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１．卒業論文目次 

 序論 

第一章 帯鉤とその研究視角 

 第一節 中国古代の帯鉤 

 第二節 帯鉤の研究史 

第二章 帯鉤の諸様式 

 第一節 鄭州様式の分類法 

 第二節 玉帯鉤について 

結論 

 

 

２．卒業論文要旨 

  春秋戦国時代から漢代にかけて、中華世界において盛んに帯鉤という器物が作られていた。帯鉤

とは主に青銅製の一器物の名称であり、ひもや帯を止めるための留め金であった。古代中国では、主

に衣服の帯留めとして利用されていた。また、副葬品としても一般的なものであったようで、戦国時

代や漢代の墳墓を発掘すると、帯鉤が出土することがある。身分の高い人物や兵士の墳墓なら必ずと

言って良い。大きなものでも２０センチメートル程度、小さければ５センチメートルに届かないもの

もある帯鉤は、金や銀、玉で装飾された非常に精緻で美しい文様を持ったものも多く、中国国内だけ

でなく日本や欧米各国の博物館に所蔵され、またコレクターも多く存在している。大きさはもとより、

その形状や装飾、材質に至るまで多くの種類があり、その分類すらままならないというのが現状であ

る。帯鉤の素材の中で特に特殊なものに、玉がある。この玉とは漢民族にとって非常に大切なもので

あった。良質の玉を手に入れるために、戦時にあってもなお交易をしたほどである。その玉を用いて

帯鉤を作った意図は何か。古代中国における帯鉤の位置づけや、銅製帯鉤の分類を通して、玉帯鉤が

作られた意味を求めたのがこの卒業論文である。 

 

 

３．漢文資料に現れた「帯鉤」 

①『史記』齋太公世家 桓公元年（註１） 

 魯聞無知死，亦發兵送公子糾，而使管仲別将兵遮莒道，射中小白帶鉤 

当時尐なくとも身分の高い者が従軍する際には帯鉤を使用していたことがわかる。 

②『漢書』匈奴傳（註２） 

黄金犀毗一 

これには顔師古の註で 

 犀毗，胡帶之鈎也。亦曰鮮卑，亦謂師比，總一物也，語有輕重耳 

犀毗が胡族の「おびがね」であったこと、師比や鮮卑という異称があるが、音に多尐の差が有るだ

けで同じものを指すことが書かれている。 



③『史記』匈奴傳（註３） 

黄金胥紕一 

この部分の註には 

 則此帶鉤亦名「師比」，則「胥」「犀」與「師」並相近，而説各異耳 

胥紕も師比も犀毗も似た音で、同じものを指し、それは帯鉤だというのである。 

 

②と③を総合すると、帯鉤には師比、胥紕、犀毗、鮮卑といった異称があるが、それらは全て音に多

尐の違いがあるだけで、同じ言葉だということになる。 

 

 

４．銅製帯鉤の分類方法 

 銅製帯鉤の主な分類法は以下の３つである。 

① 長廣敏雄氏が『帯鉤の研究』で提唱した分類法（これを「長廣旧分類」とする） 

② Bernhard Karlgren の Chinese Agraffes in Two Swedish Collections における分類 

③ 長廣氏が「戦国式帯鈎について」で紹介した「鄭州様式」 

ただし、②は出土地や制作年に関わらず、純粋に意匠と大きさのみによる分類である。よって、分類

法として優れているとは言えない。 

 

４－１．鳥獣類意匠の種類 

 鄭州様式を提示する前に、現在確認している鳥獣類の意匠を４種に分け提示する。 

 

意匠 詳細 

竜 帯鉤に模られた獣で、まず第一に取り上げるべき意匠。その表現方法もさまざ

まで、鉤部を頭に例えて全体を竜身と見せるようなものや、鉤部と尾部にそれ

ぞれ竜の頭を模ったものもある。 

鳥 鳥も竜に並んで、数多く見られる。帯鉤全体を鳥の形に模ったものが多く、翼

までが細かく作り込まれたものもある。また、竜と同じく、帯鉤の鉤部にのみ、

鳥の頭を模ったものも時に見られる。 

虎 虎を模った帯鉤は全体から見ればそれほど多くはないが、帯鉤全体で虎を模っ

たものや、鉤部や尾部に虎の頭を模ったものなどがある。帯鉤に虎の意匠が用

いられたのは、虎の獰猛さによるものだろう。 

その他 数としては尐ないが、その他の動物を模ったものもある。現在確認している例

では、猫や鹿、猿などがある。これらの動物意匠は、殷周時代の青銅器に見ら

れる饕餮紋とはまた違うようだ。 

 

４－２．鄭州様式における銅製帯鉤の分類 

 鄭州様式とは、鄭州二里岡遺跡に存在する二一二座からなる墓群から発見された六二件の銅製帯鉤

を分類した分類法である。二里岡といえば殷代の遺跡で有名だが、この墓群は全て戦国時代に作られ

たものだと判明している。 



形式 詳細 

Ⅰ式 ４件出土。銅製帯鉤の中で最小。本体は半球状。 

 

Ⅱ式 ３件出土。Ⅰ式よりやや大きい。本体は正面から見ると半円状。 

 

Ⅲ式 ３件出土。全体的にはⅠ式に似るが、頸部が長い。 

 

Ⅳ式 １件のみ出土。小さく、とっくりのような形状。 

 

Ⅴ式 ７件出土。細長く、頸部から尾部に向かって緩やかに広がっていく。尾部は丸い。本

体正面に二本の稜線（註４）が走る。 

Ⅵ式 ２件出土。形状はⅤ式に似ているが、正面の稜線がはっきりしている。 

 

Ⅶ式 ９件出土。形状はⅥ式に近く、全体的に細長い。 

 

Ⅷ式 ３件出土。形状はⅦ式と近いが、尾部の半円形部分を切り落とした形である。 

 

Ⅸ式 １２件出土。細長く、尾部は丸い。二本の稜線があり、その間は弧を描いてくぼんで

いる。 

Ⅹ式 ２件出土。Ⅷ式の鈕および頸部から鉤部のみを抜き出して、その二つを繋げたような

形。 

ⅩⅠ式 ５件出土。全体的に扁平なⅧ式のような形状で、Ⅸ式のように二本の稜線があり、そ

の間には弧を描いたくぼみがある。 

ⅩⅡ式 １件のみ出土。長い円柱に鉤部と鈕を備えた形状。 

 

ⅩⅢ式 ３件出土。ⅩⅡ式と似た形状だが、こちらの方が扁平で、断面は楕円。 

 

ⅩⅣ式 １件のみ出土。形状はⅩⅢ式に似るが、断面が半円形。 

 

ⅩⅤ式 ２件出土。Ⅰ式に近い形状だが、本体が円形ではなく瓜のように下ぶくれ。 

 

ⅩⅥ式 ２件出土。Ⅱ式に近い形状だが、こちらの方が全体的に扁平。 

 

ⅩⅦ式 １件のみ出土。両端に獣面が模られ、鉤部を除けばほぼ上下対称の特殊な形状。 

 

ⅩⅧ式 １件のみ出土。側面から見ると弓の様に波打った特殊な形状。本体中央部および尾部

に獣頭あり。 

 

 



５．玉帯鉤について 

 玉を象嵌などの形で使用している帯鉤も現存しているが、玉帯鉤とは全体が玉で作られた帯鉤を指

す。以下の表には現在確認している玉帯鉤の中から、帯鉤が使用されていた時期に重なる戦国～漢代

のものを提示する。なお、名称は原典に準じている（註５） 

 

名称 詳細 類似様式 

玉帯鉤１ 『中国美術全集』工芸美術編９玉器、６３ページより。鉤部と

尾部に獣面が模られ、本体断面は長方形。表面に細かな紋様が

彫刻されている。戦国中期のもの。中山国国王陪葬墓より出土。 

Ⅷ式 

玉帯鉤２ 『中国美術全集』工芸美術編９玉器、８４ページより。三件の

小帯鉤が同時に撮影されている。本体に紋様が彫刻されている

以外は質素な作り。前漢のもの。中山靖王劉勝墓より出土。 

Ⅶ式 

玉帯鉤３ 『中国美術全集』工芸美術編９玉器、８４ページより。三件の

小帯鉤が同時に撮影されている。鉤部に獣頭、本体表面に虎が

浮き彫りにされた豪華なもの。前漢のもの。中山靖王劉勝墓よ

り出土。 

ⅩⅤ式 

玉帯鉤４ 『中国美術全集』工芸美術編９玉器、８４ページより。三件の

小帯鉤が同時に撮影されている。三件目は本体が円を横に二つ

並べたような形をしている。前漢のもの。中山靖王劉勝墓より

出土。 

鳥形(旧) 

玉浮雕鳳紋帯鉤 『中国美術全集』工芸美術編９玉器、１１２ページより。本体

に一羽の鳳を浮き彫りにした玉帯鉤である。鉤部には鳥頭を模

っている。東晋のもの。象山七号墓より出土。 

 

Ⅶ式 

玉帯鉤５ 『考古』一九八〇年第五期「河北刑台南郊西漢墓」４０４ペー

ジより。正面に二頭の、おそらく竜を浮き彫りにした帯鉤。鉤

部は獣頭を模っている。前漢のもの。河北刑台南郊墓より出土。 

Ⅴ式 

玉竜附金帯鉤 『中国美術全集』工芸美術編９玉器、７２ページより。玉で作

った竜に、鉤部と本体に獣面を模った金の帯鉤をはめ込んだ、

特殊な形状。前漢のもの。南越王趙昧墓より出土。 

 

無し 

玉竜虎併体帯鉤 『中国美術全集』工芸美術編９玉器、７３ページより。鉤部に

虎面、尾部に竜頭を模り、竜虎が争う有名な絵を想起させるよ

うな構図となっている。前漢のもの。南越王趙昧墓より出土。 

無し 

玉竜虎帯鉤 『中国美術全集』工芸美術編９玉器、７３ページより。鉤部に

簡素化した竜頭を、尾部に虎と思われる獣面を模った帯鉤。６

つのパーツを一つに繋いだ特殊な構造を持つ。前漢のもの。南

越王趙昧墓より出土。 

Ⅴ式？ 

 



６．結論 

以上のことから考察すると、以下の点が結論として導き出せる。 

［玉帯鉤と銅製帯鉤の形状の一致］ 

５で提示した玉帯鉤のうち、５件が鄭州様式に即した分類が可能であった。更に一件は長廣旧分類

で鳥形とした形状に酷似しているのは述べたとおりである。玉帯鉤を製作する上で、既に青銅や鉄で

作られた帯鉤の形状が参考にされたことは疑いないようだ。 

 

また、玉帯鉤の発掘状況からわかることもある。 

［玉帯鉤の主な用途］ 

確認した玉帯鉤の中で発掘時の状況がはっきり解っているのは、 

① 南越王趙昧墓から出土した玉竜附金帯鉤、玉竜虎併体帯鉤、玉竜虎帯鉤 

② 河北刑台南郊墓から発見された玉帯鉤５ 

の、二組四件である。前者は玉衣と同箇所から出土したと明記されているし、後者は玉衣の残片が見

つかったと報告書にある。そのほかの玉帯鉤については発掘状況が不明だが、玉帯鉤の主な用途が埋

葬時の副葬品、あるいは墓主に着用させることだと判断できる。 

 

以上の２点から、「玉帯鉤の主な用途が副葬品」ではなく、「埋葬のために玉帯鉤を用意した」と考

えられる。そもそも副葬品とは死後の世界で生前と同じ暮らしが送れるように用意するものであり、

また玉衣は墓主の肉体を腐敗させずに保ち、昇仙を助けるために着させるのである。戦国時代から漢

代にかけては特に帯鉤が盛んに使われていた時期であり、銅製や鉄製の帯鉤が副葬品として納められ

た墳墓も多数発見されている。このことから考えれば、玉衣にふさわしい帯留めとして玉帯鉤が用意

されたのだ、と結論できるのである。 

項目１で提示した漢文資料によると、帯鉤は当時「胡帯之鈎」であると認識されていたことがわか

る。「鈎」の字は金の一字が入っていることからわかるとおり、金属製のかぎを指すのであり、帯鉤の

一般的な材質が金属であったことを明確に示しているのではないだろうか。現段階では情報が尐なく、

結論を出すことはできないが、今ある情報から考える限り、玉帯鉤の用途は埋葬という特殊な状況に

限られていたとするべきだろう。仮に生前に玉帯鉤が使用されていたとしても、その用途は儀式や下

賜品に限られていたことは想像に難くないのである。 

 

 

 

 

 

 

［註］ 

註１…『史記』巻三十二、齋太公世家第二、１４８５ページより。 

註２…『漢書』巻九十四上、匈奴傳第六十四上、３７５９ページより。 

註３…『史記』巻一百十、匈奴列傳第五十、２８９７ページより。 

註４…本体表面を一直線に走る、断面では鈍角状の突起のこと。資料を参照のこと。 

註５…原典に「玉帯鉤」とだけ書かれたものには、便宜的に１～５の番号を振ってある。 



資料：帯鉤各部名称 

（河南省文化局文物工作隊編著 一九五九 『鄭州二里岡』 科学出版社 図肆拾－１５を改編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この各部の名称は、『鄭州二里岡』に見られる名称を踏襲している。 
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