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秦漢の「録」とその周辺

土 口 史 記

はじめに

余嘉錫『目録学発微』は「目録」という名称について、

目録之名、起於劉向・劉歆校書之時（１）。

と述べ、その起源を前漢末、劉向・劉歆父子の校書作業の際に置く。四庫提要

は鄭玄『三礼目録』を目録の開始とみなしたが、余嘉錫がこれを否定したこと

は目録学史上よく知られたことである（２）。この「目録」という言葉の意味に

ついて余嘉錫はさらに次のようにいう。

何謂目録？目謂篇目、録則合篇目及叙言之也（３）。

「目」とは篇目（一つの書籍に含まれる各篇ごとの題目）の意であり、「録」

とは、篇目と叙（序文、提要）とを合したものであるという。余嘉錫はさらに、

今日の所謂「目録」は、元来は「録」とのみ称した、それは「録」のみでもと

もと「目」も備わっていたからであるとする（４）。

「録」は一般に、文字を書くこと、および記録、帳簿などの意味で用いられ

る（５）。これに対して余嘉錫説における「録」は、「篇目と叙の双方を備えたも

の」という特別な含義があることになる（６）。「録＝篇目＋叙」とする見解は、

現代の研究者にも踏襲される（７）。

『漢書』藝文志は劉向が行った校書の作業について「毎一書已、向輒條其篇

目、撮其指意、録而奏之」と表現している。劉向は「其の篇目を條」した「目」

と、「其の指意を撮」った「叙」とを、「録」して上奏したのであった。こう

して作成された、篇目と叙からなる「録」の実例を姚振宗の輯佚による劉向『別

録』によって見ておこう（８）。
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晏子八篇。

内篇諫上第一凡二十五章、内篇諫下第二凡二十五章、内篇問上第三凡三十

章、内篇問下第四凡三十章、内篇雑上第五凡三十章、内篇雑下第六凡三十

章、外篇重而異者第七凡二十七章、外篇不合經術者第八凡十八章。

右晏子凡内外八篇、總二百十五章。護左都水使者光録大夫臣向言、所校中

書晏子十一篇、臣向謹與長社尉參校讐、太史書五篇、臣向書一篇、臣參書

十三篇、凡中外書三十篇、爲八百三十八章、除複重二十二篇六百三十八章、

定著八篇二百一十五章。（中略）皆已定以殺青、書可繕寫。

晏子、名嬰、謚平仲、萊人。（中略）其書六篇、皆忠諫其君、文章可觀、

義理可法、皆合六經之義。又有複重、文辭頗異、不敢遺失、復列以爲一篇。

又有頗不合經術、似非晏子言、疑後世辯士所爲者、故亦不敢失、復以爲一

篇。凡八篇。其六篇、可常置旁御觀。謹第録。臣向昧死上。

列子八巻。

天瑞第一、黄帝第二、周穆王第三、仲尼第四、湯問第五、力命第六、楊朱

第七、説符第八。

右新書定著八篇、護左都水使者光禄大夫臣向言、所校中書列子五篇、臣向

謹與長社尉臣參校讐、太常書三篇、太史書四篇、臣向書六篇、臣參書二篇、

内外書凡二十篇以校、除複重十二篇、定著八篇。中書多、外書少、章亂布

在諸篇中。或字誤、以盡爲進、以賢爲形、如此者衆、及在新書有棧、校讐

從中書、已定皆以殺青、書可繕寫。

列子者、鄭人也。（中略）孝景皇帝時、貴黄老術、此書頗行于世、及後遺

落、散在民間、未有傳者。且多寓言、與莊周類、故太史公司馬遷不爲列傳。

謹第録、臣向昧死上。

護左都水使者光祿大夫臣向所校列子書録。永始三年八月壬寅上（９）。

まさしく篇目を列挙したのち叙を記すという形式であり、姚振宗はこれを『別

録』原書の体裁を留めたものとみなしている（10）。

さて、劉向の「録」が篇目と叙からなるものであったとすれば、そうしたも

のをなぜ「録」と呼んだのだろうか。ここで参照したいのが当時の帳簿である。

目録に限らずとも、帳簿が「録」と呼ばれたことについては伝世文献中にも記

事が散見する。例えば『周礼』職幣「皆辨其物而奠其録、以書楬之」があり、

孫詒讓『周礼正義』はこれに「凡財物之名数、具于簿籍、故通謂之録」と注し

ている。

しかしながら、劉向と同時代あるいはそれ以前の「録」の実物は、これまで
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ほとんど発見されていなかった。そのため、なぜ劉向が「録」という語を用い

たのか、当時の帳簿である「録」と劉向のそれとはどの程度共通するのか、あ

るいは劉向が全く独自に考案した用語なのか、といった問題を追究することは

非常に困難であった（11）。

ところが近年になって「録」という帳簿の実物資料が増加しつつある。それ

は秦漢時代の出土簡牘においてであり、それらは書物に対する目録と全く同じ

性質とは言えないものの、明確に「録」と自称している点では、劉向の録との

参照点として重要な資料と言えるだろう。そこで本稿では、秦漢時代の「録」

という呼称の意味を理解することを目指し、簡牘資料に出現する「録」につい

て考察する。

一 秦簡における「録」と「計」

（一）「計録」と「計」

まず「録」に関する資料として里耶秦簡を取りあげよう。里耶秦簡は統一秦

の遷陵県（洞庭郡所属）の県廷が保有していた簡牘であり、そこには多数の行

政文書や帳簿が含まれている（12）。以下に「計録」と自称する木牘を挙げる（下

線はすべて筆者による）。

司空曹計録 贖計 凡五計

船計 貲責計

器計 徒計 史尚主 里壹8-480（13）

倉曹計録 器計 馬計

禾稼計 錢計 羊計

貸計 徒計 田官計

畜計 畜官牛計 凡十計

史尚主 里壹8-481

戸曹計録 田提封計

郷戸計 漆計

徭計 鞫計

器計 ●凡七計

租質計 里壹8-488
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金布計録 工用計 【金】錢計

庫兵計 工用器計 凡六計

車計 少内器計 里壹8-493

いずれも「曹名（14）＋計録」の標題ではじまり、その後「某計」を複数列挙し

たのち、「凡幾計」と締めくくる形式である。この里耶秦簡の「計録」が、近

年発見された「録」に関わる新たな出土資料である。

「計録」について李均明は、秦の県廷で作成された帳簿集成目録であると指

摘する（15）。確かにこれらの木牘には、「某計」という帳簿名が列挙・集成され、

標題のみではあるが目録のような様相を呈している。さらに李均明はこの「計」

を「計簿」の省略とみなし、当時「計」あるいは「簿」と呼ばれた会計帳簿の

ことであるとする。そこで挙げられた「計」の具体例は里耶秦簡中の「作徒簿」

である。

卅年八月貳春郷作徒簿

城旦鬼薪積九十人

仗城旦積卅人

舂白粲積六十人

隸妾積百一十二人

●凡積二百九十二人（後略） 里壹8-1143+8-1631

しかし冒頭に「作徒簿」とあるように、これは「簿」の一種である（16）。その

ためこれを「計」の一例として扱うことはできない。「計」と称する帳簿は別

に存在しており（17）、簿と計とは区別されていたとみるべきである。

簿と計との関係について陳偉は、「簿」のほうが基礎的な帳簿であって、こ

れを整理・総合したものが「計」であると理解する（18）。ただし、「計」が常に

「簿」の情報から作成されるとは限らない。沈剛は、「計」は「券」に基づい

て作成されたと指摘する（19）。券とは食糧、物品、金銭などの出納の証明書と

なる、刻歯を有する割符のことで、里耶秦簡では次のような例がある（20）。前

者は穀物の支出、後者は銭の受領に関する券である。

粟米一石二斗半斗。丗一年三月丙寅、倉武・佐敬・稟人援出稟大隸妾□。

令史尚監。 里壹8-760

錢二千一百五十二。卅五年六月戊午朔丙子、少内沈受市工用假少内唐。
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瘳手。 里壹8-888+8-936+8-2202

以上の諸研究を踏まえ、黄浩波は「計」を県内各部局が年度ごとに作成する

統計文書であると定義し、その作成過程には少なくとも二系統が存在したこと、

すなわち「簿」から作成される場合と「券」から作成される場合とがあったこ

とを指摘する。前者は前掲のような作徒簿から作成される「徒計」が主であり、

後者は銭糧器物の出納を記録したもので、「金銭計」「禾稼計」「器計」などが

ある。黄浩波のこの整理はよく実態を捉えたものと思われる（21）。要するに、

里耶秦簡では「簿」・「券」が、「計」を作成するための基礎データとなってい

たと位置づけられる。

では次に、「計」の内容が実際にどのようなものであったかを確認しておこ

う（22）。以下に挙げる例は、木牘自身に「計」であることが明示され、かつそ

の本文が付随しているものである。

卅七年遷陵庫工用計。受其貳春郷漆〼

漆三升、升飲水十一升、乾重八。〼 里貳9-1136

廿八年遷陵田車計。付鴈門泰守府〼

【革】□二 金釪鐶四。□□【別】□□〼 里壹8-410

9-1138「庫工用計」は、遷陵県の「庫」が貳春郷から受け取った漆等の具体的

な数量について記している。8-410「田車計」は、同じく遷陵県の「田」から

雁門太守府へと渡された、車の部品名称とその数について記している。いずれ

の「計」においても、金銭・物品の「付」・「受」が記録されている。したが

って「計」とは帳簿のなかでも特に、物品・金銭の出納の具体的な状況とその

計算結果を示す点に重点があるものと考えられる（23）。

上記のほかに、ある年度の武器の出納結果について記す「計」もある。

遷陵已計。卅四年餘見弩臂百六十九。

●凡百六十九。

出弩臂四、輸益陽。

出弩臂三、輸臨沅。

●凡出七。

今九月見弩臂百六十二。 里壹8-151
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始皇三十四年度当初における「餘」（前年度からの繰越）の弩臂の数を示した

うえで、そのあとに「出」として他県へと移送した明細を列挙し、最後にその

「凡」すなわち出納の合計、そして「見」すなわち現存の残量を記している（24）。

「今九月」は始皇三十四年（前213）の年度末にあたる。

（二）「計録」の位置づけ

さて、里耶秦簡中の「計」と自称する帳簿は、現有の例に限れば、いずれも

一枚の木牘で完結したもの、すなわち標題と本文とが一体化しているものばか

りである（25）。一方、先に挙げた「計録」は、「計」の標題のみを取り出し、一

つの木牘上にまとめて書くという形式をとる。それぞれ個別に存在する「計」

という帳簿の、標題のみが一つに集成・列挙されたのちに、ようやく「録」と

いう名称が加えられたことになる。

ここでただちに想起されるのは、劉向の「條其篇目」との類似性である。里

耶秦簡の「計録」は、篇目を列挙する「録」であるという点で、劉向の「録」

と半分まで類似していると言える。

さらに「計録」が「録」と称したことには、校讐という行為が関連している

とみる見解がある。黎明釗・唐俊峰はこれについて、秦代の県における「官」

と「曹」との役割分担という観点から検討する。それによると、「計録」は、

行政執行部門たる「官」が作成した「計」を、監査を担う「曹」が点検したこ

とを示す帳簿であり、この「録」には校讐・核対の意味が込められているとい

う（26）。ここで具体的に「官」と「曹」との分担を説明すれば、8-493「金布計

録」は、金布という「曹」が、武器管理の「官」である庫の作成にかかる「庫

兵計」「（庫）車計」「（庫）工用計」などの計に対して点検を行った、という

ことになる。なお8-480と8-481については「史尚主（令史の尚が主した）」と

いう文言が加わっており、これは「計」の点検に携わった責任者名と考えられ

る。

曹天江はより具体的に「計」の点検過程を復元する。すなわち、県廷は中辨

券（銭糧の出納時に県廷に提出される券）に基づいて、属下の「官」が作成し

た統計帳簿すなわち「計」の点検を行い、問題がある場合には「官」に対して

右券（出納時に官側が保管した券）の提出を求めることもあったとする。これ

によれば、県廷における点検作業として、帳簿（「計」）と中辨券との照合、

中辨券と右券との照合という二種類が存在することになる（27）。

このように、官有物品等の出入の動きを示した帳簿である「計」の記載を、

その情報源となる簿・券の原本と照合し、問題がないか点検するといった監査

行為が県廷によって行われていた。これをある意味での校讐と見ることも可能
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であろう。とすれば、里耶秦簡の「計録」と劉向の「録」には、篇目リストを

含むという明確な共通点があるのみならず、校讐の結果として作成された文書

であるという点でも同様であるということになる。実際、黎明釗・唐俊峰は劉

向の録にも言及している。彼らは「録＝篇目＋叙」とする余嘉錫説に対して、

里耶秦簡のような行政文書の場合では必ずしも「叙」部分は必要なかったと述

べている（28）。

以上の通り、里耶秦簡の「計録」と劉向の「録」とのあいだには一定の類似

性を認めることができる。しかしながら、これまでの研究は主に里耶秦簡を議

論の中心としており、漢簡を含めたより総合的な検討の必要がなお残る。そこ

で次節では、漢簡における計・録について検討する。

二 漢簡における「録」と「計」

（一）「計」と「簿」

漢代において注目されるのは、「計」と「簿」の関係の変化である。あらか

じめ結論を述べておくと、秦簡で見られたような「計」が「簿」を基礎データ

として作られるという関係は、漢簡においては確認できず、むしろ帳簿の呼称

としては「簿」が一般化し、上計で提出される帳簿も「計」ではなく「簿」に

変わっていた。本節ではまずこの点を説明し、そののちに「録」について論じ

ることとしたい。

「計」と関連して、漢代の出土資料においてはいわゆる「上計」の制度に関

する情報が増える。漢初の張家山漢簡二年律令・置吏律214-215簡に、

縣道官之計、各關屬所二千石官。其受恒秩氣稟、及求財用委輸、郡關其守、

中關

内史。（後略） 二年214-215

とあるように、地方行政機関が「計」を上級機関へと報告すべきことが律で定

められていた。二年律令の抄写された呂后二年（前186）において、「計」の

含義は里耶秦簡とはさほど異なってはいないと思われる（29）。

以後も「上計」という用語は継承されてゆくが、実際に上計において提出さ

れる帳簿が「計」と称されていたかというと、それは疑問である。上計簿の実

例としてまず想起されるのは、前漢末・成帝期の尹湾漢墓出土木牘であろう。

そこには「集簿」と自称する簡牘が存在するが（30）、これは「簿」であって「計」

と呼ばれてはいない（31）。さらに、『續漢書』百官志五・州郡の条「秋冬集課、
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上計於所屬郡國」に付せられた劉昭注には、胡廣の「秋冬歲盡、各計縣戸口墾

田、錢穀入出、盜賊多少、上其集簿」という発言を引用している。ここでも「上」

されているのはやはり「集簿」である。このように、漢代のある時期以降にな

ると、上計において提出する帳簿は「計」ではなく、「簿」と呼ばれていたこ

とが確認できる。

一般的に言っても漢代においては帳簿の呼称として「計」の例が減り、「簿」

がより普及している。これは、居延・敦煌等の西北辺境で出土した漢簡によっ

て確認できる。おおむね前漢中期以降にあたるこれらの漢簡では、帳簿の名称

は「簿」と「籍」の二種類が圧倒的多数だが、ここでは「籍」はひとまず措き、

物品・金銭について記載する「簿」の方を見ておこう。

秦簡との比較において重要なのは、漢簡の「簿」には出納を記録した帳簿も

含まれているという点である。

●甲渠候官陽朔二年正月盡三月錢【出】入簿 居壹28・11

●甲渠候官甘露五年二月穀出入簿 居壹82・6

これらは出入簿の標題を示す。その本文に相当する簡としては、

出錢四千 給尉一人四月五月奉。 居壹18・20

入錢七百 受偞徒張如意十一月盡七月、月直少百 居壹190・7+44・7

出穀卅二石 ー 以食士吏候長以下□ 居壹46・21

入穀五千五百二斛 受城倉 吏〼 居新E.P.T27:11

また帳尻の簡として、

●凡入錢萬九千□ 居參249・9

●凡出穀卅六石 居新E.P.F22:123

などがある。また次の帳尻簡、
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凡出穀大石九石 其一石五斗麥七石五斗穈 今六月簿毋餘【穀】

居壹88・25

のように、ある時点における「餘」の有無を示す「簿」もあった。これは、前

節に挙げた里耶秦簡の「計」に「餘」を示すものがあったのと同類と言える。

以上のように、必ずしも標題・本文・帳尻が一体化して現存するとは限らな

いものの、辺境漢簡における出入簿の例は枚挙に暇が無い（32）。永田英正は、

漢簡に見える「簿」の性格について、

簿はまた継続した記録を集積したものであると定義することができる。穀

出入簿や銭出入簿は、単に穀物や見銭という物を対象としているというだ

けにとどまらず、穀物や見銭の出入という動きを継続して記録し集積した

ものという側面を有している（33）。

と述べる。これは「簿」と「籍」との対比という文脈においてなされた指摘で

あるが（34）、出納という「動き」の継続記録であるという簿の特性を見抜いた

点で重要である。これを踏まえると、秦代で「動き」の継続記録という役割を

有していたのは「計」であったが、漢代になると「簿」が帳簿名として一般化

し、かつての「計」は「簿」のなかに吸収されたという変化を想定することが

できる。

ただし漢代において「計」が完全に消滅したわけではない。すなわち、以下

のような「計」を自称する帳簿が存在する。

孫卿九斗 孔卿楊卿共一石 東郭仲五斗

鄭卿粟計 曼郷取一石五斗 王同取二斗

李欽取二石

公孫有□ 居新E.P.T59:188

月晦日食馬二斗

月二日食粟二斗

孫卿食馬廩計 三日食二斗

四日二斗

十月廿三日食馬二斗 居肆414・1A

廩胡襃一月食

付遮要八石五斗 居肆414・1B
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六月廿日責計 責柳子文布一匹少百 責□□駑布一匹直四百入二百八

十少百廿

責龐次君布一匹直四百廿出二百五十少七十

肩貳73EJT24:263

王子杰取粟五升直一斗 又貸禝米□斛 □

□□□〼

侯吏所貸黍禝米計 侯虜張卿禝米亖升黍米二升爲社 爲禝米三升爲社

張僤君禝米亖升黍米二升爲社

敦煌364

出錢十八糟

出錢百藁二乘

出錢廿箕一

李子威稍用計 出錢卅茭一乘 肩壹73EJT10:219A

…… 凡八百五十 肩壹73EJT10:219B

〼八月戊午社計 居壹40・9

十月奉計 □錢六千予□□□ 居貳142・31

入錢六千一百五十 其二千四百受樓□ 九百部吏社錢

二千八百五十受吏三月小畜計 居參254・1

このように、「簿」に比べれば現存数は少ないものの、里耶秦簡の例に近い「標

題＋本文」形式の「計」もなお存続していた。本文のあるものを見る限り、漢

簡の「計」もやはり金銭・食糧等の出納について記録した帳簿である。ただし

その多くは個人名を冠しており、それらは公的な帳簿ではなく個人間の金銭・

物品のやりとりに関する記録という性格が強いように思われる。

また、漢簡の「計」は冊書形式の「簿」とは異なり、一枚完結型の木牘を用

いている点も特徴的で、この点でも里耶秦簡の「計」と共通する。漢代の木牘

について仲山茂は、現代のノートやメモ帳にあたる日常的な書写材料であって、

必要に応じて即座に記録できる簡便性があったことを指摘する。さらに、木牘

がそうした簡便なものであった一方、繰り返し読まれる書籍には竹簡冊書が用
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いられ、それは作成に手間がかかるものであったと述べる（35）。このように、

漢代の木牘が簡便性・即時性重視のメモといった目的で使用されるものであっ

たとすれば、漢簡に見られる「計」木牘もまた、個人や機関内部の資料といっ

た非公式的なものだったとみてよいのではないか。この心証をさらに補強する

のは、居肆414・1Aや肩壹73EJT10:219Bにおいて、末行のみ墨跡が明らかに異

なっており（36）、その他の部分とは時間を置いて書かれたように見える点であ

る。

以上のように、これらの一枚完結型の木牘で作られた漢代の「計」は、主に

メモや草稿として非公式的な場面で用いられたものと考えられる。それが上計

の「簿」を作成するための基礎データとなった可能性はあるものの、これらの

「計」そのものが直接に上計で提出される正式なものであったとは考え難い。

その一方、確実に行政機関が正式な文書として作成した「計」の例として「獄

計」がある。

張掖郡肩水庾候官本始三年獄計 坐從軍假工官〼

田卒准陽郡莱商里高奉親 已移家在所 居參293・7

地節三年獄計 張掖居延農都尉隴西郡西始昌□〼

大僕未央廏 癸卯□□□□□□□□□□□□□論罰章〼

肩貳73EJT24:101+116

居參293・7はある田卒が従軍時に工官から何かを借用したことに関して罪を得

たこと、そして家の在所へと何かを「移」したことを記述している。簡の下端

が断裂しており、「移」したのは借用した物か、本人の身柄か、この獄計の文

書のことか、判然としない。いずれにせよ、この「獄計」は、罪を犯した特定

個人の現況を記したものである。一方の73EJT24:101+116はほとんど内容がわ

からないが、「獄計」以下の地名部分は個人の本籍地を記したものであろう。

おそらくはこれも犯罪者個人の現況に関わる内容が記されていたと思われる。

こうした「獄計」が年度単位で作成され、他機関へと報告される場合もあっ

たことは、江蘇省邗江胡場五号漢墓から出土した木牘によって確認できる。

卌七年十二月丙子朔辛卯、廣陵宮司空長前丞□敢告

土主。廣陵石里男子王奉世有獄事、事已、復故郡郷 1060

里、遣自致、移詣穴卌八年獄計、承書從事如律

令。 1061（37）
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冒頭の紀年は、前漢広陵王劉胥の47年（宣帝本始3年、前71年）である。この

木牘は埋葬用の擬制文書であり、廣陵宮司空から「土主」に対して「獄計」を

送付するという形式をとる。宮宅潔はこの獄計について、前掲の居參293・7を

も挙げつつ、ある人物の獄事が終わったことを示す帳簿と理解する（38）。これ

に従えば、獄計が他機関へと送られたのは、当該人物に係争中の裁判がなく、

身柄が移動することに問題がないということを示すためということになる。す

るとこれらの「獄計」は文書として移動してはいるものの、それは上計とはひ

とまず無関係である。

一方、敦煌懸泉置漢簡には「上獄計最」という文言が見える。これによって

獄計の「最」（集計結果）が上計に用いられたことが確認される（39）。ただ注意

すべきは、上計で提出されたのはあくまで獄計をさらに集計した「獄計最」で

あり、「獄計」そのものではないことである。提出された帳簿そのものが何と

呼ばれたか、現時点では不明である。

なお、依然として疑問なのが、「獄計」がいかなる意味で「計」と言えるの

かという点である。獄に関する計であることから、年度ごとに罪人数や裁判実

施数の集計が行われたと考えられるが（40）、現存する居參293・7や邗江胡場五

号漢墓木牘の「獄計」はいずれも特定個人の罪状や裁判に関する情報であり、

数量や計算は記されていない。そこでやや大胆な推測になるが、年度ごとの囚

人数や裁判実施数を記したより包括的な「獄計」が別に作成されていたと考え

たい。そうしたより包括的な「獄計」から一部の情報を抽出した個別情報が、

現存の「獄計」なのかもしれない。いずれにせよ、「獄計」そのものが上計で

提出された直接的な証拠は今のところ見当たらない。

また出納との関連で検討しておきたいのは、「計餘」「計毋餘」などとして、

ある年度の現存物品について報告する帳簿である。

永始三年計餘鹽五千四百一石四斗三龠〼 居新E.P.T50:29

元康三年計毋餘完車 居壹10・20

ただしこれも「計」という名称の帳簿とは言い難い。というのも、

移計餘諸員見要具簿●謹移應書一編敢〼 居壹26・10

●肩水候官地節四年計餘兵穀財物簿毋餘船毋餘茭 居壹14・1
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といった「計餘の……簿」という文言が示すように、「計餘」について記した

文書もやはり「簿」と自称したのである。そのため、こうした「計」は特定カ

テゴリの帳簿の名称というより、「計算する（した結果）」という行為を示す

のみと解釈すべきである（41）。

以上のように、漢代中期以降の資料では、帳簿名としての「計」が消滅した

わけではないが（42）、それは主に草稿やメモのような非公式の場で作成された

もので、上計のため作成・提出された正式なものは見当たらない。上計に用い

る正式な出納帳簿は専ら「簿」と称されていた。漢簡では「簿」の呼称が広範

に用いられるようになっており、出納内容を記した動態的な記録、すなわち秦

簡における「計」は、漢簡では「簿」に包摂されるようになっていたと考えら

れる。

（二）「録」

以上の「計」と「簿」の検討を踏まえたうえで、次に漢簡の「録」を見てみ

よう。鷹取祐司は、漢簡において「録」が特定の文書名称として存在したこと

を指摘している（43）。そこに引用されたのは次のような例である。

之。官録曰、移新到□□〼

鐵臿大刀言。叩頭死罪〼

箭五十、鐵鎧□〼 居新E.P.T49:85A

甲溝鄣守候弘敢言之。府録曰、第〼 居新E.P.T65:270

いずれも断簡ではあるが、「（候）官の録」「（都尉）府の録」といった「官署

名＋録」の呼称から、行政機関の作成した「録」が存在したことがわかる。上

記はいずれも下達文書を受け取った機関が、その下達文書の内容を復唱してい

る部分にあたる。したがって、元来の「録」は、下達命令として送られたもの

であって、ここではそれへの返信において「録」が引用・復唱されたわけであ

る。この二つの木牘はいずれも甲渠候官出土であるから、E.P.T49:85Aは甲渠

候官に属する部もしくは燧が甲渠候官へと上呈した文書の正本、E.P.T65:270

は甲渠候官が都尉府へと上呈した文書の控えということになる。残念ながら、

肝心の「録」の内容は破損のため判然としない。ただし下達文書としての「録」

が存在したことを伝える点では貴重な資料と言える（44）。

上記のほか、本文を伴った「録」として次の例がある。
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永和二年五月戊申朔廿九日丙子、虎猛候長異叩頭死罪敢言之。

玉門官隧次行 官録曰、今朝、宜秋卒胡孫詣官□□虎猛卒馮國之東部、責

邊塞卒戍不得去離亭尺寸□□□

代適卒、有不然、負罰當所□〼 敦煌1974

判読不能な部分があるものの、ここで引用された「官録」の内容は、宜秋燧（玉

門候官所属）の兵卒が犯した過失について咎めたものとみられる。「官録」の

「官」は玉門候官に違いない。冒頭の「玉門官」は本文書の宛先（玉門候官）

を示す。文書全体としては、玉門候官から下された「録」に対して、虎猛候長

が返答するという形式をとる（45）。こうした過失を咎める「録」があることか

ら類推すれば、前掲のE.P.T49:85Aについても、「鐵臿大刀」「箭五十、鐵鎧□」

とあるため、官有物品の管理不備を詰問する内容の「録」であったかもしれな

い。

次もまた本文の見える「録」である。

〼 部。治所録曰、移財物出入簿。謹移應書如牒。敢言之。

居貳169・18

これにも「治所録」として命じられた内容を、返答者の側が復唱した部分が残

っている。「録」の中身は「財物出入簿を移せよ」という命令だが、これは完

全な復唱ではなく、引用にあたって省略されたものと考えられる。なお「治所」

は刺史や御史など皇帝の使者が臨時に滞在している官署を指す（46）。「録」に対

する返答は、「謹移應書如牒（謹んで該当の帳簿をお送りすること、添付の木

牘の通りです）」とあるので、ここでの「治所録」は帳簿上の問題を確認する、

ないしは咎めるような内容であったと推測される。

以上の「録」はいずれも上級機関から下級機関に宛てられた下達文書で、官

署名を冠していた。一方、官署名を冠さない「録」もある。

●新始建國地皇上戊亖年七月行塞省兵物録。 居新E.P.F22:236

省候長鞍馬追逐具、吏卒皆知蓬火品約不。 居新E.P.F22:237

省蓬干鹿盧索完堅調利、候卒有席薦不。 居新E.P.F22:238

省守衙具、塢戸調利、有狗不。 居新E.P.F22:239

〼不。 居新E.P.F22:240

■右省兵物録。 居新E.P.F22:241



- 15 -

中国文史論叢 第17号

この冊書は王莽期のもので、第一簡に「行塞省兵物録」という標題、あるいは

末尾に「省兵物録」という略題が見える。その名の通り、本文には、行塞（防

衛施設の見回り）において、「省」（点検）すべき項目を列挙している。これ

は点検項目を具体的に指示したもので、実際に点検を行った結果を記録したも

のではない。点検指示という点では下達文書に類するように見えるが、この

「録」の作成主体は明示されていない。出土地の甲渠候官が都尉府等の上級機

関から受け取ったものか、甲渠候官内で自主的に作成したものか、そうした実

態は不明である（47）。ただし少なくとも、個人名や問題点を挙げて咎める下達

文書とは異なるタイプの「録」である。点検すべき項目を参照するためのリス

トであるという点から見れば、単に情報を列挙しただけの帳簿名として「録」

の字が用いられた可能性もあろう。

以上の漢簡に見えた「録」は、官署名（府、官、治所）あるいは事項（行塞

省兵物）を冠するものである。ここで注意しておきたいのは、それらが里耶秦

簡の「計録」のように「文書名＋録」の形式をとらないことである。これに対

して、「文書名＋録」形式の帳簿として、漢簡にはわずかに「簿録」が確認で

きる。

建昭元年十月盡二年九月

大司農部丞簿録、簿算

及諸簿、十月旦見。 居壹82・18A

建昭元年十月盡二年九月

大司農部丞簿録、簿算。 居壹82・18B

建昭五年十月盡六年 居新E.P.T51:418A

九月刺史奏事簿録 居新E.P.T51:418B

82・18ABは両面にほぼ同内容が記されているが、これは建昭元年度（前38、前

漢元帝期）における大司農部丞の「簿録」・「簿算」・「諸簿」に添付されたで

あろう付札である。「諸簿」と並列するところから見て、「簿録」もまた帳簿

の一種と見てよい。E.P.T51:418ABは前漢元帝の建昭5-6年（前34-前33）にお

ける刺史の奏事簿録の標題簡である（48）。

前述のように、「計」という帳簿は漢代のある時期以降、「簿」に包摂され

たと考えられる。すると、秦の「計録」が漢の「簿録」へと名を変えて継承さ

れたという推定が可能になる。遺憾ながら現存漢簡の「簿録」は標題のみで、
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本文と一体化した出土例はない（49）。秦簡から類推すれば、「計録」と同様に、

「簿録」本文もまた何らかの簿の標題の集成であり、元の簿を校讐・点検した

結果として作成されたものであった可能性はあるだろう。ただし名称としての

類似性が指摘できるに留まり、本文が不明である以上、これらは推測の域を出

ない。

ここまでの検討をまとめておこう。漢簡における「録」は、秦簡に比べて内

容が多様化している。まず「官署名＋録」の形式は、明らかに下達文書である。

次に「事項名＋録」の形式には、点検項目を列挙した例があり、下達文書に類

するが、あるいは単純に情報を列挙した帳簿にすぎない可能性も残る。これら

は現存の秦簡には見られなかった「録」である。一方、「文書名＋録」の形式

は、本文が現存しないという重大な問題があるものの、文書名を冠する「録」

であるという点から、秦簡の「計録」と同様、帳簿標題の集成であった可能性

が窺われる。本節前半で確認した秦の「計」から漢の「簿」への変化は、この

推測を補強するものである。

（三）劉向の録との関係

秦から漢にかけて、「録」が多様化する一方で、「計録」から「簿録」へと

いう系譜の存在がわずかながら窺われた。ここで想起したいのは、劉向の「録」

がしばしば「某書録」と自称していたことである。前掲の『列子』の録につい

て言えば、末尾にみられる「護左都水使者光祿大夫臣向所校列子書録」部分が

それに当たる。つとに余嘉錫はこの文章の最後の部分を「列子書の録」と解す

るべきことを指摘していた（50）。さらに来新夏はこの部分を、劉向が上奏する

際に本体に付したラベルを転記したものと考えている（51）。この「某書の録」

という標題を持つ劉向の録は、秦漢簡牘の「計録」「簿録」のような「文書名

＋録」形式と合致している。

簡牘の「計録」「簿録」や劉向の「某書の録」は、既存の「計」「簿」「書」

といった材料に基づき、校讐および標題の抽出という操作を行った結果として

新たに成った文書である。ここにおいて「録」という文字は、既存の文書をも

とに作成された二次的な文書であることを明示するという機能を担っていたと

言える。

おわりに

本稿では里耶秦簡の「計録」より出発し、秦漢簡牘にみえる「録」について

検討してきた。秦代の行政文書における「録」は専ら「計録」として現れ、そ
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れは「計」の標題リストを伴い、校讐という行為と密接に結びついていた。し

かし漢代のある時期から「計」が「簿」に包摂されるようになり、行政文書の

中での存在感を低下させ、また「録」という文書の内容も多様化したため、秦

代の「計録」と同様の「録」は漢代にはほとんど確認できなくなる。わずかに

「簿録」に言及する標題簡が現存し、その本文はなお未確認であるものの、こ

れが「計録」の後身となった可能性がある。この「録」が示すのは、それが既

存の文書をもとに作られた二次的な文書であるということであり、そうした文

書カテゴリは秦漢時代を通じて存続していた。劉向の録（書録）をもこの系譜

上に位置づけることができる。

以上の検討は主に里耶秦簡・辺境出土漢簡に基づくものである。これらは行

政の現場で用いられた文書であるが、書籍を主な対象とする目録学の材料とか

け離れたものではない。秦漢時代の物品管理の現実や、帳簿類型の呼称に関す

る知見は、初期の目録について考えるうえで十分に参考になるだろう。

これに関連して最後に付言しておきたいのは、従来から目録の資料として利

用されてきた篇題木牘と「録」との関係である。秦漢時代の書籍は一般に竹簡

を用いるが、それと同時に、書籍の篇目のみを列挙した木牘が出土することが

ある。例えば、銀雀山漢簡「孫子兵法」「守法守令等十三篇」に付随した、篇

題木牘と呼ばれる資料がそれである（52）。これらが目録の実態を考えるための

重要な資料であることは間違いない。ただ、それらは確かに篇目を列挙してお

り、ある意味で「目録」とみなしうるものの、その篇題木牘自体が当時どのよ

うに呼ばれていたのかは、自称が記されていないこともあって不明であった。

この篇題木牘が「目」のみを記載する一方で「録」（叙・序）がないという点

を強調する論考もあるが（53）、里耶秦簡の「計録」が得られた現段階において

は、「目」のみであっても当時の文書名としては「録」を称し得たとみなけれ

ばならない。こうした点を踏まえ、文書カテゴリとしての「録」のより正確な

理解のために、同時代史料の検討を重ねてゆくことが必要であろう。

注

（１）余嘉錫『目録学発微』巴蜀書社、1991年、15頁。

（２）倉石武四郎は四庫提要を弁護し、劉向父子のいう「目録」は当時広く使われていた

普通名詞であったとし、書名としての「目録」はやはり鄭玄『三礼目録』に始まるとみ

ている（倉石武四郎『目録学』東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター刊行委

員会、1973年、2-3頁）。一方、姚名達は、前漢・楊僕の『兵録』が図書目録として「録」

と命名することの始まりとするが（姚名達『中国目録学史』商務印書館、1957年、4頁）、

余嘉錫は書物の校訂・著録といった作業自体は旧来から存在したことを認めつつも、そ
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れが「目録」という名称であったかは未詳としている（余嘉錫『目録学発微』（前掲）、

16頁）。これらの見解を受け、傅栄賢は上孫家寨出土漢簡を参照しつつ、楊僕『兵録』

の内容を軍事関係の律令とし、それを図書目録の開始とはみなせないと論じる（傅栄賢

「從上孫家寨出土木牘看西漢張良韓信“兵法”和楊樸“兵錄”的內容性質及其目録形制」

『図書情報知識』2012年第3期）。

（３）余嘉錫『目録学発微』（前掲）、16頁。

（４）同前。

（５）例えば姚名達『中国目録学史』（前掲）、2-5頁。

（６）もっとも、篇目と叙とを備えてこそ「目録」であるという原則は、漢代を過ぎると

失われてゆくと余嘉錫は述べ、晋・南北朝期には篇目のみで叙のないものや、書名のみ

記して篇目を掲載しないものまでも「目録」の名を称することになると指摘する。余嘉

錫『目録学発微』（前掲）、22頁。

（７）例えば来新夏『古典目録学浅説』中華書局、1981年、1頁；張舜徽『中国文献学』

中州古籍出版社、1982年、130頁；王欣夫『文献学講義』上海古籍出版社、1986年、13

頁。

（８）姚振宗『七略別録』叙（快閣師石山房叢書本）。

（９）内藤湖南は、劉向の別録のうち、戦国策・管子・晏子・荀子のそれが信頼できるも

のとする。本文で掲げた『列子』の録については、後代の偽作である可能性から、それ

に付随する別録の文章もまた確実なものでないとしつつ、「大體別録の體を備へてゐる」

と述べている。内藤湖南「支那目録学」『内藤湖南全集』第12巻、筑摩書房、1970年、375

頁。

（10）劉歆（劉秀）の上奏の体裁をとる『山海經』十三篇の録についても「篇目＋叙」の

形式である点は同じ。なお劉向の叙録が記す内容については古勝隆一『中国中古の学術』

研文出版、2006年、48-53頁を参照。

（11）「録」の意味を原義に遡って解明しようとする試みはこれまで種々行われてきた。

近年の論考としては傅栄賢「中国古代目録五題」『大学図書館学報』2007年第2期がある。

同論考は、「録」を「刻木為書」とする『説文通訓定声』等の説に対して、出土簡帛の

文字がいずれも墨筆である点から否定したうえで、「録」の語義は「次第」（順序だてて

並べる）であったとする。しかしながら「録」の同時代的用法という観点から検討する

ものではない。

（12）里耶秦簡の出土地と文書の関係については、土口史記「里耶秦簡にみる秦代県下の

官制構造」『東洋史研究』第73巻第4号、2015年を参照。

（13）以下、里耶秦簡の引用は末尾に挙げた文献のほか、陳偉主編『里耶秦簡牘校釈（第

一巻）』武漢大学出版社、2012年；陳偉主編『里耶秦簡牘校釈（第二巻）』武漢大学出版

社、2018年を参照した。なお逐一表記しないが、通用の文字に改め、また標点を改めた
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部分がある。

（14）「金布」も曹の一つである。曹は秦代の県では県廷内の令史が兼担する業務の一つ

で、里耶秦簡においては文書処理の単位として現れる。土口史記「秦代の令史と曹」『東

方学報 京都』第90冊、2015年を参照。

（15）李均明「里耶秦簡“計録”与“課志”解」『簡帛』第8輯、上海古籍出版社、2013年。

（16）里耶秦簡の「簿」は帳簿のほかに動詞の用例（帳簿に記録する）も見える。里壹8-

904+8-1343「謁令倉司空簿瑣以三月乙酉不治邸（倉と司空に、瑣が三月乙酉は邸の見張

りを行っていないと「簿」してもらうよう求めます）」、里壹8-758「徒少及毋徒、簿移

治虜御史（徒が不足もしくはいない場合、これを「簿」して治虜御史に送ること）」な

ど。また陳偉主編『里耶秦簡牘校釈（第1巻）』武漢大学出版社、2012年、326頁をも参

照。

（17）本文に掲示した事例の他、「計」を文書名として扱う資料として、「計」を送信した

際の送り状が存在する。里壹8-1539「卅五年九月丁亥朔乙卯、貳春郷守辨敢言之。上不

更以下徭計二牒。敢言之」は、「爵位が不更以下の徭役者に関する計」を貳春郷が遷陵

県廷に送信したことを示す。また里博16-752「卅年卅一年工用計。已事。廿九年卅年計・

籍・志副具此中」は「工用計」等の文書を入れた保管箱の付札とみられる。

（18）陳偉「里耶秦簡に見える秦代行政と算術」『大阪産業大学論集 人文・社会科学編』

19号、2013年。

（19）沈剛「『里耶秦簡[壹]中的“課”与“計”―兼談戦国秦漢時期考績制度的流変」『魯

東大学学報（哲学社会科学版）』2013年第1期。

（20）刻歯簡については、大川俊隆・籾山明・張春龍「里耶秦簡中の刻歯簡と『数』中の

未解読簡」『大阪産業大学論集 人文社会科学編』18号、2013年を参照。また券の具体

的な運用については、曹天江「秦遷陵県的物資出入与計校―以三辨券為線索」『簡帛』

第20輯、上海古籍出版社、2020年が詳しい。

（21）黄浩波「里耶秦簡牘所見“計”文書及相関問題研究」『簡帛研究二〇一六（春夏巻）』

広西師範大学出版社、2016年。

（22）沈剛「『里耶秦簡[壹]中的“課”与“計”―兼談戦国秦漢時期考績制度的流変」（前

掲）、王偉「里耶秦簡“付計”文書義解」『魯東大学学報（哲学社会科学版）』2015年第5

期は、いずれも「計」に関して詳細に整理考察するものだが、両論考いずれも「計」本

文がどのようなものかという観点からの検討を欠く。一方、黄浩波「里耶秦簡牘所見“

計”文書及相関問題研究」（前掲）は特に「計」の構造・形式・内容を総合的に検討し

ている。

（23）黎明釗・唐俊峰もまた、「計」は単純な静態的データではなく、物品等の出入数量、

余剰や繰越など、動態的な情報を示す点に重点があるとみなす。黎明釗・唐俊峰「里耶

秦簡所見秦代県官、曹組織的職能分野与行政互動―以計、課為中心」『簡帛』第13輯、
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上海古籍出版社、2016年。

（24）8-151簡の内容については、李均明「里耶秦簡“真見兵”解」『出土文献研究』第11

輯、中西書局、2012年の考察がある。

（25）里壹8-1023「付郪少内金錢計。錢萬六千七百九十七。□」は、一見「標題＋本文」

の「計」のように見えるが、「付」とあることから、郪県の少内の金銭計へと支出した

記録であり、「計」本文の一部である。標題は現存しないが、黄浩波はこれを「少内金

銭計」の残簡とみる。黄浩波「里耶秦簡牘所見“計”文書及相関問題研究」（前掲）、112

頁。

（26）黎明釗・唐俊峰「里耶秦簡所見秦代県官、曹組織的職能分野与行政互動―以計、

課為中心」（前掲）。

（27）曹天江「秦遷陵県的物資出入与計校―以三辨券為線索」（前掲）、214-215頁。

（28）黎明釗・唐俊峰「里耶秦簡所見秦代県官、曹組織的職能分野与行政互動―以計、

課為中心」（前掲）、143-145頁。

（29）統一秦の律令を含む岳麓秦簡においても「縣官上計執法、執法上計最皇帝所」（岳

肆346）の例が存在する。また岳麓秦簡にみえる上計には、「校」と関係する例もある。

「上其校獄屬所執法、執法各以案臨計、乃相與校之、其計所同執法者、各別上之其曹、

曹主者〼」（岳肆354）。なお、秦の県は郡だけでなく「執法」にも上計していたことは、

土口史記「嶽麓秦簡「執法」考」『東方学報 京都』第92冊、2017年を参照。

（30）連雲港市博物館他編『尹湾漢墓簡牘』中華書局、1997年。なお永田英正はこの墓葬

出土の集簿について、東海郡太守府に保存された上計簿を墓主が省略しつつ抄写したも

のとみなす。永田英正『漢代史研究』汲古書院、2018年、300-301頁。

（31）黄浩波は里耶秦簡の「計」と尹湾漢墓出土の「武庫永始四年兵車器集簿」が形式や

内容において共通することに注目し、「計」と「集簿」は同種の文書であったことを指

摘する。黄浩波「里耶秦簡牘所見“計”文書及相関問題研究」（前掲）、91-92頁。

（32）標題と本文は、永田英正『居延漢簡の研究』同朋舍、1989年；李天虹『居延漢簡簿

籍分類研究』科学出版社、2003年において整理集成されている。

（33）永田英正『居延漢簡の研究』（前掲）、329頁。

（34）永田英正は、人・牛馬を対象とするものが「籍」、金銭・物品を対象とするものが

「簿」と区別するが（永田英正『居延漢簡の研究』（前掲）、327-330頁）、李均明は、人・

銭物の数量を主とするのが「簿」、人や物それ自体を主とするのが「籍」であると区別

する（李均明『秦漢簡牘文書分類輯解』文物出版社、2009年、247頁）。凌文超はさらに、

「籍」は専ら名籍を指し、「簿」はより広義の語として、日常的に作成される行政上の

帳簿はみな「簿」と称しえたことを指摘する（凌文超『走馬楼呉簡采集簿書整理与研究』

広西師範大学出版社、2015年、89-91頁）。

（35）仲山茂「江蘇省連雲港市尹湾六号墓出土簡牘をめぐって」『名古屋大学東洋史研究
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報告』25号、2001年。なおこの見解は、大量の木牘を含む里耶秦簡の出土以前に出され

たものである。里耶秦簡によって秦代には木牘が正式な行政文書としても頻用されたこ

とが確認された。それ以後の木牘研究としては、高村武幸「秦・漢時代の牘について」
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ⅡT0213③:114
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