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北鶏孝文帝代の尚書省と洛陽遷都(2 ) 

一宗室元氏の尚書省官への任官状況に焦点を当ててー

長部悦弘

Y oshihiro Osabe 

The secratery Department尚書省 andTransfer of the Capital 

from Pingcheng平城 toLuoyang洛陽 underthe Reign of the 

Emperor Xiaowen孝文帝 atthe Age of Beiwei北鶏

北貌孝文帝代は、北貌史上国家体制の一大転換点とみなすことができょ

う。 476年に始まる文明太后橋氏の磁朝聴政下では、484年に班禄制を立て、

485年に均団法を頒布し 486年に三長制を敷いた。 490年の文明太后橋氏の

亡き後、孝文帝親政下で 491年に第 1次、 499年に第 2次官制改革を各々遂

行し、 493年には洛陽遷都を敢行し、 496年は姓族詳定を推進した。なかで

も493年の平城から洛陽への遷都は、北貌史上領域支配体制の中心たる王

都を『農業一遊牧境界地帯』から『農業地域』に移した一大事業であったと

言える。

孝文帝が国家体制の中核機関の 1であった尚書省を最重視して、自身の手

により人事を行った。かかる大事業を尚書省を基軸に推進したとみられる。

小論では、尚書省に人材を供給する役割を果たしたと想定される母体集団の

形成に至る過程を論じた。

キーワード:北貌孝文 帝 尚 書 省 平 城 洛 陽 遷 都
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北鶏孝文帝代の尚書省と洛陽遷都(2 ) 

一宗室元氏の尚書省官への任官状況に焦点を当ててー

目次

序

第 1章孝文帝の尚書省重視

第2章孝文帝代前期献文帝と文明太后の札蝶 (471-476)

第3章文明太后による献文帝の寵臣粛清 (476-479) (以上前号)

第4章文明太后第2次臨朝聴政体制の確立一文明太后集団の成立

第5章孝文帝集団の成立

第1節文明太后集団の継承と構成員に対する処遇

第2節孝文帝集団の独自構成員(以上本号) (未完)

第4章文明太后第2次臨朝聴政体制の確立一文明太后集団の

成立

文明太后橋氏は、周知の如く 2度に亘り臨朝聴政を行った。臨朝聴政を実

行する上で、それを支持する集団(以下、『文明太后集団Jと呼称)が存在した。

孝文帝が文明太后の没後、実権を握って親政を進める際も支持する集団(以

下、『孝文帝集団』と呼称)があった。

本章では『文明太后集団Jから『孝文帝集団Jへの政権支持集団の移行の

実相を明らかにするために両集団聞の構成員の継受関係を検討する前哨とし

て文明太后集団の構成員を確認しよう。

文明太后の第 1次臨朝聴政期 (466-467)は、 3年に満たない短期間で

あり、献文帝の親政により途切れた。それに対して第 2次臨朝政期 (476-
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490)は、 15年もの長きに及び、政権運営のための集団が形成され、力を発

揮したと思われる。しかも、当該時期は文明太后亡き後にはじまる孝文帝親

政期(490-499)に直接先行する時期である。それ故『文明太后集団』から『孝

文帝集団』への移行をみるために前者の構成員を第2次臨朝聴政期に主とし

て焦点を当てて瞥見しよう。尚、第 1次臨朝聴政期との関連は、必要に応じ

て適宜触れることとしたい。

『文明太后集団』は胡漢両族から成るが、構成員には官官も加わっていた。

その構成員は、宣官以外のものを胡漢両族に分けて提示すると、以下の如く

なる。胡族は、宗室の元壬(東陽王)・元他・元稽(成陽王)・元幹(趨郡王)・

元薙(高陽王)・元羽(広陵王)・元部(彰城王)・元詳(北海王)、姻戚の穆

泰・穆亮、荷類・尉元・陳建・陸叡・子烈・源賀であり、漢族は外戚の祷照・

鴻誕.(.馬情・橋幸・痛風(1)、士人の李憲・李問・王叡・王襲・高允・高間・

李沖・瀞明根・鄭義であったと思われる。宣官は、胡族が王遇・存承祖、漢

族が張祐・趨黒(趨黙)・王曙・抱展である。 (2)以下、その構成員の出自

と文明太后との関係をみてみよう。

文明太后集団には、文明太后自身の血縁関係者並びに姻戚が認められる。

血縁関係者は、最も近い立場にあったものとして最初に指を屈するべきは、

文明太后のお陰で外戚身分を享受した司馬県である。 J馬!壊は、祖父が北燕第2

代皇帝昭成帝橋弘であり、父はJ馬朗であり、子は男児が謂誕・鴻傍.(馬幸-

i馬風であり、橋照の妻元氏(博陵長公主)は元晃(景穆帝)の娘であり、妹

が文明太后橋氏に他ならない。 (r貌書.1 83上i馬県伝・『北史.i 80同伝)

橋誕・帯情・橋幸.(馬風は、鳴照の子である。鳴誕は弟病惰とともに文明

太后により禁中に入れられて育てられた。とくに祷誕は孝文帝と同年生まれ

で、孝文帝の妹元氏(楽安長公主)を妻り、 481年に酎馬都尉・侍中に任

命され、南平王を賜爵された。 (r貌書.1 83上J馬誕伝・『北史j80同伝)

鳴惰は、侍中・鎮北大将軍・尚書に任命され、東平公に封ぜられた。 (r貌書J

83上溝誕伝・『北史.1 80同伝)史乗に任官及び賜爵の時期が記されてい
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ないが、文明太后の生前であったとみられる。 i馬誕の弟J馬風も幼時宮中にお

いて養われ、文明太后橋氏が特に愛情を注いだ人物である。文明太后橋氏の

生前には北平王を賜爵され、太子中庶子を拝命し、禁裏に出入りし、 2人の

兄病誕.i馬惰と同等の寵過を受けた。(r貌書.1 83土橋風伝・『北史.1 80 

同伝)i.馬風の同産兄橋幸については、文明太后から寵愛を受けたことは史書

にみえないが、一族として文明太后の集団を構成していたものと推察される。

穆泰は、本姓はE穆陵氏であり、内入諸姓の 1である。高祖が穆崇、曾祖

父が穆遂留、祖父が穆乙九、父が穆真、妻が元氏(章武長公主)である。 a重量

書.127穆泰伝・[北史.120同伝)胡族中、文明太后鴻氏と特別な関係にあっ

た。父穆真は前妻が元氏(長城公主)であったが、後に勅により離婚して後

妻に文明太后橋氏の姉橋氏を迎えた。(r貌書.1 27穆真伝・『北史.1 20同

伝)穆売は、穆泰の一族である。高祖を穆泰と共有する。即ち高祖が穆崇、

曾祖父が穆観、祖父が穆書、父が穆平田、兄が穆伏干・穆熊、妻が元氏(中

山長公主)、子は男児が穆紹であり (r貌書.1 27穆亮伝・「北史.1 20同伝)、

女児穆氏は文明太后i馬氏の甥鴻惰の妻である (r貌書.183上溝誕伝・『北史」

80同伝)。穆泰の実母が、橋氏であったか否かは不明である。穆亮の娘穆

氏が文明太后橋氏の甥J馬情に嫁いだ時期は文明太后が第 2次臨朝聴政をはじ

める 476年より前なのか、あるいは以後なのかは決定できない。しかしな

がら穆泰・穆売は文明太后橋氏とは姻戚関係で結ぼれるような深いつながり

を持っていたことは確かである。

文明太后集団に少なからぬ宣官が加わっていた点が、日を惹く。文明太后

J馬氏は献文帝代 467年8月に第1次臨朝聴政から退いた後、 471年8月

に献文帝が幼い孝文帝に譲位した後もなお国家を運営していた 5年間を挟ん

で、 476年6月の献文帝亮去後、臨朝聴政を再開するまで、政治の表舞台

から退いていた 9年間は専ら後宮に拠り所を置いていた。平素後宮において

身近に仕え、最も多く接触していたが故に血縁者以外に最も近い関係にあっ

たと想像される官官を重視したことは、事の成り行きからして極めて自然な
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こととして首肯できる。文明太后集団の構成員たる宜官には胡漢両族が認め

られる。かれらは、文明太后から寵愛を受けた。胡族の王遇と存承祖から一

瞥しよう。

王遇は、 J馬掬郡李潤鎮出身の莞族である。曾祖父・祖父は不明であるが、

父は王守貴である。文明太后から寵愛され、都合奴稗数百人、馬・午・羊数

百頭を賜与された。 a貌書.1 94王遇伝・『北史.1 92同伝)存承祖は略陽

郡出身の忌族である。曾祖父・祖父・父は不明である。文明太后橋氏に寵愛

され、不死の詔を与えられた。 (r貌書.1 94存承祖伝・『北史.1 92同伝)

次に、漢族の趨黒(趨黙)・王瑠・抱麗・張祐をみてみよう。

趨黒(越黙)は、もと涼州の隷戸で、あった。 5世祖が趨術、高祖・曾祖父・

祖父・父が不明である。 5世祖趨術が西晋代に平遠将軍・西夷校尉となり、

河内郡温県から酒泉郡安瀬県に移住した。太武帝代439年に北涼が滅び涼

州が平定されると、北貌の首都平城に連行され、官官にされた。<r貌書』

94趨黒伝・『北史.192趨黙伝)王曙は高平郡出身であるが、高祖父は王始、

曾祖父・祖父・父は不明である。明元帝代泰常年間に宜官となる。孝文帝代

前期の文明太后第2次臨朝聴政期間には糞州刺史に在任していたが、その間

文明太后と孝文帝2人の訪問を受けるという栄誉に浴している。 u貌書J

94王遇伝・『北史.1 92同伝)抱巌(杷道徳)は安定郡石唐県出身である。

曾祖父・祖父は不明であるが、父は抱暗生である。幼時に隣束郡の張乾王の

乱に抱氏が巻き込まれ、乱鎮圧後、父抱賭生は行方を舷ましたが、抱疑自身

は腐刑に処され、宜官となった。奏議に際して抗直な態度を貫いたことが文

明太后と孝文帝から高評価を得た。文明太后のかれへの寵愛は無官の父親の

抱踏生を徴召し、太中大夫に任ずるほど深いものがあった。 n貌書.1 94抱

疑伝・『北史.1 92同伝)張祐は、曾祖父・祖父が不明、父が張成である。

張成は扶風太守であったが、太武帝代末に訴殺され、張祐自身は腐刑に処さ

れ宜官となった。宜官の中でも文明太后から最も寵愛された。 (W貌書J94 

張祐伝・『北史.1 92同伝)
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胡族では、元杢(東陽王)・元他(堆南王)・尉元(准陽王)・荷額(河東王)・

陳建・陸叡・子烈.i原賀の 8名中、元主(東陽王)・元他(准南王)・尉元(准

陽王)・有類(河東王)が旧老として、礼遇されたことが (r貌香j 1 4 元~

伝・『北史j 1 5同伝)、注目される。元杢(東陽玉)は、高祖が烈帝(拓蹴

努椀)、曾祖父が元謂、祖父が元烏真、父が元興都である。烈帝(拓駿聖書棉)は、

道武帝の祖父昭成帝(拓政什翼健)の兄であり、道武帝の大伯父にあたる。

道武帝の直系ではなく、疏属である。 a貌書j 1 4元主伝・『北史j 1 5同

伝)元他(准南王)は、祖父が道武帝、父が元鼎(陽平王)であり、道武帝

の直系である。 (r貌書j 1 6元他伝・『北史j 1 6同伝)尉元(准陽王)は、

曾祖父・祖父は不明で、あり、父は尉目斤である。代々部落大人を出した一族

に属するとみられる。 a貌書j5 0尉元伝・『北史j2 5同伝)(3)荷額(河

東王)は曾祖父が有烏提、祖父が不明、父が有洛抜である。 (r貌書j44有

類伝・『北史.1 25同伝)

胡族では、上記4名の旧老以外に陳建・陸叡・子実!!. i.原賀・元稽(成陽王)・

元幹(趨郡王)・元薬(高陽王)・元羽(広陵王)・元総(彰城王)・元詳(北

海王)が文明太后から厚遇を受けたことが認められる。陳建は、曾祖父が不

明、祖父が陳湾、父が陳陽である。文明太后と孝文帝が陳建の邸第に行幸を

重ね、棟建の妻の為に宮城内後庭において宴を催した。 485年に逝去した。

a貌書.1 34陳建伝・『北史.1 25同伝)

陸叡並びに子烈は、 476年に文明太后が第2次臨朝聴政した時に、とも

に金策を賜い、有罪不死が許された。 (r貌書.1 3 1子烈伝・『北史.1 23同

伝)陸叡は、 5世祖が陸幹、高祖が陸引、曾祖父が陸突、祖父が陸侠、父が

陸麗、兄が陸定国、甥は陸断之、妻は博陵郡崖氏(崖撃の娘)である。 (r貌

書.1 40陸叡伝・『北史j 2 8同伝)子烈は、曾祖父が不明、祖父が子栗碑、

父が子洛抜である。 (r貌書j3 1子烈伝・『北史j 2 3同伝)

源賀は、曾祖父が禿髪推庁、祖父が禿髪思復縫、父は禿髪停檀(南涼景王)、

子はi原懐、兄は禿髪烏孤(南涼武王)・禿髪利鹿孤(南涼康王)である。太
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武帝代414年に南涼が西秦により滅ぼされると、北貌に帰属し、西平侯を

賜爵され、源氏を賜姓された。 452年に太武帝を殺害した宗愛が自ら擁立

した元余(南安王)を害すると、殿中尚書として禁寧を率領して南部尚書陸

麗と協力して文成帝を奉戴し、皇位に即けた。翌 453年には定策の功によ

り、西平王に進められた。文成帝代456年に髄西王に改められ、 459年

に糞州刺史に転出した。その後、献文帝代466年には太尉に任命された。

孝文帝代475年に自ら辞するまで太尉の地位を占めた。 (r貌書.1 417原賀

伝・『北史.1 28 同伝)献文帝代皇興年間 (467~471) には、ヨ薙・

高允とともに優礼を受けたが a貌書.1 38弓薙伝・『北史.1 26同伝)、太

尉に任命されたのは、文明太后I馬氏の第 1次臨朝聴政期間であった。 470

年には献文帝の柔然討伐に従った後、武川鎮に駐屯したが a貌書.1 4 U原

懐伝・『北史.1 28同伝)、翌471年に献文帝が元子推(京兆王)に譲位し

ようとした際には平城に徴召され、その是非を検討する会議に加わった。会

議では譲位に強硬に反対して、献文帝の素志を覆した。その結果、詔を受け

て孝文帝に皇帝の璽綬を授与した。第2次臨朝聴政が始まる 1年前に太尉の

位を去った後も、第 2次臨朝聴政期に朝廷において重大な問題が持ち上がっ

た時には、諮問され、さらに医薬・珍膳を給付された。諮問し、医薬・珍膳

を給付したのは、第2次臨朝聴政時である点から、文明太后が行ったのであ

ろう。 477年温泉での療養中には孝文帝・文明太后がしばしば使者を派遣

して病状を訪ね、宮中の医師を送って病を診させた。第 1次臨朝聴政時に太

尉に任命されたこと、孝文帝への譲位を死守したこと、第2次臨朝聴政時の

かかる厚遇ぶりからみて、 i原賀もまた文明太后集団の 1員であったと見られ

る。

元稽(成陽王)・元幹(趨郡王)・元羅(高陽王)・元羽(広陵王)・元孤(彰

城王)・元詳(北海王)は、いずれも孝文帝と生母を異にするが、同帝の弟

である。生母は元鱒(成陽王)が封昭儀、元幹(趨郡王)及び元薬(高陽王)

は韓貴人、元羽(広陵王)は孟板房、元盟、(彰城王)はj番貴人、元詳(北海
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王)は高級房であった。いずれも 485年に王に封ぜられた。元市喜は成陽玉、

元幹は趨郡王、元羅は高陽玉、元羽は広陵王、元高思は彰城王、元詳は北海王

に各々封ぜられた。その中元稽(成陽王)・元幹(趨郡王)・元羽(広陵王)

は、同年に三都大官に任命された。元鵡(成陽王)と元幹(趨郡王)は中都

大官に任命され、元羽(広陵王)は外都大官に就けられた。<r貌書j2 1上

元稽伝・『北史J1 9同伝、『貌書.1 2 1上元幹伝・『北史.1 1 9同伝、『貌書J

2 1上元薙伝・『北史.1 1 9同伝、『貌書.1 2 1上元羽伝・『北史.1 1 9同伝、

『貌書.1 2 1上元幹伝・『北史.1 1 9同伝、『貌書.1 2 1上元詳伝・『北史』

1 9同伝)三都大官は刑部尚書・大理卿を上回る最高の司法官であるが故に

C 4)、三都大官に任命された元稽(成陽王)・元幹(趣郡王)・元羽(広陵王)

は、重用されたとみてよいであろう。文明太后は元結(成陽王)以下の諸皇

子のためにわざわざ閑静な場所に特別に学館を建て、教師に忠信博聞の士を

精選した。三都大官に諸弟を任じたのは孝文帝であるかのように史乗に記さ

れてはいるものの<r貌書.1 2 1上元稽伝・『北史.1 1 9同伝)、実際は当時

実権を掌握していた文明太后の意向を抜きにしては考えられない。文明太后

が孝文帝の弟である元稽(成陽王)以下の諸皇子のために学館を建設し、師

停を選ぶなどその教育に配慮したり、元雄(成陽王)・元幹(趨郡王)・元羽

(広陵玉)を三都大官のような要官に任命したことは、元稽(成陽王)兄弟

を重視し、自身の支持集団に組み入れたことを示唆するであろう。

漢族士人は、李憲・李問・瀞明根・高間・高允・鄭義・王叡・王襲・李沖

が文明太后から厚遇を与えられた。その優遇ぶりを瞥見してみよう。李憲は、

趨郡の出身である。曾祖父が李系、祖父が李順、父が李式、伯父が李敷、叔

父が李奔・李問である。李奔の兄李式の子李憲は、前に言及した如く、李氏

の他の 11家とともに文明太后の存問を受け、季節毎に布吊を下賜された。

cr貌書.1 36李奔伝・『北史.1 33同伝)叔父李奔は文明太后の寵臣で、献

文帝に詠殺されたことは前にみた。李岡は李奔の異母弟であるが、兄の李敷・

李奔が献文帝により詠殺された際に、逃れて身を隠して文明太后の第2次臨

一196-



北貌孝文帝代の前書省と洛陽遷都(2)一宗室元氏の前書省官への任官状況に焦点を当ててー(長部悦弘)

朝聴政時まで生き延びた。 a貌書.1 36李問伝・『北史.1 33同伝)文明太

后から寵愛を受けた旨が史乗には見えないが、寵臣李奔に甥以上に近い関係

の弟であったが故に少なくとも甥の李憲と同様に文明太后の存聞を受け、季

節毎に布吊を下賜されたと推察される。

瀞明根は、広平郡任県の出身である。曾祖父が不明、祖父が誹蝉、父が務幼、

子が瀞肇、従祖兄がi持雅である。文明太后から学業を積んでいたことにより

儒老としてとくに礼遇され (r貌書.1 55誹明根伝・『北史.1 34同伝)、金・

吊・輿・馬を頒賜された。 a貌書.1 1 3文明太后橋氏伝・『北史.1 1 3同伝)

高聞は漁陽郡羅奴県出身である。 5世祖が高原、高祖・曾祖が不明、祖父

が高雅、父が高洪である。 (r貌書.1 54高間伝・『北史.1 34同伝)瀞明根

とともに学業に精通していたことにより儒老としてとくに礼遇を加えられ

た。 (r貌書.1 55瀞明根伝・『北史.1 34同伝)高允に対しては、 479年

には、 100才に至ろうとしていたが故に濁牛 1頭・四望萄車 1乗・素凡杖

各 1、濁万 1口を賜与し、毎年春と秋には珍味を贈った。毎日朝食と夕食の

膳を給し、毎月朔望には牛酒を贈り、衣服・綿・絹は毎月給付した。 (r貌書』

48高允伝・『北史.1 3 1同伝)

鄭義は築陽郡開封県の出身である。 8世祖は鄭淳、曾祖父は鄭部、祖父は

不明、父は鄭嘩、子は鄭麓・鄭道昭、妻は趨郡李氏(李孝伯の娘)である。

文明太后が父福朗のために廟を長安に建てた時に、竣工時太常卿を兼ねて拝

礼に派遣された。鄭義の娘は、文明太后の肝入りで孝文帝の績に納められた。

u貌書.1 56鄭義伝・『北史.1 35同伝)

王叡は、本貫が太原郡晋陽県と自ら言うが、実際は武威郡姑減県出身であ

る。 6世祖が王横、 5世祖・高祖・曾祖・祖父が不明、父が王橋、子が王襲・

王椿、弟が王謹・王亮である。雌l慢に出入りし、文明太后から密かに前後巨

万の珍玩・結縁の賜与を受け、さらに良質の田園・奴蝉・午馬・雑畜を下賜

された。 (r貌書.1 93王叡伝・『北史.1 35同伝)文明太后の命により、邸

第まで贈与された。 a貌書.1 1 4元杢伝・『北史.1 1 5同伝)王叡の娘は長

-197 



琉球大学法文学部紀要人間科学第 29号 2013年 3月

女が髄西郡李沖の兄李承の子李蒸(李延賓)の妻となり、次女は趨郡の李恢

の子李華に嫁いだ。嫁ぐ前には、先ず宮中に入れて、公主と王女とほぼ同じ

内容の婚礼を挙行した。文明太后自らが太華殿に赴き、その娘を別帳に休ま

せ、王叡と官官の張祐が侍座した。王叡の親属・両李家の男女は東西の廊下

に並んだ。車が引かれると、文明太后は途中まで送った。当時人々は、孝文

帝と文明太后が嫁がせたと縞かに噂した。晩年病に擢った時には、文明太后

と孝文帝が常に親しく見舞い、侍官の省問も絶えなかった。 481年に 48

才で他界した時は、文明太后と孝文帝が自ら臨んで哀働し、温明秘器を賜与

し、官官の王遇に喪礼を監護させた。平城の東に葬る際、孝文帝は城楼に登っ

て、見送った。詔して都の南 20里の大道の右に廟を建て、時祭を行い、碑

銘を立て、守示[1.5家を置いた。詔して王叡を讃え、諸殿に王叡が文明太后孝

文帝両人に向ってきた虎を防いだ図を描かせ、高允に命じて讃を書かせたの

であった。 (r貌書j 9 3王叡伝・『北史j 9 2同伝)これらの挙は、文明太

后の意向が反映されたものであろう。王襲は王叡の子であるが、文明太后が

生涯を終えるまで寵愛し続けた。年少であったが、父王叡が481年に世を

去ると、直ちに都曹尚書・尚書令に任命された。年少にもかかわらず、尚書

令に就けられたのは、文明太后清氏の意向が強く働いていたからであろう。

(r貌書j 9 3王襲伝・『北史j9 2同伝)

李沖は、上記した如く臨西郡の出身である。曾祖父は李嵩(西涼武昭王)、

祖父は李翻、父は李宝、兄が李承・李茂・李輔・李佐、子が李延宴、孫が李

里美、甥が李詔・李彦・李度・李養(李延賓)である。文明太后から受ける恩

寵が日々盛んで、毎月の賞賜が数千万に至った。(r貌書j5 3李沖伝・『北史J

100同伝)

以上、文明太后集団の各構成員が受けた寵遇を具体的に確認した。その中

で、注目すべき突出した待遇を与えられた人物を改めて拾い上げると、以下

の如くなろう。

胡族では、元:13(東陽王)が上述した知く旧老として遇されるとともに、
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永久復除が許可され、金券を与えられ、有罪不死の特権を付与された o貌

書.1 1 4元歪伝・ 『北史.1 1 5同伝、 『貌書.1 3 1子烈伝・『北史.1 23同

伝)陸叡・子烈も、有罪不死が許された。(r貌書.1 3 1子烈伝・『北史J

23同伝)他の旧老にはかかる特権は下賜きれなかった。官官では、荷承祖

が不死の詔を与えられた。 o重県書.1 94存承祖伝・『北史.1 92同伝)寵

遇の具体的な内容が不明ではあるが、張祐が宜官の中で最も寵愛された。漢

族では、王叡が永久復除の権利を下賜され、加えて不死の詔を得た。(r貌
書.1 9 3王叡伝・『北史.1 92同伝)李沖も不死の詔を与えられた。(r貌
書.1 3 1子烈伝・『北史.1 23同伝)

これらの優遇措置は、文明太后集団構成員の中でも、文明太后に対する貢

献度の高さ、文明太后の当人に対する期待度の大きさが示唆されているよう

にみえる。優遇を与えられた人物の中で、元主(東陽王) ・王叡・張祐の 3

名が死罪を決定する最高会議である『八議」への参加が許されたことが確か

められる。(r貌書.1 1 4元2G伝・『北史.1 1 5同伝、 『貌書.1 93王叡

伝・『北史.1 92同伝、 『貌書.1 94張祐伝・『北史.1 92同伝)文明太后

集団内部では、寵遇の程度に比例して、実質において重要な任務が課せら

れ、文明太后の臨朝聴政体制を支えたと推察される。陸叡については、文明

太后との関係は、分からない。従って、文明太后から有罪不死を許された理

由は不明である。そこで次に、陸叡を除く、存承祖・張祐・王叡・李沖・子

支!!・元壬(東陽王)が最も優遇された理由を、検討しよう。

先ず宣官の存承祖・張祐は、上述した知く、献文帝代において、とくに第

1次臨朝聴政後、政治の表舞台から姿を消した時期、文明太后橋氏にとり最

後の拠り所とも言うべき後宮で最も近くで侍べ仕える立場で、あったが故に、

優遇を受けたのであろう。漢族士人の王叡は父王橋が得意とした天文卜盤を

受け継いだ。 478年に文明太后と孝文帝が百官と各国の客人を引き連れて

虎圏を訪れた時に、虎圏から逃げ出した虎が御座に近づいた時に、左右の侍

官がたじろいた中で、戟を手にして追い払った。王叡を讃えるために諸殿
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に描かせたと上述した絵画は、この時の情景を描いたものに他ならない。

476年に文明太后鴻氏が磁朝聴放した当初から寵愛され、内は機密に参

じ、外は政事に預かったとされるが、恐らく最初は天文卜輩の才を高く買わ

れて鍾愛されたものと推察される。さらに 478年に虎を追い払い、文明太

后と孝文帝の身を守ったことにより、その勇猛心に裏付けられた忠誠心を披

涯した結果、ますます重く寵任されるようになったのである。 cr貌書』

93王叡伝・『北史j92同伝)

李沖は、孝文帝代初めに秘書中散として禁中の文事を掌管し、礼法を守り

厳粛であり聡明であったので寵待されたと言う。その後内秘書令・南部給事

中に遷った。 cr貌書J53李沖伝・『北史.1 100同伝)次いで 486年に三

長制度を創案して、文明太后により採用された。 cw貌書.153李沖伝・『北史J

100同伝)李沖が就いた秘書中散は禁中の近侍官であり、李沖は文明太后

に近侍官秘書中散として仕え、寵遇されたのであろう。 C5) さらに三長制

を提案して採用されたことにより、その行政関係の立案能力が認められて、

文明太后の李沖に対する寵愛に拍車を駆けたものと推定される。次に子烈と

文明太后との関係を考察しよう。

文明太后が476年に臨朝聴政した後に、子烈は献文帝の支持者と思われ

る元日辰(宜都王)の賦罪を確定して死に追いやった。元目辰(宜都王)を

死罪に処したのは、先に推察した如く文明太后の指金であったと考えられ

る。子烈は、文明太后に対して忠誠を誓っていたものと推察される。子烈は

羽林中郎将の地位のまま、献文帝が476年に死去する 5年前に寧光宮の宿

衛兵を掌管しはじめた。 C6 )子烈がいつまで寧光宮の宿衛を司ったかは不

明である。文明太后が臨朝聴政した時に、元主(東陽王) ・李沖らととも

に、金策を賜い、有罪不死が許されたのは、史書の記述をみただけでは余り

にも唐突の感が免れられない。史書には、何もみるべき功績が記されていな

いにもかかわらず、有罪不死という破格の厚遇を与えられたからである。か

かる待遇を与えられる背景には、史乗に遣されていない裏の事情が隠されて
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いたと推測される。献文帝が死去した当時、寧光宮の宿衛兵を統率していた

か否かは、わからない。ただ、献文帝の殺害に、その居住空間である寧光宮

で宿衛兵を率領した経験のある子烈が、何らかの形で文明太后に協力した可

能性が極めて高い。献文帝亮去の翌日に、大司馬として軍事権を握っていた

万安国を遅滞なく、抑え込めたのも、寧光宮の宿衛兵を統率した経歴を有す

る子烈が貢献したからであると想像される。子烈は文明太后に対して、寧光

宮の宿衛兵に影響力を保持していたとみられる立場を利用して、献文帝の暗

殺に成功し、軍事上の反抗を防いだと推定される。それなるが故に、有罪不

死という特権を付与されたと思われる。北貌史上、宮中内の軍事権を掌握す

るか否かが政権の行方をしばしば左右したことが認められる。宮中内の軍事

権を掌握して行使し得るものを龍絡した人物が、最高権力者となり得た。文

明太后もかかる手法を用いて実権を獲得したと思われる。かく考え来たる

と、子烈こそ、文明太后が献文帝を排除して、第 2回目の臨朝聴政を実現す

る上で、最も貢献した人物であったと推察される。次に元杢(東陽王)と文

明太后との関係を確認しよう。その皮切りに先ず献文帝即位時に目を向けよ

つ。

元杢(東陽王)は465年に献文帝が即位すると、侍中に累遷した。献文

帝の践砕直後に、乙i軍が重臣の楊保年・買愛仁・張天度・陸麗を殺害した

上で太尉・録尚書事に就き、更に丞相となり実権を握った a貌書j 6顕祖

紀和平6年 [465J5月甲辰の条・『北史j2 和平6年 C465J 5月甲辰の

条)。元杢(東陽王)は翌466年に乙浮を元賀・牛得とともに訴殺した。

(r貌書j 1 4元主伝・「北史j15同伝)文明太后橋氏が乙i軍諒殺を画策し

(r貌書j 1 3文成文明皇后橋氏伝・『北史j13同伝)、その計画を立案して

実行に移した中心人物こそが元杢(東陽王)であった。その直後文明太后が

臨朝聴政し、元杢(東陽王)は尚書令に任命され、東陽公に封ぜられた。 (r貌

書j 1 4元壬伝・『北史j 1 5同伝)文明太后の第 I次臨朝を導いたが故に、

任命されたのであろう。だが文明太后は、 2年半後469年に孝文帝が誕生
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するや、孝文帝を撫養するために、第 I次臨朝聴政を罷め、政事を献文帝に

委ねた。その後元杢(東陽王)は孝文帝代前期474年には宋の内乱に乗じ

て、宋領であった四川に派兵された元蘭の後詰めの任務を担った。 (r貌書J

7上高祖紀上延興4年 [474J 9月の条・『北史.1 3 貌本紀3 延

興4年 [474J 9月の条)文明太后の第2次臨朝聴政開始後476年 10 

月には仮東陽王から東陽王に正式に封ぜられた。 (r貌書.1 7上 高祖紀上

承明元年[476J10月乙丑の条・『北史.13 貌本紀3 承明元年[476 J 

1 0月乙丑の条、「貌書.1 1 4元2G伝・『北史.1 1 5同伝) 477年3月に薙

州刺史から徴されて侍中・司徒を拝した。 (r貌書.1 7上 高祖紀上 太和元

年 [477] 3月庚子の条・『北史.1 3 貌本紀3 太和元年 [477J 3 

月庚子の条) (7)、ついで479年に太尉・録尚書事に選った。 (r貌書.1 7 

上高祖紀上太和 3年 [479J 9月壬子の条・『北史.1 3 貌本紀3

太和 3年 [47 9 J 9月壬子の条、「貌書.1 1 4元杢伝・『北史.1 1 5同伝)

文明太后は、寵臣玉叡の為に邸第を造ると、元杢(東陽王)の為にも甲第を

建造し、完成時、孝文帝と百官を引き連れて訪問し、落成の祝宴を張った。

尚書令であった王叡に詔を読み上げさせ、元杢(東陽王)に金印一鉦を賜与

した。加えて、みずから『勧戒歌辞Jを作り、軍臣に賜与した。 (r貌書J

1 4元歪伝・『北史.11 5同伝)王叡と並ぶ最高の寵遇を以て扱った。元歪(東

陽王)は元他(i佐南王)・尉元(准陽王)・荷額(河東王)と並んで長老とし

て文明太后から礼遇された。元他(准南王)・尉元(准陽王)・荷額(河東王)

の3名が行政面において発言がみられないのに対して、元2G(東陽王)が実

務に長けていたことを示す言動が認められる。例えば李沖が三長制を建白し

た際、反対意見が出る中でいち早くその価値を認めて賛意を表した (r貌書J

53李沖伝・『北史.1 100同伝)。文明太后が平城が飢鐙に見舞われて飢え

に苦しむ貧窮者に他の地方に出向かせて食糧を供給しようとした際、過所の

発給に手間取り遅延することを憧れた文明太后の意を受けてその発給の是非

を巡り議論が展開された中、その差し障りがないことを述べ、事実遅滞する
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ことなく出食を円滑に運ばせた。また勅により疑事300条余りを裁決した

ところ、『平允』と称せられた。(r貌書j 1 4元主伝・『北史j 1 5同伝)

元杢(東陽王)は太武帝代に羽林中郎に擢拝された後、献文帝代 465年

に侍中に累遷し、翌466年には尚書令に任命され、その後一旦薙州刺史に

転出した後、 477年に司徒を拝命した。文明太后が476年に第2次臨朝

聴政を開始した時点において元他(准南王)・尉元(准陽王)・荷額(河東王)

に比べて、中央で豊富な行政経験を有していたとみられる。(8)政事に博

く通じ、饗宴の際には大音声を以て北貌の歴史を語り、文明太后・孝文帝に

敬意を払われ、受け入れられた。

文明太后が孝文帝代において恩賜を与え、寵臣を少なからず、作ったのは、

自身の立場の危うさを自覚していたからであろう。さまざまな出自の人間に

恩恵を施す事により、その出身グループを抑えて支持基盤とし、自らの権力

を盤石たらしめんと図ったと考えられる。その核になるのは、グループでは

自身の出た橋氏一族であり、常時側近にいた宣官集団である。個人では胡族

で宗室の元杢(東陽王)であり、婚威の穆泰・穆亮、そして子烈・陸叡であ

り、漢族士人の王叡・李沖であったとみられる。存承祖・張祐は官官集団を

代表した。とくに文明太后を下支えした人物として挙げなければならないの

は、第 I 次臨朝聴政を実現した宗室の元歪(東陽王)である。元~(東陽王)

は宗室を代表する長老として文明太后と手を結んだと思われる。

次に、 490年の文明太后亮去後、名実ともに北貌の最高権力者の地位に就

いた孝文帝を取り巻き、支持する孝文帝集団の構成員を考察しよう。

従来の研究では、孝文帝が実権期に推進した改革者と反対者として色分け

して、孝文帝を囲緯する北貌政界の最高支配者層を分析しているが (9)、反

対者に分類された人物も実権期の最初から孝文帝と敵対していたわけではな

い。実権期に改革を推進するのに伴い、対立が生じたのである。実権期に対

立が顕在化する前の時期も視野に収めつつ、孝文帝集団の構成員をみること

とする。
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先ずは、以上確認した文明太后集団の構成員が孝文帝集団にどの程度流れ

込んだのか、あるいはその構成員から外されたのか、章を代えて検討しよう。

第 5章孝文帝集団の成立

第 1節文明太后集団の継承と構成員に対する処遇

文明太后の死 (490年)以後も孝文帝代後期に生き残った文明太后集団

の構成員を、先ず確認しよう。文明太后が490年に逝去する以前に他界し

たのは、胡族は宗室の元他(准南王)、有類・陳建であり、漢族は士人の王叡・

高允・鄭義であった。宜官中、胡族で亡くなったものは認められず、漢族の

張祐・趨黒(越黙)が文明太后に先んじて世を去っていた。結局文明太后の

亮去(490年)以後も孝文帝代後期に生き残った文明太后集団の構成員は、

以下の通りである。

胡族は、宗室の孝文帝自身の兄弟元結(成陽王)・元幹(趨郡王)・元薙(高

陽王)・元羽(広陵王)・元総(彰城王)・元詳(北海王)、さらに元歪(東陽王)、

文明太后の姻戚の穆泰・穆亮、尉元・陸叡・子烈であり、漢族は外戚のJ馬県-

i馬誕.i!馬修・橋幸・橋風、士人の李憲・李問・高間・王襲・李沖・説明根で

あった。宣官は、胡族が王遇・存承祖、漢族が王据・抱疑である。この中、

文明太后から最も寵愛されて優遇されたのは、 J馬照.i!馬誕.i，1馬f宥.i!馬主主.i.馬

風のi馬氏一族、及び元~(東陽王)・陸叡・子烈・荷承祖・王襲・李沖である。

(文明太后集団構成員生卒表参照)

孝文帝は 490年に文明太后清氏が莞去したのを受けて、親政を開始した

直後、基本的には文明太后集団を継承した。それまでの文明太后集団構成員

を即ちにすべて排除するような、極端な変更は加えなかった。とはいえ、

490年に文明太后が死没した後、 499年に孝文帝が世を去るまでの 10 

年間の治世において、文明太后集団を基本的には継承しながらも、自らの意

志で淘汰して自身の支持集団、孝文帝集団を形成した。 490年から 496
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年までは旧文明太后集団の構成員に対してその一部のものには徐々に待遇を

変えていったが、とくに 493年の洛陽遷都を境に孝文帝集団構成員の遷都

への態度に応じてその処遇を決め、ついには496年に洛陽遷都に反対する

孝文帝集団構成員で尚書省高官経験者で、あった穆泰・陸叡に対しては厳酷な

断罪を下し、同じく孝文帝集団構成員で尚書省高官経験者で反対を黙認して

いた元杢(東陽王)に対しでも政権中枢部から外して、大幅な改変を加える

に至った。文明太后が実権を握った第2次臨朝聴政体制が確立されて以後、

文明太后集団に加えた最も根本的で劇的な変更であったと言ってよい。以

下、孝文帝親政開始後の尚書省高官への人事が同帝自身の意志によるものか

否か、推し量る前提として、かかる見通しの下に、孝文帝が親政をはじめた

490年から旧文明太后集団構成員を含む孝文帝集団に改変を加える 496

年までの治世期間 7年の聞に、継承した旧文明太后集団の主要構成員に対

して与えた待遇を、賜与・寵遇・就任官の状況を通して確認しよう。尚、

496年に洛陽遷都に反対、あるいはそれを黙認した構成員に対して加えら

れた処分については行論の必要な範囲に限って触れることとし、後でまとめ

て詳しく考察することとする。 496年の任官状況に関しでも、尚書省高官

への就任状況は後で詳細に検討することとし、それへの言及は必要最小限に

止める。基本的には任官状況については、とりわけ京官への任官状況に注意

を払いながら、尚書省高官以外の官への就任状況を主として考察する対象と

する。孝文帝が親政開始以後、旧文明太后集団構成員の中に、その待遇を下

げたもの、文明太后以来の厚遇を与え続けたもの、特別に厚遇も冷遇も加え

なかったものとが認められる。先ずは待遇を下げられた者から、瞥見してみ

ょう。

待遇を落とされたものとして、王襲・存承祖・王遇・鳴惰.(馬風・橋氏(廃

皇后)を挙げなければならない。王襲は、前述した知く、漢族士人王叡の子

であるが、文明太后が終生寵愛を注いだ。年少であったが、父王叡が481

年に世を去ると、直ちに都曹尚書・尚書令に任命された。年少にもかかわら
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ず、尚書令という尚書省高官に就けられたのは、文明太后橋氏の意向が強く

働いていたからであろう。 490年に文明太后橋氏が亡くなってから後は、

孝文帝からやや冷遇され、政事に関与させられなくなり、暫くして中央官界

から外官の秦州刺史に転じ、ついで井州刺史に遷り、宣武帝代 501年に世

を去るまで中央に返り咲くことはなかった。 a貌書j 9 3王襲伝・『北史』

92同伝)

存承祖は上述した如く、官官であったが、文明太后の生前に不死の詔を授

かつており、その没後491年に死罪に相当する臓罪を犯したのだが、孝文

帝により死罪を赦されて官職(安南将軍・{寺中・都曹尚書)を解任され、家

に禁鋼された。死罪を免れたものの、惇義将軍と言う不名誉な官を授けられ、

候濁子という穣れた名の爵を賜与される屈辱的な扱いを受けた。存承祖はそ

の1月余り後に世を一去った。 (r貌書j 94存承祖伝・『北史.1 92同伝)

王遇は文明太后の生前に入内していた、後に孝文帝の皇后となる橋氏(幽

皇后)の過ちを告げたことが原因で、文明太后の没後免官され、身分を庇め

られた。 橋氏(幽皇后)は 480年に病に陥った時に文明太后の命により家

に帰って出家したが、孝文帝はなお思いを寄せていた。 1年余り後に文明太

后が逝去して、さらに喪が明けた後に、孝文帝は橋氏(幽皇后)の病が癒え

たことを聞き、選都後の洛陽に迎え入れ、左昭儀に立てた。王遇は橋氏(幽

皇后)の過ちを告げたが、病氏(幽皇后)の復帰後、孝文帝が橋氏(幽皇后)

には文明太后の生前に王遇が告発した罪がないと判断し、王遇が死刑に当た

る誘議の罪に触れたと見なした。処分は比較的軽いものに止まったが、安西

将軍・華州刺史を免官され、爵宕昌公を奪われ、衣冠を取り上げられ、庶民

身分に落とされて家に帰された。 a貌書.1 94王遇伝・『北史.1 92同伝)

外戚橋氏で490年から 496年までの聞に厳しく処断された人物は、 i馬

f府.i馬風・橋氏(廃皇后)である。以下、孝文帝のかれらへの待遇をみてみよう。

i馬照の子にして鴻誕の弟鳴惰はその不品行を文明太后に告げた兄鴻誕を恨

んで毒殺しようと企んだが、露顕し、その結果瓢せられて侍中から平城の百
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姓に落とされた。 u貌書.1 83上鳴誕伝・『北史.1 80同伝)

J馬誕の弟梼風は、上述した如く文明太后橋氏に特別愛情を受け、 2人の兄

鴻誕・鳴惰と同程度に寵遇されたが、文明太后橋氏の死後、孝文帝が親政を

開始すると、恩寵が衰えた。 492年に宗室元氏中道武帝の直系子孫を除い

て王爵を 1等だけ降して公爵に改めた折り、原則に照らせば北平公となるは

ずが、爵位が2等減ぜられて北平侯にまで落とされた。 (W貌書J83上祷風

伝・『北史.1 80同伝)

496年には当時後宮に仕えていた橋照の娘で、橋氏(廃皇后)の異母姉

橋氏(幽皇后)の謹言を聞き入れて、橋氏(廃皇后)を廃后した。 a貌書』
7下高祖紀下太和 20年 [496J7月の条・『北史.1 3 太和20年

[4 9 6 J 7月の条、『貌書.1 1 3孝文廃皇后橋氏伝・『北史J1 3同伝)翌

年497年橋氏(幽皇后)を昭儀から立后したが (W貌書J7下 高祖紀下

太和 21年 [49 7 J 7月甲午の条・『北史.1 3 貌本紀3 太和 21年

[497J7月甲午の条、『貌書.11 3孝文幽皇后鳴氏伝・『北史.11 3同伝)、

同産妹であったJ馬氏(廃皇后)の廃后に連坐して、 J馬幸の同産弟であった橋

風は給事黄門侍郎・信都伯であったが、免ぜられて長楽郡の百姓に落とされ

た。 u貌書.1 83上痛風伝・『北史.1 80同伝)

次に孝文帝により厚遇されたものを、みてみよう。

外戚橋氏中、 i馬県は橋氏(幽皇后)及び橋氏(廃皇后)の父親であった。

即ち孝文帝の岳父にあたる。文明太后橋氏が再臨朝するや、その意を受けた

孝文帝により、侍中・太師・中書監・領秘書事に任命されたが、外戚なるが

故に優遇を受けることに不安を覚え、自ら外任を希望して、文明太后の生前

に洛州刺史に転出した。その後自ら求めて入朝し、内都大官に任ぜられ、太

師をも兼任した。 (W貌書.1 83上溝照伝、『北史J80同伝)入朝した時期

は文明太后の生前か死後かは不明であるが、官制改革を経て内都大官が廃止

された後は、孝文帝親政期495年3月に平城において死去するまで (W貌

書.i 7下高祖紀下太和 19年 [49 5 J 3月戊子の条・『北史.1 3 貌
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本紀3 太和 19年 (495J 3月戊子の条)、中央官界において三師の 1

である太師の地位を占め続けた。

i馬県の子梼誕は上述した如く、弟鳴怖とともに文明太后により禁中に入れ

られて育てられた。とくにJ馬誕は孝文帝と同年生まれで、幼時から孝文帝に

侍って学問を習い、親待を蒙り、孝文帝の妹元氏(楽安長公主)を妻った。

孝文帝と高誕との関係は、文明太后の死後も変わりなく、同じ輿に乗り、同

じ食卓を囲み、同じ席で起居した。(r貌書.18 3土橋誕伝・『北史.180同伝)

両者の親密な関係は、 i馬誕の子どもにまで及んだ。

i馬誕の長子鳴穆は孝文帝の娘元氏(順陽長公主)を妻り、酎馬都尉を拝し

た。 a貌書.1 83上梼穆伝・『北史.1 80同伝)さらには 493年4月に孝

文帝は文明太后橋氏の喪が明けると、元~(東陽王)の建議を受けてかねて

から後宮に入っていた高照の娘橋氏(廃皇后)を立后した。 (r重県書.1 7下

高祖紀下 太和 17年 (493J 4月戊戊の条・『北史.1 3 貌本紀3 太

和 17年 (49 3 J 4月戊戊の条、『貌書.1 1 3孝文廃皇后i馬氏伝・『北史』

1 3同伝)病誕の最期も、 495年2月に孝文帝の第 l回南親征行に従って

いた鍾離において迎えたのである。両者の親密な度合いは禁中に詰めてい

た、孝文帝の弟である元醜(彰城王)・元詳(北海王)も及ばなかったと評

される。 (r貌書.1 7下 高祖紀下太和 19年 (495J 2月辛酉の条・『北

史.1 3 貌本紀3 太和 19年 (495J 2月半酉の条)

胡族では、穆泰・尉元(i佐陽王)・陸叡・元主(東陽王)が孝丈帝から厚

遇を受けた。 橋氏と姻戚関係にあった穆泰は、文明太后が孝文帝を幽閉して

廃位を考えた時に、切諌して食い止めた。孝文帝は 496年に洛陽遷都に反

対して謀反を企てたが故に抹殺を加えたが、その前は廃位の危機を救ったこ

とに感謝し、山河を賜与して酬い、大いに寵待した。 (r貌書.1 27穆泰伝・

『北史.1 20同伝) 490年の文明太后が没した後、 496年までの聞のこ

とであろう。その具体的な表れが、 492年に爵制改革により鳴初公から病

均侯に一旦落とされた後、食邑500戸の伴う宿坊県開国侯に改められたこ
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とである。また文明太后の生前か没後のいずれであるかは不明であるが、本

名が『石洛』であったのを、孝文帝から[泰』の名を与えられことも孝文帝

から受けた寵遇を証ししている。

尉元(准陽王)は文明太后の生前489年に統万鎮都将から三公の 1であ

る司徒に進んだが、文明太后没後の 492年まで司徒の地位を占め続け、

492年に司徒を辞した後も同年三老として礼遇された。また同年に爵制改

革により准陽王から一段落ちる山陽郡開国公に封ぜられたが、食邑600戸

を賜与される優遇措置を受けた。翌493年に病が重篤になると、孝文帝は

自ら親しく見舞った。 (r貌書j 5 0尉元伝・『北史j 2 5同伝)

陸叡は平原王であったが、 492年の爵制改革時に王爵から公爵に下げら

れたとはいえ、先に父陸麗が文成帝冊立の功績を挙げたが故に矩鹿郡開国公

に封ぜられ、食邑500戸を与えられ、厚遇された。 452年3月に宣官の

宗愛は太武帝を殺害し、その後に元余(南安王)を皇帝に擁立して自身は大

司馬・大将軍・太師などに就き、政権を牛耳った。同年 10月丙午朔には再

び元余(南安王)を害した。当時南部尚書で、あった陸麗は、羽林郎中劉尼・

殿中尚書源賀と共謀して同年 10月戊申に太武帝の孫、元晃(景穆帝)の子

元i容を皇位に即け、ついで宗愛を諒殺した。陸麗らの手により立てられたの

が、文成帝である。 (r貌書j 40陸叡伝・『北史j 2 8同伝)

宗室では孝文帝自身の兄弟元肩書(成陽王)・元幹(趨郡王)・元薬(高陽王)・

元羽(広陵王)・元部(彰城王)・元詳(北海王)は最も近い血縁者であるが

故に、生母を異にしていたけれども、親政をはじめる前、文明太后橋氏の第

2次臨朝聴政時代にすでに親しい関係を取り結んで、いたものと推察される。

元杢(東陽王)は文明太后の没後は孝文帝実権期 492年の爵制改革時に

東陽王から平陽郡公に落とされた。ただし平陽郡は畿旬に属しており、優遇

の一端を示している。また文明太后の生前479年に三公の 1である太尉に

任命された後、文明太后の没後も孝文帝の下で490年から 494年まで太

尉の位を占め続け、 494年に三師の 1である太停に任ぜられ、 495年に
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井州刺史に転出するまで、太停に在職し (W貌書.1 1 4元33伝・『北史.1 1 5 

同伝)、重鎮として敬重されたと言えよう。かかる待遇を受ける背景には、

先に孝文帝が文明太后により廃位の危機に直面した時に、阻止した功績が効

いていたものと思われる。

漢族では、李問・高間・李沖・海明根が厚遇された。李同は激烈な言辞に

より直言に努め、常に面と向かつて孝文帝の誤りを正し、高位高官に対して

はその罪悪を批判し、避けることがなかったが、孝文帝からは常に優礼を加

えられ、孝文帝が巡幸する毎に尚書右僕射を兼任させられた。 (r貌書.1 36 

李問伝・『北史.1 33同伝)高聞は軍国の書撤・詔令・碑頃・銘賛を綴り、

孝文帝からその文雅な点を評価されて常に優礼を受けるとともに、『国の老

成Jと称せられた。 (r貌書.1 54高間伝・『北史.1 34同伝)

李沖は、文明太后の生前か死後かは不明であるが、孝文帝から通例王公・

重臣の名を呼ばれるところ、『中書』と称されて、名前を口にされることは

なかった上、娘は孝文帝の夫人となった。文明太后の死後、喪中であっても

孝文帝から接見が許され、礼儀律令の制定に当たって、たえず下問・相談を

受けた。孝文帝は李沖を信頼・尊敬し、「君臣の問、情義二莫し」と評され

るほどであった。 (W貌書.1 53李沖伝・『北史.1 100同伝)

瀞明根は 492年に尉元が三老に任命されると同時に孝文帝により五更に

任命され、歩挽 1乗を賜与され、上卿の禄を給付され、食事を毎月官官が邸

第にまで贈った。律令を定めた功績により布吊 1000匹、穀 1000餅を

賜与された。郷里広平郡に帰る際には、絹 500匹・安車 1乗・馬2匹・艦

帳・被樗を賜与された。 493年に孝文帝が郭に行幸した時には、行宮を訪

れ、『朝の旧徳』、『国の老成Jと称せられ、吊 500匹・穀500斜を賜り、

宣官を通して珍味を贈与された。その後孝文帝が再び郭に行幸した時にも行

宮で謁見を許され、前回同様吊 500匹・穀 500餅を与えられた仁、邸宅

を造成された。国家に大事があれば、いつも璽書により下問を受けた。旧病

が再発すると、孝文帝が手詔で病状を訊き、太医を通して薬を送った。 a重量
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書.1 55瀞明根伝・『北史.1 34同伝)

以上胡漢両族に分けて、孝文帝が親政を開始した後496年までの聞に孝

文帝により施された待遇をみてきたが、孝文帝から厚遇を与えられたものの

中で、行政方面で最も重用された人物として、穆泰・陸叡・元2E(東陽王)・

李沖が認められる。

孝文帝集団は文明太后集団を継承したのみならず、新たに文明太后集団の

外にいたとみられる人員を加えて編成された。以下節を変えて、その主要人

物を確認しよう。

第2節孝文帝集団の独自構成員

孝文帝が490年に親政開始後に構成した孝文帝集団には、文明太后集団

構成員以外の人員が認められる。従来文明太后集団に入っておらず、新たに

孝文帝集団に加わった主要構成員は、宗室では元澄(任城王)であり、宜官

では漢族の王質、漢族士人では李彪である。その中には、親政をはじめる前、

文明太后橋氏の第 2次臨朝聴政時代にすでに恩遇を加えていたものと、親政

開始後に親交を結んだものとが認められる。親政開始後形成されたとみられ

る孝文帝集団は、孝文帝との親しい関係を結んだ時期からみて、以上の如く

2区分できる。

親政開始前、文明太后の第 2次臨朝聴政時に恩遇を加えていたものとして

は、李彪が認められる。宗室出身の元澄(任城王)と漢族官官の王質は親政

開始後に、孝文帝により取り立てられた。以下、各人の出自と孝文帝と交わ

る経緯を確認してみよう。

李彪は、文明太后から厚遇されてはおらず、孝文帝から遇された。厳密に

言うと、 490年に文明太后J馬氏が莞去した後孝文帝が親政を開始してから

優遇されたわけでない。文明太后の生前にすでに孝文帝により徐々に礼遇さ

れ、文明太后の他界後孝文帝によりさらに厚遇を受けるようになった。以

下、かれが孝文帝に遇されるようになる経緯を辿ってみよう。李彪は頓丘郡
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衛国県出身の寒門士人であるが、父・祖父・曾祖父は不明である。師友の礼

を修めた陸叡の推挙により頓丘郡の孝廉に挙げられ、高闘が朝貴に向かつて

称賛し、李i中が厚く遇した。孝文帝代はじめには中書教学博士に任命され、

484年には員外散騎常侍として南斉武帝のもとに使いし、その後秘書丞に

遷った。その後488年に孝文帝が臣下に「安民の方法」を下問した時に、

7項目に亘って答弁し (9)、孝文帝にすべて採用された。爾後次第に遇さ

れるようになった。文明太后の亮去した翌 491年に孝文帝は南斉武帝のも

とに派遣するに先立つて、李彪を秘書令に遅し、律令を参議した功績によ

り、吊 500匹・馬 1匹・牛2頭を賜与した。(W貌書.1 62李彪伝・『北史J

40同伝、 『重量書.1 108之3 礼志 3)

王質は高陽郡易県の出身であるが曾祖父・祖父・父は不明である。その家

が罪せられて、幼くして官官になった。中央において中曹吏・内典監、秘書

中散・寧朔将軍、侍御給事・前将軍、選部尚書・員外散騎常侍などを歴任し

た後、諸説州刺史・鎮遠将軍として地方に転出した。その後大長秋に任命され

て、中央に戻った。各官に任命された時期は不明であるが、少なくとも 10 

年に至る滅州刺史の在任期間中数年聞は孝文帝代後期と重なることは確かで

ある。減州刺史であった問、孝文帝は忠勤に励んだ宿臣であったことを常に

思い起こし、行軍先において断えず王質に対して、重大事、例えばJ馬誕の死

去、橋氏(廃皇后)の廃后、陸叡・穆泰らの謀反・処分について震筆により

委曲を尽くした璽書を賜与した。 (W貌書.1 94王質伝・『北史.1 92同伝)

元澄(任城王)は曾祖父が太武帝、祖父が元晃(景穆帝)、父が元雲(任

城王)である。孝文帝との関わりを瞥見すると、かれが孝文帝代徐州刺史で

あった時に、平城に上り皇信堂で孝文帝にはじめて謁見したことが認められ

る。孝文帝との間で、春秋時代に刑書を作った鄭の子産とそれを批判した晋の

叔向の評価を巡って問答を交わし、子産に倣って法の改革に着手するよう勧

めた。孝文帝は制度を改革したいという志を吐露し、元澄(任城王)を改革

推進の協力者と認めた。元澄(任城王)はその後中書令に召喚され、さらに
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尚書令に改められた。 (r貌書j 1 9中元澄伝・『北史j 1 8同伝)孝文帝は

490年に文明太后橋氏が亮去してから、 491年正月にはじめて皇信堂の

東室で政治を聴いた。 (r貌書j 7下高祖紀下太和 15年 (491]正月

丁卯の条・『北史j3 重量本紀3 太和 15年 (49 1 J正月丁巳の条)同年

5月には律令の改定を議論し(r貌書j7下 高祖紀下太和 15年(49 1 J 

5月奨亥の条・『北史j3 貌本紀3 太和 15年 (49 1 J 5月発亥の条)、

翌492年4月に新律令を班布し (r貌書j 7下高祖紀下太和 16年

(4 9 2 J 4月丁亥朔の条・『北史j3 貌本紀3 太和 16年 (492J 4 

月丁亥朔の条)、翌 5月に群臣に詔を下して皇信堂で律条を改定した。 (r貌
書j7下高祖紀下太和 16年 (49 2 J 5月発未の条・『北史j3 貌本

紀3 太和 16年 (492J 5月発未の条)孝文帝はのちに進める諸改革政

策に先立つて、先ず律令の改革に着手した。孝文帝が皇信堂で元澄(任城王)

と会見して改革の希望を表明したのは、文明太后の莞去後、 491年正月に

はじめて皇信堂の東室で政治を聴き、同年5月律令の改定に着手する以前の

ことと思われる。孝文帝が律令の改革を打ち出すに当たって、真っ先に相談

した相手が元澄(任城王)であったとみられる。中書令に召喚され、尚書令

に改められたのは、律令改革推進のためであろう。以後、元澄(任城王)は

孝文帝と強い紳で結ぼれたのである。

第3節外戚李氏とJ馬氏の待遇

孝文帝の生母文成帝思皇后李氏の一族に対する待遇を一瞥し、橋氏との待

遇を比べてみよう。

思皇后李氏の一族は、文明太后橋氏が476年第 2次臨朝聴政を開始した

翌々年 478年に思皇后李氏の父李恵父子、後妻の梁氏、二弟の李初・李楽

が諒殺された。ついで479年に定州刺史であった元長楽が不軌の罪で死を

賜った際、その属僚の主簿であった、李恵の従弟李鳳も謀主として告発され

て、誌に伏した。李鳳の弟李道念と李鳳の子、兄弟たちは逃げ延びた。爾来
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李氏一族は、身を潜めていた。文明太后の生前489年に孝文帝が李氏に賜

爵するために生存者を捜したところ、李道念が一族の他のものが再び諒され

るのを憧れてためらっている中で名乗りを挙げ、これを機に李鳳の子李屯に

柏人侯、李安祖に浮揚侯、李興祖に安喜侯、李道念に真定侯、従弟の李寄生

に高邑子を各々賜爵され、将軍号が加えられた。だが文明太后が莞去した翌

年491年に李安祖兄弟4人が外戚であるが放に孝文帝との謁見を許された

折りには、孝文帝から能力がないにもかかわらず外戚であるからといって官

に任命することはない旨を告げられた上、とくに才能が認められないという

理由で免官処分が下された。以後、 492年に降爵され、軍号を剥奪された。

その後、李氏一族は特別に遇されることもなく、宣武帝代 503年に李興祖

が中山太守に任命されるまで、孝文帝代の親政時代を無官のまま過ごしたと

見られる。次に浦氏ー族への待遇を検討しよう。

文明太后は孝文帝が自身の一族に脅威を及ぼすと考え、一時孝文帝を廃位

し、代わりに弟の元稽(成陽王)を召喚して帝位に即けようとしたが、元杢

(東陽王)・穆泰・李沖が固く諌めて、思い止まった。 a貌書.1 7下高祖紀下・

『北史.1 3貌本紀3)孝文帝は文明太后の死後親政を開始しでも、文明太后

の懸念した如く、橋氏に対する待遇は当座は劇的に変えることはなかった。

しかし死を目前にした最晩年に晴氏(廃皇后)の後に立てた濡氏(幽皇后)

に対して賜死するに至った。鴻氏(幽皇后)は孝文帝が第2回南斉親征(497

年8月-499年正月)で宮中を空けている聞に官官の高菩薩と通じ、孝文

帝に知られるのを憧れて、母の常氏とともに孝文帝が病から立ち直れないよ

う呪誼に訴えた。かかる行為は孝文帝の知るところとなった。孝文帝は文明

太后の故に直ちに廃后に踏み切ろうとしなかったが、結局 499年3月に病

が重篤となり、死に先立つこと 2日前に死を賜った。 (W貌書.1 7下 高祖紀

下 太和 23年 [499J 3月甲辰の条、『北史.1 3 貌本紀3 太和 23

年 [499J3月甲辰の条、『貌書.11 3孝文幽皇后病氏伝・『北史.11 3同伝)

孝文帝が文明太后の亡き後も李氏を官に登用しなかった態度は薄きに過ぎ
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ると評され、一方橋氏に対する待遇は厚きに過ぎたと認められた。 (r貌書J

8 3上李鳳伝・『北史.1 8 0同伝)ただその治世 10年の聞には、文明太后

が生きていたならば、無条件に庇護を与えていたと想定される橋氏一族に対

する処遇を、 J馬誕.i，1馬穆父子は厚遇したが、一方J馬情.i.馬風・祷氏(廃皇后)

に対しては厳酷に処断した如く、その成員に応じて少しずつ変えたことは、

前に確認した通りである。 i馬誕.i!馬穆父子に対する待遇と、祷惰.i.l馬風.i馬

氏(廃皇后)に対する待遇との間に差異をつけたことは、孝文帝が前の最高

権力者であった文明太后橋氏の他界後もその意向にいつまでも無条件に従い

続けていたのではなく、自身の意志により支持集団を構成し直したことを明

示している。

注

(1)長楽郡信都県を本貫地とする浦氏一族が、胡族の風習に染まっていたこと

は、「家昌索、遂同夷俗。Ja貌書.1 97 i!馬政伝)とみえるが、ここでは一

応漢族に分類した。

( 2)文明太后謂氏の支持集団については、以下の研究を参照。

①何姦全「北貌文明太后ー中国史上一位女政治家J(r北京師範大学学報』

1961-4 1961年、のち『読史集』 上海人民出版社 1982年所

収)

何華全氏は、文明太后が樺明根を尊重し、李沖を寵愛したことを指摘して

いる。

②大沢陽典「鴻后とその時代ー北貌政治史のー齢ーJ(r立命館文学j 192 

1961年)

大沢陽典氏は献文帝代466年の文明太后橋氏第1次臨朝聴政時期以来

10年間高官に留まり得たものとして、 J馬県・元日辰・陸叡・李恵・元亙(東

陽王)・尉元・陸僑・高允の名を挙It~ 新しく政権中枢に登用されたものと

して趨黒(趨黙)(尚書左僕射)・高間(中書令)・王叡(侍中)・元思(拓政思)(侍
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中)・張祐(侍中)を提示し、張祐以外に宜官の王穏・張祐・抱嬢・王遇-

i馬捌・王賀・存承祖を挙げている。

③田村実造「北貌孝文帝代の政治J(r東洋史研究.1 41-3 1982年)

④向上『中国史上の民族移動期.1(創文社 1985年 251頁)

田村実造氏は、③及び④において、文明太后を支えた人物として、胡族の

元壬・穆亮・源賀・万安園、漢族士人の高允・高間・李沖、宜官の王環・

抱羅・王遇・符承祖・王質が重用されたことを指摘している。

⑤張金龍『北貌政治史研究.1(甘粛教育出版社 1996年 130-139 

頁)参照。

張金龍氏によれば、 i馬県・元壬・陳建・荷額・王叡・張祐・元他・尉元・

元仙得・穆亮・高允・高間・李沖・瀞明根が文明太后橋氏の支持集団を

構成した。陸叡・子烈は挙げられていない。

⑥李橋『北貌平城時代.1(社会科学文献出版社 2000年 218-225 

頁)

李橋氏は、橋太后支持集団を、元壬を代表者とする拓肱貴族、李沖を代

表とする漢族士人官僚、外戚J馬氏、小人グル}プ(宣官・宮中女官・恩倖)

から成ると分析している。

(3) r貌書J50尉元伝・『北史.1 25同伝のいずれにも「世為豪宗」とあり、

尉氏は代々部落大人を出した一族と考えられる。

( 4)三都大官の職掌・地位については、以下の研究を参照。

①厳耀中『北貌前期制度.1(吉林教育出版社 1990年 135-139頁)

②陳仲安・王素『漢唐職官制度研究.1(中華書局 1993年 73-74頁)

③命鹿年『北貌職官制度考J(社会科学文献出版社 2008年 28-34 

頁)

①・②・③では、三都大官の職掌が拓政鮮卑族の刑事訴訟事件を取り扱う

ことであったと論じている。

北貌所属の鮮卑族は、以下の如く3部構成となっていた。 (r貌書J113 
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官氏志)

(i)帝室10姓 元氏・胡氏・周氏・長孫氏・笑氏・伊氏._fr氏・亥氏・

叔孫氏・車氏

(五)内入諸姓 穆氏・陸氏・賀氏・劉氏・楼氏・子氏など

(出)四方諸姓 字文氏・慕容氏・賓氏・尉遅氏・賀蘭氏など

以上の姓に関しては、銚穣元日ヒ朝胡姓考J(科学出版社 1958年)を

参照。

②では、『三都』という名称が、鮮卑族の以上の3部構成に対応するものであっ

たと論じている。但し、三都大官を構成する内都大官・中都大官・外都大

官の管轄範囲が各々以上の各部であるとまでは明言してはいなしミ。

( 5)秘書中散が近侍官であること、その職掌に関しては、以下の研究を参照。

鄭欽仁『北貌官僚機構研究.1(牧童出版社 1976年 225-228頁、

295頁)

( 6)寧光宮は、献文帝が471年8月に退位した後、太上皇帝として居住した宮

殿である。

(r貌書.i 6 顕祖 紀皇輿5年 (471] 8月己酉の条・『北史.1 2 貌本

紀2 皇興5年 (471]8月己酉の条、『水経注.1 13 湿水の条)

献文帝が居を定めた当時、宮殿名lま『崇光宮Jであったが、 473年に『寧光宮』

に改めた。

(r貌書J7下高祖紀下 延 興3年 (473)正月丁亥の条・『北史.1 3 

貌本紀3 延興3年(473)正月丁亥の条、『貌書J19上元天賜伝・『北史』

17同伝、『貌書J19下元禎伝・『北史.1 18阿伝)

寧光宮の位置は、要子瑳氏によると、平城北壁外で大沙溝北側である。

(要子理「貌都平城遣社試探J(r雁北今古J1992-1 1992年))

(7) r貌書.1 7上高祖紀上太和元年 (477)3月庚子の条、『北史.1 3 

貌本紀3 太和元年 (477)3月庚子の条のいずれも、元壬が薙州刺史か

ら平城に召還されて司徒に任命された旨が記述されている。『貌書J14元歪
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伝-日じ史J15同伝には、元dSが羅州刺史であった旨が記されていない。『貌

書J14元壬伝・『北史J15同伝には侍中と司徒に任ぜられたことが記され

ているが、『貌書J7上高祖紀上太和元年[477)3月庚子の条、『北史』

3 貌本紀3 太和元年 [477)3月庚子の条には記述されはいなし、

元壬が薙州刺史に任命された時期は、不明である。 467年正月に長安鎮将

であった元道符(東平王)が長安で反乱を起こし、副将・尉馬都尉万古真・

李恢・薙州刺史魚玄明を殺害すると、元杢は司空の和其奴とともに討伐に向

かった。乱は、元道鰍東平王)が部下の司馬であった段太馬により殺されて、

終息した。 (r貌書.1 6 顕祖紀皇興元年 [467)正月丙午の条及び丁未

の条・『北史.1 2 貌本紀2 皇興元年 [467)正月庚子の条)恐らく元

壬は献文帝代467年正月に長安で乱を起こした元道符(東平王)の討伐に

赴いた時には、到着前に元道符(東平王)が討たれたことを聞いて軍を引き

揚げたので (r貌書J44和其奴伝・『北史J25同伝)、そのまま長安に留まっ

たわけではなかろう。孝文帝代前期474年には宋の内乱に乗じて、宋領で

あった四川に派兵された元蘭の後詰めの任務を担った時に、四川への通過

点であり兵姑基地であった長安に既に薙州刺史として駐屯していたのか、あ

るいはこの時薙州刺史に任命されてそのまま長安に滞在したかであろう。 (W貌

書J7上 高 祖紀上延興4年 [474)9月の条・『北史J3 貌本紀3

延興4年 [474)9月の条)

( 8)元他(准南王)は孝文帝代の文明太后第2次臨朝聴政時代485年に司徒

に任命される以前、太武帝代に鎮東将軍・虎牢鎮将(1回目)・羅州刺史・

虎牢鎮将 (2回目)を経歴し、文成帝代465年に都督涼州諸軍事・鎮西大

将軍に任命され、孝文帝代はじめに中都大官に任命され、ついで、侍中・征西

大将軍に叙せられ、孝文帝代に献文帝の実権を掌握した時期において中央

官界に身を置いた。人一倍武芸に優れ、中央において行政能力を発揮するよ

りもむしろ、孝文帝代以前、太武帝代に西河郡で山胡を討ち、 447年には

河西地方(オルドス)で元提(武昌王)とともに吐京の叛胡を平定し、柔然
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を撃破し、宋軍を懸弧で斥けるなど、地方において華々しい軍歴を飾った (r貌

書j 16元他伝・『北史j 16同伝)。

尉元は明元帝代に前将軍に任命され、太武帝代428年から431年までの

間に虎責中郎将・羽林中郎将を経て、駕部給事中に就き、文成帝代和平年

間 (460~465) 中には北部尚書に選り、散騎常侍を加えられ、その後

冠軍将軍を拝した。献文帝代466年に鎮南大将軍に任命され、 468年に

徐州刺史に就けられて以来、孝文帝代文明太后の第2次臨朝聴政開始の翌

477年に内都大官に遷った。 a貌書J50尉元伝・『北史.1 25同伝)明元

帝代422年には前将軍として明元帝に従って宋領で、あった虎牢の奪取に軍

功を挙爪太武帝代432年には太武帝の北燕平定に従い、献文帝代466

年に鎮南大将軍に任命されて、投降してきた宋の徐州刺史醇安都を、阻止し

ようと進攻してきた宋軍を抑えて迎え、徐州の帰属を実現し、 468年に徐州

刺史に任命されて以来、孝文帝代477年に内都大官に遷るまで徐州に刺史

として駐在した。 a貌書j 50尉元伝・『北史j 25同伝)尉元は文明太后

の第2次臨朝聴政後に中央官界に召還されるまで、中央では武官である虎責

中郎将・羽林中郎将を経験し、文官である駕部給事中・北部尚書に任命さ

れたが、中央で行政手腕を振うより、虎牢奪取に軍功を立てたり、徐州占拠

に力を尽くすなど、むしろ地方において軍事的才能を発揮することで力を尽く

した。

有類は太武帝代に中散に擢かれた後、前鋒都将に任ぜられ、ついで寧遠将

軍を加えられた。その後文成帝代・献文帝代、孝文帝代の献文帝実権期に

奏事中散・典涼州作曹・内行令・給事中・可衛監を歴任して、洛州刺史に赴

任し、孝文帝代第2次臨朝聴政時期477年にその才能と人格が認められて

推挙を受けて文明太后により散騎常侍・殿中尚書に徴拝され、後将軍を加え

られた。文明太后から徴されるまで、中央では文官の内朝官たる中散・奏事

中散・内行令・給事中を踏み、武官の司衛監、武官の内朝官たる内行令、地

方では典涼州作曹・洛州刺史を経歴した。太武帝が450年9月に平城を発つ
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て翌451年正月に長江を挟む宋の都建康の対岸にまで到達した南征におい

て前鋒都将として常時先障を勤め、洛列、|において強者を抑え弱者を助け、山

蛮の侵入を禦ぐなど、中央で行政面で業績を挙げるよりむしろ戦陣あるいは

地方官の立場で武人としての才を振ったと見受けられるo(r貌書J44有類伝・

『北史.1 25同伝)

尚、北貌の官職については、注(4)①・②・③の研究を参照。

(9)孝文帝集団については、以下の研究を参照。

①王仲筆『貌晋南北朝史.1[下J(上海人民出版社 1980年 540 -543頁)

王仲坐氏は、北貌の統治集団内部が改革を巡って保守派・中間派・改革

派に 3分したと分析している。王氏の分類では、各派の構成員は、所属者

が明記していない中間派を除けば、保守派が胡族の元拘(廃太子)・穆泰・

元歪(東陽王)・陸叡であり、改革派は胡族の孝文帝自身、漢族の王粛・李沖・

崖光・程霊刺・郭酢などである。

②張金龍「北貌孝文帝用人政策及其在改革的作用Ja北朝研究.11991年

下半年刊 1991年、のち『北貌政治与制度論稿J 甘粛教育出版社

2003年所収)

③向上「北貌孝文帝時期統治階級結構試探J(r鄭城聾北朝史研究J河北

人民出版社 1991年、のち同上書所収)

④向上注 (2)⑤書 157 -194頁

張金龍氏は、③・④において北貌の統治集団内部の派閥を反対派(保守

派)・中間派・改革派に 3分している。王仲準氏の3分i去を踏襲している

とみなしてよいであろう。②・③・④の聞には論点の違いから若干の出入り

はあるものの、②・③・④において張氏の指摘する各派の構成員をまとめ

てみると、以下の如くなる。

中間派の構成員については、王氏と同様に具体的な名は挙げられていない。

保守派は、胡族の宗室元陶(廃太子)・元壬(東陽王)・元隆・元業・元超・

元楽平・元抜・元思誉(楽陵王)、宗室以外の穆泰・陸叡である。改革派は、
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胡族の宗室元結(成陽王)・元幹(趨郡王)・元薬(高陽王)・元羽(広陵王)・

元慰(彰城王)・元詳(北海王)・元澄(任城王)である。漢族は李沖・高

間・李彪・韓顕宗・宋弁・崖光・崖亮・蒋少滋・王粛・宋弁である。

(10)李彪の答弁の内容は、以下の7つの事柄を建白するものであった。

①賛沢・脊f多を避けること。

②皇太子の師停を選ぶこと。

③賑a凶用糧食を備蓄すること。

④斬刑・絞首刑の執行時期を初秋から孟冬に限定すること。

⑤死罪に陥った大官に対する自裁認可を皇帝により恩情として下されたもの

としてではなく恒久的制度として確立すること。

⑥父子兄弟のいずれかが罪を犯した際に父子兄弟の他のものが自身も連坐

するように官司に求めるよう促すこと。

⑦官僚・庶民の祖父母及び父母に対する服喪を極力喪礼に従い行なわせ

ること。

〔文明太后集団構成員生卒表〕

姓 名 生 年 卒 年 享 年

1 J篤 照 不 明 495年 不明

2 元歪 421年 503年 83才

3 語字明根 418年 499年 82才

4 高允 397年 487年 9 1才

5 高間 不 明 502年 不明

6 王叡 433年 481年 49才

7 主襲 不 明 501年 不明

8 李沖 458年 498年 4 1才

9 鄭義 不 明 486年 不明

10 荷額 不 明 489年 不明

1 1 元他 414年 487年 74才

12 穆泰 不 明 496年 不明

1 3 尉冗 412年 493年 82才

1 4 陳建 不 明 485年 不明
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1 5 子烈 437年 502年 6 6才

1 6 張祐 437年 486年 50才

1 7 組、黒(越黙) 不 明 482年 不明

1 8 王璃 406年 496年 9 1才

1 9 抱巌 不 明 不明 (495年以後) 不明

20 王遇 不 明 不明 (499年以後) 不明

2 1 持承祖 不 明 491年 不明

22 李憲 469年 527年 5 8才

23 李問 不 明 497年 不明

24 宋弁 450年 499年 48才
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