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なにはや歴史講座（第 90回）レジュメ                         2017年 10 月 

 

 

考古学から見る龍の源流 １ 

― 遼河流域の考古発見を中心に ― 

 

 

一、龍・竜とは何か？ 

古代中国の文献史料によれば、龍の定義は下記の通りである。 

１、龍，鳞虫之長。能幽能明，能細能巨，能短能長。春分而登天，秋分而潜淵。 

『説文解字』より。 

２、麟、鳳、亀、龍，謂之四霊。『礼記 • 礼運』より。 

３、甲虫三百有六十，而龍為之長。『孔子家語 • 執辔》より。 

４、飛龍在天。『易 • 乾』より、など。 

 

 

漢字における「龍」の変遷 

 

この変遷過程から分かるように、時代的には、「竜」は「龍」より古い。最初は頭と胴体部

を中心に表現したが、後に鰭や爪などが付加され、「龍」といった複雑な書き方になったであ

ろう。特に爪が付加されるのは、皇帝や高級貴族らの身分の協調と密接な関係があると推測

される。 

ブリタニカ国際大百科事典やデジタル大辞泉では次のように解釈している。 

一般的には、龍は古代中国の想像上の動物と考えられる。「りょう」とも読む。麒麟，鳳凰，

亀とともに四霊の一つで，また白虎，朱雀，玄武とともに青竜として四神の一つ。常に深淵

にすみ，雷雨とともに昇天し，自由に飛行する神通力をそなえるといわれる。水神，農耕神

としての性格をもつ。四神の青竜は東方を司り，旧暦 4 月に現れる星で象徴される。日本に

伝来して，仏教の影響で八大竜王などと呼ばれ，水神，稲妻信仰による農耕神となった。 

また、中国では鱗介類(鱗や甲羅を持った生物)の長（かしら）だとされる。竜は平素は水

中にひそみ，水と密接な関係をもち，降雨をもたらすとされる。しかし竜のより重要な性格

は，時がいたれば水を離れて天に昇（のぼ）ることができるという点にあり，この地上と超

越的な世界を結ぶことに竜の霊性の最大のものがある。仙人となった黄帝が竜に乗って升天

したり，死者が竜あるいは竜船に乗って崑崙山に至るとされるのも，竜のそうした霊性を基

礎にした観念である。 

１、想像上の動物。体は大きな蛇に似て、4 本の足、2 本の角、耳、ひげをもち、全身鱗(う

https://kotobank.jp/word/%E5%8B%95%E7%89%A9-104095
https://kotobank.jp/word/%E9%9D%92%E7%AB%9C-533667
https://kotobank.jp/word/%E7%AB%9C%E7%8E%8B-149502
https://kotobank.jp/word/%E5%B4%91%E5%B4%99%E5%B1%B1-67661#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E9%9C%8A%E6%80%A7-412095
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ろこ)に覆われている。多く水中にすみ、天に昇り雲を起こして雨を降らすという。中国では、

鳳(ほう)・亀(き)・麟(りん)とともに四瑞(しずい)として尊ばれる。竜神や竜王はこれを神

格化したもの。たつ。 

２、「ドラゴン」に同じ。 

３、将棋で、飛車が成ったもの。成り飛車。竜王。 

４、紋所の名。1 を図案化したもの。 

５、名詞の上に付いて、複合語をつくる。 

① 天子、または天子に関する物事の上に付けていう。「竜顔」「竜車」。 

② 特に、すぐれている、りっぱであるなどの意を表す。「竜馬(め)」「竜姿」。 

 

有名な民俗学者、もと国学院大学教授の野村純一先生は下記のようにまとめている。  

竜は想像上の動物。胴体はヘビ、頭にはシカのそれに似た角が 2 本あり、口のところに長

いひげを生やし、背には 81 枚の堅い鱗(うろこ)をもち、4 本の足にはそれぞれ 5 本の指を備

えた巨大な爬(は)虫類として描かれる。タツともいう。 

中国では、古来鱗虫の長とされ、麟(りん)、鳳(ほう)、亀(き)とともに四瑞(しずい)の一

つとして神霊視された。仏教では八大竜王といって 8 種の竜王がいるが、そのなかの娑伽羅

(しゃがら)竜王が海や雨をつかさどるとされることから、航海の守護神や雨乞(あまご)いの

神として信仰される。 

日本の民間で、雨乞い祭りの際に、竜が住むという池の水を用いたり、またその池で行わ

れたりするのは、この信仰と同一である。山岳宗教で名高い戸隠(とがくし)山には九頭竜権

現(くずりゅうごんげん)が祀(まつ)られているが、この竜の住む池がやはり雨乞いの祈願所

になっている。大雨や洪水などの現象を竜の怒りとする言い伝えにも、竜が水をつかさどる

という意識が表れている。 

一方、海神とのかかわりが指摘されるものに、記紀神話の豊玉姫(とよたまひめ)説話があ

げられる。海神の娘である豊玉姫がお産のために産屋(うぶや)に入り、本(もと)つ国(くに)

の姿になったようすを『日本書紀』では竜になったと記している。現在でも漁民の間では、

竜は豊漁や海上安全を守護する海神として信仰されている。その漁民の俗信のなかに、海上

で金物類を落としてはならないとする禁忌があるが、それは鉄を竜神が嫌うからだといわれ

る。一般に鉄を嫌うのは蛇とされる。このことは、竜神信仰の根底に水神の表徴である蛇信

仰の存するのを教えてくれる。 

 竜はまた雷神ともかかわりが深い。竜は中空を飛行して雨や雲をおこしたり、蛇の形をし

た稲妻を放つとされる。「竜天に昇る」ということばは、聖人が天子につくことや英雄の華や

かな活躍のたとえに用いられるが、まさに竜が天に昇るような勢いの謂(いい)であろう。中

国では竜が雨雲にのって昇天するという考え方が古くからある。 

日本でも同様な考え方はあって、竜神は竜巻のときに昇天するのだという。 

沖縄には次のような昔話がある。男が桑の木の根元に寝ているハブをみつける。目を覚ま

したハブは仙人に姿を変え、山で千年、海で千年、丘で千年過ごすと天に昇って竜になれる

が、それを人に見られては昇れないので、このことを絶対に他言しないという約束で昇天す

https://kotobank.jp/word/%E7%AB%9C%E7%A5%9E-149670#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E7%AB%9C%E7%8E%8B-149502#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3-106158#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E9%A3%9B%E8%BB%8A-609948#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
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る。男は約束を守り一時裕福になるが、あるときうっかり口にしてしまい、以後はもとの貧

乏に戻るという内容の話である。 

青森県の話には、大蛇が、桂(かつら)の大木がじゃまになって昇天できないと木こりに訴

える。そこで木こりはその桂の木を伐(き)って昇天させたという例がある。 

地上の蛇が年月を経て昇天し竜になるというモチーフは、蛇信仰が竜神信仰へと変化して

いく過程とみなされる。 

 竜のすみかは竜宮とよばれ、その場所は洞窟、湖沼や海の底にあるとされる。竜神は乙姫(お

とひめ)様と住んでいるという。そうした竜宮に関する説話のなかで、よく知られているのが

「竜宮淵(ぶち)」の伝説である。その淵が竜宮に続いているといって、ときおりその淵から

機(はた)織りの音が聞こえてくるとか、またその淵に必要な膳椀(ぜんわん)を貸してくれる

ように依頼すると用意してくれるという。ただし心がけの悪い者がいて返さなかったために、

貸してくれなくなったと伝えている。 

昔話のなかには、人間が竜宮を訪問するというモチーフの話がいくつかある。その代表的

な例が「浦島太郎」である。古くは『丹後国風土記(たんごのくにふどき)』や『万葉集』に

もみえる。同系統の話としてほかに「竜宮童子」「竜宮女房」といった昔話もある。「竜宮童

子」は、貧乏な男が薪(まき)を水中に投下すると、そのお礼にといって亀(かめ)が竜宮に案

内する。竜宮からの土産(みやげ)にハナタレ小僧をもらう。その小僧をだいじにすると豊か

になるが、慢心して粗末にするので元の状態に戻ってしまうというのがその内容である。「竜

宮女房」は、竜宮から嫁にきた女房に対して、権力者が横恋慕して難題を課してくるが、女

房の知恵で解決し幸福に暮らすという話である。これらの話には、神に選ばれた人間が竜宮

を訪問し、富を得るという共通した要素がみいだされる。古代には竜宮は常世国(とこよのく

に)ともよばれ、それは一種の理想郷であり、同時に富の源泉として意識されていたのであっ

た。そうした信仰が説話に反映されているのである。 

 ヨーロッパの昔話に「竜退治」という話がある。犬を連れた若者が、王女をいけにえに求

める竜を退治し、王女と結ばれるという内容の話である。日本の昔話では「猿神退治」に相

当する。一般にヨーロッパの竜は、大ヘビを形象化したもので、悪神の化身のように考えら

れている。宝物などを守っているが、ついには英雄や神々に殺される運命にある。東洋の竜

は総じて、現実生活と結び付いて人々に幸福を招来する善神としての傾向が強い。敵対する

よりは調和を求めようとする一面は、その民族的性格を反映しているようである。  

以上、野村純一先生の解説である。  

 

また、世界大百科事典によれば、竜は世界中ほぼすべてのところから見られる。 

 

【池】より 

…蛇は昔から繁殖，農業，再生の象徴とみなされ，したがって繁殖の象徴である湖と関係が

あった。すなわち蛇(または竜)は水神で，湖の中に住み，洪水を起こしたりすると考えられ

た。また湖には，鐘が沈んでいるという沈鐘伝説，寺院が沈んでいてときとしてその鐘の音

がきこえるという沈める寺伝説，白鳥の湖伝説など種々の物語がまつわり，劇，音楽，バレ
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エなどの題材にもなっている。… 

【ウナギ(鰻)】より 

…ごく小さなウナギをメソ，メソッコと呼び，頭をつけたままさき，串に巻きつけて焼く。

これを竜の姿で剣に巻きついた俱利迦羅竜王（くりからりゆうおう）に見立てて俱利迦羅焼

きという。土用の丑（うし）の日にウナギを食べる風習はうなぎ屋の商策に出たものである

が，暑中の栄養補給からみて当を得ており，1820 年代には行われていた。… 

 

【雷】より 

…同時に御霊信仰は，人間にとって恐るべき神の存在を強く押し出したものであるため，こ

れによって雷の性格が決定されることになった。 中国においても雷は竜と連想されており，

水の乏しい時期から雨の多い季節に移り変わる 6 月のころに雷鳴や稲妻を伴う降雨が大旋風

の後に乾ききった大地の上におとずれるありさまが深い印象を古代人に与え，竜が地中から

天に上るというような考えを生み出したといわれている。華北では雷神は太鼓と連想され，

また車に乗って遊行すると考えられている。… 

 

【気】より 

…そのコースを〈地脈〉という。風水説では，この地脈を〈竜〉とよび，そのなかでも生気

のわだかまる所を特に〈穴〉とよび，そこに墓を営むと生気が死者の肉体を媒介にして子孫

に感応し，その家は栄えるという。このように大地は，気というエネルギーに充たされた，

一個の巨大な生命体と考えられていたのである。… 

 

【サタン】より 

…使徒時代以後は，キリスト復活によってサタンは一度敗北したが，絶えず神に敵対し策謀

をめぐらすものとして，また反キリスト教勢力を動かす力として言及される。サタンは，エ

デンでイブを誘惑したヘビや，ミカエルによって天上を追われた竜とも同一視される。 

 西洋美術にはサタンはひんぱんに登場し，その姿は多様である。… 

 

【女媧】より 

…文献的には戦国期以後のものにみえ，人作りしたことは《楚辞》天問に，また共工が顓頊

（せんぎよく）に敗れて怒って天柱を折り，女媧がこれを補修したという補天の話は，《淮南

子（えなんじ）》覧冥訓にみえる。その身は竜体で，同じく竜体の伏羲と下体が相交わる神像

として，のちまでも行われた。【白川 静】。… 

 

https://kotobank.jp/word/%E7%AB%9C-149484#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E9%A2%A8%E6%B0%B4%E8%AA%AC-122971#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
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後漢時代の画像石－「伏羲女媧」図 

 

 

 左：後漢時代の画像石、伏羲女媧の下に北方の守護神玄武が見られる。 

右：新疆トルファン唐墓の伏羲女媧図、西域人の顔が特徴、もとは棺蓋の幡。 

 

【ナーガ】より 

…ヒンドゥー教の神名。〈竜〉と漢訳されたが，本来は中国の竜とは異なり，蛇，とくにコブ

ラのことである。蛇神崇拝はすでにインダス文明において存在したと推測される。… 

 

【八部衆】より 

…大乗経典に仏の説法の聴衆として登場する。天竜八部衆ともいう。(1)天(デーバ deva) 神

のことで(deva はラテン語 deus と同系)，帝釈天をはじめとする三十三天など。… 

 

【弥生土器】より 

…なお奈良県唐古遺跡を中心とする近畿地方では，IV期(中期末)に鹿，高床建物，人物など

https://kotobank.jp/word/%E5%B8%9D%E9%87%88%E5%A4%A9-91259#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
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を土器に描くことが始まり，九州，関東に及んだ。V 期(後期)に入ると絵画よりも記号風の

表現が多くなるが，竜を描いたものも数例あり，水を呼ぶ想像上の動物としての竜の知識が

伝わっていたこともわかる。 

 教科書や概説書などでは，縄文土器と弥生土器が明瞭に識別できるかのように記している

ものが多い。… 

 

【妖怪】より 

…一つは，素戔嗚（すさのお）尊の八岐大蛇（やまたのおろち）退治の神話や源頼光の酒呑

童子（しゆてんどうじ）退治伝説にみえるように，呪力や武力で威嚇して追い払ったり退治

したりするという方法であり，いま一つは，妖怪と一定の関係を結ぶことを通じて制御可能

なものにする，すなわち，妖怪を恒常的もしくは一時的に〈神〉としてまつり上げることに

よって妖怪の邪悪な側面を封じ込め，さらには幸福をもたらす霊的存在に変化させようとす

る方法である。たとえば，《常陸国風土記》にみえる，人々を苦しめる竜蛇の姿をした〈夜刀

神（やとのかみ）〉は，その一部は退治されるが，残りは神社を作ってまつられることで人々

の氏神･守護神となっている。民間でも，邪悪な妖怪を小祠に封じ込めたり，村落の外にまつ

り捨てたりすることで，その邪悪な側面を除去しようとした。… 

 

 

 

二、考古学から見る龍の源流 

考古発見から見る限り、竜のような姿は今から大よそ７～８千年前の査海文化遺跡から初

めて現れる。 

 

査海遺跡の石龍（長さ 19，7ｍ、幅約２ｍ） 

 

 査海遺跡は現在の遼寧省阜新蒙古族自治県査海村にあり、西遼河流域に属する。同流域に

おける最も古い新石器時代の考古学文化の一つとして認識されている。 

 査海文化（内蒙古では興隆窪文化と呼ぶ）の後、この流域では、趙宝溝文化、紅山文化、

小河沿文化へと新石器時代文化が続き、後に青銅器時代の夏家店下層文化（約４千年前から）、

魏営子文化（平頂山２期文化）、夏家店上層文化（東胡系文化）が続き、その後は中原文化（諸

侯国の燕国の文化、紀元前３世紀の初め頃に起きた、燕昭王の将軍・秦開が「北却東胡、東

撃朝鮮」の大戦争が起き、燕はその土地を以て遼西郡、遼東郡を設置し、（燕）長城を築くな

ど（『史記』に関連記事がある）、土着文化の流れが乱れ始める。秦の始皇帝の時にも遼西郡

https://kotobank.jp/word/%E5%A4%9C%E5%88%80%E7%A5%9E-1116660#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%9C%E5%88%80%E7%A5%9E-1116660#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%88%E9%9A%86%E7%AA%AA%E6%96%87%E5%8C%96
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を維持し、部分的に支配したと見られる。この戦争によって、東胡は蒙古草原に後退し、後

に鮮卑、烏丸（烏桓）といった二つの集団に分かれ、西側の匈奴と併存しながら、遅くとも

後漢時代後期から次第に南下し、結局、拓跋鮮卑による北魏王朝を建てるなど、中国歴史舞

台で大きな役割を果たした。一方、東にある慕容鮮卑は後漢時代後期から遼西に南下し、三

燕王朝を建てるなど、東北アジアの歴史舞台で大いに活躍した。その内、高句麗との交流関

係は朝鮮半島にも大きな影響を与えた。 

燕の秦開の出兵によって、古朝鮮も大きな打撃を受け、遼東地方（医巫閭山以東）を奪わ

れ、東へ約２千里後退し、「満潘汗」、つまり現在の鴨緑江、または清川江を境に燕と対峙し

たと、『魏略』に記されている。『漢書・朝鮮列伝』によれば、この古朝鮮の王座を奪った燕

人の衛満（衛氏朝鮮）も約１００年間に渡って王検城（即ち後の平壌城）を都としていたが、

紀元前１０８年に漢の武帝によって滅び、楽浪郡をはじめとする朝鮮四郡の歴史が始まり、

『漢書・地理志』に見られる「楽浪海中倭人あり…」のような日本列島との交流が初めて文

献史料に登場し、当時日本列島への地理的座標は楽浪郡であったが、後漢時代後期の公孫氏

が設けた帯方郡によって、地理的座標が後者に移ったことが『魏志・倭人伝』の冒頭に見ら

れるようになった。 

このように、西遼河流域は中国新石器時代の三大文明圏（黄河文明、長江文明）の一つと

して注目されている。特に龍が定型化したのは遅くとも紅山文化から始まったと考えられる。 

Wikipedia などの解説によれば、紅山文化は河北省北部から内モンゴル自治区東南部、遼

寧省西部に紀元前 4700 年頃-紀元前 2900 年頃に存在した新石器時代の文化である。万里の長

城より北方、燕山山脈の北から遼河支流の西遼河上流域付近にかけて広がり、農業を主とし

た文化であり、玉龍、女神などを重んじたと見られる。 

紅山文化の名は、内モンゴル自治区の赤峰市で発見された紅山後遺跡に由来する。1908年、

満蒙調査を行っていた考古学者の鳥居龍蔵が発見し、1935 年に濱田耕作（浜田青陵）や水野

清一らにより大規模な調査が行われた。戦後各地で発掘が相次ぎ、彩陶と細石器に特徴付け

られるこの文化は 1954 年、紅山後にちなんで紅山文化と命名されている。 

紅山文化の主な遺跡は西遼河上流の支流、潢水および土河の流域に広がっている。その年

代は現在から 5000 年以上さかのぼり、南の黄河流域の仰韶文化の中期および晩期に相当する。

発見された石器は打製石器・磨製石器・細石器などであり、そのほとんどは農具で、石耜・

石犁・石鋤などのすき類が多い。 

紅山文化の陶器は、泥質紅陶および夾沙灰陶の 2 種類に分けられる。泥で作り筆で絵付け

した彩陶（彩文土器）は煮炊きや食事などに使われ、紋様が刻まれた夾沙灰陶は食事の盛り

付けなどに使われた。そのほかの陶器では、妊婦をかたどった胸像が各地から出土している。

紅山文化では仰韶文化のような彩陶文化は発達しなかったが、龍山文化の黒陶の洗練された

造形には近いものがある。また後期の遺跡からは青銅の環も発見されている。 

紅山文化では農業が主で、家畜を飼育しての畜産も発達しておりブタやヒツジが飼われた。

一方では狩猟や採集などで野生動物を狩ったり野草を採ったりすることもあった。 

http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=p9eqbtZV3iiTUL3JE3GQlexul5c5pQyJeQHiZ9BPezds983Onq2o_u7I3MyA8jhx1RdI3RDf9BMCQWcC_exAbBAPDekjhpuWSMBNs3ttLmlDzqkW6JnhKL1OvnVVo0XFUPLzeP3p1rCEaFmo3hFu_uynmYVBU1JO2i9Gf75YX1XkYpKiqCRQiSTnzwwEgBY_R6UdDOZ0sgAr8vvUPoTvIiz0UIT7Qz5ubc6kiPDskvmt9NfV.vqlVy9rypl5N7mrq.gneuUrtTfgnkW_VEX4eOHmLsA9/_ylt=A2RCqnOAmpNaKjwAhYyDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=13ef44m7f/EXP=1519723584/**https%3A/ja.wikipedia.org/wiki/%25E7%25B4%2585%25E5%25B1%25B1%25E6%2596%2587%25E5%258C%2596
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%8C%97%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BC%E5%AF%A7%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BC%E5%AF%A7%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D4700%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D2900%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%9F%B3%E5%99%A8%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E9%87%8C%E3%81%AE%E9%95%B7%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E9%87%8C%E3%81%AE%E9%95%B7%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%95%E5%B1%B1%E5%B1%B1%E8%84%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BC%E6%B2%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%81%BC%E6%B2%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%B3%B0%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/1908%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%85%E9%BE%8D%E8%94%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1935%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%B1%E7%94%B0%E8%80%95%E4%BD%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%87%8E%E6%B8%85%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%87%8E%E6%B8%85%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BD%A9%E9%99%B6&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E7%9F%B3%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/1954%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%83%B3%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%B2%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%B0%E9%9F%B6%E6%96%87%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%93%E8%A3%BD%E7%9F%B3%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%A8%E8%A3%BD%E7%9F%B3%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E7%9F%B3%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BD%A9%E6%96%87%E5%9C%9F%E5%99%A8&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%B0%E9%9F%B6%E6%96%87%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E6%96%87%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E9%8A%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%9C%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%A9%E7%8C%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A1%E9%9B%86
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紅山文化の玉龍と出土地－内蒙古翁牛特旗三星他拉遺跡（中国国家博物館所蔵） 

 

遼寧省牛河梁祭祀遺跡群と石棺墓から出土した玉（猪）龍 

 

 

紅山文化の宗教センター遺跡－牛河梁遺跡 

今年も遼寧省文物考古研究所と中国社会科学院考古研究所が牛河梁遺跡で共同調査を行っ

ている。 

この遺跡では、これまで数十年の発掘調査の結果、平面円形、方形の積石塚を複数確認し、

（祭）壇、（女神）廟、墓塚を一体とする同文化の巨大な祭祀センターであることが分かった。 

特にその集大成である調査、研究成果が同遺跡で長年にわたって発掘調査を担当した、もと

遼寧省文物考古研究所研究員、現在中国人民大学歴史学院の呂学明教授が中心となって完成

した同名の報告書が出版された。 
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文物出版社、2012 年、北京 

 

 

牛河梁祭祀遺跡群の中の積石塚 

 

 呂教授は吉林大学考古学科出身で、兼ねてから故郷の考古学に関心があり、特に先史時代

と青銅器時代考古学に夢中になって調査研究を行なってきた。 

 この報告書を読みながら感じたのは、紅山文化が遼河流域の新石器時代文化として、高度

に発達した農耕文化が漁撈文化などを吸収しながら、また彩陶土器の大量の発見から、黄河

中流域の同時代の仰韶文化との密接な関係が窺われる。紅山文化の玉龍を地元の自生とみる

か、または黄河流域との交流から生まれたと見るかはこれからの研究課題である。なぜかと

いうと、査海文化の石龍は体をほぼ水平に延ばして走っている姿を呈するが、紅山文化の玉

龍がＣ字型のように曲がっていることは、恐らく系譜の違いによる産物だろう。今後、他地

域との比較研究も欠かせないと考えている。 

一方、積石塚の底部に立派な石棺墓が造られ、その中から男性の人骨や玉龍など、様々な

玉器が副葬されることは、最初の祖先崇拝からある程度特定された偉い人物のみが埋葬、祭

られる現象から見る限り、当時の社会はもう既に母系時代から男性優位の時代に移り変わる

過渡期にあたると考えられる。 

（注：写真は『中国画像石全集』、『中国壁画墓全集』、各遺跡の発掘調査報告書から引用した） 
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