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明代中国の 軍制 と 政 治

川越泰 博著

憲
夫

亙る論考を含む大著である ︒紙幅を節約する魚︑目次は省略して︑
関許を附しながら各震 の内容を紹介したい︒

前編・第一部・第一章﹁海防活動﹂︑海定や海禁に関しては従来
から研究の蓄積があるが︑海防の軍事機構や︑その運用の質態等︑

される︒其の結果︑下部機関相互では︑兵員の波遺等は行われず ︑

純軍事面から の考察は ︑本 章を以って鳴矢とする︒まず豊富な個別
事例を通じ︑守禦千戸所や水薬 ・営・蜂族等と沿海衡の関係が検討

個別に衡に連関していたことを明らかにし︑沿海衡を中心に海防値
制が組み上げられていたことを指摘する ︒その 任務は巡航と戦守だ

に軍士・軍糧 ・軍船の確保について検討し ︑軍糧は屯田糧・民運糧
が集積の主力で︑開中法は行われた形跡がない等の興味深い指摘が

が︑巡航には︑海窓の出波期に合せて︑ 二J五月の大訊と九・一 O
月の小沢があり︑軍船五O綬︑五OOO人を標準としたという ︒更

書院 ︑ 一九九九年)があり︑立て績けに大著を護表してこられた︒

を合せて考察せねばならなかった︒本章のみ で四O種の史料が使わ
れており ︑規定と運用の雨者を具備した非常に手堅い論考である︒
﹁親征軍﹂︑本章では︑北遺に目を縛じ︑土木の漢に動員
第二
軍
一
された 軍 の運用と政治的側面を考察する︒事件の性格上︑貸録等の
史料では親征軍の質態は解明できないとし︑術選簿を活用する︒先

皐雑誌﹄八一￨六︑ 一九七二﹀を基礎にしたものである︒制度は規
定と運用を別に考える必要があるが︑著者は︑先駆者として︑雌見方

一
ニ・六・九年ごとに修理されたことを明らかにする︒本章は ︑著者
の賞質的なデビュ ー論文である﹁明代海防僅制の運管構造﹂(﹃史

なされる︒六八頁表7で︑各種軍船の建造費を示し︑維持の震に

軍事史の観貼を基礎に置きながら︑政治史研究に力を注いできた︒

五・六 ・七章が その代表作である︒第三期は︑九0年代以後だが︑

されていたこニ街一四種の術選簿を護掘して︑衛所官家の世襲の貧
態を解明し ︑軍制史研究の新しい局面を開いた時期である︒前編第

一は︑あらゆる史料を博捜しつつ︑明朝軍事陸制の制度面を手堅く
考察し︑軍制史研究の旗手としての位置を確立した時期で︑本著前
編の第 一・三・ 四章がこの範騰に属する︒第二は︑東洋文庫に牧蔵

この閥︑著者の研究は︑内容の面から一一一つの時期に分けられる︒第

てきたといっても過言ではない︒著者は︑研究に嘗つては極めて精
力的で︑既に多くの著書があるが︑近年に限っても﹃明代建文朝史
の研究﹄︿汲古書院︑ 一九九七年)︑﹃明代異園情報の研究﹄(汲古

川越泰博氏は︑其の開拓者であり︑殆んど凋力でこの分野を切り開
いてきた︒蛍該分野のレベルは︑そのまま著者の研究の歩みによっ

軍制史は︑明代史の中でも最も若い分野に属するが︑本書の著者

山

﹃明代建文朝史の研究﹄や本者前編第二輩・後編がその成果であ
る︒本著は分量的にも七OO頁をこえ︑内容的にも一 J三の全期に
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この分析を通じ︑親征軍が親軍衡と京管で編成されたが ︑通常の番

るかを慎重に検討し︑抽出した六三例を表I(八七頁)に示した︒

ず︑衡選簿中の如何なる記事が︑土木の興関係の史料として使い得

次章と姉妹をなす雄篇である ︒

上制 の運営法は ︑宣徳元J 二年の閲に確立されたという︒本議は︑

が高く︑河南がこれに次ぎ︑山西・侠西が低い︒このような班軍番

第四章 ﹁班軍番成制﹂︑本 草 では︑北逃防衛の主力となった諸軍

鎮の兵力がどこから調援され︑どのように機能したのかを考察す

る︒先ず︑延綬鎮を例にとって︑兵力源を表1 2 六O頁)に示
す︒同銀の兵力構成が一目瞭然である︒次いで︑諸鎖に番成軍を出
した衡所を丹念に特定し︑地域分布を明らかにする︒その結果︑北

る︒エセン侵入の報は七月一一日に周き︑二ハ日には出陣となっ

上軍以外の衡軍も含まれており︑北直線・山西・険西の康範な地域
から動員されていたことを明らかにする︒非常に興味深い指摘であ
た︒確かに倉卒の聞の行動に見えるが︑一二日に京管軍に莫大な行
糧・武器を支給しており︑それは事前の周到な準備がなければ不可

直隷諸衡の中の六八パーセント︑山東は三三パーセント︑河南は五
一一一パーセント︑山西は五四パーセント︑険西は四二パーセント︑南

直毅は二七 パーセントとなった ︒第三 章 で示した番上軍と比率の高
低が逆輔押しており︑相互に補完する値制だったという ︒更 に︑九透

能なことだったと述べる︒この黙に関して︑筆者はやや見解を異に
するので後述する︒以上の二貼から︑親征は︑王振が英宗や群臣を
強引に引きずって起こした無計査な行動ではなく︑事前の健悟と準
備があったのだと結論づけた︒動員範囲の確定は︑著者ならではの
論嬢で︑新鮮な結論である︒本意も含め︑以下の三J七草の もとに

鎮の各々の兵力組成を検討し︑地元の衡所軍が中心で︑他からの番
成軍が副次的に配置されるのが原則だったことを確認した上で︑各
鋲ごとの特殊性を詳述する︒かかる番成制は正統二J九年の聞に定

制化した ︒首初 ︑番上・番成雛方を負鎗する術所があり︑弊害を生
じたが︑弘治一一一年以後︑専従の番成軍が成立したという︒

なった諸論考の初出誌名と珪表年次は六九九頁に示されている ︒
第三一章﹁班軍番 上制﹂︑京品目は明朝軍事力の中核であり︑京衡と
外術番上軍によって編成されて︑京師の防衛に任じた︒本 は︑外
平
昌
衡の班箪番上に焦貼を嘗てたものである︒外術軍は︑基本
的な成

を駆使して︑衡所官家の世襲の寅態を始めて明らかにした論考で︑

著者の濁壇場ともいうべき分野である︒本章では ︑靖難 の役で ︑燕

第二部・第五 一
章﹁新官と奮官﹂︑本一章と次の六 ・七 一章は︑術選航時

軍・屯軍に加えて︑運軍・班軍の任務があり︑班軍は南北直隷・山
東・河南・険西等の術所から︑春秩二班に分れて上京した︒山東を

ようとする︒慎 重な手績きを経て ︑衛選簿から一五三例を抽出し︑

例にとると︑番上軍は︑表I C 二二頁)に示すように︑各衛兵員
散の五O J八O パーセントを占めたという︒班軍番上の地域分布を
分析すると︑北直殺は六三街中の五四街︑つまり八六パーセント︑
山東は八六パーセント︑河南は六六パーセント︑山西は三二J三五

表l (二四O J二四六頁)に掲げるが︑表そのものが塵観である︒
この分析の結果︑沓官の子孫は︑一四歳で全俸優絵が終了し︑一五

王軍に 参加した寧官の子孫である﹁新官﹂と︑それ以外 の ﹁奮官 ﹂
では︑世襲の傑件が異なっていることに注目し︑其の貧態を解明し

パーセント︑険西は一二パーセント︑南直毅が七二パーセントとな
った︒番上軍を出すのは以上の六地域だが︑南北直隷と山東の比率
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一六歳で製織できたことが明らかにされる ︒ このような新官優遇の

品闘で資格審査である比試を受け︑合格して始めて襲職が認められた
こと︑一方 ︑新官は一五歳まで全俸優給を受け︑比試を苑除されて

第七草﹁優養制 L︑縫承すべき舎人が幼年の場合︑質務を菟除さ
れ︑ 新官ならば一五歳︑奮官は一四歳まで俸給の全額を支給する

す︒非常に手堅い貧誼は︑著者の一貫した姿勢である︒

したことを指摘する︒著者は︑事例の抽出に嘗つては︑極めて慎重
であり︑例外は一件ごとに検討を加えつつ︑全盤的な原則を導きだ

﹁優給﹂の制度があった︒更に︑これと別に﹁優養﹂というシステ

規定は永築初 から寅施されたという︒ 曾
血
ハ等に‑記載された規定の ︑
運用の質態を確認するのは大祭難しい場合 が多いが︑堕富な事例に
よって詳細に解明できるのは術選簿の威力である ︒

ムがあり︑本 草ではその運用の貧態を考察する︒術選簿中より ︑七

一
品
一
を抽出し︑封象者ごとに検討を 加える︒街所 官本人の
O の優養事例
二七例が表I(三五七頁﹀で示されるが︑後継者がなく年老・老疾

第六章 ﹁借織制﹂︑術所官家の 世製には︑現任者の老 疾 による
﹁替﹂と︑死亡による﹁製﹂ の別があり︑縫承の優先順は嫡長男 ・
嫡長孫・次嫡 ・庶長男で︑いずれも不可能な時には弟姪が縫ぐとい

年には一律三石とされたが︑二O年に現職時の全俸を給されること
になったという︒この外︑舎人が 一五 ・一六 歳に達 しても病気等で

と認定されると︑六01七O裁で優養を受けた︒支給額は ︑洪武六

う︒前二者が正規のもので︑他は﹁借職﹂と稽される臨時措置であ
った ︒著者は︑術選簿から抽出した借職の一六六例を表l (二七七
J 二八七頁﹀に一ホす︒非常な労作で︑見事な表である︒この表を分

による保迭 ・保勘←本人の兵部への出頭←兵部の調査←比試の手績
きがとられる︒本来の嫡長男 ・孫が成長するなど後件が減たされれ

O放だったと述べる ︒其の際︑現任者と借職者のポストが同じ例が
八六パーセントを占めたという ︒借磁の案件が生じると︑首一該術所

れたことを明らかにする︒更に︑現任者と借職者の年齢を表六(三
一五 頁)・表七 (一三八頁)で一示し︑各々六01七O歳 ︑ 二 ハ
J凹

る︒次に︑嫡長男 ・孫があっても借験されたケ l ス六八例を検討
し︑製替すべき人物が病気・幼年等の場合︑このような庭置がとら

完備したが︑永繁一帝によって新 ・醤官の規定が加味され︑其の後に
縫承されたという︒以上の五・六・七 一
軍は ︑従六日間の所鋲撫から正

母 ・母 ・妻は終身だが︑娘に関しては奮官が一四歳︑新官が結婚す
るまでとされた︒優養の規定は︑洪武六年に始まり︑二O年に一態

も継承者たる男子の誕生を期待しての措置で︑この閲男子が生まれ
なければ︑その後は﹁震民 ﹂ の庭置がとられた︒女性の場合︑祖

た︒萎 が少ないのは︑優養期間が長くなる震ではないかという︒各
々の優養期開については︑新官が終身︑醤官は一 O年だが︑いずれ

く︑寄る透ない租母 ・母 ・娘にも月五石︑妻には二石が支給され

析し︑先ず︑借職の際の綴柄は︑親弟 ・親姪が多いことを指摘す

ば︑職は返還されるのが原則だが︑寅際には借職者の子孫が縫承す
る例が四八パーセントにのぼったという︒山西の玉林衡の場合︑全

三口問の指揮使に至る衡所官家の世襲の寅態を具盤的に解明した論考
だが︑明朝政府が衛所官家の縫承に細心の注意を梯っていたことが

寅務に着けない場合や︑事情によっては現任者の父 ・祖父・親弟・
親叔・堂弟も優養の針象になったという︒更に︑男子ばかりでな

衛所官八五家の中 ︑六三パ ー セントの家が︑一度は借職を経験して
いたと述べ ︑借職のシステムが︑術所官家の存績に大きな役割を果
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看取できる︒

に﹁身代金﹂の提供をもとめる芙宗︑全く動きを示さない明廷とい
う構闘が浮び上る︒

第二 章 ﹁回塗担否﹂︑ここでは明廷内部の動向が考察される ︒ 八

には詔が出されたが︑この段階では︑あくまで皇帝は英宗であり︑

月二O 目︑孫皇太后が英宗の庶長 子朱見深の立太子を決め︑一一一一日

其の錦還 ・復位が至上の方針だった︒ 一方︑明側がエセン の働きか

後編は︑本著の信用に新たに書き下された部分だが︑優に一加にな
事との関係︑およびその展開過程の解明を主軸にしながら︑併せて

けに態じなかったのは︑モンゴル軍が英宗迭還を名目として内地に

り得る内容と分量をもっ︒著者は︑後編の狙いについて﹁政治と軍
諸日程に関わる多くの未解決・疑問の諸黙についても検討しつつ︑

た子謙であった︒一一六・二八日に宣府・大同組兵官の楊洪・劉安に

侵攻するのを警戒した魚で︑その代表が二一日に兵部向書に昇格し

出された廊王の令旨は︑極めて針決色の強いもので﹁英宗の錫還を

う︒﹂(四三七頁﹀と述べる︒英宗に雇従した錦衣衛校尉の案彬や通
事楊銘などの︑比較的身分の軽い嘗事者の生々しい史料を駆使し︑

完全に担否﹂(四六八頁﹀することになったという︒孫皇太后や 皇

回饗設議から回饗開始に至るまでの全過程を明らかにしたいと思

土木の襲から英宗の錦還までの錯綜した一年聞の政治 ・軍事の動向

太子の生母周氏は︑英宗の餓還を担否する理由はなく︑寧ろ錦還を
待ち望む立 場 であった ︒しかし︑郎王にとって︑英宗の不在は﹁ま

ている︒

さに千載一遇の 登極 の機舎であった﹂(四七三 頁)のであり﹁最

を活骨局する︒さながら緊迫した寅況放迭をみるような臨場感に満ち
第 一議 ﹁回饗時抗議﹂︑土木の幾重後︑モンゴル側では︑英宗の取

にとっては﹁戯王を登極させること が︑権力基盤の紹射的な確立と

早︑関翠に手の周くところにある玉座に全く食指を動かさない方
が︑むしろ普通ではない であろう己(四七三頁)と述べる︒子謙

り扱いについて議論があり︑エセンは乃公らの強硬論を斥け︑伯顔
う︒その方針により︑モンゴル軍は八月一七日に宣府に接近した

おける曾議の紛糾を枚拾して︑諸大臣の信頼を得たことが︑子謙の

維持に直接的に運動﹂(四七五頁)していた︒二三日の午門左門に

帖木見の主張に沿って︑早期返還・早期賠償の方針を決定したとい
が︑総丘一官楊洪は︑交渉に臨応ずる姿勢を示さなかった︒ついで八月

辞﹂には︑後に景泰‑帝不橡の際にも袈王の子を迎取しようとする動
きがあったことが‑記されている ︒相互の排行を考慮する必要があろ
うが︑興味深い指摘である ︒この動きに危機感をもった﹁郎王￨子

錫還を期待していたが︑早急に寅現しない場合は︑仁宗の王子裏王
賂培の 即位を考えていたという︒﹃明史紀事本土木﹄径三五﹁南宮復

権力掌握の契機になったと分析する ︒この閥︑孫皇太后は︑英宗の

一一一日大同に赴くと︑徳丘一官劉安は ︑英宗に謁見し︑備蓄の銀雨を
供出したが︑劉安は廊王の駿しい叱責を被ってしまった︒九月一六
日に都指揮余事季鐸らが︑明廷からの第一回目の使者として︑虜庭
に在る英宗の もとに到着したが︑それは英宗返還の 交渉の震ではな
く︑九月六日に廊王が即位したことを告げ︑英宗にその承認をもと
めるものであったという︒本章を︑通じ ︑いわば英宗の扱いに困り︑
早期返還 の方針 で︑明側との接燭を図るエセン︑錆還を望み︑明廷
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謙ライン﹂が﹁八月二十九日に一気附成に皇位奪取を敢行した﹂

の使者を迭ったが︑明側は迎撃してしまう︒著者は︑明側の態度に

貧現であったという︒エセンは一 O月一一日 ・ =二日に︑交渉の潟

される︒この閲のモンゴル軍の目的は︑明蒙関の講和と英宗婦還の

ついて ﹁明側の封賂は︑回饗交渉そのものを紹射的に担否するとい

ハ四八二頁﹀のであり︑郎王の即位は﹁貧は泌王￨子謙ラインによ

う明廷の姿勢を投影した︑極めて硬直したものであったのである︒ ﹂

って仕組まれた皇位の築奪であったのである︒﹂(四八一一員)と述
べ︑九月六日の雌王即位に至る動きについて﹁このような一連の動

第五章 ﹁議和不調﹂︑前章に績き︑一 O月一一 J 一五日の経過が

(五三九頁﹀と述べる︒

きを︑皇位奪取︑あるいはクーデタと断定して︑どうして不嘗であ
ろうか︒﹂︿四八四頁﹀と評償する︒大臓かつ新鮮な見解である︒

帝 ・群臣宛ての三通の殺を︑一一・一一一日に明側に停達しようと
一
泰

綿密に確定・再現される︒英宗は︑実彬に筆記させた孫皇太后 ・景

明延奥深くの動きであるから︑もとより直接的な史料を示すことは
なく十分に説得的である︒孫皇太后に近いとみられる司櫨大監金英

た︒ようやく︑一四日に指揮使呉良らによって︑英宗の殺が明廷に

した が果さず ︑一一一一日には︑徳勝門・西直門外で明蒙南軍が衝突し

難しいが︑朕況詮援を丹念に積み重ねての剣断は︑論理的に無理が
の動向を加味してもよかったのではないかと恩われるが︑どうであ

モンゴル陣営に波遣されるに至った︒この関 ︑明廷では︑和議を望

届けられ︑翌一五日には︑明側から右通政王復・太常寺少卿遡策が

ろうか︒
第三章 ﹁
交渉開始﹂ ︑モ ンゴルから錦京した都指揮念事季鐸は ︑

む惑も出ていたが︑﹁社複震重︑君潟軽﹂と主張する子謙に摩服さ

九月二八日に再び使者として北京を裂し虜廷に赴いた︒その際持参

れた︒子議にとって︑和議を態諾すれば自己の戦略の誤りを認め︑

したエセ ン ・英宗あての景泰一帝の殺害の中で ︑景 泰一一帝が︑自分は英
宗の事吉田によって 即位したと述 べている黙 に注目し︑その 正否を 考

述べ︑子議観の修正をもとめる︒論旨とは別に︑本章では史料引用

と稽賛するのは︑極めて皮相な見方に過ぎない︒﹂(五六一頁)と

の重複がやや目立つ︒例えば﹃明貫録﹄正統一四年一 O月己未の僚

権力の保持に支障をきたすことになる︒﹁これを救園の英雄的行震

位を表明する機舎はなく︑景泰三帝の﹁担造﹂であったと結論づけ

や︑実彬の題本の一 O月一一一日の同一の記事が五四五・五五四・五

察する︒英宗の型古田を停えたとされる史料には︑﹁賜書﹂と﹁口

る︒強引に即位してから辻複を合せようとする景泰一帝一や︑早期の鯖

俸﹂と二つあるが︑綿密な考設の結果︑九月一六日以前に笑宗が譲

還を期待しながら埼外に置かれて︑雌王即位を承認せざるを得ない

五七・五六二 ・五七五頁に引用される︒行論の都合上 ︑己 むを得な

い面があるが︑もう少し整理されれば讃みやすいのではないか︒

英宗の姿を看取できる︒

第六章﹁交渉途絶﹂︑一 O月一五日にモンゴル陣営に波遣された

第四章﹁虜軍設進﹂︑本章 では︑一縛して︑モ γゴル側の動向に
焦貼をあてる︒モンゴル軍が一 O月一日に大同に至ったとある﹃明

王復・鎗策らも︑英宗に羊酒等を進献する震にすぎず︑英宗返還を
交渉しようとするものではなかった︒大臣クラスの波遺と交渉をの
麓溝橋に姿を現した一 O月一一日までの行程が︑一日きざみで確定

賞品部﹄の日附に疑問を呈し ︑丹念な検討の結果︑九 月二八日から︑
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念に確定される︒英宗返還をめぐる明蒙開の交渉は︑しばらく沙汰

命じた︒この後︑瓦刺老倍に錫着するまでのモンゴル軍の日程が丹

ぞむモンゴル側に︑其の身分・資格を問題にされ︑結局︑明廷の態
度に疑問をもったエセンは︑二ハ日早朝︑モンゴル軍の引き上げを

反講和と封抗することになった︒二三日に阿刺知院は再び使者を波

請願をしりぞけたが︑これを機に︑講和推進振が生まれ︑子謙らの

和・英宗返還の意志が明らかになった︒これを受け︑六月一日に吏
部倫書王直らが︑英宗奉迎をもとめて面奏するに至った︒景泰 一
帝は

遣し︑彼らは二六日に京師に至り講和を要請した︒二七日に王直ら

李質・大理寺右少卿羅埼を七月一日に虜廷に波遣することが決めら

が再び景泰脅に強硬に講和を請願 した結果︑翌二八日︑捜部右侍郎

第七 章 ﹁交戦烈々﹂︑モンゴル軍の北崎後も︑明蒙聞の交戦は績

止み になって しまったのである ︒この閥 ︑明蒙爾者の動向が︑一日

き︑明側では︑エセン等の首に莫大な懸賞金をかけるなど︑強硬な

一失によって︑英宗回墾への流れができて行くのであるが︑それ

れた︒景泰￨子謙ラインが講和推進︑振に押された結果であり︑著者
は﹁これは子謙にとってまさしく千慮の一失であった︒この千慮の

きざみに確定され︑叙述は緊迫感に満ちている︒

態度をくずきなかった︒しかし︑景泰元年四月に入ると︑大同参

の意図について六O 四J 一二頁にわたって︑許且貝の経歴や年齢まで

理が透けて見える︒﹂(六一四頁)のであった︒著者は許貴の提案

ざすような文言に満ちている︒﹂(六一四頁﹀ものであり︑かつ﹁和
議拒否の論理を展開したものであり︑そこには英宗の回饗担否の論

な諮和を提案したのだとする︒これに削到する子訴の剣断は﹁極めて
高盤的であり︑ モンゴルとの和議の這を探るどころか ︑その道を閉

検討する︒そして︑戦略或いは戦術としての講和ではなく︑会一面的

一所牧の兵部の覆奏﹁兵部震陳言逃務事﹂を比較しながら︑慎重に

め︑七月一八日に︑右都御史楊善・工部右侍郎趨祭らを波遣するこ

震に明廷に至っていた︒景泰一帝は︑李賞らの鋳還を待って封態を決
めるとの意揃閣を示したが︑玉直らは新たな使者の波遺を強くもと

れば︑英宗を迭還する旨を停えられ︑翌一四日錆途についた︒この
問︑彼らとすれ違うように︑六日にモンゴル側の使者が講和交渉の

一一一一日には︑エセンから︑太監一 J 二人・老臣二J五人の 奉迎があ

と述べる ︒

は︑中長期的観貼から言えば︑子謙の敗北(英宗重併による予訴の
庭刑)につながる大きな縛機貼でもあったのである︒﹂(六四四頁﹀

﹃明寅録﹄景泰元年四月辛卯(一八日)の僚と﹃少保子公奏議﹄倉

賂・都督余事許貴が講和を提議した︒著者は︑其の意固について

勘案しながら︑綿密に検討を加えた︒一つの記事を譲み込むのに︑

とになった︒一九日︑彼らが懐来に至ったとき︑虜廷からの鏑途に
あった李貫らと出合った︒ドラマチックな遊遁である︒著者が一日

第八章 ﹁
交渉再開﹂︑五月に入るとモンゴル の阿刺知院が使者完

り︑エセンの意衡を報告した︒モンゴル側の事情を知った王直・寧

英宗返還の現貫性を知った上で北上し︑李寅らは一一一日に明廷に還

きざみで事質経過を確定しているので臨場感に溢れる︒楊善らは︑

第九章 ﹁
回 繁決定﹂︑李寅・羅古川
ら は七月 一一日に 虜廷に到着し ︑

これだけの手績きを踏むことは︑著者の考設の巌密さを示してい

者脱軟らを波遺した︒彼らは懐来に留められたが︑明廷から太常寺

る
︒

少卿許彬・錦衣術指揮同知馬政が確認したところ︑モンゴル側の議
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次にいくつか気附いた黙について述べたい︒前編・第 二章 で︑英

陽侯陳愁らが︑英宗奉迎をもとめ︑二三日には五軍都督府・六部が
四回に わたって同様の上奏を行った︒更に︑ 王直らは 二四・二五日
にも上奏をくり返したが︑景泰一帝一は英宗奉迎に消極的な姿勢を鰯さ

はなかったとされた︒その論援として①康範な動員︑②﹃明貫録﹄

宗の親征は事前に周到 に準備されており︑倉卒かつ無計重なもので

正統 一四年七月庚寅の僚により ︑﹁一 人嘗り一ヶ月分という支給に

︑ 楊善らに持参させた エセ ン宛ての殺害には ︑彼
なか った︒ しかし
は︑景泰一帝が︑モンゴル向けの建て前と圏内向けの本一昌一日ーを使い分け

よって生じる行糧の膨大な紹街宣とその準備﹂(一 O八頁)は事前
の集積がなければ不可能であることをあげ︑一 O 六頁で同僚の訓讃

らが英宗奉迎の震の使者であるかの如き文 言があったという︒著者
二 枚舌的 ・意志の表し方﹂(六七O頁﹀をとっていたのだとい
﹁
う︒ところが︑エセンは︑英宗奉迎に消極的な景泰帯一の本一音を付度

を示された︒その原文は︑

つ解明した迫力にみちたドキュメントであった︒六九三J 四頁で︑
著者は︑景泰政権は︑人的側面からみれば︑英宗蹄還推進波と反針

六・八日と四つの設があるとし︑六八五J九二頁で検討を加え︑八
商絡・王
日と確定する︒一 二日 は宣府︑一四日に は居庸闘に至り︑ 一
謙・許彬ら諸大臣の奉迎を 受ける ことになった︒錯綜を極 めた 一年
間の動向を︑個々のできごと︑その内容・日附等を丹念に決定しつ

終草 ﹁回翠開始﹂︑英宗が虜廷を出裂した日附は︑八月一・二・

とあり︑こ の規定が 出動する京管軍に適用され たとみられる が︑行

三九・行糧馬車に
叉令︑各庭選調在京操備官軍︑月支行糧 三斗 ︒

併襖袴各 一件 ・繍鮭 二隻・行糧 一月・作 妙褒三斗とし﹁行糧一月﹂
と﹁作妙褒三斗﹂を別のものとされた︒しかし蔦暦﹃大明曾典﹄巻

鮭二隻行糧 一月作妙姿 三斗兵器共八十像世間又毎三人給鎚 一頭篤

命在京五箪紳機 三千 等管官軍操練者人賜銀 一一陶酔襖袴各 一件翰

せず︑ 殺害の文 言をその まま受け とった ので︑急速に英宗の腸還が

波の集合慢であったと分析し︑厳選貸現後 は︑予謙の権力・ 裂言力

糧一月分が三斗である︒貫録の記事は妙市営三斗を作って一月分の行
糧に嘗てたとみる方が遁蛍なのではないか︒叉︑動員された兵力が

貧現することになったと述べる︒

は低下したであろうこと︑政治の動向に明廷内の官界世論が大きく
影響し︑時には皇帝といえども抗しきれない場合があることを指摘

明らかでない︒京営の兵力は︑額面上の員数はともかく︑質数は時
︑ 著者は一一九頁で
期によ る獲化もあり︑確定しづら い︒しか し
﹃薮園雑記﹄巻五の二五蔦とする記事や一二四頁で﹃皇明世法録﹄

であるが︑訓読では︑京営の軍士一人に支給されたものを銀一雨・

負翰重把総都指揮人加賜紗五百貫

する ︒景泰政権は︑ 土木の幾 と いう ︑ いわばアクシデン トの結果と
エ スタブリッシュメント
して 設足 したも ので︑英宗返還の過程で ﹁
なき政権﹂となったと評債する︒

各四四︑高暦﹃大明曾血ハ﹄巻一一一一四︑或いは﹃明貸録﹄宣徳五年一
二月丙成の僚により︑宣徳初の京営軍を一二J 一四高︑成化初の丘(
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力を一二高と工 おられる︒叉︑青山治郎氏は天順初の兵力を二三
高齢としている︒宣徳J成化の兵力は二一J 二五高人の関とみてよ
かろう︒土木の療に出動した兵力を俵に二O高人とすると︑支給さ
れた基は六宅となる︒元来︑一衡の一ヶ月の俸給・月糧には約
一高石が必要で︑洪武朝の規定では︑各衡は二年分を備蓄すること

命天下街所軍士︑所給月盤︑以鈴代之︒時︑西安衛千戸宋室岡︑

ことはしばしばある︒叉京衡が外術よりも優遇されたのは事貸であ
る︒例えば﹃明貫録﹄洪武一五年一一月丙辰の僚に

領河東堕六千四百徐斤︑以給軍士︑侵歎三千二百徐斤︒事問
︑
上命戸部︑悉準堕償給紗︑菟致所司鴛姦︒於是︑戸部定議︑京

衡軍士︑の沓給盤︑外衡以品世代之︒

とあり︑太租は﹁天下街所箪士﹂を劉象に︑月盛の折紗支給を命じ
たが︑戸部の検討の結果︑交際の措置では︑京衡のみは従来通り現

になっていた︒現に南京では六OO高 石 が 備 蓄 さ れ て い 訂 正 統 朝
の北京でこの規定が遵守されたか否かは必ずしも明らかではない
が︑少くとも在京七O除衡の月糧を賄う慢制は整っていたわけで︑

ったように思われる︒かかる例からみて︑優養に関する曾典の規定
が︑必ずしも誤りとはいえないように思う︒

﹁除宿弊疏﹂や﹃玉恩堂集﹄径一﹁崇僑貸政以御安援大計疏﹂にみ
られるように既に名存質亡の紋態であ った とみられ︑新三大俸の兵

新三大賛に於いても︑番上軍が高い比重を占めたであろうと激測さ
れた ︒しかし︑嘉靖J寓暦期には︑番上制は ﹁
毛東塘奏議﹄各一四

次に︑一二六頁で︑嘉靖二九年の庚戊の幾後に新たに編成された

物支給とされた ︒既に紗債下落の甚しい時期で︑現堕の方が有利だ
ったことはいうまでもない︒京衡の優遇は︑洪武朝では特に顕著だ

六高石の行糧は一衡の六ヶ月分の給輿額にすぎず︑いわば微々たる
量といわなければならない︒勿論︑戟闘要員の外にも多数の人員が
動員されたので︑支給総額は大巾に精加したと考えられるが︑軍糧
に闘しては︑急速な調達が不可能な数量とはいえないと思う︒つま
り︑②だけでは事前の準備がなければ親征が不可能だったという論
援にはなり難いということになる︒唯︑①に疑問の徐地はなく︑著
者の結論は正しいと思う ︒
叉︑第七章﹁優養制﹂の一三ハ六J六九頁で︑優養の針象につい
て︑二種の﹃大明曾奥﹄に﹁(洪武﹀二十年令︑京術官老疾無子孫

では﹁内外武臣之家﹂とある黙に疑問を呈された︒そして﹁曾典の
ように洪武二O年(二二八七﹀の詔の中の﹁内外武臣の家﹂を﹁京

を望み︑使者の揚善・越幾らが奉迎の震のものであるかの如き書き
方をしていたが︑これはモンゴル向けの﹁建て前﹂で︑爾者をコ一

後編第九一章六七01七一頁で︑著者は︑英宗飼還が急速寅現した
原因として︑景泰脅の封態の暖味さを指摘された︒圏内では英宗陽
還に消極的な﹁本音﹂を示す一方で︑エセン宛ての殺害では︑踊還

力源は召募兵と 家丁に移行していたと考えられMV

術 Lと換言することの方が︑むしろ誤解であるということになろ
う︒﹂(一二六八頁)﹁曾奥は貧録の記事を誤って讃み替えた可能性

枚舌的﹂に使い分けていたのだとする︒エセンが景泰帯の慎一を付
憲
度できず︑英宗を錦還させてしまったと述べる︒しかし︑エ一
セン側

者︑全俸優養 とあり︑京衛官に限定しているが︑この典擦とな
﹂
︒
ったとみられる﹃明貫録﹄洪武二O年七月庚辰の候所載の太祖の詔

なしとはしない J ( 四一八頁)と述べ︑一一一六六・四一六頁でも同
様の見解を示された︒しかし︑舎典の規定が元になった詔と異なる
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に︑輸相書の記述と異なる景泰一帝の意絡を付度する必要があったであ
ろうか ︒叉 ︑二つの態 度を使い分けるのならば ︑圏内の奉迎推進級
には建て前を ︑エ センには錦還させないような本音を一示すのが普通
ではなかろう か︒この部分の論理はやや不自然な感じがする︒
以下は細い貼だが︑後編第七 章六O八頁で﹃少保子公奏議﹄の記
事を引用し ﹁
飽養馬匹 ﹂を﹁飽くまで馬匹を養い ﹂と誇出された︒

該分野の古典としての評僚が定まった論考
前編の各章は︑既に嘗一
なので︑ここでは言及せず︑後続についての印象を述べたい︒政治
史研究の難しさの 一つは︑嘗事者の意闘を直接的に示す史料が殆ん
どないということであろう︒其れを補う震に ︑表面に現れた大小の

けで︑甚だ難しい分野である ︒しかも︑﹃英宗貫録﹄は︑ 一連の政
局の中で︑結局勝ち残った勝者英宗の側からみた記録であり︑そこ

出来事や事件を丹念に把握し ︑その上で全鐙的な動向を鳥敵するこ
とが必要だと思われる︒いわば扶況詮援による判断が求められるわ

異なると思う︒叉︑後編第八 章六三九頁で︑﹃明貫録﹄景泰元年六
月壬辰の僚を示し︑子謙らはモンゴル寧が掠奪しないのは英宗迭還
を名目としている信用だと考えていたと述べられた︒其の一意味ならば

から景泰喬や子訴の意闘をさぐるには︑十分な注意が必要である︒
僅かな手掛りから嘗事者の 意志 を探るには︑ある意味で蛍事者と同

これは︑ 馬匹 に飽食させて飼養するの意であろうから︑やや語感が

擁衆J﹂の句の前に来るのではなかろうか︒ここでは
﹂ は ﹁
恐
﹁
﹁
恐﹂は動詞に讃んで︑以下のことを警戒すべきであるととった方

レベル の政治感鐙が必要ということにもなろう︒本書において︑個

その基礎となるべき論考で︑今後︑本者を抜きにしては土木の嬰前
後の研究は行い得ないだろう︒最後に附言すると︑本書は七OO頁

鎚有数であろう︒土木の務とその前後の時期は︑軍事面のみならず
康範な分野で重要な媛化がみられ︑研究すべき課題が多い︒本著は

帝の即位を第一のクーデタ ︑奪門の漢を第二のクーデタとみる
景泰一
という︒甚だ新鮮な見解で︑明代中期の政治動向を理解するのに大

正にその矯であろう︒全世的な論理も整合性 に富み ︑十分な説得力
をもっていると思う︒譲み進む中で︑非劇の君主景泰一一帝︑救園の英
雄子訴といったイメージは大幅な修整を徐儀なくされる︒著者は ︑

々の事質を確定するのに︑著者が執劫なまでの努力を梯ったのは︑

が遁首ではないか︒終章六七九J八O頁で﹃明貫録﹄景泰元年七月
潜白磁飢獄中園留︑他何用︑ ﹂ と 句讃を附された
己巳 の僚を引用し ﹁
潜自綴線中園︑留他何用︑﹂が遁嘗ではなかろうか︒
が ﹁

O月乙卯︿八 日)
後編第五 議五五 一一良で﹃明貫録﹄正統一四年 一
の僚により ︑ 北京の九門に配置された諮絡名を示されたが ︑﹁武
進伯子朱峡﹂には註を附した方が親切ではなかろうか︒﹁瑛﹂は
﹁
﹄ 子謙停では﹁武進伯 ﹂とある︒
茨﹂ の誤りであろうが︑﹃ 明史

ことがわかる︒

明功臣製封底簿﹂品位 三で確認すると︑陽和で第二代武進
しかし︑ ﹃
O月一四日で︑それは
伯朱完が戦死した後︑朱漢が製封したのは 一
武進伯子﹂だった
質録にも見える︒一 O月八 日の段階では確かに ﹁

をこえる大著でありながら︑誤植が非常に少なく︑筆者が気附いた
のは僅か九ヶ所のみであった︒著者の周到さを窺うことができる︒
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(1)

註

﹃明代京営史研究﹄(響文社︑一九九八年)四七頁︒
﹃明寅録﹄洪武二二年正月了亥の係︒

新村容子著

ア ヘ ン 貿 易 論 争1￨イギリスと中国￨￨

司

前篇イギリスにおけるアヘン貿易論争

を自任してはばからない︒著者が進めてこられた研究の集大成たる
の 上梓は︑そん な評者にとっても︑感慨深いものがある︒
本
章一回

そうした感究のなせるわざか︑評者は以来ずっと︑著者の研究に
注目し︑論文が出るたび︑飲かさずくりかえし読んできた︒愛読者

最初の感究はいまなお ︑つきまと って離れない︒

槻に上げて︑研究の偏向を強く感じた︒やがて無知を自売し︑知識
がついてくるにつれ︑自分の思い込みも修正できたはずなのだが ︑

噴飯物で︑何も知らなかった︑といってしまえば︑それだけのこと
である︒しかしそのとき︑衝撃を究えた嘗の本人は︑自分の無知を

いたことも
あ
っ
て
︑
中
園
の
ア
ヘ
ン
と
い
えば︑イギリスがもちこむも
のしかない︑と思い込んでいたから だ
︒ もちろん人眼に はいかにも

ろ︑四川アヘンに関する著者の論文を偶然︑手にとり諌んで受けた
衝撃は︑今でも生々しく思い出す︒蛍時いわゆる庚東貿易を調べて

十五年ほど前︑評者が中園近代史の研究らしきものをはじめたこ

隆

2)
ハ

二OO一 年 二 月 東 京 図 書 刊 行 曾

( 3 ) 拙稿﹁洪武朝の月糧について﹂(﹃園士館大皐文皐部・人文
風平曾紀要﹄一二三︑二OOO年二一月)
拙稿﹁嘉靖二十九年の京地国改革について﹂ ︿﹃東方皐﹄六
(4)

三︑一九八O年
﹀

A 5剣 七 O 一一員一一一 000国

本

第一章イギリス人のアへγ貿易観(一九九八年四月)
第 二章 オールコックとアヘン貿易(一九九九年一一一月﹀
第三一章イギリスにおけるアヘン貿易反封運動と中園(一九九
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