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北宋の著名な文人官燦蘇賦︵東灘︶は多数の書簡を残している︒本稿はそのなかから彼の買田に関するものと︑郷里の族

沙

は し

が

き
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五四巻一一号

一九七﹇年三月

体的なすがたを伝える資料を数多く含んでいる︒本稿では︑

その中から主に彼の買田の経緯を記した書簡と族人たちに

与えた書簡の若干を挙げ︑さらに他の士大夫官僚の事例を

も如えて︑当蒔の彼らの土地所有のあり方︑同族および郷

北砂後期の文人官僚蘇執︵一〇＝瓢バー一

①
に近い多数の書簡が残っている︒それらの雷簡には︑彼の日

ことは︑周藤吉之﹁塵労官僚制と大土地所有﹂

︵社会構成史

ところで︑朱代新興官僚の大土地所有がさかんであった

里との関係について二︑三の考察を行なってみたいと思う︒

たが︑それにはまた当時の士無暗単二の社会経済生活の具

て︑人間味の乾れた文章として多くの人々に愛読されてき

常生活が記述され︑彼のありのままの心情が表わされてい

一〇一︶には一千首

他方︑官僚になれず郷里にとどまる多数の士人が存在したことも注目しなければならない︒

く︑郷里の墳墓︑家産等は族人らに管理をゆだねた︒こうした本籍に帰らない風潮は北宋士大夫一般にみられることであり︑障み
ずからも記すように︑生活および子孫の出世の便を求めてのことであった︒それは当時の社会の流動的な一面を示すものである︒

に地方宮と結托して不正を働いた疑いももたれた︒以後︑生活の基盤をここに置き︑故郷の眉州︵四川︶には一度も帰ることはな

人にあてた書簡をとりあげ︑嶺時の士大夫の社会経済生活の一面を明かにしようとしたものである︒蘇賦は墨流にあって生活に苦
しんだ黄州時期より土地を探し求め︑知人や土着の士人の斡旋をうけ︑ようやく常州︵漸江︶に記田することができたが︑そ町際

︻要約︼

層
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うことができる︒．もとより書簡の性質上︑断片的な事実が

る経緯をいくらか具体的に碧してくれる興味深い資料とい

であろう︒その意味で︑蘇賦の書簡は彼の土地買得にいた

ていないことが︑その実態を詳らかにできない一つの理由

ずからの土地買得︑荘園経営等についての記録を書き留め

的には︑土地文書の遺存がないこととともに︑士大夫がみ

きたが︑その土地所有の実態はなお詳らかでない︒資料

大系之一日本旨論争︑昭二五︶をはじめ︑しばしば論及されて

三︶という︒

あまり佳くなかったので買うのを止めた︵与国季常三︑全集五

田の土地柄であった︵金穀説︑全集七三︶が︑実際に見た田は

山谷の聞にあり︑一斗の種を播けば稲十餅が収穫できる駅

った︵書清泉寺詞︑全集六八題賊︶︒その土地は斬水のほとりの

師店の土地を買うべく検分に出かけたが︑そこで疾にかか

土地を探し求めた︒まず︑黄州東南三十里にある沙湖11螺

はあまりにも有名であるが︑同時に他の場所にも積極的に

墾し︑ここに雪堂を築き︑みずから東披居士と号したこと

は得べからざるや︵書田︑全集六⁝三二︶︒

ゆ

分あり︑一飽といえども︑また功名寓貴のごと︑軽がるしく

て可なることなきや︒そもそも人生れておのずから定まれる

に得べからず︒吾が道︑銀難の時に回れば︑旧くところとし

あた

って醸粥に充つることのみ︒しかして至る所に訪問するも終

吾は世に求むるものなし︒須むる所は憎悪の稲田もて︑も

もと

当時︑彼は買田の辛苦を述べて︑

知られるにとどまるが︑従来︑この種の資料が用いられる
ことが少ないので︑本稿は宋代土地問題に関する〜つの資
②

料的試みとしての意図をも持っている︒

二 蘇賦の三田一黄州

蘇転が煙管の計画をいだいたのは科挙に及第したときに
③
はじまると言われるが︑それを実行に移したのは黄漆講居
の時期であった︒元豊三年︵一〇八○︶黄菜に流された当

土地を獲得することは急務であったが︑八方手をつくして

わずかな俸給しか支給されない罪廃の身である彼にとって

文の切りつめた暮しをしなければならなかった︵答秦太虚雷︑

も得られない苦衷を述べている︒

初︑多くの家族をかかえて彼の生活は苦しく︑日々百五十
④
東波集三〇︶︒そこで︑もと軍営のあった荒地数十畝を得て開
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地を斡旋する書簡が彼のもとに届けられたようである︒そ

こうした彼の窮状に同情する知人たちから︑しばしば土

す︒括弧内は筆老の注記である︒

る返書である︒以下︑説明の便宜上︑改行を施し序数を付

が黄鐘時代のものであるが︑うち三首は買田の斡旋に対す

令弟の訪を承けしも︑岸下に悪処なく︑又風雨に苦しみ︑

すべ

田事を示論さる︒方に回せらるを憂う︒乃ち留念かく⑳こ

郎子の東三百石なる者︑便ち状を下せしに甚だ佳なり︒

今日︑章質夫︵章藁︑宰相得象の従子︶の子ここを過ぐ︒すで

はからい

に舟中に二百千省を載せて上納を託せり︒到らば乞う留下せ

︵二︶

秀才唐君留念をなすを許され︑兼ねて幹人をして久遠に

たまたま新旧の守到発し︑冗甚しければ一一せず︒

もって今日の賜に報ゆべきなり︒

蒼生のため復起するとき︑当に却って公の為に田園を葺治し︑

果して公の見念を蒙り︑帰老の資あらしむれば︑異日︑公︑

られよ︒

ω

る︒また閑に問看せん︒

ろに一荘の大いに佳なるものあり﹂と︒︵注︶これ彰寺丞報ぜら

㈲李教授︵李昭昭︑特に徐州教授︶の兄又云う﹁官務相近きとこ

②

ず︒ただ公の意の可とするところ便ならざる者なからん︒

ときを蒙り︑感幸言うべからず︒某は都て彼の中の事を知ら

ω

忽々にして別れ去りしは今に至るも足らず︒

︵一︶

の一は陳燧字は季常であった︒対岸武昌の田を紹介し︑献
にここに移塾することを勧めた︒それに対する返事︒
示諭されし武昌の一策は︑営為を労せず︑坐ながらにして
半費を減ず︒これ真に上策なり︒然れども某の慮る所あり︑

又︑恐らくは好事の君子︑便ち粉飾を加え︑糎に安置の所を
去りて別路に居ると云い︑京師に伝聞すれば︑細事にはあらざ

るなり︒また往来常なしといえども︑然れども多言何ぞ至ら
ざる所あらん︒若し大錦の後︑尊爵やや寛になれば︑あるい
はこれを図るべし︒更に深く慮られんことを希う︒云々︵与
陳季常八︑全集五三︶︒

この書簡は彼の流調後間もない時期に書かれたものであろ
う︒王文誰は黄州に到着した 76豊三年二月末にこの書簡を
置く︵総立二〇︶︒別路すなわち荊湖北路に移訂することでま

た物議をかもすのを恐れ︑鄭重に陳燧の斡旋を断っている
が︑当時彼の置かれたきびしい境遇を物語るものである︒

第二に楊元素の斡旋をうけ︑これには大いに関心を示し
た︒蘇颯が元素に与えた書簡は一七首あり︑そのうち九首

（2e8）
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罪せしむと示諭せらる︒幸甚幸甚︒某いまだこの間を虫る能
かならず
わず︒更に人の往冠すべきものなし︒必須唐君を奉煩するに

が︑ある事件に坐して熈寧十年︵一〇七七︶五月荊南節度副

年︵一〇五三︶進士に及第し︑神宮朝に翰林学士になった

⑥

至るならん︒いまだ嘗て相識らざるに︑便ち開許を蒙るは︑

使に疑され︑さらに撃壌江州太平観に疑されて︑元豊六年

Z八三︶十一月恩赦により雨冠国軍に復帰するまでの間

楊元素は名は絵︵一〇二七−八八︶︑四川綿竹の人︑皇朝五

必ず元素の故をもってなり︒深く書を作って謝をなさんと欲
するも︑たまたま冗甚し︒久しからず別に附問せんも︑しば
らくは区々を道わんことを乞う︒云々︒
ω示諭を承けたる帆掛胡家の田は︑公︑唐彦と之を議す

セに

陳季常櫨に見うに︑云う﹁京師に任下中其孚の子にあうに︑

あ

乞う示諭せられよ︒便を求めて附去せん︒

問うを須たざるなり︒なお二百千省あり︒若し使うべくんば

干濱するを免がれず︒乞うらくは︑一面にこれを裁き︑某に

浴し︑綴を把って船を放つものなり︒呵呵︒凡事既に左右を

達せん︒胡田の先に佃し後に買うは︑いわゆる橋を抱いて操

近ごろ唐画に答うるの書井びに一字韻に和するの詩︑必ず皆

れば︑必ず遺策なからん︒小子坐して成熟を享く︒知幸知幸︒

︵三︶

㈲

江陵に居住した︒彼もまたここに土地を獲たらしく︑楓

また彼は死後︑江陵辱龍山郷全家村に葬られてい

も︵一︶の尾に﹁公のだめに田園を葺治し云々﹂と述べて
いる︒

ることから︑調居中に三月に生活の基盤を築いたようであ
る︒

右の三首の書簡は︑王文誰によれば︑元豊六年五月に書

かれたものという︒その根拠は︵一︶の宋尾に﹁たまたま

新旧の守到発し﹂とあるのは︑この年の四月末︑知黄門が

⑦

徐大受より楊霜素に交代したことを指すという︒従うべき
であろう︒

さて︑書簡によると︑滑河は定配すなわち江島の里家の

荊南頭湖の荘子を売らんと欲す︵注︶鰐を表ること五六十里︑田

田産を紹介してきたが︑罪調の身で三州を離れられない蘇

じょじよ

五百来石あり︒その直は六百千︒先にただ二百来千を要し︑余

く在地の士人であって︑実際には彼が買収に当ったと思わ

賦は深田交渉を楊絵と唐秀才とに一任した︒唐秀才は恐ら

は麺逓に還すべし﹂と︒的なるや否やを知らず︒又蚕簿徳
︵京︶にあうに言う﹁この田下だ好し︒ただし税やや重し﹂と︒
こ
⑤
間看せんことを告う云々︵以上︑続三五︑全集五五︑外集六八︶︒
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（一

定が設けられ︑仁宗天聖六年︵一〇二八︶八月已典就売主に

雷つた︒すでに太宗雍煕四年︵九八七︶工月月典就売の諸規

慣行が近代まであり︑宋代では﹁已典就売﹂﹁聖典就園﹂と

ず土地を典質して銭を借り︑後に絶超する﹁先典後売﹂の

放さず︑先ず佃権のみを譲渡しようとしたようである︒先

点にあったらしい︒それは︑彼が得意とする比喩﹁豊橋操
⑧
浴︑把続放船﹂から推測すると︑胡馬は土地の所有権を手

とも難しい闇題は︑ ︵三︶のωの﹁胡田先事後買﹂という

り賦の裁断を求める短簡が送られてきたようである︒もっ

れる︒しかし︑買田交渉は順調に進まず︑たびたび楊絵よ

︵三︶の②の荊南頭湖荘子の売主任卒中其孚の事蹟は詳
⑨
かでないが︑同郷任属の族親であろうか︒ここで︑荘田の

いないことも注目されよう︒

る幹人も斗帳が定めていて︑蘇載は直接には全く干与して

才に一切委ねたばかりでなく︑買収後の田荘の管理にあた

買に手間どつた理由であろう︒この場合︑買田交渉を唐秀

と買う側との折合がつかなかったことが︑定二胡家田の収

得しておきたいとの欲望があり︑所有権をめぐって売る側

想像される︒他方︑買取主の方は直ちに完全な所有権を獲

ためであった︒胡氏もまたそのような状況にあったことが

とあり︑農民が土地を手離すのは多くは差し迫った金策の

之﹁重代の典佃剃﹂

と田税の軽重が問題にされていて︑彼らが土地を選定する

位置︑収穫量︑田価とその支払い方法さらに﹁藩命稽重﹂

対する収税規定が作られている︒それらについては周藤吉

頁︶等に詳しい説明がある︒そこで﹁盛典後売﹂等が質入

際の条件を知ることができる︒他の場合も同様であるが︑

︵宋代詮会経済史研究昭四〇︑一八一⊥二二

者からする語とすれば︑この書簡の﹁先事後買﹂はそれを

土地の広さは問題でなく︑地の利と収益とが最大の関心事

ば即ち教に答えしむるなり︵答蘇子平先輩︑続集五︶︒

児子は骨質に往きて少事を幹せしめ︑いまだ還らず︒還ら

その後︑拭は面子を荊南に往かしめた︒

であった︒

裏がえして言った典主演からする語といえる︒元祐二年
Z八七︶一二月辛巳︑王巌翌の奏状中に
民間の荘土を典領するは︑多くはこれ婚姻喪葬の急より出
ず︒往々臨機に哀求して︑先に借銭をなし後にはじめて印契
す︒云々︵長編三九七一＝一一︶︒

（一
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ここに少事を幹せしむとは買田の事であった︒そのこと
は︑やはり黄州時期に発した﹁苑蜀公に答う﹂書で知られ

例を示す︒

以上のごと・＼黄州に流された蘇獄は生計の資をうるた

め土地の買得に熱心であった︒その地域は黄州とその近辺

に止まらず︑荊爾の荘田を収得したように右の書簡に記し

高州書公事の辞令を受取った蘇賦は︑・高州を離れて江沿い

る︒

ト隣をなさんと欲すとの示諭を蒙る︒これ平生の至当なり︒

ている︒間もなく彼は黄州を離れ︑再び﹁求田間舎﹂に奔

走する︒以後︑上記の土地については何ら言及しておらず︑

⁝⁝ただし嚢中にはただ数百千あるのみ︒すでに白子をして

持ちて荊渚に往かしめ︑一心荘子を買えり︒命を聞くことの

配賦の買田1常州

結局はこれを買わなかったとみられる︒

おそき

三

後を恨む︒然れども京師になお少しく房綬あり︒もし従者に
指揮して︑この業を売ろことを斡当せしむるを許さるれば︑
八百余千を得べし︒識らず左右に噛むべきや否やを︒云々︵続

田富愛すなわち苑鎮︵一〇〇八一八八︶は成都興野の人︑当

に汝州へ向けて旅立ったが︑旅の途上でも絶えず土地を探

元豊七年︵一〇八四︶三月︑汝州団練副使・本州安置・不

時︑新法に反対して雲州に退居していた︒ここに荊渚の一

し求めた︒金陵では鍾山のふもとに隠退している王安石を

集五︑金集五〇︶︒

言荘子とは︑さきの任氏の田であろう︒その価直は総額六

訪れ︑のちに彼に宛てた書簡に

⑭

百貫であったから︑手持の数百貫をすべてこれに注いだこ

に老うるを得んと庶幾うも︑既にして遂げず︒選定真に一食

こいねが

某はじめ田を金陵に買わんと欲しハ杖履に写して鍾山の下

業を売ってその資金を調達してもよいと記している︒高文

し︑又すでに二十日︑日々に寒期をもって事となす︒然れど

とになる︒そこで艶出の申出に対しては︑京師に有する屋

諮は︑この覇業をさきに蘇洵が購得して居住していた南國

も成否いまだ知るべからざるなり︒若し幸にして成らば︑瀟

舟もて往来し︑公に見ゆるζと難からざらん︵群集＝︶︒

にあてるが︑断定することは困難である︒それはともかく︑
﹁京師の高騰等の資産がついには土地に投下される一つの笑
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とあり︑金陵での求職を遂げず︑儀真に行き︑

ここでも

土地を物色する日々を送ったが︑結局成らなかった︒よう
やく十月になって常州宜興県にある藝氏の田を買得した︒

念願の帰休の田を得た蘇賦はその喜びを詩文に著わして︑
方々の知人に報せた︒

ア

平すでに田を随順︵宜興︶に買えり︒まさに聖主に余生を
こ
哀憐して︑ここに安置を許されんことを告うべし︒幸にして
まとリ

この土地は宜興の深山中にあり︑市を去ること七十里の不

強買し︑その人上下に論訴進状を致すこと凡そ八年︑はじめ

常州宜興知県李去盈と結託して︑姓曹なる人の抵当田産を

に対する弾劾文のなかで︑

ち元祐八年︵一〇九三︶五月︑監察御史黄慶基︑潟町逸が彼

この宜興立田が十年後に御史台の弾劾を受けた︒すなわ

住は数月にも満たなかった︒

に知登州︑九月に礼部獄中となって官界に復帰し︑常州居

神宗が世を去り︑旧法党人が中央に復帰すると︑彼も五月

︵東城集二五︶︑ 翌八年二月その許可をえた︒しかし︑三月に

帰老の地を得た結果︑皇帝に常州居住を乞う上表を行ない

右の文中に記すごとく︑汝州居住を命ぜられていた彼は︑

遂に常︵州︶の人とならん︵全集五三︑与濤彦明一︶︒

すでに宜興の一小荘を買得せり︒且つ彼に居ることを乞い︑

五七︑啓賢紙老二︶︒

許さるれば︑遂に室を欝憤の上に築きて老いん︒云々︵全集

ちじん

﹃万暦常州府志﹄巻三に

便な場所であったが︑親情蒋君の勾当に便なので買ったの

順順北五十里漏湖塘頭︒

だという︵与王定国三四︑全集五二︶︒
よれば︑

東披別業
と記す︒

古意とは宜興の人参之奇︵一〇三一一＝〇四︶の族人で
ある︒当時︑之奇は裏面荊漸発運使として漕運を掌り成績

在県北五十二里︒蒋頴叔︵之奇︶計帳義田干此︒因

を挙げていた︵宋史三四三︶︒また﹃万暦常州三春﹄巻三に
爾荘
名之︒

．とあり︑一族のために義田を設けていた︒竜北五十二里ど

﹁親情將君の勾当に便﹂と蘇獄が記すのは︑

あるので︑県北五十里の東灘別業はこれと近接していたこ
とが知られ︑

近くに土地をもつ將氏が賦の田をもあわせて管理したこと
を意味する︒
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ウる
四︶︒

験すべし︵奏議集；一︑長編一八四−一．四︶︒

弾劾文によれば︑元主権氏は八年間も訴えつづけたとあ

て断還を与さる︵長編四八四−

と弾劾した︒当時︑礼部尚書にのぼっていた蘇賦は︑自弁

るが︑田島みずからもこの弾劾事件が起る以前に王定国．

︵名は灘︑王旦の孫︶に宛てた書簡につぎのごとく記す︒

の割子を上って弾劾事実の護妄を弁明した︒宜興買田につ
いては次のごとく反駁した︒

それがし

ぼうがい

もこの田は見に元下葉を昏頼す︒見に公文あり︑漸漕の処

二王定訳三十四︶︒

か否かについて︑疑問をいだいたのは︑南宋の周必大︵一

そのいずれにしても︑果してこの土地を元主に返却した

たという黄慶基の言は誤りであると弁解したのである︒

るのを許した︒曹磯の訴えを認めて宜興県が元主に断還し

計に余裕ができていたので︑斌は元主曹氏に元価で収回す

て所有権は買主にあるとしたが︑■すでに高宮にのぼって家

わかる︒その後︑転回司の判決が下り︑三三の主張を認め

ないので︑さらに尚書省に申状しょうと考えていたことが

前であり︑その時︑命運司で審理しているがまだ結着をみ

という︵総督二四︶のは正しいであろう︒弾劾を受ける二年

王者講の考証に︑元祐六年五月以前︑その年の春間のこと

申すべきなり︵全集五二

げん

慶基言う所の︑臣が常州宜興県姓曹なる人の田地を強買し
ゆる
八年にして州県はじめて断還を与せりと︒この事はもと臣が

に在って理会するも︑いまだ了絶を見ず︒まさにまた都省に

おし
宜興の田︑某あに敢てこれ等を嵩むことあらんや︒然札ど

団練副使に任ぜられし日︑罪廃の中に︑親識に託して︑状を
投じ条に依って︑姓曹なる人の一三の田地を買得せるに係る︒
ぼうがい
後来︑皇尊なる人かえって臣の処に来り︑昏頼争奪す︒感即
時に本町転置司に牒して︑公に依り理を尽して根勘せしむ︒
つか
働お便ち状を具して尚書省に申す︒後来︑転運司︑官を差わ

して三曹なる人を勘得し︑非理に昏頼せるを招服せしめ︑法
に依って決し回れり︒その田は旧に依り︑まさにこれ臣を主
となすべしと︑臣に牒して照会あり︒臣︑三民の無知にして︑
意は財を得るに在るを懲み︑臣すでに位を侍従に備うれば︑

これと曲直を計較するを欲せず︒故に招服回雪の後におい
て︑却って姓曹なる人︑允価をもって収噂するを許す︒なお
また尚書省に申し︑及び本腰に牒して施行せしむ︒今︑慶基
すなわち﹁これ本県が本人に断還せり﹂と雷うは︑顕かにこ
れ泣面なり︒今来の公案は戸部に見在すれば︑もって取索案
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あったから︑毎畝︑の収穫量はさらに低かったとも考えられ

る︒もし百碩とあるのが租米とみて︑畝ごとに三︑四斗と

一二六−一二〇四︶であった︒度々書癖を訪れて東畑の事蹟
に関心をもった彼は︑紹⁝照三年︵一一九二︶零下の宜興買田

すると︑二〇〇畝から三〇〇畝になる︒また蘇轍﹃攣城後

とあり︑ほぼその広さを推測しうる︒

終に晩照︵常州︶に止まる︒田数頃あり︒

集﹄二〇﹁祭亡兄端明文﹂に

に関する資料をあつめ︑右の一件について
今︑公の曾孫なおこの田に食す︒あに曹氏理屈してまた漿
さざりしや︑そもそも当時置く所これに止まらざりしや︵益
公題践一二︑書東披宜興 事 ︶ ︒

でに買田の経緯は定かでなくなっていたのである︒そこで

でに宜興に土地を得たので︑粟田の時のように家族の生活

太后の死︑哲宗の親政によって新法党人が復活し︑旧法党

さて自弁の孟子を上って四ケ月後︑元祐八年九月︑宣仁

子孫が住んでいた土地は曾氏の田ではなく別に買得したの
⑪
だという推論も︑後世には出されたが︑ ﹃万暦常州府志﹄

に不安を覚えることはなかった︒嶺南への繊麗にあたって︑

と記す︒甘薯後期ハここに彼の曾孫が居住していたが︑す

に記すその位置からして︑曾氏田は返済されず︑結局は献

友入参家子道潜に宛てた書簡︵＝一︶に

黒いて大半導灯に就食し︑すでに失草せず︒外に何をかまた

ひぎ

すべし︒及び子由︵轍︶俸七千を分たる︒適︵献長子︶家を

従来奉養腰薄にして魔入微なりといえども︑また慶蠣に供

に属する蘇賦は嶺外に流請されることになった︒しかしす

の所有に帰したとみるのが妥当のようである︒

その土地はいかほどの広さであったろうか︒王定国に与
・えた書に・

近ごろ常州宜興に在って一小荘子を買得したり︒歳に百余

と記し︑家族の大半を宜興に置き身軽に嶺南に旅立った︒

心に掛けんや︵全集六一︶︒

とある︒南宋の例ではあるが︑常州潤州などは土地がや

嶺南にいても遙かに宜興の田を想い︑秩馬とよぶ田の中を

碩を得︑食に足るべきに似 た り ︵ 与 ︸ 土 ︷ 疋 開 国 一 山 ハ ︑ 全 集 五 二 ︶ ︒

せていて畝ごとの租米は多くても五︑耳管あるいは四︑三

行く小舟を見て﹁自分にも陽羨に簿掴があるので︑この農

⑫

斗であった︒彼の土地は︑市より七十黒はなれた深山中に
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器を教えてやりたい﹂と述べている︵題狭馬櫛後︑全集六八題賊︶︒

彼の死後︑汝州翰墨県に葬られ︑その子孫も整調と常州
に分れて住み︑郷墨眉墨には帰ることがなかった︒南宋後
期にも曾孫が宜興に住んでいたことは︑周必大の題顕で明
らかである︒その点は弟の轍も同様であって︑轍は許州に
居を定めた︒﹁卜居無論﹂︵藁城三集五︶にその経過を述べるが︑

それによると穎川︵許州︶の西三十里に田二号を有し︑のち

に城西に築凄し︑次第に田を買い増して幾倍かにしたとい

う︒ちなみに﹃墜誠巨匠﹄﹃同三二﹄には︑頴浜造老と号
して隠退した晩年の自適の生活を描写した詩文を収める︒

が︑それでは︑郷里に残した田産あるいは族人とは︑どの

ような関係にあったのであろうか︒そのことを述べる前に︑

眉山蘇氏の系譜

﹁談論族譜﹂

眉山蘇氏一族の歴史を明らかにしておく必要がある︒
四

濃州眉山の蘇氏の系譜は蘇淘が編纂した

﹁族譜後録﹂︵嘉祐集一三︶によって知られる︒それによれ

ば︑蘇氏の先祖は唐則天朝の趙郡七城の人至味道であり︑

かって眉州刺史となり︑その一子が眉州に家したのが眉山

三雲の始であると伝える︒ただし﹁族譜後備﹂でも︑﹁高祖

ができる﹂と記しており︑味道につながるか否かは明らか

脛以前はすでに詳かでない︒雷祖針より後はやや記すこと

らト居の志をいだいていた︒ ﹃嘉祐集﹄一五﹁卜居の志を

でない︒針は唐末の人であり︑恐らくこの頃より次第に殆

．また︑果すことはできなかったが︑二人乗父蘇淘も早くか

幽い陳景観に贈る﹂詩序に︑郷人陳景回が薬州に土地をも

頭してきた土着の一族であったろう︒針より後も族人中で

官吏になった者は居らず︑雲影は小都市の一名望家にすぎ

ち出立の計をなすのをうらやみ
余かつて嵩山の下︑画期の上に︑地を買い壼を築いて︑以﹂

三の逸話によってうかがいうる︒

⑬
なかった︒その状況は洵の父序︵九七三1一〇四七︶の二︑

と記す︒結局︑蘇洵は京師に客死し︑執兄弟が護聾して郷

に自らの田を売って飢春を救い︑のちに返済を申し出ても

て休息の館となさんとの意あるも︑いまだ果さず︒

里の眉州に葬られた︒このように四川を出て官仕した蘇氏

受取らなかったという︒

﹃師友談記﹄には︑著者李薦が蘇

﹃族譜﹄では︑彼は凶年

父子は︑ともに土地を他の地方に求めて退休の計を企てた
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賦より聞いた話として︑序は郊居して陸田に粟を種えて大

州で官僚となって活躍したのは伯父にはじまる．その後

八︶では︑仕うるものつねに数十百人︑処士はつねに千数

は彼を慕って出仕するものが稲継ぎ︑今︵元祐三年︑一〇八

粟を凶歳に放出して︑族人︑外姻︑佃芦︑郷曲の貧者の順

百人に達すると述べる︒

倉に儲え︑累年にして三︑ 四千石に達した︒ この貯蔵の

に与えた︒また宅のまわりに芋を植え︑乏食の時節に蒸芋

蘇漢の仕官により︑読書を好まぬ父の序も官を授けられ︑

蘇氏は官戸に上昇した︒その時の状況について賦が語った

を門外に並べて︑曲者が自由に取って食べるようにしたな

どの美談を伝えるが︑これらによって︑蘇氏が若干の洋盤

話を﹃師友談記﹄に載せる︒

て城に入る︒城中の人︑告を受くと聞き︑或は郊外に就いて
かれ
これを観るに︑諸に塗に遇い︑二嚢を荷⁝据するを見て︑大笑

また一布嚢中に置きこ村童をして荷い帰らしめ︑騒に跨がっ

諸物と井せて一布嚢中に置く︒告を取る時︑余りの牛肉多し︒

るを戴く︒大酔中に告を取り︑箕諾してこれを読み︑畢りて

子・衣服等の物あり︒太傅蒔に露頂に一三三子の指ばかりな

方に大酔中︑封告歪る︒旧びに外縷・公服・笏・交椅・水鰹

曰く︑児子の書に作宮の器用もまた寄せ来ると云うと︑一日︑

てがみ

って日く︑公何ぞまた預めこれを為さざるやと︒太傅︵序︶

貴きをもって官に封ぜらる︒程氏預めこれを為し︑祖父に謂

︵溶︶もまた朝に登る︒外祖甚だ富み︑二家連卜す︒皆子の

祖父︵序︶酒を嗜み︑甘んじて村父と箕露し高歌大群す︒
じれい
忽ち伯父︵湊︶の封告至り︑伯父朝に登る︒旨して外氏程舅

を有し佃戸を抱えた地主であったことが知られる︒さらに

例の均産一揆が起って眉州が包囲された時︑ニニ才の彼は
﹁日々兵を指揮して城を守った﹂︵蘇廷評行状︶といい︑土軍

を結集して郷井を守った濃州の一土豪の姿を浮び上らせる︒

みずから家業にはげんで︑次子換の受業

彼は﹁読書を好まなかった﹂︵族譜後三下︶が︑子弟の教育に

は熱心であり

をたすけた結果︑湊は天聖工年︵一〇二四︶の進士乙科に

及第し︑のちに利州路提点刑獄まですすんだ︒実に換は眉
山蘇氏一族にとって初めての官僚であったが︑同時に眉州
における宋代官僚の先達でもあった︒蘇轍は﹁伯父墓表﹂
︵樂三筆二五︶に︑五代より以来︑眉州の士大夫は官僚になろ

うとせず︑準拠中︵一〇一七一二︶に孫堪がはじめて進士
に挙げられたが︑世に繕われないうちに死去しており︑眉

（216）

38

子の仕官により封官を受ける父はあらかじめ官人の衣冠等

わり︑幕職官を歴任ののち大理寺丞となり︑再度科挙を受

八二︶であった︒彼は天聖五年︵一〇二七︶同学究出身を賜

柄であった︒しかし罷帰後︑仁覇は家居して仕えず︑子の

を用意して封告の到着を待ち︑告を受けたことを聞いた町

せざるはなし︒程老これを聞いて︑その太だ簡なるを曲る︒

の人々が遠く郊外まで観に出かけるといった︑官僚を出し

けて進士三審に及第し︑のちに荊湖南路提点刑獄︑蔓州路
⑮
転運使を歴任した︒すなわち程溶は蘇換にやや遅れて官僚

文応も官吏にならなかった︒程氏初の官僚は濤︵一〇〇一i

た家をめぐる様子を具体的に示している︒ここで︑封建に

となり︑彼の五子のうち幻像までの四人が任官するという︑

ただ有識の士はこれを奇とす︒

無頓着であった蘇序と対比されている王氏は同じ眉山の人

蘇氏とほぼ同様の過程で官戸に土虚した︒蘇氏とは︑程溶

一之元

一機才

集七六︶に﹁程氏は冨みて︑平氏は極めて貧なり︒﹂と記してお

貧と書われる︒司馬光も﹁蘇主簿門人墓誌銘﹂︵司馬温公文

ねに眉の大姓︑富豪と称せられるのに対し︑蘇氏はつねに

の妹が蘇洵に嫁したことで姻戚関係を結んだが︑平民はつ

で︑その家系はつぎのごとくである︒
眉山程氏系譜

−之郡

り︑家格は同等でも家産において相当のひらきがあったよ

従って尊墨にとって官僚になることは︑貧を救い一家を

沼−仁覇一文応

一之禅

いくらかでも事績がわかるのは仁覇にはじまる︒彼は宋朝

支えるために必要なことであった︒彼は科挙に失敗しても

うである︒

が蜀を征服し土地の名望家を選んで荘官せしめた時︑摂録

なお四方に﹁官游﹂して就職のために奔走し︑ようやく嘉

−之儀

︵事︶参学になったが︑眉山漿尉と意見が対立して免官にな︑
⑭

は不満であった︒蒔の宰相韓碕に送った書簡に

祐五年︵一〇六〇︶試校書郎を授けられたが︑それで協彼に

Ill

つた︑と蘇賦が伝える︒その点でも全く官吏を出さなかっ

溶提□

た蘇氏と異なり︑程氏は蘇氏よりも眉山において名望の家
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北1（

去歳︑朝廷より試校書郎を授けらる︒洵もまた敢てこれを

つねに富裕な階級であったとは限らない︒むしろ手代の政

治︑文化の指導的地位にあった代表的な士大夫には平氏に

た︒程氏と蘇氏とはともに新興階級であり︑同じ時期に官

て官僚生活を送ったが︑彼らは父の服喪を終って都に上っ

蘇軌・骸骨兄弟はこのような家庭に育ち︑ともに発跡し
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あ

少しとするにはあらざるなり︒然れども︑区々として厭くな

似た境遇にあったものが多かったように思われる︒

序11浜一一歩疑︵子閨︶一︹男六人︺

霜曇

＝

一不欺︵子政︶1︹男五人千乗・千之・千慮・千秋・千鈎︺

一澹ll倫

一位

眉山蘇氏系譜

く︑また相公に求むる野心は︑実に家貧にして貿なく︑六七
千銭を得るも誠にもって購養するに足らざればなり︵嘉祐集一
二︶︒

とあり︑より収入の多い官職を要求した︒さらにこの書簡
では︑官僚といえるのは京朝官以上で︑試校書郎のような
それ以下の官吏は身心を使い果して人に酷使され︑僕隷と

変るところがないものとも記し︑官僚を志向する者の本意
を吐露している︒

史氏

透婁了﹇醐

一遍︵仲予︶

1魑︵伯達︶

戸になったが︑両家の経済状態には著しい貧富の差があっ

て以後︑一度も故郷に帰ることなく︑すでに述べたごとく

子 子
由 魔

以上のごとく︑贋山蘇氏は唐来頃より系譜がたどれる新．

1洵1
一□

l

興地主階級であり︑．宋磁には土地の名望家としての地位を

築いていたようである︒そして仁宗朝に官戸に上昇し︑以

った外戚程氏に比べて蘇氏は極めて貧しいとされ︑洵は官

）■

寛南充
） ） ）

後代々官僚を出す家柄になった︒しかし同じころ富戸に昇

叔

党

叔イ中伯

1

1

た︒それは宋代の新興官僚全般にみられることであって︑

僚となり俸禄によって家計を支えることを期したのであっ

llI「1
遜這遅蓮過
I

1賦
轍
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じてうかがってみよう︒

ようになっていたのかについて︑やはり主に賦の書簡を通

は彼らの生存中︑郷里に残した家産や族人との関係がどの

生活の基盤をそれぞれ異郷の常州︑許州に定めた︒それで

房の族産を護るとともに賦の一房の世話もしていたのであ

ひとり仕官せずに郷里に止まっていた︵伯父墓表︶︒そこで自

子︒長兄不欺︑次兄不疑が官僚となって離郷したが︑不危

たものである︒子安は名を不危といい︑獄の伯父湊の第三

老兄媛︑火炉頭に団坐し︑児女を環列し︑墳墓は腿尺︑親

る︒賦は彼に与えた別の書簡で

六年目一〇九〜︶唇側の旋善広福禅院を功徳下寺に充てて墳

谷は満百なるは︑便ちこれ人聞第一等の好事︑更に何の羨や

蘇洵夫妻は眉州彰山県安鎮郷可也黒に葬られたが︑元畜

墓の維持に当らせ︵攣城三集一〇︑墳院記︶︑子星を遣わして墓

と記す︒この書の冒頭に東披雪堂を作っ允ことを記すので

む所かあらん︵与子安兄一︑全集六〇︶︒

墳域その他郷里に残した財産の管理は族人の蘇子安と隣人

鵬らかに黄州僑居の時期に書いたものであるが︑火櫨を囲

祭を行なった︵藁城後集二〇︑野帰祭束素雪︑遣廿里東寒冷︶︒また

楊済粛⁝に委任し︑献は両人に宛てた書簡でしばしば東砂の

み児子に取りかこまれた郷里の生活こそ人間第一等の好事

そうした例は欧陽脩の場合にもみられ︑郷里を去った官僚

た蘇獄らは父母の墳墓の管理を郷居する族人に委ねたが︑笥

を述べている︵与史氏太震媛︑全集六〇︶︒このように︑離郷し

子安は亡く︑執は嶺南恵那より私子太君に書簡を寄せ祝意

紹聖四年︵一〇九七︶に登第し宮僚となった︒その回すでに

満をもらしたのであろう︒しかし子安の一家も長子の時が

離郷していった族人たちを羨み︑一三の叔父にまでその不

であるとして子安を慰諭しており︑恐らく子安の書簡には

照管に謝意を表している︒その一︒
くさカ
東螢の菱松︑甚だ照管を煩わせり︒もし更に回るべき間︑
こ

告う兄と三五寄︵済甫︶とほぼ往観し︑まさに分明に根回を点

一切︑留意相度されんことを告う︵与子安

こ

数して佃戸に交付すれば︑すなわち楡研を致すを免がれん︒
ため
然らずんば︑与に榜を出して賞を立て︑人の楡研を告ぐる者
を召すもまた佳し︒
兄三︑全儒杢ハ○︶︒

これは墳域の松林の盗伐を防止する方法について指示し
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に共通する形態であったと考えられる︒r

が郷居して墳墓を管理してくれるから江准一撃の計を行な

ずれにも便利であるという︒蘇洵をはじめ賦︑轍兄弟がそ

ってはどうかと勧め︑そうすれば将来子孫の応挙︑犠囲い

が多いが︑高官にのぼった後でも族親らに対して積極的に

れぞれ早くからト居の計を懐き︑常州︑許州に買塾して子

ﾆころで蘇賦の詩や書簡中には族親︑郷人に宛てたもの

経済的な援助を行なった形跡はみられず︑あるいは同族の

孫を居住させた彼等の本意を︑この書簡は示している︒

北宋士大夫の旧居と三田

て述べてきたが︑こうした傾向は蘇氏にとどまらず北宋士

前章までにおいて︑眉山蘇氏の移住と蘇賦の墾田につい

五

繁栄を図るための義荘に類する施策を行なってもいない︒

そればかりか︑彼はむしろ族人に対して故郷を離れて他に
移居することを勧めている︒すなわち子安の兄子明︵不疑︶
に与えた雷簡に︑

いず

大夫官僚の一般的傾向であった︒すでに南朱の錯落︵一一

兄の才気は何くに黒くも可ならざらんに︑数々蜀中に留る︒

此の間必ず衝替を免れん︒いかでか一人来って荊南に寄家

二三一一二〇二︶は﹃容斎前記﹄一六・﹁思頴詩﹂に

と記し︑士大夫の徒居の風を指摘し︑そうした挙動は軽々

べからず︒

ざることあるにあらざれば︑則ち挙動為に宜しく軽々しぐす

去る︒或いは遠く数百千里の外に在り︑自ら大いに已むを得

邑より郡に遷る者もまた多し︒ただ慨然として委ててこれを

す

た医薬便ならず︑飲膳得難きをもって︑結玉より邑に遷り︑

を謂いて居るべからずと為し︑その宅を更新する者多し︒ま

士大夫の瀧畝より墨跡し︑貴く公卿と為らば︑父祖の旧癒

し︑単騎もて入京し︑因って少物を帯び来って︑遂に江三一

住の計を謀るもまたこれ一策︒試みにこれを思え︒他日︑子
それがし

孫の癒挙官游皆便なり︒弟もまたかくの如きを欲す︒ただ先
人の墳墓︑人の照管するものなし︒又子由と両処を倒すに忍
びず︒兄自ら三脚︵子安︶の一房あって郷居すれば︑この策を

作す可きこと莫きや否や︒又ただ蘇るらくは三冊と両処を作
すに忍びざらん︵与星明兄︑全集六〇︶︒

これは黄州より発したものというので︑荊南に買田を謀
っていたころのことであろうか︒子明に対して︑子安一家

︑
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しく行なうべきでないと批判している︒さらに続けて︑士

した官僚を加えると︑その事例はさらに増加し︑第一線で

⑰
にされた︒氏が及ばれなかった︑宋代になって新たに勃興

るであろう︒

大夫のなかには調質を誇示してそれを詩文に著わすものが

﹁続思頴詩﹂︵居士集四四︶二十数

活躍した富僚の大半がこの地域に窺ったことが関らかにな

﹁思頴詩﹂

あるが︑これは思慮にかけた行為であるとして︑頴州を帰
休の地と定め︑

﹁この文作らざれば可なり﹂と痛烈に非難した︒常州匹田

楊絵は江陵に田を買い︑ここに葬られた︒眉州眉山の任扱は︑

言及してきたなかでも︑翠玉に胡家田を斡旋した綿竹の人

その傾向は四川出身の全編に顕著にみられる︒これまで

を遂げてその喜びを詩や書簡に著わした蘇賦もその中に入

蘇轍の﹁送任用中通判黄州﹂に﹁厭屠巴蜀千山底︑決住荊

篇を作ってここに帰る日を待望した欧陽脩を槍玉にあげ︑

るであろう︒この田居の指摘は後の人に引用されてきたが︑

計を立てたらしく︑事実彼は近くの光山県に葬られている︒

その族親かとみられる任其孚は荊南に荘園をもっていた︒
⑲
また成都華陽の人苑鎮は許与に邸宅を構えた︒蘇洵が羨望

河十平田﹂とあり︑荊毒すなわち河南の察州汝南県に住む

清の趙翼は﹃該余叢考﹄一八に﹁翼翼土大夫多不帰本籍﹂
⑯
と題して︑張斉賢ほか一五人を例毒する︒そのうち華華野

心を除いてすべて北宋の士人であ駒︒もとより趙翼が挙げ
たものは一例にすぎないが︑これによって宋代︑ことに北

している点もまた当時の趨勢を示すものである︒さきに青

開封︑洛陽︑濃州︑勢州など京畿路および京西北路に集中

居の地域も北野一五人中︑蘇賦︑周敦願以外は︑江北の

に生れ︑洪適がいうように生活の便を求めて︑あるいは蘇

向が知られる︒彼らは政治経済の中心から遠くはなれた地

塁に住むのを厭って﹂河南もしくは荊湖地域に徒居する傾

を図った︒これらわずかな例でも四川出身の官僚が︑

斗の土大夫官僚の徒居の風潮をうかがうことができる︒徒

山定雄氏は宋代華北官僚の系譜を調査されて︑唐言五代以

賦がいうように応挙離郷の便宜のために離郷していった︒

﹁離

来の華北富僚は他の地域︑河北︑映餌等から都あるいは都

その傾向は北宋中期︑眉州について言えば蘇換︑程溶が登

した書入陳景回は薬州に土地を有して園圃を治め帰休の計
⑳

に近い河南地方に言ったものが圧倒的に多いことを明らが
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に与えた七首の書簡︵欧陽文忠公集一五三︶はいずれも墳墓のこ

緩して官僚になった仁宗朝ごろから次第に顕著になってい
ったとみられる︒

とが記されているが︑それによると︑脩は年々寒食の晦に

管理などを依頼した︒至和二年︵一〇五五︶の書簡の外封題

44

門弟換に委ねていた︒換は脩と曾祖父を共にする︒脩が燥 鋤
②

洪遮が挙げたもののうち︑江南に本籍⁝を有して河爾地方

︵河南︶の苑銀流︑翼果︵江西︶より頴州︵安徽︶の欧陽脩で

に﹁書附揚州小市三色巷云々﹂とあり︑今︵南宋時︶その玄

人力を遣わして墓参をさせ︑また酒食の費として銭五百文

ある︒なかでも薄仲俺は郷黒の蘇州に義血を置いたことで

孫がこの巷に居住するとの注記があって︑換とその子孫は︐

に徒つたものは浦城︵福建︶より頴川︵河南︶に徒つた楊億︑

有名であるが︑彼自身は許州に住み洛陽に墓地があった︒

吉州に住んでいたことが知ちれ︑栄達した官僚が故郷に帰

を送り︑換に秘話の世話のほか墳域の謄躍の修理や樹木の

仲儀翻転に与えた書簡のなかで︑ ﹁礼七癖に遷塗してはな

らず︑墳墓を郷正する族人に管理させたことは前述の蘇輯︑

会稽︵漸江︶より睡陽︵河南︶の杜術︑蘇州︵蟹江︶より許州

らぬとあるのは自分も知っている︒かつて母を姑蘇に帰っ

の場合と同じであった︒

こで先祖はもともと島人であったことを思い︑洛陽に改め

鳴った例は墓誌銘類に少なくない︒例えば宋初の財政宮僚

洪適が挙げた楊︑杜︑苑︑欧のほかにも江爾より河南に

⑳

て葬ろうと思ったが︑その風俗を見るとはなはだ悪い︒そ

て墓．地を定めた﹂︵苑文蕉公口置蔽下︶と︑礼制に反する行為の

に葬られて︑本籍地とはおよそ縁のない生涯であった︒そ

地綿州︵四川︶に生れ︑最後は頴州に帰休し︑開封府新郵県

洪遽の批判の対象になった吉州朧陵の人欧陽脩は︑父の任

れより建安の呉氏は多く北方に占籍することとなった︵省斎

京に上り︑育とその父とは鄭州に︑充は閉封に葬られ︑こ

れた︵欧陽文忠公集二二︶︒仁安の呉育は天霊中に一家とともに

られ︵楽全墓二六︶︑撫州︵江西︶の人心殊は許州陽霧県に葬ら

として活躍した豫章南島︵江西︶の入陳恕は開封祥符県に葬

の彼が故郷に帰ったのは皇位五年︵一〇五三︶父母を滝岡に

文藁三一︶︒ 銭資元は呉中に旧業なく家貧にして帰する所が

．弁明を行なっている︒しかしその弁解ははなはだ苦しい︒

葬った時の一度限りであり︑平生︑先祖の墳墓の管理は十
聾
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なかったが︑無想居る干しと聞いて母とともにここに来り︑

山は蘇州に田産を有し︵同二六七−一五︶︑三州華墨県で富民の

専に充て圏産を奥入した︵長編二七九−九︶︒泉州晋江の人呂恵

で墓誌銘の撰者はしばしば﹁貧にして帰りえず﹂やむなく

掩自身が承知するごとく︑礼制に戻る行為であった︒そこ

しかしその後︑蘇州の抵当田産を強擬したとして弾劾をう

た呉門︵蘇州︶に旧朧を葺く﹂と詠じ帰休後の交遊を約した︒

惇は蘇賦が常州に買田した時湖州より詩を寄せ︑

A建州浦城の人賦淳も父倫の時に蘇州に徒つた︵同署七一︶︒

一一〇等︶︒同じ晋江の人血確は父の代に陳州に徒り︵宋史四七

銭を強幽して田産を置いたことから弾劾をうけた︵同二七⁝

ついに陳州に草した︵楽全集四〇︶︒福州候官の人王回は父を
頴州墨画に葬り︑権勢の人となった︵臨州先生文集九＝一︶︒

このように四川︑江南出身の官僚も﹁本籍に帰らず﹂河
南︑荊南地方に徒質し︑異郷の地に葬られた︒それは苑仲

客寓の地に住み︑葬ったと書いた︒建国浦城の人煙子游は

け失脚したことは後に述べる︒このように新法党官僚もま

﹁我もま

﹁貧にして帰る能わず︑陳︵州︶の宛邸にト慨し︑子孫遂

た本籍には帰らなかったが︑卜居︑置産の地が河南でなく

もと

に宛郵に興す﹂︵省斎文藁三三︶と記されている︒また総州に

多く菓南地方であった︒その点は江南デルタ地帯の開発と

ヘ

ヘ

ヘ

へ

綻って徳役を避けることを禁じ︵長編二六−二︶︑さらに同四

河東︑灘南六路転運使に詔して︑戸をあげ産を講し京師に

まらなかった︒景祐二年︵一〇三五︶京東西︑険要︑河北︑

もとより郷里を離れて徒点する風潮はひとり富僚に止ま

関連して注手される現象であろう︒

﹁築室買田﹂した平信はしきりに﹁家もと野州︑貧にして
帰る能わず﹂︵頴浜遣老伝下︑山城後集三︶﹁ここにト居するは初

めより吾が意にあらざるなり﹂︵ト居賦引同三重五︶と記す︒

それらはもとより︑苑仲掩と同様︑礼制に戻ることへの弁
解の語にすぎず︑こうした当時の士大夫に顕著な離郷の風
⑫
潮は後人の批判をあびたのであった︒

年︑河北転運司に対して

聞くならく︑城邑の上戸︑近歳多く河南あるいは京師に徒
しきり
遷して︑もって衝役を避くと︒辺郡寝に虚なるを恐る︒宜し
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に﹁蜀人東南に至る者は皆士大夫︒然ちずんば公吏と富民

てくる︒南宋の例であるが︑溝川府路転運判官王之望の言

という詔を発しておサ︑江北諸路の人戸が喪亡を売り一家

とのみ︒その貧乏の徒はもとより遠くに適く能わず云々﹂

く本路をして︑これを禁止せしむべし︵岡一二〇1一八︶︒

を挙げて京師に流入し︑あるいは河北の上戸が河爾や京師

︵繋年要録一七四︑紹興二六年八月︶とあり︑四川などで都のある

東南に出かけられるものは先ず土大夫であった︒彼らは地

に徒愛する傾向がはげしかったことを物語っている︒こう
した隠居の風潮について︑中主に興味深い指摘がある︒煕

方官となって方々を廻り︑意に飼った土地を探すことがで

き︑しかも﹁築室買田﹂しうる豊かな資力をもっていた︒

寧三年︑剛定隠逸官の彼が肉刑の議を上って流刑に言及し︑
つぎのごとく述べた︒

土を守り互いに助けあった︒故に人々には郷土に安んじ遷を

ねばならない︒蘇献における不危︑欧陽脩における換がそ

に留まり︑発恥し離郷した族人に代って先祖の墳墓を守ら

それに反して官僚に昇りえない者は知識人であっても郷里

重る気持があった︒遠方に流されるとなると︑田畝は授けら

の例であり︑不危のように奇麗に不満をもつ老も少なくな

古は天下の農民に田畝宮室を授け︑宗族・郷人がともに郷

れず︑食糧も支給されず︑終身こき使われ辱めをうけて︑死

かったであろう︒北宋中期以後の科挙受験者の激増は地方

はばか

刑とほとんど差がなかった︒近世の民は郷を離れ家を軽んじ

の読書人層の増加を示すものであるが︑志を得ず郷里にと

ゆ

て東西南北し︑転徒して四方に之くことはもとより苦にしな

どまる﹁土居の士人﹂の郷村社会における実態と役割につ

いては別に考察しなければならない問題である︒

い︒しかも一年居住すると附記が聴される︒だから死刑に近
い罪をつくった人を懲らしめようと欲しても︑すでに刑罰は

て本籍を離れ異郷に徒離した風潮について︑若干の考察を

以上︑北宋士大夫官僚が生活の便︑応挙窪遊の利を求め

近世では民が四方に転徒して苦にしないので流刑の重みが

行なってきたが︑それはしばしば﹁求尋問舎﹂﹁津田築室﹂

四1一九︑宋史刑法志三︶︒

ないという彼の意見は︑当時の流動する社会を示すもので

といわれるように︑蘇獄の実例が示すごとく︑土地の獲得

動乱である︵長編二

あろう︒しかし遠隔地になるほど徒興しうる階層は限られ
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なれば︑その習う所にあらざるをもってなり﹂との孫升の

﹁世の士大夫は自ら離業を買うに心をつくさざるにあらざ
すく
るも︑往々価高くして田薄く︑地広くして収鮮なし︒何と

買倒したが︑その知人はさらに土居の士人に交渉を委ねた︒

さきの蘇賦の場合はその地に住む知人らの斡旋によって

いたかについて︑つぎに一つの事例をあげて述べてみたい︒

が前提であった︒彼らがどのような方法でその土地を得て

降し︑宮観差遣を与えるとの処分を行ない︑一年近くかか

関係の州県官を処罰し︑田野を元にかえし︑墨画は一官を

擬なし﹂との報告を得たが︑安世らの執拗な糾弾を認めて︑

にまで訴えたというものであった︒朝廷は早速江激発運司

につぎつぎに上訴したが︑受理されないため︑ついに戸部

産を強濁した︒朱迎らがその不法を蘇州︑転運司︑提刑司

朱迎ら四戸−後の調査で一二戸一1の市易官銭の抵当興

なったであろう︒今一つはその地の地方官吏と結托して出

ことを通じて高級官僚との縁を結び出仕の緒をうることに

ことは言うまでもない︒土居の士人の側からすれば︑その

めにも︑その土地に明るい土着の人を使うのが安全である

前者によるべきである︒

り﹃長編﹄の引用文には文字の誤脱が多く︑宋刊本景印の

集﹄から引用して新旧実録の補訂を行なっている︒もとよ

集﹄︵四部叢刊続編所収︶巻五に収録し︑ ﹃長編﹄は﹃劉安世

ってようやく決着をみた︒この時の十一道の奏疏は﹃尽言

に命じて事情を調査せしめたところ﹁条法において別に違

言がある︵長編三九七1一九︶が︑畑田をつかませられないた

売の官田を承買する方法であった︒台諌の弾劾をうけるの

れたものではあるが︑その内容は当時の宮僚の土地兼井の

十一道の奏疏は新法党人追放の政治的意図のもとに書か

られたが︑ より詳細にその間の事情を伝えるのは︑章惇の

在り方を示唆する︒以下︑奏疏の中から一︑二の問題を取

は多くこの場合であっ允︒賦の常州買田もその嫌疑をかけ

強買事件であった︒それは元祐三年︵一〇八八︶閏十二月よ

上げてみよう︒

業を置き︑民と利を争うを得ず﹂とあるのに︑章惇は蘇州

弾劾事由の一は︑編章節文に﹁侍従官朝潮以上は広く産

り翌年八月にかけ︑ ﹁殿上の虎﹂と恐れられた右下言承安

世が前後十一道の弾劾文を奏上した事件である︒

弾劾文によれば︑章惇は元祐三年二月に蘇州毘山県衡姓
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な規制ではなかった︒第十＝英に章惇が子の名義を用いて

的に抑制されていたことがわかるが︑．しかし︑それは厳密

とする点にあった︒これによって当時高級官僚の殖産が法

出亮の宮田を尽く賎価をもって宮遷して細民と利を争った

彼は﹁条に依って買得﹂し﹁法に依って決し﹂たと弁明し︑

らである︒さきに蘇賦が常州平田について弾劾された時︑

条法に適うように文書を作成し︑脅迫のあとを留めないか

事実は文書に表われない︒得吏が当の高級官僚と結托しで

迫され無理遣りに願売文書を誉かされたと訴えたが︑その

⑳

田契を立てた点を挙げて︑再び右の編敷を引用し︑

が認められたが︑それも果して﹁外に違法の形なくして︑

その証拠書類は所轄官庁に現存しているといい︑その主張

祖宗の制︑ただ従宮以上の広く産業を営み民と利を争うを
はなは
得ずと興しむるのみ︒驚くも合爵太だ甚しからざれば︑則ち

田に伴う紛争のうらに︑官吏と結んで農民から無理遣りに

内に三民の実あり﹂でなかったかどうか︒およそ官僚の買

と述べている︒この編敷がどのようにでも解釈しうること

出産を強費した事実がつきまとっていたとみなければなら

この法の禁ぜざる所なり︒

を示しており︑これが宮僚の殖産抑制にさほどの効力をも

ない︒それが蘇賦の場合は無実とされ︑章惇は処罰をうけ

たが︑それは両者の置かれた政治状勢の違いに帰着するで

つものでなかったことを暴露しているといえよう︒

第四奏に︑江潅発墨司より派遣された調査官が箆山県の

出した形跡を残しておくものではないっ今︑書類が具って

者に附いて良民を慮げる場合︑決して案版のなかに民を重

いては別に違凝なししと報告したのを批判し︑姦吏が権力

田についても天聖元年︵一〇二三︶七月の敷では︑見佃戸に

買に際して樹帯︑四隣の先買権が認められていたが︑没官

するために︑種々の立法が行われていた︒宋代では土地売

こうした官田熱烈にあたっての権力者の不法行為を防止

あろう︒

いるのを信じて︑その本意をたずねないなら︑民を救うこ

承買の最優先権を与え︑ついで四隣︑中等以下の人戸の順

公案を調べて﹁買田の事は実状ありといえども︑条法にお

とはできないと述べ︑ ﹁外に違法の形なくして︑内に奪民

に与えた︵宋会要食貨六三−一七二︶︒

また南宋になると︑官田

の実あり﹂という︒朱迎らは出売を願わないのに官吏に脅

O
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の出面は提刑司の職責であり︑提市司は州県宮に委任して︑

劉安世倉岳に記す不正買田の事情は︑ひとり章惇に限ら

公吏の承売を禁じた︒しかし寄居待閾宮には冠状が認めら

また不正を防止するため︑当該州県の見任宮︑主管の公人︑

価の二割減で与えるとの見佃野優遇の処置がとられていた︒

うけることもあった︒例えば︑程願︵一〇三ニー八五︶は元

される例は他にも少なくない︒また流講中に貴人の侵奪を

党の糾弾をうけて獲得した騒客も﹁改正﹂せしめられ︑没官

は必ずしも安定したものではなかった︒芳信のように反対

ところで政争の激しかった宋代にあっては︑官瞭の田産

ず当時の官僚一般について需えることであったろう︒面構

れ買田承買資格をもっていたから︑見任官と結んで出売官

豊中︑銭数百千をもって器品の戸絶の荒田二十余頃を買っ

出売を勝示して一ケ月以内に実封投状させ︑期限後開封し

田を買得することができた︒﹃機会要﹄食貨には︑富室大姓

たが︑紹耳元符の聞︑願が罪をえて遠調されると︑元の四人

の買田においても︑先には丁重干瓢の問題があり︑後に宜

が官吏牙倫と計嘱して︑膏煮繭の価値を低く見積って買占

が隙に乗じて争って買い取った︒しかも戸部はこの田を奪

て最高値のものに売るが︑先ず見佃人にその価格を提示し

め︑中下の田産の価を高くつけるため︑中下田には買季が

って汝州より重売したため︑元弘三年︵一〇九九︶十二月︑

輿田では一75主墨髭の昏頼をうけたことなど︑その背後にこ

つかず︵嗣六一⊥一西︑三五︶︑せっかく出堅しても官の収入は

方宙が上空して︑豊州に命じて元売価により願の田を欝欝
⑱

て南無の有無を問い︑承乏しなければ投状者に与えた︒し

ほとんどない商六一⁝四四︶といった弊害がみられた︒こと

させることを願い出ている︵道心録二︶︒まして族親に任せき

うした不正強買の事実がひそんでいたように思われる︒

に抵当出産は︑劉安世によると︑後の失陥の弊を防ぐため
㊧
に実価より低く値ぶみするものであるという︒その賎価に

りの郷里の財産になると︑なおさら廃絶の可能性は大きか

かも見心入がその土地を三十年以上葉箒しておれば︑最高

目をつけ州県官を籠絡して抵当物件を占有する事例は少な

ったろう︒真宗大中祥符四年︵一〇一一︶九月三日︑諸善州

軍県鎮に詔して

くなかったであろう︒蘇賦が買った宜興曹田田産も黄慶基
らの弾劾文によれば︑抵当田産であったという︒
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子弟姪無頼にして家業を幹せざる者あらば︑即ち厳に約束を

げん
あらゆる文武宮の見に遠任に居り家属寓止するもの︑もし

であるといわねばならない︒また彼らによって族譜の編纂︑

己の土地所有を守ろうとした︑といったとらえ方は一面的

とあり︑正意の家業が無頼子弟の管理怠慢によって︑廃絶

たのは欧蘇のそれであった︒それを編纂したのが郷里を棄

相互扶助がうたわれたが︑例えば近世の族譜の手本とされ

義荘の設置︑郷約の作成などが行われ︑宗族郷党の団結と

する場合が少なくなかったことを物語っているといえよう︒

てた欧陽脩であり︑蘇洵であったのは︑はなはだ示唆的で

行うべし︵宋会話刑法二一一〇︶︒

前述の欧蘇の先墳にしても︑明代にはすでに無くなってい

しかし︑もとより登第発跡しうる階層は読書人全体から

の弛緩を物語るものといえよう︒

ある︒むしろそうしたものの出現こそ︑現実には族的結合

び

た︵説部精華四︑離核下︶と︑王中里は記す︒

穴 む す

あったが︑つねに貧と称せられ︑発跡ののちは官俸に依存

室﹂した︒眉山蘇氏も五代宋初より拾頭した新興地主では

し︑土着の士人を用い︑州県官や荷吏と結托して﹁記田築

ずからは医薬飲繕の便︑応挙窟游の利を求めて﹁求田間舎﹂

郷里に残した先墳家産の管理を郷請する族人にゆだね︑み

籍﹂の実態をみてきた︒彼らは登第して官僚にのぼると︑

彼らの実態はなお明らかでないが︑南宋になると︑史籍に

た宮津への望みを子孫に託した﹁土着の士人﹂が存在した︒

なり︑族産の管理維持にあたって︑みずからは果せなかっ

あるいは州県学の教諭となり︑あるいは地方官庁の属吏と

他方︑科挙に挙げられず︑志を得ずして郷里に留まって︑

におけるみにくい朋党の争を激化させることになったが︑

人の数は激増し︑官界をめざしてひしめいた︒それが政界

すれば少数であった︒ことに北宋中期になると地方の読書

し︑経産家業との関係は認められなかった︒そのことは﹁本

は﹁寄居の士人﹂が州県官と結んで横暴を働いたことが記

われわれは蘇賦を中心にして北宋士大夫官僚の﹁不帰本

籍に帰らなかった﹂士大夫一般にいえることであり︑大土

されるとともに︑

﹁土居の士人﹂を郷村の保安︑鰭酒事業

地所有者である彼等が支配権力に身をおくことによって自
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等の指導者に起用して郷村統治を支えしめた事例が少なく
ない︒また社倉等の運営に当った﹁郷官﹂というのも︑朱
ﾌ社倉規約によれば︑多くはこれら土居の士人であった︒

同じく士大夫階層とはいっても︑本籍に帰らざるものと︑

失意のうちに郷居する土居の士人とへの分化の過程と実情
について弁別することは︑宋代の社会︑文化の性格を知る
上には是非とも必要な課題であると思われる︒

蘇賦の君簡は宰相等に送った長文のなかば公的な上浦と︑知人︑子

①東界尺績について
弟︑族人等に宛てた小簡︑いわゆる尺履とに分けられるが︑大部分を
占める尺腰は︑いわゆる﹃東披七半﹄の続集巻四−七に収録する︒続
集は明成化中の編纂にかかり︑前穴集に比べてはなはだ編纂は雑然と
しており︑偽作の詩文も含まれている︒尺贋についても文︑字の誤りが
多い︒明代に刊行された他の東坂の集うち︑寓自した文集で︑尺蟄類
を収録する巻数は次のごとくである︒
○中果城先生△血集七十五巻

書は︑恐らくこれと岡一もしくは同系統の刊本に基づいて覆更したも

のであろう︒もっとも信用しうるテキストであるが︑蚊録数は前三者

なおわが国でも欧陽脩の尺禎と併せて選議した﹃欧蘇手量﹄四巻

より少ない︒

﹃後編﹄二巻が江戸時代に刊行され︑曝治になって大槻誠之﹃箋注欧蘇

手簡﹄四巻︵西川文仲﹃欧蘇手織注解﹄四巻などが出版されており︑

引用にあたっては︑おおむね通行の七二本の巻数を記すが︑尺績

わが罵でひろく読まれたことを知る︒

については便宜上︑序数を付していて検索し易い全集本を主とす
る︒

九1一〇︑昭四三︶に買田に関する主要な書箇が紹介されている︒多

②西野貞治門爽披詩の買田の語について﹂︵人文研究一大阪宙大1一

くの教示をえたが︑原文の移録︑訓読などやや異にするところがある

ので︑紹介ずみの資料も重複をいとわず引用した︒

のもっとも詳細な伝記であり︑本稿もおおいに本書を利用した︒以下︑

③清︑王文詰﹃蘇文忠公詩編註集成二上案二四︒なお本帯磁案は蘇賦

この書簡の

節は小川環樹﹁蘇賦の書簡﹂︵中国詩人選集二集 第

﹁総案﹂と略記する︒

④

ぷ

ぷ

六巻蘇へ献下︑付録︑昭三七︶のなかに訳されている︒

論田事︒方憂見罪︒乃蒙留念如此︒明豊不可言︒某都不知彼中事︒

⑤︵一弊︶承令弟見訪︒岸下無此処︒又昔風雨︒忽忽励去︒至今不足︒示

但公意所出︒無不便者︒軍落語東三百石者︒便為下歯甚佳︒李教授

巻六三一八一

二五〇⁝六一

明前暦三十六年序刊本

〇三編東披先生外集八十六巻

之兄又云︒官務相夕立一荘大佳︒此彰寺瓢湖報︒謡講為問看︒今日

明文盛堂一刊轟小

ともに収録数︑排列が異なり︑文字の出入もあるから︑彼我紺校する

＊続日なし︒

＊外外集 鋼作鰐

以報今日之賜也︒適新旧守鋼発︒冗甚︒不一一︒

公見念︒令有帰老之資︒異艮︒公為蒼生並幅︒当却翁面葺治田園︒

章質夫之子過此︒已託於舟中載二醤千省上納︒到︒乞与留下︒果蒙

﹃紛欣閣叢霞﹄所収の岡名の

必要がある︒

尺綾の最も古い刊本は北京図書館所蔵の

○策披先生翰愚尺回申二巻 元刊本
であり︑京都大学にその量照本がある︒
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門…

︵二︶

示講秀オ唐君許為留念︒兼令幹人久遠韓之︒幸甚乖蕪︒某未能

＊＊同

冗作陳︸

去此間︒更無人可以往幹︒必須至奉煩唐君也︒未轡相識︒便蒙開許︒
ぷ

開作聞

必以元素之故道︒深欲墨書為謝︒上酒甚︒非久試演間︒且乞道区

区︒⁝⁝
＊続集

とあり︑王安石より金陵に宅唐するよう勧められた︵小笠環樹︑蘇拭

張開門蘇亭詩話臨の説︒羅文識は︑十年近くたっているので讐氏は

下︑五頁参照︶︒

すでに元価を消耗していた︒昏頼とは糊塗詐頼してその耕作等のこと

⑪

を限む意であり︑真に類田を欲したのではない︵総案二四︶と考える︒
ただ両者とも︑

某宣流出得門田︒至楊附逓︒乞居常︒傍遣一重孫子贅語︒往宜興納

先只要二甲臼蹴小千︒除一円一載量粗滋︒

＊＊論︑外集

船作紅

＊＊＊全集

み弔旧凹

不知信否︒

求作目

⑫

蘇序の伝記資料

周藤晋之﹃中国土地制度史研究﹄昭二九︑六六七頁参照︒

蘇淘﹁族譜後録﹂下︵嘉祐集；一︶

⑬

る嚇冒簡といえる︒なお﹁蓋官田也﹂は後人の注記である︒

むしろ黄就業の欝にあるごとく︑曹田が抵当田産であったことを証す

を引漬して曹田以外に官田も買得したと解するのは︑誤りであろう︒

︵答泰太虚五︑全集五二︶

窟蓋官田也︒

ぷみ

厭︷銃眼ハ噌四 千 ︒

濃作深

﹃萢太史集﹄三九﹁ 天 章 閣 待 制 楊 公 墓 誌 銘 ﹂

＊続集

又見楽器徳言︒苅田甚好︒塗篭粕重︒告為問看︒⁝⁝

五百米石︒

脚巾欺阻一瓜︒ ︷口小師同担κ﹂醗鼎坐T其乖・ツ陥叫十・欲密冗曲割引旧︸顕湖荘エ﹂去府五山ハ誉田諜︒

タ
之︒不愚問某也︒尚有二百千省︒若須使︒縦軸喩︒求便書去︒見陳季

ぷ

謂抱嬌漢浴︒把績放船也︒呵呵︒凡事既不漁干漬左右︒乞＝圓裁

知幸知幸︒海溝唐君書四点紋字韻詩︒必皆達 ︒胡田先佃後弾︒所

︵三︶承示識定裏胡家田︒公与唐彦議之︒必無遺策︒小子坐享成熟︒

⑥

曾灘﹁贈職方鎮外郎蘇君墓誌銘﹂︵元盤頚藁四三﹀

曲鯨軟﹁憎綜廷酬評行状﹂ ︵ム鳳集一六︶

⑮

によ

る︒それによれば男閥人が任黒し︑無才︑之元︑之郡の三人はいずれ

程踏の伝記は呂陶﹁太中大夫武島程公墓誌銘﹂︵浄徳集二一︶

闘選土人有行義者摂︒公論録参軍︒⁝⁝公坐逸囚︒罷帰︒

公誹仁覇︒眉山人︒以仁厚信於郷里︒蜀平︒中朝±大夫椰油締︒官

⑭蘇拭﹁窓外曾祖程公逸事﹂︵全集六六題絨︶

李鷹﹃師友談記﹄

⑦定嚢は南朝時代に荊州に僑置された県︒陪大業初に廃止された︒
知長講起信︒自講入禅︒把統放船︒甚善甚善︒

⑧﹁把続放船﹂の語は﹁与浴室屠公﹂︵全集六一︶にも用いていろ︒

ここでは教学より禅へ進んだ用事の馬借な仏学を褒めており︑この
比喩はよい意味に用いて い る ︒

⑨眉州贋山の人任孜︵導師平︑又字遵聖︶任扱︵講師中︶兄弟は慶暦
中に登第︑蘇洵とならぶ眉山の名士であった︒献は兄弟を大任︑小器
﹁送任扱通判黄州兼寄其自浄﹂など詩文の交わりをもち︑仮

も転輪判宮になった︒蘇拭も﹁書票曾祖程公逸事﹂で﹁圃時に監司と

と呼び︑

なる者三人﹂と記すのはこのことを指す︒

会稽徒購陽︑萢仲掩由蘇州徒許州︑母型由蜀能許︑文彦博編制麩洛︑

張斉賢由温州趣洛陽︑楊理由浦域群頴川︑韓億由真定話芸郵︑杜衛由

趙翼﹃陵除叢考﹄一八﹁宋聴士大夫多不帰本籍偏

が元豊四年死失したとき︑彼の祭文︑挽詞をつくった︒後述するごと

⑯

く︑轍にも送別の詩があウ︑それによって仮もト居を計画していたこ
とが知られる︒宋史三四五に孜の子伯幕の伝がある︒

⑩賦が王安石を訪問したとき作った﹁次荊公韻照絶﹂其三に
勧我試求三皇宅 従公已覚十年遅
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呂公署聖寿徒洛︑欧公︵陽脩︶由吉徒穎︑二蘇︵献︑轍︶由賢徳穎及

︸九︶の詔では近臣は居第の外︑京師に広く物業を置くことを禁じて

されたが︑官僚の反対にあって間もなく廃止された︒また七年︵一〇

いる︒これら官僚の土地と物業の所有の制限については周藤吉之﹁宋

陽羨︑司馬温公︵光︶由夏県能洛︑王文正︵旦︶由大名縫關封︑周
元公︵敦願︶由道鵜縄剥製︑酵母節︵雍︶磁鞄陽謎洛︑朱摯斎︵松︶

ア史研究第四︶等に言及され︑その欄愚策が宮僚の反対により廃止も

代官僚制と火土地所有﹂︑宮綺市定﹁宋代以後の土地所有形体﹂︵アジ

昭三八 ︑ 四 〇 ︶ ︒

⑳

旧学人乗隙争買︒戸部以聞朝廷脊髄︒下田州︒群議重売︒⁝⁝乞下

坤遮十山ハ年︒關剛癩罷濃沖︸︒漸成凱漏土︒至紹盤一兀符之際︒願得照非臨嵐舗綱︒〜罰

於元豊闘︒以銭嵩百千︒市単州戸絶直訴二十余頃︒躬耕以睡親族︒

方提挙請還先年所奪伊川先生田土

︹尽用＋小妬脚︵門尽営四集巻五〜轟ハ︶︒

自来州県信計抵当物業︒止約一半之直︒蓋官司巣山霞失陥百弊︒不

しくは骨抜きにされていったことが指摘されている︒

なお酒井忠夫﹃中鷺善書の研究﹄︵昭三五︶八八一九三頁にこの間
㊧

由漸安豊富安︒⁝⁝

題を科挙側度より論ずる ︒

論叢︷＝︑二五

⑰青山定雄﹁樋代における華北官僚の系譜について﹂︵聖心女子大学

彼は高庵を作って洛にいる司馬光の地室に対抗したという︵文昌雑

⑱任仮の伝は秦観﹁濾州使君任公墓表﹂︵潅海運三三︶︒

⑲

丙申歳︒余在京師︒郷人陳襲爵自南来奔︒其官得太子濫費︒景回

録︶︒

⑳

この文の一部分は草野靖﹁宋代民田の佃作形態﹂︵史艸一期目昭四

︵京都大学文学灘助教授・為槻

拓者の一人であった︒

には良田となった︵宋会要食貨七〇1二四︶と伝え︑程勲もいわば開

なおこの汝州地方は煕寧中より四方の民が集まって闘漏し︑北宋末

四︶一〇七頁に︑佃戸成長の一滴として引詰されている︒

雅語︒依元売価格︒給還願園︒

近藤秀樹﹁萢氏義荘の 変 遷 ﹂ ︵ 東 洋 史 研 究 一 溜 ー 四 ︶ 等 参 照 ︒

旧有地在漿︒今将治園圃於其間以講掛︵嘉祐集︸五﹁道ト層意贈陳景
⑳

王士長﹃警部精華﹄二時購下﹁再嫁﹂

回﹂詩序︶︒

⑫

宋世士大夫最講礼法︒二野有不可解春二︒菅野卒葬終身不帰寒土︒一

蘇織﹁和章七二守湖州二首﹂の二三に︑芸当小伝を詑したながに︑

也︒

爵

君方陽羨卜新居 我亦呉門葺旧贋

東坂既買田陽羨︒子厚在湖州︒寄詩云︒

身外浮雲軽土菖 眼前陳迩付無篠
澗声山色蒼雲上 花影渓光羅諾除
他日漏舟約来往 共将詩酒押樵漁

○ニニ︶に官僚︑衙前将吏の土地所有制限の命ム下が出

とある︒小川環樹・倉田淳之助編﹃蘇詩秩注驕上︵昭四二︶＝○頁
乾興元年︵

参照︒

⑳
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