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1

燕の北方長城

(1)長 城遺跡調査
中国では長城遺跡調査が行われ、1981年 に『 中国長城遺跡調査報告集』(文
物 出版社 )が 発刊 されている。 これ らの遺 跡調査等を踏まえて、 『新 中国の考古
学』 (平 凡社、 1988年

)所 収 の「秦漢長城遺跡 の調査」

(黄 展岳、谷豊信訳 )

では長城について次のように述べている。
秦 。漢代 の長城については、これまで長い間文献資料を研究 し、歴 史地
図上にその位置を記すにとどまって いた。これまでに も、長城の部分的
な調査を行 い長城 の実際の位置が文献 の記載 と合わないことを発見 し
た人 もいたが、注 目を集めるにはいた らなか った。文献資料研究 の 限界
を超えて実地調査 ・ 発掘を行 うようにな ったのはここ数年 のことで あ
る。
このよ うに書き始めて い る。歴史地図にある長城は文献によるもので あ り、遺
跡によるものではないことを明言 している。そ して長城の調査の困難 さについて
次 のよ うに述べ ている。
現存す る長城遺跡が最 初に造 られた年代や使用の沿革を正確に判断す
るには、なお困難な点が少な くな い。その理 由は、

(1)秦 漢長城はだ

いたい戦国長城 の 旧跡を利用 していること、 (2)秦 漢長城 の一部は後
の時代 にも使用 されたこと、 (3)歴 代 の長城の形式は基本的には同 じ
であること、 (4)さ らに長城はい くつかの省 。自治区にまたが ってい
るので、今のところ統一的な全 面一般調査 の計画がないこと、にある。
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このよ うに述べ 、次 のよ うな項 目について記述 して いる。

1.戦 国秦・趙・ 燕、三国の長城
2.秦 漢長城
3.長 城沿線 の辺城遺跡
4.長 城沿線 の辺城付近の漢墓

{2)戦 国燕 の長城
長城 の西側 にある戦国時代 の秦 の長城についてはかな りの ことがわか って き
ている。長城 の東側 につ いては戦国時代 の燕 の長城 と して次のよ うに書 いて い
る。
実地調査 で発見 された燕 の長城は南北二つの部分に分 かれる。北長城は
[内 蒙古 自治区 ]化 徳県か ら東に向か い、 [河 北省 ]康 保県、 [内 蒙古

自治区 ]正 藍旗、多倫県、 [河 北省赤城県 ]独 石 口、囲場県 の北を経て、
金英河 の北岸に沿 って東に延び、 [内 蒙古 自治区 ]赤 峰市を横切 り、東
に向か って奈 曼旗 土城子公社を経 て、忙牛河に至 り、忙牛河 の絶壁を借
りて北に行 くこと 20km、 忙牛河東岸 の忙牛石頭溝か らさらに東に向
か って延び、庫倫旗南部 に至 り、遼寧省阜新蒙古 自治県 に入 りさらに東
に向か っている。 [内 蒙古 自治区 ]放 漢旗 か ら [遼 寧省 ]阜 新蒙古 自治
県までは全長 120km余 、保存状態は比較的 よい。すべ て版築で造 ら
れ、残高

1‑2m、

基部 の幅は 6‑8mで ある。 (中 略 )

南長城 は [内 蒙古 自治区 ]化 徳県か ら東 に向か い、喀味17心 (カ ラチ ン)
旗 と赤峰市南部を経て、老吟 (ラ オハ )河 を越え、 [遼 寧省 ]建 平県 の
北 と [内 蒙古 自治区 ]赦 漢 (ア オハ ン)旗 南部を通過 して [遼 寧省 ]北
票県に入 る。南北の長城間の距離は 40‑50kmで
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燕の北方 (現 在の万里の長城より遥かに北)に は南北二つの長城があり、戦国
時代の燕の長城であるとい う。 これを「燕の北方長城」と呼ぶことにする。
この記述の根拠にな っているのは次の二つの論文である。
・『社会科学戦線』 1978年 3期 の李展福著「吉林省西南部的
■北長城 ……
燕秦漢文化」
・『文物考古工作三十年』 1979年 (文 物 出版社 )の 遼寧省博
■南長城 ……
物館文物 工作隊著 「概述遼寧省考古新収穫」
北長城については「吉林省西南部的燕秦漢文化」に「奈曼旗南部戦秦漢遺跡分
布図」があ り、北長城 の位置および関連遺跡 が書かれている。
図 66 燕 の北長城 と関連遺跡
燕 の北方にある南北二つの長城を図示す ると次のようになる。
図 67 燕 の北方長城
長城の西側については 『考古学会 第一次年会論文集』 1979年 (文 物 出版
社 )の 中の「内蒙古境内戦国秦漢長城遺跡」に「内蒙古戦国秦漢長城遺跡 (附 明
長城 )示 意図」がある。赤峰以西 の長城が書かれて いる。
図 68 内蒙古戦国秦漢長城遺跡
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{3)北 長城の関連遺跡
李展福 氏 の「 吉林省 西南部 的燕秦漢文 化 」 に は、燕 の 北長 城跡付 近 の 燕 、秦 、
漢 時代 の 古城 、城堡 等が紹介 されて い る。 その概 略 は次 の通 り。

a.沙 巴営子古城 (「 図 66

燕の北長城 と関連遺跡」参照 )

奈曼旗南湾子公社三一大隊善宝営子屯の東半里にあ り、北に燕 の長城を隔
たること六十余里。出土遺物は千余件。燕、秦、漢の歴史遺物があ り、城
内の主 要な出土遺物 は秦の始皇帝 二 十六 年 に統 一 された度量衡 の詔書文
字 の ある陶量等である。

b.西 土城子古城
奈曼旗土城子公社の所在地の西半里にあ り、北に燕 の長城を隔たる こと二
十余里である。東 の八里には忙牛河がある。東南四十余里に沙巴営子古城
がある。
古城 の大きさ、形状は沙 巴営子古城に似て いる。外城の西部の北寄 りと内
城に近 い ところに高台建築跡があ り、大量 の戦国と秦漢時代の陶片 と建築
用 の瓦類等 の遺物が出土 している。沙 巴営子古城 と同一時期 と思われる。

c.五 間房城堡址
西土城子古城 の東南八 里の丘 陵 の上にある。城堡はほぼ方形であ り、東、
西、北 の三 面は土築である。南には峰熔址があ り、南 と東西の両側は深 い
谷にな っている。城堡は比較的小 さ く、一辺は約

100mで ある。高台建

築跡は 6mの 高さがある。
注 目すべ き ことは、この城堡は夏家店下層文化遺跡 の上に建築 されている
ことで ある。城堡内の地表には戦国と漢代 の遺物が分布 している。

d.五 間房蜂隧址
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西北 には西土城子古城が見え るし、東南には遥かに桃山関院を望む ことが
できる。

e

.桃 山関隧址
五 間房城堡址 の東南 五里 の ところにあ る。山の形状 が桃 に似 て い る ところ
か ら桃 山 の名が付 け られた。

f.蛤 蝶 山居住址
南に桃山関院址 と相対 して いる。遺跡には多 くの燕国と漢代 の陶片、お よ
び大量の紅焼土塊が散布 して いる。
西 土城子古城 と沙巴営子古城 の間の通路の要所 とな っている。桃山関院を
守 ることにより、忙牛河 の上流地方へ行 くことを制す ることができる。軍
事上 の重要 な地域である。

g。

新営子峰隧址

東南 に沙 巴営子古城を隔 たること十 二里。西に忙牛河 と桃 山関院を臨み、
隔たる こと八里。峰燃は土築台で、底辺 はどれ も約 60m、 高さは八 m。
この峰隧 は沙巴営子古城 と桃 山関院の重要 な連絡点である。戦、秦、漢時
代 の遺物 が出土 している。
この よ うに遺跡 を紹介 し、次 に出土遺物 につ いて述 べ て い る。

□戦国時期 の燕国文物
○陶器類
生活用の容器 と建築用 の瓦類 が多い。日常生活用具 の陶器は多 くは泥質灰
陶。砂 の粗 い紅 陶が これに次 ぐ。 (沙 巴営子古城 か ら出土 )
古城建築址の板瓦、筒瓦は大型である。
○兵器類

213

1̲
…

11皿 日1日 ￨ ￨

:￨■ ‖
l‖

皿」
皿

第 6章

‖
￨

日
‖‖‖￨￨

長城 の 遺跡

銅鏃が最 も多い。また骨鏃 もある。銅鏃は三叶に作る。
奈曼旗西土城子古城の東北二里の ところか ら戦国時代の土壌竪穴墓が発
掘され、銅文 1、 銅剣、銅鏃二十余枚が出土 した。
○鉄器類
農業生産用具の鍬、斧、鎌が主であり、その中で鍬が最 も多 い。
○貨幣類
布幣、刀幣、明四、一化の四種あり。特に一化円銭は戦国末期に流行 した
ものである。
□秦か ら西漢 (前 漢 )前 期 の文物
○陶器類
陶器 の質 が単 一 とな り、皆、泥質灰陶となる。器形は双耳壺、鉢、豆、食、
釜がある。注 目されるのは沙巴営子古城 の秦か ら前漢前期にか けて の文化
層か ら五件の陶量が出土 していることで ある。三件は秦斗 であ り、一件に
は「黍禾」の二字が象刻 されていた。他 の二件には「木」の字が刻 印され
ている。秦斗 の一件 には秦 の始皇帝 の二十六年に度量衡を統一 したときの
詔書 の銘文が刻まれている。「二 十六 年、皇帝井兼有天下諸侯、・……」と
ある。
○建築用瓦類
板瓦、筒瓦があ り、紋飾 りは縄文が多 い。
○鉄器生産用具
鋤、鎌、斧等。
○兵器類
鉄鏃が出現。
○貨幣類
秦 の半両、呂后の半両、文帝の半両。
このよ うに記 した後、結語 として次 のよ うに述べ ている。
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吉林省西南部 の燕、秦、漢時代 の遺 跡や遺物 を見 ると、早 い紀元前三世
紀 であ り、吉林省西南部 は燕国の遼西郡 の領 地に属 していた。秦 の始皇
帝 二十 三年、燕を分かちて遼西郡 を置 くとあ る。西漢 (前 漢 )は これに
因 る。これ らの理由により、吉林省西南部 の燕の北長城址 より以南 の地
区は秦 と西漢 の遼西郡 の北部領地である。 (中 略)燕 の北の長城 より以
南 に発見 された古城、城堡、居住址等には均 しく燕、秦、西漢 時代 の遺
物 がある ことか ら、秦は長城を築 くとき、燕 の 旧 (長 城 )を 襲 った こと
は これにより証明されるであろう。 (後 略 )
このよ うに述べ 、燕 の北方長城 より南に燕・秦・ 西漢 (前 漢 )時 代 の遺跡があ
ることか ら、 この地域は秦 と前漢 の遼西郡 の北部領地であるとみな し、燕 の北方
長城は燕 の長城 であ り、万里の長城は これを利用 して築かれ たとしている。

2

燕の北方長城への疑間

{1)燕 と東胡の戦い

(前

4世 紀)

『史記』匈奴 列伝に、「燕北有東 胡・ 山戎」 とある。燕 の北には東胡 と山戎が
お り、燕 は東胡 と戦 っている。『桓檀古記』 に次 のよ うに書かれて いる。

■丙辰 (前

365年 )、

燕人、道に倍

(そ む)き

入 り寇す。遼西を陥 (お と)

し、雲障に逼 (せ ま)る 。番朝鮮 は上将・ 千文言 に命 じ、之を禦 (ふ せ )
が しむ。真莫二朝鮮 も亦兵を派遣 して来たり救 う。伏兵を設け、来たるを
攻め、燕・ 齊の兵を五道河に破る。遼西の諸城、悉 く復す。
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燕は前 365年 に、齊の軍とともに遼水 (藻 河)を 越えて五道河まで侵入 して
いる。東胡 (番 韓)は 五道河で燕・齊の軍を追い返 している。 しか し東胡はこの
頃か ら衰退する。夏家店上層文化は前 4世 紀には消滅するという。『桓檀古記』
には番韓が衰退 してい く記述がある。
■壬午 (前

339年 )、

燕は道に倍 (そ む )き 入寇 し、安寸忽を攻め、又険

涜に入 る。須央人箕言 は子弟五千人を以て来 た り戦事を助 く。是に於 いて
軍勢は稽 く振 う。乃 ち真番二韓 の兵 と挟撃 し、之を大破す。又偏師を分 け
て遣わ し、将に前 城 の南に戦 う。燕は燿れて使 いを遣わ し謝す。公子を以
て質 と為す。
前 339年 に燕は再 び番韓を攻める。番韓はすでに 自力では対抗す ることがで
きな くな っている。箕子朝鮮 (後 の番朝鮮 )の 力を借 りてや っと燕に勝 つ ことが
できた。番韓は この事件 の後、箕子朝鮮に併合 される。
戊成 (前

323年 )、

朝鮮王 を称す。

須央人箕詔は兵を番韓に入れ、以て拠 し、自ら番
『桓檀古記』「三韓管境本紀」馬韓世家 (下 )

箕子朝鮮は番韓を併 合 して番朝鮮を樹 立す る。番韓 は番 朝鮮 の支配下に入 る。
燕は番朝鮮を燿れて人質を出 している。大凌河 の上流域は番朝鮮の支配下に入 っ
たので燕は侵入す る ことができない。
それは考古学か らも立証できる。李展福氏は「吉林省西南部的燕秦漢文化」の
結語 と して「吉林省西南部 の燕、秦、漢時代の遺跡や遺物を見ると、早 い紀元前
三世紀である」と述べ ている。大凌河 の上流域か ら燕の北方長城付近に燕や秦 ・
漢 の遺跡が現れ るのは前 3世 紀 の早 い時期か らであるとい う。前 4世 紀頃 の燕 の
遺跡は発見 されていない。燕は前 4世 紀 までは五道河を越えて大変河 の上流域 に
侵入す ることができないでい る。 したが って前 4世 紀に燕が この地域に長城を築
くことはあ りえない。
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{2)五 道河子遺跡
『文物』 1989年 2期 の「遼寧凌源県五道河子戦国墓発掘簡報」 (遼 寧省文
物考古研究所 )に 五道河子か ら出土 した戦国墓についての報告がある。場所は遼
寧省凌源県 の西南、青龍河 上流の右岸にある五道河子村 である。 この地域は燕か
ら東北 の大凌河上流域 へ 向か う交通 の要所 である。 『桓檀古記』にある「五道河
の戦 い」の場所ではないだろうか。
ここか らは 11個 の戦国時代 の墓が 出土 して いる。 1つ は石椰墓であるが、他
の 10個 は長方形の竪穴土壌墓 であ り、墓底 には樺の樹皮が敷かれてお り、戦国
時期 の北方民族 の喪葬習俗 であるとい う。
ところが銅兵器は刀、剣、文が主 であ り、これ らは中原地区に見 られ るもので
あ り、北方遊牧民族特有 の青銅短剣は見 られな いとい う。銅鐘 も中原文化 の風格
を示 して いるとい う。
しか し、銅節約、銅垂墜、銅人形飾等は北方草原遊牧民族青銅文化 であ り、ま
た銅連珠状飾 と銅 円形牌飾 は夏家店 上層文化墓葬 の 出土 品 と一致 して いるとい
つ。
以上 のことか ら、凌源五道河子一帯 の北方少数民族文化 は本来の民族文化 の特
徴を保持 しつつ も、同時に中原漢民族文化 の要素 も少なか らず吸収 して いると述
べ ている。夏家店 上層文化を築 いた東胡 (番 韓 )の 墓であろう。兵器については
優れた中原 の ものを取 り入れ たのではないだろうか。
これ らの墓か らは大量 の兵器、車馬具 が出土 している ことか ら、死者 の多 くは
士卒であろうと述べ ている。また墓 の年代 は戦国時代 の 中晩期 であるという。前

365年 に燕・ 齊の軍 と戦 った兵士達の墓か もしれない。あるいはその後 の燕 の
侵入に備えて置かれ た辺境防備 の兵士達の墓か もしれな い。 いずれに しろ、 この
地域が戦国時代の中晩期頃までは燕の領 土ではなか ったことを示 して いる。燕は
これより先には侵入 していな い。 したが って この時期に燕がさらに北方 に長城を
築 くような ことはで きな いはず である。
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(3)燕 と番朝 鮮 の戦 い
燕は番朝鮮に人質を出している。前 339年 には公子を人質に出し、前 3世 紀
に入ってからも燕は賢将秦開を人質に出している。燕より番朝鮮の方が強国であ
ったからであろう。ところが前 284年 頃になると立場は逆転する。
其後、燕有賢将秦開。為質於胡、胡甚信之。帰而襲走東胡。東胡谷
「千余
。
・
・
里。 (中 略)燕 亦築長城。自造陽至襄平。置上谷 漁陽 右北平 遼西・
『史記』匈奴列伝

遼東郡。以拒胡。

(概 訳)燕 国は将軍秦開を胡へ人質 に出す。胡は秦開を甚だ信 じたとい

う。ところが秦開は燕に帰ると逆に東胡を襲い敗走させる。東胡は千余
里退 く。燕 も亦長城を築き、造陽か ら襄平に至る。上谷・漁陽・右北平・
遼西・遼東郡を置き、以て胡を防 ぐ。
燕は東胡 (番 朝鮮 )を 敗走 させている。燕はその地に長城を築 く。紀元前 28

4年 頃のことで あるとい う。 『契丹古伝』にも次 のよ うに書かれて いる。
秦 自是益豪。燕亦加彊。殷遂以学汝勃大水為界、譲曼灌幹之壌、而東。
(中 略 )至 是燕築塞。続曼灌幹城、 日襄平。将又越学漠渤、強行 阻断。

二 国伐燕、克之。鍮喩、及孤竹。壺復殷 故地。及秦滅燕、乃興之、約谷
「
『契丹古伝』

地千里。以学水為界、如故。

(訳 )秦 は是 よ り豪を益 し、燕 もまた彊 (つ よ)さ を加える。殷は遂 に

退き、学漠勃大水を もって境界 とし、曼灌幹之壌を譲 り、東へ退 く。(中
略)こ こに至 り燕は塞を築 いた。曼灌幹に城をめ ぐらす。これを襄平 と
い う。 (燕 は)将 にまた学湊渤大水を越えて阻断 しようとした。二 国は

燕を伐ち、これに勝つ。楡を越え、孤竹に及び、ことごとく殷の故地を
回復す。秦が燕を滅ぼすに及び、この地を与え、千里退 くことを約束す
る。学浚勃大水をもって界と為す。故の如 し。
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燕は東胡を追 い 出 し、長城を築 く。東胡 は殷であ り、番朝鮮 であ り、また箕子
朝鮮 である。長城は箕子朝鮮 のあった偶石 山の近 くに築 かれた。現在 の万里 の長
城 と同 じ位置である。
燕 と番朝鮮 の境界は小凌河 (学 漠勃大水 )で ある。燕は小菱河を越えて さらに
侵入 しようとした。番朝鮮はそれを阻止 し、逆に故地を回復 している。
その後、燕は秦に伐たれて亡 びる。
二 十三年、太子丹質於秦 、亡帰。二 十七年、燕太子丹陰養壮 士二十人。
可。使将軍 王蒻撃燕。二
使荊軒献督克地図於秦。因襲秦王 。秦王覚、殺車
十九年、秦攻抜我繭。燕王亡徒居遼東。斬丹以献秦。三十三年、秦抜遼
『史記』燕召公世家

東、虜燕王喜。卒滅燕。
(訳 )二 十 二年 (前

232年 )、

太子丹は秦 に人質 とな っていたが、亡

げ帰 る。二十七年、燕の太子丹は陰かに壮士二十人を養 い、荊輌を使わ
し督克の地図を秦 に献 じ、因りて秦王を襲 う。秦王は覚 り、颯を殺す。
将軍王蒻を使わ し燕を撃つ。二十九年 (前
都の前を抜いた。燕王は亡げて遼東に徒
斬 り秦に献 じた。三十二年 (前

226年 )、

(う

222年 )、

秦は攻めて我が

つ)り 住んだ。太子の丹を
秦は遼束を抜き、燕王喜を

捕虜 とし、ついに燕は滅びる。
燕が秦に伐 たれる前の遼東には故地を回復 した番朝鮮が住んで いた。燕にと っ
ては強敵である番朝鮮が脇腹にいる状態 である。 このよ うな ときに遠 い北方に燕
は長城を築 くことがで きるだ ろうか。
長城は他民族 の侵入を防 ぐために築 くものである。外敵が恐 ろ しいか ら築 く。
ところが燕の北方長城付近では夏家店 上 層文化 は衰退 し、番韓 は弱体化 して い
る。燕の北方には燿れる民族は存在 しな いので ある。長城を築 く必要性 はな い。
燕の北方長城付近に燕 の遺跡があるのは、燕が東胡 (番 朝鮮 )を 追 い 出 し長城
を築き、その後に番韓 の地 (大 凌河上流域 )へ 進 出 したか らであろう。宿敵 であ
る番朝鮮を遠 くへ追いや ったことにより、安心 して長年の念願であった大凌河 の
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上流方面へ 侵入す ることができたので ある。五道河を越えて侵入 したのであ ろ
う。沙 巴営子古城や西 土城子古城等はそ のときの拠点であろうと思われる。燕は
拠点を築きなが ら奥地へ進 出 したのである。
しか しその後番朝鮮 は故地を回復す る。燕の脇腹 には強敵番朝鮮が帰 ってき
た。燕は大凌河 の上流域方面に大軍を派遣するようなゆとりはないはずである。
その後まもな くして燕は秦に滅ぼされる。燕は遥か北方に二 重の長城を築 く時間
も、余裕 も、また必要性 もなか ったのである。

3

漢 の長城

{1}秦 と「 燕の北方長城」
秦が燕を滅ぼ したとき、遼東に居た番朝鮮は再び千里退き、小 凌河 の先へ逃げ
ている。秦 と番朝鮮の境界は小凌河である。秦は万里 の長城を築 くとき燕 の長城
を利用 した。場所は現在 の万里 の長城の位置である。
番朝鮮が遼東か ら逃げた ことによ り、大凌河 の上流地域は支配者が不在 とな り
空き地のような状態にな ったと思われる。秦は この地域 へ進 出す る。沙巴営子古
城か ら秦の始皇帝が二十六 年に統一 した度量衡の詔書文字 の ある陶量等が 出土す
るのはそのためであ ろう。秦は燕が築 いた城 (郭 塞 )を そのまま利用 したのであ
ろう。そのため燕の遺物 と秦の遺物が一 緒に出土す る。秦はその後す ぐに滅亡す
る。 したが って「燕の北方長城」は秦が築 いた もので もな い。

{2)漢 と匈奴 の戦 い
匈奴は盛んに漢に侵入す る。 『史記』に次 のよ うに書かれて いる。
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■其冬、匈奴数入盗辺。漁陽尤甚。漢使将軍韓安国屯漁陽、備胡。其明年秋、
匈奴二 萬騎入漢、殺遼西太守略二 千餘人。胡又入敗漁陽太守軍千餘人、囲
漢将軍安国。
(訳 )そ の冬 (前

129年 )、

匈奴は しば しば辺境に入 り盗む。漁陽 の被

害が尤 も甚だ しい。漢は将軍韓安国を使わ し漁陽に駐屯させ、胡 (匈 奴 )
に備える。其の明年 (前

128年 )秋 、匈奴 の二萬騎が漢 に侵入 し、遼西

太守を殺 し二千餘人を略奪 した。胡は又漁陽太守 の軍千餘人を敗 り、漢 の
将軍安国を囲む。
■其明年、衛青復 出雲中 (中 略 )是 於漢遂取河南地、築朔方、復繕故秦時蒙
悟所為塞、因河為固。漢亦棄上谷之什、辟縣造陽地、以予胡。是歳漢之元
朔 二年也。
(訳 )其 明年 (前

127年 )、

衛青 は復た雲中を出る。 (中 略 )是 に於 い

て漢は遂に河南の地を取 り、朔方 (城 )を 築 く。復 た故 (い に しえ )の 秦
の時に蒙悟が造 った塞を修復 し、黄河 により固めとなす。漢は亦上谷の僻
遠 の縣 である造陽の地を胡 (匈 奴 )に 与え た。是 の歳は漢 の元朔二年 (前

127年 )な り。
■漢使博望侯及李将軍廣出右北平、撃匈奴左賢王。左賢王 囲李将軍卒可四千
人。且壺殺虜亦営過。
(訳 )漢 は博望侯及 び李将軍廣 を使 わ し右北平を出て匈奴 の左 賢 王 を撃

つ。左賢王は李将軍 の卒四千人ばか りを囲む。且つ蓋 く殺 しあるいは捕虜
とする。また匈奴の損害 はそれ以上であった。

■其秋、 (中 略 )於 是漢 已得渾邪 王 、則朧西、北地、河西益少胡冦、徒関東
貧民虎所奪匈奴河南、新秦中以賓之、而減北地以以西成卒半。
(訳 )其 秋 (前

121年 )、

(中 略)是 に於いて漢は渾邪王を得 ると、則

ち朧西、北地、河西 の地は益 々胡 の侵冦が少 な くな った。関東 (函 谷関よ
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り以東)の 貧民を、匈奴から奪 った河南の新秦中に移 し住まわせ、以てこ
こを充実させた。而 して北地以西の成卒

(辺 境守備兵)を 半減させた。

■其明年、匈奴入右北平・定襄、各数萬騎殺略千餘人、而去。
(訳 )其 の明年 (前

120年 )、

匈奴は右北平 。定襄 に侵入 し、各数萬騎

が千餘人を殺略 して去 る。
■是歳太初 三年也。漢使光禄徐 自為出五原塞、数百里遠者千餘里、築城章
「。
列亭至慮

。

(訳 )是 歳太初三年 (前

102年 )也 。漢は光禄の徐 自為を使わ し五原 の

塞を出ること数百里、遠 いところは千餘里 に城郭 ・ 列亭を築 き慮胸 に至
る。
『漢書』にも次 のよ うに書かれて いる。
■太初元年、遣因梓将軍公孫放築塞外受降城。
(訳 )太 初元年 (前

104年 )、

因粁将軍公孫赦を遣わ し塞外に受降城を

築 く。
口三年、遣光禄勲徐 自為築五原塞外列城。西北至慮胸。 (中 略 )秋 、匈奴入
定襄、雲中、殺略数千人。行壊光禄諸亭障。
(訳 )三 年 (前

102年 )、

光禄勲の徐 自為を遣わ し、五原の塞外 に列城

を築 く。西北、慮胸に至 る。 (中 略 )秋 、匈奴は定襲、雲中に入 り数千人
を殺略す る。行きて光禄 の諸亭障を壊す。
匈奴は漁陽や右北平郡まで侵入 している。漢の武帝は匈奴 の侵入を防 ぐために
城塞を築 いて いる。
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(3)漢 の 長 城 とそ の 遺 跡
太初三年 (前

102年 )に 、漢は光禄の徐自為を使わ し五原の塞を出たところ

に「城郭」「列亭」を築 いたとある。 『漢書』には「列城」「亭障」を築 いたと
書かれている。これを「光禄塞」、「光禄城」、あるいは「武帝外城」と呼んで
いるとい う。『新中国の考古学』には、これを「一般には第二の長城とする結論
に傾いているようである」と書いている。
またある説として、「武帝外城」は陰山以北に位置 し、南北 2本 に分かれ、共
に西北方向に延び、その間の距離は 5‑50km前 後であると紹介 している。
さらに「長城沿線の辺城遺跡」、「長城沿線の辺城付近の漢墓」について次の
ように述べている。
長城 の 内側には辺城 が多数設 けられている。これ らの辺城 の半数以上は
軍事的性質 の もので一般に内地 の県城 よ り小 さい。 (中 略 )現 在 までに
発見 された秦漢長城沿線の城址は 100ヶ 所を下 らな い。
このよ うに述べて 46ヶ 所 の例をあげている。その うちの 4つ は「戦国・秦代
の城址を利用 した ものと確定 できるもので、その他の大部分は前漢代 (主 として
武帝お よびそれ以後 )に 設 立 された ものである。」と述べ ている。ほとん どは漢
の武帝以後 に築かれた ものであるとい う。
長城沿線 の辺城付近 の漢墓について も、「長城沿線 の辺城付近か らは しば しば
漢墓が発見 される。

(14ヶ 所 の例を挙 げ)こ れ らの漢代城址か らは多 くの漢墓

が発見 されて いる。そ の 中 の 1つ の城址か らは秦代および漢代初頭 の墓が ある
が、他 の地 点では、前漢 中後期 の土墳墓 と木椰墓 が最 も多 い。 (中 略 )漢 墓 と辺
城 の造 られた年代は漢 の朝廷 が北部 の辺境を実効的に支配 した武帝およびそれ以
降である。」 と述べている。
西側 には漢代に南北 2本 の長城が築かれて い るという。東側にも燕 の北方長城
が発見 され、南北 2本 の長城が築かれて い る。西側の 2つ の長城 の間は 5‑50
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kmで ある。東側 の燕の北方長城 も二つの長城 の 間が 40‑50kmで

あるとい

う。 どちらも同 じ考えの もとに造 られて いると思 われる。
また近辺には漢代の辺城が最 も多 いとい う。漢 は匈奴や烏丸 の侵攻におびえて
いた。特に鳥丸は匈奴 と対等 に戦 うほどの力をつ けてきて いる。前 78年 には度
遼将軍が任命 されて烏桓を撃 っている。漢は烏丸 の侵入に備えて、長城 の西側 と
同 じ考えを もって東側 に も重要な要所 に 2本 の長城 を築 いたので はないだろ う
か。「燕 の北方長城」は鳥丸 の侵入に備えて漢代に築かれ た長城であると考える。
武帝以降に築かれ た長城であろ う。
中国の今後 の長城調査に期待 したい。

(4)「 燕 の 北方 長 城 」 と遼 東城
元鳳三年に度遼将軍が派遣され鳥桓を撃っている。
元鳳三年 (前

78年 )冬 、遼東鳥丸反。以 中郎将疱明友為度遼将軍、将

北辺七郡、郡二 千騎、撃之。

『漢書』昭帝紀

烏丸が居 るところは内蒙古 自治区の東側 である。その鳥丸を「遼東鳥丸」と書
いている。内蒙古 自治区の東側を「遼東」と呼んでいる。
鮮卑について も次 のよ うに書 いている。
魏書 日、鮮卑亦東胡之餘也。別保鮮卑山、因琥焉。其言語習俗興烏丸同。
其地接遼水、西営西城。 (中 略 )鮮 卑 自為冒頓所破、遠鼠遼東塞外、不
奥餘国争衝、未有名通於漢。而 自鳥丸相接 。 『三 国志』烏丸・ 鮮卑伝
鮮卑 も烏丸 と同様に東胡の餘であ り、冒頓に破 られたとある。「為冒頓所破、
遠鼠遼東塞外」とあ り、冒頓に破 られて遼東の塞外に意 (逃 げ隠 )れ た とある。
内蒙古 自治区の東側 の奥地を「遼東 の塞外」と書 いている。
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砲明友が鳥桓を撃ちに行 くときも「 出遼東」と書 いている。遼水 (凛 河 )の 先
は「遼東」である。
このよ うな時 に「遼東城」を築 く。

元鳳六 年 正 月 (前

75年 )、

築遼東 ・ 玄菟城。二 月 、度遼将軍苑 明友撃
『漢書 』

鳥桓還 。

前 75年 の正月 に遼東城を築 き、二月 に度遼将軍を派 遣 して鳥桓を撃 ってい
る。遼東城が完成 したので鳥桓を撃ちに行 ったのではないだろうか。
燕の北方長城 は鳥桓の侵入を防 ぐために もっども効果的な位置 に造 られて い
る。燕の北方長城は鳥桓 の侵入を防 ぐために造 られたといえる。鳥桓を撃つ に行
く将軍は度遼将軍 であ り、「 出遼東」である。燕の北方長城付近は遼東 と呼ばれ
ている。 これ らの ことか ら、「燕 の北方長城」は遼東城 であろ うと考える。付近
の遺 跡 のほとん どが武帝以降であるとい うことと も一致す る。
燕 の北方長城は燕が築 いた長城で もな い。また秦 の始皇帝 が築 いた万里 の長城
で もない。前 75年 に築いた「遼東城」であろう。
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