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1．はじめに

中国から日本への禅の伝来時期は、いわゆる中世の渡来銭の流入開始時期と

ほぼ同時と考えられている。その背景には様々な要因が存在するわけである

が、物質的な面だけを捉えれば両者を運搬した手段が同様であったということ

になる。

日宋貿易が行われた期間は宋商人来航初見の太平興国3（978）年より南宋が

泉州・広州・慶元・杭州等を奪われる景炎2（1277）年までとされる
(１)

。特に、11

世紀末には綱首と呼ばれる大陸系の人々が博多に居住し交易を担い、12世紀後

半になると平清盛は大輪田泊を整備し、南宋との貿易を盛んに行い、モノとヒ

トの往来が行われた。当時の中国は歴代王朝の中で最も銭貨鋳造に熱心であっ

た北宋の時代
(２)

から、金により北部を占領された南宋へと移行したタイミング

で、また銭貨に替わる貨幣として交鈔や銀が登場する時期でもあり、日本へ大

量の銭貨が流入する契機となった。

日本国内では、12世紀後半の『百練抄』に「銭の病
(３)

」という表現が見られ、

当時の人々の経済活動の中ですでに銭貨の使用が浸透していたことが指摘され

る。平氏滅亡後、源氏の世になると一時的に銭貨の使用を禁止した時期もあっ

たが､ 13世紀以降渡来銭は継続的に中国から齎され使用されていくこととな

る。

この12・13世紀という時期は、渡来銭の流入開始と渡来銭を中心とする中世

日本の貨幣システムの構築を語る上で、きわめて重要な時期である。この時期

を、日本の銭貨使用再開の画期とする見解は、小葉田淳をはじめとする文献史

学の調査・研究から早くから指摘され、足立啓二・大田由紀夫の論争により、
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北宋から金・南宋への移行とそれに伴う銭貨使用に関する政策の転換という中

国側の事情が副次的に日本への銭貨流出を促した実態を明らかにした。

考古学の立場では、鈴木公雄は出土備蓄銭の時期区分と銭種構成の分析から、

中世から近世における日本の流通銭の実態を明らかにした。永井久美男、桜木

晋一らの出土銭貨の全国集成と研究は、日本各地の地域差までを加味した銭貨

流通の実態を解明しようとしたものであり、中国における窖蔵銭の集成・研究

を行った三宅俊彦により日本・中国の比較研究が可能となった。ただし、鈴木

の指摘に従えば、日本の出土備蓄銭の開始は13世紀半ば以降であり、今回取り

上げる12・13世紀に限定すればやや重なる時期が少ない。また、中国の窖蔵銭

については内包する最新銭以外に年代特定を行う根拠に乏しく、年代を限定し

た研究を行う上では、少々慎重になるべきであろう。

筆者が本研究で行うのは12・13世紀の日本と中国の墓からの出土銭の比較研

究である。ただし、本稿においては紙数の関係もあり、まず北宋・南宋期の中

国における銭貨出土墓の集成を行い、各墓内からの銭種構成の分析を行う。当

該時期における日本の銭貨出土墓の集成、銭種構成の分析並びに中国との比較

については別稿を期すこととしたい。

2．12・13世紀における日宋出土銭貨の研究

12・13世紀は、東アジアにおける中世貨幣史の中で一つの画期として位置づ

けられている。中国の歴代王朝の中で、空前の銭貨鋳造量を誇った北宋の滅亡

以降、中国から日本への銭貨流出が進み、12世紀後半には日本国内でも「銭遣

い」が浸透していたことが知られる。また、13世紀前半と後半の大量の銭貨流

入は、日本の流通貨幣全般を銭へと替え、また13世紀後半以降多くの備蓄銭（大

量出土銭）を生み出していく。ここでは、日宋の貨幣研究史を紐解きながら、

本稿の論点を纏めていく。

（1）12・13世紀東アジアの流通銭貨に関する研究

① 中世日本における銭貨流通の開始時期

齊藤麻里江 紀元前14世紀における古代エジプトと西アジアを中心とした古代東地中海世界の文化交流―アマルナ文書に記された工芸品と考古学的資料を中心に―466



中世日本において、中国からの渡来銭が流通銭貨として用いられたとする理

解は多くの人々にとって異論のないところであろう。それでは、10世紀におけ

る皇朝十二銭の鋳造停止以後、日本国内で渡来銭が再び流通するようになるプ

ロセスはどのように理解されているのであろうか。

小葉田淳1943
(４)

は、平安末期の宋銭の輸入を転換期とする。この時期権勢をふ

るった平清盛は、日宋貿易の振興に積極的であり、承安2（1172）年宋人が清盛

の福原荘に入り後白河法皇に臨幸したことは旧勢力である公家などには衝撃的

な出来事であった
(５)

。

中国銭の流入と市場での流通の様子は『玉葉
(６)

』に見られる公家貴族勢力の対

応から読み取ることができる。治承3（1179）年7月25日頭中将通親から藤原基

輔宛に出された書状には、萬物沽価法（市場における公定価格を定めた法律）

への違反が著しいため、その対策を求めている。当時、多くの中国銭の流入に

より市場価格を動揺させ、また市場に流通する私鋳銭や皇朝銭との間に購買価

値の差異を生じさせたことが原因と小葉田は推察する。一方で、この書状では

私鋳銭以外の銭貨については、使用を許すべきかと上申している。この書状を

受けた右大臣兼実は価値事は検非違使庁の沙汰であるとして検非違使の司官中

原基廣に諮問し、基廣は異朝銭も私鋳銭と同様として、中国銭の流通停止を主

張している。12世紀の後半において、京都周辺では多くの中国銭が流入し、旧

来の沽価法を脅かすほどであったこと、また中国銭の使用に関しては、公家貴

族間においても賛否の別があったことが分かる。

森克己1973
(７)

は、12世紀中頃より宋へと進出した日本商人らの影響により国内

での銭貨流通の復活がもたらされたとする
(８)

。日本商人による宋渡航は『建炎以

来繋年要録』所載の久安元（1145）年記事が初見である。日本商人たちが貿易

の中で銭貨を要求する様は、知静江府苑成から南宋・孝宗（在位1162∼1189）

への奏議の中で、日本・高麗の商船が毎年明州に来て貿易し、かつては物品交

易をしていたが近年は見銭を貴ぶようになった、と見える。慶元5（1199）年に

は日本・高麗への銭貨帯出が禁止されており、その流出が小規模ではなかった

ことを窺い知ることができる。森は、元々日本商人との交易が盛んであった高

麗が11世紀末より政情不安となり貿易国の比重が宋へと移行すると見ており、
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12世紀中頃より日宋貿易が盛んとなる中で、銭貨の流入が始まると考えている。

これは、皇朝銭停止後、銭貨流通の開始をうかがう資料の初見が久安6（1150）

年大和国添上郡東大寺郷今小路南顔の敷地売買に関する沽却状（「橘行長家地

売券」東大寺文書、『鎌倉遺文』2707号）であることも一つの証左となる。

② 13世紀における銭貨流入の画期について

滝沢武雄1978
(９)

は、鎌倉前期を対象とした土地売券の統計的検討（『鎌倉遺文』

1∼9巻所収文治元（1185）年∼宝治元（1247）年757通を対象、一部代銭納その

他の史料を併用）により、1215∼1224年の10年間を貨幣史上の一つの画期と捉

えた。この時期は、絹の計数単位であった疋が銭貨の計数単位に変わったこと、

売券の中で絹を代物とする事例が極端に減少し、またこの10年間で日本各地に

おける銭貨使用の割合がそれ以前の約2倍に増加する。また、玉泉大梁1969
(10)

は

鎌倉期の土地売券の分析に基づき、文永∼弘安年間（1260∼90年代頃）に銭貨

がそれまで優勢だった米穀に替わって流通し始めたとする。

足立啓二1991・1992
(11)

は宋銭、明銭、交鈔などを市場から生み出された貨幣で

はなく「国家的支払い手段」として国家的信任のもとに流通したとする。その

上で中世日本において渡来銭が流通した状況を「中国の内部貨幣システムに組

み込まれた中世日本」と理解した。この考えはそのまま受け入れられたわけで

はないが、銭貨流通の要因を市場ではなく、中国の国家政治という外的要因に

求めた点では、その後の貨幣史研究に大きな影響を与えた。

大田由紀夫1995
(12)

は、13世紀における貨幣史上の二つの画期を1215年代と1270

年代に設定し、その要因を銭貨供給元である中国側の動向から明らかにしてい

る。

1215年代について大田が注目したのは、中国北方を占領する金王朝であった。

金王朝は北宋滅亡後、その国庫に残された1億貫近くの銭貨を接収したとされ
(13)

、

12世紀末の段階でも京師を除いても6000万貫以上の銭貨が存在していたとされ

る
(14)

。そして、同じく『金史』巻48・食貨3・銭弊の貞祐3（1215）年4月癸巳の条

には、国家が発行する交鈔流通の妨げになるため、銭貨の流通禁止が上言され

た記述が見える。この頃、金はモンゴル族の侵入により都を中都から開封へ移
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し、戦費算出のため、交鈔発行を繰り返した。しかし、市場では地金価値の高

い銭貨を好み、交鈔は忌避されたため、上記の銭貨流通禁止へと踏み切ること

となった。金での流通が禁じられた銭貨は、多く南宋へと流出したと記述され、

南宋経由もしくは直接金から日本へというルートが存在したかは定かではない

が、何にせよ1215年代を契機とし、日本へと大量の銭貨が流入する下地となっ

た。

1270年代について、大田はモンゴル帝国が南宋を併合して中国全土を統一し

た時期と指摘する。モンゴル帝国は中国全土での交鈔専用化を目指し、1277年

江南地方、1280年には江淮地方で銭貨行使を禁止している。この使用されなく

なった大量の銭貨が1270年代以降日本へと流入し、銭貨流通の画期になったと

する。大田の研究は、日本における銭貨流通の画期を、国内の市場に起因する

ものではなく、中国における銭貨使用の禁止という外的な要因によるものと捉

えている。

③ まとめ

日本貨幣史における12・13世紀の理解について纏めてきた。10世紀の皇朝銭

の停止以降、日本での銭貨使用の兆候がみられるようになるのが12世紀中頃で

ある。13世紀前半と後半、具体的には1215年代と1270年代の二つの画期を経て、

中世日本の市場貨幣は、北宋銭を中心とした中国からの渡来銭となる。この二

つの画期は、銭貨を使用する市場側の求めに応じたものではなく、中国におけ

る銭貨使用の禁止という政治的な要因によって齎されたものであった。

12・13世紀における中国から日本への銭貨流出に関する連関性は、両国に発

生した現象により整合性をもった説明がなされている。ただし、この現象を直

接的に示す手立てはないのであろうか。本研究で取り上げる、中国と日本の出

土銭貨の比較研究は、当該時期の連関性を具体的な物質を持って示すことを目

的とする。それでは、次に日本・中国における出土銭貨の研究史をまとめ、本

研究における研究方法を示すこととする。

（2）日本・中国における出土銭貨の研究
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戦前から行われてきた日宋貨幣史の研究と比して、出土銭貨に関する研究の

歴史は短い。そもそも、出土銭貨研究は近世考古学の中で初めて纏まった研究

がなされたものであるが、日本考古学の中で近世考古学に関心が向けられたの

は、坂詰秀一・加藤晋平による近世考古学の提唱以降であり、1980年代になり

ようやく考古学の研究対象として出土銭貨を位置づける動向が見られように

なった。特に鈴木公雄1988
(15)

による港区芝増上寺子院群発掘調査における近世

墓の調査と出土六道銭に関する研究は銭貨を考古学資料として取り扱うことへ

の興味・関心を高めた。

① 鈴木公雄による六道銭の研究

鈴木1988は、六道銭を構成する銭貨の組み合わせを分析し、17世紀宿場史料

に見られる江戸幕府の銭貨流通政策と結び付けて考察することにより、中世の

渡来銭から江戸幕府公鋳の古寛永通宝への流通銭貨の交替がこれまでの経済史

の想定よりも迅速であったことを明らかにした。

この研究の中で鈴木が用いた分析方法は、土器などの編年学に用いられるセ

リエーションであった。セリエーションとは何か、鈴木1999
(16)

の言葉を借りれば

「一般に、生産される器物は、それが特定の形態をもって出現すると、次第にそ

の量を増加させていき、広く用いられるようになるが、やがてその量は次第に

減少し、ついには用いられなくなる。そして、それにかわって、新しい器物が

出現してくる。このような器物に見られる出現→盛行→消滅に至る量的変化の

パターンは、（一部略）「軍艦型のカーブ（battleship-shaped）」と呼ばれてお

り、両端が細く尖り、中ほどふくらんだ形をなす。」ということになる。江戸府

内出土の6枚セットの六道銭を対象にしたセリエーション分析により、渡来銭

→古寛永通宝→寛永通宝文銭（背面に文字のあるもの）→新寛永通宝→寛永通

宝鉄銭という流通銭貨の交替について、概念的なモデルを作成した。鈴木の研

究は、江戸府内以外に関東、中部・東海・北陸、近畿、中国・四国・北九州な

どに及び、各地域とも大きな差異は見られず、流通銭貨の交替は日本全国で同

時的・迅速に行われたことが明らかにされた。
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② 鈴木公雄1999による出土備蓄銭の研究

鈴木1988の発表以降、出土銭貨研究を取り巻く環境は大きく変化していった。

1994年鈴木を中心に出土銭貨研究会が発足し、機関紙『出土銭貨』にはさまざ

まな分野の専門家による論文のほかに各地の最新の出土銭貨の情報が掲載され

た。また、永井久美男1994
(17)

、出土銭貨研究会2009
(18)

など、六道銭・備蓄銭をはじ

めとする出土銭貨の全国集成が行われている。

鈴木1999
(19)

は全国275例の出土備蓄銭の中から1000枚以上の銭貨量を持つもの

を集成し、その対象は217例349万5071枚であった。1000枚以上に限定した理由

として、六道銭の中にも10枚以上のものが存在するためこれと明確に判別し、

また備蓄銭の分析には30∼60種類の銭種組成を分析するため、安定した分析結

果を得るための数量としている。

備蓄銭の銭種構成は、中国の各王朝銭、朝鮮、琉球、安南などの銭貨、日本

の皇朝十二銭などが含まれる。ただし、割合としては北宋銭が全体の約77％、

明銭が約8.7％、唐銭が約7.6％、南宋銭が約1.9％であり、これらで全体の95％

以上を占める。中世日本に存在した銭貨の多くが中国の王朝銭で、その大部分

が北宋銭であったことが分かる。

次に、備蓄銭の時期区分について、鈴木1999
(20)

は備蓄銭に含まれる最新銭を基

準に8期に区分する。1期は南宋・皇宗通宝、景定元宝、咸淳元宝のいずれかを

最新銭とするものとし、2期は元・至大通宝、3期は元・至正通宝、元末・天定

通宝、大義通宝、明・大中通宝、洪武通宝、4期は安南・咸元通宝、明・永楽通

宝、5期は李朝・朝鮮通宝、6期は明・宣徳通宝、7期は安南・大和通宝、延慶通

宝、琉球・大世通宝、世高通宝、8期は琉球・金円世宝、明・弘治通宝、嘉靖通

宝、安南・洪徳通宝、洪順通宝、光順通宝、景統通宝、大正通宝、広和通宝の

いずれかを最新銭とするものとした。ここで明らかになるのは、日本における

最古の備蓄銭（1期）には常に南宋銭が含まれるという点である。1期の実年代

は13世紀第4四半期から14世紀第1四半期とされ、本研究が対象とする12・13世

紀の流通銭貨を把握する上で、備蓄銭から得られる情報は限定的と言わざるを

えない。
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③ 三宅俊彦による中国窖蔵銭の研究

鈴木らにより、日本の出土銭貨研究が進む一方で、日本への銭貨の流出元で

あった中国の実態は不明のままであった。中国における出土銭貨の実態は三宅

2005ほかによる一連の研究により大まかな姿が見えつつある。

三宅2005
(21)

は、中国における出土銭貨のうち窖蔵銭を対象に集成を行った。窖

蔵銭とは、日本における備蓄銭、埋納銭、一括出土銭などと同様に定義される

が、備蓄や埋納という名称はある部分で銭貨を埋めた目的を指し示すものであ

るのに対し、窖蔵銭は単に埋められた銭貨を示す。

三宅は、遼・北宋・西夏・金・南宋・元の窖蔵銭を集成し、その銭種構成を

纏めている。三宅2005の各王朝銭貨流通状況を参照すると、遼・北宋・西夏・

金・南宋においては、流通銭貨の大部分が北宋銭であることが分かる。この北

宋銭に次ぐのが開元通宝であり、南宋代においても南宋銭はほとんど見られな

い。元代になると北宋銭が7割程度を占める一方で、開元通宝の割合が減り、南

宋銭が20％程度まで増加する。

三宅による窖蔵銭の研究は、日本の出土銭貨に対する比較対象として、日本

への銭貨の流出元である中国の出土銭貨の実態を明らかにした。一方で、自身

も認める通り、課題となるのはその研究対象となる事例の少なさである
(22)

。中国

国内からの窖蔵銭の出土事例は決して日本より少ないというわけではなく、銭

種構成まで整理・報告されている事例が少ないということである。今後の事例

の増加を待つ一方で、窖蔵銭よりも出土事例、報告事例もはるかに多い墓から

の出土銭を対象とした研究が不可欠と考える。

④ まとめ−本稿における研究目的と方法について−

本稿の目的とするところは、12・13世紀における中国から日本への銭貨の流

入の実態を明らかにすることである。その第1段階として、北宋から南宋期の

墓からの出土銭貨を集成し、その状況を把握する。同時期の出土銭貨の研究に

ついては、窖蔵銭を対象とした三宅による研究成果があり、これに墓からの出

土銭貨の成果を補完することにより、更に詳細な北宋・南宋期の銭貨流通の実

態を明らかにすることに繋がると考える。
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3．北宋・南宋期の墓からの出土銭研究

（1）年銘を有する墓誌・地券を出土する墓からの出土銭貨

① 年代ごとの最新銭について

北宋・南宋期の銭貨出土墓のうち、墓誌や地券により埋葬時期が明確なもの51

件を集成した。表1は各墓の銭種構成を纏めたものであり、塗りつぶしたセル

が最新銭である。年代ごとに最新銭の状況をまとめると以下の通りとなる。

ⅰ）1053年までは天禧通宝以前の銭貨を最新銭とする

ⅱ）1060∼70年は嘉祐元宝以前の銭貨を最新銭とする

ⅲ）1076∼94年は熙寧元宝から元豊通宝、一部元祐通宝を最新銭とする

ⅳ）1100∼1110年は崇寧通宝、崇寧重宝を最新銭とする

ⅴ）1116年∼南宋は大観通宝、政和通宝、宣和通宝を最新銭とする。政和通

宝が多く、南宋銭は一例のみである。

② 各墓からの出土銭の銭種構成について

次に、表1から各墓の出土銭貨の銭種構成を見ていく。三宅の研究により、窖

蔵銭については、遼・北宋・西夏・金・南宋では流通銭貨の大部分が北宋銭で

あり、これに次ぐのが開元通宝、南宋代においても南宋銭はほとんど見られな

いことが指摘されている。墓からの出土銭貨においてもその傾向は変わらない

が、より詳細な状況を知ることができる。

上記でまとめたⅰからⅴの時期ごとに表1のデータをグラフ化したものが表2

の1∼5である。表1と表2を見ながら、その傾向を示していく。

まず、北宋・南宋期を通じて出土が確認される開元通宝は、熙寧・元豊年間

までは出土銭貨の中で高い割合を占める。ただし、それ以降は25％を超える事

例はほとんど見られなくなる。表2−1∼2を参照すると比較的高い割合で存在

する開元通宝が、表2−3∼5では割合を下げているのが見て取れる。一例だけ

開元通宝の割合の高い事例が存在するが、これは北宋末（元符3〈1100〉年卒、

政和3〈1113〉年葬）の四川省邛崍五綿山墓の事例で、開元通宝2点が出土し、

他の銭貨は出土していない。三宅2005は、墓への埋納銭の中には、開元通宝や
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太平通宝など縁起の良い銭文を好んで選択した事例が存在することを指摘して

いる
(24)

が、この事例がそれに当たるかは判断がつかない。

次に、北宋・南宋期を通じて出土する銭種の中心は北宋銭であるが、その銭

種構成の傾向は時期によって異なる。表2−1∼2で示した皇宗熙寧5（1072）年

以前は、出土の中心は開元通宝をはじめとした北宋以前の銭貨であり、これに

太平通宝、至道元宝、景徳元宝、天聖元宝、祥符通宝などが加わる。表2−3で

は開元通宝の割合が下がり、太平通宝、元豊通宝の割合が高まり、熙寧元宝、

熙寧通宝などの割合も一定程度見られる。表2−4では、崇寧通宝が高い割合で

加わり、その他表2−1∼3で取り上げた北宋銭が一定程度の割合で見られる。

開元通宝の割合は低くなる。最後に、表2−5は北宋末から南宋期までを一纏め

にしたものであるが、当該時期はおおよそ同様の傾向が見て取れる。まず、銭

種構成としては低い割合ながら開元通宝を出土する墓が多い。次に、太平通宝

は出土事例も多く、銭種構成としても高い割合で出土し、皇宗通宝がそれに次

ぐ。その他で、各墓の20％を超える割合で出土する銭種は政和通宝に一例ある

のみで、熙寧元宝、元豊通宝、紹聖元宝などは20％を超えない割合で出土件数

は多い。また、南宋期には崇寧通宝、崇寧重宝に偏った出土事例も見られる。

③ 遼・金墓の時期ごとの最新銭と銭種構成

表3は銭貨出土墓のうち年銘を有する遼・金墓の銭種構成を纏めたものであ

る。色付きのセルは最新銭を示す。集成した事例数が少ないため断定的なこと

は言えないが、その傾向を示せば以下の通りとなる。

ⅰ）重熙22(1053)年の事例までは、至道元宝を最新銭とするものと祥符元宝・

通宝を最新銭とするものがある。

ⅱ）金代になると、南宋銭と金の銭貨正隆通宝を最新銭とするものがある。

その他、傾向は掴みにくいが、河北省張家口下八里遼墓(乾統10〈1110〉年卒、

天慶元〈1111〉年葬)では紹聖元宝、金代の河北省崇礼水晶屯金墓(大定13〈1173〉

年)では皇宗通宝が最新銭であり、また山西省大同十里鋪金墓（大定4〈1164〉

年）は遼代から金代にかけての墓が複数存在するが、年代の近い墓でも最新銭
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は様々である。

次に遼・金墓の銭種構成を見ると、その傾向は開元通宝を高い割合で含むも

のと、そうでないものに大別できる。

前者はみな50％以上の割合で開元通宝が含まれ、銭種も少なく、最新銭は至

道元宝、祥符元宝・通宝である。表5の中で唯一どちらの傾向とも取りがたい河

北省崇礼水晶屯金墓(大定13〈1173〉年)は、開元通宝、祥符元宝という前者の

組み合わせに天禧通宝と皇宗通宝が加わったものと理解することができるかも

しれない。

後者ではみな開元通宝は25％以下であり、太平通宝、咸平元宝、景徳元宝、

祥符元宝、天禧通宝、天聖元宝、景祐元宝、皇宗通宝、治平元宝、熙寧元宝、

元豊通宝、元祐通宝、紹聖元宝、聖宋元宝、政和通宝、南宋・皇宗元宝が大同
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十里鋪金墓M12・14、河北省崇礼水晶屯金墓、山東省滕県新興金墓のうち複数

墓から出土している。どの銭種も高い割合では出土しないのが、一つの特徴で

ある。

各王朝の銭貨流通状況について窖蔵銭の分析をもとに、三宅2005は以下のよ

うに指摘する。

北宋・南宋・金ではじつに90％以上が北宋銭であった。他の王朝でも高い割

合を示し、西夏で85％ほど、元で74％近く、もっとも低い遼でも69％ほどを占

めている。

また、開元通宝の割合を見ると、遼が最も多く全体の30％ほどを占め、西夏

（11％あまり）がこれにつづく。その他の王朝ではみな6∼8％ほどであるが、や

はり一定の割合で含まれていることがわかる。

南宋銭は（中略）西夏や金では1％に満たず、非常に少ない。南宋では1.5％

とやはり低い割合を示すが、これは南宋の窖蔵銭の事例が、南宋初に集中して

いるためで、南宋末の事例の報告が増加すれば、その割合はもっと増えると思

われる。

遼・金の年銘を有する墓からの出土銭貨の分析結果は、窖蔵銭をもとにした

三宅の分析と基本的には傾向は同様である。ただし、遼墓の銭種構成では、開

元通宝の割合は50％を超え、窖蔵銭よりも高めである。また、開元通宝の割合、

最新銭を至道元宝、祥符元宝・通宝とする点（北宋では同時期に天禧通宝を含

む）など、当該時期の北宋と極めて近い状況にあると指摘することができる。

重熙22(1053)年以降の事例を欠くため、遼中後期では同時期の北宋と並行して

開元通宝の割合が下がるのか、確認することができない。

金墓では南宋銭の割合が1％よりも高い割合で出土し、金の銭貨である正隆通

宝も含まれる。これも、事例が不足しており正確なことは言えないが、元代に

なり南宋銭の割合が増加する下地は、すでに金代にあったことも想定する必要

もあろう。

佐藤大樹 12・13世紀出土銭貨から見た日本と中国 その１―北宋・南宋墓出土銭貨の研究―480



（2） 無年銘墓を含む墓からの出土銭の分析

前項では、年銘を有する墓から出土した銭貨について、集成と分析を行った。

ただし、現在確認されている北宋・南宋の銭貨出土墓のうち、有年銘墓の割合

は決して高くない。また、前節で取り上げた有年銘墓は、未だ事例数が少なく、

出土銭貨の地域性や各時期の銭種構成の変遷等を論じるには不十分と言える。

このような状況で圧倒的多数である年銘不明の墓から出土した銭貨について、

研究対象から除外するのは惜しい。

そこで、鈴木に倣い、銭種によるセリエーション図を作成したのが、図1−1

∼8である。図1−1∼8は、北宋・南宋期と見られる墓のうち、出土銭貨の総点

数及び内訳が明らかなもの289遺構を対象として作成した（表4参照）。

当図は、あくまで北宋・南宋期における墓からの出土銭の銭種構成を時期ご

と・地域ごとに大まかに把握するための概念図として作成したものである。そ

のため、作成に際して恣意的な条件を設定している。

① 時期区分の設定

まず、セリエーションを行う際の時期区分として、最新銭により5期に分類し

た。時期区分に用いた最新銭は本章1節1項において設定したⅰ∼ⅴを用いた。

第5期については基本的には北宋末の大観通宝以降という括りであり、南宋と

金も含まれる。

各時期の年代は、銭貨の初鋳年によりその上限を知ることができる。2期で

あれば天聖元宝（初鋳年1023年）以降であり、第3期は治平元宝（初鋳年1064年）

以降、第4期は紹聖元宝（初鋳年1094年）以降、第5期は大観通宝（初鋳年1107

年）以降、南宋銭を含むものは建炎通宝（初鋳年1127年）以降、金銭を含むも

のは正隆通宝（初鋳年1158年）以降となる。1期については、銭貨の初鋳と流通、

墓への埋葬までに多少のタイムラグがあることを理解しつつも、天聖元宝以降

の銭貨を含まない時期として1023年以前とおおよそ理解しておくことは許され

よう。

1期：天禧通宝 2期：天聖元宝∼嘉祐元宝 3期：景祐元宝∼元祐通宝

4期：紹聖元宝∼崇寧通宝、崇寧重宝 5期：大観通宝以降（北宋銭〈大観通

駒沢史学90号（2018） 481



宝∼宣和通宝〉、南宋銭、金銭を含む）

② 銭種組み合わせの設定

次に、銭種構成について、銭種ごとに集計し割合を示すことは可能だが、当

該時期の出土銭貨の種類は多く、傾向を把握することは困難である。そのため、

便宜上、8つに分類を行った。分類の根拠としたのは、上記時期区分と同様、本

章1節1項のⅰ∼ⅴに北宋銭以前（主に開元通宝）、南宋銭、金銭を加え8分類と

した。

銭貨1：開元通宝ほか 銭貨2：北宋銭1（宋元通宝∼天禧通宝）

銭貨3：北宋銭2（天聖元宝∼嘉祐元宝・通宝） 銭貨4：北宋銭3（景祐元宝∼

元祐通宝）銭貨5：北宋銭4（紹聖元宝∼崇寧通宝・重宝） 銭貨6：北宋銭5（大

観通宝∼宣和通宝） 銭貨7：南宋銭 銭貨8：金銭

③ 地域の設定

最後に、集計を行う上での地域を8つに分類した。これは、現在の行政区分で

ある省ごとにセリエーション図を作成するためには、一部の省で遺跡数が不足

したためで、今後事例の増加により細分化した把握も可能となろう。

地域1：内蒙古自治区・吉林・遼寧・黒竜江省 地域2：河北・山西省

地域3：山東・河南省 地域4：陝西・甘粛・四川省

地域5：江蘇・安徽省 地域6：浙江・江西・福建省

地域7：湖北・湖南省 地域8：広東・広西・貴州省

④ セリエーション図とその分析

それでは、図1−1∼8を見ながら、地域ごとのセリエーション図の分析を行う。

地域1：1期には開元通宝単独出土の事例が多いが、1期のうちに北宋銭1へと移

行する。2期、3期に僅かに開元通宝の割合が多い事例が存在するが、

基本的には2期以降は北宋銭が銭種構成の大部分を占める。開元通宝

は4期までで消え、北宋銭は各時期鋳造の銭貨が共に出土するが、割合

としてのピークは旧→新へと移行していく。
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地域2：開元通宝の割合が1期から5期まで平均的に高い。北宋銭1から5への割

合としてのピークは旧→新に移行していくが、北宋銭1から3と比較し

て4と5の割合は少ない。5期になると開元通宝が消え、金銭が一定量

含まれるようになる。

地域3：開元通宝から北宋銭への移行は3期までにおおよそ完了する。北宋銭1

∼4はそれぞれが共伴するが、割合としてのピークは旧→新へと移行

していく。一方で、北宋銭5の割合は極めて少なく、南宋銭、金銭の割

合も少ない。

地域4：開元通宝から北宋銭への移行は、おおよそ1期のうちに完了している。

1期のうちに一定量の北宋銭1が流通したものと推測される。北宋銭1

から北宋銭5まで割合としてのピークは旧→新へと緩やかに移行し、

南宋銭、金銭までの移行を見て取ることができる。

地域5：開元通宝から北宋銭の移行は、およそ1期のうちに完了するが、3期ま

で25％程度の割合を持つ事例が存在する。北宋銭1∼3はピーク時には

かなり高い割合で見られ、旧→新への移行もスムーズであり、一定量

の最新銭が流入していたことが推測される。北宋銭4・5の割合は極め

て低く、5期には南宋銭を一定割合で出土する事例も見られる。

地域6： 1・2期の開元通宝の割合が高い。3期まで高い割合の事例が存在する

が、4期になるとほとんど見られなくなる。北宋銭1の割合が3期まで

高く、北宋銭3の割合が高くならないのが一つの特徴である。一方で、

北宋銭4は他地域に比べ高い割合で出土し、南宋銭を高い割合で出土

する事例が他地域より圧倒的に多い。

地域7：開元通宝が高い割合で出土する事例が5期まで確認される。北宋銭1は

北宋銭3の出現と共に割合を低くする。北宋銭4・5は一定割合で確認

でき、4期以降は北宋銭3を主とし、一定割合の北宋銭4・5、少量の北

宋銭1・2という構成となる。南宋銭、金銭は一例ずつ確認されるが、

限定的である。

地域8：他地域と比べ、事例数が少ないため詳細の把握は難しい。全体を通じ

て、北宋銭1と3が銭種構成の中心となっている。開元通宝は1・4・5期
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図１－１　セリエーション図ー内蒙古・吉林・遼寧・黒竜江省ー

図１－２　セリエーション図ー河北・山西ー

図１－３　セリエーション図ー山東・河南ー

図１－４　セリエーション図ー陝西・甘粛・四川ー

図１－５　セリエーション図ー江蘇・安徽ー

図１－６　セリエーション図ー浙江・江西・福建ー
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図１－７　セリエーション図ー湖北・湖南ー

図１－８　セリエーション図ー広東・広西・貴州ー

に25％以上の割合の事例が存在するが出土事例数自体は少ない。北宋

銭2の出土事例が少なく、北宋銭2を経ずに北宋銭1から北宋銭3へと移

行するようにも見える。北宋銭4が少量ながら出現する時期となると

北宋銭2が出現するが、どちらも割合は高くない。北宋銭5は高い割合

ではないが存在し、南宋銭を出土する事例も見られる。

まず、全地域を通じて、注目すべきは開元通宝の割合である。三宅2005によ

る中国窖蔵銭の研究では、開元通宝は遼で30％程度、その他の王朝で6∼8％の

割合で存在するとされる
(24)

。また、鈴木1999による日本における出土備蓄銭銭種

総順位（上位40位まで）では、開元通宝は7.26％で全体の5位となっている
(25)

。

この開元通宝であるが、北宋・南宋期を通じて、常に同程度存在していたわ

けではないようである。開元通宝が高い割合で存在したのは1期から2期、せい

ぜい3期までで北宋銭3の出現と共に25％を超える割合での出土事例が少なくな

る。これは、元豊期前後の大量鋳銭期を経て、墓からの出土銭貨の主流が開元

通宝から北宋銭3に移行したものと見られる。この傾向は、南方よりも北方で

より顕著に現れる。開元通宝の割合が高いとされた遼の領域を含む地域1・2で

は4期・5期でも開元通宝の割合が高いまま、保たれている点は注目される。

一点、注意を要するのは、三宅による中国の窖蔵銭研究、鈴木による日本の

備蓄銭研究で報告される6∼8％程度に開元通宝の割合が減少する時期は、4期

以降、つまりは王安石による経済政策期以降だという点である。中国の窖蔵銭
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が、王朝の末期に集中することは三宅によりすでに指摘されており
(26)

、窖蔵銭か

ら復元される北宋の流通銭貨の状況は、北宋後期以降の様相に近いと推測され、

日本への銭貨流出の時期を考える上でも、この点は重要であると考える
(27)

。

次に北宋銭1・2について、それぞれ割合としてピークとなるのは1期、2期で

あるが、その後も一定程度の割合で残存していく。地域1・4・6などの地域では

5期になると姿を消し、地域7でも割合はかなり低くなる。日野1983
(28)

で示される

北宋代の年間鋳銭量を参照すれば、年間鋳銭量では北宋銭1・2はおおよそ100∼

150万貫で推移するのに対し、北宋銭3では最大500万貫以上、北宋銭4・5の時期

でも300万貫前後である。3期以降において新たに鋳造された銭貨が大量に市場

へ投入された時期においても北宋銭1・2が一定程度残っていく要因については

今後検討する必要がある。

北宋銭3については、各地域でおおよそ同様の傾向が見られる。3期がピーク

であるが4期以降においても銭種構成の中心となっている。ただし、地域6にお

いて3期・4期において北宋銭1や北宋銭4、また南宋時期には南宋銭よりも低い

割合となるのは唯一の例外である。南方の地域5においても4期と5期に北宋銭3

と北宋銭1・2が同程度であり、沿海地域における特徴と捉えることができるか

もしれない。

北宋銭4・5については、きわめて低い割合でのみ存在する地域と一定程度の

割合で存在する地域に大別できる。地域3と5はきわめて低い割合で存在し、出

土の割合・事例数共に北宋銭4は一定量存在するが、北宋銭5は極めて少ない。

地域6もこれに近い傾向を示す。地域2は北宋銭4・5の割合は低いが、北宋銭5の

出土事例数は多い。地域8は4・5期においても北宋銭4・5は北宋銭3よりはるか

に低い割合である。地域1は割合の高低が両極端な事例が見られるが、北宋銭4

の出土事例は多いが北宋銭5はほとんど見られない点で地域3・5・6と同様の傾

向とも言える。唯一残った地域4は北宋銭4・5が4・5期においてもその他の銭貨

と同程度存在する。

南宋銭と金銭については、出土事例自体が多くない。南方地域において、南

宋銭が出土する場合にはかなり高い割合であることが特徴であり、北方で金銭

が出土する場合にも同様の傾向を見て取れる。また、南方で金銭が出土する場
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合、もしくは北方で南宋銭が出土する場合にはその割合は極めて少ないのも似

通った状況である。

⑤ まとめ

以上、簡単に図1−1∼8で示したセリエーション図の傾向を示した。先にも

触れたが、同図は墓からの出土銭貨の銭種構成の移り変わりを大まかに示した

概念図である。また、銭貨の種類も鋳造年代により大まかに組み合わせ、年代

も最新銭を根拠に便宜上時期区分したものである。当然ながら、本章第1節で

取り上げた紀年銘を持つ墓からの出土銭貨のように埋葬年代を示すものではな

く、また各銭種による細かい分析も不可能である。

ただし、概念図であるが故にある程度の傾向を指摘することができた。まず

は、北宋・南宋期における開元通宝の流通が一様ではなかった可能性の指摘で

ある。元豊・元祐期を含む3期以前は25％を超える割合で出土する事例も多い

が、4期以降になると出土はするものの割合は低くなる。これは、元豊期前後に

おける大量鋳銭により流通銭貨の主役が開元通宝から北宋銭へと移る可能性を

示唆するものである。

次に、年間鋳造量が最多である元豊期を含む3期においても北宋銭1・2と北宋

銭3が同程度出土する地域がある。4・5期ではおおよそ半数の地域がその傾向

にあり、墓から出土する銭貨が純粋に市場での流通銭貨の実態を反映するもの

であるかの判断は慎重になるべきであろう
(29)

。また、地域6は北宋銭3よりも北宋

銭1・4が高い割合で出土し、地域5では北宋銭3と北宋銭1・2が同程度の割合で

出土する。

北宋銭4・5の割合は総じて高くはないが、特に北宋銭5について出土事例自体

が少ない地域と、事例数は多いが割合が常に低い地域とがある。

南宋銭、金銭は出土事例自体が少ない。南方で南宋銭が出土する時、各墓に

おける割合は高いことが多く、北方で金銭が出土する際も同様である。また、

南方で金銭が出土する際にはその割合は極めて低く、北方で南宋銭が出土する

場合と同様である。
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以上の状況を纏めると以下のようになる。

・開元通宝は元豊・元祐期まではかなり高い割合で墓から出土するが、それ以

後は多くは10％以下となり、25％を超える事例はほとんど見られなくなる。

・北宋銭1・2について、それぞれ割合としてピークとなるのは1期、2期である

が、その後も一定程度の割合で残存していく。

・年間鋳銭量が最多である元豊期前後においても、北宋銭1・2が北宋銭3と同程

度出土する地域が多く、4・5期になるとその傾向が増す。

・沿海地域では北宋銭3がその他の銭貨より低い割合で出土する傾向にある。

北宋銭5は出土事例自体が少ない地域、あるいは出土事例は多いがその存在

比率がきわめて低い地域に分けられる。また、総じて北宋銭4は北宋銭5より

高い割合で存在する。

・南宋銭、金銭の出土事例は少ない。南方で南宋銭が出土する時、その割合は

高いことが多く、北方で金銭が出土する際も同様である。また、南方で金銭

が出土する際にはその割合は極めて低く、北方で南宋銭が出土する場合と同

様である。

（3）まとめ

本章では、まず第1節において紀年銘を持つ墓からの出土銭の集成を行い、埋

葬年代ごとに最新銭と銭種構成及び存在比率を明らかにした。紀年銘を持つ墓

からの出土銭はある程度の埋葬年代を把握した上で北宋・南宋期の墓から出土

する銭貨の状況を明らかにするためにきわめて有効であったが、事例数に制限

があり、各時期の地域性やその変遷過程まで踏み込むことが不可能であった。

そのため、第2節では多くの銭貨出土事例のある無年銘墓を加え、有年銘墓か

ら得た最新銭による分類、並びに時期区分をもとにセリエーション図を作成し

た。有年銘墓より事例数が多いと言っても、現在の行政区分である省単位での

セリエーション図を作成するには事例数が足りず、8つの地域に分け分析を行っ

た。

第1節で得た分析結果は以下の通りであった。

・北宋・南宋期を通じて出土が確認される開元通宝は、熙寧・元豊年間までは
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出土銭貨の中で高い割合を占める。ただし、それ以降は25％を超える事例は

ほとんど見られなくなる。

・皇宗熙寧5（1072）年以前は、出土の中心は開元通宝をはじめとした北宋以前

の銭貨であり、これに太平通宝、至道元宝、景徳元宝、天聖元宝、祥符通宝

などが加わる。

・1076∼94年では、開元通宝の割合が下がり、太平通宝、元豊通宝の割合が高

まり、熙寧元宝、熙寧通宝などの割合も一定程度見られる。

・1100∼1110年は、崇寧通宝が高い割合で加わり、その他表3−1∼3で取り上げ

た北宋銭が一定程度の割合で見られる。開元通宝の割合は低くなる。

・北宋末から南宋期では、銭種構成としては低い割合ながら開元通宝を出土す

る墓が多い。太平通宝は出土事例も多く、銭種構成としても高い割合で出土

し、皇宗通宝がそれに次ぐ。その他で、各墓の20％を超える割合で出土する

銭種は政和通宝に一例あるのみで、熙寧元宝、元豊通宝、紹聖元宝などは20％

を超えない割合で出土事例は多い。

これを2節で得た無年銘墓を含む分析と合わせると以下のようになる。

・北宋・南宋期を通じて出土が確認される開元通宝は、熙寧∼元祐年間までは

出土銭貨の中で高い割合を占める。ただし、それ以降は25％を超える事例は

ほとんど見られなくなり、10％以下の割合で存在する。

・2節で設定した時期区分における1∼2期、及び3期の中でも皇宗熙寧5（1072）

年以前は、開元通宝をはじめとした北宋以前の銭貨の割合が高く、これに太

平通宝、至道元宝、景徳元宝、天聖元宝、祥符通宝（2節で設定した北宋銭1）

が加わる。ただし、無年銘墓を含む事例では2期までに北宋銭2（天聖元宝∼

嘉祐通宝）を一定割合で含む事例が多い。

・有年銘墓の分析から2節で設定した時期区分3期において、開元通宝の割合が

下がり、太平通宝、元豊通宝の割合が高まる傾向が見て取れる。2節の分析で

課題とした沿海部において3期以降、大量鋳銭期である3期においても北宋銭

3の割合が、北宋銭1を下回る要因については元豊通宝以上に太平通宝の出土

が増加することが挙げられる。4・5期においても太平通宝は高い割合で出土
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する事例が多く、縁起の良い銭文を選択的に埋納したとする三宅の指摘と合

致する
(30)

。

・北宋銭4は北宋銭5よりも高い存在比率と出土事例数があるが、これは副葬銭

貨として選択されたとされる崇寧通宝・重宝を含むためと推測される。

・北宋末から南宋では、開元通宝・北宋銭1∼5が一定割合ずつ存在する事例が

多い。さまざまな銭種を少数ずつ出土する事例も多くみられる。

・南宋銭、金銭の出土事例は少ない。南方で南宋銭が出土する時、その割合は

高いことが多く、北方で金銭が出土する際も同様である。また、南方で金銭

が出土する際にはその割合は極めて低く、北方で南宋銭が出土する場合と同

様である。

4．おわりに

本稿の目的とするところは、第1章でも触れたが、12・13世紀における中国か

ら日本への銭貨の流入の実態を明らかにするため、北宋から南宋期の墓からの

出土銭貨を集成し、その状況を把握することであった。北宋・南宋期の銭貨を

出土する墓のうち、出土銭貨の内訳が明らかなもの291事例を集成し、日本の

12・13世紀における墓からの出土銭と比較するための基礎を作った。

本稿内では、まず窖蔵銭では困難であった年代を把握できる出土銭貨を求め、

有年銘墓からの出土銭貨の分析を行った。更に有年銘墓の課題を事例数の不足

に起因する地域差の把握の欠如と時期差による変遷過程の把握の欠如と位置づ

け、その不足を補うため無年銘墓を含む事例の分析を行った。多種に渡る北宋

銭・南宋銭を1種類ずつ分析することはむしろ全体像の把握を困難にすると考

え、銭種・時期区分・地域を仮に設定した上でセリエーション図を作成し、北

宋・南宋期における墓からの出土銭貨の変遷を示す概念図を示した。

本稿における目的は、これで一先ずは達成し、12・13世紀日本における墓か

らの出土銭貨の集成と分析、及び本稿において明らかにした北宋・南宋期にお

ける墓からの出土銭貨との比較研究については別稿を期すこととする。
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係なく、民間では10世紀末から12世紀半ばに至るまで銭貨流通が続いていたと推測

している。
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ことも可能と考える。ただし、この時期区分は最新銭によるものであり、絶対年代

による区分ではない点は注意が必要である。

(28) 註2参照

(29) 本章第1節における有年銘墓の銭種の分析では、開元通宝・太平通宝・崇寧通宝・

重宝が高い割合で出土する事例が散見される。これは、三宅2005が指摘する銭文に

より特定の銭貨を選び出した事例と捉えている。

(30) 註23参照
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