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はしがき 
 

 本書は，2004 年 3 月 10 日に開催された国際シンポジウム「中国都市研究の史料と方法」

の報告書として刊行するものである。 

 大阪市立大学文学研究科の 21 世紀 COE プログラム「都市文化創造のための人文科学的研

究」は 2002 年 10 月に文部科学省によって採択されたが，それとともに，研究教育拠点と

して文学研究科内に「都市文化研究センター」が設置された。同センターは，研究教育事

業の推進に際して，A「比較都市文化史研究」，B「現代都市文化研究」，C「都市の人間研究」

の 3 チームを編成し，相互に交流しつつ，独自の研究計画を進める体制を作り，また，国

際学術活動の推進を目的として，海外 6都市にサブセンター（海外研究拠点）を開設した。

このうちの 2 つは，華東師範大学（上海）と社会科学院歴史研究所（北京）のなかに設置

された。他方，2003 年度から，大阪市立大学が学内の優れた研究計画に対して予算を重点

的に配分する「重点研究」という研究の枠組みを発足させたのを受けて，文学研究科は COE

事業に対する支援を掲げて研究チームを編成し，「都市文化創造のための比較史的研究」と

いうテーマで応募し，採択された。重点研究では，COE プログラムと連携して，毎年数回の

シンポジウムを開催することとし，第 1 回は，2004 年 2 月 15 日，「難波宮から大坂へ―上

町台地の新しい歴史像をさぐる―」という共通テーマで開催された。第 2 回が重点研究と

COE-A チームとの共催により実施された本シンポジウムであり，COE-A チームと中国社会科

学院歴史研究所とが進めてきた共同研究「前近代の日本と中国における都市の比較史的研

究」の成果を公開する場として位置づけられる。 

このシンポジウムには，北京社会科学院の側から，韓茂莉先生（北京大学城市与環境系

学部教授），楊振紅先生（中国社会科学院歴史研究所副研究員・COE 研究員）をお招きし，

また，COE-A チームの側からは，中村圭爾先生，平田茂樹先生（ともに文学研究科），及び

陳力先生（阪南大学国際コミュニケーション学部助教授）が加わられた。中国における都

市の歴史は大きくは，行政・軍事の中心としての城郭都市が主流であった唐代以前と都市

の商業・手工業生産の機能が強まる宋代以降とに分けられるが，当日は，両方の時代から

意欲的な発表と討論がなされたことにより，史料や研究方法について個々の時代を超える

比較史的な成果が得られたと考える。 

各発表者の皆様には，シンポジウムでのご発表をもとに論文として仕上げていただいた。

この場を借りて謝意を表しておきたい。また，編集作業を進めるに当たっては，博士課程

に在籍する永田拓治君，東洋史研究室の OB で，COE 特別研究員の山崎覚士君，その他の院

生諸君に協力していただいた。改めてお礼申し上げたい。 

本報告書のなかに集約された研究成果は，今後，COE の研究・教育を進める上で大きく寄

与するとともに，中国都市史研究にも少なからざる刺激を与えるものと確信している。 

  

 

                                     2005 年 3 月 31 日 

                                   井上 徹 
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先秦秦漢時期咸陽原における地域社会の空間像 
－地図資料と衛星写真による統計と分析－ 

 

陳 力 

 

 1980 年代の後半から，学界では漢の長安城周辺の都市を研究し，より広い範囲から関中

地区にある都市の状況を把握しようとする動きがあった。中国でもっとも重要な古都であ

る長安を支える社会的・経済的・環境的な基盤を究明することがこのような研究の目的で

ある。妹尾達彦・鶴間和幸両氏編纂の『特集・黄土高原の自然環境と漢唐長安城』（『アジ

ア遊学 20』，勉誠社，2000 年），鶴間和幸氏の「漢代皇帝陵・陵邑・成国渠調査記――陵墓・

陵邑空間と灌漑区の関係」（『古代文化』第 41 巻第 3 号，1989 年）などは筆者に大きな触

発を与えた。中国学者もそのころ長安周辺を研究し始め，その例として劉慶柱氏の『前漢

十一陵』，史念海氏の「西安附近的原始集落和城市的興起」，葛剣雄氏の『西漢人口地理』

などが挙げられる１。筆者も渭水北部地域の集落に関する資料を整理し，私見を発表した２。 

本文ではこれまでの考察を踏まえ，漢の長安城のもっとも重要な経済・文化基盤である

咸陽原地区の都市集落の諸要素の空間的分布を分析し，その特徴などを検討したい。 

 

１．新石器時代から漢代までの咸陽原地区における集落の発展 

 

 新石器時代，関中平原は集落密度が高い地域であった。許順湛氏の統計によれば，関中

平原にある仰韶文化の集落遺跡は 1162 カ所にも達する。そのなか，現在の宝鶏地区の仰韶

文化の集落遺跡は 539 カ所あり，密度がもっとも高い。現在の渭南市周辺では 249 の集落

遺跡が発見され，ここも仰韶時代の集落密集地域であった。しかし，これに対して，現在

の咸陽市秦都区・渭城区にある仰韶時代の集落遺跡は 9 カ所しかない。そのうえ，この 9

カ所の集落遺跡はほとんど渭水の畔に分布し，咸陽原にある集落遺跡は1カ所もなかった３。

（図 1を参照）。 
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図 1，新石器時代晩期関中平原中部の遺跡分布 

 

西周時代になると，現在の眉県・扶風と西安市長安区に集落が高度に密集する 2つの区

域が存在していた。しかし，新石器時代と同様，咸陽原にはほとんど遺跡はなかった。 

 戦国時期，秦国の首都は雍から咸陽に移った。遷都にともない，現在の戸県東部と西安

の東部に数多くの新しい集落ができたが，首都に近い咸陽原には西周時代と同じく，集落

が少なかった。 

           

 

 

 

 

 

 

 

図 2，咸陽原地区にある秦漢時期の遺跡 
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図 3 長安周辺の秦漢時代の集落遺跡 

 秦漢時代になると，咸陽原地区にある集落の数が大幅に増え，関中地区で集落がもっと

も密集した地域になった。筆者の統計によれば，咸陽原地区で発見された秦漢時代の都市

集落遺跡は 51 カ所ある。これに対して漢長安城の南側の地域に都市集落遺跡は 27 カ所し

かない。渭水北岸にある咸陽原地区の漢の長安城に対する重要性はこの数字から窺える。 

（図 2・図 3参照）４。 

漢長安周辺にある都市集落に関する正式な発掘調査は少ない。陽陵邑・長陵邑・安陵邑・

杜陵邑の調査結果は一部公表されているが，ほかの集落の発掘調査資料はほとんど発表さ

れていない。1998 年『中国文物地図集・陜西分冊』が公表された５。この地図集は墓葬・

集落などの遺跡の位置を示すだけではなく，集落遺跡の範囲，年代などに関する記述もあ

り，秦漢時代におけるこの地域の集落分布の研究に多くの情報を提供してくれた。しかし，

この地図集も様々な不足がある。たとえば保安上の配慮で遺跡の位置・範囲を精密に注記

ず，地形情報がないところなどが挙げられる。史念海氏主編の『西安歴史地図集』６は，

当時の交通路・水渠なども注記し，高い参考価値があるが，考古調査で発見した集落遺跡

を少ししか標記しておらず，長安周辺にある都市集落の全貌を示していない。 

長安周辺にある秦漢時代の都市集落を全面的に把握するためには，都市集落の位置・遺

跡の面積・文献に記録されている人口状況・地形状況などを正確かつ直観的に表現するこ

とはきわめて重要だと考えるので，筆者はまず『西安歴史地図集』を使って底図を作成し，
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そして『中国文物地図集・陜西分冊』に載せられた都市集落資料をこの底図にマークし，

同時に文献に記載された人口状況を注記する作業をおこなった。 

 

２．前漢首都圏の人口分布及び都市集落の規模 

（１）前漢首都圏の人口分布 

 

 文献によれば，前漢中期以後，前漢首都圏で人口がもっとも多い都市は茂陵邑である。

茂陵邑の人口については，諸記載にある数字がそれぞれ異なる。『三輔黄図』は一万六千戸，

『漢書』巻二八上地理志上は「戸六万一千八十七，口二十七万七千二百七十七」と記載し

ている。このほか『漢旧儀』などの文献にも茂陵邑の人口に関する記載がある。一般的に，

『三輔黄図』にある「一万六千」は「六万一千」の誤りとされている。図 4にある「1」は

茂陵邑である。 

 『漢書』巻二八上地理志上に，長安県の人口について「戸八万八千，口二十四万六千二

百」としている。宇都宮清吉氏の研究によれば，長安城内に住む人口は 10 万 9 千人前後で

あるとしている。また韓国河・程林泉両氏は長安都市部の人口が 4･50 万に達すると推測し

ている。しかし，これらを支持する有力な資料はない。長安県の人口数は前漢首都圏にお

いて茂陵県についで二番目にすぎない。 

 長陵は 17 万 9469 人の人口を擁する（図 4 の「3」）７。前漢首都圏の 3 番目に人口の多

い都市である。平陵邑・杜陵邑・陽陵邑の人口については，文献に記載された人口数にか

なりの不一致があり，5 千戸から 5 万戸までの記載がある。この 3 つの城邑は人口数がや

や異なるけれど，ほぼ同じレベルの人口集中地で，図 4では「4」で標記している。安陵邑

の面積は比較的小さく，人口数がほかの諸陵邑より少ない可能性があるため， 
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図 4 秦漢時代長安周辺の都市集落と人口 

「5」で標記する。 

 このように人口状況を地図に標記してみると，前漢首都圏には 3つの人口集中地域があ

ったことがわかる。人口がもっとも多い地域は茂陵・平陵地域であり，その次は漢の長安

城であり，長陵・安陵・陽陵地区も多くの人口を擁している。つまり，前漢首都圏の人口

分布は，首都のある渭水南岸より渭水北岸の咸陽原地区の方が多い，という特徴をもって

いることが指摘できるのである。 

 

（２）前漢首都圏の都市集落の規模と等級 

 

礼制関係の文献には西周・東周時代の都市等級に関する記述がある。秦漢時代以前，

都市の規模もこの等級制度によって厳しく規定されていたと考えられている。『左氏伝』

隠公元（前 722）年にある「先王之制，大都不過参国之一，中五之一，小九之一」とあ

るのはその代表である。秦代以後，都市の規模は往々にしてその都市にある行政機関の

等級と対応し，一般的に首都――郡治――県治――郷の治所の所在地の順で，都市の規

模も次第に小さくなる。このため，文献研究に合わせて都市集落遺跡の規模を分析する

ことによって，該当地域の地域社会の秩序の一面を窺うことができるとおもう。 

筆者はかつて漢代首都圏にある都市集落の規模を集計したことがある（一部の遺跡の

データーが公表されておらず，すべての遺跡のリストアップができなかった）８。その

集計結果を分析すると，漢の長安城を除いて漢代首都圏にある都市集落は百万平米以上
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級（第一級）・10 万～70 万平米級（第二級）・5万～9万平米級（第三級）・5万平米以下

級（第四級）に分けられることがわかる。 

第一級グループには次の遺跡がある。 

遺跡番号 遺跡名 遺跡の面積 

9 長陵邑 274 万平米 

60 宇家荘遺跡 150 万平米 

54 平陵邑 300 万平米 

33 岳家荘遺跡 150 万平米 

68 南佐遺跡 200 万平米 

19 杜陵邑 150 万平米 

 遺跡の性質をみると，長陵邑・平陵邑・杜陵邑は陵邑である。宇家荘遺跡は興平市南位

郷にある。『水経注』巻十九に， 

  （成国）故渠又東逕茂陵県故城南，武帝建元二年置。『地理志』曰宣帝県焉，王莽之宣

成也。故渠又東逕龍泉北，今人謂之温泉，非也。渠北故坂北即龍淵廟。如淳曰，『三輔

黄図』有龍淵宫，今長安城西有其廟処，蓋宮之遺也。故渠又東逕姜原北，渠北有漢昭
帝陵。 

とある。ここにある茂陵県故城はつまり茂陵邑である。この記載によれば，茂陵邑は成国

渠の北側にある。宇家荘遺跡は成国渠遺跡の北側，茂陵の北西 3000 メートルのところにあ

り，遺跡の面積が大きい。城壁などはまだ発見されてないが，茂陵邑はこの遺跡もしくは

その周辺にある可能性が高い。『中国文物地図集・陜西分冊』は故成国渠の南側，竇馬村西

側の遺跡を茂陵邑遺跡としているが，従いがたいとおもう。 

 岳家荘遺跡の性質は確定できないが，『陜西通志』巻九に， 

文王既克密須，於是相其高原而徙都，所謂程邑也。其地於漢為扶風安陵，今在京兆咸

陽県。按安陵故城在今県東二十一里。『地理志』云右扶風安陵，闞駰以為本周之程邑。

『史記』正義又云，周王季宅郢，郢故城在咸陽東二十一里，則所謂文王之程即王季之

郢也。 

とあり，岳家荘遺跡は安陵邑の北約 2000 メートルのところにある。位置関係からみればこ

こが程邑と関係のある遺跡だと考えられるかもしれない。 

南佐遺跡は前漢の槐里県治の所在地である。 

 以上の状況からみれば，第一級の都市はほとんど大県レベルの都市だと推測できる。 
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第二級グループには次の遺跡がある。 

遺跡番号 遺跡名 遺跡の面積 

53 龐東遺跡 75 万平米 

36 安陵邑遺跡 69 万平米 

39 何堡遺跡 24 万平米 

29 田家堡遺跡 20 万平米 

30 馬寨遺跡 20 万平米 

34 北村遺跡 15 万平米 

72 恵址坊遺跡 15 万平米 

1 崖東遺跡 11 万平米 

38 毛王荘遺跡 10 万平米 

66 小寨遺跡 10 万平米 

 陵邑である安陵遺跡は諸陵邑のなかで規模が小さく，第二級グループに属している。こ

れは安陵邑の特別な性質と関係があると考えられる。『長安志』巻十三引『関中記』に， 

  徙関東倡優楽人五千戸，以為陵邑。善為詼啁，故俗稱安陵啁也。 

とあり，楚地から安陵に移された移民は身分も低く，ほかの陵邑とかなりの違いがある。

これは恵帝の経歴と関連があるとおもう。安陵邑は都市としてやや特殊であるので，安陵

邑の北側に存在する大きな岳家荘遺跡が，安陵邑に代わって経済的な役割などを果たして

いた可能性があると考えられる。安陵邑遺跡・龐東遺跡は面積からは第二級グループに属

するが，その規模はほかの第二級城邑集落と大きな差があり，性質上も第二級城邑集落と

異なると考えられる。何堡遺跡などの第二級遺跡に関する文献は少なく，文献に記載され

た具体的な地名と比定するのは難しい。 
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 第三級グループには次の遺跡がある。 

遺跡番号 遺跡名 遺跡の面積 

80 什王遺跡 8 万平米 

5 費家崖遺跡 7．5 万平米 

24 魚化寨遺跡 7．5 万平米 

18 馬騰空遺跡 6 万平米 

47 時家村遺跡 6 万平米 

83 東韓遺跡 6 万平米 

56 下底王遺跡 5．4 万平米 

12 新光遺跡 5 万平米 

  

規模からみれば，前漢首都圏にある都市集落は以上のようなグループとなる。この現象

と前漢時期の行政システムとを比較すると，第一級グループは大県レベルの城邑，第二級

は県・郷レベル集落，第三級は里レベル集落であると認識できるのではないかとおもう。 

 これまで関中地区で発見された漢代の県城遺跡は 7カ所前後ある。上述した長陵・安陵

などの陵邑以外に，雲陵県（24．5 万平米）・新豊県（40 万平米）・檪陽県（400 万平米）・

夏陽県（262 万平米）がある。檪陽県と夏陽県は東周時期にすでに存在していた歴史のあ

る都市で，都とされたこともあるので規模が大きく，前述した第一グループの遺跡の面積

に相当する。漢代にできた雲陵県と新豊県はいずれも前述した第二グループの遺跡の面積

に相当する。周長山氏は漢代の県城遺跡の面積を統計し，漢代の一般の県城は周囲が 1000

～3000 メートルあり，大県は周囲が 3000～5000 メートルあると指摘する９。つまり平均し

て一般的な県城の面積は 25 万平米前後，大県県城の面積は，100 万平米前後があるという

計算になる。 
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図 5 前漢首都圏城邑集落の規模（★は第一級，●は第二級，◎は第三級，□は第四級） 

 

関中の他の県城遺跡の規模及び周氏の統計は前述した遺跡面積の分類から得た結論と一致

している。つまり第一級に属する遺跡は大県レベルの都市で，第二級遺跡は県・郷レベル

の都市であったという可能性がある。 

 

（３）前漢首都圏の都市集落の空間分布 

一．前漢首都圏の都市集落の空間分布の特徴 

 

 全体的にみれば，前漢首都圏の都市集落の空間的分布には，次の特徴がある。 

（1）都市集落は咸陽原地区に集中的に分布している。渭水南岸の都市集落が少ない。 

公表された前漢首都圏に位置する 84 カ所の城邑集落遺跡のうち，咸陽原地区に位置してい

るのは 50 カ所であり，渭水南岸に位置する遺跡は 34 カ所である。 

（2）咸陽原地区にある都市集落遺跡は集中的に分布し密度が高い。渭水南岸にある都市集

落遺跡の分布は分散的であり密度が低い。 

 たとえば咸陽原地区にある平陵邑周辺 5キロの範囲で 10 カ所の集落遺跡が発見された。

現代関中地域の集落の密度は大抵 0．8個／1平方キロで１０，漢代の咸陽原の集落密度は現

代の集落密度を上回っている。 
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（3）咸陽原地区にある都市集落遺跡の面積は大きく，人口の多い集落が密集している。渭

水南岸に位置する遺跡には面積の大きいものが少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 平陵と杜陵周辺の集落 

 

 前述した第一級の都市集落遺跡のうち，杜陵以外の遺跡はいずれも咸陽原に位置してい

る。第二級の都市集落遺跡もほとんど咸陽原地区に位置し，渭水南岸にある第二級の遺跡

は 2カ所である。この 2カ所の遺跡はいずれも渭水南岸と咸陽原地区とをつなぐ交通路の

付近にある。 

 

二．咸陽原地区にある都市集落の分布パターン 

 

咸陽原地区にある都市集落の分布パターンは渭水南岸とは異なる。まず，咸陽原地区に

おいては，1 つの集落群に 2 カ所の面積の大きい集落が存在し，それが中核になり，その

周囲に小さい集落が点在するという都市集落の分布パターンがみとめられる。たとえば，

安陵邑の北側に面積が 150 万平米に達する岳家荘遺跡があり，平陵邑のすぐ北側に 75 万平

米の面積のある龐東遺跡がある。 

唐代以後中国の都市には，政治的中心と経済的中心が分離する都市計画がよくあり，こ

れは唐以後の中国都市の 1つの特徴である１１。咸陽原における漢代都市集落群にみられる

「2 つの中核」という特徴はこれとどのような関連があるのだろうか。これは甚だ興味深

い問題である。陵邑という都市は特別な性格をもっており，「強幹弱肢」のほかに，「山園
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を奉ずる」（『漢書』巻二八地理志）という祭祀上重要な役割を担っている。諸陵邑が長い

間地方行政システムに属さず，祭祀を司る奉常に所属することも陵邑のこの性格を示して

いる。このため，「2つの中核」という分布パターンの原因について，次のような推測がで

きる。つまり，祭祀にふさわしくない一部の都市機能が陵邑近辺の集落で発達し，その集

落を発展させた結果，2つの大集落が併存するようになった，と。 

陵邑の近くにある中核都市集落の行政的な所属に関しては，関係の調査資料が未発表の

ため不明であるが，奉常ではなく一般の地方行政システムである郡県に所属するのかどう

か，という問題についても検討が必要だとおもう。 

第二に，渭水南岸の都市集落の均一分布の特徴に対して，咸陽原地区にある都市集落の

分布パターンは線状を呈している。都市集落は全体的に東西方向に帯状に分布している。

このような分布パターンは前掲した図 5から簡単に確認できる。 

ではなぜ，咸陽原にある都市集落の分布はこのような東西方向に帯状になっているので

あろうか。 

いうまでもなく，前漢の皇帝陵が咸陽原の縁を沿って東西方向に建設され，各陵邑が陵

墓の周辺に造られたことが咸陽原都市集落の分布に大きな影響を及ぼしたであろう。しか

し，陵邑以外の都市集落はなぜ東西の帯状に分布しているのであろうか。 

これはおそらく咸陽原の水事情と関連がある。『元和郡縣志』巻一に 

畢原即（咸陽）県所理。原南北数十里，東西二三百里，無山川陂湖，井深五十丈。亦

謂之畢陌，漢朝諸陵並在其上下。 

とあり，咸陽原の水事情を示している。現代においても，咸陽原が「旱原」と呼ばれ，渭

恵渠（高幹渠）から水が送られていないときは，深さ 30 メートル以上の井戸がないと，水

を得るのが難しい。前述したように新石器時代から戦国時代までの咸陽原にある遺跡は少

なかった。水を確保できないためここに住む民が少なく，ひいては，遺跡が少ないという

現象を引き起こしたと考えられる。 

 漢代になると，咸陽原の集落は急激に増えた。陵墓・陵邑建設とそれにともなう移民は

この時期集落増加の主な原因であるが，成国渠の開通は集落の増加を可能にしたと考えら

れる１２。成国渠の水路に関しては，まだ不明な点が多い。1980 年代今興平市西呉郷豆馬村

北 100 メートルのところで成国渠故道の遺跡が発見され，その位置は現代の渭恵渠（高幹

渠）からかなり近い。前掲した史念海氏主編の『西安歴史地図集』に描かれた成国渠のコ

ースはかなりの部分が現代の渭恵渠（高幹渠）のコースと重なっている。全体的にみれば，
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成国渠はおおよそ現代の渭恵渠の南にある１３。もしこの認識が正しければ，衛星写真に漢

代の集落を標記して，集落遺跡と衛星写真に映された用水路との関係を分析すれば，咸陽

原における漢代の都市集落と成国渠との関係をある程度把握できるであろう。 

 図 7 はアメリカの軍事偵察衛星である CORONA 衛星が撮影した衛星写真である。この衛

星が撮った衛星写真は 3－8 メートルの地上解像度を持ち，1970 年代後半咸陽原で行われ

た土地整備活動以前撮影した写真も多数あり，咸陽原における遺跡を調査するには重要な

情報源である。本稿では CORONA 衛星写真が 1965 年 12 月 25 日に撮影した写真を利用し，

前掲した『中国文物地図集・陜西分冊』と照らし合わせ，各都市集落遺跡を衛星写真に注

記して各遺跡と用水路の関係を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 CORONA 衛星写真からみた咸陽原の集落遺跡と用水路 

この衛星写真から，漢代の集落遺跡は渭恵渠（高幹渠）の沿線に分布していることがみ

える。もし漢代の成国渠が現代の渭恵渠（高幹渠）のすぐ南側にあるという推測が正しけ

れば，漢代の都市集落は成国渠の沿線で建設されることになる。水を供給する成国渠の近

辺で都市集落をつくることは，おそらく咸陽原にある都市集落が帯状に分布した原因の一

つではないかとおもう。 

 以上，前漢首都圏にある都市集落の発展，人口分布，規模等級，分布の空間的特徴及び

その原因について簡単な検討をおこなってきた。しかし公表された資料が少なく詳細な時

代別の検討ができなかった。今後の課題として，文献資料と照らし合わせ，この地域の都

市集落の規模等級・都市集落分布の空間的特徴から，当時のこの地域の社会秩序のいくつ

かの側面を分析したいとおもう。  
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秦漢時期都市史資料述略 
 

楊振紅 

翻訳：井上幸紀 

 

史料紹介にはテーマを中心とするものと史料を中心とするものがあるが，本稿は後者，

すなわち史料のタイプを伝世文献・出土文字史料・考古発掘報告の 3種に分類し，また紙

幅の関係や記述の便のため，主に都市史料が比較的集中している秦漢史料の紹介を中心と

する。ここで断っておきたいのは，秦漢史と関わるあらゆる史料は全て都市史研究の基本

史料ということである。秦漢史をテーマとする一研究として，都市史研究は秦漢史全体を

視野に収めた研究と認識を前提とすべきだが，これは秦漢時期の都市が当時の社会形態・

国家体制・政治経済状況などと密接に関係するというだけでなく，このような関連性自体

が都市研究の根本であるという理由もある。 

 

１．伝世文献 

 

『史記』前漢，司馬遷撰，130 巻。南朝（宋）裴駰『集解』，唐・司馬貞『索隠』，唐・張

守節『正義』，中華書局標点本。 

秦漢時期の都市史料については本史料の各所に散見される。例えば「秦始皇本紀」には

始皇二十六年（前 221）から咸陽の大規模な拡張がおこなわれ，翌年には信宮・甘泉前殿

を造営し，三十二年（前 215）には「壊城郭」，三十五年（前 212）には阿房宮が建設され

た，と記す。また「留侯世家」・「劉敬伝」には漢初に都を長安と定めるまでの議論の過程

が記されている。さらに「貨殖列伝」と「平準書」には都市史についてのまとまった史料

が見られ，前者には各地の物産・主要な商業都市およびその周辺に形成された商業圏・著

名な貨殖家・専門化した商品生産部類などを含む前漢武帝以前の商品生産と商業活動の状

況が，また後者には漢初の経済状況や経済政策が記載されている。 

 

『漢書』後漢・班固撰，120 巻。唐・顔師古注，中華書局標点本。 

これにも都市史関連史料が各篇に散見されるが，主なものは以下のとおり。 

「地理志」には平帝元始二年（前 2）郡・国・県・邑の制度・沿革，山川地理および各郡
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の戸数が記載され，さらに，塩鉄官・橘官の分布も付記されている。どのように都市と秦

漢行政制度とを関連づけるかということは，秦漢時期の都市の性質や規模などと直接かか

わってくるので，深く検討するに値しよう。 

「地理志下」の後半部には戦国時代の旧諸侯国の領域に即して各地の物産・経済上の特色，

風土人情について記載しているが，『史記』「貨殖列伝」の経済地理上の区分とはやや異同

が見られる。 

また「食貨志」と「貨殖伝」は当時の社会経済状況を理解する上で重要な史料であるが，

「食貨志」上巻は主に「食」に関する記述で，各時期の王朝がどのような経済的問題に直

面し，そしてどのような措置をとったか等々，前漢時期の経済の発展過程が述べられてい

る。下巻は「貨」についての記述であり，前漢時期の貨幣政策の変化とその原因が記され

ている。一方，「貨殖志」は『史記』の「貨殖列伝」に比して特に見るべきものはない。 

さらに「百官公卿表」には秦漢の官僚機構・職掌・俸禄が，また表形式で漢代公卿大臣の

昇進・降格について記録されており，前漢時期の都市および財政機構の基本史料となる。 

『漢書』王莽伝上中下巻は王莽時期についての基礎文献である。この時期，漢制の大規模

な改革が行われたが，その範囲は官僚体制・行政体制・経済政策・貨幣・礼儀等々多岐に

及び，その記載は本伝の三巻全体にわたっている。 

なお，『漢書』の記載内容には『史記』と矛盾する箇所もあるので，必要なら校訂を施す

など，史料の取り扱いには十分注意したいものである。例えば『史記』呂后本紀によれば，

長安城の城壁の修築は恵帝三年（前 192）から六年（前 189）にかけて行われたとするが，

『漢書』恵帝紀には元年（前 194）から五年（前 190）とある。また『史記』漢興以来将相

名臣年表にはこの修築は五年（前 190）に完成したとあるが，『漢書』「地理志」では六年

（前 189）となっている。これについては，『三輔黄図』漢長安故城の条の記載が『漢書』

恵帝紀のそれと一致するので，こちらのほうが正確だというのが史学界の認識となってい

る。 

 

『後漢書』南朝（宋）范曄撰，90 巻。唐・太子李賢注。合刊『続漢志』，晋・司馬彪著，8

志 30 巻，梁・劉昭注。中華書局標点本。 

都市史の関連史料が各篇に散見されるほか，「郡国志」に後漢順帝永和五年（140）の州・

郡・国・県・邑の制度と，その治下の著名な古聚落・山川および各郡の戸数についての記

載がある。『続漢書』「郡国志」と『漢書』「地理志」を対照させると，両漢を通しての行政
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制度と聚落の変遷の軌跡がうかがえる。比較的顕著なのは，後漢時期の淮河以南の地区行

政制度と人口がかなり大幅に増加しており，これに比して北方，特に西北地区に明らかな

減少がみられるという変化である。宮崎市定氏はさらに視野を広げてこれを北魏・酈道元

『水経注』の記載とつきあわせた。その結果，『続漢書』「郡国志」と『水経注』では県の

管轄下の郷・聚・亭・城については漢以前の国・邑などの古名が用いられているが，『漢書』

「地理志」には皆無であることに着目し，ここから古代の聚落が漢・魏の際に大きく変化

したと結論づけた。さらにこの認識を基礎に，中国古代は「都市国家」であったと主張す

るのである。 

また，司馬彪の『続漢志』は「輿服」「百官」の二志が増補されているが，前者には車服

制度とその沿革が述べられ，当時の都市生活のレベルと具体的な様相がうかがえるという

史料価値がある。後者は『漢書』「百官公卿表」の簡略な記載内容を補填できるとともに，

これに付された「本注」によって職官の沿革と具体的な職掌を把握するのに便利である。

ただ『続漢志』は「食貨志」を欠くという最大の欠点があるが，これは蘇誠鑑『後漢食貨

志長編』（商務印書館 1947 年版）で補填することができる。 

 

『三国志』晋・陳寿撰，65 巻。南朝宋・裴松之注，中華書局標点本。 

漢末の記載としては現存する最古の史料であり，かつ比較的詳細な記載は『後漢書』の

該当箇所より有用だとされるが，惜しむらくは『三国志』が志を欠いていることである。

裴注は 210 種に及ぶ文献を引用し，これらの多くは現在ではすでに散逸しているため，史

料的価値は極めて高い。 

その他，都市史史料は前漢・陸賈『楚漢春秋』，後漢・荀悦『漢紀』，東晋・袁宏『後漢

紀』，後漢・班固等撰『東観漢紀』，清・汪文台輯『七家後漢書』などの史籍にも散見され

る。 

 

『漢官七種』清・孫星衍輯，10 巻。 

漢代および三国時代に編纂された七種類の漢代官制に関する書物の佚文を集めたもので

ある。そのなかには前漢・叔孫通『漢礼器制度』1巻，漢・佚名『漢官』1巻，後漢・王隆

撰・胡広注『漢官解詁』1 巻，後漢・衛宏『漢旧儀』2 巻（附，孫星衍『補遺』2 巻），後

漢・応劭『漢官儀』2巻，後漢・蔡質『漢官典職儀式選用』1巻，呉・丁孚『漢儀』1巻な

どが含まれる。これらによって正史の官制についての記載を補填できるほか，例えば『漢
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官』には諸郡の郡治の京師からの里程数が記されているなど，都市，特に首都長安・洛陽

についての重要な史料もある。版本には孫星衍輯，周天游点校『漢官六種』（中華書局，1990

年）がある。 

  

秦漢時期の官制に関する史料としては，ほかに後漢・蔡邕『独断』2巻がある。 

 

『塩鉄論』前漢・桓寛著，12 巻。 

前漢昭帝始元六（前 81）年，武帝時期から実行されていた塩鉄の専売・榷酤・均輸・平

準などの経済政策の存廃をめぐって，郡国から選挙された賢良・文学と，大臣との間で大

論争が繰り広げられた。宣帝の時，桓寛はこの論争について対話形式で 60 篇に編纂し，『塩

鉄論』と題したのである。本書は，「力耕」では「殷富大都」，「通有」では「天下之名都」

等に言及するなど，当時の政治・経済・社会の状況，特に武帝時の経済政策を理解するの

に非常に有用である。注本には楊樹達『塩鉄論要釈』（科学出版社，1957 年），郭沫若『「塩

鉄論」読本』（科学出版社，1957 年），王佩諍『塩鉄論札記』（商務印書館，1958 年），馬非

百『塩鉄論簡注』（中華書局，1984 年），王利器『塩鉄論校注』（中華書局，1992 年）など

がある。 

 

『潜夫論』後漢・王符撰，10 巻。 

政治や時弊を糾弾し，治国安民の術を討論するだけでなく，数篇ではあるが哲学的問題

も論じられ，後漢中後期の社会状況，民間風俗を知る重要な史料であるが，なかでも特に

「務本」・「遏利」・「浮侈」・「救辺」・「辺議」・「実辺」・「卜列」の各篇が有用である。注本

には清・汪継培箋，彭鐸校正『潜夫論箋』（中華書局，1979 年）がある。 

 

『論衡』後漢・王充撰，10 巻。 

後漢に盛行した讖緯説・符瑞説を批判し，素朴な唯物主義思想に基づいた事物認識でも

って当時の歴史・制度・社会・風俗等を論ずるもので，希少史料を多く保存している。注

本としては黄暉『論衡校釈』（中華書局，1990 年）をもちいるのが適切であろう。 

 

『風俗通義』後漢・応劭撰。 

もと 11 巻だが現存するのは 10 巻である。『風俗通』とも言われる。本書は事物に対する
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正確な解説をもって，当時の誤解や迷信を糾弾するというもので，後漢の社会風俗を系統

的に反映している必見の書である。注本には呉樹平『風俗通義校釈』（天津人民出版社，1980

年），王利器『風俗通義校注』（中華書局，1981 年）があり，ともに佚文も収録している。 

 

このほか，前漢・陸賈『新語』，前漢・賈誼『新書』，前漢・淮南王劉安編『淮南子』，後

漢・崔寔『政論』，後漢・仲長統『昌言』，後漢・荀悦『申鑑』などの「子書」も当時の社

会状況を理解する上で必読の史料であり，なかには都城史に直接かかわるものもある。 

 

『三輔黄図』著者不明。 

著者は漢代人と称するが，内容には魏晋以降の内容も含まれているため，南北朝時代の

著作とされている。唐宋時期に増補し注が加えられた。その原本の序には「裒采秦漢以來

宮殿，門闕，楼觀，池苑在關輔者著於篇」とある。内容は三輔沿革・治所・咸陽故城・宮・

漢長安故城・秦漢風俗・都城十二門・長安九市・長安八街九陌・長安城中閭里・漢宮・署・

庫・倉など 36 項にわたり，秦漢時期の三輔地区の行政制度・歴史沿革・都市構造・地理・

文化・風俗，特に漢長安城などを研究する上での基本史料である。使用に当たっては陸直

校証『三輔黄図校証』（陝西人民出版社，1980 年），何清谷校注『三輔黄図校注』（三秦出

版社，1995 年）などを参照のこと。 

 

『西京雑記』成立年代不詳。中華書局，1985 年校点本。 

原本は早期に散佚し，西晋・葛洪が各本から佚文を収集して 2巻にまとめたとされる。

劉宋以降に 6巻になったが，これは偽書の疑いがある。前漢の長安城における天子・后妃

等の逸事や，宮室・苑囿・輿服・典章などの旧制・雑事を記録したもので，未央宮・昆明

池・上林などの記載が他本と比べて詳細であり，正史の不足を補うに足る。 

 

『華陽国志』東晋・常璩撰，12 巻。 

中国最古の比較的整った地方志である。「華陽」は華山の南の意。4世紀中葉以前の，現

在でいう四川・雲南・貴州三省と，甘粛・陝西・湖北各地の一部における歴史・地理・人

文状況についての記載である。そのうち，もっとも史料的価値が高いのは 1 巻～4 巻にわ

たって収録されている「巴志」・「漢中志」・「蜀志」・「南中志」で，梁・益・寧三州の歴史・

地理，なかでも地理についての記載を主とするが，特に郡県沿革と治城の所在については
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正史よりも詳しい。例えば，巻 3『蜀志』には秦恵王二十七年（前 310）の張儀・張若が都

城を営造した際，「徙置少城内城，營廣府舎，置鹽鐵市官并長丞，修整里闠，市張列肆，與

咸陌同制」であったと記す。これは秦都城についての重要な史料であるだけでなく，咸陽

城の研究にも大きな意義がある。ただし，当史料をどう解釈するかについては，学界の見

解に大きな隔たりがある。 

また『華陽国志』には各地の鉱産物や塩井，また臨邛の火井（天然ガス）などの記載も

あり，経済的にも重要な史料である。ただし，本書はある特定時期の版本に基づいて記述

されたわけでないため，ある特定時期の行政区画を反映したものではないということには

注意すべきである。例えば梁・益 2州には計 110 県が挙げられているが，うち 18 は晋以前

に置かれ，晋代には既に廃されている。これについては注記のあるものとないものとがあ

る。そのほか，宋以降の伝承過程において脱落や増削があったことにも注意しておきたい。

注本は，巻末に索引を付す劉琳『華陽国志校注』（巴蜀書社，1984 年）のほか，任乃強校

注『華陽国志校補図注』（上海古籍出版社，1987 年）がある。 

 

『水経注』北魏・酈道元撰，40 巻。 

漢の桑欽の著とされる『水経』に広く校訂・増補を加え，1252 条にのぼる河川・水路を

詳述しつつ，さらに流域に沿って，山川・城邑・関津についての地理的状況や歴史沿革，

また碑刻・石闕・風俗歴史などを論じた内容豊富な書。特に秦漢の歴史地理，風俗の記載

については，正史を補って余りある。その注にひかれた書籍は 437 種にものぼり，なかに

は秦漢の佚史などの貴重な史料も多く含まれている。例えば，巻 19 の渭水注には，長安城

の配置・官署の設置状況などについての詳細な叙述がある。注本には王先謙『合校水経注』

（巴蜀書社，1985 年影印版），王国維『水経注校』（上海人民出版社，1984 年），楊守敬・

熊会貞疏，段熙仲点校，陳橋駅復校『水経注疏』（江蘇古籍出版社，1989 年），陳橋駅校釈

『水経注校釈』（杭州大学出版社，1999 年）などがある。 

 

『長安志』宋・宋敏求撰，20 巻，16 門類。 

唐・韋述『両京新記』の記載が疎略なのに不満をもった著者が各史料を総覧し，長安の

古跡を尋ねて記述したもの。城郭・官府・山川・道里・津梁・郵駅から風俗・物産・宮室・

寺院および坊市沿革や士大夫の第宅にまで至る幅広い記載は詳細をきわめている。うち，

総述・分野・土産・土貢・風俗・四至・管県・雑制・雍州・京都・京兆尹・府県官・宮室・
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県などに秦漢時期の記載が含まれている。本書については清・畢沅が校訂を行っており，

明代には，これと元・李好文の『長安志図』3巻とが合刻された。 

 

『長安志図』元・李好文，3巻 30 目。 

北宋・呂大防による長安故図の碑刻（『長安図記』）を基礎としてこれを補訂したもの。

22 図が付されており，右に図，左に文というレイアウトである。漢唐長安城およびその周

辺地区の宮闕陵寝・山川城防・涇渠洪堰・水利灌漑などについての詳細な記載がある。元

刻本はすでに散佚し，後世の翻刻本と宋・宋敏求の『長安志』をあわせて 1冊とした。本

書にも漢代の状況が記述されており，なかでも『図志雑説』は，長安城の営造は地形に沿

ったもので，すでにあった宮殿市街を避けて行われたのではないか，としており，『三輔黄

図』・『三輔決事』の「斗城」説に疑義を唱えている。のち，発掘調査により『図志雑説』

の推測の正しさが証明された。 

 

『九章算術』魏・劉徽注，9巻。 

著者・著作年代ともに不詳だが，後漢中後期ころに佚文を集めて 9章にまとめたものと

推測されている。本書は算術書ではあるが，耕地面積の算出方法・牛馬や米粟の価格・徭

役の徴発・農民の貸借などの問題にも言及しており，数値という視点から漢代の経済状況

を見通している。版本には『算経十種』（中華書局，1963 年），注本には白尚恕『九章算術

注釈』（科学出版社，1983 年）・郭樹春匯校『九章算術』（遼寧教育出版社，1990 年）があ

る。 

 

このほか，後漢・班固『両都賦』や張衡『西京賦』・『東京賦』・『南都賦』，晋・左思の『蜀

都賦』（ともに『文選』第 1巻～第 4巻および『全上古三代秦漢三国六朝文』収録）は，長

安・洛陽・成都の都市構造・施設・都市の商業活動・市民生活などをいきいきと描写して

はいるが，文学作品であるがための誇張・粉飾は免れない。 

 

また前漢・史游『急就篇』，後漢・許慎『説文』，劉熙『釈名』などの漢代字書のなかに

も，都城建築・商工業産物・都市社会生活に関連する文字解釈が多く見られる。例えば『急

就篇』31 章のうち，18 章が「諸物」，すなわち工具・日用食器・武器・車馬具・衣履服飾・

建築や室内装飾などに言及し，2章は職官・地理についての記述である。『釈名』には「釈
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州国」・「釈采帛」・「釈宮室」・「釈用器」などの各篇がある。また『説文』には多くの都市

に関する字句解釈のほか，漢律も収録している。 

 

『十三経注疏』清・阮元重刊校刻。 

本書に収録されている各書のうち「尚書」・「毛詩」・「周礼」・「儀礼」・「礼記」・「公羊伝」・

「論語」・「孟子」の八経には多くの漢人による注が付されており，特に鄭玄の「三礼」注

は漢代の事例に則して経文を注釈しているため，大量の漢代典章制度や風俗故事が保存さ

れている。版本としては中華書局 1980 年出版の影印本が最も優れている。 

 

このほか，『芸文類聚』・『初学記』・『太平御覧』・『冊府元亀』などの類書にも同タイプの

史料がまとめられており，使用に便利である。 

 

２．出土文字史料 

 

秦漢時期の出土文字史料は驚くべき量を誇る。出土文字史料はその材質から簡牘・帛書・

碑刻・封泥・印章・銘文などに分けられ，なかでも簡牘は最も豊富な内容を有する。 

 

『睡虎地秦墓竹簡』 

1975 年末，湖北省雲夢県睡虎地で戦国末年から秦代にかけての墓葬群が発見された。う

ち 11 号秦墓から 1155 枚の竹簡（原注：ほか残片 80 片）が出土した。そこには編年記・『語

書』・秦律十八種・『効律』・秦律雑抄・法律答問・封診式・為吏之道・日書甲種・『日書』

乙種（原注：ここで『』を付しているものは原書の表題）なども含まれている。主に法律

文書を中心とし，その内容は政治・経済・法律・社会・風俗などあらゆる方面にわたって

いる。伝世文献には秦国・秦王朝に関する記述が少ないため，このような大規模，かつま

とまった法律文書の出土は画期的な意義を有するのである。また都市史およびそれに関す

る聚落史・商工業経済・国家財政などの方面に対しても貴重な史料を提供してくれる。例

えば秦律十八種の『倉律』・『金布律』は国家府庫管理に関する法規定であり，『置吏律』・『除

吏律』などは官吏の任免・昇進について，また『工律』・『工人程』・『均工』は官営の手工

業生産・官吏についての条文である。簡には「離邑」・「都官」・「離官」の語があり，当時

の行政制度および官僚体制を反映しているものと思われる。都城については檪陽・咸陽に
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ついて言及している。『為吏之道』には邑を離脱する際の法令である『魏戸律』を，『法律

答問』には「越里中至與它里界者垣」の律条を含み，また『封診式・封守』と『穴盗』は

一般庶民の住宅についての記述があるなど，当時の聚落形態を研究する上で重要な史料で

ある。文物出版社から 1977 年に出版された睡虎地秦墓竹簡整理小組編『睡虎地秦墓竹簡』

線装図本（7冊）は図版と釈文を収録し，また 1978 年に出版された同名の平装本（日書は

未収録）もある。なお 1981 年に出版された『雲夢睡虎地秦墓』はすべての秦簡を縮印して

収録している。 

 

『居延漢簡』 

1930 年から 1931 年にかけてヘディンを団長とするスウェーデンの西北科学考察団が，

内モンゴルのエチナ川流域の居延地区において 1万余枚の漢代簡牘を発見した。1944 年～

1960 年には労榦が『居延漢簡考釈』のうちの「釈文之部」・「考証之部」・「図版之部」を相

次いで出版した。一方，中国科学院考古研究所は 1959 年に 2555 枚の簡牘の写真図版・釈

文に索引を収録した『居延漢簡甲編』（科学出版社）を，ひき続き 1981 年には『甲編』を

基礎に増補した『居延漢簡甲乙編』2冊（考古学専刊 2種 16 号，中華書局）を出版，これ

には図版・釈文・付録・付表を含み，さらに簡の出土地を明確に記載したうえ，全簡を番

号順に排列するなど，前書よりも学術的な整理が施されている。また 1987 年に文物出版社

から出版された謝桂華・李均明・朱国炤の合校による『居延漢簡釈文合校』2 冊は，労榦

本・甲編・甲乙編各本の異同に標注を施し，さらに巻末には簡牘の出土地や，労榦本・甲

編・甲乙編の図版のページ対応表が付され，使用に便利である。 

さらに 1972 年～1974 年にかけて，甘粛居延考古隊がエチナ川流域の破城子など 3 カ所

の漢代遺跡において発見した漢簡 2万余枚は，甘粛省文物考古研究所・中国社会科学院考

古研究所の整理を経て，1990 年に『居延新簡』（文物出版社）として出版された。 

居延漢簡は官文書を主としながら，暦法・字書・医学書や私文書なども含み，時代的に

は前漢武帝時期から後漢光武帝にかけての 1世紀に相当するが，特に昭帝・宣帝時期のも

のが最多である。内容は多岐にわたり，なかでも前漢時期の辺境組織・烽燧・屯田・郵駅

制度・文書行政などを理解するのに重要な史料である。このほか，大量の戍卒簿籍・食料

配給簿・田卒衣物簿・物価交易などの史料も出土しており，辺郡地区の戍卒の日常生活の

様子や経済史をうかがうのに絶好の史料である。 

このほか，20 世紀初頭以来，敦煌・酒泉・ロプノールなどからときおり漢簡が発見され
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ているが，その内容は居延漢簡と似通っている。これらを整理して本にまとめたものに，

羅振玉・王国維『流沙墜簡』（1914 年刊，1934 年増訂本），林梅村・李均明『疏勒河流域出

土漢簡』（文物出版社，1984 年），林梅村編『楼蘭尼雅出土文物』（文物出版社，1985 年）

等がある。 

 

『尹湾漢墓簡牘』連雲港市博物館・社科院簡帛研究中心等編，中華書局，1997 年。 

1993 年に江蘇省連雲港市東海県尹湾において，前漢成帝元延時期の簡牘 17 種が出土し

た。内容は『集簿』・『東海郡属県郷吏員定簿』・『吏員除名昇遷簿』・『吏員考績簿』・『永始

四年武庫兵車器集簿』・『元延二年日記』・『暦譜』・『日書』などである。『集簿』は成帝元延

年間の東海郡の地方行政状況を記録したもので，属県・国・邑の数，戸口数，領域面積・

耕地面積，財政支出入などについて記す。『東海郡属県郷吏員定簿』は郡・県・郷の官吏の

設置状況を，『元延二年日記』は墓主が官吏に任ぜられた時の勤務状況を記載している。 

尹湾漢簡は前漢後期の郡県における地方行政や地方官の生活についての具体例を提供して

くれるもので，当時の官僚制度・行政地理・聚落形態を研究する上での重要史料である。 

 

『張家山漢墓竹簡』張家山 247 号漢墓竹簡整理小組編，文物出版社，2001 年。 

張家山漢簡は 1983 年に湖北省江陵市の張家山漢墓から発見されたもので，『二年律

令』・奏讞書・算術書・暦譜などを含む。『二年律令』は呂后二（前 186）年の律令と推測

され，賊律・盗律・具律・亡律・収律・銭律・置吏律・均輸律・伝食律・田律・市律・行

書律・復律・賜律・戸律・効律・傅律・置後律・爵律・興律・徭律・金布律・秩律などを

収録する。伝世文献にはまとまった漢代法律文書は保存されていないため，以前は史籍に

散見する記載からその一部を推測するのみであったが，『二年律令』の出土により従来の文

献史料の欠を補うことが可能になったのである。 

『二年律令』はまた都城に直接関わる内容も多い。例えば『賊律』には「以城邑亭障反」・

「越邑里・宮市院垣」という条文が，『田律』には「邑中道」の管理規定がある。また『戸

律』には「自五大夫以下，比地爲伍」・「居處相察，出入相司」・「田典更挾里門（鑰），以時

開」といった聚落形態や田宅の名有制度などを規定する。そのほか，『奏讞書』が提供する

事例は当時の社会的風潮を窺わせ，算術書には物価に関する非常に貴重な史料がある。 

 

このほか，銀雀山漢墓竹簡整理小組『銀雀山漢墓竹簡（一）』（文物出版社，1985 年），
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呉九龍『銀雀山漢簡釈文』（文物出版社，1985 年），梁柱・劉信芳『龍崗秦墓竹簡』（科学

出版社，1997 年）なども重要な簡牘史料である。 

以下，伝世ないしは出土した金石銘文や封泥などの印文も秦漢時期の都城史を研究する

うえでの重要史料である。宋・洪適『隷釈』・『隷続』（中華書局 1985 年影印版），清・王昶

『金石萃編』，清・陸増祥『八瓊室金石補正』，高文『漢碑集釈』（河南大学出版社，1985

年），清・呉式芬・陸介祺『封泥考略』，厳一萍『封泥考略彙編』（芸文印書館，1982 年）

などがある。 

 

３．考古発掘と発掘報告 

（１）城邑遺跡の発掘 

1949 年の中華人民共和国成立以来，発掘された漢代の城邑遺跡は全国各地で 100 余カ所

にものぼっている。このほか，長城に沿って 100 余ヵ所の郡県城址や辺塞城堡も発見され

ている。発掘された主な城址は咸陽城・長安城・洛陽城・臨淄故城・曲阜故城・洛陽漢河

南県城・磁県講武城・武安午汲古城・崇安城村故址・里耶城址で，その多くは戦国かそれ

以前の文化的遺跡を含み，また城址あるいはその附近からは往々にして冶鉄作坊遺跡や鋳

銭遺跡や墓地などが発見される。これらは漢代城址の特徴の１つであろう。 

このうち最も著しい成果を上げているのは都城の発掘である。1956 年より秦咸陽故城の

実地調査を開始して以来，すでに大小の建築基址 20 余カ所の存在が確認され，うち 3カ所

について発掘が行われた。90 年代中期には阿房宮遺跡に対し大規模なボーリング調査が実

施された。 

 

一方，前漢西安故城についても 1956 年から調査・発掘が行われ，都市構造・城壁・城壕・

城門・街道・宮殿・市・武庫・礼制関連の建築遺跡などの位置および形態が明らかにされ

た。またその後の考察により，宮殿と官僚の甲第が城内面積の 3分の 1を占め，主に中部

および南部に密集していること，また西北部は官府の手工業が主で，東北角は一般庶民の

居住区であることが判明した。さらに考古発掘による文献史料の内容検証も可能になった。

例えば発掘調査により漢長安城の城壁は周囲 62 里強と確定されたが，これは『漢旧儀』に

記載された 63 里という数値とほぼ符合する。一方，『漢書』高帝紀と『三輔黄図』はとも

に武庫が未央宮内に設置されたとするが，発掘により未央宮と長楽宮の間ということが明

らかになった。 
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また，後漢雒陽城址については 1950 年代から実地調査が開始されたが，当時は城址の形

状・城壁の規模・城門と街道の分布・武庫と太倉の位置などの大略が明らかになったもの

の，考察範囲やその成果は長安城のそれには及ばなかった。しかし 80 年代以降に再び漢魏

雒陽城の城垣において各所で試掘が行われた際，初めて西周城址が発見されたほか，東周

の成周城の形成と規模も判明し，秦がその基礎をもとに，さらにそれを拡張する形で後世

漢魏が雒陽城を建築したという経緯が明らかになるなどの成果があった。 

 

城邑遺跡の発掘報告は『文物』・『考古』・『考古学報』・『文物参考史料』などの関連雑誌

を参照するほか，佐原康夫『漢代都市機構の研究』「第一章・春秋戦国時代城郭」（汲古書

院，2002 年）所載の「春秋戦国・秦漢城郭遺跡表」・グラフ・「都城遺跡発掘報告文献一覧」

が 2000 年以前の発掘報告をほぼ網羅しており，検索に便利である。 

 

また文物編輯委員会『文物考古工作三十年（1949－1979 年）』（文物出版社，1979 年），

『中国長城遺跡調査報告書』（文物出版社，1981 年），中国社会科学院考古所『新中国的考

古発現和研究』（文物出版社，1984 年），王仲殊『漢代考古学概説』（中華書局，1984 年），

文物編輯委員会『文物考古工作十年（1979－1989 年）』（文物出版社，1990 年），文物出版

社『新中国考古五十年』（文物出版社，1999 年）なども総合的理解や検索に有用である。 

 

さらに主要城址の発掘報告書としては，山東省文物考古所『曲阜魯国故城』（斉魯書社，

1982 年），河南省文物研究所等『登封王城崗与陽城』（文物出版社，1992 年），中国社会科

学院考古所『漢長安城未央宮－1980－1989 年考古発掘報告』（中国大百科全書出版社，

1996 年），『内蒙古東南部航空撮影考古報告』（科学出版社，2002 年）などがある。 

 

（２）出土図像史料 

出土図像史料も秦漢時期の聚落形態・都市構造や都市社会生活を知りうる貴重な情報源

である。例えば，馬王堆三号漢墓出土の『地形図』・『駐軍図』には「里」や「部」の聚落

を丸で囲んで注記しており，四角で表示した県道城・都尉軍・都尉別軍や，三角形の箭道

と区別されている。これら 2図の出土によって学界では漢代は城市の外に農村聚落がある

との認識が多数を占めるようになった。また 1971 年に内モンゴル自治区ホリンゴルで発見

された後漢の大型磚室墓壁画には官僚であった墓主の一生が描かれていた。これによると
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西河郡長史・行上郡属国都中尉事・魏郡繁陽県令・護烏桓校尉を歴任した墓主は，それぞ

れ武成・土軍・離石・繁陽・寧城の 5都市を巡ったのだが，これらの各都市が表題つきの

絵図として表され，特に寧城護烏桓校尉幕府図は詳細に描写されている。 

秦漢時期の主要な出土図像史料には，北京歴史博物館『望都漢墓壁画』（中国古典芸術出

版社，1955 年），曽昭燏『沂南古画像石墓発掘報告』（文化部文物管理局，1956 年），文物

出版社『西漢帛画』（文物出版社，1972 年），馬王堆漢墓帛書整理小組『馬王堆漢墓帛書古

地図』（文物出版社，1977 年），内蒙古博物館『和林格爾漢墓壁画』（内蒙古人民出版社，

1978 年），閃修山等『南陽漢代画像石刻』（上海人民美術出版社，1981 年），山東省博物館

等『山東漢画像石選集』（斉魯書社，1982 年），呉曽徳『漢代画像石』（文物出版社，1984

年），徐州市博物館『徐州漢画像石』（江蘇美術出版社，1985 年），陝西省博物館『陝北東

漢画像石』（山西人民美術出版社，1985 年），王建中等『南陽両漢画像石』（文物出版社，

1990 年），河北省文物研究所『安平東漢壁画墓』（文物出版社，1990 年），朱錫禄『嘉祥漢

画像石』（山東美術出版社，1992 年），洛陽市第二文物工作隊『洛陽漢墓壁画』（文物出版

社，1996 年），龔延万等『巴蜀漢代画像集』（文物出版社，1998 年），河北省文物研究所『河

北古代墓葬壁画』（文物出版社，2000 年），蒋英炬等『漢代画像石与画像磚』（『20世紀中国

文物考古発現与研究叢書』（文物出版社，2001 年）所収）などがある。 

 

（３）墓葬発掘報告 

墓葬発掘報告も当時の社会の発展レベルや，社会風俗・社会生活を反映する材料となる。

1949 年以降の主要な墓葬発掘報告としては，中国科学院考古研究所『洛陽焼溝漢墓』（科

学出版社，1959 年），河北省文化局文物工作隊『望都二号漢墓』（文物出版社，1959 年），

湖南省博物館『長沙馬王堆一号漢墓』上・下集（文物出版社，1973 年），雲夢睡虎地秦墓

編写組『雲夢睡虎地秦墓』（文物出版社，1981 年），中国社会科学院考古研究所等『満城漢

墓発掘報告』（文物出版社，1981 年），中国社会科学院考古研究所等『広州漢墓』・『広州漢

墓』下（文物出版社，1981・1982 年），広西壮族自治区博物館『広西貴県羅泊湾漢墓』（文

物出版社，1988 年），陝西省考古研究所等『秦始皇陵兵馬俑坑発掘報告 1974－1984』（文

物出版社，1988 年），大葆台漢墓発掘組『北京大葆台漢墓』（文物出版社，1989 年），南京

博物院『四川彭山漢代崖墓』（文物出版社，1991 年），広州市文管会等『西漢南越王墓』（文

物出版社，1991 年），河南省文物研究所『密県打虎亭漢墓』（文物出版社，1993 年），閻根

斉主編『芒碭山西漢梁王墓地』（文物出版社，2001 年）などがある。 
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「都邑」の叙述 
 

中村圭爾 

 

はしがき 

 

 中国古代において，帝都はいかなるものであったのか，あるいはいかなるものと認識さ

れていたのか，そのことを都はいかに叙述されたのかに焦点をあわせて考察してみようと

するのが，本稿のねらいである。 

 この点に関して，中国古代を代表する帝都長安・洛陽には，『兩京新記』をはじめ，数

種の専門的著作があることがしられている1。それらはこの問題を考える重要な素材となる

が，しかしその書が出現する八世紀初頭以前にも，都を特別なものと認識し，その属性に

着目して，それを叙述しようとした著作はすくなくなかった。その大半は，今日では佚文

としてのみ存在するが，そこからは中国古代人の都に対する認識や，都に関する記録の性

格について，さまざまなものごとを考察する端緒がえられるようにおもう。 

 そのような問題関心から，筆者はすでに主として魏晋南北朝の帝都に関する佚書の佚文

収集を試みている2が，本稿はその過程でえた若干の認識をもとに成立したものである3。 

 

１．『史通』における「都邑」の主張 

 

 劉知幾撰『史通』は「景龍四年（710）仲春之月」の序をもつ，歴史叙述の理論書である。

そのなかで，かれは 2 カ所にわたって，従来みられなかった「都邑」なることがらに関す

る文章や書籍の分類を提唱している。まずは，その関連部分をあげてみよう。 

 その一は書志篇第八においてであって，正史の書・志の意味とその編目について議論を

展開し， 

 

  歴觀衆史，諸志列名，或前略而後詳，或古無而今有，雖遞補所闕，各自以爲工，榷而

論之，皆未得其最，蓋可以爲志者，其道有三焉，一曰都邑志，二曰氏族志，三曰方物

志， 
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  蓋自都邑以降，氏族而往，實爲志者所宜先，而諸史竟無其錄， 

という。すなわち，志の設定には歴史的変遷と時代的背景があり，従来の編目ではすべて

の歴史的現象を記録しつくせないとして，「都邑志」「氏族志」「方物志」の 3 者を新た

に設け，またそれを優先させるべく主張するのである。そのうちの「都邑志」の必要性に

ついて，次のようにいう。 

 

  京邑翼翼，四方是則，千門萬戸，兆庶仰其威神，龍盤虎踞，帝王表其尊極，兼復土堦

卑室，好約者所以安人，阿房未央，窮奢者由其敗國，此則其惡可以誡世，其善可以勸

後者也，且宮闕制度，朝廷軌儀，前王所爲，後王取則，故齊府肇建，誦魏郡以立宮，

代國初遷，寫吳京而樹闕，故知經始之義，卜揆之功，經百王而不易，無一日而可廢也，

至如兩漢之都咸洛，晉宋之宅金陵，魏徙伊瀍，齊居漳滏，隋氏二世，分置兩都，此並

規模宏遠，名號不一，凡爲國史者，宜各撰都邑志，列於輿服之上， 

 

  或問曰，子以都邑氏族方物，宜各纂次，以志名篇，夫史之有志，多憑舊説，苟世無其

錄，則闕而不編，此都邑之流，所以不果列志也，對曰，案帝王建國，本無恆所，作者

記事，亦在相時，遠則漢有三輔典，近則隋有東都記，於南則有宋南徐州記・晉宮闕名，

於北則有洛陽伽藍記・鄴都故事，蓋都邑之事，盡在是矣， 

 

 もう 1 カ所は雜述篇第三四で，そこでは正史以外の多様な記録について， 

 

  爰及近古，斯道漸煩，史氏流別，殊途並騖，榷而爲論，其流有十焉，一曰偏紀，二曰

小録，三曰逸事，四曰瑣言，五曰郡書，六曰家史，七曰別傳，八曰雜記，九曰地理書，

十曰都邑簿， 

 

とのべ，それらを 10 種に分類しそれぞれの特色を論じている。その「都邑簿」の部分は，

以下のとおりである。 

 

  帝王桑梓，列聖遺塵，經始之制，不恒厥所，苟能書其軌，則可以龜鏡將來，若潘岳關

中・陸機洛陽・三輔黄圖・建康宮殿，此之謂都邑簿者也， 
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  都邑簿者，如宮闕陵廟，街廛郭邑，辨其規模，明其制度，斯則可矣，及愚者爲之，則

煩而且濫，博而無限，論榱棟則尺寸皆書，記草木則根株必数，務求詳審，持此爲能，

遂使學者觀之，騖亂而難紀也， 

 

 この両者からはさまざまな問題を提起できるであろうが，さしあたり注目してみたいの

は，「都邑」に関する認識とその時代性，および「都邑志」「都邑簿」の具体的内容の 2

点である。以下，これらについて，順次論じてみたい。 

 

２．「都邑志」「都邑簿」の位置 

 

 まず「都邑志」「都邑簿」の，書籍分類史上の位置づけについてかんがえてみたい。こ

の点については，劉知幾が「都邑志」とならんで新設を主張する「氏族志」と「方物志」

の意味との関連で検討してみる必要があろう。以下，やや煩瑣であるが，『史通』のいう

ところの「氏族志」「方物志」新設の必要性の主張を転載してみよう。「氏族志」につい

ては， 

 

  帝王苗裔，公侯子孫，餘慶所鍾，百世無絶，能言吾祖，郯子見師於孔公，不識其先，

籍談取誚於姫后，故周撰世本，式辨諸宗，楚置三閭，實掌王族，逮乎晩葉，譜學尤煩，

用之於官，可以品藻士庶，施之於國，可以甄別華夷，自劉曹受命，雍豫爲宅，世冑相

承，子孫蕃衍，及永嘉東渡，流寓揚越，代氏南遷，革華從夷，於是中朝江左，南北混

淆，華壤邊民，虜漢相雜，隋有天下，文軌大同，江外山東，人物殷凑，其間高門素族，

非復一家，郡正州曹，世掌其任，凡爲國史者，宜各撰氏族志，列於百官之下， 

 

といい，「方物志」については， 

 

  金石草木縞紵絲枲之流，鳥獸蟲魚齒革羽毛之類，或百蠻攸税，或萬國是供，夏書則編

於禹貢，周書則託於王會，亦有圖形九牧之鼎，列狀四荒之經，觀之者擅其博聞，學之

者聘其多識，自漢氏拓境，無國不賓，則有筇竹傳節，蒟醬流味，大宛獻其善馬，條支

致其巨雀，爰及魏晉，迄於周隋，咸亦遐邇來王，任土作貢，異物歸於計吏，奇名顯於

職方，凡爲國史者，宜各撰方物志，列於食貨之首， 
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という。 

 一見すれば理解できるように，「氏族志」の主張は門閥姓族社会の隆盛，その官制との

密接な関係を反映したものであるし，「方物志」は唐王朝の版図拡大を背景にしている。 

すなわち両志ともに当時の特殊歴史的な状況を前提としたものであり，その特殊歴史的状

況を叙述するために不可欠な志として，新設を主張されているのである。 

 とすればそれらと併挙された「都邑志」もまた，当時の「都邑」に関する特殊歴史的な

状況の創生を反映しているであろうと考えざるをえない。 

 「都邑簿」についても，事情は通じるところがあろう。『史通』をさかのぼること 50

余年の，『隋書』經籍志の史部の分類は，以下の 13 種からなる。 

 

  正史 古史 雜史 覇史 起居注 舊事 職官 儀注 刑法 雜傳 地理 譜系 簿

錄 

 

 『史通』が正史以外の史部書分類 10 種の 1 としてあげる「都邑簿」は，これより分類数

の多い『隋書』經籍志の史部の分類 13 種にはなかった。それは『史通』において，はじめ

て出現した分類なのである。しかも，前述の「都邑志」に属させられた『南徐州記』，「都

邑簿」に属させられた『洛陽記』『三輔黄圖』は，『隋書』經籍志では「地理書」に分類

されている。『史通』は『隋書』とおなじく史部書の分類に「地理書」をもうけながら，

なんらかの意図によって，それら 3 書を「地理書」ではなく，「都邑」の叙述に属せしめ

たということになる。 

 つまり，『史通』の「都邑」志・簿の主張には，『史通』独自の都邑なるものに対して

の観念と時代性が内包されているといわねばならない。 

 ではなぜ『史通』においてこのような現象があらわれたのであろうか。「都邑」に関す

る叙述の内容と関連させて，検討してみたい。 

 

３．地理の書と「都邑」の叙述 

 

 劉知幾が上記「都邑志」「都邑簿」に属するものとして書名をあげた諸書は，前述のよ

うに，かれに先行する時代のもっとも基本的な書籍目録である『隋書』經籍志においては，



 

35 

史部地理書のなかに含まれる。この史部地理書の項に収録された多数の書名は，六朝隋唐

期に地理書・地方志の類が盛行するというよく知られたものごとを明瞭にしめすものとい

える4。 

 では，劉知幾があらたに志目としてたてようとする「都邑志」，あるいは地理書とは異

なる分類とする「都邑簿」に包摂される書籍は，当時多数出現した地理書や地方志といか

に異なるのであろうか。『隋書』經籍志史部地理の書の項には，地理書や地方志の内容に

ついてのべたところがある。まず正史地理志類の嚆矢である『漢書』地理志について，そ

ののべんとする内容は， 

 

  其州國郡縣山川夷險時俗之異，經星之分，風氣所生，區域之廣，戸口之數， 

 

であるといい，その後をおそった代表的な地理書として，西晋の人摯虞の『畿服經』をと

りあげ，その内容を， 

 

  其州郡及縣分野封略事業，國邑山陵山泉，郷亭城道里土田，民物風俗，先賢舊好， 

 

と要約する。 

 後者が「先賢旧好」の叙述を含むことについては，当時のあらたな地域性概念によるの

ではないかと思われるが，それはおいて，以上の内容は当時の「地理」なる概念を構成す

ると認識された諸要素であることはいうまでもなかろう。 

 それでは，そのような「地理」の概念とその叙述は，「都邑」の概念とその叙述と，ど

のような関係にあるだろうか。前漢の首都長安，後漢の首都洛陽は，それぞれ『漢書』地

理志，『後漢書』郡國志に記事があるが，それは地理志・郡國志が記録するあらゆる郡県

の記録とまったく同質の内容であって，それは上記地理概念に完全に包摂されるものであ

る。別の表現を用いれば，長安であろうと洛陽であろうと，その記事にはそれが帝都であ

ることを示すような他の郡県一般とは異なる内容がほとんどみられないのである。それは

帝都の属性を当時の「地理」概念に分解し，「地理」概念に包摂され得ないものを捨象し

たということであろう。 

 『史通』が「都邑」概念を提唱するのは，この帝都の属性を積極的に評価しようとする

試みである。このことを『史通』の「都邑」に対する定義を見つつ，やや詳しくかんがえ
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てみよう。劉知幾は，すでに引用した書志・雜述両篇で，「京邑翼翼，四方是則」，すな

わち帝都は全国の模範たるべきもの，あるいは「兆庶仰其威神」，「帝王表其尊極」，す

なわち帝都は帝王の権威の表現であるという認識をしめす一方で，「其惡可以誡世，其善

可以勸後」，「能書其軌，則可以龜鏡將來」とのべ，帝都が歴史の教訓としての機能をそ

なえていることを強調する。それ故にこそ，歴代の帝都は前代に倣うものが少なくないの

であり，しかもそれは単なる模倣ではなく，「前王所爲，後王取則」，すなわち歴史的伝

統と権威の尊重，踏襲ということになる。 

 では，そのような意義を附された「都邑」の記録はいかなる要素によって構成されるの

か。それはまず「宮闕制度，朝廷軌儀」であるのだが，より具体的には「宮闕陵廟，街廛

郭邑」から，時には尺寸皆書きたる「榱棟」や根株必ず数えたる「草木」にいたるもので

ある。それらは既述のような地理書の内容とはまったく異質な記事である。 

 そしてそれらの要素が如上のような意味を帯びた帝都を構成するということになる。す

なわち「宮闕陵廟，街廛郭邑」「榱棟」「草木」などによって帝都はその神聖性や，模範

・教訓としてのありかたを表現することができるというのである。たしかに「土堦卑室」，

「阿房未央」は教訓であり得るし，建築物や草木などは帝都を荘厳するために必須の要素

といえる。『史通』がそれらに着目し，地理書の概念では覆いきれない叙述による表現を

必要とする「都邑」なる概念を発想したとき，そこには成熟しつつあった唐の帝都の現実

が存在していたのであるといえよう。 

 

４．「都邑志」「都邑簿」の書と内容 

 

 劉知幾が「都邑志」「都邑簿」の実例として言及する書籍は以下のようなものである。

前者については，書志篇で「遠則漢有三輔典，近則隋有東都記，於南則有宋南徐州記・晉

宮闕名，於北則有洛陽伽藍記・鄴都故事」といい，後者については雜述篇で「潘岳關中・

陸機洛陽・三輔黄圖・建康宮殿」という。 

 このうち『漢三輔典』『三輔黄圖』については，『隋書』經籍志雜傳に，『三輔決錄』

七巻，漢太僕趙岐撰・摯虞（西晉の人）注が，同志地理類に『黄圖』（『三輔黄圖』）一

巻，『三輔舊事』二巻晉世撰，『舊唐書』經籍志（故事）・『新唐書』藝文志（故事）に

『三輔舊事』一巻韋氏撰の著録があり，これら諸書をさすのであろうとおもわれる。 

 「三輔」諸書はおおむね漢代の書であり，また『三輔黄圖』は衆知の書籍であるから，
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ここでの言及は以上にとどめたい。 

 また，『洛陽伽藍記』については，いうまでもなく後魏楊衒之撰の書で，ここでとくに

言及する必要はないとおもわれるので，これも省略したい。 

 以下，この『漢三輔典』『三輔黄圖』『洛陽伽藍記』をのぞく諸書について，若干の佚

文を引用しつつ，検討をくわえておきたい。 

 

（１）『東都記』 

 

 『東都記』については，『舊唐書』經籍志に『東都記』三十巻鄧行儼撰，『新唐書』藝

文志に韋機『東都記』二十巻・鄧世隆『東都記』三十巻を著録する。このうち，鄧行儼は

『玉海』によれば貞觀の著作郎であり，韋機も唐人である。したがって，『史通』が隋に

『東都記』があるという場合，この 3 種の『東都記』のいずれかをさすのか，もしくはこ

れらとは別の書が存在したのかが問題となるが，この点は不明とせざるをえない。なお，

『玉海』によれば，隋の宇文愷に『東都圖記』二十巻があったという5から，『史通』がい

うのは本書かもしれないが，詳細は不明である。 

 『東都記』については，わずかに 1 条のみ，佚文がある。『至正金陵新志』巻十一祠祀

志に引くのがそれである。佚文中の年号長慶からすれば，これは上記『東都記』のうち，

鄧行儼の書以外のものということになる6。 

 

  秘書省内著作院後，有梁武帝及名臣沈約・范雲・周興嗣已下王公數十人銅像，初武帝

登極，乃立私宅爲寺，寺内有此像，後長慶中，李千里爲明堂採木使，船載至東都，置

於省内， 

 

（２）山謙之撰『宋南徐州記』 

 

 『宋南徐州記』は，『隋書』經籍志・『舊唐書』經籍志・『新唐書』藝文志いずれにも，

二巻山謙之撰と著録がある。山謙之は宋の學士・奉朝請であったこと以外は詳細不明の人

物であるが，後述のように『丹陽記』の撰者でもある。 

 本書は書名からすれば，劉宋で京口に設置された徐州南遷民収容の僑州「南徐州」に関

する記録であり，事実，その佚文もまた，かならずしも「都邑」，すなわちその近辺の南
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朝の都建康と直接には関連するものとはいえない。以下に，建康および，建康近辺の要地

であった京口（丹徒）となんらかの関連を有するとみられる佚文若干を引用してみる7。 

 

  臨沂縣前有落星山，今云班瀆，即緣江圖所謂落星浦，（『初學記』巻五） 

  京江，禹貢北江也，闊漫三十里，通望大壑，常以春秋朔望，輒有大濤，聲勢駭壯，極

爲奇觀，濤至江北激赤岸，尤更迅猛，（『初學記』巻六） 

  城西北有別嶺入江，三面臨水，高數十丈，號曰北固，（『世説新語』言語篇第二注） 

  徐州人多勁悍，號精兵，故桓溫常曰，京口酒可飲，箕可用，兵可使，（『世説新語』

捷悟篇第十一注） 

  舊徐州都督以東爲稱，晉氏南遷，徐州刺史王舒加北中郎將，北府之號，自此起也，（『世

説新語』排調篇第二五注） 

  秦使赫衣鑿其地，因謂之丹徒，鑿處今在故縣西北六里，丹徒峴東南連亙，盤紆屈曲，

有象龍形，故秦鑿絶頂，闊百餘歩，又夾阬龍首，以毀其形，阬之所在，即今龍月二湖，

悉成田也，（『史記』巻五七正義『徐州記』） 

  京江，禹貢北江，春秋分朔，輒有大濤，至江乘，北激赤岸，尤更迅猛，（『文選』巻

三四注） 

  城西北有別嶺入江，三面臨水，號云北固，（『太平御覽』巻四六） 

 

 このような記事内容の『南徐州記』がなぜ『史通』において，「都邑」の分類に属する

のか，その詳細も不明とせざるをえない。 

 

（３）『晉宮闕名』 

 

 『晉宮闕名』については著録がなく，『隋志』に見ゆとする『史通新校注』説8は誤りで

ある。『史通』はこれを江南のことに属せしめるが，じつは佚文をみれば洛陽の記事が中

心である。したがって，また右の『史通新校注』が「記東晉事」とするのも誤りである。

なお，本書については『晉宮閤名』『晉宮閣名』，あるいはそれらの「名」を「簿」とす

るものなど多種あり，しかしほとんど同一のものであろうことは，その佚文からみて明ら

かである。 

 本書の佚文は，相当量存在する。以下，その注目すべきものを引用しておく。 
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  洛陽宮有顯昌坊・修成坊・綏福坊・延禄坊・休徴坊・承慶坊・景芬坊・椒房坊・舒蘭

坊・藝文坊，（『藝文類聚』巻六二『晉宮闕名』） 

  洛陽宮有則百堂・螽斯堂・休徴堂・延祿堂・承慶堂・仁壽堂・綏福堂・含芳堂・樂昌

堂・椒華堂・芳音堂・永光堂，（『藝文類聚』巻六三） 

  洛陽城中諸里，年和里・冝壽里・永年里・冝都里・太學里・富儲里・德官里・大雅里

・孝敬里・永安里・安城里・左池里・東臺里・安民里・延壽里・日中里・歩廣里・西

國里・東半里・穀陽里・北恢里・安武里・孝西里・太始里・光林里・石市里・冝秋里

・葛西里・西河里・宣賜里・延壽里・攸陽里・南孝里・中恢里・冝年里・渭陽里・利

民里・西樂里・北溪里・西義里・東統里・宣都里・石羊里・中安里・右池里，（『太

平御覽』巻一五七） 

  洛陽宮有顯昌坊・脩成坊・緩福坊・延祿坊・休徵坊・承慶坊・桂芬坊・椒房坊・舒蘭

坊・藝文坊，（『太平御覽』巻一五七） 

太極殿十二間，徽音殿・顯陽殿・暉章殿・含章殿・建始殿・仁壽殿・百福殿・清暑殿

・章華殿・嘉福殿・宣光殿・修明殿・嘉樂殿・芙蓉殿・崇光殿・華光殿・蔬圃殿・九

華殿・章陽殿・百兒殿・芳德殿・靈圃殿・承光殿・永寧殿・景福殿・延休殿・百子殿

・虞清殿・淵冥殿・安昌殿，（『太平御覽』巻一七五） 

  洛陽宮有崇陽闥・延明闥・通明闥・修雲闥・通福闥・徴音闥・承休闥・玄明闥・玄暉

闥・崇禮闥・白藏闥，（『太平御覽』巻一八四） 

  洛陽宮有金光閤・淸陽閤・朱明閤・承休閤・安樂閤・白藏閤・顯仁閤・崇明閤・章徳

閤・飛雲閤・安世閤・長安閤，長安有東明閤・西華閤・紫闥閤，洛陽有金光閤・文成

閤・明度閤・飛雲閤・安世閤，長安有東明閤・西華閤・紫闥閤，（『太平御覽』巻一

八四） 

  池中有紫宮舟・升進舟・曜陽舟・飛龍舟・射獵舟，靈芝池有鳴鶴舟・指南舟，合利池

有雲母舟・無極舟，都亭池有常安舟，（『藝文類聚』巻七一） 

  太極殿前，芸香四畦，式乾殿前，芸香八畦，（『藝文類聚』八一） 

  華林園，桃七百三十八株，白桃三株，侯桃三株， 

  式乾殿前，櫻桃二株，含章殿前，櫻桃一株，華林園櫻桃二百七十株， 

  華林園柿六十七株，暉章殿前柿一株，（以上，『藝文類聚』八六） 

  華林園棗六十二株，王母棗十四株， 
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  華林園胡桃八十四株， 

  華林園枇杷四株， 

  華林園木瓜五株， 

  華林園蒲萄百七十八株， 

  華林園有芭蕉二株， 

  明光殿杏八株（以上『藝文類聚』巻八七） 

 

（４）『鄴都故事』 

 

 『鄴都故事』も未著録である。本書に関するものとして，『新唐書』藝文志では，故事

に裴矩『鄴都故事』十巻，馬溫（唐肅・代時人）『鄴都故事』二巻をあげる。しかし，こ

の 2書の佚文は一切不明である。 

 一方で，以上の 2 種とは別種とみられる楊楞伽『鄴都故事』なる佚書がある。楊楞伽な

る人物は不詳である。その佚文は以下の通りである。 

 

  尚書郎判事，正令史側坐，書令史過事，（『太平御覽』巻二一三） 

  御史臺在宮闕西南，其門北開，取冬殺之義也，（『太平御覽』巻二二五『北齊鄴都故

事』） 

 

（５）潘岳撰『關中記』 

 

 潘岳關中とは，潘岳の『關中記』のことで，『隋書』經籍志には著録がなく，『舊唐書』

經籍志に『關中記』一巻潘岳撰，『新唐書』藝文志に潘岳『關中記』一巻とあるものであ

る。 

 潘岳は『晉書』巻五五に傳があり，西晉元康二年9，長安令となっている。本傳ではこの

時「西征賦」（『文選』巻一〇所収）をつくったことになっているが，『關中記』にふれ

ることはない。 

 本書はおおむね漢の長安の記事である。その佚文はかならずしも多くはないが，若干の

例をあげてみる。 
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  始皇陵北十餘里有謝聚，（『續漢書』郡國志一京兆尹李注） 

  三輔舊治長安城中，長吏各在其縣治民，光武東都之後，扶風出治槐里，馮翊出治高陵，

（同書左馮翊李注） 

  未央宮，蕭何所造，周廻二十三里，疏龍首山土爲殿基，殿基出長安城上也，（『太平

御覽』巻三七） 

  長安城，其形似北斗，其土本皆黒壤，今城赤如火，堅如金，父老所傳，鑿龍首山土，

以爲城也，（『太平御覽』巻一九三） 

  漢諸陵，皆高十二丈，方百二十歩，唯茂陵高十四丈，方百四十歩，徙民置諸縣者，凡

七陵，長陵・茂陵，各萬戸，其餘五陵，皆各五千，縣屬太常，不領郡也，守衛陵掃除，

凡五千戸，陵令一人，食官令一人，寢廟令一人，園長一人，園門令史三十二人，候四

人，元帝時，三輔七十萬戸，始不復從民陪陵，渭陵延陵義陵，皆不立縣也，（『太平

御覽』巻五五九） 

  漢昭帝平陵宣帝杜陵二陵鍾在長安，夏侯征西欲徙詣洛陽，重不能致，懸在清明門裏道

南，其西者平陵鍾，東者杜陵鍾也，（『太平御覽』巻五七五） 

  未央宮東有靑龍闕，北有玄武闕，漢書所謂北闕者也，建章宮圓闕，臨北道，鳳在上，

故曰鳳闕也，閶闔門内東出，有折風闕，一名別風闕，（『藝文類聚』巻六二） 

 

（６）陸機撰『洛陽記』 

 

 陸機『洛陽記』は，『隋書』經籍志に『洛陽記』一巻陸機撰，『舊唐書』經籍志に『洛

陽記』一巻陸機撰，『新唐書』藝文志に陸機『洛陽記』一巻とあるものである。 

 陸機は孫吳の名族出身で，西晋につかえ，非業の最期をとげた文人政治家である。『晉

書』巻五四に傳がある。『洛陽記』と題する書は，陸機撰以外にもあるが，詳細は後述に

ゆだね，ここでは陸機撰著佚文のうち，おもなものを引用することにする。 

 

  九江直作圓水，水中作圓壇三破之，夾水得相逕通，（『水經注』巻一六） 

  太學贊別一碑，在講堂西，下列石龜，碑載蔡邕韓説堂谿典等名，太學弟子贊復一碑，

在外門中，（『水經注』巻一六陸機言） 

  洛陽城，周公所制，東西十里，南北十三里，城上百步有一樓櫓，外有溝渠，（『藝文

類聚』巻六三） 
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  宮中有臨高・陵雲・宣曲・廣望・閬風・萬世・修齡・總章・聼訟凡九觀，皆高十六七

丈，以雲母著窗裏，日曜之，煒煒有光輝，（『藝文類聚』巻六三陸機『洛陽地記』） 

  太學，在洛陽城故開陽門外，去宮八里，講堂長十丈，廣三丈，（『後漢書』紀一上注） 

  上商里，在洛陽東北，本殷頑人所居，故曰上商里宅也，（『後漢書』傳一九注） 

  洛陽凡三市，大市，名曰金市，公觀之西城中，馬市，在大城之東，洛陽縣市，在大城

南，（『文選』巻一六注） 

  五營校尉・前後左右軍府，皆在城中，（『文選』巻一六注） 

  辟廱在靈臺東，相去一里，倶魏武所徙，（『文選』巻一六注） 

  吾常怪謁帝承明廬，問張公，張公云，魏明帝在建始殿，朝會皆由承明門，然直廬在承

明門側，（『文選』巻二一） 

  承明門，後宮出入之門，吾常怪謁帝承明廬，問張公，云魏明帝作建始殿，朝會皆由承

明門，（『文選』巻二四注） 

  太子宮在太宮東・薄室門外，中有承華門再建，謂立愍懷太子國儲，以對閶闔，故謂之

再也，（『文選』巻二四注） 

  金墉城在宮之西北角，魏故宮人皆在中，（『文選』巻二五注） 

  大夏門，魏明帝所造，有三層，高百尺，（『文選』巻二六注） 

  洛陽有四闕，東爲城皐，南伊闕，北孟津，西函谷，（『文選』巻二八注） 

  氷室，在宣陽門内，恒有氷，天子用賜王公衆官， （『太平御覽』巻六八） 

  洛陽有銅駞街，漢鑄銅駞二枚，在宮南西會道相對，俗語曰，金馬門外集衆賢，銅駞陌

上集少年，（『太平御覽』巻一五八） 

  洛陽南宮，有承風觀，洛陽北宮，有增喜觀，洛陽城外，有宣陽觀・千秋・鴻池泉・城

楊・威石樓等觀，（『太平御覽』巻一七九陸機『洛陽地記』） 

  百郡邸，在洛城中東城下歩廣里中，（『太平御覽』巻一八一） 

  洛陽城，周公所制，東西十里，南北十三里，城上百歩有一樓櫓，外有溝渠，（『太平

御覽』巻一九三） 

  宮門及城中大道，皆分作三，中央御道，兩邉築土牆，髙四尺餘，外分之，唯公卿尚書，

章服道從中道，凡人皆行左右，左入右出，夾道種楡槐樹，此三道，四通五達也，（『太

平御覽』巻一九五） 

  宮牆外，以大鐵鑊盛水，以救火，鑊受百斛，百步一置，（『太平御覽』巻七五七） 
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（７）『建康宮殿簿』 

 

 最後に建康宮殿とは，『建康宮殿簿』のことで，別名『建康宮闕簿』とも呼ばれるが，

未著録であり，したがってその詳細は不明であるが，佚文がすくなからず存在する。以下

に，そのおもなものを引用する。 

 

  赤烏殿，在縣東北五里吳昭明宮内，制度上應星宿，亦所以永安也，（『太平御覽』巻

一七五『宮闕簿』） 

  臺城温德門内，有永貞・温文・文思・壽安等殿（『太平御覽』巻一七五） 

  鳯光殿，在縣東北五里一百步舊臺城内，（『太平御覽』巻一七五） 

  宋於臺城立正福・清曜等殿，（『太平御覽』巻一七五） 

  林光殿，在縣東北十里潮溝村覆舟山前，晉以爲藥園，（『太平御覽』巻一七五） 

  陳永初中，於臺城中起昭德・嘉德・壽安・乾明・有覺等殿，（『太平御覽』巻一七五） 

  光嚴殿，在縣東北六里景陽山東嶺，南起重雲・光嚴二殿，前爲兩樓，（『太平御覽』

巻一七五） 

  梁於臺城中立曾城觀，觀歴四代修理，更起重閣七間，上名重雲殿，下名光嚴殿，（『太

平御覽』巻一七五） 

  商飈觀，在東北十三里籬門亭後，亭墩上，齊武帝築九日，登以晏群臣，（『太平御覽』

巻一七九『宮闕簿』） 

  曾城觀，在縣東北七里景雲樓東，齊武帝起七月七日夜，令宮人登以穿針，因名曰穿針

樓，（『太平御覽』巻一七九） 

  通天觀，在縣東北五里一百步舊臺城内，宋元嘉中，築蔬圃，二十三年，更修廣之，築

池泊天泉，造景陽樓・大壯觀・花光殿・設射棚，又立鳯光殿・醴泉堂，（『太平御覽』

巻一七九） 

  建業宮，有迎風觀，在縣南十五里，宋武大明中，起於石子墩上，孫峻殺諸葛恪，殷綝

殺宋主，皆於此，又有通道觀，（『太平御覽』巻一七九） 

  宣武觀，在大夏門，有三層樓，漢曰榖門，晉改曰廣莫門，在丑上，九龍祠在履順坊，

（『太平寰宇記』巻三『宮闕簿』） 

  有嘉禾・崇政・承香・拍梁・延昌・神仙・永嘉・七賢・璿明・延務・龍光・至敬・璇

璇・光昭・大政・拍香諸殿，（『輿地記勝』巻一七） 



 

44 

  雲龍是第二重宮牆東面門，晉本名東華門，東出東掖門，梁改之西對第三重牆萬春門，

神虎門是第二重宮牆西面門，晉本名中華門，西出西華門，晉本名西掖門，宋改名西華

門，東入對第二重宮牆千秋門，（『建康實録』巻二〇） 

  宋元嘉中，築蔬圃，二十二年，更修廣之，築天泉池，造景陽樓・大壯觀・花光殿，設

射堋，又立鳯光殿・醴泉堂，（『景定建康志』巻二二『宮闕簿』） 

 

５，「都邑」の記録 

 

 ところで，『史通』の「都邑志」「都邑簿」に類属するとみられる書籍は，前章でとり

あげた諸書のほかにも多数みられる。当時の代表的帝都である洛陽・鄴・建康にかぎって

みても，たとえば『宋都記』・『京都記』・『苑城記』・『建康地記』・『洛陽地記』・

『洛陽故事』・『洛陽故宮名』・『洛陽圖經』・『宮城記』などがある。以下，そのいく

つかについて，佚文の若干を例示しつつ，言及しておきたい。 

 

（１）洛陽関係 

 

 隋以前の洛陽に関する記事は，陸機『洛陽記』のみではない。楊衒之『洛陽伽藍記』以

外に，『隋書』經籍志には撰者不詳の『洛陽記』四巻，『洛陽圖』一巻晉懷州刺史楊佺期

撰の両者を著録する。 

 楊佺期はその職官名をとって楊龍驤とも呼ばれるが，東晉の人で，洛陽を拠点に，前秦

の苻堅と対戦した経験をもつ（『晉書』巻八四）。本書は『舊唐書』經籍志では『洛陽圖』

一巻楊佺期撰とされ，『新唐書』藝文志では『洛城圖』一巻となっているが，類書の引用

では『洛陽記』とするものがおおい。 

 

  鳳陽門，五層樓，去地三十丈，安金鳳皇二頭，石虎將衰，一頭飛入漳河，今日晴朗，

見於水中，（『藝文類聚』巻九〇） 

  河東鹽池，長七十里，廣七里，水氣紫色，有別御鹽，四面刻如印齒文章，字妙不可述，

（『後漢書』志一九） 

  石經文都似碑，高一丈許，廣四尺，騈羅相接，（『後漢書』傳六九上楊龍驤『洛陽記』） 

  千金堰，在洛陽城西，去城三十五里，堰上有穀水塢，（『文選』巻三〇注） 
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  凌雲臺，高二十三丈，登之見孟津，（『太平御覽』巻一七七） 

  石牛一頭，在城西北九重里，耆舊傳說，往者石虎當襄國，石牛夜喚，聲聞三十里，事

奏虎，虎遣人打落牛兩尾及尾，以鐵釘釘四脚，今見存，（『太平御覽』巻七六七） 

 

 また，『舊唐書』經籍志には『洛陽記』一巻戴延之撰，『新唐書』藝文志には戴延之『洛

陽記』一巻なる書がある。この戴延之は本名祚，東晉末の人で，劉裕の北伐にしたがい，

『西征記』をのこした。もっとも，佚文『洛陽記』には戴延之撰と明記するものはみあた

らない。 

 

 さらに，未著録の華延雋『洛陽記』なる書が存在するが，この人物は詳細不明である。 

 

  端門内大鐘上，作羣師子獸，在上正朝大會，與鼓吹相應，其聲聞二十里也，（『北堂

書鈔』巻一〇八） 

  城西車馬橋，去城十三里，（『初學記』巻七） 

  兩銅駝，在宮之南街，東西相向，高九尺，洛陽記謂之銅駝街，（『初學記』巻八） 

  洛陽城，東西七里，南北九里，洛陽城内，宮殿・臺觀・府藏・寺舍，凡有一萬一千二

百一十九門，自劉曜入洛，元帝渡江，官署里閭，鞠爲茂草，後魏孝文帝太和十七年，

幸洛陽，巡故宮，遂詠黍離之詩，爲之流涕，觀石經，仍定遷都，而經始洛京，十九年

九月，新都始立，於是六宮文武，盡遷洛陽，（『元和郡縣志』巻五） 

  洛陽城十八觀，皆施玄檻・鐵籠・疏雲母幌，（『太平御覽』巻一七九） 

  金墉城西南角，有昌都觀，東北有百尺樓，魏都水使者陳熈造，（『太平御覽』巻一七

九） 

  城内都亭，華林・奉常・廣世・昌益・廣莫・定陽・遮要・暴室・廣陽・西明・萬歳・

文陽・東明・視中・東因・建奉・止姧・德宮・東陽・千秋・安衆・孝敬・清明二十四

亭，河隂界東出，戸鄉亭・南泉亭・街郵亭，（『太平御覽』巻一九四） 

 

 これらもろもろの『洛陽記』のほか，『隋書』經籍志には『洛陽宮殿簿』一巻（『舊唐

書』・『新唐書』，ともに『洛陽宮殿簿』三巻）が著録されている。書名から内容がただ

ちに推測されるが，ほかに，『洛陽故宮名』『洛陽宮門名』『洛陽宮殿名』『洛陽宮閣名』

『洛陽宮舍記』など，類似の書名をもつ書籍佚文がすくなからずある。以下には『洛陽宮
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殿簿』とする佚文を例示する。 

  太極殿銅櫩廣九尺，（『編珠』巻二） 

  陵雲臺上壁方十三丈，髙九丈，樓方四丈，髙五丈，棟去地十三丈五尺七寸五分也，（『世

説新語』巧蓺篇第二一注） 

  明光・徽音・式乾・暉章・含章・建始・仁壽・宣光・嘉福・百福・芙蓉・九華・流圃

・華光・崇光，（『藝文類聚』巻六二） 

  顯陽殿前，芸香一株，徽音殿前，芸香二株，含章殿前，芸香二株，（『藝文類聚』巻

八一） 

  含章殿前，杏四株，顯陽殿前，杏六株，（『藝文類聚』巻八七） 

  明光殿前，長生二株，含章殿前，長生一株，（『藝文類聚』巻八九） 

有魏太極・九龍・芙蓉・九華・承光諸殿，（『初學記』巻二四） 

  洛陽有桃閒堂皇・杏閒堂皇・奈閒堂皇・竹閒堂皇・李閒堂皇・魚梁堂皇・醴泉堂皇・

百戲堂皇，（『初學記』巻二四） 

顯陽殿前，櫻桃六株，徽音殿前・乾元殿前，並二株，（『初學記』巻二八） 

  高平觀，南行至淸覽觀，高閣六十四閒，脩齡觀，南行至臨啇觀，高閣五十五間，太極

殿前，南行，仰閣三百二十八間，南上摠章觀，閣十三間，東上凌雲臺，閣十一間，永

寧宮，連閣二百八十六間，十二間連閣上下，數見親觀差閣九間，（『太平御覽』巻一

八四） 

  宮中有林啇等觀，皆雲母置窻裏，日照之，煒煒有光，（『太平御覽』巻八〇八『洛陽

宮殿記』） 

明光殿前，杏一株，顯陽殿前，杏六株，含章殿前，杏四株，（『太平御覽』巻九六八） 

顯陽殿前，櫻桃六株，明光殿前，櫻桃四株，徽音殿前，櫻桃二株，（『太平御覽』巻

九六九） 

 

（２）鄴関係 

 

 鄴は曹魏・石趙・冉魏・前燕・東魏・北齊の都であり，この時期の代表的な帝都のひと

つである。鄴に関して『隋書』經籍志は『鄴中記』二巻晉國子助教陸翽撰をあげるのみで

あるが，『新唐書』藝文志では，故事に裴矩『鄴都故事』十巻，地理に陸翽『鄴中記』二

巻，馬温（唐肅・代時人）『鄴都故事』二巻，劉公鋭撰『鄴城新記』三巻をあげ，鄴の記
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事がけっして少なくないことを知る。ただし，『鄴中記』に黄恵賢氏の充実した輯本10が

あるほかは，佚文もほとんどしられない。 

 

 これらと別に，著録されないが，楊楞伽『鄴城故事』がある11。前述のように，楊楞伽

は傳記など不詳である。 

 

  西門豹爲令，造十二渠，決漳水，以漑民田，因是戸口豐饒，今渠一名安澤陂，是也，

（『太平御覽』巻七五） 

  凌霄觀成，案石季龍永和三年，命其子石宣祈于山川，因而遊獵，乘大輅羽葆華蓋，建

天子旌旗，十有六軍，戎卒十八萬，出自金明門，季龍從後宮，昇觀望之，笑曰，我家

父子如是，自非天崩地陷，當復何愁，但抱子弄孫，日爲樂耳，（『太平御覽』巻二九

七） 

  涼馬臺，一名閲馬臺，亦名戯馬臺，（『太平御覽』巻三〇〇） 

  紫陌浮橋，在城西北五里，案鄴中記，云，趙王虎時，於此濟，置紫陌宮，曁齊時，因

修爲濟口，帝巡幸，又向并州，百官相餞，莫不至此而訣別，迄今猶以爲渡口，齊文宣

時，西巡，百官辭於紫陌，使矟騎圍之曰，我擧鞭，一時刺殺，淹留半日，文宣醉，不

能起，黄門郎 連子暢進曰，陛下如此，諸臣恐怖，文宣曰，大怖耶，若然，不須殺，

乃命解圍，（『太平御覽』巻三五四） 

  北齊文宣，於臺上以矟刺都督尉子輝，應手而死，（『太平御覽』巻三五四） 

 

（３）建康関係 

 

 建康関係の書籍としては『建康記』・『建康地記』・『丹陽記』・『宋都記』・『京都

記』・『苑城記』・『宮苑記』・『金陵記』・『金陵圖』などの書籍佚文がある。 

 

 『建康記』は，陳姚察撰。著録はない。姚察は『陳書』巻二七に傳がある。陳亡後，隋

につかえ，大業二年（606），洛陽に卒した。『陳書』の撰者姚思廉はその子である。 

 佚文はほとんどが断片である。以下，その一部をあげる。 

 

止馬亭在飛猨嶺口，馬之登降，於此止息，故名之，（『太平御覽』巻一九四） 
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建康出麥門冬， 

建康出卷栢， 

建康出當歸，不堪用，（以上，『太平御覽』巻九八九） 

建康出白頭翁， 

建康出白及， 

建康出芍藥，極精好， 

建康出澤蘭， 

建康出狗脊，（以上，『太平御覽』巻九九〇） 

建康出玄參， 

建康出沙參， 

建康縣出紫參， 

建康出山茱茰， 

建康出草盧茹， 

建康出鬼督郵（以上，『太平御覽』巻九九一） 

建康出芫華， 

建康出躑躅， 

建康出蜀漆， 

建康出秦皮， 

建康出射干， 

建康出通草， 

建康出牛膝， 

建康出紫威， 

建康出半夏，極精，（以上，『太平御覽』巻九九二） 

 

 『丹陽記』は，前述の『南徐州記』撰者の宋山謙之撰。書名のとおり，建康の旧郡名丹

陽にまつわる記事をあつめたものである。ただし，著録されない。 

 

  新亭，吳舊立，先基崩淪，隆安中，丹陽尹司馬恢之徙創今地，（『世説新語』言語篇

第二注） 

  東府城西，有簡文爲會稽王時第，東則孝文王道子府，道子領揚州，仍住先舍，故俗稱
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東府，（『世説新語』言語篇第二注） 

  烏衣之起，吳時烏衣營處所也，江左初立，琅邪諸王所居，（『世説新語』雅量篇第六

注） 

  丹陽冶城，去宮三里，吳時鼓鑄之所，吳平猶不廢，（『世説新語』輕詆篇第二六注） 

  太興中，議者皆言漢司徒許彧墓闕可徙施之，王茂弘弗欲，後陪乘出宣陽門，南望牛頭

山兩峰曰，天闕也，豈煩改作，帝然之，（『藝文類聚』巻六二） 

  石頭城，因山爲城，江以爲池，地形險固，尤有竒勢，（『藝文類聚』巻六三） 

  京師南北，並有連嶺，而蔣山獨隆穹峻異，其形像龍，實揚都之鎮也，孫權山南，因

名曰孫陵，（『太平御覽』巻四一） 

  白鷺洲，在縣西三里，隔江中心，南邊新林浦，西對白鷺洲，洲在大江中，多聚白鷺，

因名之，（『太平御覽』巻六九） 

  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，（『太平御覽』巻一七五） 

  有張子布宅，在淮水南，對瓦官寺，其前張侯橋也，橋近宅，因以為名，（『太平御覽』

巻一八〇） 

  司馬門之名，起漢世，按列女傳，鍾離春詣齊司馬門，史記又云，司馬欣請事咸陽，留

司馬門三日，是名起戰國，非獨漢世，今又曰公車門，而俗稱謝章門也，三輔黄圖曰，

秦阿房宮以磁石爲門，懐刃入者，輒止之，西征賦曰，門磁石而梁木蘭，構阿房之屈竒，

（『太平御覽』巻一八三） 

  石頭城，吳時悉土塢，義熙始，加塼石，因山爲城，因江爲池，諸葛亮曰，鍾山龍盤，

石城虎踞，良有之矣，（『太平御覽』巻一九三） 

  趙城，去宮八里，案越絶書，則東甌越王所立也，（『太平御覽』巻一九三） 

  京師三亭，新亭，吳舊亭也，故基淪廢，隆安中，丹陽尹司馬恢，移創今地，謝石創征

虜亭，三吳搢紳，創治亭，並太元中，（『太平御覽』巻一九四） 

  七戰巷者，庾亮與蘇峻戰宣陽門外，峻初小退，尋復來攻，交戰者七，亮乃南奔，故有

此名，（『太平御覽』巻一九五） 

  厨場錦署，平關右，遷其百工也，江東厯代，尚未有錦，而成都獨稱妙，故三國時，魏

則資於蜀，而吳亦資西道，（『太平御覽』巻八一五） 

京師四市，建康大市，孫權所立，建康東市，周時立，建康北市，永安中立，秣陵闘場

市，隆安中，發樂營人，交易因成市也，（『太平御覽』巻八二七） 
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 『京都記』は，梁陶季直撰である。『梁書』巻五二止足傳によれば，陶季直は丹陽秣陵

の人，梁人とはいえ，劉宋の生まれで，天監一〇（511）年卒。本書は『新唐書』藝文志に

は『京邦記』二巻とあるが，『京都記』として引用されることが多い。 

 

  太元中，改搆太極殿，忽有一柱，流於石南津，津吏以聞，恰是梅株，因書梅花梁以志

之，（『編珠』巻二） 

  宋華林園造景雲樓，（『初學記』巻二四） 

  覆舟山，周廻二十許里，有林，名白水苑，（『初學記』巻二四） 

  建康縣北，呉朝爲桂林苑，（『太平御覽』巻一九六） 

  北望鍾山，從宮亭湖望廬岳，齊武帝理水軍於此中，號曰昆明池，故沈約登覆舟山詩云，

南瞻儲胥館，北望昆明池，即此尓，永嘉末，有龍見於湖内，故改爲玄武湖，（『太平

御覽』巻六六） 

  從北湖望鍾山，似宮亭湖望廬岳也，按宋元嘉二十三年築堤，以堰水爲池，（『太平寰

宇記』巻九〇） 

  鼎族多居其側，（『太平寰宇記』巻九〇『宋都記』） 

 

 『宮苑記』は，『宋史』藝文志に許嵩『六朝宮苑記』二巻がある。許嵩は唐の玄宗・肅

宗代の人で，『建康實録』の撰者である。一方，『宋史』藝文志には『南朝宮苑記』一巻

なるものもある。あるいは同一の書かとも考えられるが，詳細は不明である。『景定建康

志』にしばしば引用されるもので，建康の宮殿名，城門名にくわしい。 

 

  建康宮五門，南面正中，大司馬門，世所謂章門，拜章者，伏于此門待報，南對宣陽門，

相去二里，夾道開御溝，植槐柳，世或名爲闕門，南面近東，閶闔門，後改爲南掖門，

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，正南平昌門，

門上有爵絡，世謂之冠爵門，南對南掖門，第三重宮牆，南面端門，夾門兩大鼓，在兩

塾之南，並三丈八尺圍，用開閉城門，日中晡時及曉，並擊以爲節，夜又擊之持更，其

一者本在會稽雷門，相傳云，洛陽舊物，打之，聲應洛陽城，孫恩之亂，軍人斬破，有

雙鶴飛去，爾後不復鳴，義熙中，始取還置于此門，其東西門，不見名，其宮城西南角

外，本有池，名清遊池，通城中，有樂賢堂，並肅宗爲太子時所作，蘇峻之亂，宮室皆

焚毀，惟此堂獨存，其西掖門外南偏，突出一丈許，長數十丈地，時百度多闕，但用茆
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苫，議以除官身各出錢二千，充修宮城用，自晉至陳，遂廢，（『建康實録』巻七注『修

宮苑記』） 

  國館六，一曰顯仁，處高麗使，二曰集雅，處百濟使，三曰顯信，處吐蕃使，四曰來遠，

處蠕蠕使，五曰職官，處延陀使，六曰行人，處北方使，五館並相近，而行人在籬門外，

（『輿地紀勝』巻一七） 

  吳大帝立大市，在建初寺前，其寺亦名大市寺，宋武帝永初中立，北市在大夏門外・歸

善寺前，宋又立南市，在三橋籬門外闘場村内，亦名東市，又有小市・牛馬市・穀市・

蜆市・紗市等一十所，皆邊淮列肆裨販焉，内紗市在城西北耆闍寺前，又有苑市，在廣

莫門内路東，鹽市在朱雀門西，（『景定建康志』巻一六） 

  （古都城）吳大帝所築，周廻二十里一十九歩，在淮水北五里，黄龍元年，自武昌徙都，

晉元帝初過江，不改其舊，宋齊梁陳，皆都之，宋世，宮門外六門城，設竹籬，至齊高

帝建元元年，有發白武樽，言白門三重門，竹籬穿不全，上感其言，改立都牆，（『景

定建康志』巻二〇） 

  古臺城，即建康宮城，本吳後苑城，晉咸和中，修繕爲宮，（『景定建康志』巻二〇） 

  凡十有二門，南面最西曰陵陽門，後改爲廣陽門，正門曰宣陽門，次東曰開陽門，後改

爲津陽門，門三道，直北對端門，最東曰清明門，直北對延熹門，當二宮中大路，東面

最南曰東陽門，直青溪橋巷，即今湘宮寺門路，最北曰建春門，陳改爲建陽門，西對西

明門，即臺城前横街，北面最東曰延熹門，南直對清明門，當二宮中大路，次西曰廣莫

門，門三道，陳改名北捷門，北直對樂遊苑南門，次西曰元武門，門三道，齊改名宣平

門，北直趨元武湖大路，最西曰大夏門，南直對廣陽門，北對歸善寺門西面，最北曰西

門門，直對建陽門，即大司馬門前横街是，最南曰閶闔門，西直對東陽門，（『景定建

康志』巻二〇） 

  晉成帝修新宮，南面開四門，最西曰西掖門，門三道，上重冲，正中曰大司馬門，門三

道，起三重樓，直對宣陽門，次東曰南掖門，宋改閶闔門，陳改端門，南直對津陽門，

北對應門，最東曰東掖門，門三道，南直對蘭臺路，東面正中曰東華門，門三道，晉本

名東掖門，宋改萬春門，梁改東華門，北面最東曰承明門，門三重，本晉平昌門，南直

對東掖門，最西曰大通門，上重，西面正中曰西華門，晉本名西掖門，宋改千秋門，梁

改西華門，凡八門，（『景定建康志』巻二〇） 

  建康宮城内有兩重宮牆，南面開二門，西曰衙門，隱不見，南西掖門，東曰應門，晉改

名止車門，南直對端門，即晉南掖門也，東面正中曰雲龍門，北面正中曰鳳粧門，近西
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曰鸞掖門，西面正中曰神武門，凡六門，第三重宮牆，東直對牆，南面正門曰太陽，晉

本名端門，宋改爲南中華門，東面正中萬春門，直東對雲龍門，西對千秋門，西南正中

曰千秋門，西對神武門，東對萬春門，（『景定建康志』巻二〇） 

  南面正中曰承華門，直南出路，東有太傅府，次東左詹事府，又次東左率府，路西有少

傅府，次西右詹事府，又次西右率府，東面正中曰安陽門，東直對東陽門，西對温徳門，

西面正中曰則天門，西直對臺城東華門，東率更寺，西家令寺，次西太僕寺，更西有典

客省，（『景定建康志』巻二〇） 

  舊京邑南北両岸，籬門五十六所，蓋京邑之郊門也，江左初立，並用籬爲之，故曰籬門，

（『景定建康志』巻二〇） 

  東籬門，本名肇建籬門，在古肇建市東，西籬門，在石頭城東，南籬門，在國門之西，

北籬門，在覆舟山東元武湖東南角，有亭，名籬門，又有三橋籬門，在光宅寺側，白楊

籬門・石井籬門，在護軍府西籬門外路，（『景定建康志』巻二〇） 

  （臨春結綺望僊三閣）在華林園天泉池東，光昭殿前，高數十丈，並數十間，其牕牖戸

壁欄檻之類，皆以沈檀爲之，又飾以金玉，間以珠翠，外施珠簾，内設寶帳，其服玩瑰

麗，近古所未有，其下積石爲山，引水爲池，植以奇樹，雜以花藥，後主自居臨春閣，

張麗華居結綺閣，龔孔二貴妃居望僊閣，並複道交相往來，使女學士與狎客賦詩，采其

尤豔麗者，以爲詞，被以新聲，其曲有玉樹後庭花・臨春樂等，麗華聰慧，有神采，嘗

於閣上靚粧臨軒檻，宮中遙望，飄若神僊，（『景定建康志』巻二一） 

 

 『金陵地記』は『宋史』藝文志に元廣之『金陵地記』六巻とある。 

 

  秦始皇時，望氣者云，金陵有天子氣，乃東巡，埋金玉雜寶於鍾山，仍斷其地，更名曰

秣陵，（『太平御覽』巻四一） 

  吳嘉禾元年，於桂林苑落星山起三重樓，名曰落星樓，（『太平御覽』巻一七六） 

  秦始皇時，望氣者云，金陵有天子氣，乃埋金玉雜寶於鍾山，（『景定建康志』巻一七） 

  蔣山，本少林木，東晉令刺史罷還都，種松百株，郡守五十株，宋時諸州刺史，罷職還

者，栽松三千株，下至郡守，各有差，（『景定建康志』巻一七） 
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むすび 

 

 以上に佚文をあげつつみてきた「都邑」の記事は，『南徐州記』のように，その内容か

らみて，「都邑」に限定できないものがないわけではないが，大半は『史通』がのべたよ

うに，宮殿，臺觀，門闕，街路，里坊，山陵，その他もろもろの都城とその周辺施設に関

してであり，これらが帝都を構成する必須の要素であるということになる。 

 それらのなかでも異色をはなつのは，とくに既引の『洛陽宮殿簿』『建康記』『晉宮閣

名』にあるような記事である。そこには，臺觀の間数や樓棟の広さ高さから，池中の舟名，

はては宮殿臺閣にある草木にいたるさまざまのものごとが詳細に記録されている。まさし

く前掲『史通』にいうように「論榱棟則尺寸皆書，記草木則根株必数」ということになる。

それらがなぜ「都邑」の必須の構成要素なのか，それらによって構成される「都邑」の意

味はなになのか，それはいまはなお，今後の検討を要する問題として残さざるをえない。 

 

【註】 

 

1 辛徳勇「唐長安城研究の基本的文献」『都市文化研究』第 2号（大阪市立大学大学院文学研

究科都市文化研究センター，2003 年） 

2  中村圭爾編『魏晋南北朝都城史料輯佚―洛陽・鄴・建康篇―』（大阪市立大学大学院文学研

究科都市文化研究センター，2004 年） 

3 なお，本論における議論では，とくに注記しないが，以下の諸書を参考にしている。 

  章宗源『隋書經籍志考證』（『二十五史補編』） 

  姚振宗『隋書經籍志考證』（『二十五史補編』） 

  張鵬一『隋書經籍志補』（『二十五史補編』） 

  王謨『漢唐地理書鈔』（中華書局，1961 年） 

  張國淦『中國古方志考』（中華書局，1962 年） 

  興膳宏・川合康三『隋書經籍志詳攷』（汲古書院，1995 年） 

  劉緯毅『漢唐方志輯佚』（北京図書館出版社，1997 年） 

4  青山定雄「六朝時代に於ける地方誌編纂の沿革」『池内博士還暦記念東洋史論叢』（1940

年），「六朝時代の地方誌について」『東方学報』東京 12－3・13－1（1942 年），吉川啓爾「南

北朝・隋時代に於ける地誌編纂の発達について」『立正大学論叢』9（1943 年），中村圭爾「六
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朝史と「地域社会」」『中国中世史研究続編』（京都大学学術出版会，1995 年）等参照。 

5 以上，『中國古方志考』455，456 頁。 

6 『中國古方志考』456 頁。なお，同書はこれを韋機『東都記』の佚文とする。 

7 葉昌熾『毄淡廬叢稿』に『南徐州記』の輯佚があるという（趙呂甫『史通新校注』重慶，1990

年，183 頁）が，未見。なお，『隋書』經籍志地理には，ほかに『廣梁南徐州記』九巻虞孝敬

（蕭梁の人）撰が著録され，姚氏『考證』はこれを廣州・梁州・南徐州三記を合帙した梁代の

地記かとするが，これと右の『南徐州記』との関連は不明である。 

8 前掲趙呂甫『史通新校注』183 頁。 

9  『晉書』斠注による。 

10 黄惠賢「輯校《鄴中記》」（『魏晋南北朝隋唐史資料』9・10 期，1988 年）。 

11 本書を劉緯毅『漢唐方志輯佚』（339 頁）は，前述の楊楞伽『鄴都故事』と同一の書とみ

なす。 
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宋代政治史料と都市研究 
 

平田茂樹 

 

１．はじめに 

 

 本論文は 2つの内容に分かれる。すなわち，日本の宋代都市研究の現状と課題を概観し

た部分と，宋代政治史料を手掛かりとして，宋代都市研究の新たな可能性を探る試論の部

分である。なお，宋代都市研究については既に斯波義信，木田知生，伊原弘氏等による優

れた学界回顧がなされており１，本論文はあくまでも宋代政治史研究の観点に基づくもの

であることを前もって断っておく。 

 

２．日本の宋代都市研究概観 

（1）1980 年代までの定説確立期 

 

 日本の宋代都市文化研究は，加藤繁，曽我部静雄，宮崎市定，日野開三郎，青山定雄氏

等，第二次世界大戦以前より活躍してきた先学よって多くの成果が蓄積されてきた。例え

ば加藤繁は『支那経済史考証』（上，下）（東洋文庫，1953 年）の中で，「行」，「草市」，

「居停」，「櫃坊」，「交子」，「関子」，「商税」，「賒」，「房銭」など宋代都市と

関わる現象を網羅的に分析した。また日野は『唐代邸店の研究』，『続唐代邸店の研究』

（三一書房，1992 年）を著し，唐宋間における草市の発達，或いは旅館業・倉庫業・飲食

業を兼ねる邸店の実態を明らかにした。青山は『唐宋時代の交通と地誌地図の研究』（吉

川弘文館，1963 年）の中で駅伝，漕運，交通路，商税などの都市と交通に関わる諸問題を

取り上げた。さらに，加藤繁『唐宋時代に於ける金銀の研究』（東洋文庫，1925・26 年），

『中国貨幣史研究』（東洋文庫，1991 年），宮崎市定『五代宋初の通貨問題』（星野書店，

1943 年），曽我部静雄『宋代財政史』（大安，1941 年），『日宋金貨幣交流史』（宝文館，

1949 年），『紙幣発達史』（印刷庁，1951 年）は，金銀の使用，個別地域での鉛銭・鉄銭・

銅銭の流通，銅銭使用から紙幣使用の展開など貨幣流通の問題を多角的に論じていた。 

 上に掲げた諸研究は書籍の刊行年次の関係で新しいものもあるが，初出論文はほとんど

戦前から数十年前にかけてのものである。これらの諸成果によってほぼ日本の研究者が共
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有する，宋代の都市像は確立されることとなった。 

 ここで宋代都市像についての通説的理解を紹介しておく。これら日本の宋代史研究者に

共通するのは，唐代から宋代にかけて，政治，経済，社会，文化などあらゆる方面におい

て大きな変革いわゆる「唐宋変革」が生じ，その一環として商業の面においても「商業革

命」が起こったという認識である２。1980 年代までにほぼ集大成されたその特徴を，「商

業革命」について検証した斯波義信氏の見解によって説明しておく３。 

1）顕著な都市化現象 

 漢－唐間まで続けられてきた政府が商業を統制する「官市の制」や「坊牆の制」が崩壊

し，全国に都市内外での商業活動をゆるす，鎮市，村市などの無数の market place を発生

した。鎮市，村市といった都市化の下層レベルの中心地は，新興中間社会勢力の活動の場

となり，あらたな社会的凝集の核に成長した。一方，上層レベルの中心地は経済誘因（人

口増，社会分化，商品経済化，交通発達）の作用が前代より急増したものの，行政要因の

効果，とくに軍餉，漕運，互市舶，専売，科挙，広域治安がこれらの中心地の都市化の一

半を支え，近代的な都市の成長とはなりえなかった。 

2）全国的市場圏の成立及び農業の商品経済化４ 

 全国各地で物資が集中，特産化し，それら商品の流通量の増大に伴い，手形取引，金融

機関の利貸，信用慣行等の高度な貨幣経済現象や，運送機関の発達，運送契約の慣行が現

れた。また，農民や手工業者にも貨幣経済が浸透し，日常必需品・特有農産物の広範な商

品流通が現れた。 

3）経済体制の転換 

 唐代後半期の両税法確立を起点として，各種税制改革を実施した宋代の王安石改革以後

の経済体制は，私的土地所有の一般的成立，商品，貨幣経済の画期的な発展を前提に行わ

れた。後者の商品・貨幣経済と体制との具体的連関を挙げると，小額取引の一般化に対応

する大規模な銅銭鋳造，銅本位の流通政策，紙幣及び信用証券類の国家による発行，租税

における貨幣収入の増大に支えられた募兵制・募役制などによる有給官僚制の推進，内地

税（商税）の一般的成立などである。 

 ここでは貨幣経済，商品経済の高度な発達に伴う全国的な都市化現象と，その一方で上

層レベルの中心地においては依然として国家の政治，財政と深く関わり運営される都市像

が提起されている。 
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３．日本の宋代都市研究概観 

（2）1980 年代以降の新しい潮流 

 

 「唐宋変革」，「商業革命」の見解を共有した日本の宋代都市研究は，1980 年代以降，

新たな 2 つの方向を中心に進められてきている。1 つは当時の諸史料をもとに都市景観を

復元し，その歴史性を明らかにしようとする諸研究である。 

 伊原弘「唐宋時代における都市の変遷－宋平江図解読作業－」（『中央大学文学部紀要』

史学科 24，1979 年），「江南における都市形態の変遷－『宋平江図』解析作業－」（『宋

代の社会と文化』汲古書院，1983 年）は，唐，明清代の都市景観と比較しながら「平江図」

から浮かび上がる蘇州の城内の構造を分析し，官公庁地区，寺観地区，経済地区，士大夫

居住地区などを復元した。その後，伊原は『中国中世都市紀行』（中央公論社，1988 年），

『中国開封の生活と歳時 描かれた宋代の都市生活』（山川出版社，1991 年），『蘇州 水

生都市の過去と現在』（講談社，1993 年）など幾つかの著書を公刊したが，その中の『中

国人の都市と空間』（原書房，1993 年）では，地方志に残る州県の地図を利用し，広範な

都市空間の復元を試みている。せいぜい県治を囲い込む程度で城壁を有さない県城の存在，

或いは県治の建物が分散していたなどこれまで州を中心とした都市研究に新たな可能性を

問いかけている。伊原には，このほか，士大夫，社会救済，婚姻，公共墓地など都市文化

について多面的に論じた研究がある５。 

 一方，梅原郁は『東京夢華録』，『夢粱録』などの史料を手掛かりに，開封，杭州とい

う北宋，南宋の首都について多角的な研究を行った。1 つは史料学的研究であり，『東京

夢華録夢粱録等語彙索引』（京都大学人文科学研究所, 1979 年）の作成，『東京夢華録』

（入矢義高との共訳，岩波書店，1983 年）及び『夢粱録』の訳注作業（平凡社，2000 年）

であり，もう 1つは梅原を中心とする人文科学研究所による共同研究である。この成果は

後に『中国近世の都市と文化』（京都大学人文科学研究所，1984 年）として刊行される。

この書には，梅原郁「南宋の臨安」，斯波義信「宋都杭州の商業核」，竺沙雅章「宋元時

代の杭州寺院と慈恩宗」，衣川強「杭州臨安府と宰相」，本田治「宋代杭州及び後背地の

水利と水利組織」，宮崎法子「中國近世の都市と文化 西湖をめぐる繪畫－南宋繪畫史初探 

－ 」，礪波護「唐宋時代における蘇州」，宮澤知之「宋代の都市商業と国家－市易法新考
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－」，川上恭司「宋代の都市と教育－州県学を中心に－」，森田憲司「文昌帝君の成立－

地方神から科挙の神へ－」，林和生「中國近世における地方都市の發達－太湖平原烏靑鎭

の場合 － 」などが収録され，蘇州，杭州を中心とした諸都市における政治，経済，文化，

教育，宗教の諸構造が明らかにされた。とりわけ，この共同作業において「南宋臨安坊廂

橋梁図」，「杭州城内娯楽施設分布図」など数多くの復元図が作成されている。 

 このほか，梅原には「宋代の救済制度」（『都市の社会史』ミネルヴァ書房，1983 年），

「皇帝・祭祀・国都」（『歴史の中の都市－続都市の社会史－』ミネルヴァ書房，1986 年），

「宋代都市の房僦とその周邊 」（『布目潮渢博士古稀記念論集 東アジアの法と社会』汲

古書院，1990 年）などの諸論文があり，国都の祭祀と都市空間，都市住民の生活などの問

題について多角的な分析を試みている。 

 一方，斯波義信は，都市と商業の問題に関して『宋代商業史研究』を上梓して以後，地

域の経済偏差，水利，市糴， 都市化，地域開発の諸問題に取り組み，これらは『宋代江南

経済史の研究』（汲古書院，1988 年）にまとめられた。先述した杭州以外では，湖州，袁

州，漢陽軍，寧波，紹興などの地方都市の諸問題について分析を行い，中でも寧波につい

ては，その都市景観を復元するともに，様々な観点より寧波の経済実態を分析している。 

 1990 年代に入ると久保田和男が北宋の首都開封について精力的な分析を試み，「宋都開

封と禁軍軍営の変遷」（『東洋学報』74－3・4，1993 年），「宋都開封の治安制度と都市

構造」（『史学雑誌』104－7，1995 年），「宋都開封城内の東部と西部」（『長野工業高

等専門学校紀要』36，2002 年）などを著し，軍事，治安，漕運機能などから国都の構造を

多角的に論じている。 

 また，都市の景観復元という観点から言えば，近年張択端『清明上河図』を論じた特集

『「清明上河図」を読む』（『アジア遊学』11，1999 年）が注目される。伊原弘，中野美

代子，高村雅彦，小泉和子，清木場東，玉井哲雄，黒田日出男等が風俗，絵画，建築，家

具，漕運などの観点から読み解きを行っている６。 

 今 1 つの新しい潮流は，人々が作り出す都市空間の場に目を向けた研究である。筆者も

深く関わる日本の宋代史研究会のグループは近年『宋代社会のネットワーク』（汲古書院，

1998 年），『宋代人の認識－相互性と日常空間－』（汲古書院，2001 年），『知識人の諸

相－中国宋代を基点として』（勉誠出版，2000 年）を刊行した。これらの論文集の論旨は

多岐にわたるが，その 1つの観点として都市に生きる人々のネットワークや，当時の人々

が日常空間においてどのように「相互性」を認識していたのかといった，現実世界，認識
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世界における多様な結びつきの諸相を分析している。その一端を紹介すると，平田茂樹「宋

代の朋党の形成の契機について」は宋代の人々が当時の科挙・官僚制と深く関わりながら

同郷，同姓，同学，同官など多様な「同」を機縁とする紐帯を元に政治集団を作り出して

いく構造を明らかにした。小島毅「思想伝達媒体としての書物－朱子学の「文化の歴史学

序説」－」はフランスの歴史学者ロジェ・シャルチエ（Roger Chartier）の「読書共同体」

論を参考にしながら，朱子学を読むという読書行為を通じて当時の人々が一種の解釈共同

体を形作っていたことを明らかにした。このほか遠藤隆俊「宋代における「同族ネットワ

ーク」の形成－范仲淹と范仲温－」，川村康「宋代「法共同体」考」，金子泰晴「宋代流

通史におけるネットワーク論の効用－市場・商人・情報－」など，宋代社会において宗族，

裁判，市場，情報などを契機にどのように人々が共同関係を作り出していくのかそのメカ

ニズムを論じている。 

 都市空間へのまなざしは人的結合を生み出す「場」とともに都市の文化施設への分析を

生むこととなる。斯波が既に指摘しているように，宋代は明清代の同郷，同業関係を体現

する会館，公所といった施設はないが，祠廟，寺観など類似の機能を有するものは存在し

ている。例えば，祠廟に目を向けた須江隆の研究がある。須江は「徐偃王廟考－宋代の祠

廟に関する一考察」（『集刊東洋学』69，1993 年），「福建莆田の方氏と祥応廟」（『宋

代社会のネットワーク』）の中で，ある宗族が祠廟を独占することによってその地域社会

の中で指導的地位を獲得していく姿を描き出し，「祠廟の記録が語る「地域」観」（『宋

代人の認識』）では祠廟を中心に，官，在地の士大夫，父老，庶民がどのように祠廟建設

に関わっているかを分析し，その連関を手掛かりに地域社会の秩序構造を論じている。 

 このほか，若手研究者による橋梁，州学といった社会施設，教育施設に目を向けた論攷

も出されてきている。穴沢彰子「唐・五代における地域社会の認識」（『唐代史研究』5，

2002 年）は，宋代に先立つ唐代後半期，五代の分析ではあるが，官府の関わりが弱くなっ

た当該期の橋梁建設において，寺観を核として人々が公共事業に結集していった様子を明

らかにしている７。また，山口智哉「宋代郷飲酒礼考－儀礼空間としてみた人的結合の＜

場＞－」（『史学研究』241，2003 年）は州学を主たる場所として行われた郷飲酒礼を分

析している。宋代の郷飲酒礼は，明清期と同様，地域社会の秩序を再生産する儀礼の一面

も有しつつ，科挙の解試合格者を送り出す儀礼としての意味を同時に有し，地域社会にお

いて士大夫相互の社会秩序を確認する 1つの「場」であったことを指摘している。須江，

穴沢，山口の諸論文に見られるように，都市空間の中核となる諸施設がどのような機能を
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持ち，どのような「場」を作り出していったのか，人的結合の問題と絡めて大いに論ずる

べきテーマと言えよう。 

 最後に，付け加えなければならないのは，歴史学に隣接する諸学による都市文化研究の

成果である。唐代までは都市生活者は「坊牆」・「坊門」によって囲まれ，日没後の活動

も「夜禁」の制度によって禁止されていた。宋代に入ると「官市の制」や「坊牆の制」が

崩壊し，「夜禁」の制度が緩められた結果，自由な空間・時間を共有する体制と変わって

いく。都市内部においては「侵街」といった商業空間の拡大現象や，都市外部においては

鎮市，村市と言った商業都市が次々に発生し，交通の発達，商品流通の拡大に伴い，様々

な娯楽，文化施設が作られていった。このあたりの状況は『東京夢華録』，『夢粱録』と

いった文献資料，『清明上河図』，『平江図』などの絵画，碑文史料に詳しい。例えば，

『清明上河図』には，城外には虹橋，運河を行き交う船舶や倉庫，飲食店といった景観が

描かれ，城内には商税を取り扱う役所，様々な生活物資を売買する店舗・酒楼・茶館が並

ぶ都市景観が描かれている。 

 これらの諸成果に関わる個別論文はここでは割愛し，代表的な書物を紹介しておく。宋

代の演劇研究については青木正児『青木正児全集第三巻 支那近世戯曲史』（春秋社，1973

年），愛宕松男『愛宕松男著作集第二巻 中国社会史』第三部「中国戯劇史研究」（三一

書房，1987 年），田中一成『中国演劇史』（東京大学出版会，1998 年）などの成果，宋代

の食文化，茶文化については青木正児『青木正児全集第八巻 中華名物考・中華茶書・随

園食単』（春秋社，1969 年），篠田統『中国食物史』（柴田書店，1974 年），『中国食物

史の研究』（八坂書房，1978 年），中村喬『宋代の料理と食品』（朋友書店，2000 年），

宋代の年中行事については中村喬『中国歳時史の研究』（朋友書店，1993 年），宋代の出

版文化については井上進『中国出版文化史』（名古屋大学出版会，2002 年），中砂明徳『江

南 中華文明の源流』（講談社，2002 年），宋代の建築については，竹村卓一『営造法式

の研究』（中央公論美術出版社，1970～72 年），田中淡『中国建築史の研究』（弘文堂，

1989 年），高村雅彦『中国江南の都市とくらし 水のまちの環境形成』（山川出版社，2000

年）などがある。 

 これらの諸書は宋代の都市が，西欧の近世都市と見まがうほどの高度な文化的発展を遂

げていたことを示してくれる。宮崎市定の言葉によれば「東洋のルネサンス」の時代とな

る８。しかし，そこには一定の留保が必要である。吉田光邦が宋代の生産技術を論じた論

攷の中で，技術的な面においては，金，銀の精錬，銅の湿式法の生産化，陶磁器の豊富な
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供給，泥活字から木活字への変化，各種の機巧類などに見られるように 2，3 の著しい発展

はあったものの，新しいエネルギーや生産技術への機械の導入は見られず，依然として手

工業的段階にとどまると指摘する９。また高村雅彦は『清明上河図』の建物を分析し，屋

根が茅から瓦へと変化している一方，その基礎部分には石の礎石や木の礎盤が描かれてお

らず，土を盛り込んだ掘立であった可能性を示唆し，元代以降，基礎や架構が屋根の荷重

に対処できる工法へと変化し，建物の大型化の時代に向かうとする１０。また，斯波義信は

救荒，義荘などのデータを元に宋代の消費・生産水準を試算し，明清代と比べかなり低い

水準であったことを指摘する１１。要するに，宋代の都市文化の内実は，確かに唐代と比べ

進展はあるものの，明清代とは一線を画さなければならないことを示唆している。 

 

４．宋代政治史料から見た都市研究の新たな可能性 

 

 筆者の専門は宋代政治史研究である。従って，本章では政治史料から見た都市研究の新

たな可能性について論じてみることとしたい。通常，都市研究を行う場合，都市そのもの

について記述した随筆・雑著，地方志，或いは都市について記述した官撰史料の該当記事

などが利用される。例えば，南宋臨安に関する都市研究史料を見た場合，呉自牧『夢粱録』，

周密『武林旧事』，耐得翁『都城紀勝』，作者不詳『西湖老人繁勝録』といった随筆・雑

著，『乾道臨安志』，『淳祐臨安志』，『咸淳臨安志』といった地方志，『宋史』地理志，

輿服志，礼志，『宋会要輯稿』礼，儀制，方域などの官撰史料が中心となる１２。 

 さて，日本の南宋臨安の研究においては，梅原郁，斯波義信両氏の研究成果が突出して

おり，両者の研究を手掛かりにこれまでの傾向性を整理しておきたい。梅原郁氏の業績は

第 3章で述べた通り多岐にわたるが，ここではその代表的論文「南宋の臨安」（『中国近

世の都市と文化』京都大学人文科学研究所，1984 年）の目次を掲げておく。 

   一 開封から臨安へ 

二 臨安宮城のあらまし 

三 臨安と火事 

四 運河と橋 

五 臨安城内寸描 

 （1）廂と坊 

 （2）住宅ほか 
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 （3）軍営と官署  

 この論文の中で，ほぼ臨安の歴史，宮殿配置，火事，運河，橋，廂坊，有力者の居宅，

軍営，官署などの問題が網羅的に論じられている。さらに，後の訳注『夢粱録』では梅原

の一連の都市研究の成果を加え，臨安についてさらに詳しい解説が施されることとなる。 

 一方の斯波義信氏の成果は『宋代江南経済史の研究』（汲古書院，1988 年）にまとめら

れている。その目次は以下の通りであり，杭州を多面的な区画に分けることによって，ど

のように杭州が機能していたかを明らかにしている。 

 「宋都杭州の商業核」 

  （一）都市と商業区 

（二）杭州の立地と都市組織－歴史と経済地理－ 

（三）市場圏と商業交通組織 

（四）場内商業システムと商業核 

（五）小結 

 「宋都杭州の都市生態」 

    （一）はじめに 

（二）経済ゾーンと官紳ゾーン 

（三）文化・宗教ゾーン 

（四）小結 

 両氏の成果を併せてみれば，ほぼ，政治，経済，文化，商業などの諸側面において杭州

がどのような都市構造を有していたか，大づかみすることができる１３。 

 また，以上の文献史料を補うものとして中国より考古学的成果が少なからず公表されつ

つある。主立った遺跡としては「南宋太廟遺址」，「秦檜府第的南宋德壽宮遺址」，「老

虎洞南宋官窰址」，「南宋恭聖仁烈皇后宅遺址」，「鳳凰山麓南宋皇城遺址」，「南宋官

窰博物館（南宋郊壇下官窰址）」，「臨安府衙署遺址」，「南宋皇城御道，南宋“三省六

部”官署北囲牆，官署建筑，河道，石砌儲水設施，御道西支道，御道橋堍和橋墩基礎及南

宋白馬廟等遺址和遺跡」といったものであり，それらの概要は例えば，その成果は 沙孟海

「南宋官窯修内司窯址問題的商榷」（『考古與文物』1985 年第 6 期），杜正賢「南宋趙氏

宗廟：太廟」（『杭州研究』1996 年）， 杜正賢「杭州老虎洞窯址考古獲重大發現：發現

宋元時期窯址，南宋時期窯址被認為是南宋修内司窯」（『浙江工藝美術』1999 年第 1 期），

或いは『文物』2002 年第 10 期に杭州市文物考古所「杭州老虎洞南宋官窰址」，「杭州南
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宋臨安府衙署遺址」といった形で紹介されている１４。 

 以上のように，梅原，斯波両氏或いは中国で公表されている研究書，考古学的成果によ

って，南宋の都臨安の姿はかなり鮮明なものとなっている。ところが，政治史研究の立場

より臨安を考察する場合，以上の成果は十分とは言い難い。つまり，巨視的に見た臨安像

はある程度明らかになってきているが，政治史研究において重要な，臨安という政治空間

において，どのような人々が，どのような場所において，どのように政策決定に関わって

くるのか，政治のダイナミックな動きを捉える視点が別途必要となってくる。 

 それでは，以下，臨安を材料にこの問題を考えていくこととする。考察の手順としては，

第 1に臨安という首都がどのような政治空間を有していたか指摘し，第 2に具体的な史料

を用いて臨安の政治空間がどのように用いられていたかについて述べることとしたい。 

 

（１）南宋の首都臨安府の政治空間の特質 

 

 まず，宋代の首都開封や臨安（杭州）を概観する時，漢唐代の長安や元明清代の北京と

は異なる都市空間を有していたことが想定される。例えば，妹尾達彦『長安の都市計画』

（講談社，2001 年）は中国歴代の王都を成立の面から 3つに分類している。（一）新しい

王朝の成立に合わせて，新たに測量して建設される建設都市の場合（漢代の長安，北魏の

平城，隋代の大興，元代の大都など），（二）前王朝の王都をそのまま継承して，一部改

築を加える場合（北魏の洛陽，唐代の長安，明・清代の北京など），（三）従前の地方都

市を王都に作り変える場合（北宋の開封，南宋の杭州など）。とりわけ，南宋の杭州の場

合，開封への回帰を前提として仮の都（「行在」）としたこともあり，王都の作り方は他

の時代と異なる様相を見せる。例えば，楊寛は，後漢以来の宮殿の南方に置かれた祭壇・

円丘で行われる祭天儀礼，宮殿南の広場で行われる大朝会儀礼の重視が，「坐西朝東」か

ら「坐北朝南」に変化させる，すなわち王都の宮殿は位置を従来の西南から北方へ転換さ

せたという指摘する１５。開封はこの指摘に該当するが，臨安はいわゆる「南宮北市」の構

成を取っており，南に宮殿が配置され，官僚の居宅や商業区域が北を中心に配置される。

そのため，皇城の南門の麗正門ではなく北門の和寧門から御街が北に伸びる構造となる。

また，開封城内には汴河が城内を流れ，臨安は銭塘江と大運河とを結ぶ水路が城内をめぐ

る，水上交通を重視した構造となっている。妹尾前掲書が指摘するように，宋代以降の王

都は杭州－北京間を結ぶ大運河の便を最大限に生かす立地条件に設置されるというよう
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に，両者は水上交通と深く関わり作られている。とりわけ臨安は，銭塘江の河口に位置す

る港であり大運河の拠点として多様な都市と結びついていた事実を鑑み，近年，歴史学界

で用いられる「港市」論の視点から論じる必要がある１６。 

 

図 1 北宋京城開封 

（入矢義高・梅原郁『東京夢華録』平凡社，1996 年に基づく） 
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図 2 南宋京城臨安 

（斯波義信『中国都市史』東京大学出版会，2002 年に基づく） 

 

 さて，政治史の立場から都市空間を考察する場合，その分析視角は前章で論じたような，

人々が都市の具体的な「場」においてどのような関係を取り結び，政治活動を実現してい

ったかを見ていく必要がある。その鍵となるのがいわゆる政治空間であり，その考察は他

の時代の王都との比較を絶えず念頭に置きながら分析を加える必要がある。その 1つの簡

単な試みを提示しておきたい。表 1は開封の皇城内の主要な建物についてまとめたもので

ある。この表と図 3開封皇城図（元刊本『事林広記』）と比較しながら述べてみたい。皇

城内は東華門と西華門を結ぶ横街によって内朝と外朝とに分かれる。外朝は，宣徳門，大

慶殿，文徳殿を中心に構成され，この場所は大朝会，明堂，大赦など国家の大きな儀式，

集会を行う空間として主として用いられる。一方の内朝空間は，皇帝の日常的な生活空間

となる。日常的な政務はこの場所において行われ，前殿視朝（垂拱殿），後殿視朝（崇政

殿ないし延和殿）という形で官僚と直接対面しながら具体的な政務が図られていく。この

ほか，皇帝の寝所となる福寧殿，科挙の殿試の試験会場名や宴殿となる集英殿，学問の講
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義を受ける邇英殿などが配置され，また図書館，史料編纂所などと共に，宦官，皇太子，

后妃，女官などの生活空間が配置されている。この作り方は，庭を取り囲むように家屋を

造る四合院形式や前方に儀式，集会を行う空間を配置し，後方に家族の私的生活空間を配

置する「前堂後寝」と称される中国の家屋の構造との類似を示す。皇帝の「家」としての

一面をうかがうことができる１７。 

 

表一 北宋皇城の内朝・外朝 

＜外朝＞ 

大慶殿：正殿。国家の最も重要な儀式に使用。正月元旦と冬至の大朝会，明堂の場（政和    

七（1117）年明堂ができるまで仮に使用。南宋は文徳殿を仮に使用），皇帝に関わる冊・

宝を受ける場，皇太子の冊立の場，郊祀などの大礼の時の斎宿の場。 

文徳殿：正衙殿。常朝の場（職務のない常参官が皇帝に挨拶する場。→元豊四（1081）    

年廃止）。朔望に行われる視朝（煕寧三（1070）年文徳殿入閤の儀の廃止に伴い制定され，

六年には朔日は文徳殿で望日は紫宸殿で行われるよう改定）の場。皇太后・皇太妃・皇后

の册封・冊立の場，皇太子冠儀の場。新授の官の挨拶，加恩に対するお礼，外任に出る際

の挨拶を行う場（衙謝，衙辞。これに対し内殿で行われる入見，入謝，入辞もある）。皇

城に時を告げる鼓楼，鐘楼を殿庭に設置。 

宣徳門：南郊郊祀などの大礼の際に恩赦を下す場。受降献俘儀礼を行う場。正月十五日元    

宵節の際に此処に出御。民からの訴えを受理する登聞鼓を設置。 

＜内朝＞ 

紫宸殿：皇帝誕節の百官の上寿を受ける場。朔望視朝の場。五日に一度垂拱殿ないし紫宸    

殿で行われる文武百官による内殿起居の場。 

垂拱殿：毎日行われる前殿視朝の場。内殿起居の場。 

崇政殿：旬假等の假日の視朝の場。後殿視朝の場。 

延和殿：便坐殿。後殿視朝の場。 

集英殿：宴殿（春秋の大燕，誕節の宴を開催）。殿試の場（神宗朝以前は崇政殿を使用）。 

邇英殿：ご進講の行われる場。 

福寧殿：正寝殿（＝皇帝の寝所）。 

内東門小殿：垂簾聴政の場（太皇太后，皇太后が政務を執る垂簾聴政期には内東門小殿或    

いは延和殿を使用）。翰林学士，経筵官を夜に召す場。 
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その他：宦官を統括する内侍省・入内内侍省，皇帝の日常生活に関わる殿中省所属の尚薬・

尚食・尚輦・尚醞・尚舎・尚衣，帝室財政と関わる景福内庫，皇帝直属の武器庫である軍

器庫，皇帝の書画・芸術・趣味と関わる翰林書芸局，皇帝の投薬・医療に当たる翰林医官

院などの役所，皇太子関係の建物，后妃の生活の場となる宮殿など。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

官僚の議政空間：宰相会議：政事堂（元豊官制改革以後は三省都堂） 

        尚書六層曹議：尚書省 

臨時諮問会議：尚書省，都堂 

 

 
図 3 開封皇城図（元刊本『事林広記』） 

 上の『事林広記』所載の図がどの程度正確な宮殿の位置関係を伝えているのか，これは

別途検討すべき問題である１８。ただ，両儀殿を中心とした内朝，太極殿を中心とする中朝，

承天門を中心とした外朝を中心軸に構成された唐の長安城，内廷の三殿（北から順に坤寧

宮，交泰殿，乾清殿），外朝の三殿（北から順に保和殿，中和殿，太和殿），午門，天安
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門を南北の直線に並べた清代の紫禁城と比べ，大慶殿と文徳殿，垂拱殿と紫宸殿が東西に

並び，さらに大慶殿→紫宸殿→五師殿→崇政殿，文徳殿→垂拱殿→福寧殿→延和殿と 2つ

の中心軸が南北に並ぶ北宋開封の皇城の配置はやや雑然とした感を覚える。  

 これは南宋の臨安になるとその感を強くする。そもそもが杭州州治を「行宮」にかえた

ということも関係するが，紹興十二（1142）年和議の後，崇政殿，垂拱殿を作り，しばら

くして福寧殿，さらに淳煕八（1181）年に延和殿を作るといったように順次，宮殿の整備

が進められており，計画的な皇城建設がなされていないことが主因と思われる。そして，

宮殿内の広さが狭いと言う理由から，宮殿の兼用使用といったことも行われた。例えば，

紫宸殿（「遇朔受朝」），文徳殿（「降赦」），集英殿（「臨軒策試」），大慶殿（「行

冊礼」），講武殿（「閲武」）の名称は存在するが，その実，垂拱殿と崇政殿の二殿の名

称を変えることによって使用していたとされる１９。この宮殿配置については開封と共に現

在まで復元作業が行われていないが，近年，中国より興味深い復元図が出されている２０。

この図の可否はこれからの研究に委ねるとして，この復元図通りとすれば，垂拱殿と文徳

殿が東西に並び，この両殿を中心に政治運営がなされていたこととなる。 

 

 

図 4 南宋皇城内図（傅伯星・胡安森『南宋皇城探秘』杭州出版社，2002 年に基づく） 

 さらに，南宋の皇城構造についてはその他に不可思議なことがある。皇城の外に徳寿宮
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が設けられ，ここが隠居して太上皇帝となった高宗，孝宗の居宅となった２１。ここが北内

と称され南宋前期においては，皇城（「大内」或いは「南内」）とともに政治のもう 1つ

の中心となった。このほか，『咸淳臨安志』巻十「行在所録」を見る限りでは，「昭慈聖

献孟太后宅」など皇太后宅，皇后宅が皇城外の「後市」を中心に配置されている。 

 仮に上記の宮殿配置通りとした場合，皇帝がこの空間をどのように使用したかという問

題が設定できる。その際，注目すべきは「内朝」，「外朝」，「経筵」の 3つの空間であ

る。例えば，呂中『皇朝中興大事記』巻一「正言兼読書」では，南宋の専権宰相秦檜が権力

を掌握するために，皇帝の活動と関わる「内朝」，「外朝」，「経筵」の 3つの空間を掌握

するために細心の心配りをしたという史料が見られる。 

 最初に，李攸『宋朝事実』巻三「聖学」に見える北宋第三代真宗時期の事例を手掛かり

に皇帝の政治空間について考察してみることとする。 

真宗即位，毎旦御前殿，中書・樞密院・三司・開封府・審刑院及請對官以次奏事。辰

後，入宮尚食，少時，出坐後殿閲武事，至日中罷，夜則傳侍讀・侍講學士詢問政事，

或至夜分還官，其後以為常。 

この史料では，朝早く，真宗が前殿（垂拱殿）に出座し，中書，枢密院，三司，開封府，

審刑院，請対官といった官の上奏を受け，辰後（午前 9時頃）食事を取り，再び後殿（崇

政殿或いは延和殿）に出座し，昼頃まで武芸を観覧し，夜は侍読・侍講学士を呼び，夜遅

くまで政治について尋ねる，といった内容が記される。 

 この史料は簡略であり，皇帝の政務の全体像について不明な部分が多い。かつてこの史

料を手掛かりに皇帝の 1日について復元を試みたことがあるが，その結果は以下の通りで

ある。 

（1）皇帝は夜が明ける 2時間ほど前には福寧殿で起床し，身支度を行う。 

（2）皇城の門は薄明（午前 6時頃，ただ季節によって多少異なる）に開き，まず前殿（垂

拱殿）視朝が行われる。この場は政治の重要問題について宰相・執政及び主要官庁の長官・

次官クラスが上奏をし，皇帝の意見を聞く場となる。1080 年代に行われた元豊官制改革ま

では，中書・枢密院・三司・開封府・審刑院，官制改革後は三省・枢密院・尚書六曹・開

封府が中心となった。中書（官制改革後は三省）は民政，枢密院は軍政，三司は財政，審

刑院は司法の中心機関（官制改革後は三司，審刑院は尚書六曹に併合），開封府は首都の

行政を担当している。なお，宰相，執政は中書，枢密院の長官，次官の地位にあるため，

中書・枢密院は宰執（宰相・執政の略称）に置き換えられる。この他，所定の手続きをし
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て皇帝に直接上奏を求める者（「請対」）もいるが，この前殿の場は，ほぼ上記の宰執と

主要官庁の報告で終わることが多く，「請対」者は次の後殿にしばしばまわされる。 

（3）辰刻（午前八時頃）になると，皇帝は一旦内廷に引っ込み食事を取り，衣服を着替え

て後殿（崇政殿或いは延和殿）視朝の場に向かう。前殿視朝の議論が後殿へずれ込むこと

もあるが，この場では「請対」の者との謁見が行われた。「請対」者の代表としては，政

事批判を担当する「臺諫」，皇帝の顧問役となる「侍従」などが挙げられる。この他，皇

帝の密偵である「走馬承受」，新任官の謝礼や外任に出る官僚たちの挨拶（「入見」「入

辞」「入謝」）などが行われた。以上の上奏を受けるほか，三館・秘閣が納めた書籍の閲

覧，或いは上奏に目を通し，午刻（午前 12 時頃）まで政務を続けた。この他，崇政殿，延

和殿では閲兵式や毎年一度慮囚（未決囚に対する皇帝自らの裁決）が行われた。 

（4）午後の時間帯にはしばしば邇英殿に「経筵」（学問の講義の場）の場が設けられた。

経筵官は講義終了後も残り，皇帝と政務について会話することが多かった。 

（5）夜になると，内東門小殿に当直の翰林学士や経筵官を呼んで政務を尋ねることが行わ

れた。当時の記録を見ると，これら以外に宰執，尚書の官など各種の官僚が呼ばれており，

皇帝が官僚と接する重要な場となっていた２２。 

 王都の内部における政治空間を復元する作業は，当時の政治がどのように行われたかを

見る上で極めて重要なものとなる。上記の説明は北宋開封の政治空間を念頭に述べたもの

であるが，南宋臨安の場合，幾つかの異なる特徴を見いだすことができる。 

 筆者は近年，周必大の日記史料を元に当時の政治がどのように行われていたかを検証す

る作業を進めている。例えば『思陵録』という史料がある。この史料は宰相周必大が南宋

初代皇帝高宗（この時期は高宗は孝宗に皇帝を譲り太上皇帝として徳寿宮に隠居）の危篤

から死去，埋葬までを日記体で記したものである。淳煕十四（1187）年から十六年にかけ

ての三年の記事であるが，南宋前期，臨安の政治空間がどのように用いられていたのか貴

重な情報を提供してくれる。例えば，淳煕十四年十二月の条の一部を抜粋してみよう。 

＊＜淳煕十四年十二月の条＞（皇帝と官僚との交流を表すものに傍線を施した。） 

十二月朔戊辰。朝于延和。從駕過徳壽宮。・・・ 

已巳。歇泊不坐，入局。・・・・内引宿直官刑書葛邲。 

庚午。延和奏事。 

辛未。延和奏事。王相奏，東宮參决，欲月如覆奏事例。上曰，如此則太煩。予曰，其

間條目亦多，更乞入聖慮，毋使致于壅滯。上頗以為然。宣諭云，更待理會。予奏，攅
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宮覆案使葉翥今日上殿。陛下宜戒以審細，不可止為文具，蓋梓宮自髙六尺，未聞石槨

之類。上曰，江浙地薄，又春間水泉動。葉翥對，上諭以須子細。朕已令二月後方脩奉，

四月發引。 

壬申。從駕如月旦之儀。 

癸酉。歇泊不坐，入局。 

甲戌。國忌行香。 

乙亥。延和奏事，呈封樁庫申審内合同支會子十五萬貫充大行喪事所支費。予奏，據元

申候将發引作料次支，今既未有日，未審先支，惟復少待。上曰，候二月支未晚。又呈

旴眙報金國賀正使副完顔宗卞・李晏約初十日過界。上曰，禮物當受否。予奏，既是通

信不過馬幣，非華好之物，恐難不受。奏事畢，予奏，元擇今日，東宮新開議事堂議事，

夜來却得關報，東宮為赤目在朝假，恐合令太史别擇日。上曰，當别擇日。施樞云，歳

且盡，莫若就正月始和。上曰，然可以此意諭太史局。初天禧四年，太子亦以十二月就

資善延見輔臣。予嘗語諸公以為疑，故施樞因事及之。又宣諭，將來吊慰使來，合差接

送伴。予奏，方欲奏禀，恐不測到來，須先差下臨時使遣行。上令具寺監丞以上名。又

問，李師邈，卿等識之否。衆人云，熟。事起于醫曽懐病愈，特轉一官。上曰，忘記矣。

浙漕鄭汝諧暫權紹興府，陛辭。上稱其浙東視旱之勞。汝諧奏，昨首言紹興騷擾，致降

勅榜，然臺諫諸司侍從相繼有言，怨皆歸臣，今徃應辦，乞賜保全。上曰，既如卿肯任，

怨豈不主張卿。 

丙子。微雨，延和奏事。 

丁丑。旬休。 

戊寅。朝于延和，從駕過宮。 

己卯。不坐，入局。 

庚辰。延和奏事。 

辛巳。延和奏事。 

壬午。常參官逐（延？）和起居。宰相升殿奏事。・・・・ 

癸未。歇泊不坐。 

甲申。延和奏事。 

巳（乙？）酉。延和奏事。 

丙戌。臘假。國忌行香畢，清華奏事。・・・・ 

丁亥。旬休。 
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戊子。朝于延和。 

巳丑。歇泊不坐，入局。 

庚寅。不坐，入局。上批・・・・ 

辛卯。延和奏事。 

壬辰。雨，太后聖旨，免過宮燒香，不坐入局。 

癸巳。早設素明幄于垂拱殿之東偏，上初坐後幄，・・・・・ 

甲午。節假。 

乙未。節假。 

丙申。節假。 

 12 月の 29 日間の内，「朝于延和」，「延和奏事」，「常参官延和起居」といった具合

に，延和殿を利用し，皇帝と臣下との「対」が行われているのが 13 日。その他，癸巳は垂

拱殿の後幄にて金国の使節を引見し，丙戌は臘假にも関わらず，「清華奏事」を行ってお

り，ほぼ 2日に 1度は臣下との謁見を行っている様子を見て取れる。延和殿或いは後殿（崇

政殿）が主たる視朝の場として利用されているのは，高宗の危篤，死去，そして服喪とい

う一連の凶事に対応するためであり，正殿である垂拱殿で視朝は日記終了時まで基本的に

見られない２３。 

 その他，「旬休」，「臘假」，「節假」といった定期的な休暇，或いは「歇泊不坐，入

局」というように徳壽宮に孝宗が宿泊し，その結果，視朝の場に姿を現されないので，宰

執の役所に入ったといった，宰執の毎日の職務の様子をうかがうことができる。 

 これは他の史料との突き合わせによる推測であるが，南宋臨安においても通常であれば，

北宋と同様な前殿視朝（垂拱殿），後殿視朝（崇政殿或いは延和殿），そして経筵の場（祥

羲殿？），夜の内殿引見といった形で政治空間が用いられと思われる。ただ，大きく異な

るのは，南宋前期の臨安が皇城（大内或いは南内と称される）と徳寿宮（北内）という 2

つの主要な政治空間を拠点として政治が行われているという事実である２４。例えば，二代

孝宗は，高宗の在世中は，頻繁に徳壽宮を訪問し高宗の安否を問い，死後も遺体を安置し

ている徳壽宮を頻繁に訪れ，凶禮につとめている。周必大の日記をざっと見ても 1月の半

分ほど，徳壽宮を訪れ，そこに宿泊しており，当然そのような場合，皇城内で政務を行う

ことはなく，「御筆」，「御批」といった文書を介したやりとりが重要となる。それを裏

付けるかのように，周必大は皇帝から宦官を介して送られる「御筆」文書とそれに対する

返答を一組とし，これらを「奉詔録」という日記形式で残している。 
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因みに，「御筆」，「御批」といった文書形式は北宋末の蔡京が始めた文書である。中

書門下以下の官僚機構の審議を経ることなく，宰執が密かに皇帝に意見を提出し，それを

受けて皇帝が直接官府にこの文書を下し実行させる点に特質があり，結果として，北宋末

の蔡京以下，南宋時期に多くの専権宰相を生むこととなる２５。 

例えば，この「御筆」，「御批」といったものがどのようなものであったのか，1 例を

紹介していく。 

 張氏論孟傳御筆。淳熙九年正月二十七日 

  近見張氏論孟傳不知是誰作，論議如何。 

    回奏。 

  此是張九成撰議論明白，而以洛中程氏為主，九成仕至禮部侍郎，秦檜以其是趙鼎上

客，久貶南安軍。檜死後，嘗起知温州，失明奉祀卒。 

これは周必大が「御筆」を日記スタイルでまとめた『奉詔録』の一節であり，そもそも

こうした日記が出現するという事実に，南宋期の政治の特徴の一端を見ることができる。

引用史料では，孝宗が御筆を用いて，張九成の『孟伝』という書物について，作者，内容

を尋ねたのに対し，周必大は「回奏」という形で返答を行っている。『奉詔録』はこのよ

うな「御筆」，「回奏」が一組となり，孝宗と周必大とのやりとりが日記形式で記されて

いく。 

そして，御筆，手詔は皇帝の面前で渡されることもあったが，周必大の日記を見る限り，

宦官を介して，宰執が勤務する役所もしくは官邸に内廷から届けられる。周必大の日記の

中に御筆，手詔が多出する事実は，北宋期の皇帝が官僚を多面的に接見して議案を決裁し

ていく方法を取ったのに対し，南宋期には「御筆」を媒介とした方法が重要となってきた

ことを示してくれる。 

 

（２）南宋臨安の政治空間における政策決定過程 

 

  政治史料という観点から都市分析を進める場合，2 つの方向が想定される。第 1 が『宋

史』，『宋会要輯稿』などの制度史関係史料を主として用い，副次的に随筆・雑著，地方

志などを用いていく方向である。第一節で南宋臨安の政治空間の特質を論じる際には，こ

れらの史料も利用した。梅原，斯波両氏を始めとして多くの研究者がこれらの史料を用い

たことに象徴されるように，静態的な都市構造を分析する上では極めて便利な史料である。 
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 その一方，どのような人々が，どのような空間において，どのように政策決定に関わっ

てくるのか，政治のダイナミックな動きを捉える上では別途，史料を探す必要がある。 

 例えば，政策決定過程という観点から政治空間を分析する際には，2 つの「場」を念頭

に置く必要がある。1 つは，官僚が政策を立案，審議する「場」である。もう 1 つは，皇

帝が政務を行う「場」であり，この場において議案の決裁がなされる。前近代中国の政治

はしばしば「専制国家」といった，皇帝を中心とした政治体制によって表現される。しか

し，これまでの研究は，両者の「場」がどのように結びつき，どのように政治が実現され

ていくのか，政治のメカニズムを十分追究してきたとは言い難い。これは，宋代史研究者

がマクロな政治体制解明に有効な制度史関係史料に関心を向け，ミクロな政治過程を記述

する史料に十分留意してこなかったことと関係している。 

実は，宋代にはこの問題を解明する上で，格好な政治日記が数多く残されている。とり

わけ重要となるのは宰執（宰相，執政の略称）の公的職務日記である『時政記』とそれと

深く関わる私的日記である。宋代の官撰資料の編纂は，起居注と時政記を元に日暦を編纂

し，日暦を元に実録を，実録を元に国史を編纂していく。その中では宰執が皇帝との会話

記録を中心に国家の重大事を輪番で記した時政記が最も重要な史料と見なすことができる

２６。ただ，残念なことに，時政記は断片的にしか残されていない。ところが，時政記を執

筆するため宰執が記したと思われる私的な日記が大量に残されており，これらを通して具

体的な政治過程を知ることができる。因みにこれらの私的日記は実録編纂時においても重

要な史料と見なされ，神宗実録を編纂する際には『王安石日録』，『司馬光日記』が主た

る史料として利用されている。 

 次に周必大の『思陵録』の一節を手掛かりにどのように政策決定が成されるのか，その

具体的な仕組みを述べておくこととしたい。 

ここでは，南宋初代皇帝の死後の尊号（廟号）問題についての政策決定過程を紹介する。 

（1） 淳煕十四年十一月八日，都堂にて太上皇帝の謚号に関する集議が行われた。 

（2） 十一月十一日，冬至節假の日，崇政殿の素幄（臨時接見場所）にて宰執と皇帝との

接見が行われた。宰執は礼官が提案してきた「高宗」案を上呈した。 

（3） 十一月二八日，延和殿で，皇帝が宰執を接見した。宰執は唐輅が提案してきた「祖」

案を上呈した。この案について，皇帝は礼部・太常寺にて検討させるよう命じた。 

この後も，この問題について，どこで誰がどのように審議していくのか，詳細に記述さ

れている。煩雑となるので，以下は省略するが，中心となるのは（2），（3）の例に見ら
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れるような，延和殿，崇政殿といった皇帝の政治決裁の「場」と（1）の例に見られるよう

な官僚の審議の「場」の 2つであり，両者が絡み合う形で政策が決定されていく。 

この場合，前者は皇帝（孝宗）が太上皇帝の服喪期間であることにより，本来使用され

るべき前殿（垂拱殿）が避けられ，後殿或いは内殿と称される崇政殿，延和殿が官僚との

接見場所として用いられている。 

一方，後者の官僚たちの審議は，礼制関係の専門家（礼部，太常寺の官）に加えて侍従，

台諫，両省などの官を都堂，御史台に集める形で行われる。これら以外にも，個人的に廟

号案を提出しているケースが幾つか見られる。 

これらの議案は宰執の元に送られ，皇帝との接見時に宰執から皇帝の元に上呈され，両

者の間で議論が行われる。高宗案以外にも，堯宗案，聖宗案，光宗案，芸宗，大宗案，「祖」

字案，「烈」字案など数多くの案が提出されたが，3 ヶ月余の審議の結果，最終的に「高

宗」案に決着することとなる。 

そして，この 2 つの空間をつなぐのが文書であり，官僚の「箚子」，「状」，「議」と

いった各種の上奏文と皇帝から宰執に送られる御筆，手詔が主たる形式として現れる。と

りわけ，後者は宰執が直接，皇帝と議論できない際に大きな機能を果たすこととなった。 

次に周必大の日記を手掛かりに，政策決定に関わる官僚群を以下のように分ける。 

（1） 中央官 

①宰執 ②侍従 ③台諫 ④専門官 ⑤宦官 

（2） 地方官 

 ⑥路，州の長官（或いは次官） ⑦その他の州県官 

その際，参考となるのが皇帝との接見の頻度である。この頻度を基準にした場合，皇帝

の手足となる⑤宦官を除外すると，①宰執，③台諫，②侍従，④専門官或いは⑥路，州の

長官（或いは次官）といった順位となる。①宰執の接見の機会が最も多いのは，皇帝の補

佐役，百官の長として当然である。③台諫，②侍従が多いのは次の理由による。台諫は宰

執を中心とした行政府の政治について批判を行うことを職務としており，現代風に表現す

れば野党の立場に相当する。日記の中でも宰執の政治に対する批判勢力として登場する。

②侍従は皇帝の顧問役であり，給事中，翰林学士，中書舎人などが該当する。彼らの職務

は大きくいって 2 つに分かれる。1 つは「詔」作成に関わる職務であり，翰林学士，中書

舎人が「詔」を起草し，給事中がそれを審査する。これと関わる形で，「詔」作成過程に

おいて異論があれば，それを拒否することも許されていた。つまり，単に詔の作成に関わ
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るのではなく，同時に政事批判をも行う事も許されていたのである。第 2は，皇帝の相談

役としての職務であり，特に翰林学士，中書舎人は詔の作成の関係で内廷に宿直すること

が多く，日記の中でも皇帝に呼び出され，政務について尋ねられている様子をしばしば見

ることができる。 

さらに，③台諫，②侍従は審議機関としても重要な役割を担っており，④専門官ととも 

に，重要事項について皇帝から諮問されるケースが目につく。 

 地方官の中では⑥路，州の長官，次官クラスが外任に赴く際と中央に戻る際に皇帝との

接見が許されている。とりわけ，日記中においては金との外交問題，高宗の埋葬問題が重

要案件として現れ，これに関係する地方官の名前が頻出する。 

  そして，皇帝と官僚とをつなぐ仲介役として登場するのが宦官であり，彼らは皇帝の使

者として各地に派遣される他，「御筆」，「御批」といった文書を仲介する役割も同時に

担っている。 

最後に，上記の政治空間の問題を政策決定過程という視点から概括しておく。前近代中

国の政策決定過程においては，官僚たちが政策を作り上げていく「場」とそれを皇帝が決

裁する「場」の 2つが重要な位置を占めている。例えば，先に言及した周必大『思陵集』

所載の太上皇帝（高宗）の謚号問題の事例にもう一度立ち返ってみよう。この問題につい

ては 3 つの空間が重要な「場」として浮かび上がってくる。1 つは皇帝と官僚が直接対面

し，意見を交換する「場」であり，通常「視朝」の場として位置づけられる。当該史料中

では，高宗の服喪中ということもあり，「延和殿」が中心的な「場」として現れてくる。

ここは，上述したとおり，「対」（皇帝と官僚が直接対面する制度）を行う場所であり，

三省，枢密院，尚書六曹といった行政府の中心機構，並びに「対」を願い出たものが順次

皇帝と対面し意見交換を行う。宰執が皇帝と「対」を行う場合は，通常，官府ないし官僚

からの上奏文書を宰執が皇帝に上呈し，両者の間で議論が行われ，皇帝の判断が「宣諭」

（口頭の指示）或いは「御筆・御批」（文書の指示）という形で示される。一般官僚が願

い出て「対」を行う場合は口頭で説明すると共に「箚子」と呼ばれる文書を上呈すること

となる。 

 次に，皇帝が生活の場となる「内廷」である２７。皇帝が官僚と直接接触しない場合，先

述した「御筆」を宦官を介して宰執の役所に届けるケースがしばしば現れる。また，皇帝

が，夜，「侍従」等の官僚層を「内殿」に呼び意見を尋ねる事例も現れてくる。 

 今ひとつは，官僚たちの集議の場である。宰執たちは「都堂」（三省の会議所）または
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皇帝との引見待合い場所である「待漏院」で相談を行っている。また，皇帝から臨時の命

令が下され関係官僚が集められ特定の事柄について議論が行われることがある。当該問題

においては，礼官，諫官，御史台官などが主として「御史台」に集められ，集議が行われ

ている様子を看取できる。 

 簡単にまとめるならば，「内廷」，「内殿」，「延和殿」，「都堂」，「待漏院」，「御

史台」と言った諸空間において「皇帝」，「宰執」，「侍従」，「台諫」，「宦官」とい

った人々が議論を行い，また時には上奏文や「御筆」といった文書を介しながら交流が行

われていたことが見て取れる。これらの政治空間において政治主体がどのように行動し，

どのように政策決定がなされたのかを過程論的に把握することが政治史研究においては重

要な課題となると見なしうる２８。 

 

５．小結 

 

 都市空間というのは単に物理的な空間を指すのではなく，人々が交流，活動する空間と

して捉えることが大切である。筆者の場合，政治史を研究する関係で，後半は宋代の首都

の政治空間について言及した。日記を用いることによって，誰が，どこで，どのように政

策立案，審議，決定に関与していくのか，その具体的な政策決定過程を浮き彫りにできる

可能性を指摘した。これは，前章で用いた周必大の日記史料にとどまるものではない２９。

1 つの例証として『続資治通鑑長編』（以下『長編』と略す）に残存する『劉摯日記』を

概観しても，「延和殿奏事」（宰執が延和殿にて上奏を行う），「内降将自辨箚子」（許

将の自辨箚子が内廷から宰執に下される），「輔臣晩集」（宰執が都堂に集まり集議を行

う），「殿中侍御史上官均・監察御史徐君平進対」（台官の上官均・徐君平が一緒に「対」

を行う），「范純仁過都堂謂摯」（給事中范純仁が都堂に立ち寄り宰相劉摯に話をする），

「経筵」（ご進講の場），「聚廳」（都堂に集まる），「御集英殿」（哲宗が集英殿にお

出ましになる），「集都堂」（都堂に集まる）といった官僚が政策を立案，審議する「場」，

皇帝が政務を行う「場」に関する詳細な情報が提供されている３０。 

 この日記情報の持つ価値を確認するために 2つの事例を紹介しておく。 

  劉摯日記云，七月二十七日，以孟秋朝享致齋本省。是日早延和奏事畢，留身請補外，

諭 以不可，哀祈切至，再拜而退，投表于通進司。隨有旨，東府不許般出。明日從上

自景靈還至端門，既入，即返轡而南，寓泊曹氏園聼命。八月一日癸巳，再表，批不允。
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近璫閻安自曹園押入隨班奏事畢，少留，再懇。諭勞再三，未有可旨。退，再入箚子子

上馬。是日，有旨諸處毋接外章奏。五日五鼓，封還所奏，陳衍押入，見衍于本省後堂，

見奏垂拱。六日奏事已，少留面對（『長編』巻四四六）。 

第 1 の事例を簡単に紹介すれば以下の通りとなる。元祐五年七月二十七日，延和殿での宰

執の上奏が終った後，劉摯は 1人残って外任に出ることを願い出た。皇帝（哲宗）は却下

した。劉摯は再拝して退き，通進司に表を投じたが「東府（中書門下）から出ないように」

との皇帝の旨を受けた。翌日，皇帝に従って景霊宮から戻り，端門（皇城の正門，宣徳門）

から皇城内には入ったが，すぐに退出し，南にある曹氏園で皇帝の命令が出るのを待った。

八月一日，再び外任で出ることを願う表を奉ったが，許されなかった。皇帝側近の宦官閻

安が劉摯を曹園から引き出し，宰執の上奏班に随行させた。上奏終了後，1 人残り再三辞

任を懇願したが，許可が下りなかった。再度箚子を内廷に提出し退出した。この日，いか

なる場所も劉摯からの上奏を受けないようにという命令が出された。五日五鼓（午前 4時

頃），上奏が封還された上，陳衍（高皇太皇后側近の宦官）に引き出され，本省後堂にて

陳衍と会い，垂拱殿にて上奏を行った。六日上奏終了後，1人留まり皇帝と対面した。 

 劉摯の宰相辞任願いとそれを却下する一連の皇帝側の動きが詳細につづられている。そ

の中でも皇帝と宰執との「対」の様子，宰執が外任に出ることを願う手続き，皇帝と宰執

とをつなぐ宦官の役割など，幾つか重要な動きを読み取ることができる３１。 

  是日呂大防移疾。太皇太后遣陳衍至尚書省問劉摯人材可進用者，摯具以六七人對。蘇

轍・王巖叟在焉。衍又詣大防第，不知大防所對為何也。此用劉摯日記増入。（『長編』巻

四五四） 

こちらでは，主席宰相呂大防が病気となり，宣仁高大皇太后が陳衍を尚書省に派遣し，劉

摯に人材を尋ねたこと，劉摯が蘇徹，王巌叟など 6，7 人の名をあげたこと，陳衍が呂大防

の屋敷にも派遣され同様なことを尋ねさせたことなどが記されている。 

 元祐年間は，哲宗が幼少のため，宣仁高太皇太后による垂簾聴政が行われた時期であり，

通常とは異なる政治空間が使われる。女性である太皇太后は垂拱殿，大慶殿，文徳殿とい

った皇帝が公式行事に使う宮殿に姿を見せることができず，内殿である延和殿他限られた

宮殿において官僚との接触が行われた。その結果，上述の史料に見られたように，宰執以

下の官僚と内廷をつなぐ宦官の役割が重要となってくる。なお，ここに登場する陳衍は元

祐年間，太皇太后を後ろ盾として最も権力をふるった宦官の 1人である。 

 ここに 2例ほどあげた『劉摯日記』に限らず，北宋代に書かれた『王安石日録』，『司



 

 79 

馬光日記』，『曾布日録』などは詳細な政治過程を知る上で格好な材料を提供してくれる。 

これらの内容の中では，皇帝と宰執との会話記録の占める割合いが高く，そのことは『王

安石日録』の別名が『煕寧奏対』であったことがよく示している。 

 ところが南宋の周必大の日記となると『奉詔録』を引き合いに出すまでもなく，「対」

に関する部分が減り，御筆，手詔といった内廷から直接下される文書が大きな役割を果た

すこととなる。 

 「対」に重きをなした北宋と「御筆」「手詔」が頻見する両者の違いは，北宋と南宋と

いう政治空間のあり方と深く関わっていると思われる。そして，日記史料はそのことを裏

付けており，皇帝と宰相以下の官僚たちがどのように行動し，どのように政策決定に関わ

ってくれたかを明瞭に浮き上がらせてくれるのである。 

 しかし，首都の政治空間の問題については上述した以外にも多くの問題が残されている。 

1 つは，時間的な変化である。臨安は「行在」という性格を反映して，計画的な首都設計

がなされていない。また，火事が多かったことがでも知られるように，建築物の改築もし

ばしば行われている。また，高宗，孝宗以下の皇帝，或いは秦檜，韓侂冑，史彌遠，賈似

道といった専権宰相の各時代においどのように政治空間が用いられていくのか分析を進め

る必要がある。つまり，臨安の都市の発展史と南宋政治史とを結びつける必要がある３２。 

 また，前近代の政治においては儀礼，祭祀の占果たす役割が大きい。例えば，王都の空

間が祭祀儀礼と深く結びつくことについては上述の妹尾の指摘通りである。従って，祭祀・

儀礼空間を復元し，首都の政治空間を再構成する作業も大きな意味を持つであろう３３。 

 

【註】 

 
１ 斯波義信「中国都市をめぐる研究概況－法制史を中心に－」（『法制史研究』23，1974 年），

「宋代の都市にみる中国の都市の特性」（『歴史学研究』614，1990 年），「宋代の都市化を考え

る」（『東方学』102，2001 年），『中国都市史』（東京大学出版会，2002 年），木田知生「宋代の

都市研究をめぐる諸問題－国都開封を中心にして」（『東洋史研究』37－2，1978 年），伊原弘「宋

代を中心とする都市研究概況－寄せ木細工の多面体解剖学－」（『中国－社会と文化』2，1987

年）など参照。 

２「唐宋変革」については，内藤湖南『支那近世史』（弘文堂，1947 年），宮崎市定『東洋的近

世』（教育タイムス社，1950 年）に詳しい。 



 

 80 

 
３ 斯波義信『宋代商業史研究』（風間書房，1978 年），「中国中世の商業」（『中世史講座 3 中

世の都市』学生社，1982 年）など参照。 

４ 近年，斯波の説に対して幾つかの批判が出されている。全国的市場流通については宮澤知

之『宋代中国の国家と経済－財政・市場・貨幣』（創文社，1998 年）が，宋代の物流は商人の

自律的な市場的物流よりも，国家が財政運営を運用して直接間接に組織誘導した全国的物流で

あったとする見解を提出した。このほか，蛭田展充「宋初陝西の軍糧補給政策」（『史観』19，

1997 年）， 後藤久勝「北宋時代河北糧草交引の流通と京師交引鋪の保任について」（『九州大學

東洋史論集』26，1998 年），西奥健志「北宋の西北辺における軍糧輸送と客商」（『鷹陵史学』

27，2001 年）らの河北・陝西における軍糧補給問題を扱った研究が相次いで発表された。これ

らの研究は，宮澤の視点を受け継ぎつつ，軍糧補給の構造を，路というよりミクロな単位から

捉え直している点，ならびに路を起点に活動する中商人の実態を浮き彫りにした点に特徴があ

る。 

５ 伊原の代表論文として「宋代明州における官戸の婚姻関係」（『中央大学大学院年報創刊号』，

1972 年），「宋代婺州における官戸の婚姻関係」（『中央大学大学院論究（文学研究科編）』6－1，

1974 年）など士大夫の婚姻問題を論じたものがある。これらは，アメリカの社会史研究に影響

を与え，Robert P. Hymes“Statesmen and gentlemen : the elite of Fu-chou, Chiang-hsi, 

in northern and southern Sung”（Cambridge University Press, 1986 年）などの成果と深く

関わることとなる。 

６ 同書は，その後，ジュリア・Ｋ・ムレー，リンダ・Ｃ・ジョンソン，ステファン・Ｈ・ウ

エスト氏等の原稿を加え，伊原弘編『清明上河図をよむ』（勉誠出版，2003 年）として出版さ

れている。 

７ 斯波義信「南宋における「中間領域」社会の登場」（『宋元時代史の基本問題』汲古書院，

1996 年）は，鎮市を中心にすべてが国でも民でもない社会領域が現れ，士大夫が官と関わりな

がら民衆の力を結集し，社会事業を行うようになることを指摘している。斯波は南宋期に「中

間領域」社会の登場を見ているが，穴沢の指摘に従うならば，既にその萌芽は唐代後半から五

代にかけてあったと見ることも可能であろう。なお，都市における寺院の問題については竺沙

雅章『中国仏教社会史研究』（同朋舎出版,1982 年），『宋元佛教文化史研究』（汲古書院，2000

年）が詳細に論じている。 

８ 「東洋のルネッサンスと西洋のルネッサンス」（『史林』25－4，26－1，1940・1941 年）。 
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９ 「宋代の生産技術」（『宋元時代の科学技術史』，京都大学人文科学研究所，1967 年）。 

１０ 「『清明上河図』都市建築考」（『アジア遊学』11，1999 年）。 

１１ 「宋代の消費・生産水準試探」（『中国史学』1，1991 年）。また，食物史を体系的に研究

した篠原統は，伝統的な食事内容，食法は唐までに成立し，宋代はそれを継承した時期に相当

し，明清期の新しい食生活の原型は元代になったと指摘している。ただ，近年出された中村喬

の著書では篠原と異なり，宋代を中国料理史を画する重要な時代であり，今日の中国料理の基

調が殆ど出現した開祖の時代と位置づける。 

１２ 『宋会要輯稿』を官撰史料というのは少し問題がある。しかし，その大本になっている

のは宋代の会要所で各種作られた会要であり，取りあえず官撰史料と位置づけておく。 

１３ 日本の南宋臨安に関する研究は 1980 年代をピークとして縮小傾向となるが，中国におい

ては林正秋『南宋都城臨安』（西冷印社，1986 年），修訂版『南宋京城杭州』（浙江人民出版社，

1997 年），闕維民『杭州城池曁西湖歴史図説』（浙江人民出版，2002 年），浙江省文史研究館編

『杭州 街路里巷古今談』（中央文献出版社，2002 年）など幾つか重要な研究書が出されてい

る。 

１４ 山口智哉「再構築された中核都市の様態」（『アジア遊学』64 特集「徽宗とその時代」，2004

年）の中で杭州市内の考古学的な発掘状況について簡単な紹介を行っている。 

１５ 『中国都城の起源と発展』（学生社，1987 年）。 

１６ 斯波義信「港市論－寧波港と日中海事史－」（『アジアのなかの日本史』Ⅲ，東京大学出

版会，1992 年）及び山崎覚士「港湾都市，杭州―9・10 世紀中国沿海の都市変貌と東アジア海

域―」（『都市文化研究』第 2号，2003 年）参照。 

１７ 拙稿「宋代の宮廷政治－「家」の構造を手掛かりとして－」（『公家と武家Ⅱ「家」の比

較文明史的考察』思文閣出版，1999 年）。 

１８ 例えば郭黛姮主編『中国古代建築史第三巻 宋，遼，金，西夏建築』（中国建築出版社，

2003 年）第 3 章宮殿には図 3－1「北宋東京宮殿建築布局」を載せるが，これなどは『事林広

記』所載の図と大きく異なる。 

１９ 『宋史』輿服志，ただこの記述は各種の資料で異なる。『夢粱録』巻八では，大慶殿，文

徳殿，紫宸殿，集英殿，明堂が 1つの殿で額を取り替えたとする。 

２０ 傅伯星・胡安森『南宋皇城探秘』（杭州出版社，2002 年）。 

２１ 南宋の初代高宗，二代孝宗，三代光宗は在世中に退位し，太上皇帝として別宮で生活す
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る。高宗，孝宗，光宗が退位後生活した場所が「徳壽宮」，「重華宮」，「壽康宮」である。この

内，「壽康宮」は皇城内の旧福寧殿を改築したもので他と異なるが，「徳壽宮」，「重華宮」は何

れも同じ場所であり，地図 2に見える通り，皇城からやや離れたところに位置している。なお，

寧宗は服喪のため，即位直後半年近く「重華宮」に留まり，孝宗の埋葬終了と共に皇城へ移る。

この問題については小林晃「寧宗初期の政治状況と韓侂冑－政治空間の考察を中心に－」（2004

年度宋代史研究会報告レジュメ）参照。 

２２ 拙稿「宋代政治構造試論－対と議を手掛かりとして－」（『東洋史研究』52－4，1994 年）

及び「宋代の宮廷政治」（『公家と武家Ⅱ 「家」の比較文明史的考察』思文閣，1999 年）参照。 

２３ 淳煕十五年正月以降，何度となく金国の使者を垂拱殿に素幄を設け引見している例が見

られるが，これも正殿で直接引見するのを避け引見を行っているものである。 

２４ 政治的距離という観点から権力構造を考える方法がある。かつて前掲衣川強「杭州臨安

府と宰相」論文は南宋の宰相の居宅の場所を分析し，その居宅と皇城との距離に着目している。

南宋が専権宰相を次々に生んだ時代であり，彼らの居宅が皇城とは異なるもう 1つの主要政治

空間を構成することとなる。徳寿宮，専権宰相の居宅を皇城と共にどのように政治空間として

位置づけるか，南宋政治史を考察する 1つのヒントとなると思われる。 

２５ 御筆，手詔の問題については徳永洋介「宋代の御筆手詔」（『東洋史研究』57－3，1998 年）

参照。この論文の中で，徳永は御筆・手詔の登場が，明代の内閣制の先駆的性格を有するもの

であると指摘する。 

２６ 拙稿「宋代政治史料解析法－「時政記」と「日記」を手掛かりとして－」（『東洋史研究』

59－4，2001 年）参照。 

２７ 南宋の皇帝は，初代高宗，二代孝宗を除くと政治に熱心でない皇帝が続く。孝宗の後を

継いだ光宗は精神的な病を抱え政務を行うことができず，趙汝愚等宰執によって帝位を禅譲さ

せられる。位を継いだ寧宗は心身ともに問題があり，内廷深く籠もり，史彌遠の専権を招来す

ることとなる。その後の理宗，度宗も好色，享楽にふけり，史彌遠，賈似道の専権を許すこと

となる。以上のごとく，南宋の皇帝は内廷に籠もりがちの結果，臣下との直接の接触が限られ

る傾向となる。詳しくは何忠礼・徐吉軍『南宋史稿』（杭州大学出版社，1999 年）参照。 

２８ 以上に述べた方法論は政策決定論と呼ばれる政治学の手法である。この手法については

拙稿「政治の舞台裏を読む－宋代政治史研究序説－」（『知識人の諸相』）参照。 

２９ 拙稿「宋代政治史料解析法－「時政記」と「日記」を手掛かりとして－」（『東洋史研究』
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59－4，2001 年），「『王安石日録』研究－『四明尊堯集』を手掛かりとして－」（『大阪市立大学

東洋史論叢』12，2002 年），「周必大『思陵録』・『奉詔録』から見た南宋初期の政治構造」（『人

文研究』55－2，2004 年）参照。 

３０ 『劉摯日記』として扱えるかわからないが『劉摯行年後記』という書物が『長編』に引

用されている。その一節（『長編』巻四四三）に，呂大防，許将，傅堯俞が劉摯と韓忠彦が来

る前に漏舎（待漏院，宮殿の開門を待つ場所）にて鄧温伯の人事を相談したという話が載せら

れており，この待漏院なども集議を行う場所として用いられたことがわかる。 

３１ 近年出された『東京志略』（河南大学出版会，1999 年）は開封の京城内外の様子を知る上

では格好な史料であるが，もともと清人宋継郊が随筆雑著，文集を中心に関連資料を集めたも

のであるため，『長編』など重要な史料が利用されていない。その結果として劉摯が聴命して

いる「曹園」などもこの史料では確認することができない。 

３２ 例えば，近年出された高橋弘臣「南宋巡幸論」（『愛媛大学法文学部論集 人文科学編』

15，2003 年）は臨安が首都として選ばれていく過程について詳細に論じている。 

３３ 例えば『夢粱録』の中に現れる臨安の 1年間の主要な祭祀記事を列挙してみよう。 

1 月 

 正月大朝会：大慶殿 

 元宵節：十五日祭灯，十六日，祭灯が消され，官僚たちの入殿起居の後，皇帝は和寧門     

を出て，景霊宮にて孟饗。 

傍らの青城・端誠行殿にて宿斎。午前 0時，端誠殿を出て郊壇にて祭礼を行う。夜が明けるの

を見計らって麗正門に登り，大赦を行う。 

10 月 

 十月一日：皇族に車馬が遣わされ，御陵参拝。 

11 月 

  立冬：官を派遣し，神州地祇と天神太乙を祭る。 

 冬の初めの月の上旬：孟饗の礼。明堂大祭の年ならば，皇帝が景霊宮へ行き恭謝の礼を行う。 

 十一月冬至：太廟にて薦黍の儀式を執り行い，宰執を派遣して圜丘にて祭祀を行う。 

12 月 

 十二月，冬至から数えて三番目の戌の日が臘日。八日が臘八。 

 除夜：宮中では大追儺の儀式が行われる。 
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 以上，これらを概観するだけで，大慶殿，明堂，天壇，景霊宮，麗正門，和寧門，御街，明

慶寺といった皇城内外の場所がどのように祭祀・儀礼において用いられているかが明らかとな

る。 

 一方，日記史料は具体的な祭祀・儀礼の進行過程を詳細に知ることができる。『思陵録』に

見える高宗の死後の服喪，埋葬儀礼などはその代表的なものであるが，ここでは金国から遣わ

された正旦使についての儀礼を紹介しておく。①金の正旦使，赤岸到着。赤岸は府を去ること

50 里。班荊館にて御宴を賜う。②船に乗り，北郭税亭に至る。馬に乗り換え余杭門に入り，都

亭駅に至り宿泊。③孝宗，紫宸殿に御し，北使を引見，垂拱殿にて宴会を行う。④北使，天竺

寺，冷泉亭，呼猿洞などであそぶ。⑤正月元旦，朝賀の礼。大臣を遣わし，駅にて御宴を賜う。

⑥北使，浙江亭にて観潮，玉津園にて宴射。⑦集英殿にて大宴会。⑧朝辞。⑨執政官を遣わし

駅にて宴を賜う。⑩馬に乗り，船に乗り換え，赤岸に至る。⑪近臣を使わし，御宴を賜う。 
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北京四合院と四合院の文化 
 

韓茂莉 

翻訳：井上幸紀 

 

１．はじめに 

 

 家屋は人類が生存するに必要不可欠な物質的条件の 1 つであるが，社会の発展に伴い，

居住建築は雨風を避けるという基本用途のほかに，次第に文化的な要素が付与されるよう

になった。各地域・各民族・各時代における中国数千年の各時代のなかで，それぞれ異な

る生存条件や美意識に基づいて，それにふさわしい様々な居住様式が選択されてきた。例

えば先史時代の穴居から近代の大邸宅，北は「窑洞」（ヤオトン）から南は雲南傣族の「竹

楼」，また高地青蔵チベット高原の「碉堡」・「土堡」から沿海地域の大別荘まで，かく

もバラエティに富んでいるが，このような差異を越えて，長期にわたって唯一，普遍的に

見られる住宅様式が四合院なのである。 

 

先史時代，黄河流域の人々は穴居を主としていた。地形や自然条件の差によって，それ

ぞれ「袋穴」・「坑穴」・「半穴居」などの派生型があった。新石器晩期にはすでに簡単

な木造建築（原文：「木架建築」）がみられたものの，いまだ穴居が主流であったが，一

方で温暖湿潤な南方では「干欄式民居」が流行した。これは当地の気候に適した高床式の

住居であり，木・磚・石のほか竹・アシなどを材料に，薄い壁や多くの窓によって風通し

をよくしたのが特徴である。のち，社会の発展にともない，高床式住居は次第に減少した

ものの，西南部の少数民族に継承されて残っており，現在の中国では傣族・壮族・侗族・

苗族・瑤族・布依族・水族・毛難族・崩龍族・仡佬族・景頗族・基諾族・布朗族・佧佤族

・愛尼族・黎族・高山族など十数の民族が高床式住居を用いている。 

 

時代が下ると，地面を掘り下げた穴居と，地面から浮かせた高床式の双方を融合させた

家屋建築が発生し，さらに階級社会が到来すると，階級間の差別が物質的な富の分配だけ

でなく，居住形式にも反映されることになる。例えば，殷代の宮室遺跡が各地で発見され

ているが，当時にも依然として洞穴式穴居が見られるのであり，両者の併存は階級差の具
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体的表れであると言えよう。人々が穴居から脱し，木造建築が主となるのは西周初期にな

ってからである。 

 

西周時期はまだ四合院の出現はなかったが，四合院建築構造の特性のいくつかはすでに

当時の建築に見出すことができる。例えば河南省安陽県の殷墟において発掘された数十ヵ

所の宮室遺跡の配置からは，すでに南北方向の軸線の存在が窺われる。のち，宗法や礼制

上の必要から，主要建築物が中軸線上に配置される「閉合対称形式」をとる住居が次第に

普及していったことは漢代の明器や画像石の例からも多数窺えるが，ここから，後世の「塢

壁形式」や「多重院落」が発展していくのである。 

 

魏晋南北朝時期になると，四合院の特性を有する住居が更に増加する。さらに，仏教の

流行に伴って各地に遍く寺院が建立されたが，なかには高官が積善のために自らの邸宅を

仏寺として寄付する場合もあった。この場合，適当な位置に仏塔を建てる等の簡単な改築

を加えさえすればそのまま寺院として通用することから，四合院の特徴をもつ形式の邸宅

であるのが前提であった。 

 

典型的な四合院形式の建築は隋唐時期に出現した。当時の絵画資料や出土物に大量にみ

られるとおり，当時の四合院は配置的にもより規範的に整えられ，また貴族の大邸宅ばか

りではなく，農村の住居にまで普遍的に用いられるようになったのである。こうして宋代

以後は四合院形式が中心的位置を占め，明清以降はついに住宅建築の主流となったのであ

る。 

 

さて，中国古代建築の代表とも言える四合院形式は，敷地内の建造物・庭園等を縦横の

中軸線に沿って対称的に配置させるのが特徴である。まず，縦軸上に主屋を据え，庭の両

側に対称的に 2 つのやや小ぶりの建物を，2 番目に大きい建物を主屋の向かいに配置すれ

ば，家屋に囲まれた中庭が四角形を形作る。よってこれを四合院と称するのである。また

四方の家屋は通常，廊下や壁などでつなげられ，全体が閉鎖的な空間を形作る。この対称

構造・密閉された外観の両者は四合院の 2 大要素で，それぞれ中国古代社会の宗法と礼教

制度にかなう配置であるだけでなく，家人たちの居住場所を定めるのに適し，静かで快適

な生活空間を作り出す。このほか，家屋の数や形状・規模，ないし木構架建築の形体・様



 

87 

式・材料・装飾・色彩等に工夫を凝らすことで，いかなる気候・いかなる目的にも適合し

た建造物を形作ることが可能なのである。こうして，四合院は中国古代住居形式の主流を

占めただけでなく，宮殿・官衙・仏寺・道観・祀廟から陵寝にいたるまで，ありとあらゆ

る建造物の基本形式となりえたのである。 

 

住居としての四合院形式は，長い歴史を有するだけではなく，各地区に広範に分布して

いるため，環境や各地の習俗の影響もうけて，その構造にもあらゆる異同が見られる。と

くに南北方でその差異が顕著である。最大の違いは大門（「正門」のこと）の位置に見ら

れ，南方では中軸線上に，北方では南東ないしは西北角に配置されるのである。このよう

な差異が見られる原因は宋代に遡る。当時，河北省正定を中心に「北派風水学説」が流行

したとされるが，この学派の主張は，住居の配置は宮殿・廟宇と同様の南面中央ではなく，

八卦に基づいて縁起の良い乾・坤の方角に門を構えるべきというものであった。この場合，

西北が乾，南東が坤なので，道路を挟んで北側に位置する住居は南東角に，南側に位置す

る住居は北西角に「大門」を据えることになる。このような風水思想は，かつての北京地

区の住宅構造だけでなく，河北・陝西・山西・山東・河南等の各地における住居に一定の

影響力を有していた。しかし淮河以南，また東北地区の四合院は中軸線上に「大門」を配

すなど，明らかに華北のそれと異なっている。また自然条件による制限から，南方各地で

は庭園の敷地面積は北方よりせまいうえ，「楼層構造」の家屋も出現した。このタイプが

専門家に「一顆印」と呼ばれる住居である。 

 

このような南北間の差異のほか，四合院構造を基礎としたさまざまな派生型も出現した。

例えば西北黄土高原の「窑洞」は，黄土の断崖を直接掘って作られたものもあるが，なか

には長方形ないしは正方形の庭を中央に掘りこみ，その四方に窑洞をしつらえるという四

合院形式に酷似した配置のものも見られるのである。 

 

２． 

 

このように中国全土に遍く見られる四合院であるが，一般に四合院というと想起される

のはやはり北京であろう。北京の四合院は北京人の居住建築を代表するものであり，当地

の景観を形作るとともに，奥深い文化的要素を内包するものである。 
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 長い歴史を有する北京の四合院は元の大都に端を発し，城内の街道を中心として整備が

進められた。『析津志』には「大都街制，自南以至于北謂之經，自東至西謂之緯」とあり，

街道の両側には東西方向に胡同が通っていた。そして四合院はこの胡同の両側に配された

ので，胡同をはさんで南北に住居が建ち並んでいたことになる。 

 

その規模の大小にかかわらず，すべての四合院は「院」を単位として構成されていた。

四方に配された「院」と，それで四方に囲まれた中庭を基本とし，このユニットを「一進

四合院」と称する。もし「院」が 2 つならば「二進四合院」，3 つならば「三進四合院」

というわけであるが，なかには「七進」「九進」の大規模な四合院も存在した。一般には

これらの四合院は縦方向に並べられていくが，しかし胡同に囲まれた敷地ではスペース上

の制限もあって，「四進」以上の大邸宅には横方向へ広げられたものも見られる。その場

合，中軸線上の基本ユニットは「中路」，その両側は「東路」「西路」と呼ばれた。 

 

さて標準的な北京の四合院は「正房」・「廂房」・「倒座房」・「後罩房」等の建築群

によって構成されている。まず主屋である「正房」は，日照等の関係で，胡同の北側か南

側かを問わず，すべては南向きとされ，「台基」・「間架」ともに特別立派に作られてい

る。「正房」の多くは 3間ないし 5間で，7間はまれである。 

「正房」の両側にはやや小ぶりの部屋「耳房」がしつらえてあり，その多くは「台基」

・「間架」ともに「正房」より小さい。 

「正房」と直角に，それぞれ東西に「廂房」を，敷地の前方の「大門」左側には「倒座房」

が配される。後者は「正房」の向かい，すなわち反対側に位置するためにこう称される。

「後罩房」は「正房」の後方にあり，小さめの「間架」の北房によって構成される。 

 

北京四合院の多くは平屋であり，構造物の高さと南北方向の長さとの比は 3：10 である。

一方，山西省などの四合院建築は二階建てが多く，南方になるとさらに高層になり，この

比率に変化が見られる。例えば江浙一帯では 3：5，福建では 5：6 となる。 

 

以上の家屋のほか，北京の四合院にはさまざまな付属建築物がある。例えば風雨よけに

もなる「回廊」，内宅と外宅を隔てる「垂花門」などは，四合院建築の主役ではないにし

ても，色鮮やかな塗料や精緻な細工によって四合院を彩る装飾的要素になっている。 
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また，北京四合院は方形が基本であり，南北・東西方向の長さの比はほぼ 1：1 であるが，

山西では 2：1，陝西北部では 3：1 となり，これは当地の気候条件と密接に関係している。

このほか，四合院の中庭は家屋の採光に便なるほか，住人の活動や植物栽培の空間も提供

するなど，人と自然とのふれあいにも貢献している。 

 

３． 

 

800 余年に渡る北京城の歴史のなかで，四合院は人々の居住建築であっただけでなく，

北京文化の展示空間でもあった。北京の四合院文化について述べるなら，まずは大門に触

れねばならないであろう。大門は四合院の重要な組成部分であるが，旧時の縁組みは「門

當戸對」，すなわち門構えに代表される家の造り（家格）が釣り合うかどうかを重視した

ことからうかがえるように，大門へのこだわりはそれが戸主の職業・生活状況・社会的地

位を如実にあらわすものであった。『唐会要』によれば，封建的な統治秩序を確立するた

めに，唐代に朝廷によって爵位・品位による貴族の邸宅と大門の形式が明確に規定された。

この制度は清まで継承される。『清会典事例』に順治初年の規定が見られるが，それによ

ると親王府は「基高十尺，正門廣五間，後門三」，「均紅青油飾，毎門金釘六十有三」，

郡王府・世子府は「基高八尺」，「正門金釘減親王七分之二」，貝勒府は「基高六尺，正

門三間，後啓門一」「門柱紅青油飾」，貝子府は「基高二尺」「後啓門一」。「公侯以下

官民房屋，臺階高一尺」「柱用素油，門用黑飾」と定められていた。 

 

 朝廷は親王貴族府の第宅・大門を規定するのみであったが，公侯以下の住居の大門も戸

主の身分を示していた。一般の四合院の大門は「屋宇式」と「墻式」の 2種類に大別され，

「屋宇式」のほうが「墻式」よりも高位を意味する。「屋宇式」の大門はどの門柱を基準

に据えられるかによって，さらに「広亮門」・「金柱門」・「蛮子門」・「如意門」に分

けられる。「広亮門」は「屋宇」の中間にある「中柱」の間に据えられ，門の内部と外部

の空間はほぼ同面積になる。一方，「金柱門」は「中柱」より 1 本外側の「金柱」の間に

据えられるので，門の外側の空間の方が内側より狭まることになる。なお「蛮子門」は「檐

柱」にじかに据えるため，門の外側の空間はない。この 3 種はみな 1 間の広さがあるが，

「如意門」はそれより小型で，位置的には「蛮子門」と同じである。 

これらのなかでは「広亮門」が 1 番ランクが高い。「屋宇式」の大門をもつ第宅に住ま
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うのは朝廷官か，社会的な名流，あるいは富裕層である。「墻式」の大門はこれよりラン

クがさがり，主人の財力や好みによって簡単な装飾がほどこされているものの，多くは庶

民の住居であった。老舎が『四世同堂』で描写している祁家の住居がこのタイプである。 

 

旧時の四合院は大門の形態にこだわるほか，門飾についても多くの規定があった。唐代

の著名詩人，杜甫の詩に「朱門酒肉臭，路有凍死骨」という一句があるが，この「朱門」

は高官貴族の第宅を形容するもので，これも制度的に規定されていた。当時，門漆に対す

る規定は非常に厳格であり，公侯以下の官民の住宅は一律に「柱用素油，門用黑飾」とさ

れ，もし違反すれば厳罰が下された。1911 年の辛亥革命によって清朝が倒れた際，朝廷が

定めた規定も廃止されたので，胡同の両側にならぶ庶民の家にも朱門が日増しに増加し，

既に特権的なものでは無くなったのである。 

 

北京四合院建築は味わいや縁起の良さを重視する。家柄の上下にかかわらず，大門内に

は「影壁」があり，雑然とした内部を見せないようにするとともに，住人のプライバシー

確保も兼ねていた。一般的な「影壁」には 3種類あり，まず「廂房」の「山墻」や「隔墻」

の外から独立しているものは「一字影壁」と称される。また「影壁」と「山墻」が一帯と

なっているものなら「座山影壁」，胡同の向かい側にあって宅門と相対している場合には，

並び方からそれぞれ「一字影壁」・「雁翅影壁」と呼ばれる。さらに，影壁が大門の東西

に位置し，大門に対し 120 度ないし 135 度の角度で「八」の字を形成しているものを「反

八字影壁」「撇山影壁」と称する。「影壁」は四合院の付属物ではあるが，四合院全体の

風格と符合する文化的特性を有し，精緻な彫刻や上部に刻まれた縁起の良い言葉はどれも

住人の幸福と平安を希求する気持ちが込められているのである。 

 

「二進」以上のランクの四合院は，一般に廂房の南側のラインに沿って隔墻を設け，こ

れによって全体を内外に分かつ。隔墻より内側，つまり北房・廂房に囲まれた部分を「内

宅」，隔墻より外側の「倒座房」などを「外宅」と称する。大門と 2 門の間に位置する建

物は四合院の主体ではないが，やはり様々なこだわりがみられた。一般の四合院では，大

門を入ってつきあたりの「影壁」の左右にそれぞれ「月亮門」が置かれ，左側の月亮門を

通ると小さな建物がある。これは「南房」，あるいは南向きのため「倒座房」と称される。

旧時の風流人はこの南房を客室や若い令息の書房とした。一方，影壁の右側の月亮門を入
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るとより小さい「南房」があり，これは私塾や使用人の住まいとして用いられた。小規模

の四合院にはこれらの建物がないものもある。 

内・外宅は，中軸線上に位置する「垂花門」を通って行き来できる。この門は俗に「二

門」ともよばれ，多くの建築様式を有する。なかでもよくみられるのはいわゆる「一殿一

巻」式で，四合院全体の建造物には材料本来の色合いのままであるが，二門すなわち「垂

花門」のみが，調和性に富み，典雅な色遣いを用いた色鮮やかな美しい装飾が施されてい

るのである。特に門の傍らの「垂花柱」の文様は凝ったものである。この門は冠婚葬祭な

ど特別の場合以外は使われることがなく，普段は側面から出入りする。 

 

二門を抜けると内宅である。日照との関係で，どんな配置の四合院にもかかわらず，南

向きすなわち北側に位置する北房が「正房」とされる。東西方向にあるものは「廂房」で

ある。「正房」と「廂房」の間は人の通行ができ，風雨も避け，休息場所にもなる「抄手

游廊」によってつながっている。内宅は四合院の主体であり，なかでも北面する「正房」

は院内最大の建造物である。清朝は親王・貝勒の府第について，大門の形態のほか，正殿

の広さ・「基高」・色・屋根飾り等について仔細に定められていた。当然，庶民の四合院

の「正房」は王府のそれより小ぶりであるが，それでも「台基」や家屋のサイズは他のど

の建造物より大きく，一般に 3、5 間はある。また「正房」の両側には「進深」・高さとも

にやや小振りの建物があり，これは「耳房」という。 

四合院内の建物は整然と格付けされており，ここには中国人の伝統や観念が反映されて

いる。『周礼』によれば数千年前にすでに形成されていたという「前朝後寢」という観念

は，宮殿の機能的な配置や住居構造にも反映していた。例えば大型の四合院の一進めにあ

る北房は多く貴人の接客に用いられる「庁房」として使用されるが，小型の四合院はその

ようなスペースの余裕がないため，北屋（本来はここが住人の住まいである）の両側の「套

房」に居住して，中央の「中庁」を接客に用いていた。旧時，内宅の部屋割りはかなり厳

格で，もし一族数世代が同居する場合，輩行がもっとも高いものが北房に住み，東西の廂

房に子や孫の世代が住むのが一般的であった。厨房は多くは東院に設けられ，東の廂房の

「後墻」に門を設けて厨房とつなげる。よって，旧時は「竈王爺」（かまど神）を「東厨

司命」と称していたのは，おそらくこのことから来ているのであろう。 

 

やや大型の四合院において，最も奥にある「正房」は「後罩房」と称されるが，ここに
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「後罩楼」（楼房：2 階建て以上の建物）を設けて令嬢の居室（「绣楼」）にしつらえる

こともあった。奥まったところにひっそりとたたずむ「後罩楼」の存在は作家たちの想像

力を大いに刺激し，いつの時代にもここを舞台とした恋愛物語が数多く描かれたのである。 

 

また凝ったつくりの四合院には「屋墻」と「院墻」の間に「更道」が設けられた。これ

は「更夫」（夜警）が夜回りをするためのもので，あまり知られていない存在であるが，

『紅楼夢』の読者であったら王熙鳳が賈蓉・賈薔に夾道において賈瑞をからかわせたとい

うエピソードを想起されるであろう。この夾道がすなわち「更道」のことである。 

 

房屋建築のほか，四合院全体の住環境に欠かせないのが中庭の草花や，屋内の家具，軒

や屋根の飾り煉瓦や色鮮やかな絵などである。そして庭の草木にしても，1 本 1 本に意味

あいや思い入れ・こだわりが込められているといっても過言ではない。例えば旧時，石榴

や夾竹桃など吉祥を象徴する木を植えることが多かったが，一方で桑や棗の木を植えるこ

とはタブーであった。魯迅が『野草』において「院中有兩棵樹，一棵是棗樹，另一棵也是

棗樹」と記しているのは，あるいは人々の意識が時代を下るにつれて変化した証しであろ

うが，しかし旧時のタブーの記憶は依然として存在していたのだろう。だからこそ魯迅は

あえてこのような筆致でもって，（旧来は不吉とされていた）2 本の棗の木の存在を強調

したのかもしれないのである。 

 

四合院は中国文化を体現する 1 つの小宇宙であり，北京の人文風景の象徴でもある。風

雨や歳月に晒されてすでに往年のきらめきを失った四合院であるが，瓦の 1 つ，石の 1 つ

に歴史に対する追憶や中国文化への憧憬が込められている。時代の変遷にともない，都市

の様相も多大な変貌を遂げ，新しい建造物が往時の四合院に取って代わって周囲にそびえ

立ち，四合院はますます骨董品と化してしまった。四合院の時代もすでに過去のものとな

り，北京の歴史も新しい段階を迎えたのであろう。 
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