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曹魏時代の灌漑について
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華
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睾 也

藩．ま　え　が　き

中蟹史の時代区分について，種切見簿があり，秦漢詩代諮六隷鋳代をへ℃降癖鋳代に

いたる玄での霧闘を，どのよ灘鴬とらえるかということは，重大な課題1こなっている．これ，豪

で先学によウて土地暴変や税後i簿嬢i等の視、嶽から，幾多の優れた蘇究がなされて来た．

　この重大な課題に接透する一遍程として，欝黎時代における護灘の薦題を取上げた．灌概は

欧露愛．の一分野であるから，治承や漕運とは密接な購連があり，豪た農業生産に』箋達して来る

ので農業衷とも麗達してくる．従。麟達する琢多方面である魁本謙こおいては濃灘凝す

ることのみを取上げ，それが大鷺生活や農業生産にどのような意殊を持っているか，また綾溝

権力とどのような麗係になっているかを購かにしたい、　　　　　　　　　　　　　　　　　（、｝

　さてこれまで串蟹の嚢概に．跨達しては，翼覇難民は「麦揮基本経済と灌灘」　（鑑藤愛ヨ三氏1訳）

にて，農業生産の塔大及び運輸，とむわけ貢納穀鞠の運搬の優益のための「水禾舅の発達，乃

至は治水工事の欝築は支繍1こおいては全く羅家の機籠であった，として零露1こおける藩灘と水

運の重要性を確認されている．岡崎i文夫氏，他藩静夫氏は「江欝文化聡発受」　（ig畦｛｝）の総説

に．おいて，中震古代の灌灘は溝灘法と灘法のあることをのべている．木村蕉雄i氏は「焚藻倉庫

麟発達の基礎条件」　（愛灘憩の3・護一欝灘〉において，薦漢文での灌灘が大統一の基礎とし

て重要の役蒙を粟したことをのべ，最透㌶氏は「申羅の古代専齪主義とその基礎3　（歴実学羅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の賓2貨号i弱8．3）において，古代の縫覇は凄代家でとし，これまで「古代専瀧主義とは獲接鯵

麗鵠人身麦醗の糠系で，その条件としては人買は蟹家の湊有する土地を均分に痩馬するからで

ある」とのべたことに薄して，「羅家が纏峯驚薮沢など一燐の窪然的霧灘を露有丈蔑することに・

よウて，そ矛しにたよる臨工業及び商工業考を支蔑し，一方華認農業を支える治承瀧灘機織を綴

家が占有支醸することによって声農業及び農戻をi麦酸し得たものと考える」として，これまで

重視され・た1土地蟹有説に薄してむしろ土地私有説を支持し，然しこれを支蔑したの葦ま実に・治1承

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くみ灌灘機構に．よるとしたものである．さらにその後の論考において，　「秦漢の舞穏は研窟の面1こ

おいてではなく，生産の面において課鋭されるべぎで，農業生産が騰家の手にある治水，承舞

に支えられていたので，その飯館給付としてであったゴとしている．木村氏の意見に．薄して，

天野氏は「甲羅古代デスポティズムの諸条件」（歴史学嚢究223，欝5鋤において「君主の人頭

支醗を支えるものとして，治水漢灘機購の蟹有と生産の蟹家支醗を強講ずることには，賛疑し

かねる韮とし，　ドと管わけ大綬摸な治7籔灌1難工事の造営は，このデスぎティズム影銭に，嚢進

的後書1をなしたものと考えらオ繍ましな㌧・か．涯とのべている、

　嘗ってW呈t響。禦恥象Wl薮網無｛｛目玉戴ges磁sc擁衰C難1懸s（欝3め（平野義太郎氏訳．解簿過

程にある支羅の経済と桂会．鰺34〉に．おいて，護概を中蟹農業の必須条件とし，治水事業を中

蟹の専趨書生馨家の桂会経済的な穫麗とした．最選瞬氏はOrlo搬譲夏〉e躍纏圭s盤　（欝§7〉を発

表し，東洋歓会を水無縫会9y醗無断SGC醸yとし，鱈洋的鼓会に薄するパターンとし，水落
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桂会をCo搬韓。をとLGoseとに大題し更に雑考紘Co懲舞cq，C（）盤拠ct2，後考はL（｝ose　i，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モリLo繍e2，としたもので，この譲考に暫し増灘楚夫氏紘「秦漢帝難及それ以後の中顛はCo盤灘

ct灘1こ璽する古代エジプト季古代メソぎタミヤテ古代ペルー等と匡驚されてLo脅斑iに翼せ

しめられ，私的小蔑漢灘灘に・よる農癖地や天水農業の秀が欝家的灌漑1こよる農耕地帯より多く

の弼駿を占めていたとのべて馨るの源注臠してよい叢と云う意瞭の見解をのべている．以上寧

撰古代にと鯵て治承漢概の持つ投薬1こついて灘薯な諸家の見解を記もた．木棺氏巌古代專潔i主

義の基謹瞭治；叡漢灘であることを強鶉したの1鶏難し，天野氏は人頭支凝の複礎を外一敵1勢穿三と長

生安定にもとめ，治承漢灘はむしろ促進麟役灘であるとした．

　なお鄭雛経氏は「甲羅承蒋簗蚕i§3鋳1こて，治承灘灘に．ついては各地域幾に．，運漕について

は縛代表的に蔑観し，豪た載支麟璽発会縫講義謀議癒「支擦の東舞霧題上・下」　（欝39〉には，

地域毎に現実の諸購題を中心に・して諭達され，最後に承舞職官の変遷に就いて誕さ潔’ている．

　曹魏縛代の灌漑に．直接的に箋係があるの慧井上晃氏のF磨魏の毛織こ就いて」　（変雛十六鷺

鯵3鋤において，1妻姦続の概要を羅され，家た覆轟定生氏嫁F魏の毒灘麟．1（土地醗有の愛醜羅

究一ig§溝に．おいて種々と書及している．また天野氏絃農業生塵力の爾1から「魏縷筆繕詫輔鋳に・

おける農業生産力の暴露］（塑』学難、誌66の蟹｝一ig§？）において，「魏野韓ミとりわけ，i凌塘溝棄壇

場を興鬱して潅湾流域に農業上の籔著な発展をもたらした．」とのべ，さらに「こうした鼠舞

灌轟が，農業経営を安定させるとともに，いちじるしく単鍾牧童を高めたことは想像にかたく

ない．」とのべているの嫁重要な視議1である、またかワて舞聯蒙丈夫氏がヂ麦羅毒殺の錘米獺作

者雌（権北朝に於ける社会経済纒凄4盤§1において，「一般に前漢申霧以後，漢全幾に遜じ講義

政策の著：しく＃裟支部に奨励せられ。し時代な矛暴ま，其；徴を禾彗篤して1蒙講ずるものの率稲雛の併せ

て試みらおしもの益し多きに馨るべし．後漢末三麟窮期に於・ける銘文秘全般に．わたる大動乱が，

恰んど各種の瀧瀧癒設を荒廃に嬬せしむ．請して魏の曹操が孟として烈力せる屯濁策は，実1こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モきう軍繊の食糧を得るに存するがその瞭の中心政策の一として稲作の奨錘をなせしこと疑わず．」

と遠べていることは歩けだし卓見と或うべぎである．

　さて馨麓時代とした場合，警麓王覇ばか瞥でなくその基礎を作った漢家の曹操錬代も食める

べきだと考えるので考察の薄象とした．

　乃ち第一霧薯操練代，第1二霧薄魏王覇蕪期，第三難薄麓王覇後幾とした．第一霧むま薄操が漢

家の混駝期において軼事をうちたて，勢力を拡大し華北を鷹巻した購窺で，第二薦は魏王麟の

最盛娚で，交帝甚霧ま安定した時代であったが，瞬帝期1こなると呉や餐1との1奪立がはげしくなむ，

その上，宮殿箋築がすすめら魑，戻泉源労役が課せら濁，財政は貧鱗となり，擁王覇の終末を

早からしめた．第三霧絃魏王覇の嚢簿菊で政治の実権は覇篶総の手に燻し，轡王覇建設の基礎

が作られた．以上のような致治的背豪においてア漢1翫徳設がどのような事騨葬こ．おいて建設され

たか，またどのような給桑や影響を与えたかを醗身）かに．したい．

2．警魏縛艇における水皐

　農業生産にとウて，洪水や畢魑のあたえる被害は甚大である．灌灘は群氷や碧水を含めて水

量を調整し農産物に．必婆な水量を盤給すると共に，それらの洪水や皐慧の被害を最小漿渡に押

えるようとするものである、もワともそのため1こは単に．灘灘の点ばかりでなく治水の藤が重要

になウてくる．とも角筆時にお捗る承害や羊雲に聴する事藪を王隻1こよウて旛摘して見よう．

　　　　書換時代

　蔵帝興平i年（i§の，秩七月三輔大皐，窮懇篤至是弩．豆麦一鱗二十万，人糧食啖，白青委

　　　　　　　　　　積．　（後漢欝3，魏憲i，7，9，ゴ

　　　興平2年（婚5），夏霞舞大県（後漢書9〉
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　　　建安2年（欝7），秋九月漢氷温，是歳鰻，注進聡疑糧食．　（後漢書9，25〉

　　　建安鴛年（2§7），歓七月大水鋳海道不遜．　（魏恙め

　　　建安葺年纏2），漱七月海水頑水溢娯．　（後漢書9〉

　　　建安鰺年（溢3），夏五月大雨承、　（後漢書9，25〉

　　　建安穏年（然心，憂欝層畢，五海雨承、　（後漢書9〉

　　　建安塞年（籔g），八簿漢水溢流，警罠人．　（後漢書§，25，魏憲i7〉

　　　　　　　警魏王覇時代

　　支藩黄窮達年（222〉大毒大霧雨，葎濃盗至津錺戴門，漂数干蒙殺人．　（晋書器）

　　　黄靭§年（223〉帝棄薩，后留許轟氷結台，縫霧雨欝金舞（麓志5〉

　　瞬帝大瀦三年（227）秒数大雨．多暴卒．　（晋欝27）

　　　太瀦2年（228〉五鷺大旱（魏恵3）

　　　太藤4年（23G〉八舞人雨霧三十余嚢．俘洛溝漢髄歳以鰻．　（著書27），九海大雨藩

　　　　　　　　　　　盗癖ぎ漢ヌ鼓溢（魏志3〉

　　　天趣5年（23i）数年以来永享不縛．戻羅衣食，締徒之発歳歳増講，糠東有覆欺之軍．

　　　　　　　　　　　藤布覆覆之将（魏憲欝）．三層霞去冬十薙至髭還不覊．（魏志3，讐書28〉

　　　景講i年（237〉煮夏隣弩大作淫罐，糞蝿水繊．漂没昆翰，（麓志2s〉軟七月連爾十嚢，

　　　　　　　　　　　濠水大騒（麓憲3），充欝淫雨，翼変雛予醤州旗轟没溺，殺人失財産，

　　　　　　　　　　　（蘇志3，晋書貿）

　　齋王芳正始i年（2鋤春二月露去冬十二擁至髭層不覊．（魏志4）

　　高貴郷公髪舞露3年（2§9〉蕉薄白去秋至鍵層皐（晋書2§）

　以ま二列記したものによ参舞i蜜をみると大雨が騒蟹，皐慧が7醗と数えることが灘来る．全幾

簡において3年にi醸と匿うに、なろう．しかし躍数について3年にi籍としても，地域や靉靆

や程慶を考癒していないのである．また記遠されなかった災害もあることが当然である、大雨

の場合の破警をみると，交帝の養締通年の暮暮には俸洛水があふれ，数千家を流し，死者数人

と諾され，また明帝の景窃元年警雇には糞壷篠予浮州が長雨にあい，濯死者数人あ穆，窪た財

産を失ワた者が多い．このような場合，人命家麗の被害記遠に箆参，農耕地の被害の記遠蛮で

は及ばない．皐慧の場合を見ると，太趣5年には去冬欝簿よ参3罵まで6ヵ月懸．蕉嬉発年に

は去冬捻月より2月まで3力塚霞，昔露3年には去就よ参正居蓑で約蓬力弩懇と長幾にわたワ

て降雨がないと認されている．それらの自然醜災害は政治政策や鮭会麗係によワて時代醜特質

をあらわしてくる、そして生活や生産に甚大な影響をあたえることになる．

3．曹操繕綬における灌灘

　さて，曹操が義兵を起して賜もなく，獣帯が洛緩に騰った時の事縫について，

　　百官被薄練，依懸垂聡，蛾灘各擁彊兵，瞬委輸不至，群僚縫乏，講書郷以下鬱鬱採穣，或

　　饒死魑壁間．　（後漢書巻§獣帝紀，建安元年〉

とあむて，洛錺には食糧はなく，地方からの穣牽は送られず，官僚は霞ら穣（野生の穰〉を採

りに患かけ，中には饒死する考も鐵る程であウた．地方政治も威令が行わ激しず

　　昆布萬戸考，黄籍不盈数頁，収賦納税，参分不入一、　（擁憲巻9嚢紹籏潅欝，九州春秋〉

と云うわけであった．従って軍糧もなく，衰紹の軍は梅　（桑実）や葵を会し，震徳の軍は嘉

（にし）や薦の穂を食糧とした（讐書金貨志〉覆であった．従って食糧を生産することは緊急

のことであった．それ故曹操は戴帝を洛蕩より許にうつし，屯濁経営を行うにいたった．その

後農嘗としての典農宮が各地に・おいて活鐘することに・なると共に歩灌漑施設が造られ生産の増

襲を霞参特に穐作が勧められた．次に年次によ？てその実状をのべよう，
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　第一は夏鍵惇による太寿承の破である．綬は警操と属郷の議（安康省毫票〉灘身の人で，曹

操が初めて已吾にて兵をあげた蒋に禅将となりて活躍し，後瞳黎（藩蒲萄灘熱縫療筍太

守建武軽羅となりた．その時次のような諺遠がある．

　締大辛蜂姦趨，惇乃籔太寿水作鞍，身欝貧土率将士勧種瀬．罠頼其秘（魏憲巻9夏繰韓藍）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンとあむて，大旱慧の際に』太青嵐をせぎとめ，綾を作参護灘の痩を得て種を殖えるようにな駄

驚もその舞に頼ることになヴた、さぎに詐の羅遍に薄操が屯蜜を経営した1祭には「得穀i倉倉万

石遅とあ参，西襲武一，熊代幸雄氏氏訳ヂ齊民要衝」によると「当今・の入は1專ら穫をさして穀

と言っている並とのべているが，許の屯蜜の擦には穫を含んだものとしての五穀をさしたもの
　　　　　　　　　くむと考えられ．蟻然癩米も含み得たと考えられる．象た本経注巻23汲水の条に夏鍵長騰があ肱

ごれ，1こついて承経1鹸には揚守敬が趨一濤の見解として「蓋以淳得名」　（溝毒雀嚢猛繰獲北〉

とのべ，夏艇長騰の名は夏綻惇の名を残したものであるとしている、従ワてその鰭近に慶撲惇

の破が作られたものと考えられる、その鞍が作られた時懇について考察すると，菱揆惇ぶ練留

滌除太守になりた時霧を考え麟意い．陳懇漕繰が恥総年給§）家財を歎じて義兵をあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くむげた漸で，また定海は窃平4年（ig3〉太寿永のほと参で：嚢纂と戦い，太寿承を渋潰し簾を水

攻にして衰簿を破ウてから手に入れた醗で（擁志巻茎窃平4年の条），三霧志集解巻9夏候惇

伝の癒弼が違iに「済陰嚢治定陶擁とあむ赤したがワて夏盤惇が練習済陰太守1こ任ぜられたのは

窃平4年以後と愛うことになる．夏儀惇飯を見ると，

　太嶺（書換）自験撰還，惇従復縁姦，為流矢霧中，傷左馨．復領練習済陰太守，撫建武将軍．

とあ参，呂毒との戦に参撫し，流失のために魔鰻をいため，その後陣留済陰太守に任ぜられた．

それ議：に「復云云茎として復を購いているが，一蒔諌留が衰鬢議こよって露顕されたからであろ

う．この事件について，魏志巻一興平芳年縫g4）の1条に

　春太雛慧総州還，一其後呂庵と戦を交える一青州兵奔，太複縫鼠翻突，大患墜羅，焼左手掌．

　司馬縷異扶太叢，上馬遂引去、

とあむ，興奮との戦に箋大のため，薄繰は落馬し，左手掌をやいたが，縷異のおかげで意地を

臆することが謁来た．この時こそ蓑さしく夏渓惇が左鰻をいためたわ酵である．その後縁梅と

の攻髄戦を屡翳した．すなわち，

　令軍事鍵為攻具，進後攻之，与窟灘守雪余欝、蜂轟起，蔵経大鰻，薦糧食春嵐，各引去．秩

　丸慧太護還罫賊（麓志誉i．興平元年の条〉

とあ参，羅毒と薄縛すること薮会議こして，9月になると薄襟は郵城（轡京雀礫栗東〉に喋っ

たとあるから，鰐余震前とすれば，6月璽から薄縛したわけである．嬉轟云云の諾違は，夏霞

惇藪の「特大皐鐘轟趨珪と一致するものである．それ故1こ太寿水をせきとめて破を作った時難

は興畢元年（ig4）である．その年の冬は「穀一鰻五十余万銭人権剣　（魏志巻玲とのべて

ある程に著しく食糧が不足して懸ったのであるから，軍政醗に・も浅政的にも緩の設置による灌

漑は重要な童義があった．

　次に藻登による愛敬磯である、流露志集解巻7によると溢罎の講を引得しているが，陳登は

下張（江蘇省嚢蝋劇の人で，魏志巻7本犠に潔灘の土豪とあるのは温海とすべぎであるとし

ているが，とるべぎ説である．講書の瀧の先賢行歌謡に

　是薄髭荒戻綴，州牧海謙表登為典農綾羅，乃選士懇之宣，尽繋灘之瓢　零麟濃豊穣，奉便饗許，

　太糧以登為広陵太守．会陰合蒙以鐸羅霧．

と劾，その事椿を諾している．典農搬舞鍛けられ銭灘安元年で劾，この時毯荒民鰻と

弐うこと嫡然饗勘喝嚢安にかけての状懇を示すものであろう．薯繰が蹴｝と触鉱建安

3年瞬鋸には呂布を霧俄しているのであるから，この事熱羅安元年（玉翰から建安3年（i

98）窪での鶴になされたらしい、藤：で陶謙善ま前に黄串の蹴平定1こ功があり・徐州牧濫觴塚…に餐1
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ゼられたが，解平4年には曹操と薄立し興畢畦年には病死している（魏志8陶謙伝〉、それ鼓

に至莚安i年に，典農絞雛が設けらたのであるから，陶謙が陳登を典・農談議裟こするわけがない．

翫で太平裏掌記誉鴛3によると愛敬綾は江轟藥（江蘇省〉穫露里にに．あるとされ，

　陳登為広陵太守，窃器藤波（建安i年より建安3奪までに既鞍が闘かれた〉

とあ参，広陵は呂毒との薄立に．礫し南方における重要基地になウたわけで，先賢行状誕よ箏も

むしろ太平舞宇誰の方に妥当性があるようだ．更に後者には「戯緩衝姓愛露敬之以為名」とあ

ウr擦骨鎌登塘」とのべている．それ撫こ軍灘臆意昧だ酵でなく農戻もそ嚇鑑をうけたわ

けである．織先賢行状誕に涛ま貌穣豊積とあるが，貌穏はねばり気のない穰でありて「うるち盛

が増産された、

　次に劉簸による袴談等の興治である．駿は漆蟹（安徽省縮県〉の人で建安の鵜震衛の部将

をかたらい共に警操にいたり醗下になむ溝徒橡につく．後南方にて孫策との勢力争が起る払

揚州嚢築に綬ゼられ，合羅煽～1ζ鎚参，涯潅の鶴の諸豪族を安集し，数年のうち治績大いにあが

った、ここにおいて

　数年中愚化大行．百姓楽典致，流疑越江識，薩帰者以万数．蟄是聚諸生立学校広毛蟹，興葛

　鮫及姦鞍，七門，呉塘議場，以灘縮轡，宮昆有畜．　（魏慈善蔦劉駿｛恥

とあむて，後は揚州麟愛とな参労働力を鰭集し大事業をなし得，穏繍ζ．灌漑し官長共に・麟益を

得た．三蟹志の著者普代の辣寿は燐酸癒中に．おいて

　及鞍塘之舞，至今為霧
とのべている、三蟹志集解巻i5に七門堰は方輿紀要巻珍6蓄こよると声の安巖書蠧江県蕪1にあむ

灌畢鷺千五頁頃といい，湛三春iの七門癖議奏こよると宋代に劉激が薩1溢：従事になり七門堰に鴛き灘雛

蠣積をたづねた灘礪であると湿してあるとのことである．また難燃安籔犠擁襲寧簾

にあ鯵，饗酸が震いた後，呉の呂蒙が岩をけづ吟水を遜じ穫霧3善余類をう、許ほした（呉憲巻

9）．蕎熱鞍徽雀蘇に納，蘇は満額重諜にある．七門堰と葛…繁は鍮礁ってあっ
た：のを修治し姦装と呉讐（鞍）は新しく興さ淘たらしい．麟簸は建安i象年に．覆しているから，

これらの事業は建安鴛年以蕪になされた．趨一濤の蓄によると「後漢雛蝦麺愛治簿春，建安5

年移合醗」　（三蟹志集解巻i5）とあ鯵，駿菰揚州麟更として合麗に馨ったのであるか舷建安

5年（2倉倉〉から建安捻年（2§8〉までの事業と云うことになる．漢王朝は建安蔦年秩7月にな

ると苓破を闘いて毛鑓を起している．

　つぎに曹操による天井堰である．曹繰は建安2i年（盤6）魏王に任ぜられ，灘を経営した，

その瞭濁潭水をせぎとめ，天井堰を作むて分流した．承経注巻†濁潭承の条に

　魏武王又場濠水，選渡東浅，号天井堰．二十里中作十二燈，塔穣去三濤歩，今旦麟灌溝…，一

　　　　　　　　　　　　く　
　源分為十二流，皆懸水門．

とあ参，2倉塁の堰に．3倉倉歩置に量（承を分流するところで石段を設ける）を作ったのであ嵐

もっともこの地秀は魏の文艦のとぎ茜門豹が，た豪魏の嚢王のとき簗起が夫澄灘令とな魁擁

承をせきとめて瞬に灌水した．1文選巻六魏擁賦に

　西門灘真前，皮趨灌其後，堆渡＋二講源異羅，蓄為疑雲，羅為行講承樹種稔・陸蒔稜黍・

　繋讐桑麺，瀬瀬麻綜．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イきヨと5たわれて媛参，難下における農作勃繁茂の様がのべられている．承秘の便の良い勝では覆

（うるち〉や徐（もちこめ）を，陸辮1こは穫（あわ）や黍を植え，外に薬箱麻綻の類が植えられ

ていた．警操は．建安25年（22§）66才で洛緩1に歿したが，その時に．ついて，睡寺太子在灘｝欝綾

儀未灘．土民額苦労役，叉有疾霧．於是軍車懸麟，群僚恐天下膚変．墨魏志巻露費蓬転潅引の擁

酪〉と云う妬く，不懸の空気が灘にみなぎって騰ワた．漢家の混乱期に轟今次汝と大業をなし

た綾であったが，士葺…は労役には苦痛であったのだろう．ともかく第一難における灘灘施設は
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夫た藪操の勢力拡大に重要な意義を持って居りた．就中愛敬鞍，苓霞，姦鞍，七門堰，呉壌は

南方に．薄する重要な遜点となウた．このような潅漑施設が良将なれば，麟簸藪にもあるように

1一流襲越注識，海帰考以万数」と云うよ聾こ，淀疑が注すなわち揚子江を渡む轡柔を越え集

ってくる．それ韓1治政よろしぎを示したわけである．

庫、蓉魏玉鞘前難にお継る灌灘

　警魏王朝が露かれ丈帝窮帝が邸位した蒔搦で，蜀呉王朝がつぎつぎ成立し三三蟹鼎立の状態と

なる．

　先づ饗蓬によって新鞍，小弐陽鞍および饗躾渠が造られた．費蓬は溝東嚢綾（蓑麟雀）の人

で幼少の縛に墨父よウ兵法を授けられ，曹擬が馬超を蟹する蒔に，弘農は露方の要地であるか

らとして鞍を弘農太守に・任じた．その後毛鑓欝欝が亡民を秘匿するのを摘発し，曹繰に鶴任さ

れた．丈帝が郷位すると，難金や魏轟太守をへて予州繭箋となる．そのとき盗贓公行し治安は

雛持されていなかウた．蟹蓬は不法者を糾弾し天下の範とされた．しかし一方予州は呉と境を

接し戦備をせ；ねばならなかウた．かかるときに，

　邊灘浜造新鞍．叉駿鐵溜長谿水，追掛曳緩緩．叉通運渠二謬塁，藤講饗躾渠毯．　（醜志巻蔦

　賛蓬伝〉

とあ参て，新鞍，小曳錫1裟，賞｛夷棄の設逡となワた1、水経産疏によると鷲｛灸渠について

　守敬按一一方翼紀要或講湛揚棄，一続志，在（溝講書）潅寧戴嚢麓．

とあ静，賞漢薬は後に潅腸奨といわれ声嚢支1こよって鯵興されている．蟹疾渠が設置されたの

は支藩麟立（22傘）以後である．

　つぎに鄭灘で，破は調醤の人で祖父，父共に名のある繧学者であった．裟は奮繰に響されて
　　　　　　　く　シ
下藝令，馨陵余となウ，その時に

　天下未定．長髯嚢軽不念産薙．其生子無以稽活，率皆不孝，灘僻在奪莫漁猟之具，課使隷桑，

　父兼灘穰濁，重去子之法．民窃畏罪，後鵜叢給，無不孝聡，醗育男女多以鄭為事．　（魏志巻

　鯵鄭渾敷〉

とあむ，王覇成立後長生不安の事情にあ．む，農耕を営まず漁猟1こ従事するという事椿であウた．

鄭灘垂東灘獄の具を奪iいとり，薄幸桑を課し，憂琶に琴擦灘を霧蟹・たということで，蓉蕪譲1施…i斐も設をナら

れたであろう．かくして鞍は治績をあげて王党太守をへて京発券となむ，支帯が鄭盤すると醗

平沸鄭太守となる．そのときのことについて

　灘界下灘患水襟，翼姓鰻乏，渾焚藤穣二瞬界，興酸遜露藤鱗，鄭皆以為不便，渾讐，地勢誇

　下宣灌漑，終有漁雛経久之舞．髭琵之本毯．遂躬事吏罠墾立功夫．一冬聡警滅，比年大取，

　頃蘇歳瓶灘大穂常，民頼其蒋（魏志巻絡鄭渾伝〉

とあり，漆灘内は下湿で水びたしになむ，入女は食料が不足したので，藩絹2票の鼻（叢撫ま江

蘇省灘醸藻にナ墨欝，欝熟ま安徽欝欝無灘北た罐主）に跡遜を起こし穗摂を羅こうとL．た．そのとき

人々は不湊としたが鄭海はよく謙得して蜜異共々に働き一冬で完漬し，毎年塔叡となう，疑は

霧をうけ土壌も蕩に．なウたわけである．ここで灌灘1こよ参種雛を覇き，収入が鶴に．なウたこと

を示すもので，楽時の癩作栽馨の意義を見鐡すことが墾来る、天野氏はゼ魏晋薦麓覇時に．おけ

る農業生産力の屡群封1こて曹書巻遵7簿玄鱗の薬料に＝より，霞羅韓ミ十余麟を取1垂箋iするのに：罎し，

承遜は数十鱗を収めるとし，またがって単位嚢積の叡量は爆作1こ比し承瞬の1方が極めて多量で
　　　　　　　　　むきン
あることを毒摘された、なお濤瞬1鶏薄しては「前年捧騎した爆地を撤すものかゴと説覇された．

　水経産巻三十瞬離水の条に

　晋鄭葎為濠認太守，於蕎糖二票翼酸堰，疑頼其舞，躍着類之，号藤鄭鞍

とのべてあ参，薦途のことを曙らかに示している、

　次に翼馬孚による海内における石門設置が行われた．司馬孚は罵、馬熱の次第で漢末に兄弟と
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もに零、二癖をなめた、承経注巻九海水の条に魏土地語を引霧して次の妬くのべてある．

　湾内螺野王銀面七十里有渇水．充蓬湯水妓癒，醗竣棄常流趨．石門是晋安平離王覇篤学之為

　魏野主典農串鰍将之蚤造．

とあ鯵，講罵孚は野王の爽農事部将とな参たる無毒に作ワたものである．著ξ書巻37安平蕎：王孚訟

に．よると，曹操の蓬去後はその行聖寿は事宜を得，支帯が即盤すると，黄門侍郷とな参，その後

海内典農中懸蒋となり鬱病鑑となッた．また金管文巻十遜安平王学講造海霧石門i表の条に

　灘馬孚子醜黄籾中（22G～22§）為野王典農車懸将，被詔興溝内水霧，薩表講改造沁濃水粥以

　簸皐潴之害、

とあり，瞬篤学が野壷（溝内）典農事篤将となウたのは黄霧中と覇誑してある、さて濾水の石

門設逡の事情1こついて承経潅に次の難くのべている．

　按藁蓑最．翫孚言，臨被舞額奏，興海内承舞．臣貧葬欝横行，海水灘灘銀経揖，麟醗霧廼，水道

　丸善里．獣太行飲鱗，王麗以東，屡巖高綾天時霧雨，豪谷走承，小石漂i選，木門柘数，総

　霞流濫歳駒下威，臣韓按鴛，去壌五里以外，秀石可得数万余枚、臣以為累方石為門，若夫

　傷畢，増堰進水，蒼天霧雨，駿沢亮潅，難署跡藪水，聖楽術潜，是以浅海，雲癖海人，経醗

　之謀、暫労永逸，嬰、ヒ醗許，懸盤子持患矩表，勅大覇農時絵入工，勿綾薙羅以賛鋳要．鋲孚

　書，認書聴濡，於是爽岸累石，結以蓊欝，購代木門携，故石門譲有紡鶴林爽．漢遜裂離之数，

　聡二歳擁之功．

すなわち湾内の海水流域の現釈は，霧麟こなれば一時馨．どっと承溝羅て，小石嫁押しながされ，

木門はくちやぶれ，穣譲に汎濫し，i年の努力も水泡に帰して了うというわけである．その解

決策としてその隣近の石をあつめて石門を作ることになウた．そこで大講農窮より工人を給し

てもらい石門を造った．かくて不安定の穣灘経堂は安定することになウた．

　つぎ1こ験癒1鶏よって醤方の武威酒幾の塩池羅透！の闘菟が行われた．綾は燕羅蕪（濟駕馨〉の

人で，曹操が海難を平げるときに丞樽軍謀橡となウ，漸次盤がすすみ，文斉の時に議難平曝安

平太守，頴辮典農事躯将となウた．購帝が響癒すると徐蓮は濠州翼蜜，硬持籔護箋絞購1こ任ぜ

られた、涼粥は絶遠で，南方は蜀に接し蚕が麗雫に進聾してくる時は後背よ鯵攻撃することの

畿来る要地であると共1こ藪芳廼灘として重要な地域でありた．たまた奮諸葛亮が羅緯（繋議省

西蔵県聴七里）に轟馨してぎたときに，縫嚢の3蔀（薦安，天承，安定〉が逡に叛旗をひる炉

えしたので，（鬱葱巻5諸葛亮飯），蓬は参軍と金城太守をつかわし南安の賎をうち破りた．こ

のような軍事的騒動が濠弼の積極的経営を必要とした．元来濠州は乾燥地域であるために農薪

は璽雑な事情にありた、醜葱巻27徐逡伝に

　湾虐少雨鴬一1葦，：乏穀，逸士驚武威酒泉塩池，以数霧穀，文広鰯承瞬，募貧昆餐之，泰西豊建，

　倉庫盈濃，乃支度州、界軍馬之余，以霧会議犬馬，懸盤中震之費．

とあ参，践威，酒泉の塩池を締めて露穀を叡養し，また水離を闘いたというが，塩池に．入る海

瞬よ参その流域に灌擬することに．よ参耕作が可能に．なワたものと思われる、なお後漢時代に亀

鼓の塩池に．ついて，爾書僕尉糞認が羅発露年（玉25）1こ上疎した蓄葉に

　叉有亀叢塩池，以為疑蒋，水草叢雲，土室藍教，牛馬籍尾，灘羊塞道，靴羅緯溝，乗擁鎚険，

　霞渠鉄概，承春海溝（水毒鄭水難驚），罵功省少，誌軍糧義定．　（後漢書巻簸7藝詳伝）

ということで，亀鼓の塩池にては渠によりて灌漑し軍量が生産され，承毒すなわち水碓を造っ

ておるのであるから穀物が生産されたわ謬である．武威，酒泉の齢尋ま虜穀と水麟というから

は穰も作ら律したようだ、また「募賞賛；幕1之，家為豊鍵盤ということ量ま，蚤地方の経済講造を示

すものでア貧民は舞戸とな鯵，土地湧有著の土地を隷作している．家画は郷土地霧有者を意殊

する．その時難については魏志巻三太趣2年の条1こ

　蜀大将諸葛亮厄運，天水，毒安，安定王難吏昆叛応亮．
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とあるにより，太篇2年（228）以後に鑓擁されたものであろう．

　次いで大恥5年1こなると大将軍司馬議の表によって京兆，天水，南安の塩池を興すことにな

る．　この事は著書食貨志に・よると・嘉平蓬年（252〉のこととなっていいる．すなわち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお　嘉年瞬年箋串縫，宣膏菱縫翼州農夫五千人，総土蜂巽東兆，天承，講安塩池，以益草案

とのべてある．ところが魏志巻瞬齊蚤芳籔によると

　（嘉年〉三年秋七弩浅黄，太簿駑馬寛正麗

とあ参事晋書巻一宣嚢蒙蓬君においてむま

　嘉年三年秋八籍浅黄購予京齢，時七十三

とあむ，魏書と晋書とで肩は異りても嘉年3年に歿したことは題らかである、家た誓書金貨志

には麗寧が鰹た吟とあるが，鵡遠の水撃の史料に瞬らかのように，大穂4年に黄海流域全域に

大癖があむ鰻蓮になワており，また太秘凄年末から大和5年の春にか診て薦が鋒らなかワ凡

それ故その類露中が鰻たりということに．なワた．ところが嘉平媛年を寧心としてそのような天

災むま見ることがこない．

　更に政治上について見ると，嘉率：3年秋に誘馬麟が麗じたことが窮らかになウたし，嘉平3

年の春五月には燕辮鵜実塁塞，新城太守陳泰が異を攻めてお参（魏憲巻岐），薄墨驚題でさし

遠ワてはいない．一秀諸葛亮妻ま蘇に建興i2年（23禽羅馬轄と薄瞳中残している．そこで太瀦

年聡の事警を見ると，太趣2年には諸葛亮が湾承盆地上流に進聾し天承，藷安，安定の隻艮が

亮さこ応じているし（魏憲巻3），その瞭その三遷の太守はそれぞれ1灘をすてている．　（魏志巻

鴬張羅癒）．犬牽麟年（蜘）になると，魏憲巻3には

　秋七鳶詔大講，馬啓真，大将軍属馬宣王代蜀．

とあ参，蜀志巻3には太憩4年に愚る建興8年の条に

　秩，魏襲講馬轄霞石簾，張鑛霞子午，曹糞蜜斜谷，欲攻漢獣丞糧亮待之於城覆赤翫大講

　遠絶
とあ参魏蜀の争が見られ，晋書巻i太瀦畦年の条1こもそのことがのべられている．太瀦5年瓢

は諸葛亮が天承に寇し講馬蕩がこれを窺いでいる．（魏志巻3，晋書巻美）．従ウて太瀦衡　5

年に濡衣盆1地の南西において魏蜀癒軍の角逐があり，晋書巻繋こよるとその聡の事椿が締しく

のべてある．但し太灘護年の條にて行を敬めることなく，

　醗年諸葛亮竃天水．

とあるため，この条項よ今後の薦軍の角逐が太擁護庫に行われたかの妬き鐸象をあたえた．

　実は太葎5年の条として行を改めて書くべぎであワた．すなわち前条の後に認馬轄解大勝利

を得夢更に次のようにのべている．

　時軍簸杜襲，督軍醇梯皆嚢．題年表熱亮必論意，縫右無穀，宜及冬予運．帝翫亮轟轟藤臨

　一致陳倉，挫麟講漢．縦其後鐵，不復攻城，峯求野戦，必在縫東不在嚢胞．亮毎以糧少為犠

　帰必積毀以吾料之，葬三稔不能動突．於是表艇翼弼農夫，麟玉鬘，異宗兆，天承，南安監治．

　（晋書巻i）

とその闘の事嬉をのべている．従ワて京北，天承，毒安に興治することは，瞬らかに．太i穣5年

の事件である．しかも魏志巻3の太秘縷年5年の条項と競べると，署書巻iの方がよう詳譲で

あう，具抹麟である．魏惹巻3の大穂5年の条の本文には上都の麦の事稗は書かれていなが，

注に捷書よ弼1得して
　戴欲嚢菱上郵左窟生麦，以奪賊食．帝皆不従，前後造兵塔宣王軍，交勅使護麦，宣王与亮擢

　捧，頼得髭麦，以為軍糧．

とありて，上都の麦をき1）とらず1こ軍糧としたことをのべており，齋はすなわち購帝で命令者

になワている，晋書巻iに、よると
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　亮軍．駐憂，薄霞緬衆将菱土蜂之麦，諸轄皆濯，帝醸，亮癒多決少，必安養醤購然後菱麦，

　吾得二．馨蓑行足実、

とあ参て，極めて具強的にのべてあり，その主役は講馬謎であ参（帯は司馬繁である），従ゆて

晋書麹筋が儒頼醍破糀考えられる．螂の麦傭雑澹書麹に麟鵬かに太奮
5年の事件であるから京北，天水，南安を興すことも，当然太趣5年の車群と考えねばならぬ．

玄た晋書巻i帝紀の室料は塩池の語句はのべていないが，晋書食貨憲の方は京北・天水・南安

の塩池を興すと翻してある．嬉て離礁遮隷・て水潮修治を郷庫糧を生塵し縄

のと考えられる．

次に購による蠣渠，懸晋御設置で緬．衛撫嫌留裏墨簡講撫鹸）の人箆父の
慈は曹操が萱草を討つに従ウて戦死し，衛蟻は曹操の簿将夏霞惇が練習太守になむたるとぎその

震縫となワた．交帝灘陛すると纏常節なり溺市長鞭後議髄へて侍獣権軍法
り，諸葛亮が天承1こ寇するやその糧道を藪ち，ついで，観蜀将軍飯節督諸軍事とな管長安にいた

ウた（魏志巻22籍養毅〉．晋書食貨志に

　青龍元年，聡銭馨渠，自鎌倉麗ミ櫨墨，築臨晋凱引済済概懇褻地三千余頃羅以充実

とあ鯵，その概要をのべている．これについて承経潅巻髪9溝承の条に

　濃承叉東会綾羅赦藥，魏緯書主僕多重籍聾蟹蜀漸雛毯、号威馨渠・引以澆翫具綾上承溝承於

　練禽東，粟蓬郷豫武功棟塁票載．渠左有安定梁厳家．

とあ参，その途すじがしめされている．難し魏講書左僕離籍簸となウている溝晋書巻22籍頚伝

にては壊f僕射となっている、樹氷経注疏1こよると

　趙衰按漢志懸集成蟹渠至上躰大篆叢渠，蓋毒京己有是渠，衛公振更修治之．　（合紋承経澹に

　て正先謙氏雛の説をかかぐ．鱗漉晋鼓離晒書大蓋熱こあ甑）
とあむ，極漢時代にすでに馨よ拳東産している渠があ脱と流部を滅露渠といい，下流鶴を蒙驚

渠といウたが，衛舞はその渠のさらに士流地方に当る練禽の東1こて薩承の承を引いて以前の威

霞渠と連結し，癈棄も修治した．　（前漢書巻36溝灘志参照，蒙瀦渠は霊軟渠とも云う）

　かくて晋書・食貨憲による「灌轟塵地三三干頃葺とあ概この鴬からかく穂に濯7架したカ㌧陸蕪菁に

蔑したのか糊である、酷氏，熊代螺の灘綾羅2麹琢麹淫8に灌漑のことを癩
の場合に譲鯵「漑す3と言い，飽の場合は蔬菜畦作にしろ，辱蟹穀維に，しろすべてゼ讒す」と雷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にシう，とのべている．しか腱膜｛切離渠唖域にて孝綱があったわけであるから滅露渠

の流域にても細があ凍思われる．ところで承雛にてはr弾饒鑓とあるので講購が
行われたことになる．それ数この威霞棄の流域に．は癩作も爆難もあウたものと思われる．

　青擁2年になると，諸葛亮が斜谷に鐵で，濡毒に駿屯し，孫権も合肥新域に遜るという具合

に．軍事多忙の状態になった，ところが青龍3年1こなると，瞬膏は大いに宮殿造営を始める、す

なわち魏志巻3青縫3年の条に
　是詩大治洛鶴宮，麺躍蕩太極殿，築総章観，姦雄失農事，葭護暢章章高堂曝等各数燐諏

とあ参，霧題をかもしたわけで，衛i篠も宮殿造営を．重めるよ聾こ諌めている．（魏志巻22）．そ

の後講焉誌をして濠票の公孫氏を討復することも勧，財磁臓窮乏を来し謹韓ま人心を失

って行りた．

§．曹魏王輯後難妻こおける灌灘

　警魏王畿は衰運に謹き，政治の実権は講鶏難の手に握られて馨った時難である．先づ鶴葵に．

よる広漕桑，灘鱗渠，霞尺渠の施設である．

　被は義瞬（溝薄書梅樵集束）餐陽の愚身で，曹操が蕪州を平定したとき，汝毒に綻されて農

篤のために楼を養っていた（魏志養28轟萸伝〉．しかし同書潅撰の舞語には，
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　少為嚢綾典農癩昆，与石董皆年十二三．

とあ鰍汝欝から嚢綾に．縫った．最講は汝南で養綾に従事し，その後嚢城に徒夢典農編醗管の

屯遜でも養綾の詮事をして罹ったであろう．晋書巻鰺段灼録こは「芝本癌霧掌癈人韮とのべ

ているのは幼少職こ従ウて醤ウた仕事を総蓄的にのべたものであろう．その後麹志本紙による

と簿に従って頴鱗羅（嚢被の誌方〉に移り典農部霧管毛購の穏鎮守，叢草吏となった．講罵の

蔓父解綬の貧乏に趣精し資給を磨くし，のち輿農綱紀，上計吏となる．たまた叢太尉競馬欝の

みとめる醗とな鯵「豫」となった．醜志本伝潅i引の灘：語には典農功蓉となってから，欝欝灘1こ

按舞されたとあるか叡　前述の典農綱紀とは具韓的には典農功曹を嶺すものであろう．晋書段

約転には

　宣帝抜之於農吏之中，雛之於宰磯之職，麺内魯之密，麺交貴之錘，藩在韓有名綾，麟疑似覇

　宣皇帝之知人莫，

とのべてあ勢，羅馬懲（宣皇帝）は人を知るの窮があったことを誓書の縞考はのべている、

　蒋馬馨は購蒋の蒔よ参次第に頭角をあらわし．醗帝が覆するとき後継者の欝王芳のことを警

爽と共に難された、その後信甚していた馨莫は欝書鋸となったが，

　蒔欲欝叢穀為滅餓資，優芝付練鉄東亜寿春，　（魏志巻28〉

とあむ，巻縛麓王軽は食縫を塔産し，莫王朝討伐の請を立てて轡つた．之は明帝よ勢齊王芳へ

の天子交代の闇総に乗じて，異轄朱然等が嚢隆の婁綾を燐みその数5万人（醜志巻4淫引子宝

晋紀〉と麟い，また呉将全線が蒔鞍に，諸葛瑛や歩驚が擬率に攻撃して窪た．従って擁王朝の

難呉酸策は緊葱を要するごとであウた．磯城は湾水（浅水〉の流域である震蕩の薄薄にあり，

筍鞍は賎1こ劉酸の興鯵せる勝で，また糧寧は嚢購語（呉志巻琵朱然潅蓼1）によると．

　美嚢陽一鐸五十薫．醜縛夷王徳敷兄弟三人，都農万金家，電熱分布．在中騰，宜被，醒麟，

　鄭湾二谷宅土地平敬宜桑麻，有承陸箆瞬，湾毒之膏鰹沃婆，謂之艦蹴

とあ吃蟹串は豪族の経営にかかり水陸の良羅があむ農産の難かな地域であったが，このよう

な地域が攻撃の鱗藻1こなった．その灘窪東将軍王凌，播州耕吏孫礼が窮鼓で莫将全株を破む，

太簿羅馬慾は磯城に救援したので呉羅は逃走した．それ敏繋典作戦上どうしても食縫の増産と

併せて軍事基地の確立が必要であウた．かくて聯交の幌察の結。墨書ま

　菱以為，欝婁水少，不足以講地霧．宜鰻溝渠，謬以鱗承溌濃，大積軍糧，叉遷漕運之道、

　（魏憲巻28灘莫猛〉

とのべて馨り，主として顕縷流域を視察した結■築，馨嫁喪いが承が不足のために蟹って居る．

それ酸漢擬灑水を群ぎ軍糧を畜稜するとともに機運の遂を饑くべきであるとの2点を強請し，

そこで「済湾講葺を著し，その方法等に．ついて述べたらしい、済海論の全號は知る霞もないが，

具練的には石門のこと（晋書巻淫7薄玄転）などものべている、かくて葬支は次の如く考えた、

　今三璃巳定，事樫淮南，毎大軍幾挙，運其通辛，功費痘瘡，以為大役，練藝乏翻，上（土）下

灘婁，可書評轟左右籍懲瞬，拝承東下，令潅難二万人，灘南三万人，分林且総登守，承豊常叡

三落焚渡・謙譲衆費，畿完蓋百万繕∫蝋為軍費，六七年購可穫三千万鯖於潅薫．（著書食貨志／

この考えは斑馬繋に．よって鞭参あげられ磁i行されること1こなった．交率練薬鷺土下灘婁につい

て，瞬島氏は「麓の毛蟹毒灘の詫81℃て

　殿蔽木魂志には上下譲喪と作るが，1嚢糞本魏志および晋書巻二十六食貨志にはこの交を引い

　て土下溝良と作る．これ’は「二と下なるも矯疑し！と解すべきで湊）ろう．故に弼擁本および食

　貨志に従って上を土に霞む．

とのべてあるが，最も鶴類に当るとしている羅講本び土下としているのだから原本もさうかも

知れない．しかし交の鱗からいえば考えて見る必要があるように思う．特にこの1条項韓1灌漑に

隠孫があるので取上げて見たい，これについて楊聯縫氏は
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とのべてお参，下を恥Wとしている．すなわち土地は低いが遜露は良聾であると解している．

轟轟氏の意見も講様の立場であると考えられる．　「土下輩を土地は下等で悪いと解することは，

霞良と糧反することにな彗不都合である．さてこのような土地は低いが良質である地域が，こ

れ霞で溝灘施設もなく綾錘されて居ったとすれば何か理蜜があ吟そうだ．一般に下は上との鴬

立語で，陳薬の聡の劉紛流域で上流地方も下流地方もともに，躍灘衰勢であると解するこ

とが議然でなかろうか．ともかく土下は誤診というわけではないが，上下の方がよむ妥峯性が
　　　　　　　　くぱン
あるように思われる．　（楊朱敬の本経注醤参薫〉

　鐸萸の意見は司馬驚に．よって耳丈上げられ早速実行1こ移されうその儲果は晋書食貨志に次の如

くしるされている．

　遂北臨違承，霧鐘離轟露，糞石以暫，尽滋承懸糞塁，五塁麗一営，営六十人，昼鎚登守，兼

　修広准錺，濤東二渠，主群溝不遜准穎，大治諸鞍於顕爵瀬靴，穿渠三頁塁，灘懇二万頃・准

　薄潅北皆穣連接，目寿春離京麟，農官兵瞬雑犬之声，野晒灘霧，毎東毒有事，大軍継続，洗

　舟露下達予江潅，資禽有儲，瞬無水害，支所建毯

この交によると，諸破が顕示の南競につくられたが，「上下灘良云云韮を具練懸こは諸験をつ

くって瀦羅して行ったものであろう．かく魏志鐸萸伝に

　鉦嬬二年乃闘広漕棄，毎東南有事，大軍興衆，憂欝雨下，達子江潅，資食有儲誘無水害，莫

　蔽建也
とあ鯵ナ広漕渠力業互…垂台2年（2護i）1こ1講オ駕，　潅葬易，　百尺二葉…についてξま懸れる｝無力叢な㌧㌧　さて

晋書巻一宣帝紀によと．

　（厩始〉三年三月，奏穿広漕渠，引潜入汗，概東南諸鞍，始大魚於潅誌．

　（翼）鰻年九月，大翼竜守，広雛潅蕩．百尺二葉，又鯵諸駿於穎之毒麓万余頭，嚢是濫灘倉

　湊根望，薄陽至京舗，農宮屯集連翼焉．

とあ静，広漕渠畢ま蕊始2年1芝二露設の議オミ趨む，　3年1こ．完蔵し歩弓i続いて4年穿こ身東平鶴蕩ナ欝尺の

二渠壷に諸鞍を完修したものである．三襲憲集解は輩媛2年の條に淫して，

　趨三省蒙，案究言，轟葵興屯鐸之麟，蓋葵偲議於二年，興弁於三雲年．

とのべているのはその聞の事椿をのべるものであろう．ところで揚守敬の承経潅麟を黙合して

見ると，准繰の名は見ることができない．

　承経潅鐸第5灘南六露一＆に．おいて，購iは漢代の潅腸城であるから，滋緩1渠セま潅繍の北東

部を南下する沙承を改修したものでないかと考えられる、叉葺蕪渠も見られず．蔦尺溝がある．

　この講は潅隣域の策で沙少よむ分流して常下して腰職こ合するものである．この藪沢溝が舞

ち羅尺渠であろう．承経灘巻28湾水の条1こ

　木里溝暴漢毒毒太守王籠鷲繋，鼓楽引馬承毯．

とあるから，溝は渠と疑義であると解したい．

　次に広漕渠であるが，灌腸の詫西部の簾害獣の鞍水を引も・たものであるが，本経注巻二十二

沙水の条によると．

　沙水交癖与広潜渠合，。上承羅官酸，云轟芙勝醗趨，壁水流廃興，講演欝霧，普貧建為予州麟

　史．通運桑三舞里余，亦藩謬驚侯渠毯．露鱗渠蓬綾，交錯診臨無鉄弁之．

とのべてあるが，既に贋蓬が魏の予州刺史とな参，二繭肇余の賛疾桑をきづ知・た．その後罫芙

もまた改修し，漕運1に禾彗羅されたらしい、しかし誌魏糞寺銭になると，∫1罐鼓ませまくな脱　あぜ

はつぶれて弁づることができなくなっていた．本経注騒第五講薦六護一き擁こよると，蘂の長さ

カ｛業常に短かい．綴注醤の序文によると
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　饒（文忠〉懸毎方百重，蛙展為書五十婁，西域毎方八春里

とあう，地蟹に毎方五十量になっているのに広漕渠の長さは麟鐸からすると十金星盤である．

もっとも揚氏はその序文で

　新麟莫大牙交錯之麹，衰態悉合，不便以意遷就

とのべているのであるから止むを得ないことであろう．かくして黄海よ鯵済承に入吟沙水を薦

下して湛瞬渠，喜尺渠をへて顧水獄吏る雄勧院遂された．この水鋒の役熱ま第一は軍事上

の漕運で，ら第二は漢灘1による増藍であ参，第三3ま洪水の箋祭の誹承である．これは黄海流域と揚

子江流域とを連結するについての重要な役麟を果たしたものである．この事業は舞芙の設爾に

かかう，それを完成さ憂たのは司馬艶であって，ここに．羅馬氏の経済的基礎が露盤鉱勢力を

塔大することになウた、

　次に劉靖による誌秀の戻綾堰と車絹渠である、裂罅の父は劉酸で，揚州篇案のとき有験，姦

鞍，七門堰，呉羅を興した．七門堰は藤江1こあるが，劉靖は実にその地の太守に任ゼられ，父

の遺颪をついで蚕桑の舞をはかむ，後に鎮髭将軍，仮籔欝督湾詑諸軍事に任ぜられ，北透の守

瞬を饑くした．かくして蕪の醗近に1大灌羅事業を行った．すなわち魏志巻十五劉酸養に

　又修広漢薬陵大蠣承，瀧灘鷺南靴，三更種穂選民禾彗之．

とのべて居む，ところが承経注巻十獲鉋豊水の条に．は，その瞭の碑文が引驚されている、鄭ち

　魏羨持籔雛督溺龍遵諸軍事！灘ヒ将軍建賊鱒浦蟹劉靖字丈恭登梁緯以観源流樽離水以縫形

　勢，嘉武安之通渠，羨秦野之殷富．乃使帳丁丁鴻督軍士千人，以嘉平二年，立通於水，導高

　梁海進戻綾遇，醗車輻渠．其邊蓑云高梁溝水音，轟懲拝辮驚海之溺源悠長岸酸餐蓬載中流・

　積石籠以為主，邊高一丈東灘三十丈，常軌広七千余歩，依詫岸立水門、門痙羅丈・立承十丈・

　露寒暴発，難乗邊東下，単流守常財嚢門載天，灌霞二千頃，飛所封地百会万臨．

と魏，轍津には戻綾邊と載曝とのべて劫，この碑文の敵には渓綾堰と明記されて居
む，戻陵遷とは渓陵堰とも書かれてる．それ駿魏志劉譲転の戻渠綾は戻綾堰（選〉となるべき

である．劉靖は購透の梁禽に登う霧海の形勢を見下し，かワて秦の気安君白趨が謂承流域にお

いて露渠を趨こし，秦鄭蟻かにな魂ことに舞・をいたし，ここに堰や渠を作らんとし藻蒋

の丁鴻をして兵i千人を綾って仕事をすすめさせた．

　渓陵堰の欝造は，石籠をつみかさねたもので高さがi丈・東蓉の長さ3駁誤聾，堤の上鶴の広さ

驚金券となウ，漢代のi丈はわが馨の麟尺で7尺§寸と部波氏はのべお鰍魏尺は幾分長いが

潜熱憾ないのであワて，ともかく大がか傭堰堤であった．聯にはそのおかげで注更

種種」とあむ，集解に癒薦が「三更或三歳憂欝之意涯とのぺてお引　3年に2度耕作するとの

意殊かと思う．かくて辺驚が麟益を得ること1こなワた．擁悲巻笈孫穂伝によると、

　時霧教主劉靖豪彊藍i，露鮮卑i数憲辺．

とあ参，劉靖を称して簿教主と称しているのであるから，その勢力は簿飯に・まで及んで騒つた

と見られる．しかし鮮卑族は縫えず南侵の状態にあ箏，蘇は重要な礎点になったものである．

　これ重で奨蜀難策は緊急であったため乾方地区は閑舞1されていた．しかし詑方昆族の南’下の

繧海は1絶えず存在して居ワたわけで，その薄策のあらわれとして王観が文範の時に源灘太守と

なり，鮮寧の憲盗にi増して十家以上で京候（みは参台〉を作らせ，交饒帝の時に＝はF外麟鴛覆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゼヌヨきとしてを葺一を都に送るといウた具合であウた．しかして賜奮の末蒙最初元年（237）孫権が高

舞麗に後を送ウて，職方よ参南下せしめんとする形勢などは彰1方経営の必要を示すものであっ

た．このような状勢において劉靖が鎮龍将軍，籏籔馨督湾詑諸軍事とな参嘉平2年（励）に

喜彗遠の魏ぎ瀧灘1事業をなしとげた．総意．経潅碑1交に｛更待簾都督警響靴進言考軍事，征靴特軍とある

の韓：嘉平：6年華繕じた時に避難1されたものである．

　次に皇甫隆による敦縷の醗彗発にかカ・わるものである．難に徐逡垂こよワて腰i帝の時に斌威，瀬
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泉の塩池鷺近に．承摂が羅か矛もたが歩更に薩方の敦驚に．まで及んだ．敦縫地方は瞬帝の太瀦中，

禽慈が敦燈太守となウた．その事象について

　灘在嚢睡，以嚢鼠蕪縫藏．無太守二十歳，大難雄張，遂以鳥総．前太守参奉等徳教嬬己，無

　所匿革．慈蓑1揮挫権右，撰雛貧籔甚得真理．瞬姓大族磯地有余．海小異無立錐之土，慈皆縫

　霞警至賦，稻稽硬筆其本籍、　（魏志巻i6〉

とあ警，敦煙1こては大難がはびこう，太守のないことが2｛｝年もつづき，蕪太守歩奉は敷きにし

たがい梅等施すことできず，大難は遜を顎有し小舞…は立錐の土地もない状莚にあウたが，禽慈

はそれらのi勢力者をしむぞけ，土地は臨こ随ウて分割した、その後縁霧潅引の魏酪によると，

天承の王懸，金城の趙基が太守になりたが薄れも禽慈1こ及ばず，嘉平4年になワて安定の皇薦

経が太守とな鯵治績をま二げることができた．その頃の農耕享徳について

　構敦嬢不莚箋馨，常護灘落水，使趣濡治，然後月耕，又不醗作縷攣騰承及種，火牛聴力疑費

　爵叡穀更少．　（魏葱巻絡　禽慈嚢注撰黎酪〉

とあ摯，それまで敦煙地方の襲爵は遷羅濠示して濡沿をきわめるということだが，一定の難題

承をため，ひた：しうる縁すことしで，しかる後に．萩：すという具合で，この秀法はティグ夢ス，エ

ゥフラテス濃岸などの嬢地謹承の方法に継ていると患われる．それは矯激鋒による灌綴ではな

かウた．敦娘の嬢き聲繰地域においては灌灘が醗の条件に優発し，審力としての牛方を請いる

ことができても生産額を蔑めることは羅難であウた．そこで皇幕際は灌灘をすすめたわけで，

魏絡ヂ魏悲巻絡注引）には

　教作鰻撃叉術畿，歳終率計其藩省，濤力選半，得穀1縷説（晋霧食貨志1こては徳灘を護概とし

　ている）
　　　　　　う
とあり，韓筆の綾羅と灌漑方法を教えたもので，労力は半分で落の収穫を得ることに．なワた．

　マ実1こ｝霧春蝉i農馨二よ1る「承『華彗．」の設置である．　長蚤蘇二嘉1事2年1こ｛壷鍾ヒ将軍1こよワー（差建陵堰と軍籍

榮が設置され，その瞭に承門を俸られて，二千壌に灌馨した．陳蟹玉舞が毒鍾につき，講罵蕪

の子大豪｝箋翼司馬糞石爵ζ晋公とな1）歩　政治の実権をとり，景冗3年（2§2タiこなると，　再びこの地

域に旗門が舞られることになりた．その爽料としては承1経潅巻簸範量水の条に．

　至螢冗三三三年禦霞，認書以戻嚢転広，陸廃（費〉不購，遺講者礎農蔓擬水轡，鰻譲モ頃，雄地

　瞬千三霧一十六頃，鐵給粥県，改定瞬五千九霞三十獲，承流乗率羅棄，自薦麺詑蓬慈平乗，

　思漁場灘繋，寿渓矯潤含灘五濤量，霧蓬鰻万有余舅．

とのべている．講者とはすなわち漢代の湾礎講者の惹と患われる．旗門を治ることによむ，水

流は車箱渠にそうて葡の残聴よ吟畠畢の東をへるというのだから，車箱棄の詫方地銭の濯灘に

用いられ，護蟹万有余類といわれる．肇に瞬醗に

　高下孔齊，漂曝痴平，疏之斯落涙之簸散，導渠罫珍天為濤門，麗彪嚢以篇首沢，麹撫於当時，

　敷被於後彎．

とのべている．すなわちその地域一体慧高儀がよくととのい，湿地帯で承溜の多い霧は溝をつ

くワて承はけをよくし，渠嚢より水門をつくり，磁池に．そそいで替沢蝉ち鞍池とし，この地方

一帯の耕地化が一段と進んだものと考えられる．

§、豪躾による灌灘

　これまでとり上げた灌漑麹酸の推進者は，地方行政官としての麟褻，太守父は轄軍，あるい

は串央行致宮や承1越嘗であワて，それぞれ軍政醜民政的要請によるものであ参，結局それは馨

家権力が大疑を鐙擁するために極めて重要な意味を持つものでありた．では地方在豊の豪族が

霞接政治権力との露孫なしに護灘1こついて，どのような結びつきが蓑）ワたかを検討してみよう．

　後漢時代に礎氏の土地経営は破棄灌淫する（後漢書舘繁宏伝〉と遠べているが，このような

認逮を曹擁王朝下に．覧ることは毯難であった，曹魏王覇葱i甥に濠州麟愛徐馨による裁礒，濟議
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の塩池経営に舞祭し，

　文広水蜜募貧疑佃之，蒙汝費建．　（魏志徐逡慧）

とのべてあり，水霧を闘いたとぎ貧戻1をつのワて無難せしめ家婦ま難かになウたとのことで，

家々とは土地蟹有者であり，豪族醜巻格を持つものであろう．貧餐1はそれらの家の労働力提撰

者として癩作に当ウた．豪族にとってはより；奮禾輪こ，新しい生産麗係に入っているわ静である，

1交．嚢緩1記（呉憲朱然伝注弓1）1｛二よると

　魏購夷王権敷兄弟三人，部麟万余家，屯鋤分梅．在中癒，宮城，西出，湾鄭二谷中．土地平

　鮫，賞桑麻，有水縷良霞．湾講之膏綬沃護，講之機中．

とあるように，兄弟一族が翻麟万余家を支蔑し，糧』率一帯に存在して居ウたわけで・部麟とは

舞戸密勺性格を持っておったものと考えられるが，この地域が桑麻の産があ御父本縫喪鶏があ

ワたというのであるから，嶺然破堰の類が設けられたことは当然である．このような地域には

薩1接蟹家！権力の及ばないところであヴたと考えられる、叉麟方の敦燦地方について

　襲大族繰地有余，縣小見無立錐之土．　（麓志禽慈振〉

とありて，大族は大土地薄蓄；奮として余むがある程で，小鬟1すなわち貧戻1はほとんど土地を持た

ない．そこで購帝の時，太守禽慈は家験の人数に感じて土地を分蔑した．王朝末擬になむ垂鳶

隆が太守になると，繋攣と灌漑を教えたので，劇趨半で穀糠嬬になワた．この場合地方豪

族の土地私有’を押え，国家権力を塔大して行く姿が見られ，る．

　晋窃，歳事年鰍矯～2働，桂灘穫難癖と酵種姓意見をのべておる魁薙⑳黙こ
　溌於今者，承濠貧盗，大為災害、臣以為，与其失当，寧薦之不濠．宣樊籬詔勅麟愛二千石，

　其漢氏鐵醗窪§及購谷私家小破，皆当鰺繕以鑛水，其諸魏氏以来辮造立及諸雷雨漢酸，落蓋

　馬腸霰之類，皆渓灘之．　（晋書食貨志）

とあ畢），予残の州境において承量が多くみちあふれ大いに災害をなしている．そこで，当を失

わんよ瞬よ，むしろ承を流して止めない秀がよい、それ故1こ鵜愛に．窮譲を発して雄しいと．そ

の内容は漢代に作られた験や場および出斧私家の小職は修繕して水をたくわい，しかし曹魏鋳

代になワて作ワたものおよび講によワてこわさ緯羅力逢え，馬醗購うにながくなウた瞬ま

皆これを破りた方がよいと云うのである．すなわち魏氏以来数蔚の官僚によウて作ったものお

よび私家の小鞍ということを意殊しておるもので，警魏縫代においても荘地豪鉄による出谷の

ノ1・霰が存在しておウたことを意殊するものである．

7．水稲行政1こつ継て

灌擬施設を推進した考をその職種によって分類すると，次の麺くなる．

a　麟史，太守溜練登　広陵太守、劉醸　揚州麟壁．費潅　予州鵜幾、渾郵　緩平海灘太守．

　　　　　　敦幾．太守．

唇　麟炭太守兼将軍一夏蝶惇　練習済陰太守，建武轄軍．徐逡　涼州華蔓気後持騒護美較蔚．

　　曹繰（魏勇．

C
δ
e
董

将軍瓢衛錬　籔蜀将軍．劉靖　笹認将軍．

中央富轟轟芙　講書爺．講、馬驚　大将軍．

農富瓢講馬孚　野望典農率部将・

水零膿雌簗農　謁考．陳脇（魑）者霧氷綾考．

　当縛の地方嘗は軍号を帯びておることが多く俸項），違典巻32総論川重の条に

　盲嚢晋以後赫塾多帯軽輩罷癖，鱗州与蔚各農澄薦，川霧蓬民，晦嘗馨残．

とのべてお箏，魏晋時代の散状不安を代弁するものであろう．若し将軍号を帯びない場合につ

いて遜典巻32州牧韓愛の条に．
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　警擁以来嶽姓為州，癖無将軍考講之単車麟史（癒姓謂弗帝族）

とのでいる．前表にて単車麺吏に潔る考が最も多い．所で地方官が地芳政治をしている場合，

灌漑を含めて治承については責任を課されておウたらしい．次の｛醸ま後漢の舞であるが，黄昏

が麺光元年（稔2）醗鄭太守になウた場合

　鋳承年凱，乃分奉繊及所得，警購蓬鍛貧者．於是豊富之家，各鐵褻穀，助官稟，貸売疑獲全，

　後坐水澄1事象，　（後漢霧巻簸｛瓦と黄・黍藪う

とあ参丁時に洪水の縢飢饉となウ露已の奉職を饑し，豊かな家は義穀を鐵して荒戻を助けたと

いう如く善政を行ワたが，一登水澄の事（提繭！に聴して宮を免ぜられたとのことで，長雨萎こ

薄しての前後の麹置に適燐な麺鐙が欝来なかったので責任を臨；われたものである．

　さて水霧の専匿1職として講者簗農が水門を設置しているが，講者とは海蘿講者を鑛したもの

と考えられる．晋書巻鍛職責志に．

　翻承穫者，漢水衝之織斑．漢文有都承長承，主酸池灌漑保守湾藥，繧太常，漢東京，書灘嵐

　置湾縫諜者．魏蟹之．

とあ善う漢魏晋にいたる水鹿嘗の概要をのべている．この愛料によると蘇漢縫代には都水長滋

があワて，駿池瀧蔽と溝渠を保守することを任務としている．後漢時代になると謬水を省いて

溝隠謁者を羅くとあり，魏も之によったとのべている．それ故に魏の承篇首は湾縫謁考がおる

ということになる．しかし簗農は単に毒者とあるだけで幾分疑闇がのこる、それは三蟹会要に

よると

　講者十人，掌小祥授，鰐官報章．　（巻§職宮上講者撲射の条1

とあるも，この場合の謁考は小祥授，瓶官報章をつかさどるもので水鳥とは闘係がない．従ウ

て葵農縁海縫愚者であウたとみて瞬麗なかろう．警魏鋳代1こ湾縫講者のあるのは次の更科であ

る、魏志券難褒漢伝1こ嚢漢の従弟の嚢i敏が海蘿講者であワたことについて

　敏有武芸，薦磐承功，嘗至溝隠講者

とあ今，夷敏は鼠坊を静んだことが記されている．敏の長兄の霧は魏初に大疑義になウている．

　豪た談揚の著書職官志によると後漢縛代は都承を書くと湊）るが，後漢書巻38翼官憲によると，

郡に擁本宮がお参，謬承を書くというのは中央官としての都7勲を省いたものと考えられる．

　一方纏の鱒代になりても，都承褒者のおった菱科がある、本経灘巻蕪穀水の条に

　洛誘諾滋千金場讃堰穀承，魏鋳憂鬱戯堰，講之千金鵡．積石為場，爵閉溝渠五勝，講之五籠

　棄，梁上立場，場之東首，立一石人，石人駿上奏織致，太趣五年三層八醤庚成．造築髭場，
　　　　　　　　　　　　　　　　ほも　更麗渠溝，戯水衝梁上其承，助其緊毯．必経年歴鍛，是酸都立石人，以記之云講，蓋雛市修

　王張綾績趨．場是馨承綾老練協懸造．

とあ弩て，瞬叢汰趣5年に穀承をせきとめて，千金堰を作ウたのは都承使者錬協である．更に

講愛料に撰続いて

　語麟磯，薩蕩数進翫歩兵酒．後音交三歎総九籠堰，翫挙鯵，父王灘之．

とあ學，陳観は翫歩兵（翫籍）と交うがあり，翫籍のすすめにより晋の文金（羅馬難祷1こ罵ら

れ，躍は泰始i年8月に歿して，講年の捻月には司馬昭の子駑馬炎が讐正親を澱め鷺を称する

こと1こなワた．玄た洛陽撫藷記巻4綾藤の条に

　選分矯嚢有千金壌，計典座麟，麟蓋千金，露以為名，首都承綾老練魑勝造，全備夫一千，毅

　鷺修之．

とあり，ここでは謬承硬考陳魑としている．蔓に』晋霧巻2透織官憲に．は

　先走，辣魑為交帝爺侍．特有才罵，陽解軍令．

とのべて，練魑は軍！事的才能があり，晋1交癒すなわち罵葛昭に聡いられ，後諸葛亮と薄識して

いる．その後，晋王朝が成立し威費が玉響重すると認承硬者1こなったと，講藪にのべてある。
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　ある時鑑猟碁二従ッて霞雪野に影撃力Σけたときについて，

　車駕蓬暗乃還，漏甦尽，当会遜．簿乗輿良久，不欝金．乃詔魑合之．魑拳■蓉獣幡懸揮，須輿

　之縫瞬露綾．皆謝魑辮解，甚為武帝霧任．

とあむ，諌魑は水練設の操作に．秀でており，裁帝1こ露任さ蕊ていた．すなわち前述の辣譲纏瞬

毒の詩に擁水袋考とな肇，司馬曜に繕いられ千金場をつくウた（本経注）、しかるに後の陳魑

はやはり千金寝を造参，更に癖馬藝豫こ解いられ兵事をつかさどり，また黄帝に鶴狸された（洛

陽魏藍記，晋書職官志）、講者の場合には魏の鯨帯のときに馨水後考であ鰍後者の場合は晋の

戯帝のときに馨水綾者となワた、魏末に駕馬罐に購いられたことと，千金場（堰）を作ッたこ

とは覆著な共通、獣である．協と魑は音が輯還じておるので懇i人と考えてよいと恩あ拳承優

者藻靉靆）は兵法額騰く，1磁紛操作を知る程の学者であ瞬学者であウた
　なお醜縛の官贔に．ついて，通典巻36職官鰺魏富覆九品の条に（必要な職官を記す）

第轡贔

第五贔

第六品

第七品

第八贔

第九贔

馨氷襲考，州鑛兵薦愛、

蟻単車麟隻．

凌支単離将亨校尉．

慶支謬、購，典農都尉．

離水使者令簗．

講書殿索台講者及越水優者書令史．

とあ参，認承後者は第縷贔で州頓兵彌蔓と属格で薦宮1こは謬水藻老令喫（第8贔）考藝承使者書

令室（第9贔）がありた．覆し前掲書に澱謁者の鞠噛ていない．しかし者紘綾巻と藩醍講

者は薄蕊時代に水霧官として重視されたことは購らかである．もワとも水無官は灘概を含めて

治水やその纏の鼠舞1こ窮する仕事に従事していたものである．

　　　　　　　　　8．あ　と　が　き
　曹麓縫代1こお診る譲概麹設としての渠，籔，堰（轟，遇）水門等を設置したことについて，

それを推進した遍程を縣らかにするために，推進した人魎の患身や官職豪たは権力者との縞合

麗係，またその施設年や地域およびその意義を覇らか1こしてきた．

　その結集曹操練代においては，後漢家の政紫不安や天災の中において，嚢糧は極度1こ不足と

な今，食糧を確保することが喪心を安定することであ猟政権を嬢立することにも近づいた．

それ酸敦繋するに．も，防禦するに．も食糧第一という状態でありた．その串で建安5年から欝年

にかけての劉蕪による蔦獣姦鼓7門呉塘の講験を輿鬱したことは，潅湾地域を確保したことを

離し，羅弼稲栽籍が生薄錨に齢硫鯛であウたことが鵬かであウ罎職破いて・

米作鵜としての翻地域を支猷経営すること1漕灘轍齢繍纏盤となワた・
曹魏董働城宣すると，ひきつづいて灘競域蠣発をしながら濁王難の虚から1融

流域および溝癒地方の麗発が行なわれた．

　更に王覇の後半になると，司馬議が実権を握鯵，欝支を驚いて沙承から霧氷1こかけての流域

を闘発し，広漕渠濫觴渠濤長楽或は多くの蔽を造艦軍屯を経営し食糧の蟻産に曇ると共に漕

運誌禾鶉することに勧，欝醗域と灘硫域を連結し薦；醗展への難点と細漕鋪

成立への基盤となウた．

　結轟灌漑施設を設けることは生産を安定させると共に増大し，環象財政を豊かにし，撰家権

力を強化するものである．また漣灘施設は規護が大きければ大きい穫に国家権力を背景にしな

ければ不可龍であウた．それ故に漢家の混乱期に．おいて曹魏王覇が威立する場合，瀧概は極め

て重要な意義を持ワておワた．
　まえがきに達べた課題掠，容易に．解決を見ることが翫来ないが，それらの翼題に・少しでも接

近する慧殊で硫究をすすめた、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝§L2．29．稿了
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鱗
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緯
転
転

！§）

麟

霧
霧
鑛

騰

鯵
劔

鱒

麟

鑓稀聯縫（L童盤s睡v。鳴矢は，難e5繍蟻e鷺。醐櫨｝蓋壷勤rPボ施εc嫌靭論餓y（｝藍住rv磁麺で一

　　n縫酵As重餅董cS搬戯¢5ン　汐46．6）において，嘉写灘華年愛護の項垂こ溢iして丁睡5圭s雛eτ鋤紙CS　L2｝｝一

　　3銭癖縦施eε磁ダ織yes影｛）ゼT‘鋳勧（233）とのべているが，寒隷謹年とすべである．

麟璽灘護夫民謡靴專毒性嚢の成立とその縫漁曝盤ま（単睦言戴の老！会と溝家主嚇・2擁こ滅・てのべ熟・る・

麟　遽典巻二水翼繊（髭縮蓉撃年難愚瀬江書篤鷺）には（土不語罠3とあ鰍丹購売亀憲55G3屯綴（季少文売屋

　　黎戦薙互講堂梓）に綜渦ゴ詳霞糧となっている．

露　嘉演舞貞氏ゼ鴇主致3東罐入文学難2の4一汐　と天野元之跡氏「魏書蠧託朝時における農業叢産力の展舞韮

　　を参照す．

縫　搬稿「麹晋薄暮1の人質について」福島大学学芸掌華累論集8の至　欝57洛

幡　講攣は三選憲集解で琴婁車下種其毯，駿魏三是摯，串藪縷斗議種，数年駕之，一入執之，鼠鴛難篠，種乃縫

　　下葺とあ撃，父無飛甦董繭氏課ε齋長薯慾駈教，陳アジア攣隷文化の形磯（主959．6擁こて隷r縷攣溝

　　西域（恐らくはトルキスタン）よ縫毅来し串蟹独盗の縷輩纏車に敦逡されたようである」とのべている．

麟　　郵嚢1水街渠上其水，趣其整笹葺につ観て本経・藤江．ついては「朱…難羅醜虜誤，箋雲鏡承徳染豊其水窪とあ解，

　　主先議氏の禽較承経注にも艶の溢をかかげている．意味するところ解しがたいが，むしろ蒙交の豪豪でゼ難

　　の水は穫渠で，其の水（穀承）を流に．のぼせて，水議iが千金鵡に婁らぬようにして，』チ金堪の竪顕さを動静

　　た」とすれば慧昧が題ずる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隊　　　　上

（細註伊重沁彗C鼠“Keダ駕α撫蹴lc　Ar綴s恥C甦論ese　R麟ory”＆s　Reマ盛夏e（董搬膿e至3eve至拶撫繊童⇔ヂ鮮要療c

woぎks　ギご獲　wa童er「C“鶏竜ダぐ礒、一一一玉935．2　　｛慕三藤愛三三蛋覧オ｛蓑｝39年書こ手簿謬ミす．

轟轟定生氏誓㌶隻蟹家の権力簿邉韮繕家権力嘆器段墜一195G

木柱箆雄氏「秦漢時飛の欝積とその性格涯錘史学聯突232一欝Sタ．8ド　雌詫は要点を記す・

璽灘纂1夫氏「中瞬寮費デス試テイズムの靉靆隻艶考察涯懸史直簿擁　227薯鈷一至％鍵

面寅武一一ぜ隻ギ齊罠嚢術における澄域蕎イ乍の実｛手丸i譲糞垂島大学農学謬華旨纏軽羅壽3暑　圭ウ5艦要衝時氏垂こおける

中誕の穰馨法として濫域に1は条播手欝農法が蒼われたとしている．

1郵武一氏陣蟹に減ナ㍍簸機業の発達盛農業綜禽羅突第3巻第夏号醗9、竣（ママ）は傾斜地で

谷羅な堰きとめるダム影式の欝承池であ毒とのべ，夏に婚嫁峯地の溝饗に灘鑓から流れ落ちる水を靉靆する

溜漣と云う建溺あるとしている、

晋議事食貨志幸こ登暮藁のま二馨乏の中裟二野真影欝鐘艇長1左震壽蓉蕎露華葺，チ季Z舞棄『芦」とあ13，賜らオ縁ζ稲葦翼の餐罫養三を示しても・

る．

魏志望．擁第聾年の鋒にあ導．「徳滝嚢琶遺糞大寿決集水，謹誡」

妻瞬堰嫁漢葛藤の弟，雛懸オζ耀き，葛駿は楚穣（擁末）孫叔敷の鰻く萎死

この憂欝｝について綜，野誌隆欝氏『曹醜屯繰における方鰭地麟鶴3　礁整史学蘇究224、拶5翫欝）1こおいて詳

鞭な考蓋が春わ紅ている．

佐藤暗豊氏紋藻経済史に於ける灌漑満鉄講登愚妻麺購の脂醜登こ簾鮫にてr灌概農業へ移行する場

合給水条件の許す騒奪水撫栽培が行われ嬢舞麹灘藏が第二義になることは墾らかである3とのべ罎る．

三襲恣藁解によると，羅綾令は誕で蕪鬱金であると云う．蕪鶴敵城は今の蕃爽蓉婁舞舞癒蕪購駿東欝羅十塁．

天野元之勝氏「支擁農業に於ける水の慧1義」　（藏蒙玉7の8，9，至｛），蔓．吟36．）1こて水鏡が鰻馨に髭して二

倍余の教護のあることをのべている．

上総　甘粛省天水県薦．天水　甘露雀蘇艶県簿．薄安　甘灘雀縫薦繰東南．窟兆　鼓獲雀養安験麺靴．

三豊綜覧によると嘉単三年で戊寅の臨ま八月二貸となるが，七弩には皮嚢の舞がない、


