
ハラチン左翼旗からフレー旗へ送られていた穀物
―清代乾隆年間のモンゴルにおける活仏の旗の財政の一側面―

永　良

1．序

1．1．フレー旗とハラチン左翼旗との関係

　清代のモンゴルは理藩院の管轄下にあり、旗、そしてその上の盟という行政組織が設置

されていた。旗長、盟長の職は地元モンゴル人貴族に与えられるのが一般的であったが、

それらの職に相当する地位がチベット仏教の活仏に与えられることもあった。そういう活

仏の治める領地を一般にラマ旗あるいはシャビ領と呼ぶことが多いが、本稿ではこれを「活

仏の旗」と呼ぶことにする。本稿で扱うフレー旗 1について言うと、清朝がモンゴル地域に

設立した最初の活仏の旗であり、清朝皇帝がチベット仏教をモンゴル地域から受け入れる

際にもフレー旗の仏教僧たちを介して受け入れており、清朝の入関（1644年）前から清朝

初期にかけてのチベット仏教人材育成の源泉地としても、重要な役割を果たしていた 2。フ

レー旗のジャサク・ダー・ラマ・メルゲン・チュージェという活仏が清朝の国師に任命さ

れた康熙37（1698）年という年次は、有名なチャンキャー・ホトクト2世が国師に任命され

た康熙45（1706）年より8年も早く、清朝治下には一時期これら2人の国師が存在していた。

ただし、乾隆年間以降は、周知の通り国師号はチャンキャー・ホトクトの転生僧のみに授

与されるようになった。一方、雍正帝は、フレー旗の長たるジャサク・ダー・ラマの地位を

青海アムド地方の先述したメルゲン・チュージェの子孫の中から転生者を選んで世襲させ

ると限定した 3。

　また、崇徳元（1636）年頃、清朝の第二代目の皇帝ホンタイジが内モンゴル各部からラマ

やバンディ（下級ラマ）をフレー旗に移住させた時から、清朝の盛京戸部がフレー旗に毎
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1 例えば、池尻（2013）はフレー旗のことを「シレトゥ＝フレー」と呼んでいる。池尻氏はフレー
旗の扎薩克大喇嘛（ジャサク・ダー・ラマ）であったパンディタ・ノモンハンが京師の扎薩克
大喇嘛の原型になったとして、フレー旗が京師の扎薩克喇嘛制度の形成過程において中心的
な役割を担っていたと指摘している。また、内モンゴルの研究者ホルチャ氏は「シレート・フ
レー・ジャサク・ラマの旗」と呼んでいる（金海・胡日査等2010）。しかし、後述する史料Aの
内蒙古自治区档案館所蔵檔案502-1-43-11等では、「フレー旗」と書かれているため、本稿では、
史料に基づいて、「フレー旗」という呼び方を使う。

2  若松（1996：397‐411）等を参照。
3  池尻（2013：141）を参照。しかし、彼が妻帯していたのか、また子孫があったかは不明である。



年1000両の銀や種々の物品を支給するという規定があったといわれている。その史料上の

典拠についてQurča（2011：10）は、崇徳元（1636）年から始まったことが遼寧省档案館所蔵

『盛京内務府の満洲文檔案』巻5642に記載されていると述べている4。また崇徳2（1637）年秋、

フレー旗に4人のジャサク（扎薩克）、4人のデムチ（徳木斉）の職を設けたという。さらに、

崇徳元（1636）年から崇徳3（1638）年の間にホンタイジが内ジャサク・モンゴル（ほぼ現在

の内モンゴルに相当）各部からフレー旗に属民を移住させ（前述した崇徳元年頃のラマの

移住とは別）、ジョスト盟のいわゆる「ハラチン4旗」（後述するようにハラチン3旗とトゥ

メト左旗の計4旗のこと）からフレー旗に年間穀物 51000斛 6を送るという規定が定められ

たということが先行研究によってよく指摘される 7。

　ここでハラチンから家畜や銀、銅銭ではなく穀物を送付すると規定したことは、殺生や

蓄財から離れた仏教儀式に用いるという、何らかの象徴的な意味を有していたと思われる。

さらに、ハラチン・モンゴル地域は清朝の康熙年間から漢人農民が流入していて、彼らが

その土地を開墾していた。乾隆年間になるとこの地域の土地は既にその大部分が開墾され

ていて、清朝の東北地域でも唯一の農業地域となっていた。おそらく、崇徳年間には既に

農業が始まっていたものと思われ、当時ハラチンからフレー旗に穀物を送るという行為自

体は、さほど困難ではなかった可能性が高い 8。
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4  池尻（2013：49）も参照。池尻氏は特に根拠となる史料名や出典をあげてはいない。また、
Qurča（2011：10）、Kürelša （2015：30）によると、この銀は康熙55（1716）年以降、年間800両
へ減らされたということが光緒『大清會典事例』（後述する史料B）巻二八九のp.384に記載さ
れている。筆者は『大清會典事例』の記述を確認することはできたが、上記の内務府の檔案は
まだ確認できていない。

5  実際にいかなる穀物であったか、その種類は不明である。しかし、少なくとも清代の乾隆年間
当時ではアワ（粟）であった可能性が非常に高いと筆者は考えている。

6  斛（hu）は容量の単位で「こく」と読む。古代の1斛は10斗で石と同じであったが、清代の1斛
は一般には5斗つまり51.775リットルであった。したがって1000斛は5万1775リットル、つま
り51.775立方メートルとなる。ただし、後述する史料Aの公文書史料を見ると、少なくとも乾
隆年間の内モンゴルでは実際には1斛が1斗5升であったようである。1斗は10.355リットル
なので、1.5斗は15.5325リットルとなり、1000斛は約1万5532.5リットルとなる。斛のもと
もとの意味は四角くかどばった箱型の「ます」のことである。

7  庫倫旗誌事務室（1989：136）、金海（2010:211-213）、Ba süke（2010：27）では、崇徳元（1636）
年からだと記述されている。中国人民政治協商会議庫倫旗委員会文史資料編委会（2015:10）、
池尻（2013：49‐50）は崇徳元（1636）年から崇徳3（1638）年の間に定められたという。いずれも、
根拠となる史料は特に挙げていない。一方、胡日査（2009a）、胡日査（2009b）では庫倫旗人民
委員会办公室1960『吉祥佛陀教法源流之传记』〔Z〕（チベット語）に記載されていると述べら
れている。Kürelša （2015：32）でも同様な記述がある。残念ながら筆者はこのチベット語文献
をまだ確認できていない。

8  ボルジギン・ブレンサイン（2003：175-189）等を参照。



　この時に穀物送付を命じられたという「ハラチン4旗」とは、ハラチン左翼旗（喀喇沁左

翼旗）、ハラチン中旗（喀喇沁中旗）、ハラチン右翼旗（喀喇沁右翼旗）及びトゥメド左翼旗

（土默特左翼旗）を指す。当時はいずれもジョスト盟に所属していた。元々は13世紀モンゴ

ル帝国期のチンギス・ハーンの功臣ジャルチダイ（扎爾楚泰）とその子ジェルメ（ǰelem-e、

漢字では済拉瑪と表記される）を遠祖とし、ウリヤンハン（烏梁罕、兀良罕とも言う）とい

う氏族名を持っていた。フレー旗の始祖アシャン・マンジュシュリ・ホトクト・ラマ（以下、

アシャン・ラマと略す）はチベットからモンゴル地域に来て布教する内に徐々にハラチン・

モンゴルのホトクト（活仏）として認識され始め、ハラチン・モンゴルから支援を受けるよ

うになった。また、ジョスト盟にはこれら4旗以外にも、トゥメド右翼旗（土默特右翼旗）

という旗があった。この旗は同じジョスト盟に所属していたが、元々は帰化城方面のトゥ

メド部から移住してきたアルタン・ハーンの後裔だという。したがって、トゥメド左翼旗

はトゥメド右翼旗とは異なってハラチンの3つの旗と同じ祖先を持っており、そのことが

「ハラチン4旗」と呼ばれる集団への所属につながったわけである 9。

　フレー旗の財政面においては、清朝皇帝の命令によって「ハラチン4旗」から穀物を受け

取っていたことがかなりの重要性と意義を持っていたと筆者は考えている。そこで本稿で

は、清代のモンゴル文一次檔案史料を利用して、乾隆年間にジョスト盟のハラチン左翼旗

からフレー旗に送られていた穀物の送付実態（送付目的、送付穀物の量、時期とその経緯）

について検討したい。本稿で研究対象をハラチン左翼旗に絞るのは、史料上の制約のため

である。

1．2．先行研究の整理

　本稿に関連する清代モンゴルのチベット仏教史研究としては、まず若松（1996）が、フレー

旗の歴代ジャサク・ダー・ラマの人材供給源がアムド 10東部にアシャン・ラマが創建した

ウシタク寺と、セチェン・チュージェが創建したパージョ寺であることを究明した 11。

　また胡日査（2009）は満洲文及びモンゴル文歴史檔案等を用いて、清代の内モンゴル地

域における寺院経済の研究を行った。具体的には、清代のフフホト（帰化城）、ドロンノー

ル、ハラチン3旗などの地域の寺院檔案史料を用いて、寺院の土地とその管理・経営方法、

寺院経済収入、寺院生産労働者たるシャビナルの生活状況等を記述した。Qurča（2016）では、

清代から中華民国期にかけてのオルドス地域のハンギン（杭錦）旗の寺院における歴史的
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9  ブレンソド（2013：54）等を参照。
10  アムド地域とはチベットの東北地方、現在の中華人民共和国の青海省当たりを指す。
11  若松（1996：397‐411）



諸事件というテーマで寺院経済の実態を解明した。金海（2010）は、清代モンゴルの歴史、

政治、社会、経済、文化等について総述し、清代モンゴルに存在したとする6つの活仏の旗

について、文史資料やラマの伝記を用いて総合的にまとめた。

　そのほか、池尻（2013）は清初から乾隆期にかけてのチベット仏教僧たちの活動を分析し、

清朝の対チベット仏教政策を研究した。また、池尻氏は「ジャサク・ラマ制度」と自ら名付

けた清朝のチベット仏教政策の成立と展開を論証した。活仏の旗については、太宗ホンタ

イジ時代からの人脈を基礎としてアムド東部の寺院から人材を獲得していたフレー旗が中

心となって形成されていったと論述している。

　活仏の旗（ラマ旗）に関しては中国の多くの研究者たちが、『蒙古族簡史』編写組（1985：

158-161）の記述した「清代のモンゴル地域には7つのラマ旗が設立されていた」という概

念を受け入れている。しかし、地元モンゴル国（1992年まではモンゴル人民共和国）の研

究によると、そのうちの1つとされるハルハ・モンゴル地域のジェブツンダンバ・ホトクト

（哲布尊丹巴呼図克図）のイフ・シャビ（隷属民）たちは、一般諸旗の領域内にバラバラに

分散して居住・遊牧しており、その居住する旗の旗長や盟長からの管理を受けないで、行

政官エルデネ・シャンゾドバ（ジェブツンダンバ・ホトクトの部下たるモンゴル人官僚。そ

の衙門は庫倫にあった）の管理下にあった。すなわち、ジェブツンダンバ・ホトクトのイフ・

シャビの大部分は実際には特定の旗に集住していたわけではなかったため、ハルハ・モン

ゴルのジェブツンダンバ・ホトクトの領域・領民をそのまま活仏の旗（あるいは領地、ラマ

旗）とは呼べないはずである。しかもこのホトクトは行政レベルとしては、1ランク上の

盟長と同格の権限を持っていた。さらにモンゴル国では外モンゴルにおける活仏領は10個

以上あったと記述されることが多い 12。内外モンゴルで研究成果の不整合が見られるわけ

である。

　以上をまとめると、若松（1991）、池尻（2013）等も活仏の旗の成立や歴史的背景を検証

するのみで、その行政組織や財政実態については全く研究していない。そこで、本稿では、

清朝独自の行政組織であるフレー旗がハラチン左翼旗から毎年大量の穀物を受領していた

と言われる問題の実態を明らかにしたいと思う。

1．3．本研究で使用する史料

　本研究では、以下に掲げるAからDまでの4種類の史料を利用する。

　史料A： 清代のフレー旗に関する檔案史料。筆者自身が2018年8月に内モンゴル自治区

档案館から入手した清代中後期のモンゴル文檔案史料（乾隆年間、嘉慶年間、道
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12  Sonomdagva（1961：100,114-115）等を参照。



光年間、同治年間、光緒年間の檔案史料）である。

　史料B： 中華書局編（1991）：光緒『大清会典』、『大清会典事例』（第十冊）中華書局

　史料C： 清・李桓輯録『欽定外藩蒙古回部王公表傳』文海出版社（出版年の表示なし）

　史料D： 喀喇沁左旗檔案綜録編委会編（2011）：『喀喇沁左翼旗檔案綜録』遼寧民族出版社

2．乾隆年間にハラチン左翼旗から送付されていた穀物の実態

2．1．ハラチン左翼旗から送られていた穀物とその遅れ

　本節では、乾隆年間にハラチン左翼旗からフレー旗に送られていた穀物の実態、また「ハ

ラチン4旗」からフレー旗に送られる穀物が本当に毎年1000斛に達していたのかどうかに

ついて検討する。まず、ハラチン左翼旗から送付された穀物について現在確認出来る史料

として、乾隆15（1750）年11月21日付でフレー旗のジャサク・ラマ・ロブサン・チョイムビ

ル 13からハラチン左翼旗へ送られた文書には以下のように書かれている。（　）内は引用者

による補足である。以下同様。

史料1（筆者による日本語訳、以下同様）

　…あなたの所（ハラチン左翼旗）から送って来るべき穀物（の不足分）が、現在8年分に

なった。亥（乾隆8、1743）年の不足分の8斛（quu）の穀物（budaγ-a）とその後この午（乾

隆15、1750）年まで（の7年間）の毎年80斛の穀物を含めて、合計で568斛になった。この

穀物（ハラチンからフレーに送られる穀物）は昔から定められていた皇帝のための祈祷

（gürüm）の（経を）読む僧たちの食事のために準備する重要な穀物である 14。…

　この史料1の内容は、乾隆8（1743）年から乾隆15（1750）年までの8年の間に、ハラチン

左翼旗からフレー旗に毎年送るべき80斛の穀物の送付が遅れているので早く送ってほし

いという催促である。まず、乾隆8（1743）年に80斛の穀物を送るはずであったが、72斛し

か送っていなかったという。つまり、乾隆8（1743）年分の残り8斛は乾隆15（1750）年まで
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13  この人物についてはまだ詳細は不明である。おそらく当時のフレー旗のシレート・ホビルガ
ン・ホトクト・ラブジャンバ・アグワンジャミヤンバラサンの下にいた4人のジャサク・ラマ
の一人であると筆者は考えている。ラブジャンバ・アグワンジャミヤンバラサンは、庫倫旗誌
事務室（1989：144-145）によると、雍正11（1733）年から乾隆30（1765）年までフレー旗の長
を務めた活仏である。

14  内蒙古自治区档案館所蔵檔案502-1-43-11。この檔案の番号は内蒙古自治区档案館の档案目録
の登記方法に基づくものであり、順に「全宗号」「目録号」「巻号」「件号」を示す。本稿では日
本語訳のみを示し、モンゴル文原文は紙幅の都合で省略した。（　）内は、筆者による補足、…
は省略である。以下、同様。



送っていなかった。また、乾隆9（1744）年から乾隆15（1750）年までの7年間の毎年80斛の

穀物、合計560斛の穀物も送っていなかった。乾隆8（1743）年から乾隆15（1750）年まで、

乾隆8（1743）年の72斛を除いて、ハラチン左翼旗からフレー旗には全く穀物を送っていな

かったことになる。ここでは、乾隆年間にハラチン左翼旗からフレー旗へ年間80斛の穀物

を送ることになっていたという事実が確認できるが、この年間80斛の穀物の送付はハラチ

ン左翼旗にとってかなり重い負担であったようで、しばしば遅延していたこともわかる。

　また、同じくこの史料には、「昔から定められていた皇帝の儀式のために（経を）読む僧

たちの食事のために準備する」という使用目的も書かれている。「ハラチン4旗」からフレー

旗に穀物を送らせるのは、清朝政府がフレー旗のラマたち 15に命じて皇帝や王朝のために

仏教経典を読ませる必要があったためであった。これは、清朝政府が内モンゴルを統治す

るためにチベット仏教を利用していて、その統治政策上、チベット仏教僧侶たちの協力が

必要であったためだと言えよう。

　続いて、乾隆後半期の穀物送付については、乾隆46（1781）年11月11日付でハラチン左

翼旗からフレー旗に送付された文書に、フレー旗からの催促とハラチン左翼旗からの弁解

という以下のようなやりとりが書かれている。

史料2

　…（フレー旗側の発言）あなたの旗（ハラチン左翼旗）から毎年80斛の穀物を送ってく

るべきである。現在亥（乾隆44、1779）年から牛（乾隆46、1781）年までを入れて3年間の

240斛の穀物を送ってきていない。ラマたちの食事が途切れているので、請求するために

印鑑を押した文書を作り、ゲブグイ・アグワンリンチンに渡して送った。…

　（ハラチン左翼旗側の発言）我々の旗（ハラチン左翼旗）は今年悲惨な時節（旱魃）（čaγ 

ǰüdegüü）に当たっている。しかも、旗内の賦役の（担当する）多くの民（alban-u olan arad）

から集めて送るので、すぐには集められない。現在我々の旗内に命じて、集め登録してみて、

来年の春にすぐに人を出して送ろう 16。…

　この史料2には、ハラチン左翼旗からフレー旗に送るべき穀物が乾隆44（1779）、45

（1780）、46（1781）年の3年分送られていないと書かれている。フレー旗側はこの穀物を請

求するためにゲブグイ・アグワンリンを派遣したが、ハラチン左翼旗側は弁解して印鑑を

押した公文書を作り、ゲブグイ・アグワンリンに持たせて帰らせた。すなわち、フレー旗が
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15  具体的な人数は不明だが、フレー旗のラマたちは一千人に達していたと言われている。
16  内蒙古自治区档案館所蔵檔案505-1-26。



不足している穀物を請求したが、ハラチン左翼旗側は、翌年の春に人を出してから送ると

述べた。清朝皇帝による規定があったため、旗内がいかに苦しくても、送らないといけな

いと認識していることが確認できる。

　また、乾隆57（1792）年10月21日付でフレー旗からハラチン左翼旗に送られた次の文書

でも送付の遅れが見てとれる。

史料3

　…あなたの旗（ハラチン左翼旗）から送ってくる穀物を今年の子（乾隆57、1792）年の

穀物を入れて計算すると、合計で全部の不足している分（の穀物）が670斛になった。この

穀物は皇帝の万寿を祈願する儀式（degedü boγda eǰen-ü tümen tümen nasun-u gürüm）で（経

を）読む多数の僧侶の食事に欠かせない重要な物であり、常に使う必要があるほか、現在

も多数の僧侶の食事が非常に不足しているので、これらの事情を書いて印鑑を押した文書

を作ってゲスグイ・シャラバニマに渡して送った。到着した後、貴殿（ハラチン左翼旗の旗

長ダンバドルジ 17）が国の宗教（oron šašin）と皇帝の万寿のことを思うならば、これらの不

足している穀物を調べて、不足なく全部収集して、我々の派遣したゲスグイに渡してとも

に送っていただきたい 18。…

　この史料3の中には乾隆57（1792）年分の80斛を入れて、合計670斛の穀物が不足してい

ると書かれている。つまり、合計670斛を80で割ると、8年分以上不足していたことが確認

できる。また、この史料3の中でも、この穀物を皇帝の万寿の儀式に参加する僧侶たちのた

めに使うという目的を述べ、穀物の不足を強調している。

　次の史料4は、乾隆57（1792）年11月（日付け不明）付でハラチン左翼旗旗長ラドナギル

ディ 19から史料3への返事としてフレー旗に送られた文書である。

史料4

　…あなた（フレー旗）の送ってきた文書の中で「知らせて請求すること。調べてみると、

あなたの旗（ハラチン左翼旗）から送って来る穀物をこの子（乾隆57、1792）年を入れて
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17  『欽定外藩蒙古回部王公表傳』によると、ハラチン左翼旗の旗長固山貝子ダンバドルジ（丹巴
多爾済）は、乾隆44（1779）年に旗長一等タブナンとなり、乾隆48（1783）年7月に旗長・固山
貝子となる。嘉慶18（1813）年に死んだという。

18  内蒙古自治区档案館所蔵檔案505-1-26。
19  包（1995：385）を参照。漢字では喇特納吉爾第と表記される。元々は鎮国公であったが、乾隆

56（1791）年の8月に何らかの事情で鎮国公から頭等タブナンに降格されたという。



計算すると、全部で不足分が合計670斛となった。これらの穀物を所属の旗（ハラチン左翼

旗）から調べて送ってほしい」と言った。このために調べてみると、この件の（不足している）

穀物は我々の前任旗長貝子 20の任期内の時に不足していた穀物で、またここ数年雨の時期

が合うかどうかという問題で、穀物があまり取れなかったので延期したのである。今すぐ

旗の多くの所属民に布告しても短期間の間に徴収することは大変難しい。来年の春に印務

を開始した時に旗のソムからいくらかできる範囲で収集して準備し、すぐに官員に渡して

印鑑を押した文書と一緒に送る 21。…

　この文書中では、不足している穀物は前任旗長・貝子の時に不足していた穀物であると

言って弁解している。続いてこの文書には「ここ数年雨の時期が合うかどうかという問題

で、穀物があまり取れなかったので延期した」と書かれている。真偽は不明だが、気候上の

理由で穀物が収穫できず送付が遅れたと説明している。

　以上1から4までの史料を全体としてみると、乾隆年間にハラチン左翼旗から年間80斛

の穀物をフレー旗に送っていたことは確実であるが、少なくとも乾隆15年以降、穀物の送

付がしばしば遅れていたこともわかった。

2．2．他の旗から送られていた穀物

　前述のように、崇徳元（1636）年から同3（1638）年頃にホンタイジが定めたと言われる

規定で、「ハラチン4旗」からフレー旗に年間1000斛の穀物を送ることを決めたと言われて

いるが、実際に毎年1000斛の穀物を送っていたかどうかは不明であり、詳しく検討する必

要がある。本稿の2.1．では、乾隆年間にハラチン左翼旗からフレー旗に年間80斛の穀物を

送るという規定があったことが確実に確認できた。また、Ba süke （2010）によると、乾隆

23（1758）年時点で、ハラチン右翼旗からはフレー旗に年間120斛の穀物を送っていたとい

う 22。このハラチン右翼旗からの120斛の穀物については、残念ながら筆者はまだ確認でき

ていない。ただ、乾隆24（1759）年から咸豊6（1856）年頃の史料によると、ハラチン左翼旗

には53個のソム（蘇木）があったという 23。一方、乾隆 55（1790）年の時点でハラチン右翼

旗の管轄するソム数は 43個 とされる 24。清代のソムとは、1ソムが成人男子150人からな

り、賦役を負担する箭丁の単位として、旗内に設定されていた組織である。このソム数か
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20  ここでの前任旗長貝子とはダンバドルジである。包（1995：383）を参照。
21  内蒙古自治区档案館所蔵檔案505-1-26。
22  Ba süke（2010：29）。氏は、根拠となる史料は特にあげていない。
23  『喀喇沁左翼旗檔案綜録』編委会（2011：567）。
24  内蒙古自治区档案館所蔵檔案504-5-1771



ら単純に考えると、送付穀物量とは逆にハラチン左翼旗の方が人口が多かったことになる

が、一方で大きな差があったわけではないとも言えるであろう。ハラチン中旗とトゥメド

左翼旗についてはなお不明である。ハラチン中旗は康熙44（1705）年にハラチン右翼旗か

ら分離させられて一つの旗として設置されたことから、当該旗のソム数はハラチン左翼旗

やハラチン右翼旗のソム数より少なかったという可能性も推定される。これらのことを考

慮した上で、ハラチン中旗とトゥメド左翼旗の送付穀物の量を仮にやや多めに見積もって

各々毎年120斛としても、「ハラチン4旗」合わせて合計で440斛ということになり、とうて

い1000斛には達しないということになるであろう。

　また、ホンタイジの定めた規定では毎年10月に支給するはずであったと言われてきた

が、実際に10月に支給されていたかどうかは全く不明であった。本稿では紙幅の都合上、

この問題について詳しく論じることはできなかったが、送付時期が遅れた事例を除いて考

えても、現実の送付時期を厳密に確認すると、11月頃の事例がよく見られる 25ことがわか

る。

3．穀物の代わりに銀を送った事例

3．1．フレー旗がハラチン左翼旗から穀物の代わりに銀を受領するようになった経緯

　ここでは、フレー旗がハラチン左翼旗から穀物の代わりに銀を受領し始めた経緯を分析

し、乾隆年間における送付穀物と銀との交換比率、その交換の具体的な手続き等を詳しく

検討する。まず、以下に乾隆16（1751）年4月24日付でフレー旗からハラチン左翼旗に送ら

れた文書を引用する。

史料5

　…あなたの所（ハラチン左翼旗）から送って来る穀物（の不足分）が現在9（乾隆8-乾隆

16、1743-1751）年になった。癸亥（乾隆8、1743）年の不足していた8斛の穀物と、甲子（乾

隆9、1744）年以降、辛未（乾隆16、1751）年までに送ってくる毎年80斛の穀物とで、合計

全部で648斛になった。この穀物を支給すると言って、現在辛未（乾隆16、1751）年の夏の

初めの（4）月22日にあなたの旗（ハラチン左翼旗）のイトゲル・ソムの領催アルビンの兄

ギソル・オロトと、タブナン・トウレカディの隷属民（qariyatu）、チョイダル・ソムのバン

チュンという2人が来て我々に報告した言葉の中で、「私たちは、昔から送っていて不足し

ていた分の穀物を支給しようと自分の旗から50両の銀を持ってきて、（フレー旗の）市場
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25  例えば内蒙古自治区档案館所蔵檔案502-1-43-11（史料1）、同505-1-26（史料2）、同505-1-57。



（qudalduγan-u γaǰar）に行って穀物の値段 26を聞いたら、1両の銀で5斗5升（の穀物）をく

れる、この値段で買って渡そうとすると、穀物が少なくてお金が少なくなって日々滞在 27 

…ラマ・ジャサクたちが認めてくれれば、私たち（ハラチン左翼旗）の持って来た50両の

銀を私たちの聞いた値段で50両の銀に相当する27石4斗5升の穀物を、1斗5升を1斛とし

て、183斛の穀物に換算してほしいと言って報告した。このために調べて見ると、この穀

物は皇帝の万寿の儀式（の経）を読む時の多数の僧侶の食事に使う重要な穀物であり、また、

さらに元々私たち（フレー旗）は昔から穀物の代わりに銀に計算して受領したことはない。

またあなたの旗から（銀で）穀物を買ってくれと言って来たギソル・オロトとバンチュン

殿たちが証明書（temdegtü bičig）を持っていなかったので、50両の銀を我々が一時的に受

け取って預かっている。この文書が届いたあとに、（ハラチン左翼旗の鎮国）公 28殿は、あ

なた自身が信頼できる良い人に証明書を持って来させて、この50両の銀で（自ら）穀物を

買ってくれるか、あるいは銀を持ち帰って不足していた穀物を数量の通りに揃えてやはり

穀物を納入するか、あるいはこの50両の銀を183斛の穀物と定めて計算して納入するか、

ということを別々に分けて明白に説明して処置し、回答の印鑑を押した文書を作り私たち

の命じた人に渡してほしい。再び不足している648斛の穀物からこの50両の銀の分の183

斛の穀物を引くと、現在辛未（乾隆16・1751）年の80斛の穀物を入れて計算すると、不足

しているのは465斛の穀物である。また今後は毎年恒例の送って来る穀物をやはり昔から

の通りに送ってきてほしい 29。…

　この史料5の公文書の内容を簡単に説明すると、ハラチン左翼旗の2人の官員が銀50両

をフレー旗に持ってきて、毎年送る80斛の穀物の8年余りにわたる不足分（本稿2．1．の

史料1で検討した不足分）の一部の代わりに銀を渡そうとしたのであった。この2人の官員

が市場で穀物の値段を聞いて計算すると50両の銀が当時183斛の穀物に相等したため、こ

の50両の銀を183斛分の代わりに受け取ってほしいと言って渡そうとした。ところが、こ
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26  モンゴル語転写quγučaγ-a。期間の意味であるが、ここでは値段を意味すると思われる。以下、
値段と訳す。

27  この部分は意味不明。おそらくフレー旗に滞在するのにお金がかかることを指していると思
われる。

28  ホトリンガである。漢字では瑚図霊阿と書かれる。乾隆7（1742）年にハラチン左翼旗の旗長
固山貝子の職と爵位を世襲し、乾隆14（1749）年に乾隆帝の勅によって鎮国公へ降格された
ものの、乾隆20（1755）年には固山貝子の爵位に再び戻されている。ハラチン左翼旗での旗長
在職期間は乾隆7（1742）年から乾隆44（1779）年までの37年間である。清・李桓（著作年代不
明 :756）、包（1995：366）。

29  内蒙古自治区档案館所蔵檔案502-1-43-11。



の2人の官員は印鑑を押した正式な文書を持っていなかった。これに対して、フレー旗側

はこの50両の銀を受領したものの、正式に受け取ったわけではなく、ハラチン左翼旗の旗

長ホトリンガに宛てて、正式な公文書を作って送ってほしいと要請したのである。この50

両の銀の処置についてのフレー旗側の見解としては以下のように書かれている。一つ目の

方法は、この50両をフレー旗が預かった後、ハラチン左翼旗から印鑑付の文書を持つ官員

を派遣してフレー旗に至り、左翼旗の官員がフレー旗で穀物を買って来ることである。二

つ目の方法は、左翼旗の官員がフレー旗からこの50両をもとどおり受け取って、持って

帰ってから、再び穀物そのものの形で不足分の穀物を送って来る方法である。三つ目の方

法は、この50両を183斛の穀物として定めて印鑑を押した文書に明記し、フレー旗に送る

という方法であった。この文書中で、最も重要なのは、ハラチン左翼旗からフレー旗に送

られていた穀物が、この乾隆16（1751）年に初めて銀に替える形で送られたことが書かれ

ている点である。

　不足している穀物の量を見ると、前節で明らかにした乾隆8（1743）年分の内の不足分8

斛に、乾隆9（1744）年から乾隆16（1751）年までの毎年80斛の8年分、計640斛を加えて、

合計648斛が不足していた。穀物（ここではおそらくアワと思われる）の値段は年によって

変動していたはずであるが、乾隆16（1751）年のこの公文書中の値段を見ると、フレー旗

では1両の銀＝5斗5升の穀物であって、50両の銀が27石4斗5升の穀物であった。またこ

の史料5では1斛を1斗5升としているので、50両の銀が183斛の穀物になった。ここから、

当時の内モンゴルでは1斛が1斗5升であって、銀で換算すると1両の銀が5斗5升の穀物

になっていたことがわかる。ここで1斛を1斗5升としていることに何らかの特別な事情が

あったかどうかはなお不明であるが、ハラチン左翼旗側の見解として書かれている値段と

1斛の換算量を、フレー旗側も異存なく認めていたことは明らかである。つまり、乾隆16年

（1751）時点の両旗では、この値段とこの換算量が普通であったと思われる。

　前述の通り、崇徳元（1636）年から同3（1638）年頃に皇帝ホンタイジが定めた規定では、

「ハラチン4旗」からフレー旗に年間1000斛の穀物を送るべきだとしていたという。穀物の

値段は年によって変わるが、清代の一般的な単位換算では1斛は5斗に相等する。1斛を5

斗とし、5斗5升の穀物を銀1両だと仮定すると、ハラチン左翼旗から送る年間80斛の穀物

は40石、銀約72.7両に相等する。そして「ハラチン4旗」からの年間1000斛の穀物は500石、

銀約909.09両となる。この数字は、結果的に当時清朝政府からフレー旗に支給していたと

言われる年間80030両の銀を超えてしまい、「ハラチン4旗」にとっては、あり得ないほどの
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30  前述のように1636年に清朝の皇帝ホンタイジが盛京戸部からフレー旗に毎年1000両の銀を
支給すると規定していたが、康熙55（1716）年以降は銀1000両が銀800両に減らされていた。



重い負担であったことになる。しかし、この史料5を見ると、当時の1斛は少なくとも内モ

ンゴル地域では5斗ではなく1斗5升に相等しており、年間1000斛を本当に送っていたと

しても、実際には清代の一般的な単位換算で理解する場合よりもかなり少なく、年1000斛

は12石、銀だと21.8両であったことになる。そこで、仮にこの文書の値段と換算量でハラ

チン左翼旗から送る年間80斛の穀物を計算してみると、1斛が1斗5升であって穀物5斗5

升が銀1両となる。つまり、80斛の穀物が約21.8両の銀に交換できる。また、同じく1斛を

1斗5升として計算すると、1000斛という1年分の穀物は約272.7両の銀となる。21.8両に

しても272.7両にしても、清朝政府からの銀800両と比較してみればかなり少ないが、それ

でも「ハラチン4旗」のみから272.7両というのはどうみても多すぎるので、やはり1斛が1

斗5升であって、かつ実際には1000斛もの穀物を送っていたわけではないと解釈する方が

自然ではないだろうか。

　また、フレー旗の僧侶たちは、史料5の最後の所で、毎年送ってくる穀物を銀へ替えて送

るよりもやはり穀物そのもので送る方が良いと述べている。その理由としては、チベット

仏教の僧侶たちにとって生活に使う食品や物品はそのまま直接もらうのが一般的であり、

世俗から離れたフレー旗等のチベット仏教寺院が頻繫に銀を受領することは、チベット仏

教にとっても、清朝政府にとってもあまり好ましくない印象を与える可能性があったこと

等が考えられる。少なくとも、乾隆16（1751）年になって初めてハラチン左翼旗からフレー

旗に、穀物そのものではなく銀を送り始めたという事実が確実であることは、この文書か

ら確認できる。重くかさばる穀物そのものを運ぶよりも、軽い銀を運ぶ方が容易であった

ことは想像に難くない。

　乾隆16（1751）年に銀を持ってきたハラチン左翼旗の関係者たちが印鑑を押した正式な

文書を持っていなかったのは、乾隆16（1751）年の時点では、規定に反して、穀物に代えて

銀を送るという正式な公文書を書くことができなかったからだとも考えられよう。

3．2．乾隆後半期における銀での納入

　次の文書は、乾隆47（1782）年3月10日付でハラチン左翼旗からフレー旗に送られた公

文書のハラチン左翼旗側に所蔵されていた控えである。

史料6 

　…あなた（フレー旗）の送ってきた文書の中で、「毎年受け取る80斛の穀物の亥年（乾隆

44、1779）から丑年（乾隆46、1781）までを入れて3年間で合計の受け取れていない穀物が

240斛になった。この穀物は皇帝の万寿の儀式の食事を準備する重要な物品である。また

食物が途切れているため、印鑑を押した文書を作り、ゲブグイ・アグワンリンチンに渡し
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て請求するために送った。国の宗教を思って不足している穀物を早く送るようにしてほし

い」と言った。そのため、昨（乾隆46、1781）年私たちの旗（ハラチン左翼旗）では畑が大

変大きな被害を受けたが、それでも、長く遅らせてはいけないので、240斛の穀物の債務（に

相当する）の銀60両を収集して、章京ジョドバに渡して送った。（フレー旗の）ラマ殿たち

は（ハラチン左翼旗の）多くの貧乏な民の苦しみを考えてかわいそうに思い、不足してい

る穀物をできる限り少ないほうに計算していただきたい 31。…

　乾隆44（1779）年から46（1781）年までの3年間の合計240斛の穀物をフレー旗に送って

いないのに対して、ハラチン左翼旗側の返事として、乾隆46（1781）年に農作物の出来が悪

く、穀物があまり取れなかったと記述されている。すなわち、本稿の2.1で利用したフレー

旗からの催促（史料2）に対する返事の文書であることがわかる。それに対して、乾隆47年

にハラチン左翼旗の章京ジョドバが60両の銀を持ってフレー旗に行き、不足分の穀物の代

わりに銀を支給しようとした。この文書が、乾隆年間に確認できる穀物の代わりにフレー

旗が銀を受領した二回目の事例である。

　ここでは、印鑑を押した文書を作っており、しかもその文書の中で60両の銀を持って行

かせたとはっきり書いている。ここから、乾隆47（1782）年の時点では、ハラチン左翼旗側

も穀物の代わりに銀を持たせて送ったということを印鑑を押した公文書に書くようになっ

たことが確認できる。そして、この60両の銀によって代納できる穀物を、できるだけ多め

に計算してほしいと願い出ている。銀をできる限り多めの穀物へ換算すること、つまり穀

物をなるべく安い値段で購入するという依頼である。また、乾隆46（1781）年に農作物の出

来が悪く穀物があまり取れなかったということから、この年間80斛の穀物がハラチン左翼

旗にとってけっこう重い負担となっていて、少なくとも乾隆46（1781）年の時点では、年間

80斛の穀物を送ることができない状態に陥っていたと考えられる。それで、翌乾隆47年に

ようやく銀を送ったのである。またこの文書からはフレー旗側がこの60両の銀を受け取っ

て、自ら穀物の値段を決めて穀物を買い取っていたことが推定できる。

　また、この文書の中でも、史料1、3、5と同じく「この穀物は皇帝の万寿の儀式の食事に

準備する重要な物品である。」という言葉が書かれている。この言葉はフレー旗が清朝政府

からの認定を強調するために必ず書いていたものと思われるが、清朝がチベット仏教を利

用して内モンゴルの安定保持を求めていたのに対して、活仏の旗のチベット仏教僧侶たち

もこれを利用して自分たちの地位や利益を確保しようとしていたことは明らかである。

　次の文書は乾隆47（1782）年3月10日付でフレー旗からハラチン左翼旗に送った文書で
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ある。史料6の翌月にその返事として送られている。

史料7

　…返事をしてお知らせすること。あなた（ハラチン左翼旗）の送ってきた文書の中で、「昨

（乾隆46、1781）年私たちの（ハラチン左翼）旗の畑が大変被害を受けた。それでも、長く

遅れてはいけないので、240斛の穀物の債務の銀60両を集めて、章京ジョドバに渡して送っ

た。（フレー旗の）ラマ殿たちが（ハラチン左翼旗の）多数の貧乏な民の苦しみを考えてあ

われんで不足している穀物をできる限り少ないほうに計算していただきたい。このために、

旗長の印鑑を押した文書を作って送った」と言った。このために、あなたの命じた章京ジョ

ドバが持ってきた60両の銀を使って131斛の穀物を買った。現在不足している109斛の穀

物とこの寅（乾隆47、1782）年に送ってくるべき80斛の穀物とを一緒にこの秋早く送って

来てほしい 32。…

　この史料7には、乾隆47（1782）年3月にハラチン左翼旗のジョドバが持ってきた60両の

銀を使って131斛の穀物を買ったこと、また残りの不足分109斛と乾隆47（1782）年に送っ

てくるべき80斛とを合わせて、合計189斛の穀物がなお不足しているということが書かれ

ている。これは60両の銀の使途を報告する意味も持っている。ここでも、フレー旗側が再

び60両の銀で自ら穀物131斛を買っている。再び銀を受領して、フレー旗が自ら穀物を買っ

たのであるから、この時点でフレー旗が穀物の代わりに銀を受領することを事実上認めて

いたことは明白である。

　この文書中の銀と穀物の交換レートとしては、60両の銀で131斛（つまり19石6斗5升）

の穀物を買ったと書かれている。1斛は1斗5升であったはずである。計算すると、1両の

銀が約2.18斛（つまり3斗2升7）の穀物に当たることとなる。史料5の乾隆16（1751）年の

文書での計算からは、1両の銀が3.66斛（つまり5斗4升9）の穀物に交換できた。したがって、

乾隆16（1751）年時点では銀1両＝穀物3.66斛となっていたが、乾隆47（1782）年時点では

銀1両＝穀物2.18斛にしかならなかったことが確認できる。穀物の値段は毎年変動してい

たはずであるが、これだけ値上がりしたと言えるであろう。

　以下の史料8は、乾隆50（1785）年10月16日付でフレー旗のジャサク・ダー・ラマ・ジャ

ミヤンダンサンからハラチン左翼旗旗長固山貝子ダンバドルジへ送った文書である。
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史料8

　（ハラチン左翼旗へ）知らせて、請求すること。調べて見ると、（穀物送付の不足が）4年

目になった寅（乾隆47、1782）年の春、あなた（ハラチン左翼旗旗長）の派遣した章京ジョ

ドバが60両の銀を持ってきて、以前に足りなかった240斛の穀物のうちの、131斛の穀物を

フレー旗が買った。不足している（残り）109斛の穀物を早く送ってきてほしいと言って印

鑑を押した文書を作りあなたの派遣した章京ジョドバに渡したことを我々の檔案に書いて

いる。現在、この巳（乾隆50、1785）年を含めて4年分の送ってきてない320斛の穀物を含

めて（不足分は）合計429斛になる。この穀物は皇帝の万寿の儀式（の経を）読む僧たちの

食事に準備する重要な物品であるし、また、今僧侶たちの食事が断たれているため、印鑑

を押した文書を作り、ゲスクイ・アグワンリンチンに渡して知らせ請求させるべく送った。

（アグワンリンチンが）到着したあと、国の宗教と儀式を大切に思うならば、これらの不足

している穀物を早く送ってきてほしい。どうやって送り届けるかということを、印鑑を押

した文書を作り私たちの派遣したゲスグイ・アグワンリンチンに渡して送ってほしい 33。

　史料8によると、前述の131斛の穀物を買った後、フレー旗は残り109斛を催促する文書

を作り、章京ジョドバに持たせて帰らせた。その後、乾隆50（1785）年時点で、不足する穀

物は合計429斛であった。これを受け取るべくゲスクイ・アグワンリンチンを行かせたと

いう。この429斛の穀物とは、乾隆47年以前の残り109斛に乾隆47～50年の4年分320斛を

加えた合計である。またこの文書にも、「この穀物は皇帝の万寿の儀式（の経を）読む僧た

ちの食事に準備する重要な物品である」という言葉が書かれている。

　次の史料9の文書は、乾隆50（1785）年10月（日付不明）付でハラチン左翼旗からフレー

旗のジャサク筆頭シレート・ホビルガン・ラブジャンバ・ラマ・ジャミヤンダンサンへ送っ

た公文書のハラチン左翼旗側の控えである。

史料9

　現在、あなた（フレー旗のジャミヤンダンサン）の所からゲブグイ・アグワンリンチンに

渡し（て我々ハラチン左翼旗が受け取っ）た印鑑を押した文書の中で、我々の旗（ハラチン

左翼旗）の毎年渡すべき穀物が何年も途切れたといっている 34。このために、不足分の穀物

をすぐに準備して送るべきだが、現在、我々の旗（ハラチン左翼旗）の公務が多いため、時

間がないので、今年の内に絶対に準備して印鑑を押した文書を送ろう。このために文書を
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作り、あなたの送ってきたゲブグイ・アグワンリンチンに渡したほか、このゲブグイに先

に5両の銀を渡した 35。

　この史料9では、フレー旗のゲブグイ・アグワンリンチンが穀物を催促する文書を持っ

てきたが、乾隆50年10月時点でハラチン左翼旗側の公務が大変多く忙しいという理由で

いったん断り、今年中に必ず準備して印鑑を押した文書と一緒に送ると言っている。公務

が多くて処理する時間がないということの実態は今のところでは不明であるとするしかな

いが、既に述べたように、ハラチン左翼旗からフレー旗に送る穀物はしばしば遅れて送ら

れていた。既に引用した史料1（乾隆15、1750年）から史料9（乾隆50、1785年）の全てに

出てきている。その後の乾隆59（1792）年の公文書でも出てきている。ここから筆者はハラ

チン左翼旗には「穀物の収穫量が少ない」という何らかの苦しい時期があったかもしれな

いと今の所考えている。

　次の史料10は、乾隆59（1794）年9月11日付でフレー旗からハラチン左翼旗旗長ラトナ

ガルデイへ送った公文書である。

史料10

　…調べてみると、あなたの（ハラチン左翼）旗から毎年送ってくるべき穀物が不足して

いることを以前の子（乾隆57、1792）年の冬に印鑑を押した文書を送る時に、戌（乾隆55、

1790）年の3月にあなたの旗の章京ジョドバ殿が319斛の穀物を送ってきたことを書き出

して、（フレー旗のゲスグイに文書を持たせて）不足している670斛の穀物を請求しに行か

せた。ゲスグイがもどってきて我々に報告するには、「私が印鑑を押した文書を渡して不足

している穀物を請求すると、『先に5両の銀を送る』と言うので、私がもらってきた」と言っ

たのであったが、我々はそれらを銀1両を銅銭7500枚に交換し、（結果的に銀）7両5銭分（の

価値）になったので、（それを使って）15斛の穀物を買った。現在、寅年（乾隆59、1794）分

を含めて、計算すると不足分は全部で815斛になる 36。…

　史料10によると、乾隆55（1790）年にハラチン左翼旗の章京ジョドバが不足している穀

物の一部分319斛の穀物を送ってきた後、乾隆57年冬にフレー旗の派遣したゲスグイが乾

隆57年分を入れた残りの不足分670斛の穀物を請求すると、ハラチン左翼旗がゲスグイに

5両の銀を先に渡したという。その5両の銀を穀物に換えるのにいろいろな事情があった
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が、結果としては、5両の銀が15斛の穀物に交換できた。そして、この文書は乾隆59（1794）

年9月11日に書かれているので、670斛に乾隆58、59年の二年分160斛を加えて15斛を引

くと、不足している穀物が合計815斛になったと説明している。その次には、いつも通り「こ

の穀物は皇帝の万寿の儀式（の経）を読む多くの僧の不足してはいけない重要な穀物であ

る。」と書かれている。

　以下の史料11は、乾隆59（1794）年9月22日付でハラチン左翼旗からフレー旗のジャサ

ク筆頭シレート・ホビルガン・ラブジャンバ・ラマへ送った文書である。

史料11

　…我 （々フレー旗）が（銀）1両を（銅銭）7500（枚）に交換し、（結局銀5両が銀）7両5銭（相

当）になったので、（それを使って）15斛の穀物を買った。現在、この寅（乾隆59、1794）年

を含めて、計算すると不足分は全部で815斛になる。…送るべき不足している815斛の穀物

をゲスグイ・ジャミヤンソドバに渡し送ってほしいと言ったので、この100両の銀を1両当

たり小さい数の銅銭（bаγ-а toγan-u ǰoγos）7500枚で換算すると、750000枚となる。（穀物）

1斛を小さい数の銅銭1400枚で計算すると、（100両の銀が）536斛の穀物となる。これをあ

なたのゲスグイ・ジャミヤンソドバと相談して、不足した銀を定めた通りにゲスグイに渡

したほか、現在不足している279斛の穀物を冬の中の（11）月に送って渡そう 37。…

　まず、最初に出てくる銀5両というのは乾隆57（1792）年にゲスグイがハラチン左翼旗

で先に受け取ったという例の5両である。次の100両の銀を渡したというのは、この乾隆

59年のことであった。ここでは、穀物1斛を「小さい数の銅銭」1400枚として計算すると、

100両の銀が536斛の穀物となると言っている。「小さい数の銅銭」とは、おそらく漢字で「小

銭」と書かれる漢語をモンゴル語に直訳した言葉だと思われる。小銭とは、制銭、つまり清

朝が正規に発行した銅銭以外の品質の悪い銅銭で、その多くは私鋳銭であった38。つまり

乾隆59年当時、銀1両が小銭7500枚に相当し、小銭1400枚で穀物1斛が買えたので、銀100

両が小銭750000枚となり1400で割って穀物535.71斛となるわけである。

3．3．乾隆期の内モンゴルにおける穀物の値段

　以上の史料に基づいて言うと、まず乾隆年間の内モンゴル南東部地域では1斛が常に1

斗5升であった。そして乾隆16（1751）年当時、銀1両で穀物5斗5升、つまり約3.66斛を買
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うことが出来た。次に乾隆47（1782）年には、銀1両で穀物約3斗2升7合、つまり2.18斛を

買えたことがわかる。最後に乾隆59（1794）年時点では小銭へと一度交換することによっ

て、1両の銀で穀物5.357斛、つまり8.035斗の穀物を買うことができたということがわかる。

　乾隆16（1751）年から乾隆59（1794）年にかけての交換比率を比較すると、銀1両で買え

る穀物の量は、乾隆16（1751）年で5斗5升、乾隆47（1782）年で約3斗2升7であって、かな

り値上がりしている。その後、乾隆59（1794）年時点で8.035斗というのは、銀から小銭へ

交換することによって、より多くの穀物を買えたのであろうから、比較は難しいというこ

とになる。その場合でも、乾隆59（1794）年に銀から一旦小銭へ交換したことは、フレー旗

にとってもハラチン左翼旗にとっても大きな利益となったということが確認出来よう。

4．結論と今後の課題

4．1．結論

　崇徳元（1636）年から同3（1638）年頃に清朝の皇帝ホンタイジが定めた規定では、毎年

10月にジョスト盟の「ハラチン4旗」からフレー旗に1000斛の穀物を送ることになってい

たと言われてきた。この穀物は、ホンタイジ時代から皇帝の万寿を祈願する儀式での読経

など、フレー旗で様々な仏教活動を行う僧侶たちの食事のために準備されていた。モンゴ

ルを安定的に支配し続けようとしていた清朝政府にとって、チベット仏教はこのような一

種の統治理念としての意味を持っていた。

　本稿の2.部分では、まず乾隆年間にハラチン左翼旗からフレー旗へ年間80斛の穀物を送

ることになっていたという事実を確認した。また、年間80斛の穀物というのはハラチン左

翼旗にとってはかなり重い負担であったようで、送付の遅延がしばしば確認出来る。フレー

旗は、それを催促する際に清朝政府のチベット仏教に対する信仰や清朝初期からの伝統を

強く強調していた。これは、フレー旗側も清朝政府の対モンゴル政策を利用して自分たち

の地位を高めようと努力していたことを示している。穀物送付の遅れは今後さらに詳しく

検討する必要があるが、フレー旗の政治力が徐々に弱まっていたことと関係があるかもし

れないと筆者は考えている。

　一方、Ba süke（2010）によると、清代のハラチン右翼旗からはフレー旗に年間120斛の穀

物を送っていた。残りのハラチン中旗とトゥメド左翼旗から送られていた穀物の数量は確

認できていないが、大まかにこの2つの旗から多めに見積もって各々 120斛の穀物が送ら

れていたと仮定しても、「ハラチン4旗」合わせて合計440斛となり、とうてい1000斛には

達しない。1000斛という数字に何らかの誇張があったと考えざるを得ないであろう。この

問題の詳細も、今後の課題として残る。

　本稿の3.部分では、まず乾隆16（1751）年に、ハラチン左翼旗から初めて穀物そのもので
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はなく銀を送ったことを明らかにした。この時銀を持ってきたハラチン左翼旗の関係者た

ちは、印鑑を押した正式な文書を持っていなかった。乾隆16（1751）年時点では、規定に反

して穀物に代えて銀を送るという正式な公文書を書くことができなかったとも考えられ

る。その後、乾隆46（1781）、50（1785）、59（1794）年のフレー旗の公文書でも穀物そのも

のではなく銀を受領していたことが確認できるので、少なくとも乾隆16（1751）年以降、乾

隆後半期まで銀を受領することがしばしばあったことは確実である。また、少なくとも乾

隆年間の内モンゴル東南部では、1斛が1斗5升に相当していたこともわかった。

　最後に、受領した銀はフレー旗内部での穀物購入に利用されていたが、穀物の値段は常

に変動しており、乾隆59（1794）年には、フレー旗内で銀で穀物を購入する時、一旦「小銭」

に交換してから購入した事例が確認出来る。「小銭」に交換することによってより多くの穀

物を購入することができたようである。

4．2．今後の課題

　まず、現地史料に基づいてフレー旗内部の財政問題全体を明らかにしたい。例えば、清

朝政府が1000両の銀を給付していたと言われる問題を史料に基づいて解明したい。また、

本研究では乾隆年間の史料だけを利用したが、同治年間の「ハラチン4旗」とフレー旗に関

する史料はより多く存在することを筆者が確認できているので、その史料を生かして、同

治年間における「ハラチン4旗」とフレー旗の穀物に関する問題をも明らかしたい。

　最後に、清代のフレー旗を他の活仏の旗と比較しながら研究し、清代の活仏の旗の全体

像を描き出したい。
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