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はじめに

漢六朝時代、「聚」もしくは「邨」（村の古字。「屯」と表記されることが多い）

の文字で表される、山林叢沢に立地し、簡単な障壁をめぐらしただけの聚落が

出現する。いわゆる農村の始まりである。在地の有力者によって指導され、自

衛自治・自給自足的な性格を帯びていた。「塢」、「壁」、「堡」、「営」、「塁」、「固」、

「柵」なども類義語であり、屯聚、屯壁、塢聚、塢壁、堡壁、堡固、塁壁、村塢

（屯塢）などの熟語にもなる（本報告では、「村塢」と統一的に表記する）。わけ

ても、古い歴史をもつ渭河流域――「関中」は、秦漢から隋唐にかけて国都（咸

陽、長安）がおかれ、政治経済の中心となったことから、村塢に関連する史料

も、比較的多く残されている。

近年、筆者は、飯島武次先生を研究代表者とする、平成18∼20年度科学研究

費補助金（基盤研究B)「中国渭河流域における西周時代遺跡の調査研究」、おな

じく平成22∼24年度科学研究費補助金（基盤研究B)「中国渭河流域における先

周および西周文化の総合調査」の研究分担者に加えられ、渭河流域に分布する

村塢の基礎的研究に従事する機会を与えられた。研究の方法・目的は、当該地

域に存在した村塢に関する文献史料を収集・分析し、固有名をもつ村塢を中心

に、それらの由来、位置などの基礎的データを作成することである。その結果、

第1報告（石井2009）では渭河本流域を中心に、22項目、合計27余りの村塢につ

いて詳細なデータを作成することができた。ついで、第2報告（石井2013）では

渭河の北に位置する支流――涇河と洛河流域を主たる調査対象とし、11項目、

合計17余りの村塢を紹介した。この間、漢六朝、とくに西晋ないし五胡十六国

時期における渭河流域の村塢と政治権力との関係について論じる機会も得た

（石井2010）。
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当初、渭河本流域に比べ、涇河・洛河流域の村塢に関する史料はそれほど多

くないと予測していた。しかし、調査を進めるにつれ、渭河本流と同等、ある

いはそれ以上の数が確認されたため、第2報告では、紙数の関係から、正史に記

載され、来歴が明らかなものを優先した。したがって、本稿の目的は、第2報告

に収録できなかった涇河・洛河流域の村塢、およびその後の調査によって確認

されたものを補足し、渭河流域の村塢に関する調査研究に、ひとまず終止符を

打つことにある。

なお、⑯∼⑳の地名には、史料上、村塢を意味する語がない。ただし、前後

の叙述から村塢が存在したと判断し、村塢比定地として、あえて掲載した。ま

た、前回までの報告で紹介した村塢のうち、新たな知見が得られた4件（第1報

告⑩郭氏塢、同上⑭馬嵬堡、同上⑱彌姐営、同上�楊氏壁）についても、補遺

として付け加えた。

① 天固堡（甘粛省慶陽市西峰区）

『太平寰宇記』巻三十四・関西道十・寧州彭原県に、

天固堡。隋置く。縣の南に在り、甚だ險固なり。（天固堡。隋置、在縣南、

甚險固。）

とあるように、宋の初め、現在の甘粛省慶陽市には「天固堡」という村塢があっ

た。隋代に置かれたとされるが、「甚だ險固」な要害の地であるなら、以前から

聚落が存在していた可能性は高く、建置年代は漢六朝期にさかのぼるのだろう。

② 姚奴堡 帛蒲堡（陝西省咸陽市彬県）

『晋書』巻百十五・苻登載記に、

是に於いて大赦し、衆を盡くして東し、屠各の姚奴・帛蒲二堡を攻め、こ

れに克ち、甘泉より關中に向かふ。（於是大赦、盡衆而東、攻屠各姚奴・帛

蒲二堡、克之、自甘泉向關中。）

とあるように、後秦の姚萇（太祖武昭帝、330∼393、在位384∼393）が死去す

ると、前秦の苻登（高帝、343∼394、在位386∼394）は全軍をもって攻勢をか

け、まず、屠各胡の「姚奴堡」、「帛蒲堡」を陥落させ、勢いに乗じて関中に進
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攻した（394年）。この記事は、『資治通鑑』巻百八・晋紀三十・孝武帝太元十九

年二月の条にも採録されているが、胡三省注に、

二堡は、胡空堡の東に在り。（二堡、在胡空堡之東。）

とあるように、両堡は胡空堡（第2報告⑤）の東、現在の陝西省咸陽市彬県にあっ

たと考えられる。

ただし、『後漢書』列伝三十七・班超伝に、

明年〔91年〕、龜茲・姑墨・温宿みな降る。乃ち超を以て都護と爲し、徐幹

もて長史と爲し、白霸を拜して龜茲王と爲し、司馬の姚光を遣はしてこれ

を送らしむ。超、光と共に龜茲を脅かし、其の王尤利多を廢して白霸を立

て、光をして尤利多を將いて還りて京師に詣らしむ。（明年、龜茲・姑墨・

温宿皆降。乃以超爲都護、徐幹爲長史、拜白霸爲龜茲王、遣司馬姚光送之。

超與光共脅龜茲、廢其王尤利多而立白霸、使光將尤利多還詣京師。）

とあり、『晋書』巻百二十二・呂光載記に、

龜茲王の帛純、光を距み、……城西に戰ひ、大いにこれを敗り、斬ること

萬餘級。帛純其の珍寳を收めて走り、王侯の降る者三十餘國。光其の城に

入り、……乃ち帛純の弟震を立てて王と爲し以てこれを安んず〔384年頃〕。

（龜茲王帛純距光、……戰于城西、大敗之、斬萬餘級。帛純收其珍寳而走、

王侯降者三十餘國。光入其城、……乃立帛純弟震爲王以安之。）

とあるように、帛氏（もしくは白氏）は東トルキスタンの龜茲（クチャ）の王

姓である。『漢書』巻二十八下・地理志下・上郡龜茲県の顔師古注に、

龜茲國人の來りて降附せる者、これを此に處す、故に以て名づくと云ふ。

（龜茲國人來降附者、處之於此、故以名云。）

とあるように、前漢時代すでに「龜茲國人」が中国に来住していたらしい。と

すれば、帛蒲堡は屠各胡ではなく、龜茲出身者の聚落だった可能性もある。

③ 白馬堡（陝西省咸陽市彬県） 隴川堡（もしくは隴堡。同上・旬邑県）

『太平寰宇記』巻三十四・関西道十・邠州三水県に、

漢の舊縣なり、安定郡に屬す。……今の縣の東北二十五里、邠邑原上に

邑故城あり、即ち漢の理所なり。魏は三水縣を改めて西水縣と爲し、舊に
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仍りて屬せしむ。後魏の初め、今の縣の西二十八里に三水縣を置く、漢の

舊名に復し、新平郡に屬せしむ。大統十四年〔548年〕、縣を今の邠州の西

北十五里の白馬堡に移す。隋の開皇三年〔583年〕、理を今の邠州の東三里

の新平故郡城に移す。大業元年〔605年〕、故郡城より今の理に移す。唐の

武徳元年〔618年〕、新平郡を以て豳州と爲し、三水縣これに屬す。元和十

二年〔816年〕、縣を隴堡下の舊城に移す。初め、大暦中、吐蕃、縣城を焚

き、また堡の上に移す。のち人民便ならざれば、邠師郭釗の請ふ所と爲り、

また移してこれを下す。（漢舊縣、屬安定郡。……今縣東北二十五里、邠邑

原上有 邑故城、即漢理所。魏改三水縣爲西水縣、仍舊屬。後魏初、于今

縣西二十八里置三水縣、復漢舊名、屬新平郡。大統十四年、移縣于今邠州

西北十五里白馬堡。隋開皇三年、移理于今邠州東三里新平故郡城。大業元

年、自故郡城移于今理。唐武徳元年、以新平郡爲豳州、三水縣屬焉。元和

十二年、移縣於隴堡下舊城。初、大暦中、吐蕃焚縣城、又移堡上。後人民

不便、爲邠師郭釗所請、復移下之。）

とあるように、南北朝時代、現在の咸陽市彬県の東には「白馬堡」という村塢

があり、三水県（西魏）、あるいは新平郡（北魏以前か）の治所が置かれたらし

い。さらに、唐代、三水県の治所は「隴堡下の舊城」、ないし「堡上」に移転し

ている。『大清一統志』巻百九十四・邠州・関隘に、

隴川堡。三水縣の北十五里、半川府の後に在り。四面壁立し、溪澗環流す。

隋の大業の時、縣嘗て此に治す。（在三水縣北十五里、半川府後。四面壁立、

溪澗環流。隋大業時、縣嘗治此。）

とあるように、現在の咸陽市旬邑県の北、「四面壁立し、溪澗環流」する要害の

地に「隴川堡」という村塢があった。『太平寰宇記』の「隴堡」は、これをさす

のだろう。

④ 邱堡（陝西省咸陽市彬県）

『太平寰宇記』巻三十四・関西道十・邠州新平県に、

丘堡。縣の西十八里に在り。東西南三面は石坡峭峻にして、高さは十丈、

北面のみ築城し、高さは二丈。唐の武徳二年〔619年〕置き、貞觀元年〔627
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年〕廢さる。（ 邱堡。在縣西十八里。東西南三面石坡峭峻、高十丈、北面

築城、高二丈。唐武徳二年置、貞觀元年廢。）

とあるように、宋の初め、現在の咸陽市彬県の西に「 邱堡」という非常に堅

固な村塢があった。唐の初めに建設され、まもなく廃されたとあるが、以後は

もちろん、それ以前にも聚落として使用された可能性は極めて高いように思わ

れる。

なお、 邱堡は「東西南の三面」が高さ約30mの断崖絶壁、「北面」にのみ城

壁が築かれていた。村塢の立地条件としては最適であり、類例が多く見られる。

たとえば、『水経注』巻七・濟水一に、

湨水また東南のかた流れ、右のかた同水に會す。水は南原の下より出で、

東北のかた流れ、白騎塢の南を逕ぎる。塢は原の上に在り、二谿の會に據

る。北は深隍を帶び、三面岨嶮にして、ただ西版築するのみ。（湨水又東南

流、右會同水、水出南原下、東北流、逕白騎塢南。塢在原上、據二谿之會。

北帶深隍、三面岨嶮、唯西版築而已。）

とあるように、現在の河南省焦作市孟州市（旧孟県）にあった「白騎塢」は、

二つの渓谷の合流点に位置し、「三面」は峻険、「西」面にのみ塁壁が築かれて

いた。後漢末、河内の張晟、すなわち黑山賊の張白騎が拠った村塢と考えられ

る（石井2003）。また、同上巻十五・洛水に、

洛水また東し、一合塢を逕ぎる。城は川の北原の上に在り、高さ二十丈、

南北東の三箱は、天嶮峭絶にして、ただ西面のみに築き、即ち合固と爲せ

り。一合の名、是より起こる。（洛水又東、逕一合塢。城在川北原上、高二

十丈、南北東三箱、天嶮峭絶、惟築西面、即爲合固。一合之名、起於是矣。）

とあるように、現在の河南省洛陽市宜陽県附近にあった「一合塢」も、洛水と

その支流の合流点に造られ、「南北東」の三面は高さが約60mの天然の城壁、「西

面」にのみ塁壁が築かれていた。一合塢は「一全塢」（『元和郡県図志』巻六・

河南道一・河南府福昌県）、あるいは「一泉塢」とも称され、魏末、杜恕（杜預

の父、？∼252）によって建設されたものである（『魏志』巻十六・杜畿伝注引

『杜氏新書』）。
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⑤ 水簾石堡（陝西省咸陽市彬県）

『大清一統志』巻百九十四・邠州・関隘に、

水簾石堡。州の西、明岨山上に在り。南北朝の時、土人鑿ちて以て兵を避

く。山に依り直ちに上ること數丈、石洞中に入れば、石乳の丈餘なるもの

あり、山頂に透出す。（水簾石堡。在州西明岨山上。南北朝時、土人鑿以避

兵。依山直上數丈、入石洞中、有石乳丈餘、透出山頂。）

とあるように、現在の咸陽市彬県の西に「水簾石堡」という村塢があり、南北

朝時代の創建にかかるとされる。特徴的な記述からみて、鍾乳洞を利用した、

珍しい村塢だったことが窺われる。本来、民衆が兵乱を避けるというのは、こ

のようなことなのかもしれない。

たとえば、『太平寰宇記』巻五十三・河北道二・懷州修武県に、

天門山。今これを百家巖と謂ふ。縣の西北三十七里に在り。巖の下に百家

を容るべきを以て、因りて名づく。（天門山。今謂之百家巖。在縣西北三

十七里。以巖下可容百家、因名。）

とあるように、宋の初め、現在の河南省焦作市にある天門山は「百家巖」と呼

ばれていたが、大きな岩の下に「百家」を収容できるスペースがあったことに

由来するのだという。自然の地形を利用した避難場所である。水が豊富な江南

では、洞穴が避難場所に使われていた事例も見られる。『読史方輿紀要』巻六十

八・四川三・保寧府巴州南江県に、

龍來山。縣の東三里。下に大虛洞あり、空曠幽深にして、千人を藏すべし。

相傳ふるに、「古、邑人の兵を避けし處なり」と。（龍來山。縣東三里。下

有大虚洞、空曠幽深、可藏千人。相傳、古邑人避兵處。）

とあるように、南江県（現在の四川省巴中市）の龍來山には、「千人」が隠れる

ことのできる「大虛洞」があり、県人が「兵を避けた處」だという。また、同

上巻八十・湖廣六・常徳府桃源県に、

また、縣の北八十里に、方山あり。山勢嵯峨にして、頂に石洞あり、數百

人を容るべし。（又縣北八十里、有方山。山勢嵯峨、頂有石洞、可容數百人。）

とあるように、桃源県（現在の湖南省常徳市）の方山の山頂には「石洞」があ

り、「數百人」を収容したという。民衆の避難場所だったのは明らかである。
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⑥ 金源堡（陝西省咸陽市淳化県）

『大清一統志』巻百九十四・邠州・関隘に、

金源堡。淳化縣の西四十里の涇水中に在り。四面陡絶、上に洞窟數十あり。

（金源堡。在淳化縣西四十里涇水中。四面陡絶、上有洞窟數十。）

とあり、『陝西通志』巻十七・関梁二・邠州淳化県に、

金源堡。縣の西四十里の水中に在り。四面陡絶、上に洞窟數十あり。蓋し

昔人兵を避くるの所なり。（金源堡。在縣西四十里水中。四面陡絶、上有

洞窟數十。蓋昔人避兵之所。）

とあるように、「金源堡」は現在の咸陽市淳化県の西、涇水の「中」にあったと

される。水中という表現は曖昧であるが、「四面陡絶」とあるから、中洲をさす

のだろう。また、「洞窟數十」があったというから、この中洲は巨大な岩盤で出

来ていると考えられる。民衆が隠れ住むには格好の立地条件である。「昔」が

どの時代のことなのかは不明であるが、漢六朝期にも聚落として使用された可

能性は高いように思われる。

⑦冶谷堡（陝西省咸陽市涇陽県）

『魏書』巻三十・陸眞伝に、

咸陽の民趙昌、劉彧〔南朝宋の明帝をさす〕署すところの龍驤將軍を受け、

鄠・ 厔の二縣を扇動し、黨數百人を聚め、赤谷に據り以て叛く。眞は雍

州刺史の劉邈と討ちてこれを平らげ、昌單騎走り免かる。のち鄠縣の民王

稚の兄弟、二千餘人を聚め、趙昌を招引するや、始平・石安・池陽・靈武

四縣の人みなこれに應じ、衆は五千に至り、治谷堡に據る。……眞撃ちて

これを破り、昌及び賊首三千餘級を斬り、首を京師に傳へ、并せて其の黨

與七百餘人を誅し、男女一千餘口を獲。……鎭に在ること數年、甚だ威稱

を著す。延興二年〔472年〕卒す。（咸陽民趙昌受劉彧署龍驤將軍、扇動鄠・

厔二縣、聚黨數百人、據赤谷以叛。眞與雍州刺史劉邈討平之、昌單騎走

免。後鄠縣民王稚兄弟聚二千餘人、招引趙昌、始平・石安・池陽・靈武四

縣人皆應之、衆至五千、據冶谷堡。……眞撃破之、斬昌及賊首三千餘級、
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傳首京師、并誅其黨與七百餘人、獲男女一千餘口。……在鎭數年、甚著威

稱。延興二年卒。）

とある。北魏の孝文帝のとき、咸陽の趙昌が「赤谷」に挙兵するが、長安鎮将

の陸眞に討たれ、行方をくらました。さらに、鄠県の王稚が挙兵し、趙昌を迎

えると、5千人が集まり、「冶谷堡」に立てこもる。しかし、再び陸眞に敗れ、

趙昌らは殺された。『資治通鑑』巻百三十二・宋紀十四・泰始三六年（467年）

正月の条に、

魏の東平王道符、長安に反し、副將の駙馬都尉萬古眞らを殺す。……丁未、

道符の司馬段太陽、道符を攻め、これを斬る。安西將軍の陸眞を以て長安

鎭將と爲し以てこれを撫せしむ。（魏東平王道符反於長安、殺副將駙馬都

尉萬古眞等。……丁未、道符司馬段太陽攻道符、斬之。以安西將軍陸眞爲

長安鎭將以撫之。）

とあるように、陸眞が長安鎮将に再任するのは467年、「在鎭數年」にして、472

年に死去するから、趙昌の反乱は460年代末のことだろう。『太平寰宇記』巻三

十一・關西道七・耀州雲陽県に、

冶谷。雲陽宮記に（云ふならく）、「冶谷は、雲陽宮を去ること八十里。封

襌書の所謂谷口は、是なり。其の山は鐵を出し、冶鑄の所なり、因りて以

て名と爲す」と。（冶谷。雲陽宮記、冶谷、去雲陽宮八十里。封襌書所謂谷

口、是也。其山出鐵、冶鑄之所、因以爲名。）

とあるように、冶谷は鉄を産出し、秦漢以来、鉄冶が置かれたことに因んだ地

名である。『中国歴史地図集・第四冊・魏晋南北朝時期』（pp.54∼55）には「冶

谷堡」の地名が記載されている。

なお、趙昌が最初に拠点とした「赤谷」にも村塢があったとみてまちがいな

い。所在地は不明であるが、やはり現在の咸陽市周辺にあったのだろう。

⑧ 白起堡（陝西省咸陽市渭城区）

『太平寰宇記』巻二十六・関西道二・雍州咸陽県に、

漢高元年〔前206年〕、名を新城に更む。七年罷められ、長安に屬す。元鼎

二年〔前115年〕、渭城縣を置き、右扶風に屬せしむ。苻堅の時、今の縣の
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東北、長陵城に咸陽郡を置く。後魏の太和二十年〔496年〕、咸陽郡を涇水

の北に移す、今の涇陽縣なり。隋の開皇十一年〔591年〕、咸陽を故咸陽城

の西北三里に移す、即ち今の縣城なり。按ずるに、今の縣は即ち秦の杜郵

なり。大業二年〔606年〕省かる。唐の武德二年〔619年〕、權に鮑橋に寄理

す。三年、移して白起堡に就く。（漢高元年、更名新城。七年罷、屬長安。

元鼎二年、置渭城縣、屬右扶風。苻堅時、於今縣東北長陵城置咸陽郡。後

魏太和二十年、移咸陽郡于涇水北、今涇陽縣也。隋開皇十一年、移咸陽于

故咸陽城西北三里、即今縣城也。按、今縣即秦之杜郵也。大業二年省。唐

武德二年、權寄理鮑橋。三年、移就白起堡。）

とあるように、唐の初め、咸陽県は「白起堡」に治所を置いたとされる。『史記』

巻七十三・白起列伝に、

白起といふ者は、郿の人なり。……（王）陵邯鄲を攻めるも、利少なし。

……秦王武安君をして陵に代はり將たらしめんとし、……乃ち應侯をして

これを請はしむも、武安君終に辭して行くを肯んぜず、遂に病と稱す。

……是に於いて武安君を免じて士伍と爲し、これを陰密に遷す。……咸陽

の西門を出ること十里、杜郵に至る。……秦王乃ち使者をしてこれに劍を

賜ひ自裁せしむ。……秦人これを憐み、鄕邑みな祭祀す。（白起者、郿人也。

……陵攻邯鄲、少利。……秦王欲使武安君代陵將、……乃使應侯請之、武

安君終辭不肯行、遂稱病。……於是免武安君爲士伍、遷之陰密。……出咸

陽西門十里、至杜郵。……秦王乃使使者賜之劍自裁。……秦人憐之、鄕邑

皆祭祀焉。）

とあるように、秦の名将として知られる白起（武安君、？∼前257）は、楚の郢

都を陥落させ（前278年）、趙軍を長平に大破する（前260年）などの大功を立て

るが、昭襄王（在位前307∼前251）と対立して罷免され、咸陽の西、「杜郵亭」

で自殺させられた。『太平寰宇記』によれば、唐の咸陽県は「秦の杜郵」の地と

されるから、白起堡は杜郵亭にあったことになる。白起堡の由来は詳らかでは

ないが、白起終焉の地に因む命名と考えられる。なお、『中国歴史地図集・第四

冊・魏晋南北朝時期』（pp.54∼55）には「杜郵亭」の地名が記載されている。
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⑨ 雨金堡（陝西省渭南市富平県）

『太平寰宇記』巻三十一・関西道七・耀州富平県に、

雨金堡。縣の東南三十里に在り。一泊あり。天雨ふることある毎に、水流

入し、金色に似たり。俗に呼びて雨金堡と爲す。（雨金堡。在縣東南三十

里。有一泊。毎有天雨、水流入、似金色、俗呼爲雨金堡。）

とあるように、宋の初め、現在の陝西省渭南市には「雨金堡」という村塢があっ

た。六朝時代の史書はもちろん、他の文献には見えず、来歴は不明であるが、

「雨金」の呼称に関しては、『読史方輿紀要』巻五十三・陝西二・西安府富平県

に、

雨金堡。縣の東南三十里に在り。周は八百歩、中に一泊あり、天雨ふる毎

に、水色は金の如し、因りて名づく。『史記』に（曰はく）、「秦獻公の十八

年、櫟陽に金雨ふる」と。縣はもと古の櫟陽の界なれば、堡因りて以て名

づく。（雨金堡。在縣東南三十里。周八百歩、中有一泊、毎天雨、水色如金、

因名。史記、秦獻公十八年、櫟陽雨金。縣本古櫟陽界、堡因以名。）

とあるように、『史記』の故事に因むという説もあるから、古い地名であること

はまちがいない。その起源は、やはり漢六朝期に建設された村塢なのだろう。

⑩ 伏陸壁（陝西省渭南市合陽県）

『通典』巻一百七十三・州郡三・古雍州上・馮翊郡河西県の原注に、

武徳三年〔620年〕置く。劉仲城あり、漢の高帝の兄、此に封ぜらる。長城

あり、魏の惠王の築きて以て秦に備えし所なり。姚武壁、伏陸壁、並びに

縣の西北に在り、みな嶮固なり。（武徳三年置。有劉仲城、漢高帝兄封於此。

有長城、魏惠王所築以備秦。姚武壁、伏陸壁、並在縣西北、皆嶮固。）

とあるように、現在の渭南市には「姚武壁」（第1報告�）、および「伏陸壁」が

あり、いずれも堅固だったとされる。ただし、伏陸壁の由来は不明である。

⑪ 西梁堡（陝西省銅川市耀州区）

『陝西通志』巻十七・関梁二・耀州同官県に、

西梁堡。縣の南三十里に在り。故址なお存す。昔人險に據り守禦するの處
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なり。（西梁堡。在縣南三十里。故址尚存。昔人據險守禦處。）

とあるように、明清時代、現在の銅川市の南に「西梁堡」の遺址があり、「昔人」

が避難し、「守禦」した場所とされる。建置年代は不明であるが、要害の地であ

るなら、漢六朝期にも聚落として使用された可能性は十分に考えられる。

⑫ 張堡（陝西省宝鶏市岐山県）

『太平寰宇記』巻三十・関西道六・鳳翔府岐山県に、

もと漢の雍縣の地なり。後周の天和四年〔569年〕、涇州鶉觚縣の南界を割

き、三龍縣を置き、岐州に屬せしむ。隋の開皇十六年〔596年〕、三龍縣を

岐山の南十里に移し、改めて岐山縣と爲し、州に屬することは改めず、山

に因りて名と爲す。大業九年〔613年〕、今の縣の東北八里に移す。唐の武

徳元年〔618年〕、理を今の岐陽縣界の張堡壘に移す。七年、理を龍尾城に

移す。貞觀八年〔634年〕、また理を猪驛の南に移す、今の縣理、是なり。

（本漢雍縣之地。後周天和四年、割涇州鶉觚縣之南界、置三龍縣、屬岐州。

隋開皇十六年、移三龍縣於岐山南十里、改爲岐山縣、屬州不改、因山爲名。

大業九年、移於今縣東北八里。唐武徳元年、移理於今岐陽縣界張堡壘。七

年、移理龍尾城。貞觀八年、又移理猪驛南、今縣理、是也。）

とあり、『旧唐書』巻三十八・地理志一・鳳翔府岐山県に、

岐山。隋の縣。武德元年、治を張堡に移す。七年、治を龍尾城に移す。貞

觀八年、治を猪驛の南の移す、即ち今の治所、是なり。仍りて虢縣を省き

併入す。（岐山。隋縣。武德元年、移治張堡。七年、移治龍尾城。貞觀八年、

移治猪驛南、即今治所是。仍省虢縣併入。）

とあるように、唐の初め、岐山県は「張堡壘」、もしくは「張堡」に置かれ、ま

もなく、「龍尾城」に移されたとされる。張堡の「張」は姓氏とみられ、張氏と

いう個人もしくは一族によって建設されたものだろう。龍尾城は五胡十六国時

期の「龍尾堡」（第1報告⑨）の別名である。だとすれば、張堡もまた、隋唐以

前に建設された可能性が高いように思われる。
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⑬ 槐衙堡（陝西省宝鷄市隴県）

『旧唐書』巻三十八・地理志一・關内道・隴州呉山県に、

隋の長蛇縣。貞觀元年〔627年〕、改めて呉山縣と爲し、槐衙堡に治す。上

元元年〔760年〕、龍盤城に移治す。（呉山。隋長蛇縣。貞觀元年、改爲呉山

縣、治槐衙堡。上元元年、移治龍盤城。）

とあり、『元和郡県図志』巻二・関内道二・隴州呉山県に、

もと漢の隃麋縣の地。後魏の孝昌二年〔526年〕、長蛇川に長蛇縣を置き、

東秦州に屬せしむ。隋の開皇十八年〔598年〕、改めて呉山縣と爲す。（本漢

隃麋縣地。後魏孝昌二年、於長蛇川置長蛇縣、屬東秦州。隋開皇十八年、

改爲呉山縣。）

とあるように、北魏が「長蛇川」に置いた長蛇県は、隋代もしくは唐の初め、

呉山県と改められ、「槐衙堡」に治したとされる。『水経注』巻十七・渭水に、

渭水また東南のかた石門に出で、小隴山を度り、南由縣の南を逕ぎり、東

のかた楚水と合す。世々所謂、長蛇水なり。水は汧縣の數歴山より出で、

南流して長蛇戍の東を逕ぎる。魏の和平三年〔462年〕築かれ、諸々の流民

を徙し、以て隴寇を遏めしむ。楚水また南流して渭に注ぐ。（渭水又東南

出石門、度小隴山、逕南由縣南、東與楚水合、世所謂長蛇水。水出汧縣之

數歴山也、南流逕長蛇戍東。魏和平三年築、徙諸流民、以遏隴寇。楚水又

南流注于渭。）

とあるように、渭水の支流――楚水もしくは長蛇水（現在の金龍河）は、隴山

（現在の六盤山脈）に源を発し、南流して渭水に注ぐ。「長蛇戍」は長蛇川に置

かれたとみられ、北魏が「諸流民を徙」した地とされる。だとすれば、長蛇川

には村塢があり、槐衙堡はそのひとつだったのかもしれない。

ちなみに、『魏志』巻九・夏侯淵伝に、

韓遂、顯親に在り、淵襲ひてこれを取らんと欲すも、遂走り、淵遂の軍糧

を收め、追ひて略陽城に至る、遂を去ること二十餘里。諸將これを攻めん

と欲し、或ひと言ふらなく、「當に興國氐を攻むべし」と。淵以爲へらく、

「遂の兵は精、興國は城固ければ、攻めるも卒かには抜くべからず。長離の

諸羌を攻めるに如かず。長離の諸羌多く遂の軍に在れば、必ず歸り其の家
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を救はん。若し羌を捨て獨り守れば則ち孤、長離を救へば則ち官兵與に野

戰するを得、必ず虜とすべきなり」と。淵乃ち督將を留め輜重を守らしめ、

輕兵の歩騎もて長離に到り、攻めて羌の屯を燒き、斬獲すること甚ば衆し。

諸羌の遂の軍に在る者、各々種落に還る。遂果たして長離を救はんとし、

淵の軍と對陣す。……大いに遂の軍を破る。（韓遂在顯親、淵欲襲取之、遂

走、淵收遂軍糧、追至略陽城、去遂二十餘里。諸將欲攻之、或言當攻興國

氐。淵以爲遂兵精、興國城固、攻不可卒抜。不如撃長離諸羌。長離諸羌多

在遂軍、必歸救其家。若捨羌獨守則孤、救長離則官兵得與野戰、可必虜也。

淵乃留督將守輜重、輕兵歩騎到長離、攻燒羌屯、斬獲甚衆。諸羌在遂軍者、

各還種落。遂果救長離、與淵軍對陣。……大破遂軍。）

とあるように、後漢末、関中の経略を任された夏侯淵（？∼219）は、韓遂（145

頃∼215）の軍をおびき出すため、「長離の諸羌」を襲撃し、「羌屯」を焼いたと

される（214年）。『水経注』巻十七・渭水上に、

渭水また東のかた新陽崖水と合す、即ち隴水なり。東北のかた隴山より出

づ。其の水西流して右のかた瓦亭の南を逕ぎる。これを瓦亭川と謂ふ。

……瓦亭水また南のかた成紀縣の東を逕ぎり、長離川を歴す。これを長離

水と謂ふ。（渭水又東與新陽崖水合、即隴水也、東北出隴山。其水西流右逕

瓦亭南、……一水亦出隴山、東南流歴瓦亭北、又西南合爲一水、謂之瓦亭

川。……瓦亭水又南逕成紀縣東、歴長離川、謂之長離水。）

とあるように、六盤山脈に源を発し、南流して渭水に注ぐ隴水（現在の葫蘆河）

は、おおよそ下流を新陽崖水、中流を「長離水」、上流を瓦亭水という。『魏志』

夏侯淵伝の「長離」は、隴水中流部の「長離川」をさすのだろう。六盤山脈を

流れる渭河の支流に沿って、羌族の村塢が点在していたことを窺わせている。

楚水流域の長蛇川にも、もともと羌族の村塢があったのかもしれない。なお、

『中国歴史地図集・第四冊・魏晋南北朝時期』（pp.54∼55）には「長蛇鎮」の地

名が記載されている。

⑭ 石堡（陝西省宝鶏市岐山県）

『晋書』巻百十八・姚興載記下に、
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勃勃、其の將赫連建を遣はし衆を率いて貳縣に寇し、數千騎もて平涼に入

らしむ。姚恢、建と五井に戰ひ、平涼太守の姚軍都、建の獲る所と爲り、

遂に新平に入る。姚弼これを討ち、龍尾堡に戰ひ、大いにこれを破り、建

を擒らへ、長安に送る。初め、勃勃、彭雙方を石堡に攻めるも、方力戰距

守し、積年克つ能はず。是に至り、建の敗れるを聞き、引歸す。（勃勃遣其

將赫連建率衆寇貳縣、數千騎入平涼。姚恢與建戰于五井、平涼太守姚軍都

爲建所獲、遂入新平。姚弼討之、戰于龍尾堡、大破之、擒建、送於長安。

初、勃勃攻彭雙方于石堡、方力戰距守、積年不能克。至是、聞建敗、引歸。）

とあるように、夏の赫連勃勃（武烈帝、381∼425、在位407∼425）は後秦の彭

雙方が守る「石堡」を攻めていたが、武将の赫連建が敗れたことを知ると、撤

退する（415年）。赫連建が敗れた「龍尾堡」は、現在の陝西省宝鶏市岐山県に

あった（第1報告⑨）。石堡も岐山県周辺にあったのだろう。

⑮ 土壁堡 若多村など（陝西省延安市宜川県）

『太平寰宇記』巻三十五・関西道十一・丹州汾川県に、

もと漢の上郡の地なり。魏の太和八年〔484年〕、安平縣を置き、薛河川に

在り、北汾州に屬す。其の州は河西三堡鎭の東に在り、更に南汾州あり。

魏の大統十八年〔大統は十七年までなので、八は誤り〕、北汾州を省き、乃

ち丹陽川の號を取り、汾川縣を立つ。初め高樹山の南の若多村に理す。周

の保定二年〔563年〕、移りて庫利川の甚寒原に就く。隋の大業十年〔614年〕、

胡賊の郝仁郎攻陷し、また土壁堡に移る。唐の開元二十二年〔734年〕、甘

泉坊に移る、今の理所、是なり。（本漢上郡地。魏太和八年、置安平縣、在

薛河川、屬北汾州。其州在河西三堡鎭東、更有南汾州。魏大統十八年、省

北汾州、乃取丹陽川號、立汾川縣。初理高樹山南若多村。周保定二年、移

就庫利川甚寒原。隋大業十年、胡賊郝仁郎攻陷、又移於土壁堡。唐開元二

十二年、移于甘泉坊、今理所是也。）

とあるように、南北朝時代、汾川県（北魏は安平県）の治所は「薛河川」、「若

多村」、「庫利川」を転々とし、隋の煬帝のとき、「土壁堡」に移されたという。

ただし、土壁堡の由来は詳らかではない。『旧唐書』巻三十八・地理志一・関内
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道によれば、丹州は「舊領縣五」とされ（県を区別するため便宜的に斜線をほ

どこした）、

義川。隋の縣。／汾川。隋の縣。土壁堡に治す。開元二十二年、今の所に

移（治）す。／咸寧。隋の縣。白水川に地す。景龍二年、長松川に移治す。

／雲巖。隋の廢縣。武德元年、また義川縣を分かちて置き、迴城堡に治す。

咸亨四年、今の所に移治す。／門山。隋の廢縣。武德三年、汾川縣を分か

ちて置き、宋斯堡に治す。總章二年、庫利川に移治す。（義川。隋縣。／汾

川。隋縣。治土壁堡。開元二十二年、移於今所。／咸寧。隋縣。治白水川。

景龍二年、移治長松川。／雲巖。隋廢縣。武德元年、復分義川縣置、理迴

城堡。咸亨四年、移治今所。／門山。隋廢縣。武德三年、分汾川縣置、治

宋斯堡。總章二年、移治庫利川。）

とあるように、汾川県をはじめ、ほとんどの県が「堡」、もしくは「川」に治所

を置いていたことがわかる。咸寧県は「白水川」から「長松川」に移り、雲巖

県は初め「迴城堡」に治し、門山県は「宋斯堡」から「庫利川」に移ったとさ

れる。第2報告で指摘したように、「川」も村塢と同義、もしくは村塢があった

地名と考えられる。

『太平寰宇記』丹州雲巖県に、

廢可野寺。縣の北十五里に在り。古老相傳ふるに、「劉薩河の坐禪せる處

なり」と。稽胡は堡を呼びて可野と爲す。四面懸絶にして、ただ北面の一

路の人馬を通すものあるのみ。（廢可野寺。在縣北十五里。古老相傳、劉

薩河坐禪處。稽胡呼堡爲可野。四面懸絶、惟有北面一路通人馬。）

とあるように、雲巖県の「廢可野寺」は「四面懸絶」の要害の地にあった。「可

野」は胡語で「堡」を意味するといわれ、この寺院は廃棄された村塢の跡に建

てられていたようである。山間部に位置する延安地方には、非漢族が雑居し、

村塢が点在していたことが窺われる。

⑯ 牽屯山（寧夏回族自治区固原市）

『魏書』巻七十五・爾朱天光伝に、

（万俟）醜奴、平亭を棄てて走り、高平に趨かんと欲す。天光、（賀拔）岳
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を遣はし輕騎もて急追せしめ、明日、醜奴に平涼の長平坑に及び、一戰し

てこれを擒らふ。天光、明に便ち共に高平に逼るや、城内、蕭寶夤を執送

して降る。賊の行臺万俟道洛、衆六千人を率いて山に入り下らず。……乃

ち衆を率いて西のかた牽屯山に依り、險に據り自ら守る。……天光身ら道

洛を討ち、道洛戰ひ敗れ、數千騎を率いて走る。これを追ふも及ばず、遂

に隴に入るを得、略陽の賊帥王慶雲に投ず。（醜奴棄平亭而走、欲趨高平。

天光遣岳輕騎急追、明日、及醜奴於平涼長平坑、一戰擒之。天光明便共逼

高平、城内執送蕭寶夤而降。賊行臺万俟道洛率衆六千人入山不下。……乃

率衆西依牽屯山、據險自守。……天光身討道洛、道洛戰敗、率數千騎而走、

追之不及、遂得入隴、投略陽賊帥王慶雲。）

とあり、『資治通鑑』巻百五十四・梁紀十・武帝中大通二年（530年）六月の条

に、

万俟醜奴既に敗れるや、涇・豳より以て西のかた靈州に至るまで、賊黨み

な魏に降るも、ただ署する所の行臺の万俟道洛のみ衆六千を帥い逃れて山

中に入り、降らず。……（爾朱）天光、諸軍を帥いてこれに赴くや、道洛

出戰するも敗れ、其の衆を帥いて西のかた牽屯山に入り、險に據り自ら守

る。……天光、道洛を牽屯に追撃し、道洛敗走して、隴に入り、略陽の賊

帥王慶雲に歸す。道洛は驍果絶倫なり、慶雲これを得て、甚だ喜び、大事

濟るべしと謂ひ、遂に帝を水洛城に稱し、百官を置き、道洛を以て大將軍

と爲す。（万俟醜奴既敗、自涇・豳以西至靈州、賊黨皆降於魏、唯所署行臺

万俟道洛帥衆六千逃入山中、不降。……天光帥諸軍赴之、道洛出戰而敗、

帥其衆西入牽屯山、據險自守。……天光追撃道洛於牽屯、道洛敗走、入隴、

歸略陽賊帥王慶雲。道洛驍果絶倫、慶雲得之、甚喜、謂大事可濟、遂稱帝

於水洛城、置百官、以道洛爲大將軍。）

とあるように、六鎮の乱（523∼530）の際、万俟醜奴（？∼530）の武将万俟道

洛（？∼530）は「牽屯山」に立てこもり、抵抗を続けた。同上・胡三省注に、

班志〔班固の『漢書』地理志をさす〕（云ふならく）、「 頭山は安定郡涇陽

縣の西に在り、涇水の出づる所なり」と。師古註して曰はく、「 、音は牽。

此の山、今の靈州の東南に在り。俗に語訛りてこれを 屯山と謂ふ」と。

石井 仁 渭河流域における村塢の基礎的研究（３）98



杜佑曰はく、「牽屯山は今の原州高平縣に在り」と。（班志、 頭山在安定

郡涇陽縣西、涇水所出。師古註曰、 音牽。此山在今靈州東南、俗語訛謂

之 屯山。杜佑曰、牽屯山在今原州高平縣。）

とあるように、牽屯山（ 頭山ともいう）は隴山（現在の六盤山脈）にあり、

涇河の源流はここから出る。現在の寧夏回族自治区固原市に位置する。

山岳に布陣するのは一般的におこなわれる戦術であるが、牽屯山中には長期

的もしくは恒久的に居住できる村塢が存在した可能性は捨てきれない。『晋書』

巻百二十五・乞伏國仁載記に、

其の後、祐鄰といふ者あり、即ち國仁の五世祖なり。……因りて高平川に

居る。祐鄰死し、子の結權立ち、牽屯に徙る。結權死し、子の利那立つ、

……利那死し、弟の祁埿立つ。祁埿死し、利那の子述延立つ、鮮卑の莫侯

を苑川に討ち、大いにこれを破り、其の衆二萬餘落を降し、因りて苑川に

居る。叔父の軻埿を以て師傅と爲し、委ぬるに國政を以てし、斯引烏埿も

て左輔將軍と爲し、蔡園川に鎭せしめ、出連高胡もて右輔將軍と爲し、至

便川に鎭せしめ、叱盧那胡もて率義將軍と爲し、牽屯山に鎭せしむ。述延

死し、子の 大寒立つ。會々石勒、劉曜を滅ぼし、懼れて麥田の无孤山に

遷る。大寒死し、子の司繁立ち、始めて度堅山に遷る。尋いで苻堅の將王

統の襲ふ所と爲り、……乃ち統に詣り、堅に降る。堅大いに悦び、署して

南單于と爲し、これを長安に留め、司繁の叔父吐雷を以て勇士護軍と爲し、

其の部衆を撫せしむ。……司繁遂に勇士川に鎭し、甚だ威惠あり。司繁卒

し、國仁代りて鎭す。……國仁の建威將軍叱盧烏孤跋、衆を擁して叛き、

牽屯山を保つ。（其後有祐鄰者、即國仁五世祖也。……因居高平川。祐鄰

死、子結權立、徙于牽屯。結權死、子利那立、……利那死、弟祁埿立。祁

埿死、利那子述延立、討鮮卑莫侯于苑川、大破之、降其衆二萬餘落、因居

苑川。以叔父軻埿爲師傅、委以國政、斯引烏埿爲左輔將軍、鎭蔡園川。出

連高胡爲右輔將軍、鎭至便川。叱盧那胡爲率義將軍、鎭牽屯山。述延死、

子 大寒立。會石勒滅劉曜、懼而遷于麥田无孤山。大寒死、子司繁立、始

遷于度堅山。尋爲苻堅將王統所襲、……乃詣統、降于堅。堅大悦、署爲南

單于、留之長安、以司繁叔父吐雷爲勇士護軍、撫其部衆。……司繁遂鎭勇
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士川、甚有威惠。司繁卒、國仁代鎭。……國仁建威將軍叱盧烏孤跋擁衆叛、

保牽屯山。）

とあるように、西晋の初め頃、鮮卑乞伏部は中国西北部に移り住み、「高平川」、

「牽屯山」などの拠点を築きつつ、鮮卑莫侯部から「苑川」を奪うと、ここを中

心に勢力を拡大し、「蔡園川」、「至便川」、および「牽屯山」にも有力者を駐屯

させた。のちに乞伏國仁に叛いた叱盧烏孤跋も、牽屯山に拠った。また、同上

巻百二十五・乞伏乾歸載記に、

太元十四年〔389年〕、苻登、使を遣はして乾歸を大將軍・大單于・金城王

に署せしむ。南羌の獨如、衆七千を率いてこれに降る。休官の阿敦・侯年

の二部、各々五千餘落を擁して、牽屯山に據り、其の邊害を爲す。乾歸討

ちてこれを破り、悉く其の衆を降す。（太元十四年、苻登遣使署乾歸大將

軍・大單于・金城王。南羌獨如率衆七千降之。休官阿敦・侯年二部各擁五

千餘落、據牽屯山、爲其邊害。乾歸討破之、悉降其衆。）

とあるように、前秦の覇権が崩壊した頃、「牽屯山」には休官部の万余落が拠っ

ていたが、乞伏乾歸に討たれ、降伏した。かれらは遊牧民であるから、基本は

野営かもしれないが、たとえ簡便なものであっても、防禦施設がなかったはず

はない。牽屯山には数万人規模の集団が日常生活を営めるような空間、すなわ

ち村塢が（おそらく複数）存在していたことは、まちがいない。

⑰ 和寧（陝西省咸陽市三原県）

『晋書』巻百十五・苻登載記に、

（姚）萇の陰密に遷るや、登の征虜（將軍）・馮翊太守の蘭犢、衆二萬を率

いて頻陽より和寧に入り、苻纂と首尾し、將に長安を圖らんとす。師奴、

其の兄纂に尊號を稱せんことを勸むるも、纂從はざれば、乃ち纂を殺し、

自ら立ちて秦公と爲る。蘭犢これと絶ち、みな姚萇の敗る所と爲る。（萇

遷陰密、登征虜・馮翊太守蘭犢率衆二萬自頻陽入于和寧、與苻纂首尾、將

圖長安。師奴勸其兄纂稱尊號、纂不從、乃殺纂、自立爲秦公。蘭犢絶之、

皆爲姚萇所敗。）

とあり、『資治通鑑』巻百七・晋紀二十九・孝武帝太元十二年（387年）の条に、
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（八月）秦の馮翊太守蘭櫝、衆二萬を帥いて、頻陽より和寧に入り、魯王

纂と謀りて長安を攻めんとす。纂の弟師奴、纂に尊號を稱せんことを勸む

るも、纂從はざれば、師奴、纂を殺してこれに代はり、櫝遂に師奴と絶つ。

西燕主永、櫝を攻め、櫝使を遣はして救いを後秦に請はしむ。……九月、

萇、泥源に軍し、師奴逆へ戰ふも、大敗し、鮮卑に亡奔す。後秦盡く其の

衆を收め、屠各の董成らみな降る。……（十月）後秦主萇進みて西燕王永

を河西に撃ち、永走る。蘭櫝また兵を列して拒守し、萇これを攻む。十二

月、櫝を禽らへ、遂に杏城に如る。（秦馮翊太守蘭櫝帥衆二萬、自頻陽入和

寧、與魯王纂謀攻長安。纂弟師奴勸纂稱尊號、纂不從、師奴殺纂而代之、

櫝遂與師奴絶。西燕主永攻櫝、櫝遣使請救於後秦。……九月、萇軍于泥源、

師奴逆戰、大敗、亡奔鮮卑。後秦盡收其衆、屠各董成等皆降。……後秦主

萇進撃西燕王永於河西、永走。蘭櫝復列兵拒守、萇攻之。十二月、禽櫝、

遂如杏城。）

とあるように、前秦の馮翊太守蘭櫝（もしくは蘭犢）は馮翊郡頻陽県（現在の

陝西省渭南市富平県の東北）から「和寧」に入り、魯王苻纂と連繋して、長安

奪還を図るが、失敗し、結局、姚萇に敗北した。『晋書』巻百十四・苻堅載記下

に、

堅、甘松護軍の仇騰を以て馮翊太守と爲し、輔國將軍を加へ、破虜將軍の

蜀人蘭犢と馮翊諸縣の衆を慰勉せしむ。（堅以甘松護軍仇騰爲馮翊太守、

加輔國將軍、與破虜將軍蜀人蘭犢慰勉馮翊諸縣之衆。）

とあるように、長安陥落直前（385年）、苻堅（世祖宣昭帝、338∼385、在位357

∼385）は仇騰を馮翊太守に任命し、破虜将軍の蘭犢と共に馮翊の民を安撫させ

た。

また、『晋書』巻百十七・姚興載記上に、

姚平、狄伯支らを遣はして歩騎四萬を率いて魏を伐たしむ。……平らの軍、

河東に次るや、興、其の光遠（將軍）の党娥、立節（將軍）の雷星、建忠

（將軍）の王多らを遣はして杏城及び嶺北の突騎を率い、和寧より援に赴か

しむ。（遣姚平・狄伯支等率歩騎四萬伐魏。……平等軍次河東、興遣其光遠

党娥・立節雷星・建忠王多等率杏城及嶺北突騎、自和寧赴援。）
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とあり、『資治通鑑』巻百十二・晋紀三十四・安帝元興元年（402年）五月の条

に、

秦主興、大いに諸軍を發し、義陽公の平、尚書右僕射の狄伯支らを遣はし

て歩騎四萬を將いて魏を伐たしめ、興自ら大軍を將いてこれに繼ぐ。（秦

主興大發諸軍、遣義陽公平・尚書右僕射狄伯支等將歩騎四萬伐魏、興自將

大軍繼之。）

とあるように、後秦の姚平（姚興の弟、？∼403）らが北魏を討つため、河東郡

に侵攻した際、光遠将軍の党娥、立節将軍の雷星、建忠将軍の王多らが「和寧」

から援軍に赴いたという。党氏、雷氏、王氏は李潤羌の大姓である。李潤堡（第

2報告⑩）が羌の聚落であったように、和寧もまた羌の聚落だった可能性が高い。

『読史方輿紀要』巻五十三・陝西二・西安府三原県に、

和寧堡。縣の北に在り。（和寧堡。在縣北。）

とあるように、顧祖禹も「和寧堡」と表記し、現在の陝西省咸陽市三原県の北

にあったとしている。

⑱ 邢望（陝西省渭南市大茘県）

『晋書』巻百十九・姚泓載記に、

初め、（姚）興、李閏羌三千家を安定に徙し、尋いで新支に徙す。是に至り、

羌の酋党容、部する所を率いて叛き還り、撫軍（將軍の）姚讚を遣はして

これを討たしむ。容降り、其の豪右數百戸を長安に徙し、餘は遣はして李

閏に還らしむ。北地太守の毛雍、趙氏塢に據りて以て泓に叛き、姚紹討ち

てこれを擒らふ。姚宣、時に李閏に鎭し、未だ雍の敗を知らず、部將の姚

佛生らを遣はして來たりて長安を衞らしむ。衆既に發するや、宣の參軍韋

宗、姦諂にして亂を好み、宣に解きて曰はく、「主上初めて立ち、威化未だ

著れず、（赫連）勃勃彊盛なれば、侵害必ず深し、本朝の難未だ弭むべから

ざるなり。殿下維城の任に居り、宜しく深くこれを慮るべし。邢望は地形

險固にして、三方の要を總ぶ、若し能くこれに據り、虚心撫禦せば、ただ

克く維城を固むるのみに非ず、また霸王の業なり」と。宣乃ち戸三萬八千

を率い、李閏を棄て、南のかた邢望を保つ。宣既に南移するや、諸羌、李
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閏に據り以て叛き、紹進み討ちてこれを破る。宣、紹に詣り歸罪するも、

紹怒りてこれを殺す。（初、興徙李閏羌三千家於安定、尋徙新支。至是、羌

酋党容率所部叛還、遣撫軍姚讚討之。容降、徙其豪右數百戸于長安、餘遣

還李閏。北地太守毛雍據趙氏塢以叛于泓、姚紹討擒之。姚宣時鎭李閏、未

知雍敗、遣部將姚佛生等來衞長安。衆既發、宣參軍韋宗姦諂好亂、説宣曰、

主上初立、威化未著、勃勃彊盛、侵害必深、本朝之難未可弭也。殿下居維

城之任、宜深慮之。邢望地形險固、總三方之要、若能據之、虚心撫禦、非

但克固維城、亦霸王之業也。宣乃率戸三萬八千、棄李閏、南保邢望。宣既

南移、諸羌據李閏以叛、紹進討破之。宣詣紹歸罪、紹怒殺之。）

とあり、『資治通鑑』巻百十七・晋紀三十九・安帝義煕十二年（416年）正月の

条に、

時に姚宣、李閏に鎭す。參軍の韋宗、毛雍の叛くを聞き、宣に説きて曰は

く、「主上新たに立ち、威德未だ著れざれば、國家の難、未だ量るべからざ

るなり。殿下深慮を爲さざるべからず。邢望は險要なれば、宜しく徙りて

ここに據るべし。これ霸王の資なり」と。宣これに從ひ、戸三萬八千を帥

い、李閏を棄て、南のかた邢望を保つ。諸羌、李閏に據りて以て叛き、東

平公紹進みて討ちこれを破る。宣、紹に詣りて歸罪するも、紹これを殺す。

（時姚宣鎭李閏。參軍韋宗聞毛雍叛、説宣曰、主上新立、威徳未著、國家之

難、未可量也。殿下不可不爲深慮。邢望險要、宜徙據之、此霸王之資也。

宣從之、帥戸三萬八千、棄李閏、南保邢望。諸羌據李閏以叛、東平公紹進

討破之。宣詣紹歸罪、紹殺之。）

とあるように、後秦の末期、宗室の姚宣（？∼416）は諸羌の反乱を避け、李潤

堡から「邢望」に逃れ、模様眺めを決めこむが、反乱鎮圧後、断罪されて殺さ

れた。参軍の韋宗によれば、邢望は「地形險固にして、三方の要を總」べる要

衝である。また、姚宣は「戸三萬八千」、およそ20万人を引き連れて移動した。

邢望が要害の地に位置する村塢だったことは明らかであり、『読史方輿紀要』巻

五十四・陝西三・同州に、

李潤鎭。州の東北に在り。……其の南また邢望鎭あり。義煕十一年、後秦

の姚泓初めて立つ。時に姚宣、李潤に鎭す、……宣遂に李潤を棄て、南の
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かた邢望を保つ。是に於いて諸羌、李潤に據りて以て叛き、姚紹討ちてこ

れを破り、并せて宣を殺す。……『括地志』に（云ふならく）、「李潤の南

四十里に在り」と。（李潤鎭。在州東北。……其南又有邢望鎭。義煕十一

年、後秦姚泓初立。時姚宣鎭李潤、……宣遂棄李潤、南保邢望。於是諸羌

據李潤以叛、姚紹討破之、并殺宣。……括地志、在李潤南四十里。）

とあるように、顧祖禹は「邢望鎭」と表記し、陝西省渭南市大茘県附近にあっ

たと理解している。李泰『括地志』によれば、「李潤の南四十里」とあるが、20

万の大集団が比較的簡単に移動できたとすれば、妥当な距離だと思われる。

⑲ 黄落（陝西省銅川市王益区黄堡鎮）

『晋書』巻百十二・苻生載記に、

姚襄、姚蘭・王欽盧らを遣はして鄜城・定陽・北地・芹川の諸羌胡を招動

せしめ、みなこれに應じ、衆を有つこと二萬七千、進みて黄落に據る。生

は苻黄眉・苻堅・鄧羌を遣はして歩騎萬五千を率いてこれを討たしむ。襄、

溝を深くし壘を高くし、固守して戰はず。（姚襄遣姚蘭・王欽盧等招動鄜

城・定陽・北地・芹川諸羌胡、皆應之、有衆二萬七千、進據黄落。生遣苻

黄眉・苻堅・鄧羌率歩騎萬五千討之。襄深溝高壘、固守不戰。）

とあり、『資治通鑑』巻百・晋紀二十二・穆帝升平元年（357年）の条に、

姚襄、將に關中を圖らんとし、夏四月、北屈より進みて杏城に屯し、輔國

將軍の姚蘭を遣はして敷城を略地せしめ、曜武將軍の姚益生・左將軍の王

欽盧をして各々兵を將いて諸羌胡を招納せしむ。蘭は襄の從兄、益生は襄

の兄なり。胡及び秦の民のこれに歸す者五萬餘戸。秦の將苻飛龍、蘭を撃

ち、これを擒らふ。襄兵を引き進みて黄落に據る。秦主の生、衛大將軍の

廣平王黄眉・平北將軍の苻道・龍驤將軍の東海王堅・建節將軍の鄧羌を遣

はして歩騎萬五千を將いて以てこれを禦がしむ。襄壁を堅くして戰はず。

……五月、羌、騎三千を帥いて其の壘門を壓して陳す。襄怒り、衆を悉く

して出戰し、羌陽りて勝たずして走る。襄これを追ひ三原に至るや、羌騎

を迴らしてこれを撃ち、黄眉ら大衆を以て繼いで至り、襄の兵大敗す。襄

の乘る所の駿馬、黧眉騧と曰ふ、馬倒れ、秦の兵擒らへてこれを斬り、弟
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の萇其の衆を率いて降る。（姚襄將圖關中、夏四月、自北屈進屯杏城、遣輔

國將軍姚蘭略地敷城、曜武將軍姚益生・左將軍王欽盧各將兵招納諸羌・胡。

蘭、襄之從兄、益生、襄之兄也。胡及秦民歸之者五萬餘戸。秦將苻飛龍擊

蘭、擒之。襄引兵進據黄落。秦主生遣衛大將軍廣平王黄眉・平北將軍苻道・

龍驤將軍東海王堅・建節將軍鄧羌將歩騎萬五千以禦之。襄堅壁不戰。……

五月、羌帥騎三千壓其壘門而陳、襄怒悉衆出戰、羌陽不勝而走、襄追之至

于三原、羌迴騎撃之、黄眉等以大衆繼至、襄兵大敗。襄所乘駿馬曰黧眉騧、

馬倒、秦兵擒而斬之、弟萇帥其衆降。）

とあるように、関中に侵入した姚襄（姚萇の兄、331∼357）は「黄落」に拠り、

守りを固めるが、前秦軍の挑発を受けておびき出され、敗死した。

『大清一統志』巻百七十九・西安府二によれば、

黄堡鎭。同官縣の南に在り。晉の升平の初め、姚襄、杏城より進みて黄洛

に據り、苻生、苻黄眉らを遣はしてこれを討たしむ。（黄堡鎭。在同官縣南。

晉升平初、姚襄自杏城進據黄洛、苻生遣苻黄眉等討之。）

とあるように、同官県（現在の陝西省銅川市）の南にある「黄堡鎭」が、六朝

時代の黄洛＝黄落であるとする。だとすれば、黄落も村塢ということになるが、

『読史方輿紀要』巻五十三・陝西二・西安府三原県には、

黄洛堡。縣の東北に在り。（黄洛堡。在縣東北。）

とあるように、「黄洛堡」と表記している。ただし、顧祖禹はこれが明清時代の

黄堡鎮と同一の聚落であるか否かについては、言及していない。

⑳ 大蘇（陝西省延安市黄陵県）

『晋書』巻百十八・姚興載記下に、

姚詳時に杏城に鎭し、赫連勃勃の逼る所と爲り、糧盡き、守りを委てて、

南のかた大蘇に奔る。勃勃これを要へ、衆散じ、勃勃の執る所と爲る。時

に衞大將軍の（姚）顯を遣はして詳を迎へしめんとするも、詳敗れるや、

遂に杏城に屯す。因りて顯に令して都督安定・嶺北二鎭事たらしむ。（姚

詳時鎭杏城、爲赫連勃勃所逼、糧盡委守、南奔大蘇。勃勃要之、衆散、爲

勃勃所執。時遣衞大將軍顯迎詳、詳敗、遂屯杏城。因令顯都督安定・嶺北
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二鎭事。）

とあり、『晋書』巻百三十・赫連勃勃載記に、

姚興の將姚詳三城〔→杏城〕を棄て、南のかた大蘇に奔る。勃勃其の將平

東（將軍）の鹿弈于を遣はしてこれを要撃し、詳を執らへ、盡く其の衆を

俘とせしむ。（姚興將姚詳棄三城、南奔大蘇。勃勃遣其將平東鹿弈于要擊

之、執詳、盡俘其衆。）

とあり、『資治通鑑』巻百十六・晋紀三十八・安帝義煕七年（411年）春正月の

条に、

秦の姚詳杏城に屯し、夏王勃勃の逼る所と爲り、南のかた大蘇に奔る。勃

勃、平東將軍の鹿弈干を遣はして追ひてこれを斬り、盡く其の衆を俘とせ

しむ。（秦姚詳屯杏城、爲夏王勃勃所逼、南奔大蘇。勃勃遣平東將軍鹿弈干

追斬之、盡俘其衆。）

とあるように、後秦の姚詳（？∼411）は赫連勃勃に攻められ、杏城から「大蘇」

に撤退しようとするが、待ち伏せにあって壊滅した。大蘇が何らかの軍事拠点、

聚落だったことは明らかであり、『読史方輿紀要』巻五十七・陝西六・鄜州中部

県に、

大蘇堡。縣の南に在り、姚秦の時戍守するの處なり。（大蘇堡。在縣南、姚

秦時戍守處也。）

とあるように、顧祖禹が「大蘇堡」と表記し、現在の陝西省延安市黄陵県の南

にあったとするのは、順当な解釈だろう。

補遺

Ａ）郭氏塢（第1報告⑩）（陝西省宝鷄市岐山県五丈原鎮）

蜀の諸¡亮（181∼234）は、魏の司馬懿と対陣中、五丈原の「郭氏塢」で亡

くなった（『蜀志』巻五・諸¡亮伝注引『漢晋春秋』）。五丈原に村塢があったこ

とは、『晋書』巻百十九・姚泓載記に、

平陽氐の苟渴、衆千餘を聚め、五丈原に據り以て叛く。鎭遠（將軍）の姚

萬・恢武（將軍）の姚難を遣はしこれを討たしむも、渴の敗る所と爲る。

姚諶、渴を討ち、これを擒らふ。（平陽氐苟渴聚衆千餘、據五丈原以叛。遣
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鎭遠姚萬・恢武姚難討之、爲渴所敗。姚諶討渴、擒之。）

とあるように、後秦末（416年）、氐の苟渴が「衆千餘」と共に立てこもったこ

とからも窺われる。

五丈原は関中から漢中（陝西省南部）に至る斜谷道の入り口に位置する。同

上巻三十七・宗室・濟南惠王遂伝に、

のち遂の曾孫勳、字は偉長、……庾翼の襄陽に鎭するや、梁州刺史の桓宣

卒するを以て、勳を請ひこれに代はらしむ。……時に石季龍死し、中國亂

る。雍州の諸豪帥馳せて勳に告げ、勳衆を率いて駱谷より出で、懸鉤に壁

す。長安を去ること二百里なり。（後遂之曾孫勳、字偉長、……庾翼之鎭襄

陽、以梁州刺史桓宣卒、請勳代之。……時石季龍死、中國亂、雍州諸豪帥

馳告勳、勳率衆出駱谷、壁于懸鉤、去長安二百里。）

とあるように、後趙の石勒が死ぬと、漢中に駐屯していた東晋の司馬勳（？∼

366）は、駱谷道から関中に侵入し、「懸鉤に壁」した（349年）。懸鉤は現在の

陝西省西安市周至県附近の地名とみられる。駱谷道の入り口附近にも、五丈原

の郭氏塢のような聚落があったのだろう。

Ｂ）馬嵬堡（第1報告⑯）（陝西省咸陽市興平市）

『晋書』巻百七・石季龍載記下に、

始平の人馬勖、兵を洛氏¡谷に起こし、自ら將軍を稱す。石苞、攻めてこ

れを滅ぼし、三千餘家を誅す。（始平人馬勗起兵於洛氏¡谷、自稱將軍。石

苞攻滅之、誅三千餘家。）

とあり、『資治通鑑』巻九十八・晋紀十九・穆帝永和五年（349年）春の条に、

始平の人馬勗、兵を聚め、自ら將軍を稱す。趙の樂平王苞これを討滅し、

三千餘家を誅す。（始平人馬勗聚兵、自稱將軍。趙樂平王苞討滅之、誅三千

餘家。）

とあるように、始平の馬勗が反乱を起こし、後趙の石苞（石虎の子、？∼349）

に討たれた。かれが挙兵した、もしくは本拠地としたとされる「洛氏¡谷」、も

しくは「洛氏の¡谷」という地名は、管見の限り、他書には見えず、その正確

な場所は不明というほかない。ただし、同上・永和元年（345年）正月の条に、
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趙の義陽公鑒、關中に鎭するや、役は煩にして賦は重く、文武に長髪なる

者あれば、輒ち抜きて冠纓を爲り、餘は以て宮人に給す。長史、髪を取り

趙王虎に白し、虎鑒を徴して鄴に還らしめ、樂平公苞を以て代はりて長安

に鎭せしむ。（趙義陽公鑒鎭關中、役煩賦重、文武有長長髪、輒抜爲冠纓、

餘以給宮人。長史取髪白趙王虎、虎徴鑒還鄴、以樂平公苞代鎭長安。）

とあるように、当時、石苞は長安に駐屯していた。また、前掲『資治通鑑』永

和五年春の条・胡三省注に、

杜佑曰はく、「漢の平陵、晉改めて始平と爲す。馬嵬故城あり」と。（杜佑

曰、漢平陵、晉改爲始平、有馬嵬故城。）

とあるように、馬勖の本貫「始平」県は、もともと漢の右扶風平陵県である。

『太平寰宇記』巻二十七・関西道三・雍州興平県に、

もと周の犬丘の地なり。……漢の高帝改めて槐里（縣）と爲す、今の縣北

の故城、是なり。武帝また割きて茂陵縣を置く、茂陵此の邑に在るを以て

なり。昭帝また其の地を割き平陵縣を置く、平陵を以ての故なり。右扶風

に屬す。魏の黄初元年、改めて始平縣と爲す、原に因りて以て名を建つ。

晉を歴し、苻堅に至り、茂陵城に移す。……茂陵故城は、今の縣東北一十

九里に在り。漢の武帝陵、槐里の茂郷に在り、因りて以て名と爲す。……

宣帝に至り始めて縣と爲る。晉、始平縣に併入す。（本周犬丘之地也。

……漢高帝改爲槐里、今縣北故城、是也。武帝又割置茂陵縣、以茂陵在此

邑。昭帝又割其地置平陵縣、以平陵之故也。屬右扶風。魏黄初元年改爲始

平縣、因原以建名。歴晉、至苻堅、移于茂陵城。……茂陵故城、在今縣東

北一十九里。漢武帝陵在槐里之茂郷、因以爲名。……至宣帝始爲縣。晉併

入始平縣。）

とある。いささか込みいった引用になったが、要するに、槐里県から茂陵県、

ついで平陵県が分離し、魏晋以降、茂陵県は廃止され、平陵県改め始平県に併

合されたことが確認できる。さらに、『宋書』巻三十七・州郡志三・雍州刺史に、

始平太守。晉の武帝泰始二年〔266年〕、京兆・扶風を分かちて立つ。（始平

太守。晉武帝泰始二年、分京兆・扶風立。）

とあるように、西晋の初め、始平郡が設置（始平・槐里・武功県などを領す）
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されるが、『晋書』巻百十七・姚興載記上に、

苻登、六陌より廢橋に向かふや、始平太守の姚詳、馬嵬堡に據り以て登を

距む。登の衆甚だ盛んなれば、興、詳の遏ぐ能はざるを慮り、乃ち自ら精

騎を將いて以て登に迫り、尹緯を遣はして歩卒を領して詳に赴かしむ。緯、

詳の計を用ひ、廢橋に據りて以て登に抗ふ。（苻登自六陌向廢橋、始平太守

姚詳據馬嵬堡以距登。登衆甚盛、興慮詳不能遏、乃自將精騎以迫登、遣尹

緯領歩卒赴詳。緯用詳計、據廢橋以抗登。）

とあるように、後秦の始平太守は「馬嵬堡」に駐留していたらしい。

後漢以来の名門――扶風の馬氏は、『後漢書』列伝十四・馬援伝に、

馬援、字は文淵、扶風茂陵の人なり。其の先の趙奢は趙の將と爲り、號し

て馬服君と曰ふ。子孫因りて氏と爲す。武帝の時、吏二千石なるを以て邯

鄲より徙る。（馬援、字文淵、扶風茂陵人也。其先趙奢爲趙將、號曰馬服君、

子孫因爲氏。武帝時、以吏二千石自邯鄲徙焉。）

とあるように、武帝のとき、河北の地から茂陵県に移住したのだという。「始平」

の馬勖が扶風馬氏の末裔であり、かつ胡三省が示唆するように、同じエリアに

ある「馬嵬堡」との関連性――扶風馬氏の誰かによって建設された馬嵬堡が、

馬勖の本拠地だった可能性は極めて高いように思われる。なお、『中国歴史地

図集・第四冊・魏晋南北朝時期』（pp.54∼55）には「馬嵬」の地名が記載され

ている。

Ｃ）彌姐営（第1報告⑱）（陝西省西安市）

太元十四年（389年）、前秦の苻登は「彌姐營、及び繁川の諸堡」を攻略した

（『晋書』巻百十五・苻登載記）。『資治通鑑』巻百七・晋紀二十九・孝武帝太元

十六年（391年）の条・胡注に、

繁川、蓋し即ち杜陵縣の樊川なり。（繁川、蓋即杜陵縣之樊川也。）

とあるように、繁川は杜陵県の樊川――前漢の樊噲が封ぜられた樊鄕（『元和郡

県図志』巻一・関内道一・京兆府萬年県）と考えられるから、彌姐営もこの附

近にあったのだろう。「彌姐」は羌の複姓だから、彌姐営は彌姐氏の村塢という

ことになる。
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彌姐一族は後秦に仕え、『晋書』巻百十六・姚萇載記に、

萇既に苻登と相持すこと積年、數々登の敗る所と爲り、遠近咸く去就の計

を懷くも、ただ征虜（將軍）の齊難、冠軍（將軍）の徐洛生、輔國（將軍）

の劉郭單、冠威（將軍）の彌姐婆觸、龍驤（將軍）の趙惡地、鎭北（將軍）

の梁國兒ら忠を守り貳あらず、並びに子弟を留めて營を守らしめ、軍糧を

供繼し、身ずから精卒を將い、萇に隨ひて征伐す。（萇既與苻登相持積年、

數爲登所敗、遠近咸懷去就之計、惟征虜齊難、冠軍徐洛生、輔國劉郭單、

冠威彌姐婆觸、龍驤趙惡地、鎭北梁國兒等守忠不貳、並留子弟守營、供繼

軍糧、身將精卒、隨萇征伐。）

とあるように、「冠威將軍の彌姐婆觸」は、前秦の苻登との戦いの際、姚萇を献

身的に支えたとされる。同上巻百十七・姚興載記上に、

鮮卑の薛勃叛きて嶺北に奔り、……遂に安遠將軍の姚詳を金城に圍む。姚

崇・尹緯を遣はしこれを討たしむも、……而れども租運繼がず、三軍大い

に飢える。緯は崇に言ひて曰はく、「輔國（將軍）の彌姐高地、建節（將軍）

の杜成ら、みな諸部の豪、位班は三品たるも、督運稽留し、三軍をして乏

絶せしむ。……」と。遂にこれを斬る。（鮮卑薛勃叛奔嶺北、……遂圍安遠

將軍姚詳於金城。遣姚崇・尹緯討之、……而租運不繼、三軍大飢。緯言於

崇曰、輔國彌姐高地、建節杜成等皆諸部之豪、位班三品、督運稽留、令三

軍乏絶、……遂斬之。）

とあるように、「輔國將軍の彌姐高地」は軍糧輸送を滞らせた罪で斬られるが

（397年）、彌姐氏は「諸部の豪」であり、「位班三品」と称されている。同上巻

百十八・姚興載記下に、

姚紹を遣はし姚弼と禁衞の諸軍を率いて、嶺北を鎭撫せしむ。遼東侯の彌

姐亭地、其の部人を率いて南のかた陰密に居り、百姓を劫掠す。弼は亭地

を收めてこれを送り、其の衆七百餘人を殺し、二千餘戸を鄭城に徙す。（遣

姚紹與姚弼率禁衞諸軍、鎭撫嶺北。遼東侯彌姐亭地率其部人南居陰密、劫

掠百姓。弼收亭地送之、殺其衆七百餘人、徙二千餘戸于鄭城。）

とあるように、「遼東侯の彌姐亭地」は陰密で掠奪をはたらき、討伐されるが（414

年頃）、このとき、「七百餘人」が殺され、「二千餘戸」が移住させられた。
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このほか、「彌姐豪地」は我羅城を守って、夏の赫連勃勃に敗れ（409年、同

上巻百三十・赫連勃勃載記）、「南羌の彌姐康薄」は乞伏熾磐に敗れて降伏し（415

年、同上巻百二十五・乞伏熾磐載記）、「立節將軍の彌姐成」は安定郡の反乱勢

力に殺されている（416年、同上巻百十九・姚泓載記）。彌姐康薄のみ後秦政権

との関係が不明であるが、彌姐氏は羌の有力豪族であり、後秦政権において権

貴の地位を占めていたことが窺われる。彌姐営はかれらの本拠地（のひとつ）

だったのだろう。なお、彌姐高地、彌姐亭地、彌姐豪地の三人は名前に「地」

の字を共有しているから、同輩行――兄弟もしくは従兄弟などの関係にあるの

だろう。亭地は「遼東侯」の爵位を保有していたから、嫡流、かつ功臣の子弟

である。確証はないが、三人は彌姐婆觸の子なのかもしれない。

北魏末（534年）、「夏州都督の彌姐元進」が宇文泰に謀殺されるが、かれは「夏

州の首望」と記されている（『周書』巻一・文帝紀、同上巻二十七・蔡祐伝）。

北魏は夏を滅ぼした後、統萬城に夏州を置いた（『魏書』巻百六下・地形志下・

夏州）。後秦滅亡後、彌姐氏の一族（彌姐豪地？）は赫連勃勃に仕えて、統萬城

に移住し、北魏時代、「夏州」を本貫とするに至ったのだろう。

Ｄ）楊氏壁（第１報告�）（陝西省渭南市韓城市）

楊氏壁が黄河を挟み、龍門西岸の夏陽県――現在の渭南市韓城市附近にあっ

たことは、『晋書』百十七・姚興載記上、『魏書』巻四十二・薛辯伝、『周書』巻

三十五・薛端伝などの記述から、ほぼまちがいないだろう。また、楊氏が華陰

の楊氏をさすという直接の証拠はないが、胡三省は楊氏壁が「華陰・夏陽の間」

にあることから、華陰の楊氏との関係を想定する（『資治通鑑』巻百五十六・梁

紀十二・武帝中大通六年十月の条・胡注）。『後漢書』列伝四十四・楊震伝に、

楊震、字は伯起、弘農華陰の人なり。……震より彪に至るまで、四世太尉、

德業相繼ぎ、袁氏と倶に東京の名族と爲ると云ふ。（楊震、字伯起、弘農華

陰人也。……自震至彪、四世太尉、德業相繼、與袁氏倶爲東京名族云。）

とあるように、華陰の楊氏は、後漢時代、楊震（？∼124）から四代続けて太尉

を輩出し、「累世三公」と称された名門である。『魏書』巻百六下・地形志下・

華州の原注に、
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太和十一年〔487年〕、秦州の華山・澄城・白水を分かちて置く。（太和十一

年、分秦州之華山・澄城・白水置。）

とあるように、北魏の華州は華山・澄城・白水の三郡からなる。さらに華山郡

は華陰・鄭・夏陽・敷西・郃陽の五県を領し、同上・華陰県の原注に、

前漢は京兆に屬し、後漢・晉は恒農に屬し、のち（華山に）屬す。（前漢屬

京兆、後漢・晉屬恒農、後屬。）

とあるように、本来、渭河の南岸に位置する華陰県は、弘農郡（現在の河南省

三門峡市）に属していたが、北魏では渭北の諸県（漢代は左馮翊に属す）と共

に華州華山郡を構成した。このことは、永嘉の乱以降、華陰県の人々が渭水の

北に避難し、現地との関係を強めていたことを示唆する。『晋書』巻六十二・祖

逖伝に、

祖逖、字は士稚、范陽遒の人なり。世々吏二千石にして、北州の舊姓たり。

……京師大亂するに及び、逖、親黨數百家を率い、地を淮・泗に避く。乘

る所の車馬を以て同行の老疾を載せ、躬自ら徒步し、藥物衣糧、衆とこれ

を共にし、また權略多し。是を以て少長となく咸なこれを宗とし、逖を推

して行主と爲す。（祖逖、字士稚、范陽遒人也。世吏二千石、爲北州舊姓。

……及京師大亂、逖率親黨數百家、避地淮・泗。以所乘車馬載同行老疾、

躬自徒步、藥物衣糧、與衆共之、又多權略。是以少長咸宗之、推逖爲行主。）

とあるように、流民集団の指導者――行主（移動する塢主）には在地の有力者

が推戴された。以上の諸条件を勘案すれば、楊氏壁が楊氏をリーダーとする、

華陰県の流民集団によって建設された可能性は十分に考えられる。

ただし、これとは別の解釈を可能とする、興味深い史料がある。『資治通鑑』

巻百七・晋紀二十九・孝武帝太元十四年（389年）十月の条に、

（苻登）また監河西諸軍事・并州刺史の楊政、都督河東諸軍事・冀州刺史

の楊楷と約し、各々其の衆を帥いて長安に會せしむ。政・楷、みな河東の

人なり。秦主丕既に敗れるや、政・楷は流民萬戸を收集し、政は河西に據

り、楷は湖（縣）・陝（縣）の間に據り、遣使して命を秦に請ひ、登因りて

これに授く。（又約監河西諸軍事・并州刺史楊政、都督河東諸軍事・冀州刺

史楊楷各帥其衆會長安。政・楷、皆河東人。秦主丕既敗、政・楷收集流民
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萬戸、政據河西、楷據湖・陝之間、遣使請命於秦、登因而授之。）

とあるように、前秦の苻丕（哀帝、在位385∼386）敗滅後、かれが本拠として

いた河東郡――山西省の南部から大量の難民が発生した。かれらは2グループ

に分かれ、一方は楊政に率いられて「河西」に拠り、もう一方は楊楷に率いら

れて「湖・陝の間」に拠ったというのである。楊政の集団は黄河を西に渡って

陝西省に入り、楊楷の集団は黄河を南に渡って河南省三門峡市附近に逃れたこ

とがわかる。「河西」が具体的にどこをさすのか詳らかではないが、情況から

言って、陝西省南部の黄河沿岸部であるのは明らかである。まさしく、楊氏壁

の位置と重なり、この村塢が楊政に率いられた河東の流民集団によって建設さ

れた可能性も、完全には排除できないように思われる。

おわりに

以上、渭河流域、および支流の涇河・洛河流域の村塢のうち、固有名をもち、

おおよその位置が確認できる村塢、および村塢比定地について、20項目、23余

りについて紹介した。

北魏の酈道元が著した『水経注』という地理書がある。河川の流域に沿って

地理・風俗・伝説などを紹介する、独特の手法をとる。歴史の古い渭河本流域

の叙述は、他の河川に抜きんでて詳しく、村塢に関する記事も豊富に盛りこま

れている。調査を開始した当初、『水経注』渭水篇が主要な文献となり、当然、

渭河本流域以外、村塢に関する史料は少ないだろうと考えていた。ところが、

調査を開始すると、『晋書』をはじめとする正史にも、意外に多くの記録が残さ

れており、渭北の山間部、ないし涇水、洛水などの支流沿いにも、多くの村塢

を確認することができた。五胡十六国の記録である『晋書』載記――苻堅載記、

苻丕載記、苻登載記、および姚萇載記、姚興載記などは、村塢関連史料の宝庫

と言ってもよい。淝水の戦いによって苻堅の帝国が崩壊した後、関中における

前秦と後秦の対立抗争が、渭北の少数民族、およびかれらが拠る村塢を奪い合

う展開になったからである。少数民族と村塢との関わりについても、新たな知

見が得られたのは大きな収穫だった。かかる分析手法が有効であり、他の地域

駒沢史学82号（2014） 113



にも応用できるなら、最終的には「村塢マップ」のようなものが作成できるか

もしれない。今後の課題である。
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