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中国ではいま、盛んに各種の遺跡が発掘調査され、歴史研究プロジェクトも活気を

帯びてきたようである。そして、古代日本との関係で注目される集落や都城などの研究

成果も近年、次第に明らかにされつつある。 

 

●半世紀で激変 

「中国の春秋戦国時代以前の歴史はよく解らない」「殷のことは、まだ大分怪しい所

があり、確かなことは解りかねる」。1950年代初めには、このような見解が学界で多かっ

た。それから半世紀。現在ではすでに夏、殷、周 3 つの中原王朝が 4000 年ほど前以

降には順次、誕生していたことがほぼ確実になっている。中国の学界の一部はすでに、

神話時代の「実証」にも挑んでいる。 

 

●邑・都市国家から帝国国家へ 

古代中国で周囲を壁や樹木で区切って営まれていた大小の集住地を邑と呼ぶ。家畜

の逃亡を防いだり、戦いのためだったりしたと考えられる。壁などが築かれ、内部では

一族の宗廟や社を中心にして王が統率。周辺の人々をも支配して農耕地を取り込ん

で都市に発達していった。春秋時代(前 722～前 481)の中頃までの、このような都市国

家を「邑制国家」ともいう。有力な一族が営んだ邑が都であり、支配された邑を属邑や

鄙邑と呼ぶ。 

春秋時代の頃までの中国大陸には都市国家が散在していた。そのうちの大国が夏

と殷、周の各王朝であり、戦国時代頃から鉄器の普及などで新しい社会になった。そ

して戦国の激突を含む活気と経済的な発展を経て、秦帝国が「天下統一」にこぎつけ

た、とされる。その「きざし」が新石器時代の半ばにあらわれる。環濠集落遺跡である。 

 

・宮は御屋(家)。皇居から神社、皇族にまで意義が拡大。 

吉野美夜(古事記・上) まれに寺院も=不得入堂宮(日本書紀・推古紀訓) 

・都=宮処 奈良美夜古(万葉集・5・806)→都会 

・都市=都会、都邑 一定の区画があり、その地方の中核をなす。都市国家 



・ポリスと都市国家(翻訳問題) 

 

●城郭の起源（宮崎市定氏） 

・山城式 洪水の被害を免れるため、古代中国の平原地帯では小高い岡に城が造ら

れ、内部に王者の宮、宗廟などを置き、人民は斜面など城下に住む。 

・城壁式 密集する民家を包み、周囲に多くの場合は方形の城壁をめぐらせる。一部

のモダンな都市を除き、現代の中国でみられる形式だ。 

・内城外郭式 防御線が二重になっている。君主や宗廟の神聖な内側が城、外側が

郭で一般民はその 2つの線の間に住む。 

 

●夏・二里頭遺跡の発見 

中国科学院考古研究所の徐旭生は 1959 年、幅広く古代遺跡の踏査を進めるうち

に、以前から殷の関連遺跡とされていた河南省偃師市の二里頭遺跡一帯に到達。2

キロ四方ほどの地上にも散乱する土器類などの様相から 70年代、同研究所の発掘調

査が始まる。100 メートル四方ほどの版築基壇を持つ宮殿跡らしい遺構や青銅器、玉

器などが見つかり、科学的な放射性炭素法の測定で夏の可能性が出てきた。 

 

●国家の学術プロジェクト始動 

中国の歴史、考古、天文字学をはじめ関連する学問分野を総合する国家プロジェ

クト「夏商(殷)商断代工程」が 1996年に発足。ほぼ 2キロ四方の二里頭遺跡から 1999

年、東端で幅約 10 メートルの溝が見つかり、全体を取り囲んでいた環濠の一部と推測

されている。膨大な出土品もあり、ここをほぼ夏王朝の地と判断した。これまでに、6 つ

の宮殿遺構が確認されたと中国側は発表している。うち 1号宮殿は基壇が東西 107 メ

ートル、南北 99 メートルで東南端が 20 メートルほど張り出し、面積は約 1 ヘクタール

にのぼる。この基壇は、地面を 1～2 メートル掘り下げてから棒で何層も突き固める版

築工法で、元の地上に約 80 センチの高さで築かれていた。基壇に沿う木骨の土壁と

その内側の回廊がある。北寄りの正殿はさらに基壇(高さ 10～20 センチ)を東西 36×

南北 25 メートルの規模で築き、30×11 メートルの木造寄棟建物を建てていた。梁行 8

間、梁行 3間で柱間 3・8 メートル、板か草葺きの屋根は四方の庇を二重にして壮大に

みせかけた。 

 

●夏王朝 4000年前に始まる？ 

その前面に広がる中庭には、1000人は収容できる、という。ここで宮廷儀礼が繰り広

げられたようだ。周代初め、康王の即位儀礼を記した『尚書』の記録から復元できる建

物によく似ている。南端中央には柱間 3・8 メートルの 3 通路を持つ南門、門前からは

10 メートル以上のスロープ状道路が建設されていた。内部には正殿ほか東端の小規



模建物が 1棟あるだけだ。断代工程は公式見解として、夏王朝の始まりを前 2070年、

殷王朝に替わるのが前 1600 年、周は前 1046 年となっていた。古典籍なども動員して

結論づけた。しかし 2005 年には AMS(加速器質量分析)による放射性炭素測定年代

で、夏の二里頭文化Ⅰ式の開始が前 1750年とされるなど、その時代をめぐる論争、科

学技術を巡る混乱はしばらく続きそうだ。 

 

●玉と青銅器、装身具… 

二里頭遺跡からは数多くの玉製品が出土した。玉器は現代中国でも極めて尊重さ

れる貴重品だ。儀礼用の笏に似た装飾品の璋、武器としても活用できる刀、斧、戈

（圭）、鉞などと、柄の形をした棒状の製品などである。玉は単なる装飾品ではなく、権

力の象徴である。新石器時代の重要な墓などからも見つかっていて、「玉の王権」とい

う用語もある。玉の一種でもあるトルコ石を銅板にモザイク状に嵌め込んだ「獣面銅牌」

という銅器が 3基の墓から見つかった。装身具らしい。トルコ石で飾った杖は全長約 70

センチ。白玉で眼や鼻を表現し、くねった体と銅鈴を吊り下げていて、全体が龍の形を

している前例のないものだった。「龍状杖」と呼ばれている。夏王朝の全容がようやく解

明されつつある。 

 

●殷墟の解明 

まず蕫作賓、さらに李や夏鼐といった考古学者たちが加わり、甲骨文をはじめ様々

な手がかりを求めて殷墟の発掘調査に 1928 年以来、取り組む。国共内戦を経て大陸

に夏鼐や郭沫若たちが残ったものの、李済や蕫作賓たちは甲骨や殷墟関係資料とと

もに台湾に渡り、その多くが台湾で刊行される。改革・開放路線による 80 年前後から

の留学再開や学術交流を経て 91 年の法制備(考古渉外工作管理弁法)で、外国、主

にアメリカや日本との共同研究も開始される。 

 

・「殷」実証のきっかけは骨董趣味 

・内藤湖南と甲骨の市民権 

・「武勇の王妃」墓、鄭州商城 

 

●殷は「邑」を自称 

殷は自らを「大邑商」「天邑商」と自称した。殷というのは後の周王朝からの呼称であ

って、殷王朝自身は商という都市国家名「商」をそのまま国名としても用いた。当時の

文書でも殷・商の双方が使われていた。なお現代中国では商を使うことが多いが、〈殷

=商〉である。周本国（西周）を滅ぼした秦には「その邑 36、口 3 万を奉ず」（『史記』本

紀）とある。1邑の人口が 1000人足らずだったことが分かる。 

 



●周、西方で建国 

先ず今の陝西省彬・旬邑両県付近の「豳」で建国した、と伝える。古公亶父の時に

薫育（匈奴の古名）などに攻められて一族で旅の末に岐山の南麓の周原で、それまで

夷狄と同じような牧畜などの生活を改め、農耕中心段階に切り替えて都を建設した、と

伝える。今の岐山県と扶風県一帯に当たる周原である。 

周原遺跡の鳳雛村からは宮室又は宗廟と推測される建物群が発見される。約100メ

ートル四方の遺構内にあり、南北 45・2 メートル、東西 32・5 メートル、高さ 0・3～0・4 メ

ートルの版築基壇上の大型建物を中心にした 5 棟の建物と、がほぼ南北を主軸にし

て建てられていた。東西両側に南北約 43 メートルの長屋状の建物を配置し、北側奥

にも 2 棟の建物を並べ、南側の東西の門房建物で囲む「四合院」形式の複合中庭群

形式だ。その西側の長屋状建物(廂室)南部の床下からは 1 万 7000 点以上の卜占に

使う甲骨片が見つかり、うち刻字が残っていたのは 300 点余。周人が殷王の文武丁、

帝乙を祭ったものや狩猟、周初の重臣名、地名などが確認されたという。このため、こ

の建物は殷を打ち破る前以降、西周末まで使われたと推測されている。望ましい王の

行動を決める占いの骨卜や、竹簡を読み上げて業務命令を伝える冊命儀礼の場面が

想定されている。 

 

●周公（周公旦）、洛邑を経営 

武王・周公の兄弟はともに殷の紂王を牧野の会戦（前 1100 年頃）で大破して滅ぼ

す。そして、周王朝（西周）を建てた武王の死後にも周公は兄・武王の子・成王を摂政

して補佐し、初めて封建制を創設して周王朝の基礎を固めた功労者。儒家は、当時

はザラに起きた王権の簒奪などを働かなかったこともあって、聖人として崇拝した。周

は周辺勢力の征討や東方経営の拠点である政治都市・成周を洛邑(現在の洛陽市）

に置く。洛陽市西部の成周の候補地では城壁や建築などの遺構や墓、車馬坑などが

発見されている。 

また武王の祖父・文王は周原から本拠地を現西安市・渭河の支流灃河西岸に移す。

その鎬京は秦代にその一帯が禁苑にされ、漢・武帝も豊水を引き込んで昆明池を造

ったため、周代の遺跡はその池の底に眠っていると伝えられている。しかしこの西安市

西郊には、周代青銅器などが数多く見つかっている豊鎬遺跡がある。 

なお漢代には洛邑が河南県、成周が洛陽県になった。後漢は洛陽東部を国都にし、

魏と西晋もここを都として引き継ぎ、北魏も大同からここへ遷都した（493）。それが漢魏

洛陽城遺跡である。 

 

●春秋戦国時代 

周王朝が東遷か分裂する(前 770)。そして、秦・始皇帝による統一(前 221)までを、

歴史書『春秋』『戦国策』にちなんで春秋戦国時代という。独特の「封建制度」の樹立に



功績があったのが周公である。諸国は決められた方式による儀式で周王から任命され、

新しい領土に到着してからその地の大きな邑を城郭都市に築き政治的な中心地に改

造していった。封建諸国のうち、周の東遷に尽力した結果、「中原の保護者」のような

立場になった晋をさらに三分して韓、魏、趙が独立して周王から諸侯として公認され

（前 403）、これ以降を戦国時代と呼ぶ。 

 

〈春秋戦国の宮、都市〉 

・洛陽金村(東周 8墓群=1930～31大量の青銅器など出土)と漢魏洛陽城 

・新鄭故城 前 375韓が鄭を兼併、鄭に遷都、城墻は 5000×4500ｍ、西が内城 

・中山国・霊寿城 1974～78年に調査、城墻は 2000×4000ｍ1、1、2墓上に建物跡 

・燕下都 1930～調査８×4㎞、東墻に内城、武陽～老姆台に多くの宮殿建築遺跡 

・斉故城 １９４０～41年に関野雄氏調査、周囲 10・4㎞ 

・魯故城(曲阜) 、宮殿区は中央の版築上、3・７×2・7㎞、1942年駒井和愛氏調査 

・紀南城 夯土(版築)台が 80余基、東南・東北部に宮殿遺構を推定 

 

河北省北部、易県にあった燕は刺客を秦・始皇帝の暗殺のために送り、滅ぼされた

周王朝ゆかりの国だ。その下都の城壁は東西 9 キロ余という巨大な遺跡で、運河が真

ん中を貫いていた。東北部の宮殿区をはじめ、鉄器や骨器、貨幣製造所、住居跡など

が確認、金製品を副葬した墓地も見つかった。一部では今も、高さ 5～6 メートルの版

築の城壁が残っている。山東省淄博市にある斉の都・臨淄故城は約 5 キロ四方で、高

さ 14 メートルの 3段の階段構造の台地「桓公台」上に建築物遺構があった。全体が建

築物の基壇とされ、最上部に 1 階の建物を造る。その上で各段から片流れの屋根をさ

しかけて回廊として高層建築に見せかける台榭建築だったとされる。漢・長安城未央

宮前殿でも採用された技術だ。 

 

●秦の大規模建設 

秦国は、春秋に建国に始まり戦国の 7 雄のひとつに過ぎなかった。商鞅による軍事

改革などで 100 年以上も営々と築き上げて頭角を現しながら、始皇帝による帝国の天

下統一（前 221）からわずか 15 年で滅亡した。度を過ぎた咸陽での建設、土木工事が

力を浪費させたと、漢・賈山はその原因を列挙している（『漢書』）。戦国・孝公の時に

建設されていた咸陽を統一直後から拡大し，天下の富豪 12 万戸（約 60 万人）を移住

させ、ここから西に向かって離宮を 300 も建てた上、2 キロ×1・35 ㌔で高さ数十メート

ルの阿房宮などを造った。滅ぼすたびにその他国の宮殿そっくりの建物も造って並べ

た。しかし宮殿などの建物群は滅亡時（前 206）、項羽の焼き討ちで 3 か月燃え続け

(『史記』)、再三にわたって流路を変えた渭水でそれらの焼け跡や遺構の大半も流失

したとされる。今では東西 1270 メートル、高さ 10 メートル以上ある版築の土台が残っ



ている程度だ。 

天下統一とともに、秦は「郡県の城を平らにし、兵刃を鋳溶かした」（『史記』李斯列

伝）。ただ秦の末期の攻城戦記録からも、都市の独立性を奪う城壁破壊はさほど徹底

したものではなかった可能性がある。 

 

●漢帝国の誕生 

秦の滅亡に伴う項羽と劉邦たちによる 5年間の楚漢戦争（前 206～202）を経て漢王

朝が、周の洛陽にならった「雒陽」を首都として生まれた。しかし、軍事・経済的に優れ

た関中へ、わずか数か月で遷都する。そこは秦都咸陽の廃墟近くであり、ここで「長安

城」の建設が始まる。前漢末、そこには市民を含む約 25 万人が住むこととなる。中心

の未王宮殿は自然の丘陵を活かした 2 キロ四方の規模だが、全体は整った正又は長

方形ではなかった。ほぼ 10 ㌔四方の範囲にさまざまな宮殿、宗廟、市場、工房などを

配置した。また劉邦の初代皇帝・高祖は始皇帝が破壊させた県などの城壁を修復させ

ている。 

・司馬遷の陵邑 

 

●漢魏洛陽城 

光武帝が即位して(25)、漢王朝を再建する形でできたのが後漢だ。その跡地を拡張

したり、整備したりして魏(220～265)、晋(265～316)、北魏(386～534)の全時代または

ある期間の延べ 500 年余にわたって都になり、副都などが営まれた中国の都城遺跡

である。現在の河南省洛陽市にある。ここは曹操たちが活躍した三国志など古代史の

舞台でもある。またその西側には仏教伝来当時から現代まで続いているとされる白馬

寺、北側には皇帝や貴族たちの墓域が広がる丘陵地帯の邙山などもある。 

洛陽内の各地には東周の遷都(前 770)以来、漢魏洛陽城の場所に営まれた後漢～

北魏の 4朝、隋(581～618)、唐(618～907)両時代も副都(陪都)、五代十国時代の後梁

(907～923)、後唐(923～36)の都も置かれ、「九朝の都」と呼ばれる。 

 

●日本のモデル？ 

「ここが日本の宮都造営のモデルではないだろうか」。同時期に多くの宮を造る都か

ら、宮域の中心に壮大な規模の宮殿を建造する、古代日本でよくみられる形式の宮殿

設計へと変わる様相など全容が次第に明らかになるにつれて、特に日本から注目を

集める。同遺跡の発掘調査と研究は 1954 年以降、中国社会科学院考古研究所など

が営々と続けてきた。そして近年は拍車がかかり、公開を目指す復元作業も同時に進

められている。日本側の関心も高く、この発掘調査と研究には日本の文化財機構・奈

良文化財研究所(奈良市)も参加した。 

 



●日本からの使者が再三、来訪 

古代の日本(倭)の奴国王が中国に使節を送ったのは西暦 57 年正月のことである。

時の皇帝・光武帝から印綬を賜った(『後漢書』東夷列伝)。その印綬は福岡県志賀島

から 1784 年に発見された国宝の金印「漢委奴国王」印の可能性が強い。光武帝は間

もなく亡くなるが、漢王朝から距離をとっていた遠国からの使者は、光武帝の正統性を

改めて誇示する上で、倭国より後漢王朝側により意味があった。そして半世紀後の安

帝の時（107）、倭国から王帥升らの遣使が献上する生口（奴隷）160 人を連れて朝貢

してきた。 

 

●卑弥呼の使者も 

邪馬台国の女王・卑弥呼の使節が訪れたのも、この漢魏洛陽城だったとみられる。

ただし、その主は魏王朝（220～265）に入れ替わっていた。接遇したのは後漢から曹

氏に受け継がれた魏 2 代目の明帝（叡 226～239）か、斉王芳（239～254）である。魏

志倭人伝から、238年か 239年に洛陽に着き、生口などを貢献した。魏は卑弥呼を「親

魏倭王」に封じ、その印綬や銅鏡 100枚などの回賜品を与える詔書を出す。 

 

●延長 14㌔の城壁 

長年の歴史を積み重ね、遺跡として残されたのは、「内城外郭式」と呼ばれる整った

都城だ。黄河の支流・洛水(洛河)による損壊があるものの、関連地域とされる広大な外

郭は東西約 10㌔、宮城を囲む内城は約 14㌔の城壁で囲まれる構造。南側が洛水で

破壊されているものの、後漢の洛陽城の建築や設計が後世にも踏襲されている、とみ

られている。中央北寄りの宮城は南北約 1398㍍、東西約 660 ㍍。後漢時代には南北

2 宮で、うち北宮には 1 万人が収容できる徳陽殿があった（65）。北部には御苑「濯龍

園」、武器庫なども配置された。城南には太学のほか、天文台（霊台）も造られていた。 

さらにその宮城から都全体の南門・宣陽門に至る銅駝街道路(残存延長約 1650 ㍍、

幅 40～42 ㍍)も確認され、その両側から諸官庁の建物跡も見つかっている。街路に置

かれた「高さ 9 尺」の銅製の駝は建物より高かったとする（『水経注』）。この銅駝街の名

称は後に、日本の平安京にも導入された。 

 

●太極殿 

皇帝の本拠の宮殿である太極殿(日本では大極殿)は東西約 100㍍、南北約 60㍍。

北魏(386～534)がここ洛陽に遷都して(494)、建設に着手した。宮域の北方に位置し

中央やや西寄りに中軸戦がある。漢代の多宮殿式から、洛陽宮では北側に単一の宮

殿をつくる方式(建中立極)への明確なプランの変化として注目される。これを取り囲ん

でいる宮城を内城が取り囲み、さらに大規模な外郭城が巡り、三重の守りになっている。 

太極殿は日本の大極殿のプランとよく似ており、注目される。すでにその東半分も



発掘調査している。基壇下には約 7 ㍍下の地山の上に厚く瓦などで築き固めた版築

構造の遺構が確認され、宮城として機能していた当時の地上部分は高さが最大 2 ㍍

で、白色の漆喰を施していた。 

 

●五胡十六国の激動 

鮮卑の北魏 3 代目・太武帝が夏、北燕、北涼を滅ぼして華北を統一する（439）まで

の五胡十六国時代は戦乱も続いたが、民衆が経済力をつけた激動期だった。その最

中、劉淵の子・劉聰によって、3 代目の懐帝が統治する晋が攻撃され、数万人が犠牲

になった永嘉の乱（311）の際、洛陽はかなり焼き払われる。北魏・孝文帝は平城（大同）

から復興されていた洛陽に遷都（494）、次の宣武帝が大規模に修復し、洛陽は往時

のおもかげを取り戻した。前漢時代伝来とされる仏教も、ここ洛陽で花開く。明帝の派

遣(67)に応じて洛陽にやって来たインド僧は経典・仏像を白い馬に乗せていたため、

開創された寺院を白馬寺と命名、現代に継がれた。また洛陽には晋時代に 42 だった

仏教寺院が、宣武帝の時に 1367 にもなったという。この記録『洛陽伽藍記』は、北魏

末期の混乱で荒廃した都を楊衒之が 547 年に実見、取材しした著述。これによると、

帰化した外国人が洛陽城には 1万人を超えるほど住みやすく、にぎわったという。 

 

●学術文化の洛陽 

洛陽城に付属して、中国が「世界初の大学」と誇る「太学」が設置されたのは後漢王

朝の発足時(29)。その学生は桓帝の時には 3 万人にのぼり、儒学や法、歴史、詩など

の講義・討論が盛んに繰り広げられる。特に後漢では儒学が政治と表裏一体になり、

「儒教国家」とされている。桓帝自身は道教も信奉し、延命を祈って神秘思想に浸った

とされる。様々な思想を論じ、天人感応説や迷信を論駁する『論衡』などで科学的な批

判精神を発揮した儒者・王充(27～101)などが出た。 

（おわり） 

 


