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第 33 回 濱田青陵賞授賞式次第 

◇ 表  彰 

         表彰状・副賞     岸和田市長           永野 耕平 

      副    賞     朝日新聞編集局長        杉林 浩典 

◇ 祝  辞     岸和田市議会議長        桑原 佳一 

               

◇ 選考経過及び受賞者紹介 

                         濱田青陵賞選考委員長 

                          海の道むなかた館 館長     西谷 正 
◇ 受賞者記念講演 

           大阪大学大学院文学研究科 

東洋史学研究室 准教授    河上 麻由子 
              

受賞理由   仏教文化の視点による古代東アジアの対外交渉史の研究 

      記念講演   白鳳～天平文化の「唐風」―国風文化の前史として― 

 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

 

◇ 記念シンポジウム 

           使者の海・僧侶の海・商人の海―国家外交と民間交流と― 

                   

パネリスト（順不同・敬称省略）   

              大阪大学大学院文学研究科准教授 河上 麻由子 

               奈良大学名誉教授         東野 治之 

             福岡市埋蔵文化財課主任文化財主事 大庭 康時 

             国際日本文化研究センター准教授 榎本 渉 

             

         司   会 

              朝日新聞大阪本社編集委員        中村 俊介  

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 箏演奏 】 岡部 雅浪（おかべ まさなみ） 正派大師範 

1974 年、正派音楽院音楽科を卒業し、唯是震一氏の門下生となる。75 年、     

ＮＨＫ邦楽育成会卒業。80 年、山田五十鈴主演「しぐれ茶屋おりく」に箏     

演奏出演。90 年には雅浪会を結成する。91 年、ＮＨＫオ－ディション合格。 

 05 年には人間国宝 鶴澤友路師と共演するなど、多方面で活躍する。 

 
【本日の箏曲名】 唯是震一 作曲  「主題と変奏」       
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ご あ い さ つ 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    岸 和 田 市 

                    岸和田市教育委員会 

                    朝 日 新 聞 社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「岸和田市文化賞条例」             に基づき 1988 年に制定されました

「濱田青陵賞」は、考古学とその周辺諸科学の分野で活躍中の研究

者を対象とする文化賞です。今回で第 33 回目を迎え大阪大学大学院

准教授 河上麻由子氏の研究業績に対し贈られることになりました。 

ここに授賞のご報告をさせていただくと共に、皆様のご理解と、

学界関係各位の多大なるご協力に対し深く感謝申し上げ、本賞が、

さらなる学術文化の振興に貢献できるものとなることを祈りつつご

あいさつといたします。 

 

      令和３年 11 月 28 日 

 

【濱田青陵賞】 

 濱田青陵賞は、岸和田市にゆかりが深く、我が国考古学

の先駆者として偉大な功績を残され、多くの後進を育成さ

れた濱田耕作（号 青陵）博士没後 50 年にあたる 1988 年

に岸和田市と朝日新聞社が創設しました。 

 市民の誇りとして博士の業績を称えるとともに、我が国

考古学の振興に寄与する目的で、業績のあった新進の研究

者や団体を広く選考し表彰するものです。 

 受賞者には岸和田市より表彰状と副賞、記念盾が、朝日

新聞社より副賞が贈られます。 
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濱田青陵賞受賞者 

回 数 氏 名 業   績 受賞当時の所属/職 

第１回（1988 年） 東 野 治 之      アジア的視点にたつ古代日本文化の研究 大阪大学教養部助教授 

第２回（1989 年） 都出比呂志      日本農耕社会の成立過程に関する研究 大阪大学文学部教授 

第３回（1990 年） 小 林 達 雄      縄文文化の総合的研究 國學院大學文学部教授 

第４回（1991 年） 青 柳 正 規      古代ロ－マの美術・考古学研究におけるすぐれた業績 東京大学文学部教授 

第５回（1992 年） 田 中  淡      中国建築史の研究 京都大学人文研助教授 

第６回（1993 年） 春 成 秀 爾      原始時代の社会構造とイデオロギ－に関する考古学的研究 国立歴史民俗博物館教授 

第７回（1994 年） 千 田  稔      古代日本の歴史地理学的研究について 奈良女子大学文学部教授 

第８回（1995 年） 武田佐知子      服装史と日本古代国家の形成についての研究 大阪外国語大学助教授 

第９回（1996 年） 山 中 敏 史      古代官衙に関する考古学的研究 奈良国立文化財研究所集落遺跡研究室長  

第 10 回(1997 度） 菊 池 俊 彦      北の海と大地を視点として 北海道大学文学部教授 

第 11 回(1998 年） 甲元眞之      東アジア新石器時代社会研究の革新 熊本大学文学部教授 

第 12 回(1999 年） 上 原 真 人      瓦と木器から日本の古代を追求する 京都大学大学院教授 

第 13 回(2000 年） 岡 村 秀 典      中国・日本の考古学を連携する研究 京都大学人文科学研究院助教授 

第 14 回(2001 年） 今 村 啓 爾      縄文文化を中心とした考古学の実証的研究と日本考古

学の英文概説書による海外への紹介 

東京大学大学院教授 

第 15 回(2002 年） 寺 沢  薫      考古学的成果にもとづく王権・国家形成期のすぐれた研究 奈良県教育委員会文化財保存課 

第 16 回(2003 年） 宮本一夫      東北アジア文化論とその日本文化への影響の研究 九州大学大学院教授 

第 17 回(2004 年） 佐藤洋一郎 ＤＮＡを使った新しい考古学の開拓 総合地球環境学研究所教授 

第 18 回(2005 年） 中村慎一      アジア稲作の起源と展開・中国文明の成立をめぐる比較研究  金沢大学文学部助教授 

第 19 回(2006 年） 福永伸哉      三角縁神獣鏡と国家形成の研究 大阪大学大学院文学研究科教授 

第 20 回(2007 年） 難波洋三      銅鐸の研究 京都国立博物館学芸課情報管理室室長 

第 21 回(2008 年） 関 雄二      古代アンデス文明の形成過程とその特質に関する研究 国立民族学博物館教授・先端人類科学研究部長 

第 22 回(2009 年） 村上 恭通 東アジアにおける鉄と国家形成過程との有機的関係を

解明した 

愛媛大学教授･東アジア古代鉄器文

化研究センター長 

第 23 回(2010 年） 若狭 徹 古墳時代地域首長とその支配領域の形成過程に関する

実証的研 

高崎市教育委員会文化財保護課埋蔵文化財係長 

第 24 回(2011 年） 松井 章 日本考古学における動物、環境考古学の確立と国際化 国立文化財機構奈良文化財研究所 

埋蔵文化財センター長 

第 25 回(2012 年） 小畑弘己 東北アジアにおける穀物栽培過程の革新的研究 熊本大学文学部教授 

第 26 回(2013 年） 市 大樹 考古学と木簡などの研究を重ね、古代国家の研究を大

きく前進させた 

大阪大学大学院文学研究科准教授 
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第 27回(2014 年） 吉井 秀夫 百済を中心とする朝鮮半島墳墓の研究と古代日朝関係

史、朝鮮考古学の研究を進めた 

京都大学大学院教授 

第 28 回(2015 年） 千田 嘉博 城郭の考古学的研究を新たに開拓し、その確立と発展

に寄与 

奈良大学学長 

第 29 回(2016 年） 下垣 仁志 古墳時代の王権構造の解明に大きく寄与した 京都大学准教授 

第 30 回(2017 年) 外村 中 東洋古代の芸術文化の解明に大きく寄与した ドイツ ｳﾞｭルツブルク大学 

東方文化研究所漢学系上級講師 

第 31 回（2018 年） 関根 達人 独自の視点と方法により考古学が中世史・近世史に 

大きく貢献しうることを示した。 

弘前大学文学部教授 

第 32 回（2019 年） 米田 穣 同位体分析をもちいた考古科学を開拓し、その確立と

発展に寄与した 

東京大学総合研究博物館教授 
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第 33 回 濱田青陵賞受賞者 

 

 

 

受賞者氏名   

河上麻由子（かわかみまゆこ） 

大阪大学大学院文学研究科 

東洋史学研究室准教授 

 

 

 

 

 

 

経 歴   

1980 年１月 北海道生まれ（41 歳） 

2002 年 北海道大学文学部人文科学科卒  

2008 年 九州大学大学院人文科学府博士後期課程単位取得退学  

2010 年 九州大学にて博士号取得 [文学] 

2014 年 奈良女子大学准教授  

2021 年 大阪大学大学院文学研究科東洋史学研究室准教授 

 

主な論著  

・「ベトナムバクニン省出土仁寿舎利塔銘、及びその石函について」『東方学報』 

                           （京都第 88 冊、2013 年） 

・『古代アジア世界の対外交渉と仏教』（山川出版 2011 年） 

・『東アジアの礼・儀式と支配構造』共著（吉川弘文館 2016 年） 

・『日本的時空間の形成』共著（思文閣出版、共著 2017 年） 

・「論日本古写経中的«廣弘明集»：以巻二十二和巻三十為中心」 

『域外漢籍研究集刊』15（2017 年） 

・『古代日中関係史』（中公新書 2019 年） 

・「唐滅亡後の東アジアの文化再編」『国風文化 貴族社会の中の「唐」と「和」』 

 （岩波書店 2021） 
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【受賞理由】 

 「仏教文化の視点による古代東アジアの対外交渉史の研究」 

 

第 33 回 濱田青陵賞選考委員会は、去る令和３年７月 12 日に朝日新聞

大阪本社編集局の会議室において、選考委員５名全員の出席のもとに開催

された。今回の候補者は、41 歳から 58 歳までの９名で、専門分野は考古学

を主として東洋史学に及んだ。その研究分野・業績も、日本の原始・古代

のほか、中国・エジプトの古代の古代文化の諸相に対する考古学・文献史

学からのアプローチと多岐にわたった。 

 そこで９名の候補者に対して研究業績を中心に慎重に審議を行った結

果、大阪大学大学院准教授の河上麻由子さんに決定した。 

 1980（昭和 55）年生まれの河上さんは 2002（平成 14）年に北海道大学文

学部人文学科（東洋史学専攻）を卒業した後、2008 年には九州大学大学院

人文科学府博士後期課程（日本史学専攻）単位取得退学した。そして、

2010 年には九州大学へ提出した論文『古代アジア世界の対外交渉と仏教』

により博士（文学）号を取得されている。その後、2014 年に奈良女子大学

准教授に就任されたが、今春には大阪大学大学院文学研究科（東洋史学専

攻）准教授に転任され、学生の教育と専門の研究に熱意をもって邁進され

ている新進気鋭の東洋史学者である。 

 ここで、河上さんの代表的著作二点から、河上さんの卓越した研究業績

を見てみよう。まず、『古代アジア世界の対外交渉と仏教』（2011 年、山

川出版社）では、中国の南北朝・隋唐時代の仏教における政治・外交的な

機能を、史書・仏典や出土文字資料を通して解明した。すなわち、南朝時

代から盛んになった為政者の仏教崇拝に対し、諸外国の対中国政策を分析

し、イスラム勢力への対抗など、その政治的意図を読み解く一方、隋唐に

おける皇帝たちの仏教勢力へのアプローチを菩薩戒の視点から探った。日

本もまた、遣唐使たちによる仏教的朝貢を介して中国との交渉に向きあい

つつ、国内的にも孝謙天皇の受戒に唐の則天武后にならった仏教による権

威強化をみるなど、古代アジア世界において広く仏教外交が展開されてい

たことを解明した。 

 ついで、『古代日中関係史』（2019 年、中公新書）は、『宋書』倭国伝

に記す、いわゆる倭の五王の時代つまり５世紀から、遣唐使が停止する９

世紀末までを通史的に取り上げているが、特に６世紀における朝鮮の百済

からの仏教伝来について、日本が積極的に導入したとし、仏教の理解が当
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時の東アジア外交に際し、欠くことができない教養であったとして、その

重要性を力説する。従来、隋の煬帝への倭国の書状において対等さを主張

した『隋書』の記述「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す、

恙無きや、云々」について、独自の見解を呈示した。すなわち、従来の解

釈である国と国の対等な外交関係ではなく、その背景に、仏教復興を推進

する中国皇帝を日本側が「菩薩天子」として称え、潤滑な外交手段とした

視点を提起するなど、多角的で複眼的な研究を進めている。そのような旺

盛な研究姿勢に裏打ちされて、仏教の視点から古代の日中外交史に再検討

を行うなど、斬新な視点は高く評価できる。 

 さらに、唐道宣撰『廣弘明集』の写本調査にもとづく精緻な書誌学的研

究や、ベトナム出土の隋の仁寿舎利塔石函とその銘文を実地に調査し、隋

の文帝による造塔の考古学的・歴史学的研究を進めるなど、今後の新たな

研究の展開に期待が持てるといえよう。 

 以上のように、古代の東アジアにおける対外交渉史を仏教文化という斬

新な視点で解明しようとした河上麻由子さんの研究業績は画期的であり、

ここに第 33 回濱田青陵賞の受賞者として選考した。 

 

                第 33 回 濱田青陵賞選考委員長 西谷 正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33 回  濱田青陵賞選考委員会委員 

      委員長 西谷 正  海の道むなかた館館長・九州大学名誉教授 

     委 員 岡村 秀典 京都大学大学院人文科学研究所教授 

    委 員 栄原永遠男 大阪市文化財協会理事長・大阪市立大学名誉教授 

    委 員 武田佐知子 大阪大学名誉教授 

      委 員  寺沢 薫  桜井市纏向学研究センター所長 
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河上麻由子氏記念講演要旨 

 

白鳳〜天平文化の「唐風」―国風文化の前史として― 

 河上麻由子（大阪大学大学院文学研究科東洋史学研究室准教授） 

 

 

唐風文化とは、一般に、嵯峨天皇（在位 809〜823 年）から清和天皇（在位 858〜876

年）の時代にかけて花開いた文化を指す。二人の天皇の年号をとって、弘仁・貞観文化

と呼ぶこともある。この時代には、『凌雲集』『文華秀麗集』といった漢文学が盛んと

なり、儀式も唐風に改められた。 

唐風文化誕生の基盤になったとされるのが、延暦の遣唐使と承和の遣唐使である。延

暦の遣唐使には、比叡山に延暦寺をひらく最澄と高野山に金剛峯寺を開いた空海が含ま

れていたほか、舞楽や碁のような技芸の習得を目指すものもいた。承和の遣唐使は、最

後の遣唐使である。この使節には、円仁・円載といった著名な天台宗の僧侶のほか、医

学・陰陽学・暦学を修めるべき学生も含まれていた。彼らが唐から持ち帰った情報・知

識・技能は王権・貴顕の関心を惹き、唐を志向する文化が隆盛を迎える（西本昌弘

「『唐風文化』から『国風文化』へ」『岩波講座日本歴史 古代５』岩浪書店、2015

年）。 

しかし唐をモデルとしてその模倣と咀嚼に努めることは、弘仁以前にも熱心に行われ

ていた。正倉院展に足を運べば、遣唐使が唐からもたらした文物や、それをモデルとし

て 日本で作成された文物を目にすることになる。それら華麗な収蔵品は、歴史の教科

書や資料集にも掲載されている。これら文物に関する知識を媒介として、奈良時代の文

化が唐の文化の影響を強く受けていたことは常識となっている。 

より遡って、白鳳文化もまた唐の影響下にあった。例えば、白鳳文化の代表作と紹介

されてきた山田寺の仏頭や法隆寺金堂壁画は、初唐仏教美術の影響が見出せると説明さ

れる。 

大陸との公的な直接交渉が唐風文化形成を促したというのであれば、遣隋使を派遣し

た飛鳥時代から派遣を停止する平安初期まで、唐風文化が栄える基盤は常に用意されて

いたはずである。ところが、白鳳文化や天平文化が唐風文化と称されることはない（東

野治之『遣唐使』岩波新書、2007 年）。 

もちろん筆者は、白鳳文化・天平文化が唐をモデルとしたことをもって、これら時代

の文化を一括して唐風文化と呼ぶことを提唱したいのではない。白鳳文化から国風文化

に至るまで、それぞれの時代における様式上の特徴は異なっており、同一の文化として

分類することは不可能である。むしろ筆者の関心は、同じく唐をモデルとしながら、ま
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た日本古代の支配者層には大幅な入れ替えもないのに、なぜ異なる文化が育まれたのか

という点にある。 

同じく唐を規範としながらも、白鳳文化・天平文化・唐風文化という様相の異なる文

化が誕生したのには、様々な文化活動を日々繰り返す中で、日本古代貴族の間で「唐」

に対する理解が深まったということがまずは想定されよう。 

そのような日本側の背景とは別に、白鳳〜天平文化期＝初唐〜中唐の文化的志向と、

弘仁・貞観時代＝中唐〜晩唐の文化的志向とが、中国において大きく異なっていたこと

も重要であろう。近年、唐代史研究においては、安史の乱の前後で唐の社会状況がラデ

ィカルに変化したことが通説となっている。それだけではない。唐建国期の政治情勢に

関する分析が進んだことで、初唐期の文化的志向に対する見直しも必要となっている。 

そこで本稿は、日本の貴族たちが憧れた唐の文化は、300 年に近い唐王朝の歴史の中

で、幾度も大きな変革を迎えていたことを踏まえつつ、国風文化・唐風文化を議論する

前提として、白鳳〜天平文化期の唐風について概観する。 

 

白鳳文化の唐風 

 

 日本古代の文化は、常に外との交流の中で展開してきた。外からの影響を受けて緩や

かに形成されてきた文化に、大きな変化の波が打ち寄せるのが飛鳥時代である。 

まず、540 年代頃に公伝していた仏教文化が、王権主導で建立された寺院により可視

化された。寺院の名は法興寺、所在地名をとって飛鳥寺ともよばれる。日本初の礎石建

ち瓦葺の建造物は、百済による全面的な技術提供を得て完成した（李炳鎬『百済寺院の

展開と古代日本』塙書房、2015 年）。 

礎石の上に丹塗の柱がたち、つややかな瓦は日に輝き、軒先の風鐸からは重厚で硬質

な音が響く。寺院内部に立ち入りを許可されれば、まずは伽藍中央にそびえる塔を礼拝

することになる。当時東アジアの仏教寺院で、最も重視されたのは釈迦の舎利を納める

塔だからである。舎利を礼拝して釈尊の入滅に思いをいたした後は、舎利塔を囲む金堂

で仏像に見え、仏の教えに耳を傾ける。仏像の身を飾るのは、高句麗王から送られた黄

金である。金が日本で産出されるようになるのは八世紀からのこと。金色に輝く仏像

は、王権の権力を強力に印象づけただろう。 

飛鳥寺の北側には、山田道と言われる古代の道路が走っていた。この道を挟んで北側

には、推古天皇の小墾田宮がある。飛鳥寺で法会が行われれば、読経の声は小墾田宮の

内にまで響きわたったに違いない。 

小墾田宮―飛鳥寺のように、王宮のそば近くに寺院を建立するというのは、古代日本

独自のアイデアではない。王宮と寺院のセット関係は、中国では南北朝時代に誕生し、

朝鮮半島に伝わっていた。 
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魏晋南北朝時代、中国では仏教信仰が急激に広まった。各地で起こる勢力争いや、相

次ぐ王朝交代、皇族内部の殺し合いに疲れた人々が、信仰による功徳や来世を語る仏教

に慰めを見出したためと言われる。平民から貴顕に至るまで幅広い人々が仏教を信奉す

るようになると、権力者たちはその影響力に目をつけはじめた。為政者の中には、人心

を掌握するため仏教信仰を主導し、あるいは自らの正統性を仏教で語るものも現れた。 

例えば、中国史上もっとも仏教を尊崇したとされる梁の武帝（在位 502〜549 年）は、

仏の誕生日であり、成道の日であり、涅槃の日であるとされる４月８日に即位した。武

帝は仏教における理想的な国王たる転輪聖王（正法によって国土を統治する聖王）と称

され、また 519 年には菩薩戒（大乗の菩薩として衆生救済に励む人が受け持つべき戒）

を受けて「皇帝菩薩」と称された。華林園という宮城内の庭園に仏殿を建てるのみなら

ず、宮城北端の外には同泰寺という巨大な寺院を建立し、そこでしばしば捨身（自分の

身を寺院に布施すること）を実行した。建康（現在の南京）に都を置いて南中国を治め

た梁に対して、洛陽に京都を置いた北魏では、宮城近い場所に永寧寺という巨大な寺院

を建立した。永寧寺の仏殿は太極殿、寺院の囲牆・南門は宮城に准じた作りとなってお

り（下倉渉「南北朝の帝都と寺院」『東北学院大学論集 歴史と文化』40、2006 年）、

両者の緊密な関係は視覚的に表現されていた。 

このような王宮と寺院の目に見えるセット関係が朝鮮半島にもたらされ、百済や新羅

の都城では多くの寺院が建立された。これが、百済を介して日本に伝わったわけであ

る。朝鮮半島経由の中国仏教文化の影響は、聖徳太子選述の三経義疏（『勝鬘経義疏』

『維摩経義疏』『法華経義疏』の総称）にも確認できる。三経義疏は、かつて後世の偽

作とされたこともあったが、現在では韓半島の僧侶の助言を受けて、聖徳太子が選述し

たことが明らかになっている（石井公成『聖徳太子 実像と伝説の間』春秋社、2016

年）。更なる変化を後押ししたのが、およそ 120 年ぶりとなる中国との直接交渉だっ

た。 

600 年、日本から第一回目の遣隋使が派遣された。初代文帝（在位 581〜604 年）の時

代である。入国した使者は風俗を問われるや、天は倭王の兄、日は弟であって、倭王

は、日の出後は弟たる日に統治を任せている、と説明した。中国では、日の出とともに

官人たちは宮中に入り政務をとるのが普通である。これは、暗い時間帯に政務をとるこ

とで、灯明油や松明のような負担を民にかけないためでもあった。ところが使者は、倭

王は夜明け前に執務を行い、日中には統治者としての責務を全うしないという。日本で

も夜明けとともに政務が開始されたはずであるから、通訳者の能力に問題があったのだ

ろう。いずれにしても、文帝は「義理無し」として倭王に訓戒を与えることになった。 

文帝の訓戒に応えて倭国では、政治文化の整備が急がれた。そうして制定されたの

が、冠位十二階（603 年）と十七条憲法（604 年）である。冠位十二階は、王族はもちろ

ん蘇我馬子も授与の対象外とされた。十七条憲法にしても、役人としての心構えをとい 
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回数 史料が記す遣使年 主な出来事 

1 600 年着 

帰国は不明 

最初の遣隋使。『隋書』にのみ記される。文帝より訓戒を

受ける 

2 607 年発 

608 年 4 月帰国 

小野妹子を使者に派遣。鞍作福利が通事（通訳）となる。

『隋書』と『日本書紀』両方に史料がある。「日出処天

子」で始まる書状を持参し、また留学僧を派遣。宣諭のた

め裴世清が来日 

3 608 年発 

609 年 9 月帰国 

裴世清を送る使者。『隋書』と『日本書紀』両方に史料が

ある。小野妹子を大使、吉士雄成を小使として派遣する。

通事は鞍作福利。留学生と留学僧を派遣 

4 610 年着 

帰国は不明 

遣使して「方物」（その地方の特産物）を献上する。『隋

書』にのみ記される 

5 614 年発 

615 年 9 月帰国 

犬上御田鋤、矢田部造らを派遣。『日本書紀』にのみ記載

がある。隋末の動乱が本格化しており、入国できなかった

か 

 

たのみで、政務のありかたを具体的に定めたものではない。制度としてはまだまだプリ

ミティブな状態であるが、天皇による臣下のランク付けを制度化し、複数の漢籍を出典

とする法文を作り上げた文化的意義は大きい。 

帰国した使者が伝えたのは、文帝の訓戒に限られない。最新の中国情報も日本に伝わ

った。なにしろ日本人が中国の都に行くのは、およそ 120 年ぶりのこと。前回、倭王武

が使者を派遣した時の記憶を持つものはいない。当時の日本人にとって、中国は書物の

中でしか知らない国だった。どんな些細な情報も有益だったろう。 

当時の隋の都は大興城という。大興城は、東西南北に街路がはしる巨大な計画都市だ

った。大興城北端中央には官庁街たる皇城と宮城があった。宮城内部に諸殿がどう配置

されたのか詳しいことは不明であるが、唐代に国家儀礼の場となった太極殿と同じ場所

に、使者の謁見、皇帝の殯と即位といった数々の儀礼が執り行われた大興殿があったら

しい（鈴木亘「古代宮殿建築における前殿と朝堂」『日本建築学会計画系論文報告集』

374、1987 年）。倭国の使者もおそらく、この大興殿で引見されたのだろう。大興殿の

南面には広い前庭が設けられ、東西には朝堂があった。 

六〇三年に推古が遷居した小墾田宮に、儀礼空間としての前庭が設けられたのは、使

者の持ち帰った情報に基づくとされる（岸俊男『日本の古代宮都』岩波書店、1993

年）。使者たちは、皇帝への面会を前に様々な儀礼を学んだ。この経験も帰国後に生か

された。南朝の影響を受けた匍匐礼（宮の門から朝堂まで腹ばいになって前進するこ

と）をやめ、宮の門を入った後は立って歩行するよう改められたのもその一環である
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（榎本淳一「比較儀礼論」『日本の対外関係２ 律令国家と東アジア』吉川弘文館、

2011 年）。とはいえ、使者のもたらした情報は、遣隋留学僧・留学生らがもたらした情

報に比べれば限定的だった。 

遣隋使が留学僧・留学生を帯同するようになるのが、第二回遣隋使（607 年）からで

ある。607 年の遣隋使は、持参した書状に不備があり煬帝の不快を被った。深刻な問題

には発展しなかったが、裴世清が宣諭のための使者として日本に派遣された（河上麻由

子『古代日中関係史』中公新書、2018 年）。宣諭を受け入れた日本は、裴世清を送るた

めの使者を派遣する。この時ふたたび 4 名の留学僧（新漢人日文・南淵請安・志賀慧隠

・新漢人広済）が、そして初めて 4 名の留学生（倭漢福因・奈羅訳語恵明・高向玄理・

新漢人大圀）が派遣された。この 8 人以外に、渡航年は不明であるが、隋代に渡航した

留学生に薬師恵日・勝鳥養がいた。 

彼らが何年の留学を予定していたのかは全くわからない。言語の習得に必要な期間も

あわせれば、長期の滞在が見込まれていたのだろう。ところが、608 年以降に渡航した

留学僧・留学生は、10 年経たずして隋の滅亡を経験した。 

彼らの一部が帰国するのは 623 年、新羅経由のことだった。帰国した学問僧の恵斉・

恵光と留学生の医恵日・福因は、遣唐使派遣と遣隋留学生・留学僧たちの召喚を上言し

たが、この時は聞き入れられることはない。 

使者の派遣は結局 630 年、舒明天皇の即位後まで遅れた。これは、建国したばかりで

唐の情勢がまだ安定していなかったことに加えて、死去した聖徳太子に代わって誰が対

外交渉の表舞台に立つべきかが決定されていなかったためだった。第一回遣唐使が 632

年に帰国するのにあわせて、2 人の留学僧と 1 人の留学生が帰国した。この後、639 年・

640 年と新羅経由での帰国者が相次ぐ。 

彼ら留学生・留学僧たちがもたらした政治知識や情報が、「大化の改新」で活用され

たことは周知の事実である。とはいえ、建国から 630 年代に至るまで、唐は自らの文化

を形成するにはあまりに内政・外政に忙しい。建国期の唐は、北朝〜隋代の文化を受け

継いでもおり（藤岡穣「初唐期における長安造像の復元的考察」肥田路美編『アジア仏

教美術論集 東アジアⅡ 隋・唐』中央公論美術出版、2019 年）、留学生・留学僧の持

ち帰った文化は、隋代以前のものも含む多様なものとなったはずである。 

仏教美術に関していえば、唐が作り上げた独自の文化が隆盛を迎えるのは高宗（在位

649〜683）・則天武后期（在位 690〜705 年）であるとされている。具体的には、太宗即

位後に天竺へと出発した玄奘が帰国した後に、南北朝時代以来の仏教文化にかわる仏教

美術が生み出されることになったという（前掲藤岡論文）。 

高宗の即位からほどなくして、653 年に第 2 回目の遣唐使が派遣された。文化史的に

は、この時に留学僧の道照が入唐したことが重要である。道照は、在唐中玄奘に師事

し、仏法東伝のためとして舎利（仏の遺骨）や経論を託されて帰国した。帰国は 660 年
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頃とされる。家具も持って帰国したようで、卒伝には縄床という椅子（座面を縄で編ん

だもの。奥行きが深く、座禅することができる）に座したまま死去したとある。当時の

日本には椅子は普及しておらず、唐の寺院で出家者として生活を送る際に、最新の生活

スタイルに触れて持ち帰ったものだろう。 

道照の帰国が仏教美術に与えた影響は大きかった。例えば、7 世紀半ば以降の日本で

インド的な仏像表現による塼仏の作成が相次ぐのは、道照が塼仏を伝えたからであると

されている（後藤宗俊『塼仏の来た道 白鳳期仏教受容の様相』思文閣出版、2008

年）。塼仏はもともと中国の文化にはなく、インドから唐に伝わった。塼仏伝来のキー

マンは、長安大慈恩寺の周辺より塼仏が出土していることから、当寺に居住した玄奘で

あったとされる（肥田路美「唐蘇常侍所蔵の『印度仏像』塼仏について」『美術史研

究』22、1985 年）。それを弟子の道照が日本に伝えたというわけである。 

とはいえ新たな文化様式が一挙に日本全国に伝わったわけではないし、また全ての変

化が不可逆的に生じたわけではない。 

白鳳文化期には小金銅仏が数多く造立されたが、これは天武が 685 年に諸国に仏舎を

作り仏像と経典を安置・礼拝するよう命じたことと関係していた。天武の遺志をついだ

持統天皇もまた、691 年に諸国で六斎会という仏教の法会を行うよう指示している。法

会を行うべき仏舎と、そこに安置される仏像の存在を前提とした命令である。諸国は造

仏・造寺を急いだが、中央から工人が派遣されたり、模範となるべき作品が送られたり

したわけでもなかった。そのため、白鳳時代に作成された小金銅仏は様式が多種多様に

なったと指摘されている（内藤栄「総論 白鳳の美術」『白鳳 花ひらく仏教美術』奈

良国立博物館、2015 年）。 

しかも日本は、670 年に百済の平定を賀する使者を派遣した後、702 年まで遣唐使を派

遣していない。白村江の戦いで唐・新羅連合軍に敗れた日本は、唐との直接交渉を絶っ

ていた。白鳳文化真只中の時代には、同時代の唐文化が直接輸入されることはなく、過

去に受容した古い時代の中国文化や、百済・高句麗から亡命してきた人々の伝えた文化

を咀嚼していた。 

揺り戻しもあった。これについては武田佐知子氏の研究によりながら、衣服制度を例

にとって見てみよう（『古代国家の形成と衣服制』吉川弘文館、1984 年）。古代に一般

で用いられたのは貫頭衣である。『三国志』魏書・東夷伝・倭人条には、四世紀の日本

（倭国）の風俗について、 

男子はみな冠を被らず頭髪を露わにし、ただ木緜を頭に巻いている。衣服は横広

（の布）を身に着けるが、ただ結んで連ねるのみで、縫うことはない。婦人は髪を

結わないか、曲げて束ねる。衣は単衣で、中央に穴を開けて、そこから頭を出して

着る。 

とある。 
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六世紀になると、袴を身につける男性も登場する。図１は六世紀前半の前方後円墳、

今城塚古墳（継体天皇陵）から出土した人物埴輪である。男性の埴輪は楽器を奏する

物、鷹を肩に止まらせた者、武人・力士と豊富であるが、力士を除いて上衣に帯、袴を

身につけている（図１）。 

しかし袴が一気に浸透したわけではな

い。七世紀の天寿国繍帳（図２）には、

緑地に赤の縁取りが施された上衣、白い

ボリュームある裳を身につけた男性が登

場する。乗馬とともに袴が日本に伝わ

り、袴を身につける男性も登場したとは

いえ、馬に乗り袴を身につける階級・場

面は限られており、引き続きスカートの

下衣も用いられた。 

  

682 年にスカート状の下衣が禁止された。 

親王より以下、百寮の官人たちは、今より以

降、位階に応じた色の冠、及び 襅
まえも

・ 褶
ひらみ

・ 脛
はばき

裳
も

を着てはならない。（『書紀』天武 11 年 3

月乙酉条） 

前年には、飛鳥浄御原令の編纂が開始されて

いる。中国に倣う国家制度整備の最中に実施さ

れた服制改革は、人々の外見を中国化するた

めに実施されたものだった。 

そうはいっても、習俗を変えるのは簡単な   

ことではない。大宝元年に施行された大宝令で

は、スカート状の下衣（脛裳）は、六位相当以下の官人や、官位を帯びていない人々の

朝服（朝廷に出仕する際の正式な服）として採用された。天武朝で一旦は禁止されたス

カート状衣服は人々に広く浸透しており、当面は朝廷側が譲歩することになったのだろ

う。 

 

図１『今城塚古代歴史館 常設展示図録』

（高槻市教育委員会、2012 年）より 

図２ 『糸のみほとけ』（奈良国立

博物館、2018 年）より 
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大宝度遣唐使 

 

701 年、およそ 30 年ぶりとなる遣唐使の派遣が決定された。使者のトップは粟田真人

である。653 年の遣唐使では僧侶として入唐し、帰国後にその才をかわれて還俗してい

た。中国滞在経験があり、出家者として漢文仏典を読みこなす一流の知識人として、粟

田真人は唐でも高い評価を受けた。またこの時、国号改正を申し出て許されてもいる。  

新たな国号「日本」は、中国から見た東を意味する単語である。すなわち中国を中心

とする国際秩序に、極東から参加する一国という立場を自認する国号だった（東野治之

「日本国号の研究動向と課題」『史料学探訪』岩波書店、2015 年、初出 2012 年）。 

白村江で敗戦、戦後処理が終わってから沈黙を保ってきた日本の、積み重ねてきた中

国化が認められた遣唐使だった。ところがこの時の遣唐使によって、日本は改めて中国

化が不十分と知ることになった。 

衣服の話に戻ろう。李淵（在位 618〜626 年）によって建国された唐（618〜907 年）

は、もともとは遊牧民たる鮮卑族拓跋部出身の李氏によって建てられた。漢人王朝たる

南朝では男性の下衣としての裳が広く用いられたのに対し、鮮卑系の北朝では、カフタ

ンと袴からなる中央ユーラシア由来の衣服が公的な場面で広く用いられた。カフタンと

袴・襆頭からなる衣服は、隋代には常服としてカテゴライズされ、さらに唐代になる

と、元日・冬至の儀礼や重要祭祀を除いて常服が広く用いられることになった（小林聡

「漢唐間の礼制と公的服飾制度に関する研究序説」（『埼玉大学紀要 教育学部』58、

2009 年）。 

粟田真人らが入唐（周）した時の朝廷でも、カフタンと袴が用いられていた。中央ユ

ーラシア由来の衣服が常服に採用されたことを、日本が粟田真人らによって初めて知っ

たわけではない。白村江の戦い以前に派遣された遣唐使（もちろん遣隋使も）が会った

中国の官人たちは、カフタンと袴を常服として身につけていた。だからこそ日本の支配

者層は、国家制度整備の中で、スカート状下衣を禁止しようとしたのだった。だが、隋

唐以前の漢人王朝―例えば倭の五王が朝貢した江南の王朝―の貴族は、袷で袖口のゆっ

たりとした上位にスカート状の下衣を身につけていた。単に中国化を目指すだけなら

ば、スカート状下衣は許容範囲内に収まる。ゆえに脛裳は、天武朝で禁止されたとはい

え、結局は大宝律令制定に至るまで存在を許容されたのだろう。 

脛裳が一律に禁止されたのは 706 年のことである。この方針転換には、大宝度遣唐使

の帰国が関わっていた。 

大宝度遣唐使は、太平の世を謳歌する則天武后（在位 690〜705 年）の治世中に入唐し

た。則天武后は、自分の子供たちを退けて即位し、酷吏を登用した冷酷な君主と称され

ることが多い。しかし、前代までの権力強化の方策を受け継ぎつつ、前後に類のない新

たな政策を打ち出すことに務めた英邁な君主であった。 
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武后はしばしば、自らの政治理念を表現するために、巨大な建造物を造らせた。その

代表が明堂と天枢である。 

 明堂は 688 年、洛陽の乾元殿という皇城の中心をなす殿舎を破壊して建立された。明

堂とは、周代に政治・儀礼・祭祀の場として用いられた建築物の名称である。周代が理

想視されるようになると、明堂は、天命を受けた正統な皇帝が建立すべきものと見做さ

れることとなり、明堂の建立を企図する政権が多く現れた。唐代にも太宗・高宗が明堂

建立を試みたが、明堂の構造に関する儒家の見解が一致せずに見送られていた。武后は

紛糾する儒家の論争を断ち切って、夫である高宗の「遺意」として明堂を建立した（南

澤良彦『中国明堂思想研究』岩波書店、2018 年）。 

 武后の明堂は 691 年に大風で倒壊（第一期明堂）、694 年には火事で焼失したが（第

二期明堂）、その後速やかに再建された。第三期明堂は 696 年の完成で、高さは 294

尺、東西南北はそれぞれ 300 尺、屋上には火珠が飾られ、下部は鉄渠をめぐらすとい

う、巨大で特異な建造物であった。儒教の建築物であるが、広く民衆を集めて開く無遮

大会という法会を開くなど、武后は仏教の儀式にもこれを利用した（大西磨希子「則天

武后の明堂と嵩山封禅―『大雲経疏』S 六五〇二を中心に—」氣賀澤保規『隋唐洛陽と東

アジア 洛陽学の新地平』法蔵館、2020 年）。 

 他方の天枢は 691 年、武后の意を受けた武三思（則天武后の甥）が建造を申し出た。

「諸蕃の酋長」を率いて東都（洛陽）皇城の正門である端門の前に、巨大な銅鉄製の巨

大な塔、その名も「大周万国頌徳天枢」を建造するという計画で、4 年後の 695 年に完

成した。「諸蕃の酋長」に銅・鉄の供出を求める使者には、泉献誠（高句麗からの亡命

貴族）が選ばれ、阿羅撼（波斯国大酋長、ササン朝の亡命政権における君長か）なる西

アジア出身の人物も建造に寄与しただけでなく、完成した天枢にはそれら天枢造営に関

与した人々の名が刻まれた（Forte, Antonino. Mingtang and Buddhist Utopias in the 

History of the Astronomical Clock: the Tower, Statue and Armillary Sphere 

Constructed by Empress Wu. Rome: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo 

Oriente; Paris: Ecole Française d ’ Extrême-Orient, Paris: 1988, Forte, 

Antonino. “On the so-called Abraham from Persia: a case of mistaken identity.

”  in L ’ inscription nestorienne de Si-ngan-fu Edited with Supplements by 

Antonino Forte. Kyoto, Scuola di Studi sull’Asia Orientale &  Paris, Collège 

de France/Institut des Hautes Études Chinoises.）。 

 明堂と天枢はいずれも巨大な建築物であった。Forte 氏によれば、武后は、経済的・

文化的レベルの高さに裏打ちされたモニュメントによって、諸国を圧倒しようとしたと

いう（Forte 前掲著）。日に輝く天枢は、その背後にそびえる明堂とともに、充実した

周の経済力・文化レベルを象徴していた。 

 遣唐使に話を戻そう。702 年に入唐した遣唐使は、703 年に長安の大明宮で武后に朝見
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し宴を賜っていた（『旧唐書』巻 199 上、日本国伝）。しかし同年の秋、遣唐使が滞在

中だった長安周辺で冷害が発生、武后は糧食を得るために洛陽に還御している。賓客で

ある遣唐使一行がそのまま留め置かれたはずはなく（ちなみに、この時の遣唐使は 704

年 7 月に帰国している）、使者らも武后に従って洛陽に移動しただろう。唐の旧都だっ

た長安とは異なり、周の都である洛陽には天枢・明堂という武后の王権を正統化するた

めの巨大なモニュメントがそびえ立っていた。遣唐使一行は、巨大な建造物を可能とし

た圧倒的な経済力と技術力、文化レベルに度肝を抜かれただろう。 

 文化レベルの高さは、下賜品によっても伝えられた。藍地の連珠重角円環文の内文中

央に果樹を配し、両側に天馬に乗り背後の獅子に振り向きざまに弓を引き絞る騎士を上

下 2 人ずつ描く「法隆寺四騎獅子狩文錦」や、縦 208 センチ、横 158 センチ、淡黄色の

平絹の台裂に、絹の撚糸を用いた鎖繡いと玉繡の二種の刺繡技法により総繡し、仏・菩

薩など 56 体の群像を刺繡した奈良国立博物館所蔵「刺繡釈迦如来説法図」（勧修寺繡

仏）は、見るものに周（唐）の富と文化を余すところなく伝えただろう。 

 豪華な下賜品とともに遣唐使が帰国するや、日本では、唐風化が強力に進められるよ

うになる。ここで話を衣服に戻そう。遣唐使が帰国した 2 年後に、脛喪は禁止された。

大宝度遣唐使で周（唐）の繁栄を知った日本は、現前にある周（唐）を、隋や建国当初

の唐といった過去の中国とは隔絶した存在と認識した。そこで、現実の中国＝周（唐）

では使用が限定されるスカート状下衣を、律令政府は完全に否定することにしたのであ

る。 

 現実の中国への憧憬は、人々に新たな都の必要性を喚起させた。 

大宝度遣唐使の頃、都は藤原京にあった。条坊制による百官・京戸らの居住区を伴う

藤原京の中心には、礎石建ち瓦葺きの大極殿を中心とした宮域が設けられた。藤原宮が

藤原京の中心に置かれたのは、『周礼』考工記のプランに依拠したためと説明されるこ

とが多い。あるいは、日本が経験した中国の都として、南朝歴代の都だった建康城の影

響を指摘する研究もある（佐川英治「古代東アジアの都城の理念─北魏洛陽城から日本

平城京へ─」『中国古代都城の設計と思想 円丘祭祀の歴史的展開』勉誠出版、2016

年）。何れにしても、藤原京のプランが、過去の中国に関する複合的な知識に依拠して

いたことは確かである。 

 先述したように大宝度遣唐使は、703 年に長安で武后に見えていた。この時武后は、

すでに自らが建てた周の限界を認め、唐を復興する覚悟を決めていたらしい。699 年に

武后は、一度は廃位した息子の中宗（在位 684、705〜710）を配流地から呼び戻し、皇

太子に立てていた。武后の 701 年における長安行幸とそれを記念した「長安」改元は、

中宗の立太子と関わっている（金子修一「唐代における郊祀・宗廟の運用」『中国古代

皇帝祭祀の研究』所収、岩波書店、2006 年。「則天武后と杜嗣先墓誌―粟田真人の遣唐

使と関連して―」『国史学』197、2009 年）。 
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 707 年に文武天皇（在位 697〜707）は、遷都についての詮議を開始させた。藤原京に

は 694 年に遷居したばかり。新たな都城となった平城京は、長安城の 4 分の 1 の大きさ

となるように設計された。唐への恭順を示すための工夫であった（井上和人「古代都城

建設の実像」『日本古代都城の研究』所収、吉川弘文館、2008 年）。過去の複合的・重

層的な中国ではなく、目の前にある中国＝周（唐）をこそモデルにするという選択が下

されたのだった。 

 

天平文化の唐風 

 

 七世紀半ばより平城京遷都までの時期に花開いた白鳳文化は、南北朝〜隋から唐初の

幅広い時代の東アジアの彫刻様式を反映していた。しかし天平期には、同時代の唐を志

向するものへと塗り替えられていく。これは、遣唐使に技術者が参加していたことと関

係していた。東野治之氏の研究をもとに、遣唐使四船の乗員を簡単に示しておく。 

 １ 遣唐使四等官 

  大使・副使・判官・録事（四船に一人づつ乗船） 

 ２ 乗組員 

  知乗船事（船団管理者）・訳語（中国語通訳）・主神（神主）・医師・陰陽師・画 

師（図像による記録担当官）・史生（書記官）・射手・船師（各船の船長）・音声 

長・新羅奄美等の訳語・卜部（占い）・雑使・傔従（従者）・船匠（船大工）・水 

手長・水手・舵師（操舵長） 

３ 留学生  

 留学生（長期留学）・請益生（短期留学）・学問僧（長期）・還学僧（短期）・傔 

従（従者） 

４ 専門技術生 

 音声生・玉生（ガラス職人）・鍛生（鍛治鍛金職人）・鋳生（鋳物職人）・細工生 

（木工職人） 

 学術知識や専門技術の習得を主たる目的とするのは３・４のグループである。１は遣

唐使の責任者として、入国―上京―朝貢品献上―皇帝との面会儀礼―帰国といった一連

の場面で、唐の官僚と折衝した。その過程で得た、唐の地方統治や中央情勢の最新情報

と宮中での儀礼や経験は、帰国後に日本の制度整備に生かされた。２の乗組員は、船匠

であれば造船技術を、舵師であれば航海技術を、医師・陰陽師・画師・音声長・卜部

も、それぞれの専門技術に関する知識を吸収しようとしただろう。それら技術・情報以

外にも、上級船員から下級船員に至るまで文物入手に努めた（『遣唐使船―東アジアの

なかで―』朝日選書、1999 年）。 

 一度の遣唐使で入唐するのはおよそ五五〇人にものぼる。国費で派遣されたがゆえ



19 

 

に、彼らが得た文物・知識は全て国家の所有とされた。全員が無事に帰国することは稀

だったとはいえ、情報摂取が少ない時代に、数百人の人々が伝えた文物・情報のインパ

クトが極めて大きかったことは容易に推測される。 

 奈良時代以前の文化がすぐさま、かつ、全て否定された（できた）わけではない。平

城宮を例にとってみよう。初期の平城宮には、礎石建ち瓦葺きの大極殿の東に、掘立柱

桧皮葺きの内裏（天皇の居住空間であり、日常の政務空間）が設けられ、大極殿南方と

内裏の南方それぞれに、二つの朝堂院が大極殿と内裏に装いを合わせて設けられた。建

築方法の異なる朝堂院が二つという前期平城宮の類例は、同時代の東アジアには見出せ

ない。 

平城宮で掘立柱の朝堂院（東区）が必要

とされたのは、床張りで円座に座って政務

を執れるようにするためだった。礎石建物

は床板を敷くものではなく、土間に机と椅

子をおくことになる。生活スタイルに合わ

せた執務空間を用意することで、政務の便

を図ったのだった。衣服がそうであったよ

うに、生活スタイルを一息に唐風化するこ

とは難しかった。 

平城宮の大極殿は、740 年の恭仁遷都に伴

い恭仁京に移設された。745 年に再び平城京

が都となるが、この時、内裏と朝堂院の中

間に新たに礎石建の大極殿が設けられた。

その際、新大極殿南方の朝堂院も、礎石建

物に建て替えられた。 

聖武天皇（在位 724〜749 年）の即位以降

は、唐風化がさらに加速する（増記隆介

「正倉院から蓮華王院宝蔵へ」『天皇の美

術史１ 古代国家と仏教美術』吉川弘文

館、2018 年）。聖武が派遣した天平度の遣

唐使（733 年出発）と娘の孝謙天皇（在位

749〜758 年）が派遣した天平勝宝度（752

年出発）の遣唐使は、いずれも唐人などを伴って帰国した。幾人か列挙しておこう。 

・袁晋卿…音博士となり、当時の日本では呉音が主流だったものを、漢音に変更する

ことに貢献。 

・皇甫東朝…雅楽寮に勤める。2010 年、西大寺で「皇甫東朝」の名が記された須恵器

図 3 （渡辺晃宏「平城京と貴族の生

活」『岩波講座 日本歴史 第 3 巻古

代 3』岩波書店、2014 年）より 
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が発見されたことで著名に。 

・道璿…栄叡・普照ら入唐僧に招かれて、日本に戒律を伝えるために来日。東大寺大

仏開眼供養の呪願師を務める。 

・菩提僊那…波羅門出身。南天竺から五台山巡礼のために入唐。天平勝宝三年（751）

僧正となり、東大寺大仏開眼会では導師となる。 

・仏哲…林邑（チャンパー、現在の南ベトナム）出身の僧侶。出身地林邑をはじめと

した諸国の楽を伝える（当時の儀礼・法会では、音楽は必須）。大安寺に居住し

た。 

・李密翳…波斯（ペルシャ）の出身。平城宮出土木簡の「破斯清道」と同一人物か。

もしもそうであるならば、天平神護元年（765）には大学寮に勤めていたことに。 

・安如宝…胡国（ソグド人）の出身。来日後、鑑真に従って出家した。 

彼らを通じて、天平時代の日本は「唐」や「世界」を、間接的にではあるが知ること

ができた。 

最も重要な来日外国人といえば、もちろん鑑真である。天平度遣唐使として入唐した

栄叡・普照が鑑真を招聘したこと、五度の失敗を経た鑑真が天平勝宝度遣唐使に伴われ

て来日したことは著名である。 

 鑑真の来日は、第一義的には東アジアに通用する戒律を伝えることにあった。しかし

文化史の観点からいえば、鑑真来日の重要性は戒律伝播に限られない。鑑真は、仏教を

取り巻く様々な文化も合わせて日本に伝えようとしていたからである。鑑真の意向がも

っとも明確に現れるのが、2 回目渡航計画で日本に持参しようとしたもの・帯同しよう

とした技術者の存在である（吉川真司「天平文化論」『岩波講座 日本歴史 第 3 巻 

古代３』）。やや長いが以下に紹介しておく。 

 備
そな

弁
えた

海
船上での

糧
食料

、苓
れい

脂
し

紅緑米一百石・甜豉三十石・牛 蘇
チーズ

一百八十斤・ 麺
むぎこ

五十石・乾胡餅

二車・乾蒸餅一車・乾薄餅一万・捻頭
ねんとう

一半車。漆合子盤三十具。 兼 将
いっしょにもたらすもの

、 画
描いた

五頂

像一鋪・宝像一鋪、金泥(金泥で飾った)像一躯、六扇仏菩薩障子一具、 金 字
金泥で書写した

華厳経一

部・金字大品経一部・金字大集経一部・金字大涅槃経一部・ 雑
さまざまな

経論章疏都一百部、

月 令
毎月の儀礼を描いた

障子一具・行天障子一具。道場幡一百二十口・ 珠
ビーズ飾りのある

幡十四条・玉環手幡八

口。 螺 鈿
らでんでできた

経函五十口、銅瓶二十口。 華 氈
模様のある毛氈

二十四領・袈裟一千領・褊衫
へんさん

一千対・坐

具一千床。大銅盆四口・行菜盆四十口・大銅盤
はち

二十面・中銅盤二十面・小銅盤四十四面

・一尺面銅畳八十面・少銅畳二百面・白藤箪十六領・五色藤箪六領。麝香
じゃこう

二十臍・沈香
じんこう

・甲香・甘
かん

松
しょう

香・龍
りゅう

脳
のう

香・膽唐香・安息
あんそく

香・桟
せん

香
こう

・零
れい

陵
りょう

香
こう

・青木
しょうもっ

香
こう

・薫
くん

陸
りく

香、 都
すべて

有

六百余斤。又
ほか

有
には

、畢
ピ

鉢
バーツ

・呵梨勒
か り ろ く

・胡椒
こしょう

・阿魏・石
せき

蜜
みつ

・蔗糖
しょとう

等五百余斤、蜂蜜十斛・甘庶

八十束。青銭十千貫・正炉銭十千貫・紫辺銭五千貫。 羅
うすぎぬの

襆頭
はくとう

二千枚・麻靴三十量・席

帽三十箇。 撃
連れて行く

僧祥彦・道興・徳清・栄叡・普照・思託等一十七人、玉作人・画師・雕
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仏・ 刻 鏤
金属を掘り刻む

鋳・写繍師・ 修
文章を

文
つくる

・ 鐫
碑文を

碑
彫る

等工手、 都
すべて

有八十五人。（『唐大和上東征

伝』） 

 

 第二回渡航計画の将来予定品は、海上での食料の他に、いくつかのグループに分ける

ことができる。第一が仏画・仏像・写経群（経函）・仏幡といった仏事に必要なもの。

第二は毛氈（上位の僧侶が用いる座具）、袈裟・袈裟の下に着る褊衫、座具、食器、食

事時を知らせる銅羅、それらをしまう藤の箪笥。第三は香料と薬材、第四は路銀。 

奇妙なのは第五のグループである。襆頭は唐の男性が常服で用いるつばの無い帽子

で、席帽は庇とベールのついた帽子である。日本の律令制下において男性官僚は、礼服

には礼冠、朝服には黒い頭巾（＝襆頭）を着用することになっていた。男性官僚にとっ

て必須アイテムだった頭巾は、日本での形状は不明である。唐代には、高宗・則天武后

・中宗・玄宗がそれぞれ、スタイルの異なる襆頭を諸臣に下賜している。唐の襆頭に

は、皇帝の認める流行があった。そのため鑑真は、大量の襆頭を持参しようとしたので

あろう。 

第二回渡航計画は失敗し、大量の招来予定品は海の藻屑となった。第六回の渡航は遣

唐使船に隠れての密航であり、第二回のように大量の文物・職人を帯同できたわけでは

ない。それでもなお、鑑真とその弟子たちが日本文化に与えた影響は大きかった。 

 来日した鑑真が真っ先にしたのは、聖武太上天皇・光明皇太后・孝謙天皇（在位 749

〜758 年）に菩薩戒を授けることだった。菩薩戒とは、菩薩として衆生救済を目指すも

のが守るべき戒めのこと。則天武后・中宗・睿宗（則天武后の息子、在位 684～690、

710～712 年）も菩薩戒を受けており、しかも彼らの戒師は鑑真の師だった。天皇らの受

戒は、明らかに、唐皇帝（則天武后は周の皇帝だが）の受戒を念頭に置いている。のち

に鑑真が建立した唐招提寺では、同時代の唐の戒律が実践され、同じく同時代の唐の作

風を反映させた仏像が安置された。唐招提寺は、最新で本場の唐代仏教文化を体験でき

る、流行の発信地となった。 756 年に聖武天皇が死去すると、聖武ゆかりの品々が東

大寺大仏に奉納された。同年 6 月 21 日の日付をもつ「国家珍宝帳」は、その目録の一つ

である。聖武使用の袈裟から始まり、二つの厨子とそこに治められる品々、弦楽器と管

楽器、遊戯具、武具合わせて六百数十点が記される。その一つが、下掲の「鳥毛立女屏

風」である。 

 ふっくらした顔立ちの女性が、豊かな頭髪を結って樹下で座る様子を描いた図４と、

図５との類似は明らかである。「鳥毛立女屏風」が唐代に流行した樹下美人図の影響を

濃く受けていることは間違いない。「鳥毛立女屏風」中の女性の髪型が、天宝年間（742

〜756）に流行したものであることから、手本となる樹下美人図がほぼ同時代に将来され

ていたことがわかっている（傅江「都のモード―唐時代における女性の服飾―」『大唐

王朝 女性の美』大阪市立博物館、2004 年）。 
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 聖武の時代に進められた

唐風化は、娘である孝謙天

皇の時代にも継承された。

758 年に譲位した孝謙に

は、同年六月に「宝字称徳

孝謙皇帝」という尊号が献

上された。退位した中国皇

帝は、存命中は「太上皇」

と称される。譲位した孝謙

に「皇帝」という称号が奉

られたのは、退位後も孝謙

が皇帝としての権威を保有

することを象徴するのであ

ろう。同時に、光明皇太后

には「天平応真仁正皇太

后」、聖武には「勝寳感神

聖武皇帝」の尊号が贈られ

た。 

 死去した皇帝に複数の敬

意表現を用いた諡号を奉る

ことは唐高宗の時代に、存

命の皇帝に複数の敬意表現

を用いた尊号を奉ることは、則天武后の時代から始まった。中国では則天武后の時代に

用いられた四文字年号も、天平感宝（749 年）から神護景雲（767〜770 年）にいたるま

での約 30 年間継続した。 

淳仁天皇（在位 758〜764 年）を退けて重祚した称徳天皇（＝孝謙天皇、在位 764〜

770 年）は、西大寺を建立する。本寺の造営には、留学僧として入唐し鑑真を招聘した

普照と、鑑真の弟子である思託が関与していた。鑑真とその弟子が来日したインパクト

は、称徳朝にも続いていた。 

 

最盛期の唐の文化 

 

 天平文化が花開いた時代、ちょうど唐は玄宗による治世のもと最盛期を迎えていた。 

ここで唐初に遡って、唐の文化的国際性について説明を加えておく。７世紀中葉、モ

ンゴアリアから天山山脈北方までに及ぶ広大な領域は一時、トュルク人による最初の国

図４「鳥毛立女屏風」第四扇         

（『第六十六回 目録』仏教

美術協会、2014） 

図５「樹下仕女図」 

（ 『 大 唐 王 朝 女 性 の

美』） 
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家である突厥第一帝国（552〜630 年）の勢力下に置かれていた。630 年にこれを滅ぼし

た太宗（在位 626〜649 年）は、中国には「皇帝」として、中央ユーラシアの遊牧国家に

は「天可汗」として臨んだ。それだけではない。唐は北魏（386〜534 年）―西魏（535

〜556 年）・東魏（534〜550 年）―北周（556〜581 年）・北斉（550〜577 年）―隋

（581〜）と同様に、モンゴリア出身の鮮卑系拓跋氏によって建国された。すなわち唐の

文化は、本来的に中央ユーラシアの要素を含むものだった。 

 しかも太宗の側近には、突厥出身の将軍たちが複数取り込まれていた（平田陽一郎

「皇帝と奴官―唐代皇帝親衛兵組織における人的結合の一側面―」『隋唐帝国形成期に

おける軍事と外交』汲古書院、2021 年、初出 2014 年。林美希「唐代前期における蕃将

の形態と北衙禁軍の推移」『唐代前期北衙禁軍研究』汲古書院、2020 年、初出 2017

年）。このため、唐初の朝廷には中央アジアの文化が広く浸透した。太宗の長男であ

り、即位直後に皇太子とされた李承乾の例を見てみよう。 

  さらには、家奴をあるときは数十人、あるときは百人ほども集めて（外国の）音声

を習わせて、胡人のように髪を結いあげ、翦綵（をつけて）舞衣をまとわせ、尋橦

（かるわざ）や跳剣（ナイフ投げ）をさせるので、鼓の音は鳴り響き、昼夜途絶え

ることもなかった。大銅の鑪と六熟の鼎を作り、逃亡奴隷を募って人の牛馬を盗み

取り、みずから煮炊きして、お気に入りの召使いを呼び出して共に調理したものを

食べた。また突厥の言語や衣服を好み、容貌が胡人に似ているものを選び、羊のか

わごろもを着て、弁髪にさせ、五人を一グループとし、フェルトのテントを張ら

せ、狼頭纛を五つ造り、戟を持たせて戦わせたり、幡旗を飾ったりした。（承乾

も）穹廬を建てて住み、諸部に羊を集めて調理させ、佩刀を抜いて肉を割いて食べ

た。承乾は可汗の死去を演じては、周囲の者に號哭し刀で顔を傷つけさせ、周囲を

馬で走らせたりもした。（そんな時、承乾は）突然起き上がると、「私が天下の主

人となったならば、数万の騎兵を率いて金城に至り、（中原の民として結い上げて

ある）髪を解いて（髪を背におろしている突厥人のようにして）、我が身は（突厥

の将軍である阿史那）思摩に委ね、（その麾下の）１シャド（突厥の高官）になる

ことができたなら、愉快であるにちがいない」などと言った。（承乾の）左右の者

はひそかに、妖の仕業であろうか、と言い合った。また（承乾は）襞氈（ひだをつ

くった毛織物）を鎧とし、赤い旗を連ね、鉄勒の軍隊のようにし、漢王李元昌と兵

を分けて統率し、大声を出して武器を打ち合わせては楽しんでいた。（『新唐書』

巻 80、常山王承乾伝） 

 

上の史料からは、胡（椎髻は中国南方の異民族の髪型として史書で言及されるが、彼

らが胡と称されることはなく、ここでいう「胡」が何を指すのかはよくわからない）・

突厥・鉄勒といった漢人以外の文化を、承乾が生活に取り入れたことが述べられてい
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る。承乾の側近には突厥出身者がいた、という史料もある。前掲の史料では承乾の挙動

を「あやかしの仕業ではあるまいか」と噂する人がいたと史料には書かれているが、承

乾の周辺には漢人以外のルーツをもつ人々が多くいたがゆえに、その文化に親しんでい

たというのが正しい。 

 父である太宗は、『貞観政要』にみられるように中華の皇帝であることを志向した

し、承乾と皇位継承者争いを繰り広げた弟の李泰は、そのような父の意向を酌んで学士

たちを集めて太宗の歓心を得ていた。その一方で、太宗の側近には突厥を中心とした周

辺諸国出身者がおり、太宗のあつい信任を受けていた。卓越した軍事力を持ち、唐の威

勢を助ける胡・突厥・鉄勒などの文化を、承乾が憧れをもって見つめたのは、太宗朝の

宮廷の雰囲気を反映しているのだろう。 

 石見清裕氏が述べるように、四〜六世紀には気候変動などに起因する民族移動を背景

に、唐代には長孫氏・宇文氏・尉遅氏・契苾氏・独孤氏といった外来姓を持つ人々が活

躍した。そこに、突厥第一帝国が滅亡したことで、その統治下にいたテュルク人やテュ

ルクの遊牧文化を身につけたイラン系のソグド人、逆にソグド人の文化を身につけたテ

ュルク人が中国北方に移住した。さらには、ソグド商圏とつながってソグド商人が渡来

するのであるから、唐初に国際色―あるいは中央アジア色というべきか―豊かな文化が

形成されたのは当然であった（「漠北の異民族―突厥・ウイグル・ソグド―」『杜甫と

玄宗皇帝の時代』勉誠出版、2018 年）。 

 続く高宗〜則天武后の時代には、武周革命はあったものの、国内の政治的な安定は保

たれ人口は増加した。巨大な消費地となった唐には、陸路・海路を商人たちが盛んに往

来した。諸国は使者を派遣し、また聖職者たちも続々と唐に至った。先述した天枢と明

堂は、そのような国際性を象徴するものであった。 

 そのような状況で様々な国の文化が唐に流入したが、なかでも一世を風靡したのが

「胡」の文化である。森安孝夫の研究により、唐の西域趣味を概観しておきたい（『シ

ルクロードと唐帝国』講談社、2016 年）。 

 劉言史「王中丞の宅に、夜、胡騰舞を観る」には以下のようにある。 

タシケント出身の胡児は、中国の人が見るのは珍しく、酒樽の前に蹲って舞う時の

素早さは鳥のようである。色糸や金糸で織った蕃錦（異国錦）の帽子は、中が空洞

で先端部はとんがっており、高級綿織物の異国風シャツは、両袖ともに細身であ

る。踊っている手から葡萄酒を飲み干した杯を投げ捨て、西を向いた時には、故郷

への道のはるかに遠いことがふと脳裏をよぎる。身を躍らせ、車軸のように回転す

れば、（鈴などの）飾りのあるベルトは鳴り響き、脚さばきの見事さは、彩りあざ

やかな柔らかい革製ブーツが引き立てる。（森安氏の訳） 
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図６は、棺を囲むように立てられていた石製屏風の

うちの一つである。ソグド人の主人と漢人ないしトル

コ人の婦人が上段に座り、下段では中央に「胡騰舞」

を舞う人が描かれている。 

胡騰舞が力強い舞踏だったのに対して、胡旋舞はよ

り優雅さが求められる舞踏であった。 

 

図７は太宗朝に開かれた石窟の北壁に描かれた薬師浄土編の一部である。壁面中央に

は巨大な七仏薬師が立ち、その間に脇侍菩薩、周囲に十二神将、音声菩薩、金剛力士

が、その前方の舞楽段では「胡旋舞」を舞う菩薩が描かれる。 

かの白居易もまた、この胡旋舞を楽しんでいた。「新楽府」の一首「胡旋女」をあげ

よう。 

胡旋舞を踊る女性がいる。その心は弦楽器の音に合わせ、手は太鼓の音につれて躍

動する。弦楽器と太鼓が一緒に鳴ると、両袖を舞い挙げて、粉雪が風でひるがえる

ように、あるいは風でちぎれて吹き飛ばされたヨモギのようにクルクルと舞い踊

る。左に旋回したかと思えばあっというまに右に転じ、疲れを知らず、幾千幾万回

とて終わる時がない。（中略）この胡旋舞を踊る女性というのはソグド出身であ

り、御苦労にも東の方へ一万里余りを超えてやってきた。（中略）安禄山は胡旋舞

を演じて主君（玄宗）の眼を迷わせ、安禄山の兵が黄河を過ぎってもまだ反乱では

あるまいと疑っておられた。楊貴妃も胡旋を舞って主君（玄宗）を悩殺し、ついに

馬嵬駅で殺され、なきながらうち棄てられてからも、玄宗の念いは更に深くなっ

た。（森安氏の訳） 

 

また『安禄山事跡』（安史の乱のすぐ後に著述された雑史）巻下には、「天宝（742〜

図６ 石床屏風 

（『仏教の来た道』龍谷大学

ミュージアム、2014 年） 

図７ 敦煌莫高窟第 220 窟北壁 薬師浄土変 唐・

貞観 16 年（642 年）（『世界美術大全集 東洋編 

隋唐』小学館、1997 年） 
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756）の初めには、貴族から士庶に至るまでみな好んで胡服を着て豹皮でつくった帽子を

かぶり、女性は歩揺のある髪飾りをつけていた。衣服の制度は襟口も袖口もせまく、小

さく作られるようになった。識者が思うに、これは戎由来のものである」とあって、玄

宗朝の唐で、胡への関心＝西域趣味が広く受け入れられていたことがわかる（森安前掲

著）。 

ところで、上の白居易の「新楽府」には、胡旋舞の踊り手として安禄山が登場してい

た。755 年に幽州で挙兵し瞬く間に洛陽・長安を落として唐朝を一旦滅した、かの安禄

山のことである。安禄山は、703 年にソグド人の父と、突厥の名門一族阿史徳氏の母と

の間に誕生した。安は母の再婚相手の姓で、禄山とはソグド語のロクシャン（「明る

い」という意味）を漢字表記したもの。武芸に優れていただけでなく、漢語・ソグド語

・突厥語・奚語・契丹語（奚は内モンゴル自治区東部、契丹は大興安嶺南東シラムレン

川流域にいた遊牧民）などの言語を操ることができた。安禄山はその能力を生かして、

平盧軍（栄州）の兵士から身を起こし、契丹討伐で名をあげ、742 年には平盧節度使

（平盧軍のトップ）に任じられ、744 年には范陽節度使（幽州）も兼任した。安禄山

は、ソグド・突厥・契丹・奚といった遊牧民の騎馬兵力を取り込み、15 万もの兵を率い

て反乱を起こした。 

玄宗は四川に落ち延びた。玄宗の息子はクーデターを起こして即位、討伐軍を率いる

が苦戦した。ウイグルの兵力を借り、足掛け 9 年をかけて反乱は平定された。この頃、

反乱を起こした安禄山はすでに死去しており、反乱軍のトップは史朝義に変わってい

た。763 年正月、敗北して自害した史朝義の首が、長安の皇帝の元に届けられた（森部

豊『安禄山』山川出版社、2013 年）。 

安史の乱には、反乱軍に非漢人が多く含まれていた。のみならず、反乱の最中 763 年

には、チベットの吐蕃が侵入して長安を一時占拠した。反乱鎮圧に参加したウイグル軍

の略奪行為もしばしば問題となった。その結果、唐では排外主義が強まっていく。天平

時代の「唐風」に西域趣味が色濃いのに対して、弘仁・貞観文化に西域趣味がほとんど

見出せないのは、安史の乱を契機に唐の文化が大きく変化するためであった。 
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               ―――国国国家家家外外外交交交ととと民民民間間間交交交流流流ととと―――   
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東野 治之（とうの はるゆき） 第１回濱田青陵賞受賞 
奈良大学・大阪大学名誉教授 紫綬褒章受章 文化功労者 瑞宝重光章 

 ／ 日本古代史 文化財史料学 
［略 歴］ 

1969 年 大阪市立大学文学部卒業 

1971 年 同大学院文学研究科国史学専攻修士課程修了 

1970 年 奈良国立文化財研究所文部技官 

1982 年 大阪大学教養部助教授、 

1988 年 「アジア的視点にたつ古代日本文化の研究」で、第 1 回濱田青陵賞受賞  

1994 年 同文学部教授、 

1999 年 奈良大学文学部文化財学科教授  

1993 年 東京大学 博士（文学） 

2005 年 『日本古代金石文の研究』で、第 27 回角川源義賞受賞  

2008 年 『遣唐使』で、第 62 回毎日出版文化賞受賞  

2010 年 紫綬褒章受章  

2017 年 奈良大学退職  

2017 年 文化功労者顕彰  

2020 年 瑞宝重光章受章  

 
［主な著書・論文］ 

『正倉院文書と木簡の研究』塙書房、1977 年 

『日本古代木簡の研究』塙書房、1983 年、オンデマンド版 2009 年 

『木簡が語る日本の古代』岩波新書、1983 年/岩波同時代ライブラリー、1997 年 

『遣唐使と正倉院』岩波書店、1992 年 

『書の古代史』岩波書店、1994 年、新装版「岩波人文書セレクション」、2010 年 

『長屋王木簡の研究』塙書房、1996 年、オンデマンド版 2010 年 

『貨幣の日本史』朝日選書、1997 年 

『正倉院』岩波新書、1998 年 

『遣唐使船 東アジアのなかで』朝日選書、1999 年 

『日本古代金石文の研究』岩波書店、2004 年 

『日本古代史料学』岩波書店、2005 年 

『遣唐使』岩波新書、2007 年 

『鑑真』岩波新書、2009 年 

『大和古寺の研究』塙書房、2011 年 

『上宮聖徳法王帝説』岩波文庫、2013 年 

『史料学探訪』岩波書店、2015 年 

『史料学遍歴』雄山閣、2017 年 

『聖徳太子 ほんとうの姿を求めて』岩波ジュニア新書、2017 年 
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「私の対外交流史研究を顧みて」 

 

１ 第二次大戦後の遣唐使研究 

 定番の遣唐使概説 森克己『遣唐使』（至文堂 1955 年） 

  木宮泰彦『日支交通史』（金刺芳流堂、1927・1928 年）に基づく著作 

 対外交流史は傍流  反左翼の研究者が取り組む分野 

1960 年代以降の新動向 日本史を動かした国際的契機への注目  

石母田正『日本の古代国家』（岩波書店 1971 年） 古代朝鮮史 

 

２ 私の研究動機  外国文化の受容に対する興味 輸入されたモノへの関心 

学会の動向とは無関係 

 木簡・金石文・漢籍・仏典・書・法隆寺・正倉院・江戸考証学等々 

 拙稿「天平十八年の遣唐使派遣計画」（『続日本紀研究』157 号 1971 年） 

 同 「遣唐使の諸問題」（『南都仏教』64 号 1990 年） 

 同 「法隆寺献納宝物 香木の銘文と古代の香料貿易」（『MUSEUM』433 号 1987 年） 

 

３ 発見の論文と解釈の論文（青木和夫氏） 

 小島憲之先生や鬼頭清明氏から学んだ、目的なく文献に目を通すことの大切さ 

 

４「閉じられた日本列島」という視点 

 日本は本当に開かれていたのか、また開かれているか？ 

 為政者の海外体験の貧弱さ 

 漢文は受容されたが、中国語は広がらず → 会話のできない外国語 

江戸時代 250 年の「鎖国」  

  1629 年以降、朝鮮の国都、漢城に行けなかった日本使節 

  幕末開港以後の急速な金貨流出 

  3 代将軍家光以後、幕末の家茂まで、将軍の上洛なし 

 

５ 歴史に学ぶ    

歴史が現代までつながる稀な地域 

我々の成育歴として振り返る意味  とくに外界とのかかわり方 

 

【主な関連拙著】 

『正倉院文書と木簡の研究』（塙書房 1977）『遣唐使と正倉院』（岩波書店 1992） 

『書の古代史』（同上 1994） 『遣唐使船』（朝日選書 1999） 『貨幣の日本史』

（同上 1997）『遣唐使』（岩波新書 2007） 
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大庭康時（おおば こうじ） 

福岡市埋蔵文化財課主任文化財主事 

／日本考古学 中世都市研究、中世対外交易 都市景観の復元、技術交流 

[略歴] 

静岡大学人文学部人文学科考古学専攻卒業  

  1983 年福岡市教育委員会に文化財専門職として採用 

   以後、埋蔵文化財の発掘調査に従事 

  2012 年より福岡市埋蔵文化財センター所長 

  2018 年埋蔵文化財課長 

  2019 年 3 月 31 日付で定年退職 

  2019 年 4 月 1 日より埋蔵文化財課主任文化財主事として再任用 発掘調査に従事 

          

[主な論著] 

  単著『博多の考古学』高志出版 

 『中世日本最大の貿易都市 博多遺跡群』新泉社 

  大庭康時・佐伯弘次・菅波正人・田上勇一郎編『中世都市博多を掘る』海鳥社 

  大庭康時・佐伯弘次・坪根伸也編 シリーズ『中世の九州』1～4 巻 

                                    ほか 

  

発掘資料から見た古代中世の対外交渉 

はじめに 

 

福岡市は、先史時代から大陸・半島との密接な関係の歴史を持つ。日本最古の水稲耕

作遺跡である板付遺跡に代表されるように、博多湾から上陸した技術・情報は、我が国

の歴史に大きく関わってきた。おそらく天智朝が博多湾岸に置いた筑紫館（＝筑紫鴻臚

館）は、平安時代後期まで外交・貿易の窓口として機能した。博多津は、鴻臚館廃絶の

後を受けて貿易拠点となり、以後中世を通じてその地位を保ち続けた。 

このように福岡市の諸遺跡、とりわけ鴻臚館跡と博多遺跡群を研究することで、我が

国の古代から中世に渉る対外交渉の実態に迫る手懸かりを得ることができる。 

 

1 鴻臚館跡の発掘 

 

鴻臚館跡でまず特筆すべきは、その立地と構造である。鴻臚館跡が発見された平和台

球場跡地一帯は、近世福岡城の三の丸の一角に当たり、天守台が築かれた福崎山の山頂 
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から東に伸びた丘陵の端部である。この丘陵は、北に側面を見せ、わずかな砂浜を挟ん

で海となる。丘陵の側面は鴻臚館の造営に当たって削り落とされ、崖（中世城郭風にい

えば切り岸）となっていた。すなわち、海沿いに東西にのびた崖の上に鴻臚館は営まれ

ていた。 

 さらに、客館区域においては、自然地形の谷を堀として取り込んでいた。北の丘陵と

南の丘陵にほぼ同規模の施設を設け、その間を分かつ谷を埋め立て、さらに部分的に石

垣を築いて幅２０ｍ前後の堀に仕

立てていたのである。 

 丘陵の東側も北側同様に急傾斜

で下降していた。客館は東に門を

設けており、丘陵東側の谷から斜

面を上がって東門を入るのが、客

館の正面ルートであったと推定で

きる。 

 倉庫があったことは史料的に確

実であるし、客館に食糧を供給す

る厨も隣接してあったであろう。

図 1 鴻臚館・博多・大宰府の位置関係 

図 2 鴻臚館の旧地形と施設の推定復元 
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また、これらに対する管理棟があったであろうことは推測に難くない。さらに兵士も配

備されていた。博多警固所はいまだ場所が特定されていないが、福岡城を築城した際に

本丸天守脇にあった警固大明神を移したという記録があり、ここに博多警固所が置かれ

ていた可能性がある。ボーリング調査では、本丸から一段下がった二の丸の部分にも小

さな谷が入っていた。これらを概括すれば、鴻臚館は博多警固所を併設し、福崎山の頂

部（天守台付近）から東の山裾まで、旧地形を取り込んだ構造であったことが推測でき

る。これは、古代山城に通じる特徴である。 

 さて、鴻臚館は当初、唐や新羅の使者を収容し、迎接し、帰国させるための施設であ

ったが、やがてそれにとどまらない大きな役割を担うようになる。 

 九世紀に入って、すでに唐・新羅からの使節は絶えると、これに代わって九世紀前半

には新羅の、中頃以降には唐の商人が来航するようになる。鴻臚館は彼らを収容し、滞

在させる施設と化していくのである。 

 鴻臚館の８世紀以前の遺構からは、しばしば新羅系陶器が出土する。７世紀後半から

８世紀に主体を持つこれらは、その出土量、国内での出土例から見て、交易品として持

ち込まれたものではないことは、明らかである。すなわち、新羅からの使節の来日にと

もなって持ち込まれた品物と推測できる。 

８世紀後半から９世紀前半にかけては、盛唐・晩唐の三彩陶器が出土すること、イス

ラム陶器・イスラムガラス器が出土している点などが注目される。これらは、その希少

性から見て交易品とは考えにくく、遣唐使などが唐から将来した物品の一部であろう。 

 ９世紀後半になると、中国陶磁器の出土量は激増し、器種も豊富となる。９世紀後半

は、遣唐使が途絶し、中国商人が頻繁に来航するようになる時期にあたる。まさに商品

としてさまざまな物品が鴻臚館に搬入されたことを物語っている。 

 越州窯系青磁には、きめが細かく全体にむらなく釉がかかる精美な優品と、きめが粗

く底に釉がかからない粗製品とがある。これらの粗製品は、しばしば内底部に生産窯で

焼成する際に用いられた窯道具が付着していたり、重ね焼き状態のままで出土し、生産

地から直結した輸入が想定できる。このことは、商品化の最終工程が、鴻臚館で行われ

ていたことを示している。また、粗製品の大量一括廃棄では、火事にあって廃棄された

ものが多く、荷揚げ後そのまま鴻臚館内の蔵に入れられ、重ね焼きや窯道具をはずす以

前に被災し、廃棄されたことがうかがわれる。 

さらに、国内各地で出土する初期の貿易陶磁器はほとんどが碗や皿で、水注がこれに

加わる程度であるのに対し、鴻臚館跡出土のそれは、碗･皿･水注にとどまらず、合子・

香炉・灯火器・薬壺・壺・甕・鉢・こね鉢・すり鉢など多岐に渡っている。それらは日

用の実用品であり、商品として持ち込まれたものではない。おそらく、鴻臚館に滞在し

た中国人商人らが、日常的に使っていたものであろう。 

 このような出土状況は、11 世紀前半まで続く。そして、11 世紀中頃、唐突に遺物・
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遺構は姿を消し、鴻臚館は廃絶したも

のと考えられる。 

 

２ 博多遺跡群の発掘調査 

 

中世の貿易都市博多の遺跡は、ＪＲ

博多駅から築港の間の都心部の地下に

眠っていた。 

遺構・遺物から見た遺跡の始まりは、

弥生時代前期に遡る。その後、古墳時

代、古代と人々の営みは続き、間断な

く現代に引き継がれている。 

博多遺跡群の遺構・遺物が一変し、

貿易拠点的な様相を示すようになるの

は、11 世紀後半である。出土遺物量

は爆発的に増加し、遺構密度も急激に

増す。鴻臚館の廃絶とは時期的に符合

しており、貿易拠点が鴻臚館から博多に移ったことを示している。 

 考古資料的には、博多遺跡群の貿易港湾的性格を物語る特徴は以下の通りである。 

 ・輸入陶磁器の高い出土比率 

 ・「綱」銘墨書の大量出土 

 ・輸入陶磁器の一括大量廃棄遺構の存在 

 ・貿易船のコンテナとしてもたらされた大型容器の出土 

 出土遺物に占める輸入陶磁器の高い比率は、大宰府・京都など消費地遺跡の追随を許

さないものがある。「綱」銘墨書は、陶磁器の外底部に「綱」字を墨書したものであ

る。博多遺跡群からは多数の墨書が出土している。内容的にも多岐にわたり、中国人名

を記したもの、花押を記したもの、数字を記したものなどがある。特に、中国人名の後

ろに「綱」を加えたものや「綱司」と記すもの、単に「綱」と記したものは、貿易に関

わって記されたものとして重要である。「綱」は貿易のグループをさした言葉で、

「綱」銘墨書は、積み荷の帰属を記したものと考えられる。輸入陶磁器の一括廃棄は、

破損したり、火災にあって商品にならなくなった陶磁器をひとまとめにして廃棄したも

ので、陶磁器の荷揚げ場所や選別場所、備蓄場所の存在を示すものと言える。博多遺跡

群からしばしば出土する大型の甕や壺は、香料や香辛料などの外容器として持ち込まれ

たものと考えられている。 

また博多遺跡群からは、窯道具や外底部に窯道具が貼りついたままの陶磁器が出土し 

図 3 博多遺跡群の位置と範囲 



35 

 

ている。それは、中国の窯で焼成する際に重ね焼きしたものをそのままの形で持ち込

んだもので、すなわち、中国の窯場から重ね焼き状態のまま買い付けたものを、博多に

おいて窯道具をはずし商品化して出荷したものと考えられる。このほかにも、釉が流れ

て蓋と身がはがれなくなった合子も出土している。これは、流れた釉の部分をやすりで

擦り切れば外れるもので、事実、口縁部の釉に擦り傷をとどめる合子は少なからず認め

られる。これも、博多において最終加工がなされたことを示す遺物といえよう。 

 ところで、これらの際だった特徴を具備する遺跡は、西北九州沿海部においても、博

多遺跡群以外には存在しない。すなわち、考古資料的には、中国貿易の拠点とみなすこ

とができる遺跡は、博多以外には見当たらないということになる。 

 時代を追って、博多遺跡群の出土遺物を見てみよう。 

11 世紀後半から 12 世紀代においては、窯道具が付着した陶磁器が出土し、器種のバ

ラエティーに富むなど、前代の鴻臚館に共通した要素が目立つ。その内訳を見ると、商

品として全国流通したもの、一定量のまとまった出土があり商品として搬入されたと思

われるが他遺跡では出土しないもの、特殊な器種で少数の出土にとどまり博多の宋商人

自身の備品と考えられるもの、の三種に分かれる。商品として輸入されながら流通しな

かった陶磁器の存在は、輸入にあたって日本側の嗜好が顧慮されなかったことを示して

いる。 

図 4 博多遺跡群出土の墨書陶磁器 
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楠葉型瓦器と呼ばれる国産の土器がある。大阪府高槻市にあった摂関家領楠葉牧で生

産されたもので、京都に供給された以外は、西日本の拠点的な遺跡から散発的に出土す

るのみである。ところが、博多遺跡群からは 11 世紀後半から 12 世紀代にかぎって、珍

しくないほど多量に出土している。その量はおそらく畿内を除いた西日本では、随一で

あろう。このことから、当該時期の博多には、畿内からのほぼ恒常的に直接の人の流れ

があったことが考えられる。瀬戸内海や山陰の流通拠点を介在しない直接的な人の流れ

は、おそらく唐物を受容する京都の権門による使人の派遣・常駐を意味するものと考え

られる。 

13 世紀前半になると、博多遺跡群から出土する輸入陶磁器の量が、若干鎮静化する。

それはまた、陶磁器の墨書が激減し、流通にのらないと思われる陶磁器も見られなくな

る時期にも合致している。楠葉型瓦器は、その量を減らし、希少な出土品となる。 

 仁治三年（1242）、京の公家である西園寺公経の派遣した商船が帰国した。13 世紀前

半、少なくとも、第 2 四半世紀には、日本国内の有力者＝権門による貿易船派遣が行わ

れていたのである。 

 これらの渡宋船は、博多で艤装して出航し、博多に戻ったものであろう。正応二年

（1259）の『筥崎宮造営材木目録』に名が残る博多綱首張興は御分通事と記されてお

り、権門の御分唐船の通事であったと思われる。このことからみても、実際に貿易を請

け負って繰船したのは、博多綱首であったと考えて間違いはないだろう。博多綱首によ

る日宋貿易に日本の権門が、出資者・派遣者として顔を見せるようになったのである。 

図 5 博多遺跡群出土の嗜好品的な中国陶磁器 

青白磁筆架 

白磁人型水滴 白磁犬 

褐釉陶器騎馬像 

青白磁灯火器 

白釉褐彩盃・盃托 

白釉褐彩盃・盃托 
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３ まとめ ―貿易構造の変遷と、水際としての博多― 

 

 これまで述べてきた、鴻臚館から博多遺跡群を通じての古代から中世前半にかけての

貿易構造の変遷を、出土遺物からまとめてみよう。 

 ８世紀代以前においては、遣唐使の将来物に代表されるように国家間の外交を契機と

した物資の移入であった。遣唐使として渡唐した官人が、かの地で買い入れたモノにし

ても、国家に納入されるものであり、そのため基本的に鴻臚館などで出土することはな

いと言える。 

 9 世紀になって、新羅、唐の商人が渡航してくるようになって、鴻臚館の出土遺物は

急増する。商品としての物資の搬入、すなわち貿易が始まった。10 世紀段階では、重ね

焼きのまま火災にあって一括廃棄された粗製青磁碗が出土している。中国人商人が、生

産地でひと括りに買い付け、鴻臚館内に貯蔵し、重ね焼きを外して商品化したことがわ

かる。ただし、京都をはじめ国内で受容された青磁は、精製品であり、粗製の青磁は九

州にほぼ限定的に出土する。したがって、この段階で、中国人商人と取引したのは、珍

奇な唐物をいわば宝物として希求した天皇を中心とする京都の貴族・寺社などと、直接

に中国人商人と接することができた大宰府の在地下級官人の二者であったと言える。 

 11 世紀後半、鴻臚館が廃絶して貿易拠点が博多に移ると、中国人商人（宋商人）ら

は、博多の居を構えて土着しつつ貿易を行うようになる。こうして、博多には「唐房」

と呼ばれた宋商人の居住地域が出現した。しかし、実際には 10 世紀後半頃から中国人商

人の鴻臚館滞在は長期化しており、数年にわたって鴻臚館に滞在することで、鴻臚館の

私的な拠点化がみられた。博多の唐房は、その延長上にあると言える。いわば、大宰府

は公的施設である鴻臚館の維持は放棄しつつも、博多居住・貿易拠点化を許すことで、

費用と手間のかからない貿易管理の空間を確保したものと言える。 

 大宰府による貿易管理は、12 世紀前半までは機能していたとされる。博多遺跡群の出

土遺物を見ると、12 世紀代までは、大きな様相の変化は認められない。ただし、博多遺

跡群における墨書陶磁器の分布を検討すると、12 世紀前半までは博多浜の西側に集中し

ていたものが、12 世紀後半になると博多浜全域に広がっている。同様の状況は、陶磁器

の一括廃棄遺構においても指摘できる。そのことから、当初博多浜西側に限定されてい

た中国人居住が、12 世紀後半には博多浜全体に拡大したことを示している。これは同時

に大宰府による管理のゆるみを意味するものだと言えよう。 

 13 世紀に入ると、輸入陶磁器の内訳に大きな変化が見られるようになる。それまでの

多彩な器種・器形が姿を消し、全国的に出土する器種・器形のみが出土する。その傾向

は 12 世紀後半に既に現れていた。すなわち、12 世紀前半までは博多ではまとまった量

の出土がある白磁碗なのに博多以外ではほとんど見られない器形が見られるのである。

これは、おそらく、唐物であればなんでも欲しいという訳ではなく、日本人に受容され
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るものとされないものがあった、嗜好にあったものと合わないものがあったことを意味

する。そして、おそらく、日本国内で需要がないものまで輸入されていたことを示して

いるのであろう。12 世紀後半になると、そういう余所では出土しないタイプの陶磁器が

姿を消していく。その一方、博多の宋人たちに需要があったと思われる嗜好品的な陶磁

器はまだ出土している。13 世紀になると、それも姿を見せなくなる。これは、日宋貿易

の変容過程を示している。この段階では、海を渡って貿易行為を経営したのは、宋商人

であったことは揺るがない。しかし、当初は日本国内の需要などには頓着せずに持ち込

まれていたものが、次第に売れるものに限定して輸入するようになり、さらに博多の宋

人社会が解体して周囲に同化していったと考えることができる。13 世紀は、西園寺公経

の例に見られるように、京都の権門が商船を仕立てるようになっていた。権門の指向

も、珍奇な唐物を買い求めることから、貿易の利潤を追求するように変わっていったと

いえるだろう。楠葉型瓦器に示されるように、12 世紀段階までは、京都の権門から博多

へ、おそらく唐物の優先的な入手のために使人が派遣され常駐していた。それが 13 世紀

になるとみられなくなるのは、まさに権門が直接貿易を主催するようになった事で、先

を争う必要がなくなったためと言えるだろう。 

 これまで述べたことを簡単にまとめると次のようになる。 

鴻臚館貿易では、中国船が来着して存問を経た後、初めて需要が生じた。すなわち、

日本に持ち込む商品を選ぶのは中国人商人であったということで、日本国内での需要や

嗜好が考慮されていなかったものと思われる。それは、鴻臚館から拠点を移した当初の

博多においても、同様であったに違いない。 

やがて 12 世紀後半になって、流通にのらない輸入陶磁器が見られなくなる。それはす

なわち、日本での需要に合った商品を選択して搬入するようになったという事を意味す

る。 

 13 世紀前半は、もはや宋商人が来着した後、その積荷を検査して入用な貨物を求める

という段階ではなく、権門自らが貿易を企てるまでになっていた。西園寺公経が商船を

派遣して銅銭を買い求めたように、貿易の目的は珍奇な唐物入手から実利へと移ってい

たといえよう。しかし、実際に貿易船を仕立て、渡航し、商務の一切を行なったのは、

博多綱首であったのである。 

 最後に、対外交渉の看過できないもう一つの側面、武力衝突について触れておく。前

述したように、鴻臚館は古代山城に通じる特徴を有していた。645 年の白村江の戦に敗

れたことを契機に整備された大宰府、水城、大野城、基肆城等の防衛体制構築の一環と

して築かれた鴻臚館には、最初から外寇に対応できるだけの役割が期待されていたに違

いない。 

実際に、北部九州はしばしば他国からの外寇にみまわれた。貞観十一年（869）の新羅

海賊では博多湾が、寛平五年（893）の新羅賊の襲来では肥前国松浦郡・肥後国飽田郡が
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襲われ、寛平六年（894）には新羅賊によって対馬が、寛仁三年（1019）の刀伊の入寇で

は、対馬、壱岐、博多、怡土、志摩、松浦が襲われた。文永十一年（1274）と弘安四年

（1281）の二度の蒙古襲来は、元寇として著名である。 

 天平四年（732）、節度使として九州に派遣された藤原宇合は、警固式を定めた。いわ

ば奈良時代の防衛マニュアルである。残念なことにその全文は残っていないが、『続日

本紀』・『類聚三代格』宝亀十一年（780）八月二六日の勅によれば、賊船の来航を見か

けた際の通報、着岸に際しての防戦に始まり、兵糧の支給まで、定められていた。ま

た、『続日本紀』天平宝字三年（759）三月二四日条によれば、警固式では博多大津・壱

岐・対馬などの「要害之處」には船百隻以上を常置して不慮に備えることになっていた

という。 

 警固式では、まず怪しい船を目撃したら国衙に知らせ、報を受けた国衙は賊船である

ことを確認した後対応策を講じることが義務付けられている。これは、賊船が姿をあら

わすまで、その襲来を察知できない場合があること、船の来航を見ただけでは、襲撃な

のか来訪なのかその意図を察知することができなかったことを示している。 

 貞観十一年の新羅海賊の襲撃以降、寛平年間にいたるまで、大宰府・朝廷がとった防

衛策は、もっぱら鴻臚館・壱岐・対馬への武器、兵士の配備・増強であった。すなわ

ち、国土の防衛＝水際での撃退であったといえる。 

 中世になっても、元の襲来に対して鎌倉幕府がとった防衛策は、博多湾岸に石築地を

築くことであった。 

海の上に国境線がなかった時代、国境の防衛はすなわち海浜の防衛であった。しか

も、古代国家の兵士・武器の配備は鴻臚館であり、壱岐・対馬であってきわめて局所的

である。対馬が、まず第一に不意打ち的に襲撃を受ける地であったことを割り引いて考

えれば、古代日本の国境防御はすなわち博多の防衛だったといえるかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 博多湾岸に築かれた石築地（元寇防塁） 
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[主な論著] 

  『東アジア海域と日中交流—9〜14 世紀—』、吉川弘文館、2007 
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1. 平安時代の対外関係 

 

◇国家使節の時代から海商の時代へ 

・9 世紀初頭の海商の出現（新羅海商・唐海商） 国家間外交から自律した日唐間交通 

日本の基本的な国際環境として鎌倉時代に引き継がれる 

 

・日本の朝廷は来航した海商に対して、地方官（大宰府・国司）を介して国家的管理 

 

・海商の出現による日本の対外関係の変化 

：舶載品の獲得において人的・財政的負担を伴う遣唐使船の派遣が不要 

遣唐使による留学生派遣がなくても、商船を利用した入唐僧の中国文化摂取 

経済・文化的には唐への朝貢が不要になる 
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◇外交からの撤退 

・10 世紀以後、外国の治安悪化・天皇の地位の変化、外交使節派遣の意欲喪失（河上

著書） 

  

・複数の有力国家が並立し、圧倒的な覇権国家が不在の国際情勢 

 ：907 唐滅亡、五代十国の分裂、979 宋が中国の大部分を再統一、北方の契丹と対峙 

日本への外圧の弱さ 自衛のための朝貢の動機薄い 

むしろ国際紛争の巻添の恐れ 

・宋海商が継続的に来航する環境を維持することに注力 

宋の朝貢要求には応じず消極的な対応に終始するも、強く拒絶の意も示さず 

 →鎌倉時代の対モンゴル交渉へ  

 

2. 国家間交渉における宋海商の役割  

 

◇宋麗交渉の事例 

・1030 年以後高麗の宋への朝貢断絶 契丹の影響力の増大 

 1068 宋海商黄慎の高麗来航 

福建転運司羅拯の言い付けで、高麗文宗に宋神宗の復交の意を伝達 

 1069 黄慎ら帰国、文宗の朝貢希望の意向を伝える 神宗の許可 

1070 羅拯、黄慎らを高麗に派遣 

1071 文宗、黄慎らの帰国便で宋に朝貢使を派遣 

 

・正式な使者の派遣に先立ち海商を介した予備交渉 朝貢も宋海商の便を利用 

 国家間交渉も実質的には海商の往来がベース 

 

◇日宋交渉の事例 

・同時期の日宋間交渉 

1072 日本僧成尋入宋、宋の神宗に謁見、日本の国情を問われる 

 1073 神宗、成尋弟子に日本宛て国書・下賜品を託し、宋海商孫忠の船で帰国させる 

 1077 日本朝廷が返答を決定、返答品を僧仲回に託し、孫忠の船で宋に派遣 

 1078 宋の明州から返答、孫忠の船で日本に送る 

 1080 孫忠船員の黄逢、孫忠の指示で帰国 

回答を急かす文書を明州に作成させて再来日 

 1083 日本朝廷、孫忠に返答を託して帰国させる 
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・日本僧の渡宋を契機とする宋からの外交的接触、海商を利用した外交交渉の試み 

 

3. 鎌倉前期の対外関係 

 

◇日宋貿易の変化 

・宋海商を主役とする海上交通のあり方は基本的に鎌倉時代にも引き継がれる 

日本社会と海商の関係については新たな事態も現れる 

 

・12 世紀、大宰府を介した貿易管理の終焉 

 大宰府を拠点の一つとした平氏の滅亡後、幕府・朝廷とも貿易管理に関心を示さず 

日宋間を往来する海商・僧侶への日本側の国家による一元的規制がなくなる時代 

 

・大宰府に代わる保護者・取引相手を求める宋海商 

中央の寺社・権門と宋海商と関係、個別に貿易に関与し舶載品を入手する寺社・権門 

国家的貿易管理の消滅後、私的保護関係を前面に出して活動する宋海商 

 

・中央寺社・権門による博多周辺地域の荘園および末寺・末社の確保、宋海商との接点 

 ：比叡山―大宰府大山寺／石清水八幡宮―筥崎八幡宮／摂関家・京都東福寺―博多承

天寺／院―肥前国神崎荘／鎌倉幕府―武藤氏（大宰少弐） 

 博多近辺に邸宅や土地を所有する宋海商（博多綱首） 神人・寄人等の日本の身分 

 

・国家的な規制を受けず、有力者との私的な保護関係に基づき活動する宋海商 

 

◇宋風文化と中世社会 

・12 世紀前半まで、博多周辺のみで見られた中国系生活文化 

：宋銭・宋式喫茶文化・禅宗信仰・結桶・滑石製石鍋等 

12 世紀後半～13 世紀に九州以東に拡大、鎌倉時代には列島規模で共有 

 

・日本人の出国に対する規制消滅、鎌倉時代以後南宋・元との間で大規模な僧侶の往来 

（史料上で名前が分かるだけで約 600 人） 

日本各地の寺院で活動（主に禅宗）、宋風文化を実践 平安時代にない文化的新動向 

宗教以外にも、美術・建築・儒学・文学・医学・飲食文化等の各方面 
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