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中村圭爾著

六朝江南地域史研究
口

第二編江南の開設と地域性

第三章南朝政権と南徐州枇曾

第二章束耳目南朝における議州・南珠州について

第一章束耳目時期揚州の流民に闘する一考察

第一編江南枇舎と流民

序章六朝江南地域史研究史

名は以下の如くである︒

安

から成り︑その各挙がさらに五つの編に極分される︒その編・章

かわる論文の集大成ともいうべき大著で︑新稿も含めた十九の章

著者が六朝貴族制研究と併行して進めてきた六朝江南地域史にか

著者の二十年ほど前の大著﹃六朝貴族制研究﹄につづく本書は︑

メ』

第四ム草六朝時代三呉地方における開設と水利についての若干
の考察
第五章六朝江南の地域枇舎と地域性
第六章建康と三央地方
第七章六朝時期舎稽郡の歴史的役割
第三編江南六割幕と出土品

第八章南京附近出土六朝墓に関する一一一一一の問題

第九章江南六朝墓出土陶奈の一考察

第十章束耳口南朝の碑・墓誌について
補章江南新出六朝某と墓誌
第四編建康研究

附章建康都城の位置に闘する一試論

第十一章建康の﹁都城﹂について
第十二章建康と水運

第十三章建康における惇統と革新

第十五章

第十四章

六朝史と﹁地域枇舎﹂

南朝戸籍に関するこ問題

官室惇￨￨南朝における財政機構￨￨

附編

第十六章

以下︑章をおって︑内容の概略を紹介し︑あわせて批評を加え

序章では︑﹁ここでいう江南地域とは︑主として長江下流南岸︑

ることにしたい︒

江蘇安徽雨省江南部︑相川江省北部に包含された地域﹂と︑江南地

域の定義が一泌され︑さらに本書において取り上げる具健的封象の

範園について︑﹁およそ六朝史の研究封象である政治︑経済︑世

研究の範園にふくめず︑もっぱら江南地域に濁特の自然候件や︑

舎の諸制度については︑その前代の歴史的所崖の要素を重覗して︑

六朝時代江南にのみみられる歴史的現象に限定したい﹂と︑封象
の範園が明示される︒つぐついて︑わが固における桑原院恥以来の

研究に加えて︑中凶における陳寅倍︑珊一時其醸以来の研究について︑
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に居る者﹂が北府の中心戦力とされたのとは異なり︑黄籍に登録

大な珠州は︑劉宋初︑永初三年(四二二)︑に准水を境に南北に

されて新たに土着化された︒そしてこの新奮の住民を包含する慶

分割され︑設州・南珠州が成立した経緯が明らかにされる︒また︑

く紹介されている黙などが︑とくに有盆である︒
第一編は︑永嘉の乱後︑南︑遷した流民との関連で江南各地の枇

設州の支配者的地位にあった陳郡謝氏など有力土族の大半は抽出州

概観と批評が行われる︒江南地域在住在職の研究者の業績が詳し

の流民をとりあげ︑東耳目ア士一朝の流民針策全般の考察を行う︒まず︑

合同的特徴を究明した論文で構成される︒第一章では︑とくに揚州

これを追認しつつも︑大姓の戸籍に客として注記する形で︑把握

これに到して︑宋・斉時代には︑南抽出州刺史の大竿が宗室︑抽出州

がいずれも橡州の名族であったことが︑この推測を裏付けるが︑

響力を保持していたことが推測される︒東亘日期の議州刺史就任者

が︑先遮の義照土断を捨骨回した謝晦の例から︑彼らが珠州への影

しようとしたことが明らかにされる︒ここでとくに重要なのは︑

刺史は寒門武人であって︑﹁州の名族に依援するような地方統治

境域内ではなく︑建康周遣など長江南岸各地に客寓居住していた

この措置にかかわる﹃陪書﹄食貨志の記事﹁客皆注家籍﹂を︑客

中原の良民であった大量の流民が戸籍を失い︑揚州の大姓の客・

自身の戸籍に︑何某の客であると注記したとよむ通説が成立しが

ていることをおもわせるのである﹂といい︑この結についての具

が意味をなさないような州民構成の愛化が︑人口流動の結果生じ

奴となっている事態に針して︑太興四年(一三二)︑東菅政府は

よ二三四)の士断以後︑太元年間(三七六 1三九六)初期の戸口

や州刺史・郡太守の就任者について考察する︒南徐州中正は︑浪

として僑置された南朝期の南徐州をとりあげ︑州中正などの州官

第三章では︑江南の凶日陵郡(東以日の北府軍圏の擦黙)等を境域

樫的分析は今後の課題とする︒

たいことを明らかにした黙であろう︒つぎに︑成和年間(一一一一一六
調査までの流民封策を検討し︑戸口調査とそれに基づく戸籍登録
ω をもっていた︑という︒最後に︑義照土
はたさせようという音 闘

が中心であり︑それは基本的には揚州境内の流民に経済的役割を
断(四二二)をとりあげ︑それが束音の揚州境内流民に封する施

には︑王氏や粛氏の下位に位置するとみられる彰城劉氏︑東莞劉

氏︑東莞戚氏︑東海徐氏︑済陽江氏などの名がみられる︒このこ

邪王氏と蘭陵斎氏にほぼ濁占されており︑中正以外の州官就任者

とは︑南徐州の階層秩序の表現であるという︒さらに︑注目すべ

とする江南内地の流民は十着化させて経済基盤を強化するととも
に︑長江沿岸部の流民は軍事力量化するという二つの方策が併存

策の典型であり︑そこには三呉(呉郡・呉興郡・合稽郡)を中心

していることを明示する︒

る江氏などが売・南売州中一止に就任していることを指摘し︑﹁交

き事賓として︑産自克州から南徐州に編入された済陽郡を本貫とす

州の最有力者の一員であった江氏の地位の慣性的継績︑惇統的本

第二章では︑従来ほとんど等閑楓されてきた議州・南海州をと

貫への懐奮とならんで︑右のような南徐州枇舎の身分秩序の中で

りあげる︒元来︑現在の河南省南部を境域としていた抽出州は︑東
を設定された︒同時に︑この珠州の流民は︑﹁徐売青三州の瓦日陵

耳目末︑義照土断によって︑黄河以南︑長江以北という慶大な境域
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されたほか︑南浪邪︑南彰城などの重要な僑郡にも多く宗室と南

南徐州刺史に宗室を任命するという原則がほぼ南刺を通じて遵守

轄を提示する︒また︑州刺史・郡太守の就任者の傾向については︑

選揮した名目上の措置にかかわるものといえよう﹂と興味深い解

みずからを浪邪の王氏の下位に位置附けざるを得なかった江氏が

の関係者や商業従事者︑崎旧尼などの人口構成者に検討を加え︑相

高人とするのが賓情にそう︑とする︒そのうえで︑政府官僚とそ

宇記﹄引﹁金陵記﹂)もあるが︑郭繋安の研究によって三︑四O

ず︑建康の人口について︑﹁二十八高齢戸﹂という記載(﹃太平麦

の山現によって︑そのありかたを規定された側由を描き出す︒ま

通や生産に紙数をさき︑舎稽郡上虞・始寧豚や呉血ハ郡徳清牒で生

へ向けての商品流通や三呉地方の産業を概観し︑とくに青姿の流

産された青套が建康をはじめ江南各地に流通したこと︑屯・邸な

骨固な部分は一一一呉出身者であったとする︒さらに一一一呉地方から建康

氏生寸北来の名族を配して︑僑民・奮民の編戸掌握を強化しようと

どの山川叢津の開設に関する組織機構が青査の生産にも深くかか

徐州本貫の姓族を配置し︑その他の中小僑郡には恩倖︑寒門︑武

するものであった︑という︒後半の州刺史・郡太守の就任者の傾

人生寸を配置し︑奮民が多数を占める亙日陵郡・義興郡には︑浪邪王

向についての分析は簡略であり︑もっと深める絵地があるのでは

わっていたであろうことなどが明らかにされる︒

第三編は︑考古率的笈掘の成果を重要な史料としてとりあげた

兵髄相を描く︒

かった舎稽郡をとりあげ︑産業や流通︑枇舎の嬰化などについて

第七章では︑三共地方のなかでもとくに経済面での役割の大き

なかろうか︒
第二編は︑江南開設および江南各地の地域性にかかわる論文で
水利事業・施
構成される︒第四章は︑六割河川三呉地方の開設 JV}
設を中心に究明したもので︑初同の公表より二十数年を経過した

論文で構成される︒第八章では︑会九八0年代初頭までに公表さ

今日においても︑この分野の全面的でしかも詳細な研究としては
唯一の論文であり︑この方面についての知見を得ょうとする者の

れていた南京附近の六朝某の形式︑規模︑所在地を考察したうえ

氏の墓群(束育成立以前)が墓域も'蹟く墳丘も大きいのに封して︑

蘇省宜興勝城内で出土した南人豪族の代表的存在であった義興周

で︑この時代の特徴を一一小す宗族墓について検討を加え︑とくに江

必讃文献である︒
置かれた京口など)︑三呉︑建康などの小地域に分けて︑軍事的

南京北郊の浪邪王氏墓群︑浪邪顔氏慕群(ともに東耳目成立以後)

第五章では︑六朝時代の江南地域を︑おおまかに菅陵(北府の

が︑政治方面では一貫して耳目陵出身の皇帝が三呉出身の官僚と共

側而での基盤は耳目陵にあり︑経済的側面での基盤は三呉にあった

など北人貴族の墓が小規模であることなどを明らかにしている︒

あわせて陶奈の生産と流通についても考究している︒

て整理し︑その時期的饗化や貌音北朝墓との比較について考察し︑

第九章では︑江南六朝幕出土の副葬陶姿の種類や組合せについ

同統治を行い︑さらにこれらの異なる地域を統合するのが首都建
康︑という闘式を描く︒
第六章では︑建康とその基盤である三呉地方との関係をとりあ
げ︑三呉地方の経済的援展が︑建康という大量の消費人口集中地
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現存・新内(一九八0年代初頭まで)のもの︑隻方を概観して全

第十章では︑東耳目南朝の碑・墓誌について︑文献にみえるもの︑

華北の都市とは犠相を異にする江南の都市︑建康の特徴的なあり

の関係︑水運と商業との関係などの概観を示す︒本論文によって︑

ていたと考えられる水路をとりあげ︑宮城・都城や居住匿と水路

第十二章では︑建康の都市としての形態や機能を大きく規定し

(FJ)

もかかわらず︑初出は科研費の報告書であり一般には閲覧が困難

樫像を示す︒六朝の石刻史料をあっかう場合の必讃文献であるに

かたの具健像が格段に明らかになってきたといえよう︒

試みの一環として︑渓貌耳口北貌の洛陽︑苗日貌の都︑唐の長安など

第十三章では︑中岡古代都城縫展史のなかに建康を位置づける

であったから︑今凶本主目に収められたことの意味は大きい︒本論

と比較して︑その停統的要素と革新的要素とを究明している︒

文から教えられる黙は多岐にわたるが︑﹃義文類取県﹄に引用され
の文章が製作され︑それによって墓碑・墓誌が刻される一方︑銘

附編は︑以上の四編に包婦されない論文で構成される︒第十四

る問・墓誌と現賓のそれとの関係について考察し︑﹁まず碑・誌
の部分は作者の文集等に収められ︑そこから﹁察文類緊﹄のごと

が分権的・自立的といわれる南朝の支配鰹制に︑かならずしもそ

章では︑南朝特有の財政組織である蓋俸をとりあげて︑その存在

うではない要素￨中央集権的要素を見出す︒墓停に闘しでは︑本

き抜粋がおこなわれたと考えられる﹂ことを明らかにした慰など
補章は︑一九八0年代以降の考古事的資料の増加に釘癒して︑

は︑とりわけ注目に値しよう︒

論文がほとんど唯一の専論であり︑貴重な業績である︒

第十五章は︑南朝の戸籍に闘するふたつの論貼︑戸籍混乱の愛

本書のために新たに書き下ろされた章である︒南京北郊浪邪王氏
墓地で一九九八年以後に出土した墓・墓誌や︑一九八四年から八

個に存在していたという皐説を明確に否定した︒この士籍が存在

の問題と︑戸籍記載内容の書きかえ・俄造の問題とをとりあげて

てくる大問題であるにもかかわらず︑従来一段昧なままにされてき

端とされる劉宋元嘉二七年(四五O) の徴援に際しての克除規定

完修正の絵地を残している部分もあり︑この黙については後述し
‑
︑
︒
ν
第四編は︑六割の都︑建康に関する論文で構成される︒第十一

ただけに︑この問題に決着をつけたことの意義は大きく︑江南地

七年にかけて後掘された南京南郊陳郡謝氏の墓・墓誌などについ

章では︑建康のもっとも外側の城壁である﹁都城﹂の形態や位置

域史というよりはむしろ貴族制の研究史のうえで劃期的業績であ

(8)

提起された﹁地域祉曾﹂の頑黙を六朝史研究に適用しようとした

第十六章では︑一九八0年代に︑中園史研究の方法概念として

したと考えるか 川
γ 円かで︑いわゆる六朝貴族の性格が大きく嬰わっ

考察し︑その考察結果をふまえて南朝戸籍では上籍と庶籍とが別

陵卜υ蹟
について︑建康一帯の水路をてがかりに考察し︑朱僕﹃ 41

て考察を加えており有益であるが︑最新の研究成果などによる補

園考﹄以来の通説とは異なり︑やや斜めに歪んだ長方形を呈して

る
︒

千人︑

いたという見解を提示する︒通説による歴史地園等で親しんでき
この新説を別の側面から補強したのが︑附章である︒

た建康のイメージは大きく塗り替えられる可能性が大きくなった︒
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しつつ存在する貼に留意すべきこと︑そこに生きる諸個人の具躍

て考察し︑﹁地域枇曾﹂にはさまざまな普遍性と特殊性とが交錯

場合に留音叫すべき問題貼について︑著者自身の賓践経験もふまえ

にも︑第十六章の内容を筒述するなどの工夫があれば︑本書を讃

ことによってかなりの部分解消されるのではあるが︑序論の部分

受ける︒もっとも︑この物足りなさも︑第十六章をあわせて讃む

それで有盆なのであるが︑護者としては︑やや物足りない印象を

たとえば︑第二編の第六章が第四編の諸章と関連することは︑わ

ぞれ別の編に属していても︑あわせて譲まれるべき論文がある︒

右に述べた序論と第十六章のほかにも︑本書を譲む場合︑それ

み進めるうえで大いに助けとなったのではないだろうか︒

的な生までを覗野にいれた﹁地域﹂の認識に立って六朝時代の
﹁地域社舎﹂像をさらに嬰かにする必要があることを述べ︑一つ

の而では確かに有数性を愛揮したが︑その方法によっては︑もれ

一吐曾﹂あるいは﹁共同健﹂の硯貼に鰯愛された研究は︑構造分析

いないので︑第六章で建康の人口を三︑四O寓としながら︑第十

かりやすい例である︒また︑各章は︑ほぼ初出のまま千を加えて

の個別研究の見取固として江南枇舎の地域性を提示する︒﹁地域

こぼれる部分も少なくないのではないかという著者の危慎︑その

れは︑第十二章のほうが第六章より前に書かれた論文なので︑現

二章では︑百寓をこえるとするようなくいちがいもみられる︒こ

もれこぼれた部分をすくいとる試みが本書のテ1 マ︑}札南地域史
であることが︑この章を謹むことによって明倖になる︒

代の江南地域が首都建康︑その経︐品川的基盤である三呉地方︑軍事

右は︑各章をあわせて讃む必要のある例だが︑本書では関連性

せて参照する必要があり︑宮︑際に深くかかわる内容となっている︒

の流通や生産に紙教をさいている関係上︑第三編の第九章とあわ

在の著者の見解は︑第六章の方である︒この第六章はまた︑青奈

的基盤である耳目陵の三つに大きくわけられることが明らかにされ︑

本書の内容を概観し︑必要に麿じて論評を加えてきた︒六割時

さらに︑建康と三呉地方それぞれの具際相や相互の関係が考古同学

ではないかと思われる例もある︒たとえば︑第二編の第六︑七章

では︑曾稽郡など三呉地方から建康への物資流通がとりあげられ

が明示されていない場合でも︑閥連附けて考究する絵地があるの

内容をもっ本書の各編・章の内容は相互に有機的に関連しあって

ているが︑かかる重要な流通経路に政府が閥輿することは嘗然考

的成果もまじえながら明示されたことの意味は大きく︑今後の研

いるので︑讃者はそのことに留意して本書を讃み進める必要があ

られている蓋惇が大いに注目されよう︒事賓︑本章にも合稽郡の

えられてよいはずであろう︒その黙で︑附編第十四章でとりあげ

究にも確かな基礎を輿えるものとなっている︒このような豊富な

る︒この各編・章のつながりという観貼から気づいた蛤をつぎに

には︑墓停についての論及はみられないのであって︑この貼に考

蓋停の存在についての指摘がある︒にもかかわらず︑第六︑七章

述べてみよう︒
本書を讃んで第一に気づく黙は︑六刺江南地域史という新領域

究の品跡地を残す︒その際︑本書ではとりあげられていない次の記

の開拓であるにもかかわらず︑序論では︑六朝江南地域史にかか
わる研究史が禁欲的に淡々と述べられていることである︒それは
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4
4
7

有司による克陵王劉誕弾劾文のなかで︑劉誕が曾稽太(寸であった

事が重要であろう︒﹃宋書﹄巻七九︑文五王・克陵王誕惇所載の

一
人以外の子の可能性があるが︑詳細不明である﹂(四一八 l四

﹁右衛将軍刑州刺史﹂(四一 O自ハ)とされるが︑﹃瓦墨田﹄巻七六本

そのほかにも七競墓の墓主と推定される王彬の兄庚の肩書きを

右の二黙は︑最新の研究によって修正されるべき黙であるが︑

九頁)とされるが︑これも羅新・葉燥の前掲書(印一張皐鋒の論文に
よれば︑ア士一彪之の了であることが確定されている︒

又た太官の東惇︑奮と献御有り︒喪乱岐に平らぎたるも︑猶

ころの罪状を述べ︑
お断過を加え︑珍差庶品︑回して私謄に充つ︒
とある︒曾稽郡には︑太官の束停があって︑物資を中央官鷹の太

ついても︑﹃耳百主目﹄巻七六本俸には﹁本官︑年五十九﹂とのみ記

されることから︑﹁三三0年代中葉とみられる﹂(四一八頁)とさ

停によれば︑﹁平南将軍刑州刺史﹂である︒また︑王彬の浅年に

れる︒この推定は正しいのではあるが︑﹃資治通鑑﹄巻九五﹁耳目

官へ輸送する役割をはたしていたが︑元嘉末(四五三)︑文帝が

ここにみえる束停は︑明らかに墓停のことであり︑人目稽から建康

東停の輸迭をさしとめて︑その物資を横領したというのである︒

ささいな黙ではあるが︑新内墓誌については︑正史など文献史料

紀﹂一七成康二年(二二二六)二月の僚の﹁向室長射(旺彬卒﹂とい
う記事から︑同は年を確定してもよいのではなかろうか︒まことに

皇太子に殺害されたことによる内乱がおさまってからも︑劉誕は︑

への物資流 一見考える場合に重要なてがかりとなることはまちが
いないであろう︒
ある︒最後に︑第三編補章のところで鰯れた︑最近の成果によっ

以上︑本書の内容を︑ム草をおって概観し︑批許を加えたうえで︑

を参照しつつ考究する絵地も残されていると考えられるのである︒

ι

以上が各編・章の内容のつながりという観黙から気づいた貼で
て修正の飴地があるのではないかと思われる黙を述べよう︒それ

よって琉需の大きい紹介となってしまった︒この貼︑著者・讃者

り︑本主自の豊富な内容を十分に︑また正確に紹介できず︑各章に

いての修正意見を述べてきた︒評者の力量不足と闘心の偏りによ

﹃文物﹄二000年第七期所載の報告では︑﹁王命之﹂とされて

の御海容をお願いしたい︒本書によって六朝江南地域史という新

各編・章の有機的関連という観黙から気づいた黙や新出墓誌につ

いて︑著者もそれに擦っている(四一四頁以十)が︑羅新・葉偉

生出が切り拓かれたことは確かなのであり︑今後この方面の研究

は︑南京北郊出土の浪邪ア士一氏墓誌についての知見である︒まず︑

﹃新出貌耳目南北朝幕誌疏誼﹄によれば︑この人物の字は少及であ

が盛んになることを期待したい︒

象山八時抗墓から出土した墓誌であるが︑この墓主については︑

り︑名とハ子の意味の関連からいって︑﹁合之﹂ではなくて﹁企

(l) 中村圭爾﹃六朝貴族制研究﹄風間書房︑ 一九八七︒

=
=
ロ

+
+
由

之﹂と讃むのが正しいとの指摘があり︑これに従い王企之とした
ほ︑つがよいのではなかろ︑っか︒
また︑十一波墓の墓主である王康之について︑本書では﹁王彪
之の本停にはないかれの子か︑あるいは王彬最晩年の正室継室夫
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(2)桑原際戒﹁耳目室の南渡と南方の開設﹂(初山一九一回︑
﹃桑原隙戴全集﹄第一巻︑岩波書庖︑一九六八 ) 0
(3) 陳寅倍﹁貌書司馬容惇江東民族係緯誼及推論﹂(初出一
九四三︑陳寅倍﹃金明館叢稿初編﹄上海古籍出版枇︑一九
)0
八O
(4)讃其藤﹁ E
目︑水嘉乱後之民族遷徒﹂(初出一九三回︑諜其
駿﹃長水集﹄上︑人民出版枇︑一九八七 ) 0
(5) 中園水利史研究舎編﹃佐藤博土還暦記念中園水利史論
集﹄図書刊行舎︑一九八一︒
(6) 郭禁安﹁南京歴史人目的繁遷及其原因﹂(江蘇省枇聯歴
史皐合同・江蘇省副合同科向学院歴史研究所編﹃江蘇史論考﹄江
蘇古籍出版枇︑一九八九)九八頁︒
(7) 河青能平編﹃比較史の観貼による史料亭の線合的研究﹄
一九八八︒
(8) 朱俣﹃金陵古蹟園考﹄商務印書館︑一九三六︒
(9) この記事については︑拙稿﹁六朝の帳下について﹂(﹁東
洋史研究﹄四八虫色二競︑一九八九)一二四頁でとりあげた
ことがある︒なお︑東停の束は︑曾稽の通稀である東山や︑
舎稽一帯を﹁東関﹂(﹃南斉圭目﹄巻二六王敬則惇)というこ
となどと共通の表現であろう︒東山については︑中村氏の
本書六O三一良︑﹁東開﹂は︑同じく二六四頁にみえる︒

︒五︑一八頁︒﹃文選﹄各五四︑陸機﹁五等論﹂に︑﹁蓋企

(日)羅新・葉偉﹃新山貌菅南北朝墓誌琉諮﹄中華童日局︑二 O

及進取︑仕子之常志 o
﹂とみえ︑李主口注によれば︑﹃雄一記﹄

檀弓上の﹁子思日︑先王之制雄也︑過之者︑術而就之︑不
説が安賞であろう︒

至罵者︑肢而及之 o
﹂にもとづくというから︑羅新・業燈

家族墓誌研究﹂(牟愛松主編﹃社合奥図家閥係蹴野卜的漠

(日)羅新・葉燈前掲書︑二二頁︒張皐鋒﹁南京象山東耳目玉氏

その論擦は王康之慕誌とともに十一競墓から出土した︑王

唐歴史愛︑蓬﹂川本東師範大向学出版祉︑二 O O六)二二二一頁︒

この﹁兄臨之﹂を﹃文物﹄二 0 0二年第七期所載の報告で

康之の妻何法仔一の幕誌に﹁養兄臨之息績之﹂とあることで︑

は何法登の兄とする解轄を示していたがそれは誤りで︑王

之にほかならないことが論議されている︒

康之の兄であり︑﹃音量目﹂王彪之惇にみえる彪之の子︑臨

年に︑王彬が﹁向書左僕射﹂に在任していたことも知られ︑

(ロ)﹁北堂書紗﹄巻一三九引﹃耳口起居注﹄によれば︑成康元

二O O六年一 O月 東 京 汲 古 来 日 院

﹃資治通錐﹂の記載と整合するように思う︒

A五 判 八 十 六 二 二 十 九 頁 一 五 七 五O固
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