
兵馬俑と古代中国〜秦漢文明の遺産〜 

22日開幕 東京・上野の森美術館 36体、一堂に 
 

東京新聞 2022年 11月 7日 配信 

 「兵馬俑と古代中国〜秦漢文明の遺産〜」が、２２日から２０２３年

２月５日まで上野の森美術館（東京・上野公園）で開催される。 日

中国交正常化５０周年を記念して、今年の３月から全国を巡回して

きた大人気の展覧会が、ついに東京で幕を開ける。  

兵馬俑とは、位の高い人物の墓に収められた、兵士や馬をかたど

った像のこと。 特に、初めて中国大陸を統一した秦王朝の始皇帝

の墓（始皇帝陵）の近くに埋蔵された兵馬俑群は等身大の大きさで

あるうえ、一体一体がすべて異なる容姿で、世界的な奇観としてよ

く知られている。 本展は、この始皇帝の兵馬俑をはじめ、中国統一以前の戦国時代、さらに始皇帝の後

の漢時代の兵馬俑あわせて 36体を一挙に展覧する。 時代によって、姿かたちを大きく変えてきた兵馬俑

の在り方を通じて、古代中国における権力の移り変わりや、外部の文化の流入などの様相をひもといていく。 

その他にも本展では、青銅器や玉器、武器、書簡、副葬品など貴重な考古資料を多数紹介。 中国国家

一級文物（最高級の貴重文物を指す中国独自の区分）24 点を含む約 200 点の展示から、古代中国の

人々の営みを身近に感じることができる。 

 

 

中国・西安の兵馬俑坑の様子                            戦服将軍俑 秦始皇帝陵博物院 

鎏金青銅馬(前漢) 茂陵博物館 



＜兵馬俑と古代中国 ㊤＞ 

秦の始皇帝「兵馬俑」発掘現場を守った「稲わら」と「酢」 
48年前、文化大革命で混乱中の大発見 
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 「最初はこれが（始皇帝の）兵馬俑とは分かりませんでし

た」 秦始皇帝陵博物院（陝西省西安市）元院長の袁仲一

さん（89）は、兵士や馬をかたどった木製や陶製の俑（人

形）が 1974 年に発見された当時を振り返る。 袁さんは初

代調査隊長を務めた兵馬俑研究の第一人者だ。 

◆大発見のきっかけは農民の井戸掘り 

 紀元前 221 年に中国を初めて統一した秦の始皇帝。 そ

の副葬品の大発見は、農民が井戸を掘っている際、たまた

ま陶製の人形のかけらを見つけたことがきっかけだった。 

陝西省考古研究所の職員だった袁さんは一報を受け 「本

当に興奮しました。 ただ、等身大の大きさとは想像もしなかった」 と振り返

る。 兵士の俑はこれまでに約 8000体が掘り出された。 身長 180〜190cm

台と大柄で表情は全て異なる。 当初は黒、朱、緑、青、紫などを組み合わ

せて彩色されていた。 しかし、等身大は秦代だけで、その前後の王朝で

見つかった俑は小さなものばかりだった。 

◆地道な調査 1年後に分かったのは 

 文化大革命の大混乱で困窮する中、袁さんらは農家に寝泊まりして発掘

作業を継続。 「農民に負担をかけないよう毎日違う家で食事をもらった」。

頭痛の種は発掘現場の保存で、稲わらで作ったシートで現場を覆って雨や

雪から守り（防腐・防さび用に）周辺には酢を流した。 苦難の末、1974 年 7

月からの調査では東西 230m、南北約 60m の 1 号坑から戦車や馬、青銅

製の兵器も見つかった。 貴重な品々が始皇帝の副葬品と分かったのは調

査から 1 年ほど後だった。 「発掘された兵器に年号や（皇帝を支える丞相

の）呂不韋らの名前が刻まれていた」 という。 1975 年 7 月、国営新華社

通信が 「兵馬俑発見」 の大ニュースを初めて伝えて世界を驚嘆させた。 

 袁さんは兵馬俑に刻まれた銘文を調べ続け、官職や作者らの名を割り出

すなど一つひとつの謎を解き明かした。 一線を退いて久しい袁さんが、しみじみと語った。 「考古学を志

す人間には土の中から見つかる物がすべて。 やがて文化的な興味に突き動かされ、解明したくなるもの

です」。 この信念は、現在の研究者に脈々と受け継がれる。 

 日中国交正常化 50周年を記念して、22日に上野の森美術館（東京・上野公園）で開幕する展覧会 「兵

馬俑と古代中国〜秦漢文明の遺産」 に合わせ、発掘調査や修復にたずさわる関係者の思いなどを伝え

る。（この連載は新貝憲弘が担当します） 

 

 

 

 

発掘調査時の袁仲一さん（右）＝秦始皇帝陵博物院提供 

兵馬俑調査時の思い出を語る袁仲一
さん＝中国・西安市で（新貝憲弘撮影） 



＜兵馬俑と古代中国 ㊥＞ 

発掘はまだ 3分の 1 しか進まず 中国初の世界遺産・兵馬俑 
それでも始皇帝陵の中ではごく一部 
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 1974年に初めて発見された兵馬俑へいばよう 1号坑は、87

年に中国初の世界遺産に登録された。 その後も年に 20～

30m2 ずつ発掘を続け、秦始皇帝陵博物院（陝西省西安市）

の邵文斌考古工作部主任は 「発掘は全体の 3分の 1しか進

んでいない」 と明かす。 

◆鎧を付けた俑と着けていない俑も 

 発見当初と比べて大きく変わった点は 「より詳細に調べるよ

うになったこと」。 最近も新たな将軍や兵士の俑（陶製の人

形）が見つかった。 邵さんは 「俑にはいくつかの階級や身分

の違いがある。鎧よろいを着けた兵士と着けない兵士など異

なる俑がどう配置され、どのような関係性があるのか。発掘が

進めば進むほど詳しく分かるでしょう」 と期待する。 さらに埋

蔵品に付着している植物や微生物の調査、埋蔵されていた

場所の環境分析も進められ 「調査方法は技術的にも進歩

し、あらゆる視点から研究できるようになった」（邵さん）。 例

えば 1号坑の雨水や汚泥の重なり具合が分かれば、これまで

に起きた気象や気候の変化が分かる可能性があるという。 

◆2200年も埋まったままの始皇帝陵 

 1 号坑から西に 1.5km にある始皇帝陵本体の調査も始まっ

ている。 古くから存在は知られており、兵馬俑発見より早い

62 年に調査を実施。 しかし、実際の発掘はごく一部に限られる。 2200 年も

地下に埋まったまま。 過去の盗掘や自然災害の影響で内部構造が不安定

になっていることも考えられる。 中国政府は原則として 「現状保存」 の方針

を変えていない。 それでも 2019 年には陵の西側で始皇帝とともに葬られた

とみられる大勢の人々の墓が見つかり、中国最古とされる金製ラクダをはじ

め多数の埋葬品が発見された。 今年に入ってからは始皇帝陵の東門の基

本構造や建築、破壊の過程も一部明らかになり、世界的に注目される発表が

続く。 「始皇帝陵の全体から見れば、兵馬俑は一部分に過ぎません」 と邵さん。兵馬俑発見当時に調査

隊長だった袁仲一さんも 「（調査は）あと数 10 年はかかるでしょう」と指摘する。 全容解明にはまだまだ長

い時間が必要だ。 

 

 

 

 

 

西安市の秦始皇帝陵博物院で、兵士の俑（人形）に見入る
子ども＝いずれも新貝憲弘撮影 

西安市にある「兵馬俑 1号坑」の迫力に驚く見学者ら 

最近の調査状況を説明する秦始皇帝
陵博物院の邵文斌考古工作部主任 



＜兵馬俑と古代中国 ㊦＞ 

日本での展示を専門家が「奇跡」と表現した理由とは… 
中国の兵馬俑 カビや損傷に細心の注意 
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 兵馬俑へいばようのある秦始皇帝陵博物院（陝西省西

安市）の内部では、50 人ほどの研究者や技術者らが発掘

史料の保存作業や付着物の分析を続けている。 担当す

る夏寅主任研究館員は「いわば病院のようなところです」

と語り、埋蔵品を「病人」に例えた。 発掘されたばかりの

埋蔵品は 「鉄器製品はぼろぼろになっていて、細心の注

意を払わないと崩れてなくなってしまう」。 特に神経を使

うのが俑よう（陶製の人形）に塗られた上絵だ。 夏さんは

「2000 年以上も埋蔵された結果、大部分の色は消えてい

る。残された色もちょっとした摩擦などが致命傷になってしまう」 と話す。発掘

された埋蔵品にとって最もやっかいなのはカビの存在だ。 「まだ湿気を含ん

でいるので、適度な湿度と温度のある場所に移すと繁殖する」。 まずは滅菌

作業が重要。 作業室には温度や湿度、光量を測定する機器や電子顕微鏡

が置かれている。 「無菌室」 と同じように微細な異物が混入しないよう内側

にもう 1 枚仕切りを作った部屋もあった。 陝西省は 2018 年に管理規定を作

り、希少価値が特に高く、展覧会など外部に出品できない埋蔵品・史料を指

定した。 例えば実物の 2 分の 1

の大きさで 4 頭立ての馬車を模

した 「銅車馬」 や、当時の宮廷

内の芸能・娯楽を再現したとみら

れる 「百戯俑」 は門外不出にな

った。 出展が許された埋蔵品に

ついても、夏さんは 「専門的な立

場で言えば出品したくはないです

ね」 と本音を語る。 「ある展示

会の出品作業を担当したが、ちょ

っとした揺れであっても厳密に見

ると文物は損傷する。 （輸送中は）気が気じゃなかった」。 2017年には米フィラデルフィアで開かれた展示

会で、兵士俑の親指が若い男に折られる事件があった。展示期間中の保護・保管にも悩みは尽きない。 

新型コロナ禍の中、いくつもの難題を乗り越えて開かれる展示会。 「日中国交正常化 50 年」 という節目

の年に実現できた意義も大きい。 邵文斌考古工作部主任は 「予定通りに展示会を開催できたのは奇跡

といえます」 と笑みを浮かべた。 

「兵馬俑と古代中国〜秦漢文明の遺産」 は 22 日に上野の森美術館で開幕します。 始皇帝が作らせた

等身大兵馬俑をはじめ、その前後の時代をあわせた計 36体の兵馬俑を展示。 さらに総計約 200点に及

ぶ貴重な出土品を紹介します。 2023年 2月 5日まで。 

作業室で発掘史料の保存作業をする研究者ら＝２０２１年８月
（秦始皇帝陵博物院提供） 

発掘史料の保存・管理について説
明する夏寅主任研究館員＝中国・
西安市の同博物院で（新貝憲弘撮
影） 

兵馬俑１号坑で発掘史料の修復を作業する研究者ら（秦始皇帝陵博物院提供＝２０２１年９月撮影） 


