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敦焼発見文書のなかで寺戸関係交書は数点存するが︑いずれも吐蕃支配期︵七八一一八四七︶のものである︒そのうち未

敦煙の寺戸について

︻要約︼

A一）g．．

陵を与えるものと考える︒

欄 は し が き

寺院あるいは敦擁⁝社会の構造を解明しておく必要がある︒

り︑文書がいわゆる唐宋変革期の研究に重要な史料である

燥教団の上部組織の実態と変遷とを論究した︒その結果︑

学報﹄・京都三一冊︑・一九六一年︑

そうした観点から︑筆・者は前輪﹁敦燵の僧官綱度﹂︵﹃東方

ことは言うまでもない︒ただそれが敦煙という地理的にも

敦焼には同じ名称で・も長安の中央僧官と著しく性格を異に

交書に竜同様の変遷と特質とが有ることを一・二の例証を

遷を経ていることを明らかにした︒さらに教団乃至は仏教

⁝︸七−九八頁︶に・おいて敦

歴史的にも中原地方とかなり条件を異にした辺境の産物で

した僧官も置かれ︑その組織は敦燵の政治変革に伴って変

・まま中国些々料として用いることにはかなり不安を伴う︒

︐殊性に留意しなければならない︒そして文書の記載をその

あの︑しかも大部分が仏教寺院文書であるという女書の特

敦燵文書が作られた時期はちょうど唐末より北宋初に当

逆にこれを活絹するためには︑先ず文書を生み幽した敦燈

どにみる新たな雇傭関係が生れた︒このような寺戸制度の変遷は敦腰越会の変化を意味するとともに︑唐宋変輩期の課題に一つの示

ｻれらの文書を通じて︑吐蕃期の三戸が農奴的地位にあったことが知られる︒さらに帰義軍期に入ると等戸の翻度は崩れて︑三戸な

ﾐ介のもα・綬b︒く・﹁戌年諸等丁壮曝気役部﹂は敦煙全寺院の寺戸使役簿であって︑寺戸の組織と労役を知る上に貴重な資料である︒

一
一
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煙の寺芦について（竺沙）

もって素描した︒本稿ではかかる背景によりつつ︑教団の

前稿で活用したところの文書の年代識別法を用いて︑寺戸

④
戸文書を併せて︑とくに藤枝晃助教授が提唱され︑筆者も

後に中国史上の位麗づけを行うであろう︒

文書類の時期を判別して敦煙寺戸制度の変遷をたどり︑最

下部組織をなす寺戸制度の解明を試みたい︒
敦爆の仏寺は土地経営のみならず︑牧畜を行ない製油・

製粉業を営なみ︑穀類貸付業を行なうなど︑各種の経済活

の直接生産老11佃戸等の性格を究明する上に貴重な史料で

近仁井田陞博士が論究されたごとく︑寺戸等は算筆変革期

代の社会経済史にも寄与するところ大であった︒ことに最

姓・牧羊人・梁戸・磧戸等と呼ばれた︒それについてはす
①
でに那波利貞搏士の研究があり︑中圏仏教史はもちろん三

四通にとどまる︒しかし︑それらはいずれもほぼ首尾完具

那波博士らによって紹介された主なる寺戸文書は僅か次の

もの︑寺戸に関する記載を含む竜の一iはさして多くない︒

いた厳密な意味での寺戸関係文書−寺戸が差出人である

敦煙出土の社会経済文書のうち︑上記の常住百姓等を除

寺戸文書の所在

ある︒しかし︑今までのところ梁戸を除いてその実態や性

しており内容でも重要な事項を多く含む︒それ故にこれら

二

格はなお明らかでない︒その上︑寺戸が梁戸等を包含した

は従来より頻繁に移録され引用されてきたものであるが︑

動に従事しており︑それらの労務に従う港は寺戸・常住百

寺院隷属斑の総称とみなされているが︑文書を検すると両

寺戸を論ずる以上本稿でも先ずその一々の資料について検

︐

者は時期的にも性格的にも厳蜜に同類と云いがたい点があ

討しておくことが必要である︒ただ煩を避けて必要部分の

②

り︑ 一応寺戸は梁戸等と別箇に考察しなければ混乱を招く︒

掲載に止める︒省略分は各収録論著についてみられたい︒
課卜︒く・の寺戸文書の紹介と分析に大

︵途︶昏夢新仏幻妻︑便麦参看並漢升︒共菱諮

U年四月十五日沙州寺戸厳君︑為要職升酒使︑

資料開AoQ・置誤く幽︵G︒︶﹁沙州寺戸厳君便麦唄﹂

その理由は後節で述べる︒そこで先ず専ら寺戸について考
察するが︑その際ω

③
半を割くであろう︒これが未紹介σ寺戸資料であり︑しか
も毒つと毛基本的文書だからである︒それに紹介ずみの寺
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われる︒うち寺戸の借崩文書は右に録した第八通のほかに︑

第十通m﹁当寺入戸索三軸便麦契﹂盛資料︸8
ママ

第十三通﹁当州人使奉仙便麦契﹂野資料酬C

があり︑当寺は霊図寺︑遠州は沙州を意味する︒使八仙の

使は史と通用するから︑史奉仙とすれば資料五︵這癖行︶に

見え︑同じく霊凝議の寺戸である︒従って当⁝州人とは沙州

人戸の戸の脱略とみられる︒この一連の貸借文書の法捌史

的解釈は仁井田段論文を参照のこと︒

那波利貞﹁二戸放︵三︶﹂﹃支那仏敦史学﹄二一四︵一

九篇四年︶四一頁等︑仁井賑陞﹃中薗法舗史研究．土地法取引

︹収録文献︺

法﹄第三部二王﹁敦焼発見の唐宋取引法関係文目︵その三﹂

やb︒①︒︒①●﹁普光寺人声李私≧冷麦黙契﹂

︵一九六〇年︶七〇一丁三頁等︒
資料二

目年二月六臼普光寺人戸李私≧︑為種子及線用︑︑遂於霊

（7Q6）
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︵限︶至愚八月末忍足︒如違限不還︑其麦請
︵倍︶︒働任将此契為令六︑禦高家資雑物︑

︵細︶充麦直︒如身東西不在︑一華保人艶書還︒
︵恐︶種無信︑故立此契︑・濡紙為愚︒

便麦人厳君年辮
保人無恥写年廿
保人
見人僧法英
見人唐寺主
見人志貞

ω●犀蕊は右のごとき菱・豆・翻転借用文書・売地・売
牛文書など十五通を貼り合せ︑その紙背を利用して法成撰
﹃稲芋経随聴疏﹄をノートしたものである︒穀．類借用文書

の借り入れ先はいずれも霊図寺倉︑借用者は良民．僧侶そ

麦粟三国至秋八月内送納足︒如意限不還︑其麦粟︵請︶

図寺常往処︑便麦騨漢碩︑粟捌漢碩︑典弐升錨壱口︒其

句があるので︑吐蕃が敦煙を占領していた時期の文書であ

︵倍︶・価任禦奪家電等物︑矯充麦粟臨︒総身不在︑一葦

して寺戸を含む︒良疑は部落名を冠し契文中に漢斗等の字

る︒十五通のうちには寅・卯・未・無駄の紀年を有するも

︵保︶人等早鐘︒恐人光信︑故立此契︑二士実験︒

保人男屯≧

便麦粟人李私≧

のがあり藤枝氏はこれを八双照年より二九年と推定された
f幕期しご聾五頁︶が︑資料五との関係よりすれば︑やや

遡って八一五︵未︶1二三︵卯︶年とみる方がよいように思
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敦煙の寺戸について（竺沙）

この借用交書の形式・内容はともに資料一と同様であり︑

吐蕃期の作成にかかるが︑絶対年代は推定しがたい︒なお

一二山ハ轟ハi七一貝︑

悶副図版二︑

同

﹁敦

那波﹁駅戸孜︵三︶﹂四〇謡講︑仁井田﹃磨宋法律

筆蹟も吐蕃期特有のペソ書きである︒
︹収録文献︺
汁入楚口の研究﹄ ︵︸九三七年︶

煙寺院佃戸関係交准﹂等︒

島上

資料三C鍼字五九背︵6︶﹁開元寺戸張僧奴等借菱牒﹂
開元鳶響

人戸請便都司麦気早駄

右僧奴等戸︑今為無種子翻字︑請跳上

商量︑請乞 処 分 ︒

件糾聾︒自限至秋 ︑ 依 時 輸 納 ︒ 如 違 限 請 陪 ︒
影回

戸石勝北

牒件 二 三 前 謹 牒
日寺芦張僧奴等回状

付所由晟奴已上五戸︑二一

戸石什一

丑年二月

戸︑各四二駄洲

戸石三子

伍駄脚︒已下三

戸張︐晟奴

戸張弟≧

半︒至秋収紬⁝︒十四肩

正勤

戸石再≧

戸石曲落

北京図書館に所蔵するこの文書は従来﹃敦爆雑録﹄下輯

の収録によって利贋していたが︑最近池田温氏が菓洋文庫

にある同館所蔵三編写経フィルムの中から詳蜜に移録して

﹃史学雑誌﹄五九三八号︵一九π八年︑八三一駕頁︶に発表さ

れた︒その結果﹃雑録﹄には移録の誤りとともに文書とし

て極めて重要な教実正勤の裁決の語を省いていたことが判

明し︑判辞があることによって︑当時の寺倉の貸付機構や貸

付手続をより詳しく知りうるようになった︒舷字五九号に

は・石のごとき二一文書六通が他の雑文書と併せて連貼され︑

その紙背に仏経を書きつけている︒六通の借麦文書はいず

れも各寺の寺戸が都司倉すなわち霊図寺倉より種子と年鞍

のために麦を借りたものである︒文書の形式から吐蕃期文

書であること︑﹁開元寺々戸惜麦牒﹂に辛丑年とあることに

よりこれらが八一二年の作成にかかることを知りうる︒都

司倉責任旛たる教授正勤については前池で言及した︵前稿

一四八−九頁︶︒ 本稿ではとくに各文書に現われた寺戸名が

のちに孟里要に＼なるから︑次ハにみ⇔迎の供⁝菱申熱醐寺一戸名を列挙

しておくの
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g13

資料三A︵戯五九背4︶報恩画一︹団︺頭劉沙更

同 丑︵同 右5︶龍興専⁝空頭李庭秀・団二段置†・麟頭

C︵同

右6︶開元寺−張僧奴・石呼子・石勝奴・石什

曹昌歳・団頭張金醐

同
一・張町奴・張弟≧・石園≧・三曲落

同D︵同右7︶安瞬寺〜氾奉世・氾旛奴・氾弟≧・康
嬌奴・趙小弓・張勝朝・孫太平

右9︶金光明寺一団頭史太平・安曇≧・安牛

同E︵出馬8︶霊修寺一団頭二進国・王君子・麹海部・
賀万歳

同 F︵同

準・拠しつつ本稿に関係する千分を示せば次のごとくである︒

︵前略︶すべての︵帰義軍︶管内の寺院は︑かつて天子が勅命を

もつて置かれたもの︑或いは賢哲が建立したものである︒寺院内

外の盛儀︑荘田は︑信潜の仏に対する儒心から施屈してもって僧

侶の食に充てたものである︒またすべての寺の戸日︑家人は檀越

が寺院に献納⁝して︑永代にわたって寺院の使役に充てたものであ

る︒世人はこれらのものを共に薦めて寺院を大いに輝やかし︑侵

識すべきものではない︒さらにこれらのものを増加して寺の崇修

に資益すべきであって陥傾すべぎではない︒これらを﹁常住﹂と

号するのであって︑これに関する事はもっぱら旧例に従い︑山の

先に故太保︹張議潮︺らが世上に布告して解放したもの以外の戸

ごとく決して改移してはならない︒

目家人や︑寺が管理する能無・水産・油梁は︑従前と同様に寺院

漢・安達子・僧奴

番社会経済資料︵上︶﹂﹃史学雑誌﹄六九一八︵一九穴○年︶八

︹収録口曳︺池隣漁−批評と紹介﹁西域文化研究第二・敦焼滅魯

那波博士が慣梁戸致﹂に紹介され藤枝・仁井田両氏も引

資料四

いものがあれば︑係り︹寿職︺に命じて役所に申告し︑その考に

に着て妄りに侵奪したり典暫してはならない︒この規定に従わな

一草に至るまで︑また人戸は老人より小児に至るまで︑権力を笠

が自由に経営すべきである︒今より以後︑凡ての常並の物は一針

用された文書で︑寺戸の地位性格を論ずる上に不可欠の資

は重く刑罰を加え︑常佐の物は寺に返し︑それを買うために払つ

三一五頁

料である︒惜しいことに宣言の尾部を少しく欠いているが︑

た価直は貿主の損失とする︒

⁝︸口﹂

内容には大して影響しない︒長交でしかも文中には難解の

常傭百姓の婚姻の礼は︑その部落内相互の間で結ばせ︑一般絶域

やぴ︒一G︒相﹁寒 蘭 寺 院 常 住 擁 護 豊

語句も多いが︑幸い藤枝氏のすぐれだ訳文がある︒それに

（708），
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と婚を結ぶことは許されない︒もしこの規定に違反して常焦丈夫

成しなければならなかったか︑その歴史的意義を説明して

考慮しておらず︑そQために何故この時にかかる宣言を作

那波﹁梁戸．政︵三と三五一四〇頁︑藤枝﹁沙州帰義

九六一八頁︑仁井田﹁唐薯五代の二二寺院佃戸関係文書﹂

﹃酉

軍籔度使始末︵四︶﹂﹃東方学報﹄京都＝二一二︵一九閥三年︶

︹収録交献︺

かにするであろう︒

解する︒この文書を寺戸文書に加えた理由もまた後に明ら

すなわち寺戸を指し︑婚姻等の規定は寺戸に対するものと

語句は全く用いていないが︑戸口・常住百姓と記すものが

そのことは後節において述べる︒さらに文中に寺戸という

いない︒この点で筆者は別の新しい解釈をもつのであるが︑

が良斑の女子と私通したならば︑その間に生れた予供は常住の人
戸に編入して永久に使役する︒その外の男児丁口はそれぞれ所属

⑤

寺院で労役にしたがい︑旧例を守って⁝⁝を許さない︒

この文書の作成年代は︑藤枝氏が推定されたごとく︑張議
潮残後の全国時期︵八七二一九四︶とみられる︒ただこれら
の作成の音心図については那波・藤枝・仁井田三氏において

見解を異にしている︒那波説は︑寺院が節度使窟府と伯仲
する勢力を持ち︑寺の所有財産や営利事業の治外法権を主
張したものとして﹁寺院特殊権力擁護宣言﹂と名付ける︒

治権力を排除するのではなくて政治権力をうしろだてとし

の語を疑問としつつも︑方向においては藤枝説に近く︑政

確認を意味するようである︒仁井田氏はこの藤枝玩の安堵

寺戸の比重は大きくない︒右の諸資料を通じてこれまで寺

若干存するけれども︑それらは寺戸文書と名付けうるほど

主なるものである︒もちろん︑その他に寺戸を含む文書は

以上の四資料が従来紹介され研究された寺戸関係文書の

八五一六頁︒

て寺院の利益を擁護することをあらわした文書とみる︒そ

戸の性格が論じられてきたが︑いずれも寺戸の棚面的資料

域文化研究第工・雲煙吐魯番社会経済資料︵上︶﹄︵一九五九年︶

してこれを﹁敦煙寺院常住擁護宣震﹂と名付けるのである︒

であって︑その実態を掘握するには井戸にみられるような

それに対して藤枝氏は﹁寺院に対する常住安堵状﹂と解す

筆者も三説では仁井田説がもっと竜妥当であると考える︒

具体的資料馴一寺院と寺戸との欄係︑寺戸の労務など一i

る︒つまり︑那波説とは反対に官府による寺院常住財産の

しかし︑三説と屯これが作られるにいたつ癒歴史納背景を
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を示す文書がどうしても必要である︒その欠をかなり充た

す文書こそ︑次に紹介するω■α旧く．愈﹁諸寺丁牡車牛役

部﹂である︒この文書は二百行に及ぶ長いものであるが︑

敦煙社会経済文書におけるもっとも基本的資料の一であり︑

利用度の高い文書と考えるから︑煩を厭わずここに全文を

ω●㎝吟b︒＜．貧︶

紹介する︒
資料五

丑年九月七日死

﹁

︑

壱三半寅瀕死廻造稲穀両駄

稲

1戌年六月十八日諸寺丁壮車牛役部

張霊黒蝿団頭

張進国守囚五日四月廿四日差

三王看磯

龍興王仙泥匠

5

園放五日 廻造稲両駄

曹進玉嬬剥雛鴛雅正︐守囚五日子年送瓜州鍵梗
張進卿逃走
西同

三朝≧修倉五日

﹁廻造米粟一二半

心身興差入山於取羊亥年役 三年十二月差菊判両駄

@張光子
張買徳車頭

守普光囚五日
肝五日2
丑年阿利川雫人戸 子年＋二月差春稲両駄
張光進修倉五日
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S．542v．（8）戌年諸寺丁壮車牛役部（首部）

敦爆の等戸について（竺沙）

子年＋二月差春暖両駄

エ←守山臨月死

薩陀奴守凶五臓
張爪丁漢 車一甥

墾葬塞守羊雲犠鯵倉石口
張進朝放単 守普光囚五日
造草按月産日

亥年瓜州送節度回米

三三魍五獄

・李王子修愈五腿

子年＋二月差巻稲二二

史英俊木匠

成意奴修倉五獣

孫承太三月守職＋臼修安

曹進興放馳
曹奉進藩教授手力
申太≧蠕地 造按革両目

貼馳毛子臼

比年三月差剃草＋日

子年＋二月差春稲粥駄

守普光囚五貸

張像法蕃獅手力

張清≧酒磯

索再晟打鐘

張園子口口口五日

二二五日

史昇醐放羊 貼寵群五日

曹小奴守囚五日

旧観奴守倉 張像法子年＋二月差提刀爾駄

李庭秀醐頭

李君≧ 丑年五坦口R目U又九月山山測凹溜

段周徳丑年常楽漫瓜州節度 又阿利川辺羊

曹進≧送瓜州鯨度糎米 又阿利斎言羊 卯年歴閃影羊

山霊三五臼

阿梨用請手

興国持卑皮匠

@張栄≧送西州人戸往瓜州
張仙進木匠

守永安囚五臼

︸趙卿≧報恩 糠進守囚五日 貼馬群五臼

薩帰奴君園

讐莫分判官駈使

ママ

@朱窯愚隣頭卯年二月死
閻先章放羊

修倉五日

大云寺李日興﹇U壱駄半稲洛廻紘
焚鶯≧死

修倉五日

辺造粟一駄半

修按三日

安保徳煮酒一臼
死

@成孝義車頭

送節度糎米

史加進団頭君覆
王進興修倉

フ

劉孝仙国頭 造革按遇附臼邉造米一駄半 送劉教授廓州
爾駄 洛廻乾

李駕﹇﹈噸撃習送纏二三＋二月暮稲

@安俗徳子年＋二月差春稲薄駄
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ママ

安満奴猛酷是 奮 鍛 洛 緩
でマ

@張栄・・守囚五霞修倉胤日

君≧於阿利川竿入戸

臥傭弥嗣持車画桐請慨羊︷繊
フコ

馬典倉金光明収

満奴﹇日︺放羊
石温漢老放粛州

守囚五同 卯年守囚五日

J元寺張進朝安国囚君操
任懐保
張僧奴車頭

陰庭藩団頭

送瓜州節度梗米

営営田夫五日

岡修仏五臼

安園常張奴7丁六月修脅繭日

︵朱︶

ﾀ国王臼華団頭菓

︵朱︶

安国武小波守囚五日

︵未︶

曹貞順守囚五口

交稲三日

蓮造梗米稲参駄

王和国守囚五日

調沙奴死

安国武何で丁修倉五寮

︵朱︶

溺

安国安善≧修倉五日

︵朱︶

安没賀延穿囚五臼
安国張搬奴晦倉五日

︵朱︶

（7！2＞
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李順≧死︑

安買 徳 持 車 洛 廻 結
史興進守囚五臼廻造稲爾駄

送西州 寺 戸 往 瓜 州 子 年 十 月 六 臼

劉孝順讐造粟 小半

安筍≧逞造粟一駄半

趙孝 謙 死
獅孝忠看礁
李蟻目執心子年正月守四五日
李幌薫嗣
@成善友南般聴予四日子年＋二月差春稲繭駄

修倉五日遅両年正月守隣四日

成善信貼羊 守囚五日

成善徳放羊
冒明俊

五日守囚

蓮台寺冊ノ善奴団頭
@揚爵≧

朱慈≧囚日穆按修倉五臼

﹂4︑ マ

楊進朝五日守囚 呉営田夫五日

趙進興車頭
楊仙章修倉車頭

70

75

80

55
60

65

成小九修倉五目 図修仏参
90 王鳥≧
李俊や修倉五B 廻造鞭米稲参駄

王鼠子老
康伏逝放羊
安国王明俊老

︵未︶

守囚五日

m

張不要修倉五日

ウコ

旋進卿窟収

賀永興身死
葵曹八紙鉦

ママ
看梨繭五臼

守凶五日

修倉同日

邊造米粟⁝駄半

緊胡六月修倉五日守囚五日警世遡日

史小零仙送瓜州節度糎米⁝口

張進光晒榿

侯憎暑≧守囚五日折掘造梗白蛇駄半

子年正月守困四日

送西州寺戸向東

陰光竣修倉五日

索満奴車頭

侯定智守咽五臼

王海子守四五日 営田夫五日

張奴子修仏五覇

霊図寺張進玉車頭

恥

王畔子修倉黒臼
朱奴子樫教授手力

子年正月守囚四三

張顧子放羊

史通子放羊

安祭制覇守囚五日四月上

珈

史伯合貼羊

張宜来車頭
張絞

曹捌修倉五碍
りコ

張絞男日興守凶認日誌倉繊日

簾鵬

韓挙育口簿晋

金光明寺安胡美放羊子年圧月守囚閤目

欝

酋冊繍依玉 老十一Rハ骨八日死

苑庭韻鱗肺強則

張元嵩団頭

95永︷ダ寺張君≧修倉胤臼

鵬

翻
︵

時

李仙光貼羊

飢 乾元寺康浄末団頭

敦
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㎜

餐荷児守囚五碕

相里漢守囚五日

粥伏顯守囚五臼酒参μ

羅光朝団頭

麹栄車頭

辛数延守囚五日 営賑夫五臼
三
白志清国修仏五田

安進漢守囚五日七日差 修倉五日
潔箆灰奴 六臼〃修倉粥日

脚

辛演修倉五日

安朝≧看鎧
典倉団頭

滑延≧修倉五臼

宜奴廉了

子年二月納仏殿仏愛夫三田

痂安籍騎修鶴日三︐茜五日修野五口

安彪到修倉五召

白天養差西桐請廿羊

交稲三日

安朝≧﹇U車頭
報恩寺王金≧車頭
燭 李再初守囚五雲 修倉瓢臼

劉保奇野寺 沙言掛囚五日遅安俊劃草十日
修倉鷲日

安折何掃擁

買徳四月廿漬守囚五臼

石多徳看園

辛慮寛藩岡

折廻造米壱駄半

修倉

突稲五顕

王卿朝守囚五日
李金翻修倉

厳君≧団頭

龍勃論同着

三
．都朝春守濁五日

㎜

普光寺楊葵子車頭守囚五臼

趙留子放羊
即 趙卿≧

子年 正 月 守 瞬 四 日

興善寺石什一修倉五臼
石奴子修仏五日
論郭和≧守囚五日

石勝奴車頭
撚霊修寺索進国修倉五日置壱駄半肺年六日園五臼
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鵬

珊

陰九相掃撫
修倉五日︑

三年ヨ月鋼草＋日

鵬

石進玉貼羊
安不那

ママ

ｻ寺四棄車

ママ

耕三二黎牛⁝具輌臼般整三臼⁝預三崎迎使爾臼

卯耕桃菌黎牛一三臼

四十・年凶月六﹇口差車一乗殻淋い二竃丁爾

ママ
与悉殉勃蔵鋼般草爾田

ママ

載躯一皐目塗罵般二四車

ママ

迎使一温般沙十車安姻修仏送触緊

ママ

噂十・任−鐵月六口掃差車一簾小一臼﹇修安圏般中悶

修倉載壕一車

毅稲穀入城車牛⁝霞

寺・⑤霊修寺・⑥大乗寺の各﹁点算見在羊数牒﹂計五通︑

ω●総Nは右文書の外に0り蓮台寺・㈹金光明寺・㈹普光

卯年醜診︷女圏仏差㎜凶山卑一口H載三一欝†四月六日

窃嚢皿図寺申卑両㎡果

二澤

閣元寺率壱乗

与差殉勃蔵草一車璽﹇口

擦耀麦草細響中串納梢

蜘大云寺車参乗与番種炎牛具三臼与教授般麦差車一聚爾

編安国簿仏

与悉辺寿凹漏載称一車一二肖口

光子車差般梨爾日 龍供際籠部落使車喪爾車籍 十月龍車
℃マ

額…

王小卿臼︺守囚五日

鯵倉五日

安天奴修倉五日 営田夫五日
李砒沙四月守園五三

楊朝≧霊菌
李俊≧三役
郡朝順守囚五目

？明俊着菌

安豊楽車頭守囚五日

石抱玉修倉五日 廻造梗栄一駄半
安薩保守四五臼 営田夫五目
曹庭宝守囚五呂四月上修倉五田子年二月納仏殿仏麦夫三日

折廻樋梗米壱駄半

成悉堵修倉五臼 突稲三日
折

安黒奴守囚五日

擁如霜潜菌
安願徳無月流撮五日 修倉

石玉璽放羊
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大乗寺何名立髭匠

エ8G

塒︑王君≧団頭

前回の寺戸について（竺沙）

八通の交書はいずれも吐蕃占領期の作成にかかる︒すなわ

説によれば長さ霊一〇フィ⁝トに及ぶ長巻子である︒これら

玄葵撰︶註釈﹂︵蔵外︶をノートしている︒ジャイルズ氏解

授の御指摘をも得て検討し直してみると︑八三〇年．説はど

八三〇年と推定し藤枝氏は八〇六年とされたが︑森鹿三教

料五の厄年も自ずと限定されてくる︒前王で筆者は丁年を

る︒率い資料三には八二一年という確かな紀年があり︑資

資料三の寺戸二九人中七人まで資料五に出てくるのである

ち﹁算羊牒﹂は丑年の紀年を有するが︑八〇六年︵藤枝氏

うも成立しがたく︑また寺の興廃より推論された八〇六年

③﹁普光寺尼光顕牒﹂さらに⑦﹁沙州寺戸婦女名簿﹂の八

推定︶の℃●○︒OOO﹁尼僧名簿﹂と誓文の報告者たる寺卿が

説も資料三と十五年もの隔りがある点で不安が残る︒やは

から︑三資料は亙いに極めて接近した時期の文書とみられ

同一人であることから︑ ﹁箕羊牒﹂は八〇九年又は八二一

りもっとも近い八一八年とみるのが妥当のようである︒さ

通の文書を連貼し︑その紙背を利用して﹁弁中辺論頒︵唐

年の丑年であり︑従って③ω⑧もその前後の年とみられる︒

らに曝露円の作成は遷幸六月であるが︑卯年まで労務の記入

があるので︑作成後五年間使役簿として利用されていたの

しかも︑⑧の名簿には資料三に記す寺戸と所属寺を併せて
一致するものが多い︒B龍興寺団頭李庭秀︵︒︒一︶︑C開元寺

なって開元寺へ移籍されたことを物語っている︒さらに資

人は名簿では興善寺に見えるが︑これは興善寺の廃寺に伴

簿の行数をあらわす︒以下同じ︶︒そのうち開元寺石奴子ら三

光明寺安胡≧︵お①︶安進漢︵おり︶である︵寺戸名下の数宇は名

により十四寺tで当蒔の沙州管内の全寺院を網羅するの

る︒ただし︑寺戸名簿の方は十三寺1のちに安国寺創建

寺戸名簿が丁壮の役部︑末一一行が車牛の役部と解せられ

丁壮一寺戸及び車牛の労役簿という意であり︑一八五行の

標記に﹁諸寺丁牡車牛役部﹂とあるのは敦煙管内諸⁝寺の

である︒

料一とは︑A厳君≧︵δ悼︶︑B索満奴︵障α︶︑C面素仙︵回漣︶

に対して︑文書の尾部が欠損しているため箪の方は四大寺

張僧奴バミ︶石奴子︵置卜︒︶石勝奴︵H瞳︶石什一︵＝一︶︑F金

と寺戸のすべてが合致する︒よって資料五が敦燵諸寺の寺

の記載に止まる︒

﹁⑥

戸名簿であることが明らかであり︑しかも資料の寺戸金部︑

（716）
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敦煙の寺戸について（竺沙）
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す︒羊毛を分配して彼女らに織らせたのであろうか︒ 寺戸

名簿と婦女名簿に記す寺戸を比較すると︑三図寺の例にみ
るごとく︑後者には前者にない寺戸がかなりみえ︑後者に
竜開元寺条には安国の朱記がみられる︵註六︶から両者に
時期的隔りを見出し難く︑従って資料五の寺戸名簿は必ら
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によって選ばれた寺戸の基本名簿であることは間違いない︒
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S．542v．諸寺々戸婦女名簿（部分）
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え

ずしも当時の寺戸全員を記すものではないようである︒し

・
曳

ば文
お
首

以上五種の寺戸文書は資料四を除いていずれも吐蕃支配
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胃

耀

，Xls

鱗窒離望墜

例こ

期の文書であり︑しかも相互に関連をもつ同時期文書であ

ぶ寺戸上髭は極めて大きな存在であったとみられる︒

またオアシス都市敦煙にとって︑丁壮だけで三〇〇人に及

寺戸使役簿に記す寺戸丁壮数を寺院別にみれば別表のご

とくである︒この表から寺戸数は所属寺の僧尼数とは必ら

ずし屯比例せず︑寺戸の多寡はむしろ寺産の大きさなどに

関係することがうかがえるであろ︶つ︒そのうち筆頭の龍

興寺が最も多く︑大雲寺・開元寺がこれに次いでいるが︑

以上の三寺はいずれも唐代の宮二守であり︑資料四に言う

G

（718）
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った︒しからば︑吐蕃期の敦煙寺戸の実態と性格とは如何
なるものであったろうか︒その考究のためには呉体的資料
を提供する資料五の内容検討から始めねばならない︒

三寺戸の組織
資料五は八一八年より二三年にいたる五年間の寺戸使役
簿であり︑敦燈教団の全寺戸を包含するものでなかったに

﹁先帝救置﹂の寺である︒ことに龍興寺は結髪教団を代表

1

i

しても︑ある種の寺戸の基本名簿とみられる︒この名簿に

1

ti

一︷

！

16

する寺としてつねに筆頭に挙げられ︑教団統綱機関たる都
⁝

2

①−
9自

17

1

記された寺戸がどのような組織をもつて教団に所属してい
たかを本節で扱かう︒

名簿にみえる寺戸丁壮数は︑五年間の移動を考慮外にお
けば一九〇人であり︑ ﹁婦女名簿﹂中の﹁寺戸名簿篇にな

いものを加えれば凡そ三〇〇人に達する︒七八八年の敦燈

1

1

i

2

47

13

3

67

1

唄

11

の9

1

14

1

の僧尼総数は三一〇人︵藤枝﹁僧尼籍﹂参照︶︑その後急激に

増加したとして八一八年頃はほぼ数頁人と想定しうる︒す

關

ユ41

0

9

0

1

8

報恩寺
二選寺
宝修寺
普光寺
大乗寺

0

金光明専

P3

雲寺
台寺
兀寺

23

！9

1

永安寺
乾元寺
霊圏響

P0

43

蓮

ると寺戸は僧尼の半ばを占めることになるが︑寺戸はその

寺院麺1細腰酬璽

P6

12

1
（安圓寺）

20

28
龍 興≡寺

大

上に戸を形成して妻子を有していたのであるから︑家族を
合せると僧尼の数をはるかに凌駕する︒臣民寺院にとって︑

表敦燥寺戸数

敦煙の寺戸について（竺沙）

う寺戸数が蒔肥より圧倒的に多いの竜当然である︒三官寺

℃●鐸OO﹁夏安居帖文﹂第四条に︑

れる︒一照の規模は大体十入より十数入であり︑団は寺毎
③
に序数又は東西南北中などで呼ばれる︒団頭の職務は︑

司もここに鷹かれる場合が多かった︒難産やその生産に従

に次いで霊図寺が多いが︑︑資料一一三にみるように︑同寺

奪奮の修繕と掃除は國頭堂子に命じてその処概をさせ︑洋画と寺

免除されていたのである︒

の記入がなく︑騨頭には寺戸に課せられる役務がおおむね

らに十四人のうち大雲寺の二団頭を除けば︑いずれも役務

頭に任じ︑定まった任期はなかったものと想像される︒さ

もないが︑恐らく寺院側が特定の信頼しうる有力寺戸を団

彼等がいかなる資格∵手続によって選ばれたかは卸るよし

申講など対外的な接渉の場合には寺戸の代表者となった︒

る責任を有していた︒また資料一・三のごとく︑穀物借矯

た︒そして監督者一寺職・寺郷の命令を履行し労務に対す

とあり︑宮内の寺戸を統率して労務を指揮することにあっ

法とがその監督を行う︒

倉は当時の都司倉であり︑盛んに穀類の貸付を行っていた︒
また教団統制の長官に網当する教授も同寺から出ており︑犀

吐蕃期において官寺に匹敵する勢力を有していたのであっ
て︑寺戸数は正にこのことを示している︒爾余の寺では︑

霊修・普光・大乗各尼寺に多い点が特に法環される︒その
理由として︑第一に僧尼籍に現われる限り敦煤では尼寺が
⁝偲寺よりはるかに多くの艦住者がいた点が挙げられる︒収

容する伽藍も従って広かったであろうし﹁尼僧を養なうた
めに毒産も多くなければならない︒第二に剛・鷲OO﹁夏安
居帖文﹂に︑
五尼寺は︑尼僧には寺務処理がむつかしいから︑各類で僧官一人
を請うて事務取扱いとし云々︵前章一六六−八頁参照︶

その数は寺に所有する車乗数と比例していない︒恐らく車

次に車頭は龍興寺︑霊夢寺に二人︑他は各一人であるが︑

とあり︑事実︑本来寺職が行なうべき報告書類を尼寺では
⑦
俗人の寺獺が行なっている︒そうした事情から寺戸も僧寿

による労役胆運搬における労務責任者であり︑団組織とは

種麹なかったものであろう︒

より多数を要したことを推測しうる︒

寺戸は各寺内でいくつかの団に隷織され︑劉頭に率いら

（7！9）

55

竜寺山と同様の関係にあったのである︒次に寺卿は寺の経

の部曲奴碑と主人との関係に同じと規定されており︑寺戸

解職と寺の隷属民との法的関係は﹃唐墨疏義﹄巻六に一般

は都邑援又は都響統iが任命する︵前稿一七〇四−八頁︶︒

れた僧が寺内の僧衆の推挙により︑教団の長官⁝敦燈で

三綱と呼ばれ︑寺内の運営に当る役僧であって︑年徳すぐ

ωおO︶︒寺職は上座・寺主・維那・典座・千歳などを含んで

らに所属寺内の寺職・寺卿らによって監督される︵右掲哩︑・

州人﹂︵嗣C︶とも称している︒つまり寺戸集団の最高統轄

あるが︑事実また寺戸は﹁沙州寺戸篇︵資料一A︶﹁当︵沙︶

全寺院の寺戸を連記する資料五自体そのことを示すもので

に沙州仏教群団共有の寺戸ということができる︒敦爆管内

作業にも従事しており︑彼等は一寺内の寺戸であるととも

寺戸が後述のごとく所属寺内の労役のみならず教団共同の

の裁断を経て行なわれたものであろう︒その上ほとんどの

印として名前がチェックされている︒それらの移動は都司

趙卿≧︵ω刈︶が報恩寺︵置O︶に移って︑前看には除籍した

てその所属寺戸が開元寺に編入された︒さらに龍興寺漁戸

営に参加する俗人で檀家総代とでも名づくべきもの︑敦煙

者は教団の長官︑吐蕃期では都教授とみることができるの

繊頭一1運搬の時は車頭一⁝に率いられた寺戸団は︑さ

の場A口︑吐蕃期より帰義軍初期にのみ存した特殊な制であ

である︒以上によって︑敦煙の吐蕃期の寺戸統語関係は次
のごとくである︒

った︒僧寺にも鐙かれたが︑殊に尼寺では経鴬に非力な尼
僧をたすけて寺職の仕事をも代行していた︒従って寺戸の

都教授⁝名産．専卿聡慧＼輝㎜只︵十数戸︶

寺戸の労役とその性格

資料五の寺戸名下に記す労役は︑当時の寺戸の実態と性

四

統率監督も尼寺では寺卿の主要な職務であったに違いない︒

寺戸は所属する寺名を冠して某寺々戸と称して一般行政
管轄より除外され︑良民との接触が禁じられていた︵第凶

ることがあった︒前述した．ことく安国寺の創建によって開

格を知る上に極めて重要な資料であり︑敦煙文書中にも類

章参照︶が︑教団内では寺の興廃等に伴なって所属を変え

元寺竪林の一部が安国寺・に移籍され︑興善寺の廃寺によっ

（720）

3−6

格に及んでいきたい︒

に労役の種類をいくつかに類別し︑それを通して寺戸の性

を解明することは甚だ困難である︒推定しうる屯のを中心

するに足る材料が乏しく︑記された労役内容のことごとく

をみないものである︒従って反面︑簡単な労役メモを鯵証

役とみられる︒吐蕃支配期の節度使府は瓜州に羅かれてい

︵6︶らに﹁瓜州節度に梗米を送る﹂とあるのは官府の労

の大きさをも示している︒同じく穀物聯弾ながら︑開進玉

ある︒労役中で穀物運搬の記入がもっとも多く︑寺田収入

︐十二月とあり︑秋のとり入れを指していることは明らかで

の文書は両者一連の記録であって︑寺戸の労役でも率牛を

車牛記録と同じ仕事を記しているものが多い︒つまり︑こ

の車牛を使う人夫はまた寺戸であり︑事実寺戸の労役には

の使用簿でもある︒文書の一〇︒①行以下がそれに当るが︑そ

務を負っていたことは考えられないからである︒

て寺戸を車夫として提供したのであろう︒教団が貢納の義

たろう︒そこで仏寺所有の車乗を貢米運搬に提供し︑併せ

ような運搬車は民間にざらに所有しているものではなかっ

に運ばねばならず︑その運搬に大車が必要であるが︑その

た︵藤枝同右一ご︸○頁︶︒従って官庫府への禺貝納は沙棚川より瓜州

使用するものが中心なのである︒なかでも車による穀物の

部﹂には︑龍興寺大雲寺の車によって都落使や導車らチベ

資料五は寺戸丁壮の労役簿であるとともに車牛

密送記事が多い︒例えば龍興寺男進国︵4︶に﹁群鶴稲穀

ット官人のために草菱等の運搬を行なっている︒この場合

1再送

昂騰﹂とあるのがそれで︑廻造とは転送の音 であり︑駄は

も貢米の悉皆運送と同様に︑官人に対し教鰯が寺車を提供

﹁車牛役

吐蕃期に使われた単位で︑車一乗分巨昔蕃斗に当る︵藤枝

しているのである︒極寒すれば︑これらはチベット占領官

文書に看園・園収・薄草・稲・看梨園等と倒す

による寺車及び車夫の徴発とみられるのである︒

﹁吐蕃期﹂二〇六頁参照︶︒輸送する春稲・粟・喪等は恐らく

所属寺の穀物であり︑ 意図寺車の条︵お㎝︶に﹁稲穀を般

2農耕

ものがこれに当る︒﹁車牛役都﹂の方では龍興寺の条に﹁耕

︵一如︶んで城に入る﹂とあって︑細道郊外より城中に運

搬しているから︑城外にある寺田の収穫物を城内の寺禽に

桃菌黎牛﹂とあり︑これには寺の車と牛を使用している︒

ママ

運んだのであろう︒日付のあるもので稲の場合はいずれも

（rr，21）
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（竺沙）
豪喪タ鍵の寺〕己穐こっし、て

資料一1三の秘鍵文書によると︑寺戸は播種用穀類を寺倉

牧地として阿利川︑歴梨︑西廻の記載がみえるが︑そのう

牧地へ羊を買入れに遣わされたことを添うのであろう︒放

ち阿利川は℃．卜︒OO㎝﹃沙州都督府図経﹄に記す独利河水で

から借りており︑彼らは自立して農耕を行なっていたこと

⑨

が明らかで恐らく寺田の小作人であったろう︒もしその小

放馳︑貼羊︑貼編群︑貼馳群︑取羊︑請羊等がある︒その

3牧畜︵羊・馬・馳︶等 荒馬等に関する記載には放羊︑

これは稀有羊馬標群の点検を意味するのではなかろうか︒

も要しないからである︒そこで全くの推察にすぎないが︑

五闘﹂等と記す矯⁝数の解釈に苦しむ︒去年手続きに五臼を

作地の農耕であれば︑この使役簿に記入されるはずがない︒

うち放羊放馳は羊馳の放牧一である︒敦燈寺院は農耕のみな

そして﹁貼篇は長行馬交書にみえる﹁轄﹂と同義の羊馬の
＠
体の部分を指し︑その箇所に長行馬のごとく無印を捺す作

⑩
あるかも知れない︒西綱は﹃僕射変文﹄ ﹃尚書変文﹄にも
⑪
みえ︑沙州西南の湖である︒ともに水辺の地であり︑放牧・

らず牧畜竜盛んに行なっており︑交書には牧羊人や野羊等

業とみるのである︒以上の羊馬関係の労役中︑牽引等が臨

その上﹁車軍役部﹂にも記しているのであるから︑この農

の胴記録が多いQω璽α蕊︵陣︶︵b︒︶︵仁︶〜︵①︶の﹁算羊

時的であるのに対し︑放牧・貼の場合は永続的労役であり︑

に適した場所なのであろう︒疑問なのは貼羊等であって︑

牒﹂もその一である︒大乗寺︵6︶の遺文では断有事数九

耕は寺の直営地の耕作でなければならない︒農耕に関連し

十五口︵うち官施羊一口︶あり︑また金光明寺史太平︵2︶

特定の寺戸が専ら執役しなければならない︒だから使役簿

貼を典貼︑貼賃の意味にとり羊馳の典質と解する説︵﹃歴史

の羊群計五十六口と記しており︑岡寺数十口より百口の羊

でも龍興寺を除いて各寺とも心象・貼羊はそれぞれ一人の

て︑寺が所有する雑戯・油梁の運転一町確・霜梁があり︑

を所有していたのである︒しかも金光明寺の牧羊人々太平

寺戸が掌っているのである︒牧羊人は帰義軍期の文書にも

研究﹄一九五八年一一捌六一質︶もあるが︑それでは﹁貼馬群

は資料三Fに団頭寺戸としてみえ︑寺戸が寺の羊馳の牧密

多くみえ︑それによれば彼等は一人当り三十構よ9五十口

同様に寺の直営のそれであろう︒

に従事していたことが明らかである︒次に雨湿類病とは放
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の羊を受け持ち︑春秋には寺から補食や酒代の支給を受け
ている︒ただし︑帰義軍の牧羊人が吐蕃期の寺戸と身分上

農耕・放牧等の生産面の労役以外に所属

全く同一であったかは別問題であり︑そのことは次節で改
めて論ずる︒

4教団の雑役
寺院や教団の雑役に寺戸が駆り出されたことは︑寺戸の性
質上当然である︒その一が漉掃であり︑文書にも顧8δ蒔

かくのごとく︑寺の創建などという大事業には豊満煙教団

を挙げて車行・寺戸を提供して工事を行なったのである︒

同様に納仏殿前之夫・窟収等の記入も教団の仕事とみられ

る︒興味深いのは打鐘で︑これは敦燈の町に時を知らせる
鐘撞き番であろうか︒

資料五が敦爆全野の寺戸を列挙している以上︑記された

労役は教団共同の仕事が中心である︒右の雑役竜主として

なかったであろうと推測される︒例えば漉掃のごとき︑ど

教団の共同作業であって︑この他に↓寺内の雑役も少なく

竹・修仏の記載がそれである︒前掲﹁夏安居三文﹂第四条

の寺でも寺戸に課せられた仕事であったに違いないが︑こ

文書には修

に﹁寺舎の修繕⁝と玉除は団頭正子に命じてその処鷺をさせ

の文書はその点までは及んでいないことも寺戸の労務を知

第二に即妙の修繕であって︑

る﹂というのも実にこの種の労役を指している︒ただし︑

る上に考慮しなければならない︒

H①αにみ・える︒

文書の修仏は﹁国修仏﹂とあっていずれも安国寺の仏殿建

元寺の寺戸中﹁安国﹂と朱記する竜のは創立に直なつて開

が丑年劉教援の廓州旅行の際にその従者となったことであ

る︒その一は龍興寺曹進玉︵6︶大雲審︑劉孝仙︵48︶の二人

この項に入るものは駈使・手力等であ

元寺より安国寺へ移籍されたことを示すとすれば︑創建は

る︒応援は前職で論及したごとく︑吐蕃期の僧窟で帰義軍

5僧俗高窟の従者

この文書が作られて後のことであり︑従って国修仏とは安

期の僧統に相当する教団の長官である︵穂譜第三節参照︶︒

立工事を指す︒安国寺は吐蕃期の創建にかかり︑文書の開

国寺創建工事とみて間違いない︒しか竜﹁車牛役部しでは

第二に霊図寺朱奴子がC嵩︶もう一人の教媛餐和尚の手力

となり︑龍興驚喜奉進・張像法がそれぞれ蕃教綬・蕃卿ら

龍興寺以下四寺とも山車をこの用に提供して土砂の運搬に
当っている︒さらに修倉も恐わく都司倉の修理であろう︒
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家への私属一私約隷属関係にも桐記するものであろうが︑

高官の雑用に従うものである︒これはいわゆる隷属民の主

に旅行における従者としてあるいは日常の付人として僧俗

れは奥営田官の人夫の意と解せられる︒以上の諸例はとも

は分らない︒また臭営田夫に五人の寺戸がなっており︑ど

も︑この判官が僧官のそれであるか︑俗官の幕僚であるか

さらに纒興寺曹春分︵39︶に判窟駈使の記入があるけれど

である︒その事実を潔すものとしての第一の資料は後述の

徴用されたであろうが︑また僧⁝侶や寺戸も徴発されたよう

その本拠カラバルガスソに迫り︑さらに二一年青塞堅を攻
⑭
撃した︒その戦闘には河西が拠点となり斎燈の漢人も多く

将シャソチスムジェの率いる吐蕃軍はウイグルを攻撃して

いた︒ちょうど使役簿が作られた二年前の八一六年忌は猛

に東方にと進出を図り︑唐やウイグルとしばしば交戦して

うることでもある︒吐蕃は河西を征服して以後さらに北方

めて奇異な現象であるけれども︑文字上からはこのように

しかも︑寺戸の主家に当る僧官のみ・ならず︑貴官ことにチベ

軍隊編成表である︒第二に使役簿中に﹁廻給に洛︵一−落︶つ﹂

チベットん黛尚嘗﹇の手力となっている︒晶別瀞霜は山電影⁝︑後一着は

ット人支配者の使役に寺戸が提供されている点︑やはりこ

と記すことで︑寺戸がウイグル戦で捕虜になって連れ去ら

しか解しえない︒しかも詣時の政治状勢を顧慮すれば有り

の時期の特異性を示すもρといえる︒なお﹁車牛仁心︺中の

れたものと解される︒このような状勢下︑一方ウイグル兵

俗官で﹁車牛役部﹂に記す悉曇密蔵卿と同一人に違いない︒

﹁赤鼠﹂︵一◎◎①︶あるいは﹁寺戸使役簿﹂の﹁西州人戸を送っ

の捕瞬も少なくなかったろう︒それらを収容する獄舎は平

⑬

て性説に往く﹂︵35︶等もこの項に入るべき公的役務である︒

囚は囚人︑ 守は看守の意であろう︒ そのうちには沙読解

のであろう︒そしてこの仮設獄舎の管理を教団に姿ね︑教

禽とするのにもっとも適した寺舎を接収して獄舎に充てた

時のものでは足りない︒そこでいくつもの僧房に分れて獄

囚・守普光囚・守永安囚などと場所を付するものがあり︑

団は寺戸の大半を動員してその潜勢に当らせたとみるので

使役簿中もつとも頻繁に繊てくる役務であるが︑

普光は尼寺の普光寺︑永安は永安寺である︒従って普光寺

ある︒吐蕃が敦煙に進駐してきた時︑先ず注籍したのは資

6守囚

永安寺に監獄が竃かれ寺戸が看守になったことになる︒極

（724）

60

敦煙の寺戸について（竺沙）

産に富み敦燈住畏の信仰を集めていた仏教々団であったろ
う︒チベット人支配者は一方で人心懐柔の手段として︑ま

とが知られるのである︒

たが︑他方で教団の豊富な資力と労働力を支配者のために

ない︑僧侶をして戦勝祈願・国家誓願の法会を営なましめ

聖光寺癒ど一や莫大な布施︑さらには写経事業などを行

うである︒したがって一戸内に丁男が二・三人いる場合に

齢の規定−例えば二一歳から六〇歳まで⁝iがあったよ

乗役︵嵩O︶などの記入があり︑徳役のごとく就役者には年

寺戸の丁壮である︒文書中には老︵92・・94︶千古粛州︵74︶

以上の諸労役に従事するものは文書の標題に記すごとく

⁝提供せしめたことは上述の寺戸の諸労務からも認められる

はともに就役する︒交書にも明らかに兄弟とみられる者で

た自らも深く信奉している仏教を保護し︑仏寺の創建一

ところである︒この寺舎の仮獄舎用に接収し寺戸を看守に

成善友・善信・善徳︵60〜63︶などがある︒また後に書き込

まれた者︑例えば﹁．張仙進木鉦興国﹂︵36︶は仙進の息子か

徴用したことも︑こうした吐蕃の敦爆占領政策の一面と考
⑭

えられる︒なお﹁南般聴子四坐﹂︵60︶等の記載も守戦に類

えられたことを示す︒彼等の就役臼数は記録に記入漏れが

弟である興国が戌年六月以後に丁年に達して名簿に書き加

寺戸には特殊技能をもつて寺に仕える専門

する官役なのであろう︒

7専門職人

泥匠︵左官︶ ・木匠︵大工︶

はそれ以上の時田を要したものもあったであろう︒嘉月両

長途の輸送︑高官の従者など日数を記入していないものに

ないとしてほぼ五臼から十日である︒もちろん専門職人や

漉墨入︶・髭匠︵フェルト職人︶

日︵17等︶を毎月二日と解すれば一年二十四臼となり︑日数

職人も存在した︒使役暑中には次のごとき職人がみえる︒

これらの職人は︑木匠の二人を除いて全教団に一人つつし

のあるものでは最長の就役である︒ところが使役簿を通覧

・持重皮匠︵皮革職人︶・紙匠︵紙

かいない︒従って彼等は所属寺院だけでなく教団全体の仕

すると一回の就役五日という場合が最も多い︒

もω﹄ひのboG◎﹁夫墨染城記録﹂︵藤枝﹁吐蕃期﹂二四九頁所引︶に

一般の例で

事をも受け持っていたのであろう︒しかも︑彼等の存在に
よって︑教蔵内でかなり広範に禽給生産を行なっていたこ
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夫丁をそれぞれ五日闘城壁の修築に徴用したことを記して

前述したごとく寺戸は右の労役以外に寺田の農耕を行な

のとみられる︒

い︑都司倉から食糧のみならず播種用の種子をも借用して

おり︑当時五日というのが労役を課するときの単位日数で

あったようである︒以上によって︑右に掲げた寺戸の諸労

おり︑寺の直接経営から分離して独立の戸を成していた︒

変るところがなかった︒ それのみか︑ 寺・戸は一般人とと

役が就役年齢とその日数の上で或る規定を竜つた﹁役﹂なる

する教団に対して義務づけられたものであるが︑労役内容

もに軍隊？に徴用される場合もあった︒トマス氏が紹介

しかも穀物借用の条件は仁井田博士に従えば一般人と何ら

では教団以外に官府の仕事屯ある︒しかしこの場含も一般

し藤枝疵が邦訳を付されたスタイン収集チベット群々書

ことを推察しうる︒その役はいうまでもなく︑寺戸が所属

良民に課せられた官役とは異なり︑寺戸が従事する官府の

れた労役ではなかった︒これらはむしろ敦爆仏教々団が官

府に接収された寺舎における看囚などであって︑教団を離

の一般人であるが︑それに僧と寺戸屯加わつている︒寺戸

る︒

組にし︑含せて二十組一四十人を一隊とした編成名簿であ

︵自リプ05P⇔ω噛 びり11一b⊃︶﹁編成表﹂は主ααqo⇔直管︸δ富二人を

府に対して︑寺舎・車牛とともに寺戸の労力を提供した竜

は普光寺霊図守の寺戸で︑そのうち普光寺女戸揚馬子︵文

労務は︑あるいは寺有の車牛を使用したもの︑あるいは官

ので︑チベット人支配下における特異な現象と解したい︒

書第こ行︑藤枝氏省略の部分︶同都朝春︵三九行︶が資料五の

その構成員の大部分は掲骨薩部落湘σqo阜ω鴛爵鷲 ω島①

その場合︑官府の仕事が寺戸本来の教団に負う労役の一部

に十日前後の労役にこそ︑寺戸の寺戸たる所以が存したの

判らない︒いずれにせよ教団に対して義務づけられた一年

務労役以外に加重されたものであったのか︑この文書では

寺々戸と身分を区別している︒従って寺戸は一般人と管轄

の俗籍をもつて記されているにも拘わらず︑寺戸だけが某

人とに全く差別が認められない︒しかしながら僧侶は出自

人王ツェソーーツェソがなっていて︑この表では寺戸と一般

H㎝り鳩一①Q︒行にみえる︒ しかも朝春は主看であり従者に俗

であり︑この労役が農奴における主象への賦役に類するも

の振り替えであって寺戸の負担には変りなかったのか︑義
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を離れることはなかったのである︒さらに諸家の説くごと

を全く異にし︑実際の仕事で差別がなくても寺戸たる身分

か一例とはいえ︑吐蕃期の寺戸の惨めな境遇を如実に示す︒

いない︒張多子︵7︶に書き込まれた﹁逃走﹂の語は︑僅

寺戸制度の変遷

ものである︒

五

く︑資料四に﹁常住百姓の婚姻の礼は︑その部落内層互の
間で結ばせ︑ 一般良民と婚を結ぶことは許されない︒竜し

この規定に違反して常住丈夫が良民の女子と私通したなら

いたのである︒またその前文に﹁妄りに侵暑したり典焦し

役する﹂とあり︑常住百姓一−寺戸は結婚の自由を奪われて

寺院の隷属騰は檀越の布施による場合が多く︑単寧の・寺戸

工に及ばねばならない︒中国諸文献を引用するまでもなく︑

寺戸制度はいかにして成立したのであろうか︑次にその橋

資料五を主にして考察してきた右のごとき吐蕃支配期の

てはならない﹂とあって︑寺戸には移転の自由がなかった

についてもそれに断節を求めることができる︒資料四には

ば︑その閻に生れた子供は常住の人戸に編入して永久に使

ことになる︒逆に教導内部では︑寺の興廃など教潤の都合

かくのごとく︑寺戸とくに吐蕃期の寺戸は寺ごとに組織

が耳鎖の寄進によることを明翻している︒その事実を裏づ

にわたって寺院の使役に充てたものである﹂と戸ロー寺戸

﹁すべての寺の戸口︑家人は檀越が寺院に献納して︑永代

づけられ︑教団あるいは教団を通じて官府の労役を課せら

ける一文書を次に示そう︒

によって寺の所属を変更されることもあったのである︒

れていた︒彼等は独立戸を営なみ︑ある面では良民と差別

ω曾ω︒︒認﹁索棋竪文﹂
︹前馬︺

がなかったが︑身分的には明確に良民と区別され︑結婚あ
るいは移転の自由を奪われて︵経済外強制︶いたのである︒

□僧回心︑重建造報恩寺

代水運三所︑菌田家

なく︑これこそ農奴であったと云えるのである︒しかも彼

口爾導水磁︑菌田象客︑施入

それらからみた寺戸の身分は︑奴隷でも単なる雇傭人でも

等の境遇は字面に現わる以上にきびしいものであったに違
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供兼豊二宝︑不絶重心

許さないとするならば︑寺の隷属民は年とともに増加して

かも資料四に述べるごとく家客を永代駈上して典売などを

日索漢謹状

移住してきたことになり︑敦燵の僧尼のほとんどが敦燵の

示すと解しうる︒すると轍漢は沙州の人でなくて粛州から・

これは老年に達した温熱が故郷の齋州に放還されたことを

例えば石温漢︵74︶に慣老放禽州﹂と記入されているが︑

治的事庸によって成立したことも考えられぬわけではない︒

く異民族の支配に服していた三三の寺戸制度に・もかかる政

には北魏王朝の漢地統治政策上の意図を含んでいた︒岡じ

図戸には重罪人や官奴が充てられるなど︑この三度の測櫨

服疑の徒民である平長戸とか辺境に働く軍戸からな9︑仏

図戸よりも僧三戸に近いとみられるが︑僧二戸は山東被征

も知れない︒寺戸と云えば中国史では先ず北魏の僧舐四仏
⑰
図戸出を思い浮べる︒敦燈の寺戸の地位は北魏の寺戸藍三

しかし寺戸制度の成立には︑施入以外の事情もあったか

に限らずその以前から存在していたことになる︒

とみられる︒したがってこの場合には︑寺戸制度は吐蕃期

寺戸集団が作られて︑上記のような組織を生むにいたった

いく︒このようにして丁壮だけでも三百人にのぼる多数の

其猛炎懸被殿下ロ一

日出売︑与報恩毒
五十余載︑師僧震
漢鴇力微︑無処

月

照察詑︑賜上三 三 ・

三年十

ワヒ

紙の上下が破損していて意を尽しえないが︑ほぼ索家の水
磯二所︑薗田・三三を報恩寺に施回したこと︑その後五十
余載を経ていることなどが読みとれる︒索洪は即・︒念O﹁僧

憲遺産処分文都に実一三雪濠ととも濫淫として
署名している︒この男．Q︒睡Oは吐蕃支配末期の文書とみられ︑

遺回状のなかには遺産畝一部を報恩寺に施遷することも含
まれておP︑その見入となった崇恩の姪である都督の聴骨
は三門の三女の記事ともあわせて報恩寺の大檀越であった
らしい︒﹁索漠四文﹂も遺産交書と余り隔たぬ吐蕃支配末期

より帰義軍初期の作成であり︑水三等の施入の年はそれよ
り五十余年前の吐蕃期初のことと解せ・りれる︒との文書に

よって家客が土地等に付随して寺に書入された実例をみる
ことができるが︑かかる施入が長年にわたって行なわれ︑し

（728＞
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い︒彼は単なる﹁流れ者﹂であったかも傭れないが︑また

出身者であること︵藤枝﹁僧尼籍﹂参照︶と対比して興味深

ある︒従って張氏が郷蔵綱に復活する場合恵行人・紡綿等

いていた︒しかし唐の行政区鋼はそのまま利珊したようで

の特殊部落を除けばほとんど名称を変更する位で︑極めて

容易に改革しえたようであり︑帰義軍初期文書にももはや

平斉戸のごとく吐蕃支配者によって粛州から砂州に強制移
住させられて教団に配属された徒民ともみられる︒いずれ

部落の名称は全くみられない︒第二に戸口調査を行ない土

書﹂はその戸口調査における申告書とみられる︵藤枝﹁僧尼

にしろ︑寺に隷属して諸労務に従う賎民はもとより古くか

籍﹂三三〇一一頁︶︒しかし実際にはこれらの戸口集計が闘

地整理を実施した︒工芸潮は敦燦の収復に成巧するや直ち

それでは︑八四八︵大中二︶年張議潮が挙兵して吐蕃を河

に合わなかったので︑大中五年に唐朝に編出したものは天

ら存在していたに違いないが︑上記のごとき組織と労役を

西から逐い出し︑漢人の支配に復した帰義軍時期に寺戸戸感

に唐朝に報告を行ない︑それに添えて図経と戸籍とを呈幽

度はどのように変化したであろうか︒それをみるためには

宝時代のを使用したという︒この戸口調査に基づいてさら

もつた寺戸制度が吐蕃の敦煙支配によって形成されたか︑

先ず敦煙収復に伴って張氏が打出した諸改革のあらましを

に土地整埋を行なった︒野土文書中にその時の土地文書あ

した︒有隣館所蔵交書五一号﹁大中四年質実進達家族申皆

知る必要がある︒吐蕃の占領はわずか数十年にすぎなかっ

るいはその事実を裏書きする文書が一・二存する︒例えば

それ以前から存していたものかは容易に断定しがたい︒

たが︑その間にも敦煤の社会・交化にチベット的要素が多

男

一−九四−轟ハ転所引︶

に︑

大中年壬申︵六年ソ十月廿七日︑官有処分︑越廼博田地︑墨取穏

︵仁井田﹃唐宋法律文書の

く加わった︒従って吐蕃を追い払った張議潮にとって第一

研究﹂

Q︒ωO膳﹁心張月光土地交換文書﹂

の仕事は吐蕃臭を払拭して唐制に復することにあったので

ある︒その一は郷里捌の復活であった︒藤枝氏の研究で明

便︒

とあり︑その結果僧張月光は僧呂智通と所有無地の交換を

らかになったごとく︵藤枝﹁吐藩期﹂参照︶︑吐蕃は唐鰯の郷

里制を廃して部落一将という独自の行政組織を河西に布
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⑱
行なった︒またω．露繊﹁都営田李安定牒﹂は大中六月四

を是正し︑敦焼の諸制度を唐制に復帰する点に存したが︑

その改革は寺戸制度にどのように現われたであろうか︒資

﹁山のごとく決して改移してはならない﹂と述べたのち︑

料四によると︑寺の常住物は戸口家入を含め照例に従って

西の所有地を人に奪われたので代りに絶戸地を賜わりたい

先に故太保︹張議潮︺らが世上に布告して解放したもの以外の戸

﹁唐索咄児牒﹂︵上虞羅氏蔵︶は大順元年︵八九〇︶正月︑城

月の土地検量文書である︒ さらに ﹃沙州文身補﹄所録の

と上請した文芸職であるが︑渋墨の初めに︑

口家人や︑寺が笹理する資荘・水準・油梁は︑従前と同様に寺が

と記している︒ここに︑張議潮によって寺の戸口家入の一

従太保含戸蚤米︑早経四十年余云々

えば大中四年に・当る︒その時の﹁二戸﹂というのも︑戸口

部が世闘に解放されたというのは極めて注塾すべき事実で

自由に経営すべきである︒

調査とそれに続く土地改革を指しているものと考えられる︒

ある︒寺の戸口とは寺戸を指し︑前述の吐蕃期に存在した

とある︒太保は張議潮であり︑大瀬元年より四十年前とい

このように︑張議潮は大中四年ごろ戸筒調査を行ない︑節

多くの寺戸のうちの一部が解放されて良斑になったことを

意味するとみられる︒この寺戸解放も張主潮の手で行なわ

度使に叙任された翌年に当る岡六年ごろ土地整理を行なっ
たのである︒第三に仏教々団の機構改革にも乗り出した︒

勅踏胆歳入煙管︑点木

ママ

矧調栄柚寺n目ρ愚蜘陶壁︸渠ト︷口地論ハ十−畝

司廊黒准

請地水︒其上陰地主調栄螺云︑其地熱辮承科︒

右紙一諜等

僧

撤煙郷百姓張紙三等

勺﹄b︒b︒b︒﹁百姓張獄旧領文扁

⑲

書きすると思われる文書がある︒

れた一連の教団改革中の一施策なのである︒この菓実を裏

︶が︑その内容は明らかで

都

前稿に述べたごとく︑酉年︵大中七︶張紅潮は都僧薦包弁と

く

ともに教団の財産調査を行ない︑さらに同十一年都司
僧統司を分っている︵QQ幽陣り軽刈

ない︒その上︑僧官制度でも吐蕃期独自の僧官たる都教授
綱を廃して唐朝の都僧統制に復帰し︑吐蕃期に都教授であ
った洪弁を初代都総統に任命した︒

以上の張議潮の諸改革は吐蕃の支配によってうけた歪み
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伏望
ママ

日

処分︒

百姓張紙一二

将軍仁明號照︑醗賜上件地︒乞垂

牒件状塘前謹牒
一二通六年正n月

三三

︹前略︺右﹇祇一二等は司空︹張議潮︺の勅命により︵解放されて︶

郷管に入れて︵良民にして︶いただきましたが︑いまだ土地をも
らっておりません︒上件の地主である詞栄は﹁その土地は税金を
納めていない﹂と申しております︒どうか将軍︹張込深︺の御仁

明を得て上件の地を賜わりますよう︑御取りはからい下さい︒
︹後略︺

なった︒その結果教団は膨脹して︑僧尼は激増し寺の数も

十二寺より十六・寺にまで増加した︒さらに富を教団に集中

させ︑多くの寺戸を隷属せしめることになった︒このよう

な教覇の膨脹は敦焼三会の不均衡をもたらしたであろうし︑

他方教団に隷属する寺戸たちは重い労役に耐えかねて逃走

をも余儀なくされた賎民であるとすれば︑その存在屯また

大なる社会の矛盾であった︒吐蕃を追い払った張氏にとっ

て教団の彪大な憲と勢力は制御する必要があったであろう︒

財産調査︑機構改革そして寺戸の解放は︑そのために打ち

った事実を指す屯のとみられる︒しかも解放記憶土地の書

ったことを示し︑これが前代の寺戸が解放されて良民にな

ろう︒張氏の改革は教団の側からすれば寺産の削滅を意味

を読むならば︑その宣需の意図も自ずと明らかになるであ

そうした背景に立って資料四﹁野焼寺院常住擁護罫書﹂

出された一連の施策とみられるのである︒

面を受けたのであり︑寺戸解放は上述の土地改革と関連を

する︒さらに官府によってかかる施策が打ち出されると︑

張祇三が郷管に入れられたということは非良民が良民にな

もつていたのである︒従って寺戸解放が行なわれたのも大

てることになる︒そうした寺産減少の傾向をくいとめ︑吐

﹁椅形侍勢之人﹂をも常往物の侵奪あるいは青墨に駆り立

さて奨学潮が敦煙整復後直ちに寺芦解放を奮めた種々の

蕃期に保薦せる富を維持しようとして世間に発布したのが

中六年頃と推定しうる︒

教団改革を行なったことは泣目すべきことであった︒吐蕃

この宣雷であった︒そのような教団の意図は宣言中の各処

に結いて汲みとれる︒またその為にこそ常竪物の不可侵性︑

は敦燈を支配するや前述のごとく仏教による漢人懐柔政策
をとり︑．莫大な施入︑寺の創建︑写経事業の推進などを行
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寺産の維持増殖を努めて強調せざるをえなかったのである．

れる︒寺戸の一部を放出させられ︑制度自体崩れかかった

！iも︑かつての吐蕃期の寺戸の状態を示すものと考えら

とき組織や役務を有していたかは定かでなく︑少なくとも

し︑一般人から区別された存在であった︒しかし寺戸のご

あって︑吐蕃期の寺戸同様に家族を含めて教団の管轄に属

とが云える︒それに対して︑この時期の寺の隷属民は常住

くとも帰義軍期に﹁寺戸﹂の名称は用いられなくなったこ

卿も﹁夏安居帖文﹂以後にその例を知らない︒従って少な

囲では︑帰義軍期文書に﹁寺戸﹂の記載がみえないし︑寺

属民が団を形成していた︒しかし現在筆者が調査しえた範

が︑上記の寺戸あるいは常住百姓とは区別さるべきもので

すべきである︒しかも梁戸を寺戸の一部として論じられた

引用されなかったものも吐蕃期に遡る文書がない点は注摂﹁

唐五代とされた引用の荒戸文書はいずれも帰義軍期に属し︑

は現在においても大なる補正を要しない︒ただ博士が中興

戸については那波博士の高論があり︑その解明された事実

68

肪藷雛聾鍵隔離睡課魏繁藤爾

当時︑改めてその規定を確認して︑教闘にとっては過去の

文書からはその形迩を認めえない︒そして帰義軍末期淳化

宣言に述べるところの常住百姓の境遇i結婚の規定など

﹁良き時代﹂の再現を期したものとみられるのである︒

二年の文書ω

隷を買っており︑良民と同等の生活を鴬なんでいたのであ

⑳
Hり隣①では常住百姓朱願愚が押衙韓願定の奴

吐蕃期の寺戸は帰義軍初期に一部解放されたが︑爾余の
ものは依然としで教団に隷属していた︒例えば威通七・八甜

る︒

百姓・牧羊人・梁戸・禮戸等た︑職分によって呼ばれてい

ある︒すなわち︑博士の論考によれば︑梁戸の中には寺田

ところが梁戸確認等になるとかなり性格を異にする︒梁

る︒先ず常住百姓は﹁擁護宣雷﹂に明記されており︑これ

の小作人もおり︑寺舎に居住する者もいた︒それからみれ

︵景福二年︶にも寺の隷

年と推定される勺．G︒H一〇﹁夏安居帖文しに団頭堂子・寺卿

⑳

が吐蕃期の寺戸の系統を引き︑解放されずに残された﹁余

ば梁戸竜寺戸の境遇と変らないようであるが︑他方浄土寺

がみえ︑℃．b⊃◎o㎝①﹁草課割当文書﹂

者人口﹂なのである︒彼等は良民が某郷百姓と称するとこ

敦煙の｛難戸について（竺沙）

油梁眼硅の労務者が農奴的な寺戸から雇傭人たる鰯雲翠黛

労務者が梁戸妻戸等であったとみ・られるのである︒そして

されたが︑その結果生じた教団労働力の減少を補う新たな

前に述べた︒吐蕃期の寺戸は帰義軍初期にその一部が解放

吐蕃期では寺戸が油差・醸磯の仕事を行なっていたことは

務者であった︒しかも︑梁戸文書は帰義軍期にしかなく︑

蕃期の寺戸の延長ではなく︑性格の異なった新たな教団労

ても同様であったろう︒すなわち帰義軍期の梁戸硝戸は吐

請負つたところの雇傭者とみ・られるめである︒確戸におい

分的拘束を受けず︑寺の製粉業に使役されあるいはそれを

のごとき組織などはみられない︒従って梁戸は寺院から身

ではなく良民であったことを示すものであり︑まして寺戸

そのことは梁戸が寺戸のごとく良民から隔絶された隷属民

息急には有色衙・周宅官・水面など官人まで含まれている︒

を占めた仏教都市であったから︑この教団下都構造の変化

すものである︒さらに敦焼社会は仏教があらゆる面で優位

度の変．遷とも対応し︑敦焼仏教二黒構造の変革の一端を示

る︒これは前稿で明らかにした教団の上都組織たる僧官鰯

ては農奴的なものより雇傭人への変遷を意味するとみられ

単なる名称の変化に止まらず︑ことに寺戸と最戸等におい

から常住百姓・梁戸・鎧戸への変貌をもたらした︒それは

への敦焼の政治変革は︑教団の下部組織において寺戸制度

民を雇傭したのであった︒すなわち︑吐蕃期より帰義軍期

れに必要な寺戸に代る労務者として教団は梁戸硅戸など良

かし︑教旨の経済活動は帰義軍期にも盛んであったが︑そ

のごとき組織や労役があったかどうかは明らかでない︒し

寺戸は依然寺院に隷属して常住百姓と呼ばれたが︑吐蕃期

悩する教団の編曲防衛の発言であった︒その後も未解放の

る寺戸制度の崩壊と労働力の減少という事態に直面して苦

吐蕃期において︑あるいは盛唐より吐蕃期までに支配的で

に代ったところに︑吐蕃期と帰義軍期との顕著な違いが認

以上のごとく︑吐蕃期の組織された寺戸制度は帰線箪期

あった農奴制的学会体鰯は帰義軍期にも存続したが︑一方

はすなわち敦煙祉会の変化とみなしうるであろう︒つまり

に入るや︑張議潮の教闘改革によつで変革され︑寺戸のい

で梁戸制のごとき新たな雇傭関係が出現したとみるのであ

められる︒

くらかは良民に解放された︒ ﹁寺院常住擁護予見﹂はかか
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る︒その過程はいわゆる近世的社会の繭芽としてとらえる

寺戸という名称は中国で早くから番いられ︑ごく一般的

九世紀後半における寺戸組織の分解と梁戸制のごとき新た

すでに北魏の憎祇戸制にその類似を求めることができるし︑

のかがる関係をここにも想定しうるであろう︒寺戸綱度は

会構造の場合は文化面ほど鮮明ではないにしても︑中原と

文・偽経等にみられる通俗化を竜たらしたと概観した︒社

事期の格調高い文化ではなかった︒そして敦燥文化も下

しかし百年近い断絶ののちに接した晩唐の文化はもはや盛

義軍成立に伴ない中原の文化が再び急速に取り入れられた︒

吐︷番占﹇領によって中断されチベット的要素を加えたが︑⁝帰

素描を試みた︒すなわち︑開元天宝時の長安文化の流入は

前稿で敦煙文化の変遷を政治変革に対応する竜のとして

がある︒ことに本稿で及びえなかった牧羊人などについて

の特徴を指摘したに止まり︑なお深くこれを検証する必要

ついて本稿ではわずかに常往百姓・梁戸などに関する一二

唆するものであった︒もっとも︑帰義軍期の教団労務者に

織の変遷に対応するものであり︑また敦煙社会の変遷を示

このような教団下部組織の変化は︑僧官制度にみる上部組

束を負わない新しい雇傭人もこの時期に生れたのである︒

戸と全く同一ではなかった︒さらに煽戸のごとき身分的拘

期には寺戸の語が消えて常住百姓と呼ばれ︑身分的に竜寺

した︒しか竜それは張議潮によって一部解放され︑帰義軍

性格をもつたところの隷属民を指していることを明らかに

書の場合︑とくに吐蕃支配期における︑組織された農奴的

に寺の隷属民を指して呼ぶもののごとくであるが︑章々文

な雇傭関係の出現は︑番時の中国仏教々団の下部構造の変

は帰義軍期に多くの交書があり︑その実態を明らかにでき

こと竜可能であろう︒

化を示唆するものである︒そしてさらにこの変化こそ︑唐

ると思う︒そして牧羊人や常住百姓．三戸・磧戸など︑当

れた謙題の一である︒

部組織を十分に浮び上らせることはできない︒今後に残さ

竹変革期を特掲づける農奴制より小作制への生産関係の変

び

時の教団に所属する労務者聞の関係を究めねば︑教団の下
す

革を物語る一例として注目すべきものではなかろうか︒
六 む

i）
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さらに本稿で明らかにした寺戸制度の変遷が敦煙仏教々
騒の経済機構あるいはその活動にどのような変化をもたら
したであろうか︒それを知るためには︑敦爆・叉盤岡の経済資

料の大半を占める教団乃至は寺院の破除暦11会計文書を検
討し︑また常住物を管理する湯器の機構を解明しなければ
ならない︒それらの考察を積み重ねることによって敦煙発
見の経済関係文書の大部分が整理でき︑九・十世紀の敦煙
仏教肉団の全貌を把握することができる︒そしてその結果

三頁︶にはもQ●q島メ﹁請寺了壮軍牛役椰﹂をも概略紹介して

所第一︑ 二所第二組 ﹁〃敦麹臨資料 纂一言内漏壷A項紹U ︵遡九i六

いる︒

六一年︶︑第一章附︑吐蕃期漢交交書の弁刷法︵二〇五一七頁︶

④藤枝晃﹁吐蕃支蹴期の敦燈﹂﹃東方学報臨京都三一羅︵︸九

応諸管内二三︑蓋是先帝

離塁︑或是賢哲修成︒内外舎宅荘田︑

⑤本文に引墨した部分の原交は次のごとくである︒

函乃二心施入︑用二二飯資粗︒応琵戸口家人︑壇越将持奉献︑
ママ
永充寺舎屠業︒撚人典薦光揚︑不含侵陵︑就加添助︑資益崇修︑

不陥不傾︑暑︑日常住︒事件一二隔例︑如二更三指移︒除二流

太保磁使等︑世上給状放出外︑除考人口︑在寺所管資荘水磯油

梁︑言詞往日︑執掌馬持︒自今己後︑凡是常住落物︑上董一針︑

は︑蔵置が辺境であるとはいえ︑当時の中国・寺院経済さら

に中国社会経済史に貴重なる一つの典型を提供するであろ

下釜一草︑兼及人戸︑老至重小︑不許鋳形気勢尾入︑妄生侵奪︑
ママ

降誕任当部落結購為婚︑不許共郷司百姓摺合︒若州有違此格︑

常住野物︑却入寺中︒所出価直︑任憲自折︒其常倥百姓親伍礼︑

及知典売︒或有不依此式︑勿仰所由︑．具状申窟︒其人重加形資︒

う︒本稿はそれにいたる一過楽なのである︒

同﹁翠煙発見文書に拠る中景唐時代の

①那波利頁﹁蒼蝿孜︵じ一︵薫と﹃支那仏教史学人煙一一︑
二︑ 四︵︸九三八年︶︑

轍住丈夫︑私憐共選司女人通流︑所生93女︑堰入常住︑永為人
ママ
戸︑駈馳世代︑出極出限︒其除男児呑口︑魯須随寺料役︒窟守
﹃支那学﹄一

屑例︑不許︹以下欲︺

仏教寺院の金穀布吊類貸附當利寮業革鴬の実況﹂

寺院の畷礁経営に就きて︵一︶1︵竃と﹃東亜経済論叢臨一一

薫Dには明らかに存在していたから︑その劇建は七八八一八二

⑥安岡寺は七八八年の﹁牌子暦扁にはみえず︑八二一年の資料

〇一王︵一九四︸年︶︑同﹁中晩唐時代に於ける即興地方仏教

三︑四︑二i二︵一九 四 一 i 二 年 ︶ 等 ︒
②仁井田陸﹁唐末五代の敦煙寺院佃戸関係文嶺1−入質的不自由
規定について一﹂門西域文化研究第二・敦燵吐魯番社会経済資

﹁安圏﹂と上に朱毒する者があり︑開元瀞山勘が安国諄に移籍

一年の闘である︒

されたことを示す︒さらに労役のうちに﹁爾修仏﹂と平すもの

資料五では開元寺の寺戸︵751・94︶ のうち

料 ︵し∴︶﹄ ︵一九五山八年︶ 六九−九〇葺ハ︒

③もっとも引歴史研究熱一九五八年一一期中警手学院歴史研究
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が少なくなく︑これが本文に説くごとく安国穿仏殿建造を意除
するとすれば︑八一八ーエ○年聞に安国寺の翻建をみて寺戸の
移転が行なわれたと算定しうる︒

⑦寺卿及びその資料について憶前掲拙稿一七五一八頁参照︒

し

⑧周字十四﹁國頭米平家領物券﹂︵儲︑敦煙雑録下話﹄；一︷ハ葉右︶
ママ

に

弟四団頭凹石櫨等捨人

成員が十人程度であるという一例を提供するものであるり邸の

とある︒この場ムロは轟守戸麟でないように思われるが︑ 一弱の構

呼び方はこの場合序数をつけるが︑名簿の上呂華︵80︶に﹁団
頭東﹂とあり︑℃邑卜QG︒切①﹁草課割当文露﹂にも策団︑中団等の

呼称がみられるようである︒
⑨ω胴α︒︒り︒︒﹁田籍﹂中に︑石勝奴地渠拾畝︑田悉的量地拾陵畝

などがみえる︒瞬悉的力はの．︸︒一置にも地子一駄とあり︑敦煙

文書の牲質上彼等はどこかの寺田の小作人とみられる︒しかも
筆蹟等からこの緻籍は吐蕃期と思われる︒従って石勝奴は名簿

一四四行︑資料三Cの丸儲寺︵のちに淵瀬寺︶寺戸石勝奴と同
一人であろう︒

⑬独利河は﹁沙州都替 府 図 経 ﹂ に ︑
独利河水
右門出唱酬東南黛衝果︑流至適州樋⁝燈県東南界︒雨多即汎︑
無雨蝿澗︒
︵一九五八年︶

一︸三−舐頁参照︒

とある︒図経は﹃敦燈石室馬屋﹄﹃鳴沙石室多書﹄等に収録す
る︒王重民﹃敦焼三三叙録﹂

⑪

西構は両変文に

﹁西岡﹂

﹁西綱海﹂

とも記され︑

藤枝氏嫉

﹁敦漣より禁国して遠からぬあたりにある湖を指す﹂と説明し

ておられる︵藤校﹁帰義軍︵二︶﹂四九頁︒なお﹃僕射変文﹄

書変文﹄︵℃■Qゆ蒔鐸等︶の題名は藤枝説によ

藤⁝枝﹁長行馬文勲尉﹂

一一四一二八頁等参照︒

︵凹墨美﹄六〇︶ ︵一九五︷ハ年︶参照︒

藤枝同右論文︑王重民等輯﹁敦煙変交集︵上︶﹄︵一九五七年︶

る︒従来は﹃張黒潮変文﹄﹃張瀧深雪交﹄と呼び習わしている︒

︵勺．口⑩①昏つ等︶﹃尚

⑫

⑱三田官は℃．ωの罷﹁令孤子絵諮地牒﹂︵藤枝﹁吐蕃期﹂二三
ことが明らかである︒

三⁝四頁所一引︶にみえ︑この官︹が殴蕃支配期にも存在していた

佐藤⁝長騨︑古代チベット史研究︵下︶﹄︵一九五九臨牛︶穴七三頁

等参照︒

⑭

獄舎の震守の労役はチベット交々書にもあり︑嗣じく五目が

就役単位臼数となっている︒就役潜はやほり漢人であるけれど

⑯

も︑寺戸であるかどうかは定かでない︒

文書の研究﹄六薫九i四二籔所引︒閻英達については藤枝﹁吐

⑩劉復輯﹃馬煙綴環︵中︶﹄︵⁝九竃八年︶︑仁井田﹃唐宋法律

僧祇戸仏図戸については塚本善隆﹁北魏の僧祇戸．仏図声﹂

蕃期﹂二閥一t二頁参照︒

﹃支那仏教史研究一壷魏篇﹂︵一九四二年︶一六五一二；買

⑰

所収参照︒

壱州参拾五畝黒歯翻群璽皇

⑱堕O錦㎝﹁葉叢隣李安定牒﹂
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占奪茎状過者︒謹依就□

日都営田憲忠女舞

蓋置空︒酌見無虫︒是実︒伏
尚誰請乞庭分

大出丁六年四月

︻牒㎝件状如前謹牒

凹龍谷大学仏教史学論叢﹄

謹牒

︵一九瓢九年︶一九一二〇頁所引︒

⑲那波﹁中毒唐時代に於ける偽濫僧に関する一根本史料の研究﹂

量霧㌶ωoo㌫㌫9冒9ωo含くの舞メのω冨⊆o︵6㎝のソやδ圃

⑳智￡器︒︒○︒導︒戸ピ窪霧℃G9ωσ8き謹書塁含び︒柴δ江︒︐ヨ

所引︒ただし原交は掲げていない︒
躍●＜H．

仁井園﹃唐宋法律文書の研究﹄一八幾−五頁等所引︒この交

⑳き幾

⑳

書の知見人に報恩専と龍興寺の僧がなっており︑朱纐畠は両寺
．いずれか1恐らく報愚専一に属する常住否姓である︒
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