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東洋学・アジア研究連絡協議会 2022 年度シンポジウム「東洋学・アジア研究の新潮流」 

 

2022 年 12 月 3 日：オンライン開催 

 

唐代における「羈縻」概念と「羈縻州」再考 

―『新唐書』の再検討を手掛かりに― 

大阪大学大学院人文学研究科 招へい研究員 

西田祐子 

 

※記号について 

羈縻という用語を用いる際，次のように区別する。 

「羈縻」（鍵括弧）：史料の引用ないしその史料の成立当時に用いられた語義を指す際に用いる。 

“羈縻”（二重引用符）：研究上で研究者が用いている内容を指す際に用いる。 

 

 

はじめに 

 

◆唐（618-907）…唐帝国 開放性・国際性 

〈冊封体制〉〈朝貢〉〈羈縻政策〉 体系的・理論的な理解を指向 

文献史料： 漢語  非漢語（少） 

 

問題の所在１：「羈縻」をめぐる課題 

◆〈羈縻政策〉   ※ 高等学校の世界史教科書や資料集にも 

「中国の周辺諸族に対する統治策。羈縻とは「馬のおもがいと牛の鼻づな」の意。帰順してきた

異民族を繋ぎ留めておくため，その首長らに中国の官爵等を与えてこれを間接統治することから

いう。既にこの語は，『史記』巻 117・司馬相如伝などに見えているが，とりわけ唐朝は，東北・

北・中央アジア方面への支配領域の拡大とともに，この政策を巧みに用いて，その帝国的支配を

強固なものにした。」（『中国文化史大事典』［荒川 2013］） 

 

◆『新唐書』地理志“羈縻州”条 （巻 43 下，地理志七下）【史料】の記述をもとにした説明 

松田壽男「羈縻州」（『アジア歴史事典』［松田 1959］） 

 堀敏一の提言（1960 年代～）［堀 1963a; 1963b; 1964］ 

 歴史学研究会編『世界史史料 3 東アジア・内陸アジア・東南アジアⅠ』［金子 2009］ ほか 

 

問題の所在２：史料をめぐる課題 

◆唐代史研究の基本的な漢語（漢文）史料： その多くが編纂典籍史料 

  『旧唐書』（後晋開運二（945）年成立） 『新唐書』（北宋嘉祐五（1060）年成立） 

『隋書』『資治通鑑』『唐六典』『通典』『唐会要』『冊府元亀』等 

『新唐書』： 伝統的・習慣的に利用されてきた ⇔ テキストの体系的分析はなされず 

関鍵：〈何を〉〈どのような思考により〉〈どのような具体的方法で〉編集したのか？ 
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※ 北宋期編纂者の思考を現代の唐代史研究の議論から取り除く必要がある 

 

☆『新唐書』により交錯する複数の「羈縻」概念 

（Ａ）唐代までおよび唐代における「羈縻」の概念 

（Ｂ）唐代「羈縻州」の実態（唐人による「羈縻」概念の運用の結果） 

（Ｃ）北宋期『新唐書』における認識（“羈縻州”条に反映されている） 

（Ｄ）現代の研究者における“羈縻”という概念または“羈縻州”の認識  

（Ｅ）現代の研究者が分析して導出した“羈縻州”の実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ これらを峻別し，（Ｃ）部分を排除するように考えることが必要：従来見られなかった視点 

 

 

第１節  唐代史研究史料『新唐書』の再検討――回鶻伝を手掛かりに―― 

 

◆編纂物という性質に留意しながら一句一字のレベルで分析 

 

◆分析対象： 『新唐書』巻 217 上，回鶻
ウイグル

伝上（前半部分）  ☆ テュルク人に着目 

分析方法： 対象テキストの先行記事を網羅的に収集 → 先行記事の有無，所在を明確に 

       一覧表を作成（※画面共有で提示） 

 

◆小結： 

『新唐書』回鶻伝上（前半部分）ほとんどすべての記述に先行記事が存在，現存 

→ 当該部分は歴史学的推論の根拠として利用できない 

宋代編者による恣意的な操作，唐代には存在しない後世の認識 ：〈鉄勒＝ウイグル〉観 

（A） 

唐代 

「羈縻」 

（B） 
唐代 

「羈縻州」 

（D） 
現代の研究者が 

認識する“羈縻” 

（E） 
現代の研究者の 

導出した“羈縻州” 

（C） 
北宋期の認識 

“羈縻州”条 

【図１】唐代「羈縻」概念をめぐる諸認識 概念図 
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宋代編者による具体的な編纂方針の一端が判明 

・先行する正史をベースにし，叙述の大筋をこれに依拠 

・正史以外の書（『唐会要』『通典』『冊府元亀』等）に，正史に見られない記述がある場

合，追加で採用することがある 

・内容にかかわらず，できる限り多くの情報を収録するよう努めている 

・集めた記事群に辻褄が合わない部分がある場合，伝全体に整合性を持たせて通読に堪え

る叙述にすることを重視 

・その際，字句の追加や順番の並び替えで調整をおこなう 

 

 

第２節  『新唐書』地理志の編纂と“羈縻州”条 

 

◆地理志全体の構成を『旧唐書』対応箇所と比較 → 宋代編者による加工部分を整理 【表１】 

→ ［推測］ 宋代の〈書き下ろし〉ではないか 

 

◆A 部分： 

・『旧唐書』地理志中にみえる「羈縻州郡，不在此数」を，引用する際に不自然に削除：『新唐

書』において“羈縻州”に関する情報を整理する過程での辻褄合わせの可能性大 

 ・末尾の一節は『旧唐書』と一切対応せず 

 ・北宋 欧陽脩の撰述上の特徴「嗚呼」「可不戒哉」（『新五代史』） 

 → 〈書き下ろし〉か 

 

◆C 部分： 

 ・賈耽の道里記（賈耽『皇華四達記』）の佚文［榎 1936］ 

 ・導入部「唐置羈縻諸州（唐は羈縻諸州を置いた）……」～「州縣有名而前所不録者、或夷狄

所自名云（州県で名称があり前の部分で採録していないものは、夷狄自らが名称をつけてい

るものもあるという）」 

 ・北宋 欧陽脩の撰述上の特徴「云」（『新五代史』） 

 → 〈書き下ろし〉か 

 

◆B 部分＝“羈縻州”条 

 ・末尾に「云」 → 欧陽脩か 

・“羈縻州”の数を「八百五十六」 数え上げか → 作為的 【表２】 

・『新唐書』中の「羈縻」用例（全 32）を精査【表３】 

- 先行記事が現存の文献に見いだせる箇所：16（『旧唐書』『元和郡県図志』『文苑英華』『唐

会要』等） 

- 西方・西南方の地域に言及するもの：13（『南詔録』等の佚書の引用が想定される） 
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- 先行記事が不明：3（塗りつぶし部分） ⇒ すべて説明的な叙述。すべて地理志七下（“羈

縻州”条を含む） 

 

◆小結： 

“羈縻州”条は宋代の〈書き下ろし〉である可能性が高い（欧陽脩によるか） 

（いわば北宋期における唐代史研究の成果） 

⇒ 唐代史研究の際，“羈縻州”条には依拠できない 

 

 

第３節  唐代の「羈縻」と「臣属」 

 

◆“羈縻州”条のテキストが唐代成立の文献に依拠して作成されたことは証明できない 

→〈唐代の“羈縻州”／“羈縻”政策とは何か〉定義・判断基準が失われる 

  → 唐代における「羈縻」とはどのような意味をもつ漢語であったのか 

 

◆「羈縻」の語によって「羈縻州」が設置されていると確実に確認できる対象を抽出・把握 

 

⇒『旧唐書』『元和郡県図志』『通典』： テュルク人の“羈縻州”の存在を「羈縻」の語により

窺わせる記載は一切存在しない。特に『元和郡県図志』『通典』では，「羈縻」の州は西南

地方のみ 

☆ 先行研究で認識されてきた“羈縻州”群と比較すると，大きく異なる 

  （先行研究：北方，東北地域，西域地域，西南地域など  Cf. 上掲［荒川 2013］） 

 

◆テュルク人： （従来の認識）“羈縻”支配を受けていた 

→ 「羈縻」という語の使用の有無により区別し実態を分析 

思結の事例：「羈縻」の語あり 磧北（領外）と朔州（領内）を行き来することを咎めない 

契苾の事例：「羈縻」の語なし 唐へ従属すると，主を薛延陀へ替えることができない 

「羈縻」――管理・制限を加えない 

「羈縻」ではない――管理・制限があり，それに従わない行動は叛意 

 

◆実際に「羈縻」の語が用いられている諸州 

剣南道 維州（『旧唐書』巻 41，地理志四） 「叛」が発生すると「州縣」を廃止，「降」

すると「羈縻州」に，のちに「正州」に，また「叛」が発生し「降」すると「羈縻州」に 

    → 統治状況が安定しているときは「羈縻州」ではない 

剣南道 松州（『旧唐書』巻 41，地理志四） 「或臣或否」 

江南西道 業州（『旧唐書』巻 40，地理志三） 「荒廃」したために「羈縻州」へ格下げ 

安南（『旧唐書』巻 176，馬植伝）「羈縻州」は「招諭」されていない，賦税を納めていない 
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◆小結： 

先行研究で“羈縻州”が置かれたと認識されてきたテュルク人の事例は，「羈縻」に不相当 

「羈縻州」： 西南地域に限定的  Cf.［新津 2020］ 

        不安定で管理されていない 

 

 

第４節 漢語「羈縻」概念の再検討 

◆研究者が思い描く“羈縻”“羈縻州”と，実際の「羈縻」「羈縻州」とが乖離 

→ 唐帝国にとって「羈縻」はどのような行為か 

 

◆『史記』巻 117，司馬相如伝／『漢書』巻 78，蕭望之伝／『漢書』巻 94 下，匈奴伝の「羈縻」 

認識（相手をどう捉えるか） 

・文化や習俗を異にする存在である。 

・正朔を共にすることができない（共にしない）。 

・「敵国」である。／臣下とは看做さない。 

態度（相手への対応） 

・来れば威嚇して防御し，去れば備えを整えて自らを守る。→ 適切な距離を保つ。 

・相手からの「貢献」があれば「礼譲」をもって応接する。 

 

◆『魏書』巻 58，楊椿伝： 蠕蠕の黄河以南への徙民計画に反対 

  夷狄は「羈縻」すべきことを主張 

『隋書』巻 83，波斯伝： 突厥―波斯関係は「羈縻」 

  互いを侵略しあわない「敵国」関係 

 →『史記』『漢書』の用例から導出した語義と矛盾せず 

 

◆唐代の用例 → 『史記』以来の用例の語義と矛盾せず 

唐高祖「命行人鎮撫外藩詔」（『冊府元亀』巻 170 ほか）： 

 「昔王御俗，懐柔遠人，義在羈縻，無取臣属。1」 

   → 「遠人」とは「羈縻」関係を結ぶのが適切であり，「臣属」という形式は選択しない 

唐太宗「平薛延陀幸靈州詔」（『冊府元亀』巻 136 ほか）： 

「其餘醜類，自已羈縻，勞我邊甿，軫余遐念，將奮鈇鉞，受命上元。2」 

 
1 ［書下し］昔王は俗を御し，遠人を懐柔するに，義は羈縻に在り，臣属を取ること無し。 

［口語訳］かつての王は世間を治める際，遠方の民を懐柔するとき，その考え方は「羈縻」であり，「臣

属」させるという方法をは選ばなかった。 
2 ［書下し］其の餘の醜類は，自ら羈縻を已め，我が邊甿を勞せしめ，余の遐念を軫（いた）めれば，鈇

鉞を奮うを將て，上元より受命す。 

 ［口語訳］その（＝薛延陀の）残りの悪党どもは，みずから「羈縻」（という良い状態）を放棄し，我が

辺を疲れさせ，（辺境の安寧に対する）我が思いを痛め悲しませたので，天より誅伐の命を受けた。 
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唐玄宗「征突厥制」（『冊府元亀』巻 986 ほか）： 

「比為潛遁幽茫，隔閡華壤，固聲朔之不被，將羈縻以畜之，而擾我諸蕃，窺我邊境。3」 

 → 薛延陀・突厥（第二可汗国）と唐との関係は本来「羈縻」であり，彼らが「羈縻」状態を

破って辺境の民（「我が邊甿」「我が諸蕃」）を脅かすために，唐には彼らを征伐する大義

が生まれる 

☆ 「我が邊甿／諸蕃」は「羈縻」対象ではなく〈身内〉 

 

◆小結： 

 ・「羈縻州」というものは確実に存在するが，それは中原権力における伝統的農耕地支配がう

まく機能しない地理的・習俗的背景がある地域（おもに西南地域）に配置されているか。 

 ・先行研究で認識されていた北方のテュルク人集団は，「羈縻州」の対象ではない。 

  （北方のテュルク人らが“羈縻”支配を受けていたという事実は無かった可能性が高い） 

・「羈縻」≠〈間接統治〉〈間接支配〉 

 

 

おわりに 

 

◆唐帝国におけるいわゆる
．．．．

“羈縻”支配という政治的態度を見出す根拠はない 

◆従来“羈縻”支配されていると考えられてきたいわゆる
．．．．

〈異民族〉集団（本報告ではテュルク

人）は，実際は「羈縻」されておらず，むしろ唐帝国内部に強く結びつけられていた 

（Cf. 「蕃州」「蕃府」） 

◆西域方面（Cf.［荒川 2010］），東北方面（Cf.［古畑 2021］［森部 2020］etc.）でも問題なく捉え

ることができるか，さらなる調査 

◆『新唐書』の歴史学史料としての価値はおおきく見直されるべき 

⇒ 今後いっそう積極的な分析の必要 網羅的に 体系的に 

 

 

【参考文献】（報告中で引用しているもののみ） 

荒川正晴 2010『ユーラシアの交通・交易と唐帝国』名古屋，名古屋大学出版会. 
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史』東京，汲古書院，1994，pp. 192-202. 

金子修一 2009（解説）「134 唐の羈縻州（7 世紀―8 世紀半ば）」歴史学研究会編『世界史史料 3 東ア

 
3 ［書下し］比（さき）に潛遁たること幽茫にして，華壤と隔閡するが為に，固より聲朔は之を被（こう

む）らず，羈縻を將て以て之を畜（い）るも，而るも我が諸蕃を擾（みだ）し，我が邊境を窺うなり。 

 ［口語訳］（突厥は）以前は，ひっそりと隠れ逃げており動向は非常に静かであって，中原と互いに理解

もし合わなかったために，もともと皇帝の統治を受けることもなく，（唐としては）「羈縻」の方法でこれ

を受け入れ許してやっていたのだが，それなのに（突厥はいま）我が諸蕃をかきみだし，我が辺境を侵略

しようと狙っている。 
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【史料】『新唐書』巻 43 下，地理七下 

 

羈縻州 

唐興，初未暇於四夷，自太宗平突厥，西北諸蕃及蠻夷稍稍内屬，即其部落列置州縣。其大者為都

督府，以其首領為都督・刺史，皆得世襲。雖貢賦版籍，多不上戸部，然聲敎所暨，皆邊州都督・

都護所領，著于令式。今録招降開置之目，以見其盛。其後或臣或叛，經制不一，不能詳見。突厥・

回紇・党項・吐谷渾隷關内道者，為府二十九，州九十。突厥之別部及奚・契丹・靺鞨・降胡・髙

麗隷河北者，為府十四，州四十六。突厥・回紇・党項・吐谷渾之別部及龜茲・于闐・焉耆・疏勒・

河西内屬諸胡・西域十六國隷隴右者，為府五十一，州百九十八。羌・蠻隷劔南者，為州二百六十

一。蠻隷江南者，為州五十一，隷嶺南者，為州九十二。又有党項州二十四，不知其隷屬。大凡府

州八百五十六，號為羈縻云。 

［書下し］ 羈縻州  唐興りて，初め未だ四夷に暇あらざるも，太宗の突厥を平ぐる自り，西北の諸蕃及

び蠻夷は稍稍内屬すれば，すなわち其の部落に州縣を列置す。其の大なる者は都督府と為し，其の首領を

以て都督・刺史と為し，皆な世襲を得さしむ。貢賦・版籍は，多く戸部に上さずと雖も，然るも聲敎の暨

ぶ所なれば，皆な邊州の都督・都護の領する所にして，令式に著かしむ。今，招降・開置の目を録せば，

以て其の盛んなるを見る。其の後，或いは臣し，或いは叛するも，經制一ならざれば，詳かに見る能わず。

突厥・回紇・党項・吐谷渾の關内道に隷する者は，府二十九，州九十なり。突厥の別部及び奚・契丹・靺

鞨・降胡・髙麗の河北に隷する者は，府十四，州四十六なり。突厥・回紇・党項・吐谷渾の別部及び龜茲・

于闐・焉耆・疏勒・河西内屬諸胡・西域十六國の隴右に隷する者は，府五十一，州百九十八なり。羌・蠻

の劔南に隷する者は，州二百六十一なり。蠻の江南に隷する者は，州五十一なり，嶺南に隷する者は，州

九十二なり。又た党項州二十四有るも，其の隷屬を知らず。大凡（およそ）府州は八百五十六，號して羈

縻と為せり，と云う。 

［口語訳］羈縻州  唐が起こって、最初はまだ四方の異民族が穏やかでなかったけれども、太宗が突厥

を平定してからは、西北の諸々の異民族および南方の異民族は、だんだん次第に降ってきて臣属したので、

その部落には（唐の内地の）州縣を並べ置いた。その規模の大きなものは都督府として、その首長を都督・

刺史とし、みな世襲を許した。貢物や税・版図や戸籍についてのことは、その多くの情報が戸部に上げら

れなかった（きちんと申請されなかった）とはいっても、天子の徳が及んでいたので、みな辺境の州の都

督・都護が治めるところとなり、唐の規則に従っていた。いま、招き降して（州県を）設置したことにつ

いて箇条書きにしたものを記したので、（その結果）それが盛んであったことが明らかに分かる。その後の

ことについては、ある時は臣属して従ったり、ある時は反乱をおこして叛いたりしているが、制度が始終

一貫しているわけではないので、詳細をはっきりと知ることはできない。 

（……（中略）……）だいたい府・州は全部で八五六あって、羈縻（府・州）と呼ぶことにしたという。 
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【表１】『新唐書』『旧唐書』地理志構成対照表 

『旧唐書』 

地理志（巻） 
内容 

『新唐書』 

地理志（巻） 
内容 記号 

一 

冒頭の叙述部分 
一 

冒頭の叙述部分 A 

関内道一 関内道  

河南道二 二 河南道  

二 

河東道三 

河北道四 

山南道五 

三 
河東道 

河北道 
 

四 
山南道 

隴右道 

 

三 

淮南道六 

江南道七 

隴右道八 

 

五 
淮南道 

江南道 
 

四 
剣南道東西道九 

嶺南道五管十 

六 剣南道  

七上 嶺南道  

  

七下 

冒頭の叙述部分 
B 

＝ 〝羈縻州〟条 

羈縻州  

末尾の叙述部分 

C 

＝賈耽『皇華四達

記』 

【表２】「羈縻州」数量に関する記載対応表 

「
不
在
其
中
」
系
統 

『通典』  『旧唐書』地理志  『新唐書』地理志 

天寳初、又改州為

郡、刺史為太守。大凡

郡府三百二十有八、縣

千五百七十有三、羈縻

州郡不在其中。 

 開元二十八年、戸部

計帳、凡郡府二 百二

十有八、縣千五百七十

有三。羈縻州郡、不在

此數。 

⇒ 

【A】開元二十八年戸

部帳、凡郡府三百二十

有八、縣千五百七十

三。（『旧唐書』の「羈

縻州郡、不在此數」を

削除）  

「
蓋
八
百
焉
」
系
統 

『唐六典』 『唐会要』 『旧唐書』職官志   

凡天下之州府、三百

一十有五、而羈縻之州

蓋八百焉。 

凡天下三百六十州、

自後併省、迄於天寶、

凡三百三十一州存焉、

而羈縻之州八百。 

凡天下之州府、三百

一十有五、而羈縻之

州、迨八百焉。 ⇒ 
【B】 

「八百五十六」 
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【表３】 

『新唐書』「羈縻」用例と他史料の対応箇所一覧表 

1 地理志五 『旧唐書』地理志三  17 封倫伝 『旧唐書』封倫伝 

2 地理志六 『旧唐書』地理志四  18 張倹伝 『旧唐書』張倹伝 

3 地理志六 『旧唐書』地理志四  19 張柬之伝 『旧唐書』張柬之伝 

4 地理志六 不明  20 蘇頲伝 『文苑英華』蘇頲 

5 地理志七上 『元和郡県図志』  21 呂元膺伝 『唐会要』 

6 地理志七下 不明  22 徐堅伝 『旧唐書』徐堅伝 

7 地理志七下 不明  23 馬植伝 『旧唐書』馬植伝 

8 地理志七下 不明  24 吐蕃伝上 不明 

9 地理志七下 不明  25 吐蕃伝上 不明 

10 地理志七下 不明  26 回鶻伝下 『旧唐書』鉄勒伝 

11 地理志七下 不明  27 南蛮伝 不明 

12 地理志七下 不明  28 南蛮伝 不明 

13 地理志七下 不明  29 南蛮伝 不明 

14 食貨志四 『旧唐書』食貨志上  30 南蛮伝 不明 

15 食貨志五 『旧唐書』職官志二  31 南蛮伝 不明 

16 李大亮伝 『旧唐書』李大亮伝  32 南蛮伝 『韓昌黎文集』 


