唐代室韋墓葬と森林ステップ－“角弓”の分析を中心に－
内田

宏美

はじめに
筆者はこれまで、狩猟具や武器として使用された「弓矢」が多様な情報を持つことに着目し、
その開発や発展の実態と古代東アジア社会との関わりを明らかにするべく、研究を進めてきた。
これまでに収集した考古資料や文献史料から弓の様相を概観した結果、東アジアの古代の弓・
弩弓は木や竹といった一つの素材のみで製作された「単体弓」と、複数の材料を組み合わせた
「複合弓」の 2 つに大きく分けることができる（1）。複合弓の材料には木や竹のほか、動物の
角や筋、樹皮などが用いられるが、その構造は複雑であり、製作には高い技術力が求められる。
北東アジアおよびその周辺地域を活動拠点としていた、いわゆる匈奴や鮮卑、モンゴルとい
った古代遊牧民は「複合弓」を使用したことが知られているが、現代のモンゴルの弓射競技で
用いられる弓の構造もこれと類似しており、伝統的な製作技術が今日まで維持されていること
が窺える（2）。
近年、内モンゴル自治区の呼倫貝爾（ホロンバイル）地区では、7 世紀から 10 世紀に相当す
る「室韋墓葬」とされる遺跡が発掘されており、副葬品として弓矢が出土している。本稿では
まず、呼倫貝爾地区に分布する二つの墓地遺跡から出土した弓矢を取り上げ、その構造や特徴
について整理する。次に、『旧唐書』や『新唐書』といった文献史料に記された室韋の「角弓」
や狩猟に関する記述との比較検討を行い、弓矢の実態を明確にする。弓矢と伴って出土した遺
物の様相についても概観し、当時の生業形態や遺跡を取り巻いていた環境についても考察する。

１．文献史料に記された「室韋」
唐代において、現在の中国東北部の北からシベリア南部を活動拠点としていた民族は、「室
韋」と呼ばれていた（3）。「室韋」または「失韋」という文字が文献に初めて記されるのは、6
世紀中葉である。『魏書』には失韋伝が、『北史』、『隋書』、『旧唐書』、『新唐書』には
それぞれ室韋伝があり、当時の室韋の地理的位置や地名、周辺の自然環境、言語、風俗・習慣
などが記されている（ 4） 。『隋書』には「契丹之類也」とあり、ほかの史料にも室韋が契丹族
の別種、別類であるという同様の記載が見られる（ 5）。室韋と関連のある「契丹」は東胡・鮮
卑の後裔と言われており、契丹と関連のある室韋も東胡系であったとされる（6）。
史料の記述から、唐代の室韋の具体的な領域として、東は現在の嫩江の上流、西は石勒喀（シ
ルカ）河、北は外興安嶺、南は洮兒河に囲まれた地域が想定されている（図 1）。当時、室韋
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図1

内モンゴル自治区北部と室韋墓葬の位置

は室韋都護符の管轄下にあり、『新唐書』には「分部凡二十余」、つまり 20 余部に分かれてい
たことが記されている。なお、室韋部族のうちの一つ「蒙兀室韋」はのちのモンゴル部族にな
ったとされ、室韋部族とモンゴル部族との関連性については今日の室韋研究の課題の一つとな
っている（7）。

２．内モンゴル自治区の「室韋墓葬」と出土した弓矢の概要
室韋の活動領域とされる大興安嶺西麓に位置する呼倫貝爾（ホロンバイル）市では近年、唐
代の室韋墓葬として西烏珠爾（シーウジュル）墓地と謝爾塔拉（シャルダラー）墓地が発見さ
れ、発掘調査が行われている。本章ではこの二つの墓地遺跡を取り上げ、弓矢を中心に出土遺
物の特徴などについて概観し、文献史料と比較するための材料としたい。

１）西烏珠爾墓地
西烏珠爾墓地は内モンゴル自治区呼倫貝爾市の陳巴爾虎旗巴彦庫仁鎮の北西約 80km のとこ
ろに所在する。遺跡は、額爾古納（アルグン）河の支流である海拉爾（ハイラル）河によって
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形成された台地上に立地している。図 1 に遺跡の位置を示す。1986 年と 1995 年に調査が行わ
れ、計 6 基の墓が発掘された。以前は、遼代早期の契丹族の墓葬と認識されてきたが、その後
年代測定などの分析が行われ、1993 年 7 月内蒙古東部地区文物工作会議において 7～8 世紀の
室韋の遺跡であると断定された（8）。発掘された 6 基のうち、86MCXM2 号墓・86MCXM3 号墓・
95MCXM2 号墓の 3 基は保存状態が比較的良好であった。弓矢が副葬品として埋葬されていた
のは 86MCXM2 号墓と 95MCXM2 号墓である。以下に 2 つの墓の概要と出土遺物について記す。
95MCXM2 号墓：
墓は長方形を呈する竪穴土坑墓で、シラカバ製の木棺に老年男性が 1 名埋葬されていた。図
2 に、墓の平面図と遺物の出土状況を示す。弓矢のほか土器や装飾品、皮革製品が副葬品とし
て出土した。木製の弓１点は、一枚の牛皮を縫い合わせて製作した弓袋に収納された状態で発
見された。保存状態が悪く、弓の構造を把握することはできない。弓袋の下にはシラカバ樹皮
製の矢袋が置かれており、袋の中から鉄鏃の付随した矢が 12 点出土している。矢柄はシラカバ
製で、鉄鏃には骨製の鳴鏑が付随していた痕跡が確認できる。
86MCXM2 号墓：
一本の木を刳り貫いて製作した舟形木棺に、老年男性 1 名が埋葬されており、弓矢のほか木
製の鞍と装飾品が出土した（図 3）。95M2 号墓同様に、シラカバ樹皮の両端を縫い合わせて製
作した弓袋内に木製の弓１点が被葬者の右側に納められていた。弓の表面にはシラカバ樹皮が
巻き付けられ、両端には木製の弓身とは別に製作した骨製の弓弭（9）が付随していることから、
複数の素材を用いて製作した複合弓であることがわかる（10）（11）。

２）謝爾塔拉墓地
謝爾塔拉墓地は、内モンゴル自治区呼倫貝爾市の海拉爾区謝爾塔拉鎮の中心から東に約 5km
のところに所在する（図 1）。西烏珠爾墓地同様、海拉爾河の北に形成された台地上に立地し
ている。中国社会科学院考古研究所・呼倫貝爾民族博物館・海拉爾区文物管理所によって 1997
年と 1998 年に調査が行われ、10 基の墓が発掘された。木棺などの年代測定により、9～10 世紀
の室韋墓葬と想定されている。ここでは、弓矢が出土した 4 基の墓について取り上げる。
98MHXM6 号墓：
墓は長方形を呈する竪穴土坑墓で、木棺には底と蓋が伴う。木棺に埋葬されていたのは成人
男性（推定 45～50 歳）1 名で、土器、鉄製品、木製品、動物骨といった複数の副葬品が出土し
た。図 4 に墓の平面図と遺物の出土状況を示す。
木製の弓 1 点は残存長が 144cm で、表面にはシラカバ樹皮が巻きつけられている。図 5 は出
土した弓の実測図とその内部構造を示した復元図である。後述する M4、M5、M7 号墓から出
土した弓が弧状で作り方が粗雑であるのに対し、M6 号墓の弓は弓字形を呈し、丁寧に製作さ
れている。よって実用品あるいはそれに近いものと考えられている。木質の弓身は三部分に分
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図2

西烏珠爾墓地 95MCXM2 号墓
1，2．土器

図3

平面図（『内蒙古文物考古』1997 年第 2 期）

3．鉄鏃

西烏珠爾墓地 86MCXM2 号墓
1，2．木製弓

4．牛皮製弓袋

5．鉄製鐙

平面図（『内蒙古文物考古文集』1994 年）
2．弓弭

3．木製鞍

かれており、中間部分が最も長い。弓身の中央、弓を握る弣（ゆづか）部分には厚みをもたせ
るため、動物の毛を貼り付けている。弓身の上下となる木は、中間の木と接合する側を Y 字状、
二股に加工し、中間部分の弓身を挟み込むようにして横から木釘で固定している。また、弓身
の両先端から数㎝の部分には U 字状の抉りを作り、弦をかける弓弭としている。
弓に伴ってシラカバ樹皮製の矢筒が 1 点出土しており、楕円形に整形した木板が底部に取り
付けられている。矢筒に付随していた装飾板も数点出土している（図 4-10，12～16，18）。矢
筒内の矢 18 点は、鉄鏃の先端が上を向くような状態で納められており、木製の矢柄と矢筈部分
も残存していた。
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図4
1．土器

謝爾塔拉墓地 98MHXM6 号墓

2．木杯

3，5．木盤

4．木箸

平面図（『海拉爾謝爾塔拉墓地』2006 年）
6．鉄盤

10，16．シラカバ樹皮製矢筒

11．木製鞍

21．石

24．羊肩胛骨

図5

22．鉄片

23．鉄刀

7，19．板状木器

12～15，18 矢筒付随木板

謝爾塔拉墓地 98MHXM6 号墓出土

図6

8．鉄矛
17．鉄鏃

9．木弓
20．木器片

謝爾塔拉墓地 98MHXM7 号墓出土

複合弓（左）と復元図（右）

弓（左）とシラカバ樹皮製矢袋（右）

（『海拉爾謝爾塔拉墓地』2006 年）

（『海拉爾謝爾塔拉墓地』2006 年）
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98MHXM4 号墓：
墓は竪穴土坑墓で、底はないが蓋を伴う木棺に成人男性が埋葬されていた。副葬品は土器、
鉄製武器、木製品、皮革製品である。木製の弓 1 点は一部のみが残存している。弓の表面には
シラカバの樹皮が巻き付けられている。矢袋 1 点は長方形に切り出したシラカバ樹皮を縫い合
わせて製作している。矢は鉄鏃の先端が矢袋の外に出るような状態で納められていた。
98MHXM5 号墓：
竪穴土坑墓で木棺には底がなく、蓋のみが伴う。成人男性（推定 20～22 歳）と女性（推定
18～22 歳）が１名ずつ埋葬された合葬墓で、鉄製の武器、シラカバ樹皮製品、皮革製品が出土
した。弓矢は男性の右側に置かれていた。シラカバ樹皮の巻かれた木製の弓は両端が失われて
おり、残存長は 80 ㎝、幅 2.8～4.4 ㎝である。シラカバ樹皮製の矢袋には M4 号墓と同じ状態で
鉄鏃が納められていた。
98MHXM7 号墓：
竪穴土坑墓で蓋のみを伴う木棺に成人男性（推定 25～35 歳）が埋葬されていた。弓矢のほ
か鉄製品、シラカバ樹皮製の容器、木製の鞍が出土している。弓は木製でシラカバ樹皮が巻き
付けられており、弧状を呈する。図 6 に M7 号墓より出土した弓と矢袋の実測図を示す。弓の
残存長は 114cm、幅は 2.4～4.4 ㎝である。矢袋の素材、矢の収納状況は他の 3 基の墓と同じで
ある（12）。

西烏珠爾墓地及び謝爾塔拉墓地の出土資料からは、当時の弓が木製の弓身にシラカバ樹皮や
骨角製の弓弭など複数の素材を組み合わせた「複合弓」であったことが示された。弓矢以外の
副葬品は墓によってその種類が異なり、身分差、階級差が想定されるのに対し、弓矢は「複合
弓＋鉄鏃の付随した矢＋矢袋・弓袋」という組み合わせで、男性墓にかなり高い比率で埋葬さ
れている。また、弓矢はいずれも被葬者の右側に置かれていることから、埋葬方法には一定の
規則性が認められる。これらの要素は、当時弓矢を重要視していたことを反映していると言え、
弓矢が狩猟や戦闘時の主要な道具として、日常生活に深く関わっていたことが窺える。

３．室韋の“角弓”－文献史料との比較－
『旧唐書』および『新唐書』の室韋伝には弓矢に関する記述が見られる。よって、ここでは
文献史料の記載を紹介するとともに、考古資料との比較を試みる。
『旧唐書』には「兵器有角弓楛矢、尤善射、時聚弋猟、事畢而散」、『新唐書』にも「器有
角弓、楛矢、人尤善射」とあり、室韋が当時「角弓」と「楛矢（こし）」と呼ばれる「やまえ
のき」を矢柄に使った矢を用いて狩猟を行っていたことが記されている。また『唐六典』には
「弓之制用四……一曰長弓、二曰角弓、三曰稍弓、四曰格弓」、その釈名には「角弓以筋角、
騎兵用之」（13）とある。これらの記述からは、角弓とは（動物の）筋や角を用いた弓であり、
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また騎兵用として利用されていたことが読み取れる。
筆者は過去に北東アジアの弓矢に関する研究を行っているが、出土資料を概観した結果、北
東アジア地域の遊牧民が使用した複合弓の特徴として、弓身とは別に製作した弓弭が付随して
いることを指摘した（14）。弓弭の多くは骨角製であり、上部に弦をかけるための U 字状の深い
抉りを持つのが特徴である。図 7 に内モンゴル自治区で実際に出土した弓弭の実測図を示す。
弓弭は 2 枚一組または 4 枚一組とし、左右対称で出土することが多い。図 8 は弓弭を弓の先端
へ装着する方法を示した模式図である。
先に取り上げた西烏珠爾墓地の弓には角製の弓弭が付随しており、且つシラカバ樹皮が巻か
れていることから、史料上の「角弓」とは、弓弭を取り付けた複合弓のことを示していると言
えよう。
骨角製の弓弭は、匈奴や鮮卑、モンゴルなどの遊牧民と関連する各遺跡から出土しており、
その使用は春秋時代晩期にまで遡る。今回唐代の室韋墓葬とされる 7～10 世紀の遺跡からも同
様の複合弓が確認されたことにより、「角弓」の連続的な使用が明らかとなった。なお、現代
のモンゴルで使用されている複合弓にも、同様の形状を呈する骨角製の弓弭が用いられている
（ 15）

。つまり、遊牧民の複合弓は春秋晩期にすでに完成された形となり、現代にまでその製作

技術が引き継がれていると言え、今回の分析によって改めて複合弓の完成度の高さが示される
結果となった。

図7

内モンゴル自治区完工墓地出土

図8

骨角製弓弭（『考古』1965 年第 6 期）
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複合弓の先端部に取り付けられた弓弭

４．室韋と森林草原地帯との関連について
室韋が活動拠点としていた大興安嶺の山麓は、「山岳森林ステップ（＝丘陵森林草原）」と
呼ばれる植生帯に属しており、千年以上前においてもその環境は現在とあまり変わっていない
とされる。山岳森林ステップ地帯は、他の地域と比べて降水量が多く、草や森林が発達してい
るという特徴があり、遊牧だけでなく、狩猟や資源採集といった生業活動にも適した環境を擁
することが指摘されている（16）。
大興安嶺のほか、内モンゴル自治区中南部の陰山山脈、モンゴル北部のハンガイ山脈の山麓
でも同様の森林ステップ地帯が形成され、これら 3 地域には遊牧民と関わりの深い遺跡が多く
分布している。文献史料にも匈奴や鮮卑、女真などが活動拠点としていたことが記されており、
山岳森林ステップには優れた経済的価値があったことがわかる。
西烏珠爾墓地と謝爾塔拉墓地から出土した弓矢が、狩猟活動と深く関わっていたことは先に
も述べたが、弓矢以外の考古資料からも当時の生業活動を想定することができる。例えば、2
つの墓地遺跡からはシラカバ樹皮製の容器や弓袋・矢筒が多く出土しているが、これは遺跡の
近くに、道具の製作に必要な木材や樹皮を容易に採取できる森林があったことを示すと言えよ
う。また、鉄製の馬具や牛革製の弓袋からはウマやウシを家畜とした遊牧活動とともに、騎射
も行っていたことが窺える。
『新唐書』室韋伝には「毎溽夏、西保貸勃、次対二山。山多草木鳥獣、然苦飛蚊、則巣居以
避」とあり、室韋が活動していた地域は草木が豊かで、狩猟の対象となる鳥獣が多く生息して
いたことが記されている。
つまり 7～10 世紀において、中国東北部からシベリア南部一帯は、草や森林が混交する山岳
森林ステップに属する地域であり、そのなかで遊牧だけでなく狩猟や資源採集も行っていた要
素は、考古資料・文献史料の両方から見出すことができた。

５．まとめと今後の課題
これまで、室韋をはじめ北方遊牧民の社会やその動向に関しては、文献史料の記述に頼る部
分が多かった。しかし、近年の考古資料の増加によって当時の遊牧民の実態がより明らかにな
りつつある。筆者は長年弓矢に関する研究に取り組んでいることから、本稿でも唐代の室韋墓
葬とされる 2 つの遺跡の出土資料を取り上げ、当時の弓矢の復原を試みた。また、『新唐書』
や『旧唐書』の記述との比較を行い、考古資料と文献史料に相違が見られるかどうか検討した。
狩猟・遊牧を主な経済活動とした北東アジアの遊牧民にとって、弓矢は主要な道具の一つで
ある。ゆえに彼ら遊牧民の弓は、春秋晩期というかなり早い時期に「複合弓」としてほぼ完成
された形となる。西烏珠爾墓地と謝爾塔拉墓地から出土した複合弓が、今回の分析によって『旧
唐書』および『新唐書』の室韋伝に記された「角弓」の記述とも一致していることがわかった。
また、弓矢とともに出土したその他の考古資料からも、狩猟や遊牧、採集といった生業活動
- 67 -

が日常的に行われていたことを示す要素が認められ、7 世紀から 10 世紀に内モンゴル自治区北
部及びその周辺を活動領域とした室韋と森林ステップとの密接な結びつきが示された。
なお、室韋のなかの「蒙兀室韋」はモンゴル部族の祖先とされるが、室韋の弓がモンゴル族
のものとほぼ同じであることは、モンゴル族の出自を考える上でも興味深い資料と言える。今
後は他の出土遺物や、ロシア南部及びモンゴル東部に分布する同時期の遺跡に関してもさらに
詳細な分析を行い、室韋とモンゴル族、それを取り巻く周辺の諸部族との関連について考察す
る必要がある。筆者の今後の課題としたい。

付記
本稿は 2009 年 10 月に中国重慶市西南大学で開催された「中国唐史学会第十届年会第二次会
議曁唐史国際学術検討会」にて発表した論文「唐代室韋墓葬和森林草原地帯－以角弓的分析為
中心」（中文）の一部を改編し著したものである。最後になりましたが、本稿をまとめるにあ
たり資料収集に協力してくださった吉林大学辺疆考古研究中心、調査研究費用を助成していた
だいた財団法人みずほ国際交流奨学財団と財団法人髙梨学術奨励基金に心より感謝申し上げま
す。
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