
湖南・長沙市五一広場周辺出土の簡牘
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〔抄 録〕

湖南省長沙市の中心地・五一広場周辺では、一九九六年の三国呉簡の出土以来、今

日に至るまで重要な簡牘の出土が相次いでいる。この地は、漢代以降、長沙郡（国）

の治所が所在する臨湘県の置かれたところで、簡牘の出土場所は郡（国）か県の官署

が存在したと考えられる地点に所在する古井戸である。いわば行政の中心地点から出

土したもので、その内容は墓葬出土の簡牘とは異なる「生の行政」の実態が判明する

と期待される。本稿では、発掘報告書等に基づきながらその簡牘出土位置を再確認す

るとともに、さらに周辺から出土した古井戸の機能を考えつつ、臨湘県城の範囲につ

いても検討する。

キーワード 長沙市五一広場、簡牘、走馬楼、東牌楼、臨湘県

はじめに

東西に走る五一路と南北に走る黄興路とが交わる、湖南省長沙市の中心地・五一広場の周辺

では、一九九六年の三国呉簡の出土以来、重要な簡牘の発見が相次いでいる。その背景には五

一広場周辺の再開発工事があるが、比較的限られた区域から、前漢・武帝期から三国・呉まで

の四〇〇年近くにわたる時期の簡牘が出土しており、しかもそこが当該時期の長沙国（郡）の

中心地・臨湘県（侯国）が置かれたところであることからすれば、その簡牘は行政の変遷過程

を知り得る貴重な史料となる可能性がある。それ故、三国呉簡をはじめ、簡牘の写真および釈

文等が刊行されたものについては、研究が進展している。最近では二〇一五年に、地下鉄二号

線の五一広場駅建設現場から発見された簡牘の一部の写真・釈文が刊行され(１)、研究の一層

の進展が期待される(２)。

ところで、臨湘県は長沙国（郡）の治所も置かれ、簡牘の出土する古井戸は郡府（国府）な

いしは県廷に付属する施設だと考えられるが、郡府と県廷のどちらのものかは直ちには判明し

ない。また、時期によって官府が変更されることもあり得る。そこで本稿では、発掘報告等に

よって、もう一度、各簡牘の出土位置とその内容を再確認しながら、漢代を中心とする五一広

場周辺の環境を検討することにしたい。
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なお、筆者は二〇一五年一二月に長沙を訪れる機会があり、五一広場周辺の状況を確認する

とともに、一部の簡牘を実見する機会に恵まれた(３)。本稿では、その成果も盛り込みつつ、

五一広場周辺から出土する簡牘の性格を考えることにする。

一 五一広場周辺の簡牘の出土状況

五一広場周辺では、再開発に伴って一九八七年から発掘調査が行われて多くの古井戸が見つ

かっていたようで、その延長線上に簡牘の発見がある。ここでは簡牘の出土順に従って、それ

ぞれの発掘報告等を参照しながら、その出土状況を確認していくことにしよう(４)。まず、一

九九六年に三国時代の古井戸から大量の簡牘が出土した、走馬楼三国呉簡から見てみよう。

（一） 走馬楼三国呉簡(５)

周知の如くここは五一広場東南の現在では長沙の平和堂ビルが建つところで、明代には皇室

の一族の朱見凌（吉王）の屋敷が置かれ、その建物が高大で、その下を馬が走ることができた

ことから「走馬楼」と名付けられたという。この走馬楼街が平和堂ビルの東側に当たり、西側

が黄興路、北側が五一路、そして南側は青石井巷という通りに囲まれた区画である。なお走馬

楼街は、現在では五一路と東牌楼街の間を南北に結ぶ通りだが、簡牘出土当時は、五一路と黄

興路を斜めに結ぶ通りだったようである(６)。

このビル建設現場で、一九九六年の七月から一二月にかけて発掘が行われ、戦国から明清時

代にかけての五七の古井戸・ が見つかり（戦国：五、漢代：二六、魏晋：六、唐宋：三、明

清：一二、不明：三、破壊：二）、そのうちの東端のやや南寄りの二二号古井戸（J22）から大

量の簡牘が見つかった〔後掲地図①〕。二二号古井戸は、発掘された時すでに上半分ほどが破

壊されていたが、第二層から十万点を超える簡牘が出土し、第三層からも少量の簡牘が出土し

た。そこに見える年号は、後漢末の霊帝の中平二年（一八五）から三国・呉の嘉禾六年（二三

七）にわたり、黄龍～嘉禾年間（二二九～二三七）のものが多くを占める。

これらの簡牘は、長沙郡の郡治が置かれた臨湘侯国で作成された簿籍関係の文書が中心とな

っている。現在まで、『長沙走馬楼三国呉簡 嘉禾吏民田 』をはじめとする図版・釈文が刊

行中であるし、それに基づいた研究も日中で盛んに行われている(７)。その内容について、こ

こでは贅言を要しまい。

（二）九如斎〔科文大厦〕後漢簡牘(８)

走馬楼呉簡出土の翌年五月、五一広場西北の科文大厦の建設現場で、戦国から明清時代にわ

たる古井戸が三六見つかった（戦国：六、漢代：一七、魏晋：四、唐宋～明清：九）。その中

からは、器などの生活用品や建築用材などが出土したほか、漢代に相当する井戸で使う水揚げ

機（轆轤）や瓦当が出土した。

簡牘は、三号（J3）・四号（J4）・五号（J5）・一八号（J18）・二一号（J21）・二五号（J25）
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の古井戸から見つかったが、比較的多いのは三・四号古井戸で、数百枚の簡牘が出土した(９)。

その長さは漢代の一尺に相当する二三㎝のものが一般的で、幅は三～五㎝、内容は官文書・名

刺・習字簡に分けられるという。詳しい発掘報告が出ていないので、簡牘の内容の詳細は不明

であるが、時期の判明する「延平元年（一〇六）」の記載のある簡牘に「長沙太守君、丞卿叩」

とあること、井戸から出土した瓦当に「安楽未央」（一件）や「府君高遷」（二件）とあること

などから、ここが、 帝（在位一〇六年）を挟んだ前後の、和帝（在位八八～一〇五年）から

安帝（在位一〇六～一二五年） の後漢中期に、太守府（長沙郡治）のあった場所とも考えら

れる。なお三号古井戸は、発掘現場の西南寄り〔黄興路の西を南北に走る吉祥街に近い場所〕

に存在するようである〔後掲地図②〕(10)。

（三）走馬楼前漢簡牘(11)

三国呉簡が出土した地点から走馬楼街を挟んだ東側で、二〇〇三年一一月に湖南省供銷社綜

合楼の建設に伴って発掘し、戦国から明清時代に至る一〇余りの古井戸が見つかった。ここは、

北を五一路、西を走馬楼街、東を犂頭街（文運街）、南を青石井巷の一本北を走る道に囲まれ

た東西に長い長方形の区画で、長沙市文物考古研究所が「重点埋蔵区」と考えていたエリアに

当たり、古井戸のうち八号古井戸（J8）から三～四〇〇〇枚〔うち二〇〇〇枚以上に文字があ

る〕の竹簡を中心とする簡牘を発見した。この古井戸は、走馬楼呉簡の見つかった二二号古井

戸から直線距離で九五ⅿ離れ、走馬楼街からは八〇ⅿ離れている。五一広場の東側を南北に走

る南陽街が五一路と交わる地点の南側あたりに相当する〔後掲地図③〕。

八号古井戸は三層からなり、第一層からは陶器片や竹木片に混じって少量の簡牘（洗浄済み

の竹簡残片は六〇余枚）、第二層からは主要な簡牘（竹簡）が見つかり、比較的整っている。

第三層からは少しの竹簡などが見つかった。簡牘の寸法は①四六㎝×一．八～二．一㎝（両行）、

②二三㎝×一．八～二．一㎝（両行）、③二三㎝×〇．八～〇．九㎝（単行）の三種類が基本とな

っている。

簡牘の時期は、紀年表記から元朔四年（前一二五）～元狩三年（前一二〇）のものであり、

この時期の長沙は、武帝の兄弟・劉発の子・劉庸（康王または戴王、在位：前一二八～前一〇

一年）の長沙国王在位期間に当たる(12)。簡牘の内容は、その釈文や写真の情報がほとんどな

いので詳細は不明だが、司法関係の文書が中心になるといい、その作成の中心は長沙国に関わ

るものという。

（四）東牌楼後漢簡牘(13)

走馬楼前漢簡牘が出土してから半年ほど経った二〇〇四年の四月から六月にかけて、平和堂

ビルの南に位置する湘浙滙商業大厦の建設現場から、三五の古井戸が見つかり（前漢：一三、

後漢：三、三国：一、唐代：三、宋代：二、明代：二、清代：二、時期不明：九）、そのうち

の七号古井戸（J7）から簡牘四二六枚が出土した。このビル建設現場は、西が黄興路、東が走

馬楼街、南が東牌楼街、そして北が平和堂ビルとの間に走る青石井巷の通りに囲まれる区画に
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なり（約四〇〇〇㎡）、七号古井戸は当該地域の東南角に近い所に位置し、走馬楼呉簡の出土

した二二号古井戸から南に九五ⅿ、走馬楼前漢簡牘の出土した八号古井戸からは西南に一一〇

m離れている〔発掘報告は、この位置関係を「三角形を呈する」とするが、かなり歪な三角

形になる。後掲地図④〕。

簡牘が出土した七号古井戸は五層からなり、第一層を除いて各層から簡牘が出土し、合計四

二六枚の簡牘のうち文字があるのは二〇六枚となる。そのすべては報告書『長沙東牌楼東漢簡

牘』に、出土層の情報（一覧）とともに、写真（一部カラーもあり）と釈文が収録されている。

そのうちの紀年の見えるもので、最も古いのは建寧四年（一七一）、最も新しいのは中平三年

（一八六）となり、霊帝の時期に相当する。籾山明氏は、その記載内容から、これらの簡牘は

臨湘県廷で作成されたものとする(14)。

（五）五一広場後漢簡牘(15)

二〇一〇年の六月に地下鉄二号線「五一広場」駅の地下トンネル建設中に、数十枚の文字の

ある木片や竹片を見つけたことが、この簡牘発見につながる。同年八月下旬に発掘を終え、地

下三．八ⅿのところにある一号 （J1）から大量の簡牘が出土した。ここは、五一広場の中心

から東へ一二〇ⅿ、走馬楼前漢簡牘の出土場所から北へ二〇ⅿの、五一路の直下にある〔後掲

地図⑤〕。

一号 は、直径三．六ⅿ、深さ一．五ⅿで三層からなる。第一層からは木簡を主とする簡牘が

出土、第二層からは木簡と少量の竹簡が出土、そして第三層からは比較的多くの木簡・木牘お

よび竹簡が出土し、竹簡は一層から三層に向かって次第に増える傾向にあり、簡牘は合計で七

〇〇〇～一万枚あると推測される。五一広場周辺から出土した後漢時代の簡牘の中では、最も

まとまって出土したことになる。二〇一五年に刊行された『長沙五一広場東漢簡牘選釈』には、

このうちの一七六枚の簡牘が紹介されている。

その簡牘の種類も豊富で、①木牘（三類型）、②両行簡、③小木簡、④封検（三類型）、⑤封

泥匣、⑥ 牌（木 、四類型）、⑦竹簡、⑧竹牘、⑨削衣（削りかす）、 異形簡に分けられる

という。その内容の多くは官文書に属し、特に司法関係の文書が多いという。陳偉氏によれば、

写真①

五一路北側の歩道より五一広場方面を望む。中央の

ビルが三国呉簡の出土した長沙平和堂、手前のビル

が走馬楼前漢簡牘の出土した湖南省供銷社綜合楼、

最も手前の道路の近辺から五一広場後漢簡牘が出土

した。2015年12月１日、筆者撮影。
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この簡牘は臨湘県廷で作成されたと考えられる(16)。

紀年のある簡牘で最も古いのは章帝の章和二年（八八）であるが、これは次の和帝の永元二

年（九〇）の時点で以前の元号を記したもので、九〇年が最も古いものとなる。そして新しい

紀年は安帝の永初五年（一一一）である。これによれば、年代的には前の（三）九如斎後漢簡

牘と重複することになる。

そうすると、（五）五一広場一号 周辺の官署と（三）九如斎三号古井戸周辺の官署との機

能の関係が気になる。すなわち両者が同じ官署のものなのか、それとも別の官署のものなのか、

ということである。これを推測する手がかりとして、これまで紹介した簡牘の出土した古井

戸・ の位置関係を前頁の地図で示して確認しておこう(17)。

この地図を見ると、これまで簡牘の出土した井戸は、五一広場を中心に東から東南にかけて

一〇〇ⅿ～一五〇ⅿの範囲に集中していることが確認できる。このうち①・④・⑤の簡牘は、

これまで触れてきたように、県レベルの官署で作成された文書の可能性が高い。そしてこれら

はそれぞれ、⑤後漢中期、④後漢末、①後漢末～三国と時期が異なる。そうすると可能性とし

ては、一つの官署を中心に時期によって簡牘を廃棄した井戸が異なっていた可能性がある。一

方、県レベルでも部局によって廃棄する井戸が異なっていた可能性もある。また前漢に属する

③は、長沙王国の官署なのか、臨湘県の官署なのかは、出土簡牘の情報が少なすぎて判断する

のに躊躇する。

一方、一つだけ五一広場の西北に位置する②は、現在の位置関係で見れば離れているように

も見えるが、同一時期に属する⑤との距離は二〇〇ⅿほどだと考えられ、広くとれば同一のエ

リアとも考えられる。そうすると、②からは「府君高遷」との瓦当が出土し、郡府の可能性も

あるが、同じ行政レベル（県レベル）の官署の可能性も捨てきれない。

いずれにしても、②の九如斎後漢簡牘と③の走馬楼前漢簡牘については、簡牘の写真および

釈文が公表されなければ、そこがどの官署のものなのかは確実には判断できない。特に当初、

一万枚を超える簡牘が出土したと報道された前漢簡牘については、その一端を窺い知ることの

できる図版・釈文の公表が待たれる。そこで次に、臨湘県の県城の範囲について考えてみよう。

二 臨湘県城の範囲について

漢代の臨湘県城の範囲がどこまでなのかについては、従来から意見の分かれるところであっ

た。何旭虹氏は、従来の各説を検討しながら、県城の範囲と官署の位置の推定を行った(18)。

それによれば県城は、南が解放西路と 后街のラインを超えない範囲、北は青少年宮映劇院

の東西ライン（教育街のライン）と中山西路の間、東は南陽街、西は太平街・藩城堤のライン

となる。もっとも現在の地図を見れば、西を区切るとされる太平街と藩城堤は、五一路を挟ん

で東西にズレが生じ、西寄りの太平街ならば、その北は西長街と接続し、東寄りの藩城堤なら
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ば、その南は三泰街・三興街と接続する。この点若干の不安が残るが、何氏が想定する臨湘県

城の範囲を、前掲の地図で確認すれば（北側が切れているが）、東西が四〇〇ⅿ弱、南北が八

〇〇ⅿ弱の長方形を呈する範囲となる。そして何氏は、郡府（国府）・県廷等の官署の位置を、

県城の南寄りの五一広場と推定する。

何氏のこの県城および官署位置の推定は、走馬楼三国呉簡および九如斎後漢簡牘が出土した

直後の一九九八年に公表され、これら二つの簡牘の出土をうけて行われた研究である。結果的

には、その後の簡牘も、何氏が官署の存在場所と推定した所から出土しているので、その推定

が妥当だと考えられる。

ところで、前にも述べたように五一広場周辺では一九八七年から発掘調査が行われ、各所か

ら古井戸等が見つかっている。その中には、雑誌等では報告されず、オンライン上でのみ報告

される例も見られる。そのような中で、長沙市文物考古研究所が近年行った五一広場近辺の発

掘で古井戸等が見つかったものを、同研究所のホームページの「考古発現」の項目で紹介され

た事例から抽出して紹介しておこう。これも発掘順に紹介する。

まず①「東牌楼長沙国際金融中心工地」の発掘成果である(19)。

当該発掘現場は、走馬楼呉簡や東牌楼簡牘の出た南側に位置し、東が蔡鍔路、南が解放路、

西が黄興路、北が東牌楼街に接する区画で、発掘面積が一四〇七五㎡という広範囲にわたる。

この区画を二〇一一年三月から二〇一二年一二月にかけて発掘し、戦国～明清時代という長期

にわたる古井戸八〇〇余りが見つかった。その形式は様々であり、ほぼ民間で使用したもので

あるが、中には比較的大型の官府で使用したと思われる井戸もあった。その他に、灰坑（八五

座、各時期にわたる）や坑（方形の土坑が主で二三座、前漢～宋代）、そして発掘場所の東側

から宋代の環状にめぐる壕（防御施設か）、明代の藩王府と附属の祭祀坑、宋代の街房建築な

どが見つかっている。

また戦国～隋唐時代にわたって連続して使用されたと考えられる、城壁および「護城河」の

跡が発掘現場の西部から見つかり、これによって、この時代の東側と南側が確定されるという。

ただし、どのラインになるのかについては、具体的な報告がない。恐らく南城壁は発掘範囲の

南端の解放路の近辺だろうが、東端は発掘範囲の西部から見つかったのだから、発掘範囲の東

端である蔡鍔路ではない。文運街や南陽街からの延長線上だとすれば、何旭虹氏の研究と親和

性が出てくる。

この遺跡からは、陶器など豊富な遺物が出土しているが、特に注目すべきは、どの古井戸か

は不明なものの、前漢・後漢および魏晋時期の簡牘が数百枚出土していることである。この簡

牘の出土した井戸がどこにあるかも確実には分からないが、当該時期の城壁が発掘場所の西側

にあることからして、その中の官府用に使われた井戸から出土した可能性が高いと考える。恐

らく官署は、東牌楼街を超えてさらに南に展開していたのだろう。

次に②「豊盛時代大厦工地発現古井群」である(20)。
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発掘現場は蔡鍔中路の西側で、西側は 陽坪巷、南側は黄泥街に囲まれた場所で、何旭虹氏

の想定によれば、県城の外に相当する。二〇一三年三月から四月にかけて発掘され、八一の古

井戸が見つかり、時期的には戦国～清代の各時期にわたるが、中唐から宋代にかけての井戸が

最も多い。ここからは簡牘類は発見されておらず、陶器類が豊富に出土している。ここは恐ら

く、官庁街ではなく、一般人の居住区域なのだろう。

次に③「泰貞国際金融中心考古工地古井群」である(21)。

発掘現場は、五一広場から東へ進み建湘路の交差する西南角にあり、中心部からはかなり離

れている。二〇一四年の四月から五月にかけて九一二七㎡が発掘され、一一の古井戸が見つか

った。ちなみに、二〇一三年には当該発掘地点の南側で発掘を行い、魏晋～明清時期の古井戸

三〇が見つかっているという。この地区からは、民間で使用した陶器等の生活用品が見つかっ

ており、戦国～近現代に至るまで、長沙住民の生活空間だったようである。それ故に、簡牘も

見つかっていない。

最後に④「五一緑化広場」である(22)。

発掘現場は、五一広場の中心地の五一路と黄興路の交差する東北角である。二〇一四年九月

に発掘し、古くは戦国から、新しいもので近現代に及ぶ古井戸を三七見つけ、中でも宋元代の

ものが最も多い。ここは五一広場の中心地であるが、報告の観点が宋代の溝の構造にあること

も影響しているのかもしれないが、簡牘が見つかった古井戸はないようである。

さて、以上に紹介した四箇所の古井戸出土遺跡で、本稿との関連で注目すべきは、一番目の

「東牌楼長沙国際金融中心工地」と四番目の「五一緑化広場」であろう。二番目と三番目は、

恐らく〔漢代の井戸も〕臨湘県城の外に位置し、一般人の使用した井戸で官署が使用したもの

ではなかろう。「五一緑化広場」は、漢代の官署が存在したと推測される区域かその近辺に相

当する。簡牘が出土しても不思議ではないが、出土しないのは、そこが官署の北限を超えてい

るのか、それとも単に見つかっていないのか、今後発掘がさらに進められることを期待したい。

最後に、「東牌楼長沙国際金融中心工地」は、東牌楼後漢簡牘の出土地の真南に当たる。ここ

から出土した簡牘が、どのような性格のものなのかを知りたいが、東牌楼街と解放路の間のエ

リアにも官署が存在したことは間違いなさそうである。

周知の如く、湖南省では長沙市以外の都市からも、県レベルの官署跡に付属する古井戸から

簡牘が出土している。最も有名なのは、二〇〇二年五月～六月に省西部の龍山県里耶鎮の古城

遺跡の一号古井戸（J1）から出土した、戦国～統一秦時期の簡牘である。この里耶秦簡と呼ば

れる簡牘は、出土総数が四万枚近くに及び、この地に存在した洞庭郡遷陵県に関わる文書だと

考えられ、当時の地方行政に関する重要な史料となる(23)。また二〇〇三年から翌年にかけて、

省南部の 州市蘇仙橋遺跡で複数の古井戸が見つかり（漢代～宋代の一一の古井戸）、そのう

ちの四号古井戸（J4）から一四〇余枚の三国呉の簡牘、一〇号古井戸（J10）から九〇〇余枚

の西晋時期の簡牘(24)が出土した。ここは、漢代以来の桂陽郡の郡治・ 県が置かれたところ
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である。そして二〇一三年には、長沙市の西北にある益陽市 子山で見つかった古井戸一六の

うち一一から、戦国末の楚から三国の呉時期までの簡牘が約一三〇〇〇枚出土した(25)。いず

れも県レベルの官署が置かれていたと考えられる古井戸からの簡牘の出土であり、特に里耶秦

簡については出土簡牘の図版・釈文の公表が進んでおり、研究の急速な進展が見られる。

また、古井戸ではないが、一九八七年に省西北部の張家界市の古人堤遺跡の建物跡から、漢

律を含む後漢中期の九〇枚の簡牘が見つかっている(26)。この建物がどのような性格のものな

のか、なお検討の余地がありそうだが、以上に触れたように湖南省では長沙市以外にも各地で、

戦国～晋時期にかけての官署跡と思われる区域の近辺にある古井戸から、多くの簡牘が出土し

ている。これら、合計すれば十万点をはるかに超える「生の行政」にかかわる情報の全貌が明

らかになれば、西北辺境地域の簡牘の情報と並ぶ貴重な地方行政に関する情報となり、戦国・

秦漢・三国期における荊州地域を中心とする地方行政の通時代的な実態が判明するだろう。そ

のためにも、各簡牘に関する情報の一日も早い公刊が待たれる。

おわりに

湖南省長沙市の五一広場周辺では、現在でも再開発工事が進展中である。筆者が訪れた二〇

一五年一二月の時点でも、平和堂の前を南北に走る黄興路は工事で塞がれ、通行止めになって

いた。こうした場所から、また新たな発見があるかもしれない。特に黄興路の西側や五一路の

北側地区は、まだまだ重要な発掘成果が得られる可能性がある。そして未発表の前漢簡牘等の

情報公開が進めば、五一広場近辺に存在したと考えられる、臨湘県の官署や長沙郡（国）の官

署の位置関係がさらに明確になる可能性がある。そうした報告がなされることを期待しながら、

筆を擱くことにしたい。

〔注〕

⑴ 長沙市文物考古研究所・清華大学出土文献研究与保護中心・中国文化遺産研究院・湖南大学岳

麓書院編『長沙五一広場東漢簡牘選釈』中西書局、二〇一五年。

⑵ 研究の方向性を示唆するものとして、李均明「長沙五一広場東漢簡牘考証八則」柳立言主編

写真②

五一広場交差点より南を向いて工事中の黄興

路を見る。左手に長沙平和堂ビルが見える。

2015年12月１日、筆者撮影
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『史料与法史学』（中央研究院歴史語言研究所会議論文集之十七）中央研究院歴史語言研究所、

二〇一六年などがある。また研究動向の紹介として、程薇「五一広場出土東漢簡牘的整理与研

究」『中国史研究動態』二〇一六―二がある。

なお、最近の出版情報によれば、二〇一一年に長沙市尚徳街の複数の古井戸から出土した簡

牘に関する報告書が出版されるという（黄朴華主編『長沙尚徳街東漢簡牘』岳麓書社）。この尚

徳街とは恐らく後に紹介する「東牌楼長沙国際金融中心工地」を指すのだろうが、二〇一六年

八月の出版予定になっている当該報告書が、本稿校正段階の二〇一七年一月時点で入手できて

いないので、未詳とせざるを得ない。

⑶ 本稿では詳しくは触れないが、二〇一五年一二月一日に長沙市文物考古研究所にて一三点の東

牌楼後漢簡牘を実見する機会を得た。

⑷ 各簡牘に関する発掘報告等については、それぞれの簡牘の紹介の箇所で注記するが、ここでは

本稿全体に関わる簡牘を紹介した文献を掲げておく。胡平生・李天虹『長江流域出土簡牘与研

究』湖北教育出版社、二〇〇四年、宋少華（中村威也訳）「長沙出土簡牘の概観」『長沙呉簡研

究報告』三、二〇〇七年、鄭曙斌・張春龍・宋少華・黄樸華編著『湖南出土簡牘選編』岳麓書

社、二〇一三年の簡牘解説部分、横田恭三『中国古代簡牘のすべて』二玄社、二〇一二年、中

国出土資料学会編『地下からの贈り物』東方書店、二〇一四年。

なお本稿脱稿後に谷口建速『長沙走馬楼呉簡の研究 倉庫関連簿よりみる孫呉政権の地方行

政』早稲田大学出版部、二〇一六年を入手した。そのうち序章「走馬楼呉簡の出土状況と研究

の概要」では、五一広場をはじめとする湖南省出土簡牘に関する、現時点での到達点と問題点

が簡潔に整理されており、参考になった。

⑸ 長沙市文物工作隊・長沙市文物考古研究所「長沙走馬楼 J22発掘簡報」『文物』一九九九－五、

王素・宋少華・羅新「長沙走馬楼簡牘整理与新収穫」『文物』一九九九－五、宋少華・何旭紅

「長沙走馬楼二十二号井発掘報告」長沙市文物考古研究所・中国文物研究所・北京大学歴史学

系・走馬楼簡牘整理組編著『長沙走馬楼三国呉簡 嘉禾吏民田家 』文物出版社、一九九九年

所収。また前掲『湖南出土簡牘選編』の当該簡牘の紹介も参照。

⑹ 前掲宋・何「長沙走馬楼二十二号井発掘報告」五頁の付図を参照。

⑺ 図版・釈文では、『長沙走馬楼三国呉簡 嘉禾吏民田 』の刊行に続いて、二〇〇三年から『長

沙走馬楼三国呉簡 竹簡』が文物出版社から刊行されている（現在、一～四および七・八が刊

行済み）。研究としては、中国で北京呉簡研討班等『呉簡研究』が一輯から三輯まで（二〇〇四、

〇六、一一年）、日本では長沙呉簡研究会編『長沙呉簡研究報告』が一集から三集まで（二〇〇

一、〇四、〇七）刊行されており、最近では伊藤敏雄・窪添慶文・関尾史郎編『湖南出土簡牘

とその社会』汲古書院、二〇一五年が刊行されている。本稿では、当該簡牘の概要について安

部聡一郎「三世紀中国の政治・社会と出土文字資料」『歴史評論』七六九号、二〇一四年なども

参照した。

⑻ 『人民日報』一九九七年八月二日「東漢簡牘重見天日」（ 蓮・王国平）、宋少華・黄樸華「長沙

五一広場東漢簡牘」中国考古学会編『中国考古学年鑑1998』文物出版社、二〇〇〇年所収。当

該簡牘については、以上の簡単な報告のみでまとまった情報が少なく、本稿では二〇一五年一

二月二日に訪れた、長沙簡牘博物館における当該簡牘に関する展示解説も参照した。

⑼ 長沙簡牘博物館の展示解説によると、三号（J3）古井戸から二〇〇枚近くの簡牘が出土したと

いう。

長沙簡牘博物館の展示パネルに、当該簡牘が出土した地点を示す写真が展示してある。

長沙簡牘博物館・長沙市文物考古研究所聯合発掘組（宋少華・金平執筆）「2003年長沙走馬楼西

漢簡牘重大考古発現」『出土文献研究』七、二〇〇五年。また前掲『湖南出土簡牘選編』の当該

簡牘に関する紹介も参照した。

詳しくは、『史記』巻一七・漢興以来諸侯王年表、巻五九・五宗世家、および『漢書』巻一四・

諸侯王表、巻五三・景十三王伝を参照。劉庸は『史記』では「康王」、『漢書』では「戴王」と
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表記される。

長沙文物考古研究所（何旭紅・何佳・王素・黄樸華執筆）「長沙東牌楼7号古井（J7）発掘簡報」

『文物』二〇〇五－一二、何旭紅・何佳・黄樸華「「長沙東牌楼七号古井発掘報告」長沙市文物

考古研究所・中国文物研究所編『長沙東牌楼東漢簡牘』文物出版社、二〇〇六年、および前掲

『湖南出土簡牘選編』の当該簡牘の解説部分。

籾山明「長沙東牌楼出土木牘と後漢後半期の訴訟」同『秦漢出土文字史料の研究－形態・制

度・社会－』創文社、二〇一五年所収〔二〇一一年初出、二〇一三年改定〕、二〇三頁。

長沙市文物考古研究所（黄樸華・雷永利・何佳執筆）「湖南長沙五一広場東漢簡牘発掘簡報」

『文物』二〇一三－六、黄樸華「前言－長沙五一広場東漢簡牘概述」長沙市文物考古研究所・

清華大学出土文献研究与保護中心・中国文化遺産研究院・湖南大学岳麓書院編『長沙五一広場

東漢簡牘選釈』中西書局、二〇一五年（のち長沙五一広場東漢簡牘概述」として『中国書法』

二〇一六－九、二〇一六年に再録）、夏笑容「“2013年長沙五一広場東漢簡牘学術研討会”紀要」

『文物』二〇一三－一二。

陳偉「五一広場東漢簡牘属性芻議」武漢大学簡帛網二〇一三年九月二四日、http://www.bsm.

org.cn/show article.php?id＝1913。

この地図は、『長沙五一広場東漢簡牘選釈』五頁の「図一 五一広場区域簡牘発現地点位置示意

図」に基づきながら、次に示す何旭虹論文に示される地図、およびGoogleマップ等の現代地

図を参照して通りの名称等を確認して作成した。

何旭虹「長沙漢“臨湘故城”及其“宮署”位置考析」『南方文物』一九九八－一、のち長沙市文

物考古研究所編『長沙考古文存』第一輯、岳麓書社、二〇一三年に再録。また若干の改訂が行

われている何旭虹「漢“臨湘故城”及其“宮署”位置考析」『湖南考古輯刊』七、一九九九年も

ある。

何佳「東牌楼長沙国際金融中心工地」二〇一三年五月二九日、http://www.cswwkg.com/con-

tents/230/281.html。なおこの遺跡については、雷永利「戦国至明清時期長沙城址」が『中国

考古学年鑑二〇一二』文物出版社、二〇一三年にも掲載されている。

ちなみにこの遺跡は、注⑵で紹介した後漢の簡牘が出土した「尚徳街」の遺跡との関連が推

測されるが、その内容が未詳なので、ここでは触れない。

蔣徳偉「豊盛時代大厦工地発現古井群」二〇一三年七月二六日、http://www.cswwkg.com/

contents/229/403.html。

曹棟洋「泰貞国際金融中心考古工地古井群発掘簡介」二〇一五年一月二六日、http://www.c-

swwkg.com/contents/229/529.html。

張景堯「五一緑化広場考古工地発現宋代木構涵渠」二〇一五年一月二六日、http://www.c-

swwkg.com/contents/229/534.html。

湖南省文物考古研究所・湘西土家族自治州文物処・龍山県文物管理所「湖南龍山里耶戦国－秦

代古城一号井発掘簡報」『文物』二〇〇三－一、湖南省文物考古研究所編『里耶発掘報告』岳麓

書社、二〇〇六年等。

また中国社会科学院考古研究所・中国社会科学院歴史研究所・湖南省文物考古研究所編『里

耶古城・秦簡与秦文化研究―中国里耶古城・秦簡与秦文化国際学術研討会論文集』科学出版社、

二〇〇九年をはじめ、里耶秦簡を活用した研究は枚挙に暇ない。

湖南省文物考古研究所・ 州市文物処「湖南 州蘇仙橋 J4三国呉簡」『出土文献研究』七、二

〇〇五年、湖南省文物考古研究所・ 州市文物処「湖南 州蘇仙橋遺址発掘簡報」『湖南考古輯

刊』八、二〇〇九年。

湖南省文物考古研究所「益陽市 子山遺址考古発掘簡介」武漢大学簡帛網二〇一三年七月二二

日、http://www.bsm.org.cn/show news.php?id＝504。張興国・周創華・鄧建強・張春龍「湖

南益陽 子山遺址2013年発掘収穫」国家文物局編『2013中国重要考古発現』文物出版社、二〇

一四年。

―85―

佛教大学 歴史学部論集 第７号（2017年３月)



本稿では詳述しないが、簡牘が出土した古井戸と簡牘の年代は次の通り。一号古井戸（J1）：

簡牘十数枚出土、前漢初期の長沙王国時代。三号古井戸（J3）：六層になっているうちの第五層

から簡牘約五〇〇〇枚が出土〔最多〕、司法・行政関係の簡牘で前漢末の哀帝期。四号古井戸

（J4）：残簡八枚出土、戦国・楚時期の可能性。五号古井戸（J5）：戸口登記関係の簡牘が出土、

報告によって時期の判断が異なり、前漢初期の長沙王国時代（前一六〇年代）または前漢中晩

期である。六号古井戸（J6）：木簡約一〇〇〇枚が出土、食糧台帳関係で、後漢後期の桓帝（一

五〇年代）～三国呉の嘉禾年間（二三〇年代）のものである。七号古井戸（J7）：簡牘の数量は

不明だが、前漢初期の長沙国益陽県に関する記録である。八号古井戸（J8）：簡牘十余枚が出土、

そのうち第六層から出土した觚には「張楚之歳」と記され、戦国・楚の紀年法で記された陳

勝・呉広時期（前二〇九年）の簡牘と考えられる。九号古井戸（J9）：九層に分かれ、第三層・

第五層・第七層・第八層から合計七八〇枚の簡牘が出土し、そのうち五八〇枚ほどに文字があ

る。時期としては戦国・楚から秦二世皇帝時期のものと考えられ、特に第三層から出土した簡

牘（三・一）は、始皇帝の死の直後に二世皇帝が発した詔とみられる。

なお九号古井戸については、張春龍・張興国「湖南益陽 子山遺址九号井出土簡牘概述」『国

学学刊』二〇一五－四。湖南省文物考古研究所・益陽市文物処「湖南益陽 子山遺址九号井発

掘簡報」『文物』二〇一六－五も参照した。

湖南省文物考古研究所・中国文物研究所「湖南張家界古人堤遺址与出土簡牘概述」『中国歴史文

物』二〇〇三－二、湖南省文物考古研究所・中国文物研究所「湖南張家界古人堤簡牘釈文与簡

注」『中国歴史文物』二〇〇三―二。また当該簡牘の漢律については、水間大輔「湖南張家界古

人堤遺址出土簡牘に見える漢律の賊律・盗律について」同『秦漢法制研究』知泉書館、二〇〇

七年所収、二〇〇三年初出がある。

〔附記〕本稿は、二〇一五年度に認められた教育職員研修規程に基づく研修（一般・長期。課題名

「戦国・秦漢・三国期における官僚制の研究」）の成果の一部である。

（にしかわ としふみ 歴史学科）

2016年11月15日受理
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