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研究の目的および経過
積山 洋

1.研究の目的
戦後における都城研究の進展はめざましい。飛鳥、藤原、平城、長岡、平安の諸宮・諸京はもとより、
難波、大津、恭仁、信楽などで、発掘調査が進んだことにより、宮室の所在地確定はもとより、諸宮の
殿舎配置、京域の構造などがかなり判明し、また木簡をはじめ膨大な文物の出土をみている。
その反面、これまでの日本の都城研究は、宮室中心部の殿舎配置をもとにした宮室構造論もしくは国
内諸宮それ自体の変遷論にとどまることが多く、以下のような現状（課題）が指摘される。
第一は、各々の都城の所在地に特有の前史、歴史的背景にまで遡った研究が少ないことである。例え
ば、飛鳥とはそもそもどんな地なのか、なぜ藤原や平城の地に遷都したのかという問題を、その前史か
ら明らかにする研究がもっと必要である。第二は、中心部だけでなく、その周囲を含めた宮室のトータ
ルな議論が求められることである。この点は諸宮でかなり明らかになりつつあるにもかかわらず、まだ
宮室全体の構造論・変遷史を叙述するには至っていないし、中国など東アジアの宮城との比較的研究も
充分ではない。以上の二点に関連して、第三は、日本の古代都城とその前史を中国、朝鮮諸国も含めた
国際的な変遷史の中でとらえる視点が弱いことである。
東アジア世界の盟主たる中国はもとより、
近年、
韓国での都城の発掘調査もめざましく進展しつつあるが、まだ日本では中国都城ばかりに関心が向かっ
ており、それも不十分である。
本研究では、難波宮および古代難波庭を研究素材としてこれら三点の課題に取り組み、具体的には難
波の地の歴史的特性、難波宮と難波京の全体像、その結果として古代難波の国際性を明らかにすること
をめざした。そのため、考古学をはじめ、文献史や建築史、さらに中国、朝鮮半島に明るい研究者 11
名が結集した。いわば難波古代史研究の総合化であり、日本の都城制研究への挑戦である。
それゆえ、研究テーマが幅広いのが、本研究の特色である。上記三点の、古代難波の歴史的特性につ
いては、上町台地の地形復元、また古墳時代以来の、巨大倉庫群を嚆矢とする難波宮下層遺跡の変遷、
国内外の人や動物の往来、物資の流通などの実態究明、史料研究などを通じた倭王権の歴史や国際情勢
の変遷、難波京の建設などのテーマが想定された。ついで難波宮の全体像を探るには、中枢部のみなら
ずその周囲の官衙遺構の性格究明や宮域（規模）の推定などの課題がある。さらに難波宮の国際的性格
についても、唐長安城、洛陽城だけでなく、朝鮮三国の都城との比較、難波出土の外来系文物の基礎デ
ータ集積、国際港としての難波津の実態、外交施設（三韓館など）の究明など、課題は多い。
こうした総合的な取り組みは、故山根徳太郎の遺志を継承してきた「都城制研究会」の再開によって、
その研究報告の場を確保することとした。また、奈良女子大学 COＥプログラムとの「都城制研究集会」
をはじめとするシンポジウム等も随時共催し、外国語論文の翻訳、自然科学による分析などにも取り組
むこととした。
以上が、本研究の目的および具体的取り組みの概略である。不充分な結果に終わったものもあるが、
一定の結果は残せたと思う。また、期間中の個人の発表論文は 19 本に及んだことを付記しておく。
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2.研究の経過
１）都城制研究会の記録
本研究では、基本的に奇数月の第３土曜日に招聘した外部研究者と研究メンバー（※を付けた）の計
２本の研究発表会を大阪歴史博物館にて行った。研究会の名称は「都城制研究会」とした。なお、発表
者の所属は当時のものである。
第１回 ２００６年１０月７日 『黄河流域の中国古代都城』
植木 久※（大阪市教育委員会）
「鄴城（曹魏･東魏北斉）
」
積山 洋※（大阪市文化財協会）
「殷墟･洹北商城」
長山雅一※（流通科学大学）
「洛陽城（漢魏･隋唐）
」
中尾芳治※（元帝塚山学院大学）
「長安城（隋唐）
」
第２回 ２００６年１１月２５日
韓 健華 氏（中国社会科学院考古研究所）
「隋唐洛陽城における近年の考古発見と研究」
余 杰 氏（洛陽市文物局）
「近年の洛陽における考古学新発見」
第３回 ２００７年１月２０日
市 大樹 氏（奈良文化財研究所）｢近年の藤原宮朝堂院跡の発掘調査成果について｣
寺井 誠 ※（大阪市文化財協会）
「孝徳朝における古代難波の都市建造とその後」
第４回 ２００７年５月１９日
李 陽浩 ※（大阪市文化財協会）
「近年における朝鮮三国時代の都城・寺院遺跡調査ノート」
村元健一 ※（大阪市文化財協会）｢鄴城の調査成果と都城変遷の中での位置づけ｣
第５回 ２００７年７月２１日
黒崎 直 氏（富山大学）
「前期難波宮の宮城と京」
積山 洋 ※（大阪市文化財協会）
「塩と牛馬と古代難波」
第６回 ２００７年９月１５日
石川千恵子 氏（元奈良国立文化座研究所）
「
「大門」と朝堂の歴史的性格」
佐藤 隆※（大阪市文化財協会）
「難波地域の土器様式再論」
第７回 ２００７年１１月１７日
吉田 歓 氏（米沢女子短期大学）
「前期難波宮と中国都城」
中尾 芳治 ※（元帝塚山学院大学）
「日本都城制源流論の現状と課題」
第８回 ２００８年１月１９日
福岡 澄男 氏（大阪府文化財センター）
「孝徳朝の土器」
村元健一 ※（大阪市文化財協会）
「前奏長安の変遷」
第９回 ２００８年３月１６日
王 維坤 氏（西北大学・国際日本文化研究センター）
「中国の都城プランからみる日本の都城制の源流」
古市 晃※（花園大学）
「飛鳥の都市構造」
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第 10 回 ２００８年５月１７日
渡辺 晃宏 氏（奈良文化財研究所）
「平城宮の構造と変遷、その歴史的位置付け―最近の発掘調査の成
果から―」
宮本佐知子 ※（大阪市文化財協会）
「難波宮および周辺出土の瓦」
第 11 回 ２００８年７月１９日
國下 民樹 氏（向日市埋蔵文化財センター）
「長岡宮の構造と条坊制」
植木 久 ※（大阪市教育委員会）
「前期難波宮中枢部の諸問題―特に近年の藤原宮の調査成果と比較し
て―」
第 12 回 ２００８年９月２０日
奈良 康正 氏（京都府教育委員会）
「恭仁宮跡調査の成果と課題」
高橋工 ※（大阪市文化財協会）
「近年の難波宮東方地域の調査から」
第 13 回 ２００８年１１月１５日
網 伸也 氏（京都市埋蔵文化財研究所）
「平安京研究の現状と課題」
長山 雅一 ※（流通科学大学）
「前期難波宮内裏前殿を考える」
第 14 回 ２００９年１月１７日
山本 孝文 氏（日本大学）
「東アジア的視点から見た百済の都城－泗沘都城を中心に－」
趙 哲済 ※（大阪市文化財協会）
「大阪低地の変遷史」
第 15 回 ２００９年３月２１日
豊田 裕章 氏
（国際日本文化研究センター共同研究員）
「中国における都城の概念の変化と日本の宮都」
積山 洋 ※（大阪市文化財協会）
「大極殿の成立と展開」
第 16 回 ２００９年５月２３日
黒崎 直 氏（富山大学）
「飛鳥藤原地域における方格地割の成立と変遷」
李 陽浩 ※（大阪市文化財協会）
「百済の大型建物をめぐって」
第 17 回 ２００９年７月１８日
吉水真彦 氏（大津市埋蔵文化財調査センター）
「近江大津宮研究の現状」
八木久栄※（元財団法人大阪市文化財協会）
「後期難波宮屋瓦の特徴について（再考）
」
第 18 回 ２００９年９月１９日
西本 昌弘 氏（関西大学）
「平安時代の難波宮と難波津」
積山 洋 ※（大阪市文化財協会）
「百済王氏と難波京」
第 19 回 ２００９年１１月２１日
古閑 正浩 氏 （京都府大山崎町教育委員会）
「平安京の造瓦体制と大山崎瓦窯」
中尾 芳治 ※（元帝塚山学院大学）
「飛鳥・奈良時代の難波津について」
第 20 回 ２０１０年１月１６日
相原 嘉之 氏 （明日香村教育委員会）
「飛鳥の防衛システム」
村元 健一 ※（大阪市文化財協会）
「漢から唐にいたる中国宮城の変容」
第 21 回 ２０１０年３月２０日
鈴木 良章 氏（甲賀市教育委員会）
「紫香楽宮の造営プラン」
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寺井 誠 ※（大阪市文化財協会）
「難波出土の朝鮮半島系土器－６～７世紀を中心に－」

２）その他の研究会の記録
２００６年７月２９日
シンポジウム「難波宮と飛鳥宮－新たな歴史像を語る－」
（於大阪歴史博物館）
中尾 芳治（元帝塚山学院大学）
「７世紀宮都の調査・研究の現状と課題」
積山 洋（大阪市文化財協会）
「難波長柄豊碕宮（前期難波宮）の殿舎」
林部 均（奈良県立橿原考古学研究所）
「難波宮から飛鳥宮へ」
吉川 真司（京都大学）
「７世紀後半の王宮とミサト」
総合討論司会：長山雅一（流通科学大学）
・古市晃（花園大学）
主催：大阪市文化財協会・都城制研究会・大阪歴史博物館
２００７年３月２４日
第１回都城制研究集会『宮中枢部の形成と展開-大極殿の成立をめぐって-』
（於奈良女子大学）※
積山 洋（大阪市文化財協会）
「前期難波宮」
林部 均（奈良県立橿原考古学研究所）
「飛鳥宮」
竹内 亮(奈良女子大学)「藤原宮」
舘野 和巳(奈良女子大学)「平城宮」
渡邉 晃宏（奈良文化財研究所）
「平城宮大極殿の成立と展開｣
渡辺 信一郎（京都府立大学）
「｢六朝隋唐期の太極殿とその構造｣」
金子 裕之(奈良女子大学)「文安御即位調度之図』をめぐる問題-大極殿儀式と宝幢-」
※主催：奈良女子大学 21 世紀ＣＯＥプログラム『古代日本形成の特質解明の研究教育拠点』
（研究拠
点リーダー：舘野和巳）
※共催：
「地理情報システムを用いた古代宮都の環境復元と環境史の研究」
（科学研究費基盤研究（B）
、
研究代表：林部均）
・
「東アジアにおける難波宮と古代難波の国際的性格に関する総合研究」
（本研究）

２００７年１２月１５日
（於奈良女子大学）※
第２回都城制研究集会『古代都城と条坊制－下三橋遺跡をめぐって－』

佐藤亜聖（元興寺文化財研究所）
・山川均（郡山市教育委員会）
「下三橋遺跡の調査成果とその意
義」
小澤毅（奈良文化財研究所）
「平城京左京「十条」条坊の位置づけをめぐって－条里との関係およ
び羅城門造営年代の再検討－」
「平城京左京南辺特殊地区を考える－下三橋遺跡の調査の成果を分
井上和人（奈良文化財研究所）
析するにあたっての疑問点・留意点－」
吉野秋二(奈良女子大学)「京の成立と条坊制」
妹尾達彦（法政大学）
「中国都城の方格状街割の沿革と日本都城」
討論司会：林部 均・積山 洋
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誌上参加 古市晃（花園大学）
「難波における京の形成」
※主催・共催は第１回と同じ。

２００９年２月２８日
（於奈良女子大学）※
第３回都城制研究集会『東アジアの複都制』

劉振東（中国社会科学院考古研究所）
「中国古代の長安と洛陽－漢代の長安と洛陽を中心に－」
「新羅五小京制と渤海五京制」
梁正錫（韓国 水原大学校）
「複都制下の難波京」
積山 洋（大阪市文化財協会）
森下衛（京都府教育委員会）
「複都制下の恭仁京」
鈴木良章（甲賀市教育委員会）
「紫香楽宮から甲賀宮へ」
出田和久(奈良女子大学)「日本古代宮都の立地」
宮路淳子(奈良女子大学)「開発史からみた複都建設の諸条件」
舘野和己(奈良女子大学)「日本古代の複都制」
「長岡京と複都制の終焉」
清水みき（三重大学）
誌上参加 村元健一（大阪市文化財協会）
「中国複都制における洛陽」
※主催・共催は第１回に同じ
２００９年５月３０日
シンポジウム「畿内の都城と大道－難波大道の発掘は何を語るか－」
（於大阪歴史博物館）
（※）
三宮昌弘（大阪府文化財センター）
「大和川今池遺跡の発掘成果とその意義」
積山洋（大阪市文化財協会）
「難波大道と難波京」
近江俊秀（文化庁記念物課）
「考古学から見た古代道路」
総合討論司会：京嶋覚（大阪市文化財協会）
主催：財団法人大阪市文化財協会、財団法人大阪府文化財センター、大阪歴史博物館
※基盤研究（Ｃ）20520672（研究代表者：京嶋覚）とともに本研究が協力
２０１０年２月２０日
第４回都城制研究集会『都城における坪･町と小規模宅地の検証』
（於奈良女子大学）※
原田憲二郎（奈良市埋蔵文化財調査センター）
「平城京の小規模宅地」
積山 洋（大阪市文化財協会）
「難波京の条坊区画」
小田桐淳（長岡京市埋蔵文化財センター）
「長岡京の小規模宅地」
南 孝雄（京都市埋蔵文化財研究所）
「平安京の小規模宅地」
舘野和己(奈良女子大学)「文献史料から見た平城京の小規模宅地と坪付呼称」
西山良平(京都大学)「文献史料から見た長岡京・平安京と町・戸主」
※主催：奈良女子大学古代学学術研究センター。共催：
「東アジアにおける難波宮と古代難波の国際的性
格に関する総合研究」
（本研究）
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３）国内・海外調査の記録
2006 年 7 月 15・16 日 福岡市および志摩町（現糸島市）における６～７世紀の新羅・百済土器およ
び在地須恵器の調査（寺井誠）
2006 年 8 月 26～9 月 2 日 中国踏査（鄴城、殷墟、漢魏洛陽城、隋唐洛陽城、隋唐長安城）
（積山洋・中
尾芳治・長山雅一・植木久）
2007 年１月 27 日

福岡県大野城市の牛頸窯跡群出土資料の調査（寺井誠）

2007 年 3 月 10～15 日

中国河南省安陽市・河北省臨漳県にまたがる鄴城の調査（李陽浩・村元健一・
古市晃）

2007 年 9 月 18～23 日

韓国（大田・扶餘・益山・慶州・ソウル）にて資料調査及び遺跡踏査（中尾
芳治・八木久栄）

2007 年 10 月 7～9 日

韓国忠南大・高麗大保管の百済土器の調査（寺井誠）

2008 年 2 月 10～12 日

韓国釜山大保管の新羅・加耶土器の調査（寺井誠）

2008 年 3 月 6 日～14 日 中国踏査（隋唐長安城、前漢長安城、敦煌、嘉峪関）
（積山洋）
2008 年４月 24 日

福岡市における６～７世紀の在地須恵器の調査（寺井誠）

2008 年 7 月 14～15 日

福岡市において博多湾一帯出土の製塩土器の調査（積山洋）

2008 年 10 月 19～25 日 韓国慶尚大・蔚山大・釜山大保管の加耶土器・新羅土器の調査（寺井誠）
2009 年 2 月 8 日～14 日 韓国踏査（ソウル風納土城、夢村土城、扶余泗沘城、益山王宮里遺跡、金海
大成洞古墳群）
（積山洋）
2009 年 3 月 6 日～13 日 中国河南省洛陽市の漢魏故城などの踏査および江蘇省南京市の台城の痕跡を
踏査（李陽浩・村元健一・古市晃）
2009 年 10 月 4～11 日

韓国扶餘文化財研究所保管の花枝山遺跡出土須恵器、慶尚大・釜山大保管の
加耶土器・新羅土器の調査（寺井誠）

2009 年 12 月 8・9 日

福岡県春日市・大野城市における朝鮮半島系土器、および北九州市天観寺山
窯跡出土資料の調査（寺井誠）

2010 年 3 月 4～9 日

中国陝西省西安市の都城遺跡および寺院・陵墓の踏査（村元健一・古市晃）
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難波宮と難波津をめぐって

古代の難波と難波津について


中

はじめに

尾

芳

治

古代における重要な海上交通路である瀬戸内海の最奥部に位置するとともに、畿内における重要な河
川交通路である淀川・大和川の二大水系が交わる難波の地は、古来交通の要衝としてわが国の古代史上
重要な役割を果たした。また、難波の地は中国大陸、朝鮮半島への交通上の起点としての性格から外交
の要所でもあり、集散する内外の物資を収納・管理・運送する経済的中心でもあった。これらの機能を
果たすために難波の地一帯には早くから港津が発達し、特に「難波津」と呼ばれた港津は、大和政権の
外港として、また、7 世紀以降は遣隋・遣唐使船の発着港として国際的にも重要な機能を担った。古代
の文献に多くの記載をとどめる「難波津」の実態については不明な点が多く、特にその所在地をめぐっ
ては諸説があって決着を見ていない。
この小論では古代の難波と難波宮の国際的性格を考える上で欠くことのできない難波津の様相とその
研究史を概観するとともに、特に遣隋・遣唐使船の発着港としての難波津の実態について若干の問題提
起をするものである。

Ⅰ．古代の難波の景観復元
１．河内湾から河内湖へ
梶山彦太郎・市原実両氏が 1972 年に作成された大阪平野のおいたちを示す河内湾Ⅰ・河内湾Ⅱ・河
内潟・河内湖Ⅰの四枚の古地理図は、大阪の古環境復元の上で大きな指針と影響を与えた（梶山彦太郎・
市原実 1972）（図１）。その後の改定と河内湖Ⅱの時代（五世紀頃）の古地理図を加えて 1985 年に公表
された『続大阪平野発達史』をわかりやすく解説した『大阪平野のおいたち』は、今日でも古代大阪地
域の環境復元の基本となっている（梶山彦太郎・市原実 1986）（図２）。

２．｢難波｣ の語源と範囲
｢難波｣ という地名の語源については、神武東征の折、難波碕に至った時に大変速い潮流に遭遇した
なみはやのくに

なにわ

なみはや

ことから ｢ 浪速国 ｣ と名づけ、それがなまって ｢ 難波 ｣ となったという「浪速」転訛説がよく知られ
なにわ

ている。他にも魚の多い海面から起源したという ｢ 魚庭 ｣ 説、難波の入江の波静かな海面をさすとす
なみにわ

る ｢ 波庭 ｣ 説、｢押し照る｣ を枕詞とする ｢難波｣ は「迎日の地、日の神を祭る庭」を意味するとする
説などがあっていずれとも決しがたい。
福尾猛市郎氏は、1952 年当時の大阪湾の春秋季の潮差が２．５８ｍ（最高潮位が平均干潮面より 2.05
（１）

ｍ上、最低潮位が平均干潮面より 0.53 ｍ下）という相当大きい数値を示すことに着目して、難波入江と
なみはや

大阪湾をつなぐ水路が潮汐の干満時には相当長時間にわたって急流をなしていたと考え、「浪 速」
なにわ

「難 波」の文字は古代人の偽りのない実感であったと「浪速」転訛説を補強、支持する（福尾猛市郎
1961）
。

梶山・市原氏の河内湖Ⅰ・Ⅱの古地理図と対照すれば福尾氏の所説は納得しやすい。

いずれにしても、その用例を見れば ｢難波｣ は、海水や港津に関係の深い地名で、海上・河川交通の
要衝としての上町台地一帯の特性に基づくものであろう。その範囲については明確ではないが、律令制



2. 河内湖Ⅱの時代（５世紀頃）・『続大阪平野発達史』（梶山・市原１９８５）



ひがしなり

下の東生・西成・百済・住吉のいわゆる「南摂四郡」が置かれた上町台地を中心とする地域であるとす
るのが通説であるが、住吉郡を難波の範囲に含めることについては異論もある。

３．上町台地
上町台地は大阪海岸低地と河内低地の間に細長くのびる高さ 10 ～ 20 ｍの洪積台地で、その南北方向
の長さは約１２ｋｍ、東西幅は約２～ 2.5㎞である。高さは難波宮跡のある中央区法円坂１丁目一帯が
最も高くて海抜約 23 ｍ、南に行くにしたがって次第に低く、天王寺付近で約１５ｍ、住吉では約１０メー
トルとなる。上町台地西縁の比高５～ 15 ｍの急崖の西側には、大阪湾の沿岸流によって形成された幅
すいた

１～２㎞、高さ２～４ｍの天満・難波砂堆（天満砂州）が北にのびて、千里丘陵から南にのびる吹田砂
堆と相対している。台地の東側はゆるやかに傾斜して河内低地に接するが、発掘調査に基づく復元によ
ると台地縁辺部には多くの解析谷が刻まれていて複雑な微地形を呈している。
この上町台地の北東端に位置する森の宮遺跡は、縄文中期から弥生・古墳時代を経て歴史時代にいた
る複合遺跡であるが、縄文後期の熊本県西平式、千葉県堀之内Ⅰ ･ Ⅱ式、晩期の岩手県大洞ＢＣ式など
遠隔地の土器が出土する（難波宮址顕彰会 1978）。また、上町台地西側に発達した沿岸洲（天満砂堆）
上に位置する崇禅寺遺跡からは弥生時代後期から古墳時代前期の在地の土器に加えて近江・伊勢湾地
域・岡山 ･ 山陰や生駒西麓の土器など他地域の土器の出土が多いことや鉄製素環頭太刀・埴輪の出土が
注目される。その立地から見て当時の海上・水上ルートを通じて人や物が集散したことや、そうしたルー
トを掌握する首長の存在が想定しうる（大野薫ほか 1981）。

４．船の出土
「難波」の語源説の多くが水との関わりで説明されているように、難波と水の関係はきわめて深い。
大阪市周辺部が全国でも有数の丸木舟出土地であることは、原始・古代の難波の地理的環境をよく物
語っている。
1983 年に八尾市久宝寺南遺跡から弥生時代末から古墳時代初めにかけての二股構造の準構造船の船
しとみや

首部材が、また近年では四条畷市蔀屋北遺跡や寝屋川市長保寺遺跡など古墳時代の遺跡から井戸枠に転
用された一体構造の準構造船の船底部材が出土している（図３・４）（大阪府教育委員会 1987・2004・
2005・2006、鹿野

塁 2006）。

1988 年、大阪市長原遺跡の高廻り２号墳から出土した二股構造の準構造船をかたどった全長 128.5 ｃ
ｍの精巧な船形埴輪（写真１）をモデルに全長１２ｍの古代船「なみはや」が復元され、1989 年大阪
市制 100 周年記念事業の一つとして韓国釜山へ実験航海を行なった（図５・写真２）
（大阪市教育委員会・
大阪市文化財協会 1989）。
また、韓国慶尚南道昌寧市の松峴洞古墳群７号墳から木棺に転用されたコウヤマキ製の準構造船の船
材が出土している。コウヤマキが湿気に強いことから日本の古墳時代の木棺や古代の掘立柱材として多
用されている一方、朝鮮半島では自生していないことからみて、松峴洞７号墳の木棺が日本製の準構造
（２）

船の船材を木棺に転用した可能性が考えられている（鹿野

塁 2006）。

現在の大阪市東部、守口市・門真市・寝屋川市一帯は、古墳時代は ｢河内湖｣ と呼ばれる大きな湖の
存在が想定されているが、河内湖周辺から出土する準構造船の部材や埴輪、韓式系土器など渡来系文物
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の出土や松峴洞７号墳の例は、準構造船の往来が国内の移動に留まらず国際的な移動を伴ったことを物
語っている。
豊かな水辺に囲まれた難波の地は瀬戸内海ルートのターミナルであり、淀川・大和川両水系の要とい
うその立地から早くから海上・水上交通の要衝として、内外の人や物が往来するところであった。

Ⅱ．古代の難波の堀江と難波津
１．難波の堀江
仁徳紀１１年夏４月１７日、（天皇は）群臣に詔して、「今この国を眺めると、土地は広いが田圃は少
ない。また河の水は氾濫し、長雨にあうと潮流は陸に上り、村人は船に頼り、道路は泥に埋まる。群臣
はこれをよく見て、溢れた水は海に通じさせ、逆流は防いで田や家を浸さないようにせよ」といわれた。
仁徳紀１１年冬１０月条に ｢（高津）宮の北部の野を掘って、南の水（旧大和川）を導いて、西の海（大
まんだ

阪湾）に入れた。そのの水を名ずけて堀江といった」とある ｢堀江｣ については、同条の茨田の堤の築
堤と同じく、河内平野の治水対策として上町台地北側の砂堆を東西に切り開いた人工的運河と考え、現
在の大川（天満川）に当てるのが通説である。
梶山・市原氏は、北海道サロマ湖三里番屋の切断箇所の例を引いて ｢堀江｣ を人間が開いた細い水路
がだんだん大きくなり現在のようになった可能性を指摘する。堀江の開削を仁徳朝に仮託する『日本書
紀』の説をそのまま信じるわけにはいかないが、上町台地先端部の大型倉庫群との関係から見て５世紀
後半には完成していたと考えられる（大阪市文化財協会１９９２）。

２．難波津とその所在地比定
古くから海上 ･ 水上交通の盛んな上町台地周辺の大阪湾・河内湖一帯には、後に ｢津の国｣「摂津の国」
と呼ばれるように多くの港津 ･ 船着場が存在した。｢難波津・難波大津・難波御津｣ をはじめ、文献に
いかい

くさ か

はふりつ

たかつ

む

こ

えなつ

は「桑津・猪飼津・草香（日下）津・祝津・高津・武庫津（泊）
・敷津・住吉津・榎津・大伴御津・石津」
などの名が見える。｢難波津｣ が難波における不特定多数の港津の総称である場合もあるが、｢難波津・
み

つ

難波大津・難波御津・住吉津｣ などは大和政権の外港・国家的港津として重要な存在であり、特定の港
津を指す語であった。
「住吉津」の所在については、住吉大社に近接するラグーンに比定するのが通説である。｢難波津 ･ 大
津 ･ 御津｣ の所在地については千田稔氏の「中央区三津寺説」（千田

稔 2001）（図６・７）と日下雅義

ふきん

氏の ｢中央区高麗橋付近説｣（日下雅義 1985・1991）（図８・９）の間の論争がよく知られている。
千田説は、
①地層と出土品から考えて現在の御堂筋付近が奈良時代の汀線に近い。
②『行基年譜』に天平１６年建立と見える摂津国西城郡御津村の「大福院」は、現在中央区三津寺町に
ある「大福院三津寺」で、大仏建立時宇佐より迎えられ、地名にちなんで名づけられたのが現 ｢御津
八幡宮｣ とする。
③三津寺町の北に通称津村があり、南に港（湊）町、難波の地名が存する。
④推古紀１６年６月条、舒明紀四年十月条の解釈から江口（堀江の入口）の前に難波津があり、難波津
→江口→堀江→館という移動経路を示す。
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⑤５世紀代の難波大津（難波宮北辺・内港）から７・８世紀代の難波三津（外港）へ要港の位置が変化
したことなどを論拠とする。
一方、日下説は、
①自然地理学的な ｢古環境の復元｣ という手法によって難波津の適地を定める。
②６世紀に掘削を完成させた ｢難波堀江｣ は、排水と開港の目的をもって行なわれたとし、この難波堀
江を東にさかのぼり、外海からの波浪、堀江を通る潮流や洪水の影響が比較的少ない堀江から少し南
に入ったラグーン（潟湖）、高麗橋２丁目付近に難波津は人工港として作られた。
③仁徳紀２２年正月条の「押し照る

難波の崎の

並び浜並べむとこそ

その子はありけめ」の歌は、

上町台地の先端に立って眼下に展開する景観を詠んだもので、「並び浜」は上町台地の先端付近から
北に延びる砂州と砂州に挟まれた幅の狭い潟湖（ラグーン）が交互に連なっている情景を示すもので、
砂州の分岐を示す史料とする。
歴史地理学的な地名考証に基づく千田説、自然地理学的な古環境の復元に基づく日下説、それぞれに
論拠があって論争の決着は見えていない。

Ⅲ．古代の船と港湾施設
１．難波堀江のにぎわい
古代の難波堀江に出入りした船や船着き場の実態はどんなものであったろうか。７・８世紀、難波堀
江の周辺には、官大寺・官司や貴族・官人の荘や宅が集中していた。例えば物部守屋の難波宅、蘇我蝦
夷の大津宅倉、東大寺の新羅江荘・難波荘、法隆寺の庄倉、大安寺の庄、安宿王の荘、藤原豊成・魚名
の難波別業、橘諸兄の宅、文室宮田麻呂の難波宅などがその例である（図 10）。また、宮中の調度類の
調達を任務とする勅使省は新羅との交易を有利に行い、宮中で必要とするさまざまの物品を入手・蓄積
しておくために新薬師寺から難波荘を購入している。これらの荘や宅には瀬戸内海水運によって西日本
諸国の封戸や荘から運ばれてきた諸物資の一部が集積され、必要に応じて難波堀江から淀川―巨椋池―
木津川と連なる舟運や大和川の舟運を利用して平城京に運ばれていった。また、これらの荘や宅は、た
んに物資の集散にかかわるだけではなく、新羅との国際交易を含む交易とも関係し、中央の官大寺以下
が要求する物資を取りそろえていた。
これらの物資を輸送する船には、瀬戸内海で用いられていた積載量が米 50 ～ 80 石（現在の約 20 ～
32 石）程度の準構造船「海船」と、淀川水系をはじめとする河川水運で用いられていた「川船」があっ
た。平安時代の川船の例では大きいもので長さ３丈（約９ｍ）、幅５尺（約 1.5 ｍ）の平底の吃水の浅い
ものであった。
瀬戸内海と淀川水系で用いられていた輸送用の船は、規模的にも構造的にも異なるもので、瀬戸内海
水運を利用して運ばれてきた物資が、さらに内陸部に運ばれる場合、難波堀江あたりで河川用の船に積
み替えられていたのである。
奈良時代には公的・私的なさまざまな物資が、瀬戸内海運によって難波に大量に集中していた。難波
堀江の水辺地域は、物資流通上の集散地であり、新羅との国際交易や国内交易の場として上町台地上、
四天王寺北辺にあった難波市とならぶ経済的中心であった（栄原永遠男 1992）。
こうした難波堀江のにぎわいは、万葉集に「敷きませる
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きこ

を

難波の宮は 聞し食す

よ

も

たてまつ

四方の国より献る

みつき

貢の船は

堀江より

み

を

び

水脈引きしつつ

なぎ

かぢ

朝凪に

のぼ

楫引き泝り

夕潮に

さお

棹さし下り」（4360）と詠わ

れた通りであったろう。
こうした堀江一帯の官大寺・官司や貴族の荘・宅には、運送用の船が発着する船着き場がそれぞれに
設けられ、近世大坂の諸藩の蔵屋敷の舟入りに似た様相を呈していたと思われる。

２．７・８世紀の遣隋・遣唐使船の発着地点について
難波津が国家的港津として注目される理由の一つは、古くは倭の五王の遣使や７・８世紀の遣隋・遣
唐使船や遣新羅使船など海外交通の発着場としての役割からである。こうした対外交通を通じて中国・
朝鮮諸国から先進的な制度・技術・文化を受け入れ日本を発展させてきたのである。古代において難波
の地が重視されたのは、まさに国際交流の場としての難波津の存在からであるといっても過言ではない。
難波津の所在地に関心がもたれるのも内外交通の要衝としてのその重要性によるものである。
こうした難波津の所在地については古くから諸説があるが、近年は上述の千田稔氏の三津寺説と日下
雅義氏の高麗橋説に集約される形で多くの研究者が賛否を述べている（参考文献参照）。
日下説が高麗橋２丁目付近を一貫して難波津であったと考えるのに対し、千田説は５世紀代の難波大
津（難波宮北辺・内港）から７・８世紀代の難波三津（外港）に位置が変更したとするのが特徴である。
この難波大津説に関連するものとして田中卓氏の「長柄船瀬」説がある。
田中

卓氏は天平三年原撰・延暦書写とする『住吉大社神代記』の「長柄船瀬本記」に注目する（田

中卓 2008）
。
な が ら ふな せ

「長柄船瀬の本記
四至

たかせ

おほば

東を限る、高瀬・大庭。
南を限る、大江。
ともぶち

西を限る、鞆淵。
北を限る、川岸。
ふなせのとまり

みつぎ

ふ ね

もの

おも ほ

右の船瀬泊は、遣唐貢調使の貢物を積む 船舫の泊を造らむ欲と、天皇の念行へる時に、
ながらのふな せ

（奉カ）

大神の訓へ賜はく、『我、長柄船瀬を造りて進らむ。』と造り□なり。」
文中の四至の東を限る「高瀬・鞆淵」を大阪府守口市の高瀬町・大庭町に、南を限る「大江」を生駒
すみのどう

山麓から発して南下し、更に住道のあたりから西に流れる今の寝屋川に、西を限る「鞆淵」を大阪市都
島区友渕町に、北を限る「川岸」を、昔の長柄川（吾君川）の川岸で、現在の旧淀川筋に比定する（図
すみのえ

な

が らのふなすゑ

11）
。また、延喜式祝詞の『遣唐使時奉幣』に住吉の大神が造ったと述べる「那我良船居」（船居＝船の
停泊するところ）と『神代記』の「長柄船瀬」が同一の地を指すことを考証して、これが仁徳天皇が造
られた本来の難波津であったとするが、７・８世紀の難波津との異同については触れておられない。
（３）

東野治之氏は『続日本紀』天平宝字６年４月１７日の記事を引いて「『難波の江口』とは『難波の堀江』
の河口部を指す。遣唐使船がこのような位置で座礁したのは、難波の堀江に入ろうとしたためである。
そして堀江をさかのぼろうとしたのは、江口の上流に遣唐使船の出発点、すなわち遣唐使の乗船地点が
予定されていたからではなかろうか。この乗船地点こそ『難波津』であろう（東野治之 1988）」とする。
そして「広く難波津とは言うけれど、具体的にはそのあたり（「長柄船瀬」）が、遣唐使、遣隋使に利用
された停泊地だった」として、難波の堀江を遡り、日下氏の復元された草香江の西辺の一隅に７・８世
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紀の難波津を想定されている（東野治之 2008）。
また、長年古代大坂平野の微地形復原に取り組んできた木原克司氏は、７・８世紀の微地形図や近年
の発掘調査資料を用いて千田説・日下説に批判を加える。千田説の「大阪湾に面するその位置は港とし
て一見適したように見えるが、汀線付近の当時の水深は１～２ｍときわめて浅く砂州の発達がない半面、
波浪の影響をまともに受ける地点である。御津村が天平勝宝５年に高潮に襲われて大きな被害を被った
のも、砂堆地域の湾奥に位置し、沖合に防波堤としての役割を果たした砂州が存在しないという条件が
影響したとも考えられる。いずれにしてもこうした大坂湾沿いの地域は、砂堆や砂州の発達に伴う浅水
化は免れず、港の立地に適した場所とは言えない」として退ける。日下説に対しても「７～８世紀の微
地形復原では、この（高麗橋）付近には上町丘陵から派生する南東から北西に向かう浅い谷状の地形が
見られる。さらに難波堀江に面する谷口付近ではＴ . Ｐ .0.2 ｍ～ 0.8 ｍの砂層上や砂層内から６世紀～８
世紀の遺構・遺物が出土している」として日下説が指摘するラグーンの存在を否定する。木原氏自身は
「
『日本書紀』などの史料に見られる難波津は特定の港を指すのではなく、（図 12）に示した上町丘陵北
部の大坂湾岸一帯を指して使用された用語と解しており、難波における船着き場としての港の位置は、
波浪の穏やかな内湾に位置し、上町丘陵という天然の風除けを西に控え、木造船にとって好都合なフナ
ムシが棲息しにくい淡水域という好条件を具えた玉造江の西岸（現在の森の宮から玉造付近）と考えて
いる。それ故に、『日本書紀』にも記述されているように船で来朝した中国・朝鮮の使節団に対して、
日本側は飾り船を仕立てて難波堀江河口の江口に出迎え、内湾の港に誘導する必要があったのである」
と考えている（木原克司 2007）。
以上のような難波堀江の上流地点に遣唐使船の発着点を求める考えは諸説をはじめとして通説となっ
ており、７・８世紀の難波津＝三津寺説に立つ千田氏も、遣唐使船のルートとして難波三津―江口―堀
江―新館を想定されているようである。
「２．難波堀江」の項で述べたように古代の舟船には「海船」と「川船」の別があり、西国諸国から
瀬戸内海を通って「海船」で運送されてきた物資は難波堀江一帯で「川船」に積み替えられて平城京に
運ばれる様を見てきた。当時の巨大な外航船である遣隋・遣唐使船は難波の堀江を遡航することが出来
たのであろうか。

３．遣唐使船の復元
遣唐使船の船型、構造、寸法を知る具体的資料はないが、石井謙治氏は後半期の遣唐使船の乗り組み
人数、
『吉備大臣入唐絵詞』
『弘法大師絵伝』
『華厳縁起絵巻』などの絵巻物に描かれた船の絵、円仁の『入
唐求法巡礼行記』の記述、1973 年に中国泉州で発掘された宋代の外洋船などを参考に「後期の遣唐使
船は、長さ 30 ｍ程度、幅８ｍ程度の太い船形をもつⅤ字型船底の航洋ジャンクで、排水量約 300 トン、
（４）

積貨重量 150 トン前後のものあった」と推定している（石井謙治 1983・1995）。
この大きさの船に奈良時代以降では平均して約 150 人が乗り組み、２隻あるいは４隻が船団を組んで
航海した。当時、唐や新羅で建造された実用的な航洋船は 50 ～ 60 人ほどであったのに対し、遣唐使船
は桁違いの大型の構造船であったのである（上田

雄 2006）。

問題はこうした大船が堀江を航行し得たのかどうか、また、堀江や日下説に言う高麗橋一帯のラグー
ンに２隻あるいは４隻の遣唐使船を停泊させ得たのかどうかである。
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近世のことではあるが朝鮮通信使の騎船・卜船（貨物船）各３隻、計６隻の船団が瀬戸内を経由して
大坂城下に入る時には、河口が浅いために船体の大きな通信使船が通れないので、中津川河口の店浦村
（伝法村、現伝法大橋南詰め一帯）の前洋から出迎えの日本楼船（御座船）に乗り換えて土佐堀川をさ
かのぼり、肥後橋辺で船を下り、南行して宿舎の本願寺北・南御堂に入っている。大坂からは日本船に
乗って淀川をさかのぼり、山城の淀浦に着いて上陸し、ここからは江戸に向かって陸行したのである。
帰途は淀浦から乗船し、大坂から河口に出て使船に乗り換え、帰国の途にのぼった（中村栄孝 1969・
大澤研一 2008）。正・副使の乗る騎船は全長約 31 ｍ、幅約 9.5 ｍ、高さ約３ｍで、帆が二つあり、遣唐
使船より一回り大きい（金

在瑾 1995）。

江戸時代の大坂は「天下の台所」として諸国の年貢米や特産品が集散したが、それらを運送する菱垣
廻船などの大型廻船は大坂の海の玄関口である安治川口や木津川口の港に入港した。菱垣廻船の大きさ
は全長約 30 ｍ、幅約７ｍ、帆の高さ約 27 ｍ、船底から高さ約 33 ｍで、これらの大型船は安治川橋より
上流へは行けないので、運送された物資はここで市中に入る上荷船などの小舟に積み替えられ、水運に
便利な中之島や堂島周辺の蔵屋敷に運び込まれた。大藩の蔵屋敷には屋敷内に水路を引き入れた舟入を
持っていた。
一方、現天満橋南詰の地にあった「八軒家」は大坂～京都（伏見）を結ぶ淀川交通の起点で、30 石
船の発着場として賑わっていた。30 石船の構造は、長さが５丈６尺（約 17 ｍ）、胴敷幅８尺３寸（約 2.5
ｍ）
、乗客 28 名、船頭４名が定員である。
朝鮮通信使の使節船・大型廻船の場合は古代の難波堀江の後身である堂島川・土佐堀川へは入れず、
伝法浦や安治川・木津川口で乗り換え、積み替えている。
遣唐使船が長さ約30ｍ、幅約８ｍで朝鮮使節船や大型廻船に匹敵する大きさであったことを考えると、
遣唐使船が難波堀江口から堀江の中に乗り入れることができたのかどうか疑問がもたれる。淀川・大和
川から堀江に流入する大量の土砂の存在を考えると、その港津機能を維持するためには絶えざる浚渫作
業が必要であったと思われる。古代の難波堀江がどの程度の規模（川幅・水深など）の水路であったか
全く不明なので推測にとどまるが、遣唐使船は堀江には入らず、その河口（江口）に停泊、待機してい
た可能性が考えられる。

４．諸蕃の入港儀礼
『日本書紀』『続日本紀』は、唐使・高麗使の難波津入港時の様子を次のように伝えている。
①推古紀１６年６月１５日条
「客たちは難波津に泊った。この日飾船３０艘で、客人を江口に迎え、新館に入らせた」
②舒明紀４年１０月４日条
江口に迎えさせた。船３２艘をそろえ、
「唐の使者高表仁らが難波津に泊った。

大伴連馬養を遣わして、
ふえ

は

た

鼓をうち、吹をふき、旗幟を飾って装いを整えた。そして高表仁らに、“ 唐の天子が遣わされたお使
いが、天皇の朝廷においでになったと聞き、お迎えさせます ” とお言葉を伝えると、高表仁は、“ 風
の吹きすさぶこのような日に、船を装ってお迎えいただきましたことうれしく、また恐縮に存じます ”
と言った。
 難波吉士小槻・大河内直矢伏に命じて先導させ、館の前に案内し、伊岐史乙等・難波
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吉士八牛を

遣わして、客たちを伴って館に入らせた。
③天平宝字３年１２月１９日条
「高麗（渤海）使の高南甲と、我が（国の使い）の判官内蔵忌寸全成らが難波江口に到着した」
④天平宝字６年４月１７日条
「遣唐使の（一行の）乗船一隻が、

（建造地の）安芸国より難波江口に到着したとき、（船が）浅瀬に
乗り上げ、浮かばなくなった。その柂もまた動かなくなり、波に揺られて船尾も破裂してしまった。
このため、
（遣唐）使人（の人数）をきりつめて、船二艘（に乗れるだけの人員）に限定した」
①②の史料については、「難波津に泊る」が総叙か、難波津→江口→館へという順路を示すかという論
争があるが、外使の難波来朝に際しては難波江口でまず迎接することになっていたことが分かる。
ところで、
『延喜式』玄蕃寮式には諸蕃の難波津への入港儀礼を次のように規定している。
「蕃客が海路来朝する場合、摂津国が迎船を派遣する。客船がまさに難波津に入港しようとする日に、
摂津国からの国使は朝服を着用し、一装船（装飾を施した船、飾船）に乗って海上で待ちうけ、客船が
到着すると相互に接近して船をとどめる。国使が船上に立つと、客使らも朝服を着て船上に出、国使は
通事を喚び、通事を介して国使が宣する。その内容は、‘ 某蕃王の遣わした客使らが京畿に近づいたこ
とを摂津国守が聞き、水路を教え導くようにとの宣に随って迎えたのである ’

との内容であり、客使

とまり

らはこれに対して再拝して謝言を述べ、それが終わると客使らを率いて泊に帰る」という規定であった
（武田佐知子 1987）。
①～④の史料や延喜式の規定では、外使の乗る本船そのものが飾り船に導かれて堀江を航行したの
か、本船から迎船に乗り換えて館に導かれたのかは不明であるが、「難波江口」が海路と水路（堀江）
との、そして外使応接の結節点であったことが分かる。
要するに遣唐使船が堀江に入り得たのかどうかという観点から難波津の所在地やその範囲を検討する
余地があるのではということである。

５．古代港津の遺跡
難波津の所在地については最終的には考古学的な調査・研究によって、その存在を明証する遺構・遺
物の発見を待つしかない。しかし、古代の港津の遺構が検出されている例は極めて少ない。現在、古代
港津の遺構として挙げられているいくつかの例を紹介する。
はる

つじ

①まず弥生時代中期後半の長崎県壱岐の原の辻遺跡の船着き場跡がある。
原
 の辻遺跡は環濠、船着き場、市、祭儀などの各種遺構の存在に加え、有力者の墓地群、豊富な金属
器や武具類、占いの道具、あるいは膨大な数の土器類などによって『魏志倭人伝』に見える「一支国」
の王都に比定される遺跡である。
はたほこ

船着き場は環濠外の北西側にあり、原の辻遺跡の北側を東へ流れる幡鉾川に接して築かれている。一
うちめ

支
 国へ来航した船は、内海から幡鉾川を遡上して、原の辻遺跡の港に到着したものであろう。船着き
場の荷揚げ場と考えられる平面形がコの字状を呈する長さ約１０ｍ、幅約９ｍ、高さ約２ｍの東・西
二つの突堤は、基礎部分に木材や石を敷き、その両端に横崩れを防ぐための杭を打って補強し、その
上部に樹皮を敷いた後に盛り土をする敷葉工法などの高度の技術を駆使している（長崎県教育委員会
2005）
（図１３）。幡鉾川の川岸をそのまま船着き場として利用するのではなく、このような大かかり
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で堅固な船着き場を人工的に構築していることに注目したい。
 原の辻遺跡例と同様の船着場の遺構例としては、弥生時代の岡山県上東遺跡の波止場状遺構（渡辺
し だか

恵里子 2000）や舞鶴市志高遺跡で見つかった堤防状遺構（田代

弘 2008）、古代の高岡市中保Ｂ遺跡

の船着場遺構（根津明義 1998、高岡市教育委員会 2002）などが報告されているが、いずれも海から
遡上した内陸部の河川に伴う船着き場の例である。
お

り

お

の

②大阪市住吉区遠里小野遺跡は、大阪湾に臨む弥生～古墳時代の漁労集落として知られるが、近年の調
査で祭祀用の滑石製品の生産地であることが分かったほか、新大和川右岸で７世紀後半の楼閣風建築
と思われる掘立柱建物（５間×４間・15.4 ｍ× 13.8 ｍ）や、７世紀前半頃の大型掘立柱建物（９間×
えなつ

３間・約 21 ｍ×約７ｍ）が発見されている。この地は律令制の摂津国住吉郡榎津郷に当たり、
「字榎津」
の地から白鳳～平安時代の古瓦が出土して「榎津寺」の存在がうかがわれる。
はざま

 また、一帯は、新大和川にその流路を取り込まれている旧狭間川の河口に当たっており、万葉集に
え

な

つ

「住吉の得名津に立ちて見渡せば

む

こ

とまり

武庫の泊ゆ出づる船人」と詠われた古代の潟港「榎津」の比定地

でもある。古代の榎津は単なる船着き場に止まらず、望楼や大型建物などの港湾施設、榎津寺などの
宗教施設があり、狭間川をさかのぼれば「大津道」（長尾街道）につながる要地に位置していること
に注目したい（大阪市文化財協会 2007）。
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③韓国金海市官洞里遺跡は古金海湾の西岸に立地し、大成洞古墳群の直下の官洞里古墳群が隣接する５
～６世紀の港湾集落の遺跡で、住居と道路、船着き場などが検出されている。「船着き場は南北方向
の幅３ｍ、長さ 24 ｍの橋梁と、それに直行する方向の幅４ｍ、長さ 12 ｍの護岸で構成されている。
古金海湾は水が浅く潮間帯の地形であるため、船が停泊しやすいように海岸に長くのびる船着き場が
必要であったと考えられている。道路は幹線と支線で構成されており、支線で船着き場が連結されて
いた」と説明され、桟橋状の復元図が添えられている（蘇培慶 2006・朴天秀 2008）（図 14）。詳細に
ついては報告書の刊行に待ちたいが、三国時代の海湾の桟橋状の遺構を持つ船着き場の遺例として注
目されるものである。

６．長岡京遷都後の難波津について
784 年（延暦３）11 月、「水陸の便を以って」長岡京に遷都されると、難波宮は長岡宮に移建される
かみしも

あずさ え

あじ ふ

の

ことになる。785 年（延暦４）正月、摂津職に命じて摂津国の神下・ 梓 江・鯵生野を掘って、三国川（神
崎川）に通ずる水路を開削させた。以来、西国からの輸送は難波津を経ることなく三国川河口の河尻を
経てより安全で短い航路で淀川に入ることが可能になる。そして 789 年（延暦８）７月、「公私往来」
の便を図って三関が停廃されると、その 11 月には摂津職は公私の使いを勘過することを停止した。こ
のことは摂津職の職掌の重要な部分が失われたことであり、「難波大宮」の停止と、793 年（延暦 12）
３月の摂津職の廃止と摂津国への格下げという結果をもたらすことになった。
こうした経過からみて難波津の重要性は相対的に低下せざるを得なかったと思われるが、奈良時代以
来の活気が失われたわけではない。796 年（延暦 15）11 月 21 日の太政官符が引用する大宰府の解状に
かや の

よると、九州の豊前国草野津、豊後国国崎津・坂戸津の「奸徒」（悪質な運送業者）が多く難波津に集
まるような事態が８世紀末・９世紀初頭まで続いていた。また、806 年（大同元）９月、政府は日照り
による米価高騰を抑制するため、米を酒米に使用することを禁止し、主要な酒造地域の酒甕の封印を行っ
たが、その地域として左右京・山崎津とともに難波津があげられており、奈良時代以来の難波津の経済
ふんやみやた ま

ろ

活動が続いていることが分かる。843 年（承和 10）、謀反の罪で流罪にされた前筑前守文屋宮田麻呂が
平安京内と難波に「宅」を構え、筑紫で新羅人と交易を行いながら「難波の宅」を中継基地として経済
活動を行っていた。
また、803 年（延暦 22）４月に第１４回遣唐使船が「難波津頭」から進発したほか、836 年（承平３）
５月には最後の遣唐使船になる第 15 回遣唐使船四艘が「難波三津浜」から解纜しており、遣唐使船の
発着点としての国家的港津の機能は失われていない。ただ後者の遣唐使船の発遣地として「難波海口」
「浜
頭」の語がみえ、「難波三津浜」の語と併せて考えると、このときの遣唐使船は難波堀江口外の海浜か
ら出発している。遣隋・遣唐使船の発着地であった「難波江口」は、奈良時代後半以降、淀川・大和川
の土砂によって徐々にその機能を失い、堀江口南方の「難波三津浜」に移動していったと思われる。
さらに注目されることは、南海道諸国と平安京とを結ぶ主要航路が難波津を経て淀川（大川）に入る
コースをとったことである。934 年（承平 4）10 月 28 日に土佐国浦戸を出港した紀貫之の船は、翌年２
月５日に和泉の灘を経て、石津・住吉の沖に着き、「六日、みおつくし（澪標）のもとよりいでて、な
には（難波）につきて、かわじり（河尻）にいる。みなひとびと、おんな、おきな、ひたひ（額）にて
をあててよろこぶことふたつなし（中略）。七日、けふ（今日）、かわじりにふねいりたちて、こぎのぼ
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るに、かはのみずひ（干）て、なやみわづらふ（下略）」と『土佐日記』は記している。この「河尻」
みおつくし

は三国川河口の河尻ではなく、澪標をたよりに堀江河口から難波津に入って停泊し、翌日淀川をさかの
ぼって京に向かったのである。
都が長岡京・平安京に遷り、西国から三国川河口の河尻を経て淀川に入る新ルートが開削されたのち
も難波津や難波津経由の水路の役割は存続していたのである（河音能平 1988・1989、西本昌弘 2009）。

おわりに
かつては難波宮跡に限定されていた上町台地の考古学的調査は、1980 年代後半から大坂城下町跡を
対象に上町台地西麓から東横堀川を越えて船場地域に拡大した。これまでにこの地域からは中・近世の
遺構・遺物とともに古代の遺構・遺物が出土し、難波宮北西部に当たる大川（難波堀江）南岸一帯の地

23

24

が古代において重要な役割を果たしていたことが明らかにされている（図 15）（大阪市文化財協会
2004）
。
趙哲済氏はこうした考古学的な発掘調査やボーリング資料から得られた地形や地層の情報を基にして
大坂城下町跡とその周辺の微地形や古地理の復元を試み大きな成果を挙げている（趙哲済 2004・2005）。
特に古墳時代末頃から近世の豊臣時代にいたる大坂城下町跡の古地理の変遷図は、古代の難波津を考え
る上で新しい重要な問題を提起している（図 16）。
「古墳時代末頃、上町台地からの水は沿岸トラフを通って北の大川へ流れ出ており、このトラフは満
潮時には海水が流入する環境であった（図 16 −１）。ところが大川の洪水によって形成された河成砂礫
層が沿岸トラフの出口を防ぎ、ダムアップされたトラフの水は一丁目筋道修町付近にあった浜堤と州の
間の鞍部に溢れ出し（図 16 −２）、水流の勢いで水路はだんだん大きくなって、ついには沿岸トラフと
海が繋がった（図 16 −３）。その結果道修町～伏見町付近には州と浜堤に挟まれた細長い入り江が形成
された。州によって遮へいされ、大川の影響を直接受け難いこの入り江には、満潮時、海水は一丁目筋
道修町の狭窄部を経てトラフをさかのぼり、備後町以南の東横堀川沿いにまで達した。この入り江やト
ラフに堆積する潟成泥層には奈良～平安時代の遺物が含まれており、当時、静穏な入り江やトラフの周
縁で、人々が生活をしていたことをうかがわせる。大川の流れは平安時代にも左岸の州を溢流して入り
江に砂礫層を堆積している」（趙哲済 2004）。こうした趙氏の古地理図の復元は、沿岸トラフ（後の東
横堀川）の大川への出口に位置する高麗橋二丁目付近のラグーンに難波津を比定する日下説に再検討を
迫るものである。
こうした古地理図の復元と地域一帯から出土している遺構・遺物に基づき古代の難波津の位置を復元
しようとする松尾信裕氏の考察は今後の難波津研究の新しい視点として注目したい（松尾信裕 2004）。
古代の摂津国に摂津職が置かれたのは、難波宮と難波津の重要性に着目したものであり、その職掌の
しんせい

じょうげの く う し

中心は、難波宮の維持・管理とともに「津済（難波津の維持・管理）、上下公使（諸外国の使人の応接）、
けんぎょうしゅう ぐ

検 校 舟 具（官船・私船の管理・調査）であった。当然こうした職務を担当する官衙は難波津の近傍に
なにわの

設けられていた。また、難波に海上・水上ルートを通じて集散する物資を収納・管理する倉庫群や難波
みやけ

おおごおり

なにわのむろつみ

屯倉、外使の応接や宿泊施設である「大郡」や「難波館」など大和政権や律令国家の外港・国家的港津
としての機能を果たす諸々の施設が存在したことは想像に難くない。
上記の難波宮や難波津に関わる諸施設の具体層を明らかにするまでには至っていないが、それらの解
明の上で今後の考古学的調査に期待されるところは大きい。
これを要するに古代の難波津とは、一地点に限定されるものではなく、遣唐使船などの大型船が停泊
する江口（堀江河口）外の繋留地、
「草加江」の一部を含む堀江一帯の荘・庄地に専属する船着き場や中・
小規模の官船・私船のための船着き場とそれらに伴う官・私の港湾施設などの複合体を指す語で、場合
（５）

によってその一部を指すことがあったと広く理解しておきたい。
註
（１）2002 年『潮位表』によれば、最大潮位差は 1.86 ｍ、最小潮位差は 0.20 ｍとなっている。
（２）久宝寺南遺跡出土の準構造船の船材の材質はスギである（大阪府教育委員会 1987）
。
（３）「丙寅（17 日）、遣唐使駕船一隻自安芸国到于難波江口、着灘不浮、其柂亦復不得発出、
」
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（４）石井謙治 1995『ものと人間の文化史

和船Ⅱ』法政大学出版局、49 － 57、237 － 243．では、
「全長 30 ｍ、幅 8.5 ｍ、

喫水 2.8 ｍ、満載排水量約 300 トン、載貨重量約 150 トンと復元している。
（５）松原弘宣氏は「津とは政治的・経済的・宗教的諸施設と密接な関連にあることにより、外航船の発着地点たる狭義
の難波津は難波堀江の河口で、広義の難波津は難波堀江一帯に分布する船着き場とそれに関連する諸施設の有機的
結合体の総称」とする。（松原弘宣 1998、「古代における難波津と那津・博多津」
『ヒストリア』第 162 号）
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難波宮と難波津をめぐって

難波宮と難波津


古市

晃

はじめに
難波宮については『日本書紀』（以下、『紀』と略記）孝徳紀に一連の記述があるなど、一定の文献史
料がある。一方、1950 年代に開始された発掘調査によって、はじめて難波宮の所在が明らかにされ、
宮の構造などの解明は飛躍的に進んでいる。本稿では、文献史学、考古学双方の成果にもとづいて、飛
鳥時代の難波宮の実態を明らかにしたい。ただし王宮が飛鳥から難波へ移されるにあたっては、5 世紀
以来の難波地域の開発が前提としてあり、国家的港津として設置された難波津の存在なども重要な意味
を持った。こうした点に触れつつ、飛鳥時代までの難波地域の特性にも言及してみたい。

堀江と難波津
開発のはじまり

―難波の開発―

東方を河内湖に、西方を大阪湾にはさまれた難波の開発が急速に進展するのは、5 世

紀後半である。この時期の河内湖周辺の開発に渡来人の技術が直接導入されていたことは、湖周辺の各
地から軟質系土師器や馬具、ウマ遺体などが出土することから明らかであろう。同時期、難波の中枢域
にあたる上町台地北端、法円坂の地に造営された計 16 棟の巨大倉庫群（法円坂倉庫群）もまた、1 棟あ
たりの平均面積約92㎡という巨大な規模と計画性から、渡来人の先進技術の関与を考えることができる。
法円坂倉庫群をきっかけとして、7 世紀に至るまで、上町台地北端には、役所的な性格の強い大規模
な掘立柱建物群が継続的に造営されるようになる（難波宮下層遺跡）。渡来人の技術の活用と開発の規
模からいって、5 世紀以降の難波地域の開発を主導したのは、倭王権そのものを措いて他に考えること
ができない。難波宮下層遺跡が、『紀』安閑紀にみえる「難波屯倉」にあたる可能性はきわめて高い。
堀江の開削 上町台地北端は、淀川の旧本流、大川に接する。大川は、上町台地から北に延びる天満砂
堆を東西に貫いており、難波堀江に相当すると考えられる。堀江は『紀』に仁徳朝の開削とするが（仁
徳 11 年 10 月条）、実際には 5 世紀後半に下った段階で開削されたと考えられる。堀江の開削によって、
河内平野に滞留していた淀川・大和川の悪水は大阪湾に排水されることになるから、河内湖周辺の開発
とは一対の関係にあったわけである。
難波館 しかし堀江の開削は、たんに生産活動との関わりで重要であっただけではない。堀江の周辺は、
外交使節の拠点としても整備された。6 世紀初頭、継体朝以降、難波には来航した外国使節を滞在させる、
難波館と総称される施設が存在した。継体 6 年、難波にあった百済の使節と交渉すべく、大連物部麁鹿
火を宣勅使として「難波館」に派遣しようとしたことがみえる。推古朝には、隋使裴世清入朝の際、
「難
波高麗館」の側に「新館」を造ったことがみえ（推古 16 年 4 月条）、皇極紀に「難波百済客館堂」が見
える（皇極 2 年 3 月癸亥条）。舒明紀には「三韓館」とあるので（舒明 2 年是歳条）、高句麗・百済・新
羅の三国及び中国の外交使節のために、それぞれ館が用意されていたことがわかる。
難波館の所在地を直接示す史料はない。しかし、新羅使に関する施設の存在によって名づけられたと
思われる「新羅江庄」の名称が堀江の北岸にみえることから（「東大寺領新羅江庄文書出納日記」所載
天平勝宝 2 年（750）4 月付文書写。東大寺図書館所蔵文書）、堀江周辺に置かれたことは確実であろう。
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大郡と小郡

難波に設けられた大郡の性格をめぐっては、欽明 22 年（561）、難波大郡に新羅や百済の

外国使節を参集させた記事、推古 16 年（608）には隋使が宴会を受けた記事がみえる。舒明 2 年（630）
に大郡と三韓館が同時に改修されているのは、同年の百済使・新羅使来朝にそなえたものであろう。難
波大郡は、難波館に滞在する外国使節を迎え、宴会や儀式を行うための施設であったといえる。この他、
皇極紀には、大小の区別を記さない「難波郡」があり、いずれも外国使節の迎接に関連して登場する。
皇極紀では、難波大郡を難波郡と記した可能性がある。
小郡は主に内政のために用いられたとする説が有力であるが、残された史料が少なく、大郡との分掌
関係がどの程度明確であったのかは不明である。所在地は、後述するように、堀江南岸に置かれた可能
性が高い。
大郡の正確な所在地は不明であるが、小郡との一体性、孝徳の難波遷都の際、一時的に王宮が置かれ
たことなどを考えれば、堀江からそれほど離れた場所に営まれたとは考えがたい。後世の資料からの推
測とならざるを得ないが、堀江南岸にあたる大阪市中央区釣鐘町の発掘調査では、7 世紀代から 8 世紀
後半にわたる大型掘立柱建物の他、「摂」と記された墨書土器が出土し、公的な施設の存在したことが
確実である。難波館や大郡が近辺に所在した可能性を示唆する事例と考えておきたい。
堀江の寺院

堀江周辺に寺院の存在したことは、『紀』に孝徳の信頼篤かった僧旻の居した安曇寺がみ

えることから確実である。名称からして堀江北岸、安曇江付近にあったと思われる。堀江南岸、中央区
北浜では、1915 年（大正 5）、ビルの建設中に四天王寺と同笵の素弁八葉蓮華文軒丸瓦 1 点が出土してい
る。また、
『延喜式』民部上には、「摂津国堀江寺」という寺院がみえる。堀江周辺に存在した寺院の一
つが堀江寺にあたる可能性は高いであろう。外交のための公的施設が設置された堀江にこうした寺院が
設置されたことが、倭王権の仏教受容を列島内外に示すものであったことは明らかである。
難波津

以上、6、7 世紀の堀江周辺に、外交のための公的施設、寺院の置かれたことを述べた。この

時期に難波に存在した同様の施設として、難波津がある。難波津は、『古今和歌集』仮名序に手習いの
歌としてみえる、「難波津に

咲くやこの花

冬ごもり

今は春べと

咲くやこの花」で知られる。難

波津の歌は、9 世紀のみならず、7 世紀代にさかのぼって広く知られていたらしい。列島各地から出土
する飛鳥時代の木簡に、この歌を書き付けたものが間々みられる（たとえば奈良県飛鳥池遺跡、徳島県
観音寺遺跡出土木簡など）。難波津をとりあげた文学作品の第一は『万葉集』であり、主な題材は遣唐
使船と防人の進発である。
『紀』の難波津記事は、欽明 16 年（555）2 月条の百済、聖明王の戦死を伝える百済王子恵を「津」に
慰問した記事、同 31 年（570）7 月条の、難波津の船を狭狭波山（現在の逢坂山か）を引き越し、近江
北山に送り、山背の高句麗の館に引き入れた記事など、多くが外交に関わっている。6 世紀中頃には、
難波津は外国使節迎接のための船舶をそなえた港津として整備されていたことが確認できる。
難波津の機能が、堀江に設けられた難波館と一体となってはじめて有効であることは、以上から明ら
かである。
『紀』の推古朝の記事には、小野妹子の隋派遣に対応して来航した、鴻臚卿裴世清の来着が
みえる。妹子と共に難波津に来着した裴世清らは、飾船 30 艘をもって江口に迎えられ、新館に安置さ
れた後、倭国側の使者から迎接を受けた（『紀』推古 16 年〈608〉6 月丙辰条）。新館は、同年 4 月、裴
世清の筑紫来着を受けて、高句麗館の側に設けられていた（同、同年 4 月条）。下って皇極朝には唐使
高表仁の難波津来着記事があり、江口での飾船の迎接（32 艘）、倭国側の使者との応答、館への安置は
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推古朝に同じで、同じ日に神酒の賜与されたことがみえる。
このように、
『紀』にみえる難波津は外交との関係が密接である。軍事・流通その他の分野においても、
難波津がはたした役割は大きいが、倭王権の伝統的な王宮の地、大和盆地は海に面せず、北陸経路が充
分に発達していない平安時代以前にあって、倭王権と外国との交通は難波を経由することなしには不可
能であった。難波津はまさに王権の外港として重きをなしたのである。
難波津の所在 難波津はまた難波の御津、大伴の御津などとも呼ばれた。こうした歌には「大伴の御津
の浜松」といった難波津の景観が詠み込まれた（『万葉集』巻 1、63 番歌。山上憶良）。このような、浜
に松の生い茂る景観や、「御津」の地名がかつての大阪湾沿岸部にみえる（大阪市中央区三寺町）こと
などをもって、難波津を大阪湾沿岸部に想定する見解がある（千田稔 1974、若井敏明 2004 など）。この
立場の論者は、『紀』の先の難波津における外国使節の来着記事が、まず難波津に停泊することにはじ
まり、江口での飾船迎接に続く構成をとることも有力な論拠とする。また行基が寺院（大福院、大福尼
院）を造営した摂津、御津村の所在地も、『続日本紀』に御津村が南風に吹かれて水損を受け、海浜の
居民を京中の空地に移したとあることから（天平勝宝 5 年〈753〉）9 月壬寅条）、大阪湾沿岸部に求める。
この説に対し、難波津を難波堀江に求める説がある。筆者も含めてこの説に立つ論者は、古代の大阪
湾沿岸部が海水の入り交じり、安定した陸地を得られない不安定な地勢であったこと、古代の遺構・遺
物が堀江周辺に集中すること、とりわけ航海の安全を祈る祭祀に用いられたと考えられる舟形木製品（7
世紀中頃）が堀江南側の東横堀付近（江戸時代の住友銅吹所跡下層））から出土していること、堀江と
東横堀の合流点付近に高麗橋があり、高句麗にちなむ地名と考えられることなどを論拠とする（日下雅
義 1991、直木孝次郎 1994、古市晃 2007）。こうした立場からすれば、難波津の停泊記事は、外国使節の
来着全体にかかる総論的記事となり、江口との位置関係を論じる必然性は生じない。
両者のいずれが妥当であるかは、最終的には遺構の検出を待って決すべき事柄であるが、筆者が当面、
堀江説を支持するのは、上記の論拠に加えて、これまでの発掘調査、試掘調査において、古代の大阪湾
汀線付近からまとまった古代の遺物が出土したことを聞かないからである。陸地化の進んでいない不安
定な地点に、仮に大型船を停泊させることはあったとしても、それをもって難波津の中心施設が存在し
たとするのは穏当を欠くであろう。また松が茂り浜の広がる光景も、大阪湾の汀線に限ったものではな
い。天平 16 年（744）2 月、亡命百済王族の子孫、百済王氏を引き連れて聖武が行幸した安曇江には、
松林が生い茂っていた。（『続日本紀』）。安曇江は堀江の一部であり、そこには遊覧するに足る景勝地が
広がっていたのである。また、御津村の所在もかならずしも大阪湾岸に求める必要はない。以上の堀江
の景観は「海浜」と呼ばれるにふさわしい。『続日本紀』による限り、御津村が水損を受けたのは「湖水」
が氾濫したからで、これは河内湖の影響と考えるべきであろう。行基が難波において活動の拠点とした
のも「難波之江」（堀江）であり（『日本霊異記』中巻第 30 話）、寺院が造営された御津村が堀江に面し
ていたと考える方が理解しやすい。もう 1 点を付け加えるならば、大化元年（645）7 月、高句麗、百済、
新羅の使者が来着した際、百済の大使佐平縁福のみは病気のため「津館」にとどまって入京しなかった
という（
『紀』）。「館」が難波館を指すことはいうまでもないから、津館とは難波館が難波津に置かれた
ことを示す記述といえる。
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難波遷都
飛鳥から難波へ

皇極 4 年（645）6 月に起こった蘇我本宗家の誅滅事件（いわゆる乙巳の変）後、皇極

の退位、孝徳の即位を経て、難波遷都が断行される。『紀』では、遷都の記事は大化元年（645）12 月
にかけられており、都を「難波長柄豊碕」に遷すとある。さらに、春から秋にかけて鼠が難波に向かっ
たのは、その予兆であったかとする古老の言を載せている。難波長柄豊碕とは、かつて大阪平野に存在
した河内湖と大阪湾の間に、柄杓の柄のように伸びた上町台地の美称である。
難波遷都の理由については諸説あるが、少なくとも蘇我氏の影響が強い飛鳥を離れること、国際交通
の拠点としての難波地域を重視したことの 2 点は確実であろう。
しかしそれだけでは、難波遷都の理由としては不充分である。新政権発足の地として難波が選ばれた
のは、倭王権にとって難波が外交の窓口としての役割をはたしていたからである。先に述べたように、
難波は 5 世紀以来、倭王権直結の支配拠点であり、国家的港津として難波津が存在した。難波津の周辺
には、少なくとも 6 世紀以降、外交使節のための迎接施設（難波館）が存在し、外交と内政のための行
政機関（大郡・小郡）も設置されていた。乙巳の変を隋の滅亡にはじまる東アジアの国際関係の中で理
解する石母田正氏の説にしたがえば（石母田正 1971）、政権が新たな諸政策を打ち出す場として、難波
ほどふさわしい環境は存在しなかったのである。8 世紀に至って、聖武天皇が難波宮を造営した 720 年
代が、渤海の興隆を契機とする東アジア国際関係の変動期にあたるとする栄原永遠男氏の説も、参考と
なる（栄原永遠男 2006）。難波は、諸外国に対して支配層の意志表示を行う場として認識されていたの
である。
翌大化 2 年以降、難波の王宮として、子代離宮、蝦蟇行宮、小郡宮、大郡宮、味経宮、難波長柄豊碕
宮など、多様な名称がみえる。これらの内、難波長柄豊碕宮は、白雉 2 年（651）以降、同 5 年の逝去に
至るまで孝徳が用いた常の宮である。この宮がまた味経宮とも呼ばれたことは、味経宮を長柄宮ともい
う『万葉集』などの事例から確実である。子代離宮は難波狭屋部邑子代屯倉を壊して造営されたといい、
蝦蟇行宮は「かはづ」の訓みから淀川の旧本流たる大川の港に接して存在したと考えられる。小郡宮は
難波に置かれた朝廷の行政機関たる小郡を壊して造営された。これらの名称を異にする諸宮の関係をい
かに理解するかが問題であるが、大局的には、難波遷都後まもなく造営された孝徳の常の宮が小郡宮で、
その後、難波長柄豊碕宮に遷居したとする「二段階造営説」が、現在のところ、妥当な仮説といえるで
あろう（吉川真司 1997）。孝徳朝の難波宮を考える際の基本は、小郡宮と難波長柄豊碕宮ということに
なる。
小郡宮の構造 小郡宮の所在地は、奈良時代後期、天平宝字 4 年（760）11 月 7 日付「東大寺三綱牒案」
（東
南院文書）に堀江南岸の地としてみえ、他の地名との関係から、現在の大阪市中央区天満橋付近から、
大阪城三の丸付近に求めることができる（大谷治孝 1979、吉川真司 1997）。
これまでの発掘調査では、小郡宮と確認できる遺構はみつかっていない。しかし「南門」
「庭」
「庁」
「中
庭」
「鐘台」
「紫門」「殿」などの施設名が『紀』にみえる。こうした施設は、基本的には 7 世紀初頭、
推古朝の小墾田宮と共通する配置をとっていたものと思われるが、一方で、従来の王宮とは隔絶した側
面を有していたことにも注意しなくてはならない。乙巳の変後のいわゆる大化改新の舞台となった難波
には、列島規模で人びとが参集していた。政府の政策に対して何らかの訴えを申し立てるためにやって
きた彼らに対して、政府はしばらくは退散することなく「朝」に侍るよう説いている（『紀』大化 2 年 2
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月戊申条）
。小郡宮は、王都に群集する人びとを収容すべく、巨大な空間を必要としていた。こうした
大規模な空間を有する王宮は、かつての飛鳥の王宮には見られないものであった。造営を担当したのが
渡来系氏族の倭漢荒田井比羅夫であることも、小郡宮の先進性を示していよう。
難波長柄豊碕宮

難波長柄豊碕宮の造営は、遅くとも白雉元年（650）10 月には始まっていた。折しも

前年の大化 5 年 3 月、蘇我倉山田石川麻呂が讒せられ、評制をはじめとする新たな諸政策が本格化した
段階である。この時、造宮にあたり、王宮の地に墓地が入る人びとに対して補償がなされ、また将作大
匠荒田井直比羅夫が派遣されて宮の境界を定めた。孝徳は翌白雉 2 年の大晦日には早くもこの宮に遷居
し、さらに翌 3 年 9 月には造宮が終了している。「その宮殿のさま、ことごとにいうべからず。」とその
盛大さを讃えられた難波長柄豊碕宮は、わずか 3 年で完成したわけである。
難波長柄豊碕宮の構造について、文献史料によって判明するところは少ない。「朝庭」（白雉 2 年 12 月
晦条）
、
「内裏」（同 3 年 4 月壬寅条など）、「正寝」（同 5 年 10 月条）などの施設名がみえるにとどまる。
この点に関しては、考古学的調査の成果が、圧倒的に大きな意味を有している。1954 年（昭和 29）に
開始された発掘調査によって、大阪市中央区法円坂に、2 時期の宮殿遺構が存在することが確認され、
その内早くに造営された宮殿（前期難波宮）が飛鳥時代の難波宮、後に造営された宮殿（後期難波宮）
が奈良時代の聖武朝に造営された難波宮であることが確定している。聖武朝の難波宮についてはここで
は省略する。飛鳥時代の難波宮は、先に述べたように、孝徳造営の諸宮の他、天武 13 年（684）、複数
の王宮を置くべしとする天武の命によって造営された、いわゆる天武朝難波宮がある。発掘調査によっ
てみつかった前期難波宮がどれに相当するのかについては、これまで長い論争の歴史があった。しかし
648 年にあたる「戊申年」と記された木簡の出土、また同時に出土した別の木簡に、天皇に貢納される
食材である贄の可能性が高い品名が記されていたこと、遺構から出土する土器の年代観などから、難波
長柄豊碕宮にあたることが確実である。本稿では、前期難波宮＝難波長柄豊碕宮を前提として論を進め
たい。
前期難波宮は、7 世紀半ばの王宮としては隔絶した規模を誇っていた。宮中枢部の平面形態は、内裏
―朝堂院―宮城南門を北から南に一直線上、左右対称に配したもので、規模と共に 7 世紀末の藤原宮中
枢部に似る。このような平面形態は、推古朝の小墾田宮でも採用されたと推測されるが、難波宮で特筆
すべきは、上町台地の平地面を最大限利用して造営されたその規模であり、同時代の飛鳥の王宮をはる
かに抜く。
中枢部からははずれるが、内裏北西には3棟以上の倉を屋根でつなげた長大な建物を中心とし、
広大な庭を有する大規模な倉庫群が設けられていた（内裏西方官衙）。倉の平面形態が中国・長安城の
太倉と共通することや、倉と庭という空間構成が律令制下の大蔵省正蔵院と酷似することから、大蔵省
の前身官衙にあたる施設と考えられる（古市 1998）。
中枢部の平面形態や規模などの点は、藤原宮にはじまる律令制都城と共通するが、一方で、後世の王
宮には見られない特徴もある。第 1 は、大極殿が存在せず、内裏と朝堂院が未分化な点である。後世の
王宮で大極殿が存在すべき場所にあるのは、内裏前殿である。内裏前殿は 9 間× 5 間、東西 36.6 ｍ、南
北 19.0 ｍの、前期難波宮最大の建物であり、大極殿と類似する面があることも否定できない。しかし北
面は内裏後殿と軒廊で接続し、南面には東西脇殿と庭を備えるなど、内裏の一部としての性格をなお脱
していない。そのためか、その南面に位置する内裏南門は前期難波宮の門の中でもっとも大きい（東西
32.7、南北 12.3 ｍ）。
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第 2 は、内裏南門を挟んで東西に屹立する、一対の八角殿である。発掘調査の際、長大な柱を立てる
ための斜路がみつかったことから、楼閣風建築と考えられている。宮殿建築としては他に例をみず、そ
の性格をめぐっては諸説が提出されている。八角形を呈することから、仏塔（ストゥーパ）を模した仏
殿説、鐘楼・鼓楼説などが代表的であるが、筆者は孝徳自身が仏教を信奉し、かつ 4 月 8 日の仏誕会・7
月 15 日の盂蘭盆会が国家儀礼に取り込まれるなど、倭王権が仏教重視の政策をとっていたこと、中国・
北魏の事例に、王都に仏教世界の想像上の山岳、須弥山と霊鷲山（耆闍崛山）を模した建物を造立した
事例があり、孝徳朝でも両山岳に対する信仰が存在したことなどから、東西八角殿もまた、須弥山と霊
鷲山を模した仏教建築と考えている（古市 2004）。
第 3 は、朝堂院に含まれる朝堂の数である。朝堂が 8 堂で構成される後期難波宮、長岡宮を除き、藤
原宮以来、平安宮に至る律令制都城の朝堂は 12 堂で構成されるのが基本であった。しかしこれまでの
発掘調査によって、前期難波宮ではすでに14堂の朝堂が確認されている。朝庭内での空間構成を考えて、
16 堂に復元する見解もある。また朝堂院南門前には、律令制都城では朝集堂に相当する一対の建物が
あるが、朝集堂が周囲を区画された、院の体裁をとるのに対し、前期難波宮の場合、周囲に区画を持た
ない。
これらの独自性は、難波長柄豊碕宮が、長期的にみれば部民制から律令制へという、支配体制の転換
期の産物であることと関わっていよう。また一方で、仏教を君臣統合の論理の中心に据えるという、7
世紀代の倭王権独自の政策にもとづく部分もあったと思われる。この点は、難波遷都の際に端的に示さ
れている。仏教を重んじ、神の道を軽んじた孝徳は、生国魂神社の樹木を伐採したという。生国魂神社
は、もとは大阪城付近に所在し、豊臣氏の大坂城築城によって現在の社地（大阪市天王寺区）に移転し
ている。
『紀』推古紀にみえる「難波杜」は、生国魂社の社叢と考えられる。孝徳が難波宮造営に際し、
生国魂社の聖なる森を伐採したのは、従来の神祇祭祀を否定し、仏教中心の統合論理を推し進めること
を強烈に宣言したものであった。内裏におけるたび重なる法会の挙行、仏塔を模した楼閣の存在などは、
このような仏教中心の思想が、難波長柄豊碕宮の構造にも影響を与えたことを、雄弁に語っているであ
ろう。
楼閣の発見 難波宮とその周辺の発掘調査では、今日でも重要な発見が相次いでいる。ここでは、前期
難波宮段階に関係するものに限って紹介しておこう。まず、宮東方のまとまった建物群（東方官衙）の
さらに東から、周囲を単廊で囲まれた楼閣風の建物がみつかっている。建物の周囲、単廊の内側には小
石敷きをめぐらせる。建物の格式は高く、王宮建築としてはこれまでに例をみないため、発掘調査報告
書では、眼下に広がる生駒山と河内湖を眺める眺望施設説、祖霊を祭る宗廟説など、いくつかの説を列
記する（大阪市文化財協会 2008）。しかし中国に起源を持つ宗廟祭祀は、飛鳥・奈良時代にはついに導
入されることがなかったことから、宗廟説は考えがたい。楼閣が上町台地の東斜面に位置するという立
地や、
近江大津宮に、琵琶湖に接して建てられたと考えられる饗宴施設「浜楼」（『藤氏家伝』上）や「浜
台」
（
『紀』天智 7 年 7 月条）が存在したことを念頭に置くならば、眺望施設説を採るのが妥当と考える。
大規模な整地事業 宮の周辺では、難波宮の造営に先立ち、かなりの広範囲で整地事業が行われている
ことが明らかにされている。谷を埋める整地層が確認された範囲は、難波宮を中心として南北 1.5㎞、
東西 1㎞に及ぶ（寺井誠「難波宮成立期における土地開発」『難波宮址の研究』第 12、2004 年）。その多
くが幅 20 ｍ以下の小規模な谷であるとはいえ、孝徳朝の造都構想が難波宮のみにとどまらず、その周
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辺に拡大するものであったことは大きな意味を持つ。こうした整地層からは埴輪片が出土しており、整
地の際に上町台地上の古墳群が破壊されたとみられる。また一方、宮西方の整地層からは、投棄された
多量のウシ・ウマの骨がみつかっており、難波宮造営に多くの牛馬が使役されたことがうかがえる。難
波宮造営に際しては、整地作業や、牛馬を用いた現業に従事した多数の人びとが存在したわけである。
一方で、大規模な谷を埋めるだけの技術は、この段階にはそなわっておらず、宮周辺の随所に大きな
谷が埋められないまま存在していた。特に問題となるのが、宮城南門を起点とし、宮の南北中軸線上を
走る道路（朱雀大路）が存在すべき場所で、奈良時代に至るまで埋め立てられることのなかった、大規
模な谷がみつかっていることである。朱雀大路の痕跡と思われる道路は、1886年の地形図でも確認でき、
かつ朱雀大路を南に約 10㎞南に延ばした大和川今池遺跡からは、7 世紀中頃には機能していたとみられ
る路面幅約 18 ｍの直線道路がみつかっており（難波大道）、いずれも朱雀大路の実在を示す証拠とされ
てきた。しかし宮に近い地点で道路が確認できなかったことで、朱雀大路の存在を疑問視する見解も提
出されている。
朱雀大路の機能を道路交通に限定して考えるならば、前期難波宮では、充分に機能していなかったと
いわざるを得ない。しかし藤原宮でも、朱雀大路に相当する部分に他の施設が存在しており、完全には
敷設されていなかったことが確実である。難波宮の場合も、交通以外の別の機能が重視されていたと考
えざるを得ない。おそらくそれは、国内の貴族・豪族層、および外国使節などを対象とする、倭王権の
権威発揚のための儀礼装置的機能であっただろう。大化4年のことであるから、小郡宮の可能性が高いが、
右大臣阿倍倉梯麻呂が逝去した際、孝徳臨席の上で朱雀門前にて哭泣儀礼が営まれていること、発掘調
査で確認された前期難波宮の宮城南門が、意図的に高所に営まれ、威圧的な効果を高めていることなど
を想起すれば、その可能性は高い。
近年出土の木簡

難波宮とその周辺からは、これまでに 50 点を超す木簡が出土している。飛鳥と比べ

た場合、決して多いとはいえないが、大半が孝徳朝段階のものであり、中には 7 世紀前半にさかのぼる
可能性を持つものもあり、文書形式や税制のみならず、日本語表記史を検討する場合に重要な意味を有
するものも含まれている。ここではそのいくつかを紹介しておきたい。
宮の内裏西方、大蔵省前身施設と推定される役所群の排水施設から出土した木簡に、人形に転用され
たものがある。縦長の木簡を折半し、上半身を横向きに作った上で、頭髪を墨で書き入れ、頭髪の部分
に木釘を 5 本打ち込んだ、異様な体裁をとる。書簡風の内容を持つが、折半されているため、全体の意
味を知ることはむずかしい。東野治之氏は、
「奴我罷る間、盗みて此を以て往き在り。……言ひて在る也。
午の年自り、国……是に本の奴の主、有……知部の君の狂事……口に言ひ……」と読む案を示している
（東野治之 1999）。主な内容が、木簡の作成に関わった当事者が、知部君などの関わる奴婢に関わるト
ラブルを訴えた木簡であることが推測できる。孝徳朝では、ウヂ名や奴婢の帰属に関する訴訟が頻発し、
人びとは多く難波に参集していた（『紀』大化 2 年 2 月戊申条）。大化 3 年、東国に派遣された「国司」
（朝
廷から派遣された中央豪族）が、任所において奴婢のことを裁定したことが指弾されていること（『紀』
大化 3 年 3 月辛巳条）などを考えれば、この木簡が作成された背景として、孝徳朝における奴婢の帰属
に関する混乱した状況を考えることができるかも知れない。
次に、難波宮東部に存在した谷から、多数の木屑と共に出土した木簡 1 点について述べたい。前後が
折れていてくわしい内容は不明であるが、一方の面には「日子」と記されており、その裏面には「君」
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と記されている
（大阪市文化財協会2005）。日子は神名または成年男子の名として諸国風土記にみえる他、
『古事記』にも多用される。なかでも、日子と君が併記される事例は、現存する史書では『古事記』し
0 0

0

0

かない。具体的には、たとえば「次息長日子王。〔三柱。此王者、吉備品遅君、針間阿宗君之祖。〕」（中
巻、開化天皇段）のように記される。この木簡が諸氏の人びとの系譜を記したものである可能性は高い
であろう。大量の木屑と共に出土している点から、木簡は難波長柄豊碕宮の造営段階で廃棄されたもの
と考えられる。1 点の木簡から想像をたくましくすることは危険であるが、あるいは難波宮において、
国史編纂またはその前提となるような系譜記事の編集作業が行われていたことを示すものかも知れな
い。
近年、特に注目を集めているのが、漢字を 1 字 1 音、音訓交用で表記した、「はるくさ木簡」と通称さ
れる木簡である。2006 年、難波宮南西部の谷から出土した（大阪市文化財協会『大和ハウス工業株式
会社による建設工事に伴う難波宮跡・大坂城跡発掘調査（NW06 － 2）報告書）。残存する冒頭部分は「は
るくさの

はじめのとし」と五七調で読むことができる。これにより、従来、通説としては 7 世紀後半

の成立と考えられてきた仮名表記による韻文が、7 世紀中頃には存在したことが確実になった。
「はるくさ木簡」の用途としては、栄原永遠男氏によって提起された「歌木簡」の 1 つであり、典礼
などの際に詠み上げることを期して作成されたと考えるのが妥当である（栄原 2007）。「はじめの年」
にかかる枕詞的に用いられている「春草」は、『万葉集』では、たとえば柿本人麻呂が「春草の
めづらしき

いや

わご大王かも」と詠い、春草の勢いあるさまにたとえて「わご大王」を詠っている点が注

目される（巻 3、239 番歌）。『紀』では、欽明 14 年 8 月丁酉条に、百済の外交使節が欽明に送った文書
の中で、
「伏して恩詔を待つこと、春草の甘雨を仰ぐがごとし。」と記したとあるのが唯一の事例である。
ここでは援軍要請に対する欽明の報答を待つ百済の態度が、雨に打たれる春草の姿に擬せられているの
である。これらの用例から、古代の宮廷における「はるくさ」の語が、君主の前で述べられる文言とし
てふさわしいものであったことを確認できる。
次に、
「はるくさ木簡」が用いられた典礼の具体的内容が問題となる。元日の朝賀儀礼をあてること
もできそうだが、「年のはじめ」ではなく、「はじめの年」と記されている点を重視し、孝徳朝における
何事かの開始とする見解（毛利正守 2007）を支持したい。ただし、それが何を指すのかについては不
明とせざるを得ない。
以上に紹介した木簡は、いずれも 1990 年代以降、発掘調査が中枢部から周辺域に拡大するにしたがい、
現在では埋没している旧谷地形から出土したものである。高燥な台地上にある難波宮では、木簡などの
有機物は残りにくいとされてきた。しかし、これらの調査によって、地下水位が高い谷地形に廃棄され
た木簡については、残存している可能性が高いことが明らかになった。今後の難波地域の調査では、谷
地形の調査をいかに十全になしうるかが重要な要素となるであろう。

おわりに
本稿で扱った 5 世紀から 7 世紀の難波の特徴が、第 1 にその国際性にあったことは、これまでの叙述
から明らかであろう。国際性には、その開発にあたって動員されたのが渡来系集団であったということ
と、実際に外国使節の滞在拠点として機能したことの二面がある。さらに大きな特徴は、その国際性が
倭王権の主導によるという、難波地域にとっては外在的要因によるものということである。難波地域に
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居住した氏族の大半が渡来系であり、在地系豪族の痕跡がほとんどみられないことについては、すでに
指摘がある。古代難波の国際化とは倭王権にとっての必要性にもとづくものであって、地域の人びとの
要請にもとづくものではない。王権の動向に対する難波の人びとの反応をどのように明らかにするかが、
今後の研究の中で問われるであろう。
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難波宮出土の歌木簡について』

難波宮と難波津をめぐって

土器の編年研究からみた前期難波宮の暦年代


佐藤

隆

はじめに
難波地域の土器は、同じ都城遺跡である飛鳥や平城京跡、長岡京跡、平安京跡と比べて、５世紀にさ
かのぼる時期から綿々と続く人々の活動がうかがえる点や、当時の政治の中心が主として置かれた地域
とは異なる独自性をもつ点で重要な存在である。その編年研究は、中世・近世の様相をも合せて “ 都市
おおさか ” の変遷を語るうえで根幹となる視点を提供するものと言える。
古代都城遺跡における土器の編年研究は、建物の創建や建替え、廃絶などの年代を知り、宮殿名の比
定を行なったり、構造の変化を理解したりするうえで重要な役割を果たしている。難波宮においては、
おもに７世紀を中心に前期難波宮の年代と関連付けて行なわれてきた。1960 年代以来の研究の結果、
一括出土資料の分析や飛鳥地域の資料との対比などによって、土器の年代論からは前期難波宮が長柄豊
碕宮である可能性はきわめて高いと考えられるようになってきている。これは、本書で述べられる「東
アジアにおける難波宮と古代難波の国際的性格に関する総合研究」においても欠かすことのできない研
究の基盤である。しかし、一括出土資料の様式的（型式的）理解や暦年代の与え方についてはまだ異な
る見解があり、導き出される年代に若干の差が存在することも事実である。
本稿では、難波地域における土器研究の到達点を概観したうえで、筆者が近年取り組んでいる陶邑編
年の再検討についての成果をまとめた後、上で述べた異なる見解に触れながら、前期難波宮造営期の土
器様式、年代論を中心にあらためて検討していくこととする。

１．難波地域の土器の研究成果
１）研究史および「難波編年」の内容
難波宮の土器が最初に報告されたのは 1961 年で、その後の中尾芳治氏による研究〔中尾 1965〕以降、
「大化改新」の評価と係わるゆえか、編年研究は前期難波宮の造営年代を主たる問題として行なわれて
きた〔京嶋 1989・南 1992 など〕。当初は前期難波宮の造営時期そのものの資料は乏しかったが、1997
～ 98 年の調査における内裏西方官衙地区水利施設の第７層出土資料（〔大阪市文協 2000〕、以下「水利
施設第７層資料」と呼ぶ）や、つづく 1999 年の大阪府文化財調査研究センター（現

大阪府文化財セ

ンター）の調査における「戊申年」木簡を含む谷 16 層出土資料〔大阪府センター 2002b〕など、前期
難波宮の造営から宮殿が機能していた段階までの時期に当たるまとまった量の土器資料が得られた。こ
れらの資料をもとに、筆者は先行研究の成果を承けて、９世紀初頭までの資料を含めた編年をあらため
て構築した（〔佐藤 2000〕、以下「難波編年」と呼ぶ）。そこでは、５世紀に上町台地上が開発され大倉
庫群が造営される頃から９世紀初頭に難波宮が長岡遷都によって宮殿としての役割を終えるまでの難波
地域における土器の変遷を述べた。その概要は下記のとおりである（表１・図１）。
難波Ⅰ：上町台地上で人々が本格的に活動を始める時期である。まだまとまりのある資料が少なく、
様相はあまり明らかではないが、次の難波Ⅱに先行する特徴をもつ資料によって設定した。法円坂遺跡
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表1
様式

難波地域の編年と暦年代の手がかり〔佐藤 2000 改訂（2010 年 3 月現在）〕

細分

標識資料

暦年代の手がかり

NW80−9次SK201･202［大阪市文化財協会2004］

難波Ⅰ

倉庫群関連資料［大阪市文化財協会1992］
古段階

難波Ⅱ

TK73型式共伴の木が年輪年代で412年

NW87−20次SB214竈・炉周辺の床面、埋土下部・ 今城塚古墳（継体没531or534年）の埴輪窯である新池窯でMT15型
上部［大阪市文化財協会1992］

式（筆者の陶邑Ⅲ古）

NW93次SK9343［大阪市文化財協会1981］

588年造営開始の飛鳥寺下層からTK43型式（筆者の陶邑Ⅲ新）

新段階 NW14次東地区竪穴［難波宮址顕彰会1965］

牧野古墳（押坂彦人大兄墓か、7世紀初に没）からTK209型式（筆

NW08−3次谷第8−6層［大阪市文化財協会2010］ 者の陶邑Ⅳ古）
NW66次方形土壙［難波宮址顕彰会1976･京嶋

狭山池1号窯のある池北堤の木樋の年輪年代が616年

古段階 1989］

NW08−3次谷第8−4層［大阪市文化財協会2010］ 641年造営開始の山田寺下層SD609･整地土
NW100次SK10043［大阪市文化財協会1981］
難波Ⅲ

甘橿丘東麓で645年の焼土（古〜中段階）

中段階 NW88−1次SK223［大阪市文化財協会1992］

三条九ノ坪遺跡SD01から壬子年の木簡

水利施設第7層［大阪市文化財協会2000］
DB91−1次SD801［大阪市文化財協会1998］

阿武山古墳（藤原鎌足墓か）墳丘裾から中〜新段階

新段階 府センター調査谷16層［大阪府文化財調査研究セ
ンター2002b］

660〜667or671年に存在した水落遺跡漏刻遺構

OS03−13次SK901・902・SD901［大阪市教育委員
古段階 会・大阪市文化財協会2005］
MR94−7次SD701［大阪市文化財協会1996］

難波Ⅳ

694年遷都の藤原宮下層大溝
藤原宮跡諸遺構（平城遷都直前）

新段階 OS92−74次Ⅲ8層［大阪市文化財協会2002b］

古段階

長屋王邸関連遺構から715年前後の木簡

OS90−50次SD501［大阪市文化財協会2003］

平城京跡SD5100などから735年前後の木簡

OS91−32次SK501･502［大阪市文化財協会2003］ 平城宮跡SK820、宮町遺跡から740年代の木簡
OS87−29次SE503［大阪市文化財協会2003］

難波Ⅴ

平城宮跡SK219から760年前後の木簡

中段階 府センター調査6A溝1［大阪府文化財センター

平城宮跡SK2113は長岡遷都直前

2002a］
新段階

OS90−50次SE502［大阪市文化財協会2003］

長岡宮･京跡諸遺構、平安宮跡SX4･9

OS97−1次SE101［大阪市文化財協会1999］

平城上皇還都期の平城宮跡SE311B

の大倉庫群に関連する資料や、難波宮東方官衙下層の土壙出土資料などがこれに当たる。
難波Ⅱ：土師器は調整にハケを用いない「難波型」とされる一群が主体となる。須恵器杯Ｈ・同蓋は
法量が最大に達し、底部・天井部はヘラケズリ調整である。古・新段階に細分する。土師器は新段階で
は法量分化が起きている可能性がある。最近報告された難波宮東方の谷から出土した資料は、新段階の
様相をさらに詳しく知るうえで重要である。この資料には難波Ⅲ古段階へつながる要素も確認できる〔大
阪市文協 2010〕。
難波Ⅲ：本稿の内容に係わるところなので、少し詳細に述べておく。
土師器に暗文やヘラミガキを施した精製の食器類やハケ調整の甕類が多く現れて主体となる。須恵器
食器類は杯Ｈ・同蓋の法量が縮小し、底部・天井部はヘラ切り後不調整のものがほとんどを占める。杯
Ｇなど新しい器形が出現する。組成は飛鳥地域との共通性をもち、以降は様相を詳細に比較することが
可能になる。古・中・新段階に細分する。
古段階では土師器杯Ｃ、須恵器杯Ｇなどが現れる。ただし、杯Ｇはまだ少数しか見られない。この段
階には四天王寺が創建され、上町台地の開発が新展開を迎える。中段階では土師器に皿が加わる。杯Ｃ
は前段階より器高が低下する。須恵器では杯Ｇに法量分化が認められ、脚台の高い杯Ｂが見られる。こ
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の段階は前期難波宮の造営時期に当たる。新段階には土師器杯Ｃの器高がさらにわずかながら低下する。
須恵器杯Ｈ・Ｇは法量が極限まで縮小し、数量では杯Ｇが杯Ｈを初めて凌駕する。高い脚台をもつもの
とは別の器形である低脚の典型的な杯Ｂが確実に存在する。また、土師器・須恵器とも杯Ａが見られ、
特に土師器の杯Ａはまだ定型化する前の形態をもつ。
難波Ⅳ：前代の様相がさらに進展する。土師器には定型化した杯Ａが現れ、杯Ｃは器高が低下する。
須恵器では杯Ｈがほとんど見られなくなるまで減少していく。それに替って初めは杯Ｇ、次いでは杯Ａ・

図1

難波地域の土器編年〔佐藤 2000 引用〕
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Ｂが主体を占める。古・新段階に細分する。古段階の須恵器杯Ｂ蓋は〈かえり〉をもつものと〈かえり〉
のないものの２者が共存した可能性がある。新段階の土師器杯Ａの暗文は放射２段のものと１段のもの
とがある。須恵器杯Ｂ蓋は〈かえり〉のないものがほとんどである。
難波Ⅴ：土師器食器類の在地色が顕在化する。従来の杯Ａも口縁部が外に折れるような在地的特色を
もつようになり、暗文もしだいに省略される。平城宮・京跡で盛行していく全面ヘラケズリはほとんど
見られない。須恵器は杯Ａ・Ｂが主体を占め、杯Ａは底部の形状が丸みをもつものから平らなものに変
化する。古・中・新段階の３段階に細分する。新段階のなかでももっとも新しい様相をもつ資料は緑釉
陶器・灰釉陶器や河内地域の土師器を含み、９世紀第１四半期の年代が与えられる。

２）須恵器杯Ｂの出現年代
以上が難波編年の概要である。2000 年に公表した後に大きく変更した点は須恵器杯Ｂの出現時期で
ある。これについては、難波宮の南方（推定宮域外）、大阪市天王寺区清水谷における OS99 − 16 次調
査において検出された谷の埋土第５層とその上に掘り込まれた土壙 SK301 から出土した土器群の発見
が重要であった〔大阪市文協 2002a〕。少し詳しく述べておく。
第５層は難波宮南方に存在した開析谷を整地した際に客土された地層で、同層の上からは掘立柱建物
SB301 の柱穴が掘られ、その建物が廃絶した後に SK301 がつくられている。SK301 から出土した土器群
は難波Ⅲ新段階に相当するものであったが、それよりも層位的に古い第５層のもっとも新しい特徴をも
つ土器群も大きくは様相が変わらないと判断できる。ここで注目すべきことは通有の脚台の低い須恵器
杯Ｂ・同蓋が確実にこの層に含まれていたことで、同層で見える最新の段階の杯Ｈ・Ｇと杯Ｂとの共伴
を示している。これらの杯Ｂの特徴としては、器高が口縁部径に比べて低く、体部は斜め上方に伸び、
底部との境が丸みをもつものが多いこと、高台は内側寄りに付いて外方に向かって踏ん張っていること、
これまで報告された例を見ると法量分化は著しくない（２法量程度）ことなどが挙げられよう（図２）。
2000 年に編年を行なった時点では、杯Ｂの出現時期は難波Ⅳ古段階で、難波Ⅲ中～新段階には初現
期のものと考えていた脚台の高い器形が認められるのみであると理解していた。また、飛鳥地域では飛
鳥Ⅲに出現し、
その年代は早くても660年代の後半か670年代とされていたのである。これにしたがえば、
杯Ｂの存在は後世の遺物の混入とするか、それを含む土器群全体の年代を引き下げるかのどちらかにな
るが、出土状況から前者の可能性は低く、後者についても上記の杯Ｂの特徴が後出するものと一線を画
する可能性があり、難波Ⅲ中～新段階の年代を大きく変更する必要はないと考えられた。その後の再整
理では同層から土師器杯Ａの出土も確認され〔寺井 2003〕、様相がより明らかになった。こうした資料
が前期難波宮の宮域を外れた南方の整地層に見られることは、この地域の開発が宮域に比べてやや遅れ
て始まったことを示す。

図2

OS99-16 次谷第 5 層出土須恵器杯 B〔大阪市文協 2002a 引用・改変〕
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上で紹介したように難波地域で明らかになった須恵器杯Ｈ・Ｇ・Ｂの確実な共伴について、さらに検
証を進めるために陶邑窯跡群における事例を検討したことが、次に述べる陶邑編年の再検討を行なう
きっかけとなった。特に、このような共伴を示す代表例である陶邑のＴＫ 217 号窯資料は、その暦年代
観や前後に連続する土器群の理解がまだ充分とは言えず、難波編年・飛鳥編年との整合性には問題が
あったのである。

２．陶邑編年の再検討からみた難波編年および飛鳥・平城宮編年
１）陶邑編年の再構築
陶邑編年による年代観は、全国の須恵器の、ひいては須恵器が出土する遺跡・遺構の年代を左右して
きたと言っても過言ではないが、古墳時代（５・６世紀）では大きな存在感を示すこれらの編年も、飛
鳥～奈良時代（７・８世紀）においては、都城遺跡の土器編年研究の進展に比べて参照される機会は多
いとは言えない。しかし、７・８世紀に起こる都城的な土器様式の成立は須恵器にとってもきわめて重
要な画期のひとつであり、その主要な生産地であったと考えられる陶邑窯跡群の資料を有効な方法で操
作し、都城遺跡の編年を型式学以外の要素に左右されずに検証することのできる編年案をつくることは
意義のあることと考える。
以上の問題意識によって、筆者はこれまで７・８世紀を中心とする時期の編年案を提示してきた〔佐
藤 2003・2004・2007〕。そのなかでは、代表的な編年である田辺昭三氏による編年〔田辺 1966・1981〕
や中村浩氏による編年〔中村 1977・1978〕といった従来の研究では説明できない杯Ｈ・Ｇ・Ｂの共伴
について整合的な理解を行ない、また、難波編年や、飛鳥地域における編年（以下「飛鳥編年」とする）、
平城宮・京跡の編年（以下「平城宮編年」とする）と比較して、その並行関係や暦年代を明らかにする
とともに、これらの都城遺跡の編年がもつ特性や問題点についても述べた。
筆者が現在検討している陶邑窯跡群の全操業時期を通じた編年の大きな枠組みは以下のとおりであ
る。ここも、本稿に係わる陶邑Ⅳ～Ⅴについては詳しく述べる。
陶邑Ⅰは、朝鮮半島から渡来してきた工人やその影響を強く受けたわが国の工人によって須恵器生産
が陶邑窯跡群で始まる揺籃期である。いわゆる “ 初期須恵器 ” の範疇。細分は現在検討中。
陶邑Ⅱでは外来のものであった須恵器の製作技術が日本に定着し始め、製作技法や意匠が安定し定型
化する。細分は検討中。
陶邑Ⅲでは主要な器形である杯Ｈや高杯などにおいて口縁部径や器高が拡大し、それとともに製作手
法の省略化がなされるなど、前段階から大きく変容していく。古・中・新段階に細分する。古～中段階
で成立した最大法量の杯Ｈは縮小し、形態も退化へ向かう。また、陶邑Ⅱ以来の小法量の杯Ｈが残る窯
跡資料もあり、身・蓋ともに法量はばらつきが大きくなる。
陶邑Ⅳでは前段階から引き続いての動きとして、杯Ｈの大半はさらに法量が縮小して形態も退化する
が、一方で大きいものも残る。杯Ｈ・長脚の高杯・提瓶などに代表される古墳時代後期の要素が消失し
ていく一方で、次の様式に向かう新たな特徴が現れ始める。古・中・新段階に細分する。
中段階には宝珠形のつまみをもつ杯Ｇが確実に出現する（図３上段）。この段階に相当する大阪狭山
市ＳＩ１号窯は狭山池北提に築かれた窯で、その築堤に先立って設置された木樋の年輪年代が推古 24
年（616）と測定され、窯跡資料に直接係わる暦年代の手がかりとして注目される。
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新段階には杯Ｈの法量は極限まで縮小し、形態も退化している。杯Ｇが一定量見られ、法量分化が確
認できる。数量で杯Ｈを圧倒する資料もある（図３下段）。また、この段階の時間幅のなかで杯Ｂがわ
ずかながら現れており、出土していない資料についても、杯Ｈ・Ｇなどの特徴からほぼ同じ様相の土器
群は抽出が可能である。
陶邑Ⅴでは、前段階に見え始めていた、食器類の多様な法量分化と大型器形の盛行に代表される都城
的な土器様式が成立し発展する。杯Ｈ・長脚の高杯・提瓶などに代表される古墳時代後期の要素がなく
なり、杯Ａ・Ｂを主体とする食器類は多様な法量分化を起し、皿・盤・鉢といった大型器形が盛行する。
壺・瓶類のバラエティももっとも豊かである。古・中・新段階に細分する。
古段階には杯Ｈはごく少数になり、杯Ｇが主体となる。杯Ｇは法量分化をしていた大きい方の一群が
より優勢となり、前段階まで杯Ｈとともに縮小へ向かっていたのとは異なる流れを見せる。杯Ａ・Ｂも
一定量見られ、この段階からは確実に法量分化が始まっている（図４）。
中段階には杯Ｇが減少し、杯Ａ・Ｂが主体となり、法量分化はさらに進む。杯Ｈは姿を消す。〈かえり〉
のない杯Ｂ蓋が一定量存在し、〈かえり〉のある蓋を凌駕して、前者のみの資料も現れる。田辺編年・
中村編年では、杯Ｂ蓋の〈かえり〉の消失を大きなメルクマールとして段階設定の根拠としているが、
その要素以外には目立った様式差は見られず、１段階の古相・新相くらいにおさまると考える。
新段階には杯Ｇは消滅し、杯Ａ・Ｂが主体となる。法量分化はさらに進んでこの段階で最盛期を迎え
る。杯Ｂ蓋は〈かえり〉のない形態のみとなり、天井部が丸みをもって笠形を呈するタイプから、多く
は平坦で途中から斜め下方に折れるタイプへと変化する。
陶邑Ⅵは最終の様相で、前段階に最盛期を迎えた都城的な様式が停滞から衰退に向かい、陶邑窯は終
末を迎えることとなる。杯Ａ・Ｂを主体とする食器類は法量分化が収束し、口縁部径が 25cm を超える
ような杯Ｂ・皿・盤といった大型器形がしだいに減少する。形態も安定して変化がなくなり、新しい器
形は現れないので、前後の段階との様式差は個体レベルや少量の資料では読み取りにくくなる。壺・瓶
類も器形の種類が減少する。古・中・新段階に細分する。古～中段階には杯Ａは平底化が進み、杯Ｂは
高台の位置が底部の外周端近くに付くものが多くなる。杯Ｂ蓋は口縁部がＳ字状に屈曲するタイプが大
半を占めていく。新段階には糸切り技法が採用されて、食器類にも瓷器形の器形が現れるが、杯Ａ・Ｂ
や皿など前段階と同様の器形が依然として残っていることは注意を要する。糸切り技法の採用はこの段
階に見られる特徴ではあるが、手順や仕上げの省略化の動きのなかで他窯から伝播した技法を限定的に
採用したものと考えられ、大きな技術革新としては評価できない。

２）暦年代の検討
以上に述べた陶邑窯跡群の須恵器の変化について、消費地である都城遺跡の様相と比較し、暦年代を
検討するため飛鳥・平城宮編年や難波編年との関係を整理してみよう（図５）。
山田寺南門南側の下層調査によって流路 SD619・整地土から出土した土器群は飛鳥Ⅰの後半段階に位
置付けられ、甘橿丘東麓焼土層 SX037 出土資料〔奈良文研 1995b〕や飛鳥池遺跡谷 SD809 灰緑色粘砂層
より先行する〔奈良文研 2002・深澤 2002〕。難波Ⅲ古段階、陶邑Ⅳ中段階にほぼ並行するが、ＳＩ１号
窯資料と比較すると杯Ｈ・Ｇにやや新しい様相が見られる。山田寺の造営が開始された舒明 13 年（641）
以前に埋没した可能性のきわめて高い資料である。
吉備池廃寺の僧坊 SB400 柱掘形や回廊 SC300 整地土からは杯Ｈや長脚２段の高杯などが出土している
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図3

陶邑窯跡群の編年－その 1〔佐藤 2003〕
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図4

陶邑窯跡群の編年－その 2〔佐藤 2003〕

〔奈良文研 2003〕。山田寺下層資料と同様に飛鳥Ⅰでも後半の様相をもち、陶邑Ⅳ中段階にほぼ並行する。
吉備池廃寺は舒明 11 年（639）に造営が始められた百済大寺の可能性がきわめて高く、639 年を年代の
１点としてもつ。
甘橿丘東麓焼土層 SX037 は谷斜面で検出されたもので、焼けた建築部材なども含む〔奈良文研
1995b〕
。山田寺下層資料とほぼ同様かあるいはやや後出する様相をもち、土師器杯類が通有のものと
比べて異質であり比較が難しいが難波Ⅲ古～中段階の中間的なものと考えられ、須恵器杯Ｈ・Ｇは陶邑
Ⅳ中～新段階（古相）に並行する。当地にあったといわれる蘇我氏の邸宅との関係から、皇極４年（645）
に起った乙巳の変に伴う可能性が指摘されている。
漏刻跡とされる飛鳥水落遺跡では、貼石遺構に堆積した埋土の最下層から杯Ｈ・Ｇとともに脚台の高
い杯Ｂと〈かえり〉のないタイプの杯Ｂ蓋が出土している〔奈良文研 1995a〕。報文では、〈かえり〉の
ない杯Ｂ蓋は貼石遺構が埋め立てられた後に柱穴が多数掘り込まれているために混入の可能性が高いと
されているが、この個体が明らかに上層から混入したことを示す根拠は上記以外には記されていない。
この土器群は飛鳥編年では飛鳥Ⅱの最終段階に位置付けられている。難波編年では難波Ⅲ新段階に並行
する。杯Ｈ・Ｇの特徴からは陶邑Ⅳ新段階に相当するが、平瓶の形態などに後続するⅤ古段階の要素が
すでに現れていることから、この土器群に〈かえり〉のない杯Ｂ蓋が存在しても矛盾はない。暦年代は、
上限は飛鳥に漏刻をつくった 660 年であるが、大津宮遷都の 667 年を前後する頃のものであろう。
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図5

各編年の並行関係と暦年代〔佐藤 2007 改変〕

大官大寺整地土の下層で検出された SK121 出土土器群のうち、須恵器の食器類には杯Ｇ・Ａ・Ｂが
ある〔西口・玉田 2001〕。杯Ｂは高台が底部の内寄りに付き、外に向かって踏ん張る形態で、器高は低
いものが多いがやや高いものもある。蓋はすべて〈かえり〉をもつ形態である。しかし、成形・調整に
須恵器の技法を用いる、いわゆるロクロ土師器の中に〈かえり〉のない杯Ｂ蓋があることには注意を要
する。土師器の形態であると紹介されている（土師器の杯Ｂ蓋には当初から〈かえり〉はない）が、つ
まみの形態などを見ても必ずしもそのように限定できるわけではなく、〈かえり〉のない杯Ｂ蓋が存在
していた可能性を示している。
藤原宮下層の運河 SD1901A〔奈良文研 1978〕など、持統８年（694）の藤原宮遷居の直前に造営と係
わって廃絶した多くの遺構からほぼ同じ様相の土器群が出土している。これらは飛鳥Ⅳに相当し、須恵
器は陶邑Ⅴ中段階でも〈かえり〉のある杯Ｂ蓋の残る古相に並行すると考えられる。また、藤原宮・京
の諸遺構に見られる土器群のほとんどは後続する飛鳥Ⅴで、和銅３年（710）の平城遷都直前のものと
理解されている。これらは同段階のうち杯Ｂ蓋の〈かえり〉がほとんど消失する新相に並行する。
平城京長屋王邸跡 SD4750・SE4770 出土資料は、食器類の法量分布については平城宮土器Ⅱに相当す
るものの、
土師器の調整技法の特徴は平城宮土器ⅠからⅡの中間的様相とされる〔玉田・巽 1995〕。杯Ａ・
Ｂの形状や壺・瓶類の構成などからみた須恵器の様相からみて、陶邑Ⅴ中段階から次の新段階との過渡
的な様相をもつと言えよう。霊亀２年（716）をもっとも新しい年代とする紀年木簡が共伴する。難波
編年では、杯Ｂ蓋の〈かえり〉の消失の割合などからみて、同段階の後半寄りが難波Ⅳ新段階と並行す
る。
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３．前期難波宮造営期における土器様相と暦年代
１）難波編年と飛鳥編年
ここまで、筆者が行なってきた難波編年や陶邑編年について述べてきた。消費地と生産地における土
器様式の対応や暦年代について、具体的な資料を挙げて進めているが、筆者が取り上げた資料について
異なった解釈をとる説もあり、また飛鳥との並行関係もあらためて整理しておく必要がありそうである。
次にはそうした説について、これまでより詳細なデータを提示しながら検討してみたい。
福岡澄男氏は、谷 16 層から出土した「戊申年」木簡と共伴する土器群およびその後に東隣地で出土
した同じ層準の土器群（「谷 13 層」と報告〔大阪府センター 2006〕以下、
「谷 16 層ほか資料群」と呼ぶ）
を水利施設第７層資料と同型式で、飛鳥Ⅱの範疇としている〔福岡 2002・2008〕。土器資料と木簡には
あまり時期差を想定せず、遅くとも孝徳の没年（654）までには廃棄されたと考えている。
また、山尾幸久氏は前期難波宮の造営年代について、
「整地層」の土器が「難波Ⅲ中段階」、
「飛鳥Ⅱ期」
で、それ以外の土器（水利施設第７層資料・谷 16 層ほか資料群）も下限が 650 年代後半に入るという理
解から、650 年代には工事が行なわれていなかった可能性があるのではないかとして長柄豊碕宮説を否
定している〔山尾 2007〕。
上に挙げた２説は、どちらもが前期難波宮造営期に係わる土器として水利施設第７層資料と谷 16 層
ほか資料群を挙げ、これらが同一の様式（型式）に属するもので飛鳥編年の飛鳥Ⅱに相当すると考えて
いるが、結論としての前期難波宮の暦年代はかなり異なってしまっている。こうしたことがなぜ起るの
かを考えるうえで注意しなければいけないのは、筆者の難波Ⅲ中段階と飛鳥Ⅱとは標識とする資料の様
相が異なり、暦年代にも差がある点である。両氏と筆者の見解を整理すると以下のようになろう。
両氏

難波Ⅲ中段階（水利施設第７層・谷 16 層ほか）＝ 飛鳥Ⅱ

筆者

難波Ⅲ中段階（水利施設第７層）

≒

飛鳥Ⅰ（甘橿丘東麓 SX037）
～飛鳥Ⅱ（坂田寺跡 SG100）

難波Ⅲ新段階（谷 16 層）

≒

飛鳥Ⅱ（水落遺跡漏刻遺構）

筆者は水利施設第７層資料と谷 16 層ほか資料群に時期差があることをこれまでにも指摘しており、
前者を難波Ⅲ中段階、後者を難波Ⅲ新段階の標識資料としている〔佐藤 2000〕。それでは、あらためて
この両段階の差異についてみていくこととしたい。
まず、土師器については、新段階になって杯Ａが現れることが大きな特徴である。杯Ｃの法量はやや
器高が低下する傾向はあるが明瞭ではない。杯Ｂも現れている可能性が高い。
次に須恵器については手がかりが多い。伝統的に食器の主体を占めていた杯Ｈは、中段階では新出器
形の杯Ｇより優勢だが新段階では少数派に転じる。両者の法量が縮小するのも重要な変化で（図６

同

じ様相をもつ土器群 792 ～ 795 を計測に含めた）、重なる部分はあるものの、中段階は大きい方、新段
階は小さい方へばらつきの幅をもつ。また、新段階では杯Ａ・Ｂが現れることも注目される。
以上の検討によれば、水利施設第７層資料と谷 16 層ほか資料群の様相はやはり異なるものと考えら
れる。また、飛鳥の資料と比較してみると、前者が甘橿丘東麓 SX037 出土資料より新しく坂田寺跡
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図6

食器の法量比較
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図7

難波宮周辺の地形と整地の時期〔寺井 2007 加筆〕

SG100 出土資料〔奈良文研 1973〕よりやや古いという様相をもち、後者が水落遺跡漏刻遺構から出土し
た資料に相当することから、暦年代を推定することができる。
山尾氏は資料の下限年代が 640 年代ではなく 650 年代後半にあることも長柄豊碕宮の造営ではない根
拠としているが、土器の上限や下限は、その土器の様式（型式）がかなり高い確率で存在する年代幅を
示したもので、その範囲において（この場合は 640 ～ 660 年頃のなかで）大規模な造営が行なわれた宮
殿は何か、といえば『日本書紀』の記載によるかぎりでは長柄豊碕宮の可能性がきわめて高い、という
結論になる。同氏は前期難波宮の下層遺構を「長柄の味経宮」と考え、長柄豊碕宮についてはさらに北
の現在の大阪城公園付近に想定している。しかし、寺井誠氏が明らかにしたように〔寺井 2003・2007〕、
上町台地において谷地形を埋め立てる大規模な整地作業は、前期難波宮の中枢部が置かれた、台地北端
部でも平坦部が広く確保できる一帯を中心にして難波Ⅲ中段階に始まり、難波Ⅲ新段階から難波Ⅳ古段
階にかけてさらに周辺へ広がっていく。こうした造成作業が、天武による難波宮造営を契機に始まると
すると、650 年代を下限とする土器では古すぎるのではないか。
一方、福岡氏は個別資料の年代の手がかりについて、水利施設第７層資料では泉施設 SG301 の木枠材
の伐採年代が年輪年代測定によって 634 年とされたこと、谷 16 層ほか資料群については「戊申年」の干
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支から 648 年を挙げている。年輪年代については、まだ資料数が少ないこと、木枠材がほかの材との関
係から再利用の可能性を否定できないことから依拠するに至っていない。一方、「戊申年」木簡は、す
ぐに廃棄されずに一定期間保持され、その間に異筆による書き込みが行なわれたことが指摘されており
〔栄原 2000〕
、他の木簡とあわせてその性格を評価していくことが必要である。
また、東隣地調査の谷 13 層からは多量の漆容器が出土しており、東海地方など他地域からの搬入品
が含まれることから、同氏はこれを孝徳朝のものとして解釈する〔福岡 2008〕。しかし、『日本書紀』
斉明６年（660）12 月 24 日条には、朝鮮出兵のために斉明が難波宮に幸し、諸の軍器を備える、という
記事がある。武器の装具あるいは鉄・皮革製である武具の加工に漆が不可欠であることを考え合わせれ
ば、
こうした状況に多量の漆容器を結び付けることも可能であろう。たとえこの記事に特定しなくても、
敗戦後の緊張状態にあった難波において、唐・新羅連合軍の進駐に備えて一時期に武装が整えられた状
況は容易に想定できよう。土器から推定される暦年代も矛盾がない。

２）阿武山古墳の須恵器について
さらに、同様の時期の資料として、大阪府阿武山古墳出土須恵器を挙げて検討する。
本稿で年代の手がかりとして挙げた資料（表１・図５）については、当然ながらそれぞれ根拠の資料
的限界というものがある。しかし、そうした手がかりを広い年代幅のなかでより多くもつことによって、
たとえそれらのひとつが誤りであることが判明しても大きく年代がずれ動くことはなくなる。これまで
の資料の蓄積によって、畿内中心部の７・８世紀の暦年代はかなり固まってきているのではないかと考
える。しかし、まだ評価が分かれる資料がないわけではない。この古墳については、藤原鎌足墓ではな
いかという説がかつてセンセーショナルに取り上げられ、また、その被葬者論には賛否両論がある。近
年、高橋照彦氏は、出土須恵器の編年的検討に加えて、『多武峯略記』といった文献からの検討によっ
て鎌足墓説を否定する見解を提示した〔高橋 2004〕。筆者は特に被葬者論に拘泥する立場ではないが、
須恵器の評価に関しては気になる点があるのでそれを中心にみていくこととしたい。
高橋氏は同古墳の須恵器を 650 年前後に位置付け、年代が合わないことを否定論の大きな根拠のひと
つとしている。しかし、資料を実見すると、高橋氏が提示している実測図（〔中村 1998〕を引用）よりも、


特に D（図 8）の杯Ｈは受部径がやや小さく、立ち上がりの退化も著しいように見受けられる。また、
C の杯Ｈ蓋も焼成が甘くて残りが悪いため、口縁部径はこれほど大きくない可能性もある。
こうした杯Ｈ・Ｇの特徴は、先の図６で比較すると筆者の難波編年における難波Ⅲ中～新段階に相当
する（資料数からみて、これ以上の限定は控えたい）。飛鳥編年では飛鳥Ⅱの標識資料である坂田寺跡
SG100 や水落遺跡漏刻遺構の土器群に近い。そうであれば、高橋氏がこの資料を 650 年前後に位置付け、
鎌足の没年と年代が合わないとするまでの根拠にはなりえないことになる。
一方、文献についても、高橋氏は『多武峯略記』を詳細に分析したうえで、阿武山古墳に改葬された
痕跡がないことを決定的な根拠として指摘しているが、「遺骸を掘り取って…（多武峯の）十三重塔の
底に安置した」としている「荷西記」の内容は多分に説話的であり、他の記載にも矛盾があって信頼性
に疑問があることは高橋氏も述べている。また、『日本書紀』の記載とも合うという「後記」には、「聖
廟を改め、倉橋山多武峯に移す」とあるが、これは厳密には “ 改葬 ” とは異なった行為であった可能性



資料の実見および実測図の公表においては、高槻市教育委員会
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内田真雄氏に便宜をはかっていただいた。

図 8 阿武山古墳出土須恵器と前後の時期の須恵器
（左 A ～ D は〔高槻市教委 1991〕を再トレース時に改変、右 1 ～ 23 は〔高橋 2004〕）

がある。
『日本書紀』には葬地については記されておらず、また、『家伝』には「山階精舎に葬る」とあ
り、山階精舎（山階寺）は興福寺の前身とされるが、実体はよくわからず、多武峯への改葬の事実も明
らかではない。
結局のところ、『多武峯略記』を含めて『日本書紀』『家伝』といった文献資料の内容からは鎌足墓説
を肯定するにも否定するにも決定的な根拠を欠く、ということになるのではないか。現段階で言えるこ
とは、阿武山古墳の被葬者は、摂津三嶋に葬地を設けられるような地縁（本貫地であるとか、別業であ
るとか）をもち、７世紀第３四半期に没した当時最上級の貴人である、ということに限られよう。
こうしたやや緩い想定のもとで、阿武山古墳＝鎌足墓という説はまだ可能性を残しているのではない
かと考える。くどくなるが、筆者は同古墳の被葬者論に固執するつもりはなく、この資料の位置付けに
よって筆者が考える暦年代観が大きく左右されることはない。にもかかわらず、ここであえて同古墳の
問題に触れたのは、須恵器の暦年代の評価について疑問があったからであり、また、高橋氏がこの古墳
をいわゆる「大化薄葬令」に基づく 650 年前後における施行例として評価し、展開している論〔高橋
2009〕について、立論自体にも大きな影響を及ぼすと考えたからである。

むすびにかえて
本稿では、難波地域の土器についての筆者の編年研究をまとめつつ、特に難波Ⅲ中段階から難波Ⅲ新
段階にかけての変化について、少し細かく検討した。この両段階は筆者の陶邑編年では陶邑Ⅳ新段階に
ほぼ相当し、同様のことは飛鳥編年での坂田寺跡 SG100 資料と水落遺跡漏刻遺構資料にもあてはまる。
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本来、土器の１段階が示しうる年代はせいぜい 25 ～ 30 年くらいの単位である。しかし、消費地、特に
都城遺跡では、土師器の変遷も含んだ内容であることに加えて、遺跡や地層を具体的な宮殿や寺院の造
営・廃絶あるいは歴史上の事象に結びつけて理解しやすいとか、木簡・墨書土器など暦年代の記された
資料と共伴しているとかの事情から、わずかな時間差をもつ土器群が集中的に得られることが多い。そ
のため、様式が通常もっていると考えられる年代幅よりも短い間隔で段階が設定できてしまう場合があ
る。大阪の上町台地上においては、本稿で扱ったこの時期（７世紀中葉）がそれに当たり、政治の中心
地においてという点では豊臣氏大坂城期前後（16 世紀後葉～ 17 世紀前葉）も同様であると言えよう。
その変化は他の地域の遺跡にまで敷衍できるものではないかもしれないが、ある特定の遺跡における動
向をうかがううえでは有効であろう。そうした点から、前期難波宮の造営年代はかなり限定できるもの
と考えられる。
ただし、暦年代がほぼ確実なものとなり、前期難波宮が難波長柄豊碕宮である可能性が高くなったと
しても、その完成を “652 年 ” と限定し、整地層より下位の遺構・遺物を “652 年より前 ” とする考えが方
法論として危険であることは、以前指摘したとおりである〔佐藤 2008b〕。また、その宮殿構造がどの
ように成立したのか、さらに、何のために必要であったのかは、まだ解明されていない点が多い。宮殿
中枢部の変化が単線的な進化論では理解できないことは、奈良時代の諸宮の例からみても明らかである。
山尾幸久氏が憂慮するように［山尾 2006］、たとえ前期難波宮が難波長柄豊碕宮であっても「大化改新」
に対する史料批判が “ 虚しい徒事 ” であるとは筆者は思えない。むしろ、この宮殿を定点とした歴史観
をどう形成していくかのために、今後も粛々と研究が続けられるべきであると考えている。
〈附記〉本稿は 2008 年３月８日に開催された第 56 回大阪府埋蔵文化財研究会の際の発表資料〔佐藤
2008a〕をもとに、新たに検討を行なった部分を加えて再構成したものである。
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難波宮と難波津をめぐって

梁間３間四面庇構造と内裏正殿の関係に関する一考察


植木

久

１．はじめに
平安宮の内裏正殿（紫宸殿）の構造は、身舎の梁間が３間で、その四面に庇をめぐらせる。その前の
正宮である長岡宮の内裏正殿も、同様に身舎の梁間は３間で四面庇構造である。その前の平城宮につい
ても基本的に内裏正殿はこの構造とされている。では内裏正殿にこの構造形式が用いられるようになる
のはいつの頃からであり、また定着するようになったのはいつからであろうか。
筆者はかねてより、平城宮や平安宮の内裏正殿の身舎梁間が３間であり、一方前期難波宮の内裏前殿
の梁間も同様に３間であることに注目していた。古代において主要建築が梁間３間とされるのはあまり
例のないものだけに、内裏正殿に共通して採用される構造形式ではないかと推測していた。ただ前期難
波宮の内裏前殿は宮殿内の殿舎のなかでは最も大規模な建物であるため、他の建物が梁間２間であるの
に対して３間としたという単純な理由にすぎないのではないかといった疑問もあった。また飛鳥京跡の
エビノコ大殿の身舎梁間が３間であることはよいとしても、斉明朝の後飛鳥岡本宮と考えられている「内
郭」の正殿は２間であり、前期難波宮（難波長柄豊碕宮）以降のすべての宮殿に共通する構造とはいえ
ないことも事実であった。掘立柱構造と礎石建ちという構造の違いから、掘立柱式という構造的な制約
により梁間の柱間隔を短くし３間としたのではないかといったことも考える必要があった。
本稿ではわが国における大形建築の発展の経緯をたどり、特に７世紀中頃以降の主要建築の構造、形
態の特徴をまとめ、身舎の梁間が３間で四面庇の構造がいつのころから、またどのような理由により内
裏正殿の構造として定着したかといったことについて筆者の意見を述べるものである。

２．研究史
この問題についてはこれまでにほとんど注目されておらず、山本忠尚氏の論稿がほとんど唯一といっ
てよいであろう（註１）。氏は弥生時代以降の身舎の梁間が３間で庇付きの建物を丹念に抽出し、それ
らがどのような性格をもち、どのようにして内裏正殿の構造として定着したかを考察されている。要点
をまとめると以下のようになる。
２×２間の身舎に四面庇の構造は３世紀頃から存在しているが、５世紀にはこれらが発展し、梁間が
３間で桁行きにも柱間を拡大化したものが現れる。６世紀から７世紀初頭には身舎柱と庇柱が対応しな
いといった飛鳥時代以前によくみられる古い要素をもった構造で平面が大規模化した建物が現れる。そ
の後この梁間３間四面庇構造は、庇柱と身舎柱を対応させ、柱間を等間隔にとるなど形を整え、７世紀
中頃には前期難波宮や飛鳥の石神・水落遺跡などにおいて正殿相当の建物に採用され、平城宮から平安
宮においては天皇が居住する内裏と御在所の正殿の基本形となったとする。
以上のような変遷を考えるなかで、氏は３世紀以降の四面庇構造のものをはじめ５世紀代の梁間３間
四面庇構造のものは祭殿と考えられるものがあり、６世紀末から７世紀始め頃の大和地域の同様の構造
のものも同じく祭殿と捉えるべきと判断されている。それに対して７世紀中頃以降の梁間３間四面庇建
物は、軸線を東西南北に揃えるなど中国の影響下に成立したと考えられている。また梁間が３間である
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のは奥の１間、端の１間を間仕切って室としたものであり、中国の「室堂の原理」が採用され、四面に
庇があるとさらに多様な活用法が考えられるとする。そして、梁間３間四面庇付き構造は、祭殿として
始まり、その後特殊な建築様式として発展し、７世紀には律令制度が確立していくなかで中国の影響を
受けつつ内裏正殿として完成したと結論付ける。
これらの分析は、膨大な量の資料を丹念に分析し整理するなかでの推論であり、興味深い視点を多く
含むものである。そのなかには賛同できる点は多々あるものの、違和感を感じる点もある。本稿ではわ
が国の建築が、古墳時代以降飛鳥・奈良時代に至るまでの間、どのように変化、発展してきたかを探り、
筆者なりの視点で、この梁間３間四面庇構造が、どのような要因により、いつ頃内裏正殿の建築様式と
して定着したかを考察するものである。

３． 梁間３間構造と身舎・庇構造について
（１）建物の大規模化の過程
かつて筆者は、弥生時代以降の高床式建築の変遷を整理、分析し、その特徴をまとめた（註２）。要
点を記すと以下のようになる。
弥生時代には梁間は１間のものがほとんどで、内部に床を支える束柱がない。４世紀になると梁行き
の中央棟通りに柱を立て、梁間を２間とするようになる。これにより１間のものよりも構造的に無理な
く梁間を広く取ることができるようになる。５世紀になると内部に束柱をもつものが現れ、それにより
床荷重を支えることができるため、梁行き方向を広く取ることが可能となる。これ以降束柱の使用は一
般的となり、梁間が３間以上の大規模なものが現れるようになる。5 世紀代のものとして鳴滝遺跡（和
歌山県）
、法円坂遺跡、蛍ケ池東遺跡（いずれも大阪府）では、梁間が４間、５間といった極めて大規
模なものが出現する。ただしこのような大規模な高床式建築が出現するのはこの時期のみであり、６世
紀以降は梁間は３間までとなる。奈良時代以降も同様に梁間は３間までとされ、床面積の広い大規模な
ものが必要な場合は、桁行き方向に長く延ばすようにする。東大寺の「正倉院」に代表される双倉のよ
うにいくつかの倉に分けて桁行きに長くするものもあり、梁行き総長を広くすることは例外的なものを
除いてはほとんどない。
以上のように高床式建築の発展過程を、主に梁行き方向の柱間数に注目して分析したところ、5 世紀
代に一時的に柱間数の大きいものが現れる時期があるものの、最終的には梁間は３間までとされるよう
になった。その理由は、梁間を広く取るとそれだけ屋根が大きなものとなってしまい、構造的に無理が
くるため梁間を広くしないようにしたものとおもわれる。これを構造から説明すると以下のようになる。
建物を安定した構造とするためには、それぞれの対応する側柱上に梁行き方向に梁をかけて、柱頂部を
固定することによって、屋根荷重により柱が外に倒れないようにしなければならないが、その梁の長さ
さ

す

には限度があり、通常は３間程度までが無理なく架構できる長さとおもわれる。そしてこの梁上に叉首
という合掌材を組むか棟束を立てることにより棟木を支え、この棟木と側柱上に渡した桁に垂木を架け
て屋根材を葺くというのが構造の基本となるのであるが、梁間が広くなるとそれだけ屋根は大規模なも
のとなり、その自荷重は膨大なものとなる。また風圧などの二次的荷重もそれだけ大きなものとなり、
構造的に無理がくることになる。そのため奈良時代であっても梁間は３間までとし、大規模なものが必
要な場合は桁行きに長くするようにしたのである。
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以上は高床式建築について述べたものであるが、程度に差はあるものの、基本的には平地式の建物に
ついても同様のことが言える。竪穴式住居の延長にあるような柱高の低い平地式建築ならば梁を架けず
に梁間を４間以上とすることも可能であろうが、それは例外的なものであり、通常は柱上に梁行き方向
に梁を架け、屋根荷重により柱が外向きにかかる力に抵抗できるようにしておかなければ柱が倒れてし
まうことは、平地式建築においてもなんら変わることはない。掘立柱は礎石上に立てた場合と比較して、
地中に埋め込み根元を固めているため自力で立っていることができるのであるが、当然それにも限度が
ある。梁間を広くとろうとすると長大な梁が必要となるが、そうすると梁自身の荷重が相当なものとな
り、柱等がそれに耐えるだけの太いものでなければならず、また仕口、ホゾ穴などの接合部の手法にも
高度な技術が要求されるため、実際には困難であったとおもわれる。梁間が３間までとされたのは、以
上のような構造的な限界からくるものであり、高床式と同様に平地式建築についても言えることである。
さてそのような限界があるなかで、さらに大規模な建物が必要となった場合はどのような解決方法が
あるであろうか。高床式建築の場合は桁行きに長くとることを先にみてきた。一方平地式の建築の場合
は、多くの建築遺構例から２つの方法がとられたことが推測される。ひとつは内部（もしくは両妻の外
側）に棟持柱を立てる手法であり、もうひとつは庇を付設する方法である（註３）。

（２）棟持柱構造と身舎・庇構造
1） 棟持柱構造
棟持柱による手法とは、建物内部の棟通りに棟持柱を立て、これにより棟木を支えることにより側柱
にかかる荷重を少なくするというものである。屋根構造としては最も初歩的なもののひとつであり、竪
穴住居の主柱穴として用いられているものもみられる。建物の特に梁行き方向を大きくすることには適
している構造である。棟木の長さには限度があるため、桁行き総長が長い場合は両妻の内側に立てる場
合が多い。その際は屋根形式は寄棟もしくは入母屋形式になる。桁行き方向がそれほど長くない中小規
模の建物であれば妻柱が棟持柱となることがあり、また両妻の外側に独立して建てることもある。その
場合は屋根は切妻形式となる。大平遺跡（４世紀、静岡県）、藤原宮下層遺跡（５世紀、奈良県）、鳴滝
遺跡、松野遺跡（５世紀末～６世紀初頭、兵庫県）などを代表とする。桁行き方向が長く、棟木を途中
で繋ぐ必要がある場合は、途中に柱を建てて繋ぎ目を支えることもある。
内部に立てる例としては、古新田遺跡（５世紀、静岡県）、阿部丘陵遺跡中山地区（６世紀末～７世
紀初頭、奈良県）などに例があり、高床式建築では法円坂遺跡、蛍池東遺跡などにみられる。

2） 身舎・庇構造
もうひとつの手法である身舎に庇を付設させる構造は、古くは弥生時代中期にも遡る可能性が指摘さ
れているが、確実なものは５世紀ころからのようである。東日本地域においては、竪穴住居において内
部に配置された主柱穴と周囲をめぐる壁柱との関係を推測させるものがある。三ツ寺遺跡（５世紀後半
～６世紀初頭、群馬県）や原之城遺跡（６世紀中頃、群馬県）の主建築は身舎柱の数が少なく柱間が広
いこと、配置が正方形に近く、庇柱は細めであり身舎柱と対応しないなど、身舎柱と庇柱の構造的関係
が希薄であることなどが特徴といえる。このほかにも玉造上の台遺跡（５世紀末～６世紀始め、千葉県）
などでも同様の構造をもった大形建物が見つかっている。
一方で、明確な身舎・庇構造を５世紀ころからみることができる。この方法であれば身舎の梁間を広
げることなく、したがって長大な梁をかけることなしに奥行きを広く取り、建物の平面積を拡張するこ
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とができる。先に棟持柱建築の例をあげた古
新田遺跡は同時期に庇を付設する建築が建て
られていて（３×２間ほか、１面庇）、両構
造が並存していることは注目される。次いで
大宮遺跡（４ないし５×３間で変形３面庇、
６世紀後半、広島県）、大園遺跡（６×２間
で南庇、６世紀後半～末期、大阪府）、脇本
遺跡（８×２間で西庇、６世紀末～７世紀、
奈良県）、伽山遺跡（５× 3 間で変形 3 面庇、
6 世紀末～ 7 世紀前半、大阪府）、瓜破遺跡（４
×３間で３面もしくは４面庇、７世紀前半、
大阪府）、阿部丘陵遺跡中山地区（５×３間
の身舎に４面庇、２面孫庇、６世紀末～７世
紀初頭、奈良県）などに身舎・庇構造の例を
みることができる。阿部丘陵遺跡中山地区の
例は内部に棟持柱を持ち、両手法が併用され
ている。これらの建築遺構に共通する構造的
特徴として身舎柱と庇柱が対応せず位置がず
れていることがあげられる。両柱を繋梁で連
結せずに、身舎柱上に架けた母屋桁と側柱上
の側桁を垂木で繋ぐ構造であった可能性があ
る。身舎柱と庇柱の構造的結びつきは強くな
く、柱間隔にばらつきも多い。概して古い形
態を示すといえる。
これらに対して上之宮遺跡（６世紀末～７
世紀初頭、奈良県）の中心建物は様相を異に
する。この遺跡では２時期の遺構が重複して
いるがそれぞれの時期の中心的建物は、ひと
つは 5 × 4 間の身舎に 4 面庇構造で、もうひ
とつは 4 × 3 間に 4 面庇構造である。これら
は庇柱と身舎柱が対応する位置にあり、庇の
出も身舎の柱間寸法と同じとするなど、整っ
た平面計画である。平尾山遺跡（4 × 3 間に 4
面庇、6 世紀末〜 7 世紀初頭、奈良県）も同
様の整った柱配置を示す。
平面を拡大化するために庇を取り付ける手
図1

法が採用されることや、それが整った形態に

古新田遺跡遺構配置図
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図2

主要建築の柱配置図
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発展するには、その都度大陸の進んだ建築
技術が影響を及ぼしたことが推測される。

（３）身舎の梁行き柱間数について
1） 梁間３間構造について
これまでは建物の平面規模を拡大化する
場合のふたつの構造的手法を考えてきた。
ひとつは内部に棟持柱を建て梁行き総長を
長くとる手法、もうひとつは庇を付設する
ことにより梁行き総長を長くするという手
法であった。いずれも梁行き方向を拡大化
する手法であり、これは住居として利用す
る場合、奥行きが広く正方形に近い平面が
使用に適しているということによるものと
思われる。両者を比べた場合、身舎・庇構
造が屋根の規模を大形化しなくてよいのに
対して、棟持柱構造では屋根は大規模とな
図3

る。また梁を使わず棟木と側桁を垂木によ

法隆寺東院下層（斑鳩宮跡）の遺構

り繋ぐ構造であったと推測されるが、その

手法では棟持柱と側柱の結びつきが弱く、構造的な安定性は低い。そのためこの構造は徐々に使われな
くなり、６世紀末以降は、阿部丘陵遺跡のように極端に大規模なものを除くと、梁間は棟持柱を用いな
くてもすむ 3 間までとされるようになったと考えられる。庇を持たない建物でも、法隆寺東院下層の斑
鳩宮跡と考えられている 2 時期の遺構群のうち、後半期の中心的建物はいずれも梁間を３間としている。
難波宮跡下層遺跡と総称する６世紀から７世紀前半の掘立柱建物群は広い範囲に広がっているが、その
中で大きめの建物は梁間を３間とするものが主体的である（註４）。この傾向は他の遺跡についても見
られ、平面規模の大きな建物を建設する場合、梁間
を３間とすることが無理のない構造であり、一般的
に用いられた手法と考えられる。この傾向は７世紀
後半においても同様で、飛鳥稲淵川西遺跡の後・脇
殿、前期難波宮内裏前殿・後殿、石神遺跡 A- ｄ期（斎
明朝後半期、650 年代後半頃）、飛鳥京跡エビノコ
大殿など、大規模な建物は身舎の梁間を３間として
それに庇を付設している。

2） 梁間２間の普及
以上のように、６世紀から７世紀においては大き
な平面積の建築は梁間を３間とし、さらに大規模化
する場合は庇を付設することが理解された。
図4

飛鳥稲淵川西遺跡

これに対して８世紀代になると平城京内の建物を

建物配置図
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みた場合、一部の例外的な大規模建築を除きほとんどすべての建物が梁間を２間としている。平城宮内
の諸建築をみても、内裏正殿などの一部の建物を除いて、梁間は同様に２間としそれに庇を付設してい
る。藤原宮でも朝堂の建物はすべて梁間を２間とし庇の数で格式の上下を表していて、同様の傾向を示
すとみてよい。飛鳥京跡の３期の遺構のうち「内郭」の最上層遺構（Ⅲ－Ａ期）は斎明朝の後飛鳥岡本
宮と推定されているが、ここに造営された建物はすべて身舎の梁間は２間であり、それ以上の奥行きが
必要な場合には庇を用いている。前期難波宮の諸建築も一部を除いてほとんどが梁間は２間とされてい
る。このように７世紀後半以降の建築遺構をみると、ほとんどの建物が梁間を２間としている。この傾
向は畿内の主要遺跡においても同様であり、それ以前には大きな平面積が必要な場合は３間とすること
が一般的におこなわれていたことと比べると、その差は顕著である。
このように梁間２間が普及した理由として、６世紀末期に大陸から導入した建築の設計施工の技術が、
当初は寺院の造営にのみ用いられていたが徐々にそれ以外の建築にも影響を及ぼすようになったことを
考えることができよう。中国では大規模な建築には「殿堂形式」が用いられ、一方中小規模の建築には
「庁堂形式」が用いられた（註５）。殿堂形式は身舎柱と庇柱の高さを同一とし、相互の結合を堅固にす
るものである。身舎梁間を３間以上にすることもある。一方庁堂形式は身舎柱と比べて庇柱の高さを一
段低くし、繋梁で繋ぐ構造である。わが国に現存する古代建築はほとんどが庁堂形式であることから、
わが国には庁堂形式のみが導入されたと一般に理解されている。その理由は、中国の建築に比べてわが
国の建築は小規模なものであるため、殿堂形式ではなく庁堂形式で事足りたということのようである。
そのためこの庁堂形式であれば梁間は２間にとどめることで十分であったのであろう。柱数が増えれば、
用材の調達や建築にあたっての作業量が増えることになることも理由のひとつであろう。実際に発掘さ
れた飛鳥時代・奈良時代の寺院建築遺構をみても、金堂・講堂などの中心的殿舎は、東大寺のような例
外的に巨大なものを除いてすべて身舎の梁間を２間としている。平安時代に寺院建築の規模を示すため
に「間面記法」という表記方法が用いられた。これは身舎の桁行き柱間数と庇の数で平面の大きさを示
すもので、たとえば「３間４面」と記されていれば身舎の桁行きが３間でその４面に庇が取り付くとい
うものである。この場合身舎の梁間は２間ときまっているため、改めて記さないのである。
古代の主要な建築は通常身舎
の梁間は２間とするのであり、
７世紀後半以降の宮殿や平城
宮・京内の建築も梁間を３間と
することは極めて少なく、ほと
んどが２間としている状況をみ
ると、中国から導入された建築
の設計、施工の技術が、大極殿、
朝堂院や宮城一二門などの宮殿
中枢部の建築や寺院建築に用い
られただけでなく、それ以外の
建築にも影響を及ぼしていたと
考えてよいとおもう。

図 5 『営造法式』にみられる殿堂（右）と庁堂（左）
（澤村仁「後期難波宮の建築ほか二・三の問題」
『難波宮の研究 10』より）
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3） 梁間３間構造と四面庇構造
このように７世紀後半以降は、身舎の梁間を２間とすることが一般的となるのであるが、そのなかに
あって梁間を３間としている建物は、どのような理由によるのであろうか。以下に考えてみたい。まず
第一にあげられることは規模の大きさであり、梁行き総長の大きな建物を構造的に安定したものとする
ためには、柱間の間隔が長大になることを避けなければならないため、２間ではなく３間としたほうが
有利となるということである。前期難波宮内裏前殿・後殿、飛鳥京跡エビノコ大殿などはそれぞれの宮
殿内で最大の規模であり、そのため他の建築は身舎の梁間を２間としているがこれらについては３間と
する必要があったと考えることができよう。その他の例についても多くがこの理由によると考えるのが
自然であろう。
ところが平城宮の内裏正殿の身舎梁間が３間とされていることを考える場合、単に梁行きの長さだけ
では説明のつかない点がある。宮内の建物群の中で、梁行き総長がほぼ同じでも、２間とされることが
あれば３間とされることもあるからである。平城宮の第一次大極殿 SB7200 の身舎梁間は 36 尺と考えら
れているがこれを２間としており（註６）、また東区大極殿下層建物 SB9140 も身舎梁間は３０尺である
が、同様にこれを２間としている（註７）。これに対して同時期の内裏正殿 SB460 は身舎梁間が 30 尺、
その北側にある御在所正殿 SB4700 も同様に 30 尺であるが、いずれもこれを 10 尺等間の３間としている
（註８）
。第一次大極殿は基壇礎石上に建つ大陸式の建築様式であり、内裏正殿は掘立柱形式であるとい
う構造の違いにより、掘立柱式は構造的に強固でないため梁行きの柱数を増やしたのではないかという
理由は当てはまらないとおもう。掘立柱は地中に埋め込むため、独立して立つことができる。また屋根
に瓦を葺かないため自荷重が軽くてすみ、柱、梁等の部材に大きな負担をかけなくてすむし、部材相互
の接合も簡易なもので事足りるという利点もあるからである。掘立柱形式の建物は耐久性には問題はあ
るが構造的に弱いということはなく、妻の柱間隔を狭くし梁間を３間にするという必要性は認められな
いといってよい。実際、平城宮東区大極殿下層建物 SB9140 は掘立柱構造であるが、柱間は 15 尺等間の
２間としていて３間にはしていない。
柱間を狭くすれば壁などを取り付けることは容易となるが、外壁は外側の庇柱に取り付けていたであ
ろうから、その問題も考慮する必要はないであろう。柱を多く立てることによって内部の間仕切りを容
易にすることは可能であろうが、そういった要求は他の建物にも求められるものとおもわれる。しかし
平城宮、京内をみても梁間を３間としている建物はほとんどないのであるから、この理由により内裏正
殿だけを３間にすることの説明は困難であろう。
このほかにも、建物の格式を示すために梁間を３間にすることがあった。前期難波宮朝堂院第１、２
堂は、梁行き総長はそれほど長くないのであるが梁間を３間としているのは、第３堂以下の朝堂に対し
て格式の高さ、優位性を示す必要があったため柱間数を３間にしたと推測される。平城宮東区朝堂院第
１堂下層建物が梁間を３間とするのも同様の理由によるものとおもわれる。
このような状況をみると、内裏正殿の身舎梁間を３間とすることは、構造上の必要性を超えて格式を
表す構造として定着したと推測するのである。
ところで建物の格式を考える場合、庇の有無およびその数を考慮する必要のあることについて触れて
おく必要がある。これは梁間の柱間数よりも重要視されているからである。
庇の数は一般に１面より２面、２面より３、４面のほうが格式が高いとされる。庇の数が多いと平面
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規模が大きいというだけでなく、外観が栄え立派に見えるということによるものであり、建物の格式を
考える場合、身舎の梁間数が多いということよりも上位に置かれている。飛鳥稲淵川西遺跡の場合、主
殿が梁間２間四面庇構造であるのに対して、身舎梁間が３間で１面庇の建物が後殿、脇殿とされている
ことからもそのことがわかる。山本忠尚氏が指摘されているように、平城京左京３条２坊１、２、７、
８坪の邸宅のうちＢ期の建物群は長屋王邸と考えられているが、その主殿は身舎梁間は３間であるが庇
の数は４面ではなく２面とし、内裏正殿よりも格を低くおさえているのは、天皇位に対する配慮であろ
う（註１）
。庇を四面に配する構造は、建物の格式を高く表現する最高の手法であったと考えられる。
飛鳥京跡内郭上層遺構（Ⅲ－Ａ期）の正殿は、四面庇構造とすることで内郭内の最高位を表しているの

図6

各宮殿の主要建築柱配置図（図中の数値は柱間隔を示す。単位：尺）

63

であり、身舎梁間を２間として３間としていないことは、この段階では身舎梁間３間にはまだこだわり
はなかったと考えるべきなのであろう。

4） 横に長い平面と正方形に近い平面
古代の主要建築の平面形をみた場合、一般に飛鳥時代の建築は正方形に近い平面であり、奈良時代に
なると横に長い長方形の平面を呈するものが多い。この理由として、飛鳥時代の寺院の金堂は回廊の内
部に独立して建つため、奥行きを深くして側面からの外観の見栄えをよくするように配慮したのである
が、奈良時代になると回廊が金堂の側面に直接取り付くことが多くなり、横からの景観よりも正面観を
重視する必要が生じたことにより、横長の平面をとることが多くなったと理解されている。
これには次のような別の見方ができると思う。飛鳥時代の建築はそれほど大規模でなく桁行きにあま
り長くなかったため、平面が正方形に近い形態であったものが、奈良時代になると官大寺をはじめ大規
模な建築が求められるようになったが、これまでにも触れたように梁行き総長を長くすることには限界
があったため桁行きに長くするようになり、結果として横長の平面となったという見方である。
これを大極殿と内裏正殿の関係にあてはめると、以下のことが考えられる。大極殿は大陸式の建築様

図7

前期難波宮主要殿舎配置図
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式を採用し、高い基壇を構え、屋根は瓦葺きとし、木部には彩色を施し金色の金具が輝くなど外観を飾
り、天皇の権威を誇示できるよう周囲を圧倒する壮大な建築を目指したのであった。平面の柱配置をも
とに上部構造を復元する場合、桁行きの中央柱間寸法よりもやや長めに側柱の高さがきめられ、それを
もとに全体のバランスが決定される。そのため壮大な建築を建てるためには、桁行きの柱間は広くとる
必要があり、平城宮大極殿の場合、１５～１８尺という柱間寸法がとられ、柱間数も９間と大きくする。
一方身舎の梁行き柱間数は通例のとおり２間とするため、結果的に平面は横長の長方形となっている。
これに対して内裏正殿はもともと天皇の住居に端を発している建物であるから、居住性を重視する構造
である必要があったとおもわれる。そのためには建物の奥行きは広いほうがよく、梁間を３間とする従
来の構造が継承されたとおもわれる。一方建物の総高は大極殿ほど高大にする必要はなかったであろう
から、柱間隔はそれほど大きくとる必要はなかったとおもわれ、１０尺間隔にしたものであろう。その
ため内裏正殿の平面形は相対的に奥行が広くなり、大極殿よりも正方形に近い平面となったのである。
これは前期難波宮内裏前殿、飛鳥京跡エビノコ大殿などの身舎梁間３間の建物についても同様にいえる
ことである。
内裏の建築は、平城宮や長岡宮、平安宮などで宮殿の中枢部の建築を基壇建て、瓦葺という大陸式の
建築様式で飾るようになってもなお、掘立柱式で屋根を板葺きもしくは桧皮葺とするというわが国古来
の建築様式を堅持していた。内裏の中心的建物である内裏正殿を身舎梁間３間四面庇構造とすることも、
内裏の建築について古式を踏襲した要素のひとつと考えてよいと思う。
このような理由により、内裏正殿の建築構造として身舎梁間３間四面庇構造が用いられるようになっ
たと推測するのであるが、それではこの構造が内裏の中心建物に「意識的に」用いられるようになるの
は、いつごろまで遡れるのであろうか。次に考えてみたい。

４．内裏正殿に梁間３間四面庇構造が用いられる時期について
―まとめにかえて―
これまで見てきたように、６世紀以降大規模な建物をつくるためには身舎の梁間は３間とし、これに
庇を付設するという構造をとるようになっていたのであるが、その中で格式を重んじるものは四面庇と
するということが理解された。正宮の中心建物（内裏正殿）は、その宮殿の中で最も大規模で格式の高
い建物であるから、多くの場合この構造が採用されてきたのであるが、７世紀後半以降、平城宮に至る
までのいずれかの段階で、構造的な必要性の枠を超えて、「意識的」に梁間を３間とし四面庇構造とす
るようになったと考えることができよう。「意識的」とは天皇の正宮の中心的建物、すなわち天皇位を
象徴する建物である内裏正殿の構造として、宮殿内のその他の建物は梁間を２間とするようになっても
なお身舎の梁間は従来通り３間とし、これに四面庇を付設する構造にするということであり、それ以外
の建物にはこの構造を用いるのを控えるようになるということである。
それでは内裏正殿に身舎梁間３間四面庇が「意識的」に用いられるようになるのは、どの宮からであ
ろうか。藤原宮の内裏正殿の場所は後世に池が掘削されているため、規模、構造の確認は不可能のよう
である。その前の飛鳥浄御原宮は、飛鳥京跡の内郭上層遺構が後飛鳥岡本宮（Ⅲ－Ａ期）であり、それ
に天武朝になりエビノコ郭が付け加わり、両者を合わせたものが飛鳥浄御原宮（Ⅲ－Ｂ期）であると考
えられている。このエビノコ郭の中心建物であるエビノコ大殿の身舎梁間が３間である。その前の天智
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朝大津宮の中心建物は梁間２間とされているが、梁行き全長を調査できていないため確認できていない
と考えるべきであろう（註９）。後飛鳥岡本宮の内郭正殿（SB7910）は梁間２間であり、その北側で発
見された御在所正殿にあたるとおもわれる２棟の建物（SB0301、SB0501）も、いずれも梁間は２間で
ある（註 10）
。孝徳天皇の難波長柄豊碕宮である前期難波宮内裏前殿・後殿が３間であるのは、先に述
べたとおりである。
このように各天皇の宮を遡って検証すると、難波宮ではこの構造が内裏正殿として用いられているの
であるが、その次の斎明朝の後飛鳥岡本宮の正殿は四面庇構造ではあるが身舎梁間が２間であることか
ら、この段階ではまだ最高位を象徴する構造としては確立されていなかったとすべきであろう。大津宮
では未確認でありまた同宮殿内の他の殿舎も多くが調査されていないため、言及できない。飛鳥浄御原
宮（飛鳥京跡Ⅲ－Ｂ期）エビノコ大殿が問題となるが、同宮ではこれと同時期に建設された建物遺構が
ほとんど調査されていないため、扱いについては慎重にならざるを得ない。
主要な宮殿遺構が未調査もしく
は不明という段階では推測に頼ら
ざるを得ないが、現状での発掘資
料をもとに考えると、以下のよう
な推測が可能ではなかろうか。
飛鳥浄御原宮に続く藤原宮で
は、内裏正殿の構造は未確認であ
るが、その前後の宮殿における規
模、形態をみると、梁間３間四面
庇構造であったと推定することは
十分に可能であるとおもわれる。
そこで藤原宮内における他の主要
建築をみると、「東方官衙北地区」
や「内裏東方官衙」に梁間３間の
構造がいくつかみられ、また藤原
京内の邸宅についても、左京６条
３坊で梁間３間南庇付きの建物が
検出されているが四面庇構造はと
られていない（註 11）。一方、右
京７条１坊南西坪で検出された屋
敷地内には梁間３間の建物が南北
に並んで３棟配置されているが、
そのうち主殿とおもわれる建物は
身舎梁間３間四面庇構造である
（註 12）。
図8

飛鳥京跡（Ⅲ－ B）期遺構配置図
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ただし平面図で検討するとこの

建物の庇柱の掘形は身舎に比べて著
しく小さく、簡易な庇構造であるこ
とも考えられ、通常の四面庇構造と
は外観を異にする可能性も考えてお
く必要があろう。そのように考えた
場合、藤原宮の段階では、現在のと
ころ宮・京内に明確な身舎梁間３間
四面庇構造の建物は検出されていな
いと考えてよいと思われる。そのよ
うな状況から、藤原宮では内裏正殿
にこの構造が「意識的に」用いられ
るようになったと推測するのであ
る。
そのように考えると、藤原宮の前
の飛鳥浄御原宮の中心建物であるエ
ビノコ大殿の解釈が問題となるので
あるが
（註13）、これを考えるために、
身舎梁間３間四面庇が内裏正殿の構
造として意識的に用いられるように
なった理由というものを考えること

図9

藤原京右京 7 条 1 坊南西坪遺構配置図

が有効と思われる。先にみたように、７世紀中頃以降は格式を重んじる建物は身舎の梁間を３間とし四
面庇構造とするようになり、複数の宮殿において中心となる建物にこの構造が採用されたことから、宮
殿の中心的建物である内裏正殿の構造として定着することとなった。その後大極殿や朝堂院などの中枢
部の建築には大陸式の建築様式が用いられるようになるのであるが、その一方で内裏の建築には、掘立
柱式で屋根を植物性の材料で葺くというわが国の宮殿建築の伝統様式が守られた。梁間３間四面庇構造
が内裏正殿の構造として用いられるようになったのも、この構造がわが国の宮殿建築における内裏正殿
の伝統様式として継承すべき要素であり、天皇位を象徴的に示すものとして認識されるようになったこ
とによると推定した。このように考えると、この構造が意識的に内裏正殿の構造として用いられるよう
になるのは、宮殿内の各建物が掘立柱式で屋根に瓦を葺かない伝統様式で建築されている飛鳥浄御原宮
からではなく、宮殿中枢部の建築様式として大陸式の建築様式が採用されるようになる藤原宮からと推
測するのであるが、いかがであろうか（註 14）。
以上、梁間３間四面庇構造と内裏正殿の関係を、発掘資料をもとに考えてきた。これらの考察は限ら
れた数の発掘資料や古代建築を検討材料としたものであり、推論に推論を重ねたものと言わざるを得な
い。しかし近年中に発掘調査により関連する遺構数が飛躍的に増えることは望めないであろうから、現
段階での筆者の考えを述べたものである。ご批判を期待したい。
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れても、宮殿建築に大陸式の建築様式を取り入れて荘厳化するという発想は未成立であったという解釈もできないこ
とではないとおもわれる。そのように考えると、エビノコ大殿は飛鳥京跡内郭上層遺構（Ⅲ－Ａ期）を含めた宮殿建
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正宮という意識が薄かったことによると推測する。
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難波宮と難波津をめぐって

難波大道と難波京


積山

洋

はじめに
条坊制都城の成立は、中国起源の律令制の導入と新たな国家建設の達成度を、都市計画の観点から指
し示す重要な指標である。それが藤原京で実現したことは、大宝令の成立とうまく整合すると理解され
がちである。だが、藤原京は大宝令に先立つ持統朝に建設されたのであり、持統３年（689）に班賜さ
れた浄御原令の枠組みの中で建設された都城である。そればかりか、藤原京（新城）の部分的施工は天
武朝に遡ることが確認されている。そうなると、天武 12 年に発せられた複都制の詔によって、難波に
おいても京域の建設が同時に進行していたとみる視点が開けることとなり、それがどの程度進展したの
かということは見逃せない課題となってくる。
このようなテーマを研究するに際して、極めて重要な位置にあるのが、京域の南北軸線たるメイン・
ストリートであることはいうまでもない。都市計画の造営基準線をなすからである。この大路は宮の南
門「朱雀門」から南下する「朱雀路」と称されるが、こ
こで俎上にのせる前期難波宮の段階までその呼称が遡る
かどうかは不明なので、いまは「難波宮南門大路」と仮
称することとし、その南進道路を「難波大道」と理解し
ておく（図１）。
難波宮南門大路は、まだ実際の道路遺構が未発見であ
るが、難波宮の造営軸線が天王寺区の四天王寺東方に残
る方 900 尺（265.5 ｍ）の方格地割上の南北道路に一致
することは、早くから指摘されている（1）。
一方、難波大道は 1970 年代の古代史や歴史地理学の
研究により、難波宮中軸線を南進させると大阪市南部の
住吉・東住吉両区の区境に一致し、また現在の大和川の
南では松原・堺の市境に一致すること、それが令制の河
内と摂津の国境であり、また河内・摂津の条里地割の基
準であったことなど（2） が想定されていた。1980 年の発
掘調査によって、実際の道路遺構が発見されたにもかか
わらず、長く疑問視する向きもあったが、今日ではその
実在性を疑うことはできず、却ってこの道路の存在が難
波宮南門大路の実在性を示すこととなっている。
難波京のメイン・ストリートであり、その造営軸線で
あった難波宮南門大路～難波大道という一連の大路のう
ち、特に京外の難波大道の基礎的研究が本稿の課題であ
る。私はその前提として難波京の歴史を、孝徳朝に始ま
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図1

上町台地と難波大道

るⅠ期（初期難波京）、天武朝を起点とするⅡ期（前期難波京）、聖武朝に開始されるⅢ期（後期難波京）
という三段階で把握できること、各段階の画期が、Ⅰ期は前期難波宮（難波長柄豊碕宮）の建設、Ⅱ期
は複都制の採用、Ⅲ期は後期難波宮の建設にあることを述べたことがある（3）。以下、これに沿って論述
することとする。

１．難波大道の発掘調査
ここでは、まず、難波大道に関わる調査例を挙げる。

（１）大和川今池遺跡の調査
難波宮の南方約 10㎞弱、大和川今池遺跡では、1980 年、堺市・松原市の市境に一致して、路面幅約

図2

難波大道実測図、全体図
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18 ｍの、南北に続く道路側溝が検出された。東西両側溝はともに幅 0.7 ～２ｍ・深さ 0.05 ～ 0.2 ｍで、
飛鳥Ⅴ前後の須恵器杯Ａを含む遺物が出土した。その位置がちょうど難波宮の軸線および四天王寺東方
の遺存南北道路との延長線上にあったため、難波宮南門大路の南進道路であることが判明し、
「難波大道」
と命名された（4）。その後、1994 年度の大阪府教育委員会の調査（5）、また 2007・2008 年度の大阪府文化
財センターの調査（6）でもこの道路跡が検出され、これまでに発見されたのは南北約 280 ｍ余に及んでい
る。
2007・2008 年度の調査（図２）は特に重要である。その意義は第一に、初めて大道の路面が盛土によっ
て整地されていたと判明したことである。偽礫土からなるその整地土は固く締まっていた。第二に、こ
の道路の廃絶は平安時代の 10 世紀とされ、その後は路面中央に南北の水田畦畔が設けられていたこと
が判明したことである。中央の南北畦畔は幅 1.2 ～ 1.6 ｍと「畦道」にもなりうるもので、いわゆる「大
畦畔」であった。そして、この畦畔の東隣にある条里制地割の坪境が約 115 ｍ東に、また西隣の坪境が
120 ｍ西に位置し、１町 109 ｍという一般的な坪の規模を超えるのは、大道廃絶後にこの大畦畔まで東
西の耕作地が路幅分、広がったせいと考えられた。これにより、難波大道が摂津住吉郡と河内丹北郡の
条里地割の基準であったという先述の指摘は、実は大道の両側溝が東の河内、西の摂津の条里制地割の
基準であったとより詳細に復原できること、さらには条里地割の施工が大道の存続期間中に行われたこ
とが明らかとなった。第三に、幅 1.1 ～ 3.0 ｍ、深さ 0.1 ～ 0.9 ｍという不定形な側溝の遺存状態について、
一定の解釈が与えられたことである。特に、溝内で局部的に土坑状の深い部分があるのは、遺構のベー
スをなす段丘層の構成土からみて粘土の採掘によるとされ、本来の側溝は幅 1.4 ～ 1.8 ｍで、深さは 0.4
ｍ程度と復原された。したがって大道の路幅は約 18 ｍと再確認された。

（２） 難波大道跡ＮＤ０１ ‐ ６次調査
難波大道の発見後、大阪市側ではこのラインに沿った一帯が「難波大道跡」と名づけられて埋蔵文化
財包蔵地に指定されている。2001 年、東住吉区南田辺で行われたＮ
Ｄ０１―６次調査（7）はごく小規模なものにすぎなかったが、遺存幅 1.8
～ 2.0 ｍ・深さ 0.4 ｍの南北溝 SD01 が発見された（図３）。遺物には
15 世紀ごろのものが多いが、その最下層でも 13 世紀ごろの瓦器など
が出土したため、この溝は中世のものとされている。
しかし南北溝ＳＤ０１は、その開削時期まで中世であるという資料
はどこにもないし、報告でも、加工時形成層が認められないので、浚
渫などが行われたことが指摘されている。８世紀の須恵器が出土して
いるが、上層からであり、また摩耗もしているので、これは後世の混
入の可能性が高い。
ここでＳＤ０１の位置（図 3 の座標値は旧日本測地系。現行の世界
測地系に変換すると、Ｘ＝− 153,223.15・Ｙ＝− 43,759.30。）を座標計
算してみると、前期難波宮の南北軸線のラインから東５ｍ余に位置し
ていることがわかる。これはほぼぴたりと、難波大道の東側溝の位置
にあたるといえる。よって、この道路は中世までそのまま存続して
15 世紀に側溝が埋まったと理解するか、または道路幅の変更（縮小か）
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図3

難波大道跡 ND01-6 次
遺構実測図

を経たのち 15 世紀に埋まったとみるのが妥当であろう。どちらにせよ、この溝を東側溝とする道路が、
大和川今池遺跡で検出された道路と一連のものであることは、座標値からみても疑えないだろう。
なお、この調査では大道西側溝の想定位置は調査範囲外であった。

２．難波大道の建設時期
次に、難波大道が建設された時期について考えてみたい。史料上はもとよりこれまでの調査でも、直
接に大道の建設時点を示す資料はないからである。

（１）先行学説の検討
最初に、これまでこの大道の建設と関わりがあるとされてきた史料を挙げる。①『日本書紀』仁徳
14 年是歳条「大道を作り京中に置く。南門より直に指して丹比邑に至る。」。②同推古 21 年（613）11 月
条「掖上池、畝傍池。和珥池を作る。又難波より京に至るまで大道を置く。」。③同白雉４年（653）６
月条「処処の大道を修治す。」。④同天武 12 年（683）12 月庚午（17 日）条「詔して曰く。凡そ都城宮室
は一処に非ず。必ず両参造らむ。故、先に難波に都せむと欲ふ。是を以て百寮の者は各往りて家地を請
へ。
」
。このほか、⑤神亀３年（726）開始の後期難波宮の建設と難波大道の建設を関連づける見方もあ
りうる。このうち、③は孝徳朝の難波京Ⅰ期、④が天武朝の同Ⅱ期、⑤は聖武朝の同Ⅲ期にあたる。
これらのいずれが大道の建設を示すのか、あるいはまったく別の時期なのか、その検証は考古学の役
割であろう。もっとも有力なのは③の孝徳朝説であるが、これまでさしたる根拠はあまり提示されてこ
なかった。そのなかで、2007・2008 年度調査を担当した三宮昌弘氏の見解は注目される（8）。三宮氏は大
道の側溝のベースを成す第３層が飛鳥Ⅰ期の遺物包含層であることから、①仁徳朝、②推古朝の可能性
を除外し、また大道の路面内で検出された土坑に飛鳥Ⅱ期の土器を埋納し、それが大道を盛土した際の
整地層で埋められていたとして、大道の建設時点を示すと考えた。しかし、この土坑の土器は埋納土器
といえるほどの完形品ではなく、意図的に「埋納」されたのかどうか疑問である。またその埋土は大道
の盛土との直接的な層位関係がつかめていないこともあり、大道建設と同時とする確実な根拠とはなし
がたい。この土坑が大道の路面内に存在することは、大道の建設以後とは考えにくいから、それ以前と
みるのが穏当であろう。すると、孝徳朝（７世紀中ごろ）のころには、まだ大道はなかったという可能
性も考えておく必要があるだろう。

（２）考察
難波大道の路幅が約 18 ｍであることは、唐尺（いわゆる天平尺で、前期難波宮では 0.292 ｍ）の 60 尺
とみられることから、ここでも①仁徳朝説は除外され、②推古朝説も否定的である。
大和川今池遺跡で発見された道路と難波宮軸線との関係を座標からみると、前期難波宮の南北軸線（Ｎ
‐ ０度 40 分 02 秒 ‐ Ｅ）は、実際にみつかっている道路遺構の中心点（道路北端心、世界測地系Ｘ＝
‐ 155,960.00・Ｙ＝ ‐ 43,803.75（9）から東へ７ｍ余の位置を通過する。それは幅 18 ｍ弱の路面の東端付
近にあたり、驚くべき精度といえる。一方、後期難波宮の南北軸線（Ｎ ‐ ０度 32 分 31 秒 ‐ Ｅ）は道
路からはずれ、その東方約 20 ｍの位置を通過する。微妙な差なので、これだけで難波大道の建設が③
孝徳朝や④天武朝の前期難波宮段階とは言い切れないが、少なくとも⑤聖武朝後期難波宮の段階とする
よりは分があるといえる。
側溝の出土遺物としては、2007・2008 年度調査で平安時代前期ごろまでの遺物（黒色土器Ａ類）が
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あるが、むしろ飛鳥時代の土器が目立つことは、やはり前期難波宮段階に建設された可能性を高めるも
のであろう。少なくとも飛鳥時代末にはこの道路側溝が機能していた可能性を示すからである。
いまひとつ年代をさぐる材料となるのは、この道路の沿線に存在する遺跡の画期がどの時期にあるか
という視点である。
摂津住吉郡に位置する住吉区南住吉遺跡では古代の官道とされる「磯歯津路」が東西に通じていると
される。この道路は『日本書紀』雄略 14 年（５世紀後半）正月是月条に、「呉国使」身狭村主青等が住
吉津に上陸したのち、
「呉の客の為に磯歯津路を通じ、呉坂と名づく。」とあるのが初見である。『万葉集』
巻６に「茅渟廻より雨ぞ降り来る四極の海人綱手干したり濡れもあへむかも」（999）とある「四極」は
原文の万葉仮名では「四八津（しはつ）」である。磯歯津路は、大和へ通じた古代の東西道路であった
だけでなく、難波大道とともに摂津・河内の国境でもあったと考えられている。その摂津・河内の国境
線は現大阪市南部では、現在の長居公園通り（古代の磯歯津路）を西進し、地下鉄「長居」駅の東方で
真南に折れ、難波大道上を南進する（10）。
難波大道の東方、喜連東遺跡の磯歯津路北隣で発見された正方位の建物群が８世紀初頭に現れること
から、この東西道路の直線道路としての整備は７世紀末に遡るという見解が有力である（11）。
磯歯津路と想定されている現長居公園通りの北隣で行われた MN85 － 37 次調査（12）では、計 16 棟の掘
立柱建物群や溝跡などが発見された（図４）。それらは大きくⅠ～Ⅳ期に分期され、Ⅱ期はさらに３小

図4

南住吉遺跡
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遺構群変遷図

期に細分され、その最新のⅡ－３期はＴＫ
217 型式の新しい段階（７世紀中ごろ）とさ
れている。Ⅱ期までの建物群が等しく北で東
に 10°ほど傾く上町台地と同じ棟方位を取る
のに対し、Ⅲ期以後の建物や溝などの方位の
傾きは５°以内と正方位を指向しているので、
建物群の変遷の画期がⅢ期にあることがわか
る。その年代は溝ＳＤ 02 の遺物から７世紀
後半の飛鳥Ⅲ～Ⅳとされているが、報告にも
あるようにⅡ－３期の３棟のうち、建物ＳＢ
14 は重複関係ではⅢ期の SD02 より新しく、
図5

遺物にも飛鳥Ⅳのものが含まれるので年代を

田辺廃寺・阿倍寺跡の軒瓦

下げねばならない。すると、飛鳥Ⅳの段階の

建物群には正方位の３棟と斜めに傾く SB14 の二種があったことになり、両者を同時存在とみるにせよ、
あるいは後者が古く正方位の前者が新しいとみるにせよ、Ⅲ期（飛鳥Ⅳ）のうちに磯歯津路と同じ正方
位の建物が出現したものと理解される。
これから、調査地南隣に想定される正東西の磯歯津路の成立が、孝徳朝の７世紀中ごろまでは遡らず、
７世紀末ごろであることが判明する。磯歯津路は調査地の東方で難波大道と直交し、これと一連であっ
たとみれば、
難波大道を含む計画的道路網の整備が７世紀末であった可能性が高まるであろう。それは、
④天武朝のころとみるのが妥当である。
大道沿線の古代寺院を取り上げてみよう（図５）。大道の東約 0.4㎞に位置する東住吉区田辺廃寺の創
建軒丸瓦（13）は川原寺系の複弁七葉蓮華文（八葉とも）であり、川原寺は斉明元年（655）に営まれた川
原宮の跡地に造営された（天智朝とされる）から、川原寺式軒丸瓦は７世紀後半代のものである。大道
の西 0.6㎞余にある阿倍寺跡の創建瓦（14）も同様の複弁八葉蓮華文であり、田辺廃寺の軒丸瓦が外縁は素
文であるのに対し、こちらは外縁に複数の凹線がめぐり、やや新しく、７世紀後半～末とされている。
軒平瓦も川原寺式と同様の三重弧文である。いずれも孝徳朝まで遡らないのである。
一方で、難波大道の沿線に、③の孝徳朝に遡り、かつこの道路と密接な関係が想定される遺跡は、今
のところ見あたらない。
さらに、
『日本書紀』をみると、天武 12 年（683）12 月丙寅（13 日）条に、伊勢王らを遣わして「諸
国の境界を限分」云々とあり、そのわずか４日後の庚午（17 日）条に、先述した複都制の詔が出され
たことが注目される。さらに天武 13 年 10 月辛巳（３日）条・14 年 10 月己丑（17 日）条等、天武末年に
国界画定事業が集中していることは、摂津・河内の国境の確定と、その国境線の一部をなす難波大道と
磯歯津路の建設も、両者が連動した事業であった可能性を導く。
以上のように、難波大道はその位置、出土遺物、沿線の遺跡のあり方、文献史料の検討など、いずれ
をみても前期難波宮の段階に建設されたのであり、より詳しくみれば、天武朝の７世紀末であった可能
性を強く示唆しているのである。
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３．難波宮南門大路の建設
難波大道と、これに直交する磯歯津路の建設が天武朝であったとすれば、
『日本書紀』天武８年（679）
11 月条の「初めて関を龍田山、大坂山に置く。仍りて難波に羅城を築く。」という記事が注目される。
まず、難波での羅城建設とは何を意味するのであろうか。現状ではまったく不明ながら、若干の推測を
試みたい。
羅城とは、直接には京域の外郭施設を示す用語であるが、中国都城においては、羅城（羅郭）は都城
の建設から遅れて完成することが多い。例えば唐長安城は、前身である隋大興城の建設以来70年以上経っ
た永徽５年（654）に羅郭が完成し（『旧唐書』巻４、高宗本紀）、唐洛陽城の羅城の完成も、その前身
である隋東京の造営から 80 年以上を経た長寿年間（692 ～ 694）まで降る（『旧唐書』巻 87

李昭徳列伝）。

もっとも、北魏平城や隋大興城には、その建設から間もないころに羅城建設を示すらしい記事もないで
はないから、部分的な、あるいは小規模な城壁工事は早くから行われたかもしれない。いずれにせよ、
内部の街区建設を前提としてはじめて羅城は意味のある外郭たりうるのである。天武８年 11 月条が難
波の羅城の建設を示すのならもちろんのこと、その計画を記したにすぎないとしても、その内部の都市
計画を欠いて外郭施設だけがあった（あるいは計画された）というのは、中国都城の例からみるといか
にも不自然であろう。
ここで、難波宮南門大路に沿った遺跡のあり方をみておこう。
天王寺区所在の摂津国分寺は難波宮南門大路の東に接して建設されている。諸国国分寺の建設は聖武
朝に始まるが、摂津国分寺は、その位置からみて難波宮南門大路の存在を前提として計画的に造営され
たとみられる。よって奈良時代の難波京Ⅲ期にこの大路が京域のメイン・ストリートとして存在してい
たことは、まず間違いない。問題はどこまで遡るのかである。
第一に、天王寺区細工谷遺跡で、この大路に沿って百済王氏の「百済尼寺」の存在が判明した（15）こ
とが注目される。その創建瓦は法隆寺西院伽藍系のもので、７世紀第４四半期に位置づけられる。ここ
ではさらに古い７世紀前半の四天王寺と同笵瓦が少量出土しているが、これは「百済尼寺」のものでは
なく、その前身である「百済寺」のものと推測され、寺院としての大きな画期は天武・持統朝である（16）。
第二に、天王寺区真田山町の宰相山遺跡の発掘調査ＳＳ９５－２次調査では飛鳥Ⅴの前後に埋まる正
東西の溝群が北東に開く埋没谷を横切って検出されている（17）。正方位の遺構は、京建設の基準となる
南北線つまり難波宮南門大路の存在なくしては考えにくいであろう。正東西の溝群の一部は幅３ｍ前後
の道路側溝をなすが、いずれももろい砂地の上に掘り込まれた遺構でありながら、水流や時間の経過に
よる変形を受けていないので、かなり短期間のうちに洪水層で埋まったようである。つまり初現が孝徳
朝の７世紀中ごろとは考えにくい。
第三に、７世紀前半創建の四天王寺が宮南門大路に向って東門を開くのも、その柱穴（掘方）から白
鳳期の瓦が出土したことから、７世紀後半のことであった（18）。座標の検討から四天王寺東門は、先述
の四天王寺東方に展開し、京域の条坊地割に一致する方 900 尺の地割の東西道路上に位置することがわ
かっている（19）。
これらの事例は、難波宮南門大路が前期難波宮の段階でも、より新しい天武朝に建設された可能性を
高くするものであろう。
ただ、以上のような考察はあくまで状況証拠に過ぎないので、難波大道ひいては宮南門大路の建設が
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孝徳朝である可能性がわずかに残ることも確認しておきたい。仮に、孝徳朝に建設されたとしても、こ
の道路が実態を伴って機能するには、天武朝が大きな画期をなすことは動かないであろう。
さて、ここでふたたび『日本書紀』天武８年 11 月条をとりあげてみたい。まず、関を置いたという
龍田、大坂の地名であるが、壬申の乱で大伴吹負が河内から来る近江側の軍勢を防ぐための自軍の配備
地点として、いずれも『日本書紀』天武元年（672）７月辛亥（22 日）条に記されている。前者は龍田
社の所在地である大和の生駒郡三郷町、後者は大和の葛上郡大坂郷と推測されている（20）。『続日本紀』
宝亀２年（771）２月二月戊申（21 日）条には、光仁天皇が難波行幸後、龍田道を経由して竹原井行宮
に帰ったとある。この龍田道は信貴山南麓で河内の大津道とつながっていた。さらに河内の丹比道が二
上山の北麓を越えて大和に入った付近は式内大坂山口神社が所在する香芝市逢坂であり、東方で横大路
と連なって藤原京に通じていた。
先にみた磯歯津路は大津道、丹比道の北方に位置しており、この三道は西方で難波大道と直交して難
波に通じていた。難波大道と磯歯津路が７世紀末の建設と考えられたことは、丹比道や大津道とともに
天武朝において大和と河内、難波を結ぶ交通網の整備が行われたことを示す。しかしそれだけではなく、
天武は山越えの要衝に関を置いたという。これは大和の防衛体制を目指したことを意味するのではない
か。もしそうだとすれば、難波の羅城もまた防御施設としての視点から捉え直す必要が生じることにな
る。
以上のように考えると、天武８年の関の設置と難波京Ⅱ期の羅城建設は、その背景にもっと大きな構
想があった可能性を抱かしめる。それは難波から大和へ至る交通体系の整備であり、それと一体であっ
た難波と大和の防御体系の確立であった。このような交通・防御体系の西の起点が難波であり、ここか
ら南へ難波宮南門大路と難波大道が敷設され、上に述べた３つの官道を結んだのである。

４．結び
難波京Ⅱ期の造営を天武朝に始まる前期難波京ととらえ、その都市計画の基準となる難波宮南門大路、
さらにその南進道路である難波大道について縷々述べた。まとめると、以下のとおりである。
難波大道と難波宮南門大路の起源は前期難波宮建設時の孝徳朝に遡る可能性もあるが、この大路沿い
の遺跡の画期、また摂津・河内の国境画定事業の年代などからみて、この官道の建設は天武朝とみるの
が妥当である。その背後に、天武８年（679）の難波～大和の交通網の整備と防御体制の確立という天
武朝の構想があり、これに基いて大津道には龍田山関・丹比道には大坂山関が置かれ、難波の羅城建設
が進められた（あるいは計画された）。難波と大和を結ぶ東西の交通・防御体系の西の要をなしたのが
難波大道であり、難波京Ⅱ期の副都建設であった。この意味において、複都制の詔を遡ること４年、天
武８年にはすでに難波は実質的に副都としての位置を得ていたものと思われる。
最後に考えたいのは、なぜ、天武は難波・大和の防御体制を必要としたのかである。この点は後掲論
（21）

文

で述べるが、新羅が文武王 16 年（676）、唐の熊津都督府、安東都護府を遼東に撤退せしめ、朝鮮

半島の統一を成し遂げたことが重要である。白村江の敗戦（663）以来、厳しい対唐関係が続いていた
倭国にとって、その超大国・唐を朝鮮半島から駆逐した新羅の国力が新たな脅威となり、天武の複都制
の構想と難波・大和の防御体制の確立を促したとする見解（22）が大いに注目されるところである。
なお論じ残したことは少なくないが、まだ難波京のメイン・ストリートが充分に発見されていない大
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阪市域での調査の進展を望みつつ、筆を置くこととする。
注
（1）澤村仁 1995「難波京について」『日本古代の都城と建築』中央公論美術社（初出 1970）
。岸俊男 1988「難波－大和古
道略考」『日本古代宮都の研究』岩波書店（初出 1970）
。
（2）岸俊男 1988「難波－大和古道略考」（前掲注 1）
。服部昌之 1983「古代の直線国境について」
『律令国家の歴史地理学
的研究』大明堂（初出 1975）。
（3）積山洋 2010「複都制下の難波京」『都城制研究』
（4）
､ 奈良女子大学古代学学術研究センター。なお、奈良女子大学
舘野和己氏のご高配の下に、この論考を本書にも転載した。
（4）大和川・今池遺跡調査会 1981『大和川・今池遺跡』Ⅲ。
（5）大阪府教育委員会 1995『大和川今池遺跡発掘調査概要』ⅩⅡ。
（6）大阪府文化財センター 2009『大和川今池遺跡』Ⅰ。
（7）大阪市教育委員会・大阪市文化財協会 2003『平成 13 年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』
。
（8）三宮昌弘 2009「今回検出の「難波大道」について」
（前掲注 6 所収）
。
（9）大阪府文化財センター 2009（前掲注 6）から読み取った。
（10）服部昌之 1983「古代の直線国境について」
（前掲注 2）
。
（11）木原克司 1994「摂津・河内の条里地割施行と直線古道」
『大阪市文化財論集』大阪市文化財協会。京嶋覚 2001「道
路状遺構と「磯歯津路」」『立命館大学考古学論集』Ⅱ、立命館大学考古学論集刊行会。
（12）大阪市文化財協会 1998『南住吉遺跡発掘調査報告』
。
（13）前田洋子 1983「大阪上町台地検出の屋瓦資料」
『摂河泉文化資料』第 31 号、摂河泉地域史研究会。宮本佐知子・佐
藤隆 1996「四天王寺とその周辺出土の古代瓦」
『四天王寺旧境内遺跡発掘調査報告』Ⅰ、大阪市文化財協会。
（14）前田洋子 1983「大阪上町台地検出の屋瓦資料」
（前掲注 13）
。宮本佐知子・佐藤隆 1996「四天王寺とその周辺出土
の古代瓦」（前掲注 13）。大庭重信 1999「見えてきた幻の古代寺院―阿倍寺跡の発掘調査―」
『葦火』80 号、大阪市文
化財協会。
（15）大阪市文化財協会 1999『細工谷遺跡発掘調査報告』Ⅰ。なお、細工谷遺跡、百済尼寺の位置は、積山洋 2010「複
都制下の難波京」（前掲注 3）の図７に示した。
（16）積山洋 2010「百済王氏と難波京」本書所収。
（17）積山洋 1999「難波京東部域の発掘調査」『大阪市文化財協会研究紀要』第 2 号。積山洋 2004「宰相山遺跡と難波京」
『宰相山遺跡発掘調査報告』Ⅰ、大阪市文化財協会。宰相山遺跡の位置は、積山洋 2010「複都制下の難波京」
（前掲注 3）
の図７に示した。
（18）沢村仁 1995「難波京について」『日本古代の都城と建築』中央公論美術出版（初出 1981）
。
（19）積山洋 2010「複都制下の難波京」（前掲注 3）
。
（20）日本古典文学大系『日本書紀』天武元年７月 13 日条の頭注。
（21）積山洋 2010「複都制下の難波京」（前掲注 3）
。
（22）直木孝次郎 2005「天武朝の国際関係と難波宮」
『日本古代の氏族と国家』吉川弘文館（初出 1997）
。

図出典
図 1：注 4 に加筆。 図 2：注 6。 図 3：注 7。 図 4：注 12 に一部加筆。 図 5：注 13・14 から抜粋。
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難波宮と難波津をめぐって

複都制下の難波京


積山

洋

はじめに
1961 年、上町台地北端の地で後期難波宮の大極殿が発見されたことは、難波宮の所在地論争に終止
符を打っただけでなく、その造営軸線をも確定させることとなった。その結果、南約 3km にある、四
天王寺東方の方格地割上の現存南北道路がこの軸線と一致することが確認され、難波京の姿が初めて視
界に入ってくることとなった。
とはいえ、その後しばらくは京域の調査は進展せず、1980 年、難波宮の南約 10km の大和川・今池遺
跡で難波宮造営軸線に一致する「難波大道」が発見されて以後、ようやく少しずつ調査が行われるよう
になってきた。それでも当初はまだわずかな調査しか実施されず、東西・南北とも約 2km におよぶ豊
臣氏大坂城が周知の遺跡に登録された 1980 年代後半以後、調査例が増えることとなった。
こうした中で、私は 1997 年以後、難波京についての試行錯誤を重ねてきたが、常に隔靴掻痒といっ
た感が強かった。それは今日でも変わらないし、今後とも同様であろうが、1990 年代以後の調査の進
展はやはり大きく、あらためて難波京の姿を見つめなおし、また東アジアの中の複都制についても考え
てみたいと思う次第である。

１．難波京条坊研究の課題と方法
ここでは難波京の地割研究の前提となる要件をまとめておくこととする。

（1）条坊制地割
最初に、条坊制とは何かという点について。平城京では直線道路の区画により、北から 1 ～ 9 条の街
区が置かれ、それらは朱雀路を基準に、左京は東へ 1 ～ 4 坊、右京は西へ 1 ～ 4 坊に分割されていた。
例えば長屋王の邸宅は「左京三条二坊」と数詞による呼称でその位置が特定された。これが条坊制の典
型であるが、しかし、「小治町」や「林坊」などの地名の存在が知られ、「条」と「坊」の数詞呼称が知
られていない藤原京の方格地割も、やはり条坊制地割と考えられている。ここから分かることは、藤原
京にみられる碁盤目状地割つまり正方形街区が条坊制の必須の要素であるということであろう（この際、
道路幅による街区規模の不均等は問わない）。
後述するように、隋唐の長安、洛陽では外郭城の方形街区（坊）が、東西に長い長方形を中心とする
複数の規格からなり、条・坊による数詞呼称は存在しなかった。この点からみても、正方形という単一
規格をとるのが日本の条坊制の本質的特徴であるといえるだろう。
よって、難波でもこれに類する地割が確認できれば、条坊制と認めてよいと思われる。ただ、その基
準となる南北大路が「朱雀路」と称されていたかどうかは不明なので、ここでは「難波宮南門大路」と
仮称することにしたい。この大路の南進道路が、難波宮の南方約 10km に位置する大和川・今池遺跡で
発見された「難波大道」である。

（2）難波京の造営軸線
京域の検討にあたり、まず確定しておく必要があるのは、京域の軸線方位である。一般に宮殿や京域
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の基準方位は真南北・東西の方向（正方位）をとるが、個々には国土座標上の座標北からの偏差があり、
その数値が測定されている。したがって、たとえば東西方向の道路遺構が離れた二地点でみつかった場
合、両者の南北距離を正確に知るには国土座標の方眼による地図上では計測できず、各遺構の国土座標
値を国土座標との偏差に基づく京の基準線方位に則った独自の方眼（極座標）に変換する必要が生じる
わけである。このようにして、国土座標とは別に一種の極座標を想定し、三角関数でその値に変換する
ことによって、後述する溝などの遺構の位置を知り、また遺構間の東西・南北距離を計測することが可
能となるわけである。
先述したように、難波宮軸線方位の確定によって、南門大路にあたる現存道路が発見されたのである
が、近年はその軸線方位が再検討されている。前期・後期とも難波宮の造営軸線はほぼ一致してはいる
が、当然ながらごく小さな振れ（偏差）がある。今日では、軸線方位は、前期宮ではＮ ‐ 0 度 39 分 56
秒 ‐ Ｅ、後期宮ではＮ ‐ 0 度 32 分 31 秒 ‐ Ｅとされている（1）。ただし、李が割り出した上述の方位は
2000 年施行の世界測地系以前の日本測地系の座標値に基づいたもの（2）であり、世界測地系への変換を
行うと、前期難波宮の軸線方位は、Ｎ ‐ 0 度 40 分 02 秒 ‐ Ｅとなる。わずか 6 秒の差にすぎないので、
一致するものとみなし、今後は世界測地系の値を用いることとする。
私は、難波京の軸線方位に、前期難波宮のそれを用いることとする。その理由は後に詳述するように、
前期宮の軸線は、これをそのまま南進させて大和川今池遺跡で発見された「難波大道」に至ると、実際
にみつかっている道路遺構（幅約 18m）の路面上を通過しているからである。これは驚くべき精度であ
り、前期難波宮段階の道路遺構と認めることができるのである。なお、後期難波宮の軸線は道路からは
ずれ、その東方約 20m の位置を通過する。

（3）難波京の条坊単位
京域で発見された東西・南北の溝を道路側溝とみなし、二地点の道路間距離を計算する際、本来なら
稲田孝司が指摘した（3）ように、地割り分割を機械的・均等に行い、路幅に応じて両側に側溝を設けた「初
期都宮」においては、道路中心点の座標値に拠るべきであるが、両側溝を検出した例がほとんどないた
め、多くは次善の策として、ダイレクトに溝どうしの距離を算出し、実例に則した解釈を行うこととす
る。
その解釈に際しては、方 900 尺の方格地割を想定し、それに適合するか否かを調べてみる。この地割
はいうまでもなく、藤原京や平城京の条坊単位である 1800 尺（4 町、1 里）（4）を根拠とし、難波ではそ
の半分と考えるものである。かつては藤原京の地割が 900 尺一単位とみるのが通説であった（5）から、同
時代の難波京でも無批判にそう考えられてきたという経緯があるが、今日では藤原も方 1800 尺を単位
とする条坊であったことが判明している（6）ので、難波での地割単位に 900 尺を採るにはそれなりの根拠
を示すことが必要であろう。それは以下の史料による。
まず聖武朝の難波での宅地班給規模を示す『続日本紀』天平 6 年 9 月辛未（22 日）条によれば、「難
波京の宅地を班給す。三位以上は一町以下、五位以上は半町以下、六位以下は一町を四分するの一以下。」
とあるのに対し、藤原京では、
『日本書紀』持統 5 年 12 月乙巳（8 日）条の詔に、
「右大臣に賜ふ宅地四町、
直廣貳より以上には二町、大參より以下には一町、勤より以下、無位に至るまではその戸口に隨はむ。
其の上戸には一町、中戸には半町、下戸には四分の一。王等も此に准へ。」とあり、同格とされる大宝
令の五位と天武 14 年冠位制の（直）大参の宅地をみると、難波では半町以下、藤原京では 1 町であり、
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さらに六位（勤）以下では、難波では 4 分の 1 町以下、藤原では 1 町以下となっている。難波では藤原
の半分以下しかないことがわかるので、900 尺が難波京の基本的な条坊地割りの単位と考えられるわけ
である。つまりこれは方 2 町、計 4 町であり、方 4 町（1800 尺）で計 16 町（坪）からなる藤原京以後の
都城よりかなり狭いことになる。
ところで、これらの地割との適合性を調べるに際して、900 尺の距離の解釈には多少の余裕をもたせ
ておくべきかと思われる。先述のように側溝どうしのダイレクトな遺構間距離を測る場合、道路幅の誤
差を含むことになるからである。たとえば、あるふたつの道路間の南北距離（路面心々距離）が、900
尺（一尺 0.295m で 265.5m）の 10 街区分の距離（2655m）である場合、北方の道路は北側溝のみ、南方
の道路が南側溝しか検出していなければ、生ずる誤差は路幅に応じて、プラス数 m 以上となるわけで
ある。これに加えて、当時の施工段階での誤差も、当然、考慮せねばならない。
なお、検討のもっとも基礎となる基準尺について述べておく。孝徳朝の初期難波京では、難波宮の南
方になんらかの方格地割はあったようだが、それは宮の外郭ラインをそのまま南進させるなど、宮域の
地割をそのまま京域に拡大したもので、条坊制とは異質なものであったらしい（7）。よって、前期難波宮
の造営基準尺 0.292m は採らないほうがよいだろう。とすると、前期難波宮の存続期間内で、次に考え
られる京域の建設といえば、天武朝をおいてないであろう。『日本書紀』天武 8 年（679）11 月是月条に
「初めて関を龍田山、大坂山に置く。仍りて難波に羅城を築く。」とあり、実態は不明ながら、羅城つま
り外郭を築くとあれば、その内部に一定の町割の建設が前提となる。同 12 年（683）12 月庚午（17 日）
条の詔でも、天武は「凡そ都城宮室は一處に非ず、必ず両参造らむ。故れ、先ず難波に都せむと欲す。
是を以て、百寮の者、各往きて家地を請へ。」と述べ、京域で工事を進めようとしたらしいことは周知
のとおりである。
その天武朝下で計画された藤原京の基準尺が唐尺の 0.295m であることはよく知られている（8）。本稿
でもこの数値を採用するが、先述したように、検討過程では様々な誤差が予測され、多少の幅をもたせ
ておくこととする。

２．中国都城における里坊の制
ここでは、日本の条坊制の起源となった中国古代都城の外郭城を、街区建設の視点から通観し、翻っ
て日本の都城を考える材料としたい。

（1）里坊制の起源について
中国都城において外郭城の方格地割は、5 世紀末の北魏洛陽城に始まるとするのが通説的理解であっ
たが、
実は3世紀の曹魏鄴城の南の外郭で、小規模ながら方格地割が胚胎しつつあることは重要である（図
1）
。
鄴城では中軸線たる中陽門大道の左右に東西 900m 余、南北約 800m の方形区画が認められる（9）。こ
のような方形地割の規模を、後の洛陽、長安の外郭城と比較してみよう。北魏洛陽城では、各里坊の規
模が『洛陽伽藍記』（巻 5、城北巻末）にしたがい、方 1 里（300 歩）であったと仮定し、また北魏の尺
度が 0.279m の前尺であった（10）とすると、一坊は、0.279 × 6 × 300 ＝ 502.2（ｍ）という規模であったこ
とになる（もちろんこれは机上の数字にすぎない）。一方、隋唐長安城では各坊の規模は不揃いだが、
東西は 558 ～ 700m、南北は 500 ～ 590m であった。これらに比べると、鄴城の方形区画はやや大きく、
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また現状ではその内部がどのように分割され
ていたのか予測がつかない。そのうえ、方形
区画を囲む墻壁（のちの坊墻）の有無には否
定的であるし、外郭の全体（鄴城南部）は北
魏洛陽以後に比べて非常に狭い。
ここで、同一地域にあり、ほぼ同一規模（東
西 889m、南北 768m）の漢代の武安県城とさ
れる午汲古城と比較してみよう。午汲古城の
報告（11）には実測図が掲載されていないため、
図1

詳細は不明だが、南北の門の位置は相対せず、

曹魏鄴城復原図

また東西の門を結ぶ道路が県城の南北中央に

位置したかどうかも不明であり、それから派生する南北の「支路」４条のうち少なくとも２条は城垣に
達する長さではない。その南北支路のうち１条は西門から 276 ｍの位置にあり、城内が均等に分割され
ているわけではない。したがって、方格地割というほど整ったものではないが、東西・南北の直線的な
地割なら、あったとみておくことができる。
漢代県城の典型とされる午汲古城の例からみると、曹魏鄴城においても、のちの方格地割につながる
直線的な土地区画が施行された可能性は高いであろう。まして都城中軸線という画期的なプランを実現
した鄴城では、午汲古城より多少は整った地割が施行されていたとしても不自然ではない。もっとも、
5 世紀の北魏平城の里坊でも大小の差
があまりにも大きく、整った碁盤目状
の方格地割があったとするのは困難で
あるから、鄴城に期待しすぎるわけに
はいかない。
鄴城は中国都城史上の画期をなす都
城中軸線の嚆矢であるが、もしその外
郭方形区画の内部にも方格地割の芽生
えが認められるとすれば、里坊制の起
源が遊牧騎馬民族である北魏の都城洛
陽ではなく、漢族の都城に求められる
ことにもなり、鄴城の歴史的意義に新
たな評価が加わることになるだろう。

（2）考古学からみた里坊制の
特徴
中国都城の外郭城の特徴として、ま
ずあげられるのは、里坊の規模が一貫
して不揃いであることだろう。隋唐長
図2

安城（図 2）では、地域ごとに五大別（皇

隋唐長安城復原図
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城の南方、その東方と西方、また宮城・
皇城の東方と西方）して規模・形状を
変えており、これは当初からの設計に
よるとして充分に理解できる。だが、
その各地域内でもかなりばらついてい
る。1 例だけあげると、皇城南方では
諸坊の東西幅は、朱雀路の東第一縦列
が 562m、第二縦列が 700m、朱雀路の
西第一縦列が 558m、第二縦列が 683m
と、かなりのばらつきがある（12）。当
時の測量の結果ではあろうが、さほど
厳密に画一的な施工を貫徹したように
は見受けられない。とりあえず方格地
割が施工されれば、それでよしとされ
たかのようである。
第二に、その中で見逃せないのは隋
唐洛陽城（図 3）である。ここでは、

図3

隋唐洛陽城復原図

洛南里坊の大半を占める南市以南で、
各里坊が正方形に近い規格であることが注意される。これも実際にはかなりばらつくが、ほぼ東西・南
北とも 500 ～ 580m の規模であり、中でも 500 ～ 540m の数値が多い（13）。唐尺（大尺）の長さが大体
29cm の後半台を中心とすることは、伝世品及び諸家の検討でも知られる（14）が、29.5cm ならば、0.295
× 1800 ＝ 531（m）であり、30cm なら、540m となり、また初唐の大尺であるかもしれない前期難波宮
の造営尺 29.2cm なら 526m である。先にみた洛南諸坊はこれに近い規模であった。いうまでもなく 1800
尺とは日本の平城京や藤原京の条坊規格であり、大いに注目されるところである。
第三は、外郭城が宮城の南北軸線を基準として左右対称に造営されたことである（北魏平城は不明）。
北魏洛陽、隋唐長安のいずれにおいても、南北軸線は内城では中軸線の位置から西にずれていたが、外
郭城の東西城壁（垣墻）からはほぼ等距離にあり、つまり都城中軸線となっているのである。里坊制の
初現である可能性を秘めた曹魏鄴城でもそれは同じであり、文昌殿の宮殿区と聴政殿の宮殿区を合わせ
て宮城とみるならば、文昌殿を基点とする宮城軸線は西側の位置にある。
この三者のうち、隋唐長安城、曹魏鄴城は前代の都城の制約を受けない新天地で建設されたので、中
軸線のプランとなったのは不思議ではない。そして北魏洛陽城では、孝文帝の漢化政策のもとに魏晋洛
陽城を内城として継承したがゆえに、内城軸線は旧来のまま中央より西側にあったが、外郭城ではその
制約がなく、宮城の軸線を中軸線とする左右対称プランが採れたのである（15）。
とはいえ、この原則からはずれる例がある。それは隋唐洛陽城である。そもそも洛陽城は副都（東都）
であり、北魏の洛陽故城を離れてその西方で新たに建設されたから、自由な設計ができたであろうが、
それがなぜ、わざわざ洛河を抱き込むような大胆にして異例のデザインを採り、宮城と皇城の位置まで
変則的にしてしまったのであろうか。その理由は不明としかいいようがないが、このような前例（伝統）
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にとらわれない大事業は副都（陪都）であるがゆえに可能だったのかもしれない。
第四に、外郭城を囲んだ城壁は遅れて建設されたことがあげられる。北魏平城ではその完成は泰常 7
年（422）と、外城の建設から 16 年、遷都から 24 年も遅れており、また長安城でも大興城建設以来 70
年以上経った永徽 5 年（654）に完成している。隋唐洛陽城にいたっては、大業元年（605）に隋煬帝が
東京（4 年後に東都と改称）の造営を開始したものの、城壁は則天武后が洛陽に常居した長寿年間（692
～ 694）と、
さらに時間を要している。これから察すると、北魏洛陽は遷都の 8 年後に外郭城を築いたが、
城壁はやはり遅れたかもしれない。
ただ、北魏平城、隋大興城とも、完成に先立って何らかの工事が行われたらしい史料もあるから、部
分的な、または小規模な外壁程度のものは建設されていたか、もしくは計画され、またあるいはそれは
里坊の墻壁を建設した記事なのかもしれない。しかしながら、これほどまでに城壁の完成が遅れるのは、
中国の歴代皇帝にとって、それは二次的、三次的なもので、さほど重視されていなかったことを示すの
であろう。
第五には、里坊そのものの特徴についてみておきたい。まず、里坊はそれぞれが十字街などによって
分割されており、長安城では皇城の南方 36 坊を除いて、さらに小十字街によって計 16 の街区に分割さ
れていた。この分割方式も、藤原京以後の日本の諸坊と同じであることが注目される。そして里坊は坊
墻を有していた。坊墻は里坊の周囲のみならず、長安城では十字街で四分割された街区はもとより、さ
らに細分された街区でも築かれ、夜間には十字街を閉じる坊門と一体となって、居住民の安全を守った
のである。

（3）行政機構からみた里坊制の特徴
最初にあげたいのは、里坊には当初から官吏がいたことである。それは、南北朝では里正であり、唐
代には坊正と改められた。坊正は坊門の管理と治安を職掌としていた。門仕などは里正の下で門の開閉
その他を掌ったのであろう。
次いで、外郭城には市が設置されていたことも見逃せない。市自体はもっと古くからあり、遅くとも
春秋戦国時代には商工業の発展に伴い、諸国の都城に設けられていた（16）。戦国の斉の市では、朝になっ
て門が開いて入場した（『史記』巻 75、孟嘗君列伝）から、門と墻壁で囲まれていたことがわかる。都
城でもっとも賑わう場となった市の周囲には商工業者や技芸の徒ら富裕な「貨殖之民」が住み（17）、都
市的な姿を際立たせていた。

（4）小結
里坊制は別に坊墻制とも呼ばれる。それは外郭の城壁だけではなく、里坊のそれぞれに四周を囲繞す
る墻壁が築かれたからである。その防御的性格は四面の坊門と、主に治安を職掌とする里正（隋以前）、
坊正（唐）の存在によって強調される。
近年、朴漢済は、鮮卑拓跋族が中原で征服国家を建設するに際し、都城に強制移住させた被征服民を
職能などに応じて計画的に配置し、分断支配・掌握する手段として設けたのが坊墻制であり、その方格
地割は北魏に始まる均田制による計口受田の形態が元になったという注目すべき見解を提示している
（18）

。妹尾達彦は、壁に囲まれた方形の坊は少数の征服者（鮮卑族）が多数の被支配民を効率的に管理

する手段として建築されたとし、広くユーラシアにおけるグリッド・プランの都市を概観したうえで、
隋唐長安城にみる特色を、
「天は円く地は方形」という中国的宇宙論などと関連づけて説明している（19）。
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また斉東方は、坊墻制は遊牧騎馬民族である鮮卑人が創出したものであり、軍事的に編成され、土地私
有の観念がない部族の民が都城に大量に移住するには画一的な里坊を分配するのがもっともよい選択で
あり、移住後は居住民の管理と統治に便利であったとしている（20）。これらの説は後漢末から南北朝の
戦乱の社会における都城の軍事的、防御的側面を強く押し出すとともに、坊制が遊牧民族である鮮卑拓
跋族の支配手段として編み出されたことを強調する点で共通している。
しかしながら、曹魏鄴城に方格地割の起源がみられたことは、こうした見方に一石を投じることにな
るのではないだろうか。漢族の都城において、都城中軸線の外郭左右に方形区画が存在し、少なくとも
その東部には吉陽里以下の「貴里」が存在したのである。西側を中心とする里名空白の地域に様々な人々
が居た可能性は充分に考慮されるべきだろう。
ただ、外郭全体としては洛陽や長安と比べると非常に小規模であること、まだ内部の区画に沿う墻壁
はまだ出現していないので、坊墻制とはいえないことなどは、看過できないことであろう。その場合で
も方格地割の萌芽とみることに変わりはないと思う。
そもそも北魏道武帝は、一度は鄴に定都したいと願ったし、平城遷都に際しても、中原漢族の都城を
模範とし、その第一に鄴の名が挙げられていた（『魏書』巻 2、太祖紀。同書巻 23、莫題伝）。したがっ
て北魏平城の外城における坊制は鄴城の外郭地割に由来したのではないかという想定が浮かぶのであ
る。その内部にも墻壁を築けば坊墻制となるのだが、それが北魏独自の創案かというと、それにも疑問
符がつく。なぜなら、遅くとも戦国の斉には市門が存在し、朝にならなければ開かなかったし、前漢長
安にも市を囲繞する墻壁が築かれていたからである。長安もまた平城遷都の模範の一であった（『魏書』
巻 23、莫題伝）。
とはいえ、それら先行都城の事例をまとめあげ、坊墻制による体系的な都市計画を実現した北魏の足
跡は、やはり大きいことを認めねばならない。妹尾達彦が指摘したように、方格地割そのものは紀元前
のローマから世界の各地にあり、漢族や遊牧民族だけの専売特許ではない。それがある特定の地域で採
用され、現実のものとなっていくには、該地における一定の再定義が必要だったものと思われる。征服
王朝としての北魏は、大量の被征服民に対する分断支配の容易さに着眼し、土地に執着しない鮮卑拓跋
族自らの習慣によって、画一的な居住地の分配を可能にするために、坊墻制を採用したのであろう。そ
れが完成した姿を現すのは、いまは隋唐まで降るが、北魏の洛陽や平城まで遡って実際に検出されるか
どうか、その点は発掘調査の進展が自ずと答えをだすであろう。

３．難波京の諸段階
ここでは、中国都城との関連を意識しつつ、難波京の歴史を辿ってみることとする。難波京は初期（Ⅰ
期とする、孝徳朝～）、前期（Ⅱ期、天武朝～）、後期（Ⅲ期、聖武朝～）に区分することが可能である。
今回、私が提示する復原案は、過去のさまざまな復原案のうち、もっとも小規模なものとなった（図 4）。

（1）初期難波京（図 5）
前期難波宮は東西約 670m、南北約 650m 程度に復原され、その外部で発見されたⅠ期の遺構をみると、
藤原京以後ほど整ったものではないが、一定の首都構想のようなものを認めることができそうである。
難波宮の周囲は起伏に富んだ自然地形が卓越するため、宮の東西隣接地は空閑地であったが、遺構、
遺物が集中する地点がいくつかある。宮の南西の埋没谷では、3 基以上の炉跡、6 基以上の炭・灰や焼
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土で埋まる土坑・溝などがみつかり、
その北端の低いところに東西一本柱塀
が設けられていた。出土遺物にはフイ
ゴの羽口多数、炉の底に溜まった椀形
滓を含む大量の鉱滓、鍛造剥片のほか、
土師器の片口杯（とりべとみられるが、
未使用）、砥石、作業台または大型の
砥石とみられる平坦面をもつ花崗岩な
どがある。須恵器の漆容器も六個体あ
り、甲冑その他各種の鉄製品に塗布し
たものと考えられる。つまり塀に囲ま
れた官営の鍛冶工房が存在したのであ
る（ＮＷ 99 － 15 次調査）（21）。
この谷には斃牛馬解体・皮革生産の
場もあった。203 点に及ぶ牛馬骨が出
土し、一部には人為的な解体痕である
刃物傷も認められている（ＮＷ 90 － 7
次 調 査 ）（22）。 同 じ 谷 に あ た る Ｎ Ｗ
九四次調査でも多量の牛馬骨が出土し
ており（23）、1 ～ 3 地点の谷で牛馬が解
体処理されたことが明らかとなった。
図4

これらの牛馬骨は難波宮の整地層の下

難波京の復原諸案

で発見されており、難波宮の造営に

伴って大量の牛馬が使役されたこと、またその中から一定量の死牛馬が出ることを予測しつつ、造営に
支障をきたさない隣接地に計画的に死牛馬の解体処理場が設けられたことを物語る。したがって短期的
なものであったとみられるが、現状では最古の官営の動物解体処理・皮革生産工房の跡だといえる（24）。
難波宮の北方も侵食谷の多い自然地形であったが、現大阪府庁の地には西に開く埋没谷があり、その
谷底付近で難波Ⅲ新段階（7 世紀中ごろ～後半）の土器群・「戊申」銘を含む 33 点の木簡などとともに、
40 ～ 60cm 大の石材が 64 点発見されている。これらは上町台地では産出しない花崗岩が中心であり、
前期難波宮段階に各地から集められたものである。難波宮の北西隅で発見された水利施設では湧水池の
護岸と排水路に花崗岩を用いた例があることから、谷底で発見された石材もそうした用途のために集め
られた残石かとみられる。よって、この谷の一帯に石材で護岸された苑池が設けられたか、または計画
された可能性が生ずる。起伏にとむ難波宮の北方に苑池が存在するならば、そこは山水の地であり、中
国的な園林の姿が想定される。
園林は苑池を有する庭園であり、農水産物の生産、鳥獣の飼育と遊猟、饗宴その他さまざまな用途に
供されたが、
『日本書紀』推古 6 年（598）4 月条には「難波吉士磐金、新羅より至りて鵲二隻を献る。
乃ち難波杜に養はしむ。」とある。「難波杜」とは、もとは大坂城の地に鎮座し、難波の守護神であった
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図5

初期難波京

生国魂社の神域であろう。同書白雉元年（650）2 月条には、穴戸（長門）国から白雉が祥瑞として献
上された白雉改元記事があり、その戊寅（9 日）条には「これ白雉なるを以て、園に放たしむ。」と記
されている。この「園」こそ、推古朝以来の「難波杜」であり、生国魂社の神域をとりこんだ園林なの
であろう。
また、難波宮の南方では「天子南面」思想のもとに正方位地割による宅地開発が行われたことを示す
建物群や、整地層が発見されている。その中には、難波宮の西限施設である一本柱の塀と柱筋が一致す
る塀がある（ＮＷ 00 － 6 次調査）（25）。これは難波宮造営軸線から西へ 306.5m（一尺 0.292m で 1050 尺）
の位置にあり、「京域」に方 900 尺の条坊制とは異なる地割が行われたことを示す。だが、宮の外郭ラ
インを「京域」に延長・拡大したという点では、隋唐長安城と同じであり、また平城京以後のプランの
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先駆でもある。
難波の造都構想には治水事業も含まれていた。大化 3 年（647）是歳条の『日本書紀』は、「倭漢直荒
田井比羅夫、
誤りて溝瀆を穿りて、難波に控引く。而して改め穿りて百姓を疲労せしむ。」と伝えている。
この記事から見る限り、荒田井比羅夫が担った治水事業は失敗しており、白雉 3 年（652）4 月丁未（20
日）条のように「この日より初めて、しきりに雨水ふる。九日に至りて、宅屋を損壊り、田苗を傷害ふ。
人及び牛馬の溺れ死ぬる者衆し。」という洪水を招くこととなった。
当時、大和川は言うにおよばず、淀川流域の大半も、その最下流は難波堀江であった。よって洪水被
害がもっとも集中したのは難波であった。それは水運と外交の要であった難波津が大きな被害を受ける
というのみならず、首都そのものが打撃を被ることでもあった。失敗したとはいえ、孝徳朝の治水事業
とは堀江と難波津、さらには首都機能そのものの安定・強化が本質的なねらいであったと考えられるの
である。中国でも、隋大興城の完工から日を置かず、開皇 4 年に潼関まで延々 100km 余りもの「広通渠」
が開削された（
『隋書』巻 24、食貨志）ことが注意される。
しかし以上に述べた事業は、治水の失敗のほか、難波宮南方の宅地開発でも、土地造成（整地）だけ
で終っている例があるなど、未完に終ったといわざるをえない。それは斉明朝の飛鳥還都によって造都
事業そのものが中断したせいであろう。
とはいえ、随所に中国的な姿が垣間見られることに注目すべきであろう。このような都城が構想され
た背景に、640 年代に始まる唐の高句麗侵攻、朝鮮三国と倭国を巻き込んだ東アジアの動乱があった。
長柄豊碕宮を核とする首都構想は、外交の要であった畿内の表玄関にも都を置き、対外的にその姿を誇
示せんがためのものであったが、同時に激動する東アジア情勢の中で、孝徳朝の権力集中を体現するも
のであったといえよう。

（2）前期難波京（図 6）
難波京Ⅱ期の遺構を取り上げるに際し、最初にみておきたいのは、先述した難波大道である。この大
道は難波宮南門大路の南進道路であり、難波宮の南方約 10km の地点で幅約 18m の規模を有するが、7
世紀末には南門大路沿道の細工谷遺跡で「百済尼寺」が建立され（後述）、難波大道に一致する摂津・
河内の国境画定も天武末年（『日本書紀』天武 12 年（683）12 月・13 年 10 月・14 年 10 月など）なので、
南門大路の建設は、遅くとも天武朝であろうと考えられる。
さて、天武朝に始まるⅡ期の遺構のうち、もっとも重要なのは難波宮の南方約 2.5km 余にある四天王
寺の創建東門（図 6 の 4）（26）である。この門心と前期難波宮南門心の座標値を、難波宮造営軸線を基準
とする極座標に変換すると、両者の南北距離は 2532m を測り、当時の基準尺 0.295m で 900 尺の 9.5 倍
（2522m）とほぼ一致することがわかる。したがって、宮南門から 450 尺（一町）南に東西大路を置けば、
両者の位置関係はきれいに理解できる。また、この際の誤差約 10m を考慮すると、この東西大路は実
際にはその分、南にずれて建設されたか、もしくは当時の現地測量の原点が東西大路の南端あたりに置
かれたものとみることができる。
同様に、難波宮南門の南 415m で検出された東西溝ＳＤ 503（ＯＳ 88 － 97 次調査、図 6 の 1）（27） は、
上に見た誤差 10m を減じた 405m が、900 尺の 1.5 倍（398m）より数 m 長く、東西路の南側溝である可
能性を示す。この溝は四天王寺東門から北へは 2118m で、900 尺の 8 倍（2124m）より数 m 短いことも、
その可能性を高める。このほか、上町台地を東へ降りた低地に位置する細工谷遺跡で発見された南北溝
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図6

前期難波京復原図

（28）
ＳＤ 01 は奈良時代のものであるが、その下層にも南北溝ＳＤ 02 がある（ＳＤ 08 － 2 次調査、図 6 の 3）
。

これが飛鳥時代のものであるならば、難波宮南門大路からの距離 526m は、1800 尺（531m）よりわず
かに短いので、南北路の西側溝であるか、または、これより東は京外とみられる（29）ため京域東端の基
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幹排水路であったとみられる。また、宮南門大路と四天王寺東門との間に位置し、いわゆる四天王寺東
方の現存方格地割に一致して検出された南北溝ＳＤ 01（ＳＴ 96 － 4 次、図 6 の 5）（30）は、奈良時代に埋
没するものの、南門大路から 269m の位置にあり、900 尺（265.5m）をやや上回るので南北路の西側溝
であろう。これが奈良時代の道路側溝であれば、後期難波宮の造営尺 0.298m の 900 尺（268m）より数
m 西に位置することになるが、調査範囲内のそこには該当遺構がない。
難波宮の北西、大川（難波堀江）南岸地域では、確実な該当遺構がないものの、建物群が北で約 5 度
東に振れる建物群がみられるようになる（31）。これを正方位とみるのが妥当かどうかは判断が分かれそ
うだが、Ⅱ期になってこのような都市開発が進んだことは見逃せないだろう。
一方、従来から京域と考えられてきた森の宮遺跡一帯では、自然流路が卓越する低湿地の様相が目立
ち、また上町台地を西へ降りた大坂城下町跡や住友銅吹所跡でも、該当遺構はまったくない。とうてい
京域に含めることはできない。
以上から、当時の難波京を復原すると図 6 のようになるが、なお問題点は少なくない。その第一は資
料数が少ないことであり、これは今後の増加を待つしかないであろう。第二は、この範囲においても、
全域で条坊道路が施工されたとは考えられないことである。宮南門大路の東方は地形の起伏が著しく、
宰相山遺跡で正東西の溝群が検出されている（ＳＳ 95 － 2 次調査）（32）ものの、これより南方では細工
谷遺跡、堂ヶ芝廃寺などがあるとはいえ、正方位方格地割は未検出である。また四天王寺の西北至近の
地点で検出され、8 世紀初頭か前半に埋まっていた南北溝が、上町台地と同じく北で 10 度ほど東偏する
方位であった（ＳＴ 85 － 1 次調査）（33）ことは、この範囲内でも条坊地割が未施工であったことを端的
に示すものである。
つまり、前期難波京もまた未完であったということである。その原因は、朱鳥元年正月の難波宮火災
と、同年 9 月の天武没であろう。前者は京建設の根拠となる拠点を失ったことを意味し、後者は複都制
の推進者を失ったことを意味する。特に天武が没したことは、同時進行していた藤原京の建設をも頓挫
させることとなった。藤原京は次の持統朝になってその 4 年（690）に京域の視察、造営の再開となり、
8 年（694）に藤原遷都にいたるが、難波京の建設は再開されていない。持統は複都制を放棄してしまっ
たのである。
ただ、天武没後、難波宮と京の建設が再開される聖武朝まで、難波が廃れてしまったわけではない。
それを端的に示すのは、天智 3 年（664）、すでに滅んでいた百済の王族百済王氏が難波に来住し（『日
本書紀』天智 3 年 4 月条）、自らの氏寺建設を推進したことである。その僧寺である百済寺は京域東部の
堂ヶ芝廃寺と目されているが、百済尼寺は細工谷遺跡にあったことが確認されている。後者の画期をな
す細工谷Ⅱ期の瓦は、軒丸瓦が重弁八葉蓮華文、鋸歯文縁複弁八葉蓮華文（法隆寺式）などで、軒平瓦
は法隆寺西院伽藍の金堂・塔所用瓦と同笵の可能性が指摘される忍冬唐草文であることから、七世紀第
4 四半期の中～後半に位置づけられる。しかも百済王氏一族が外国の亡命王族から倭王権下の君臣秩序
に編成され、彼らが相次いで高位の冠位を得るのが持統朝であることは、その時期に氏寺建設が大きく
進んだことを物語る（34）。難波宮南門大路の沿線で百済寺・百済尼寺が一定の完成度に達したのは、天
武没後のことだったのである。
またいうまでもなく、四天王寺が衰退した形跡はない。
外交官舎である難波館も健在であった。後期難波宮の建設以前では持統 6 年（692）11 月、大宝 3 年（703）
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閏 4 月に難波館で新羅使を饗応しており、慶雲 2 年（705）10 月に来日し、入京した新羅使金儒吉も難
波館を経由したことであろう。
未完に終ったとはいえ、前期難波京では一定の条坊地割が施工され、難波宮火災と天武の没後も、百
済王氏の建設事業や外交機能が維持されていた。これが後期における難波京再建につながる背景であっ
た。

（3）後期難波京（図 7）
『続日本紀』によると、神亀 3 年（726）10 月、難波に行幸した聖武天皇は「式部卿従三位藤原朝臣宇
合を以て知造難波宮事と為し、陪従せる無位の諸王、六位已上の才芸長上并びに雑色人、難波宮官人、
郡司已上に禄を賜」った。これが後期難波宮の建設開始を示す記事である。難波長柄豊碕宮（前期難波
宮）が焼亡し、ちょうど 40 年が過ぎた年であった。
天平 4 年（732）3 月には「知造難波宮事従三位藤原朝臣宇合ら已下、仕丁已上に物を賜ふこと各差有
り。
」
（
『同』天平 4 年 3 月己巳（26 日）条）と記され、このころには難波宮の再建が一段落したと考え
られている。当時、藤原宇合は「昔こそ難波田舎と言われけめ、今は都びき都びにけり」（『万葉集』巻
3、312）と詠んでいる。その年 9 月には「正五位下石川朝臣枚夫を造難波宮長官と為す。」（『続日本紀』
天平 4 年 9 月乙巳（5 日）条）と新たな人事が発令された。おそらく造営の主たる現場が京域に移行し
たものと思われる。その 2 年後、「難波京の宅地を班給す。三位以上は一町以下、五位以上は半町以下、
六位以下は一町を四分する之一以下。」（『同』天平 6 年（734）9 月辛未（13 日）条）と京域の宅地造成
がほぼ終わり、その班給にいたっている。
宅地班給まで行った以上、難波はその時点から都であったとみるのが妥当である。『続日本紀』で難
波を京と称した記事は上の宅地班給記事のほか、天平 16 年（744）閏正月乙丑（1 日）、同月戊辰（4 日）、
天平勝宝 5 年（753）9 月壬寅（5 日）などの条文にあり、また実際、天平 16 年 2 月庚申（26 日）には「今、
難波宮を以て皇都と定む。」と、短期ながら難波遷都も行われた。聖武が再建した難波宮・難波京は、
曽祖父天武が果たせなかった副都難波の再建であり、複都制の再現だったのである。
奈良時代の難波京では条坊地割の建設がかなり進んだ。それを示す難波京Ⅲ期に属する正方位の溝（道
路側溝など）のうち、方 900 尺またはその 2 分の 1 の地割に一致する検出例はすでに 8 例に及んでいる（図
7 の 1・2・6・7・10・12 ～ 14、平安前期の埋没例を含む）。他京に比べてなお少ないとはいえ、南は四
天王寺付近から北は難波堀江であった大川南岸地域にまで、南北約 4km に及んでいる。東西は約 3km
余と、前期と変わらないが、京の建設が一定の完成をみていたことを示すと思われる。
後期難波京の特徴は以下の通りである。第一に、北部では宮域の北限を越えて、難波堀江と推定され
る大川南岸まで条坊地割が施工されている。これは他の都城にはない形制であるが、実態を重視する限
り、ここを京外とすることはできないだろう。平城京以後の定型である、いわゆる北闕型プランと異な
る特異なプランであるが、それはあたかも隋唐の副都（陪都）洛陽城が、洛河を抱き込むようにしてそ
の南北に展開した特異さと同様に、副都ゆえに可能な形制であったかと思われる。またこうした姿は、
すでに述べたように天武朝の前期難波京段階に芽生えていたことも見逃せない。
第二に、京域東部の南端に国分寺が置かれたことである。その地は 7 世紀後半の天智朝以来、百済王
氏が本拠とした摂津百済郡（当初は百済評）の地であり、百済最後の都である泗沘城で行なわれた五部
五方の制が当地でも行われた（35）が、その西部郷にあたる。国分寺の選地に際し、百済王氏が強く関与
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図7

後期難波京復原図

したことを示すようである。
この結果、四天王寺と摂津国分寺はともに京域の南限を荘厳するかのような姿になった。また、京域
東部は自然地形が卓越し、正方位地割は施工困難であったが、南から国分寺、百済寺（堂ヶ芝廃寺）、
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百済尼寺（細工谷遺跡）が甍を並べ、地割のいかんに関わらず、実態としては京域であっただろう。
第三に見逃せないのは、京域の造営に際して、前期（難波京Ⅱ期）の造営尺を用いたらしいことであ
る。少なくとも後期難波宮の造営尺（0.298m）は用いられていない。これは、すでに前期の造営があ
る程度進展していたことから、その地割を踏襲し、京域の全域に及ぼしたと考えるのが妥当であろう。
なお、難波京には平城京のような京職が置かれず、その統治は東生・西成・百済の三郡によって行わ
れた。京内には各郡を構成した諸郷があったものとみられるが、ある程度、位置の復原が可能なのは東
生郡味原郷、酒人郷、西成郡では三野郷、百済郡では西部郷などであり、他は不明である。
延暦三年、長岡遷都が行われた。長岡宮の朝堂院が後期難波宮と同じ八堂形式であり、宮中心部の軒
瓦の大部分が難波宮のものであることから、この時、後期難波宮が解体・移築されたと考えられている。
まず、その通りであろう。これに伴い、難波京の最有力氏族の一であった百済王氏も、河内交野郡へ本
貫を移した（36）。通説では百済王氏の河内移貫は天平勝宝 2 年（750）、百済王敬福が河内守に任じられた
のを契機とするとされているが、細工谷遺跡では「百済尼寺」と復原される墨書土器が出土したのは奈
良末・平安初頭の井戸からであり、遺跡の衰退はこれ以後に始まっているので、この通説は認められな
い。
延暦 12 年（793）3 月、すでに難波宮が停められていたゆえを以て、摂津職は摂津国へと格下げとな
るが、その後も難波堀江に沿って百姓の集住が見られ、平安時代には国府も置かれるなど、その繁栄は
しばらく続いたようである。

４．
７・８世紀の東アジアと複都制
複都制の体系的研究は殆んどないが、中国ではわずかに地理学から中国史における陪都制の研究があ
る（37）。そこでは西周以来の中国陪都制を整理し、数々の陪都が以下のように分類されている。首都機
能を補完し、時には首都にもなった第１類陪都（西周洛邑、隋唐東都洛陽、遼南京、明南京）、王朝始
祖の出身地など政治的象徴性を示す第２類陪都（秦雍城、後漢南都南陽、曹魏譙・許昌・長安・鄴城、
北魏北京平城、唐南京成都・北京太原、北宋南京宋州、明中都鳳陽、清盛京審陽その他）、形式・名目
だけでなんら実質のない第３類陪都（例は省略）のほか、戦時など特殊状況下の陪都などである。時代
的変化としては、北宋までの東西両都から、南方長江流域の経済発展に伴い、次第に南北軸に変わり、
明で南北両京となったとされる。
これを踏まえ、以下に日本の複都制について考えてみたい。
天武の複都制の構想は、藤原京と難波京の同時一体の建設であった。それゆえ天武の死は両京の建設
を頓挫させ、持統朝では複都制そのものの放棄、藤原京のみの建設となった。
ここで重要なのは、天武朝の複都制の国際的契機である。この詔が出された天武 12 年（683）に先立ち、
東アジアでは新羅が文武王 16 年（676）、旧百済・高句麗領域からの唐の駆逐、朝鮮半島の統一をなし
遂げた。直木孝次郎は、国力の高まった統一新羅による倭国への軍事的脅威を重視し、これに対抗し、
壮麗な副都を建設して誇示せんとしたと述べた（38）。確かに、天武８年（679）年以後、持統６年（692）
までの 14 年間、新羅使はみな入京を許されず、筑紫で饗応されるに留まったことは、あまり注目され
ておらず、この指摘は重要である。しかし、倭国への脅威はそれだけであっただろうか。
あらためて注意されるのは、天智２年（663）の白村江敗戦とその戦後処理は、対唐関係において成
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功したとはいえないことである。天智 10 年（671）11 月、来日した唐使郭務悰らは 2000 人もの人員を
連れており、威嚇以外のなにものでもないこと、その後、遣唐使は文武朝まで途絶えることなどから、
唐との外交関係は冷え切っていたと思われる。実際、唐による倭国征討計画もあったらしい（39）。やは
り唐の脅威は厳然としてあったものと考えざるをえないだろう。
その厳しい東アジア情勢の中で、唐や新羅に伍していくためには律令制の確立が不可避であり、その目
に見える象徴として複都制が必要だったのではないかと考えられる。そうだとすれば難波は、少なくと
も朱・葉説の第１類陪都として構想されたわけではなさそうである。天武 12 年（683）の複都制の詔の
文言をみても、難波に首都機能を求めたというような動機は感じられない。むしろ唐突に、「都は必ず
両参あるべし」との理念論が窺われるように思われる。政治的象徴性を示す第２類陪都といったところ
であろう。
ところで、このころ、唐には長安・洛陽の両都があり、則天武后治世下の長寿元年（692）には并州（太
原）も北都として加わり、三都制となる（『旧唐書』巻 6、則天皇后本紀）。さらに粛宗は至徳 2 年（757）、
鳳翔府（安史の乱を平定するため、粛宗が挙兵を図った拠点）を西京、成都府（玄宗が安禄山から避難
した南方巡狩の地）を南京として五京制とするにいたる（『旧唐書』巻 10、肅宗本紀及び巻 38、地理志）。
また新羅では金城（慶州）に加えて、神文王 5 年（685）には九州を整備し、西原小京・南原小京を置
いて諸州郡の民戸を分居させている（『三国史記』巻 8）。6 世紀に始まる小京の設置が、五京制として
完成したのである。698 年建国の渤海も、若干の変遷を経て上京龍泉府以下の五京制をとった（『新唐書』
巻 219、北狄 / 渤海列伝）。このように、7 世紀末以後、東アジアでは複都制の新たな展開があり、天武
朝の複都構想も、まだ実質を伴わなかったとはいえ、こうした流れのひとつとして理解できるのである。
この面からも、国内事情と無関係に副都となった難波は第２類陪都であったといえるであろう。
それでは、聖武朝に再現された複都制の意味するところは何であろうか。まず、神亀３年（726）に
始まる難波宮再建は、複都制がすでに東アジアの定制（スタンダード）となっていたため、これを再興
し、対外的に誇示することにあったのではないかと思う。それはいうまでもなく、連年来日する新羅使
らに対して副都を誇示することであっただろう。
これに加えて、ちょうど同じ 726 年から、東アジアは新たな緊張関係に入ったことも重要である。そ
れは渤海の、唐および黒水靺鞨との対立・緊張がこの年から始まったことである。翌年には初めて日本
に遣使し、新羅を背後から牽制したが、緊張の度合いはさらに高まり、732 年、渤海郡王大武芸（武王）
はついに唐の登州（山東半島）を攻撃するという挙に出た。後期難波宮はこのような国際的な緊張関係
が始まった、まさに神亀三年（726）に造営が開始され、新たな国際情勢に対応するものであったとい
うのが、最近の栄原永遠男説である（40）。国際情勢から複都制を検討するという視座は、複都制が東ア
ジアのスタンダードであったがゆえに、確かに不可欠である。
とはいえ、難波がそれだけの都であったとすれば、前章でもみたように、天武が構想した政治的象徴
としての第２類陪都の完成という域を出ないであろう。ところが、難波京の実態はその域を超えていた。
遺構の実例が片鱗を示すように、条坊地割は一定の完成をみており、天平６年には宅地班給も行われた。
平城京を離れた聖武の「彷徨五年」も終盤に近い天平 16 年閏正月 1 日、聖武は百官を恭仁宮の朝堂に
集め、恭仁、難波のいずれを都とすべきかを問うた。この時、恭仁京に賛成する者は五位以上 24 人、
六位以下 157 人、難波京に賛同したのは五位以上 23 人、六位以下 130 人という結果であった。同月 4 日
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には同じことを市人に問うたところ、殆んどが恭仁を望み、難波と平城を願う者は各 1 人であった（『続
日本紀』
）
。市人らの庶民が度重なる遷都を嫌うのは当然だろうが、官人らの間では恭仁で現状維持を望
む者と難波への再遷都を望む者が拮抗していたことが注目される。
そして同月 11 日、聖武は難波に行幸し、２月１日には鈴印が難波宮に運ばれ、同月 20 日には恭仁宮
から高御座、大楯、兵庫の器杖などが難波宮へ運ばれ、聖武は紫香楽へ行幸するものの、24 日には難
波宮を皇都とする勅が発せられる。短期ではあったが、難波京は首都となったのである。このように、
奈良時代の難波京は首都機能を代替しうる都、つまり第１類陪都へと発展していたのである。
「彷徨五年」に限ってみると、この段階の首都は恭仁であった。そして第１類陪都に相当するのが難
波であり、平城であった。そして紫香楽は、仏教の聖地という象徴的な意味合いを帯びた第２類陪都で
あったといえるだろう。四京にも及ぶ多京制は、唐の五京制と同様、長続きしなかった。首都圏ともい
うべき畿内の制をとるかぎり、そこに近江の紫香楽を除いて三京も存在すること自体、無理があったと
いうべきであろう。
以上、本来なら詳述すべき部分をかなり略述したが、中国都城の里坊や難波京の歴史を通観しつつ、
最後に日本の複都制を考えてみた。まだまだ論点は尽きないが、ここで筆を置くこととする。
付記

本稿は、第３回都城制研究集会「東アジアの複都制」（2009 年３月１日、奈良女子大学）での同

名の発表をもとに成稿し、『都城制研究』（4）､ 奈良女子大学古代学学術研究センター（2010 年 3 月）に
掲載される原稿の転載である。本書にも収録するに際し、奈良女子大学舘野和己氏のご高配を賜った。
なお、転載にあたり、図面と本文の字句の誤りに修正を加えた。
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難波宮と難波津をめぐって

前期難波宮以前の瓦


宮本佐知子

はじめに
これまでの調査で前期難波宮では瓦は使用されていないことがわかっている。しかし、難波宮の整地
層や柱穴から飛鳥時代と思われる素弁の軒丸瓦が出土する。また中世以降の地層や遺構からも、同様の
素弁蓮華文軒丸瓦の破片などが各所から見つかっている。これらの瓦を紹介するとともに、その瓦の使
われ方について考えてみたい。

１．前期難波宮以前の瓦について
難波宮が立地するのは上町台地の高所で、近年の調査報告から周囲は多くの谷が入りくんでいること
が明らかになってきた［寺井誠 2004］。それらの谷を埋めた埋土から瓦が出土することはすでに報告さ
れており［八木久栄 1984］、特に四天王寺の創建瓦が含まれていることで注目もされてきた［森郁夫
2001］
。難波宮の調査報告書でも、山根徳太郎博士を代表とする難波宮址顕彰会の行った初期の第 10 次
調査で、すでに、前期難波宮下層の整地層の中から瓦が出土したことが報告されている［難波宮址顕彰
会 1961］
。その後、調査の範囲が森の宮遺跡・大坂城跡及び大坂城下町跡に拡がったことにより、出土
範囲が難波宮の中心部だけでなく、上町台地の低い地点でもこれらの瓦が出土することが明らかになっ
てきた。
軒丸瓦は 3 種類あり、素弁蓮華文で弁端点珠のある星組の四天王寺創建瓦と同笵のもの ( 以後四天王
寺同笵瓦と呼称する ) と、弁端に桜花状の切込みのある花組の軒丸瓦、弁端に切込みも珠文もないもの
である。四天王寺同笵瓦以外では同笵関係が明らかなものはない。四天王寺同笵瓦は比較的破片が大き
いが、それ以外の軒丸瓦は破片が小さく、1 ～ 3 弁の花弁が残っているだけで、中房も外縁も失われて
いるものが大半である。他に軒平瓦と丸・平瓦の小さな破片が出土する。
前期難波宮以前の瓦については、これまで難波宮跡の調査報告［大阪市文化財協会 2004］で報告し
たものと、都城制研究会で報告した内容に加筆して記述していく。

２．出土した瓦とグループごとの特徴
瓦が出土するのは難波宮内裏南門付近を中心に東西 2500 ｍ、南北 2000 ｍの範囲である。出土地点を
大きく次の５個所のグループに分けて出土の状況について述べる。（図１、表１）。図の番号は個体番号
とともに出土地点を表している。
Ａグループ

標高がＴＰ＋ 22 ｍ付近の難波宮中心部周辺と、その東西の傾斜地を含む地域である。

Ｂグループ

難波宮中心部の東約 1000 ｍの JR 森ノ宮駅付近で、中心部に比べ比高差 21 ｍの低地である。

Ｃグループ

難波宮中心部の南約 850 ｍの空清町付近で、中心部に比べ比高差 8 ｍの低地である

Ｄグループ

難波宮中心部の北西約 1450 ｍ付近で、大川の南岸、東横堀川の東岸である。

Ｅグループ

Ｄグループの更に北西 400 ｍの大川の南岸、東横堀川の西側である。
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図1

前期難波宮が造られる前の地形と瓦の出土地点

99

表1

前期難波宮以前の瓦出土地

〈Ａグループ〉（図 2・3）
1・2・3 地点は内裏周辺部の初期の調査で出土した瓦で、難波宮の柱穴の下層の土の中に瓦が入って
いることが報告されている。特に 1 の軒丸瓦の中房は欠落しているが弁端に切込みがあり、難波宮の遺
構の下層から出土したことで注目されたものである。2・3 は丸・平瓦のみの出土である。これらは難
波宮の内裏地域で見つかっている。4 は報告書に内裏南門の柱掘形内から瓦が出土したことが記載され
ている。5 は前期難波宮の朝堂院内に当り、後期難波宮の位置では大極殿南の石敷きの下から出土した
ものである。この瓦は四天王寺同笵瓦で、瓦当の約 2/3 以上が残存している。瓦当裏面は回転ナデで調
整をしているが、胎土が粗く橙色を呈している。四天王寺同笵瓦で、このような胎土・色調のものはこ
の 1 点のみである。6 は朝堂院内の発掘調査で、粗掘中に出土したものである。近辺に埋っていたもの
が整地層と共に動かされて近世以後の層に埋ったものであろうか。瓦当はほぼ完形で、胎土は細かい粘
質の土であり、裏面の回転ナデは丁寧である。
7 ～ 10 は前期難波宮の朝堂院南側に位置し、7・9 は土壙、8・10 は谷の埋土から出土している。7 の
土壙は朝堂院南西にあり、3.5 × 4.2 ｍの方形で、深さは 2.5 ｍある。埋土の上層から四天王寺同笵瓦が
出土した。埋土下層から「廣乎大乎宿世」と書かれた木簡が出土し、共伴資料は難波Ⅲ古（７世紀前葉）
［佐藤隆 2000］の土器である。8 は前期朝堂院の外で南東の谷を埋める埋土、10 は宮殿南門の南西の谷
を埋める埋土の中からの出土である。8-1・2 の丸瓦凸面は縦方向に調整している。10 の瓦には凹面に布
目、凸面に格子叩きの痕跡が残るものもあるが（10-2）、多くは全面ヘラケズリ調整である。9 は宮殿南
門に取り付く東回廊の下層にあった土壙から丸瓦と平瓦が各 1 点出土している。共に凸面が丁寧にヘラ
ケズリされている。
11 は朝堂院東側に位置し、地形が東に低くなる傾斜地である。敷地南東には谷があり、前期難波宮
以前に埋められている。その埋土から平瓦11-1 ～ 4が出土した。近世の土壙から出土した軒丸瓦11-5は、
2 つの花弁の一部が残るだけの破片である。笵傷が確認できるので、同笵関係を飛鳥地域出土のものと


比較をしたが、同笵といえる明らかなものは認められなかった。
12 は 11 の南東に位置し、近世以前に埋められた谷の埋土に入っており、前期難波宮の造成に伴う遺
物も多く認められる。出土した軒平瓦は笵で作られたものではなく、瓦当の残存厚 3cm の表面にヘラ
描きの 1 本の沈線が施されているだけである。また、平瓦部凹面に同心円の当て具痕跡が付くことが特
徴である。瓦当面の沈線は韓国百済烏含寺や、四天王寺に類例がある。平瓦の凹面に当て具痕跡がある
のは飛鳥寺に類例があり、製作に須恵器の工人が関わった可能性が推測される［大阪市文化財協会
2002］
。
13 ～ 17 地点は近接しており、前期難波宮中心部の北東で、上町台地の高所から傾斜地に変わる高台
に位置している。13-1 ～ 7 は前期の建物の柱掘形埋土から出土した丸・平瓦である（図 3）。凹面は布目
が残り、13-2 は凸面にヘラケズリが施され格子叩きの一部と思われる凹みがある。13 地点の南の道路上
の試掘調査で見つかった 14 は表面が摩滅しているが、蓮華文軒丸瓦の 2 弁の破片である。弁端は切込み
も珠文もみられない。15 は 14 地点の道路のすぐ南に位置する前期難波宮の官衙造成のための整地層中
から見つかったものである。15-1（図 3）は花組の素弁蓮華文軒丸瓦の１弁だけの破片で、色調が橙褐
 この瓦を奈良文化財研究所飛鳥宮跡調査事務所の花谷浩氏（当時）に見ていただき、飛鳥地域出土の瓦や拓本と比べ
たが同范のものは認められなかった。
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色を呈し、飛鳥寺出土のものと似ているところから同笵関係を比較検討したが、弁の形状から同笵とは


いえないことが明らかになった
［清水昭博 1999］。ほかに同じ調査で、官衙の柱穴から凸面ヘラケズリ
した平瓦が 1 点 15-2 が出土している。15 地点の北の道路の北東の 16 地点は 13 地点の東側に当り、建物
の柱穴から凸面をヘラケズリした瓦が出土している。15 地点の西側の 17 地点では後世の溝の埋土から
格子叩きの瓦が出土した。
18 ～ 20 地点は難波宮の西部に位置し、谷の埋土や近世層から瓦が出土している。18 は 2 個所の調査
地点で、地山が急に深く落ちる谷の埋め土の中から万葉仮名で「皮留久佐乃皮斯米之刀斯」と書かれた
木簡と共に丸瓦の小さな破片が 2 点と、西隣の調査地の埋土から 18-1・2 の 2 点の平瓦が出土した（図 3）。
平瓦の凸面は丁寧に削られていた。共伴土器は難波Ⅲで、640 ～ 660 年代のものである。19 は 18 の南西
で、谷の傾斜地である。少し時代の下る単弁蓮華文軒丸瓦と、多くの丸瓦・平瓦・鴟尾・熨斗瓦などが
コンテナに約 80 箱出土した。中には後期難波宮の重圏文瓦や、平安時代かと思われる瓦の破片も共伴
している。主体は単弁蓮華文軒丸瓦の時代で、前期難波宮の頃のものと思われる。その中に素弁蓮華文
軒丸瓦 19 が１点含まれていた（図 3）。2 つの花弁の一部と外縁の一部が残るだけの破片である。前期難
波宮以前になるかどうかもわからないが、星組でも花組でもなく、弁の輪郭線もなく平坦な花弁である。
20 は 18 の北側の広い敷地の調査で、古代の遺構は削平されて、主に近世・近代の遺構を検出した地点
である。敷地南側に 18 地点や 19 地点に続く谷頭がある。瓦が出土したのは谷とは関係なく近世の遺構
からで、四天王寺同笵瓦が 2 点 20-1・2 と、玉縁部分の丸瓦 20-3、丁寧に凸面を削った平瓦 20-6 ～ 8 な
どがある（図 3）。
20 の北側の 21 ～ 23 は北西方向に続く谷の谷頭の埋土からの出土である。21 地点からは凸面を削った
平瓦が 1 点出土した。22 は四天王寺同笵瓦が 2 点 22-1・2 と、丁寧に凸面を削った軒平瓦の可能性があ
る平瓦 22-3 や、玉縁部分の丸瓦の破片 22-4・5（図 3）、鴟尾などがある。23 は外縁が欠落し、中房の一
部と約 3 弁ほどの花弁が残る星組でも花組でもない素弁蓮華文軒丸瓦である（図 3）。実物は確認できて
いないが、笵傷が顕著で、古代の層からの出土である。
Ａグループの中の出土位置で見ると、標高の高い、後の難波宮中心部の 1 ～ 6 と、標高が東に低くな
るところの北東部 13 ～ 17、南に低くなる南部 7 ～ 10 にまとまりがみられる。その中で前期難波宮建造
のための整地層中が 8、柱穴中が 3、土壌からが 2 出土している。これはそれまで建っていた瓦葺の建物
がこわされて使われていた瓦が宮築造時に周辺にあったことを物語っている。これらの瓦は一番高所で
ある 1 ～ 6 にあった瓦葺の建物に葺かれた瓦が四方に散らばって埋ったと考えることも出来るが、おの
おの別のところに小さな瓦葺の建物があった可能性も否定できない。南部は周辺には仏教関係の建物が
あったのではないかと思われる木簡があり、少し離れているが、四天王寺の創建の軒丸瓦に伴う軒平瓦
と同じつくりの12がある。周辺は難波宮で発掘調査をしているので、七堂伽藍のような規模の寺院があっ
た痕跡は認められない。仏殿というか仏像を安置するような小規模の瓦葺の建物が存在したのであろう
と考えられる。その建物の性格は明らかではないが、推測すると貴族の難波の宅というような性格のも
のであろうか。
13 ～ 17 はＡグループ中の北東部に位置し、地形を見ると、すぐ東に低地が拡がる絶景のロケーショ
この瓦を奈良国立文化財研究所之飛鳥資料館に持参し、飛鳥寺出土のものと調査させてもらったが、微妙に同
笵と決めることはできなかった。その後清水明博氏が 1999 の文献で同様の結論に達しておられる。
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図2

A グループ出土の瓦－ 1
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図3

A グループ出土の瓦－ 2

103

図4

B グループ出土の瓦－ 1
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ンである。前期難波宮ではこの周辺に五間門をもつ回廊で囲まれた重層の建物があり、直接政治に関係
した官衙のようなものではなく、地形を考えて建てられた格式の高い建物と考えられている［大阪市文
化財協会 2008］。同じような位置に前期以前にも瓦葺の建物があってもいいのではないだろうか。いず
れにしてもＡグループは上町台地の高所に位置し、国の玄関である難波津に降り立った外国の人びとが
見上げるようなところに文明の先端をいく瓦葺きの建物を建てていたことは間違いない事実であろう。

〈Ｂグループ〉
Ｂグループは難波宮の中心部の東側低地にある 24 ～ 26 の 3 個所の調査地点である。軒丸瓦は 24 地点
の中世層から 1 点が出土した（図 4）。瓦当の約 1/2 が残存した素弁八弁蓮華文軒丸瓦である。中房は大
きく、連子は 1 ＋ 6 ＋ 7 に復元できる。連弁は輪郭線がなく弁端は丸く反転する。外縁は欠落するが丸
瓦凹面に布目痕跡が残る［前田洋子 1982］。この調査地点 24 の西側の少し標高が高い地点 25 では 2 点の
大型の平瓦が自然流路の中から出土した（図 4）。共伴資料は 7 世紀後半～末の土器である。25-2 は最大
幅 38.0㎝、長さ 42.8㎝で、25-1 は最大幅 35.0㎝、長さ 40.0㎝である。各面とも丁寧にヘラケズリ調整され、
布目や叩き痕跡はわずかに認められるだけである。2 枚とも煤が付着しているので竈などに再利用され
たと考えられている。26 地点は自然流路内の河成堆積層で飛鳥～奈良時代の遺物と共に出土した。26-1
～ 4 は出土した平瓦の一部で（図 5）、合わせるとコンテナ 1 箱弱出土した。凹凸面共にヘラケズリやナ
デで調整をしており、布目や格子叩き痕跡がわずかに認められる（26-4）。これらの瓦の胎土・焼成・
色調は非常によく似ている。Ｂグループは上町台地の東側斜面を下がった標高の低いところに位置し、
東は河内潟のなごりの低湿地が拡がっており、その岸辺に瓦葺の建物が建てられていた可能性が考えら
れる。

〈Ｃグループ〉
Ｃグループは 27 地点の 1 個所だけである。難波宮の南の標高の低いところで、谷の埋土の中に 27 点
の軒丸・丸・平瓦が出土した（図 6）。この谷は難波Ⅲ中（7 世紀中葉）に埋めて、難波Ⅲ新（7 世紀中

図5

B グループ出土の瓦－ 2
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図6

C グループ出土の瓦

～後葉）に建物を建てている。27-1 は軒丸瓦で、瓦当と丸瓦の接合部の破片である。丸・平瓦は凹凸面
を丁寧にナデやケズリで調整している。27-2 は行基葺丸瓦と考えられる。平瓦の中には模骨痕の残るも
の（27-8）
、側面に分割後未調整の破面が残るもの（27-4・8）があり、成形痕跡の残るものは粘土板樋
巻作りである。
Ｃグループとした地点は後の難波宮京の中にあたる。出土数は少ないがまとまっているので、後の朱
雀大路周辺に、屋根に 27 の瓦を葺いた建物があり、その建物を壊して整地し、前期難波宮の頃に掘立
て柱の建物を建てている。瓦葺建物がどのような性格、規模かは不明であるが、都市の開発に邪魔になっ
たのであろうか。

〈Ｄグループ〉
Ｄグループ 28 ～ 30 は難波宮北西の 3 個所の調査地点である。28 は四天王寺同笵瓦で、近世豊臣大坂
城三ノ丸造成層の中から出土した（図 7）。瓦当裏面の回転ナデが顕著に残る約 1/2 弱の破片である。29
地点からは花弁の一部が残る花組の蓮華文軒丸瓦が近現代層中から出土した。30 は蓮華文鬼瓦で古代
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図7

D・E グループとその他出土の瓦

～近世の低地を埋める埋土からの出土である。文様を笵で作り、その後ヘラ調整をしている。大小の連
弁を配し、子葉部分は窪ませて表現している。界線と外縁の間には不揃いな珠文を置く。裏面は平坦で
ある。この鬼瓦は表面に煤が付着しているので火を受けたものと思われる。
Ｄグループの地は北に大阪湾に流れ込む大川が流れ、そこに通じる東横堀川に東面している。古くは
その前身のラグーンが想定されている。29地点の下層からは難波Ⅴ新段階の土器を多く含む遺構があり、
奈良～平安時代の始め頃に水運を利用した何らかの建物などがあったのではないかと考えられる。また、
28 地点の東側の地形が高くなっているところの調査で、古代と考えられる地覆座を持った礎石が近世
の建物に転用されて出土している。その柱座の直径は 66㎝、地覆座は長さ 35㎝、高さ 7㎝ほど造出した
ものである。古代に周辺にあった建物に使われたものと考えられる［大阪市文化財協会 2003］。周辺の
谷町筋から東横堀川、南北は大川から北新町の広い範囲では白鳳期～平安時代の瓦が数点であるが出土
している。難波宮の重圏文軒瓦も含めて、被災の痕跡のあるものが多い。平安時代頃に周辺で火事があ
り、瓦葺の建物が焼亡したと考えられる［宮本佐知子 1999］。中世後期にも遺構や遺物が多く出土する
地域で、梵字瓦もみられることから、寺か御堂があったことが想定できる場所でもある。
この地域の中に 7 世紀ごろから瓦を葺いた建物があり、変遷はあっても、重圏文軒瓦も出土すること
などから、何らかの官に関係する建物で、そこに初期の頃には蓮華文鬼瓦が使われていた可能性も考え
られる。

〈Ｅグループ〉
Ｅグループは 2 個所の地点から四天王寺同笵瓦が出土している（図 7）。31 の瓦当はほぼ完形で、裏面
の回転ナデが顕著である。すでに取り壊された三越百貨店の建物建設時に採集されたもので、地層は明
らかではない。32 は古代の谷の埋土から出土した 1 弁の小さな破片であるが、弁の形などから四天王寺
同笵瓦と思われる。Ｅグループは 2 点の四天王寺同笵瓦だけであるが、北に大川があり、西の大阪湾に
向かって河道が拡がっていて、「難波津」が周辺に想定できることから、津のそばにあった「鴻臚館」
のような外国の使節をもてなすような建物に瓦が葺かれていた可能性があると思われる。
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〈その他〉
以上以外に大坂城の北の 33 地点で蓮華文軒丸瓦の 1 弁の蓮弁の破片を 1 点、豊臣大坂城の層から採集
している ( 図 7)。大川の南岸に当るので、周辺に建物があった可能性はあるが、出土層が搬入された地
層で破片が小さく、この瓦はグループには分けていない。
四天王寺同笵瓦について
Ａ・Ｄ・Ｅのグループ各所で出土している。特に難波宮の中心部で出土するＡグループの瓦は共伴土
器から、埋った時期の明らかな土壙や整地層、それに前期難波宮に伴う遺構に入っているので、7 世紀
前葉～中葉に位置づけられるものである。文献では四天王寺は推古元年 (593) に完成したとされるが、
考古学上では四天王寺で出土する創建瓦は瓦笵の崩れたものが使用されており、法隆寺で使われた後に
瓦笵が移動して、樟葉平野山瓦窯で作られた瓦であるとされる。平野山瓦窯の創業の時期については同
じ瓦窯で焼かれた須恵器を検討した佐藤隆は「7 世紀の第 2 四半期を中心とする可能性が極めて高く、


第 1 四半期にはほとんど遡らない」とし［佐藤 1999］、620 ～ 30 年頃と考えている。この説を取ると、
この瓦で葺いた建物はせいぜい 620 年から前期難波宮が造られるまでの 20 ～ 30 年の間に、建てられ、
壊されたことになる。瓦はその後、難波宮築造に当りその整地土の中に埋ったと考えられる。四天王寺
同笵瓦がその他の軒丸瓦に比べて破片が大きく、余り摩滅していないことは建物を壊されて時を置かず
に埋ったからではないかと思われる。
四天王寺同笵瓦は、前期難波宮を造るにあたり、この地から撤去された建物の瓦である。どのような
性格の建物であるかは明らかではないが、標高の高いところで、また低いところでも同じ文様の瓦を使っ
ている。高いところは仏教関係の建物と考えられ、低いところは外交の施設ということが考えられる。
四天王寺同笵瓦以外の瓦について
前期以前の地層から出土する軒瓦は、花組の素弁蓮華文軒丸瓦 1・15 がある。破片は小さいが四天王
寺同笵瓦と同じ状況である。ほかに 11・14 の瓦は出土層が古代ではないが、標高の高いところで出土
しているので、もともと周辺にあったものが攪乱されて入った可能性が高い。これら４点は花組の瓦で
あり、瓦が最初に伝わった飛鳥地域には同笵関係がない瓦である。この上町台地周辺で作られたもので
あろうか。
飛鳥寺が当初から花組と星組の瓦を使用していたように、四天王寺同笵の星組の瓦と、花組の瓦が、
前期難波宮が建てられる前に、上町台地上の同じ敷地内の建物に葺かれたのであろうか。

おわりに
以上見てきたように、前期難波宮が造られる前に瓦葺の建物が上町台地の高い所や低いところに建て
られていたことが推測できた。それに伴う建物が特定できないので、確定はできないが、出土の状況を
整理すると、それらの地点が後の難波宮を初め都市の中でも重要な地点であることが明らかである。今
回の基礎作業を経て当時の瓦葺建物の性格などを明らかにしたいものである。
最後に今回の瓦の整理にあたって花谷浩氏を始め色々な方にお教えいただいた。ここに謹んで御礼申し
上げます。
 四天王寺の創建は佐藤隆 1999 の記述以降 2000 でも述べているが、実年代として須恵器の年代などから 620 ～ 630 年
ごろと考えるとのより具体的な年代観をご本人からうかがった。
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難波宮と難波津をめぐって

後期難波宮の屋瓦をめぐって


八木

久栄

はじめに
聖武天皇は神亀三年（726）十月、播磨国行幸の帰途難波宮に至り、式部卿従三位藤原朝臣宇合を知
造難波宮事とした。これより聖武朝難波宮の造営がはじまり、その目的は天武天皇が副都とし朱鳥元年
（686）に焼失した天武朝難波宮の再興と外交政策であったと考えられている。後期難波宮とはこの聖武
朝に造営された難波宮に関わる遺跡・遺物である。
後期難波宮は、前期難波宮（孝徳朝～天武朝）が掘立柱建物で屋根は板葺きや檜皮葺きと推定される
のに対して、主要建物には屋瓦を伴っている。後期難波宮の建造物の屋瓦は重圏文系軒瓦や鬼板が主流
で、蓮華文・唐草文軒瓦が加わる。
本稿は後期難波宮の屋瓦について見直し、平城宮や藤原宮との関係をみることによって聖武朝難波宮


造営の意図の一端を探ろうとするものである。

１．後期難波宮蓮華文軒丸瓦 6303 と唐草文軒平瓦 6664A・B
＜出土状況＞

後期難波宮からは蓮華文軒丸瓦が２型式、唐草文軒平瓦が４型式出土している。今回


とりあげるのは出土数が多く型式的にも宮創建期所用の軒瓦と考える NW6303 と NW6664A・B である。
NW6303 は『難波宮址の研究』第一～第十五で 115 点の出土が報告されている。出土軒丸瓦数の


20.5％を占め、NW6664A・B は 72 点で 15.9％である。出土地点は主に内裏や官衙地域で重圏文系軒瓦
と共伴していることが多い。かなり高い割合で出土しているためそれだけ重要な軒瓦であったと考えら
れる。
NW6303 と NW6664A・B は組み合せ関係にある。なお、発掘調査で出土する瓦類は長岡宮造営のた
め延暦三年（784）に難波宮を解体した時の状態を物語るもので、宮の創建当初の屋瓦がどの位反映さ
れているかを知ることは難しい。そのためには出土状態・数・出土地点、文様や製作技法など多方面か
らの検討が必要であるが、内裏正殿や前殿の掘立柱建物に NW6303、NW6664A・B が伴うのは甍棟に
使われていたのであろう。NW6303、NW6664A・B は平城宮系の蓮華文・唐草文の軒瓦である。
＜軒丸瓦 NW6303 ＞

NW6303 は複弁蓮華文で、瓦当の直径は 16.1cm、中房の蓮子は１＋６個、外区

は内縁に 21 個の連珠を、外縁には凹みをもった内面に 19 の線鋸歯文をめぐらす。蓮華文の弁は線刻で
間弁は連続する。NW6303 は弁区と中房が大きく盛り上がり中房は外縁よりも突出している。
丸瓦部は粘土紐作りである。瓦当は厚く裏面を大きく抉るものと比較的平坦なものとがある。
NW6303 は NW6664A・B、丸平瓦、道具瓦類と合せて吹田市七尾瓦窯で生産されている［吹田市教育


本稿では後期難波宮の瓦類についてが主旨なので、本文中の後期難波宮の後期はできるだけ省略する。

難波宮の瓦の型式番号は平城宮とは別途につけられている。従って同一番号が異型式であったり、同じ文様な
のに別の番号が付いている場合がある。それを区別するために明らかに難波宮の瓦であると分る場合を除いては、
難波宮の型式番号の前には遺跡名の略号 NW を冠することとする。


出土瓦の点数は整理報告された数であって、出土数の合計ではない。本稿では『難波宮址の研究』第十四の表
7 に『難波宮址の研究』第十一・十二記載の数を八木が加えたものである。以下同様。
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委員会 1979 他、大阪市文化財協会 1981］。
＜平城宮・京蓮華文軒丸瓦と NW6303 ＞

平城宮造営当初の軒丸瓦は、藤原宮軒丸瓦 6281 を手本に

6282A が作られた。複弁蓮華文で間弁は連続するＢ系統、弁は線彫り、外縁は細くて高い傾斜線Ⅱで線
鋸歯文をめぐらす。平城宮は藤原宮よりも瓦割りを小さくした。それに伴い軒丸瓦の瓦当径・軒平瓦の


最大幅が小さくなり、蓮華文・唐草文も一新している。
平城宮軒丸瓦第Ⅰ期前半（708 ～ 715 年）には 6282A のほかに 6284C・E などがある。難波宮が造営
された神亀三年から天平四年（732）は平城宮軒瓦編年では第Ⅱ - １期（721 ～ 729 年頃）に当たる。こ
の時期の平城宮出土瓦の特徴は間弁が独立するＡ系統の複弁蓮華文が現れること。そしてＢ系統では平
城宮 6304A・B、6285A などがあり、中房が突出したり弁区が盛り上がったり、蓮弁はⅠ期の短いもの
から長くなる等の傾向がみられる。改めて NW6303 をみると蓮弁・間弁は平城宮第Ⅰ - ２期の 6304C・
N や大安寺軒丸瓦 6304D と類似点があり、弁区の盛り上りは第Ⅱ - １期の特徴をとりいれて蓮華文をよ
り強調していると思われる。
このように NW6303 は平城宮蓮華文軒丸瓦に文様や刻彫が非常によく似ている平城宮系軒瓦である。
しかし同笵関係はない。また平城宮内から NW6303 の出土はなく、難波宮跡で平城宮軒瓦は出土しない。
NW6303 の出土状態からは平城宮とは峻別されていたといえよう。
＜間弁Ｂ系統＞

藤原宮から平城宮へ遷都した当初の蓮華文軒丸瓦の間弁Ａ・Ｂ系統について花谷浩氏

は「宮と官立寺院のＢ系統にたいして、Ａ系統が準官立を含めるとしても私寺と貴族邸宅に認められ、
軒丸瓦の紋様の違いにはかなり歴然としたものがある。」といわれる。具体的には平城宮第Ⅰ期軒丸瓦
は 6282A、6284A・B、6304 のいずれもがＢ系統で、平城京内の寺院でＢ系統は官立寺院の薬師寺（6304Ea
－ 6664O）と大安寺（6304D － 6664A）である。これに対して間弁が独立するＡ系統は興福寺（6301A
－ 6671Aa）
、追分廃寺（6348Aa － 6675A）、観世音寺および長屋王邸（6272A・B － 6644A ～ C）であ
る ( 図 1)［花谷浩 2002］。
NW6303 の間弁がＢ系統である理由は NW6303 は宮の瓦であること、平城宮が最初に選んだ文様の間
弁Ｂ系統は藤原宮に遡源をもつこと等を強く意識しての採用ではなかろうか。
＜軒平瓦 NW6664A・B ＞

NW6664A・B は内区に均整唐草文、外区に珠文を配する。均整唐草文の中

心飾りは花頭形の垂飾りで基部の端がわずかに開いて上外区界線には接しない。唐草文は主葉と大小の
２支葉からなり３回転する。第３単位は主葉が脇区界線に取りつき小さな第１支葉は巻きこむ。外区に
は珠文を配し、上外区と脇区との区画には長い杏仁形珠文を、下外区と脇区とにはほとんど珠文に近い
杏仁形珠文を置く。珠文数は脇区に３個、上下区は 6664A が 15 個で 6664B が 19 個である。6664A と
6664B の文様構成は同型式で珠文数が異なるとともに、瓦当幅が 6664A は 30.7cm で、6664B は 28cm で
ある。NW6664A・B は段顎で、顎の長さは 6664A が約７cm、6664B は５～６cm と短く共に軒平瓦凹
面に対して斜めに作られている。凹面には模骨痕・布目痕があり、粘土紐痕跡を認める瓦もある［大阪
市文化財協会 1981］。凸面の縄叩きは縦方向のものと横方向のものとがある。
＜平城宮・京軒平瓦と NW6664A・B ＞

NW6664B は文様の構成が平城宮・京出土軒平瓦 6664 と同型

 平城宮、藤原宮軒瓦については、奈良国立文化財研究所 1991、
『平城宮発掘調査報告』ⅩⅢ 第Ⅵ章考察 1 屋
瓦 pp.251-369。同じく『平城京・藤原京出土軒瓦型式一覧』1996 と、文様については森郁夫氏「瓦当文様の創作」、
「平城京における宮の瓦と寺の瓦」：『日本の古代瓦』1991 を参考にさせていただいた。
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図1

藤原宮・平城宮・難波宮の鬼瓦と軒瓦
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式である。平城宮内から NW6664A・B は出土していない。平城宮・京出土軒平瓦 6664 の分類では
NW6664A・B は内区の均整唐草文はⅠ－① b で、中心飾りは花頭形第２類に近く、外区文様はⅢ A に
該当しよう。同様の文様は平城宮・京軒平瓦 6664G・I・O にみられる。NW6664A・B の顎の形態は平
城宮分類の段顎Ⅰ S に相当し、平城宮・京軒平瓦の 6664Ga・Gb・O に類似している。しかし実際に軒
瓦の文様をみると平城宮 6664G は最大幅が 25cm、薬師寺 6664O は 25.7cm で文様面が小さく、むしろ最
大幅が 27.2cm ある大安寺 6664A の方が文様はのびやかで NW6664B と近い印象を受けた。平城宮 6664G
は宮中央区大極殿南門地区から出土している。出土数は多くないが重要な軒平瓦の一つであろう。また
6664O は平城京薬師寺創建時の軒平瓦である。いずれも第Ⅰ期後半（715 ～ 721 年頃）に比定されている。
NW6664A・B も NW6303 と同様に平城宮と官立寺院との関係が深く、文様や製作技法が難波宮造営
よりも少し古い時期の要素がみられるように思われる。
＜聖武朝難波宮造営と NW6303、NW6664A・B ＞

聖武朝難波宮の造営について今泉隆雄氏は平城宮

の造営省とは別に臨時の「造難波宮司」を設け、その前半には知造難波宮事に高位の従三位式部卿藤原
朝臣宇合を任命して難波宮の造営を総知させた。造営が一段落した後半、天平四年（732）からは造難
波宮長官に正五位下石川朝臣枚夫を当てて造営を進めた。この難波宮復興には藤原四卿が養老から天平
にかけて、武智麻呂・宇合兄弟を平城宮改作と難波宮復興のそれぞれの造営責任者にし、併行して推し
進めたと考えておられる［今泉隆雄 1983］。
武智麻呂が造宮卿に就いた養老五年（721）から平城宮は首皇太子即位をめざして大規模な改作がは
じまる。軒瓦もこの第Ⅱ -1 期の出土量が他期に比べて最も多く造営規模の大きさを裏付けている［奈良
国立文化財研究所 1991］。NW6303、NW6664A・B が平城宮・京軒瓦編年の同時期第Ⅱ -1 期よりも遡っ
て第Ⅰ -2 期との共通点がみられるのは、養老五年からはじまった平城宮の大規模改作の影響であろうか。
第Ⅱ - １期の文様や瓦当だけでなく古いものからのお手本も必要だったのであろうか。難波宮にとって
は天武朝難波宮の再興であるから、平城宮造営当初の藤原宮に繋がる文様に意義を求めると同時に難波
宮としての新しい文様や特徴を作り出そうとしたはずである。

２．後期難波宮重圏文系軒瓦
＜出土状況＞

重圏文軒丸瓦は 436 点の出土が報告されている。軒丸瓦の 77.7％を占め、宮内のほぼ全

域から出土するが、大極殿院・朝堂院では数点を除いて重圏文である。直立かそれに近い外縁の中に三
重圏文を配する。瓦当の大小、圏線の間隔、圏線の幅・高さ等によって 18 型式に分類されている［大
阪市文化財協会 1995、宮本佐知子・佐藤隆 1996］。瓦当の中央は無文が主で、いわゆる有心のものはな
いが、6015A には「右」の左字が、6013 には「右」字が陽刻されている。
出土数が多いのは大型で瓦当径が 17.9cm ある 6016 が 71 点（16.3％）、ほぼ同大で 18.2cm の 6015A が
68 点（15.6％）で、小型で瓦当径 13.2cm の 6012 が同じく 68 点（15.6％）、中型で瓦当径 15.4cm の 6014
が 65 点（14.9％）の順になる。6015A と 6016 との区別がつかない 48 点（11％）を合わせると大型は
42.9％になり、これら４型式で 70％を超える。この数字から見ると以上の瓦は難波宮の主要な軒丸瓦で
あり、聖武朝難波宮創建期の軒丸瓦である可能性が高いといえよう。



NW6664 B は『平城京・藤原京出土軒瓦型式一覧』1996 の 6664 R と同笵である。小治田宮出土。pp.106・155
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重圏文軒平瓦は 379 点出土し、軒平瓦の 83.7％に当る。出土地点は重圏文軒丸瓦と同じ傾向を示す。
重圏文軒平瓦は弧線の数と形状や瓦当の大きさ等によって 18 型式に区分されている［大阪市文化財協
会 1995、宮本・佐藤 1996］。外縁の中に弧線が１本の 6571、弧線が２本でその両脇で縦線と繋がる 6572
は A ～ H の８型式があって、6572A には瓦当中心に「＋」の陽文がある。弧線が２本の 6573 は A ～ D
の４型式、２本の弧線が両脇で結合した内側にもう１本の弧線を置く 6574 は A ～ D の４型式がある。
6574A には瓦当中心に「＋」の陽文がある。外縁と３本の弧線からなるのは 6576 型式である。なお、
6572A ～ H と 6573A・C・D の弧線には特徴があって、中央部の弧線の厚みが増し、弧線の上下の間隔
も広くなる。6572 では弧線の高さも増す。
出土数は 6572A ～ H が 162 点で重圏文の 42.7％、6573A ～ D が 59 点で 15.6％、6574A ～ D は 129 点
で34％になる。１型式ごとにみると6572Aが50点（13.2％）、6574Bが48点（12.7％）、6574Cが34点（9.0％）、
6574D が 31 点（8.2％）と続く。なお 6573A は 43 点（11.3％）出土しているが、他の 6573B・C・D も共
に後補の瓦と考えている［八木久栄 1995］。
軒平瓦にも大・中・小があって、主なものでは、大型は 6572A・6572B（11 点出土、2.9％）、6574B・
C・D 等で瓦当幅が 27 ～ 28cm である。中型は 6572D（32 点、8.4％）、6572H（10 点、2.6％）で瓦当幅
は 24cm、小型は 6572F（11 点、2.9％）で瓦当幅 21.6cm である。大型が型式数も多く出土数が半数を超
えること、6572 の軒平瓦は大・中・小型全てを揃えていることがいえる。
＜重圏文軒瓦の組み合せ＞

後期難波宮軒瓦の組み合せとその所用建物とが出土状況から分かるのは、

①内裏西方外郭築地（第 14 次調査）の 6015A － 6572A［難波宮址顕彰会 1965］、②内裏内郭東柵（第 21
次調査）の 6012 － 6572D［難波宮址顕彰会 1970］、③大極殿院西方五間門地域の北東隅 SB10021 の蓮華
文 6303 －唐草文 6664A・B である［大阪市文化財協会 1981］。②には重圏文のほかに 6303 と軒平瓦は
6664B を打欠いて瓦当幅を 6572D に合わせたものが加わる。以上、①～③の建物には軒瓦に丸平瓦・面
戸瓦等も組み合せて作られている（図3）。他に内裏南面回廊では6014と6574が各々約50％出土しており、
一つの組み合せと考えている［大阪市文化財協会 1981］。また大極殿院の東方からは 6016 と 6574 の出
土が多くみられる［八木久栄 1989］。
大極殿院では、大極殿と後殿・軒廓の全面と回廊西半部の５分の４程度の面積を発掘して重圏文軒丸
瓦・軒平瓦共に約 100 点が出土している。数の割には型式数が多くて、建物毎に所用瓦の特定を試みて
いるが［八木久栄 1995］、当初の軒瓦や組み合せを抽出するのは困難である。神亀年間の造営から 784
年の解体までの 50 有余年の間には何度かの補修や葺き替えもあったかと推測する。全体としてみると、
大極殿・後殿・大極殿院回廊には 6015A・6016 － 6572A・B、6574B 等の大型瓦を、軒廓には 6014・
6022 － 6572D・H の中型や 6012・6015B・6021 － 6572F・6573B などの小型を葺いている。大極殿には
特大ともいえる 6017 － 6572C もあるが、全体としてみると建物の規模と用途に合わせて軒瓦・丸平瓦・
各種道具瓦をことこまかに決めて作っている。
先にみた①～③も同様で、内裏西方外郭築地には大型、内裏南面回廊には中型軒丸瓦と大型軒平瓦を
組み合せ、内裏回廊内郭東柵には小型軒丸瓦と中型軒平瓦を使っている。SB10021 の蓮華文 6303 の瓦
当径は重圏文の中型よりやや大きく唐草文6664Bは大型になる。このようにみると軒瓦の組み合せには、
大型と大型、中型と中型、小型と小型のほかに軒丸瓦中型と軒平瓦大型、軒丸瓦小型と軒平瓦中型もあっ
たことが分かる。
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図2

難波宮主要重圏文軒瓦

図3

瓦の組み合せ
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＜難波宮重圏文軒瓦＞

難波宮重圏文軒丸瓦は三重圏文のみである。無心であるが、6015A には「右」

の左字、6013 には「右」の陽刻がある。6015A は 6572A と組み合せになり難波宮の主要な軒瓦である。


出土地は宮の中軸線より西側に多い。軒平瓦 6572A には瓦当中央に「＋」の陽刻があり、6015A の「右」
左字に対応するものであろう。右京、左京の例もあることから、6015A-6572A は難波宮内の「右宮」、
西半部用の軒瓦として作られた組み合せであろう。対する東半は 6016-6572B であろうか、具体的な資
料は少ない。先にみた軒瓦の大・中・小に加えて、宮の東半と西半についても型式を使いわけたのか。
難波宮重圏文軒瓦の大型は瓦当径が 18cm 大あり、NW6303 よりも約２cm 大きい。平城宮軒丸瓦第Ⅰ・
Ⅱ -1 期の瓦当よりも大きく、藤原宮の軒丸瓦に匹敵する。
難波宮重圏文軒平瓦は 6571 ～ 6574・6576 があり、平城宮には 6572 と 6575 がある。どちらにも 6572
はあるが、同笵関係はない。NW6572A ～ H の弧線は瓦当の中央で太く高くなり間隔も広がって重厚に
なり脇では細くて軽やかになる。躍動的な文様なのである。大型の 6015A・6016-6572A・B を軒先に飾
ると、瓦当の大きい軒丸瓦の文様が目立つであろう。難波宮重圏文軒瓦は三重圏文の軒丸瓦をより強調
し躍動的な軒平瓦と組み合わせて、簡素ですっきりとした斬新な文様を生み出していると考えている。
軒平瓦の弧線を中央部で大きくするのは 6573A・C・D にもみられる。弧線の断面は台形で 6572 とは
雰囲気も違うが、孝謙天皇天平勝宝八年（756）行幸時の補修が 6573A ではないかとみており、この頃
までは弧線の中央を大きくする意匠は難波宮の特徴として継承されていたとみられる。
6572 には A ～ H の８型式があり、大・中・小型を揃えている。軒丸瓦との組み合せも多く分かる等、
難波宮造営当初に聖武朝難波宮用に創作された文様であり、軒瓦であると考える。しかし、6572 の中
でも出土数の少ない 6572E・G は後補瓦の可能性がある。さらに大極殿院ではじめて出土した 6022 と
6572H は 6014 と 6572D の補足として後に作られた瓦の可能性がある。
6574 の弧線には中央部のふくらみはない。6574A・B は高くて広い外縁の中に細いが半円よりは高い
３本の弧線が並び、6574C・D は外線と弧線がほとんど変わらない太さと高さで五重弧のような文様で
ある。創建期の瓦か補足用の瓦か所用建物も合せて 6574 は分からないことが多い。

３．後期難波宮の鬼板
＜重圏文系の鬼板＞

難波宮の鬼板は奈良時代に普遍的にみられる鬼面文ではなく、三重の凸線からな

る重弧文系である。難波宮では軒瓦の文様と共通するので重圏文系鬼板と呼んでいる。外形は裾広がり
のアーチ形で、下端中央に半円形の刳りを入れて両側を脚部としている。文様はアーチ形の周辺に三重
の凸線を巡らし、中央部にも３本の縦の凸線を配する。外縁となる外側の凸線は他よりも幅広く高くし
て、多くの鬼板は脚下端から刳りにも繋がって完結する。固定法としては中央の縦凸線に上下２ヶ所の
釘孔をあけるが釘孔はないものもある。笵型で作られている。刳りの凸線は笵型を外した後、削ったり、
焼成後取り付けの時点で打ち欠いたりして大半を消失していることが多い。
難波宮の鬼板は文様は別系統になるが、外形のアーチ形や笵型の作りなどは平城宮第Ⅰ～Ⅱ期の鬼瓦
に準じた製作法とみられる。
 軒平瓦瓦当中央に「+」の陽刻のあるものに 6574A がある。6574A の 1 点には凸面に「 瓦也」と箆書きしている［難
波宮址研究会 1956：図版第 20］。「 」と「+」との関係を示すものであろうが、6015A と 6574A の関係などは分からない。
箆書き 6574A は宮の中軸線より東方から出土している。
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図4

表1

難波宮鬼板

難波宮鬼板計測表
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図5

後期難波宮遺構配置図と鬼板出土地点
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＜難波宮鬼板の分類＞

難波宮跡から鬼板の出土は 20 点ほどで、18 点が報告されている［難波宮址顕

彰会 1965・1970、大阪市文化財協会 1995］。そのうちの 11 点が大極殿院の調査での出土である［大阪市
文化財協会 1995］。6920 ～ 6923 の４型式に分類し、出土地点からの所用建物を推定している。それら
の大半とその後に出土した鬼板をみる機会を得たので図と計測表に示した（図 4・5、表 1）。
大極殿院出土の鬼板①～⑪は報告書の通りである。一部変更した所は、② 6920 については報告書時
点では大極殿の鬼板とみていたが、出土地点からは後殿の大棟用鬼板の可能性もある。⑥ 6921 ｶは回廊
入隅に近い辺からの出土で、回廊かとしたが具体的にはわからない。⑨～⑪ 6923 は脚部が水平ではな
く斜めで外側が長くなる。このような外形の鬼瓦はあまり例をみない。近辺から小型鴟尾の珠文や小型
軒丸・軒平瓦が出土しており、小規模な附属建物があってそれ用の鬼板ではなかろうか。澤村仁氏の復
原想定図［大阪市文化財協会 1995］を参照すれば、①は大極殿北西の隅棟用、②は大極殿北東の隅棟
用か後殿東側の大棟用、⑦・⑧は軒廓北端部の降棟用である可能性が高い。
鬼瓦の大きさで分類すると、6920 と 6921 が大型、6922・6923 が小型になろう。さらに各型式はそれ
ぞれの所用建物に合わせて作られ、打欠きによってさらに調整をしている。
⑭は NW82-5 次で出土した右半部が残る鬼板である［大阪市教育委員会・大阪市文化財協会 1984］。
脚部と刳り部は打欠いており、その境（角）は割れている。6921 は④と⑭とを合わせて推定復元したが、
⑭は打欠きによってかなり小さくなっている。だが、小型の 6922 や 6923 に比べると大きい。所用建物
もそれなりの規模のものであったのであろう。
⑯・⑰は凸線の曲がり工合が 6920・6921 よりも角ばっている。同型で、同一個体の可能性もある。
⑯は凸線の太さや間隔が 6921 にほぼ等しいので大型であろう。仮に新型式－１とする［大阪市文化財
協会 2004］
。
⑲はほぼ完形の小型鬼板である。葦火 128 号に詳しい［藤田幸夫 2007］。新型式 - ２とする。
⑳は未報告である。NW30 次調査出土で拓本があり、『難波宮址の研究』第十の作成時点では 6922 と
している。大極殿東方 200m 辺出土、近くには重圏文軒瓦も出土している。
以上、出土した鬼板は外形と、３本の凸線からなる文様は基本的に同じである。大きさに大小がある
のは所用建物との関係で決められたのであって、平城宮でも大と小の鬼瓦が同期に存在している。特徴
的なのは凸線の形状と太さ・高さである。6920 と 6921 は凸線の断面が山形である。6922・新型式 - １・
新型式－２の凸線は断面が台形に近く、太くて高い。6923 は細くて低いが断面は台形に近い。注目し
たいのは 6920 と 6921 の凸線が軒平瓦 6572 の弧線の断面形と似ていることである。山形と表現したが、
傾斜した両側線にややとがりぎみの半円形を載せたような断面形である。軒平瓦 6572A などと同様、
6920・6921 は宮創建期の鬼板であろう。断面が台形に近い鬼板の年代は軒平瓦 6573A の弧線と類似形
とはいえず創建時か後補かの決め手を欠いている。
＜重圏文系鬼板の祖源＞

平城宮では７世紀の寺院を荘厳した蓮華文鬼瓦から一変して、鬼面文鬼瓦を

採用する。外形も方形板状のものから裾広がりのアーチ形に変わる。平城宮最初の鬼瓦ⅠＡ式は鬼の全
身を現し、
ⅡＡ式からは顔面のみを表現する(図1)。平城宮式鬼瓦である。平城宮式鬼瓦は畿内に分布し、
平城京内では興福寺、薬師寺、海竜王寺、唐招提寺（新田部親王邸）や長屋王邸などから出土している。
毛利光俊彦氏は８世紀の鬼面文鬼瓦の詳細な論考で、８世紀はじめに律令の制定や都城整備が確立する
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なかで、中国古来の僻邪・招福の神々である鬼面文が、我国における鬼面文鬼瓦として平城宮や太宰府
で採用され、律令体制の中枢に出現した鬼面文鬼瓦は都城整備の一環として平城京・太宰府周辺の寺院
に敷衍されたといわれる［毛利光俊彦 1980］。
しかし、聖武朝難波宮では鬼面文鬼瓦は採用せず、重圏文系鬼板とした。その理由は何処にあるのか、
一つには軒瓦でみたように平城宮とは別に独自の鬼板を持とうとしたからであろう。もう一つの理由は
藤原宮への想いがあったのではなかろうか。山本忠尚氏は蓮華文鬼瓦から鬼面文鬼瓦への過渡期の様相
として重弧文鬼瓦を考えておられる［山本忠尚 1998］。重弧文鬼瓦は紀寺（小山廃寺）や法隆寺で出土
しているが、難波宮からみれば藤原宮の重弧文鬼瓦（図 1）がお手本であろう。
藤原宮重弧文鬼瓦は高さ 42cm、幅 32cm、厚さ６cm の長方形粘土板の上両隅を斜めに切り、下端中
央に大きな山形の刳りを入れる。文様は外形に添って溝を掘り、逆Ｕ字状の３本の弧線を表す。固定用
には裏面に半環状の把手を縦につける。出土地点は第 24・27 次調査の宮東外濠からで、宮の東面北門
の大棟用鬼瓦とみられている［奈良国立文化財研究所 1979・1980、山本 1998、奈良文化財研究所
2002、
］
。
難波宮重圏文鬼板は外形がアーチ形の笵型に粘土をつめ、文様は平城宮鬼瓦の外縁と同様に３重凸線
の一番外側を外縁とし、広くなった中央の平坦部に３本の縦凸線を加えて全体を整えたと考えられる。
藤原宮には鬼瓦と類似する重弧文隅木蓋瓦がある（図 1）［奈良国立文化財研究所 1988］。内裏地区東
南隅にある大型礎石建物 SB530 からも重弧文隅木蓋瓦が出土している［奈良国立文化財研究所 2000］
。
SB530 は元明天皇が公卿らを集めて文武天皇の遺詔によって即位することを宣言した東楼ではないかと
いわれている重要な建物である。重弧文鬼瓦と合わせて参考にすべき資料と思われる。
しかし問題は藤原宮は 710 年の平城遷都で、726 年には廃都になっている。遷都時には聖武天皇や藤
原宇合は弱年で、30 歳前後だった武智麿、房前の意図により天武天皇・持統天皇の造った藤原宮を飾
る鬼瓦を基に、当時を知る画師や瓦工に製作させたと考えられないだろうか。

おわりに
後期難波宮の屋瓦についてまとめたい。
後期難波宮の蓮華文・唐草文軒瓦は平城宮式で、平城宮に近い文様や技法であるが平城宮と同笵関係
はない。出土数も 2 割近くあって内裏の建物を飾る重要な軒瓦である。NW6303 の間弁 B 系統をたどる
と平城宮創建の新型式軒丸瓦から藤原宮へと繋がることがわかる。
重圏文軒瓦にも平城宮と難波宮に同笵瓦がないということは両宮の性格や位置づけを示している。
内裏では平城宮との関係を強く示し、大極殿始め宮の中枢部には独自性の強い重圏文を用いる。高い
外縁に瓦当を大きくした重圏文軒丸瓦に孤線を工夫した軒平瓦を組み合わせて斬新な軒瓦を創作してい
る。また軒瓦・丸平瓦・面戸瓦など瓦類に大・中・小の規格を設け、建物の規模に合わせる細かい設計
がみられる。このような瓦類からは難波宮造営の意欲や平城宮とは別の新宮造りに大胆な発想や新しい
試みをしたことが伺われる。
難波宮鬼板は平城宮で採用した僻邪の鬼面文ではなく、藤原宮の重孤文鬼瓦に倣って，重圏文系鬼板
を創ったと思われる。はじめて宮殿に瓦葺き礎石建物を取り入れたのは藤原宮である。藤原宮は聖武天
皇にとっては曽祖父母である天武天皇・持統天皇が計画し造営した宮殿であり、そこでは律令制に基づ
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く国家づくりの気運に満ちていた。父文武天皇も大宝律令の制定・施行や遣唐使の派遣などの改革がみ
られる。藤原宮は聖武天皇の理想・あこがれであったかもしれない。
難波宮重圏文軒丸瓦の意匠について、櫻井久之氏は三重圏文の直径とキトラ古墳の天文図主道との比
率が合うことにより、ここに重圏文の意匠を見つけられた［櫻井久之 2003］。岡田登氏は軒丸瓦は太陽、
軒平瓦は波を意味したと考えておられる［岡田登 1995］。伝統ある蓮華文・唐草文とは別に天体や自然
の意匠の採用は対外的に広い視野に立つことを意図しているかと思う。聖武朝難波宮再建の中心にいた
藤原武智麻呂・宇合兄弟の考えは屋瓦にもこめられていたはずである。聖武天皇にとっての難波宮は、
神亀二年（725）から天平勝宝八年（756）の間、7 回にも及ぶ行幸が物語っていると思われる。
かつて中尾芳治氏は重圏文軒瓦について「聖武朝難波宮造営を契機として新たに案出されたデザインであって、蓮華・
唐草文とはその文様の系譜を異にしていることを示すものではなかろうか。
」
（
『難波宮跡研究調査年報』1971）と発表さ
れた。私にとっては長年の課題であったが、ようやく方向性がみえてきた感がある。
しかし本稿作成には難波宮出土軒瓦だけでも厖大な量で、個々に見直すことはできず、鬼板を実見したにすぎない。
報告書を中心に私見を述べるにとどまった。
今後の難波宮瓦類の調査・研究はより進んだ精密な方法で進めることを嘱望したい。
佐藤隆氏が「後期難波宮の造営過程と “ 副都 ” 説の再検討」
（
『条里制・古代都市研究』第 25 号）を発表された。12 月頃
に原稿をみせて頂き、斬新で興味深く拝読して、軒瓦の年代観など私も再検討すべきかと思った。が私の原稿に精一杯
で本稿にはとりあげられなかった。
今井晃樹氏には奈良文化財研究所で平城宮・京出土の軒瓦調査に長時間立会って頂きました。岩戸晶子氏には難波宮
鬼板について御教示を得ました。お二人にはお礼申し上げます。
本稿作成に当たり都城制研究会の諸先生、大阪市文化財協会学芸員のみなさまのご指導とご鞭撻を頂きました。原稿
の仕上げにはさらに宮本佐知子氏、川村紀子氏、市川創氏の多大なご支援とご協力を賜りました。
ご指導、ご支援して下さったみなさまに心から深謝いたします。
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東アジアと難波

難波京と百済王氏


積山

1．はじめに

洋

日本列島における渡来人の歴史的役割については、あらためていうまでもない。彼らの渡来には何度
かの大きな波があること、特に古墳時代中期には、渡来人の足跡がもっとも多く認められることなどは
周知の通りである。
一方、飛鳥時代にも、多くの人々が朝鮮半島から渡来した。唐、朝鮮三国に加えて倭国をも巻き込ん
だ東アジアの動乱は 640 年代に始まり、676 年、新羅による半島統一に帰結した。この過程で倭は百済
復興のため出兵し、663 年、白村江で唐・新羅連合軍に大敗を喫する。この時、かなりの百済遺臣、遺
民が倭の船で亡命したらしいことは『日本書紀』天智２年９月条の末尾に録されている。また倭に留まっ
ていた百済の王子余善光は、そのまま倭に亡命することとなった。『日本書紀』は、天智３年（664）３
月、
「百済王善光等を以て、難波に居らしむ。」と伝える。
さて、摂津に属する難波は、広義には令制の東成・西成・百済・住吉という、いわゆる南摂四郡から
なる。東成・西成両郡はおおむね難波宮の東西に、住吉郡はその南方に位置したが、百済郡という特徴
的な地名は、上にみた百済の王族をはじめ多数の百済人らが渡来した地であることを示唆する。その位
置はおおむね現代の大阪市天王寺区、生野区、東住吉区一帯と考えられている（1）。
本稿では古代の難波、特に上町台地の東部を舞台とし、渡来人の姿を追ってみたい（図１）。このよ
うに対象地域を設けるのは、1990 年代以来、この地
域での発掘調査の進展により、百済系渡来人の姿が次
第に明らかになってきたことによる。特に、大阪市天
王寺区細工谷遺跡では墨書「百済尼」
「尼寺」から「百
済尼寺」
と復原される古代寺院の存在が明らかとなり、
百済王氏の氏寺の発見として注目を集めた。そしてこ
の遺跡が大方の予想を越えて北の方に位置すること、
また難波宮中軸線を京域に南進させた「朱雀路」沿い
にあることは、百済郡の位置、ひいては難波京の姿に
ついても再検討を迫るものであった。本稿では、こう
したいくつかの課題に取り組んでみたい。
以上のように問題設定し、過去の研究を振り返ると、
藤沢一夫の足跡が大きいことを知る。藤沢は天王寺区
所在の堂ヶ芝廃寺が「百済寺」であり、斉明朝には存
在したこと、それは敏達朝の難波「大別王寺」まで遡
り、百済より帰国した大別王が、実は百済の王族であ
ること、また「百済寺」が四天王寺と本寺末寺の関係
（別院）にあったことなどを述べた（2）。この所説の根
拠となったのは次の史料である。

1）『日本霊異記』
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図1

関連遺跡位置図

上巻第 14 話「釈義覚はもと百済の人なり。其の国破れし時に、後飛鳥岡本宮にあめのしたおさめたま
ひし天皇（斉明）のみ代に当たりて、我が聖朝に入り、難破の百済寺に住む。」 2）『日本書紀』敏達６
年 11 月条「百済国の王、還使大別王等に付けて、経論若干巻、並せて律師・禅師・比丘尼・呪禁師・
造仏工・造寺工、六人を献る。遂に難波の大別王の寺に安置す。」 3）『聖徳太子傳古今目録抄』「一、
天王寺別院の事

････ 百済寺

王は百済郡の地に住まう。」

次いで、藤沢は、百済後期の王城であった扶余の泗沘城では、道教的世界観にもとづいた行政区画で
ある五方五部の制を行ったこと、日本の令制の摂津百済郡ではそれが模倣され、遺存する小字名「東」
「東
部」
「東上郷」
「西」などから百済寺を中心に、東部・南部・西部の３郷からなるとした（3）。
その後、細工谷遺跡の枝銭や「百済尼寺」などの新発見を承けて、細工谷の地名が古代まで遡り、和
同銭などを鋳た「難波鋳銭司」が置かれたと想定するとともに、「百済尼寺」の位置を字「筆ヶ崎」（旧
桃山市民病院）に求め、我が国最古の尼寺だとした（4）。
いずれも重要な見解であるが、文献史料に多くを頼らざるをえない怨みがあったのは事実であるし、
大別王が百済の王族だという根拠もない。本稿でも史料を大いに活用するが、やはり発掘調査の資料を
第一とし、藤沢説を意識しつつ、論を進めることとしたい。

2．上町台地東縁部出土の渡来系文物
（1）韓式系土器（図２）
韓式系土器は窖窯焼成の瓦質土器・陶質土器、
酸化炎焼成の軟質土器に大別されるが、特に軟質
土器は甕・平底鉢・鍋・甑など生活用の煮沸土器
が多く、その出土は渡来人が直接携行したか、ま
たは彼らが渡来後、自らの伝統による土器作りを
行ったことを示す。
畿内では古墳時代中期に、韓式系土器出土の大
きな波が認められ、なかでも旧河内湖沿岸部で集
中的に出土することはよく知られている（5）。一方、
上町台地周辺の難波ではさほど多くないが、それ
でも台地北部とその周囲の低地でしばしば出土す
る。現在のところ、台地東斜面で出土する韓式系
土器としては細工谷遺跡と桑津遺跡の例がある。
細工谷遺跡で出土したのは、軟質土器の小型鉢
と長胴甕、および陶質土器の壺と煙突形土器であ
る（6）。陶質土器壺（図 2-1）は著しく歪んでいるが、
口縁部を欠失した短頸壺とされる。体部には縄蓆
文のタタキを施し、ラセン状に圏線が巡る。小型
鉢（2）は器壁が薄く平底を呈する（韓式系と報
図2

細工谷遺跡出土

告されるが、疑問視する向きもあり）。長胴甕（3）

韓式土器
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は復原高 40㎝弱の大型品で、体部外面に縄蓆文のタタキを施している。いずれも古墳時代中期のもの
である。煙突形陶質土器（4）は高さ約 55㎝で、体部が大きく一方へ傾いている。口縁部はやや肥厚し、
体部は外面をヘラケズリするが、下半部ではその下に格子タタキメが残る。太く短い把手が３個以上付
いている。内面はナデで、底部には突帯がめぐる。胎土に白色粘土を含み、他の須恵器とは明瞭に区別
される。通常、この種の土器は体部が直立する（7）のに対し、かなり特異な土器である。また、８世紀
の遺構面で埴輪や飛鳥・奈良時代の土器とともに出土しており、古墳時代より新しい可能性が高い。
古墳時代の韓式系土器は南方の東住吉区桑津遺跡でも、３箇所で出土している。うち２箇所ではタタ
キメのある軟質土器の体部破片が発見され、1 箇所で初期須恵器、ウマの歯とともにラセン状圏線がめ
ぐる陶質土器の体部破片が出土している（8）。

（2） 壁柱（大壁）建物と呪符木簡（図３）
1991 年、桑津遺跡で興味深い発見があった。そこでは７世紀前半から中ごろにかけて、柱筋をそろ
えた掘立柱建物群がみつかり、遺構の重複関係から、Ⅰ期（難波Ⅲ古）とⅡ期（難波Ⅲ中）に分かれる。
Ⅰ期の建物群は南東に２棟の建物 SB01･02 が柱筋を揃えて並び建ち、北西には布掘りの掘形を巡らせて
柱を建てた SB03 が位置している。近年、百済中期の王都が置かれた公州や後期の王都所在地であった
扶余、さらにはわが国の近江・大和などで同様の建物が相次いで発見され、この種の遺構は土壁構造の
壁柱（大壁）建物と考えられるようになった（9）。桑津の SB03 は、桁行の柱間寸法が平均 1.8 ｍ程度で、
柱の位置だけさらに掘りくぼめていた。本来は土壁の芯となる木舞が柱と柱をつなぎ、その間にこれを
支える浅い杭または間柱があったはずだが、削平されて失われたようである。青柳泰介のＣ - １類であ
る（10）。
Ⅱ期になっても、Ⅰ期の建物配置はそのまま引き継がれるが、SB04（43㎡）は SB01 の 1.8 倍、SB05（51
㎡）は SB02 の 1.6 倍と、建物は明らかに大型化しており、Ⅰ期の壁柱（大壁）建物も、掘立柱建物
SB06 に変わり、しかも三面廂（あるいは四面廂の可能性も）と、かなり格式の高い建物に変わっている。
全貌は不明であるが、SB06 の梁行総長（6.97 ｍ）は SB03 の梁行の 1.7 倍の規模である。地形が高い北
西側に位置することからも、SB06 が中心的な建物で、その前面に２棟の建物が柱筋を揃えて並ぶとい
う配置である。よって、Ⅰ期の壁柱（大壁）建物も同様の性格であったと思われる。掘立柱建物として
は珍しく一定量の土器が出土し、Ⅰ期は難波Ⅲ古段階（７世紀前半）（11）、Ⅱ期は難波Ⅲ中段階（７世
紀中ごろ）のころと判明した。Ⅱ期は、前期難波宮（難波長柄豊碕宮）の造営とほぼ同時期である。
ここでは、Ⅱ期に廃絶した井戸跡も発見された。この井戸の埋め土から、わが国最古級の呪符木簡が
出土している（12）。木簡は幅 3.9㎝・長さ 21.9㎝で、ヒノキ材を用い、まじないの記号（符籙）と文字が
組み合わされている。片面に、「日」の字に似た記号を７個、Ｔ字状に配し、「口」、「安」の字に似た部
分までを符籙とし、中ほどに「文田里」または「欠田里」、下位に「寡之乎／道意白加之」と記してある。
その裏面には「各家客等之」とある。「之」の書体は朝鮮風ともいう。文意は「文田（欠田？）の里で、
道意と白加が募る」「（その対象は）各家の客等である。」とのこと（13）だが、詳細不明である。別の解釈
では、Ｔ字条に並ぶ図像を唐代に特徴的な星象図（蕃夷の七星）とし、その下に「石」、「安」の異体字
を並べて邪気を鎮め安定を願ったとする。そして文字（呪文）を「昝（咎）厄。道意、白加之。/ 稟之年。」
裏面を「在家客不之。」と読み、「災いや厄運に対して、天道の義理に従い、白石の神によって制せよ。
授かった寿命まで、在家の俗人に対して犯すことなかれ。」と釈文する（14）。
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図3

桑津遺跡の建物群と呪符木簡
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両説はやや異なるが、この木簡が中国起源の道教呪符であることは一致している。藤沢説では道意と
白加を人名とし、前者は僧、後者は『日本書紀』崇峻元年（588）是歳条の、百済から渡来した僧、寺工、
鑪盤博士、瓦博士らの一行に「白加」という画工がいたことに留意する。ただ、同一人物であれば、彼
はかなり長寿であったことになる。

（3）飛鳥時代前半以前の渡来系文物
上町台地の東斜面で出土する古墳時代の韓式系土器は河内湖沿岸地域に比べると少ないが、それはも
ともと当時の集落が概して少ないからであり、出土比率が少ないことを意味するわけではない。細工谷
遺跡のような台地北部は東方から多数の谷が入り込み、尾根と谷が起伏に富んだ地形を呈す。農業生産
の可耕地は少なく、居住には不利な地なので、その開発はやや遅れたようである。そのような地でも渡
来人の足跡が確認されるわけである。
煙突形土器は馬韓を中心に、百済に多く分布するが、普通は胴部が直立する軟質土器であるのに対し、
細工谷の例は胴部が大きく一方へ傾いており、また陶質土器である点が特異である。類例は柏原市高井
田遺跡にあり、主に７世紀の土器群とともに半ば須恵質の底部から胴部の破片（一方に傾いて立ち上が
る）が出土しているので、細工谷の土器もその前後のものかと思われる。なお、高井田遺跡では鍔の部
分を含む煙突形土器も３点出土している（15）。
桑津遺跡では百済系渡来人の居宅が確認された。その住人は、７世紀前半には故国の建築様式である
壁柱（大壁）建物に住まいし、７世紀中ごろになると、三ないし四面に廂をもつ格の高い建物に居住し
つつ、道教符を用いて故国の祭祀を行っていた。壁柱（大壁）建物、廂付建物はいずれも上町台地東斜
面にあって、前面（東南）に桁行の長い掘立柱建物２棟が柱筋を揃えて並ぶという計画的な配置から、
渡来人のなかでも有力者の居館であったと考えられる。それが、前期難波宮の造営とほぼ同時期に倭風
の建物に替ったことは、この地にも有力氏族の再編が及んだ可能性を示唆するかのようである。
呪符木簡の道意と白加が人名だとすれば、桑津の有力者は崇峻朝に百済から渡来したという画工白加
か、その子孫と何らかの関わりがあったことになろう。
このように、上町台地の東部には古墳時代中期から飛鳥時代にいたるまで、百済系渡来人の足跡が確
実に認められる。これが、のちに百済王氏の来住、さらには令制の摂津百済郡となる歴史的背景である。

3．百済寺・百済尼寺と百済王氏
（1）堂ヶ芝廃寺と細工谷遺跡出土の軒瓦（図４）
百済王氏の氏寺「百済寺」跡とされているのが、堂ヶ芝廃寺である（16）。その創建瓦は山田寺式の系
統にある単弁十葉蓮華文軒丸瓦（図 4 − 5 ～ 10）、素文縁複弁八葉蓮華文軒丸瓦（11）などである（17）。
いずれも南西約１㎞の四天王寺に同笵例があり（18）、網伸也氏によって、前者はその軒丸瓦Ⅱｃ型式（16）、
後者はⅡｄ型式（17）に分類され、四天王寺編年のⅡ期に位置づけられている。四天王寺Ⅱ期は難波遷
都時の７世紀中ごろを中心とし（19）、その中でも新しい一群であるⅡｃ・ｄ型式は後半に降るという（20）。
それでも瓦笵の近似性から、７世紀第３四半期であろう。
また、これらに後続する軒丸瓦は、重弁八葉蓮華文、法隆寺式の鋸歯文縁複弁八葉蓮華文などで、軒
平瓦は法隆寺西院伽藍の金堂・塔所用瓦と同笵の可能性が指摘される忍冬唐草文である（21）。
1996 年、細工谷遺跡で「百尼」「百済尼」「尼寺」などの墨書土器が出土し、かつて「百済尼寺」が
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存在したことが確認された（22）。ここでは１点のみだが四天王寺創建瓦のⅠａ型式（15）と同笵の素弁
八葉蓮華文軒丸瓦（1、細工谷ⅠＡ）が出土し、丸・平瓦にもタタキメを擦り消した古手のものがある
ので、この一群が創建瓦と考えられる。細工谷軒丸瓦ⅠＡ及び四天王寺Ⅰ a 型式は７世紀前半の四天王
寺Ⅰ期（23）に属するが、中房がほとんど失われて蓮子のみとなるほど瓦笵の磨耗が進行している（24）ので、
その初頭に遡る可能性は小さい。また７世紀中ごろまでは降らない。報告書ではこれを細工谷Ⅰ期とす
る。
細工谷Ⅱ期に現れるのが、軒丸瓦では重弁八葉蓮華文（2、細工谷ⅢＡ）、法隆寺式の鋸歯文縁複弁八
葉蓮華文（3、細工谷ⅣＡ）であり、ともに堂ヶ芝廃寺でも出土している（12・13）。軒平瓦は忍冬唐草
文（4、細工谷ⅡＡ）である。７世紀第４四半期に属する（後述）。
なお、詳細不明ながら、堂ヶ芝廃寺の南東約 0.7㎞の勝山南遺跡でも瓦が出土し、軒平瓦は法隆寺西
院の金堂・塔所要瓦と同笵とされ、軒丸瓦もその可能性ありとされている（25）。
なお、奈良時代の瓦については後述する。

（2）飛鳥時代の堂ヶ芝廃寺と細工谷廃寺
前項では、軒瓦を通して、双方の寺には創建において年代差があり、細工谷が古く、堂ヶ芝廃寺は新
しいこと、またそれぞれが四天王寺の異なる時期の瓦と同笵の瓦を葺いていたことなどを確認した。一
般に、男女の僧は互いに分かれて僧寺と尼寺で修行したが、当初、この両寺はそれぞれ独自に四天王寺
と結びついており、両者に直接の関係はみられないことから、僧寺と尼寺という一対の関係にはなかっ
たとも考えられる。確かに、７世紀前半に細工谷で某寺（以下、考古学的命名法により「細工谷廃寺」
と仮称する）が建立された時点は、百済王氏の亡命以前なので、この寺は「百済尼寺」の寺名ではなかっ
たはずである。よって細工谷廃寺は、古墳時代から当地にいた有力氏族らの寺として創建されたのであ
ろう。その有力氏族たちとは、細工谷廃寺がのちに「百済尼寺」となること、上町台地の東側には古く
から百済系渡来氏族がいたこと（先述）からみると、やはり百済系渡来人であったと思われる。
ここで注目されるのは、先に引いた史料 1）である。「百済寺」が百済王氏亡命前の斉明朝（655 ～
661）にすでに存在していたことは大方の認めるところである。それを藤沢は堂ヶ芝廃寺とし、敏達朝
の大別王寺以来の寺としたが、そこでは７世紀中ごろ以前の瓦は出土しておらず、現状では藤沢説を根
拠づける資料はないと言わざるをえない。そうすると、年代からみてその候補となりうるのは細工谷廃
寺ということになるが、その創建瓦が四天王寺と同笵であることの意味を、まず検討せねばならない。
門、塔、金堂、講堂が一直線に並ぶ四天王寺式伽藍配置が、もともと百済寺院の建築様式であること
はつとに知られている。軍守里廃寺、定林寺、金剛寺、陵山寺廃寺（陵寺）など、百済後期の都であっ
た扶余の代表的な寺院はみなこの伽藍配置をとる（26）。またその創建瓦（四天王寺Ⅰａ型式軒丸瓦）が
百済様式であることも周知の通りである。四天王寺式伽藍配置、Ⅰａ型式軒丸瓦はいずれも法隆寺若草
伽藍が先行するが、それでも同一瓦笵の新旧（型崩れの有無）という程度の差であり、四天王寺も百済
様式を濃厚に保っていたことは動かない。
そこからわずか１㎞余の細工谷付近に居た百済系渡来人たちが、故国の仏教を再現するかのような大
寺の造営に誘発され、瓦の供給を受けて自分たちの寺を造ろうとしたのは、充分ありうることだろう。
それゆえ、彼らの寺院（細工谷廃寺）が「百済寺」と称されたというのも、ごく自然な成り行きだった
と思うのである。ただ、現状では細工谷Ⅰ期の瓦は資料が少なすぎる。とても七堂伽藍があったとは考
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えられず、たとえば単体の瓦葺建物と雑舎のみとでもいうような姿が相応しいだろう。史料 1）の、百
済から渡来した義覚（身長７尺の法師なので男性であろう）が修行したのは、おそらくここであろう。
その後、堂ヶ芝廃寺が建設されるが、この際も四天王寺の瓦がもたらされている。それは四天王寺Ⅱ
期の山田寺系でも新しい瓦であり、難波から飛鳥へ都が還った斉明元年（655）以後のものとみられ、
亡命した百済王氏の氏寺とみるのに矛盾はない。
四天王寺は、その寺名が持国天・増長天・広目天・多聞天の四天王に由来する。四天王は帝釈天に仕
える守護神であり、その像は甲冑を身に着け、邪鬼を踏みつける武将である。興味深いことに、平安中
期の「四天王寺御手印縁起」には、「百済、高麗、任那、新羅、貪狼の情、恒に強盛なるを以て彼等の
洲を摂伏し、帰伏せしめんが為めに、護世四天王像を造り、西方に向い置く。のち代々世々の王位を固
く守護せしむ。
」とある。金堂の須弥壇の四隅に置かれるはずの四天王像がみな西方を向いて置かれた
という極めて特異な姿は、海の向こうの外敵から畿内を守護せんがためであり、堂ヶ芝廃寺つまり「百
済寺」建設の７世紀後半段階で調伏すべき外敵とは、当然、新羅と唐である（27）。この二国によって祖
国を滅ばされた百済王氏が自らの氏寺を建設するに際し、四天王寺の庇護または協力によって瓦の供給
を受けたのは、自然なことといえよう。
７世紀前半、在来の百済系氏族らが建立した細工谷廃寺は「百済寺」と呼ばれ、斉明朝には男性の百
済僧がいたが、７世紀後半、百済王氏が堂ヶ芝廃寺を創建すると、いつしかその寺名はそちらへ移り、
もとの「百済寺」は「百済尼寺」となったと考えられる。

（3）百済寺と百済尼寺の成立
それでは、細工谷廃寺が「百済寺」から「百済尼寺」に再編され、百済王氏の僧寺（堂ヶ芝廃寺）と
尼寺という一対の関係が成立したのはいつごろなのであろうか。
細工谷Ⅱ期に、四天王寺との関係が払拭され、先述の法隆寺式軒瓦や重弁八葉蓮華文軒丸瓦が両寺で
葺かれている（図 4 − 2・3・12・13）こと、しかも細工谷廃寺では瓦の数も飛躍的に増加しているのは
大きな目安となる。軒丸瓦細工谷ⅣＡと軒平瓦細工谷ⅡＡは、法隆寺で天智９年（670）４月に若草伽
藍が焼失したのち、再建された西院伽藍の軒瓦の組合せであり、その西院では中心伽藍の用材が金堂は
669 年、五重塔が 673 年、中門が 685 年の伐採とされる（28）。堂ヶ芝廃寺や勝山南遺跡の、法隆寺西院伽
藍の金堂・塔所要瓦と同笵かその可能性が指摘される軒瓦は７世紀第４四半期まで降るだろう。
また、細工谷遺跡では飛鳥Ⅴ（難波Ⅳ新段階）で埋まる溝出土の把手付甕に墨書「僧寺」がある。飛
鳥Ⅳ（難波Ⅳ古段階）の井戸出土の木簡には「上和尼父南部□□［徳了ｶ］王久支」の墨書があり、「上
和尼」という尼僧の名もある。この木簡は尼僧の父が尼寺の境内に出入りする際の身分証明であり（29）、
前者の墨書土器は僧寺からの搬入品であろう。これらの溝や井戸の廃絶は飛鳥時代の末に属し、瓦編年
の細工谷Ⅱ期に併行もしくは近い時期である。
ここで『日本書紀』をみると、天武３年（674）正月、百済王昌成が没し、天智３年冠位制の小紫位（大
宝官位令の三位相当。以下、同。）が贈られている。天武が没した朱鳥元年（686）９月には、百済王良
虞が百済王善光に代って誄を述べている。その後、持統５年（691）正月７日には、天武 14 年冠位制の
正廣肆（従三位相当）百済王余禅広（善光）、直大肆（従五位相当）遠宝、良虞と南典らが飲食、衣裳
を賜り、同月 13 日には百済王禅広は百戸を増封され、封戸は計二百戸となった。禅広は持統７年正月
に没し、正広参を追贈され、以後、一族の昇進が相次いでいる。

132

百済王氏は一貫して厚遇されたが、天武朝までの彼らには冠位がなく、せいぜい没後に贈られる程度
だったのに対し、持統朝後半には極めて高い冠位が贈られた。また持統５年（691）正月 7 日の記事に
は百済王の姓である「余」が付されていたのに対し、同月 13 日以後の記事では「余」姓は用いられて
いない。このころ、「百済王」の姓が賜与されたらしく、彼らに対する異国の王族としての扱いをあら
ため、天皇治下の君臣秩序に位置づけたのであろう（30）。ここに百済王氏の大きな画期が求められ、新
たな君臣秩序と冠位に応じた氏寺の再編・整備は、遅くとも持統朝後半に大きく進んだとみられるので
ある。
ただし、この再編がどの時点で始まっていたかは一考を要する。後述するが、天武朝には、難波は副
都として位置づけられ、都としての再開発が開始されている。その時期に百済王氏が無関係であったと
みるより、選地や建築設計など一定の計画がスタートしていなければ、持統朝に屋瓦を葺くにはいたる
まい。それに、彼らの冠位は死後に賜与されたとはいえ、従三位相当の非常に高い位であったし、天武
の死に際しても誄を述べるほどの立場にあった。よって天武朝のころ、彼らの氏寺の僧寺と尼寺への再
編計画が始動していた可能性は、やはり無視できないであろう。
いずれにせよ、在来の百済系氏族らによる「百済寺」が百済王氏のもとに再編され、
「百済寺（僧寺）」
と並ぶ「百済尼寺」に転成したのが確実になるのは７世紀末の持統朝かそれ以前であった。
ただ、ひとつだけ留意すべきことがある。細工谷の先行「百済寺」を尼寺に替えるということは、先
住の百済系渡来人らの寺を奪うことでもあっただろう。いかに王族とはいえ、すでに本国は滅んでなく、
異郷の地で同じ故国の氏族らに対してそのようなことができたのだろうか。それが可能となるには、新
たな「百済寺」と「百済尼寺」が百済王氏の氏寺となっても、この地の百済系渡来人との共存共栄を図
る必要があったのではないか。もしそうだとすれば、この両寺は、百済王氏によって権威づけられつつ
も、広く難波の百済人全体の僧寺と尼寺という性格を併せ持つことになったのではないだろうか。憶測
に過ぎるかもしれないが、私はそう考えざるをえないのである。

4．百済王氏と難波京
ここでは、前節まで述べてきたことを難波京の歴史の中に位置づけつつ、いくつかの検討を行いたい。

（1）百済郡の郡域と成立年代
百済郡が東部・西部・南部の三郷からなる小郡であることは『和名抄』から知られるが、この特殊な
郷名が百済の五方五部制によることは藤沢説の通りであろう。その郡域に関する史料は、寛弘４年（1007）
の年紀をもつ「四天王寺御手印縁起」に、敬田院四至が記され、「東百済郡堺

南堀川／西荒陵岸

北

三條中小道」とあるのが唯一のものである。これにより、まず百済郡が四天王寺の東方にあったことが
知られる。そこには「百済寺」「東部」「東」などの字名が遺存し、またやや南に「西」、北方には「東
上郷」などの字名が残るので、この付近が百済郡の中心であったことは確かだろう（図５）。
四天王寺（敬田院）の四至にある「東百済郡堺」を、難波宮中軸線を南進させた難波宮南門大路（「朱
雀路」
）であることを最初に指摘したのは大谷治孝（31） であり、以後の諸説はこれを継承している（32）。
百済尼寺と字「西」が宮南門大路沿いに位置することを根拠に、私もこれが百済郡の西限と考える。百
済尼寺（細工谷遺跡）と字「東上郷」（いまの天王寺区東上町）の位置から考えると、百済郡の北限は、
今の地下鉄とＪＲ、近鉄の「鶴橋」駅付近となる。また百済郡の東限は河内国との国境であろう。
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図5

国分寺

←

百済郡の中心部

問題は、住吉郡との境界となる南限である。天平５年（733）「右京計帳」（『寧楽遺文』上巻所収）に
は「摂津国住吉郡田辺郷戸主正七位上田辺史真立」なる人物の記載があり、平城宮出土木簡にも「・无
位田辺史廣□〔調ヵ〕進続労銭伍佰文

・／摂津国／住吉郡∥神亀五年九月五日（以下略）」（33）とある

ので、平安時代の『和名抄』にはみえない田辺郷が奈良時代の住吉郡には存在したことがわかる。田辺
郷はそれと判明する遺跡がなく、旧北田辺村・南田辺村の一帯だとすれば、今の東住吉区北田辺・田辺・
南田辺付近となる。桑津遺跡の南方にあたるが、住吉郡とはいえその地に渡来系氏族の田辺史氏（『新
撰姓氏録』右京諸蕃にその名が見える。）（34）がいたことは、田辺郷が百済郡と隣接していた可能性を示
すとも思われる。これより北方が百済郡であれば、先述の桑津遺跡北部の、壁柱（大壁）建物に居住し、
道教の呪符木簡で祭祀を行った百済系渡来氏族の居地は、百済郡南部郷として素直に理解できる。
なお、南部郷については、平城京長屋王邸出土の木簡に、「・百済郡南里車長百済部若末呂車三転米
十二斛○／上二石／中十石∥・○元年十月十三日○／田辺廣国／八木造意弥万呂∥」とあり、共伴した
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木簡群の年紀から裏面の元年とは霊亀元年（715）とされる（35）。８世紀初頭、国郡里制下の記載方式な
ので「南里」とあり、大宝令段階から南部郷の実在を裏付けるものである。
奈良時代の百済郡域は難波宮南門大路を西限とし、その北部は東部郷・西部郷からなり、現在の天王
寺区から生野区の一帯であろう。両郷の南方には南部郷があり、東住吉区の北部付近までとなろう。
このような想定は藤沢説を踏襲するものであるが、重要なのは、百済郡が難波京の東部を含むことであ
る。難波京には平城京のような左右京職が設置されず、その統治は東生・西成両郡の一部として行われ
たとされてきたが、百済郡が「朱雀路」まで及ぶとなると、京域は三郡で構成されることになる。こう
した姿は、長安城の東半部を含む万年県、西半部を含む長安県に行政区分された唐制との類似性を想起
させる。もっとも、難波京の場合は三郡からなるので、長安城のような左右対称性はなく、その点で唐
制そのものではない。ただ、まったく無関係であったかどうか、今後の課題であろう。
また、先述したように、百済郡域は予想外に北方まで及んでおり、京域東部の大半を占めることが判
明した。京内の東生郡域は意外にも広くないこととともに、従来の認識を改める必要があろう。
それでは、百済郡はいつ成立したのか。先の長屋王邸の木簡が霊亀元年なので、それ以前であること
は確かであろう。百済王氏の来住以前から百済系渡来氏族がこの地にいたことを重視する立場から言う
と、桑津遺跡の壁柱（大壁）建物が３または４面廂の建物に変わる難波Ⅲ中段階（７世紀中ごろ）に画
期が見出される。在来の百済系有力氏族の住まいから故国の建築様式が払拭されたことは、彼らが何ら
かの形で倭国の制に再編された可能性を示す。その時期の新制度としては、大化５年（649）に始まる「天
下立評」があり、評督・助督以下の官人層に組み込まれたのではないか。よって、大化立評を契機に百
済評が成立したとする古市晃説（36）が妥当であろう。

（2）飛鳥還都後の難波と百済王氏の氏寺建設
前期難波宮は、都が白雉５年（654）に飛鳥へ還ったのちも存続した。斉明朝では百済救援の際に軍
事的拠点として利用され（37）、天智２年（663）の白村江での大敗後にも畿内への帰還時に利用されたで
あろう。だが、その後の一時期、難波宮は史料にみえなくなる。
孝徳朝の段階では、難波宮の南方を中心に、整地工事と正方位地割に則った官人百姓の居住区建設が
行われた（初期難波京）が、孝徳の死と飛鳥還都により、京域の建設は頓挫した（38）。百済救援の外征
が終息したころ、難波宮では何らかのメンテナンスが行われ、不要なものをまとめてすてることがあっ
たらしい。それが、宮北方の谷で出土した、大化４年（648）を示す「戊申年」銘木簡を含む多量の遺
物であろう。その土器群は難波Ⅲ新段階で、７世紀第３四半期とされている（39）。
ちょうどそのころ、天智３年（664）に百済王善光の居住地が難波に定められたのは興味深いことで
ある。京域の建設が途絶えた７世紀第３四半期の難波で、百済王氏らによる氏寺が建設されたことは、
難波宮の存続とともに、のちに天武朝の複都制、難波京の建設につながる事業であったと位置づけられ
る。
その天武朝で、難波に関する史料が再び増加する。『日本書紀』によると、天武６年（677）10 月に
は内大錦下丹比公麻呂を摂津識大夫とし、翌々年 11 月、「初めて関を竜田山、大坂山に置き、難波に羅
城を築く」とある。天武 12 年（684）12 月には「凡そ都城・宮室、一処に非ず、必ず両参造らむ。故、
先づ難波を都とせむと欲す」という「複都制の詔」により、再び都として位置づけられた（40）。しかし、
朱鳥元年（686）正月、「難波の大蔵省に失火して、宮室悉くに焚けぬ。」と、難波宮が焼亡してしまい、
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同年９月には天武自身も病死する。
この間、難波では京域の各所で正方位の街区建設が行われたようで、白鳳期の瓦（７世紀後半）を伴
う四天王寺東門をはじめ、難波宮中軸線つまり南門大路を基準とする方 900 尺（265.5 ｍ）の正方位地
割が確認される地点がいくつかある。それは難波宮の南方約１㎞以内に限定されていた孝徳朝の京建設
を大幅に上回る規模であった（前期難波京）。ただ、それは天武の存命中に完成にはいたらず、またそ
の後の持統による複都制の放棄により、再び未完に終わったらしい（41）。
百済王氏らがいた上町台地東部は難波宮南門大路の東にあたる。その地での天武朝での造作と思われ
るのは天王寺区宰相山遺跡の正方位地割である。ここでは北東に開く谷地形を突っ切って、正東西の溝
がいくつか検出され、なかに道路側溝とみられる約３ｍ間隔の溝２条もみられた。これらは飛鳥Ⅳから
Ⅴのころ（難波Ⅳ）に相次いで埋まっており、天武朝には正方位の地割が施工されたことを窺わせる（42）。
このような正東西の地割は、その基準となる難波宮南門大路の存在を前提とすれば、理解しやすいだ
ろう。実際、難波宮の南方約 10㎞の大和川今池遺跡では、1980 年以来、相次いで前期難波宮の中軸線
に一致して（44）幅約 18 ｍの南北道路が発見されており、すでに延長 280 ｍ以上に及んでいる（43）。この道
路は後期難波宮の中軸線上にはないことから、前期難波宮の存続中に建設された可能性が高い。出土土
器にも藤原宮期である飛鳥Ⅴ前後の須恵器杯Ａを含んでいる。その建設が孝徳朝に遡る可能性も否定で
きないが、宰相山の例や、細工谷遺跡で「上和尼父南部 ････」の木簡が出土した井戸の上限がやはり
天武朝のころであったことを加味すると、そのころとみておくのが無難であろう。
いま再述した尼僧の名を記した木簡が出土した井戸は宮南門大路にほとんど東接して位置しており、
そのころ、
「百済尼寺」の西端が南門大路に面していた可能性を示す。細工谷遺跡では、この大路から
東へ 450 尺・900 尺の位置で行われた台地上の調査で道路側溝が検出されなかったが、字「筆ヶ崎」の
小台地でも白鳳期の瓦が散漫ながら出土する（45）。南門大路の東方 1350 尺（京制３町、１町 450 尺）付
近がこの台地の東裾にあたる地形からみると、「百済尼寺」の東限は、そのあたりかと思われる。
ともかく、
「百済尼寺」の整備が難波宮南門大路と一体的ないし連続的・計画的に行われたことがわ
かる。それが持統朝ならもちろんのこと、天武朝に開始されたとしても、前期難波宮の焼失、副都造営
の中断以後も、彼らは氏寺の建設を続行したと考えられる。「僧寺」の墨書土器が出土した溝が飛鳥Ⅴ
で埋まっていたことは、藤原宮期つまり８世紀初頭ごろに人々の活動があったことを示しているからで
ある。細工谷の急斜面では桁行８間（18.4 ｍ）の大型建物なども建設された（46）。ここでも、難波におけ
る都の建設が途絶えたのち、なお造営を継続する百済王氏らの姿を確認することができる。前期難波宮
の焼失以後、神亀３年（726）の後期難波宮造営までの 40 年間の難波は、とかく衰退したと思われがち
であるが、明確に反証をあげることができるのである。
こうして、造営が継続された「百済尼寺」が一定の完成度をもって「朱雀路」沿いに姿を現すのは、
おそらく持統朝であろう。天武朝で中断した副都建設を百済王氏らが継続したことは、聖武朝の難波宮
再興と副都再建に結びつく歴史的条件を成したであろう。

（3）奈良時代の難波と百済王氏
朱鳥元年に難波宮が焼失して 40 年後、『続日本紀』は神亀３年（726）10 月、難波に行幸した聖武天
皇が、
「式部卿従三位藤原朝臣宇合を以て知造難波宮事となす。」と、難波宮の再建事業をスタートさせ
たことを伝える。天平４年（732）３月には「藤原宇合ら巳下、仕丁巳上に物を賜うこと各差あり。」と、
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図6

細工谷廃寺・堂ヶ芝廃寺の軒瓦（2） 難波宮・四天王寺・国分寺の瓦は参考例のみ
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宮の造営が一段落したらしい記事があり、６年９月には「難波京の宅地を班給す。三位以上は一町以下、
五位以上は半町以下、六位以下は一町を四分する之一以下。」と、京域の街区建設もほぼ終了した。
これに連動して、百済王氏の氏寺でもなんらかの造営があったようで、僧寺（堂ヶ芝廃寺）、尼寺（細
工谷廃寺）ともに奈良時代の瓦が少なからず出土している（細工谷Ⅲ期）。後者では難波宮所要軒丸瓦
が 6012（図 6 − 1・15）・6021（16）の２型式、前者でも３型式の重圏文軒丸瓦（5 ～ 7）と軒平瓦１型
式（11）があり、この両寺が官寺同様の扱いを受けたことを示すとされる。
ただ、重圏文とはいえ、難波宮にはない瓦がある。細工谷廃寺では中房の位置が丸く平坦面をなして
おり、細い圏線と中央に不整形な凹点をつけた瓦がある（2、細工谷ⅥＡ）。また少ないが、16 葉の細
弁蓮華文軒丸瓦（3・8 ～ 10、細工谷ⅦＡ）が両寺で出土している。
軒平瓦では、難波宮 6572 型式（Ａを除く）と同文の重郭文の左右で、外縁と内側の縦線を横線でつ
なぐ例（12・14）が堂ヶ芝廃寺で多くみられる。細工谷廃寺では外縁の中に弧線１本を配する重郭文（細
工谷Ⅲ、ただしⅢＣを除く）が多い。いずれも難波宮にはない型式である。
これらのうち、軒丸瓦細工谷ⅥＡには同笵例はないが、平城宮 6018B 型式は文様が近似する例である
（47）

。もっとも、平城宮の軒丸瓦は中央に釘孔らしき穿孔があるのに対し、細工谷のそれは中央に凹点

をつけるのみであり、似て非なるものである。
細工谷遺跡では、さらに重要な発見があった。それは和同開珎の枝銭・鋳放銭をはじめ、銅薄板・銅
粒・銅塊・鉛板・鉱滓・鉄製金鉗などであり、金属器の鋳造・加工を行っていたことが判明した。特に
和同銭の枝銭は、紛れもなくこの地で、百済王氏の関与のもとで国家経済の基礎たる貨幣の鋳造を行っ
ていたことを示すが、公的な鋳銭司、鋳銭寮もしくはこれらに准ずる組織が難波に置かれた記録などな
く（48）、予想外の発見であった。またこれらが出土した溝は奈良時代前半から、後半の土器を含んでい
たが、枝銭等の廃棄はその前半である下層（平城宮Ⅲ）に集中したとされる。
そこで、この銭貨鋳造は、①私鋳銭の生産、②記録にない官の鋳銭組織の存在、などの可能性が浮か
ぶことになった。しかし、①私鋳銭は、『続日本紀』和銅５年 10 月 13 日の蓄銭叙位令に続く勅に、「凡
そ私鋳銭の者は斬し、従者は没官し、家口は皆流せ。」とあり、重罪であった。それを、前期難波宮焼
失後も存続した宮南門大路沿いの地で、「百済尼寺」の造営主体である百済王氏が行うとは、およそ想
定しがたい。②の官による鋳銭について、藤沢一夫は、記録にない「難波鋳銭司」としたが、想定にと
どまる。何よりも、百済王氏の氏寺に官の鋳銭司が置かれたとは、これも考えがたい。
そうすると、③官許のもとでの貨幣鋳造、という可能性を考える必要があろう。ここで、百済王敬福
と聖武との間に恩寵にもとづく特別な関係を想定し、唐の例に倣って藤原仲麻呂が鋳銭を許可されたよ
うに、百済王氏も銭貨鋳造権を賜与されたという古市説が注目される（49）。『続日本紀』によると、敬福
と聖武の特別な恩寵の関係が始まったのは、廬舎那仏像の塗金に充てるため、天平勝宝元年（749）４
月１日、陸奥守であった敬福が同国小田郡産の黄金 900 両を貢上して以来のことである。それまで彼は
従五位上にすぎなかったが、大いに喜んだ聖武が一気に従三位を賜与したのである（50）。先にみたように、
枝銭等が捨てられたのは平城Ⅲの段階であり、この土器様式は 750 年代を下限とするので、古市説は首
肯される。
ただ、その後も銭貨鋳造が継続した形跡はないので、このような特例措置は天平神護二年（766）
に没した敬福一代限り、もしくは聖武が没した天平勝宝８年（756）までの短期間であろう。
難波京と百済王氏の関係について、さらに二・三述べたい（図７）。
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図 7 「百済尼寺」と復原される墨書土器

細工谷遺跡では奈良時代にも丸太を刳り抜いた木樋の暗渠や、谷の斜面をテラス状に造成し、塀で囲
んだ一角などがみられる（51）。これらは斜面地という立地ゆえに正方位ではなく、地形に即した棟の方位
をとっている。細工谷の北側、字「五合谷」でも傾斜の強い自然の谷地形が検出され、飛鳥時代・奈良
時代に相次いで埋め立てていたが、一部を除いて平坦化するにはいたらなかったことが判明している（52）。
このような最近の調査によれば、宮南門大路の東側では正方位の街区建設などなかったかのようにみ
られる。確かに、現代でさえ起伏に富んだ地形をなすこの地域で、全面的な正方位の街区建設は難しい。
しかし、飛鳥時代には北方の宰相山遺跡で正方位の地割がみられたこともあり、一部にとどまるにせよ、
京域東部で街区建設が行われた可能性は残るのである。
ここで注目されるのは摂津国分寺の存在である。この地では複弁六葉蓮華文軒丸瓦（図 6-22）・均整
唐草文軒平瓦（23・24）、後期難波宮と同文の重圏文軒丸瓦（20・21）などが出土している（53）が、以下
の２点が重要である。
第一に、国分寺の南限に関わるとみられる位置が、四天王寺東方に遺存する方 900 尺の地割ラインに
一致する地割があることである。それはいまの天徳山国分寺の南が字「南門」であり、この字の南限は
明治 19 年内務省「5000 分の１大阪実測図」では東西方向の小川であることからわかる。南門大路の東
にも方 900 尺の東西地割が連続する例は、すでに指摘されているように、いくつかあり（54）、上述の可能
性に対する一定の根拠となるであろう。
第二に、国分寺の位置が、百済郡に西部郷が存在したことの根拠となった字「西」の地にあたること
である。字の地名は多少移動することがあるとはいえ、南門大路に隣接し、その東に位置する国分寺が、
百済郡西部郷の一角に建設されたことは認めてよいだろう。その創建が天平 13 年（741）国分寺建立の
詔以後であることなどを勘案するとき、そのような位置に決まった背景に、やはり百済王氏と聖武との
「特別な関係」があったのではないかとの推測が浮かぶのである。
最後に、百済王敬福が河内守に任じられたことを契機に、本拠を北河内の交野郡へ移したという今井
啓一以来の定説（55）について述べたい。
第一に、敬福が河内守に補任されたのは天平勝宝２年（750）であろうが、その際、北河内へ移貫し
たというのは史料上の根拠がないことを指摘せねばならない。彼の経歴を詳述する『続日本紀』天平神
護２年（766）６月壬子（28 日）条の百済王敬福薨伝には何も記載がなく、今井の想定にすぎない。
第二に、百歩譲ってその通りだとすると、それ以後は急速に細工谷一帯が廃れたことになる。しかし、
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発掘調査の結果はそうではない。ここでは平城Ⅲの段階に掘削されたとみられる大型の井戸が発見され、
その廃絶は奈良末～平安初期の長岡宮併行期ごろであった。しかも、「百済尼寺」の存在を知らしめた
墨書土器が多数出土したのはこの井戸からであり、そのころまでは尼寺がこの地に存続していたことは
確実である（図７）。遺跡の衰退が始まるのはこの後なのである。そこで、以下の様に再検討したい。
いま北河内にある特別史跡百済寺跡は、奈良時代創建というが、瓦だけで８世紀中ごろとまでいえる
明証はあるのだろうか。もしそうだとすれば、百済王氏の河内移転は始まっていたとしても、難波の本
拠地が健在である限り、別業地の氏寺ということになる。近年、河内百済寺の下層で３時期に及ぶ掘立
柱建物や１本柱列が上層寺院と同じ方位で検出され、また白鳳期とされる瓦が出土している（56）ことは、
この寺院が百済王氏の転入以前から存在した可能性を示す。それが彼らの別業だったのかもしれない。
『日本後紀』延暦 12 年（793）５月戊子条には、「銭三十万および長門・阿波両国の稲各一千束を、特
に河内国交野郡百済寺に施入す。」（『類聚国史』所収）とある。これは百済寺が河内に移転したことを
示す初見史料であるとともに、その移転にかかわる特別な財政援助であったことを記したものであろう。
このような史料から、河内の交野郡に百済王氏が本貫を移したのは、聖武朝ではなく、桓武朝と考える
のが妥当であろう。それは考古学の所見と一致しており、長岡遷都と軌を一にした移貫であった。
桓武と百済王氏の関係もまた深いものがあり、生母高野新笠が百済系渡来人であった桓武は、『続日
本紀』延暦９年（790）２月甲午、詔に「百済王らは朕の外戚なり」とまで述べている。これほど天皇
家と深い関係にあり、中央政界で活躍した百済王氏の本拠地移転の動機は、遷都以外には考えにくいだ
ろう。
以上から、百済王氏の河内移貫（あるいは、その終了）が桓武朝であったと推測されるのである。そ
れは平城京から長岡京へ、さらに平安京へと続く遷都、それに伴い、淀川ルートが政治的経済的に、よ
り一層大動脈と化していく中で、百済王氏なりの新たな選択でもあったと思うのである。
付記
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東アジアと難波

難波に運ばれた加耶・新羅・百済土器
－６～７世紀を中心に－


寺井

誠

はじめに
難波は倭王権にとって長く外交の窓口としての重要な役割を果たしてきた。『日本書紀』には、外国
の使節によってもたらされた「調」の検閲・記録を行ったり、彼らを迎えての饗応儀礼を行ったりした
なにわのおおごおり

むろつみ

「難波大郡」や、使節を宿泊・休養させるための「館」が、外交関連施設として難波に存在したことが
記されている〔直木孝次郎 1992〕。また、こうした場所を舞台とした外交的駆け引きから、外交使節の
中に病人がでて休息したという個別的なことまで、『日本書紀』にはさまざまなことが具体的に記され
ている。まさに難波が頻繁に外国と接する場所であった故である。



それを反映してか、難波では朝鮮半島から運ばれた土器が多く出土している。当時は北に高句麗、南
に新羅・百済と加耶諸国があり、こうした地域から運ばれた土器は古代難波を舞台とした対外交渉を考
えるための基礎的な物証となる。本稿では、まず、朝鮮半島からの搬入土器について、朝鮮半島の資料
と比較しながらその故地や年代を検討し、日本列島の他地域と比較し、難波への搬入土器がどの程度の
ものか示したい。加えて、最近の韓国での発掘調査成果を基に、日本からの搬入土器について整理し、
相互交渉が土器でどの程度窺えるかを見る。最後に、文献と対比しながら、「難波大郡」や「館」の場
所を明らかにするための可能性に触れ、考古学的に研究する際の課題を示したい。なお、難波やその近


隣で朝鮮半島の土器が出土した地点は図１に、朝鮮半島の関連遺跡の位置については図２に示した。

１．難波で出土した朝鮮半島からの搬入土器の事例
１）加耶土器（図３）
① OJ92 － 1 次調査出土の把手付鉢（図３－ 1）
調査地は中央区伏見町二丁目に位置し、大坂城下町跡の下層で出土した〔大阪市文化財協会 2004b〕。
この土器は口径 8.8㎝、器高 9.4㎝の酸化焔焼成の土器で、胴部に長さ 5.7㎝で、先端が短く曲がる把手が
付く。口縁部は内傾して伸び、その付け根には蓋受けのための稜が巡る。また、外面には右上方向に傾
く 5 条／㎝の平行タタキが施されている。一方、内面には平行条線が見られるが、条線が短いこと、砂
粒の動きが見られないことから、平行文当て具の痕跡と判断した。焼成は酸化焔焼成である。
このような器形の土器は６世紀前半頃の慶尚南道北西部を中心に多くみられる（2 ～ 4）。通常は 4
のように蓋とセットになる。把手については、1 のように直線的に伸びて先端が短く曲がる 2 や、蕨手
状になる 3、短く蕨手状に仕上がる 4 などバリエーションがある。同一古墳内でも違いが見られるため、
 前稿〔寺井 2009〕では「朝鮮半島系土器」という表現を用いていたが、これは「朝鮮半島に系譜が求められる土器」
という意味であり、搬入だけでなく模倣・折衷も含んだ包括的な用語である。本稿で対象とする難波出土の朝鮮半島の
土器については、焼成や技法などから日本産とは考えにくく、
搬入土器といって問題ないと考える。本稿ではこの点をはっ
きりさせるために、やや冗長ではあるが意味をさらに限定して「朝鮮半島からの搬入土器」などの表現を用いた。なお、
「朝鮮半島系」という用語を使う場合は、搬入だけでなく模倣・折衷も含めた包括的な意味であると断っておく。
 この図は、上町台地については地山上面の標高を基にして、筆者が作成したものに数度の修正を加えた地形復元図で
ある〔寺井 2004a など〕。また、西側の低地部については趙哲済氏作成の地形復元図で「古代」の図を用いた〔趙 2004〕。

143

図1

難波およびその近隣における朝鮮半島の土器出土地点

地域差や時期差というよりは同一地域・時期内での個体差であろう。なお、慶尚北道高霊郡の池山洞古
墳群では、同じような器形でも還元焔焼成硬質（陶質）のものが多くあるという地域的差異が窺える。
② AZ87 － 5 次調査出土の平底深鉢（図３－ 5）
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図2

関連する朝鮮半島の遺跡

調査地は中央区高麗橋一丁目に位置し、酸化焔焼成の平底深鉢 5 と短頸壺 12 が弥生～古墳時代の遺
物を含む地層から出土した〔大阪市文化財協会 2004b〕。これらについては田中清美氏によって紹介さ
れており〔田中 1988〕、それを若干補足しながら説明する。
5 は口径が 11.8㎝、器高が 8.7㎝である。口縁部は「く」字状に外反し、口縁端部は凹んで外側を向く。
胴部には 4 条／㎝のやや右に傾いた縦位平行タタキが施され、胴部下半はナデによってタタキメが消さ
れている。胴部最下部には円板状の底部を貼り付けた際の接合痕が残り、ヨコナデが施されている。内
面はナデで仕上げられているが、薄く縦方向の条線が残っている個所があり、平行文当て具の痕跡と思
われる。底部外面はナデで仕上げられ、５世紀代の全羅道の資料によくある下駄痕は看取できない。

なお、NW87 − 20 次 SB214 埋土上部出土の鉢の口縁部 6 は、5 の口縁端部と同様の特徴が窺える。
口縁端部が外側を向き、外面に平行タタキが施され、内面をナデで仕上げる例は、磻渓堤カ（가）3
号墳の 7、礼安里 152 号墳の 8 など、６世紀前半の洛東江西側で見られる〔国立晋州博物館 1987、釜山
大学校博物館 1993〕。一方、景山里 8 号墳の 9 のように、内面に平行文の当て具痕跡が残るものもある。
内面の状況の違いが地域的・時期的差異に基づくものなのかどうかはわからない。
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図3

難波で出土した加耶土器および関連資料

また、河内ではこのような平底鉢がしばしば見られる。河南町の一須賀Ｗ 11 号墳の 10〔尾谷雅彦
1989〕や柏原市の平尾山古墳群 86 － 3 次溝の 11 などである〔柏原市教育委員会 1987〕。一須賀古墳群
ではこれ以外でも縄文タタキで不安定な平底や丸底を有する酸化焔焼成の土器が出土している〔尾谷
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1989〕
。10 については在地で作られた可能性を残すが、平行文当て具を残す 11 については、特殊な技
法が用いられていることや、それが一般的に普及していないことを考えると、搬入かもしれない。
③ AZ87 － 5 次調査出土の短頸壺（図３－ 12）
調査地は上記の平底深鉢 5 と同じである。口径が 14.1㎝、器高が 20.6㎝あり、口縁部は「Ｃ」字状に
外反し、口縁端部は凹線状に凹む。胴部は肩と下半が張り、底部は不安定な凸レンズ状を呈する。外面
には３条／㎝の左上がりの平行タタキが施され、胴部上半のものが下半のものに切られている。底部は
不定方向のタタキで、頸部にはナデによってタタキメは薄くしか残っていない。また、内面の上半には
平行文の当て具痕跡が残り、頸部のものはナデ消されている。下半には円弧を描く当て具痕跡が残り、
上半の平行文当て具を切っている。また、底部内面にはユビオサエが多く残り、当て具痕跡はない。
また、12 と同様の形態で、大きさが約 1.5 倍の短頸壺 16 が、東大阪市の貝花遺跡で出土している〔東
大阪市文化財協会 1997〕。この資料はトレンチ調査で出土したもので、時期を把握できるような共伴遺
物はない。口径 18㎝、器高 29㎝あり、肩や胴部下半の張り具合や、頸部の形態は 12 と類似し、焼成は
酸化焔焼成である。外面は４条／㎝の平行タタキで、上半のタタキが下半に切られる。内面には胴部最
大径付近に平行文当て具の痕跡、上下にそれに切られる格子文当て具の痕跡が残る。朝鮮半島での類例
としては磻渓堤カ（가）B 号墳出土の壺 17 がある〔国立晋州博物館 1987〕。焼成は上記資料と同じく酸
化焔焼成で、内面に格子文の当て具が使用されている点が共通する。
④ NW87 － 20 次調査出土の短頸壺（図３－ 13 ～ 15）
13 は SB214 埋土下部、14 は同床面、15 は同埋土上部で出土している〔大阪市文化財協会 1992〕。い
ずれも還元焔焼成である。口縁部や底部の特徴が慶尚道で出土する壺と類似することからここに挙げた。
なお、SB214 からは後述する新羅土器台付長頸壺（図４－ 1）や、朝鮮半島系土器と思われる平行タタ
キや格子タタキの土器片が出ている〔田中清美 1989a〕。
⑤大阪城公園内出土の注口付壺（図３－ 18）
本資料は 1959 年に大阪城公園西側の大手前遊歩道にて水道管埋設工事が行われた際に、地表面から
約 1 ｍ下で TK23 型式の須恵器とともに出土したとされるもので、田中清美氏による資料紹介がある〔田
中 1993〕
。これを若干補足しながら説明する。
大きさは、口径 17.2㎝、器高 22.9㎝である。口縁部は頸部から直立気味に伸びて外湾し、口縁端部は
ナデによってやや広がり気味に面をもつ。胴部には丸みがあり、底部は広く凸レンズ状になる。注口部
は胴部中央よりやや上に挿入して作られ、孔の直径は約 3㎝である。胴部の外面には 3 条／㎝の横位平
行タタキが施され、上半部はナデ消されている。注口部の根元にはこのタタキ原体の縁が当たった痕跡
があることから、注口を付けてから整面のタタキが施されたことがわかる。タタキメは平行タタキメで
あるものの、擬格子ではない。内面は頸部下にユビオサエが施され、薄く部分的に残る円弧状の当て具
痕跡を切っている。底部内面はユビオサエのみで当て具痕跡は見られない。焼成は還元焔焼成で硬質に
仕上がっている。
横方向の平行タタキや内面に円弧状の当て具痕跡が残ることから、慶尚道に系譜が求められる土器で
と考える。注口をもつ土器は、生草 10 号墳出土の 19 があるが〔慶尚大学校博物館 2006〕、酸化焔焼成で、
平底であり、外面は格子タタキであることから、共通点は注口のみである。また、広い凸レンズ状の底
部は苧浦里Ｄ地区Ⅱ－１石室の 20 が類例として挙げられる〔慶北大学校博物館 1987〕。いずれも６世
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紀前半に収まるものである。
⑥ OS06 － 2 次調査出土の甑（図３－ 21）
調査地は天王寺区清水谷町に位置し、上町谷に繋がる支谷を埋める前期難波宮造営期の整地層から出
土した〔大阪市教育委員会・大阪市文化財協会 2008〕。器高 22㎝、口径 26㎝あり、丸底の底部には中心
にひとつ、その周囲に推定５つの円孔が穿たれる。口縁部は短く屈曲し、把手には切り込みがある。胴
部には縦位平行タタキメが残る。
丸底で頸部をもつ甑は慶尚道に分布する。底部の蒸気孔は、細筋の孔を組み合わせたものと、多数の
円孔のものがあり、傾向としては前者が慶尚北道で多く、後者は慶尚南道に多い。大まかに言うなら、
新羅と加耶の違いということもできるかもしれない。ただし、丸底でこのような蒸気孔をもつ甑は、朝
鮮半島内での類例を確認できていない。なお、全羅道や忠清道の甑を見る限り、時期が新しくなるほど
孔の径が大きくなるとともに、穿たれる数が少なくなる傾向がある。こういった傾向に該当するなら、
共伴資料が５世紀代の 22 よりは新しいと思われる。
⑦住吉区山之内遺跡 YM83-18 次調査出土の低脚高杯（図３－ 23）
難波ではなく住吉地域であるが、住吉区山之内遺跡 YM83 − 18 次調査で口縁部が内傾し、脚部に三
角形のスカシを６方向に施す低脚高杯 23 が出土している。遊離資料のため共伴遺物は不明である。口
縁部の形態は慶尚北道の高霊地域で出土する杯（例えば 24）に類似し、低脚高杯として比較的似てい
るものは金海地域にある（例えば25）。相違点も多いが、とりあえず加耶に系譜が求められるとしておく。

２）新羅土器（図４・６）
① NW87 － 20 次調査出土の台付長頸壺（図４－ 1）
調査地は現大阪歴史博物館・ＮＨＫ敷地（旧大阪市立中央体育館跡地）である。竪穴住居 SB214 埋土
上部から出土した台付長頸壺で、MT15 型式や TK10 型式の須恵器（６世紀前～中葉）と共伴した〔大
阪市文化財協会 1992〕。口縁部は斜めにまっすぐ伸び、内側が強くなでられて内湾気味である。外面は
突帯によって３つに分割され、最下部と中央には櫛描波状文が施される。頸部には突帯状の稜がある。
最大径が上部にあり、そこには凹線が施される。胴部下半には３条／㎝の粗い平行タタキメが残る。脚
部ほとんど欠損しているが、６方向に方形のスカシ孔が穿たれ、根元の傾きから斜め方向に伸びるよう


である。なお、脚部の付け根がほぼ完全に残っているにもかかわらず、脚部自体はすべて欠損している。
この土器について、定森秀夫氏は新羅系の長頸壺の形態を備えた陶質土器と考えてよいだろうという
見解を示している〔定森 1994〕。胴部にタタキメを残したりする特徴は、釜山・金海・昌原・馬山など、



新羅の中心地である慶州から見ると周辺地域で見られ、特に金海市の礼安里古墳群が多い
（2・3）
。
かみきさべ

ところで最近、大阪府の北東部に位置する交野市の上私部遺跡において、TK10 型式の須恵器と共伴
した新羅土器台付長頸壺（もしくは長頸壺）の口縁部 4 が出土した〔大阪府文化財センター 2007〕。口
縁部が上方で屈曲し、外面には稜によって文様帯が３つに分割され、上段・下段に市松文様状の縦方向
 礼安里古墳群などの台付長頸壺を副葬する古墳の中にも、胴部以上が完全に残っているにもかかわらず、脚部が残っ
ていない例がいくつかある。意図的に打ち欠かれた可能性も考えていいであろう。
 筆者は 2009 年 12 月の発表〔寺井 2009〕の際に、礼安里古墳群の 6 世紀前～中葉の土器と類似していること、この時
期が文献上では「金官国」が存続していることから、この台付長頸壺について金官国の土器の可能性も示したが、この
案については、現状の調査研究成果から見ると問題がある。李煕濬氏のように 5 世紀以後に新羅土器様式が洛東江西岸
に広がっていること、礼安里古墳群の土器が金海を代表する土器とは限らないことから、これをもって金官国の土器と
はいえないという見解もある〔李煕濬 1998〕。
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の短い櫛描文を、中段に櫛描列点が交叉し、菱形を形作っている。口縁部形態から６世紀第１四半期に
推定され〔洪潽植 2000、白井克也 2003b〕、共伴遺物の年代と比べると若干古くなる。なお、口縁部形
態は異なるが、蔚山広域市の雲化里２号墳の周溝から同じ文様の壺 5 が出土している〔蔚山文化財研究
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院 2008〕
。
② OS03-13 次調査出土の瓶（図４－ 6）
調査地は大阪歴史博物館から約 300 ｍ北西に位置する。釣鐘谷につながる小支谷を埋める地層（報告


書の第９層）から 7 世紀第 3 ～ 4 四半期（難波Ⅳ古段階）の土器とともに出土した〔大阪市教育委員会・
大阪市文化財協会 2005〕。
瓶 6 は口縁部が意図的に打ち欠かれている以外は完形であり、残存高が 10.8㎝、胴部高 9.2㎝、胴部最
大径 12.3㎝ある。頸部がまっすぐ立ち上がって外反し、平坦な部分を有することから、盤口（受け口）
になると思われる。胴部全体には丸みがあり、底部は平底で、胴部との境界は丸みがあってはっきりし
ない。胴部外面はナデで仕上げられ、胴部最下部から底部裾にかけては手持ちのヘラケズリが施されて
いる。器面全体には自然釉が付着し、器表面が発泡している部分もある。破断面はセピア色である。
なお、慶尚道では６世紀後半頃に登場するが（例えば、磻渓堤 30 号墳の 7〔国立晋州博物館 1987〕）、
増加するのは、大加耶滅亡後の６世紀第３～４四半期で、新羅領の全域で見られる。傾向として６世紀
第３四半期のものは平底が多く、第４四半期になると苧浦里 E 地区 2 号墳の 8〔釜山大学校博物館 1987〕
のように丸みを帯びるものが多くなる〔寺井 2008a〕。こういったものにヘラ描きの三角形文や二重円
のスタンプ文が施されるようになり（例えば、泗川市の月城里 10 号墳の 25〔慶尚大学校博物館
1998〕
）
、やがては高台の付いた壺 26 のようになるのである。
③ NW122 次調査出土の壺（図４－ 9）
調査地は難波宮跡公園から西に約 100 ｍの地点に位置し、土器は龍造寺谷の小支谷内に堆積する７世
紀中葉までの包含層（報告書のⅧ層）から出土した〔大阪市文化財協会 1984〕。口縁端部は外側に丸く
膨らみ、口縁部は外反して伸びる。胴部上半はナデ、下半は格子タタキが残る。焼成は還元焔焼成軟質
で、表面に炭素が吸着する。口縁端部の形態などから新羅土器になると思われる。
④ NW90 － 29 次調査出土の鉢（図４－ 10）
調査地は難波宮跡公園の南西約 200 ｍの地点に位置する。７世紀前葉の土器とともに出土した〔大阪
市文化財協会 2004a〕。表面は炭素が吸着して黒いが、破断面は橙色を呈する。外面には擬格子タタキ
が施され、頸部下に円形のスタンプ文が１個所にのみ施されている。当初はこのスタンプ文があるとい
うことで新羅土器と位置付けられたが、このような器種にスタンプ文が施された例は管見による限り、
見当たらない。むしろ、同時期の土師器には施されることが少ないタタキや、器高が低く丸底の器形に
着目すべきである。比較的似たものとして、慶尚南道昌原市の盤渓洞遺跡 85 号竪穴遺構出土の鉢 11 を
挙げておきたい〔昌原大学校博物館 2000〕。この土器には６世紀後半の新羅土器高杯が共伴している。
⑤ OS99 － 16 次調査出土の蓋（図４－ 12）
調査地は難波宮跡公園の南約 600 ｍの地点に位置する。前期難波宮造営時の整地層から出土した還元


焔焼成の蓋で、椀か高杯に伴ったものと思われる〔大阪市文化財協会 2002a〕。器高 6.2㎝、口径が 13.2
㎝あり、飛鳥時代の須恵器杯 G 蓋と比べると、大振りで深みがある。背の高い宝珠つまみを有し、天井
部はヘラケズリの後、ナデが施されているが、文様は施されていない。このような器形の蓋は６世紀後


難波地域における古代の土器の時期区分は佐藤隆氏の編年案による〔佐藤 2000〕。

 この報告書は筆者が編集したが、編集当時は特異な須恵器と思いながらも、新羅土器とは考えていなかった。今回遺
物の再検討を行い、形態的特徴などから新羅土器と考えるに至った。
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半から７世紀初頭に位置付けられ〔洪 2000〕、新羅の領域ではしばしば見られるものであるが、新羅で
一般的に見られるものに比べて、つまみは小さい。
⑥難波出土の印花文土器（図４－ 14 ～ 23・表１）
難波では 10 点以上の印花文土器が出土しており、その量は飛鳥に次ぐ〔寺井 2004b〕。印花文土器の
器種の内訳を示すと、台付長頸壺７点、台付直口壺１点、壺蓋１点、椀と思われる細片１点である。出
土遺構の時期について、７世紀前葉の遺構や包含層から出土したものは 16・23 で、７世紀中葉は 15・


18・19・22・24（このうち 18・19・22 は同一遺構）であり、それ以外は遊離資料である。
文様の組み合わせで見てみると、17・20・22 を除けばいずれも非スタンプ文の文様が含まれ（表１）、
これらは新羅土器の年代観から見て６世紀末から７世紀初頭に収まるものである。20・22 については
これよりも新しくなるが、７世紀前葉もしくは中葉までには収まるものであろう。なお、17 には褐釉
がかかり、スタンプの円文があるということで新羅土器に含めたが、類似したものは百済土器にもある
ことから、百済土器の可能性も残しておきたい。22 には緑釉が全面にかかる。器壁が薄く、椀と思わ
れる。
なお、難波宮から約３㎞南に離れた位置にある四天王寺からは多弁花文と合成文のスタンプ文が施さ
れた新羅土器 24 が出土している〔大谷女子大学資料館 1989〕。
⑦大阪府庁調査地出土の蓋（図４－ 27）
緑釉の円面硯の蓋と考えられる。谷を埋める７世紀中葉の整地層から出土した。天井部に櫛描文が施
され、側面にはスタンプによる円文が並ぶ。このような文様から新羅系と考えられるが、文房具には百
済産が多い傾向にあることから、百済産の可能性も指摘されている〔大阪府立弥生文化博物館 2007：
10〕
。なお、口縁部にスタンプによる円文を施す黄褐釉の円面硯蓋が、大阪府河南町のアカハゲ古墳で
出土している（図４－ 28・29）。この古墳は横口式石槨を主体部としてもち、報告書では７世紀第
２四半期と推定している〔大阪府教育委員会 2009〕。
⑧ OS91 － 34 次調査出土の瓶（図６－ 3）
難波Ⅴ中段階（8 世紀後半）の土器群とともに出土した。口縁部は欠損しているが、胴部は完形である。
外面には平行タタキが、胴部最下位はヘラケズリが施される。この土器について、百済土器瓶と比べる



難波出土の新羅土器については、重見泰氏より多くのご教示を頂いた。
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と大きさや頸部形態に相違点がある。この資料を初めて紹介した積山洋氏は新羅系の可能性を指摘した
〔積山 1994〕
。形態の似たものはソウル特別市の虎岩山城から出土した統一新羅代の瓶がある（図６－ 4：
ソウル大学校博物館 1990）。

３）百済土器
① NW90 － 7 次調査出土の瓶（図５－ 1）
調査地は史跡難波宮跡の南西隅から約100ｍ西に位置する。龍造寺谷の小支谷を埋める難波Ⅲ中段階（7
世紀第 2 ～ 3 四半期）の整地層（前期難波宮造営期の整地層）から、複数の百済土器（図５－ 1・8・
10・12・13）が出土した〔大阪市文化財協会 2004a〕。
瓶 1 は拙稿〔寺井 2008a〕で検討したことがある資料である。平底で肩が張り、頸部までの高さが
14.5㎝、底部径 9.2㎝、胴部最大径 17.4㎝である。頸部はまっすぐ立ち上がって伸び、口縁部は欠損するが、
強く外反したと思われる。この欠損は意図的な打ち欠きによるものであろう〔江浦洋 2008a〕。胴部外
面には縦方向の平行タタキの後、軽くヨコナデされ、最後に横沈線が 5 条巡らされる。胴部最下位には
強いヨコナデが施される。一方、底部内面は胴部との接点にナデが施されている程度で、ほとんど調整
が行われていない。胴部内面には当て具痕はなく、肩部より上には中心に向かって逆時計回りのシボリ
メが残り、頸部内面にはていねいなヨコナデが施される。色調は紫灰色を呈し、肩部などに自然釉がか
かる。胎土には長石の砂粒が含まれ、5㎜大の角礫もある。肩部の張りなどの形態は表井里Ａ－ 7 号墳


など扶餘やその近隣など百済中心地域出土の瓶と類似する。
なお、百済土器自体は新羅土器に比べて少ないものの、瓶は日本列島各地で出土している〔寺井
2008a〕
。７世紀代のものには奈良県御所市の石光山43号墳の4や福岡市博多区の堤ヶ浦12号墳の例がある。
② NW90 － 7 次調査出土の平底短頸壺（図５－ 8）
8 は平底で、底部の直径は約 15㎝に復元できる。外側面は縦方向の平行タタキの後、ヨコナデが施さ
れる。底部および内面全体にもヨコナデが施される。器表は灰～灰白色で、破断面はにぶい赤褐色であ
る。このような平底の器形は７世紀代の日本の須恵器には見られず、官北里遺跡出土の 9 のような泗沘
時代の平底短頸壺に類例が求められる〔国立扶餘文化財研究所 2009〕。
③ NW90 － 7 次調査出土の鍔付土器（図５－ 10）
10 は鍔が胴部から剥れたもので、胴部に接していた面に縦方向の平行タタキメが転写された跡が残
る。焼成は還元焔焼成で、色調は灰白色である。形状が羽釜の鍔のようであるが、外縁直径が約 19㎝、



接合部の直径が約 14㎝と羽釜にしては小さいため、泗沘時代の鍔付土器（전달린토기）
の鍔と考えた。

普通は 10 に見られるようにタタキメは残らないようであるが、百済の椀や鍔付土器の外面を観察する
10

と、しばしば縦方向の平行タタキが残っているため、百済でありうるものと考える。
④ NW90 － 7 次調査出土の底部（図５－ 12・13）
12・13 は凹んだ底部で、器表面は灰色、破断面は赤褐色を呈する還元焔焼成である。外面には平行
 表井里 A － 7 号墳の瓶を筆者は実見できていないが、この瓶をかつて実測した亀田修一氏より図のコピーを提供して
いただいた。それによってこの瓶が底部糸きりであることを知った。底部の拓本は氏の拓本を基にしている。
 「鍔付土器」という用語は大竹弘之氏の訳語に倣った〔金鐘萬 2002（大竹訳）
〕
。
10 例えば、伏岩里 2 号墳周溝出土の鍔付土器がある〔全南大学校博物館 1999〕
。報告の実測図には縦方向の平行タタキ
メの表現はないが、本文中にはタタキメがあることが記されていて、図版写真でもそれを見ることができる。この古墳
自体の年代は 5 世紀後半頃であるが、周溝からは幅広い時期の遺物が出土している。金鐘萬氏の編年では 7 世紀中頃に位
置付けられている〔金鍾萬 2004、図面 28〕。
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タタキが施され、13 はタタキメの凹部に木目が残り、擬格子タタキメを呈する。いずれも内面は粗雑
なナデしか施されないため、底部が凹んだことによる粘土の弛み（シワ）がそのまま残っていて、有文
の当て具痕は見られない。加えて、底部の凹みの外縁にナデが施されていることから、焼け歪みではな
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いことがわかる。このような底部は朝鮮半島南部で広く見られるが、有文の当て具痕がないことから、
百済土器の底部の可能性が高いと考える。ただ、報告書で見る限り、新羅土器でも内面に当て具痕跡を
残さない凹み底の土器があることから、新羅土器など他に故地が求められる可能性も残しておきたい。
また、大阪府教育委員会が調査した大阪府立大手前高校調査地（88-OSJ 調査地）で出土し、田中清
美氏によって紹介されている凹み底の還元焔焼成の土器 14 についても、同様の土器かもしれない〔田
中清美 1989a〕
。この調査地ではこれ以外にも多数の朝鮮半島系土器と思われる土器が出土している。
11

なお、参考までに、花枝山遺跡出土の凹み底の壺
（図８－ 2）は器高が 55㎝、胴部最大径が 45㎝程度
である。12・13 については器壁の厚さや底部から胴部への立ち上がりから、花枝山より一回り小さく、
おそらく器高 45㎝程度、最大径 35㎝程度ではないかと推測される。
⑤ NW87-20 次調査出土の瓶（図５－ 2）
前期難波宮内裏西方官衙の倉庫 SB306 の柱抜取穴（南側列で東から二番目の柱穴）から出土した。報
告〔大阪市文化財協会 1992〕では漏れていたため、紹介されるのは今回が初めての資料である。
当資料は胴部最大径が 18.0㎝、底部径が 10.2㎝ある。肩が張り、最大径以下は膨らみをもたず、直線
的にすぼまりながら、平底の底部につながる。胴部外面には縦位平行タタキが施され、胴部最下部には
ヘラケズリが施される。最大径よりやや下がったところには沈線が引かれる。内面には接合痕が残る。
縦方向のハケメ状の擦痕をヨコナデで切っている。当て具の痕跡は見られない。肩部には自然釉がたれ
ており、底部は焼き膨れで内面が破裂している。
肩部以上が欠損しているものの、NW90 － 7 次調査出土の瓶 1 と類似しており、朱鳥元年（686）に消
失した前期難波宮の倉庫の柱抜取穴から出土していることから、瓶 2 の時期は 686 年以前となる。ただ、
抜取穴という遺構の性格上、古い遺物が混じる可能性も多分にあることから、難波宮ができてからもた
らされたものなのかどうかはわからない。瓶 1 と同じ頃のものと推定しておきたい。
⑥ OS99 － 16 次調査出土の底部（図５－ 3）
調査地は前述の新羅土器蓋（図４－ 12）と同一である。新羅土器蓋と同様に報告資料の再精査の結果、
12

認識したものである。外面はヨコナデによって仕上げられ、タタキメは見られない。平底で、胴部最下
位に手持ちのヘラケズリ、底面には回転ヘラケズリが施される。NW90 － 7 次出土の百済土器瓶（図５
－ 1）と比べるとやや小振りである。焼成は還元焔焼成硬質である。形状から瓶と判断したが、小振り
である点から新羅土器の可能性も残される。また、通常底部には回転ヘラケズリは施されないことから、
別の器種になる可能性も含まれる。
⑦ OS03-13 次調査出土の椀（図５－ 17）
調査地は新羅土器瓶（図４－ 6）が出土した調査地と同じで、この瓶が出土した地層を切る土壙から
椀 17 と壺 22 が出土した。新羅土器出土の地層と土壙の時期差はほとんどないと報告されている。
椀 17 は口径 12.2㎝、器高 8.2㎝あり、低く「ハ」の字状に開く高台が付く。口縁部下と胴中部、胴下
部の 3 箇所に金属器の名残を残す櫛描直線文が施されていて、口縁部下のものはナデによって一部消さ

11

日本の須恵器ではこのような器形については「甕」というが、ここでは韓国の用例に倣っておく。

12 この土器について報告〔大阪市文化財協会 2002a〕の際は、胴部下位にナデつけたような跡があり、それが同じ調査
地で出土しているジョッキ状の把手が付く平底の壺の把手をつける際のナデと類似していると判断したことから、同様
の形態の土器と判断した。ただ、再度観察すると普通のナデであったので、瓶の底部という訂正に至った。
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れている。器面全体に薄く自然釉が付着し、色調は黒灰色を呈する。形態が類似していることに加え（例
えば、軍守里遺跡の 19：忠南大学校百済研究所 2003）、6 世紀中頃の百済に櫛描直線文を施す例（花枝
山遺跡の 18）がある一方で〔国立扶餘文化財研究所 2002a〕、新羅のものが凹線を巡らすものが多い（例
えば、冷水里古墳出土の 20：国立慶州博物館 1995）と窺えることから、百済土器と推定する。なお、
山本孝文氏によると、百済では陶磁器や金属器を模倣することによって、高台付の椀は少なくとも６世
紀初頭には登場している〔山本 2006b〕。筆者自身この器種の年代観はわからないが、形態的な類似性
から６世紀後半から７世紀初頭頃ではないかと推定する。
⑧ OS03-13 次調査出土の壺（図５－ 22）
壺 22 は残存高 32.0㎝、胴部高 29.2㎝、胴部最大径 25.3㎝ある。口縁部は欠損している。底部は平底に
近い凹底である。外面には縄文タタキが施された後、ラセン状に沈線が巡らされる。23 のような泗沘
時代の壺に類例が求められる。
⑨ UH08 － 7 次調査出土の瓶底部（図５－ 21）
調査地は上述の OS99 － 16 次調査地と、清水谷を挟んで反対側（南側）に位置する。平底に近い凹み
底で、内外面はナデで仕上げられる。焼成は還元焔焼成硬質（陶質）である。底部形態は 22 に類似す
るものの、新羅土器など他の系譜も可能性として考えておかなければならない資料である。
⑩ UH08 － 9 次調査出土の瓶
井戸の埋め戻し土から飛鳥時代末頃の土器とともに出土した。口頸部が欠損している以外は完形であ
る。現在整理中で、図は掲載していない。

４）その他（図６）
上記以外にも注目すべき資料が出土しているので、紹介する。
難波宮跡 NW06 − 2 次調査では、三角形もしくは菱形の区画を線で埋める文様をもつ原体で叩いてい
る須恵器 1 が出土している。内面には同心円文の当て具痕跡が残る。この資料は報告で漏れているもの
で、出土層位を確認したところ、７世紀中葉の整地層である第８層出土で、第７層出土の「万葉仮名文
木簡」が出土した第７層よりも下位になる。管見によるかぎり、伝金官加耶宮墟址では菱形の区画を線
で埋めたタタキメの陶質土器 2 が出土している〔釜山大学校博物館 2006〕。1 のようなタタキメについ
ては、おそらく多様なタタキメのある朝鮮半島に系譜が求められるものと思われるが、類例自体が多く
ないため、位置付けについては今後の課題である。

13

5 ～ 10 は筑紫に系譜が求められる須恵器で、拙稿〔寺井 2008b〕で検討したことがある。筑紫に属
する博多湾沿岸といえば、難波と並ぶ倭国の外交の窓口、那津があったところでもある。こういった資
料の存在は、具体的に筑紫から物資が搬入されたいたことを示すものである。
出土した地点は新羅土器蓋（図４－ 12）や百済土器瓶（図５－ 3）が出た OS99 − 16 次調査地である。
筑紫の須恵器の当て具痕跡は多くは同心円文であるものの、一部に平行文もしくは格子文を呈するもの
がある。拙稿〔寺井 2008b〕では平行文当て具が４点、格子文当て具が１点出土していることを紹介し
たが、
最近の出土遺物の再精査で平行文当て具の破片がさらに１点増加した。以下、
各資料の説明を行う。
13 この後、旧国の肥前に当たる佐賀市の大日遺跡 2 区 1 号墳で 7 世紀前半の平行文当て具が用いられた須恵器甕が出土
していることを知った〔佐賀市教育委員会 1996〕
。筑紫以外でも発見されることも十分想定していたが、圧倒的に多いの
は筑紫であることには変わりない。
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図6

難波で出土したその他の外来土器および関連資料

5 は外面に横位平行タタキがされた後、カキメが施されている。内面には青海波文と平行文が残って
いて、前者が後者に切られているが、平行文が残っている範囲が狭いため、単位を読み取るのは困難で
ある。6 と 7 も 5 と同様に外面に横位平行タタキが施された後、カキメがなされていて、6 が比較的青
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海波文がはっきりと残っている。いずれも内面では青海波文が平行文に切られているが、5 よりも内面
での平行文の占める割合が高い。当て具の単位は縦長に短い直線が並ぶ平行文で、凸部・凹部の幅がそ
れぞれ1.5㎜程度あり、凸部端にはしっかりとした面をもっている。また、平行文の条線は中央付近がもっ
ともはっきりし、端ほどはっきりしなくなるという特徴から、先端に弱い凸面をもつ小判状のもので押
さえたことが推定される。なお、以上の 5 ～ 7 については外面の平行タタキやカキメの密度がほぼ等し
く、内面の平行文の密度もほぼ等しいことに加え、遺物台帳により出土位置を確認したところ、10 ｍ
以内の範囲で出土していることを確認した。このことからこれらは同一個体の可能性が高く、部位は 5
が胴部中央付近で、6・7 が底部付近と判断した。
一方、8 は外面が 5 ～ 7 より粗いカキメで仕上げられている。肉眼ではわかりにくいが、光をかざす
とカキメに直交する凹凸が確認できることから、縦位平行タタキが施されていたものと判断した。内面
には平行文当て具の痕跡がよく残っている。5 ～ 7 と同じく縦長に短い直線が並ぶ平行文で、中央付近
がもっとも明瞭に残っているが、条線の凸部の断面は丸みを帯びるという点で異なる。部位は底部付近
と思われる。9 は最近収蔵庫で出土遺物を再精査していたときに発見したものである。外面は平行タタ
キの後、カキメが施され、内面には平行文当て具の痕跡が残る。5 ～ 8 に比べて焼成が甘く、当て具痕
跡も異なるため別個体である。
10 は環状把手付の壺もしくは甕の頸部から肩部にかけての破片で、把手は欠損している。内面には
斜格子文の当て具痕が残り、その凹みが青海波文の当て具痕で見られるような丸みはなく、直線的な輪
郭を示す部分もある。外面は自然釉が薄くかかって、器面調整の観察がしづらいものの、凹凸はあまり
見えず、タタキメはナデ消されるなどして残っていなかったものと推測する。
以上の資料はいずれも前期難波宮造営期の整地層である第５層出土である。この地層は年代の下限が
７世紀第３四半期に位置付けられるが、７世紀第１～２四半期の遺物の多量に含まれることから、この
時期に伴っていた可能性が高い。
ところで、平行文当て具痕跡の類例は旧国の筑紫国のほぼ全域と肥前で確認できる。例が多いのは６
世紀第４四半期～７世紀第２四半期で、古いものでは６世紀第３四半期に登場する〔寺井 2008b〕。前
稿では牛頸窯跡群では確認できないと指摘したが、窯跡群内にある向谷２号墳で 11 が出土しているこ
とを確認し〔春日市教育委員会 1987〕、同窯でも焼成していた可能性は残る。また、沖ノ島でも７世紀
後半に位置付けられる須恵器甕 12 に平行文当て具痕跡が確認されるが、これは供献された甕が在地産、
おそらく宗像周辺産であることをうかがわせる。古墳では早良平野西部の丘陵の６世紀末から７世紀の
古墳群で多く見つかっている（例えば、鋤崎 5 号墳出土の 13）。この近くでは同時期の窯跡は見つかっ
ていないものの、おそらく存在するのであろう。
格子文当て具痕跡が残る須恵器は、飯塚市の井手ヶ浦１号窯跡と福岡市の那珂遺跡 13 次調査の井戸
から出た 14 のような例がある。前者は長方形の格子文が内面に残っていて、時期は６世紀第４四半期
～７世紀第２四半期である。後者は甕の胴部上半に格子文が残っており、下半の平行文当て具痕に切ら
れている。格子文の条線は、一方が太く、もう一方が細い特徴を有し、難波出土の 10 とは違って、当
て具による凹みははっきりしない。共伴遺物は７世紀第３～４四半期であり、
難波の事例より新しくなる。

５）小結
以上、個々の資料の説明をしながら、難波で出土している６世紀以降の朝鮮半島からの搬入土器につ
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いて紹介した。これを基に時期と故地の整理をすると以下のようになる（図７）。
まず、時期については統一新羅のものと思われる瓶（図６－ 3）を除くと、いずれも７世紀中葉まで
に収まる。これらの土器の推定される故地と時期を整理すると以下のようになる。
加耶土器は把手付鉢（図３－ 1）、短頸壺（同 12）、そして注口付壺（同 18）については注口を除く
ならば、慶尚南道北西部に類似資料が認められる。この地域は大加耶の領域で、大加耶連盟に組み込ま
れたいくつかの小国（例えば、陜川地域に多羅国）があったとされている〔田中俊明 1992〕。朴升圭氏
によると第１段階とされる５世紀後半には高霊から西方の慶尚南道陜川郡北部や居昌郡・咸陽郡一帯に
拡がり、第２段階とされる６世紀前半には高霊郡から南方の陜川郡南部や宜寧郡、晋州市や海岸沿いの
固城郡や馬山市、昌原市あたりまで拡がるとされ、前者の地域圏は直接・間接支配圏と位置付け、後者
の地域圏は連盟圏・交流圏と位置付けている〔朴升圭 2003〕。難波で見られる土器の時期は第２段階、
つまり連盟圏・交流圏が拡張する時期に当たる。
新羅土器は系譜が不明なものも含まれるが、６世紀後半以降には少なくとも登場する。印花文土器に
ついては 10 点（硯蓋を含むなら 11 点）あるが、それ以前の時期に当たると考えられるものが少なくと
も５点ある。故地については、瓶（図４－ 6）は陜川郡の苧浦里古墳群の資料と類似していることを指
摘したように、新羅の中心地域というよりも周辺地域に系譜が求められるようである。9・10 について
も同様に考える。印花文土器については細かな故地については検討できていないが、７世紀後半にまで
新しくなるものは含まれない。この点は大和（奈良県）と対照的である〔重見泰 2008〕。
百済土器は６世紀後半以降のものが、可能性があるものを含めて合計 11 点あり、この点数は後述す
るように日本列島内での百済土器出土遺跡の中では群を抜く。椀（図５－ 17）は金属器の名残を残し
ていることから、６世紀後半から７世紀初頭という古い時期を推定したものの、確固とした根拠はない。
一方、瓶（図５－ 1）は当時の都である扶餘やその周辺に類例が求められ、最大径が上部にあり、肩が
張るのは、もっとも新しい形態と考える。出土したのが前期難波宮を造営する際の整地層であり、かつ
出土地点は宮殿域に接していることから、少なくとも 652 年の宮殿完成時には整地は終わっていたであ
ろう。この瓶自体がよく残っているため、整地の直前まで容器などに使われていたようであり、渡来の
時期もそれほど離れた時期ではないと思われる。同じ地点で出土した百済土器についてもおそらく近い
時期のものであろう。なお、3 や 12 ～ 14、21 については部分的な破片であるため、新羅土器など他
の系統の土器である可能性も残る。
以上、難波で出土した朝鮮半島の土器について、故地別に整理した。出土地点を含めた検討について
は、後述することとする。

２．日本の他地域における朝鮮半島系土器
難波の事例が日本列島の他地域と比べて、はたして多いのか少ないのか、また、故地の偏りがあるの
かなどを判断するには、同時期の日本列島の出土傾向を整理しておく必要がある。これについては白井
克也氏が全般的な研究を進めており〔白井 2000〕、個別には定森秀夫氏などによって詳細に研究が進め
られている。これらの研究をはじめとした先行研究を参考にしながら、適宜最近の資料も交えて、６～
７世紀の日本列島出土の朝鮮半島系土器について概観してみよう。
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図7

難波に運ばれた加耶・新羅・百済土器の変遷

１）加耶土器
小加耶（慶尚南道泗川市・固城郡一帯）、大加耶（慶尚北道高霊郡一帯）、多羅（慶尚南道陜川郡一帯）

159

などの土器が出土していることが指摘されている。この中で小加耶の土器は対馬や北部九州に集中する
傾向にある〔白井 2000〕。比較的近隣では滋賀県米原市の入江内湖遺跡で高杯が、大加耶系の壺や蓋と
ともに出土している。時期は６世紀前葉から中葉に位置付けられている。
大加耶の土器については定森秀夫氏の研究を参考にすると、多くが６世紀前葉から中葉に当てられる
〔定森 1989 など〕。複数の出土が見られる遺跡・地域を列挙すると、福岡市西区の吉竹遺跡群、愛媛県
今治市一帯、前述の滋賀県米原市の入江内湖遺跡がある。近隣では藤井寺市の葛井寺付近で出土したと
される長頸壺や〔大阪市立美術館 1995〕、神戸市東灘区の郡家遺跡城の前地区出土の蓋がある。また、
多羅国があったとされる陜川地域に系譜が求められる土器は、佐賀市の藤附 C 遺跡や奈良県橿原市の南
山４号墳などで点的に見つかっている。
金海地域に系譜が求められる土器として、岡山市竹原発見とされる短脚高杯があり〔亀田修一 1997〕、
類例は金海市礼安里古墳群などで出土している。ただ、前述したようにこの地域が加耶と新羅のどちら
であるのかというのは検討課題である。

２）新羅土器
新羅土器は北部九州を中心に多く見られる。６世紀後半頃から７世紀にかけてのものは福岡平野の御
笠川東岸地域や早良平野で多く出土している〔上田龍二 2010〕。器種は台付長頸壺や短脚高杯、杯、蓋
など多様である。印花文土器もあるが、ヘラ描き鋸歯文が施される段階のもので、７世紀初頭までに収
まると思われる。７世紀前半から中葉の段階で多く見られるのは大野城市の王城山古墳群である。なお、
福岡平野の低地部では管見による限り、博多遺跡 30 次調査でコンパス文のある印花文土器が１点出土
14

しているのが唯一の例である。博多遺跡や比恵・那珂遺跡群は那津官家推定地とされるものの、６～７
世紀の朝鮮半島系土器はそれほど多くは出土していないようである。
北部九州以外では、愛媛県西予市（旧宇和町）の伊勢山大塚古墳から出たと伝えられる一群と、山口
県下関市（旧豊浦町）の心光寺２号墳の一括資料がある。伊勢山大塚古墳では５世紀後葉頃の高杯１点
と長頸壺２点が出土したとされているが、古墳自体は６世紀後半のものである。心光山２号墳では、白
井氏の新羅Ⅲ C 段階（６世紀末）と考えられる新羅土器の短脚高杯２点と蓋１点、台付盤１点が、
TK43 型式もしくは 209 型式の須恵器高杯脚部とともに出土している〔山内紀嗣 1988〕。
近畿地方では６世紀末ごろになると難波で印花文土器 10 点あまり出土するようになる。その一方で、
飛鳥で出土する新羅土器は、難波よりも新しいものが多く、７世紀後半にも見られる〔重見泰 2005・
2008）
。その様相は、難波のピークと入れ替わるごとくである。

３）百済土器
前述したとおり、難波では百済土器が 10 点あまり出土しているが、日本列島での百済土器の出土例
は意外と少ない。出土している器種には瓶が多く、北部九州や近畿地方で点的に出土していて、中国・
四国地方での出土例は管見による限り見られない〔寺井 2008a〕。主な出土遺跡を挙げると、福岡市西
区広石Ⅰ－１号墳（６世紀後葉）、同博多区堤ヶ浦 12 号墳（７世紀中頃）、奈良県御所市石光山 43 号墳（図
５－ 4：７世紀前半）などである。
また、竹幕洞遺跡などで出土している杯付瓶も日本列島内でいくつか出土している。この中で筆者が
14 福岡市博物館の展示「考古資料からたどる日韓交流－市内遺跡出土品を中心に－」
（2009 年 11 月 17 日～ 12 月 13 日）
で確認した。
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実見できた福岡市西区の吉武Ｇ地区４号墳出土のものに関しては、製作技法から須恵器であり、百済土
器の影響を受けたものと考えられる。同様に瓶を模倣したと思われる須恵器も各地で出土している。こ
のように搬入品は目立たないものの、百済の影響を受けた器種はこれ以外にもいくつか存在し、土器生
産以外でも文化的影響が多分にあるようである。

４）高句麗土器
現状で高句麗土器の可能性が指摘されているのは、博多遺跡群出土の壺が唯一の例であろう〔白井克
也 1998〕
。これは 660 年代の高句麗使が残したものと推定されている。

５）難波との比較
以上の例と比較しても、難波は朝鮮半島からの搬入土器が多く出土しているのがわかる。６世紀後半
～７世紀前半に限ると難波が突出しているのは明らかである。
難波ほどではないが、朝鮮各地の土器が多く出土している地域として、福岡市西部に広がる早良平野
が挙げられる。早良平野の中でも吉武遺跡群は５世紀代から朝鮮半島系の土器が多量に出土しており、
それが７世紀初頭までは続いているので、２世紀あまり朝鮮半島との交渉の拠点として機能したことを
示しており、在地集団の手に対外交渉権があったと考えられる〔白井克也 2002〕。なお、難波と違うのは、
難波が２㎞四方に集中的に出土しているのに対し、早良は平野部だけでなく、その周辺の古墳群に分散
しているという点である。古墳に副葬されているわけであるから、「消耗品」としての扱いではない。
北部九州は、距離の近さもあり、他地域よりも比較的容易に交渉することが可能だったと思われ、点
的ではあるものの出土数は他地域に比べ多いのは確かである。また、牛頸窯跡群では多孔式煙道が採用
されたり、製品の中に高台付椀があったり、初期の瓦が焼かれていたりすることから、朝鮮半島的要素
が多分に見られる。近隣の惣利西遺跡では煙突と考えられる円筒状土製品が出土していることも含めて
考えると、朝鮮半島からのやってきた人が多数住んでいたのであろう〔亀田修一 2008〕。
なお、オンドル状遺構や大壁建物跡など、朝鮮半島との係りの深い遺構が見つかっている遺跡が各地
であるものの、そういった遺跡で朝鮮半島系土器がまとまって出たという報告はない。よって、朝鮮半
島的な文化要素が濃いのと土器の多さは必ずしも相関しないということである。この点についての考察
は至っていないが、土器とは違う次元で検討しなければならないのであろう。

３．朝鮮半島出土の須恵器－泗沘都城およびその周辺を中心に－
ところで、日本で数多くの朝鮮半島系遺物が発見されている一方で、朝鮮半島にも倭系遺物があるこ
とは多くの研究者が指摘しているとおりである。
まず、５世紀後半から６世紀前半までは全羅道や慶尚南道西部で須恵器杯や高杯などの倭系遺物が数
多く見られる〔木下亘 2003・山本孝文 2009〕。これは当時の馬韓もしくは百済南部、および大加耶連盟
圏に相当する地域である。特に、大加耶系の土器が西日本一帯で見つかっている時期に、大加耶連盟圏、
それも中心地である高霊ではなく、その南側の陜川や宜寧・山清などで須恵器が出ていることは、難波
で出土している加耶系土器の故地との関連で見ても興味深い。
一方、６世紀末から７世紀になると上記の地域では見られなくなる一方で、扶餘でいくつかの例が確
認されている。その多くは須恵器の甕であり、前代に杯や高杯が多かったのとは対照的である。モノ自
体が重視されたことから、内容物が重視されるということに移り変わったことが想定される〔山本孝文
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図8

扶餘で出土した須恵器および関連資料

2006a〕
。この時期の須恵器を同時期の百済と対比して、特徴を列挙すると、以下のようになる。
a）須恵器が内面に同心円文（青海波文）などの当て具痕跡を残すのに対し、百済土器は内面をナデ
で仕上げるため、当て具痕跡を残さない。
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b）須恵器は外面の最終調整にカキメを多用する。
c）須恵器は底部を丸底に仕上げるが、百済の大型の土器には平底や凹み底のものも多い。
このような基準を基にして、図８では扶餘で確認できた須恵器もしくは須恵器系土器を示した。井洞
15


里遺跡７号建物址の 1〔忠南文化財研究院 2005〕
や官北里遺跡の 3〔国立扶餘文化財研究所 2009〕、花枝

山遺跡マ地区（” 마 ” 지구）堆積層の 5〔国立扶餘文化財研究所 2002a〕はほぼ完形に復元できる須恵器
の甕であり、軍守里遺跡では須恵器甕片を再利用した円板 8 が出土している〔忠南大学校百済研究所
2003〕
。また、東南里遺跡上部堆積層からも外面が平行タタキののちにカキメが施され、内面に同心円
文の当て具痕跡が残る頸部片 7 が出土しており、須恵器と思われる〔忠清南道歴史文化研究院 2008〕。
これらの須恵器甕について、甕自体の編年や地域性研究が不十分であるため、筆者には時期や故地を示
すことはできないが、口縁部形態や全体的な器形は６世紀後半から７世紀の、少なくとも西日本では一
般的に見られるもののように思われる。
また、宮南池では横瓶 9 と平瓶 11 が出土している〔国立扶餘文化財研究所 2001〕。9 は報告文を見る
限り、平行タタキの後、カキメが施されているようで、器形も含めて須恵器と共通する。類例として堺
市の陶器遺跡の 10 を挙げたが、近畿地方に限らず西日本一帯でよく見られる形態と思われる。平瓶 11
は実測図で見る限り、一般的な平瓶と口頸部と接合技法が異なり、胴部に波状文を施し、底部は平底で
ある。平瓶は日本では一般的に６世紀末頃から出現する一方で、朝鮮半島では見られない器種であるこ
16

とから、何らかの影響があったのかもしれない。
さらに近年、扶餘郡の双北里遺跡で「那尓波（難波）連公」と読める木簡 12 が出土していたことが
明らかになった〔平川南 2009〕。平川氏によると、この木簡は人名のみを表記した物品付札とされ、表
記方法などから、日本から運ばれた７世紀半ば頃の木簡と考えられ、発掘調査で得られた所見（７世紀
半ば頃）とも一致するということである。この発掘調査については報告書が発刊されていないため、詳
17

細はわからないが、きわめて興味深い事例である。
これまで６世紀までの倭系遺物ついてはよく議論されてきて、その存在も知られていたが、７世紀に
なっても倭系遺物が存在し、さらにそれが当時の百済の都である泗沘都城やその周辺で出土しているこ
とは、あらためて相互交渉の存在を確認できるものである。なお、新羅の勢力圏で６～７世紀の須恵器
などの倭系遺物は筆者自身確認できていない。もし、新羅になく、百済であるのであれば、当時の外交
のあり方を反映しているのかもしれない。

４．文献記録との対比
１）６～７世紀の東アジア情勢
まず、難波に朝鮮半島の土器が搬入された背景を考えるために、東アジア情勢、特に朝鮮半島の情勢

15 井洞里遺跡の報告では、須恵器甕が出土した 7 号建物址の年代を「6 世紀中後半」と推定している〔忠清文化財研究
院 2005：240〕。
16

この平瓶の存在については山本孝文井氏よりご教示いただいた。

17 現状ではこの調査について知る手段がないが、平川氏によるとこの調査は忠南大学校博物館によって行われ、百済
時代の水路や井戸、建物の基壇と推定される石列遺構などが検出されたということである。木簡は水路から多種多様な
遺物とともに出土したということである。また、調査地の位置については、申鐘国（2006）で確認した。この調査地点
は「双北里住宅建設作業地区遺跡」と呼ばれ、現在は「双北王宮アパート」が建っている。
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を簡単に整理しておこう。
６世紀代については新羅の領土拡大と加耶諸国の滅亡の二点で代表して語ることができる。高句麗・
百済・新羅の三国の抗争はますます激しくなる中で、552 年に漢城を奪取したことによって、新羅が頭
ひとつ抜け出すことになる。これによって新羅は初めて西海岸に到達し、中国に使者を送るにしても、
百済や高句麗に頼らずに自力で可能となった。一方、南では百済と新羅が加耶諸国の領土を次第に侵食
し、532 年の金官国（金官加耶）の滅亡、562 年の大加耶の滅亡につながる。いずれも新羅に投降する
形で加耶は滅亡するのであるが、この旧加耶領については、新羅と百済は以後激しく争うことになる。
こういった三国の覇権の争いに大きな転機が訪れるのは642年である。百済では義慈王が内紛を制し、
権力集中を図る。高句麗では泉蓋蘇文がクーデターで栄留王を殺し、新たに宝蔵王を立てることによっ
て、国家権力を全面的に掌握するようになる。そして、それまで対立していた高句麗と百済は同盟を結
び、共通の敵である新羅と対抗する策をとる。新羅はこれに対して、643 年に唐に使者を送り、救援を
求める。この結果、三国の対立に超大国である唐が介入するきっかけを作り、朝鮮半島に戦争と混乱の
序章が幕を開けるのである。

２）朝鮮諸国の渡来記事
続いて、
『日本書紀』などの文献を基に、高句麗・百済・新羅・加耶の渡来記事に目を向けてみよう。
まず、加耶諸国の中で金官国は 532 年の新羅への投降まで、倭国とは友好的（『日本書紀』的な表現
をするなら、
「朝貢国」）であったようで、しばしば記録にも登場するが、大加耶を示す伴跛国は、いわ
おこしたり

あるしたり

さ

だ

む

ろ

ゆる任那四県、すなわち上哆唎・下哆唎・婆陀・牟婁や、己汶（全羅北道南原市あたり）
・帯沙（多沙：
全羅南道と慶尚南道の境にある蟾津江下流あたり）の権益を巡って百済と対立していたため、倭国はこ
の問題については百済を支持し、伴跛国の要求を拒絶している。
渡来記事で圧倒的に多いのは百済である。五経博士や経典・仏像などを頻繁に送っているのが記録か
ら窺えるので、倭国への文化・制度への影響はきわめて大きかったのはいうまでもない。
新羅からの使者の公式的な派遣（『日本書紀』的な表現を用いると、
「朝貢」）は 560 年が初めてである。
この際の使節派遣は、漢城や旧加耶領の領有化によって百済との対立が決定的になったために、通好を
求めたものであるが、倭国には喜ばれて歓迎されたようである。ただし、旧加耶領の問題などで、580
年頃から関係が悪化し、推古朝の 600 年には新羅を攻撃する命令が発せられる。公式的には 30 年ほど使
者が送られていないようであるが、非公式的な形で渡来した新羅人もあったと記されている（608 年＝
推古十六年条）
。
高句麗は 570 年以降に渡来しているが、これは高句麗が新羅と対抗しながら、かつ隋に備えるために、
倭国に急接近したと考えられている〔李成市 1998〕。百済と同様に文化・制度に影響を与えるためか、
僧を派遣したりしている。
以上の三国は、激しい対立を乗り越えるために、倭国に後ろ盾を求め、頻繁に使者を送ったのである。
なお、倭国側はこれらの外交攻勢に対して、はっきりとした指針を示せないまま、百済滅亡・白村江の
戦に直面することになるのである〔森公章 2006〕。

３）難波を舞台とした外交とその役割
難波については、５世紀に位置付けられる法円坂倉庫群が存在することから、古くから倭王権にとっ
ての重要拠点であったことに違いはないが、より具体的な記録は６世紀以降の文献記録に見られるよう
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になる。これを直木孝次郎氏の見解〔直木 1992〕を基に整理しておこう。
まず、難波には「難波大郡」や「館」といった外交関連の施設があった。「難波大郡」は、外国の使
節を迎えての饗応儀礼を行ったり、彼らによって齎された「調」 の検閲や記録を行ったりした施設で、
初出である 561 年の儀礼の様子は、百済より序列が下に置かれた新羅の使者が怒って帰ってしまうとい
う、具体的な情景が描かれている。その後、しばしば「難波郡」という名で登場するが、その文脈から
なにわのおごおり

行政担当であった「難波小郡」ではなく、「難波大郡」と考えられる。
こまのむろつみ

一方、
「館」は、外交使節を宿泊・休養させるための施設であったと考えられている。「高麗館」とか
さんかんのむろつみ

くだらのまろうどのむろつみ

「三 韓 館」
、
「百 済 客 館 堂」というような形で登場する。
なお、難波に存在した「小郡」や「難波屯倉」については、外交とは関係が薄い施設であったと考え
られる。
「小郡」（畝達十二年＝ 583 年初出）は倭王権が西国支配のために設けた出先機関であり、「難
波屯倉」
（安閑元年＝ 534 年初出）は、西国から集まる物資を管理していたようである。
続いて、難波での外交儀礼とその変遷について、廣瀬憲雄氏の研究成果を参考に整理してみる〔廣瀬
2007〕
。推古天皇より前の段階（593 年以前）の外交儀礼は、①難波などで飾船による迎船、②難波な
どに諸大夫を派遣して、調の検査・受理、③（難波などでの）諸大夫による賜物・宣勅（天皇の言葉を
伝えること）、および饗宴、というような流れで行われた。いずれも儀礼は難波で行われている。
18

これが、推古朝から皇極朝（593 ～ 645 年）になると、①難波などで飾船による迎船、②難波などで
調の検査・受理、③入京時の飾馬による迎労、④朝廷での使旨伝達・賜禄、⑤朝廷での饗宴・叙位（位
を与えること）、というような流れになり、朝廷で行う儀礼が加わっている。これは中国的な外交儀礼
を取り入れたのであろうが、難波で調の受理を行うなど、中国的な儀礼と異なる点もある。例えば、
642 年（皇極元年５月）に難波に渡来した百済の使節は、到着後２日で調を貢上する一方で、朝廷での
饗宴は２ヵ月後であり、滞在期間が長いことがわかる。また、643 年（皇極２年６月）に渡来した百済
の使節は「難波郡」にて調の検閲を受けるが、調が不足していることや、大臣蘇我蝦夷への贈物が前年
に差し戻したものと同じであったり、群卿への贈物がまったくなかったりしたことを責められている。
こういった記録から、難波の外交の役割が大きかったことや、朝廷以外にも外交使節からの品物が流れ
ていたことが窺える。
外交儀礼については、大化年代以後（難波遷都以後）は具体的な記録が見えなくなるが、７世紀末か
ら８世紀になると難波は外交使節の安置と饗宴にその役割が縮小され、外交儀礼でもっとも重要な拝朝
の儀（外交文書・信物の提出）や使者への叙位などが朝廷で行われるようになる〔森公章 1998、廣瀬
2007〕
。
以上から、難波での外交の役割は７世紀の間で大きな転換があったことが窺える。すなわち、律令国
家（中央集権国家）成立以前は、外交に諸豪族が関与していたのに対し、それ以後は難波が有していた
外交の主要な役割が中央に移され、難波は単に滞在地となっていったのである。こういったことが考古
学的に現れるのかどうか注意する必要がある。

18 「難波など」という表現は、若干の例外もあるという意味である。すべてが難波に上陸したわけではなく、570 年の
高句麗のように、越に上陸して、相楽館に滞在し、結局難波には来なかった使節もわずかながらある。

165

５．考察
それでは最後に文献からの研究成果と照らし合わせながら、難波に残された朝鮮半島の土器の意味に
ついて考えてみよう。
まず、難波で朝鮮半島の搬入土器が多いことについて、古墳時代中期初め頃の日本列島の状況と比較
して検討してみよう。この頃は須恵器の生産をはじめとする新しい生産技術の到来や、甑・鍋の登場や
竈の使用といった新しい炊飯形態の出現など、古墳時代前期と大きく技術・生活様式が変わる時期であ
る。特に河内潟沿岸部で渡来文化の色彩が強い集落が多く見られる。この際、渡来文化の目安となるの
は、甑・鍋や平底深鉢といった朝鮮半島系の酸化焔焼成の土器である。
一方、古墳時代中期末や後期（５世紀末～６世紀）になると、須恵器生産が定着し、甑・鍋などのか
つては「朝鮮半島系」といわれた器種についても土師器化し、土器の上では渡来色はほとんどうかがえ
なくなる。ただ、大壁建物やオンドル状遺構のような、日本列島には定着しない文化要素が点的に見ら
れるのは、以後も朝鮮半島からの渡来人の存在を傍証するものである。
こういった状況の中で６～７世紀の難波において、朝鮮半島からの搬入土器が多いのは注目に値する。
出土器種のほとんどは器高が 20㎝未満に復元できる瓶・壺類が大半で、小型の容器類で占められる。
甑や鍋といった炊飯具で土師器ではないと思われるものは５世紀後半に推定される OS06 － 2 次調査出
土の甑（図３－ 21）を除けば、出土例はない。
このように朝鮮半島の搬入土器が難波に集中的に出土する背景として、外交関連の施設に示されるよ
うに、難波が次第に外交の窓口として定着してきたことが考えられよう。搬入の主体は外交使節もあっ
たであろうし、文献には登場しないような来訪もあったであろう。例えば、新羅とは 580 年頃から約 30
年間は対立していたと文献からは窺えるものの新羅土器が多いのは、正式な外交使節とは違う形の渡来
が多かったことを示しているのであろう〔重見泰 2010、田中俊明 2009b〕。その一方で、一番新しい時
期の特徴を備える百済土器瓶（図５－ 1）が前期難波宮造営の整地層から出土しているのは、整地に近
い時期、640 年代前半に数度渡来したとされる百済の外交使節に伴ったのかもしれない〔寺井 2004b〕。
いずれにせよ、次第に外交の窓口が限定されていく過程での産物であるといってよいであろう。
続いて、何故に難波にこれらの搬入土器が残されたのかについて考えてみたい。前述したように、土
器の器種は多くが壺や瓶といった容器類である。このことから多くの場合は、内容物の運搬に用いられ
19

たことが推定できる。ある意味、消耗品的な役割である。西日本全体で見ても６世紀後半から７世紀前
半にかけての朝鮮半島の搬入土器が集中するのは難波であり、他地域を経由したとしても難波が目的地
であったと考えて問題ないであろう。
容器であるがゆえに内容物を運んだことによってその役目を終えたものが多かったであろうが、難波
に運ばれてから、しばらく保管されていた可能性のある土器もある。それは OS03 − 13 次調査で出土し
た新羅土器瓶（図４－ 6）、百済土器椀（図５－ 17）、同壺（図５－ 22）である。これらはほぼ形を残
した状態で、難波Ⅳ古段階（７世紀後半～末）の土師器・須恵器とともに出土した。内容物が大事にさ
れ、容器ごと保管されていたか、もしくは舶来の珍品として土器そのものが大事にされていたのかもし
正倉院の宝物中に須恵器を薬物の容器として利用している事例があり、奈良時代は新羅から薬物を輸入して
いる場合が多かったことから、新羅土器に入っていたものが、どこかで別の容器（須恵器）に入れ替えられたこ
と事例は参考になる〔江浦洋 2008b〕。
19
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れない。前者であるなら、内容物が長期間保管可能なものを念頭に置いておく必要がある。
続いて、出土地点の検討をする。図１に示したように、後に難波宮が建てられる平坦面の北西・南西
の谷を埋める整地層や包含層から出土する場合が多い。遺物量に比例して朝鮮半島の土器が含まれてい
るため、多いのかもしれないが、この平坦面には難波宮造営以前に方向を揃える建物群が存在したこと
が指摘されている〔黒田慶一 1988〕。難波には「難波小郡」や「難波大郡（郡）」、
「館」、
「屯倉」があっ
たことが文献記録から窺え、これらの位置の検討は避けては通れない課題である。
ただ、これらの位置について現状の調査成果で限定するのは難しい。「難波大郡」については千田稔
氏により上町台地の北端の大川に面した地点に推定され〔千田 1984〕、近くでは OS90 − 50 次調査地の
ように新羅土器が複数点出土していて、立地的についてもしかるべきところと思われるが、遺構などで
それと結びつけられるものは残念ながら見つかっていない。
そもそも「難波大郡」や「館」が、考古学的にどのような痕跡を残すべきものなのかという、前提的
な検討も必要である。例えば、「難波大郡」は外交儀礼やもたらされた品物の検査をするところと記さ
れている。品物を検査して、それがそのまま都（飛鳥）に運ばれるなら、土器は難波に残ることはない
が、内容物が移し替えられるのであれば、容器としての役目が終わった朝鮮半島の土器はその近辺に廃
棄される。また、難波には蘇我氏などの豪族や難波吉士など外交に係わる集団が居住していたであろう
から、そういった者たちの手に土器（内容物）がわたることも考えられる。
また、
「館」はおそらく「難波大郡」の近くにあったのであろうが、正確な位置はわからない。外交
使節の宿舎である「館」が周囲から隔離され、使用する物品が「百済客館堂」であるなら百済のものに
限られ、新羅の「館」なら新羅のものしか使わないのであれば、炊飯具も含め百済・新羅の土器が極度
に集中する箇所がその「館」に当たる。ただし、現状ではそういう地点は見つかっていないし、今後も
見つからないであろう。５世紀代と違って、生活様式が極度に違うことはなかったであろうから、おそ
らく「館」で滞在中は、多くは日本産の物品を使用していたと思われる。
小笠原好彦氏は、難波に都が移される以前の７世紀前半の段階で、瓦が多いことに着目し、難波が外
国の使者を迎える窓口であり、そこの建物が国家的な機関・施設として相応しい構造と外観を備える必
要があることから、外交関連施設の屋根を飾ったと考えた〔小笠原 2006〕。これらの瓦は上町台地北端
で分散して出土することから、「館」が分散して所在したと推定し、後に難波宮が造られるところから
出土する瓦については、宮殿造営のために解体されたものと考えた。非常に魅力ある考えであり、遺物
や遺構を踏まえて総合的に検討するのに重要な要素であるが、
「難波小郡」にも瓦が葺かれていたことや、
豪族の宅内に仏堂があった場合にはこのような分散した出方がすることもありうる。
最後に、難波では７世紀後半以降の朝鮮半島の搬入土器が見られないことについて検討してみる。難
波地域ではもっとも遺物が多いのが、７世紀中頃のものであり、それを過ぎると極端に減少する傾向が
ある。よって、朝鮮半島からの搬入土器が見られなくなる背景としては、出土遺物自体が減少するのに
比例しているということも考えられなくはないが、前述の廣瀬氏や森氏の研究にもあるように、７世紀
末頃に難波の外交機能の変化が影響しているのではなかろうか。
645 年に難波遷都が行われ、652 年には難波長柄豊碕宮が完成し、難波の政治的発展はピークに達する。
しかし、654 年に孝徳天皇が死去すると再び都は飛鳥に戻る。その後も天武朝には難波宮が再建され、
政治的な重要性に変わりはないように窺える。難波遷都後にも多くの外交使節が到来しているにもかか
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わらず、朝鮮半島の搬入土器が見られなくなるのは、おそらく中央集権国家に向けて着実に進展するこ
とによって、外交の重要な機能が都に吸収され、難波での滞在時間が短くなったことが、難波に舶来品
が残りにくくなった事情としてあるのかもしれない。

６．課題と展望
以上、難波で出土している朝鮮半島の土器の集成、朝鮮半島との類例の対比を進めながら、故地や時
期を推定した。６世紀後半から７世紀にかけての集中度は日本列島の他地域と比べて群を抜いており、
外交の窓口難波を反映しているのであろう。今後、朝鮮半島の土器の発見例は発掘調査の進展によりさ
らに増えることであろうし、故地や時期を明らかにするという基礎的研究を進展させなければならない。
課題として残るのは、やはり外交関連の施設である「難波大郡」や「館」の位置の解明である。本文
にも書いたとおり、これを明らかにするには、朝鮮半島の土器の発見や遺構群の検討を進めるだけでな
く、
考古学的にどのような状況が「難波大郡」や「館」に当たるのか考えるべきである。現在のところ、
筆者にはこの受け皿となる考えを構築するには至っていない。
こうした個別的・総合的な研究を進めることによって、古代日本の外交の舞台となった難波の姿がさ
らに具体化することであろう。
本稿は嶺南文化財研究院・大阪市文化財協会交流 10 周年記念シンポジウムで発表した内容を大幅に
加筆・修正したものである。筆者にとって未知の領域であった６～７世紀の朝鮮半島の土器を、この共
同研究が立ち上がった４年前より手探りで始めたわけであるが、とりあえず難波出土資料の集成と故地
の同定まではできたと思いたい。なお、本研究を進めるにあたって、紙面に挙げきれないくらい多くの
韓国・日本の皆様にお世話になった。この場を借りて、感謝申し上げたい。
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東アジアと難波

近年における朝鮮三国時代の遺跡調査ノート
－都城・寺院遺跡を中心に－


李

陽浩

はじめに
三国時代の朝鮮半島は、半島規模で領土の再編が絶えず繰り返された時期である。高句麗・百済はそ
の時々の情勢を敏感に反映して幾度か遷都を繰り返し、反面、新羅は変わらず同じ場所に都城を営み続
けた。このことは、事後的にみれば、当時各国が置かれた状況、あるいはその後、各国がたどることに
なる歴史を如実に表しているようで興味深いが、その舞台となった各都城の実態は、いまだ十分に明ら
かにされているとはいい難い。また、仏教は高句麗（372）・百済（384）・新羅（527）と各国で異なる
時期に公認されたが、寺院建築はいずれの国でも都市計画・経営において大きな役割を果たしたものと
思われる。扶餘における定林寺や軍守里廃寺、慶州における皇龍寺など、都城と寺院が密接に関係して
いたことが想像される事例が存在するからである。ただ、ここでも当時の寺院遺跡の実態は、やはり十
分明らかになっているとはいい難いだろう。
そのような中、近年の韓国では三国時代の都城・寺院遺跡に対する発掘調査がかなり進展しつつある。
いうまでもなく朝鮮三国時代の都城・寺院は日本とも深い関係があり、調査の進展による新事実の発見
は、日本をはじめ、東アジアの都城・寺院研究にダイレクトに影響を与えるものである。そうした意味
で朝鮮半島での調査成果を知り、それを日本や中国の成果とリンクさせることは、今後とも重要な作業
といえるが、おもに言語の問題などから、その調査成果が日本に十分に紹介されているとはいい難い。
そこで小稿では、甚だ簡単ではあるが、近年に行なわれた発掘調査のうち、都城と寺院に関連する調
査成果について簡単に振り返ることで、今後の研究への一助とすることにしたい。

1．高句麗
高句麗は現在の中国遼寧省恒仁県（BC37 ？～ 3 世紀初）、同吉林省集安市（3 世紀初～ 427）、及び朝
鮮民主主義人民共和国平壌市（427 ～ 668）と遷都を繰り返した。朝鮮民主主義人民共和国における近
年の発掘調査成果は、おもに朝鮮共同通信による発表から知ることができる。主要なものを列記すると、
以下のようになろう。
・南浦市江西区域泰性理で 91 基目となる 4 世紀初〜中頃の王陵級の高句麗壁画古墳「泰性理 3 号墳」
を発掘（2001 年）
・黄海北道燕灘郡松竹里で行列図・狩猟図などが描かれた 5 世紀前半頃の壁画古墳を発掘（2002 年）
・平壌市大城区域大城山国士峰西側で壁画古墳として 94 基目となる四神図が描かれた壁画古墳を発
掘（2003 年）
・平壌市万景台区域竜岳山地区で古朝鮮時期の支石墓 112 基、高句麗石室封土墳 19 基、高句麗壁画古
墳 1 基、磚室墓 3 基を発掘（2004 年）
・黄海南道新院郡月堂里で高句麗時代の瓦積古墳を発掘（2004 年）
・黄海北道花台郡錦城里で渤海時代の壁画古墳を発掘（2004 年）
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・平壌市楽浪区域勝利洞で純金製歩揺装飾が出土した石室封土墳を発掘（2006 年）
・平壌市龍城区域リョンチュ 1 洞で高麗時代の王宮跡である大花宮に比定される遺跡を発掘（2006 年）
・黄海南道新院郡長寿山一帯で二つの高句麗土城（峨洋里土城・都麻洞土城）を発掘し、新たに道路
施設を発見（2009 年）
・大城山城内で新たな高句麗時代の建物跡（行宮跡か）を発見（2009 年）
ここでは、新たに知られた長寿山一帯における高句麗山城の調査について、若干記すことにする。朝
鮮通信によると、長寿山の調査では高句麗時代の二つの土城（峨洋里土城と都麻洞土城）、長寿山一帯
での都市里坊をなす道路と考えられる遺跡、及び各種の瓦と花崗岩で加工した石灯籠を支える柱石、八
角形土台石など多数の遺物が出土した。峨洋里土城は長寿山城南方の新院郡峨洋里所在地地域に位置し
ており、4 世紀中葉以降の時代に築いた山城とされる。今回の調査で、周囲は約 2.5㎞であることが判明
した。都麻洞土城は、長寿山城外城南門の防御を補強するために築いた城とされる。都市里坊の存在を
示す道路遺跡は、峨洋里土城内と載寧江対岸の月堂里地区で発掘された。峨洋里土城内の道路施設は地
面から深さ 50㎝のところで発見されたが、道路の幅は 2.9 ｍ、敷石の厚さは 20cm 程度である。月堂里
地区では幅がそれぞれ 2.6 ｍ、4 ｍの南北道路が 120m の距離をおいて平行して発見された。
また寺院遺跡では定陵寺跡で再調査が実施され、新たに軒瓦が出土したことが知られるが、遺構など
に関する詳細は不明である。なお、近年では共和国・韓国合同での調査も知られている。平壌・安鶴宮
や開城などで発掘調査が行なわれており、報告書も一部刊行されている。
次に、中国における高句麗遺跡では、吉林省集安市で 2002 年度に発掘された丸都山城（山城子山城）
の宮殿跡、国内城の城壁調査などが公表された。以下、やや詳しく述べる。
1.1．集安地域
集安は高句麗第二の都で、平地の西寄りを南流する通溝河が本流の鴨緑江に合流するあたりに王城で
ある国内城が築かれ、通溝河を 4km 程上がったところに包谷式の丸都山城（山城子山城）がある（図 1）。
丸都山城は平城である国内城とセットになり、非常時に防御的な役割を果たす。丸都山城の宮殿跡は、
発掘された部分の面積がおよそ 8,000㎡（約 2,400 坪）である。遺構は 3 段で構築され、大型建築物と、
祭祀施設と推定される八角形建物が 2
棟見つかった。また高句麗の官位「小
兄」
の文字が入った銘文瓦も出土した。
1.1.1．国内城
国内城の調査は北・西城壁について
行われた。北城壁では東北隅の両側に
各１基の馬面が検出され、四隅に均等
に角楼があったとするこれまでの推測
が修正された。また北城壁中央部で新
たに門跡および両脇の馬面が検出さ
れ、国内城の城門設置および甕城設置

図1
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丸都山城と国内城（集安地域）

状況について、再検討を促す結果となった。
1.1.2．丸都山城
丸都山城の調査では、宮殿
跡、瞭望台跡、南城門跡（1
号門跡）
、 西 南 城 門 跡（2 号
門跡）などが検出された。宮
殿跡は山城東斜面中央部分に
位置し、宮殿区全体の輪郭は
ほ ぼ 長 方 形 を な す（ 図 2）。
内部は三段のテラスからなっ
ており、各段に長方形あるい
は方形の建築址がある。テラ
ス一段目の北側には方形の建
築が 1 棟あり、その南側は比

図2

較的広い広場となっている。

丸都山城宮殿跡

テラス二段目の南側には 2 棟の八角形建物（2・3 号建築址）がある。八角形建物の遺構面は、地山に 0.15
ｍほど盛り土して形成され、直上層で焼土が検出されており、焼失した可能性がある。外周は各辺1間で、
礎石心々間は約 4.2 ｍである。内周は方形に置かれた 4 個の礎石からなり、礎石心々間で約 4.2 ｍである。
また内部には礎石列があり、東西南北に直行する。八角形外周の対辺間距離は心々で 10.0 〜 10.5 ｍで
ある。外周の柱心から周囲にめぐる排水溝までの距離は約 2.2 〜 3.3 ｍである（曲尺 7.3 〜 11 尺）。出土
遺物には、獣面文・蓮華文瓦当と丸瓦、平瓦、鉄器などがある。テラス 3 段目には南北棟の組をなす建
築がある。
瞭望台跡は山城南部の山丘上に位置する。平面は隅丸長方形を呈し、正面外縁壁体は凸面楔形石を積
んで造り、内側には 2 つの階段を設置する。出土遺物から、その頂部には元来木造建築があったと考え
られる。南城門跡（1 号門跡）は南城壁の中央に位置し、城門は甕城の特徴を備える。推測される門道
の広さは約 10m である。城門両側の壁下にはそれぞれ排水施設を設ける。南城壁西部の西南城門跡（2
号門跡）は二重の甕城を築き、形態が特異である。

2．百済
百済の王都はその時々の情勢に敏感に反応して、漢城（ＢＣ 18 ？～ＡＤ 475、現在のソウル周辺）、
熊津（475 ～ 538、現在の忠清南道公州市）、泗沘（538 ～ 660、同扶餘郡）と遷都を繰り返した。その
結果、百済の遺跡は、おもに朝鮮半島の中央部から西南部にかけて分布することになった。
近年の百済遺跡では、特に泗沘期の都城・寺院遺跡についての発掘調査が進んでいる。また同時期に
繁栄した益山地域でも発掘調査が進んでいる。
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2.1．扶餘地域
現在の扶餘郡扶餘邑は忠清南道の
西南部に位置し、扶餘邑一円は泗沘
期の都城の範囲とほぼ一致する。泗
沘は 26 代聖王が 528 年から 10 年間
整備した後、538 年に熊津から遷都
した百済最後の王都である。地質学
的には、朝鮮半島中部を東から西に
貫通する車嶺山脈の末端部に位置す
る。地形的特徴をみると、北東側に
は扶蘇山・錦城山・筆書峰などの丘

図3

陵が繋がり、西側と南側は曲流する

扶餘周辺の遺跡図

錦江（白馬江）によって区切られる。その内側には海抜 10 ｍ未満の広い沖積平野が形成され、これら
の部分が合わさって、かつての都城を構成した（図 3）。
2.1.1．扶蘇山城（史跡第 5 号）
百済泗沘期に宮闕を防御するための主城として使われた包谷式山城で、土塁の総延長は 2,495 ｍであ
る。扶蘇山城に対する調査は 1980 年度から継続して行われてきている。現在までに行われた主要な調
査としては、山城内の廃寺（西復寺）跡に対する調査（1980 年）、軍倉跡（1981 ～ 82 年）、竪穴建物と
瓦積み基壇建物跡（1983 ～ 85 年）、南門跡（1986 ～ 87 年）、東門跡周辺及び城壁（1988 ～ 91 年）、軍
倉跡周辺及び城壁（1992 ～ 94 年）、竪穴建物跡北側の門跡（1995 年）、泗沘楼周辺（1996 ～ 97 年）、北
門跡西側一帯（1998 年）、南門跡一帯（1999 年）、北門跡東側一帯（2000 ～ 02 年）などが挙げられる。
扶蘇山城は鉢巻式と包谷式が複合した山城とされてきたが、これまでの調査の結果、百済時代に築かれ
たのは包谷式部分のみであったことが知られている。なお、残る統一新羅期の鉢巻式山城の土塁延長距
離は 1,576 ｍ、軍倉跡を取り巻く朝鮮時代の鉢巻式山城の土塁延長距離は 840 ｍである。扶蘇山城にお
ける城壁築造方法は、上記の時期毎に異なることが指摘されている。すなわち、当初の百済時代の城壁
は石材を使用せず、純粋に版築のみで構築されている。次の統一新羅時代には城壁外側基底部に石材を
用いており、版築内部には遺物が多く混入するが、朝鮮時代には盛土を用いた版築様のものとなり、徐々
に簡略化されている。
扶蘇山城で確認された遺構は、城壁や雉城などの城関連施設と、建物跡などの城内部の遺構とに分け
ることができる。百済時代の遺構に絞って簡単に整理すると以下のようになろう。
城関連施設として、まず城壁であるが、構築方法を細かく見ると、最初に堰板固定用の掘立柱を二列
設置し（柱間間隔は約 130㎝）、内部を真砂土と粘質土で交互に版築して築くが、途中で壁体を保護・
支持するために横長木や縦長木を設置する。城壁の内側と外側にはそれぞれ城壁保護のための補強土を
築き、外側には一部割石を使用したところもある。
次に門跡であるが、百済時代の包谷式山城部分では南門跡と東門跡がそれぞれ明らかにされているが、
西門跡と北門跡については不明である。南門跡は百済時代に造られた掘立柱建物が統一新羅時代に礎石
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造に改められ拡張されたと考えられる。規模は桁行・梁行共に 1 間で、柱間は 3.3 ｍ、前面に階段がある。
東門跡は後代の東門跡から約 95 ｍ北側で検出された。土塁上部をやや掘り下げたあと設置されたと考
えられるが、礎石や据付痕跡などは確認されていない。
次に雉城であるが、東城壁の中央部と南門の西方で確認された。東城壁の雉城は城壁と接しており、
規模は東辺 10.2 ｍ、西辺 9.2 ｍ、南辺 2.72 ｍ、北辺 3.1 ｍであり、石築方法は各面で若干の違いがある。
残存する石築は 2 ～ 5 段で、最高約 80㎝である。南門の雉城は東西約 11 ｍ、南北約 7.5 ｍで、城壁を築
いたあと南側に付加したことが確認されている。構築当初は土築であったが、統一新羅時代に東西に石
築を加えて補強したと考えられる。この雉城は防御用に用いられただけでなく、城壁の保護としても機
能したと考えられる。その他、城関連の遺構としては将台跡と推定される施設、排水関連施設などが確
認されている。
次に、城内部の遺構であるが、竪穴建物跡が 19 基確認されている。残りがよくないものもあるが、
大部分は平面が方形あるいは略方形で、一辺の長さが 4 ｍ前後である。内部に炉を持つものがほとんど
であり、その形式には二種類ある。壁面に沿って比較的長いトンネル状に設置されたものが 8 基で、隅
や辺中央に設置されたものが 3 基である。なお、炉が未確認のものは 6 基である。これら竪穴建物は百
済時代に構築され、統一新羅時代に廃棄されたものと推定される。次に、建物跡としては、瓦積基壇建
物が 2 基、掘立柱建物が 1 基見つかっているのみである。西門跡周辺で検出された瓦積基壇建物は東・
北辺のみ確認されたが、規模は東西約 10 ｍ、南北約 2.5 ｍである。瓦積基壇は風化岩盤層をＬ字型に削り、
平積みで最大 12 段ほど積んでいる。このような建物跡は統一新羅時代に多く破壊されたことが推定さ
れる。その他、貯蔵施設と考えられる土坑、道路、水路、貯水槽、木柵、百済時代の石室墳などが確認
された。
なお、これまでに出土した遺物は 4,000 点を越える。土器類は 2,000 点ほど出土したが、百済時代のも
のが約 1,100 点、統一新羅時代が約 500 点、残りが朝鮮時代である。瓦類には軒瓦、銘文瓦（統一新羅
時代以降）
、印章瓦、平瓦などがある。武器類には槍や鏃などがあり、その他金銅装飾品なども含まれ
ることから、扶蘇山城の性格を究明する上で重要である。
また、
この扶蘇山城を起点とした羅城（史跡第 58 号）の調査も行われている。現在知られる羅城には、
扶蘇山城の北門跡付近からはじまって東の青山城に至る北羅城（0.9㎞）と、陵山里の西側を越えて筆
書峰を経由して錦江に至る東羅城（5.4㎞）とがある。なお、当初想定していた西・南羅城は確認されず、
これらの部分では錦江が自然の堀の役割を果たしたようである。城門としては、簡易なものも含めると
北羅城で 1 カ所、東羅城で 5 カ所の計 6 カ所が知られている。その中で東羅城の東門跡では発掘調査が
行われている。位置は現在の論山～扶餘間の国道が羅城を横断する場所であり、城門自体は道路下に当
たるため検出されていないものの、城門の外側に築かれた護城石築の状態などから、城門の幅は 9.5 ｍ
と推定されている。なお、これら羅城の築造時期については異論が多く、未だ定説をみていない。
2.1.2．官北里王京遺跡（史跡第 428 号）
扶蘇山西南麓に位置する扶餘官北里百済遺跡は、百済泗沘期の王宮跡あるいは王宮関連施設跡と推定
される遺跡である。官北里一帯の地層は場所ごとに堆積層が異なり複雑な様相を呈する。泗沘期の地層
は、瓦積基壇建物を建設するために造成された大規模な盛土を境に大きく上下二層に分かれるが、各地
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層間で建物配置や空間利用において大きな変化があったものと推測されている。
これまでの調査を簡単に振り返ると、1982 ～ 1983 年の発掘調査では、国立扶餘文化財研究所建物の
南側で百済時代の方形蓮池跡が確認され、1992 年までの調査では、南北・東西に直角に交差する道路
跡（それぞれ幅約 8.9 ｍ、3.9 ｍ）、瓦積基壇建物跡、東西方向の石築（検出部分で長さ約 48 ｍ）、それに
伴う排水溝（幅約 0.9 ～ 1.3 ｍ）、多数の井戸などが発見されている。なお、直交する南北・東西道路の
方位は、南北道路でみた場合、磁北に対して約 7 度東偏することが判明している。2002 年の調査では、
かつて調査された蓮池跡の全体像が明らかにされた。蓮池は東西方向の長方形で、長辺は 10 ｍ、短辺
は 6.2 ｍ、深さは 1.2 ｍほどである。そのほかに掘立柱建物跡、竪穴住居跡、東西・南北方向の石築列、
地下倉庫施設、貯水槽などの百済時代の遺構が一部確認された。2003 年の調査では、蓮池の西側で地
下式木槨倉庫が 3 基確認された。2004 年の調査では、その木槨倉庫の追加調査がなされると共に、さら
に西側で木槨倉庫、石槨倉庫、竪穴遺構、溝状遺構、建物基壇石列などが調査された。2005 年の調査
では、2004 年調査区のさらに西側で、大型建物跡と排水路、木槨倉庫、石槨倉庫、瓦積み基壇跡など
を確認した。2006 年度の調査では、上記成果に加え、さらに道路跡や上水道施設などを検出した。
2007 年度の調査では、さらに西南部において、石組排水路、瓦列遺構、井戸などを調査した。2008 年
度の調査では、土製導水管、石造集水槽、瓦列、方形の瓦敷き遺構などを検出した。これら西南部で行
なわれた近年の調査では、7 世紀代に付近の低湿地を埋めて王宮の領域を拡張していったことが判明し
ており、
（1）低湿地を埋めて生活空間を拡張した段階（6 世紀末～ 7 世紀初頭）、（2）その中で部分的に
変化した段階（7 世紀初～中頃）の 2 段階に空間利用が変化したことが指摘されている。
なお、この間の調査で特に注目されるのは、大型建物跡である（図 4）。2004 年の調査で建物の北側
基壇と東側基壇の一部を確認していたが、2005 年に建物全体を検出した。建物は既存の小規模建物を
廃棄し、瓦片が多量に混じる土で整地した上に建てられている。基壇規模は東西 35 ｍ、南北 18 ｍで、
磁北に対して 5 度東偏する。基壇は東・西
側の一部と北側の残りがよく、南側は攪乱
されている。地覆石に相当する部分は瓦と
切石の混築、上部は切石積みと考えられる。
基壇内側は約 10㎝の厚みで層状に盛土が
なされ（残存高 60㎝）、その上面で一辺約 2.4
ｍの方形の掘形が 36 基確認された。掘形
は全体を盛土した後、柱位置を再掘して造
られている。掘形からすると、建物は東西
桁行が 7 間、南北梁行が 4 間で、内部は身舎・
庇構造をしており、重層であった可能性も
あるとされる。柱間は桁行が端から 3.0 ｍ
＋5.0ｍ＋5.0ｍ＋5.0ｍ＋5.0ｍ＋5.0ｍ＋3.0
ｍ、梁行が端から 3.0 ｍ＋ 4.5 ｍ＋ 4.5 ｍ＋ 3.0
ｍと考えられる。出土遺物から屋根は瓦葺
図4

で、垂木先も瓦で飾られていたと思われる。

官北里遺跡大型建物跡
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また、東側基壇外側で階段跡と考えられる遺構も確認された。この大型建物はこれまでに確認された百
済時代の建物で最大級のものであり、7 世紀前半頃に造営されたものと思われる。
2.1.3．宮南池（史跡第 135 号）
扶蘇山城南端から南に約 1.8㎞のところに所在する。「三国史記」に「武王 35 年（634）三月に宮南に
蓮池を掘り、水を 20 余里も引き入れた」、あるいは「39 年（638）春三月に王と王妃が大きな蓮池に舟
を浮かべた」と記されている百済泗沘期の蓮池跡として、明確な証拠はないが、現在の整備復元された
地域が、立地などから記録上の位置と符合し、周辺に花枝山の推定離宮跡、軍守里廃寺などが立地する
こととも相まって、その重要性が認識されている。1990 年に行われた 1 次調査では宮南池西辺と軍守里
廃寺との間から百済時代に造成された自然護岸施設の一部が明らかにされた。1991 ～ 1993 年の 2・3 次
調査では北東側・南東側の護岸施設の一部と水田跡の一部を確認した。その後、1995 年度から 2004 年
まで 7 次にわたって調査がおこなわれた。これまでの調査の結果、現宮南池の西・北・東の各辺におけ
る地層と遺構分布を知ることができた。遺構としては、水路、道路遺構、水田耕作地、土器窯跡、掘立
柱建物、井戸などといった多様な施設が検出された。調査された水路は素掘りであり、東西・南北方向
にそれぞれ向く。都市開発にともなう排水や農業用水のためと考えられ、その時期は築造が 6 世紀前後、
廃棄が 6 世紀末～ 7 世紀初と推定される。遺物では、百済時代の行政区域名「西部」や人名、地名など
を記した木簡、漆器、農具、工具、木製部材、生活用品などの貴重な遺物が出土した。特に木製の鋤が
五点出土したのは、百済時代の遺跡ではもっとも多い例といえる。また 6 世紀以後だけでなく、3 ～ 4
世紀の遺物が共伴して出土したことも注目される。
2.1.4．王興寺跡（史跡第 427 号）
扶餘王興寺跡は扶蘇山西北側、錦江を越えたところの南向きの台地上に位置する。1934 年にこの地
で「王興」銘の瓦片が発見され、位置が比定された。百済法王 2 年（600 年）に創建し、武王 35 年（634
年）に落成したことが知られる寺刹で、「三国史記」と「三国遺事」にその由来などが示されている百
済の代表的な寺院のひとつである。2000 年度から継続して調査が進行中である。
これまでの調査で推定される伽藍配置は、南北に塔・金堂を一直線に並べる一塔一金堂式である。東
西廻廊間の幅は 58.7 ｍで、金銅大香炉が出土した扶餘陵山里廃寺と類似し、定林寺や扶蘇山廃寺よりも
規模は大きい。また廻廊基壇は平積式の瓦積基壇であるが、地覆石を伴うという点で、韓国ではあまり
調査例がないものである。以下、年度ごとに簡単に振り返ってみることにする。2002 年度（第 2 次）に
は寺域南東辺において百済時代の建物址 3 棟と推定木塔跡が確認された。2003 年度（第 3 次）には寺域
南西辺一帯の調査を通じて西回廊跡と推定される建物址2棟と東西方向の百済時代の石築が発見された。
2004 年度（第 4 次）にはさらに付近で小型の建物跡、溝などが確認された。2005 年度（第 5 次）～ 2006
年度（第 6 次）には寺域東側の外郭部で瓦積基壇や排水路などのほかに、王興寺に瓦を供給したと思わ
れる瓦窯跡を 11 基確認した。瓦窯跡は東西 20 ｍ、南北 25 ｍの狭い範囲内に約 2 ｍの間隔で密接して造
られていた。内部から出土した遺物から、1 基のみが高麗時代で、残る 10 基は百済時代のものであるこ
とが確認された。窯跡の残りはよく、山の傾斜面にしたがって南側に窯が置かれ、北側に煙突が配置さ
れる。百済寺院における瓦窯と伽藍との関係、供給された瓦の検討などにおいて、貴重な資料となるも
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のである。
2007 年度（第 8 次）には木塔跡とその南側に位置する石垣の調査が行われたが、特に木塔跡の調査に
おいて、塔基壇の規模及び心礎が確認され、また心礎から舎利荘厳具が出土したことが注目される。塔
の基壇は当初二重とされたが、2008 年の調査で下成基壇が高麗時代まで下ることが判明した。基壇は
方約 12.2 ｍで、基壇最下部の石列（大きさ 30 ～ 40cm）のみが残る。基壇土の構築は、周囲を盛土・整
地した後に塔基壇に相当する部分を再度掘り下げて行なわれた。版築土内には多量の百済時代の瓦片が
混入する。階段跡は東・西・北辺において、それぞれ中央で検出されたが、南辺では確認されていない。
検出された階段の幅は 1.2 ｍ、長さは 2 ｍである。塔心礎は基壇中央で確認された。心礎は 1.0 ｍ× 1.1
ｍ× 0.45 ｍの長方形で、現存する基壇土上面から約 0.5 ｍ下で検出された。心礎の設置は、基壇土構築後、
その位置を再度掘り下げて行なわれたが、特徴的なのは基壇東側から心礎を据えるために斜道を設けて
いる点である。心柱は心礎設置後、その上部に方約 0.8 ｍの範囲で版築を行なった後に立てられるとい
う特殊な方法と考えられるが、版築上部では心柱据付用の礎石などは確認されていない。このような形
態の心礎は、実際には心礎としては機能せず、舎利具安置装置として存在し、実際の心礎は版築上部に
据えられたものと考えられる。これは、心礎が地下式から地上式に移り変わる過渡期的な様相を示して
いる可能性があるとされる。基壇上面では礎石据付痕跡（80cm × 65cm）が 5 箇所で確認された。その
配置からすると、塔平面は方三間で、中央間が 4.5 ｍ、両端間が 1.5 ｍと考えられる。
発見された遺物としては、舎利関係遺物がある。心礎の南側端部には大きさが 16 × 12 × 16㎝の長方
形の舎利孔があり、その内部に銘文が刻まれた舎利函が埋納されていた。また付近でも多くの舎利荘厳
具が発見された。舎利函は高さが 10.3㎝で、材質は青銅製である。内部には銀製舎利壜が納められてい
るが、その銀製舎利壜の中にはさらに純金製の舎利壜が納められていた。なお、実際の舎利は確認され
ていない。舎利函には五字六行の陰刻で銘文が刻まれており、「丁酉年二月／十五日百濟／王昌爲亡王
／子立刹本舍／利二枚葬時／神化爲三」と記されていた。銘文に見える王昌は百済の威徳王のことであ
り、丁酉は 577 年となる。ここから王興寺の実際の建立年代が 577 年までさかのぼること、威徳王には
597 年（威徳王 44 年）に日本に送った阿佐という王子がいたが、それ以外にも亡くなった王子がいたこ
となどが知られた。舎利孔付近で検出された遺物には、首飾りや金製耳飾り、腕輪、簪など、当時の装
身具として使われた玉類、金製品、金銅製品、銀製品、官帽飾り、南北朝北斉で使われた常平五銖銭な
どがある。このような出土品は、当時の百済文化や国際関係を考える上で重要であるだけでなく、他の
遺跡での遺物・出土品と比較することで、百済における遺物の編年を考える上で重要な発見といえる。
2008 年度（第 9 次）には金堂跡と推定中門跡の調査が行われた。金堂跡の調査では、百済時代と高麗時
代の基壇が確認された。百済時代の金堂跡は木塔跡から 7 ｍ離れており、規模は東西 22.7 ｍ、南北 16.6
ｍである。基壇土は最大で 90cm ほど残っているが、礎石据付痕跡など、上部構造に関連する遺構は確
認されなかった。基壇石は北・南辺で一部確認された。基壇土の築成は、まず寺域中心の整地層上に金
堂の範囲に 30cm の盛土を行い、さらに 20cm の盛土を行なった後、3 ～ 4cm の厚みでつき固めて築成
しており、木塔跡とは異なった状況を示す。またこの結果、塔と金堂との建設順序では金堂が先立つこ
とが明らかとなった。基壇外装では 30cm の大きさの割石積みが確認されており、残りのよい部分で 3
段が残っていたが、これは基壇の下部構造である可能性もある。なお、推定中門跡については遺構が確
認されなかった。
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2.1.5．軍守里廃寺（史跡第 44 号）
扶餘軍守里廃寺は扶蘇山城・官北里遺跡の南約 2㎞、宮南池の西約 150 ｍに位置する。遺跡の西から
南にかけては錦江が流れ、北から東にかけては扶蘇山・錦城山・花枝山が連なる。泗沘都城内の寺跡と
しては定林寺跡、扶蘇山廃寺（西腹寺）、佳塔里廃寺などが知られるが、その中でも最も南に位置する。
軍守里廃寺に対する調査は1935 ～ 1936年に行われ、一塔一金堂の伽藍配置を確認すると共に、東西廻廊、
東方建物などの遺構が確認された。この度、寺跡に対する整備復原計画のもと、2005 ～ 2007 年に再調
査が実施された。金堂跡の規模は南北 20 ｍ、東西 27.27 ｍで、合掌式あるいは垂直横列式の瓦積基壇が
再確認された。二重基壇であり、下成と上成のあいだは割れた瓦を立てて区切っている。上成基壇の高
さは不明であるが、下成基壇上に残る礎石や据付痕跡から、柱間は東西 9 間、南北 5 間と推定される。
また、花崗岩の礎石（56㎝四方）が一部出土したが、礎石は基壇土を再掘削し、据付用の栗石などを用
いずにそのまま据えている。その上で 38 ～ 40㎝の柱痕跡が確認された。階段跡については南・北・西
面のそれぞれにおいて確認された。まず、南・北階段は基壇の中央に位置し、内部に割石と瓦片を含む。
南階段は地覆石や階段石などは確認されておらず、その規模は東西 3.9 ｍ、南北 1 ｍである。北階段の
規模は東西 3.3 ｍ、南北 1 ｍである。西階段の規模は東西 0.4 ｍ、南北 2.4 ｍである。断面調査の結果、基
壇はしっかりした古土壌に盛土を行なって築いていることが確認された。
次に、金堂跡の約 8.9 ｍ南側で、木塔跡を確認した。規模は方 14.14 ｍで、塼を立てた基壇跡を確認し
た。基壇上では側柱をなすと考えられる 16 個所の柱位置を確認したが、間隔は一定しない。四天柱の
位置においても据付痕跡を確認し、塔は方 5 間であると推定された。また花崗岩製で上方下円の形をし
た心礎を基壇中央で再確認した。上方部分は一辺 94㎝の平面正方形、下円部分は東西 130㎝、南北 138
㎝で、厚みは 38 ～ 45㎝程度である。なお、心礎の西側につながって、長さ 474㎝、幅 180㎝の規模で、
西から東にかけて深くなる傾斜路が発見された。これは心礎の据付と心柱の立柱を容易にするための施
設と考えられている。階段跡は北・南辺中央部分でそれぞれ確認された。東回廊跡・東方建物跡につい
ては、かつての調査で報告されたが、今回の調査ではその痕跡が確認されなかった。出土遺物は平瓦類
がほとんどで、それ以外の出土物は少ない。
2.1.6. 陵山里廃寺（史跡第 434 号）
陵山里廃寺は百済時代の寺院跡で、扶餘の中心地から東に約 4㎞の地点にある扶餘陵山里古墳群（史
跡第 14 号）の西側渓谷内に位置する。また、寺跡のさらに西側には扶餘東羅城（史跡第 58 号）が存在
する。1992 年から現在に至るまで継続的に発掘調査が行われている。なお、1993 年から 2001 年までの
調査は、
扶餘羅城付近における調査という形式で行なわれてきたが、2001年における史跡指定にともなっ
て、それ以降は陵山里廃寺自体に対する調査がなされるようになり、調査主体が国立扶餘博物館から国
立扶餘文化財研究所へと移った。陵山里廃寺の伽藍配置は、百済において典型的な一塔一金堂式であり、
中心伽藍を構成する建物がそれぞれ発見されている。また、回廊の外側では排水路が検出され、この排
水路を跨ぐ木橋跡と石橋跡が確認されている（図 5）。
出土遺物では、特に 1993 年度に伽藍内の工房跡と推測される建物跡から出土した金銅大香炉（国宝
第 287 号）が著名であり、そのほかにも、香炉と同時に発見された百済昌王銘舎利函（国宝第 288 号）
がある。舎利函には 20 字の文字が記されており、そこから舎利を埋納した時期、埋納者及び伽藍の創
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建年代（百済昌王 13 年、567 年）が判明したこ
とは、
百済史研究において貴重な成果といえる。
近年の調査を振り返ると、1999 年度～ 2007
年度にかけて行なわれた第 6 次～第 10 次調査で
は、伽藍の西側・南側及び北側が主な調査対象
となった。西側・南側では排水路・排水施設（暗
渠）
・井戸・建物跡（推定僧坊跡）などを検出
したほか、木製容器などの生活用品、木簡など
が出土した。なお、建物跡からは大量の燈巣が
発見された。北側では作業場と廃棄施設などが
確認された。この中で最も注目される成果は、
西排水路南側の木橋跡周辺で確認された、寺院
に先行する排水路から出土した計 24 点の木簡
であろう。韓国ではこれまで多くの木簡が出土
しているが、そのうち統一新羅期を中心とした
慶州からの出土品がほとんどであり、今回出土

図5

した木簡は、
百済木簡として一度に出土した数、

陵山里廃寺復元伽藍図

及び総数においてもこれまでで最多となる。木簡には「対徳」、「奈率」などの百済の官職名を記したも
の、
「寶憙寺」
、
「子基寺」などの寺院名が記されているものなどがある。特に第 8 次調査で検出された
木簡には、百済の地方官人である「道使」に「食米」を支給したことを日ごとに整理した文書木簡が出
土し、この木簡が東羅城築造と関係がある可能性が高まった。ここから、この木簡の年代は 538 年以前
に作成されたことが推定されている。
2.1.7. 扶餘定林寺跡（史跡第 301 号）
定林寺跡は忠清南道扶餘郡扶餘邑東南里 25 番地一帯に位置する百済泗沘期（538 ～ 669 年）の寺院遺
跡である。寺域内に唐の蘇定方の戦功を記した「大唐平百済国碑」銘のある扶餘定林寺跡五層石塔（国
宝第 9 号）と、統一新羅～高麗期に製作された扶餘定林寺跡石仏坐像（宝物第 108 号）がある。定林寺
跡についての発掘調査は、1942 年の朝鮮総督府博物館による調査を嚆矢にこれまで 8 回の調査が行なわ
れてきた。2008 年における第 8 次調査は国立文化財研究所建築文化財研究室が実施する扶餘定林寺跡遺
跡整備・復元研究の一環として、これまでの調査成果に基づき、百済期における創建伽藍の規模と性格
を確認するために、講堂跡とその周辺、東回廊跡一帯に対する再調査を行なった。その結果、百済期の
創建伽藍と推定される講堂跡と付属建物や排水路、高麗期の再建伽藍と推定される東回廊などを確認し
た。百済時代の遺物としては、蓮華文軒丸瓦・垂木先瓦などの瓦塼類と土器類がある。
講堂跡は東西 39.1 ｍ、南北 16.3 ｍで、高麗時代の講堂（それぞれ 31.85 × 17.9 ｍ）よりも大きい。基
壇外装は瓦積みで、東・西・南側は平積み、北側は合掌積みである。平積み部分は最大 8 段程度が残る。
基壇土は赤褐色砂質粘土によって盛土しつき固められている。なお、基壇東側において方形の礎石据付
痕跡（一辺 54cm 程度）が確認された。講堂跡東・西の付属建物跡はそれぞれ対称の位置にあるが、西
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側建物は削平されてほとんど残っておらず、東側建物は今回の調査ではじめて確認された。推定される
規模は南北 39.3 ｍ、東西 12.1 ｍで、建物北辺は講堂跡北辺よりもさらに 3.2 ｍほど出ており、講堂跡北
側にさらに施設が存在している可能性が示された。これらの付属建物の基壇外装は平積みの瓦積みであ
る。基壇内部では版築が確認された。上面では礎石列が確認されており、礎石の大きさは 40 ～ 50cm
で比較的小さい。東回廊跡は、遺構としては明確に確認されていないが、遺構の状況から長さ 44.5 ｍ、
幅 5 ～ 6 ｍと推定される。なお、すでに確認された西回廊は幅約 5.2 ｍで、合掌式の瓦積み基壇である
ことが判明している。
2.1.8．花枝山（史跡 425 号）
花枝山は扶蘇山から南に約 2㎞下ったところにある海抜 48 ｍの小さな山であり、扶餘の南辺に位置す
る。もとは抱枝山と呼ばれ、西には宮南池遺跡、さらに西には軍守里廃寺が所在し、これら遺跡は東西
に直線状に並ぶ。花枝山については文献記録などにも特に表れず、取り上げられることもなかったが、
周囲の状況などから、離宮地や『三国史記』百済本記義慈王条に「立望海亭於王宮南」と記される望海
亭などの百済時代の遺構の存在が推定されていた。1999 年度に一帯の地表調査が行われ、百済土器片
の出土などから、周囲に遺構が存在する可能性が推測され、2000 年に発掘調査が行われた。検出した
遺構には、泗沘期以前の建物跡、木柵跡、排水溝、および泗沘期の建物跡、高麗・朝鮮時代の墳墓など
がある。泗沘期以前の建物跡では、公州地域における艇止山に見られるような大壁建物が検出されたが、
公州の例では周壁にのみ見られた柱穴が、花枝山では内部にも見られるという違いがある。なお、遺構
の時期は公州の例とほぼ同じ頃と推測される。また泗沘期の建物では、花枝山の稜線を利用して、西向
き（すなわち宮南地を向く）に建てられたものがある。建物址１は、南北 4 間、東西 1 間の礎石建物で、
緩慢に下る傾斜面を削って平坦地を造り建てられている。この建物は楼閣あるいは門跡と推定されてい
るが、いずれにしても周辺を見渡すことができる絶好の位置に建っており、西向きであることともあい
まって、花枝山と宮南地間の遺構の関連を物語る例として注目される。
2.2．益山地域
全羅北道益山市は扶餘邑から約 20㎞錦江を下ったところにあり、この地は古代の王宮跡があった場
所と推定されている。歴史的に見た場合、百済末期～統一新羅期まで、この場所が政治・軍事的要衝で
あることが「三国史記」などを通じて広く知られている。また、各時代の王宮・別宮跡と関連させる学
説が提議され続けている場所でもある（図 6）。
2.2.1．王宮里遺跡（史跡第 408 号）
益山王宮里遺跡は益山市の東南部に位置し、古代の王宮跡があった場所と推定されているところであ
る。この遺跡に対しては 1989 年度から継続して調査が進行中であるが、2007 年度末までに行われた 19
年間の調査によって全体（約 12 万㎡）の約 2/3 に相当する部分が調査された。その結果、この遺跡が大
規模な百済時代の王宮跡、および統一新羅時代の寺院関連施設であるということが明らかにされた（図
7）
。
現在までの調査を振り返ると、1989 年～ 1993 年までの寺院遺跡の調査、1994 ～ 1998 年までの外郭
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城壁を中心にした調査、1999 ～現在までの城郭内
部の調査に大きく分けられる。1989 年～ 1993 年の
寺院遺跡の調査では、塔・金堂・講堂跡などが確認
されたが、金堂跡と講堂跡は一直線上に位置し、王
宮里五層石塔下部では木塔跡が存在した可能性が確
認された。また五層石塔の北・南で東西方向の石築
遺構、塔の東側で 2 基の瓦窯跡を検出した。1994 ～
1998 年の城郭遺跡の調査では石築城壁の規模が確
認された。確認された城壁の幅は 3.0 ～ 3.6 ｍで、
城壁全体の規模は東辺 492.8 ｍ、西辺 490.3 ｍ、南辺
234.06 ｍ、北辺 241.39 ｍで、長方形ながら、やや傾
いた形をしている。また城壁と関連した門跡、水口、
暗渠、敷石施設などの遺構が確認された。1999 ～
2003 年の城郭内部（北西部）の調査では、東西方
向の大規模な石築排水路（最大幅 1.5 ｍ、確認され
た部分で長さ 40 ｍ余）、暗渠施設、石築導水路、敷
石施設、トイレ遺構、工房跡（あるいは工房廃棄跡）
などが確認され、特に石築排水路はその規模の大き
さから東南部に大規模な施設の存在が推定された。
また、西・南城壁で門跡や溝などが検出された。

図6

益山周辺の遺跡図

2004 年の調査では城壁東壁部分が調査され、基礎構造などが確認された。2006 年度の調査では遺跡の
西北側と中央部に対する精密調査を行ない、庭園施設・窯跡などを確認した。庭園施設は、周囲に板石
を立て、内部を奇異な形態の庭園石などで装飾し、少量の水を一時的に蓄える形式とした小規模なもの
である。庭園中心部分の大きさは長さ 3.2 ｍ、幅 2.8 ｍと推定される。韓国で始めて検出された百済の庭
園跡として、小規模ではあるものの、造景手法などが注目される。2007 年度の調査では庭園の北側地
域と城壁中央部及び西門、五層石塔地下部分に対する精密調査を行なった。その結果、まず庭園では庭
園に水を供給・排出する石造施設が明らかとなった。また城壁部では西門の規模・構造と西壁の築造状
況が確認された。西門は正面 3 間（8.5 ｍ）・側面 2 間（5 ｍ）で、地盤を 70㎝ほど掘り下げたのち、内
部を版築している。礎石の据付は、その部分の版築を再度掘りなおし、そこに板石を敷いた後に再び版
築して円形の礎石を据えている。次に、五層石塔地下部分の調査では新たな事実が判明した。これまで
五層石塔の地下には一辺 17 ｍの正方形の木塔基壇があるものと推定されていたが、今回の調査の結果、
数次の切り合いが確認された。五層石塔地下部分の地業は、まず、内側の地業（東西 11.55 ｍ、南北 6.7 ｍ）
を行い、その後、外側の地業（全体の規模は東西 16.85 ｍ、南北 12.7 ｍの長方形）を行なっているが、
内側地業の西辺には石積みがなされている。ここから、この内側地業の部分が特別な建物か、あるいは
内側地業とその南の部分を合わせて、東西 11.55 ｍ、南北 12.7 ｍの木塔跡があった可能性などが考えら
れるようになった。さらに、この地業の下位において、東西 14.05 ｍ、南北 14.38 ｍの基壇（地業）痕跡
が確認されたが、この建物跡は南壁中央門と大型建物 22 を結ぶ直線上にあることから、宮城に関する
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重要な建物跡であることが推測された。2008
年度の調査では、庭園北側の丘陵地域の調査
を行ない、水路や石列施設などを確認した。
なお、2004 年から王宮里遺跡の保存整備
のため、寺院関連施設が存在する中心部分の
周囲が再調査されている。その過程で、いく
つか新たに確認された遺構が存在し、なかで
も王宮跡に関係すると思われる大型の建物跡
（建物跡 22）の発見が注目される（図 8）。建
物は南壁中央門跡を通る南北軸線上に位置
し、背後には約 6 ｍ離れて東西石築（垣）が
存在する。基壇規模は東西幅 37 ｍ、南北幅
20 ｍと推定される。基壇上では、柱を支え
る施設と考えられる方形あるいは長方形の掘
形が確認された。残存する深さは 40 ～ 100
㎝である。掘形は風化岩盤を掘り下げ、砂質
粘土と粘土を約 10㎝の厚さで交互に築く版
築工法で造られている。また、その痕跡から、
建物規模は正面桁行 7 間（31 ｍ）、梁行 4 間（15
ｍ）で、
桁行両端間は 3.0 ｍ、中央五間は 5.0 ｍ、
梁行両端間は 3.0 ｍ、中央 2 間は 4.5 ｍと推定
される。掘形のあいだでは足場穴と思われる
柱痕跡も検出されている。基壇石材と共に屋
根に葺かれた瓦が多量に出土した。位置や規

図7

模などから正殿級の建物と考えられる。また、

王宮里遺跡遺構配置図

2006 年には、その南に位置する南門跡が調査された。王宮里南面には 3 箇所の門跡が存在するが、その

図8

王宮里遺跡大型建物 22
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中央に位置するものである。門本体と階段部分が確認されたが、城壁が傾斜面をＬ字形に切り取って造
られたのに対して、門では自然地形を利用して階段を造り、その上に門が据えられたものと推定される。
正面 3 間、側面 1 間で、全体の大きさは東西約 11.5 ｍ、南北約 11.0 ｍである。
2.2.2. 益山帝釈寺跡（史跡第 405 号）
帝釈寺跡は全羅北道益山市王宮面王宮里に位置する。『観世音応験記』に百済武王が「帝釈精舎」を
建てたが、貞観 13（639）年に火事で焼けたという記録が残っており、7 層の木塔、仏堂、回廊及び僧
坊などを備えた王室の寺院であった可能性が考えられている。これまでの調査では、1993 年に円光大
学校馬韓百済文化研究所によって試掘調査が行なわれ、一塔一金堂式の伽藍配置が確認された。2003
～ 2004 年には帝釈寺跡北東で王宮里瓦窯地に対する調査が行なわれ、7 世紀前半の蓮華文軒丸瓦などの
遺物が多数出土し、帝釈寺跡の建物廃棄場である可能性が指摘された。2008年度の調査は帝釈寺の保存・
整備を目的としたもので、寺域中心部である木塔跡、金堂跡、講堂跡について全面調査を行なった。
寺院は北東から南西に緩慢に傾斜する低い陵線上に位置し、低い部分を造成して平坦面を造ったあと、
南北中心線（北で 6 度東偏）上に木塔、金堂、講堂を配置する一塔一金堂の伽藍配置である。建物間に
は歩道が確認されるが、回廊と中門は確認されていない。
木塔跡は金堂から南に 17.26 ｍ離れており、幅 80 ～ 96cm の歩道で結ばれている。基壇は二重基壇で、
上成からみた下成基壇の出は各辺で 1.1 ｍである。規模は一辺 21.2 ｍで、地覆石が確認された。基壇内
部では 4 段階の版築が確認されたが、大きくは掘込地業部分（76cm）と地上部分（256cm）とに分けら
れる。下成基壇部の高さは 139cm と推定される。なお、版築部分（厚み 2 ～ 4cm）ではそれぞれ太さ 2
～ 4cm の突き棒の痕跡が確認されている。階段は四辺で確認されたが、幅が 3.4 ｍ、上成基壇から 1.76 ｍ、
下成基壇から 66cm の出がある。心礎は基壇上面で確認されたが、復元される大きさは 1.82 × 1.75 × 0.76
ｍである。舎利孔の大きさは 60 × 26 × 16cm である。付近では礎石が確認されており、大きさ 72 ～
99cm、側面を方形に造り、円形の柱座を設ける。
金堂跡では基壇上面で柱痕跡などが確認されず、建物の規模が不明であるが、基壇の規模が判明した。
基壇は二重であり、規模は下成基壇が東西 31.8 ｍ、南北 23.6 ｍ、上成基壇が東西 29.6 ｍ、南北 20.8 ｍで
ある。上成に対する下成基壇の出は東西で 1.7 ｍ、南北で 1.9 ｍである。これは益山弥勒寺中院金堂と類
似する。また、基壇内部は版築されており、地層の様相は木塔跡と類似する。階段は南・北面で確認さ
れ、幅 4.7 ～ 4.8 ｍ、上成からの出が 2.8 ～ 3.0 ｍ、下成からの出が 0.8 ～ 1.1 ｍである。基壇西側では下
成基壇から 70cm 離れたところで雨落溝（幅 30 ～ 40cm）が検出された。なお、基壇西側では百済時代
の瓦片が多く出土した。
講堂跡は金堂跡から北に 25 ｍ離れている。地覆石の抜取痕跡などから、東西 52.7 ｍ、南北 18.4 ｍの
規模に復元できる。階段は南・北面中央に各 1 基ずつ確認され、幅 4.4 ｍ、出が 1.2 ｍである。

3．新羅
新羅では、首都金城（BC1 世紀？～ 936、現在の慶尚北道慶州市）が一貫して王都であった。それに
より、現在の慶州には新羅以前・以後を含めた遺跡が重複して存在している（図 9）。
近年慶州では、注目すべき調査が行われている。それは皇龍寺周辺における王京遺跡に関する一連の
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調査である。また月城周囲でも継続して調査が進
行中である。寺院遺跡としては、四天王寺につい
ての発掘調査が行なわれている。以下、主なもの
について記す。
3.1．新羅王京遺跡（皇龍寺跡東便 S1E1 地区）
調査地は月城の北東約 1km、皇龍寺跡の外郭
東南部に位置する。1987 〜 2002 年までの 16 年間
にわたって調査がおこなわれ、調査総面積は約
34,000㎡である。調査では条坊の存在を確認し、
ほぼ一坊に相当する部分全体を発掘することがで
きたという点で画期的な調査である。調査によっ
て判明した条坊の大きさは、道路の中心を基準と
した場合、東西が 167.5 ｍ、南北が 172.5 ｍ内外で

図9

あり、道路を除外した部分の面積は約 8,000 坪ほ

慶州周辺の遺跡図

どとなる。この一坊中において 18 戸の家屋跡を確認した。各家屋では建物址、塀、井戸、排水路など
の遺構が集まって一つの単位を構成しており、それぞれが独立している。家屋単位としてもっとも平均
的と思われるものに東南部の第 2・3・4・5 家屋、あるいは西辺の第 7・8・9 家屋などがある。これらは
多少大きさに違いがあるが、平均すると各約 240 坪ほどである。これを一坊中の家屋総数に換算すると
約 31 戸となるが、空き地や個別の家屋面積の増減などを考慮すると、もう少し少なくなるものと思わ
れる。検出された各家屋には特徴的なものも含まれる。とりわけ西南隅で検出された第1家屋（約450坪）
は建物の規模・配置などから小規模の寺院跡と考えられている。また、調査では四周の道路がすべて確
認されており、いずれも数次の改築を経ていることが判明した。まず南辺の東西道路であるが、これは
皇龍寺跡南辺の東西道路と繋がるもので、道路幅は当初で約 12.7 ｍであり、両側に石築の側溝を備える。
道路面には車道と人道を分離するものと思われる石列も検出されている。次に北辺の東西道路であるが、
道路幅は 5.5 〜 7.5m、南側に側溝があるが、当初は素堀である。幅は 2.2 〜 3.8m（当初）である。西辺
の南北道路は皇龍寺と本調査地とを分かつ道路で、幅は 12 〜 12.5m、東側に石築の幅１ｍの側溝がある。
なお、西辺南北道路と調査地との間には幅約 30m、長さ約 150m の緩衝地帯があるが、ここには後に南
北方向の 2 基の大型排水溝が設けられている。東辺の南北道路は道路幅は 5.5 ｍ、西側に石築の側溝（幅
約１m）を設ける。2003 年〜 2004 年には S1E1 地区の北辺東西道路を含んだ北辺一帯約 400㎡を調査し
（S0E1 地区）、建物、井戸、石槽・排水路などを検出した。これらの遺構では少なくとも 3 時期の変遷
が確認されている。また遺物としては、蓮華文・鬼面文の軒丸瓦、鬼瓦、鴟尾片や垂木先瓦などの瓦類
のほか、鎮壇具である盒、硯なども出土した。出土遺物からすると、遺構は統一新羅時代前後から高麗
時代まで存続していたものと考えられる。
なお、2007 年には雁鴨池北側に当たる仁旺洞 22 － 2 番地付近で発掘調査を行ない、統一新羅期の架
構式基壇を持つ大型建物跡、門跡、大型の垣などを確認した。大型建物１は建物内部が削平されている
が、地覆石、礎石据付痕跡などが確認された。建物規模は南北 17m、東西 6 ｍで、東側に突出部を持ち、
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その大きさは南北 4.4 ｍ、東西 0.8 ｍである。階段跡は基壇北東で確認され、幅 1.5 ｍ、出が 0.9 ｍ、推定
高さが 0.5 ｍである。大型建物 2 は建物 1 の北東に位置し、東西 5 間と推定される。規模は東西 20 ｍ、残
存する南北 7.7 ｍ程度である。門跡（建物 3、南北 6.2 ｍ×東西 7.2 ｍ）は正面 1 間、側面 1 間で、確認さ
れる柱間は 4.5 ｍ程度であるが、改築された可能性もあり、正確なところは不明である。建物東側に接
する排水路には橋に使われたと考えられる石材が架けられており、付近では鬼瓦が出土している。
3.2．九黄洞皇龍寺跡展示館建物敷地内遺跡
調査地は芬皇寺の東側一帯に位置し、地理的には北川に面した河岸沖積地に当たる。1999 年〜 2004
年にかけて行われた発掘調査では、雁鴨池、龍江洞に続く慶州では 3 例目となる統一新羅時代の苑地遺
構が検出された。発掘では苑地と築台、排水路、庭園外郭を区画する施設、井戸などの諸遺構と金銅板
佛など各種の重要な遺物が検出された。遺跡が発見された場所は敷地西南部の約 4,900 坪に相当する部
分である。遺構の分布は自然地形の高低に従って統一新羅期に苑地を造成するために築かれた東西の築
台を中心として、南側は苑地にかかわる殿舎や建物跡が検出され、北東側が苑地、北西側では建物跡が
密集して検出された。苑地内には北から大小 2 カ所の人工島があり、南側の小さい島は苑池掘削後、盛
り土をして構築されているのに対し、北側の大きな島は旧地形を利用し、水が流れる部分のみを掘り下
げて構築されている。苑池では護岸石築をはじめとして、出水口、配水施設、区画施設などが検出され
た。護岸石築の総延長は 192m で、残存する高さは最高で１m である。苑地の平面形は東北隅が幾分丸
い長方形に近い形で、西側にＬ字型の突出部がある。南北の最大長さが 46.3m、東西最大長さが 26.1m
である。総面積は 1,049㎡で、雁鴨池の約 1/15 に相当する。建物が密接する北西側では塀によって区画
された各敷地内に統一新羅時代の建物 1 〜 2 棟とそれに付随する庭、歩道、井戸、排水路などがセット
で検出されており、当時の家屋構造を知る上で貴重な資料である。中央東西の築台は残存高約 0.8 ｍで、
総延長は 130 メートルを数える。築台の南側約 15 ｍのところでは平面六角形の石漕と考えられる遺構が
発見された。出土した遺物には鬼面瓦、蓮華文軒瓦などの瓦磚類、「官瓶」銘土器などの土器類、金銅
製板佛などの金属類などがある。遺構の築造年代は、出土した遺物などから統一新羅時代の 7 世紀後半
以後と推定される。
3.3．芬皇寺跡
芬皇寺は皇龍寺跡の北方 400m のところに位置し、「三国史記」善徳女王 3 年（634 年）に創建された
とされる新羅時代初期の寺院である。芬皇寺に対する発掘調査は 1990 年度から 8 次にかけて行われた。
1990 年〜 1995 年にかけての調査（1 〜 5 次）では、創建時の「品」字型に南面する一塔三金堂式から
現法堂である「普光殿」に至るまでの 3 次の金堂変遷過程をはじめ、東廻廊跡、石灯跡、道路遺構など
多数の遺構を確認した。なお、講堂跡は検出されていない。また寺域北部で検出された遺構群は方位が
磁北から東に 10 〜 20 ゜傾き、伽藍中心部とは異なっていることが判明した。2000 〜 2003 年度に行われ
た調査（第 6・7 次）は境内東北方で行われたが、建物跡 6 棟、長方形石造遺構、大型排水路、石築暗渠、
石垣列などが検出された。とくに遺構群の方位は磁北で東に 20°程振る形であり、5 次調査で検出され
た遺構群の方位、および今回の調査地の東側に接する「九黄洞皇龍寺跡展示館建設敷地内遺跡」の遺構
の向きとも等しい様相を見せており、注目される。「九黄洞皇龍寺跡展示館建設敷地内遺跡」で検出さ
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れた一家屋の平面配置は１棟以上の建物跡と井戸、塀で区画した建物占有空間と塀に附属した入口施設
などから構成されている。その西側にある芬皇寺の遺跡でも塀と排水路の配置状況などを通じて、単位
空間として区画された空間を確認することができる。2004 〜 2006 年度に行われた調査（第 8 次）は伽
藍の西側で行われたが、建物跡、排水路、歩道、井戸、石垣などが検出された。2007 年度の調査は伽
藍に東側で行なわれ、東回廊外側の建物跡や井戸、石槽などを確認した。
3.4．月城垓字
月城垓字は新羅時代の王城跡である月城（史跡第 16 号）の周囲をめぐる堀である。月城垓字に対す
る調査は 1984 年から継続してなされている。検出された遺構で代表的なものを挙げると、1984 〜 1989
年間に月城北辺で竪穴住居跡、1990 年度に月城北西辺で垓字外郭に別の護岸遺構と竪穴遺構、1991 年
度に月城東辺外郭で推定出入口施設、垓字外郭施設、月城東辺外郭竪穴施設、1992 年度に月城北辺で
建物跡 16 棟、南北方向の石築列、井戸、石橋跡、推定木橋跡、1993 年度に月城北辺において建物跡 2 棟、
推定道路跡、水路、石造遺構、推定炉跡、1994 年度に月城北辺で統一新羅時代の建物跡 10 棟、高床建物、
水路、1995 年度に月城東辺において掘立柱建物 23 基、竪穴遺構、原三国時代住居跡 2 基、道路跡、
1999 年度に月城北辺において溝状遺構、竪穴遺構、2001 年に月城北辺で青銅器時代住居跡、2003 年に
同じく北辺で焼土遺構・竪穴遺構、2004 〜 2005 年に月城北・北東側で竪穴遺構、2006 年に城壁北辺の
石積遺構・堀、2007 年にその東側で石積遺構・堀、などを検出した。
このようにこれまでの調査成果は多岐にわたるが、簡単にまとめると以下のようになろう。垓字の調
査では、その変遷が明らかとなりつつある。すなわち外部の進入が多かった三国時代には、城壁の基底
部に沿って不定形の垓字を設置して宮闕の防禦に使用し、外的の進入に対する心配が無くなった三国統
一後は垓字を埋めてその上に大規模の建物を建てて、狭小な宮闕の弱点を克服したことが推測された。
次に、発掘された道路遺構及び石橋跡は、それぞれ新羅時代の正確な道路・水路の跡を解明する上で重
要な遺構であり、とりわけ検出された道路遺構は皇龍寺跡外郭での発掘調査で確認された道路遺構とと
もに、新羅時代の王京に設置されていた道路網の復元を考える上で重要なものといえる。皇龍寺跡外郭
での調査で判明した東西道路の中心軸と月城垓字発掘で検出された南北道路の中心軸、2 カ所の石橋跡、
月精橋跡などの軸線などが参考となる。最後に、1995 年度に検出された原三国時代の住居跡は月城周
辺が青銅器時代以後、連続的に人が住んでいたことを物語るものであり、月城築城と関連づけて考えら
れるもっとも古い時期の遺構となる。それまでの発掘調査では、出土した土器からみた月城の実際の造
営時期と記録上の築造時期（101 年）との間に 2 〜 3 世紀もの開きがあるが、原三国時代の住居及び竪
穴住居跡の検出はこの間の溝を埋める端緒を与えてくれる可能性がある。
3.5．孝不孝橋（日精橋）跡
この遺址は現在の国立慶州文化財研究所の西側にある南川（蚊川）上に東西に置かれている橋梁跡で
ある。
「三国史記」景徳王條には景徳 19 年に宮の南の蚊川上に月淨橋と春陽橋の二つの橋を置いたとす
る記事があり、そのうち春陽橋は「新増東国輿地勝覧」に春陽橋は日精橋であるという記述があること
から、日精橋であると考えられている。1930 年に藤島亥治郎によって作成された新羅王京復原図では
この場所を孝不孝橋とし、日精橋は月精橋の東側としている。2001 年〜 2003 年にかけておこなわれた
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発掘調査の結果、橋の全体像が明らかとなった。橋は長さが 55m 以上、幅が約 14m と考えられる。橋
脚の形や大きさ、築造方法、使用された石材の様子などとの比較から、1987 年に発掘調査がなされた
月精橋跡とほぼ等しいことが判明した。これによって、この橋梁址は藤島氏によって推定された孝不孝
橋ではなく、日精橋（春陽橋）と考えることが妥当とされた。
3.6．慶州仁旺洞 556 番地遺跡
調査地は皇龍寺の西約 840m、北約 160m に位置し、周囲には南に月城（約 600 ｍ）、雁鴨池があり、
北には殿廊址遺跡（約 600 ｍ）が所在するという新羅王京の中心地である。1998 年に調査が行われ、土
塀を伴う古代の東西・南北道路の交差部分、建物跡などが検出された。南北道路は全幅が 10.2 ｍ、東西
道路は北端が調査区外に至るため不明であるが、検出されたところでは 8.2 ｍである。いずれも幅約 1.2
ｍの石築土塀を伴い、道と土塀との距離は約0.5ｍである。建物跡もやはり土塀と方位をあわせる。なお、
東西・南北道路の下層には先行する道路遺構があり、5 世紀末〜 6 世紀初頃のものとされる。東西・南
北道路の交差部分は、かつて藤島亥治郎氏によって作成された新羅王京復原図に従えば、皇龍寺から北
西に 5 区画進んだところで、存在するとすれば推定朱雀大路に相当する地点の一つである。ただ、検出
された南北道路の幅が 10.2 ｍであることからすると、ここに朱雀大路を想定することは難しいとされる。
3.7．慶州西部洞 19 番地内遺跡
調査地は月城の西北約 2㎞のところに位置する。1997 年に調査が行われ、東西・南北の古代道路跡と
それらが交差する部分が検出された。道路は四つ辻を構成し、南北道路は幅約 12.5 ｍ、東西道路は幅約
4 ｍで、両道路は直交するが、全体の方位は磁北に対して約 10 度東偏する。東西道路の南辺には道路に
接して排水溝（側溝）がある。出土遺物から統一新羅時代の遺構と思われる。
3.8．国立慶州博物館敷地内遺跡
調査地は国立慶州博物館敷地内に位置する。新たに美術館および連絡通路を建設するに先立って
1998 〜 2000 年に発掘調査が行われ、東西・南北道路、溝状遺構、井戸、石垣などが検出された。東西、
南北道路はそれぞれ 2 時期からなる。東西道路は検出した長さ約 33 ｍ、幅は下層が 15 〜 16 ｍ、上層が
約 7 ｍである。南北道路は検出した長さ約 30 ｍ、幅は上下層とも 23.7 ｍ程度である。なお、両道路上に
は幅約 110cm の轍痕跡が明瞭である。
3.9．慶州南里寺跡（伝念仏寺跡）
慶州南山一帯の整備事業の一環として 2003 年に発掘調査が行われた。調査では、統一新羅時代の東
西塔跡、廻廊・中門跡、推定木塔跡などの遺構が確認された。東塔跡は南北 12 ｍ、東西 10.8 ｍ、厚さ
約 1.8 ｍ以上の半球形基礎部分を築いたあと、上面中央に栗石をつめ、造塔されたことが判明した。中
心部分は粘土と栗石を 7 段以上重ねてつくっており、最下部から 4 段目までは、周囲に石列を廻らせて
補強している。このような塔基礎部分の構造は独特なものである。廻廊は桁行、梁行共に約 3.1 〜 3.2
ｍで、積心（栗石）の直径は約 1.2 ｍである。なお、西側廻廊が東側に対して約 1.2 ｍ高く、南面廻廊が
西から東にかけて傾斜していたか、あるいは同じ高さに築かれていたのか、不明である。中軸線は磁北
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に対して東に 8 度振れる。
3.10．慶州蘿井八角形建物
蘿井は新羅の始祖である朴赫居世の誕生伝説が
伝わるところであり、慶州市による文化財整備事
業 の 一 環 と し て 整 備 事 業 が 計 画 さ れ、2002 〜
2004 年にかけて発掘調査が行われた。その結果、
新羅〜統一新羅時代と思われる八角形建物が検出
された。

基壇は整えた花崗岩を用いて築造され

た二重基壇である。基壇一辺の長さは下成基壇部
分で約 7.2 〜 9.2 ｍ、上成基壇部分で 6.3 〜 8.8 ｍ
である。下層基壇対辺間の距離が約 20 ｍ、上成
基壇だと約 18.3 ｍである。基壇上面では礎石を据
えるための積心（根石群）が検出されている。積
心は主に 0.2 ｍ内外の石からなり、その配置は、
中心（井戸跡）から外側に３重に廻らせるもので
ある。内周のものは直径 1.4 ｍの積心 4 個を方形

図 10

に配置し、柱間は約 4.6 ｍである。外周のものは

慶州蘿井八角形建物跡平面図

内周のものから約 3.6 〜 3.7 ｍの距離を置いている。一辺に 1 間のものと 2 間のものがあり、柱間は 1 間
の部分は約 4.8 ｍ、2 間の部分は約 2.4 ｍである。最外周のものは外周のものから 2.0 〜 2.5 ｍ離れ、基壇
石列に沿って一辺に 4 つずつ配置し、各辺 3 間をなしている。柱間は 2.2 〜 2.3 ｍ程度である。最外周一
辺の長さは約 6.7 ｍ、対辺間距離は約 16.2 ｍである。最外周の柱心から下成基壇外縁までの距離は 1.7 〜
2.0 ｍである。なお、八角形建物の中央からは井戸跡が検出されている。建物南側中央では長さ約 14m、
幅 3 ｍ内外の歩道とこれと繋がる長さ 2 ｍ、幅 3 ｍ内外の階段址と考えられる石列が確認された（図
10）
。
3.11．慶州四天王寺跡
四天王寺跡は、慶州市内から東に約 5km のところに位置する狼山南側の低い丘陵上にある。寺域南
側には約 2 ｍの断崖がある。四天王寺は『三国遺事』によれば文武王 19 年に完成した護国寺院として知
られ、双塔式伽藍配置が有名である。四天王寺についての調査は 1929 年における藤島亥治郎によるも
のを嚆矢とするが、2006 年度から「放置された新羅古社寺調査」事業の一環として、統一新羅期の寺
院伽藍配置を知る目的で発掘調査が行なわれている。2006 年度の調査は西塔・西翼廊・西回廊等を対
象として行なわれ、2007 年度はそれに加えて金堂跡の調査が行なわれた。
金堂跡は伽藍南北中心軸線上に位置し、基壇を含めた規模は東西 24.48 ｍ、南北 18.17 ｍである。基壇
は架構式基壇で、地覆石外側に文様塼を敷いた二重基壇である。なお、下成基壇上にも小礎石がある。
階段跡は四面それぞれにあり、正・背面に 2 箇所ずつ、両側面に 1 箇所ずつある。礎石は円形の柱座が
良好に遺存し、礎石からみた柱配置は桁行 5 間・梁行 3 間で、柱間寸法は桁行が 3.55 ｍ等間、梁行中央
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間が 4.33 ｍ、端間が 3.68 ｍである。西塔跡は金堂跡の南西に位置し、一辺が 12.6 ～ 12.9 ｍ、平面は正・
側面とも 3 間である。基壇は砂質粘土と割石を交互に積み上げた版築で、外装は石製束石の間に緑釉塼
を積んだ混成基壇である。礎石は基壇築成後、再掘して据えられており、心礎は方 118cm で、中央に
方形の舎利孔がある。階段が四面に一つずつあったと考えられ、幅が 2.4 ｍ、高さが 1.3 ｍである。西翼
廊跡は 9 間分が検出され、柱間は桁行・梁行共に 2.6 ～ 2.7 ｍである。礎石は確認されていないが、据付
痕跡が良好に遺存している。深さは 30cm である。西回廊跡は 28 間分が検出された。基壇は盛土で、桁
行 3.06 ｍ、梁行 2.64 ｍの単廊である。

まとめ
以上、近年における朝鮮三国時代の主要な都城・寺院遺跡の発掘成果について概観した。
都城・寺院遺跡は、たとえ発掘が可能であっても、一般に対象となる地域が広大であるため、一度に
すべての遺構を同時に調査することが困難である。よって調査成果は各年度・調査毎に徐々に積み重ね
られるのが常となる。そのような地道な作業の中で、まず都城遺跡の調査では都市全体の規格や機能を
見据えた調査が道路網や水路網、各建物の方位などの調査を通じて実現されてきている。また、新羅王
京遺跡に象徴されるような、或るひとつの家屋にまで踏み込むといった調査の蓄積がこれからも期待さ
れる。次に、寺院遺跡の調査では、寺院中心部の調査はもとより、芬皇寺跡の調査に見られるような周
囲に存在したであろう付属施設や寺域に関する調査も一部行われつつある。伽藍配置中心から総合的な
寺域の調査へと調査が進展することが期待されるとともに、未だよくわかっていない各国の仏教導入初
期の寺院の様相についても調査が進むことが期待されよう。
都城・寺院遺跡の調査成果は、改めていうまでもなく、古代中国や日本など周辺国とダイレクトにつ
ながる部分が多い。今後、さらなる調査の進展が期待されるとともに、各地・各国の成果をトータルし
て論ずることが出来るような意見交換・交流の場が設けられることも期待されよう。
本稿は、拙稿「朝鮮半島における都城・寺院の近年の調査」
（
『古代都市誕生』展図録、2004 年）と、都城制研究会（2007
年 5 月 19 日開催）での筆者の発表原稿（「近年における朝鮮三国時代の遺跡調査ノート－都城・寺院遺跡を中心に－」）
をもとに、その後の調査成果を加え、一部を修正・加筆・増補したものである。
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東アジアと難波

中国都城の変遷と難波宮への影響


村元

はじめに

健一

前期難波宮がつくられた７世紀中葉、中国の都城は唐の長安だった。すでに遣隋使、遣唐使などによ
り、壮大な中国都城に関する情報は日本にもたらされ、日本の古代宮都に強い影響を与えたと考えられ
る。その一方で、日本の古代宮都がいつの段階で中国の影響を受けるようになったのかは、必ずしも明
らかではない。本稿で取り扱う前期難波宮も、中国からの影響が指摘されてはいるものの［中尾芳治
1995］
、具体的にどうした要素が取り込まれたのかは検討すべき余地がある。前期難波宮の特徴の一つ
は南から北へ宮城南門、朝堂院南門、内裏南門、内裏前殿、内裏後殿と、それぞれ仮称されている大型


の殿舎が南北一直線上に配置され、それぞれが重層的に院落を形成していることである。この極めて計
画的な配置については中国の「三朝制」との関連などがしばしば論じられている［中尾 1995］［豊田裕


章 2001］。筆者もこの平面配置に中国宮城の影響があると考えるが、その点を明らかにするためには、

どのような歴史的な過程を経て隋唐の宮城が生まれたのかを解明する必要がある。その変遷の中で隋唐
王朝が王権を荘厳化するために必要とした要素が抽出、洗練され、隋唐長安城で具体化されたと考える
からである。
隋唐に先立つ魏晋南北朝時代の宮城については［楊寛 1987］の通史的な都城研究の他に、太極殿と
朝堂が東西に並列する空間配置に着目した郭湖生氏の一連の研究がある［郭 1991,1993,1995,1999,2000］。
また、
［渡辺信一郎 1996、2003］［吉田歓 1997］のように宮城の殿舎や空間の機能を儀礼や朝政との関
連で明らかにしたものがある。さらに［内田昌功 2004］は空間利用の実情から当該時期を貫く基本的
な宮城プランが存在してきたことを指摘している。このように、魏晋南北朝時代の宮城の変遷、とりわ
け太極殿、東西堂と朝堂を中心とする朝政の中核部分についてはほぼ明らかにされたといえるだろう。
その一方で、当該期の殿舎および門名に共通する名称が多いことから、ややもすれば異なる王朝間で名
称が共通する殿舎の機能まで同一だと錯覚しやすい。とくに史料の少ない皇帝の日常政務あるいは生活
空間にかかわる殿舎ではその傾向が強まる。その点ではまだこの時代の宮城についても研究の余地が残
されているだろう。
本稿ではまずは唐長安にいたるまでの中国の宮城の変化を跡付け、宮城の空間利用の変遷を明確にす
る。その上で前期難波宮との共通点を見出し、中国都城の日本宮都への影響を探ることにしたい。

第１節

唐太極宮にいたる中国宮城の変化

まずは迂遠になるが、秦漢以降、隋唐長安にいたるまでの中国歴代の宮城の変遷を概観しておきたい。
変遷を追うことで宮城内の変化した箇所、継承された箇所が明らかとなり、王権の荘厳化を意図する宮



難波宮については前掲［中尾 1995］のほか、近年の成果をまとめたものに［植木久 2009］がある。

 ［中尾 1995］が［佐竹昭 1998］の藤原宮に対する唐の三朝制との比較研究を敷衍し、前期難波宮を唐の三朝制との関
係で理解しようとするのに対し、［豊田 2001］は儒教経典に見える儒家の理念的な三朝制の影響を指摘しており、見解が
異なる。
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城構成の核心に迫れると考えるからである。
①秦・前漢の宮城
秦の阿房宮は、戦国以来の咸陽宮に代わる新たな統一帝国の宮城として造営が開始されたものである。
その正殿である前殿の規模は、『史記』秦始皇本紀に「東西五百歩、南北五十丈、上可以坐萬人、下可


以建五丈旗」とあるように、まさに空前の規模を誇るものであった。続く前漢長安の未央宮も秦と同様、
建物の壮大さにより皇帝権の強大さを直接的に示すものであった。高祖の時に造営された宮城は、東闕
と北闕を備え、巨大な前殿を備えたものであった。前殿は龍首原の中でも最も高い場所に築かれ、自然


丘陵を巧に取り込んで基壇とし、その上に殿舎を築いている。高さは 35 丈（約 80 ｍ）に及んだといい、
多少の誇張があるにせよ、高大な建物であったことは間違いない。このように、秦と前漢の宮城は、他
の建物とは隔絶した規模を誇っていた。このことは皇帝陵の規模にもいえることであるが、建物の大き
さによって皇帝の権威を示すという、極めて単純かつ効果的な手法をとっていたのである［村元 2008］。
その反面、宮城の造営に後世に見られるような明確な軸線やそれに基づく対称的な配置は見られない。
②後漢の宮城
後漢になると、建国当初から儒教の要素が都城に強く影響を与える。光武帝は雒陽奠都の際、儒教に
基づく礼制建築を整備し、それと連関させて都城内に宮城（南宮）の整備を行なっている。したがって、
光武帝が整備した後漢雒陽の南宮は礼制建築とりわけ南郊との関係を強く意識した設計となり、南郊と
宮城を結ぶ軸線を作り、そのライン上に都城および南宮の南門である平城門、そして南宮前殿が配され
た。一方、明帝は光武の都城に飽きたりなかったのか、北宮を大規模に修築し、高大な朱雀闕、徳陽殿
を造営した。明帝北宮の造営は、儒教的天子というよりは、むしろ前漢の継承を強く意識した漢皇帝と
しての造営であろう。総じて後漢雒陽は過渡的な様相を示すが、儒教的天子の都城の嚆矢として、中国
都城史上において極めて重要な位置を示す［村元

2010］。

③曹魏・西晋の宮城
曹魏文帝は後漢の洛陽を宮城とする。宮城は後漢と同様、南北宮に分かれたと記されているが、実際


は後漢の北宮を縮小したものであり、これまでにない小型の宮城であることが大きな特徴である。続く
明帝により、洛陽宮は大規模な改修を受け、閶闔門―太極前殿・東西堂―昭陽殿という主要殿舎を南北
に配置する構造となる。このように宮城を縮小したことに加え、主要殿舎を南北に配置したことは大き
な特徴である。さらに、次節で述べるように、儀礼空間として宮城門の重要性が増したことは特筆に価
する。
西晋は曹魏の洛陽宮をそのまま継承している。結果として西晋以降の諸王朝乱立において、いずれの
王朝も西晋の継承を自らの王朝の正統性の根拠としたため、洛陽宮のプランは東晋南朝の建康や、北朝
の洛陽、鄴の各宮城に継承されることとなり、魏晋南北朝時代において最も影響力の強い宮城となった
のである。
 なお筆者はすでに前漢長安、後漢雒陽、東魏北斉鄴について検討を行なっている［村元 2007,2008,2010］
。その際示し
た鄴の復原案についてはその後、さらに検討を加え、本稿で修正を行なった復原案を提示している。
 阿房宮前殿は考古調査も実施されている［中国社会科学院考古研究所など 2005］
。調査によれば、基壇の規模は東西
1,270 ｍ、南北 426m である。
 『三輔黄図』巻２・漢宮


曹魏西晋の洛陽については［銭国祥 2003］参照。
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④東晋・南朝の宮城
東晋、南朝は西晋以来の中華の正統を継承しているという強い自負心から、都城は西晋洛陽の再現を
目指す。宮城門の名称が大司馬門と変更されたり、あるいは後述するように昭陽殿、顕陽殿の並立など
違いはあるが、全体の構造、構成はほぼ西晋洛陽の再現を目指したものであることは動かない。
⑤北朝の宮城
北魏ではまず孝文帝が、平城を洛陽を強く意識した都城に改造する。その際、蒋少游に西晋洛陽宮の
廃墟を測量させるだけでなく、南朝の建康にも派遣し、その要素を積極的に取り入れている［『魏書』
術藝傳・蒋少游］。結果として、孝文帝による平城改造は後の洛陽再興の予行演習といえるものとなった。
その後、いよいよ西晋洛陽の故地に遷都を行い、洛陽城を再建する。その宮城は西晋洛陽宮の故地であ
る。中華の正統を標榜する南朝に対し、北魏はまさに西晋王朝の都城を再興することで対抗した。都城・
宮城という具体的な形と洛陽という場所によって、南朝よりも強烈に正統性を主張したのである。
北魏が東西魏と北斉・北周の両王朝に分裂したのち、東魏・北斉王朝は鄴に新たに南城を加え、都と
する。この南城は、従来より隋唐長安の雛形として高い評価を受けていたものだが、実際には東魏北斉
にそうした新たな都城プランを生み出す余力はなく、北魏洛陽の忠実な模倣に終始している［村元
2007］
。東魏北斉王朝にとっては新たなプランを生み出すより、北魏洛陽と同じ都城を築くことで、北


魏の正統な後継王朝であることを示すことに腐心したのであろう。
以上のように、宮城変化の大きな画期は後漢と曹魏洛陽の間にあり、曹魏洛陽宮の形状が、基本的に
魏晋南北朝の宮城の構造を規定している。遺跡の調査が行なわれた漢魏洛陽城の宮城でも曹魏洛陽宮が、
その後の西晋、北魏にまで継承されていることは明らかであり［銭国祥 2002,2003］、また東魏北斉の鄴
南城の宮城が、北魏洛陽宮と極めて似ていることもすでに指摘している［村元 2007］。実際、これまで
の都城研究において、この時代の宮城を一括して検討することもしばしば行なわれているが、子細に検
討すれば各朝において殿舎の使用状況などに無視できない違いがある。その点を明らかにすることで後
の隋唐王朝につながる要素がより明らかになるものと思われる。節を改めて、いわゆる「三朝制」との
関係から、宮城門の儀礼の場としての成立過程と、昭陽殿・顕陽殿の機能について考察を加えていくこ
とにしよう。

第２節

宮城門の儀礼の場としての成立

中国の宮城を考える上で、宮城門が儀礼の空間に取り込まれたことが重要である。周知のように唐代
 なお、この時期の都城を論ずるにあたり、北周長安は重要な意味を持つ。北周が隋唐政権の母体となっただけでなく、
『周礼』に即した独自な国家建設を目指したからである。北周は前漢の長安城を都城とするが、近年の調査によると宮城
は都城の北東に築かれ、前漢の宮城を継承していない［劉振東 2006］
［中国社会科学院考古研究所漢長安城工作隊 2008］。
調査の結果、宮城が南面し、宮城南壁上に闕状の張り出しを持つ建築址が確認されているが、宮城内の構成は不明とせ
ざるを得ない。残された史料を基に、宮城の構造について［吉田歓 1997］が『周礼』に基づく独自の三朝制を展開した
もので、隋唐宮城の共通性が強いことを指摘する。また、
［内田昌功 2009］は朝堂、尚書省の位置なども検討した結果、
他の南北朝期の都城とは異なった配置をもち、それが隋唐長安に継承されたとする。一方で、
［松本保宣 2003］は吉田氏
の所論に対し、北周長安の隋唐長安への影響を認めつつ、北斉鄴城と隋唐長安の類似性も指摘する。調査成果では北周
長安は五胡政権の宮城を利用しており、果たしてどこまで革新的な宮城を造営できたのかは不明である。また松本氏も
指摘されるように、復原された北斉の鄴宮と隋唐宮城との類似性は強く、隋唐長安への北周長安だけの影響を考えるの
は危険であろう。また、北周では宮殿名までが他の宮城のものと異なっており、相互の比較が極めて困難である。文献
から想定される姿と調査された遺構の対応も困難なものとなっている。そのため、本稿では先学の指摘をまとめるのみ
とし、北周宮城の検討はこれ以上は保留し、機会を改めて再度論じたい。
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では太極宮南門の承天門が外朝と見なされ、中朝・太極殿、内朝・両儀殿とならぶ重要な役割を果たし


ていたからである。宮城門がこのように重視されたことは、いわゆる「三朝制」の具現化の指標として
も有効であろう。本節では宮城門が儀礼の場となる過程を跡付けていくことにしよう。
前漢の長安では未央宮の重要な門は東闕と北闕である。未央宮には東西南北の四面に宮門を設けるが、
闕はこの２基だけである。北闕と東闕の違いについては、『漢書』巻１下・高祖紀下の顔師古注に
未央殿雖南嚮、而上書奏事謁見之徒皆詣北闕、公車司馬亦在北焉。是則以北闕為正門、而又有東門、
東闕。至於西南兩面、無門闕矣。蓋蕭何初立未央宮、以厭勝之術、理宜然乎。
とあり、北闕に公車司馬が置かれ、上書、謁見などの取次ぎが行われたことを記す。実際、北闕は人の
集まる場所であり、功臣や寵臣の第宅が設けられていた（『漢書』巻 41・夏侯嬰伝、巻 93・佞臣・董賢伝）。
誅殺された南越王や楼蘭王などの首が曝されているのも、人が集まりやすいという北闕の性格によるも
のであろう（
『漢書』巻６・武帝紀や巻７・昭帝紀など）。一方の東闕は『漢書』巻 27 上・五行志上に、
劉向以為東闕所以朝諸侯之門也、罘思在其外、諸侯之象也。
とあるように諸侯入朝に用いられた。実際に昌邑王劉賀が未央宮に入る際も東門を用いている（『漢書』
巻 63・武五子伝）。北、東の二門に対し、南、西門については使用状況が分からないが、造営当初から
未央宮の正門として北と東の二門が位置づけられていたことは闕が設けられていることから明らかであ
り、そのプランが漢代を通じて踏襲されていたことが上述の門の使用状況から分かる。このように、前
漢未央宮の北闕、東闕は重要な宮城門ではあるが、門に皇帝が出御し、何らかの儀礼を行ったという史
料は見られない。そのため前漢では宮城門が儀礼の場としては機能していなかったと考えられる。
この状況は後漢でも変わらない。後漢で著名なのは明帝が北宮に築いた朱雀闕である。非常に高壮な
建物で、徳陽殿とならんで雒陽の代表的な建物であった。ところが朱雀闕についてはその壮大さのみが
記されているが、具体的にどのように用いられたかは分からない。僅かに霊帝期のこととして、
『後漢書』
宦者列傳・曹節傳に、
熹平元年、竇太后崩、有何人書朱雀闕、言「天下大亂、曹節、王甫幽殺太后、常侍侯覽多殺黨人、
公卿皆尸祿、無有忠言者。」於是詔司隸校尉劉猛逐捕、十日一會。
とある。こうした問題が発生するのは、朱雀闕が人の多く集まる場であったことによるものと考えられ、


その状況は前漢未央宮の北闕と同様である。また後漢には朱雀闕だけでなく、五闕が並びたっている。
 唐長安太極宮の三朝については『唐六典』巻七・尚書工部にまとめた記述がある。
・宮城在皇城之北。南面三門。中曰承天、東曰長樂、西曰永安。
【注；承天門、隋開皇二年作。初曰廣陽門、仁壽元年改
曰顕陽門、武徳元年改曰順天門、神龍元年改曰承天門。
】若元正、冬至大陳設、燕會、赦過宥罪、除舊布新、受萬國之
朝貢、四夷之賓客、則御承天門以 政。【注；盖古之外朝也】
。
・其北曰太極門、其内曰太極殿、朔望則坐而視朝焉。
【注；盖古之中朝也。隋曰大興門、大興殿。煬帝改曰虔福門、貞觀
八年改曰太極門。武徳元年改曰太極殿。有東上、西上二閣門、東、西廊、左延明右延明二門。
】
・次北曰朱明門、左曰虔化門、右曰肅章門、肅章之西曰暉政門、虔化之東曰武徳西門。
【注；其内有武徳殿、有延恩殿】
又北曰兩儀門、其内曰兩儀殿、常日 政而視事焉。
【注；盖古之内朝也。隋曰中華殿、貞觀五年改為兩儀殿。承天門之
東曰長樂門、北入恭禮門又北入虔化門、則宮内也。承天門之西曰廣運門、永安門、北入安仁門、又北入肅章門、則宮
内也。】
なお、この記述が唐朝の実態を必ずしも反映したものでないことは、すでに［松本保宣 2003］に指摘があり、とくに元
正朝賀が大極殿でなく、承天門で行なわれたとするなど重大な齟齬もある。筆者はここで言う「三朝制」とは、唐が『六
典』編纂期に自らを周になぞらえたために、意図的に太極宮に「三朝制」を当てはめた結果と考える。したがって、当
然ながら現実との乖離が生じるが、理念的なものにせよ各殿舎における機能分担を意識したこと、またその機能も一定
程度、事実を反映したものであったことを示すものと解しておく。
 『漢官典職』に「偃師去宮三十五里、望朱雀五闕、徳陽殿、其上鬱律與天連」とある。また『元河南志』には南宮に「朱
雀、蒼龍、白虎、玄武闕、北闕」、北宮に「朱雀、蒼龍、白虎、玄武闕」があったとする。
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宮城に複数の闕がある点も前漢と同じである。なお南宮の重要な門である平城門についても儀礼空間と
しての利用は明らかでない。
以上のように、前漢、後漢では宮城門が儀礼の空間として用いられることはなかったといえる。闕に
公車司馬が置かれ、百姓と皇帝が直に接する場、両者の重要な結節点であったことは確かであるが［渡
辺信一郎 2000］、それが儀礼空間として整備されるにはいたっていないのである。それは闕が複数設け
られていることからも明らかであろう。さらにこの時代の宮城は正殿である未央宮前殿、北宮徳陽殿が
突出した規模であり、大規模な宮城内の儀礼の場としてはこうした殿舎が用いられた。そうした点で、
唐長安の三朝制に認められるような整然とした空間の分節化は行なわれていなかったと考えられる。た
だ、未央宮北闕で南越王、楼蘭王の首がさらされたことは、宮城門前の空間の利用方法として魏晋南北
朝期に継承される点である。
この状況が変わるのは曹魏においてである。曹魏洛陽宮の正門である閶闔門は明帝期に築かれる。閶
闔門は発掘調査され、その全貌が明らかとなっている［中国社会科学院考古研究所洛陽漢魏故城隊
2003］
。左右に三出闕を有してはいるものの、門楼は城壁の上ではなく、直接地表から立ち上がる殿門
構造である。また門闕は左右の宮城壁から南に突出するものではなく、子闕に直接宮城壁がとりつく構
造となっている。つまり平面でみると、閶闔門は宮城壁から奥まった場所に築かれたことになる。後漢
の朱雀闕のような雄大さはないが、門闕が聳えその奥に閶闔門が位置する形となったことにより、宮城
門前に双闕と宮城門によって凹字状に囲まれた広場が生まれたのである。漢代の闕が門から独立してい
たのとは異なる配置である。さらに、前漢、後漢が門闕を複数持っていたのに対し、曹魏洛陽では閶闔
門の闕が宮城で唯一のものとなっており、門闕の重要性を際立たせようとしたことを窺うことができよ
う。
さて、この閶闔門について注目すべきは『三国志』魏書王朗傳の記載である。明帝の宮殿造営を批判
した文章の中に、
若且先成閶闔之象魏、使足用列遠人之朝貢者。
とあり、閶闔門が朝貢儀礼に用いられたことが分かるのである。
西晋期でも閶闔門は朝見の場として用いられていたようであり、『晋書』巻 22・楽志上に、
朝閶闔、宴紫微。建五旗、羅鍾虡。列四懸、奏韶武。
とある。西晋期ではさらに、大赦や前漢期のように処刑に関わる記事を確認することができる。趙王倫
10

により一時帝位を追われ幽閉された恵帝が復位した時、「閶闔に旋軫」し、大赦、改元している。この
閶闔とは洛陽宮城門ではなく、あくまで普通名詞として天帝の住まいあるいは宮城を指しているだけか
もしれないが、この詔文は、具体的に金墉城に幽閉されていたことを述べたあとを受けての言であるこ
とから、やはり特定の場所、すなわち宮城南門の閶闔門を差していると考えるべきであろう。そうだと
すれば、敢えてここに閶闔を挙げたのは、まさにこの門上で大赦改元が宣布されたからと考えられるの
である。
10 『晋書』卷 4・孝惠紀「癸亥、詔曰「朕以不德、纂承皇統、遠不能光濟大業、靖綏四方。近不能開明刑威、式遏姦宄、
至使逆臣孫秀敢肆凶虐、窺間王室、遂奉趙王倫饕據天位。鎮東大將軍・齊王冏、征北大將軍・成都王穎、征西大將軍・
河間王顒、並以明德茂親、忠規允著、首建大策、匡救國難。尚書漼共立大謀、左衛將軍王輿與群公卿士、協同謀略、親
勒本營、斬秀及其二子。前趙王倫為秀所誤、與其子等已詣金墉迎朕幽宮、旋軫閶闔。豈在予一人獨饗其慶、宗廟社稷實
有賴焉。」於是大赦、改元、孤寡賜穀五斛、大酺五日。誅趙王倫・義陽王威・九門侯質等及倫之黨與」
。
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11

これに関連して、長沙王乂が斉王冏を閶闔門外で斬っていることも、単に宮城外で斬るということだ
けでなく、閶闔門の前という場であることに意味を見出すべきなのであろう。
このように閶闔門は曹魏では朝貢儀礼の場として、また遅くとも西晋代では大赦あるいは処刑の場と
して宮城内での重要な儀礼空間となっていたことが分かる。この傾向は後の北魏、そして北斉により顕
著に認められるようになる。

12

北魏では前廃帝と出帝（孝武帝）が太極殿で即位の後、閶闔門に出御し、大赦を行なっている。この
２例はいずれも北魏末のことだが、閶闔門がこのように重要な意味を持つのはそれ以前からあり、例え
13

ば孝荘帝が権臣の尒朱榮らを殺害したのち、この門で大赦したことが確認できる。一方、処刑の場とし
14

ても北魏でも確認することができる。北斉になると大赦はさらに儀礼的な要素が強まる。『隋書』巻
25・刑法志に、
赦日、則武庫令設金雞及鼓於閶闔門外之右。勒集囚徒於闕前、撾鼓千聲、釋枷鎖焉。
とあるように、大赦にあたり金鶏が立てられるようになっている。 ［渡辺信一郎 1996］によれば、そ
の淵源は北魏に求められる。
以上の事例を検討すると、宮城南門が儀礼の場として使われるのは北魏以降には頻見するが、その萌
芽は遡って曹魏に求めることができる。その前提として曹魏において門闕が宮城南門のみとされ、その
象徴的な意味が強くされてことを指摘しておきたい。南朝でも宮城南門である大司馬門は告刑の場とし
15

て用いられていたようであり、それが西晋来の性格を継承発展させたと考えられるからである。
このように漢代と比べて魏晋期の宮城の大きな変化の一つが宮城南門の儀礼の場としての定着という
事が挙げることができる。象徴的な意味を持っていた両闕とその奥に聳える門楼は、闕下、あるいは闕
前から遠く仰ぐ位置にあり、門闕と合わさり儀礼の舞台としての効果を高めたはずである。これが隋唐
16

の承天門へと継承される。
以上のように、宮城門が隋唐長安城の「外朝」として機能する直接的な淵源は北魏に求めることがで
11 『晋書』卷 59・齊王冏傳「明日、冏敗、乂擒冏至殿前、帝惻然、欲活之。乂叱左右促牽出、冏猶再顧、遂斬於閶闔門
外、徇首六軍。諸黨屬皆夷三族」。
12 前廃帝と出帝の即位については『魏書』巻 11 の各紀に詳しいが、ここではそれを節略した『北史』の記事を挙げて
おく。
・前廃帝
普泰元年春二月己巳、皇帝即位於太極前殿、群臣拜賀。禮畢、遂登閶闔門大赦。
・出帝
永熙元年夏四月戊子、皇帝御太極前殿、群臣朝賀、禮畢、升閶闔門大赦。
13 『魏書』巻 10・孝荘帝紀。ここでは『北史』を挙げておく。
戊戌、帝殺榮・天穆於明光殿、及榮子菩提。乃升閶闔門大赦。
14 『魏書』巻 10・孝荘帝紀に「冬十月丁亥、尒朱榮檻送葛榮於京師。帝臨閶闔門、榮稽顙謝罪、斬於都市。
」
同巻 59・蕭寶夤傳「永安三年、都督尒朱天光遣賀拔岳等破醜奴於安定、追擒醜奴・寶夤、並送京師。詔置閶闔門外都街
之中、京師士女、聚共觀視、凡經三日。」
同 68・斛斯椿傳に「椿入北中城、收尒朱部曲盡殺之、令長孫稚・賈顯智等率數百騎襲尒朱世隆・彥伯兄弟、斬於閶闔門外。
椿入洛、懸世隆兄弟首於其門樹。」
15 南朝期の大司馬門に関する史料は多くはないが、
『陳書』巻 1・高祖紀上に「己亥、高祖率宗室王侯及朝臣將帥、於
大司馬門外白獸闕下刑牲告天、以齊人背約、發言慷慨、涕泗交流、同盟皆莫能仰視、士卒觀者益奮」とあることがこの
門に使用状況を伝えている。なお梁の武帝により大司馬門外に闕が設けられている。
『梁書』巻 2・武帝紀中「戊戌、作
神龍・仁虎闕於端門・大司馬門外」。
16 なお唐の承天門について筆者は門闕を有していたと考える。遺構が未調査の上、基本史料となる呂大防の「長安図」
にも門闕は描かれていないが、承天門に近い役割りを持つ大明宮含元殿や、洛陽宮城南門の応天門がいずれも闕を有す
ることから、存在した可能性は高いと考える。今後の調査の進展を待ちたい。承天門に闕があることを指摘したものに、
［傅熹年 2001］［山田邦和 2007］がある。
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き、その萌芽は曹魏まで遡ることができるのである。

第３節

魏晋南北朝時代の昭陽・顕陽二殿について

宮城の正殿である太極殿の機能は魏晋南北朝期を通じて大きな変化はない。宮城内の主要殿舎のうち、
その機能が大きく変化するのは太極殿東西に並ぶ東西堂である。東西堂は隋唐期には姿を消すこともあ
り、その変遷は早くから王権の独自性を示すものとして注目されてきた［渡辺 1996］。先学による東西
堂の変遷とその原因については筆者も同じ意見であるが、魏晋南北朝期の東西堂で注目すべき事象とし
て、皇帝が崩御していることが挙げられる［魏晋南北朝時代の皇帝皇后崩御場所は表１，２参照］。つま
17

り、当該期の東西堂には皇帝が日常起居の場としての寝殿という機能があったことを示すものである。
そのため、東西堂の変遷を明らかにするには、この２堂だけでなく、皇帝寝殿の変遷を明らかにする必
要がある。曹魏・西晋期に皇帝の寝殿ないしはそれに近い機能を有していた昭陽殿について検討を加える
表１
王朝
曹魏

西晋

東晋

宋

南斉

梁

陳

皇帝

崩御場所

魏晋南北朝皇帝崩御場所

出典

殯

出典

備考

文帝

嘉福殿

『三国志』魏書巻二文帝紀

崇華前殿

明帝

嘉福殿

『三国志』魏書巻三明帝紀

九龍前殿

武帝

含章殿

『晋書』巻三武帝紀

恵帝

顕陽殿

『晋書』巻四恵帝紀

元帝

内殿

『晋書』巻六元帝紀

明帝

東堂

『晋書』巻六明帝紀

成帝

西堂

『晋書』巻七成帝紀

康帝

式乾殿

『晋書』巻七康帝紀

穆帝

顕陽殿

『晋書』巻八穆帝紀

哀帝

西堂

『晋書』巻八哀帝紀

簡文帝

東堂

『晋書』巻九簡文帝紀

孝武帝

清暑殿

『晋書』巻九孝武帝紀

弑逆

安帝

東堂

『晋書』巻十安帝紀

弑逆

武帝

西殿

『宋書』巻三武帝紀下

文帝

含章殿

『宋書』巻五文帝紀

孝武帝

玉燭殿

『宋書』巻六孝武帝紀

明帝

景福殿

『宋書』巻八明帝紀

高帝

臨光殿

『南斉書』巻二高帝紀下

武帝

延昌殿？

『南斉書』巻三武帝紀

明帝

正福殿

『南斉書』巻六明帝紀

武帝

浄居殿

『梁書』巻三武帝紀下

太極前殿

『梁書』巻三武帝紀下

武帝

璿璣殿

『陳書』巻二高祖紀下

太極殿西階

『陳書』巻二高祖紀下

文帝

有覚殿

『陳書』巻三世祖紀

宣帝

宣福殿

『陳書』巻五宣帝紀

本紀注

弑逆

弑逆

17 史料的な制約から皇帝が日常に起居した殿舎を明らかにするのは困難である。本稿では皇帝の崩御場所を手がかり
として、明らかな矛盾がない限り、崩御場所＝皇帝寝殿と考える。
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北魏

北斉

北周

道武帝

天安殿

『魏書』巻二太祖紀

明元帝

西宮

『魏書』巻三太宗紀

太武帝

永安宮

『魏書』巻四下世祖紀下

文成帝

太華殿

『魏書』巻五高宗紀

献文帝

永安殿

『魏書』巻六顕祖紀

孝文帝

行宮

『魏書』巻七下高祖紀下

宣武帝

式乾殿

『魏書』巻八世宗紀

孝明帝

顕陽殿

『魏書』巻九粛宗紀

文宣帝

晋陽徳陽堂

『北斉書』巻四文宣帝紀

孝昭帝

晋陽宮

『北斉書』巻六孝昭帝紀

武成帝

乾寿堂

『北斉書』巻七武成帝紀

明帝

延寿殿

『周書』巻四明帝紀

宣帝

天徳殿

『周書』巻七宣帝紀

表２
崩御場所

弑逆

弑逆

行幸中

弑逆
太極前殿

『北斉書』巻四文宣帝紀

太上皇
弑逆

魏晋南北朝皇后崩御場所

王朝

皇后

出典

殯

西晋

武元楊皇后

明光殿

『晋書』巻三一后妃傳上

康献褚皇后

顕陽殿

『晋書』巻三二后妃傳下

出典

備考

崇徳太后。穆帝～孝武
帝期にかけしばしば臨
朝
東晋

孝武文李太后

含章殿

『晋書』巻三二后妃傳下

安僖王皇后

徽音殿

『晋書』巻三二后妃傳下

文帝袁皇后

顕陽殿

『宋書』巻四一后妃傳

孝武帝の生母。太皇太
后として崩ず。

孝武帝生母。孝武即位
宋

文帝路才媛

陳

『宋書』巻四一后妃傳

東宮

四一后妃傳

陽殿に居す。明帝のと
き崇憲太后。

孝武文穆王皇后

梁

（顕陽殿）

『 宋 書 』 巻 とともに太后として顕

高祖丁貴嬪

高祖宣皇后章氏

含章殿

（顕陽殿）

紫極殿

『梁書』巻七高祖丁貴嬪傳 東宮臨雲殿

『陳書』巻七高祖宣皇后殿

北魏

文成文明皇后馮氏 太和殿

『魏書』巻十三皇后列伝

北斉

神武明皇后婁氏

『北斉書』巻九神武婁后傳

北宮

廃帝生母。廃帝期に皇

『宋書』巻四一后妃傳
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太后として崩御。
『梁書』巻七
高祖丁貴嬪傳

死去した場所は不明だ
が、貴嬪として顕陽殿
に居住。
宣帝太建２年、皇太后
として崩御。

皇太后として崩御

ことにしたい。昭陽殿は曹魏明帝により洛陽に造営され、西晋では司馬昭の諱を避け、顕陽殿と改名さ
18

れている。
『三国志・魏書』巻 25・高堂隆傳によれば、昭陽殿は太極殿の北にある。重要かつ壮麗な宮
殿であることは、高堂隆傳や［史料 96］の王粛傳から窺うことができる。西晋滅亡後、この殿名は東
晋南朝だけでなく北朝にも継承されるが、その機能は王朝により異なり、また昭陽、顕陽の両殿が並存
することもある。以下、先学の東西堂研究の成果を踏まえつつ、昭陽殿の機能の変遷を明らかにしたい
［東西堂および昭陽殿、顕陽殿の使用状況は表３～６参照］。
曹魏明帝の造営になる昭陽殿は、使用方法は明らかでない。明帝が崩じたのは、嘉福殿であり、文帝
と同じ場所である。したがって曹魏では皇帝寝殿は嘉福殿と考えるのが妥当であろう。西晋でも顕陽殿
に関する史料はほとんど見られないが、恵帝がこの殿舎で崩じていることが確認できる［表 5 史料 97］。
晋の武帝が崩じたのは含章殿であるため、顕陽殿が西晋歴代皇帝の寝殿とは言えないまでも、寝殿とし
て機能しうる殿舎であったことは間違いない。また、曹魏西晋期の昭陽殿（顕陽殿）に関する記載が極
端に少ないことは、公的な空間ではなく、皇帝の日常生活に関わる殿舎であることに起因すると考える
ことも可能であろう。
東晋において皇帝が崩じた殿舎を見ると、顕陽殿だけでなく、東堂、西堂が確認できる［表３史料
18 ～ 20、表４史料 82・83、表５史料 98］。東西堂は、太極殿の東西にある堂で、曹魏、西晋期では東
堂の使用が確認できるが、その役割は、群臣との宴、臣僚の引見が主なものである［表６］。東晋では、
これらの役割に加えて、新たに皇帝の崩御場所、つまり皇帝寝殿としての機能を持つようになったこと
が窺える。これは殿舎名こそ西晋のものを継承しているとはいえ、その実態が西晋とは異なっていたこ
とを示すものである。一方、顕陽殿では穆帝が崩じている［表５史料 98］。さらに、その生母である康
帝褚皇后が崩じたのも同じく顕陽殿である［史料 99］。穆帝が即位したのは僅かに２歳、崩じたのが 19
歳であり、太后褚氏はその間、臨朝している。したがって東晋における顕陽殿は皇帝寝殿というよりは、
むしろ皇太后の居所であった可能性が高い。
宋でも顕陽殿は皇后もしくは太后の寝殿である［表５資料 100 ～ 102］。宋の顕陽殿については、『太
平御覧』巻 175・居処部３に引く山謙之『丹陽記』に、
太
 極殿、周制路寢也。秦漢曰前殿。今稱太極曰前殿、宮之號始自魏。按史記秦皇改命宮為廟、以擬
太極。魏號正殿為太極、蓋採其義而加以太、亦猶漢夏門魏加曰太夏。咸康中散騎侍郎庾闡議求改太
為泰蓋謬矣。東西堂亦魏制、於周小寢也。皇后正殿曰顯陽、東曰含章、西曰徽音、又洛宮之舊也。
含章名起後漢、顯陽、徽音亦起魏曰明陽。晉避文帝諱改為此。周禮亦有路寢小寢又其制度也。
とあり、顕陽殿を皇后殿としている。山謙之は宋代に活躍しており、おそらく劉宋期の建康を述べたも
のであろう。その内容は史料 101 と一致している。
南斉では昭陽、顕陽の両殿が登場するとともに、昭陽殿が皇后殿、顕陽殿が太后殿と明確に位置づけ
られる［表５史料 103・105］。
梁では顕陽殿が丁貴嬪の居所とされており、後宮の殿舎あったことは変わらない。

18 帝愈增崇宮殿、彫飾觀閣、鑿太行之石英、采穀城之文石、起景陽山於芳林之園、建昭陽殿於太極之北、鑄作黃龍鳳
皇奇偉之獸、飾金墉、陵雲臺、陵霄闕。百役繁興、作者萬數、公卿以下至于學生、莫不展力、帝乃躬自掘土以率之。
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表３
王朝

曹魏

使用方法

史料

出典

宴

魏氏春秋曰、二月丙辰、帝宴群臣於太極東堂、與
侍中荀顗、尚書崔贊、袁亮、鍾毓、給事中中書令
虞松等並講述禮典、遂言帝王優劣之差。

三國志/魏
卷四・高貴鄕公紀の裴注
書

史料 1

宴

帝常與中護軍司馬望、侍中王沈、散騎常侍裴秀、
黃門侍郎鍾會等講宴於東堂、并屬文論。

三國志/魏
卷四・高貴鄕公紀
書

史料 2

講義

時魏高貴鄕公好學有文才、引沈及裴秀數於東堂講
讌屬文、號沈為文籍先生、秀為儒林丈人。

晋書

史料 3

史料 4

引見

累遷雍州刺史。武帝於東堂會送、問詵。

晋書

卷五二・郤詵傳

史料 5

引見

及賜餞東堂、詔密令賦詩、末章。

晋書

卷八八・孝友李賜興傳

史料 6

引見

充本無南伐之謀、固諫不見用。及師出而吳平、大
慚懼、議欲請罪。帝聞充當詣闕、豫幸東堂以待之。
晋書
罷節鉞・僚佐、仍假鼓吹・麾幢。充與群臣上告成
之禮、請有司具其事。帝謙讓不許。

卷四十・賈充傳

史料 7

晋書

卷四二・王渾傳

史料 8

引見

武帝詔曰「省諸賢良答策、雖所言殊塗、皆明於王
義、有益政道。欲詳覽其對、究觀賢士大夫用心」
。 晋書
因詔諸賢良方正直言、會東堂策問。

卷五一・摯虞傳

史料 9

挙哀

泰始八年薨、時年九十三。帝於太極東堂舉哀三日。 晋書

卷三七・宗室安平獻王孚
傳

史料 10

挙哀

九年薨、時年八十五。帝於東堂發哀、賜祕器・朝
服一具・衣一襲・錢三十萬、絹布各百匹、以供喪
事。

晋書

卷四四・鄭袤傳

史料 11

聴政

及即位、始遵舊制、臨太極殿、使尚書郎讀時令、
又於東堂聽政。

晋書

卷五・孝懷帝紀

史料 12

聴政

趙王倫 位、有鶉入太極殿、雉集東堂。天戒若曰、
太極東堂皆朝享聽政之所、而鶉雉同日集之者、趙 晋書
王倫不當居此位也。

卷二八・五行志中

史料 13

聴政

時黃門侍郎王恂・庾純始於太極東堂聽政、評尚書
奏事、多論刑獄、不論選舉。

晋書

卷四三・山簡傳

史料 14

聴政

秋七月乙卯、初依中興故事、朔望聽政于東堂。

晋書

卷七・成帝紀

史料 15

引見

夏四月、劉裕旋鎮京口。戊辰、餞于東堂。

晋書

卷十・安帝紀

史料 16

引見

后性嗜酒驕妒、帝深患之。乃召蘊於東堂、具說后
過狀、令加訓誡。

晋書

卷三二・后妃傳下・孝武
定王皇后

史料 17

引見

東晋

劉宋
梁

卷三九・王沈傳

庚寅、公入于洛陽、群臣迎拜西掖門南、公下輿將
答拜、儐者請曰「儀不拜」。公曰「吾人臣也」
。遂
答拜。至止車門下輿。左右曰「舊乘輿入」
。公曰
「吾 三國志/魏
卷四・高貴鄕公紀
被皇太后徵、未知所為」。遂步至太極東堂、見于
書
太后。其日即皇帝位於太極前殿、百僚陪位者欣欣
焉。

（太后）
引見

西晋

魏晋南北朝東堂使用例

帝嘗訪［王］渾元會問郡國計吏方俗之宜、渾奏曰
「…又先帝時、正會後東堂見征鎮長史司馬・諸王
國卿・諸州別駕。今若不能別見、可前詣軒下、使
侍中宣問、以審察方國、於事為便」
。帝然之。又
詔渾錄尚書事。

皇帝崩御

十二月戊寅、帝崩于東堂、時年三十七。葬休平陵。 晋書

卷十・安帝紀

史料 18

皇帝崩御

戊子、帝崩于東堂、年二十七、葬武平陵、廟號肅
祖。

卷六・明帝紀

史料 19

皇帝崩御

己未、是日、帝崩于東堂、時年五十三。葬高平陵、
晋書
廟號太宗。

卷九・簡文帝紀

史料 20

聴訟

己酉、車駕幸東堂聽訟。

宋書

卷八・明帝紀

史料 21

引見

先是、尚書令沈約以為「…宋元嘉二十七年、始以
七條徵發、既立此科、人姦互起、偽狀巧籍、歲月
滋廣。以至于齊、患其不實、於是東堂校籍、置郎
令史以掌之…」

南史

卷五九・王僧孺傳

史料 22
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晋書

朝会

二年正月壬寅、天子朝萬國於太極東堂、加高祖班
剣十人、并前三十人、餘如故。

陳書

卷一・高祖紀上

史料 23

挙哀

壬寅、高祖素服哭于東堂、哀甚。

陳書

卷二・高祖紀下

史料 24

宴

景寅、高祖於太極殿東堂宴群臣、設金石之樂、以
路寢告成也。

陳書

卷二・高祖紀下

史料 25

元会

陳制、先元會十日、百官並習儀注、令僕已下、悉
公服監之。設庭燎、街闕・城上・殿前皆嚴兵、百
官各設部位而朝。宮人皆於東堂、隔綺疏而觀。宮
門既無籍、外人但絳衣者、亦得入觀。是日、上事
人發白獸樽。自餘亦多依梁禮云。

隋書

卷九・禮儀志四

史料 26

宴

曜大悅、讌群臣于東堂、語及平生、泫然流涕。

晋書

卷一〇三・劉曜載記

史料 27

哭

大雨霖、震曜父墓門屋、大風飄發其父寢堂于垣外
五十餘步。曜避正殿、素服哭于東堂五日、使其鎮
軍劉襲・太常梁胥等繕復之。

晋書

卷一〇三・劉曜載記

史料 28

陳

前趙

後趙

前秦

策問

劉曜時、災異特甚、命公卿各舉博識直言之士一人。
其大司空劉均舉產。曜親臨東堂、遣中黃門策問之、 晋書
產極言其故。曜覽而嘉之、引見、訪以政事。

卷九五・藝術・臺產傳

史料 29

盟約

乃相與盟于東堂、使銳・景攻聰、攸率劉安國攻裕、
使侍中劉乘・武衛劉欽攻魯王隆、尚書田密・武衛 晋書
劉璿攻北海王乂。

卷一〇一・劉和載記

史料 30

引見

雹起西河介山、大如雞子、平地三尺、洿下丈餘、
行人禽獸死者萬數、歷太原・樂平・武鄕・趙郡・
廣平・鉅鹿千餘里、樹木摧折、禾稼蕩然。勒正服
于東堂、以問徐光曰

晋書

卷一〇五・石勒載記下

史料 31

聴政

勒下書曰「自今有疑難大事、八坐及委丞郎齎詣東
堂、詮詳平決。其有軍國要務須諬、有令僕尚書隨
局入陳、勿避寒暑昏夜也」。

晋書

卷一〇五・石勒載記下

史料 32

引見

幽邃于東宮、既而赦之、引見太武東堂。邃朝而不
謝、俄而便出。

晋書

卷一〇六・石季龍載記上

史料 33

引見

季龍曰「卿且勿言、吾知太子處矣」
。又議于東堂。 晋書

卷一〇七・石季龍載記下

史料 34

聴政

堅性仁友、與法訣于東堂、慟哭嘔血、贈以本官、
諡曰哀、封其子陽為東海公、敷為清河公。

晋書

卷一一三・苻堅載記上

史料 35

引見

洛既平、堅以關東地廣人殷、思所以鎮靜之、引其
群臣於東堂議曰…

晋書

卷一一三・苻堅載記上

史料 36

引見

既至、堅每日召嘉與道安於外殿、動靜諮問之。慕
容暐入見東堂、稽首謝。

晋書

卷一一四・苻堅載記下

史料 37

堅引見東堂、慰勉之曰

晋書

卷一二三・慕容垂載記

史料 38

挙哀

興以大臣屢喪、令所司更詳臨赴之制。所司白興、
依故事東堂發哀。興不從、每大臣死、皆親臨之。

晋書

卷一一八・姚興載記下

史料 39

講義

興每於聽政之暇、引龕等于東堂、講論道藝、錯綜
名理。

晋書

卷一一七・姚興載記上

史料 40

引見

京兆韋華・譙郡夏侯軌・始平龐眺等率襄陽流人一
萬叛晉、奔于興。興引見東堂。

晋書

卷一一七・姚興載記上

史料 41

聴政

於是練兵講武、大閱于城西、榦勇壯異者召入殿中、
晋書
引見群臣于東堂、大議伐魏。

卷一一七・姚興載記上

史料 42

引見

興臨東堂引見、謂虔之等曰…

晋書

卷一一七・姚興載記上

史料 43

聴政

寶引群臣于東堂議之。

晋書

卷一二四・慕容寶載記

史料 44

引見

又引中書令常忠・尚書陽璆・祕書監郎敷于東堂、
問曰…

晋書

卷一二四・慕容盛載記

史料 45

引見

盛引見百僚于東堂、考詳器藝、超拔者十有二人。

晋書

卷一二四・慕容盛載記

史料 46

引見

雲臨東堂、幸臣離班・桃仁懷劍執紙而入、稱有所
諬、拔劍擊雲、雲以几距班、桃仁進而弒之。

晋書

卷一二四・慕容雲載記

史料 47

皇帝引見

後秦

後燕
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每遣守宰、必親見東堂、問為政事之要、令極言無
隱、以觀其志。

晋書

卷一二五・馮跋載記

史料 48

正始中、世宗於東堂引見其使芮悉弗、悉弗進曰

魏書

卷一〇〇・高句麗傳

史料 49

挙哀

世宗為嵩舉哀於東堂、賻絹一千匹、贈車騎將軍・
領軍、諡曰剛侯。

魏書

卷一九中・穆十二王傳
中・任城王澄傳傅弟嵩

史料 50

挙哀

肅宗為舉哀於東堂、賜東園祕器・朝服一具・綵
二千八百段、贈侍中・都督雍華岐三州諸軍事・本
魏書
將軍・司空・雍州刺史。尋以融死王事、進贈司徒、
加前後部鼓吹。諡曰莊武。

卷一九下・景穆十二王傳
下・章武王太洛傳附彬子
融

史料 51

挙哀

子諧、字仲和、襲。十九年、薨。詔曰「古者大臣
之喪、有三臨之禮、此蓋三公已上。自漢已降、多
無此禮。庶仰遵古典、哀感從情。雖以尊降伏、私
痛寧爽。欲令親王有期親者為之三臨、大功親者為
之再臨、小功緦麻為之一臨。廣川王於朕大功、必
欲再臨者。欲於大斂日親臨盡哀、成服之後、緦衰
而弔。既殯之緦麻、理在無疑。大斂之臨、當否如
何。為須撫柩於始喪。為應盡哀於闔柩」
。黃門侍
郎崔光・宋弁・通直常侍劉芳・典命下大夫李元凱・
中書侍郎高聰等議曰「三臨之事、乃自古禮。爰及
漢・魏、行之者稀；陛下方遵前軌。臣等以為若期
親三臨、大功宜再。始喪之初、哀之至極、既以情
降、宜從始喪。大斂之臨、伏如聖旨」
。詔曰「魏・
晉已來、親臨多闕、至於戚臣、必於東堂哭之。頃
大司馬安定王薨、朕既臨之後、受慰東堂。今日之
北史
事、應更哭不」。光等議曰「東堂之哭、蓋以不臨
之故。今陛下躬親撫視、群臣從駕、臣等議、以為
不宜復哭」。詔曰「若大司馬戚尊位重、
必哭於東堂。
而廣川既是諸王之子、又年位尚幼、卿等議之、朕
無異焉」。諧將大斂、帝素委貌深衣哭之、入室哀慟、
撫尸而出。有司奏「廣川王妃薨於代京、未審以新
尊從於卑舊、為宜卑舊來就新尊」
。詔曰「遷洛之人、
自茲厥後、悉可歸骸芒嶺、皆不得就塋恒・代。其
有夫先葬北、婦今喪在南、婦人從夫、宜還代葬。
若欲移父就母、亦得任之。其有妻墳於恒・代、夫
死於洛、不得以尊就卑。欲移母就父、宜亦從之。
若異葬、亦從之。若不在葬限、身在代喪、葬之彼
此、皆得任之。其戶屬恒・燕、身官京洛、去留之
宜、亦從所擇。其屬諸州者、各得任意」
。詔贈諧
武衛將軍、諡曰剛。及葬、帝親臨送之。

卷一九・文成五王傳・廣
川王略子諧

史料 52

挙哀

世宗為舉哀於東堂、給東園第一祕器・朝服一襲・
魏書
賻錢八十萬・布二千匹・蠟五百斤、大鴻臚護喪事。

卷二一下・獻文六王傳
下・彭城王勰

史料 53

挙哀

公主因傷致薨、太后親臨慟哭、舉哀太極東堂、出
葬城西、太后親送數里、盡哀而還。

魏書

卷五九・劉昶傳

史料 54

挙哀

熙平元年冬卒、遺令薄葬。詔給東園祕器・朝服一
具・衣一襲・帛七百匹。靈太后為舉哀於東堂。贈
侍中・驃騎大將軍・儀同三司・冀州刺史、諡文烈
公。

魏書

卷六五・李平傳

史料 55

挙哀

靈太后親侍藥膳、十二日薨、年八十。給東園溫明
祕器、五時朝服各一具、衣一襲、贈布五千匹、錢
一百萬、蠟千斤。大鴻臚持節監護喪事。太后還宮、
成服於九龍殿、遂居九龍寢室。明帝服小功服、舉
北史
哀於太極東堂。又詔自始薨至七七、皆為設千僧齋、
齋令七人出家。百日設萬人齋、二七人出家。先是
巫覡言將有凶、勸令為厭勝法、國珍拒而不從、云
吉凶有定分、唯修德以禳之。

卷八〇・外戚傳・胡國珍

史料 56

挙哀

趙平君薨、給東園祕器、明帝服小功服、舉哀于東
堂、靈太后服齊衰、期。葬於太上君墓左、不得祔
合。

卷八〇・外戚傳・胡國珍

史料 57

北燕

引見

北魏

外夷引見
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北史

北魏

挙哀

神龜中、雲死、靈太后為舉哀於東堂、遣使策贈車
騎大將軍・領護東夷校尉・遼東郡開國公・高句麗
王。

魏書

卷一〇〇・高句麗傳

史料 58

引見

勰至京師、世宗臨東堂引見。

魏書

卷二一下・獻文六王下・
城王勰

史料 59

引見

及辭、引見於東堂、賜以餚羞、訪之大政。以其先
朝儒舊、告老永歸、世宗為之流涕。

魏書

卷五四・高閭傳

史料 60

引見

永平四年、盧昶克蕭衍朐山戍、以琅邪戍主傅文驥
守之。衍遣師攻文驥、盧昶督衆軍救之、詔寶夤為
使持節・假安南將軍・別將、長驅往赴、受盧昶節
度。賜帛三百匹、世宗於東堂餞之。

魏書

卷五九・蕭寶夤傳

史料 61

引見

魏書

卷六三・王肅傳

史料 62

引見

時蕭衍遣兵侵軼徐兗、緣邊鎮戍相繼陷沒、朝廷憂
之、乃以巒為使持節・都督東討諸軍事・安東將軍、 魏書
尚書如故。世宗勞遣巒於東堂。

卷六五・邢巒傳

史料 63

引見

詔巒持節率羽林精騎以討之。封平舒縣開國伯、食
邑五百戶、賞宿豫之功也。世宗臨東堂、勞遣巒曰
…

魏書

卷六五・邢巒傳

史料 64

引見

豫州平、巒振旅還京師。世宗臨東堂勞之。

魏書

卷六五・邢巒傳

史料 65

引見

道遷自南鄭來朝京師、引見於太極東堂、免冠徒跣
謝曰…

魏書

卷七一・夏侯道遷傳

史料 66

引見

及大舉征蜀、以肇為大將軍・都督諸軍、為之節度。
與都督甄琛等二十餘人、俱面辭宣武於東堂、親奉 北史
規略。

卷八十・高肇傳

史料 67

引見

又兼宗正卿、出為兗州刺史。匡臨發、帝引見於東
堂、勞勉之。

卷十九上・景穆十二王
上・濟南王匡

史料 68

太和十七年七月癸丑、立恂為皇太子。及冠恂於廟、
孝文臨光極東堂、引恂入見、誡以冠義曰「字汝元 北史
道、所寄不輕、汝當尋名求義、以順吾旨」
。

卷十九・孝文六王傳・廢
太子恂

史料 69

六月乙酉、帝為勃海王舉哀於東堂、服緦衰。

北史

巻五・東魏孝靜帝紀

史料 70

八年春正月辛酉、帝為勃海王高澄舉哀於東堂。

北史

巻五・東魏孝靜帝紀

史料 71

韶疾甚、先軍還。以功別封樂陵郡公。竟以疾薨。
上舉哀東堂、贈物千段・溫明祕器・轀輬車、軍校
之士陳衛送至平恩墓所發卒起冢。贈假黃鉞・使持 北斉書
節・都督朔靑定趙冀滄齊兗梁洛晉建十二州諸軍事、
相國・太尉・錄尚書事・朔州刺史、諡曰忠武。

卷十六・段韶傳

史料 72

その他

後齊制、日蝕、則太極殿西廂東向、東堂東廂西向、
各設御座。群官公服。晝漏上水一刻、內外皆嚴。
三門者閉中門、單門者掩之。蝕前三刻、皇帝服通
天冠、即御座、直衛如常、不省事。有變、聞鼓音、
則避正殿、就東堂、服白袷單衣。侍臣皆赤幘、帶
劍、升殿侍。諸司各於其所、赤幘、持劍、出戶向 隋書
日立。有司各率官屬、並行宮內諸門・掖門、屯衛
太社。鄴令以官屬圍社、守四門、以朱絲繩繞繫社
壇三匝。太祝令陳辭責社。太史令二人、走馬露版
上尚書、門司疾上之。又告清都尹鳴鼓、如嚴鼓法。
日光復、乃止、奏解嚴。

卷八・禮儀志三

史料 73

朝会

前代及今、皇帝宴會接客、亦東堂西面。若以東面
為貴、皇太子以儲后之禮、監國之重、別第宴臣賓、
自得申其正位。禮者皆東宮臣屬、公卿接宴、觀禮
隋書
而已。若以西面為卑、實是君之正位、太公不肯北
面說丹書、西面則道之、西面乃尊也。君位南面、
有東有西、何可皆避。且事雖少異、有可相比者。

卷九・禮儀志四

史料 74

立太子
東魏

挙哀

挙哀

北斉

［王］肅還京師、世宗臨東堂引見勞之。
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魏書

表４
王朝

魏晋南北朝西堂使用例

使用方法

史料

引見

孝武帝嘗會於西堂、滔豫坐、還、下車先呼子系之謂曰「百人
高會、天下先問伏滔在坐不、此故未易得。為人作父如此、定
何如也。」

晋書

卷九二・文苑傳・
史料 75
伏滔

引見

玄度學藝優贍、筆削擅奇、降帝問於西堂、故其榮觀也。

晋書

卷九二・文苑傳・
史料 76
伏滔

引見

沖將之鎮、帝餞於西堂、賜錢五十萬。又以酒三百四十石・牛
五十頭犒賜文武。

晋書

卷七四・桓沖傳

史料 77

帝讌群公于西堂、酒酣、從容曰「今日名臣共集、
何如堯舜時邪。
」 晋書

卷六九・周顗傳

史料 78

挙哀

戊戌、舉章皇后哀三日、臨于西堂。

卷十・安帝紀

史料 79

挙哀

太元六年、晞卒于新安、時年六十六。孝武帝三日臨于西堂、
詔曰「感惟摧慟、便奉迎靈柩、并改移妃應氏及故世子梁王諸喪、 晋書
家屬悉還」。

卷六四・元四王
傳・武陵威王晞

史料 80

挙哀

詔徙安成郡、使御史杜竹林防衛、竟承玄旨酖殺之、時年
三十九。帝三日哭於西堂。

晋書

卷六四・簡文三
子・會稽文孝王
道子子元顯

史料 81

皇帝崩御

癸巳、帝崩于西堂、時年二十二、葬興平陵、廟號顯宗。

晋書

卷七・成帝紀

史料 82

皇帝崩御

丙申、帝崩于西堂、時年二十五。葬安平陵。

晋書

卷八・哀帝紀

史料 83

葬送

於是設廬於西堂、凶儀施于神獸門、葬修平陵、神主祔于宣太
后廟。

晋書

卷三二・后妃傳
下・孝武文李太
后

史料 84

宴

宋文帝元嘉十五年四月、皇太子納妃、六禮文與納后不異。百
官上禮。其月壬戌、於太極殿西堂宴二宮隊主副・司徒征北
鎮南三府佐・揚兗江三州綱・彭城江夏南譙始興武陵廬陵南豐
七國侍郎以上、諸二千石在都邑者、並豫會。又詔今小會可停
妓樂、時有臨川曹太妃服。

宋書

卷十四・禮志一

史料 85

引見

丁丑、始制朔望臨西堂接群下、受奏事。

宋書

卷六・孝武帝紀

史料 86

引見

事定、上未知所為。建安王休仁便稱臣奉引升西堂、登御坐、
召見諸大臣。于時事起倉卒、上失履、跣至西堂、猶著烏帽。
坐定、休仁呼主衣以白帽代之、令備羽儀。雖未即位、凡衆事
悉稱令書施行。

宋書

卷八・明帝紀

史料 87

梁

挙哀

初齊武帝造大小輦、並如軺車、但無輪轂、下橫轅軛。梁初、
漆畫代之。後帝令上可加笨輦、形如犢車、自茲始也。…元正
大會、乘出上殿。西堂舉哀亦乘之。行則從後。一名輿車。

隋書

卷十・禮儀志五

史料 88

前秦

外夷引見

車師前部王彌窴・鄯善王休密馱朝於堅、堅賜以朝服、引見西堂。
晋書
窴等觀其宮宇壯麗、儀衛嚴肅、甚懼、因請年年貢獻。

卷一一四・苻堅
載記下

史料 89

引見

世祖大集群臣於西堂、議伐涼州。

卷二九・奚斤

史料 90

寝殿

給事中郭善明、性多機巧、欲逞其能、勸高宗大起宮室。允諫
曰「臣聞太祖道武皇帝既定天下、始建都邑。其所營立、非因
魏書
農隙、不有所興。今建國已久、宮室已備、永安前殿足以朝會
萬國、西堂溫室足以安御聖躬、紫樓臨望可以觀望遠近。…」
。

卷四八・高允傳

史料 91

外夷引見

二年正月、阿那瓌等五十四人請辭、明帝臨西堂、引見阿那瓌
及其叔伯兄弟五人、升階賜坐、遣中書舍人穆弼宣勞。阿那瓌
等拜辭。

北史

卷九八・蠕蠕傳

史料 92

外夷引見

俟匿伐至洛陽、明帝臨西堂引見之。

北史

卷九八・蠕蠕傳

史料 93

挙哀

明堂則五時俱通天冠、各以其色服。東・西堂舉哀、服白帢。

隋書

卷十一・禮儀志
六

史料 94

挙哀

天統三年薨、年八十。世祖舉哀西堂、後主又舉哀於晉陽宮。

北斉書

卷十七・斛律金
傳

史料 95

宴

東晋

劉宋

北魏

北斉

出典

晋書

魏書
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表５
王朝

曹魏

西晋

東晋

劉宋

殿舎門名

使用方法

昭陽殿

南斉

魏書・卷
十三・王
肅傳

史料 96

皇帝崩御

十一月庚午、帝崩于顯陽殿、時年四十八、葬太陽陵。

晋書

卷四・孝
惠帝紀

史料 97

皇帝崩御

五月丁巳、帝崩于顯陽殿、時年十九。葬永平陵、廟號孝
宗。

晋書

卷八・穆
帝紀

史料 98

太后崩御

太元九年、崩于顯陽殿、年六十一、在位凡四十年。太后
於帝為從嫂、朝議疑其服。

晋書

卷三二・
后妃傳
下・康獻
褚皇后

史料 99

宋書

卷四一・
后妃傳・
孝懿蕭皇
后

史料
100

宋書

卷四一・
后妃傳・
文元袁皇
后

史料
101

宋書

卷四一・
后妃傳・
文帝路淑
媛

史料
102

史料
103

太后崩御

景平元年、崩于顯陽殿、時年八十一。

皇后崩御

崩于顯陽殿、時年三十六。上甚相悼痛、詔前永嘉太守顏
延之為哀策、文甚麗。

太后寝殿

上即位、遣建平王宏奉迎。有司奏曰「…謹奉尊號曰皇太
后、宮曰崇憲」
。太后居顯陽殿。

皇后寝殿

舊顯陽・昭陽二殿、太后・皇后所居也。永明中無太后・
皇后、羊貴嬪居昭陽殿西、范貴妃居昭陽殿東、寵姬荀昭
華居鳳華柏殿。宮內御所居壽昌畫殿南閣、置白鷺鼓吹二
部。乾光殿東西頭、置鍾磬兩廂皆宴樂處也。

南斉書

卷二十・
皇后傳・
武穆裴皇
后

仏殿

又詔曰「…顯陽殿玉像諸佛及供養、具如別牒、可盡心禮
拜供養之。應有功德事、可專在中。自今公私皆不得出家
為道、及起立塔寺、以宅為精舍、竝嚴斷之。唯年六十、
必有道心、聽朝賢選序、已有別詔。諸小小賜乞、及閤內
處分、亦有別牒。內外禁衛勞舊主帥左右、悉付蕭諶優量
驅使之、勿負吾遺意也」
。是日上崩、年五十四。

南斉書

卷三・武
帝紀

史料
104

太后寝殿

舊顯陽・昭陽二殿、太后・皇后所居也。永明中無太后・
皇后、羊貴嬪居昭陽殿西、范貴妃居昭陽殿東、寵姬荀昭
華居鳳華柏殿。宮內御所居壽昌畫殿南閣、置白鷺鼓吹二
部。乾光殿東西頭、置鍾磬兩廂皆宴樂處也。

南斉書

卷二十・
皇后傳・
武穆裴皇
后

史料
105

殯

景乃密不發喪、權殯于昭陽殿、自外文武咸莫知之。二十
餘日、升梓宮於太極前殿、迎皇太子即皇帝位。

梁書

卷五六・
王偉傳

史料
106

貴嬪寝殿

太宗簡文皇帝諱綱…天監二年十月丁未、生于顯陽殿。

梁書

卷四・簡
文帝紀

史料
107

貴嬪寝殿

天監元年五月、有司奏為貴人、未拜。其年八月、又為貴
嬪、位在三夫人上、居于顯陽殿。

梁書

卷七・皇
后傳・高
祖丁貴嬪

史料
108

顯陽殿

昭陽殿
梁

出典

三国志

顯陽殿

顯陽殿

史料
景初間、宮室盛興、民失農業、期信不敦、刑殺倉卒。肅
以疏曰「大魏承百王之極、生民無幾、干戈未戢、誠宜息
民而惠之以安靜遐邇之時也。夫務畜積而息疲民、在於省
徭役而勤稼穡。今宮室未就、功業未訖、運漕調發、轉相
供奉。是以丁夫疲於力作、農者離其南畝、種穀者寡、食
穀者衆、舊穀既沒、新穀莫繼。斯則有國之大患、而非備
豫之長策也。今見作者三四萬人、九龍可以安聖體、其內
足以列六宮、顯陽之殿、又向將畢、惟泰極已前、功夫尚
大、方向盛寒、疾疢或作。誠願陛下發德音、下明詔、深
愍役夫之疲勞、厚矜兆民之不贍、取常食廩之士、非急要
者之用、選其丁壯、擇留萬庶不知、謂為倉卒。…」
。

顯陽殿（昭
寝殿
陽殿か）

顯陽殿

魏晋南北朝昭陽・顕陽殿使用例

顯陽殿
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北魏

昭陽殿

引見

秋九月、帝臨昭陽殿、分置衆職、引朝臣文武、親自簡擇、
量能叙用。制爵四等、曰王・公・侯・子、除伯・男之號。 魏書
追錄舊臣、加以封爵、各有差。

卷二・道
武帝紀

史料
109

顯陽殿

引見

丙子、帝引見尚書右僕射元羅及皇宗於顯陽殿、勞勉之。

魏書

卷十一・
前廢帝紀

史料
110

引見

己未、帝於顯陽殿簡試通直散騎常侍・散騎侍郎・通直郎、
魏書
剩員非才他轉之。

卷十一・
前廢帝紀

史料
111

引見

靈太后時在嘉福、未御前殿、騰詐取主食中黃門胡玄度・
胡定列誣懌、云許度等金帛、令以毒藥置御食中以害帝、
自望為帝、許度兄弟以富貴。騰以具奏、肅宗聞而信之、
乃御顯陽殿。

魏書

卷十六・
道武七王
傳・京兆
王叉

史料
112

引見

肅宗與群臣大懼、叩頭泣涕、殷勤苦請。靈太后聲色甚厲、
意殊不回。肅宗乃宿於嘉福殿、積數日、遂與太后密謀圖
叉。肅宗內雖圖之、外形彌密、靈太后瞋忿之言、欲得往
魏書
來顯陽之意、皆以告叉。又對叉流涕、敍太后欲出家、憂
怖之心。如此密言、日有數四。叉殊不為疑、乃勸肅宗從
太后意。於是太后數御顯陽、二宮無復禁礙。

卷十六・
道武七王
傳・京兆
王叉

史料
113

引見

弱冠、州辟主簿、奉使詣闕、見莊帝於顯陽殿、問以邊事。
魏書
騭應對閑敏、帝善之、遂敕除員外散騎侍郎。

卷五五・
劉隲傳

史料
114

引見

蠕蠕主阿那瓌率衆犯塞、詔崇以本官都督北討諸軍事以討
之。崇辭於顯陽殿、戎服武飾、志氣奮揚、時年六十九、
幹力如少。肅宗目而壯之、朝廷莫不稱善。

魏書

卷六六・
李崇傳

史料
115

引見

征北將軍・臨淮王彧大敗於五原、安北將軍李叔仁尋敗於
白道、賊衆日甚。詔引丞相・令・僕・尚書・侍中・黃門
於顯陽殿、詔曰…

魏書

卷六六・
李崇傳

史料
116

引見

神龜元年二月、明帝臨顯陽殿、引顧禮等二十人於殿下、
遣中書舍人徐紇宣詔、讓以蠕蠕蕃禮不備之意。

北史

卷九八・
蠕蠕傳

史料
117

宴

八月戊戌、宴太祖以來宗室年十五以上於顯陽殿、申家人
之禮。

魏書

卷九・孝
明帝紀

史料
118

宴

世隆復遣彥伯自往喻之、兆乃止。及還、帝醼彥伯於顯陽
殿。

魏書

卷七五・
尒朱彥伯
傳

史料
119

聴訟

癸亥、帝臨顯陽殿、親理冤訟。

魏書

卷十一・
前廢帝紀

史料
120

聴訟

己卯、帝臨顯陽殿納訟。

魏書

卷十一・
出帝紀

史料
121

聴訟

秋七月…乙卯、帝臨顯陽殿、親理冤獄。

魏書

卷十一・
出帝紀

史料
122

講義

三年春釋菜、詔延公卿學官於顯陽殿、敕祭酒劉廞講孝經、
魏書
黃門李郁講禮記、中書舍人盧景宣解大戴禮夏小正篇。

卷三六・
李軌傳

史料
123

皇帝崩御

癸丑、帝崩於顯陽殿、時年十九。甲寅、皇子即位、大赦
天下。

魏書

卷九・孝
明帝紀

史料
124

哭

四年春正月丁巳夜、世宗崩于式乾殿。侍中・中書監・太
子少傅崔光、侍中・領軍將軍于忠與詹事王顯、中庶子侯
剛奉迎肅宗於東宮、入自萬歲門、至顯陽殿、哭踊久之、
乃復。王顯欲須明乃行即位之禮。

魏書

卷一〇八
之四・禮
志四

史料
125

外夷朝見

九月、阿那瓌將至、肅宗遣兼侍中陸希道為使主、兼散騎
常侍孟威為使副、迎勞近畿。使司空公・京兆王繼至北中、
侍中崔光・黃門郎元纂在近郊、並申宴勞、引至門闕下。
十月、肅宗臨顯陽殿、引從五品以上清官・皇宗・藩國使 北史
客等列於殿庭、王公以下及阿那瓌等入、就庭中北面。位
定、謁者引王公以下升殿、阿那瓌位於藩王之下、又引將
命之官及阿那瓌弟并二叔位於群官之下。

卷九八・
蠕蠕

史料
126

208

引見

及將禪位於文宣、襄城王旭及司徒潘相樂・侍中張亮・黃
門郎趙彥深等求入奏事。帝在昭陽殿見之。

北史

卷五・東
魏孝靜帝
紀

史料
127

引見

文襄崩、祕不發喪、其後漸露、魏帝竊謂左右曰「大將軍
此殂、似是天意、威權當歸王室矣」
。及帝將赴晉陽、親
入辭謁於昭陽殿、從者千人、居前持劍者十餘輩。帝在殿
下數十步立、而衛士升階已二百許人、皆攘袂扣刃、若對
嚴敵。帝令主者傳奏、須詣晉陽、言訖、再拜而出。

北史

卷七・北
斉文宣帝
紀

史料
128

引見

武定六年、甘露降於宮闕、文武官僚同賀顯陽殿。

北斉書

卷三十・
崔昂傳

史料
129

講義

魏靜帝於顯陽殿講孝經・禮記、繪與從弟騫・裴伯茂・魏
收・盧元明等俱為錄議、簡舉可觀

北史

卷三三・
李繪傳

史料
130

講義

六年四月八日、魏帝集名僧於顯陽殿講說佛理、弼與吏部
尚書楊愔・中書令邢卲、祕書監魏收等並侍法筵。

北斉書

卷二四・
杜弼傳

史料
131

後齊將崇皇太后、則太尉以玉帛告圓丘方澤、以幣告廟。
皇帝乃臨軒、命太保持節、太尉副之。設九儐、命使者受
璽綬冊及節、詣西上閤。其日、昭陽殿文物具陳、臨軒訖、
（皇太后） 使者就位、持節及璽綬稱詔。二侍中拜進、受節及冊璽綬、
隋書
引見
以付小黃門。黃門以詣閤。皇太后服褘衣、處昭陽殿、公
主及命婦陪列於殿、皆拜。小黃門以節綬入、女侍中受、
以進皇太后。皇太后興、受、以授左右。復坐、反節於使
者。使者受節出。

卷九・禮
儀志四

史料
132

引見

金曾遣人獻食、中書舍人李若誤奏、云金自來。武成出昭
陽殿、敕侍中高文遙將羊車引之。若知事誤、更不敢出映 北史
廊下。文遙還覆奏、
帝罵若云「空頭漢、
合殺。
」亦不加罪。

卷五四・
斛律金傳

史料
133

引見

由是、除齊州刺史。及辭於昭陽、列仗引見、長仁不敢發
語、唯泣涕橫流。到任、諬求暫歸、所司不為奏。

北史

卷八十・
外戚傳・
胡長仁

史料
134

引見

高歸彥作逆、召子繪入見昭陽殿。

北斉書

卷二一・
封子繪傳

史料
135

引見？

二叔率高歸彥・賀拔仁・斛律金擁愔等唐突入雲龍門。見
都督叱利騷、招之不進、使騎殺之。開府成休寧拒門、歸
彥喻之、乃得入。送愔等於御前。長廣王及歸彥在朱華門
外。太皇太后臨昭陽殿、太后及帝側立。

北史

卷四一・
楊愔傳

史料
136

宴

文宣宴法和及其徒屬於昭陽殿、賜法和錢百萬・物萬段・
甲第一區・田一百頃・奴婢二百人、生資什物稱是。宋莅
千段。其餘儀同・刺史以下各有差。

北史

卷八九・
藝術傳
上・陸法
和

史料
137

朝会

後齊元日、中宮朝會、陳樂、皇后褘衣乘輿、以出於昭陽
殿。坐定、內外命婦拜、皇后興、妃主皆跪。皇后坐、妃
主皆起、長公主一人、前跪拜賀。禮畢、皇后入室、乃移 隋書
幄坐於西廂。皇后改服褕狄以出。坐定、
公主一人上壽訖、
就坐。御酒食、賜爵、並如外朝會。

卷九・禮
儀志四

史料
138

聴訟

戊戌、帝臨昭陽殿聽獄決訟。

卷四・文
宣帝紀

史料
139

昭陽殿

東魏

顯陽殿

北斉

昭陽殿

209

北斉書

表６

立后

後齊皇帝納后之禮、納采・問名・納徵訖、告圓丘方澤及
廟、如加元服。是日、皇帝臨軒、命太尉為使、司徒副之。
持節詣皇后行宮、東向、奉璽綬冊、以授中常侍。皇后受
冊於行殿。使者出、與公卿以下皆拜。有司備迎禮。太保
太尉、受詔而行。主人公服、迎拜於門。使者入、升自賓
階、東面。主人升自阼階、西面。禮物陳於庭。設席於兩
楹間、童子以璽書版升、主人跪受。送使者、拜于大門之
外。有司先於昭陽殿兩楹間供帳、為同牢之具。皇后服大
嚴繡衣、帶綬珮、加幜。女長御引出、升畫輪四望車。女
隋書
侍中負璽陪乘。鹵簿如大駕。皇帝服袞冕出、升御坐。皇
后入門、大鹵簿住門外、小鹵簿入。到東上閤、施步鄣、
降車、席道以入昭陽殿。前至席位、姆去幜、皇后先拜後
起、皇帝後拜先起。帝升自西階、詣同牢坐、與皇后俱坐。
各三飯訖、又各酳二爵一卺。奏禮畢、皇后興、南面立。
皇帝御太極殿、王公已下拜、皇帝興、入。明日、后展衣、
於昭陽殿拜表謝。又明日、以榛栗棗脩、見皇太后於昭陽
殿。擇日、群官上禮。又擇日、謁廟。皇帝使太尉、先以
太牢告、而後徧見群廟。

卷九・禮
儀志四

史料
140

立皇太子
妃

皇太子納妃禮、皇帝遣使納采、有司備禮物。會畢、使者
受詔而行。主人迎于大門外。禮畢、
會於聽事。其次問名・
納吉、並如納采。納徵、則使司徒及尚書令為使、備禮物
隋書
而行。請期、則以太常宗正卿為使、如納采。親迎、則太
尉為使。三日、妃朝皇帝於昭陽殿、又朝皇后於宣光殿。
擇日、群官上禮。他日、妃還。又他日、皇太子拜閤。

卷九・禮
儀志四

史料
141

魏晋南北朝時期の東西堂及び昭陽殿・顕陽殿の機能（表内の番号は表 1 ～ 3 の史料番号に対応）
曹魏

西晋

②宴

1,2

③講義

3

⑥聴政

南斉

梁

陳

北魏
北魏
（平城） （洛陽）

東魏

北斉

25
10 ～
11

④挙哀
⑤引見

劉宋

18 ～
20（皇
帝）

①寝殿

東堂

東晋

4

24

5～9

16,17

12 ～
14

15

⑦聴訟

50 ～ 58

22

70,71

72

59 ～ 68

21

⑧外夷
引見

49

⑨朝会

23

⑩その
他

26

74
立太子
69

①寝殿

82,83

②宴

78

91
85

③講義
西堂

④挙哀

79 ～
81

⑤引見

75 ～
77

88
86,87

94
90

⑧外夷
引見

92,93
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95

①寝殿

96

②宴

昭陽
殿

━

━

━

━

103
（皇
后）
137
（127,
128）

109

━

━

⑦聴訟

━

━

139

⑨朝会

━

━

138
立皇后
140,
立皇太
子妃
141

⑩その
他

顕陽
殿

132 ～
136

⑤引見

97

98（皇
帝）,
99（太
后）

100、
102
（太
后）,
101
（皇
后）

105
（太
后）

107,
108
（貴嬪）

①寝殿

━

②宴

━

118,119

③講義

━

123

130,
131

④挙哀

━

⑤引見

━

110 ～
117

129

⑥聴政

━

⑦聴訟

━

120 ～
122

⑧外夷
引見

━

126

⑩その
他

━

仏殿
104

一方、東西堂の機能は、南朝では臣僚のための挙哀や、臣僚引見の場となっており［表６］、東西堂
の寝殿的性格は失われ、殿舎使用方法に一定の整理が付いていたといえるのである。
北朝では殿舎名は西晋南朝を継承しているが、使用方法は異なる。まず顕陽殿は、北魏では皇帝寝殿
としてだけでなく、皇帝による引見、群臣との宴が行なわれている［表６］。西晋や南朝では東西堂で
行なわれていたことが顕陽殿で行なわれるようになっているのである。これに加えて外夷の引見という
重要な儀礼もこの殿舎で行なわれている［表５史料 126］。ところが顕陽殿の機能は同時に東西堂でも
行なわれており、使用に混乱が見られる。東西堂で臣僚の挙哀が行なわれていることは西晋南朝と同様
である。このように北魏では東晋の事例とは逆に、顕陽殿に本来、東西堂で行なわれるべき政務や外交
儀礼などが入りこんでいたといえるのである。この傾向は顕陽殿を昭陽殿と改称した北斉でも確認する
ことができる。総じて、北朝では顕陽殿（北斉の昭陽殿）が日常政務という役割を持つようになってき
ており、曹魏西晋南朝で、皇帝政務の空間であった太極殿―東西堂の機能が、顕陽殿に移っていったこ
とが分かるのである。それは結果として［渡辺信一郎 1996］が指摘する東西堂の地位の低下をもたら
す要因となったのであろう。
以上の、魏晋南北朝の各朝代における昭陽殿・顕陽殿の機能の変化をまとめると以下のとおりになる。
①曹魏で昭陽殿が登場し、西晋に継承される。その機能は皇帝寝殿ないしそれに近い皇帝の私的性格

211

の強い殿舎であった。
②東晋では顕陽殿は皇太后の寝殿となり、その性格が南朝に継承される。南斉では顕陽殿が太后、昭
陽殿が皇后殿となる。梁でもやはり後宮の殿舎であった。
③北魏の洛陽では孝明帝が顕陽殿で毒殺されているが、寝殿としての機能は見られず、臣僚や外国の
使臣の謁見などに用いられている。魏晋南朝での東西堂の機能が顕陽殿に持ち込まれたのであり、
この流れは東魏北斉鄴城に継承される。つまり、太極殿を挟んで東西に並ぶ東西堂で行なわれてい
た日常的な政務が、太極殿北側の顕陽殿に移ったということである。
以上の３点がおおまかな昭陽・顕陽殿の変遷であるが、北朝では明らかに東晋南朝と役割りが異なっ
ていることが分かる。太極殿の北側の顕陽殿の政務の場としての位置づけは、太極殿を中心とする太極
殿・東西堂の従来の機能に変化を求めることとなり、結果、東西堂で行なわれていた機能の多くが北魏
顕陽殿・北斉昭陽殿で行われることになり、太極殿とならぶ新たな朝政空間として位置づけられること
になる。この結果、閶闔門―太極殿―顕（昭）陽殿という主要な朝政空間が南北に並ぶ構造が登場し、
以後の隋の大興宮に継承される。北魏の洛陽、東魏北斉の鄴では、依然として太極東西堂が存在してい
るため、朝政空間が分散しているが、それは結果として唐太極宮の両儀殿（すなわち北朝顕・昭陽殿の
後継）にいたる過渡的現象と見なすことができる。東魏北斉の鄴宮を詳細に記録した『鄴中記』が東西
堂についてはふれず、その記述が閶闔門、太極殿、昭陽殿に集中しているのは、まさに東西堂の朝政空
19

間としての低下を反映したものであろう。したがって、『大唐六典』が記載する外朝、中朝、内朝から
なるいわゆる「三朝制」の直接の起源は北魏洛陽に求めることができ、北魏、東魏、北斉を経て顕陽殿
と東西堂の機能が完全に分化されることはなかったが、顕陽殿の朝政の場としての機能が高まり、同時
に東西堂のそれは低下したのである。

おわりに―三朝制度の成立と前期難波宮との関連―
以上、第２節では宮城門の儀礼の場としての成立を考察し、第３節で東西堂と昭陽・顕陽殿の機能に
考察を加えた。唐太極宮に現われた宮城南門（承天門）と南北にならぶ２つの巨大な殿舎（太極殿と両
儀殿）から構成されるという「三朝制」が決して中国のそれまでの王朝にあっては一般的なものではな
く、太極宮（隋の大興宮）で始めて生まれたものであることが分かる。くりかえすと、曹魏の閶闔門の
造営により闕が儀礼の場の重要な標識となるとともに、闕を備えた宮城門が儀礼の空間として利用され
るようになった。さらに曹魏・西晋では太極殿と東西堂が朝政、儀礼の舞台であり、昭陽殿（西晋の顕
陽殿）は日常起居の場、すなわち寝殿として機能していたと考えられ、それが南朝では太后宮や皇后宮
という後宮の殿舎となるのに対し、北朝では出現当初から顕陽殿が東西堂と同様、朝政の場として機能
するようになり、やがては外夷朝見の空間としても使われるようになる。北朝にあっては東西堂は引き
続き機能しているものの、それは顕陽殿の役割と重複するものであった。そのため、従来、東西堂が有
していた機能が次第に顕陽殿（北斉の昭陽殿）にうつり、ここに南北に閶闔門―太極殿―顕陽殿と並ぶ
殿舎により宮城の中心的な諸儀礼と朝政が執り行われるようになったのである。隋唐長安の太極宮は北
斉までのこうした流れをうけ、東西堂を廃することで、より明確に南北に並ぶ空間の重層構造を強調し
19 東魏北斉期の鄴については［村元 2007］参照。
『鄴中記』に対する史料批判および輯録は［黄恵賢 1988］に依って
いる。
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魏晋南北朝から隨唐までの宮城の変遷図

たものなのである。臣僚にとって、その構造は宮城の北の空間、すなわち皇帝の居所に近い空間に入る
ことが許されるほど、皇帝との信頼関係が強いことを認識できるものであった。こうして唐の「三朝制」
はまさに魏晋南北朝宮城の変化の上に成立したのである。
ひるがえって前期難波宮の構造を見ると、南北軸にそって空間が分節されていることが容易に見て取
れる。この重層的な構造を三朝制に当てはめることは、各殿舎の機能が充分解明できていない以上、極
めて困難である。また、三朝制とはいうまでもなく、理念的には儒教、とりわけ『周礼』に散見する宮
城の概念であるが、儒教経典には必ずしも体系的な叙述はなく、各所に見られる関連記事を集めて一つ
の宮城の姿を具現化するのは容易ではない。したがって、日本宮都の姿は、経典よりも直接的に唐の宮
城の具体的な姿から発想されたものと考えるべきである。受容した要素としては宮城の南北に及ぶ重層
的な構造だけで、厳密な三朝制を導入したとは考えにくい。それは前期難波宮において大極殿が未成立
20

なことや、門闕をもった宮城門がないことに現われている。儒教的な「三朝制」は隋唐のように官僚の
素養として儒教が浸透してはじめて王朝の正統を示すものとして意味をなすものであり、７世紀の倭王
権の中枢にあってそれを求めるのは困難であろう。したがって、そうした「理念」よりも、具体的な「形」
の効果を優先させて宮城を設計したところに、前期難波宮の中国宮城の直接的な影響があり、それが効
果的だったために、藤原宮以後の歴代宮都の祖形ともなりえたのである。
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外国語論文翻訳

台城弁


郭湖生（米田健志訳）
はじめに
一 「台城」とは何か
二

尚書朝堂

三

太極殿および東西堂区

四

後宮内殿および華林園など

五

台城の城壁環濠と建康城との関係

はじめに
我が国の歴代の都城すなわち秦の咸陽、前漢の長安、後漢 ･ 曹魏 ･ 西晋 ･ 北魏の洛陽、隋唐の長安 ･ 洛
陽、北宋の開封、南宋の臨安、元の大都、明の南京、明清の北京などについては、いずれもその位置を
確認することができ、甚だしい場合には城壁や宮殿の遺址さえも残っており、考古学的調査によってそ
の場所を確定することができる。北宋の開封については城壁や宮闕はすでに失われているが、ただし地
上には天清寺繁塔や開宝寺鉄塔などが現存しており、また地下には州橋の遺跡が残っているため、開封
城の範囲や方位はおおよそ推測できる。歴代の都城のうち、ただ六朝の建康城と「台城」と呼ばれたそ
の宮城のみが、地上にも地下にも全く痕跡を留めておらず、現在に至るまでなお深い霧に包まれたよう
に、
明確にその位置を指し示すことができないのである。玄武湖の南方に現存する明代の城壁を「台城」
だと考える者もいるが、こうした誤解は 1920 年代に朱偰氏が『金陵古跡図考』において、現在の鶏鳴
寺は梁代の同泰寺であり、かつこの寺院は「台城」の中にあったと述べたことに始まる。これに基づい
て描かれた六朝の建康城では、北側の城壁は玄武湖の南岸、九華山（古覆舟山）から鶏鳴山（古鶏籠山）
にかけての一帯に築かれていたことになる。そののち長年、多くの書籍がこれを踏襲しており、これを
疑うものはいなかった。さらには、この明代の城壁の中から発見された明代以前の城磚こそが「台城」
の明証だとする者もいる。その概要は次のとおりである。
台城は玄武湖南岸の鶏鳴寺の背後、明代の都城の内部に位置し、その東部は明代の都城と相接しており、西端は断
壁となっている。この城壁は全長 353.15m で、……底部は細長い石を礎石としており、礎石の上に磚が積み重ねら
れている。……積み重ねられた磚はおおよそ二種類に分けられる。一つは長さ 45 ～ 51.5cm、幅 21 ～ 22.5cm、厚さ
11.5 ～ 13cm、焼成温度は低く軟質で、紅色をしており、この種の磚は比較的早期のもので、明代以前のものにちが
いない。この中にはまた六朝の花紋磚も含まれる。いま一つは長さ 38 ～ 45cm、幅 21 ～ 22cm、厚さ 10 ～ 11.5cm、
堅固で焼成温度は比較的高く、明代初期の築城に用いられた磚である。……この二種類の磚の性質 ･ 寸法および積
み方や漆喰から分析すると、明らかに異なる時代に建造したものであり、六朝から明代にかけての、建康城防衛の
ための要塞に類するものである可能性が高いと推測される。
（
『中国古代建築技術史』443 頁、第 12 章第７節「明南
京城」、科学出版社、1985 年）

この一段で述べられていることが、おそらく「台城は鶏鳴寺の背後にあった」という説の最も有力な論
拠とされているようである。しかし、この説には次のような問題点がある。（一）礎石の年代をどのよ
うに判断したかについての説明がないこと。もしこれが明代の礎石だというのであれば、その上に「明
代以前」の城壁を築くことは不可能であり、また、もし「早期」の礎石だというのであれば、その根拠
は何なのか。（二）「台城」と「建康城防衛のための要塞」とは性格が全く異なる施設であり、決して両
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者を混同してはならないこと。
六朝の古都と謳われた南京であるからには、六朝都城の遺跡が残っているとの希望を抱くのはごく自
然なことではあり、特にその中心となるのが「台城」なのである。しかし豊富に残る六朝時代の史籍に
ついて見るならば、鶏鳴寺の背後に台城が存在していた可能性は皆無だと断言できる。歴史事実を探究
するにあたっては、常に科学的な態度をとるべきで、願望をもって科学的判断に代えるようなことは厳
に慎まねばならない。
それでは台城とは何なのか。台城の内部はどのような構造であったのか。台城はどこに位置していた
のか。これらを明らかにすることが本稿の目的である。

一 「台城」とは何か
許嵩『建康実録』巻七に、
〔東晋の〕成帝〔咸和〕七年（332）、冬十一月壬子朔、……この月、新宮成りて、署して建康宮と曰い、また顕陽宮
と名づけ、五門を開き、南面は二門、東西北は各々一門なり（許嵩按ずるに『図経』に即ち今の所謂「台城」なり、
……とあり）。
成帝七年冬十一月壬子朔、……是月、新宮成、署曰建康宮、亦名顕陽宮、開五門、南面二門、東西北各一門（許
嵩按『図経』、即今之所謂「台城」也、……）
。

とあるが、なにゆえ「台城」と呼ぶのか。台とは尚書台のことである。その起源は前漢時代の少府の属
官である六尚の一つに過ぎず、皇帝の秘書として文書の作成を掌っていたものである。皇帝権力が徐々
に強化されていく過程において、尚書の権力も拡大を続け、その地位も重要度を増し、ついには政治を
分担する九卿に取って代わるようになる。後漢時代に確立された尚書台は、魏晋時代になると、あらゆ
る政務を統括する事実上の中央政府となったのである。中央政府は「台」と称され、政府の派遣した軍
隊は「台軍」と称され、政府の所在地は「天台」と称され（『晋書』巻四七 ･ 傅咸伝、巻一〇八 ･ 慕容廆
載記に引く陶侃が封抽 ･ 韓矯らに報じた書、など）、政府が軍隊に随行する、あるいは地方に駐在する
場合は「行台」と称され（『晋書』巻五九 ･ 東海王越伝）、その際に都に留まる部分は「留台」と称され、
政府が二ヶ所に並置された場合は「東台」「西台」と称された（西晋の懐帝の時には西台は長安に、東
台は洛陽に置かれた）。また王朝の交代期には常に、前後の両王朝政府（台）が一時的に並存する事態
が生じる。たとえば宋斉交代期に王敬則はもとは宋の輔国将軍であったが、冠軍将軍に遷り、ついで右
衛将軍へと昇進し、
「斉台の建つや、中領軍と為った」
（『南斉書』巻二八 ･ 王敬則伝）。劉懐珍については、
斉台の建つに及んで、朝士人人は争いて臣吏と為るも、懐珍を以て宋台の右衛〔将軍〕と為す。懷珍は帝（南斉の
ひ と り ふる

高帝蕭道成。当時は即位前）に謂いて曰く「人は皆な新しきを迎えるも、臣は独り故きを送る、豈に臣を以て本に
篤しとするか」と。
及斉台建、朝士人人争為臣吏、以懐珍為宋台右衛。懐珍謂帝曰「人皆迎新、臣独送故、豈以臣篤於本乎。
」

とある（
『南史』巻四九 ･ 劉懐珍伝）。謝朏については、
〔斉〕高帝は方に禅代を図らんとするに、朏を以て佐命せしめんと欲し、
〔驃騎將軍〕左長史に遷す。……〔朏が高
帝に思い止まるよう勧めたところ〕帝は悦ばず、更めて王倹を引いて左長史と為し、朏を以て侍中と為し、秘書監
を領せしむ。斉の受禅に及んで、朏は当日、直に在り、百僚は陪位す。侍中は当に璽を解くべきも、朏は知らざる
と佯りて、曰く「何の公事あるか」と。詔を伝えて云く「璽を解いて斉王に授けよ」と。朏曰く「斉には自ずと応
に侍中あるべし」と。乃ち枕を引いて臥す。……この日、遂に王倹を以て侍中と為し璽を解かしむ。
高帝方図禅代、欲以朏佐命、遷左長史。……帝不悦、更引王倹為左長史、以朏為侍中、領秘書監。及斉受禅、
朏当日在直、百僚陪位。侍中当解璽、朏佯不知、曰「有何公事。
」伝詔云「解璽授斉王。
」朏曰「斉自応有侍中。」
乃引枕臥。……是日、遂以王倹為侍中解璽。
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とある（
『南史』巻二〇 ･ 謝朏伝）。また斉梁交代の際については、『南史』巻五〇 ･ 庾黔婁伝に、
梁台の建つや、黔婁は西台（斉の和帝は当時、江陵におり、西台と称していた）の尚書儀曹郎より益州刺史鄧元起
の為に表されて府の長史、巴西 ･ 梓潼二郡太守と為る。
梁台建、黔婁自西台尚書儀曹郎為益州刺史鄧元起表為府長史 ･ 巴西梓潼二郡太守。

とある。ここから「台」とは中央政府のことであり、尚書台を中心として軍隊 ･ 中書 ･ 門下の官員を包
括する整然とした政府機構にことなのである。尚書は元来、宮官であったので、尚書台も自ずと宮城の
内部におかれている。こうして尚書台は宮城にあることから「台城」と称されるようになり、これが「台
城」の第一の意味である。また東晋が建康に遷都したのちにも、依然として洛陽宮が正式の宮城とされ
ており、建康宮は臨時的なものとされたため、その宮城は台城と貶称され、西晋時代の尚書台の前にあっ
た宮門「司馬門」は「大司馬門」と改められて、建康宮の正門とされた。これが「台城」の第二の意味
である。ただし歴史上、「台城」という語は、東晋 ･ 南朝の建康の宮城を指す以外にも、隋初には長安
の北周の旧宮城もまた「台城」と称されていた（『隋書』巻三七 ･ 李穆伝）。
蘇峻の乱を平定したのちの東晋の成帝咸和五年（330）、南渡初期の宮室は戦乱によって焼け落ちてし
まったため、呉の苑城の跡に新たな宮城を建設した。ただし、これはごく簡素なものだった。東晋の孝
武帝太元三年（378）には、謝安の主導のもとで徹底的に建造し直されたが、これが陳の滅亡まで用い
られ続けた台城である。そののち南朝でも歴代しばしば改修がなされたが、その多くは後宮や苑囿に関
わるもので、宮城の規模や構造は基本的には変化しなかった。東晋時代の台城には五つの門があり、南
面には大司馬門と南掖門が並び、東面 ･ 西面 ･ 北面には各々一つずつの掖門が設けられていた。大司馬
門の内側が太極殿区、南掖門の内側が尚書朝堂となり、この二つが最も重要な区域である。そののち南
面にはさらに二つの門が増設されて、西から東へ西掖門･大司馬門･南掖門･東掖門と並ぶようになった。
台城の東面にある元の東掖門は、宋代には万春門と改称され、梁代にさらに東華門と改称された。西面
の元の西掖門は宋代に千秋門、梁代に西華門と改称された。北面では北掖門を承明門と改称し、南斉で
は高帝の父の諱（承之）を避けて北掖門に戻し、のちに平昌門とされた。梁代にはその西側、同泰寺と
相対する位置に大通門が設けられた。「大通」とは「同泰」の発音を逆さまにしたものである。
文献史料によれば、台城内にはいくつかの主要建築群が存在していた。尚書朝堂、太極殿および東西
堂、後宮内殿、華林園、その他である。以下では主に尚書朝堂、太極殿および東西堂について述べ、後
宮内殿と華林園については概略を示して、最後に台城と建康城との位置関係を明らかにしたい。

二

尚書朝堂

尚書台の所在地は尚書上省と称され、これに対して尚書の官員と家族が宮内において居住する区域は
尚書下舎あるいは尚書下省と称された。朝堂と尚書省とは、しばしば尚書朝堂と一括され、また尚書都
坐、都堂とも称されるように密接な関係を有していた。朝堂は毎日の政策会議がなされる場所である。
また晋代の制度を見るに朝堂では、異姓の公侯や都督の死去に際して発喪 ･ 挙哀がなされ、政変時や戦
時には往々にして軍隊がここに駐屯した。これらに関する史料には以下のようなものがある。

（１）『南史』巻六六 ･ 侯安都伝
……〔陳の文〕帝、安都を引きて嘉徳殿に宴し、また其の部下の将帥を集めて尚書朝堂に会せしめ、坐に於いて安
都を収めて、西省に囚う。
……帝引安都宴於嘉徳殿、又集其部下将帥会于尚書朝堂、於坐収安都、囚于西省。

（２）『宋書』巻三九 ･ 百官志上
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晋の西朝（西晋）には〔尚書〕八坐の丞郎は、朝晡に都坐に詣りて朝す。江左（東晋）には唯だ旦に朝すのみ。八
坐の丞郎、初めて拝せらるに、並びに都坐に集い交礼す。遷るにも又た解交す。漢の旧制なり。
晋西朝（西晋）八坐丞郎、朝晡詣都坐朝。江左（東晋）唯旦朝而已。八坐丞郎初拝、並集都坐交礼。遷又解交。
漢旧制也。

（３）
『梁書』巻三 ･ 武帝本紀下 ･ 大同六年（540）八月辛未の詔
尚書に令 ･ 僕 ･ 丞 ･ 郎を置きて、旦旦に上朝して、以て時事を議して、前に籌懐を共にして、然る後に奏聞す。ちか
ごろは爾らず、疑事あるごとに、倚立して決を求むるのみ。……今より尚書中に疑事あれば、前に朝堂において参
議して、然る後に啓聞して、習常するを得ざれ。其れ軍機の要切なるは、前に須く諮審すべきこと、自ずと旧典に
依れ。
尚書置令 ･ 僕 ･ 丞 ･ 郎、旦旦上朝、以議時事、前共籌懐、然後奏聞。頃者不爾、毎有疑事、倚立求決。……自今
尚書中有疑事、前於朝堂参議、然後啓聞、不得習常。其軍機要切、前須諮審、自依旧典。

（４）
『世説新語』巻下之下 ･ 容止篇

海西（司馬奕のこと。哀帝の後を継いだが、桓温によって廃位された）の時、諸公の朝するごとに、朝堂は猶お暗し。
唯だ会稽王（司馬昱すなわち簡文帝。海西公の時には丞相 ･ 録尚書時であった）の来たれば、軒軒として朝霞の挙
がるが如し。
（海西時、諸公毎朝、朝堂猶暗。唯会稽王来、軒軒如朝霞挙。
）

（５）
『玉海』巻一六一
咸康二年（336）四月、甘露、尚書都堂の桃木に降る。
咸康二年四月、甘露降尚書都堂桃木。

また『宋書』巻二八 ･ 符瑞志中には、
咸康二年四月、甘露、西堂に降り、また尚書都坐の桃樹に降る。
咸康二年四月、甘露降西堂、又降尚書都坐桃樹。

とあり、都堂と都坐が同一の施設であることが分かる。

（６）
『通典』巻七九 ･ 礼典三九
晋の尚書問う「今、大行は含章殿に崩ず。梓宮を安んずるに宜しく何殿に在るべきか」と。博士卞搉 ･ 楊雍の議に
曰く「臣子、その君父を尊ぶに、必ず之に居るに正を以てするは、孝敬の心を尽くす所以なり。今、太極殿は古の
路寝なり、梓宮は宜しく太極殿に在りて、周人〔の制度〕に依りて西階に殯すべし」と。
晋尚書問「今大行崩含章殿。安梓宮宜在何殿。
」博士卞搉 ･ 楊雍議曰「臣子尊其君父、必居之以正、所以尽孝敬
之心。今太極殿、古之路寝、梓宮宜在太極殿、依周人殯於西階。
」

これは太極殿が皇帝の殯所として用いられた例である。

（７）
『通典』巻八一 ･ 礼典四一
按ずるに摯虞『決疑注』に云く「国家（＝皇帝）は同姓の王 ･ 公 ･ 妃 ･〔公〕主のために哀を東堂に発し、異姓の公
･ 侯 ･ 都督のために哀を朝堂に発す」と。
按摯虞決疑注云「国家為同姓王 ･ 公 ･ 妃 ･ 主発哀於東堂、為異姓公 ･ 侯 ･ 都督発哀於朝堂。
」

また同書同巻に、
至尊（＝皇帝）は内族のために東堂に於いて哀を挙げ、則ち三省、従臨す。外族および大臣のために朝堂に於いて
哀を擧げ、則ち八座の丞郎、従臨す。
至尊為内族於東堂挙哀、則三省従臨。為外族及大臣於朝堂挙哀、則八座丞郎従臨。

とあり、皇族と異姓の貴族 ･ 大臣とに儀礼上の差別があることを示す。

（８）
『晋書』巻三七 ･ 安平献王孚
泰始八年（272）薨ず、時に年九十三。〔武〕帝、太極東堂に於いて哀を挙ぐること三日。
泰始八年薨、時年九十三。帝於太極東堂挙哀三日。

司馬孚は晋の武帝の叔祖（祖父司馬懿の弟）であり、同姓の王公である（史料（７）参照）。

（９）
『南史』巻一 ･ 宋本紀上 ･ 武帝永初二年（421）
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九月己丑、零陵王（＝東晋恭帝）殂す、……車駕（＝皇帝）は百僚を率いて朝堂に臨むこと三日。
九月己丑、零陵王殂、……車駕率百僚臨于朝堂三日。

（10）
『南史』巻九 ･ 陳本紀上 ･ 武帝永定三年（559）六月
わず

い

辛丑、帝、小かに瘳ゆ。故の司空周文育の柩、建昌に至る。壬寅、帝、素服して朝堂に哭し、哀しみ甚だし。
辛丑、帝小瘳。故司空周文育之柩至自建昌。壬寅、帝素服哭于朝堂、哀甚。

（11）
『晋書』巻三三 ･ 鄭沖伝
明年（＝泰始十年（274））薨ず。〔武〕帝、朝堂に於いて哀を発し、太傅を追贈し、秘器 ･ 朝服 ･ 衣一襲 ･ 銭三十万 ･
布百匹を賜い、諡して成と曰う。
明年薨。帝於朝堂発哀、追贈太傅、賜秘器 ･ 朝服 ･ 衣一襲 ･ 銭三十万 ･ 布百匹、諡曰成。

また『晋書』巻三三 ･ 何曾伝
咸寧四年（278）薨ず。時に年八十。〔武〕帝、朝堂に於いて素服して哀を挙げ、東園の秘器 ･ 朝服一具 ･ 衣一襲 ･ 銭
三十万 ･ 布百匹を賜う。
咸寧四年薨。時年八十。帝於朝堂素服挙哀、賜東園秘器 ･ 朝服一具 ･ 衣一襲 ･ 銭三十万 ･ 布百匹。

また『晋書』巻三三 ･ 石苞伝
泰始八年（272）薨ず。〔武〕帝、哀を朝堂に発し、秘器 ･ 朝服一具 ･ 衣一襲 ･ 銭三十万 ･ 布百匹を賜う。
泰始八年薨。帝発哀於朝堂、賜秘器 ･ 朝服一具 ･ 衣一襲 ･ 銭三十万 ･ 布百匹。

以上（１）～（11）の事例によって儀礼が行われる場としての格式は、朝堂は太極東堂よりもやや低く、
東堂は太極殿よりも低いということが明らかとなる。

（12）
『南史』巻八〇 ･ 賊臣伝 ･ 侯景
王克、台城門を開いて裴之橫を引いて宮に入り、兵を縦ちて蹂掠せしむ。この夜、遺燼により太極殿および東西堂 ･
延閣 ･ 秘署を焼きて皆な尽く。……王僧弁、武州刺史杜崱に命じて救火せしむに、僅にして滅するを得たり。故に
武徳 ･ 五明 ･ 重雲殿および門下 ･ 中書 ･ 尚書省は免るるを得たり。僧弁、簡文を梓宮より迎えて朝堂に升せて、三軍
は縞素して、哀次に踊る。
王克開台城門引裴之橫入宮、縦兵蹂掠。是夜遺燼焼太極殿及東西堂 ･ 延閣 ･ 秘署皆尽。……王僧弁命武州刺史杜
崱救火、僅而得滅。故武徳 ･ 五明 ･ 重雲殿及門下 ･ 中書 ･ 尚書省得免。僧弁迎簡文梓宮升於朝堂、三軍縞素、踊
於哀次。

皇帝が死去に際しては太極殿において挙哀すべきであるが、太極殿が焼け落ちていれば、仮に朝堂を代
替の場とした。

（13）
『南史』巻一八 ･ 臧質伝 ･ 元嘉三十年（453）の元凶劭（＝劉劭）による弑逆に際して
薛安都 ･ 程天祚ら亦た南掖門より入り、〔臧〕質と同に太極殿庭に会して、生きながら元凶を禽にし、仍りて質をし
て朝堂を留守せしむ。
薛安都 ･ 程天祚等亦自南掖門入、与質同会太極殿庭、生禽元凶、仍使質留守朝堂。

（14）
『南史』巻二六 ･ 袁粲伝

昇明元年（477）、荊州刺史沈攸之、兵を挙げて反す。……時に斉の高帝は入りて朝堂に屯し、
〔劉〕彦節の従父弟の
さだ

領軍将軍〔劉〕韞、入りて門下省に直す。……〔袁〕粲、日を剋めて太后の令を矯めて、韞 ･〔卜〕伯興をして宿衛
の兵を率いて斉の高帝を朝堂に於いて攻めしめんと謀る。
昇明元年、荊州刺史沈攸之挙兵反。……時斉高帝入屯朝堂、彦節従父弟領軍将軍韞入直門下省。……粲剋日謀
矯太后令、使韞 ･ 伯興率宿衛兵攻斉高帝於朝堂。

以上（12）～（14）は、非常事態の起こった際に朝堂に軍隊を駐屯させた事例である。以下は尚書上下
省についての史料である。

（15）
『南史』巻六二 ･ 徐孝克伝
禎明元年（587）、入りて都官尚書と為る。晋より以来、尚書の官僚は、皆な家属を携えて省に居る。省は台城内の
下舎門中に在り、閣道ありて東西に路を跨ぎ、朝堂に通ず。その第一は即ち都官省なり、西に閣道に抵たり、年代
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久遠なれば、鬼怪あること多し。
禎明元年、入為都官尚書。自晋以来、尚書官僚、皆携家属居省。省在台城内下舎門中、有閣道東西跨路、通于
朝堂。其第一即都官省、西抵閣道、年代久遠、多有鬼怪。

ここにみえる下舎とは、つまり尚書下省であり、都官省とは省中にある尚書都官曹のことである。また
『建康実録』巻七 ･ 東晋成帝咸和五年（330）九月条に、
新宮を作り、始めて苑城を繕い六門を修む。
作新宮、始繕苑城修六門。

とあり、原注では『地輿志』を引いて、
正東面は建春門、のちに改めて建陽門と為す、門に三道あり、尚書下舎はこの門の内に在り。
正東面建春門、後改為建陽門、門三道、尚書下舎在此門内。

とする。尚書下舎が宮内にあったことは当然であり、ここで建陽門の内側というのは、一般的な言い方
をしただけである。

（16）
『南史』巻二二 ･ 王倹伝
〔南斉武帝の永明〕四年（486）、本官（＝侍中 ･ 尚書令 ･ 領丹陽尹 ･ 領太子太傅）を以て吏部を領す。……これより先、
倹に詔して三日に一たび朝に還らしめ、尚書令史をして外に出でて事を諮らしむ。上は往来煩数なるを以て、倹に
詔して尚書下省に還らしめて、月ごとに十日、外に出づるを聴す。
四年、以本官領吏部。……先是詔倹三日一還朝、尚書令史出外諮事。上以往来煩数、詔倹還尚書下省、月聴十
日出外。

王倹は尚書令となり吏部尚書を兼任したため、当然、宮内の尚書下省に居住しなければならない。以前
の王倹は三日に一度、入朝しており、宮内に入るのは一ヶ月の三分の一に過ぎなかったが、のちに改め
て一ヶ月のうち十日間は外に出ることを許されたため、省に在ることが三分の二、外に出ることが三分
の一となった。王倹は見に重任を帯びており、このようにせざるを得なかったのである。

（17）
『南史』巻三五 ･ 顧琛伝
〔宋文帝の元嘉七年（430 年）ころ〕尚書寺の門に制あり、八坐以下の門生の随いて入る者にはおのおの差あり、雑
えるに人士を以てするを得ず。
尚書寺門有制、八坐以下門生随入者各有差、不得雑以人士。

（18）
『南史』巻七〇 ･ 阮長之伝

〔長之〕中書郎と為りて〔中書下〕省に直し、夜に隣省に往きて、誤りて屐を著けて閤を出で、事に依りて自列す。
門下は闇夜なるを以て人は知らず、列を受けず。長之固く遣送して曰く「一生、暗室を侮らざれ」と。
〔阮長之は宋
文帝の元嘉十四年（437）卒〕
為中書郎直省、夜往隣省、誤著屐出閤、依事自列。門下以闇夜人不知、不受列。長之固遣送曰「一生不侮暗室。」

（19）
『南史』巻二七 ･ 殷淳伝
淳、少くして学を好み、美名あり、中書黄門侍郎を歴たり。黄門は清切なれば、直より下れば応に下省に留まるべ
きも、父の老いたるを以て特に聴されて家に還る。
淳少好学、有美名、歴中書黄門侍郎。黄門清切、直下応留下省、以父老特聴還家。

これは門下省に関することである。

（20）
『南史』巻三五 ･ 庾仲文伝
尚書の制は、令史の事を諮るに外に宿停するを得ず、八座の命と雖もまた許さず。
尚書制、令史諮事不得宿停外、雖八座命亦不許。

令史は尚書の各曹に所属する下級事務員であり、彼らも下省に留まらねばならず、外部に宿泊すること
はできなかった。
以上の史料（15）（16）（17）（20）によって、上は尚書令 ･ 僕射から下は令史に至るまで、尚書の官
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員は等しく下舎に居住すべきこと、それについての規定があったことが明らかとなる。また（18）（19）
では、中書 ･ 門下両省の官員もまた同様に宮内に居住すべきであったことが明らかとなる。

（21）
『南史』巻二五 ･ 到洽伝
尋いで御史中丞に遷る、……旧制、中丞は尚書下舎に入るを得ず、洽の兄の漑は左戸尚書たりて、洽は引いて親に
服すに応に礙あるべからずとて、省に刺して詳決せしむ。左丞の蕭子雲、議して漑を省に入れるを許し、またその
兄弟もとより篤きを以て相別たしめず。
尋遷御史中丞、……旧制中丞不得入尚書下舎、洽兄漑為左戸尚書、洽引服親不応有礙、刺省詳決。左丞蕭子雲
議許入漑省、亦以其兄弟素篤不相別也。

（22）
『南史』巻一九 ･ 謝幾卿伝
後に省署に在りて夜に犢鼻褌を著て、門生とともに閣道に登り飲酒酣呼したるを以て、有司のために糾奏せられ、
坐して免ぜらる。……僕射省は嘗て議して公卿を集むに、幾卿は外還し、宿酔して醒めず、枕を取りて高臥すること、
傍らに人無きが若し。また嘗て閣省において裸袒酣飲し、及ち酔いて小遺し、下りて令史を霑し、南司（＝御史台）
の弾ずる所となるも、幾卿はまた意に介さず。
後以在省署夜著犢鼻褌、与門生登閣道飲酒酣呼、為有司糾奏、坐免。……僕射省嘗議集公卿、幾卿外還、宿酔
未醒、取枕高臥、傍若無人。又嘗於閣省裸袒酣飲、及酔小遺、下霑令史、為南司所弾、幾卿亦不介意。

（23）
『晋書』巻二四 ･ 職官志

晋の〔尚書〕左丞は台内の禁令、宗廟の祠祀、朝儀の礼制、選用、署吏、急仮を主る。右丞は台内の庫蔵廬舎、凡
諸の器用の物および人の租布を廩振すること、刑獄、兵器、遠道の文書 ･ 章表 ･ 奏事を督録することを掌る。
晋左丞主台内禁令、宗廟祠祀、朝儀礼制、選用署吏、急仮。右丞掌台内庫蔵廬舎、凡諸器用之物、及廩振人租布、
刑獄兵器、督録遠道文書章表奏事。

（24）
『南史』巻五九 ･ 王僧孺伝
入りて西省（＝秘書省）に直し、撰譜の事を知す。これより先、尚書令の沈約以為えらく「晋の咸和（326 ～ 334）
初め、蘇峻、乱を作し、文籍は遺る無し。のち咸和二年より起ちて以て宋に至るまで、書する所は並びに皆な詳実
にして、並びに下省の左戸曹の前廂に在り、これを晋籍と謂い、東西の二庫あり。この籍は既に並びに精詳にして、
実に宝惜すべく、位宦の高卑は、皆な依りて案ずべし。……」と。……始め晋の太元中（376 ～ 396）
、……撰する
所は十八州一百一十六郡、合して七百一十二巻なり。凡諸の大品は、略ぼ遺闕無く、蔵されて秘閣に在り、副は左
戸に在り。
入直西省、知撰譜事。先是、尚書令沈約以為「晋咸和初、蘇峻作乱、文籍無遺。後起咸和二年以至于宋、所書
並皆詳実、並在下省左戸曹前廂、謂之晋籍、有東西二庫。此籍既並精詳、実可宝惜、位宦高卑、皆可依案。
……。」……始晋太元中、……所撰十八州一百一十六郡、合七百一十二巻。凡諸大品、略無遺闕、蔵在秘閣、副
在左戸。

（25）
『文選』巻四六 ･ 任彦昇 ･ 王文憲集序
礼闈に出入し、旧館に朝夕す。（李善注：『十州記』に曰く、崇礼闈は、即ち尚書上省の門なり。崇礼東建礼門は、
即ち尚書下舎の門なり。然れば尚書省の二門は礼を名とし、故に礼闈と曰うなり。
）
出入礼闈、朝夕旧館。（李善注：十州記曰、崇礼闈、即尚書上省門。崇礼東建礼門、即尚書下舎門。然尚書省二
門名礼、故曰礼闈也。）

『十州記』は『隋書』巻三三 ･ 経藉志二には「東方朔撰」とあるが、これは信用できない。胡克家『文
選考異』が「三国以後の人の記す所」とするのが概ね当たっている。おそらくは東晋時代の書であろう。

（26）
『太平御覧』巻二一〇 ･ 職官部八 ･ 尚書令
『世説』に曰く、崇礼闥は東掖門内の路西に在り、即ち尚書省の崇礼門なり、東建礼門内は、即ち是れ尚書令下舎の
門なり。
『世説』曰、崇礼闥在東掖門内路西、即尚書省崇礼門、東建礼門内、即是尚書令下舎之門。

なお今本『世説新語』にはこの文章が見えず、『御覧』が何れの書から引用したかは不明である。

（27）
『晋書』巻二七 ･ 五行志上
永興二年（305）七月甲午、尚書諸曹より火起る、崇礼闥および閣道に延ぶ。
永興二年七月甲午、尚書諸曹火起、延崇礼闥及閣道。
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（28）
『南史』巻四八 ･ 陸澄伝
〔王〕倹、嘗て澄に問いて曰く「崇礼門に鼓あるも未だ嘗て鳴らず、その義は安くに在るか」と。答えて曰く「江左
の草創には、崇礼闥は皆な是れ茅茨たり、故に鼓を設けて、火あれば則ち扣きて以て衆を集め、相伝えて今に至る」
と。
倹嘗問澄曰「崇礼門有鼓而未嘗鳴、其義安在。
」答曰「江左草創、崇礼闥皆是茅茨、故設鼓、有火則扣以集衆、
相伝至今。」

以上の史料から次のことが明確になった。すなわち尚書省は上省と下省に分かれており、それぞれに
固有の門があり、「崇礼」の門名は西晋時代に始まり、「建礼」という名称は後漢時代にすでに存在して
いた。建康の台城においては、上省は宋代にはじめて開かれた東掖門の西、下省は門の東にあり、両者
は道を隔てて閣道によって連結されていたが、ただしこの閣道の制度は、史料（27）に見えるように西
晋時代において既に存在していた。尚書台内部の事務を管轄していたのは尚書左右丞であり、このため
史料（21）に見えるように、通例では下省に入ることを許されていない御史台の官員は、特殊な状況下
では左丞の許可を得て下省に入ることが可能となった。上省と下省は、その内部ではさらに尚書令 ･ 尚
書僕射 ･ 諸曹ごとの省に区分されており、例えば令省は『南斉書』巻四三 ･ 謝蘥伝に見え〔原文は『南史』
巻二〇 ･ 謝蘥伝に誤る〕、僕射省は『南史』巻三一 ･ 張稷伝に、僕射下省は『南史』巻二七 ･ 殷景仁伝に
見え、
都官省は史料（15）に見え、もし八座（一令 ･ 二僕射 ･ 五曹）それぞれに省が在ったとするならば、
全部で八つの省が在ったことになる。史料（24）に見えるように左戸曹には「晋籍」すなわち東晋時代
の文書 ･ 档案の保管庫があり、また尚書省には「故事」が保管されていたが、この「故事」も档案の一
種である。当時の尚書台には、八座以外に郎曹の政務を掌る侍郎 ･ 郎（郎曹は、魏では二十五曹、西晋
武帝時代には三十六曹に増加し、東晋では削減されて十五曹、南朝では二十曹前後が置かれた）、令史（都
令史 ･ 令史 ･ 書令史）･ 主書（各曹二人）などの人員が置かれ、これに加えて随従たる門生（人数は被
随従者の位階によって異なる）･ 騶卒 ･ 甲仗なども含めると、尚書台は宮城内においては多数の人員を
配下に備えた政庁兼居住区だったのである。こうした魏晋南北朝時期における特徴的な制度には、
『周礼』
の影響は全く見出せない。『周礼』を用いて中国古代のあらゆる歴史段階の宮室制度を解釈しようとす
ると、往々にして要領を得ないことになるが、これはその記述と史実とが符合しないからである。ただ
し、これまで述べてきたような制度は、後世の学者からは全く注目されることがなく、管見の限りでは
現在に至るまで、これに言及した専論が存在しない。それ故、ここで取り上げて学界の注意を喚起した
までである。

三

太極殿および東西堂区

太極殿は重要な典礼を行う場所である。建築物としての規模は雄大ではあるが、その使用効率は高く
はなく、日常的には利用されることなく閑散としていた。かえって、その両翼として備えられた東西堂
の方が、皇帝による政務や宴会 ･ 引見 ･ 起居などに用いられており使用頻度が高い。太極殿区画にはま
た中書省と門下省（侍中省）が含まれており、その全域が「禁省」に属していた。ただし後宮内殿とは
区別されており、その境界である閤門から内側が皇帝の後宮すなわち生活区域であった。

（29）
『景定建康志』巻二一 ･ 城闕志二に引く『旧志』
太極殿は、建康宮内の正殿なり。晋の初めに造られ、十二間を以て十二月に象り、梁の武帝に至りて改めて十三間
を製し、閏〔月〕に象る。高さ八丈、長さ二十七丈、広さ十丈、内外は並びに錦石を以て砌と為す。次いで東に太
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極東堂あり、七間、次いで西に太極西堂あり、七間、また錦石を以て砌と為す。更に東西二上閣ありて、堂殿の間
に在り。方庭は濶さ六十畝。
太極殿、建康宮内正殿也。晋初造、以十二間象十二月、至梁武帝改製十三間、象閏焉。高八丈、長二十七丈、
広十丈、内外並以錦石為砌。次東有太極東堂、七間、次西有太極西堂、七間、亦以錦石為砌。更有東西二上閣、
在堂殿之間。方庭濶六十畝。

（30）
『晋書』巻二一 ･ 礼志下 ･ 元会儀
『咸寧注』にいう、正に先だつこと一日、有司は各々宿設す。夜に漏の未だ尽きざること十刻に、群臣は集い到り、
庭燎に火を起こす。賀を上し、起ち、謁報し、また皇后に賀す。還りて、雲龍 ･ 東中華門より入り、東閤下に詣り、
便坐す。漏の未だ尽きざること七刻に、……その陛衛する者は臨軒の儀の如し。漏の未だ尽きざること五刻に、謁
者 ･ 僕射 ･ 大鴻臚は各々「群臣は位に就きて定まれり」と奏す。漏尽きて、侍中は「外は弁ぜり」と奏す。皇帝出で
て、鐘鼓作し、百官は皆な拝伏す。
咸寧注、先正一日、有司各宿設。夜漏未尽十刻、群臣集到、庭燎起火。上賀、起、謁報、又賀皇后。還、従雲
龍 ･ 東中華門入、詣東閤下、便坐。漏未尽七刻、……其陛衛者如臨軒儀。漏未尽五刻、謁者 ･ 僕射 ･ 大鴻臚各各
奏「群臣就位定。」漏尽、侍中奏「外弁。
」皇帝出、鐘鼓作、百官皆拝伏。

これは西晋時代の儀礼である。

（31）
『宋書』巻一四 ･ 礼志一
およそ大使を遣わして皇后 ･ 三公に拝し、および皇太子に冠す、および蕃王を拝すには、帝は皆な臨軒す。その儀は、
……虎賁中郎将 ･ 羽林監は端門内に分陛す。侍御史 ･ 謁者は各々一人、端門を監す。廷尉監 ･ 平は東西中華門に分陛。
漏の三刻に上れば、殿中侍御史は「殿の殿門 ･ 南止車門 ･ 宣陽城門を開かん」と奏す。……漏の四刻に上れば、侍中
は「外は弁ぜり」と奏す。皇帝は袞冕の服を服し、太極殿に升り、臨軒して南面す。
凡遣大使拝皇后 ･ 三公、及冠皇太子、及拝蕃王、帝皆臨軒。其儀、……虎賁中郎将 ･ 羽林監分陛端門内。侍御史
･ 謁者各一人監端門。廷尉監 ･ 平分陛東西中華門。漏上三刻、殿中侍御史奏「開殿之殿門 ･ 南止車門 ･ 宣陽城門。」
……漏上四刻、侍中奏「外弁。」皇帝服袞冕之服、升太極殿、臨軒南面。

（32）
『酉陽雑俎』巻一 ･ 礼異
梁の正旦、北使をして車に乗りて闕下に至り、端門に入らしむ。その門の上層に題して朱明観と曰う。次は応門と
ひら

曰い、門下に一大画鼓あり。次は大陽門と曰い、左に高楼あり、一大鐘を懸け、門右に朝堂あり。門闢けば、左右
にまた二大画鼓あり。北使、門に入れば、鐘磬を撃ち、馬道の北 ･ 懸鐘の内に至り道西に北むきて立つ。その宣城
王ら数人を引いて後に入れば、磬を撃ち、道東に北面して立つ。その鐘懸の外は東西廂、皆な陛臣あり。馬道の南 ･
近道の東に茹茹 ･ 崑崙の客あり。道西の近道に高句麗 ･ 百済の客、およびその升殿の官三千許人あり。位定りて、梁
主は東堂中より出でて、云く「斎は外宿に在り」と、故に由りて閣に上り来たらず、鐘鼓を撃ち、乗輿警蹕す。侍
従は東階に升り、幄内に南面して坐し、……坐定りて、梁の諸臣は西門より入る。
梁正旦、使北使乗車至闕下、入端門。其門上層題曰朱明観。次曰応門、門下有一大画鼓。次曰大陽門、左有高楼、
懸一大鐘、門右有朝堂。門闢、左右亦有二大画鼓。北使入門、撃鐘磬、至馬道北 ･ 懸鐘内道西北立。引其宣城
王等数人後入、撃磬、道東北面立。其鐘懸外東西廂、皆有陛臣。馬道南 ･ 近道東有茹茹 ･ 崑崙客。道西近道有高
句麗 ･ 百済客、及其升殿之官三千許人。位定、梁主従東堂中出、云斎在外宿、故不由上閣来、撃鐘鼓、乗輿、
警蹕。侍従升東階、南面幄内坐、……坐定、梁諸臣従西門入。

（33）
『南史』巻一四 ･ 宋宗室及諸王伝下 ･ 元凶劭

明旦、劭は朱服を以て戎服の上に加えて、画輪車に乗り、蕭斌と同載し、衛従は常の入朝の儀の如く、万春門より
入る。旧制は、東宮の隊は入城するを得ず。劭は門衛に語りて云く「詔を受けて収討する所あるなり」と。後に令
して速やかに来たらしめ、張超之ら数十人は馳せて雲龍東中華門に入る。斎閤に及んで、刃を抜いて径ちに合殿に
上る。……始め文帝の未だ崩ぜざる前一日の甲夜に、太史は奏すらく「東方に急兵あり、その禍は不測なり、宜し
く万人の兵を太極前殿に列して、以て災いを銷すべし」と。
明旦、劭以朱服加戎服上、乗画輪車、与蕭斌同載、衛従如常入朝儀、従万春門入。旧制、東宮隊不得入城。劭
語門衛云「受詔有所収討。」令後速来、張超之等数十人馳入雲龍東中華門。及斎閤、拔刃径上合殿。……始文帝
未崩前一日甲夜、太史奏「東方有急兵、其禍不測、宜列万人兵於太極前殿、可以銷災。
」

（34）
『南史』巻五 ･ 斉本紀下 ･ 廃帝鬱林王 ･ 隆昌元年（494）
〔蕭〕鸞（＝南斉明帝。この時には尚書令であり尚書省に居住していた）は変あるを慮り、先に蕭諶 ･〔蕭〕坦之ら
をして省において曹道剛 ･ 朱隆之らを誅せしめ、兵を率いて尚書省より雲龍門に入り、戎服に朱衣を上に加う。……
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〔廃〕帝は寿昌殿に在り、……閹人をして興光楼に登りて望ましむるに、還りて報じて云く「一人の戎服するもの数
百人を従えて、急ぎ装して、西鍾楼の下に在るを見る」と。
鸞慮変、先使蕭諶 ･ 坦之等於省誅曹道剛 ･ 朱隆之等、率兵自尚書省入雲龍門、戎服加朱衣於上。……帝在寿昌殿、
……令閹人登興光楼望、還報云「見一人戎服、従数百人、急装、在西鍾楼下。
」

以上は二度の宮廷政変についての記録である。台城の東門たる万春門は、すなわち東晋の東掖門であ
り、門外の道路を超えると太子の東宮があり、その西門の奉化門と相対していた。元凶劭は雲龍門すな
わち太極殿庭の東門から入ったのだが、入るためには必ず殿庭を通らねばならず、それ故にまず雲龍門
に進んでいったのである。太史が上奏した予言は信ずるに足りないが、ただし太極殿前に兵士を配列す
れば反乱軍を阻止できることが分かり、またここから反乱軍の侵入経路も明らかとなる。明帝蕭鸞によ
る廃帝弑逆に際しても、やはり雲龍門から侵入している。尚書省は太極殿区の東方、南斉の武帝が建設
した興光楼に在り、後宮からは太極殿の殿庭を俯瞰することができたことから、太極殿の後方が後宮区
であることも推測できる。殿庭の西鍾は西晋時代から存在する。
趙王倫の〔賈〕后を廃するに及んで、詔を以て謐を殿前に召し、将に之を戮せんとす。
〔謐〕走りて西鍾の下に入り
て、呼びて曰く「阿后よ我を救え」と。乃ち就きて之を斬る。
（
『晋書』巻四〇 ･ 賈謐伝）
及趙王倫廃后、以詔召謐於殿前、将戮之。走入西鍾下、呼曰「阿后救我。
」乃就斬之。
（
『晋書』巻四〇 ･ 賈謐伝）

に見える西鍾がこれである。殿庭にはその他に中書省 ･ 門下省も存在していた。史料（32）において北
使が見た太陽門前の左右の朝堂とは、中書省と門下省であったのかもしれない〔訳者注：史料（32）に
は「門右有朝堂」とあるのみで「左右」とは言っていない〕。

（35）
『南史』巻七七 ･ 恩倖伝
中書所司の如きに至っては、掌は機務に在り。〔前〕漢元〔帝〕は〔尚書〕令 ･〔尚書〕僕〔射〕を以て事を用いしめ、
魏明〔帝〕は〔中書〕監 ･〔中書〕令を以て権を専らにせしめ、晋の中朝に在りては、常に重寄と為る、……時にお
ま

いて舎人の任は、位は九品に居り、江左には通事郎を置き、詔誥を管司し、其の後、郎は還た侍郎と為り、舎人も
亦た通事と称す。……〔南斉明帝〕建武（494 ～ 498）の世に、詔して命じて始めて中書に関せず、専ら舎人より出
さしむ。省内には舎人四人、直する所は四省、其の下に主書令史あり、旧は武官を用い、宋は文吏に改め、人数に〔定〕
員は無く、左右の要密に非ざるは莫し。天下の文簿板籍は、副を其の省に入れ、万機は厳秘にして、尚書外司の如
きあり。
至如中書所司、掌在機務。漢元以令 ･ 僕用事、魏明以監 ･ 令専権、在晋中朝、常為重寄、……于時舎人之任、位
居九品、江左置通事郎、管司詔誥、其後郎還為侍郎、而舎人亦称通事。……建武世、詔命始不関中書、専出舎人。
省内舎人四人、所直四省、其下有主書令史、旧用武官、宋改文吏、人数無員、莫非左右要密。天下文簿板籍、
入副其省、万機厳秘、有如尚書外司。

これは李延寿『南史』における中書の権力拡張の過程に関する記述である。三国魏の時に中書監を設置
して以来、中書は皇帝の喉舌あるいは代言人となり、詔命を専管し、その身分は尚書に比べてさらに皇
帝に親密なものとなり、単に宮中に居るのではなく、より奥深くの禁中において執務していたのである。
南斉時代には中書舍人四人を置き、これを「四戸」と称し（史料（41）参照）、その権勢は天下を傾け、
尚書を凌駕するものとなった。尚書は徐々に組織を拡大させて政務執行機関へと変化し、政策決定機関
ではなくなっていった。これによって中書省にも全土からの行政文書が集中するようになり、恰も既に
「外司」へと変貌した尚書省のごとき様相を呈するようになったのである。これが尚書が最終的には宮
殿外へと追いやられて、「外朝」へと変化する前提条件なのである。中書省と侍中を長官とする門下省
とは、いずれも太極殿区の内部に存在していたが、ただし両省に勤務する官人の住居である下省は、い
すれも禁中の外にあった。

（36）
『南史』巻二七 ･ 殷景仁伝
〔宋文帝〕元嘉三年（426）、車駕は謝晦を征し、司徒王弘は入りて中書下省に居り、
〔侍中・左衛将軍殷〕景仁は長
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直して、共に留任を掌る。
元嘉三年、車駕征謝晦、司徒王弘入居中書下省、景仁長直、共掌留任。

（37）
『南史』巻一五 ･ 傅亮伝
つかさど

〔宋武帝〕永初元年（420）、……〔傅亮〕入りて中書省に直し、専ら詔命を典る。亮を以て国権を総べるに任せ、省
ゆる

において客に見るを聴す。神獣門外には、毎旦、車は常に数百両なり。
永初元年、……入直中書省、専典詔命。以亮任総国権、聴於省見客。神獣門外、毎旦車常数百両。

神獣門はもとは神虎門であり、唐王朝の諱を避けたものである。雲龍門とともに、太極殿殿庭の東西の
側門となっていた。中書省に入るには先ず神獣門を通るため、傅亮に面会を求める者たちは神獣門外に
駐車したのである。つまり中書省は太極殿区の西側にあったことになる。

（38）
『南史』巻四四 ･ 竟陵文宣王子良伝
大行（＝南斉武帝）は太極殿を出でて、子良は中書省に居り、帝（＝鬱林王）は虎賁中郎将潘敞をして二百人に仗
して、太極西階の下に屯せしむ。服成りて後、諸王は皆な出で、子良は山陵に停至するを乞うも、許されず。
大行出太極殿、子良居中書省、帝使虎賁中郎将潘敞二百人仗、屯太極西階之下。成服後、諸王皆出、子良乞停
至山陵、不許。

鬱林王はその叔父である竟陵王子良に対して猜疑心を抱いており、それ故に太極殿の西階の下に兵を駐
屯させて防備としたのである。蕭子良は当時、中書省におり、これも中書省が殿庭の西側にあったこと
の証拠となる。

（39）
『南史』巻二一 ･ 王融伝
〔南斉〕武帝、病い篤く暫く絶ゆ、子良は殿内にあり、太孫（＝鬱林王）は未だ入らず、
〔中書郎王〕融は戎服絳衫
して、中書省の閤口において東宮仗を断じて進むを得ざらしめ、詔を矯めて子良を立てんと欲す。……是より先、
太学生の会稽の魏準は、才学を以て融の賞する所と為り、既に子良を奉ぜんと欲し、準は鼓してその事を成さんとす。
……融の誅せらるに及んで、準を召して舎人省に入らしめて詰問するに、遂に懼れて死し、体を挙げて皆な青く、
時人は以て準は胆破れたりとなす。
武帝病篤暫絶、子良在殿内、太孫未入、融戎服絳衫、於中書省閤口断東宮仗不得進、欲矯詔立子良。……先是、
太学生会稽魏準、以才学為融所賞、既欲奉子良、而準鼓成其事。……及融誅、召準入舎人省詰問、遂懼而死、
挙体皆青、時人以準胆破。

王融は中書省の閤口において東宮すなわち皇太孫鬱林王の儀仗兵を遮断して、皇太孫は内裏に入ろうと
して太極殿の殿庭を経由している。もし皇太孫が東側の雲龍門から入ったのであり、中書省が西側にあっ
たのであれば、中書省の閤口はその通路に当たっていただろうか。おそらく中書下省の閤口は雲龍門の
外にあったのであろう。

（40）
『南史』巻一三 ･ 宋宗室及諸王伝上 ･ 江夏文献王義恭
孝武〔帝〕入りて討たんとするに、〔元凶〕劭は義恭に異志あるを疑い、入りて尚書下省に住せしめ、諸子を分かち
て並びに神獣門外の侍中下省に住せしむ。
孝武入討、劭疑義恭有異志、使入住尚書下省、分諸子並住神獣門外侍中下省。

侍中下省とは門下下省のことであり、太極殿区の西にあった。

（41）
『南史』巻七七 ･ 恩倖伝 ･ 呂文顕
たが

〔南斉武帝〕永明元年（483）、中書通事舎人と為る。……茹法亮らとともに迭いに出入して舎人と為り、並びに親幸
せらる。……時に中書舎人四人は各々一省に住し、世に之を四戸と謂う。既に重権を総べて、勢は天下を傾く。
永明元年、為中書通事舎人。……与茹法亮等迭出入為舎人、並見親幸。……時中書舎人四人各住一省、世謂之
四戸。既総重権、勢傾天下。

中書舍人四人はそれぞれ一区画を与えられており、これを舍人省と称して（舍人省は史料（39）に見え
る）
、全部で四つの舍人省があったことになる。

（42）
『南史』巻二六 ･ 袁粲伝
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時に斉の高帝は入りて朝堂に屯し、〔劉〕彦節の従父弟の領軍将軍〔劉〕韞は入りて門下省に直し、卜伯興を直閤と
為す。
時斉高帝入屯朝堂、彦節従父弟領軍将軍韞入直門下省、卜伯興為直閤。

（43）
『南史』巻三四 ･ 周弘正伝

〔梁〕元帝は手書もて弘正に与え、仍りて使を遣わして之を迎えしむ、……黄門侍郎を授けて、侍中省に直せしむ。
元帝手書与弘正、仍遣使迎之、……授黄門侍郎、直侍中省。

ここに見えるのは梁の元帝が江陵に置いた朝廷の官職である。
以上の史料が中書省および中書下省、門下省（＝侍中省）および侍中下省に関して、史籍に見えるも
のである。太極殿の殿庭において中書省は西側にあり、そうすると当然、門下省は東側にあったことに
なる。侍中下省が神獣門外にあったことは史料（40）に見えている。中書下省は東にあり、散騎省と隣
接していたであろう。

（44）
『南斉書』巻一六・百官志
領軍将軍 ･ 中領軍、護軍将軍 ･ 中護軍、……左右二衛将軍、驍騎将軍、游撃将軍。晋世より以来、領 ･ 護より驍 ･ 游
に至を謂いて六軍と為す。……左右二中郎将、前軍将軍 ･ 後軍将軍 ･ 左軍将軍 ･ 右軍将軍を四軍と号す。屯騎 ･ 歩兵 ･
射声 ･ 越騎 ･ 長水五校尉。……。二衛 ･ 四軍 ･ 五校より已下、之を「西省」と謂い、散騎を「東省」と為す。
領軍将軍 ･ 中領軍、護軍将軍 ･ 中護軍。……左右二衛将軍、驍騎将軍、游撃将軍。晋世以来、謂領 ･ 護至驍 ･ 游
為六軍。……左右二中郎将、前軍将軍 ･ 後軍将軍 ･ 左軍将軍 ･ 右軍将軍、号四軍。屯騎 ･ 歩兵 ･ 射声 ･ 越騎 ･ 長水
五校尉。……自二衛 ･ 四軍 ･ 五校已下、謂之「西省」
、而散騎為「東省」
。

（45）
『世説新語』巻上之下 ･ 文学篇・注

『続晋陽秋』に曰く「……〔顧愷之〕は散騎常侍と為り、
〔中書郎〕謝瞻と省を連ね（＝中書下省に宿直し）
、夜は月
つね

いよいよ

つと

下に長詠し、自ら云く『先賢の風制を得たり』と。瞻は毎に之を遥賛す。愷之は此を得て、弥々自ら忘倦に力む。
ちか

瞻の将に眠らんとするに、搥脚人に語りて代らしむ、愷之は異あるを覚らず、遂に申旦に幾くして後に止む」と。
『続晋陽秋』曰「……為散騎常侍、与謝瞻連省、夜於月下長詠、自云得先賢風制。瞻毎遥賛之。愷之得此、弥自
力忘倦。瞻将眠、語搥脚人令代、愷之不覚有異、遂幾申旦而後止。
」

散騎常侍もまた皇帝近侍の官であり、散騎省（梁代には集書省と呼ばれた）は東省と称されたのは、太
極殿の東に中書省と隣接して置かれたからである。史料（18）に見える「隣省」とは散騎省のことで、
中書省と散騎省が隣接していたことについてはこれ以外にも次の例がある。

（46）
『南史』巻一四 ･ 宋宗室及諸王伝下 ･ 武昌王渾
元凶〔劭〕弑立して、以て中書令と為す。山陵の夕に、裸身露頭して散騎省に往きて戯る。
元凶弑立、以為中書令。山陵夕、裸身露頭往散騎省戯。

また散騎省は虎賁中郎将の居処でもあり、次のように見える。

（47）
『世説新語』巻上之上 ･ 言語篇
桓玄は既に位を簒い、将に直館を改置せんとして、左右に問う「虎賁中郎省は、応に何処に在るべきか」と。人あ
さか

りて答えて曰く「省無し」と。当時、殊に旨に忤らう。
〔桓玄〕問う「何を以て無きを知るか」と。答えて曰く「潘
岳の秋興賦叙に『余は虎賁中郎将を兼ねて、寓して散騎の省に直す』と曰う」と。玄は咨嗟して善しと称す。
桓玄既簒位、将改置直館、問左右「虎賁中郎省、応在何処。
」有人答曰「無省。
」当時殊忤旨。問「何以知無。」
答曰「潘岳秋興賦叙曰『余兼虎賁中郎将、寓直散騎之省。
』玄咨嗟称善。

潘岳の言うのは西晋時代のことで、東晋時代にも同様だったのである。

四

後宮内殿および華林園など

典籍史料から見る限りでは、後宮の内殿には四種類あったようである。皇帝の寝殿・皇后の寝殿・便
殿・太后殿である。皇帝・皇后の寝殿はいずれも三殿が一組となっていた。南斉について言えば、皇帝
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の寝殿は中央に延昌殿、東に正福殿、西に璿儀殿となっており、皇帝の寝殿の後方にある皇后の寝殿は、
中央に顕陽殿、東に含章殿、西に徽音殿となっていた。中殿は七間もしくは九間、東西殿は五間であっ
た。
『南斉書』巻一九・五行志には、
永元二年（500）八月、宮内に火あり、西斎璿儀殿及び昭陽 ･ 顕陽などの殿を焼き、北のかた華林牆に至り、西のか
た秘閣に及ぶこと、凡そ屋三千余間。
永元二年八月、宮内火、焼西斎璿儀殿及昭陽 ･ 顕陽等殿、北至華林牆、西及秘閣、凡屋三千余間。

とあり、皇帝・皇后の寝殿の北は華林園であったことが分かる。
皇帝・皇后の寝殿の両側には便殿が存在していたが、その名目は様々であり、禁中において寛ぐ、談
論・技楽を行うなどの場であり、また妃嬪の居処ともされた。
魏の文帝は洛陽に遷都すると、宮城の東北に芳林園を開き、その西北隅には景陽山が築かれ、園外に
は天淵池があり園内の池沼と通じていた。芳林園は後に斉王曹芳の諱を避けて華林園と改名されて、西
晋・東晋から南朝にいたるまで華林園の名称が用いられ続けた。さらに北魏洛陽の宮城の北、東魏鄴城
の城外南方にもまた華林園があり、つまりこの名称は当時の帝王の苑囿の通称とされていたのである。
台城内の華林園は東晋時代の設置であり、東晋孝武帝の時には清暑殿が建てられ、宋文帝の時に至っ
て景陽山が築かれ、景陽楼が建てられた。園内には洛陽における旧称を踏襲した天淵池が掘られ、これ
を主たる園景として楼観・堂閣がその間に点在していた。天淵池には玄武湖から水が引かれており、さ
らに枝分かれして台城内の宮殿の間を巡った後に、東西の掖門から出て台城の環濠へと注いでいた。華
林園には風妝門・宣光門・徽明門・鸞飾門などがあり、光禄勲所属の華林園令・丞の官が置かれて園事
を掌っていた。
天淵池と景陽山とを主たる園景とするほか、景陽山の東麓には重雲・光厳・五明などの諸殿が存在し
ていた。清暑殿は園内の西方にあり、また閲武堂・聴訟堂・宴殿・華光殿・曜霊殿・芳香琴堂などがあっ
た。通天観は天文観測所であり、梁代には渾天象が文徳殿の前に、渾天儀が華林園の重雲殿の前に設置
された。華林園は天文研究の拠点となり、何承天・祖冲之らの科学者が園内で研究に従事した。
台城内には上記の殿舎以外にも、秘書省・永福省（元服前の太子の居処）があり、また「省」とも称
された文徳殿（文徳省）・寿光殿（寿光省）・永寿殿（永寿省）などには侍臣の廬舎として用いられた内
殿があった。さらに車府・暴室・太倉・武庫・太官・総章観・倉厩・廷尉・左衛などの機関の房舎もあっ
た。それ故に台城は、広大な面積と複雑な内部構造を有する、皇帝・皇后の生活・政務を中心的な用途
とする宮廷なのである。

五

台城の城壁環濠と建康城との関係

（48）
『建康実録』巻七 ･ 東晋成帝咸和五年（330）九月・許嵩注所引『地輿志』
都城は周二十里一十九歩、本は呉の旧址なり、晋の江左の築く所にして、但だ宣陽門あるのみ。成帝に至りて新宮
を作り、始めて城を修め、陵陽等の五門を開き、宣陽とともに六と為し、今は六門と謂うなり。南面には三門あり、
最西を陵陽門と曰い、後に名を改めて広陽門と為し、門内に右尚方あり、世に之を尚方門と謂う。次いで正中に宣
陽門あり、本は呉の開く所、苑城門に対し、世に之を白門と謂い、晋は宣陽門と為し、門に三道あり、上に重楼懸
楣を起て、上に木を刻みて龍虎と為して相い対せしめ、皆な繍栭藻井す。南のかた朱雀門に対し、相い去ること五
里余、名づけて御道と為し、御溝を開き、槐柳を植える。次いで最東に開陽門あり。東面は最南に清明門あり、門
に三道あり、今の湘宮巷に対し、門より東のかた青渓港橋に出づ。正東面に建春門あり、後に改めて建陽門と為し、
わた

門に三道あり、尚書下舎は此の門内に在り、直東は今の興業寺の後、東のかた青渓菰首橋を度る。……正西南に西
もっ

明門あり、門に三道あり、東のかた建春門に対し、即ち宮城の大司馬門前の横街なり。正北は面するに宮城を用てし、
別門は無し。
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都城周二十里一十九歩、本呉旧址、晋江左所築、但有宣陽門。至成帝作新宮、始修城、開陵陽等五門、与宣陽
為六、今謂六門也。南面三門、最西曰陵陽門、後改名為広陽門、門内有右尚方、世謂之尚方門。次正中宣陽門、
本呉所開、対苑城門、世謂之白門、晋為宣陽門、門三道、上起重楼懸楣、上刻木為龍虎相対、皆繍栭藻井。南
対朱雀門、相去五里余、名為御道、開御溝、植槐柳。次最東開陽門。東面最南清明門、門三道、対今湘宮巷、
門東出青渓港橋。正東面建春門、後改為建陽門、門三道、尚書下舎在此門内、直東今興業寺後、東度青渓菰首橋。
……正西南西明門、門三道、東対建春門、即宮城大司馬門前横街也。正北面用宮城、無別門。

（49）
『建康実録』巻七 ･ 東晋成帝咸和七年（332）冬十一月・許嵩注所引『修宮苑記』
建康宮に五門あり、南面は正中には大司馬門あり、世に謂う所の章門なり、章を拝する者（上奏文を奉る者）は此
の門に伏して報を待つ。南のかた宣陽門に対し、相い去ること二里、道を夾んで御溝を開き、槐柳を植え、世に或
いは名づけて闕門と為す。南面は近東に閶闔門あり、後に改めて南掖門と為し、門に三道あり、世に之を天門と謂い、
あ

南のかた蘭宮西大路に直たり、都城の開陽門に出づ。正東面に東掖門あり。正北に平昌門あり、門上に爵絡あり、
いちたけ ばかり

世に之を冠爵門と謂い、南のかた南掖門に対す。……其の西掖門外は南偏に突出すること一丈許、長は数十丈地。
ぎ

し

て おも

みずか

時に百度に闕くること多く、但だ茆茅苫を用いるのみ。議して以えらく官に除せらるものは身ら各々銭二千を出し、
宮城を修するの用に充てんことを。
建康宮五門、南面正中大司馬門、世所謂章門、拝章者伏於此門待報。南対宣陽門、相去二里、夾道開御溝、植
槐柳、世或名為闕門。南面近東閶闔門、後改為南掖門、門三道、世謂之天門、南直蘭宮西大路、出都城開陽門。
正東面東掖門。正北平昌門、門上有爵絡、世謂之冠爵門、南対南掖門。……其西掖門外南偏突出一丈許、長数
十丈地。時百度多闕、但用茆茅苫。議以除官身各出銭二千、充修宮城用。

（50）
『建康実録』巻九 ･ 東晋孝武帝太元三年（378）七月・許嵩注所引『苑城記』
う

城外の塹内には並びに橘樹を種え、其の宮墻内には則ち石榴を種え、其の殿庭および三台 ･ 三省には悉く列して槐
樹を種え、其の宮南には路を夾んで朱雀門に出づ。悉く楊と槐とを垂るなり。
城外塹内並種橘樹、其宮墻内則種石榴、其殿庭及三台 ･ 三省悉列種槐樹、其宮南夾路出朱雀門。悉垂楊与槐也。

（51）
『建康実録』巻二 ･ 呉大帝
赤烏四年（241）、冬十一月、詔して東渠を鑿ちて、青渓と名づけ、城の北塹・潮溝に通ぜしむ。
（許嵩注：潮溝も亦
た帝の開く所なり、以て江潮を引き、其の旧跡は天宝寺の後、長寿寺の前に在り。東のかた青渓より発して、西の
めぐ

かた行りて都の古承明 ･ 広莫 ･ 大夏等の三門の外を経て、西のかた都城牆に極まり、今の帰善寺の西南角に対して、
南のかた出でて閶閭 ･ 西明等の二門を経て、運涜に接して、西州の東南に在りて秦淮〔河〕に流入す。其の北に又
た一涜を開き、帰善寺の東に在りて、栖玄寺の門を経て、北のかた後湖に至り、以て湖水を引き、今に至りて俗に
運涜と為す。其の実は古城の西南に行るもの是れ運涜なり、帰善寺の門前より東のかた出でて青渓に至るもの、名
づけて潮溝と曰う。）
赤烏四年（241）、冬十一月、詔鑿東渠、名青渓、通城北塹潮海。
（許嵩注：潮溝亦帝所開、以引江潮、其旧跡在
天宝寺後、長寿寺前。東発青渓、西行経都古承明 ･ 広莫 ･ 大夏等三門外、西極都城牆、対今帰善寺西南角、南出
経閶閭 ･ 西明等二門、接運涜、在西州之東南流入秦淮。其北又開一涜、在帰善寺東、経栖玄寺門、北至後湖、
以引湖水、至今俗為運涜。其実古城西南行者是運涜、自帰善寺門前東出至青渓者、名曰潮溝。
）

（52）
『宋書』巻七八 ･ 劉延孫伝
た

延孫を徴して侍中 ･ 尚書左僕射と為し、護軍将軍を領せしむ。延孫は疾病し、拝起に任えず、上（＝孝武帝）は使
いして五城に於いて封版を受けしめ、船に乗りて青谿より平昌門に至り、仍りて尚書下舎に入る。
徴延孫為侍中 ･ 尚書左僕射、領護軍将軍。延孫疾病、不任拝起、上使於五城受封版、乗船自青谿至平昌門、仍
入尚書下舎。

（53）
『太平御覧』巻一九七 ･ 居処部二五 ･ 藩籬所引『南朝宮苑記』
めぐ

建康の籬門は旧の南北両岸の籬門五十六所、蓋し京邑の郊門なり。長安 ･ 東都の門の如く亦た之に郊門を周 らす。
江左の初めに立て、並びに籬を用て之と為し、故に籬門と曰う。南籬門は国門の西に在り。三橋籬門は今の光宅寺
の側に在り。東籬門は本の名は肇建籬門、古肇建市の東に在り。北籬門は今の覆舟東頭・玄武湖東南角、今は見に
亭ありて籬門亭と名づく。西籬門は石頭城東に在り、
護軍府は西籬門外の路北に在り。白楊籬門の外に石井籬門有り。
建康籬門旧南北両岸籬門五十六所、蓋京邑之郊門也。如長安 ･ 東都門亦周之郊門。江左初立、並用籬為之、故
曰籬門。南籬門在国門西。三橋籬門在今光宅寺側。東籬門本名肇建籬門、在古肇建市之東。北籬門今覆舟東頭
玄武湖東南角、今見有亭名籬門亭。西籬門在石頭城東、護軍府在西籬門外路北。白楊籬門外有石井籬門。
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以上の史料から、次の二点が明らかとなる。（一）台城の北壁が建康城の北壁と重なり合っていたこ
とは史料（48）に見えており、このような都城と宮城の北壁とが重なり合うのは鄴城に始まる特徴であ
り、これを鄴城形式と呼ぶことにしよう。六朝以後、隋唐の長安・洛陽もまたこの形式を踏襲している。
（二）建康城の北壁は河道すなわち潮溝に臨んでおり、これは青渓を通じて船によって北壁の各門に至
ることができた。史料（52）に見えるように、この点は非常に重要である。この点が明らかとなったこ
とで、幾多の誤った解釈が成立し得ぬことが自ずと明らかとなり、例えば「台城は現在の鶏鳴寺の北に
在った」とする説などは、その可能性が否定されるのである。
文献史料ではおおよその位置を指し示すのみであり、正確にその位置を定めるためには、発掘成果に
依拠しなければならない。台城を含む六朝の建康城が存在していた場所は、その全てが現在の南京の市
街地に当たるが、近年、都市開発が活況を呈していることから見て、六朝の地層を目の当たりにする機
会も遠くはないであろう。ただし、もし僅かの不注意でもあれば、一瞬のうちに六朝の地層を掘り抜い
てしまい、それが跡形も無くなってしまうこともあるだろう。西安や洛陽など往時の古都では、基本設
計に関する規定において基礎が築かれる地層について整理することが必須とされており、発掘調査を経
た後でなければ工事を進めることができない。もし重要な発見があれば、建設事業を他の場所に移さな
ければならない。広州で発見された秦代の造船遺跡と南越国の宮殿・苑囿遺跡とは、広州市の中心部に
当たっていたが、全面的な保護がなされて博物館が建設されている。南京市も六朝の都城遺跡を重要視
するのであれば、他の古都に学んで、まず発掘調査を行った後に建設工事を行うということを立法化す
べきである。なお本稿においては、拙稿「六朝建康」（『建築師』第 54 期、1993 年）の付図三編を転載し、
また朱偰氏の所説を踏襲した「東晋南朝建康平面想像図」
（『中国建築史』47 頁（訳者注：書誌情報未詳、
本訳には掲載せず））を比較参照のために付した。


（原載『文物』1999 年 5 期：米田健志訳）
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外国語論文翻訳

中国古代の都城設置時期における
自然環境の利用と改造及びその影響について




史念海（宮嶋純子訳）

中国歴代王朝あるいは政権は都城の選地についていずれも非常に重要視していた。都城が完成した後

も、さまざまな手段を用いて〔都城を〕維持することで、その特殊な地位を保持し、自身の王朝ないし
政権の統治の基礎をも固めたのである。このことは社会的な面と自然環境の面で顕著に認めることがで
きる。本稿では自然環境のみについて論述し、関係する時期の都城の所在地域の自然環境の利用と改造
について明らかにするとともに、それにより惹起された影響についても論及する。

第１節

都城周囲の地形的弱点の補完

歴代王朝ないし政権には都城の選地に一定の基準があった。社会的要因であり、地理的要因である。
地理的要因には、険要な地勢に依ることが特に重要な原則であった。このことは拙著「中国古代都城建
設の地理的要因」〔『中国古都和文化』所収〕において既に述べている。歴代王朝ないし政権は自己の統
治を強固にするために、この点を非常に重視している。むろん、その他の要因にもよることもある。し
かし〔都城の選地にあたって〕全ての要件を満たすことはできない場合は、個別の対策を取って、災禍
を未然に防いだのである。北宋は開封に都したが、開封は「四戦の地」〔四方が開けており攻められや
すい地〕であり、拠るべき険要の地に乏しく、ただ大軍を恃んで、駐屯させるのみであった。北宋の建
国時には、全土の兵員は 20 万人に満たなかったが、仁宗の慶暦年間〔1041-1048〕に至っては、125 万 9
千人にまで増加した。その内で禁兵は 82 万 6 千人であった（『宋史』巻一八七・兵志一〔訳者注〕）。当
時の禁兵は交代で郡県を守備したが、実際には首都を周囲から守ることに全力を注いでいたのである。
ここに〔禁兵の〕重要な意義が見てとれる。その他の王朝ないし政権もみな都城に大軍を駐屯させたが、
北宋ほど多くはなかった。これらの王朝ないし政権の都城には険要な地勢があって防衛の拠点となった
ためである。しかし、いかなる険要な地形も完璧ではない。一部の王朝ないし政権はそのような欠点を
補うため、様々な工夫をし、禍根を断とうとした。関の設置はその中でも最も重要なものである。
関の設置、その起源は非常に古い。孟子は「関市、譏りて征せず」と説いた（『孟子』梁恵王下）。『周
礼』にも「関市の賦は、以て王の膳服に待す」とある（『周礼』天官大府）。これはすべて都市附近の商
業税を徴収する機構〔としての関市〕であり、防衛の機能については言及されていない。しかし後世の
関は防衛面で大きなはたらきをするようになり、遅くとも戦国期には防衛のために設置された関が存在
していた。蘇秦が秦の恵王に説いて、秦国は「東に崤・函の固あり」といった（『戦国策』秦策１）。こ
れは崤山と函谷関を指している。函谷関は有名な要関のひとつである。遅くとも秦の恵王以前に建設さ
れていた。函谷関は現在の河南省霊宝県北の王垜村にあり、弘農河の左岸に位置する。これは当時の秦
 本文中の（ ）は著者によるもの、〔 〕は訳出にあたり訳者が補ったものである。
〔訳者注〕『宋史』巻一八七、兵志一所収、嘉祐七年（1062）の枢密院の奏上中に「開宝之籍総三十七万八千、而禁軍馬
步十九万三千」とあり、これによれば宋初の開宝年間（968 － 976）の兵員総数は 37 万 8 千人で、著者の言と
異なる。禁軍の兵数が 19 万 3 千であるから、20 万人に満たずとはこれを誤ったものか。

233

国の東門であり、また秦国の都城咸陽の東方の障壁でもあった。当時の秦は東面に関を持つのみならず、
西南北の三方にもすべて関があった。西方は散関、現在の陝西省宝鶏県の南の秦嶺上にある（『水経注』
渭水）
。南方は武関、現在の河南省西峡県の西、丹江附近にある（『漢書』武帝紀注に引く文穎説）。北
方は蕭関、現在の寧夏自治区固原県の東南、茹水河の北にある（『元和郡県図志』３・原州）。これらの
関はそれぞれ咸陽の周囲を守っており、都城附近に最も早く設置された関であった。
これらの関はそれぞれ１本の街道を抑えている。当該地に道路が通っているということは、その地が
険要でありつつ、弱点もあったことを示している。このような弱点を補うことが関を設置した理由であっ
た。この４つの関城は、散関が秦嶺の外にある以外は、関を通る道路を控制しているだけでなく、通過
する道路の峡谷部にあたる。函谷関は崤函山地に位置しており、通過する街道は典型的な谷道である。
なら

いわゆる「邃岸、天高く、空谷、幽深なり。澗道の峡、車、軌を方べざる」という状況であった（『水
経注』河水）
。ここに侵攻する勢力は、たとえ函谷関を攻略しても、関の西側の谷道を通過することは
容易ではなかった。武関を通る街道も、丹江の岸壁、秦嶺の南斜面の山地を曲折して通るものである。
蕭関は六盤山のふもとにあるが、同時に清水河の源流附近にあたる。清水河は漢の烏水である。これは
当時の北方遊牧民族が南進する際の幹道であった。この幹道の南端は蕭関によって抑えられており、北
から南に向かう侵攻はしばしば阻止された。当然ながら、いかなる軍事要塞も突破される可能性がない
わけではなく、さらなる補完が行なわれる場合もあった。秦嶺上の嶢関は、武関の弱点を補うものであ
る。嶢関は現在の陝西省藍田県の南にあり、後世の藍田関のことである。蕭関から南進し、関中に侵入
するには、必ず隴坻を越えなければならない。これがかの有名な「岩障高険、軌轍を通ぜざる」地域で
ある（
『水経注』渭水）。このような高く険しい場所は容易に越えることはできない。それにもかかわら
ず、後にここにも隴関が設けられた（『漢書』巻 99・王莾伝）。秦代に設置された関は、前漢が長安に
建都した時も、同様に〔防衛の〕拠点となったのである。
唐代の人の記録によれば、唐代には全国各地に 26 の関が設けられ、上中下の三等に区分されていた。
都城長安の周囲には上関が５、中関が４あった。５つの上関とは京兆府の藍田関、華州の潼関、同州の
蒲津関、岐州の散関、隴州の大震関である。４つの中関は京兆府の子午関・駱谷関・庫谷関そして同州
の龍門関のことである（『大唐六典』巻６・刑部尚書）。藍田関・散関はいずれも秦漢時代の旧関。蒲津
関は現在の大慶関で、大茘県の廃朝邑県の東にあり、これも古い関である。前漢の初め、曹参が漢王に
随い臨晋関より出た、というのはこれを指していったものである（『史記』巻 54・曹参世家）。その地
は長安の東北だが、函谷関ほどの重要性はなかった。潼関は漢魏の間に初めて置かれ、函谷関の西に位
置したため、函谷関に取って代わった。大震関は隴関のことである。その他の四関は、子午関は現在の
長安県の西南にあり、庫谷関は現在の陝西省藍田県の西南にあり（『長安志』巻 16・藍田県）、駱谷関
は現在の周至県の西南にあった（『長安志』巻 18・周至県）。終南山がこれらの県境に聳え、これらの
関は終南山の山上に設けられた。龍門関は現在の陝西省韓城県の東北、龍門山麓の黄河のほとりにあっ
た。これらの関の中には函谷関ばかりでなく、武関と蕭関もない。これは当時の戦略の変化と関係して
いる。函谷関は既に廃止されていただけでなく、蕭関も同様に再び設置されることはなく、武関は廃止
されていなかいとはいえ、もはや全国 26 の関の内に数えられていなかった。当時守備の拠点となって
いたのは、ただ終南山と隴山であり、他には東面の黄河の一流のみであったことがわかる。
このように関の設置をもって地形的弱点を補うことは、洛陽と北京においても見られる。地勢を論じ

234

れば、洛陽の周囲の山川は長安のように険要ではなく、そのため漢の高祖はここを都としなかったので
ある。洛陽が都城であった時には、ある程度防衛措置をとる必要があったといえる。周の武王が、「南
に三涂を望み、北に岳鄙を望み、顧みて伊洛を詹る」といったのは（『史記』巻４・周本紀）、その概括
である。これは洛陽の南方には現在の河南省嵩県に位置する三涂山があり、北には太行山、その間に黄
河と伊・洛の両水が流れていることを説明している。洛陽の東には成皋があり、西には崤澠があったが、
長安と比較すれば、やはり〔防御の面では〕劣っているといえよう。もちろん〔弱点は〕補完されなけ
ればならない。先に関中の東面の潼関をあげたが、実は潼関の設置は、本来は洛陽を守るためであり、
長安〔を守るため〕ではなかった。潼関は漢魏の間に初めて置かれたが、この時長安は既に都ではなく、
大軍を配置しておく必要はなかった。潼関は崤函山地の西端に位置し、西方からの侵攻によって、潼関
が攻め落とされたとしても、険峻な崤山・函山の山路はなお容易には通過できない。この点において〔潼
関の設置は〕秦と前漢による函谷関の設置と同じ目的を持っていたのである。後漢の末期、洛陽の周囲
に８つの関が設置された。函谷関・広成関・伊闕関・大谷関・轘轅関・旋門関・小平津関・孟津関であ
る（
『後漢書』巻８・霊帝紀）。この函谷関とは、前漢の武帝が移設した函谷新関であり、現在の河南省


新安県の東門外にある。伊闕関は現在の洛陽市の南龍門にあった。大谷関も現在の洛陽市の南方にあっ




た。轘轅関は現在の河南省鞏県の西南にあった。旋門関は現在の河南省旧汜水県の西南にあった。小平


津関は現在の河南省孟津県にあった。孟津関は旧孟津県にあった。この八関はほとんど全てが洛陽の近
傍にあり、広成・轘轅・旋門の三関が少し離れているだけである。広成関は汝水から来る街道を、轘轅
関は頴水から来る街道を、旋門関はさらに黄河の下流から来る街道をそれぞれ抑えている。これらによっ
て洛陽の防衛はさらに強固なものとなったのである。この八関の設置された時期はかなり短く、程なく
して廃されたけれども、かえって洛陽周囲の防衛における弱点が、人間の手により補完されていたこと
を物語っているのである。
魯陽は現在の河南省魯山県である。陽人は魯陽から離れること百余里で、それゆえ孫堅は一晩の内に
陽人から魯陽に行き、袁術にまみえることができた。孫堅のこの時の行軍は汝水の上流から北行して洛
陽に達する予定だったのである。『文選』巻 19 所載の曹植「洛神賦」に「余は京師より、言に東藩に帰す。
伊闕を背にし、轘轅を越え、通谷を経て、景山に陵る」とある。曹植はこの時鄄城王であり、帰還する
東藩とは鄄城国を指していったものである。鄄城国治は鄄城県、すなわち現在の山東省鄄城県である。
曹植が東藩に帰るのには通谷を通過しなければならない。通谷とは大谷のことであるから、大谷は洛陽
の南方ではなく、東南にあることになろう。曹植は轘轅を通谷の前に置いているが、おそらくは文飾の
都合で、順序を逆にしたのであろう。轘轅から東南に行くと嵩山の南、潁水の上流に至るから、再び通
谷に引き返すことはできない。曹植の賦によれば、大谷を通過した後に景山に至っている。
『太平寰宇記』
巻５・河南府の条には、景山は緱氏県の東８里にあるという。緱氏県は現在の偃師県緱氏鎮であるから、
 『水経注』汝水「汝水又東与広成沢水合、水出狼皋山北沢中」とある。広成関は現在の河南省臨汝県の西にあった。
 『文選』巻３・張平子『東京賦』注に引く『洛陽記』には「大谷、洛城南五十里、旧名通谷」とある。
『三国志』巻 46
呉書孫堅伝には董卓が朝政を壟断し、孫堅が征討の軍を起こし、
「進軍大谷、拒雒九十里」とある。当時の両軍の対峙の
際や、進軍の際の距離の記載は、『洛陽記』の記載に比べて実際に近いだろう。孫堅のこの出兵は、南陽から北上し、梁
県を通過している。梁県とは現在の河南省望汝県である。孫堅は董卓軍と陽人でも戦っている。陽人とは集落の名で、
現在の梁県の西である。当時は袁術がその地に駐屯していた。


張平子『東京賦』注には、「旋門在成皋西南数十里。阪形周屈」とある。成皋は現在の旧汜水県の地である。

 『水経注』河水に小平津は即ち小平なり、とある。

235

大谷が景山のはるか東にあることはない。現在の地形から考えると、まさに水泉口が伏牛山を越える街
道にあたるであろう。
このような状況は北京の附近においても見られる。北京は金・元・明・清の諸王朝の都城であった。金・
元と清代の統治者は漠北や東北から来たので、北方からの攻撃をほとんど考慮しなかった。逆に明代は
太行山と燕山山脈に拠って、防御せざるを得なかった。太行山と燕山山脈はいずれも天下の険であるが、
決して弱点となる場所がないわけではない。当時は北京の西側、太行山の上に紫荊関と倒馬関が設けら
れ、また軍都山上に居庸関が設けられた。これがいわゆる「内三関」である。燕山山脈の上にも松亭関
と山海関が設けられた。古北口・喜峰口・冷口はいずれも関の設けられた重要地であった。他にも比較
的小さな関が少なからず設けられた。太行山と燕山は既に相当険要であった。これらの関が設置される
と、自然条件の他に人為的な力も加わり、当時の北京はさながら金城湯池〔難攻不落の城〕となり、い
かなる危険も起こりえなくなった。
南宋の臨安城にも関があり、周囲からの守りとなっていた。余杭県の西北、独松嶺の上に独松関があ
る。この関がいつ置かれたのかはっきりとわからないが、金の兀朮が広徳より南下した際に、この関城
を通過している。南宋がここにまったく守備兵を置いていなかったため、兀朮に「南朝若し羸兵数百を
以て関を守らば、吾れ豈に渡るを得んや」と嘲笑されている（『建炎以来系年要録』30）。独松嶺上の山
路は狭く険しく、その地に関を設置すれば、障壁とするのに十分であった。金軍が来攻した際、宋の人々
はまだ関に拠って防衛することができなかったが、後のモンゴル軍の南進では、やはりこの地から臨安
に迫ったのである。
これらの古都の中にあって、南京の関の設置は非常に少なかったといえる。南京の西南には大勝関が
あったが（嘉慶『大清一統志』巻 74・江寧府）、地勢を考えれば決して堅固なものではなかった。むし
ろ都城郊外及び城内の獅子山・清涼山・八字山・老虎山・象山等の山地丘陵が南京の防衛に対して相当
な役割を果たしていた。このような〔地勢が〕いくつかの設置されるべき関を補ったのである。
以上の人為的な〔関の〕設置は自然環境の弱点の補完を可能にし、各王朝ないし政権の都城を周囲か
ら防衛することについても一定の役割を果たしてきた。その中のいくつかの関は決して金湯のように堅
固だったのではなく、最後には侵入者によって陥落させられている。これには自然的な要因もあるが、
最も重大なのはやはり人為的なミスであった。例えば南宋の独松関は、守備兵の不在により、金の兀朮
が長駆侵入すると、まったく阻止できなかった。むろん、これらはみな過去の事であり、現代の戦争で
は、このような関が再び大きな役割を果たすことは難しい。

第２節

都城を中心に放射状に広がる交通網の確立

歴代王朝ないし政権は、かれらの統治権が永遠に続き、崩壊しないことを願った。統治を強固にする
方法は１つではない。しかし、都城を中心に、どのように全国各地の支配を行なうのかということは、
あらゆる王朝ないし政権にとって共通しかつ重大な問題であった。本来、都城の選地にあたっては、交
通は重要な判断材料となっている。もとからある自然環境を基礎に、人為的な工事を行って、ひとつの
交通網をつくり上げ、都城から放射状に広げ、各地へ通行させることは、やはり王朝ないし政権が力を
注いだ重要な事業である。交通網の構成は、陸道も水路もあるが、本節では陸道について論じ、水路に
ついては次節に譲りたい。
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これらの王朝あるいは政権の中で、都城の交通網の最も典型的な設置については、かの秦王朝があげら
れる。秦の始皇帝が造った馳道のシステムは、前例のない独創的なものであった。漢初、賈山は「（秦は）
馳道を天下に為り、東は燕斉を窮め、南は吳楚を極む。江湖の上、瀕海の観は畢く至る。道広は五十步、
三丈にして樹つ、厚く其外に築き、隠すに金椎を以てし、樹うるに青松を以てす、馳道の麗を為すこと
此れに至る」と述べている（『漢書』巻 51・賈山伝）。このように巨大な規模は確かに未だかつてなかっ
た。賈山の説く馳道は、咸陽以東の南北各地、いわゆる燕斉や呉楚に通じるもののみであり、咸陽の西
北や西南各地〔に至る道〕には触れていない。実際には始皇帝以前から、秦は千里に及ぶ桟道を蜀漢に
通じさせており（『戦国策』秦策３）、始皇帝はさらに東部に馳道を築いたと同時に、西行して隴西と北
地に巡幸している（『史記』巻６・秦始皇帝本紀）。隴西と北地はいずれも秦の旧領であり、早くに道路
が設置されていてもおかしくはなく、東部の馳道の竣工後、始皇帝は引き続き甘泉宮から九原郡に至る
道路を造営している（『史記』始皇帝本紀および巻 88・蒙恬伝）。甘泉宮は現在の陝西省淳化県の北に
あり、まさに当時の畿内であって、咸陽との往来が最も速く行なわれたことは、改めて説明する必要も
ないだろう。九原郡の治所は現在の内モンゴル自治区包頭市附近にあった。以上のことから、咸陽を中
心に放射状に広がる道路には、少なくとも次の６本があった。１には東方の函谷関から出て中原の各地
に〔至る道〕、２には東南の武関より出て呉楚等の地に〔至る道〕、３には東北の臨晋関より出て、黄河
を越えて東の趙国と燕国の故地に〔至る道〕、４には北の甘泉宮より北辺陰山のふもとに〔至る道〕、５
には西方の隴山を登って、隴西・北地に〔至る道〕、６には秦嶺を越えて巴蜀に〔至る道〕である。こ
こで指摘するべきは、南方の巴蜀に至るまでに越える秦嶺上の道が、決して１本だけではなかったこと
である。説明するまでもないが、劉邦が漢王に封じられ、後に漢中から関中へ戻るのに、「道は子午に
由り、
散を出でて秦に入っ」た（『金石萃編』司隷校尉楊孟文頌）。これは咸陽の南の子午谷から南行し、
そして陣倉の故道から北に戻ったことをいっている。始皇帝による甘泉宮から北に向かう街道の築造は、
むろんこれは時機をつかみ、北方からの侵攻を防ぐためであったが、始皇帝のはるか以前より、上郡は
既に北辺の要衝であった。上郡の治所は現在の陝西省楡林県の南である。要衝の所在地には咸陽と往来
する街道がなくてはならない。始皇帝の時に直道が修築されていなかったということは、〔始皇帝の時
には直道と旧来の幹道との〕２本の異なる道路があったことを明らかにしている。咸陽は関中に位置す
る。関中は四方が険阻であるといっても、全国各地と結ぶ街道は開通している。街道の開通は、険要な
地形の弱点を明らかにしており、このような弱点を補うために、都城附近の関の役割は一層明確になっ
たのである。
このような自然の利用と改造は、以後、関中に建都した王朝あるいは政権の交通網の基礎を定めた。
前漢は長安を都とした。漢の長安は現在の西安市西北にあり、秦の咸陽は現在の咸陽市の東にあった。
この前後する２つの都城は実際には渭水を隔てて南北に相対していたのである。そのため漢代は秦の旧
制に依ることができ、既存の交通網を利用し、わずかな補修等の工事を行なうだけですんだのである。
〔一
方で、
〕前漢の武帝の時に築造した褒斜道は重要な工事である。これは秦嶺を通過する街道に新しい道
筋を加え、既存の基礎的な交通網をより密なものとしたのである。
唐の李吉甫撰『元和郡県図志』は、各府州の条の始めに「八到」をあげ、近隣各地に通じる街道を明
記している。その記載によれば、当時の都城長安より東に向かうと華州（治所は現在の陝西省華県）へ、
さらに東行すると東都（すなわち洛陽）へ達し、東南は商州（治所は現在の陝西省商県）に達し、西南
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は洋州（治所は現在の陝西省洋県）に達し、南は庫谷路を経て金州（治所は現在の陝西省康県）に達し、
西からやや北に向かうと鳳翔（治所は現在の陝西省鳳翔県）に達し、西北は邠州（治所は現在の陝西省
彬県）に達し、東北は坊州（治所は現在の陝西省宜君県）に達し、東からやや北に向かうと同州（治所
は現在の陝西省大荔県）に達する。これらの府州はみな長安の周囲にあり、長安とは最も近隣であった
が、しかしこれらの街道の大部分はみな秦の始皇帝時代そのままであり、したがってやはり全国各地を
結ぶことができた。もちろんその間には若干の部分的修正は必要であった。唐代中期以後、藍田（現在
の陝西省藍田県）から内郷（現在の河南省内郷県）に至る新道７百余里が開かれたが、山を迂回して進
路を取り、人々が通行を苦としなかったので、これを「偏路」といったというのは（『新唐書』巻 37・
地理志）
、
〔その修正の〕顕著な例のひとつである。これらの街道の中には、秦代馳道の旧道とは異なる
ものもあった。西北の邠州に至る道と南の庫谷路を経て金州に至る道はいずれも後年新たに築造された
ものである。唐の邠州の治所は漢の漆県の地であり、後漢初期に、光武帝が西方の隗囂を討伐した際に、
漆県を経て西に向かっている（『後漢書』巻１・光武帝紀）。唐初の突厥の浸入においては、邠州は最も
多難な地域であった（『旧唐書』巻 194・突厥伝）。邠州は北は慶陽に通じている。慶陽は唐代の慶州で
ある。慶州以北は、茫漠たる地であり、砂漠に直結していて、北方から来る敵にとってはここから南進
するのが最も便利であるため（『読史方輿紀要』巻 57・慶陽府に引く賈耽語）、邠州を通る街道が重要
性を持つのである。〔『元和郡県図志』では〕庫谷路のみをとりあげ、子午谷路に触れていないが、これ
は山南に向かうには駱谷〔訳者注：庫谷の誤りか〕を通る方が比較的近いからである。
以上のことから、隋唐時代の長安を中心に放射状に広がる街道は、秦漢代のそれとはやや異なること
が分かる。異なる点というのはただ旧来の基礎の上に若干の改修を加えたというだけであり、全体的な
交通網の枠組みについては大きな改変を行なっていない。これは〔秦漢〕王朝が咸陽と長安の周辺に建
設した放射状に広がる交通網が、最大限に自然を利用改造し尽したものだったことを説明している。後
世の多くの王朝ないし政権はこの点では秦漢の枠組みを超えることはなかったのである。
秦の始皇帝の馳道の巨大な規模は、後の長安の交通の基礎を定めただけでなく、後世の洛陽・開封・
南京・杭州・北京にも一定の影響を与えた。なぜなら、これらの都市が馳道の通過する場所だったから
である。馳道は函谷関から東に出ると、最初に必ず洛陽を通過する。馳道が函谷関を出た後、さらに崤
山を経て、崤山より再び東に向かうと、南北両路に分かれ、北路は現在の澠池・新安両県を経て洛陽に
至り、南路は現在の洛寧・宜陽両県を経てやはり洛陽に達する。春秋時代、秦の軍が鄭を襲った時、道
を北陵にとったが、これは〔周の〕文王が風雨を避けた場所であるという、これが北路である（『左伝』
僖公 23 年）
。戦国時代、秦国が周王室をうかがうため、甘茂を派遣し宜陽を攻めさせたという（『史記』
巻 71・甘茂伝）
、これは南路によって前進したのである。宜陽は交通の要衝に位置し、人口も非常に多く、
県にすぎないが実際には郡のようなものであった（『戦国策』秦策２）。秦の昭王もこの地に至り、その
中で一度魏王と会している（『史記』巻５・秦本紀）。南路はもとより重要であるが、北路も決して廃れ
なかった。秦の昭王は澠池にて趙王と会している（『史記』巻 81・藺相如伝）。澠池は北路上にあるから、
この時の秦と趙との会談には、南路は関係がないはずである。南北両路を比較すると、北路は早くて近
いが、
南路の方がやや平坦である。後世の馳道の築造は北路を採ってルートとした。項羽が函谷関に入っ
たのは馳道に沿って西に向かったのであり、その途上で秦卒 20 万を新安城の南で穴埋めにしている（『史
記』巻７・項羽紀）。前漢の武帝の時、楊僕は新安から函谷関に移動させた（『漢書』巻６・武帝紀）。
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これらの記事はいずれも当時北路が主となっていたことを説明している。後漢末期、洛陽の周囲に八関
を置いて防衛を司らせた。これは先述した函谷関・広成関・伊闕関・大谷関・轘轅関・旋門関・小平津
関・孟津関である。この八関は函谷関を筆頭としており、すなわち新安を通る路はなお重要な意義を持っ
ていた。しかしこの八関の他にも、さらに八関城があり、八関都尉の治所となっていた。この八関城は
唐の寿安県の東北 30 里にあった（『元和郡県図志』巻５・河南道１）。唐の寿安県は現在の宜陽県である。
関城は洛水の支流、恵水のほとりにあり、
「其の城西は塞垣を阻み、東は恵水に枕し」ていた（『水経注』
洛水）
。恵水は小さな川であり、流れも短く、八関城を過ぎるとすぐに洛水に注ぐ。これは南路の途中
の城池であった。八関都尉がここに治所を置いたのは、南路も重要となったことを示している。後に曹
操が征西を行った時にまた北路が開かれた。北周の初めには、南路が復活したが、隋の煬帝は再びこれ
を廃し、
唐高祖の武徳年間の初めにまた北路が開かれ、太宗の貞観14年には再び南路がとられている（『通
典』巻 177・州郡７）。この後は唐の滅亡まで南路が主要な街道であった。唐の寿安県の西 17 里にある
洛水に架かる永済橋は、隋代に築かれ唐初に修築されたものである（『元和郡県図志』巻５・河南道１）。
この橋は南路上の大橋である。洛陽から西に向かい、洛水の南岸に沿って、
（永済）橋を渡り、福昌県（現
在の宜陽県）と永寧県（現在の洛寧県）を経るのは、崤山に登ることのできる大道であった。
秦代の馳道は洛陽より東に向かっていた。後漢の時、班昭が「東征賦」で「通衢の大道に遵う」とし
たのは、古い馳道をいったものであり、途上で「成皋の旋門を看て」いる（『文選』巻９・曹大家『東
征賦』
）
。旋門は後漢末期に設置された八関のひとつである。これも当時置かれた関が大道を抑えていた
ことを示している。
唐代の洛陽は東都とはされたが、長安ほど重要ではなかった。ただ高宗と武后は長期にわたって洛陽
に滞在したため、洛陽が事実上の都城となり、道路交通については一通り整備された。しかし『元和郡
県図志』所載の洛陽の「八到」は、その数が〔八に〕達しておらず、実際には「五到」であるといえる。
洛陽の東は鄭州（治所は現在の河南省鄭州市）に至り、西北は陝州（治所は現在の河南省陝県）に至り、
東北は懐州（治所は現在の河南省沁陽県）に至り、東南は汝州（現在の河南省臨汝県）に至る。この４
本の街道の他に、さらに東南の崿嶺路をとり陽翟県に至り、再び東南の許州（治所は現在の河南省許昌


市）に至る街道がある。洛陽から鄭州と陝州に至る街道は秦代の馳道の跡であり説明の必要はない。洛
陽から北の黄河を渡るには、本来２本のルート、小平津と孟津があった。孟津の北は唐の河陽県であり、
この地に河橋が置かれていたので、当時必ず通過する地であった。洛陽から南の汝州に至るには、必ず
南行して伊闕を出て、再び東に折れて汝水の上流に至る。つまり、後漢末の伊闕関と広成関の二関を通
過することになる。ここで注意すべきは、〔洛陽の〕東南から陽翟と許州に行くには必ず崿嶺路を取ら
ねばならないことである。崿嶺路は崿嶺坂を通過する街道であり、崿嶺坂は唐の緱氏県の東南 37 里に
ある（
『元和郡県図志』巻５・河南府）。唐の緱氏県は現在の河南省偃師県の西南、現在の緱氏鎮であり、
轘轅関がある轘轅山も緱氏県の東南にあるが、やや離れており、緱氏県からは 46 里であった（『元和郡
県図志』巻５・河南府）。崿嶺路はまさしく轘轅関の西にあったのである。この２本の街道〔の説明〕
がただ崿嶺路のみに触れ、轘轅関には言及していないということは、山地に入る時に道を改めて、潁水
 中華書局『元和郡県図志』の「校勘記」に清の張駒賢が岱南閣本『元和郡県図志』につくった「考証」を引いている。
それには「東南取崿嶺路」の東南の 2 文字は官本により西南とすべきと述べる。思うに崿嶺路は唐の緱氏県東南にあり、
唐の緱氏県は洛陽の東南にある。したがってここでは「東南取崿嶺路」が正しく、
「東南」を「西南」に改めるべきでは
ない。
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の流域に到達し、潁水の谷地に沿って陽翟及び許州に至ったためであろう。
ただし、この洛陽の八道だけでは唐代東都の交通の全貌を十分に説明できないことは指摘しておくべ
きである。先に述べたように、洛陽から懐州に至るには小平津と孟津の両路があったが、
『元和郡県図志』
では洛陽から懐州に至る街道は孟津を経由する一路のみとなっている。実際、当時の黄河には他にも渡
船場があり、河清県（現在の済源県）の南の柏崖もそのひとつであった。安史の乱の時、李光弼が補修
を加えて史思明の侵攻を防いでいる（『太平寰宇記』巻５・河南府）。この街道は河陽橋の上流にあり、
当然河陽橋を通る街道より遠い。
北京にも山川の地の利があり、太行山と燕山が西と北に横たわっている。長安・洛陽と地勢を比較す
ればまったく異なる。遼・金・元・清の諸王朝はみな塞外から入って中原を支配したのであり、燕山山
脈のいくつかの細い谷道が、往来のための重要な幹道となったのである。明も北京を都としたが、北か
らの侵攻を防ぐため、この谷道を重視せねばならなかった。当時は燕山の谷道だけでなく、太行山の谷
道も重視された。既述したように、当時これらの山上に設置された関の存在から、その一端がうかがえ
る。まさしくこれらの関の設置は主幹道を抑えるためのものだったのである。現代の北京も依然として
首都である。地勢は変わらなくとも、時代と社会は既に時を経て変化し、同日の論ではない。道路交通
について言えば、現在の鉄道と道路は日進月歩であり、このことは以前では想像できないものであった。
ただしここで指摘できるのは、これらの鉄道及び道路はすべて前代の旧路の上に建設されたものであり、
その中に若干の異同の箇所があるのは、単に工事の技術の相違によるもののみである。実際には〔北京
に〕横たわる太行山と燕山の街道ばかりではなく、南方の道路にもみなその淵源が存在する。先にあげ
たように、秦の始皇帝の馳道は広く各所に通じており、その中には東方の燕・斉まで通じるものもあっ
た。現在の北京はまさに当時の燕の旧領である。秦の始皇帝の馳道が早くも後の金元明清の都城交通の
基礎を定めていたのだと言えよう。すなわち現在北京から南に向かい河間冀県に通じる道路は、早くか
ら史書の記載に見える街道である。後漢の初年、光武帝が燕（現在の北京市）から南行する際、進んだ
のがこの街道であった（『後漢書』巻 43・馮異伝）。明初の北伐の際に、水陸両軍はみな河間から前進
したという（
『読史方輿紀要』巻 13・河間府）。後に〔この街道は〕南北間を結ぶ大道となった。現在
から過去を推し量ると、これらの王朝ないし政権が現在の北京に建都した時、開設すべき交通道路は全
て開設されて利用が可能だったのである。
先に述べたように、秦の始皇帝が築いた馳道は開封・南京と杭州の諸所を通過しており、当地の交通
が便利であったことを示している。しかしこれらの都城は長安・洛陽・北京と同じではない。長安・洛
陽・北京は多少の水上交通がなされたといっても、主には陸路が交通の中心であった。開封・南京と杭
州が都城であった時期には、水上交通が実に重要な地位を占めていたのであり、これらの都については
次節で再び論述する。

第３節 都城の食料供給問題を解決する施設とその計画―河川の利用と改造について
歴代王朝ないし政権が都城の選地にあたり、軍事防衛の他に最も関心を寄せたのはやはり食糧供給の
問題である。兵と食の双方が足りれば、安定した統治の永続を望むことができる。都城の食糧問題を解
決するには２種の方法しかなかった。１つは都城附近の食糧生産量を増すこと、２つには物産の豊かな
地域から輸送することであり、秦漢から明清代に至るまでどの王朝もいずれかの手段をとった。これら
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２つの方法で問題を解決するならば、都城に関連する河川の利用に加えてそれらの適切な改良が不可欠
である。
秦・漢王朝はいずれも関中に都した。関中は本来、物産の豊かな土地であり、「陸海」と称えられて
いた（
『漢書』巻 28・地理志）。しかし秦の始皇帝が六国を統一する前には、咸陽は既に食糧が不足気
味であった。秦国の蜀討伐後（『戦国策』秦策１）、千里の桟道を開通させたのは（『戦国策』秦策３）、
蜀漢の食糧を輸送するのと無関係ではない。さらに鄭国渠の開鑿はこの懸念を一応解決した。鄭国渠は
谷口から涇水の河水を引いて、北山のふもとに沿って東流して洛水に注ぎ、長さは三百余里に及んだ。
この水路の開通後、四万余頃の土地の灌漑が可能になり、関中を沃野に変え、これによって秦の六国統
一の基礎が定まったのである（『史記』巻 29・河渠書）。前漢は秦の後を承けて、更に都城周辺の農地
の水利の開発に意を払い、継続して涇水の水を引いた。鄭国渠の周辺に６本の補渠が開かれ、その傍の
比較的高所の田地まで灌漑が行われた。さらに白渠が開鑿され、谷口から櫟陽（現在の陝西省臨潼県の
北）に至って渭水に注いだ。当時はさらに渭水の水も引くため、成国渠と漕渠が開鑿された。成国渠は
現在の眉県から始まり、扶風・武功・興平・咸陽等の県を経て再び渭水に入る。漕渠は長安から東に流


れ、渭南・華県・華陰を経て潼関に至り黄河に入る。潼関以北は、黄河の河道が常に東西に揺れ動いて
おり、西に振れた時は、渭水と黄河の合流点は西に動き、反対の時は、東に動く。〔注６に記した『漢書』
と『元和郡県図志』の〕両者の記載が一致しないのは、これが原因であろう。『元和郡県図志』には、
「永
豊倉、
（華陰）県の北三十九里に在り」という。当時の潼関は現在の潼関県の港口にあった。潼関は渭
水の河口から四里しか離れていない。永豊倉が渭水の河口に置かれ、漕河も永豊倉の近くにあったはず
であるから、潼関との距離もさほど離れていなかっただろう。距離がこのように近い場所は、現在の港
口のほとりにあたることになろう。漢代の漕渠が入ったのは黄河であって渭水ではないから、漢代、こ
の場所に黄河が西移していたのであろう。渭水の河口がかなり遠くまで伸びることはない。唐代のこの
場所の河道にまた変化があったため、唐代の漕渠は渭水に注いだ。ただ、たとえ黄河に入ろうと渭水に
入ろうと、渠道はまったく同じだったのである。
他には現在の澄城県から洛水の水を引いた龍首渠があり、大荔県に至って再び洛水に戻っていた（『漢
書』巻 29・溝洫志）。これらの水路は灌漑の機能を発揮した。漕渠の開鑿はもともとは関東の食糧を輸
送するためのものであった。食糧輸送が終われば、
〔他の渠水と〕同様に灌漑に用いられたのである（『漢
書』巻 29・溝洫志）。ここでは長安附近の終南山から流れる灞・滻・潏・澇・鄷の諸水と長安城の近郊
に源を発する鎬水をあげなければならない。これらの河川に涇水と渭水を加えたのが、長安をめぐる「関
中八水」である（『漢書』巻 27・司馬相如伝、『三輔黄図』雑録）。これらの河川には支流や池があるも
のがある。中でも潏水（泬水）の支流が最も多く、その内の１本は長安城を通過していた。潏水の上流
の皇子陂、鎬水の水源の鎬池と彪池は、いずれも有名な池である。潏水と交水を水源とする昆明池は、
もと前漢の武帝が南征の水軍を訓練するため掘らせたものであるが、しかし昆明池から流れ出る昆明渠
は、その他の諸水の支流〔の使われ方〕とよく似ている（『水経注』渭水）。これらの河川・支流・池か
ら引かれた灌漑水路は、その間を縦横に巡り、共に長安の周囲を取り巻く灌漑網を形作っているのであ
 『漢書』巻 29・溝洫志に「引渭穿渠、起長安南山下至河」とある。
「至河」とは漕渠が直接黄河に通じていたことを指
す。『元和郡県図志』2・関内道 2 に「天宝三年、左常侍兼陝州刺史韋堅開漕河、自苑西引渭水、因古渠至華陰入渭」と
ある。「古渠」とは漢代の漕渠を指したものである。漢の漕渠が河に入るということをここでは渭水に入るとしているが、
矛盾するものではない。
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る。
前漢以後、長安は断続的に都城とされ、その多くが分裂期の政権ではあるが、都城附近の農地の水利
の整備については、この時期の史料が残されている。三国の魏の時には成国渠を延長して、汧水まで伸
ばし、灌漑範囲を拡大した（『水経注』渭水、『晋書』巻１・宣帝紀）。苻堅も涇水の水を引いて水路を
開いた（
『晋書』巻 113・苻堅載記）。西魏はさらに相次いで鄭国渠と成国渠を修理し、堤を設け水を引
いた（
『周書』巻 20・賀蘭祥伝、『長安志』14・武功）。隋唐時代に長安は再び統一王朝の都城となり、
農地の水利がますます重視された。この時いわゆる「関中八水」中の鎬水はすでに埋没していたが、そ
の他の諸水から引かれた水路は田のあぜ道の間を交錯し、再度農地の灌漑網が形成されたのである。涇
水の水を引いていた鄭白渠も、依然として一定のはたらきを示していた（『新唐書』巻 81・恵宣太子業
伝嗣薛王知柔伝または巻 145・黎幹伝）。渠道の支流の増加により、三白渠とも称され（『長安志』巻
17・涇陽県）
、さらに劉公渠と彭城堰が増築された（『新唐書』巻 37・地理志）。しかし豪族や貴族が渠
のそばに多くの碾磑〔引き臼〕を置いて水力を消耗したため、恩恵を受ける田畑はかえって減少し、唐
代前期には灌漑可能な田が１万頃ばかりだったのに、後期に至っては、わずか６千余頃であった（『元
和郡県図志』巻１・京兆府）。もとは渭水の水を引いていた成国渠は、当時も補修を重ねていた（『長安
志』巻 14・興平に引く李石『記』）。唐代後期には、六門堰を中心として、韋川・莫谷・香谷・武安の
四水を合わせ、
武功・興平・咸陽・高陵の田地２万余頃を灌漑し（『長安志』巻 14・興平に引く李石『記』）、
その利益は鄭白渠と甲乙つけがたく、それゆえこの渠を俗に渭白渠と号したという。渭水下流、現在の
華県に利俗渠と羅紋渠があり、華陰県に敷水渠があって、みな渭水の支流を引いて灌漑と排水を行った
のである（
『新唐書』巻 37・地理志）。そして関中東部の黄河の岸辺でも灌漑工事が起こされ、韓城県
は黄河の水を引いて６千余頃を灌漑し、朝邑県（現在は大荔県と合わさる）は洛水を引き黄河をせき止
めた通霊陂をもって、百余頃を灌漑した（『新唐書』巻 37・地理志）。
長安附近には以上のような農地の水利施設があったが、なお都城内で増え続ける人口に対する食糧問
題は解決できず、都城附近に駐屯する軍隊も増加し、穀物の需要がさらに増えた。この問題は秦が六国
を統一した後に顕著になってきた。秦はこの問題を解決するため、積極的に長安附近の農地の水利工事
を増やしたほか、関東から食糧を輸送し、関中の不足分を補った。秦代に関東からどれほどの食糧が輸
送されたか、具体的な数字は不明であるが、敖倉（現在の河南省 陽県の東北）には、秦の滅亡後も大
量の備蓄があり（『史記』巻 97・酈食其伝）、楚漢戦争の時、劉邦はこれを兵糧とし、項羽と対峙した（『史
記』巻８・高帝紀）。敖倉は当時の食糧輸送路上の施設のひとつにすぎないが、それでもこのように〔備
蓄が多いことから〕、その他についても想像できよう。前漢の初年、関東から輸送される食料は毎年数
十万石にすぎなかったが、後には 400 万斛にまで増加した。唐初には毎年長安に運ばれる食料は 20 万石
にすぎなかったが、中期に至ると、ピーク時には 400 万石に達した。その後は増減があったものの、大
体は100万石前後であった。このように大量の食糧をどのように長安に運ぶか、それが大きな問題である。
古来、食糧輸送は、水運が最も便が良い。長安は渭水の下流に位置し、渭水は黄河に注いでいることか
ら、食糧輸送には比較的便利であった。しかし黄河には砥柱の険があり、渭水も水深が浅く砂も多く、
下流の河道は湾曲が多くて、船が単に航行するだけでも困難であった。漢代から砥柱附近の黄河の河道
を開鑿する方法が考えられ（『水経注』河水）、唐代まで絶えず工事が続けられたが（『新唐書』巻 53・
食貨志）
、成果はいずれも思わしくなかった。渭水の輸送能力を改善するため、前漢の中期、武帝は特
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に漕渠を開鑿し、長安から渭水を引いて渭水の南岸を東に流れ、現在の潼関附近で黄河と合した。これ
については既述した。この漕渠は長さ 300 里、渭水を航行するのに比べれば 600 里短い行程になる。渭
水は砂が多く、漕渠も渭水の水を用いているので、砂泥の堆積があるが、幸い前漢代にはいかなる支障
も生じなかった。前漢の後、王莽の乱を経て、長安は都でなくなり、漕渠も顧みられなくなった。隋代
になって、食糧需要が切迫したため、過去の事業が想起され、再び漕渠が開鑿された。この新しい漕渠
はほぼ漢代の遺構を継承している。涇・渭両水上流の植生の深刻な破壊のため、水中の砂泥はさらに多
くなっていた。隋の歴史は短かったので大きな困難には直面しなかったが、唐代ではしばしば不通とな
り、食料の輸送はますます難しくなった（『新唐書』巻 53・食貨志）。唐の滅亡まで、この問題が完全
に解決されることはなかったのである。
前漢の武帝の時、秦嶺山上の褒斜道が開鑿された。褒斜道の開鑿は陸上の交通を便利にするためでは
なく、褒水と斜水の通航を利用しようとしたものであった。なぜなら褒水は沔水に合し、斜水は渭水に
注いでいたからである。沔水は現在の漢江であり、東方の各地と連絡できる。もし食糧輸送が沔水を遡
り褒水に入って、直接秦嶺の上に至り、陸道を通過して、斜水を下って渭水に入れば、長安に到達する。
これで黄河の砥柱の険を避けることができるのである。工事が行なわれたが、褒・斜の二水はいずれも
急流で、船が通ることができず、〔工事は〕中止された。これは成功しなかったものの、当時、いかに
自然を利用改造することに心を砕いていたかを看取することができる。
洛陽は伊・洛・瀍・澗の四水の集まり交わる場所に当たる。洛水は洛陽城の南を流れ、伊水は洛水の
さらに南にあって、偃師県で洛水に注ぐ。瀍水と澗水はそれぞれ洛陽の東と西で洛水に注いでいる。こ
の四水の中で、澗水の変化が最も大きい。澗水はもと新安県の東南から出て、東南に流れて洛水に注い
でいた（
『水経注』澗水）。周公が周を建国した時、
「我乃ち澗水の東・瀍水の西に卜し、惟れ洛もて食む」
と言っている（『尚書』洛誥）。また澗水と合流する穀水もあり、穀水は澠池県に源を発し、洛陽近くで
澗水と合流する。一般的な河川の命名の法則を考えると、二水が合流する場合、互いの名称が相通じる
ことがある。穀水は澗水と合流しているので、穀水は澗水とも称されたし、澗水も穀水とも称された（『水
経注』穀水）。現在は澠池県から東に流れているこの河流は、澗水と呼ばれており、穀水の名称は久し
く見られない。周の霊王の時、発生した大水により、穀水が王城の西側で洛水に注いだため、水位が上
がり、王宮も流されそうだったが、霊王が穀水を塞ぎ、あやうく難を逃れたという（『国語』巻３・周
語下）
。この史料によれば、当時、穀水は王城の北を流れて、東の瀍水に注いでいた。しかし、大水の
発生により、王城の西から、南流して洛水に合したのである（『国語』巻３・周語下の韋昭注）。のち洛
陽城の西に死谷という谷があったが、これは穀水が分岐して、南に流れて洛水に入っていたが、涸れて
水がなくなったので、死谷と称されたのである（『水経注』穀水）。これはまさに周の霊王の時に穀水が
南に溢れ出た際の古河道である。穀水は澗水であり、本来は洛陽城の西で洛水に注いでいた。この時の
大水で穀水が流れを東に変え、再び洛陽城の西から洛水に注ぐことはなかった。
洛陽附近の河流の分布が明らかとなったので、後漢の洛陽建都及びそれ以降の王朝の当地の河流の利
用と改造について論じていこう。
洛陽は長安の東に位置しており、食糧輸送は長安に比べて便利である。なぜなら、砥柱の険を越える
必要がないからである。これは洛陽の有利な点だが、都城であるからには、必要な食料輸送の量が長安
に比べて少ないというわけにはいかない。洛陽の所在は伊水・洛水の流域にあり、農業に適した地域で
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あった。しかし、このような地域は長安附近に比べてはるかに狭い。長安は都城として当地で生産され
る食料だけで需要を満たすのは難しいことが明らかであったから、洛陽の事情はいうまでもないだろう。
洛陽の農地の水利事業は早くも戦国時代後期には行われている。この時東周は稲作を求めたが、西周は
水を送らなかった（『戦国策』東周策）。西周は河南、すなわち現在の洛陽市にあり、東周は鞏すなわち
現在の鞏県の西にあり、いずれも伊水に臨んでいる。伊水は伊闕東北で分水し、支流は東北に流れ洛水
に注いでいる。これは人工的に開鑿された渠道であり、東周が稲作に利用したのはこの渠水である（『水
経注』
伊水）
。伊水はこの支流の下流で、西側にも一本の支流が流れ出ており、北に流れて洛水に注ぐ（『水
経注』伊水）
。この支流附近の灌漑に関する記載はないが、東側の支流が灌漑可能だったのであるから、
この支流を灌漑に用いることも不可能ではなかっただろう。
洛陽で河流を利用改造した最大の事業には後漢の陽渠があげられる。陽渠は張純が開鑿に成功したも
のである。洛水の水を引き、水路としたという（『後漢書』巻 35・張純伝）。張純以前に、王梁が着手
していた。王梁は「渠を穿ち穀水を引きて洛陽城下に注ぎ、東は鞏川に瀉ぐ。渠成るに及びて水流れず」
であった（
『後漢書』巻 22・王梁伝）。王梁は穀水を引き、張純は洛水を引いたのであり、両者には相
違がある。酈道元はこのことを「張純は洛を堰め以て漕を通じ、洛中の公私穰贍たり、是の渠は今穀水
を引く、蓋し純の創めしなり」と述べる（『水経注』穀水）。王梁は穀水のみを引いたのであるが、張純
はさらに洛水の水も引いていたのである。穀水の水量が増加すると、後に洛水を堰き止めた渠道は枯れ
たので、酈道元は「是の渠は今穀水を引く」と述べたのである。洛水には１本の支流があり、石墨山の


側から出ていた。石墨山は現在の宜陽県の西３里にある。支流は洛水の左岸に沿って東北に流れ、漢代
の河南県王城の西を経て、郟郾陌を通過し北の穀水に注ぐ（『水経注』洛水）。漢の河南県は現在の洛陽
市である。郟郾陌も〔現在の〕洛陽市の近郊であった。この支流は明らかに人工的に開鑿されたもので
ある。もしこれが自然にできた河道ならば、相当古いものとなる。しかし古くには、澗水はまだ洛陽城
の西から洛水に注いでおり、この支流が澗水を越えて、郟郾陌を通過し穀水に注いだはずはない。まし
て郟郾陌の北には当時まだ河道がなく、この支流がさらに北流することなどありえない。それではこの
支流はいつ頃できたのだろうか。酈道元は『水経注』においてこの支流を記載してはいるけれども、
「蓋
し経始は周、啓くも、瀆久しく廃され修せず」というのみである（『水経注』洛水）。陸機『洛陽記』・
劉澄之『永初記』にはいずれも洛陽城の西に陽渠があったとあり（『水経注』穀水）、この支流と方角が
まったく一致する。陸機と劉澄之はさらにこれが周公の造ったものだとする。周公はもちろん成周を治
めたのであるが、この支流を引いたとは限らず、まして周公が見た澗水はまだ成周の西を流れており、
どうしてこの支流を澗水から引いて北に流すことができたであろうか。周公の時にどうして陽渠という
名称で呼べただろうか。すでに指摘したようにこの支流の名称は陽渠であるが、これは張純が開いた水
路である。王梁の開鑿は成功しなかった。彼の開鑿した渠は穀水を引いたが、一体、どこで工事を行っ
たのだろうか。これは改めて考慮する必要がある。穀水は瀍水と合流した後に、南で洛水に注ぐ。工事
の場所はこの両水が合流する地点かやや下流の地域であろう。漢の洛陽城の東北に千金堨〔堰のこと〕
があり、有名な水利施設である。この千金堨は何度も壊れては修復され、酈道元が『水経注』を撰述し
た当時も、まだ継続して機能していた。酈道元はこれが王梁と張純の功績であると指摘している（『水

 『元和郡県図志』巻 5・河南道 1 に「石墨山在（寿安）県西三里」とある。唐の寿安県は現在の宜陽県である。
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経注』穀水）。当地の地形と河川の流れを考えると、この見解は妥当であろう。千金堨から下流の、洛
陽城を通過する渠道は、張純が王梁の旧渠を踏襲しなかったため、ふたつの渠道が造られた。王梁の旧
渠は洛陽城の北にあり、皋門橋の東から、大夏門・広莫門を経て、城の東北の角を曲がって南流し、建
春門の石橋の下を通過して、ここで張純の開鑿した渠と合流する。この石橋の右側の柱に銘があり、
「漕
渠の東は河済に通じ、南は江淮を引く、方貢委賦、由りて至る所なり」といい、漕船が常に通行してい
た渠道であったことがうかがえる。張純が開鑿した渠については洛陽城の南にあり、閶闔門から南流し
て西陽門・西明門を経て、東に折れて津陽門・宣陽門・平昌門・開陽門を巡り、再び北に折れて青陽門
と東陽門を巡り、王梁の開鑿した渠と合流して、東流して偃師城の南を経て、東の洛水に注いだ。この
陽渠の開鑿は食糧輸送のためであったが、しかし流域の各地はみな灌漑の恩恵を受けた。酈道元は王梁
の開鑿について、かれは「将に穀水を引き以て京師を漑せんと」したと論じている（『水経注』穀水）。
渠道は連綿と長く、灌漑地域も非常に広範であり、洛陽附近の農業発展に大きく貢献したのである。
〔洛陽には〕このように農地の水利施設があったが、長安には遠く及ばない。長安は都城として関東
各地からの食糧輸送が不可欠であったが、洛陽の東方各地への依存は、長安に比べてさらに切迫してい
たはずである。王梁の開鑿は光武帝の建武５年から６年にかけてで、後漢は建国されたばかりであった。
王朝が成立したばかりで開鑿が行われたことから、当時の切迫の度がうかがえる。隋唐の洛陽城は漢魏
の洛陽城の西にあり、当時陽渠がまだあったとしても、もはや利用することは難しかった。隋の煬帝の
大業元年に開かれた通済渠は、陽渠と同様のはたらきをした。通済渠は穀水・洛水を引き苑西から入っ
て東流して洛水に注ぐ（『隋書』巻３・煬帝紀もしくは巻 24・食貨志）。渠道の方向も大体かつての陽
渠に似ていた。煬帝の通済渠開削は、揚州巡幸のためといわれるが、洛陽への食糧輸送においても決し
て意義がなかったわけではない。唐代の洛陽には洛漕新潭があり、則天武后の大足元年（701 年）に開
削したもので、ここに租を運んできた船を停泊させていた（『新唐書』巻 38・地理志）。唐の高宗は晩
年に、久しく洛陽に居住した。その後則天武后が天授元年（690 年）に唐を改めて周とすると、洛陽は
正式に都城となった。大足元年は天授元年から下ることわずか十年である。食糧輸送量の増加のために
特に新潭を開削したことから、当時の東方からの食糧輸送の需要が後漢初期と同様に、かなり切迫して
いたことがわかる。この通済渠と洛漕新潭の開削は、いずれも当時の洛水の利用が大きく発展したこと
を示している。
洛陽から東へ行くと開封、ここは五代後晋から北宋までの古都である。都城は長安から次第に東へと
移ったが、食料供給の問題はその重要な要因のひとつであり、ために東に行けば行くほど食糧生産の盛
んな地域に接近していったのである。このことは石敬瑭が洛陽から開封に遷都した時の詔書の中に明確
に述べられている。彼はまず洛陽への食糧輸送の困難を「経年の挽栗飛芻して、日を継ぎて民を労めて
衆を動かすも、常に漕運に煩い、供需を給せず」と指摘する。また続いて「今、汴州は水陸の要衝なり。
山河の形勢、乃ち万庾千箱の地、是れ四通八達の郊なり」という（『旧五代史』巻 75・晋書１・高祖紀）。
汴州とは開封のことである。開封は本来四戦の地であり、拠るべき険要の地がなく、都城としては欠点
があった。宋の太祖はこれを見抜いていたが、しかし結局この地から離れなかったのは、やはり食糧の
供給に原因があった（『宋史』巻 260・李懐忠伝）。開封は洛陽の東方に位置するが、物産の豊かな地域
ではなかった。このことは『隋書』に明白に述べられている。開封は隋代には滎陽郡であり、その近隣
の陳留県は梁郡に属していた。『隋書』には「滎陽は古の鄭の地、梁郡は梁孝の古都にして、邪僻傲蕩、

245

旧と其の俗を伝う。今則ち稼穡を好尚すること礼文より重んず。その風皆古より変ず」とある（『隋書』
巻 30・地理志）。隋代にはこのように変化していたが、唐代を経ても、農業はいまだに顕著な発展を見
せなかった。ここが当時において重視されたのは、食糧集積の通路にあたる場所だったからである。都
城となって以降、この地はさらに当時の全国各地の食糧の集積地となった。これは自然を利用して新た
に開削した河流がもたらした局面であった。ここでは隋の煬帝が開削した通済渠から説き起こそう。既
述したように、通済渠は洛陽に始まり、途中、黄河を通過して、現在の河南省滎陽県の西北で黄河から
分かれて東南に流れ、開封城下を通過し、安徽省眙盱県の北で淮水に注ぐ。滎陽県以下、淮水までの通
済渠は唐宋代の汴水である。当時、長江・淮水の間には邗溝があって連絡することができた。通済渠に
よって東南に行くと、淮水・邗溝を通り長江の下流、太湖の流域の物産の豊かな地域に到達することが
できるのである。この地の食糧は以上のような水路を通り、西行して長安と洛陽に運ばれたのである。
中間にある開封は必ず通過する地であり、それゆえ開封は通過地の食料基地といわれたのである。五代
後期から北宋までの時期、開封の周囲には人工の水路が増えた。その主要なものが蔡河と広済河である。
蔡河は一名を恵民河といい、開封の西南の溱・洧諸水を引き、開封を通過して南に流れ、潁水と合流し
た。広済河は一名を五丈河、開封城の西から金水河の河水を引いて東に向かい、現在の山東省西南部に
至って当時の梁山泊に注いだ。梁山泊はかつての大野沢であり、古代の済水の河道にできた巨大な湖で
ある。後に梁山泊以西の済水は干上がり、梁山泊より下流から海に至るまでの済水だけが通じていた。
この水が通じていた箇所の済水が自然に広済河とつながった。開封は黄河と隔たっていたけれども、汴
水の水は黄河から引いていたで、黄河を航行する船は汴水に沿うだけで開封城下に到達することができ
た。このように開封は汴水・黄河・蔡河・広済河の四河の水運の中心となったのである。または、開封
を中心として放射状に四本の水上交通路が出ていたとも言える。北宋初期の制度によれば、毎年汴水か
ら運ばれてくるのは米 300 石・菽〔豆〕100 万石、黄河から運ばれてくるのは粟 50 万石・菽 20 万石、恵
民河から運ばれてくるのは粟 40 万石・菽 20 万石、広済河から運ばれてくるのは粟 20 万石であり（『宋史』
巻 175・食貨志・漕運）、汴水から運ばれてくる米菽だけでも唐代の長安に輸送された最大の量を超え
ている。宋代開封の食糧輸送が主として長江デルタの太湖流域に頼り、陳（治所は現在の河南省淮陽県）
・
蔡（治所は現在の河南省汝南県）と青（治所は現在の山東省益都県）・斉（治所は現在の山東省済南市）
の諸州も相当量を負担していた。陝西にはもう再び建都されることはなかったが、それでも部分的には
食糧輸送の必要があった。開封城内にもしこの４本の河川による食料の輸送がなかったら、
〔都城として〕
継続することは困難だっただろう。
北京附近も食糧生産の盛んな地域ではなく、当地の農業生産高を十分なものにするために、都城とな
るはるか以前から、河川を利用して灌漑する計画がたてられていた。三国魏の時、劉靖が潮水（現在の
永定河）を引いて戻陵堰を造り、車箱渠を開削し、薊（現在の北京市）から西北は昌平（現在の昌平県）
を経、東は漁陽潞（現在の通州）に及ぶまで、灌漑地区は 4、500 里、灌漑田は万余頃であった。後に
西晋の時に至っても補修されていた（『水経注』鮑丘水）。北魏の時、裴延儁は戻陵諸堰だけでなく、旧
督亢渠も修復し、百万余畝の田を灌漑した（『魏書』巻 69・裴延儁伝）。ここでいう旧督亢渠とは戦国
時代に燕の太子丹が荊軻を遣わし秦に献じた督亢陂であり、肥沃な土地であった。督亢陂に渠を引き灌
漑すれば、その利益は大きい。北斉の時、稽曄はまた督亢旧陂を開き、毎年稲粟数十万石を収めている
（
『隋書』巻 24・食貨志）。唐代では農地の水利が最も重視されたが、督亢陂はさらなる拡充はされなかっ
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た。唐代の河北道の渠の築造は少なくなく、冀州（治所は現在の河北省冀県）以北が最も多かったが、
しかし規模はいずれも大きくなかった。灌漑した畝数がはっきり知られるのは、瀛州の治所河間県の長
豊渠が 500 余頃を灌漑したというくらいである（『新唐書』巻 39・地理志）。長豊渠は滹沱水を引いて淇
水に入れ漕運を通じたもので、比較的大きな水利施設ではあるが、それでも灌漑されたのはわずか 500
余頃であり、その他は論ずるに足りない。このような自然状況と具体的な数字は当時の農地の水利施設
が既に開発の限界に達していたこと物語っている。後に元・明・清の各王朝もみなこの方面に力を尽く
したが、前代以上の成果を挙げることはできず、とりわけ北京附近では、戻陵堰や車箱渠のような巨大
な事業は、ついに再び興されることはなかった。北京は後漢及び唐代には幽州の治所であり、辺境防衛
の重鎮であった。前漢の幽州は治所が定まっていなかったが、薊県は戦国時代の燕国の名残を受け、同
様に北方の重鎮であった。漢代のこれらの辺境防衛の重鎮が内地からの食糧供給に頼っていたか否かは、
もはや知ることはできない。唐代前期は辺防のため、常に清河（現在の河北省清河県）に江・淮から輸
送されてきた大量の租布を貯え、北軍の需要に充てていたため、天下の北庫と号された（『新唐書』巻
153・顔真卿伝）。当時の幽州では、このように多くの辺境防衛の軍を養えなかったのである。もしこの
地を都とすれば、食糧供給が問題となるのは確実である。これは当時の人々が自然を利用改造できなかっ
たのではなく、これまで把握してきた状況から考えれば、既に最大限の努力がなされていたのだと言え
よう。
遼国は現在の北京に副都を建設した。いわゆる南京である。副都としては、食糧の問題はまだあまり
切迫していなかった。金が中都を建てた後、問題が次第に現れてくる。はるか隋の煬帝の時に太行山の
東で永済渠が開削され、南は泌水を引いて黄河に入り、北は涿郡に至った。涿郡は後の幽州、すなわち
金の中都である。唐末五代の動乱と宋遼の対立を経て、永済渠は幽州の城下まで通じなくなっていた。
金は中都の食糧問題を解決するため、永済渠の全線にわたる通航を回復したほか、中都から一本の運河
を開削し、その東方の潞県（現在の北京通州市）に通して、潞水（現在の白河）と接続し、その後さら
に永済渠とつなげたため（『金史』巻 110・韓玉伝、『廿二史剳記』巻 28・通恵渠不始于郭守敬）、永済
渠から黄河の流域の各地に通じるようになった。後に元は金の〔築いた〕基礎の上に通恵河を開削した。
金の時の旧河は現在の北京西方の玉泉山の水流を引用していたが、元代では昌平県白浮村の神山泉を引
用し、さらに北京西方の双塔・楡河・一畝・玉泉の諸泉水を合わせた。この河流の流域は、ほぼ金の旧
河のものと同じであった（『元史』巻 16・世祖紀、巻 64・河渠志１、巻 164・郭守敬伝）。通恵河の開削
以前に、元は済州河と会通河を完成させていた。済州河は任城（現在の山東省済寧県）で汶水と泗水を
接続している（『元史』巻 65・河渠志２）。当時の泗水は現在の江蘇省徐州市で黄河に注ぎ、黄河は現
在の江蘇省清江市で淮水を取り込み海に注いだ。この時、江・淮の間の邗溝と江南の運河は依然として
通じており、このため長江下流と太湖の流域の食糧は江南運河と邗溝により北に運ぶことができた。邗
溝から黄河に入り、さらに黄河から泗水と汶水に入り、また汶水から海に入り、海路を通って北へ運ば
れたのである。会通河は須城（現在の山東省東平県）より、安山（現在の東平県の西南、また安民山と
も称す）から臨清に至り、南は済州河につながり、北は御河（永済渠）に接続した（『元史』巻 15・世
祖紀、巻 64・河渠志１）。このように南方から運ばれてきた輸送食糧は済州河から会通河に入り、さら
に御河から北へ運ばれ、潞水に入った。通恵河の開削は潞水まで達した輸送食糧をさらに続けて運ぶた
めであった。これらの運河はあい連なって一本の輸送路となっていた。これが一般に言うところの南北
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大運河である。元代にこのような基礎が定まって以降は、明清両代はこれを踏襲するだけでよく、若干
の修正と改造を加えたのみであった。北京が都城となっても、食糧の供給が重大な問題となるに至らな
かったのは、この大運河によるところが大きい。もちろん海運の助けもあったが、運河はなお主要な輸
送路としての地位を失っていなかったのである。
このような食料不足によって引き起こされる困難は、長江以南に建設された都城では、それ程大きな
問題にはならなかった。南京と杭州もやはりそうである。南京は長江の下流に位置し、太湖からもそれ
程遠くなく、杭州は太湖の南のほとりにあり、唐代中期以降、この地域は全国でも物産も食糧生産も最
も豊富な地域であり続けた。これはこの地の自然条件が非常に優れ、河川が非常に多く、水路が縦横に
走り、随所で水を引くことができたため、改めて多くの改造工事をする必要がなかったからである。〔南
京と杭州は〕長安のようにあらゆる手段を尽くして農地の水利工事を興す必要もなく、さらに洛陽や北
京のように農耕に適する平原が狭いということもなかった。〔しかし〕この地が必ずしも水利を重んじ
なかったということではない。ここでこれらの王朝が行なった水利事業をと逐一列挙しないが、ただ水
利に関する記述や著作はおびただしい数に上っており、状況を垣間見ることができる。例えば宋の単鍔
の『呉中水利書』、明の伍余福の『三呉水利論』、帰有光の『三呉水利録』、帰子寧の『三呉水利附録』は、
みな人々に称賛された。これらの著作中には浚渫についての論述が非常に多い。その他は具体的に論じ
ていない。この地域の食糧生産高は極めて豊富であたが、都城附近には運河の開削が必要であり、それ
によって都城から遠く離れた地域の食糧を輸送したのである。南京は孫呉の時代に早くも都城となって
いた。南京は長江に臨む。長江は流域が長く、支流も多く、交通に非常に便利であった。その一方で風
波が強く、食糧の輸送は損害を受けた。そこで孫呉の時代に、いくつかの河道を改造する工事が行われ
た。当時は既に句容中道が開かれ、小其から雲陽西城に至るまで、会市が通じ、邸閣が造られた（『三
国志』巻 47・呉書・孫権伝）。句容は現在の江蘇省句容県、雲陽は現在の江蘇省丹陽県である。この河
道がいわゆる破岡瀆である（『読史方輿紀要』巻 25・鎮江府）。破岡瀆の開削により、呉郡（治所は現
在の江蘇省蘇州市）
・会稽（治所は現在の浙江省紹興市）両郡の漕船が直接南京に到達でき、長江の「風
涛の険」を免れることができた。孫呉の開削より後、東晋南朝の建康（すなわち現在の南京）はみなそ
の利益を受け継いだ。当時のこの河道の開削は、本来は呉郡・会稽両郡の食糧輸送を便利にするためで
のものであったが、太湖の西側の地域は東側ほど物産が豊かでなかったため、南京が都城となると必要
な食料の供給を当地だけに頼ることはできなかった。後に明の太祖がまた南京を都とした時点で、当地
の自然環境の変化はさほど大きくはなかった。しかし本来の破岡瀆はすでに埋没して通じなくなってい
た。明初の両浙地方の食糧輸送は、一部が太湖以東の江南の運河から鎮江に運ばれ、さらに長江に入っ
て南京に達した以外は、大部分の輸送が、太湖から宜興・溧陽を通過して西行し、高淳県の東壩で石臼
湖に入り、陸運により南京に達した。陸運は当然ながら労力がかかり、煩雑でもある。そのため、明の
太祖は胭脂河を開削し、石臼湖と秦淮河を通じさせた（『明史』巻 132・李新伝）。このようにして両浙
地方からの漕船は南京に直接到達できるようになった。石臼湖の水は安徽省当塗県で長江に流れ込むの
で、長江の中上流から来た漕船は、当塗県から石臼河に入り、さらに胭脂河を経て南京に到達できる。
胭脂河はあまり長い河流ではなく、当時はただ当地の胭脂岡を開削しただけにすぎず、工事も大きくな
かったが、大きな恩恵を受けることになったのである。杭州は都城としては、食糧供給の面で南京より
はるかに優れていた。しかし南宋は杭州でも漕運〔に用いる〕河道の開削に意を払った。銭塘江の北、
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太湖の南のほとりには、あまたの塘河があるが、これらの塘河がいつ頃築造されたのかを明確にするこ
とは難しい。しかし海寧県の運塘河と二十五里塘河は南宋の開削であり、また、江南の運河と関連した
ものである（嘉慶『大清一統志』巻 283・杭州府）。これらはみな小型の河道であり、大局には影響し
ないため、贅言しない。南宋が最も力を尽したのは銭塘江以南の運河であった。元々、唐代の孟簡がこ
こに新河を開削し、一定の基礎を定めていた（『旧唐書』巻 163・孟簡伝、『新唐書』巻 41・地理志）。
宋人は引き続き力を尽し、その規模をさらに拡大したのである。この運河は蕭山県銭塘江のほとり西興
鎮から始まり、東流して現在の紹興・上虞を経て姚江に接続する（嘉慶『大清一統志』巻 294・紹興府）。
以上のことから、都城の食糧問題は歴代王朝ないし政権がみな直面する難題だということが分かる。彼
らは自己の統治を強固にするため、みな自然を利用改造する方法を考えていた。その成果は大小異なる
が、困難を一定程度解決することはできたのである。

第４節

都城附近の土壌の改良と重要作物栽培地域の拡大

これまで述べてきたように、都城の食糧問題を解決するには２つの方法しかなかった。都城附近の農
業生産を発展させることと、水路を開削して他地域からの輸送に依存することである。漕運は重要なも
のだが、万一途絶したり遮断されたりすれば、重大な問題がもたらされる。歴代王朝ないし政権はいず
れも同様の困難を経験したのであるが、とりわけ唐朝における問題が最も突出していた。唐初の都城で
ある長安は関中に位置しており、凶作に見舞われるたびに皇帝は長安を去って東都洛陽に赴いて生活し
たが、これはまったく「逃荒」〔飢饉のために他所へ逃れる〕と変わらない（『資治通鑑』巻 203・唐紀
19、巻 29・唐紀 25）。唐代後期、地方の藩鎮勢力は運道を強力に支配し、唐朝に打撃を与えようとした。
徳宗の時、輸送路の遮断によって食糧が予定通り長安に届くのが困難になり、皇帝の親衛軍が騒乱を起
こすという事態を引き起こし、情勢は危険極まりなかった（『資治通鑑』巻 232・唐紀 48）。その他の王
朝ないし政権ではここまで深刻ではなかったが、やはり為政者は常に深い不安を抱いていたのである。
都城附近の農業生産の発展のために、各王朝あるいは政権はみな力を尽した。前節で述べたように農
地の水利は重要な措置のひとつであった。ここでは土壌の改良について略述したい。秦漢時代の咸陽と
長安附近では以下のような経営を行ってきた。咸陽と長安は関中平原に位置し、関中平原は『尚書』禹
貢篇では雍州に属す。雍州の土壌は「黄壌」であり、当時全国の土壌はそれぞれ肥沃の程度によって九
等に分けられていた。雍州の黄壌だけが上上等とされ、全国で最高の土壌であった。黄壌とは現在の黄
土のことである。黄土は、降水量が比較的多いか、あるいは水を引いて灌漑ができる地域であれば農作
物の成長に適する。ここに建都した王朝あるいは政権はみな農地の水利の発展に注意し、あらゆる手段
を尽くし、いずれも一定の成果を収めたことは、前節で述べた通りである。当地の人々は土壌の利用と
改造についても相当に重視した。『呂氏春秋』の「上農」「任地」「辨土」「審時」等の四篇は農業と土壌
の問題について専門的に述べたものである。この４篇は戦国末期の一般的な農業の状況を述べたのであ
り、決して秦の土地だけを指していったのではないとも言われている。しかしこの書は関中で撰述され
たのであり、秦の地方的色彩がまったく表われていないとは言えない。「任地篇」には「凡そ耕の大方、
力は柔を欲し、柔は力を欲す。息は労を欲し、労は息を欲す。棘は肥を欲し、肥は棘を欲す。急は緩を
欲し、緩は急を欲す。湿は燥を欲し、燥は湿を欲す」とある。これは次のようなことを述べたものであ
る。堅い土地は柔軟にし、柔軟な土地は適度に堅くすること。休耕させた土地は再び栽培を行うべきで、

249

栽培が何度も行われた土地は、休耕させるべきこと。黒い土や堅い土は急であり、砂や柔らかい土は緩
であり、緩急の土が均しくあるのが丁度よい。低湿で近くに汚れた泉のある土地は湿であり、高所で乾
燥した土地は燥、燥湿も適当でなければならない。このような耕作方法は黄土地区において非常に適し
ていると言えるだろう。
『尚書』禹貢篇が当時の全国の土地を分けて九等としたのは、九州の区画により分けたものである。
これは大雑把な区分にすぎない。なぜなら全土は広大で、土壌種類も多く、一州の内に一種類の土壌し
かないとは限らないからである。関中にあってもそうである。関中は黄土の他に広範囲のアルカリ性の
土壌があった。現在の涇陽・三原・高陵・蒲城の諸県は当時のアルカリ土壌地域の一部であった。『呂
氏春秋』任地篇の冒頭に引用した后稷の言に「子能く吾が士（土）を靖くして甽もて浴士（土）せんや」
とある。ここでいう靖は浄の意味であり、土壌中にアルカリ成分を多く含まないようにしたものである。
甽は田の畦と畦の間の溝のことであり、これによって排水しアルカリ分を洗い流したのである。これは
局地的或いは小規模のアルカリ性土壌の整備方法であった。大規模なものとしては鄭国渠の開削が挙げ
られる。既に述べたように、鄭国渠は現在の涇陽県から涇水の水を引いて東は蒲城に至って洛水に合流
しているが、その流域はアルカリ土壌地帯である。鄭国渠が完成して後、「填閼の水」を用いて「潟鹵
の地」を灌漑したという（『史記』巻 29・河渠書）。「潟鹵の地」とはアルカリ土壌の地であり、「填閼
の水」は水の濁っていることをいったものである。このような灌漑とは水を引いてアルカリを押し流す
ことにほかならない。渠の濁水により、アルカリ土壌の上を非アルカリ土壌の層で覆うことができたの
である。このような土壌改良は巨大な成果をあげ、１畝の土地から１鍾を収めることができた。１鍾は
６斛４斗であり、当時では非常に高い収穫量であった。秦漢代には、鄭国渠は流れのつまる所も多かっ
たが、この種のアルカリ土壌を改良する事業が中止されることはなかった。前漢中期の白渠の開削は、
この事業の継続であった。白渠の流れるところの地域は鄭国渠と若干異なるが、いずれもアルカリ土壌
地帯である。当時、民間では白渠の恩恵を「涇水一石、其の泥数斗、且つは漑し且つは糞し、我が禾黍
を長からしむ」と称えた（『漢書』巻 29・溝洫志）。一石の水に数斗の泥とは、水中に含まれる泥の量
の多いことがわかる。このように多くの泥土で、洗い流されたアルカリ土壌の上を覆うのであるから、
当然、禾黍を盛んに成長させ、最高の収穫を得ることができた。このような改良方法は灌漑と結びつい
て一緒になり、以後のいくつかの王朝ないし政権はみな踏襲し運用した。アルカリ土壌の最も強い土地
は漢代の蓮勺県、現在の蒲城県の南部であり、当時は滷中と称された（『漢書』巻８・宣帝紀）。現在に
至ってもなお滷泊灘と呼ばれており、塩湖のようである。このような改良事業が継続して行われていっ
たことが見て取れよう。
長安の周囲の関中地域には沼沢地もあり、これも農業の発展に対する妨げとなった。関中では何本か
の河川がいずれも沮水と呼ばれた。『詩経』大雅・緜には「民の初めて生じるや、自ら沮漆に土す」と
あり、
『詩経』周頌・潜には「猗与、沮漆や」とある。ここでいう沮水とは現在の陝西省の岐山・扶風


両県を流れる韋河である。『詩経』小雅・吉日には「漆沮の従、天子の所」とある。ここでいう漆沮は
涇水の東であり（朱熹『詩集伝』）、現在の陝西省耀県城の東西から出て、下流で一本に合流する石川河
のことである。洛水にもまた漆沮の名称があった（『尚書』禹貢偽孔伝、『漢書』巻 28・地理志顔注）。
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沮水という名は、河辺に沮洳地〔沼沢地〕が多かったことと関係がある（辛樹幟『禹貢新解』）。当然な
がら沼地があるのは農作物の栽培には適していない。当時、現在の岐山・扶風の間の沼地をどのように
して改良したかについては、関連する文献の記録が見あたらない。洛水下流の沼地の改良には、洛水を
引いて開削した龍首渠による灌漑という手段が採られた。『漢書』溝洫志には、「武帝の時、厳熊言えら
く『臨晋の民、洛を穿ち以て重泉以東の万余頃の故悪地を漑せんことを願う。誠に即ち水を得たれば、
畝ごとに十石を令すべし』」という。臨晋は現在の陝西省大荔県であり、重泉は現在の陝西省蒲城県の
東である。この地は洛水の流域であり、洛水は漆沮水であるから、いわゆる悪地とはまさに沼地のこと
であろう。ある人は、現在の陝西省大荔・蒲城両県の洛水の河谷は深く地面をえぐっており、その傍ら
にどうして沼地ができるだろうかと述べている。しかし、現在の洛水の河谷は深いが、後世の絶え間な
い浸食によって形成されたものであり、当時の状況とは異なる。当時開削された龍首渠の遺構が遺存し
ているが、現在の洛水の河床はその 10 ｍあまり下にあり、これが具体的な証拠である。もし、現在の
石川河が当時の沮水であるならば、この沮水は鄭国渠の流域にあたり、その傍の沼地は鄭国渠の開削に
よって適切な改良を得ることができたであろう。
河川を引いて淤田〔泥水を田に流し込んで土壌を改良すること〕を行う事例は北宋の開封にも見られ
るが、しかし開封で淤田を行ったのはアルカリ土壌だけでなく、砂地とやせ地に対しても行われた。北
宋の淤田は神宗の熙寧年間に始まり、これは王安石の提唱した新法の措置のひとつとしてであった（『宋
史』巻 94・河渠志４）。当時はまだ政府の中に淤田事業を専門に管理する淤田司が設けられていた。淤
10

田司の設置は前後わずか 10 年のことであったが、多くの業績を挙げた。当時の淤田は各地で行なわれ、
開封だけではなかった。引かれた河川は、黄河・汴水・漳水・洛水・胡盧水・滹沱水・汾水が含まれて
いる。漳・洛以下の諸水はみな黄河以北にあり、ただ汴水のみが黄河以南にあって、開封城下及びその
南北各地を流れている。汴水の水を引用して淤田された陽武県（現在の河南省原陽県）には砂地とアル
カリ土壌があった。陳留（現在の河南省開封市の南）にもアルカリ土壌があった。都の東と西にはまだ
少なからぬアルカリ土壌があり、その他は一般に瘠地であった（『宋史』巻 95・河渠志５）。これらの
アルカリ土壌と砂地および瘠地は開封附近にあっても非常に広範であり、数百里を見渡しても果てがな
かった。当時の文献には具体的な淤田の畝数について多くの記載は見られないが、わずかに熙寧 10 年
の２つの記事から推察できる。ひとつは 9000 余頃、ひとつは 8700 余頃、元豊元年には別に１件あり
5000 余頃であるといい（『宋史』巻 95・河渠志５）、みな〔事実とは〕認められないほど大きな数値で
ある。熙寧９年の記載によれば、京東・京西は毎年のように淤田を行い、アルカリ土壌の土地は、こと
ごとく沃野となり、その利益は極めて大きかったという（『宋史』巻 95・河渠志５）。相当の成果をあ
げたことがわかる。
当時の汴水の水源はかつて一度洛水の水を引用したほかは、つねに黄河の水を引用していた。黄河の
水を引用して淤田が可能であったのは、当時、黄河の水勢や水中に含まれる泥砂等の物質の変化の法則
を掌握していたためである。一年の季節の変化によって、河川は時に水位が上下し、水中に含まれる泥
砂等の物質も同じではなく、それに応じて異なった水の名があった。七月中旬以後の水流は「礬山水」
と称された。これは「朔野の地、深山窮谷なれば、固より陽沍寒にして、氷堅く晩泮なり。盛夏に逮び、
10 『宋史』巻 95・河渠志 5 に元豊元年に淤田司を罷めたとある。神宗熙寧元年の詔に諸路に農田水利を監督する官を置
くとあり、淤田司もその時に置かれたのであろう。
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消釈方尽す。而して沃蕩山石、水は礬腥を帯び、并に河に流る」ため、
「礬山水」と称されたのである（『宋
史』巻 91・河渠志１）。この時は水中に大量の肥料成分が含まれているので、最も淤田に適している。
また水の勢いから「薦浪水」とも呼ばれるものがある。これは「湍怒略停、勢稍汨起、行舟之に値らば
多く溺す」
という水勢である。こうした水流に含まれる泥砂も時によって異なっていた。
「水退き淤淀す。
夏なれば則ち膠土肥腴、初秋なれば則ち黄滅土、頗る疏壤為り。深秋なれば則ち白滅土、霜降後は皆沙
なり」
（
『宋史』巻 91・河渠志１）。当時、黄河の流水の変化の法則を掌握できていたので、このように
法則を運用して自然を改造することが可能だったのである。むろんアルカリ土壌、砂地や瘠地は、ただ
厚さ一尺の泥砂を堆積させるだけで、肥沃な土地となったのである。
金元及びそれ以降の北京はこのような淤田に関する記載はあまり見られない。北京は渤海から遠くな
かった。渤海をめぐる海岸は、遼東から青〔州〕・斉〔州〕に及び、非常に長い。以前の人々はこちら
の方面で利用の方法を考えることが少なく、まったくヨシの生えるに任せ、荒地となっていた。実際に
はここは海潮により、次第に沃野とすることが可能であった。元代に虞集がまずこれに注目し、浙江の
人の方法を用い、堤防を築いて水を防ぎ田地を作り、農業を発展させ、農民を召して田地を授けようと
した。およそ一万人を召し出し、万夫の長を任命し、それに千夫・百夫以下を任じようとしたのである。
彼の予想では、この案が実行されれば、10 年後には京東方面で民兵数万を得ることが可能となり、京
師を防衛し、東方の異民族を防ぐことができ、またはるか東南に海運を拡げて、疲弊していた人々を豊
かにすることができるはずであった。この計画は反対によって当時は実施されなかったが、しかし少し
時期を遅らせて、元朝は彼の構想をもとに、海口に万戸を設けたのであった（『元史』巻 181・虞集伝）。
しかしこのように広大な範囲の渤海沿岸各地に、わずかに設置された万戸の府だけでは、なんら大きな
影響を与えることはできなかった。明代中期以後、徐貞明はまた虞集の構想を継承し、北は永平（治所
は現在の河北省盧龍県）・灤州（現在の河北省灤県）から、南は滄州（治所は現在の河北省滄州市）・慶
雲まで、堰を築いて海水を塞いで稲田とし、南方の人々を招集して耕作させ、万里に及ぶ荒れた砂浜を、
良田とする提案を行なった。徐貞明は計画を提出しただけでなく、
〔実行の〕機会も得、自ら指揮をとっ
た。かれはまず永平から開始して、南方の人々を召して指導者とし、一年の間に、開墾した田地は 3 万
9 千余畝におよんだ。しかし反対勢力が大きくなったため、やはり中止された（徐貞明『潞水客談』、
『明
史』巻 223・徐貞明伝）。それでもこのような自然の利用と改造の可能性が発見された後は、いくつか
の人為的な困難も最終的にはこれを阻止することができなかった。後に清代に至ると、渤海沿岸では各
地で居住地が増加密集するようになった（譚其驤『中国歴史地図集』第８冊）。これは海潮が堆積させ
た砂地を、絶えず利用改造し、肥沃な土地としたことをよく物語っている。
徐貞明はさらに順天（府治はすなわち北京）・真定（治所は現在の河北省北正定県）・河間（治所は現
在の河北省河間県）の諸府の沼沢地を整備すべきことを提案した。また、高橋（現在の河北省新城県）
・
白洋の諸淀は、大きいものは周囲１・２百里、小さいものでも４・50 里あり、夏秋に過度の降雨があ
ると、沃土がアルカリ土に変化し、豆麦がヨシとなってしまい、その損失の大きさを指摘した（『明史』
巻 223・徐貞明伝）。徐貞明はこれらの改良が必要な場所を指摘したが、〔実際に〕改良はできなかった。
後に清代に至っても、徹底した改良工事はされず、自然の変化に任せていた。高橋淀は清代には既に高
橋洼となっていた。淀〔浅いよどみ〕から洼〔窪地〕になったのは、明らかに水勢が弱くなり、あるい
はほとんど涸れてしまい、田地にすることができなくなったのであり、〔改良工事が行なわれなかった
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ことの〕具体的な証拠である。
いくつかの都城附近では、土壌改良だけでなく、重要作物の栽培も広められた。西周が豊鎬に都した
時、当地の農作物は「之の荏菽を藝う、荏菽、旆旆たり、禾役、穟穟たり、麻麦、幪幪たり、瓜瓞、唪
唪たり」と称えられた（『詩経』大雅・生民）。これは大豆は生長してこのように繁茂し、苗は生長して
このように整然とし、麻麦は成長してこのように生い茂り、大瓜と小瓜は実を結んでこのように多いと
いうことをいったものである。これによれば、農作物の品種が相当揃っていたことがわかる。ここでは
黍稷はあげられていない。〔しかし〕実際には黍稷は当時も重要な農作物であった。『詩経』にはしばし
ば、
「黍稷重 」（『詩経』国風・豳風・七月）「黍稷彧彧」（『詩経』小雅・谷風之什・信南山）「黍稷巍巍」
（
『詩経』小雅・甫田之什・甫田）「黍稷茂止」（『詩経』周頌・閔予小子之什・良耜）などとあり、その
うえ特に「黍離」という一篇が存在し、これはまさに西周滅亡の後、周の大夫が再び宗周に至り、宗廟
や宮殿を訪れ、残された廃墟が禾黍に覆われているのを見、周王室の顛覆に心を痛め、立ち去ることが
できず、そこで作られた詩篇である。これらはすべて黍稷の当時の栽培における普遍性と重要性を明示
している。周の人々はこれらの農作物を連称し「黍稷稲粱」としたが、麦という語が入っていない。西
周代がそうであっただけでなく、前漢の中期までずっと、長安附近の人々は麦作をまだ重視していなかっ
た。当時涇水の水を引いて築造された白渠は、渠の流域を灌漑し、農作物の生長を促進した。この渠の
恩恵を称えた歌があり、
「既に漑し且つ糞し、我が禾黍を長からしむ、衣食京師、億万の口」といった（『漢
書』巻 29・溝洫志）。ここでいう禾黍は決して偶然に出た言辞ではなく、灌漑された農地では禾黍を栽
培することが多く、禾黍が当地の最も重要な農作物であったからである。漢の武帝の時、董仲舒は上書
して、
「
『春秋』は他穀は書せず、麦禾に至りては成らざれば則ち之を書す、此れを以て見るに聖人は五
穀において最も麦と禾とを重んずるなり。今関中の俗は麦を種るを好まず、是れ歳は『春秋』の重んず
る所を失い、而して生民の具を損なうなり」と説いた（『漢書』巻 24・食貨志上）。董仲舒の本貫は関
東であり、関東の各地は麦を生産する地域であったから、関中で麦を作らないことが不思議だったので
あろう。そこで武帝に向って、「願わくは詔を大司農に下し、関中の民をして益ます宿麦を種えしめ、
後時なからしめんことを」と陳情した（『漢書』巻 24・食貨志上）。董仲舒のこの建議は非常に重要で
あり、漢の武帝の同意を得て、実際に推し進められた。前漢の末期、氾勝之は撰述した書の中で、「凡
そ田に六道有り、麦もて首種と為す、麦を種うるに時を得れば善からざることなし、夏至の後七十日し
て、宿麦を種うべし」と説いた。氾勝之は三輔で農業を指導した（『漢書』巻 30・芸文志注）。三輔は
関中平原を包括する地域である。関中の人々は麦作を好まなかったが、一変して麦が主となった、これ
は大きな変化である。一般的には麦の収穫量は黍稷より多いため、大々的に関中の農業生産を促進した
のである。関中での麦の栽培はこのようにしっかりと根付き、受け継がれていった。後世の『晋書』食
貨志にも特にこの一節が書かれている「昔、漢、軽車使者の氾勝之を遣わし三輔を督して麦を種えしめ、
而して関中遂に穰なり」と。
関中の稲作についても、先に引用した『詩経』の「黍稷稲粱」が具体的な証拠になる。稲作は灌漑能
力を必要とする。そこで『詩経』にはまた「滮池北流し、彼の稲田を浸す」という（『詩経』小雅・魚
藻之什・白華）。滮池は豊鎬の間にあり、王都附近では、水利があり稲田があったことがわかる。『氾勝
之書』には稲作についての専章があった（『斉民要術』巻２・水稲第 11 に引く氾勝之書）。稲が長安附
近でも主要農作物であったことがわかる。

253

『周礼』の述べる九州の〔記事の〕中には、いずれも各州の農作物について付言されている。関中は『周
礼』では雍州に属しており、そして雍州はすなわち「穀は黍稷に宜なり」であって、まだ稲だけでなく、
麦もあげられていない。『周礼』は戦国時代の人の筆になると考えられるので、関中の麦と稲があげら
れていないのも、異とするにはあたらない。『周礼』は豫州について「其の穀五種に宜なり」といい、
幽州について「其の穀三種に宜なり」という。いわゆる五種とは黍・稷・麦・稲・菽である。三種とは
すなわち黍・稷・稲を指す（『漢書』巻 28 上・地理志上注）。洛陽と開封はいずれも『周礼』では豫州
に属し、北京は幽州に属している。洛陽・開封・北京の３ヶ所ははるか戦国の時代から既に稲作を行っ
ていたのである。『戦国策』には、東周が稲作を望んだが、西周は水を流さなかったと記されている（東
周策）
。
『後漢書』には張堪が狐奴（現在の北京市順義県の北）で稲田 8000 余頃を開いたというのは（『後
漢書』巻 31・張堪伝）、いずれも『周礼』の傍証となろう。実のところこれらの地方は充分な灌漑用の
水源がありさえすれば、稲の栽培を拡大することができるのである。宋代の陳世修は、陳州（治所は現
在の南淮陽県）八丈溝の故道を浚渫し、大江・百尺等の陂塘を復興すれば、数百里が稲田になると献策
した。時に開封・陳留・咸平（現在の河南省通許県）の三県は稲作を望み、そこで汴水の清水を引いて
塘に引き入れ灌漑することを請うた（『宋史』巻 95・河渠志５）。何承矩は雄・覇（治所は現在の河北
省雄県・覇県）等の州に滹沱水及び諸々の陂塘の水を引いて灌漑して稲作を行い、公私みな利益を得て、
とりわけ人々の賞賛を受けたのであった（『宋史』巻 176・食貨志上４）。先にあげた虞集と徐貞明は渤
海の海岸に堰を築いて水を防ぎ、荒れた砂浜を良質の田に変えた。この計画は浙人の方法を援用したも
ので、浙人の習慣を受け継いで、大いに稲作が行われたのである。明末に至るまで、良郷・涿州（現在
の河北省涿県）の水田は、なお徐貞明の余沢であり（『農政全書』巻９・農事・開墾下）、当時の稲作地
域の広大さが知られる。
このような土壌改良と重要作物の増産が可能であった、それゆえいくつかの都城附近の農業はいっそ
う多くの成功を収めたのである。

第５節

都城附近の植生の保護と破壊

植生には水源の確保や気候を調節する作用があり、中でも森林のもつ作用はきわめて明らかである。
その上都城附近の森林は心地よい景観をつくりだす。歴代王朝の都城附近の植生はそれぞれに特色があ
り、当時及び後世の人々から賞賛された。
長安は関中平原に位置している。西周が豊鎬に都した頃、関中平原はまだ広大な森林地帯であった。
森林の多さによって、平林（『詩経』小雅・甫田之什・車牽、大雅・生民之什・生民）とも中林（『詩経』
小雅・節南山之什・正月、大雅・蕩之什・柔桑）とも称された。平林または中林は混合林のことである。
他にある一種の樹木からなる森林もあり、例えば棫林（近年出土した （音は終）簋）や桃林（『史記』
巻４・周本紀）は明らかに単一の棫〔ヘンカクボク〕や桃の樹から成っている。関中平原の北方の北山
と南方の秦嶺に至ってはさらに樹木や草木が生い茂っていて、これは『詩経』と『山海経』中に具体的
な記載があるが、ここでは一々あげない。森林が非常に多く、一面に広がっていたため、戦国の末期に
なるまで、人々は当地を「山林川谷の美、天材の利多し」と称えたのである（『荀子』強国篇）。さらに
遠く隴山以西に至っても、やはり森林が広がり、渭水の上流各地に広がっていた（『漢書』巻 28 下・地
理志下）
。
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人口の増加、農業の不断の発展により、森林も相応の破壊を被ることとなり、都城附近はとりわけ顕
著であった。都城が置かれた後、建築用材も大量に増加したため、必然的にこれは附近の山林から調達
される。さらに都城中の炭薪の消費も、森林に重大な損失を与えたのである。周から漢代にいたるまで、
その間の変化は明らかにわかる。漢代の関中は「陸海」と称され、九州の中の肥沃な地とされていたが、
鄠（現在の戸県）・杜（現在の長安県）の竹林があるのみで、南山の檀〔檀木〕柘〔やまぐわ〕と並び
称されたということは（『漢書』巻 28 下・地理志、巻 65・東方朔伝）、広漠な平原のみで他に森林がな
くなっていたと言えるだろう。漢代の長安及びその附近の宮殿は非常に多く、現在の周至県には長楊宮
（
『漢書』巻 10・成帝紀）と五柞宮（『漢書』巻６・武帝紀）があった。五柞宮の名は宮内に５本の柞の
樹〔ははそ〕があったことに由来する。長楊宮の名も宮内に多くの長楊の樹があるということによる。
宮内に柞樹と楊樹の生えているのがこのように珍しいことから、当時の関中平原は既に森林がなかった
と見られる。そうでなければ、帝室の宮城のような重要なものが、どうして数本の樹木に基づいて命名
されるだろうか？この平原の森林が失われた後は、必然的に次は南北の山地が破壊される。前漢が滅び
た後、後漢は洛陽に遷都した。後漢の歴史は 200 年、これは短いとは言えないが、しかし 200 年の間に
関中の南北の二山の破壊された森林はなお回復しなかった。後漢の末期、董卓が献帝に迫って都を長安
に遷した時、隴右の材木を利用して宮殿を建築しようしたことが（『後漢書』巻 54・楊彪伝）、この時
の状況を明らかにしている。これより後、長い回復期間を経て、隋唐王朝が再び長安を都とした頃、秦
嶺の山上は再び草木が青々と茂り、いたるところ欝蒼とした森林であって、甚だしくは長安城の東南の
曲江池附近のように、池の水に山上の木々の色が反射するのが見られるほどであった（『全唐詩』巻
212・高適「同薛司直秋霽曲江俯見南山作）。しかし隋唐代に建設された新たな長安城のために、秦嶺の
森林の自然は再度の破壊から免れ難く、唐代中期には、長安附近の諸山は既に伐採するに足る巨木が無
く、遠く嵐（治所は現在の山西省嵐県の北）・勝（治所は現在の内モンゴル自治区ジュンガル旗の東北）
の諸州に求めなければならなかった。
秦漢と隋唐が咸陽及び長安を都城とした時、付近の森林が破壊されただけでなく、近郊の草原地域も
同様の運命に遭った。もともと関中の農耕地域の北部は草原地帯に連なっていた。咸陽と長安が相次い
で都城となり、農業地域が北に向かって拡大すると、草原地域は当然北に後退する。戦国の末期、秦国
は既に咸陽を都としており、さらに西北の各地に郡県を設置し、その中の北地郡は現在の甘粛省東北部
の涇水の上流に設けられた。北地郡の設置は当地が既に草原地域から変化して農業地域となっていたこ
とを明示している。秦漢王朝が継起すると、さらにこの地へ人口が移動し、残っていた草原もすべて開
墾し尽された。草原の破壊は水土の流失を促進する。涇水は西周代には非常に透き通っており、渭水に
比べてもさらに透き通っていた（『詩経』邶風・谷風）。秦漢代に至ってはかなり濁っており、鄭国渠が
開削された時、〔涇水から〕引かれたのは「填閼の水」であった。後に白渠が開削されると、また「涇
水一石、その泥数斗」と表現されたが、これらはすべて涇水の濁りの程度を説明している。前漢と隋唐
の間、長安はいくつかの政権が都城としたが、その歴史はいずれも短く、植生の破壊は深刻なものに至
らず、そのうえ農耕地域は明らかに北から南に後退し、草原は再び拡大して、この時期の涇水はまた透
き通った。しかし隋唐両代は秦漢と同様に、涇水の上流に幾多の州県を設置したので、農業が復興し、
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水土の流失は引き続き激化し、涇水は以前にも増して濁るに至った。涇水がこうであるから、渭水も変
化を被らないはずはなく、隴山以西の渭水の上流の森林は同様に大量の伐採に遭い、水土の流失は深刻
で、渭水も大量の泥砂を含むようになった。これらはみな長安附近の水運に影響したのである。
長安は渭水に臨んでいる。渭水は本来通航・水運が可能であった。渭水の通航は春秋時代の記録に初
めて見られる。この時の船は秦国の都城雍の附近（『左伝』僖公 13 年）、現在の地理でいえば、宝鶏県
にまで到達したのである。秦漢王朝の成立後、咸陽と長安が前後して渭水の水運、関東の食糧輸送の終
点となった。後に隋唐時代に至っても同様であった。前漢と隋唐はみな渭水の水運を利用したが、しか
しいずれも別に長安から渭水に沿って東流する漕渠を開削した。これは渭水がもとより運輸の水道とし
て利用が可能だったが、問題がなかったわけではないことを説明している。しかし前漢時代の問題と隋
唐時代のそれは完全に同じではなかった。前漢が渭水に沿った漕渠を開削したのは、長安より下流の渭
水の航路が長大だったからである。渭水の下流は湾曲が多いため、航路は 900 余里あった。成渠が開削
されると、航路はわずか 300 余里となり、３分の２の行程が省かれ、しかも輸送が中止された後も渠水
は灌漑に利用することができ、前漢王朝はもちろん進んでこれを行ったのである（『漢書』巻 29・溝洫志）。
隋唐の漕渠は隋の文帝の時に開削されたが、これは渭水の含む砂が大量であり、河床に厚く砂が堆積し、
航行に不便だったためである。当時開削のために、特別に詔書が下された。「渭川の水力は大小常無く、
流、浅く沙、深かれば、即ち阻閡を成す。其の途路を計るに、数百のみなるに、動もすれば気序を移し、
往復する能わず、操舟の役、人も亦た労止す」という（『隋書』巻 25・食貨志）。隋代の漕渠の開削と
航路の短縮が無関係ではなかったことがわかる。唐代中期に至ると、漕渠は塞がり、食糧輸送は渭水の
運輸によるほかなく、時には砂を掘り出して船を通すこともあり、その間の艱難辛苦は推して知るべし
である（
『新唐書』巻 53・食貨志）。残念ながら、当時の人々は、植生の破壊の影響がどれほど巨大で
あるか、その実態を完全には理解することができなかったのである。
洛陽の周囲にも山があり、山上の森林はやはり都城の建設と人口の増加によって相当の破壊を受けた。
早くも前漢の初期には、景帝の外戚竇少君が身分の低かった頃、主人のために宜陽の山中で木を伐り炭
を焼き、その仲間は百余人もいたという（『漢書』巻 97 上・外戚列伝上）。漢代の宜陽は現在の宜陽県
の西、洛水の北であり、洛陽との距離は決して遠いというわけではない。竇少君の主家が宜陽の人か、
あるいは洛陽の人であったかは、文献の記載には見られない。洛陽は宜陽から離れておらず、また当時
の河南郡の治所であり、人口は比較的多く、木炭の用途はさらに多かった。宜陽が焼炭の地域となって
いたのであるから、洛陽近傍の山地の森林も〔破壊を〕免れることはできなかった。洛陽附近の森林は
残っているものが少なく、当地の需要に応えるのが難しかったので、宜陽山に求めざるを得なかったと
いうことさえできるだろう。炭を焼くことは生活の中の細事であり、これ以上は論じない。洛陽城中の
建築に必要とされる材木は、それから周囲の山中で伐採された。洛陽は後漢魏晋の時代に相継いで都城
が建てられたが、遠方から材木を運んだということは伝わらず、まだ附近の山から採取していた。西晋
末期の永嘉の乱より、洛陽が荒廃して以降、北魏の孝文帝の遷都に至るまで、その間隔は 200 年近くで
あるが、これは相当に長いと言える。洛陽附近の山林は当然ある程度回復したはずである。北魏が洛陽
を都としたのは、魏晋の旧都を踏襲したのだといっても、実際には別に新しい都城を建てたのであった。
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その規模の大きさは、当時ほとんど比肩し得るものはなかった。しかし都城の建設に必要な材木は遠く
西河の地、現在の呂梁山に求めざるを得なかった（『周書』巻 18・王羆伝）。なぜこのようなことになっ
たのか？答えは１つ。すなわち洛陽附近の諸山の森林は回復しつつあったが、完全に以前と同じ状態に
はならず、当時の需要を満足させることが難しかったからである。唐代には材木を産出する地方に６つ
の監が置かれ、いずれも伐採事業を管理した（『旧唐書』巻 44・職官志）。その中で百工・庫谷・斜谷
の三監は、それぞれ陳倉（現在の陝西省宝鶏市）
・鄠県（現在の陝西省戸県）
・郿県（現在の陝西省眉県）
に設けられ、みな秦嶺山中で伐採を行って、都城長安に材木を供給した。その他の就谷・太陰・伊陽の
三監は、それぞれ王屋（現在の河南省済源県の西）・陸渾（現在の河南省嵩県東北）・伊陽（現在の嵩県
西南）の三県に設けられ、王屋山と熊耳山の材木を伐採し、東都洛陽の需要に充てた。王屋山と熊耳山
はいずれも洛陽から遥か遠く、特に王屋山は黄河以北にあり、材木の輸送には困難が多かったけれども、
当時このような場所で材木を伐採しなければならなかったことから、洛陽附近の諸山には既にこれと
いった森林が存在していなかったことがわかる。
洛陽附近の熊耳・外方等の山地と黄土高原は同じではない。黄土は柔らかくて、侵食に耐えられず、
そこで涇・渭の諸水はみな泥砂が多く、水色は濁っている。〔一方、洛陽附近の〕山地は石質が多くて、
侵食を受けにくいので、洛陽附近の山林は破壊を受けることが多かったけれども、伊・洛両水は明らか
な影響を受けなかった。唐人の詩に「周秦幾時変るも、伊洛の水、猶お清し」という（『全唐詩』巻
595・于武陵「過洛陽城」）。これはそうした状況をおおよそ述べたものである。しかし洛陽を通過する
諸河水がいかなる変化もなかったわけではない。既に説明したように、洛陽を通過する河流の主要なも
のは伊・洛・瀍・澗の四水である。その中では瀍水が最も短い。瀍水の水源地は洛陽北方の邙山にあり、
邙山から流れ下って洛水に注ぐ。澗水は瀍水に比べると長いが、しかし伊・洛両水とは比較にならない。
しかし瀍・澗両水は常に伊・洛両水と共にあげられた。『尚書』禹貢篇には「伊・洛・瀍・澗、既に河
に入る」とある。禹貢篇はさらに「洛を道き熊耳よりし、東北して瀍・澗に会し、又た東して伊に会し、
又た東北して河に入る」ともいう。瀍水が洛水の重要な支流であり、洛陽附近の比較的大きな河川であっ
たことがわかる。前述したように後漢代に王梁と張純が陽渠を開削した時、千金堨も建造された。後に
魏晋と北魏の諸王朝も補修し、有名な水利施設となったのである。この千金堨は穀水と瀍水の合流地点
ないしやや下流の場所にあった。何のために千金堨をここに造ったのであろうか。２つしか理由はない。
１つは、穀水は元々瀍水に注ぎ、瀍水は真っ直ぐ南に流れて、洛水に注いでいた。しかし陽渠は水を引
いて東に流し、当時の都城を巡って、漕運を便にすることが求められた。そこでこのような大堨を建造
し、谷・瀍両水が合流したあと南に流れないようにしなければならなかったのである。２つには、この
ような大堨を建造して陽渠の水量をコントロールし、増量させずに氾濫の災害が発生するのを防ぐこと
が求められた。以上のような理由であるならば、どうして上流の場所に建造せず、穀・瀍両水の合流地
点ないしやや下流の場所に建造されなければならなかったのだろうか。それは中途で流入してくる瀍水
の水量をコントロールするためであった。もし瀍水が元々このように細く短かったのであれば、当時ど
うして苦労をしてここに千金堨を建造しただろうか。しかし現在の瀍水は単なる小渓で、ゆるやかに細
く流れており、邙山の山間から細々と流れ落ち、伊・洛両水と比較にならないだけでなく、明らかに澗
水と並び称すこともできない。禹貢篇では瀍水を伊・洛・澗と列挙しているが、同列に論じることはで
きない。瀍水はどうしてこのように小さくなってしまったのだろうか。これはそれほど容易に解答でき
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る問題ではない。一般に言われるのは、河川の水源か上流が、森林地帯を流れていれば、森林は水を貯
えることができるので、夏秋の豪雨や長雨の際、降った水は森林に貯えられ、全てが一斉に流れ落ちる
ことなく、雨が降った後次第に流れ出す。だから河の水量は比較的多い。森林が伐採し尽されるに及ぶ
と、水を貯える方法がなくなり、これによって水流は変化して小さくなる。このような理屈で瀍水の変
化を説明することは可能である。しかしはるか古代に、邙山の森林が一体どの程度密生していたのかは、
また別の問題であり、今のところ明らかにできていない。博学な酈道元は、撰述した『水経注』中でい
くつかの水辺や河畔の林木の多い場所について、つぶさに描写を加え、往々にして読者を魅了してきた。
しかし「瀍水注」においては、ただ瀍水が谷城県潜亭の北の梓沢から出ていると言い、さらに沢の北岸
の原阜・水西という塬は、上部が平らで広く、旧の潜亭の所在であったともいうが、他には特に説明が
なく、邙山についても多くを語っていないので、詳細を知ることは難しい。真相の究明は、後考を俟ち
たい。
北京は都城としては、長安・洛陽と異なる部分もあるが、附近の山々に密生した森林は勝るとも劣ら
ない。太行山の森林は連綿として途絶えず、明代には防衛の要地として利用された（丘濬『大学衍義補』
巻150・守辺固圉之略）。居庸関の森林の障壁は深くて険しく、関城の雄壮な威勢をさらに強めていた（『水
経注』湿余水）
。とりわけ居庸関の東の軍都山と燕山の数百里にわたる松林は、密生して生い茂り、途
中の山道は林の中を通っているのだが、林は密生していて道は狭く、往々にして一騎ずつしか通れず、
そこで明代では北方より南下してくる侵入者を阻止するものとして恃みにしていた（『明経世文編』巻
218・鄭暁「書直隷三関図後」、巻 229・陳時明「厳武略以壮国威疏」）。北京が長期にわたって都城となっ
たことにより、これらの山林も破壊から免れ難く、北京城内の宮殿官署の用いた材木の大半がこれらの
山で伐採されたのは言うまでもなく、さらに皇帝と貴族高官の使用する木炭も、やはりみなこれらの山
で焼かれたのである。明代に易県〔現在の河北省易県〕に設けられた柴廠は、常に数千人が薪を採り炭
を焼いていたという（丘濬『大学衍義補』巻 150・守辺固圉之略）。材木が伐採され尽すに及び、元々
の険要の地も恃みとするのは難しくなったのである（『明経世文編』巻 371・魏時亮「題為摘陳安攘要
議以裨睿采疏」
）。
現在の永定河は北京城の南を東に流れる。永定河は前述の潮水である。潮水は現在の山西省朔県の南
に源を発している。黄土高原の東北部を通過しているため、水には泥砂が多く含まれている。元代には
盧溝水と呼ばれ、小黄河とも呼ばれたのは、その水の濁りによる（『元史』巻 64・河渠志１）。これは
太行山と軍都山の森林破壊とはいかなる関係もない。しかしこれらの山の森林破壊が北京の自然環境に
対してまったく影響を与えていないと言っているわけではない。北京は華北平原の北部に位置している
が、
軍都山を隔てた向こうはモンゴル高原である。モンゴル高原には砂漠が多い。西北の風が起きると、
砂塵が風によって舞い上がり、これらの山の森林が密生して繁茂している時には、砂塵は遮られ、多く
の浮遊物が北京城内に到達しなかったが、森林破壊の後は、遮るものがなく、北京城内の砂塵は日増し
に多くなった。
明清以前にも、北京城内で砂塵がまったくなかったとはいえない。唐代の詩人陳子昂が薊丘楼に登っ
た折、
「胡砂飛びて且つ深き」光景を見かけている（『全唐詩』巻 83・陳子昴「登薊丘楼送賈丘曹」）。
元の順帝の時、北京に大風が起こり、西北方面から吹きつけ、砂利が吹き上がり、塵によって空が覆わ
れ、数か月にもわたって吹き続けた（『元史』巻 51・五行志２）。しかしこれは異常な現象であった。
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明代になると、このような現象は既に珍しくなくなっていた。憲宗の成化６年（1470）大城県の大風砂
（
『古今図書集成』職方典・巻 37・順天府部紀事に引く「大城県志」）、武宗の正徳４年（1509）東安県（現
在の河北省安次県）の大風砂、世宗の嘉靖２年（1523）通州（現在の北京市通県）・薊州（現在の天津
市薊県）
・東安・香河・永清・遵化・大城・順義等の州県の大風砂（『古今図書集成』職方典・巻 38・
順天府部紀事に引く「東安県志」「香河県志」「永清県志」「遵化県志」「大城県志」「薊州志」）、嘉靖 30
年（1551）北京城内の大風が砂利を吹き上げて空を覆い昼も暗くなり、穆宗の隆慶２年（1568）北京城
内の大風が砂利を吹き上げ、白昼なお暗かった（『明史』巻 30・五行志）。神宗の万暦 37 年（1609）通
州の大風が木を揺るがし砂を吹き上げ、万暦 48 年（1620）昌平州（現在の北京市昌平県）の暴風が砂
を吹き上げ（『古今図書集成』職方典・巻 38・順天府部紀事に引く「通州志」「昌平州志」）、熹宗の天
啓元年（1621）北京城内の大風が塵を舞い上げ四方を塞ぎ（『明史』巻 30・五行志３）、思宗の崇禎 13
年（1640）北京城内の大風が砂を吹き上げた（『古今図書集成』職方典・巻 38・順天府部紀事に引く「野
老漫録」
）
。これらはすべて具体的な例である。これらの風砂のある場所はすべてが北京城内ではないが、
いずれにせよ近隣であり、北京城内にも影響があった。当時の詩人袁中道にも「飛沙千里、燕関を障す」
の句がある（『古今図書集成』職方典・巻 32・順天府部芸文に引く袁中道「瑠璃橋」）。北京及びその近
隣各地の砂埃の飛揚が恒常的な現象となっていたことがわかる。後に清代に至ると、北京城及びその附
近の風砂の事例はさらに頻繁になり、ここでは一一列挙できない。このように書き連ねられた記事は偶
然とはいえないだろう。明清時代に至ってそれ以前の各時代とはまったく異なるということは明らかで
ある。現在に至るまで、北京城内の風砂は決して減少しておらず、数百年来の被害はいまだ解消される
のを待っている。これを本来の姿に戻すには、積極的に植林を行い、明清以来起こった損失を補填する
べきであろう。
開封は華北平原の中部に位置し、山地から遠く隔たっており、南京と杭州はいずれも長江の下流、太
湖の流域に位置し、森林が成長しやすく、たとえ破壊を被ったとしても、回復も容易であるので、ここ
では略して論じない。

第６節

まとめ

歴代王朝ないし政権の都城の選地と設置にあたっては、自然条件が一つの重要な要素であった。しか
し既存の自然条件は往々にして当時の要求とは合致せず、王朝ないし政権は統治を強固にするためにさ
らに補強を行い、完全なものとしたのである。王朝ないし政権の統治期間は、短時間で瞬く間に終焉を
迎えるものもあれば、相当の長期にわたり衰えをみせないものもあった。自然条件というものは絶えず
変化の中にあり、時間が前後すれば一様ではない。しかも人間もまた自然を利用し、自然を改造して、
その変化を促している。都城所在地は世の関心を集めるところであり、その利用と改造を加速させた。
どのように利用改造するのだろうか？その方法は同じではないが、しかしどれも多かれ少なかれ一定の
影響を与えた。ある影響はただ一時的なものであったが、中には後世にまで長く及んだものもある。
一代の都城を作る時、それに関わる王朝あるいは政権は、都城に依って長きにわたる統治を行い、永
遠に〔王朝あるいは政権の権力が〕失墜しないことを望んだ。都城附近の自然環境が非常に優れていて
も、なお万一弱点があり、他者に乗ずべき機会を与えることを恐れた。そこで弱点を補う方策を考えて、
わずかな隙も残さないようにした。その主要な対策が関の設置であり、歴代王朝あるいは政権のほとん
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どがこれを行い、あたかも法則となっていたかのようである。咸陽・長安・洛陽・北京に建都した王朝
ないし政権は、周到かつ広範囲に関の設置を行ったが、それがすべて完成しても「金湯」を越えること
はできなかった。杭州と南京の地は河川や湖沼の多い水郷であり、その地に建国した王朝あるいは政権
も〔関の設置を〕決しておろそかにはしなかった。南京の北は長江に瀕し、あたかも天が南北を分けた
境界のようであるが、しかし南京城はさらに寧鎮山脈の一部分をも含んでおり、城内の防御体制を強化
している。ただし開封には拠るべき険要の地がなく、北宋は百万の禁軍を恃みとしたが、禁軍は後に腐
敗して無力化し、金が侵攻してくると、安易に門を開いて投降したのである。
歴代王朝あるいは政権が都城を封鎖して諸方からの攻撃を防ぐことを図る一方で、都城を開放して全
領土の統治の中心としようとした。そのため、各地に通ずる街道の開発が必要となったのである。秦の
始皇帝が馳道をつくった後は、その他の王朝あるいは政権いずれもこの点に留意した。しかしいずれの
〔統治者〕も馳道の修築だけで十分と思っていたのではない。実際には各王朝あるいは政権は〔道路の〕
築造により、政治の中心としての都城に、さらに経済的・文化的な意味を持たせようとしたのである。
交通路はそれに伴い形成・発展したのである。交通路は陸路を主としたけれども、水路はそれにも増し
て便利であった。長安・洛陽・北京を都とした各王朝あるいは政権は都城から関係諸地区へ通じる運河
の開削に熱心であったことが、具体的な証明である。開封はその上新たな局面を開き、水路交通網の中
心となった。南京と杭州は附近に河川が非常に多く、水路が縦横に走っていたことは論を俟たない。と
りわけ南京は長江を恃みとしており、交通はさらに便利で、他の古都とは一線を画すところである。
これらの王朝ないし政権は河流の利用を交通の利便性向上だけに留めたのではなく、さらに灌漑に用
い、都城附近の農業生産を向上させた。この点では、長安附近が最も際立つ。前漢の人が「鄭国前に在
り、白渠後に在り」と賞賛したことに、その成功が示されている。当時さらに「八水、長安を繞る」と
いう言葉もあるが、これは長安の周囲の８本の河道が１つの灌漑網を構成していることをいったのであ
る。農業は古来より立国の根幹とされており、洛陽・北京・開封でも河川を灌漑に利用することにはあ
る程度の成果があったが、長安に比べれば劣っている。南京と杭州については、元来が稲作の地域であっ
た。稲作の地域の水利についてはいっそう疎かにはできない。農作物の中では稲の生産高が非常に多く、
北方の各都城でもみな稲作を広めたが、長安附近では麦の栽培を広めたことは、やはり大きな意味のあ
る処置であった。
しかしながら自然の改造を最もよく示しているのは土壌についてである。秦代の鄭国渠の開削以降、
アルカリ性の土壌に対してこれを一掃する改良作業が行われていた。この先進的な経験は優れた伝統と
して、以後の王朝あるいは政権に踏襲され、しかもそのすべてが相応の成功を収めたのである。もっと
も称賛に値するのは、北宋の人々が黄河の河水に含まれる泥砂の法則を把握していたことであり、礬山
の水を利用して淤田を行った、これは本来多くの害があった黄河を有用なものに変えた点である。当時
の黄河下流域には淤田があったが、開封を流れる汴水は黄河の水を引き、これによって開封附近の泥田
は称賛に値するものとなったのである。北京の東南、渤海湾の砂浜の良田への改造は、前代未聞の快挙
であった。
人間はもとより自然を利用し自然を改造してきた。しかし時には自然を破壊することもある。都城附
近の植生の破壊、とりわけ森林の破壊は、計り知れない損失をもたらした。このことは長安・洛陽・北
京で最も顕著である。長安近辺の山地森林の破壊により、都城で使用する材木は遠くの地域から調達せ
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ざるを得ず、森林の破壊の他に草原の破壊も加わって、澄みきっていた涇水・渭水の両河を滔々たる濁
流へと一変させたのである。渭水の下流は元々船の通航できる水道であったが、水中の泥砂の増加によっ
て河床が堆積して浅くなり、その傍に別の水路を開削せざるを得なかった。隋唐両代は長安への食糧輸
送に多くの労力を割いたが、おそらく多くの労力を割いた原因はひとつではないだろう。隋唐時代の渭
水の変化は、せいぜい糧食の運輸に影響した程度であり、時が移って状況が変わると、〔過去の教訓に〕
思いを致すところまでにはいたらなかったのである。明清時代の太行山・軍都山・燕山の森林の破壊は、
明代には当時の北辺の防御機構に影響を与えていたが、さらに重要なことは北京の北方地域から吹き付
ける風と砂を遮断する障壁を失わせたことである。北京は常に砂が吹き付け、これは明清時代の北京の
住人を煩わせたのみならず、現代に至っても残された汚染は消し去ることができていない。
自然を利用し自然を改造すること、これは人間と自然との闘争であり、そして人は相当の成果を収め
てきた。都城附近の〔自然の〕利用・改造は、建都当時の要求に沿ったものである。もし自然が破壊さ
れたならば、都城の機能が低下するばかりでなく、後世の非難を浴びることになるだろう。これは歴史
の上で留意すべき教訓である。
（原典：史念海「中国古代都城設建都期間対于自然環境的利用和改造及其影響」『中国古都和文化』中華
書局

1998 年）

261

外国語論文翻訳

唐代の長安と洛陽


史念海（北田裕行訳）

１．隋唐以前、長安と洛陽が都城・陪都とされた理由
長安は関中平原にあり、今の陝西省西安市である。洛陽は伊河・洛河の下流にあり、今の河南省洛陽
市である。長安は隋唐両代の都城であり、洛陽はその陪都であった。洛陽は陪都といっても、隋の煬帝
や唐の高宗、武則天はいずれも久しく洛陽に留まり、長安に帰らなかった。唐時の陪都は一つではない
が、洛陽は独特であり、その他の陪都とは異なっている。

１）隋唐両代以前の長安と洛陽の建都史の回顧
長安と洛陽は隋唐両代の都城と陪都であり、その建都の歴史を論じれば、いずれも悠久の淵源をもつ。
長安附近は都城として、実に周代に始まる。周人は岐山のふもとに起こり、文王の時に鄷に遷都し、あ
とを継いだ武王は、また鎬に遷ったと伝えられる。鄷は今の陝西省戸県の東北、鎬は今の西安市西南に
あり、２カ所は灃河によって隔てられ、東西に隣り合っている。周人は洛邑に東遷し、代わって秦国が
起こった。秦国はもともと隴山の西にあり、その後転々と遷って、咸陽に都を定めた。咸陽は今の咸陽
市の東で、渭河と後の長安城に隣接している。秦の時すでに長安の地名があったが、ただ郷里の名称に
すぎず、前漢の時にその地で都城の建設が始まった。前漢以後、新の王莽や後漢の献帝、西晋の愍帝お
よび十六国時代の前趙や前秦・後秦などは、すべて長安を都とした。さらに後の西魏や北周も長安を都
とし、合計すると、780 年余りにもなる。
洛陽も都城として、やはり相当長い歴史がある。周人は東遷し、洛陽に遷った。その当時は雒邑と呼
ばれた。後に後漢魏晋もあい継いでここを都とした。近年の考古学的な発掘により、洛陽市東北の偃師
県二里頭や尸郷溝で、古い文化遺址が発見された。尸郷溝は商代の都城遺址、二里頭は夏代の都城遺址
とされている。これが誤りでなければ、すなわち洛陽は都城として、長安よりさらに古いといえる。

２）関中平原と長安周辺の形勢
歴代の王朝や政権は都城の選択についてそれぞれ異なった要求をもっていたが、その周辺の地形が要
害の地であることは、ほとんど共通して必要とされた条件であった。敵対勢力の攻撃から防御し、その
権力の存在を保障するため、このような条件は不可欠であった。関中平原は早くから四塞の国と呼ばれ


ていた。東に崤山、南に秦嶺、西に隴山があり、北は黄河に接する、といわれる。おそらく北辺の黄河


は遠すぎるため、代わりに甘泉・谷口ともされるが、これは仲山・梁山等の北山を指しており、更に実
際の情況と合致している。山河が取り囲み、防衛が容易である。しかし山間の河畔には外地と往来する
道路があり、このような道路を統制するため、次々と対応する関所を設置した。東函谷、西散関、南武
関、北蕭関、さらに隴関である。関中の名称もこれに由来している。
このような関所は後にも絶えず設置され、唐の玄宗開元年間には、関中の周囲には政府が直接管理し
た関所がすでに 12 カ所あった。長安がある京兆府には藍田関、子午関、駱谷関、庫谷関があり、さら
に同州の蒲津関と竜門関、原州の隴山関と木峡関、華州の潼関、岐州の散関、隴州の大震関、会州の会
 『史記』巻六九蘇秦伝、及び張守節『正義』。
 『戦国策』巻五秦策三・范睢至秦章。
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寧関があった。これらに延州の芦子関を加えれば、さらに完備されたものとなる。これらの山河や関所
の存在により、長安は都城としてさらに安全と考えられた。
この時期においては、長安は全国の西部にあり、関中の四面にはすべて関所があり、東面の崤函山地
が最も重要であった。一部の開国の君王が考慮したのは周辺異民族の侵入ではなく、関東の諸侯が統治
に難をきたすことであり、とりわけ農民の反乱が重大な脅威であった。ある人は、もし長安に建都する


ならば、
「三面を阻みて守り、独り一面を以て東のかた諸侯を制す」、「山東乱ると雖も、秦の故地は全
たも



うして有つ可きなり」
と言った。この意見は確かに一部の開国君王の心を動かし、漢の高祖が長安を都
と定めたのは、その具体的な事例である。

３）伊洛下流と洛陽周囲の形勢
洛陽周囲の形勢は、長安ほどには山河によって厳密に取り囲まれていないようだが、やはり要害の地
である。別の言い方をすると、南に伊闕があり、北に羊腸があり、西に泰華があり、東に河済があると


もいわれる。伊闕とはつまり竜門であり、羊腸は太行山上、泰華は崤山の西にある。済水は古河道で、
黄河から分れ出て、東向きに流れる。あるいは、南に三塗山、北に太行山があり、伊水・洛水と黄河の


間にあるともいわれる。三塗山は今の河南省嵩県にあり、
また伊闕の南にある。またあるいは、
東に成皋、


西に崤黽があり、黄河を背にして、伊水と洛水に向かっているともいわれる。成皋は旧汜水県、今の河
南省滎陽県にある。崤黽は則ち崤山と澠池である。これらの言い方は互いにやや異なっているが、総じ
ていうと、洛陽の地形は有利であることを示しており、そのため洛陽建都における理論的根拠ともなった。
洛陽は長安と同様に、都城として、周囲に次々と関所が設置された。後漢末年には、前後して八関が
10

置かれた。八関は函谷関、広城関、伊闕関、大谷関、軒轅関、旋門関、小平津関、孟津関である。広城
関は今の河南省臨汝県、旋門関は成皋にあり、この２つの関所は洛陽から最も遠い関所である。函谷関
は漢の武帝によって置かれた函谷新関で、これはもともと長安を防衛するための関所であった。新関は
新安県の東、つまり現在の新安県城外に移され、ここは洛陽から遠くないところで、後漢の時には反対
に洛陽を守る八関の一つとなった。
洛陽は隋唐両代には陪都であったため、関所の設置を都城である長安と同列に論じるのは難しい。唐
玄宗の開元年間、政府が直接管理した全国の 26 カ所の関所のうち、前に述べたように長安の周囲には
12 カ所あったが、洛陽の周囲には１カ所もなかった。政府が直接に管理しない関所も、文献の記載に
11

よれば、僅かに長水県の高門関がみえるだけである。長水県は今の河南省洛寧県の西南にあり、高門関
は長水県のさらに西南にあり、今の盧氏県に近い。これは洛河の中流にある関所である。以前より洛陽
の軍事行動については、いずれも洛河中流と無関係と思われ、隋唐時期でもそうである。このようにみ

 『大唐六典』巻八・刑部尚書・司門郎中。
 『新唐書』巻三七・地理志。
 『史記』巻五五・留侯世家。


同上巻九九・劉敬伝。



同上巻六四・呉起伝。



同上巻四・周本紀。



同上巻五五・留侯世家。

10 『後漢書』巻八・霊帝紀。
11 『新唐書』巻三八・地理志。
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ると、高門関は洛陽の防衛に、大きな役割を果たしていない。

４）隋唐両代の長安建都と当時の関隴集団
隋唐両代は相継いで長安を都城とした。これは両代の新たな事業であるが、西魏・北周の事業でもあっ
た。長安は前漢、新の王莽の後、廃されて都でなくなり、その間に後漢献帝、西晋愍帝および十六国時
代の前趙や前秦・後秦などが、ここに都城を建設したが、いずれも短命で、前後合わせても百年に及ば
ない。後秦が滅んでから、また廃されて都でなくなり 120 年に及んだ。北魏の孝武帝は西に逃げて長安
を都城とし、新たな段階が始まった。孝武帝は西魏の社稷を造ったが、当時の都城の建設は十分な選択
の余地がなかった。もともと孝武帝は、甘んじて再び高歓の圧迫を受けまいと、別に活路を求めていた。
身を寄せて庇護を求めることができるのは宇文泰のみであった。宇文泰は関中に拠点があり、洛陽から
遠くはなかった。孝武帝が当時考えたのはただ宇文泰１人のことであり、決して長安城のことではなかっ
た。長安城が再び都城となったのは、すなわち偶然の結果であり、決して必然的な変化ではない。
北周王朝が成立したのは、宇文泰が早くも西魏初年には全ての権力を掌握していたからである。隋朝
が成立したのも、楊堅が早くも北周末年には政府全体を統制していたからである。王朝の交替はいずれ
も禅譲の形式を採用し、そのため都城も元通り踏襲し、変化がなかった。後に唐朝が隋朝に代わったと
きも、やはり同様の手法であったため、長安は依然として都城であった。その間ただ隋朝初年に、長安
城東南の竜首原下に別に大興城を建設し、新たな都城としただけである。新都はやはり大興・長安両県
にまたがって建設された。唐初に大興を万年と改め、長安県とともに城内を治めた。長安の名称は使わ
れ続けたが、すでに元の前漢の長安城ではなくなっていた。
西魏は長安を都城としたが、前に述べたように、時勢が緊迫し、別に選択の余地がなかったためであ
る。その後次第に変遷しても、やはり選択の余地がないため、歴代踏襲し、唐まで都であり続けた。北
魏の孝武帝が西に遷った後、高歓も魏室を擁して東の鄴に遷った。鄴に遷る際、洛陽は破壊された。そ
して東西互いに争い、洛陽は両者の間にあるため戦場と化し、再建が困難であった。西魏ではその初年
から、宇文泰が権力を掌握していた。宇文泰は関隴の地で、山東の人口が多い地域を拠点とする高氏の
北斉に対抗し、奮起しないわけにいかなかった。ある学者（訳者注：陳寅恪）は当時について、宇文泰
が推進したのは「関中本位政策」であり、それに応じた関隴集団を形成したと論じており、このような
見解はまさに当時の情勢と符合している。かつて北魏の孝文帝が平城から洛陽に遷都した時、遷ってき
た代北の鮮卑人がみな河南人に籍を改めたのにともない、故郷の思いを断ち切らせたことがあった。（西
魏の）孝武帝に随って西に遷った時、多くの河南籍の鮮卑人も、やはり一緒に籍を改めて京兆の名望家
となった。諸胡族のみにこの変化があっただけでなく、関中で仕官した山東士族も、同様にみな関内の
諸州をその本望とした。かつて漢の高祖が天下を平定して建都する際、左右の大臣はみな山東人で、多
くは高祖に洛陽を都とするよう勧め、遠くの関中まで来たくなかった。しかしこの時（孝武帝の西遷時）
関中にいた諸胡族と山東士族はみなすでに京兆と関中に籍を改めており、関中はこれらの人々の郷里の
所在地であり、都城の位置について異議を唱えなかった。
隋朝を建てた楊堅は、弘農華陰人と伝えられる。その源流を推定すると、おそらくやはり山東士族で
あり、他の者たちと共に改籍したものである。華陰の楊氏は後漢の楊震以来、関中の有名な家柄である。
楊堅は改籍してやはり関隴集団の人となった。楊堅が政権を取るにあたっては、父の軍功や北周の皇后
の親であることから力を得たが、また関隴集団の擁護も力となった。楊堅は一貫して長安におり、流れ
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に沿ってみなうまくいった。唐朝を建てた李淵も、その家柄は楊堅と同様に、関隴集団に属した。李淵
は太原で兵を挙げ、前もっての計画どおり、長安に戻り、関隴集団の支持と擁護を獲得してはじめて、
唐室の国家を建てることができた。まさにこのようにして、長安を都城とするのが固まり、別の計画が
たてられることはなかった。

５）隋・初唐の山東の局面および隋都洛陽の建設
上述したように東西に魏が分立した後、宇文泰は関隴の地で、山東の人口が多い地域を拠点とする高
氏の北斉に対抗した。このような対抗は決して順調ではなく、時には差し迫った危機に及ぶこともあっ
た。宇文泰は洛陽を奪取したことがあったが、洛陽から東はなかなか手をつけることができなかった。
一方高歓は絶えず西に進軍し、沙苑の戦いで宇文泰にとっては、危機一髪のところで、幸いにも勝利を
得ることができ、転覆をのがれた。戦後に植樹して祝賀をしたが、やはり思いがけない機会であった。
後に北周が北斉を滅亡させたが、このような成果は決して一挙に得たものではなく、やはりいくつかの
険しい困難を経て、ようやくこの成果を得たのである。北斉が滅亡した後、楊堅は北周に取って代わろ
うとした。隋朝を建てた時、各地で反乱が起きたが、中でも山東が多かった。滎州（隋の時に鄭州と改
めた）刺史の宇文冑、青州総管の尉遅勤、鄖州総管の司馬消難らがおり、ほかに相州総管の尉遅迥の兵
力が最も強大であった。相州治所はつまり東魏北斉の鄴都である。尉遅迥が平定された後、相州を安陽
に移し、鄴城および集落をみな廃棄した。山東各地のほか江南の陳も加えられる。陳は東魏・北斉と同
様に、やはり北周・隋の好敵手であった。鄖州で挙兵した司馬消難は、敗戦の後、鄖州を陳に明け渡し、
楊堅を煩わせた。隋末までに、各地で次々と反乱が起こり、前後して割拠し雄をとなえた。やはり山東
が多かったが、初唐の征討で滅亡した。東魏・北斉以来、これら東西双方の間に、あたかも一本の境界
線があるようであり、その間にまだ若干の差があることを示している。
このような差があったため、関隴集団を基礎として関中の王朝を建てたことで、必然的に山東人士に
いくらかの警戒心を生じることとなった。隋の煬帝初年、北斉の滅亡からすでに 20 年あまり、陳の滅
亡から 10 年あまりたっても、煬帝の諸臣は依然として次のように言っていた。通事謁者（韋雲起の職
官名）が上疏して言うには「今朝廷の内、山東人多し」、そしてこれらの山東人を指して「自ら門戸を
作り、更に相剡薦し、下を附け上に罔し、共に朋党とす（自立して門戸を作り、さらにお互い推挙しあ
い、部下を作って上を欺き、徒党を組んでいる）」とし、さらに「朋党人の姓名と奸状」を示した。そ
12

のため煬帝は詔を下して取り調べ、関係する山東人らを免官し流罪とした。これは一つの例証にすぎな
いが、当時の山東人が違う目でみられていたことがうかがえる。朝廷内の官員は免官して追放すること
ができたが、大きな山東からいかに防備するのか、確かに問題であった。煬帝が天子の位に即いてすぐ
に、并州総管の漢王諒が挙兵して反抗したが、このように煬帝は安心できなかった。
隋の時、洛陽に東都を建設することは、煬帝が決定したことである。当時出した詔書には、漢王諒の
はいぎゃく

しず

反抗から書かれている。詔書には「今は漢王諒悖逆し、毒山東被り、遂に州県をして或いは非所に淪め
しむ。此は関河懸遠により、兵急ぎ赴むかせざり、加うるに并州の移戸また河南にあるをもってす。周
は殷人に遷り、意は此にあり。況んやまた南服は遐遠、東の夏殷は大にして、機に因んで順動す、今や
その時なり。
（いま漢王の楊諒が反逆し、その害毒が山東まで及び、遂にいくつかの州県が敵の手に落

12 『旧唐書』巻七五・韋雲起伝
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ちた。ここは山河が遙か遠いので、兵を急に救援に向かわせることができない。加えて并州の移民もま
た河南にいる。周の天子は殷人に遷り、目的はここにある。まして南疆は遙かに遠く、東方は広大で、
13

時機に順って行動をとるべきである。今がその時である）」とある。これには東都建設の構想が、かな
り明確に書かれている。東都建設を開始する時、一本の長い塹壕を開鑿した。「竜門より東に長平、汲
14

郡に接し、臨清関に抵り、河を渡り、浚儀・襄城に至り、上洛に達す、以て関防を置く」とある。現在
の地理でいうと、山西省河津県の西北、黄河に面した竜門山から掘塹が開始され、晋城市の北を経て東
に行き、東に太行山を越え、河南省衛輝市に達し、南に黄河を渡り、開封市と臨汝県を経て、陝西省商
県に至り、一つの橢円形を形成した。この橢円形の中心は洛陽である。橢円形の西口は閉じていない。
なぜならさらに西へ行くと都城長安だからである。都城と陪都の間にはさらなる防御施設は必要としな
かった。隋の文帝が王朝を建てた時から、煬帝の時まで、すでに 20 年あまり経っていた。この 20 年あ
まりの間、長安には脅威がなかったわけではなく、突厥の脅威があったが、まだ長安に騒ぎを引き起こ
すには至っていなかった。煬帝が東都を建設した理由は漢王諒の造反であったが、実際は漢王諒の乱は
すぐに鎮められており、起工の理由としては不足している。煬帝が出した詔書には「我有隋の始めより、
ここ

およ

便ち茲の懐（河南省沁陽県の地名）・洛に創らんと欲し、日復一日、越えて今に曁ぶ。」とあり、隋朝建
国の始めから、東夏の安定について、ぬかりがなかったことがうかがえる。このようないくつかの痕跡
から、かすかに関隴集団の余波が度々漂っていた様子がうかがえる。
このような余波は、隋朝社稷の崩壊によって止まったのではなく、唐朝の初めにも依然としてかすか
に表れている。唐朝を建てた頃、唐高祖の諸子である建成・元吉は、秦王世民を排斥する際、やはり山
東人を口実とした。『旧唐書』隠太子建成伝には「（建成、元吉）密に数人をして上に封事せしめて曰く：
秦王の左右多くは是れ山東人なり。」とあり、
『新唐書』隠太子建成伝では「秦王の左右、皆山東人なり」
と改められ、さらに明確になっている。この時、すでに隋文帝の南北統一から時が経っていたが、その
習慣が深いことがうかがえる。これらの話は皇族間と政府内部の出来事にすぎないが、実際民間にも差
別するところがあった。唐長安外郭城皇城東第三街最南の坊は敦化坊で、さらに南はすなわち曲江池で
あった。この坊の西門の北は秘書監顔師古の宅、太常少卿欧陽詢の宅、著作郎沈越賓の宅である。貞観・
永徽の間、顔師古・欧陽詢・沈越賓らはこの坊に住んだ。顔氏は南朝の旧族、欧陽と沈もまた江蘇の士
15

人で、当時の人は呉児坊と呼んだ。南朝の旧族は呉児と呼ばれ、明らかに彼らと調和しようとしなかっ
た。呉児はまた山東人の内にもいたと思われ、山東人は依然として関隴集団の枠外であった。
まだこのようにいくらかのわだかまりがあったが、すでに東都洛陽の復興と再建には大きく関係しな
かったようである。唐初に天下が統一され、隋の東都は廃され、太宗の貞観年間に洛陽宮と改称され
16

た。高宗の顕慶年間までに、再び東都と称した。もし武徳・貞観の間に、なお山東人に対して隋初のよ
うな防備をすれば、東都は荒れるに任されることがなかったであろう。つまり高宗の顕慶年間に東都の
13 『隋書』巻三・煬帝紀。
14 『隋書』巻三・煬帝紀。
15 宋敏求『長安志』巻九・唐京城。この事は韋述『両京新記』にも見える。
『太平御覧』巻一八〇・居処部の引く韋述
の書には , 顔師古は通化坊にありという。元・駱天驤『類編長安志』は、通化坊が朱雀門街西第一街の北から南の第二坊
にあるといい ,『長安志』と異なっている。
16 『太平御覧』巻一五六・州郡部二の引く『両京記』に「貞観六年改めて東都とし , 旧宮を洛陽宮とす」とする。しか
し『元和郡県図志』、新旧『唐書』・地理志、『元河南志』
、
『唐両京城坊考』などはみな貞観六年に東都と改めた事を書い
ていない。
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称号を回復した時、このような着想はなかったようである。高宗が東京の称号を回復した時、その臣下
17

つね

に「両京は朕の東西二宅なり、来去恒ならず、卿宜しく修建を善思すべし」。これは隋の煬帝が東都の
建設を始めた時とは全く異なっており、両者を同様に論じることはできない。
隋の煬帝は東都を建設した後、再び長安に戻らなかった。洛陽は陪都といっても、事実上都城であっ
たといえる。唐の高宗が東都を復興した後、常に両都の間を往来し、まさに彼が言ったような東西二宅
であった。常に洛陽に巡幸し、長安は都城として見劣りしなかったが、武則天の時、東都を神都とし、
久しくそこに留まり、僅かに長安元年（紀元 701 年）十月に長安に戻っただけで、三年（紀元 703 年）
十月にはまた東の洛陽に帰り、西京に居たのは２年だけである。久しく洛陽に居たことで、重要な政府
機構もまた洛陽に移った。貢士の選挙までも洛陽で挙行した。武后の載初年間、洛城の殿で貢人に策問
18

（天子による試問）し、数日かけてようやく終えた。洛陽はすでに都城として長安に取って代わってい
たことがわかる。武后が没すると、一段落を告げることとなった。

２．都城・陪都としての長安と洛陽の規模
１）大興城の建設と洛陽新城の確立
隋唐両代にわたって長安を首都、洛陽を陪都とするのは、以前の王朝や政権の制度を踏襲しているが、
長安と洛陽の城郭の位置と計画は、従来とは違う新しいもので、前代の王朝とは完全に同じではない。
隋唐長安城は西魏・北周が踏襲した漢長安城東南 13 里の竜首原にあり、隋唐洛陽城は北魏が踏襲した
漢魏故城西 20 里の穀水の東にある。いずれも距離がある。
隋唐長安城は隋文帝の時に建設が開始された。隋文帝は開皇二年（西暦 582 年）に詔書を出し、建設
しばしば

を始めた。詔書には当時の旧城、つまり漢長安城について、「此の城は漢より、彫残し日久しく、 屡 戦
み

はか

場となり、旧は喪乱を経る。今の宮室、事権宜に近く、また筮を謀り亀に従い、星を瞻て日を揆るに非
ず。皇王の邑を建て、大衆を合わせ聚める所に足らず（この城は漢代以来、破壊されて久しく、しばし
ば戦場となって、かつて多くの人々が罹災したところである。今の宮室は時と場合に応じて適宜に対処
しており、筮竹や亀甲で占ったり、星や太陽をはかったりしない。皇室の都城を建設し、民衆を集める
ますますおお

うらな

み

場所にはできない）」といい、また「竜首山は川原秀麗にして、卉物 滋 阜し、食を卜い土を相て、宜
しく都邑を建てるべし。」とも述べている。そのため遷都にあたり、新しい邑を別に創った。隋文帝は
漢長安城について、ただ破壊されて久しいというが、これは事実である。漢長安城は建設されてから、
潏水と昆明池水を城内と城外に引き流していたが、年を経ること既に久しく、水路もすでに埋没し、城
中の人口は多く、地下水も汚濁していた。これも旧城に住み難い原因の一つであったと思われる。
当時、新都の建設においては、左僕射の高熲が筆頭として監督し、他にも将作大匠の劉竜などが参与
19


した。
「劉竜は巧思有ると雖も、遷都の制度を参掌し」
、具体的な筋道は、宇文愷が推進した。宇文愷は

才能があり、最後までうまく従事し、成功に導いた。
隋唐洛陽城の建設は隋の煬帝が始めた。つまり東都の設置はこの時より開始された。隋煬帝が設置し
17

同上、巻一五六・州郡部二の引く『両京記』。

18 『通典』巻一五・選挙三。按ずるに『新唐書』巻四五・選挙志には「太宗の時、歳旱穀貴を以て、東人の選者を洛州
に集む、
之を東選と謂う。
」とある。これは干ばつの特例によるもので、
その時洛州にはまだ東都が建設されていなかった。
19 『隋書』巻六八・何稠伝附劉竜伝。
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た理由は、前文で引いた当時の詔書に説明されている。洛陽はもともと北魏の旧都であり、隋の洛陽城
の建設は大興城と同様、決して旧址上に施工したのでなく、別の新たな地を選んだのである。北魏旧都
も修復し難いほどに破壊されていた。北魏洛陽城の破壊は高歓の鄴城への遷都によるものである。遷都
の後、楊衒之は役向きの旅で、洛陽を視察した。その所見によると、「城郭は崩壊し、宮殿は傾き倒れ、
寺院や道観は灰燼に帰し、廟塔は廃墟となっていた。塀は八重むぐらにおおわれ、巷にはいばらが生い
20


茂っていた」
という。このように破壊されていたため、隋煬帝は他の場所を選ばざるをえなかった。東

都の建設にあたっては、やはり宇文愷が監督したので、両都の計画には類似点がある。煬帝の野心は大
21

きいため、東都の制度は極めて壮麗となった。

２）皇城・宮城と外郭城里坊の区分と連係
隋の新都の建設における具体的な計画は、次の通りであった。つまり宮城を正北におき、皇室の場所
22

とした。新城の名は大興とし、宮城の正殿も大興殿と称し、唐の初めに太極殿と改めた。宮城の南は皇
城、すなわち百官諸司が政務を処理する役所とした。皇城の南は外郭城である。隋の新城建設において
は、先ず宮城を築き、次に皇城を築き、その次に外郭城を築いた。北から南に築城したのである。外郭
城は宮城と皇城の南、宮城と皇城の東西両側にあるが、里坊もつくり、外郭城の範囲に属する。宮城と
皇城はいずれも長方形で、南北がやや狭く、東西がやや広い。外郭城は宮城と皇城の東西両側部分を囲
み、宮城・皇城と一体となって、やはり長方形をなしている。南北にやや狭く、東西にやや広い。宮城
の北には別に三苑がある。唐の時に宮城の東北、すなわち宮城と皇城東側の外郭城の北に大明宮を建設
して、重要な儀式を行う所とし、本来長方形の都城を、東北隅が突出した形とした。
新城の全体構造は、皇城の正南門である朱雀門から南の外郭城の正南門である明徳門に至る街道、す
なわち朱雀門街（当時は天街とも呼ばれた）を全城の中軸線としたものである。朱雀門の北は宮城の承
23

天門とその北の玄武門に対応している。朱雀門街の東西両側にはそれぞれ５本ずつ南北の大街があり、
順に朱雀門街東第一～第五街と朱雀門街西第一～第五街と呼ばれていた。皇城に北門はなく、東西方向
の橫街が宮城を隔てているだけである。皇城の南、つまり朱雀門の外側にも、１本の東西街があり、そ
の南の外郭城と隔てている。この東西街の南には、順にさらに９本の東西街がある。宮城と皇城の東西
両側の外郭城の部分にも、同様に順に４本の東西街がある。合計すると、外郭城には東西方向に南北
十四街、南北方向に東西十一街がある。
この南北十四街と東西十一街との間に、坊を並べ置いた。計 108 坊あり、他に東西両市もあり、共に
居民区である。万年県・長安県の治所、寺院や道観、邸宅、民家などがその間に入り組んでいた。万年・
長安両県は朱雀門街を境界とし、万年県の領域は街東の 54 坊及び東市、長安県の領域は街西の 54 坊及
び西市である。
皇城は政府の所在地で、百官の官署がそこに並んでいた。皇城の中にも街路があり、承天門街を中軸
線とし、承天門街の南は外郭城の朱雀門街と接続し、共に長安城内の幹道であった。承天門街の東西両
側には２本の南北街路があった。その承天門両側の南北街路は、それぞれ朱雀門の東西にある安上門と
20

楊衒之『洛陽伽藍記』・序。

21 『隋書』巻六八・宇文愷伝。
22 長安城の地名については、いずれも宋敏求『長安志』や徐松『唐両京城坊考』によったが、一つ一つ注をつけてい
ない。以下同様である。
23

隋初は広陽門と称され、後に昭陽門と改称され、唐初に順天門と改められ、後に承天門と改められた。
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含光門を出ると、朱雀門の街東第一街と街西第一街に接続していた。皇城内には６本の東西街もあり、
承天門南の横街から南に数えて４つめの東西街の東端は景風門で、西端は順義門である。景風門を出る
と朱雀門街東第三街、北から第四坊の崇仁坊北の東西街と接続し、順義門を出ると朱雀門街西第三街、
北から第四坊の布政坊北の東西街と接続する。その他の各街は皇城外に出ない。皇城内の南北６街と東
西６街を合わせた12街は、当時の人々にとって長安城を代表するものであった。白居易の詩の中には「下
24

に十二街を視れば、緑樹の間に紅塵（にぎやかな道路のちりぼこり）あり。」と詠まれている。
隋唐の東都洛陽は、洛河が城の西南から城内に入って流れ、東に出ている。このため長安城のような
25

整然とした計画はできなかった。洛陽城にも宮城・皇城・外郭城があった。宮城は城全体の西北隅にあ
り、その南は皇城である。皇城は宮城の南にあるが、その東西両端も北に伸び、宮城の東西両側を囲ん
26

でいた。皇城と宮城の東にはさらに東城があった。東城は皇城に似て、やはり官署の所在地であった。
尚書省は東城に設けられていた。宮城の北は曜儀城で、曜儀城の北は円璧城である。その北は外郭で、
東城の北は含嘉倉、倉の北は外郭である。つまり宮城北の円璧城と東城北の含嘉倉は、ともに郭城内に
あった。東城の南は洛河の岸辺に至り、東城東の洛河北岸には外郭城があった。洛河の南にも外郭城が
あった。皇城南面中央にある端門の外側には洛河上に有名な天津橋が架かっており、橋を通過すると外
郭城の定鼎門街である。外郭城は洛河の南の外郭のほうが洛河北の外郭よりも広い。洛河南北で、宮城・
皇城・外郭城を含めると、およそ方形となっている。ただ洛河南の外郭城の厚載門の西に、まだいくつ
か坊があり、突き出ている。皇城の西南隅外側にはさらに上陽宮があり、あたかも長安の大明宮のよう
である。しかし上陽宮は隋の時に建設されたもので、唐代に建設された大明宮とは異なっている。
洛陽の宮城と皇城は城全体の中心ではないため、城全体の中軸線も片寄っている。宮城北の中央の門
は長安の宮城のように、玄武門と称された。宮城南の中央の門は、承天門ではなく応天門と称された（隋
の時には則天門）。皇城には北門がなく、その南中央の門は朱雀門ではなく、端門と称された。端門の
北は玄武門と応天門に対応し、南は外郭城の定鼎門（隋の時は建国門）に対応した。皇城には南北四街、
東西四街がある。その東西四街のうち、応天門と端門の間には直通する南北街はない。端門と定鼎門の
間には１本の南北街があるが、端門街とは呼ばれず、定鼎門街、または天街と呼ばれる。定鼎門街の西
には四街があり、その西の第二街の北は皇城端門西の右掖門に対応し、第三街の南は厚載門（隋の時は
白虎門）で、そのため厚載門街と呼ばれた。定鼎門の東にも四街あり、その第二街は皇城端門東の左掖
門に対応し、その第四街は長夏門の西にあり、長夏門西街とも呼ばれ、長夏門の東の街路は長夏門街か
ら数えて、第一街から第五街まであった。
洛河の北の外郭城は、中間部で洛河から分かれる漕渠が流れているので、さらに２つの部分に分かれ
る。洛河の北・漕渠の南部分は、西は東城南門の承福門に対応し、一つの区域を形成している。西から
東に合わせて５坊あり、最も西の坊は承福坊である。坊の南の洛河上には橋があり、新中橋という。橋
の南は長夏門街である。漕渠の北の外郭城は、東城の東にあるため、その間の南北方向の街路は、東城
の東から始まり、西から東の順に第一街から第六街まである。
24 『白氏長慶集』巻一「登楽遊原上望」。
25 洛陽城に関する地名はいずれも『元河南志』および徐松の『唐両京城坊考』によったが、一々注は付けなかった。
以下同様である。
26

馬得志『唐長安与洛陽』、宿白『隋唐長安城和洛陽城』
、いずれも『考古』1989 年第 6 期。
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洛河南北の外郭城には、それぞれ東西にも街路があり、これらの縦橫に走る街路の間には、各坊が並
んでいた。隋時には計 103 坊あり、唐時には 113 坊に増えた。このほか洛河の南に２つの市、洛河の北
に一つ市があった。
洛陽城のこのような配置は明らかに自然環境の制約を受けたものである。洛河が東西に流れ出たり、
漕渠もまた間を横切っており、宇文愷の才能を以てしても、どうしても地形に合わせなければならず、
宮城・皇城を西北隅に片寄らせ、外郭城も３つに分けた。端門・定鼎門によって形成される主軸線も、
全城全体の中央から遠く離れている。これらはいかにも唐突で、人の力ではどうしようもないようにみ
える。洛陽と長安を比較すると、長安の地形は広く、宮城・皇城・外郭城を順に配列し、整然としてい
る。竜首原下の広野の地は決してすべてが平坦ではなく、高低のある平坦でない土地に対して、宇文愷
けん

か

は特殊な設計を行った。それは『易経』に説かれる乾の卦である。「初め宇文愷都を置く。朱雀街の南
あ

北を以て郭を尽すに、六条の高坡有りて、乾卦を像る。故に九二に宮殿を置きて、以て帝王の居に当つ。
九三に百司を立て、以て君子の数に応ず。九五は位貴く、常人之に居するを欲せず、故に此の観及び興
善寺を置き之を鎮む。（初め宇文愷が都城を設置したとき、朱雀街の南から北にかけて、城郭を横切る
６本の高坡＝高い土手があり、その形は乾の卦を象っていた。そこで、九二に宮殿を置き、帝王の居所
に当てた。九三には百司を立てて、君子の数に対応させた。九五は貴い位で、一般の民衆をそこに住ま
27

わせることを望まなかったので、この観（玄都観）と興善寺とを置いて鎮めた。）

」とされる。そこで
九二に宮殿を置くというのは宮城を指しており、九三に百司を立てるというのは皇城を指している。玄
都観は崇業坊に置かれ、そこは朱雀門街西第一街の北から南の第五坊にあたる。興善寺は靖善坊に置か
れ、そこは朱雀門街東第一街の北から南の第五坊にあたる。崇業坊と靖善坊は朱雀門街を隔てて東西に
並んでいる。玄都観は現在残っておらず、興善寺は元の規模を具えていないが、寺址はなお昔日を彷彿
させ、まさに現在の草場坡南の高地上にあたり、当時のいわゆる九五の地である。朱雀門街西第四街の
北から南の第十二坊は帰義坊である。一坊全体がすべて隋蜀王秀の邸宅であった。隋文帝は外郭内の南
部がはるかに遠く、おそらく空虚になると考え、諸子に対し南郭に邸宅を建てさせたという。ほかに当
時建てられた邸宅には朱雀門街西第二街の北から南第八坊の昌明坊にあった隋漢王諒の邸宅、朱雀門街
西第一街の北から南第七坊の道徳坊にあった隋秦王浩の邸宅、朱雀門街東第五街の最南の敦化坊にあっ
28

た隋蔡王智積の邸宅などがあった。これら４坊はすべて高地にあり、敦化坊はこの４坊の中でも特に高
かった。隋文帝が述べたのは表面的な言辞にずぎないことがわかり、その実情を吐露していない。敦化
坊南のおよそ一坊の地は最も高く、宇文愷は設計にあたって、この地に坊を設けず、意図的にこの一隅
29

をあけ、芙蓉池を穿って、他の場所とは異なることを示した。芙蓉池は芙蓉園の池、つまり曲江である。
長安城は少陵原の北から、渭河の岸辺に至るまで、ゆるやかに傾斜した地であるが、決してまっすぐに
傾斜し続けているのではなく、間に突き出た高地があり、高地は比較的平坦なため、宇文愷は余裕をもっ
て配置できた。宇文愷は九二の高地に宮城を置き、宮城の規模は小さくなかったが、完全には九二の高
地に拠らず、九二の高地はさらに東北に伸びている。唐太宗は貞観初年、その地に永安宮を置き、まも
27

宋敏求『長安志』巻九・唐京城三。

28 駱天驤『類編長安志』は隋蔡王智積の邸宅を朱雀門街西第一街の北から南第二坊の通化坊とし、隋文帝が諸子に南
城に邸宅を建てさせたとするが、通化坊は朱雀門外に近く、おそらく正しくない。宋敏求『長安志』は蔡王智積の邸宅
を敦化坊としており、今これに従う。
29 『太平御覧』巻一九七・居処部が引く『天文要集』
。
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そうかい

なく大明宮と改名された。この宮殿は「北は高原に拠り、南は爽塏を望み、天毎に晴日朗らかにして、
がいはく

南に終南山を望むこと指掌の如し。京城の坊市街陌を俯視すること檻内に在るが如し。蓋しその高爽な
り（北は高原に拠り、南は高くてさわやかな土地を望み、毎日天気が良くてほがらかで、南の終南山を
望むのは手のひらにとるように容易である。城内の坊や市、街路を眺めると、まるで小さな囲いの中に
30


あるようである。高くてさわやかなためであろう）」
という。宇文愷の乾の卦の説は、ただ一家の言にす

ぎず、
このような配置はかえって長安城に現地の地形を十分に利用させ、不規則な形にさせることとなっ
た。宮城は非凡なものとなり、唐初に大明宮を増築したことで、さらに立派になった。唐朝が後に大明
宮を正式な朝会の場所としたのも、決して偶然ではない。

３）長安城の２市と洛陽城の３市
長安城と洛陽城の外郭城には 100 以上の里坊が並び、県の役所・寺院や道観・邸宅・庶民などが入り
組んでいた。都城には、様々な人々が雑居し、人家がかなり密集していた。長安と洛陽は当時、あくま
で政治の中心であり、経済の中心とはいえない。しかし人家が密集した都城である以上、発達した商業
がないとはいえず、これら多くの人口の日常生活における需要に対して供給が行われた。長安と洛陽の
外郭城はすべて里坊を主とする閉鎖式都城であり、いかに商業が発達したのかは、当然無視できない問
題である。宇文愷らが当時、東西両都の建設配置を設計した時、構想を練って具体的な処置を施した。
つまりこれらの里坊の中に特殊な場所を画して市を設けた。長安城には東西２市を設置し、それぞれ朱
雀門街の両側にあった。洛陽城では洛河が橫貫し、外郭城は南北の２つの部分に分かれており、洛河の
南は比較的大きいので２市を設置し、洛河の北は比較的小さいので、１つだけ市を設置した。
長安城の東西両市は唐代に名称を改められており、隋代にはそれぞれ都会市・利人市と呼ばれていた。
両市はそれぞれ朱雀門街の左右に対称に位置していた。東市は朱雀門街東第四街、つまり皇城東第二街
にあった。西市は朱雀門街西第四街、つまり皇城西第二街にあった。両市はそれぞれ２坊の地を占めて
いた。東西両市の北にはそれぞれ４坊あり、その南にはそれぞれ７坊あった。両市の北門はいずれも皇
城南の橫街に面し、この橫街の東には外郭城の東３門中央の春明門があり、西には外郭城の西３門中央
の金光門があった。この２つの城門からさらに城外の各所に通じていた。この橫街は全城の交通幹線道
であった。便利な交通は両市の繁栄を促進した。宇文愷は大興城を設計した時、意図的にこのような処
置をとり、両市が発展する条件を創った。
隋唐両代には洛陽城に３市が置かれたが、完全には同じでなく、市が置かれた場所にも違いがあった。
隋の時には洛河の南に豊都市と大同市が置かれ、洛河の北には通遠市が置かれた。唐の時には洛河の南
に南市と西市が置かれ、北市が洛河の北に置かれた。
隋の時、豊都市は長夏門街東第二街にあり、その北には通利と慈恵の２坊があり、さらにその北には
洛河が流れていた。隋の時には東市とも呼ばれていた。唐の時に豊都市は南市と改められ、市の範囲も
縮小された。その北部の隅は通利坊に編入され、通利坊は半坊の地を増やした。その東の永泰坊もやは
り唐の初めに豊都市から分置されたものである。隋の大同市は定鼎門西第二街にあり、やはり後の唐の
時には大同坊となった。大同坊はすなわち大同市の名称を踏襲して用いたのである。大同市は隋の初め
は殖業坊であり、隋煬帝が大業年間に大同坊をここに移した。大同坊が本来どこにあったのかは、さら

30

宋敏求『長安志』巻六・宮室四。
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なる検討が必要である。
唐の時の西市は定鼎門街の西第三街、つまり厚載門第一街にあった。隋の大同市は洛河の南外郭城の
西南隅に近かった。唐の時、西市は隋の大同市のさらに西南にあり、定鼎門街西第三街の最も南の坊で
あった、この街には２坊しかなく、西市の北の広利坊は、すでに最北であった。西市の西は定鼎門西第
四街である。街路を隔てて通済坊があり、全城の最も西南にあたる坊で、西市はかなり辺鄙なところに
31

みえる。唐の時、３つの市のうち西市が置かれていた年代が最も短く、20 年あまりにすぎない。西市
の廃止後の 100 年以上、洛陽にはただ南市と北市だけがあり、長安の東市と西市に相当する。

４）都城に引かれた水渠道の分布
都城の範囲は広く、人口も多く、日常必要とする水も当然少なくなかった。附近の河から引いて城内
に流し、各所に流し込むのも、当面の急務となった。水上交通も陸地より便利で、適宜にこれを利用す
ることで、更なる都城の繁栄をもたらした。
隋の初めに長安城を創建した時、城中の用水はみな南山から流れるいくつかの河流に頼っており、渠
を開鑿して水を引き、城内に流していた。隋の初めに開鑿された渠道は、竜首渠・永安渠・清明渠であ
る。竜首渠は滻河の水を引き、外郭城東の通化門と春明門の側から城内に流し入れ、そして宮城と皇城
に引き入れた。宮城内にはいくつかの海池があり、船を使うことができる海池もあったが、その水源は
竜首渠であった。永安渠は交河の水を引き、朱雀門街西第三街最南の大安坊から城に入れ、西市の東を
経て、北に流れて苑に入り、再び北に流れて渭河に注いだ。清明渠は潏河の水を引き、安化門から城に
入り、北流して朱雀門街西第三街の北から第四坊にあたる布政坊の東より、皇城に入って流れ、再び北
に流れて宮城に入り、南海・北海・西海に注いだ。
長安城の東南隅の曲江池は、都の人々が遊覧した景勝地であり、皇室の貴人も多く来て遊楽した。杜
とざ

甫の詩に「江頭の宮殿、千門を鎖す（曲江のほとりの宮殿は、あまたの門を閉ざしている）」とあり、
32

当時の盛況ぶりを描写している。曲江が利用していたのは南山から流れる義谷水で、水を引いた渠道は
33

黄渠と呼ばれ、少陵原を経て北に流れ、曲江に注いでいた。長安城を建設した時に曲江も造られたが、
黄渠の開鑿もおそらくその時であろう。
長安は渭河に近いにも関わらず、隋の時に渭河の水を引いて城に入れず、南山から流れる河を引いた
のは、おそらく渭河の南には高く隆起した竜首原があるので、工事が難しかったためであろう。隋の初
めには関東の穀物を船で運ぶため、広通渠を開鑿し、渭河の水を引いて東に流した。その渠は長安城の
34

北を流れていた。唐玄宗の天宝年間、さらに潏河の水を引いて西市まで通し、深い池を造って材木を貯
めた。唐代宗の大歴年間には、また南山の谷口から水を引いて城に入れ、西市まで流した。この時に引
35

いたのもやはり潏河の水であった。今でも潏河は丈八溝を経て流れ、なお皂河（zaohe）と呼ばれている。
皂河はつまり漕河（caohe、運河の意）のことで、明らかに当時の河道を示している。当時引いたのは
やはり潏河の水で、南山の木炭を運ぶためであり、そのため漕河と呼ばれる。このような名称は現在に
31 『唐会要』巻八六・市「天授三年四月十六日、神都に西市を置き、尋 ( つ ) いで廃す。長安四年十一月二十二日に至り
て又置き、開元十三年六月二十三日に至りて又廃す。
」
かな

。
32 『全唐詩』巻二一六、杜甫「哀江頭 ( 江頭に哀しむ )」
33

曹爾琴「長安黄渠考」、『中国歴史地理論叢』1990 年第 1 輯。

34 『旧唐書』巻九・玄宗紀、『新唐書』巻一一八・韓朝室伝、宋敏求『長安志』巻一二・長安。
35 『旧唐書』巻一一・代宗紀、『新唐書』巻三七・地理志、及び巻一四五・黎斡伝。宋敏求『長安志』巻一二・長安。

273

至るまで伝わっている。当時さらに西市から渠を引き、朱雀門街西第三街の北から第六坊にあたる光徳
坊、朱雀門街東第一街の北から第二坊にあたる開化坊を経て、その北の務本坊の東に至り、さらに皇城
東面の景風門と延喜門の東を経て、北に流れて苑に入れた。これらの渠道は長安城内に分布し、城内の
用水問題を解決しただけでなく、長安城内をさらに華やかで堂々とさせ、景色が人々を楽しませた。船
での運送が可能な渠道もあり、当時は珍しい景観であったと思われる。
洛陽では洛河が城中を横切って流れており、水を引くのは長安より容易であった。隋煬帝によって開
鑿された通済渠は、穀河と洛河の水を引いて運輸に用いられた。穀河は洛河の支流で、洛陽城の西にあ
る上陽宮の西で洛河に合流した。洛河は皇城の端門前を通過して東に流れ、定鼎門東第三街最北の恵訓
坊の西北に堰堤を設けて水門をつくり、通済渠に分流した。通済渠は漕渠とも呼ばれ、隋時の通遠市の
北を経て東に流れ出た。洛河の南にはもう一本洛河の水を引いた分渠があり、苑中で洛河の水を引いて
通済坊から城に入り、西市の東を経て、定鼎門街を通過し、東に流れて長夏門東第五街最北の延慶坊北
36

に至り、再び洛河に合流した。洛河の水を利用したものにはほかにも通津渠があり、定鼎門西の厚載門
37

から城に入り、東北に流れて定鼎門街から北に向かい、端門南の天津橋附近で再び洛河に合流した。
洛陽の南には伊河があり、伊河も城内に引かれた。当時は南運渠があり、城の東から外郭城の東南隅
に流れ、曲がって北に流れ、外郭城東面の永通門とその北の建春門外を経て、西に折れ曲がって城に入っ
た。城の東には他に水はなく、ただ伊河だけがあり、この渠道も伊河の水を引いただけであった。城に
38

39

入った後、南市の東、つまり長夏門東第三街を通過して、その最北の詢善坊の西で洛河に入った。城内
を流れる伊河は、この渠道１本だけでなく、長夏門西街最南の帰徳坊の西と長夏門東第二街最南の興教
坊の西からもそれぞれ城に入って流れ、合流した後、長夏門東第四街の南から第二坊にある履道坊の北
てん

を経て、第五街の南から第五坊にある懐仁坊の東で南運渠に合流した。洛河の北には瀍河もあった。瀍
河は東城の東第三南北街最北の修義坊から西南に流れて城中に入り、更に南に流れて東城の東第二南北
40

し

街最南の玉雞坊で漕渠に合流した。ここでは含嘉倉城から流れる洩城渠についても述べなければならな
い。この渠は南に流れて東城東門の宣仁門外を経て、さらに東城の東第一街の南から第二坊にある立徳
41

坊の東を経て、漕渠に合流した。
これらの河流や渠道が洛陽城内を流れているため、城内には水上の交通航路があるだけでなく、一般
用水の確保にも便利であった。隋煬帝は通済渠を開鑿したが、その機能の一つは東南の穀物を輸送する
ことで、含嘉倉は洛陽城の食糧を貯蔵する倉庫であった。穀物を運んだ後、すぐに倉に入れることがで
き、相当便利であったといえる。唐の時、李翱の邸宅は定鼎門東第二街最北の旌善坊にあった。彼が遠
42

い嶺南（広東・広西）の地に赴く時、坊門の外で妻子と共に上船して出発した。水を引くのに便利なた
36 『唐両京城坊考』巻五・東京・通済渠は、この渠道を通済渠とし、
「通済渠は、( 神都 ) 苑内で穀水・洛水から分流し、
通済坊の南を通過する。よってこの名がある」とする。この渠道は隋煬帝によって開鑿されたものではないのに、どう
して通済坊の名称を使えるのだろうか ? この渠道はただ洛河の水を引いただけであり、穀河とは無関係である。穀河は
上陽宮の西で洛河に入り、通済渠は洛河の下流で分かれる。混同して論じてはならない。
37 『元和郡県図志』巻五・河南府、『唐両京城坊考』巻五・東京・通津渠。
38 【訳者注】原文は「訓善坊」。諸書を参照して修正した。
39 『河南志』・唐城闕古跡。
40 【訳者注】原文は「修義坊」。明らかに誤りなので、諸書を参照して修正した。
41

同上・唐城闕古跡、『唐両京城坊考』巻五・東京・通津渠・瀍渠・洩城渠。

42

李翱『李文公集・南来録』。

274

め、一部の高官や貴族の邸宅内には池を造ることができ、かなり広大なものもあった。定鼎門街東第三
むすめ

街最北の恵訓坊は、北に洛河が面しているが、そこには唐中宗の女である長寧公主の邸宅があり、もと
43

は魏王泰の邸宅であった。そこにはなんと池が三百畝もあり、その西の道術坊にまで及んでいた。唐代
の白居易宅は、長夏門東第四街の履道坊にあり、宅地は十七畝、池は五分の一を占め、島・樹・橋・道
44

などが設けられていた。このような情況は長安城ではあまり見られない。

３．強大な政治の中心と繁栄した経済都市
１）宮城と皇城の機能
隋唐長安城と洛陽城にはいずれも宮城と皇城があった。宮城は北にあり、皇城は南にあった。宮城は
皇室が居住する所であり、皇城は官署が執務する所である。宮城の皇室は皇城の政府を統制し、皇城の
政府は外郭城を含む全国各地や域外の外交に及ぶまで統治した。このような配置は隋唐時代に創始され
たものではないが、隋唐時代にも発達がみられた。前代の官署の間には、しばしば民居が雑居していた
が、隋文帝は民が雑居するのは都合が悪いと考え、そこで皇城内に役所だけを並べ、雑人の居住を禁じ
て、統治の威厳を示した。
隋唐の中枢にはいずれも三省が並立し、隋では尚書・門下・内史の三省があり、唐では内史を中書と
改めたが、
実際は同じである。中書・門下は王朝が下す政令の制定や頒布を管掌した。尚書は執行を司っ
た。職務は同じではなく、三省の衙署も必ずしも一カ所ではなかった。長安城の尚書省は皇城内の承天
門街東・第四東西街の北にあった。皇城の中には門下外省と中書外省だけがあり、それぞれ承天門街東・
第二東西街の北と承天門街西・第二東西街の北にあった。門下省と中書省は実際には、宮城内の太極殿
前の東西両側にあった。そして太極殿（隋時の大興殿）は皇帝が朔望（ついたちと十五日）の時に政務
をとる所であった。日常の政務はその北の両儀殿（隋時の中華殿）でとられた。門下省と中書省はこれ
ら２つの殿の前に設けられ、まさに王朝の政治の中心地であることを示していた。
後に大明宮が建設され、このような中心は大明宮に移った。大明宮は東内、宮城は西内と呼ばれ、双
方が同等であることを示しているが、実際には大明宮が宮城に代わって王朝の政治の中心地となってい
た。大明宮の丹鳳門は宮城の承天門に相当し、その南の外郭城の翊善坊と永昌坊との間も広げて丹鳳門
街を設けた。丹鳳門内には含元殿があり、大朝会（元日などの祝日に臣下が天子に謁見する儀式）を行
う所であった。含元殿の後ろの宣政殿は皇帝が日常の政務をとる所であった。大明宮の建設後、門下省
と中書省もそこに移り、それぞれ含元殿と宣政殿の間の東西両側にあり、およそ宮城の時と似ている。
百官が常に入朝するため、丹鳳門の西の建福門外には百官待漏院が設けられた。建福門は外郭城朱雀門
街東第三街、つまり皇城東第一街の北にあり、その南は光宅坊で、待漏院は光宅坊に設けられた。
大明宮がまだ建設されていない時、万国の朝貢の使者や「四夷」の賓客が皇帝に謁見する時、皇帝は
宮城太極殿前の承天門に御して礼を受けた。大明宮が正式に政治の中心となった後、このような朝儀も
しょうこう

やはり大明宮含元殿に移った。王維の詩に「九天の閶闔

べんりゅう

上品でゆったりとした様子を表している。
43 『新唐書』巻八三・諸帝公主伝・長寧公主伝。
44 『旧唐書』巻一六六・白居易伝。白居易「池上篇並序」
。

か しゃじん

つと

」
。
45 『全唐詩』巻一二八・王維「和賈舎人早朝大明宮之作（賈舎人の「早に大明宮に朝す」の作に和す）
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45

宮殿を開き、万国の衣冠 冕旒を拝す」

とあり、

洛陽の宮城と皇城の配置は基本的に長安と似ている。宮城の中にはまた含元殿（隋時は乾陽殿）が応
天門内にあった。皇帝が日常の政務を執るのは含元殿西の宣政殿で、門下省と中書省はそれぞれ含元殿
と宣政殿の東西両方にあった。門下外省と中書外省もまた昔の長安城のように、いずれも皇城の中にあっ
た。具体的な位置はまだ西京（長安）の型を脱していなかった。しかし皇城の中には尚書省がなかった。
尚書省は皇城東の東城の中に分けて置かれた。皇城西南隅の上陽宮は、唐高宗の時に建設された。唐高
宗は日常ここで政務を執り、長安の大明宮のようであった。しかし宮内には門下省と中書省は設置され
ず、大明宮とは異なっている。武則天以後、唐朝の諸帝は次第に洛陽に行かなくなり、安史の乱以後は、
ついに誰も行かなくなった。上陽宮が大明宮とは比べものにならなくなっただけでなく、洛陽の宮城や
皇城も明らかに寂しくなった。

２）繁栄した経済都市となった長安と洛陽
長安と洛陽は無論政治の中心であって、経済の中心とはいえない。当時の中心は当然揚州である。隋
煬帝は通済渠を開鑿したが、その動機の一つは揚州の豊かな富を奪取することであり、少なくとも当時
の揚州の豊かさは長安や洛陽を越えていたはずである。後に揚州はますます繁栄して豊かになり、ただ
益州だけがそれに肩を並べることができた。そのため「揚一益二」と呼ばれ、長安と洛陽はさらにその
次であった。
長安と洛陽は経済の中心とはいえないが、ある程度の発展があり、やはり経済都市といえる。長安の
繁栄した経済は東西２市に示され、洛陽は洛河南北の３市に示される。長安の２市と洛陽の３市はある
時期に明らかに繁栄していた。長安の東市の中は、「貨財二百二十行（同業組合）。四面に邸を立つ。四
46


方の珍奇皆積聚するところ」
という。洛陽城の隋時の豊都市は、当時のいわゆる東市で、「其の内は
みせ

一百二十行、三千余の肆、四壁に四百余店あり。貨賄山積す」という。隋時の大同市も相当繁栄し、そ
47

こには「邸一百四十一区、資貨六十六行」あった。これらは当時の一般都市でも珍しかった。
長安の２市と洛陽の３市が繁栄し得たのは、長安と洛陽の人口の多さが重要な条件であったはずであ
る。都城は本来、粋を集めた人々が集まるところであるが、さらに意図的に民を移して都を満たせば、
当然ながらさらに多くなる。隋煬帝が初め東都を建設した時、豫州郭下の住民を移して都を満たしただ
48

けでなく、天下の豪商を数万家も移した。武則天が東都洛陽を神都と改めた時、また関外の雍州・同州・
49

秦州など７州の戸数十万を移して洛陽を満たし、その他にも移民があった。これらの多くの人々の中に
は、多くの高官や貴族が含まれ、必然的に当地の商業の発展を促進し、物質の需要を満たした。長安城
西市の規模は東市と似ている。東市は万年県（即ち隋の大興県）の管轄内にあり、西市は長安県の管轄
内にあった。長安県の所領は４万戸余りで万年県より多く、流民も数えきれなかった。また公卿以下の
多くが朱雀街東に住み、邸宅の多くは勲功高い貴族に占有され、そのため商人の多くは西市に赴いた。
明らかに西市は東市より繁栄していた。市の繁栄は戸数と密接な関係があり、これは具体的な例証の一
つである。
すでに指摘したように、長安の東市と西市はいずれも朱雀門街前の東西橫街に面し、この橫街は春明
46

宋敏求『長安志』巻八・唐京城二。

47 『河南志』・京城門坊街隅古跡。
48 『隋書』巻三・煬帝紀。
49 『唐会要』巻八四・移戸。
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門と金光門の間の大街でもあった。これは長安城中の主要な交通道路であり、東市と西市の繁栄・発展
に役だった。西市にはさらに漕渠が通り、東市よりも便利であった。洛陽の３市は２市が洛河の南にあ
り、いずれも洛河に近かった。隋の時に通遠市が洛河の北、漕渠の南に置かれた。唐の時に北市が通遠
市と漕渠の北にあり、東城東第三南北街、景行坊の北に位置した。これは通遠市を北に移し、もとの市
との間を景行坊で隔てたのである。洛河の河道はしばしば氾濫し、通遠市は影響を逃れられず、北に移
らざるを得なかった。しかし漕渠の南から漕渠の北に移っただけで、漕渠による運輸の便利さは変わら
なかった。漕渠上には通済橋という橋があり、隋の時に造られ、唐の時には漕渠橋と呼ばれた。「此の
てんそく

橋の東より、皆天下の舟船集められ、常に万余の艘、河路を填満し、商旅（商人）貿易し、車馬の填塞
50

すること、西京の崇仁坊の若し」という。漕渠による運輸の繁忙さは、まさに隋の通遠市と唐の北市の
繁栄を促進した。唐の時に西京崇仁坊の車馬が道をふさぐほど多かったことが、後文で言及されている。
隋の大同市や唐の西市の繁栄も洛河から引いた分渠のおかげである。隋の大同市は定鼎門西第二街の南
から第二坊にあり、洛河南の外郭城の西南隅に近い。唐時の西市は隋の大同市のさらに西南にあり、定
鼎門街西第三街の最南の坊でこの西第三街には２坊だけあり、西市の北の広利坊は最北にあった。西市
の西は定鼎門街西第四街で、街路を隔てて通済坊があり、城全体の西南隅の坊であった。このように相
当辺鄙にみえる。辺鄙なのに市を設けたのは、明らかにこの市のほとりを流れる洛河の分渠を拠り所と
したからである。先述したように、西市の最後の廃止は開元十三年である。その時この洛河の分渠はま
だ完全にはふさがれていなかったが、おそらくすでに船が航行できず、西市に活気がなくなり、廃止に
至った。天宝年間になるとこの渠道は完全にふさがれ、ついに水も涸れて、西市も復活できなくなった。
城内はこのようであったが、城外は更に遠くまで及んだ。隋煬帝は通済渠と永済渠を開鑿し、もとよ
り洛陽を開始の地とした。隋文帝の時にはすでに広通渠が開鑿され、後に漕渠と呼ばれ、さらにその間
の黄河を加えると、船は長安から洛陽に直通できた。これらの運河・渠道を通過することで、太行山脈
（山西省と河北省の間の山脈）の東や、江淮（長江と淮水の間。今の江蘇省・安徽省一帯）が両都と連
絡することができた。江南や嶺南も、それによって到達できた。唐玄宗の天宝年間、韋堅は転運使とし
51

てこの運河を使って長江下流各郡の貢物を運び、嶺南の貢物も残さず運んだ。十分貢物を運べたので、
商品も一緒に運ばれた。唐代後期に至っても、長安城東北の渭河はやはり「千の帆柱が渭水で向きを変
52

える」

といわれた。その盛況さの一端がうかがえる。
唐の時には、長安から「東は汴（州）・宋（州）に至り、西は岐州に至り、路を夾み店肆を列ねて客
を待つ」
、つまり「南は荊襄に詣で、北は太原・范陽に至り、西は蜀川・涼府に至り、皆店肆有り、以
53


て商旅に供す」
という状況であった。これは盛唐時代の記載であるが、隋代の盛時も同様であったと思

われる。つまり店は多くなくても、道路の往来はやはり便利であった。ここに書かれているのは長安で
ある。洛陽と長安は東西に並んでおり、長安に到達できれば、同様に洛陽にも到達できる。
商人が到達できる所には、商品ももたらされた。全国の商品が長安と洛陽に多く集められた。全国の
商品は当然さまざまで、絹織物が最も多く、種類も複雑であった。そのうちの絹１種類だけでも、八等
50 『河南志』・唐城闕古跡。
51 『旧唐書』巻一〇五・韋堅伝。
52 『全唐詩』巻五八七

李頻「東渭橋晩眺」。

53 『通典』巻七・食貨七。
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54

55

あり、産地は 90 州近くあり、まだ等級に入れられていない州もあった。両者を合計すると 120 州余りあ
り、全国の州総数の 44％を占める。このような多くの州で生産された絹織物は、すべておそらく長安
や洛陽に運ばれており、長安は最も重要な集散地であった。長安と洛陽の諸市の商工業者は皆、その業
種によって行を形成していた。絹織業にも行があり、長安両市の絹織業の行には絹行・大絹行・小絹行・
新絹行・小彩行・糸帛行・糸綿彩帛行・糸帛彩帛行・総綿糸織行などが存在したことが知られる。これ
ら絹織物を経営していた行は、絹織物を取引するところであった。ある絹行はせり売りも行う所であっ
56

たが、おそらく絹織物買売を行う上で要する在庫費用のためであり、これらの行の売買取引の盛況ぶり
をうかがうことができる。
長安と洛陽にはいずれも市があるが、東方各地から長安に運ばれた絹織物は必ずしも洛陽の市を経な
い。これは一般の道理であり、説明を要しない。各地から長安に運ばれたこれら多くの絹織物は、長安
城内のほか、域外にも供給された。現代人はシルクロードと美称している。シルクロードの名称は中国
人によって創始されたのではないが、西域と往来する道路によって多くの絹織物が運ばれたのであり、
この名称でこの道路を呼ぶのは、当時の実際の情況にも符合している。唐人の張籍が作った『涼州詞』は、
涼州道路上の絹織物を運ぶ様子を描写して「辺城の暮雨
ひと

斉しからんと欲す。無数の鈴声

雁

せき

ろじゅん

飛ぶこと低く、蘆荀 初めて生じ
の

遙かに磧を過ぐ、応に白練を駄せて

漸く

安西に到るべし。（辺境の城に

黄昏時、
雨が降る。雁が低く列を成して飛んで行く。アシや名も知れぬ草がやっとそこそこの高さになっ
た。無数の鈴の音が、はるか砂漠の向こうへ通り過ぎる。隊商が真っ白な練り絹をラクダに載せて、安
57


西都護府（新疆）へ運んでいるのだろう）
」と詠んでいる。発掘された西安附近の唐墓の中から絹織物

を載せたラクダの唐三彩が出土しており、当時西域まで運んだラクダの隊商の実際の様子がうかがえる。
この道路上の絹織物に関する記載は多いが、ここで一つ一つ列挙しない。大量の絹織物は長安からこの
道路によって西域に運ばれ、長安の絹織物業の繁盛さを示し、シルクロードがまさに長安を起点とする
ことも示している。このような起点はやはり他の場所では代替できなかった。
長安と洛陽の諸市はいずれも一定の規模がある。長安の東西両市はそれぞれ２坊の土地を占め、方
600 歩である。各面に２門ずつあり、４面の街路の幅は 100 歩で、各面の２門は市内にある東西街路 2 本、
58

南北街路２本に通じる。４街の間は複雑な路地があった。洛陽の市は、隋の時はそれぞれ異なり、大同
59

市は周４里で、４門が開き、市内はただ東西方向と南北方向の街路が１本ずつだけあった。豊都市は東
西南北２坊の地を占めたが、唐の時の南市は、その半分だけを残し、１坊だけとなった。南市の周囲の
坊には、双市門の名称が残り、おそらく豊都市の市門だったのであろう。もしこの推測が誤りでなけれ
ば、長安両市の４面にそれぞれ２門あるように、市内には東西方向と南北方向の街路が 2 本通っていた
と考えられる。後の唐の時は、洛陽の諸市はどれも１坊の土地だけで、長安と全てが同じという訳では
ない。それが２坊の土地か１坊の土地であるかに関わりなく、４面には囲牆があり、坊牆と同様であっ
54 『大唐六典』巻二十・太府寺。
55 『通典』巻六・食貨六 ,『元和郡県図志』の関係する各巻にみえる。
56

曹爾琴「唐代長安的絲綢」、『中国歴史地理論叢』1991 年第三輯。

57 『全唐詩』巻三八六。
58 『太平御覧』巻一九三・車中女子「東市の一小曲内に、路を臨んで店数間有り。
」
、唐宣宗太中十一年 (857 年 )、李惲
撰『魯謙墓志』「西市錦行里の私第に終わる。」(『全唐文補遺』第三冊 )。
59 『河南志』・唐京城。
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た。具体的にいうと、これは閉鎖式の市である。閉鎖式の市は閉鎖式の坊と呼応するものであり、これ
は当時一定の意味があり、歴史的な淵源もあった。しかし経済が絶えず発展している時には、このよう
な閉鎖式の市はどうしても限界となった。長安城内崇仁坊の変化はそれを具体的に示している。崇仁坊
は朱雀門街東第三街、皇城東第一街の北から第四坊にある。崇仁坊の北の街路は皇城の景風門に通じ、
尚書省選院に最も近く、また東市とも連なっていたので、京城内に邸宅がない多くの科挙受験生がここ
ふくそう

けん こ

に滞在・休憩した。このため「一街は輻輳し、遂に両市傾き、昼夜喧呼し、灯火絶えず、京中の諸坊、
なら

60

な

之と比ぶは莫し。」であった。これは両市を超えただけでなく、夜市を形成した。これは両市にもなかっ
た。この記載の具体的な年代は不明であるが、おそらく唐代盛時の様子であろう。朱雀門街西第三街北
61


から第二坊の輔興坊は「車馬の往来、実に繁会となす」
とされ、輔興坊の南に２坊隔てたところにある
62


延寿坊は「繁華の最」
と呼ばれたが、崇仁坊と同じとはいえないようである。輔興坊の「車馬の往来、

実に繁会となす」というのは、そこが皇城安福門と外郭城開遠門との間にあり、開遠門が西域との交通
の起点ともなっていたからであり、車馬が多いのも当然であった。延寿坊が繁栄していたのは唐懿宗の
咸通年間に仏舎利を迎えた時、坊市の富豪がここで無遮斋大会を挙行したためであり、必ずしも商業の
発達によるものではない。
このようであったが、いくつかの坊の商業活動はやはり少なくなかった。朱雀門街東第二街の北から
63

64

第三坊にある長興坊の畢羅店、街東第三街の北から第三坊にある永興坊の売魚者、街東第四街最北にあ
がまりょう

66

65

67

る長楽坊蝦蟆陵の郎官清酒、長楽坊の南第八坊にある宣平坊の売油、朱雀門街西第三街北から第五坊に
68

ある延寿坊の金銀珠玉の専売などである。これらの店舗の規模はいずれも決して大きくはないが、東西
両市から離れたいくつかの坊から出現したことは、無視できない。
都市には旅人の往来が多く、自然と旅館が設置された。長安の西市には竇家店（竇氏が営む店）があ
69

り、
「其の要害に当たり、日に利を数千収む」

とされ、旅館のようである。他にも朱雀門街東第二街北か
ら第一坊の務本坊、第三坊の長興坊、第五坊の靖安坊、街東第三街北から第七坊の親仁坊、第九坊の永
崇坊、街東第五街北から第五坊の道政坊、街西第三街北から第九坊の延福坊などにも、宿泊施設や旅館
70

があった。洛陽城にも同様の施設があり、洛河の北、東城の東第一南北街の南から第二坊の清化坊、東
城の東第四南北街の南から第一坊の時邕坊、第三坊の殖業坊にもそれぞれ宿泊施設や旅館があり、これ
71

らの坊はいずれも唐代の北市の周辺にあった。
これらの店舗や旅館はいずれも市の外に散在しており、閉鎖式の市がすでに旧来の制度を完全には維
60

宋敏求『長安志』巻八・唐京城二。

61

同上巻一〇・唐京城四。

62 『唐両京城坊考』巻四・西京の引く『杜陽雑編』
。
63 『太平広記』巻二七八・国子監明経。
64

同上巻一一七・許儼。

とうちゅうじょ

『唐両京城坊考』巻三は常楽坊にあるとする。長楽坊は常楽坊
65 【訳者注】漢代の董 仲 舒の墓と俗伝されている大墓。
の誤りか。
66 『太平広記』巻二三三・酒名。
67

同上巻四一七・宣平坊官人

68

同上巻八四・王居士。

69

同上巻二四三・竇義。

70 『唐両京城坊考』巻三、四・西京・外郭城。
71

同上巻五・東京・外郭城。
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持できなくなり、打破されていることを示している。上に挙げた具体例は、大部分が唐代の記載に依拠
しており、少なくとも唐の時にはすでに多くがこのような様子であったといえる。ここで特に注意すべ
きは夜市の勃興である。先に長安朱雀門街東第三街の崇仁坊について言及した。この坊は商業があるだ
けん こ

なら

な

けでなく、
「昼夜喧呼し、灯火絶えず、京中の諸坊、之と比ぶは莫し」という状況であった。按ずるに
唐より始まり、すでに規定があって、諸坊門の早朝と晩の開閉は、太鼓をたたいて合図することになっ
72

ていた。このように昼夜を問わずにぎやかで、灯りが絶えない夜市は、古い規定に合わなかった。文宗
73

の開成年間、このため再び勅文を発布し、一切禁止したが、あまり効果はなかった。夜市の興盛は閉鎖
式の市にとって打撃であり、閉鎖式の坊も打撃をうけた。
都市には商業が発達し、工業も相当の地位があった。唐の時に長安の両市と洛陽の３市には多くの行
があったが、これについてはすでに述べた。これら多くの行のうち、工業関係の行は決して多くない。
75

74

長安の東市には鉄行があり、西市には秤行があった。鉄行と秤行は同じく『乾饌子』にみえるので、確
実で疑いない。ただし鉄行、秤行が何をする所なのか、知る由がない。唐の時に竇乂という者がおり、
76

朱雀門街西第四街の北から第九坊にある嘉会坊の廟の鍛冶炉で、２枚の小鍤を作った。鍛冶炉は竇乂が
77

経営していたのではなく、おそらく鉄行の一部だったのであろう。長安の西市には鞦轡行もあり、その
名称から、鞦（しりがい）轡（くつわ）などの馬具や車輛を製造した業種であろう。外郭城東門の通化
78

門附近には長店があり、そこには車を造る工場があった。当時の王朝の規定に「其の弓矢長刀を造るは、
う

ゆる

79


官為に様を立て、仍ち工人の姓名を題し、然る後に之を鬻るを聴せ。諸の器物もまた之の如くせよ」
と

あり、手工業の行と作者は少なくないことがうかがえ、おそらく東西両市の中にはなかったのであろう。
唐文宗の時、内庫の琵琶がたまたま壊れ、崇仁坊に修理に出された。楽器を作る者はみなこの坊にいた
80

という。やはり一つの行であったか否か、詳細は分からない。朱雀門東第五街の北から第六坊にある常
すみ

81

楽坊の曲には美酒が出て、京都と称した。これは酒を醸造するところである。その南の靖恭坊には氈曲
82

があった。氈と呼ばれる曲なので、おそらく氈の制作で有名な所だったのであろう。洛陽の長夏門街東
一街の南から第四坊にあたる修善坊には、韋述（『両京新記』）の記載によると、坊内に車坊、酒肆が多
83

かった。これらの坊はいずれも市とは違う。

４．東西に並び輝く文化の中枢
１）都城配置の継承と融合
72 『唐律疏議』巻二六・雑律上。
73 『唐会要』巻八六・市。
74 『太平広記』巻二六一・鄭群玉。
75

同上巻二四三・竇乂。

76

同上巻二四三・竇乂。

77

同上巻一五七・李君。

78

同上巻八四・奚東山。

79 『大唐六典』巻二十・両京諸市署。
80

段安節『楽府雑録』琵琶条。

81

宋敏求『長安志』巻九・唐京城。

82

段成式『酉陽雑俎・続集』巻五・寺塔記。

83 『河南志』京城門坊街隅古跡。
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前に述べたように、長安と洛陽の配置は基本的に同じであり、ただ地理的条件の制約から、違いがあ
るだけである。長安は竜首原にあり、平坦で障害がないため、宮城・皇城・外郭城の順に南とし、整然
としていた。洛陽は洛河が橫に貫き、宮城と皇城は西北隅に偏らざるをえず、郭城も洛河の南北両側に
並べざるを得なかった。
長安と洛陽両城はいずれも隋代に建設が始まった。それを掌った宇文愷らは都城の設計・施行に莫大
な費用を使い、技術者としての工夫を凝らした。先述した長安城内の６本の高地は、宇文愷は『周易』
の六で測り、こじつけであったとしても、造営が成功して趣きがあるところとなった。たとえ小さなと
ころでも、なおざりにはしなかった。長安城の朱雀門街東第三街北から第六坊にある宣陽坊の東南隅に
は万年県の県庁があり、県門は宇文愷が建造したものである。太平公主が薛紹と結婚した時、県門に婚
席を設けようとし、県門が狭いので、壊そうとしたが、唐高宗の特勅で制止された。その県門は宇文愷
84

が造ったもので、技巧を凝らして造られており、破壊してはならないということであった。一カ所の県
門でもこのようであったので、城全体はさらに貴重であった。しかし指摘すべきことは、長安と洛陽城
は当時新たに建設されたものであるが、その配置の多くは周秦以来の旧規を継承していることである。
魏晋時代の後、南北に分裂し、流派で違いが生じたが、南北が統一されると、文化が相互に融合した。
都城の建設もまたその一つであり、宇文愷らはこの方面でも尽力した。
我が国で最も古い都城に関する論拠は、『周礼・考工記』と考えられる。『考工記』には「匠人営国、
ぼう

けい と

方九里、旁三門、国中九経九緯、経涂九軌。左祖右社、面朝後市。（匠人が王城を建設する方法。一辺
９里の正方形で、側面にはそれぞれ３門ずつ、城内には南北と東西に９本ずつ街路を通し、その道幅は
車のわだち（８尺）の９倍とする。宮闕の左（東）には祖先をまつる宗廟を置き、右（西）には土地の
神をまつる社稷を置き、前（南）には朝廷、後（北）には市場を置く。）」とあり、この記載は周人の旧
制に基づくといわれるが、実際は儒家の学説を示したものであろう。前朝の旧制および儒学の学説とし
て、後に都城の建設の際に必然的に参照されたが、当然ながらすべてを依拠した訳ではない。
これは主に国の所在、王宮の位置についての記載である。前漢長安城の東市と西市は城内の西北部に
85

あり、諸宮城の北にあり、後市（北に市場）にあたる。宗廟・社稷の所在地は左右の分別が難しい。後
漢洛陽城内は、北宮・南宮が前後に連なり、その間は僅か７里で、復道によって南北に連結し、他に設
置されなかった。城内には金市という名の大市があったが、北宮の北でなく、北宮・南宮の西にあった。
南市が城南、馬市が城東にあり、当然後市とはいえない。さらに三公府が開陽門内にあり、開陽門は洛
86

陽東南の城門のため、三公府は南宮の東南にあることになり、面朝（南の朝廷）とはいえなかった。北
魏もやはり洛陽を都とし、漢魏の旧規を一部改めた。宮城南のもと南宮の旧址に、政府の官署を置き、
87

面朝たる規模を具えた。北魏が洛陽に遷都する前、平城が都城として建設された。平城は漢代にはただ
普通の県治にすぎず、魏晋の時にはさらに没落して牧場となっていた。北魏はこの草原に都城を建設し
たが、容易ではなかった。当時中原文化はすでに東南に移動し、建康城がかすかに洛陽の都の雰囲気を
再現していた。北魏が平城を都とした時、蒋少游を洛陽に派遣し、魏晋の旧城の基礎を測量した。少游
84

宋敏求『長安志』巻八・唐京城二。

85 『三輔黄図』。
86 『河南志』後漢城闕古跡。
87

同上・後魏城闕古跡。
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88

はさらに江南にも行き、建康の規模を視察した。少游が行ったのは南朝が斉の時で、晋室が南に渡って
から百年を過ぎていた。東晋初年、建康には呉の時代の旧跡がまだ多かった。孫氏の呉の時、宮門から
南に苑路を出ると、府寺（役所）が連なっていた。すなわち左太沖『呉都賦』のいう「列寺七里にして、
棟を陽路に侠む（役所が７里にわたって列なり、宮城南面前に棟が街路を夾むように並んでいる）」と
いう状況であった。後に晋成帝が建康宮を創建したが、この配置は変わらなかったようである。建康宮
の南門は大司馬門であり、大司馬門から南に２里行くと宣陽門、すなわち呉の時代の旧門で、さらに南
89

７里に朱雀門がある。そこまでの中央の幹道は御道と呼ばれ、おそらく府寺が連なっていたのであろう。
宋・斉両代には改造されなかったようで、少游が見たのはこの様子であった。平城の府寺の正確な所在
地は不明である。北魏が南遷した後、
（洛陽城では）宮城南門の閶闔門外から宣陽門に至る御道の両側に、
90

司徒府・太尉府以下の府寺群が並んでいた。これは漢魏の旧規に似ず、東晋南朝の新制を彷彿させる。
隋唐両代の長安と洛陽はいずれも宮城の南に別に皇城を築いた。皇城の名は前例がなく、新たに創られ
たようである。皇城内には府寺が並び置かれ、北魏洛陽城の制度を踏襲している。ただ北魏洛陽城の閶
闔門の御道両側はまだ牆垣で囲まれておらず、隋唐両代になってから増し置かれたものである。もし『周
礼・考工記』の記載まで遡るならば、これは確実に「面朝」である。
前漢長安城の市については先述した。東市・西市は諸宮の北にあり、面朝と対応し、後市と呼ぶこと
ができる。後漢は同様ではない。北魏が洛陽に遷都し、市は皆城外に設けられた。大市は城西に設けら
91

れ、小市は城東に設けられ、四通市は城南の洛河の南に設けられた。小市・四通市と後漢の馬市・南市
は類似している。これらはすべて後市とはいえない。しかし隋唐両代に設市を設けた場所とも違ってい
る。北斉の鄴都には南北の２城があった。北城は曹操が初めて築いた。北斉に築かれたのは南城で、北
魏洛陽城に基づいて建設されたものであろう。そこにも東西両市があった。顧炎武撰の『歴代宅京記』
には「東市は東郭に在り、西市は西郭に在り」とみえ、そして「城内城外雑録」には、いわゆる郭とは
おそらく城外を指すと述べている。東西両市を並べるのは、おそらく隋唐長安城の東西両市の嚆矢であ
ろう。長安城の東西両市はいずれも皇城の南にあり、実際「面朝後市」の説と大きな隔たりがあり、同
じとは言えない。洛陽城の３市は更に変わっている。隋唐洛陽城は北魏洛陽城と比べて更に西に偏り、
洛河の影響を更に大きく受け、「面朝後市」の論で判断できないだけでなく、長安城とも比肩できず、
地形の制限により論法で説明しがたい。
『考工記』の論法によれば、匠人の営国は、まず一辺９里の正方形で、側面にはそれぞれ３門ずつで
ある。人口がまだ少ない時代に、９里四方の規模はすでに大きい。人口が増加すると不足するようにな
り、遵守するのが難しい。隋唐長安城の宮城の周囲は 13 里余りで、皇城の周囲は 17 里余、外郭城の周
92

囲は 67 里である。洛陽城の宮城の周囲は 13 里余り、皇城の周囲も 13 里余り、外郭城の周囲は 52 里で、
前漢・後漢・北魏の都城と比べて広大である。先に指摘したように、隋唐時の都城の人口が多かったの
は事実であり、他の都市と比較しても言えることである。長安と洛陽の外郭城はいずれも広大で、人口
88 『魏書』巻九一・蒋少游伝。
89

許嵩『建康実録』巻二・顕宗成皇帝。

90 『河南志』・後魏城闕古跡。
91

同上。

92 宋敏求『長安志』巻六・宮室、巻七・唐皇城・唐京城、
『河南志』
・京城門坊街道古跡 ;『唐両京城坊考』巻一、二・
西京、巻五・東京。
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も多かったが、城内はあまりに広く、宅地が少ない坊巷もあった。先述したように隋文帝は外郭内の南
部がはるか遠く、おそらく空虚になると考え、諸子に対し南郭に邸宅を建てさせたという。隋文帝のこ
の説明は本心でなく別の意図があったが、南郭が空虚であったのも事実である。後の唐代になると、改
善されないばかりか、さらにひどくなったようである。朱雀門南第六橫街から南は、おおむね無人で宅
地がなかった。大興善寺は朱雀街東第一街の北から第五坊にあった。しかし「興善寺より以南四坊、東
せんぱく

93

西郭尽き、時に居者有ると雖も、煙火接さず、耕墾種植し、阡陌（あぜ道）相接す」

という状態であった。
洛陽城の長夏門街東第一街の南から第一坊にある仁和坊は、韋述の記述によると、「此の坊北側数坊、
ゆ

きょ し

ただ

94

朝市に去くこと遠く、居止（すまい）稀少なり、惟園林滋茂するのみ」という。実際は、仁和坊の北第
四坊の思順坊と第五坊の福善坊の東には南市があり、遠すぎるとは言えない。当時は外郭城が広大で、
人口は多かったが、住民が少なかったことがうかがえる。
城門の数は、前漢長安城は確かに１面に３門あり、『考工記』の記載のとおりである。以後の都城は
すべてを一致できていない。隋唐長安城と洛陽城はおそらく意図的に『考工記』の方法を踏襲したが、
外郭城の２面或いは３面だけである。４面を同様にするのは、事実上不可能である。長安外郭城の東、西、
南の３面は皆３門である。南面中央は明徳門で、明徳門の北は皇城の朱雀門に対面している。明徳門の
東は啓夏門で、西は安化門である。東面の３門は、北は通化門、中央は春明門、南は延興門である。西
面の３門は、北は開遠門、中央は金光門、南は延平門である。外郭城の北面中央部は皇城に対面し、朱
雀門の東は安上門で、西は含光門である。皇城の東西両面にもそれぞれ門があり、いずれも決して１門
ではない。洛陽城の中間には洛河が東西に貫き、長安とはかなり異なるが、南面と北面はやはり３門排
列され、明らかに考慮されている。南面の３門は、中央は定鼎門（隋時は建国門）、東は長夏門、西は
厚載門（隋時は白虎門）である。東面の３門は、洛河の北は上東門（隋時は上春門）、洛河の南は、中
95

央は建春門（隋時は建陽門）、南は永通門である。北面は２門だけで、東は安喜門（隋時は喜寧門）、西
は徽安門である。洛河の北は、西部は宮城・皇城である。宮城・皇城とその東の外郭城との間には東城
がある。東城の東門は宣仁門で、外郭城の上東門と東西に対応し、皇城南面中央の端門は外郭城の定鼎
門と南北に対応する。
ぼう

『考工記』に説かれる旁三門、国中九経九緯（都城の側面にはそれぞれ３門ずつ、城内には南北と東
西に９本ずつ街路を通す）というのは、一定の条件がある。まず全城の 12 門の東西と南北の門は、す
べて双方に対応し、ずれがあってはならず、そして城は一辺９里の方形で、平行する街道は互いに遠す
ぎてはいけない。前漢長安城は確かに各面３門だが、東西と南北の門は決して対応していない。
「長安城、
96

き

面三門、四面十二門、皆九逵通達し、以てあい経緯す。」とする文献もある。九逵（９つの大道）が通
達できるということは、九経九緯を形成したということである。隋唐長安城の外郭城は、北面は３門で
はないが、東西両面の３門が双方に対応し、３本の東西街路を形成し、『考工記』の説く九緯中の三緯
でもある。北面の門は３門に限られないが、南北の街路のうち少なくとも３本が南面の３門から北に通
93

宋敏求『長安志』巻七・唐京城。

94 『河南志』・京城門坊街隅古跡。
95 東面三門、『河南志』・京城門坊街隅古跡は「北は上東門と曰い、中は羅門と曰い、南は建春門と曰う」とし、また
韋述（『両京新記』）の「中は建春と曰い、南は永通と曰う」を引き、そして「永通、周広、順中猶お存ず、国初の廃塞
を疑う、羅門を開く。」とする。韋述のいうように、東面はやはり 3 門である。
96 『三輔黄図』巻一・都城十二門の引く『三輔決録』
。
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じている街路である。このように事実上九経九緯を形成していた。しかし隋唐長安城の経緯の街路は、
九経九緯に限られない。これは隋唐長安城が方九里だけでなく、はるかに広大なためである。城郭は広
く、街道は過少にできない。隋唐長安城は先述したように、南北 14 街、東西 11 街で、皇城中も南北 6 街、
東西 6 街である。街の数は異なるが、やはり東西と南北に交わり、『考工記』の思想から脱していない。
洛陽城の南面と東面にはいずれも３門あるが、城門が対応している東西と南北に交差する街路は形成し
にくい。実際、わずかに定鼎門と皇城の端門、上東門と東城の宣仁門が対応するだけである。このほか
言えるのは、定鼎門街西第二街の北は洛河を隔てて、皇城の右掖門にあたり、定鼎門街東第二街の北は
洛河を隔てて、当皇城の左掖門にあたり、定鼎門街東第四街の北は洛河を隔てて、北郭の徽安門にあた
り、長夏門街東第三街の北は洛河を隔てて、北郭の安喜門にあたり、東城の東第二南北街の南は唐時の
中橋で、さらに南に行くと南郭の長夏門にあたる。このようにいくつかの街は洛河の南北の連係を促進
しているが、
南北すべてに城門が対応する街路があったわけではない。これは長安城と一致せず、
『周礼・
考工記』の論法とも一致しない。
洛陽外郭城内は、韋述の記載によると、縦橫各 10 街で、『河南志』及び『唐両京城坊考』のいずれも
その説を受け、是正する所はない。しかし両書に具体的に記載された南北方向の街路はいずれも 12 街、
つまり定鼎門東の４街、門西の３街、長夏門東の５街で、10 街と数が合わない。東西の橫街は、さら
に差が大きい。洛河南の各街の坊数は一致せず、６坊と８坊が多く、７坊もある。これらの縦橫の街道
も当然交差しているが、長安城のように整然とできず、これは地理的条件の制限によるもので、やむを
得ないことでもあった。
隋唐の長安城と洛陽城の建設は、もとより建設工事の責任者であった宇文愷らによって計画され、こ
のような広大な規模も、その前代の都城建設の功績を継承・融合することによって、はじめてこのよう
な輝かしい成果に結びつけることができたのである。そこには新たな改革も少なくなく、前後の変化の
過程も数えられる。

２）前代都城文化の継承
隋唐の長安城と洛陽城は建築設計において前代の旧規を継承しただけでなく、その他の方面も多く継
承している。隋唐長安城と洛陽城はいずれも新たに建設されたが、前代の長安城と洛陽城と無関係では
ありえなかった。長安城はとくに顕著である。隋朝の創建者・楊堅はもと北周の臣下であり、唐朝の創
建者である李淵の祖父の業績も、北周と西魏にまで遡る。西魏、北周はいずれも鮮卑族によって立てら
れ、長安城は鮮卑の文化が中華文化を超えていた。鮮卑の文化は政治・社会の各方面に顕著に表れ、姓
ふ ろくじょ

97

氏も例外ではなかった。楊堅の父である楊忠は普六茹という姓を賜り、李淵の祖父である李虎も姓を賜っ
だい や

98

て大野氏となった。後に賜姓を取り消して本来の姓氏に戻したが、鮮卑化がすでに存在しないとは決し
ていえない。唐太宗皇后の長孫氏は、鮮卑の貴族の後裔である。唐朝前期の高い官位についた鮮卑族は
いずれも同様であり、これらの人物がすべて完全に中華化し、鮮卑の習慣はなかったとはいえない。北
魏の孝文帝が洛陽に遷都した時、随行した鮮卑人はみな洛陽の籍を取った。東魏と西魏に分立し、もと
もと洛陽の籍を取った鮮卑人の後裔も、それぞれ長安と鄴に行ったが、洛陽に残った人も多かった。長
安には鮮卑化が顕著に表れ、洛陽にも影響がないはずがなかった。
97 『周書』巻一九・楊忠伝。
98 『旧唐書』巻一・高祖紀。
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その頃都城内の中華化も多くの方面にあり、音楽はそのうちの一つといえる。西魏が建てられた時、ま
だ礼楽を作ったとはいえず、西域の楽曲が伝来してすでに多くの人々になじまれていた。しかし中華の
詩歌の正しい節回しではなく、なお不十分に思われていた。その後荊州を平定し、梁氏の楽器を獲得し、
99

初めてわずかに取り繕った。隋が陳を平定したとき、江蘇・浙江の楽工と四懸の楽器を得た。隋文帝は
100

このため感慨深く「これ華夏の正声なり（これが中華の詩歌の正しい節回しである）。」と言った。こ
れは１つの例にすぎないが、やはり当時の都城において、鮮卑文化と中華文化が相互に融合し、新たな
文化様式が表れた様子がうかがえる。
南北朝期には仏教は盛んで、洛陽の仏教信者は江南の建康よりも遙かに多かった。北魏が東西に分裂
した後、この種の気風はやや衰えたようであるが、全く無くなってはいなかった。隋唐長安城と洛陽城
はいずれも場所を変えて新たに建設したが、余風が依然としてはためいていた。韋述の記載によれば、
隋煬帝の大業初年、長安城中には寺が 120 あった。大業年間及び唐初の間に廃棄された寺はあったが、
その後新たに建立された寺も少なくなかった。韋述の記載は天宝年間に限られるが、なお僧寺 64、尼
101

102

寺 27 があった。朱雀門街西第四街の北から第二坊にある休祥坊の万善尼寺は、もともと故城にあり、
隋時に新都の建設が始まると、ここに寺を移した。西市の南第三坊にある嘉会坊の襃義寺は、もともと
隋太保の尉遅剛の邸宅であった。まだ新都が建設される前に剛の兄、迥が妙象寺を故城内に建てていた
103

が、都城が移った後、剛は捨宅して寺とし、旧寺の材木を使った。都城が移る際、寺もそれに従って移
された様子がうかがえる。新都と旧都の場所は当然違ったが、文化は同一であった。
隋唐洛陽城の寺院は、長安城より遙かに少なく、隋の時に置かれた寺院は更に少ない。これは洛陽が
いく

陪都であったためである。洛河北の東城東第五南北街の南から第二坊にある毓材坊の大雲寺は特別であ
る。この寺はもともと北魏に建てられた浄土寺で、洛陽故城内にあり、隋煬帝の大業年間に、故城から
104

建陽門（唐の建春門）内に移され、唐の貞観年間にまたここに移された。洛陽の伽藍は東魏の時に鄴に
遷都した後、多く破壊され、そして東西の魏の交戦に伴って灰燼となった。浄土寺は『洛陽伽藍記』の
記載にみえず、おそらく規模が小さく、当時の人に注意されなかったためと思われる。もし大きな寺が
残存していれば、一緒に移されたかもしれない。都城が移っても、文化を断ち切るのは難しかったこと
がうかがえる。

３）人物の精粋と文化の繁栄
都城は当時の文化の中心であり、優秀な人物が集まる場所でもあった。優秀な人物が各地から集まり、
このため各地の文化は都城の中に伝わり、都城の文化を更に繁栄させた。
隋唐両代は全国を統治するため、いずれの都城にも統治機構を設置した。これらの機構の名目は繁雑
で、従事した人員もかなり多かった。唐初の内外官は、定制は 730 員で、時期はまだ長くなかったが、
すでに制限は難しく、その名称は繁雑で多く、政府も遍く採用するのは難しく感じられた。唐代の採用
のルートは幅広く、その全盛時には、令に書かれる者が、納課品子、諸官及び州県学など十万人以上お
99 『隋書』巻一四・音楽志。
100 『旧唐書』巻二八・音楽志。
101

宋敏求『長安志』巻七・唐京城。

102 【訳者注】原文は「万寿尼寺」とするが、『唐両京城坊考』巻四には「万善尼寺」とみえ、
「寿」は「善」の誤り。
103

宋敏求『長安志』巻一・唐京城。

104 『河南志』・京城門坊街隅古跡。
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105

り、取士の科はその内に含まないという。彼らは全国各地から来ているため、おそらく全国各地の文化
を反映し、
相互に交流した。したがってこの文化の中心地は全国各地の文化が融合する場所でもあった。
この面からいうと、洛陽は長安と比べてやや劣ったが、その差はあまり大きくはなかった。唐の時の選
106

考、いわゆる東選は、洛陽で行なわれた。当時はほかに一種の分司制度があり、中央の職官を洛陽にわ
けて職務を執行した。事実上実際に職務するのは御史だけで、その他は退職者の名誉職の官であり、職
に就かなかった。退職者の名誉職の官の分司は定員の制限がなく、人数が特に多い時もあった。分司は
職責がなかったが、長安・洛陽両地の文化交流に一定の作用をもたらした。白居易と劉禹錫はいずれも
東都で分司し、当時の洛陽の詩人と相互に詩歌をやりとりし、世に重んじられ、裴度の緑野堂は後世に
もなお重視された。
隋時の詩人は少なくなく、唐時は更に多く、全国の多くの地方には詩の名家がいた。これら多くの詩
人はこの時代を表している。長安と洛陽は都城の所在地で、首都であり、これらの詩人の多くが長安と
洛陽に来たため、多く詩にも詠まれ、長安と洛陽の文化の光彩をさらに増した。そのうち若干の詩篇は
長く伝えられ、当時の長安・洛陽文化の具体的状況を知ることができる。
隋唐時代の儒士も賞賛される。孔穎達、顔師古らが作った『五経正義』は長安で書かれたものである。
けず

あやま

せんろう

後の唐文宗の大和年間に、「経籍の刓り繆るを以て、博士浅陋にして正すこと能わず。『願わくは…漢の
107

きざ

旧事に準じ、石に太学を鏤み、万世の法を示さん』と建言す」と鄭覃が進言し、すぐに製作が開始され、
開成年間に所蔵され始めた。『開成石経』と称されるものである。鄭覃が創立したのは『石壁九経』と
108

もいわれる。今なお『開成石経』は西安碑林博物館に現存しており、実に『周易』、
『尚書』、
『毛詩』、
『周
礼』
、
『儀礼』
、
『礼記』、『春秋左氏伝』、『公羊伝』、『穀梁伝』、『孝経』、『論語』、『爾雅』など 12 種ある。
劉昀撰の『旧唐書』は、鄭覃が「『石壁九経』を創立し、諸儒、訛謬を校正す。上また翰林勒字官の唐
ふたた

そむ

玄度をして復び字体を校さしむ。また師の法に乖く。故に石経立後数十年、名儒皆之を窺わず。おもえ
ぶるい

はなは

らく蕪累甚だし（鄭覃が「『石壁九経』を創立した。儒学者らが誤りを校正したものである。皇帝はま
た翰林勒字官の唐玄度に命じて再び字体を校正させ、手本とすべき師の法に背いた。したがって石経を
109

立てた後の数十年、名儒は皆これを見ようとしなかった。思うにかなり粗雑である）」という。開成年
間は、唐代はすでに後期で、国事はとっくに衰退して振わなかった。当時の余力でこのように多くの石
経を刻んだことは、やはり評価すべきであろう。
この時には多くの史家もおり、著述は更に豊富である。唐が建国されると、すぐに前代の史書の編纂
れい こ とくふん

が唱えられた。そこで姚思廉が『梁書』と『陳書』を著し、李百薬が『北斉書』を著し、令狐徳棻らが
『周書』を著し、魏徴らが『隋書』著した。いわゆる五代史である。これらの史書はすべて唐太宗の命
令を奉じて編纂されたものであり、したがって奉勅撰と称され、やはり長安で編纂された。また当時別
に『晋書』が著されたが、そのうち唐太宗が自ら書いた部分もあるといわれ、そのため御撰と呼ばれる。
その時、李延寿もまた『南史』と『北史』を著した。延寿が著したこの両史は、その父である李大師の

105 『新唐書』巻四五・選挙志。
106 『新唐書』巻四五・選挙志
107 『新唐書』巻一六五・鄭珣瑜伝附鄭覃伝。
108 『旧唐書』巻一七下・文宗紀下。
109 『旧唐書』巻一七下・文宗紀下・開成二年十月。
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遺志を継承し、父子が相い継いで個人的に著作したものである。著述の場所は転々とし、長安で完成し
110

た。五代史と並ぶものである。姚思廉・令狐徳棻の後、史家が続々と輩出し、そのうち多くの人が長安
で著述に従事し、長安文化に例証を加えた。これらの儒者や史家の多くは都城で役人をしており、著述
にあたって便利な所であった。これは洛陽ではみられない点である。
唐太宗は書法を好み、王羲之の書いた『蘭亭集序』を愛し、多方から捜し求めてようやくこれを得る
ことができた。当時書家もまた多く、虞世南・欧陽詢・褚遂良らが最も著名である。唐太宗は虞世南の
書翰を五絶【人より特に優れた５つの点。虞世南の場合は忠讜・友悌・博文・詞藻・書翰】の一つと呼
111

112

んだ。虞世南の没後、唐太宗は「ともに書を論ずる者なし」と言ったほどであったが、惜しくもその真
跡は後世に多く流伝しなかった。欧陽詢が書いた『九成宮醴泉銘』はなお西安に近い麟游県に現存して
いる。褚遂良の書『大唐聖教序』は今なお西安大慈恩寺の大雁塔の南門外西側塔壁に刻まれている。そ
の後も書の名家は多く、後世に推賞された唐代の人物として、顔真卿・柳公権が最も著名である。顔真
卿の書『多宝塔感応碑』と、柳公権の書『大達法師玄秘塔銘』は、今も西安碑林博物館に保存されてい
ちょうぎょく

ひ

ふる

あら

きわ

る。張旭の草書も現在有名で、その書は「筆を索いて揮い洒い、変化窮まりなく、神助有るがごとし」
113

ふで

とされ、杜甫は詩で「張旭は三杯、草聖伝う（張旭は三杯飲むと、見事な草書の筆をふるう）」、「毫を
ふる

揮って紙に落とせば雲烟のごとし（ひとたび筆をとって紙上に走らせれば、さながら筆下に雲烟がわき
114

起こるようである）」と詠んだ。洛陽の定鼎門東第四街、南から第一坊にある帰徳坊の盧言の邸宅内には、
115

その東壁に張旭の真跡が数行あり、現在も西安碑林博物館の中にその真跡の刻碑がある。唐玄宗も書が
うまく、彼の書『孝経碑』も西安碑林博物館内に立っている。洛陽の定鼎門西第一街の南から第六坊に
ある積善坊には唐明皇の旧宅があった。明皇が皇子の時、閣を出て兄弟５人とこの坊に住み、五王子宅
と名付けた。宅の上には明皇が書いた八分書院の額があった。この事は『河南志』の記載にみえ、おそ
らく当時ほかにも書蹟があったであろう。隋唐時には多くの画家もおり、張彦遠が著した『歴代名画記』
には論評の記述がある。当時長安と洛陽には多くの寺観が建てられ、何人かの画家はこれらの寺観に壁
画を描き、両都に多くの生彩を加えた。呉道子の絵は最も有名で、寺院に描かれた絵は少なくなかった。
長安朱雀門街東第五街の北から第五坊、常楽坊にある趙景公寺の西中三門裏の門の南には、呉道子が画
いた竜と刷天王鬚があり、筆跡は鉄のようで、執炉の天女の図があり、ひそかに瞳が語ろうとしている
ようであった。朱雀門街東第三街から第七坊の平康坊にある菩薩寺の食堂東壁には呉道子が画いた礼骨
116

仙人があり、天衣が飛揚し、壁一面に風が動いていた。当時、韓幹は馬を画くことで有名で、彼の絵は
今なお伝わっている。韓幹も寺院に画き、朱雀門街東第五街、北から第五坊にある道政坊の宝応寺には
韓幹が画いた釈梵天女・弥勒・顔を仰向けた菩薩・二頭の獅子などがあり、いずれも入神の作であっ
117

よく

うつち

た。朱雀門街東第三街、北から第一坊の翊善坊の西にある、光宅坊の光宅寺には、その普賢堂に尉遅の
110 『南史』巻一〇〇・序伝。
111 『旧唐書』巻七二・虞世南伝。
112

同上巻一〇五・褚遂良伝。

113

同上巻一九〇・文苑・賀知章伝。

114 『全唐詩』巻二一六 杜甫『飲中八仙歌』。
115

王讜『唐語林』

116 段成式『酉陽雑俎・続集』巻五・寺塔記上。案ずるに宋敏求『長安志』巻八・唐京城二は「菩 提寺」に作り、『歴
代名画記』もまた「菩提寺」に作る。中華書局本『酉陽雑俎』のこの箇所【菩薩寺】は誤りかと思われ、疑わしい。
117

段成式『酉陽雑俎 . 続集』巻五・寺塔記上。
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118

うつ ち ばつ ち

な

絵が画かれ、なかなか珍しい趣きがあった。隋唐の変わり目に西域から長安に移住した尉遅跋質那と、
その子乙僧らはいずれも絵がうまいことで有名で、時の人々は跋質那を大尉遅、乙僧を小尉遅と呼ん
119

だ。光宅寺の画は父の手によるものか、子の手によるものかは分からない。唐末まで無傷で残され、そ
の古さから人々に珍重された。洛陽定鼎門東第一街、南から第二坊にある修文坊の弘道観の『東封図』
120

121

も呉道子が画いたものである。修文坊の北にある尚善坊の岐王范の邸宅には薛稷が画いた鶴があった。
薛稷は唐の高宗・則天武后の時代の人で、史料には「外祖の魏徴家図籍に富み、虞・褚の旧跡多くあり。
稷、鋭意模倣し、筆態遒麗にして、当時これに及ぶ者なし。また画善く、博く古跡を探す（外祖父の魏
徴家は図籍を多く収蔵し、虞世南や褚遂良の書が多くあった。薛稷は鋭意模倣し、筆はしっかりとして
122

美しく、当時彼に及ぶ者はいなかった。また絵もうまく、昔の書画を広く探し求めた）」とし、やはり
一時の名家である。岐王范の邸宅はもともと武三思の邸宅で、おそらく薛稷は武三思のためにこの鶴の
絵を描き、岐王范の邸宅に伝来したのであろう。
隋唐時代のこれらの面における成果はとても多い。ここではただ長安・洛陽に関する事例を列挙し、
長く流伝した出来事を論述しただけであり、ただその一部をかいま見ただけである。

３）長安・洛陽の域外文化の輸入およびその吸収と融合
わが国はこれまで輸入された域外文化をうまく吸収・融合してきたが、隋唐時代もそうであった。長安
と洛陽は当時の都城の所在地であり、輸入された域外文化はここに集中しており、吸収と融合の跡はか
すかに探しだすことができる。
隋唐時代に域外から伝来した音楽は、かなり重視された。朝廷でも郷里でも、しだいに広まっていっ
た。隋の初めに『七部楽』を制定し、高麗伎、天竺伎、安国（ボハラ）伎、亀茲（クチャ）伎がそのう
ちの４部で、さらに疏勒（カシュガル）、扶南（カンボジア）、康国（サマルカンド）、百済、突厥、新羅、
倭国などの伎が混じっていた。隋の煬帝は大業年間、さらに『九部楽』を制定し、高麗、天竺、安国、
123

亀茲のほか、西涼（甘肅）、康国、疏勒の３部をまた増やした。唐の初めにはまだ隋の『九部楽』を用
いていたが、
その後に立と坐の２部に分けられた。立部伎には八部あった。『安楽』、
『太平楽』、
『破陣楽』、
『慶善楽』
、
『大定楽』、『上元楽』、『聖寿楽』、『光聖楽』である。楽曲は唐代の人によって造られたが、
う

まじ

楽舞はやはり域外の特色をもっていた。「『破陣舞』より以下、皆大鼓を雷ち、亀茲楽をもって雑り、声、
どうとう

百里に振るい、山谷を動盪す。『大定楽』、金鉦を加う。ただ『慶善舞』独り西涼の楽を用い、最も閑雅
とす」という。坐部伎には六部あった。『宴楽』、『長寿楽』、『天授楽』、『鳥歌万寿楽』、『竜池楽』、『破
124

陣楽』で、
『長寿楽』より以下はみな亀茲楽を用い、ただ『竜池楽』だけは雅楽を用いた。以後絶えず
制度が改められたが、域外の楽は正規となっていた。
これら『七部楽』や『九部楽』はすべて当時の朝廷の楽舞であり、つまり平時の宴楽も域外から伝来
した楽器や音調と無関係ではなかった。唐玄宗は音楽を非常に好み、特に羯鼓をうつのを得意とした。
118

段成式『酉陽雑俎 . 続集』巻六・寺塔記下。

119

張彦遠『歴代名画記』。

120 『唐両京城坊考』巻五・東京・外郭城。
121 『河南志』京城門坊街隅古跡。
122 『旧唐書』巻七三・薛収伝附薛稷伝。
123 『隋書』巻一五・音楽志。
124 『隋書』巻一五・音楽志、『旧唐書』巻二九・音楽志。
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羯鼓の名称は当初から中原の地で造られたものではないことを示している。唐玄宗はよく『霓裳羽衣曲』
を鑑賞したが、それが作られた源流はやはり西涼と関係がある。宮廷の他の楽舞も、すべて同様に域外
の優雅な味わいが混じっていた。中原の地に元々あった清楽は、南朝の各王朝でも盛行した。隋は陳を
平定して清楽を取り込み、奨励した。域外の楽舞が優勢になったため、清楽はしだいに落ちぶれ、当時
の人々に重んじられなくなった。
朝廷や宮廷で、域外の楽舞は鑑賞・重視されたため、一般社会にも流行していった。『霓裳羽衣曲』
は最初、梨園だけで演奏されたが、後には教坊でも教えられ、長安城内の楽工が習得しただけでなく、
125

国内の州郡の間にも伝わった。洛陽の長夏門東第三街、南から第三坊の尊賢坊にある、東都留守の鄭叔
明の邸宅には小楼があり、彼の祖母の宋夫人が羯鼓を習う所であった。宋夫人は開元年間の宰相である
126

宋璟のむすめである。宋璟も羯鼓がうまく、彼のむすめが洛陽に伝えたため、当時美談となった。洛陽
せいせん

でも盛行したことがうかがえる。元稹の詩に「自ら胡騎に従い煙塵起こし、毛毳腥膻（けものの肉）、咸・
まな

127

よそおい

洛に満つ。女、胡婦に為びて胡の妝を学び、伎、胡音を進みて胡楽を務む」とあり、王建の詩にも「城
128

頭山の鶏、角角と鳴き、洛陽の家家、胡楽を学ぶ」とある。すべて長安と洛陽の文化における域外文化
の要素を示している。元稹の詩は咸（長安）・洛（洛陽）における胡人のよそおいや胡楽の盛行を、胡
騎が煙塵（つちぼこり）を起こした後の現象といい、胡騎が煙塵を起こしたというのは安禄山の乱を指
している。元稹の詩はまた「天宝、末ならんと欲して、胡、乱れんと欲す。胡人、女を献じ、能く胡旋
129

す」という。胡旋女が長安や洛陽に来たのは、おそらく天宝年間であるが、但し安禄山の乱とは別々の
ことで、それらの間には因果関係はなく、関連づけるべきではない。陳鴻所撰『東城老父伝』には賈昌
130

の開元、天宝年間の旧事が記され、長安の少年に胡心があるといい、その間の変化が短い期間の出来事
でなかったことがうかがえる。
はつかん こ

ぎ

隋唐時代に域外から長安や洛陽に伝来した文化は多種多様で、楽舞以外にも溌寒胡戯や打毬（ポロ競
そ

ま しゃ

技）が挙げられる。溌寒胡戯の歌舞の名は『蘇摩遮』である。この戯は早くも北周時代には伝来し、隋
131

132

133

唐時代に更に盛行し、長安 や洛陽 で一世を風靡した。打毬は唐の初めに長安に伝来し、帝王から庶民
に至るまで愛好され、長安城内のいくつかの坊にも私設の毬場があった。朱雀門街東第五街、北から第
134

七坊の靖泰坊にある楊慎交の邸宅の毬場はかなり有名である。宮城内にも毬場亭子があり、後に大明宮
135

が完成すると、その東内苑にも毬場が設けられ、その盛況ぶりをうかがうことができる。今でも章懐太
子墓から出土した『打馬毬図』の壁画から、かいま見ることができる。溌寒胡戯は玄宗の開元年間にす

125 『白氏長慶集』巻一二・「琵琶行」、また巻二一「霓裳羽衣歌」
。
126 『河南志』京城門坊街隅古跡。
127 『元氏長慶集』巻二四・法曲。
128 『全唐詩』巻二九八・王建「涼州行」。
129 『元氏長慶集』巻二四・「胡旋女」。
130 『太平広記』巻四八五・東城老父伝。
131 『唐会要』巻三四・論楽・雑録。
132 『旧唐書』巻七・中宗紀。
133

封演『封氏見聞録』巻六・打球。

134 『新唐書』巻八三・諸帝公主伝・長寧公主伝、
『長安志』巻九・唐京城三。
135 『長安志』巻七・唐京城一。
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136

でに禁止されたが、打毬は絶えることなく伝えられた。宋代から遼・金まで、都城内にはいずれもこの
137

ような活動が行われ、明代になっても、北京城内でよく行われた。長い歴史をもつといえる。
さらに言及すべきは宗教の伝来である。隋唐時代、長安と洛陽はいずれも寺院の建立が盛んで、これ
はすでに述べたことである。仏教の伝来は古く漢代に遡るが、隋唐でもその伝統を受け継いで遜色なかっ
た。西方に法を求める高僧が絶えず路を往来し、中でも玄奘が最も有名である。玄奘は帰国後、相継い
で長安大慈恩寺などで訳経した。彼の舎利塔は今なお西安南郊の興教寺内に現存している。仏教のほか、
けん

祆教（ゾロアスター教）、景教（ネストリウス派キリスト教）、マニ教などが伝来した。祆教は隋の時に
138

すでに伝来し、雍州には祆教の教官薩宝がいた。雍州治所は長安にあり、長安には隋の時すでに祆祠が
あったが、ただ具体的な所在地は不明である。唐の時、長安には祆祠が４カ所あり、それぞれ朱雀門街
139

東第五街の靖恭坊、朱雀門街西第三街の布政坊と第四街の醴泉坊、第五街の普寧坊 にあった。洛陽に
も祆祠があり、それぞれ長夏門東第一街の修善坊、長夏門東第四街の会節坊、洛河北の東城東第一南北
140

街の立徳坊にあった。置かれた祠は少なくなく、信者もそれに応じて多かった。長安の朱雀門街西第五
街の普寧坊と数坊隔てた崇化坊にも祆祠があり、大秦（ローマ）寺と号し、また波斯（ペルシャ）寺と
141

も呼ばれたという。崇化坊にも祆祠があるので、以前の関係する記載の脱漏を補うことができるが、た
だ祆祠を波斯寺とするのは妥当ではない。宋敏求『長安志』は醴泉坊の十字街の南の東に旧波斯寺があ
142


ると記載し、
「儀鳳二年、波斯王の卑路斯（ペーローズ）
、奏請して此に波斯寺を置く。景竜中、幸臣宗

楚客、此に（宅を）築き、寺地をその宅に入れ、遂に寺を布政坊の西南隅、祆祠の西に移す」という。
祆祠を波斯寺と並べており、両者が決して同一ではないことがわかる。朱雀門街西第五街の義寧坊にも
波斯胡寺があり、決して醴泉坊 1 カ所ではない。
実際、
波斯寺は景教の寺院であり、祆教と無関係である。義寧坊の波斯胡寺は唐太宗の貞観十二年（西
143

暦 638 年）に建立され、大秦国の胡僧、阿羅斯が創立した寺院である。この寺の建立は貞観十二年所に
も

頒下された詔書にみえ、その詔書には「波斯僧、阿羅本（アブラハム）、遠く経教を将ちて、来献して
144


京に上る」
とあり、後に立てられた『大秦景教流行中国碑頌』も阿羅本に言及しており、阿羅斯が不正

確であることを証明している。波斯寺と祆祠はよく誤解を招いたらしく、玄宗の天宝年間に頒布された
145

詔令で、改めて両京の波斯寺を大秦寺とした。洛陽の波斯胡寺を長夏門東第一街の修善坊に設けた。
マニ教もペルシャから伝来し、景教の後であった。マニ教は初め回紇（ウイグル）で流行し、安史の乱
後、回紇は唐のために功績をあげたので、マニ教もそれに伴って中原に伝来した。代宗の大歴年間、回
146

紇に勅して寺を置き、大雲光明之寺の額を賜った。後に憲宗の元和年間になると、また回紇の請求によ
136

宋敏求『唐大詔令集』巻一〇九・禁断臘月乞寒勅。

137

向達『唐代長安与西域文明』掲載の「明代打球図」

138 『隋書』巻二八・百官志。
139

宋敏求『長安志』巻三、四・西京・外郭城。

140 『河南志』京城門坊街隅古跡。
141

姚寬『西渓叢語』捲上。

142 【訳者注】ササン朝ペルシャの最後の王ヤズディギルド三世の王子。唐に亡命して再興を図った。
143

宋敏求『長安志』巻一〇・唐京城四。

144 『唐会要』巻四九・大秦寺。
145 『唐会要』巻四九・大秦寺。
146

賛寧『僧史略』巻下。
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147

り、太原府と河南府に寺を置いた。しかし寺が置かれた具体的な所在地は、いずれも不明である。
これらの宗教の伝来も長安と洛陽の文化を豊かにした。しかし後に伝来したいくつかの宗教はいずれも
仏教と比較にならない。武宗の会昌年間の廃仏の時、一度影響を受けた。後に仏教は回復し、その他の
いくつかの宗教は消滅して、当時の盛況ぶりを再現できなかった。

５．唐末遷都後の長安と洛陽
１）長安と洛陽が経た戦乱
隋唐時代は長く太平の世であったが、戦乱の時もあり、戦乱は往往にして京畿や都にまで及んだ。長
安と洛陽も影響を逃れられず、甚だしきに至っては迫害や破壊を受けたりした。隋末、李淵は長安に侵
攻し、李密も洛陽に侵攻し、王世充は更に洛陽に拠って各地を争奪した。唐代前期、長安と洛陽では百
年あまりにわたって戦争がなかったが、安史の乱が起こると、平穏な情勢が一変した。安禄山は洛陽を
攻略し、長安に入った。史思明も洛陽を攻撃し、西の長安を攻めようとした。安禄山と史思明は前後し
て殺されたが、戦乱はこれで途絶えることはなかった。唐代宗の時、吐蕃は長安を一時占拠した。徳宗
しゅせい

の時、朱泚は長安に拠って楚帝を自称した。僖宗の時、黄巣に率いられた農民起義軍も洛陽を経て、長
安を占拠した。その後太原の李克用、鳳翔の李茂貞、華州の韓建らも兵を長安に入れ、宣武軍節度使（軍
治は汴州にある）の朱温（朱全忠）は長安に入っただけでなく、唐昭宗を洛陽に移した。
けいげん

これらの軍事行動は長安と洛陽に影響し、長安は更に厳しかった。唐徳宗の時、涇原軍（軍治は涇州、
治の所在地は今の甘粛省涇川県）は命を受けて襄城（今の河南省襄城県）に行き、李希烈に包囲された
哥舒曜を救援し、長安に立ち寄った時、報賞が少なかったため、朱泚は帝号を自称し、大明宮含元殿に
148

入り、後に白華殿に移った。白華殿は大明宮の東北にあり、禁苑内で、禁苑の東面にある２門のうちの
南の光泰門に近い（今の広太廟、滻河が灞河に合流する所）。当時反乱軍は京師を略奪した後、白華殿
149

に駐屯し、朱泚は含元殿から白華殿に移り、当然反乱軍の擁護を頼った。反乱軍が白華殿に駐屯したの
は、おそらくそこが防衛に適していたからであろう。白華殿は光泰門に近かったが、光泰門外の滻河の
岸辺は絶壁で険しく、容易に越えられなかった。後に李晟は長安を奪還した。つまり東の渭橋から、光
150

泰門を攻略して入り、白華殿を取った。反乱は平定されたが、争奪の地は宮城と禁苑内で、迫害や破壊
は皆無でありえなかった。宮城内はすべて大きな被害から逃れられず、外郭城の里坊もわからない。後
151

に李克用は黄巣と長安を争奪し、やはり光泰門から攻撃し、望春宮の昇陽殿で戦った。昇陽殿はすなわ
ち望春宮内にある。望春宮はもともと望春楼で、その下は天宝年間に韋堅が江南の軽貨を運ぶ時に開鑿
152

した広運潭で、望春宮も禁苑内にあった。これは李晟が朱泚を平定した戦乱と同様、宮城・禁苑での戦
いであったが、やはり迫害や破壊がないはずがなかった。史料には「黄巣、力戦すれども勝たず、宮室
や

のが

を焚きて遁れ去る」とあり、しかも「官軍の暴掠すること、‘ 賊 ’ に異なる無し。長安の室屋、及び民の

147 『唐会要』巻四九・摩尼寺。
148 『資治通鑑』巻二二八・唐紀四四・胡注。
149 『旧唐書』巻一二・徳宗紀。
150 『旧唐書』巻一三三・李晟伝。
151 『新五代史』巻四・唐本紀・荘宗紀。
152 『唐両京城坊考』巻一・西京・三苑。
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153

いくば

存する所幾くも無し。」ともあり、当時の淒惨な状況がうかがえる。
長安が壊滅させられ、都城として使えなくなったので、朱温は唐昭宗に遷都させた。この遷都は皇帝と
百官を移しただけでなく、長安城内の一般庶民もすべて移された。朱温は更に、長安の宮室・百司及び
民間の草庵を取り壊し、取り壊したすべての材木を渭河と黄河から水運で洛陽まで運んだ。長安はこれ
154

で遂に廃墟となった。
洛陽で起こった戦乱は長安より少なく、受けた迫害や破壊も長安より軽かった。安史の乱の後期、唐
は回紇（ウイグル）の兵力によって、洛陽を回復した。回紇の兵は略奪を行い、住民が逃げて聖善寺と
155

白馬寺の仏塔上に避難すると、回紇は仏塔を焼いた。焼死した者は１万人に達した。これは当然聖善寺
と白馬寺の２寺に近い住民だけで、比較的遠くの者は寺内まで避難できなかった。このような略奪は当
時洛陽全体でほとんど逃れられなかった。なぜなら洛陽附近の唐兵も、回紇と同様に各地で掠奪を行い、
汝州・鄭州（両州の治所はそれぞれ今の河南汝州市と鄭州市）の地方でも、完全に残った家屋はなかっ
156

たからである。洛陽の状況もうかがい知ることができる。

２）略奪後の長安と洛陽
朱温が唐昭宗に洛陽遷都させた後、長安はすでに廃墟となっていた。都城はすでに存在せず、長安城
の名号も低下するにしたがい、佑国軍に降った。これは当時一般の藩鎮の軍額である。長安はすでに一
般の都市となり、そのため一般の藩鎮の軍額を適用したのである。実際早くも唐僖宗の光啓年間、佑国
軍を洛陽に置いていたが、遷都の後、洛陽を都城として、佑国軍の名号を長安に移し、長安の新たな名
157

とした。
首任長安の佑国軍節度使に初めて任ぜられたのは当時華州に拠っていた韓建である。長安はすでに廃
墟となっており、少しでも整えざるをえなかった。韓建の施設はもはや外郭城や宮城を顧みず、子城、
つまりもとの皇城を修復しただけであった。皇城も元の規模を回復するのが難しかった。当時皇城南面
中間の朱雀門は閉ざされ、朱雀門東西の安上門と含光門は残された。皇城の東には元々延喜門と景風門
の２門があり、
皇城の西にも元は順義門と安福門の２門があった。この時景風門と安福門が閉ざされた。
つまり南の２門である。皇城の北には元々門が設けられず、さらに北は宮城であった。この時宮城も取
158

り壊され、皇城の北にはただ１門だけ設けられ、真武門と称した。安上門と含光門の南の外郭城はこの
ため南郊となった。皇城は本来、隋唐時代の官署の所在地であったが、この時大部分は民居となった。
朱温が唐昭宗に遷都させた時、河南北の諸鎮の丁匠数万を発し、東都の宮室を治め、江、浙、湖、嶺の
159

諸鎮など朱温に従う者は皆、貨財を送って助けた。おそらくこれがきっかけとなって洛陽は修理され、
少なくとも宮城・皇城の部分は以前よりやや改善した。しかし遷都してから４年もたたず、唐室は滅亡
し、他は何も提起しようがない。


出典（史念海『中国古都和文化』中華書局

153 『資治通鑑』巻二五五・唐紀七一、中和三年四月甲辰条。
154

同上巻二六四・唐紀八四。

155 『新唐書』巻二一七上・回紇伝。
156 『新唐書』巻二一七上・回紇伝。
157 『資治通鑑』巻二六四・唐紀八十。
158

駱天驤『類編長安志』巻二・京城。

159 『資治通鑑』巻二六五・唐紀八一。
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難波宮址出土の動物遺存体
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1）はじめに
難波宮跡出土の動物遺存体の出土状況は悪く、特に難波宮の西北に位置する飛鳥～奈良時代の谷から
出土したものはビビアナイトの付着が著しかった。多くの長骨は原形をとどめておらず、部位や種の同
定できたものは少なかった。今回分析した資料の出土地点は国立大阪病院構内（現

大阪医療センター、

以下難波宮跡第 97 次調査）、大阪府警庁内（以下大坂城 03-1）と大阪市中央区糸屋町（以下 OS 03-13）
の 3 地点である。動物遺存体は、652 年が下限の難波宮造営時の整地層（難波宮跡第 97 次調査）、飛鳥
～奈良時代の谷（大坂城 03-1）から出土し、さらに OS 03-13 のものは 7 世紀後半のものが大半であるが
近世の骨片も数点混在していた。
同定できた出土骨の骨計測値をTable 1に、各調査で出土した動物遺存体の同定結果をTable 2に示す。

2）難波宮跡第 97 次調査出土の動物遺存体（写真 1）
同定できた種はウシ、ウマとシカで、ウシは上腕骨と中足骨、中手骨または中足骨の遠位関節部のみ
同定できた。ウマは下顎臼歯の１点のみ出土しているが部位の特定はできなかった。シカは 1 点のみの
出土であり、出土部位は、前頭骨の角座から角の第 2 分枝までである。角は第 1 分枝から第 2 分枝まで
の間隔が約 11cm あることから、成熟したオスであると推測される。また、角は表面の様子から袋角の
時期は脱しており、死亡時期は角の成長が終わる夏から落角するまでの秋の期間である。

3）大坂城 03-1 出土の動物遺存体（写真 2）
同定できた動物遺存体はウマ 13 点、ウシとヒトが各 2 点、サメと思われる歯が 2 点である。骨計測で
きた出土骨はウマの臼歯 1 点と橈骨の全長である。臼歯は歯種の特定ができなかったが歯高が 64.5mm
と高いことより、4 ～ 5 才の若い個体と推測される（久保ら 1999）。橈骨の保存状態は悪く両骨端がや
や破損していたが、全長の計測を行った結果 27cm であり、推定体高は 107cm（林田ら 1957）となった。
橈骨の全長の計測値が両骨端破損のためやや短かった場合でも、推定体高に大きく影響を与えるとは考
えにくく、このウマは小型馬である。ウシは下顎と思われる臼歯 1 点と肩甲骨の肩甲窩周辺が出土して
いる以外には見られなかった。
人骨は右大腿骨と右脛骨の骨幹部がそれぞれ長さ十数 cm 出土しているが、出土地点が谷であること
と出土数が少ないことより、上流からの流れ込みの可能性が高い。この 2 点の人骨が同一個体であるか
は不明である。また、性も判定できなかった。

4）OS 03-13 出土の動物遺存体（写真 3）
本調査では古代のウマの臼歯が多数出土している。ウマ以外に同定できたものは、近世の遺構から出

293

土したシカ 3 点と古代の層からのタイの顎骨 1 点である。
ウマは 7 世紀後半の層で SK902 から左上顎臼歯の 6 点と右 5 点、古代Ⅰ下層④の大畔から右下顎臼歯 5
点と、詳細な時期の確定はできないが古代に属すると思われる SD905 から下顎臼歯が左 3 点と右 1 点が
出土している。これらはいずれも遊離歯であるが、同じ地区から出土した歯は、どの地区のものも、隣
り合う歯と矛盾なく連続することより同一個体と考えられる。また、歯の計測値（Table 1）より年齢
を推定すると、SK902 ものと SD905 のものはいずれも 6 ～ 7 才、西区古代Ⅰ下層④の大畔は 4 ～ 5 才と
推測される。なお、SK902 と SD905 から出土したウマの歯は出土状況が不明のため、同一個体の判定は
できなかった。
SK253 と SK278 から、シカの肩甲骨、中手骨と大腿骨が出土している。このうち、中手骨と大腿骨は
骨幹のみであったが、肩甲骨は肩甲窩から肩甲棘までの約 8cm 遺存していた。肩甲窩および肩甲頚の
計測値（Table 2 − 3）は現生のヤクシカの大きさに近く、本州のものに比して小型であった。

5）まとめ
本遺跡から出土した動物遺存体の保存状態は悪いため、遺存していた骨は魚類と大型の哺乳類のみで
あった。同定できた骨はウシよりウマが多く、古代ではウマの方がウシより飼育数が多かった可能性も
考えられるが、難波宮との関係や当時の社会的要因などを考慮して、検討する必要がある。
年齢が推定できたウマは 4 ～ 7 才の範囲内であり、ウマの寿命は 20 才以上であることから、今回の資
料はいずれも若い個体であり、老齢のものは出土していない。また、体高の推定ができた 1 個体はトカ
ラ馬に近い値であり、小型のウマも難波宮で飼育されていたと推察される。
シカは、7 世紀中ごろの整地層から角を伴う前頭骨が 1 点出土し、さらに時期は不明であるが肩甲骨
や大腿骨などの体肢の骨などが見られた。シカはウマとウシに次いで出土数が多く、時代を通して社会
的に需要が大きい野生動物であったことを示唆している。また、小さい肩甲骨を持つシカが出土してい
るが、これは成長過程にある個体かヤクシカのように小型のものなのかは、保存状態が悪いため判断で
きなかった。
骨の保存条件が悪いにもかかわらずタイの顎骨が古代の畔から出土しており、本遺跡が大阪湾岸に位
置することより、海産性の魚類が食されていたと考えられる。
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Table 1

ウマの臼歯の計測表

調査区および遺構

資料番号

大坂城 03-01

97 次調査

出土部位

近遠心径

高径

下顎第 3 前臼歯～第 2 後臼歯の
18.7
うちの 1 つ

29.5

64.5

左

下顎第 4 前臼歯 or 第 1 後臼歯

18.7

26.0

-

左右

部位名

4260-1

左

97481

頬舌径

OS03-13
7C 後半

西区

SK902

474-1

左

上顎第 2 前臼歯

23.3

39.1

44.2

7C 後半

西区

SK902

474-2

左

上顎第 3 前臼歯

26.0

25.1

46.0

7C 後半

西区

SK902

474-3

左

上顎第 4 前臼歯

25.4

24.5

61.1

7C 後半

西区

SK902

474-4

左

上顎第 1 後臼歯

28.7

28.8

58.9

7C 後半

西区

SK902

474-5

左

上顎第 2 後臼歯

27.0

-

54.3

7C 後半

西区

SK902

474-6

左

上顎第 3 後臼歯

22.3

24.6

-

7C 後半

西区

SK902

474-7

右

上顎第 2 前臼歯

25.5

37.4

39.5

7C 後半

西区

SK902

474-8

右

上顎第 3 前臼歯

26.4

24.7

47.7

7C 後半

西区

SK902

474-9

右

上顎第 4 前臼歯

24.3

-

-

7C 後半

西区

SK902

474-10

右

上顎第 1 後臼歯

30.9

-

-

7C 後半

西区

SK902

474-11

右

上顎第 2 後臼歯

29.7

28.6

54.3

西区

SD905

546-1

左

下顎第 3or4 前臼歯

16.3

30.6

57.5

西区

SD905

546-2

左

下顎第 4 前臼歯 or 第 1 大臼歯

17.6

25.7

49.4

西区

SD905

546-3

左

下顎第 3 後臼歯

14.1

-

-

西区

SD905

546-4

右

下顎第 3 後臼歯

13.3

30.5

-

西区
大畔

古代Ⅰ、下層④

549-1

右

下顎第 2 前臼歯

13.9

32.7

44.1

西区
大畔

古代Ⅰ、下層④

549-2

右

下顎第 3 前臼歯

16.6

-

57.0

西区
大畔

古代Ⅰ、下層④

549-3

右

下顎第 4 前臼歯

-

-

68.7

西区
大畔

古代Ⅰ、下層④

549-4

右

下顎第 1 後臼歯

14.0

25.7

60.6

西区
大畔

古代Ⅰ、下層④

549-5

右

下顎第 2 後臼歯

14.7

26.1

-

計測値の単位は mm

Table 2 − 1
大坂城（03-01）

難波宮出土の動物遺存体
資料番号 種名

出土部位
左右

部位名

詳細

4012-2

サメ？

歯

4012-3

サメ？

歯

先端破損

4010

ヒト

右

脛骨

栄養孔より下方約 13cm
骨幹遺存

4006-1

ヒト

右

大腿骨

小転子より下方から約
19cm 骨幹遺存

3914-1

ウシ

臼歯（下顎？）

1

4015-3

ウシ

不明

臼歯（下顎？）

4241-1

ウシ

右

肩甲骨

4260-1

ウマ

左

下顎第 3 前臼歯～第 2
後臼歯のうちの 1 つ

4260-2

ウマ

左

下顎第 3 前臼歯～第 2
後臼歯のうちの 1 つ

4260-4

ウマ

左

下顎第 3 前臼歯～第 2
後臼歯のうちの 1 つ

4012-1

ウマ

不明

切歯片

3922

ウマ

不明

上顎臼歯

4015-1

ウマ

不明

上顎臼歯

3924-1

ウマ

臼歯

1

3934

ウマ

臼歯

1

3918

ウマ

臼歯片

破片

4017-1

ウマ

臼歯片

上顎？

不明

計測値（mm） 備考
長径 23.85
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4012-2 とほぼ同大

肩甲窩～肩甲頚まで、一
部破損

ビビアナイト付着
Table 1

若い
1
1

焼骨

Table 2 − 2
大坂城（03-01）

難波宮出土の動物遺存体（つづき）
資料番号 種名

出土部位
左右

部位名
臼歯片

詳細

計測値（mm） 備考

4260-3

ウマ

4260-5

ウマ

不明

臼歯片

3927

ウマ

不明

橈骨

4016

ウマ？

臼歯片

4280

ウマ？

臼歯片

4244

ウマ？

長骨片

骨幹部約 15cm 遺存

4252

ウマ？

長骨片

骨幹部約 20cm 遺存

3928

ウマ or ウシ

臼歯片

破片

3963-1

ウマ or ウシ

臼歯片

4013

ウマ or ウシ？

臼歯片？

4277-1

ウマ or ウシ 不明

肋骨片？

4277-3

ウマ or ウシ 左

肩甲骨

関節窩より約 12cm まで
後縁遺存

4242-2

ウマ or ウシ 不明

腸骨？

腸骨翼と思われる板状の
骨

4242-1

ウマ or ウシ 右

寛骨

寛骨臼から坐骨体にかけ
て約 18cm 遺存

3883

ウマ or ウシ

長骨片

3938

ウマ or ウシ 不明

長骨片

鋳型？

3963-2

ウマ or ウシ

長骨片

尺骨の一部？

4011

ウマ or ウシ 不明

長骨片

4017-2

ウマ or ウシ

長骨片

4249

ウマ or ウシ

長骨片

4256

ウマ or ウシ

長骨片

ビビアナイト付着

4262

ウマ or ウシ 不明

長骨片

ビビアナイト付着

4266

ウマ or ウシ 不明

長骨片

ビビアナイト付着

4270

ウマ or ウシ

長骨片

4227

大型哺乳類

肋骨片

1

上腕骨

遠位部のみ遺存、関節部
破損

右

多数
最大長 269.59

ビビアナイト付着

ビビアナイト付着

ビビアナイト付着
ビビアナイト付着
ビビアナイト付着
骨幹部約 10cm 遺存

ビビアナイト付着

ビビアナイト付着
ビビアナイト付着

4279

大型哺乳類

4236

大型哺乳類

骨片

4241-2

大型哺乳類

骨片

2

4241-3

大型哺乳類

骨片

板状骨

ビビアナイト付着

4241-5

大型哺乳類

骨片

板状骨、石に付着

ビビアナイト付着

4241-6

大型哺乳類

骨片

多数

ビビアナイト付着

4226

大型哺乳類

長骨片

3

ビビアナイト付着

3917

大型哺乳類

長骨片

4006-2

大型哺乳類

4243

大型哺乳類

長骨片

ビビアナイト付着

4246

大型哺乳類

長骨片

ビビアナイト付着

4247

大型哺乳類

長骨片

4241-4

大型哺乳類

長骨片

多数

ビビアナイト付着

4221

大型哺乳類

長骨片

多数

ビビアナイト付着

4230

大型哺乳類

長骨片

多数

ビビアナイト付着

3914-2

哺乳類

骨片

3931

哺乳類

骨片

3924-2

哺乳類

長骨片

4009

哺乳類

長骨片

ビビアナイト付着

4015-2

哺乳類

長骨片

ビビアナイト付着

4277-2

植物

種子

不明

ビビアナイト付着
肩甲骨片？

ビビアナイト付着

ビビアナイト付着

長骨片
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ビビアナイト付着

Table 2 − 3

難波宮出土の動物遺存体（つづき）

OS03-13

資料番号 種名
西区

SK253

48-1

シカ

西区

SK253

48-2

シカ

西区

SK271

80

哺乳類

西区

SK278

81-1

シカ

西区

SK278

81-2

出土部位

詳細

計測値（mm） 備考

左右

部位名

左

中手骨

骨幹約 13cm 遺存

肩甲骨

関節突起最大長
36.56 関節突起
肩甲窩から約 8cm 遺存、長 27.68 関 節 小 さ い、 ヤ ク シ カ
肩甲棘破損
窩 幅 24.99 頚 の大きさに近い
部 最 小 径 12.78
頚部幅 20.56

骨片

8

大腿骨

両 骨 端 破 損、 骨 幹 約
16cm 遺存

右

左

哺乳類

骨片

多数

西南面 近世Ⅲ
133
SK425 の周辺

哺乳類

長骨片

骨 幹 約 8cm 遺 存、 破 片
8片

7C 後半

西区

SK901

476

哺乳類

細片

多数

7C 後半

西区

SK902

439

哺乳類

細片

多数

7C 後半

西区 SK902
大畔内

454

哺乳類

細片

多数

7C 後半

西区

SK902

474-1

ウマ

左

上顎第 2 前臼歯

Table 1

7C 後半

西区

SK902

474-2

ウマ

左

上顎第 3 前臼歯

Table 1

7C 後半

西区

SK902

474-3

ウマ

左

上顎第 4 前臼歯

Table 1

7C 後半

西区

SK902

474-4

ウマ

左

上顎第 1 後臼歯

7C 後半

西区

SK902

474-5

ウマ

左

上顎第 2 後臼歯

歯冠一部破損

Table 1

7C 後半

西区

SK902

474-6

ウマ

左

上顎第 3 後臼歯

歯根未形成

Table 1

7C 後半

西区

SK902

474-7

ウマ

右

上顎第 2 前臼歯

7C 後半

西区

SK902

474-8

ウマ

右

上顎第 3 前臼歯

Table 1

Table 1

Table 1

7C 後半

西区

SK902

474-9

ウマ

右

上顎第 4 前臼歯

歯冠一部破損、歯根未形
Table 1
成

7C 後半

西区

SK902

474-10

ウマ

右

上顎第 1 後臼歯

歯冠一部破損、歯根未形
Table 1
成

7C 後半

西区

SK902

474-11

ウマ

右

上顎第 2 後臼歯

7C 後半

西区

SK902

474-12

ウマ

不明

切歯

エナメル質のみ遺存

7C 後半

西区

SK902

474-13

ウマ

不明

切歯

エナメル質のみ遺存

7C 後半

西区

SK902

474-14

大型哺乳類

骨片

多数

7C 後半

西 区 SK902
547-1
大畔内

ウマ or ウシ 右

大腿骨

頚部から約 6㎝遺存、骨
頭と大転子破損

7C 後半

西 区 SK902
547-2
大畔内

ウマ or ウシ

長骨片

6

7C 後半

西 区 SK902
547-3
大畔内

哺乳類

細片

多数

西区

ウマ

SD905

546-1

Table 1

左

下顎第 3or4 前臼歯

Table 1
Table 1

西区

SD905

546-2

ウマ

左

下 顎 第 4 前 臼 歯 or 第
1 大臼歯

西区

SD905

546-3

ウマ

左

下顎第 3 後臼歯

歯冠一部破損、歯根未形
Table 1
成

西区

SD905

546-4

ウマ

右

下顎第 3 後臼歯

歯根未形成

Table 1

西区

SD905

546-5

ウマ or ウシ 不明

中手骨 or 中足骨

近位関節面の一部のみ遺
存

西区

SD905

546-6

ウマ or ウシ

下顎骨片

2

西区

SD905

546-7

大型哺乳類

骨片

多数

西区 古代Ⅰ
下層③ 大畔南 475
の方

哺乳類

骨片

西 区 古 代 Ⅰ、
下層④上半分 510
大畔

哺乳類

細片

西 区 古 代 Ⅰ、
380
下層④ 大畔

サ カ ナ（ タ
不明
イ）

顎骨

西 区 古 代 Ⅰ、
549-1
下層④ 大畔

ウマ

右

下顎第 2 前臼歯

西 区 古 代 Ⅰ、
549-2
下層④ 大畔

ウマ

右

下顎第 3 前臼歯

歯冠一部破損

Table 1

西 区 古 代 Ⅰ、
549-3
下層④ 大畔

ウマ

右

下顎第 4 前臼歯

歯冠一部破損

Table 1

西 区 古 代 Ⅰ、
549-4
下層④ 大畔

ウマ

右

下顎第 1 後臼歯

西 区 古 代 Ⅰ、
549-5
下層④ 大畔

ウマ

右

下顎第 2 後臼歯
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焼骨の細片

多数
焼骨
Table 1

Table 1
歯根部破損

Table 1

Table 2 − 4
97 次調査分

難波宮出土の動物遺存体（つづき）
出土部位

資料番号 種名

左右

部位名

詳細

計測値（mm） 備考

97482

ウシ

左

上腕骨

骨幹遠位部まで破損，遠
位両側破損

97317

ウシ

不明

中手骨 or 中足骨

2 遠位関節部遺存、同
一個体

97324

ウシ

左

中足骨

近位端前後径
近位から約 18cm 遺存、
38.36+ 横 径
近位端内側後部も破損
50.14

97481

ウマ

左

下 顎 第 4 前 臼 歯 or 第
歯根下部破損
1 後臼歯

97484

ウマ or ウシ

尾椎

椎体のみ遺存

97292

大型哺乳類

骨片

5

97359

大型哺乳類

骨片

10

97462

大型哺乳類

骨片

1

97349

大型哺乳類

長骨片

11

97386

大型哺乳類

長骨片

6

97457

大型哺乳類

不明

長骨片

97313

シカ

右

前頭骨

植物

第 1 分枝部と第
前頭骨角座～角の第 2 分
2 分枝部間は約
枝部まで約 17cm 遺存
11cm

木

焼けている

土器

写真 1

Table 1

97 次調査出土動物遺存体
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写真 2

大坂城（03-01）出土動物遺存体
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写真 3

OS03-13 出土動物遺存体
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難波宮跡・大坂城跡（NW06-2 次）の花粉分析


パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに
難波宮跡・大坂城跡（NW06-2 次）調査区は、寺井（2004）の龍造寺谷の谷頭部分の北西斜面にあたる。
発掘調査の結果、古代～近世の主として人為層からなる地層が厚く堆積している状況が確認されている。
今回の分析調査では、前期難波宮造営時の整地層直下で確認された谷埋め立て時の小休止期に形成され
た湿地性堆積物について花粉分析を実施し、前期難波宮造営時直前の古植生について検討を行う。

１．試料
調査地点である谷埋土の累重状況を模式柱状
図として図１に示す。今回分析を行う第7層は、
発 掘 調 査 時 の 所 見 に 基 づ く と、 上 半 部 20 ～
40cm の黒褐色シルトを主体とし、下部に最大
層厚 12cm の植物遺体層を挟む水つきの堆積層
と、下半部 5 ～ 20cm の褐灰色砂質シルトの不
定形な偽礫と同質の基質を主体とし、下底に炭
層を伴う偽礫層からなる。本層からは 7 世紀中
頃の須恵器・土師器のほか、炭・土器・木製品・
木簡など多くの遺物が出土している。第 7 層の
上位に累重する第 6 層は７世紀中頃の須恵器・
土師器などの遺物を含む、難波宮造営時の整地
層、下位の第 8 層は谷の埋立層である。これら
のことから、第 7 層は谷埋め立て時の小休止期
に形成された湿地の堆積層と考えられている。

図1

分析試料は第 7 層上部の３層準から採取され

調査地点の層序

た 3 点である。試料番号 3・1 が第 7 層下半部、試料番号 2 が第７層上半部の堆積層に相当する。

２．分析方法
試料約 20g について、水酸化カリウム処理、篩別、重液（臭化亜鉛：比重 2.3）分離、フッ化水素酸
処理、アセトリシス（無水酢酸 9：濃硫酸 1 の混合液）処理の順に物理・化学的処理を施して花粉・胞
子化石を濃集する。分析後の残渣をグリセリンで封入してプレパラートを作成し、400 ～ 1000 倍の光
学顕微鏡下でプレパラート全面を走査しながら、出現する全ての種類について同定・計数する。
結果は同定・計数結果の一覧表、および主要花粉化石群集の層位分布図として表示する。層位分布図
の出現率は、木本花粉が木本花粉総数、草本花粉・シダ類胞子が総数から不明花粉を除いた数をそれぞ
れ基数として百分率で算出してある。図表中で複数の種類をハイフォンで結んだものは、種類間の区別
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が困難なものを示す。

３．結果
結果を表１・図 2 に示す。花粉化石の産状は、試料１・３と試料２で異なっている。
試料番号１・３では、花粉化石の保存状態が悪い。群集組成は草本類の割合が高く、イネ科が優占す
る。その他の種類では、カヤツリグサ科、アカザ科、ヨモギ属、キク亜科などを伴い、水湿地生植物の
ガマ属なども認められる。木本花粉ではマツ属が多産し、モミ属、ツガ属、スギ属、コナラ属アカガシ
亜属、シイノキ属などを伴う。なお、分析残渣中には微細な炭化植物片が多量に含まれる。
これに対して試料番号 2 は、試料番号 1・3 と比較すると花粉化石の保存状態が良好であるが、木本花
粉がほとんど検出されず、草本花粉により占められる。草本花粉を見るとイネ科が優占し、カヤツリグ
サ科、ヨモギ属、アカザ科、セリ科、キク亜科などを伴う。また、僅かではあるが、水生植物のオモダ
カ属を伴う。木本花粉はブナ属、アカガシ亜属、クリ属が 1 個体ずつ検出されるのみである。なお、残
試料中には炭化植物片は全く認められず、未分解の微細な植物遺体が多量に含まれる。

４．考察
前期難波宮造営時の整地層直下で確認された第 7 層は、谷の埋立て時の小休止期に形成された湿地の
堆積層と考えられており、出土遺物から 7 世紀中頃の短期間に形成されたことが推定されている。上記
したように第 7 層の層相は下半部と上半部で異なり、上半部が植物遺体層を挟在する泥層、下半部が褐
灰色砂質シルト偽礫が混じる褐灰色砂質シルトからなる。分析試料は上半部から試料番号２、下半部か
ら試料番号１・３が採取されており、結果で述べたように花粉化石の産状は上半部と下半部で大きく異
なっていた。
第７層下半部（試料番号１・３）から産出する花粉化石は、全般に保存状態が悪く、堆積時・後に科
学的・生物的・物理的な風化作用の影響を受けていることが推定される。花粉・胞子の風化作用に対す
る抵抗力は、花粉・胞子中の外壁中に含まれているスポロポレニンの量にほぼ一致することが指摘され
ている（Havinga,1964）。スポロポレニンの量が多いとされるシダ類胞子は、花粉に比較して風化作用
の影響を受けても化石として残りやすいとされる（Brooks ＆ Shaw,1971）。また、花粉化石でも針葉樹
花粉など外膜が厚いものなどは残りやすいとされる（徳永・山内 ,1971 など）。第 7 層下半部の花粉化石
群集をみると、針葉樹花粉やシダ類胞子が比較的多産しているが、この産状も風化作用の影響に起因す
る可能性がある。この点を考慮しながら、古植生について検討する。
第 7 層下半部の花粉化石群集は、草本花粉が卓越し、木本花粉においてマツ属を主とする針葉樹花粉
が優占することが特徴である。このうち針葉樹花粉は上記した風化の影響により、実際の群集より過大
に評価されている可能性がある。ただし、針葉樹で最も多産するマツ属が暖温帯における二次林の代表
的な樹種であること、木本の種類構成が単調であること、卓越する草本花粉にはオオバコ属などの人里
植物が確認されることを総合的に捉えると、第７層下半部形成期の調査区近辺の植生は、植生撹乱の影
響を強く受けたものであったと推定される。おそらく、調査地点周辺には草地が拡がっており、マツ属
などの木本植物も分布するものの、林分は発達していなかったと推定される。また、このような植生は、
下述する上町台地やその周辺地域の花粉分析結果から推定される植生変遷に基づくと、古墳時代以降の
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表1
種

花粉分析結果

類

試料番号

和名

学名

木本花粉

Arboreal Pollen

1

3
1

マキ属

Podocarpus        

-

-

モミ属

Abies             

-

14

8

ツガ属

Tsuga             

-

3

17

マツ属複維管束亜属

Diploxylon        

-

5

17

マツ属（不明）

Pinus (Unknown)    

-

40

40

コウヤマキ属

Sciadopitys       

-

3

-

スギ属

Cryptomeria       

-

20

17

カバノキ属

Betula            

-

2

-

ブナ属

Fagus             

1

3

1

コナラ属コナラ亜属

Lepidobalanus     

-

3

-

コナラ属アカガシ亜属

Cyclobalanopsis   

1

7

2

クリ属

Castanea          

1

-

-

シイノキ属

Castanopsis       

-

4

1

Cornus

-

-

1
1

ミズキ属
草本花粉

Nonarboreal Pollen

ガマ属

Typha

-

2

オモダカ属

Sagittaria

3

-

-

イネ科

Gramineae         

231

247

198

カヤツリグサ科

Cyperaceae        

29

18

26

クワ科

Moraceae

1

-

-

サナエタデ節－ウナギツカミ節

Persicaria-Echinocaulon

-

1

1

アカザ科

Chenopodiaceae    

4

31

58

ナデシコ科

Caryophyllaceae

1

3

3

バラ科

Rosaceae          

1

-

-

マメ科

Leguminosae

3

-

-

セリ科

Umbelliferae

6

-

3

オオバコ属

Plantago

3

3

-

ヨモギ属

Artemisia         

33

35

16

オナモミ属

Xanthium

-

2

-

キク亜科

Carduoideae

5

3

5

タンポポ亜科

Cichorioideae

-

1

-

不明花粉

Unknown           

6

22

9

シダ類胞子

合

2

Pteridophyta Spores

ゼンマイ属

Osmunda

-

-

1

他のシダ類胞子

other Pteridophyta

9

69

56

計

Total

木本花粉

Arboreal Pollen

草本花粉

Nonarboreal Pollen

3

104

105

320

346

不明花粉

311

Unknown

6

22

9

シダ類胞子

Pteridophyta Spores

9

69

57

総計（不明を除く）

Total（It excludes to unknown）

332

519

473

人為的植生撹乱の影響に起因するものと判断される。
大阪湾岸地域で行われた各地の花粉分析結果では、弥生時代以降の層準において、草本花粉が増加し、
木本花粉においてマツ属花粉が増加する傾向が確認されている。ただし、この花粉化石群集の変遷パター
ンが認められる時期やその変化の傾度は地点によって異なっており、その違いが調査地点の地形発達過
程や人為的撹乱の程度に起因する可能性が考えられている（辻本 ,2004）。今回の調査区が位置する上町
台地北部周辺の傾向を以下に示す。
上町台地北部周辺では、難波宮朝堂院域東側に位置する難波宮跡 NW04-1 次調査区（パリノ・サーヴェ
イ ,2005）
、難波宮大極殿跡の北西側に位置する難波宮跡 NW97-3 次調査区（古代の森研究舎 ,2000）、難
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図2

花粉化石群集の層位分布
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波宮跡西南西方向の上町台地西側の沖積低地に位置する住友銅吹所跡 DB91-1 次調査区（パリノ・サー
ヴェイ株式会社 ,1998）、難波宮跡の東側に隣接する森ノ宮遺跡 MR94-8 次調査区（渡辺・古谷 ,1996）、
難波宮跡南南東 1Km の開析谷に位置する宰相山遺跡 SS95-2 次調査区（渡邊・小倉 ,2004）などで、完新
世後半の花粉化石群集が確認されている。
難波宮跡 NW04-1 次調査区では、古墳時代～飛鳥時代の谷埋土において草本花粉が卓越する花粉化石
群集が確認されている。木本花粉は低率であり、谷埋土上部の小凹地に堆積する有機質泥層おいて、マ
ツ属やコナラ亜属が比較的多産する群集が確認されている。
難波宮跡 NW97-3 次調査区では、古墳時代後期～飛鳥時代の谷埋土や遺構埋土の花粉化石群集が確認
されている。概して草本花粉が多産しており、木本花粉ではマツ属・モミ属・ツガ属・スギ属などの温
帯性針葉樹と、常緑広葉樹のアカガシ亜属が多産している。
住友銅吹所跡DB91-1次調査区では、7世紀中葉以前～ 16世紀末の花粉化石群集変遷が確認されている。
7 世紀中葉以前は木本花粉が多産し、その中では常緑広葉樹のアカガシ亜属が多産している。しかし、
7 世紀中葉の層準にかけて草本花粉が増加し、木本花粉ではマツ属花粉が増加傾向を示しており、中世
以降の層準ではマツ属花粉が優占するようになる。
森ノ宮遺跡 MR94-8 次調査区では、約 6000 年前から奈良～鎌倉時代の花粉化石群集が確認されている。
このうち、弥生時代前期から古墳時代以降の層準における花粉化石群集変遷は、上記の住友銅吹所跡
DB91-1 次調査区と基本的には類似する変化を示している。
宰相山遺跡では、弥生時代前期～古墳時代前期の層準においてアカガシ亜属以外にコナラ亜属が多産
しており、他の地点とは異なる組成を示している。また、この段階ではマツ属花粉の顕著な増加は確認
されていない。
以上の上町台地北部周辺の花粉分析結果をみると、花粉化石群集の変遷パターンおよび、変化が起こ
る時期はいずれの地点も基本的に類似していることが窺える。すなわち、古墳時代から飛鳥時代にかけ
ての層準において、草本花粉が増加し、木本花粉ではアカガシ亜属が減少し、逆にマツ属が増加するパ
ターンが認識できる。このような各地点で共通する変遷パターンは、地域的拡がりのある植生変化を反
映していることを示す結果として注目される。今回の第７層の結果も、このような傾向と同調的であり、
本地域における普遍的な傾向を反映している可能性が高い。したがって、上町台地北部では、古墳時代
から飛鳥時代にかけての時期に森林植生が衰退し、草地の領域が拡大していった可能性が高い。なお、
このように各地点の花粉化石群集の変遷パターンは類似するものの、増加する草本花粉の割合、木本花
粉の種類構成やマツ属の産出率などは、地点によって多少なりとも異なっている。この地点間の多少の
差異については、局地的な周辺植生の違いに起因する可能性がある。この点については、各地点の堆積
環境とそれに基づく化石群集の形成過程（タフォノミー）を踏まえた再評価と、発掘調査成果との複合
的検討を行い、比較検討する必要があり、今後の課題としたい。
第７層上半部の花粉化石群集は、第 7 層下半部のそれとは大きく異なり、木本植物に由来する花粉化
石がほとんど産出せず、草本植物由来の花粉化石から構成される特徴的な群集組成を示した。このよう
な花粉化石群集は、上記した上町台地北部周辺遺跡の花粉分析結果では、確認されておらず、特異な形
成過程をたどっている花粉化石群集といえる。例えば、第 7 層上半部の形成期間が極短期間で、その形
成時期に調査地点に生育（開花）していた植物の花粉のみが堆積物中に取り込まれたものだとすれば、
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今回のような花粉化石群集になる可能性が考えられる。現時点では花粉化石群集の形成過程を特定する
ことはできないが、第 7 層上半部形成期の調査地点近辺には、イネ科を主とする草本植物が分布してい
たことは確かである。
近年の花粉分析研究では、堆積物中の花粉化石群集がどのような範囲の植生を反映しているかについ
て、堆積盆の大きさ、花粉化石群集、実際の植生等の対応関係に関する論理的なモデル研究が行われて
いる（杉田 ,1999）。それによると堆積盆のサイズが小さいほど、花粉群集のバラツキが大きくなること
が確認されており、植生パッチの空間分布や林分スケールでの森林変化を研究目的としている場合は、
なるべく小さな堆積盆を数多く選ぶ必要があることが指摘されている（杉田 ,1999）。このことをふまえ
ると、今後、第 7 層上半部についても複数地点の花粉化石群集が得られれば、当時の植生に関する解釈
が深まるものと判断される。

５．まとめ
今回の難波宮跡・大坂城跡（NW06-2 次）調査区における第 7 層の花粉分析結果は、上町台地北部に
おける植生変遷を考える上で貴重な成果といえる。
本地域に位置する考古遺跡における、古墳時代から飛鳥時代にかけての花粉化石群集の変遷パターン
は、基本的に植生の退行遷移を示唆する。この原因としては本地域における植生に対する人為的撹乱の
影響が主因と推定される。具体的な植生攪乱の様態については不明であり、今後、本地域での古植生情
報の蓄積と、本地域で確認されている人間活動の歴史を複合的に捉え、社会－自然複合レベルでの景観
復元（松田 ,2000）の歴史的過程について検討していくことが課題と考える。
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