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尺、幅十三尺であった。その船を引いて樹林の下に置いた。しかし凶なのかか吉なの
かわからなかった。天に向かって誓うのみであった。突然開いて見てみると端正な男
の子がいた。同時に七宝・奴婢がその中に満ちていた。七日間もてなすと、その子が
言った。「わたしはもと龍城国の人です【または正明国といい、または尨夏国という。
尨夏また花厦国とするものもある。龍城は倭の東北千里にある】。わが国にはかつて
二十八の龍王がいました。人の胎内から生まれ、五歳六歳から王位に登り、万民に教
えて性命を正しました。そして八品の姓骨がありましたが、選別することなくみな大
位に登りました。その時にわが父王の含達婆が、積女国王のむすめを迎えて妃にしま
した。長らく子ができませんでした。祈祷して子息を求むたところ、七年たって一つ
の大きな卵を産みました。そこで大王が群臣たちを集めて尋ねました。人でありなが
ら卵を生むのは、古今にないことであり、吉祥ではない、と。それで箱を造ってわた
しを置いて、いっしょに七宝・奴婢を船に載せ、海に浮かべ、祈って言いました。ど
こか有縁の地に着いたならば、国を立てて家をつくりなさい、と。そうすると赤龍が
いて、船を護ってここに至ったのです、と。……

その他、王室と龍とは関わりが深いが（松前健 1974「古典にみられる新羅の竜蛇崇拝
と王家」『古代伝承と宮廷祭祀』塙書房、堂野前彰子 2014「龍と王権」『洌上古典硏究』42
輯）、そうした意義や意味については、ここでは省略する（金煐泰 1974「新羅仏教에 있
어서의 龍神思想」『仏教学報』11 輯、河廷龍 2000「新羅時代龍信仰の性格と神官」『朝
鮮古代研究』2 号、전기웅2010「『삼국유사』설화 속의 龍」『地域과 歴史』27 号、박다
원2016「『삼국유사(三國遺事)』 설화에 나타난 룡(龍)의 양상과 그 의미」『국학연구
론총』 18など）。

『三国史記』巻三九・職官志中に御龍省という官庁が登場する。
御龍省。私臣、一人。哀荘王二年（八〇一）に置いた。
御伯郎、二人。景徳王九年（七五〇）に奉御と改めた。宣徳王元年（七八〇）にさら
に卿と改めた。そのあとまた監と改めた。
内廷の官司であり、王と龍との関係を考えようとする場合に重要である。御龍省の名

は、「龍に御す」として、中国の皇帝が龍に乗る、という伝承（高祖御龍・禹御龍行域内）
と関わりがあるか、あるいは龍＝皇帝に侍御する、という意味からとられたのではない
かとみられるからである。
この御龍省は、職官志中の記載順としては、７２番目であるが、筆頭の内省と同じく、

見出しに某「省」とし（沿革の中で某省であったものは、ほかにも建平省（内司正典）・
釣天省（少年監典）・珍閣省（穢宮典）・中事省（洗宅）があるが、見出しに掲げるのは、
この二省のみである）、私臣（伊湌・大阿湌・阿湌に該当）を長官とするなど、ほかの官
司とは、格が異なるものとみなされる。ただし、私臣が長官となる以前は、長官卿・監
が某署・某典の卿・監クラス（沙湌～奈麻）であり、決して、内省と同等の官司とはい
えない。つまり、哀荘王二年の私臣設置によって、内省に匹敵する官司に昇格したとい
うことで、それまでの内省所管の官司が、内省と御龍省との所管に二分されたというこ
とであろう（三池賢一 1971・1972「新羅内廷官制考」『朝鮮学報』六一・六二輯）。
三池賢一は、『甘山寺阿彌陀如來造像記』（七一九年）に「鳳闕に朝して銜綸し、則ち

尚舎奉御を授く」とある、「尚舎奉御」を、御龍省奉御にあたるとみて、初見が七一九年
までさかのぼるとみたが、これは重阿湌金志全が、使者として唐に派遣された際に、唐
でうけたもので、新羅とは関係がない。
職掌は、唐の殿中省に倣った、近侍機構である。内省が、殿中省と改称されており、

むしろそちらが近いというべきであるが、三池によれば、唐の殿中省には、管下に尚食
・尚薬・尚衣・尚舎・尚乘・尚輦の六局を置き、各局の長を奉御というのに対して、御
龍省にも奉御があり、また管下の官司に麻典（織紡局）・肉典（尚膳局）・席典（奉座局）
・机概典（机盤局）・楊典（司篚局）・瓦器典（陶登局）があるなど、実態として近い、
という。また、御伯は、後周の天官府に、御伯中大夫・御伯下大夫がみえ、前者は侍中
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の職という。
『三国史記』新羅本紀一〇

・哀莊王二年（八〇一）春二
月条に、
兵部令の彦昇を御龍省私臣
とした。それからまもなく
上大等にした。

とある。彦昇は、哀荘王の父
昭聖王の弟で、甥にあたる哀
荘王を殺して即位する（憲徳
王）。
憲徳王即位紀にも、「〔哀莊

王〕二年（八〇一）、御龍省私
臣となり、それからまもなく上
大等となった。」とある。
哀荘王は即位の時、一三歳

だったので、「阿湌で兵部令の
彦昇が摂政した」とあるように、後見した。そうした彦昇がついたのが御龍省私臣であ
り、その地位の重要性がうかがわれる。
職官志には、この年に御龍省私臣を設置したことになっているが、それは彦昇に対す

る措置だったということになる。御伯郎は、景徳王九年に改称されているが、当然それ
以前から存在したということであり、もし私臣が哀荘王二年の創置でよければ、それ以
前は御伯郎（→奉御→卿→監）を長官とする御龍省があったということになろうか。
ただし、新羅本紀・景徳王九年（七五〇）二月条に、
御龍省に奉御二員を置いた。

とあるのが、御龍省に関する初見記事である。それは、職官志の記事と対応する。
新羅本紀・宣徳王元年（七八〇）条には、
御龍省奉御を改めて卿とした。また卿を改めて監とした。

とあるが、これも対応する記事である。これによれば、卿を経て、監となったのも、同
年のようにみえる。
このように考えれば、当初から御龍省があったわけではなく、せいぜいさかのぼって

も景徳王代ということになる。しかし王の国事を管理する官司が龍という文字を用いて
いることは象徴的で、王を龍とみなす思想が背景にあると考えることはできる。

三 新羅の「龍王」

ところで、新羅の出土文字資料に「龍
王」が登場する。次にこの「龍王」に
ついて考えてみたい。
これまで四箇所で確認されている。

最初の例は、1975 年に発掘された慶州
雁鴨池出土の「辛審龍王」または「龍
王辛審」と陰刻された、皿や碗などの
容器である。「辛審龍王」銘が 11 点、
「龍王辛審」銘が 6 点あり、みな内底
面にみられる（高敬姫 1993「新羅 月
池 出土 在銘遺物에 對한 銘文 研究」
東亜大学校碩士論文、国立慶州博物館
2002『文字로본新羅』特別展図録）。
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この「辛審」を「辛番」と読む
意見もあるが（国立歴史民俗博
物館 2014『文字がつなぐ 古代
の日本列島と朝鮮半島』特別展
図録）、文字は明確に「辛審」
である。ただし雁鴨池出土木簡
には「辛番」とみえるものがあ
り（「龍王」がつづくわけでは
ない）、ほんらい「辛審」でな
ければならないということでは
ないようである。ただし「辛審」
「辛番」の意味は不明である。
これまで、山神を意味すると

いう説（高敬姫）や「辛」に「秋
収した新物」という意味がある
ことから龍王祭の祭需である辛
（新物）を担当する東宮の官職
であるとする説（尹善泰）があ
るという（橋本繁 2014「慶州・
雁鴨池木簡と新羅の内廷」『韓
国古代木簡の研究』吉川弘文館）
参照）。前説は、『三国遺事』巻二・処容郎望海寺条に、憲康王が鮑石亭で会った南山の
神の名を「祥審」としていることによる。
龍王とは一般に水の神を意味するもので、龍王に対する祭祀は、祈雨・止雨など、雨

に関わる祭祀と考えられる。そうした祭祀の際に奉献された供物を入れた容器と考えら
れ、捧げるというような意味の可能性もある。

慶州の雁鴨池の一郭は最近では通称で東宮と呼ばれるようになったが、そこには新羅
時代の東宮があったと考えられることによる。
その新羅の東宮に龍王典という官司があったこ
とが、『三国史記』職官志にみえている。
『三国史記』巻三九・雑志八・職官中・東宮

官条に、
東宮官
東宮衙。景徳王十一年（七五二）に置いた。
上大舎、一人。次大舎、一人。
御龍省。大舎、二人。稚省、六人。
洗宅。大舎、四人。従舎知、二人。
給帳典【または■（墨格）典という】。典、
四人。稚、四人。
月池典【〔記録を〕欠いている】
僧房典。大舎、二人。従舎知、二人。
庖典。大舎、二人。史、二人。従舎知、二
人。
月池嶽典。大舎、二人。水主、一人。
龍王典。大舎、二人。史、二人。

とあり、これらが東宮の官司で、最後に龍王典
がみえる。文字としては龍王を扱う官司である
ことを示しており、実際には龍王の祭祀を掌る
官司と考えて問題ないであろう。雁鴨池の一郭
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に東宮があったことは、雁鴨池の発掘調査において出土した文字資料を通して確認でき
る。「東宮衙鎰」銘の錠前や、「奉太子」木簡、「洗宅」木簡、そしてまさに上記の「龍王」
銘土器も東宮があったことを示している。
雁鴨池の東北側で現在も発掘がつづき、雁鴨池の一郭は、現在の塀で囲まれた範囲を

越えて広がっていたことがわかってきた。しかしその全体が東宮であったとみてよいの
かどうか。王がしばしば宴会を開いた臨海殿は、雁鴨池に面した建物であったと考えら
れているが、それも東宮の中と考えてよいのであろうか。この一郭に東宮があったこと
は確実であるといえるが、東宮以外の施設もあったとみるべきであろう。
ただし、龍王典は、東宮官のなかにみえるもので、龍王に対する祭祀は、東宮すなわ

ち太子が主管した祭祀であったと見なければならない。なぜ太子が龍王に対する祭祀を
行ったのであろうか。それについては、あとで考えたい。なお、雁鴨池からは金銅製の
龍頭 2点も出土しているが、龍王・龍王典との関わりはよくわからない。

「龍王」資料は、これ以外に三箇所で
発見されてい
る。

1998 年、慶
州博物館内の美
術館新築敷地で
の発掘調査で井
戸が発見され、
その中から大量
の遺物が出土し
たが、木簡 2点
が含まれていた
（国立慶州博物
館 2002『国立
慶州博物館敷地
内 発掘調査報告書』国立慶州博物館）。その 1点（279号）は、

□夲乘身中有史者□命曰□王時爲□□□
と読まれているが（国立扶餘博物館・国立加耶文化財研究所 2009『나무 속 암호 목간』
特別展図録）、その後「□王」は、「龍王」と読むことができるという指摘があり（李在
晥 2011「傳仁容寺址 출토 ＇龍王＇목간과 우물・연못에서의 제사의식」『木簡과 文字』7
号）、そのように読んで問
題ないようである。

昌寧・火旺山の頂上部
に火旺山城があり、その
内部に龍池がある。2002
～ 2005 年にかけて発掘調
査が行われ、そこから 7
点の木簡が出土し、4 点
に文字が確認された。そ
のなかの 4 号木簡に「龍
王」という文字があった
（김시환・구민정・이성호
『昌寧 火旺山城内 蓮池』
慶南文化財研究院、金在
弘 2009「창녕 화왕산성
龍池 출토 木簡과 祭儀」
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『木簡과 文字』4 号））。円筒形で、人形状である。頭の部分に墨で輪郭を描き、眉毛・
眼・鼻・口を表現している。胴体の部分には衣服も表現している。その裏に文字がある。
金在弘は、

眞族
□古仰□□年六月廿九日

眞族
龍王

開祭
と判読している（金在弘 2009
前掲論文）。そして、「眞族」
を祭祀の主管者か対象者で、
某年六月二九日に眞族が龍王
のための祭祀を開いた、と解
釈している。共伴遺物から九
～一〇世紀のものと考えられ
ている。

仁容寺址と考えられてきた
月城の南側、南川を越えたと
ころに位置する寺址は、2002
年からの発掘の結果、仁容寺
址に該当しないことが明らか
になった。ほんらいの寺名も
わからず、現在は、伝仁容寺
址とよばれている（李在晥 2011前掲論文）。
寺址のなかで調査された井戸⑩の内部から木簡 1 点が発見され

た。井戸内部の埋没土の上層から一括で収拾された土のなかから
見つかったため、正確な出土位置が特定できないというが、李在
晥によれば、

前面 大龍王中白主民渙次心阿多乎去亦在
後面（逆方向） [名]者所貴公歳卅金[候]公歳卅五

（正方向） 是二人者歳中人亦在如□与□□右□
とある。後面の一行が逆方向に記されており、呪符木簡にみられ
る特徴的な書法である。
井戸の廃絶は九世紀初頭とみられており、木簡等も、その時期

と考えられる。

これら三箇所の「龍王」は、指摘されているとおり、祈雨祭祀
と関係するものであろう。火旺山城のように高所が望ましいのか
もしれないが（三上喜孝「カミホトケへの祈り」国立歴史民俗博
物館 2014 前掲書）、他の二箇所は平地であり、それほど関係はな
さそうである。山城では、八角形建物がいくつか確認されており、
それは社稷壇ではないかと推定されている（田中俊明 2014「朝鮮
三国における八角形建物とその性格」〔熊本県教育委員会編『鞠
智城跡Ⅱ ―論考編２―』熊本県教育委員会〕参照）。山上が、
祭祀場としてふさわしいというように観念されたということも考
えられるのであるが、社稷壇が山上に限定されるわけではない。
天に近いという相対的な位置は関係があるかもしれないが、絶対
的な条件ということではない。
また、仁容寺址の井戸出土木簡については、出土状況から、井
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戸の廃絶後に廃棄されたものとみられ、井戸における祭祀に用いられたのか、近くで確
認されている池での祭祀に用いられたのかわからない、という意見がある（三上喜孝 2013
「龍王銘木簡と古代東アジア世界」『日本古代の文字と地方社会』吉川弘文館）。確かに、
直接井戸を対象にしたものか、廃棄されたものか、いずれも考えられることになる。
なお、これら三箇所における龍王祭祀は、具体的なある一度の祭祀を伝えるものであ

る。精査は必要であるが、関連遺物からみても、それほど繰り返し行われたようにはみ
られない。

ここで、龍の雨に対する能力について、新羅の例として確認すれば、『三国遺事』巻二
・処容郎望海寺条に、
第四十九憲康大王の時代に、京師から海内に至るまで、屋根を重ね壁を連らねて一つ
も草葺きの家はなかった。笙歌が道路に絶えなかった。風雨も四時整っていた。その
とき大王は、開雲浦【鶴城の西南にある。今の蔚州である】に遊んだ。王が駕を還そ
うとして、昼に水際で休んだ。突然、雲霧で真っ暗になり、道路がわからなくなった。
不思議に思って左右のものに問うた。日官が奏上して言った。「これは東海の龍がそ
うさせたものです。りっぱな行いをしてそれを解く必要があります」と。そこで役人
に命じて、龍のために仏寺を近境に創建させた。その命令が出ると、雲が開いて霧が
散じた。そのため開雲浦という名にした。東海の龍が喜んで、七人子を率い、駕前に
現われた。徳を讃え、舞を献上し、楽を奏した。その一人の子が駕に従って京に入り、
王政を輔佐した。名を処容と言った。……王は都に戻ると、霊鷲山の東麓の景勝の地
を選んで寺を置き、望海寺と名づけた。また新房寺と名づけた。それは龍のために置
いたものである。

とあり、憲康王が開雲浦に遊び、帰ろうとして休もうとしたとき、東海龍が雲霧を起こ
して暗くした。王が近くに仏寺を建てたため、雲が開き霧が消えた、という。龍に雲霧
をあやつる能力があることを記している。
また、巻四・宝壌梨木条には、龍の子璃目が、大旱魃の際に、師の宝壌の命によって

雨を降らせたという。

四 龍と祈雨

１）移市
龍が祈雨と関わるということは、『三国史記』巻四・新羅本紀四・真平王五〇年（六二

八）条の次の記事で確認できる。
、たいへんな日照りがつづき、市場を移し、龍を描いて雨を乞うた。秋・冬、民が飢
え子女を売るものが出た。
旱魃の時に、市場を移し（原文「移市」）、龍を描いて祈雨したという。ただし、これ

が新羅における現実であるのかどうか、疑問がないわけではない。移市とは、ここに訳
したように市場を移すということであるが、中国においては、旱魃の時に移市するとい
うことが通例となっており、ただ観念的にそのような記事を造作したということも考え
られるからである。
中国での移市については、『礼記』檀弓篇下に、魯の穆公が縣子を召して、どうすれば

雨が降るかを問い、市を徙すのはどうか尋ねたところ、縣子はそれがよい、と答えた、
という。また『後漢書』列伝二〇下・郎沮伝には、陽嘉二年（一三三）に災異がしばし
ば現れるために、その対策を問われた沮が、その一つとして「暴龍移市」をあげている。
「暴龍」とは、李賢注に引く董仲舒春秋繁露によれば、季節に応じて五色各色の八尺

の龍をつくり、まわりに小龍もつくり、小童が舞うような状態という。
新羅における移市記事は、これのみであるが、高麗時代にも、『高麗史』巻四・世家四

・顯宗二一年（一〇一一）条に、
長い日照りになったので、雨を宗廟に祈り、市肆を移し、生け贄の屠殺を禁じ、繖


