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清東陵の人と言語

� 陳　　　　　暁　

１．はじめに

　清朝歴代の皇帝の陵墓は“東陵”と“西陵”に分かれ、筆者は2012年と2017年

に“東陵”の人間、生活及び言語に対して調査を行った。2012年の調査に基づ

き、筆者は陈晓� 2015において東陵の言語を検討したが、本稿では陈晓� 2015

で検討が不十分だった部分を補うとともに、2017年の調査により、以下の四つ

の部分「東陵概説」、「東陵の墓守と歴史」、「東陵の人の言語」、「“下馬牌”に

ついて」を論じたいと考える。

調査対象は主に四人いる。孙金生（75岁、男性、教育程度：非識字者）；沈

玉发（65岁、男性、教育程度：中学卒）；沈玉发の妻１)（45歳、女性、教育程度：

中学卒）；沈海英（14歳、女性、中学生）。また他の数人とも雑談した。

２．東陵概説

　東陵は清朝の皇帝の陵墓であるが、位置は北京ではなく、北京から125km

の河北省遵化市にある。現在の名称は“河北省遵化市馬蘭峪鎮東陵滿族鄉 ”で

ある。明代には“遵化県”であり、清朝康熙十五年（1676）“州”に昇格し、順

天府に属した。例えば《清史稿・卷五十四·志二十九·地理一》の中で次のよう

に記している。“遵化直隶州……明，縣，屬薊州。康熙十五年，以陵寢隩區，

升州，改隸順天。”（1977年、1919頁）

東陵は昌瑞山の山沿いに建てられ、面積は約2500km2である。昌瑞山は元々

“豐台嶺”という名であったが、康熙二年（1662）に“昌瑞山”という名に改定

された。《清史稿・卷五十四·志二十九·地理一》：“昌瑞山，西北七十里，本豐
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台嶺，改鳳臺山，康熙初复改，東陵在焉。”（1977年、1919頁）

　東陵には全部で十四つの陵墓がある。それは、五つの皇帝陵「孝陵（順治）」、

「景陵（康熙）」、「裕陵（乾隆）」、「定陵（咸豐）」、「惠陵（同治）」と四つの皇

后陵「昭西陵（孝莊皇后）」、「孝東陵（孝惠皇后）」、「定東陵（孝貞皇后：東太

后慈安）」、「定東陵（孝欽皇后：西太后慈禧）」と五つの妃陵「景陵妃園寢」、「景

陵皇貴妃園寢」、「裕陵妃園寢」、「定陵妃園寢」、「惠陵妃園寢」である。また、

外郭にも皇子陵、皇女陵や王陵などがある。多くの陵墓は昔から盗難や落雷の

被害に遭っていたが、建物はほとんどが保存され、現在は観光地として管理さ

れている。

３．東陵の墓守と歴史

３．１　歴史上の墓守の構成

東陵は皇室の陵墓であり、その地域を守るため、清朝は厳しい規制を加えた。

一般庶民は立ち入り禁止とする一方、官員や軍隊や役人を駐在させた。例えば

順治帝の孝陵に駐在した墓守は以下の通りである。

① （康熙二年）孝陵官員。禮部設奉祀郎中。工部設修理郎中。兵部設守衛

總管翼領防禦領催驍騎。內務府設奉祀郎中等官及內監各執事男婦。（光

緒十二年（1886）《欽定大清會典事例・卷四百二十八・禮部・大祀・陵

寢一》）

その後、康熙帝の景陵は王、公や大學士などを加えた。

② （康熙六十一年雍正帝諭）朕念皇考陵寢。如照定例止令總管關防守護。

朕心實屬不忍。將朕諸弟內一人封以王爵。兄弟之子內二人封以公爵。永

代朕身守護外。以大學士一人。尚書二人。……前往守護。〇又定。凡駐

守官員等。令大學士總理事務。（光緒十二年（1886）《欽定大清會典事例・

卷四百二十八・禮部・大祀・陵寢一》）

関係の記載によると、墓守は五種類の人員からなっていた。

⑴　長官。雍正帝以前は守衛總管、雍正帝以降は大學士を加えた。守衛總管

はそのままの地位を保ったが、大學士は更に高い地位のものであった。ただし、
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王や貝勒などが派遣された場合には、彼らが長官となった。

⑵　禮部官員。祭礼を執り行う事務などを担当する。

⑶　工部官員。陵墓の建物の修理などを担当する。

⑷　軍隊。東陵または周辺の安全を確保する存在である。軍隊は二つの部分

から構成されていた。一つは八旗兵で、東陵の外郭に駐在していた。例えば康

熙帝の景陵では、八旗兵について次のような記載がある。

③ 景陵。……乾隆四十六年奏准。八旗總管一人。給房七閒。翼領二人。各

給房五閒。防禦十有六人。各給房四閒。驍騎校二人。各給房三閒。筆帖

式三人。領催馬甲八十名。各給房二閒。”（光緒十二年（1886）《欽定大

清會典事例・卷九百四十七・工部・廨舍營房・陵寢五》）

もう一つは綠營兵である。綠營兵はすべて漢人であり、東陵の外郭からやや

離れた周辺の鎮に駐在していた。例えば馬蘭鎮綠營に関する記載は以下の通り。

④ （乾隆）十年覆准。直隸省馬蘭鎮標左營遊擊。守護陵寢重地。”（光緒

十二年（1886）《欽定大清會典事例・卷五百六十八・兵部・職制・題補一》）

⑸　內務府役員。内務府は宮廷事務を行う機関で、皇帝直属の八旗(上三旗)

の包衣（満洲語booiから借用であり、「家僕」の意味という。）により組織さ

れたものである。皇室の陵墓を守るのも包衣の責任であり、包衣は陵ごとに駐

在し、それぞれ自分の担当する陵を守る。包衣は特に祭礼に供える品を管理す

る。例えば、光緒十二年（1886）《欽定大清會典事例・卷四百三十一・禮部・

大祀・陵寢四》の中で次のように記している。

⑤ 定陵……內務府郎中一員。員外郎一員。內管領一員。主事一員。副內管

領一員。尚膳副一員。尚茶副一員。委副管領一員。筆帖式二員。

また、先に述べた長官、官員と軍隊の屋敷はすべて東陵の外郭や周辺の鎮に

あるが、內務府包衣はそれと違い、それぞれの陵墓のすぐ隣に住んでいた。そ

れらの住民の屋敷は城壁で囲まれ、“～圈儿”[tɕyɐr51]という名をつけられた。

例えば、順治帝の孝陵と康熙帝の景陵は、包衣の屋敷にある場所に基づき“西

東溝圈”（後に西溝圈と改定）と“新東溝圈”（後に東溝圈と改定）と称された。

関係の記載は以下の通り。
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⑥ 孝陵……內有東西二溝。西東溝週圍二百二十五丈。康熙二年建立。孝陵

包衣官役人等駐守。新東溝週圍二百二十丈餘。康熙二十年建立。景陵包

衣官役人等駐守。（乾隆六年（1741）《昌瑞山萬年統志·卷四·城垣路庫府

署考辨》、45b）

図一の真ん中上は順治帝の孝陵であり、丸（筆者の追加）で囲んだのは、西

東溝（左）と新東溝（右）である。乾隆帝以降、“～圈”は陵墓の名に基づい

て作られ、皇帝の陵を守る“圈”は“～大圈”といい、妃のほうは“～小圈”とさ

れた。例えば乾隆の裕陵の“裕大圈”、裕陵妃園寢の“裕小圈”など。

なお、軍隊と內務府包衣は家族と共に生活することができ、子孫も続いて駐

在できた。例えば以下のような記載がある。

⑦ 那是每陵有每陵的郎中、員外、主事、筆帖式，都是文職，是永遠在那兒

伺候祭祀，守護陵寢的旗人。（福島安正1886『四聲聯珠・第八卷・第四章・

陵寢旗人』、7b）

⑧ 陵寢地方本來是挨着山，……他們這些官兵，永遠在那兒守護，所以都帶

家眷，娘兒們、孩子們，都在那兒，一輩一輩的，彼此結婚。（福島安正

1886『四聲聯珠・第六卷・第二十五章・陵寢各衙』、37a）

（図一：《昌瑞山萬年統志・卷一・図四・四陵總圖》）
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３．２　現在の東陵の人々

現在、東陵地域は“河北省遵化市馬蘭峪鎮東陵滿族鄉 ”という名で、普通の

村になっている。在住の人々は農業に従事したり食堂を経営したりしている。

この人々は概ね三つの由来を持つ。

⑴　昔の八旗兵と綠營兵の子孫。先に述べたように、軍隊は家族とともに、

子孫も続いて駐在することができるため、現在その一部の子孫は一般人として

生活している。ただし、八旗兵の地位は綠營兵より高いため、ある程度の条件

を満たした場合、北京に戻ることも少なくない。例えば、“（乾隆九年）陵寢

及東三省官員筆帖式各省駐防將軍城守尉督撫隨印筆帖式雖係外任究非地方有司

可比……如遇祖父母父母年老例得終養者……令其回京。”（乾隆五十一年（1786）

《欽定八旗通志・卷五十・職官志九》、7a-7b）と記している。また、清朝政権

が滅びた後、多くの兵の俸給もなくなり、東陵から離れた人も多い２)。そのた

め、実際は兵（特に八旗兵）の子孫はあまり多くない。

⑵　昔の內務府包衣の子孫。內務府包衣も家族とともに、代々東陵で駐在し

ている。現在、陵墓のすぐ隣にある“圈”で在住している人はほとんどが內務

府包衣の子孫である。1949年以降、“～圈”は“～村”に改名され、城壁もなく

なっている。例えば、順治帝の孝陵の“西溝圈”は“西溝村”になり、咸豐帝の

定陵の“定大圈”は“定大村”になった。本稿の調査対象である孙金生は西溝村

出身で、沈玉发は定小村出身である。沈玉发によると、“最简单的话，就是皇

上家的家奴，也可以说是家里儿人，但不是兄弟儿什么的，就是家奴。……我们

属于内务府人。”（訳：簡単に言えば、皇帝の家僕なんで、“家里儿人”とも言

える。だが兄弟なんかじゃない。家僕なんだ。……われわれは內務府に属する

人だ。）とのことであり、內務府包衣の子孫であることを暗示している。

先に述べた内容により、清朝政権が滅びた後、東陵から離れた人は多いが、

內務府包衣の子孫は離れた割合が比較的少ない。その原因は、生活が保障され

ていたことにあると考えられる。昔は工部・禮部官員、軍隊と內務府包衣が駐

在していたが、そのうち生活が最も豊かだったのは內務府包衣である。彼らの

俸給は高いうえに、担当する事務もつらくない。そのため、貯蓄も多かったと
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考えられる。現在でも、“穷八旗，富内府，挨打受骂是礼部。”（訳：貧乏な八

旗、豊かな內務府、殴られののしられるのは禮部）３)ということわざもある。

筆者が調査対象に「ずっとここで生活している理由は？」という質問をしたと

ころ、孙金生は“我们祖辈儿就一直在这儿住，都住惯了。这儿水好，面啊什么

儿的也好吃。”（訳：うちの代々ここで住んでいるので、もう慣れた。ここの

水や麺類もおいしいし。）と答え、沈玉发は“这儿是风水宝地，种什么活什么，

都特别好吃。我现在也干着这个饭店，生活上挺好。”（訳：ここは風水の宝地

だから、どんなものを植えてもちゃんと成長する。しかもおいしい。いま私は

この食堂も経営しているので、生活は楽だ。）と答えた。

⑶　他の土地から移り住んだ人。これは特に周辺の町から嫁いで来た女性が

多い。例えば孙金生によれば、彼の親族には、他の町から来た女性が５人いる。

現在東陵は決して裕福とは言えないが、観光地であり、生計を立てる道がある

ため、嫁ぐことを希望する周辺の町の女性は少なくない。

また、1940年代後半に東陵の外郭地に開墾しに来た人もいる。例えばある移

住者は“新立村”という新しい村を建てた。４)

４．東陵の人の言語

４．１　使用する言語：北京語

本稿の調査対象はすべて內務府包衣の子孫で、“圈”に在住している人である。

方言区画上、この地域は“冀魯官話保唐片薊遵小片”に属するが（钱曾怡

2010:10-11）、筆者の調査によれば、東陵における“圈”の言語はそれではなく、

北京語であり、“北京官話幽燕片京承小片”に属すると考えられる。理由は以

下の通りである。

　⑴　音韻体系が北京語とほとんど一致する。

　声母：p　 ph　 m　 f 　t　 th　 n 　l　 tθ　tθh　θ　tʂ　 tʂh　 ʂ　 ʐ　 

ʨ　 ʨh　 ɕ　 k　 kh　 x　·ϕ

声母はほとんど北京語と一致するが、最大の特徴は歯茎音ts/tsh/sがなく、

その代わりにtθ/tθh/θがあることである。例えば“満族”の発音は[man214tsu35]
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ではなく、[man214 tθu35]である。しかしある調査対象は筆者と話していた際

に、「この人はよそ者だ」という意識から、時々ts/tsh/sを用いていた。地元の

人がお互いに雑談する場合は、必ずtθ/tθh/θを用いる。その来源はまだ不明で

あるが、注目すべきは孙德金 1989（14頁）によると、北京西郊火器営にある

七十歳以上の満洲族がtθ/tθh/θをまだ保存していることである。tθ/tθh/θとい

う現象が昔の北京語の保存なのか、満洲族・旗人の特徴なのかについては、今

後の課題とする。

　 韻 母：ɿ  ʅ  ɚ　i　u　y  a　ia　ua　ɤ　ie　ye　o　uo　ai　iai５）　uai 

au　iau　ei　uei　ou　iou　an　ian　uan　yan　ǝn　in　uǝn　yn　aŋ 

iaŋ　uaŋ　əŋ　iŋ　uəŋ　oŋ　ioŋ 

韻母もほとんど北京語と一致するが、僅かながら違うところもある。例えば

学[ɕiau35]、雀[tɕhiau214]は現在の北京語の文読音と異なるが、ちょうど白話

音または高い年齢層が用いる北京語と同音である。また、弱 [ʐau51]、农

[nəŋ35]、弄[nəŋ51]という発音は付近の遵化市区と同音で、叔[ʂou55]は付近の

玉田県と同音である。

また、アル化韻（児化韻）は北京語のように非常に多い。例えば、“人家儿、

时候儿、家里儿、辈儿、媳妇儿”など。

声調：陰平55　陽平35　上声214　去声51　

調類は四つである。調値も北京語と同じであり、付近の地域と異なる。東陵

と付近の地域の声調を表１に示す。

表１

陰平 陽平 上声 去声

東陵滿族鄉 55 35 214 51

北京市区 55 35 214 51

遵化市区 55 22 214 51

唐山 55 22 213 51

薊県 55 22 214 51

天津市区 21 45 213 53
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いくつかの字の声調は北京語と違うが、最大の違いは強調される場合に、句

末の字が本来の声調にかかわらず、調値が4413となることである。例えば、“过

江、宫门、没有、顺治、大殿、过去、解放后、没地、吃饭、说话、这辈儿、对 ”

など。これは付近の遵化市区や唐山と似ている。

また、軽声も北京語のように豊かである。例えば、“皇上、皇家、姑娘、闺女、

早上、晚上、风水、脑袋、粮食、宝贝、热闹、衣裳、讲究”など。

⑵　文法と語彙も北京語とほとんど同じである。

文法は北京語とほぼ一致する。語彙のほうは現在の北京語と僅かに違う部分

がある。最大の違いは、常用語「なに」と「はい/よい」を表すのが“什么”と“对

/行”ではなく、“啥ʂa35”と“中tʂoŋ214”だということである。これは遵化市区や

唐山と同じである。

また、満洲語から借用した語彙（ほとんどが固有名詞）は周辺の方言よりも

多い。例えば親族名称は表２の通り：

現在の若者はほとんど“爸”、“妈 ”を用いるが、年齢の高い人（あるいは彼

らの幼い頃）は“阿玛 ”、“奶”を用いる。“阿玛 ”は満洲語amaからの借用であ

るが、“奶”が満洲語emeまたはeniyeからの借用か否かについては定説がな

い。ただし、満洲語には“奶”を用いて母の代を呼び、“太太”を用いて祖母の

代を呼ぶのは清代の北京語小説《紅楼夢》や《小額》と似ている。現在は“爸”、

“妈 ”を用いるが、これは北京語と同じであり、周辺方言の“爹” “娘”とは異な

表２

日本語 東陵滿族鄉方言 周边方言

父 阿玛/爸 爹/爸

母 奶/妈 娘/妈

祖父 爷爷 爷爷

祖母 太太 嬭嬭/奶奶

おじ （年齢により）大爹，二爹…… 大爷（兄）叔叔（弟）

おじの妻 （年齢により）大奶，二奶…… 大娘（兄）婶子（弟）
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る。調査対象沈玉发によると、“我们说话和周边那些不一样。我们管妈叫妈，

不叫娘。管爸还叫爸，不叫爹。管爸的兄弟儿叫爹。”（訳：われわれの言葉は

周辺なんかとは違う。母を“妈 ”と呼んで、“娘”とは呼ばない。父も“爸”と呼

んで、“爹”とは呼ばない。父の兄弟たちを“爹”と呼ぶ。）これによると、地元

の人は親族の名称が周辺と違うことを非常に意識している。

以上を要するに、東陵の方言は北京語とほとんど一致し、周辺の方言とは異

なるので、北京語の「方言島（dialect island）」と言える。しかし、代々河北

省に生活しているため、周辺の方言の影響を受けて、しかも周辺の女性が嫁い

で来たため、北京語と異なる部分も現れている。

４．２　北京語を使用する理由

　調査対象によると、彼らは皇帝の陵墓を守り伝統文化を守ることを名誉だと

考えるため、昔からずっと純粋な北京語を話しているという。“我们说的就是

北京话，跟周边那些不一样，他们说话有土腥味儿。”（訳：われわれの言葉は

北京語なんだ、周辺なんかとは違う。彼らの言葉は野暮ったいものだ。）先に

述べたように、內務府包衣は東陵で最も豊かな生活を送っていたため、「われ

われは昔から周辺の人より豊かであり、高い階層の方言（北京語）を使う」と

いう意識もあるだろう。

また、內務府包衣は皇室の家僕で、“內務府三旗”に属する。“內務府三旗”は

八旗と異なる組織であるが、それに属する人は一般人と異なり、旗人である。

彼らは北京語を使うのは当然だと考え、しかも東陵は清朝を通じて「禁区」で

あったため、密封された環境で言語変化も比較的穏やかであったと考えられる。

４．３　満洲語の話者がいない

現在、東陵地域の人は80％以上が満洲族であるが、満洲語は話せない。昔の

內務府包衣は旗人であるが、必ずしも満洲族ではない。現代では戸籍の管理に

便利なように、歴史的要因により、一部の旗人も満洲族に登録されている。

ただし、清朝の內務府旗人は満洲語を学ぶ義務もあった。《欽定大清會典事
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例》には以下のような記載がある。

⑨ （嘉慶二十三年）東陵八旗官學。設自乾隆年閒。遵行已久。內務府官役

子弟。生齒日繁。添設官學。亦足以資教育。加恩著照所請。准其於景陵、

福陵兩處內務府官圈之內。各設官學一所。即於內務府人員內。遴選通曉

滿漢文義。諳習騎射者。派充教習。（光緒十二年（1886）《欽定大清會典

事例・卷三百九十四・禮部・學校・東陵官學》）

しかし清朝後期から、満洲語を理解し、満洲文字を認識する満洲族や旗人は

徐々に少なくなり、現在は満洲語をできる人がほとんどいなくなっている。內

務府旗人の子孫もそうだが、いま東陵の満洲族にはこのような俚諺が保存され

ている。

⑩ “中间儿一根棍儿，两边儿都是刺儿，加上圈儿和点儿，就是满族字儿。”

（訳：真ん中は棒が一つあり、両側はとげだらけ、丸と点を加えれば、

満洲文字になる）

それは満洲語をできない東陵人は満洲文字について、脳裏に残した印象であ

る。

５．“下馬牌”について

下馬牌は「ここより先の乗馬を禁止する」という場所を示す碑である。東陵

は皇室の陵墓であるため、祭礼を行う際、下馬牌は重要な標識となる。元々の

規則では、皇帝陵は下馬牌を使用し、皇后陵は皇帝陵の付属であるため、必ず

しも下馬牌を建てることではない。例えば下馬牌があるのは、孝莊皇后、孝貞

皇后（東太后慈安）と孝欽皇后（西太后慈禧）の陵である。

東陵の下馬牌は陵ごとに一対ある。牌は石で作られ、刻む内容は左から右へ

漢語、満洲語、モンゴル語の順でそれぞれ「ここより先の乗馬を禁止する」と

記している。筆者はそれぞれの下馬牌を調査し、漢字と満洲語の転写を以下の

ように記録した。（筆者はモンゴル語ができないため今回の考察の範囲とせず、

今後の課題としておきたい。）
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表３

陵 下馬牌寸法６) 漢語 満洲語
及び日本語訳

説明

孝陵（順治） 高一丈三尺六
寸。廣三尺四寸。
厚一尺四寸。

修復中の
ため未調
査

景陵（康熙） 高一丈三尺六
寸。廣三尺四寸。
厚一尺四寸。

官員人等
至此下馬

geren hafan irgen
各　  官員　民
ubade morin ci ebu..
ここで 馬　から 下りよ

裕陵（乾隆） 高一丈三尺六
寸。廣三尺四寸。
厚一尺五寸。

官員人等
至此下馬

geren hafan irgen
各　 官員　民
ubade morin ci ebu.
ここで 馬　から 下りよ

定陵（咸豐） 高一丈三尺。廣
三尺五寸。厚一
尺二寸。

官員人等
至此下馬

geren hafan irgen
各　官員　民
ubade morin ci ebu.
ここで 馬　から 下りよ

惠陵（同治） 高一丈二尺九
寸。廣三尺四寸。
厚一尺四寸。

官員人等
至此下馬

hafan data   
官員　首領人員　　
ubade morin ci ebu.
ここで 馬　から 下りよ

昭西陵（孝莊
皇后）

高一丈三尺六
寸。廣三尺四寸。
厚一尺四寸。

破損によ
り不明

孝東陵（孝惠
皇后）

なし

定東陵（孝貞
皇后：東太后
慈安）

高一丈三尺八
寸。廣三尺三寸。
厚一尺四寸。

官員人等
至此下馬

hafan data   
官員　首領人員　　
ubade morin ci ebu..
ここで 馬　から 下りよ

定東陵（孝欽
皇后：西太后
慈禧）

（調べたところ
は記載を見つけ
ない）

官員至此
下馬

hafan data   
官員　首領人員　　
ubade morin ci ebu.
ここで 馬　から 下りよ

この表についての説明は以下の通り。

⑴　景陵（康熙）、裕陵（乾隆）、定陵（咸豐）の三つの皇帝陵は下馬牌の内
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容が漢語と満洲語の双方とも同じである。惠陵（同治）と定東陵（孝貞皇后：

東太后慈安）における漢語の内容は前代と同じであるが、満洲語の内容は異な

る。定東陵（孝欽皇后：西太后慈禧）における満洲語の内容は惠陵（同治）、

定東陵（孝貞皇后：東太后慈安）と同じであるが、漢語の内容は前代と異なる。

⑵　《大清全書・巻十二》（康熙癸亥、1683、32a）には、“geren hafan 

irgen ubade morin ci ebu. 官員人等至此下馬”という例文がある。凡例によ

ると、“至於成語。有数十字。亦大寫者。……此言成語。即五經諸書。六部定

例內採入者也。”つまり、“geren hafan irgen ubade morin ci ebu. 官員人等

至此下馬”は六部の法規であると言えるだろう。しかし、“hafan data ubade 

morin ci ebu”は管見の限り見られない。

⑶　“hafan data ubade morin ci ebu”を使用したのは定東陵（孝貞皇后：

東太后慈安）と定東陵（孝欽皇后：西太后慈禧）という二つの皇后陵である。

皇后の地位は皇帝より低いため、下馬牌の規制も違う。例えば、寸法は皇帝陵

より小さい。また、筆者の推測によれば、下馬牌の内容も皇帝陵と区別する必

要があったと考える。皇帝陵の“geren hafan irgen各 官員 民”は「全員」を

強調するものだが、皇后陵の“hafan data官員 首領人員”は「全員」を指さず、

“官員、首領人員”のみを指すものであろう。しかも、定東陵（孝欽皇后：西

太后慈禧）の漢語には“官員”しかなく、“人等”はなくなっている。《欽定大清

會典事例》には以下のような記載がある。

⑪ （謁景陵）康熙九年。聖祖仁皇帝至下馬石牌降騎。王以下各官均在五洞

橋迆北下馬。恭謁行禮。（光緒十二年（1886）《欽定大清會典事例・卷

四百二十八・禮部・大祀・陵寢一》）

⑫ 嘉慶元年。三月初九日。高宗純皇帝率仁宗睿皇帝恭謁昭西陵。隨從之貝

勒貝子公大臣侍衛、及三品以上官。於未至下馬牌處下馬。親王郡王等、

至下馬牌處下馬。仁宗睿皇帝至西朝房南山牆之西下馬。高宗純皇帝至隆

恩門外臺階下降輿。（光緒十二年（1886）《欽定大清會典事例・卷

四百三十・禮部・大祀・陵寢三》）

この記載によると、皇帝陵の祭礼を行う際、皇帝を含む全員が下馬牌より先
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乗馬できない。皇后陵のほうでは、王以下の官員は下馬牌より先できないが、

皇帝はまだ乗馬でき、つまり「全員」ではない。

ただし、これは東陵の下馬牌の状況に限ったことであり、西陵をまだ調査し

ていないので、全体の状況がどうであるかまだ分からない。

⑷　また注目すべきなのは、惠陵（同治）は皇帝陵であるが、前代の皇帝陵

と異なり、“hafan data ubade morin ci ebu”を使用し、かえって皇后陵と同

じになっていることである。これは、惠陵（同治）の規模が全体的に前代より

小さいためであろう。惠陵（同治）の下馬牌は寸法も小さい上に（東太后慈安

よりも小さい）、皇帝陵には絶対欠くことのできない“石像生”もない。皇帝陵

の下馬牌寸法は皇后陵より小さいのは本来の陵墓規制に違反するものである。

これは、同治帝の時代に社会が段々と苦しくなり、しかも東・西太后の権力が

同治帝よりあったためであろう。

⑸　“data”（訳：首領人員）という語彙は清朝後期の下馬牌に現れているが、

清朝後期から現れ始めた語彙ではない。《大清全書・巻八》（康熙癸亥、1683、

18b）にすでに見られるためである。

⑹　景陵（康熙）と定東陵（孝貞皇后：東太后慈安）の下馬牌の満洲語は「..」

で終わるが、ほかのすべては「.」で終わる。その原因について調査の必要が

ある。

６．終わりに

本稿は清東陵に関するいくつかの面を紹介したが、東陵に関する歴史や言語

については更に検討する必要がある。

現在、景陵（康熙）、裕陵（乾隆）、定東陵（孝欽皇后：西太后慈禧）等の陵

は人気があるため、比較的きちんと保護がなされ、清潔であるが、人気のない

陵はきちんと保護されていない状況である。內務府の子孫は陵墓を守り伝統文

化を守ることが名誉だと言うが、その意識はますます薄くなり、昔の皇室特に

弱い皇帝を尊敬する必要はないと思う人も少なくない。例えば惠陵（同治）の

下馬牌は荊棘がはびこり、人に忘れられている。
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注

１）本人の名前を公表しないという希望による。

２）唐山市政协文史资料委员会 1995《清东陵》232頁を参照。

３）唐山市政协文史资料委员会 1995《清东陵》244頁を参照。

４）唐山市政协文史资料委员会 1995《清东陵》130頁を参照。

５）この韻母は“崖”一字しかない。

６）光緒十二年（1886）《欽定大清會典事例・卷九百四十三・工部・陵寢・陵寢規

制一/二》による。
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