この図式に従って六朝陪唐時代を

描いてゆくと，そこにかなり鮮明な中世像が浮び上がってくる。

それでは，その近世像については， どうであろうか。ここでのキー・ワードは人民の自由で

あるが，湖南によれば，その自由は居住の自由，財産所有の自由であって，政治参加の自由で

はない。 そ こに君主独裁政治の成立する浬由がある。

しかし，このような人民の生活上の自由化は，闘定的な社会から流動的な社会へ移行した こ

とを意味する。社会身分も固定的な状態を脱して，流動的なあり方へと変化した。その根底に

貨幣経済の目ざましい発展があることはいうまでもない。

人びとの文化に対する関わり方も，伝統的な形式を踏襲することから自己の独創性を発揮す

ることへと変化した。一方 極めて大衆性の強い文化も発生した。

こうした諸特徴を具える社会が 宋代以後約一千年続く。湖南はこの時代を近世という用語

で表現した。しかし， この自由化された時代の社会原理については何も語っていない。私は本

稿において，中世の社会原理を，人と人との人格的な依存関係と規定してみた。それでは，近

世については，どう考えるべきであろうか。近世社会において，人と人は基本的にいかなる原

理で結ぼれているのであろうか。内藤湖南を継承する者にとって これは今後考究すべき課題

である。
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張家山漢簡 r二年律令』中の「宮皇帝j を論ず、

内容提要

閤歩克
(中田和宏訳)

張家山漢衡の r二年律令』には多くの箇所に「宣皇帝者」 という字句が現れている。本論は

『漢書』恵帝紀などの材料を考え合わせ，漢初の 「宮皇帝者」 を問題とする。それらはおもに中

大夫・中郎・外郎・謁者・報ゆ香・執戟・武士・務・太子御移乗・太子舎人などを含み，一つの侍

臣体系を構成しており， したがって行政の吏員としての「吏j と区別されていた。その「吏」と

の重要な区別は，すなわち当初において 「吏」には禄秩があるが富皇帝者」には禄秩がなく，

後に「比吏食俸」を通じて 「比秩J を形成した。「霞皇帝者」 は 「比秩」 を生み出す温床となっ

たのである。との「箆」と「吏j を二つに分ける構造の起源および変遷は，戦国秦漢の閣の官僚

政治と官階制度の発展を理解する上で，特別な意義を有している。

張家山漢簡の『二年律令』には多くの箇所に 「宮皇帝者J という字句が現れている。たとえ

ば〈雑律)の中に「吏六百石以上及宮皇帝，而敢字貸銭財者，免之J という一条がある。この

「宮皇帝j とはいったい何者なのか 研究者はすでにそれぞれの意見を発表し始めている。『漢

書』巻二・恵帝紀で，恵帝の即位後の詔書を記した中に，すでに「富皇帝而知名者」の字句が

あり，それははたして何を指すのか， これまで，それぞれ異なる説が出されていた。その後，

睡虎地秦簡の中にも 「宮及知子王」 という類似した用法が出てきた。 r二年律令』という新材料

は研究討論の新たな関心を引きおこし 真相の解明を可能ならしめた。私は秦漢の官階制の研

究のために『二年律令』中の関係する内容の解読にかかったが，この問題を深めることは吏j

とは区別された特殊な官員システムがあり 特殊な形式で王朝の官制の中に存在したことを明

らかとし，戦国秦漢の官階制の変遷を理解する上でも大いに有益であると信じている。ただし，

一歩進んだ分析と説明をしていく前に まず 「富皇帝者」が何であるかをはっきりさせなけれ

ばならない。本論はこの点を主要な目的とするものである。

1 r宮皇帝者J の身分の確定

『漢書』巻二・恵帝紀中の「爵五大夫、吏六百石以上及室皇帝而知名者有罪当盗械者，皆頒

繋。」の一条の中の「富皇帝而知名者」についての顔師古の注にはおおむね三つの説が見える。
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文穎と張曇の見解では言皇帝者，以別仕諸王国也」 とあり，ここでは「置皇帝者」 は「仕王

国J あ るいは 「イ士諸侯J に対して言ったものとする。如淳は 「置皇帝」は「謂宮人教帝書学，

亦可表異者也」 と述べており，顔師古は 「宮皇帝而知名者，謂難非五大夫爵、六百石吏，而早

事恵帝，特為所知，故亦優之」 と考えている。文穎・張要・如淳はすべて漢貌の聞の人である

が， しかし，意外なことに彼らは f霞皇帝者」 に対してそれぞれ一つの言葉だけにこだわって

異なる見解を有しており この字句の真の意味がわからなくなって すでに久しいことがわか

る。唐代の顔師古にいたっては，さらに憶測にたよっているだけであろう。

護錫圭先生は数百字の札記の中で，貰誼の『新書』中の 「置皇帝j について，その誤りを正

している。『新書』等斉篇に以下のような一文がある。

諸侯王所在之宮衛，織履陣夷，以皇帝在所宮法論之。郎中、謁者受謁取告，以官皇帝之法

予之。事諸侯王或不廉潔平端，以事皇帝之法罪之。日ー用漢法，事諸侯王乃事皇帝也。

薬先生は，ここの 「官皇帝」は「置皇帝」 の誤りであり ，上文の 「郎宮、謁者J を指したも

のであるとし宮」 の字はもともと人の臣僕の意味であって，郎官・謁者の類はもともと門廊

の近侍で，家臣に類するところがあるので，故に「宮J と称したと考えている1)。

出土した簡臆の中にも類似した言い方が現れてい る。睡虎地秦簡の 『法律答問』に「何謂“富

者顕大夫"。官及知子王，及六百石吏以上，皆為“顕大夫"。」と あり，注釈小組は『漢書』恵帝

紀の関連する文字を引用して 「恒及知子王J と 「置皇帝而知名者」とは意味が近いと指摘した

が，ただこの字句を「官吏となって王の知るところとなるまでに達する j と解釈しただけである 2) 。

張家山漢筒 r二年律令.J <雑律)に 「吏六百石以上及宙皇帝，而敢字貸銭財者，免之。」と あ

る。これは官員で不法に高利を食るものを処罰する条文である。整理小組の(注釈〉には 「宙

皇帝は，朝廷の中で官となった者である 」 と述べる 3)。しかしこの解釈にはあきらかに問題が

ある。 「朝廷の中で官となる 」 人は非常に多しその中には六百石以上もいれば，六百石以下の

者もいるのである。ただし原文から見ると，これらの 「宙皇帝者」と 「六百石吏j は並列され

ており，二者の間には区別があるはずで、ある。

王子今先生は 「いわゆる『吏六百石以上及宣皇帝』とは 当時は定式化した文字」 であった

と指摘し，さらに『漢書』恵帝紀中の「官皇帝而知名者」はIi'二年律令』ではただ「置皇帝J

とし知名者」とは限っていないと指摘した4)。また先生は『二年律令』を解読するにあたっ

1 )護錫圭 「説“宣皇帝" J (1'文史』第 6輯 1979年) ，および同著『古代文史研究新探~ (江蘇古籍出版社

1992年)第152頁を参照。

2) l'睡虎地秦墓竹筒~ (文物出版社 1978年版)第233~234頁。

3) l'張家山漢慕竹筒~ (文物出版社 2001年版)第22頁第184簡，釈文第157~158頁および注釈。

4) 王子今「漢初査処官員非法収入的制度 張家山漢筒『二年律令』併読札記J (1'政法論壇~ 2002年第

5 期)。
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張家山漢衛『二年律令』 中の 「宣皇帝J を論ず

て は文穎と張曇の説にもどって 置皇帝」 が 「宣諸侯」 と異なるという点、をきわだたせた。

裏先生の意見も参考にしてはいるけれども，この二種の人びとがそれぞれ皇帝あるいは諸侯王

の近侍であると推測するだけで それが郎宮・謁者である と ははっきり と示していない。

つぎに私個人の見解を述べたい。私は，裏錫圭先生が 「富皇帝者J を郎官・謁者と推断した

のは，重要な推断ではあり，それはわずかに『新書』等斉篇によってなされたものではあるけ

れども，もしさらに文献と簡臆史料をつき合わせていけば，より多くの 「富皇帝者」を探し出

すことができ，さらにはっきりと彼らの姿を描き出す こ とができると考える。

本論の考察はやはり『漢書』恵帝紀からはじめ また適時，張家山漢簡の材料を引用したい。

まずは最初に恵帝紀中の関連する文章を，全面的に引用すると，以下のごとくである。

太子即皇帝位，尊皇后日皇太后。賜民爵一級。中郎、部中満六歳爵三級，四歳二級。外郎

満六歳二級。中部不満一歳一級。外郎不満二歳賜銭万。官官尚食比郎中。謁者、執楯、執戟、

武士、賜比外部。太子御穆乗賜爵五大夫，舎人満五歳二級。賜給喪事者， 二千石銭二万，六

百石以上万， 五百石、 二百石以下至佐史五千。視作斥上者， 将軍四十金，二千石二十金，六

百石以上六金，五百石以下至佐史二金。減田租，復十五税一。爵五大夫、吏六百石以上及富

皇帝市知名者有罪当盗械者，皆頒繋。

これまでの学者は「置皇帝者」 を論じる時，大抵ただこの一節の最後の一旬を引用するのみ

で，それを前文の爵賞の内容と関連づけることはなかった。しかし「富皇帝者」 の真相解明の

手がかりは，実はこの一節の文章の中に隠されているのである。

上の文章の爵賞の部分は賜民爵一級」については置いておくとして，その他の内容は三点

にわたっている。中郎などの官の進爵や賞銭給喪毒事者」 への賞銭と「視作斥上者」への賞銭

である。後の二項が対応しているのは異なる任務を担当する同類の人で，賜る金銭の差はある

けれども，実は同列に考えてよいであろう。本文の角度からすると この三項の恩遇は実際に

は二種類の人に向けられている。第一に，中郎・郎中・外郎・富官尚食・謁者・執楯・執戟・

武士・耕・太子御腰乗・太子舎人で，第二に 二千石から佐史に至る官吏と将箪である。

私は第一類の人々の中の中郎・部中・外郎・富官尚食・謁者・執楯・執戟・武士・耕・太子

御膳乗・太子舎人に中大夫を加えた人々が，いわゆる「富皇帝者J であると考える。

郎中と謁者が 「宣皇帝者J に属することは，蓑錫圭先生がすでに論じている。「中大夫」が

「宣皇帝者」 であることについては，のちに適当なところで証拠をあげよう。載内首・執戟・武士

と賜にいたっては，漢の恵帝の詔書中にはっきりと彼らを「外郎に比」 している。『続漢書』百

官志ニには「凡郎官皆主吏直執戟。 J とあり，執戟も皇帝の左右の衛官で5) 当然，郎官と身分

5) この点については，ほかにも『史記』巻九・呂太后本紀に「東牟侯輿居臼 ・「詠呂氏吾無功，請得除

宮。」遁与太僕汝陰侯際公入宮，前謂少帝臼足下非劉氏，不当立。」乃顧摩左右執戟者措兵罷去。」と

あり，執戟が皇帝の左右にいたことがわかる。
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は近い。 r史記』巻九二・准陰侯列伝には 「韓信謝日:臣事項王，官不過郎中，位不過執戟。 」

とあり，また同書巻一二六・滑稽列伝の東方朔伝に f官不過侍郎，位不過執戟。 J とあり執

戟J は見たかぎりでは，まさしく郎官の一つの「位J である。かっ「執楯」も同様であり， こ

の官はおそらく秦の官で 漢王朝に受け継がれたものである6)。『史記』滑稽列伝によって見る

と，秦の始皇帝の陛の前には数人の「陛楯者j がおり，彼らはまた 「陛楯郎」 と称されてい

た7)。「執戟J をまた「陛戟」とも称したことから 8) 陛楯」を 「執楯」と同じよ うに見なすこ

とも大きな問題とはならないであろう。「陛楯者j は 「陛機郎」とも称したから，その身分が

郎官と類似していたことがわかる。だから「外郎に比」すことができたのである。

武士と鞠は w漢書』恵帝紀に引 く 応勘の注には武士，力士也，高祖使武士縛韓信是也。

賜，駒騎也。 」 とあり，顔師古の注に「武士、勝以上，皆旧侍従天子之人也。 』 とある。『漢書』

百官公卿表によると，駒は郎中令に属していた。漢の恵帝が思賞をあたえた武士と鞠は，けっ

して卑賎な兵卒ではなく，天子の侍従官であって，だからその地位も外郎に比することができ

た。太子鯵乗と太子舎人にいたっては，彼らは皇帝のためにその息子に仕えているので，当然

「笹皇帝者」 と見なすことができたのである。舎人は古い官名で，私的に仕えるという性質を

もっていた。太子の外に，大臣も往々にして多くの舎人を養っていた。漢代の太子舎人の職は

郎中に比し，後漢に至るまで\よく郎中と併称されたg)。この系統にはまた太子洗馬・太子庶

子がある。庶子の名もまた周代の士庶子に由来する歴史の長いものであり， これと相対するも

のに 「家子」 があり，戦国時代にはこれもまた官名であった 10) 。

「置皇帝者J は文穎と張委の説によると置王国者」に対して言ったものである。しかし，

それには別の意味があり吏」 に対して言ったものでもある。まさに『新書』等斉篇に見られ

るように富皇帝者J と 「事皇帝者」 とは対称をなしている。吏は事のことであり，元々は吏

と事は一つの字で事皇帝者」 は 「吏J を指すもので，すなわち恵帝の詔の中の二千石・六百

石・五百石・二百石から下は佐史に至るまでという一群の人々は，国家の行政を担い，その身

分は 「公」 の性質をもっていた。しかし富皇帝」の「富J は臣僕の意味であり，当時彼らは

6) たとえば婆侯孔緊が「以彰帽前元年従起砺」したこと，故市侯閣沢赤が「以執盾初起，入漢為河上守」

となったこと，祁侯縮賀が「以報U香漢王三年初起従普陽」 したこと，線丘侯褒が 「以執盾隊史前元年従

起鴫」したことが史記』巻一八・高祖功臣侯者年表に見える。

7) w史記』巻一二六・滑稽列伝に 「秦始皇時，置酒而天雨，陛楯者皆治寒。優栴見而哀之，謂之臼汝

欲休乎。 」 陛楯者皆臼: r幸甚。」 優脇田・「我即呼汝，汝疾応日諾。J 居有頃，殿上上寿呼万歳。優勝大呼

日陛楯郎。」郎日諾。JJ とある。

8) r後漢書』巻四0・班彪伝に「陛戟百重，各有依可。」とあり，注には「陛戟，執戟於陛也。」とある。

9) w続漢書』百官志・太子舎人の条に「無員，更直宿衛，虫日三署郎中。」とあり後漢書』巻五・安帝紀

に「以公、郷、校尉、尚書子弟一人為郎、会人。」とあり，巻六・順帝紀に「除郡園者儒九十人補郎、舎

人。 J r除京師者儒年六十以上四十八人補郎、会人及諸王国郎。」 とある。

10) 李家治 「戦国時代的“家"字J (W語言学論叢』第 7 輯 商務印書館 1 981年) ，李学動 「馬王堆吊書

「刑徳」中的軍吏J (r簡吊研究』第 2輯法律出版社 1996年)。
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張家山漢簡『二年律令』中の 「笹皇帝」 を論ず

皇帝の近侍として，濃厚な 「私J の色をあらわしていた。恵帝の詔において 有罪当盗械者，

皆煩繋J と いう特権は， 五大夫以上の爵の所有者を除いて，わずかに「吏J の中の六百石以上

の者と「富皇帝」 の諸官の中の 「知名者」 に授けられただけであるが，ただ こ の こ とは 「吏」

と 「富」という 二種の大きな類別があったことを覆い隠せない。我々は一つの制度的規定を通

じて， この二種の人々を分けることができる。それはすなわち 「富皇帝者」には禄秩がない，

あるいは禄秩を官階としないことであり，それに対して 「吏」は禄秩を等級としていて，この

等級が彼らの身分を示すものであったということである。

ここで二点，説明をつけ加えたい。はじめに， こ こで我々が 「宣皇帝者」 と認めた者の中か

ら，漢の恵帝の詔書中に見られる「富官尚食」 という官を，排除しておいた こ とである。まさ

に裏錫圭先生の言われるように 「宣」は人のために臣従する意味であって富者J はまさしく

置官の呼び名である。漢の初めには 「五尚J あるいは「六尚」があったが11)恵子管の恩賞はた

だ尚食者にあたえられただけでその他の者にはおよんでいなかった。これは一つの古い伝統，

すなわち歴史の比較的早い時期に尚食者と君主は特に親密であったという伝統に基づいてい

る 12)。だから 「富官尚食」への賜銭は特例で、あって，我々の考慮の内にはなかったのである。

さらに富官もまた職事をもっており，一種の特殊な 「吏J とみなすことができ，そのため彼ら

11) w漢書』巻二・恵平野紀に 「富官尚食j とあり，その注に f応訪日: 旧有五尚。尚冠、尚!帳、尚衣、尚席

亦是。」とある。また『宋書』巻三九・百官志上に「漢初有尚冠、尚衣、 尚食、尚浴、尚席、尚書，謂

之六尚。 J とある。『二年律令~ (秩律〉 中に「長信掌衣(掌は尚に通ず) J ・ 「長信尚浴」があり，秩六百

石であった。また侠西省茂陵の無名家出土の銅温酒樽に 「揚信尚臥尚従(f陽信」 とは漢の武帝の姉陽

信長公主のこと )J という銘文があり，同じく黒炉に 「内者未央尚臥」 との銘文があった。「侠西茂陵一

号無名家一号叢葬坑的発掘J (W文物~ 1982年第 9 期)参照。漢初は 「尚」 と称する官官の種類が数多く

あり，さらに尚臥・尚従などがあった。おそらく 「五尚J や 「六尚」 とは，もっぱら皇帝について言っ

たものであったろう。

1 2) たとえば商の伊予について執鼎組為庖宰，舵近習親，而湯乃僅知其賢而用之。 J (W韓非子』難言)

とあり，周代の膳夫も特殊な地位を有していた。『詩経』小雅・ 十月之交に「皇父卿士，番維司徒，家

伯維宰，イ中允勝夫。 J とあり， この膳夫は権力をほしいままにし，なんと卿土や司徒などの高官の後に

並んでいた。西周にも克・梁其・此・山という四人の膳夫がおり，著名な 「克鼎」・ 「梁其箪」 ・ 「此箆」 ・

「善夫山鼎」 などのおおくの青銅器の主として銘文中に名をのとしている。列鼎の制度から推断すると，

克は大牢七鼎を使用し，此は大牢九鼎を使用しており〔食偉超「周代用鼎制度研究J (W先秦両漢考古学

論文集』文物出版社 1985年)第86---87頁を参照)，その勢力の盛大さを知ることができる。春秋時代

の斉の桓公の時に「以調味事公J (W管子』小称)した易牙という人がおり 息子を蒸して斉の痘公に食

べさせた。ある人はそれは『左伝』中の潅亙であるという。菜錫圭先生は「棄は饗に通じる」と言い

(f殺嘗子解J W中国文化』第 9 期) ，饗人もまた膳夫であった。「落E目立食医の類であり，すなわち官名

である」と述べる人もある。この易牙もまた「尚食」の身分で騒動をひきおこした。『史記』巻ー0二 ・

張釈之伝に 「文帝日:吾居代時s 吾尚食監高徒数為我言走宣将李斉之賢，戦於短鹿下。今吾毎飯，意未嘗

不在室巨窟也。父知之乎。 J とあり，代国の尚食監高誌は文帝と食事をしながら雑談をしており，その親

しい様子を知ることができる。さらに漢代の皇后の食官はまた「私宮」と称し〔朱徳照・薬品易圭「戦国

銅器銘文中的食官J (W文物~ 1973年第12期)を参照)， この こ ともまた繕を掌る者と主人が特別に「限

懇で親しい」関係であったことを証明している。
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は禄秩を有する者であったのである。『二年律令.! <秩律〉の中に官官をあげているのは，この

点、を反映している。これが「富官尚食」を排除したもう一つの理由である。

つぎに「吏」に属する人々に対する賞賜の中で，恵子管の詔の中には 「将軍」 の官がはいって

いることについてである。 「将軍は 『吏』とみなすことはできないのでは」 と疑問を呈する人が

おそらくいるだろう。しかし「禄秩と等級をもっ」という点から見ると，将軍と「吏」 はかえっ

て同種のものと考えられる。『二年律令.! <秩律)で見られる将軍はただ一つ衛将軍」のみ

で，その秩は二千石であった{第43頁の第440簡， 192頁の釈文]0 w二年律令』の下限は呂后二

年〔前186年〕で， <秩律)に列せられている官名はまさに漢の恵帝即位時〔前194年〕の官制を

反映している。漢の恵帝の詔の中の「将軍」 は， <秩律)中の衛将軍のことであり，漢初の衛将

軍は最も重要な武官の一つである。漢の文帝が都に到着して即位する際に夜拝宋昌為衛将

軍，鎮撫南北軍。 J 1 3) した事は，周知のことである。当然ながら，将軍を排除したとしても，本

論文の議論に大きな影響はない。

11 宮皇帝者』に禄秩がないことについて

これまで述べてきた中では吏j は禄秩を有し富皇帝者」は禄秩が無いことを指摘した

が，以下この問題について論じたい。

禄秩は 「吏」 に向けたものであり吏」 は行政事務の担当者である。 「富皇帝者J は近臣侍

従であり，彼らが担当するのは行政事務ではなく， したがって禄秩がなかった。ここで説明を

要するのは禄秩がない」ということは禄米がないことと同じではないということである。

我々が言う「禄秩」とは官階を指し，それは 「何石J という俸禄の額を等級としているが，た

だしこれと禄米や給料とは決して同じ概念ではない。当然，読者は「富皇帝者は禄秩が無い」

という論断に対して，おそらく大きな疑惑をもつであろう。中郎・外郎・謁者・執楯・執戟・

武士・麟・太子御膳乗・太子舎人といった人々が禄秩を有していたのか，或いは禄秩をもって

官階としていなかったのかということについて，以下に五つの論証を示したい。

第一の証拠は，張家山の r二年律令.! <秩律〉の中に，上述の諸官は名を列ねていないことで

ある。(秩律〉中に名を列ねていないので，私は禄秩がないと考える。(秩律〉にはいくらかの

残欠があるけれども， しかし，上述のこれらの官職がもし禄秩を有しているのであれば，ーっ

としてみられないということはないであろう。

当然謁者j の官については多分疑問を引き起こすであろう。『二年律令.! <秩律〉中には中

13) r史記』巻-0 ・孝文本紀。おもうに，秦漢の交代期と漢初にはすでに衛将箪があった。『漢書』巻一

六・高恵高后文功臣表には，歴簡侯程黒が「以越衛将軍，漢玉三年(前204年)従起慮奴」したこと，山

都貞侯王伝啓が「漢五年為虫日中柱下令，以衛将軍撃陳孫。」 したことが見える。陳痛を撃ったのは高帝

十一年のことであろう。『通典』巻二九・職官一ーの「衛将軍」 の条に「漢文帝始用宋昌為衛将軍，位

亜三司。」とあるが， この説は確かなものではない。



張家山漢筒 r二年律令』中の「宣皇帝」を論ず

謁者・長秋中謁者と長信謁者が六百石の列に見られるからである。しかし「中謁者」 の官につ

いては， <注釈)がすでに，これは実は中謁者令であることを説明しており，すなわち，それは

中謁者の長官であって属官としての中謁者ではないのである。このことから類推し，長秋中謁

者と長信謁者もまた長秋中謁者と長信謁者の長官であると私は考える。上に列挙した諸官の大

多数は令・長クラスの官であり，たとえば大トは実は大ト令で，都水は実は都水令で，長信洞

杷はじつは長信網間令なのである。後文に「有丞・尉者半之」とあるのは，それらが丞や尉の

配属の可能な長官であったことをあらわしている。

当然ながらこの事は一つの矛盾にぶつかるであろう。〈秩律〉の千石の項の中において，すで

に 「長信謁者令J [第442簡}があるからである。六百石と認定される「長信謁者」もまた長信

謁者の長官であるとするならば，二つの長官を作り出すのではないだろうか。しかし似たよう

な現象はこれに止まらない。(秩律〉の上文には「長信調和」・「長信私官」 と f右厩」も六百石

の官としてあり，第467簡にはまた「長信倉事、私官長、倉事洞記長、倉事厩長」 とあり，以下

の文を参考にすると長信倉事、私官長」は「長信倉事私官長」とすべきであろう。この簡膿

には残欠があるため， これらの官の禄秩は不明である。ただしここに同名の官署に二つの長官

職がある状況を見ることができ，それは長信謁者に止まらず，第464簡には「倉事・私府長、秩

各五百石。」とあり，もしここの「倉事J を私府長と並ぶ官と見なした場合，この倉事はたった

五百石である。同時に(秩律)の二千石の中にも長信倉事は名を列ねており，それならば諸卿

と比肩する官職である。(秩律〉の六百石の中には「富者」と「長信永巷」があり，同時に第

466簡中にはまた 「未央富者、富者監僕射、未央永巷、永巷監。長信置者、中監、長信永巷」と

ある。ということはここで二度富者」と「長信永巷」があらわれる。この簡臆の下文には脱

落があり，その禄秩が何石かははっきりしない。

ちょうどこの部分に残欠があるために，しばらくは全ての真相をはっきりさせる方法はない。

しかし一点は大変はっきりしている。これらの矛盾はすべて長信の諸官の上におこっており，

これは偶然ではないであろう。(秩律〉が呂后執政の時代に制定されたことは間違いなく，だか

ら長信の諸官は重複しているのである。「令」と称する者が秩六百石で長」と称する者が秩

五百石である通例が存在することにより，我々は「長信洞紐」・「長信私官」は「令」であると

認め，同時に(秩律〉には長信倉事私官長・長信倉事澗間長があり，間名の官職の令と長が併

置している状況を見ることができる。 「長信永巷」はく秩律〉中に二度出現しているが，おそら

く令・長の別があり，一つは令，一つは長であるからであろう。これによって推測すると，六

百石の「長信謁者」は長信謁者長で，同時にもう一つ別の列に千石の長信謁者令一一長信系の

官の特殊な地位により，それらは一般の令・長より更に高い秩級を有している一ーが存在して

いる。ともかく， <秩律〉中の六百石の中謁者・長秋中謁者，長信謁者は，すべて謁者の長官で

あり，長官は秩を有しているが，属官の謁者は秩が無く，それはまさに中大夫令と郎中令は秩

を有しているが，中大夫・郎中は秩がないのと同じなのである。
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「置皇帝者」 が禄秩を持たないと考える第二の理由はその爵賞の形式である。劉邦の葬儀に

たずさわった 「吏」 への恩賞金は， 漢の恵帝が禄秩の高下に よ ってあたえたものである。しか

し 「箆皇帝者」に対しては，爵を進め，加えて銭も賜っ たのである。どうして後者に対して進

爵方式を採用 したのであろうか。それはこれらの人々は禄秩がなく爵」 がその主な身分の基

準であったからで，爵を進めることはその位階を高める主要な方法であった。好並隆司氏はか

つてこの中郎・郎中が服務年数にしたがって爵級を進める規定を軍功授爵に代わる文官とし

ての年功序列方式J 14) と理解した。この説は妥当で、はなく これらの人々は文職の官吏の序列に

属しておらず，また彼らはけっして「吏J ではなかった。

「富皇帝者は無秩」 と考える第三の理由は比秩」 の問題にかかわる。 『二年律令J <秩律〉

中には 「比」 秩，すなわち後の比二千石・比千石・比八百石・比六百石はない。この現象は大

変注意の引かれることで，このことは「比秩J がやや遅い時期に次第に形成されたことを意味

している。 「比秩」 の起源についての考察はまた複雑な問題で，私はすでに別に論文を発表して

いる。ここではただ，上述の中郎・郎中・謁者・舎人などの官は，後にはすべて 「比秩」 となっ

ていることのみ指摘しておきたい。ここで対応する官職の後の 「比秩」 を以下に列挙すると，

中大夫:光禄大夫と改称の後，秩比二千石

謁者:秩比六百石

中郎:秩比六百石

侍郎:秩比四百石

郎中:秩比三百石15) .比二百石16)

太子舎人 : 秩比二百石17)

となる。中郎・侍郎・郎中というように三郎が並列するのはやや後の制度である。漢初の三郎

14) 好放隆司『秦漢帝国史研究~ (未来社 1978年)第250頁。

15) 以上のことは『漢書』巻一九上・百官公卿表上に見える。

16) r史記』儒林伝の索隠では如淳を引き rr漢儀』弟子射策，甲科百人補郎中，乙科二百人補太子会人，

皆秩比二百石。」 と記し，また表湾漢簡の中に郎中の主主成が「以功遷」 って二百石の建陵丞となった実

例があ る。これによって郎中で後に比二百石となる者がいたと推断することができる。李解民 r <東海

郡下轄長吏名籍)研究J (r罪湾漢墓筒腐綜述』科学出版社 1999年)第68頁，拙著『品位与職位 秦

漢貌晋南北朝官階制度研究~ (中華書局 2002年)第198頁を参照。

17) ~続漢書』百官志四には，太子庶子は，四百石で，三箸の中郎の如し ， 太子舎人は，二百石で，三塁号の

郎中の如し， と記している。これらはすべて後漢の制度である。前漢時期の太子庶子と太子舎人の禄秩

に至つては，衛宏『漢旧儀』に「庶子舎人，四百人~[I郎中，秩比二百石，無員， 多~四百人， 亡新改

名為翼子。 J r庶子，秩比四百石，如中郎，無員，亡新改為中翼子。 J (周天波点、校 『漢宮六種~ (中華書

局 1990年)第78頁〕とある。しかし『漢旧儀』の「庶子舎人」 の条は，文に錯誤があり，その 「庶子

会人」 は 「太子舎人」とするべきなのか，あるいは「庶子」の二字を削って「舎人」 とだけすべきなの

か。また前の部分の「四百人」 は 「四百石」の誤りであって，庶子の「比四百石」 の文が誤って入った

との疑いがあり，後の部分の 「四百人J は先学がすでに疑問を提出しており w続漢書』百官志に引 く

『漢官』を 「十三人」に作るとしている。すなわち「庶子舎人J の条は「庶子」 の条に拠って 「舎人，如

郎中，秩比二百石，無員，亡新改名為翼子。」と校正するのが妥当であろう。
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張家山漢筒『二年律令』中の「宣皇帝」を論ず

は中郎・郎中と外郎であって，秦代の「三郎」もおよそこの三郎であろう 18) 0 三郎J に前後の

変化があったとしても，結局は同じ流れを受け継いでおり，中郎・侍郎・郎中はのちにすべて

「比秩」となっている 19)。この点でやはり中郎・郎中と外郎が最初は無秩であったことを証明す

ることができ，中大夫・太子舎人もこれと同じ理屈である。執楯・執戟・武士と賜にいたって

は，その身分が郎と近いことから，また無秩の系統にある。

「富皇帝者無秩説」 の第四の理由は，やはり「比秩」 の問題と関わっている。上述の官員は後

に変化して「比秩J となったが，その聞にはおそらく「比吏食俸」の段階を経ていたであろう。

後漢にいたるまで，依然として一種の衛官が「比吏食俸」する状況は残存していた。『続漢書』

百官志四・執金吾の条に「続騎二百人。本注臼:無秩，比吏食俸」とある。この種の「無秩，

比吏食俸」する状況は，比較的早い時代にはかなり普遍的であったはずで、，秦漢の聞の「宣皇

帝者J のほとんど全てはそうであった。『続漢書』執金吾の条の引く『漢官』でも「執金吾提騎

二百人，持戟五百二十人，輿服導従，光満道路，群僚之中，斯最壮失。」と述べており，執戟と

提騎の身分は似ており，とすれば待遇の上でも近かったであろうし，縫騎が「無秩，比吏食俸」

であるからには，執戟も「無秩，比吏食俸」 であったはずである。そして「執戟J はまさに漢

初の「宣皇帝者j の列にあった。後に f執戟」は変遷して執金吾の下の衛官の名称となったが，

しかしその手がかりはわず、かに残っており，時代を速く離れてもなお伺えるのである。

考えてみるに，郎官宿衛の出仕の制度は，その起源は相当に古く，周代の貴族子弟の宿衛の

輪番当直制度に由来しており， これは「土庶子」たちが官となる前に必ず経る段階であった。

「触龍，越の太后を説く」の著名な故事の中で，触龍は親として当然の心を動かす願い一一息子

を「黒衣(衛士)の数に加えj ることを願うーーを持ち，その目的も息子の身を宿衛に預け，

出世の階段としようとしたのである。戦国時代にもこのようなことがあった。交替で当直する

土庶子たちはけっして官人ではなく 周代の君主はただ彼らのために「梢食(扶持米) J の形式

の食録を提供しただけであった20)。この伝統にもとづき，戦国の君主も彼らに俸禄をあたえな

かったであろうと推測される。当然「禄秩」でその等級を示すこともなかった。漢代の宿衛の

出仕制度は周代の土庶子を源としている。周代の宿衛の土庶子は当然無禄で，ただ君主が彼ら

18) ~史記』巻六・秦始皇本紀の「二世日:善。乃行訴大臣及諸公子，以罪過連逮少近官三郎」の部分の

『索隠』に「三郎謂中郎、外郎、散郎。」とある。『索隠』の説は正しいものではない。『史記会注考証』

には中井積徳の説を引き沈家本日~漢書』恵帝紀，中郎・郎中， ~歯六歳爵三級，四歳二級。外郎，

満六歳二級。蘇林云.外郎，散郎也。然則三郎者，中郎・郎中・外郎。|日注皆非。J とある(台湾文史哲

出版社 1997年第123頁)。

19) 李孔懐先生は「武帝の時に「比郎」を増設し，秩は比千石であった。」と述べ比郎」を郎官の一つ

に数える〔李孔懐「漢代郎官述論J (中国秦漢史学会編『秦漢史論叢』第 2輯 陳西人民出版社 1983 

年所収)第165頁〕。しかしこれは李先生が史料を誤解したのである。『漢書』百官公卿表で本来述べて

いることは期門軍士を郎に比し，期門僕射を千石に比すということである。

20) 拙論「従稽食到月俸 戦国秦漢俸禄等級命日j新探J (~学術界~ 2000年第 2 期)。
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のために梢食を提供した。戦国の「黒衣の数」と秦国の郎・謁者は，その状況ははっきりとは

言えない。君主は彼らの生活の面倒を見なければならず， おそらくいくらかの小遣い銭はあた

えたであろうし，漢初もおそらくそうであったろう。つけ加えて言うと，咋L記』 の月令には

「季秋之月・…・・収禄秩之不当、供養之不宜者。 j とあり， このー句に対する，注釈家のこれまで

の解釈は正しくない2])。実は，これはある一群の人々は禄秩を手にするが，ある一群の人々は

扶持米によって養われていたことを示している。

これにより第五の理由が提出できるようになった。それはすなわち 「富皇帝者」となる者の

個人的出費と 「賀選」の制度である。史料によって見ると，郎官となる者の出費はかなり大き

い。まず彼らが赴任する時には多くの高価な品々を自分で準備しなければならなかった。たと

えば鞍をおいた馬・深紅の衣装・玉で飾った剣などであり したがって懐具合が寂しい者は郎

官に手を出すべきではないのである 22)。つぎに郎官となった後 自腹を切って官府の文書など

の費用をまかなわねばならない。『漢書』巻六六・場僚伝に 「郎官故事，令郎出銭市財用、給文

書，乃得出，名日山郎。」とあり，漢初には郎官は 「賀選J を用い，当初は十万であったが，漢

の景帝は思恵を施して四万まで下げた。家の資産が足らない者が郎となっても長く続けること

は難しかった。張釈之が騎郎となったのは，兄の家産の支えによるものであって，結果として

むざむざ兄を貧窮におとしいれてしまったのである幻)。 r史記』巻ーO二・張釈之列伝の集解は

如浮の言を引き rll'漢儀注』替五百万得為常侍郎。 J とある。五百万はしかし小さな額ではな

い。衡宏の『漢旧儀』巻上に 「左・右中郎将，秩比二千石，主謁者・常{寺・侍郎，以賀選。」 と

あるように，郎中と騎郎にとどまらず，謁者・常侍・侍郎でさえも，すべて「以賞選」してい

たのである。どうして 「宙皇帝」 は家の資産が豊かでなければならなかったのか。これは大変

吟味に値することである。少し想像してみると，もし「山郎」に俸給があったとしたら，郎官

は宮署にお金を払わなければならず，官署もまた郎官にお金をあたえねばならなかった。双方

がたがいに銭を交換するのは，理解しがたいことではないだろうか。

21 )たとえば鄭玄注には「禄秩之不当，恩所増加也。供養之不宣，欲所貧者熊勝之属，非常食。j とある。

22) w史記』 巻-0四・回叔列伝に「其後有詔募択衛将軍舎人以為郎，将軍取舎人中富給者，令具鞍馬 ・絡

衣・玉具剣，欲入奏之。……中略…・・・於是趨再悉召衛将策舎人百余人，以次問之，得ffii二、任安，日:

独比両人可耳，余無可用者。衛将軍見此両人食，意不平。超高去，謂両人日・各自具鞍馬新絡衣。両人

対日家貧無用具也。将軍怒日今両君家自為貧，何為出此言，秩映如有移徳於我者，何也。」とある。

衛青はその舎人を選んで郎とする時にただ金持ちかどうかを考慮するだけであったが，それは郎官とな

れば自分で鞍馬・絡衣・玉具剣を準備しなければならず，漢代の罵の価格は万銭以上で，万剣もまた数

千銭の値であったからで，無一物の者は後見を頼るしかなかったのである。衛青が回仁や任安への怒り

がおさまらなかったのも，かれらがお金も持たないのにやたらとにぎやかな行事に首をつっこんできた

ことを規fつてのことであった。

23) w史記』巻-0二・張釈之列伝に「有兄仲同居。以皆為騎郎，事孝文帝，十歳不得調，無所知名。釈之

日 ・久痘減仲之産。不遂。欲自免帰。」と ある。賀選については，安作産・熊鉄基『秦漢官制史稿~ (斉

魯出版社 1984年)上冊第352頁以下を参照。
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張家山漢簡 r二年律令』 中の 「宣皇帝」 を論ず

以上の五つの理由はそれぞれだけを挙げていくならば あるいは人を説得するのは難しいか

もしれない。ただし こ の五点が一つの証拠の輸を作り上げたとき，犯罪捜査学でいう とこ ろの

「証拠の連鎖性J を具え， すべてが一つの目標を指向する時，我々は以下の事実を最終的に確定

する こ とができる。中郎・郎中・外郎・謁者・執楯・執戟・武士・輯・太子御欝乗・太子舎人

らは，最初はすべて禄秩がなかった。のちにある時代になって，彼らは 「比吏食俸j を開始し

た。さらに後にはこの 「比j の方法はしだいに固定化して正式な等級となり，また次第にその

他の官職へと広がり，それによって，より精密で合理的に官員の等級差を確定した。はっきり

言うと宮皇帝者」 は 「比秩」を生み出す主要な温床の一つであった。

m [j'二年律令』中の r吏」と r宮皇帝者J

前文では以下のことを論証した。「富皇帝者」とは中郎・郎中・外郎・謁者・執楯・執戟・武

士・賜・太子御膳乗・太子舎人などの官であり，それらは一つの特殊な官員の体系を構成して

「吏J と二分するものである。二者の簡の一つの重要な区分指標は吏」は禄秩を有 している

が「宮皇帝者」 は禄秩を有さないことであった。以下我々は張家山漢簡の 『二年律令』 の関連

材料を通じて，さらに一歩進め，これらの 「吏J r富J が二つに区分される構造の存在を証明し

ていきたい。

『二年律令.! (秩律)中には「比秩」はないけれどもIr二年律令』の他の律文の中には，別

に，ある種の必要から，禄秩と比する方法を見ることができる。たとえば〈賜律〉には，

賜不為吏及富皇帝者，関内侯以上比二千石，卿比千石，五大夫比八百石，公乗比六百石，

公大夫、官大夫比五百石， 大夫比三百石，不更比有秩，響捜比斗食，上造・公土比佐史。

[第31頁第29卜 292 ・ 293筒，釈文173頁)

とあり，これにより 「比」の最初の意義を見ることができる。ある種の待遇 たとえば賞

賜 の等級は禄秩の級差によって確定する。それならば無秩の者に賞賜する時にはどうする

のか。そのときは「比」 の方法を採用しなければならない。一つのやり方は身分によって比定

するものである。たとえば(賜律〉にはまた 「賜公主比二千石J [第31頁第295簡，釈文173頁]24)

と述べられている。もう一つのやり方は爵位にもとづいて比定するもので，この時，爵級と秩

24) w漢書』巻九七上・外戚伝の中に漢の元帝の時に「姪蛾視中二千石，比関内侯。{容華視真二千石，比大

上造。……以下略……j といった規定があり，朱紹侯先生はそれは「秦および漢初に劉邦が秦の官級と

爵級の対比制度を継承したJ ことに由来すると推澱する。〔朱紹侯「従『奏議書』看漢初軍功爵鋭的幾

個問題J (W簡吊研究』第 2輯)第181~182頁，あるいは『歴史文化論叢』第337~338頁〕。また W二年

律令.IJ (賜律)の中に「……御史比六百石，相(下残)0 [第31頁第296筒，第174頁] J という 一条がある。

御史は『二年律令.IJ (秩律〉中では本来千石であり，この部分の全文において，御史の禄秩が「比六百

石」であるという意味にはならないであろう。ただこの部分は残欠が多く，結論は下せない。

- 93-



級の対応関係を配列してゆかねばならないことは すでに前述したとおりである。上文中にお

いて 「不為吏及置皇帝者J は爵によって比定している。 「不為吏者」は当然無秩で，彼らを爵で

比定すること は理解しやすい。しか し「置皇帝者」は明らかに官人であって，彼らへの下賜が，

爵位によるものでネ求秩によるものではなかったのはどうしてであろうか。このことは前文での

論点、にもどってくる。すなわち 「宮皇帝者」 は禄秩を有きないので，慣例を考えると爵位にも

とづくのである。「富皇帝者」を「不為吏j の者と同じように考えているのであって宙皇帝

者」 と「不為吏J は近いもので，朝廷からは「吏J と見なされていないことがわかる。『二年律

令.JJ <雑律〉には 「吏六百石以上及富皇帝」 というように「吏J と「宮」を二分するやり方があ

り，それは(賜律〉にもまた一度あらわれていて， しかも後で示すように，さらに引き続き出

現するのである。

『漢書』恵帝紀の中の中郎・郎中などの官は銭を賜り，また爵を進められた。爵を進められる

ことは彼らの身分の主要な方式であるが現在『二年律令.JJ <賜律〉によってまた宙皇帝者J

への賞賜も，まさに爵位に照らしていて，禄秩によって定まるものではなかったことがわかる。

(賜律)にはなお次のような一条がある。

吏官!車而爵高，以置皇帝者爵比賜之[第31頁第294簡，釈文173頁]

この文の上の部分は不明であり，どんな物を賜る規定なのかわからない。ただしどうであれ，

「吏宮煉而爵高」 の状況下で，朝廷は 「吏j が自己の爵位にもとづき宮皇帝者j の爵による

思賞の等差に比することを許しており宙皇帝者J の禄秩の等差と比しているのではないこと

がわかる。これは宙皇帝者J は爵を有して秩は無く，ゆえにその禄秩と比するにも比する方

法がないことを再度論証している。このような 「以置皇帝者爵比賜之」という制度は，時には

「秩 爵秩J のまわりくどい可~J の方法をと る ことになることがあるのではないかと思う。

すなわち，先にまず「吏J の爵を「宙皇帝者J の爵に比し，ふたたびこの爵・秩を比べる方法

により，ある級の秩に比したのであ る。たとえば，ある三百石の 「吏」 が五大夫の爵を有して

いる場合，彼が思賞を賜る時，まず「宮皇帝者」 の中の五大夫と比し，さらに(賜律)の 「賜

不為吏及富皇帝者・…・・五大夫比八百石」 の条文にしたがって，八百石に照らして思賞を賜る

また f比」 が 「秩j にもどってきたのである。

以上は 「比秩賞賜」の例である。この外にも『二年律令.JJ <伝食律)の中の 「比秩伝食j には，

食従者， 二千石抵過十人，千石到六百石母過五人，五百石以下到二百石母過二人， 二百石

以下一人。使非吏，卿以上比千石，五大夫以下到官大夫比五百石，大夫以下比二百石 :吏皆

以実従者食之。諸吏乗車以上及置皇帝者，帰休若罷官而有伝者，県舎食人馬如令。

[第26頁第235 ・ 236 ・ 237簡，釈文164"-' 165頁]

とあり ，こ の律文は二つの内容にわたっており，第一は公務を担う使者に対する伝食の規定，
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張家山漢簡 『二年律令』中の 「宮皇帝」 を論ず

第二は休暇をとる者と退官する者に対する伝食の規定である。 「諸吏乗車以上及宣皇帝者」 とい

う表現によってわかるのは，第一種の故郷へ帰って休養するかあるいは退官する際には諸

吏」と「宣皇帝者」 は並列されているが，身分は異なる。 しかし 「使非吏」 すなわちこの使者

が「吏j で、なかった時，その伝食支給規定は彼の爵位に従うという こと である。なぜ彼の禄秩

に従わないのであろうか。それは「非吏」には当時まだ禄秩がなかったからである。第二種の

「帰休若罷官j の状況下での 「富皇帝者j の伝食支給等級にいたっては，律文中では「如令j と

いっており，その「如く」する「令」もまた爵位に照らしたもので，使者に出るのと同じであ

ると思う。

r二年律令J (戸律〉には，

欲益買宅，不比其宅者， 勿許。為吏及宣皇帝，得買舎室。[第33頁第320簡，釈文177頁]

とある。この規定の背景は明らかではないが とにかく 「為吏J と 「室皇帝」に区別がある

もう一つの証拠である。さらに『二年律令J (置吏律〉の一条の律文を見ると，

吏及宣皇帝者中従騎，歳予告六十日官内官，四十日・吏宮去家二千里以上者，二歳ー帰，

予告八十日。[第25頁第217簡，釈文162頁}

とあり， (注釈)では「中従騎は，騎郎を指すと考えられる。「漢書』百官公卿表には 「郎，

掌守門戸，出充車騎J とある。内官とは，宮中の職官である J と述べている。この解釈は取る

べき所がないわけではないが，かなりあいまいである。だからある学者は，この一文の中の吏・

富皇帝者・中従騎と官内官の四者が並列しているのは，いったい何故なのか吏」とは何者

か，中従騎はどうして特別に挙げられているのか， ともにかなり難解であるとしている。

従来の「富皇帝者」 に対する解釈は諸説紛々としていて 疑問を明らかにできなかった。こ

こでもまた吏・中従騎・内宮など異なる身分の人々がいっしょくたにされており，確かに一時

期，解釈するすべがなかった。しかし本文でここまで論じてきたように， この難題はすでにそ

れほど困難なものではなくなった。キーポイントは上文中の「吏」・ 「宣皇帝者」・ 「中従騎」 と

「宮内官」 の四者が，けっして並立関係ではないことにある。正確な解読としては，まずこれら

の官を「吏」と「富皇帝者」の二種に分け，さらに「富皇帝者」をまた二種類中従騎」 およ

び 「古内宮」 に分けるべきである。「内官」 の「内J の意味は「中」であり，中郎・郎中の「中」

もまたこの意味である。『左伝』宣公十二年 r (楚の荘王)内官序当其夜，以待不虞。」の部分の

杜預注に「内官，近官。」とある。揚伯峻先生は「内官は，王の左右親近の臣である。序とは，

次序に依ることである。……夜になれば親近の臣が順番に従って当直して禁衛に当る。」と述べ

ている 25)。この解釈はかなり正確で、ある。郎官とはまさしく こ の種の「順番に従って当直して

25) 楊柏峻『春秋左伝注~ (中華書局 1981年)第 2冊第732頁。
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禁衛に当る J r内官」 なのであるお)。上で引いたく秩律〉の律文の前半部分では，吏および内官

の中の中低騎は，毎年60 日 の休暇をもらっており一一一中従騎の待遇がやや良いのがわかる一一，

中従騎以外のその他の内宮は毎年40日の休暇をもらっていることを述べている。このような理

解によると，原文はずいぶんはっきりする。もとの録文では「富皇帝者」 の後を点で切り吏

及宮皇帝者・中従騎」として，並列の関係をつくりあげているが，おそらく並列点、を取った方

がより良いであろう。すなわち「富皇帝者J は 「内官」 で中従騎」 もその中に含んでいるの

で、ある。

『二年律令』中で禄秩を以て待遇を定めている場合何石」 とある前に往々にして「吏」の

文字が“冠"されている。たとえば(賜律〉中の「二千石吏不起病者J，賜吏酒食，率秩百石

而肉十二斤・酒一斗J，二千石吏食繋・祭・嬬各一盛J ， 千石吏至六百石食二盛J ，賜吏六百

石以上以上尊，五百石以下以下尊j などがある。これらの条文および類似した等級の待遇にか

かわる条文が，特に「吏」の字を表記した理由は，その他の思賞を賜る対象一一 「不為吏J 者

と「笹皇帝」者が存在したからである。文献中にもつねに「吏若干石j といった表現，たとえ

ば高帝十二年に「賜其吏六百石以上爵一級J ， r吏二.千石徒之長安J 27) といったものがあるのは周

知のことであろう。

こまかく分析した場合Ir二年律令』中の多くの「宮」 の文字はすべて特別なものを指してい

る。たとえば(置吏律〉中にこのような一条がある。

有任人以為吏，其所任不廉、不勝以免，亦免任者。其非吏及霞也，罰金四両，成辺二歳

[第24頁第210簡，釈文161頁}

この「非吏及宣」 について原書には注が無いが，しかしこの「官」はあきらかに 「官皇帝者」

の省略である。この律文が述べているのは，任に就いて廉潔でなく，任にたえない者について，

その人がもし 「非吏」であるか，あるいは「宙皇帝者」であった場合，懲罰は罰金と辺境警備

への配置で、あったことであり，それに応じて推測すると この人物がもし「吏」 であった場合，

懲罰は「免任」であったとわかる。言い換えると亦免任者」 が対象とするのは吏」 であっ

たはずである。つまり，この律文が言及している対象者には 「吏J ・ 「非吏J ・「置J の三種があ

り， これによって「吏」・ 「富」 の二つの概念が当時厳しく分けられていたことをはっきり示し

ており，この二つを同じように論ずることはできないのである。

任に就いて不善であった時，どうして 「吏」 は免官のみで官」 は免官だけでな く，さ らに

罰金と辺境警備への配置をくわえられたのであろうか。この理屈も大変簡単である。前文によっ

26) 当然のことながら内宮j の語は別の場合には妃績などを指す。たとえば『史言己』巻九・呂太后本紀

の注に庄粛を引き漢『秩禄令』及『茂陵書~，姫，内官也，秩比二千石，位次億下，在七子、八子之

上。」とあるが，本文とは関わりがない。

27) w漢書』巻一下 ・高帝紀。
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張家山漢筒『二年律令』中の f宣皇帝」 を論ず

て知り得るように，人々がすすんで「宣皇帝」した理由は，ただ宿衛あるいは侍従となって出

世の資格を獲ることができたためであった。郎官となること自体には，大した利益はなかった

のである。戟を執つての宿衛や車騎に付き従う苦労は言わずもがな，その待遇は「奉ー嚢粟，

銭二百四十J のみであり，皇帝から賜銭や爵位をあたえられるかどうか，明日名」の寵遇を獲ら

れるかどうかはすべて不確かな事であった。このように見てみると富皇帝者」の中の任に就

いて不善であった者に対して，もし免官だけですましてしまえば彼らに得をさせてしまうこ

とにならないであろうか。かならず罰金と辺境警備 2 年を加えねばならず，それによってはじ

めて 「吏J の「免任」と同等の懲罰となるのである。同時に我々は宣」と「非吏」に対する

懲罰は同じであることを知るのだが， これは当時の人から見て宣」と「非吏」の待遇が近

かったことを証明している。

また『二年律令~ <津関令〉に，

相園、御史請関外人宮為吏若倍使，有事関中〔不J [幸J [死J ，県道各( 7) 属所官謹視収

数，母禁物，以令若丞印封横，以印章告関，関完封出，勿索

[第48頁第500 ・ 501簡，釈文第207]

とある。私は「富」の字の後には並列点を加えるべきで揺使J の後の句点は 「有事関中」

の後に加えるべきであると考える。すなわち「相園、御史請関外人宮、為吏若繕使有事関中，

不幸死J となる。そうであれば，関外の人が関中で仕えることや関外の人が関中で吏となるこ

とと関外の人が関中で、信役につくことは それぞれ一つの事柄となる。睡虎地秦簡『秦律十八

種~ <倉律)の中に類似した部分があるので これを参照することができる。

霞者、都官吏、都官人有事上為将，令県貸之，聴移其票県，票県以減其票。己票者，移居

県責之。

注釈者は「富者」を「簡人」と解釈し富者、都官吏、都宮人有事上j を「富者・都官の吏

あるいは都官の一般の人員が朝廷のために働くこと」と解釈している 28)。この「富者、都官吏、

都宮人有事上」を三つに分ける考え方は， <津関令〉中の「関外人官、為吏若徳使有事関中」と

非常に似ており，異なるところは「都官J と「関外j の別があるのみである。ゆえに(倉律)

中の「富者J が闇人だけのことかどうかは，おそらくさらに考えていく必要があるであろう。

可能性の高いこととしては，それは(津関令〉中の「官、為吏若繕使」の「宣J ，および〈置吏

律)中の「非吏及室也」の「宮J と同じ意味であると考えられる。

28) ~睡虎地秦墓竹筒~ (文物出版社 ]978年版)第46頁。
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IV (津関令〉に見える r中大夫』および『謁者・郎中・執盾・執戟」

第 I 節ですでに中大夫は 「宣皇帝者」に属するという説を示したが，第 II 節でもまた中大夫

は「比秩」である状況をあげ，その理由のーっとした。ここでもう一つの証拠を提供しなけれ

ばならない。『二年律令.JJ <津関令)に，

相国上中大夫書、請中大夫謁者、郎中、執盾、執戟家在関外者，得私置馬関中。有県宮致

上中大夫、郎中、中大夫、郎中為書告津関，来，復伝，出，官如律令。御史以間，請許，及

諸乗私馬出，馬当復入而死亡，自言在県官，県官診及獄訊審死亡，皆津関，制臼:可。

{第49頁第504 ・ 508簡，釈文第207"'208頁。釈文が508簡を504簡につなげるのは，陳偉先生の

意見を採用したのであろう 29)0] 

相国、御史請郎騎家在関外，騎馬即死，得買馬関中，人一匹以補。郎中為致告買所県道，

県道官聴，為致告居県，受数而籍書馬識物、歯、高，上郎中。 即帰休、徳使、郎中為伝出津

関，馬死，死所県道官診上。其詐貿易馬及偽診，皆以詐偽出馬令論。其不得口及罵老病不可

用，自言郎中，郎中案視，為致告開中県道官，売更買。制日:可。

[第49頁第513 ・ 514 ・ 515簡，釈文第208"'209貰。]

とあり，この二条の律文は，専ら中大夫・謁者・郎中・ f)\)雷 ・執戟および「郎騎J の馬を貿

う際の問題に規定を定め， しかも その中の 「謁者、 郎中、執盾、執戟」は，ちょうど『漢書』

恵帝紀の中で爵を進め金銭を賞されたのと同ーの官である。 「郎騎」については， <注釈)は 「軍

騎の任にあたった郎J と述べており 「中大夫」の職は「謁者、郎中、執盾、執戟」と並列に

なっている。これはすなわち「郎騎J も 「宙皇帝者」 であることを示している。中大夫は皇帝

の侍従の散官であり吏」 とは遠い存在だが，謁者・郎中とは近いものである。『漢書』百官

公卿表の郎中令の条には「武帝太初元年(前104年)更名光禄勲。属官有大夫、郎、謁者」とあ

り，また「大夫掌論議，有太中大夫、 中大夫、諌大夫，皆無員，多至数ト人。武帝元狩五年初

置諌大夫，秩比八百石，太初元年更名中大夫為光禄大夫，秩比二千石，太中大夫秩比千石如故。 」

とあって，大夫・謁者・郎官が後に郎中令に属していることは，これらの官の性質の類似を反

映している。

武帝の太初元年に，中大夫は光禄大夫・秩比二千石に改められ，その禄秩は大幅な上昇を見

たのだが，これはおそらく中大夫のもともとの重要な地位を考慮したのであろう。漢王朝の各

種の大夫，たとえば太中大夫・諌大夫・光禄大夫などは，すべて秦代の官である中大夫から生

まれてきたとすべきものである。秦には中大夫があり また中大夫令があった。中大夫の名称

は先秦からすでにあったのだが，秦漢の中大夫の「中」 は，中部・郎中の「中」と同じで，上

29) 陳偉「張家山漠筒(津関令)渉馬諸令研究J (~考古学報J 2003年第 l 期)。
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張家山漢簡 『二年律令』 中の 「宣皇帝J を論ず

大夫・中大夫・下大夫の 「中」 とは異なるのである初)。金少英先生は秦代にすでに太中大夫お

よび諌議大夫があったと述べられるが3]) 信じるに足りない。最も早く太中大夫となったのは，

おそらく漢初の陸買であろう。いくつかの記載において陸軍が太中大夫 と して南越に使いした

ことを述べているが Ií史記』 巻九七・陸貰伝にもはっきり と 「陸生卒拝尉他為南越王，令称臣

奉漢約。帰報，高祖大悦，拝貰為太中大夫。」と説かれている。この太中大夫は陸買が出使し

帰ってきてから拝したのである。もし前後の事情を整理すれば，陸買のもとの職は中大夫であ

り，尉佑を降服させた功績によって f太」 を加えられ太中大夫」 はついに中大夫の長老で位

の高い者の栄えある称号となったと推測しても差し支えないであろう。また『史記』巻一八・

高祖功臣侯者年表の目后元年五月の条には「封(呂)則弟大中大夫呂禄。j とあるが，呂后が専

権をふるった際には，日家の人々は当然格別の尊崇を得ていたのである。

上に引いた『二年律令.! <津関令〉の第一条の史料中の 「相国上中大夫書，請中大夫謁者、郎

中、執盾、執戟家在関外者」 という一文に対ーする原書の標点と注釈はいくらか考えるべき部分

がある。はじめに 「相国上中大夫書」 というー句の中の 「中大夫」 だが，原書には注が無し

ただ陳偉先生がすでにこの 「中大夫J は 「中大夫令」 であるべきことを指摘しており，それが

正しい。

つぎに(注釈〉は「中大夫謁者・郎中・執盾・執戟は，均しく郎中令に属す。 」 というが， こ

の「均しく郎中令に属す」にも問題がある。『二年律令.! <秩律)の中に漢中大夫令、漢郎中

[令J J があって， ともに二千石の秩の所にある。当時の制度に中大夫に一人の令があり，郎中

に一人の令があり，各々がそれぞ、れを管掌していたことがわかる。 r漢書』の百官公卿表には

「景帝初更名中大夫令，後元年復為衛尉。」とあり 32) この聞の詳しい事情や理由はさらなる考

察を待たねばならない。「景帝初更名中大夫令」というのは衡尉と中大夫令の二つの官を合わせ

てーっとしたもののようである。 「復為衛mJ すなわち「衛尉」の名を復活させた後は中大

夫令」 の官は見られなくなり，おそらくはこの時になって中大夫は郎中令一一後には光禄勲と

なる に属するようになったのであろう。

三点、呂に， <津関令)の原文中の f中大夫謁者」 は中大夫」 と「謁者」 の間に並列点を加

え，それが二つの官であることを示すべきである。中大夫は中大夫，謁者は謁者であり，二者

30) 米国健志「漢代の光禄勲一一特に大夫を中心として J (r東洋史研究』第57巻第 2 号)。

31) 金氏の拠るところは通典』と 『文献選考』である。金少英「秦官考J (r秦会要訂補』中華書局

1959年)第477頁を参照。この文は多く千百年後の文献によって秦の制度を論じており，その意見には

価値がない。

32) この事はまた『史記』巻一一・孝景本紀に「後元元年(前143年)冬，更命中大夫令為衛尉。 J r漢書』

巻一九下・百官公卿表下・景帝中元六年(前144年)に 「中大夫令直不疑更為衛尉。」と見える。直不疑

の官療については，夏隻『校漢書八表』に考証があり (r二十五史補編~ (中華書局 1955年)第193~

194頁1 ，参考になる。夏受は「郎および中大夫は皆郎中令の属」と説いているが，漢初の状況とは合わ

ない。
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は並列関係で，それぞれが一つの職となっている。(津関令)の別の一条を見ていただきたい。

丞相上魯御史書，請魯中大夫、謁者得私買馬間中， 魯御史為警告津関，官如令。丞相、御

史以開。制臼:可。[第50頁第521筒，釈文第210頁]

丞相上魯御史書，請魯郎中自給馬騎，得買馬間中，魯御史為伝，官如令。丞相、御史以問。

制日 : 可。[第50頁第522簡，釈文第210頁}

彰浩先生の意見によると，これらの条文の作られた時期はおおよそ恵帝期であり，遅くとも

高后元年以前である33)。「魯中大夫、謁者J について， <注釈〉はこの二つを二つの官としてお

り，この解釈は情理にかなっている。中大夫は皇帝の側に侍っており， どうしても「騎従」の

場合があり，謁者も同様である。だから彼らはおそらく馬を買う必要があったのであろう 34 ) 。

〈注釈〉の 「中大夫謁者 ・郎中・執盾・執戟は，均しく郎中令に属す。」という説については，

陳偉先生も反対を表明しており 「令の文の表現によれば中大夫謁者は中大夫令に属するので

ある。」と述べるが，しかし陳先生の意見にも，私は部分的にしか賛同できない。なぜ、なら私の

考えによると郎中令」 に属さないのは中大夫と謁者の二つの官であるが，しかし陳先生の意

見によると，郎中令に属さないのは謁者の官だけなのである。陳先生は(津関令〉のもともと

の標点に従い中大夫謁者」を一つのものと見なし，中大夫は謁者の長官で，だから 「中大

夫J が 「謁者」 の前に冠されていると考えた。言い換えると 陳先生は謁者は中大夫令に属し

ているので，郎中令に属していないと考えたのである。〈津関令> Iやの「魯中大夫、謁者」につ

いても，陳先生はその聞の並列点を取り去り ，前の例と同じように「中大夫謁者J としている。

私は陳偉先生の考えを採らない。なぜならば，まず最初に 各種史料の中で漢代には 「中大

夫謁者」 という表現は見られないからである。次に，謁者が中大夫令に属すというのも，史料

に証拠が無く，後には謁者は謁者僕射に属すからである。『漢書』百官公卿表に「謁者掌賓讃受

事，員七十人，秩比六百石，有僕射，秩比千石。」とある。漢初の時期には，謁者もおそら く謁

者令に属したのである。(秩律)には多くの謁者令が見られる。千石の官の中には長信謁者令が

あり，六百石の官の中には長秋謁者令があって，この外に六百石にも中謁者・長秋中謁者・長

信謁者があり，それらはすべて長官であった。この点については本文の第 II 節の考察を参照し

ていただきたい。中謁者について， <注釈〉は 「すなわち中謁者令のこと。少府令の属官。『漢

33) 彰浩 r(津関令)的頒行年代与文書格式J (r鄭州大学学報~ 2002年第 3 期)。

34) r漢書』巻一九上・百官公卿表上に「侍中、左右曹、諸吏、散騎、中常侍，皆加官， 所加或列侯、将

軍、卿大夫、将、都尉、尚書、太医、太官令至郎中， 亡員，多至数十人。…ー中略… ・ ・ ・散騎騎並乗輿車。」

とある。「大夫」は「散騎」の号を加えるべきで，大夫も 「騎並乗輿車」の資格あるいは機会があったと

推断される。謁者も車駕に随従するものであった。『漢書』巻八四・程方進伝の師古注に引く『漢旧儀』

に「皇帝在道，丞相迎謁，謁者賛称日:皇帝為丞相下輿。立乃升車。」とあり，謁者が皇帝の車駕に付

き従う者であることがわかる。この時謁者が二本の足で地面を歩くというようなことはないであろう。
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張家山渓筒『二年律令』中の「霞皇帝」 を論ず

書』高后紀の注には如淳を引き， [潅嬰為中謁者，後常以閤人為之。諸宮加中者，多闇人也。〕

とある oJ と述べる。「後常以闇人為之」と「多閤人也j とあるのは，つまり中謁者が完全にす

べて富官であったわけではなく，去勢していない人も任用した こ とを物語ってい る。

また， <津関令〉のもとの標点「相国上中大夫書，請中大夫謁者、郎中、執盾、執戟家在関外

者…・・・」に対しても，陳偉先生は 「郎中、報晴、執戟」の部分について新しい意見を提出して

いる。彼は「郎中」の後の並列点を取り去り郎中執盾、執戟」と作るべきだと考え， I [中大

夫〕と〔郎中〕はあきらかに前述の〔中大夫謁者、郎中執盾、執戟〕の上司であり……前後の

文を照らし合わせると，あきらかに〔中大夫謁者〕は中大夫令の部下であり， [執盾〕・〔執戟〕

は郎中令の部下である oJ と述べる。陳偉先生の理解によると中大夫、謁者、郎中、執盾、

執戟」のこの五つの官は，謁者・執戟・執盾の三つの官になってしまい，中大夫と郎中はなく

なってしまう。

私はもともとの並列点、はやはり残しておくのがよいと思う。先に引用した『漢書』恵帝紀を

調べると中郎、郎中満六歳爵三級，四歳二級。外郎満六歳二級。中部不満一歳一級。外郎不

満二歳賜銭万。官官尚食比郎中。謁者、執楯、執戟、武士、親比外郎。 」 とあり，漢の恵帝の

時，執楯・執戟がはっきりと中郎・郎中・外郎と並列した異なる官名であって， (津関令〉の

「郎中・執盾・執戟」の並列した状況とぴったり合うのがわかる。さらに一つの傍証をあげるこ

とができる。『続漢書』百官志四に，

太子庶子，四百石。本注日:無員，如三署中郎。

太子舎人，二百石。本注日・無員，更直宿衛，如三署中郎。

太子洗馬，比六百石。本注日Ii'旧注』云員十六人，職如謁者。

太子中盾一人，四百石。本注臼:主周衛徴循。

周知のように，太子の庶子・舎人と洗馬は，すべて天子の郎衡に比するものである。上の史

料からわかるように，太子洗馬は謁者に比し，太子庶子は中郎に比し，太子舎人は郎中に比す

るのである。 「太子中盾J の比する所については，原文では述べていないが，私の見るところ

「較し盾、執戟J に比するものであろう。当然ながら太子の宮は定員や秩級の上では皇帝より少な

し皇帝は執盾・執戟の二つの職をともに備えているが，太子には中盾があるだけである。『続

漢書』百官志が述べるのは後漢の制度ではあるけれども，ただこの制度自体は前漢のものを受

け継いで、いる。衛宏は『漢!日儀』を作り以って西京の旧事を載せJ たが，その中には庶子・

舎人・洗馬・中盾の字を記しており，まさに「続漢書』百官志四と同様であって，その上，太

子舎人が 「亡新改名為翼子」とな り，太子庶子が「亡新改名為中翼子」となった状況が述べら

れており 35) 王葬の前も同様であったことがわかるのである。中盾と太子庶子・太子舎人が並

35) 周天潜点校『漢官六種~ (中華寄局 1990年)第78~79頁。
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列した異なる官職である以上，こ のことは執盾・執戟と部中もまた並列した異なる官職である

こ とを暗示 していると思われる。ゆえにく津関令)の 「郎中、教U雷、執戟」 に対する標点は誤

りとすることはできず，陳偉先生の点の削除は再考すべきであろう。さらにここから類推する

と郎中J が 「執盾、執戟J の前に冠するべきでない以上 中大夫」 もまた 「謁者」の前に

冠するべきではないことになる。 「中大夫、謁者、郎中、執盾、執戟j は五つの官職であり，三

つの官ではないのである。

付言すると，労幹先生はかつて 漢には中大夫令はなく 秦代の中大夫令および郎中令は

「令」 を称号とする以上，千石以下の官であるべきで，なおかつ，ともに衛尉の属官であると考

えた36) 。 日本の米田健志氏は中大夫令が名を衛尉と改めた事について考察したが，同時に労幹

先生の中大夫令および郎中令はかつて衛尉の属官であったという考えを受け継いでいる問。し

かしこの点は少なくとも漢初の『ニ年律令~ <秩律)と合致しない。〈秩律)の中の中大夫令・

郎中令と衛尉の三官はすべて二千石であって，上下の関係はない。(秩律〉のこの秩級の配列

は，秦の制度を継承した可能性が高い。おそら く は，泰代のある時期に，中大夫令・郎中令な

どの 「令」 を称する官はすべて千石以下の官であった。ただ，たとえそうであったとしても，

中大夫令・郎中令が衛尉の属官であったことをはっきりと示す証拠はまったくないのである。

V 小結

「宣皇帝者」 の問題をここまで考察してきたが，裏錫圭先生がこれを謁者・郎中としたのは大

変鋭い解釈である。たとえその意見がただ『新書』等斉篇のみにもとづいて出されたものだと

しても，張家山 『二年律令』と更に多くの文献とつなげれば，我々は菜先生の論断を推し進め

ることができる。今考えると置皇帝者」 は特殊な概念であって，特に侍臣や内官を指し，中

大夫・中郎・外郎・謁者・執盾・執戟・武士・賜・太子御膳乗・太子舎人などを包括してい

る。それらはおおよそ中大夫・郎官・謁者と太子舎人の四種類に分けることができ，その長官

はそれぞれ中大夫令・郎中令・謁者令と太子の家吏(後の太子率更令の類)であった。この四

種の長官の下の 「置皇帝者」に類する官職は 上にあげた官名に限らない。

当然置皇帝者」 はその他の方法によって分類することもできる。たとえば 「中従騎J は一

つの部類とすることができ，その地位は比較的高く官p;j官j は別の部類である。あるいは

「知名」 であるかどうかによって分類することもできる。漢の恵帝は 「宮皇帝」 の中の「知名

者」に対してのみ「煩繋J の特権をあたえ，その他の 「宮皇帝者j にはあたえなかった。秦簡

の『法律答問』は 「置及知子王」 の者を「顕大夫J と称し，地位は六百石の吏と同じとした。

思うに 「知名」とはただ君主がその姓名を知るだけではな く ，必ず相応の認定の手続きもあっ

36) 労幹 「秦漢九卿考J (W労幹学術論文集』甲編上冊 芸文印書館 1976年)第865頁を参照。

37) 米国健志 「漢代の光禄勲一一特に大夫を中心としてJ (W東洋史研究』 第57巻第 2 号)。
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張家山渓筒『二年律令』中の「宣皇帝J を論ず

たのであろう。さもなくば適当に誰かが気のつかない聞に君主に姓名を知られて，突然出世し，

比六百石の吏である「顕大夫」に変身するとは聞いた限りでもとても合理的とは思えない38) 。

ただ何がどうであっても， これらの人々は特殊な官員システムを作り上げており，彼らは皇

帝に侍従し，武装勢力を構成し，つねに派遣されて各種の臨時の事務を担わされ39) その上，

行政官員の重要な来源であった。彼らと禄秩によって身分を表示する「吏」とは二大グループ

をなす。『新書』等斉篇に「諸侯王所在之宮衛，織履陣夷，以皇帝在所宮法論之。郎中、謁者受

謁取告，以宙皇帝之法予之。事諸侯王或不廉潔平端，以事皇帝之法罪之。」とある。ここでは三

種の「法」をあげており，第ーはおそらく衛士に対するもの40) 第二は「富皇帝之法J ，すなわ

ち上述の諸官に対するもの41)第三は「事皇帝之法J ，すなわち「吏J に対するものである。「富

皇帝」者に対してまだ専用の管理方法が存在していることからも，この侍従グループの重要性

をうかがうことができる。

張家山漢簡『二年律令』の関連内容の解析を通じて吏」と「置皇帝者」の二大グループ

は，よりはっきりと我々の自の前に姿をあらわした。そして，後の時代になっても，依然とし

て早期の制度の痕跡を見ることはできる。たとえば r漢書』巻九九中・王葬伝中に「郎従官、

中都官吏食禄都内之委者，以太官膳差備損而為節。」とあり，依然として「郎従官」と「中都官

吏」は二つに分かれて並列している。後漢の郵函の家族は「自中興後，累世寵貴，凡侯者ニト

九人，公二人，大将軍以下十三人，中二千石卜四人，列校二十二人，州牧、郡守四十八人，其

余侍中、将、大夫、郎、謁者不可勝数，東京莫与為比。 J 42) とあり，家族の中で何人の人々がか

つて「富皇帝」し，大夫・郎・謁者となっていたかが，家門が盛んで、あることの重要なしるし

38) w史記』巻ー0二・張釈之列伝「以醤為騎郎，事孝文帝，十歳不得調，無所知名。…中1I硲……欲自免

帰。中郎将裳君主知其資，惜其去，乃請徒釈之補謁者。J とあるが，ここでの「知名」が霞皇帝而知名」

と関連があるかどうかはわからない。

39) 大夫・郎中は王朝のために特殊なあるいは緊急の事務を担わねばならなかった。拙論「渓代禄秩之従

属子職位補論J (W燕京学報』新11期 北京大学出版社 2001年)を参照。この論文は謁者のことには触

れていないが，秦漢の謁者は同様に特殊なあるいは緊急の事務を担わねばならなかった。

40) r皇帝在所宮法」が対象としているのは「富衛」であり，これは衛尉が所轄する積雪土の系統を指すので

あろう。『漢書』百官公卿表によれば，衛尉が「宮門衛屯兵i を掌どり，属官には公車司馬・衛士・旅責

の三つの令丞や諸屯衛侯・苛馬などがある。衛尉所轄の兵士は全国の各郡聞からの服役番上する者で，

いわゆる「一歳衛士と為る」のである。後漢の状況は『続漢書』百官志に，衛尉は「掌宮門衛土，宮中

徴循事J と見え，その下に公車司馬令・南北宮衛士令・左右都候および諸宮門司馬などを管轄するので

ある。

41) r漢書』巻六六・楊憧{云に「偉為中郎将，罷山郎，移長度大可農，以給財用。蒸疾病休謁洗休，皆以法

令従事。郎、謁者有罪過，朝[奏免，薦翠其高弟有行能者，至郡守九郷。郎宮化之，莫不自属。J とあり，

文中の「其疾病休謁洗泳，皆以法令従事」の「法令J は，すなわち r新書』の言う「郎中・謁者受謁取

告」の「宮皇帝之法」であり有罪過，朝[奏免，薦星雲其高弟有行能者」という奨励と懲罰の双方をか

ねた抜擢制度もまた「宣皇帝之法j に属するものであろう。

42) W後漢書』巻一六・郵高伝。
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であった。これによって侍臣の体系の特殊な地位がうかがい知れる。官吏任用上においては，

郎署はさらに重要な地位にある。漢の初期においてすでに 「夫長吏多出子郎中、中郎，吏二千

石子弟選郎吏J 43) と なっており，後漢の三署の郎官と公府の嫁属の二大官途は，漢帝国の政治的

特色となったいた。

漢代の政治の中には「置皇帝者」と称される官員の集団が存在していて，漢初において彼ら

はとりわけ特殊な地位を有していた。これは漢初の政治体制が依然として多くの原始形態の痕

跡をとどめていて，それが近侍系統の特殊な地位と非行政官員的性質の上に体現されていたこ

とをはっきりと示している。近年では宮名と職掌を比較対照して，先秦の宮制と秦漢の官僚制

度との淵源の関係を探求する学者がいる44)。事実，官吏の系統と性質の変遷の上からまだ更に

多くの知見をえることができる。たとえば「笹皇帝」 の制度については， これをさらに古い時

代にさかのぼることが完全に可能であって，下のような事実さえ考慮、に入れることがきる。秦

漢の聞に戦争に参加した政治勢力において，郎中・謁者・舎人がかなり活躍した。劉邦の創業

集団の中には大量の客・中渦・舎人・卒の類の称呼を持つ者がいた。このことは西嶋定生氏の

特別の注意を引いた。ここから彼が見いだしたのは この集団の「家父長的家内奴隷制」 の性

質であり，さらにこれを「国家権力の中心的構造形態j にまで引き上げたのである45)。西嶋氏

の 「家父長的家内奴隷制」 の判断が成立するかどうかはともかく，この視点は確かにある種の

啓発をあたえるものであり宙皇帝者」 の特殊な地位とあわせて観察できる。

「官」 ・ 「吏」 に区別があるという点も，秦漢の禄秩に対する認識を深めることができる。近侍

集団は「吏」 に属さず，俸禄をもって等級の基準とはせず，君主は「富皇帝之法」 をもって彼

らを遇しており事皇帝之法」で彼らに対してはいない。これは逆に 「禄秩」が 「吏」 の身分

を標示するものであることを示している。 「吏J は行政事務を担う職業文官である。皇帝は 「吏

を以て天下を治め J ， 吏J は法律の技能で「皇帝に事え」ており，これは秦漢官僚政治の最大

の特色を作り出している。秦漢の禄秩は「何石」 という俸禄額を等級としていて，この独特の

配列は前後の時代と大きく異なり，大変際立つている 46)。しかしながらその意義について深く

考える人はほとんどいない。私はかつて 「梢食から月俸に到るJ ことを主なてがかりおよび重

要なポイントとして，漢代の禄秩の起源を周代の「吏j に対する「梢食」に までさかのぼり，

それによって周代の「爵禄」 から漢代の「吏禄」 にいたるこつの時代の官階の変遷の軌跡につ

いて素描を試みた。この「品位の等級」から「職位の等級」にいたるまでの歴史的変遷の中で，

43) ~漢書』巻五六・董イ中古予伝。

44) たとえばト憲群「周代職官制度与秦漢官僚制度的形成J (~南都学刊~ 2000年第 l 期)などがある。

45) 西嶋定生の観点は， まず最初に 「中国古代帝国形成の一考察一一漢高祖とその功臣集団一一」 によっ

て発表された。彼の後のこの説に対する検討や関連する批判に対する回答は関子中国社会結構特質

的問題所在J (W 日本学者研究中国史論著選訳』第 2冊 中華書局 1993年)を参照。

46) 拙論 「秦漢官吏為什ム用“若干石"為等級つ J (W文史知識~ 2002年第10期)を参照。
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張家山漢筒『二年律令』中の「宣皇帝」を論ず

「禄秩」 の拡大は「吏」というグループの拡大に対応している47)。最初は 「宣皇帝者」は無秩で

あり， しかし，後に彼らはしだいに禄秩に「比」せられ最終的に「比秩」を禄秩の一部分に

変化させた。これはあきらかに禄秩が絶え間なく拡大した表れの一つで、あり，また更に多くの

官員が朝廷によって「吏J という形に性質と位置を定められた表れの一つである。これらの「富

皇帝」の「富者j はしだいに「私」から「公」となり，君主の私の侍従身分という色彩を薄く

し，禄秩の等級を有して「吏」 に近づき，さらに「富者」という呼び名を去勢した人々に残

し48) それによって官僚政治が進化する歴史の軌跡を残したのである。

47) 拙著『品位与職位一一秦漢貌晋南北朝官階制度研究~ (中華書局 2002年)第三章を参照。

48) ~史記』巻五八・梁孝王世家に「梁之侍中郎、謁者，著籍引出入天子殿門，与漢宣官無異。j とある。

葵錫圭先生は「説“宣皇帝の中で「これは郎官や謁者などが 4富'と称した明証である。」と述べ，郎

官や謁者が「宣官」に属したと指摘している。また睡虎地秦簡の(倉律〉の「富者・都宮吏・都宮人，

有事上為将，令県貸之」の一旬に対して， (注釈〉は「室者」を閑人と解している。しかしこの種の命

を受けて派遣され任務を行なう「富者J は，実は「震皇帝者J ではなかったかとの疑いを私はいだいて

いる。
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内藤湖南『近世文学史論JJ (江戸時代学術概論)の意義

一一日本における近代人文科学成立の一例一一

山田仲吾

はじめに

内藤湖南 r近世文学史論』は，単行本としては明治30年 0897年)に刊行されたものだが，

その最初は前年の明治29年の l 月から 11月にかけて w大阪朝日新聞』に「関西文運論」と いう

表題で32回にわたって連載されたものである。

湖南によれば 「三百年の文運に関係する者つまり儒学，国学，小説戯曲，美術，宗教(学問・

芸術・宗教という人智の三分野)等を網羅して」自分なりの立場から「論断」しようとしたも

のであったが，諸事情から「儒学，国学，医学」の三章しか完成できなかったということであ

る。ここでいわれている「文運J には，美術まで含まれているということから考えて，必ずし

も言語に限定できないすべての表現世界の動き =f運J=歴史が内包されており，今日の言葉で

言えば江戸時代三百年間の「表現世界」全般，つまりは文化全体の「論断」 が意図されていた

といえる。しかし，事実的には「儒学，菌学，医学j の学問に関する三章だけが完成したわけ

で，結果としてこの著述には，江戸時代の「学術思想史J (小島祐馬)という性格を与えること

が適切である。

しかし，この場合の「史」とはどのようなものであり，過去の「学術思想J がどのように「論

断J されているのだろうか。小川環樹によれば，後の湖南の『支那(シナ)史学史』の原型を

なすものと位置づけられているが， どのような意味において「原型」をなしていると言えるの

だろうか。こうした問題をここでは論じたい。

I 様々な思想・学術思想の r史」についての考え方

最初に，今日における一般的な「思想史j の取り扱い方について概観しておこう。

私たちの前には膨大な「思想史J についての著述・研究が存在するが，個々の思想、及び思想

家研究を除いて，少なくとも何らかの形で歴史としての「史」を構成しているものに限定して

みると，それらはおよそ次のように分類できるだろう。

①思想の事実史…・・・時間軸に沿って存在した思想あるいは思想家を並べ，その思想内容を紹

介し，解説，批評を加えたもの

これは伝統的には中国の「正史」に記載された ff需林列伝」などを想起しでもよい。過去か
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ら現在に至るまでどのような思想家・思想が存在し， どのような課題が提起され思惟されてき

たかをまさしく 「記録者」の位置から眺めようとしたものである。

②課題別思想史…… 「現在J の関心=課題に即して過去の思想・思想家たちが同じ課題に対

してどのような思考を展開してきたか， どのような向き合い方をしてきたのかを時間軸

に従って眺め，その変遷・変化を記述したもの

「自然観」の変遷生命観」の展開国家観」 の転換などのような，思想・思想家の全体で

はなく部分的課題，もちろんこれは叙述する側の問題関心・課題が投影されたものだが，それ

に即してその課題の展開史として叙述するものである。叙述する側の関心・課題に向けて過去

の思想を再構成するものと見なしでもよい。そこでははっきりと過去の思想についての「評価」

が示されたり，課題の 「発展j 史として叙述される場合もある。

③思想(思惟構造)の発展史…・・・思想、に固有の「発展J r進歩」 があることを前提として，そ

の現在あるいは未来に向けて進み行く姿を跡づけようとしたもの

これは基本的には社会や制度の「進歩・発展」に対応した「進歩・発展J が思想、世界にも認

められるという前提に立って，社会や制度の 「進歩・発展」 に対応した思想、内容の 「進歩・発

展」を跡づけようとするものであり，思想の 「進歩主義」史観・「発展史観」といってよい。一

般的な唯物史観の思惣への応用と考えてもよいが，唯物史観の立場の場合，基本的には下部構

造工生産関係の変遷に主軸が置かれ 思想、などの上部構造は下部構造=生産関係の「反映J と

位置づけられ，思想はいわば基底体制に 「還元」 されることになる。つまり本質的には思想世

界に固有の「進歩・発展」史ではなく，社会制度に見合った，それを粉飾するイデオロギーの

変遷として 「史」 が眺められることになる。

ただ還元j 論的思想史ではなく 「還元」 論を批判する形で登場した思想、の発展史もある。

それは人間の思惟活動を自律的な領域と見なしてその構造的変化として思想、の歴史を描き，そ

の構造的変化に思想の評価と課題を見ょうとするものである。

④思想を「科学」と して対象化しようとしたもの……思想を「知」の形態として捉え，時代

時代に存在した「知」の形態を関係あるいは構造として全体的に把握しようとするもの

これは，人間の知的活動全般を「科学」 の対象にしようとする原理的思考に基づいて思想を

捉えようとするものであ る。 原理的且つ厳密に人の思想・思考・知的活動全般を捉えようとす

る時，何か大きな全体に深く捉えられていることに気づかざるを得ない。その「何か大きな全

体」 を生産関係とか所有関係とかの目に見える物質的関係に還元することなく，それ自体の世

界として把握していこうとする立場と言える。自然を「科学J する， と同じような意味におい

て言語を「科学J す る， 思想を「科学」するという立場であり，その「科学」する際にはす

る」側の思想や価値観をできうる限り意図的に排除することが要請されることになる。

こうした四分類は，極めて大雑把で便宜的なものであり，すべての思想・思想史研究を網羅

するものではない。それに多 くの研究的立場は，おそ らくは上記の①から④の傾向を複数量ね
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持っていると言えるだろう。どの立場が思想・思想史研究として有意であるかという判断は差

し控えるが，意図的・意識的な思想の「史」を構成しようという③④の立場についていえば，

両者の相違がはっきりと意識され，対立すら形成し始めているという現在の状況を確認できる

ように思われる。

③も④もともに「科学的j 歴史を標梼しているのだが，研究者の主観的思想・思想的課題の

研究への組み込み方の相違，つまりは「科学」の捉え方の相違として対立点が露わになると同

時に近代J という時代の評価・捉え方を巡る対立を形成している。

江戸時代の思想・思想史研究においては，③の立場の優れた達成と言える丸山真男の r日本

政治思想史研究』に対する批判的な検討や研究が④の立場からなされ始めているという現状に

ある。ここで私が湖南の「近世文学史論』を再検討しようとするのもこうした現在の研究状況

と深く関わっている。

II Jj'近世文学史論』の立場

この著述には延べ数百人の学者・思想家が登場する。まさしく古典的な「儒林列伝J r国学者

列伝J r医師(方技)列伝J の様相を呈している。これに対して，今日の私たちの取る見方はお

よそ次のようなものである。そこに示された湖南の該博な知識には驚嘆しつつも，同書の立場

は結局学術思想、の動きを時間軸にそって並べて自分なりの宮前面を加えたものであり運J = r史

的な流れ」についても栄枯盛衰という一般論に帰着させているにすぎず\学術思想史の方法論

としては学ぶべきものは少ない， と。つまり前章の①の「思想、の事実史」として分類してしま

い，字引的に利用したり，例えば「富永仲基」などを顕彰する見識の高さを評価したりはする

ものの，そこに示された学術思想についての歴史叙述の方法については検討に値するものとは

見なさなかったように思われる。

しかし，仔細に検討してみると個々の思想 ・ 学術の取り扱い方及びその流れについての明確

な方法意識に貫かれた作品であったことが確認できる。その概略を語ることは容易ではないが，

根幹的な内容だけを紹介したい。

まず\江戸時代の思想的流れの中心を儒学思想、に置き，その儒学史においては，宋・元・明・

清の朱子学→陽明学→考証学という中国史学史上の展開を前提として，その影響の中から日本

独自の思想、をどう形成していったかという過程が描かれている。程朱の学の伝来と普及が，南

学(土佐学)から藤原慢嵩，木下}I贋庵，山崎間斎への過程として位置づけられ，さらに陸王の

学として中江藤樹が紹介される。これは広義の宋学の伝来と定着の流れと言えるが，この宋学

の影響下にありながら宋学を独自の形で批判したものとして伊藤仁斎，荻生但篠(復古の学)

を挙げ， ここに江戸時代における学術思想史上のエポックを置 く 。

伊物二氏独り赤l織を樹てて 思想、独立の先駆たり 偉なりと謂ふべきのみ

〔伊藤仁斎，荻生但俸の二人だけが異論の赤旗を押し立てて，思想独立の先駆となった。偉
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大なりと言わねばならない 荒井健訳〕

この「思想独立J の要因は「抑も仁斎の疑を宋儒に挟む者，実に其の心に於て安んぜざる所

ありて然るかJ (いったい，仁斎が宋代の儒者に対して疑問を抱いたのは，実際に自分の心に納

得がゆかぬ点があったことと思われる〕と思想の内的な安定性で説明されている。この場合の

「心に於いて安んぜざる所J とは，既成の思想や言葉と日本の現実との組離を表し，この組酷に

正確に向き合うこと(これが天才の天才たる所以だろう)で新しい思想・言葉が創出された，

と述べていると理解できるだろう。

その後は，担保への反発と批判(異義の群起にそれに折衷学，さらには考拠の学(考証学)

へという儒学の展開が紹介されているが 仁斎・祖僚のような天才は他から影響を受けても己

のものと為してしまい，影響の痕跡がわからない形で一家の説を立てたが，天才を持たない者

は前人の轍を踏むだけで，進取の精神に富む者であっても様々な考え方を広く取り入れて 「 自

ら託する所以を求む」ことだけしかできず，そこから多様な関心が生ずるものの「思想独立」

のかたちは持続せず\「時運の豊亨，ーたび其の極に達すれば，則ち衰殺の勢生じ，豪傑の士，

亦必ず世々にして出る能はず，則ち其の此に至る者，亦自然の数也J (時運の盛大さがひとたび

その極点、に達すると，そこで衰亡に兆しがあらわれ，天才的人物もまた必ず各世代ごとに出る

とはかぎらない。とすれば儒学の場合もこうなってしまったのはまた自然の運である一一一荒井

健訳〕と捉えられているのである。

この「自然の数」 というような表現自体は古色蒼然たるものであるが，語られている内容は，

折衷学の在り方の説明などを見ても決して古〈はない むしろ斬新な捉え方と言えるだろう。

さらに儒者たちの「品位の下落J ，経学と詩文の分岐文墨余技の叢起」などの学術内容とは

直接関係しないような学術の担い手たちの生活の様態の変容が語られていく，という構成になっ

ている。

この仁斎・但僚というエポックを形成した日本独自の儒学思想、の流れは，単純な類比ではな

いにしろ，匡|学における賀茂真淵・本居宣長の登場と重ね合わされ，さらにこの思想の流れは

時間的なずれを指摘しつつも，医学における山脇東洋・音益東洞(儒医の古医方家)と重ねて

理解されている。この儒学・国学・医学の発展過程の類比は決して時期的な同定ではなく，内

容的な類似・連動によって説明されている。

担保が跡を論じて心を間はざるの学に歪ては，国より純乎たる功利の説なり，蓋し世情の

赴く所，議論漸く唯物実験の主義に流るる者，当時自然の勢なりしゃ

〔荻生但僚の先人の事跡・行ったことを議論の対象として，その心の在り方や内容について

は議論の対象にしなかったという学問の在り方から考えれば それはもともと功利的な考

え方を基本にしている考え方なのである。考えてみればこの世の中の考え方の大勢はその

方向にあり，議論の在り方が物に即し実際の検証を必要とするような考え方に向かってい

くというのも，その当時の自然な流れであったと言える一一一筆者訳〕
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湖南にあって ， 仁斎，祖僚と言う思想家の登場が，江戸時代の思想史上の一番大きな事件 と

見なされていること， しかもその思想的な影響が国学の真淵， 宣長に及び，さらにそれが医学

思想にも及んだ， と捉えられていることに注目すべきである。江戸時代の思想史の展開に 「近

代的思惟」 の成立を見ようとする丸山真男にあっても，まさしく朱子学的世界観から離脱して

いく但僚から宣長への思想展開の流れに 「近代的思惟」へ向けての展開(封建的世界観の内面

的自壊過程)を想定しているからである。ただ，湖南が「思想、の独立j と位置づけたものを，

丸山は「封建的世界観J (制度や秩序を自然的なもの 自然に与えられたものと見なす思惟のあ

り方)の内的自壊過程(制度や秩序を人間による作為と見なす思惟のあり方への転換)と捉え，

近代的世界観(人聞が主体的に制度や秩序を作り上げ，世界の主体としての地位を自覚する思

惟のあり方)への通路を形成したものと位置づけるという違いがある。

同じく但僚と宣長とを連動するものと見なしつつ，その評価の内実が湖南と丸山とでは微妙

に異なっている点を問題とすべきであろう。丸山のように進歩主義的思想展開(封建的世界像

から近代的世‘界像へ)を思想の歴史的展開の構図として設定した場合，そこからズレたものに

ついては無視されるか，もしくは思想展開の「屈折」 や 「挫折」 と見なされてしまうことにな

るだろう。近代への思想展開にとって都合のよいものだけがつまみ食いされる形で扱われるこ

とになる。こうした思想の発展史的発想に疑義を持つ者にとって 担保と宣長を連動させなが

らもその動きを中心に据えながらもあくまでもすべての思想・学術の営為を対象化しようとす

る湖南の方法は，再検討に値すると考えられるのである。そこから丸山的な 「近イ吃」 観・ 「近代

学術思想」 観をも包み込むことのできるより広い 「近ー代」観・ 「近代学術思想、」観が形成される

可能性があるだろう。

湖南は，この著述を開始するにあたって，文物の美の要因として 「時」 と 「土J を挙げ，さ

らに文化には中心があること(文化湊合中心の説) 文化の中心は 「時」 とともに移動すること

(文化中心移動説)を述べているが，まさしくそのことを実証するものとして r近世文学史論』

は書かれている。大きな流れとしては確かに文化の中心が南から京都へ，さらに江戸(東京)

へと移りゆく姿が描かれている。しかしそれ以外にも学術の担い手が公家や大名から下級武士

へと変化したこと，学術の担い手の経済状況や人格的品位の変化にすら言及されているのである。

思想の評価としては「天才J r独立性」という視点から眺め，江戸期以前では清原頼業(程朱

の新註に近い立場)，そして陽明学の山鹿素行復古の学J への橋渡し的役割としての木下順

庵，そしてもちろん仁斎・担保，さらに祖保以来の出色とされた富永仲基が高く評価されてい

るのであるが， この評価基準の実質とは，思想、の中身というよりはその当時の学術世界の中で

いかに自律していたかというそれぞれの学者たちの姿勢，つまりは 「外形J =外の世界との関係

性が重視されていると見なしてよいだろう。「天才」 とは確かに思想の「質J を評価した言葉だ

が思、想独立」とは外に向き合う一つの 「関係性J に他ならないだろう。「時J r土」の勢いも

思想、の外的な条件・環境である 。 周囲の学問の状況 「時J r場所j などの条件に引きずられな



がらしか学術も思想も存在しえない。しかし そうした条件から離脱していかに自律的に自分

なりの思考を展開していったのかということこそがまさしく 「思想独立j と言うことなのだろ

う。従って湖南の場合は，思想、・学術の外形，外部の環境を問題にしたからといって個々の思

想をそうした外部に還元しているわけではない。思想、をそうした外部との関係のなかに設定し

ているのである。

このような湖南の思想・学術の扱い方に私たちは何を見たらよいのだろうか。湖南は，そも

そも『近世文学史論』 で伺を試みようとしたのであろうか。

皿湖南における r科学』

『近世文学史論』においては時運」という大きな社会の流れが想定されていたのだが，そ

の大きな流れの中には，学術思想、の担い手たちの階層が下降していくことも含み込まれていた。

この文化の担い手の 「下降」という流れの捉え方は，後に展開されていく湖南の「文化史観J

にも持続されていく考え方であり，彼の「近世論J とも深く関わるものであるが， しかし，思

想外的な事柄との関係のなかに個々の思想-学術を位置づけていくという方法についてはどう

判断したらよいのだろうか。

この著述の特徴は，個々の学術思想、の内容にはほとんど触れられていないと言う点に求めら

れる。読後感として何かしら不満感の残るのもここに由来するのだが，湖南が江戸期における

学術思想史上の頂点として高く評価する但練学についても 「其の人と為りを思ふに，妄りに異

を立て新を標するを以て自ら喜ぶ者に非ずJ (但僚の人格を考えてみると，ともかくも既成の論

に奥義を言い立てて新しさを求めようとすることを喜ぶような人物ではなかった 筆者訳〕

というような人物評を述べているだけで，その学説の紹介は一切していない。祖僚を 「思想独

立の先駆j と話可面するためにはもちろんその学術内容を熟知していなければならないし，湖南

はもちろんそれを知っていたはずなのだが，その内容には触れていないのである。こうした点

を踏まえながら考えてみれば，私たちは むしろこの学術思想の内部に立ち入らないという在

り方こそ湖南における学術思想の「史」 を叙述していく場合の方法であったと捉えるべきであ

る。湖南は，意図的に学術思想の内容よりも外形，あるいは外部要因との関係性自体を述べよ

うとしたのであり，その方法によって学術思想の流れを政治・経済を含んだより広い社会や文

化の流れの中に位置づけようとしたと考えてよいのではないか。そして， こうした思想・学術

の扱い方こそ，湖南にあっての 「思想・学術J 世界記 「文運」 を「科学」 する(客観化する)た

めの方法だったのではないか。

湖南の江戸時代の「学術思想史J は むろん丸山真男のような「近代的思惟構造」に向かつ

ての思想の発展というような構造は持つてはいなかったが，かといって，思想の事実史でも決

してなかった。湖南にとって思想・学術とは，基本的には個々人の個性や 「天才J に規定され

るものと考えられていたが， しかし孤立した営為ではな く 「気J r風J r勢」などの「時」や
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「土」などの外的要因と絡み合い，政治や経済の動きとも連動するものとして把握されていた。

江戸時代の学術思想の世界は，儒学を骨格としながら，その骨格は国学や医学の展開とも関連

づけられ，個々の思想はあたかも同時代という気球の中に詰め込まれた気体のように，混在，

融合，反発しつつ，時代の意識全体をふくらませたりしぼめたりしていくものと捉えられ，そ

うした形で「文運J =思想、・学術世界の広がりの全体が「対象化」されているのである。このよ

うに考えることができるとすれば，湖南の F近世文学史論』は，江戸時代の思想世界の中に「近

代的思惟」の前期形態，あるいは「近代的思惟J へ接続可能なものを発見しようとしたもので

はなく，まさしく江戸時代の思想・学術世界を対象とした科学(近代的思惟そのものとしての

科学)を実践しようとしたものと捉えられるのではなかろうか。それは 1 章の分類における④

の先駆的なものであったと言えるように思われる。

この湖南特有の「科学J は その後の彼の著述の基底を形成していくことになる。『近世文学

史論」が『支那史学史』の原型をなすとは， このような意味においてである。むろんこうした

湖南特有の「科学」的歴史叙述の方法は，西欧近代「科学」と無関係ではないだろう。しかし，

そこに淵源が求められるわけではない。というより明治維新以降に流入してきた「西欧近代科

学」とも無関係ではなかった， というような消極的な表現の方が適切だろう。湖南の「科学j

を考える場合には西欧近代科学J との関係よりも，むしろ明清における中国学術世界の展

開， とりわけ考証学の展開との関係を想起した方がよいだろう。中国の学術思想、の展開を踏ま

えた上に湖南の「科学」は成立していると考えられるのである。もしそうとすれば，湖南の「科

学」的方法が成立してきた背景にはIí近世文学史論』で歴史的な変遷が辿られていた江戸時代

における学術思想、の展開それ自体も想起してよいように思われる。しかし， こうした問題の検

討は，以後の研究課題となるだろう。
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株鞠，女真逓興述論

一一一崩海国を中心として一一

王小甫
(河上洋訳)

周知のように，中国東北地方のツングースー満語系の諸族，即ち株鞠，女真は歴史上前後し

て段階的に興起する複雑な過程をたど、った。つまり働海国は中国の地方民族政権であり，中原

王朝を宗主として泰じ，さらに女真が興起して中原への侵入，占拠を始め，満族に至っては侵

入，占拠しただけでなく中国全土を統一し，この聞は断続しながら千年を越える。このような

推移の原因が如何なるものであったかは，深く研究するに値する。本稿は，最も早く興起した

樹海国の社会状況を例として検討を加え，その発展の手がかりを窺おうとする試みである。研

究者各位の批評，指正を請うしだいである。

万歳通天元年 (696) ，営州(外|治は現在の遼寧省朝陽)管内の契丹人李尽忠、，孫万栄が挙兵，

反乱して営州を攻略した。唐朝の塞外軍政機関は撤退を余儀なくされ営州は無政府状態に陥っ

た。このため，高句麗滅亡後営州地域に安置されて30年に達していた粟末株鞠及び高句麗の遺

民が機に乗じて管下から逃亡し 粟末株輔の故地すなわち いわゆる rr日国J (現在の吉林省敦

化一帯)に帰って割拠，自立した。武后は当時契丹への対応に追われていたため，やむなく蘇

輯を懐柔し，その首領乞乞仲象を封じて震(あるいは振に作る)国公とした。しかし一部の蘇

鞠が命を受けなかった。そこで，契丹平定後，武后は派兵して命に背いた株輯を追撃させた。

ところが追討軍は仲象の子大酔栄の率いる部衆の頑強な抵抗を受け とりわけ契丹敗北以後は

その余衆や薬が皆東突厭に投降し，突厩勢力がその聞を塞いで中原王朝の株鞄討伐の道を途絶

させた。大酔栄は遂に698年，政権を樹立し，初めは父の封号を用いて震国と称し，先天二年

(713) ，唐の冊封を受けて融海と改称したJ)。

1) ~新唐書』巻219，溺海伝，中華書局本(以下，正史の引用はすべてこの版本による) 6179-80頁， wl日

唐書』巻199下，激海草末鞠伝， 5360頁参照。
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溺海国家は，綜鞠人，主として粟末蘇輯を中心とする諸部が建てたものである 2)。溺海建国

当初は突販と通じ，一時は新羅に対して臣を称した可能性さえあるが3) その国名は中原王朝

の封号(震国，潮海)を堅持しており，湖海が依然として自らを中国の地方民族政権と認識し

て，中原王朝を宗主としていたことを示し4) そのために中央政権と容易に関係を改善したの

である。

けれども，史料の記載によれば，株鞠は北朝の後期より七部一一粟末，伯日出，安車骨，抑浬，

号室，黒水，白山 に分かれ邑落各々自ら長有り，相い総一せずJ とある 5)。白山部は長

白山を中心とする地域に分布し，比較的早期に高句鹿に服属しており 6) 高句麗が敗亡すると，

白山は「其の衆，多く唐に入る/)。黒水部は松花江下流域と黒竜江流域に分布し，高句麗にも

2) r旧唐書』湖海株鞠伝に「溺海株潟大枠栄者，本高麗別種也。 J (5360頁)とあり r新暦書』溺海f云に

は「溺海本葉末株鞠附高麗者，姓大氏。 J (6179頁)とある。『新暦書』の記述は rl日唐書』にいう「高

麗別種」に対する最適の注釈になっている。国外でこの記述によって潮崎が高句麗民族，或いは高句麗

国を継承する図とする説があるのは，実はみな史実をよく知らないためである。大枠栄らは旧国に逃亡

したのであって平壌ではなく，湖海が建国されて以後に高句麗の!日地は依然として唐朝の遼東に属して

いたことも，みな詑lj海が株鞠の建てた国であって高句麗が復活した閣ではなかったことを説明している。

実際に，湖海の領土を仔細に考察すると，一部にかつて高句麗が強大であった時期に征服された地域が

あるものの，その占拠する地は主としてこれまで株鞠諸部の分布していた範闘であることが分かる。『新

唐書』溺海伝， 6182頁，黄約まま「武則天与朝鮮半島政局J (劉健明編『黄約重苦情唐史論集』中華書局，

1997年，所収) 72-4頁，要地図忠「溺海王国拠有遼東考J (W東北民族史研究仁)J 中州古籍出版社， 1995年，

所収) 196-20 1頁，演田耕策『溺海国興亡史.! (古川弘文館， 2000年) 16-7, 22-3頁参照。

3) 拍稿「唐朝与新羅関係史論一一占兼論統一新羅在東亜世界中的地位J (W蔚研究』第六巻，北京大学出版

社， 2000年) 166頁，浅田耕策前掲書14-5頁参照。国外では，新羅がかつて溺海を「北国」と称したこ

とをもって，両者がともに高句麗を継いで南北分治したとする説がある。しかし，園名を称さずに方位

で代用するのは一種の蔑視的表現であり，新羅は自らを「南国」とは称さず，日本の史書には溺海，株

鞠，から高麗に至るまで，多様な名称があるが，方位をもって呼ぶ呼称は存在しない。朝鮮の史書『三

国史記』には新緩がかつて「北国」に使者を派遣したことを記しているが，研究によれば，これは，そ

の書が王氏高麗の時代に編纂され，当時高麗はその宗主国金朝を北朝としており，その立場から編纂時

にこれより下に溺海をおいて「北国」と記したためである。演田耕策前掲書67頁参照。

4) 金子修一「唐朝より見た溺海の名分的位置J (唐代史研究会報告第四集『東アジア史における国家と地

域』万水書房， 1999年) 402-24頁，演田耕策前掲書16-7頁，馬ー虹「唐封大酔栄“激海郡王"号考一一

兼及唐朝対溺海与高句麗関係的認識J (r北方文物.! 2002年第 2 期) 61-6頁参照。

5) r北史』巻94，勿吉伝， 3123-4頁。株鞠七部の地域分布については，千志欧「綜鞠族及黒竜江流域的株

鞠遺存J (W探蹟索隠集』黒竜江人民出版社， 1993年，所収) 29-30頁，張泰湘 「溺海図的族薦問題J (r東

北亙研究一一東北考古研究臼』中州古籍出版社， 1994年，所収) 258-9夏参照。

6) 描稿 f惰初与高句麗及東北諸族関係試探一一以高宝寧拠営州為中心J (r国学研究』第四巻，北京大学

出版社， 1997年) 165頁参照。

7) r新唐書』巻219，黒水車末鴇伝， 6178賞。
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服属していなかったし8) 溺海の建国にも参加せず，独自の勢力を形成していた。すなわち「黒

水株輯最も北方に処り，尤も勤健と称し，毎に其の勇を侍み， tgに隣境の患いとなる J ，唯だ

黒水部のみ全盛にして，分かれて十六部となり，部はまた南北を以て称となすJ 9) とある。簡単

に言えば，綜鞠は南北 2 つのグループに分かれ，南のグループが瀬海を建てた諸部であり，北

のグループが黒水綜鞄である 10)。黒水鯨輯はさらに南北両部に分かれていた 11)。従って，鞍輯

族は少なくとも惰唐時代から，南から北に至る三大集団を形成していき，それらが歴史上で}I買

に興隆していった。すなわち，粟末株輯をはじめとする各部は樹海国を建国し，南黒水蘇鞠は

後に金朝を建てた女真族であり 12) そして北黒水蘇鞠はその後に清朝(後金)を建てた満族の

祖先に当たるにちがいない 13) 。

E 

溺海が乱に乗じて自立すると，中原王朝が迅速かつ積極的にこれに冊封を加えたのは，明ら

かに強いものを遠ざけ，弱いものを合わせて，突厩勢力を押さえ込む戦略的意図があった 14) 。

しかし情勢は急速に変化した。これより先， 716年に黙畷可汗が殺されて後，突目安は弱体化し，

8) ~金史』巻 1 ，世紀に，黒水車末鞠は「南接高麗，亦附子高麗，嘗以兵五十万衆助高麗拒唐太宗，敗子安

市。 J (I頁)とあるが，これは明らかに『新唐書』綜鴇伝に対する誤読であり，伝には「帝(唐太宗)

伐高麗，其北部反，与高麗合。高恵真等率衆援安市，毎戦，株鞠常居前。」とある。しかし両『唐書』高

麗伝によれば，ここにいう「北部J とは高句麗の北部停藤高延寿を指し，これと対応する南部傍薩が高

恵真である。株鞠に当時北部，南部という言い方は無いし， しかも黒水株鞠は「南は高句麗と接し」得

ない。

9) ~旧唐書』巻199下，綜謁伝， 5358-9頁。

10) 干志歌は実際上，綜鞠は既に二大集団を形成し，一つは液l海都督府の管轄に，もう一つは黒水都督

府の管轄となったj と述べている(干志欧前掲論文29頁)。

11) ~ I日薦書』巻199下，室主主伝に，望建河(現在の黒竜江上流額爾古納河)は 「又東経南黒水綜鞠之北，

北黒水車末鞠之寵東流注子海。 J (5358貰)とある。

12) ~金史』巻 1 ，世紀に五代時，契丹尽取溺海地，而黒水草末鞠附属子契丹。其在南者籍契丹，号熟女

直，其在北者不在契丹籍，号生女直。J ， r太祖敗遼兵子境上，獲耶律謝十，乃使梁福，斡答剃招諭溺海

人日，女直，激海本間一家。蓋其初皆勿吉之七部也。 J (]-2頁)とある。女直は女真であり，遼の興宗

の誇を避けて改めた。

13) 満族の発祥の地については学界の意見は一致していない。王鏡翰「満学研究中的幾箇問題J (北京大学

中国伝統文化研究中心編『文化的鎮贈 漢学研究国際会議論文集』史学巻，北京大学出版社， 2000年，

所収) 34-5頁参照。

14) 綜鞠が自立するや，武后はその首領を封じて震国公などとした。中宗 (705-710) が即位するとまた

「将加冊立，会契丹与突目安連歳窓辺，使命不達。 J (W旧唐書』激海軍末鞄伝， 5360頁)玄宗先天二年 (713)

に窪析を使者として遣わして「拝群栄為左犠衛大将軍，激海郡王，以所統為忽、汗州，領忽汗州都督，自

是始去軟弱号，専称溺海。 J (W新唐書』溺海伝， 6180頁)崖析が使いに出た際に掘った井戸の刻石が旅

}I贋黄金山のふもとに発見されており，当時の陸路がなお突欧，契丹にふさがれており，唐朝が激海に使

者を出すには海路をとらなければならなかったことを示している。終柱巨「張建章墓誌考J (W中国東北

地区和新石器時代考古論集』文物出版社， 1989年，所収) 73頁参照。
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ついで719年に大酔栄が世を去って大武芸が王位を継ぎ，観!海の内外の政策も変化を生じた 15) 。

黙畷可汗の死の翌年に，唐朝は遼西柳城(現在の遼寧省親陽)に再び東北経営のための営州

都督府を設置した。続いて，開元「八年 (720) 九月，左騒衛郎将摂郎中張越を綜轄に遣わし，

薬及び契丹の恩義に背くを以て，これを討たしむJ 16)。ここで株鞠と称して崩海といっていない

のは，恐らく果、水株鞠を指すのであろう 17)。こうして，開元十年 (722) 五月に黒水株鞠首領侃

属利稽が来朝し，玄宗はこれに勃利州(現在のロシアの伯力すなわちハバロフスク)刺史を授

けた 18)。「開元十三年，安東都護醇泰，黒水株鞠内に黒水軍を置かんことを請う。続いで更に最

大部落を以て黒水府となし 伺って其の首領を都督とし，諸部の刺史はこれに隷属せしむ。中

国，長史を置き，其の部落に就きてこれを監領せしむ。十六年，其の都督に姓李氏，名献誠を

賜い，雲麿将軍兼黒水経略使を授け，のって幽州都督を以て其の押使となす。これより朝貢絶

えず、J 19)。明らかに，唐朝は東北において消極的防御策をとり，ただでき る限りの政治的手段を

尽くして一様でない諸勢力の聞に連合・離闘を図るしかなかった。しかし， これは観!海大武芸

の，王権強化，領域拡大(1斥大土字J 20)) の政策と矛盾を生じた。大武芸は泉水に派兵してこ

れを討っただけでなく， 8 世紀の30年代の初めには，突械や案・契丹との同盟を頼りに唐朝の

遼西に侵攻し，ついには黄海の海賊を引き入れて海を渡って山東半島北端の登州を襲撃させる

に至り，唐朝をしてこれを抑えるために新羅と連絡して共同出兵することを余儀なくさせた21) 。

しかし，大武芸の時期の唐朝との衝突は， 200余年に及ぶ庸，湖海関係全体の中のわずか一節

の不協和音の挿入曲に過ぎず\ しかも大半はおそらく大武芸の個人的性格に関わっている 22) 。

東突阪はすでに下り坂にあり，契丹自身もなお大国の問で去就を決めかねており，自立する力

量が無いため，間!海もまた新羅と対立するのを避けざるを得ず，およそ開元二卜三年 (735) 頃

15) 黄約まま「読『曲江集』所収jぎ与激海及新経勅書J (前掲書) 87頁，演出耕策前掲番28-33頁参照。

16) r冊府元亀』巻986，外陸部，征討五(中華書局影印本) ， 11584頁上段。

17) 演田耕策前掲書28頁参照。澱l海毘成立以後，中，日の史料で単に「綜鞠」と称しているのは，黒水事~

縞を指す場合が多いようである。日本の『類衆国史』巻193，減!海僚には「其国延菱二千里，無州県館

駅，処処有村里，皆綜鞠部落。其百姓者，株革国多，土人少，皆以土人為村長。大村日都管，次回刺史，

其下百姓皆目首領。 」 と記されている。淑!海国内において土人と株鞠が対になって挙げられ，土人を官，

株鞠を民としており，明らかに溺海と黒水の区分である。ただ， これはなお研究の余地がある。

18) r新唐書』黒水綜鴇伝6178頁参照。

19) wlS唐書』綜鞠伝5359頁。

20) w新唐喬』溺海伝6180頁。

21)黄約慈「読『曲江集』所収唐与減!海及新羅勅書J (前掲書) 90-102頁，話吉郎耕作「新羅王権と海上勢力

一一特に張保皐の清海鎮と海賊に関連して J (前掲『東アジア史における国家と地域』所収) 454-5頁参

照。

22) 大武芸の唐，激海関係の対処の仕方は溺海諸王中きわめて異例のものであった。彼の，唐朝と黒水株

鞠が交渉したことを腹背から挟み撃ちにしようとしていると疑い，弟の大門芸が諌めるのも聴かず，甚

だしきは人を唐にやって門芸を刺そうとし，自分のカも考えずに唐朝に侵攻し，海を渡って山東登州を

奇襲するに至るなどの行動から見ると，その精神の健康に問題があったのではないかと疑われる。

-118 



草未報，女真逓輿述論

になると，大武芸は自分の方から弟の大茂慶を派遣して入朝謝罪させ，併せて突蕨の状況を報

告した23)。これより唐と樹海の関係は安定に向かい，交流は続き，往来は絶えなかった。

いずれにしても，大政治勢力間の矛盾・衝突を契機に誕生した溺海国は，後に経済・文化が

発展したために「海東の盛国」と称されたとはいっても，本来政治・軍事強固ではなかった。

宗主国である唐朝や北方の強惇な遊牧民族に対し，樹海国は中原に入ってこれを支配すること

も草原を征服することもできなかった。崩海が，安史の乱とその後の藩鎮割拠の機に乗じて，

唐朝の遼東においてひそかに蚕食を進めた24) とはいっても，強固な政治的支配と強大な軍事的

防御の態勢を建てていなかったために，契丹が後に「兵は刃を血ぬらせずして」この地域に進

入することができたお)。潮海と統一新羅は地政学的原因から互いに敵対していたが26) 後者は

東北アジアの政治の局面の中で長期にわたって唐朝の忠実な盟友であり，湖海は朝鮮半島へ向

かつて空間を広げることも非常に難しかった幻)。これらのことが湖海国がただ北方だけに，主

として地縁的に孤立している黒水蘇鞠の地域に向かつて開拓・発展していくことをおその他

には東に向かつて海を渡り，同様に孤立している日本列島に至って交渉の機会を求めるしかな

いことを決定づけた29)。溺海国の首都は天宝 (742-756) 中に初めて旧国古都(現在の吉林省敦

化)から顕州(後に中京顕徳府に改める。現在の吉林省和竜西古城)に遷り，天宝末に上京竜

泉府(現在の黒竜江省寧安東京城)に遷札貞元 (785-805) 中にさらに東京帝原府(現在の吉

林省理春八連城)に遷ったが30) このような移動の軌跡は，おおむね潮海国の主要な空間発展

の方向を示している 31)。

最近の研究状況から見ると 樹海国の東に向かう交通と北へ向かう開拓・発展は一体のもの

であった。溺海国は形式の上で示されているような官僚制度の発達した中央集権国家ではない。

23) 黄約翠「読『曲江集』所収窟与溺海及新羅勅書J (前掲害) 103-8頁，演田耕策前掲書38貰参照。

24) 貌国忠前掲論文200Ji参照。

25) 王綿厚「唐米契丹進入遼東的歴史考察J (W東北古族古国古文化研究(中巻) J 黒竜江教育出版社， 2000 

年，所収) 255頁以下参照。

26) 統計によれば， 8世紀30年代の停戦以後 9世紀20年代始めに至る80余年間に，新羅，溺海間の使者の

往来は合計わずかに 3 図であった。理解の不足と恐怖によって，新羅人は激海人を長身で長毛，鋸歯，

鈎爪を持った食人種の生蕃だと捉えてさえいた。演田耕策前掲書137-40頁参照。

27) ~遼史』巻38，地理志二，東京遼陽府輿遼県僚に「唐元和中，溺海玉大仁秀南定新羅，北略諸部，開置

郡邑J (457-8頁)云々とあるが新唐書』激海伝の記述によれば実際は「仁秀顔能討伐海北諸国，関

大土字J (6181頁)であり，南に新羅を平定した記事はない。

28) 馬ー虹 r8 世紀中期以後黒水綜鞠与激海関係考J (W文史哲~ 2001年 6 期) 82-7頁参照。

29) 程尼郷 f溺海与日本交聴中“高麗国"的弁析J (W吉林大学社会科学学報~ 2001年 4 期) 70-71頁参照。

30) 演田耕策前掲書66頁参照。史料には東京竜原府は淑!海が日本へ通じる交通路の起点と記されており

(~新唐書』溺海伝)，そのため学界では一般に溺海の東京への遷都は日本との関係の発展に関係がある

とされている。また，東京への遷都は新経との関係を改善するのにも有利であったとする学者もある。

演田耕策前掲書87-8頁参照。

31) 松井等「契丹勃興史J (劉鳳議訳，刑復ネL校訂中国語訳『民族史訳文集』第10輯，中国社会科学説民族

研究所， 1981年，所収) 13頁参照。
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五京以外の地方と基層社会， 特に新たに征服した黒水株鞠の住域では，表面の郡県制の下部で

は，実際上は依然として伝統的部落組織と首長制が絶対的優勢を占め，唐載の罵鷹制に相当す

る状況にあった。このような発達した政治的上部構造と立ち後れた社会の基層組織の聞の矛盾

を解決し，衝突が爆発するのを避けるために，溺海政府は積極的に部、落の首領を主体とする日

本海路貿易を推進し，北方漁労・狩猟民の対外交換の基本的な経済需要を満足させた32) 0 8 , 

9 世紀の環日本海交流は，基本的にこれを中心として打ち建てられた33)。特に 8世紀中期以降

は，このような交流は純粋に経済・文化的性質を呈するようになり，政治目的を帯びることは

非常に少な くなった34) 。

国

しかしながら，溺海国滅亡以後，動力を失った日本海交流は急速に寂れていった。東北アジ

ア地域間の海上交通の中心は黄海へ移った35)。このことは次のような疑いを生じさせずにはい

られない。すなわち，いわゆる「海東の盛匡IJ の文化発達程度は当地の社会においてそもそも

どの程度の深さだったのだろうか。近年の考古学の成果は，新石器時代の黒竜江地域における

開始年代はほとんど中原と同様に早いが，ただその下限はずっと遅いことを証明している。先

進的生産工具一一鉄器は中原から黒竜江地域に伝入したが，石器も依然として非常に長期間，

唐代に崩海政権が出現する前まで使用され続けた36)。遼金時代に至って，既に大量に鉄器が使

用されているものの，後れた生産工具一一石器も三江平原一帯で依然として存在し，形も新石

様時代の同類の器物に似ている 37)。さらに北のロシア極東ではコリヤーク人，カムチャダー

ル人(イテリメン人)は 17 ， 18世紀に至るまでず、っと石器時代にあり，新石器時代の技術がま

さに最盛期の状態にあった J 38)。このような生産力水準のもとにあって，溺海国で発達した文化

はその政権崩壊後に当地で継続して伝承されてい く ことはきわめて難しかった。例えば，現在

のロシア沿海州の双城子(ウスリースク)に位置し，清代以来長らく溺海国率賓(綬芽)府と

32) 李成市 「古代東北アジア諸民族の対日遜交一一機・高句麗・溺海を中心に一一j (W東アジアの古代文

イ七~ 1998夏・ 96号，大和書房) 90-93頁，鈴木靖民「激海国家の構造と特質一一首領・生産・ 交易一一」

(W朝鮮学報』第170輯，朝鮮学会， 1999年 l 月) 10-1 8頁，馬一虹「溺海と唐の関係J (Wアジア遊学』第

6号，特集溺海と古代東アジア，勉誠出版社， 1999年) 46-9頁，古畑徹「環日本海諸(地域〉間交流史

の中の溺海J (前掲『東アジア史における国家 と地域』所収) 425, 438頁，演田耕作前掲書5-8， 126, 
153頁等参照。

33) 古焔徹前掲論文434-8頁参照。

34) 馬ー虹 r8 俊紀中葉の溺海と B本の関係一一762年溺海第 6次遣日本使を中心として j (W国学院大学大

学院紀要(文学研究科)~第四輯， 1998年 3 月)参照。

35) 古畑徹前掲論文439-42頁参照。

36) 張泰湘『東北亜研究一一東北考古研究臼~ (前掲) 12, 90頁参照。

37) 張泰湘前掲書43頁参照。

38) オクラドニコフ著，莫i問先，回大畏訳『演海逢遠的過去~ (商務印書館， 1982年) 218賞。
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株鞠，女真逓輿述論

されてきた遺祉は，近年の考古学者によって金代の他品(綬芽)府の遺祉であって，溺海固と

はまったく関係がないことが確認された39)。実際上，溺海の 5 つの京城でさえ，後代に引き続

き使用されることはきわめて少なかった。そして金代の随品府は，現在見られる史料によれば，

少なくとも清初には既に廃祉となっていた40) 。

生産力水準の低さ，それによる社会発展程度の低さ以外に，契丹の移民政策も当地の文化史

を中断させた重要な原因である。契丹は溺海を滅ぼしてその!日地に東丹国を建てたが， しばし

ば反抗にあったため，ついにその民を遼東及び西遼河の契丹の故地に大規模に移し4]) ， 928年そ

の都城を遼陽に遷して南京と称し，後に契丹に編入して東京と称した。契丹が崩海の住民を移

したのは主として反抗を根絶するためであり いわゆる「梁水(現在の遼寧省太子河)の地は

乃ち其の故郷にして，地借く土沃え，木鉄塩魚の利有り。其の微弱に乗じて，其の民を徒し還

すは万世の長策なり J 42) 0 W遼史』太宗本紀上 天顕三年 (928) 十二月僚に因りて詔して，

困乏して遷る能わざる者は，上国の富民の給婚してこれを隷属せしむることを許す」とある 43) 。

これを見ると，移された者の大半はもとの湖海の貴族，官僚及び富民であり，文化の倍承者で

あったに違いない。後に女真が建てた金朝が中原に入ってこれを支配し，その統治の基礎となっ

た猛安・謀克が「家を並べ村を連ね，団結して立ち上がり J 中原へ移住して占領を実行し，東

北のその故郷の文化発展と社会の発達が停滞していったのと同様である。

次のような説もある。樹海国が黒水株鞠に設置した州府が史書に見られないことからこれ

は少なくとも，黒水部の命運は，同部と溺海の中間にはさまれて存在し，ついに併呑されるに

至った諸部と同じで、はなかったことを説明している。しかも，さらに重要なことは，黒水軟鞠

は海への出口をもっていたことである。まさに古代東北地域でたびたび歴史的な変動が発生し

た際の部族の反応一一移動するというーーと同じく，黒水車末鞠の活動の中心も継続的に北へ向

けて撤退する策をとり，黒竜江の河口付近へ移っていった。彼らは歴史上この地域に生活した

先住民と同様に，海外のサハリン地域，オホーツク文化の集団とも連携，交流するようになり，

それによって自部族の生存，繁栄を保障し，捲土重来の機を窺ったのである J 44)。もしこの説が

成り立つのなら，次のようにいうことができる。まさに， 黒水の北への自発的移動と激海の南

への強制的選移という二つの反対方向の運動が綜輯の故地の文化史に断絶をもたらし， これに

よって株輯と女真が前後して興起する時空の間隔ー一一これがすなわち契丹を主とする活動が展

開した歴史空間である を形成した。

39) オクラドニコフ前掲書13-5 ， 18-21 , 25-7, 249-50, 354-71頁等，張泰湘前掲書16， 50, 73, 327-30頁
等，林i云『林涯学術文集~ (中国大百科全書出版社， 1998年) 440-45, 452-73頁等参照。

40) 張泰湘前掲書327頁参照。

41) 韓茂荷『遼金農業地理~ (社会科学文献出版社， 1999年) 26-33頁参照。

42) w遼史』巻75，耶律羽之伝， 1238頁。

43) w遼史』巻 3 ， 30頁。

44) 馬ー虹 r8世紀中期以後黒水株鞠与溺海関係考J (前掲) 87頁。
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しかし，契丹は草原を出て東に向かつて発展し， 東北民族の空開発展方向を改変させただけ

でなく，草原上に政治的空隙を残した。引き続いて起こった，女真の建てた金朝は，草原上に

界濠を修築し，基本的には大輿安嶺をもって境界とし45) この空障がユ」ラシアの草原上のもっ

とも東辺の遊牧民族一一唐代北秋の一つであった室章，後世のモンゴルーーが勃興する歴史的

契機を提供した。モ ンゴルは最初に全中国を統ーした少数民族であり 彼らは東北において中

原文明を黒竜江下流河口付近のヌルカン地方にまでもたらし，明朝もこれを受け継いだ46)。こ

うして，唐以後千年にわたって演じられてきた中国古代政治史の最後の一幕一一一満族の歴史舞

台登場の機が熟したのである。

これまで述べたところをまとめると，我が国の東北のツングースー満語系の諸族，すなわち

株鞠，女真が歴史上前後して段階的に興起した社会的原因は 主に東北の漁労・狩猟民族の生

産力水準の長期にわたる低さ 社会の発達不良にあり そのために自身の社会の発展は緩慢で

あり，あるいは他の発達した民族文化の牽引力に依るものであった。もちろん，数次の大規模

な外への移民(契丹が東丹を滅ぼし，女真が中国に侵入するような)も当地の文化発展に断絶

をつくり，歴史の空白を形成し，社会発展の過程を遅らせた。

45) 拙稿 「陪唐五代燕北地区的民族遷徒与分布一一2000年暑期考察的初歩報告J (王小甫編『盛唐時代与東

北亜政局』上海辞書出版社， 2003年)参照。

46) 楊場，愛閣議，侍朗雲『明代奴JL干都可及其衛所研究J (中州書画社， 1982年)参照。
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古代東アジアにおける人的交流について

一一百済王権を中心に一一一

金瑛

はじめに

戦前日本帝国主義は，朝鮮半島侵略の正当化とその学術的裏付けとして任那日本府」説の

実証のために朝鮮半島で多くの発掘調査をおこなった。しかしながら任那日本府J に関連す

る地域において倭的要素の確実なものは発見できずに敗戦を迎えた。ところが皮肉なことに

日本の古墳時代の最も特徴的な墳墓として挙げられる前方後円墳が 1991年に韓国南西地方で

確認され，それ以後現在まで13基が発見，確認されているl)。戦前であれば当然「任那日本府」

の実証史料として十二分に活用されたであろうが，現在高等学校の教科書からも「任那日本府J

の文字が消えているように，韓国の前方後円墳が直接その存否の文脈で論じられることはない。

ただ， この問題が，二つの国民国家の領域にまたがっている以上，その議論においてはナイー

ブな面を持たざるをえない。なぜ、ならば，戦前そして戦後のある時期まで，日本の朝鮮半島へ

の進出と，その南部地域の支配ということが日本古代史に不可分の形で組み込まれて論じられ

てきたが，現在それを克服，止揚する歴史像が代案されているとは決して言えず，よきにつけ

悪しきにつけ朝鮮半島南部支配説の呪縛から完全に解き放たれていないからである。

このことは決して日本国内の議論に限定されるものではない。韓国・朝鮮民主主義人民共和

国(以下共和国と略称する)においても，朝鮮半島南部支配説抹殺のために，文化的な朝鮮半

島優位性を強調するが，そのあまり，日本古代史における渡来人の過大な歴史的評価に至る面

がある。それはそれぞれの自国史の展開においても見いだされる。たとえば，百済が現在の中

国遼寧省西部地域を領有したという，いわゆる百済の「遼西領有」について，韓国での研究は，

「百済の中国進出・領有」を積極的に認め，王様形成史に欠くことのできない史的条件として取

り上げている 2)。こういった研究の存立基盤である「百済の中国進出・領有」とは，一般に史

料のありょうから「百済の遼西領有」と「華北・山東地区の地名を冠した太守号の除正」の二

つに分けてとらえることができ，時期については前者が 4 世紀から 5 世紀にかけて，後者が 5

1 )キ卜天秀「栄山江流域における前方後円壌の被葬者の出自とその性格J (W考古学研究』第49巻第 2 号，

2002年 9 月)。

2) 李明撲 F百済の対外関係に関する一試論J (W史学研究』第37号， 1983年 12月，ソウル)。
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世紀代後半と想定されて 3) 4 ・ 5 世紀の百済王様史に密接に関わるものなのである。

つまり，これらの議論の問題点は，古代において文化的・制度的影響関係が唯一軍事的支配，

被支配においてのみ成立すると考えずにはいられない，あるいはその考えを完全に拭い去れな

いところにあるのではないかと恩われる。地域聞の交流には色々なルートが存在し，それぞれ

のルートが古代国家発達の大きな責務を担っていたはずである。とくに古代東アジアでは多様

な人的交流があり，それによっても影響関係が成立したことをここでは考察してみたい。

1 4 ・ 5世紀の悶楽浪・帯方地域

漢の武帝が設置した四郡が 日本において通説となっている朝鮮半島西北部に比定されるも

のなのか，共和国で新たに主張された遼東の遼河流域に比定されるものなのか，検討すべき問

題ではあるが，さしあたってここで言う旧楽浪・帯方地域とは，平安南道から黄海道に至る地

域で，明治42年の関野貞氏の発掘調査に端を発し，戦前は朝鮮総督府が中心に，戦後は共和国

が発掘を進めた結果，所謂「楽浪文化」と呼ばれる豊富な副葬品を伴出する墳墓類，及び土城

E止等の遺跡の存在する地域である。この地域から出土する 3"-'5 世紀初頭にみられる文字資料

については，流入中国系人に関係したものであるという点に異論はない。

楽浪古墳は内部構造から 3 種類に分類される。それは木榔墓・埼室墓・石室墓である。木榔

墓は漢中期から後漢前半期にいたるもので， i事室墓はそれよりも遅れて築造され，石室墓は;1:専

室墓の変化したものである。この中の培室墓にはその使用されている噂に年号等の文字の刻ま

れたものがある。それらの検討によると 313年に楽浪・帯方が郡県としての機能を果たさなく

なった以後も，中国王朝の年号を使用していたことがわかる。このことから 5 世紀初頭まで，

この地域に中国王朝の年号を利用しうる政治的情勢があったことが推測できる針。

いまーっこの地域の性格を規定する資料がある。それは1949年に発見された安岳三号墳であ

る。そこには豊富な壁画とともに墨書銘があり，東晋の永和 13年 (357) の紀年をもっ銘文に冬

寿なる人物について記されているが，との冬寿は前燕の慕容銑の司馬であり， 336年高句麗に亡

命した者である 5)。このことは，高句麗に亡命してきた中国系人が 旧楽浪・帯方地域に葬ら

れる状況があったことを意味しており，留意すべき点である。

ところが， 1976年発見された徳興里古墳でも，豊富な壁画と 600字に及ぶ墨書銘が発見された

が，被葬者の墓誌とみられるものから「永楽」 という広開土王陵碑にもみえる高句麗の私年号

3) 金瑛二「百済の遼西経営について_W遼函領有』説の基礎的検討を中心に J (W韓国文化』第 9 巻第

11 ‘ 12号， 1987年 11 ・ 1 2月)。

4) 金瑛二「済中関係史のー視点J (W韓』通巻116号， 1990年 11 月)。

5) 武悶幸男『高句麗史と東アジア~ (岩波書店， 1989年 6 月)。
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が記されている 6)。被葬者 と 思われる 「鎮」 がどのような性格の人物か容易に判定し難いが，履

歴などから流入中国系人の可能性が高い。

以上， 3種類の旧楽浪・帯方地域に出土し，関係する文字資料を形態・使用年号・使用した

主体の観点、から整理してみると，中国の年号を使用しているものは 伝統的な楽浪墳墓の系譜

に属す増室墓に使用された埠と 中国・高句麗古墳の両系譜の要素を兼ね傍えている安岳三号

墳である。中国の年号を使用しないで，高句麗独自の私年号を使用するのは唯一徳輿里古墳で

あるが， こ れは高句麗古壌といってよいであろう。それをなした主体として考えられるものは，

文字培が土着中国系人もしくはその文化を享受する韓人であり 安岳三号墳・徳輿里古墳は亡

命流入中国系人である。こういった資料のありょうは， この j日楽浪・帯方地域独自の史的変遷

を物語っているといえる。伝統的なこの地域の支配者層であった王・孫・韓・会・冬といった

土着中国系人と，それを享受した韓人は， 5 世紀初頭まで中国王朝の年号を使用しうる状況が

あり，楽浪・帯方が中国郡県の機能を果たさなくなった後も，その政治的自立性は，縮小・変

化をとげながらも保持しえた。ところが， 4世紀代から東北中国の政治的騒乱によって多数の

中国系人が高句麗に亡命し，その中のある者は旧楽浪・帯方地域に葬られる状況があった。そ

れは，伝統的な楽浪・帯方の文化を継承しながらも ， この地域が一元的な支配ではないにしろ，

高句麗の政治的影響下にあったことを意味し，伝統的な旧楽浪・帯方勢力下にあったこの地域

が，ルーズな高句麗勢力下に置かれるという史的変化をもたらしたのであろう。その一つの要

因は，高句麗の主たる関心が遼東方面を中心とする中国大陸に向いており，この地に対しては，

後憂にならない程度の関心しかなかったことが考えられる。ところが， 5 世紀代になると，北

規勢力の伸長と相まって新たな情勢が生じてきた。徳輿里古墳にみられるように流入中国系人

も高句麗の私年号を使用し，積極的に高句麗政権構成員として支配下に組み込まれている。政

治的な空白性を保持し得たこの地域にもいよいよ高句麗の一元的な支配がはじまったのである。

II 旧楽浪・帯方地域と百済

以上のように旧楽浪・帯方地域の史的性格を先学に導かれながら検討してみたが， この地域

と百済王権はどのような交渉を持ちえたのであろうか。

!日楽浪・帯方地域と百済の交渉に関する車接史料はあまり多くない。『三国史記』の百済本紀

(以下『済紀』と略称)に紀元前15 ・ 11 ・ 8 ・ 2 年，紀元後246 ・ 286 ・ 298 ・ 304年の合計 8 カ条

に修好・交戦などの記事を載せるのみである。これらが，史的事実を物語っているのかどうか

はいま一つ判然としない。ましてここで問題とする 4 ・ 5 世紀についての記事はまったくない。

そこで，百済が旧楽浪・帯方地域，つまり平安南道・黄海道地方と交渉をもった時期を別の角

6) 田中俊明「徳輿皇壁画古墳の墨書銘について J (ii'朝鮮史研究会会報~ 59号， 1980年 7 月)。同『高句麗

の金石文一研究の現状と課題一J (ii'朝鮮史研究会論文集』第18集， 1981年 3 月)。及び，注 5)参J照。
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度から検討してみたい。

百済と平安南道・黄海道地方との交渉ということになれば，平安南道・黄海道地方の北に勢

力範囲をもっ高句麗との交渉によってその一端がうかがえよう。 『三国史記』 の各本紀をもとに

紀元前 5

紀元 0

5 

240 

245 

250 

255-1 

275 

280 

285 

290 

295 

300-1 

305 

350 

355 

360 

365 

370 

375 

380 

385 

390 

395 

400 

405 

410 

表 l 交戦記事年表
百済と高句麗との交戦記事を抜き出し， 5 世紀

代までを年次}I領にまとめてみると 4世紀後半に

集中していることがわかる(表 1 )。

中国の正史，及び『資治通鑑』によれば，こ

の時期高句腫は前燕と顔繁に交戦しており，つ

いに342年慕容胞に園都を壊滅される国家的危機

に直面している。この後も， 345 ・ 385 ・ 400 ・

402 ・ 404 ・ 405 ・ 406 ・ 407 ・ 410年と毎年のよう

に遼東地方で衝突を繰り返している。このよう

な中で，高句麗は南方にも積極的な進行を試み

る。 369 ・ 371 ・ 375 ・ 376 ・ 386 ・ 392 ・ 400年と百

済を攻めるが，百済も 371 ・ 377 ・ 390 ・ 393 ・ 394 ・

395年と 390年代になると，積極的に北進を敢行

するのである。特に371年は平壌で高句麗王を戦

死させるに叢っている。そ して377 ・ 395年も平

壌付近まで進出している。百済と平壌の聞に位

置する旧楽浪・帯方地域と， このような交戦を

きっかけとして，接触を持つに至ったと想定す

ることは，決して無理なことではない。殊に，

前述した高句麗のこの地域への支配形態が変化

する 5 世紀以降は，高句麗の一元的な支配を回

避した王氏・韓氏を代表とする土着中国系人や

亡命中国系人以外にも，中国での戦乱を回避し

た中国系人の流入は当然あっただろうが，こう

いった人たちが百済と積極的に交渉を持ち，あ

る者は百済の支配層に取り込まれていったとも

考えられよう。以下の史料はその一端を物語っ

ているとみられる。

『済紀』の近肖古王30年 (375) の条をみると

「博士高興」 なるものが百済に文字を伝えたこと

がわかる。 「高輿」なるものが楽浪の土着中国系

126 



古代東アジアにおける人的交流について

人の高氏である可能性は十分ある 7)。さらに『続日本紀』延暦10年夏4 月戊成の条には， 日本

に論語を伝えたとする王仁の出自を楽浪王氏とする記述がある 8)。なお最近の七支刀の研究9) に

よると，東晋との交渉に IB楽浪・帯方地域の中国系人が深く携わったとするが，前述のように，

まさしくこの地域が伝統的に中国の年号を使用していたことを参考にするならば，七支万の制

作，及びその伝来に旧楽浪・帯方地域の中国系人が積極的に関わったと考えることもあながち

唐突ではない。『済紀』の枕流王元年 (384) の条に見られる東晋の胡僧による百済の仏教の開

始弘百済と旧楽浪・帯方との密接な関係が史的環境として存在してこそはじめて理解される

のである。

盟地名を冠した太守号について

近年の百済史における成果の一つに百済の「大王j 制の研究10)がある。これは百済王権を構

成するのは多数の王・侯であって，その頂点に位置するのが百済「大王」だとするのだが，そ

の基本史料は中国諸王朝への上表文に見られる地名を冠した王・侯・太守である。ところが，

王・侯に冠する地名は朝鮮半島西南部に比定されIj)問題はないのであるが，太守に関してはそ

の地名が中国大陸内の地域を示すと思われるものがあってその取扱に苦慮する。当然この地名

がそのまま正しいならば，百済王の官僚の中に中国大陸内の地域の行政官である太守がいたこ

とになり，百済が中国のある地域を領有したと考えられる。

これに関連した史料はu"宋書』巻97，列伝57の百済国，及び『規書』巻100，列伝88，百済

国，それに『南斉蓄』巻58，列伝39の百済国がある(表 2)。これらの太守に冠した地名をみる

と，山東・河北・江蘇省と湖海・黄海沿岸地域に比定されるが12) 西河だけは山西省と内陸部

であり， この地名比定が正しいならば当然これらの地名がなんの縁もない虚名に過ぎないとい

う説も地理的条件から想定しうる。だが 逆にそのようになんの縁もゆかりもない地名を百済

がわざわざ要求するのかという疑問もわいてこよう。そこにはやはり百済との関連性があった

とみるほうが自然である。

7)佐伯有清「三 応神王朝の形成と渡来人J (W東アジア世界における臼本古代史講座』第 3巻，学生社，

1981年 3 月，所収)。

8) 鈴木靖民「石上神宮七支刀銘についての一試論J (W坂本太郎博士頒寿記念， 日本史学論集』上巻，吉

川弘文館， 1983年 12月，所収)。

9) 山尾幸久「七支万の銘について J (W 日本古代王様形成史論』岩波書店， 1983年 4 月，所収)。及び，注 8)

など参照。

10) 坂元義種『古代東アジアの日本と朝鮮，!] (古川弘文館， 1978年 12月)。

11) 末松保和『任那興亡史，!] (吉川弘文館， 1979年 2 月初版， 1977年 7 月， 6 版)。千寛字「篤韓の位置試

論J (W東洋学，!] 9 号， 1979年，ソウル)。

12) 中国内の地名の比定ついては讃史方輿紀要』及び，語其駿主編 r中国歴史地図集，!] (地図出版社，

1982年10月，上海)と，各正史の地理誌参照。ただし， 朝鮮半島内か，中国内か暖味な「帯方・楽浪・

朝鮮」については比定していない。
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表 2

年 代 人名 爵 号 地名 地名比定

久爾辛王 5 (424) 張威 長史

毘有王24(450) t馬野夫 台使→西河太守 西河 山西省(糞寧道)扮揚県差和山西

蓋歯王 4 (458) 余紀 行冠軍将軍お賢玉

余毘 行征虜将軍左賢主

余震 行征慮、将軍

余者E 行輔国将軍

余父 行輔国将軍

和t::衿 行龍駿将軍

余爵 行龍嬢将軍

余流 行寧朔将軍

摩書 貴 行寧朔将軍

子西 行建武将軍

余婁 行建武将軍

室主歯玉 1 8(472)
余 礼 冠軍将軍属11馬都尉弗斯侯長史 弗斯

全羅北道全州の比斯伐か，全線南道
宝城郡大浦里の分嵯郡

張茂 龍駿将軍帯方太守司馬 帯方

東城玉12(490) 寧朔将軍面中王→ 面中 全羅南道光州|の武珍か

姐瑳 行冠軍将軍都将軍都漢王 都漢 全羅南道高輿の豆貯県か，全羅南道
羅州の豆隣県

余 古
建威将軍八中侯→ 八中 全羅南道経州の発羅君r~
行寧朔将家阿錯王 阿錯 全経南道木浦の阿次山郡か

海底はj塾経と 同 じで，全羅北道沃溝

余歴 建威将軍→行龍駿将軍遜虚王 遜底 の馬西良県か，全緩南道長興君r~会寧
の馬斯良県

余 固 広武将箪→行建威将軍弗斯侯 弗斯 ~U述

高達
行建威将軍広陽太守兼長史→ 広陽 河北省(京兆)北平市

行龍駿将軍帯方太守 帯方

楊茂
行建威将軍朝鮮太守兼司馬→ 朝鮮
行建威将軍広陵太守 広陵 江蘇省(准楊道)江都県

会湛
行宣威将軍兼参軍→行広武将

清河
河北省(示兆)北平市附近か，山東省

軍清河太守 (済南道溜JI! 県)

東城玉17(495) 沙法名 行征虜将軍遁羅王 遜羅 前述

賛首流 行安匡i将軍E卒中王 E卒中 全羅北道金堤の翠骨郡

解礼昆 行武威将軍弗中侯 弗中 弗斯に同じか

木干那 行広威将軍面中侯 面中 前述

慕遺 行龍駿将軍楽浪太守兼長史 楽浪

玉茂 行建武将軍城陽太守兼司馬 城陽 山東省(済寧道)苔県

張塞 兼参軍行振武将軍朝鮮太守 朝鮮

陳明 兼行揚武将軍
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まず， 450年の西河太守鴻野夫であるが，

表 3 これは「私仮」 とあり ，百済王がまず非公

間 朝貢・遣{吏 朝貢・遺使 式に西河太守を鴻野夫に与え，それから南
百済←+南朝 百済--北朝

朝にその除正を求め，認められたようであ

[→印諮問~3!t~1
る 13)。この要求がこれ以降の百済王の南朝

-E/J中国王朝の への除正の先駆となっているようだが， こ

書 372 こに至って太守の除正を求めたのは，やは

りそれなりに理由があるのではないか。
晋書紀

そこで，中国史書によって百済と中国の

使節による交渉記事を，年次とその形態か

ら整理してみると(表 3) ，百済の呼称が中

国史書に登場してから488年までに， 14田の

朝貢と 2 回の遣使があったことがわかる。

宋宋書脅伝伝 時期は東晋代 2 回の朝貢と l 回の遣使，劉

宋宋書書伝紀
宋代11回の朝貢と 1 回の遣使，南斉代， 1 

宋書紀 回の朝貢だけである。いま問題となる劉宋
宋書紀

代に入って450年までは， 424 ・ 429 ・ 430 ・
450 十 450 | | 宋書紀伝

宋宋書書伝伝 440 ・ 443年の朝貢と， 425年の遣使がある

宋書紀 が，これらの間に王・侯・太守等の除正の

宋書紀伝 要求はなく， 450年に至って初めて地名を冠
貌脅伝

した太守が表れる。このことは最初の朝貢
冊封府冊・朝貢・

の424年からこの450年の聞に，西河太守を

E14叩1二
通費量
南斉書伝 「手ム仮」し，その除正を要求するような何ら
南斉寄伝

500 かの状況が起こったものと考えられよう。
叫〆

すると f親書』巻9ì，列伝85，馬文通伝の

梁 1 ---1 |梁書紀
北燕の滅亡 (436年)に関する記事が俄然注

梁附書府紀・朝伝貢 目されるのである。そこには部下を率いて

亡命してきた鴻文通が高句麗との車L醸から
梁書紀伝

南に逃れようとしたあげくに殺されたとあ
541 1 | 梁書紀伝

るが高麗乃殺之於北豊，子孫同時死者十

550 
梁書紀伝

余人」という記事から，この時亡命してき

た鴻氏一族や部下たちがすべて殺されたわ

13) 注11)139頁参照。
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けではないと推察され，それらの残余の者が， この混乱時に高句麗の南に位置する旧楽浪・帯

方地域，もし く は，その地域と密接な関係を持っている百済に流入したのではないか。なぜな

ら，前述したように亡命中国系人が旧楽浪・帯方地域と密接な関係を持ち，さらにこの地域は

百済とも通じている史的環境が存在していたからである。

そのうえIí貌書』百済伝の延興 2 年 (472) の北説にあてた上表文によって百済流入は裏付

けられる。そこ には「自鴻数終，官余憧奔鼠醜類漸盛，遂見陵逼J とあり，百済が北燕の滅亡

と鴻氏一族の高句麗亡命などの知識を得ていたことがわかる。次に，通説では「且鴻族馬，有

鳥畜之恋，楽浪諸郡，懐首丘之心」を高句麗内の囚われの鴻族の土馬の故郷への思慕や，高句

麗に滅ぼされた楽浪及び諸郡の人々の故郷を慕う気持ちとするのだが，なぜ，高句麗に囚われ

た漏族の士馬や，楽浪及び諸郡の人々の心情を百済が思いやる必要があるだろうか。高句麗の

悪逆無道さを強調するためであろうか。前述のように北燕の滅亡や鴻氏一族の亡命の情報自体

を百済が得ていたことを考えるなら，百済内にいる鴻氏一族の者やその部下，また， 旧楽浪・

帯方地域の者たちのことを百済が代弁していると解釈する方が整合的である。たしかに北燕内

に「鴻野夫J とする者を史料的に認めることは出来ないし，西河太守を歴任した者も確認でき

ないが，北燕成立時の政権構成14) を見ると，爵号の地名に河北・山西・山東・河南省などの地

域のものがある。これらは後燕時代の領域内に含まれており，後燕時代の支配権を北燕が継承

したものであろ う。以上を勘案すると，後燕時代その領域内にあった西河に関係する者が北燕

にいたが，その北燕の者が百済に流入したことに関連して， 450年の西河太守の「私仮J に結び

ついたと考えられるのである。

次に中国大陸内の地名を冠した太守号の除正の要求は， 472年の北規への上表文の中に見える

帯方であるが，これは伝統的な朝鮮半島西南部地域のものなのか，大陸内に僑地したものか判

然としない。確実なものでは490年の南斉への上表文に見える ものがあり， そ こでは河北・山東

に比定される地名が散見する。この時期河北一帯はすで、に北貌の範囲内で、あり，この地域の太

守号の除正が前述の北燕の流入者との関係によるものなのか追求するすべがないが， 495年の城

陽とともに山東地域については，その政治的状況の変化がこの時期にあったことが知られる。

それは『南斉書』巻14，志第六州郡上，青州、|の条，及び『通鑑』巻第132，宋紀14の記事から，

この地域が466年に北親に占領されたことがわかる。これがまさし く 490 ・ 495年に至って，山東

地域の地名を冠した太守号の除正を主張しうるにいたる政治的状況と考えられよう。

次に，除正された人物の姓氏について検討を加えると，朝鮮半島内の地名を冠した王・侯の

姓氏は百済特有のものであるが15) 中圏内の地名を冠したものは はなはだ中国風である。『済

紀』によれば百済の姓は，解・真・沙・燕などが一般的で，たとえば，百済の官制上最高位に

14) 大津陽典「慕容燕から鴻燕へJ (W立命館文学』第418"'421号， 1980年 7 月)。

15) 村山正雄「百済の大姓八族について J (旗図説ほか編『古代の朝鮮』学生社， 1974年 5 月 ， 所収)。
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古代東アジア における人的交流について

位置する佐平についてみると， 420年以前に就任したものは，王族「余」 姓が4名解」 氏が

2名真」氏が6 名 高J 氏が l 名である。これ以降とくに480年からは沙・燕・ 王」 な

どの新輿貴族があ らわれる。このように百済固有の姓は『惰書』百済伝には，沙氏・燕氏・茄

氏・解氏・貞氏・ 国氏・木氏・苗氏の 8 つが挙げられているが この太守号に除正された人名

は「張・鴻・高・楊・会・王」 で，中には百済系かとも思われるものがあるが，大部分は百済

固有のものではない。これらに加えて南朝の本籍地任用回避制の緩和が1 6) 各自の出身地名を

冠した官爵の除正要求の横行を招き百済が中国内の地名を冠した太守号の要求の根拠にもなっ

たのであろう。

このように中園内の地名を冠した太守号は 当時の中国の様々な政治的な状況に よって百済

へ亡命・流入した中国系人の存在を想定してみてはじめて理解できるのである。

W 前方後円墳の被葬者をめぐって

韓国西南部の全羅南道，栄山江流域で発見された 13基の前方後円墳は，単に一地域の墳墓の

形態についての問題として片づけられない面を持っている。造営された 5 世紀後半-----6 世紀前

半という時期の東アジア情勢，及び百済，栄山江流域， 日本列島という空間的広がりなどを視

野に入れてはじめて，その歴史的意義が見いだせるのである。このことは， 一方で古代日朝関

係史の新たな地平をも切り開く可能性を持ち合わせていると言えよう。それ放に一番関心が持

たれるのが被葬者または造営集団の歴史的な性格をどのように規定するかという問題である。

被葬者，あるいは造営集団についての議論は， 現状では大きく在地首長説と倭人説に二分さ

れる。ところが， 13基の分布のあり方，墳墓の出現と消滅の時期などの問題を総合的に判断す

ると在地首長説は認めがたい。この地域で連綿と続いてきた聾棺や木棺などの埋葬施設をもっ

墳墓が，造営された地域には出現せず，それら在地的な古墳系列とは無関係に突如現れる偏在

性は， 何らかの突発的な政治状況を想定しなければ説明がつかないのである。

さらに，墳墓の埋葬施設である横穴式石室や出土遺物によって北部九州から有明海沿岸地域

との密接な関係が想定されるが，単純にその地域の倭人が集団移住して造営したものと考える

には資料的に問題も多い。たとえば，新徳古墳出土の金箔ガラス，薬玉，雁木玉などで構成さ

れた頚飾りなどは武寧王陵との関係が考えられ，百済王権との直接的な関係がなければとうて

い入手できるものではない。これらのことをふまえると単なる九州からの移住集団者による造

営とするわけにもいかないのである。

そこで， これらの墳墓が造営されるに至る突発的な政治的状況として注目されるのが『日本

書紀』雄略記23年 (479) の百済支援史料であ る。百済で三斤王が死去したとき，倭王権に派遣

16) 越智重明「南朝における地方官の本籍地任用について J (W愛媛大学歴史学紀要』第 l 輯， 1953年)。小

尾孟夫「南朝における地方支配と豪族一地方長官の本籍地任用問題について J (W東方学~ 42, 1971年

8 月)。窪添慶文「貌晋南北較における地方宮の本籍地任用について J (W史学雑誌~ 83-1 ・ 2号， 1974年)。
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されていた蓋歯王の弟毘支の子，後の東城王を軍500人で護衛して帰国させたというものである

が，この箪500人の出自が筑紫国とあり，まさしく前方後円墳の石室構造が北九州地域の系統で

あるという考古学資料とも符合する。

475年，高句麗との戦いで，王都漢城は陥落し，蓋歯王の戦死という百済王権における未曾有

の危機が起こった。その後，それまでの済・倭の密接な関係を前提に倭王権の支援が百済の復

興を助けたのである。その支援時の倭人やその子孫が百済王権内に取り込まれる事態は容易に

想定できょう。それは，前述した 5 世紀後半の流入中国系人を積極的に王権内に取り込んでい

た事実からも考えられるのであり，当時の百済の王・侯体制を考え合わせるなら，それら倭人

系百済官人が，歴史的に日本列島と深く歴史空闘を共有していた栄山江地区に派遣され，自分

の出自を明らかにするために前方後円墳に埋葬されたのだという説17) は十分妥当性があると考

えられるのである。

結びにかえて

6 世紀代後半のことではあるが w情書』百済伝に次のような記事がある。

其人雑有新羅・高麗・倭等，亦有中国人，

百済には新羅・高麗・倭などの人がおり，また，中国人もいるというのである。このことは，

まさしく中国南朝の文化を移入，発展させ 日本へも多大な影響を与えた百済王権の本質を言

い当てているのではなかろうか。以上の検討のように百済王権は中国・日本との積極的な人的

交流によってその王権を確聞たるものにしていったのである。

(付記> 2003年 3 月 21 日北京大学で報告するにあたっては谷川道雄先生から懇切丁寧なこ・指導を賜った。さ

らに，当日の討論では北京大学教授沈仁安先生から適切な御意見を頂いた。記して深い感謝を表したい。

17) 山尾幸久「五，六世紀の日朝関係 韓国の前方後円壌のー解釈一J (W朝鮮学報』第179号， 2001年 4 月)。
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海を越える黄砂の発源地を尋ねて

一一漢代居延地区の自然環境とその開発を探る一一

蒋非非
(田村俊郎訳)

中国大陸の西北部，現在の内蒙古自治区阿控善盟に位置するエチナ(額済納)河は中古漢文

文献中に“流沙弱水"と称され，“居延"というこの神秘的なニュアンスを帯びた旬奴語の地名

は，漢の武帝元狩二年 (BC121)になって古代の漢字文献中に現れる。二千年あまりの歳月が

過ぎ去った現在，国内外の名だたる古都，関所，石窟，名勝などに比べ，居延を知る人はそれ

ほど多くはない。しかし，毎年春の季節になると，モンゴル高原から南下してくる冷気が，ほ

とんど、酒れた古居延揮やパダインジャラン(巴丹吉林)砂摸を越える途中で空いっぱいに黄砂を

巻き上げ，アジアの東北部を吹きぬけ，さらに海を越え日本列島に降り注いでいる。約二千年

前，命を受け故郷を離れること数千里，居延地区の燦憶を守衛するためにやって来た漢代の成

卒たちは， この古居延地区での彼らの生活が後の世代の子孫にどのような影響をもたらしたか

想像すらできなかったであろう。もし，我々にとって平城京が古代の日中文化交流が物象化さ

れたものであり，カナ文字や漢字が中華思想や制度を伝播する媒体というならば，今日，毎年

日本海沿岸に吹きょせる中国内陸の黄砂もまた，古代史研究の課題として，古今に亘って現実

的な意義をもっ一つの試みといえないだろうか。

I 漢代居延地区の自然環境

エチナ地区つまり古居延は，中国大陸内蒙古自治区の西北端，北緯約400に位置している。地

形は西南から東北に向かい緩やかに傾斜し，東部はパタゃインジャラン砂漠，西南部には海抜2000

メートル近い山脈があり，北部には祁連山脈に源を発する黒河(内蒙古地域内で、はエチナ河と

呼ばれる)の集水地である東居延海(現在のソゴノール〔蘇泊淳爾J ， 1949年以後度々澗渇す

る)と西居延海(現在のガシュンノ ール〔嘆願淳爾J ， 1961年より酒渇する)がある。中部のエ

チナオアシスは黒河下流の沖積型扇状三角オアシスで，天然自生林と湖浜の草原500余万畝(約

33万ヘクタール)がひろがり， エチナ地区総面積の約30% を占める。またこの地区にはゴビ砂

漠が約200余万ヘクタールもひろがり総面積の20%以上を占める。その他は乾燥した低い山や

丘陵がひろがる，非常に過酷な自然環境である。現代の気象統計によると，居延地区の最低気

温は零下37.60C，夏季には43.l 0C を記録している。年平均降水量はわず、か37mm，一年を通じて
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風が多く，年平均21 日は砂嵐にみまわれる。漢代の居延津は，現在よりも面積が広く，大きな

湖であった。漢代の燦憶は主にエチナ河流域に沿って分布し，当時の成卒たちの各種の活動地

域も主にこの周辺に集中していた。また，考古発掘調査によって，漢代以前の古居延地区に，

すでに人類の営みがあったことが知られている。紅陶 灰陶や彩陶の残片及び細石器が発見さ

れており，現在からおよそ八千年から四千年前の間に，内蒙古の中・東部で人類が原始農業に

従事していたことがわかっている。しかし，その後この地の気候が湿潤から乾燥寒冷にかわる

と，原始農業はしだいに荷に移動していった。また，漢代に成卒たちがやってくる以前， この

地は月氏，旬奴，林胡懐煩などの北方遊牧民族が生活する場所であった。

1930年代， 70年代の二度にわたり，居延地区の漢代燦憶についての大規模な考古発掘調査がお

こなわれ，数万件の漢代の簡!慣が出土したことは，我々に漢王朝の成卒たちがこの地でおこなっ

た生産や生活の笑際の記録を提供することとなった。またこれらと既存の文献史料を結びつけ

ることで，我々は当時の気候や自然環境についてもよく知ることができるのである。『史記』 巻

一一O旬奴列伝の記載によれば「旬奴は北に慮りて，地寒く，殺気早く降る Jll とあり，漢簡中に

は少なからず冬季の寒冷のために，中原から来た成卒たちが寒さから発病する記録が見られる。

(以下，引用する漢簡の文中で解説不能な文字については口で表し，( )の文字は筆者が加えた。)

間陸長孫調三月中病苦寒見 E3 ・ 51A [2] (l 1 貰)2) 

地熱多沙冬大寒 502 ・ 15A[ l] (601貰) 3) 

葦(惟)冬寒雇調衣進酒病口長聞母慈 34 ・ 7B[l] (53貰)

九月巴丑病寒貝尽庚寅績二日巳像(愈) 34 ・ 25 日 ](55頁)

第廿四隠卒高自首以四月七日病頭思(痛)四節(肢)不懇餅庭隠卒周良四月三日病苦

第二隠卒江湾以四月六日病苦心服(腹)丈(脹)満

第三トー隊卒王章以四月一日病苦傷寒 第一隠卒孟慶以四月五日病苦傷寒

第升f七隠卒蘇賞三月旦病問怯(版下肋上部分)箭(漸)急少愈

第升十二隠卒公孫龍三月廿日病問怯箭急未愈

第升卜ー臆卒尚武四月八日病頭患寒具飲蔚五斉(剤)未愈

嘗遂里公乗王同即日病頭層、寒具小子与同隠飲蔚廿斉(剤)不倫(愈)

4 ・ 4A [l] (4頁)

4 ・ 4B [l] (4-5頁)

52 ・ 12[l] (90頁)

1 )司馬遷『史記』巻一一o r旬奴鹿北地，寒，殺気早降」北京 中華書局 1959年 2903頁

2) 甘粛省文物考古研究所『居延新筒』北京 文物出版社 1990年(以後 [2J と省略，括弧内は頁数)

3 )謝桂華等『居延漢筒鰹文合校』上・下 北京 文物出版社 1987年(以後 [1 J と 省略，括弧内は頁数)
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口口乃戊戊病頭寒具不能 114 ・ 19A [I J (1 86貰)

傷寒即日加街(劇)頭痛煩憩未 201A[2J (1 88頁)

葵亥病頭痛寒果未能 535[2J (214頁)

董充 乃三月奏巴病空襲右腔潅種(腫) E53: 14 [2] (280頁)

居延令弘伏地再拝少卿足下口口口口口病口熱膝腫口 E53 ・ 296A[2J (299頁)

元康二年 (BC64)十一月丙申朔戊申侯長威敢言之官口口口疾寒 E58: 44A [2] (352頁)

庚午朔辛巳呑遠士吏戎敢言口傷汗寒熱頭愚即日加煩額四支(肢) E59 : 49A [2] (362頁)

口西安国里孫昌即日病傷寒頭患不能飲食 E59: 157[2] (369頁)

以上の簡)閣は成卒が発病によって正常な任務をおこなうことができなくなったことを報告し

たもので，今日でいう休暇願いにあたる。簡文中に「奥山「熱J とあるのはみな病人の発熱を

あらわし，漢簡中に『治除熱方.J (ElO:8[2J (55貰) )がみられるのは，成卒たちがよく寒さに

より病を患い発熱していたことがわかる。さらに成卒たちが，下肢の関節が腫れるリューマチ

を患っていた例もみられる。

居延地区は冬季の厳しい寒さもさることながら夏季はまた中国内地よりも厳しい炎暑であっ

た。このことについても漢簡に記載がみられる。

地熱多沙冬大寒 502 ・ 15A [I] (601頁)

宣伏地再拝請幼孫少婦足下 甚苦塞上署時 10 ・ 16A[ 1] (1 5頁)

苦暑幸賜書存問 E54: 7B [2] (301頁)

居延における砂漠は漢代にはすでに相当な規模であったが，現在毎年春に頻発する砂嵐につ

いては明確な記載はみられない。ただし，細かい砂が風に舞い吹き寄せることについては，す

でに記録がある。簡文中にはその砂塵が屋内の敷物に積っていた記載がみられる。

臥内中主主(葦)席承鹿 E6:9[2] (36頁)

このように各種の歴史記載からみると，漢代から現在にいたるこ千年余りの間に， この地の

気候はそれほど大きな変化があったわけではない。ただし，漢代の居延地区の自然環境は，今

日よりもはるかによかった。そのことは，主として野生生物の数量の多さ，植生の豊かさ，河

川の水量の豊富さや大量の魚類の産出，地下水位が高く利用しやすいことなど，様々な点にあ

らわれている。
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漢簡には漢の宣帝元康二年 (BC54) に武威郡の庫令の伝達した丞相府の以下のような命令が

ある。

元康二年五月己巴朔辛卯武威庫令安世別繕治卒兵姑減敢言之酒泉太守府移丞相府書日太

守口迎卒受兵謹液繁持与将卒長吏相助至署所母令卒得撞道用湾射禽獣闘己前口書口三居延

不遺長吏逢迎卒今東郡遣利昌侯国中目力白馬司空佐梁持成卒口 E53 : 53 [2] (284頁)

以上の記載は当時姑賊(現在の甘粛省武威付近)に駐在していた武威郡の庫令で，名を安世

という者が伝達したものである。それは 丞相府が郡太守に対して内地から来た成卒が携帯す

る武器 禁，寄などーーを慎重に管理して，成卒が勝手に自らの考を用いて鳥獣を射ること

を防止せよと命令している。この命令にはおよそ二つの意図があった。一つには成卒が個人の

ために勝手に国家が支給した武器を使用し浪費することを防ぐため。二つには成卒が狩猟中に

「闘己前」とあるように野獣と闘って不注意に怪我をすることを防ぐためという意が含まれてい

る。丞相府からわざわざ命令が下されているということは， このような情況がけっして少なく

はなかったことを意味している。また，成卒が道路上を行進している時に寄弓を用いて鳥や野

獣を射る機会があったということは まさに漢代の居延地区には野生動物が数多くいたという

情報をよく伝えている。その他に漢憶には現在では非常に珍しい野生の馬や路舵(嚢{官)，羊な

どの動物に関する具体的な記録もみられる。以下の簡文を見ていただきたい。

書日大昌里男子張宗賞(債)居延甲渠収嵐隠長越宣馬銭凡四千九百二十将招宣詣官口以口

財物故不実減二百五十以上口巴口口口口口口僻

趨氏故局収虜隠長属士堕趨~宣興局同治乃永始二年 (BCI5) 正月中属病高弟宗自将騨牝

胡馬一匹来視属馬死其月不審日宗見塞外有野嚢佑口口口口

宗馬出塞逐嚢位行可対余里得葉信一匹還未到腿祭馬率優死宣以死鳥更所得葉位錦宗宗不

肯受宣謂宗日強使宣行馬主存率死不以償宗馬也

口共平家馬直(値)七千令宣立以口銭千六百付宗其三年四月中祭使肩水府功曹受子淵責(債)

宣子淵従故甲渠候楊君取直三年二月尽六 229 ・ 1 ， 229 ・ 2 [1] (371 頁)

以上の簡文には，全体に債務が紛糾している様子が記載されている。例えば，張宗が永始二

年正月中に騎馬で居延の甲渠収虜障に行き病気の兄張馬を見舞ったが，不幸にも張謁は病死し

てしまった。その同月某日，張宗は塞外に野生の路舵がいるのを見かけている(此の後，簡文

は畝)。同じく収虜隠にいた隠長の趨宣は張宗の馬に乗って追いかけること三十数里，一匹の路

舵を捕まえた。戻ってくる途中，張宗の馬は突然死んでしまった。超宣は捕まえた野生の賂蛇

を死んだ馬の補償として，張宗に与えた。しかし，張宗はこれに同意しなかった。すると趨宣

は張宗が無理やり馬に乗せたので，死んだ馬について賠償する必要はないと申し立てた。

収虜障の上層部は関係者を召集したうえで以下のような結論を出した。それは，張宗の馬は
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値にして七千，趨宣には即刻一千六百の支払いを命じる。そして翌年(永始三年)の四月に，

張宗は肩水府功曹に委託して趨宣の子の趨淵から賠償金を受け取ることであった。

現代の中国大陸砂漠地区における野生の路舵の生存状況に関する調査によると，野生の賂蛇

の生態は基本的には群れをなして行動するという。前掲の簡文では一匹の酪舵を捕まえたとあ

るが，永始二年正月，寒冷な冬が到来する時期ではあるが，居延甲渠収虜障の塞外には野生の

賂舵の一群がいたと推測される。さらに，野生の路舵や馬に関する記載が以下に見られる。

状何如審如賢言也賢所追野嚢 E5 ・ 97[2] (24頁)

口野鳥除口 50 ・ 9[ 1] (87貰)

即野馬也尉亦不詣迩所候長遮不窮口 E8:14[2] (51 頁)

野馬一匹出珍北候長皆 E43: 14[2J (1 00頁)

以矯虜翠火明旦腫迩野馬非虜政放翠火不麿口 E22:414[ZJ (503頁)

当時の居延地区では，さらに野生の羊を捕まえることができ，成卒たちは野生の羊の肉で干

し肉を作っていた。このことは加工技術の手聞を考慮すると，何か特別な状況下で偶然に考え

出されたものではないと考えるべきである。これについて，次の簡文を見てみよう。

口孫少君遺~更米口肉廿斤

口府幸長卿遺踊一口御史之長安口口以小笥盛之

母以口鵬野羊蹄粛之也 乙附51: [1] (677頁)

現在のエチナ地区の大部分は砂丘や低地で，樹木は少なく，植物も沙棄(グミ科の低木)や

竣竣(砂漠地帯の濯木の一種)，胡楊(コヨウ)，檀柳(ギョリュウ)などの砂地に生える高・

低木が主である。昔日の甲渠塞，肩水金関などの遺跡はほとんど砂丘に覆われ，百年近くのあ

いだ漢代の成卒たちの生活がこのような自然環境の中で行なわれていたとは想像しがたい。筆

者は居延漢簡を調べていく中で，ひとつの興味深い点に気づかされた。それは，簡文中に非常

に多くの“斐"に関する記載がみられることである。『居延漢簡甲乙編』と『居延新簡』の簡文

中にみられる“斐"の記載について，おおよその統計を試みると 記載されている“斐"の数

量の合計は約三O万束と各隠に数千石(漢代の一石は約30kg) の“菱"が蓄えられていたこと

がわかった。さらに“菱"の売買や，借用，返却，保存，支出，刈入れ，貯蔵，輸送などに関

する簡文は約166条みられた。またIr説文解字』では“斐"を「乾謁(干した馬草) J と釈し，

「五人帥，交撃」とある 4)。漢簡の記録によれば漢代居延地区では各郵置で飼育している駅馬に

4) 許慎『説文解字』北京中華書局 1963年 25頁
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は一日一頭につき五束の“斐"をあたえ，官牛の飼育には一日一頭につき八東あたえていた。

その他にも一定量の穀物をあたえていた。馬はこの地で最も常用された交通手段であり，牛は

主に車を牽かせて輸送や農耕に使用された。これら牛馬の家畜数量は非常に多く，当然その飼

料も莫大なものとなった。『漢書』巻六十九趨充国伝には“斐"についての記載がみられる。漢

の宣帝の時，趨充国が兵卒を率いるための費用を上書するなかで吏士馬牛の食，月に糧穀十

九寓九千六百三十餅，盟千六百九十三角4，菱藁二十五寓二百八十六石を用う。 J 5) とあることか

らも，家畜飼料である干草が，辺境においてはまた戦略物資のひとつとして欠かすことのでき

ないものであったことがわかる。

居延地区で蓄えられた“斐"は，きっと成卒たちが当地の青草を刈り取ったものであろう。

漢簡には成卒たちの作業のひとつとして“伐斐"の記載がみられ，各人の一日のノルマ一一一こ

れを“定作"というーーが規定されており さらに官側による成卒の一日に収穫した“菱"の

具体的な数量記録が残っている。以下の筒文を見てみよう。

定作所人伐斐千五百束率人五十束輿之三千八百束 168 ・ 21 [1J (270頁)

安世隠卒二十八日作 二十九日作 八月晦日作

チlï戒 四十五東 四卜七束 四十五束

口二十

九月旦伐菱 口月二日口斐

四十五束 四十口束 505 ・ 24 [1 J (605頁)

漢簡にはさらに，成卒が木材を伐採したり，席や笥(方形のはこ)などの日用品を編む“葦"

や“蒲"などの水生植物を刈り取っていた記載もみられる。

二人伐木六人積斐

十四人運斐四千六十率人二百九十 30 ・ 19A[ 1] (47頁)

十一月丁巴率廿四人

長作人
養
一
人
其
三

右解除七人

一人病

三人積葦

定作十七人伐葦五百口

率人伐升1-

輿此五千五百廿束 133 ・ 21 [I J (223頁)

廿三日戊申卒三人 伐蒲廿四束大二章 率人伐八束

5) 班図『漢書』北京 中華書局 1962年 2985頁
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輿此三百五十一束

凡得蒲四百五十束

口葦席五枚広七尺長九口

口省能作葦席及蒲席

卒y*俸イ乍席

二月十二B見卒漆人卒郡利作席

卒郭井取蒲

161 ・ 11 山 (265頁)

E52: 57 [2J (231頁)

E5:28[2J (20頁)

E59:46[2J (362頁)

これらの簡文から，居延地区では成卒たちによって日常的に大量の青草や葦，蒲などが刈り

取られており，毎日の伐採量も定められていたことがわかる。このことは，当時の熔燈周辺で

は青草が繁茂し，河岸では葦や蒲が群生していたことを証明している。また， これらの草むら

は漢代成卒たちが飼育する牛馬に飼料を提供すると同時に，過酷な気候である居延地区の脆弱

な生態環境を保護していたのである。

当地にはさらに，大きな樹木も生育していた。以下の筒文には四人抱えの太さがある大きな

木材についての記載がみられる。

出銭二百買木一長八尺五寸大四意(園)以治罷卒籍令史買 E52:277[2J (247頁)

この木材は長さ 2m近く(ー漢尺は約23cm) ，直径も 2m以上あり，長い年月をかけて生育

した大樹であることが想像される。この他，一般の木材の数量も多くみられる。例えば，

八尺財(材)周五百枚 E52 ・ 135[2J (238頁)

これは長さ約1 .84mの木材が500本あったことをしめし，このことから当時このよ也では樹木も

繁茂していたことがうかがえる。

エチナ河は古くは“弱水"と称され，古居延地区ではト数の支流に別れていた。 1950年代に，

エチナ河の川幅は平均150m前後であったが， 80年代になると河水量は大幅に減少し，現在では

渇水期にはほとんど、干上がってしまっている。しかし，約二千年前のエチナ河流域には，水車

が豊富にあっただけではなく，河水量も現代をはるかに超えたものであり，そのうえ河からは

多くの魚類を獲ることができた。それは，以下の簡文にみられる。

十一月十五日馬記邑中夏君壮多問

少平J食食如常人馬起居得母有古今自買魚得二千二百漆十頭 E44 ・ 5[2J (1 24頁)

口呉猪病臥武強隠仁使通持魚廿頭遺猪余魚三百八十頭仁口 E52: 80 [2J (232頁)
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また，捕獲した鮮魚の量が多く売れ残った時には塩漬けにされていたことが，以下の簡文に

みえる。

純魚百頭 263 ・ 3 [1 J(437頁)

不能得但以飽魚口 E22 ・ 480[2J (509頁)

漢代のエチナ河の水深について，簡文中に明纏な記載はないが，以下の二つの簡文の記事に

よって推測することができる。

建武漆年六月庚午領甲渠候職門下督盗賊敢言之新除第廿ー 隠長常業代休隠長醇隆乃

丁卯舗時到官不持府符謹験問隆

辞今月四日食時受府符詣候官行到遮j黄河水盛浴渡失亡符水中案隆丙寅受符丁卯到官敢言之

E22:169~172[2J (488頁)

以上の筒文には，建武七年 (AD31年)六月四日に居延第廿ー障の官吏である醇隆が遮虜障の

傍に流れる河を渡る際に，河でやf:浴し官符を水中に失くしてしまった事件を記録している。通

常，当時の人々は身の回りのものは嚢に入れ腰に巻きつけていた。それならば，この当時の河

の水深は醇隆の腰以上の高さに達していなければならない。居延漢簡の記載にみられる成卒た

ちの身長・はふつう漢代の尺で七尺以上であり，もし醇隆の身長が170cm ぐらいだとするならば，

西暦31年六月における遮虜隠の傍に流れるエチナ河の水深は約110cm ほどあったことになる。

さらに，当時のエチナ河の水深を知る手がかりとなる記載がみられる。

幸所服官六石具湾一叩頭口口口附尚子春恵来蹄行到河水溺失亡衣物谷粟及

主き矢索湾不可卒得口橡卿哀矯求湾中官用者請排賀直(慣値)待叩頭叩頭盃不事事在嫁叩頭叩

頭即有事苦慮来人幸語買甚

得奉谷往叩頭町頭諸事皆嫁所明叩頭叩頭謹悶往人奉記九 E22:463A， 463B[2J(507頁)

この簡文は，橡吏に対して武器を買うことを懇請した手紙である。手紙の主は官府の武器一一

六石具考を失った経緯について 車に乗って河を渡ろうとした際 河水に“溺す"つまり事が

河水に浸り，載っていた衣物や糧食，考矢など，ことごとく水に流され河底に沈んでしまった

ため， どうにも探すことができないということを述べている。秦漢時代の車の高さはふつう

70cmであり，車上の積荷が水没したということは，この時の水深が70cm以上あり， しかも河

水の流れは速く，衣物や糧食までも押し流すほど水量も豊富で、あったと推測できるのである。

では漢代のエチナ河の川幅はいったい如何ほどであったのか。居延甲渠塞第四隠遺跡で発見

された漢簡『亭間道里簿』が あるいはこの間いに答えてくれるかもしれない。
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歩七十百
口
奇
歩
口

百
三
歩

九
川
市
二

隠
百
百

四
二
二

第
河
広

去
去
口

口
口
口

EPS4 T2: 159 [2J (566頁)

以上の残筒中に“広二百二歩"とあり，前の一字が欠けている。この一字が何を指すのかは

わからないが，ただ“二百二歩"つまり現在の278mは，当時の道路や建物の幅にしては広す

ぎ，おそらく川幅を指していると考えられるのではないだろうか。

漢簡にはまた当時の人が後から来る人のために 漢代居延地区における井戸の水深を記録し

ておいた貴重な記載がみられる。

第十三隠長賢 口井水五十歩深二丈五立(尺 7)泉二尺五上可治田度給吏卒

127 ・ 6[lJ (208頁)

この記録にもとづけば，第十隠の傍らにある井戸の深さはこ丈五尺，つまり現在の約5.75m

あり，田地の謹概に使用できたことがわかる。

II 成卒たちの家屋や生活について

漢代の成卒たちはもともと放牧地であった居延地区に派遣されでもなお，中原の漢民族が数

千年にわたって営んできた定住による農耕を基礎とする生活様式に固執した。彼らは，大規模

な渠を聞いて水を引き，新たに開墾した土地に濯慨をおこなった。また菜園には葱や韮，芥子，

葵，蔓脊(かぶら)などの野菜を植え，酒を醸造して，客を招いて共にそれを飲んだ。大豆を

加工して調味料として用い，鶏や豚羊等の家畜を飼育して食用とした。そして樹木を伐採し

ては家具や家屋を造作するなど 中原での彼らの生活となんら大きな差を認めることはできな

い。この他に彼らは防御施設の工事や，避難場所としての場霊燦燈や，屋敷，農屋などを造る

ために，大量の日干しレンガ一一“撃"を生産した。漢簡には多 く の“作墜"または“治整"

という記載がみられる。

卒対七人

其二病 十四人作整

辛亥三人養 九人画沙

定作所二人九人累土 306 ・ 21 [IJ (502頁)

第二隠卒司馬忠治整八十治撃八十治整八十

除土除口 27 ・ 8DJ (41頁)

第五障卒高登治整口口治撃八十治撃八十除土
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除土除土除土除土除土 27 ・ 1 2 [1 J (4 1 頁)

以上の簡文中にみえる“除土"と“治撃"の作業が同時に進行されていることから，日干し

レンガを造るには，まず土をあつめ草屑を混ぜて積み上げ，さらに水を加えてそれを固めて製

作していたことがわかる。漢簡中には日干しレンガの寸法の規格についての記録や，製作過程

で使用する土と水の量についての記載がある。

撃広八寸厚六寸長尺八寸一枚用土八斗水ニ斗二升 187 ・ 6 ， 187 ・ 25[l] (298頁)

この記載にもとづいて計算すると，居延地区で使用されていた日干しレンガは，幅18.4cm，

厚ざ 13.8cm，長さ 41.4cm，体積0.01ばであったことがわかる。 1976年に甘粛省文物考察隊が，

現在の居延地区北部にある AlO地点の土壁から出土した日干しレンガの寸法は0.42mx 0.20m x 

0.13mで，漢簡中にみられた記載とほぼ一致した。また， このときの調査報告では，当地では

さらに碑瓦や陶片，碑寄跡も発見されている 6)。現在居延地区の総ての建築物に用いられた土

の量について統計をだすことはできないが 建築のために長期にわたり地表から大量の土壌が

掘り出されたことについては，もはや疑う余地はない。また，繁茂した青草を刈り取り，その

下にある表層の腐植土を掘り出して大量に日干しレ ンガを造るといった，このような人為的な

活動は，いきおい土壌深層の風化を容易にしまた表層土が日光や風に晒される結果を招いた。

まさに，この百年余りにわたる漢代成卒たちの絶え間ない燦憶や鳩壁，家屋の建造行為が，気

づかぬうちにその後の当地における非常に深刻な水土流失をもたらすこととなったのである。

居延の各熔には皆，斧や鋸，錐，紺などの木工用工具が備えられており， 日干しレンガで造

られた部屋の梁や柱，門，窓，または屋内の盆や机，卓などの生活用具のほとんどは当地の樹

木を伐採して造られたものであった。時には破損した運搬車輔でさえも，当地で修理しなけれ

ばならなかった。

一方で，青々 と草が生い茂る草原は，遊牧民族にとっては商品の価値をもたなくても，漢朝

の成卒たちにとっては元手を必要としない金儲けの道であった。漢簡中にも多く“斐"の売買

の記録がみられ，官府が私人から買い付けることや，また私人間の交易もあった。以下の簡文

には当地の“斐"の値段が記載されている。

馴望隠菱千五百東直百八十

平虜隠斐千五百東直百八十

悌虜隠菱千五百束直百八十

凡四千五百束直五百冊尉卿取嘗還丹十六口 E52: 149A [2J (239頁)

6) 甘粛省文物工作隊「額済納河下瀞漢代燦燦遺祉調査報告J (甘粛省文物工作隊・甘粛省博物館編『漢簡

研究文集』所収甘粛人民出版社 1984年 80-81頁)
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以上の帳簿の計算によると，“菱"一束の値段は0.12銭で，例えば毎日50束刈り取ると，その

値段は 6 銭で， 1 か月 30日として 180銭を得ることができる。また，冬春季及び戦争時において

“菱"の値段は上昇した。漢の宣帝神爵元年 (BC6I)の詔では「漫兵少なく，民は守保して田

作するを得ず。今張披以東の粟石百徐，舞葉東数十。/)とあり，“妾"の値段は約100倍にはね

上がっている。これは成卒たちが利益に駆られて大量に“斐"を刈り取ったために起こったの

かもしれない。さらに，簡文に「呑運置圏中斐腐敗未以食J (E52:173 [2] (240頁) )とあるよう

に“菱"を園地に取り置いて腐敗させてしまうこともあった。

また，河岸に生えている葦や蒲も編んで薦などに加工するとその値段は大きくはね上がっ

た。以下の筒文をみてみよう。

六尺席一直(値)百三十五

越子思計錨金三直六

付対

凡二百丹十六巳得百一十七少百一十八 E50: 144A[2J (I 61頁)

三尺五寸蒲復席青布縁二重三百六月戊成令史安世〉 充〉延年共買社君所

267 ・ 7 [1 J(447頁)

当地の成卒たちが席を生産することは，一部は官府の手配した仕事であったと考えられるが，

また，通常の勤務時間以外での個人の生産行為も許されていた。その上，席作りは専門的な技

術を必要とし誰もができることではなかったため 簡文にみえるような青布で縁取りしたこ層

重ねの蒲蔚は高価なものとなった。しかし一方で このような蒲などを刈り取って利益を得る

という私的行為のもたらす悪影響も軽視することはできない。

国歴史上の文明優劣論

漢朝中央政府の居延地区における活動についての研究の主流は，皆この地域の開発について

先進的な農、業文明と耕作器具や耕作方法がこの中国西北部にもたらされたとし，そのうえ漢代

の中・後期が， この地域における歴史上の繁栄期であったとしている。しかし，それではなぜ

現在のエチナ地区には蒙古族が多くを占め，牧畜業を主としているのか， という問題を人々は

皆意識的無意識的に避けている。

当時，中原の漢族が旬奴なと、の遊牧民族の生活習慣について評した代表的なものとして『史

言己』巻ー-0の旬奴列伝がある。そこでは旬奴に就いて「北醤に居り，畜牧に随ひて轄移す。

其の畜の多き所は，則ち馬・牛・羊……水草を逐ひて遷徒し，城郭・常慮・耕田の業母し。然

7)前掲『漢書』巻六十九「漣兵少，民守保不得自作。今張披以東粟石百絵，努葉東数十。 J 2979-2980頁
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れども亦た各分地有り。……君王より以下威な畜肉を食らひ，其の皮革を衣，蹄裏を被る。 J 8) 

とある。また，漢初旬奴に使者を派遣した際に 使者が漢の官官であった中行説と漢と旬奴の

風俗の優劣について論争している。漢の使者が言うことに「旬奴の父子は，乃ち宝寺慮を同 じく

して臥し，父死すれば，其の後母を妻とし兄弟死すれば壷く蒸の妻を取りて之を妻とす。 J 9) 

と。中行説はこれに対して 「旬奴の俗，人は畜肉を食らひ，其の汁を飲み，其の皮を衣る。畜

は草を食らひ水を飲み，時に随ひて韓移す。故に其れ急なれば別ち人，騎射を習ひ，寛なれば

則ち人， 無事を楽しむ。其の約束軽くして，行ひ易し0 ・…・・父子兄弟死して，其の妻を取りて

之を妻とするは，種姓の失はれんことを悪めばなり。放に勾奴は蹴ると雄も，必ず宗種を立つ。

今，中園は詳りて其の父兄の妻を取らずと騰も，親層盆疏なれば，則ち相殺し，乃ち姓を易ふ

るに至るは，皆此の類に従へばなり。……市して室屋の極は，生カ必ず屈す。夫れ耕桑にカめ

て以て衣食を求め，城郭を築きて以て自ら備ふ。放に其の民急なれども則ち，戦功に習はず\

緩なれども則ち作業に罷る。 l建，土室の人，顧みて多辞すること無かれ。 J 10) と反論した。また

中行説は，旬奴の首長に対しては「勾奴の人衆，漢のー郡にも笛たること能はず。然れども彊

き所以の者は，衣食異にして漢に仰ぐ無きを以てなり。今，~子，俗を嬰じ漢の物を好まば，

漢の物，什の二に過ぎずして，則ち旬奴は轟く漢に蹄せん。それ漢の紬繋を得て，以て草聴の

中に馳すれば，衣袴皆裂倣せん，以て栴主主の完善なるに如かざるを示せ。 J 1 I)と説いている。

この約二千年前の有名な論争については，様々な理解が可能である。この論争の中で中行氏

は自らの漢と旬奴での経歴から，漢族と勾奴など遊牧民族の生活方式において，いくつかの明

らかに異なる点を明確に区別している。例えば，旬奴が“常慮"に住むことや，牛や羊を放牧

して食用にすること，“指裏"を着ること，労働はきっくはなく，大家族で生活することなどで

ある。“管庫"の構造や工芸品の製作については江上波夫氏の詳細な研究があるのでここではふ

れないが，経済学的角度から分析して，もし居住の快適さを考慮、せずに，その機能だけからみ

ると，“湾l輩"は最も自然の資源を節約した居住方式であり 使用する材料も極めて少なく，材

料の牛皮はまた資源として再生することができ る。“湾直"と家屋の最大の違いは，遊牧民族の

8) 前掲『史記』巻一一o r唐子北畿随苦言牧而樽移。其畜之所多，則馬，牛，羊… ・ ー遂水草遷従，母城

郭，常慮，耕田之業。然亦各有分地。…・・・自君王以下，成食畜肉，衣其皮革，被筋豪。 J 2879頁

9) 前掲『史記』巻一一or漢使臼，旬奴父子乃同室考慮臥。父死，委其後母，兄弟死，登取其奏妻之。 」

2900頁

10) 前掲『史記』巻一一o r旬奴之俗，人食畜肉，飲其汁，衣其皮。潜食草飲水， 随時縛移。故其急、則人

習騎射，寛則人築無事。其約束軽，易行也0 ・…・父子兄弟死，取其委妻之，悪種姓之失也。放旬奴9lt霞L

必立宗種。今，中困難詳不取其父兄之妻，親腐盆疏則相殺，至乃易姓，皆従此類。・・…而室屋之極，生

力必属。夫力耕桑以求衣食， 築城郭以自備。放其民急則不習戦功，緩則罷於作業。嵯，土室之人，顧無

多静。 J 2900頁

11) 前掲『史記』巻一一or旬奴人衆，不能嘗漢之一郡。然所以援者，以衣食異，無仰於漢也。今軍子嬰

俗好漢物，漢物不過什二，則旬奴登輝於漢失。其得漢縞紫，以馳革車束中，衣袴皆裂倣，以示不女日勝草案之

完善也。 J 2899頁
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活動は決して“寄車"の中でのみに隈られてはいないということである。晴れた日には戸外で

活動するため，そこで“管庫"はそれほど大きくなくてもよく，土地を破壊することもない。

“湾塵"を他の地へ移すと もとの土地は再び共同のものとなり 後から来る者は自由にその土

地を使用することができる。そのうえ，牧草もまた自然に生えてくるのである。これに対して，

漢族が家屋を建築するのは，主に自家に属する土地を占有するためであり，それは継承し，分

割し，売り渡すこともできる。そして家屋に塀を建てるとなれば わずかな土地といえども必

ず争いになる。旬奴では家産を分議する際には，畜産を分割し，草原(土地)は永久に人々に

対して開放されているのである。しかし漢族は耕地や住宅を分配するので，後の世代の人々は

大部分が別に家屋を建てて住まなくてはならない。 「秦縛漢瓦」という言葉があるが，これは中

華民族のおごりである。長い目で見たとき，このことはただ土地資源の浪費であるだけではな

く，自然環境の破壊でもある。漢代の成卒たちが土を掘り家屋を造る伝統を，この寒冷で風の

吹き荒れる居延の地に持ち込むことで すでに土壌の砂漠化が始まっていた脆弱な土地には，

結果的に将来の災害を招くこととなった。

漢族の食生活は穀物が中心であり，乳酪は飲まなかった。漢簡の記載では成卒たちの肉食は

鶏12)や魚，豚が中心であり，食物から摂取するカロリーは牛や羊の肉を食する旬奴人に比べ低

いものであった。また，漢と旬奴双方の食物の需要において補完性がなかったために，現実生

活においても両族が相互依存し 交易によって有無相通じ 平和的に共存するような経済区域

を作り上げることも不可能であった。そして，食肉は家畜の群れに依存していたが，大草原は

まさに家畜の群れが生命を托する地であった。

また，中行氏の 「漢の縞繋は胸裏の完善なるに如かず」 と言う言葉は，居延でも，まんざら嘘

ではなかった。中原の成卒は麻で作られた黒色の衣服あるいは，“複袴"を身に着けていたが，

北方の地で冬季の厳しい寒さを防ぐには十分ではなかった。簡文中に以下のような記載がある。

言不愈干冬不作縫元絡裾嬬川空敗翼後不知洗泳多汗 E49:48A[2] (1 47頁)

麻製品は，吸湿性はよいが，ただ寒冷な気候では乾燥しにくく，丈夫でそのうえ昼夜の気温

差が大きい当地の気候に適した毛皮には及ばなかった。また 漢族の服装は丈が長すぎ戦闘に

は不便であったため，張披太守が以下のような命を下している。

太守府書塞吏武官吏皆矯短衣去足ー尺告尉謂第四守候長忠等如府書方察不変更者

E51 :79[2] (1 77頁)

内地の貧屈な成卒たちのなかには 通常必要な衣服さえもなく，強制的に居延に派遣される

12) r元康四年鶏出入簿』参照(拐平生・張徳芳『敦煙懸泉漢筒緯梓』所収 上海古籍出版社 2001年

775頁)
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場合があった。

宅単衣母鞍馬不文史詰責駿対日前矯豚校弟子未嘗局吏貧困母以具皐単衣冠鞍馬謹案尉史給

官曹治簿書府官繕使乗辺候望矯百姓潜幣照不肯除 E59:58[2] (363頁)

漢族は，当地において少量ではあるが，皮帽や主主(なめし革)袴など羊皮の衣服を製作し販

売していた。ただし，官府が支給するのは僅かに麻の冬夏衣に限られていたが，成卒の多くは

短期の停留であったので，内地の故郷で使うことのない皮の服に金銭を費やすことはなかった。

単に保温性から言えば，勾奴族の衣装は漢族よりも優れていた。

漢族の人ばかりではなく，内地の馬もまた高緯度地区の冬季には適さなかった。このことに

ついて 『漢書』巻六十九趨充国伝には「土地寒苦にして，漢馬冬に能はず。屯兵は武威，張披，

酒泉にtEり寓騎以上，皆多く議痩す。 J 13) とある。また，旬奴が原野に牛羊を放牧しているのと

は異なり，漢族は居延地区で固いを造りその中で羊を飼育していた様子が，簡文にみえる。

治羊巻(閤)者情人人食斗三升 E56: 123 [2] (316頁)

想像するに成卒たちが“学園"を造ったのは，内地の羊は体質が弱〈寒冷な気候に耐えられ

なかったので，囲いのなかでしか安全に冬を越すことができなかったのであろう。

遊牧民族の放牧活動は技術的には難しいものではあったが，漢民族の農耕生産に比べると，

その労働の強度ははるかに小さくてすむと言うことができる。最も明らかな違いは，中行氏が

言うところの 「室屋の極は，生カ必ず、屈す。 J とある点である。家屋の建造は今日の農民たちに

とっても，依然として生涯心血を注がなくてはならない一大事業なのである。

ここまで検討して，わたしたちが歴史上における“文明"の優劣について評価する際には，

その地域性を考慮しなければならないようにおもう。農耕文明がより高い生活の快適さや賛沢

感をそなえ，大量の労働力を収容することが可能で，収入も安定し，より多 く の人口を養うこ

とができ，長く歴史を継続させ，生産する品種も数多いということは，疑うべくもない。しか

し，居延のように極寒で，風が強く，砂漠に隣接した伝統的な遊牧地においては，ほんとうに

遊牧文明に優越するような“先進性"を具えていたのだろうか。

科学技術が高度に発達した今日でさえ，人類は未だ大自然の魔力から抜け出すことはできて

いない。エルニーニョ現象，酸性雨，オゾンホール，黄河の断流など，地球はその自らの方法

で，人類が加えた様々な変他に対してこたえようとしているのではないだろうか。現代社会の

発展の基準として，もし，環境保護を発展の持続性と共に重要な指標とするならば，私たちは

新たに歴史上漢族が非伝統的農耕地区に対して行なった開発について，改めてしっかりと見て

いかなければならないのではないだろうか。

13) 前掲 r漢書』巻六十九 「土地寒苦，漢罵不能冬。屯兵在武威，張披，酒泉寓騎以上，皆多臓痩。 J 2977頁
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「溺海人」の民族意識について

河上洋

はじめに

7 世紀末から 10世紀初めにかけて中国東北地方を中心に存在した湖海国については，その民

族的帰属について議論がある。すなわち，溺海を蘇輯人の建てた国家として，中国の一地方政

権と捉える見方と，高句麗を継承する国家として 朝鮮史の体系の中に組み込む見方が対立し

てきた1)。しかし， これらはいずれも一面的な見方ではなかろうか。 WI日唐書J 199，溺海蘇鞠

伝には，淑!海の建国事情を次のように記している。

溺海軍末鞠の大酔栄は， もと高麗の別種なり。高麗すでに滅び，昨栄，家属を率いて営外11こ

徒居す。万歳通天の年，契丹の李尽忠反叛し，酢栄，革末鞠の乞四比羽と，各々亡命を領し

て東奔し，阻を保ちて自国す。尽忠すでに死し，別天，右玉鈴衛大将軍李楢固に命じ，兵

を率いてその余党を討たしむ。先に乞四比羽を破斬し また天門嶺を度りて以て酢栄に迫

る。詐栄，高麗，綜輔の衆を合わせて以て楢闘を拒 くや。 王師大敗し，楢固身を脱して還る。

たまたま契丹及び実ことごとく突)戒に降り，道路阻絶し，則天武后討つ能わず。詐栄つい

にその衆を率いて東し，桂婁の故地を保ち 東牟山に拠り 城を築きて以てこれに居る。

酢栄，韓勇にして善く兵を用い，株鞠の衆及び高麗の余:瞳，梢々これに帰す。聖暦中，自

ら立ちて振国王となり，使いを遣わして突慨に通ず2) 。

建国者大群栄を「高麗の別種」とするが W新唐書J 219，溺海伝には「もと粟末株輯にして高

麗に附す者j とあり，これがそもそも高句麗か株鞠かの議論の始まりになっている。しかし，

建国者個人が高句麗人，あるいは軟鞠人であったとして それだけで溺海の国家としての性格

が明らかになったとは言えないだろう。「高麗株輯の衆を合わせて J ， r軟鞠の衆及び高麗の余

燈」とあるように，溺海の建国には高句麗人・株鞠人双方が関わっていたことは間違いない。

1 )李成市「溺海史研究における国家と民族 「南北国時代」論の検討を中心に一一J (r朝鮮史研究会

論文集~ 25, 1988年)参照。

2) 原文は，

溺海軍末潟大詐栄者，本高麗別種也。高麗既滅，昨栄率家属徒居営州。万歳遇天年，契丹李尽忠反叛，

詐栄与軟弱乞四比羽各領亡命東奔，保阻以自問。尽忠既死，則天命右玉鈴衛大将軍李構図率兵討其余

党，先破斬乞四比羽，又度天門嶺以追砕栄。砕栄合高麗，株草署之衆以拒構図，王締大敗，構図脱身而

還。属契丹及案降突厩道路阻絶，則天不能討，詐栄遂率其衆東保桂婁之故地，拠東牟山，築城以居

之。酢栄襲勇善用兵，綜草書之衆及高麗余燈，梢梢帰之。聖暦中， 自立為振国王，遼使通子突目安。
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高句麗か株輯かの二者択一ではなく，溺海をこれらの民族を含む多民族国家と見た上で，諸民

族がどのような形で国家を構成したのか，を考えていく必要があると思う。また，民族というも

のは一定不変のものではなく 歴史的に形成されていくものである。建国当初は高句麗人ある

いは株鞠人であったとしても，時間の経過とともに変容していく可能性も考えなければならない。

そもそも民族」という用語の定義そのものが難題である。細かい規定をしているときりが

ないし，専門家でもない筆者の能力を超える。とりあえず rli'我々は同じ民族である。』という

意識を共有する集団J としておきたい。そうすると，溺海の人たちは自分たちのことをどう意

識していたのかが問題となる。本稿では，このような樹海の人たちの民族意識とその歴史的変

遷について，溺海の国家構造とも関わらせながら考えてみたい。

I 湖海建国以前一一『聴輯人』とは一一

まず\簡単に高句麗人・株鞠人と書いてしまったが それぞれの指す内笑もまた一様ではな

いかも知れない。高句麗の支配下には様々な民族が含まれていたことが指摘されている 3)。し

かし高句麗は数百年にわたって国家としてのまとまりを維持しており，少なくともその支配層

を構成する集団は「高句麗人J として特定できるものになっていたのでやはないか。

より暖昧なのは，綜鞠人の方である。樹海建国記事にも見られるように，東北地方には高句

購入とは区別される株輯人なる集団が存在することは間違いないが，車末鞠は高句麗と異なり，

『情書~ 81，株鞠伝に「邑落倶に酋長有り，相総ーせず。」とあるように，部落毎に首長が存在

して，統一国家としてのまとまりを持たなかった。しかも問書は，抹鞠には粟末部・伯日出部・

安車骨部・抑浬部・号室部・泉水部・白山部の七部が存在することを述べた後で抑浬より以

東，矢は皆石鍛にして，即ち古の粛慎氏なり。」と記しており，七部の聞にも文化の相違があっ

たことを示唆している。それならいったい何を基準にどの範囲の集団を指して 「株鞠」と称し

たのだろうか。

株鞠の登場以前，勿吉なる集団が存在した。勿吉は株鞠と同じ音を写したものでありIi'新唐

書~ 219，黒水株輯伝に「元鶏の時，勿吉と日う」とあるように，戦輯の前身と考えられてい

る。『親書~ 100，勿吉伝には，

洛を去ること五千里なり。和龍より北に二百余里にして善玉山有り，山より北に行くこと

十三日にして祁禦山に至り，また北に行くこと七日にして如洛理水に至り，水は広さ里余，

また北に行くこと十五日にして太魯水に歪り，また東北に行くこと十八日にしてその国に

到る。国に大水有り，闇さ三里余，速末水と名づく 4) 。

3) 武田幸男「広関土王碑からみた高句麗の領域支配J (W東洋文化研究所紀要.! 78, 1979年)参照。

4) 原文は，

去洛五千里。自和龍北二百余里有善玉山，山北行卜三日至祁電車山，文北行七日至如洛E農水，水広里余，

又北行十五日~太魯水，又東北行十八日到其国。国有大水，関三里余，名速末水。
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のように和龍，すなわち現在の遼寧省朝陽からの里程が具体的に記されており，それによれば，

勿吉の本拠地はほぼ現在の第二松花江が撒江と合して東流するあたりの松花江流域に比定でき

る。このように，ここにいう勿吉は一定の地域的まとまりを持った集団と捉えうる。

一方，蘇轄の住地は，七部それぞれの比定地は諸説あるものの，第二松花江流域に比定され

る葉末部から，黒竜江流域に比定される黒水部まで，勿吉よりはるかに広範囲にわたってい

る 5)。これを，北現時代に勿吉に服属していた諸勢力が，階の時代に自立したものとする考え

方もある。しかし唐代には「蘇輯」 の指す範囲はさらに多様になり 車接勿吉とは結び付かな

い勢力も蘇轄の名で登場する。例えば，ここで問題にしている崩海も「激海蘇輯」と記される

場合があるし，鉄利部や越喜部のような，康代になって初めて現れる勢力も「鉄利蘇鞠」・「越

喜歌輯j の名で登場する。こうなると株輯」とは，東北地方に存在する高句麗以外の諸勢力

としか言いようがなくなる。

このように，蘇鞠には「某々綜輯」と記される様々な株鞠が記録に見える。『冊府元亀』外臣

部，朝貢の項を見ると，景雲二年十一月傑に，

株鞠，室主主，使いを遣わして方物を献ず。

とあるように単に「蘇鞠」と表記する場合もあるが，開元二年二月僚では

抑浬株鞠首領失異蒙，越喜大首領烏施可蒙，鉄利部落大首領闘許離等来朝す。

とあり，ここでは排浬だけに「蘇鞠J が付き，越喜・鉄利には付かないが，開元七年正月僚では，

排浬株鞠，鉄利綜鞠，越喜株輯，並びに使いを遣わして来朝す。

とあって，その表記法はまちまちである。開元二年の例だけでなく駄鞠」を付けずに単に

「梯浬」や「鉄利」とのみ表記される場合がしばしば見られることを考えると，彼らの自称はこ

の「排浬」 や「鉄利」というものであり綜鞠」とは，中国王朝側がこれら東北地方の住民に

付した汎称と考えた方がよいのではないか。確かに北親時代に勿吉と称する特定の集団が存在

して中国王朝と交渉を持ったことは間違いない。しかしそれが黒竜江下流域から第二松花江流

域にまたがって我々は勿吉人である j と意識させるまでに強力な支配を行ったとは考えにく

い。『菱電書」 勿吉伝の冒頭には「邑落各々自ら長有り，相総一せずいとある通り，やはり統一

的な支配が行われていなかったことを示している。従ってこれらの地域の住民が後々まで 「勿

吉(株鞠)人j を自称したかは疑問である。ただ，中国王朝側にこの地域を代表する民族名と

して勿吉(株輯)の名前だけが残り 惰・唐時代に登場した様々な勢力を総称する際にこの名

前が用いられたと考えられる。そして個々の勢力はそれぞれ固有の自称に 「株鞠J の名を付し

て「某々蘇輯」と呼ばれたのである。この原則は唐代に登場した瀬海にも適用され溺海蘇

5) 株鞄七部の住地についての日本の研究としては，池内宏「勿吉考J (r満鮮地理歴史研究報告~ 15, 1937 
年) ，小川裕人「株鞄史研究に関する諸問題J ( r東洋史研究~ 2- 5, 1937年) ，日野関三郎「株鞠七部考」

(W史淵J 36 ・ 37 ， 1947年)などがある。いずれも戦前，もしくは戦後すぐの研究であるが，以後新たな

展開は見られていない。
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輯J なる呼称が生まれたと考えられる。それでは 潮海では自らをどのように称していたのだ

ろうか。また，揖浬や鉄利などのそれ以外の諸勢力は溺海の支配下に入ってどのように変化 し

たのだろうか。それを次に考えてみたい。

H 渦海時代

1 高句麗から勤海へ一一支配者層の意識

溺海の自称は，当初『旧唐書』溺海株鞠伝にあるように 「振国 (W新唐書』溺海伝では 「震

国J ) J であっただろう。その後，大酔栄が唐から溺海郡王に封じられて溺海J を称するよう

になった。これが単に唐側からの呼称というだけでなく，自らの国号として使用されたことは，

その後日本への遣使においても溺海の名が使われていることからも確認できる。唐から与えら

れた呼称をそのまま使用したのは，その建国の事情とも関わっていると考えられる。すなわち，

湖海は唐の営州から脱出した高句麗遺民・駄鞠人の集団が東方に移動して建てた国家であり，

ある地域に土着していた勢力が発展して形成されたものではなかったため，例えば粟末部のよ

うな地名に由来する固有の名を持たなかったと思われる。その代わりに，樹海建国者集団の帰

属意識のもとになったのが高句麗ではなかったか。

樹海の支配者層には高句麗を継承するという意識があったことはよく知られている6)。『続日

本紀~ 10，聖武天皇神亀五年正月甲東傑に引く，溺海国王大武芸から日本国天皇に宛てた書状

には

武芸，恭くも列国に当たりて，濫りに諸蕃を惣ベ， 高麗の旧居を復して，扶余の遺俗を有

てり 7) 。

とある。潮岬登場以前，東北地方の他の諸勢力が明日総一せずJ と記される中で，まとまった

国家を形成したのが扶余・高句麗であったために， この地域を支配する正当性を主張する上で

扶余・高句麗の名を出すのはある意味で当然のことかも知れない。特に高句麗は惰の遠征軍を

三度撃退するなど，唐に滅ぼされるまでこの地域に強大な勢力を誇った国家であり，これを継

承することを標梼するのはこの地域の支配に大きな意味を持ったと考えられる。従って，高句

麗は国家を統合するシンボルとして持ち出されてきたものであって，潮海が高句麗人の国か，

株鞠人の国かという議論に直接結び付くわけではない。ただ，先述のように，樹海の建国者集

団が高句麗滅亡後に営州に移住していた集団に由来しており，彼らがかつて高句麗の支配下に

いたことは間違いない。大詐栄を含めて建国者集団が，具体的に高句麗人か綜鞠人か， どちら

がどれくらいの比率だったのかは決めがたいが，少なくとも彼らは「我々は高句麗を受け継ぐ

6) 石井正敏「日溺交渉における溺海高句麗継承国意識について J (W日本溺海関係史の研究』所収，古川

弘文館， 2001年)参照。

7)原文は，

武芸恭当列国，濫惣諸蕃，復高麗之旧居，有扶余之遺俗。
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もの」と いう意識でまとまりをつくっていったと考えられる。

樹海の滅亡後，その遺民の一部が定安国という国家を建てたことがある。『宋史.! 491，定安

国伝によれば，その国王が宋に送った上表文の中に，

臣，もと高麗の旧壌，溺海の遺撃を以て，方隅に保拠し，星紀を渉歴す……8)

という，先に挙げた大武芸の書と同様の表現があり，高句麗が依然として東北地方を支配する

正当性を主張する上で有効であったことがわかる。さらに，ここでは「高麗の旧壌J と並んで

「溺海の遺書聖」と表現されているように溺海J そのものも受け継ぐ対象となるに足る国家と

して認識されていたことを示している。溺海建国後，約200年に渉って国家が維持された聞に，

あるいは様々な出自を持っていたかも知れない溺海支配者集団にも 「湖海」という一つのまと

まりとしての意識が形成されていったであろう。後に述べるように，溺海滅亡後，その支配者

層が移住させられた遼陽を中心に，遼さらに後の金の支配下においても樹海人」 と称する人

物が多く活躍している 9)。このことからも我々は崩海人である」という意識が存在，維持さ

れたことがわかる。

上に述べたことは，今に残る樹海時代の遺物からも窺うことができる。例えば，第 2代玉大

欽茂の次女で， 777年に没したとされる貞恵公主の墓は高句麗によく見られる持ち送り式天井を

持つ石室封土墳であるが，同じ大欽茂の四女で， 792年に没した貞孝公主の墓はそれとはまった

く異なり，地下に碍で築かれた墓室を持ち，唐風の風俗を示す壁画も描かれている。わずか 15

年ほどの聞に急速に唐文化が浸透していったことが窺える。しかし，貞孝公主墓も，唐風では

あるがその様式は中国のものとは若千異なるという 10)。考古学的にも高句麗文化あるいは中国

文化の影響のいずれかを強調して議論する傾向が見られるが， どちらかを採るというのではな

く，崩海建国以来の時間の経過とともに，高句麗文化・株鞠文化に中国文化の影響が加わって，

独自の激海文化が形成されていったと考えた方がよいのではないか。

2 支配下諸勢力の意識

前節で述べたような 「崩海人」 としての意識溺海文化」 は，文化の例としてあげたものが

公主の墓であったように， あくまで支配者層のものである。潮海は建国後も 8世紀半ば頃には

黒水部を除く他の綜鞠諸部を支配下に入れてその勢力を拡大した。しかし，これらの綜鞠諸部

はそれぞれの部落毎に首長のもとにあったまとまりを解体されることなしに，瀬海の支配下に

組み込まれていったと考えられている 11)。とするなら，それまでの彼らが持つ民族意識は，瀬

海の支配下に入った後も維持されたのではないか。それを示唆するのはIi"続日本紀.! 35に記さ

8) 原文は，

臣本以高麗旧壌，溺海遺書t 保拠方隅，渉歴星紀・…・・

9) 外山軍治「金朝治下の溺海人J (Ii"金朝史研究』所収，同朋舎， 1964年)参照。

10) 秋山進午「溺海“塔基"壁画墓の発見と研究J (Ii"大境~ 10, 1986年)参照。

I J)鈴木矯民「溺海の首領に関する基礎的研究J (Ii"古代対外関係史の研究』所収，吉川弘文館， 1985年)

参照。

-151 一



れる次のような事件である。

光仁天皇室亀十年 (779) 九月庚辰僚に，

勅すらく，溺海及び鉄利三百五十九人，慕化入朝して，出羽閏に在り，宜しく例に依りて

これに供給すべしと

とあり，溺海人及び鉄利人の来訪を伝える。鉄利は先に述べたように唐代に新たに登場Lた株

鞠諸部の一つであり， 8 世紀の前半には盛んに唐に朝貢したものの，開元28年 (740) を最後に

朝貢を絶っており，恐らくこの年から速くない時期に掛浬や越喜などの株鞠諸部とともに樹海

の支配下に入ったと考えられている。『事fi唐議』湖海伝には，勘海の地理を述べて「鉄利の故

地」として鉄利府のもとに 6 州の存在を記している。従って鉄利が支配下に入って20年以上が

経過した時期にわざわざ「溺海及び鉄利」 とするのは異例に見える。この来訪はその人数も異

例であり，正式の溺海使節ではないとする意見が多いが，その性格はよくわかっていない。こ

こで注目されるのは，この来訪者について記した宝亀 卜年十一月丙子僚の次のような記事である。

検校勘海人使雷すらく，鉄利の宮人，座を説昌の上に争い，恒に凌侮の気有りと。太政官

処分すらく，激海通事従五位下高説昌は，遠く槍波を渉り， しばしば廻りて入朝す。雷思

は忠勤にして，授くるに高班を以てす。彼の鉄利の下に次するは，殊に優寵の意にあらず。

宜しくその列位を異にして以て品秩を顕にすべしと 1 2) 。

「鉄利の官人J が崩海の通事である高説昌を侮り，これと席次を争ったというのである。ここに

は 「我々は湖海人とは違う 」とい う鉄利人の意識を見ることができる。その後，崩海が契丹に

滅ぼされた直後の夫顕元年 (926) 二月に「鉄鵬」なるものが朝貢している 13)。その後もしばし

ば『遼史』に登場する鉄麟は，この鉄利と 同 じものであろう。溺海滅亡後直ちに活動を始めた

ことから見ても，鉄利人たちは溺海の支配下に入った後も一貫してそのまとまりを維持すると

ともに湖海人」 とは違う彼ら独自の意識を持ち続けたと考えられる。そしてこれが湖海の支

配構造，すなわち在地勢力を解体しきれなかったことから来るものとすれば，鉄利に限らず他

の軟鞠諸部についてもあてはまるのではないだろうか。

以上のような状況は，融海滅亡後どのように変化したのかを次に見ていきたい。

血勤海滅亡後

前主主で述べたように，溺海の領域内に存在した人々は支配者層と在地の諸勢力に分けて見な

ければならない。在地の諸勢力は樹海の支配から離れると 鉄利に代表されるようにそれぞれ

個々のまとまりを持って独自の活動を再開したと見られる。一方支配者層は遼，さらに金の支

12) 原文は，

検校激海人使言，鉄利宮人争座説昌之上，恒有凌侮之気者。太政官処分，溺海通事従五位下高説昌 ，

遼渉槍波数廻入朝。言思忠勤，授以高班。次彼鉄利之下， 殊非優寵之意。宜異其列位以顕品秩。

13) w遼史~ 2 ，太祖本紀，天顕元年二月丁未係。
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配下においても 「潮海人J としてのまとまりを維持したようである。契丹は溺海を滅ぼした後，

その地を東丹置とし，皇太子耶律倍を東丹国王として統治に当たらせたが，間もなくその住民

を遼陽に移住させた。 こ こで移住させたのは恐らくもとの崩海の支配者層が中心であっただろ

う。以後彼らは遼陽一帯において融海人社会を形成した 14)。例えばIí遼史~ 76，高模翰伝に

は，高模翰を 「溺海人J と記し，次のような記事を載せている。

応麿の初め，召されて中台省右相となる。東京に至りて，父老，歓迎して日く，公は戎行

より起ちて ， 身を富貴に致し，郷里の栄となる。相如，買臣の輩も過ぐるに足らざるなり 15) 。

東京は遼の東京遼陽府であり 中台省とは潮海時代に唐の影響を受けて置かれていた三省の一

つ，唐の中書省に当たる官庁の名である。すなわち遼陽では融海時代の官制がある程度受け継

がれ，それに激海人が起用されていたことがわかる。高模翰は遼に仕えて軍功を挙げ，出世し

て遼陽に赴任するのであるが 溺海人である彼を「郷里の栄」として迎える一つの社会が存在

したことも，この記事は示している。

さらに， 遼から金への交代期をも乗り越えて， この溺海人社会は維持された。南宋から金に

使いして抑留された洪陪の見聞記である『松漠紀間』の溺海国僚には，遼陽の溺海人社会につ

いて次のように記されている。

其王はもと大を以て姓となす。右姓は高，張，楊， 費，烏，李と日い，数種に過ぎず。部

曲奴坤の姓無き者は，皆その主に従う 1 6) 。

ここに有力姓氏としてあげられた諸氏は， 賓氏を除くと，実際に『遼史~， Ií金史』などに「溺

海人j として登場しており，さらに遡って溺海が存続した時代の中国や日本の史料にも多数見

出すことができる。 聾氏については疑問が残るものの 王族の大氏も含めた湖海時代の支配者

集団は，その滅亡後も遼，金支配下の遼陽で基本的に受け継がれたものと見てよい。また遼，

金時代の有力諸氏を見ると 彼らが互いに姻戚関係を結んでいる例がしばしば見られる。この

ことからも 「樹海人」 としてのまとまりを見ることができる。

ただ，溺海時代にしばしば登場するにもかかわらずIí松漠紀聞』に挙げられていない氏族が

いる。王氏である。王氏が遼，金代に衰亡してしまったわけではない。『金史.!l 126，文芸伝に

伝が建てられた王庭局はその文名で知られるが 『遺山先生文集~ 16に載せる彼の墓碑によれ

ば，その先祖は溺海出身である。さらに，墓碑に「公は，太師南陽郡王張公浩の外孫なり 」 と

あるように遼陽の湖海人である張氏と姻戚関係にあることからも，王庭笥が勘海時代の玉氏に

連なる者であることは間違いない。それではなぜ王氏は溺海の有力氏族に数えられなかったの

14) 遼陽の溺海人については， 注 9)外山軍治書参照。

15) 原文は，

応暦初，召為中台省右相。至東京，父老歓迎日，公起戎行，致身富貴，為郷里栄，相如，買匡叢不足過也。

16) 原文は，

其王旧以大為姓，右姓日高，張，楊， 寅，烏，李，不過数種。部曲奴輝無姓者，皆従其主。
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か。それは，金代の王氏が溺海人と認識されなかったためではないか。墓碑に引く 「家牒J に

よれば，王氏の系譜は次のように説明されている。

その三十二代の祖烈は， 太原祁の人なり。漢末の乱を避けて， 遼東に徒居し，曹公特に徴

すも応ぜ、ず\隠居して身を終う。その後遼東また乱れ，子孫は東夷に散処す。十七代の孫

文林は，高麗に仕えて西部の将となり，王事に没す。また八世を楽徳と白い，溺海に居り

て孝を以て聞こゆ。…… 17)

王氏は確かに高句麗，樹海のもとにいたことがあるが，さらにその先は漢人の名門貴族である

太原の王氏の出身であるというのである。この伝承の当否が問題なのではなく，王氏がこのよ

うに意識し，表明していたことが重要である。ここには 「我々は樹海人である 」 という意識は

もはやない。一流の文人として知られる王庭舗に代表されるように中国文化に傾斜していった

結果，王氏は自らの出自をも中国に結びつけるようになった。こうして，漢化という，中閣の

周辺民族がしばしばたどる道を崩海人もたどっていったと考えられる。

おわりに

これまで述べてきたことをまとめると，次の通りである。

もとの高句麗の統治ドにいた高句麗人・株鞠人に由来する崩海支配者層は，国家を統合する

拠り所として高句麗の継承国を標梼しながらも，次第に文化的にも融合した「湖海人」として

のまとまりを形成していった。このまとまりは湖海滅亡後，遼・金の支配下でも維持されたが，

中国文化への傾斜とともにやがて漢化され，漢人の中へ吸収されていった。一方，株鞠の名で

呼ばれ，東北地方の各地域に散居した在地の諸勢力は湖海の支今配下に入ってもそれぞれのまと

まりを維持したままであったため，彼ら独自の民族意識もまた維持された。彼らは溺海の滅亡

後，それぞれの活動を再開した。その中から，再びこの地域を統合すること になる女真族が台

頭してくることになると考えられるのだが株輯から女真への具体的なつながりはなおよくわ

からない。今後の課題としたい。

17) 原文は，

其三十二代祖烈，太原祁人。避漢末之古L，徒居遼東，曹公特徴不応，隠居終身。其後遼東亦乱，子孫

散処東夷。十七代孫文林，イ士高麗為西部将，没於王事。又八世臼楽徳，居激海以孝聞0 ・
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日本の近代化過程における日本的特徴の研究

一一江戸時代の二重・二元政治構造とその歴史的影響

I 問題提起

宋成有
(山田仲吾訳)

ここ 20年，日本史研究における研究者の関心を集めている課題として，徳川氏が将軍として

ただ一人天下の兵馬の大権を掌握していた江戸時代(I603-1868) に，国際的な学術界の注目が

集まっている。研究者達は，江戸時代史の各種の問題領域を多面的な角度から探求するという

研究の外に， しばしば日本の近代化の起点と開始という解釈に焦点が合わせられている。これ

に関連する研究が次々と続いて発表され，異なった見解が雑然と入り交じって並び，あふれる

ほどに江戸時代の研究の国際的大合唱を演出している。

中間以外の学者がこのように江戸時代の研究にのめり込んでいるのは，決して偶然のことで

はない。その原因については，異なる研究領域の異なる角度から解釈することができる。

政治制度史的な角度から見れば，江戸時代とは日本の封建社会の最高の発展段階である。江

戸時代に固有の将軍集権，大名分権と天皇至尊，将軍至強など二重の二元的政治構造は，すで

に中国や朝鮮などの隣国と同じではないだけではなく，さらに欧米各国とも差異があり， きわ

めて特徴的である。まさしくこのような併存し連動する政治構造こそが，幕府の統治がどうし

て二百余年の国内平和を維持できたのか また 幕末にいたってどうして連合して立ち上がっ

た雄藩によって打倒されたのか，近代天皇制がどうして維新の変革の唯一の制度選択となった

のか，などの歴史現象の成因を解き明かすことを可能にする。

経済発展史の角度から見れば，江戸時代は封建経済が高度に繁栄した欄熟期であった。 130年

以上も前に，マルクスは資本論を研究した際に，かつて次のように鋭い指摘をした。江戸時代

の「純粋の封建的土地所有組織と発達した小農経済j は，欧州の中世を研究するための「正確

この上ない図式」を提供している ， と。長期にわたる平和と安定した国内環境は，経済発展の

有利な前提条件を提供した。二百余年の間，封建領主による階層的土地所有制という基礎の下

で，士農工商が分業していた。農民と手工業者を主体とする労働者大衆は，苦しい生活の中で

も聡明な才知を発揮して，生産技術と労働生産性の向上を促進させた。圏内の陸路，海路交通

網が日本列島に緊密に布かれ，金銀銅の三種類の貨幣の流通手段が整備され，消費意欲も旺盛

で，大阪，江戸，京都などの三都を枢軸とする全国統一市場が窓ちのうちに形成された。封建
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的自然経済の機構は，商品・貨幣経済の侵食の下で瓦解していく不可避的な運命にあった。有

形無形の因子によって，経済体制を転換させるための前進する道が切り開かれた。

文化史的な角度から見れば，江戸時代は 日本民族の文化の発展が最高峰に達し，全面的に成

熟し，かっ鮮明に日本的特色が現れ出た時であった。今に至るまでなお世の人々から日本の国

粋的なものと見なされている格闘競技である 「大相撲J ，風雅を導く茶道の各流派，芝居の「歌

舞伎J ，今に至るまで人々から喜ばれ愛され活力に満ちあふれでいる掛け合いの「漫才J (中国

では「相声」 と呼ばれるものに類似する)，短詩の 「俳諮j，大鼓書の 「浄瑠璃J ，版画の「浮世

絵J ，諾語詩の「狂言J など，すべて江戸時代において作り出されたか，あるいは盛んに流行し

たものである。ある意味では 江戸時代の文化とは日本の近・現代の民族文化の母体を育んだ

ものと言えるだろう。

学術思想史的な角度から見れば，江戸時代は百家争鳴の時代であり，様々な学派が活躍した。

二百余年の間，伝統的な官学であった朱子学が主導的位置を占めていたが，絶えず陽明学，経

学，古文辞学，古義学，そして水戸学などの儒学の分派の次第に力を増してきたものからの挑

戦を受けた。新興の学説は，国学，蘭学 経世学などが常に興り衰えることがなかった。その

中で，国学は「排仏斥儒」 につとめ，尊王論，復古の道そして「神ながらの道」を宣揚し，倒

幕維新，近代天皇制を組み立てるための世論形成に寄与した。関学は，島国の狭陸な視界を越

え出た大きな視野に立って世界情勢の転変を窺いながら，欧州の自然科学の実験，実践と実証

の学風をもった合理精神を熱心に唱導し，近代日本の社会的観念を更新するための温床を提供

した。経世学は， 1帯学的な 「入世J (実社会と相渉る)意識を本とし蘭学と国学の長所を併せて

取り入れ，開国論と海外雄飛論を大声で叫び，近代日本の国家進攻型の発展戦略を定めるため

の布石をしていた。

社会史の角度から見れば，江戸時代とは，日本が古代社会から近代社会に向かつて移行して

いく上での重要な過渡期であり，明清史研究の近現代中国に対する関係と類似した研究価値を

備えている。日本の近代的段階と密接している江戸時代とは，日本の近代を準備する時期であっ

たということであり，その歴史的影響はきわめて深遠である。社会的な価値観念と社会行動の

規範についてだけ言えば，郷党意識の浸透した藩国観念，主君に死を誓って忠義を尽くす こと

を標梼する武士道，上尊下卑を強調する階級思想などは，いずれも直接的に江戸時代に由来し

ている。今日の日本社会の中においても，人間関係の規範，礼儀作法，企業文化における団体

精神の中核に，江戸時代の歴史的熔印を見つけ出すことは難しいことではない。

要するに，江戸時代の様々な側面をはっきりさせるということは，近・現代の日本を認識し

理解する上での扉を開ける一個の鍵を探り出すことであり，日本の近 ・ 現代の経緯を見通すた

めの方法を把握することである。ある意味では これまでの我が閣の学術界の日本の近・現代

史研究がなお深さと鮮明さに欠けている理由もここにある。それ故，江戸時代研究の全体的な

不足あるいは素養の不足という欠陥を克服することは 私たちすべての共同の努力を必要とす
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B本の近代化過程における日本的特徴の研究

る目標である。

こうした点から考えれば，北京大学歴史学系の日本史研究コースの教師と学生たちは，多年

にわたってこの目標を持って探求と経験を積み重ねて いま，江戸時代史に関する研究成果を

生み出しつつある。今後数年の間に，さらに江戸時代の武士道の類型分析，幕末の開港につい

ての研究，貨幣制度の研究 民衆の神道信仰の研究，新興学派の研究，幕末改革と明治維新の

研究等の課題について展開していく計画になっていて またその成果を北京大学歴史系日本史

研究系列叢書として世に送り出し それによって立ち遅れている中国における江戸時代史研究

のための微力を尽くしたいと考えている。

言うまでもないが，本文は政治制度史的角度から日本の近代化における日本の特色を分析し

たものである。近代化，ある場合には現代化ともいうが，これはそれぞれの国が伝統的農業社

会から抜け出て近代(現代)工業社会に進み，それを持続的に推進させていく過程である。二

つの異なる類型の社会が交替し衝突する複雑な歴史運動の中で，断絶と継承，発展と再発展の

矛盾衝突が随所にある。こうした意味から言えば 日本の近代化過程はその他の国と大同小巽

であり，わずかに日本的特色を体現しているに過ぎない。ただ，歴史的伝統，国情・環境と政

治・文化的基礎が異なっているということから，日本の近代化は欧米や東アジアの国のそれと

はっきりと区別され，それによって日本的特徴を体現している。こうした特徴をどのように概

括するのかは，もちろん人によって見方が異なっている。本稿の問題意識と関係している純日

本的な特徴として，少なくとも次の間題を考えなければならない。

l 天皇が精神的偶像になった

2 武士・士族階級が主導的役割を担ってきた

H 日本的特徴に関する簡要な説明

1 天皇が精神的偶像となった

近代の異なる時期において，皇権の表現形態はすべてが同じであったわけではなかったが，

しかし天皇の精神的な偶像作用は常に存在した。

開国後15年にわたる反幕倒幕の激烈な闘争の中で 反幕府勢力は尊皇嬢夷派から開国倒幕

派へと政治的変質を経過してきたのだけれども しかし終始 「尊皇」の旗印を高く掲げてきた。

「勤王J という名目の下に連合して立ち上がった雄藩は王師J (王の軍隊)を自任して，武力

による倒幕の機会を窺っていた。幕府は政治上の主導権を争奪するために，強硬な「違勅J (天

皇の命令に反する)政策を速やかに放棄して公武合体」あるいは「大政奉還」という方針転

換を推し進め，前進するために一歩後退し，備えを万全にして慎重に行動した。二つの敵対勢

力は，開国後の政治闘争の中で互いに「勤王」を競い，それによって大権を失って七百余年に

なる天皇の朝廷は再び政治の舞台にもどることとなり その声望は日々に高 く なり幕府の権威

に取って代わることとなった。
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明治維新前の改革が高揚した 10年の間，特に欧米をモデルとして，古きを棄て新しきに努め

た文明開化の風潮の中で 天皇は維新派官僚によって彼等が必要とした精神的偶像と権威とし

て造形され， この社会を大き く変えた流れの開始を 「王政復古」 という名分によって展開し，

その後はカを尽くして天皇の 「率先垂範J 作用を現すよう努めた。この一時期にあっては古い

天皇制は意外にも輝く青春の活力を発揮して政治体制の近代化の過程の中で時とともに進みゆ

き，古い形式に新しい内容を盛り込み，近代天皇制に向かつて後戻りすることのない趨勢を形

成した。

明治憲法体制下において忠君愛国J の価値観によって，日本に擬似的な 「ー君万民J r家

族国家」 という政治体制を取らせることとなった。皇室以外の日本人はただ「臣民」の資格を

備えて克己奉公J r実践臣道J するだけであった。天皇は憲法の規定によって「統治権を総

撹する J 最高君主となり 「神聖にして侵すべからざる J 存在であり，天皇は「家族国家」の最

高家長現人神J であり国を挙げて忠義を尽くす」中心となった。精神的崇拝と法律的規

範とが互いに結合し，さらにこれを「教育勅語」による強制的な思想注入で補い，天皇を首座

として据える現象が，ついに日本の近代信過程における突出した特徴となった。

2 武士・士族が日本の近代化を主導する役割を担った

異なる国家の近代化過程においては 総じてそれを主導するカは異なるものである。日本に

あっては， I日時代の統治階級であった武士が，新時代の変革の苦しみを経験した後，役割を転

換しさらに新しい社会的身分つまり士族という階層形態で日本の近代化の舵取り役を担った。

明治時代の政界，財界，軍界， 文化世界で活躍した人物を挙げてみると，すべて武士あるいは

士族の出身である。日本が資本主義的発展の道に進むことを決定した第一世代の指導者，大久

保利通，木戸孝允から第二世代の指導者，伊藤博文，山鯨有朋，松方正義に至るまで，すべて

幕末の下級武士であった。大正・昭和初期の政界軍部の風雲児例えば最初の「平民宰相」

原敬，政党内閣定着期の首相となった加藤高明，軍部のファシストの頭目東条英機・字垣一成・

板垣征四郎などは皆士族である 。 上に述べた人々は，あるいは憲政化を推し進めたことで歴史

に名を残し，あるいはがむしゃらに侵略戦争を発動して国と民に禍害をもたらし悪名を歴史に

留めたのだが，すべて日本の近代化には不可欠の正反両面の指導者であった。

民間では， 日本の資本主義の最高の指導者と称えられる渋沢栄一，歴史ある財界の創始者岩

崎弥太郎，大倉喜八郎，古河市兵衛，藤田伝三郎など，すべて武士の出身である。この外，近

代啓蒙教育家の福沢諭吉 自由民権運動の指導者板垣退助，大隈重信理論家植木枝盛，中江

兆民，文豪夏目激石，文明史学家田口卯吉，物理学者長岡半太郎，日本の「細菌の父」北里柴

三郎哲学の父」西周，教育家内村鑑三，東京大学初代校長加藤弘之，玄洋社の首領頭山満，

黒龍会頭目内田良平，御用文化人徳富蘇峰，井上哲次郎など，すべて武士もしくは士族であっ

た。以上列挙した各界の人物は，朝野を問わず，すべて何らかの領域で異なった役割を発揮し，

異なった影響を生み出し 武士あるいは士族が近代化の進展の過程で主役となった姿を浮かび
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上がらせている。

田 特徴ある社会を形成した歴史的原因の探求一一江戸時代の二重・ニ元政治構造一一

日本の近代化の特徴は，多方面にわたり，引き続き検討を加えてい く価値がある。しか し，

天皇の特徴に由来するもの 士族の特徴に由来するものについてだけ言えば，その成立要因は

江戸時代の二重二元の政治構造と深く関連している。

所謂二重二元の政治構造とは幕藩二元体制と朝幕二元体制の併存と相互連動のことを指し，

これによって江戸時代の政治体制の全体的骨格が構成されていた。

前者の二元体制，つまり幕藩体制についてはすでに国内外の学者から注目され，多年にわたっ

て研究され，その成果も多い。中でも沈仁安教授の概説は中国の学者の中では代表的なもので

ある。一言で言えば将軍集権」と「大名分権」とが相互に結合していたのが幕蕩政治体制で

あるということになる。

「将軍集権」の一元性の最も重要な点は次のようなことに現れている。政治上，老中制とい

う精密な宮僚体制を確立した幕府将軍が三百諸侯の覇主となり，将軍は，諸藩大名に対してそ

の領地の統治権を承認する「領知朱印状J を発令し，そのカのために，諸藩大名は必ず幕府将

軍の頒布した「武家諸法度j を遵守し，定期的に「参勤交代J を行い，必要となれば命令に従っ

て幕府に対して軍隊を提供し 賦役工事を成し遂げなければならず，また諸藩が相互に横に連

絡しあうことは禁止されていた。経済的には幕府将軍は最高の配分つまり最高の土質の700

万石の耕地と金銀銅の三貨の鋳造権を擁し，全国の交通幹線である「五街道j ・圏内最大の集散

市場である大阪と唯一の外国貿易の窓口である長崎港を抑えていた。軍事上では，幕府将軍は，

数万の武装した精鋭，戦闘カの強大な「旗本八万旗」を擁し，これに諸藩の提供する箪隊を加

えて，圏内の群雄を威圧するに十分であった。外交上では，すべての朝鮮通信使の接待，オラ

ンダ高館館長の謁見などの活動はすべて幕府将軍によって独裁されていた。思想上では，幕府

将軍の首唱する朱子学が正統の官学として奉ぜ、られ，諸藩の大名も一律にそれを奉じなければ

ならなかった。以上の方面は 幕府将軍の一元的集権性を現している。

「大名分権」の一元は，主に次の点に現れている。政治上では，諸藩の大名には家老を中心と

した官僚系統があり，自藩の政令や法規を自ら頒布する権限を持っていた。経済的には，諸藩

の大名は石高の異なる耕地を領有し 自ら年貢米の税率を確定し，藩内で通用する「藩札」を

発行した。軍事上では，兵数の異なる軍隊を擁していた。文化教育では，自藩の藩士を養成す

る藩校を開き，藩主に忠義を尽くす「奉公J の意識を甑養した。要するに武家諸法度J など

の各種の法令制度を遵守し，将軍への忠義を尽くすことを前提として，幕府将軍は決して諸藩

大名の藩政に口を挟むことはなく 又その年貢米を分捕ることもなく 諸藩は相対的に独立し

ており，その分権性が体現されていた。

後者の二元体制とは，福沢諭吉の『文明論の概略』の用語を借用すれば，それはつまり「天
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皇室尊」 と「将軍至強J と の相互併存する朝幕二元構造である。

所謂「天皇至尊」の一元は，君臣名分論的倫理の「三綱五常」と神道信仰という面で，天皇

が至高無上の地位を得ていることである。その具体的な現れ方は次のようになる。

(1) 将軍は天下の覇主であるが しかしその統治権の合法性は天皇の認証を経る必要があっ

た。幕府将軍の正式の称号は「征夷大将軍J であり，その地位は名目的には天皇の授与に

よる。普通，新将軍が任命されて職務に就く時には，必ずしなければならない儀式として，

将箪は皆京都から派遣されてきた勅使の前で頭を低くしてお辞儀をし江戸に下ってき

た」勅使が天皇の新任の将軍に対する認証書 「将軍宣下」を読み上げるのを恭しく拝聴し

なければならなかった。儀式が終わってはじめて，将軍は朝廷に代わって天下の兵馬を掌

管する委託権を手に入れたのである。天皇からの権利の授与に助けられて，将軍は統治す

る正統性を獲得し，天下に覇を称えたのである。

(2) 将軍と大名はすべて二重の官職・身分を持ち，天皇と形式上の君臣関係を形成した。将

箪と大名の実質上の地位は 幕府の職位系列によって定まり，将軍，国大名，国主，城主，

一万石以上等が，この職位である。これ以外に，将軍と大名は，幕府の決定によるのでは

あるが， しかし朝廷から賜予されるという形の「官名」 を持っていた。例えば，内大臣，

大納言，権大納言，権中納言，近衛少将，国守，式部少輔，左京大夫などが令制の官名で，

さらにそれぞれ正一位から従五位下など相応の官位が授与された。幕藩の領主は，一人で

幕吏と朝臣の二重の身分を兼ねており， これは君臣名分論の政治的表現である。

(3) r神国意識J，国体観念J，神道信仰等の精神的領域において，天皇は尊奉され天照大神

の子孫として，ただ一人侵すべからざる神格を持った。「神国意識J が宣揖する 「大日本は

神国」で，神によって創られ神によって統治されるという論と国体観念j が強調する天

皇が「万世一系J にして日本を統治する論とは，天皇の掌握する年号の発布，叙位，任官

についての権限と新天皇が即位後に献上された新米を賞味する「大嘗会」 などの神道の儀

式を通して，天皇の至尊の地位を末永く伝承し連綿として続かせた。天皇の神格は二重の

現実的意味を持っている。一面では幕藩領主の統治に神秘的な光輸を覆いかぶせて，その

政権を揺るぎないものとすることに大いに貢献した。別の面では，神格化された皐権に安

全を保障し，さらに至尊の栄光を独占させた。

所謂「将軍至強」という一元は，統治の実権が幕府将箪の手中にあり，皇室の容壕を許さな

いということを指している。その主要な現れ方は次の通りである。

(l) 幕府将軍が天皇をコントロールしていた。「禁中並公家諸法度」 を頒布することを通し

て，幕府は天皇が政治に口出ししてはならないことを規定し，ただ，ひたすら詩歌の創作

あるいは筆墨絵画の「御学問」に没頭することを許すだけで，天皇を国際的政治生活の外

に排除した。朝廷と西国大名を監視するために 幕府は京都の御所付近に将軍の幕舎と屯

兵所を兼ねた二条城を建造し京都所司代」を設置し，虎視耽々と監視していた。この
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外，歴代の天皇の廃立，生殺与奪などの点で，将軍の意見は絶大な影響力を持った。

(2) 皇室及び朝廷の経費は幕府将軍の贈与によるものであった。江戸時代では，米穀の体積

を量る単位である 「石」によって領主の土地の収益と主従の義務の多寡を表し，それは「石

高制」と呼ばれていた。一般的には，一万石以上の年貢米を擁する領主で，はじめて大名

と称する資格を持った。江戸初期では，皇室はわずかに一万石を擁するだけで，その経済

的地位はただ一介の小大名に棺当しただけであった。江戸の末期には，歴代の将軍からの

贈与が積み重なってはいたが，それでも三万石前後に達しただけで，経済的地位は相変わ

らず高くはなかった。明治維新の初期には 皇室財産は 統計によればただ50両のお金が

あっただけで(一説では500両)，皇室が困窮していたことの一端を窺うことができる。こ

れに対して，幕府はほぼ全国の四分のーの耕地の良田を独占的に領有し，その経済力の大

きさは，京都の朝廷とは比べものにならなかった。

要するに将箪集権，大名分権」と「天皇至尊，将軍至強」 等の二重の二元政治構造は，歴

史的産物であり，それぞれが歴史的発展状況の違いによって異なる歴史的役割を果たしていた

と考えられる。

幕府が強大であった時には集権」 と 「分権」とが相互に補い合い至尊」と「至強J と

は均衡していた。幕府が中に立ってバランスを取って その政権を主体的に強佑することがで

き，二百余年にわたって太平無事であった。

幕府が衰退した時には，二重二元構造の勢力比は，全体が均衡を失い，幕府将軍の 「集権j

「至強」 という統治の地位は，日々ますます 「分権J r至尊j などの別の…元のカによる挑戦を

受けることになった。二重二元の構造のそれぞれの要素が互いに作用して，倒幕維新，つまり

日本の近代化が始動する時期の歴史過程に固有の日本的特徴を顕現させた。

概括的に言えば，まず第一に集権」と 「分権」との二元の均衡状態は，雄藩が立ち上がる

ことで破壊され，雄藩は連合して，朝廷を奉って武力で幕府を覆すという政権交代の基本方式

を作った。「将軍集権，大名分権」 の二元構造の下では，諸藩はすべて直接縦方向の幕府将軍の

統制を受けていた。それぞれの聞が相互に隔離しており，御国本位，地方本位という藩意識が

長期にわたって浸透していた。幕末になって，雄藩の内のどの藩もその他の藩の擁立する共通

の盟主となることは困難であり それ故ただ雄藩連合という闘争方式を採用して倒幕を実行す

るしかなかったのである。倒幕戦争の中では 諸藩はそれぞれが君臣の大義名分論の庇護を利

用して，軍事行動を発動する名目とした。

第二として至尊」と「至強」の二元構造の主役が交代し至尊」 という一元が速やかに

「至強」 の一元に取って代わった。

開国以後，日本の政権交代の速度は(前後15年) ，中国(前後72年)や韓国(前後34年)のそ

れをはるかに上回り，その速さによって歴史のチャンスを掴み取った。ある意味では至尊J

と「至強」の二元構造は， 一種の潜在的な政権交代のメカニズムと言える。幕末にいたって，
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様々な力が合わさって，朝廷を政治の中心舞台に押し上げ，身に神権の外被を覆った天皇は，

機が熟して順調に幕府将軍との対抗に耐えてさらにこれに取って代わって新政権を作り，かく

て潜在的なメカニズムは現実的な選択となったのである。こうして，明治維新も 「御一新」 と

「王政復古」の結合する過程となり，さらにその後の近代化過程を天皇の精神的権威の君臨下に

置くことになったのである。

第三に，中・下級の武士が立ち上がって，時代の風雲児となった。これが可能になったのは，

彼等が分権」という一元の保護のもとにあることを利用して英気を養っただけではなく至

尊」 という一元の感化の下にあることを利用して行動の精神的エネルギーと正当性の根拠を手

に入れたからであった。幕末の政治闘争の中で 「集権」の一元は，日々受動的な立場に追いや

られながらもなお余威を保っていたのだが，依然として鎮圧する本来の性格と能力は維持して

いた。安政の大獄，二度にわたる長州征伐の役などは集権j の幕府の「悪あがき」の具体的

表現である。激烈な尊皇擁夷運動の時期は，物騒な気配が漂い，殺人も多かった。京都に雲集

した中下級の武士は何度も打ち払われたが また何度も新たに力を蓄えて捲土重来を計った。

それができたのは，彼等の所属する藩が幕府の迫撃を避ける銃後となっていたからである。梁

魯超の言葉を援用すれば土には所籍(身を寄せるところ)があったJ ，つまり倒幕に参加し

た中・下級武士には，なお災難があっても生きのびて，再起を図る場所があったということで

ある。これと比較して見ると 大一統の清王朝においては，維新の志士たちの「所籍J の地は

見出すことができない。中・下級の武士が 「分権」の一元つまり藩に庇護され生き残ることが

できたことが，後の開国倒幕に参加し，さらには維新政府を成立させ，出でては将となり，入

りでは宰相将軍となって政財界軍部で要人を議出させ，近代化の過程を主導する前提となった

のである。「所籍」の有ると無し こうした前提の有ると無しとでは，その結果には大きな隔た

りがある。それとともに 中・下級武士が支配階級の中では低い地位に置かれていたために，

「下克上」し，大事業を成就しようとする時には，思い切り潔く 「自由人」となって武士内部の

等級身分制度の束縛を突き破らなければならない十分の理由があったのである。「至尊」の一元

が，ちょうどうまい具合に彼等の行動のために最も権威を備えた名分と理由とを提供した。尊

王の草葬の志士と「至尊」の天皇とが互いに結びあって，理に適った効果を生み出し，天皇の

精神的権威・声望は日増しに高まり，そうした 「皇威」の光被の下，中・下級武士が次第に権

力の中心に進入したのである。

今まで述べてきたすべての要因の総合作用によって 結果として日本の近代化過程における

日本的特徴が形成されたのである。

参考文献

歴史学研究会編『日本史史料~ (近世・近代巻)
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公害は生産優位の副産物であるという考えについて

森本英之

明治以来の日本の近代産業の発展は，官民挙げての工業化でもあり，それは優れた技術を欧

米先進国から導入し，安価な労働力や原料などで、生産コストを切り詰めでは競争力をつけ，園

内外の市場を相手に多くの利益を求める営みでもあった。したがって過酷で不衛生な労働条件

や低賃金労働など労働者の犠牲，あるいは工場周辺環境の破壊などの犠牲を伴う例が多く，強

烈な生産至上主義の姿でもあった。

ここでは，さまざまな 「負の遺産」 のーっとして公害〔資料 1 )を捉え，日本の代表的公害

である水俣病の事例を通して，公害が工業化 近代化の過程で避けられないものであるかどう

かを考えようとするものである。

水俣病は，工場廃液の中の methy1水銀が原因で視覚，聴覚，嘆覚，運動神経の機能障害を招

く悲惨な公害病である。そしてこの研究は，臨床医学，精神・神経学，福祉，社会学，法制，

政治・行政学，産業・経済史そして思想・文学などさまざまな分野に及び，専門家による解析

が行われてきた。それが壮大な人間学に例えられるように 水俣病問題を総体として論じる

には， これらの何れを欠いても不十分であろうことを示している。

ここでは， 1 企業城下町としての水俣， II 工場の操業が水俣病に結びついた経緯，凹患者

の叫び， IV 原因究明と患者救済の遅れ， v 結び，の}I匿に論じたいと思う。

I 企業城下町としての水俣

水俣は，九州不知火海に流れ出る水俣Jl Iの河口地帯にある小さな漁村であった〔資料 2J 。明

治末まで塩田が見られ，石炭や材木の積み下ろし港でもあった。創業者・野口遵はここに 1908

年日本窒素肥料会社〔資料 3) と水俣工場を建設し， ドイツから石灰チッソ製造法の特許，イ

タリアから Ammonia車接合成法の特許を手に入れ肥料としての合成硫安を製造した。 「 このよ

うに発明して 2 年目の未だ工業化段階の技術をいち早く導入して大規模な工場生産に踏み切る

方法は，その後長 く 日本型化学工業会のお家芸とされて戦後ますます盛んになっていった。日

本窒素はこの点、でも日本型化学工業資本の典型といえる J と宇井純1)は述べている。

1) 1932年生まれ。 1956年東大工学部応用科学科卒業，日本ゼオン入社。 1960年東大大学院入学。 1965年

同工学部都市工学科助手。 2000年環境保護市民団体から Nostalgia 賞受賞。 2002年沖縄大学法経学部教

授退官。
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工場の発展と共に水俣の人口も増加し，明治には l 万人余りの人口が1 956年には 5 万人を超

え，また 1960年には就業人口の約 1 /3 を占める製造業従事者の約85.3%が 日本窒素関連の従業

者であった〔資料4 ) 。また 1950年代には市税収入の約50%が日本窒素関連のものであった 〔資

料 5 ) 。水俣市史には水俣に生まれ，水俣と不即不離の関係の中で育ってきた日窒は， 町と

の間柄も一般工業都市には見られぬ血のつながりにも似た交情を深め，歩みを共にしてきたの

である」とあり，水俣市は典型的な企業城下町であった。

11 工場の操業が水俣病に結びついた経緯

工場からの残浮流出や埋め立てによる漁業被害は早 く から見られ補償問題に発展していた。

加えて acetaldehyde生産に伴う methyl水銀の排出量が増え始めた 1950年前後から魚の浮上や

貝類，海草の異常が始まり， 1951'"'-'52年には烏の落下， 1953年にはネコ踊りと言われたネコの

異常死が始まった。水俣における漁獲高も 1954年にはそれまでの61% ， 1955年には38% ， 1956 

年には21 %に落ち込んでいた。

1956年 4 月この地方で唯一の総合病院であった新日本窒素(株)水俣工場付属病院に 「狂操状

態を呈した J 5 歳の幼女が担ぎこまれた。 8 日後同様の症例で 3 歳の妹も来院するに及んで，院

長の細川一博士は未曾有の疾患発生に気付き， 1956年 5 月 l 日，水俣保健所へ 「原因不明の中枢

神経患者が多発している 」 と報告した。以後この日が水俣病公式発見の日とされている〔資料 6) 。

現在までに判明している水俣病発生のメカニズムを簡単に辿ると，窒素の場合， acetylene法

aceta1dehyde製造プロセスでは acetylene を水で水和(水溶液中で溶質の分子・イオ ンが周囲

の水分子と結合して一つの集団を形成すること)して acetaldehyde を得るのであるが，この時

用いる触媒の硫酸第二水銀が，触媒効果を保つため助触媒として鉄と二酸化manganが使われ

てきたが，いろいろな支障から， 1951年から鉄と濃硝酸に切り替えることになり，この結果，

(母液である)硫酸水溶液の中に副生される methyl水銀濃度がブ倍に跳ね上がった。 methy1水

銀の流出増加は胎児性患者を含む多くの水俣病患者を生むことになる。これまで長年患者発生

のピーク (1954"'60年)は acetaldehyde の生産量のピーク(1958'"'-'65年)に合わせて説明され

ていたが，実際にはその時期はずれていた。この疑問が助触媒の変更によって解明されたのは

1998年であった〔資料7J。

では，次に methyl水銀が水俣病に結び、つく経緯である。

Methyl水銀化合物によって汚染された魚介類を経口接取することによって， methyl水銀は

消化管から完全に吸収され 血行を通して全身の臓器に分布す る。 『水俣病の科学.!I (西村肇・

岡本達明著)によると， methyl水銀は脳血液関門をすり抜けて脳の内部に入り，脳神経細胞を

損傷させる。また母体内に入ると，胎盤を通過して胎児の脳に蓄積される。それは多くのたん

ぱく質でできた細胞の中で，大事なたんぱく質製造の働きをする ribosome というたんぱく質分

子があるが， methyl水銀はこれに取り付いてその機能を損傷させ，たんぱく賀の生産を止めて
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公害は生産優位の副産物であるという考えについて

しまう。脳で損傷を受けるのは 人間の場合大脳及び、小脳であり，この結果いわゆる Hunter

Russe1 syndrome (症候群) 2) と言われる視野狭窄，聴覚障害，言語障害，感覚障害，運動失調

が現れる。

匝患者の叫び

ひとたび患者の目線に立って見るならば，それは筆舌に尽くし難い世界である。

細川院長の臨床報告(1956年 8 月 29日)よると 本症状は，前駆症状も発熱などの一般症

状もなく極めて緩慢に発病する。まず四肢末端のじんじんする感あり，ついで物が握れない。

ボタンがかけられない。歩くとつまずく。走れない。甘ったれた言葉になる。また目が見えに

くい。耳が遠い。食べ物が飲み込みにくい。すなわち四肢の麻癖のほか言語，視力熊下など

の症状が，或いは同時に或いは前後して現れる。これらの症状は一進一退はあるが次第に増加

して極期に達する。一ーとある。

患者にとってはある日突然視覚，聴覚，感覚，運動などの機能障害に襲われ，医者にかかっ

ても原因も病名も分からず 奇病とされる。また患者発生箇所が特定の地域に偏ることから伝

染病とされ，周囲の人間や地域社会から厄介物として扱われる。やがてネコのように狂い死に

するのではという基本的な不安と肉体的苦痛に加えて，周囲の地域社会の無理解と偏見の中で

これまでの人間関係が壊れていき 一層の精神的苦痛を強いられていく状況を指摘せねばなら

ない。水俣に育ち. 1953年水俣病第一号患者発生以来十余年，患者の叫び，悲しみや怒りを自

らの痛みとして書き綴った石牟礼道子の作品『苦海浄土』は 水俣病を公害という名の恐るべ

き犯罪人聞が人聞に加えた汚辱」 として措いている。水俣病が日本の公害病の象徴として語

られる理由には，このような状況の中から発せられる人間の叫びがある〔資料 8J 。

IV 原因究明と患者救済の遅れ

1956年 5 月 1 日の「水俣病公式発見」以来，水俣市は保健所を中心に市立病院・医師会・チッ

ソ付属病院・市衛生課で水俣市奇病対策(のち調査)委員会が. 8 月には熊本大学医学部に水

俣奇病研究班設置，続いて 11月に厚生省でも科学研究班を設置した。そして 1959年 7 月に熊本

大学研究班は，分析，臨床，病理の 3 点から原因物質について有機水銀であることが立証され

2) 1940年イギリスの Hunter. Bonford. Russel の 3 名は，種子殺菌剤製造工場でmethyl水銀化合物の製

造に従事していた労働者の中毒事故について報告。水俣病と異なり呼吸器系を経由して中毒症状を示し

た 4 名の症状から. methyl水銀中毒の三症状は運動失調，言語障害，視野狭窄とされ. Hunter. Russel 

の三徴候と呼ばれた。しかし現在では，水俣病解明の経緯から，感覚障害，難聴を含めて Hunter-Russel

syndrom (ハンター・ラッセル症候群)と呼ばれている。 1958年英国の神経医Mc Alpineが水俣病の患

者を診察して視野狭窄などの症状は methyl 水銀でも起こったことがあると Lancets 誌に報告したのが

きっかけで. Hunter. Russel らの methyl 水銀中毒例の古い報告書に熊本大学の武内博士が注目し，そ

れまで原因究明での手詰まりを抜け出す端緒となった。
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たと発表して社会に衝撃を与えた。続く 11月には厚生省・食品衛生調査会の水俣食中毒特別部

会3) も「水俣病の原因は魚介類中のある種の有機水銀化合物による 」 と厚生大臣に報告してい

る。このように原因物質が工場排水から有機水銀に絞られていく過程において，つまり被害者

と加害者の構図が明らかになるにつれ 工場側は次第に態度を硬化させていくことになる。

熊本大学の有機水銀説発表を契機にしてまず工場側からの反論が始まった。

日本窒素側は 1959年 8 月には農薬説を含む異論を唱え， 10月の第 2 回反論では爆薬説(終戦

時に軍によって袋湾〔茂道〕に捨てられた爆薬が海中で溶け出したのが原因としたもの)を取

り上げ，日本化学工業協会の大島竹治理事がこれを支持している。やがてこれが根拠のないこ

とは当時の軍需品処理担当少尉・甲斐都義氏から得た証言〔資料 9) ですぐに判明した。

工場側の反論の中で最も重要に思われるものは「水俣湾の水銀を含んだ泥土や，工場排水で

魚やネコを飼っても有機水銀は蓄積せず 水俣病は起こらない。従って工場排水と有機水銀は

関係がなく，有機水銀と水俣病の関係もまた疑わしい」としている点である。つまりこの時点

で既に工場幹部がつかんでいたはずの事実が無視されていたのである。工場の内部でも細川・

チッソ水俣工場付属病院院長は1958年から独力で、工場内の各工程の排水を使った動物実験を始

めている。その結果1959年 7 月 24 日より acetaldehyde工場排水を投与していたネコが10月 7 日

に水俣病を発症したことを確認している(こともあろうに， この同じ日にチッソは県知事に大

島竹治・化学工業協会理事の論文に基づいて水俣湾に捨てた爆薬の調査を申し入れている)。細

川医師はこれを最終報告として技術部に提出したあと退職している。「この報告が公開されない

ために起こった 1965年の第二(新潟)水俣病に対するチッソの責任は消すことが出来ないだろ

う」と宇井は述べている。

また 1960年に東大薬学を出た技術部奇病研究室の石原俊ーは自発的研究の中で1961 "-'62年に

かけて精留塔drainから塩化methyl水銀を抽出していた。この研究成巣は1962年 2 月に技術部

長に報告されているが，この報告〔資料10) も極秘にして公表せず，対外的に 「工場内で、methyl

水銀が生成することは絶対ありえない」と主張し続けていた。いずれにせよこの嘘が，この問

題を専門にする研究者さえも長い間惑わしつづけた。

この1虚を長持ちさせ，企業側あるいは通産行政側につき， (良心を売り渡した)いわゆる御用

学者の存在がある〔資料11) 。武谷三男(1911年生まれ・立教大学理学部教授)はその著『安全

性の考え方』で，日本の研究体制の弱点について述べている。一一一残念ながら国立大学でさえ

多くの研究室の研究経費を，企業からの寄付，委託研究でまかなっている現状では，知らず知

らずのうちに，国民の安全性よりも企業の安全性を優先しがちになる。高度の教育を受けて企

3) この特別部会は何故か翌日解散され， これに代わって 1960年 1 月に水俣病総合調査研究連絡協議会が

立ち上げられ総合調査の窓口も厚生省から経済企画庁に移管された。このメンバーには1959年 11月に

「工場廃水が原因であるとすることは妥当でない」 と有毒 amme 説を唱えた清浦雷作・東京工業大教授

も含まれている。
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業に雇われる技術者は，すでに学校で安全性を忘れた生産第一の教育を詰め込まれているため

に，工場の外での安全性を全く考えない習慣に慣らされていることは，残念ながら認めざるを

得ない事実である。一一

methyl水銀の流出を隠すことにより，原因究明を遅らせることにより見えてくるのは何であ

ろうか。それは水俣病被害の拡大であり，漁場という生活基盤を奪われた漁民たちの増加であ

り，一方で「原因不明j を盾に患者や漁民との補償交渉を有利に済ませようとする企業・チッ

ソの打算であろう。

しかし， ここまでチッソの経営者を走らせた要因は何であろうか。

その当時，日本経済は水俣病公式発見の 1956年頃が神武景気，有機水銀説が発表された 1959

年頃は岩戸景気といわれ 1960年には所得倍噌論を掲げた池田勇人が首相に就任し，対前年度

比GNP伸び率も 15"-'20% を超える高度経済成長期に入っていた。特に 1950年頃から塩化vinyl

及び、vinylon原料の酢酸vinyl の需要増大で、その可塑斉Uoctanol (これから塩化vinyl樹脂と練り

合わせて filmや電線用軟質vinyl製品をつくる)は増産に次ぐ増産を続けた。この酢酸及び

octanol の中間原料である acetaldehyde の生産も政府予想、を大きく上回り 1959"-'61年に 2 倍以

上の生産能力42万トンの設備増設が行われた。この工程から 水俣病の原因物質である有機水

銀が排出されたことは周知の通りである。

一方，政府・通産省の 1950年代初頭からの石油化学工業化政策(石油acetyleneの登場及び

酢酸誘導体の石油化学製法による代替)の下で，チッソも五井(千葉県)新工場へ切り替える

ための資金を必要としていた。これは水俣での既存設備の閉鎖時期を早めて，紛争の火種を除

去しようとした通産省の意向を反映していたと考えられる。

実際，チッソは1962年に五井の石油化学工場の建設を終えると 1966年水俣工場の海への排水

を停止し， 68年には，通産省による石油化学工場建設に伴う義務付けに従って，水俣工場の

acetaldehydeの製造設備を廃棄している。この年，政府は初めて水俣病を公害病として認定す

る。また「最低限度の負担」を実現のためには，患者の認定基準を途中で引き上げることなど

で補償対象の患者数〔資料12) を絞り，補償費負担の軽減を図った。

V 結び

栗原琳(立教大学法学部教授・水俣フォーラム代表)は著書『証言・水俣病』で言う。

一一生産に必要な費用の一割ないし三割といわれる浄化装置の設置に要するコストを省いて，

生産設備の増設に屈したり 助触媒に手近で、安価な 粗悪な鉄系の素材を用いるといった，後

発的近代化の特徴を示す企業の手法に，行政も連携していた。先進国に追いつき追い越せと唱

道した生産力ナショナリズムの政治は 大量生産・大量流通のシステムを急速に制度化して，

一方に耐久消費財を満載した f豊かな社会J ，快適で便利な都市型の生活を作り出すと同時に，



他方では水俣病に見るような人間破壊，環境破壊，そして社会破壊を生み出した。一一

また， 1977年 6 月 14 日 の東京高裁・寺尾正二裁判長は判決文の中で述べている。

一一患者が続発し，胎児性患者まで現れている状況のもとで 当初奇病と言われた段階から

15年間も水銀廃液が排出されている状態を放置しておかねばならない理由は見出せない。熊大

研究班による地道にして科学的な原因究明が行われた経過の中で，熊本県警察本部も熊本地方

検察庁検察官もその気がありさえすれば，水産資源保護法，同法に基づいて定められた熊本県

漁業調整規制，工場排水等の規制に関する法律，漁業法，食品衛生法等弁護人が引用する各種

の取締法令を発動することによって，加害者を処罰することが出来たと共に被害の拡大を防止

することが出来たであろうと考えられるのに 何らそのような措置にでた事績がみられないの

は，誠に残念で、あり，行政，検察の怠慢として非難されてもやむをえないし，こ の意味におい

て，国，県は水俣病に対して一半の責任があるといっても過言ではない。 一一

司法が，同じ司法の検察や行政にあたる国や県の不作為や暇庇を断罪する。これは社会シス

テムの不作為による加害という点でブjく俣病は社会病であり，政治病とも言える。原田正純(1934

年生まれ・熊本大医学部助教授・熊本学園大学社会福祉学部教授)は 『水俣が映す世界』 で言う。

一一水俣病は社会病である。水俣患者はその歴史を通じて，身体と生命への加害に加えて，

社会からの構造的で重層的な差別と排除にさらされてきた。最大の受苦は，差別され，侮辱さ

れることだった。水俣病になってはじめて差別が起こったのではない。差別のあるところに水

俣病が集中して発生したのだ。 一一

栗原は日本思想史研究者・ Victor-Coshman4)が水俣病患者を Minamata disease patient (患

者)でなく su百erer (受難者・殉教者)と英訳していることを紹介して，水俣病患者は広く社

会総体の加害に対す る 「受苦者J r殉教者」 であることを意味するのだと言う。これは 1980年に

水俣を訪れた歴史家であり思想家の Ivan Illich5) も『人類の希望一一Illich 日本で語る』で彼

らは決して患者などではなく犠牲者として語られるべきなんですJ と言う。

確かに患者を取り巻く身近な社会を見てもその事例はあまた見られる。企業城下町の故に

「チッソあっての水俣」と考える水俣市民が多く，水俣病はその病名も含めて非難と攻撃の対象

とされた。漁業協同組合も 「魚が売れなくなる 」 と言って水俣病を隠そうとし，隠そうとしな

い漁師を排除した。また細川博士による aceta1dehyde工場の排水投与によるネコの水俣病発症

が確認された翌月の 1959年 11月には，市長，商工会議所，農協，チッソ労組，地区労働組合代

表が窒素水俣工場の排水即時全面停止は市民全体の死活問題であるとして熊本県知事に陳情し

ている。

4) Comell大学教授・日本史専攻。

5) アメリカの社会思想家・評論家(I926-2002.12.6 76歳で去世) W脱学校の社会~ wGender ・女と男の

世界』等で知られ，反戦・反核運動家でもある。『人類の希望』は1981年出版。あらゆる産業社会に徹

底した批判を加えた。
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このように企業の生産優位がまかり通る背景には それを結果的に許してきた土壌である労

働組合を含む地域社会，県，国など社会のシステムの実態についてもより鮮明に検証すること

が求められてくる。

その上で加害企業・チッソをもう一度顧みるならば，日本の近代産業の発展の中でチッソの

歩んだ道は，官営工場の払い下げから始まった財閥系企業とは異なり，野口遵という国有の企

業家から始まり，時代の波を被りながら常に社運を賭けてきた利潤追求の道であった。しかし

この「屈有の企業」も朝鮮への進出では総督府や軍部と一体となり職工は牛・馬と思って使

え J という朝鮮窒素の管理構造を培いながら植民地支配の尖兵でもあった〔資料13)。戦後は高

度経済成長の先鞭役として通産省の庇護を受けているが，チッソの体質に大きな変化が認めら

れたわけではない。また産業史的背景から見れば，圏内での電源開発に行きづまり，石油化学

への進出の立ち遅れ等と相まって，追い詰められ，なりふり構わぬ経営展開をしたことが見え

てくる。この経営姿勢は野口遵(閉じられた合理主義者) (資料14) の創業時代からの特質でも

あり， これは現場労働者や環境問題に対する無関心を意味している。

かつて，欲しいときに漁に出てはそれで足りていた山紫水明の豊かな水俣の世界を， どれだ

け当時の人たちが自覚的に捉えていたかは分からない。水俣病はチッソがもたらした災禍を契

機に現われ出た重層的な社会病理である。

ここでは，官頭のテーマに立ち返り，結びとしたい。

生産優位が公害をもたらすという考え方に誤りはない。しかしそれを許す土壌としての人閣

の尊厳に対する意識の希薄な社会環境の貧しさがある限り，非人間的な事象の一つで、ある公害

は助長され，深刻化してきたというべきであろう。
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資料編

〔資料1)

日本における公害の語源は明らかではないが，宮本憲一 (滋賀大学学長) W平凡社百科事典』による

と， 日本の法制上霊場するのは，明治10年代の大阪府の大気汚染規制のための府令(のち条例)や悶20

年代の河川法以降で，公害は公益の反対概念であったという。また橋本道夫(元環境庁企画謁整局環境

保健部長・元筑波大教授・現社団法人海外環境協力センター顧問)は著『水俣病の経験から学ぶもの』

で，公害が行政の法律用語として初めて登場したのは明治29 (1 896) 年の旧河川法で「公益を害する」

という意味であったと述べている。公害の定義では，現在の漂境基本法では「環境の保全上の支障のう

ち，事業活動その他の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染，騒

音，振動，地盤の沈下及び悪臭等によって，人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産

ならびに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む)に係る被害が生じること J とし

ているが，宮本憲一氏は次のように定義している。一---'J}害とは，都市化，工業化に伴って大量の汚染

物質の発生や集積の不利益が予想される段階において，経済制度に規定されて，企業が利潤追求のため

に環境保全や安全の費用を節約し，また無計画に motorizationや大量消費生活様式が普及し，国家(自

治体を合む)が環境保全の政策を怠る結果として生ずる自然及び生活環境の侵害であって，それによっ

て人の健康障害または生活図難が生ずる社会的災害である。一一

ところで，宮本はその著『環境経済学』で fMarx経済学と公害論」について. Marx = Engels の理論

は公害・環境問題を理論化する思想を示したとするが， しかし彼らは現代世界の公害や環境破壊を見て

はいない。環境破壊が都市労働者の生活困難にとどまらず\広く地球の人民の生活に影響を及ぼし，資

本主義社会のみならず，現代社会主義社会において，深刻な状況になっている現実を見ていない， と

断った上で，かつて公害論を日本の Marx経済学者として最初に作ってみようとして試行錯誤した結果，

次の定義を紹介している。一一せと害は，資本主義的生産関係に付随して発生する社会的災害だと言える。

それは資本主義的企業・偶人経営の無計画な国土・ 資源の利用と社会資本の不足・都市計画の失敗を原

因として発生し，農民・市民の生産や生活を妨害する災害である。したがって ， 公害は階級対立のあら

われである。加害者は主として資本家階級であり，被害者は主として農民・労働者階級である。

(W恐るべき公害~ 1964年)

尚，公害問題が位界的な関心を呼ぶきっかけを作ったのは. 1968年 12月. Swed巴n の Astroam大使が

第23回国連総会で， 世界規模での「人間環境会議」 開催を提唱したことにあった， と昔日留重人は著書

r肢界の公害地図』で言う。人間環境会議は1972年 6 月に Stockholm で始まったが，それに先立つ 1970

年 3 月，国際社会科学評議会の主催で「社会科学者による環境破壊sympoSlLlmJ が東京で閲かれ，最終

日に採択された東京決議には次の内容があった。 とりわけ重要なのは，人たるもの誰もが，健康や

福祉を侵す要因に災いきれない環境を享受する権利と，将来の世代へ現代の世代が残すべき遺産である

ところの自然美を合めた自然資源にあずかる権利と を，基本的人権の一種としてもっという原則を，法

体系の中に確立するよう，我々が要請することである。一一
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(資料 2) 地図・熊本県水俣市

1901 (明治 34) 年 1951 (昭和 26) 年

1998 (平成 10) 年 不知火海沿岸図と水俣市概要図
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(資料 3) チッソの系譜
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注:主な系列企業を示す。

「チッソ J も時代によって変化しているが，ここでは「チッソ」とする。

出所:大場武『日塗コンツェルンの研究』日本経済新聞社(1989年).日本興業銀行「事業会社系

譜集J (1 982年)などより 。

〔資料4) 水俣の人口とチツソ従業員数の変遷

①水俣の人口の変遷

1933年(昭 8) 26747人 1959年(昭34) 49979人 1969年(昭44) 40080人

1941年(昭 16) 30063 1960年(昭35) 48342 1970年(昭45) 38109 

1945年(昭20) 31012 1961年(昭36) 48553 1971年(昭46) 37398 

1946年(昭21) 36480 1962年(昭37) 47656 1972年(昭47) 36906 

1949年(昭24) 42137 1963年(昭38) 46730 1973年(昭48) 36465 

1953年(昭28) 44058 1964年(昭39) 45892 1975年(昭50) 36782 

1955年(昭30) 45250 1965年(昭40) 45577 1980年(昭55) 37150 

1956年(昭3 1) 50461 1966年(日百4 1) 44255 1985年(昭60) 36539 

1957年(昭32) 50208 1967年(昭42) 43337 1990年(平 2) 34839 

1958年(昭33) 50120 1968年(昭43) 42093 1993年(平 5) 33737 

注，昭和24年 4 月 I 日から水俣市となる。

出所水俣市史J r郷土みなまた J r水俣市勢要覧J より。
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公害は生産優位の副産物であるという考えについて

②チッソ従業員数の変遷

1933年(昭 8) 1328人 1947年(昭22) 4595人 1970年(昭45) 1669人

1 935年(昭 10) 1384 1949年(昭24) 4262 1 972年(昭47) 950 

1 937年(昭 12) 1707 1951年(昭26) 3727 1973年(昭48) 984 

1939年(昭 14) 2491 1953年(昭28) 3591 1975年(昭50) 1155 

1941年(昭16) 3089 1955年(昭30) 3487 1980年(昭55) 907 

1943年(昭 18) 3309 1959年(昭34) 3596 1985年(昭60) 701 

1944年(昭 19) 3711 1961年(昭36) 3600 1990年(平 2) 687 

1945年(昭20) 2614 1962年(昭37) 3400 1993年(平 5) 695 

1946年(昭21) 4644 1967年(昭42) 2700 1995年(平 7) 686 
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(資料 6 ) 患者発生地図初期の 1957年調査と 1 971年までに認定された人

ー
、
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e
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澗
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明神岬

〆恋τY
"，，) 1告/
、島f

水俣湾

崎Z口

袋

[。印店、 台党生家庭)

初期の患者発生状況

出所:細川ーら(新日窒附属病院) r水俣奇病

に関する調査J (1 957年 l 月)より。

大口市

鹿児島県

不知火海周辺と患者発生および汚染状態

出所・原l壬11E純『水俣病』岩波新書よれ

(資料7)アセトアルデヒド生産量，メチル水銀排出量と胎児性水俣病患者発生数の経年変化

( ト ン/年) (kg / 年)
50白000 120 

(人)

45.000 
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40,000 

ア 35.0∞
80 域周辺海セ
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ァ 30，000

Jlノ J¥ 

E 25∞o 60 の
メ

ド チ

生産量 20,00 日 Jレ

40 襲水量15.000 数
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o 'tl-'-e二 二 二J 二二6--'-1:二二二、o'Q' Q' 白 唱'-e-'じ‘ 0

1938 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65年

アセトアルデヒド生産量と周辺海域へのメ チル水銀排出量推定値 (1938~65年)

注 .グラフ中のメ チル水銀排出量は周辺海域への排出量の推定値であ る 。

出所 。 西村肇，岡本達朗 『水俣病の化学』より。
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〔資料8)

1996年 9 月 288 ， 10月 5 自の 「水俣・東京展」講演会での緒方正人(おがたまさと =熊本県葦北郡芦

北町女島在住)の「魂のゆくえ」が知られている。これは栗原彬編『証言水俣病.!I (岩波新書)にも

収められている。

(資料 9)

終戦時の軍需処理について当時の責任者甲斐都義氏(元海軍少尉袋補給主任) の証言 (Q960年熊本

県衛生部資料』別表15 名称「元第21海軍航空補給工場J)

一一同工場は昭和18年 9 月頃より施設開始されたもので終戦時未完成でありました。それが故に完全な

る補給工場ではありませんでした。貯蔵爆弾は60キロ約250個， 250キロ約240個とこれに要する信管約

500個でしたことを記憶しております。右以外の軍需物資はありませんでした。終戦と同時に在庫品な

どを進駐軍に出すことに，その手続きを取り，昭和21年 l 月頃より之が引渡しを始めたのです。進駐軍

より水俣駅へ集積するよう指令せられましたので荷馬車で水俣駅に全部集積しました。之は進駐軍の厳

重なる監視の元に実施したものです。私は進駐軍に対しこれは何処へ送りますかと尋ねましたところ，

三角(みすみ)叡より船で深海投棄すると話しておりました。

以上のような事で袋湾付近には絶対に(爆薬を)放棄したり海中投棄はしてありません。この件につ

いて新日本チッソよりも私に尋ねられましたので，はっきりとこのことを話しているにも拘わらず，私

が一切何も諮らなかったと言っておられるそうですか， これは何か工場の方で都合の悪いことがあるの

ではないかと疑うものであります。(以下略)一一

(資料10)

水俣病刑事裁判第一審第22回公判調書(1977.12.7) 石原俊一証言

ー一一私は，昭和35年に東大薬学部を卒業し，チッソに入り，水俣工場技術部の奇病実験室に配属され，

入社当初から水俣奇病の研究に当たりました。社外の学者の研究の追試が私に与えられた任務でした。

若い研究者として単なる追試というのは非常に不満だったので， 36年 5 月頃キャップになったのを機会

に，精留塔 r レーンから有機水銀を抽出する研究を自分の判断で始めました。当特の教科書にアセチレ

ン水利反応の工程で有機水銀化合物が中間体として生じるとかいてあったのも一つのヒントになりまし

た。また，私の卒論のテーマが，ペーパークロマトグラフィーを用いての有機農薬の分析方法の確立で

あったことも幸いしました。検出方法としてはペーパークロマトグラフイーを用い，抽出方法としては

有機溶剤を用いました。検出も抽出も容易ではなく，さまざまな創意工夫が必要でした。検出には滅紙

に油を染み込ませて拡散を防ぐとか，硝酸銀溶液を降りかけて日光で感光させるとかの工夫を加え，ま

た抽出は，有機溶剤jにはエチルエーテルが最も適していること，精留塔ドレーンをアルカリ性にしない

と有機水銀が溶剤jに移行しないことを発見して，ょうやく成功しました。この当時は精留塔ドレーンは

循環するようになっていたので，有機水銀の濃度が以前に比べておそらく 10倍ないしそれ以上高くなっ

ていたことも有利な条件でした。こうして白色鱗片状の物質を得，さまざまな方法によってそれが塩化

メチル水銀で、あることを確認しました。研究成果は，上妻技術部次長に報告しました。私としては，も

う少し重要視してくれれば良かったなあという感じを当時受けました。一一

(資料11)

木野茂(大阪市立大学理学部講師)は著書『環境と人間』で，爆薬説を唱えた科学工業会・大島竹治

理事， 1959年 II月に腐敗した魚による amme説を唱えた東京工業大学・清浦雷作教授やそれを追認した

東邦大学・戸木田菊次教授， 1960年 1 月に立ち上げた経済企画庁主管の水俣病総合研究調査連絡会 (4

回開いただけで1961年消滅)とともに大島理事の企画で作られた「田宮委員会」の田宮東大名誉教授

(日本医学会会長)，後に新潟水俣病で農薬塩水くさび説を唱えて企業側の反論にたった横浜国大工学部・

~tJl I徹三教授を挙げている。
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〔資料12)

地域別患者認定申請者と認定者数 (]994年 12月 31 日現在)

市町村名等 認定申請者数 認定患者数 市町村名等 認定申請者数 認定患者数

水俣市 4726人 962人 鹿児島県 1 88人 17人

l 津奈木町 2633 331 福岡県 205 8 

芦北町 1639 185 長崎県 23 4 

田浦町 1416 144 佐賀県 6 

御所浦町 1441 51 宮崎県 9 

竜ケ岳町 9 2 徳島県

河浦町 2 愛媛県 3 

楢本町 3 高知県 5 

倉岳町 9 山口県 14 2 

大矢野町 2 広島県 32 

熊本市 66 6 岡山県 4 

八代市 116 13 島根県

人吉市 9 兵庫県 52 

玉名市 4 大阪府 239 16 

本渡市 18 2 奈良県 22 

牛深市 11 京都府 20 2 

菊池市 3 滋賀県 12 

宇土市 7 岐阜県 30 3 

合志町 ニ E重県 7 

ニ角町 愛知県 79 7 

松橋町 5 静岡県 17 

苓北町 富 山 県 2 

玉東町 石 川県 2 

鹿央町 神奈川県 28 3 

西合志町 3 予定尽都 26 

鏡 町 5 千葉県 15 

宮原町 埼玉県 16 

上 村 群馬県 2 

免間町 福島県 3 

有明町 7 沖縄県 2 

荒尾市 和歌山県

新和町 5 県外計 1066 67 

益城町 」口弘、 計 13251人 1770人

菊陽町 4 

御船町

坂本村 2 

富合町 3 

不知火町 2 

錦 町

県内計 12185人 1703人
り、認定申請者は3000名に及
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公害は生産優位の副産物であるという考えについて

〔資料13 ・ 14)

朝鮮進出や野口遵については，色川大吉編『水俣病の啓示・下~ (J 983.7.29初版)の三「植民地会社と

して大発展J r創業者とその時代j に詳しい。

179-



遼代の溺海遺民について

一一東丹国と定安国を中心に一一ー

要約

劉浦江

(河上洋訳)

溺海滅亡後の溺海遺民の情況は，長い関溺海史研究の中で手薄な部分であった。本論は主に以

下の二つの問題解決を目指す。(1)東丹鴎の歴史に関する若干の史実を明らかにする。筆者は次の

点、を指摘する。遼朝が激海の遺民を支配するために建てた東丹国は，聖宗の統和十六年までなお

存続していたこと，東丹国は契丹王朝にF付属する国家であるものの，政治と外交上では高度な自

治権を持ち，一定の独立性を保っていたこと，そして東丹国中台省の選任制は遼朝の北面官と同

じように世選制を行ったこと。 (2)定安箇を代表とする溺海の故地で生活した遺民の政治活動を改

めて考察する。筆者の考えによれば，現存の史料からは，定安国が溺海選民によって鴨緑江流域

(1日溺海国の西京鴨没府)に建てられた国家であったということが確認できるだけである。二人

の日本人学者，和田清氏と日野関三郎氏が描いた定安国の歴史はほとんど根拠のない杜撰なもの

であり，いわゆる「後溺海国j の推測に至つては全くの作り話である。

7 世紀の末から 10世紀の初めまで 溺海は東北アジアの政治の舞台で重要な役割を演じた。

湖海滅亡後，溺海人は遼金両王朝時代においても大いに活躍し， 13世紀以後になってこの民族

は初めて歴史上から姿を消した。 20世紀以来の融海史研究は 実際上は主に溺海国の歴史に対

する研究であったが，溺海滅亡後の樹海遺民については，学者の目を引くことがきわめて少な

かった。今日でも，遼代における溺海遺民の政治活動については不明なところがなお数多くあ

る。とりわけ東丹国の歴史，定安国と溺海遺民との関係，いわゆる「後樹海国」の問題などが

そうである。本研究が若干の史実を明らかにし，それによってある程度溺海後期の歴史に対す

る認識を豊かにすることができれば幸いで、ある。

I 崩海国滅亡前後の情勢

10世紀の初頭，西刺木倫(シラムレン)河流域に興った契丹人が，強大な軍事力によって急

速に東北アジア地域の政治地図を一変させた。これと同時に，かつての「海東の盛国」崩海が

反対に衰退の一途を辿っていた。溺海最後の国王，大謹諜在位の末年 朝廷内部に激しい権力
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争いがあった可能性が幾つかの事象によって示されている。高麗側の文献記録によれば，溺海

滅亡の一年前，崩海の大臣による高麗への亡命事件が頻発した。高麗の太祖八年 (925) 九月丙

申の日に「溺海の将軍申徳ら五百人来投」 し，同月庚子の日に「樹海礼部卿大和鈎，均老，司

政大元鈎，工部卿大福蕃，左右衛将軍大審理ら，民一百戸を率いて来附」し，十二月戊子の日

に「溺海左首衛小将冒豆干，検校開国男朴漁ら，民一千戸を率いて来附J したJ)。亡命者の多

くは王族の大氏あるいは朝廷の高官であったことから，当時撤!海の支配層内部に何らかの異常

事態が発生したことが分かる。まさにこうした情勢の下で 契丹が兵を発し溺海を滅ぼしたの

である。遼の太宗の時，耶律羽之が朝廷に奉った上奏文の中でこのように認めている。「先帝は

彼の離心に因り，費に乗じて動き，放に戦わずして克つJ と 2)。さらに， 934年に元溺海王世子

の大光顕が湖海滅亡の後高麗に亡命したことも，滅亡前夜に発生した王室内部の紛争と関連す

る， と考える学者さえある 3) 。

天賛四年 (925) 十二月，遼の太祖は自ら軍隊を率いて崩海を討伐した。早くも翌年の正月に

は，樹海の上京龍泉府を陥落させ，溺海王大謹諜は降伏した。同じ年の三月，太祖は凱旋した

際大謹諜を以って族を挙げて行かしむJ とし，七月に「大謹諜を皇都の西に衛送し，域を築

き以て之に居らしむJ 4) 0 Ií遼史』巻三七地理志によれば，王室の大謹諜一族が遼の上京臨溌府

より西の懐州(現在の内モンゴル田林左旗の西)に安置されたことがわかる。この他，多くの

溺海の宗室，貴族，官僚も続々と契丹人の故地である演河(現在の西刺木倫河)流域に遷され，

とくに上京臨讃府周辺の幾つかの州県に集中的に住むようになった5) 。

湖海王室の西遷後の情況に関しては，遼代の文献に殆ど何の記載も残されていない。『遼史』

巻四五百官志に遼の太祖に帝王の度有る者は三あり J，その一つは「溺海国を減すも，其の

族1阪を存し，遥輩に亜むというのである。同巻「北面の諸l帳官」の条の下に湖海のl帳司，

官制は未だ詳かならず。潮海宰相，溺海太保，樹海撞馬，溺海近侍詳穂、司j と記されている。

それを見ると，元代の人が『遼史』を編纂したときにはすで、に溺海のl阪司の具体的な情況がはっ

きりしなくなっていたことが分かる。「溺海宰相J 云々とは ただ r遼史』の列伝から書き写し

た官名であり，勘海の帳司に関する内容であるかどうかは断定し難い。また，当時維持されて

いた樹海の「族帳」が一体どこにあったのかということすら問題である。溺海帳司とは元の瀬

海王室の下に設置された王室の事務を管理する一つの機構であったと考える人もあるが6) 単

なる憶測にすぎない。遼代溺海人の主な活動地域であった東京道にも 溺海族帳の存在に関す

1) W高麗史』巻一太祖世家。

2) Ií遼史』巻七五耶律羽之伝。

3) 三上次男「溺海国の滅亡事情に関する一考察J (W和田博士還暦記念東洋史論叢J ， 1951年11 月)。

4) Ií遼史』巻二太祖紀下。

5) 楊保隆「遼代溺海人的逃亡与遷徒J (Ií民族研究~， 1990年第 4 期)参照。

6) 朝鮮社会科学院歴史研究所『溺海史』第4章(厳聖欽訳，中国社会科学院民族研究所『民族史訳文集』

第13輯に所収， 1985年)。
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遼代の溺海遺民について

る確かな証拠を探し出すことはできないのである。

溺海の滅亡後約半年の間 勤海境内の抵抗活動は相当激しく，史書は「溺海既に平らぎ，東

丹国に改む。しばらくして，己に降りし郡県復た叛き，盗賊蜂起すj と述べている 7) 。 r遼史』

太祖紀によれば，天顕元年 (926) の三月安辺，鄭頭，定理三府叛き，安端を遣わして之を

討たしむJ ，五月南海，定理の二府復た叛き，大元帥亮骨之を討つJ，七月鉄州刺史衛鈎

反す0 ・…・・桑骨鉄州を攻抜す」とあり，八月には夷離皐康黙記らが長嶺府を攻め，陥落させた。

これらの州府は全部元の瀬海国の領内にあったのである。

この年の七月，遼の太祖阿保機は上京に帰る途中瀬海の扶余府で没した。溺海の残余勢力は

それを機に兵を挙げ扶余城に攻めてきたといわれる。王簿『五代会要』巻三O溺海の条に「阿

保機死すや，潮海王は其の弟に命じ兵を率いて扶余城を攻めしめ，克つ能わずして，衆を保っ

て退く j と記している。ただし，遼朝側の文献にはこのことに関する記載がない。では，中原

の王朝はいかにこの事を知ったのだろうか。『冊府元亀』巻九九五外臣部・交侵門には次のよう

な一文がある。 r (後唐)明宗の天成元年 (926) 十一月，青州の審彦威奏す IF登川!の状を得た

るに，申すらく，契丹先に諸部を発して観!海国を攻逼す。阿保機の身死してより，巴に抽退せ

しと離も，尚お兵馬を留めて樹海の扶余城に在り。今溺海王弟，兵士を部領し，扶余城の契丹

を攻囲す.!I J と 8)。五代ないし北宋の文献のうち これが上述した情報に関する最初のものであ

る。登州の治所は現在山東の蓬莱であり，登州が報告したこの情報は明らかに海路を通して遼

東半島からもたらされ，比較的信溜性が高いと見られる。湖海の残余勢力によるこうした軍事

行動は大謹諜と関係がない。なぜなら，遼の太祖が亡くなる前，大謹諜はすでに臨演に遷され

ていたからである。登州側から得た情報から見れば，この時の扶余府攻撃はおそらく大謹諜の

弟によって仕掛けられたもので，後ほど触れるように，溺海遺民による再興の活動中，彼は注

目すべき存在であった。

11 遼朝史上における東丹国

還の太祖は溺海国を滅ぼした後 その故地を直接契丹の支配下に入れず\東丹国を通して溺

海の遺民を間接的に統治しようとした。それがゆえに，遼朝の東丹国はこれまで溺海史上人の

注目する問題となってきた。

天顕元年 (926) の正月，溺海国は滅び，二月十九日，遼の太極は「繭海国を改め東丹と為

し，忽汗城は天福と為す。皇太子倍を冊して人皇王となし以て之を主らしむJ 9) , rのお天子の

冠服を賜い，甘露と建元し，制と称す。左，右，大，次の四相及び百官を置き，ーに漢の法を

7)~遼史』巻七三阿古只伝。

8) ~I日五代史』巻三七後唐明宗紀にも向じ記事があるが，内容は少し簡略である。おそらく『冊府元亀』

の引用文は別に出典を持つのであろう。

g) ~遼史』巻二太祖紀下。
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用う J 10) と の詔を下し， そして皇弟の迭刺，前溺海の老相， 前瀬海の司徒大素賢と契丹人の耶律

羽之をそれぞれ東丹国の左大相，右大相，左次相，右次相に任命した。

「東丹」とい う国名の意味について，金鏑献氏は東丹という名は契丹から来たもので，契

丹国の東に建国したため，すなわち『東契ー丹国』の略称である。……清朝の人は『続通志』を

撰した際，その意味を知らず，勝手に東丹を『都木達』と変えたので，その意味がわからなく

なった 」 ときわめて妥当な解釈を下している 11)。ただ，東丹国の正式な国名は「大東丹国J と

すべきであろう。東丹国が東平に南遷した後，東平府を昇格させて南京とし，耶律倍は溺海人

の王継遠に「建南京を建つるの碑を撰せしめ」 たが12) W遼史』巻三八地理志によれば，この碑

の正式名称は 「大東丹国新建南京碑銘」 であった。また 『遼史』巻四五百官志にも東丹国の官

僚機構を記載する際にも 「大東丹国中台省J と称している。以上のように 「大東丹国」 という

のは明らかに「大契丹国」 と対応したものであると言える。

東丹王に任命された太子耶律倍は遼初における皇室内の権力争いの中で重要人物であったた

め，彼の命運の転変が東丹固に大きな影響を与えた。太挫の死後，皇太后の述律氏の支持を得

た次男耶律徳光が，天顕二年 (927) に即位した。これがすなわち太宗である。東丹王耶律倍は

皇位争いに敗れた後数百騎を帥いて唐に奔らんとし，濯者の遁むるところとなJ 1 3) ったため，

実現しなかったという。太宗は即位後，耶律倍が崩海遺民の勢力を利用して皇権に対する脅威

となることを恐れ，太祖の喪に駆けつけてきた彼を朝廷にとどめ，長期にわたって東丹閣に帰

ることを許さなかった。その問実際に東丹国の国政を担ったのが右次相(後に左大相に界進)

の耶律羽之であった。

天顕三年 (928) 頃，耶律羽之が太宗に上奏していうことには潮海は昔南朝を畏れ，険を

阻てて自衛し，忽汗城に居る。今は上京を去ること遼避にして，既に用をなさざ、るも，又た成

を罷めざるは，果して何の為なるや。……遺種はよ うやく以て蕃息し，今は遠境に居り，後患

と為らんこと恐る。梁水の地，乃ち其の故郷たり，地は街く土は沃え，木鉄塩魚の利あり。其

の微弱に乗じ，其の民を徒還するは，万世の長策なり 」 と 1 4)。もし潮海の遺民を引き続きその

故地に居留させれば，やがて彼らに対する遼朝の統制が効かなくなる恐れがある， という征服

者たる契丹の内心の憂慮を露わにしている。当時溺海境内で行なわれていた再興活動はまさに

その一つのシグナルであった。これとは別に遼の太宗にとっては もう一つ東丹王耶律倍の問

題があった。強大な溺海遺民の勢力を擁する東丹国は明らかに朝廷の脅威である。耶律羽之は

湖海の遺民を 「梁水の地」に遷すべきと提案した。梁水はまた東梁河ともいい，現在の遼寧省

10) w遼史』巻七二宗室・義宗伝。

11) w溺海闘志長編』巻一九叢考。

12) f遼史』 巻七二宗室・義宗伝。

13) w資治通鑑』巻二七五後唐明宗天成元年九月の条。

14) w遼史』巻七五耶律羽之伝。
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遼代の激海遺民について

遼陽より北の太子河に当る。かつて唐の高宗の時，一部の粟末蘇鞠が営州(現在遼寧省の輯陽

市)付近に遷され，その後 7 世紀の末に故郷に戻り，溺海国を建てた経緯があったため，耶律

羽之は「梁水の地は乃ち其の故郷たり 」 と言ったのである。

太宗は耶律羽之の提案を認め是歳，詔して東丹国の民を梁水に徒J した 15)。『遼史』太宗

紀によれば，天顕三年 (928) 十二月に「時に人皇王は皇都に在り，詔して耶律羽之を遣わして

東丹民を遷し，以て東平を実たさしむ。其の民或いは新羅，女直に亡入し，因って詔して困乏

して遷る能わざる者は，上国の富民給贈して之を隷属することを許す。東平郡を昇して南京と

為す」と記している。東平郡治は今の遼寧省遼陽市に当り，遼太祖の神罰四年 (919) ， r遼陽の

故城を葺し，潮崎，漢戸を以って東平郡を建て，防御の州となす」という 16)。東丹国の南遷後，

東平郡を南京に昇格させたが，後に石敬璃の後晋が燕雲十六州を遼に割譲したため，燕京を南

京として，南京の遼陽府を東京に改めた。

東丹国の遼陽への南遵と前後して，数多くの樹海遺民を遼東に遷して安置した。と同時に，

もと激海国の州、|県はほとんど廃除され，崩海時代の五京， ト五府，六十二州の内鴨没府の各

州を除いて，皆己に南に徒さる J 17) 0 ü"遼史』地理志の東京道各州県の条に「本潮海の某州某県j

という記載が多く見え，これらはすべてこの時期に遷されてきたものである。ある学者の試算

によれば，東丹閤南遷の際に東京道に遷された樹海人は約40万以土にのぼるという 18)。このよ

うな大規模な移民は明らかに強制されたものであり，前掲した「其の民或いは新羅，女直に亡

入す」 という史料からも裏付けられる。

東丹国南遷の状況については 近年出土した『部律羽之墓誌』と『遼史』の記載とは異なる

ところがある i9)。『墓誌』には 「天顕四年日丑の歳人皇王乃ち詔を下して日く『朕は孝を以っ

て天下を理め，遠きを慮、ること農昏にして，盤庚に効わんと欲す。賂1は宜しく表を進むべし』

とある。公即ち遼地の形便にして邦家を建つべきを陳ぶ。是において，まことに帝の心に協い，

ここに基構を興す。公夙液勤格し，退食は公に在り，民は既に子来に楽しみ，国も亦た期年に

して成る」とある。これによると，耶律羽之が朝廷に東丹国南遷の建議を提出したのは，東丹

王耶律倍の指示によるものであったという。筆者はこの記述に対して大きな疑いを持っている。

『耶律羽之墓誌』は太宗の会同五年 (942) に作られたが，この年は耶律倍が後唐に亡命した後，

耶律倍の息子遼の世宗が即位する前でもあり，上述の『墓ー誌』の表現はその特定の時期の政治

状況に非常に適合している。『墓誌』と『遼史』のもう一つ異なる点、は，東丹国南選の時期であ

る。『遼史』は太宗天顕三年 (928) の十二月に東丹国南遷の詔を下したと記録している。とす

15) w遼史』巻七五耶律羽之伝。

16) w遼史』巻三八地理志二。

17) r溺海国志長編』巻一六族俗考。

18) 王承礼『溺海筒史J (黒龍江人民出版社， 1984年)l77ページ。

19) r耶律羽之裏誌』は1992年内モンゴル赤峰市阿魯科爾泌旗に出土した。碑文はモンゴjレ文物考古研究所

等「遼耶律羽之墓発掘筒報」に見える (W文物J 1996年第 l 期)。
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れば，耶律羽之の上奏もその前のことであったはずである。しかし『墓誌』 では，耶律倍は天

顕四年になって羽之に指示して朝廷に上奏させたとする。関連史料を分析してみると Ir遼史』

の信湿性が高いと思われる。『遼史』太宗紀によれば，耶律倍は天顕五年 (930) 四月に東丹固

に戻ったことが分かつている。当時東丹国の南遷作業が基本的に軌道に乗ったので，太宗はは

じめて耶律倍の帰国を認めたのである。さらに『墓誌』にも，太宗が東丹国の南遷を決定した

後ここに基構を興す。……民は既に子来に楽しみ，国も亦た期年にして成る」と記してい

る。つまり，約一年かかつて やっと遼陽城内で東丹国の官署を建設し終わったのである。天

顕三年十二月太宗による東丹国南遷の詔から天顕五年四月の耶律倍帰国までの一年余りは，ま

さに遼陽の建設と東丹国の南選を完成させるために使われた時期である。

天顕五年 (930) 四月，耶律倍は東ー丹国に戻ったが，太宗はなお安心できず，同じ年の 「九月

己卯，詔して舎利普寧に人皇王を撫慰せしめ J ，さらに 「庚辰，詔して人皇王の儀衛を置き J 20) , 

彼に対してさまざまな方面から統制を加えた。いわゆる「儀衛」とはIr遼史』耶律倍伝がはっ

きりと語っているように衛士を置き陰に動静を伺むというものである。こうした情況の中

で，耳目律倍は後唐に亡命しようと考えた。 「唐明宗はこれを聞き 人を遣わして海を跨り書を持

ち密に傍を召さしむ。……倍は左右に謂いて日く『我は天下を以って主上に譲りしに，今反っ

て疑わる。他国に適きて，以って呉太伯の名を成すに如かず』……高美人を携え，書を載せ海

に浮かびて去る J 21)。遼朝側の記載では天顕五年 (930) ト一月十九日に 「東丹，人皇王海に浮

かび唐に適くと奏すJ 22) とある。それに対して後唐側の記載には十一月二十七日に「青州奏す

らし登州の状を得るに，契丹阿保機の男東丹玉突欲，海を越え国に来帰すと J 23) とある。

東丹王耶律倍が亡命した後も引き続き，左相の耶律羽之が東丹国の国政を司っており，史書

に 「人皇王は唐に奔るも，羽之は国人を鎮撫すること，一切故の如し」といわれるが24) 東丹

国側として一度ならず亡命した耶律倍と連絡を取ろうとした明らかな証拠がある。後唐側の記

載によれば，唐明宗長輿二年 (93]) の五月に 「青州上言すら く 『百姓の海北を過ぎ樵采する

有り，東丹王の堂兄京矛汚整の蓄を附得するに，慕華の行止を聞い，買を修めんと欲する也。』

閏五月，青少1'1，東丹国首領耶律羽之の書二封を進呈す」お)。「慕華j は即ち耶律倍である。耶律

倍は入唐後，後唐の明宗に李慕華の姓名を賜ったからである。「東丹王堂兄京手汚整」は耶律羽

之の兄耶律観烈を指すものであ る。 『遼史』巻七五耶律親烈伝に「耶律闇烈，字は苅里診

天顕二年，南京に留守す。……弟は羽之J という。『耶律羽之墓誌』に「次兄汗里整」 という人

20) ~遼史』巻三太宗紀上。

21) ~遼史』巻七二宗室・義宗伝。

22) ~遼史』巻三太宗紀上。

23) ~旧五代史』巻四一後唐明宗紀。

24) ~遼史』巻七五耶律羽之伝。

25) ~冊府元亀』巻九八O外臣部通好門。
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は即ち 『遼史』 の)c里診である。耶律観烈が天顕二年 (927) に南京に留守した と記録した『遼

史』 は正確ではない。なぜ、なら，東平府は天顕三年十二月になって始めて南京に昇格したから

である。 ここ の「二年」 も「五年」 の誤りとすべきであろう。 上文に見える「京予汚整J は当

時南京留守を担当していた耶律戴烈(汗里整)のことである。彼のことを「東丹王堂兄」と し

たのは，南人の誤伝によるものである。 上述の史料は，東丹王耶律倍の亡命の翌年，南京留守

の耶律観烈と東丹国国政を掌る耶律羽之がともに耶律倍に手紙を送った こ とを証明している。

その上 貢を修めんと欲す」 と言っているのは，彼らが依然として耶律倍を東丹の国主と見な

していたことを物語る。またIT'遼史』太宗紀に，天顕七年 (932) 四月の甲成に 「唐は使いを

遣わして来聴せしめ，人皇王倍の書を致す」 という。おそらく耶律蔵烈と耶律羽之に対しての

返事であろう。

そのほかさらに注目に値するのは，耶律倍が唐に亡命した後，その妃の覇氏が東丹圏内でな

お特殊な地位を持っていたことである。天顕六年 (931)三月，太宗が南京に到着すると人

皇王倍の妃藷氏その国の僚属を率いて来見しJ 26)，会同三年 (940) 七月人皇王の妃藷氏麓

ず，……人皇王の行宮を其の妃の嘉ずる所に徒すJ ， 同年八月己亥東丹の吏民に詔してその

王倍の妃粛氏のために服せしむJ 27)。こういった記事からみれば，耶律倍の亡命からその死後に

至るまで，耶律羽之が長年にわたって東丹国の国政を担っていたにもかかわらず，耶律倍の妃

藷氏が東丹圏内で事実上 「太后」 として象徴的な元首の地位にあったということが分かる。

遼の太祖によって創建された東丹国には，遼朝と異なる職官制度即ち中台省制度があった。

東丹国建国の初め左，右，大，次回相及び百官を置く J 28) 0 IT'遼史』巻二太祖紀によれば，当

時では太祖の弟である契丹人の迭刺と元樹海の司徒大素賢がそれぞれ左大相，左次相，もと溺

海の老相と契丹人の耶律羽之がそれぞれ右大相， 右次相を分担していた。ただ，太祖紀には当

時すでに中台省が作られていたことに言及していない。そして，太宗紀の天顕六年 (931)四月

の条に「是月，中台省を南京に置く 」 という記事がある。この点について，若干説明する必要

がある。『遼史』巻六四皇子表には，迭刺を「天顕元年中台省左大相となす」 としている。耶律

羽之伝にも 「天顕元年，溺海平らぎ，皇太子を立てて東丹王となす。羽之を以って中台省右次

相となす」 という。これらは，東丹国建国当初より中台省という名称がすでにあり，当時任命

された左，右，大，次の四相がみな中台省の官員であったことを裏付けるものである。そうす

ると，天顕六年の「中台省を南京に置く」というのは， おそらく東丹国が南遷した後，あらた

めて中台省を設置したことを指すのであろう。

東丹国の中台省と潮海国の官制の聞には明らかな継承関係がある。『新唐警』巻二一九溺海伝

には溺海国の官制を次のように紹介している。「官に宣詔省あり，左相，左平章事，侍中，左常

26) IT'遼史』巻三太宗紀上。

27) r遼史』巻四太宗紀下。

28) w遼史』巻七二宗室・義宗伝。
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侍，諌議これに居る。中台省には，右相，右平章事，内史，詔詰舎人これに居る。政堂省には，

大内相一人，左，右相の上に居る。左，右司政は各々ーたり，左右平章事の下に居り，以て僕

射に比す。 左，右允は二丞に比す」。溺海国は唐朝にならって三省六部制を実施し，政堂省，宣

詔省，中台省がそれぞれ唐の尚書省，門下省，中書省に相当する。ただ，政堂省の長官たる大

内相が宣詔，中台両省の長官たる左，右相の上位にあるという点だけは，唐制と違っていた。

東丹国の中台雀は明らかに崩海国の三省を一つの機構に合併したものであって，左大相，左次

相はそれぞれ宣詔省の左相，左平章事に相当し，右大相，右次相はそれぞれ中台省の右相，右

平章事に相当するのである。その後の状況から見れば，東丹国の中台省が溺海国の宣詔，中台

の両省の名称にさらに一致していくことが認められる。例えば，左大相，右大相の名は，天顕

元年東丹国成立当時にしか見えず後にこの職に就任するものにはみな「大J という字がなく，

ただ左相，右相を称するだけであった。そして左，右次相も恐らく後に左，右平章事に改めた

ようである。『耶律羽之墓誌』には「皇帝，溺海を収伏して，号を契丹と革め，皇太子を冊して

人皇王となし，乃ち公に中台右平章事を授く」と言っている。ここにいう「右平寧事」とは太

祖紀と耶律羽之伝に見える右次相であった。また 『遼史』聖宗紀によれば，統和二年 (984)

に大仁靖を「東京中台省右平主主事J に任命した。天顕元年より以降，左次相，右次相の名は見

られなくなった。

それでは，東丹国の中台省は溺海国政堂省の職官を含むのかどうかIr契丹国志』巻一回東丹

王伝に「突欲(即ち耶律倍)東丹に鎮せし時 …・制を称し令を行なう。凡そ湖海の左右平章

事，大内相己下の百官，皆な其の国自ら除授す」という。既述したように，大内相は溺海国政

堂省の長官である。『契丹国志』のような後世の史料については，なお考究の余地が残っている

が，幸いに近年出土した『耶律羽之墓誌』はこの点に関する確固たる証拠を提供してくれた。

『墓誌』は羽之の「次兄汗里整前の北大王東丹国の大内相たり」としている。『遼史』巻七

五耶律観烈伝は羽之の兄観烈(即ち汗里整)が東丹国の大内相となったことを記録せず，東丹

国が南遷した後南京留守になったことのみを言っている。私見では 彼はおそらく南京留守と

して東丹国大内栢を兼任していたのではないか。前掲の『契丹国志』の記事から見ると，東丹

国の大内相は中台省の左右平主主事の下位に位置したようであり，瀬海国政堂省の大内相に比べ

て，明らかにず、っと低い地位である。大内相の他，政堂省の職官に関するもう一つの史料があ

る。清泰二年 (935) 十二月に後庸に遣わされた東丹国の使節の一人に政堂省工部卿烏済顕」

という人物がいた29)。遼朝の文献には東丹国が政堂省六部を設置した記録は見出せないが，そ

の可能性は否定できないだろう。なぜなら，我々の現時点での東丹国の職官制度に関する知識

は非常に乏しいからである。

東丹国の選官制度については 一つ考えなければならない問題がある。周知のように，世選

29) r五代会要』巻三O溺海。
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制は契丹の遥輩氏以来長い歴史をもっ政治的伝統である。契丹建国後，世選制は遼朝北面官の

選官制度の中でなお主導的地位を占めていた。しかし，東丹国の中台省が世選制度を施行して

いたかどうかについては，現存の文献は何ら手がかりを残していない。幸いに，ここ十年来内

モンゴルの阿魯科爾泌旗と数漢旗で相次いで出土した耶律羽之一族の 5 つの墓誌は，この問題

に明確な答えを提供している。今我々の掌握している資料によれば，この家族は三代の聞に，

少なくとも 4 人が東丹国中台省の官僚になったことがわかる。 r耶律羽之墓誌』によれば，東丹

国成立の初，耶律羽之は右王子章事となり，次兄の耶律戴烈は東丹国の大内相となっていた。 11耶

律甘露墓誌』によれば，耶律羽之の息子甘露は東京中台省の右相(即ち右平章事)まで昇進し

た30)。また 11耶律元寧墓誌』によれば，耶律蹴烈の孫元寧は聖宗の統和年間中台省の左平章事

になったのである 31)。この家族が代々中台省の官員に任ぜられた家族であることは明らかであ

る。この事実に基づいて，東丹国では遼朝北面官の選官制度と同じように世選制を施行してい

たと結論づけることができるだろう。

遼朝の歴史上では，東丹聞は契丹人の属国であったが，高度な自治権と一定の独立性も持っ

ていた。皇太子耶律倍は遼の太祖によって東丹王に任命された際天子の冠服を賜り，甘露と

建元し，制と称す」という 32)。東丹王として，耶律倍は厳然として天子の地位を有したのであ

る。当時の東丹国は内政上においてある程度の自主権をもち，左右平章事，大内相以下の百官

は「皆其の国自ら除授すJ (前掲「契丹国志~)とある。一方では，遼朝に対する義務は「布十

五万端，馬千匹を歳貢すJ るだけであった33) 。

東丹国の独立性はさらに外交主権上にも表れている。『五代会要』巻三Oによれば，後唐明宗

の天成元年 (926) 七月から末帝の清泰二年 (935) の十二月まで，樹海国は前後 5 回にわたっ

て使節を後唐に送っていた。ここにいう「湖海国j はすなわち東丹閏のことである。次に掲げ

る記事に東丹国がかつて使節を南唐に派遣したことが示されている。陸瀞の『南唐書』巻一五

契丹伝にいう。 「烈祖昇元二年，契丹の主耶律徳光及び其の弟東丹王各々使を遣わして羊馬を

以って入貢せしむ。別に羊三万口，馬二百匹を持って来り 謹ぎ， 其の価を以って羅航， 茶，薬

30) w耶律甘露墓誌』は 1993年内モンゴル阿魯科爾泌旗で出土したが，墓誌の全文はまだ公表されていな

い。ここでは斉焼光「近年来阿魯科爾め旗遼代墓葬的重要発現J ( r内蒙古文物考古J 1997年第 i 期)に

よる。

31 )拙稿「遼『耶律元寧墓誌銘』考釈J (r考古』掲載予定)。

32) r遼史』巻七二宗室・義宗伝。東丹匿の年号に関する記載はこの一件のみである。甘露という元号が何

年まで続いたのかは不明。金銃徹氏は『溺海国志長編』巻四後紀の中で甘露の元号を清泰三年 (936) 耶

律倍が後唐で没したまでとした。その年はすなわち甘露十一年であった。しかし，確かな史料的根拠を

もたず， これは一種便宜上の措置に過ぎない。さらに，甘露の次には何か別の年号を使ったのかも ， 全

く 手がかりがない。

33) ここは『遼史』巻七二宗室 ・義宗伝による。『契丹国志』巻一回東丹王伝に「歳貢契丹紹布五万疋， 粗

布十万疋，罵一千匹」という 。 布吊の計算の慣例では二端を一匹としており，二説の内， いずれが正し

いかはわからない。
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を市う。烈祖，之に従う。是において，翰林院『二丹入貢図』を進め，中書舎人江文蔚に詔し

て賛を作らしむ。其の詞に日く『ここに六月，契丹使梅里捺慮古，東丹使兵器寺少令高徒焼書

を奉じて貢を致し，成，都邑に集まる。…….!J と。この史料の内容はやや正確さに欠ける。つ

まり東丹王耶律僚は遼の太宗耶律徳光の兄であり，また南唐烈祖李昇の昇元二年 (938) 当時，

すでに後唐で亡くなっていたため，東丹王というのは存在していなかった。それにしても，こ

の記事から幾らかの史実を読み取るができる。つまり 南唐の人が契丹と東丹を「二丹」と併

称していることは，二つの国を主権国家として認識していたことを示すものである。東丹固と

中原王朝との関係はずっと後周顕徳元年 (954) まで続いており，宋の人の記載には「周の顕徳

中，其の首橿鳥斯等三十人帰化し，自後中固と通せずj という 34) 。

大氏の溺海国時代では，日本との交流も頻繁に行なわれていた。東丹国建国後も日本に外交

使節を派遣したことがある。日本の文献記載では，醍醐天皇の延長七年 (929) 十二月に，親l海

閣の襲謬等93人が来使し襲謬は東丹国使と称して丹後に来たり，天皇，使を遣わして問わし

めて日く『本は是れ湖海たり 何ぞ東丹国の使いを称するや。』謬等対えて日 く 『溺海は契丹の

ために破滅され，名を東丹に改め，臣等は今降りて東丹の臣となる。……』詔して之を責めて

日く『朕，溺海の契丹におけるは世慌の固なりと聞く。今汝は二心を懐き，朝秦暮楚，人臣た

る者は量に一日にして此くの如くならんや』謬等叩頭謝罪す」という 35)。また『扶桑略記』巻

二四にも「東丹の使人等もと湖海人たると mftも，今は降りて東丹の臣と為る。而るに対答の中

多く契丹王の罪悪を称すJ と記される。日本の学者池内宏氏はこの記事について疑問を提出し，

褒謬らは「契丹王の罪悪」を非難した以上，おそらく東丹固から派遣された使臣ではないであ

ろうと指摘し，東丹国が南遷した後，元の溺海王世子の大光顕が忽汗城周辺の溺海故地で政権

を立てた可能性があり，表謬らはおそらく大光顕の外交使節であろう，と説明した36)。しかし，

こうした疑問は不必要だと思う。なぜ、なら， 日本側の各文献を見れば，すべて表謬が「東丹の

臣たり J ， 東丹国使」と自称したことをはっきりと記しており，この点は，疑う余地がないか

らである。また，表謬らが「契丹王の罪悪j を非難したことは樹海人の政治態度が真に流露し

たものに過ぎず，このことも東丹国が確実にある程度の独立'性を持っていたことを物語っている。

遼朝が湖海の遺民を支配するために建てた東丹国は果たしていつまで存続していたのか。こ

れは遼史と溺海史の研究における現在なお未解決の問題である。まず，東丹国の存亡をどのよ

うに判断すべきかについては，異なる主張がある。一説は東丹王の有無を東丹国の存亡を推し

量る基準とする。遼朝はただ二名の東丹王しか任命していなかった。一人は耶律倍，もう一人

は太祖の弟安端である。天禄元年 (947) の九月，遼の世宗は即位後皇考(即ち耶律倍)を

34) w宋会要輯稿』蕃夷四・ -0三。

35) 林驚蜂『続本朝通鏡』巻六「延長八年四月」。

36) 池内宏「鉄利考」第 3 章第 l 節「溺海国の滅亡と其の遺民J (~満鮮史研究』中世第 l 冊，吉川弘文館，

東京， 1979年，所収) 82-83頁。
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追誼して譲国皇帝と巴う。安端を以て東丹国を主らしめ，明王に封ず、J 37)。こうした世宗の措置

には，東丹王の位を安端に継承させ，父親の耶律倍の名誉を回復しようとする意図があったよ

うだ。安端は穆宗応暦二年 (952) に亡くなったが，その後遼朝は新しい東丹王を任命しなかっ

た。それを根拠にある学者は天顕五年 (930) ，耶律倍が海を越え後唐に亡命した後，東丹国

は有名無実となった。天禄元年 (947) ，遼の世宗は東丹国を再建し，耶律安端を明王に封じ，

東丹国の国政を委ねた。応暦二年 (952) 十二月，耶律安端が死ぬと 東丹国は名実ともに亡び

た」というような結論をだしている 38) 。

この説は『中国大百科全書』にも採用されたが，学界では公認されていない。多くの研究者

の間では一般に，東丹国の存亡はその支配機構である中台省の存在の有無を判断の基準とすべ

きであると考えられている。それでは，中台省はいつ廃止されたのか。『遼史』聖宗紀には次の

ような記載がある。乾亨四年 (982) 十二月庚辰中台省の官を省置すJ とある。『遼史』巻四

五百官志にさらに「大東丹国中台省，太祖天顕元年置く。乾亨元年 聖宗省く」という。周知

のように w遼史』百官志とは『本紀』の中の関連部分を抜き出して，これを敷街して編集した

ものである。ここの 「乾亨元年」 は明らかに誤記である。なぜかというと，聖宗は乾亨四年の

九月に即位しているからである。中華書局の標点本はすでに『聖宗紀』に基づいて「四年」に

改めた。金鏑猷氏の『溺海国志長編』も『聖宗紀』の記載に基づき次のように述べている。乾

亨四年 (982) 十二月庚辰遼は東京の中台省を罷め，東丹国は除かれた」とある 39)。この説

が出ると，学界ではこれを定説と見なして，現在まで異論は出されていない。

しかし，こうした見方は全くの誤解であると筆者は指摘したい。 r遼史』聖宗紀には，統和二

年 (984) 十二月辛丑，大仁靖を「東京中台省右王子章事」 にしたという史料L 統和十六年 (998)

二月丙午監門衛上将軍耶律喜羅を以って中台省左相となす」 という史料がある。それだけで

はない。後者はさらに近年発見の考古資料によって立証された。 1990年に内モンゴル赤峰市数

漢旗で出土した「耶律元寧墓誌』には次のような内容がある。「数歳ならずして，金紫崇禄大

夫，検校太保，守右監門衛上将軍を授けられ，御史大夫，上柱国を兼ぬ。未だ幾くならずして，

東京中台省左平章事に遷る Jo Ií遼史』聖宗紀に照らせば，耶律喜羅と耶律元箪は実は同一人物

であると断定できる。 r遼史』の言う中台省左相はすなわち中台雀左平章事の俗称であり，監門

衛上将軍はすなわち右監門衛上将軍である。墓誌に元寧が右監門衛上将軍から中台省左平章事

に昇進する時期こそ明記されていないが，先に引用した文章は統和十年の高麗出兵の後に置か

れている。元寧は統和二十六年に亡くなっており，中台省左平章事は彼の最後の官職であろう。

また，二つの名前の相違は，元寧は中国語の名で，喜羅は契丹語の名であったことに起因した

37) w遼史』巻五世宗紀。

38) 張正明氏撰『中国大百科全書』中国歴史巻「東丹国」の条， (中国大百科全書出版社， ]992年)。

39) w溺海国志長編』巻四後紀。
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のではないかと思われる40) 。

以上述べてきたように，東丹国の中台省は少なくとも統和十六年まではなお存在していた。

では w聖宗紀』乾亨四年十二月に 「中台省官を省置す」 という記事をどう理解すればよいであ

ろうか。実際，それは中台省の官員を減らすという意味であって中台省を省置すJ というふ

うに理解してはならない。つまり w遼史』百官志の編者にしても金鏑献氏にしても，ともに後

ろの「官j という字を見過ごしたのであって，それによって間違った結論を導いたわけである。

中台省は一体いつ廃除されたのか，そして東丹国はいつ無くなったのか，などの問題は後日の

課題として残し， ここでは論じないことにする 。

E 定安国及びいわゆる「後瀬海国』に関する推測

天顕三年 (928) 東丹国が南遷した後，)華朝は実質上元の湖海国の故地を放棄した。当時数多

くの湖海人は強制的に遷されたが，引き続き故地に住んでいた湖海遺民も少な くなかったはず

である。では，その後の瀬海故地の状況はどうであったろうか。遼代の文献はこれについてほ

とんど何も語っていないが，むしろ宋側の史料にはわずかな手がかりがある。『宋史』巻四九一

外国伝に千字足らずの「定安国伝」がある41)。日本人学者和田清氏は1916年に「定安国に就い

て J という論考を発表し，樹海遺民によって建てられた国家であったと指摘した上，定安国の

由来と経緯を詳細に考証した42) 0 1950年代の初め もう一人の日本人学者日野開三郎氏は長文

の「定安国考J を公表し 定安国の歴史をさらに詳しく考察した43)。両氏がわずかな史料に基

づいて，遼朝時代の潮海故地における整然とした政治変遷史を構築できたことは，人を驚かせ

た。推測の部分が多いために，彼らの論文はまるで、歴史小説のように見え，本来厳密きで知ら

れる日本の学者としては，実に異例のものと言わざるを得ない。筆者は，仮説を大胆に立てる

より，むしろ慎重に考証すべきだと思う。それゆえ，定安国に代表される湖海故地における遺

民の政治活動に対して，慎重な態度でもう一度新たな考察を加える必要があると考える。

定安固についての先駆的な研究として，和田清氏の最も重要な貢献は，定安固とは，湖海遺

民が鴨緑江流域(元潮海国の西京鴨没府)に建てた国家であった という事実を明らかにした

ことにある。『宋史』定安国伝には定安聞の来歴について「定安国は本と馬韓の種なり。契丹

の攻破する所と為り，其の酋帥余衆を糾合して，西部を保ち，建国改元して，定安固と自称す」

と説明しているが，この記事の第一句には疑問がある。それは定安国が誰によって建てられた

かという問題に関わる。「定安国伝J に宋の太宗太平興国六年 (981) に定安国王烏玄明が宋朝

40) 前掲注31)拙稿「遼『耶律元寧墓誌銘』考釈」を参照のこと。

41) W続資治通鑑長編』巻二二太平興国六年十一月と『文献通考』巻三二七四葡考にも定安固に関する記載

があるが宋史』ほどまとまったものではない。

42) 和問清「定安固に就いてJ (W東洋学報~ 6巻 1 号， 1916年 2 月)。

43) 日野開三郎「定安国考J (1-3) (九州大学東洋史研究室『東洋史学~ 1 ・ 2 ・ 3 輯， 1950年 12月・

1951年 5 ・ 10月。後『日野開三郎東洋史学論集』第16巻，東京，三一書房， 1990年 4 月にi収録)。
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に送った表疏が載せられている。そこでは「臣，本高麗の旧壌，溺海の遺君主を以て，方隅を保

拠し，星紀を渉歴す，云々」と自称していて，定安国を創建したのが溺海遺民であることをはっ

きりと表明している。和田氏は定安国は本と馬韓の種なり」との記載は， rg聞は遠国の豪帥，

名王の茂緒にして，馬韓の地を奄有し，鯨海の表に介す」という宋の太宗による答詔に基づい

たものであり，いわゆる「馬韓」とはただの雅称にすぎず\事実を指すものではない， と指摘

している。和田氏は「定安国伝」の誤りの由来を見事に説明したが，ただ，筆者の考えではそ

の間違いは元代の史官より始まったのではない。というのは r文献通考』巻三二七回葡考の中

にも「定安国，本馬韓の種なれという言い方があるからである。 r宋史』と『文献通考』の中

の「定安国伝」は大抵北宋政府が編纂した『三朝国史』にもとづいて作成されたため， この言

い方はおそらく宋朝の史官の太宗の詔に対する誤解から生じたものであろう。

定安国の地理については，和田氏も周到に論証した。その論拠は主に以下の 3 つである。第

一に定安田伝」に「其の酋帥余衆を糾合して，西部を保つ」というが，溺海国の「西量~J は

北から南に向かつて )1贋に扶余府(現在の吉林省農安県)，長嶺府(現在の吉林省樺旬県)，鴨濠

府(現在の吉林省臨江県)であり 定安国の所在はこの 3 つの府の中に求めるべきである。ま

た，定安国王烏玄明が宋の太宗に上った書状の中に「臣本と高麗の!日壊を以って，……方隅を

保拠すJ と言っているが融海国の五京十五府の内 ただ西京鴨没府と長嶺府だけが高麗の

故地であった。『新唐書』崩海伝に「高麗の故地を西京と為し，鴨濠府といい，神，桓，豊，正

の四州を領し。長嶺府といい璃河の二州を領すJ という。第二に 「定安田伝」の記載によ

れば，開宝三年其の国王烈万華，女真の遣使入貢に因りて，乃ち表を付して方物を貢献す」。

太平興国六年たまたま女真使いを遣わして来貢し，路は本国に由る。乃ち其の使に托し表を

付して来上すJ。さらに端扶三年其の王子は女真に因り，付して馬，離羽，鳴鏑を献ず、J。こ

れを見てわかるように，定安田は女真が宋朝に往復する際必ず通る道に位置している。溺海国

の時代より以来，鴨没府が中原との聞の交通の要衝であり，鴨緑江に沿って下れば，すぐに海

を渡って山東半島の登川|に着ける。以上のように，定安国が鴨緑江流域に位置するとほぼ断定

できる。第三に w遼史』に見られるように，溺海滅亡の初め，多くの重要な州府で反乱が起

こったのに対して，西京鴨没府には反乱の記載がなく， しかも契丹人が長嶺府の反抗を鎮圧し

たとき，鴨没府は長嶺府に 7 千人の援軍を派遣している44)。これは遼朝が瀬海を滅ぼした後，

遠く西南の一隅にあった鴨濠府を征服しなかったことを物語る。したがって，溺海の遺民がそ

こに定安国を建設したことはごく自然なことである， と。

ここまでの結論は基本的に信頼でき，実際，現存する史料が提供してくれる情報は大体これ

くらいである。だが，和田氏と日野開三郎氏が描いた定安国の歴史はこれより遥かに詳細であ

る。「定安国伝」によれば，宋太祖の開宝三年 (970) に 女真が使者を派遣して入貢したのに

44) ~遼史』巻七三阿古只伝。

193 一



便乗して，定安国王烈万華も 「表を付して方物を貢献J した。太宗の太平興国六年 (98 1) ，定

安国王烏玄明は宋朝側に書状を送る際元興六年」 と称した。淳化二年 (99 1)， r其の王子太

元は女真の使に因りて上表し，其の後は復た至らざるなり j という。なぜ、同じ定安固なのに，

国王の姓氏がこのように違うのか。和田氏はこれに対して次のような物語を推定した。『五代会

要』に遼の太祖が亡くなった後湖海王，其の弟に命じて兵を率いて扶余城を攻めしむ」 とあ

るが，当時大謹諜はすで、に西へ遷っていたため，ここにいう溺海王はおそらく溺海滅亡後なお

抵抗を続け，かっ湖海王を自称した宗室大氏の誰かであろう。扶余城を攻めきれなかったため，

この抵抗運動の指導者は西京鴨没府まで撤退して，ここに国を建てた。和田氏はこの政権を 「後

溺海国」 と呼んでいる。では，後崩海国と定安閏とはいかなる関係があったのか。『高麗史』巻

二『太祖世家』には，太祖十七年 (934) 七月湖海国の世子大光顕，衆数万を率いて来投すJ

という記事があ る 45) 。 和田氏は，大光顕がまさし く後嗣海国の王子に他ならず，大光顕が高麗

に亡命した背景には，二人の権臣からの脅迫があったと考える。『五代会要』巻三Oを見ると，

清泰二年 (935) 後唐に出向いたこ人の溺海国の使者は，一人は南海府の都督列周道であり，も

う一人は政堂省工部卿の烏済顕であった。和田氏によれば この二人こそ当時後湖海国の政権

を牛耳った権臣であって，国王の世子である大光顕を脅迫して亡命させた後，まもなく列氏が

大氏に取って代わり 即位し，国号を定安国に改めた。「定安閑伝』 の中の定安国王烈万華はすな

わち列周道の子孫である。後に烈(列)氏の定安国はさらに烏済顕の子孫烏玄明によって纂奪

されたが，烏氏の定安国も遼聖宗統和三年 (985) 鴨緑江の女真を討伐した際に滅ぼされた。そ

の後，捲土重来した大氏は定安国を再建した。そのため，淳化二年 (991)に宋に書状を送った

定安国の王子は即ち大氏であった u定安国伝J にはもともと 「王子太元」と記されてい るが，

和田氏は 「太」 を「大」 の誤りとした。按ずるに太元J はおそらく王子の名であって，姓氏

としての「太」あるいは 「大」ではない)。

和田氏の描写した定安国の歴史は殆ど根拠のない杜撰なものである。氏が根拠として使った

わずかな史料は，理解の仕方にも非常に問題がある。天顕元年に扶余府を攻め立てた湖海王の

弟は一般に大謹諜の弟と言われている。なるほど彼は抵抗運動のリーダーであったが， しかし

彼が政権を建てたという証拠はどこにもなく いわゆる「後崩海国J とは全くの臆測によるも

のである。 934年，高麗に亡命した溺海国の世子大光顕は明らかにもと激海国玉大謹諜の息子で

ある。彼が高麗に亡命した背景については，全く分からない。大光顕は崩海滅亡後の 8 年間，

おそらくず、っと崩海の故地で抗戦し続けたであろう。あるいは三上次男氏が推測したように，

彼の亡命は宗室内部(とりわけ大謹諜の弟との間)の権力争いに関係があるかもしれない46) 。

あるいは契丹の政治的軍事的圧力によるものであったかもしれない。和田氏による大光顕亡命

45) w高麗史』巻九三握承老伝に「溺海既為丹兵所破，英世子大光顕等以我恩家挙義而輿，領其余衆数万

戸， 日夜倍道来奔。」という。ここの「数万戸」は「太祖世家」の記載と異なる。

46) 前掲注 3)論文，参照。
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の背景についての分析はきわめて唐突である。清泰二年溺海国」の使者として後唐を訪問し

た列周道，烏済顕を定安国の国王烈万華，烏玄明と結びつけるという奇想天外な考え方をして

いるが，実際は w五代会要』と新!日『五代史』に記載された，溺海が滅亡した後の後唐への

「溺海国」使者は，みな東丹国の使者を指している。たとえば，天成元年 (926) 七月庚申，同

じく後唐に着いた契丹の使者梅老述骨と「溺海国」の使者大昭佐の記事は47) 有力な証拠とな

る。考えてみれば，もしここにいう「瀬海国」が溺海故地に建てられた何らかの再興の政権で

あるならば，その使者はどうして契丹の使者と一緒に後唐を訪問できるのであろうか。

和田氏の構想した定安国の歴史は全く信用できないとすれば，では定安国は一体いつ， どの

ように建てられたのか，定安国国王はなぜ、異なる姓氏を持っていたのか。史料が乏しいため，

筆者にはこれらの問題に答えるすべがないし また知ったかぶりをするつもりも全くない。た

だ一点だけを補足しておきたい。『高麗史』巻四顕宗世家に，顕宗九年(1018) の正月定安

国の人 骨須来奔す」という記事は，定安国が紀元1018年までなお存続していたことを物語っ

ているのである。

日野間三郎氏の描く定安国史はさらに伝奇的な色彩を色濃く帯びている。氏は次のような物

語を描いた。樹海が滅亡した後，大謹諜の子大光顕は西京の Ip，鳥濠府と南海府を拠点とし，抵抗

し続けた。東丹国の南遷後，大謹諜の弟は先手を取って湖海の旧都上京龍泉府を占拠し，樹海

王と自称して後溺海国を建てた。王位争いに敗れた大光顕は追随者らを率いて高麗に逃げた。

こうして鴨没府と南海府は後樹海国に併合された。ここに至って，契丹によって占領された扶

余府を除けば，旧観!海の故地は殆どすべて瀬海国政権のもとに統ーされた。やがて南海府の都

督列周道が鴨漁府で王を称し，独立を宣告して定安国を建てた。開宝三年，宋に方物を朝貢し

た定安国の国王烈万華はすなわち彼の子孫であった。烈万華の在位中 後激海国の権臣となっ

た冗惹部の酋長烏玄明は，鴨没府のもつ対外貿易中の優越的な地理位置を自らの手に入れよう

として，ついに烈万華を高麗に亡命させ，自分が代わってその位についたのである。烏玄明が

定安国の国王でありながら，同時にまた後溺海国の重臣でもあるため，定安国は事実上後溺海

国に付属する子園となった。後に契丹の侵攻に遭い，烏氏の勢力は次第に衰え，定安国は最終

的に大氏の後溺海国に併合された， という。

これを見れば分かるように，日野開三郎氏による定安国史の物語は和田氏から何らかの啓発

を受けているが， しかも，氏は和田氏よりさらに想像を逗しくしている。たとえば，全く実在

していない「後溺海国」は氏の筆によって生き生きと描かれている。和田清氏と異なる点は，

定安国後期の国王烏氏が冗惹に出自したという指摘である。これは冗惹部と JC惹城に関わる問

題でもある。

『遼史』を見れば，東丹国の南遷より以後，遼朝はただ扶余府(太宗はそれを黄龍府と改名し

47) q日五代史』巻三六後唐明宗紀新五代史』巻六唐明宗紀。
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た。現在の吉林省農安県に当る)に一つの軍事拠点を保有しただけであった。景宗の保寧七年

(975) 七月，黄龍府の衛将である湖海人燕頗は「都監張環を殺して以て叛く。散史耶律昌里必

を遣わして之を討たしむJ，同年九月燕頗を治河に敗り，……燕頗は走りて冗惹城を保つ」

という 48)。克惹はまた烏舎，烏若且熱などとされ，株轄の一派であり，現在の松花江の下流

域及び黒龍江の下流域に分布していた。溺海国時代，瓦惹と溺海人の聞に民族融合が一段と進

み，溺海滅亡の後にも，Jt惹人は崩海遺民の中で大きな比重を占めていた。瓦惹城は冗惹部族

の政治的中心であった。日野開三郎氏は池内宏氏の説を取り入れ，冗惹城が即ち溺海の上京龍

泉府(忽汗城)であると述べ，さらに冗惹の烏氏を「後溺海国J の執政の大臣に付会したので

ある。後に，台湾人研究者李学智氏は新たな考証により，Jt惹城を現在の黒龍江省通河県の辺

りに比定すべきだと指摘したが49) 比較的信頼できる結論である。燕頗が遼軍に敗れた後，冗

惹城に逃げてから， 20年後まで『遼史』に関連記載が見える。すなわち，遼聖宗統和十三年

(995) 七月了巳冗惹の烏昭度，樹海の燕頗等鉄臓を侵し，薬王和朔奴等を遣わして之を討た

しむ」とある 50) 。

燕頗が冗惹城に逃げた後，扶余府(黄龍府)方面の情況はどうなったのか。『遼史』は「軍将

燕頗叛き，府は廃せらる」と記している。一方では，寅龍府の東北で 「叛人燕頗の余党千余戸J

を以って龍州を設置した(後に通州に改めた )50。なぜ、遼は黄龍府を撤廃して別に新城を設けた

のか。そこにわけがあった。太平興国六年 (98 1) ，宋に送られた定安国王烏玄明の害状には，

次のような文字があ る。 「又た，扶余府は昨に契丹に背き，本国に併帰し，災禍，将に至らんと

するは，此れより大なるもの無し」と。これを見れば，燕頗が冗惹城に逃げた後，扶余府は遼

朝に支配されることがなく，定安国に帰服していた。烏玄明はこのことが契丹の軍事攻撃を招

くことを心配して，それを 「災禍」と思ったわけである。定安国の歴史上において，扶余府と

の関係を除けば，遼，宋，高麗の文献からは定安固と克惹部及び冗惹城とは何のつながりも見

出すことができない。

遼朝時代の溺海故地内における溺!海遺民の政治活動については，もう一つ検討すべき問題が

ある。『宋史』巻四九一湖海伝には太平興国六年 (98 1) r烏舎城浮稔府溺海淡府王に賜う詔J が

あり，それには「時に将に大挙して契丹を征たんとし 放に是の詔を降して旨を諭す」 と記し

ている。この詔の前，すなわち太平興国四年に湖海の酋帥大鷲河が宋朝に帰順したことが記載

されているため，池内宏，和田清，日野開三郎ら諸氏はこの詔を大鷲河宛てのものであろうと

理解している。さらに「烏舎城浮激府溺海淡府王」というのは宋が大鷲河に与えた封号である

48) r遼史』巻八景宗紀上。

49) 李学智「遼代之克惹城及局蘇館考」 上・下 (r大陸雑誌.!l 20巻第 8 ・ 9 期， 1960年 4 月 30 日・ 5 月 15 日)。

50) ~遼史』巻一三聖宗紀四。

51) r遼史』巻三八地理志二「東京道」。なお中国歴史地図集釈文隆編(東北巻).!l (中央民族学院出版

社， 1988年) 108-]10頁を参照。
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としている。筆者はこれは全くの誤解と考える。『宋会要輯稿』ならびに『続資治通鑑長編』に

よれば，この詔書は太平興国六年七月に遼を攻撃する準備のために作られたものであり，その

目的は溺海人に宋に呼応して兵を挙げさせ，宋の軍事行動に協力することを促すものである 52) 。

詔書の内容を簡単に挙げると聞くならく，爾じ溺海国，これ前代より，本は是れ大蕃なる

も，近年以前，頗る契丹の制する所と為れり 0 ・…・・今は霊旗もて虜を破る秋なり，是れ汝が国

の復儲の日なり，宜く尽く部族を率い，来りて王師に応ずベし」というのである。大鷺河は太

平興国四年の宋による燕京攻撃の際に降伏しており，その部下はわずか300人に過ぎない。この

詔書がどうして彼に与えられたものであり得ょう。私見では，おそらく溺海故地の湖海遺民に

よる 3 つの政権に与えたものではないか。「烏舎域」は疑いもなく冗惹城であって浮織府j

はすなわち扶余府である。この時，宋はおそらく扶余府が遼から離反したという情報を得てい

たのであろう。ただ「溺海攻府王」はやや難解である。「定安国伝J によれば，太平興国六年に

宋は遼に出兵しようとして因って詔を其の国に降し，椅角の勢いを張らしむ」。同じ年の十

月，定安国王の烏玄明の書状は宋朝の詔書に対する返書であろう。つまり，宋朝が定安固に送っ

た詔書と「烏舎城浮織府溺海淡府王に賜う詔」とは同じものであるように思われる。そこで，

筆者は「溺海瑛府王」というのは定安国王のことを指すものではないかと疑っている。溺海放

地についての宋人の状況把握は限られており 各政権の名称についてもはっきり分かつていな

かった。扶余府を「浮漁府」として書くことはその裏づけになるであろう。勿論，これはあく

までも一つの推測に過ぎない。遼時代の樹海故地に関する情況は，現在の所これだけしか知る

ことができない。

52) w宋会要輯稿』蕃夷四之-0三続資治遇錐長編』巻二二太平興国六年七月。
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著者・翻訳者紹介(本誌掲載)1演)

I アジアの歴史と近代(J)

⑨著者

谷川道雄 河合文化教育研究所主任研究員，京都大学名誉教授

林 承節 北京大学歴史学系教授

山田伸吾 河合文化教育研究所研究員，河合塾国語科・小論文科講師

王 小甫 北京大学歴史学系教授

八街亮仁 河合文化教育研究所研究員，河合塾日本史科講師

王 新生 北京大学歴史学系教授

堀江雅明 河合文化教育研究所研究員，河合塾世界史科講師

⑨翻訳者

寺田るり子 河合文化教育研究所研究員河合塾国語科・小論文科講師

金 瑛二 河合文化教育研究所研究員，河合塾国語科講師

井上徳子 河合文化教育研究所研究員，河合塾世界史科講師

II アジアの歴史と近代 (2)

⑨著者

谷川i 道雄

閤歩克

山田伸吾

玉小甫

金瑛一

蒋非非

河上洋

宋成有

森本英之

劉浦江

⑨翻訳者

前出

北京大学歴史学系教授

前出

前出

前出

北京大学歴史学系助教授

河合文化教育研究所研究員，河合塾世界史科講師

北京大学歴史学系教授

河合文化教育研究所研究員，河合塾地理科講師

北京大学歴史学系助教授

中田和宏 湾合文化教育研究所研究員，龍谷大学大学院博士後期課程

河上洋前出

田村俊郎 河合文化教育研究所研究員河合塾世界史科フエロペ龍谷大学研究生

山田仲吾 前出

編集委員 山間伸吾

八筒亮仁
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編集後記

河合文化教育研究所と北京大学歴史学系との共同学術討論会の報告論集ともいうべ

きものを発刊しようと考えてからすでに 3 年以上の年月が経過してしまった。今回本

研究所より「研究論集」 が発刊されることになり，ょうやくこぎ着けたわけだが，あ

まりに「間延び」 してしまったせいで、 編集作業にやや緊張感を欠いていたように思

われる。というより，すでにさまざまな文書が残されているから，後は適当に整理し

てまとめるだけで済むと楽観していたことが大きな間違いであった。

まず北京大学歴史学系の先生方の 発表時のレジメとははるかに分量の違う力作ぞ

ろいの翻訳が，日頃中国語に援することのあまり多くない我々にとってかなりの大仕

事であった。できるだけ正確を期したつもりであるが，それでもなお多くの誤りを犯

していることを恐れる。また翻訳にあたっては，統一的基準を立てず，翻訳者におま

かせしたので，そのため不整合な点、が多々生じていると思われるが， この点もお許し

願いたい。

日本側の発表については，時間の経緯とともに再び構成し直して再論することが難

しくなり，ほぼ発表時のものをそのまま掲載することとなった。ある意味では「楽」

ではあるが発表者にとってはいささか不満が残る結果となったことだろう。あらため

てお詫びしたい。

「共同討論J もイベントとしては消えていくものである。テレビの画面と同じでどん

なに意義深いものであろうと，その時その時で消費されて消えていく運命にある。し

かし，文字として残存するものは，残存することによって，その時その時の消費形態

とは異なった意味を背負うことによってまさしく 「生きつづける 」 こともできる。そ

れが単なる死者の「記録」 に終わるか それとも 「生きフづけ る 」 歴史となるかは内

容に関わる問題である。(山田仲吾)
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