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山東省の墓誌Ⅱ―東清河崔氏の墓誌―

はじめに
北魏時代の斉州（今の山東省）を拠点とする一族に、
「崔」を名乗る集団が存在していたことは、周
知の事実である。洛陽周辺地域と同じく、洛陽遷都後の西暦 500 年以降には山東周辺においても多くの
墓誌が作製されているが、崔氏関連の墓誌で新出土資料に入れられるものの最初の発見は、崔令姿墓誌
であろう。
『文物』1996 年第 4 期に、済南市博物館の王建浩・蒋宝庚「済南市東郊発現東魏墓」という
簡単な報告と墓誌と墓誌蓋の影印が掲載されている。この墓誌の発見は 1965 年 1 月である。後に『書
法叢刊』18 号にも紹介される。
次に数量的にまとまった発見がされるのは、1973 年の冬
に、山東省臨淄市郊外の遺跡から数十もの崔氏一族の墓が
発掘されるところまで下る。報告は、『考古学報』1984 年
02 期の山東省文物考古研究所「臨淄北朝崔氏墓」に見られ
る。また、
『考古』1985 年淄博市博物館・臨淄区文管所「臨
淄北朝崔氏墓地第二次清理簡報」には、その補足的な発掘
報告が掲載される。
『考古学報』は、23 ページにもなる報
告の内容があり、詳細に出土情況を知ることができる。
この二編の報告書を確認すると、墓誌が 7 件あることが
わかる。また、
『中国考古学年鑑』1985 年に掲載され、詳
細が『文物』2002 年第 4 期に発表された山東省文物考古研

図１

崔氏墓葬位置

究所・臨淄県博物館「山東臨淄北斉崔芬壁画墓」にも、一
件の崔氏墓誌を見ることができる。

更に、近年発刊の山東省石刻芸術博物館編『山東石刻芸術選粋・歴代墓誌巻』
（浙江文芸出版社、1996
年）には、これらの他に一件の崔氏関係の墓誌を確認できる。
合計 10 件の崔氏墓誌には、一つの共通性がある。すべてが北魏の東清河郡の出身、もしくはそこに
嫁いだ者の墓誌であることである。
「崔」姓の墓誌は他にもあるが、本論はこの東清河郡崔氏に関わる
資料を収集してある。
山東の崔氏とは、いうまでもなく漢族四姓の一つであり、北魏の帝室と通婚が認められた一族である
が 1、本論に取り上げる新出土の墓誌に関しては、山東省出土で洛陽周辺の出土物と比較すると、数量
1

太武帝の時期の崔氏一族と北魏王朝の関係について、川本芳昭氏は一定の変化の兆しが現れることを
崔浩の例を引用して、以下のように述べている。
「第一に、崔浩自身に胡族王朝北魏を容認し、それを
足がかりとして次代の中国を模索して行こうとする姿勢が強く見出されること、第二に崔浩を除いた他
の漢族士大夫にも胡族王朝北魏を容認するという姿勢が見られるようになっていること、第三に、時の
皇帝太武帝が華北統一を背景として従来の胡族対立の立場を乗り越え「中華」皇帝を強く志向し始めて
いること、第四に未だ明確にはなっていないと考えられるが、太武帝を除いた他の漢族にも変化の下地
が形成されて来ていたと想定されること、の四点に集約される。
」崔氏一族は漢族であり、後述のよう
に南朝との繋がりもあったが、一方元氏一族にも接近して王朝の中枢近くにまで入っていることも注目
し、このような背景があることを理解しておく必要がある。
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が少ないからであろうか、また著名な人物のものが少ないからであろうか、盛んに研究されているとは
言い難い。
本論では、これらの崔氏墓誌群の概要を把握し、特に清河崔氏の中で最も名の残る人物である「崔鴻」
について、墓誌銘の書体や内容について考察してみたい。崔鴻は『十六国春秋』を記したその人であり、
『魏書』『北史』にも伝が残っている。墓誌銘も崔氏関連のものだけでなく、山東省の他のものと比較
しても、類例のない特徴を備えている。これらを合わせて比較を試みたい。

１

崔氏関係墓誌出土遺址の概況

墓誌を検討するにあたり、最初に出土情況からつかむことにしたい。十件の墓誌は、夫婦である崔鴻・
張玉怜を除き別々の墓葬がなされている。表 1 に出土地等の概略を載せてあるが、多くの墓誌が山東省
湽博市の黄山出土であり、洛陽の邙山が貴族の埋葬地であったように、崔氏の埋葬地もそこにあった可
能性がある。
さて、墳墓の発見・発掘情況、副葬品、墓誌の情況等を含めた発掘の概要を各墳墓について整理し、
以下にまとめてみる。
崔令姿墓（
『文物』1966 年・3 期）
村民が水溝の修理に使用する石材を探していたところ、東魏墓を発見した。墓室は前後二室からなり、
南北方向を向いている。平面は八字形をしており、前室の直径は 3.1 メートル、皇室は 4.5 メートル。
後室はやや高く、5 メートルある。墓の頂は地表から 50 センチのところにある。後室に骨架があり、
頭を南に足を北にしている。人骨の右に骨架有剪・鉄鏡各一があり、門の左側に一蓮灯がある。棺は既
に朽ち、ただ鉄環・鉄釘がある。出土物は、滑石人２、滑石狗１、滑石蓮灯１、滑石小柱礎１、滑石磨
１、滑石臼１、陶盤２、陶瓶１、陶碗１、鉄剪１、鉄鏡１、墓誌１。墓誌は、蓋は盝頂形である。
1 号墓、崔鴻張玉憐合葬墓（
『考古学報』1985 年 3 期）
墓は西北方向を向いている。墓室の平面は円形で墓門は外に凸字形になる。墓室の内径は 5.8 メート
ル、高さは 7.3 メートル。磚は石灰を塗り込めている。墓室中部に棺床があり、南北 4.6 メートル、東
西 2.3～3 メートル、高さ 5 センチ。墓門は広さ 1.3 メートル、両側に高さ 1.6 メートル、広さ 0.4 メー
トルの立柱があり、その上に門楣がある。門楣は長さ 2.4 メートル、厚さ 0.5 メートル。
副葬品は、合計 40 点。陶俑 15（女僕俑 5・侍衛俑 6・文俑 2・武士俑 2・陶畜 8・陶鎮墓獣 1・生活
用具 7）
、銅帽飾 1・鉄棺具 5（棺釘 5・棺環 1）
・墓誌 2。
崔鴻墓誌は正方形で蓋は盝頂上であり、素面は既に砕けている。張玉怜墓誌は長方形。両墓誌は石面
上を磨いた後に線刻を用いて格を作り志文を刻している。文は楷隷で作られる。
3 号墓、崔混墓（
『考古学報』1985 年 3 期）
墓は 1 一号墓の西北約 10 メートルの所にあり、西北方向を向いている。1 号墓の西北約 10 メートル
の所にある。墓壁と墓頂の作りは、1 号墓と同じ。墓室の平面は円形であり、直径 3.8 メートル。墓頂
は破壊されているが、残高は 4.5ｍ。墓門は広さ 1.2 メートル高さ 1.6 メートルで、門框・門楣・門扉
からなる。随葬器物の大部分は墓門内の右側に置かれる。
副葬品は計 64 件。陶俑 40（武士俑 5、侍俑 13、文俑 5、儀仗俑 5、女侍俑 9、女僕俑 3、陶畜・禽模
型 9、陶鎮墓獣 1、陶生活用具或模型 6）
、磁器（四系罐 1、碗 1）
、鉄器 5、墓誌 1。墓誌は墓門内左側
に置かれる。
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14 号墓、崔鷫墓（
『考古学報』1985 年 3 期）
西北方向を向いている。墓壁と墓頂の作りは 1 号墓と同じ。墓室の平面は円形で、墓門には門扉がな
く、不規則な石により塞がれている。墓室の右側には一耳室がある。副葬品は墓誌 1 のみ。墓室内東側
に置かれる。墓誌以外の随葬品はなし。
5 号墓、崔徳墓（
『考古学報』1985 年 3 期）
3 号墓の西北にあり、墓室と甬道からなる。墓室の平面は正方形で、一辺 3 メートル、高さ 2.8 メー
トル。墓壁は規整の大きさを持つ石版を使用し、東西南の三壁には長石柱が建てられ、墓壁を固めてい
る。北壁の中部には門道があり、広さ 1.2 メートル、高さ 1.4 メートル。墓門の結講は 3 号墓と同じで
あり、両方の扉が室内に向かい扉を開く。高さ 136 センチ、広さ 56 センチ、厚さ 10 センチ。墓室門外
の甬道は長さ 2 メートル、広さ 1 メートル。
副葬品は、青磁器 8、陶器 7（碗 2、豆 1、盤 2、杯 1、盞 1）
、銅銭 36、鉄棺具 14、棺環 7、墓誌 1。
墓誌は墓室東南角に置かれる。蓋は盝頂形。素面。刻法は崔鴻墓誌と同じ。
12 号墓、崔博墓（
『考古学報』1985 年 3 期）
西北方向を向く。墓室の形制・結構は 1 号墓と同じだが、墓壁上は白灰泥がある。墓門内両側の白灰
泥上に武士像が描かれるが、腰に剣を帯びている。
副葬品は、陶俑 33（文俑 9、僕俑 5、侍俑 8、女侍俑 3、女俑 2、跪拝俑 1、連体俑 1、人首蛇尾俑 1）
、
陶生活用具模型 10、陶畜・禽模型 8、磁器 1、鉄器 4、墓誌 1。墓誌は墓室内左側に置かれる。刻法・
字体は崔鴻墓誌と同じ。
崔猷墓（
『考古』1985 年 3 期）
発電所施設工事中発見された。単室・長方形で作られる。墓室の平面は楕円形、南北 3.7 メートル、
広さ 3.1 メートル。甬道は北にあり石墓門はない。
副葬品は、墓群合わせて、磁器 29（獅形水盂 1、盤口壷 1、碗 14、盤 2、杯 8、高足盤 2、帯蓋罐 1）
、
泥俑 15（侍俑 8、胡俑 2、十二辰俑 5）
、泥明銭 2、銅器 7（鎏金銅印（
「清河□章」）1、青銅鐎斗 2、銅
銭 4）
、墓誌 1。墓誌は、青石。石質は比較的粗く、蓋はない。長方形で、素面に紋様はなし。
崔芬墓第一報（
『中国考古学年鑑』1985）
墓室は南北に向き、全長 5.39 メートル、広さ 4.38 メートル、高さ 3.32 メートル、甬道、主室、北壁
龕、西壁龕から構成される。墓室と甬道は石門により閉ざされ、主室の西側に長方形の石棺が置かれる。
棺椁は既に朽ち、棺の板に彩絵巻雲紋が残る。主室と甬道の壁には色彩を用いて日、月、星辰、四神、
竹林七賢、舞踏、馬と墓主人の出行の図象が残る。
副葬品は銅鏡、青瓷鶏首壺、罐、碗、豆和泥銭等 40 余件。
崔芬墓第二報（
『文物』2002 年 4 期）
紡績工場を建設中に発見。墓室の頂部は露呈。墓道・甬道・墓室により構成され、方向は 150 度。墓
道は長さ 9.4 メートル。広さ 1.32 メートル。墓室には多く壁画が残される。
青磁缶 1、青磁鶏首壷 1、青磁碗 1、磁胎碗 1、銅神獣鏡 1、銅鈴 1、銅杯 1、銅銭 1、銀簪 1、石研磨
器 1、墓誌 1。墓誌は、西南の角に置かれる。青石質、正方形、蓋は盝頂形。蓋の表面は無銘。

表１

東清河崔氏墓誌一覧
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以上のことから、山東省湽博市郊外の墳墓群では、崔鴻・張玉憐の夫婦合葬墓が基準となり構成され
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ていることが予想できるが、他に、崔博・崔芬の墳墓には、壁面に色彩画が描かれているのが注目され
る。崔博墓では壁面の崩落ではっきりしなかったが、近年崔芬墓の内部調査が公開されるに及んで、こ
の絵画が南朝絵画の影響を受けていることは明らかで 2、崔芬の祖父が南朝宋からの移住者であること
とも関連して、技術的な伝播が見られることが確認できた。

２

墓誌の情況と崔氏一族の系譜

（１）墓誌一覧
前章での概要は、報告書の記載を中心に墳墓の情況を説明した。本章では墓誌と墓誌銘に視点を当て、
観察を試みたい。東清河崔氏に関わる墓誌は 10 件ある。まずこれらを一覧にして、時代や大きさ等を
整理する（前頁表 1）
。
この表を通覧すると、この十人が誕生してから死亡するまで 120 年足らず、時代は北魏・東魏・北斉
の三王朝に渡っていることが確認できる。その他に確認できる情報としては、以下のことがある。
① 出身地について
先に指摘したように、張玉憐を除く九名が東清河郡出身である。しかし、東清河郡といっても兪県出
身者と武城県出身者の二県に分かれ、崔鴻の妻の張玉憐については生まれが異なる。崔徳や崔芬の墳墓
に壁画が描かれ、他と異なっているのは、武城出身と関連性があるのであろうか。
②墓誌の大きさと形について
最も大きいのが崔鴻墓誌、最小は崔令姿墓誌である。形状について多くはほぼ正方形をしているが、
崔猷は縦長、張玉憐と崔元容は横長の形をしている。山東地域には縦長の墓誌銘が見られることがあり、
例えば李謀墓誌、賈瑾墓誌、傅堅眼墓誌等がそれである。これらの中には、碑の形式を残しているもの
もある。しかし、山東省には、正方形型の墓誌も多く残っていることから、直ちに山東省独自の特徴と
は断定できない。また、二件の女性の墓誌が横長であることは奇妙な一致である。両者とも斉州に嫁い
だものであるが、これも周辺と比較する必要があるので、ここでは特徴を指摘するにとどめる 3。

2
3

崔芬墓誌の壁画の解釈については、先の『文物』2002 年第 4 期の論考を参照のこと。
墓誌の大きさについては、
『中原文物』2002 年第 1 期と『洛陽出土墓誌研究文集』
（朝華出版社、2002

年）に趙超氏が「試談北魏墓誌的等級制度」と題する同じ内容の研究を発表している。この論文の論旨
は以下の点に集約される。①三公の墓誌は三尺。 ②一品二品の墓誌は二尺四寸以上。③三品は二尺以
上、二尺四寸以下。 ④四品以下は一尺から一尺八寸の間にあり、二寸ごとに等級がある。⑤嬪妃女官
の墓誌は同等品の男性より一ランク低い。しかし、この論旨を趙氏の提示する資料で検討した結果、身
分ごとに細かい区別をするという規定は見られないという結論に達した。詳細は「北魏墓誌の寸法と官
位の関連性に関する考察－趙超氏「試談北魏墓誌的等級制度」の批判と張猛龍墓誌の観察－」
（『修美』
79 号、31-41 頁（修美社、2002 年）
）を参照頂きたい。また、墓誌の形式の変化については、後漢碑に
見られる大型の石碑が小型にされ墓室内に置かれるようになり、南朝等において正方形または長方形の
四角い墓誌となったが、墓室の壁に立てかけられるものもあり、更に変化して正方形の墓誌もしくは蓋
の付いた墓誌に変化するのではないかということを推察した（「六朝墓誌の形式についての試論-正方形
の有蓋墓誌が完成する過程を追って-」
（
『全国大学書道学会紀要』平成 13 年度号、100-109 頁、2002
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（２）墓誌・正史から見る崔氏の系譜
墓誌の銘文や『魏書』
『北史』等をもとにして、作成した一族の家系図が表 2 である。この表は、更
に一族を二系統に分類し、右に兪県の一族を、左に武城県の一族を集めた。武城県生まれの人物は、崔
博・崔徳以外は十分に家系をたどることができないために、点線で表した部分がある。

表２

東清河崔氏の系譜

この家系図中、最も著名な人物は崔光である。『魏書』列伝 55 と『北史』列伝 32 にそれぞれ伝があ
る。七三才で没するまでに種々の官職を経験し、
「太傅・尚書令・驃騎大将軍・開府・冀州刺史・侍中」
という第一品の贈官をなされた人物であるが、墓誌はない。崔光の一族の墓誌が発見されていないのは、
本論で使用する墓誌群の多くが一カ所から集中して発掘されたためと考えることができ、未だ地中に眠
っており今後発見される可能性がある。墓誌が残るのは、光の弟である崔敬友の子孫以降であり、後に
記述するように、第一品の贈官をされるような者はいない。
崔敬友は『魏書』崔光伝によると、本州治中・梁郡太守を歴任した程度で、兄の光とは比較にならな
い。しかし、崔氏墓誌群を観察しようとすると、敬友の三人の子供、すなわち崔鴻・崔鷫・崔鵾が鍵と
なってくる。ただし崔鵾は墓誌が残っていない。表 2 の丸数字の順番に、墓誌銘や正史を参考に歴任し
た官職を追ってみる 4。まずは、その三名の官職を追ってみたい。
年）
）
。本論の墓誌の大きさや形式についての考察は、このような論考に基づいている。
官職名を記述するに当たっては、墓誌銘や正史等の文献を参照しているが、就任の年齢は確定できる
17
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①

崔猷
年号

年齢

官職名

官位

太和 20 １９

彭城王左常侍

従８

景明 3

２５

員外散騎侍郎

７上

景明 4

２６

尚書三公郎中

７上

正始 1

２７

正始 2

２８

（給事中）

正始 3

２９

（祠部郎）

正始 4

３０

（尚書都兵郎中）

正始 5

３１

（行台鎮南長史）

永平 2

３２

（三公郎中）

永平 3

３３

（軽車将軍）

永平 4

３４

（員外散騎常侍）

延昌 2

３７

(父の死亡で解任)

延昌４

３８

（中堅将軍・常侍）
・員外常侍

熙平１

３９

中散大夫・
（郎中・司徒長史）

熙平２

４１

右長史

正光１

４３

（前将軍）

正３

正光６

４８

黄門侍郎・散騎常侍・
（斉中大中正） 死亡

従３上

埋葬・贈使持節・鎮東将軍・督青州諸軍事・度支尚書・青州刺史

従２・正３

孝昌２

五流三就、各盡其宜。

７上
４上

崔猷は表 2 によると、崔光・敬友の父延霊の兄瓌霊の子であり、光や敬友とはいとこに当たる。崔鴻
からしても血族である。崔鴻の死亡一四年前になくなっていることから、墓葬地域が同一であるのは、
崔猷の近くに埋葬したか、もしくは一族の墓葬区がそこにあったためであろう。墳墓には「清河□章」
の銅印が埋葬されていたことから、崔猷は清河郡の何らかの官吏になったことも想像される。

②

崔鴻

崔鴻については、
『魏書』と『北史』崔光伝中にそれぞれ記録があるので、官職や生涯の出来事をそ
こから補い、括弧内に記述した 5。ところで、年代がはっきりできないので表中には記述していないが、
崔鴻が歴史に名をとどめる一番の理由としては『十六国春秋』の編纂がある。この書物については『魏
書』崔光伝に記録がある。
鴻弱冠にして著述の志有り。晋魏前の史皆一家を成し、措意する所無し。劉淵、石勒、慕容、苻健、
慕容垂、姚萇、慕容德、赫連屈孑、張軌、李雄、呂光、乞伏國仁、禿髮烏孤、李暠、沮渠蒙遜、馮
跋等並びに世の故を因を以て、一方を跨僭し、各の國書有り。未だ統一有らず。鴻乃ち撰して十六
国春秋を為し、勒して百巻を成し、其の旧記に因り、時に増損褒貶有り。鴻二世江左に仕う。故に
ものと推定年齢のものがあることをご容赦頂きたい。これは、墓誌の記述の特徴上、すべての事項に年
号を加えることをしないためである。また、官位については、『魏書』官氏志所収の太和後令を参考に
してあるが、墓誌銘中に見られる官職名は、官位が確認できないものが甚だ多い。
5 崔鴻墓誌銘の解読は、趙超『漢魏南北朝墓誌彙編』
（天津古籍出版社、1992 年）を参考にした。
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年号

年齢

官職名

官位

太和 20

19

彭城王左常侍

従８

景明 3

25

員外散騎侍郎

７上

景明 4

26

尚書三公郎中

７上

正始 1

27

正始 2

28

（給事中）

正始 3

29

（祠部郎）

正始 4

30

（尚書都兵郎中）

正始 5

31

（行台鎮南長史）

永平 2

32

（三公郎中）

永平 3

33

（軽車将軍）

永平 4

34

（員外散騎常侍）

延昌 3

37

延昌 4

38

（中堅将軍・常侍）
・員外常侍

熙平 1

39

中散大夫・
（郎中・司徒長史）

熙平 2

41

右長史

正３

正光 1

43

（前将軍）

従３上

正光 6

48

黄門侍郎・散騎常侍・（斉中大中正）

五流三就、各盡其宜。

(父の死亡で解任)

死亡
孝昌 2

埋葬・贈使持節・鎮東将軍・督青州諸軍事・度支尚書・青

７上
４上

従２
正3

州刺史
晉、劉、蕭の書を録して僣せず。又た識を恐る者之を責め、未だ敢て外に出行せず。
崔鴻は六世紀初期までの歴史についてまとめたいと考え、十六国に注目した。崔鴻以前に十六国は中
国の歴代王朝に倣ってそれぞれの歴史書を編纂していたが、それらの間には不統一があったために、崔
鴻はまとめてそれを整理し、集大成した『十六国春秋』を著した。この書物は崔鴻存命中には公表され
ず、彼の死後数年経過した永安年間に、子の崔混によって上奏された。しかし、それは宋時代に散逸し、
現在では『太平御覧』や『北堂書鈔』等の類書に佚文が残るのみである。また『隋書』経籍志にも『十
六国春秋』の名が残っている 6。

③

6

崔鷫

ここでの本題ではないので本文中には記述しないが、崔鴻の歴任した官職について追加の記述をして
おく。括弧書きで加えた官職名は、文献資料（
『魏書』
・
『北史』）からの引用である。崔鴻の墓誌銘中に
記述される官職と、歴史書に記述される官職で一致するものは、多少言葉の違うものがあるが、「彭城
王左常侍・員外散騎侍郎・尚書三公郎中・中散大夫・右長史・散騎常侍・黄門侍郎」の生前の官職と「鎮
東将軍・度支尚書・青州刺史」の死後の贈官である。しかし、墓誌銘中に記録があって、歴史書中には
記述のないもの（贈官の使侍節・督青州将軍等四つの官職）や表中の括弧内の正史にあって墓誌銘中に
あるもの（十二の官職）等食い違いがある。墓誌銘の記述の方が簡略化しているといえばそれまでであ
るが、墓誌銘の記述の信憑性を確認する上で重要ではないかと考えている。また、陳益民氏は「墓誌銘
中には、道徳的な評判や社会心態が隠喩されている」と指摘する（蒋賛初主編『南京大学歴史系考古専
業成立三十周年紀年論文集』436―439 頁「墓誌銘的文化解読」（天津人民出版社、2002 年）
）。墓誌の
中には社会的な批判、儒教的な呪縛、死後の世界の空想等、真実とは離れた種々の記述があると考えら
れる。
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年号

年齢

官職名

孝昌 3

２２

郡主簿

永安２

２５

秘書郎

永安３

２６

鎮遠将軍

元象１

３４

死亡・埋葬

官位

正４下

崔混は崔鴻の長子であり、いわゆる崔氏一族の大黒柱となるべく将来を嘱望された人物のように思わ
れる。死亡年齢が 34 才という若さであるが、正 4 位下の官位まで与えられ、それまでの人生は順調だ
ったことが想像できる。墓誌の大きさは 53 センチとそれほど大きくはないが、東清河崔氏墓誌群の中
では最も小さい文字であり、約千文字の文章が刻されている。文字数としては最も多い。
死亡の原因であるが、これほど文字数の多い墓誌銘に記述がない。ところが『魏書』崔光伝には
子元（混）
、後に謀反す。事発して逃鼠し、赦免に会す。尋ねてその叔鵾の殺す所となる。
と記述がある。前述したように、崔混は父崔鴻の書いた『十六国春秋』を世に明らかにした人物であり、
この一文の前にも、公開の経緯が記述してある。混が殺害された理由は、謀反によるものとされるが、
詳細は分からない。ただ、赦免をされたのに叔父の崔鵾に殺害された理由がはっきりしないことは確か
である。崔鵾においては、墓誌も歴史書への記述もないことから推測しかできないのであるが、表 2 の
家系図を見ると分かるように、崔敬友の子である崔鴻・崔鷫が兪県の出身であるので、通常は崔鵾も兪
県の出身だと推定できる。ところがその子の崔博と崔徳は武城の人と墓誌に記述され、このことが引き
金となって、武城に移ったとも想像ができる。そして、先述した「鴻二世江左に仕う。故に晉、劉、蕭
の書を録僣せず。
」とある南朝に仕えた人物は崔混のことであり、また「識を恐る者之を責め」たのは、
崔鵾であったとも考えられる。そうすると、崔混が『十六国春秋』の封印を解いて世に出したために、
一族の反感を買い、謀反の罪を得て殺害されたとも思われる。
このことは、諸書の記録から推察したのみで、真実は分からないのであるが、少なくともこれ以降の
崔博・崔徳・崔芬等の墳墓や墓誌銘の記述方法に違いが出現することには注目しておきたい。

⑧

崔芬
年号

年齢

官職名

正光 3

19

郡功曹

正光 4

20

州主簿

建明 2

28

開府行参軍

天平 4

34

総大行台郎中

武定 5

44

本州別駕

武定 6

47

南討台都軍長史

天保 1

48

死亡

天保 2

埋葬・贈威烈将軍・行台府長史

官位

正７上

崔芬に関しては、官位はそれほど上位には達していない。墓誌が作製される人物としては、低い地位
にあるといってもよいかもしれない。しかし、前章で記述したように、崔芬の墓葬の価値は何といって
も壁画にある。甬道と墓室のすべての壁面にそれぞれのテーマによった絵が描かれている。報告書の『文
物』2002 年 4 期には、鮮やかな色彩が残っている事も紹介されている。崔芬の生前の生活を描いたと
すれば、崔芬の経済力は相当なものがあり、崔氏一族の繁栄を垣間見ることのできる資料である。
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⑨

崔博
年号

年齢

官職名

天平 4

20

驃騎府参軍

武定 8

33

兪県令

天保 2

34

徐州長史

武平 4

56

官位
正８下

死亡

上表をみても明らかなように、官位としては低いものしか与えられていない。弟の崔徳に至っては、
一つも官職名の記録がない。彼らの父の崔鵾が崔混を殺した事によるものかどうか定かではないが、二
人の墓が崔鴻や崔混らと共に埋葬されているのは不思議である。
表中の⑤張玉憐、⑥崔元容、⑦崔令姿、⑩崔徳については、官職名が記されていないので、ここでは
触れない。

（３）崔氏一族と他族とのつながり
崔氏墓誌群の特徴として、墓誌銘の末に妻や子供の記録を刻むということが挙げられる。具体的に妻
の場合は出身地とその父親の名や官職名、男子の場合は官職、女子の場合は嫁ぎ先と夫の官職等である。
このことにはいささかの疑問が生じる。
そもそも墓誌銘は、故人の死を悼み生前の功績を称えるという目的で作製されているはずである。そ
こに埋葬者以外の名が挙げられる理由は、理屈の上からは考えられない。墓誌銘の冒頭に故人の系譜を
明らかにするために記述することは、文章パターンとして存在するが、文末に刻されることは例があま
りないように思われる。この事で思い浮かべるのが後漢末の墓碑である。墓碑の裏面には、作製者・建
設のためにお金を出した人・門弟等埋葬者に関わる種々の人物が刻まれる事があり、そのことを連想さ
せるのである。ただ、墓誌の場合は、裏面には文字を刻むという習慣はあまり存在せず、また墓碑が地
上に建設されて衆人の目にさらされるのに対し、墓誌は地下に埋葬されて地上の人に見られることはな
いという設営場所の違いもある。
崔氏一族の十件の墓誌中、
「①猷・②鴻・④混・⑥元容」の墓誌にはこの事が観察できる。まず、ど
のような記述があるか表にしてみたい。

①

崔猷
名前

夫人

年齢

経歴・嫁ぎ先等

同郡

父法寿、青冀二州刺史、荘武侯。

房氏

祖経、蓍県令。

長男

彦進

２２

次男

彦発

１３

三男

詳愛

９

四男

藁

３

長女

始憐

３０

適同郡房氏。夫沙、父靈民、琅耶東管二郡太守。

次女

止憐

２７

適同郡伝氏。夫驥、琅耶戌主。父僧恩、早終。

三女

玉樹

２５

適武威賈氏。夫淵州都。父長休州主簿、魏郡太守。

四女

静勝

２２
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五女

善姜

２０

六女

静研

１９

七女

遺姜

１

この記述からは、猷に四男七女があったことが分かり、それぞれ年齢が記述されている事が特徴的で
ある。また、男子よりも女子に記述の重点が置かれている事も興味深い。
猷の妻は「青冀二州刺史」という重職を務めていた房氏から迎えている。また、子供の嫁ぎ先も一人
は猷の妻の一族に、三女は賈氏に嫁いでいる。賈氏はここでは「武威賈氏」としているが、北魏末期に
は山東に定着していたと思われる。現存する賈氏に関する石刻だけでも、賈思伯碑（曲阜市、神亀 2 年）
、
賈思伯墓誌（寿光県出土、孝昌 1 年）
、賈思伯夫人劉氏墓誌（寿光県出土、武平 2 年）
、賈瑾墓誌（伝長
山県出土、普泰 1 年）があり、地域の有力者となっていたことが想像できる。ここから見る婚姻関係か
らは、比較的に近い地域の地方有力者との接点を作ろうとしたことを読みとることができる。

②

崔鴻
名前

次弟

鷫

四弟

鵾

妻

経歴・嫁ぎ先等

軽車将軍・太尉記室

長男

子元

奉朝請

次男

子文

清河郡張慶女、父州主簿・別駕・斉郡太守

三男

子真

四男

長

五男

子発

六男

子房

長女

元華

河東郡裴藹之に嫁ぎ、之を員外散騎侍郎とする。

ここからは特別の情報を読みとることはできないが、やはり娘の嫁ぎ先を明記している。河東郡は
南朝下の現在の湖北省宜昌市付近と司州西部等にあり、どの河東かはっきりしないが、崔猷のものよ
りは広がりがある。一族の有力者である崔鷫・崔鵾の名を連ねる等、通常の墓誌の形式とはやや異な
るであろう。

④

崔混
名前

夫人

経歴・嫁ぎ先等

南陽郡

父襄公、遐使持節・車騎将軍・予州刺史・牟平県開国伯

趙氏

亡祖敬友、字中礼、本州治中梁郡太守。

夫人

平原郡

父

劉氏

字彦鸞。使持節・都督青州諸軍事・度支尚書・鎮東将軍・青州刺史、

鴻

文貞侯。
夫人同郡張氏。父慶之、本郡中正。

子
女子

父休、賓宗、寧朔将軍幽州刺史。

婉恋

六…年…四…（拓本の判読が困難）
年二。
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崔混は叔父に殺害されるという結末を迎えるが、本来崔鴻の後継者として崔氏一族を率いる準備がさ
れていたのであろう。そのことが確認できる一つとして、この表に挙げた夫人の記録である。一人目の
夫人は南陽郡から、二人目は平原郡からと、東清河郡とは離れた場所から迎えているが、趙氏の父親は
「使持節・将軍・刺史・県伯」という経歴の持ち主であり地方の名族との婚姻である。二人目の妻も名
門と思われる。それに続く父の記録は先に紹介した通りである。そして、子供に関しては末尾一行に刻
してあるが、表に「拓本の判読が困難」としたのは、採拓の情況が悪く判読できないのではなく意識的
に文字を掘り残している可能性がある。部分的に文字を一部分刻していないところが看取できる。混の
死亡の原因から考えると、子供への悪影響を恐れたのであろうか、子供の記録は粗末である。

⑥

崔元容
名前

経歴・嫁ぎ先等

夫

羊令君

侍中・車騎大将軍・中書令。

祖

烈宋

冠軍将軍・青冀二州刺史。

父

懋

尚書左民郎中・高平太守。

長男

粛

字子慎。新泰県開国男・司空府長流参軍

長女

仲猗

酒彭城劉氏。

次女

繁猗

酒頓丘李氏。

三女

繁瑤

酒□□魏氏。

四女

幼憐

この墓誌は、発掘報告書がないが、収蔵機関が新泰市博物館であり、おそらくその周辺の出土と思わ
れる。夫・祖・父の記録は文末ではない。出土は出身地の東清河武城とは少し離れた所である。父が兗
州高平郡太守であったが、比較的にその場所とは近い。夫の羊令君は侍中にまでなった人物であるので、
相当の家に嫁いだ事になり、またその子も「劉・李・魏」家に嫁いでいる。また彭城・頓丘は他の崔氏
墓誌に見られない地域であるので、婚姻関係の拡大を見て取ることができる。

（４）銘文末の文章形式と南朝との関わり
さて、以上崔氏墓誌群の中で、墓誌銘の文末に墓主の功績とは関係なく一族の記録が残っているもの
を観察してきたが、崔氏以外の墓誌ではどうなのであろうか。ここで確認しておきたいのが南朝との関
係である 7。

表3
7

銘文の文末に墓主以外の記録が見られる墓誌

南朝との文化交流については、大規模な人民の移動の事実が指摘されている。つまり、①北魏前期の
献文帝皇興年間には劉宋青斉地区を攻め、大量の南朝で影響を受けた士人を捕虜にした。孝文帝の時期
の著名な経学家の劉芳・崔光らは代表的な「平斉民」であり、南朝学術文化をもたらした影響は大きい。
②南朝宋・斉の時期に政争に敗れ北朝に逃れるものがいた。劉宋の宗室劉昶、琅邪王氏の一族王粛等。
この時期は北魏孝文帝の漢化政策が最高潮の期間であり、江蘇の文化を吸収した人の活躍が顕著であっ
た。③南朝梁滅亡の後、西魏が江陵の地を責め、大量の江南の王公・百官・士民を北に移し、捕虜とし
たものが十数万、その中には王克、殷不外等の文学の士がいた（許輝・邱敏・胡阿祥主編『六朝文化』
649 頁（江蘇古籍出版社、2001 年）
）
。この三点からは、長い期間に渡り南北朝の人の往来があり、その
中には貴族階級も含まれていた。その貴族が北朝文化の形成に有益だったことは言うまでもないが、そ
の文化人が墓誌銘等の文学性を高めることになったのではないかと思われる。
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墓誌

年号

関連性

李蕤簡子

正始 2

夫人は太原王氏 8

刁遵

熙平 2

夫人は彭城曹氏、長子の妻は清河□氏、六番目の弟の妻が清河崔氏

李璧

正光 1

山東省景州出土

李超

正光 6

元乂

孝昌 2

息子穎の妻が清河崔氏

元暐

武泰 1

兄亶が清河王

韓震

普泰 1

妻は南陽娥氏

元徽

太昌 1

妹が熒陽鄭氏に嫁ぐ

元爽

永熙 1

妻は頓丘李氏

高雅

天平 4

長女が博陵氏に嫁ぐ。五女が熒陽鄭氏に嫁ぐ。前宗の妻は博陵崔氏。

李憲

元象 1

劉懿

興和 2

元宝建

興和

父は相国清河文宣王。弟の徽礼の妻は武城崔氏

李挺

興和

元妻は彭城劉芳の二女。後妻が清河文献王の三女

元賢

天保 2

刁翔

天統 1

崔昴

天統 2

寇熾

宣政 2

博陵崔氏 9。長女が熒陽鄭氏に嫁ぐ

南朝あるいは南朝に近い地域の者との通婚は、崔混の夫人が南陽郡趙氏であること、また、崔元容の
長女が彭城劉氏に、次女が頓丘郡李氏に嫁いだだけである。しかし、後に挙げる明曇僖墓誌銘を読むと、
清河崔氏との婚姻がはっきりと確認できる 10。そこでまず、趙超『漢魏南北朝墓誌彙編』から文末に
夫人・子供等の記録を刻んでいる資料を抽出するとともに、その部分から「山東・清河・崔氏・南朝」
等をキーワードに、つながりがありそうな事項を抜き出してみることにした（表 3）
。
18 件の墓誌の中でキーワードの項目の記録があるのは 11 件であり、確立としては少なくない。この
表のみで断定することは難しいが、ここで今までの考察を振り返り仮説を立ててみる。

8

これらのキーワードに「太原」は当てはまらないが、汪波氏が、
「北朝時代の太原王氏の婚姻は清河崔
氏、隴西李氏、范陽盧氏であった。これらの氏は世代を超えて婚姻し、同一の婚姻圏成員であった。
」
としている（
『魏晋南北朝并州地区研究』92 頁（人民出版社、2001 年））
。これらのことは、墓誌銘だけ
でなく、
『魏書』等の歴史書にも挙げられていることから、この墓誌銘も関連のものと見なし資料中に
加えた。
9 表中の博陵崔氏に関しては、本論で触れることはしないが、歴史的には東清河崔氏より古い伝統の一
族である。婚姻関係も発生しているようであるので、注目が必要である。周一良氏は、Patricia Buckley
著『早期中華帝国貴族家庭―博陵崔氏个案評介―』
（ケンブリッジ大学出版、1978 年）の書評に、著者
が博陵崔氏の墓誌から河北の大族と婚姻している事実を指摘している（
『魏晋南北朝北朝史続集』193
頁、
「博陵崔氏个案評介」
（北京大学出版、1991 年）
）。博陵崔氏と東清河崔氏には墓誌中であまり接点
がなかったので取り上げなかったが、山東の大族研究には欠かせない一族であろう。
10 注７の研究には南朝人と北朝人の通婚に関して、以下のような見解を述べている。北魏統治者は、南
朝亡士と通婚したが、重要な官職を賜ることができた。その主要な目的は、南士と南朝を利用して地位
を獲得し江蘇の文化をまねる事にあった（650 頁）
。このような意見が的確かどうかは分からないが、
婚姻関係が一族の重大事であったことは確かであろう。
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清河崔氏が漢族として北魏王朝に認められていた事、しかしながら墓葬作製方法としては、崔芬墓の
ように南朝の様式が壁画等に見られる事からして、まず清河崔氏が南朝とのつながりを持っていた事が
想像できる。当然、墳墓の構成要素の一つである墓誌に関しても、その影響がないとは言い切れない。
実際に先に見てきた墓誌は、墓誌銘の末に家族の名や官職・婚姻先等を連ねるものがあり、洛陽周辺で
出土する一般的な墓誌銘の形式とは異なる構成のものがあった 11。このことは、①南朝とつながりのあ
る清河崔氏が北朝支配下の地（山東省）においてもその形式を踏襲し、独自の文体を保有していた。②
それが山東省一体の墓誌作製の流行となった。墓誌の裏面や側面にこれらのことが刻される事が多いの
も、碑の形式の影響が残っていることと予想できる。③山東や他地域で清河崔氏と婚姻関係のある人々
にもその手法が受容され、ある程度の広がりをみたという事を予想させる。
しかし、十分な証拠が存在するわけではない。最もその証明ができるのが南朝墓誌であろうが、残念
なことに南朝では石刻の墓誌は非常に少ない。磚等で作られた墓誌でも墓主以外の家族の履歴を書く習
慣が行われていたようである。それらの資料を表にしてみる（表 4）
。

表4

銘文の文末に墓主以外の記録が見られる南朝墓誌
名称

時代

年号

西暦

謝鯤墓誌

東晋

太寧１年

323

王興之及妻宋和之墓誌

東晋

永和４年

348

王閩之墓誌

東晋

升平２年

358

夏金虎墓誌

東晋

太元１７年

392

謝琰及妻王氏墓誌

東晋

太元２１年

396

明曇憘墓誌

宋

元徽３年

475

劉岱墓誌

斉

永明５年

487

蕭融妃王慕韶碑

梁

天監１３年

514

8 件の南朝墓誌を挙げることができたが、記述の内容は種々である。時代的には、東晋から梁まで存
在することから、南朝では、墓誌の中に家族らの名や婚姻の記録をとどめることが継続的に行われてい
たという証拠になる。これは南北朝だけでなく、西晋の石刻資料、更にさかのぼっては後漢末期の墓碑
の裏面に刻された記録等と繋がるものではないかと思われる。
では、清河崔氏との関連性は見られないのであろうか。このことを証明する資料を表４の中から一つ
あげる。明曇憘墓誌がそれである。この墓誌は 1972 年に南京市太平門外甘家巷北で出土した。南京地
区出土墓誌の中で銘文が最も長いものの一つである。報告は『考古』1976 年 1 期に、南京市文物管理
委員会「南京太平門外劉宋明曇憘墓」が掲載される。墓誌の大きさは 48 センチ×65 センチで、横長の
石灰岩である。この墓誌銘には、明曇憘の記録の前後に一族の名や官職・婚姻関係が記されており、明
曇憘の墓誌銘でありながら、まるで家系図のようである。まずは銘文を内容的に分類できるいくつかの
11

何徳章氏は、墓誌銘の記述に関して興味深い考察を行っている。つまり、北朝墓誌からは以下のこと
が読みとれる。北族の出身者は中原の名族に偽托されたが、彼らは中原への侵入者であり、自分たちが
漢化されたことに心理的な自信のなさが表れた。そこで墓誌等の記述を工夫する事により、自分たちは
夏の時代より漢化された少数民族であり、歴史的には古いのであるということを示そうとしたのであろ
う（武漢大学中国三至九世紀研究所編『魏晋南北朝隋唐史資料』第 17 輯、137―143 頁「偽托望族与冒
襲先祖―以北族出身者墓誌為中心―」
（武漢大学出版社、2000 年）
）
。洛陽出土の墓誌銘の後文に南朝墓
誌のような家系の記述が少ないのは、漢族との違いを表そうとしたものとも思われる。
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部分に分け掲載する。

表5

明曇憘墓誌銘の構成
記述内容

①

宋故員外散騎侍郎明府君墓誌銘

②

祖儼、州別鴛・東海大守。夫人清河崔氏、父逞、度支尚書。

③

父歆之、州別鴛、撫軍武陵王行参軍・槍梧太守。夫人平原劉氏、父奉伯、北海太守。後夫人平
原杜氏、父融。

④

伯恬之、斉郡太守。夫人清河崔氏、父丕、州治中。後夫人勃海封氏、父蓐。

⑤

第三叔善蓋、州秀才・奉朝請。夫人清河崔氏、父模、員外郎。

⑥

第四叔休之、員外郎、東安・東莞二郡太守。夫人清河崔氏、父眺。右将軍・翼州刺史。

⑦

長兄寧民、早卒。夫人平原劉氏、父季略。済北太守。

⑧

第二兄敬民、給事中・寧朔将軍・齊郡太守。夫人清河崔氏、父凝之、州治中。

⑨

第三兄曇登、員外常侍。夫人清河崔氏、父景真、員外郎。

⑩

第四兄曇欣、積射将軍。夫人清河崔氏、父勲之、通直郎。

⑪

君諱曇憘、字永源、平原鬲人也。載葉聯芳、懋茲鴻丘。晋徐州刺史褒七世孫、槍梧府君歆之第
五子也。

⑫

君天情凝澈、風韻標秀。性尽冲清、行必厳損。學窮経史、思流淵岳。少擯簪縉、取逸琴書。非
皎非晦、声逖邦字。州闢不應、徴奉朝請。歴寧朔将軍員外郎、帯武原令。位頒郎戟、志鈞楊馮。
運其坎凛、頗爾慷慨。値巨滑諂祲、鋒流紫闥。君義裂見危、身介規鏑、概深結纓、痛嗟朝野。

⑬

春秋卅、元徽二年五月廿六日丙申、越冬十二月廿四日辛卯窆于臨沂県弐壁山。啓奠有期、幽穸
長即。蘭釭已無、青松無極、仰図芳塵、俯銘泉側。其辞曰、

⑭

斯文未墜、道散群流。惟茲胄彦、映軌鴻丘、佇豔潤徽、皓詠凝幽。測靈哉照、発遼騰休。未見
其止、日茂其猷。巨沴于紀、侈侵陵将。金飛輩路、玉砕宸嬢。霜酸精則、気慟人遊。鐫塵玄穸、
志揚言留。

⑮

夫人平原劉氏、父桑民、冠軍将軍冀州刺史。

⑯

後夫人略陽垣氏、父闡、楽安太守。

墓誌銘の構成は以下のようになっている。
①標題、②祖の記録、③父の記録、④父の兄の記録、⑤⑥父の弟の記録、⑦～⑩本人の兄の記録、⑪本
人の本籍と父との関係、⑫本人の性格や履歴、⑬死亡と埋葬年月日、⑭辞、⑮妻の記録、⑯後妻の記録。
この文書構成を、年代的には 20 年ほど遅れて作られる北魏墓誌等と比較をしてみると、同じように見
えるが、文書そのものの重点の置き方が違うことに気がつくであろう 12。つまり、本人に関する記録（⑫）
が簡略化し、さらには祖先・兄弟の記事（②～⑩）があまりにも長すぎるのである。共通項は文頭の標
題（①）、死亡埋葬の記録（⑬）
、辞（⑭）である。「辞」については、北魏墓誌では四言四句が一組に

墓誌銘の文書構成については、筒井茂徳「墓誌銘を読むために」
（
『中国法書選ガイド 25 墓誌銘集上』
14-21 頁（二玄社、1989 年）
）を参照の事。
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なっていることが多いが、この辞は九句で構成され、四言であっても四句が一まとまりになっていると
は言えない。これらのことから、死者を追悼するという本来的な目的とは違う要素が多すぎるという特
徴が看取できる。
そこで、
東清河崔氏との婚姻関係であるが、
表 5 を見ると 7 組の婚姻が成立している事になる。
祖（②）
、
父の兄弟（④⑤⑥）
、本人の兄（⑧⑨⑩）がそれである。これほど多くの婚姻関係があるということは
何に原因があるかと考えると、直接的には②に記述がある崔逞である。
『魏書』
『北史』に伝があり「字
叔祖、清河東武城人也」と記述がある。崔逞は太祖道武帝に仕えた人物なので五世紀前半に活躍したと
思われ、本論の清河崔氏の中でも「東武崔氏」の祖先に当たる人物である。墓誌銘中からはその娘と祖
の明儼が婚姻関係を結んだことをきっかけに、合計七人もの東清河崔氏を迎えたことになる。また、墓
誌銘中には平原劉氏との婚姻関係も見る事ができ、崔氏・劉氏・明氏は親戚関係であったことも分かる。
清河崔氏一族の墓誌においても、例えば崔混の二番目の妻は平原劉氏であることが確認でき、崔氏・劉
氏の直接的な繋がりを墓誌銘中からも見ることができる。
明氏との多くの婚姻については何の目的かははっきりしないが、少なくとも西暦 300 年代ころのかな
り古くから、東清河崔氏と南朝の繋がりがあること、それも複数の姓の有力一族との婚姻があることは、
南朝の技術や文化が山東地方に伝わる可能性が十分にあることを示しているのではないだろうか 13。

３

崔鴻と崔鴻墓誌銘

（１）観察の視点
東清河崔氏墓誌群の拓本を観察していると、その書体・書風の多様性に驚かされる。墓誌が作製され
たのは、北魏・東魏・北斉の三時代、その年代差は 60 年あまりあるので、差があることは当然かもし
れない。墓誌銘は多くが楷書体を使用して書かれているが、崔徳墓誌銘は隷書体で書かれ、北斉の流行
を知ることができる。文字の大きさは、最も小さいものが崔混墓誌銘の約 1 センチ角、次が崔芬墓誌銘
の 1.5 センチ角、他は多少のばらつきがあるが平均 2 センチ角といってよい。
この墓誌群の中で筆跡として注目したいのが、中心的な資料である崔鴻墓誌銘である。この墓誌銘は
表 1 でも分かるように、資料群の中では最も大きい寸法があり書きぶりとしては非常に端正である。起
筆・送筆・終筆を丁寧に書き、画と画の連続性のない楷書体である。
しかし、一文字ごとに観察をしていると、同時代の楷書で書かれた墓誌銘とは違う文字があることに
気がつく。墓誌銘は異体字が多いことで知られてはいるが、総字数 673 字の中で 70 字以上が基準的楷
13

この当時の交易に関しては、
「互市」と呼ばれる小取引が盛んに行われていたようである。張承宗・
魏向東両氏は、
「南北朝に分裂しても人民の往来は阻止する事はできず、南北の交易が絶え間なく行わ
れていた。また、南北の交易の主要な都市の一つに現在の江蘇省連雲港があり、南北互市が開かれてい
た」という（中国魏晋南北朝史学会・大同平城北朝研究会編『北朝研究』第二輯、323 頁「魏晋南北朝
商貿易風俗研究」）
。連雲港は山東省により近く、山東省の民はこの南北交易にも直接間接に関わってい
たという想像ができる。また、高敏氏は「南朝北朝の多くの地域に互市が開かれたが、政権にとっても
巨大な利益を得ることになった。」という指摘がある（『魏晋南北朝経済史』972 頁（上海人民出版社、
1996 年）
）
。つまり、通行税や取引税等により互いの国家が潤うということである。戦争の準備等巨額
の費用がかかることもあり、王族は人や物の交流を黙認し、都の洛陽や建康でも互市が開催されたとい
うことになったのであろうか。
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書体とは言いがたい文字で書かれている事が分かる。いわゆる異体字というものである。本節ではこの
文字に関して検討してみたい。

上
左

図2
図3

崔鴻墓誌銘
崔鴻墓誌銘の異体字位置

さて、異体字の観察を行うに当たっては、異体字の定義を明らかにする必要がある。このことについ
ては、第３部第３章の定義を利用し崔鴻墓誌銘の文字を観察することにする 14。図 2 は崔鴻墓誌銘の影
印であり、図 3 はそれを基に現代の文字に直し、異体字や楷書体以外の文字構成要素が加わっていると
判断した文字の位置を網かけにより表したものである。また次頁の図 4 は、基準となる文字以外のもの
を説明の都合上四つのグループに分類したものである。「崔鴻墓誌銘の特殊な文字」とは曖昧な表現で
あるが、次に説明するような理由がある。

（２）崔鴻墓誌銘の特殊な文字
異体字を観察するにあたり一番問題となるのは、基準の設定である。標準の文字があって初めて異体
であるという定義をそのまま用いると、北魏時代の墓誌は基準が設定しがたい文字となるであろう。そ
こで、図 4 では現代の常用漢字あるいは漢和辞典に収録されている旧漢字を基準とし、歴史的に見て部
分的にでも篆書・隷書の影響を受けていると思われる文字のグループ（3・4）、楷書の部分の組み合わ
せが基準と異なると思われるグループ（2）
、そして画数の増減があったり種々の要素が複合的に入り交
じっており前のものに分類できない文字（1）に分類した。

①

異体字と思われる文字

ここの分類は曖昧であるが、杉本氏の規定する「通体・俗体・俗字・譌字・省文等すべて異体字と認
め、これらは異体字の下位区分として再整理できるもの」と関連すると考える。図５の①②④等は、常
用漢字に一画加えたものである。また、③は古い書体から採用しているのであろうが、出所がはっきり
しない。⑤⑥⑦はそれぞれの文字に古い文字の要素を取り入れたり、省略があると思われるものである。
異体字にはこのような雑多な影響が混在しているものが多いが、細かくは分類できない。

14

他の資料との比較の参考資料としては、秦公『碑別字新編』
（文物出版社、1985 年）
、北川博邦『偏
類碑別字』
（雄山閣、1975 年）や各種書道字典を使用した。
28

『愛媛大学書道研究』第 5 号

② 部分の組み合わせが異なる文字
ここの 6 文字は、常用漢字もしくは旧字
体と比較してその部分の配置が違うものを
拾い出した。①のように「口」の部分が上
になっているものや、⑤のように「月」が
右部になっているもの等であり、それほど
大きな変化ではない。これが異体字と言え
るかどうかは疑問であるが、杉本氏のいう
「通体・俗体」になるのではと考える。

③ 隷書体の構造を含む文字
隷書体とは定義・概念上「横画に波磔を
有する文字」のことであるが、ここでの「隷
書体」とは波磔の有無とは関連がない。①
から⑦までは部分的にではあるが、書体字
典等あるいは説文篆文等には見られない骨
組みで、後漢時代の隷書碑等には用例があ
るものである。
しかし、④のように明らかに篆書から派
生している文字もあり、完全に篆書体の構
造ではないと言い切れるものはなく、次の
４と同一の系統と考えてもよいであろう。

④ 篆書体の構造を含む文字
崔鴻墓誌の異体字の中には、篆書体の影
響と思われる文字も多い。ここに挙げるも

図4

の以外でもそれを確認することができる。

崔鴻墓誌銘の特殊な文字

文字のすべてが篆書体で書かれるというこ

とではなく、骨書きをしてみるとその一部が楷書でも隷書でもない書体であり、何らかの形で篆書体を
取り入れたのだと推測できるものが殆どである。しかし、実際に見える一つ一つの点画は、始筆・送筆・
終筆が確実に分けて書かれる楷書体であり、書体を判断するのに迷う場合がある。

（３）墓誌銘の文字の特徴
崔鴻墓誌銘の特異性をまとめると、以下の二点に集約できるであろう。
①

墓誌の文字を一文字ごとに観察すると、北魏作製のものとしては珍しく、当時使用されること
の少ない書体の文字で書かれる割合が高い。

②

その文字を分類すると、篆書的な要素を含む文字が多く、異質である。

崔氏一族墓誌群の中では、極めて特殊な書体を有する墓誌銘であることが分かるが、崔鴻墓誌を作製
した経緯を想像するに、長男で『十六国春秋』を世に現した長男の崔混、もしくは崔鴻の兄弟の崔鷫・
崔鵾が中心となって墳墓造営に当たり、墓誌銘の撰文者と筆者・刻者も一流の知識人や技術者を選んだ
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と思われる。南朝からの漢族も登用されたこともあったであろう 15。崔鴻が『十六国春秋』を編纂する
ような文芸的な才能に恵まれていたという事を念頭におき、遺族もしくは墓誌作製に直接関わった人物
が、このような形を作製したということも考えられよう 16。
なお、他の北魏墓誌にこのような特殊な書体が多く用いられているものがないかを、洛陽市文物局編
『洛陽出土北魏墓誌選編』により確認したが、孝昌 2 年（526）作製の寇治墓誌を確認できた

17。この

墓誌は 900 字ほどの墓誌銘を有するが、35 字ほどの特殊な文字を含んでいる。ただし、崔鴻墓誌との
関連性はないようである。

おわりに

本研究では、山東省中部地域から出土した東清河崔氏墓誌群に関して検討してきた。崔氏墓誌群の墓
誌それぞれに、特徴的な事項を含んでいることが確認でき、特に歴史書と墓誌銘を比較することにより
発見できた事柄があったことは、研究の成果として取り上げることができる。本章の結果は、以下のよ
うにまとめることができるであろう。

①

東清河崔氏の墓誌は 10 件あるが、崔鴻をはじめ史書に伝を残す著名な一族である。

②

それらから、一族は山東周辺の一族や南朝の部族と婚姻を結び、安定化をはかろうとした
ことが読み取れる。

③

南朝の墓誌銘からも、清河崔氏との婚姻の情報を得ることができる。

④

東清河崔氏の代表格である崔鴻墓誌銘の筆跡は、種々の異体字を有する特徴的な作である。
それらの中には、篆書的な要素を含む文字を有する。

崔氏一族の墓誌を観察することにより、南朝との交流が盛んに行われていたことが確認できたが、さ
らに踏み込んで、文化交流や墳墓等の形成に影響を残しているということが確認できたことは、大きな
成果である。また、崔鴻墓誌銘の文字を観察すると多様な要素が含まれ、当時の都である洛陽からみる
と、田舎といってよい山東省に意外なほどに高水準の文化が伝えられていることを発見できた。
しかし、山東省の崔氏に関しては、別に博陵崔氏もあり、その墓誌もかなりの数量があると予想され
注 1 の川本氏の論考には、孝文帝時期の胡漢の融合に関して以下のように述べている。「孝文帝の頃
になると北魏朝を夷狄視する姿勢は華北の漢族大夫の間では見当たらなくなるといえるのである。いや、
彼らは次のような自負さえ抱くようになるまでに変質してきている。即ち、孝文帝の頃までに達成され
た北魏の繁栄は、その政治に参画した彼らの営為の成果であり、そうして創り上げられた国家は南朝国
家と比べても一歩も引けをとらない、という自負を。」（49 頁）
。この事は、崔氏一族についても同じ事
が言える。文化的・技術的な高さや正当性を示すために、墳墓や墓誌が作られたという要素も大きいの
ではあるまいか。
16 王元軍『六朝書法与文化』
（上海書画出版社、2002 年）は、斬新な切り口での書法研究である。異体
字（雑体書）について、雑体は寇謙之が創設したものであり、古文や篆書を使用して書写している。寇
治墓誌や寇偘墓誌等の北魏の墓誌にもその影響が見られるが、これは道教の影響が大きいという指摘を
している。多くの墓誌銘の字体に、個人の影響が直ちに出るとは考えにくいが、著者が看取した寇氏一
族の墓誌銘の異体字には、古文・篆書形と思われる文字が含まれている。特定の文字に関して当時の宗
教家や有識者が変化を加えるということがあったのであろうか、さらに検討する必要がある。
17344 頁（科学出版社、2001 年）
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る。更に検討を加えなければならない事柄である。また、山東省で活躍していた他の一族に関しても広
く検討する必要がある。今後の課題としたい。
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