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績漢志百官．受奉例考

一

宇

薮

都

宮

内

清

吉

清

奉月１ 六触斗食奉月十一触佐史奉月八触凡諸受奉皆

末尾に︑百官受奉例といふ心のがのせられＩてゐ名︒︒こ

今

呼ぶことにする︒これを一見した人は誰でもすぐに︑

牛鏡牛穀
よ
いま便宜のために︒︑こり受奉例の文をＡといふ名で

の受奉例は注補に引かれた古今注の文に鋪ると建武二

市である︒殊に﹁

司馬彪が撰し︑劉昭が注補を作った復漢書百官志の

十六年に登せられた詔によって行はれたものであり後

に︑月奉は同じであるのはいかにも不可解であらう︒

﹂のところなどは秋に差があるの

漢の制できる︒

解比二千石奉月百耕千石奉月八十耕六百石奉月七十

三百五十解中二千石奉月百八十解二千石奉月百二十

る鮎があり︑また漢代の官制から見てごの受奉例に何

なつてゐて︑や‑1均衡を失してゐはしまいかと思はれ

比六百石の奉がそれλいいｖ月八十解・七十触・五十触と

さららヽもう少し注意をはらふと︑一千石・六百石・

耕比六百石奉日り五十解四百石奉月四十五解﹁詫四百

故比千石の月奉がかけてゐるのかゞ疑問となるであら

亘旦宋例鮭茲舒紅孤智大″ぎ二全１

石奉月四十耕三百石奉月四十解﹂比三百石奉月三十
七解二百石奉月三十耕比二百石奉月二十七耕一百石

‑
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でに︑遠く湖って唐の中期においてもう明瞭に晋生し

杜佑の研究の跡を見るとIS＊ fill註匹後漢この疑問はす

うと思っても︑こんなに疑問が起っては困るわけであ

てゐたことがわかるのである︒いまその文を適宜探録

とにかくこの百官受奉例を根偉として何か立論しよ

る︒それでこれを用ひる前にはＩ庶できるだけ厳密に

して左に出すと

史奉十月八解などｘいふ頗る鳶かしいことになってゐ

の本によると︑千石の奉が月百八十解となり︑爾ほ佐

景宋一経堂本は元来南宋嘉定元年の刻本であるが︑こ

から狸生してゐるであらうか︒劉氏の嘉業堂截によ る

杜佑の研究が綾漢志を根強としてなされたことはこ

μｏ斗石祚

三雲昌ｏ些舌石町ｏ二百乱町Ｗ石

彗ｏ四ｗ石器祓ｏ詣雲侃難昔雛〇

君献ｏ崇石〇六ゑ就昆合高昌

○中二千石一⁚皿八〇二千石八妬二〇比二千石い百〇

原型を校定することが是非とも必要である︒

る他は︑前掲Ａの文と全く一致してゐるが︑この本は

の研究を糟漢志と照し合せて︑その細注の部分をくら

ところで︑このやうな誤り︑或は疑問の鮎はいっ頃

少くも受奉例に開する限りでは驚くべき疎本といふべ

べてみればすぐわかるの・である︒杜氏の細注は全く劉

これは恐らく宋人の補筆であらう︒なぜなれば唐代に

には麗々しくも﹁後漢百官志﹂の五字が讃まれるが︑

根強としたものである︒たゞし︑比四百石の月奉の項

字もまた明らかに糟漬志の百官受奉例−Ａの原型−を

昭の注補によったものである︒したがって 月奉の数

きである︒東方文化研究所にも宋板後漢書があるが︑
惜しいことには志の十八巻以後が統失してゐて見られ
ない︒百納本二十四史中の後漢書は南宋紹興時代の刊
本によったものであるが︑これは全然Ａと一致して少
しの出入も見えない︒
このやうな手続を経た結果一つの考へが浮ぶ︒︱綬

に︑糟漢志が普通後漢志といはれてあたかも本来茫嘩

は後漢白・官志などｘいふ本は無いし︑また周知のやう
初期において︑すでに決定的に今日見られる形となり

の後漢書に附属してゐたものであるが如く観られるや

漢志百官受奉例の疑問勤は少くも北宋の末期︑南宋の

そのｔｘ現今まで傅へられたものである︒ｉしかるに

‑
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き・つけておいた︒すなはち︑比六百石の月奉は六十解

ることを見のがさす︑丁寧に一つ／ｙ異本の︒数字を書

てゐた績漢志百官受奉例の数字が本によって相遠のあ

たことを認めなければならぬ︒彼は彼の時代に行はれ

でに彼の時代唐の中期頃において明瞭にあらはれてゐ

初以来今日まで傅来せられ七ゐるその同じ疑問勘がす

用したとすれば吾々は彼の注意１ い記述によって南宋

讐驚︶摩杜佑での研究回綾漢志百官受奉例各

うになったのは宋以後のことであるからである︒︒べ一″一″

続涛志の文によって︑原型百臥受奉例が得られはしま

分を引用してゐるのである︒吾々はこの引用せられた

の建武二十六年春正月の條下に暗漢志のＡにあたる部

精﹂い注を書いて後世を盆したが︑彼はその光武紀下

る・といふのは︑杜佑よかは大分前に李賢が後漢書に

ひにもヽこの困難はある程胤までは克服できさうであ

恐らく不可能なのではないかと思はれる︒しかるに幸

あゐ︒いはんや現今吾々がこれを訂正しようとしても

容易にその正を得ることができない競態にあったので

大将軍へ一公奉月三百五十解中二千石︷心四奉月百八

いかといふ希望を持つことができる︒左に李賢引く続

月奉は四十五解であるが四十解とする書も傅はってゐ

ナ雑二千石奉四四繭四月百二十雑比二千石奉月百雑

とあるが一本には五十解とい﹃ふのもあり︑四百石の月

る心してある︒彼は比千石の月奉を全然記さす︑千石

ｆ石芳八″作１ 解騨認特ごハ昌奉月七十

漢志によってＡを校合した結果を出してみよう︒

の月奉はＡと同じく八十解となってゐるが︑これは杜

庸些八百石奉月︒五十雑作球匹四百石奉月四十五解瑕

奉は五十解だが四十五解とする本もあり︑比四百石の

佑の使ってゐる善本復漢志すらすでに論誤を生じてゐ

作升七比四百石拳月四

これによる■Ｋ｡李賢の引いた綾漢志は千石の月奉九十

史宍八覚

奉月二十七餌二曜百石奉月十六雑斗食奉月十一舵佐
乳
奉皐摯轟問診彗

雑比三百石奉月三十七解二百石奉月三十雑比二百石

４ 解四一万″作三百石奉月四４

たことを示すもので復漢志に比于石の月奉が脆ち︑︒千
石の月奉が八十糾とせられてゐることは非常に早い時
代からの貌傅である︒と思はれる︒
このやうにＡにみられる論誤はもう唐の時代の中頃
にはすでに我生してゐてヽ杜佑口勝學を以っでしても

‑
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解︑比千石は八十解︑比六百石は五十五解い四百石は
五十解ヽ比四百石は四十五鮮となってゐてヽＡにみら
れるやうに誰れでも気のっくやうな疑問は一撫解消し
たかたちに見られる︒それゆゑ︑李賢引用の績漢志は
かなり精艮なものであったのではないかと思ふ︒しか
し︑これも宋紹興本光武紀注に採るかぎり言得︒るので
プ経堂刊宋本や東方文化研究所にある・宋本−これは理
宗ぷの刊本であらうと倉田司書がいはれた︒−並びに
さうＳ４系統の本を使用したと思はれる玉江四皿一一
四四官などではゝ千石の奉は八１ 解となりヽ比千石の
月奉は記されてゐない︒比千石の秋は雨漢を通じて存
在した秩なのに︑それが何の首肯しうる理由もなく記
るされてゐたいのはどうしてもおかしい︒思ふに一経
堂本やその他の飴り精良でない本は︑校者が不用意に
早い時代から長いこと傅統的な認誤となってゐる績漢
志のＡにあたる部分と照合して︑無謀にも削去改筆な
どしたに相違だからうと思ふ︒紹興本注がとにかく比
千石の秩を記るし︑その奉教をも記るしてゐるのは決
して根強のないものでたく︑李賢所引の精良なる綾漢
志には︑たしかに比一千石の秋奉は明記せられてゐた

1K

に翌ま点ム・晨詔″群

そこでい奎︑この考へを喧かめるた・めに︑漢の祗机

のことを記るした他の記録は無いかと探してみると︑

たしかに一つあｉ︒それは李賢よりはさらに一時代早

く太宗の頃に︑顔師古が漢書に精しい註を施し︑その

百官公卿表上の題下に﹁漢制﹂たる旅秩制を注記し

た︒彼はその漢制なるものを何に根強して記るしたか

詣暦

明らかにしてゐない︒王嘸麟は師古のこの注を前漢の

縁制苫心と考へこんで考鐙までしてゐる︒
武嶮百官奉
項考誰參照︒

しかし不思議なことに師古自身は決し︒て前漢の秩脇

制であるとは明言せす︑たｔif漠然と﹁漢制﹂としてゐ

るのみである︒︒このことは彼が引用の根洙を明示して

ゐない鮎と共に︑深長な意味があると思はれる︒なに

ゆゑ︑かれはこの引用文の出典を明らかにせす・︑しか

も漢然と漢制など土日葉を濁すのであるか︒それを明

らかにするためには一憲李賢所引檀漢志と顔引の文と

を校合してみる必要がある︒いま師古を底とし李氏引

漢熱三農勁彗篇砦轟讐宵占三

くものを以つて校してみよう︒

28

‑

2７５

百五十耕穀皿其稀９一揖中二千石者四作月各畔首八
十解二千石者四四朋百二十解比ご千社１ 百耕千石者
九十解比千石者八十耕六百石者七十耕比六百石者六
１ 解球作配一︸四百石者五１ 耕比四百石者四十五耕三
百石者四十耕比三百石者三１ 七解二百石者三十耕比
二拒竺十七鯛二Ｔ薯十六耕・頂肛牡こ
餅凡諸受奉︲
鏡穀各牛
この・校合の結果を見ると︑李賢所引の績漢志と師古
が漠然と漢制としたものとは︑たヾ一ヶ所の数字を除
いては完全に同じ内容のものであることがわかる︒し
かもその相異が︑李賢所引のものは比六百石の月奉を
五十五解としてゐるのに︑師古は六十耕とし︑却って
師古の方が正しいと思はれるの︒である︒何となれば︑
前に引いた通典が引用してゐる善本績漢志は︑明らか
に六十解となってりるし︑師古から引用した冊府元咄

題となってゐる箇所と全く同じことを内容とする︑他

の種の本ではなかったかと推測せられる︒

︒それは漢官名秩簿などｘいはれるものであっヽ﹃たかも

しれない︒師古は別の所︑すなはち瓢の官制をの べ

た・ところに︑漢官名秩簿といふ本を引いてＩ斗食月

奉十一触佐史月奉八触也−といってゐるが︑この斗

食以下の一文は先に底とした師古の引用文の丁度終

ってゐるすぐ次に接綬すべき内容を有ったものであ

る︒もし彼がはたして︑この房官名秩簿なる本を先

の注にも引用したのであるとすれば︑彼はこの書の

本文の初の部分を百官公卿表上の題下に必要とにする

・だけ引用し︑あとは郷の官制を記るした場所の下の

注として引用したものとも考へられるであらう︒

いづれにしても︑師古の嫁ったと思はれる原典の内

容は痩漢志の百官受奉例の制と同じであることに相違

はなく︑それは後房の制庸とすぺきである︒とすれば

漢書の忠臣といはれる師古は自分の引用する原典の性

髭ｆｅＳｔ五も六十耕となってゐて李賢所引のものは傅象
の誤りを憧想せしめるに充分だからである︒かくて師

質を知りぬいてゐるは雫であるから︑それを大謄に西

ったであらう︒そこで彼は敢へて原典名を記るさなか

京の奮とＳ.ｒＳきることは︑どうしてもできぬことであ

古が抹った原典は王鳴盛もいってゐるやうに︑李賢の
引用した撹漢志と全く同じものか︑雛慧″封よ
はたとへ禎漢志でないまでも︑檀漢志のいま吾々の問

29

‑

2７６

つたばかりか︑その記るし方まで﹁漢制﹂などｘいふ

解祥は見富らたいのである︒

以上諸考誼の結果を圖示するとんは結局左の如くな

・らねばならぬであらう︒

ゐない鮎である︒しかしこれも恐らくは先の不良宋本

なほ千石の月奉を八十解とし比千石の月奉を記るして

が︑たしかに顔注に條ったに相邁ないと思はれるのに

トの銭奉と五〇プロツェントの穀奉といふ意味に解して

の牛銭牛穀の意味を果して文宇どほり︑五〇プロツェン

は牛銭牛穀で給せられることになつてゐる︒しかし︑こ

さてこの建武二十六年の月奉例の定めによると︑月奉

一

と同一の手続きによって匹四に一万不注意な校脅がなさ

二

￣￣￣￣￣￣￣・

もよいかどうかには少しばかり疑問がある︒何となれば

四

頗る漠然たる方法を故意にえらんだものと見られる︒
かくて師古の注に引用された原典は綬漢志百官受奉例
にあらすとするも︑それと全く内容の同じい他の本で
従って後浹の祗秩制を記るしたものであり︑それは李
賢所引の緬漢志の文と完全に一致し︑わづかに異るＩ
ヶ所も︑却って師古の注文によって李賢所引の文の誤
りを正すことさへできるのである︒かうして正された
顔注と李賢所引聊漢志は︑たゞに完全に一致するのみ
たらす︑事理もまたよく協ふものであって︑王先謙が
Ａを非として直ちに顔注をとってもって是なりとして
ゐることには道理があるといはねばならぬのである︒
百官公卿表
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つたものであると考ぺて差っかへないと思はれる︒し
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かし︑この表上の数字には猶ほ疑問の鮎がいくっかあ・

から︑それを七對三に分けると︑鏡に換算して受ける

べき月奉の解散は百二十六解となり︑穀のをｘで受け

第一に七對三の比率は絶對多数ではあるが異った比

餅となり︑穀の奎ｘで受けるべき月奉の解散は三十解

分けると︑銭に換算して受けるべき月奉の解散は七十

るべき月奉の解散は五十四解である︒また︑比ご千石

率竺二つ出てゐる︒この三つの比率はいづれも一致し

となる︒いづれの場合もＩ餅営りの穀價は七丁四二

る︒それを充分正してからでないと︑七對三の割合を

ないまちくのものである︒これらの比布が︑はたし

銭となる︒この穀價は第二表中最も多く現はれてゐる

は月奉百解を受けるものであるから︑それを七對三に

て正しいものかどぅかといふことは可能な限りの計算

價で︑しかもその總べてが七對三の比布のものに限ら

断言することはひかへねばならぬ︒

的方法によって決定せらるぺく︑表を見てゐるだ けで

れてゐる︒それゆゑＩ解営り七万四二銭といふ穀價

要なものであることが鐙されだが︑いまこの二つの重

二銭といふ数字は︒︑七對三といふ比卒と共に極めて重

次に︒︑前述の考鐙によってＩ解営りの穀價七一

三十解の誤りとすべきことが明らかとなる︒

比二千石の月穀奉敬三十四解は︑それぐ五十四餅︑

の結果によると果然︑中二千石の月穀奉散七１ 二餅︑

数字であることは喧かとなった︒さてかくの如き計算

る︒少くも本表中では七對三といふ比卒と共に重要な

計算の基準となったものであると断言できると思はれ

或はその近似値を有った整数は︑延子中月奉支給例の

は何もいふことはできない︒第二町瓦とＤの比卒が
同じである以上は一解あたI＝^Ｑ穀價もまた同一でだけ
ればならぬ︒しかるに︑二千石と二百石の場合はＥと
Ｄの比率が七對三でありながら穀價には相違がある︒
これも合理的な方法による改訂が必要である︒そこで
これから斯る不可解を是正し合理化して見ようと思
ふ︒
七對三の比率は第二表上では絶對多数で'＾tＱから︑
いまかりにこれを中二千石と比二千石の場合にも適用
して︑果して理に協った結果が出るかどうかを調べて
見よ５ ︒中二千石は月奉百八１ 鮮を受けるものである

四
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四触︑二百石のそれは二十一触である︒そしてこれは

千石が銭に換算してうけとるべき月穀奉の触１ は八十

畿穀奉の数字︲に見られる不合理性を正して見よう︒二

要にして有力な数字を利用して︑こ千石と二百石の月

いふことは少くも延９ の月奉制では文字通り行はれた

とＩ

いふことは︑殆￡絶對的 の・確信をもって断言できるこ

あたり七万四二銭或はその近似値の整数であったと︒

のでなく︑七對三の割合で行はれたのである︒しかし

更に潮って︑前漢に残ってゐる極く僅か︒な史料を通じ

それみｙ月穀奉三十六触︑九触に對して︑七對三︲の比
率をなす数字である︒いまこの八十四解︑二十一解を

て︑前漢の制度を探ぐって見るとやはりこの七對三の

か︑或は叉劉昭が晋百官表注からさらに︑孫引きする

晋百官表注に延子中の制を引用する時すでに省略した

所引のものにそれが少しも見えぬのはご

と想像することは無謀ではなからう︒にも開らや劉昭

例の本文には︑詳細忙比秋の数字が記載せられてゐた

営らない︒恐らくは︑原本となった延子中の月奉支給

大殼後漢書には比秩が慶止やられたといふ記載は見

が記るされてゐるに過ぎない︒

千・石が記るされてゐるのみでそれ﹃以下は悉く翼秩だけ

きたいと思ふ︒この月奉制には比秋の解徴はたゞ比二

でも漑のっく著しい鮎に関して若干の憶測を述べてお

まその鐙明に立入る前に猶ほ延子の月奉制について誰

競穀奉制が行はれてゐたことが窺はれるのである・い

一触営り七﹁四二銭として競に換算すると︑それぞ
れ︑五千九百九十九・二八競及び一千四百九十九・八
二銭となり︑正式の奉数としてはそれぐ六千銭及び
千五百銭にあたることＸなる ０されば両者がＩ．は六千
五百競として︑一は一千錆として傅へられてゐるのは
確かに誤りとしなければならぬ︒
こｘまでわかると︑次には千石の場合に像想せられ
る誤謬も考へやすくなる︒千石の月奉は九十解である
から︑それを七對三に分けると六十三触と二十七解と
なる︒六十三触を競に換算すると四千四百九十九・四

︷

六となるかふ︑千石者︒の月奉聳は正式には四千五百銭
でなければならぬことｘなる︒

かう考へて来ると延９ 中の︒月奉の銭穀の割合がすべ
て七對三であり︑その奉制の基準とたった穀價は一解

33
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時に省略したかの二つが考へられるが︑吾々は事情か
ら考へて前者に蓋然性を認めたい︒たんとなれば萄鈴
は後漢の官制について︑必ずしも精密なる文献を必要
とする立場にゐないけれども︑劉昭は後漢のことを記
るした緬浹志に注補を試みるのであるから︑その引く
後涜の文献は出来るかぎり精博を求めることは富然で

Ξ

しかし︑千石の月奉銭は理論上四千五百銭でなければ

ｉ

ある︒それゆゑ︑彼がことさら延平中の月奉制に省略
を加へたとは考へにくいふしがあるからである︒それ
はとにかくとして延乎甲の月奉制には比千石以下の比

じたもので︑後房延牛中の正しい月奉数を示した尾の

ならぬことぱ︑すでに澄明した通りである︒さればこ

ｍ

である︒ を付したもののうち︑比千石の月銭奉は四

れを四千銭としてゐるのは︑いかに傅統的に古るくと

―

― 34

秋の銭穀奉数は仝然記るされず︑他にそれをうか^＾
に足る資料も見富らないので︑今日におい︒ては補ふ道
がないやうにも思はれる︒しかしいま七對三の数字と
七一・四二銭といふ穀價を武器として算出するなれば
それは第三表に曇を付して示しておいたやうなものと

千銭であるが︑この敷字は現今見られる總ての絞漢志

も︑とるに足らぬ誤りである︒この誤りが︑かく古る
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注補及びそれを引用した文献には︑いづれも千石の月

誓ﾄﾞ♂ソヅ(≒づ距犀昂眉Ｗt

くから傅へられたのは︑そもぐ菊紳が延子中の制を

表

銭奉となつてゐて︑極めて古るい傅来となつてゐる︒

たるであらう︒第三表は第二表を考鐙改訂した結果生・

900011￢扁1￢石茸匹￣￣カ￣瓦賤
匹丿ml

老。
備
１ 延手中月南
支給例
建武二十六年
受奉例

！
田

のそれとして探録したことに由来してゐるのかも知れ

省略記載する時に︑比千石の月奉銭四千を誤って千石

ぐ比字を補って考へよう・さて貢萬が諌大夫や光録

官公噺表からして明言できる・︒皿ゆゑにいまゝ

又光録大夫の秩は比二千石でなければならぬことが百

向を示したであらうことは元帝紀に現はれた連年の隈

と約百二十銭である︒京師の穀價はこれより漸騰の傾ヽ

この騰貴卒をもって初元二年常時の京師の穀價を計る

くめた開東の穀價は約丁六六の騰貴を示してゐる︒

元二年から永光二年まで約六ヶ年の間に︑斉地をもふ

方饌饉心皿皿Ｅ皿−といふありさまになってゐたプ初

二年頃になるとＩ京師穀石二百飴遷郡四百開東五百四

やうに︑穀價はやうやく高くなりっχあり︑遂に永光

にもＩ︹初元︺二年御地僕穀石三百餓民多餓死−とある

傅にも︑︲−是時年歳不登郡國多困−とあり︑食貨志上

年ご

謐してゐるが︑それによると萬のに歿年に同じい初元五

あり︑彼が光線大夫になった年にっいては周夥昌が考

犬夫になったのは︑いづれも元帝の印位営時のことで

ない︒

ごニ

さて前項で論逃したやうに︑後漢においては奉録は︒
七對三の割合で銭と穀とが支給せられたことを澄明し
得︑建武制の牛銕牛穀といふ語は文字通りに解すべき
ものではないかも知れないといふ疑問を提出しておい
たが︑この鯖穀拳の割合七對三なる比布は前漢に鳶い
ても︑恐らく用ひられてゐたのではないかと考へられ
る︒前漢時代にも奉禧が観と穀とで支給せられたこと
は東方朔傅作Ｊ︒一一一にＩ朱儒長三尺蝕奉一面粟銭二百四
十臣朔長九尺鯨亦奉一面粟観二百四十云々−︲とあるこ
とによって明らかである︒その割合が七對三であった
らうといふ推測は貢馬の言葉にょって立てうるのであ

饉状態から充分推測でき︑かくて遂に永光二年には二

る︒すなはち︑浹圭花乱の貢馬傅に︑
萬上書目臣呉篤諌大夫秩八百石奉観月九千二百又昇

百除鼓に至ったと見られる︒いまこｘにいたる毎年の

穀恨の騰貴高を平均十三こ二銭としよう︒すると︑貢萬

烏光録大夫秋二千石奉銭月萬二千
とある・王先謙の研究によると諌大夫の秋は・比八百石

それ

‑
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が光録大夫となりヽついで御史大夫となって匹帝歿す
るにい尭った初元五年には京師の穀價は約百七十三韻
を示してゐたことになる︒
さていま建武二十六年の受牽例によれば︑比二千石
の月奉は百触である︒光武紀の同年條によれば︑この
時千石以上の月奉は西漢の時より少しく減ぜられたの
であるが︑その数字は明らかでない︒勿論減じたとい
っても︑そんなに莫大に減じたわけではなかったら
う︒現に浹書の忠臣といはれる顔師古が建武の月奉制
をそのまＸ川ひて四漢の牽祗制を考察してゐることか

千三百経の比を兄ると六・七對三となる︒殆ど七對三に

近似してゐる︒精密な計算が不可能であるにも開らす

なほ︑かＸる数字を得られるところをもって見れば︑

西淡時代にもまた七對三の銭澱の比布が用ひられてゐ

後洗末桓帝頃の人崔窟は常時の耘０ 令長の奉

︵昭和十寡年五月十三日稿︶

たとすることは殆ど躍案といってよからう︒

追記

一月之祗得粟二１ 解銭二千云々瞬ＪＪ

祗を記るしてＩ夫百里長吏荷諸侯之任而食監門之祗・：

ゐる︒これと︑延子中の鎖穀受奉
開係にあるかを考へるに︑後漢時

大たる者で千石︑次が四百石︑次
漢志の頴の官制のところには記る

これは桓帝時代の穀價が延千中よりか遥かに安價であ
ったためではないかと思はれる︒要するに崔定の傅へ
てゐる奉制の片鱗も延子中の制︑ひいては建武の制と

わかるが︑月銭二千としてゐるのは延子中の銭奉の平
均数に比するとすっと低いといふ疑問が起る︒しかし

を調べると︑崔室の言はそのどれ
く彼が新の令長の月奉としてゐる数は︑これら令長の
各級の月奉数を子均して︑その大約の数を掲げたもの
であらう︒さうすれば彼が月粟二十餅としてなるのは

に秩つしが代の士唇
ものたて三の制五治
営月とあ百瓢と驚蓉
ら穀いる石のぱ
な奉つ・で令゛｜
い ｀て杜あ長いと
゜月ゐ佑るのかい
５銭るにと秋なつ
ら奉゜よ紐はるて

それ程使ったものでないとしてよからうと思はれる︒

‑
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ら推とも昌昌繰い緊︒西回東箆芸発
なる差をつけて考へる要はだからうと思はれる︒それ
ゆゑ︑西漢の比二千石の月奉はたとへ建武の定制より
若干多いとしても︑大して差のあるものではなかった
らうと考へる︒恐らく百解或はそれを少しばかり出た
数であったらう︒いまこの時代の穀價を百七十三韻と
して百鮮を少しばかり越える解散を韻に換算すると約
一萬七千三百韻となる︒比二千石はこのうち一萬二千
銭を銭奉で受けるのであるから︑残り五千三百銭は穀
奉で受けるべき沁のである︒や

第こ
三の
表他
にに
よ六
つ百
て石
｀の
こ新
れ令
ら も
のあ

