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� is contribution collates, annotates and provides a modern Japanese transla-
tion of some documents included in the source, the Huang Ming Enlunlu (『皇
明恩綸録』). � is source is a compilation of certifi cates of appointment (誥命) 
and edicts (勅諭) that Ming Emperors issued to the native prefect of Lijiang 
(麗江) in Yunnan named Mu (木). It contains summarized versions of impe-
rial rescripts (聖旨) that were sent to native prefects of the Mu family during 
the Ming. � e text of the Huang Ming Enlunlu was printed at Suzhou (蘇州) 
in 1646, the second year of the Longwu (隆武) reign period. No copies of this 
earliest printed edition are extant, but manuscript versions are preserved at the 
National Library of China, and at some other libraries in the country. Printed 
editions in simplifi ed Chinese characters have been published in recent years, 
but these versions do not include as many certificates of appointment and 
other documents as the manuscript copy in the National Library of China. 
� e annotated Japanese translation, presented here for the fi rst time, has been 
made a	 er carefully collating the National Library of China manuscript copy 
with the Mu Shi Huanpu (『木氏宦譜』), which is a genealogical record of offi  cial 
positions held by members of the Mu family.

Since few certifi cates of appointment and edicts issued to native offi  cials 
by Ming emperors have survived, the manuscript copy of the “Huang Ming 

Enlunlu” is a very valuable source because it contains many documents not 
found elsewhere. � ese documents provide us with valuable source material for 
studying the history of the Mu family as native offi  cials during the Ming period.
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はじめに

麗江は雲南省西北部に位置し，古来ナシ
族1）が集住する地域である。明洪武 15年

（1382），明朝の軍隊が雲南に進入して来る
と，当時麗江の支配者であった阿甲阿得2）は
明朝に帰順し，「木」の姓を賜り，土司3）職
に任じられた。その後，木氏土司は洪武期
（1368～1398年）

4）を中心に，明朝の軍隊に
従って度々軍役に従事し，その功績を明朝

から称えられている。その一方で，天順期
（1457～1464年）以降，木氏土司は隣接する
チベット人5）居住地域を占領し，徴税を行う
などの統治を実施していた。このような行為
に対しても辺境安寧に功績があったとして，
同様に明朝から称賛の対象とされている。つ
まり，明代全般を通じて，木氏土司は明朝か
ら重視される存在であった（山田 2009）。
明朝皇帝から木氏土司宛てに送られた誥命
や勅諭，聖旨，官僚たちの題奏などを編纂し
たものに，『皇明恩綸録』という書がある。

はじめに
1.  『皇明恩綸録』北京版抄本と『木氏宦譜』
の比較

2. 凡例

3. 校注と読み下し，現代語訳
 （1）誥命
 （2）勅諭
 （3）要約文書

1） ナシ族は，漢文史料で「麼些」，「摩沙」，「磨些」，「末些」，「摩 」などと記されているが，中華
人民共和国成立後の民族識別工作によって，「ナシ（納西）」と称されるようになった（毛里 1998: 
97）。現在のナシ族の中には寧蒗彝族自治県永寧郷を中心に居住し，麗江周辺のナシ族とは文化的
差異が大きい集団が含まれているが，これらの集団も漢文史料では，「摩 」（「居於境内者，多摩 」
景泰『雲南図経志書』巻四，永寧府，26b）と記されている。最近の研究では，前者を「モソ」，「モ
ソ人」，後者を「ナシ」，「ナシ人」と区別することが一般的となっている（黒澤 2007: 6）。以上を
踏まえて，本稿で言うナシ族とは，主に木氏土司に付き随った麗江周辺の人々を指すこととし，現
在，ナシ族と認定されている永寧などの人々は除外する。なお，中国語では「納西」と漢字で音表
記されるが，本稿では「ナシ」の表記に統一する。

2） 『木氏宦譜』によれば，木氏の家系は唐代から代々，官職を授けられていたと記録されている（『木
氏宦譜』: 6）。また，阿甲阿得は宋理宗宝祐元年（1253），モンゴル帝国の雲南征服に伴い，帰順し
た阿琮阿良の 5代後である（『木氏宦譜』: 10）。なお，『木氏宦譜』は，正式には『玉龍山霊脚陽伯
那木氏賢子孫大族宦譜』という。正徳年間（1506～1521年）に木公によって編纂され，その後，
断続的に書き加えられた。唐代以前は神話的描写が見られるが，唐上元年間（760～761年）から
清雍正元年（1723）の改土帰流までのおよそ 1000年については，歴代木氏一族の事績が編年体で
綴られている。

3） 土司は職能的に，宣慰使，宣撫使，長官司などの武官系統と，土知府，土知州，土知県などの文官
系に分かれ，それぞれ兵部，吏部に帰属していた。前者は土司，後者は土官と呼ばれ区別される。
本稿では便宜上，一括して土司と記述する（武内 1997: 584）。

4） 雲南平定後も洪武末にかけて，非漢人の反乱が頻発し，明朝はその鎮圧に手を焼くことになった（奥
山 2003: 233）。

5） 漢文史料で「吐蕃」，「西番」，「番」，「蕃人」などと記されている集団の末裔たちのほとんどが，現
在中国政府よりチベット族として認定されている。また，史料上，現在の中甸地域に居住していた
人々を特に「古宗」と記されているが（「古宗，西蕃之別種。滇之西北与吐蕃接壌流入境内，麗江、
鶴慶皆間有之」天啓『滇志』巻三十，覊縻志第十二，種人，67a），これらもチベット族とされて
いる（尤 1994: 546-547）。その一方で，過去に同じ「西番」と記されていても，現在チベット族
ではなくプミ（普米）族と認定された民族も存在する（尤 1994: 547-548）。管見の限り，明代の
史料中に記載されている「西番」などのうち，どの集団が現在のプミ族に属するのか明確に区別し
た記述は見えず，従って木氏土司と交渉のあった西番などの集団のうち，どれがプミ族の祖先に該
当するか特定できない。本稿では，特に両者を区別せず，便宜上，一括して「チベット人」と表記
する。
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誥命とは五品以上の官に授けられる辞令書
で6），勅諭は皇帝の命令書，聖旨とは皇帝の
命令，題奏とは官僚から皇帝への意見書のこ
とである。本稿では，この『皇明恩綸録』の

校注，読み下し，現代語訳を行う。
『皇明恩綸録』は，隆武 2年（1646）7）に蘇
州で刊刻された。毎葉の周囲には龍文が朱色
で印刷され，文字は黒色で，41通の公文書

6） なお，五品以下に対する場合は勅命が授けられる。「凡誥勅等級，洪武二十六年定。一品至五品，
皆授以誥命，六品至九品，皆授以勅命，婦人従夫品級（万暦『大明会典』巻六，吏部五，験封清吏
司，誥勅，16a-b）」。また，正徳『大明会典』においても同様の規定が記されている「一，公侯一
品至五品，皆授以誥命。六品至九品，皆授以勅命」（正徳『大明会典』巻八，吏部七，験封清吏司，
誥勅，11b）。

7） 崇禎帝の死後，福王由崧は江南に逃れ，南京で帝位に即き年号を弘光と定めた。清軍が南京を占領
すると，唐王聿鍵が福州で帝位につき隆武帝と称し，その後，隆武帝が清軍に捕えられ殺されると，
桂王由榔が即位し永暦帝と称した。これら 3政権を南明政権という（松丸・池田・斯波・神田・濱
下 1999: 102-104）。木氏土司が清朝に帰順するのは，順治 16年（1659）（南明の暦では永暦 13年）

で（『木氏宦譜』: 53），『木氏宦譜』では，それ以前の元号は南明政権のものが用いられている。

図 1　『皇明恩綸録』の書誌系譜
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が収載されていたという（方 1984: 476）8）。
現在，刊刻本は解放前に遺失され存在しない
が（木 2006: 56），抄本がいくつか残されて
いる。それらは，北京の中国国家図書館や麗
江市図書館，雲南省図書館，雲南大学図書館
などに所蔵されているという9）。筆者はこれ
らのうち，中国国家図書館地方志室に所蔵さ
れている抄本（以降，北京版抄本と記す）を
2007年 9月と 2009年 8月に閲覧し筆写した。
北京版抄本は，文字は黒色で，47葉 94頁の
線装本で一冊にまとめられている。表紙の左
端には「皇明恩綸録　隆武二年冬重刻」と記
されているが，撰者10）や書写した者の名前
は記されていない。洪武 15年（1382）の明
朝帰順の勅命から隆武 2年（1647）の聖旨
まで，41件 68通11）が収載されている。こ
れらはほぼ年代順に記されているが，崇禎
12年（1639）の勅諭と同年の誥命の 2件は，

隆武 2年の聖旨の後に写されている。
また，北京版抄本には，必ずしも全ての原
文がそのまま収載されているわけではなく，
一部要約が見られる。これは刊刻本において
も見られたようであるが12），現存の抄本では，
六部などの題奏を受けて発出されたと考えら
れる聖旨，あるいは朝貢に対する回賜に関す
る勅諭などに多く要約が見られる（このよう
な公文書の写しそのままではなく，要約され
たものについては以降，要約文書と称す）。
朝貢回賜に関する勅諭の中で要約されていな
いと見られる勅諭は，28件目の万暦 47年 3
月 25日（1619年 5月 8日），36件目の崇禎
12年正月 26日（1639年 2月 28日）の 2件
のみで，他は誥命の記述の後に続いて，要約
されて記されている。
一方，誥命に関していえば，木氏土司は知
府の官職にあり，その品級は正四品と規定さ

8） ロックによれば，解放以前の状況として，『皇明恩綸録』の刊刻本は白沙村の木文蘭という者が所
有していたという（Rock 1947: 75）。

9） 2009年 7月 27日，中国社会科学院の木仕華氏から『皇明恩綸録』抄本の所蔵先についてご教示い
ただいた。ここに記して謝す。

10） 公文書の管理責任や出版費用支出の許諾は，最終的には土司が持っていたと考えられることから，
『皇明恩綸録』の編纂責任者は当時の麗江土司・木懿と推定される。

11） 複数の文書において，発信者や文書の趣旨が同じで，同時に送られたと考えられる場合，その数詞
は件で示し，文書自体を数える場合は通で示す。

12） 周汝誠が刊刻本を所見し筆写したとのことだが，時期は不明（方 1984: 476）。

図 2　万暦 23年（1595），豊臣秀吉への誥命

※大庭　脩　1971．「豊臣秀吉を日本国王に封ずる誥命について―我が国に現存する明代の誥勅」関西大学東
西学術研究所編『関西大学東西学術研究所紀要』4に基づいて筆者作成。
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れているため13），賜与される辞令書は誥命で
ある。実際，洪武 15年（1382）の最初の辞
令書が勅命であったのを除いて，全て誥命が
賜与されている。図 1は万暦 23年（1595）
に出された豊臣秀吉への誥命であるが，「奉
天承運皇帝制曰」14）ではじまり，臣下のある
べき姿と実際の功績を照らした上，具体的な
官職を授ける旨が記されている15）。本文の最
後には年月日が記され，その上に「制誥之
宝」16）と刻印された印璽が押される。さらに
その後に通し番号である字号と印璽が，別に
用意されている底簿との間に割字，割印が施
されている。従って誥命自体には割字，割印
のうち左半分が残ることになる（大庭 1971: 
33-36）17）。北京版抄本に収載されている誥命
も基本的にこの形式を踏襲していることか
ら，本文の内容が要約されているか否か確認
の術はないものの，少なくとも書式から見て，
省略や要約はほぼないと考えられる。
では勅諭の形式についてはどうだろうか。

図 2は成化 22年（1486）に出された葛哩麻
巴（kar ma pa）への勅諭である18）。「皇帝勅
諭」にはじまり，文の最後は「故諭」で終わっ
ている。その後に回賜の内容を記した別幅が
続く。そして最後に日付が記され，「広運之宝」
などと刻印された印璽が押される。北京版抄
本に収載されている勅諭も，基本的にこの形
式に従った文書が収載されており，誥命同様，
書式において省略や要約はなされていないと
考えられる19）。
また，最近では簡体字の標点版も出版さ
れている。木光編『木府風雲録』中に収載
されているもの（木 2006: 55-62）と『納西
族社会歴史調査』（2）20）（以下，『納西調』と
略記）中に掲載されているものの（周 2009: 
213-244）2点である。『木府風雲録』には，
それら 29通が紹介されており，内訳は誥命
21通，勅命 1通，勅諭 4通，要約文書 3通
である21）。また『納西調』収載の内訳は，『木
府風雲録』と大きな違いは見られないが，『納

13） 「正四品，都察院左右僉都御史，通政使司左右通政，大理寺左右少卿，……各府知府，宣慰使司同知」
（万暦『大明会典』巻十，吏部九，稽勲清吏司，資格，3b-4a）。

14） 大庭によれば，「奉天承運皇帝」という書き出しは，恐らく元代の宣において「上天眷命皇帝」と
称したことにならったものであるという。また全文皇帝直接の命令のみが書かれているのは，皇帝
独裁制が確立したとされる明代らしい特色を示しているという（大庭 1972: 36）。

15） 他のいくつかの事例もほぼ同様の形式である（趙 1994，徐・張 1994，龐 2004）。これらの規定の
多くは洪武 26年（1393）に制定されており，以下にも取り上げている通り，それ以前の誥命は所
定の書式に則っていない部分が見られる。そもそも，洪武 15年（1382）の辞令書は本来であれば
誥命であるはずが，勅命とされている。このことは，洪武初期の辞令書の書式を知る上で，『皇明
恩綸録』が貴重な実例を提供してくれているとも言える。

16） 誥命には「制誥之宝」，勅命には「勅命之宝」と刻された印璽が用いられる（「誥用制誥之宝。勅用
勅命之宝。仍以文簿与誥勅各編字号，復用宝識之文簿蔵於内府」（万暦『大明会典』巻六，吏部五，
験封清吏司，誥勅，16b）。

17） 通し番号としての字号は文武官の別，官品別などによって字号を変え，それぞれの字は千を限度と
して番号を与えていくことになっている（大庭 1971: 33）。土司の場合は，どのような字号が記さ
れるかは任命されている文武官の規定に従うことになっている。万暦『大明会典』に以下のように
記されている。「凡写完誥勅軸，類編勘合底簿，公侯伯、内外文武官，旧用二十八宿，後更定，公
侯伯本身，并追封用仁義礼智字，蕃王及文官一品、二品、本身同三品以下用十二支字，追封用文行
忠信等字，武官新製積誥用千字文，請誥仍用二十八宿。永楽以後，請誥用急就章蛮夷土官，各従文
武類編，毎字編満一千道」（万暦『大明会典』巻二百十二，通政使司，中書舎人，11a-b）。

18） この時のカルマパはチュータクギャムツォ（chos grags rgya mtsho: Tib）。
19） 北京版抄本は，実際には印璽は押されていないが，制誥之宝などと記されており，現物では押され

ていたことを示している。
20） 1950年代～80年代に刊行された各少数民族の社会歴史調査報告は，最近になって復刻刊行される

ようになった。それらの内容は旧版と全く同じというわけではなく，新たに編纂されている部分も
見られる。2009年に発行された『納西族社会歴史調査』（2）の場合，旧版と比べて大幅に変更が
なされている。
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西調』には『木府風雲録』に収載されている
要約文書 3通の掲載がなく，かわりに天啓 3
年（1623）の要約文書が掲載されている（周 
2009: 241）。一方，北京版抄本は誥命が 31
通，勅命 1通，勅諭 8通，要約文書 28通で
ある。収載数が大きく異なっているのは，誥
命と要約文書の収載数の違いによるものであ
るが，特に誥命について言えば，『木府風雲
録』の場合，父母や祖父母への追贈の誥命を
収載している例が，万暦 34年 3月 25日（1606
年 2月 7日）付けと天啓 5年（1625）9月付
けの 2件のみであるのに対し，北京版抄本の
場合，以下で触れる通り，多数にのぼってい
ることがその要因である。また，要約文書の
うち，北京版抄本には誥命の後に続いて，朝
貢と回賜に関する勅諭の要約と考えられる文
書が 10通収載されているが，『木府風雲録』
にはない。逆に『木府風雲録』には存在して，
北京版抄本には収載されていない文書には，
天啓 6年（1626）10月と天啓 7年（1627），
崇禎4年（1631）の3通の要約文書がある（木 
2006: 61）。これらのうち，天啓 7年（1627）
と崇禎 4年（1631）の 2通は北京版抄本に
収載されている同時期の文書と内容が一致し
ている（北京版抄本，39b, 40a-43a）。
このように北京版抄本には，『木府風雲録』
や『納西調』に収載されていない文書が多数

存在している。その原因は，抄本によって収
載の文書が異なっているのか，あるいは標点
版の編集上の問題なのか，刊刻版が存在しな
い現状では判然としない。それゆえ，実際に
木氏土司が受け取った文書の正確な数も不明
である。
他に，明朝皇帝から誥命や勅諭を受けた，
あるいは六部からの公文書を受けたという記
述が多く見られる史料に『木氏宦譜』と称さ
れる木氏土司の族譜がある。そこで，次に収
載数が多い北京版抄本と『木氏宦譜』とを比
較分析し，両史料がどの程度対応しているの
か確認したい。また，このような作業を通じ
て，両史料の基本的な信頼性確認も行うこと
になると考えられる。

1. 『皇明恩綸録』北京版抄本と
『木氏宦譜』の比較

以下の表は，『木氏宦譜』と北京版抄本に
記載されている公文書の発給，授受の状況を
年次順に整理したものである。まず，収載
及び記載の有無について確認しておきたい。
北京版抄本に収載されて，『木氏宦譜』に記
載されていない公文書は 3通で，泰昌元年
（1620）の聖旨と天啓 4年（1624）の勅諭，
崇禎 12年正月 26日（1639年 2月 28日）の
勅諭である。その逆もまた 3通見られ，永楽

21） 彼自身が底本とした抄本には 29通しか収載されていないという（木 2006: 56）。

図 3　成化 22年（1486），葛哩麻巴（kar ma pa: Tib.）への勅諭

※西藏自治区檔案館　1995．『西藏歴史檔案薈粹』文物出版社に基づいて筆者作成。
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8年（1410）の朝貢回賜に関する勅諭や嘉靖
4年（1525）と嘉靖 7年（1528）の賞賜に関
する文書である。また，誥命に限っていえば，
『木氏宦譜』にも「甲字 697号」といった字
号，賜与された正官や散官，父母や祖父母へ
の追贈の詳細なども記されており，それらは
北京版抄本の記載とほとんど一致している。
異なっているのは，天啓 5年（1625）の誥
命と崇禎 12年（1639）の誥命の 2件である。
まず，天啓 5年（1625）の誥命を見てみ
ると，北京版抄本では，3通の誥命それぞれ
に辞令の対象者と官名が記されているが，『木
氏宦譜』では，仁字 555号の木増及び彼の
妻に対する誥命のみ明記があり，他の父母や
祖父母に対しては明記がない。代わりに「二
道は祖父母，父母の二代に贈る」22）と記され
ている。恐らくこの二道とは北京版抄本に収
載されている仁字 553号，554号を指してい
るものと考えられる。
崇禎 12年（1639）の誥命はこれとは異な
り，一致しているのは木懿に対する辞令とい
う点だけで，字号・官名いずれも異なってい
る。この原因は不明であるが，もとより両者
は対応している文書ではないのかもしれない。
その他の文書は，内容の記載の有無に若干
の相違が散見されるのみである。このうち年
次が異なる 28を特に取り上げて見ておきた
い。28は朝貢に訪れたことと辺境安寧の功
績に対して，回賜を与えている点は一致して
いる。『木氏宦譜』の記載が特に勅諭記載の
日付に言及しているわけではなく，朝貢に出
向いた時点から書き起こしているため（『木
氏宦譜』：47），麗江出発の年を記している可
能性が高い。このように仮定できるなら，こ
の程度の誤差は生じてしまうのは致し方ない

だろう。
以上から，両書の記載で明らかに異なって
いるのは 1点のみで，北京版抄本収載の文
書は『木氏宦譜』記載の文書をほぼ網羅し対
応していると考えて差し支えないだろう。そ
こから，『皇明恩綸録』の抄本である北京版
抄本の史料としての信頼性は高いといえる。
従って，本稿では北京版抄本を底本として使
用する。また，標点版が底本として使用して
いる抄本が北京版抄本ではないと考えられる
ので，両者の差異の確認も併せて行う。
明代の誥勅や勅諭などといった公文書の原
本が現存していることは少ない。新たに発見
されれば，『文物』などの論文雑誌に紹介さ
れるのは23），その稀少性ゆえであろう。現存
の『皇明恩綸録』は刊刻された書の抄本であ
り，要約されている文書もあるものの，以上
のような史料的制約を踏まえるなら，その史
料的価値もまた高いといえるだろう。さらに，
『明実録』などの編纂史料に，木氏土司に関
する記述が少ないことを考えあわせると，明
代木氏土司研究の進展に大きく貢献できる史
料といえる。しかしながら，これまで『皇明
恩綸録』を用いた先行研究は少なく24），また
管見の限り，校注や読み下しといった史料分
析も行なわれて来なかった。それゆえ本稿は
単なる史料分析だけにとどまらず，明代木氏
土司研究に対して，基礎的な資料を提供でき
るものと考えられる。
では，具体的に校注及び読み下し，現代語
訳を行っていく。先述の通り，北京版抄本は
誥命，勅諭，要約文書の 3種類に分けられ
る。それぞれにおいて，書式が整っている文
書，歴史的な描写を含む文書を特に取り上げ
る。以下，誥命 5件，勅諭 4件，要約文書 4

22） 「二道贈祖父母、父母二代」（『木氏宦譜』: 49）。
23） たとえば，趙（1994）や徐・張（1994）など。
24） 余海波・余嘉華は木氏土司が明代に行った朝貢を年代順に列挙する際に引用している（余海波・余

嘉華 2002: 142）。また楊福泉は『納西族与蔵族歴史関係研究』の中で，木氏土司が明朝に帰順した
様子を記す際に使用している。しかし，抄本からではなく，1986年出版の旧版『雲南納西族社会
歴史調査』（2）に一部掲載されたものから引用している（楊 2005: 95-96）。なお，この旧版には
洪武 15年（1382）の誥命しか掲載されていない。
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表　『皇明恩綸録』（北京版抄本）と『木氏宦譜』との比較

『皇明恩綸録』（北京版抄本） 『木氏宦譜』
年月日 内容 典拠 年月日 内容 典拠 土司

1 洪武 15年 勅命
授職，木姓授与

1a-1b 洪武 15年授職，木姓授与 p. 14 木得

2 洪武 16年 誥命
木得：中順大夫
勅諭：朝貢回賜

2a-2b 洪武 16年誥命
木得：中順大夫
朝貢回賜

pp. 14-15

3 洪武 25年 誥命（甲字 697号）
木初：中順大夫
勅諭：朝貢回賜

3a-3b 洪武 25年
2月

誥命（甲字 697号）
木初：中順大夫

p. 17 木初

4 洪武 30年
11月

勅諭（信字 9号）
麗江軍民府に改置

4a-4b 洪武 30年
11月

麗江軍民府に改置 p. 18

5 洪武 35年 勅諭：朝貢回賜 4b 洪武 35年朝貢回賜 p. 18
6 永楽 3年 勅諭：朝貢回賜 5a 永楽 3年

4月
朝貢回賜。 pp. 18-19

7 永楽 5年
3月

誥命（甲字 809号）　金牌賜与
木初：中憲大夫
（義字 76号）金牌 20両賜与

5a-5b 永楽 5年 誥命（甲字 809号と義字 76号）
木初：中憲大夫
「誠心報国」の金牌

p. 19

永楽 8年 勅諭：朝貢回賜 p. 20
8 永楽 10年

6月
誥命
（甲字 997号）父木得追贈：中
憲大夫
（998号）木初の母恭人追贈
（999号）木初妻：恭人

6a-7b 永楽 10年誥命
（甲字 997号）父木得追贈：中
憲大夫
（998号）木初の母：恭人追贈
（999号）木初妻：恭人

p. 20

9 永楽 10年
9月

誥命（乙字 119号）陞階一級
「誠心報国」の金帯
勅諭：朝貢回賜

8a-8b 永楽 10年誥命（乙字 119号）陞階一級
「誠心報国」の金帯

pp. 20-21

10永楽 17年 勅諭：朝貢回賜 9a 永楽 17年勅諭：朝貢回賜 p. 22 木土
11永楽 19年
正月

勅諭：徴調免除（辺境安寧の
功績）

9a-9b 永楽 19年勅諭：調免除。 p. 22

12永楽 21年 誥命
（丙字 115号）木土：中順大夫
（116号）木土妻：恭人
勅諭：朝貢回賜

9b-11a 永楽 21年誥命：丙字 115号，116号
木土：中順大夫
木土妻：恭人
朝貢

p. 22

13正統 5年 兵部尚書・王驥奏聞
綵緞四疋，絹四疋賜与

11a 正統 5年 兵部尚書靖遠侯・王忠毅公驥
奏聞，綵叚四表裏賜与

p. 24 木森

14正統 5年 誥命
（戊字 767号）木森祖父追贈：
太中大夫，雲南布政使司左参
政
（768号）木森祖母追贈：淑人
（769号）木森父追贈：太中大
夫，雲南布政使司左参政
（770号）木森母：淑人
（771号）木森：太中大夫，資
治少尹，雲南布政使司左参政
（772号）木森妻：淑人
勅諭：朝貢回賜。

11b-16a 正統 5年
9月

誥命 pp. 24-25
（戊字 767号）木森祖父追贈：
太中大夫，参政職
（768号）木森祖母追贈：淑人

p. 21

（769号）木森父追贈：太中大
夫，雲南布政使司左参政
（770号）木森母：淑人

p. 23

（771号）木森：太中大夫，資
治少尹，雲南布政使司左参政
（772号）木森妻：淑人
朝貢

pp. 24-25

15天順 5年
6月 23日

誥命（信字 23号）　木嶔：太
中大夫　勅諭：朝貢回賜

16a-17b 天順 5年 誥命（信字 23号）
木嶔：太中大夫

p. 27 木嶔

16弘治 6年 雲南太師黔国公・沐琮，太監
題奏。北勝番賊を剿撫。俸地。

17b 弘治 6年 北勝州西番反乱
総兵官征南将軍太師黔国公・
沐琮題奏，北勝州の沙蘭村を
賞賜

pp. 29-30 木泰

17弘治 10年
10月 30日

誥命（寅字 18号）
木泰：太中大夫，妻：淑人
勅諭：朝貢回賜

17b-19b 弘治 10年誥命（寅字 18号）
木泰：太中大夫，妻：淑人
朝貢回賜

p. 30

18正徳 6年
2月 18日

誥命（智字 908号）
木定：中順大夫
妻：恭人
勅諭：朝貢（正徳 5年）回賜

19b-20a 正徳 5年 誥命（智字 908号）
木定：中憲大夫
妻：恭人
朝貢

pp. 32-33 木定
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嘉靖 4年 永寧府を救護。賞賜 p. 33 木定
嘉靖 7年 総兵官より賞を賜う pp. 34-35 木公

19嘉靖 15年 誥命（義字 278号）
木公：中憲大夫
妻：恭人
玉音「輯寧辺境」
勅諭：朝貢回賜

20b-21b 嘉靖 15年誥命（義字 278号）
木公：中憲大夫
妻：恭人
玉音「輯寧辺境」
朝貢回賜

p. 35

20嘉靖 19年 兵部題奏　白金 10両
安南の反乱に功あり

21b 嘉靖 19年安南反乱府兵動員
兵部：白金 10両の賞賜

p. 36

21嘉靖 40年 誥命（信字 877号）
木高：亜中大夫，三品
陞階
妻：淑人
玉音「喬木世家」
勅諭：朝貢回賜

22a-23b 嘉靖 40年誥命（信字 877号）
木高：亜中大夫，三品
陞階
妻：淑人
玉音「喬木世家」
勅諭：朝貢回賜

pp. 38-39 木高

22万暦 2年
閏 12月 5日

誥命（智字 104号）
木東：中憲大夫，妻：恭人
勅諭：朝貢回賜
玉音「西北籓籬」

23b-25a 万暦 2年 誥命：智字 104号
木東：中憲大夫，妻：恭人
勅諭：朝貢回賜
玉音「西北籓籬」

p. 40 木東

23万暦 13年 勅諭：朝貢回賜 25a-b 万暦 13年朝貢回賜 p. 43 木旺
24万暦 16年

9月 19日
誥命（仁字 931号）
木旺：中憲大夫
妻：恭人

25b-26b 万暦 16年誥命（仁字 931号）
木旺：中憲大夫
妻：恭人　朝貢

p. 43

25万暦 30年 順寧大侯平定の功，助餉
奨錫銀 20両

26b 万暦 30年順寧大侯平定，助餉
奨銀 20両

p. 46 木増

26万暦 34年
3月 25日

誥命
（義字284号）木増父木青追贈：
中憲大夫，木増母：太恭人

（283号）
木増：中憲大夫
妻：恭人

27a-29a 万暦 34年誥命
（義字284号）木増父木青追贈：
中憲大夫，木増母：太恭人

（283号）
木増：中憲大夫
妻：恭人

pp. 46-47

27万暦 46年 遼餉
聖旨は泰昌元年と明記
銀 30両賜与，三品陞階

29b 万暦 46年遼餉
聖旨：銀 30両賜与
三品陞階

pp. 47-48

28万暦 47年
3月 25日

勅諭：辺境安寧
回賜

30a-32b 万暦 46年勅諭：朝貢回賜 p. 47

29天啓元年
正月

助餉（万暦 48年）
聖旨：「忠義」を賜う

32b-33a 万暦 48年助餉
「忠義」を賜与

p. 48

30泰昌元年 新入額 33a
31天啓 2年 題奏：四川の土司・奢の反乱

に対する助餉。銀 30両，三品
服色，紵絲二表裏を賜与。陳
言十事に対する聖旨
陞授：雲南布政司右参政

33b 天啓 2年 四川の土司・奢の反乱に対す
る助餉。銀 30両，三品服色，
紵絲二表裏を賜与
陳言十事に対し，吏部覆題
陞授：雲南布政司右参政

p. 48

32天啓 4年
7月 6日

勅諭：経典を請願 34a-35a 木懿

33天啓 5年
9月

誥命
（仁字 553号）
木増の父：中憲大夫，雲南布
政使司右参政
木増の母：太淑人
（554号）
木増の祖父：中大夫，雲南布
政使司右参政
木増祖母：太淑人
（555号）
木増：中大夫，雲南布政使司
右参政
木増妻：太淑人

35a-39a 天啓 5年 朝貢
誥命（仁字 555号）
木増：中大夫，雲南布政使司
右参政
木増妻：淑人
追贈：父母，祖父母
仁字 553号，554号は省略

p. 49

34天啓 7年 聖旨，建坊の許可 39b 天啓 7年 建坊の許可 p. 49
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件を紹介していく。

2. 凡例

・校注文中の①，②，③，……などの数字は
抄本の行数を示す。
・　　　は人物名，　　　は地名，　　　は集
団名，役所名，官職名などを示す。
・異体字は正体に改め，句読を加える。句読
は校点文では中国式に「，」「、」「。」を使
用する。読み下しは「、」「・」「。」を使用
する。
・抄本にはいくつか修正が見られるが，校注
文では修正後の字句を示すこととする。
・北京版抄本と『木府風雲録』及び『納西調』
との相違部分は，それぞれの校点文の最後
に注記する。その際，（　　）は抄本との
相違部分，〔　　〕は抄本にあって『木府
風雲録』及び『納西調』にない字句，［　　］
は『木府風雲録』及び『納西調』にあって，
抄本にない字句を示す。
・読み下し文の〔　　〕は筆者の補足である。
・読み下し文と現代語訳の（　　）は小字注
である。

・読み下し文と現代語中の「　　」は皇帝や
役所，官僚，木氏土司などの記載や発言の
引用を示す。
・読み下しと現代語訳では印璽，年月日，字
号を表示しない。
・日付けの■は抄本では空白であったことを
示す。
・原文に明らかな誤りがあっても，読み下し
文では，ルビや注釈によって解釈を加え，
原字の訂正はしない。現代語訳ではその解
釈に従って表示する。

3. 校注と読み下し，現代語訳

（1）誥命
・洪武 15年（1382）の勅命
校注
（1a）
①皇帝聖旨，朕荷
②上天眷顧、
③　　 海岳効霊、祖宗積徳，自即位以来，

十有五載，寰宇全帰于
④　　 版図，西南諸夷為雲南梁王所惑，恃

其険遠，

35崇禎 4年 誥命
（外仁字 4号）
木増：広西布政使司右布政，
通奉大夫
妻：夫人
木増の父：広西布政使司右布
政，通奉大夫
木増の母：夫人
（5号）
木増の祖父：広西布政使司右
布政，通奉大夫
木増の祖母：夫人

40a-43a 崇禎 4年 誥命（外仁字 4号）（5号）
木増：広西布政使司右布政，
通奉大夫
妻：夫人

pp. 49-50 木懿

（4号）
木増の父：布政使の職，
通奉大夫
木増の母：夫人

p. 45

（5号）
木増の祖父：布政使の職，
通奉大夫
木増の祖母：夫人

p. 44

36崇禎 12年
正月 26日

勅諭：
朝貢回賜

45a-46a

37崇禎 12年 誥命：外仁 4号
木懿：中大夫
妻：淑人

46a-47b 崇禎 12年誥命：仁字 16号
木懿：中憲大夫，雲南布政使
司右参政

p. 52

38崇禎 13年
8月 3日

勅諭：
木増：四川布政司左布政
省城に坊建設許可

43b 崇禎 13年
8月

勅諭：
木増：四川布政司左布政
省城に坊建設許可

p. 50

39崇禎 17年 聖旨：木増に太僕寺正卿 44a 崇禎 17年木増に太僕寺正卿 p. 50
40弘光元年 助餉に対する回賜 44a-b 弘光元年 助餉に対する賞賜 pp. 50-51
41隆武 2年

4月
聖旨：木懿に四川右布政使司
木氏子孫に陞階を優遇

44b 隆武 2年
4月

聖旨：木氏子孫に陞階を優遇 p. 51

※『木氏宦譜』と『皇明恩綸録』北京版抄本を基に筆者作成。
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⑤　　 弗遵聲教。特命征南将軍穎川侯傅友
徳、副

⑥　　 将軍永昌侯藍玉、平西侯沐英等，率
甲士三

⑦　　 十万，馬歩並進，罪彼不庭。大軍既
臨，渠魁以

⑧　　 獲。爾麗江土官阿得率衆先帰，為夷
風望，足

⑨　　 見攄誠。且朕念前遣使奉表，智識可
嘉。今命

（1b）
①　　 爾木姓，従聴総兵官傳擬授職。建功

於茲有
②　　光，永永忽忘，慎之慎之。
③　　　勅命
④　　洪武十五年■月■日給
⑤　　　之宝

※（1a）
①〔皇〕帝聖旨，朕荷（『木府風雲録』：

56，『納西調』は一致）

⑤弗遵聲教。特命（遣）征南将軍穎川侯傅
友徳、副（『木府風雲録』: 56，『納西調』: 

213）
⑧獲。爾麗江〔土〕官阿得率衆先帰，為夷
風望，足（『木府風雲録』: 56，『納西調』: 
213）
⑨見攄誠。且朕念前遣使奉表，智識（略）

可嘉。今命（『木府風雲録』: 56，『納西調』: 
213）

（1b）
①爾木姓，従〔聴〕総兵官傳擬授職。建功
於茲有（『木府風雲録』: 56，『納西調』: 
213）

読み下し
皇帝聖旨すらく、朕は上天の眷顧、海岳の
効霊、祖宗の積徳を荷

こうむ

り、即位より以来十有
五載、寰宇は全て版図に帰するも、西南諸夷
は雲南梁王25）の惑す所となり、其の険遠な
るを恃みて、聲教に遵わず。特に征南将軍穎
川侯・傅友徳26）、副将軍永昌侯・藍玉27）、西
平侯28）・沐英29）等に命じて、甲士三十万を
率いて、馬歩並進せしめ、彼の庭

ちょうきん

せざるを
罪せしむ。大軍は既に臨み、渠魁以て獲わ
る30）。爾麗江土官・阿得は衆を率いて先に帰

25） 梁王・（把匝剌瓦爾密（パツァラワルミ）は元の世祖の第 5子雲南王・忽哥赤（フゲチ）の末裔（『明
史』巻一百二十四，列伝第十二，把匝剌瓦爾密）。洪武 14年（1381），梁王は明の軍隊が雲南城に
迫ると逃亡し滇池にて自殺した（『明太祖実録』巻一百四十，洪武十四年十二月壬申の条）。

26） 洪武 3年（1370），四川での軍事行動における功により，穎川侯に封せられる（『明太祖実録』巻
五十八，洪武三年十一月丙申の条）。洪武 14年（1381）秋，征南将軍に任じられ雲南遠征を命じ
られる（『明太祖実録』巻一百三十九，洪武十四年九月壬午朔の条）。雲南平定後，洪武 24年（1391），
征虜前将軍に任じられ，北平辺境の防備に当たるなどする（『明太祖実録』巻二百七，洪武二十四
年正月戊申の条）。なお，雲南に派遣された将軍は征南将軍と呼ばれ，遼東に派遣された将軍は征
虜前将軍と呼ばれる（『明史』巻七十六，志第五十二，職官五，総兵官）。

27） 西平侯沐英とともに西番を征討した後，洪武 12年（1379）に永昌侯に封せられる（『明太祖実録』
巻一百二十七，洪武十二年十一月甲午朔の条）。洪武 26年（1393），錦衣衛指揮・蒋瓛によって，
謀反をはかった廉で告発され捕らえられる（『明太祖実録』巻二百二十五，洪武二十六年二月乙酉
の条）。いわゆる藍玉の獄で，1万 5千人が連座して誅せられた

28） 北京版抄本，『木府風雲録』，『納西調』いずれも「平西侯」と記載。「西平侯」の間違いと考えられ
る。読み下し，現代語訳では「西平侯」とする。

29） 洪武 10年に西平侯に封せられる（『明太祖実録』巻一百十五，洪武十年十月戊午の条）。洪武 14
年（1381）の雲南遠征以来，非漢人の反乱鎮圧に従事した。その功績により，死後，黔寧王に追
封された（『明太祖実録』巻二百十八，洪武二十五年六月丁卯の条）。なお，彼の子孫は代々雲南総
兵官を世襲することとなった（天啓『滇志』巻五，建設志第三，秩官，1b）。

30） 『明実録』に雲南平定を天下臣民に詔告した旨が記録されている。なお，洪武 15年（1382）の勅
命の前半部分はほぼ同文である（「以雲南平詔天下曰，朕荷上天眷佑，海獄効霊、祖宗積徳，自即
位以来，十有五載，寰宇全帰于版籍，惟西南諸夷為雲南梁王所惑，恃其険遠弗遵声教。特命征南将
軍穎川侯傅友徳、副将軍永昌侯藍玉、西平侯沐英等率甲士三十万，馬歩并進，征罪彼不庭，大 ↗
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したるは、夷風の望と為り、攄誠を見わすに
足る。且つ朕念うに、前に使を遣わして表を
奉り、智識は嘉みすべし、と。今、爾に木姓
を命
めいめい

し、総兵官31）・傅より職を擬りて授けん
ことを聴す。建功茲に光あり、永く永く忘れ
るなかれ32）、之れを慎め、之れを慎めよ、と。

現代語訳
皇帝の詔である。朕は上天のお陰，海や山
の瑞兆，先祖代々が積んできた徳を被り，即
位してから 15年がたち，天下は全て明朝の
版図に帰属した。
しかし，西南地方の諸夷は元朝雲南梁王た
るパツァラワルミに惑わされ，さらに中国か
ら遠く，その地形の峻嶮さをたよりにして，
中国の教化に従ってこなかった。このため，
特に征南将軍・穎川侯である傅友徳，副将
軍・永昌侯である藍玉，西平侯である沐英た
ちに命令を下し，兵士 30万を率いて，騎馬
と歩兵を同時に進軍させて，明朝に従わない
者どもの罪を問うたのである。わが軍はすで
に戦陣に臨み，我々に従わない首領どもは捕
らわれる所となった。
しかし，麗江土官である阿得よ，なんじは
率先して属民を率いて帰順し，夷人たちの間
で威風と威望を高めることとなり，明朝に対
する誠意も十分に示すことができたのであ
る。さらに，朕は先になんじが使者を派遣し，
上表文を奉ったことを思うに，その智慧は賞
賛に値する。このため今，なんじに木姓を与
える。総兵官である傅友徳がなんじに職を与
えることを許す。
功績を挙げれば，ここに栄光がある。この
ことを永遠に忘れるな。謹んでこれを実行
せよ。

・洪武 16年（1383）の誥命
校注
（2a）
①皇帝制諭，雲南等処承宣布政使司麗江府
土官
②　　 知府木得，爾従征南将軍傅等，克仏

光寨，攻
③　　 北勝及石門、鉄橋等処奏功，授爾子

孫世襲
④　　 土官知府，永令防固石門，鎮御蕃韃。

今特賜
⑤　　 爾銀花、金帯鐫誠心報国一束、衣冠

全套、令
⑥　　 字銀牌重二十両一面、圓宝六錠重

六十両，
⑦　　 除金花鈔貫、綵縀表裏等項，於進貢

回賜。勅
⑧　　 一道，内開，載成例，祗枚進階錫命，

封為中順
⑨　　 大夫，以示褒栄。爾尚推広皇仁，蕃

遠俱霑王
⑩　　 化，共慶衣冠，永享太平之福，咸使

播聞，欽哉。
（2b）
①　　　制誥
②　　洪武十六年■月■日給
③　　　之宝
④　　進貢方物，随蒙成例回頒。
⑤　　 勅一道，賜木得金花一封、宝鈔六百

錠、
⑥　　　　　　　　　 紵絲三疋、紗三疋、

羅二疋、
⑦　　　　　　　　　絹四疋，
⑧　　　　　　　木得妻阿祇，紵絲二疋、
羅二疋。

↗ 軍既臨渠魁尽獲，雲南已平詔告天下臣民……」『明太祖実録』巻一百四十二，洪武十五年二月戊午
の条）。

31） 各地の総鎮の第一位の官職が総兵官である（凡天下要害地方，皆設官統兵鎮戍。其総鎮一方者，曰
鎮守。……其総鎮或掛将軍印，或不掛印，皆曰総兵，次曰副総兵，又次曰参将，又次曰遊撃将軍。
旧於公、侯、伯、都督指揮等官内，推挙充任（万暦『大明会典』巻一百二十六，兵部九，鎮戌一，
将領上，1a）。

32） 北京版抄本，『木府風雲録』，『納西調』いずれも「忽」と記載。「勿」の間違いと考えられる。
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※（2a）
⑥字銀牌重二十［一］両一面、圓宝六錠重
六十両（『木府風雲録』: 56，『納西調』: 
213）
⑦除金花鈔（紗）貫、綵縀（緞）表裏等項，
於進貢回賜。勅（『木府風雲録』: 56，『納
西調』: 213）
⑧一道，内開，載成例，祗枚（収）進階錫命，
封為中順（『木府風雲録』: 56，『納西調』: 
213）

読み下し
皇帝制して諭すらく、雲南等処承宣布政使

司33）麗江府土官知府・木得、爾は征南将軍・
傅等に従い、仏光寨34）を克し、北勝35）及び
石門36）、鉄橋37）等処を攻めて、功を奏する
により、爾が子孫に世襲土官知府を授け、永
に石門を防固し、蕃韃38）を鎮御せしむ。今
特に爾に銀花、金帯の誠心報国と鐫

ほ

りたる一
束、衣冠全

ひとそろい

套39）、令字銀牌重さ二十両一面、
圓宝六錠重さ六十両を賜い、金花鈔貫、綵縀

表裏等の項を除き、進貢において回賜す。一
道を勅し、内に開すらくは、「成例に載するに、
祗
まさ

に進階の錫命を枚
おさ

40）めしめ、封じて中順
大夫41）と為し、以て褒栄を示す。爾、尚お
皇仁を推広し、蕃遠かりしも俱に王化に霑

ひた

り、

33） 洪武 9年（1376）に中書行省を改めて布政使司を設置。地方の民政を司る（『明史』巻七十五，志
第五十一，職官四，布政司）。雲南には洪武 15年（1382）2月に設置される（『明史』巻四十六，
志第二十二，地理七，雲南）。

34） 万暦『雲南通志』によれば，浪穹県の東 25里に仏光山という山があり，そこで明朝が普顔篤を
征伐したとあることから，仏光寨はこの山の山腹にあると考えられる「仏光山，在（浪穹）県東
二十五里，嶄然険絶山半有窟，可容万人。国朝征普顔篤於此」（万暦『雲南通志』巻二，地理志第
一之二，大理府の条，27a）。

35） 北勝は麗江の東に位置する州で，現在の永勝県。洪武 15年（1382）に州に改められ鶴慶府の所
属となり，その後瀾滄衛の所属となる。正統 7年（1442），雲南布政司の直隷となる（『明史』巻
三百十四，列伝第二百二，雲南土司二）。

36） 万暦『雲南通志』によれば，石門は通安州の西 120里に位置する（「石門関巡検司，在州治西
一百二十里」万暦『雲南通志』巻五，建設志第二，麗江府の条，55a）とあり，現在の石鼓鎮の北
側 10里に位置する（方 1987: 1198）。

37） 鉄橋は麗江府管轄の一州である巨津州の北 130里余りのところに位置し，金沙江に架かっていた
（正徳『雲南志』巻十一，麗江軍民府の条，11b）。

38） 石門からやや北の鉄橋あたりが，チベットとの勢力圏の境とされていた（「吐蕃在雲南鉄橋之
北，一名古宗，一名西蕃，一名細腰蕃」万暦『雲南通志』巻十六，覊縻志第十一，分制吐蕃の条，
3b）。そこから，「蕃」とは主にチベット人を指すと考えられるが，一方で「韃」（もしくは達）は
一般的にモンゴル人を指す。つまり，明初，元朝の残存勢力がこの地にも存在していた，あるいは
明朝の掃討作戦の過程でこの地域に流入していたことを示唆していると推測されるが，管見の限り
それを具体的に明示する史料は見当たらない。なお，後で紹介する通り，明末の天啓 5年（1625）
の誥命においても，番達という表現が見られる。明末に至っても，なおこの周辺にモンゴル人が居
住していたという記録もやはり見あたらないことから，明朝に従わない非漢人という捉え方が，当
地の実情に即していると考えられる。また，木氏土司が勢力を拡張した地域はカム南部（現在の雲
南省西北部と四川省西南部）であり，全てとはいわないまでも，ほとんどはチベット人が居住する
地域である。以上から本稿では，このような記載に対して，「チベット人ら」と記すことにする。

39） 衣装や冠は品級に応じて規定が異なっている。三品，四品は以下のように規定されていた（「三品
冠五梁，革帯用金，佩用玉，綬用黄緑赤紫四色絲，織成雲鶴花錦，下結青絲網，綬環二用金，笏用
象牙。四品冠四梁，革帯用金，佩用薬玉，余同三品」万暦『大明会典』巻六十一，礼部十九，冠服
二，文武官冠服，朝服，2a）。

40） 「収」の間違いと考えられる。
41） 品級は九等十八級（正一品から従九品）あり，全ての品級においてではないが，各々には初授，陞

授，加授の段階を追った 3種の散官がある。初授は初めて職に就いた時に授かる散官。陞授は任職
3年後に行われる考査で，問題がなければ授けられる。加授はさらに 3年後に行われる考査におい
て，功績が顕著であれば授けられる。正四品の場合，初授が中順大夫，陞授が中憲大夫，加授が中
義大夫と定められている（「自栄録大夫至登仕佐郎，九等十八級有初授、陞授、加授，以歴考為差。
……洪武二十六年定，凡白身人入仕，并雑職人等初入流者，与対品初授散官，任内歴俸三年， ↗
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共に衣冠を慶
たまわ

り、永に太平の福を享
う

け、咸く
播聞せしめよ、欽しめ哉」と。
方物を進貢するに、例に成

てら
42）らし回頒を

随
こう

蒙
む

る。一道を勅すらく、「木得に金花一封、
宝鈔六百錠、紵絲三疋、紗三疋、羅二疋、絹
四疋を、木得の妻・阿祇43）に紵絲二疋、羅
二疋を賜う」と。

現代語訳
皇帝の詔である。雲南等処承宣布政使司麗
江府土官知府である木得よ，なんじは征南将
軍である傅たちに従い，仏光寨で勝利し，北
勝及び石門，鉄橋などを攻撃し，その功績を
奏上してきた。それに対して，なんじに子々
孫々にわたって世襲の土官知府の職を与え，
永遠に石門を強固に防禦させて，チベット人
らの攻撃を防いで鎮めさせることにした。
今，特になんじに銀花，『誠心報国』と彫っ
た金帯一束，衣冠一揃い，重さ二十両の令字
銀牌一点，重さ六十両の圓宝六錠を賜与し，
金花鈔貫，綵縀表裏などのほか，なんじが奉
る貢物に対して回賜する。
一通の勅諭を出す。曰く，「規則に記され
ている通り，まさに階を昇り進める命令を受
け取らせ，中順大夫に封じて，褒栄を示す。
なんじ，なお皇帝の慈しみを推し広げ，これ
らチベット人とともに王化に浸って，一緒に
衣冠を賜り，永遠に天下が太平であることの
幸福を享受するよう，広く伝え聞かせよ。謹
んで実行せよ」と。
進貢した方物に対して，規定に照らし回賜
する。一通の勅諭を出す，「木得に金花一封，
宝鈔六百錠，紵絲三疋，紗三疋，羅二疋，絹
四疋を，木得の妻・阿祇に紵絲二疋，羅二疋
を賜与する」と。

・永楽 10年（1412）の誥命
校注
（6a）
①　　奉
②天承運
③皇帝制曰，人臣膺爵，考諸封典，亦必推
其本源。雲
④　　 南麗江軍民府世襲知府木初父，木得

率土
⑤　　 順天，累績勤王，分茅錫姓。原授中

順大夫，今
⑥　　 特追贈中憲大夫，勲封一級。爾其有

知，服斯
⑦　　恩命。
⑧　　　制誥
⑨　　永楽十年六月■日給
⑩　　　之宝

（6b）
①　　甲字九百九十七号
②　　　半璽
③　　奉
④天承運
⑤皇帝制曰，婦人従夫而貴，依子而栄。国
家之制以
⑥　　 明推恩錫封必及。雲南麗江軍民府世

襲知
⑦　　 府木初母，阿社，原授中順大夫木得

之妻，善
⑧　　 相坤道，嘉慶母儀。今特追贈為恭人。

爾有知
⑨　　霊，服斯栄光。

（7a）
①　　　制誥
②　　永楽十年六月■日給
③　　　之宝

↗ 初考称職，与陞授散官，又歴俸三年，再考功績顕著，方与加授散官。……正四品，初授中順大夫，
陞授中憲大夫，加授中議大夫」万暦『大明会典』巻六，吏部五，験封清吏司，散官，24a-25b）。
木初は洪武 25年（1392）に中順大夫を授与され，永楽 5年（1407）に中憲大夫に陞授されている（表
参照）。

42） 「照」の間違いと考えられる。
43） 照磨所三必村の和略奇の娘（『木氏宦譜』: 15）。
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④　　甲字九百九十八号
⑤　　　半璽
⑥　　奉
⑦天承運
⑧皇帝制曰，婦人従夫貴，以国家明制封典
廣推夫，
⑨　　 以及其配。雲南麗江軍民府世襲知府

中憲
（7b）
①　　 大夫木初妻阿撒，素秉温良善相勤内，

封為
②　　 恭人。服斯嘉命。尚宜爾室益修敦道，

永惟多
③　　福。
④　　　制誥
⑤　　永楽十年六月■日給
⑥　　　之宝
⑦　　甲字九百九十九号
⑧　　　半璽

※（6a）
③皇帝制曰，人臣膺爵，考諸封典，亦必
推其本源。亦（爾）雲（『木府風雲録』: 
57，『納西調』は一致）

読み下し
天を奉じ運承くる皇帝制して曰く、人臣爵
を膺

う

け、諸
もろもろ

の封典を考するも、亦た必ずや其
の本源を推す。雲南麗江軍民府44）世襲知府・
木初の父、木得は土を率いて、天に順

したが

いて勤
王を累績するにより、分茅して姓を錫う。原

もと

中順大夫を授くも、今特に中憲大夫45）を追

贈して、一級を勲封す。爾其れ知ることあり、
斯の恩命に服せよ、と。
天を奉じ運承くる皇帝制して曰く、婦人は
夫に従いて貴く、子に依りて栄う。国家の制、
推恩を明らかにするを以て、錫封は必ず及ぶ。
雲南麗江軍民府世襲知府木初の母・阿社は、
原
もと

中順大夫を授けたる木得の妻にして、善く
坤道に相

したが

い、母儀を嘉慶す。今、特に追贈し
て恭人46）と為す。爾知霊あり、斯の栄光に
服せよ、と。
天を奉じ運承くる皇帝制して曰く、婦人は
夫に従いて貴く、以て国家の明制封典は夫に
廣め推し、以て其の配に及ぶ。雲南麗江軍民
府世襲知府中憲大夫・木初の妻・阿撒47）は、
素より温良を秉

まも

り、善く相
したが

いて、内に勤むる
により、封じて恭人と為す。斯の嘉命に服せ
よ。尚お、宜しく爾の室

つま

、益ます修めて道を
敦くすべし、永く惟

そ

れ多福たれ、と。

現代語訳
天命を奉じ，帝運を承けたる皇帝制して曰
く，臣下の者が爵を受ける際，朕は諸々の栄
典のうちどういったものを与えるべきか否か
を吟味するが，その根本となるものを必ず推
しはかる。雲南麗江軍民府世襲知府である木
初よ，なんじの父の木得は属民を率い，天子
に従って，忠義を尽くすことを積み重ねてき
たことにより，領土を与えて姓を授けた。も
とより中順大夫を与えていたが，今特に中憲
大夫を追贈して，一級を上げて封す。なんじ
理解して，その恩命に従え，と。
天命を奉じ，帝運を承けたる皇帝制して曰

44） 軍民府は内地の府に相当する（「軍民府、土州、土県，設官如府州県」『明史』巻七十六，志第
五十二，職官志五）。

45） 追贈は，四品に対して，二代前まで追贈可能と規定されている（洪武二十六年定，一品贈三代，二
品三品贈二代，四品至七品贈父母妻室（万暦『大明会典』巻六，吏部五，験封清吏司，文官封贈，
8b-9a）。なお，3品に陞階した木森，木増の場合，それぞれ正統 5年（1440），天啓 5年（1625）
に 3代にわたって追贈されている。

46） 夫が正四品の場合，妻には恭人が贈られる（「正従四品母妻各封贈恭人」万暦『大明会典』巻六，
吏部五，験封清吏司，文官封贈，10a）。

47） 通安州土千戸・阿木の娘（『木氏宦譜』: 21）。通安州は麗江府所属の一州。麗江盆地を中心に広がっ
ていた（正徳『雲南志』巻十一，麗江府の条，6b）。
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く，婦人は夫に従って貴く，子に頼って誉れ
高い。国家の制度は恩愛を施すことを明確に
し，栄典を授けて位を封することを必ず行う。
雲南麗江軍民府世襲知府である木初よ，なん
じの母の阿社は，もともと中順大夫を授けて
いた木得の妻で，善く女性の道に従い，母た
るものの手本を示すことをよろこびとしてい
た。今，特に追贈して恭人とする。なんじに
知霊あり，その栄光に従え，と。
天命を奉じ，帝運を承けたる皇帝制して曰
く，婦人は夫に従って貴いものであるから，
国家の公明な制度と栄典を授けて封するこ
と，夫に広く推し進め，その配偶者にも及ぶ。
雲南麗江軍民府世襲知府中憲大夫である木初
よ，なんじの妻の阿撒は，もとより温和で素
直であることを守り，善く女性の道に従い，
家のことを勤めたことによって，恭人に封す。
そのよき命に従え。なお，なんじの妻，ます
ます修めて女性の道を重んじるべし，永遠に
幸多かれ，と。

・正統 5年（1440）の誥命
校注
（14b）
①　　奉
②天承運
③皇帝制曰，国家報功之制，待有労勲者，
必錫命封
④　　 爵以酧之。乃稽古成法也。爾雲南麗

江軍民
⑤　　 府世襲知府木森，襲継先賢，夙志懐

忠。遠而
⑥　　 麓川烽警，募兵勤旅，不避其鋒，親

敵於後。功

⑦　　 陞勲級雲南布政使司左参政職事，封
爾為

⑧　　 太中大夫、資治少尹。寵渥優隆，貞
誠篤厚，謨

⑨　　 烈光前，貼謀裕後。錫茲誥命，越格
栄光。惟爾

⑩　　風励諸司，敬之，欽哉。
（15a）
①　　　制誥
②　　正統五年■月■日給
③　　　之宝
④　　戊字七百七十一号

※（14b）
③皇帝制曰，国家報功之制，待有労勲者，
必錫〔命封〕（『木府風雲録』: 57，『納西
調』: 220）

④爵以酧（酬）之。乃稽古成法也。爾雲南
麗江軍民（『木府風雲録』: 57，『納西調』: 
220）
⑨烈光前，貼〔謀裕〕後，錫茲誥命，越格
栄光。惟爾（『木府風雲録』: 57，『納西調』: 
220）

読み下し
天を奉じ運承くる皇帝制して曰く、国家報
功の制、労勲ある者を待するに、必ずや命を
錫い爵を封じ、以て之れに酧

むく

いんとす。乃ち
古の成法に稽

なら

うなり。爾雲南麗江軍民府世襲
知府・木森、先賢を襲いて継ぎ、夙

しゅく

志
し

忠を
懐く。遠くにして麓川48）烽警せんとならば、
兵を募りて旅

ぐん

を勤むるに、其の鋒を避けず、
親
みず

から後
しんがり

に敵
あた

る49）。功もて雲南布政使司左参
政50）職事に勲陞し、爾を封じて太中大夫51）、

48） 麓川は雲南省の西端，現在の瑞麗県。洪武 15年（1382）に麓川の酋長・思倫発は明朝に帰順し，
平緬宣慰司が置かれ，思倫発が宣慰使となる。洪武 17年（1384），麓川平緬軍民宣慰司に名称が
改められる（『明史』列伝，巻三百十四，列伝第二百二，雲南土司二）。

49） 麓川の土司・思任発が勢力拡大を企図して，孟定，南甸，干崖，騰衝，潞江，金齒などの周辺地域
を侵略。これに対して，兵部尚書・王騾自ら 3度（正統 6年（1441），正統 8年（1443），正統 13
年（1448））出兵して平定戦が行われた（『明史』列伝，巻三百十四，列伝第二百二，雲南土司二）。

50） 左右布政使参政は左右布政使の次に位する正官（万暦『大明会典』巻四，吏部三，官制三，外官，
1a）。品級は従三品（万暦『大明会典』巻十，吏部九，稽勲清吏司，資格，3a）。
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資治少尹52）と為す。寵渥優隆、貞誠篤厚に
して、烈光を前に謨り、謀裕を後に貼る。茲
に誥命を錫いて、栄光に格

いた

り越
およ

ぶ。惟れ爾諸
司を風励せよ、之れを敬え、欽しめ哉、と。

現代語訳
天命を奉じ，帝運を承けたる皇帝制して曰
く，国家の功労に報いる制度とは，功績ある
者を処遇する際，必ず命令を発して爵を封じ
ることによって，これに報いようとするもの
である。すなわち古からの規則に倣うもので
ある。雲南麗江軍民府世襲知府である木森よ，
なんじは先代の賢人の跡を継ぎ，平素から朕
に対する忠誠の心を持っていた。遠く麓川の
警戒にあたらんとして，兵を募って軍務に勤
め，その先鋒となることを避けなかった。ま
た，自らしんがりにもあたった。そのような
功績から，雲南布政使司左参政の職に勲等を
進めて，なんじを太中大夫，資治少尹とする。
天子の慈しみの篤きことを尊び，正しく誠で
あること厚くすれば，盛んな光を先祖に照ら
し，また豊かになることを求めて，子孫に財
産を残すことになる。ここに誥命を賜いて，
栄光に至る。なんじ諸々の土司たちを教え励
ませ，これを敬え，謹んで実行せよ，と。

・天啓 5年（1625）の誥命
校注
（38a）
①　　奉
②天承運
③皇帝制曰，朝家倚重勲庸之後。星列遐方，
乃有身
④　　 托裔荒，精馳闕下，表清芬于上世，

明大義于
⑤　　 中朝，非藉崇褒，何以勧後。爾中憲

大夫、雲南
⑥　　 麗江軍民府知府，今加陞布政使司右

参政
⑦　　 木増，氷霜志操，金石肝腸，艱難惟

瀝寸心。慷
⑧　　 慨親当百戦，蚤承先緒，屡奏辺勲。

番達懼其
⑨　　 威名，軍民感其徳化。自憤奴酋肆逆，

幾思挙
⑩　　 国同仇，待旦枕戈。捐資助餉，即拓

疆之余税，
（38b）
①　　 総索賦以犒師。忠勤九重，栄躋三品，

袛績労
②　　 于戎務，遂釈担于仔肩。堂構得人，

林泉可適，
③　　 猶切聖明之恋，不忘嫠婦之憂。叩闕

陳言，傾
④　　 家殫赤，琅琅大義，終始不渝。如爾

丕著忠勤，
⑤　　 屈指諸司罕埒。是用加授爾為中大

夫53），錫之
⑥　　 誥命。於戯，匪躬節重宏昭，鳳闕新

綸保障，功
⑦　　 高永勒龍山，片石袛承休命，用作臣

標。
⑧　　 制曰，労臣幹国，淑媛宜家。故朝有

渥恩施于
⑨　　 内閫，所以為賢助勧也。爾封恭人禄

氏蘩，乃
⑩　　 雲南麗江軍民府加陞布政使司右参政

木
（39a）
①　　 増之妻，静専為度，淑慎其儀，出自

徳門，嬪于
②　　 名守。雍雍思媚，滫隨而奉孀姑，燁

51） 従三品の加授散官（万暦『大明会典』巻六，吏部五，験封清吏司，散官，25b）。
52） 従三品に授けられる勲級（「凡文勲十，武勲十有二，文官一品至五品，武官一品至六品，歴再考応

合授勲者，照依散官始得定擬奏聞給授。……正三品，資治尹，従三品，資治少尹，正四品，資治尹
……」万暦『大明会典』巻十，吏部九，稽勲清吏司，1a-b）。

53） 『木氏宦譜』にも中大夫を授けられたと記載がある（「誥命一道，授封中大夫」（『木氏宦譜』: 49）。
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燁光襄，脱
③　　 簪珥而供国餉。爰開祥於麟趾，益丕

暢乎鴻
④　　 猷。茲特封爾為淑人。畀珈茀以揚芬，

毖衿鞶
⑤　　而飭度。
⑥　　　制誥
⑦　　天啓五年九月■日給。
⑧　　　之宝
⑨　　仁字五百五十五号
⑩　　　半璽
※（38a）
③皇帝制曰，朝家（廷）倚重勲庸之後。星
列遐方，乃有身（『木府風雲録』: 61，『納
西調』: 242）
⑦木増，氷霜（雪）志操，金石肝腸，艱難
惟瀝寸心。慷（『木府風雲録』: 61，『納
西調』: 243）
⑧慨親当百戦，蚤（早）承先緒，屡奏辺勲。
番達懼其（『木府風雲録』: 61，『納西調』: 
243）

（38b）
④家殫赤，琅琅大義，終始（始終）不渝。
如爾丕著忠勤，（『木府風雲録』: 61，『納
西調』: 243）
⑤屈指諸司罕埒。是用加〔授〕爾為中［憲］
大夫，錫之（『木府風雲録』: 61，『納西調』: 
243）
⑧制曰，労臣幹国，淑媛宜家。故朝［廷］

有渥恩〔施〕于（『木府風雲録』: 61，『納
西調』: 243）

（39a）
①増之妻，静専為度，淑慎其儀（議），出
自徳門，嬪于（『木府風雲録』: 61，『納
西調』は一致）

②名（民）守。雍雍思媚，滫隨而奉孀姑，
燁燁光襄，脱（『木府風雲録』: 61，『納
西調』243）

読み下し
天を奉じ運承くる皇帝制して曰く、朝家は
勲庸の後を倚重す。遐方に星列すれば、乃ち
身は裔荒に托することあるも、精

もっぱら

、闕下に馳
せて、清芬を上世に表して、大義を中朝に明
らかにするに、崇褒に藉

かり

るにあらざれば、何
を以て後を勧めんや。爾中憲大夫、雲南麗江
軍民府知府、今布政使司右参政に加陞したる
木増、氷霜の志操、金石の肝腸もて、艱難は
惟だ寸心に瀝

そそ

ぐのみ。慷慨して親ら百戦に当
たり、蚤

つと

に先緒を承けて、屡
しばしば

辺勲を奏す。番
達は、其の威名を懼れ、軍民は其の徳化を感
ず54）。自ら奴酋の肆逆に憤り、国を挙げて仇
を同にせんと幾

こいねが

思いて、旦
あした

を待ち戈を枕に
す。捐資助餉55）は、即ち拓疆の余税56）にし
て、索賦を総

まと

め、以て師を犒
ねぎら

う。九重に忠勤
し、栄は三品に躋

のぼ

るも、袛
た

だ労を戎務に績み、
遂に仔肩を釈担す。堂構人を得て、林泉適う
べくも、猶お聖明の恋を切にし、嫠婦57）の

54） 麗江府に隣接するチベット人居住地域への木氏土司の軍事行動を指す。この時期，彼らの支配地域
は中甸，維西，徳欽，リタン，バタン，ムリに及んでいた（山田 2009）。

55） 明末の軍事的緊張（朝鮮の役，ボハイの反乱，楊応龍の反乱，女真の反乱，農民反乱など）や万暦
帝の莫大な浪費によって国家財政が窮乏し，増税が行われた。さらに崇禎 3年（1630），対満洲戦
線のために「遼餉」が，崇禎 10年（1637）には李自成反乱鎮圧のために「剿餉」が，崇禎 12年（1639）
には一般的軍備費として「練餉」が加重されていった。これらは三餉と総称される（松丸・池田・
斯波・神田・濱下 1999: 180）。しかし，木氏土司の場合，自主的に資金を提供し，それに対して明
朝から賞賜されていることから，強要されたものではない。従って，ここでいう助餉とは明朝への
資金供与という意味あいで捉えるべきである。また，管見の限り，他の土司でこのような助餉を行っ
たものは存在しない（山田 2007）。

56） 天啓『滇志』に軍事占領した土地で徴税を実施し，それをもとにして明朝に助餉を送っていたこと
が記されている。「……其後世居西陲，捍吐蕃。毎有徴調，則輸単餉，而兵不出，沿八世至水（「木」
の誤りと思われる）増代有錫予。増在任，値北勝酋搆乱以兵擒首逆高蘭文，値遼左軍興輸餉二万，
于大司農殿宮鼎建，亦輸金，……」（天啓『滇志』巻三十，覊縻志第十，土司官志，麗江府の条，
27a）。
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憂を忘れず。闕に叩
ぬか

ずいて陳言し、家を傾け
て赤
まこと

を殫
つく

し、琅琅たる大義、終始渝
かわら

らず。爾
の丕

おお

いに忠勤を著すが如きは、指を諸司に屈
するも罕

ま

埒
れ

なり。是を用て爾に加授して中大
夫58）と為し、之れに誥命を錫う。於

あ あ

戯、匪
躬の節

こころざし

、重ねて宏昭たれば、鳳闕は新に保障
を綸

おさ

め、功は高くして永に龍山に勒
きざ

み、片石
は袛

た

だ休命を承ぎ、用て臣の標を作せ、と。
制して曰く、労臣は国を幹

たす

け、淑媛は家を
宜
やすん

ず。故に朝
ちょうてい

が渥恩を有して内閫に施すは、
賢助と為し勧める所以なり。爾が恭人に封じ
たる禄氏蘩59）、乃ち雲南麗江軍民府の布政使
司右参政に加陞したる木増の妻、静専もて度
と為し、淑慎もて其れ儀とし、徳門より出で
て名守に嬪

そ

う。雍雍と思媚して、滫隨して孀
姑60）に奉り、燁燁たる光襄

あお

ぎ、簪珥を脱
と

り
て国餉に供す。爰

ここ

に麟
りん し

趾において開祥して、
益ます丕

おお

いに鴻
こうゆう

猷を暢ばさん。茲に特に爾を
封じて淑人と為す。珈

かみかざり

茀を畀
たま

いて、以て揚芬
し、毖

つつし

みて衿
きんばん

鞶をして度を飭えよ、と。

現代語訳
天命を奉じ，帝運を承けたる皇帝制して曰
く，朝廷は功績を立てた後を重視する。遠方
の地に星のように並べば，身は夷狄の教化の
及ばない地にあずけることになるけれども，
専一に朝廷に向かって，清くすがすがしい徳
行を上古より表し，大義を我が朝に明らかに
することを，尊び褒めることによらないなら，
何をもって功績を立てた後をねぎらうのか。
中憲大夫，雲南麗江軍民府知府，今布政使
司右参政に昇進した木増よ，なんじは氷霜の
ごとき志と節操，金石のような心をもって，
苦しみはただ己の心にそそぐのみである。慷
慨して自ら百戦に当たり，いち早く先鋒を引

き受け，しばしば辺境の功績を奏上してきた。
チベット人らは，なんじの威名を恐れ，軍や
民衆はなんじの徳化を感じる。自ら蛮人の酋
長の悪逆に憤り，国を挙げて仇をともにせん
と切望し，夜明けを待つのに戈を枕にする
（常に敵に対して警戒を怠らない）。朝廷へ
送って来た資金とは，すなわち辺境を開拓し
た税の余剰で，賦税を徴収しまとめたもので
あり，それを用いて兵士の食糧とする。皇帝
に忠を尽くして勤め，栄誉として三品に昇っ
たが，ただひたすら辺境の任務に労を尽くし，
かくて責任を全うすることとなった。父祖の
業を継承し人望を得て，隠居の身となっても
良いはずであるが，なお皇帝の優れた徳を強
く慕い，未亡人の憂を慮ることを忘れない。
宮城に額づいて上奏し，一族すべて心を傾け
て誠を尽くし，玉のような美しい大義は終始
変わることがない。
なんじのように，大いに忠を尽くして勤め
ること顕著な者は，諸々の土司のなかより，
指で数えることができるほど少ない。これを
もってなんじを昇進させて中大夫とし，詔を
賜う。
ああ，わが身を顧みない志，くりかえし広
く光らせば，宮城は新たな砦の構築によって
防備を固めることとなり（木増の皇帝に対す
る行動は，新たな砦を築いて皇帝を守ること
と同じであり），功績は高く永遠に山脈に刻
み，石碑にただ皇帝の命を記して継承し，そ
れをもって臣下の見本をなせ，と。
皇帝制して曰く，功績のある臣下は国を助
け，善良で徳のある女性は家を安らかにする。
それ故，朝廷が篤き恩を持って婦人に施すの
は，内助の功を勧めるためである。
なんじ，恭人に封じたる禄氏蘩，すなわち

57） ここで言う嫠婦とは木増の母，羅氏春を指す。木増の父，木青は万暦 25年（1597）に若くして亡
くなったため，羅氏春は未亡人となること長きにわたったものと考えられる。

58） 従三品に授けられる陞授。中大夫の前に授けられた散官が中憲大夫であることから，正四品の加授・
中義大夫と従三品の初授・亜中大夫（万暦『大明会典』巻六，吏部五，験封清吏司，散官，25b）
を飛び越して授与されている。

59） 寧州知州・禄華誥の娘（『木氏宦譜』: 51）。
60） 木増の母・羅氏春を指す。
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雲南麗江軍民府，布政使司右参政に昇進した
木増の妻よ，心静かにすることを心がけ，慎
しみ深きことを礼儀とし，徳門のある家の出
身で，いま木増に仕えている。穏やかに思い
慈しみ，食事を用意して木増の母である羅氏
春に奉仕し，さかんに輝ける栄光を仰ぎ，か
んざしと耳飾りを取って国のために差し出し
た。このようになんじの徳があったからこそ，
木氏一族に繁栄，幸福がもたらされたのであ
り61），今後ますます大いなる道を広げること
となろう。ここに特になんじを淑人に封す。
淑人としての髪飾りをいただき，誉れをあげ，
腰飾りを付けて品格をもって慎め，と62）。

（2）勅諭
・洪武 30年（1397）の勅諭
校注
（4a）
①皇帝勅諭，雲南等処承宣布政使司麗江府
世襲
②　　 土官知府木初，爾雲南去京万里，麗

江由荒
③　　 遠僻，西域諸夷必置重藩。爾木初世

守，為諸
④　　 夷誠信。今准廷議，従頒麗江軍民府

知府印
⑤　　 一顆，子孫世襲。裨陽塘、鎮道，節

制番夷，往来
⑥　　 礼接之際，機変従宜照擯相体統行事。

以彰
⑦　　 国威，防姦禦侮，機無暇怠，能此栄

及前人，福

⑧　　 延後嗣而身家永昌矣。勿慢爾志。怙
恃不悛，

⑨　　 所為非典。国有常法，故諭，敬之，
毋忘，欽哉。

（4b）
①　　　勅命
②　　洪武三十年十一月■日給
③　　　之宝
④　　信字九号
⑤　　　半璽

※（4a）
①皇帝勅諭，雲南等〔処〕承宣布政使司麗
江〔府〕世襲（『木府風雲録』: 56，『納
西調』: 216）

②土官知府木初，爾雲南去京［師］万里，
麗江由荒（『木府風雲録』: 56，『納西調』: 
216）
⑤一顆，子孫世襲。裨陽、（揚）塘鎮道，
節制番夷，往来（『木府風雲録』: 56，『納
西調』: 216）

⑥礼接之際，機変（便）従宜照擯相体統行
事。以彰（『木府風雲録』: 56，『納西調』: 
216）
⑧延後嗣而身家永昌矣。勿（忽）（『木府風
雲録』: 56，『納西調』は一致）慢（怠）

爾志。怙恃不悛，（『木府風雲録』: 56，『納
西調』：216）
⑨所為非典。国有常法，故諭，敬之，毋（忽，
勿）忘，欽哉。（『木府風雲録』は「忽」
と記載（『木府風雲録』: 56），『納西調』
は「勿」と記載（『納西調』: 216））

61） 『毛詩』周南の「麟之趾」に，「麟之趾関雎之応也。関雎之化行則天下無犯非礼，雖衰世之公子，皆
信厚如麟趾之時也」（『毛詩』巻一，11b-12a）とある通り，周南の冒頭の詩「関雎」は婦人の徳を
称え（「関雎后妃徳也」『毛詩』巻一，1b），それがあるからこそ，「麟之趾」に読まれているように，
公族の繁栄があると解している。朱熹の『詩集伝』もこの解釈を支持しているので（「文王后妃徳
修於身，而子孫宗族皆化於善，故詩人以麟之趾興公之子」（『詩集伝』巻一，14b），ここでは木増
の妻の婦徳があったからこそ，木氏一族の繁栄，幸福がもたらされたと解釈したい。

62） 『儀礼』巻二，士婚礼に「庶母及門内施鞶，申之以父母之命，命之曰，敬恭聴宗爾父母之言，夙夜無愆，
視諸衿鞶」（『儀礼』巻二，士婚礼，19b）とあり，さらに鄭玄の注に「鞶鞶嚢也。男鞶革，女鞶絲，
所以盛帨巾之属，為慎敬」『儀礼』巻二，士婚礼，19b）とあることから，ここでは身分相応の品
格を保ち慎み深くあるように，と解釈したい。



125山田勅之：『皇明恩綸録』の一部校注

読み下し
皇帝勅諭すらく、雲南等処承宣布政使司麗
江府世襲土官知府・木初、爾が雲南は京を去
ること万里、麗江は荒

へんきょう

の遠僻に由りて、西域
諸夷必置の重藩なり。爾木初世

よ

よ守り、諸夷
の誠信となる。今、廷議を准

う

け、従りて麗江
軍民府知府の印一顆63）を頒し、子孫世襲せ
しむ。陽

ヤンタン

塘、鎮
ギェル

道
タン

64）を裨
たす

け、番夷を節制し、
往来礼接の際、機変は従りて宜しく擯相の体
統の行事に照らすべし65）。以て国威を彰らか
にし、姦を防ぎ侮を禦ぎ、機に暇怠すること
無ければ、能く此の栄、前人に及び、福は後
嗣に延

およ

びて、身家永昌ならん。爾の志を慢
おご

る
なかれ。不悛に怙恃せば、為す所は典にあら
ず。国に常法あり、故に諭す、之れを敬え、
忘るるなかれ、欽しめ哉、と。

現代語訳
皇帝の詔である。雲南等処承宣布政使司麗
江府世襲土官知府である木初よ，なんじ，雲
南は南京から離れること万里で，麗江は辺境
の僻遠の地であるため，西域諸夷に必ず置く
べき重要な藩である。なんじ木初は代々諸夷
の中でも誠実である。今，朝廷の議を受けて，
麗江軍民府知府の印を一顆与え，子子孫孫世
襲させることに従う。ヤンタン，ギェルタン
を補佐し，チベット人を監督し，彼らが都に
来て宮廷儀礼を受ける際，臨機応変に，接待
を掌る官が行う儀礼の要領に従うがよい。そ
うすることで国威を発揚し，乱れることを防
ぎ，侮られることを防ぎ，時に過ちを犯すこ
とがなければ，この誉れは前の世代に及び，

福は後の世代に及ぶこととなり，一族は永遠
に栄えることになる。なんじ驕るなかれ。悛
めようとしないなら，その行動は人の道には
ずれることになる。国家には決して変わるこ
とがない法がある。ゆえにここに詔を下す，
これを敬え，忘るな，謹んで実行せよ，と。

・万暦 47年（1619）の勅諭
校注
（30a）
①皇帝勅諭，雲南麗江軍民府世襲土官知府
木増，
②　　近該爾奏称，高祖木得，於
③太祖高皇帝時，率衆従征，論功陞授前職。
永楽年
④　　 間，賜祖木初鎮辺勅書，弾圧疆土。

後因被災
⑤　　 焚失，向未請補。茲爾襲替有年，因

所轄地方，
⑥　　 西隣番，北隣虜，為滇省要害，且相

去窵遠，遇
⑦　　 有事変，難以遥制。欲比照木初事例，

請勅鎮
⑧　　 辺等因。該部議復，特准補給。朕念

夷方遼闊，
⑨　　 管轄為難。今命爾不妨府事，鎮守所

轄辺隘。
⑩　　 爾須上体朝廷委任，下念辺鄙生霊。

禁約所
（30b）
①　　 属土官頭目人等，不許生事擾害地方。

矢忠

63） 印は品級に応じて材質，大きさが定められていた（「……鴻臚寺、各府倶正四品，国子監、宣撫司
倶従四品，銅印，方二寸五分，厚五分」『明史』巻七十二，志第四十八，職官一，礼部）。

64） 陽塘と鎮道いずれも現在のシャングリラ県に位置する。陽塘はチベット語の yang thangの音写で
現在の小中甸及び虎跳峡鎮あたりを指す。鎮道はチベット語の rgyal thangの音写で現在の大中甸，
格咱，尼西あたりを指す（雲南省中甸県地方志編纂委員会 1997: 44）。

65） 『明実録』に麗江府の朝貢使節とともに，鎮道，楊塘の土酋・阿密末吉等が朝貢に赴き，鎮道，楊
塘の二安撫司が設置されたという記録が見える（「設鎮道，楊塘二安撫司隷雲南都司，其地属西番，
與麗江府接境。先是麗江通事禾節等徃諭招還其土酋阿密末吉等與倶来朝，故設二安撫司，以阿密末
吉等為安撫給以印章。仍各置流官吏目一員」『明太宗実録』巻五十，永楽四年正月乙未の条）。中甸
地域に居住する人々は古宗であるから，ここでいう番夷とは古宗と考えられる。
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②　　 効順，図報国恩。務使疆圉清寧，夷
民安妥，以

③　　 光爾先世，永享太平之福。毋或驕縦
廃事，自

④　　取罪愆，欽哉，故諭。
⑤　　　広運
⑥　　万暦四十七年三月二十五日給
⑦　　　之宝

※（30a）
⑥西隣番，北隣虜，為〔滇〕省要害，且相
去窵遠，遇（『木府風雲録』: 60，『納西調』: 
240）
⑨管轄為難。今命爾不妨（坊）府事，鎮守
所轄辺隘，（『木府風雲録』: 60，『納西調』
は一致）

（30b）②効順，図報国恩。務使疆圉清（靖）

寧，夷民安妥，以（『木府風雲録』: 60，『納
西調』: 240）
③光（先）爾先世，永享太平之福。毋或驕
縦廃事，自（『木府風雲録』: 60，『納西調』: 
240）

読み下し
皇帝勅諭すらく、雲南麗江軍民府世襲土官
知府・木増、近

ちかごろ

該、爾奏称するに、高祖の木
得は、太祖高皇帝の時に、衆を率いて従征し、
功を論じて前職を陞授す66）。永楽年間、祖の
木初に鎮辺の勅書67）を賜いて、疆土を弾圧
せしむ。後に被災するに因りて焚失するも、
向
さき

に未だ補わなんこと請わず。茲に爾襲替し
て有年、所轄の地方は、西は番に隣し、北は
虜に隣して、滇省の要害と為り、且つ相

あ

い去
ること窵遠なるに因りて、遇

たまたま

事変あらば、以
て遥制し難し。木初の事例に比照して、鎮辺
を勅せられんを請わんと欲す等の因

おもむ

きあり。
該部議復すらく、「特に補い給するを准す」
と。朕念うに、夷方遼闊にして、管轄は難き

と為す。今爾に命じて府事を妨たげずして、
所轄の辺隘を鎮守せしむ。爾須らく上は朝廷
の委任を体

おこ

ない、下は辺鄙の生霊を念うべし。
所属の土官頭目人等に禁約し、事を生じて地
方を擾害するを許さず。忠を矢

ちか

いて順に効い、
図りて国恩に報いよ。務めて疆圉をして清寧
たらしめ、夷民をして安妥せしめ、以て爾が
先世を光

かが

やかしめ、永に太平の福を享けよ。
あるいは、驕縦に事を廃し、自ら罪愆を取る
なかれ、欽しめ哉、故に諭す、と。

現代語訳
皇帝の詔である。雲南麗江軍民府世襲土官
知府である木増よ，近頃，なんじが申してき
たことに，なんじの高祖の木得は，高皇帝（洪
武帝）の時代に，属民を率いて従軍し，その
功をはかって前職から昇進させて授けた。永
楽年間，祖父の木初に辺境鎮圧の勅書を与え
て，辺境の土地を弾圧させたが，後に被災し
たため勅書を焚失し，これまでいまだ改めて
求めることを請わなかった。
ここになんじが土司の地位を継いで幾年も
経過し，所轄の地方は西はチベットに隣接し，
北にはその他明朝に従わない者たちの地68）

に隣接し，雲南省の要害となり，かつ互いに
隔たること遥かに遠いことから，時に秩序が
乱れることがあっても，遠方から明朝が統御
することは難しい。なんじは木初の事例を引
き合いに出して，辺境鎮定の勅命請願の趣旨，
当該の部に審議させて，その結果，特にあら
ためて詔を出すことを許すことにした。朕は，
夷の地方は遠く広大であり，管轄することは
難しいと思う。今，なんじに命じて麗江府の
諸々の事に差しさわりがない範囲で，所轄の
辺境の険しいところを鎮守させる。なんじは
上に向けては朝廷の委任を行い，下に向けて
は辺境の人々のことを思い致すべきである。
所属の土官頭目の人たちに禁止令を出して，

66） 永楽 10年（1412）6月付けの誥命（甲字 997号）で，中順大夫から中憲大夫に追贈された。
67） 洪武 30年（1397）の勅諭を指すと考えられる。
68） 脚注 38同様，明朝に従わない非漢人という捉え方が，当地の実情に即していると考えられる。
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事を引き起こして地方の秩序を乱し，害を及
ぼすことを許してはいけない。忠誠を誓って
従い，国恩に報いよ。辺境を清く安かにする
ことに務めて，夷民を懐柔することによって，
なんじの先代たちを光らせ，永遠に太平の幸
せを享従せよ。驕慢となって仕事を放棄し，
自ら過ちを犯してはいけない。謹んで実行せ
よ。そのためにここに詔を下す，と。

・天啓 4年（1624）の勅諭
校注
（34a）
①皇帝勅諭，雲南麗江軍民府知府加陞布政
使司
②　　 右参政木増，并子木懿及所属官吏、

住持道
③　　 源人等，朕惟，爾府，地在南滇，境

聯西竺，崇尚
④　　 仏教，自昔已然。近該爾奏称，爾母

羅氏虔潔
⑤　　 修持，捐資建寺，上祝聖寿，下広善

門。茲以奏
⑥　　 請蔵経。該部議復，爾母子世居辺徼，

志矢忠
⑦　　 貞，臣節顕于勤王，子職修于善継。

聞茲懿行，
⑧　　 朕甚嘉焉。特允所請，頒賜蔵経。爾

等尚其益
⑨　　 堅善念，率衆焚修，導悟番夷，闡揚

宗教，皇図
⑩　　鞏固，聖化益崇。欽哉，故諭。

（34b）
①　　　広運

②　　天啓四年七月初六日給
③　　　之宝

※（34a）
③源人等（等人），朕惟，爾府，地在南滇，
境聯西竺，崇尚（『木府風雲録』: 60，『納
西調』は一致）

⑦貞，臣節顕于勤王，子職修于善継。聞茲
（関聞）懿行，（『木府風雲録』: 60，『納
西調』: 242）
⑨堅善念，率衆焚修（修梵），導悟番夷，
闡揚宗教，皇図（『木府風雲録』: 60，『納
西調』は一致）

読み下し
皇帝勅諭すらく、雲南麗江軍民府知府、布
政使司右参政に加陞したる木増、并びに子の
木懿、及び所属の官吏、住持の道源の人等、
朕惟うに爾の府、地は南滇に在り、境は西竺
に聯なり、仏教を崇尚すること、昔より已に
然り。近

ちかごろ

該、爾奏称すらく、爾の母羅氏は虔
潔に修持し、資を捐して寺を建て69）、上は聖
寿を祝い、下は善門を広くす、と。茲に以て
奏して、蔵経を請う。該部議復すらく、「爾
が母子は世よ辺徼に居し、志は忠貞を矢

ちか

い、
臣節は勤王に顕われ、子の職は善継を修む」
と。茲の懿行を聞き、朕は甚だ焉れを嘉みす。
特に請う所を允し、蔵経を頒賜す。爾等は其
の益を尚

あが

めて、善念を堅くし、衆を率いて焚
修し、番夷を導悟し、宗教を闡揚せば、皇図
は鞏固にして、聖化は益ます崇

あがめ

らる。欽しめ
哉、故に諭す、と。

69） 范承勲撰『鶏足山志』にこれに該当すると考えられる記事が見える。木増の母羅氏が寺院建築資金
を提供したとまでは書かれていないが，同じく天啓 4年（1624）に蔵経賜与の勅諭が出され，崇
禎 2年（1629）にこれを安置するために法雲閣が建てられたとある。また，天啓 4年（1624）の
勅諭で木増などと共に出てくる僧道源の名前も『鶏足山志』に見えるが，同一人物か否かは不明。「万
暦丁巳（45年），麗江府土知府木増延僧釈禅建。天啓四年，勅頒蔵経，賜額祝国悉檀禅寺。崇禎巳
已（2年），建法雲閣貯之，至辛未（崇禎 4）年，其子木懿重加丹堊宏麗精整，遂為一山之冠。辛巳（崇
禎 14）年，僧道源往朝曾陀，又請嘉典府蔵経一部，帰貯奉大殿中」（范承勲撰『鶏足山志』巻四，
寺院上，悉檀寺，5b-6a）。なお，高奣映撰『鶏足山志』にも同様の記述が見える（高奣映撰『鶏
足山志』: 231）。
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現代語訳
皇帝の詔である。雲南麗江軍民府知府，布
政使司右参政に昇進した木増，ならびに息子
の木懿，及び所属の官吏，住職の道源などと
いった人々よ，朕が思うに，なんじの麗江府
の位置は南の雲南にあり，境界はインドに連
なり，仏教を尊び崇めること，昔よりすでに
変わりなく行っていた。近頃，なんじが申し
てきたことに，なんじの母である羅氏は慎み
潔く修行し，資財を差し出して寺を建て，上
は朕の長寿を祝

ことほ

ぎ，下は慈善を施すことを広
く行っているとある。ここに奏上して仏教経
典の賜与を求めてきた。当該の部に審議させ
たところ，「なんじら母子は代々辺境に住み，
忠節と貞節を心に誓い，臣下としての節操は
皇帝に忠義を尽くすところに現われて，子は
職をりっぱに継ぐこととなった」とあった。
このような善き行いを聞いたので，朕は大い
にこれを褒める。特に求めてきたところを許
し，仏教経典を賜与する。なんじ等はその益
を崇めて，善き心を堅くし，属民を率いて香
を焚いて業を修め，チベット人を悟りに導き，
宗教を宣揚すれば，皇帝の版図は強固となり，
聖化は益ます尊ばれる。謹んで実行せよ。そ
のためにここに詔を下す。と。

・崇禎 12年（1639）の勅諭
校注
（45a）
①皇帝勅諭，雲南麗江軍民府土官知府木懿，
爾輸
②　　 助急公，捏圉著積，世効順尊事朝廷。

茲遣
③　　 人，以馬疋方物来貢，忱悃可嘉使回。

特賜爾
④　　 及妻綵幣表裏，用誉勤誠。爾宜益堅

臣節，図
⑤　　報国恩，庶永享太平之福，故諭。
⑥　　回賜，
⑦　　　雲南麗江軍民府土官知府木懿，
⑧　　　　紵紵暗骨朶雲大紅一疋、

⑨　　　　紵紵暗骨朶雲鶯哥緑一疋、
⑩　　　　紵紵暗骨朶雲翠藍一疋、

（45b）
①　　　　紵紵暗骨朶雲大紅一疋、
②　　　　銀絲紗暗骨朶雲青一疋、
③　　　　銀絲紗暗骨朶雲鶯哥緑一疋、
④　　　　青素線羅一疋
⑤　　　　官緑素線羅一疋、
⑥　　　　闊生絹四疋，
⑦　　　木懿妻禄氏瑞，
⑧　　　　紵綵暗陸厠四季花大紅一疋、
⑨　　　　紵綵暗陸厠四季花鶯哥緑一疋、
⑩　　　　青素線羅一疋、

（46a）
①　　　　官緑素線羅一疋。
②　　　広運
③　　崇禎十二年正月二十六日給
④　　　之宝

読み下し
皇帝勅諭すらく、雲南麗江軍民府土官知
府・木懿、爾助を輸すること急公、捏圉なる
こと著積して、世よ効順にして朝廷に尊事す。
茲に人を遣して、馬疋方物を以て来貢するに、
忱悃、使回を嘉みすべし。特に爾及び妻に、
綵幣表裏を賜い、用て勤誠を誉みす。爾宜し
く益ます臣節を堅くし、図りて国恩に報いて、
庶わくは、永に太平の福を享くべし、故に
諭す、と。
雲南麗江軍民府知府・木懿に、紵紵暗骨朶
雲大紅一疋、紵紵暗骨朶雲鶯哥緑一疋、紵紵
暗骨朶雲翠藍一疋、紵紵暗骨朶雲大紅一疋、
銀絲紗暗骨朶雲青一疋、銀絲紗暗骨朶雲鶯哥
緑一疋、青素線羅一疋、官緑素線羅一疋、闊
生絹四疋を、木懿妻・禄氏瑞に、紵綵暗陸厠
四季花大紅一疋、紵綵暗陸厠四季花鶯哥緑一
疋、青素線羅一疋、官緑素線羅一疋を回賜す。

現代語訳
皇帝の詔である。雲南麗江軍民府知府土官
である木懿よ，なんじは資金を朝廷に送って
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くるといった，国家を助けることに熱心であ
り，また辺境防衛の功績が著しく，代々朝廷
につき従い尊び仕えてきた。ここに使者を派
遣して，馬などの貢物を持参して来貢してき
たことに対して，誠意をもって使いの帰りに
下賜しなければならない。特になんじとなん
じの妻に，綵幣表裏を賜与することによって，
なんじらが心を尽くし誠心誠意であることを
誉める。なんじ，ますます臣下の節操を堅く
し，国の恩に報い，永遠に太平の幸せを享受
できることとなるのを願う。そのためにここ
に詔を下す，と。
雲南麗江軍民府知府・木懿に，紵紵暗骨朶
雲大紅一疋，紵紵暗骨朶雲鶯哥緑一疋，紵紵
暗骨朶雲翠藍一疋，紵紵暗骨朶雲大紅一疋，
銀絲紗暗骨朶雲青一疋，銀絲紗暗骨朶雲鶯哥
緑一疋，青素線羅一疋，官緑素線羅一疋，濶
闊生絹四疋を回賜する。木懿妻・禄氏瑞に，
紵綵暗陸厠四季花大紅一疋，紵綵暗陸厠四季
花鶯哥緑一疋，青素線羅一疋，官緑素線羅一
疋を回賜する。

（3）要約文書
・雲南黔国公・沐琮と太監の会題

校注
（17b）
②　　 弘治六年，世守雲南太師黔国公沐琮，

太監
③　　両臺会題，剿撫北勝番賊有功事，
④　　欽准錫木泰俸地村荘田。

読み下し
弘治六年、世よ雲南を守りたる太師黔国公
の沐琮70）、太監の両臺、会して題すらく、「北
勝の番賊71）を剿撫するに功有るの事、欽しみ
て木泰に俸地の村荘田を錫うるを准さん」と。

現代語訳
弘治六年，代々雲南を守りたる太師黔国公
の沐琮，太監の両者が，会って話し合って記
したことに，「木泰は北勝のチベット人の賊
を攻撃して懐柔したという功績あるとのこ
と。それに対して謹んで木泰に報奨の土地と
して，村の荘園を賜与することを許可しよ
う」，と。

・万暦 46年（1618）の移文
校注
（29b）
①　　 万暦四十六年，恭進遼餉，随觧赴京

後，奉
②聖旨，幵載事例，通行天下，欽此，欽遵。
抄出到部。戸
③　　部移文頒行天下褒栄，尋因覆題及叙。
④　　泰昌元年，蒙
⑤欽加木増三品服色之上還
⑥　　嘉錫花幣銀三十両。

読み下し
万暦四十六年、恭

つつし

しみて遼餉を進
たてまつ

るに、
随觧京に赴むくの後、聖旨を奉じたるに、
「幵

かんさい

載の事例もて、天下に通行せしめよ72）。
此れを欽しめ、欽しみ遵え」とあり。抄出し

70） 景泰の初め，都督同知となる（『明史』巻一百二十六，列伝第十四，沐英）。
71） 以前，雲南右参政の職にあり，弘治 12年（1499）9月に上奏した折には福建右布政使となってい

た李韶が，北勝州と四川建昌衛のチベット人（西番と野番）とがあい通じて，騒動を起こし死者ま
で出る事態に至ったと報告している。具体的な年次は不明であるが，このような騒動は北勝州に官
兵がいないため，止めることができないと記されていることから，この時期頻発していたと考えら
れる（「福建右布政使李韶，以前任雲南右参政，頗知土俗事宜，上疎言四事。一謂瀾滄衛与北勝州
同一城地域広遠，与四川建昌西番野番相通，邇年西番土舎章輗、高連等恃倚山険，招服野番千余家
為荘戸，遂致各番生拗動輒殺人，而州官無兵，不能禁制衛官，且大廃軍政恬不加意……」『明孝宗
実録』巻一百五十四，弘治十二年九月乙丑の条）。

72） 『木氏宦譜』にも同様に「聖旨刊載事例，通行天下」とある（『木氏宦譜』: 48）。
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て部に到る。戸部の移文は天下に頒行して、
栄
はえ

を褒め、尋いで因りて覆し題するに、叙す
るに及ぶ。泰昌元年、欽しみて木増に三品服
色を加えたるの上に還

また

、嘉みして花幣銀三十
両の錫うるを蒙むる。

現代語訳
万暦四十六年，遼東の女真族反乱平定に要
する戦費を賄うために，謹んで資金を皇帝に
奉る際，それを持参して朝廷に赴いた後，頂
戴した聖旨に，「記載した事例を天下に通行
させよ，と。これを欽しめ，欽しみ遵え」と
あり。写しは戸部に送り，戸部の文書は広く
天下に発布し，木増のほまれを誉め，次いで
吏部73）が返答を送り，木増の位が昇進する
こととなった。泰昌元年，謹んで木増に三品
服色を加え，さらにまた，誉めて花幣銀三十
両の賜与を受けた。

・泰昌元年（1620）の戸部と兵部の題奏
校注
（33a）
④　　 泰昌元年十二月，戸兵二部題奏，辺

功新賦
⑤　　入額，蒙
⑥欽奨賜木増紵絲二表裏、銀二十両，
⑦　　賞男木懿銀十二両，賞舎人頭目六名
⑧　　銀十八両。

読み下し
泰昌元年十二月、戸兵74）二部題奏すらく、

「辺、新賦、入額75）に功あり、欽しみて木増
に紵絲二表裏、銀二十両を奨賜し、男

むすこ

の木懿
に銀十二両を賞し、舎人頭目の六名に銀十八
両を賞するを蒙むらんことを76）」と。

現代語訳
泰昌元年十二月，戸部と兵部の二部が，皇
帝に申し上げたことに，「辺境において，新
たな賦税が納められたという功績あり。謹ん
で木増に紵絲二表裏，銀二十両を，木増の息
子の木懿に銀十二両を，舎人頭目の六名に銀
十八両をそれぞれ賞して与えられますよう
に」と。

・天啓 2年（1622），蜀の奢征討に関する題奏
校注
（33b）
①　　 天啓二年，助征蜀奢餉功，撫按77）題，

蒙
②欽賜木増三品服色、緋袍一襲、紵絲二表裏、
③　　銀三十両。
④　　本年封上事十，蒙
⑤聖旨，這所奉亦見忠尽，知道了。欽此，
欽遵。抄出到
⑥　　部覆題奏，
⑦聖旨，木増加雲南布政使司右参政職銜致
⑧　　事，以勧忠義，欽遵。照会移行本司。

73） 『木氏宦譜』には「蒙吏部覆題、欽加三品服色、錫花幣銀三十両」とある（『木氏宦譜』: 48）。
74） 戸部と兵部を指す。
75） 『明実録』にこの件の記載がなされている（「巡撫雲南沈儆炌題，滇省介在西南，而麗江又在滇西北，

境接番達，頻年為患。該府土官木増父子，奮勇斬獲黄毛達子五十二顆，収降男子一千有奇，并収卜
花村魯台寨，安挿降民，認納毎年氂銀八十一両零，黒大麦二千二百梆，具題入額。請于知府上，量
加三品服色，以旌其労。部覆従之」『明光宗実録』巻八，泰昌元年八月癸酉の条）。

76） 『明実録』に該当する記事として以下のように記されている「録麗江土知府木増，禦寇拓土之功，
賞銀二十両，紵綵二表里，其子懿及舎目等各賞銀有差。遼患方啓，増嘗捐万金助餉。不独功在滇南
也」（『明熹宗実録』巻四，泰昌元年十二月壬戌の条）。

77） 巡撫と巡按の合称。いずれも都察院の官職。巡撫は総督に次ぐ地位で武官を監督する（「国初，兵
事専任武臣，後常以文臣監督。文臣重者，曰総督，次曰巡撫」万暦『大明会典』巻一百二十八，兵
部十一，鎮戍三，督撫兵備，1a）。巡按は文官の監督を職務とする（「而巡按則代天子巡狩，所按藩
服大臣、府州縣官諸考察，挙劾尤専，大事奏裁，小事立断」『明史』巻七十三，志第四十九，職官二，
都察院）。
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読み下し
天啓二年、蜀の奢78）を征するを助すくに
餉りたるの功、撫按題するに、「欽しみて木
増は三品服色の緋袍一襲

かさね

、紵絲二表裏、銀
三十両を賜うるを蒙むらん」と。本年、事

ことがら

十
を封上して79）、聖旨を蒙むるに、「這

こ

の奉り
たる所にもまた、忠尽を見たり。知道せり。
此れを欽しめ、欽しみ遵え」とあり。抄は出
して部に到り、覆して題奏するに、聖旨に「木
増に雲南布政使司右参政の職銜を加えて、事
を致しめ、以て忠義を勧めよ、欽しみ遵え」
とあり。照会し本司に移行せしむ。

現代語訳
天啓二年，四川省永寧の土司である奢の反
乱平定を助けるために，軍糧（又は資金）を
送った功績に関して，巡撫と巡按が皇帝に申
し上げたことに，「謹んで木増に三品服色の
緋袍一そろい，紵絲二表裏，銀三十両を賜与
されんことを」とあった。本年，十項目の建
言を皇帝に提出し，聖旨をいただいたものに，
「このようなものを奉りたる所にもまた，忠
誠を尽している姿を見た。了解した。これを
謹んで実行せよ，謹んで従え」とあった。写
しは部に送り，皇帝に返答として申し上げた
ところ，聖旨に，「木増に雲南布政使司右参
政の職官を加えて，勤めに従事させて，忠義
に励ませよ，謹んで従え」とあり。照会し雲
南布政使司に送らせた。
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