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墓誌資料の教育的活用
はじめに
本章では、墓誌銘資料が教材としてどのように活用されているのか、また、墓誌銘は教材としてどの
ような価値があるのかを検討することにしたい。
現在教科書で使用されている墓誌銘を拾ってみると、その数量が少ない事がはっきりする。学習指導
要領が現在の形になる以前のものを見ても同じである。墓誌資料が楷書の学習教材として使用される頻
度が低いのは、学校教育の現場だけではない。あまたある競書雑誌や啓蒙的な書道雑誌などにおいても、
墓誌銘に視点をあて特集を組んだり、課題とすることはあまりないようである。この理由はなぜか。
墓誌が盛んに発見されるようになったのは、清末の 1910 年頃からである 1。それ以前に出土が全くな
かったわけではないが、資料的に重要視されていたわけでもない 2。むしろ、この当時注目されていた
のは、北魏書であれば張猛龍碑・鄭道昭摩崖・龍門造像記である。これらの筆跡により、いわゆる「北
碑」のイメージが形成されていったのである。
しかし、数量的にいうと、墓誌群は他の北朝資料と比較しても造像などとともに群を抜く数量を誇り、
名品と思われる資料もないわけではない。墓誌資料が今ひとつ教材などに受けいれられないのはなぜか
考えてみることにしよう。

１

高等学校芸術科書道の教科書における墓誌銘教材

（１）現行の書道教科書の墓誌銘教材
現在の高等学校芸術科書道における墓誌銘教材はどのようなものがあり、その教材にどのような解説
が施されているかは、墓誌のとらえ方や学習の目標に直結する重要な内容である。本節では５社の教科
書を使用し教材分析を行うことにした。教科書の記述は以下の表のようになる 3。

表１

現行の教科書における墓誌教材の内容

会社名

1

学年

作品名

解

説

民国時代の発掘の歴史に関しては氣賀澤保規『復刻洛陽出土石刻時地記』
（汲古書院、2003 年）に詳
しい。
2 代表的金石書である王昶『金石萃編』は、清時代の嘉慶 10 年（1805）頃編纂されている。この中で
も、魏晋南北朝時代の墓誌は劉韜墓誌、孝文弔比干墓文、司馬元興墓誌、刁遵墓誌、高植墓誌、司馬昞
墓誌、司馬昇墓誌の 8 件のみであり、墓誌の中心である元氏一族の墓誌は採録されていない。
3 ここでの分析には、平成 14 年 2 月 28 日に検定を通過した教科書を使用している。
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光村図書

１

蘇慈墓誌銘

隋の文帝に仕えた蘇慈の功徳をたたえたものです。明快な筆使
いと端正な字形は、欧陽詢風の書の先駆けをなすといわれてい
ます。

２

王興之墓誌

近年、東晋時代の墓誌がいくつか出土していますが、その文字
は銘石体（碑銘に用いた書体）とよばれる、実用書とは違った
独特の書体で書かれており、…

元顕儁墓誌銘
３

北魏時代には、…墓誌銘や写経にも優品が多く残されました。

司 馬 昞 孟 敬 訓 石や金属に死者の経歴などを刻したものを墓誌といい、銘文を
墓誌銘

伴うものを墓誌銘とよびます。線質が強く伸びやかで、北魏の
墓誌銘のなかで名品の一つに数えられています。

美 人 董 氏 墓 誌 「美人」という官にあった董氏のものです。点画は比較的穏や
銘

かで、字形も整っています。このように、時代を経て書法に一
段と磨きがかかり、品格の高いものが現れました。

大阪書籍

２

美 人 董 氏 墓 誌 蜀王の下で美人という官にあった侍女の死を悼んで王みずから
銘

作った墓誌です。清代に陝西省興平県で出土しました。天地 52
㌢四方の中に１行 23 字 21 行が、きわめて美しく刻られ、その
整斉さと品位のある力強さは隋代最高ともいわれています。

教育出版

１

元楨墓誌銘

東京書籍

２

美 人 董 氏 墓 誌 美人（官名）となった董氏の墓誌銘です。力強くて整斉な漢字
銘

なし（原石の一部の写真がある）
を与えます。隋代の代表的な書の一つです。墓誌銘とは、墓主
の経歴や事跡などを石や塼（れんが）などに刻して、棺ととも
に墓室内に埋めたものをいいます。

教育図書

１

蘇慈墓誌銘

隋時代の高官で６４才で亡くなった蘇慈の墓誌。蘇孝慈墓誌と
も呼ばれる。唐時代の楷書に先行する隋時代楷書の優品である。

五つの会社の教科書（15 冊）から抽出できた墓誌銘教材は９件である。ただ重複があるので、種類と
しては６種ということになる。また上記の教材は、すべてが臨書の対象として取り上げられているので
はなく、年表や鑑賞教材として小さく扱われるものも含む。複数使用される主要な教材は「美人董氏墓
誌銘」と「蘇慈墓誌銘」の二つと言ってよい。扱われる頁数は１頁、多くは 1/2 頁以下である。後で取
り上げる「孔子廟堂碑」「九成宮醴泉銘」等の唐代教材とは比較にならない。このことは、現行の教科
書に始まった事ではなくずっと以前から変化が見られない 4。
また、解説に目を転じてみると、墓誌という資料がどのような形状をし何のために作成されたのかと
いうことを伝える解説が少ない。また、近年増加している新出土資料を利用しようという姿勢が見られ
るのは、光村図書のみであった。墓誌銘は、正方形の石または磚であるので、教科書上では見栄えがし
ないため採用されていないのかもしれないが、碑とは異なる形であることは指摘しておく必要があるで
あろう。
書的な評価としては、「明快・端正・伸びやか・穏やか・整斉」という評価であり、唐代楷書の先駆

4

過去の教科書で教材として取り上げられている墓誌銘は以下のようなものがある。元公夫人姫氏墓誌
（隋）
、元楨墓誌（北魏）
、蘇慈墓誌（隋）
、南川県主墓誌（唐）、司馬昞妻孟敬訓墓誌（北魏）、美人董
氏墓誌（隋）
。しかし、重点的に使用されているのは、蘇慈墓誌と美人董氏墓誌である。
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けとして捉えている傾向が強い。このことは間違いではないけれども、唐代楷書の絶対化に繋がってい
る印象が強い。

（２）墓誌銘以外の楷書教材
墓誌銘があまり教材化されていないことは、上記のとおりである。では、教科書中の楷書教材全体で
は、どのような古典が取り上げられているのであろうか。上記で使用した５社の教科書により、主要な
教材を抜き出すことにした。分量が多いため、解説は重要と思われる部分を選ぶ事にする。

表２

現行の教科書における楷書教材の内容

会社名
光村図書

学年
１

作品名
孔子廟堂碑

解 説
字形は縦長でやや向勢に構え、ゆったりとした穏やかな書風
ですが、線質は強く、内剛外柔と評されています。

九成宮醴泉銘

均整のとれた造形であることから「楷書の極則」と言われて
います。

雁塔聖教序

抑揚と粘りのある線質を特長とし、初唐の三大家の楷書中、
最も変化に富んでいます。

顔氏家廟碑

重厚で胴太の縦画を用い、字形を向勢に構えています。

牛橛造像記

方形に構えた力強い重厚な龍門様式を学ぶのに最も適してい
ます。

３
大阪書籍

１

薦季直表

なし

爨龍顔碑

碑誌に用いる公用書体の一つと考えられます。

九成宮醴泉銘

一点一画をゆるがせにしない周到な配慮と、厳正さを極めて
いるということで、
「楷法の極則」とまでいわれています。

孔子廟堂碑

この書は、字形は向勢が多く用いられ、穏やかで伸びやかな
動きで書かれています。

牛橛造像記

北魏時代の楷書の典型とされ、角ばった表現で、鋭く力強く
書かれています。

建中告身帖

主として蔵鋒を用いた非常に力強い書です。字形は向勢で、
筆致は弾力に富み、その書風は独特で顔法と呼ばれ、後世に
大きな影響をおよぼしました。

２

孟法師碑

字形は方正で力強く安定感があります。

雁塔聖教序

抑揚に富んだ運筆、随所に見られる逆筆など、楷書の書法の
変化と発展があります。

張猛龍碑

右上がりの字形、強く打ち込まれた起筆、のびやかな左払い
などにより、強さや厳しさを感じます。

３

鄭羲下碑

ゆったりとした懐の広さがあります。

論経書詩

雄勁壮大で骨力に富み、丸みのある表現で、伸びやかに書か
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れています。
高貞碑

北魏初期の書に比べて、技術も感覚もいちだんと洗練され、
理知的で高い気品を感じさせます。

孟顕達碑

端正な字形は初唐の楷書の先駆けを感じさせる書風です。

律 序 巻 第上 （ 写 洗練された秀麗な書風の楷書体で書かれています。隋・唐写
経）

経の先駆けともいえるものです。

漢汲黯伝

唐人の遺風を慕い、それを再現しようとしたもので、端正な
格調高い小楷として類の少ないものです。

教育出版

１

金剛般若経

なし

多胡碑

北魏の摩崖を思わせる、ゆったりとした書風です。

九成宮醴泉銘

厳正。後世「楷書の極則」と評されている。端正な字形と厳
密で切れ味鋭い筆法により、非情なまでの楷書の美しさを表
現している。

孔子廟堂碑

温雅。よく整った字形、明るく穏やかな用筆・運筆、なかで
も横画や右払いをのびのびと書いているところに特徴があ
る。

建中告身帖

重厚。太い点画を基調としていて雄大かつ重厚である。

雁塔聖教序

軽快。筆の弾力を生かした自在で軽快な筆使いに特色がある。

牛橛造像記

方勢。角ばった切れ味の鋭い筆使いで、方勢に富んでいる。

鄭羲下碑

円勢。うねりを帯びていて雄大で、円勢に富んでいる。

漢汲黯伝

唐人の遺風を慕い、それを再現しようとした書風で、格調高
い小楷の名品として推賞される。

２

皇甫誕碑

均斉。謹厳な筆使いで、字形もよく整っており、均斉美を代
表する傑作に数えられている。

薦季直表

均衡。ゆるやかで、力のつり合いを図った筆使いと構成に特
徴があり、均衡美の典型的な例である。

高貞碑

勁直。つよく理知的な書で、よく工夫された字形と典型的な
方筆の技法を学ぶ上で必修の古典である。

顔勤礼碑

重厚。重厚、荘重な書で、線には丸みがあり、収筆などに用
筆の特徴が見られる。

楽毅論（王羲之） 温雅。ひきしまった字形と温雅で伸びやかな運筆
楽 毅 論 （光 明 皇 雄健。優美の中にも力強さが満ちたその筆使いに特徴がある。
后）
３

高貞碑

北魏時代の楷書の中では最も著名なものの一つであり、特に
方筆の書法を学ぶ上で必修古典とされている。

雁塔聖教序

筆使いのうえでさまざまに工夫がこらされており、筆圧の強
弱をつけて、微妙な線質の変化を表現している。

温彦博碑

点画の配置がよく整い字形が厳格である。筆使いも謹厳で安
定している点に特徴がある。
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顔氏家廟碑

太い点画を基調としたこの碑の雄健な書は、顔法と呼ばれる
独特の技法の範例をされている。

楽毅論（王羲之） よく引きしまった字形と、伸びやかな運筆
東京書籍

１

洛神賦十三行

よく引きしまった字形と、伸びやかな運筆

九成宮醴泉銘

端正な字形で、楷書様式の最も完成した形を示しています。

孔子廟堂碑

完成された楷書の典型を示し、格調の高さでは及ぶものはな
いと昔から評価されています。

雁塔聖教序

筆の弾力を生かした、軽快で変化に富んだ筆使いで書かれて
います。

自書告身

文字の胴体を広く構え、横画を細く縦画を太くした字形は豊
かで安定感がある。

牛橛造像記

点画は角張り、のみの彫り味も加わって、力強さにあふれて
います。

２

鄭羲下碑

気宇雄大、用筆も力強く、点画や字形に丸みがあります。

真草千字文

行書的な味わいがあり、温雅な書です。

薦季直表

字形は扁平で、懐を広くとり、ゆったりと運筆しています。

爨龍顔碑

力強い線で、古拙な風雅があります。

張猛龍碑

右肩上がりで躍動感があり、強くて、深みのある線質です。

賢愚経

字粒が写経の中でも大きく、堂々とした筆致から、大聖武と
呼ばれています。その書風は重厚で、端正な姿を見せていま
す。

３

黄庭経

その書は、すっきりとした、趣のある、香り高いものです。

鄭長猷造像記

龍門石窟の仏像に付された銘文には、書として力強いものが
多く、北魏楷書の代表ともなっています。この書は、洗練さ
れた美しさはありませんが、素朴で、野趣を感じさせます。

麻姑仙壇記

顔真卿の書の中でも異色なもので、素朴な趣のある傑作の一
つです。

楷 書 九 老図 記 軸 なし
（金農）
楷書五言聯（趙之 後世の人に「北魏書」と称された、力強い独特の書を残しま
謙）

した。

楽 毅 論 （光 明 皇 なし
后）
三十帖冊子

小字の割には堂々とした書き振りです。

草 庵 雪 夜作 （ 良 細線ながら余白が生かされ澄みきった境地が感じられます。
寛）
教育図書

１

孔子廟堂碑

力を内に含んで品格が高いと称され、温和な独自の姿を見せ
ている。

九成宮醴泉銘

なし
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雁塔聖教序

なし

顔氏家廟碑

なし

高貞碑

力強さと巧みな構成は、北魏楷書中の名品といわれている。

鄭羲下碑

書風は雄大。

賢愚経残巻

写経の中でも文字が特に大きく、雄大な筆致であることから、
続に「大聖武」と呼ばれている。

２

九成宮醴泉銘

書風は厳正で清雅。古来「楷書の極則」と評されている。

顔氏家廟碑

剛健渾厚な書風で、楷書にまったく新しい局面を開いた。

雁塔聖教序

日筆の性能を生かした変化のある線で独特の境地を示した。

孟法師碑

なし

孫秋生造像記

方筆の特色を発揮し、勁健な書風を誇る。

楽 毅 論 （光 明 皇 皇后独特の品位と気魄に満ち、筆力雄健である。
后）
楽毅論（王羲之） なし
３

隅寺心経

なし

賀蘭汗造像記

運筆は明快で構成は緊密。力漲る剛健な書風で、いわゆる龍
門様式の特徴を発揮している。

爨宝子碑

なし

紫 紙 金 字金 光 明 なし
最勝王経
論語抄（良寛）

なし

表２を見ると、楷書教材だけでも多くの種類があるように見える。しかし、収録のページ数や解説の
ボリュームには大きな差がある。また、現行の指導要領や実施状況を考えた場合、重要視しなければな
らないのは「書道Ⅰ」であろう。教科書教材の問題点としては、以下の３点を考えている。

①

唐代楷書に重点が置かれ過ぎている。

②

その唐代楷書中「孔子廟堂碑」
「九成宮醴泉銘」に偏りすぎている。

③

南北朝時代の資料としては、造像記・鄭道昭碑・高貞碑に偏っている。

一番目の唐代楷書に関しては、従来編集されてきた教科書にもその傾向がある。唐の四大家に関して
の教材に関連する資料が、書道Ⅰにおいては平均７割を越える。また解説においても「楷書の極則」な
どという用語が頻出し、どの古典よりも優位にある作品との印象を持たれかねないが、果たしてそれで
いいのであろうか。現在の教科書編集では「形のよい書」に重点が置かれすぎているのではないかと感
じている。
二番目の問題点については、孔子廟堂碑・九成宮醴泉銘は唐代楷書中でも特に頁数や解説についての
比重が著しく大きいということである。この二作品の重要性を軽視するわけではないが、あまたある楷
書古典の中で、この二作品を中心的に学べば楷書の学習は事足りるのか、またどの教科書会社でもそう
考えているのかということに疑問を感じるのである。この二作品は、作成の由来を考えれば皇帝の勅命
により作成されたものであるので、完成度が高いことは当然である。しかし、これらが他の作品よりも
優位性を有する理由としては、
「拓本のよさ」が関係することも否定できない。教科書に採用される拓
本は、多くが三井文庫の所蔵品であり唐宋代に採拓されたものである。もし、比較の対象とするならば、
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現在取られた「九成宮醴泉銘」を鑑賞の対象としてみるとよいであろう。表２の評価と同じものを得る
ことができるであろうか。
三番目の問題点は、主として北朝北魏の作品の取り上げ方についてであるが、唐代楷書の比較教材と
して取り上げられているが、その教材にも偏りがある。最も多いのが、龍門造像記特に「牛橛造像記」、
ついで「鄭羲下碑」
、
「高貞碑」である。それらの楷書には、「勁健・雄大」という評価がつきもので、
北朝書の代表格とされている。そのため、北朝書のイメージはこれから抜け出ることができないのであ
る。造像記は北朝全般に確かに多いが、龍門はその一部であり造像記すべてが龍門と同じではない。教
科書の記述に見られる北朝書のイメージはどのように形成されたのか。次節で検討してみたい。

２

碑学派の書と墓誌銘の受容

（１）碑学派について
碑学派とは金石学を学ぶものにはなじみの用語であるが、教育的な用語ではない。試みに『書道基本
用語詞典』から解説を引用してみると、以下のようになる 5（下線・太字は東）。
帖学派に対し、清代の書流を二大別した呼称 である。流派ないしグループの名ではない。この派
は漢・魏から北朝に及ぶ石刻の書法を典繁とし、さらには篆書から甲骨・金文に及ぶまで、直接古
法によって書の美を摂取しようとする人々をさす。
碑学派の人々が活躍する時期は、嘉慶から清末に至るおよそ一世紀であるが、ほぼ碑学前期＝嘉
慶期（1796-1820）と 碑学後期＝道光期（1821-50）以後に分けられる。
碑学派の興起は、清初以来の考証学が、乾隆中期以後において多くの学者を輩出させた。考証学
では金石に記録された同時史料を用いるが、学者は一面、伝統書法の保持者であったから、学問の
動向と軌を一にして、唐楷を学び、漢隷をうかがい、篆書の新しい展開をみるに至った。
嘉慶期を碑学前期とするのは、乾隆期に醸成された古法の探求が、金石学・文字学とともに整理
され、書作面では篆隷に新しい展開をみた点にある。金石学・文字学者として名高い銭大昕
（1741-1804）
、桂馥（1736-1805）
、銭坫（1741-1806）といった書人が多いのも特色であるが、書
の側からあげれば、鄧石如・伊秉綬が傑出している。とりわけ鄧石如の書と篆刻の後代に与えた影
響はことのほか大きい。
碑学後期は道光以後、百花斉放というべき多様性をみせている。この期の初めには、碑学の理論
面で、阮元・包世臣が出た。阮元の『南北書派論』『北碑南帖論』、包世臣の『安呉論書』などの
理論に啓蒙され、呉熙載・趙之謙が現われ、また 碑学兼習の何紹基 が出た。さらに同治期（1862-74）
以後は、北碑の流行によって、書作の対象の幅が一段と広がった。楊沂孫・徐三庚・楊峴・呉大徴・
呉昌碩らがその代表である。一方、康有為・楊守敬が出て、書学面からの拡充をはたした。しかし、
この期の実相を、角度をかえて大局的にみれば、時代がくだるにつれ、頽廃的ともいうべき書風が
目立つ。

5

春名好重主編（中京出版、1993 年）
。本項目の解説は、西林昭一（764 頁）
。
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これらの表記のなかで、北碑に関連する表記をみると、阮元・包世臣に影響を受けた趙之謙・何紹基
らが登場したことがわかるのであるが、強調しておきたいのが清時代の道光年以降の活動ということで
ある。現在では碑学派といっても書学者には通用するが、その歴史は 200 年にも満たず、書作の正当性
はやはり王羲之を始祖とする帖学派にあるのであろう。
「孔子廟堂碑」
「九成宮醴泉銘」は碑刻ではある
が、碑学派の範囲には入らずむしろ王羲之と直接に繋がる書作品と捉えてよい。

（２）碑学派と北碑
では、碑学派はどのような北碑を学んだのか。阮元の『南北書派論』には、
「刁遵墓誌」
「司馬紹墓誌」
「高植墓誌」
「賈使君碑」
「高貞碑」
「高湛墓誌」「鄭道昭碑」
「造像記」が佳であるとし、
『北碑南帖論』
には鄭道昭の山門題字が優れているとする。また、包世臣の『安呉論書』には、
「経石峪大字」
「雲鋒山
五言」
「鄭文公碑」「刁恵公志」が妙、
「張公清頌」「賈使君」「魏霊蔵」「楊大眼」「始平公」が規として
いる。この中には清代以前に出土した墓誌も多少含まれる。但し、これらの墓誌は山東省出土のものが
多い。
次に取り上げておきたいのが、清代の碑学派における碑の利用方法についてである。碑学派の人々は、
学書の対象と見て「臨書」を行い、臨書作品を残している。清代に作られた北碑の臨書作品にはどのよ
うなものがあるか、一覧にしてみると以下のようになる。

表３

清代の碑学派の臨書作品

人名
潘存
李瑞清

作品名

作品名

鄭羲下碑

沈曽植

爨宝子碑（南朝）

高貞碑

趙之謙

鄭羲下碑
張猛龍碑

魏霊蔵造像記
爨宝子碑（南朝）

陸恢

人名

楊峴

論経書詩

韓顕宗墓誌

これらの臨書をみても明らかなように、「北碑」中に墓誌が入ることはあまりないのであって、碑学
の中心は、北碑の場合は鄭道昭・造像記・張猛龍碑ということができる。
清朝の碑学派が墓誌を重視していない一例として、黄易の『嵩洛訪碑日記』がある。黄易は、清代の
金石学の大家であるが、洛陽あたりの古碑の善本が手に入らないのに業を煮やし、５２才の時に自ら採
拓の旅に出ている。日記をみると、鄭州・滎陽・嵩山・偃師・邙山・孟津・洛陽・龍門と訪問している
が、墓誌の拓を求めたという記録はない。河南省邙山周辺が墓誌の発掘を開始していなかったのであろ
うが、このことは当時の北碑の現状を如実に語っている 67。
6『墨』139

号、36-41 頁、土屋昌明「北碑派の情熱」
（芸術新聞社、1999 年）に黄易の足取りが紹介さ
れている。
7 碑学派が全く墓誌を無視していたわけではない。何紹基は「張玄墓誌銘」の拓本を所有していたこと
が知られているし、趙之謙は『六朝碑別字』を編纂し、墓誌銘の異体字を多く紹介している。外山軍治
氏が「清代の金石家は、漢魏六朝の墓誌銘の体例を論じた人が多かった」
（
『書道全集』第 24 巻清Ⅱ、
30 頁（平凡社、1967 年）
）としているが、清朝末期には金石学も流行していたので、当時発見されてい
た墓誌銘の異体字に注目していたのであろう。ただし、書作の対象と捉える者はそれほど多くない。
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北碑の場合、清朝末期の碑学派は多くが山東省周辺の石碑に注目し、学ぶべき碑と主張していたので
あって、河南省は造像記以外注目すべき資料はなかった。このことは、現在の北朝書の代表作品やイメ
ージを定着させる大きな要因になっていると思われる。

（３）碑学派の日本への影響
次に、清代末期に流行した碑学派が日本へどのように影響を与えたか考えてみたい。このことは、先
人の研究書にあまた紹介されており、ここで改めて紹介するまでもないことであるが、墓誌の受容を考
えるためには多少の解説が必要であろう。清末に活躍した楊守敬と羅振玉は、碑学を日本に持ち込んだ
人物として知られる。楊守敬は光緒 6 年（1880）に、羅振玉は宣統 3 年（1911）に来日し、いずれも
大量の碑石法帖を携えており、当時の日本書道界に大きな影響を与えている。
楊守敬が携えた拓本資料中、北朝のものはもちろん造像記・鄭道昭碑・高貞碑・張猛龍碑などであり、
中国の碑学派で流行した作品と差がない。但し、崔頠墓誌銘（北斉）・尉冨娘墓誌（隋）等もあり、清
末に出土し始めた墓誌の拓本も多少はあったと思われる 8。
また、羅振玉は、来日が楊守敬より 30 年ほど遅かったせいか、墓誌銘の拓本を多く携えてきている。
既に紹介したように、河南省洛陽の墓誌コレクターである郭玉堂とも知己であった彼は、河南省の文物
を精力的に収集している。墓誌はそのなかの一部であるが、
『芒洛冢遺文』
（1914 年）
、
『六朝墓誌菁華』
（1917 年）を著し、新出の墓誌を多く紹介している。この二書をなしたときは丁度日本への亡命の時
期であり、当然日本への影響もあったと思われる。新出墓誌の紹介は百件規模でのものであり、洛陽周
辺の出土資料が中心を占めていたと思われる 9。
その他に影印本による伝来もある。既に楊守敬が、来日中に『寰宇貞石図』
（1882 年）を大蔵省印刷
局で印刷しているし、崔敬邕墓誌（1806 年）、張玄墓誌（1910 年）などが印刷販売されている。また、
中国でも 1915 年ころより芸苑真賞社が墓誌シリーズの影印を始め、元顕儁墓誌銘・皇甫麟墓誌銘・劉
懐民墓誌銘などがもたらされている 10。
楊守敬や羅振玉の出版は、日本に少なからず影響を与えたようであり、日下部鳴鶴が「司馬昞墓誌銘」
を、比田井天来が「張猛龍碑」
「王僧墓誌銘」を、吉田苞竹が「元倪墓誌銘」を、北方心泉が「東堪石
室銘」を、渡辺沙鴎が「韓顕祖墓誌銘」を臨書するなど、多くの作品が残されている。
以上、碑学派の日本に与えた影響をおってきたが、碑学派はそれまで注目されてこなかった北碑に着
目し、筆跡として完成度の高いものと位置付け、後に「魏碑体」と言われるグループを作った功績はま
ことに大きいものがある。しかし、中国の碑学派そのものが北碑の中心を造像記・鄭道昭碑・山東孔廟
の碑刻などに据えているので、墓誌銘は部分的にしか注目されていないのであろう。北碑の中で何を学
ぶかという点についていえば、この影響が現在まで継続しているように思われる。
墓誌がたくさん出土してきた今日、南北朝の文字資料でどれが優秀でどれがそれほどでもないのか、
条件を統一して再評価する必要があるのではなかろうか。
書論研究会『書論』第 26 号特集楊守敬（書論編集室、1990 年）を参照した。
羅清玉と墓誌の関係については菅野智明「羅振玉が顧燮光に与えた尺牘」
（書論研究会『書論』第 32
号特集羅振玉、147～172 頁（書論編集室、2001 年）
）に詳しい。
10 坂田玄翔「清末・民国時代の影印本について」
、
（『墨スペシャル』第 21 号、176～179 頁（芸術新聞
社、1994 年）
）を参考にした。
9
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３

南北朝時代の書における墓誌銘の特徴と位置

（１）石刻資料の大別
前節で、北朝の石刻資料を中心に碑学派についてみてきたが、この時代の作品中、墓誌銘の特徴とは
何であるといえるのか。この答えを見つけるためには、比較の対象となる資料の整理が必要となる。南
北朝時代の墓誌銘以外の楷書作品について言うと、大きくは４つのグループに分けることが可能になる
と思われる 11。

①

造像記

造像記は、南北朝時代の石刻資料では最も多いと思われる。従来その中心とされてきたのが、洛陽郊
外の龍門にある龍門造像記群である。北魏の孝文帝の時代に開鑿が始まり、墓誌銘よりやや早い時期よ
り銘文が刻まれている。その印象が力強いことから人気があり、特に書的に優秀な作品を「龍門四品」
「龍門二十品」と呼んでいる。しかし、資料数からいうと、造像記は仏像の台座に銘文を刻んだものが
多く、その形式の資料は北魏よりも西魏・東魏・北斉の各国に多いようである。これらの造像記は、細
身で揺れの大きい印象を受ける。これはおそらく直接彫刻したからであろう。ただし、実際にどのくら
いの数量があるかまとめた報告はなく、膨大な資料があるとしか言えない。

②

石碑

碑首・碑身・台座からなるもので、漢時代よりこの形がある。前節の作品でも紹介したように、南北
にわたって碑があるが、南朝の碑は爨氏二碑と梁の碑碣群だけであり、ほとんどが北朝関連のものであ
って「魏碑」と称されるほどに北魏の資料が多い。資料は山東省・河南省のものがほとんどであり、中
でも張猛龍碑・賈思伯碑を保存する曲阜市の碑刻陳列館は、現在でも多くの見学者がある。

③

摩崖

自然の岩肌に刻されたものであり、これらの多くも山東省にある。大きくは鄭道昭・鄭述祖の摩崖群
と仏教摩崖群に大別されるが、別に陝西省関中の石門銘もある。
鄭道昭・鄭述祖の摩崖は山東省東部の四つの山にあるが、教科書に使用される鄭羲下碑・論経書詩は
いずれも雲峯山にあり、ここでは近年新発見の資料もある。
また仏教摩崖も、有名なものは山東省にある。泰山中腹の泰山金剛経、鄒城市東北の四山摩崖等で、
北斉の時期に作られたと思われる。これらは文字が非常に大きいことが特徴である。

④

写経

これは石刻資料ではない。南朝北朝とも多くの作品が残されている。比較の対象とするのは、墓誌の

11

王羲之の楷書作品は除外する。
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用筆法と共通性があるためだが、写経に関しても全体数がどのくらいなのか予想することが難しい。南
北朝の資料群としては、もっとも文字粒が小さく丁寧に書かれているのが特徴である。

（２）墓誌銘との比較
上記の資料群と墓誌銘を比較するが、比較のキーワードは「品格」「技法」である。書の多元的価値
は種々あることは言うまでもないし、それらを否定するつもりもない。どれを重要視するかは、書の本
質に関わる重要事である。
この二点を比較の視点に据えるのは、他の北朝資料よりも優位性があると予想しているからである。
当然、教材にも生かすべき内容と認識している。四群の資料と順番に比較したい。

①

造像記

教科書中の造像記の解説（作品の評価）としては、
「強い」という表現が多い。これには「鋭さ」
「角
張り」
「重厚さ」などの印象を総合しての評価であろうが、要するに唐代楷書を基軸としたものである。
点画が太くおもしろい筆跡ではあるが、墓誌銘と比較すると、いかにも稚拙な字形である。また決して
品格のある書とは言えない。技法的にも成熟しているとは言いがたいものが多い。

①

元詳

永陽敬妃墓誌

②

魏霊蔵

穆循墓誌

③

魏霊蔵

穆玉容墓誌

図１

④

恵感

王纂詔墓誌

⑤

法生

元倪墓誌

⑥ 慈香慧

⑦ 慈香慧

王纂詔

王氏墓誌

龍門二十品と墓誌の文字の比較

図１上段は、龍門造像記のなかで特に優れているとされる二十品中、技法的に不備があると思われる
部分を有する文字例である。①は旁のバランス、②は上部と下部のバランス、③は払いの太さ、④は弓
扁の形、⑤は文字の中心、⑥は横画の彫刻と中心の取り方、⑦は字形のしまりのなさ等、単に彫刻の粗
雑さというだけでは解決できない文字がある。下段は、墓誌中から字種の同じものを抜き出している。
刻の鋭さ・字形の完成度・文字の持つ品格など上段より優れていると思われる。
私は、造像記を「北魏時代の楷書の典型」（大阪書籍・書道Ⅰ）というには大いに反論がある。墓誌
銘にも種々の字形があるが、教科書で掲載された北魏墓誌銘を参考にしてみても、造像記よりも格段に
凛とした品格があり、名門貴族によって作成されたにふさわしい作例と言える。

②

石碑

ここでは、比較の対象を張猛龍碑・高貞碑としたい。張猛龍碑は、印象的には「碑額」に迫力があり、
その点では墓誌銘は到底及ばないが、文字構成上、完全とは言えないものもある。完成度はそれほどに
高いとは言えない。また高貞碑についても、バランスにおいては張猛龍碑よりも優れているが、碑石を
11
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実見しても拓をみても墓誌銘よりも品格があるとは言い難い。また、教科書ではこの碑のことを「工夫
された字形」とするが、バランスの取り方は現代人の方がよっぽど達者であり、技法的にも卓越してい
るとは言い難い。

図２

張猛龍碑の題額の文字

図３

高貞碑の文字

図２は、張猛龍碑の碑額の文字であるが、確かに迫力のある文字だが「魯」は「日」が、
「清」は「月」
がそれぞれ上部や左部に比べて小さいということは否定できないであろう。また図３は「饗」があまり
にも傾きすぎているし、「玄」は「幺」の下部横画があまりに長すぎる等、これらの文字においても技
法的にはまだまだという印象がある。

③

摩崖

仏教摩崖は、教科書にはあまり取り入れられない。例えば、泰山の経石峪にある金剛経は拓本では表
せない雄大さがある。四山摩崖についても同様である。では、鄭道昭の摩崖はどうであろうか。墓誌銘
と比較しても文字の大きさが勝り、教科書で解説されるように「雄大」「伸びやか」という点において
は墓誌銘は及ばないであろう。しかし、技法的にいうと未熟な部分もある。

①

②

図４

③

④

⑤

鄭羲下碑と墓誌銘の文字の比較

図４では、技法的に問題があると思われる文字を抜き出した。①は「聿」の縦画が右に流れている、
②は下部の空間が大きすぎる、③は左右の大きさと位置がつりあっていない、④は下部の縦画が細い、
⑤は縦画・左払いが不安定等、完全とは言えない。摩崖はそのスケールの大きさが重要であるから、多
少の事は気にしてはならないのかもしれないが、品格・技法では同時代の資料とは思えない。

④

写経

12

『愛媛書道研究』第６号
写経の文字は、大きくても２㌢角まではない。小さい作品であるが、凛と
した清涼感と正確な筆使いは、墓誌銘以上の作もある。しかし、北朝写経と
なると、隋唐写経よりも数量が限定され、かつ、文字の安定感のある作例は
少なくなる。また、点画に連続線を含む部分が多くなり、一点・一画を分け
て書く現在の楷書の概念に合致する作例は、それほど多くはないであろう。
次に、写経は大きく書くことが可能かという問題がある。写経を教材とす
る場合は、通常は細字学習が基本となるであろう。これを大字で書くという
ことになると、その品格を表現することは難しいであろうし、技術的にも横
画の始筆で軽く筆を打ち込みながらも、強靱な画を描く事は困難である。こ
の点では大字学習には適さない。
その点、墓誌銘は、写経に近い細字から造像記などに近い大きな文字まで
多彩であり、原寸の臨書においても対応することができる。また、それ以上
の大きさでも十分に臨書の対象とできる。

図５

北朝般若経

（３）墓誌銘の特徴と位置
以上の観察から得られる、墓誌銘の優位性とはなにか。また、南北朝のあまたある文字資料のなかで、
墓誌銘は、どのような位置づけができるのであろうか。まずは、墓誌は楷書の作品群であるので、南朝
で活躍した王羲之などの書とは異なることに触れておかねばならない。比較の対象はやや絞られること
になる。では、その優位性を数点挙げて本節のまとめとしたい。

①

最も優れた品格を有する資料である。

墓誌はいろいろな官位の者のために作成された資料であるし、その年代も多少の幅がある。当時は、
楷書の完成期に向けて、種々の楷書作品が作成されていた時代であるから、当然墓誌銘にもできばえに
差が生じる。しかし、500 年以降の 30 年ほどに作られた墓誌で、皇族（元氏）の墓誌は完成度の高い
作例が多く、個性的な表現ができている。その中でも共通する特徴は、
「優れた品格」を有することに
あり、筆跡を学ぶ目的としては技術よりも重きを置かねばならぬ内容かも知れない。それを学習するに
は適した教材といえよう。

②

技法的に超越している資料である。

中国の筆跡は、日本の仮名などに比較して繊細さが不足するといわれるが、北朝全般の資料について
はこれを否定できない面もあると思う。先に挙げた文字のように、名品と言われる資料にも完成度が高
いとは言えないものも含まれている。墓誌銘をみると、中心のとらえ方については造像記は無論のこと
高貞碑・張猛龍碑も及ばない。また、一文字一文字も丁寧に刻されていて、筆使いの学習をするには細
かな観察ができる。

③

幅広い書風を有する資料である。
13
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資料数・文字数が多いこともあって、元氏の墓誌銘とはかなり異なる文字も多い。初期の資料には、
横画が右上がりで造像記風のものもあり、勢いはそれ以上であるが品格は高い資料がある。また、鄭道
昭の書風と共通する文字を持つ墓誌もある。隋唐の楷書とは文字の外形など異なる一面も持ち合わせ、
楷書の多様性を学ぶ事のできる資料といえる。

④

傷の少ない資料である。

刻石を学ぶ者にとって頭の痛い事は、文字の痛みがあることである。自然の風化の他に、採拓者が碑
石を破壊する等が言われるが、北碑においても、始平公造像記・張猛龍碑などは痛みが激しく、鑑賞に
支障があることが少なくない。しかし、墓誌銘は出土が比較的に新しい資料が多いために、文字の解読
に支障があるというものは少なく、作品全体を鑑賞し評価しやすいという特長がある。

４

墓誌学習の意義

（１）1500 年変わることの無かった文字構造
墓誌を教材化するにあたっては、特性・特徴を捉えることが肝要である。墓誌の評価が十分でない理
由として、書風の評価以外に周辺の情報が十分に活用されていないという状況がある。この点を意識し、
この節では、墓誌銘の書がどのような学習的価値があり、教育的にどのように生かされ利用されるべき
であるのかを六点提案することにしたい。
墓誌銘を教材として使用するにあたって先ず認識しておく必要があるのが、楷書という書体が 1,500
年もの長い期間、基本的な文字構造を変化させることがなかったという点である。
このことは今更ながらと感じるかもしれないが、文字構造が変化しなかったために、我々はかなり古
い書物でも読むことができる。それは、楷書という書体が揺らぎの少ない文字であったからである。中
国の文字のなかでも、古いグループに属する甲骨文・金文は、その基本的な形を変化させてしまったた
めに現代人の多くがそれを読むことができなくなったことを考えれば、文字の構造が変化しないという
ことは、いかに重要な事であったかを知ることができる。特に、文化の伝播という観点から考えると、
安定した文字の影響ははかり知れない。1,500 年の楷書の歴史を考えると、墓誌銘は多種類の字数を持
ち完成されたスタイルを持つ初期の資料群と言える。美的な構造を学習する以前に、東洋の文化を意識
する学習を行うべきである。
漢字を使用しているいわゆる「漢字文化圏」の状態を見れば、韓国とベトナムは漢字を放棄し、中国
は簡体字になり、日本も簡易字になり、旧字体を継承している国は台湾だけとなってしまっている。し
かし、日本や中国において文字整理が進められているのは 100 年ほどの間であり、大局的には、楷書の
文字構造は大きな変化がないということがいえるであろう。
パソコン・携帯電話の普及が広がり、楷書という書体は一層身近なものになっている。ただし、我々
が身近に接するのは活字である。我々は文字を失うことの苦痛を知らないが、文字を使用できることに
恩恵を感じることもない。先人が手書きによって伝えてきた文字の重要性を説くことは、日本の歴史や
文化を知る上での第一歩といってよいであろう。
14

『愛媛書道研究』第６号

（２）東洋的文化の形を学ぶ教材として
墓誌の形がどのようにしてできあがってきたかに関しては、既に第１部第３章で明らかにしてきた。
墓誌の形は、南朝宋あたりで完成し北朝に伝わったことが爆発的な数量をなすことにつながっていくの
であるが、墓誌の外形は、その後清代まで変化がない。
これほどまでに中国の歴史に染みついた形であるが、意外にも日本でそのような外形をみることは少
ない。日本では「墓碑銘」と言われるものがあるが、あくまで地上に作られたものである。古代に銅製
の資料が多少あるが数量は多くない。埋葬の仕方や墓の大きさにも関連するのであろうか、いつの時代
にも普及することはなかった。しかし、日本以外の漢字文化圏では、中国はいうに及ばず東は朝鮮半島、
西はイスラム圏の一部にまで浸透している。墓誌の形はまさに「東洋的文化」の一つなのである。
この形ができあがった一つの背景として、「立碑の禁」が考えられる。魏晋の時代には薄葬令が何度
も出されて、無用な経済的負担を軽くしようとしたらしい。水野清一氏は、
建安 10 年、天下の疲弊を理由に曹操が石室・石獣・碑銘などを禁じ、咸寧 4 年晋の武帝も、私美
におもねり、罪をついやす石獣碑表を一切禁断したからである。その後、多少緩急の差はあっても、
ほぼ南朝のおわりまで、この禁令は有効であったらしい。したがって、地上の立碑が減じただけ、
それだけ地下の墓誌がさかんになったのは当然であろう。
と指摘している 12。薄葬令の理由が正しいかどうかについてはともかく、魏晋以降碑石が減少し、墓誌
の数量が増加する傾向は確かである。このような政治的経済的なきっかけが理由の一つとなり作られ始
めた墓誌であるが、埋葬にあたって「死者についての記録を残す」という姿勢は、地上碑・墓誌でも変
化はない。個々人の記録は当時は存在したかもしれないが、現代の我々が個人の情報を知ることができ
るのは、歴代の王朝で作成された正史とこれらの出土資料だけである。資料が貴重であることはあらた
めて言うまでもないであろう。
第１節（１）で取り上げたが、現行の教科書での墓誌教材には墓誌がいかなるものであるのか解説を
加えているものは少ない。龍門造像記・鄭道昭摩崖・西安碑林などはよくカラー印刷で紹介されるが、
墓誌の原型が紹介されることはほとんどない。この最大の理由は、絵にならないからであろう。
しかし、数量的にも情報量的にも有益であることは、魏晋南北朝時代の墓誌だけをみても明らかであ
る。多くの人物を顕彰してきた墓碑や墓誌は、東洋的な伝統の一つといえ、民族的な文化と言っても過
言ではないであろう。特に長期間廃れることなく作成された墓誌及び墓誌銘は、「東洋文化の形」とし
て紹介されてしかるべきである。
文字は、単独で生きてきたのではない。その当時の生活・習慣・思想・宗教の結晶であり、文字を大
切にするということは、まさに歴史や伝統を重んじる事に直結する。どの教材でも必要なことであるが、
書体云々を紹介する以前に、文字を取り巻く周辺の事柄を学ぶ姿勢が必要であろう。書的に優れたもの
を学ぶ事は重要であるが、名品以外の作品もたくさんある。書くことに重点をおいた教育も否定はしな
いが、
「記録」
「伝達」等の文字そのものの目的を伝える事も重要ではないだろうか。

（３）文字の構築力を学ぶために―「正方形」の美―
12

『書道全集』第 6 巻 中国・南北朝Ⅱ、33 頁（平凡社、1966 年）
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以降は筆跡に関連する提案である。まずは、文字の構築力に関わる内容について触れたい。書作品を
学ぶ目的は様々あると思うが、楷書が他の書体に先んじて基本的学習の教材となるのは、一言で言えば
最も 安定感のある書体で あるからであろう。楷書作品として評価が高いものは、総じて字形の構築性
が優れており、点画の斉整が完成されており、均等に分割された空間が美しく、それが何十文字も連な
って 集合体としての美しさや品格 を持っているのである。
従来、この条件を満たす古典作品は「孔子廟堂碑」「九成宮醴泉銘」を頂点とした唐代楷書群であっ
た。それ以外の楷書作品は、比較の対象としてのいわば付属品としての位置に近く、
「多様な美の学習」
といいながらもその優位性は少しも揺らぐことがなかったのである。
南北朝の墓誌銘は、文字の構築力という点においてはひけを取らないだろうと思っている。また、現
代人から受入られやすい要素がある。それが「正方形の美」である。従来注目されていた隋墓誌二例は
もちろんであるが、北魏墓誌の中でも、元羽・元澄妃李氏・元思・元嵩・元緒・元詳・元願平妻王氏・
寧陵公主・元詮・王普賢・元広・元懐・元新成妃李氏・穆玉容・元譿・元倪・元謐・元隠・元昭・元晫・
元誘・元瑛の各墓誌銘など枚挙にいとまがない。一文字一文字の技術力・安定感もさることながら、文
字が集まって集合体となった時の美しさは一段高い格調がある。
上記の墓誌銘は文字の形そのものも正方形であり、集合体としての外形（全套本）でも正方形である。
手書きの文字として、正方形が優れているか長方形が優れているかは、意見の分かれるところであろう
が、教科書体活字やパソコンの文字になれている我々には、正方形の文字が心地よく映ることは否定で
きないであろう。
また、
「孔子廟堂碑」
「九成宮醴泉銘」は石刻であるが、線装本にされての鑑賞の形式がとられており、
教科書等も含めて「帖学派」の学習の形である。全体美・緊張した空間を体感する事は、文字の構築力
を高める手段として有効であると考えている。

（４）実用書・細字学習の教材としての利用―手先の器用さの維持のために―
人間の本質的な願望として、「文字を美しく書き
たい」ということがある。高校生でも大学生でも書
道で何を学びたいかを尋ねると、「文字を綺麗に書
けるようになりたい」と回答する者が多い事は、今
も昔も変化はない。
細かな仕事をお家芸とし、技術力によって世界に
評価されてきた日本人にとって、指先の鍛錬はある
意味で不可欠なものであろう。指先の器用さは、文
字を美しく書くということにも繋がっているので
あり、文字を丁寧に書く訓練から速く正確に書く訓
練は日本人の特質を支えることに繋がると考えて
いる。
実用的な文字は、硬筆による訓練となるであろう
し、文字の大きさは当然の事ながら小さくなるが、

図６

隋

太穆卿元公墓誌銘
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教材を広げる可能性となりうるのが墓誌銘である。また、細字学習の教材ともなる可能性がある。
墓誌銘には、種々の大きさがあることは既に指摘したが、細字で書かれた墓誌も少なからずある。左
は隋墓誌であるが、原寸の大きさが約 1.3 ㌢角で書かれている。細字学習や実用書学習の教材としての
可能性があるのではないかと考えている。この学習においても、正方形の墓誌銘は長方形の唐代楷書よ
りも優位にたつことができるであろう。

（５）双鉤の教材としての利用－外形の把握と集中力の持続訓練のために－
書道関連の資料で、双鉤といえば王羲之の「喪乱帖」などの御物関連
の資料が有名である。後世になっても、双鉤は重要な学習手段の一つで
あった。本章第２節で紹介した「碑学派」は双鉤と深く関わりがあり、
清朝に編纂された金石学の書物では双鉤を多く見かける事がある。
図７は明治時代に来日し、日本の碑学派に多大な影響を与えた楊守敬
の双鉤である 13。当時、印刷技術の発達していない時代であるから、学
書の方法として双鉤という手法が用いられた。近代日本にこの方法を伝
えたのは楊守敬であるかどうかははっきりしないが、確実に形を写し取
ることができる。
ところで、この方法は非常に集中力を有する。筆で輪郭をなぞろうと
した場合、筆圧を一定にすることが難しく、太細ができてしまう。少し
経験があれば、図７が安定した描き方をしていることが理解できよう。

図７

双鉤の実際

このことを逆に捉えれば、集中力を養うには最適の学習方法であるし、
外形の把握のためには、目視や指でのなぞり書きよりも有効であると思

われる。字形を正確に捉えることは、臨書学習の重要な目的であろうし、学習方法の一つとして再認識
している。

（６）新出土資料の教材化
最後に、新出土資料の教材化に関して私見を述べておきたい。既に歴史学の分野では、出土資料の重
要性は活字資料をしのぐ価値があることが認識されているが、そのことは、内容面での重要性の他に出
土状況が確実に把握でき、推測の観点が多様化するという利点があることにもよる。文献資料において
は、後者の情報を得ることが難しかった。
一方、書道の教科書に目を向けると、会社によって多少の差はあるものの、新出土資料はまだまだト
ピック的・コラム的に紹介されているだけで編集の中心となっている資料は少ない。旧資料の方が書的
に優れているというのが最大の理由であろうが、教材を多角的に捉えるためには新資料の採用が欠かせ
ないことではないかと感じている。
次々頁の図８は、1979 年に河南省孟県で出土した北魏時代の「司馬悦墓誌」である。墓誌の大きさ
楊守敬『望堂金石文字』
（日本書道教育学会『書学』53 巻 10 号 特集 望堂金石文字（2004 年）
）よ
り引用した。
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が 110×78 ㌢あり、北魏の新出資料としては最大級のものである。その文字も非常に大きく、品格・技
術力ともに元氏の墓誌と肩を並べることができるであろう。また、出土報告書によると墓室に入る接続
道路（甬道）に倒れており、文字面が下を向いていたということから北魏当時は直立して置かれていた
と考えることができるのである。司馬一族は漢民族の代表格であり、墓誌資料もたくさん残っている。
新旧資料を交えた紹介が可能である。
この資料は現在河南博物院の展示室に陳列してあり、原石の観察も可能である。漢民族が他民族に統
治されながらも、伝統的記録方法を死守していた証である。文字の重要性を伝える有効な資料となるで
あろう。

おわりに
本章では、墓誌銘の教材への活用がどのようになっているのか、また墓誌銘の資料が日本へどのよう
に伝えられてきたのか、墓誌銘の特徴はどのような点にあり、今後どのように生かす可能性があるのか
を探ってきた。従来から指摘される部分も多く含まれていると思うが、今後墓誌銘を教材へ活用してい
く事の可能性に関して、繰り返しとなるが以下の４点を再確認しておきたい。

①

楷書教材については、唐代資料に重点が置かれすぎる。

②

南北朝資料に限っても、特定の資料に重点が置かれすぎる。このことは、墓誌の発見が遅
く、碑学派の目に留まる事が少なかったことが原因である。再評価の姿勢が必要である。

③

墓誌銘の筆跡は、南北朝時代の資料の中で「品格」
「技法」にぬきんでており、書風が多
様で傷が少ないことから、教材化に有利である。

④

墓誌を教材とする意義は種々あるが、特性・特徴を捉えた教材化が必要である。墓誌銘と
楷書の関連として、字体が 1500 年もの間変化しておらず、その恩恵を我々は享受してい
ることを伝える必要がある。また、墓誌銘の文字の大きさと外形・文化的意味など、東洋
的な文化の結晶としての要素に、多様な教育的可能性を含んでいる。

本章で述べてきた提案は、
「芸術科書道で何を学ぶのか」という根本的な問題を含んでいる。私自身
は、文字は民族の伝統や習慣によりできあがってきたものであり、それを意識し後世に伝えることが教
育の役目であるという立場をとりたいと考えている。これはすなわち、文字を書くことよりもむしろ歴
史や思想的背景に踏み込んでゆこうとする方向に繋がるが、このことは「芸術」という枠を越えてしま
う可能性がある。一人考えても解決する問題ではないし、そもそもここでの目的とは異なる。以後の課
題とする。
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図８

司馬悦墓誌銘の一部
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