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（黒川古文化研究所・西宮市教育委員会共催 夏期講座 平成 29年 7月 30日）

北宋徽宗時代の首都開封と艮岳――『清明上河図』と『事林広記・外城図』に描かれた都
こんがく

長野工業高等専門学校 久保田和男
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おわりに

はじめに

北宋時代（960 － 1127）の約 150 年間、黄河流域の開封が首都でした。私は、この北宋

開封の研究者をしております。とくに比較都城史という方法によって東アジア都城史の再

構築を目指して研究をしております。したがって、本日の「中国山水画の成立と雪舟」と

いう講演会のテーマとはあまりそぐわないようでありますが、郭煕や李唐は、北宋時代、

開封の一角に居住し、宮廷において仕事をしていた画家であります。北宋山水画の成立し

た場所・空間が開封だったということになります。

今日は、まず、北宋の開封の概略からはじめさせていただきます。つぎに、徽宗という

皇帝についてお話しいたします。「風流天子」ともよばれる徽宗皇帝は中国絵画史におお

きな影響を与えております。書画を中心とする膨大な宮廷コレクションを後世に残しまし

た。彼自身も、書画の作者として優れていたと言われており、日本に伝世する『桃鳩図』

で有名です。また、徽宗が翰林院の画家張択端に描かせた名画が『清明上河図』という長

大な図巻であります。この『清明上河図』に描かれている都市が開封です。徽宗がなぜ『清

明上河図』を描かせたのか私見を紹介します。また、徽宗は、艮岳という園林を繁華な都

市の内部に作らせました。それを描いている都市図が『事林広記・外城図』です。本日は、

艮岳を紹介するとともに同じく徽宗が作らせた、『清明上河図』との違いを指摘します。

そのなかで『外城図』に注目し、徽宗時代の開封についての新しい見方を試みたいと思い

ます。

１、首都開封

・現在の河南省開封市 黄河に近い 大運河と黄河の交点

・三重の城郭 宮城（大内） 旧城（裏城） 新城（外城）

・明末・清末に大洪水。→宋代の大都市は、現在７－１０メートルの地下に埋もれる。

・現在の開封、旧城の規模（清代の城郭）。鉄塔・繁塔が残存。・ユダヤ人コミュニティー
は と う

・唐の滅亡時、長安と洛陽は壊滅状態。開封が軍事拠点として中心地となる。

・「四通八達」・・運河交通

・後周で、外城がつくられるなど、首都として確立。

・北宋では人口１４０万強を数える。そのうち禁軍軍人関係者は８０万。

・王安石による、禁軍軍縮。→庶民（都人）人口比の増加→軍人のための文学が庶民のた

『事林広記』開封外城図より。

万歳山とは艮岳の別称
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めの文学に（『説三分』（『三國志』の原型）など）

・国家的行事への庶民（都人）の参加・・・ 「南郊儀礼」や「上元観灯」・・・「与民

同楽」が強調される。・・・徳治主義・文治政治

・外城郭が一番しっかりしている城郭都市・・・唐の長安や洛陽とは違う。唐代では、内

城（皇城）の方が堅牢。

・神宗時代に、外城壁が修築される・・・外城の門は甕城（おうじょう）となった。・・

・都人も防衛対象。→ 1126年の靖康の変でも、皇帝（欽宗）は、都人とともに籠城。

２，徽宗と『清明上河図』―儒教による政治

・1100 年（元符３年１月）端王が即位（徽宗）・・・兄（哲宗）の夭折→皇太后の推挙に

よる即位。 ・臣下からの駄目出し（端王浪子耳」）。
たんおう ろうし のみ

・父神宗の新法政治を受け継ぐ政治改革（儒教主義）→蔡京の重用／天変と祥瑞へ

のこだわり。

・儒教の王権論・・・天と天子 天からの監視 天からのメッセージ（天変・祥瑞）

・徽宗『瑞鶴図』（遼寧省博物館蔵 1112）・・・・・・開封大内の正門宣徳門の上空に飛

来する瑞鶴を描いたもの （吉兆図 『宣和睿覧冊』所収の一幅）

・祥瑞を描いた絵画、徽宗『五色鸚鵡図巻』（ボストン美術館）

（cf）『桃鳩図』1107 徽宗２６歳の作（諸説あり）

・張択端『清明上河図』 全長５メートル 幅２６センチの図巻。

・制作年代 1104～ 1108 板倉聖哲氏の説 余輝氏説では 1102-1106

・細密な筆致による都市史料？

・実際の開封の地図では、場所を特定できない解釈できない。・・・（特に外城の門の構

造と矛盾）→パトロン徽宗の意志を反映した構図。→祥瑞（政治の成功）としての都市の

繁栄を造形したもの。

消費の場（都市） 流通の場（運河・虹橋） 生産の場（田園）

（比較検討）アンブロージョ・ロレンツェッティ『都市と農村における善政の効果』『悪

政の寓意 および都市と農村におけるその効果』（プブリコ宮殿（現シエナ市役所）の「九

頭の間」（「平和の間」ともいう）のフレスコ壁画）１４世紀。
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・徽宗（在位 1100 － 1126）の治世前半・・・儒教による理想社会の実現を目指し、社会

政策や礼制改革に熱心。

・祥瑞・天変などに敏感に対応。

・それを実務面から支えた蔡京は強い権力を持つ→広い邸宅地を下賜される。

・治世後半（政和６年以降）蔡京の権力を押さえて、徽宗が独裁君主となる。（藤本説）

３、道君皇帝徽宗 ― 道教への熱狂

・「開封外城図」『（元至順刊本）事林広記』・・・道観ばかり強調されている

・・仏教寺院（大相国寺・太平興国寺・開宝寺など）は無視・・仏教の廃絶を意味する。

・徽宗治世後半・・・林霊素の神霄説・・・徽宗を道教神（神霄玉清王＝長生大帝君）の

降臨とする。

・林霊素のため上清宝籙宮の建設（『外城図』のアイコンを参照。実際とは位置が異なる。）

・景竜門・景竜江を使っての行幸。

・1115年（政和 5） 艮岳の工事始まる。

・1117年（政和 7年） 教主道君皇帝に冊立される。

・このころ、蔡京の権力を押さえ、親政する独裁君主となる。藤本猛氏の説。

・1119年（宣和１）仏教の廃絶・・・仏寺を道観に。僧侶を道士。
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４ 艮岳の造営―『事林広記・外城図』を読む

・1115年（政和 5） 艮岳の工事始まる。→花石綱

・・・・『清明上河図』が消費物資を運んでいたことと対照的。

・1122年（宣和 4） 艮岳の完成

・最高地点は、90尺 約 30メートル

・太湖石などの奇岩で構成された人工の山（仮山）

・白居易が植えた松など、銘木が移植される

・建物は、五彩を施さず。自然に溶け込むような。

・雲・・・袋に入れて持ってきたという。

・鳥禽・・・徽宗が至ると一斉に飛翔するように訓練。

・渓流と泉・・・景竜江より導かれる

・江南山水の世界を華北に再現。

・天神が昇降する山岳（崑崙山？）と形態が似ている。

・天上の「玉京」（天神の都）・・・・地上の「下都」（崑崙山はその間の通路）

・『事林広記』の外城図のよむ→開封は道教の

都・・・神の地上の都（下都）とみなした可能

性。（艮岳が存在していたのはわずか 5年ほど）

5、艮岳の破壊―― 1126年 靖康の変

・金の興起 1115年 完顔阿骨打が即位

・1120 年 宋と金が海上の盟を結ぶ。宋は燕雲

十六州を求める。

・1125年 遼の最後の皇帝天祚帝 金に投降。

・1126 年 宋の盟約違反から、金軍の一軍（斡離不）が南下。1 月、開封が包囲される。

・徽宗たちは逃亡。艮岳は籠城に備えての資源として破壊される。

・石は弾丸・建物は薪・鹿は兵士の食料

・金軍撤退

・11月 金軍の再包囲 斡離不・粘罕の両元帥が率いる両軍が開封城外に集結。

・この冬、特に寒冷な気候→城壕が凍結→外城壁の上を

金軍占領

・閏 11月 25日、宋朝が降伏。

・金が北方に持ち去ったもの（二帝・金銀・人的資源・書

画・礼器・艮岳の石など）

おわりに・・・徽宗時代のまとめ

・治世前半・・・『清明上河図』・・・儒教にもとづく理想

的な政治の実施。蔡京の権力。

・治世後半・・・艮岳など・・・・道教主義による帝権の

強化。徽宗の独裁権の確立。→『事林広記・外城図』に表

現されている。

漢代の崑崙山図 山東沂南画像石墓（曽布川1981より）

現在の北京の北海公園にある艮岳の遺物
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関連年表

960年 北宋始まる。（日本では、966年藤原道長生まれる。1028年没）

1067から 1085年 神宗時代・・・王安石が宰相となり、新法改革が行われる。

（その後、新法旧法の党争が展開する） 日本では、摂関政治の終わり頃

元符 3年（1100）1月 哲宗崩御 弟の端王（徽宗）が即位

・・・父神宗の新法政治の継承を表明。蔡京を宰相とする。

・・・1100(康和 2)・白河法皇の院政の時代。

崇寧元年（1102） 安済坊（国立病院） 居養院（寡婦・孤児院）

崇寧 2年 恵民薬局

崇寧 3年 漏擇園（無縁墓地）

崇寧 3年：1104～ 1108年頃 『清明上河図』が描かれる。（板倉聖哲説）

崇寧末年（1106頃）蔡京が開封に邸宅要地を下賜される（蔡大師府）

政和 2年（1112） 「瑞鶴図」

（以上 新法による儒教（『周礼』）主義政策の時代）

政和３年（1113）から政和６年 蔡京の権力を乗り越えて、徽宗が万機親裁する独裁君主となる。（藤本猛説）

（以下 道教重視政策への傾向）

政和 3年（1113） 「天神が開封に降臨した」とする記事を徽宗が承認

政和 3年（1113） 道教の経典を全国にもとめる

政和 4年（1114） 延福宮が完成

政和 5年（1115） 神霄派の道士林霊素が徽宗に謁見する。

政和 5年（1115） 艮岳が作られ始まる。（花石綱）

政和 6年（1116） 上清宝籙宮が落成

政和７年（1117） 徽宗が教祖道君皇帝を称する

宣和 1年（1119） 廃仏が開始される

宣和 2年（1120） 林霊素の失脚

宣和 4年（1122） 徽宗が「艮岳記」を執筆・艮岳の完成。

宣和 6年（1124） 李唐『万壑松風図』が描かれる。

（金の興起 遼の滅亡）

政和五（1115） 女真族 完顔阿骨打が皇帝に即位。金が起こる。

宣和 2年（1120） 海上の盟

宣和 7年（1125）３月 遼滅亡。

靖康１年（1126）１月 金軍が開封を包囲する。開封攻防戦。

徽宗は、息子欽宗に譲位し江南に避難。艮岳は籠城のための資材として破壊される。

靖康 1 年（1126） 12 月、金軍が再び開封を包囲。開封外城が占領され、北宋政府は降

伏。（日本では、このころ中尊寺金色堂ができる）

（南宋の始まり。）

1127年 5月、欽宗の弟が、華北で即位（高宗）するも、金軍に追われ、江南へ逃避。

1138年 高宗 杭州臨安府に定都する。


