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1　ま　え　が　き

　中国における人質の問題は，梁啓超1｝が質任を取り上げてから次第に研究されたもので，何

鼓全氏は「質任解1」2｝にて人質の意義について，魏晋時期には対立した軍事集団が多く，臣

属者が常に領袖より敵方ぴピ投降する危険があり，その子弟を領袖の場所に留めたもので，公私

を論ずることなく行われたという意味のことを述べている．次いで浜口重国氏は「晋書武帝紀

に見える部曲将，部曲督と質任」3〕にては武帝の詔勅を中心にして質任の解放について論じ，

更に何鼓全氏は「魏晋南朝的兵制」4，にて人質は上下互に信ずること・が出来ないので行われた

と述べている．またLieロ・曲㎎Ya㎎（楊聯陞）氏はHostages　in　Chinβse　HisねDry5）にて，中

国における人質を正面から取上げ，春秋時代がら清朝時代の17世紀まで行われたとし，人質を

分類してExdね㎎ed　hostage（交換された人質）とUn祉ater飢hostages（一方的な人質）と

し，後者は更にExten副hostages（対外的人質）と㎞emal　hostages（対内的人質）とし，

よくまとめており，また増淵龍夫氏は「戦国官僚制の一性格」ωにて官僚統制の立場から任子

の制に人質としての効果を認め，更に川勝義雄氏は「曹操軍国の構成について」了）にて質任関

係の本質が単に上下相互の不信からだけで解きうるものかどうかに疑問を投げかけ，むしろ，忠

誠表現の契りの形式とした．宮川尚志氏は「六朝史研究」にて川勝氏の説を支持し，また伊瀬

仙太郎氏は「西域経営史の研究」にて西域経営の一環として人質について述べている、

　以上先学の研究の中で本論にとりて先づ川勝氏の論考が特に重視されるわけで，氏は増淵

氏8）が劉邦集団に対してパーソナルな任侠的結合関係を重んじた見解を支持しながら，曹操集

団を豪侠集団としてとらえ質任の習俗は任侠の習俗と異質のものではないとしているが何鼓全

氏の立場をすべて解決したものとは言いがたい．また五井直弘氏が「曹操政権の性格につい

て」9）にて曹操政権の人的構成について詳細な研究を発表しているが人質について言及されな

かった．また楊聯陞氏は魏晋時代に如何に人質が盛行したかについて充分論究されてはいない．

　それ故に先学の研究に導かれつつこの時代を取上げ人質の歴史的意義を明らかにしたい．
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「漢代における民間秩序の構造と任侠的習俗」一橋論叢26／5■（1951）・

歴史学研究195（1956）、

丑　人質の名稔内容目的について

後漢末の混乱期から人質に関する事象が数多くあらわれてくるが，正史等によりて調査する

と別表工）の如くに・なる・人質を示す名称としては質任，質子，任子，任，質，保質，保任の語があり，
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抵かに入侍，侍子がある．以上の語群を便宜上前者を質任系とし，後者を侍子系とする，正史

により三国時代と晋時代におけるそれらの語の頻度を見ると次の如くになる・
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　この表によると保質は三国時代に，保

任は東晋時代に用いられ，質と任は両晋

時代に多く用いられている。人質の事象

は結合関係の中で上下関係の生ずるもの

で，上位者と下位者が概ね存在するわけ

であるが，上位者としては各王朝があ

り，その下位者として各部将とか，北方

民族の族長がある。又上級部将と下級部将との間や，北方民族長と漢人部将やまたは他の北方

民族長との間にもその関係が見られる．それらの際に用いる名称は一王朝内においては質任系

で一王朝と他王朝や他民族長に対しては侍子系と質任系を用いている．それらの語のうち魏晋

時代になワて用いられるにいたったものに特に注目したい．先づ質任であるが魏志巻21衛顕伝

の注に引用している魏書に

　是時関西の諸将は外に懐附すると錐も内にいまだ信んずべからず．司隷校尉鐘孫は三千の兵

　をもって関に入り，外には張魯を討つに託し，内には脅をもワて，質任を取らんことを求む．

とあるように，関西諸将は表面では服従しているが心服しているわけではなく，鐘懸は張魯を

討つことを名目として軍隊を進め，その威力によワて質任をとらんことを求めたわけで，この

事件は魏志巻一武帝紀によると後漢末建安16年に起ったので管見する所質任が最初に用いられ

た事件である．質任の語が成立するについては、呉志巻九周珠伝の注に引用する江表伝に

　曹公は新に哀紹を破り，兵威は日に盛んで墓表七年（202）書を下し（孫）権を責め任子を

　質せしむ．

とあり，質任子2）から質任の語が成立したものであろう．そのことはまた任子を質すというこ

とが数多く行われたことを示すに外ならねと考える．また任子がこのように人質としての意味

を持つものとしては最初であろう．元来任子は漢代における任子令の任子であワて，父兄が2

千石以上の官位につき，3年仕事に従えば子弟1人を保証することにより郎官にすることが出

来ることであって3㌧後漢時代のことであるが

　宋均の字は叔，南陽安衆の人たり，父の伯は建武の初に五官中郎将となり，均は父の任をも

　って郎となる。

と云うわけで以父任為郎となる叙述が多く見ることが出来る．増淵氏は任子制の中に人質とし

ての効果を認めて居るが，その本質的な意義は高官に対する優遇策であワた．然るに漢末にな

り前述の史料の場合になると人質としての意味が濃厚に露呈して来る。乃ち曹操が孫権に対し

て任子を質せんことを要求したわけで，その任子を質することは優遇のためのものではなく当

然人質としての性格を見ることが出来る．そこで

　権は群臣を召して会議するに，張昭，秦昭等は猶予して決すること能わず，権は寛に質を遣

　わすを欲せず（呉志巻9周輸伝法引江表伝）．

とあり，権は寛に人質を遣わさなかった．これより9年後には曹操は馬超から，地を割き圧

子Ωを送ることを求められ，いつわりて之に応じた．其ののち東晋初期永嘉4年（310）匈奴の

劉聰や掲の石勒が南下するにつれて

　王師は退き還えり，河北の量壁は大いに震え，皆降らんことを請うて任を勒に送る（晋書巻

　104・石勒上）・

とあり，任を勒に送るというのは人質を石動に送ると云うことに外ならぬ．これをもっと明確
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に示すものとして，東晋時代に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わた
　晋は（銚）裏を諜城に処するや，五弟を遣わし任となし，単騎にて准を優りて（晋書巻116娩

　裏伝），

とあり，任の内容を明示している．かようなわけで任子や任が人質の意味を示すようになワた．

任子が人質の意味を示すようになワたことにつき誰が始めたかは明らかでないが・正史にては

曹操が孫権に対して要求したことが最初であワて，権謀術数5）にとむ彼の案出にかかるとする

のもあながち不当であるまい．

　次に質の場合は，名詞とし，または動詞として広く用いられているが・特に東晋時代になる

と華北における北方民族間では殆んど質をもって人質を示している。ところで質を用いながら．

周末より用いられた委質という表現で君臣関係が成立して居るわけで，その意味は初めて仕官

する者が礼物として死んだ雄を君の前に置き，君のために必死の意を寓したとされて居り，又一

説に一身を委ねるとの意味があるとしているが6），ともかく人質を差出すことは全然意味して

いない．委質が魏晋時代に用いられた例として，曹操が哀紹と相対峙している時，曹操の部将

韓嵩が曹操に申した言葉に

　今，名を策して質を委すは唯将軍の命ずる所なれば，湯に赴き火を暗むと錐も死して辞なか

　らん（魏志巷6劉表伝注引傅子の語）・

とあり，策命委質にて臣下の君に対する忠誠は充分に尽し得る関係が成立していると云うべき

である．又策命委質にて位を得る（晋書巻117銚奥伝）とか，委質定分無二心（呉志巻7諸葛塵伝注引

の江表伝）とか，面縛委質（魏志巻28鐘会伝）というのも何れも人質とは関係なく君臣関係が成立

していることを示す．其の他学業を受くるために門弟となる場合として

　質を委し業を受くる者が子星にして応ず（晋書舗李重伝）・

とあり，また質が労働消却債奴制のの如く，一定期間労働力を提供する場合として

　初，舞のなき後，　（桓）沖の兄弟は並に少にして家貧なり，母が患ひ羊を須いてもって解か

　ん，之を得るに由なし，　（桓）温は乃ち沖をもって質となさんと、羊主は甚だ富む，言うに

　は質を為すを欲せずと（晋書巷74桓舜伝）・

とあり，羊の代価だけ労働をもワて消却する場合もある．ともかく人質の場合には質を送ると

か質を遣わすという叙述が多く，質を委すという場合とは明確に区別しなけれぽなら臨また

質は子弟を送ることから質子の語が用いられたが，王弥の言として
　　　　　　　　　　　　　　む　晋の兵は肯強くして，帰りて磨く所がない．劉元海は昔質子となりて我これと京師に周旋す

　（晋書巻100王弥伝）

とあり，このことは晋書巻101劉元海伝には

　威煕中（264）侍子となり洛陽にあり，のち王弥が洛陽より東帰す

とあることから，これは西晋王朝成立の前年の事件である．また西晋初期に散騎侍郎徐蔚は華

北の信都（河北省）にて扶余，高句麗，上党の質子500余人を率いて居ワた（晋書巻111慕容晦伝）．

魏晋時代はこの二例のみである．次に保質の場合であるが，呉王朝の政策に関し

　呉は草創の国をもって信は堅固ならず，辺屯の守将は皆妻子を質とし保質と名づく　（呉志巻

　3注引接神記）8）・

と云い，保質が最初に用いられた例で220年前後である．この事実を示すものとして，呉志巻

15賀齊伝に

　初，晋宗が戯口の将となり，衆をもつて魏にゆき，また新春太守となり，安楽を襲い，其の

　保質を取らんことを図る．

とありて，晋宗が呉王朝に対して保質を止めて出陣したが，敵側の魏に降伏し新春（湖北省）の

太守となり，安楽（湖南省）を襲ってその保質を取り返さうとした．保質の名称は，既に漢代
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に設けられた保宮や，9）魏王朝の保官に関連して名づけられたものであろう．保官が既に楊中

一氏や増淵氏鋤によワて指摘されて居るがその事実を蜀志巻14姜維伝の注に引用する魏略に

見ることが出来る．即ち魏の部将美維が蜀の諸葛亮の軍に破れ根拠地の翼は一時蜀軍に占領さ

れたので魏は翼を攻めて，莞維の母と妻子を得ることが出来た。当時魏にては逃亡軍士の家族

は官奴婢とするおきてがあワたが莞維は敗戦したのであって逃亡の意志があったのでない，そ

れ故に其の家族を官奴婢とはせず保官に繋がれることとなワたとのべている．

　次に劫質の場合がある．漢末の混乱に際し

　李催，郭氾が相攻めて天子公卿を劫質す（呉志巻1孫権伝に注引の続漢書）

とあり，上位者の勢力が圧倒的で下位者それ自身を拘束するという状態である．また魏志巻9

の夏侯惇伝に，惇が東郡太守になり，たまたま昆布と交戦したとき惇が劫質されたので部下の

韓浩がこれを斬りて惇を助けた．これより劫質する者が遂に絶ワたと記述されている．この事

件に孫盛の言が注記されて居り

　安順（107－144）已降，政教陵遅し，劫質は王公を避けず

と云い勧賞の横行を示している．これは晋時代になワても絶えなかワた．されば晋書巻86張富

伝に

　劉曜は去年九月より其蟻集を率い，虚に乗じて深寇し，莞胡を劫質し北地を攻没す，

とあり匈奴族劉曜のすさまじい行動を示している．それ故に一般の人質の場合には両者の間に

或程度相対的な交渉下に進められるが，劫質は非常に一方的である．前述の夏侯惇の場合にな

ぜ惇を劫質したかと云うと，「債むるに宝貨を以てし」とし又「我但費用を乞いて去らんと欲

するのみ」とのべて居り，人質の代償として宝貨や費用を要求すると云うわけで，ただ上位者

に立つ者の利益のみが強張されている．（保任については皿の5に注記す）

　侍子系の名称は他の王朝や他の民族に対して人質の事象が行われる場合で，同一王朝内では

用いず，ただし侍子系を用いる間柄では質任系も用いている。既に漢王朝と西域諸国との間に

ては，人質の事象が多く行われ，それらについて伊瀬仙太郎氏がr西域経営史の研究」にて

「漢代において特に重視されたのはかれらの帰国後における親漢的ないしは援漢的行動を期待

し・これを通じて羅摩政策の実をあげんこととした」とのべている．魏王朝が成立し曹不が文

帝となるや，亀鼓王は侍子をつかわし来期せしめたので，朝廷は其の遠路至りしを嘉みし，其

の王を厚く褒賞したので，余国は各燕子を遣わして来朝するにいたった．この時印綬をさずけ，

途中は護送すると云うわけで，魏志巻24崔林伝に

　養うところの民を労し，益なきの事に資し，夷狄の笑うところとなる，これさきの時の患う

　ところ也、

とありて，財政を貧困にし，人民を苦しめるので，明帝が即位すると彼等に爵関内侯を与える

ことによりその煩を避けることになった．

　人質は一応は子弟と云うことになるが子弟でも特定の者を指示したり，それだけでは済まな

い場合がある．220年曹丞が尊号を称したとき，蜀の劉備が帝を称し，魏は孫権を呉王とし，

そして任子を求めることになワた．呉志巻2孫権伝に

　初（孫）権　そと魏に事いるに託し，しかして誠心いつくしまず，魏は侍中辛砒と㈲書桓階

　を遣わし，往きてともに盟誓し，併せて任子を徴せんと欲す．権は辞譲して受けず．

とあ初孫権は魏王支帯に誠心から服従しているわけでなかワた，すると支帯は報じて云うに

は

　朕は不明をもって曾母投浮の疑ありと錐も，なお言うことは信ぜずもワて国福となし，故に

　先に使を遣わす者の労を犒い，又尚書侍中を遣わし前を践修し，もワて任子を定めんことを

　冀う，君は遂に辞を設けて，議を進ましむるを欲せざるは之を怪まん．



佐久間＝魏晋時代の入質について
5

とあり，文帝自身は孫権の不信の状態を痩女知らされるが少しも信じないから・任子を送って

誠意のあることを示して欲しいと云うわけである・孫権の前都尉浩周はしきりに子を遣わすこ

とをすすめた．同伝に注引する魏略に
　陛下いまだ王を信ぜず，子を遣わして入侍せしめよ・　（浩）周は閨門百口をもワて之を明さ

　ん，

とあり，浩周は一族百口をもワて保証するから子を任子として遣わすことをすすめた・その際

の任子は太子の登が予定された．孫権は浩周が自己の家族全体を保証にしてまですすめて呉れ

るので大いに感激し約束を果す誓をたてた．然し後に

　小児は年弱にして教訓を加うること足らず，念うにともに別れに当れば・之がために緬然た

　り，父子の恩情量己あるのみならん．又張子布を遣わし追輔して之を護らしめ・孤性余りな

　からしめんと欲す．
と云いて，年少の我が子に対する惜別の愛情を吐露して浩周に告げた，結局任子はつかわさな

かワた．次に世子の場合として東晋末に井翼幽三州諸軍事の劉現は錫族の石勒鎮圧に当って居

った時，鮮卑の段匹碑と婚姻を通じ兄弟の約束をした。たまたま現の世子の群が匹弾と同族で

ありながら敵対していた段末波にとらえられ，末波は群を人質とし，それを抵当として劉現に

1対し結盟して同族の匹碑を攻めんことを求めた（晋書巻62劉現伝）次に寵子の場合として東晋末

に匈奴の祖渠蒙遜が鮮卑の禿髪傳檀を楽都（青海省）に囲んだ時・

　若し寵子をもワて質と為せば，我は当に師を還すべし（晋書巻126禿髪利鹿孤伝），

とのべ，傳壇は遂に子の安周を人質とすることにした．その頃民族の呂隆は美族の挑興に対し

て，母，弟，愛子，及文武の旧臣五十余家を長安に遣わして人質とした（晋書巻122呂隆伝）．こ

うなると単に子弟一人というわけでなく集団となワている・次に別表によりて内容の明示して

あるものだけ摘出して見ると次の如くになる・

障種一覆　 副子一人の場合力凱多く・次嘆子が多く母も大部加つ
　　　　　　　　　　　　　　1回！ている疎族は誰で樹象と効・さ簾宗族や旧臣や部
l　I　I　　　　　　　種　　　　　類曝し将の家族及部曲にまで及んでいる．宗族，部曲の場合は曹i種類：．人i数1回数

　　　　　　　妻　子15i撫対する李典であワて後蔭れよう・父が人質として言己　　　1i161子i
　　　　　　　母　　　　子　11されているのは父母と連称されているが，家父長権の強い　　　2　　1り　　

1“
　　　　　　　母。妻●子11！中国では注目せねばならぬ．これは東晋時代股仲堪が晋陵　　　411
1弟　　　　　　　婁’馴（　）の太守拗たる離の如き布令を出した・　　　1i　l
I“
　　　3　　11　　　　　　　妻　子・宗　族111　子を産みて挙げず，喪を久しくして葬らず・父母を録し
　　　51　11”
　　　　　　　母・弟・子・旧臣　11　て，もワて亡叛に質たるを禁ず（晋書巻84股仲堪伝）　兄　　　エ　　　
　　　　　　　　　　　　　　ヨ　ラ　　　112　　　　　　　襟雲惣響け牌島を携鎌垂灘鷺孫嫌惣灘凌1従弟

l　t
が病のとき積年帯を解かず医術を研究し，薬のために一方の眼を日歩にして了い，父を失いては

悲しみがはげしかったと述べられ，所謂当時有徳者としての条件を具えて居ワた．さて父母を

録して亡叛に質たりとは，次の如き事件と比較して見るとその意味が明かである・

　李流が（李）特に言いて曰く，殿下は神武で・すでに小城にかち・しかして山蔽いまだあっ

　まらず，糧佼多からず，よろしく州都の大姓の子弟を録して・もって質任となし・送りて広

　漢に付し，これを二営につなぎ，猛鋭を収集して，厳に防衛をなすべしと（晋書巻120李流伝）・

とあり，州郡の大姓乃ち豪族の子弟を取上げて人質にすると云のうで，前の布令も同じく人質

とする意味であろう．郡内には政令をきかぬ亡叛が居防一般の人民は父母を差出し人質とし，

一家族や部落の安全を図ワたものと思われる．これは人質の風習が一般民間にまで布及していた

証拠と云えよゲ
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　人質が如何なる待遇をあたえられたかについては史料は少い，呉王朝については捜神記に述

べてある保質の条の後に

　童子少年の類をもって相ともに嬉遊する者，十数ありという．永安二年（259）三月，一異児

　あり・長さ四尺余，年六，七歳にして衣は青衣，来りて群児に従いてたわむる，諸児これを

　識るなし（呉志巻3孫晧伝）．

とあり，この史料によれば，人質は或る一定の場所に置かれ，年齢は6，7才内外かと思われ

る．しかし対外的人質の場合は対内的人質より費用のかかワたことは前述の如くである．

　旦族の荷健が4世紀の中頃，西方の諸民族対策として，

　西虜の乞没軍邪が子を遣わし入侍せしむ，健はここにおいて，来賓館を平朔門に置いて，も

　ワて遠人をなぐさむ．

とありて，来賓館を設立して，西方の諸民族の人質を懐柔した．人質の目的を考えるとき，実

際に二者の勢力関係は極めて微妙であるが，しかしその場合にどちらか一方が積極的であるこ

とが多い，それ故一応記述の上から．下位者が上位者に人質を出す場合と上位者が下位者より

人質を求める場合とに分けてその目的を明らかにしよう．

A．下位者が上位者に人質を出す場合．

（1）政治的保護を求める．

　東晋初めに石勒が河北一帯に侵出するに及び，量壁による人女は大いに憂い任すなわち人質

を出して降服せんとした（晋書巻隅石勒上）、さらに10年もすぎて石勒の勢力が黄河を超えると，

徐州や売州の間で塁壁による集団は，多く任すなわち人質を送り降服し，その統率者は夫々守

宰になワた．政治的保護をうけるのは官職をあたえられることが多い．呉王朝にて

　（士）婁は子の廠を遣わし質に入れ，　（孫）権はもって武昌太守となす（呉志巷4士曼伝）

と云うような場合である．

（2）軍事的救助を求める．

　後漢末，武威（甘粛省）の顔俊は諸群雄と相争いたる時，曹操に対し母と子を送りて人質とし

助を求めた（魏志巻15張既伝）．また三国時代末期に魏王朝の鎮東将軍母丘倹，揚州刺史文欽が

兵をあげて叛乱し，各子四人を呉王朝に遣わし救を請うた（晋書巻2景帝紀）．　また東晋末に氏

族の登は莞族の銚興の攻撃をうけて形勢不利になりたる時について・

　登は子の汝陰王宗を遣わし，朧西鮮卑の乞伏乾帰に質たらしめ，婚を結びて援を請う　（晋書巻

　115符登伝）

とあり，符登は子の宗を乞伏乾帰のもとに遣わし，人質とし更に婚姻関係を結んで救助を求め

た、乾帰は騎2万を遣わし荷登を救わんとしたが銚興のために敗北するに至った．

　要するに下位者が上位者に人質を出すのは安全を図るか叉は救助を求めることになる．

B，上位者が下位者より人質を求むる場合

（1）叛乱を起さない保証とする．

　魏の曹丞が丈帝と称した時，呉王朝の孫権に対し任子を求めた（呉志巻2孫権伝）．また呉王

朝が草創にして信頼の状がうすかったので，辺屯の守将は皆妻子を人質とした（異志巻3孫晧伝

注引擾神記）．また蜀の劉備が部将をして先行せしめ，後自ら関中にいたり，関中の諸将並に士

卒の妻子を人質とした（蜀志巻2先主劉備伝）如き，何れも三国時代の普遍的傾向であった．

（2）攻撃を中止する．

　東晋時代末期に匈奴の祖渠蒙遜が鮮卑の禿髪傳笹を楽都（青海省）にせめ，若し寵子をもワ



佐久間＝魏晋時代の人質について ア

て人質とすれば軍を引き上げるだろうとったえると，その時に

　褥笹は曰く，　「去るや否やは卿の兵勢に任す，卿は盟に違いて信なし，何の質か，もって供

　せん」と，蒙遜は怒りて室を築き耕を返えし，持久の計脅なす．群臣固請す，乃ち子の安を

　もって質となす．蒙遜は引き帰れり（晋書巻126禿髪利鹿孤伝）・

，とあり，攻撃勢たる豪邁は楽都城の褥檀より子の安周を人質とすることにより引上げた．この

ようなことは前後四回にわたって繰返され，人質を出してもしばらくの間で，まもなく破れて

了うのでありた．荷以上種汝の理由において集めた人質を防衛軍に任ずることがある．すなわ

・ち西晋時代に李流（琢族）が四川地方に居りたる時，兄の李特に対して，まだ支配領域はせまく・

■兵糧と軍器は少い，いま州都の大姓の子弟を人質とし，広漠の軍営に入れ，勇武なるものを集

めて防衛に当てたら如何なものでしょうか（晋書巻120李流伝）と述べたが採用するところまでい

たらなかった．またそれより前に散騎侍郎徐蔚が信都　（河北省）にて扶余，高句麗，及び上党

の質子五百人を率いて居ワた（晋書巻111慕容韓伝）と云うのだから，防衛に当てたものであろう・

（1　入質についての表

蘭同，岳帝名謁、轟！轟出典t
備 考

【漢】

11質 195肺…興剃李閥 締1御志61催質天子於営説宮殿城門

2瞬副
　卜　　　　　　　　　　　1

195…〃1興画報
　ド

31質 夙鞍2融

1締i呉志】畷続漢書李催郭氾相攻劫質天コ

1締口魏志11甜彌鰍不便取其質以至干此

、（遣濡弟騰
　　　　　1父兄家属1

21・煤V1　61　，藏覇 魏志18求道子弟及諸将父兄家属詣郭

固任副 2。2！〃i建安牌操目孫権口臭志9、藷責権質任締召群臣会議”不

　ド　　　　　　　　　

6；質劫馴 2・71嘩安121師1

7…肝属

夏侯淳目魏志g麟暑灘瀟召兵撃持質者”童

2・8後阿建網曹操目公麟 1魏割注引麟糊兄晃為恭任號洛

81任子 211i〃…鞍16i馬超11曹操i　l魏志11葬鮮求邊勝 （曹）公用買詔計偽1

91質任
　，

2111嘩安16，鍔釧麟i 魏志211外託討張魯，内以脅取質任

Io：質 211i〃1鞍161劉備I　I器轟1 　　　］
蜀志21質諸将丼士卒妻士

111入侍 21�π…〃『 1曹操 麟口魏志15i後悔入侍西北纈

121（徒）1部曲宗族1218頃1〃…建宰器融！i李典11魏志18膣讐騨塑余口墨』大里1

鳶i（垣）i妻子纐2191〃i建安24i蹄1 申耽1蜀志1・1繍鯉簾盤蒋螺孟講詣・
　1

14質
　」

舩副22D前例 操曹 鰍U魏志151健母子詣罵為質求助

151劫賀 画頃国 賊I　i譲の口臭劃従父題為所劫質凝集取以帰

16隊質 陶頃例 膝口鵜1呉志3瞬離巽妻製覆裂国信不蟹辺1
【魏】

171侍子 22・i嫡麹1i曹丞1曝劃1穂41臨護送所損滋多
　ド

181質　1
1子の劇㈱1嫡黄初孫権 　　「

f竪1 1呉志4陵遣孫鵬剛為武猷守
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名　称

i表現）
内　容

時　　　　期
上位者下位創　　　　r

i出典 備　　　　　　　　　　考　　「紀元1帝名；年号 名称1鮒名称鶴…
1
g
l
（
質
任
）
　
」

　l　I刎1丈帝1黄初3 1魏志3 保官空虚，初無賓任

20保質 22後1嫡黄喉 孫
権
1 晋宗 呉志15，図襲安楽取其保質

21 肝
入
侍

子の登
　1222

1

　　1
苒驩ｩ初3 曹丞 孫権

　　　！
W書37i時孫権称藩請迭任子
燻u2i陛下未信王・遺子入侍也・（浩）周以閾　　　門百口明之，　華陽国志巻7参照

ｰ志131孫権徹遺子登入侍，不至

22任子 子
1　　　「館61明帝1黄初7

曹叡 王観 碑蘇蘇：雛崔難野鴨瀦為
231保官 母妻子 2271蹄太和・ 曹叡 姜維 1蜀志1檬ダ懸裸奢鷹本無去歳故不麟

24［入侍 227r明帝1太和11 曹翻 1蕎王1 」翻士3i焉者王遺子入侍

　1

251質　
1

・癖太和・謝宏…篝篭騨 　　　宮遣主簿窄苔帯固等出安η㍉与宏相見，
1呉志21宏即縛得三＋余人質之

26質任
　し

249i！

ｩ1許1・難t　l劃1灘2駐胡難題幅郷
27i質
　1

子4人
2551後生1正元21

28質
　
F

i子の観
！子弟牙門i

の子弟

257！後生・甘露2

　1　　1
257後室・甘露2
　　　1
　　　1

　［

291質任 2611元帝！景元2

　ラ
1301任子 263元帝景元4

　　　1
311侍子
　l

I質子

264元帝威煕1

　　　1

呉朝口懸瞼

呉馴　i諸葛誕

孫亮　　　諸葛誕

曹奥1［蝶

番書21各遺子四人質干呉以講救
　　　［
ド　　　　　　ド

1晋書2…遺子観為於呉以請救
1　1…呉志3…遺子薇娯縫牙門子弟為質
1

1魏畝注胴馬彪戦嘱記恥・雌質任

晋王　　i羅憲一
　　　　1

蜀志11！注引裏陽記，邊文武印授任子詣晋王

　　　1

魏朝 劉元海匈奴晋書
　　　I　　　lOO爲侍子在洛陽
　　　1　！　101昔為質子
　　　i　　　　l

【西晋】

　ド

32質任　1

　1　　：　　　　　　　　1
265i帝武j泰始1i（詔）1

悟書3：嘉毒曲将長吏以下質任
1

331質 2蹄魂釧晋朝 麟能国〃3i獺辮
3櫃任 2791献騰51（詔）1 1 〃3一 恤萩ﾈ督以下質任

351質子
　i

鵬人i285前l
　　　　　　t

　　　1　　　　扶余、

囎鶴盤句1 〃1U質子をとった時期不詳

361質任　　子弟 「　　1 A李棊ｫ
　　　宣録州都大姫子弟以爲質任・途付広漠
〃120繋之二営，収集猛鋭厳防衛
　　　華陽国志巷8参照

137・質
　I

I38、質

子の世：
李含の子…

湖

　1　　　1　1　　　1303P騨太劉孫阜…李流噂
“120流以特蕩並死面岱阜至甚催・太守李含
　　；又勧流降　華陽国志巻8参照

妻子 303… 郭貞 1仇勃□〃6睡遁不出頂質腰子
　ド

397質 子 13・5後目永興養r陳列雛敵1旦
　ド

40一質
　1

髭の子両前□光細劉弘』陶側

〃12揆離離轟製罐臓鞭麓i’
　　　陳敏討覆めとき陶侃は上級将官たる劉
”62弘に質を出す

　ヒ

411質 1従弟糊3・7後i　l永細石勒i舟馨維鮮卑1〃63，勒質末杯

42庭子　1子
　1

30髓�i糊石勒1劉郡続1
1

！〃63郡続以孤立無援，権附於勒

43t任
　］

31・：蹄1永嘉41崩1矧諸蝉 …〃104「石勒が劉聰と共に河内を改めたとぎ

　　　1
　1
矧質任 31・飾！永嘉5i劉曜1鯛轟1 1〃エ・耀難雀顯錠太守買疋嬬氏莞．



佐久間：魏晋時代の一人質について 9

t名称1内

1（表珊：
容
　　時　　　　　期 　　　　　　　　　　1

上位者　下位者1

一綱幽晦一；倒民廊峠族1
1出典 備 考

ユド

451質

1姦
弟三 3121蹄1永嘉61石勒1矧難1麟〃1・41木杯と交換せんとして

1母，妻1311驚蹄1建興中i蝦陀慕容超鉾〃1281大楽伎12・人と交換す

471質 1子の蓮1315前t　I建興晶1離隔：獺 1〃621雛鄙離離編死散，珊鮭

【東晋】

8 世子群 317蹄1建武1！段未麟卑「獺1 　　　I
l〃62！群為未波所得・末波厚礼之

491質　1

婁壬 3171兀側建武11劉曜1匈奴1塀
　1

T0質 弟芝
317元融武ll硝1勒瞬　　　　　　　　　　　　　一

511質 妻子

　　　　　　1　　　　徐籠320元帝太興3、石勒：勒！長史

@　　　　　！　　t　！香

52任子 32Dl畑太興暢（石□評

　1T
3
1
任
　
k

32・蹄1太馴石釧勒簸

54i質任 323蹄i太寧11撫叫

55任子
33・1師威和51（詔）i　I

　i
T
6
：
任
　
！ 3蹴帝榊g降竜隔麟
　一
T7，入侍

3501
s帝永和61逞e僑鮮卑i季躍

49一質 妻子 317：蹄i建武1i擁1胸郭黙1 巨631継妻鷺質並欄焉

1〃63陣は郭黙を信用せず

　　　　　1“1051堕石季竜車歩騎四万討徐寵，盆長史香

　　　i…　i詣勒乞降

　　　，1多、81：霞馨雛霧薯獅暴）瀦不納

　　　　　i別8ξ1多製養会議多喜羅舞守宰

　　　1蜘〃1・鞍魏杢繧誕族二千余戸干長安・

　　　…　1〃　7i除諸将任子，元経薩氏伝参照（保任）

　　　　　1“1051従泰州二万余戸干青二州諸郡・南氏楊
　　　　　i　　，難敵等援任通和

　　　I　i〃1101称蕃於借，遣入侍

購i1
質副 五弟 3511蹄永和7F再閏陶劉顯j何奴1〃1・71伝首干瓢・進質請命

59任
　質

母弟 352塩s帝P永和8晋朝 餅裏
　ド
莞1〃U6晋処裏干諜城，渣五弟為任単騎度
　1〃万一潅率衆帰化・遣其母弟入質京邑
　1

60入侍　　子 3騒1飾永和1・1符健國酪11〃112i灘鳩於是置来賓館拝鵬以

質61 父母
37 1亡叛□居覇

62任子 3編瞳中1朱序i陽圏

“841段仲堪が晋陵太守となりし時禁録父母
　　1以質亡練者

〃8櫟漿乗数干在漁聞永聴鰭旨
　！

63i質
　」

子の崇 礁武i太元gl慕額鮮卑瞬1莞1〃116i慕容沖に醐されることを恐れて

長任 分房 謝1翻太訓晋倒産劉 川砂房為任囎

95任子 3脱i謂規gl晋朝11符丞國〃1141朝廷果欲駆蔚然聞

　　

661質
　1

子一一 38~規14：薦伏禍、繍 1〃1251艦将灘髄醐，以二子為質
l　　l

一67質 1子の勤392後j　i太湖呂光隊i薦伏転瞬1〃1251離礁缶雛乃称藩於光誼子

68、質 i子の宗
1

3941馨栃1g踏乾1騨艦1珪1〃115質干簾牌乞伏乾帰繍請援

6gi質 1子 1397後…鰐繍伏墾卑視劇艶〃1251灘難黒碧山・遣使謝罪・貢勘物
一1

701質 1子の謙1397E締鞍憺細鱗！薦伏乾1碑〃1261

71…質 1子の剃399：安帝i威嚇繍 姻醤欝築隻奪繍監玄為盟主臨
　ド

72i質

731任

！兄の倒3ggl安産安畑中堪1i桓玄同〃991仲堪辮繍令与娼

陣後1！隆繋娩興国購甥 〃117i多請降邊任
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名称i　　時　　期：上位者…下位者
（表現）1内容 I元瀦年号倒民族倒民族出典備 考

1741質1子弟妻…4・1蹄」隆安51獺1莞離乾牌！〃125！灘懸盤睦書利麟に質となり

751質
　1

妻子

i76i質…措譲

！l　　l家

船2後U頑養1呂隆国騰国〃1221

402後 元興11呂隆莞
　　後I

　　I　1
　　　　　1

呂幽し12麺母弟愛子蜘日臣慕容筑，囎，史難

　　　　　　　閻松等余家質干長安

77質！孟　如2苑蕪嘩何奴…響牌1〃1261萎螺舌畿翻醤難駿

78質　　子の難嵜
　　　　　僚佐子弟
　　　　1数10人

　　　　　　　　　　　　　ヒ
3D按帝尻興3；銚碩徳随…揚盛
　　　　　年I　　　　　　　　　l

1〃117一盛怪請降
i　：
i　　l

F7gl質子子の欄415後…1義駿1麓劉牌［鳥他子1鮮卑1〃1261

イ・「名称」は名詞の外動詞も含む・

厭「時期」は列伝帝紀によロ定め，「頃」はその年の前後で，「前」「後」はその年の前か後でその年とあ

　　　まり遠くない時を示す．

ハ・「民族」の空欄は漢民族，末尾の「備考」は要点を史料よP引用し，また説明した・

2）何鼓全氏は「魏晋南朝的兵制」歴史語言研究所集刊にて，周秦両漢以来的「交質」制与「任子」制演変而成

　一種「質任」制度とのべて，また楊聯陞氏は前掲論文にて質任は質子と任子との合成語としている・

2）宮崎市定氏「九品官人法の研究」第二編第一章　漢代制度一斑

4）　魏志巻1武帝紀別表参照．

5）　岡崎丈夫氏「魏晋南北朝通史」外篇にて曹操は法術主義をとりたることをのべている．

6）櫓淵龍夫氏「戦国秦漢時代における集団の「約」について」東方学論集第三（1955）・

7）仁井田陞氏「唐宋法律文書の研究」にて捜神託より引用して説明す．

8）　宮川荷志氏「三国呉の政治と制度」史林第38巻第1号（1755）．

9）Lien－ShengYa㎎，II・stagesinChi囎H圭st｛）ry．

10）楊中一氏質任解12〕食貨第1巻第8期（1935），層淵龍夫氏「戦国官僚性の一性格」社会経済史学21の3・

璽人質の歴史的意義

　漢末の混乱期において，群雄の中で曹操が中平六年（1的）挙兵してより，次第に頭角をあら

わし，その集団の中核となワたのは，曹一族と称すべき従弟の曹仁，曹洪や族子の曹真等と親

族の夏侯惇や　その族弟の夏侯淵等で，其の後次々と部将1，が加ワて行った．

　しかしてそれらの部将は時期の遅速や質的な相違から譜代的なものと外様的2）なものとが生

じたらしい。武威（甘粛省）の豪傑と云われた張繍は同族の張済に従ワて軍功あり，済の死後，

其の衆を領して，建安2年曹操に降服した・曹操が張済の妻を納れたことを恨みに思ワていた

ので，曹操は繍をひそかに殺さんとしたが，事前に探知され，繍は急に曹操を襲ワた．そのた

め曹操は長子昂と弟の子安民を失ワた（魏志巻1武帝紀，巻8張繍伝，巻10費調伝）．その時に

　吾は張繍等を降し，失して便ちその質を取らず，もって此にいたる．吾は敗る所以を知る、

　諸卿これを観よ，今より已後また敗れざらん（魏志巻1武帝紀）・

とあり，曹操は張繍が降服した時に機会を失して人質を取らなかったので，こんな失敗をして

大事な子供を失ったことを述べている．これは当時の部将には向背常ならざる者が居り，人質

を取ることの必要を示している．

　泰山の蔵覇は，はじめに昆布を助けて曹操と敵対していたが，後曹操に詣りて娘邪相になり，



佐久間：魏晋時代の入質について
1
1

哀紹との戦に功があワた．この時に子弟及諸将の父兄家属をつかわして鄭に詣ることを求めた．

すると曹操は

　諸君の君孝は量また是に在らん，昔粛何は子弟を遣わし侍に入る。而して高祖は拒まず．歌

　純は室を焚き槻をのせて，もワて従う，而して光武はさからわず．吾まさに何をもワてかろ

　んぜん（魏志巻18腋覇伝）・

とのべ，蔵覇の功が高きを認めて居るから，さうまでしなくてもよい，しかしその誠意をかろ

んずることは出来ないとして拒みはしなかった．彼の経歴からすれば外様的要素があワた・ま

た山陽（山東省）の豪族李典は，従父と共に初平中（190～193）より曹操に随い，黄巾，哀紹，

劉備との戦に勲功あり，捕虜将軍に任ぜられた．この時部曲，宗族三千余口を郭に詣らんこと

を願ワた．曹操は笑いてこれを認めた．すると彼は．

　典は焉怯にして功微なり，而して爵寵は厚きに過ぐ・誠によろしく宗をあげて力をのぶべし

　加うるに征伐はいまだ止まざるをもワて，よろしく郊遂の内を実しもワて四方を制すべし，

　純を慕うにあらず（魏志雀18李奥伝）・

と云いて，爵寵の厚きに対し宗族をあげて勉めなければならぬこと・また鄭都に人口を充実す

ることの二つの意味があワたわけで，勿論そこには曹操に慰する厚き信頼の状が見られる・こ

うなると人質と云ワても全く特殊の場合になってくるであろう．只強制によらず自発的に人質

を出すことが謳われたこと自体，人質の評価を示すものであろう．曹操は李典の行為を嘉みし

すぐに破虜将軍に遷して報いた．したがって人質の意義を考えるとき蔵覇，李典の場合を重視

することは，その意義を誤らしめるであろう．

　つぎに曹魏王朝の性格を知る上に人質が如何に利用されたかを考えたい．曹叡が226年に明

帝として即位するや，郡県条例を出し，郡県を劇と中平3〕の二種とし劇郡県の長は任子を出す

と云うことを定めた．劇郡とは人心の安定せざる所ですでに漢代にて

　秦地は多く阻険軽薄にして，盗賊をなし易し，常にそれ劇となす（前漢書巻28下地理志）・

とありて，人心軽薄し盗賊の多い秦地を劇と称して居り，また後漢の永初元年（107）9月の詔に

　丁丑，詔して曰く，今より長吏が考寛せられていまだ報ぜず・父母の喪にあらざるよりは・

　故なくして職を去る者は劇県は十歳，平県は五歳以上にして，すなわち次用を得（後漢書巻5

　安帝紀）・

とあり，劇，平の名称が用いられて居り，劇県の長吏は故なくして職を去れば十年間は次用さ

れず，平県のそれより不利であワた．魏の明帝の時には劇と中平とした・さてその時・東郡

（河北省）の王観は北辺の泳郡（北京）太守であウた．多くの太守は中平となることを願った．

しかし彼は

　此君5は外虜に浜近し，しばしば憲害あり，何んぞ劇となさざらんや働書巻24王観伝）・

と云いてはっきり劇郡たることを宣言した．

　勿論劇郡の人民は役が軽減されることを充分考慮して居ワたからでもあった．すなわち彼が

いうには

　夫れ君は民のためになす所以である、今郡が外劇にあれば，すなわち役条において，まさに

　降差あり，量太守の私のために一部の民に食くぺけん。（同伝）

とあり，陳寿は王観には幼弱なる一子が居るのに公心の高いことをほめたたいている・元来劇

郡は事件が多く，太守自身の王朝に対する向背も不安定であったと見なければなら臨

　すでに魏王朝にては部将が敵の攻撃に破れてとらわれれば家族は保官につながれ，投降すれ

ば官奴婢にされることは，姜維伝に明らかで，劇郡太守も之に準じて考えられたのであろう・

それ故に劇郡の人汝に対しては一応役を軽減すると称して人民の心を王朝につなぎ・一方太守

からは入質を取りて統禦の実をあげた．
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　しばらくして遼東の雄公孫氏との問題が起った．既に公孫度は遼東太守であったが，その後

は子の康がつぎ，その次は康の子の晃や淵が小さかったので康の弟の恭がついで遼東太守とな

り，晃が洛湯に任子として送られた．そののち太和2年（228）淵は恭の位をうばワた．

　それより前に任子としての晃は弟の淵が信を保つことが出来ないから討伐した方がよいと申

出た、しかし明帝は淵の実力を認めて揚威将軍遼東太守にした．ところが淵は南方の孫権に使

を遣かわし親交を求めた．権の使が金銀珍宝をもたらすと，それを受取りながらも「遠くして

恃むべからず」となし，使者の首を孫権に送った．その時明帝は彼を大司馬楽浪公としたが，

景初元年（237）淵は兵を挙げて叛逆した（魏志巻8公孫度伝）ので魏は大軍を遣わして討伐した．

　この時晃の身上に関し魏略（魏書巻8注引）には

　淵叛するに及び，遂に国法をもつて，晃を繋ぐ，晃は前言あり坐せざるを冀うと錐も，然し

　て骨肉をもつて，淵が破れれば己も従うことを知る．淵の首が到るに及び晃は自ら必ず死す

　るを審かにし，其の子と相対し哺哭す．特に上も亦之を活かさんと欲す．而して有司はもワ

　て不可となし，遂に之を殺す．

とあり，上は晃を清したかワたが，有司は不可となして殺すにいたワた．有司の言葉の背後に

は国法が厳として存していたからである．これにつき高柔伝（魏志巷24）には

　しばしば其の変を陳べれば，淵の逆を謀るに及び，帝は市斬するに忍びず獄につきて之を殺

　さんと慾す．

とあり，市にて大衆の前で斬刑にするのはしのびないから，獄中にて殺したい意向であった．

治書侍御史の高柔は「其の死をゆるすべき」ことを進言した．このとき

　帝は聴さず，寛に使を遣かし，金屑を賀し晃及其妻子に飲ましめ，もワて糖衣磧飲を宅に贈る．

とあり，その事情を明らかにしている．魏略にては帝は活かさんとしたが有司が許さなかった

とあり，高柔伝には・帝は市斬は止めたいと云い，また高梁はゆるして欲しかウたが帝は許さ

なかったというわけで，自殺をすすめられた形である．当時叛逆した者の人質は当然古新と云

う国法があって・しかも当然のこととして考えられていた．従ワて晃が前の恭の時に人質とし

て来たのであり，恭の位を奪った淵に対しては極めて悪意を示して居ワたわけで，内部事情が

如何様であっても，法によって裁きをうけるにいたった．

　つぎに曹操政権の軍兵に対する態度を見たい．曹操の軍団が合肥（安徽省）にいた時に，鼓吹

の宋金等が逃亡した．高柔伝（魏書巻24）に
　　　　　　　　に　旧法に軍征士が亡ぐれば，其の妻子を考寛す．太祖はなほやまざる如きを患い，更に其の刑

　を重くし・金に母妻及び二弟ありたれば・皆官に給す．

とあ切その妻子を考寛するとはきわめしらべることで，保官につなぐという程度であろう．

しかるに曹操は更に刑を重くして官奴婢とした．所が役人は殺した方が良いと申出たので丞相

理曹橡であった高柔は重刑が逃亡を防ぐ所以ではないとして反対したので，曹操の意見のよう

に官奴婢にされた．お蔭で活くる者が甚る多かワたとのべている．また同伝に明帝の時，護軍

営士の賓礼が営に帰らないのて逃亡したものとして，妻及子供を官奴婢とした．妻の訴により

高柔が調査した結果，金を貸した同じ営士の魚子文に殺されたことがわかり，家族を元通りに

したとある．以上の二例は軍征士や軍営士には逃亡が多く，その家族を官奴婢にしたわけ’で，

相当に厳重に逃亡を取締ったもでのある．徒ワて軍征士の家族は何時でも取調べられる状態に

あワたので，逃亡があれば，その家族が刑罰を受けることは当然のものとされたわけである、

　されば，部将や軍征士を通じ，先づ去るの意なくして敵にとらえられると家族は保官につな

がれた（蜀志綿嵯維伝）．しかし逃亡した部将の家族は官奴婢にされC魏書巻24高柔伝），更に

辺境地方等の部将が叛乱を起せばその人質は市斬に処せられた　こうした処置は曹魏政権の強
　　　　　お
権的な性格を示すもので，人質を必要とする社会的基盤に相応ずるものである．
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　川勝氏は人質につき，何業全氏の論文にて，上下が互に信ずることが出来ない状態に存在意

義のあると云うことに対し，「この時代に質任が盛行したのは戦時における人間関係の不安定

性の故に，上が下を信じえないことから起ると共に，他面下のものが上のものに対して忠誠を示

すために，質任を送るのが当然であると一般に観念されていてこそ始めて可能である．それは

．忠誠表現の契りの形式として一般の通念であり，従って習俗であったというべきである．しか

もこの習俗は上述のように任侠の習俗と異質のものではない」とのべて居るが，その後半にて

は言過ぎでなかろうか．すなわち，只「それは忠誠表現の契りの形式として一般の通念であり」

の条についてである・それは前述の如く，劉表伝の注における傅子の言の如く，策命委質にて

忠誠表現は可能であワて，必ずしも人質を必要としないのではなかろうか・また「任侠の習俗

と異質のものではない」について，氏の説のように任侠は信義第一主義で，若しこの人ならば

と，云えば無条件に忠誠を示すと云ワた状態で，そこには微塵も不信の状態は存在しない・後

漢書巻97党銅列伝序にも

　死を軽んじ気を重んじ，怨恵は必ず讐あり，令は私庭に行われ，権は匹庶に移り，任侠の方，

　其の俗を成す．

とありて，その意義が明らかである．更に注に引用する前書音義による乙

　相とも信ずるは任となし，是非を同じくするを侠となす・所謂権は州域に行われ・力は公侯

　を析く者なり

とありて，其の間の事情を適切に説明している．これらの種々の人質の場合から考えると，上

位者と下位者との間には幾分なりの不信の状態が存在するとぎ，信頼を示すための保証として

人質が存在する．従って人質的結合は任侠的結合と本質的には異質的なものと考えたい．

　さて魏王朝の後をうけて晋王朝が成立すると泰始元年（265）

　百姓は其の徭役を復し，部曲将，長吏以下の質任を罷む、（晋書巻3武帝紀）

という詔勅が下った．司馬氏がそれまでに部将から人質を取ワたのは・蜀志巻ll雀峻伝に引用

するところの裏陽記によると，魏が蜀を討ワた時，これまで同盟関係にあワた呉が蜀の部将の

羅憲を襲わんとしたので，羅憲は魏の晋王であった司馬昭に文武の臣家の任子を送った・その

時期は魏志巻4陳留正伝によると，景元4年（263）H月の条に

　蜀主劉禅は（登5）3ξに降り，巴蜀皆平ぐ

とあるから263年の事件で，晋王朝成立の2年前ということになる．また三国時代の各王朝は

夫々人質を所有して居り，それらをすべて吸収した晋王朝は漸次それらを開放せんとしたわけ

である．すなわち威寧5年（275）になると

　部曲督以下の質任を降除す．（晋書巻3武帝紀）

とあり，55年後の威和5年（330）には

　詔して諸将の任子・を除く．（晋書巻7成帝記）

とあり，王朝における部将の人質は一応解放したことになった、浜口氏5）の研究によれば，部

曲将は第八品，部曲督は第七品で，諸将に当る牙門将は第五品であって，下級から次第に上級

に向ってその人質を解放したことをのべている。

　なお晋王朝自身が人質関係を結んだのは次の四件である．その一つは威寧元年（275）に，莞

族の樹機能が人質を送りて降らんことを請うた（普書巻3武帝紀）．つぎに永和8年（352）莞族

の挑裏を晋朝は諜城（河南省）に居らしめたので，彼は五弟をつかわして任とし，　（晋書巻116娩

裏伝），其の後銚裏は母弟をつかわし人質とし京邑に居らしめた（晋書巻77股浩伝），次に太元九

年（248）に民族の符丞が慕容沖や晋の部将に包囲されたとき，符丞の司馬の楊膚は済南の土豪

．と思われる毛蜀毛鮮等をして，房を分ちて人質としての任を晋王朝に差出さしめた（晋書巻114荷’



14　　福島大学学芸学部論集第8号 1957－3

堅下）．その後符Z…が都城にて慕容垂によりてかこまれた時，晋王朝に対して任子を出して救

を求めた（同上）．　これらの例は何れも晋王朝と莞族と民族との関係であワて・下位者として

の彼等が，上位者としての晋王朝に人質を差出して保護や救助を求めている，従って大概魏王

朝のように部将より人質をとって統禦した史料は少ない・しかし部将間には荷行われ・西晋の

初期に揚州に寇した陳敏を討伐に出かける時，江夏太守の陶侃は上級部将の劉弘に人質を置い

て出かけた．すなわち晋書巻66劉弘伝に

　弘は之を疑わず，乃ち侃をもって前鋒督護となし，委ぬるに敏を討つの任をもワてす・侃は

　子及び兄の子を遣わして質となす。

とあり，その事実を明らかにしている．また東晋初朝，売青二州諸軍事・二州刺史の朱序に対

して，鮮卑族の慕容永の配下にあワた楊階が任子を遣わして降伏した。また東晋末期に桓玄が

叛乱する過程において，桓玄と股仲堪及楊栓期の間柄につき・

　互に相い疑阻すると難も，亦異なるを得ず仲堪と任期とは子弟をもって交質し・遂に尋陽に

　おいて盟を結び，玄を盟主となし，壇に臨みて血を猷り，並に詔を受けず（晋書巻脱般仲堪伝）

とあり，仲堪と栓期は交質によワて盟を結び桓玄を盟主とした・しかしそれでも両者は完全な

信頼状態にあったのではなく，晋書巻99桓玄伝にも

　仲堪はそと栓期と結ぶと錐も，其の心を疑いへだてて許さず

とあり，その間の事情をのべている、また嘗ワて殿仲堪が晋陵太守のとき，郡下に父母を亡叛

に人質とすることを禁じた如きは，人質が習俗として人民の間に浸透していたことを示す・

　ところが北方民族が活動するにつれて，人質が用いられ，北方民族が上位者で漢民族が下位

者の場合と，他の北方民族が下位者の場合がある．その中で石勒がもワとも人質をとっている

ので，その事情を明らかにし人質の性格を見よう．石勒は晋初山西にて次第に勢力を増し，鮮

卑族の段疾陸巷と相争い劣勢にありたるとき，疾陸春の従弟木杯が石勒を追いて墓門にせまり・

かえってとらえられると，石動は末杯を人質となして交渉し，疾陸春と和を結ぶにいたった

（晋書髄段匹碑）．後年再び両者相対立し，末杯が再び石勒にとらえられると疾陸省は鎧馬金銀

を送るとともに末杯の三弟をもワて人質とするから返えしてくれることを要求した．石勒の部

下には末杯を殺さんことをすすめた者もあるがン彼は一人を殺して怨を結ぶことはとるべきで

ないとして，末杯を返えしその三弟を人質とし和を結び兄弟の約束をした．この場合には異民族

の間において，人質が和平交渉のかたにされた．

　石勒に対して漢人が人質を出した場合として，楽陵（山東省）太守の郡続は孤立無援となり

石勒に降り圧子をつかわした．たまたま段匹碑と共に東晋王朝に南行した・その時につき

　其れ諌を下して曰く，今勒を棄てて匹弾に帰せば任子危しと，続は垂泣して曰く，我身を出

　して国の為めにす．量子を顧みて叛臣たるをえんと，遂に郡と絶つ，勒は乃ち又（続の子）

　を害す（晋書巻63郡続伝）・

とあり郡続が南行したので，その子叉は石勒のために害せられた．人質が出されてもその結合

は長続きしなかったと共に害せられて了ワた．また鳩主6）出身の郭黙は匈奴の劉曜に囲まれた

時，食料不足にこまりはて，妻子を人質として食料を求めた．それが出来ると再び守りを堅く

したので曜はいかり黙の妻子を河に沈め黙を攻めたてた．黙は弟の芝を井州刺史現劉に救を求

めたが，現は黙の狡猾を知ワていたので乗り気でなかった．そこで石勒に対し芝を人質として

遣わし救を求めた．しかし石勒もまた黙が詐りの多い人物であることを知ワて居ったので黙か

ら来た書翰を劉曜に与えた．そこで黙は李矩に投ずるにいたった（晋書巻63郭黙伝）・

　ここの場合郭黙は劉曜に対し妻子を人質として和平状態になワたが，その妻子を犠牲にして

約束を破ワたわけで，その後劉硯（漢人）や石勒に人質を出し救を求めても信用されなかった・

すなわち人質が上位者に対する下位者の信頼を示す保証でもあるが，上位者が下位者を信頼し
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なければその結合は成立しない．やがて石勒の勢力が南方に拡大するにつれて，その地域の墾

堅塁鳩等による集団の統率者7〕は夫々に人質を出して（晋書巻1明石勒上伝，回春105石勒下伝）支配を

うけた．ところが雄将祖述が晋朝の勢力を挽回して，その領域を黄河にまで拡大した、その時に

　是より黄河以南は尽く晋土となり，河上の墜固で先に任子の胡に在る者あれぽ，皆両属をゆ

　るし，時に游軍を遣わし偽わりて之を抄し，其の未だ附せざるを明かにす。諸鳩主感戴す，

　（晋書巻62祀遜伝）

とありて，黄河流域で之まで人質を石勒に出している者はそのままで晋朝にも服属することに

なワた・その直接の理由となワたのは・祖　が有徳の行為者として

　　は人を愛し士に下り，疎交賎隷と錐も皆思礼にて之を過し……自ら険約し農桑を勤督し，

　己に剋ちて施を務め資産を畜えず，子弟は耕耘し樵薪を負担し，叉枯体を収葬して之がため

　に祭醸す（晋書巻62祀逃伝）．

とあり，こうした性格が，領域争をすることが如何に多くの犠牲者を出すことかを考え，敢え

てそれを避けたものと思われる．また石勒については

　石勒は敢えて兵を河南に窺わせず，成皐県をして遜が母の墓を修めしめ　（晋書巻62祀遜伝），

　　一祖　が牙門の童建が新察（河南省）内皮の周密を害し，使を遣わし勒に降る。勒は之を斬

　り，祖　におくり（晋書巻105石勒下）・

とあり，石勒は祖　に対して彼の母の墓を修め，謀叛者の首を送り積極的な好意を示した．そ

の後石勒は

　よりて，遜に書を与え，使を通じ市を交いんことを求む．　は書を報ぜずして互市を聴し，

　利を収むるこ十倍す・是において公私豊膿にして士馬日に滋し（晋書巻62祀　伝）・

とあり，互市を要求し経済物資の交流が行われることになった．ここに緩衝地帯が成立し，そ

の地域は両属ということになった．したがってその地域の任子は依然として石勒側に居ったわ

けである、要するに魏晋時代における人質は，三国の鼎立や，北方民族の南下を背景とする社

会秩序の不安定に際し，曹操政権の成長過程においては人質による結合や，入質による政策が

見られ，また呉蜀政権においても略同様の意味を持ち，晋政権になるとそれらの人質を解放す

る方針をとったが，社会の混乱は依然として人質が用いられていた．その性格と言いば，振幅

が大きいので簡単にのべ難いが，その本質的な点は，或る程度の不信状態のある緊張関係にお

いて，支配と服従の結合関係を成立或は維持せしめる保証であった．従ワて全面的な相互信頼

・にては人質が必要なく，また全面的な相互不信の間にては人質の成立が因難であって，しかも

成立したそれらの入質的結合が往々にして破れることがあワた・

1）五井直弘氏「曹操政権の性格について」歴史学研究NO．195にて曹操政権の中核となったものは一族近親

　及び敵吏関係のものであることを指摘す・

2）川勝義雄氏　「曹操軍国の構成について」の表1にて外様的な軍国を指摘す・

3）　何鼓全氏　　「質任解e」　食貨第1巻第8期・

4）浜口重国氏「後漢末曹操時代に於ける兵民の分離について」東方学報東京第1珊・　（1940）「万一兵士が逃

　亡したP反乱したりすれば家口全体に重い罰を喰わせる」とのべている・

　唐長孫氏　魏晋南北朝史論叢「晋書趙至伝中所見的曹魏士家制度」　（1955）「通過趙至的事跡，我循可以認識

　士家制度的厳格及其加於兵士的残酷圧迫」とのべている・

　吉川幸家郎氏「三国志実録㈲」世界127（1956）曹操が厳罰主義を採用したことをのべている・

、5）　浜口重国氏「晋書武帝紀に見える部曲将部曲督と質任」東洋学報第27巻第3号・

　漢魏叢書の元経巻4薩氏伝によると威和5年の諸将の缶子を除く条について「伝目，自蘇峻反後，諸将多以子

　為質謂之保任，至是正導慮郭黙之不可制，乃詔除任子之法」とのべてあ窮威和2年に蘇峻の叛乱があり，普

　王朝は一時人質を部将からと弘然し郭黙の反後任子を置くことが具合悪く，途に任子を開放することにした．
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6）　那波利貞氏「塙主孜」東亜人丈学報第2巻第4号（1943），拙稿「晋代の場主」東洋史学論集第3（1954）

7）宮川伺志氏　「六朝史研究」・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1957、2．13稿了）

Hostages（人質）dur1血g　Wei（魏）and　Chin（晋）D】mastjes　in　C㎞餓

S誼uma・Kitiya

　　It　was　c鵬tomarliy　practised　in　the　days　of　Wei　and　Chin　in　China（A・D．220・420）that　pe蜘ns　were・

taken　as　hostages・They　were　called　Chih－jen（質任），Jen・tzu（任子》chih－tzu（質子）、Chih（質），Jen・

（任）・Pa伊chih（保質）・Pao・jen（保任）・Shih－tzu（侍子）・and　Ju・shih（入侍）in　the　authorized　books　of

Chin磯history　respectively・Tosao　Wei（曹魏）reg㎞es　are　believed　to　have　progr鰹ed　under　the　po11cy

of　ho6tage　and　alike　in　We（呉）and　Shu（蜀）gover㎜ents・

　Chin　dynasty　adopted　the　policy　of　e㎜cipating　hostages　but　aロx｝ng　the　genemls　and　in　civic就iety

this　cust㎝continued　to　be　as　before．We　can　find㎜y　examples　of　hα虻ages　in　the　strives　of　nothem

peoPles　or　in　the　stn㎎les　betw㏄n　Han　tribe　and　northern　bGrbar㎞s・

　Hα5tage　system　ex池ted　as　a　peace艶curity　of　two　powe路，under　which　the　government　and　the　peoPle

were　united．So　if　two　P眠rties　were　pitted　hostile　against　each　othe■or　quite　at　peace，hostage　could　not

ex鼠．We　can　conclude，thereforeナthat　hostage　n㏄essarily㎝ne　out　only　in　the　days　of　stress　or　ten6e・

situation　to　make　a　peace　s㏄urity　betw㏄n　the　ruler　and　the　ruled　or　to　bring　a　Iull　in　the　stmggle，


