
中国と福岡の深くて長いお話 
～ 上海レポート その１ ～ 

 

公益社団法人福岡貿易会 

上海代表処 

奥田 聖 

 

はじめに 

 

 「歴史がある街」と聞いて思い浮かぶ都市はどこだろうか？ 

 日本で古い歴史がある街の筆頭と言えば何といっても「古都・京都」だろう。京都は

1000 年以上首都であった地である。しかし、794 年の平安京遷都以前はどんな都市

だったのかはよく知られていない。それ以前に遡るなら「奈良」の名前が挙がるだろう。

奈良は大和王権が倭を統一したとされる古墳時代の頃から名前が登場する。しかし、大

和王権統一の過程はよく分っていない。でも、よく考えて欲しい。古都・奈良に先んじ

て、日本史の最初のページから名前が登場する場所がある。そう、「福岡」だ。 

 福岡には、ご存知の通り、朝廷の出先機関である「大宰府政庁」が置かれていた。日

本の防衛と貿易の要の地として、福岡は度々歴史に顔を出す。もちろん、歴史の古さは

そんなものではない。邪馬台国の所在地に関する論争における舞台の一つも福岡。魏志

倭人伝に登場する「伊都国」は福岡西部にあったとされている。更に歴史をさかのぼれ

ば、西暦 57 年に後漢の光武帝から賜ったとされる金印が出土したのも福岡である。使

者を送った「奴国」は福岡にあったと言われる。いやいや、もっとある。弥生期最古の

環濠集落「板付遺跡」があるのも福岡。歴史書に文字として残っていないだけで、縄文

時代、弥生時代を通じて、遺跡も多く、出土品も数多く発掘されている。とにかく、思

いつく限りの昔から、人が暮らし集落を形成した形跡があり、日本の歴史を通じて独自

の存在感を放っている場所、それが福岡である。 

 もちろん、そんなこと聞いても、福岡の人は「ふーん」と思うだけだろう。あまりに

も当たり前すぎる。でも、よく考えて欲しい。そこまで時代を遡って歴史を語れる日本

の都市は他にいくつ存在しているだろうか。福岡は都こそおかれたことがないものの、

はるか古代から一貫して重要な拠点都市としてあり続けた。福岡人の福岡贔屓だとして

も、「日本有数の歴史ある街」と胸を張ることくらいは許されるだろう。 

 そして、その理由は、朝鮮半島と中国大陸の存在だ。「筑紫磐井の乱」「白村江の戦い」

「蒙古襲来」「豊臣秀吉の朝鮮出兵」など、日本が朝鮮半島や中国大陸の勢力と軍事的



な衝突が起こる時、福岡はその舞台の一角を担う。有事に拠点となるのは、平時に栄え

ているからである。平時には、貿易の拠点として栄えていた。そして朝鮮半島や中国大

陸からの使節団が最初に足を踏み、日本からの使節団が最後に別れを惜しんだ場所、そ

れが福岡だったのである。貿易は、相手国の国情にも影響を受ける。中国の歴史に照ら

し合わせてみると、福岡（博多）の発展の歴史は、中国の国情の変化にリンクしている

ことが分かる。例えば、今も博多の街に残る鎌倉時代に築かれた寺社の数々。この頃、

博多の街には富が集まっているのだが、それは貿易相手である中国が、宋王朝という中

国史上でも特に安定し経済発展した時代を迎えていたからである。 

 

その後、日本の一大貿易拠点としての地位は、江戸幕府による「鎖国令」が出される

まで続く。鎖国により通商を行う港が長崎に限定された。当時、日本は中国（清朝）と

も通商を行っていたが、これを境に中国との貿易機能は長崎に移行する。1854 年に

江戸幕府はアメリカと日米和親条約を結び、日本国内の五港の開港を決めるが、太平洋

航路の補給を目的としていたアメリカの開港要求には、もはや福岡の港が含まれること

はなかった。なお、長崎港は、1862 年に江戸幕府が幕府役人や高杉晋作、五代友厚

らを乗せて「千歳丸」を上海に派遣するなど、中国との関係が続き、1923 年には長

崎—上海を結ぶ定期航路も開設されている。その間、中国大陸との窓口としての福岡の

存在感は極めて低いと言っていいだろう。 

このように「鎖国令」により港機能を制限され、明治維新の波にも乗り損ねた福岡で

あったが、その後、九州最大の商業都市として底力を見せる。現在、福岡は九州エリア

の中心都市として、九州事業を統括する部署や機能が集中している。人口減少が始まっ

ている日本において、今なお高い人口増加率を示し、「日本一元気な都市」などとも言

われる。しかし、それは決して平たんな道だったわけではない。今の福岡は、かつての

博多の繁栄とは異なり、必ずしも全てを貿易に頼って発展したわけではないのだ。ここ

に至る苦労は、私の目には、400 年前に大陸との交易という存在理由を封じられた福

岡の、新たなあり方を模索する挑戦と葛藤に満ちた再生の物語として映る。 

 

一方、中国の近代に目を向けると、中国では明王朝、清王朝を通じて鎖国政策を取っ

ていた。その最後の清王朝が崩壊する遠因の一つに 1894 年に起こった日清戦争の敗

北がある。日中間だけで言えば、日清戦争は日中間の国力が逆転する転機となった。そ

の後、中国は長い低迷期を迎える。ようやく中国の国家としての体制が整うのは、1949

年の中華人民共和国の成立を待たなければならない。中国の歴代王朝を紐解いていけば、

概ね 40 年ほどの興隆期を経て安定期、発展期に入って来る。1949 年の 40 年後は

1989 年、天安門事件が起こった年だ。鄧小平は、天安門事件により、改革開放後の

中国の在り方を人民に知らしめた。それは血が流れる事態を伴ったが、見方によっては、

これによりようやく中国という国の経済が向かう方向性が定まったとも言える。90 年



代、00 年代を通しての中国の急速な発展ぶりはその一つの証拠でもあろう。 

そして、大国中国が弱体化し、混乱を繰り返していた１9 世紀中期から 20 世紀後半

というのは、前述したように明治維新で出遅れた福岡が商業都市として生まれ変わる再

生の時期と奇妙に重なる。奇しくも天安門事件と同じ 1989 年に福岡市では「アジア

太平洋博覧会（よかトピア）」が開催され、翌年には当時の桑原市長により「アジア太

平洋都市宣言」が出された。これを機に、福岡は名実ともに日本を代表する大都市とし

て、また九州の中心都市としての地位を固めたと言ってもいいだろう。そして、それは

「中国大陸との交易」という、そもそも博多が発展してきた存在理由を抜きに、自力で

勝ち取ってきた地位なのだ。 

 

しかしもちろん、物語はここでは終わらない。21 世紀に入り、福岡を取り巻く環境

は新たな変化に巻き込まれている。中国経済の本格的な台頭である。2010 年に日本

の GDP を追い抜いた中国の GDP は、2015 年時点ですでに日本の 3 倍近い額に達し

ている。その結果、中国のマネーがどんどん日本に入り込んでいるのだ。中国人観光客

による「爆買い」、中国人投資家による日本への不動産投資などはその象徴であろう。

これは、「上海レポート その２」以降で詳しく語りたいと思うが、今や日本以上の経

済大国になった隣国・中国とどうやって付き合うか、これは、今後の日本にとって、好

き嫌いとは別に考えなければいけない大事な問題である。 

そして、中国経済が台頭してきた時に最も影響を受ける都市、それが福岡になるだろ

う。なぜか？上述した福岡の歴史を考えれば、最早多くを語る必要はないだろう。人が

まだ地図を持たない時代から、巨大な中国という国と交易をする日本の窓口は自然と福

岡に定まっていたのだ。放っておけば、やはり同じ力が働くと考えた方が自然であろう。

博多港に日々寄港する中国発の大型クルーズ船。2016 年のクルーズ船寄港回数は

300 回を超え、全国でも群を抜いている。クルーズ船の汽笛の音は、私には 400 年

もの間福岡の人々が忘れていた中国との繋がりを呼び起こす合図のように聞こえる。 

 

そうであるなら、まずは福岡（博多）という街が発展してきた過去を振り返っておく

必要があるのではないだろうか。福岡や福岡に関わりのある人たちが、過去にどのよう

に中国大陸と繋がりを持っていたのか。私は、それが知りたいと、上海代表処での 3

年間の赴任期間中、業務の合間を縫って、福岡と関わりのありそうな場所をあちこち旅

してみた。私は、歴史の専門家でもない。郷土研究の専門家でもない。福岡と中国文化

を愛するただの素人である。ただ、福岡が発展してきた経緯と、その時中国で起こって

いた出来事についてほんのアウトラインだけでも伝えられれば幸いだと思い、自分で少

しずつ調べたことをまとめてみることにした。したがって詳しいことは専門書を読まれ

ることをお勧めする。また、もし間違いがあればご指摘いただければ大変ありがたい。

ここからしばらく、中国大陸で福岡を探す歴史の旅にお付き合いいただきたい。 
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１．浙江省・寧波をめぐる 

 

寧波の街並みと老外灘 

 

 福岡と中国との繋がりを語る時に、最初に降り立つべきは「寧波」であろう。 

寧波は、浙江省第 2 の都市である。常住人口は約 800 万人。商工業が盛んであるが、

港湾都市としても名を馳せている。寧波港の 2015 年のコンテナ取扱量は、約 2 千万

TEU であり、世界第４位である。 

下の地図に寧波の位置を示している。 

 

 
 

 杭州を頂点とした三角形を考えると、北側の頂点に上海、東側の頂点に寧波という位

置関係である。したがって、上海とは杭州湾を挟んで反対側にある。ただし、現在上海

からは高速鉄道で 2 時間。杭州をぐるりと迂回して鉄道が伸びている。 

 寧波市の隣にある余姚市には、「河姆渡遺跡」が発見されている。紀元前 5000 年～

紀元前 4500 年頃という、途方もない昔の時代の村落跡である。ここでは、人工的か

寧波 



つ大規模に稲の栽培が行われていたことが明らかになっている。弥生時代の水田跡が残

る福岡の「板付遺跡」と似通っていて嬉しくなる。はるか昔に、この辺で行っていた稲

作の方法が九州に伝わってきたのかもしれない。 

 しかし、寧波と言われて、最も興味を引くのは、何といってもここが中国の海の玄関

口として国際貿易の拠点を担ってきた都市だ、ということである。そう、ここは古くか

ら行われていた日中貿易において、博多と対を成す貿易港なのである。「博多から中国

に渡り…」「中国から博多に渡ってきた…」などの記述を見かけたとしたら、その「中

国」という言葉の先には、概ね寧波があるのだ。 

  

 まずは、寧波の街中探訪。 

浙江省第 2 の都市だけあって寧波の街には、地下鉄が 2 本通っている。その 1 号線

と 2 号線が交わるところに「天一広場」という広場がある。訪れた日は快晴。休日に

広場まで遊びに来た家族連れなどで賑わっていた。 

 

  

 

 寧波は、適度に発展し、商業施設の集積も見られるが、それでいて人も多すぎず、過

ごしやすい街である。 

 

   



 港町としては、寧波には、「老外灘」というエリアが残っている。「外灘」とは、英語

名で呼べば「バンド（Bund）」であり、築堤や埠頭を意味する。中国語でいう場合に

は、「外国人の河岸」といった意味である。上海の「外灘（バンド）」が有名であるが、

実は寧波の外灘は、上海の外灘より 20 年も早く造られている。鎖国政策を行っていた

清王朝であったが、1842 年に起こったアヘン戦争により、イギリスと「南京条約」

を締結し、香港の割譲と共に、広州、福州、厦門、寧波、上海の 5 港開港が決まる。

今でこそ国際的な大都市として中国の経済を牽引している上海であるが、その頃は、漁

村より大きめの小さな都市に過ぎなかった。そのため、イギリス人たちは、まず、歴史

ある港町の寧波に「租界」を設け、西洋風の建物を建築し、貿易を行った。それが、こ

の「老外灘」である。しかし、19 世紀中期から後期にかけて、上海の港や都市として

の機能が高まってくると、海外からの貿易は上海に集中するようになり、以来、中国最

大の国際貿易港という称号は、寧波ではなく、上海が名乗っていくことになるのである。 

 

さて、この「老外灘」、場所は「三江口」と呼ばれるエリアにある。これは、杭州湾

に流れゆく「甬江」に「余姚江」と「奉化江」という二本の河川が交わる所である。こ

の場所は、港としての歴史も古く、正に博多が寧波と貿易を盛んに行っていた唐や宋の

時代の船着き場となっていた。今や、近代的なビルが並び、行き来する船の数も減った

「甬江」であるが、かつてはここに数多くの交易船が並び、日本人を含めた各国の商人

で行き交っていたことであろう。博多から訪れた遣唐使や商人たちが最初に見た中国の

風景である。 

 

 

 

 

寧波の歴史に見る福岡（博多） 

 

 寧波と博多とのつながりを知るなら、一番のおすすめは「寧波博物館」である。近年

新しく建てられたモダンな建物の中に寧波の歴史が詰まっている。そして、その大半は、

なんと博多との交易に関するものばかりなのである。以下、寧波博物館の資料に沿って、

寧波の歴史と、そこにまつわる博多のお話について、全史を通じて振り返っておきたい。



なお、中国の博物館は一般的に写真撮影が可能なので、展示資料の写真があるが心配に

は及ばない。 

  

  

（１）後漢、三国時代 

 

 

 

 寧波一帯の歴史は古く、前述した 7000 年前の「河姆渡遺跡」までさかのぼること

ができる。しかし、ここでは日本との繋がりということで、後漢、三国時代あたりから

始めることにする。後漢、三国時代、寧波一帯は「会稽郡」と呼ばれていた。三国時代

にこの華東地域を治めていたのは「呉」の孫権で有名な孫氏だ。会稽郡は、湖北の江夏

郡、四川の広漢郡に並び、銅鏡の三大生産地の一つに数えられていたらしい。 

 

 

 

三国時代といえば、ご存知「三国志演義」の物語が有名だが、日本史と関わる話では、

邪馬台国の卑弥呼の話になるだろう。238 年（239 年という説もある）に卑弥呼は北

方の「魏」に使いを送っている。238 年であれば、曹操の孫・曹叡が二代皇帝として

魏を治めていた時だ。曹叡は卑弥呼に銅鏡百枚を下賜している。「その卑弥呼の鏡はど

れなのか？」という話は議論が続いている。その中でも「三角縁神獣鏡」がその鏡では



ないかという説がある。だが、その「三角縁神獣鏡」は、呉の職人が日本に渡り日本で

作ったものではないか、という説もある。呉の職人というのは、恐らくこの寧波一帯に

いた職人であろう。 

また、この顛末を記載した「三国志」の「魏志倭人伝」には、「伊都国」という国が

登場する。これは、今でいう糸島市や福岡市西区一帯にあったとされる国だ。伊都国の

遺跡からは、後漢時代の中国産の銅鏡が出土している。後漢時代には、季節風を読む技

術、天体を使って位置を知る技術に加え、長距離を航行できる船の造船技術も向上して

きたという。寧波周辺からは、南西から吹く偏西風に乗っていけば、九州へとたどり着

く。恐らく後漢の時代、伊都国では寧波一帯の中国人と行き来があったのだろう。「三

国志」では、その後の晋王朝に続く正統な皇帝として「魏」を中心に書かれており、「呉」

の国が倭の国とどのような交流をしていたのかは記されていない。もちろん、日本側に

は、まだ文字すらない時代だ。実際の所どうだったのかはよく分からないが、邪馬台国

が魏に使者を送る一方で、伊都国と呉の国の間でも交流が続いていたのではないかと想

像してみると、なかなか楽しい。 

 

 

（２）唐の時代 

 

 

 さて、唐の時代だ。 

中国の歴代王朝から見ると、唐王朝の前に隋王朝の時代がある。これは、別の都市の

ところで詳しく後述するが、隋王朝の時に、聖徳太子が小野妹子を派遣し「遣隋使」が

始まっている。今風に言うと、正式な国交が結ばれた、ということだ。当初、遣隋使は

朝鮮半島を抜けるルートを通っていたが、663 年の「白村江の戦い」で新羅に敗れた

後、朝鮮半島を統一した新羅との関係が悪化したため、海を越えて直接中国大陸へ向か

うルートを取るようになる。目的地は、そう「寧波」だ。 

 



  

 

この「白村江の戦い」では、福岡は朝鮮半島に向かう軍勢の最前線拠点となった。当

時の那津（博多）には、那津官家（なのつのみやけ）という軍事や外交を司る施設があ

った。斉明天皇と中大兄皇子（後の天智天皇）は、軍を率いて那津（博多）に至ってい

るが、朝鮮半島に渡る前に斉明天皇はこの地で急死してしまうのだ。 

また、この戦いは、隋王朝を滅ぼした唐王朝の勃興の時期にあたり、その唐の勢いに

朝鮮半島の情勢が巻きまれた結果でもある。唐に先立つ隋の天敵は朝鮮半島の北部から

今の遼寧省のあたりにかけて支配していた「高句麗」だった。隋王朝滅亡の原因の一つ

に、その高句麗との戦に敗れ続けたことが挙げられる。隋王朝を引き継いだ唐王朝にと

ってもそれは同じだった。朝鮮半島南部には、南部の西側、今の全州や光州がある辺り

を「百済」、東側の釜山などがある辺りを「新羅」が支配していた。「百済」は倭国との

関係がよかった。しかし、唐からしてみたら、陸続きの高句麗や海を隔てて向かい合う

百済より、直接の接点のない新羅の方が組みやすかった。そこで、唐は新羅と手を組み、

百済を攻め、百済を滅ぼすと、次に高句麗を攻め、これも滅ぼしてしまうのだ。新羅の

朝鮮半島統一である。この、百済が滅亡した際、百済の再興をはかって倭から派兵し唐・

新羅の連合軍と戦ったのが「白村江の戦い」である。百済の滅亡と高句麗の滅亡の間に

起こった出来事だ。 

倭国は、唐・新羅連合軍に敗戦し帰国した後、次は倭国に攻め入ってくるのではない

かと恐れを抱く。この頃には、既に遣隋使・遣唐使も行われており、唐が如何に強大な

国かということについては間違いなく情報が入っていたはずである。当時の倭国は、百

済か唐かという、二つの友好関係のある国の間で揺れ惑い、結果、百済との関係の深さ

を重んじ、唐に弓を引いたのである。実際、当時の情勢を考えると、唐と新羅の連合軍

が次に倭国に攻め入ってきた事態も十分に考えられた。そこで、防衛体制を整えるため、

防塁として水城を建造し、水城を見渡せる場所に大野城・基肄城を置き、防衛ラインを

敷いた。そして、那津官家を、その防衛ラインから内側の内陸部に移す。それが大宰府

政庁だ。 



 それと同時に、防衛ラインの外側の海岸近くには、外交施設を設置する。それが、今

の舞鶴公園にある「鴻臚館」になる。鴻臚館では、出入国管理、迎賓、交易、博多湾の

防衛などの機能が与えられた。つまり、外国から使節団や商船がやってきた時に、最初

に目指す場所がこの「鴻臚館」である。彼らは、ここに滞在中に、今で言う入国審査を

受ける。大宰府政庁からは、京の都まで来訪者の情報を伝え、朝廷からの指示を仰ぐ。

鴻臚館は、福岡以外にも、難波と京にあったとされている。入国の許可が出れば、更に

瀬戸内海を進み、難波、京と進んでいったのだろう。また、遣唐使が唐へ旅立つ際も、

最後の旅支度をここで済ませて長旅に出ていっていた。つまり、中国大陸、朝鮮半島と

日本との接点となっていた場所、それがこの鴻臚館なのである。ちなみに「鴻臚」とい

うのは、元々、中国で外国からの来賓を応接した職の官職名である。鳥が大きな声で来

賓の到来を告げたこと意味する。当時の福岡では、外国の来賓を告げる音が何度も鳴り

響いていたことだろう。 

 したがって、遣唐使と言われて思い出す著名人、鑑真、空海、最澄といった人たちも

皆福岡を通っている。実際、太宰府には鑑真が日本で初めて設置した「戒壇院」があり、

博多には空海が建立したと言われる「東長寺」、最澄が開いたとされる「東光院」があ

る。福岡と遣唐使の関わりは非常に強い。そして、その鴻臚館を経った遣唐使一行が目

指した港が「寧波」なのである。 

寧波の港が国際貿易都市として栄えるのは、唐の時代とそれに続く宋の時代である。

唐王朝が建国した際、シルクロードの交通に妨害を与えていたのは北方の遊牧民族・突

厥であった。彼らは今の新疆の砂漠周辺の都市を支配下に置き、交易に重税を課した。

そこで唐は突厥を攻め、中央アジアに至る領土を支配下に置く。これにより、東西の交

易がますます盛んになった。更に、初唐の時期というのはマホメットの出現により、イ

スラムが勃興していく時期にあたる。ササン朝ペルシアは滅ぼされ、アラビア人に追わ

れたペルシア人が中国にも入って来る。商売に長けたペルシア人は中国でも商売を始め

る。ついで、アラビア人も中国との交易を求めて入ってくる。彼らは陸路だけではなく

海路でも渡来してきた。このようにして、大陸の東西で陸路と海路を通じた航路が整備

され、人と物の往来が増えた。寧波が港町として栄えるのは、まさにそんな時代である。

前述した老外灘のある「三江口」が、正にその港だったというが、恐らく当時は世界各

国からやってきた商船などで埋め尽くされていたのだろう。そんな世界的な交易拠点に、

必死の思いで福岡からたどり着いた遣唐使の一行は、果たしてどのような感慨をもって

この景色を眺めたのだろうか。興味は尽きない…。 

 

さて、寧波博物館の展示資料に話を戻そう。寧波博物館では、こうした遣唐使の話を

丁寧に紹介している。下の書は、遣唐使の紹介エリアに展示されていた「頭陀親王入唐

記」の複製である。これは、862 年に高岳親王が唐に渡った際の記録である。 

 



 

 

 この中に、「大宰府鴻臚館」の文字が出てくる。鴻臚館を経由して、寧波に渡ってい

るのだ。異国の博物館で故郷の地名に会えるのは、格別の想いがある。 

 

  

 

 

また、展示では、商人の交易についても紹介している。当時、寧波は、明州と呼ばれ

ていた。明州の商団は、842 年から 903 年の間に寧波と博多の間を 30 往復以上も



行っていたらしい。60 年間の間に 30 往復ということは、ほぼ、2 年に１回は、博多

に寧波からの商船がやってきていたことになる。当時は、唐の文化に多大な影響を受け

た平安時代。恐らく貴族たちが唐からの輸入品を欲しがっていたのだろう。説明文には、

「鴻臚館跡」の写真と共に、『鴻臚館は日本の福岡市にあり、古代の日本において中国

や朝鮮半島の外交使節や商人を受け入れた施設である。明州商団は、ここに上陸し、居

住し、大宰府と貿易取引を行った。』と説明が加えられていた。 

 

 

 

このように、中国の唐の時代というのは、日本という国が律令国家として国家体制を

整えていく過程と密接に結びついている。そして、そこに果たした遣唐使の役割は非常

に大きい。しかし、その遣唐使は 894 年に廃止が決定する。廃止を建議したのは、太

宰府天満宮に祭られる菅原道真公だ。 

 その頃の時代背景はどうだったのであろうか？唐という時代は、経済的に発展した半

面、政治的には今一つ安定しない時代でもあった。特に、楊貴妃と奢侈な生活に興じて

いた玄宗皇帝の時代、これに反旗を翻した安禄山、史思明により 755 年に「安史の乱」

が起こる。乱はすぐに鎮圧されるものの、このより朝廷内の武力軍閥は解体され、宦官

が実権を握るようになる。その時までは、武力軍閥の有する武力が国としての武力であ

った。しかし、安史の乱で、そのような形では家臣の反旗に対応できないということが

分かった。そこで、政府の在り方を財政国家として変質させていく。徴収した税金で国

の軍隊を養うという考え方に切り替えたのだ。より強力な軍隊を持つためには税収以外

に財政収入をあげるための策が必要となる。そこで考えられたのは、塩の専売だった。

この後、清王朝末まで続く塩の専売はこの時に始まった。塩の取引は厳しく管理され、

高い税率が課せられた。なぜ「塩」なのか、というと、塩は人が生きていくために欠か

せないものだからである。しかし、塩の専売が始まったことにより、塩の価格は高騰す



る。それは当然庶民の生活を圧迫する。そこで、政府の管理の目をかいくぐり塩の密売

を行うものが現れる。塩の価格が高ければ高いほど、密売による利益は大きい。次第に、

全国を網羅するような秘密結社が誕生する。そして、その中の一人であった黄巣は、各

地で頻発した小反乱に乗じて挙兵する。「黄巣の乱」である。黄巣は破竹の勢いで各都

市を落とし、ついに長安を陥落、皇帝は四川省に逃れる。結局乱は 4 年ほどで鎮圧さ

れるものの、皇帝の権威は地に落ち、全国は群雄割拠の状況を呈する。これが、894

年、菅原道真が遣唐使廃止を訴えた時の唐の状況であった。もちろん菅原道真もそのこ

とを把握していたはずである。唐はその後、907 年に滅亡する。 

 こうした時代の変化を受け、遣唐使は廃止され、福岡の「鴻臚館」も徐々にその役目

を失っていく。唐の勃興を遠因として生まれた鴻臚館であったが、その唐の衰退ととも

に役割を終えたのだ。しかし、約 300 年間続いた唐王朝の時代、強大さ故に国際貿易

が促され、海路の発達とともに中国随一の国際貿易港として寧波が発展、その結果、日

本で唯一の国際貿易港として福岡がその役割を担うことになった、という因果関係は、

そこに確かに存在していた。そしてそれは、次の宋の時代に花開くことになる。 

 

 

（３）宋の時代 

 

 

 唐王朝が滅亡すると、50 年ほどの「五代十国」の時代を経て、宋王朝が誕生する。

宋の時代の特徴は、「安定」と「経済発展」である。この時代には、貨幣経済が浸透し、

空前の好景気を迎える。街中には商店が並び、見世物小屋などの娯楽施設も充実してく

る。交易が盛んになり、物流業も発達、その結果、全国津々浦々交通網が整備される。

生活に余裕ができ、文化的にも大きく発展する。活字印刷が発達し、書を楽しむ層が生

まれる。そんな時代だ。 

 そんな宋との交易に目をつけたのが平清盛だ。平清盛は、日宋貿易から得られる利益

を手中におさめ、平家がこの世を謳歌する基盤をつくる。博多の街にも「袖の湊」を開

いたとされている。また、この頃になると、公貿易の拠点である鴻臚館の機能も衰えて

くる。しかし、宋からの商人は、私貿易を求めてどんどん福岡にやって来る。その内、

中国人商人の中には、福岡に住みつき、拠点にするものが現れてくる。こうして、日本

初のチャイナタウンである「博多津唐房」が生まれたと言われている。場所は、櫛田神

社から冷泉公園の辺り。当時は、海岸線がこの辺にあったらしい。国際貿易都市、「博

多」の誕生である。 



 一方、その頃、寧波でも、宋の経済を支える重要な拠点として朝廷の庇護を受け、空

前絶後の繁栄を享受していた。当時、寧波には、日本だけではなく、朝鮮半島、東南ア

ジア、西アジア、そして地中海からの船も往来していたという。特に、領土の北半分を

金に奪われ、首都を杭州に改めた南宋時代、寧波を含む杭州や蘇州といった華東地域の

都市は国の中心地として大いに繁栄した。想像ではあるが、当時の寧波に行けば、今の

シンガポールや香港などの都市のように、様々な国籍の人とすれ違っていたのではない

だろうか。 

  

 

 

 宋王朝は、寧波に市舶司という海上貿易を管理する機関を設置していた。市舶司は広

州や泉州といった都市にも置かれたが、日本との窓口は寧波が担った。従って、日宋貿

易は、寧波—博多がそのメインルートとなった。博多に住み着いた宋の商人というのも、

寧波一帯から来ていたと思われる。寧波博物館にも、福岡の紹介と共に当時の商人の交

易の記録が展示されている。 

 



 

 

 このように、宋の時代の博多と寧波のつながりは非常に強い。宋の宋銭も、博多に入

ってきており、日本の貨幣経済を促進させるきっかけを作った。貨幣以外にも、お茶や

饅頭、蕎麦、うどんなど、様々な中国の物が博多を通して日本に入ってきたのもこの頃

である。恐らく博多の街も大いに賑わっていたのであろう。実際、現存する博多の寺社

も、この時代に建てられたものが多い。栄西や道元、聖一国師といった僧はこの時代に

博多から寧波に渡り、中国で修業を積んで禅宗を日本にもたらしている。帰国した僧た

ちは、博多に寺社を建立するが、その時に資金的な協力をしたのが、博多に住み着いた

宋の商人たちだ。聖福寺や承天寺といった博多を代表する寺社はこの時に建てられ、そ

れに伴い道路の整備も行われ、博多の街の骨格が築かれる。中国史上稀に見る宋時代の

好景気は、まわりまわって博多の街の基礎を作ることにつながっていったのである。 

 こうした禅宗を通した寧波と日本のつながりについても、寧波博物館ではパネルを作

って紹介している。この頃、宋から日本に入った仏教は「鎌倉仏教」と呼ばれ、日本仏

教界に新たな変化をもたらしている。 

 



 さて、宋の時代を締めくくる展示物として、下の画像を紹介しておきたい。これは「三

石碑」と呼ばれるものの実物だ。実は、個人的にはこれを見るために寧波博物館に足を

運んだ。これは、当時、寧波の道を整備する際に寄付を行った者を記録した石碑である。

説明文には『南宋から日本大宰府に移り住んだ明州籍の丁淵、張寧などの商人が道路整

備の際に寄付を行ったことを示す石碑』とある。寧波から博多へ渡った寧波の商人たち

は、博多の街の整備に寄与するとともに、故郷への貢献も忘れていなかった。116７

年というから、平清盛全盛期の頃だ。当時の博多の雰囲気と寧波との近さを感じさせて

くれる貴重な石碑である。 

 

 

 



（４）元の時代 

 

 

 宋王朝の繁栄を背景に、大いに発展を遂げた博多の街であったが、ここで日本がかつ

て体験したことのない大事件が博多に襲いかかる。「文永の役・弘安の役」、いわゆる「元

寇」である。きっかけは、またしても中国大陸における情勢の変化である。宋の時代の

話は、後段の章で改めて述べるが、モンゴル帝国の急激な拡大の背景には、宋王朝と北

方民族の国との確執がある。宋王朝自身も、北方民族間の争いの中、領土の北半分を失

い、南宋として存続を続けるのだが、その中で力をつけたのがモンゴルだった。 

 私自身も、モンゴル高原の果てしなく広がる草原まで行ってみたことがあるが、草原

に立つと、遊牧民族の物の考え方も少し分かってくるような気がする。移動を基本とす

る彼らは、土地のような不動産にあまり頓着しない。戦いに勝利したら、敗者のものは

自らに所属する戦利品という考え方をする。従って、モンゴル帝国が広がる過程で、数

で劣るモンゴル人は、奪い取った土地でその土地に住む人々をモンゴル式の軍として再

編成し、次の攻撃地に向けた軍隊として派兵する。この時、彼らが真に求めているのは

領土ではなく、そこにある人や財のような動産であろう。 

この点、漢民族は土地に頓着する民族だと言える。紀元前 221 年に秦の始皇帝が中

国を初めて統一し「皇帝」を名乗るが、その後、およそ皇帝を名乗る王の頭の中には、

始皇帝が治めた領土範囲が念頭にあったことと思われる。南宋の王朝にしてみても、北

宋奪還が悲願として残り続けるのはそのためだ。こうした考えは、結果的に中国大陸を

統一に向かわせる求心力となり、ヨーロッパのように中国が分割されるのを防いだ。そ

して同時に、モンゴル帝国のように無節操に領土拡大を行うという発想を抑制していた。

日本の歴史でも、中国大陸から日本に侵攻してきたのは、この元寇が最初で最後の出来

事であるが、そもそも連続性を重視する伝統的な中国王朝の考え方からすると、皇帝の

威光が届く範囲を離れた日本のような「化外の地」に積極的に侵攻し領土拡大すること

は何ら意味を持たない。これはやはり、遊牧民であるモンゴル人の帝国だから起こった

侵略であったと言える。 

 モンゴル人は、朝鮮半島の高麗を屈服させると、上記のようなやり方で、今度は高麗

軍を使って日本への侵攻を開始する。そもそも草原の騎馬民族であるモンゴル人に水上

戦は向いていない。最初の侵攻である文永の役の際には、ほとんど高麗軍が徴用された。

しかし、文永の役から弘安の役までの 7 年間に中国大陸では変化が起こる。必死の抵

抗を続けていた南宋が、文永の役から 5 年後の 1279 年についにモンゴル軍の軍門に



下るのである。南宋を下したフビライは、早速南宋人に対して日本侵攻の準備を命令す

る。軍船の建造が間に合わず、商船を軍船に改造した船を加えた急ごしらえの軍隊であ

る。宋王朝の時代、約 300 年にわたり、国際貿易の拠点として博多と貿易を続け、良

好な関係を築いていた寧波の人々は、南宋の滅亡かわずか 2 年後には、商船から軍船

に乗り換え、同じ博多に攻め入ることを強いられたのである。宋の時代のパートで述べ

た通り、当時博多には寧波の人が住み着き中華街を形成していたということである。南

宋人を主体とする江南軍は、博多侵攻の際に士気が低かったと言われているが、その背

景には、友人や親族がいる博多に攻めこむことに躊躇いを感じた人がいたのかもしれな

い、と想像してみると楽しくなる。 

 寧波博物館の「元寇」の解説では、『宋の滅亡後、鎌倉幕府はフビライが派遣した使

者を何度も拒絶し、日中関係は悪化する。元は 1274 年と 1281 年の二度にわたって

日本に攻め入り、寧波は 2 度目の侵攻時の基地となる。江南軍が乗った 3500 艘の船

は日本で暴風に遭い沈没。全軍で帰還者は 10 人に 1 人か 2 人であり、江南軍の被害

は大きかった。』と書いてある。 

 

 

 

 さて、このように、博多の街は「元寇」で未曽有の危機にさらされた。そもそも「鴻

臚館」の主な役割の中には、外交使節団や貿易商人の応接と共に防衛の機能も含まれて

いた。ところが「鴻臚館」がなくなっていた鎌倉時代には、600 年前に中大兄皇子が

築いた防衛システムが機能しなくなっていた。それは、大和時代には「大宰府政庁を守

ればよし」として防衛ラインの外側に鴻臚館を設置し、防衛システムを設計していたの

にも関わらず、600 年の間に博多の街が発展し、防衛ラインの外側である博多の街も

守るべき対象に含まれるようになってしまっていたからであろう。そのため、博多の街

にも様々な変化がもたらされる。新しい防衛システムを構築する必要があったのだ。 



 その最も代表的なものが「元寇防塁」である。博多湾沿岸の海岸に総延長約 20 キロ

に渡って築かれた防塁は、弘安の役の際に、その効力を発揮する。また、防塁は一種の

城壁のようなものである。城の守りを行うためには、それを行う兵力と指揮をする機能

が必要である。そのため、元寇後には、九州に所領を持つ御家人に博多湾沿岸の警備が

義務づけられ、博多の街に武士が増える。更に彼ら九州の御家人を統率するために「鎮

西探題」が博多に置かれ、幕府の執権・北条氏の一族が赴任してくることになる。これ

により、政治の中心が大宰府から博多に移る。つまり、かつては都市（大宰府）に付随

する港町として存在していた福岡が、名実ともに都市として機能し始めるのである。遠

い中国北方の遊牧民族の勃興が、結果的に博多の都市化を促すことに繋がるのだから、

やはり福岡という街は、中国大陸とは切っても切り離せない関係にあると感じさせる。 

 また、この時代を境に博多に住み着いた中国商人の活動が見られなくなるそうである。

元寇により大きな被害を被った街で暮らす際に、中国籍ではやりにくいことも増え、帰

化が進んだのかもしれない。 

 しかしながら、こうした事件が起こっても元の時代には日中貿易が衰えたという訳で

はなかった。モンゴル帝国は、人類史上最大の領土を統一させた。それは、その間に元々

存在した国境がなくなることを意味する。今風に言えば、東西をつなぐ一大自由経済圏

の誕生といったところであろうか。したがって、日中間に限らず、この時代は人が自由

に往来し、交易が盛んになるのである。そして、その中国側の拠点は、元寇の後も寧波

が請け負っていくのである。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



（５）明の時代 

 

 

 圧倒的な武力と領土を誇ったモンゴル帝国であったが、次第に統治が乱れ、各地で反

乱がおきる。紅巾の乱に参加していた安徽省出身の朱元璋が頭角を現し、元王朝を壊滅

させる。1368 年、明王朝の誕生である。 

 元の時代、モンゴル人は統治の際にモンゴル人を支配層として最高位に置き、漢民族

の地位は低かった。朱元璋が中国を再統一したことにより、約 100 年ぶりに漢民族に

よる統治が復活した。今まで広い領土の一部分という扱いを受けていたが、ようやく中

国という領土が戻ってきたのである。そこで改めて中国という国を考えたら、領土は広

く、資源も産出され、技術も高い。そもそも、必要な物は全て国内にあるのだから、外

の国々と交易を行う必要はない、という元時代の逆張りの発想に至る。「鎖国主義」の

登場である。また、こうした海禁政策を設ける一方で、外国君主が中国に貿易を求めて

きたら、皇帝に対して臣下の礼をとり、中国の国境を乱さないと約束した場合に限り貿

易を許可することを決めた。いわゆる「朝貢貿易」である。こうして外国の君主が皇帝

と君臣関係を結ぶことを「冊封」という。この結果、外国との交易は政府の厳しい管理

下に置かれた。私貿易は禁止され、公貿易を行う際には、貿易相手国に「勘合」を渡し、

船が到着する度に中国側と相手国側の勘合を照合して確認を取る手順を取る、「勘合貿

易」が始まることになる。また、貿易を行う港も指定された。日本との貿易を行う港は

この「寧波」と決まった。 

  



 さて、この頃、東シナ海沿岸では、倭寇が略奪行為を行うという事態が頻発していた。

倭寇は、元寇に対する高麗への報復行動が発端とも言われ、14 世紀頃から登場してく

る。そこで、明は建国の翌年 136９年に、まず王朝が変わり、新政権がたったことを

知らせる意味もこめ、倭寇の鎮圧を命じる使者を寧波から日本に向けて派遣する。向か

わせた先は、今までと同じように「博多」である。 

 

 さて、明王朝の使者を乗せた船が到着した「博多」。中国大陸に起こった情勢の変化

は、これまでも博多に少なからず影響を与えてきた。この時も、使者の到来は博多の街

を震撼させたのだろうか？実は、この時ばかりは少し事情が異なっていた。九州は極め

て特殊な状況に置かれていたのだ。 

 この時代、日本は朝廷が北朝と南朝に分かれて闘争を続ける「南北朝時代」の只中に

あった。1336 年、足利尊氏により京を追われた後醍醐天皇は、吉野にて南朝を立て、

日本は国内に二つの朝廷が立つという事態を迎えていた。後醍醐天皇は、南朝を立てる

のにあたり、自らの皇子である懐良親王を「征西大将軍」に任じて九州平定の任を与え

て派遣していた。「なんとかして日本の西側を制圧してこい」ということである。幼か

った懐良親王は、12 年という歳月を経て肥後の菊池武光や阿蘇惟時を味方につける。

そして、1348 年菊池氏の居城である隈府城に征西府を開き、九州攻略を始めるのだ。 

そもそも、九州は北朝の足利尊氏に所縁のある土地であった。鎌倉幕府討幕を共に戦

った後醍醐天皇と足利尊氏の関係が悪くなったのは、討幕後に天皇親政を目指して後醍

醐天皇が行った「建武の新政」に原因がある。天皇親政というのは、つまるところ平安

時代への回帰、天皇と公家を中心とした政治体制の復活である。討幕の際に、実際に最

前線で戦った武士たちは、こうした公家中心の政治に逆戻りすることに不満を持ち、足

利尊氏はその不満の受け皿となった。鎌倉を制圧し拠点とした足利尊氏であったが、京

都に攻め込み敗北を喫する。そして九州へ落ちのびてくることになる。足利尊氏は宗像

大社のある宗像氏に身を寄せると、すぐさま九州の武将をまとめあげ、福岡の多々良浜

にて九州の朝廷側の軍勢を撃破する。「多々良浜の戦い」である。この戦いに勝利した

足利尊氏は、その勢いのまま再び京都に攻め込み、今度は後醍醐天皇を追い出し、京都

に北朝を興した。この多々良浜の戦いで敗北した九州の朝廷側の軍勢にいたのが、後に

懐良親王を補佐することになる菊池氏と阿蘇氏である。 

懐良親王が征西府を起こした当時、足利尊氏と弟の足利直義が対立していた。足利直

義の養子である足利直冬は九州に落ちのび、守護職の少弐頼尚が保護していた。つまり、

この時九州は、北朝の足利尊氏勢力、足利直義勢力そして南朝の懐良親王勢力の 3 つ

に分かれていたのである。懐良親王はまず足利直義勢力である少弐頼尚と協力して足利

尊氏勢力を撃破。その後、1359 年に南朝軍約 4 万は、筑後川を挟んで少弐頼尚ら約

6 万の軍と対峙する。合計 10 万人という大規模の合戦が起きたということで、日本三

大合戦の一つとも言われる「大原合戦」である。この戦いで懐良親王は勝利を収め、九



州における北朝側の全ての勢力を打ち破ることに成功した。現在、福岡の筑後地方には、

懐良親王が陣を張った場所を「宮の陣」、菊池武光が刀の血を洗った場所を「太刀洗」

などと、地名として当時の状況を今に伝えている。 

このようにして、懐良親王は九州の北朝勢力を打ち破り、1361 年ついに大宰府を

おとす。九州統一である。しかし、この時吉野の南朝勢力は衰えており、実質北朝に対

抗する勢力は懐良親王の九州だけであった。孤立無援ながら九州を支配していた懐良親

王であったが、1372 年北朝より新たに派遣された今川了俊により、とうとう大宰府

を追われる。大原合戦から数えてわずか 13 年という短い時間である。しかし、この期

間は九州がいわば日本全体から切り離され独自の運営を行っていた。九州独立にも近い

極めて特殊な期間でもある。そして、建国したばかりの明王朝により遣わされた使者が

九州にたどりついた 1369 年というは、正にこの特殊な期間にあたるのだ。 

 

最初に明の使者が現れた際、倭寇鎮圧を命じる高圧的な国書に怒った懐良親王は、使

者を切り捨ててしまう。恐らく、懐良親王にしてみれば、北朝との争いで倭寇鎮圧どこ

ろではなかったはずである。しかし、明はこの時、海から近い南京に首都を置いていた。

倭寇は、身に迫る脅威でもある。また、貿易の拠点となるはずの寧波は、塩の密売を行

っていた方国珍が拠点とし、最後まで朱元璋に抵抗を続けた地であった。明にしてみた

ら、すぐに江南地帯を安定化させ、寧波—日本間の公貿易を再開させ、北に逃れたモン

ゴル人との戦いに備える必要があった。明王朝は、1370 年に再び寧波から博多に使

者を送る。ところが、今度は、懐良親王は使者の申し出を受け入れ、「日本国王」とし

て冊封に応じるのだ。狙いは日明貿易から得られる利益にもあったのではないだろうか。 

そもそも、皇帝制度というのは、秦の始皇帝が確立させたシステムである。「中華」

とは、もともと「中夏」とも書き、最古の王朝・夏王朝があった一帯を中原（中心）と

して、統治が及ぶ範囲を指す。秦の始皇帝の時に、領土は急激に拡大し、統一を果たし

たことから、秦の始皇帝は、古代の「皇」と「帝」を組み合わせて「皇帝」という呼称

を作った。この時から、「国王」という呼称は、一部の地方を治める統治者の呼称に過

ぎなくなった。全ての人民の上に、「天」の「下」、いわゆる「天下」を統べる「天」の

「子」である「天子＝皇帝」が存在する、という考え方である。したがって、通常、「皇

帝」の前に地名をつけて呼ぶことはあり得ない。「皇帝」は、地域限定ではなく全てを

統べる存在なのだ。地域の名称が頭につくのは、「国王」である。「日本国王」というの

は、その例だ。「皇帝」は中心にいて自らの威光が及ぶ範囲を直接統治するが、その外

にある周辺の「国」は「皇帝」の威光にひれ伏し、臣下の礼をとる、これがいわゆる「中

華思想」だ。そして「朝貢貿易」はそれを体現したものでもある。したがって、通常は、

周辺国の国王からの献上品に対して、皇帝側はそれ以上に価値ある品を与える。臣下が

礼を尽くすのなら、皇帝はそこに自らの威光を示す必要があるのだ。つまり、「朝貢貿

易」は、臣下におさまるという屈辱はあるものの、通常の等価交換を基本とする貿易よ



りははるかに大きな利益を手にすることができる貿易形態なのだ。 

懐良親王の返答を受けて、明王朝は早速手続きにとりかかり、1372 年正式に懐良

親王を冊封するための使者を遣わす。しかし、その 1372 年というのは正に懐良親王

が今川了俊に大宰府を追われた年にあたる。博多に着いた使者は、逆に今川了俊に拘束

されてしまう。これによりようやく事情を察した明王朝は、日本への冊封をあきらめ、

1374 年に貿易を禁じる海禁政策を始めるのだ。この後、1401 年に足利義満が改め

て「日本国王」として冊封されるまで、明側の記録では日本国王は懐良親王となってい

た。そのため、足利家が日本国王として冊封されるまでには大変苦労している。ただし、

ようやく日明貿易を実現させ、そこから得られる利益を手にした足利義満の繁栄ぶりは、

もはや記す必要はないだろう。歴史に「もしも」はないが、「もしもこの時、あと数年

懐良親王が九州での統治を維持し、日明貿易から得られる利益を手に入れられていたら、

九州で強力な経済力を手にし、歴史は変わっていたかもしれない」と思うと、ロマンを

感じずにはおれない。自分の故郷に関わる話なので少々、力が入ってしまった…。 

 

 

 

 さて、明というと、今述べた「倭寇」に悩まされた王朝でもあった。その理由は、海

禁政策により貿易を朝貢貿易に限定したことによる。利権を有している側からすると、

朝貢貿易は非常に大きな利益をもたらした。一時期、日明貿易に味をしめた日本側から

毎年のように明に遣明船を送っており、明側から「遣明船は 10 年に 1 回、船は三隻

までにしてくれ」と制限されるほどであった。ところが、その利益は一部の権力者に限

定され、広く行き渡らない。既に宋王朝、元王朝の時代を通して日中貿易による利益を

知っている商人にとっては既得権益に入り込まない限り手が出せない。その結果、あの

手この手で密貿易を試みる。そして、その結果が倭寇を生む。塩の専売においてもそう

であるが、自然な経済の流れをゆがめ、規制をかけて管理しようとすると、その網をか



いくぐるリスクを冒す輩が現れ、今度は管理の行き届かない無法地帯を生んでしまうの

だ。 

ただ、この日明貿易において、主な航路は寧波-博多-堺であった。そのため、博多は

これにより利益が入って来た地域である。朝貢貿易による勝ち組であった。それだけで

はない。当時、明に献上するための銀を産出する銀山開発にも関わっていたため、むし

ろ、日明貿易のメインプレーヤーと言ってもよかった。遣明船には博多商人や堺商人が

乗り込んでいたようである。その結果、密貿易を行う側も商品を流通させるために博多

商人に接触することになる。このようにして、中国からの舶来品が集まり、更に富を生

む。こうして、博多と、そして堺という日明貿易の 2 大拠点は、戦国時代にも大きな

存在感を発揮する程の存在になる。同時に、倭寇の側も博多にアクセスのよい平戸や五

島などに拠点を構えるようになってくるのである。 

 

一方、寧波の側の事情も博多とそう大差がない。寧波の港は、勘合貿易の拠点として

賑わっていた。しかし、一方で寧波に近い双嶼には、倭寇の一大拠点が形成されていく

ことになる。ただ、この時期の倭寇を更に加速させたきっかけは、実は、寧波で日本人

が引き起こした事件にある。 

日本では、1467 年に応仁の乱が起こり、将軍の権威は失墜、室町幕府の統制は混

乱し、下剋上がまかり通る戦国時代を迎えることになる。日明貿易にしても、そもそも

は正式な「外交」であるため、その権限は「日本国王」たる足利家が有していた。しか

し、この頃から、勘合貿易は幕府が直接行うよりも、大名や商人に任せ、自らは手数料

をとる形に変化してきた。すると、その権限を奪い合う勢力が生まれてくることになる。

堺商人のバックについた管領家・細川氏と博多商人をバックにつけた守護大名・大内氏

である。彼らは、日明貿易から得られる利益の独占を狙って勘合を奪い合った。そして、

1523 年、大内氏が出した遣明船が寧波の港に入港した直後に、こともあろうか細川

氏の出した遣明船が入港するという事態が起こる。遣明船は、国の出す外交の船。当然

本物はどちらか片方ということになる。この時、本物の勘合を所有していたのは大内氏

側であったが、寧波の港を管理する市舶司の判断は細川氏側に傾きつつあった。細川氏

側が市舶司に賄賂を贈ったと言われている。それに怒った大内氏側は、細川氏側の使節

団を襲撃し、日本へ逃亡するのである。当然、寧波の街は大騒ぎになった。これが「寧

波の乱」と呼ばれる事件である。 

この事件は、日中間の外交問題に発展し、日明貿易は一時中断。結果的に大内氏が日

明貿易を独占することで落ち着いた。しかし、ようやく遣明船を再開できるようになっ

たのもつかの間、今度は大内義隆が家臣・陶晴賢の謀反により殺害され、大内氏は滅び

てしまう。こうして遣明船は完全に途絶えてしまう。そして、勘合貿易という正式な貿

易ルートがなくなったことで、闇ルートとしての倭寇の価値はより高まることになった。

倭寇はこの後、豊臣秀吉が日本を統一し、日本の統治機能が正常化していくまで活動が



盛んになる。その拠点となったのが、前述した寧波近くの双嶼だった。明側も倭寇の取

り締まりを強化し双嶼を攻撃、拠点を壊滅させるが、今度は、福建省の方に拠点を移し

活動を始めるというありさまだった。 

また、この 16 世紀というのは、大航海時代に入ったところで、ポルトガル人が交易

を求めて東アジアまでやって来る時代にあたる。ポルトガル人は、16 世紀の後半から、

マカオに居住権が認められて、貿易を行うようになる。ただ、明王朝の行っていた「朝

貢貿易」という形は彼らに理解できるわけはなく、正式な貿易は行えていない。そこで、

倭寇に交じって私貿易を行うことになる。従って、当時の倭寇には、中国人と日本人、

ポルトガル人が登場することになる。そして、そのルートを使って、鉄砲が伝来し、イ

エズス会の宣教師たちが日本に入ってくることになるのである。 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



（６）清の時代 

 

 

 そして、時代は、明王朝から清王朝へ移っていく。 

 清王朝は、現在の中国の東北三省、旧満州国の辺りを拠点に後金として国が興り、後

に清と改め中国全土を統一した。この後金を興したのが太祖・ヌルハチである。ヌルハ

チが力を持つに至ったのには、豊臣秀吉の朝鮮出兵が関係している。1592 年、突如

として襲ってきた日本の軍勢に対し、明は朝鮮を支援し日本軍と戦っている。この出来

事の中国語での名称は「助朝抗日」だ。戦線は女真族が住む地域近くまで拡大した。こ

の地域に多くの明軍が駐留したことで、軍需景気が起こった。ヌルハチは、これをきっ

かけにかの地で着々と力を蓄えていくことになる。豊臣秀吉の朝鮮出兵は、博多の街の

太閤町割りのきっかけともなっており、博多にとっても非常に関わりが深い。 

 しかし、こうした経緯を経て、1644 年に中国統一を果たした清王朝との貿易に、

博多の街が直接関わることはなかった。江戸時代に始まった貿易の管理体制、いわゆる

「鎖国」である。中国船の入港は 1635 年に長崎に限定されている。この時、長崎に

移っていった博多商人もいるという。とはいえ、清王朝が成立した時点では、既に博多

は日中貿易の拠点ではなくなっていたのだ。中国側の日本貿易の拠点は、相変わらず寧

波である。この時代から、寧波-長崎という航路が日中貿易を担っていく。そして、こ

れ以降、博多が日中貿易に主役に返り咲くことは、21 世紀の今をもってない。 

  

  

 

 



 とはいえ、「老外灘」の紹介部分で触れた通り、清朝末期にはアヘン戦争の敗北によ

る開港で、寧波と共に開港されられた上海が、19 世紀中期から末期にかけて急速に発

展を始める。かつて、国際貿易都市として栄華を誇り続けてきた寧波であったが、20

世紀以降は、上海と完全に立場が逆転する。日本からのメイン航路も長崎—寧波から、

長崎—上海へと変化し、戦前には数多くの長崎人が上海に渡り商売を行うことになった。

まるで、宋の時代の博多商人のようでもある。 

 

  

 

博多と寧波との深い関係を理解してもらうため、寧波博物館の資料をベースに、少し

分量を割いて福岡と寧波の通史を紹介した。日本の江戸時代まで、博多と寧波はお互い

に裏と表、右と左のような関係にあったことが分かっていたいただけではないだろうか。

恐らく DNA レベルで混じり合っていてもおかしくないほど、両市は長くて深い歴史を

有している。そして、ここで紹介したような内容が、かつては港を挟んで共有していた

共通の記憶であったろう。しかし、かつて存在していたこうした博多-寧波という日中

間の大動脈の記憶は、21 世紀の今日、残念ながら寧波の街でも既に風化しつつある。

博物館の資料に記憶が見え隠れする程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「天童寺」と「博多」 

 

 

 寧波の紹介の最後に、「天童寺」を紹介しておきたい。寧波市中心部からバスで 1 時

間半の山の中に天童寺はある。中国語では「天童禅寺」。中国禅宗 5 山の一つにも数え

られている。かつて栄西や道元が学んだ禅寺であり、道元が日本に伝えた曹洞宗はここ

を祖としている。 

 

  

 

 栄西は、平安時代末期から鎌倉時代を生きた。13 歳で比叡山に登り出家。天台宗を

学ぶ。当時、比叡山は京の都のお膝元にあって、一大仏教センターの体を成していた。

しかしながら、比叡山の戒律は乱れ、僧たちは堕落していた。平清盛全盛期の 1168

年である。次章で詳しく述べるが、天台宗を伝えた最澄の入唐から 260 年が経過して

いる。そこで、栄西は、南宋に渡り、天台宗を学びなおすことを決意する。前段で紹介

した通り、当時の博多には宋から移住した商人たちも数多く住んでいた。恐らくこうし

た商人からであろう、栄西は博多で南宋では禅宗が流行っているという情報を耳にして

いる。無事に寧波にたどり着き天台山に登ると、話に聞いた通り天台山は禅宗の寺院に

変わっていた。栄西はここで思いがけず禅宗に出会い、数カ月の後に帰国する。一度は

帰国した栄西だったが、日本の仏教を立て直すためには本格的に禅を学ぶ必要があると

考えるようになる。そこで、福岡の今津を拠点に教えを説いて回りながら、機会をうか

がう。仏教の本場・インドへ渡るつもりであった。ようやく 1187 年に機会を得て、

再び南宋へ渡る。しかし、当時はモンゴル人の勢力が勃興してきている時期であり、襲

来の可能性があったためインドへのルートは叶わなかった。そこで、再び天台山に登り、

虚庵懐敞（きあんえしょう）に師事する。その虚庵懐敞が、天童寺の住持として就任す



ると、栄西もこれに従い天童寺へ移り修業を行った。1191 年に虚庵懐敞より弟子と

してのお墨付きをもらい帰国。禅宗では、座禅が重要である。座禅をする際の眠気覚ま

しに効果があるとして、お茶を南宋より持ち込んだ。これにより博多にお茶が伝来した

とされている。その後、朝廷から禅宗禁止の命が下される中、1195 年博多に「聖福

寺」を建立。日本で最初の禅寺とした。栄西はその後、北条政子が建立した「寿福寺」

の住職として招かれるなど、鎌倉幕府の庇護を得て、京都に建仁寺を建立、東大寺の復

興にも尽力している。 

 

 そして、その栄西が建立した建仁寺で学び、禅宗に心惹かれ、栄西同様南宋で学ぶこ

とを志したのが道元である。彼は 1223 年、やはり博多から日宋貿易の商船に便乗し

て寧波に渡航。寧波周辺の寺院で学んだ後、当代随一の禅僧と言われた如浄禅師をたず

ね、天童寺にやってくる。そして、天童寺で座禅の修業を重ねる中で、悟りを得る。

1227 年に帰国した後は、時の権力者と距離をとり、越前に永平寺を建立。「正法眼蔵」

を記し、曹洞宗の祖として弟子たちの指導を行っていくことになるのである。曹洞宗の

特徴は、「只管打坐」。とにかくひたすらに座禅に打ち込むということである。座禅によ

り悟りを得たい、という目的意識を持つことが悟りを邪魔している。そうした意識を捨

て去り、座り続けることこそが悟りそのものであり、救いだという教えである。余談で

あるが、中国に禅宗を伝えたのは、インド人仏教僧のポーティダルマとされている。彼

は、少林寺において壁に向かって 9 年間座禅を続けたと言われている。そして、その

結果手足が腐ってしまったという伝説が起こり、日本では「達磨（だるま）」として親

しまれる存在となった。禅宗の厳しい修業を象徴する話である。 

 現在、天童寺の一角には、道元を記念した石碑が設置されており、日本からの参拝者

も数多く訪れている。 

 

  



 ただ、私にとって、天童寺訪問の目的は別にあった。天童寺の一角にそびえる「千仏

塔」である。ここは栄西が修業した当時、「千仏閣」と呼ばれていた。しかし、その時

の千仏閣は、長い年月のために破損し、倒壊の危機にあった。栄西の師、虚庵懐敞は更

に大きな規模での再建を希望していたが、困難も多く断念していた。そこで、栄西は、

自分が修業を終え、日本に帰国した後に、再建のための大量の木材を送ることを虚庵懐

敞に約束する。そして、栄西は、約束通り帰国から 2 年後に日本で大量の巨木を集め、

59 人の僧たちにより船で宋まで輸送した。それにより、虚庵懐敞の希望通り、千仏閣

の再建が果たせたということである。栄西は、日本帰国後、福岡にも滞在していたから、

集められた巨木は九州産であったかもしれない。この僧たちの渡航ルートも、恐らく博

多-寧波のルートであろう。残念ながら、当時の千仏閣は 1587 年に水害で損壊してし

まっている。現在は、高さ 59 メートルの千仏塔を新たに建て、そこで栄西に対する記

念行事などを行っている。しかし、もしかすると、この建物の下に福岡からやってきた

巨木の痕跡が残っているのかもしれないと思うと、ロマンを感じずにはいられない。そ

れにしても、当時の博多商人の輸出技術というものは、本当に目を見張るものがある。

現在の総合商社なみの輸送力ではないか。これは約 800 年前の出来事なのである。 

 

 
 

 



２．浙江省・台州市臨海をめぐる 

 

城壁の街・臨海 

 

 寧波から南に下ると台州市がある。台州市といえば、天台山で有名だ。南北朝の頃、

智顗（ちぎ）がこの天台山で修業を行い、教えを広めたことから、「天台宗」という宗

派が生まれた。その台州市には、臨海という地域がある。今回は、ここを訪ねてみる。 

 

 
 

 臨海という名前は、日本ではあまり知られていないが、ここにはかつて台州府が置か

れていた。今風に言えば、県庁所在地ということである。したがって、市中心部には古

い町並みが残り、それをぐるりと囲むように城壁が築かれている。その城壁は保存状態

がよいことから「江南長城（江南地区にある万里の長城）」として親しまれている。今

でも、城壁に沿って市中心部を一周することも可能だ。 

 中国で旅行する際、南京や西安など、城壁が残されている都市は面白い。「city」を

意味する言葉は、中国語では「城市」という。中国で、この「城」と「市」という組み

寧波 

臨海 



合わせにより「city」を表すのはとても理にかなっているように思う。中国を旅してい

て感じるのは、何よりも国土の広さである。こればかりは、ネットでは味わうことは難

しい。世界で最も人口が多いことは、中国社会に起こる様々な問題の要因になっている。

しかし、国土は、そんな人口を抱え込んで余りあるほど広い。14 億人という人口を擁

していてもこの状況であるから、人口が数千万人だったような時代なら、尚更だろう。

したがって、中国の都市は、概ね「点」として存在する。行政機関があり、寺があり、

市があり、そして住居がある。それを防衛のため城壁で囲って「点」とする。交易は、

その点と点をつなぐことで行われるのだ。日本の江戸時代のように、行政機関のみを城

として武装し、住居や市はその周辺で「面」として広がっていっていたのとは少し意味

合いが異なる。まさに、「市」を「城」で囲んで、「city」なのだ。 

 そうした中国の都市設計に興味を持っている方なら、臨海はとても楽しめる場所であ

ろう。城壁の内側に広がる密集した住宅地や路地に沿って並ぶ商店や飲食店、そして城

壁を隔てた向こうに広がる田園風景の対比といった景色は、この国の原風景に近い。 

 

 

 

 

最澄授戒の地・龍興寺 

 

 

 さて、この臨海の城壁に囲まれた一角、南の門がある一角に「龍興寺」がある。ここ



は、遣唐使として博多から出発した最澄が、滞在期間 8 カ月の修業期間のうち、6 カ

月を過ごした場所である。博多に関わりの深い遣唐使の一人として、最澄の足跡の一つ

を訪ねた。 

 最澄は、12 歳で出家し、19 歳の時に東大寺で受戒する。受戒というのは、仏教の

戒律を身につけたという証である。これについては、鑑真の部分で後述する。しかし、

最澄が受戒を受けた当時、奈良仏教においては南都六宗と言われる宗派が勢力を持って

いた。彼らは、仏教の教えについて、人によって仏になれるものとなれないものがいる、

と説く。というのも、当時の仏教は貴族たちと結びつき堕落していたため、庶民という

より権力者のために存在していた。最澄は、こうした南都六宗の考えに疑問を持ち、奈

良仏教を離れ比叡山で修業を始める。そこで最澄は、鑑真がかつてもたらした「天台宗」

の教えを学ぶ。天台宗では、「人は誰でも仏になれる」と説いていた。こうした最澄の

姿が、奈良仏教を嫌っていた桓武天皇の目に留まり、還学生として遣唐使に加わること

を許される。還学生とは、身分の高い人が選ばれる短期留学生である。 

最澄は、博多にしばらく滞在した後、804 年唐へ向けて出港する。恐らく、あの鴻

臚館にも滞在していたのであろう。この時の遣唐使船は 4 隻。別の船には空海も乗っ

ていた。しかし、東シナ海で遭難。空海の乗った船は福州へ、最澄の乗った船は寧波に

流される。寧波についた最澄は、天台山へと赴く。その後、この龍興寺で日本へ持ち帰

る仏典の写経などを行いながら学ぶ。受戒した最澄は、書き写した数多くの経典と共に

日本へ帰国。806 年には、博多に東光院を開いたと言われている。 

 その後、最澄は、比叡山延暦寺で天台宗の教えを説いていくことになる。晩年は、南

都 6 宗という既存勢力による激しい抵抗や、空海との仲たがいにより、苦労も多かっ

たようだ。しかし、延暦寺はその後、多くの僧が学ぶ場となり、数多くの高僧を輩出す

る。同時に、寧波のパートで紹介した栄西や道元を始め、浄土宗の法然、浄土真宗の親

鸞、時宗の一遍、日蓮宗の日蓮など、新たな宗派の開祖も輩出している。日本の仏教の

拠点、いわば一大仏教センターとして発展を遂げる。しかし、その大きくなりすぎた勢

力は、栄西の部分でも触れたように戒律の乱れを生み、俗世の権力争いにも深くかかわ

るようになってくる。それは後に織田信長との対立を生み、比叡山は最澄以来の仏教の

経典等と共に焼き討ちされることになるのだ。 

 とはいえ、貴族という特権階級のためのものだった「仏教」を、広く誰でも救いを与

える存在へと変革させた最澄の功績は、その後の日本史を考えると計り知れないものが

ある。龍興寺で、その変革のターニングポインとなった場所に立てているかと思うと、

感慨も深い。現在の龍興寺は、戦時中に焼失し、再建されたものである。敷地の一角に

は、最澄がこの地で受戒したことを記念する石碑が建てられている。唐の時代、最澄が

写経しながら見ていた景色は、どのようなものだったのであろうか。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．浙江省・杭州をめぐる 

 

南宋の都・杭州 

 

 次は、寧波から西へ進み、「杭州」に出てみよう。 

 杭州は、浙江省の省都である。常住人口は 900 万人。現在では、ジャック・マー率

いるアリババの本拠地が置かれている街としても有名で、IT 業を中心に都心部は大い

に発展している。位置は、下図のとおり。上海からは高速鉄道で１時間もかからない距

離にある。 

 

 
 

 杭州といえば、最も有名な観光地は「西湖」である。大濠公園のモデルにもなってい

ると言われるが、その規模は比較にならないほど大きい。全周 15 ㎞の湖には、湖底の

土を掘りだして盛った堤が数本伸びており、湖を左右に眺めながら散策ができる。昔か

ら多くの詩人が訪れ、詩を詠んだ地でもある。湖の周辺には歴史ある建築物が点在して

いる。個人的には、ここで眺める夕陽がとても美しいと思う。 

寧波 

臨海 

杭州 



  

 

 さて、杭州といえば、南宋時代に首都がおかれていた場所でもある。寧波の部分でも

紹介した通り、南宋時代は経済的には豊かで、日宋貿易を通じてその恩恵を博多が受け

ていた。ここで、少し福岡とは離れるが、宋の時代について振り返っておきたい。 

  

 宋の太祖は、趙匡胤である。唐の時代の末、菅原道真が遣唐使を廃止した頃、黄巣の

乱が起こり、王朝の権威は失墜。中国は一時期群雄割拠の時代を迎える。そして、それ

はやがて、北方に 5 代に渡って数年おきに政権が入れ替わる国を生み、南方では小国

が連立するという時代を迎えた。所謂、「五代十国時代」である。中国の歴史の興味深

いところは、この分裂と統一を繰り返すという点である。一人の英雄が現れ、非常に強

力な中央集権体制ができたかと思うと、それがやがて疲弊し、中央の統制がゆがむ。す

ると、各地に地域のボスのような輩が表れ、分裂へと進む。その勢力争いは中国全土に

戦乱を生み、やがて一人の英雄が統一を果たす、というサイクルである。この時は、趙

匡胤の番であった。 

 趙匡胤は、五代の最後の国、後周で近衛兵の将をつとめていた。当時の五代というの

は、いわば軍閥政権である。唐の時代に実力を握っていた軍閥が、周辺民族と結託し息

を吹き返していたのだ。こうした軍閥の力というのは、戦闘時には高い戦闘力を示すが、

自立心が強いため、平時にはまとまりに欠く。スタープレイヤーばかりのサッカーチー

ムのようなものだ。当時の後周の王は、名君と名高い「世宗」の時代だった。彼は、王

直属の軍隊・禁軍を強化し、軍の規律を正す。ところが、各地で戦果をあげ、塩の生産

地も手にし、全国統一が見えてきた所で病死してしまう。そこで、後を継いで即位した

幼帝に代わり、周囲におされて皇帝となったのが、近衛兵で大将を務めていた趙匡胤だ

った。 

 趙匡胤もまた優れた名君であったと思う。地方財政を中央政府に吸収し、地方で跋扈

していた軍閥の勢力を削ぎ、集められた中央政府の予算を使って禁軍を強化。全国を統

一し、「宋王朝」を打ち立てることになる。 

 ところで、これはどの王朝にも共通しているのだが、統一までの戦時下にあっては、



強力な武将を集め、敵を打ち破る必要がある。しかし、一旦平穏が訪れると、今度は皇

帝に権力を集中させるのに、世間からの人気も高い戦時の英雄たちの存在が邪魔になっ

てくる。王朝成立当初は、不安定な時期である。いつまた軍事クーデターが起きるとも

限らない。そこで、初代皇帝が、国を築いた功労者を排除し始める、というパターンは

何度も起きている。趙匡胤はどうしたのだろうか？ 

 皇帝となった趙匡胤は、強力に築き上げた禁軍の武将と宴席を設ける。そこで、酒を

飲みながら、「年金を与えて老後を保証するから、兵権を返してほしい」ということを

説得する。「杯酒釈兵権」という。最終的に武将たちはこれに応じ、平和裏に皇帝への

中央集権が実現するのだ。趙匡胤の人柄がうかがえる話である。 

 こうして有力な武将が朝廷を去ったことから、残された朝廷では、文官中心の皇帝独

裁体制を築いていくことになる。地方政府の権限を削ぎ、重要案件は中央政府に上げる

こととなった。中央政府でも、政府をまとめる宰相が決めるのではなく、皇帝を交えた

会議を開いて、合議制の中で決定することになった。科挙においても、皇帝が最終面接

試験を直接行うようになったのはこの頃だ。また、軍では兵と将軍を分けて、戦がある

度に将軍を指名することとした。これにより、特定の武将に軍事力がゆだねられる事態

を防いだのだ。更に、その軍の指揮官も文官とした。今風に言えば、シビリアンコント

ロールという形に近いだろう。こうした、しっかりとした文官による政治制度を整えた

ことで、社会が安定し、宋の時代にはかつてないほどの好景気を迎えることになる。 

  

 この時代の経済発展の特徴として、世界で初めての紙幣が使用されたことがあげられ

る。当初、四川の豪商が、「交子（こうし）」という有価証券を発行し始めた。これを持

参すれば、いつ誰でも現金と引き換えられるという券である。次第に味を占めた豪商は、

自分が保有する現金を上回る交子を発行するようになる。すると、それにより倒産する

豪商も出てきて社会不安が引き起こされた。そこで、宋政府は、交子を発行する権限を

政府に限定し、自ら交子を発行することにした。これが、「紙幣」の始まりである。こ

うした貨幣経済の浸透は、経済発展を促す。物々交換しかできなかった時代には、交易

の範囲も、量も限られていた。しかし、物と物を貨幣が仲立ちするようになったことで、

より広域で大規模な交易が行えるようになったのだ。その結果、中国全土で交通網が発

達。地方では、大量の取引に対応するため、特定の産業に特化した生産体制ができ、そ

れは地域の特産品を生んだ。陶器の生産で有名な景徳鎮も宋の時代に興っている。 

 

 しかし、こうした安定と平和の時代でも、300 年続く政権においては制度の弊害も

生まれてくる。一つは文官の肥大化である。次第に形ばかりの役職が増え、それに対す

る費用も膨らんできた。それに隣国との戦費も加わり財政難が起こって来る。予算が足

りなくなってくると、政府が発行する紙幣である交子の発行額を増して対応する。交子

の増刷は、市中経済に度々急激なインフレをもたらした。こうしたインフレは庶民の生



活を直撃する。こうして、不満の芽が生まれ、水滸伝のベースとなっている「方臘の乱」

などの乱を引き起こすことになる。 

 また、文官中心の政治は、派閥政治を引き起こすことにもなった。北宋時代、政府の

財政を立て直すため王安石が現れ、大胆な改革を行った。これにより経済は持ち直しか

けたが、保守派の強力な抵抗にあう。以来、改革派の新法派と保守派の旧法派に分かれ

て、派閥争いが延々と続くことになる。こうした派閥争いは、イデオロギー的な論争に

終始し、政治の停滞を招いた。そのことは、内政の権力争いには役にたっても、隣国と

の外交には全く役に立たなかったのである。 

 もう一つの弊害は、軍事力の弱体化である。そもそも文官が指揮するのであるから、

宋の時代の軍隊はとにかく弱いのが特徴である。宋王朝建国当初、中国の北方には契丹

という半農半牧の民族により「遼」という国が生まれていた。趙匡胤が宋を興した時、

万里の長城の南側、今の北京辺りは遼に支配権があった。「燕雲十六州」と呼ばれる。

広大な平原を小さいころから馬を駆って育つ北方の民族は、騎馬戦が得意である。そん

な彼らに対して、万里の長城というのは効果的に防衛機能を果たしていた。しかし、万

里の長城の内側に敵国の領土があるとなると話は全く変わって来る。これをどうにかし

なければならないというのは、宋にとって重要事項であり、度々遼と戦火を交わす。し

かし、その度に負けてしまう。結局、1004 年に、遼との間で「澶淵の盟」という和

議を結び、毎年絹 20 万疋・銀 10 万両を遼に送ることが決まる。この和議は、かつて

北方民族がバラバラで個別に侵攻してきていた時にはできなかったことで、遼という国

としてまとまったことにより可能になったことである。しかし、それによって、宋にと

って、「隣国との平和は金で買い取る」という外交手段が常套手段になっていく。その

後、今の寧夏や甘粛省の辺りに西夏が興った時も、戦争で負けると、和議を結んで物資

の提供と引き換えに不可侵の協定を結ぶのだ。 

 

 しかし、外交とはそのように単純なものではない。今の遼寧省あたりで女真族が力を

つけ、「金」を興すと、遼と争った。宋はこの時、燕雲十六州を取り返すチャンスが到

来したと、金と手を結び、遼を挟み撃ちにする作戦に出る。しかし、南側から攻めた宋

は、ここでも遼に敗北。結果的に金が攻め下り、遼を滅ぼす。しかし、宋は燕雲十六州

の返還を要求し、金と衝突。今度は遼の残存勢力と手を結んで金を攻める作戦を考える。

しかし、それが露呈し、怒りにかられた金は、一気に首都・開封を落としてしまう。こ

の時は、やはり賠償金の支払いを約束することで難を逃れるが、その後、約束を果たそ

うとしない宋に業を煮やした金は再び開封を攻め、時の皇帝である欽宗を始め皇族およ

そ３千人を全て金に連行してしまう。前代未聞の出来事だ。この事態に対応するため、

ただ一人難を逃れた欽宗の弟が 1127 年に高宗として新たな皇帝に即位した。そして、

逃亡生活の後に杭州に落ち着き、南宋の首都として再興を行っていくことになるのだ。 

 



 その後、南宋は、金との戦争に明け暮れることになる。その中で、岳飛という武将が

率いた岳家軍は目覚ましい戦果をあげていた。しかし、岳飛が戦地を駆け抜けている間

に、朝廷内では宰相の秦檜が、金との和睦を行ってしまう。和議に反対した岳飛は、秦

檜により無実の罪を着せられ殺害される。杭州の西湖のほとりには、この岳飛を祀った

「岳飛廟」がある。岳飛の人気は今でも高い。岳飛廟には、岳飛の墓と共に、後ろ手に

縛られ跪く秦檜ら四人の奸臣の像が並べられている。こういうところは、とても中国ら

しいと感じる。 

 

 

 

 さて、杭州に首都を置き、再出発した南宋であったが、意外にも経済的には景気を維

持する。かつては、黄河文明と呼ばれる洛陽周辺の北方のエリアの生産力が高く、春秋

戦国時代にしても、北方の地域が細かく国に分かれて争っていた。細かい国に分かれら

れるということは、それだけの生産力を、その小さなエリアで賄えるということである。

しかし、隋や唐の時代を通して、南北の生産力は逆転しているようである。いわば、非

採算部門を切り離し、採算部門だけを残したら、収支が改善されたという状況を迎える。

また、一連の混乱で文官の数が減り、歳出が随分とスマートになったこともあるようで

ある。これにより、杭州や蘇州といった場所で、江南文化が一気に花開いていく。また、

北方との交易がなくなり、シルクロードなどの交易手段が使えなくなったことで、港と

しての寧波が、交易の拠点として一層重視されるようになる。そして海を通して博多へ

商人が流れ込んでくることになるのだ。 

 その後、南宋の終焉もまた北方民族によるものだった。金を興した女真族は、遊牧民

というよりは農耕民族である。遊牧民が暮らす草原よりも、豊かな農耕地を目指した。

その結果が、金の南下政策であり、宋は北半分の領土を失うことになった。この点が遼

とは異なっている。金が南方の中国に気を取られている間、支配がゆるんだ草原ではモ



ンゴル人が力をつけてきていた。そして、このモンゴルと南宋は手を組み、積年の恨み

がこもった金を 1234 年に滅ぼすことに成功する。しかし、戦後の空白地を勝手に南

宋軍が占拠したことから、モンゴル軍と衝突する事態に陥る。宋王朝の軍事外交戦略は

ことごとく裏目に出る。その後、南宋は必死の抵抗を続けるが、1279 年ついに王朝

の幕を閉じるのだ。 

 

 このように、宋の歴史は、派手な戦で彩られた冒険譚は少ないものの、それ故に現代

に通じる示唆に富んでいると思う。かつて、富が集まり、豊かさを享受していただろう

杭州の地。ここで、西湖の景色を見ていると、宋王朝の繁栄と没落について思いを馳せ

てしまう。下の画像は、浙江省の博物館に飾られている当時の杭州の再現模型である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



聖一国師と径山万寿寺 

 

 

南宋時の杭州といえば、博多にとって大変縁の深い僧が修業をしている。「円爾」、通

称「聖一国師」である。聖一国師は、南宋に渡った際に、杭州にある径山万寿寺で学ん

だ。径山万寿寺は、杭州市街地から車で 70 ㎞ほどの距離にある径山の山頂にある。臨

済宗の寺で、中国禅宗五山の筆頭にも数えられている。今回はその径山万寿寺を訪ねる。 

 

  

 

 聖一国師は、駿河（静岡県）の出身である。2 歳にして人の言葉を聞き分けたと言う。

5 歳から寺に入り、18 歳の時に東大寺で受戒する。元々は天台宗であったが、国内で

修業を続けている内に禅宗に引かれ、宋で禅宗を学ぶことを決意する。1233 年に聖

一国師は博多に移り、1235 年に宋に渡る。そして、この径山万寿寺で無準師範（ぶ

じゅんしばん）について禅宗を学び、1241 年に博多へ帰国。帰国後には、博多で「承

天寺」を建立。三年ほど博多にとどまったのち、上洛。京都には東福寺を開いている。

没後にはその功績を称え、花園天皇より「国師号」が贈られた。 

 そう、聖一国師は、今も博多を代表する禅寺「承天寺」を開山した人物である。しか

し、そこには、聖一国師と博多を取りしきっていた中国人商人の熱い友情の物語がある。 

 

聖一国師が宋に渡ったのは、南宋の時代、モンゴルが勃興し、南宋と協力して金を滅

亡せしめた翌年である。強力なモンゴル軍の前に、南宋が外交上の失敗から関係が悪化



していく時期にあたる。その頃、日本は鎌倉時代。寧波の部分で紹介した通り、博多に

は南宋から商人が移住し、博多に中国人商人の街が形成されていた。この頃、日宋貿易

は博多の「綱首（こうしゅ）」と呼ばれる商人によって取り仕切られていった。「綱」と

は、一団となって貨物を輸送する組織であり、今で言えば船会社であり、商社であり、

物流会社のような存在である。綱首とは、それを取り仕切っている責任者を指した。こ

の当時の綱首として代表的な存在な人物が「謝国明」だ。謝国明は、杭州出身の中国人

商人で、いわば華僑だ。日本人の妻もいたようで、櫛田神社のそばに住居を構えていた。

当時は、海岸が櫛田神社の辺りにあり、この一帯は、船が着き、積み荷を上げ下ろしす

る港となっていた。また、中国航路の要地である宗像大社領・小呂島も所有していた。

恐らく対岸の寧波にもこうした綱首の息のかかった業者がいたのだろう。日宋貿易は、

このような人々によって支えられていた。 

謝国明が聖一国師に出会ったのは、聖一国師が宋に渡るため博多にやって来た時だと

思われる。聖一国師が向かう先は、謝国明の故郷の杭州。時代的には、道元が宋から戻

って 6 年後。中国で流行している新しい仏教として禅宗が注目を集めていた頃だ。故

郷で禅宗を学びたいと話す聖一国師に、謝国明は意気に感じたことと思う。聖一国師が、

径山万寿寺での修業を終え数多くの仏典を抱えて帰国した際、謝国明は私財を投げ打っ

て承天寺の建立にあたった。更に、謝国明は、筥崎八幡宮領である野間・高宮・平原を

購入して承天寺に寄進したという。そして、1242 年に承天寺は竣工。恐らく建築に

は、謝国明が指導力を発揮し、日本人だけでなく、博多に住む中国人商人、そして宋人

も多く関わったことだろう。しかし、承天寺は、わずか 6 年後の 1248 年に火災に遭

う。しかし、この時もまた謝国明の尽力で 1249 年には再建してしまう。それだけで

はない。承天寺建設中の 1242 年には、径山万寿寺も火災に遭っている。この時も、

無準師範からの連絡を受けた聖一国師は、謝国明に依頼。謝国明は、すぐさま再建のた

めの板千枚を径山万寿寺に送っている。この時の無準師範からのお礼状が、東京国立博

物館に国宝「板渡しの墨蹟」として残っている。 

その他にも、謝国明には「そば」にまつわるエピソードも残っている。ある年、博多

の町は飢饉と疫病に襲われた。年末になっても食べるものもなく困っている人も多かっ

たことから、謝国明は大晦日の夜に承天寺で人々を集めて「そばがき」をふるまった。

これが大晦日に年越しそばを食べる習慣につながったというのだ。わずかに残された謝

国明のこうしたエピソードからは、彼の、博多の街への想い、故郷・杭州への想いがひ

しひしと伝わってくるようである。承天寺近くにある謝国明の墓は、いつしか巨大な楠

が覆っており、「大楠様」として、今も博多の人々に親しまれている。 

 

 一方、聖一国師も、博多で多くのエピソードを残している。その一つが「饅頭」だ。

饅頭は、聖一国師が宋で学んだ饅頭の製法を茶屋の主人・栗波吉右衛門に伝えたのが始

まりだとされている。また、聖一国師が宋に渡った際に、博多の商人も数人随行として



入宋している。その中の一人満田弥三右衛門は、聖一国師が径山万寿寺で修業中、南宋

の街で様々な技術を学び、それを博多の町に伝えた。その中の一つ唐織の手法が改良さ

れ、今の「博多織」になったとされている。そして、極めつけは、今も博多っ子の生活

の中心である「博多祇園山笠」だ。山笠は、聖一国師が、博多の町に疫病が流行ってい

ることを憂い、施餓鬼棚と呼ばれる、餓鬼に飲食を施す法会の際に使用する、食物を乗

せる台に飛び乗り、祈祷水を撒ながら、疫病退散を祈祷したことに起源があるという話

がある。博多の町のアイデンティティを形成するような博多文化は、この時代に多く造

られている。 

 また、聖一国師は、径山万寿寺で栽培していたお茶を故郷の静岡に持ち帰り栽培を行

う。これは、静岡のお茶の発祥となった。静岡県はこうした縁があって、浙江省と友好

都市を結んでいる。径山万寿寺には、静岡県の方々の手による聖一国師の石碑が建てら

れていた。 

そして、2014 年 3 月、承天寺通りの一角に新たなシンボルとして「博多千年門」

が完成した。この門には、「板渡しの墨蹟」の際の板千枚のお礼として径山萬寿寺の住

職が揮毫した「萬年正續」という扁額が掛けられている。聖一国師は、750 年の歳月

を経ても、今もまだ日本と中国の人々を結び付けている。 

 

 このように、博多の町が、「博多」として形作られていくきっかけを作った径山万寿

寺。眼下には山の緑が広がり、静寂に包まれている。近年、パワースポットとして参拝

客が増えているという。聖一国師を想い、謝国明を想い、博多の町を想い、これからも

続く日中友好を祈念して絵馬を奉納した。 

 

  

 

 

 

 



４．江蘇省・揚州をめぐる 

 

水運の要所・揚州 

 

 次は、杭州から京杭大運河に乗って北上し、長江沿いの街・揚州に行ってみよう。 

 揚州は、人口約 500 万人の都市であり、中国の都市としては特に大きな規模ではな

い。しかし、歴史は古く、紀元前 486 年までさかのぼることができる。長江の対岸に

は、鎮江という街があり、こちらも歴史が古い。この辺りは、かねてから水運の拠点と

して栄えていた。また、中国では、チャーハンといえば「揚州炒飯」というほど、定番

料理である。位置は、下図のとおり。 

 

 
  

 揚州は、明や清の時代には、塩の取引で富が集中した都市である。この揚州から東側

は、もう沿海部にあたる。唐中期以降始まった塩の専売により、歴代王朝にとって塩の

生産地は貴重な財源となっている。揚州では、この江蘇省の沿海部で生産される塩の取

引により、塩商人が集まり財をなした。街中を歩くと、未だに清時代の建物が残されて

寧波 

臨海 

杭州 

揚州 



おり、観光客を喜ばせている。こうしたエリアを歩いていると、まるで当時の活気がよ

みがえってくるようで楽しい。 

 

  

 

 さて、この揚州の発展に決定的な影響を与えた人物として、隋王朝の二代皇帝「煬帝

（ようだい）」の名を挙げておこう。煬帝は、揚州をこよなく愛した皇帝であった。 

 煬帝という名前は、日本人にも馴染みの深い名前だろう。彼は、聖徳太子が小野妹子

を遣隋使として派遣した相手である。したがって、日本では大和時代の頃の人物である。 

 隋は、久しぶりに中国全土を統一した王朝である。統一王朝というと、漢王朝の次に

隋王朝が来るイメージがあるが、その間には、三国志の時代も含めて約 400 年の開き

がある。400 年というのは、実に長い。現代の日本で考えれば、関ヶ原の戦いの頃か

ら 2000 年まで分裂や統一を繰り返したことになる。理由の一つは、少数民族が中国

に入り込んできたことにある。例えば、隋の前にあった南北朝時代。北魏を打ち立てた

拓跋桂（たくばつけい）は、鮮卑族であった。彼は、華北を統一し、北魏を建国すると、

今度は別の少数民族からの侵入を防ぐため、万里の長城に沿って「鎮」を置き、国防に

あたらせた。屈強な男たちが辺鄙なところで固まっていると、強い団結力が生まれる。

こうして、この鎮は、軍閥の体を成していく。その中の一つ「武川鎮軍閥」は、勢力を

拡大し、北周として華北を統一する。しかし、志半ばで北周の武帝が死に、後を継いだ

宣帝は、早々に幼帝に位を譲ったため、宣帝の皇后の父、外戚にあたる楊堅がおされて

文帝となり、隋王朝初代皇帝として中国を統一するのである。 

つまり、隋王朝は、少数民族が入り込んだ軍閥を母体としている。文帝の軍閥内での

地位は決して高くなかった。しかし、こうも簡単に王の位を実力者に譲ることが起こる

のは、伝統的な漢民族の皇位継承の考え方というよりは、実力のある人間が上に立つと

いう実力主義の考え方に近い。こうした猛者どもが集まると、統一に向かう戦力にはな

るが、安定をもたらす要素にはならない。隋は、建国当初から、こうした軍閥的な背景

を持っていた。そのため、隋の初代皇帝・文帝は、統一後市井から広く人材を集めるた

め「科挙」による人材の登用を始める。安定のためには優れた文官を必要としたのだろ



う。なお、次の唐王朝も武川鎮軍閥系であり、安史の乱が起こる頃まで、こうした軍閥

の力が朝廷内で残り続けた、という話は、寧波の部分で紹介した通りだ。 

 また、そんな折、統一した隋に反抗的な態度をとっていた高句麗が隋の領内に攻め入

って来る。文帝は 30 万の大軍を組織し、高句麗を攻めるが、補給不足などを招き敗北

を喫してしまう。煬帝が皇帝の位を継いだのは、正にそんな時だった。したがって、煬

帝にとっては、高句麗を屈服させることが命題として残されていた。しかし、煬帝が威

信をかけた高句麗遠征であったが、三度の遠征を行い、ことごとく敗北することになる。

高句麗軍の強さもすごい。すると、母体が体育会系の軍閥であるため、戦の敗北は隋王

朝に対する急激な求心力の低下を招く。各地で反乱がおこり、最終的には同じ軍閥系の

李淵、李世民親子によりとって代わられ、唐王朝が興ることになっていくのだ。 

 

 そんな煬帝であるが、中国では暴君として知られており、あまり評判は良くない。隋

の首都は西安であったが、煬帝は東の都として洛陽を再興させる。その際、かつて揚州

で見た江南文化に惹かれ、洛陽を南の文化を取り入れた華やかな都市として大規模な建

設を行うのだ。派手好きであったようだ。また、杭州から洛陽、そして北京へとつなが

る大運河の建設を始める。総延長 2500 ㎞を越え、現在では世界遺産にも指定されて

いる大運河だ。高句麗遠征による兵役に加えて、こうした建造物には多くの労役を必要

とした。こうした煬帝の政策につき合わされ、駆り出された人民には多くの不満が蓄積

したのである。 

しかし、この京杭大運河建設には、いくつかのポイントがある。かつて、夏王朝から

漢王朝まで、中華文明の中心は、洛陽や西安を中心とする北部にあった。それは、この

周辺の生産力が高かったことを意味している。しかし、漢の時代が終わり、三国時代を

迎えると、呉の国が華東地域を支配し、開拓が進む。元々、ここは豊かな地域である。

生産力が上がり、南北朝時代を通して、それまでの北部中心の文化とは異なる華やかな

江南文化が生まれていた。隋が統一した頃には、北部から南部に与えるという関係では

なく、南部から北部に与えるという関係に変わりつつあったのだろう。江南の豊かな物

資と北方に運ぶための輸送経路を開き、一体的な経済圏とする必要があった。逆に言え

ば、こうした輸送経路がなく経済圏が分かれていたことが三国時代や南北朝時代といっ

た分裂の時代を生み、輸送経路ができて経済圏の一体化が進んだことが、唐王朝やその

後の統一王朝の長期政権を支える礎となったとも言える。 

ただ、煬帝の狙いはもう一つあった。高句麗遠征のための軍事物資の輸送である。遠

征のために大軍を組織すると、その兵糧だけでも莫大な量になる。煬帝の父、文帝は補

給不足のために高句麗に敗れた。そこで、煬帝は運河を洛陽までにとどめず、戦地に近

い北京まで伸ばし、軍事用の輸送経路としたのである。しかし、このことも結果的には

その後の歴史に大きな影響を与えている。例えば、北宋時代には都を開封においている。

杭州の部分で書いた通り、宋の時代、燕雲十六州と呼ばれた北京周辺は、遼の領土とな



っていた。開封から北京までは運河でつながっている。もし北方の遼に軍事的な動きが

あれば、すぐに大軍を送り込めるように、西安でも洛陽でもなく開封に拠点を構えてい

たのである。 

 したがって、煬帝は、派手好きではあったが、決して暗愚な皇帝だったというわけで

はないように思う。彼が批判を浴びながらも一代で成したことは、その後の中国史に大

きな影響を与えているのだ。いや、中国史だけではない。日本史にも大きな影響を与え

ている。むしろ、日本史の幕開けを作った人物の一人だともいえる。そう、「遣隋使」

である。 

 

聖徳太子が、607 年に小野妹子を派遣した際、「日出ずる処の天子、書を日没する処

の天子に致す。恙無しや、云々」と記した書に煬帝が大激怒したというのは、有名な話

だ。実は、国交を求める使者は西暦 600 年にも一度送っている。この時は、煬帝の父・

文帝の時代。その時は文帝に相手にされなかったようである。そこで、対等な国交を求

めてこのような書を送ったと言われている。なお、煬帝の堪忍袋を切れさせたのは、日

が沈んだり昇ったりするところではなく、「天子」の部分にある。「朝貢貿易」の説明で

少し触れたが、皇帝というは、天から命を受けた（天命）、この世を統べる天の子（天

子）とされている。そのため、天子は、皇帝と同義。この世で唯一無二の存在なのであ

る。それが、倭国の王が天子を名乗ったとすれば、天はこの世で二人に命を下したとい

うことになる。天命を受けられるのはこの世に１人だけ。もし本当に別の人間に天命が

下っているとしたら、それは天命を受けていたはずの煬帝自身が天子でいられなくなる

ことを意味する。なお、モンゴル人だろうと女真族だろうと、異民族にも天命が下るこ

とがあるということは、その後の歴史の中で証明されている。倭国の王にすら天命が下

る可能性はある。したがって、この世に一人きりと定められた天子に向かって、自分が

天子だと名乗って書を送るなど、宣戦布告ほどの意味合いと取られてもおかしくないこ

となのだ。 

しかし、この文言はどこまで意識して使用されたのだろうか。個人的な所感であるが、

この時の倭国の外交能力というのは結構秀逸だと感じる。久方ぶりの統一王朝として隋

がたったのが 589 年。文帝が最初に高句麗遠征をしたのが 598 年。そして、倭国が

最初に使者を送ったのが 600 年なのだ。当時は、渡来人とも通じた蘇我氏が権力を握

っていた時代である。恐らく、こうした中国大陸の事情も把握していたのだろう。実に

見事なタイミングだ。その証拠に、激怒した煬帝であったが、最終的には怒りの矛を収

めて、倭国との国交樹立、遣隋使の受入れを認めることになる。高句麗への再戦に燃え

る煬帝にとっては、この時、最重要事項は「高句麗」にあった。「高句麗の更に先にあ

る国と関係を悪化させるのは得策ではない」、こうした煬帝の考えを見抜いたような見

事な外交戦術である。その結果、遣隋使は、この後 18 年間で 5 回も派遣することに

なる。聖徳太子と蘇我氏が考える国造りに、中国からもたらされる情報が喉から手が出



るほど必要だったのだろう。その後、その改革は、日本史そのものを作り出していく変

革を生む。 

 

 下の画像は、揚州に残されている京杭大運河の港があった場所である。遣隋使に続く、

遣唐使は、博多を出て、寧波に入り、杭州、揚州を経由して洛陽に向かった。数多くの

遣唐使が通っただろう港口に立つと、阿倍仲麻呂も見上げていた月が運河を照らしてい

た。 

 

  

 

 揚州はその後、長江という東西にわたる海運と、京杭大運河という南北に延びる海運

の結節点として、繁栄をする。その繁栄の立役者である煬帝は、三度にわたる高句麗遠

征の失敗の後、揚州に引きこもり、ゆっくりとした時間を過ごす。しかし、そこで部下

に殺されてしまう。そのため揚州には煬帝の墓がある。その墓に向かったが、タクシー

の運転手に行き先を告げてもよく分からない様子で、「そんなところに行く観光客なん

てほとんどいないよ」と言われた。市街地から少し離れた静寂の中で、評判の悪い偉大

な人物は静かに眠っていた。 

 

   

 



鑑真ゆかりの寺・大明寺をゆく 

 

 

 揚州と言えば、もう一人忘れてはならない人物がいる。「鑑真」だ。 

 鑑真は、福岡にも関係が深い。太宰府の観世音寺に隣接する「戒壇院」は、鑑真が日

本で初めて授戒を行った地である。その鑑真は、この揚州で生まれ、活躍していた人物

だ。そして、その鑑真がいた寺こそ、この大明寺である。 

 

  

 

 鑑真の物語は、非常に有名なので多くを語る必要はないかもしれない。日本に仏教の

戒律を伝えるために、5 回失敗し、失明しながらも 6 度目の渡航でとうとう渡航に成

功し、日本に戒律を伝えたである。この話は、「鑑真東渡」として、中国でも教科書に

出てくるほど有名である。 

 

 しかし、なぜそこまでして鑑真は日本に戒律を伝える必要があったのだろうか？少し

日本の仏教史を振り返ってみる。 

 

仏教は、百済の聖明王から 538 年に公式に伝えられたとされている。仏教の伝来は、

倭国にとってのとても大きなターニングポイントとなった。これを国として受け入れる

のか、受け入れないのかという争いである。日本にはそもそも天皇を神の子孫とする信

仰があった。違う神を受け入れるということは、天皇を中心とする国家体制にあっては

非常に大きな問題である。場合によっては天皇の権力の根拠そのものを揺るがしかねな

い。そのため朝廷内の意見は、崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏の二つに割れ、衝突が



起きる。そして、その結果、推進派の蘇我氏が勝利することになるのだ。蘇我馬子の頃

である。この時に推古天皇の摂政となったのが聖徳太子である。前述した遣隋使をめぐ

る聖徳太子と隋の煬帝のやり取りは、本格的に仏教を取り入れ、天皇に連なる神の権威

に頼らない、しっかりとした国家体制を築きたい、という倭国側の事情が背景にある。 

ちなみに、当時の人々にとって、仏教というのは単なる宗教という問題ではない。例

えば儒教は人の在り方を教えるが、それは周王朝の頃、武王を補佐した周公旦の在り方

などを根拠に、理想の人生を説くにすぎない。日本の神道は、世界の成り立ちについて

語るが、全てを説明できるほど体系だってはいない。しかし、生きていると疑問がたく

さん湧いてくる。人はなぜ生まれてくるのか？この世の中は何なのか?人は死んでどこ

へ行くのか？こうした問いに答えてくれたのが仏教であった。仏教は、世界の成り立ち

と死後の世界について答えをくれた。この世に生きる意味を、いわば宇宙的観点から説

明し、そして個人の生き方に落とし込んでいる。科学が発展していない時代、仏教が言

う世界観が正しいのかどうかを判断する術はない。少なくとも、当時の倭国にとって、

仏教は世界最先端の科学だったのだ。蘇我氏が行ったことは、その世界最先端の科学を

取り入れ、先進的な国造りの手法を学ぶ、ということだった。どこか、明治維新後に西

洋文明を必死に学んだ日本人の姿に重なる。しかし、それまで純粋な日本固有の文化だ

けを守っていた時代である。その影響力は明治維新の比ではない。したがって、聖徳太

子が派遣した遣隋使というのは、それまでの天皇の権威を中心に置いた大和朝廷の在り

方を根本から変える爆発力を持っていた。しかし、ここで大事なのは聖徳太子自身も天

皇家の血を引く人間だ、ということである。聖徳太子は、新しい考え方を取り入れるの

と同時に、天皇という権威を守ることも行った。現存していないが「国記」や「天皇記」

の編纂がそれにあたる。旧体制を残しながら新たな技術や方法論を取り入れていくとい

う点では、明治維新よりも、いずれも失敗に終わった江戸時代末期の改革や清王朝末期

に光緒帝が行った「戊戌の変法」に近いかもしれない。しかし、近代とは異なり時間の

進み方が遅い古代の話である。この決定による変化は、更に時代を下っていくうちにゆ

っくりと起こっていく。その結果、日本は、古いものを残しながら、新しいものを積極

的に取り入れていける受容性の高い日本文化、言語体系が出来上がっていく。 

 

そして、そうした仏教の力を利用して内政の安定をはかるやり方が「鎮護国家」とい

う考えである。中国では、後漢の頃からシルクロードを通して仏教は入ってきていた。

しかし、経典は全てサンスクリット語で書かれている。中国で普及するためには漢語版

が必要である。これを中国語に訳する際、名訳をのこした人物に、鳩摩羅什（くらまじ

ゅう）や、西遊記で有名な玄奘三蔵などがいる。特に、5 世紀初頭の鳩摩羅什の翻訳は、

隋王朝が中国を統一するまでの南北朝時代、中国への仏教の浸透に大いに貢献した。彼

が訳した「妙法蓮華経」は、天台宗の開祖である智顗（ちぎ）が中心的な教義として据

えている。前段で紹介した隋の煬帝は、若い頃にこの智顗から受戒している。更に智顗



が開いた天台宗は、最澄を通して日本に入り、鎌倉時代の日蓮宗などにもつながってい

る。このように中国大陸での仏教の浸透を受け、南北朝時代には、国家が、仏教の保護

を行い、同時に、寺社や石仏の建造を積極的に行うことで、仏教を通じて内政を安定さ

せるという考え方が生まれていた。遣隋使が送られた時代の、中国大陸での仏教の状況

である。 

このような鎮護国家という考え方を日本に導入したのは聖徳太子であるが、それを積

極的に推進したのは、724 年に即位した聖武天皇である。聖武天皇の頃には、仏教は

広がっていたが、僧侶になると税金を免除されるという政策があったため、自称僧侶と

いう輩が増えていた。恐らく当時、庶民にとって仏教は加持祈祷まじないの類と捉えら

れていたのではないだろうか。「なぜ仏教がこのように乱れているのか」と考えた聖武

天皇は、日本の仏教に戒律がないからだということに行きつく。戒律とは、僧が守るべ

きルールのようなものである。僧は、修業を積み、戒律を身に着け、その証として受戒

される。そのルールを詳しく理解し、管理し、条件を満たしたものに受戒してやれる高

僧が日本にはいなかったのだ。そこで、聖武天皇は、国家公認の僧侶認定システムを作

り上げることを決める。そのためには、どうしても中国から、授戒を行える高僧を連れ

てきて、最初の一歩をつくる必要があった。聖武天皇は、その任を栄叡と普照という二

人の僧に与える。これが、鑑真が日本に渡る背景だ。 

 

博多から遣唐使船に乗り、命がけで中国にたどり着いた栄叡と普照だったが、唐では

当時、国民の出国を禁じていた。密出国の最高刑は死罪であり、そのような危険を冒し

てまで日本に渡ろうとする高僧は簡単に見つかるわけもなかった。いよいよ諦めかけた

9 年目に、この揚州の大明寺で 4 万人もの僧に授戒をおこなった高僧の話を耳にする。

それが鑑真だ。二人は大明寺に行き、鑑真に日本への渡航を依頼する。鑑真はそもそも、

ここで多くの高弟を抱えていた。そして、それぞれの高弟は更に多くの僧を従えていた。

二人は最初、鑑真の弟子の中から誰か適当な人物を推挙してほしいと依頼する。しかし、

日本渡航は違法であり、危険を伴う。弟子たちの中から希望者は現れなかった。そして、

とうとう鑑真自ら日本への渡航を決意するのである。鑑真 54 歳の時だった。 

日本に渡航する場合、最も良い方法は遣唐使船の帰国便に忍び込むことである。しか

し、遣唐使船がいつやってくるのかも分からない。当時は、そもそも遣唐使船でも半数

は沈没する危険性があった時代である。軍用船などを仕立てて密出国を試みるが、こと

ごとく失敗する。ようやく海に漕ぎ出した 5 回目の渡航では、途中で暴風雨に遭い、

今の海南島、ベトナム付近まで流されることとなる。この時、揚州に引き返す途中で栄

叡は力尽き死去する。また、鑑真自身も失明してしまう。それでも鑑真は諦めない。そ

んな中、753 年に 20 年ぶりの遣唐使船が現れる。鑑真一行は、これに蜜乗船するこ

とに成功する。その後、途中で悪天候に遭いながらも薩摩坊津にたどり着くいた鑑真は、

そのまま大宰府に向かう。そして、大宰府で日本初となる戒壇院を設置し、日本初の授



戒を行うことになるのだ。鑑真はこの時 65 歳である。その後は、平城京へ向かい、東

大寺に戒壇院を設置する。聖武天皇にも授戒し、仏教行政の最高指導者「大僧都」に認

定される。ここに、ようやく日本仏教にも戒律と、それに基づく僧侶認定システムが完

成したのだ。 

 このシステムの完成により、奈良仏教においては、修業を積んで東大寺で受戒すると

いう流れが一般化する。前述した最澄のパート及び聖一国師のパートをご覧いただけれ

ば、二人が東大寺で受戒していることが分かるはずである。補足であるが、最澄は、中

国の天台宗を学んだ後、自分なりの解釈を加えて、比叡山で独自の授戒を始める。これ

が、東大寺で受戒するというシステムを組み上げていた奈良仏教側からの強い反発を招

き、最澄は晩年苦労をすることになるのである。しかし、その甲斐もあり、比叡山で受

戒するというパターンが一般化され、比叡山から高僧を多く輩出し、日本仏教の中心と

なっていくのである。 

  

 このように、百済の聖明王により、ぼんやりと日本に入ってきた仏教であったが、正

しい形の修業と僧侶認定のシステムができるのは、鑑真が来日してからということにな

る。鑑真より受戒した僧侶たちが、その後、多くの弟子を生み、今につながる日本仏教

を作り上げた。そう考えると、その始まりの場所である大明寺で、合わせた手をなかな

か下ろすことができないのである。大明寺には、現在、「鑑真記念堂」があり、日本か

らも多くの参拝客が訪れている。 

 

  

 

 また、鑑真の渡航を成功に導いた遣唐使については、揚州博物館でも取り上げられて

いた。揚州博物館では、遣唐使の出発地として福岡の紹介も加えられていた。説明書き

には『唐王朝の時代、我が国と日本の経済文化交流は最高潮に達した。西暦 630 年か

ら 200 年の間、日本の正式な遣唐使は中国に全部で 13 回訪れた。命令を受けたが実

行されなかったもの、唐王朝に到達しなかったもの、唐使の受入れ、唐使の送り出しな

どが合わせて 6 回であり、合計 19 回ということになる』と書かれてあった。 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．河南省・洛陽をめぐる 

 

キング オブ 古都・洛陽 

 

 中国に都市は数多くあるが、その中でも「古都」の名に最もふさわしいのは、この洛

陽であると思う。今度は、揚州から京杭大運河を上り洛陽を訪れてみる。 

 洛陽は、人口約 700 万人。現在では、改革開放による経済発展の波に乗り遅れた河

南省の地方都市に過ぎない。位置は、下図のとおり。ここには、福岡との繋がりがある

のだろうか？ 

 

 
 

 日本語で「上洛する」とは、京都に行くことを指す。かつては、中国に倣って、京の

都を「洛陽」と呼んでいたらしい。「洛」とは、「京都」を指す言葉となった。洛陽は、

平安貴族たちが憧れた華やかな都であったのだ。 

 

 洛陽の歴史は非常に古く、ほとんど神話の時代にさかのぼる。中国では、王朝が始ま

寧波 

臨海 

杭州 

揚州 洛陽 



る前の神話時代、三皇五帝が治める時代があったという。この五帝の一人・尭（ぎょう）

の時代に、治水事業により人民から支持を集めた禹（う）が帝位を受け、禹王となる。

この禹王は、国をよく治め、全国を九つの州に分け、直接統治を行った。このことから、

今でも中国語で「九州」とは中国全土のことを指す。禹王が崩御の後、帝位を禹の子が

継ぐことになった。これが最初の世襲による帝位継承である。そのため、この時が中国

王朝の始まりと言われている。最初の王朝「夏王朝」だ。今から 4000 年も昔の話だ。

そして、その夏王朝があった場所が洛陽だと言われている。その根拠となっているのが、

洛陽にある「二里頭遺跡」という遺跡である。 

 二里頭遺跡は、1950 年代に発見され、その後の発掘研究で、3800 年から 3500

年ほど前の夏王朝時代にあたる時代に、この辺りで高い文明を持った都市が存在したこ

とが判明した。遺跡は、中心エリアと居住エリアに分かれている。中心部分には宮殿エ

リア、貴族の居住エリア、青銅器の製造エリア、祭祀活動エリアに分かれている。遺跡

内は道路が縦横に交錯し、高度な都市計画がなされていた。宮殿エリアの配置は、その

後の中国歴代王朝と同様の特徴を有している。青銅器を使い、宮廷儀礼活動を行ってい

たことも確認されている。さらにこの二里頭遺跡は、後に、「二里岡文化」と呼ばれる

別の文化に取って代わられていることも発掘から分かってきた。これが、夏王朝から商

（殷）王朝への交替の物語と符合しており、この遺跡こそが夏王朝の都だったのではな

いか、と言われている。二里頭遺跡がある場所の付近からは、商（殷）王朝初期の都市

「偃師商城」も発見されている。下の画像は、遺跡から発見された「爵」と呼ばれる酒

器と、陶器で作られた水道管である。 

 

  

 

 

 



二里頭遺跡からは、文字が発見されておらず、夏王朝の都であったのかどうかの断定

はできない。しかし、4000 年という昔に、洛陽が中国大陸で進んだ文化を持った中

心地であったということは揺るがないだろう。中国では、中国の中心のことを「中原」

と呼ぶが、その中原の更に中心が、この洛陽であった。 

 下の画像は、二里頭遺跡で撮影した現在の状況である。現在は、一面の農地になって

おり、農閑期に発掘作業を行っているという。 

 

 

 

 その後、洛陽は、商（殷）王朝を倒した武王が周王朝を開いた際、武王の弟・周公旦

により中国東方地区をおさえる拠点として再整備される。首都・西安に対して副都のよ

うな扱いであったと思われる。そのため、周王朝末期・幽王の時代に、周王朝は西方の

異民族の圧迫を受け、この洛陽に逃れてくることになる。この時をもって、世は春秋戦

国時代を迎える。そこで、周王朝は、西安にいた頃の王朝を「西周」、洛陽に逃れてき

た後の周を「東周」と呼んで区別する。 

また、秦・前漢を通じても副都のような位置づけであった洛陽は、後漢を起こした光

武帝により再び都となる。前漢時代は都を西安においていたため、中国では前漢のこと

を「西漢」、後漢のことを「東漢」と呼ぶ。 

後漢の末期に、董卓に焼かれ、洛陽の都は一時焦土と化すが、三国時代に曹操の子、

曹丕が献帝から皇位を禅譲された際、再び魏の都として再興される。更に、西晋、北魏

の時代にも首都がおかれ、隋が統一した後は煬帝によって洛陽に華やかな宮殿などの建

設がなされたというのは、揚州のパートで話した通りだ。唐の則天武后が簒奪を試みた

際に都を置いたのも洛陽である。つまり、夏王朝から唐王朝に至る、約 3000 年の歴

史の流れの中で、西安と兄弟のような一対の関係になり、時に表に出て、時に裏に隠れ

ながら、輝きを放ち続けたのが、この洛陽である。遣隋使、遣唐使が中国を訪れていた

時代、首都・長安に向かう一行は、必ず洛陽を通ったはずである。その時の洛陽は、大

変華やかに発展した都市であったに違いない。 

  

 しかし、残念ながら、現在の洛陽は決して華やかな都市ではない。「落陽（日没）」と

同じ発音であることから、「洛陽落陽」とも揶揄されることもある。下の画像は、昔の

街並みが残るエリアを上から撮影したものであるが、雰囲気が伝わるだろうか。 



 

 

 

 これには、いくつかの原因が考えられる。かつて、シルクロードが東西文化交流の大

動脈であった頃、新しい文化は全て西側からやってきていた。洛陽が栄えていた時代、

度々西側からの少数民族との争いが起こっていたのは、文化が入って来るルートとして

シルクロードの都市が優位性を持っていたことも理由の一つだ。古代において、西安周

辺を起源とする周や秦が力を持ち、勢力を拡大できたのも、その後、西安が首都として

選ばれ続けるのも、西側からの文化が伝わってくる入口としての機能を果たしていたこ

とと無関係ではないだろう。しかし、寧波のパートで見た通り、唐から宋にかけて、海

運による物流が盛んになって来る。船は、大量の貨物を比較的安全に輸送することがで

きる。すると、次第に中国大陸の中でも、西側都市の相対的な優位性は低くなってくる

のである。 

 また、洛陽周辺が「中原」として存在感を発揮できたのも、ひとえにその先進的な文

化を先に作り出したことにある。文化的に先行すると、周辺の生産力を高める。特に戦

時においては、重要な拠点になりやすい。三国時代に、魏がこの周辺をおさえ、呉と蜀

に比べて圧倒的な実力を誇っていたのは、三国志ファンなら周知のとおりだろう。しか

し、そうした文化的な先行メリットも、次第に文化や先進的技術が周辺地域に広がり、

他地域の生産力が高くなってくると優位性を失う。隋の煬帝が、大運河を建設して、揚

州の江南文化を洛陽に持ってこようとしたのは、その兆候でもある。宋の時代以降にな

ると、北から攻めて来る北方民族への対応のため北京周辺の軍事的重要性が増し、生産

地としては長江流域の重要性が増す。宋王朝以降の王朝が、西安や洛陽を重要視するこ

とはなくなるのである。 

 このように、洛陽は、中国という国が辿った歴史の生き証人のような都市でもある。

二里頭遺跡も、後漢や魏が首都を置いた辺りも、今や何もない農地になっており、ただ

広大な農地がどこまでも広がるばかりである。まさに「兵どもが夢の跡」だ。現在、河

南省と言えば、中国でも発展の遅れた省の一つに数えられ、北京への出稼ぎ労働者の供

給地になっている。時代の変化というのは、自らの意思とは別の様々な要素が組み合わ

さり、大きなうねりを作り上げていく。都市として、時代の波に乗ることの難しさ、そ

してそれによって引き起こされる人々の栄光と落日を、洛陽は語っているようでもある。 



洛陽と金印と福岡 

 

 それでは、洛陽は福岡とはさほど関係のない都市であろうか？ 

 もちろん、そんなことは全くない。むしろ、大変関わりの深い都市だと言える。 

 

 まずは、後漢の光武帝である。中国の歴史書「後漢書」の「東夷伝」には、57 年に

「委奴国王」が後漢に使いを送り、光武帝により「印綬」を与えられたという記載があ

る。そう、それが福岡市の志賀島から出土し、今は福岡市博物館で展示されている国宝

「金印」である。光武帝は、後漢として漢王朝を再興させた中興の祖である。西暦 8

年に王莽が漢王室から皇位を奪って興した「新」と争い、西暦 30 年に中国を再び統一

した。天と地に対して新たな皇帝が即位したことを知らせる儀式「封禅（ほうぜん）」

を西暦 56 年に行っている。そして、翌 57 年に倭国の使者に印綬を授けた後、その翌

月に崩御した。この時の都は、洛陽である。奴国は、福岡市付近にあったとされている。

福岡から洛陽までやってきた使者は、この地で光武帝から金印を賜っていたのである。 

 

 次は、邪馬台国である。邪馬台国の卑弥呼は 238 年に「魏」に対して使いを送って

いる。「魏」は、曹操が興し、曹操の子・曹丕が 220 年に漢王室最後の皇帝・献帝か

ら禅譲を受け立ち上がった王朝である。その後、226 年に曹丕が死に、その子である

曹叡が 2 代皇帝として皇位を継ぐ。これに対して、蜀の諸葛孔明が 5 回にわたる北伐

を行い、魏を追い詰めるが、234 年の「五丈原の戦い」で諸葛孔明が死に、魏にとっ

ての最大の脅威がなくなる。曹叡も 239 年には亡くなるが、卑弥呼が使いを送った

238 年というのは、ちょうど魏が三国間での優位を確立した時期にあたる。「魏志倭人

伝」によると、ここで卑弥呼の使者・難升米（なしめ）は、「親魏倭王」の金印と銅鏡

100 枚などを与えられている。前述したとおり、曹丕が禅譲により皇帝を名乗った際

に定めた都が洛陽である。邪馬台国の所在地は、未だに論争が続いているが、福岡にあ

った伊都国を通過してやってきたことは間違いない。邪馬台国の難升米は、福岡から洛

陽までやってきて、この地で金印などを授かっているのだ。 

 

 また、次は隋の煬帝の時代。607 年に聖徳太子が小野妹子を派遣した際、煬帝は洛

陽にいて、洛陽で聖徳太子の国書を受け取ったと言われている。隋の首都は西安であっ

たが、洛陽は副都のような位置づけであった。煬帝は洛陽を気に入っており、むしろあ

まり西安にはいなかったという。聖徳太子の国書で、「天子」の言葉に大激怒した土地

は、この洛陽ということになるのだ。 

更に、遣唐使として西安（長安）で修業を行った空海も洛陽に来ている。もちろん他

の遣唐使も洛陽を通過して西安に向かったことだろう。遣唐使は、福岡の鴻臚館を出て、

鴻臚館に戻っている。 



つまり、こうしてみると、奴国の時代から唐王朝末期まで、福岡を出発し中国へ向か

った使節団が、帰ってきた時に多く口にした都市の名が「洛陽」だったのではないかと

思うのだ。恐らく、当時の福岡の人々にとっても、洛陽は憧れの都だったに違いない。 

 

それにしても、古代から倭国（日本）の情報収集能力は素晴らしい。紀元前の秦や前

漢の時代はいたしかたないとしても、王莽の新の建国による騒乱で荒れた中国大陸が再

び光武帝により後漢として統一され、ようやく封禅したタイミングで、奴国からの使者

がやってきている。その後漢が滅び、魏が後を継いだ後、蜀との大一番の戦に勝利した

タイミングで、邪馬台国からの使者がやってくる。その後、分裂を繰り返した中国で、

久々に統一王朝・隋が現れたタイミングで、今度は聖徳太子からの使者である。そして、

それは唐王朝の時代にも引き継がれ、今度は唐王朝が滅びる直前に菅原道真により遣唐

使の廃止である。いつの時代も、中国大陸の動向には気を配っていたのだろう。そして、

恐らく、そこには中国交易の窓口として福岡の人々が関わっていたはずである。 

 

 このように、洛陽と福岡の関わりは深い。洛陽の博物館には、奴国に送られた金印の

紹介が展示されている。そこには『日本は中国の古い文献においては倭と称されている。

早くて前漢の時代には倭人は朝鮮半島を通じて漢王朝と交流をもっていた。後漢では双

方の関係は更に親密になる。建武中元 2 年（西暦 57 年）正月、倭の奴国は使節団を

洛陽に派遣し朝貢し、劉秀はその国王を漢の倭の奴国王として封じ、“漢委奴国王”印

を一つ贈った（実物は 1784 年に日本の福岡市で出土し、現在は福岡市博物館に所蔵

されている）。これは日中友好の歴史の証拠でもある。これは日本の初めての来朝であ

る。』と紹介文が書き添えてあった。 

 

  

 

 洛陽には、光武帝の墓がある。少し足を延ばして光武帝のお墓を参り、金印を賜った

ことのお礼と、それが今、国宝という扱いを受けており、福岡市でしっかりと管理して

いる旨、大変勝手ながら奴国の後裔たる福岡市を代表して光武帝に報告をしておいた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．陝西省・西安をめぐる 

 

中国発祥の地・西安 

 

 次は、洛陽から更に西に向かい、西安を訪ねてみよう。西安は、洛陽と対をなす古都

で、日本は唐王朝時代の呼び名「長安」としても知られている。現在では、陝西省の省

都であり、人口は約 900 万人。背後に少数民族が多い寧夏回族自治区、甘粛省、青海

省、新疆ウイグル自治区などをひかえ、西部の中核都市となっている。その役割は、今

も昔も変わらない。 

 

 
 

 西安は、城郭を残す街である。長方形の形をした城郭の中に、道路が碁盤の目のよう

に伸びている。唐が首都を置いていた時には、東西 9,721ｍ、南北 8,651ｍ、面積約

84㎢という、当時では世界最大の都市であった。日本の都がお手本とした街である。 

 

寧波 

臨海 

杭州 

揚州 洛陽 

西安 



  

 

 さて、西安と言えば、「兵馬俑」が有名だろう。兵馬俑は、正式名称を「秦始皇帝陵

兵馬俑抗」と言う。中国で初めての統一王朝を打ち立てた秦の始皇帝の陵墓の一部であ

る。始皇帝は、首都を、西安から少し西南にある咸陽においた。秦をさかのぼること、

500 年ほど前の周王朝の時代も、西安付近に首都をおいていたというが、西安という

街の発展は、実質この始皇帝から始まっていると言っていいだろう。 

 始皇帝の偉業は、何といっても「中国」を作ったことにある。秦に先立つ統一王朝と

言えば、周王朝になるが、今から 3000 年も前の話である。交通も通信も未発達の時

代に支配できた地域といえば、中国の北方を中心としたものだった。その周王朝が洛陽

に逃れて、王位の権威が落ち、群雄割拠の春秋時代に入る。その後、7 国に分かれて争

った戦国時代を経て、始皇帝が中国全土を統一することになる。しかし、その時、領土

を南方に広げ、今の広東省や四川省といったエリアも支配地域に加えることになる。そ

れが、始皇帝以後、皇帝の冠をいだくものにとっての「中国」となる。 

 

 始皇帝が行ったことの中で、後の世に多大な影響をもたらすものは多々あるが、ここ

では「文字の統一」を挙げておこう。 

 

 中国最古の文字と言えば、「甲骨文字」である。実際の物や形をベースに作られた文

字である。これは、「占卜（せんぼく）」という王による占いの儀式の際に使用された。

亀の甲羅や牛の骨などに、あらかじめ占いたい内容を彫っておき、穴を空け、熱した棒

を当てる。すると、穴からヒビが入るが、その割れた模様を見て、占いの結果を判断し

たというものだ。これは、商（殷）王朝の時に用いられており、それに先立つ夏王朝の

遺跡からは、まだ発見されていない。 

 ところで、王がリーダーでいられるのは何故だろうか？他部族を武力で攻め落とし、

領土を広げていた時代には、「力」があるということがリーダーの根拠であろう。その

ため、常に最も強いもの、最もふさわしいものをリーダーに選んでいくという手法もあ

る。前王が次の王を指名する場合もあれば、少人数の幹部による合議制で決める場合も



ある。国民全員で決めるスタイルなら民主主義だ。しかし、夏王朝の禹王を皮切りに、

王位を一族で継承するという方法が取られだした。すると、開祖は力を持っていても、

その子孫が同等の素質を備えて生まれてくるかは分からない。そこで、「神」もしくは

「天」という考え方が登場する。特に古代には、世の中は分からないことだらけであっ

た。なぜ干ばつが起こるのか？なぜ洪水が起こるのか？など。それらは「天」の理によ

って支配されたものであった。普通の人には理解できない理である。そうであれば、仮

に「天」とつながるものがいて、「天」と何らかの形で意思疎通ができるものがいたら

どうだろうか。そのものは一般人とは異なり、民衆に答えをくれ、導いてくれる存在と

なり得る。古代においては、多くの場合、この「天」との意思疎通の能力こそが権力の

源泉となるのである。また、その能力は子々孫々受け継がれるとすることで、王朝の成

立の根拠としているのである。商（殷）王朝の場合、その「天」と意思疎通をする方法

がこの「占卜」であり、「天」とのコミュニケーションツールこそが「甲骨文字」なの

である。 

 そのため、当時、文字は「王」から「天」への対話を可能にする神聖なものであった。

神官により文字は管理され、文字を刻む職人も数人を養成してれば事足りた。むしろ、

世間への流出は、王の権威を脅かす事だったはずである。人と人のコミュニケーション

ツールに使用するなどもってのほかである。しかし、次の周の時代になってくると、少

し情勢が変わってくる。周の時代に入ると、占いは減り、文字は青銅器などに刻まれだ

す。王は、青銅器の鼎などに、「〇〇の功績を称え下賜する」といったような文を刻み、

臣下に与えるのである。この時、文字はまだ王のものだった。しかし、使用する対象者

が、「天」から「臣下」に変わった。文字を扱う特殊技能は、まだ王朝により管理され

ていた。文字は権力の象徴であり、人々は、天に通じる文字をありがたがって与えても

らっていたのだ。 

 その後、周王朝の凋落により、春秋時代を迎えると、文字を扱える職人たちが各地に

散っていくこととなる。人々は、文字を理解し、自ら扱えるようになってくる。また、

当時、竹簡というものが生まれ、文字を刻むのではなく、記すことができるようになっ

てきた。そのため、文字には、自らの考えをまとめ、伝えるという用途が加わってきた。

天との繋がりを象徴していた文字は、人と人をつなぐコミュニケーションツールとなり、

権威の象徴としての文字の効力と、統一への求心力は失われた。そうした背景が、春秋

時代の各国分裂を生み、また「諸子百家」による百家争鳴を生み出していくことにつな

がっていく。 

しかし、長い分裂の期間が続くと、文字はそれぞれの地域で独自の進化を遂げた。共

通の言語の喪失は、コミュニケーションの断絶を生み、民族の細分化、小国化を促す。

あるいは、このまま中国が分裂をしたままであったら、中国大陸もヨーロッパのように

異なる言語を持った小国が乱立する地域になっていたかもしれない。しかし、中国には

始皇帝が現れた。強大な力をもって広大な地域を統一することに成功するのである。そ



して始皇帝は、全国統一後に全国一律の共通した文字体系を作り、名実ともに再び中華

をまとめたのである。 

それには、始皇帝が始めた「郡県制」という支配体制にも関係がある。それまでは、

王が各地を支配すると言っても、王族や土地の有力な豪族と君臣関係を結び、領土を与

え、ある程度自由に統治をさせていた。しかも、その権限は世襲制であり、一族で継承

された。しかし、これであれば、広い中国全土で目の行き届かないものも現れ、反乱の

芽となっていく。そのため、始皇帝は全国を 36 の郡に分け、そこに中央政府から任命

された官をおくことにした。それぞれの官には、中央政府から全国統一で法令や命令な

どが下される。この命令を読み、報告を書く際に、各地バラバラの文字のまま、読めな

い、書けないのでは不都合が生じることになる。そのため、文字を統一し、命令系統を

整える必要があったのだ。 

 

 さらにこの時、中国語の「表意文字」としての特性が完全に開花する。表意文字とは、

表現する対象の意味に対して文字を割り当てていく方法である。文字一つ一つに意味を

有している。これに対して、英語などのアルファベット表記は、「表音文字」と呼ばれ

る。これは、話者の音に対して記号を割り振り、音をそのまま表記していく方法である。

したがって、書かれた文字そのものには意味はなく、文字を組み合わせてようやく意味

を持つ。日本語だと、漢字が表意文字、ひらがな・カタカナが表音文字である。「表意

文字」として、漢字が発展したことは、中国のその後の歴史を決定づける。 

 

表意文字の特性の一つは、「空間を越える」ということである。漢字というのは、い

わば暗号文みたいなものである。発信者と受信者で共通のコードを持っていれば、例え

傍目には意味をなさないものでも意味を共有させることができる。中国は広大であり、

それぞれの土地で気候も異なれば、生活習慣も、文化も様々である。雪の多い地方では、

雪に関する言葉が増え、雨の多い地方では雨に関する言葉が増えたことだろう。また、

少数民族なども多く、言語は様々に入り組んでいる。放っておけば、言葉というのは細

分化され、それぞれが独自に変化をしていくものなのだ。今のようにテレビやネットも

ない時代、各地で異なる言語を統一させることなど、根本的に不可能なことだった。し

かし、表意文字は、そうした言語の壁を軽々と越える。それぞれの文字が持つ意味を理

解し、文字の配列についてのルールを理解しておけば、例え、それぞれの文字に対する

発音が異なっていようと、また普段話している言葉とは異なっていようと、意味を理解

することができる。時代が下って、隋の時に科挙が始まり、以後歴代の王朝が科挙を行

うが、ここでは古典に対する理解が重視された。恐らく、時間が経過すると、話し言葉

と書き言葉のズレが大きくなってきたのだろう。昔の人が書いた文字の羅列をきちんと

理解する能力、そして、そのルールに則り自ら文章を作り上げていく能力、こうした能

力が命令を正しく理解し、現状を正しく報告する上で、文官に求められた基本的な能力



となったのだ。 

もう一つの特性は、「時間を越える」ということである。空間的に遠く離れた 2 者間

でもルールを共有できていれば意志を伝えあうことができるのなら、時間軸の異なる 2

者間でもルールさえ共有できれば意志を伝えることができるということである。つまり、

自らの考えを書き記しておけば、それを後世に伝えることができるということだ。また

同時に、既に故人となった人の考えでも、その人が書き記したものを読めれば、そこに

込められた意味を受け取ることができるのだ。これにより、知識の蓄積が可能になった。

また、起こった出来事を記しておくことで、歴史を紡ぎだすことができるようになった

のである。つまり、広大な中国大陸の範囲において、一つの共通したプラットフォーム

の下、随時更新が可能なデータベースの運用を始めたようなものである。どんなに時代

が経ても、人々はそれを好きな時に参照し、連続した記憶を維持することができる。世

界四大文明というが、中華文明だけが未だに文化的にも領土的にも原型を維持し続けて

いる。それは、中国が表意文字による言語表記を発明し、それを紀元前という早い段階

で一つの体系として統一できたことが、その後の命運を分ける分岐点だったように思う。

実際、春秋戦国時代の人物である孔子や孟子などの思想言論は、約 2500 年にわたり

延々と中国に残り続け、未だに中国人の行動に影響を与えている。このような文化的な

奥行きの深さは、ずっと後になって文字を発明したような文化には決して手が届かない

ものだ。モンゴル人や女真族など異国の民族が中国を支配したとしても、結局漢文化に

取り込まれてしまうのは、長い年月を経て蓄積された膨大なデータ量の前に、なすすべ

なくひれ伏してしまったということに他ならない。 

ただ、現在の中国では中華民国の時代に胡適や魯迅が中心となって白話運動が起こり、

文章を口語文で記すようになった。現在使われている普通語は、話し言葉を基準にして

おり、かつて使用していた文語体の文章とは隔たりが大きい。それは、識字率を大幅に

高め、軍隊の近代化や社会の発展に役立った。今の中国人は、先人たちが残した文章を

ある程度の学習を経ないと読むことが難しくなってしまった。使用している漢字も、「簡

体字」という簡略化し、学びやすい字体に変化している。しかし、簡体字のベースは、

相変わらず始皇帝が統一した漢字に基づいており、文化の連続性は維持されている。 

 

このように、文字の統一は、同じ中国大陸で共通のルールを作っただけではなく、そ

の後の人々にも延々と続いていく共通のルールを作ることとなった。始皇帝はまさに

「中国」を作ったと言ってよいだろう。秦王朝は、始皇帝の死後、あっという間に滅び、

漢王朝に取って代わられる。しかし、この始皇帝の業績が、その後に 300 年続く漢王

朝を支えることになった。その証拠に、始皇帝が統一した文字はその後「漢」字と呼ば

れるようになり、それを操る「漢」民族、漢民族が話す言葉を「漢」語などと呼ぶよう

になっている。それは、始皇帝の文字の統一により、中国全土で共通のルールが浸透し、

一つの形として定着したことを示しているだろう。もしも、秦王朝がたったの 15 年で



終わることなく、仮に 300 年続いていたら、今頃、我々は今それを「秦字」や「秦民

族」と呼んでいたかもしれないのだ。 

さて、こうした秦の始皇帝であるが、日本との関わりもある。いわゆる「徐福伝説」

である。徐福は「東方の三神山に不老不死の薬がある」と始皇帝に話をもちかけ、日本

へ渡ったとされている。実際に日本に来たのかどうか、来たとしたらどこにやってきた

のか、それは謎のままであり、日本各地で徐福伝説が生まれる基となった。また、浙江

省の辺りに春秋時代にあった「越」は、その後「楚」に敗れ、その楚は「秦」に敗れた。

こうした戦乱の中、越の国の越人は、海を越えて福岡周辺にやってきて、渡来人として

中国の文明を日本に伝えた、という話もある。 

 

始皇帝は皇帝に即位後、首都・咸陽近くに「阿房宮（あぼうきゅう）」という大宮殿

の建設を始めている。これはあまりにも巨大すぎて始皇帝が生前中には完成しなかった

と言われている。陵墓の一部分である兵馬俑ですら、あれだけの規模を誇っているので、

始皇帝の威信をかけた大宮殿というのがどれほど巨大で豪華なものなのか、もはや凡人

の想像力では追いつくことができない。その阿房宮も、始皇帝の死後、咸陽に侵攻した

項羽によって燃やされている。「その火は三か月間消えなかった」と言われている。日

本人にも大いに関わりある漢字を作った人物として、始皇帝ゆかりの阿房宮跡に行って

みた。当時中国で最も煌びやかだったその場所は、21 世紀の開発の波にも取り残され、

ただの森として緑をたたえていた。 

 

  

 

 

 

 



空海と遣唐使 

 

 

 さて、西安と言えば、遣唐使の話をしないわけにはいかない。およそ遣唐使たちは中

国に入国後、長安の都へと足を向けたわけだ。今回は、その遣唐使を代表して空海を紹

介しておこう。 

 

 空海は、四国讃岐で生まれる。当初、官僚になるために儒教を学んでいたが、途中で

仏道の修業を志す。その後、804 年に空海は正式な僧となり、遣唐使として選ばれる。

同じ遣唐使には最澄もいた。最澄は身分の高いものが短期間学んで帰る「還学生（げん

がくしょう）」、一方、当時無名だった空海は、身分の低いものが選ばれる「留学生（る

がくしょう）」という扱いだった。留学生として唐に渡ると、最低 20 年間は滞在して

学ぶこととなっていた。空海は、難波を出発した後、博多を経由して唐に渡る。しかし、

遣唐使船は途中で嵐に遭い、空海の乗った船は、福建省の福州まで流される。そこで空

海は福州から入国し、長安を目指すことになる。最澄は、寧波から入って、長安には行

かず、天台山に行って天台宗を学んでいるので、中国で最澄と空海は顔を合わせていな

いだろう。 

 空海は、長安で当時の密教の第一人者だった青龍寺の恵果の下、密教を学ぶことにな

る。恵果は、初対面の時に空海の実力を見抜き、真言密教の奥義や秘法を空海に授ける

ことを決める。恵果はその半年後に亡くなるが、その半年間、空海に秘法を伝授する。

空海は、修業を終えると帰国の途につく。20 年学ぶべきところを、たった 2 年で終え

てしまった。帰国した博多では、東長寺を建立する。その後、しばらく大宰府にとめお

かれ、2 年で帰国した咎を受ける。この時は、太宰府の観世音寺に滞在したと言われて

いる。その後、809 年に新たに即位した嵯峨天皇に許され京へ。それからの空海は、

嵯峨天皇の庇護の下、高野山に金剛峰寺を建て、真言宗を開く。京都にも東寺を開き、

真言宗の道場とするなど、平安仏教の第一人者としての活躍をする。数多くの著作も残

し、死後はその功績を称え、醍醐天皇から「弘法大師」の諡号が送られている。 

 

 西安には、その空海が修業をした「青龍寺」の遺跡が残されている。ここは、四国八

十八箇所巡り、通称「お遍路さん」の 0 番地ともなっている場所である。空海が修業

した青龍寺は、残念ながら宋の時代に廃れてしまい遺跡が残るだけである。この遺跡跡

には、日本の真言宗各派総本山会が 1984 年に日中友好のために建築した「恵果・空



海記念堂」がある。ここには、空海の記念碑や銅像の他、日中共同で建築した唐式の庭

園、四国四県から贈呈された桜、陝西省と香川県の友好都市提携を記念して贈呈された

平和の鐘、日中友好を願う真言宗宗徒からの記念碑など、日中友好に関するものが数多

く並んでいる。空海は、1200 年を経た今も、日本と中国をつないでいる。 

 

  

 

   

 

 さて、この空海のように、聖徳太子から始まった遣隋使・遣唐使は、日本に中国から

様々なものをもたらした。この約 300 年の時間は、日本が最も中国から影響を受けた

期間と言ってよいだろう。 

 

一つ例を挙げよう。日本では、配膳の際に箸を料理の手前側に横に置く。しかし、今、

中国に行くと、箸は料理の右側に縦に置かれていることに気づくだろう。日本に旅行し、

習慣の違いに違和感を覚えた中国人が書いた記事を読んだことがある。彼は、中国古代

から描かれた絵に現れる箸の配膳を比較して調査していた。それによると、中国では、

古代から箸は縦に置いていた。しかし、唐の頃の一時期、箸を横に置く方法が流行した

そうである。唐の時代の絵には、そのように描かれている。しかし、その後、宋の時代

以降には、再び縦置きに戻っている。つまり、日本人は、唐の時代に流行っていた箸の



配膳方法を真似、それをそのまま残し続けているのではないか、というのである。真偽

のほどは分からないが、面白い話だ。新しい物好きの博多っ子が、遣唐使から聞いた唐

の都の流行のスタイルを取り入れている姿が目に浮かぶようでもある。このように、

我々日本人の生活には、至る所で唐の時代の中国の影響を受けている。 

 

私は、こうした遣隋使遣唐使がもたらしたものの中で、特に現代に影響を与えている

ものとして、やはり「文字」を挙げておきたい。 

 

聖徳太子は、中国から仏教や国造りの方法を学びたいと遣隋使を派遣したということ

は、揚州のパートで紹介したとおりである。ところで、日本人が中国から仏教を学ぶ際

には、とても大きな障壁が存在した。それは「言葉」である。日本には、昔から「大和

言葉」という日本語が存在していた。しかし、それは口語のみが存在し、文字を持たな

い言語であった。従って、中国人はインドから抱えてきた経典を中国語に翻訳すること

ができたが、日本人は、当時、漢字で書かれた経典を日本語に翻訳する術がなかった。

いや、仮に翻訳しても、それを記す術がなかった。そこで、中国で使われている文字を

そのまま使用することにした。「漢字」である。漢字の特性は覚えているだろうか？表

意文字としての漢字は、ルールを共有していれば、空間を越えることができる。それは、

特に、読む、書く、という分野に秀でている。当時口頭伝承しかできなかった日本語に

とって、これはその短所を補うものであった。従って、遣隋使以降、中国からもたらさ

れた仏教や国造りにおいて、正式な共通言語は「漢文」となる。漢字は、「真名（まな）」

と呼ばれた。 

しかし、そもそも、書く、読むという概念が存在していない時代の話である。それは

大変な苦労が伴ったことであろう。特に、見て意味を読み解くよりも、その文字とルー

ルに則り完全な文章を作り上げていく方はさらに難しい。それに、漢文は所詮外国語で

ある。人名や地名など日本語でしか表現できないことも多々存在した。そこで、漢字の

音を利用して、日本語を書き記す方法「万葉仮名」が生まれた。その後、漢字を崩して

書く形から「平仮名」が生まれ、漢字の偏だけを記して書く方法から「片仮名」が生ま

れた。平仮名は、朝廷での役所仕事を行わない貴族の女性などの間で流行した。また、

片仮名は、仏教の修業中に、注釈を経典に書き込む際に漢字を簡略化して書いたことか

ら生まれている。いずれも「真名」に対する「仮」の「名」である。 

 

こうして、現在の日本語が徐々に形成されていくわけだが、それは結果的に日本語の

中に漢語を取り入れていく作業でもあった。とはいえ、大和言葉は、中国語とは文法か

ら異なる体系の言語である。単語も、「山」と「やま」のように一対一で対応できるも

のばかりでもない。例えば、大和言葉の「とる」には多くの意味が含まれていたが、漢

語では「取る・撮る・採る・執る・捕る・盗る」など多数の漢字で使い分けられていた。



また、大和言葉には、「はる・なつ・あき・ふゆ」という具体的な事象を表す言葉は存

在したが、「気候」「天気」といった上位の概念を表す言葉は存在しなかった。そこで、

大和言葉での単語にも漢語での意味による表記を割り当て、大和言葉にない漢語には、

大和言葉での発音体系による音を割り当てそのまま使用した。 

しかし、「漢字の音を利用する」、つまり「音読み」の部分で、再び問題が起こる。そ

もそも、漢語というのは、文字を書き、読ませるものであり、口語や漢字の発音が異な

る 2 者間の間でも意思疎通を可能にする方法であった。始皇帝は文字の統一はしたが、

現在の中国語の普通語のように文字の発音についての統一はしていない。そもそも、遣

隋使以前にも、寧波などの地域や朝鮮半島との交流はあり、漢字そのものは伝わってき

ていた。音も伝わってきていた。遣隋使以前から庶民の中では既にある程度漢字が使わ

れていたのかもしれない。しかし、遣隋使や遣唐使として長安（西安）まで来てみると、

漢字の音が、それまで聞いていた発音と全く異なることに気づくのである。そこで、漢

字の音を長安（西安）の発音に合わせていく作業が始まる。遣唐使以前の発音を「呉音」、

長安（西安）で学んだ発音を「漢音」として、それぞれの漢字に定着していた呉音に漢

音による発音を加えていくのだ。例えば、「米」を「まい」と読んだら呉音、「べい」と

読んだら漢音である。「人」を「にん」と読んだら呉音、「じん」と読んだら漢音。「京」

を「きょう」と読んだら呉音、「けい」と読んだら漢音。このような具合である。 

恐らく、当時は新しい発音で漢字を読むのは、今のカタカナ言葉のようにおしゃれだ

ったのだろう。なぜなら、これは栄西や道元の頃、鎌倉仏教が入ってきた際にも同様の

事が起こるからだ。彼らは仏教の用語を、現地の発音に近い発音で日本に持ち込もうと

した。その結果、再び音読みのズレが生じる。これは「唐音」と呼ばれる形で定着した。

中国では既に宋の時代であったと思われるが、「唐音」である。例えば、椅子（いす）、

西瓜（すいか）、行脚（あんぎゃ）、和尚（おしょう）などである。実はこれは現代の中

国語の発音に近い音が多い。椅子は中国語で「椅子（yi zi）」、西瓜は中国語で「西瓜（xi 

gua）」である。したがって、例えば、「行」の漢字には、訓読みで「い（く）」、呉音で

「ぎょう」、漢音で「こう」、唐音で「あん」という複数の読みが定着することになった。

ちなみに中国語では「行（hang）」であり、「あん」の音に近い。このようにして、時

に日本語を学ぶ外国人を悩ます、日本語の複雑な漢字の読みの体系が出来上がっていく

のである。 

 

しかし、唐音にくらべると、呉音、漢音の数は圧倒的に多い。最初に定着した呉音が

多いのは当たり前として、後から定着した漢音がこれだけ多いということは、名も知れ

ぬ遣唐使たちが中国で血もにじむような努力を行った痕跡のように感じられてならな

い。例えば、隋の煬帝である。煬帝は「ようだい」と読む。「帝」を「だい」と読むと

呉音だ。皇帝も、他の帝も、「帝」の文字は「てい」と漢音で呼ぶのに、煬帝だけは呉

音で「だい」と呼ぶ。「煬帝」という名前は諡号で、唐王朝により与えられている。恐



らく、この諡号が伝わってきた時には、まだ漢音が普及していなかったのだろう。遣隋

使前後の出来事である。その後、漢音の「てい」が主流になったということは、少なく

とも聖徳太子以降に中国大陸に渡った誰かが学び、伝えたという証拠であろう。 

このような努力を経て、日本人は文字を手に入れるに至った。これにより何が起こっ

たのだろうか？表意文字のもう一つの特性である「時間を越える」ことが可能になった。

つまり、日本の歴史が記されるようになったのだ。聖徳太子は、倭国の歴史を綴った「国

記」を編纂したとされている。その 100 年後、8 世紀初め、「古事記」と「日本書紀」

が編纂される。古事記に至っては、稗田阿礼の暗誦をもとに、太安万侶が編纂をしたも

のだ。口頭伝承のみで伝えられてきた日本の歴史は、文字として蓄積を始める。日本史

を学んでいた頃、聖徳太子の時代から急に歴史が色彩を帯びてきたような気がしたもの

だが、それはつまり彼が派遣した遣隋使が日本の歴史を動かしたということなのだ。 

 

 さて、遣唐使と言えばもう一人、阿倍仲麻呂のことも忘れられない。空海と同じく長

期研修生である留学生（るがくしょう）として唐に渡った阿倍仲麻呂は、超難関の科挙

にも合格し、大臣職まで務めた。最低滞在期間 20 年。乗ってきた遣唐使船から一人残

され、次にいつ来るのかも分からない遣唐使船の来訪を待つしかない留学生にとっては、

必死で学ぶことだけが生きるすべであったのだろう。 

 西安には、唐の玄宗皇帝が政務を行っていた「慶興宮」跡が、公園として残されてい

る。楊貴妃も訪れていたこの場所に、玄宗皇帝に仕えた阿倍仲麻呂の記念碑が建てられ

ている。 

 

「天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に いでし月かも」 

 

 帰国を望みながら最後まで願いが叶わなかった阿倍仲麻呂の、異国で日本を想う

切実な気持ちが痛いほど染み込んでくるのである。 

 

 



７．上海をめぐらない 

 

近代の街・上海 

 

 次に上海の街を少しだけ紹介しよう。上海の本当の歴史は、南京条約で開港をしてか

ら始まると言っていいだろう。現在、上海の外灘（バンド）に行くと、およそ 100 年

前に建築されたビルが保存されている。中国の歴史を 5000 年として、24 時間に見

立てると、上海の発展は 23 時 10 分頃からようやく始まったに過ぎない。 

 念のため、上海の位置は下記のとおりである。 

 

 
 

 上海の歴史は短いが、濃度は濃い。19 世紀後半から、上海は外国資本の流入で急発

展を遂げる。日本人も多く居住した。列強各国の国民が居住するための租界地が設けら

れ、多国籍の人が行き交う街は「魔都」とも称された。初期の中国共産党は、ここでプ

ロレタリアートによる革命を目指し第一次全国代表大会を開催している。しかし、上海

における共産主義の盛り上がりは、1927 年に国民党による「上海クーデター」を引
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き起こし、共産党員に多くの犠牲者を出した。1930 年代に入ると満州事変により日

中関係は緊張状態になり、上海でも「第一次上海事変」「第二次上海事変」と二度に及

ぶ軍事衝突を経て、日本軍に接収される。戦後は、工業都市として発展を続けていたが、

改革開放により 1990 年代から本格的にポテンシャルを開花させ、今や名実ともに中

国を代表する国際都市になった。 

 

 さて、このように、戦前とこの 20 年の間、急速かつ強烈に存在感を発揮している上

海であるが、初期の日本人移住者として長崎の人々が上海に多く渡り住んでいたことは

記載しておこう。長崎と上海の間には、日本初となる海底ケーブルが 1871 年に敷設

されている。長崎-上海間の国際定期旅客航路も 1927 年に開通。1930 年時点では、

上海に居住する日本人約2万 5千人の内、半数以上が長崎県出身者とも言われている。

当時は、長崎県民にとって上海は最も気軽に行ける外国であり、「下駄履きで上海へ」

などと言った言葉も生まれている。 

 

  

 

 さて、上海にもたくさんの話題はあるが、それらはどちらかというと現代史のお話で

あり、残念ながら福岡があまり登場しないので、今回、上海はめぐらない。 

 

 一つだけ、上海に残る城壁跡を紹介しておこう。上海の有名な観光地「豫園」をぐる

りと取り囲むようにつながっている「中華路」と「人民路」。今の上海の規模から考え

ると、非常に小さなこのエリアが、かつて上海にあった城壁の跡である。 これは、1553

年に建てられた城壁で、清王朝崩壊後に取り壊されているが、一部分だけが保存をされ

ている。 

 1553 年というと、年号で言えば「嘉靖 32 年」。明王朝の時代であり、寧波のパー



トで紹介した通り「倭寇」が海を荒らしまわっていた頃である。「嘉靖の大倭寇」とも

言われる。倭寇は、海岸に船を乗りつけ、武器を持って襲ってくる。当時の上海周辺の

住民は非常に恐怖したことだろう。この城壁は、その倭寇からの侵略を防ぐために設け

られたものなのである。 

 さて、この時代の博多に目向けると、ちょうどこの頃から博多豪商三傑と呼ばれる「島

井宗室、神屋宗湛、大賀宗伯」が活躍した時代が始まる。当時は戦乱の世であり、とか

く物資が必要とされた時代だ。そうした戦国大名のニーズに応え、博多は商人の街とし

て大きな存在感を発揮している。一方、公式な日明貿易は、1551 年に大内氏が滅亡

し絶えていた。上海周辺を襲った倭寇の戦利品は、密貿易を通して博多にも流れてきて

いたのだろうか。この時までの博多の発展の歴史は、中国の歴史と密接に重なっている。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８．福岡市の友好都市 広東省・広州市 

 

広州と孫文と福岡 

 

 最後に紹介するのは広東省の省都・広州市である。福岡市の友好都市だ。中国では、

北京、上海に続く大都市として数えられる広州。常住人口は 1350 万人。GDP は 2016

年の暫定で約 2 兆元（約 32 兆 4 千億円）。2016 年は前年比 8.2％の成長率であり、

全国平均を大きく上回る元気な都市である。なお、福岡県の 2015 年の県内総生産は

19兆円。2011年頃には福岡県を上回り、ここ数年で既に1.5倍の規模になっている。 

 広州市の位置は、下図のとおりである。 

 

 
 

 広州の経済的な強さは、広州市内を流れる「珠江」という河に由来している。珠江は

広州近辺を河口として、広大な三角州を形成している。この三角州の先に、香港とマカ

オがあり、香港と接する中国側のエリアに深圳、マカオと接する中国側のエリアに珠海

という都市が並んでいる。いずれも、鄧小平が改革開放政策を始めた際、経済特区とし

寧波 

臨海 

杭州 

上海

揚州 洛陽 

西安 

広州 



て指定されたエリアだ。そして、深圳と広州の間には「世界の工場」と呼ばれた東莞が

控えている。世界各地から自由貿易港の香港に集められた部材は、深圳を経由して東莞

に運ばれ、工場で製品となる。完成品の一部は深圳や香港を通して世界各地に、残る一

部は広州を通して中国各地に輸送される。これが基本のビジネススタイルである。この

エリアの経済圏を「珠江デルタ経済圏」と呼ぶ。珠江デルタ経済圏のそれぞれの都市は、

補完し合い、競い合い、エリア全体の価値を高めている。 

 

 また、広州自体の歴史も古い。秦の始皇帝が全国を統一した際に実施された「郡県制」

で、ここに南海郡番禺県がおかれたことまで遡る。秦の滅亡後、一時期「南越国」とし

て独立をするが、前漢の武帝の時に滅ぼされている。唐の時代には、寧波と同じ市舶司

がおかれた。寧波が日本や朝鮮半島など主に中国の東側に位置する国々との貿易窓口だ

ったのに対し、広州は南側の南海諸国との貿易窓口であった。 

清王朝中期には、貿易の利権をめぐって寧波と競争関係にあったが、貿易港としての

バランスを取るため中国とヨーロッパ商人との交易を広州一港に限定させることにな

った。これは「広東システム（広東貿易体制）」とも呼ばれている。18 世紀後半にな

ると、英国で中国茶の需要が高まる。その結果、英国の銀が大量に中国に流入し、貿易

赤字を生む。英国は、その貿易赤字解消のためインドからアヘンを売りつけることにし

た。結果、清王朝のアヘン禁止令にも関わらず、大量のアヘンが中国へ流入することに

なり、逆に中国から英国に銀が流れ出る事態となる。そこで北京から派遣された改革派

の官僚・林則徐は 1839 年からアヘンを焼却処分するなど、厳しい取り締まりを始め

る。そして、それが英国と中国の間のアヘン戦争を引き起こすことになる。これら一連

の舞台が広州である。日本と直接の関係はないものの、この戦争で清が英国に完敗した

ことは江戸の街を震え上がらせ、明治維新につながる開国の流れを引き起こしていった。 

 

 



1979 年 5 月 2 日、福岡市は広州市と友好都市締結を行った。広州市にとっては初

めての友好都市、福岡市にとっては 2 番目の友好都市であった。一見、何のつながり

もないように見える両都市であるが、間を取り持ったのは「孫文」であった。 

 

 

 

孫文は、広州市の隣、現在の中山市で生まれる。広東人であった。小さい頃に兄がい

たハワイに渡り、香港で本格的に医学を学んだ後、マカオで医師として開業する。この

頃から革命思想を持っており、1894 年には清王朝打倒を目指して「興中会」をハワ

イで結成する。興中会は日清戦争が終わった 1895 年に広州蜂起を企てるが密告によ

り失敗。孫文は日本へ亡命する。義和団の乱が起こった翌年の 1900 年には、再度広

東省恵州で蜂起を企てるがこれも失敗に終わる。革命家として名前が知れ渡った孫文は

世界中を巡り活動資金集めに奔走する。1905 年には、志を同じくする光復会、華興

会と合併して中国革命同盟会を東京で結成する。同会は、1906 年以降、中国各地で

武装蜂起を行うが、ことごとく失敗に終わる。しかし、1911 年武漢の武昌で起こっ

た武装蜂起でついに清王朝が敗北、孫文は 1912 年 1 月に新たに成立した中華民国に

おいて初代臨時大統領に就任することになる。そして翌 2 月には清王朝最後の皇帝・

宣統帝（愛新覚羅溥儀）が退位し、2000 年以上に及ぶ中国の帝政が廃止に至る。「辛

亥革命」である。しかし、この皇帝退位の裏には、清王朝の下、強大な軍事力を持って

いた袁世凱の画策があった。袁世凱は皇帝退位の交渉と引き換えに孫文が就いていた臨

時大統領への就任を要請する。そのため、翌 3 月には孫文は臨時大統領の職を辞し袁

世凱に譲る。袁世凱はその後強権政治へと傾き、1913 年 3 月、議院内閣制を主張し

ていた宋教仁が上海で暗殺される事件が起きる。同年 7 月に孫文は袁世凱打倒を掲げ



第二革命を計画するが、袁世凱に阻止され再び日本に亡命する。1914 年に東京で中

華革命党を組織し、袁世凱打倒を継続する。袁世凱は 1915 年に自ら皇帝となり帝政

の復活を目指すが、これに支持が集まらず、1916 年失意のうちに死亡する。強力な

袁世凱が亡くなったことで、中国は再び軍閥割拠の時代に入る。孫文も 1917 年に広

州に広東軍政府を樹立する。しかし、意見の対立から陳炯明（ちんけいめい）に追われ、

再び日本に亡命する。有名な宋家の三姉妹の次女・宋慶齢とはこの頃に結婚している。

また、1915 年に日本による 21 か条の要求を中国に突き付け、1917 年にはロシア

革命も起こったことから、孫文は次第にソ連との連携を模索する。そして 1922 年に

は陳炯明を追い払い、再び広東軍政府に返り咲く。中国に戻った孫文は、1924 年に

国民党と共産党の連携である「第一次国共合作」を成立させる。その結果、広州に陸軍

の士官養成学校である「黄埔軍官学校」が設立される。蒋介石が校長、周恩来が政治部

主任を務め、後に国民党、共産党それぞれで活躍する人々が学んだ。孫文は全国を統一

するために北上宣言を行うが、1925 年「革命尚未成功（革命未だ成功せず）」という

言葉を残し病没する。 

どうだろうか？孫文の生涯は正に波乱万丈。簡単にまとめようと思っても、これだけ

の分量である。革命の成功を信じて戦い続けたその姿は「革命の父」とも言われ、現在

でも共産党と国民党の両党に慕われる偉大な人物である。また、読んでもらったら分か

る通り、広州とも非常に関わりの深い人物である。しかし、なぜ孫文は革命に失敗する

度に日本に亡命をするのだろうか？それは、日本に彼を強力にバックアップする存在が

あったからである。福岡を拠点に活動をした政治団体「玄洋社」である。 

 

「玄洋社」は、戦後に GHQ から極右団体として解散させられている。旧福岡藩士が

中心となって結成された政治団体だ。玄洋社の総帥であった頭山満は、「右翼の巨頭」

と呼ばれた人物である。在野の国士として表に出ることは少ないものの、政界や実業家

など各界に隠然たる影響力を持ち、アジア各地の民族運動や独立運動を支えた。欧米の

植民地支配に反対し、アジアの国々が力をつけ、団結して植民地支配から脱する、とい

うアジア主義を一貫して主張した。アジア救済のための義憤に燃え、最後まで日中戦争

の平和的解決のために尽力した。頭山満のスケールはとにかく大きく、いかなるレッテ

ルにも収まらない。孫文は、この人物に見込まれた。 

孫文を頭山満に紹介したのは、かねてから孫文を支援していた熊本出身の宮崎滔天で

ある。頭山満は犬養毅らと共に日本に亡命してきた孫文をかくまう。経済的な支援は玄

洋社初代社長で炭鉱経営者だった平岡浩太郎や、同じく社員で炭鉱経営者、後に安川電

機を創設する安川敬一郎などが行った。孫文の革命実現の重要なステップとなった「中

国革命同盟会」の結成も、頭山満や同じく玄洋社社員の内田良平などがお膳立てをして

いる。袁世凱との政争に敗れ日本へ亡命した際も、本来入国拒否のはずの孫文が入国で

きているのも頭山満や犬養毅の力によるところだ。また、何度も日本に亡命している孫



文であるが、一度だけ 1913 年に来日した時には、初代臨時大統領の肩書で国賓扱い

を受けている。上海から長崎に渡り、約 1 か月半をかけて東京までの距離を陸路で往

復した。孫文は途中、福岡で安川敬一郎など革命を支えた同志たちにお礼参り行き、玄

洋社にも訪問している。この時、玄洋社では、孫文を、座布団もテーブルもない、ただ

畳の上に茶碗を置いただけの応接をした。前国家元首となった孫文の来訪に対して、国

賓ではなく、ただ友人として、いつもと変わらぬ対応したのである。孫文はこれにひど

く喜んだということである。孫文と彼を支え続けた玄洋社の心と心の交流が垣間見える

エピソードである。 

このように、孫文の革命は、玄洋社を始めとした福岡の人間によって支えられていた。

明治維新に乗り遅れた元福岡藩士たちであったが、その世界を見据えた視野の広さと気

概あふれる行動は、少なくとも清王朝打倒には一役買ったのである。 

 

さて、上述した通り戦後 GHQ により解散させられた玄洋社だったが、その最後の社

長が「進藤一馬」である。玄洋社創立者の一人で社長も長く務めた「進藤喜平太」の息

子である。そして、後に福岡市長を 4 期務める人物であり、広州市との友好都市締結

を行った時の市長でもあった。彼は、幼いころに孫文が自分の頭を撫でてくれたことを

覚えているという。日中の国交が回復し、鄧小平の改革開放路線が打ち出された時、福

岡市が望んだ友好都市提携の相手は、孫文が革命の根拠地とした広州市だったのだ。 

 

 1979 年 5 月、そんな進藤一馬市長が出迎える中、友好都市提携の相手である広州

市から広州市革命委員会の楊尚昆主任が福岡にやってきた。当時の中国は、文革の影響

で、市政府ではなく革命委員会が行政を担っており、主任はその責任者だった。そして、

福岡に降り立った「楊尚昆」も、中国の共産党革命史に名前を残す大人物であった。 

 楊尚昆は、1926 年に中国共産党に入党し、5 年間ソ連でマルクス・レーニン主義

を学んでいる。ロシア語の通訳も務めていた。帰国後は、中央革命根拠地であった江西

省瑞金で紅軍の政治活動に従事している。上述した通り 1924 年に第一次国共合作を

成立させた孫文であったが、彼の死後実権を握った蒋介石は、1927 年に態度を一変

させ共産党員の粛清に乗り出す。共産党の反撃も虚しく、武装蜂起はことごとく失敗し、

楊尚昆がロシアから帰国した時には、瑞金という田舎の地域まで活動拠点が追いやられ

ていた。しかし、蒋介石は 1930 年代に入ると「囲剿」と称して共産党の根拠地を包

囲し殲滅させる作戦に出る。1934 年に共産党はついに瑞金を放棄し、国民党と交戦

しながら 1 万 2500 キロを徒歩で移動するという「長征」を始める。楊尚昆もこの長

征に参加している。途中、貴州省遵義で、毛沢東が主導権を握るターニングポイントと

なった「遵義会議」が開催されているが、楊尚昆はここで毛沢東を支持している。建国

後は、大躍進運動の失敗により毛沢東が失脚する中、鄧小平と共に仕事をし、密接な関

係を築く。しかし、それが災いし、文化大革命が始まると毛沢東に批判的な一派とみな



され失脚し、1966 年から 12 年間監禁されている。文革終結後の 1978 年 12 月に

名誉回復し、広州市革命委員会主任などの職に復職する。友好都市締結を行った 1979

年 5 月というのは、名誉回復からわずか半年後の出来事である。その後は、鄧小平の

実権掌握につれて要職を任されるようになり、1988 年から 1993 年までは国家主席

も務める。余談ではあるが、その頃の中国は、長征を経験した世代である「八大元老」

が強い権力を握っていた。鄧小平を筆頭に、陳雲、彭真、楊尚昆、鄧頴超、薄一波など

であり、後に習仲勲なども加わっている。こうした勢力は、1993 年に楊尚昆が国家

主席を辞任した際に江沢民へと権力移譲され、新世代が始まる。習仲勲の息子が今の習

近平国家主席であり、それに反旗を翻し逮捕された薄熙来は、薄一波の息子である。 

  

 随分と前置きが長くなった。1979 年 5 月 2 日、そんな背景を持つ進藤一馬市長と

楊尚昆主任が握手をし、福岡市と広州市は友好都市になった。二人は博多どんたくに参

加し、福岡市民の猛烈な歓迎を受ける。そこで楊尚昆主任は、パレードの中にパンダの

衣装で出迎えている人がいるのを見かける。当時、パンダは日中国交回復を記念して上

野動物園に来園していたが、多くの福岡市民はパンダを見たことがなかった。楊尚昆主

任は「是非福岡市民にパンダをお見せできるよう努力したい」と語った。 

 

 

 

その彼の言葉は、翌年の 1980 年には実現することになる。1980 年 3 月 23 日、

広州動物園から福岡市動物園に 2 頭のパンダがやってきた。２頭は４月１日～５月末

までの２か月間公開された。広州の大事なお客様をもてなすため、餌は毎日沖縄から空

輸で運ばれてきた。初めて見るパンダに福岡市民は熱狂した。この年の福岡市動物園の



入園者数 172 万は、今でも福岡市動物園の最高入園者数として記録されている。 

 

 

 

そこで、福岡市はパンダの借り受けのお礼として広州市にジェットコースターを設置

することとした。1981 年 3 月 1 日、福岡市からの友好のプレゼントであるジェット

コースターが、広州市内にある越秀公園に完成した。ジェットコースターが設置された

場所は「金印游楽場」と名付けられた。当時、香港にもジェットコースターは存在せず、

中国で初めてとなるジェットコースターであった。当時広州の新聞報道は、「曲がった

り、落ちたり、ゆれたり。速くなったり遅くなったりと、途中で色々な出来事があるけ

れど、最後はちゃんと元に戻って安定する。両市の今後の関係もこのようでありたい。」

と評価していた。 

 

 



当時、連日の行列を作っていたジェットコースターは、既にもうない。公園の中には、

「金印游楽場」文字が残されていた。下の画像は、ジェットコースターがあった場所の

現在の様子だ。 

 

  

 

かつてジェットコースターがあった場所には、その後に設置された進藤一馬市長の詩

碑が静かに佇んでいる。詩碑には「秋晴れや、山河みな親し、友好の都市」と刻まれて

いる。また、福岡市でパンダの姿に興奮していた子供たちも、既に 36 年の年月が加え

られている。福岡市にある金印公園には、楊尚昆主任が残した「帯水横陳、両市相望、

友誼永恒」という言葉が、詩碑として残されている。福岡市と広州市の交流は、今年で

38 周年を迎える。この 38 年の間に、多くの広州市民が福岡を訪れ、多くの福岡市民

が広州を訪れた。孫文と頭山満がつないだ友情は、これからも変わらぬ両市の市民同士

の友情へと育っている。 

 

  

 



 最後に、極めて私的なことを付け加えさせていただくことをお許しいただきたい。 

実は私は、広州に対し個人的に強い思い入れを持っている。1997 年、大学生だっ

た私は、大学を一年休学して中国へ留学することを思い立つ。当時は、中国語も知らず、

三国志すら読んだことがなかった。その時、留学先として選んだ都市が、この広州だっ

た。1997 年というのは香港が英国から中国に返還された年だ。南京条約から 155 年

を経て、中国が過去の清算をようやく終えた出来事であった。当時、中国は香港返還に

より南から変化していくという論調があった。私は、香港に近い広州で、是非そのダイ

ナミックに変化していくさまを見てみたいと思ったのだ。 

その後、留学を終え就職活動をする際に、福岡市が広州市の友好都市であることを知

る。福岡県内に住んでいた私は、何かがカチッとかみ合ったような感覚を受け、福岡市

役所に入庁。2003 年から 2005 年まで、今度は友好交流事業の一環として広州市に

派遣される。2003 年は広東省一帯で SARS が猛威をふるった年であり、2005 年は

激しい反日デモが起こった年だった。帰国後には広州市との友好都市交流を担当し、友

好都市締結 30 周年事業にも携わらせてもらった。現在は、福岡貿易会の職員として上

海に三度目の中国滞在をしているが、自分にとっての第二の故郷はやはり広州だ。 

足掛け 20 年に及ぶ広州との付き合いの中で、広州は確かに大きく変化した。巨大な

空港が建設され、地下鉄が縦横無尽に張り巡らされた。広州交易会の会場も地下鉄一区

間ほども大きさがある巨大な施設に変わった。一面の農地と更地だった場所は、今や天

を衝くほどの巨大なビル群となった。かつては電話局に並んで電話をしていたのに、今

や子供までスマホを持っている。出稼ぎ労働者がテントを張っていた広州駅前も随分と

きれいになった。広州市民もゆとりが出て自信がみなぎっているように見える。経済が

成長するとはどうことなのか、私は広州の変化を通して学ぶことができた。 

昨年、広州の学生に福岡市と広州市の交流の歴史を語る機会をいただいた。学生のほ

とんどは私が最初に広州に渡った頃に生まれた年代だ。20 年を経て少しは流暢に喋れ

るようになった私の中国語に、学生たちは真剣に耳を傾けてくれている。多くの福岡の

先人たちがつないできた日中交流に、本当にささやかながら貢献できたような気がした。 

 

  



おわりに 

 

 結びにあたり、まず、ここまで読み進めていただいたことに感謝申し上げたい。今回

のレポートは、自分自身の Facebook に投稿した内容をベースにまとめたものである。

中国での赴任滞在中に、日本の皆さんにお伝えしたいと思ったことは数多くある。機会

を見てFacebookなどに投稿してみたものの、SNSの投稿だとあまり長文は適さない。

したがって、一度、腹いっぱい文字数の制限なく自らの思うとおりに書いてみたいと思

っていた。書いてみたら、90 ページ近い分量になってしまった。途中、福岡とさほど

関係のない中国の話も多く出てきてしまったが、背景としてお伝えしておきたいと遠慮

なく書き込んでしまった。素人の横好きな話にここまでお付き合いいただいたことに、

本当に感謝の気持ちしかない。 

  

 しかし、このレポートで私が伝えたいことはただ一点である。それは、「福岡は日本

でも類がない歴史の深い都市であり、それは大陸とのつながりによって築かれたものだ」

という事実だ。ここまで読み進めてくれた方なら、その事も理解してもらえるのではな

いだろうか。福岡のかつての姿は、正に「国境」。日本と大陸が接する国境が福岡にあ

った、と言い換えてもいいだろう。日本に入ってくるものは、福岡を経由して入ってき

た。日本から出ていくものも福岡を経由して出ていった。 

 私が、その聞きなれた事実を改めて再認識するに至ったのは、中国の博物館である。

私は、中国国内を旅行した際、時間の許す限り博物館を訪ねてみることにしている。中

国の博物館では、結構な頻度で「福岡」の文字を見つけることができた。中国の博物館

では、福岡が「博多」として日本の玄関口であったことを覚えてくれているのだ。もち

ろん、そのように紹介されている日本の都市は福岡以外にない。福岡は、「日中間の交

易の歴史」という角度から眺めなおした時、眩いほどの存在感を発揮する都市なのだ。

しかし、そのようなことは、福岡人が言い出さない限り、誰も話題にはしないだろう。

そうであれば、福岡人の一人として、また福岡貿易会上海代表処の所長として、中国に

滞在している間に、微力ながら声を発してみたいと思った。 

 

 「現在」というのは、過去の積み重ねである。目の前に寺院があれば、いつか誰かが

その寺院を建てた瞬間がある。目の前に何か物があれば、いつか誰かがそれを作り出し

た瞬間がある。目に見えないものも同じだ。今、行われている政治制度があるなら、い

つか誰かがその政治制度を始めた瞬間がある。当たり前のように続く交流があるなら、

誰かが交流を始めた瞬間がある。今話している言葉があるなら、いつか誰かがその言葉

を使いだした瞬間がある。まるで永遠に鎮座しているように見える山も、活火山として

荒れ狂い変化した瞬間があったのと同じである。今、当たり前と思っている事も、変化



が起こる前までは当たり前ではなかった。全ての変化には、変化に至る背景と原因が一

つ一つ存在している。それは、福岡という都市も、日本という国も、中国という国も全

て同じだ。その変化の起こった道筋を少しずつ辿っていくことに歴史の面白さがある。

そしてその中から、先人たちの、歴史書に現れない想いや苦悩が浮かび上がってくるの

だ。福岡の歴史を紐解いていくとき、中国大陸と日本との狭間で時に時代の流れに翻弄

されながらも、その波を乗りこなしビジネスに転嫁してきた賢さとしたたかさを感じず

にはいられない。 

 

 また、このレポートでは苦悩した点が一つある。「福岡の歴史」とするか、「博多の歴

史」とするか、という問題である。「福岡」という地名は、江戸時代になり黒田長政が

福岡へ移封された際、故郷の地名にちなんで名付けた地名である。以来、ずっとこの地

には「福岡」と「博多」という地名が並立して存在してきた。しかし、明治時代に入り

1889 年に福岡と博多が合併することになった時、市議会において、わずか 1 票差で

市名を「福岡市」とすることが決まった。以来、「博多」は「福岡」の一部となった。 

 しかし、冒頭にも触れたように、福岡に「福岡」という地名が持ち込まれた時代とい

うのは、皮肉にも鎖国令により「博多」が国際貿易機能を失った時でもある。以後の

400 年というのは、中国大陸との国際貿易拠点というアイデンティティを奪われた「博

多」に代わり、この地が「福岡」として再生を遂げる物語でもある。つまり、稲作が持

ち込まれた時代（弥生時代）から博多豪商三傑（安土桃山時代）でピークを迎える「博

多」の成長物語を第一幕とするなら、国際貿易を禁じられた江戸時代から現代に至る「福

岡」の再生物語が第二幕である。これは面白いほどぴったりと符合している。そして、

今回テーマにしている内容は、そのまま第一幕のお話である。これを「福岡の歴史」と

呼ぶには、心理的な抵抗を感じずにはいられない。 

 しかし、私は今回これを敢えて「福岡の歴史」と呼びたいと思っている。なぜなら、

私はこのレポートを単なる博多にまつわる歴史紹介としてまとめたくはないからであ

る。江戸時代に始まる「福岡」としての歴史は、鎖国政策と清王朝後期から中華帝国が

凋落していた事実が背景にある。もちろん現在の日本では鎖国など行われていない。そ

の上、中国は世界第二位の経済大国へと復活を遂げた。少なくとも「博多」が中国との

貿易機能を低下させるに至った二大要因は、中国が日本の GDP を抜いた時から徐々に

解消されていると言っていい。もちろん、その中国の経済崩壊の可能性については、長

年懸念されている所である。だが一方で、中国が今後も更に成長を遂げ巨大国家として

存在感を保ち続ける未来というのも想定の一つに加えておくべきである。長い歴史にお

いては、むしろそうした時代の方が長かった。そして、その両方の可能性を踏まえたう

えで、はじめて効果的な戦略が立てられるはずである。 

そして、仮に中国が今後も成長を続け、再び世界の中心になるとしたらこれから必要

になってくるのは、「福岡」の記憶ではなく、「博多」の記憶ではないかと考えている。



もちろん現代は、飛行機もあれば、インターネットもある。古代や中世の博多の頃とビ

ジネスを取り巻く環境はまるで異なる。しかし、かつての博多商人は、日本中でいち早

く中国大陸の情報を取っていた。他に先んじて良きものを受け入れ、それを日本に流通

させていく、もしくは、日本の良品を中国に販売する、それで富をなしていたはずであ

る。こうした精神は、現代のビジネスに通じるところも大いにあるだろう。そうである

なら、これからの福岡には、『福岡＋博多』の力が求められると思う。中国大陸に変化

が起こったことにより、400 年ぶりに福岡は余波を受けつつある。その変化について

は、「上海レポート その２」以降で取り上げたいと思っているが、クルーズ船の急増

はその一端であろう。そして、それに対する答えは、かつての博多商人が知っているは

ずである。私は、過去の博多の話を、未来の福岡の話へとつないでいきたい。それで、

このレポートは「福岡の歴史」とした。こうした中国と福岡の深くて長いお話が、今と

これからを生きる福岡のビジネスマン達にとって、ほんの刺激の一つになってもらえる

なら、これ以上の喜びはないのである。 
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