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陝西省楡林市神木県石峁遺跡の発見と若干の問題 

 

 

角道 亮介 
 
1.はじめに 

陝西省の北部、楡林市神木県に位置する石峁遺跡は以前から玉器を多く出土する遺跡

として注目を集めていたが、近年の発掘調査の進展によってその全容が明らかになりつ

つある。2011 年から 2012 年にかけての発掘調査は当遺跡が二重の城壁を持つ大規模な

拠点であったことを明らかにし、その年代が新石器時代後期から「夏代」前期に相当す

ること、城址面積が 400 万㎡を超えることが報告されている（陝西省考古研究院 2013）。

石峁遺跡の最大の特徴は新石器時代後期の拠点集落である山西省の陶寺遺跡や浙江省の

良渚遺跡とも比肩しうる大規模な城壁を持っていた点であったが、同時にその年代が二

里頭遺跡とどのように関わるのかも重要な問題である。これまで二里頭遺跡は中国の青

銅器時代初期におけるほぼ唯一の文化的中心地であり、それゆえに王朝の開始に伴う中

原地域の単独性と優越性を印象付ける要因となってきた。もし同時期の陝北地域に別の

拠点が存在していたとすれば、二里頭時代は基本的には新石器時代後期と連続した、地

域単位ごとに拠点集落が存在し、複数の文化的中心地が統廃合を繰り返す社会的状況の 

 

 
図 1 石 遺跡の位置  
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中に位置づけるべきであり、二里頭期に突如として強大な王朝としての「夏」が出現し

たのではなく、王朝権力の基盤は夏殷周という初期王朝時代を通じて徐々に形成された

ものであったことを物語る重要な根拠となりうる。中国における初期王朝の形成過程を

考える際、石峁遺跡の性格を把握することは大いに意義あることと考え、本稿では石峁

遺跡の概況を紹介するとともに、若干の問題について考察を加える。 

 
2.石峁遺跡の発見 

 石峁遺跡は陝西省楡林市の東北、神木県高家堡鎮に位置しており、地形的には禿尾河

の流域にあたるものの、周囲を荒漠とした山地に囲まれた高原上の遺跡である。その西

北では内モンゴル自治区の鄂爾多斯市と境を接しており、まさしく農耕地域と遊牧地域

の境界として象徴的な長城地帯にあたる（図 1）。 

 石峁遺跡から数多くの玉器が出土することは古くから知られており、1929 年にはケル

ン極東美術館のアルフレッド・サルモニ（Alfred Salmony）が北京において楡林出土と

される玉器 42 点を購入したことが記録に残っている（陝西省考古研究院ほか 2013）。

当地では発掘調査に依らない考古資料が数多く出土したようであり、それらの多くは現

地の収蔵家の手によって収集・管理されている。1976 年、陝西省考古研究所の戴応新に

よって石峁遺跡の考古学的な調査が初めて行われ、多くの土器とともに百点以上の玉器

が発見された。戴氏は土器の特徴から石峁遺跡と客省荘二期文化との関係を重視し、そ 
 

 
図 2 内城・外城と皇城台  

の年代を龍山文化期とした（戴応新 1977・1988）。正式な発掘調査は 1981 年に半坡博

物館によって行われ、住居址や石棺墓・甕棺墓などの存在とともに墓から出土した大量

の玉器が報告されている（西安半坡博物館 1983）。報告者は石峁遺跡の石棺墓とそこか

ら出土した玉器の年代を龍山文化期よりも新しい大口二期文化の時期に位置づけており、

その点で戴応新の土器に基づいた年代観との間で見解の相違がみられる。 

 2011 年、陝西省考古研究院・渝林市文物考古勘探工作隊・神木県文体局の三つの機関

からなる合同の調査隊が結成されると石峁遺跡に対する全面的な一般調査が行われ、翌

年には試掘調査が行われた（陝西省考古研究院ほか 2013）。その結果、内城・外城とい

う石積みによる二重の城壁と、内城の中央に位置する皇城台と呼ばれる台状遺構の存在

が明らかとなり、石峁遺跡が大規模な城壁を持つ拠点集落であったことが判明した（図

2）。内城と外城はともに山地斜面に沿った不規則な形状を呈しており、外城は内城の外 

 

 

 
図 3 外城東門平面図 
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側東南に張り出す形で連続しているが、西南部では閉じることなく城壁が切れている。

内城・外城共に幅約 2.5ｍ、残存高 1ｍほどであり、内城面積は約 210 万㎡、外城面積

は約 190万㎡で、計 400万㎡を超える総面積を誇る同時代でも最大規模の城壁であった。 

 2012 年 5 月から 11 月にかけて、城壁の年代を決定するための発掘調査が行われた。

外城東北部に位置する東門遺構が調査され、S 字状の通路を有する城門の存在が報告さ

れている（図 3）。城門は外側の「外瓮城」部分、中央の「門塾」部分、内側の「内瓮城」

部から構成され、南北二つの門塾部分はそれぞれ高さ約 5.6～6.7ｍの版築基壇である「墩

台」を伴っている。墩台を囲む石積みの主墻内部には一定の間隔で横穴が設けられてお

り、内部に木材の痕跡が確認されたという。報告者は、この空洞内には横木がはめ込ま

れ石積みの壁面の強度を保ち自壊を防ぐための木骨として役だったと考えており、『造営

法式』にみられる「 木」に相当する機能を持つ構造だと推定している。外瓮城から門

塾部を通過して正面に当たる内瓮城の壁面下部には一部に壁画が残存していた（図 4）。

白灰面による下地の上に赤・黄・黒・橙などの各色で幾何学紋様が描かれており、最大

30cm 四方の破片が検出されている。このほか外城東門の北の城壁の外側と北墩台外側

からはそれぞれ祭祀坑が検出されており、いずれも 24 点の人頭骨が埋められていた。

報告者によれば、これらの頭骨は若い女性のものが多く、一部には切断された痕跡や焼

かれた跡が見られるという。東門遺跡の年代は前期・後期の二期に分かれ、それぞれ龍

山文化後期と夏代に相当するとされる。最終的に、報告者は石峁城壁の年代を龍山後期

から夏代前期に位置づけている。 

 2012 年には内城内中央に位置する呼家窪と後陽湾の二地点でも発掘が行われ、呼家窪

では 4 基の住居址が、後陽湾では 2 基の住居址と 5 基の墓が調査された。報告者によれ

ば、土器の型式からみて後陽湾は龍山文化中期～後期の時期に相当し、一方で呼家窪は 
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やや遅く、夏代に相当する年代を与えている。また後陽湾 2 号住居址から出土したワニ

骨による板状骨製品から、後陽湾集落の階層がある程度高かったことを推定している（陝

西省考古研究院ほか 2015）。 
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ば、土器の型式からみて後陽湾は龍山文化中期～後期の時期に相当し、一方で呼家窪は 
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図 6 石 収集の玉璋 

荘二期～夏代前期の範囲内に収まるものとして考えている（王煒林・孫周勇 2011）。こ

れも「夏代」の年代観が問題になるが、ほぼ土器から推定される年代と同様とみなして

よいであろう。すなわち、現状では石峁遺跡の年代は新石器時代後期、陶寺遺跡とほぼ

並行する時期であると考えるべきであろう。依然として、二里頭遺跡とは時期的なずれ

があり、併存したとは考え難い。 

 ここで問題となるのは玉璋の年代である。石峁遺跡からは数多くの玉璋の出土が知ら

れており（図 6）、玉柄形器の存在とともに二里頭文化との関連性を強く示唆する遺物で

ある。もし当該遺物の年代が石峁遺跡玉器編年の後段に属するとすれば、二里頭文化の

例よりも古い遺物となり、石峁から二里頭へと玉器が波及した可能性が高くなるが、問

題は玉璋・玉柄形器がともに採集資料だという点である。王煒林氏らは石峁遺跡におけ

る玉器の変化の連続性から玉璋・玉柄形器の起源を当地に求めようとするが、これらの

遺物が石峁玉器後段の遺物と伴うことを示す積極的な証拠は乏しいように思われる。玉

璋の伝播問題に関しては、石峁と二里頭の関係を論じる資料はなお不足していると言わ

ざるを得ない。 

 

4.石峁遺跡の城壁に関わる問題 

 石峁遺跡の 400 万㎡にも及ぶ城壁の発見は、新石器時代後期の良渚遺跡や陶寺遺跡の

城壁に比べより大規模であることから、陝北地域における強力な権力の存在を示す象徴

として大きく扱われてきたが、その形状は良渚や陶寺の円形・方形の城壁とは大きく性

格を異にしている。図 2 に示したとおり、石峁の城壁は基本的には山地の斜面に沿って

築かれており、一周して城内外を明確に区分するものではない。地形に即して集落を囲

う壁の存在は新石器時代後期の岱海地域でおこった老虎山文化で知られており、土器の

類似性の面からも、石峁遺跡の「城壁」は、内モンゴル地域との関連の中で説明される

べき遺構であろう。石峁遺跡を在地の歴史的文脈から切り離し、後の中原地域の都城と

の類推から説明することは、長城地帯における特殊な集落としての石峁の性格を、かえ

って見誤らせることになるのではないだろうか。 
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