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北魏時代の漕運について

佐久間 吉 也

一．まえがき

　後漢末に，曹魏政権が発展する過程において，

黄河にクロスする漕運路が形成され，晴の大運河

の先駆的役割を果たし，総じて曹魏政権は積極的

に漕運路建設に取組んだ。

　西晋時代には洛陽付近の漕運路が改修され，西

晋末より東晋初期にかけて，江潅運河が改修され

また洒水流域系に桓公爵や七壊が形成され，主に

東方における漕運路開発が進められた。（1）

　鮮卑族拓蹟氏によって形成された北魏朝は，劃

期的土地法として均田法を施行し，灌漑について

は積極的であったが，漕運路形成については余り

活発でなく，漕運について問題提起をした時代と

云うことができよう。これまで漕運路に関して，

鄭肇経氏の，　「中国水利史」　（1939）と星斌夫氏

の「大運河」　（1971）において概括的に取り上げ

ているが，未検討の分野が残されている。

　北魏時代の漕運に関して，八件の事件を挙げる

ことができよう。殊に漕運が陸運に対して極めて

有利であるとする論議が具体例をあげて展開され

ていることに注目したい。年次に従って漕運に関

する事件を取り上げ，その歴史的意義を考えてみ

た。なお位置関係については，楊守敬著「水経注

図」（光緒31年1905）をよりどころとした。

論本二

　北魏王朝の興隆期において，その課題は次の詔

に端的にあらわれている。即ち世祖太武帝煮の延

和三年（434）二月の詔に

　朕承統之始，群凶縦逸，四方未賓，所在逆潜，

　蠕嬬陸梁於漠北，鉄弗薙虐於三秦。是以昨食忘

　寝，抵掌扼腕，期在掃清通残，寧済万富。故頻

　年度征有事，西北運輸之役，百姓勤労，廃疾農

　業，遭離水旱，致使生民貧富不均，未得家給人

　足，或有寒窮不能自脂者，朕甚慾焉（魏書巻四

　世祖紀上）。

　と述べており，北辺には蠕蠕や，西北辺に鉄弗族

が跳梁して叛服常なくく2⊃，北辺への運輸が多く，

そのため農民は運輸に従事しなければならず，農

業生産は放置され，その上に水旱災がおこり，寒

菊となり生活できない者が出ているとのことであ

る。北辺の平城（代）に都した北魏朝にとって，

北方民族の跳梁と水旱災は，当然南方からの運搬

が必要であった。

　もっとも北魏朝と北方民族との関係は，単に北

方民族が南侵したと云うことばかりでなく，北魏

朝が積極的に攻撃を加えた場合がある。魏書巻百

三高車伝によると，

　後世祖征蠕蠕，破之而還至漠南，聞高車東部在

　已尼破，人畜甚衆，去官軍千余里，将遣左僕射

　安原等討之。司徒長孫翰尚書令劉潔等，諫世祖

　不聴，乃遣原等井発新附高車，合万騎至干已尼

　破，高車諸部望軍而降者数十万落，獲馬牛羊亦

　百余万，皆徒置漠南千里之地，乗高卓逐水草，

　畜牧蕃息，数年之後漸知粒食，歳致献貢，由是

　国家馬及牛羊遂至干賎，聾皮委積。

　と述べており，已尼破付近の高車数十万落を降

伏せめ｛3），馬牛羊百余万を獲て，それらを漠南に

徒置したというのである。巳尼破の高車族討伐の

時期は，魏書世祖紀（上）によると，神嘉二年（429）

である。ここに労働力と馬牛羊を獲得したことを

示すものである。

　それ故に北辺の各鎮はそれぞれ重要な役割を持

っていたのである。さて北西辺の重鎮である薄骨

律鎮において，太平真君四年（443）に鎮将円雍に

よって灌漑のための渠が形成され四万頃の耕地が

開発されるにいたり，この薄骨律鎮を基地として

さらに北辺の黄河北岸に位置する沃野鎮に穀物を

送ることについて，その方法が論んぜられること

になった。

　沃野鎮の位置について浜口重国氏は「正光四五

年の交に於ける後魏の兵制について」（東洋学報

第23号第2号1935，秦漢晴唐史の研究上巻所収

1966）にて，

　恐らく元和郡県図志巻四関内道天徳軍の条の，

　「沃野故城，在軍城北六十里，即是後魏時之鎮

　従西第一鎮也」なる所伝が正しい位置を示すも

　のであらう。
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　とされ，黄河の北岸で漢代の五原（今日の包頭

付近）の西北方に位置したものと考えられた。

　ところで水経注巻三の本文に，　「叉北過朔方臨

県西」とあり，その注文に

　河水又北，有枝渠東出，謂之銅口，東逞沃野県

　故城南。

とあり，沃野故城は河水の屈曲部のオルドス内に

あり，北上する黄河の東岸にあったことを示して

いる。

　即ちさきに黄河北岸にあったが，其の後オルド

ス内に移ったことを示すものと考える。その時期

に関して，太平簑宇記巻三十六霊州の条に

　按陸恭之風土記云，朔方故城太和十年，改為沃

　野鎮。

　とありて，太和十年（486）に移されたことを示

し，王護氏の漢書地理書砂でも大魏諸州記に「朔

方故城太和十年改為沃野鎮」と述べている。　（北

魏時代要図参照）
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　陸恭之は魏書巻四十に伝があり，代人で魏末に

廷尉卿鎮西将軍に任んぜられており，その記述は

信頼してよいと考える。それ故に沃野鎮は，北魏

前半には黄河北岸に位置したが，太和十年にオル

ドス内の黄河南岸に，移動したことを示すもので

あると考える（4）。

　さて太平真君七年（446）薄骨律鎮将の勾雍が次

の如き見解を上表として述べている。

　奉詔，高平・安定・統万及臣所守四鎮，出車五

　千乗，運屯穀五十万解，付沃野鎮，以供軍糧。

．臣鎮去沃野八百里，道多深沙，軽車来往，猶以

　為難。設令載穀不過二十石，毎渉深沙，必致滞

　陥。又穀在河西，転至沃野，越波大河。計車五

　千乗，運十万解，百余日乃得一返，大廃生民耕

　墾之業，車牛難阻，難可全至，一歳不過二連，

　五十万魁乃経三年（魏書巻三十八巧雍伝）。

　即ち陸運が如何に困難であるかを述べている。

高平・安定・統万および薄骨律鎮の四鏡で車五千

乗を出し，穀五十万斜を運ぶのに三年かかるとの

ことである。さらに詳述しているが薄骨律鎮から

沃野鎮までは八百里あり，途中は深沙の道で難渋

であり，一車二十石として五千乗で十万斜となり

一往復に百日かかり，一年に二往復できるので二

十万解運ぶことができ，五十万餅を運ぶのにざっ

と三年かかると云うのである。車運に当りては人

民と車牛を徴収するから耕作は行われず，車や牛

を損傷し苦労が多いとする。

　なお千乗の車運に人員が何人，牛が何匹必要で
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あるかを記してないが，魏書巻九十五石虎伝によ

ると，石虎が人民を酷使したことについて

　課責征士五人，車一乗・牛二頭・米各十五解・

　絹十匹，諸役調有不弁者，皆以斬論。

　とあり，征士五人に対して車一乗牛二頭がセッ

トになって居ったらしい。それ故に前記の場合に

も，一車につき人員二人以上，牛二頭は必要であ

ったと考えられる。とすれば車五千乗に対して車

夫は一万人以上，牛は一万匹は必要となろう。

　つぎに史料中の「穀在河西，転至沃野，越渡大

河」の条について，河西の地域が，沃野鎮と薄骨

律鎮の位置と関係しているので見過ごすことがで

きない。先述の如く沃野鎮が黄河北岸にあること

が認められれば，大河を越渡すると云うのである

から，穀物は北上する黄河の東側にあると考えら

れる。しかしなぜ黄河の東側を河西と云うのであ

るのかを検討しなければならない。

　普通河西と云えば，涼州を指すことができよ

う。事実晋書巻十四地理志の涼州の条に，

　漢置張抜・酒泉・敦煌・武威郡，其後又置金城

　郡，謂之河西五郡。

　とあり，河西五郡の語が明記されている。とこ

ろで月捲の上表中の河西が涼州であるとすれば，

大河即ち黄河を越えるのであるから，沃野鎮は北

流する黄河の東側即ちオルドス内に存在すること

にならう。

　また単純に黄河の東岸にある富平城と薄骨律鎮

の反対側を河西とした場合，矢張り大河を越渡す

るのであるから沃野鎮はオルドス内に存在するこ

とになろう。涼州をさす場合も，富平城の対岸を

さす場合も，沃野鎮が黄河の北岸にあることと矛

盾するので取ることはできない。

　つまり勾雍の上表中の河西は，中国北西部にお

いて，北上する黄河の東側地域を指しているもの

と考える。管見するところ北魏時代のこの河西の

地名は極めて重要な意義を持っているが，これま

でほとんど検討されなかった。

　さて河西の地名の起源は，河東との対称として

発生したものと考えられよう。春秋時代に秦と晋

との交争において河西の地名がみられ，即ち史記

巻五秦本紀に

　膠公任好九年（前651）…夷吾使人請秦求人菅，

　於是暦公許之．使百里便将兵送夷吾。夷吾謂日

　誠得立，請割菅之河西八城与秦。及至日立，而

　使丞鄭謝秦，背約不与河西城。

　とあり，音の献公が卒した時に，後継者争がお

こり，晋の公族夷吾は秦に救を求めて後継者にな

ることができても，秦に与える約束をした河西八

城を秦に与えなかったとのことで，正義の注は河

西に対して「同華等州地」としており，河東に対

する黄河の向側の同州華州等の地域を指している

ことが明らかである。

　しかしこの河西は次第に使用されなくなったら

しく，漢代にはむしろ涼州を河西として称される

ようになったと考えられ，後漢初めに河西五郡大

将軍の名称がみられる。（5》

　さて北魏王朝創業期には平城（山西省北部）に

都したので，政治勢力の中心地域は現在の山西省

北部にあった。黄河は現在の河曲より南流してい

るから，山西省はいわば河東にあり，黄河の西側

は河西とする観念が生じたのであろう。また春秋

時代に黄河が滑水と合流する付近で称されてきた

河西の名称と融合し，河西の名称が後背地まで拡

大され，西方の北流する黄河の河岸にいたるまで

の地域を包含するにいたり，それ故に河西はオル

ドスや陜西省の清水流域や甘粛省の黄河以東の地

域を広く包含したものと考える。

　さて北魏時代に関して，河西の語が使用されて

いる場合は次の如くである。

（1）什翼健（昭成帝）の建国三十八年（385）に符

　堅が大軍を率えて来侵し，拓蹟軍は陰山の北方

　に逃げ去るにいたり，符堅は黄河の南流を境に

　して，河より以西の人民は劉衛辰に，河より以

　東の人民は劉庫仁に属せしめた。即ち魏書巻九

　十五鉄弗劉虎伝に

　　昭成末，衛辰導符堅来寇南境，王師敗績，堅

　　遂分国民為二部，自河以西属之衛辰，自河以

　　東，属之劉庫仁，諸在燕鳳伝。堅後以衛辰為

　　西単干，督摂河西聯類，屯代来城。慕容永之

　　拠長子，拝衛辰使持節都督河西諸軍事大将軍

　　朔州牧，居朔方。

　　とありて，衛辰は河西諸軍事大将軍に任んぜ

　られている。南流する黄河の西方の地域を支配

　することになり，河西の名称を用いている。

　　なお慕容永が長子に拠ったのは，通鑑巻百六

　によると，音武帝太元十一年（386）で，北魏道

　武帝の登国元年に当っている。即ち通鑑に

　　劉衛辰居朔方，士馬甚盛，後秦主（挑）莫以衛

　　辰為大将軍大単干河西王幽州牧，西燕主（慕

　　容）永以衛辰為大将軍朔州牧。

　　とあり，登国元年（386）に山西省北部の黄河

　の西側地域を河西と称したことは明らかで，河
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　西王という名称が使用されている。く6）

（2）世祖太武帝が統万を平げ秦朧を定めたことに

　ついて，次の如き記述が魏書巻百十食貨志にあ

　る。

　　世祖之平統万定秦朧，以河西水草善，乃以為

　　牧地，畜産滋息，馬至二百余万匹，棄駝将半

　　之，牛羊則無数。

　　この統万討伐は始光四年（427）に匈奴系の赫

　連昌を討伐したのであり（魏書巻四），世祖が平

　定した統万と秦朧は陜西省から甘粛省東部にわ

　たる地方であり，それらの地域を河西と称して

　いるのである。その河西は水草がよくしげり牧

　地となっており，畜産が滋息し，馬二百万匹，

　稟駝（らくだ）百万匹，牛羊無数とのことで，

　北魏朝にとって，なくてはならない地域であっ

　た。

　　高祖が即位してから，黄河の北側即ち河陽を

　牧地としたので，毎歳畜牧を河西より井州に移

　し，それから漸次河陽に移せば，水土に習れる

　から死傷が少ないだろうとのことである。即ち

　食貨志に

　　高祖即位之後，復以河陽為牧地，恒置戎馬十

　　万匹，以擬京師軍警之備。毎歳自河西徒牧於

　　井州，以漸南転，欲其習水土而無死傷也。而

　　河西之牧弥滋莫。正光以後，天下喪乱，遂為

　　群塞所盗掠焉。

　　とあり，河西より畜牧を井州に移すというこ

　とは，距離が近いから容易であったのであり，

　この場合の河西が涼州河西であるとは考えられ

　ない。

（3）世祖太平真君五年（444）薄骨律鎮将円雍が，

　富平県に新渠を形成することを上表した一節に

　　今臣求，人家年正月，於河西，高梁之北八里，

　　河之下五里，平地墾渠，広十五歩深五尺，築

　　其南岸，令高一丈，北行四十里，選入古之高

　　渠（魏書巻三十八巧雍云）。

　　とありて，河西において，これまであった高

　渠の北八里に新渠を作ることを述べており，富

　平県（甘粛省東部で黄河の東岸）一帯を河西の

　語で表している。

　ついで同九年（448）巧雍の上表の一節に，

　　臣鎮所縮河西，愛在辺表，常擢不虞（同前）。

　　とあり，薄母律鎮が河西を統べるというので

　ある。しかし水経注巻二河水の条にて，本文は

　「又北過北地富平県西」とあり，河水は明らか

　に富平県西を北流していることを示す。
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　　注文によると，薄骨律鎮は富平県の北部の河

　渚上にあるとのことで，この鎮は黄河の東岸に

　あることを示している。

（4）世祖太武帝が赫連昌を始光三年（426）から四

　年にかけ七討伐してから，オルドスの河西に敗

　猟に出かけるようになった．魏書巻四世祖紀上

　の神窮元年（428）四月の条に，「壬子西巡，戊午

　田干河西大赦」とあり，通鑑巻百二十一宋紀元

　嘉五年（428）四月の条には「戊午敗干河西大赦」

　とあり，魏書にある田字は通鑑では敗字として

　おり，田字に狩猟の意味があることを示す。な

　お胡注に「此君子津西也」とあり，この君子津

　の西方のオルドス地域で狩猟したことを示し，

　君子津は黄河が屈曲して南流する所にあり，始

　光四年（427）三月に・執金吾の桓貸が橋を造った

　ので容易に代地方（山西省北部）よリオルドス

　に出かけることができるようになった（君子津

　の位置は水経注図第二冊参照）。

　　その後に出猟したのは，魏書帝紀によると，

　「大延二年（436）八月，帝核猟干河西」とあり

　校猟とは木でまがきを作り，禽獣の逃路を防い

　で猟したのである。また太平真君五年（444）八

　月乙丑田於河西」とあり，通鑑巻百二十四の当

　該年月の条には「魏主敗干河西，尚書令古弼留

　守」とあり，さらに魏書巻二十八古弼伝には，

　「世祖大間，将校猟於河西，弼留守」とあり魏

　主世祖は度々オルドス即ち河西に狩猟に出かけ

　たのであり，つまり支配者にとって丁度よい狩

　猟場であった。

　　なお帝は他日平城北方の北山に放し，蘂鹿千

　頭を得たとのことである。高宗帝も河西に敗し

　和平二年（461）三月に井睦州より五千人を徴発

　して河西の猟道を治め，四年（463）八月に河西

　に酸し，従官の殺獲過度をいましめている。高

　祖帝以後河西における敗猟の記述は見られなく

　なった。この場合の河西は平城西方にて黄河の

　対岸に拡がっているオルドス地域を示すもので

　ある。

（5）河西が碑文に記されている場合がある．爺大

　綱氏は「北魏六鎮考」萬貢半月刊第一巻第十二

　期（1934）において，　「薄骨律高平則称河西二

　鎮」　（見干景墓志）」と記して，この二鎮は北鎮

　と別であることを述べている。ところで漢魏南

　北朝墓誌集釈第四冊の干景墓誌によると，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママママ　　至延昌中朝廷召，河西二鎮国之蕃屏，捻祓率

　　戎塞帰英桀，遂除君為寧朔将軍薄青律高平二
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　　鎮大将。

　　とあり，薄骨律鎮と高平鎮が河西二鎮で国の

　蕃屏であるとしていて，ちなみにこの二鎮は誌

　粛省東部に属している。

⑤　河西がよ粛省東部の天水部付近を指している

　場合がある。北周の有名な文人痩信の詩序なら

　びに詩中に用いられている。清水上流南崖にあ

　る麦積崖に関して文苑栄華巻七百八十五の「秦

　州天水郡麦積崖、ム舗銘序」に「麦積崖者乃朧底

　之名山，河西之霊岳」とあり，即ち麦積山は河

　西の霊岳としている。

　　またその詩の一節に

　　山楼石柱，異嶺共雲，同峯別雨，翼成余浴，

　　河西旧風，水声幽咽，山路畦胴，法雲常住。（7）

　　とあり，詩中にも河西の名称が用いられてお

　り，北魏時代にもこの地域を河西と称したので

　あろう。

　それ故に（1）～（6）まで，河西の名称で包含されて

きた地名は，オルドス西部，統万，秦朧，薄iJ律

鎮及びその付近，高平鎮，麦積崖付近である。つ

まりいわゆる河東に対する地域としての河西では

なく，むしろその禽高地である陜西省と」粛省東

部と，新たに意識されたオルドスに対して用いら

れている。

　他方やはり涼州を，河西と称している場合があ

る。　「太延二年（436）閏月乙丑，河西王沮渠牧庭

造使朝貢」（魏書巻四上）とあり，涼州の支配者

に河西王の称号を用いている。世阻は太延五年

（439）に涼州討伐を議した時，李順等は「涼州乏

水草，不宜遠征」　（魏書巻三十六李順風）と述べ

て反対し，崔浩は「漢書地理志祢，涼州之蕾為天

下之饒，若無水車回以畜牧」　（魏書巻三十五崔浩

伝）と称して討伐に賛成し，同年八月世丑は姑域

に至り沮渠牧鍵の討伐に当り，涼州は水草が豊か

であることを認めている。つまり世祖は，天延五

年（439）より以前に，実際に涼州の河西に行った

ことはないのである。それ故に太延五年以前に度

々狩猟に出かけた河西はオルドスの河西であるこ

とを示し，されば（1）～（6）までの河西の地域は，オ

ルドス，陜西省，甘粛省東部を包含するのであ

る。従って魏書巻三十八月雍云中の「又穀在河西，

転至沃野，越波大河」の河西は，甘粛省東部にて

北流する黄河の東皆地域を指すものである。

　さて北方民族との対決に当り，月雍は黄河北西

側に位置する沃野鎮に対して漕運の必要性を論じ

次の如く述べている。

　今求於牽屯山河水之次，造船二百艘，二船為一

　紡，一肪（8）勝穀二千解，一統十人須千人。臣

　鎮内之兵，率皆習水，一連二十万餅，方舟順流

　五日而至，自沃野牽上十日，還到合六十日，得

　一返。従三月至九月，三返運送，六十万解。計

　用人功，軽於車運，十倍有余，不費牛力，又不

　廃田（魏書巻三十八勾雍云）。

　即ち船二百艘を用意すれぱ二艘を一紡とし，一

紡に二千斜をのせ，一紡に十人必要とし，百肪で

千人必要である。百紡で一連して二十万解運ぶこ

とができ，しかも下るに五日間，遡るに十日間で

休息や荷積み荷下しを加えて六十日で一往復でき

る。それ故に三月から九月まで三往復し六十万斜

を運ぶことができる計算である。車運の場合は，

五千乗で一年二往復して二十万解だけしか運搬で

きないことを比絞すれば，雲泥の差である。

　世祖はさらに詔を下し，勾雍を賞揚して次の如

く述べている。

　知欲造船運穀，一冬即成。大省民力，既不費牛，

　又不廃田，甚善。非但一運，自可永以為式令。

　別下読万鎮，出兵以供運穀，卿鎮可出百兵為船

　工。壼可専廃千人，須遣船匠。猶須卿指授，未

　可専主也。諸有益国利民，如此者続復以聞（同

　前）。

　即ら船による運穀ができれば，民力を省き牛を

飲用しないので耕田を廃することもないから，長

く「式令」となすべきであるとする。尚統万鎮か

ら兵を出して運穀に当らせ，薄甘律鎮から百人を

出して船工とし，中央から船匠を出すとのことで

具体案を示している。

　それが実際にどのように実施されたかについて

はコ述するところがない。太平真君十年（449）に

司公威が築かれ穀物を確保し辺防を堅固にしたと

のことで，同年三月に詔して

　卿深思遠慮，憂勤尽忠，知城已周，詑辺境無不

　虞之憂，千載有永周之固，朕甚嘉焉（同前）。

　と述べてあり，その功績を賞している。諸般の

事情からみて薄絹律鎮から沃野鎮まで穀物の輸送

が幾分かは行われたのであろう。（9）

　北魏朝の全盛時代は宋朝との折衝がはげしくな

り，軍隊は水江名に沿うて南下したので，その水路

を検討してみよう。

　顕祖天安元年（466）九月（宋田明帝泰始二年）

に宋朝の司州刺史常珍奇は懸瓠をもって，徐州刺

史醇安都は彰菰をもって北魏に内属したので，宋

朝は張永・沈依之を遣わし安都等を討つべく北上
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させた。懸瓠は汝水のほとりの要地であり，彰城

は洒水のほとりの要地であった。

　そこで北魏朝は尉元等をつかわし南下させた。

即ち

　詔北部尚書尉元，亥，、鎮南将軍都督諸軍事，鎮東

　将軍城陽公孔伯蘇為副，出東道救彰城。殿中尚

　書鎮西大将軍西河公元石，都督荊予南雍州詰軍

　事給事中京兆張窮奇為副，出西道救懸瓠（魏書

　巻六顕祖紀）。

　と述べてあり，東道と西道に分れて南下し，東

道は彰城の救援であるから酒水を南下し，西道は

懸瓠を救うのであるから，汝水を南下したのであ

る。

　この時に代人の尉元は上表して

　彰城倉塵虚浮，人有飢食，求運真相済寛四州粟，

　取張永所棄船九百艘，沿清運致，可以済救新民。

　顕祖従之（魏書巻五十尉元云）。

　と述べており，その時彰城は穀物がなく，降将

醇安都の率える新民は饑饉の状態にあり，北方の

翼相済克四州の粟を運ぶべきで，宋朝撮永の棄て

残した船九百艘をもって清水に沿うて南下し，徐

州の新民を救済すべきであるとする。　「沿清」の

清は清水であるが，清水は東部地域にてニヵ所存

している。一つは鍾野沢より黄河に北流する清水

であり，次は酒水の別称としての清水であり，そ

の理由は後述する。ともかく黄河より清水に入り

て鉋野沢にいたり，それより桓公溝をへて，酒水

（清水）に入り，酒水を南下して徐州（彰城）に

達する水路を利用すべぎことを上表している。こ

の水運路は晋代に開かれた桓公簿を利用するもの

で，北魏時代にも京洛として重要な水路であった

ことを示している。（10）

　高祖即位後，太和十七年（493）八月に，高祖は

南伐にことよせて，平城（代都）を発して南下し

九月に洛陽に達し遷都を宣言した。

　翌太和十八年十二月に洛陽を発して南巡し，泗

水より北上して黄河に達し，流を派りて洛陽に帰

ろうとして，十九年四月に碕傲に達した。しかる

に黄河は急峻であったので，成滝は顛覆を恐れて

黄河遡行を止めるよう進言した。この時帝は

　朕恒代，無運置之路，故京邑民貧。今移都伊洛，

　欲通運四方，而黄河急峻，人皆難渉，我囚有此

　行，必須急流，所以開百姓之心，知卿至誠，而

　今者不得相調（魏書巻七十九成滝云）。

　と述べ，代部は漕運の便がなかったから京邑の

人々は貧しかったので，都を伊洛水のほとりに移
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し運を四方に通ぜんとしている。黄河の流が急峻

であるからといって躊躇することはできない。必

ず急流を乗り切って人々の心を開かなければなら

ないとし，己の意志を決然として宣言した。従っ

て漕運の便は，代邪より洛陽に遷都した一理由と

して重要であることを示している。

　さて南巡した際に通過した要所は，懸瓠，八公

山，滑台，石済（魏書高祖紀下）であり，このコ

ースは汝水を利用して南下して，准水に達してい

る。八公山は寿春の近くにあり，寿春より東して

鐘維をへて准陰に至った。長江に行こうとしたが

果たさず使をつかわし斎朝の蒲鷺をなじったとい

う。帰路は泗水を遡り下郵・彰威をへて小テ市に達

し，それより暇丘にいたり，岱丘に祠し，魯城に

いたり親しく孔子廟に参詣し，黄河沿岸の碕傲に

至っている。魯威より碕傲に至るまでの行程は記

述されてないが，水経注図によると沫水・洗水・

洪水・清水の水路を利用したものと思われる。碕

傲より黄河をさかのぼり，滑台・石済をへて洛水

に入り帰京したのである。なお彰城にて，徐州予

州の運漕の士に対して租賦三カ年分を免除した
（高祖紀下）。

　ついで高祖は南方水路について，留守の任にあ

った鎮南将軍侍中少傅李沖に対して次の如く述べ

ている。

　朕欲従此通渠於洛，南伐之日，何容不従此入洛。

　従潜入河，従河入沐，従注入清，以至准。下船

　而戦，猶開戸而闘，此乃軍之大計，今溝渠若須

　二万人以下，六十日有成者，宜以漸修之（魏書

　巻五十三李沖伝）。

　とあり，南進の水運路整備について述べてい

る。即ち先づ潜水を開修し，洛水より河に入り，

河より汗水に入り，添水より清水（洒水）に入り

酒水をへて潅水に達することができるとする。

　この場合の清水は鐘野沢より北流して黄河に流

入する清水ではなく，添水（水経注では涙水とす

る）が東流し，孟諸沢に入り，この沢より獲水が

東流し，獲水の分流に泡水があり，泡水の別名を

清水と称し，清水は？市にて酒水に合流する。

　即ら水経注巻二十五酒水の条の本文に「又東通

浦県東」とあり，その注文に

　王智深宋史云，宋太尉劉義恭於彰城，遣軍主稽

　玄敬，北至城硯侯魏軍，魏軍於清西，望見玄敬

　士衆，魏南康侯杜道傷引趣泡橋，浦県民逆焼泡

　橋，又於林中打鼓，僑謂宋軍大至，争渡泡水，

　水深酷寒，凍溺死者冶半，清水即泡水別名也。
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　　とあり，この史料にて「魏軍於清西」とは酒水

　を清水と称した証とすることができよう。また泡

　水の別名を清水と称し，泗水にその清水が流入し

　たので，それより下流は，清水と称したのであろ

　　う。

　　通鑑巻百七十二，太建十年（578）の条にて，胡

　注に「野道元日，清水即酒水之別名」と述べてい

　る。この記述そのままを現行の本経注に見ること

　は出来ないが，前述の箇所からこのような記述と

　なったのであらう。

　　つまり水運烙を整備するために，潜水・黄河・

　注水（下流は獲水）・清水（酒水）の諸河川を改

　修するために，二万人を使役すれば六十日かかる

　とのことである。但しこの工事が施行されたとい

　う記述はないが，世宗朝の景明三年（502）に，沐

　察二渠を修めんとするの議がおこり，添水を沐渠

　と称しているところをみると，添水には一応工事

　が施かされたのであろう。

　　なおこれよりさき太和五年（481）醇虎子が彰城

　填将徐州刺史に任んぜられ，その上表に「徐州左

　右水陸壌沃，清沐通流，足盈激灌，矢中良田十万

　唄（魏書巻四十四醇虎子鼠）」とあり，清水沐水が

　徐州付近を流れているといい，清水は洒水に外な

　らない。注水が酒水に流入して徐州付近を灌漑し

　ていることを示すものである。

　　次に洛陽より郭への水運酪として白滝が使用困

　難の状態にあることを示す事件があった。太和十

　九年（495）五月に高祖が南伐より帰ると，鄭に行

　くことになり，その時の準備について，魏書巻六

　十二高道悦伝に

　　時宮極初基，廟庫未構，車駕将水路幸郭。巳詔
●

　　都水，回営構之材，以造舟織ム

　　とあり，宮殿廟庫ができていないのに，水路に

　よって郭に行くために，都水使者に命じて営構の

　材料をまわして舟織を造らせようとしたので，諌

　議大夫・兼御史中尉高道悦は，次の如き諫言をし

　た。

　　今乃修繕舟織，更為非務，公私回憧，倉深怪

　　愕，又欲御混竜舟，経由石済。其沿河挽道，久

　　以荒蕪，舟織之人，素不便習（同前）。

　　と述べており，舟織を修繕することは是非しな

　ければならぬことではなく，また石済経由の「沿

　河挽道」は荒れはてており，その上舟織の人は便

　習してないとする。　「沿河挽道」とは，石済付近

　にて洪水河口より入ることのできる白滝による水

　運路を指すものと考える。それはかって曹操は北

上するために白滝を形成し，さらに利漕渠を形成

し，濁潭水に達し郭にいたるコースを設定したか

らである。なお黄河についてはさきに南巡からの

帰途に遡行しており，荒蕪と云うごとき表現とは

関係がない。　「沿河挽道」と称したのは白滝が黄

河に沿うて東北行し，挽き舟の方法が取られたか

らであろう。

　ともかく九月に陸烙によって郭にいたりて，旧

墓に参り，名直相州刺史高間を訪問した。つまり

白滝の水運路は荒蕪の状熊にあったことを示すも

のである。

　次に洛陽都城の一環として，太和二十年（496）

九月に洛水より穀水に入る水運路を開発した。高

祖紀（下）に

　丁亥，将通洛水穀，帝親臨観。

とあり，簡略な記述である。潜水より催師県の南

を遡り，穀水にいたる水運路を開修し，帝が親し

く臨観したとのことである。

　次いで世ボ朝の景明二年（502）三月には青斉徐

売四州が大畿になり，民の死者万余口とのことで

あり，九月には畿内夫五万五千人を発して京師三

百二十三坊を築き四旬で工事を止めた（魏書世宗

紀）。このバ崔亮は度支尚書に任んぜられ御史中尉

を領し，沐察二渠を改修せんことを提議した。魏

書巻六十六崔亮隊によると，

　又営京邑，費用甚広，亮在良支，別立条格，歳

　省億計，又議修沐察二渠，以通辺運，公私頼焉。

　と述べており，洛邑経営に当り度支尚書として

計費を節約し，また沐察二渠を修め辺運に通じ，

公私の利用に資せんことを議したという。ただし

直接的に改修を行ったという記述はない。

　’なお沐渠とは水経注巻二十三陰溝水・仮水・獲

水の系統の水流であり，酒水に流入している。晴

代には添水の南側に略平行して通済渠が形成さ

れ，また唐宋時代に南北朝時代の注水を古添水と

称した。〔11｝

　察渠は魏書地形志の陳留郡俊儀県の条に察渠の

あることを記している。晴書地理志中の俊義県の

条に通済渠と薬水の存在を示す。また元和郡県図

志巻八陳州太康県の条にて

　察水西北沐州尉氏界流入，渦水首受薬水東流経

　県北。

と述べており，薬水の存在を示す。

　現行の水経注には，本文注文ともに察水の名称

がなく，渠水または沙水の名称があり，これが察

水に当り，通鑑巻七十の注文に
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　水経…察河自陳留湊儀東南流而入於頴，頴水出

　頴川陽城県少室山，東南流至新陽，与薬河合，

　又東南至慎県東南，入干准。

　と述べており，察河の名称をあげている。察水

察河渠水沙水は同一の河川を指している。察水を

南下し頴水に入り，頴水を下り潅水に達すること

ができ，竣儀より寿春に至る最短コースである。

　沐察二葉が実際に改修されたかどうかに関して

本経注巻二十二渠水の本文に「其一者東南過疎県

北」とあり，その注文に

　王騒音書地道記云，城北有故沙，名之為死沙，

　而今水流津通，漕運所由莫。

　とあり，漕運が行われたことを示している。水

経注の著者謬道元は粛宗朝の孝昌三年（527）に殺

したとされているのであるから，（12）魏朝末期に

察水は漕運に利用されていたものと考える。それ

故に察水は改修が行われたのであろう。

　やがて景明四年（503）に大軍が南下するにいた

り，魏書巻八世実紀に

　五月丙戌発翼定瀟相弁済六州二万人馬千疋増配

　寿春。

　と述べており，二万の兵が南下しており，馬数

については，魏書巻十九中の任城王澄伝にては馬

千五百匹とし，通鑑も千五百匹としている。なお

澄伝には先兵三万がその指揮下に入って居ること

が記されて居り，合せて五万の兵が澄の指揮下に

入ったのである。このような大軍の南下は，察水

の改修を前提にしてこそ可能であったと考えられ

る。

　次ぎに正始四年（507）に河東の塩池より永豊渠

が形成され，民も其の利に頼ったとのことである。

　これより先き，景明元年（500）に塩禁を弛めた

のである。御史中尉甑珠の表の一節に

　今県官郭護河東塩池而収其利，是専奉口腹而不

　及四体也。蓋天下富有四海，何患於貧，乞弛塩

　禁，与民共之（通鑑巻百四十六，天監五年＜50

　6＞）。

　と述べてあり，彰城玉総や刑轡の反対もあった

が帝はこの意見に従って塩禁を弛めた。これが景

明元年に行われたとするのは，通鑑胡注によると

　珠議既行於景明初年。

　と述べており，また通鑑巻百四十五梁紀天監二

年（503）の胡注には，通鑑正文は其の事を逸して

いるが，通鑑目録にて取り上げたとしている。

　尚その根拠は魏書券六十八甑珠伝によると，

　世宗践祚，以珠為中散大夫，兼御史中尉，転通

1971－11

　直散騎常侍，伍兼中尉，珠表日。

として，世宗践祚の時即ち景明元年に塩禁を弛め

ることを上表していることによったのであろう。

　景明四年（503）七月になり，魏書世宗紀にて

　庚午詔，還収塩池利以入公。

　とあり，ここに塩池の禁が行われることになっ

た。通鑑巻百四十五天監二年（503）七月の条にて

は

　魏既罷塩池之禁，而其利者為富強所奪，庚午復

　収塩池利入公。

　と述べており，さきに塩池の禁を弛めてから，

其利益が小農民に及ばず豪族に占有されたからで

あるとする。

　ところが正始三年（506）四月に「罷塩池禁（魏

書世家紀）」とあり，また塩池禁をやめることにな

ったが，その理由は記すところがない。かくして

正始四年に塩池より西方の黄河に向って永豊渠が

形成されることになった。魏書や通鑑に配すると

ころがなく，方輿紀要巻四十一解州の銚退水の条

に

　州北十五里，即永豊渠也，自安邑県流入，又西

　入臨晋県界，宋国史天聖五年，詔陳西漕一脩永豊

　渠。自伝魏正始四年，都水板尉元清，引中条山

　下平坑水為楽，西入黄河，以運塩，名目永豊，

　周斉間廃，晴大業中，都水監挑逞湊渠，自陣郊

　西入解県，民頼其利，唐末湮没。

　と述べており，魏の都水校尉元清によって正始

四年に永豊渠が形成され，塩の運搬に用いられ，

民も其利に頼ったとのことである。

　次いで粛宗の煕平中（516・517）に紡頭堰を改

修し，鉄柱を主とし木石も参用したとのことであ

る。後漢末に曹操は建安九年に紡頭堰を形成し，　’

洪水を北東に導いて白溝に導入して漕運路を形成

した。

　しかし何時しか，栃頭堰が使用困難になってお

り，その時期に関して，水経注巻九洪水の条に

　是以底誰征銀賦日，後背洪紡巨堰，深渠，毎堤者

　也，自後遂廃（水経注疏本）。

　とあって猛誰の賦に坊頭堰が廃されたことを述

べている。盧誰は晋書巻四十四によると，苑陽琢

の名家出身で，永和六年（350）に六十七才で残し

ているから，東晋初期永和六年以前に栃頭堰は廃

されていたことを示している。

　さぎに述べた如く，太和十九年（495）五月に高

祖は郭に行くに，白溝の漕運路によることができ

ず陸路によった。
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　ところが延昌四年六月に翼州に大乗の乱がおこ

り，翌煕平元年四月には翼州が畿腫になり，同二

年正月に大乗余賊が結聚して濠州を攻める事件が

あり，．（13）北辺への漕運路開発が要請されたので

あろう。

　かくして栃頭堰が改修されるに至った。水経注

巻九洪水の条に

　魏煕平中，復通之，故渠歴栃城北，東出今漬。

　破故堰，其堰悉鉄柱，木石参用。其故濱南蓬栃

　城西，又南分為二水，一水南注清水，水流上下，

　更相通注，河清水盛，北入故渠，自此始莫。

　とあり，その概要が記されている。かくして白

溝使用が可能になったのであらう。なお清水（西

方より白滝に流入する）・黄河の水が盛んな時に

は，故渠に導入され，故渠は蓄水の役割を果たし

た。

　次に粛宗の正光中，徐州の沐水路の転換が行わ

れ，その工事監督者は蒲宝貨である。彼は斉朝五

代薫鶯（明帝）の第六子で，梁朝が成立するや北

魏に降伏し，景明四年（503）に使持節都督東揚南

徐斎三州諸軍事，鎮東将軍揚州刺史丹陽郡開国公

斉王に除せられた。やがて永平四年（511）梁朝の

蒲衛（武帝）は康絢をつかわし潅水の浮山におい

て堰をつくり，揚州徐州に灌せんとしたとき，宝

責は浮山の堰の上流に新葉をつく水量を導入して

危機をのがれた。

　即ち魏書巻五十九蒲宝貨伝に

　煕平初，賊堰既成，潅水濫溢，将為揚徐之患，

　宝負於堰上，更竪新渠引注准，沢水乃小減。

　と述べてあり，宝負は治水技術を了解していた

のであろう。

　神亀中に，宝費は都督徐南寛二州諸軍事車騎将

軍徐州刺史に任んぜられており，添水の河道転換

の工事を監督した。水経注巻二十六沐水の条に

　魏正光中，斉王之鎮徐州也，立大掲邊水西流，

　両濱之会，置城防之，日曲沐戌，自掲流三十里，

　西注沐水旧濱，謂之新桑，旧濱厚丘西南出，左

　会新渠。

　と述べており，大場の造築して水流を西流せし

めること三十里とのことで，大場の南に曲浦戌を

営み新渠に臨ませた。宝費は正光二年（521）には

車騎大将軍尚書左僕射になっているので，この工

事は正光二年以前に行われたことになるが，しか

し水経注にては正光中としているので正光一年か

もしくは二年に行われたことになる。

　なお新渠形成の目的は何等記述するところがな

いが，予測するに沐水旧漬の水路が自然に渋滞し

南方の分流に流出する水量が多くなり，添水本流

により酒水に流入する水量が少くなったからであ

ろうか。

　また粛宗朝に再び漕運が陸運より有利であるこ

とが三門都将醇欽によってなされた。三門とは黄

河の砥柱の険の難所で，水経注巻四河水の条に

　砥柱山名也，昔萬治洪水，山陵当水者襲之，故

　破山以通河，河水分流，包山而過，山見水中，

　若柱然，故砥柱也。三穿既水決，水流疎分，指

　状表目，亦謂之三門莫。

　とあり，河中に山があり柱のようにつつ立って

おり，三所穿ちて水を流しているので三門と云う

とのことである。しかも砥柱より五戸までの間，

練石傑出し激湍となっていて，舟運の大難所であ

った。前漢時代に楊焉，魏代に病慈，晋代に楽世

がそれぞれ修治しているが，容易に解決しなかっ

た。

　この三門を警護する三門都将醇欽が，漕運有利

論を上言し，その詳細について魏書食貨志に記述

されているが，管見するところこれまで未検討の

分野であった。

　まづ陸運について

A　計京西水次，沿華二州，恒農河北河東正平平

　陽五郡，年常綿絹及貨麻皆析公物，雇車牛送京，

　道険人徹，費公損私。

　と述べており，洛陽の西方にて漕運の便のある

所の扮州華州および恒農・河北・河東・正平・平

陽の五郡より調としての綿絹及び麻を送るのに公

物をさいて車や牛を雇い陸運すれば，道がけわし

く人はつかれはてるとのことである。

　陸運の具体的な計画は次の如く述べている。

B　略計華州一車，官酬絹八匹三丈九尺，別私民

　雇価布六十匹，河東一車官酬絹五匹二丈，別方

　私民雇価布五十匹，自余州郡，錐未練多少推之，

　遠近応不減此。

　と述べてあり，華州（陜西省）の場合に，一車

の官酬絹八匹三丈九尺と，私民雇価布六十匹かか

るとのことである。河東（山西省）の場合に，一

車の官酬絹五匹三丈と，私民雇価布五十匹かかる

のである。なお一車の官酬絹には，Aによると車

・牛を雇うと云うのであるから，車と牛の分が入

っているとしなければならない。

　次に調を運ぶための船（調用船）を造る場合の

費用の算出が記されている。

C　今求車取雇絹三匹，市材造船，不労採研，計
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　船一艘，挙十三車，車取三匹，含有三十九匹，

　雇作手井匠，及船上雑具食直，足以成船，計一

　船剰絹七十八匹布七百八十匹。

　即ち一車の雇絹三匹とは牛を含まない車だけの

雇料である。十三車分として三十九匹で船一艘で

き上るとのことで，材料を買い，作手と匠をやと

い，船上の雑具や食料を充足でき，剰絹七十八四

布七百八十匹とのことである。

　剰絹布の算出については，一車の官酬絹は八匹

三丈九尺で，十三車分で百十六匹二丈七尺となり

造船費及び雑費を含めて三十九匹かかり，残りが

七十七匹二丈七尺であるが，概算七十八匹とした

のである。また私民雇価が日車につぎ布六十匹で

十三草分として七百八十匹となり，すべて剰布と

なる。十三車という車数は一船に登載できる量は

十三車分に相当するからであろう。

　次に租車の場合の計算が記されている。

D　文相車一一乗，官格四十解成載，私民雇価・遠

　者五斗布一匹，近者一石布一匹。準其私費，遠

　者八十匹1近者四十匹。

　即ち「官格四十斜成載」とは官の規定として一

軍の積載量が四十斜とのことである。　「私民雇価

遠者五斗布一匹」とは，私民雇価は遠い場合に，

穀五斗につき布一匹と云うのであり，したがって

近い場合は穀一石につき布一匹となり，遠い場合

は近い場合の半分の量で同じ雇価料となる。

　さらに「一章布遠音八十匹」とは一車に穀四十

解載せるのであるから，遠い場合に穀五斗につき

布一匹の割合として，四十餅で八十匹必要にな

る。また近い場合に同じ考え方で，穀一石につき

布一匹の割合であるから四十匹必要になる。

　なお通典巻十，食貨十漕運の条で，やはり醇欽

の上言中に「一乗官格二十糾」と記してあり，ま

た九章算術巻六均輸の条にて，均輸の問題の解答

中に一章に二十五斜の積載量とのことである。従

って一車の積載量が二十魁または二十五斜の場合

も存在したのであろう。しかし二十斜や二十五斜

では，遠者八十匹や近老四十匹と計算が合わな

い。それ故に魏書食貨志の記述の如くに一車につ

き四十餅の積載でよいと考える。

　租を運ぶための船（租用船）を造る場合は

E　造船一艘，計挙七百石，準其雇価，有一千四

　百匹，今取布三百匹，造船一艘並船上覆治雑事

　計一船有刺布一千一百匹。

　と述べており，一艘が租穀七百石積載できると

のことで，車運で遠い場合は五斗につき布一匹で

1971－11

あるから，七百石では一千四百匹必要になり，近

い場合は一石につき一匹であるから七百匹となり

この場合は遠い場合を例として，造船と船上の覆

治雑事に布三百匹かかるのであるから，残りが一

千一百匹となる。

　さらに醇欽は造船について

　又其造船之処，皆須鋸材人功，井削船菰，依功

　多少，即給当州郡門兵，不仮更召。

　とあり，造船にあたり，鋸材と船茄けづりは仕

事の多少にかかわらず三門兵を給するから更召は

しないとする。

　沿州や華州から租・調運船が黄河をくだり・洛

陽の倉庫にいたるまで次の如く述べている．

F　沿州有租調之処，去湯不過百里・華州去河不

　満六十，並令計程依旧酬，送船所，船之所運，

　唯達濡破，其陸路従濡破至倉庫，調一車雇絹一

　匹，租一車布五匹，則於公私為便（百柄本）。

　と述べてあり，沿州では租調の蒐集場所が沿水

を去ること百里で，華州の場合は河を去ること六

十里とのことで，それぞれ旧酬価で船所に送り，

沿州の場合は沿水・黄河を下り・華州の場合は黄

河を下り，ともに濡破（14）G彊典も濡破とする）

に達し，濡彼より陸路で倉庫まで運び，調の場合

は一章につき雇絹一匹，租の場合は一箪につき雇

布五匹必要とのことである。

　以上の上言に対して種々意見があり，やはり魏

書食貨志に記されている。

　まづ尚書郎中東元旭は賛意を表わし

　今校醇欽之説，錐跡験未彰，而指況甚善、所云

　以船代車，是策之長者。

　と述べており，まだ効果は明らかでないが，方

向として甚だ良く，船をもって車に代わることは

策としてよろしいとする。

　しかし次の如き批判と意見を出している。

　若以三門兵造舟，便為闘彼防禦，無容全依。宜

　令取雇車之物，市材執作，及倉庫所損，悉以営

　弁。七月之始，十月初旬，令州郡綱典，各相調

　干将所，然後付之，十車之中，留車士四人，佐

　其守護粟吊。上船之日，随運至京，将共監慎・

　如有耗椙，其倍徴，河中散失，専帰運司。輸京

　之時，聴其即納，不得雑合，違失常体，必使量

　上数下，謹其受入，自余一如其例。計底柱之難

　号為天険，迅驚千里，未易其功，然既陳便利，

　無容輯押，若効充其説，則附例酬庸，如其不験，

　微填所損，今始開拐，不可懸生滅折。且依請営

　立，一年之後，須知藏費，歳遣御史，校其虚実，
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　脱省乖越，別更裁量（百柄本）。

　その内容を分節してみると次の如くである。

（1）若し三門兵をもって舟を造れば，その防禦を

　欠くからよるべきではない。よろしく雇車の分

　をとりて，材料を買って製作せしめ，倉庫の用

　いる所にまで及び，ことごとく営弁ぜよ。

（2）七月始めより十月初旬までの間，州郡の綱典

　に対して，おのおの租調は将所（すべる所）に

　おいて，それらをゆだね，十車の中から車士四

　人を留め，其の粟畠を守護することを助けさせ

　る。

（3）上船の日になり，運に随って京に至り，もつ

　て監慎を共にし，耗損あれば倍徴し，河上の敏

　失はもっぱら運司に帰し，京に輸するの時その

　即納をゆるし，まぜあわせることはできない。

　常体を失すれば上を量り下を数え，其の受入れ

　をつつしみ，自余の一切はその例の如くする。

（4）底柱は天険であり，迅驚千里であるが，その

　成功は容易でない。しかしすでに便利を陳して

　いるのであるから抑うべきではない。若し其の

　説を効果あらしめば，例によって庸にむくい，

　もしその効果がなければ損ずる所を徴填し，今

　開始して減折をそのままにしておくことはでき

　ない。

（5）　また営立を請い，一年の後すべからく磁費を

　知り，毎年御史をつかわし，その虚実をしらべ

　もし乖越あれば別にさらに裁量しよう。

　主張の特徴をあげると，三門兵を造船に使うこ

とは防禦をおろそかにするからよろしくない。漕

運途中粟吊の監視を十分にし，河上の飲失は運司

に帰する。底柱の難は天険であるけれども漕運を

抑うべきでないとする。

　次に尚書崔休は賛意を表し次の如くである。

　舟車省益，理建相懸，水陸難易，力用不等，昔
　　　　　　　ママ　添東州，親逞□験斯損益，不可同年而論。請諸

　通水運之処，皆宜率同此式，縦復五百三百里，

　車運水次，校計利饒，猶為不少，其欽所列州郡，

　如請興造。東路諸州，皆先通水運，今年租調，

　黍用舟織，若船数省闘，且賃仮充事，比之蹴車，

　交成息耗。其先未通流，宜遣検行，閑月修治，

　使理有可通，必無塑滞，如此則発召匪多，為益

　実広，一雨楚労，久安永逸。

　漕運が陸運に比べて大変有利であることを重ね

重ね主張している。分節してその意味を述べれば

次の如くである。

（1）舟と車とでは益すとへらすとであり，理とし

　て実に相懸絶し，水上と陸上の難易は力の用い

　方が等しくない。昔東州の任にあり，親しく損

　益を経験しており，一色たんにすべきでない。

（2）水運を通ずる処に請うて，皆よろしく率ね此

　式に同じくすべきである。たとえまた五百里三

　百里であっても，車で水次まで運べば，利益を

　うること少くない。醇欽の列するところの州郡

　は舟を造ることを請う如くせよ。

（3）東路諸州は皆先きに水運を通じ，今年の租調

　は舟を用い，船の数が少なければ賃借りしてで

　も数をみたし，それでも車をやとうのと比べれ

　ば，増えると減るとの差である。

（4）まだ通流しないところは，よろしく検行を遣

　わし，閑月修治せしむべきである。できるだげ

　通ずべきで，滞ってはいけない。このようにす

　れば徴召が多からず，益をますこと実に広く，

　一度しばらく労すれば久安永逸である。

　なお東路諸州はおおむね水運を通じていること

を示している。

　また当時の実力者とも云うべぎ高陽王雍と李崇■

の意見は次の如くである。

　運漕之利，今古枚岡，舟車息耗，実相殊絶。欽

　之所列，関西而巳，若域内同行，是為公私巨益。

　謹輯参量，偏如前計，庶徴召有減，労止小康。

　若此請蒙遂，必須溶血通流，即求開興修築，或

　先以開治，或古鋤の在旧事，可因用功差易。此

　冬月令疎通，威詫比春水之時，使運漕無滞。

　その意味を分節すれば次の如くである。

（1）運漕の利は古今同じく，舟と車とでは増える

　と減るとで相懸絶する。

（2）醇欽の列する所は関西のみで，若し域内に施

　行ずれば公私巨益である。

（3）謹んで考慮し前計の如くにし，願わくは徴召

　を減ずれば，苦労がやみ小康できる。

（4）若しこれをやりとげることを請えば，溶血を

　流通しなければならない。即ち開興修築を求め・

　これまでの古跡があれば工事は容易である。

（5）冬月に疏通しておけば，春水の時にいたるこ

　ろに運漕が滞らない。

　この奏言にて，当時漕運が全域に及んでいない

こと。もし漕運が行われれば徴召が少くて安心で

きる。古跡があれば溝油の工事は容易である。冬

月中に工事すれば春水の時までに間にあうという

のである。

　これらの議が行われた時期を考えると，朱元旭

が尚書郎中の時であるが，彼は神亀中に度支郎中・
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に任んぜられ，神亀二年（519）に鎮遠将軍尚書右

丞となっているから，その時期は神亀元年（518）

か神亀二年かであろう（魏書朱元旭伝）。また尚書

崔休が尚書の時であるが，彼は粛宗朝に度支尚書

となり，正光四年（523）に歿している（魏書崔休

伝）。それ故に崔休が意見を出しているのは正光四

年以前ということになる。従って両者の場合から

これらの議論がなされたのは神亀元年（518）かま

たは二年であると考える。

　魏末の神亀正光の時代は既に北辺の六鎮に風雲

急なるものがあり，到底このような漕運路が形成

される余裕はなかった。されば食貨志には「詔従

之，而未能尽行也」とあり，一部施行されたが尽

く実行することはできなかったであろう。

　それ故に北魏末においても転運（陸運）の労苦

や，漕運の煩は相変らずあり，ここに輸粟授官と

しての「輸賞之格」が行われるに至った。

　魏書巻九粛宗紀に

　孝昌三年（527）二月丁酉詔日，関朧遭罹鬼難，

　燕趙賊逆懸陵，蒼生波流，耕農廃業。加諸転運

　労役巳甚，州倉儲実，無宜懸監自非開輸賞之

　格，何以息漕運之煩。凡有能輸粟入濾定岐雍四

　州者，官斗二百斜賞一階，入二華州五百石賞一

　階，不限多少，粟畢授官。

　と述べてあり，関朧や燕・趙には逆賊逡難がお

こり，転運漕運が必要であるし，その上州倉が乏

しいので「輸賞之格」を開かなければならないと

し，濤・定（以上河北省）岐・雍（以上陜西省）

の四州に粟二百斜を入れるものには一階を賞し，

二華州は陜西省東部にあり，華州く華山郡・澄城

郡・白水郡＞と北華州く中部郡・敷城郡＞であ

り，この二華州に粟五百斜を入れる者には，一階

を賞すると云うので，いわゆる民爵を与えたので

あろう。

　　　　　　　　　　　　　　　三．まとめ

次に漕運に関する事件を年次順に表示する．

　（人　名）　（本貫）

　　　　　　　渤海く1）勾　雍　　饒安

（2）

く3）

（官 職）　（時 期）

薄骨律鎮将　　世祖太平真君7年（446）

〈4）崔亮　頓丘　度支尚書

｛5）元清（帝族）都水使者

く6）

〈7）醇　欽

く8）瀟宝費

（注）④

　　⑧

三門都将

車騎将軍
徐州刺史

高祖太和　　18年（494）

高祖太和　　20年（496）

世宗景明

〃　正始

粛宗煕平中

〃　　神亀

〃　　正光

3年（502）

4年（507）

　　（彗1亨）

1年（518）
2年（519）

1年（520）
2年（521）

（事　　　　　項）　　（出典）

薄骨律鎮より沃　　　魏書
野鎮までの漕運　　　　38

沐水清水改修の　　　同上
議　　　　　　　　　53

　　　　　　　　　　同上通洛水入穀
　　　　　　　　　　7下

沐察二渠改修の　　　同上
議　　　　　　　　　66

　　　　　　　　　方輿紀要
永豊渠　　　　　　　41

　　　　　　　　　　水経注
紡堰改修
　　　　　　　　　　　9

　　　　　　　　　　魏書漕運有利論　　　　　110

　　　　　　　　　　水経注
添水の新渠形成　　　　26

人名は主としてその工事担当者または問題提起者である。

空欄は該当事項不明である。

　要約すると，世祖朝には，北西辺の薄骨律鎮よ

り黄河北岸の沃野鎮まで，陸運より漕運の方が極

めて有利であることが具体的に力説され，幾分か

は実施されたものと考える。河西より穀物を大河

を渡って沃野鎮まで運んだことに関して，河西の

地名を検証し，河西とは黄河屈曲部内のオルドス

（河套）・陜西省・’甘粛省東部にわたった広い地

域を指していることを明らかにした。北魏時代に

おけるこの河西の地名はこれまで十分に検討され

なかった地名であって，当時涼州の河西と両方存

在していた。

　高祖朝における南伐の際に，南下には汝水をく

だり，帰途は酒水系を北上した。ついで注水・清

水（酒水をさす）改修の議がおこり，治水穀水が

改修された。

　世宗朝には洋楽・察渠改修の議がおこり，察水

は改修されたらしい。河東に永豊渠が形成され，

塩め運搬用として公私共に利用したというのであ

る。

　粛宗朝には白滝入口の坊頭堰に鉄柱を用いて改
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修し，東晋初期より使用困難の状態にあった白溝

は使用可能になったと考えられる。ついで徐州に

おいて添水の河路を転換した。

　ふたたび漕運有利論がおこり，華州と河東より

’洛陽に，調の絹布と租穀を送る場合に，調用船と

租用船の製造費用等を算出し，漕運が陸運よりも

極めて有利であることが力説され，賛成意見や建

■設的意見が出された。しかし実現は困難であっ

た。この漕運有利論は魏書食貨志に記述されてい

るが，管見するところこれまで未検討の部分であ

った。

　北魏時代の漕運は，東路の諸州は行われていた

というが，その他の地域は，極めて不充分であっ

た。しかしこの時代における二度にわたる具体的

な漕運有利論がおこり，添水察水沼水の改修の議

があったからこそ，晴の大運河の形成や，唐代の

黄河三門峡における転般法の成立えと展開して行

ったものと考える。

　　　　註

・①「曹魏時代の漕運路について」は改めて発表したい。

　拙稿「晋代の水利について」福島大学学芸学部論集第

　16号（1964）参照。

・（2）　田村実造氏「中国征服王朝の研究上」　（1964）によ

　ると，蠕蠕は柔然族であり，それがどのような人種

　であるかはあきらかでないが，あるいはアヴァル族

　　（Avars）だという学者もあるがまだ定説がなく・か

　れらがモンゴル語系のことばを使用していたことは明

　らかであるとのことである。鉄弗は魏書巻95鉄弗劉虎

　伝によると「北人請胡父鮮卑母為鉄弗，因以為号」と

　あり，　奴と鮮卑との混血を示すのであろう。

・（3）内田吟風氏「　奴史研究」　（1953）によると（82～

　83頁）落とは穹廬（天幕）群の意味で・一落は平均二

　一三穹廬，即ち人口数として十人一二十人程度（一弩

　厘平均約七人）の聚落である。

（4）沃野鎮の位置について，

　胡三省は通鑑巻169天嘉5年（564）8月の条に・水経

　注文を引用しているが，現行の「又北，荷抜渠東出，

　謂之銅口，」が脱落していて，胡氏は沃野鎮は黄河の北

　岸にあったと考ていたらしい。

　　水経注疏にて，楊守敬氏は注文の記述が不十分で，

　「疑，不能明也」と述べており，照会貞氏は一統志が河

　套外としているのは誤りであるとし，会貞氏自身はオ

　ルドス内にありと考えている。厳耕望氏は「中国地方

　行政制度史」（民国52年7月台湾）にて，始めオルド

　ス内にあり，後北移して黄河北岸の高聞の東二百里狼

　山東端にあり，唐の天徳軍北六十里に当るとしている。

（5）伊瀬仙太郎氏「西域経営史の研究」（1955）第一章

　第三節にて後漢書巻61孔奮伝より引用している。

（6）蒙思明氏「河套農墾水利開発的沿革」禺貢半月刊第

　6巻第5期（1936）にて魏書鉄弗劉虎伝と晋書赫連勃

　勃伝を引用しており，赫連勃勃が河套政権を形成した

　ことを指摘している。

　　内田吟風氏r後魏柔然表（上）」東洋史研究第八巻五

　・六号（1944）60頁にて、河西に河套内と注し・ている。

（7）翼城は翼県と同地と考えられる．水経注巻17清水の

　条に「又東過翼県北」とあり，甘粛省甘谷県の東にあ

　たる。陛帽は甘粛省平涼府の山名である。

（8）魏書月雍伝は「一般勝穀二千斜」となっているが，

　通典によって船を紡とした。

（9）蒙思明氏は前掲論文には「其後薄骨律鎮，年運屯穀

　赴沃野」と述べて，薄骨律鎮より沃野鎮まで屯穀を運

　んだことを肯定している。

q¢　拙稿「晋代の水利について」参照。

⑳　青山定雄氏r唐宋時代の交通と・地誌地図の研究」

　（1963）「古沐河について」参照。

㈱　森鹿三氏「鄭道元略伝」東洋史研究6－2（1941）

　趙貞信氏r都道元之生卒年考」禺貢半月刊第1・2・

　3合期（1937）参照。

㈲　塚本善隆氏「支那仏教史研究」　（1942）参照。

αゆ　溜破は底柱の難をすぎ洛陽の北方の小平県（孟津県）

　に存在したのでなかろうか（殿本は雷破とする）。
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A　Stuby　of　Water　Transpotation　under　the　Northem

Wei　Dynasty．

sakuma，Kichiya

　The　pmpositiαn　that　water　t㎜sportati㎝was　much　mαre　advantageous　than　over一

㎞d　transpor惚tion　was1刃rice　n囲e血the　N6rthem　Wei（；化魏）DyT】asけ．

　1血the　e訂1ier　pehod　of　the　Dynasty　pmvisions　were　t㎜ported　fmm　Boguluzh㎝

Fort（薄骨律鎮）めWoyezhenFort（沃野鎮）．At　that　time　it　was　emphasized　that　water

transportatati㎝was　very　advantageous．Besides，every　part　of　the　Hexi　Disthct（河

西地域）was　investigated　for　the1㏄a樋㎝of　the　two　zheロjorts．

　Towards　the　end　of　the　DyT］asけ1evies（si皿【and　cloth　paid　as　伽【es）were　carriedi

fmm　Huazhou（華州）and　H6d㎝9（河東）七〇the　Capita1．Ih　this　case　it　was　proposed』

that　boals　carry血9】加d　taxes　and　household　levies　dbould　be　bu翌t　because　it　was　much－

more　abvalltageous　to　ca∬y　them　by　water　t㎞by㎞d．

　As　the㎝gin㏄血g　works　for　the　transportation　were　made　the　improvem㎝t　of　the・

Luoshui（洛水）and　the　Kushui（穀水），the　c㎝struction　of　the　Y㎝gf㎝lgqu　Cana1（永

豊渠）f㎜the　Salt　Pbnds　at　H6dαng（河東）to　the　Huan言he（the　Yenow　River），the－

impmv㎝ent　of　the　Fantouyan　CIma1（栃頭堰），and　the　cha㎎e　of　the　watercourse　of

the　Shushui（添水），and　the…mpmv㎝㎝t　of　the　Bianshui（添水），the　Qh㎎shui（清水〉

and　the　Cai曲ui（察水）was　pmposed．


