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中国北朝の水旱災と応急対策

佐　久　間
土
・ 也

　　　　　　　　　　　　1　序

　中国において四世紀から六世紀まで，北方民族がはじめて優位に立ち，’北魏王朝，北斉北周面王朝を

形成し，華北を統治した．北朝がどのような国家構造をもっているかに関して，これまで官制，土地制

度，税役制度，兵制，貴族制，郷村制等について，幾多の優れた研究がなされてきた．税役制や兵制

は，平常の国家機能を円滑ならしめているが，それとともに非常時態を予想して計画されていると申す

べきである．非常時態の第一は異民族の侵略や内乱による戦乱であり，第二は自然災害であると考え

る〔、）．人民はおおむね税役制や兵制を通して，国家との関連を意識しているが，非常時態にこそ，もっ

とも国家との関連を意識するのでなかろうか．

　それ故に水軍災がおこり，国家がどのような処置をとつ’たかによって，国家と人民との関連が明らか

になるであろう．そこで自然災害のうち，もっとも被害の多い，洪水や旱魃かどのようにあらわれた

かを明らかにしたい．さて水星による災害は，すでにその時期における政治経済状況を反映しているの

で，災害の大小は，自然の暴威の大いざと，その時の樟会病勢ぐの関連において決定する＝そ硯災害に

対して小農民や豪族はどのように受けとめ，対処したか，国家■はどのタうな応急対策を行なったであろ

うカ〉．

　これまで水草災については，郵雲特氏はr中国救荒史」　（1937）において・中国歴代の自然的災害を

取上げ，それが対策として，消極的積極的救済思想とその実施について論究された。木村正雄氏はr支

那倉庫制発達の基礎条件」一漢代に於ける，r水」の建設ζ破壊r（史潮第十年第三・酉号1941）におい

て，水旱災の質的量的破壊と，その救済についてのべ，救済の基礎としての倉庫制の意義を究明され

た　

　鄙氏の論考は，中国の全過程を対象としており，各時代の性格にまで立入ったわけではなく．，北朝に

関しても，研究すべき分野が残されている．そこで先学の諸論考にみちびかれつつ，北朝の水星災の実

状と，その応急対策について明らかにしたい・

　　　　　　　　　　　　2　氷卓災の状況

　　　　（1）頻度と地域
　さて北朝に関する正史や，水経注等によると，水災の場合は大雨水，大雨森，大水，または単に水と

いう表現が用いられ，旱災の場合は，炎旱，大旱，早鱗，霜阜，不雨等の表現が用いられている．それ

らを数えあげると，北朝195年間（386－580）に118件となり（2）・略1・7年に1回は水星災がおこること

になる．その1件とは水星災の規模を全然無視し，また饑饉になっている場合でも，その原因が水災や

旱災であると明示している場合や，水草災であると考えられる場合は，水星災の件数にかぞえたが，原

因不明の場合はのぞいた．次に水災と旱災に分けると，水災は73件で・鼻炎は66件となる・その場合に

r水旱災」とあるのは，水災と阜災の両方にかぞえた．北魏時代に，関中盆地と東部地域との水星災の

頻度は明らかでないが，東西分裂後については，その頻度を知ることができる．すなわち，

　　　　西魏北周　　水災3件　　旱災5件

　　　　東魏北斉　　水災15件　　阜災12件
となり，東魏北斉の東部地域が，水災旱災ともに多く，とくに水災が多い．この傾向は北魏時代におい

ても，その傾向があっ．たと考えられる．すなわち黄河の下流地域は，水害の多発地帯であフた．

　　　　（2）季節と期間
　水軍災がどの季節に多いかを見ると，次の如き表となる．その件数は月や季節の明らかなものをそれ
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ぞれ一件とし，たとえば例は少いが，災害がニヵ月にわたる場合に二件とし，一つの季節の場合でも一

件とした．　この当時に用いられている月の季節配分は，

7，8，9月，冬が10，11，12月である．

　　　水草災の季節的配分（数字は件数を示す）

綴
戦
計

冬
1
3
1
3
2
6

秋
2
0
9
器

夏
1
9
2
7
妬

春
8
1
8
2
6

不明
5

4

9（件）

春が1，2，3月，夏が4，5，6月，秋が

　この表によると，水災は秋夏に多く，旱災は夏に多く，ついで春で，冬も案外多い．冬の早災は秋播

麦の生長に影響をあたえる．水星災を通じて，夏が46件でもっとも多く，秋がこれにつぎ，春冬の順と

なる．

　水星災が長期にわたる場合，水災では，

①東魏孝静帝の武帝五年（547），秋に大雨が70余日つづいた．（魏書孝静紀，なお以後引用文の出典

　を示す場合，魏書は略す）．

②　西魏文帝の大統一年（550）九月に，連雨が秋より冬におよび，諸軍の馬や駿が多く死んだとのこ

　とである．（周書2文帝紀下）．

③北斉文宣帝の天保七年（556）六月に，雨が50余日つづき，絶食者が千余家とのことである．（北斉

　書21高季式伝）．

　旱災は水災より件数が多く次のごとくである．

①北魏高祖の太和十五年（491）に，正月より三月まで不雨で，有司は百神に祈ることを帝にこうて

　いる．（高祖紀下）．

②世宗の景明四年（503）四月に，不雨が十旬におよんだ．（世宗紀）．

③延昌元年（512）に，二月より五月まで不雨で，六月にようやく大水があったという，京師や州郡

　に飢民がでて，太倉の粟十万石をだしてめぐんだ．　（世宗紀，天象志1／4）．

④　粛宗の神亀元年（518）には，正月より五月まで不雨であった．　（粛宗紀）．

⑤　東魏孝静帝の武定元年（543）三月に，春冬克旱で，窮乏者がでたと云い，春冬とは前年の冬より

　今年の春にかけて早災であったと考える．（天象志1／4）．

⑥　武定六年（548）に，冬春克阜であるという．　（孝静紀）．

⑦北周明帝の二年（558）に，前年の冬から，この年の二月まで不雨であった．（周書4明帝紀）．

⑧北斉後主の天統四年（568）に，正月より四月まで不雨であった．（北斉書8後主紀）．

⑨北周武帝の建徳二年（573）に，春より七月まで不雨であった．（届書5武帝紀）．

　以上九件のうち，七件までは不雨で，二件は克旱といい，春を中心として雨が降らなかったり，はげ

しいひでりになったり，作物の成長期において，種々と災害をあたえた．

　　　　（3）餓　　鐘

　水旱によって作物は成長せず，饑饉の状態になることが多く，つぎに夫々の原因に応じて，饑饉にな

った場合について記す．

①霜早の場合，北魏太宗の神瑞二年（415）九月に，

　京師民鱗，聴出山東就食．　（太宗紀）．

とあり，京師に饑饉があったので，山東に移動することをゆるした．r聴」とは人民の居住は原則とし

て本籍地を離れることを禁ずると云う思想を背景にしている．ついで十月になると，

　頃者以来，頻遇霜旱，年穀不登，百姓饑寒．不能自存者甚衆，其出布帛倉穀，以賑貧窮．　（同前）．

とあり，このごろ霜阜にあい，穀物がみのらず百姓は食料がなく，生きることが出来ない者が大変多

く，布常倉穀を出して貧窮者にめぐんだのである．魏書巻三十五崔浩伝にもr秋穀不登」とあり，九月

の京師民餓の原因は，霜早であると考えられる．　この時北辺の平城（大同）に都していたのであるか

ら，霜旱はうけやすいと見るべきである．

②旱災の場合，高宗の太安五年（459）十二月に，
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　戊申詔日，…六鎮，雲中，高平，二雍，秦州，偏遇災早，年穀不収，其道倉虞以賑之．（高宗紀）．

とあり，北辺の六鎮等や滑水流域が旱災にあい，年穀不収となった．

③　水旱災の場合，高祖の延興三年（473）に，

　是歳州鎮十一水草，再民田租，開倉賑恤，相州民餓死者，二千八百四十五人．　（高祖紀上）．

とあり，州鎮十一が，氷卓災にあったので，田租を免じ，開倉賑恤した．しかし相州で餓死者が二千

八百四十五人であったとのことで，他の州でも餓死者が出たことであろう．水旱災にあったとは，水災

と旱災とが相ついでおこったのか，または一方では水災となり他方では旱災になったと云うのであるの

か，明らかでない．相州は，魏書地形志上によると，太祖天興四年に，邦城におかれた．

④時雨不霜の場合，高祖の太和五年（481）四月に，

　甲寅詔日，時雨不霜，春苗萎埣，諸有骸骨之処，皆勅埋蔵，勿令露見，有神祇之所，悉可藩祈．（同

　前）．

とあり，時雨不霧とは不雨の状態で，春苗が成長せず，餓死者がでて，骸骨が道にすてられて居ったと

のことである．

⑤　水災の場合，高祖の太和九年（485）十月に均田法が施行されたが，その年の一月に，

　是歳翼定数州水，民有売男女者．　（天象志1／2）．

とあり，さらに帝紀八月の条に，

　庚申詔日，数州災水，饑饉葦頚，致有売糞男女者．天之所記，在予一人．而百姓無辜，横羅嬢毒，朕

　用股憂夕楊，忘食与寝．　（高祖紀上）．

とあり，翼定幽相四州が大水にあい，饑饉となり，子弟を売る者が多かったことを示す．

⑥霜災の場合，東魏孝静帝の天平二年（535）八月に，

　井躍泳建四州，隈霜大鱗．　（孝静紀）．

とあり∫北辺地区が霜災のため大餓になった．ほかに神瑞二年（425）冬十月，建明年間（530後），天平

三年（536）秋に，夫々霜災のため饑饉になった．

⑦蟷災の場合，高宗の太安三年（457）の十二月に，

　以州鎮五蛙民鱗，使使者開倉以賑之．　（高宗紀）．

とあり，蛙災による饑饉を示す．蛙災のすさまじさを示すものとして，北斉文宣帝の天保八年（557）

八月に，

　自夏至九月，河北六州河南十二州，畿内八郡大蟷，是月至京師蔽日，声如風雨．甲申詔，今年遭蛙之

　処免租．　（北斉書4文宣）・

とあり，河北河南十八州が蛭群によっておそわれ，天日をおおひ，風雨のごとき音を立てて飛来し，た

ちどころに作物を食荒したらしい．ただこの場合に直接饑饉と云う表現をしていない．

⑧蛙阜の場合，高祖の延興四年（474）に，

　長筬州鎮十三大饒，再民田租，開倉賑恤．　（高祖紀上）．

とあり，魏書天象志一ノ三には，

　州鎮十三餓，又比歳蛙旱．

とあり，つまり埋草のため，州鎮十三が大鱗となったとのことである．

⑨水旱捏の場合，高祖の太和元年（477）十二月には，

　丁未詔，以州郡八水旱埋民飢，開倉賑恤．　（高祖紀上）．

とあり，水災，旱災，埋災の三種があらわれ民飢になった．

⑩疫災の場合，太祖の皇始二年（397）八月に，

　時大疫，人馬牛多死，餓疫並珪・　（太祖紀）．

とあり，大疫のため，人馬牛がたおれ，餓疫ならびにいたった．

⑪戦災の場合，太祖の天興三年（400）に，略陽の呂隆の所に，沮渠蒙遜と禿髪傳檀が．しきりに攻

　撃したので，

　河西之民，不得農殖，穀価湧貴，斗直銭五千文，人相食，餓死者千余口，姑蔵城門昼閉，樵採路断．

　民請出城，乞為夷虜奴婢者，日有数百．隆恐沮動人情尽坑之，於是積屍盈平衡路，戸絶者十有九焉．
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　（95略陽氏呂隆伝）．

とあり，戦乱により，農殖することができず，穀価が騰貴し，人は相食し，餓死者千余口とのことで，

呂氏はその上に，騒動を恐れて，人々をあなうめにしたとのことである・

　また世宗の頃，斐良が扮州刺史になったとき，山胡がしきりに来襲し，その時のことについて，

　先長官粟，貸民未及収，聚例値憲乱，至是城民大飢人相食，賊知倉庫空虚，攻囲日甚，死者十三

　四．　（69斐延僑伝）．

とあり，山胡の憲乱にあい，城中大飢になり，人相食の状態になった・

　以上自然の災害や戦乱により，民餓，民飢，饑寒，大饒になり，或は餓死者がでたり，子弟を売る状

態になった．北朝を通じ饑饉の状態になったこととして73件指摘できる．それらを原因によって分類す

ると次の如くになる．

　　　　　　　　　　　　饒　鰹　の　原　因　調

　　　　旱災　　水災　　霜災　　蟷災　　疫災　　戦災　　不明　　計

　　　　　30　　18　　　4　　　3　　　1　　　2　　23　81（件）
　　　　　38　　22　　　5　　　4　　　1　　　2　　28　100（％）（ほば四捨五入す）

　この表の件数について，一件の饑饉の原因が水旱災による場合は，水災と旱災と両方にかぞえると云

う方法をとったので，73件が81件になった．この表により一応の傾向を知ることができる。旱災が30件

で38％になり一番多く，つぎに原因不明が23件で28％になり，第三位は水災で18件で22％となる・早災

と水災とを合すれば，48件で60％になる．不明のもの大部分は水旱災によるものと考えられる．それは

氷卓災以外の霜災，嗅災，疫災，戦災によっておこった饑饉は，おおむね原因が特殊であるから記述さ

れるが，水旱災の場合は，ややもすれば原因の水里のことが明記されず，その結果おこるところの饑饉

のみ記述されることが予想されるからである．

　　　　（4）子弟売買

　さて饑饉になり食糧が極度に不足してくると，男女の子弟を売ることが行われた．北魏も全盛期に入

った高宗の和平四年（463）八月に，

　詔，前以民遭饑寒，不自存済，有売講男女者，尽仰還其家．　（高宗紀）、

とあり，そのときまで饑寒により，生活が不可能になり，男女の子弟を売った者があり，それら売られ

た者はそれぞれの家に帰れと云うのである．それらの子弟は奴婢として売られたわけであるが，しかし

国法として，良家の子弟を奴婢として売買することは禁ぜられていた．同紀に，

　或因縁勢力，或私行請託，共相通容．不時検校，令良家子息，働為奴婢，今仰精究，不聴取賦．有犯

　加罪，若働不検還，聴父兄上訴，以掠人論．

とあり，勢力にかこつけ，或は勢力者にたのみこんで，ともどもに良家の子息を奴婢として押えている

者がいる．そこで不意にくわしくしらべ，良家の子息が奴婢となっているものは，賦を取らずに家にか

えさせ，犯せば罪を加える．若ししらべかえさせない場合は，父兄の上訴をゆるし，r掠人」をもって

取調べると云うのである．すなわち饑饉等によって，良家の子弟が奴婢として売買されることが多かっ

た．しかし国法として，それは禁ぜられていたことを示す・

　また高祖の太和九年（485）八月庚申の詔に，

　数州災水，饑饉葦蝶，致有売鶴男女者，天之所謹，在予一人．而百姓無辜，横羅銀毒，朕用殿憂夕

　楊，忘食与寝．今自太和六年已来，買定翼幽相四州飢民良口者，尽還所親，錐娚為妻妾，遇之非理，

　情不楽者亦離之．　（高祖紀上）．

とあり，定翼幽相の四州が水災で，子弟の男女を売ることがおこり，高祖の詔により，太和六年已来四

州で飢民の良口を買った者は，ことごとく親元にかえさせ，めとって妻妾とするも，それを遇すること

理にあらず，また心情たのしまざる者もまたはなせと，云うのである．すなわち太和六年已前にも子弟

の男女を売った者があるわけで，一応太和六年已来とし，四州の飢民の良口を買ったものは，親元にか

えさせると云うのである．r飢民良口」とは飢民の中の良口と云う意味で，飢民の中の奴婢等の賎民は

一応除外したものと考えられる．

　ついで衰亡期（3）に入って，世宗延昌四年（515）九月の詔に，
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　若因鱗失業，天属流離，或売繋男女，以為僕隷者，各聴帰還．　（世宗紀）．

とあり，餓により業をうしない，親子が離れ離れになり，あるいは子弟の男女を売りて僕隷としたわけ

で，それらの人々を親元に帰ることをゆるしたのである．

　　　　（5）流　　散

　その地域が饑饉になり，食を得ることができず，ついに食を他郷に求めて流散した．

①　北魏王朝も衰亡期に入った粛宗の時，尚書左僕射元暉が政要を上書した中に，

　河北数州，国之基本，飢荒多年，戸口流散．　（15昭成子孫伝）．

とのべ，河北数州，国之基本とは，河北数州は国の経済的基本地域であるとの意と考える．その基本地

域が，飢荒が多年つづき，戸口は流散してしまったと云うのである．さらに，

　国之資銘，唯籍河北，饑饉積年，戸口逃散，生長姦詐，因生隠蔵，出縮老小，妄注死失収，人租調剤

　入於己，入園於下，官損於上．　（同前）・

とあり，国の経済的基本地域たる河北に，饑饉が毎年つづき，戸口が逃散し，戸籍や納税が大変みだれ

ていることをのべている．

②東魏孝静帝の天平三年（536）四年（537）について，

　井睦扮建晋秦陳東雍南扮九州霜阜，民飢流散，四年春詔，所在開倉賑恤之，而死者甚多．　（食貨志）．

　（州名中，殿本，百納本ともに泰となっているが秦の誤であると考えるので訂正した．）

とのべてあり，九州が霜阜で饑饉になり民は流散し，翌年四年春の詔により，それぞれの場所で，開倉

賑恤させたが，死するものが多かったとのことである．

　　　　（6）人命の犠牲

　饒饒の最悪の場合として，餓死者がでるようになった．以下年次にしたがってのべる．

①北魏高祖延興三年（373）に，州鎮十一が水旱になり，民の田租をめんじ，倉を開きめぐみあたえ

　た．その時，相州で餓死者Z，845人とのことである．　（高祖紀上）．

②同帝太和五年（481）四月甲寅の詔に，

　時雨不霜，春苗萎惇，諸有骸骨之処，皆勅埋蔵，勿令露見　（天象志1／3）．

とあり，春雨が降らず，饑饉になり，骸骨が露見しているとのことである．

③太和十一年（493）九月の詔によると，前年の太和十年の夏には旱餓になり，ひきつづき十一年九

　月にも，

　猶有餓死衙路，無人収識．（高祖紀）．

とあり，餓死者が路によこたわり，それを知って収める人もないとのことである．

④世宗の景明二年（501）三月に，

　壬戌，青斉徐寛四州大餓，死者万余口．（世宗紀）．

とあり，死者万余口の大鱗になった．その原因について，魏書巻十六道武七王列伝に，

　世宗初，以本将軍転徐州刺史，属徐寛大水，民多飢饉．

とあり，景明の初めにあたり，徐寛大水になり飢饉になったのであるから，二年三月に徐寛を含む四州

の大鱗は，水災によるものと考える．

⑤　景明三年（502）の十二月に，

　河州大餓，死者二千余目．　（世宗紀）．

とあり，黄河上流の河州が大鱗で，死者二千余人とのことで，その原因について，同年二月の詔に，

　自比陽阜積時，農民廃殖，悪言増塊在予．良多申下州郡，有骸骨暴露者，悉可埋蔵．　（同前）．

とあり，「自比陽旱」と云うことより，死者の原因は早災によるものと考える．

⑥　正始三年（506）五月の詔に．

　今時沢未降，春稼已旱，或有孤老酸疾，無人謄急，因以致死，暴露溝暫者．　（同前）．

とあり，春雨が降らず春作は旱災をうけ，孤老は飢えやみ，救う人もなく，溝に屍をさらすと云うこと

である．

⑦　延昌二年（512）三月に，

　是春民飢，餓死者数万口．　（同前）．
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とのことで，魏書天象志一ノーによると，r春京師民飢，死者数万口」とあり，前条の民飢の地域は京

師である．その原因は世宗紀によると，前年の延昌元年二月より五月まで不雨であって，その影響をう

け，翌二年春に餓死者が出たものと考える．また魏書地形志によると・その人口数は永煕（532－534）

中の縮籍によるもので，洛陽郡は15，072人と大変少いが，この人口は編民の数であって，餓死者数万口

とは，編民の大部分と，その他に在京の軍隊奴婢外国人等も含んだものであろう（4）．

⑧南宗の神亀元年（518）春に，
　幽州大餓，民死者三千七百九十九人，詔刺史趙菖，開倉賑恤。　（粛宗紀）．

とありて，幽州が大餓で，死者が3，799人とのことで，その原因については五月の条に，

　自正月不雨至六月，辛卯樹雨及降・（同前）・

とあり，早災によるものである．

⑨　孝静帝の天平二年（535）三月に・

　辛未，以早故，詔京邑及諸州郡県，収痙骸骨．（孝静紀）・

とあり，旱災のゆえに，京邑および諸州郡県にて，たおれたままになっている屍を，おさめてうずめさ

せたのである．

⑩　翌天平三年（536）の秋には，井騨扮建晋秦陳東雍南扮の九州が霜旱にあい，翌年の春には死者が

　甚だ多く出たのである・　（食貨志）・

⑪　北斉武成帝の河清三年（564）六月に・

　庚子，大雨昼夜不息，至甲辰山東大水，人多餓死　（晴書22五行志上）．

とあり，大雨がつづき，山東が大洪水になり，多くの餓死者が出たのである．

⑫　後主天統三年（567）に，

　秋山東大水，人鱗優斤満道．（北斉書8後主紀）．

とあり，また山東が大洪水で饑饉になり，その屍が道にみちているとのことである・

　以上十二件のうち，原因が旱災によるもの七件，水災によるもの四件，水早災によるもの一件とな

り，阜災が圧倒的に多い．犠牲者の多かったのは，世宗朝で，景明二年三月には阜災で死者万余人，つ

いで延昌二年三月には早災による餓死者が数万人で，北朝において，記録された数で最大である．

　　　　　　　　　　　　3　王朝の応急対策

　　　　（1）宮中府中の節約

　水草災がおこり，宮中府中はどのような節約を行なったか，年次にしたがってのべる．

①北魏高宗の和平五年（464）夏四月に・

　閏月戊子，帝以旱故，減膳責躬，是夜樹雨大降　（高宗紀）。

とあり，帝は旱災にあたり，膳を減じて，自らをせめ，その夜樹雨があったとのことである．

②高祖の太和十七年（473）五月に，

　丁丑，以旱撤膳．　（高祖紀下）．

③世宗の景明四年（503）三月に・

　己亥，帝以旱減膳徹懸，辛丑満雨大治．　（世宗紀）．

④　同六月に，

　以克陽，詔撤楽減膳．　（同前）．

⑤　正始元年（504）六月に，

　以早，徹楽減膳．　（同前）．

⑥　永平元年（508）五月に，

　辛卯，帝以旱故，減膳徹懸．　（同前）．

⑦同二年（509）五月に，

　辛丑，帝以阜故，減膳徹懸，禁断屠殺．（同前）．

⑧　延昌元年（512）四月に，

　丁丑，帝以旱故，減膳徹懸．　（同前）・
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⑨粛宗の正光三年（522）六月に，

　己巳，炎阜…減膳撤懸，禁止屠殺．（粛宗紀）．

とあり，撤膳，減膳，撤懸等のことが記されている．このように水里災がおこるのは天子に責任がある

とする，中国の伝統的な儒教思想にもとづくものである．すなわち高祖太和九年八月庚申の詔に，

　数州災水，饑饉蓉簸，致有売竃男女者，天之所認，在予一人，而百姓無辜．　（高祖紀上）．

とあり，水災がおこり，饑饉がしきりにいたるのは，天が高祖自身をつみするもので，百姓につみがな

いとしている．太和十一年六月に，

　癸未詔日，春旱至今，野無青草，上天致謹，皇由匪徳、　（高祖紀下）．

とあり，春旱は上天が天子をつみしたもので，天子自身の不徳のいたすところであるとする．また太和

十五年三月に，

　乙丑，自正月不雨，至干癸酉，万方有罪，在予一人．（同前）．

とあり，正月より三月まで不雨になり，万方に罪のことがおこっているのは，天子自身に責任があると

している．高祖朝は漢文化に傾倒しつつあったので，このような詔が出されたものと考えられる．

　さて資治通鑑巻一百十八晋紀四十，元煕元年（419）五月の条に，涼公李歌に対して，従事中郎張顕

の上流に，

　今入歳已来，陰陽失序，風雨乖和，是宜減膳徹懸．

とあり，胡三省の注に，

　古者天子膳用六牲，具牛羊犬家難，諸侯膳用三牲．懸楽懸也，天子宮懸，諸侯軒懸，大荒大札天地有

　災，国有大故，則減磨徹楽．

とあり，通常天子の膳は六牲を用い，懸は楽器を懸けることで，天災や大事がある場合は膳の牲を減

じ，楽懸を取去るとのことである．②の撤膳は減膳と事実上同意であると考えられる．また撤懸と徹懸

とは同意である．

　粛宗の正光以後になると，国家財政が逼迫し，っぎつぎ解決策が取られた．すなわち食貨志に，

　正光後四方多事，加以水旱，国用不足．預折天下六年租調而徴之，百姓怨苦，民不堪命．有司奏，断

　百官常給之酒，計一歳所省合，米五万三千五十四斜九升，華穀六千九百六十糾，麺三十万五百九十九

　斤．

とありて，正光後，四方多事で，加うるに水旱災がしきりにおこり，国の財用が不足し，六年間の租調

を前取りしたので，百姓は怨苦したとのことで，有司は，百官常給の酒をとり止めんことを奏した．そ

こでまた，

　奏，内外百官及諸蕃客稟食及肉，悉二分減一，計終歳省，肉百五十九万九千八百五十六斤，米五万三

　千九百三十二石．　（食貨志）．

とあり，百官と蕃客に給している肉と米とを半分に減じた．前述の百官に対する酒の配給を止めて節約

した米と，百官蕃客に対する稟食を節約した米とを合わせれば，十万六千九百八十六石九升になる．

　また北周武成帝の河清四年（565）二月について，

　壬申，年穀不登，禁酷酒，乙卯詔，減百官食稟，各有差．　（北斉書7武成紀）．

とあり，この年の実りが悪く，酒をうることを禁んじ，さらに百官の食稟を減んじたのである．

　天子の減膳の場合，天子だけの食膳を節約し，百官にまで減磨が行われたものとも考えがたい．すな

わち天のあたえたつみを天子自身がうけとめるという意味で，儀式的な行事であったのであろう．

　　　　（2）免　　　　税

　北魏の太祖が中原を定めると，東平公儀をして，五原より稠陽塞（包頭）付近まで屯田を行わせ，登

国六年（391）に中山を平定し，吏民および徒何種人工伎巧十万余家を京都の盛楽にうつし，それぞれ

耕牛を給し，家族数に応じて耕田をさづけた．天興元年七月平城に遷都し，畿内を制し，其外四方は八

部帥によって監督させた．かくて，

　勧課農耕，量校収入，以為殿最．又躬耕籍田，率先百姓．自後比歳大熱，匹中八十余解．是時戎車不

　息，錐頻有年，猶未足以久購実、（食貨志）．

とあり，農耕を勧課して収入を量校することが最も重要なことであるとし，また太祖自ら籍田を耕し，
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自後毎年大熟した．「匹中八十余解」とは，耕牛一匹あたり，八十余餅を税納させたものと考える．さき

に家毎に耕牛を給し，家族数に応じて耕田をさづけたことを背景にして行われた税法であろう．しかし

戦乱があり，毎年実りがあっても，糧食は十分でなかった．その後，征服地域が拡大するにつれて田租

を収納した．一方鮮卑族に対しては，曽我部静雄氏が指摘されている如く（5），泰常六年（421）三月乙亥

に，

　制六部民，羊満百口，輸戎馬一匹．（食貨志）．

とあり，羊が百匹になれば，戎馬一匹を輸させた．つまり北魏王朝は草創の時より農耕を奨励し，田租

を徴収したのであって，若し水草災がおこり，不作になれば田租を先んずることになった。つぎに水草

災による田租等免除の場合を年次にしたがってのべる．

①太宗の泰常三年（418）八月に，

　雁門河内大雨水，復（・）其租稲．（太宗紀）．

とありて，雁門と河内で水災がおこり，その租稲を免した、

②世祖の神窺三年（430）三月に，
　南州大水，百姓阻飢，自山以東，偏遇水害，頻年不収，復天下二歳租賦．（28劉潔伝）・

とあり，河北の東南地域で水災にあい，連年収穫がなく，王朝支配全域に，二年間の租賦を免じた、同

帝の延和三年（434）二月になり，次の如き詔を出した．

　頻年屡征有事，西北運輸之役，百姓勤労，廃失農業，遭離水阜，致使生民，貧富不均，未得家給人

　足，或有寒窮不能自賠者，朕甚感焉．今四方順軌，兵革漸寧，宜寛揺賦，与民休息．其令州郡県，隠

　括貧富以為三級，其富者租賦如常，中者復二年，下窮者復三年．刺史守宰，当務尽平当，不得阿容以

　岡政治，明相宣約減便聞知．（世祖紀上）・

とあり，当時蠕蠕・鉄弗が跳梁し，そのための運輸の役があり，農業は行われず，さらに水草災にさい

なまれ，貧富の較差ははげしくなり，貧窮者はいよいよ生活不安であった．今ようやく兵革がおさまっ

たので，州郡県の貧富を三級とし，富者は租賦を常の如くにし，中者は二年間免除し，下窮者は三年間

免除すると云うのである．王朝は編民を富者，中者，下窮者の三級に分類し，中音・下窮者にそれぞれ

二年・三年の租賦を免除した．

③　高宗の和平（461）二年三月に，

　定相阻餓，宥其田租，時三呉亦冊歳凶，旱死者十二三．（天象志1／3）．

とあり，定州相州が餓となり，その田租を免じた．この畿の原因については，時に三呉も亦歳凶で早死

する者が出たと云うのであるから，定相両州も旱災であったものと考える．

④　高祖の延興二年（472）六月に，

　安州民遇水電，再租賑恤．（高祖紀上）．

とあり，安州が水電の災にあい，租をあたえた．ここにはじめて巧と称し，それはrめぐみあたえる」

の意であるが，つまり免んずることである．

⑤　同年九月に，

　己酉，詔以州鎮十一水，巧民田租，開倉賑恤．又詔，流逝之民，皆令還本，違旨配徒辺鎮．（同前）（7）．

とあり，州鎮十一が水災にあい，田租を免んじた．その際に流遊の民は，本籍地に帰らしめ，命に従わ

ないものは辺鎮に配促するとのことで，本籍地帰還は厳命であった．同年四月に，工商雄伎の人々をし

て，ことごとく農に赴かしめた．

⑥　延興三年（473）に，

　是歳州鎮十一水旱，再民田租，開倉賑恤．相州民餓死者，二千八百四十五人．（高祖紀上）．

とあり，州鎮十一が水旱にあい，民の田租を免じ，開倉賑恤した．それでも相州で餓死者がでた．

⑦同四年（474）に，

　州鎮十三大餓，巧民田租，開倉賑之．（同前）。

とあり，州鎮十三が大餓になり，田租を免じた．天象志一ノ三によると，

　州鎮十三餓，又比歳蛙旱．

とあり，又比歳蟷早があるから，大饒の原因は旱災をあげることができよう．
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⑧太和六年（482）八月に，

　癸未朔，分遣大使，巡行天下，遭水之処，再民租賦，貧倹不自存者，賜以粟畠．（高祖紀上）．

とあり，大使をつかわし，水災にかかった所の民の租賦を免じ，自活できない者には粟用をあたえた．

ところが世宗の正光以後になると，前述のごとく，四方多事と水旱災のために，六年間の租調をさきど

りし，百姓は怨苦することになった．

⑨　東魏の孝静帝武定二年（544）三月に，

　斉献武王，歴翼定二州因入朝，以今春克阜，請蜀懸租賑窮乏，死罪已下皆原宿．（天象志1／2）．

とあり，斉献武王高歓が入朝したとき，今春旱災であるから，未納の税租は免ぜんことを帝に請う
た．

⑩　北斉文宣帝天保九年（557）に，

　天保九年秋七月戊申，詔趙燕瀟定南営五州及司州広平清河二郡，去年姦湧損田，兼春夏小雨，苗稼薄

　者，免今年租賦．（北斉書4文宣紀）．

とあり，河北の大半に蝗害があり，その上小雨になり，そのため作物の生育不良者に対して，この年の

租賦を免んずるとのことである．

⑪武成帝河清三年（564）閏月に，

　乙未，詔遣十二使，巡行水漂州，免其租調．（北斎書4武成紀）．

とあり，水濠とは，六月に庚子より甲辰まで，五日間大雨が降りつづき，山東は大水で餓死者が出た

（晴書22五行志上），それで十二使をつかわし水災地を巡行し，その地の租調を免じた．

⑫後主天統五年（569）七月に，

　戊申詔，使巡省河北諸州無雨処，境内偏旱者，優免租調．（北斉書8後主紀）．

とあり，河北諸州の早災の処は租調を免じた．

　以上12件を指捕出来るが，原因としては，水災が6件，旱災が5件，水旱災が1件である．対称は租

稲が1件，租賦が3件，租，田租が6件，租調が2件である．前三者は田租を主とするもので，租調は

北斉で行われた対象である．何れも役の免除のことに触れていないが，水星災にあたり，役をとりあげ

る以前の状態にあったのであろうか．また免税の表現は，復が2件，宥が1件，再が5件，鰯が1件，

免が3件で，巧は高租朝にのみ用いられ，めぐみあたえるの意で，ことさらに恩恵の意味を持たせたの

であろう．編民が罹災した場合，納税能力は減退するわけで，その際に免と称し，また宥とか巧とか称

して，いかにも天子の威徳をあらわす表現を用い，その免税権は君主の手中にあると見るべきである．

また世祖太武帝の延和年間に，編民を富者中者下窮者の三段階とし，富者は常の如くし，中者は復二

年，下窮者は復三年とした．この他に罹災の状況によって免除の仕方が異なると云う記述は見られなか
った（8）．

　　　　（3）賑　　　　憧

　水里災がおこると，王朝はとりあえず，穀物布帛絹等をめぐみあたえた．北朝において，水草災の際

に賑恤したことを，年次的に表にして記すとつぎの如くである．

　　（帝名）　（年　号）　　（月）　　　（地　　　域）　（原因）　　　（内　　　　　　　容）

宗
宗
　
祖
　
祖

　
　
び
　
　
　
　
　
　
　
び
　
び
　
ガ
　
　
　
　

太
高
　
顕
　
高

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

神瑞2（415）

太安5（459）

和平5（464）

天安1（466）

皇興2（468）

延興2（472）

〃　 2（472）

〃　　　3（473）

〃　 4（474）

太和1（477）

〃　2（478）

10月

12月

12月

11月

6月

9月

12月

11月

六鎮雲中高平等

州鎮十四

州鎮十一

州鎮二十七

安州

州鎮十一

州鎮十一

州鎮十三・

州郡八

州鎮二十余

霜早

炎旱

虫水

旱

水旱

水電

水

草

蛙旱

水早蛙

水早

詔，布帛穀物

詔，倉康

詔，開倉

　　開倉

　　開倉

　　再賑恤

詔，開倉

　　開倉

　　開倉

詔，開倉

　　開倉

（出典）

　3
　5
　5－

　6
　6
　7上
　7上
　7上
　7上
　7上
　7上
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宗

μ
　
”
　
”
　
〃
　
〃
　
〃
　
〃
　
〃
　
ガ
　
”
　
ガ
　
　
〃
　
μ
　
μ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳
⑳

”　4（480）　10月　　　州鎮十八

”　5（481）　9～12月　京師州鎮十二

〃　6（482）　8月

’7　7（483）　6月　　　定翼

〃　8（484）　6月　　　州鎮十五

〃　10（486）

κ　11（487）　2月　　　躍州

〃　11（487）　12月

〃　12（488）11月　　　両雍，予州

”　20（469）12月　　　西北部

μ　23（499）　4月　　　州鎮十八

景明1（500）　5月　　　北鎮徐売州

正始4（507）　8月　　　敦煤

”　4（507）　9月　　　司州

正始中（504～507）　　　定州

水草　　詔，開倉　　　　　　　　　　7上

霜雨　　詔，開倉　　　　　　　　7上

水　　　賜，粟皐　　　　　　　　　　7上

　　　　詔，粥　　　　　　　　　　　7上

水旱　　詔，開倉　　　　　　　　　　7上

阜　　　詔，賑貸　　　　　　　　　7下

旱　　　詔，開倉　　　　　　　　　7下

大旱　　詔，開倉　　　7下，天象志1／3

早　　　詔，開倉　　　7下，天象志1／3

旱　　　侍臣循察，開倉　　　　　　　7下

大水　　分遣使者，開倉　　　　　　7下

大水　　遣侍中，賑恤　　　　　　　　8

早　開倉　 8，天象志1／2
旱　　　開　倉　　　　　天象志　1／2

水害　　開公眞捨秩粟数万解，元詮簸
　　　　　　（漢魏南北朝墓誌集釈第二冊）

⑳“永年2（5・9）4月　武州鎮　　旱　詔・開倉　　　　8
⑳　　，，　　“　3（510）　5月　　　翼定州　　　　　　阜　　　詔・開倉　　　　　　　　　8

⑳　　“　　”　4（511）　2月　　　青斉徐奄州　　　　阜　　　遣使・賑恤　　　　　　　　　8

⑳〃延昌1（512）1月　　　 水草分遣使者，開倉　　8
⑳　　“　　’7　1（512）　2月　　　州郡十一　　　　　大水　　詔・開倉　80万石　　　　　8

⑳　　“　　〃　1（512）　6月　　　京師州郡　　　　　不雨　　詔’大倉粟50万石　　　　　8

⑳　　“　　”　2（513）　4月　　　州郡十二　　　　　大水　　絹15万匹　　　　　　　　　8

⑭　　“　　，，　2（513）　6月　　　青州州郡十三　　　大水　　詔・開倉　　　　　　　　　8

⑳粛宗煕平2（5・7）・0月　噸甑州　大水巡撫・開倉　　　9・29

⑯孝静帝云平3（536）秋　蓑鶏雛熱霜旱詔・開倉　　食貨志

⑳“武定2（闘）3月　　　　　輝請・賑　　　　12
⑳鯉乾明・（56・）4年離辮囎姦水詔・賑　　　12
⑳　武成帝　河清2（563）　4月　　　井粉京東雍南沿州　早　　　追使・賑恤　　　　　北斉書7

⑩　　μ　　〃　4（464）　3月　　　西寛梁槍趙司翼　　水　　　詔・粟斗升　　　　　北斉書7

＠　　，，　　武平7（576）　7月　　　　　　　　　　　　大雨霜　追使巡撫　　　　　　晴　書22

　以上水星災の際に，賑恤した場合として，41件あげることができる、その中でr開倉」そのものの記

述が25件あり，倉庫の設備と内容の充実が，是非必要であることを示している．北魏時代におけるr開

倉賑恤」は実行されたものと考えられるが，北斉時代になると，賑恤が実行されなかった事件がある．

⑳　の河清四年（565）3月に’
　詔，給西寛梁槍趙州，司州之東部陽平清河武都，翼州之長楽渤海，遭水之処，貧下戸粟，各有差ジ家

　別斗升而巳，又多不付．（北斉書7武成紀）．

とあり，西査，梁，槍，趙州や，司州翼州の一部が水災にあい，貧下戸に等差をつけて粟を給したが，

家毎に斗升のみであって，しかもそれさえも多くは実行されなかったとのことである．また曽年の河清

三年十二月に．

　山東大水，餓死者不可勝計，詔発賑給事，寛不行．（北斉書7武成紀），

とあり，この場合，山東大水で餓死者が出たので，賑給の詔が発せられたが，ついに行なわれなかった

とのことで，その理由について，倉庫に穀物がなかったのか，官人が怠ったのか等については何等記す

ところがない．

　ともかく，北斉にのみこのような事件が記されているのは，政治の弛緩を示すものであろう．
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　また賑恤は，おおむね穀物であるが，粥を給した場合がある．北魏の高祖太和七年（483）六月に定

州賀州で飢民がでて，粥をつくって給したことが上言された⑮．すなわち，

　定州上言，為粥給飢人，所活九十四万七千余口，翼州上言，為粥給飢人，所活七十五万一千七百余

　口．（高祖紀上）．

とあり，定州では947，000余人，翼州では751，700余人の飢人が粥によって生きのびたとのことである．

これよりさき，同年二月に

　甲戌，以翼定二州民飢，詔郡県為粥於路以食之，又弛関津之禁，任其去来．（同前）．

とあり，翼定二州が民飢になり，詔により，粥をつくって給せよとのことで，さらに関津之禁をゆるめ

て，自由に往来できるようにした．それ故に二月の詔に関する報告が，六月の上言になったのである．

この二州民飢の理由は，前年太和六年八月黄河下流地域が大水になっているので（霊微志），その災害

をうけたものと考えられる．

　さて魏書巻一百六上地形志によると，諸州戸口は「永煕縮籍」による統計をのせてあるのだから，北

魏末出帝の永煕年間（532－534）における定州の人口は，834，274人で，賀州は466，601人であり，この

人口は編民の人口で，奴婢等の隷属者は含まないものと考えられる．西島民はr漢代の庶民の人口は前

漢平常のときの統計によると，59，594，878人で，これには奴婢を含まれていない．」（g）とのべているが，

このような考え方は，北魏時代にも通用できるものと考える．定州翼州の戸数人口をみると，地形志の

定州翼州に記された．数は次の如くである．

A　定　　　州

　　翼　　　州

（戸数）

177，501

125，646

（一戸当は四捨五入の計算による）．

　（人口）　　　（1戸当）

　834，274　　　　　4．7人

　466，601　　　　　3．8人

とあり，1戸当り定州は4。7人，翼州は3。7人である．しかし各州の各郡に書かれた戸数と人口を合計す

ると次の如くになる．

　　　　　　　　　　　　　（戸数）　　　（人口）　　　（1戸当）

　　B定　州　 177，500　 834，211　　4．7人

　　　　翼州　125，646 496，602　4．0人
　AとBとで翼州の戸数は同じであるが，他は多少の違があり，翼州の入口は三万余の誤差がある．一

戸当りをみると，定州はAもBも4。7人で，翼州はAが3．8人で，Bは4．0人と，異っている．何れにし

ても4人前後である．また地形志の各郡の戸数と人口とが記されているものを総計し，一戸当りをしら

べると，3・8人になる．ともかく奴婢等の数を含む余地はないと考える．

　ところで，永煕年間より約60年前の太和七年には，定州では約10万，翼州では約30万多くの人々が，

粥によって生きのびたことになる．これは実際に人数が多かったのか，或は奴婢等を含んでいるのか，

その辺の事情は明らかでないが，ともかく両州の編民やその他の人々が，すべて粥によって生きのびた

ことになる．

　また開倉賑恤の際には，原則としてr詔」が必要であると考えられる．41件のうち，21件は詔によっ

て行われ，直接詔の語がなくても，詔の内容を示すものとして，賜⑭，待臣循察⑳，分遣使者㊧⑳，遣

侍中⑳，遣使⑳⑳⑪，巡撫百姓⑳，請⑳の記述があり，それらを合わせて31件になる．ともかく原則と

して詔が必要であったことがわかる．

　なお開倉に詔が必要であった事件として，魏末敬宗の建義後，楊逸が光州刺史になりたるとき，

　時災倹連歳，人多餓死逸日，国以人為本，人以食為本，百姓不足，君敦与足，仮令以此獲戻，吾所

　甘心，遂出粟然後申表．右僕射元羅以下請，公儲難関，並執不許．尚書令臨准王或以為，宜貸二万．

　詔聴二万．逸既出粟之後，其老小残疾，不能自存活者，於州門煮粥飯之，将死而得済者以万数．（58

　楊播伝）．

とあり，楊逸は災倹連歳で人々が多く餓死したので，ついに倉粟をもって賑給しようとしたが，官人は

詔なくして開倉すれば罰せられるので敢てしょうとしなかった．しかし逸はr国は人をもって本とし，

人は食を命とする、百姓が足らなければ，君はどうして足ることができようか，たとえ罪をうけると

も，あまんじて受けよう」と，遂に粟をだし，しかるのち申表した．これに対して右僕射元羅以下は，
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公儲はかくことができないので，それぞれ反対であった．尚書令臨准王威は楊逸をゆるすべしといい，

詔により粟二万石を出すことをみとめさせた．逸はすでに粟を出し，老小残疾にして自活できないもの

には，州門において粥をつくって供した．そこで生ぎることが出来たものが，万をもって数えるという

ほどで，天子はそれをきいてr善」としたとのことである．すなわち官設倉庫の開倉権は，原則として

専制君主の手中にあった．若し詔なくして開倉すれば処罰されたのである．

　また蘇真度が予州刺史になり，世宗景明初，予州が大饒になり，倉米を出すために上表して，

　去歳不収，饑饉十五，今又災雪三尺，民人萎饒，無以済之．臣帆日，別出州倉米五十斜為粥，救其甚

　者．（61醇安都伝）．

とのべ，管内の饑饉にあたり，州倉米五十解を出すことの許下をもとめた．予州は魏書地形志による

と，懸瓠城に治して居ったのであるから，州倉も懸瓠城にあったのであろう．そこで詔がくだり，

　真度所表，甚憂清百姓之意，宜在趣郎．陳郡儲粟，錐復不多，亦可分謄，尚書量販以聞．（同前）．

とあり，真度の表するところは認められ，許可がおり，さらに北西部の陳郡（北揚州）の儲粟があるか

ら，その一部を利用せよとのことである．魏書の食貨志によると，陳郡には邸閣がおかれ軍用に資せら

れておったものである．

　　　　（4）飢民の移住
　前項にて饑饉により流散したことをのべたが，流散は王朝側の放任状態において．おこったのである

が，この場合は，王朝が移動すべき地域を指定して，計画的に行なったのである．以下年次にしたがっ

てのべる．

①　北魏太宗神瑞二年（415）に，京師は連年霜旱になり五穀がみのらず，民饒になり，山東に移動し

て食に就かしめた。そのことは魏書の太宗紀や天象志一ノ三に記されているが，その間の事情につい

て，食貨志は次のようにのべている．

　神瑞二年又不熟，京畿之内，路有行鐘．帝以飢将遷都於郭，用博士崔浩之計乃止．於是分簡尤貧者，

　就食山東．

とあり，この時北辺にある京師平城は，霜旱の災をうけやすかったわけで，路にゆきだおれがあるほど

で，帝は都を邦に移さんとしたが，崔浩の計を用いて取止めにし，そこでもっとも貧なる者をわけえら

んで山東に移し，倉穀をめぐみあたえた．すなわち民鑛により山東に移ったのは，その地域の一部分と

云うのではなく，生活困窮者を移すことであった．

②高祖太和十一年、（487）秋七月に，

　己丑詔日，今年穀不登，聴民出関就食，遣使者造籍，分遣去留，所在開倉賑恤．（高祖紀下）．

とあり，平城が年穀みのらず，民が関を出て，他地方に食を求めることを許した．単にそれを放任する

のでなく，使者をそれぞれの地方につかわし，戸籍をつくらせ，開倉賑恤したのである．年穀不登の原

因は，前月六月の詔にr春草至今，野無青草」とあるにより，旱災によるものである．また食貨志はこ

れについて，

　太和十一年大旱，京都民飢，加以牛疫，公私闕乏．時有以馬駐及棄駝，供駕競耕載．詔聴民就豊，行

　者十五六，道路給糧稟，至所在三長謄養之遣使者時省察焉．留業者，皆令主司審霰，開倉賑費．其

　有特不自存者，悉検集為粥於街衢，以救其困，然主者不明牧察，郊旬間甚多饅死者．

とのべてあり・大旱牛疫があったとし・その応急対策として，④民が豊かな地方に出かけることを許

し・行く者が十のうち五六で・道路にて糧食を給し・行きついた所でほ，三長がすくいやしない，さら

に使者をつかわし省察させる．⑤留者に対しては，主司をして食糧の有無をよくしらべ，開倉賑貸す

る、◎とくに自活できない者は，しらべあつめて，街で粥をつくり，その困窮を救え．と云うのであ

る．しかし主者は牧察に明らかでなく，郊旬に飢死する者がはなはだ多いとのことである．もっともこ

の時は・均田法三長制が施行されたばかりで・府蔵盈積していたので，百官より工商早隷および六鎮辺

戌まで衣物を賜ったほどであるが，一度水旱災がおこれば，相変らず餓死する人が多かったのである．

③　世宗延昌元年（512）になり・一月にしきりに水草がおこり，百姓は飢敵し，使者を分遣して，開

倉馳し（世宗紀）・さらに二月に・州郡＋一が大水になり・詔して開倉賑蜘，京都では穀は高値に

なり，倉粟八十万石を出して貧者にめぐんだ（同前）．四月になりさらに，
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　詔，以旱故，食粟之畜皆断之．　（世宗紀）．

とあり，食粟の畜は，牛馬等有用な家畜で，それらをすべて断つとのことである・ついで・

　戊辰以旱，詔尚書与群司，鞠理獄訟，詔河北民就穀燕恒二州．辛未，詔飢民就穀六鎮、丁丑，帝以旱

　故，減膳徹懸．（同前）．

とあり，正月より災害つづきで，ついに河北の民をして，朔北の燕恒二州に移住させ，さらに六鎮にま

で移住させた．河北が水草災で六鎮にまで移住させると云うのは，特異なことである．

④敬宗建明後（530後）爾朱兆に対して，劉貴が請うて云うに，

　以井騨頻歳霜早，降戸堀黄鼠而食之，皆無穀食，徒汚人国土．請令就食山東，待温飽而処分之．　（北

　斉書1神武紀上）．

とあり，北辺に近い井蝉二州がしきりに霜阜になり，降戸は黄鼠を食するほどで，そこで食を求めて山

東に移住させんとした．そこで兆はその議にしたがわんとしたが，長史慕容紹宗の反対で、実施されな

かった．

⑤　北周武帝の建徳三年（541）十月に，

　庚子，詔蒲州民遭餓乏絶者，令向都城以西及荊州管内就食．（周書5武帝紀上）．

とあり，それより前同年七月に，京師連雨の水災があり，十月に蒲州民鱗の状態になった。都城は郡鳩

（陜西省郡県北）をさし，蒲州の民を謂水上流地域と南方の荊州管内に移住させることになった、

　以上5件あり，阜災によるもの4件で，水災によるもの1件である．①④の二件は，北方地区が霜旱

で山東を指示し，②の平城大旱の場合は豊かな地方として，特定の場所を示さず，③の河北の阜災にあ

たり，朔北を指示し，⑤は蒲州が水災で滑水の上流や荊州を指示している．移住者は①の場合は明らか

にr尤貧者」を対象とし，④は降戸，③は飢民，⑤は乏絶者を対象としている。すなわち水草災によっ

て，もっとも打撃をうけて貧窮になった者が移住の対象とされたのである．

　　　　（5）穀物輸送
　水早災にあたり，他地域より穀物等を輸送した．

①高宗の太安五年（459）十二月に，
　詔，六鎮，高平，二雍，秦州，偏遇炎阜，年穀不収，其道倉凛以賑之．（高宗紀）．

とあり，六鎮高平は北辺にあり，東雍州は蒲州の東部で黄河流域にあり，雍州秦州は清水流域にある．

それらの地方が旱災により年穀みのらず，それぞれに倉虞を送りめぐんだのである．その地区の倉庫な

れば，「開倉」と云うのであるが，「遣」と云うのであるから・輸送を行なったものと考える・

②世宗の延昌元年（512）六月に・
　己卯詔日，去歳水災，今春炎阜，百姓飢鞍，救命靡寄，錐経蚕月，不能養績．今秋輸将及郡県，期於

　責桝，尚書可厳勒諸州，量民資産，明加検校，以救銀徹。庚辰詔，出太倉粟五十万石，以賑京師及州

　郡飢民．（世宗紀）．

とのべてあり，この詔によると，去年は水災で今春は炎阜になり，百姓は飢えている．それ故に諸州

は，民の資産をよくしらべ税租をよく納入するように督励し，太倉の粟五十万石を出し，京師および州

郡の飢民にめぐめとのことで，当然地方州郡に太倉の粟を輸送したものと考える．

③敬宗の永安三年（530）九月に，爾朱栄が誅せられてから，盧文偉の族人勇は，晋陽の高歓のもと

に行き，丞相主簿になったとき，

　属山西霜倹，運山東郷相輪，皆令載実，違者治罪，令勇典其事．娘邪公主，虚傲千余車，勇縄劾之．

　　（北斉書22盧文偉伝）・

とあり，史料中の山西霜倹とは，北斉書巻一神武紀上の

　井蝉頻歳霜旱，降戸掘黄鼠而食之，皆面無穀食・

の井騨頻歳霜早と一致するものと考えられ，その際に神武紀では降戸を山東に移動させようとしたが取

止め，盧文偉伝では，山東地方の租穀を山西に運んだわけである．ところが破邪公主は，実際には千余

車をやとわずにごまかしたのである．ともかく山東から山西まで租穀が運ばれたのである．

　北朝を通じ，開倉賑恤は大変多く，飢民の移住は五件あったのに対し，穀物輸送によって，水星災に

なやむ人々を救った記事は少い．
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　　　　（6）豪族貴族の穀物供出

　水早災にあたり，豪族や貴族は小農民に比べて蓄積も多いので，災害を最小限にくいとめることが出

来る．それ故に，自発的に穀物を出し，或は王朝によって穀物の供出を勧奨された．

①道武帝の七王の一人，河南王曜の孫にあたる元平原は，鎮南将軍斉州刺史に任んぜられたとき，

　時歳穀不登，斉民飢饉，平原以私米三千余鮒，為粥以全民命．北州戍卒一千余人，還者皆給路糧，百

　姓威称詠．（16道武七王伝）・

とあり，歳穀不登の理由は記していないが，編民が饑饉になづたので，元平原は私米三千余穀をもって

粥をつくり，民命を全うしたとのことで，さらに北州の戍卒一千余人の帰還者にも路糧を給したほど

で，その所有した米穀量の多大さに驚くのである．平原は太和十一年に薨じているから，それ以前の事

件である．

②博陵の崔挺は，r三世同居，門有礼譲」の家柄であった．時に，

　於後頻値鱗年，家始分析，挺与弟振，推譲田宅旧資，惟守墓田而已，家徒壁立，兄弟怡然，手不釈

　巻．時穀羅踊貴，郷人或有勝者遺，挺辞譲而受，働亦散之貧困，不為畜積，故郷邑更欽歎焉．（57崔

　挺伝）．

とあり，崔家は三世同居の旧家であるが，鱗年にあい，始めて分析し，挺は弟に多くのものを与えた．

特に穀価が高騰し，郷人で余分にもっている人があると，辞をひくくしてゆづりうけ，それを貧困者に

散じたのである．挺は太和十八年に光州刺史になったのだから，この事件は，それ以前である．

③世宗の挺昌元年（512）五月に，

　丙午詔，天下有粟之家，供年之外，悉貸飢民，自二月不雨，至於是晦．（世宗紀）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かとあり，二月より五月まで不雨で，有粟の家は年間の必要分をとり，ことごとく飢民に貸すようにとの

ことである．

④またこの頃の事件として，文成王の子の河南王若の孫の太中大夫延明について，

　延昌初，歳大饒，延明乃減家財，以極賓客数千人，井脂其家．（27文成五王伝）．

とあり，大鱗にあたり，元延明は家財を散じて賓客数千人を救い，あわせてそれら賓客の家族をにぎわ

した．この賓客は仙客的性格をもっているものと思われる（10），ともかく家財の豊富さを示すものであ

る．

⑤　敬宗の神亀初（518）義僖は散騎侍郎に除せられたが，若い時代について次の事件があった．

　義僖少時，幽州頻時遭水里，先百穀数万石貸民．義僖以年穀不熟，乃幡其契．（47義僖伝）．

とあり，幽州はしきりに水草災がおこり，義僖の家ではこれまで穀数万石を民に貸していたが，義僖は

年穀が熟しないので，その証文をやいて了つた．すなわち義僖の家には穀数万石あって，水旱災にて困

っている人々に，その穀物を貸していたのである．

⑥　敬宗の建義後（528後），焚子鵠は股州刺史に除せられたときに，

　属歳早使，子鵠恐民流亡，乃勒有粟之家，分貸貧者，井遣人牛易力，多種二麦，州内以此獲安．（80焚

　子鵠伝）．

とあり，旱災にあたり，子鵠は民の流亡をおそれ，有粟の家をして，強制的に貧者に貸させ，ならび

に牛のある人は，牛のない人に牛をかさせて労力を交換し，二麦即ち宿麦（11）を多く植えさせたのであ

る．この場合，刺史は強制的に，有粟之家をして，貧民に穀物を分貸させた．

⑦北魏末，蘇環は南清河太守になり，北斉文宣帝の天保中（550－559），郡界大水の際に，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムずから　人災絶食者千余家，項普集部中有粟家，自従貸粟，以給付餓者．（北斉書46蘇項伝）．

とありて，絶食者千余家あり，項は郡内の有粟家を集め，自発的に粟を貸させ，餓者に給付させた．⑥

の場合はr勒」として強制的の意味があったが，⑦ではr集」として，集めた人を説得して，自発的に

させたと考えられる．いづれにしても，刺史や太守の意志によって，貧民や餓民に穀物を貸させられ

た。ところがこの事件に対して，州から故障がもちこまれた．すなわち，

　州計戸徴租，復欲推其貸粟．綱紀謂現日，錐殆饑饉，恐罪累府君．項目，一身獲罪且治千室，何所怨

　乎．遂上表陳状，使捨皆免，人戸保安、此等相撫児子，威云，府君生汝．在郡六年，人庶懐之．（同
　前）．
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とあり，それまで州は郡の戸の生産量を計りて，租を徴したが，有粟の家が粟を出せば，以前の粟量の

報告が不正確であると云うことになり，郡太守は罪に問われるのであった．しかし蘇項は自分が罪をう

けても，千室を助けることができれば，何をうらもうかと云い，陳状を上表した．しらべられたが皆罪

をうけることはなかったのである．ここに州刺史が郡太守の収租に対して，きびしい干渉を行なったこ

とを示すのである．

⑧北斉後主の武平七年（576）一月壬辰の詔に，

　去秋已来，水漂人餓，不自立者，所在付大寺及諸富戸，済其性．（北斉書8後主紀）．

とあり，去秋即ち武平六年八月には，翼定趙幽槍藏六州が大水になっているので（同前），この詔が出

されたわけで，自活できないものは，大寺および諸富戸に付して生存せよとのことで，すでに北魏朝に

て良人をして奴婢とすることは禁んぜられており，世宗朝の帝族元継は青州刺史のとき，民飢になり，

良人を家僮や脾としたことが，後日御史によって糾弾され，官爵を免ぜられたことがあった（16昭成子

孫伝）．この法は北斉朝にもうけっがれたものと考えられるので，この場合に佃客程度の隷属者になっ

たものと考えられる．

⑨北周の武帝建徳三年（574）正月丙子の詔に，
　以往歳年穀不登，民多乏絶，令公私通俗，凡有積粟麦者，皆准口聴留，以外尽羅．（周書5武帝紀

　上）．

とあり，これよりさき，前年の建徳二年春より秋にかけて不雨で阜災になり　（周書武帝紀），八月には

関内が大蝿の災をうけ（周書30干翼伝），穀物がみのらず，乏絶する者が多かった．そこで建徳三年正

月の詔になり，公私共に粟麦を貯積している場合に，その口数に応じて留保し，それ以外はみな売りに

出すことを命じた．この場合，粟麦を貯積している役所や貴族豪族が，その口数に応じて必要量を残

し，他は全部売りに出させたのである．
　以上九件のうち，水災によるもの二件，旱災によるもの二件、水旱災によるもの一件，他の四件の原

因は明らかに記していないが，多分水星災によるものであろう．

　それらの困窮者に対して，貴族や豪族は，自発的に穀物をあたえ，或は地方長官の強制により，又は

説得により穀物を貸した．所有量についてみると，北魏の帝族出身の元平原は私米三千解で粥をつく

り，その上北辺の戌兵一千余人に路糧を給し，同じような帝族の元延明は賓客数千人とその家族をすく

い，義僖は数万石を蓄積していた．豪族は有粟の家とも云われ，貧民に穀物を貸させられ，「有粟の家」一

もしくはr有粟家」は三件出ており，有粟の家の名称は世宗の時より用いられている．穀物を放出する

際に，①与える場合，②貸す場合，③売りに出す場合がある．ほかに困窮者が有粟の大寺富戸に隷属し

て生きのびたことがあり，しかもr詔」によるとのことで，大寺富戸の隷属者増大を当然のこととして

認めたことになる．王朝の支配機構が免税権や開倉権等の行使だけで救済し切れず，有粟者を頼りにし

ているわけで，有粟の家が重要な役割を持っていたことを示すものである．

　　　　（7）山沢の開放
　山沢は帝室財産とする伝統があったが，水草災に当り，山沢を開放することが行われた．まず高祖太

和六年（482）八月に，
　癸未朔，分遣大使巡行天下，遭水之処，再民租賦，貧倹不自存者，賜以布帛．庚子，罷山沢之禁．（高

　祖紀上）．

とあり，水災がおこり，罹災者に租賦を免んじ，自存できないものに布帛をあたえ，そこで山沢の禁を

やめたのである．水災のおこった地域は，魏書百十二上霊微志によると，

　徐東徐寛済平予光七州，平原材頭広阿臨済四鏡大水．

とあり，黄河下流地域の七州と，四鎮が大水になったので，山沢の禁をやめたのは，この水災地域に含

まれた山沢であると考えられる．ついで翌太和七年（483）になり・二月には真定二州が民飢になり・

詔により郡県は粥をつくって路で飢民に給し，さらに関津之禁をゆるめ・其の往来を自由にしたと云う

ことである（高祖紀上）．十二月には，

　庚午，開林慮之禁，与民共之，詔以州鎮十二民飢，開倉賑恤．　（同前）．

とあり，林慮は林慮山のことで，潭水の上流にあり　（水経産巻九潭水），地形志によると，司州林慮郡
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に属し，それらの地域の利を民と共にすると云うのである．

　太和十一年（487）になると，春より夏まで旱災がつづき，七月には穀物がみのらず，関をでて食を

求むることを許し，八月になり，

　辛巳，罷山花苑，以其地賜貧民．（同前）．

とあり，場所等不明であるが，山花苑を開放して貧民に賜わるとのことである．山沢の開放の方法につ

いて具体的には記されていないが，「与民共之」やr賜貧民」は，漢代の仮作のごとき形態をとったも

のであろう（12）．

　　　　（8）酒　　　　禁

　酒が嗜好として愛好されていたが，高宗の太安四年（458）に，

　春正月丙午朔，初設酒禁．（高祖記）．

とあり，その理由として，刑罪志によると，

　高宗初，働遵旧式，太安四年，始設酒禁．是時年穀屡登，士民多因酒致酌訟，或議主政，帝悪其如

　此，故一切禁之，醸沽飲皆斬之，吉凶賓親則開禁．

とあり，その経過がのべてある．すなわち太安四年は穀物がみのり，士民は酒による争いごとをおこ

し，あるいは王朝の政治をとやかく云うので，酒をつくったり，売ったり，飲んだりするのは，皆斬刑

と云い，ただ吉凶賓親には酒を用いることをゆるした．

　顕祖が即位すると，

　除口誤，聞酒禁．（刑罰志）．

とあり，酒の醸沽飲が許されたものと考える・

　世宗の正光以後，四方多事で，加うるに水旱災がしきりにおこり。六年間の租調を前取りし，他方

百官に常給の酒を止め，米，華穀，麺を節約した．

　北斉時代になり，武成帝河清四年（565）二月に，

　壬申，以年穀不登，禁醸酒．乙卯詔，減百官食稟，各有差．（北斉書7武成紀）．

とあり，その年の穀物がみのらず，酒をうることを禁じたのである．前年の河清三年六月に，山東大水

となり，餓死者が多くでた（晴書22五行志上）．また十二月に，山東大水となり餓死者をかぞえること

ができないほどで（北斉書武成紀），それ故に酷酒を禁ずることになった．

　後主の天統五年（569）に，

　七月戊申，詔使巡省河北諸州，無雨処，境内偏尋者，優免租調．冬十月壬戌，詔禁造酒．　（北斉善後

　主紀）．

とあり，七月に河北諸州が旱災にあり，租調を免じ，十二月に造酒の禁を布告した．

　つぎに後主の武平六年（575）閏九月に，軍国の資用が足らず，関市舟車山沢塩鉄店躍に税をかけ，

酒禁は解除したとのことである．（同前）．

　　　　（9）家畜対策

　家畜は穀物を飼料にするので，家畜の飼育は水里災に左右される．牛は漢代以来耕作用等に利用され

てきたが，遊牧民族の托践族は特に牛を重視したように考えられる．運搬用，耕作用，肉用，乳用，皮革

用と極めて有用であったから，北魏王朝はその政策に慎重であって，均田法において，牛耕を含ませ，

家毎に四牛（13）に限った．この有用の牛が時々疫災をうけてた．

　まづ北魏太祖の皇始二年八月に，

　時大疫，人馬牛多死，鱗疫並藝．（太祖紀）．

とあり，疫病流行し，人馬牛が多く死んで，餓疫ともにいたったのである，さらに高祖承明元年（476）

に，

　牛疫死傷大半．（高祖紀上）．

とあり，牛の大半が疫のため死傷した．太和十一年（487）になると，食貨志に，

　大旱京都民飢，加以牛疫，公私闕乏，時有以馬験及豪駝，供駕貌耕載．

とあり，高祖紀（下）によると，春より夏まで早災になったので，京師は大旱による民飢となり，さら

に牛疫が加わって，牛が公私共に欠乏した．そこで馬，駆，棄駝が運搬耕作用に利用されたのである．
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すなわち有用の牛が災害にあい，その数が減少することは王朝にとっても，民間にあってもこまること

であった．

　ところで北魏も衰亡期に入っている世宗朝の永平二年（509）五月に，

　帝以早故，減膳徹懸，禁断屠殺・（世宗紀）・

とあり，こんどは旱災がおこり，食料が少なくなり，飢民は止むを得ず家畜を屠殺することが多いの

で，王朝は有用な家畜を出来るだけ残さんがため，家畜の屠殺を禁じた．

　同年の秋になり，州郡二十六が水災になり，翼定両州は旱鱗になった。ところで十一月に，

　甲申詔，禁屠殺含孕，以為永制．（同前）．

とありて，含孕の牛馬を屠殺することを禁じ，それを永制となすとのことである．さきに五月には屠殺

を禁じたが，その後水災がおこり，屠殺は依然として止まないので，せめて含孕の牛馬は殺さないこと

とし，この詔をくだしたのである．
　ところが，延昌元年（512）一月に水旱災がおこり，二月には州郡十一が大水になり，京師では倉粟

八十万石を出し，四月には，

　詔，以早故，食粟之畜，皆断之．（同前）。

とあり，旱災のため，食粟の畜すなわち牛馬等を皆断つといい，食料事情が極度に切迫したので，この

ような処置になったと考えられる．

　ついで六月になると，

　壬申，樹雨大沿．戊寅，通河南牝馬之禁・（同前）・

とあり，これよりさき二月より五月まで雨が降らなかったが，六月になりようやく降雨があったので，

この記述になったわけで，河南の牝馬を屠殺することを禁ずると云う制を通ずると云うので，すなわち

永平二年十一月のr含孕の牛馬を屠殺することを禁ずる」の制に通ずるものである．

　粛宗の正光三年（522）六月に，
　己巳詔日，朕以沖味，夙纂宝暦，不能抵奉上霊，感延和気，致令炎旱頻歳，喜雨弗沿，………減磨撤

　懸，禁止屠殺．（粛宗紀）．

とあり，旱災に当たり，膳を減じ，楽懸を撤し，かくて家畜の屠殺を禁じた．早災で屠殺が依然として

行なわれたからである．

　北周武帝の保定二年（563）四月に，

　甲辰，禁屠宰，阜故也．（周書5武帝紀上）、

とあり，屠殺をとり行うことを禁じた．阜災の故としている．これも前項と同じ理由によるものであろ

う．

　以上により，水草災がおこり饑饉の状態になると，飢民は有用な家畜を屠殺するので王朝はそれを禁

ずる政策をとった．ただ極度に食料が不足した北魏世宗の延昌一年（512）の阜災には，詔により食粟

の畜をころさせた．もとよりこの詔により，小農民は食粟の畜を殺したとしても，王朝自体，有粟者階

層以上は食粟の畜を温存したであろう、

　　　　⑩　罪人宮人の解放
　水草災にあたり，罪人や宮人を解放することがおこなわれた．これらの人を解放することは，第一は

善政の証であり，第二は小農民の労働力を充足することであった・

　世宗の景明四年（503）四月に，

　今不雨十旬，意者其有冤獄乎．（世宗紀）．

とあり，不雨が百日もつづくのは，無実の罪で獄にある人が，いるからであろうとしている．すなわち

無実の罪で獄にある人があれば，天災になるとのことである・

　また太宗の永興中（409－413）に，

　頻有水旱，詔簡宮人非所当御及執伎巧・自余出賜螺民・（食貨志）・

とあり，しきりに水旱災がおこり，宮人にして，当御する者と，伎術を行う者以外は，鱗民に賜わると

のことで，宮人螺人に喜びを与え，労働力を充足することになる．宮人は罪人ではないが，意に反して

身分を拘束する場合は，罪人と相通ずる点がある・
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　世宗の正始元年（504）六月に早災になり，撤楽減膳が行なわれ，旱災に対して天子の思想が表明さ

れている．

　癸巳詔日，朕以匪徳，政刑多舛，陽写歴旬，京旬枯痒，在予之責，夙脊疾懐，有司可循案旧典，抵行

　六事．（世宗紀）．

とありて，陽早が旬日にわたるのは，天子の責にありとしている．それ故に有司に対して施政について

の反省をうながし，かくして罪人の開放や罪の軽減が行なわれた、すなわち，

　庚子以早見，公卿已下，引替責躬．又録京師見囚，殊死已下皆減一等，鞭杖之坐，悉皆原之、（同前）．

とあり．旱災にあたり，公卿已下きびしくみづからをせめ，京師に現在とらえられている罪人をしら

べ，死罪已下はみな一等を減じ，鞭杖の罪人はことごとくゆるすとのことである・

　また粛宗の正光元年（520）五月半巳に，

　詔日，…一一闇昧多闘，炎旱為災，在予之悦，無忘寝食，今刑獄繁多，囹圄尚積，宜敷仁恵，以済斯

　民，八坐推鞠，見囚務申柾濫．（粛宗紀）．

とあり，ここにも，炎旱により災となるのは，天子の責任で，現在刑獄が多く，ごくやは一ぱいであ

る．だから囚人は柾濫を申せとのことである．

　東魏孝静帝の武定元年（543）三月に，

　高歓入朝，以春冬克旱，請賑窮乏，死罪皆宥之．（天象志1／4）・

とあり，実力者高歓の入朝に際し，去年の冬より今年の春まで充阜であったので，窮之者にめぐみあた

えるとともに，死罪者をみな宥してほしいと要請した．

　また翌武定二年（544）三月に，

　粛術遣使朝貢．以早故，宥死罪以下囚．（孝静紀）．

とあり，早災にあたり，死罪以下の囚人を開放した．

　要するに，水星災がおこるのは，天子の責任であるとする儒教の伝統思想があり，したがって善政の

表現として，罪なき人がとらわれておればその人を解放し，また罪人はつとめて減刑し，それらの人々

を農業生産に復帰させた．宮人の解放は罪人の解放に相通ずるものがあった．つまり水早災にあたり，

専制君主は罪人に対して，善政の証として，また農業の労働力として，免罪権を行使した．

　　　　　　　　　　　　4　　結
　北朝時における水旱災は，種々と災害をおこし，それがはげしくなると饑饉になり，さらには子弟の

売買が行われ，貧窮者は流散し，最悪の状態では餓死するにいたった．それらの災害に対して王朝は，

宮中では減磨撤懸を行い，官人に節約を求め，編民に対しては租税等を免除し，開倉賑恤を行い，その

罹災地に穀物を輸送し，或は他郷への移住をすすめ，また地域の有粟家に穀物の供出をうながし，さら

には山沢を開放し，造酒を禁じ，家畜を屠殺し，罪人や官人を解放した．それらの応急対策はおおむね

r詔」として行われることが多く，とりわけ開倉権は専制君主権の中でとくに重視されて居った．これ

らの政策は，漢民族王朝の伝統をうけつぐものであるが，ただ家畜対策について遊牧民族の特殊性が

見られる．小農民は水早災がおこれば，たちどころにいためつけられ，国家は応急対策を行なうが，そ

れも限界があった．貴族豪族大寺は有粟者として，或る程度水旱災に耐え得るのであって，その保有穀

物は州刺史や郡太守の勧奨によって供出された．

　北朝における水旱災と応急対策をとおして，国家構造をみるとき，結局国家権力は編民に対して税役

を賦課しているので，非常時態の水草災にあたり，大勢として，その応急対策は全面的に責任を負うて

いるわけである．一方編民は水旱災に当り，全面的に国家に依存しているわけで，豪族の存在は副次的

部分的の役割をもっていたものと考える．（末尾に水早災年表を記す予定であったが，紙面の都合で省

略する）．

注

（1）木村正雄氏は，支那倉庫制発達の基礎条件一漢代に於ける水の建設と破壊一史潮第十年第三・四号（1941）に

　おいて，「支部歴史上の三つの災害は政治の怠廃と戦乱（内乱と外寇）及び自然的災害（特に水旱の災）であ

　るということが出来る」とのべられた・

（2）北朝の始期は，北魏の太祖道武帝の登国元年（386）とし，終期は北周の大象2年（580）とした．
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（3）岡崎文夫氏は，「魏晋南北朝通史」（1932）において，北魏時代を分けて，興隆期（1太祖2太宗3世祖），全

　　盛期（4高宗5顕宗6高祖）衰亡期（7世宗8粛宗以後，および東西分裂後）とされているによる．

（4）．宮川尚志氏は，「六朝史研究」（1956）第八章第四節洛陽にて，洛陽伽藍記の京師の戸は十万余戸であるが，東

　　魏天平初の戸口は大変少いことを指摘された・

　　西島定生氏は，古代史講座7（1963），「中国古代奴婢制の再考察」にて，漢代の庶民の人口には奴婢の含まれ

　　ないことを指摘された、

（5）曾我部静雄氏は，「均田法とその税役制度」（1953）第三章南北朝時代の土地税役制度において指摘された，

（6）曾我部静雄氏は，（5）の同書第五章日唐の土地税役制度にて，「復とは，往復の復で，徴用されて力役に往って

　　みたものが，免ぜられて復へることから，復なる文字に力役免除の意味が出来たのである。従って復は決して

　　租税までも免じたものではない．これが漢代になると復除の範囲が広くなって租税免除にまで応用されてる

　　る．」とのべられた．

（7）魏書天象志一ノ三割注に「是年九月州鎮十一水旱，詔免其田租，開倉賑恤。」とあり，すなわち水旱災とし，

　　高祖紀上の水災と異っているが・帝紀の方をとった・

（8）漢代につV’て，平中苓次氏は「中国古代の田制と税法」（1961）第六章漢代の田租と災害による租減免にて，

　　什四免租税，実除減半制が行われたことをのべられた．北朝時代にてはこのような厳密さはなかった、唐代に

　　なるとまた厳密になってくる・

（9）西島定生氏の（4）の論文参照、

　　王仲牽氏は「魏晋南北朝晴初唐史」（1961）第二章第一節世家豪族大地主荘園的形成与部曲佃客制度的発展に

　　て，「従東漢以後，一成為依附農民，所謂　”為諸王公貴人左右佃客，典計，衣食客之類皆無課役〃（晴書食貨

　　志）．”蔭附者，皆無官役’（魏書食貨志）．他椚就与政府不癸隷属関係，他椚的戸籍，附隷於世家豪族戸下，而

　　不成為政府的’編戸斉民’，他偶也不負担政府的課役，とのべて蔭附者が編戸斉民でないとされた．

　　越智重明氏は，「魏晋南朝の政治と社会」（1963）第二篇第三章客戸制にて，「客戸は庶であるけれども主家の

　　家籍に（一応戸籍としての体裁をもったままで）注記されている．とし，第三篇第四軍容戸制にても，それら

　　の点を詳論された．

　　要するに諸家の研究成果の決論として，客戸階層以下の階層は編民でなかったことになる、

00浜口重国氏は，「唐の部曲客女と衣食客との関係」山梨大学学芸学部紀要第一巻（1952）第二節賓客その他，

　　において，魏晋南北朝時代の各種の客には，奴婢類似化という問題の対象として取り上げらる可き客と・然ら

　　ざる客とがあることをのべられた．

⑪　天野元之助氏「中国農業史研究」（1962）にて，第二章第三節小麦において，二麦は宿麦であることを指摘さ

　　れた．

⑬増淵竜夫氏は，「中国古代の社会と国家」（1960）第三篇第一章先秦時代の山蕊藪沢と秦の公田において，古代

　　専制君主の経済的基盤として，山林藪沢の役割を明らかにし，「荘園を民に賦つ」とか，「民に予う」とか，

　　「民に賜う」とか云う場合に，つまりは民に仮することであることをのべられたが，北朝時代の史料から，具

　　体的にそのことを知ることが出来ないが，開放された土地は，早晩税納の対象になったのであろう．

⑬曾我部静雄氏は前掲論文の第三章第七節，限四牛と限止四年，において，四牛説をとっておられる．また堀敏

　　一氏は「北朝の均田法規をめぐる諸問題」東洋文化研究所紀要第二十八冊（1962）にても，四牛説を支持され

　　た．元来四年の意味する内容が明らかでなく，牛は生後四年にして使役が可能になることを考慮すると，その

　　数を制限するところの四牛説を支持するものである．　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上


