
脈
炉午

㌦＿｝ノ

＜郭店楚簡＞の書法に関する研究

　　　　　　　一r老子』簡を中心として一

中村伸夫

　寄中贈
村
伸
夫
氏

⑪3㈹658e



之目次》

【序章〕　（本論文の課題）個咀

＜序章（注）一＞

画由　画曲由5

【第1章】く郭店楚簡＞の出土状況と

　　　　中国古代における書写。材料としての竹簡について11127

第1節　はじめに’

第2節　く郭店楚簡＞の出土状況

　　（1）位置

　　（2）墓葬の形状

　　（3）随葬品

　　（4）墓主

　　（5）墓葬の年代と竹簡の書写年．代

第3節　中国古代における書写材料としての竹簡

第4節　まとめ

＜第ユ章（注）＞

【第2章】＜郭店楚簡＞以前の中国古代文字資料とその書法11167

第1節

I第2節

第3節

第4節

第5節

第6節

はじめに

文字の発生

甲骨文字

般1西周の金文

春秋戦国時代の文字

字書について

一1一



第7節　まとめ

＜第2章（注）＞

【第3章】く郭店楚簡＞の書風の分類芭。蟷。。11l1。。。．ユ40

第1節　はじめに

第2節　＜郭店楚簡＞の形状1内容と書風の特色

第3節　多様な書風とその分類

第4節　書風から見た残簡の分類

第5節　、まとめ

＜第3章（注）＞

【第4章〕　r老子』簡の書法について。。。。・。・。。。。。2・02

第1節　はじめに

第2節　基本的筆画とその筆法

　　（1）横画

　　（2）縦画

　　（3）斜画

　　（4）円曲画

　　（5）毛筆について

第3節　肥筆の諸相

第4節　左低右高の円転構造と章法

　　（1）左低右高の円転構造

　　（2）章法

第5節　簡化体の字形

一2一



　（1）筆画の省略による簡化

　（2）筆画の結合による簡化

　（3）楠妾の省略による簡化

　（4）偏券の結合による簡化

　（5）合文による簡化

第6節　繁化体の字形

　（1）補助的筆画の増添による繁化

　（2）偏妾の重畳による繁化

　（3）偏券の’増加による繁化

第7節　初見の字形

第8節　まとめ

＜第4章（注）＞

【第5章】伝抄古文と＜郭店楚簡＞。。。。。。。固。1・・。347

第1節　はじめに

第2節　　r説文解字』の古文とく郭店楚簡＞

第3節　＜三体石経＞の古文と＜郭店楚簡＞

第4節　　ポ汗簡』の古文と＜郭店楚簡〉

第5節　まとめ

く第5章（注）〉

（結語】画由画画。個㊥㊥。邊画画。ぺ。画11111111④376

K論文要旨（英文）】。画画。画。・11l1l1l．1l■11391

一3一



【参考資料一覧】．1’111l　l11l11画111111111394

《図版》　（別冊）

一4一



【序章】 （本論文の課題）
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　今から2200年ほど前のこと、西暦紀元前221年、のちに始皇帝

とよばれる秦王1政（BC259～。BC210）は、戦国六国のうち、

ただひとつ残らていた東方の斉国をほろぽし、はじめて中国全土を統一

した。統一に際しては宰相の李斯が重用され、その建議のもとで中央集

権的専制政治を実現すべく様々な改傘が施行された。皇帝制度の確立、

全国を36郡に分けて統治する郡県制の整備、法律・貨幣1度量衡など

の諸制度の統一がそれである。文字の統一という困難な大事業もその中

の一つであった（注1）。

　始皇帝による文字の統一とは、秦以前に存在していたr大纂」という

古い書体をもとに「小纂」という新しい書体を作り、　『倉頷篇』などの

識字教育の字書を使ってその普及につとめたことであったとされる。後

漢の文字学者1許慎（58？～147？）によって著された中国最古の

字書『説文解字』　（100自序）の序文に見える以下の一節は、そのこ

とを伝えている。

其後諸侯力政、不統於王、悪礼楽之害己、而皆去其典籍。分為七国、

田曄異畝、車徐異軌、律令異法、衣冠異制、言語異声、文字異形。

秦始皇帝、初兼天下。丞相李斯、乃奏同之、罷其不与秦文合者。斯

作倉頷篇、　中車府令趨高、作髪歴篇、大史令胡毎敬、’作博学篇。皆

取史籍大纂、或頗省改。所謂小纂者也。

（其の後諸侯力政し、　王に統べられず、　礼楽の己を害するを悪みて、

皆な其の典籍を去る。分かれて七国と為り、田晴は畝を異にし、車

徐は軌を異にし、律令は法を異にし、衣冠は制を異にし、言語は声

を異にし、文字は形を異にす。秦の始皇帝、始めて天下を兼ぬ。丞
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相李斯、　乃ち、奏して之を同じくし、　其の秦文と合せざる者を罷む。

斯は倉韻篇を作り、中車府令趨高は、髪歴篇を作り、大史令胡母敬

は、博学篇を作る。皆な史籍の大纂・を取り、或いは頗る省改す。所

謂小纂なる者なり。　）　（注2）

　始皇帝による文字の統一事業は、当時の文書行政ともかかわりがある。

統一以前の中国、すなわち戦国時代（BC453～BC221、注3）

の中国においては、各地で書かれていた文字は、許慎もr文字は形を異

にす」と述べているように、決して一律なものではなく、多種多様にわ

たっていた。郡県制を敷いて中央集拝的な政治体制を急ぐためには、　中

国全土の隅々にわたるまで、役人達が共通に認識できる同じ書き方の文

字を使用しないかぎり、文書行政に障碍がおこることは必定であったろ

う。　「丞相．李斯、　乃ち上奏して之を同じくし、　其の秦文と合せざる者を

罷む」というのは、第一義的には、文書行政の徹底を企図してのことで

あったものと考えられる。

　当時における文字の統一事業が、実際にはどのような方法で施行され、

どのような成果をあげたか、　ということについては、詳しいこと一がよく

わからない。　しかし、統一を計らなければならないほどに、文字の書き

方が地方ごとに多岐にわたっていた、という事実については、今日に伝

わる戦国時代の文字資料からも推測される。．

　逆に、秦以外の地域に住む人々にとっては、文字が秦のそれに統一さ

れようとしていたことによって、少なからざる混乱が生じていたに違い

ない。史実をふまえた豊かな想像力と巧みな文章術によって、　中国古代

の楚漢の抗争を雄壮な物語に仕立てた司馬遼太郎の名作『項羽と劉邦』

（注4）。　その「江南の反乱」の章に、以下のような一節がある。
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この流浪のなかで、項梁は、　この甥に文字を教えた。

「こんなものが憶えられるか」

と、項羽はそのつど駄々をこねた。

この時代、　楚人にとっては漢字はおぽえにく’いものであった。項羽

が十歳のころに秦帝国ができあがって、それまで地域によってまち

まちだった漢字を整理し、一大統一をおこなったのだが、項梁の教

養は、多分にそれ以前の楚のものである。楚だけにある独特の文字

も教え、秦の文字も教える。

「同じ意味ではあるが、　これは楚ρ文字である。　こちらはあらたな秦

の文字である」

などと教えられれば、項羽ならずとも混乱してしまう。

　もちろん、　これは小説である。　しかし、　当時の秦以外の地域における

文字事情の一端を象徴的に描写している点で注目に値する。おそらく、

文字を教え、　あるいは文字を学ぶという場合、秦以外の地域における実

状は、　このようなものであったに違いない。

　戦国時代においては、般周以来の邑制国家は姿を消し、一燕。斉。楚1

趨1魏1韓・秦のいわゆるr戦国の七雄」とよばれる7大国と、その周

辺のいくつかの小国が割拠していたく甲1＞。

　昭王g時、名将楽毅の活躍により全盛となった北方のr燕」。

　国内外から多くの学者を招いて学問や文化の保護に力をそそぎ、経済

的な発展もとげて戦国時代最大の都市を擁した東方のr斉」。

　古くから中原とは異質の文化圏を形成し、長江流域に強大な勢力を張

った南方の「楚」。
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　春秋時代（BC770～BC454）の最大の国家晋から自立し、騎

馬戦術を取り入れて強大化した「趨」。

　同じく晋から自立し、秦に文化的な影響を与えたとされるr魏」。

　やはり晋から自立し、法家思想の大成者1韓非子を出したr韓」。’

　穆公の台頭によって強国となり、政（後の始皇帝）に至って中国全土

を統一した西方の「秦」。

　以上、戦国時代の7大国のうち、今日の段階で文字資料がもっとも豊

富に伝わっているのは、南方の強国1楚である。

　楚は現在の湖北省枝江付近に興った国であるが、いわゆる漢民族の立

てた国ではなく、中原の諸国とは人種的にも文化的にも相違があった。

楚国の盛衰を記録した司馬遷のザ史記』楚世家によれば、西周時代の夷

王（BC9世紀）の頃、楚の王1熊渠が、江漢の間を平定し、北は庸を

伐ち、東は楊越を攻めて、都の地に至り、のちの楚の領域の基礎を固め、

その際、熊渠は「我は蛮夷なり。中国の号議に与（くみ）せず」と豪語

して、　自らの尊厳を矛今持していたとされる。

　周の王室が洛陽に移って春秋戦国時代（BC770～BC222）を

迎えると、各地の諸侯の争覇が激化する中で、楚は急遠に国力を増し、

華中に君臨する一大強国となった。荘王（在位BC613～BC591）．

の時には、周の都洛陽の郊外で観兵式を催し、　いわゆるr周の鼎の軽重

を間う」までに国力が強大化している。　春秋末期の呉との抗争を経て、

恵王（在位BC488～BC432）の時代には最盛期を迎えたが、戦

国時代になると、東方の斉、西北の秦との対立が深まり、結局は軍事力

で勝る秦の進攻を受け、紀元前223年に滅亡した。秦の始皇帝が中国

全土を統一したのは、　その2年後のことである（注5）

　ところで、楚の文字資料における顕著な特色は、青銅器の銘文や石刻
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の文字や叩章の文字など、肉筆以外の副次的な資料がほとんどを占める

他国の場合とは違って、　肉筆の文字資料が殊’のほか多いという点に認め

られる。

　もちろん、　当時はまだ紙という便利な薄片は発明されていない（紙の

発明はBC2世紀の前漢早期）。　したがって、　肉筆文字といっても、紙

以前の一般的書写材料である竹簡、　あるいは絹などに書き記されたもの

である。それらは20世紀の中ごろから、主として考古学上の出土晶と

して発見され続け、今日に伝えられている。　内容は、随葬品のリスト、

典籍の写本、法律文書といったものであり、　これらはまず古代史究明の

ための一等資料として重要な価値をもつ。

　中国古代書法の研究領域においても、竹簡をはじめとする戦国時代楚

国の肉筆文字資料群の存在意義は決して小さくない。

　段代の甲骨文、西周1東周（春秋戦国）時代の青銅器の銘文（金文）、

秦。漢時代あ石刻文字、　これらが中国古代の書法（注6）について研究

する上での不可欠の材料であることは言うまでもない。ただし、　甲骨文

にしろ青銅器の銘文にしろ、また漢代の石碑の文字にしろ、それらはい

ずれも筆で書かれた文字そのものではなく、刃物で刻したり、鋳型を作

って鋳造したりした文字である。　いかに精巧に再現された、ものであれ、

いわば肉筆文字の影絵のようなものであり、　これらを研究の材料とする

場合は、　あくまで肉筆に準ずる副次的なものとして扱う必要があるだろ

う。

　一方、肉筆文字、すなわち中国古代の人々が筆に墨をつけて竹簡上に

書いた生の筆跡は、保存状態さえ良好であれば、まさに今ここで書いた

ばかりのように墨痕淋滴として瑞々しい筆致をとどめ、書法の研究にお

ける様々なアプローチを容易にする。たとえば、運筆、すなわち筆の操
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作の具合を詳しく、観察しようとする場合、拓本という形で見る青銅器の

銘文や石刻の文字などと違って、肉筆文字では筆の動きを直接的にとら

えて、より細密に観察することができる。肉筆文字は、書き手の原初性

がそのまま保存されている点で、　この上ない価値を有するものと言わな

ければなるまい。

　ところで、楚の竹簡にかぎらず、戦国時代の竹簡は、　20世紀に入る

まで全く発見されなかったというわけではない。過去のいくつかの文献

が、かなり古い時代から発見があった事実を伝えている。文献に見られ

る記事の主要なものは、

①前漢におけるr孔子壁中書」の発見

②晋における「汲家書」の発見

③南朝の斉における楚王墓からの発見

の三種である。　ただし、文献に見られるこれらの発見晶はすでに散伏し、

今日では何一つ実物を見ることはできない。

　まず①についてはr漢書』芸文志に記事が見られ、許慎のr説文解字』

序なども簡単に触れている（注7）。　それによると、前漢の景帝（在位

BC157～BC141）の時、曲阜（現在の山東省曲阜）にいた魯の

恭王が、宮室を拡張するために孔子の旧宅を壊したところ、壁の中から、

秦の始皇帝による焚書を逃れるために隠してあった『尚書』　r礼記』

『論語』などの儒教の典籍が大量に発見されたという。後世、孔’子宅の

壁の中から発見された書籍、　という意味のr孔子壁中書」の名でよばれ

るようになったものである。

　この時に発見された典籍に記されていた文字は、　当時、すなわち前漢
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時代の一般的な通行書体であった隷書体とは異なり、ひとむかし前の古

い書体であったため、隷書の「今文」に対して「古文」とよばれた。

「古文」は今日言うところの戦国文字に相当するわけだが、　もちろん紙

が発明される以前の書籍であるから、竹簡に書かれていたことは間違い

ない。

　この「孔子壁中書」については、後漢の王充のr論衡』正説に、　「莫

能読者、遂秘於中、外不復見。　（能く読む者莫く、遂に中に秘され、外

には復びは見われず。　）」とあることからして、　発見当時は読解できる

者とてなく、さほど重要視されていなかったことが知られる。ともあれ、

r孔子壁中書」は、戦国時代に魯の地域で作られた竹簡であった可能性

が強い。

　次に②についてはr晋書』巻51の「束暫伝」に記事が見られる（注

8）。　それによると、晋の武帝の太康二年（2寧1）、汲郡（現在の河

南省汲県）の不準という者が、戦国時代の魏の嚢王の墓を盗掘し、　「竹

書数十車」すなわち車数十台分もの大量の竹簡を発見した。竹簡の文字

はr科斗の字」で書かれていたが、武帝はこれをすべて不準から接取し、

束暫や衛垣らの学者たちに命じて整理校訂させ、当時の字体に書き改め

させた上で、宮中の書庫に納めさせたという。

　竹簡の長さは2尺4寸、　1枚ごとに40字が書かれ、白色の絹紐で綴

られており、全部で10万字あまり、　75束16種の書籍に整理された。

この中には周の穆王が国内を遊歴したことを記したr穆天子伝」五編、

夏王朝から魏の安蓑王の時代までの歴史を記したr紀年」十二編などが

含まれており、　この「穆天子伝」とr紀年」の一部はかろうじて版本と

いう形で現在も伝わっている。汲の家から発見されたので後世はr汲家

書」とよばれるようになった。　r汲家書」は戦国時代の魏の地域で作ら
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れた竹簡であったことになる。

　r科斗の字」のr科斗」というのはrおたまじゃくし」のことである。

つまりrおたまじゃくし」の形のように、起筆に丸みがあって重く、終

筆が軽やかで細い特徴をもつ文字、　これがr科斗の字」という言葉で表

現されていた。　r汲家書」の整理を命じられた若年学者のひとり衛垣

（252～291）は、　この発見が．動機となって『四体書勢』という書

体に関する理論書を著したが、その中でも彼は以下のようにr科斗書」

という言葉を使っている。　r秦、纂書を用い、先典を焚焼するに及んで、

古文、　絶ゆ。　漢武の時、　魯の恭王、　孔子の宅を壊りて、　尚書1春秋・論

語1孝経を得たり。時人復た古文有るを知らず。之を科斗書と謂う。漢

の世、秘蔵せられ、希に之を見るを得たり」　（注9）。

　また③についてはr南斉書』巻21のr文恵太子伝」に記事が見られ

る（注10）。　それによると、南朝斉の高帝の建元元年（479）、現在

の湖北省嚢陽市付近にあった楚王の墓から、青色の絹紐で綴られた十数

枚の竹簡が発見された。．竹簡は長さ2尺、幅1寸弱の大きさで、先の

r汲家書」の場合と同じく「科斗文」で書かれていたという。楚は、紀

元前505年以降紀元前278年までの間、　この地に都を置いていたこ

とがわかっており、何代目の王かは不明ながら、楚王の墓から発見され

たという竹簡も、　当然この間に作られたものということになろう。十数

枚という僅かな数ではあったが、戦国時代の楚の竹簡も、すでに5世紀

の段階で発見されていたことになる。

　先にも述べたように、文献に記録が見られるこれらの発見晶はすでに

散伏し、今日では何一つ実物を見ることはできない。特に①のr孔子壁

中書」と②のr汲家書」は、現段階ではまだ考古学的出土晶の実例を見

ない戦国時代の魯および魏の地域の竹簡であるだけに、早期の散伏が惜
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しまれる。

　ここで餅宇籍1段書安編著r本世紀以来出土簡常概述』　（万巻楼図書

有隈公司、　1999年）、李運富著r楚国簡鳥文字構形系統研究』　（岳

麓書社、1997年）r第1章1緒論」などの整理結果をもとに、戦国

時代の楚の肉筆文字資料の主要現存晶目を、発見順に列記してみよう。

（カッコ内は発見年と竹簡の枚数）。

（1）＜湖南長沙子弾庫楚墓出土常書＞（1934～1942）

（2）＜湖南長沙五里牌406号楚墓出土竹簡＞（1951，　37枚）

（3）＜湖南長沙仰天湖楚墓出土竹問〉（1953，　43枚）

（4）＜湖南長沙楊家湾6号楚墓出土竹簡＞（1954，　72枚）

（5）＜河南信陽長台関楚墓出土竹簡＞（1957，　148枚）

（6）＜湖北江陵望山1号楚墓出土竹簡＞（1965，　24枚）

（7）＜湖北江陵望山2号楚墓出土竹簡＞（1966，　67枚）

（8）＜湖北江陵藤店1号楚墓出土竹簡〉（1973，　24枚）

（9）＜湖北随県曾侯乙墓出土竹簡＞（1978，　240枚）　（注11）

（10）＜湖北江陵天星観1号楚墓出土竹簡＞（！978，　200枚）

（11）＜湖北江陵九店56号楚墓出土竹簡＞（1981，　205枚）

（12）＜湖北江陵馬山碑廠1号楚墓出土竹簡＞（1982，　1枚）

（13）＜湖南常徳市徳山夕陽披2号楚墓出土竹簡＞（1983，　2枚）

（14）＜湖北荊門包山2号楚墓出土竹簡＞（1986，　278枚）

（15）＜湖北江陵秦家磯楚墓出土竹簡＞（！986～87，　41枚）

（16）＜湖南慈利石板村36号楚墓出土竹簡〉（1987．　4557枚）

（17）＜湖北江陵九店621号楚墓出土竹簡＞（！989，　89枚）

（18）＜湖北荊州郭店！号楚墓竹簡＞（1993，　726枚）
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　以上、　のべ18、種を数える戦国時代楚国の肉筆文字資料のうち、　ユ9’

93年に発見された（18）＜湖北荊州郭店1号楚墓竹簡＞（以下＜郭店

楚簡〉と略称する）は、現段階における最大規模の出土品であり（上記

（16）の4557枚は、数は多いがほとんどが断片であり、文字数も約

2000ほどにすぎない）、すでにその全貌は鮮明な図影をもって荊門

市博物館編『郭店楚墓竹簡』　（文物出版社、　ユ998年）として公表さ

れている（＜図48＞～＜図66＞はその一部。　図は原寸の約70％に縮小）。

　＜郭店楚簡〉は、　全730枚、　文字総数！2072、　という分量もさ

ることながら、　内容が『老子』をはじめとする中国古代の思想書の写本

であるだけに、学術研究の一等資料として重要な価値を有し、発見当初

から大きな注目を集めてきた。

　1998年の5月には、　アメリカのニューハンプシャー州ハノーバー

にあるダートマス大学で、　r老子』を中心とする＜郭店楚簡〉に関する

国際シンポジウムr郭店老子国際研討会」が開催され、　日本からも東京

大学の池田知久教授がこれに参加して研究発表を行っている（注12）。

ユ999年10月には、湖北省砕漢市にある武漢大学で〈郭店楚簡＞に

関する総合的な国際シンポジウムr郭店楚簡国際学術研討会」が開催さ

れた（注13）。　また、　中国、　日本を中心とする中国思想史の研究者たち

によって、各種の研究成果が次々と公表されており（注14）、現在もな

お研究が進められている。

　く郭店楚簡＞はまた、　中国古代書法史の研究資料としてもきわめて大

きな価値をもつ。書風から見て、複数の人物がこの写本作りに当たった

ものと考えられるが、　当時の楚国における書写水準を代表するような、

美麗この上ない文字の写本もあれば、到底写本作りの専門家が書いたと

は思われない、　稚拙で粗雑きわまりない文字の写本もあり、　また、　極端
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な簡略字や繁雑字の例も数多く見出すことができ、いわゆる伝妙古文と

の関係もさぐることができる。

　従来、戦国時代の一つの墓から、これまで多様な書風をみせる竹簡が、

かくも大量に発見された例はなかった。戦国時代の南方に勢カを張った

楚という大国の書法事情を探るには、またとない貴重な資料であると言

わなければならない。

　本論文は、発見当初から中国思想史研究の新材料として重要視されて

きた＜郭店楚簡＞を、　中国古代書法を研究する立場から扱おうとするも

のである。

　書風の相違に着目して＜郭店楚簡干全体の分類を行った上で、　もっと

も優れた書法を見せるr老子』簡を中心に、筆法や字形などについて様

々な角度から考察し、簡化字や繁化字などの検出と分析、更にはr説文

解字』の古文をはじめとする伝抄古文との比較を試みることなどを主た

る課題とし、　中国古代書法の実相解明の一助とすることを目的とする

（注15）。

　＜郭店楚簡〉は1993年、湖北省荊門市博物館が組織した発掘調査

隊によって発見された。文字を有する全730枚の竹簡を原寸大で影印

した図録r郭店楚墓竹簡』　（荊門市博物館編、文物出版社刊、　B4版2

30頁）が刊行されたのは、　4年半後の1998年5月のことである。

r郭店楚墓竹簡』は写真図版がきわめて鮮明であり、従来の戦国時代の

文字資料を扱った図録とは全く比べものにならない。竹簡をすべて原寸

で、　しかも高度な印刷技術を駆使して収めたこの図録それ自体の充実ぶ

りが、　く郭店楚簡＞の資料的価枯の大きさを代弁しているようにも思え

る。

　本論文では、　く郭店楚簡＞を扱うに際して、　このr郭店楚墓竹簡』を
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底本とする。なお、　＜郭店楚簡〉の原物は、現在、湖北省荊門市の荊門

市博物館に保管されている。

　本論文が底本として用いるr郭店楚墓竹簡』は、　r前言」　r凡例」

r目録」　r図版」　r釈文注釈」　r竹簡整理号与出土号対照表」からなる。

「釈文注釈」　（釈文を掲げ、注釈を添える）を担当したのは、荊州博物

館の彰浩、荊門市博物館の劉祖信1王樽富の三氏であるが、　この三氏に

よる書稿を審訂した北京大学の嚢錫圭教授の見解もr嚢按」として加え

られている。　r釈文」については、未解決の問題も少なくないようだが、

本論文では「釈文」を引用する場合、原則としてこの「釈文注釈」の

「釈文」に従うこととし、他の研究書に従う場合は、そのことを明記す

ることとしたo

　ところで、　＜郭店楚簡＞の．文字については、　これを字典の体裁に整理

編纂した著作が、すで中国人の研究者によって刊行されている。張光裕

。蓑国華合編『郭店楚簡研究1第1巻文字編』　（台北芸文印書館、　19

99年、以下r文字編』と略称する）がそれで、　r郭店楚墓竹簡』をよ

りどころに、全12072字を1344種の親文字に分類して『康煕字

典』の部首順に配列したものである。　この書のr緒言」によれば、　この

一冊は第二巻疏証編、　第三巻研究編とつづく予定の三部作の先陣をなす

ものであるという。　＜湖北荊門包山2号楚墓出土竹簡＞に対する『包山

楚簡文字編』　（台北芸文印書館、　1992年）、　＜湖北随県曾侯乙墓出

土竹簡＞に対するr曾侯乙墓竹簡文字編』　（台北芸文印書館、　1997

年）という、　同じく張氏を主編者とする2種の著作と同様、　あらゆる角

度からの竹簡研究を進めるための基礎的工具書として編纂されたものあ

る。

　『文字編』は、曹錦炎r簡評《郭店楚簡研究1文字編》」　（『中国文
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物報』1999年．6月30日発行）も好評するように、一字異構の現象

が顕著であり、加えて通仮字、古今字などの間題も混在するく郭店楚簡

＞の文字全体を、　きわめて合理的な配慮のもとに整理編纂したものであ

る。ただし、李形の違いに基づく同一文字内のグループ分けにおいては、

いくぶん暖味な点をとどめる箇所が見られることは否めない。　また、　印

刷上の不備がもたららす問題として、字形上の誤解をまねく文字がある

ことにっいても十分な注意を払わなければならない。　とくに原跡ではき

わめて細い点画で書かれている場合、その点画が精度を欠く印刷によっ

て完全に消滅しているものがある（注16）。

　本論文における文字の分析と考察1辛、すべてr郭店楚墓竹簡』を底本

として行うが、　この『文字編』についても必要に応じてサブテキストと

して活用することにしたい（注17）。

　本論文は、序章、第1～5章、結語からなる。以下、第1章～第5章

の課題とするところを示し、本章のむすびとする（注18）。

駈第1章】　r＜郭店楚簡＞の出土状況と中国古代における書写材料とし

ての竹簡について」

　湖北省荊門市博物館の王榑富画湯学鋒両氏の執筆によるr荊門郭店1

号楚墓」　（r文物』！997年第7期）その他の報告書1研究書に依拠

し、　＜荊門郭店1号楚墓＞の位置画墓葬の形状圃随葬品などについて整

理を加え、　墓一主の職掌や身分、　さらには墓葬の年代や竹簡の書写年代に

ついて考える。　また、　中国古代において、紙が発明される以前の主要な

書写材料であった竹簡とはどのようなものであったかについて、銭存訓

著『中国古代書史』（香港申文大学、1975年）その他の研究書にも

とづき整理する。
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【第2章〕　r＜郭店楚簡＞以前の中国古代文字資料とその書法」

　＜郭店楚簡＞が作られた戦国時代以前の中国古代文字資料とその書法

について鳥圓敢すべく、　「文字の発生．」　r甲骨文字」　「般1西周の金文」

「春秋戦国時代の文字」の順に、時代を追って代表的．な遺品を選んで概

述する。　＜郭店楚簡＞が漢字発生以来の中国古代書法史の中でどのよう

な位置を占めるか、　ということを考えるための前提として是非とも必要

だからである。

　第4章以降においては、主として字形に関して、段代の甲骨文や西周

時代の金文、　それに春秋戦国時代の各種文字資料との具体的な比較検討

を行うことが少なくないが、その際に比較の材料として用いる文字資料

の確認を前もって行っておくことも、本章が担う役割の一つである。　も

ちろん、第4章以降で比較の材料となる文字資料のすべてについて、本

章で詳しく言及することは不可能である。　とりわけ西周金文や春秋戦国

時代の文字資料は種類が多く、代表的なものに隈って取り上げざるをえ

ない。

　また、戦国時代の肉筆文字資料を扱ったものを中心に、古代文字の書

法を研究する上で利用価値が高く、本論文においても適宜参照する字書

12種について概容を述べる。

【第3章】　r＜郭店楚簡＞の書風の分類」

　＜郭店楚簡＞の書風は多種多様である。　730枚の竹簡が一人の人物

によって同時に書き写されたものでない以上、書風に多様性が認められ

るのは当然のことである。写本作りの専門家の筆跡とおぽしき、　いかに

も書法に長けた人物が書き写したことを思わせる美麗な書風のもの、　き

わめて癖のある運筆で草卒に書きなぐったような乱雑な書風のもの、あ
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たかも文字を習い始めたばかりの者の筆跡のように遅鈍で拙劣な書風の

もの、等々が混在している。

　本章では、　『老子』簡の書法に関する分析を行う前の準備作業として、

『郭店楚墓竹簡』では全．ユ8編に分類されている＜郭店楚簡＞の形状と

文の内容を整理確認した上で、上記のような多様な書風の種々相につい

て考察を加え、　そのグループ分けを試み、　あわせて抄者の問題について

も考える。

　また、すでに破片となっている残簡27枚が、本来はユ8編のどの編

に属するものであったかについても、　グループ分けの結果にもとづいて

類推を試みる。

K第4章】　rr老子』簡の書法について」

　＜郭店楚簡＞中のr老子』簡については、すでに思想史研究の多くの

専門家によって、文字の確定、文章の釈読が進められ、現行本や＜馬王

堆串書＞本との比較のもとに、一定の研究成果があげられている。

　本章では、　＜郭店楚簡＞の中でもっとも優れた書法を見せるこの『老

子』簡（甲1乙1丙に分類され、全体では71枚、文字総数1718守）

にスポットをあて、書法の特質についての解明を試みる。

　まずi基本点画とその筆法」について、横画、縦画、斜画、　円曲画、

毛筆について、の順に考察を加え、次いで「肥筆の諸相」、　「左低右高

の円転構造」、　「章法」などについて、　関連する他の文字資料との比較

検討をまじえて論述する。

　また、戦国時代の文字においては、従来から字形の簡略化と繁雑化と

いう相反する二面の現象が顕著であることが指摘されているが、　この現

象についても、　ザ老子』簡を主材料として考える。筆画や偏券の省略1
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結合による簡化、合文による簡化、補助的筆画の増添による繁化、偏勇

の増加による繁化、などの項目に分け、具体例を挙げながら詳しく検討

する。　また、　これまでに知られていた戦国時代の文字資料には例のない

「初見の字形」についても検出を試みる。

【第5章】　r伝抄古文とく郭店楚簡＞」

　従来は信懸性が疑われた伝抄古文、すなわち、後漢の許慎が編纂した

最古の字書「説文解字』所収の古文、魏のく三体石経＞に刻された古文、

北宋の郭忠恕が作った古代文字の字書r汗簡』の古文は、近年の研究

（何琳儀著r戦国文字通論』所収の「戦国文字と伝抄古文」など）によ

って、戦国文字資料の字形とも類似するものが少なくないことが確認さ

れ、古代文字資料としての価値が再認識されている。

　本章では、上記3種の伝抄古文の来歴について述べ、新出土の戦国文

字資料である＜郭店楚簡＞に見られる文字との字形の照合を行い、類似

するものを検出することを目的とする。伝抄古文の信懸性を正確に’知る

ためには、　＜郭店楚簡＞のみならず、戦国時代の’あらゆる文字資料を対

象にした網羅的な比較検討が必要であることは言うまでもない。本章は

その導入の一端を担うものである。
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＜序章（注）＞

（五）秦の始皇帝による諸制度の改革については、司馬遷のr史記』秦

　　始皇本系己に記載がある。以下に引用するのはその一節。

　　「始皇日、天下共苦戦闘不休、以有侯王。頼宗廟天下初定。又復立

　　国、是樹兵也。而求其寧息、豊不難哉。廷尉議是。分天下以為三

　　十六郡、　郡置守尉監。更名民日黒今首。大輔。収天下兵聚之威陽、

　　鋪以為鍾鍍金人十二。　重各千石、　置廷宮中。　一法度衛石丈尺。　車

　　同軌、　書同文字。　」

（2）　r中国書論大系』第1巻く漢魏晋南北朝＞（二玄社、　1977年）

　　所収の福本雅一氏訳注本による。以下、’r説文解字』序の引用は

　　全てこの本によるものとする。　尚、　『漢書』芸文志にもこれに類

　　似する記事がある。

（3）戦国時代の始まりをいつからとするかについては、紀元前403

　　年説、　紀元前453年説、　紀元前475年説、　紀元前481年説

　　などがある。本論ではr史記』六国年表における晋国の趨1魏・

　　韓三氏が知氏を滅ぼした年代にちなんで紀元前453年とする説

　　を採用した。　したがって、春秋時代のおわりは紀元前454年と

　　する。以下の文中で戦国時代あるいは春秋時代という場合、一貫

　　　してこの説によるものとする。

（4）この小説は初めr漢の風　楚の雨」という題でr小説新潮』に連

　　載された。　r江南の反乱」の章が書かれたのは昭和51年のこと

　　である。　したがって作者の念頭にあったと思われるr楚だけにあ

　　　る症特の文字」というのは、　その段階で知られていた文字資料、

　　たとえば湖南省の出土晶である＜楚常書＞や＜仰天湖楚簡＞など
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　　のそれであ、ったろう。

（5）石泉主編『楚国歴史文化辞典』　（武漢大学出版社、　1996年）

　　付載のr楚国歴史文化大事紀要」による。

（6）　r文字を美の視点でとらえる東洋独自の伝統芸術」を意味する言

　　葉として、他にr書」　r書道」　r書芸」　r書芸術」などの同類語

　　があるが、本論文では一貫して「書法」を用いることにした。

　　　r書法」は現代中国語でありながら日本語としても定着しつつあ

　　る。

（7）　「武帝末、魯共王壊孔子宅、欲以広其宮、而得古文尚書及礼記論

　　語孝経凡数十篇。皆古字也」　くザ漢書』芸文志）

　　　r時有六書、一日古文、孔子壁中書也。　l11壁中書者、魯恭王

　　　壊孔子宅、而得礼記尚書春秋論語孝経」　（r説文解字』序）

（8）　「太康二年、汲郡人不準、盗発魏嚢王墓、或言安登王家、得竹書

　　数十車。其紀年十三篇、記夏以来至周幽王為犬戒所滅、以事接之

　　三家分、　侃述魏事、　至安螢王之二十年。　蓋魏国之史書、　大略与春

　　秋皆多相応。　其．中経伝大異、　則云夏年多股、　益於，啓位、　啓殺之、

　　太甲殺伊ヂ、文丁殺季歴、　自周受命至穆王百年、非穆王寿百歳也。

　　　l11漆書皆科斗字、初発家者、焼策照取宝物。及．官収之多嬢簡

　　断札、文既残欠、不復詮次。武帝以其書付秘書、校綴次第、尋考

　　指帰、而以今文写之。　11l」　（『晋書』巻51）

（9）　r及秦用纂書、焚焼先典、而古文絶。漢武時、魯恭王壊孔子宅、

　　得尚書春秋論語孝経。時人以不復知有古文、謂之科斗書。漢世秘

　　蔵、希得見之。」　（衛恒r四体書勢』　「古文」）引用はr中国書

　　論大系』第1巻く漢魏晋南北朝〉（二玄社、　1977年）所収の

　　上田早苗氏訳注本による。
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（10）　r時嚢陽有盗発古塚者、相伝云是楚王塚、大獲宝物王履玉屏風竹

　　簡書。　青締編、　簡広数分、　長二尺、　皮節如新、　盗以把火自照。　後

　　人有得十余簡、以示撫軍王僧度、僧度云是科斗書＜考工記＞＜周

　　官〉所閥文也。是時州遣按験、頗得遺物、故有同異之論。」

　　（r南斉書』　r文恵太子伝」）

（11）湖北省随県の曾侯乙墓は楚国の墓ではないが、　この地域は楚文化

　　の影響を強く受けており、楚文化圏に入れることができる。　した

　　がって、本論では楚国の肉筆文字資料の一種として扱うことにし

　　た。

（12）池田知久rアメリカ、ダートマス大学r郭店老子国際研討会』」

　　（東方学会『東方学』第96輯、　1998年7月）、池田知久「ア

　　メリカ、　ダートマス大学主催の『郭店老子国際研討会』に参加し

　　て」　（中国出土資料学会会報『中国出土資料学会会報』第8号、

　　　1998年7月）。

（13）武漢大学中国文化研究院編r郭店楚簡国際学術研討会』　（湖北人

　　民出版杜、　2000年）に、任継愈r郭店竹簡与楚文化」をはじ

　　めとする全80編の発表論文が収められている。論文の多くは＜

　　郭店楚簡＞の思想史資料としての究明にかかわるもので、専門に

　　書法を扱った論文は発表されていない。ただし、第3章でも言及

　　するように、同書には＜郭店楚簡＞のr字体」に関する検討を含

　　む周鳳五「郭店竹簡的牢式特徴及其分類意義」　（53～63ぺ一

　　ジ）という論文も収載されている。

（14）崔仁義r荊門郭店楚簡老子研究』　（科学出版社、　1998年）、

　　丁原植r郭店竹簡老子釈析与研究』　（万巻楼図書有限公司、　19

　　　98年）、劉信芳r荊門郭店竹簡老子解詰』　（芸文印書館、　19
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　　99年）、、魏啓鵬r楚簡＜老子＞束釈』　（万巻楼図書有隈公司、

　　！999年）、　r中国哲学』第20輯r郭店楚簡研究」　（遼寧教

　　育出版社、　1999年）、　『遣家文化研究』第17輯「郭店楚簡」

　　専号（主聯書店、　1999年）、池田知久r郭店楚簡老子研究』

　　（東京大学文学部中国思想文化学研究室、　1999年）、池田知久

　　監修r郭店楚簡の研究』1（大東文化大学郭店楚簡研究班、　19

　　99年）、　r郭店楚簡の思想史的研究』第1巻1第2巻（東京大

　　学郭店楚簡研究会編、　1999年）なギがある。

（15）＜郭店楚簡＞を中国古代書法史の研究材料として扱った論文は、

　　現段階ではきわめて少ない。管見のおよぶ限りでは、以下の二件

　　にとギまる。

　　①新井儀平「郭店楚墓竹簡の書法と字形についての考察」　（大東

　　文化大学郭店楚簡研究班『郭店楚簡の研究』＜一＞ユO．6～工2

　　0ぺ一ジ、　1999年）

　　②中村伸夫「＜郭店楚簡＞に見る字形の簡化について一『老子』

　　簡を中心として一」　（第4回国際書学研究大会記念論文集＜国際

　　書学研究2000〉352～362ぺ一ジ、　2000年）

　　①はく郭店楚簡＞の文字に見る書法上の特色について、いくつか

　　の字例に即して考察し、　またr荻、或、習、朝、亡、易」の6字

　　の点画1字形の特色について論じたもの。

　　②は＜郭店楚簡＞に見られる字形の簡略化現象に着目し、　r老子』

　　簡を中心に「筆画の省略1結合による簡化」　r扁券の省略1結合

　　による簡化」　r合文による簡化」に分類して考察を試みたもの。

　　尚、本論文の第4章第5節に当たる部分は、　この論文を母体とし

　　ている。
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（1l）たとえば・r衆」字の例として採られている／舜〕（・尊徳儀

　　＞第12行）などは、下部を〔か〕の省略形に作る簡化字と見

　　なしたいところだが、　r郭店楚墓竹簡』でこの字を確認すると明

らかに棲準体の／碑〕に作ることがわかる・

（17）く郭店楚簡＞の文字を扱った字書には、他に張守中他撰集『郭店

　　楚簡文字編』　（文物出版社、　2000年）がある。　これは『文字

　　編』のようにく郭店楚簡＞の全ての文字を網羅した字書ではなく、

　　親文字1226字に対する代表字例を編者の判断によって抜粋し

　　たものである。印刷はr文字編』以上に精度を欠き、書法を研究

　　するための字書としては利用価値が小さい。

（18）本章の記述にあたっては、上記の他に、以下に挙げる文献を参考

　　にした。大庭俺著『木簡』　（学生社、　1979年）、林剣鳴著

　　r簡蹟概述』　（秦漢史研究叢書、陳西人民出版社、　1984）大庭

　　脩著r木簡学入門』　（講談社学術文庫、　1984年）、大庭脩編

　　著『木簡（古代からのメッセージ）』（大修館書店、1998年）。
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【第1章】く郭店楚簡＞の出土状況と

　　　　　中国古代における書写材料としての竹簡について

一27一



第1節　はじめに

　＜郭店楚簡＞の出土を伝える特報記事は、　1994年工2月！5日発

行のr湖北日報』の一文r我国考古史上又一重大発見一最早竹簡＜老子

＞等典籍在荊門出土一」を鳴矢とする。

　その後、　r荊門出土戦国時期五部典籍」　（r中国文物報』1995年

1月25日）、　「荊門出土我国最早竹簡」　（『人民日報』海外版199

5年2月8日）、　「荊門楚墓的驚人発見」　（『文物天地』1995年1

1月）などの紹介記事が相ついで発表された。

　・郭店楚簡・が由土したく荊門郭声1号楚墓・（以下く郭店楚墓・と

略称する）全般に関する正式な発掘報告書は今のところ上梓されておら

ず、　r文物』1997年第7期（文物出版社）所載の一文r荊門郭店一

号楚墓」　（湖北省荊’門市博物館の王樽富1湯学鋒両氏の執筆による）が、

現段階ではもっとも詳しい発掘報告ということになる。

　本章では、上記の記事とr文物』の発掘報告、ならびに楚墓に関する

最近の調査と研究の成果である荊門市博物館r紀山楚家調査」　（r江漢

考古』1992年第1期）や郭徳維著ザ楚系墓．葬研究』　（湖北教育出版

社、　1995年）、　さらにはr老子』の竹簡に関する研究書の一つ、崔

仁義著『荊門郭店楚簡老子研究』　（科学出版社、　1998年）などによ

り（注1）、　＜郭店楚墓＞の位置、墓葬の形状、随’葬晶、墓主の身分、

墓葬の年代と竹簡の書写年代などについて整理を加える。　また、　中国古

代における書写材料としての竹簡とはどのようなものであったかについ

ても概述する。
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第2節　く郭店筆簡＞の出土状況

（ユ）位置

　＜郭店楚墓＞の位置する地点は、中国の行政区画上の詳しい呼称でい

えば、　r湖北省荊州地区荊門市沙洋区四方郷郭店村」ということになる。

荊門市は湖北省のほぽ中央部、省都1武漢市から見れぱ西方約200k㎜

にあり、省の中央部を縦につなぐ主要三都市、すなわち嚢喫1荊門1沙

市の一つである。　ただし＜郭店楚墓＞は、荊門市街の南方約55㎞、沙

市市街の北北西約15㎞の地点に位耳し、荊門市街には遠く、長江沿い

の沙市市街に近い。沙市の北由にひろがる長湖からは西に約20㎞をへ

だて、荊門と沙市を南北にむすぶ207号国道からは西に約1㎞、　また、

南方約9㎞には、春秋戦国期に楚国が都を置いた紀南城の遺跡がある＜

図2〉。

　春秋時代には五覇の一つとして、のちの戦国時代には七雄の一つとな

って二十五代五百年余りにわたり長江中流地帯の広大な土’地を領有した

大国楚は、　いく度か都を遷している。春秋のはじめには郵（紀南城）に

都を置き、紀元前504年、昭王の時には東方の呉の勢力を恐れて一時

期勾（現在の湖北省宜城県付近）に遷り、　まもなく郵にもどった。　そし

て紀元前278年、頃嚢王の時に白起を将軍とする秦軍によって攻め落

とされるまでは郵に都を置き、　のち陳（河南省）、錘陽（安徽省）、寿

春（安徽省）に遷った。

　後世は紀南城と称された楚国の長期にわたる都1郭は、現在の湖北省

江陵県城の北約10㎞に遺跡が現存する。　1950年代に発掘調査がお

こなわれ、　その結果、　城堵に囲まれた東西約4㎞、　南北約3，　5kmの長
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方形をなす都城マあったことが判明している。城門は七カ所、城内の東

北部と東南部に宮殿区があり、城培は春秋晩期から戦国期にかけての時

代に築かれたものであることも確認された。

　紀南城の周曲には楚国の貴族たちの墓が築かれ、歴代の墓は大規模な

墓葬群をなすに至っている。　それら墓葬群についても、現地江陵県の文

物工作隊によって調査が進められ、分布状況の把握とともに上層1中層

1下層貴族の墓葬の形制や随葬晶に関する研究も行なわれてきた。

　郭徳維r楚系墓葬研究』　（＜楚学文庫＞、湖北教育出版社、　1995

年）第四章r楚墓的分期」によれば、封土をもつ大型1中型の墓、すな

わち上層1中層貴族の墓は、紀南城から比較的遠くの五km以外の位置に

分布し、封土をもつ小型の墓と封土をもたない小型の墓、すなわち下層

貴族と平民の墓は、紀南城に比較的近い五km以内に密集しているという。

また、　上層1中層貴族の墓葬群には、紀南城西方の八嶺山墓群、　北方の

紀山墓群、東方の孫山墓群など七群の墓葬群があり、江陵県内において

は封土のある墓が628座、　うち大型墓60座、　中型墓57座、小型墓

511座が確認されたことを伝えている。

　r楚系墓葬研究』には新発見の＜郭店楚墓〉については言及がない。

しかし位置を確認するかぎり、　＜郭店楚墓＞は七群の墓葬群のうちの紀

山墓群に属することは明らかである。

　紀山墓群は紀南城の北方約！1㎞、江陵県と荊門市の境界地点に位置

する。紀山とは山名で、紀南城という名もこれに由来するものである。

紀山周辺にひろがる紀山墓群には、江陵県に属する大小あわせて134

座、　荊門市に属する大小あわせて232座、　のべ366座の楚墓が存在

する。　＜郭店楚墓＞は荊門市側に属し、南北約700m、東西約350

m、高さ5m近くの丘状をなす広大な墓地の南端に存在する墓の一つで
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ある。

　紀南城周辺の戦国時代の楚墓群からは、　1960年代から竹簡の出土

が相ついでいる。序章でも列記した＜湖北江陵望山ユ号楚墓出土竹簡＞

24枚、　＜湖北江陵望山2号楚墓出土竹簡＞67枚、　く湖北江陵藤店1

号楚墓出土竹簡＞24枚、　く湖北江陵天星観1号楚墓出土竹簡＞200

枚、　＜湖北荊門包山2号楚墓出土竹簡＞278枚などがその主要なもの

である。

　これらの竹簡が出土した楚墓と＜郭店楚墓〉との位置関係を確認して

おくと、　く湖北江陵望山112号楚墓＞は＜郭店楚墓＞の南西約8㎞、

く湖北江陵藤店1号楚墓＞は＜郭店楚墓＞の西南西約5㎞、　＜湖北江陵

天星観1号楚墓＞は＜郭店楚墓＞の東南東約30㎞、　＜湖北荊門包山2

号楚墓＞は＜郭店楚墓＞の北約9㎞という関係にある。

（2）墓葬の形状

　＜郭店楚墓＞の発掘作業は、　ユ993年の10月18日から24日に

かけて、湖北省荊門市博物館が組織した発掘調査隊によって行われた。

実は、　この発掘作業は緊急処置的に行われたものであり、その発端は盗

掘者の犯罪行為にあった。　8月23日、盗掘者が墓坑の土を掘りすすん

で榔室の上板まで至り、　五〇月にも再度の盗掘が行われ、その事実をつ

かんだ当局が急蓬発掘作業に乗り出した、　というのが真相らしい。　この

種のr槍救性清理発掘」　（応急措置的な発掘）は、随葬晶目当ての盗掘

が横行している現在の中国では決して珍しいものではない。

　発掘作業直前の！0月の盗掘では、榔室上板の東南角の一部が鋸で切

り取られ、　中がこじ開けられて竹簡を含む一部の随葬品が持ち去られて
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いる。その時点で榔室内は荒らされ、大量の泥水が入りこんだため、す

でに編簡の紐が朽ち果てていた大量の竹簡も完全に無秩序な状態になっ

てしまった。

　どのような如模であったかは不明だが、　もともとこの墓には封土があ

ったようだ。　しかし、　この土地一帯はかなり早くから農地として開墾さ

れており、土地が平坦にされた段階で封土もなくなっている。　そして、

この墓が発掘された時点では、墓坑の最上表は約O．　5mの耕土層の下

に位置していた。

　墓は斜岐式の墓道をもつ典型的な土坑竪穴式木榔墓で、墓道は長さ約

9m、幅約2m、墓坑の上部は東西坤6m、南北約4．　6m、下部は東

西約3．　4m、南北約2m、墓坑の深さは約7．　4m。墓道は土で埋め

られ、墓坑も約4．　3mの厚さの土と、その下の約1．　2mの厚さの青

灰泥で塞がれ、榔室の周囲も青灰泥で埋め尽くさ一れていた＜図3＞。

　墓坑の最底部には長さ1．　72m、幅O．　14m、厚さO．　12mの

二本の台木が横に敷かれ、木造りの榔室はその上に組み立てられていた。

榔室の規模は長さ3．　3m、幅1．　68m、高さ1．　3m。底板、壁板、

上板で組み立てられた箱状のもので、竹で編んだ莚が上板にかぶせられ

ていた。　上板は全部で7枚、　ただし先にも述べたように、　そのうちの最

も東よりの一枚は、一部が盗掘者によって鋸で切り取られた状態になっ

ていた。

　榔室内部は、墓主の遺体が置かれた棺室、随葬器物が置かれた頭箱、

辺箱で構成されている。棺室は長さ2．　46m、幅0．　92m、高さO．

、9m。榔室の北側にあり、　この中に底板、壁板、上板で組み立てられた

長さ2m、幅01　72m、高さO．　86mの長方形の棺が置かれている。

白骨化した墓主は頭を東にむけて仰向けに安置され、その上には腐乱し
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た絹織物が残存していた。頭箱は東側にあり、長さ1．　24m，　1幅O，

46m、高さO．　9m。　辺箱は南側に’あり、長さ2．　34m、　幅O．　2

6m、高さO．　9m。　＜図4＞

（3）随葬晶

　榔室内の頭箱や辺箱に各種器物．を随葬することは、当時の貴族階級の

墓葬における一般的な習憤であり、　これまでに発見された楚墓の実例に

照らしてもそのことは明らかである。　＜郭店楚墓＞の榔室からも多くの

随葬晶（総数290件）が発見された＜図5＞。頭箱および辺箱から発

見された随葬品目をまとめると、　以下のようになる。

（a）、礼器111銅製の踵ユ件、巌1件、耳杯1件、　陶製の鼎1件。

（b）生活用具111木製の枕1件、漆耳杯17件（このうち1件の器

　　底には「東宮之杯」四字の銘がある）、椀2件、箆五件、扇工件、

　　銅製の鏡1件、玉製の帯鈎1件、竹製の莚2件、箱2件、一絹織物

　　　1件など。

（c）工具11固銅製の削刀1件、鉄製の鎌1件など。

（d）楽器111漆木製の七弦琴1件め

（e）喪葬器111木製の桶4件、・剣1件。

（f）兵器111木製の盾1件、竹製の弓6件、銅製の剣2件、艘2件、

　　鍍132件、鳩杖首2件など。

（9）車馬器111銅製の馬衝2件、蓋弓帽22件など。

（h）装飾品111木製の木馬頭1件、料珠2件。

（i）その他。l1竹簡804枚、　銅製の環2件、　麻縄6件など。
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　以上の随葬品のうち、本論文が扱う竹簡については言うまでもなく、

器底にr東宮之杯」四字の銘が刻された漆塗りの耳杯＜図6＞、龍型の

玉製帯鈎、銅剣、銅鏡、鳩杖首なども、精美を尽くした第一級の戦国時

代の文物として貴重視されている。

　竹簡804枚は頭箱内に置かれていた。ただし、竹簡は盗掘時にも一

部が持ち去られており、本来はより多くの枚数が存在したことになる。

発掘当時、編簡の紐はすでに腐朽し、竹簡は無秩序な散乱状態にあった。

盗掘時に頭箱内が荒らされ、泥水が浸入したことが、竹簡の散乱に大き

く関係したとされる。

　804枚の竹簡のうち、文字を有する竹簡は730枚を数える。その

数量はこれまでに戦国時代の墓から発見された各種の竹簡の中でも最大

の規模である。　しかもその内容は現存最古のr老子』の写本（86枚）

など、各種典籍の写本であることが出土まもなく判明した。随葬品の中

に大量の竹簡があり、　しかもその中に中国思想史上の主要な典籍の一つ

r老子』の写本が含まれていたことで、　く郭店楚墓＞の名が世に轟くこ

とになった。

　尚、漆塗りの耳杯に刻された四字r東宮之杯」の「東宮」とは、王の

太子、または王の太子の御殿のことであり、　このような銘をもつ耳杯が

随葬されていたことは、　この墓の墓主の身分や職掌を推定する上で重要

な手がかりとなり得る。

　ところで、そのr東宮之杯」の4字にっいてであるが、　r東」　r宮」

r之」の3字は問題がないとして、最後の1字についてはこれをr師」

字と見る研究家もある。李学勤氏はその一人で、　この一字を「師」字と

見なし、以下のように述べている。
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郭店一号墓所出漆耳杯，有“東宮之市（師）”刻銘，看来墓主人曾

任楚太子師樽。他兼習儒、道，是一位博通的学者，故蔵有＜老子＞、

＜子思子＞等書抄本，或即用為太子通読的教材。

（郭店一号墓から出土した漆耳杯には、　“東宮之而（師）”の刻銘が

あり、墓主は楚の太子の師偉を務めていたようである。彼は儒と道

を兼習した博学の学者で、だからこそ＜老子＞や＜子思子＞などの

写本を所蔵していたのであり、あるいは太子の通読教材としたもの

であろう。　）　（注2）

　次の「墓主」の項でも引用する姜広輝氏の一文「郭店一号墓墓主是誰？

（郭店一号墓の墓主は誰か？）」　（《中国哲学》第二十一輝r郭店楚簡

研究』、遼寧教育出版社、　ユ999年）でも、　この一字をr師」字と見

なし、　4字を「東宮之師」　（「皇太子の学問の師」の意）として論を進

めている。

　荊門市博物館r荊門郭店1号楚墓」　（r文物』1997年第9期）に

は「底部刻有銘文“東宮之杯”　（底の部分に銘文“東宮之杯”が刻され

ている）」とあるのみで、文字の字形に関する詳しい分析はなされてい

ない。　r文物』では〔茸ζ〕をr杯」に通ずるr不」に解しているわけ

だが、　もしこれが「不」であるならば〔l1来、〕に作る字形でなければな

るまい。

　一方、　これを「師」に通ずる「而」に解する場合は、字形の上でこれ

と一致する複数の具体的使用例がある。その一つは、　1933年に安徽

省寿県にある戦国時代の楚国の墓から出土した＜楚王奮志鼎＞（天津市

歴史博物館蔵）の銘文に見られるもので、当時の官名r冶師」二字が刻
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されており、　この．「師」字がそれである。　く楚王奮志鼎銘＞は刻銘金文

ではあるが、別章で詳しく述べるように、戦国時代後期の楚国における

日常の通行体による文字資料であり、　＜郭店楚墓＞出土のこの耳杯の銘

とは、時代的に共通している。　したがって、少なくとも字形の上からは

「師」字に解すべきものであり、　「東宮之師」とするのが正しいであろ

う（注3）。

　また、銅製の鳩杖首（長さ7．　4㎝、幅2．　35㎝、高さ2．　7㎝、

重さ159グラム）2件＜図7〉が随葬されていたことも、墓主の身分

や年齢を推定する上での有力な手がかりとなる。

　鳩杖とは、頭部に鳩の飾りをつけ牟杖のことであり（実際に随葬され

ていたのは杖そのものではなく、鳩をかたどった銅製品）、中国古代に

おいては君主が有徳の高齢者に下賜する習わしがあった。鳩は物を食べ

る時むせないということから、功労のあった老臣の慰労の意味をふくめ

て下賜されたものとされる。　そのことは文献にも記録があり、　たとえば

『後漢書』礼儀志に、

仲秋之月、縣道皆案戸比民。年始七十者、授之以玉杖、舗之魔粥。

八十九十、礼有加、賜玉杖長尺、端以鳩鳥為飾。鳩者不喧之鳥也、

欲老人不瞳

（仲秋の月、縣道みな戸を案じ民を比す。年始めて七十なる者、之に

授けるに玉杖を以てし、之に塵粥を舖わしむ。八十九十には、礼の

加うる有りて、玉杖の長尺なるを賜い、端に鳩鳥を以て飾と為す。

鳩は嗜せざる鳥なり。老人の瞳せざらんことを欲す）

とあるのがそれである（注4）。
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　もちろん、八十歳以上の老臣に鳩杖を下賜したというのは漢代の記録

であるにすぎず、　戦国時代後期の楚国においても同じ習憤が存在したと

いう確証はない。ただ、鳩という動物が養老の象徴であったことは、周

代の官制を記したr周礼』夏官1羅氏にも、　r献鳩以養国老（鳩を献じ

て以て国老を養う）」とあることからして明らかであり、具体的な」年齢

的区別を別にしても、老臣に鳩杖が下賜されたことはかなり古くからの

習憤であったものと考えてよいだろう。

（4）墓主

　＜郭店楚墓＞の北約9㎞に位置する大型の＜湖北荊門包山2号楚墓＞

では、随葬品として出土した278枚の竹簡の内容などから、墓主は当

時における楚国の司法高官であることが判明している（注5）。　しかし、

この場合のように、墓主の具体的職掌ばかりか姓名までをも確認できる

というのは特例に属する。　これまでに発掘された楚墓のほとんどは、墓

葬の形状や規模、随葬品の内容、　さらにはr周礼』などの文献に見える

古代の葬儀制度などに照らして、墓主がせいぜいどのような身分の人物

であったかを大まかに類推できるにすぎない。

　く郭店楚墓＞の場合も、やはり特例に属するといってよいだろう。姓

名までは不明ながら、随葬品として出土したr老子』の写本をはじめと

する大量の典籍の竹簡、　それにr東宮之師」という四字の銘が刻された

漆製の耳杯などが、墓主の身分や職掌について考える上での重要な手が

かりを提供しているからである。

　姜広輝氏の「郭店一号墓墓主是誰？（郭店一号墓の墓主は誰か？）」

（《中国哲学》第二十一輯r郭店楚簡研究』、遼寧教育出版社、　！99
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9年）は、　これらの手がかりをもとに、墓主について詳しく論及してい

る。姜氏は、　あくまで推論の域を出るものではない、　としているが、少

なくとも現時点においては、　もっとも具体的な墓主に関する考究の成果

であり、今後め墓主についての研究もこの一文の内容を起点に展開され

るものと推測される。重要な一文なので全文をそのまま訳出することに

する。

　郭店一号墓の募主は誰か。　出土した随葬品の中にこのことを説明

する資料があるわけではない。一般的状況からいえば、勝手な推測

は許されないはずである。　ただ、郭店一号墓の墓葬の形制と随葬晶

はこのことについての消息をいくらか提供してくれている。以下に

分類してあげると、

　①郭店一号墓の随葬晶の中には漆の耳杯があり、底部に「東宮之

師」という刻銘がある。　このことから墓主は楚国の太子の学問の師

であったものと推断される。太子の師であるからには、　当時の楚国

におけるもっとも学問にすぐれた人物であったと考えられる。

　②墓主の随葬晶の中には多くの儒学の典籍があり、　この人物が生

前は儒学の愛好者であったものと考えられる。

　③随葬品の中に鳩杖があった。古礼によれば、七十歳で玉杖が授

けられ、八十、九十になると鳩杖が下賜された（鳩杖は鳩の飾りが

ついた杖で、鳩は物を食べてもむせない鳥であり、老人が食事をし

てもむせることなく健康で、　という意味がこめられていた）。　この

ことから墓主の年齢は八十以上であったものと推測される。

　④考古学の上では、郭店1号墓の墓葬の形制と竹簡の字体は、　9

㎞を隔てる包山二号墓の墓葬の形制と竹簡の字体に完全に一致する
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といわれてい．る。　また包山2号墓の下葬は紀元前323年であるこ

とが確認されている。考古発掘の類型学的方法からすると、郭店一

号墓の下葬年代もこの年から遠くないはずである。

　墓主’名のわからない墓葬のいくらかの状況にもとづき、　更には歴

史上の文献に頼りつつ、墓主が誰であるかを推測するなどというこ

とは、　いかにも荒麿無稽というべきかもしれない。　しかし、　うまい

具合に、たまたま一人の歴史的人物がいて、文献が提供するこの人

物の消息と、　これまでに述べた墓主に関する消息が、ぴたりと一致

するのである。　この二人を関係させ、推測の上に以下のような一つ

の説を提出することができる。

　『孟子』文公上に「陳良は楚の産なり。周公1仲尼の道を悦び、

北のかた中国に学ぶ。北方の学者、未だ或いは之に先んずること能

わざる也」とある。　この文中には陳良が太子の学問の師を務めたこ

とがあるとは明言されていないが、彼がr北方の学者、未だ或いは

之に先んずること能わざる」博学の士であり、太子の学問の師とし

ての資格を十分に有していたことになる。また「周公1仲尼の道を

悦び」とあるのは、彼が儒学を敬慕していたことを言っている。

　紀元前323年に縢の文公は位を継いでいるが、孟子はこの年に

国に来て、　320年に縢国を離れている。　この間、孟子は許行の門

下に身を寄せていた陳相と論争を交えたことがある。　この陳相はも

ともとは陳良の弟子であった。彼が縢国に来たほぽ同じ時期に孟子

も縢国に来ており、孟子は陳相が師に従って数十年になるのにr師

死して之に桂」いたことを叱責している。この事実から見て、陳良

が世を去ったのは紀元前325年ごろから320年ごろにかけての

ことと推測される。上述の紀元前323年というのは、　まさしくこ’
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の年代の間にある。

　しかも、　陳良はr北のかた中国に学んだ」経歴と、数十年の教育

経験があるわけだから、かなり長命の人物であったと考えられる。

　孟子は陳相を評してこんなことも言っている。　「今や南蛮験舌の

人、先王の道に非ず。子は子の師に倍いて之に学ぶ、　・l1吾は幽

谷より出でて喬木に遷れるを聞くも、未だ喬木を下りて幽谷に入る

者を聞かず」。　ここにいうr南蛮駿舌の人」とは許行のことだが、

楚地をr南蛮」と呼んでいることからすれば、孟子は当時の楚地を

いまだ完全に開化していない地域と見ていたようである。　そして陳

良のように「周公1仲尼の道を悦」んだ人物は実に得難いものと考

えていたようである。

　以上のことから、私は郭店一号楚墓の墓主は陳良である可能性が

高いと思う。墓主が陳良であるとすると、孟子よりも年長であった

ことなる。

　では、　陳良は楚国のどの太子の学間を講じたのであろうか。　さら

に資料にあたってみると、楚の懐王の太子であった横、すなわち後

の楚の頃嚢王であるが、彼は紀元前328年から299年にかけて

楚の太子になっている。陳良が死んだのは紀元前325年から32

0年にかけてのこことすると、彼は太子横の早い時期の学問の師で

あったことになる。　もちろん、陳良が本当に楚国の太子の学間の師

を務めたとしての話だが。　（原文省略）

　墓主がr孟子』に記載のある陳良その人であるかどうかは別として、

随葬品の中に多量の典籍をはじめr東宮之師」の銘のある耳杯、　さらに

は鳩杖があったことから判断して、墓主は老学者であり、楚国のr東宮」
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すなわち太子の学問の師であった可能性が強い。

　ところで、今日的見地からみれば思想的に相対立する道家と儒家の経

典が、なぜ一人の学者の副葬品として墓中に随葬されていたのであろう

か。

　従来の考古学的発掘の随葬品の例では、　＜雲夢睡虎地秦墓＞く長沙馬

王堆三号漢墓＞＜臨折銀雀山一号漢墓〉などから発掘された随葬晶の中

の書籍は、すべて募主の生前の職掌にかかわるもの、あるいは愛読のも

のと推測されるものであった。　く郭店楚墓＞の場合も、楚国の太子に学

問を講じたはずの墓主にとって、生前もっとも大切にされた典籍群が随

葬されたものと想像される。　問題は単家と儒家という、互いに相容れな

いはずの典籍が混在していたことである。

　この間題については、すでに劉宗漢氏の「有関荊門郭店一号楚墓的両

個問題一一墓主人身分与儒道兼習（荊門郭店一号楚墓に関する二つの問

題一一一墓主の身分と儒道兼習）」　（r．中国哲学』第二十輯r郭店楚簡研

究』、遼寧教育出版社、　1999年）が詳しく論じている。その結論は

r儒1道両家は、純粋な理論からすれば確かに相矛盾するところがある

が、作用という面では、　たがいに相補うところがある。太子に対する教

育では、儒家の説によって君としての徳を学ばせ、道家の説によって君

としての術（いわゆる君子南面の術）を学ばせることが出来た」という

ものである。

（5）墓葬の年代と竹簡の書写年代

　すでに述べたように、　＜郭店楚墓＞からぽ総数290件という豊富な

随葬晶が出土した。その数はこれまでに発掘された荊門地区の同規模の
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楚墓の中では最大のものである。　＜郭店楚墓〉の北約9㎞に位置する＜

湖北荊門包山2号楚墓＞からは、　278枚の竹簡を含むより多くの随葬

晶が出土している。　ただし＜湖北荊門、2号楚墓＞は＜郭店楚墓＞をはる

かにしのぐ大規模な楚墓であり、両者を単純に比較することはできない

だろう。

　＜郭店楚墓＞の墓葬の年代については、豊富な随葬晶があるにもかか

わらず、　これを具体的に確定する決定的な判断材料がない。　このような　、

場合、　古代墓では一般に墓葬の形状および随葬品の特徴の両面から大ま

かな年代を推定することが行われている。

　墓葬の年代については、荊門市博物館「荊門郭店1号楚墓」　（r文物』

1997年第7期）に、

従墓葬形制和器物特徴判断、郭店M1具有戦国中期偏晩的特点、其

下葬年代当在公元前4世紀中期至前3世紀初。

（墓葬の形制と器物の特徴から判断すると、郭店王号墓には戦国中期

からやや晩期にかけての特色があり、その下葬年代は紀元前4世紀

中期から3世紀初めであろう。　）

とあり、崔仁義氏の「荊門楚墓出土的竹簡老子初探」　（r痢門社会科学』

1997年第5期）には、歴史事実をも考慮に入れた、以下のようなよ

り具体的な見解が示されている。

竹簡《老子》的入葬時間早於公元前278年。郭店1号墓位於以紀

南城為中心的楚国貴族陵墓区、是楚国貴族墓、而公元前278年、

秦將白起抜郵、嘩焼先王墓夷陵。楚嚢王兵散、遂不復戦、東北保於
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　　4陳牛　楚郡紀南城的廃棄・意味着楚国貴族集団的転移和公墓区内

楚国貴族墓葬的終止。　同時、　該墓出土的方形銅鏡与包山楚墓出土的

方形銅鏡制作一様、形制相同、紋飾一致、出土的漆耳環等也均与包

山楚墓出壬的同類同型器接近。包山2号墓入葬於公元前316年、

郭店ヱ号墓的入葬年代応与之不相上下、即約当公元前3CO年。

（竹簡《老子》が埋葬された時期は、紀元前278年よりも前である。

郭店1号墓は紀南城を中心とする楚国の貴族陵墓区に位置している

が、　この楚国貴族墓は、紀元前278年に、秦の将平・自起が郵

（楚の都の別称）を滅ぼし、禽先王の墓夷陵を焼いた。楚の嚢王の兵

は散し、遂には戦うことなく、東北に走って陳城を守った。”　楚都

紀南城の廃棄は、楚国の貴族集団の転移と公墓区内における楚国の

貴族の墓葬の終わりを意味している。　また、　この墓から出土した方

形の銅鏡は、包山楚墓出土の方形銅鏡と形制が同じで、紋飾も一致

’している。　同じく出土品の漆耳環も、包山楚墓出土の同類同型器と

近似している。　包山2号墓は紀元前316年に埋葬されたものであ

るから、郭店1号墓の埋葬年代もこれに遠くはなく、紀元前300

年ごろと考えられる。）

　また、池田知久氏はr郭店楚簡老子研究』　（東京大学文学部中国思想

文化学研究室、　1999年）　「前書き」2「郭店1号墓の下葬年代」に

おいて、　く郭店楚簡＞中のく窮達以時＞編にr萄子』と密接に関係する

文章が発見されることに着目して、

く窮達以時＞は、　『萄子』宥坐篇にいくらか先んじて成書された文
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献であるにしても、戦国中期という早い時代に成ったと見なすこと

はできず、　戦国後期も紀元前278年に最も近いところ　（あるいは

さらに後）まで降る年代に置くべきではないかと考えられる。

との見解を示している。

　墓葬の年代確定が、　随葬晶の一つである竹簡の制作年代を考察する上

で重要な判断基準となることは言うまでもない。池田知久氏の見解を支

持して墓葬の年代を紀元前3世紀前半とするならば、竹簡が制作された

のは少なくとも紀元前3世紀前半以前ということになる。

　ところで、　＜郭店楚墓＞から出土した竹簡は、すべて道家、儒家の典

籍の写本であり、墓主が生前みずから所持して愛読していたものを、死

後に随葬品の一種として加えたものと推測される。　とすれば、竹簡の書

写年代を推定しようという場合、墓葬の年代と墓主の死亡年齢が大きく

関係してくることになろう。

　墓主が埋葬されたのが紀元前300年のことであったと仮定すると、

当然のことながら、竹簡が書写されたのも紀元前300年以前というこ

とになる。ただし、随葬品に鳩杖が含まれていたことから、墓主は高齢

者であったことは確実視され、　しかも皇太子の教育係という立場の知識

人であり、随葬された竹簡も長期にわたって墓主が愛読していたものと

考えられる。

　かりに死亡年齢を80歳とした時、これらの竹簡を50歳ごろに入手

していたとすれば、竹簡はおそくとも紀元前330年には書写されてい

たことになる。より若く30歳ごろからであれば、紀元前350年とい

うことになろう。　しかし、言うまでもなく、墓主が竹簡を入手した時期

が、必ずしもその竹簡の書写年代と一致するものでもない。　いわば今日
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のわれわれが、研刊書ではなく、数十年前に出版された古本を購入する

ように、かなり以前に書写された竹簡を入手した可能性があることも考

慮に入れなければなら卒い。

　もちろん、　730枚すべての竹簡を、墓主がある時期に一挙に入手し

たとは考えられない。竹簡はすべて遭家、儒家の典籍の写本ではあるが、

第3章第2節で述べるように、　内容的にはかなり多岐にわたっており、

筆跡も多様である。入手の時期もまちまちであったと見る方が自然であ

ろう。

　結局のところ、竹簡の書写年代については、　これを詳しく隈定しうる

客観的な根拠に乏しい。墓葬の推定千代、すなわち紀元前300年を数

十年遡る時期に書写されたもの、　といった程度の推測が可能であるに過

ぎない（注6）。
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第3節　中国古代における書写材料としての竹簡

　周知のように、文字を書くための材料r紙」は、中国古代における四

大発明晶の一つである。　火薬、羅針盤、　印刷術もさることながら、　中国

古代が人類の文化の進歩と発展に寄与した点からいえば、紙こそは最大

の発明晶であった。

　文献には、その発明者は後漢中期の薬倫（？～ユ21頃）で、和帝の

元興元年（105）、樹皮、麻くず、魚網などを材料にはじめて紙をつ

くり、皇帝に献上して世に「薬侯紙」と称され、これ以降は人々はみな

文字を書くのにこの紙を使うように社った、　という内容の記事が見られ

る（r後漢書』富者伝など）。古くから伝わるr薬倫造紙説」はこの記

事を拠り所としたものである。　もちろん現在では、　これよりかなり古い

時代の紙の実物が考古学上の発見品として知られており、文献に見るこ

の種の説を信じることはできない。

　これまでに発見されている中国最古の紙の実物は、　1986年に甘粛

省の天水県にある前漢初期（文帝から景帝にかけての時代、　BC180

～BC140）の墓から出土したr天水紙」とよばれるものである＜図

8．＞。　これは主として麻を原料にした植物繊維紙で、　5．　6㎝×2．　6

㎝の小さな残片に、　山や川や道のような図が描かれており、紙質は薄く

柔らかで、表面に光沢があることが報告されている（注7）。つまり紙

が発明されたのは、薬倫の時代を遡ること少なくとも250年前の前漢

時代ということになる。

　もちろん、実際にはより古い時代に発明された可能性もある。　しかし、

現段階ではそのことを知る手がかりはない。　また、　より重要なこととし

て、紙が前漢時代には発明されていたことは事実であるとしても、文字
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を書く材料としマ当時から使われていたかどうかは不明である。　「天水

紙」の場合も、文字が書かれていたわけではなく、地図として使われて

いた。

　「天水紙」か発見される前にも、　ユ957年に陳西省醐橋の前漢墓で、

また、　1973年には内蒙古のエチナ川流衰の肩水金関遺杜で、　それぞ

れ前漢時代の麻製の植物繊維紙が発見されている。　しかし、いずれの場

合も文字は書かれていなかった。　これらは包装紙的な用途を担っていた

ものと推測されている（注8）。現存遺物中、文字が書かれたもっとも

古い時代の紙は、　1991年に甘粛省敦燈県の懸泉置遺吐で発見された

三枚である。一やはり麻を原料とした植物繊維紙で、前漢の宣帝期（BC

74～BC49）のものと推定されている（注9）。’

　では、　中国古代において、現在のわれわれが使っている紙のように、

文字を書き記す材料として広く使用されていたものは何か。それは竹を

細長い短冊状に加工した札、すなわち後世のわれわれがr竹簡」とよぶ

ものであり、歴代の文献にみられるその発見記録については、すでに序

章でも述べた通りである。　これまでに発見された最古の竹簡としては、

1978年に湖北省随県の曾侯乙墓かち出土した240枚の竹簡を挙げ

ることができる。序章で列記した18件の出土品の中の1件＜湖北随県

曾侯乙墓出土竹簡＞がそれである。内容は葬送の車馬や装備についての

記録で、戦国時代初期（BC5世紀後半）の遺品であることが確かめら

れている。

　もちろん、戦国時代初期のこの竹簡は現段階における最古の実物遺品

というのみで、　竹簡という書写材料それ自体はさらに古い時代、　それも

戦国時代を遡ること約800年前の股王朝の時代から存在した。そのこ

とを確実視させるのは甲骨文に見られるr冊」の文字である＜図9＞。
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甲骨文の「冊」字は、竹の札を紐で結び並べた簡冊を象っており、　これ

が後世の書籍にあたるものであることは、多くの研究家の一致した見方

である（注10）。　「説文解字』2巻下にも「冊」字について、

符命也、諸侯進受於王者也、象其一長一短、中有二編之形。

（符命なり、諸侯進みて王より受くる者なり、其の札は一長一短に象

る、　中に二編の形有り。　）

とある。

　甲骨文にはr作冊」という語が、記録官を意味する官名としても使わ

れている。　また、　甲骨文のみならず、古代の伝承的歴史書r尚書』多士

篇には、

惟爾知惟般先人有冊有典、股革夏命。

（惟れ爾、　股の先人に冊有り典有りて、　般、　夏の命を革めしを知らん。　）

という一節も見られる。残念ながら般代の竹簡の実例はこれまでのとこ

ろ何一つ発見されていない。　しかし、将来的には発見の可能性が全くな

いとはいえない。

　竹簡は竹を材料にしたものだが、木を材料にした木簡もかなり早い時

代から書写材料として使われていた。　ただし時代的には竹簡が先で、木

．簡はその代用品として後に使われるようになったものと考えられている。

このことについては銭存訓著r中国古代書籍史』　（宇都木章氏他訳）第

5章「竹簡と木蹟」第1節r書写材料の変遷」に以下のような指摘があ

る。

一48一



　簡蹟という言葉が一つの名詞になってしまっていて、竹と木の使

用も一緒にして論ぜられてはいるが、最初に書写の材料として用い

られたのは、竹簡であって、木艘ではないと信ぜられる。木魑の使

用はやや後になってであり、　あるいは竹の代替品とされた。　その論

拠は、第一に、簡の表面は狭くて、普通は一行の字を収容するだけ

であ亭。　それは、　当然のことながら、竹筒を割って平面にした時の

面積の広さがその範囲とされ、それが簡蹟の形式の伝統となったの

である。　もし、最初に木蹟が用いられていたら、版面は広いから、

わずか一行しか収容しないよう卒狭い形式のものになるはずがない。

第二に、簡という字は竹に従っているし、竹と鳥とが平行して使わ

れていることは、先秦時代の古文献にしばしば見られるが、蹟とい

う字が用いられるのは、漢代の文献になってからである。第三に、

文献の記載と最近出土する戦国から漢代はじめの簡策は多くが竹製

のものであり、　しばしば出土する木艘の方はいずれも後漢前後の時

代のもので、あるものは西北方の竹を産しない地域の出土品である。

以上のことによって、竹簡の使用は、　当然木蹟に先立っており、木

魑はおそらく竹の代用品であり、漢代も紀元後の時代に行われた書

写材料であったのであろう。

　銭存訓氏のこの著書は、　もとr中国古代書史』と題して！975年に

香港中文大学から上梓されたものであり（注ユ1）、出土晶が増えている

現段階での認識からすれば、一部改めなければならない記述もある。た

とえば、　1979年には四川省の青川県で紀元前307年のものと推定

され．る統一以前の秦代の木蹟、　いわゆる＜青川秦蹟＞が発見されており
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（第4章第4節で詳しく取り上げる）、現在ではr後漢前後」よりも何

百年も古い時代に、木艘が存在したことが知られている。　しかし、竹簡

が木艘に先立つ書写材料であったことの考察については、異論を挟む余

地はないだろう。

　中国古代にあっては、竹という植物は、極北をのぞく大部分の地域に

ひろく自生し、　あるいは栽培されていた。長江流域や南方地域はもちろ

んのこと、魏1晋1秦1斉といった現在の黄河流域の華北地方でも、そ

の例外ではなかったことが確実視され．ている。

　生え始めのものは筍として食糧となり、大きく成長したものは家屋の

建具となり、また、農具や家具の材料ともなった。中国古代詩歌のアン

ソロジーr詩経』の中でも、竹は鮮やかで麗しい植物の代表として扱わ

れており、竹を貴公子の優雅さにたとえた詩旬が見られるほどである

（注12）。

　ところで、後漢の思想家王充（27～90）の著『論衡』　（執筆は8

2年ごろ）量知篇には以下のような記事が見られる。

故夫穀未番蒸日粟、銅未鋳鋒日積石、人未学問日駿。濠者、竹木之

類也。夫竹生於山、木長於林、未知所入。裁竹為筒、破以為牒、加

筆墨之跡、　乃成文字、　大者為経、　小者為伝記。　断木為簗、　耕之為板、

加刮削之力、乃成奏蹟。夫竹木轟萱之物也、彫琢刻削、乃成為器用。

況人含天地之性、最為貴者乎。

（故に夫の穀の未だ蕃蒸せざるを粟と日い、銅の未だ鋳錐せざるを積

石と日い、人の未だ学間せざるを縢と日う。駿なる者は、竹木の類

なり。夫れ竹は山に生じ、木は林に長じ、未だ入るる所を知らず。

竹を裁一りて筒と為し、　破りて以て牒と為し、　筆墨の跡を加うれば、
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乃ち文字を成し、大なる者は経と為し、小なる者は伝1記と為す。

木を断ちて簗と為し、之を耕きて板と為し、刮削のカを加うれば、

乃と奏蹟と成る。夫れ竹木は轟1菌1の物なるも、彫琢刻削すれば、乃

ち成して器用と為す。況んや人は天地の性を含み、最も貴たる者な

るをや。　）　（注13）

　これは学間をしない人間を山林に自生する竹や木にたとえて、学間な

しでは世の中の役に立たないことを述べようとした一節であるが、　たと

えとして竹簡のことに言及している点で注目に値する。

　まず、　ここにいうr牒」は竹簡のことであろう。　r牒」字については、

許慎のr説文解字』巻7上にも「札なり。片に従い、柴の声」とあり、

木の札のことであることが確認できる。それは竹を輸切りにして筒状に

し、その筒を「破りて」、つまり縦に裂いて短冊状に作ったもので、　こ

れに筆墨で文字を書き記したとある。　そして、その大きなものはr経」

すなわち経典を書き記すために使い、小さなものはr伝1記」すなわち

注釈書や史書として使ったことがわかる。

　竹簡の大きさの違いと用途の関係について、銭存訓氏は以下のような

見解を示している。

　古代の簡蹟の寸法には、一定の基準があったようである。　その長

さは、文書の用途や重要度によって異なっていた。経籍に用いられ

る竹簡の長さは、　（当時の尺度で）2尺4寸、　1尺2寸、　8寸と定

められていた。鄭玄（127～200）によれば、六経（易1書1

詩1礼1楽1春秋）はすべて2尺4寸の簡に書かれたが、　r孝経』

は1尺2寸、　『論語』は八寸の簡であった。これによると、長い簡
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はより尊い経典に用いられ、短い簡は比較的重要性の少ない経籍に

用いられたと見られる。　というのは、　r孝経』とr論語』は、　9世

紀に至るまでは、儒教における「経典」とは見なされていなかった

からである。　この説は王充のr大簡は経典に用いられ、小簡は注釈

書と史書に用いられた」という記述によって補証される。彼はまた、

「古えの賢人の言葉は、　2尺4寸の簡に書かれた」とも述べている。

（銭存訓著r中国古代書籍史』第5章r竹簡と午蹟」第5節r古代の

簡魑の大きさと形」）

ところで・竹材を切りさいて竹札を作り・そ、の率面に文字を書こうと

する場合、新しい竹ほど表面は油偉の水分を多くふくみ、当然墨は散り

やすく、また虫に食われることも少なくなかった。そこで古代の人々は

竹簡は必ず使用する前に簡単に火で灸ったとされる。　r後漢書』呉祐伝

に見える「簡を殺青し、以て経書を写さんと欲す」という一節の「殺青」

がそれにあたる。　この一節に注釈を施した麿の李賢の説では、　「殺青」

とは火で簡を灸り、油をぬいて青みを取ることであり、そうすることで

文字は書きやすく、　また虫食いを防げたのだという。　r殺青」はr汗簡」

ともいったが、　r汗簡」は後世、古代文字をあっかった字書名としても

使われた（北宋の郭忠恕のr汗簡』がそれである。　『汗簡』については

第5章第4節で詳しく言及する）。

　竹簡を連ねて綴ったものをr篇」といい、それを巻いて筒状にするこ

ともできたから「・巻」ともいった。竹簡を綴るためには絹、麻、繰し革

などの紐が使われ、紐がずれないように、小さな切り目を竹簡の同じ箇

所に入れて、そこに固定させるという工夫もとられた。そして、すでに

r篇」の状態になった竹簡に文字を書き入れた場合と、書き入れた後で
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「篇」の状態に作り上げた場合の両方があった。

　竹簡を作るための道具類の実物も、すでに考古学上の出土晶として発

見されている。　1956年、河南省信陽県の長台関で、戦国時代初期の

紀元前400年ごろに埋葬されたものと推定される墓が発見されたが、

その随葬晶の中には竹簡（第2章第5節r春秋戦国時代の文字」の項で

言及する＜河南信陽長台関楚墓出土竹簡＞）にまじって小型の木製の箱

があり、箱の中には一本の毛筆と、竹簡を作るための工具類一式が納め

られていた＜図10＞。銅製の刀、　ノコギリ、錐などであり、竹簡を製造

するための工具類であると判断されている。他に類例のない、　きわめて

珍しい出土品である（注14）。

　さて、　中国古代において、竹簡にはどのようなことが書き記されたの

であろうか。

　先にも述べたように、般代にはすでに竹簡が存在していた。　とすれば、

段代の甲骨文や段周両代の青銅器の銘文（金文）なども、文が刻された

り、鋳込まれたりされる以前の準備段階では、おそらく竹簡を使っての

下書きの過程が介在したものと推測される。　甲骨文にしろ金文にしろ、

下書きなしに制作されたとは到底考えられない。　とくに長文のものでは、

撰文者による下書きの段階での十分な推敲がなければ、’あれほど理路整

然とした文章をのこすことは不可能であったろう。　もちろん、現在まで

のところ、竹簡を使ったその種の下書きの遺品は何一つ発見されていな

い。

　言うまでもなく、甲骨文は段代における占いの記録である。では般王

朝において、　占いの記録以外の一般の記録は何に書き記されたのであろ

うか。なにしろ推定字種5000近くといわれる甲骨文字が存在した時

代である。　かくも多くの文字が存在したこの時代、　占い以外の日常の記
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録は一切行われて．いなかったとは考えにくい。やはり王朝の政治や軍事

にかかわる記録も、竹簡に書き記されていたと見なければなるまい。先

にも引用した『尚書』多士篇のr惟般先人有冊有典（惟れ股の先人に冊

有り典有り）」という一節も、股王朝における竹簡を使った記録の存在

を暗示しているように思える。ただし、　この種の遺晶もこれまでのとこ

ろ全く発見されていない。

　結局、竹簡にはどのようなことが書き記されたか、　ということについ

て、現段階で確実に把握されることといえば、　これまでに考古学上の出

土晶として発見された竹簡の実物遺晶の内容から判断されること以外に

はない。

　序章で列記した18件の出土資料は、　（1）の＜湖南長沙子弾庫楚墓

出土常書＞をのぞく（2）～（18）の17件が竹簡であるが、　その1

7件の竹簡について、書かれた文の内容を示すと、以下のようになる。

括弧内が文の内容。

（2）＜湖南長沙五里牌406号楚墓出土竹簡＞（遣策）

（3）＜湖南長沙仰天湖楚墓出土竹簡＞（遣策）

（4）＜湖南長沙楊家湾6号楚墓出土竹簡＞（不明）

（5）＜河南信陽長台関楚墓出土竹簡＞（遣策、典籍）

（6）＜湖北江陵望山1号楚墓出土竹簡＞（祷辞）

（7）＜湖北江陵望山2号楚墓出土竹簡＞（遺策）

（8）く湖北江陵藤店！号楚墓出土竹簡＞（遺策）

（9）＜湖北随県曾侯乙墓出土竹簡＞（遣策）

（1O）＜湖北江陵天星観！号楚墓出土竹簡＞（遣策、祷辞）

（11）＜湖北江陵九店56号楚墓出土竹簡＞（農作物1数術関係文書）
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（12）＜湖北江陵馬山碑廠1号楚墓出土竹簡＞（遣策）

（13）＜湖南常徳市徳山夕陽披2号楚墓出土竹簡＞（有紀年記事）

（14）＜湖北荊門包山2号楚墓出土竹簡〉（遣策、祷辞、裁判文書）

（15）＜湖北江陵秦家噛楚墓出土竹簡＞（遺策、祷辞）

（16）＜湖南慈利石板村36号楚墓出土竹簡’＞（歴史記事）

（17）＜湖北江陵九店621号楚墓出土竹簡＞（不明）

（18）＜湖北荊州郭店1号楚墓竹簡＞（典籍）

　以上をまとめると、　（a）遣策、　（b）典籍、　（c）祷辞（祈祷の言

葉）、　（d）文書、　（e）記事とな争が、　このうちもっとも多いのが遣

策である。

　（a）の遺策とは、墳墓に埋葬された随葬晶（副葬晶）の目録のこと

をいう。　「遣」は墓におさめる死者への贈り物、　「策」はr冊」の意で、

竹簡あるいは木簡を連ねた冊書に書かれたものであることを表している。

中国古代の政治的1宗教的儀礼の形式を詳述した『儀礼』既夕礼に、

「書貝冒於方、若九、若七、若五。書遣於策（員冒は方に書き、若しくは九、

若しくは七、若しくは五。遣は策に書す）」とあるのが出典である。は

じめのr照」も死者への贈り物で、　「方」は木の板のこと。場合に応じ

て九行、七行、五行に書くという（注15）。

　また、　『儀礼』既夕礼には、周代声こおける一般の官吏の葬礼として、

遺策は葬送の前日に香典のリストとともに書きつけられ、埋葬当日、枢

が出発するに先だって、司葬者がこ．れを読み上げ、死者とともに墓中に

納めた、　といった内容のことも記されている。

　たとえば（2）のく湖南長沙五里牌406号楚墓出土竹簡＞は、　もっ

とも早期（1951年）に発見された遣策の実例で、　「鼎八」　「矛四」
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などと書き記されている。　これは鼎8種、矛4件が、死者とともに随葬

されたことを示すものである。　（3）の＜湖南長沙仰天湖楚墓出土竹簡

＞も、早期（1953年）に発見された遣策の実例であり、　これにも死

者とともに葬られた絹織物や銅器などの随葬品の晶目と数とが、項目別

に書かれていた。　1972年に発見された㎡漢のく湖南長沙馬王堆1号

漢墓出土竹簡＞312枚なども、広く知られている遣策の代表的な実例

である。なお、序章で述べた歴代文献上の出土記録の③、すなわちr南

斉書』巻2ヱのr文恵太子伝」に見られる竹簡も、遣策であった可能性

が強い（注16）。

　次に（b）の典籍は、墓主が生前に愛読していたものと考えられる経

典書籍の類である。戦国時代の竹簡では、　これまでのところ（5）の＜

河南信陽長台関楚墓出土竹簡＞および本論文が扱う（18）の＜郭店楚簡

＞がこれに相当する。後述するように（5）は『墨子』と関係のある書

籍と推定されており、　（18）はザ老子』をはじめとする先秦期の思想書

である。

　典籍は漢代の墓からの出土例が多く、　1959年に甘粛省武威県の磨

咀子にある後漢墓から発見された『儀礼』簡469枚、　1972年に山

東省臨派県の銀雀山にある前漢墓から発見されたr孫子』をはじめとす

る4942枚、　1973年に河北省定州の前漢墓（中山懐王1劉脩の墓）

から発見された『論語』620枚（残簡が多い）などが特に知られてい

る。序章で述べた歴代文献上の出土記録の①②、すなわちr孔子壁中書」

とr汲家書」も典籍としての竹簡であった。

　（C）の祷辞は、いわゆる加持祈祷の言葉である。　r論語』述而篇に、．

孔子が病気になった時、弟子の子路が祈祷を行ったことが記されている

が、　中国古代においては、人が病気にかかると祈祷を行う風習があった。
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その祈祷の言葉幸書いた竹簡を、病人が死んだのちに、墓葬に際して合

葬したものと考えられる。　たとえば（6）の＜湖北江陵望山1号楚墓出

土竹簡＞や（10）の＜湖北江陵天星観1号楚墓出土竹簡＞などはその典

型的な例である。

　（d）の文書は、裁判の記録などであり、別章で述べるように（14）

の＜湖北荊門包山2号楚墓出土竹簡＞にはその典型的な例が多く含まれ

ている。

　（e）の記事は、歴史的事項の記録などであり、　（16）のく湖南慈利

石板村36号楚墓出土竹簡＞などがその例であ局。　これには主として呉

国と越国の歴史的事件などが記録されている。

　（a）～（e）いずれも古代史究明の上できわめて重要な一次資料と

なっていることは言うまでもない（注17）。
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第4節　まとめ

　本章では、まずはじめにr文物』所載の発掘報告等にもとづき、　＜郭

店楚簡＞の出壬状況について整理を加え、ついで墓主の身分、墓葬の年

代、　さらには竹簡の書写年代などについても先行研究をふまえて概略を

述べた。　また、紙が発明される以前の文字を書き記すための材料r竹簡」

についても、先行研究をよりどこちに概述した。

　＜郭店楚簡＞が出土した＜郭店楚墓＞は、春秋戦国期に楚が都を置い

た紀南城の北方約9㎞の地点に位置する。同じく戦国時代後期に書写さ

れた＜湖北荊門包山2号楚墓出土竹簡＞が出土した楚墓からは、南方約

9kmという距離である。第4章で字形などの比較の対象としてたびたび

取り上げ、共通点を指摘することの多い包山出土の竹簡が、広大な中国

大陸で、わずかに約9kmという至近距離の地点から発見されたものであ

ることを再度確認しておきたい。

　く郭店楚墓＞は斜妓式の墓道をもつ典型的な土坑竪穴式木榔墓である。

規模からいえば必ずしも大きなものではないが、榔室からはく郭店楚簡

＞　（804枚、　有字簡730枚）を含む総数290件にのぼる随葬品が

発見された。　随葬晶には龍型の玉製帯鈎や銅剣など、精美を尽くした第

一級の戦国時代の文物も少なくない。残念ながら「遣策」　（随葬品リス

ト）は発見されず、　またr老子』簡を中心とするく郭店楚簡＞も、すで

に盗掘者によって一部が持ち去られていた。

　随葬晶の中に、　「東宮之師」四字の銘が刻された漆塗りの耳杯と、　中

国古代においては君主が有徳の高齢者に下賜する慣例があった銅製の鳩

杖首が含まれていたことは、墓主の身分について考える上での重要な手

がかりになっている。
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　すなわち、　この、二件の随葬品から、墓主は楚国の太子の学間の師であ

り、かなりの高齢者であったものと考えられる。姜広輝氏が推論するよ

うに、　r孟子』に記載の見ネるr陳良」その人であるかどうかは別とし

て、墓主が太≠の学問の師を務めた老学者であったことは、いわば学間

の遣具であった大量の典籍の竹簡、すなわち＜郭店楚簡＞が随葬されて

いた事実とも符合する。

　く郭店楚簡＞の書写年代の考究は、　＜郭店楚墓＞の墓葬の年代確定を

前提とする。　しかし、墓葬の年代についても、　これを具体的に確定する

決定的な判断材料があるわけではない。　墓葬の形状、　随葬晶の特徴、　歴

史事実（BC278年に楚は秦に滅坪される）などから、紀元前3世紀

前半と推測されるにとどまる。

　＜郭店楚簡＞が遣策であったならば、葬送の前日に香典のリストとと

もに書きつけられ、埋葬当日、枢が出発するに先だって、司葬者がこれ

を読み上げ、死者とともに墓中に納めたこと、になり（『儀礼』既夕礼の

記録）、　これが書写された時期は墓葬の時期と同じであるが、典籍の写

本であるからには、書写の時期と墓葬の時期は必ずしも一致しない。　し

かも内容的には多岐にわたる何種類もの典籍である。

　もちろん、竹簡は墓葬以前に作られていたはずだから、紀元前3世紀

前半以前、　ということになるが、　r以前」の時聞の幅に注意しなければ

ならない。

　つまり＜郭店楚簡＞の書写年代を推定しようという場合、墓葬の年代

のみならず、　墓主の死亡年齢、　墓主が竹簡を入手した時期の違い、　さら

には入手した段階での竹簡のテキストとしての新旧、なども考慮しなけ

ればならず、決して単純なものではない。結局、いくつもの不確定要素

があることを考えれば、　「紀元前300年を数十年遡る時期に書写され
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たもの」といった程度の推測が可能であるに過ぎない。

　中国古代における四大発明品の一つr紙」以前の書写材料であるr竹

簡」　（竹を細長い短冊状に加工した札）は、　甲骨文字に、竹の札を紐で

結び並べた簡冊をかたどるr冊」字があることから、股王朝の時代には

すでに存在していたことが確実視される。　ただし、その当時の遺晶は何

一つ発見されていない。　これまでの発見品で最古あものは、　1978年

に発見された戦国時代初期（BC5世紀後半）の＜湖北随県曾侯乙墓出

土竹簡＞である。

　後漢の王充のr論衡』量知篇に、学問をしない人間を山林に自生する

竹や木にたとえて、学間なしでは世の中に役立たないことを述べた一節

があるが、その中にr竹を載りて筒と為し、破りて以て牒と為し、筆墨

の跡を加うれば、乃ち文竿を成し、大なる者は経と為し、小なる者は伝

1記と為す」と記されている。　これによれば、大きな（長い）竹簡は

「経」すなわち経典を書き記すために使い、小さな（短い）竹簡は、

r伝。記」すなわち注釈書や史書として使ったことになる。

　竹簡の大小の違いと用途との関係については、他にも具体的な記録が

あるが、　いずれも漢代　（B　C206～A　D220）における実状を述べ

たものであり、戦国時代において同様の規定があったかどうかは明らか

でない。

　＜郭店楚簡＞を含め、　これまでに発見された戦国時代の竹簡17件に

隈っていえば、竹簡に書き記された内容は、遣策、典籍、祷辞（祈祷の

言葉）、文書、記事に大別される。　このうちもっとも多いのが遣雫であ

り、典籍はく郭店楚簡〉と＜河南信陽長台関楚墓出土竹簡＞の2件を数

えるのみである。前者は第3章第2節rく郭店楚簡＞の形状1内容と書

風の特色」で詳しく述べるように、道家および儒家のテキストであり、
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後者はr墨子』と関係のある書籍と推測されている。

　いずれも墓主が生前に愛読していたものと考えられるが、先にも述べ

たように、　＜郭店楚簡＞の場合は、墓主が楚国の皇太子の学間の師であ

ったと推測され、いわば学者にとっての生活の必需晶が埋葬されていた

ことになる。
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＜第1章（注）＞、

（1）この他に以下に挙げる諸書を参考にした。

　　石泉主細『楚国歴史文化辞典』　（武漢大学出版社、　1996年）、

　　荊門市博物館『郭店楚墓竹簡』　（文物出版社、　1998年）、王

　　傑主編ザ楚国史編年輯注』　（湖北人民出版社、　！999年）、高

　　至喜主編r楚文物図典』　（湖北教育出版社、　2000年）。

（2）李学勤「荊門郭店楚簡中的＜子思子＞」　（r文物天地』1998

　　年2期）⑫

（3）漆耳杯の銘をr東宮之師」と読むか「東宮之杯」と読むかについ

　　ては、研究家の間で意見が一致しない。本文でも引用したように

　　李学勤氏はr東宮之師」と読むが、李零氏や王葎靖氏は、それぞ

　　れ以下の論文の中で「東宮之杯」と読むべきことを論じている。

　　李零「郭店楚簡研究中的両個問題」47～49ぺ一ジ、王篠庫

　　r郭店楚簡的時代及其与子思学派的関係」644～645ぺ一ジ。

　　上記二論文は武漢大学中国文化研究所編．『郭店楚簡国際学術研討

　　会論文集』　（湖北人民出版社、　2000年）所収。

（4）有徳の老人に鳩杖を下賜する習慣は後世にもおよんだ。　r麿書』

　　r玄宗紀」にはr京師に宴し、老を含元殿庭に侍す。九十以上に几

　　杖を、八十以上に鳩杖を賜う。婦人にも亦た之の如くし、其の家

　　に賜う」とある。

（5）湖北省荊沙鉄路考古隊r包山楚簡』壱r包山二号楚墓簡蹟概述」

　　（文物出版祉、　ユ991年）。

（6）＜郭店楚簡〉のうちのr老子』簡については、すでに書写年代に

　　関する何種類かの考証があるが、今のところ定説というべきもの
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はない。　こ、こではその一例として、文字の字形に着目した荊門市

榑物館の崔仁義氏による考証（科学出版社『荊門郭店楚簡老子研

究』第2章「竹簡老子与墓主」第1節r竹簡老子的抄定時間」）

の概略を要約しておこう。

r　r老子』簡に見られる文字の字形上の特徴に着目すると、基本的

には既出土の楚系の竹簡の文字と同系統であるが、　いくつかの文

字については顕著な違いが見られる。たとえばr安」の一字を例

にとると、　＜曾侯乙墓竹簡＞（戦国前期）1＜天星観楚簡＞（戦

国中期）1＜包山楚簡＞（戦国中期）の「安」字と比較してr老

子』簡のr安」字には、　r繁」、からr簡」へと字形が変化した結

果がうかがえ、　『老子』簡のr安」字は＜包山楚簡〉のr安」字

がr簡化」したものであることは明らかである。　＜包山楚簡＞の

墓葬年代は紀元前316年であることが確定しているから、　r老

子』簡が書写されたのは紀元前316年以後であると考えられる。

　。l1　郭店1号墓は、紀南城を中心とする楚国の貴族陵墓区に

位置しているが、　ザ史記』の記載によれば、　この楚国貴族墓は、

紀元前278年に、秦の将軍1白起によって滅ぼされている。楚

都紀南城の廃棄は、楚国の貴族集団の転移と公墓区内における楚

国の貴族の墓葬の終わりを意味していよう。　したがらて＜郭店楚

墓〉の墓葬の時期は紀元前278年以前と考えられ、　r老子』簡

が書写されたのもこれ以前となる。以上を総合すると、　r老子』

簡が書写された年代については、紀元前316年以後、紀元前2

　78年以前、　という推定が成り立つ。」

　尚、　『老子』簡を中心とする＜郭店楚簡＞の書写年代に関する

研究には、他に、羅運環r郭店楚簡的年代、用途及意義」　（r湖
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　　北大学学幸早』＜哲学社会科学版＞1999年第2期第26巻［総

　　第120期］、　1999年3月）、王篠残r試論郭店楚簡的抄写

　　時間与荘子的撰作時代一兼論郭店与包山楚墓的時代間題」　（r哲

　　学研究j1999年第4期、　1999年4月）などがある。

（7）甘粛省文物考古研究所1天水市北道区文化館r甘粛天水放馬灘戦

　　秦漢墓群的発掘」　（『文物』、　1989年第2期）　r2、漢墓」。

（8）　r陳西省蘭橋発現西漢的紙」　（r文物参考資料』、　1957年第

　　7期）、　「居延漢代遺吐的発掘和新出土的簡冊文物」　（『文物』、

　　　1978年第1期）。

（9）　r中国書法』　（中国書法家協会、　1992年第2期）23ぺ一ジ。

（10）松丸道雄1高島謙一編r甲骨文字字説綜覧』　（東京大学出版会、

　　　1993年）62ぺ一ジによれば、羅振玉（1915年の説）以来、

　　　「冊」字については、竹簡を編んだ象形字と見なす研究家が多数

　　をしめる。　尚、　r木をならべてうちこんだ柵の形で、柵の初文。

　　　1l1のち書冊の形と誤られて、編冊の字となったものと思われ

　　る」　（白川静著『字統』）、　「文字の書き込まれた亀の甲羅、お

　　よそ六枚ぐらいを、穴をあけて束ねた形にかたどる」　（角川書店

　　　『大字源』）という説もある。

（11）同書は初め　Tsuen－Hsuin　Tsienr　Written　on　B．anboo

　　　and　　Silk　　』　　（The　　Universty　　of　　Chicago　　Pr③ss，　1962）

　　として英語版が刊行され、　のち修訂を加えた中国語版r中国古代

　　書史』　（香港中文大学、　1975年）が刊行された。その日本語

　　版名は『中国古代書籍史一竹常に書す一一』　（宇都木章氏他訳、法

　　政大学出版会、　1980年初版）。

（12）同上書の指摘による。
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（13）引用は山田．勝美著r論衡』　（新釈漢文大系第69巻、　明治書院、

　　　1979年）によった。

（14）河南省文物工作隊r我国考古史上的空前発現一信陽長台関発掘一

　　座戦国夫墓」　（r文物参考資料』1959年第9期）、　中国社会

　　科学院考古研究所編r信陽楚墓』　（文物出版社、　1986年）な

　　どによる。

（15）池田末利著r儀礼』　（東海大学出版界、　1976年）は、　この一

　　節を以下のように解釈している。　r（史が）帽・（糞1鱒1贈をお

　　こなった人の名前とその物と）を方に書くが、　（その多少に応じ

　　て、多くとも）九行か（それより以下は）七行または（少なくと

　　も）五行（を下らないよう）にする。　（これを後で史が読みあげ

　　るのである。　（死を）遣るもの（すなわち菌以下の明器）は（多

　　いから、公の史が方より広い）策に書く」

（16）大庭脩r木簡学入門』　（講談社学術文庫、　1984年）第3章

　　「フィールドの木簡と墓中の木簡」第3節r墓から出土する木簡2

　　遺策」。

（17）本第3節の記述にあたっては、上記の他に、以下に挙げる文献を

　　参考にした。森鹿三著r竹と中国古代文化」　（弘文堂、　r東光』

　　第1号、　！949年）、　林剣鳴著r簡蹟概述』　（秦漢史研究叢書、

　　陳西人民出版社、　1984年）、永田永正著r居延漢簡の研究』

　　（東洋史研究叢刊之四十一、同朋舎出版、　1989年）序章1r簡

　　蹟一般」、李学勤著1五井直弘訳『春秋戦国時代の歴史と文物』

　　（研文出版、　1991年）第11章r簡蹟」、大庭脩著r漢簡研究』

　　（同朋舎出版、　1992年）第3篇第1章第2節r中国における古

　　紙の発掘と紙の使用」、大庭脩編著『木簡（古代からのメッセー
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ジ）』　（木修館書店、　1998年）、　冨谷至「21世紀の秦漢史

研究一簡糟資料一」　（岩波講座。世界歴史3r中華の形成と東方

世界』、　1998年）。
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＜郭店楚簡＞以前の中国古代文字資料とその書法

67

【第2章】



第1節　はじめに

　＜郭店楚簡〉は、戦国時代の南方の大国楚で作られた道家および儒家

の典籍の写本であり、第1章で述べたように、その書写年代は「紀元前

300年を数十年遡る時期」と推定される。本章においては、　＜郭店楚

簡＞が書写された紀元前4世紀以前の主要な古代文字資料とその書法に

ついて鳥鰍することにしたい。　このことは＜郭店楚簡〉という重要な新

資料が、漢字発生以来の中国古代書法史の流れの中でどのような位置を

占めるか、　ということを考えるための前提として是非とも必要だからで

ある。

　また、特に第4章以降においては、主として字形の問題に関連して、

段代の甲骨文や西周時代の青銅器の銘文（金文）、それに春秋戦国時代

の各種文字資料との比較検討を行うことが少なくないが、その際に比較

の材料となる文字資料の整理と確認を前もって行っておくことも、本章

が担う役割の一つである。

　とはいっても、第4章以降で比較の材料となる文字資料のすべてにつ

いて、本章で詳しく言及することは不可能である。　とりわけ西周金文の

資料は種類が多く、本章では代表的なものに限って取り上げざるをえな

い。

　さて、先史時代から戦国時代まで、　このきわめて永い時間の流れの中

にあらわれた書法の様相を知るための文字資料は、ほとんどが考古学上

の出土遺物によって占められている。地下に眠る古代の人々や文物（文

化の所産としての遺物）を科学的に発掘する考古学は、　20世紀初頭に

西欧から中国に導入された。今日に至るまで様夕な成果があげられてい

るが、歴史現場の証言者たる文字資料の出土晶も膨大な量にのぽり、歴
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史を再構成するた、めの材料として大きな役割を担ってきた。文字はまた

書法のr器」でもあり、書法の様相を知るための材料もかなり豊富に蓄

穫されてきている。

　ところで、書法のr器」としての文字資料といっても、　もちろん、　そ

の全てが毛筆でじかに書いた、いわゆる「肉筆」の文字資料ではない。

中国古代の文字資料の中で、肉筆資料が中心となるのは戦国時代を迎え

てのことである。言うまでもなく、　その具体的主役の座を担うのが竹簡

であり、本論文が扱うく郭店楚簡＞はその新出土の一例である。第1章

第3節で述べたように、股代にはすでに竹簡が存在し、文字が記されて

いたことは確実視されているが、そg具体的遺晶は現在までのところ一

件も確認されていない。

　では、現在知られている戦国時代以前の文字資料とは、　どのような素

材に記されたものなのか。時代ごとの主要な素材を表示すれば、以下の

ようになる。

＜新石器時代＞111陶器（文字ではなく符号が中心）

＜股代＞l　l　l1l1甲骨、青銅器

＜西周時代〉1111青銅器

＜春秋戦国時代＞l1青銅器、石、竹簡、常（絹）

　これはあくまで文字が記された主要な素材のみを挙げたもので、全て

の素材を示したものではない。たとえば、般代の石刻文字の遺品が存在

し（注1）、西周時代初期の甲骨文字の遺品が存在することは周知の通

りである（注2）。また、遺品は確認されていないものの、段代にはす

でに竹簡が存在し、　これがもっとも広く用いられた素材として、西周以
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降も存在しつづけたことは、 疑う余地のないことである。
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第2節　文字の準生

　話し言葉を視覚化し形象化して生まれた漢字。その造形や線条に着目

し、　これを美あ対象として扱うとき、　「書法」という視座が成り立つ。

いいかえれば漢字のもつ様式美の側面が書法であるわけだが、　そもそも

漢字という文字はいつ生まれたのであろうか。

　般代の甲骨文字（BC14世紀～BC11世紀）は、未解読のものを

含めると、総字種5000を超えると推測され、すでに厳然たる体系を

有する文字である。　当然これに先行する文字が存在したものと考えられ

るが、　この間の実態は現在のところまだ明らかにされていない。断片的

なあれこれの考古学上の発掘品を材料に、いわば点と点を繋ぎ合わせて

線にしようという努力が、研究者によって継続されている段階である。

　ここにいう点にあたる断片的な発掘晶の主要なものとして、以下の4

種をあげることができる。

①＜半披陶片符号＞

②＜姜薬陶片符号＞

③＜大波口陶尊符号＞

④＜丁公陶片刻字＞

　いずれも甲骨文字以前の漢字発生の問題をさぐる上できわめて重要な

資料である。

①く半披陶片符号＞＜図11＞

　西安の東約6kmに位置する半妓村遺跡は、　1954年から57年にか

一71一



けて発掘作業が行われ、多数の住居跡から、　人面紋や幾何学紋様のある

赤味をおびた陶器（r彩陶」とよばれる）とともに、符号のようなもの

が刻された陶器の破片が数多く発見された。

　発掘の成果をまとめた『西安半披』　（文物出版社、　1963年）によ

れば、符号のある陶器の破片は全部で120点を数え、符号のほとんど

が陶器の上部外側の黒い線の部分に刻され、　しかもそれらの符号は22

種の類型に整理されるという。半披村遺跡は新石器時代の前期、紀元前

4800年から4300年ごろの住居跡と推定されているから、陶器の

破片に見られる符号も、今から6500年前後を隔てる蓬か昔のものと

いうことになる。

　図に挙げた例からもわかるように、　これらの符号はいずれも単純極ま

りない目印のようなもので、大多数が陶器を焼く前に刻されており、製

作者を表すものか、あるいは陶器を所有していた者の家紋の役目を担っ

たものであろうと推測されている（注3）。数字のほか「矛」な1どの文

字として読まれることもあるが、それぞれが単独で用いられ、文章の一

部をなしているわけではないことからすれば、これらを即座に文字と見

なすことには困難があるだろう。

　ともあれ、今から6000年以上前の中国人が、何らかの特別の意図

をもって、人の注目を引く場所にこれらを刻した。今日的に見ていかに

原始的な符号であっても、彫り手にしてみれば、多少なりとも上手に彫

ろうとしたに違いない。家紋であれば尚更のことである。そのように考

えると、　これらの片々たる遺晶は、文字を美しく整えようとする後世の

書法の行為の、　もっとも原初的なありようを今日に伝える貴重な資料で

あるということになる。

　図に挙げたr人面彩陶盆」とr魚故彩陶盆」も半妓村遺跡の出土晶で
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ある。　描かれてい、るのは図案化された人面1魚紋で、　もちろん文字では

ない。　しかし、明らかに「筆」という道具が使われている。　きわめて幼

稚な機能の筆であったろうが、筆を使った仕事の最初期の様子を伝える

ものとして注目したい。

②＜姜棄陶片符号〉＜図12＞

　1972年から79年にかけて、のベエ1期にわたって発掘作業がお

こなわれた陳西省臨撞県の姜薬遺跡（半披村の東北東約20㎞）からも、

半披村遺跡のものと類似した、所有者の家紋、　もしくは製作者の目印と

おぽしき各種符号が刻された陶器が準見されている。

　発掘報告書『姜薬』　（文物出版社、　1988年）によれば、　この遺跡

の文化層は5期に分けられ、　もっとも古い第1期の層から102件、第

2期の層から25件、　第4期の層から2件が発見されており、　大多数の

符号は半妓村の遺品と同じく、陶器が焼き上げられる前に施されたもの

であるという。

　図に挙げたのは、第1期の層から出た数例で、やはり今から6000

年以上前の、いわゆるr仰詔半披類型文化」に属するものと推定されて

いる。半妓村の符号に比べて、やや複雑な構造をもつ符号が見られるが、

このことについて、　中国の代表的な古文字学者の一人李学勤氏は、次の

ように述べている。

仰超文化陶器待号也有少数結構複雑的，例如在臨滝姜薬・出土的陶器

上有一個符号，系由五個相聯的〔糸　〕形構成。逮様的符号根難説

是随意刻劃，応当説与文字比較接近。有学者認為官和商代甲骨文的

“岳”字相似，逮是不無可能的。
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（仰音召文化の陣器符号にも、少数ながら複雑な構造をもつものがある。

たとえば、　臨滝県の姜薬で出土した陶器の符号は、五つの〔糸　〕

形を組み合わせた構造である。　このような符号は、無作為に刻され

たとは考えにくく、文字に比較的近いというべきだろう。　ある学者

は般代の甲骨文字の“岳”字と似ているとみなしているが、　その可

能性がないわけではない。　）　（注4）

　符号と文字の違いをどのように考えればよいか。　これには様々な考え

方があるだろう。ただ、少なくとも両者を区別する一つの基準として、

文字であるならば、’それは話し言葉に対応して複数のものが順に連続し

て並べられ、　それによって内容が記録されるものでなければならない、

ということが挙げられよう。　この意味に照らせば、以上の例はいずれも

文字の範購には入らないことになる。

③＜大液口陶尊符号＞＜図13＞

　紀元晶4000年から紀元前2500年頃にかけて、現在の山東省一

帯を中心に、大液口文化と名付けられている新石器時代の一卒化期が存

在した。

　この大波口文化の晩期の出土遺物のうち、　r陶尊」とよばれる灰陶ま

たは黒陶の大護のなかにも、文字に近い符号が刻されたものがあり、　1

957年から1985年までの間に、　20件が発見されている。　図に挙

げたのはこのうちの数例で、いずれも山東省菖県の陵陽河遺跡から出土

したもの。　ともに祭祀饗宴の場にすえられた酒護で、上部外面のもっと

も目立つところに刻された符号は、　これを所有する一族の紋章であろう

と考えられている（注5）。
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　＜イ＞はユ95，7年の発見。高さ52㎝。太陽、火、山を組み合わせ

た左右相称の図案が、紬い線で引っ掻くように刻されているが、後世の

漢字のr旦」あるいはr屍」の原祖形と解釈する研究家もある。　これら

の説の当否は加として、漢字の6種類の造字原理いわゆる「六書」でい

う「会意」の原理を有するという点だけでいえば、先述の半披村の符号

などよりも進化の度を増したものということになろう。

　＜口＞は1979年の発見。高さ57㎝。樹木にかかわりのある図案

のようだが、下部の意味するところがわからない。　甲骨文字のr南」字

の字形と近似していることからr南」の原祖形と解釈する研究家もある。

　＜ハ＞も1979年の発見。高さ57㎝。これも鋭く挟るように刻さ

れた複合的な図案で、図案とその下部が朱で塗られている。意味すると

ころは不明（注6）。

④＜丁公陶片刻字＞く図14＞

　今から10年ほど前のこと、明らかに文字と認められる11文字が連

続して刻された陶器の破片が発見された。山東省郷平県丁公村出土一の刻

字陶片がそれである。

　1991年秋から翌92年夏にかけて、山東大学歴史系考古実習班は、

山東省の省都済南の北東約100kmに位置する郷平県丁公村の竜山文化

層遺跡を発掘した。その結果、石器、骨器、陶器など2000点以上の’

出土晶が得られたが、それらを洗糠し整理する段階で発見されたのがこ

の破片で、紀元前2200年ごろの遺物と推定されている。

　縦3～3．　4㎝、横41　6～7．　7㎝、厚さO．　35㎝。逆台形をな

す小さな灰陶の破片に、段代の甲骨文字を思わせる大きさで、合計11

文字が引っ掻くように草卒に刻されている。それぞれの文字がどのよう
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に読まれ、全体と．して何を意味しているのか、多くの研究者によって様

々に推論されているものの、現段階では定説を見ない。　甲骨文字との関

係も未解決のままである（注7）。

　甲骨文字とぽ何ら関係がないばかりか、漢字とは全く別系列に属する

一少数民族’の文字とする見方もある。　1994年に発表された馬時氏の

論文r山東丁公竜山時代文字解読」　（r考古』1994年第1期）がそ

れで、　この文字は股代の甲骨文字、すなわち漢民族の文字で体系を有寺

るもっとも早期の文字とは無関係の舞族の文字であり、古い文献の中で

は「夷文」とよばれる独立した体系をもつ古舞文であるという。文字一

つ一つを古舞文の筆画との比較で詳糸甲に分析検討した結果、第1字は漢

字でいえば「魅」にあたる文字で、以下「雑」、　r阿」、　「祖」、　「人」

11田と読まれ、全体としては占いに類する言葉が刻されている、　とい

うのが氏の見解である。

　この新発見の資料が、　たとえ漢民族の言語を表記した漢字とは無縁の

ものであっても、　これが現時点における中国最古の文字であることには

かわりがなく、その意味でに資料的価値はきわめて高いといえる。ただ

しr書法」の視点からいえば、文字学で問題にされるほどには高い価値

を有しているとはいえない。　この文字から、同じく刻字としての遺品で

ある後世の甲骨文字を見て感じるようなr書法」としての美しさを感知

できるであろうか。
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第3節甲骨文干

　古代王朝1般（BC1600頃～BC工030頃）は現在の河南省北
東部にその中心があった。新石器時代晩期の竜山文化期に次ぐ、　いわゆ

る都邑国家で、初期（二里頭期）、　中期（鄭州期）、後期（安陽期）に

分けられ、氏族集団の首長である王による神権政治、およびその支配に

よる奴隷制度、祖先神の崇拝などに特色が認められる。

　竜山文化期から、　この般王朝の中期にかけて、プレ甲骨文字ともいう

べき、それなりの体系を有する漢字が存在していた可能性もないとはい

えない。　もしそうだとすれば、石あるいは木札のようなものを材にして、

必要に応じてそれを書いたり、彫ったりすることがあったであろうが、

現在までのところ、　このような推論を立証する遺物は何一つ発見されて

いない。特に、木札は土中では腐りやすく、仮にあったとしても発見さ

れる可能性は少ないといえる。

　竜山文化期には、獣の骨に火をあて、表面にできた裂け目を観察して

吉凶や可否を占うという習慣がすでにあったが、般代中期になると、獣

骨ばかりか亀の腹甲も用いられ、　さらに股代後期には、占った内容や結

果などを文章化し、それを獣骨や亀甲の表面に刃物で刻して記録すると

いうことが行われた。

　この記録が、　甲骨文とかト辞とか契文とかよばれるもので、　ここに記

された文字、すなわち甲骨文字こそ、現在のところ確たる体系を有する

最古の漢字ということになる。

　すべてがそうであるとはいえないが、甲骨文字の遺晶の中1干は、漢字

のもつ「美」の構築が明瞭な形をともなって実現されているものが少な

くない。　とりわけ最初期の武丁時代の遺晶には、その種のものが集中し
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ているように思われる。　甲骨文字が書法の歴史の幕開けを担う文字とさ

れる所以であり、従来の中国書法史の記述においても、　この文字を冒頭

に位置づけて論を進めることを常としている。

　ユ9世紀末年に偶然の契機によって発見され、　1928年にはじまる

段塊（股王朝晩期の都跡、現在の河南省安陽市西北郊）での本格的な発

掘作業の結果、今日では150000点にもおよぶ遺晶を数えるに至っ

ている。王朝の聖なる記録としてまとめて保存され、積み重ねたまま地

中深く埋められたこと、そして何よりも、腐食しやすい木ではなく獣骨

や亀骨に、　しかも墨書ではなく刻字されてあったことが、大量に伝存す

るにいたった大きな要因である。推定総字種は5000を超えるものと

推測され、現時点では2000字近くが解読されている。

　甲骨文字は、般代晩期の第27代の王1武丁から第35代の王1帝辛

（紺王）に至る9代7世の間、およそ紀元前14世紀の終わりから’11

世紀前半までの二百数十年間のもので、主として般王の行為全般にわた

る占いの記録である。

　宗教的権威をもって祖先神や自然神を祭った般王は、　r貞人」とよば

れる占い師に命じて神意を予知させ、その可否吉凶にもとづいて、あら

ゆる未来の事象に対応した。　占いの内容は、祭祀、征伐、狩猟の可否、

天候の良否や農作物の豊凶など、実に様々なことにおよんでいる。　当時

はまた、なかば憤習化された周期的な占いとして、十干最後の癸の日に、

次の一旬10日間の吉凶を占う習慣があった。いわゆるrト旬」とよば

れる占いである。

　＜ト旬牛骨大版〉く図15＞は、　そのト旬を記した甲骨の中でも特に知

られている実例の二つで、現存する甲骨文字の遺晶の中では最大規模を

誇る大版である。甲骨文字という特異な文字のr書法」としての美しさ
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を・　まざまざと早せつけてくれる具体例としても・　この一例が果たす役

割は大きい。

　20世紀初頭の出土晶で、般の第27代の王1武丁期の遺品であるこ

とが解明されている。　甲骨文字の学術的価値を確立した羅振玉（186

6～1940）の旧蔵品で、現在は北京の中国歴史博物館に所蔵されて

いる。

　縦約32㎝、横約20㎝。上部はさらに間接部位まで骨版がつづいて

いた可能性があり、本来は現状プラスαの大きさがあったものと考えら

れる。　ト旬三項目をふくむ長短7群のト辞のべ160余字が、牛の肩牌

骨の表と裏に刻され、文字には朱が塗り込められている。朱はかなり退

色が進んでおり、本来は現状に倍するほどの色彩を有していたものと考

えられる。刻文に朱を着色することは、　ト辞を神聖化するための手段で

あったと推測されているが、　もちろん、　こうすることによって文字が鮮

明に浮かび上がるという視覚上の効果がもたらされる。

　現代のわれわれは、拓本に採ったもので甲骨文字を見ることが多く、

原物を目の当たりにする機会は少ないものだが、拓影と原物とでは観者

に訴えかけてくるものが全く違う。拓本には拓本としての役割があるこ

とはいうまでもない。　しかし、　甲骨文字の、書法としての、　あるいは美

の対象としての存在感は、色をもつ原物に対してはじめて確かなものと

して感知されるのではないだろうか。

　さて、　この骨版の表に見られる3種のト旬は、　日付からすると、　「癸

酉」ではじまる4行の！群（左）、　r癸未」ではじまる3行の1群（右、

この1群は左から右に行が進んでいる）、　「癸巳」ではじまる3行の1

群（中）、　の順に刻されたはずである。

　この場合、　いずれも　r鯉」という名の貞人が占いを担当し、一その内容
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は、神に対する貞、人のr旬に旧亡きか」という問いかけ、そして、王

（武丁）が骨に走ったひび一割れを見て得た判断、　およびその後の経緯と

からなっている。事実、裏面上部には火をあてた黒こげが何箇所もあり、

その付近にひホ割れもある。王はこれを見下神の託宣を読みとったので

あろうが、　これらのひび割れがどうであるから王はしかじかの判断を得

たのか、　この点については一切わからない。

　構造的な点画の組み合わせとく律動的な線描写。　この二つは漢字書法

の美の様式を支える根本要素であると考えられるが、この遺晶では、以

上の2要素が、刃物という、毛筆などに比べればよほど自由のきかない

道具を使って、　しかも硬質の骨版上1三、見事に具体化されている。点画

は一つ一つの文字の確かな構築をめざして、あくまで慎重に揺るぎなく、

しかも刀の切れ味を利した当意即妙の適応のもとに切り刻まれている。

曲線の多い象形文字などでも、太細の変化をまじえた緩急自在の操刀に

よって、その特徴が浮き彫りにされており、点画の節々には操刀者の筆

意といったものさえ窺える。空間を意識した文字の配合の妙も見事とい

う他ない。

　いわゆる書法の三要素、　「運筆」　（この場合は「運刀」というべきか）、

r字形（結構）」、　r章法」の三面の技術を兼備したこの一連のト辞は、・

確たる書法上の美意識をもつ人物が、みずからの工夫によって、刻々と

それを実践に移した結果であるといえる。

　尚、この3種のト旬は、文字構造の特色から見ても、間違いなく同一

人物による刻字であるが、　r癸酉」ではじまる左のト辞と、　r癸未」

r癸巳」ではじまる右1中のト辞とでは、線の太さにかなり顕著な差違

が見られる。

　甲骨文字は、　ほとんどのものが一画一刀によって刻されている。　当然、
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用いる刀の先端角．度の違いによって、刻される線の溝幅にも違いが生ず

るわけだが、　この場合、左のト辞は、先端角度の比較的大きな刀を用い

て刻した結果、線の溝幅が広くなったものと考えられる。　これに対して、

右1中のト辞では、先端角度の比較的小さな刀を用いたのであろう。　し

かし、同一の刀でも、操刀の工夫次第で、　この程度の線の太細の違いは

表現することができたとも考えられる。つまり刻者が、左のト辞では、

強い一圧力をもって大胆に刻し、右。中のト辞では繊細を旨として刻した、

その結果がこの相違となってあらわれた、　と考えられなくもない。。いず

れにしても、線の溝幅がそのまま線の太さとなる拓本では、その差違が

はっきりとあらわれることになる。

　先に、刃物は毛筆に比べて自由がきかない、　といった。　ごく常識的に

いって、また筆者自身の纂刻における刻字の経験に照らしても、確かに

そのように考えられる。

　しかし、　甲骨文字の刻者が専門職人的人物だったとすれば、熟練工た

る彼らにとって、刃物を操作して文字を彫り込むことは、意外に容易な

ことであったかも知れない。　甲骨版上には、おそらく毛筆による下書き

があって（下書きなしに直接刻されたとする説もある。あるいは木札に

墨書された原稿に類するものもあったかも知れない）、それにそって刀

を運んだものと推測されるが、単純な直線部分、　とくに骨の脈理にそっ

た直線などは、すんなりと動く刀の切れ味を楽しんでいるかのように見

えるものさえある。

　＜図16＞は董作賓著『甲骨学六十年』所収のr亦」字拡大写真。材は

牛の肩岬骨で、脈理の様がよく見てとれる。左上部の2本の斜画は、脈

理にそって抵抗なく刀が滑るように運ばれ、一方、脈理に逆らって刀を

運んでいる部分では、抵抗の跡がはっきりと点画にあらわれている。上
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部右の斜画などは、、抵抗を推して強く刀を運んだために、勢い余って途

中から刀が上滑りしたようである。

　当時はまだ製鉄技術はなかったから、鉄製の刃物は存在しない。硬質

の刃物といえぽ、ありうるのは青銅製か玉製である。事実、わずか1例

であるが、刻字のために使われたものと推定されている般代晩期の玉製

の刀が、河南省安陽市郊外の武官村（般櫨の北西約1km）から出土して

いる。　また、筆者は1985年の春、股嘘にある安陽考古工作隊を訪れ

た際、やはり甲骨文字を刻するために使用したとされる青銅製の小刀を

実見した。　それは現代の纂刻家が使う片刃の印刀と同じようなものであ

った。

　とにかく、　そのような刃物で文字が刻されたわけだが、従来は占い人

である貞人みずからが文字を刻したとする説が行．われていた（董作賓の

説）。　しかし現在では、貞人と刻者は別であり、　ごく．少数の専門のr契

刻者」が存在し、彼らが文字を刻したとする松丸道雄氏の説が有力であ

る（注9③）。

　数例しか発見されていないが、亀甲獣骨に刻字される前の、　いわば筆

写状態の甲骨文字の遺晶もある。それらの文字には毛筆ならではの太細

の変化があり、その風貌は後述する青銅器の銘文に近い。　当時、木札の

上に文字を書くことがあったとすれば、運筆に応じた太細緩急の変化が

あり、　しかも粂らかな味わいを併せもつものであったろう。

　さて、般王朝晩期の二百数十年という歳月は、甲骨文字の書風にも、

それなりの変遷をもたらした。

　今日の甲骨文字研究の基礎を築いた董作賓（1895～1963）は、

貞人グループと祖先神たちの呼び方の相違などをもとに、　甲骨の制作年

代を、在位した王の時代別に5期に区分したが、その際、文字の書風も
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各時代ごとに変化することをつきとめている。

　「甲骨文断代研究例」　（1932）の中で嘉表したr五期編年説」が

それであるが、　この中で彼は各期の書風の特徴を次のような評語で規定

した。第1期’（段王の武丁の時代に相当）はr雄偉」、第2期（祖庚1

祖甲の時代）はr謹筋」、第3期（度辛1康丁の時代）はr頽騨」、第

4期（武乙・文武丁の時代）はr勤哨」、第5期（帝乙1帝辛の時代）

は「厳整」。

　書風の特徴を、わずか二字の漢語でいいあらわすことは決して容易で

はない。実は、書風という微妙な相手に対して、大づかみであることの

弊害は覚悟しつつ、わずか一語の力に借りて、できうる限り的確にこれ

をいい当てようとする努力は、　中国古来の書法の批評家たちによって、

なかば慣習化されたかたちで受け継がれてきたことである。

　現段階におけるもっとも完備した甲骨文、字の図録としては、のべ41

956点という膨大な遺晶の拓本を、上記の5期に分類し、一部の例外

を除いて原寸で収める　ザ甲骨文合集』全13冊（第13冊のみ模写、　中

華書局）がある。

　これを通観すると、第1期は、概して文字が大きく、点画の太細にか

かわらず、力感があって堂々たるものが多く、第2期は、文字の大きさ

がそろい、配列も均斉がとれており、第3期は、文字の刻し方が粗雑で

あり、第4期は、細身の字形で、点画に鋭さがあるが機械的で、第5期

は、小さい文字ながら、　よく整っている、　といった特徴が大まかな印象

として看取される。

　以上のような特徴に対して、董作賓はr雄偉」以下の評語を与えたわ

けだが、　このような変化は、各時期ごとの刻者がもつ技術面の違いに由

来するものと考えられている。　この考え方は松丸道雄氏によって提示さ
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れたものである。氏の見解の一部を引用しよう。

　一時期に数人から成り立つ（時にはそれが一人であらたこともあ

ろう）契劾者集団を仮設してみれば、その狭い集団内部での知識1

技術の交換があったろうから、　そこには当然字形および書体に関し

て共通の傾向が、その期の特徴として表れ出る可能性のあることは

容易に想像できる。私見によれば、字形および書体の変遷とは、実

は般室に仕える極めて少人数の契刻者集団の構成員の世代交代によ

る憤習や技偏の変化に遇ぎないものであった。　（注8）

　筆による下書きがあり、刻者はそれを忠実に刻したとすれば、　このよ

うな書風の特徴の由来は、　まず第一に、下書きをした者の書写技術に端

を発することになる。　ただし、刻者とは別に、単に下書きだけをする専

門職が存在したとは考えにくく、やはり下書きそれ自体も、刻者が与っ

た領域であったものと推測される。　＜図17〉の各期の例はr甲骨文合集』

所収。

　般のあとをうけた周の王朝でも、初期の段階では亀甲獣骨を用いて占

いが行われ、文字も刻されていたことは、半世紀近く前からほぼ確実視

されていた。　1950年代のはじめから中ごろにかけて、陳西1河南。

山西の各省の西周時代初期の遺跡で発見された若干の甲骨関係の資料が

その根拠であった。そして、今から二十年ほど前には、従来のものとは

比較にならないほどの大量の資料が発見され、周の甲骨文字として、一

時に注目を集めるようになった。　1977年から1979年にかけて、

陳西省の周原遺跡（西安市の西方約160km、周王朝建国の故地）から

出土した、　いわゆる＜周原甲骨＞＜図18＞とよばれる一群の遺晶がそれ
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である。

　主として周王朝の宗廟があった所と考えられる建造物跡の床下の穴か

ら発見されたもので、文字を有する甲骨の数は約300点。　ただし破片

がほとんどで、文字も不思議なほどに小粒であり、最大のものでも縦8

mm、横5㎜しかない。文字によっては拡大鏡を使わなければ読みとれな

い小ささである。　しカ、し、文字は極小ながら筆画は整っていて、　しかも

自在な刀さばきが見てとれる。現存最古の小字書法の遺晶といってよい

だろう（注9）。
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第4節　股1西周の金文

　古公憂父によって周原の地（現在の陳西省岐山1扶風付近）に基礎が

つくられた周ぽ、孫の西伯（文王）の時代に勢力を拡充し、都を豊京

（現在の西安市付近）に遷して、　その子武王が般の紺王を滅ぽすことで

新王朝を樹立した（BC！030頃）。数世紀の後（BC771）、異‘

民族の侵入をうけて都が洛邑（現在の洛陽市付近）に遷るまでが西周、

それ以降が東周（春秋戦国時代）である。

　股1周時代に作られた祭祀儀礼用の食器や酒器や楽器など、　いわゆる

青銅器とよばれる青銅製（銅と錫の合金）の礼器に施された銘文のこと

を、金属器上の文字、　という意味を含ませて「金文」とよんでいる。金

文は青銅器の鋳造段階で鋳込まれたものが大部分を占めるが、鉄の使用

が普及しはじめた春秋時代以降には、器が鋳造されたあとでタガネによ

って刻入されることもあり、戦国時代にはそれが一般化した。

　中国古代における祭祀儀礼用の器であり、　また王室や貴族の富と権力

の主要なシンボルでもあった青銅器には、様々な形のものが存在し、各

種各様の膨大な量の遺晶が今日に伝えられている。般周青銅器の包活的

な研究書として知られる容庚著r商周舞器通考』によれば、食器として

は12の型が、酒器としては22の型が、水器および種々雑多な容器と

一しては15の型が、楽器としては8の型があると1している。

　青銅器を作るためには、青銅の原料となる銅と錫の鉱床を発見し、　こ

れを採掘することからはじまって、実に多くの困難な間題があったであ

ろう。　これが可能となったことの背景には、資源を管理して労働力の組

織化をはかり、精綴な技術カをもつ製造者集団を育成した政治権力とい

うべきものがあった。
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　古代中国人によ．る工芸技術の結晶ともいうべき青銅器は、　r合萢法」

とかr陶模法」とかよばれる何段階もの工程を経て鋳造されたものであ

ると考えられている。　ごく手短にいえば、器のうちがたに当たる内萢と、

複数個の組み合わせからなる文様などが刻された外萢の、二種の鋳型を

作り、両者の隙間に銅と錫の混合溶液を流し込み、鋳型を砕いて製品を

取り出すという方法である。

　このようにして作られた青銅器に銘文をどのように鋳造したか、　とい

う間題については、これまで種々議論されてきたが、今日では、内萢上

に薄く柔らかい粘土を塗り、そこに筆写文字を刻した動物の較し皮を推

しあてることで文字を浮かび上がらせ、　出来上がりの青銅器上に凹字の

銘文を作る、　という松丸道雄氏の説が有力視されている（注11④）。

　ところで、金文というこの独特の古代文字を、書芸術の角度からとら

え、書法史研究の資料として、　あるいは書表現の材料として積極的に扱

おうとする動きは、金文が作られた時代からみて蓬か後世の清代後期に

至って、　しかも限られた一部の人々の間で始まった。

　もともと金文の研究には宋代以来の永い歴史的蓄積がある（たとえば、

北宋のr歴代鐘鼎舞器款識法帖』などは初期の代表的成果）。特に、清

代においては、考証学の加遠度的進展に伴って、多くの成果が挙げられ

た。　しかし、当然のことながら、それらは主として字解や釈読を中心と

する研究成果によって占められており、その目的は、歴史や思想や言語

などの学術領域における新たな基礎資料として確立させようという点に

あった。

　このような状況の中で、書芸術、　もしくは書法としての金文という概

念は、いわばそれらの研究に携わった人々の余興の領域において、徐々

に萌芽を見るに至ったものと推測されるが、　この閻の事情を探るために
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は、礼器の銘とし、ての特殊な性格を帯びる金文というものに対する当時

の人々の提え方、著録や拓本の普及1流通の問題など、様々な要素を総

合して勘案しなければならない。

　一口に金文といっても、その遺晶は膨大な量にのぽっているが、具体

的には、　どれだけのものの存在が確認されているのであろうか。　このこ

とを知る目安として、二つの数字を挙げておきたい。

　現段階でもっとも完備した股周金文の関係文献索引であるポ金文著録

簡目』　（孫稚雛編、　中華書局）では、　73王2件がリストアップされて

おり、今日におけるもっとも大規模な股周金文の図録『般周金文集成』

（中国社会科学院考古研究所編、　中華書局）には、　11407件が収録

されている。

　さて、　中国で青銅器の製作が始まったのは、般代初期（BC18世紀

前後）、　あるいはそれ以前、とも推測されているが、銘文のある青銅器を

作ることが一般化したのは、般代後期の、　いわゆる安陽期（BC五30

0頃～BCl071頃）以降とされている。つまり甲骨文字の第1期に

あたる時代、　すでに金文の歴史も始まっていたことになる。

　ただし、最初期の金文は、第1期の甲骨文字のような高度に文章化さ

れたものではなく、図案的な一種の記号のようなものにすぎなかった。

あるいは記号に加えて、廟号すなわちr父丁」　（十干の丁の日に察られ

る父）、　「祖甲」　（十干の甲の日に祭られる祖先）のように、すでに世

を去った祖先名を併記したものにすぎなかった。　また、最初期の金文の

中には、祖先名だけが施されたものも少なくない。

　現在知られているだけでも1000種類以上におよぶとされるこれら

の図象記号は、その器を使用して祭祠を行った一族の身分や職能を表す

紋章のようなもの、　と解釈されている。機能の上からすれば、すでに見
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た＜大．波口陶尊符号＞などの新石器時代の符号と同類ということになろ

う。

　この種の図象記号は、般代の青銅器だけに見られるものではない。西

周時代の金文の中にも例があり、また、文章をしめくくった後で記号が

添えられたものも多く、　しかも西周初期の金文の中には、同一の記号が、

一つの家系の中で代々伝承されていったことを物語る遺例もある（たと

えば＜令舞銘＞や＜作冊大鼎銘〉）。

　図象記号の実例は、　1976年に河南省安陽市郊外の小屯で発見され

た段壇5号墓（婦好墓）出土青銅器群の銘文をはじめ、実に数多くのも

のが今日に伝えられている＜図19＞。．

　これら多岐にわたる図象記号の様式は、大まかに見て、人にかかわる

図象（たとえば武器をもつ形、貝をになう形、足跡の形）、鳥獣や魚の

類の図象、武器や器具の類の図象、　r析子孫形」とよばれる王族あるい

はその出身であることを意味するとされる図象、　r亜字形」とよばれる

聖職者を意味するとされる図象などに分類される。そして実際には、そ

れらを組み合わせて廟号を添えた複合体的な図象も多い。

　いかにも毛筆の機能を十分に生かした繊細で味わい深い線描のものも

あれば、　極印を押したような豪胆この上ない線描のものもある。　当然、

肥筆の部分は、二度三度と筆を重ね、塗りっぶすように仕上げることも

あったであろう。　これらの図象群は、　同時期に併行して存在した甲骨文

字とは全く別種の、古代中国人が生み出した書法美の一側面を代弁する

貴重な資料である。拓影として浮き彫りにされた状態で見ることは、便

宜的手段であるとはいえ、　このことによって、書法美を具備するものと

しての図象の特色は、かえって際だつようにも思われる。

　図象記号の中には、数こそ少ないが凸文によるものもある。　＜図20＞
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はその例で、　これらはおそらく、青銅器の製作の過程で、萢の表面に直

接銅刀などで刻した結果、器面には凸文としてあらわれたものと推測さ

れる。全く同じ内容の図象でも、凹文と凸文では見た目の印象が随分違

う。

　甲骨文字の発見で立証されたように、青銅器銘としての図象記号が盛

んに作られたこの当時、すでに文字体系そのものは高度に具わっていた。

したがって、　いかに原始的な絵文字のようなものに見えても、　これらの

図象記号は、決して文字の原始状態を伝えるものではあり得ない。つま

り文字の体系が存在し、高度に複雑な文章が作られていた時代に、　いわ

ば特殊な意図のもとに故意に絵画的ド造型されたもの、　と見なさなけれ

ばならない。たとえ機能は同じであったとしても、　この点に新石器時代

の符号との大きな違いがある。

　ただし、　これらの図象が本当のところ何を表示したものかという問題

を含めて、その特殊な意図についての具体的な解明は今後の課題とされ

ている。

　絵文字的な図象記号や祖先名、あるいはその単純な組み合わせにはじ

まった段代の金文は、つづく段階として、短い文章を構成するようにな

った。その大半は段代の最末期、　甲骨文字でいえば第5期にあたる時期

に作られたものである。誰それが祖先を祭るための器を作る（主語十作

十祖先名十器名）、　というのが文の骨格をなすスタイルで、簡易体とし

て、主語が省略されたもの、祖先名が省略されたものなどがあり、　また、

より複雑な内容を備えたものとして、王朝の戦事や祭事にかかわる記載

を含むものも作られるようになった。

　絵画的要素の強い図象記号に始まった金文は、股代晩期から西周初期

にかけて、はやくも’書風上の一大典型をもつようになる。肥筆を多用し
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て筆画に顕著な太．細の変化をもたせ、一画一画、曲直の角度を克明にし

て周到に作り上げ、字々生動して筆力は強く、全体としては厳正かつ雄

壮な趣に満ちあふれている、　というのがその特色である。

　この特色は、　図象記号の段階ですでに萌芽が見え、銘文が多字数の文

章を為すに至って、　より鮮明なものとして印象づけられるようになる。

しかもそれは、長い歴史をもつ金文全体の中でも、書法としての独自性

をもっとも発揮した、　いわば金文書法の黄金期を代弁する特色でもあっ

た。

　金文もまた、　甲骨文字と同じく、誕生後間もない最初期の段階で、後

世に典型として仰がれる輝かしい書法美の様式を作りあげたわけである。

このことに関連して自川静氏は次のように述べている。

　甲骨文にしても金文にしても、新しい様式が創造された当初のも

のが、すべて雄澤の気象に満ちたものであることは、一般に文化的

創造を生み出す精神のたくましさを示すものといえよう。　そして、

頽騨1勤哨といわれるような変化を求めながら、ついに様式的な完

成に達するが、それはまたその様式の終末でもある。それは般器の

制作にも、銘文の上にもみることができるものであり、創造を求め

る人間の精神の、運動の形態でもあるようである。　（注10）

　＜図21＞は文章をなす金文の、　ごく最初期の例で、時代的には股代晩

期から西周初期にかけてのものである。　白川氏のいわゆる「雄澤の気象」

に満ちたこれらの文字’群は、下書きの段階では、おそらく木片や布串に

毛筆で書かれ、器の鋳造を前にして、それが動物の韓し革に浄書された

ものと想像される。あるいは、下書きの段階から鞭し革が使われたとも
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考えられるが、　いずれにしても、周到な用意なくしてこのような文字は

生まれない。

　銘文の書者は、一字一字の文字の構造や筆画について、あれこれと試

し書きをした七あろうし、全体の字配りについても色々と考えたに違い

ない。結果として遺された銘文は、いかに小規模なものであっても、立

派な文字に仕上げようとして心を砕いた書者の腐心の結晶であるといえ

る。

　銘文の内容についても変遷があった。般代から西周時代初期にかけて

の銘文は、武勲などによって王から賞賜を受け、　それを記念して先祖を

祭るべく器を作った・　というものがキ流を占めるのに対して・西周時代

中期以降のものでは、諸侯が王朝の官人として叙任を受け、あわせて官

職に相応する賞賜を受けたことを記した銘文、いわゆる「胱命」形式の

銘文が［多くを占めるようになる。更に、西周時代後期に至ると、記録的

な内容（たとえば領地の所有にかかわる訴訟の経緯など）をもつものが

これに加わった。

　以下、股代から西周晩期にかけての代表的な一金文資料8件、　＜小臣糠

犠尊〉、　＜何尊＞、　＜大孟鼎＞、　＜静箆＞、＜絡盤＞、　く散氏盤＞、　＜鉄

箆＞、＜織季子白盤＞を時代順に取り上げ、それぞれの文字の状況と書

法について概観しよう。

　く小臣鹸犠尊＞は、般代の最晩期、　甲骨文字でいえば第5期にあたる

時期に作られた器で、　27字の銘文く図22＞があり、般王（帝辛）．の史

実が記された歴史資料としての価値を有するものとして、早くから注目

を集めてきた。書法史を語る材料としても周知の遺品である。米国アジ

ア美術館蔵。
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　清の道光年間（、1821～1850）に山東省寿張県の梁山で発見さ

れた。高さ23㎝、犀を象った重厚な酒器で、内底に4行27字の銘文

がある。段王が祖国の襲に出かけ、従者であった家臣の験に宝貝を下賜

したが、それは王が東方の異族「人方」を征伐して帰路にあった時のこ

とである、云々。作器者は鹸であったと考えられるが、文章をなすこの

種の金文には必ずといっていいほど見られる「用って誰・それのために何

々を作る」という、作器それ自体にかかわる記事はない。

　重厚な器形に相応ずるように、文字もまた、肥筆を多用して、　まさし

くr雄揮の気象」に満ちあふれた堂々たる風貌を有し、他の銘文にはな

い独特の味わいを醸し出している。碑述の＜大孟鼎銘＞なども、　この種

の書風に通ずる西周初期の代表的な金文の例として知られているが、す

べての文字を縦横整然と一定の枠内に配列した＜大孟鼎銘＞とは違って、

この銘の場合は、文字それぞれがもつ構造上の特色と筆画の寡多に応じ

て、いわば当意即妙の自在な呼吸のもとに全文が配置されている点に特

色がある。

　股代晩期から西周初期にかけての銘文で、縦横を碁盤目状にそろえた

ものは例外的な存在であり、大多数はこの作のように、縦の行はほぼ等

間隔にそろえているものの、文字の大小長短のために、横の行は全く不

揃いをきたす、　という結果になっている。　もちろん、不揃いといっても、

それは文字自体がもつ構造上の主張のようなものが、何ら拘束されるこ

となく、大胆かつ悠然と表現された結果の不揃いであり、　このことはむ

しう・　当時の金文を書法として見た場合の魅力の一半をなしているとさ

えいえる。

　この銘文に見られる文字を、　同時期の一方の文字資料である第5期の

甲骨文字と比較すると、以下のようになる。文字が記される素材と方法
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の違いが、点画や構造に大きな差違を生んでいることがわかる。

「丁」

r王」

「正」

「日」

く小臣験犠尊銘＞

／騒〕

／鰯〕

／騒〕

／騒〕

＜甲骨文字（第5期）＞

〔、レ〕

　尚、　この銘文にも見られる肥筆は、　この後の漢字書法の歴史に永い命

脈を保ち、戦国時代の肉筆文字資料である＜郭店楚簡〉においても明確

に受け継がれている。そのことについては第4章第3節「肥筆の諸相」

の項で詳しく考察する。

　＜何尊＞は、　ユ963年、陳西省宝鶏市で発見された。宝鶏市博物館

蔵。高さ約3’9㎝、上部の口径約29㎝、重さ15㎏弱。西周第2代の

王1成王が即位して5年目に、周王朝の宗族の一人で文王の旧臣を父に

もつ何が作った荘重な器。

　発見後ユ0年以上を隔てた後、錆落としをしてはじめて内底部位に文

字があることがわかり、全面的な錆落としの結果、　12行にわたって1

22字（うち3字は器の損傷により消滅）もの銘文く図23＞が鋳込まれ

ていることがわかった。　100字以上を有する長文銘の金文としては、

現存最古の遺晶である。

　銘文は、作器者の何が聞いた成王の訓話の引用を中心に構成されてお

り、西周初期の史実を知る上で貴重な資料となっている。文字は構成の

不安定なものが少なくないが、線描は重厚雄偉で独特の味わいがあり、

同時期の金文の中でも、特異な書風を誇っている。　120字もの多字数
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を大小自在に正方．面上にぎっしりと盛り込んだ、賑々しくも見応えのあ

る文字空間である。錆落としの影響であろうか、点画に欠損が多いこと

が惜しまれる。

　く大孟鼎＞ぽ、清の道光年間（1821～1850）の初期に、周の

本拠地、いわゆる周原の地に属する陳西省岐山県の礼村で発見されたと

伝えられている。　中国歴史博物館蔵。　高さ102㎝、上部の口径78㎝、

重さ153㎏。器腹上部と三足に饗餐文が施された見るからに堂々たる

鼎で、製作年代は西周初稗の康王期（BC1000頃）とする説が有力

である。銘文＜図24＞は285字を数え（5字の合文を含む）、内腹壁

の中央部に、　工0行と9行の二群にゃけ、　1行15字詰めで、縦1横そ

ろえて整然と鋳込まれている。

　内容の上では連続する文章が二群にわかれているのは、最初からこの

ように二つの素材に分けて毛筆で下書きされてあったことのなごりであ

ろう。原文が書かれた木の板の形を遺したもの、　という説もある（貝塚

茂樹説）。　このように内容上は連続する長文の銘を、　ほぼ等量に二群に

分けて鋳造した例としては、他のも＜史艦盤銘＞やく毛公鼎銘＞などが

ある。

　銘文は、全文285字のうち249字までが、　この器を作った孟に対

する王（康王）の言葉である。　これはいわゆるr扮命」そのものである

らしく、　ここでは文王1武王の建国当初のことから説きはじめ、孟に対

して父祖南公のあとを継いで職務に精励するようにとの訓戒を与え、車

馬や衣服や領民が褒賞として下賜されたことが記されている。最後は、

孟が王からの賜与に応えて、　これを記念すべく、　自らの祖先を祀るため

に使うための宝鼎を作った、　という意味の常套句「王の休に対え、用っ

て祖たる南公の宝鼎を作る」を添え、　これは王の即位後23年目のこと
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である、　と結んマいる。

　この銘文は、長文のr胱命」が引用されていることに加えて、いわゆ

る「天命」の概念が冒頭に明確な形で述べられていることから、歴史お

よび思想史研究上の重要資料とされているが、雄揮な筆致に貫かれた2

85字の文字それ自体のすばらしさという視点から見ても、西周初期金

文の最上の典範を示すものと、して極めて貴重である。

　太細と強弱の変化を利した節度ある運筆、一定の法度に則って構成さ

れたやや縦長の謹厳な文字の結体、筆画の多寡の違いによって生ずる文

字の大小の変化を矯正して全体の調和を計った巧みな章法111、整然

と縦1横をそろえて文字を配しつつ、その場その場の当意即妙の工夫に

よって、澤然一体として豊かな気象に満ちた書法の空間を生んでいる。

これほどの長い銘文を、　このようなものに仕上げた書者、すなわち筆者

にあたった人物の苦心経営はたいへんなものであったと想像される。　ど

のような立場の人物がこの種の金文銘の筆写にあたったか。　これは銘文

の撰者同様、　いまだ解明されていない間題である。

　＜静笛〉は、西周中期、第5代の穆王期の作で、銘文＜図25〉は器の

内底に鋳込まれており、　8行89字。静なる人物が王の命により、学宮

で射述の教練を司ったが、その指導に効果があったことが認められ、王

から賞賜を受けた。そのことを記念して、祖先を祀るための器を作った、

というのが大意。

　昭王期から穆王期にかけての金文銘には、文字を小ぶりにして、字間

。行間を広々とあけ、整然たる全体感を醸し出しているものが少なくな

いが、　これなどはその代表例といってよいだろう。　＜大孟鼎銘〉などの

顕著な、筆画上の尖肥の変化はr小」　r王」などの文字に残存している

ものの、大部分の文字は均質の筆圧による長短曲直の変化のみによって
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作られている。

　しかもこの銘文の場合、筆画は千篇一律の機械的なものに陥らず、文

字の構造にも適度の揺らぎがあって、いわば名手がのこした巧まざる普

段着の一筆と6・った趣がある。

　く絡盤＞は、　1976年、　陳西省扶風県の荘白村で発見された。　扶風

県周原文物管理所蔵。高さ16．　2㎝、　1コ径壬7．　3㎝、重さ15．　2

㎏。周王朝第6代の恭王期（BC1O世紀初頭）に作られた器で、内底

に！8行284字の銘文く図26〉が二群に分かって鋳込まれている。

「万邦を合受」した文王、　r迅圏なる武王」　r憲聖なる成王」　r粛哲な

る康王」　r弘魯なる昭王」　r砥顕なる穆王」とつづいてr天子」　（恭王）

の業績と威徳をたたえ、　あわせて作器者である史官1絡みずからの家系

の来歴を先王との対比で述べ、最後に自身の繁栄を願う言葉がつづく、

というのが銘文の大賂。

　筆勢をセーブした無駄のない粘りのある曲線を多用して、文字を動勢

を孕んだ流動的な構造に作り上げている点に特色がある。肥筆箇所はほ

とんどなく、点画の線条化も顕著であり、従来の荘重雄偉な味わいをも

つ金文とは全く別種の様式を見せている。

　＜散氏盤＞は、清代中期に陳西省鳳翔県で出土したと伝えられている

が、正確なことは不明。台北故宮博物院蔵。高さ21．　5㎝、　口径54．

6㎝。西周晩期の宣王期（BC827～BC782）の作と推定。　19

行349字の銘文＜図27＞が、盤内の平面いっぱいに鋳込まれており、

当時の小国、矢と散の両国の境界に関して、訴訟の経過とその画定結果

を詳しく記録している。

　銘文の内容は、祭祀儀礼用のそれとは別種の特殊なものであるが、文

字の様相もまた極めて特異である。右肩下がりの癖があり、用筆、結構、
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章法のいずれの再でも粗雑の感を免れない。文字知識そのものに対する

欠落を疑わしめる筆画もある。　しかし、長文を筆の動きにまかせて一気

呵成に書き綴った、真率な心意気というものが行間に充ち満ちており、

その意味での、’いわば真率の書法がもつおもしろさが感じられることも

否定できない。

　＜鉄箆＞は、　1978年、陳西省扶風県の斉村で発見された。扶風県

博物館蔵。　高さ59㎝、重さ60kg。　極端に大きな両耳を有する方形の

台座つきの器で、　内底にヱ2行工24字の銘文＜図28〉が鋳込まれてい

る。周王朝第10代の腐’王期（BC9世紀中期）の作。

　銘文は、即位後12年の腰王の言竿で占められており、その内容は、

「皇いなる天に配して」努力を怠らなかった、王であり作器者である歓

（腐王の名）が、周室の繁栄とみずからの庇護を求めて、上帝に祈願し

たもの。

　王自身の言葉を、威厳をもって記録すべく、文字もまた暢達した筆勢

で、端正に仕上げられており、縦・横に整然と並べた章法からも、襟を

正した緊張感のようなものが伝わってくる。　当時における、　いわば優等

性的な文字の一典型が示されていると見てよいだろう。　この銘文では、

点画が欠けている文字がいくつもあるが、　（2行目のr先」字はその一

つ）、　これはr鋳造の最終段階における注湯時に、内萢上の凸文字であ

る銘が、湯圧に堪えられずに、部分的に流されたために生じたもの」

（松丸道雄氏説）と考えられている（注11⑬））。

　＜銑季子白盤〉は、清の遺光年間（1821～1850）に陳西省宝

鶏県で発見された。古銅器として保存される前は、宿廠の飼い葉桶とし

て使われていたといわれる。　中国歴史博物館蔵。高さ40．　8㎝、縦1

37．　3㎝、横86㎝。大きさと形状から見て、湯浴みの具とも推測さ

一98一



れている。　制作年代については諸説あるが・宣王期（BC827～BC

782）とする説が有力。

　内底に四字句の韻文（r詩経」の文体に近似する）を中心とする8行

1ヱ1字の銘文＜図29＞が鋳込まれており、銃季子白が北方の異族を討

伐し、王から賞賜を受けたことを記念して作器におよんだ旨が記されて

いる。

　広い平面の利を生カくして字間1行間を十分にとり、悠然たる趣をもっ

て文字が配されていること、そして、それぞれの文字は筆画均一で整斉

の度を増しており、一字の構成の上でも疎密の変化大きく、　中心を引き

締めて手足をのばした感があること、、以上の点がこの銘文の書法に見る

顕著な特色である。後世のいわゆるr秦系文字」の特色を先取りするか

のような書法であるともいえよう（注11）。

一g9一



第5節　春秋戦国、時代の文字

　紀元前770年の周の平王即位以降、紀元前221年の秦の始皇帝の

全国統一まであ時代が、　いわゆる春秋戦国時代である。　この時代はさら

に前半の春秋時代と後半の戦国時代に分けられる。

　周知のように、前者は、孔子が編纂したとされるr春秋』にちなんで

命名されたもので、後者は、漢の劉向が編纂したとされる『戦国策』に

ちなんで命名されたものである。戦国時代の始まりをいつからとするか

については諸説があるが、序章の（注3）でも述べたように、本論文で

は紀元前453年説を採用する。

　春秋戦国時代においては諸侯の勢力が強大となり、従来の宗主国・周

が有名無実の存在となる中で、各国はそれぞれに富国強兵につとめ、た

がいに覇権を争った。一方、思想や学芸も大いに栄え、いわゆる「百家

争鳴1百花斉放」の時代を迎えるに至る。　また、　この時代は、杜会の活

性化にともない、それまでは一部の支配層の独占物であった文字が、　よ

り広範囲に社会の中で用いられるようになった時代でもある。その事実

は、各諸侯がそれぞれの国で製造した青銅器の銘文（金文）ばかりか、

武器、　印章、　貨幣、　そして竹簡、　常書などの豊富な文字資料を通して知

ることができる。

　ところで、序章でも述べたように、現在までのところ、戦国時代の肉

筆文字資料にかぎっては、　ほとんどが楚国のもので占められており、資

料的片寄りが顕著である。　したがって、中国全土における戦国時代の肉

筆文字の様相を比較して、各国あるいは各地域ごとの特色を見極めるこ

とは、現時点では不可能であるといわなければならない。

　戦国時代の各国の文字資料から、ある特定の文字を抽出して、たとえ
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ばその書風や字準について比較しようとする場合、　当然のことながら、

同じ条件のもとで書かれた材料を用いる必要がある。遣策の竹簡に書か

れた肉筆の文字どうし、青銅器の銘文どうし、印章の文字どうし、　とい

った具合に。

　ある一つの文字について、　Aという国の竹簡に書かれた肉筆文字と、

、Bという国の印章の文字とを引用して比較しても、それは正確な意味で

は両国間の文字の比較にはならないであろう。なぜなら、筆写の道具や

用途や目的など、文字が書かれる段階での各種の条件の違いそれ自体に

よって、文字の表現は大きく違ってくるからである。残念ながら、現時

点においては、同じ条件のもとで戦国時代の各国あるいは各地域の文字

を詳しく比較できるほどには、十分に資料が整っていないというのが実

状である（注12）。

　以下、　青銅器の銘文、　石刻文字、　玉1石1竹簡1常などに書かれた肉

筆文字の順に、春秋戦国時代の主要な文字資料を時代順に取り上げ、そ

れぞれの文字の状況と書法について概観しよう。

　まずは青銅器の銘文について。春秋戦国時代の青銅器の銘文は、いわ

ゆる賞賜策命を中心とする西周時代のそれとは違って、様々な内容が記

されるようになり、また、各国ごとの自国の年号を使って作られたもの

が多い。文字の様相も多岐にわたり、地方色が顕著となって、戦国時代

になると鋳造によるものばかりでなく、　タガネによる刻入の銘文も多く

作られるようになった。

　銘文の文字の特徴から見た地域的分類として、黄河流域諸国を対象と

する北方系と、准河1長江流域諸国を対象とする南方系に分ける2分類

説（郭沫若）、東1西1南1北1中に分ける5分類説（陳夢家）、更に

は西北1中1東1南に分ける4分類説（白川静）などが行われているが、
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複雑多岐にわたる．この時代の青銅器の銘文の文字を、書体1書風の観点

から明快に分類することは不可能に近い。　ここでは西北1中1東1南の

4分類説にしたがい、以下にあげる代表例7件の銘文について順に見て

おくことにす之。　「西北」一一一＜秦公箆＞、　＜中山王方壼＞、　「中」一

一＜薬侯盤＞、　r東」一＜国差寵＞、　r南」一＜楚王子午鼎＞、　＜

都君啓節＞、　＜楚王奮志鼎＞。

　まず、　＜秦公算＞は、　1923年に甘粛省天水県の西南の地で出土し

た青銅器である。出土地は春秋時代の秦の領域にあり、器の製作時期は、

銘文の内容などから春秋中期の紀元前550年前後と推定されている。

銘文く図30、部分＞は蓋に1O行（1行5字）、器に5行（1行10字）

鋳込まれており、文意は蓋から器に連続して一文去なすという特異な形

式である。

　「秦公日く」ではじまる全99字（うち合文1、重文4）の銘文は、

！2代にわたる祖先の業績を讃美し、永久に国が栄えることを祈願して

いる。　r秦公」については、穆公説（羅振玉）、桓公説（容庚）、景公

説（郭沫若）などがあるが、現在では景公説が有力である。尚、この青

銅器には蓋と器にそれぞれ9字の刻入の銘も見られる。中国歴史博物館

蔵。

　文字は、完全に線条化した点画といい、安定した横広がりの字形とい

い、洗練された分間布自の技法といい、一時代前の西周後期の＜史類箆

銘＞、そして一時代後の秦のく石鼓文＞に相通ずる要素をもつ。拓本か

らもゴム印を推したような痕跡が見られるように、　この銘文は一字ずつ

文字型を使って押印したものとされる。文字型を使った作銘ということ

では、新出土のく秦王卑命鐘銘＞や、のちの秦の始皇帝時代に大量生産

された＜権量銘〉の一陶量もそれである。あるいは秦国に発達した独自の
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作銘技法であっ乍可能性もある（注13）。

　さて、春秋末期から戦国後期にかけて、現在の河北省平山県の地を中

心に栄えた戦国時代の小国に中山国があった。　これを滅ぼしたのは隣接

する戦国七雄あ一つ趨であったが、　その趨国のことを記す司馬遷の『史

記』　r超世家」にも中山国に関する記事が見られる。

　！974年から78年にかけて、　この国の都1霊寿があったと推測さ

れる土地（平山県三汲公社）で墓葬30基の大規模な発掘が行われ、多

数の文物が出土した。外面にきわめて特異な装飾。が施された＜中山王方

壷＞は、そのうちの最も重要なものの一つであり、銘文450字（うち

合文1、重文3）がタガネで刻入されている＜図31、部分＞。

　r惟れ十四年」ではじまる銘文は、　中山国の歴代の王と、現在の王を

補助して近隣の燕を打ち砕いた宰相の業績、　さらには燕の内紛を教訓と

して自国の戒めとすべきことなどを記したもので、銘文中のr＋四年」

は紀元前314年と推定されており、　この器の製作時期もこのころと考

えられている。河北省文物研究所蔵。一

　全450字を数える銘文の文字は、縦長ですらりとした、後世いうと

ころの「懸針纂」の典型的な姿をとどめるものであり、’しかもタガネを

駆使したその刻入方法は、微に入り細を穿ってこの上なく高度な技法に

貫かれている。タガネを使った刻入文字で、　これほどまでに流暢な筆致

を見せる作例は従来の文字資料には見ることができなかった。

　タガネの先端が、　あたかも紙上をはう小筆のように自由に動き、　その

緩急自在のメリハリのある刀法は一糸乱れず美麗な文字造型を実現して

いる。同じ長脚の装飾的な纂書でも、次に見る＜薬侯盤＞の銘文は、鋳

造の銘文であるだけに、線描はいかにも無機質であり、　これほどあ鋭利

な筆意は見られない。
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　当然、銘文は牢稿を竹簡などに浄書して、　筆でこれを器の表面に書き

写し、それを正確に刻したものと考えられる。銘文を浄書した人物と刻

入した人物は別人なのか、あるいは同一人物なのか、この点については

明らかでない。　同時に出土した＜中山王円壷〉（銘文182字）と＜中

山王鉄足大鼎〉（銘文469字）の文字も、　これと全く同類の字形1書

風である（注14）。

　1955年、安徽省寿県の春秋時代後期のものと推定される薬侯の墓

から、青銅器や玉器など584件の大量の遺物が出土した。　＜薬侯盤＞

は同時出土の＜呉王光鑑〉とともに、そのうちの最も重要な出土品の一

つに数えられている。

　薬侯がみずからの長女（銘文に「大孟姫」とある）を呉国に嫁がせる

際に、その平安無事を祈願して作った青銅器で、器の内底に鋳込まれた

全95字の銘文はそのことを記すもの＜図32＞。　この場合の薬侯とは、

薬の昭侯（在位BC518～BC491）または成侯（在位BC490

～BC476）のいずれかであろうと推測されている。　出土地の寿県は、

准河の中流域に位置し、春秋時代にはここに薬国の都が置かれていた。

李学勤氏によれば、娘を嫁がせる際に作られる青銅器は特に「騰器」と

呼ばれ、髪などを洗う盤や厘．が最も多いという（注15）。安徽省博物館

蔵。

　文字は1行6字（最終行のみ2字）’、全16行にわたって整然と配さ

れている。すべて判を押したように大きさの等しい縦長の形体であり、

重心を上部に置いた、　いわゆる長脚纂になっている。すべての文字を、

縦横の比率がほぼ同じの（3対1が標準）縦長の枠に収めたために、特

に画数の少ない文字では、いかにも間延びしたような奇妙な造形のもの

も見られる（たとえば「月」字や「母」字など）。
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　しかし、すべて．の文字をこれだけの統一感をもって組み立てる造形力

には驚かされる。画一的で装飾性の強い文字ではあるが、春秋後期の薬

国における書写水準の高さを物語る貴重な作例であることに変わりはな

い（注16）。

　＜国差罐＞は、　器形の一般的名称からく国差甑＞とも呼ばれる。　出土

年、　出土地ともに不明だが、銘文が清の院元のr積古斎鐘鼎舞器款識法

帖』　（1804刊行）などに収録されて以来、ひろく知られている。現

在は台湾の故宮博物院蔵。

　銘文＜図33＞は52字を数え、　これが器の上部外面に、　10行にわた

って末広がりの扇を逆にしたようなス＝ぺ一スに鋳造されている。　内容は

「国差」という人物が一族の安寧を祈願したものであるが、　この「国差」

は『春秋左氏伝』の「成公二年（BC589）」の項に見える斉国の家

老の一人「国佐」にあたるとされ、器の製作年代もこの時期と推定され

ている。すなわちこの銘文の文字は、紀元前6世紀初めの斉国で行われ

た文字ということになる。

　西周後期の多くの金文と同じく、文字は線条化が進んで、筆画は細く

伸びやかに引かれている。字形は全般に下部に広がりをもっているが、

構造は不安定であり、分間布白の技巧も十分に尽くされているとは言い

難い。　「旨」　「侯」　「氏」などの同一文字でも字形が一定しておらず、

かなり草卒な下書きにもとづいていることがわかる。扇形という変形の

スペースに文字を配置して鋳込んだことも、　これらの不備の一因をなし

ていよう（注17）。

　く楚王子午鼎＞は、　1979年に河南省漸川県にある春秋時代中期の

楚国の北辺に位置する墓から出土した青銅器であり、同種のものが全部

で7件存在する。　7件の鼎は中国歴史博物館、河南省文物研究所、河南
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省博物館などが研蔵。　ユ998年秋、東京で開催された「大黄河文明展」

でもそのうちの1件が出陳され、話題をよんだ。楚の荘王の子の「午」

（BC552没）が作器者であることから、　このように命名されている。

紀元前6世紀中ごろの作。

　大きさは最大で高さ69㎝、最小で高さ60㎝。　7件ともに蓋銘4字、

腹銘84字（14行）の同文の銘文が施されている＜図34、部分＞。銘

文の内容は、午がr正月初吉丁亥」の日に、吉金を選んで鼎を鋳造し、

祖先を祀って余慶を享受しようと祈ったもので、その文章様式は西周金

文に近い。

　銘文の文字の様相はどうかというと1・怪異というほどに際だった装飾

体である。一字としては縦長の姿態をとり、肥筆と細筆を織り交ぜた極

端なまでの線条の変化の中に、いわゆる鳥轟纂に類似する装飾のための

装飾が全面に張りめぐらされている。

　もちろん、　この種の字体は当時の通行体ではない。特殊な用途におい

てのみ使用された字体である。　1965年に発見された春秋晩期の越国

の遺品＜越王勾践剣＞く図35＞（湖北省博物館蔵）の銘文（8字）など

も、これと同類の過剰な装飾に貫かれている。恐ろしいまでに手の込ん

だこの種の装飾趣味の字体には、見る者を迷路、に誘いこむような不可思

議な魅力がある（注18）。

　く署匡君啓節＞＜図36＞は1957年に安徽省寿県の県城郊外で堤防工

事中に発見された。竹の形をした青銅製の符節（割り符）であり、銘文

は金で象猷されている。銘文の内容は、楚の王から都君と呼ばれていた

「啓」という名の領主が、楚国内を免税で通行できることを許可したも

ので、文のはじめにr大司馬の昭陽、晋の師を嚢陽に敗るの歳」とあり、

これが司馬遷のr史記』　r楚世家」の懐王六年の記事と合致することか
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ら、懐王六年、すなわち紀元前323年の銘であることが確認されてい

る。

　発見されたものは、舟の通行に関する舟節1枚と、車の通行に関する

車節3枚の計4枚であるが、いずれも5枚1組で竹筒ができあがる形に

作られている。銘文は、舟節が9行162字、車節が9行144字。中

国歴史博物館蔵。

　文字の大きさは縦約1．　3㎝、横約O．　8㎝。　ほぽ等間隔に、整然と並

んでいる。　もちろん、金による象嵌の文字であるだけに、　肉筆の文字資

料に見られるような細かな筆描の機微を見て取ることはできない。　しか

し、仔細に観察すると、象嵌文字で1辛ありながら、点画には柔軟な毛筆

の味が乗り移っているようにも見え、　しかも、紡錘形を基調とする筆画

の表情は、一連の楚国出土の簡蹟文字のそれに近いことがわかる。　また、

一字の構造も、楚国の簡蹟文字に類似している（注19）。

　＜楚王奮τ鼎＞は1933年に安徽省寿県の朱家集にある楚王1奮孟

の墓から出土した一群の青銅器（20種を数えr寿県楚器群」と呼ばれ

る）の一つである。　この鼎の銘文は全64字、器の本体と蓋の両方にほ

ぽ同じ内容の文がタガネで刻されている。　＜図37＞は蓋の銘である。

　この楚墓の墓葬の年代は紀元前228年ごろ（楚国最後の幽王の時代）・

と推定されており、銘文も紀元前3世紀後半のものと考えられる。秦の

始皇帝が中国全土の統一を完了したのが紀元前221年のことであるか

ら、　この銘文は、いわぱ秦による全国統一前夜の楚国における文字の実

例ということになり、　その意味からも貴重な資料である。天津市歴史博

物館蔵。

　銘文の文字は、楚の竹簡や串書のそれに類似している。筆勢’のびやか

で円転のリズムがあり、　タガネで刻したとは思えないような流暢さが感
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じられる。当時g実用体ともいうべき日常の文字の姿を伝えるものと考

えてよいであろう。同じ楚国の文字資料でも、約300年以上前の＜楚

王子午鼎＞の銘文などの装飾過多の文字とは全く様相を異にしている。

ただし、　30b年の間に楚国の文字の字形1書風がこのように変わった

と考えることは早計に過ぎよう。実際には300年前にも実用体は存在

し、　300年後にも装飾体は存在したが、現在のところはまだ資料的制

限があって、　その両方を見ることができないということではないだろう

か。

　尚、　1973年に江蘇省無錫市で出土した＜楚我侭陵君鑑＞および＜楚

粥陵君豆＞　（ともにB　C4世紀末年の作と推定、　南京博物院蔵一）の刻入

銘文も、　これと同類の実用体であるが、　より草卒の度を増して、字形の

乱れも大きい（注20）。

　次に、石刻の文字資料では、第一に＜石鼓文＞＜図38、部分〉を挙げ

なければならない。　これは般壊出土の石刻資料（わずかに数字をとどめ

る）を除けば、現存最古の石刻文字である。太鼓のような石に文字が刻

されていることからく石鼓文＞と通称され、全部で十個を数える。　幅約

60㎝、高さ約80㎝。唐の貞観年間（627～649）に陳倉の原野

（現在の陳西省宝鶏県に属する）で発見され、杜甫や韓愈が詩に詠んで

以来ひろく知られるようになった。

　原石は十個とも北京の故宮博物院に現存するが、表面の剥落がひどく、

失われた文字も少なくない。　もとは700字余りあったとされるが、宋

代には465字となり、現在一では272字をとどめるのみである。拓本

では明代の安国が収蔵した北宋時代の三種の精拓本（三井聴氷閣所蔵の

いわゆる先逢本1中権本1後勤本）が、　もっとも信頼できるものとして

知られている。一字の大きさは約4㎝。
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　十個の石それ亨れに、形式1風格ともr詩経』の「大雅」　「小雅」に

類似する四言詩が刻され、主として君主の狩猟に関わることが詠まれて

いるが、いつ誰が何の目的で制作したかは明らかでない。　しかし、字形

の特徴から、去秋戦国時代の秦国で制作されたものであることは確実視

されている。具体的な制作時期については、嚢公時代説（郭沫若）、穆

公時代説（馬衡、赤塚忠）．、献公時代説（麿蘭）などがあり、定説を見

ない。現在では戦国時代初期の紀元前374年とする麿蘭の献公時代説

が有力である。

　書法史の上では、西周金文の正統に連なる代表作として尊ばれ、纂書

独特の線条や分間布白を学ぶ上での卒本的教材として重んじられている。

書体は先に見たく秦公箆＞の銘文に近く、筆使いの面でも共通点が見ら

れる（注21）。

　ところで、戦国時代の中山国の領域からも、規模は小さいが重要な石

刻文字資料が出土している。　く中山王方壷＞などと同じく、　1974年

から78年にかけての河北省平山県での発掘の際に発見された＜河光刻

石〉＜図39＞がそれである。制作年代は＜中山王方壷＞と同じく紀元前

4世紀末年と推定されている。河北省博物館蔵。

　文字の刻されている面を正面にして、高さ約90㎝、幅約45㎝、奥

行きは上部が約60㎝、下部が45㎝。真横からみると人間の頭蓋骨の

ような形の花商岩で、石のもっとも平坦な部分に以下のような2行19

字の文字が刻されている。　r監腎尤臣公乗得、守丘其臼将曼。敢謁后傲

賢者。　（堀を管理しているのは公乗得で、陵墓を看守しているの．は臼将

曼である。今後ここに来る賢者に告ぐ、の意）」。

　文字の配置、大小に一貫性がなく、線の深さは1㎜ほどでごく浅く、　　　’

かなり粗略に刻されており、線の太さにも統一性がない。、文字の大きさ
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は最初の「監」子を例にとると縦6．　5αη、横4．　5㎝。　く石鼓文＞の

大きめの文字にくらべても一回りは大きい。　わずか19字にすぎないが、

戦国時代の中山国における日常の実用体の文字の様子を推測する手がか

りになる貴重な資料である（注22）。

　さて、　肉筆文字資料については、　これまでにも述べているように、現

段階では戦国時代の楚国を中心とする南方地域からの出土晶が大部分を

占める。ただし、春秋時代後期の晋の領域から出土したr盟書」という

竹簡や常書以外の特殊な肉筆文字資料もある。

　ここでは盟書の例としてく侯馬盟書＞を、竹簡の例として＜湖北随県

曾侯乙墓出土竹簡＞ほか5件を、常青の例として＜湖南長沙子弾庫楚墓

出土鳥書＞を取り上げよう。

　1－965年から66年にかけて、　山西省南部の侯馬市東郊にある春秋

時代の晋城遺跡から総計5000点以上（文字が明瞭なの650点ほど）

にのぽる大量の盟書が発見された。　これらは発見地の地名により＜侯馬

盟書＞＜図40、部分＞とよばれている。　山西省博物館蔵。

　盟書とは、権謀術数渦巻く春秋戦国時代に、諸侯たちの間で姑ばれた

同盟の誓約書、　もしくは諸侯が一族の者に誓わせた誓約書のことであり、

r載書」とかr盟冊」ともいう。　r春秋左氏伝』には、晋の文公が周王

を招き、諸侯と同盟を結んだ際の文例が見られる。周代の官職制度につ

いて記録するr周礼』には、　同盟の締結のために諸侯が集まるr会盟」

という儀式を司る官職r司盟」について、　r司盟は盟載の法を掌どる」

とあり、後漢の鄭玄は、　r盟する者はその辞を錯に書き、牲を殺して血

を取り、その牲を次めて、書を上に加えてこれを埋す。　これを載書とい

う」との注を加えている。事実、　＜侯馬盟書＞も牛や羊の骨とともに3

9坑の竪穴から発見されている。
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　先がとがった「圭」とよばれる形状のものが多いが、円形や半円形の

ものもある。材は玉や石で、その両面に朱の顔料で書かれている。大き

さは最大のもので縦32㎝、横4㎝、厚さユ㎝、最小のもので縦ユ8αn、

横2㎝弱。内呑は6類に分類されているが、晋国の正卿の一人「趨鞭」

と推定される人物が、晋国内の動乱を収拾したあと、その一族に団結を

呼びかけて忠誠を誓わせたものが多くを占める。　この盟書が書写された

年代は、　r趨鞭」の生存年との関係などから紀元前496年とする説が

有力である。

　文字は、起筆を強く打ち込んで勢いよく筆を運び、収筆を細く、かつ

鏡く引き抜いている点に筆法上の大きな特徴が認められる。筆法ばかり

か字形においても、楚国の文字と共通する点が少なくない。紀元前5世

紀はじめの晋国における肉筆の筆写体の実例として極めて重要な資料で

ある（注23）。

　＜湖北随県曾侯乙墓出土竹簡＞（以下、　く曾侯乙墓竹簡＞と略称）＜

図41、部分＞は、　1978年、湖北省随県にある戦国時代早期の墓から

出土した。墓主が曾国の乙という名の王であるところから、　この墓は曾

侯乙墓と通称される。竹簡は、大量の青銅器（楽器を中心とする）や漆

器などとともに発見され、全240枚、字数にして6696字が確認さ

れている。簡の幅は約1㎝、長さは72～75㎝。

　内容は、主として葬儀に際しての車馬や兵器の使用法などについて記

したもので、周代の官制に関して詳しく記録したr周礼』の内容を検討

する上でも有益であるとされ、古代史研究の資料として大きな価値をも

つ。　同時に発見された青銅器の銘文の記載内容から、墓葬の年代は紀元

前433年～400年ごろと推定されており、竹簡もこの時代に書かれ

たものである可能性が強く、現存最古の竹簡ということ争こなる。湖北省
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博物館蔵。

　曾国は大局的に見て楚の文化圏に属し、文字の書き方の上でも楚国の

それと共通するものが認められる。　この竹簡の文字も、筆法1字形は後

述の＜河南信酷長台関楚墓出土竹簡＞などと同類である。全般に縦長の

文字が多いという印象を受けるが、　これは竹簡の筆写にあたった人物の

書き癖によるものとも考えられ、当時の曾国の文字がすべてこのように

書かれていたとは隈らない。

　竹簡の原物を調査された西林昭一氏はr切れ味よく爽やかな筆致であ

った」との感想を述べられているが（注24）、一図版で見ても自在で活き

活きとした筆致の妙が看取される。桿元前5世紀末年の通行書体による

書法の実例として貴重なものであることは言うまでもない（注25）。

　＜河南信陽長台関楚墓出土竹簡〉（以下、　＜信陽楚簡＞と略称）＜図

42、部分＞は、　1957年3月に河南省信陽市郊外の長台関にある戦国

時代の楚墓から出土した。墓の存在が確認されたのは、現地農民による

井戸掘り作業がきっかけであったという。二組があり、第一組の竹簡は

119枚、第二組の竹簡は29枚を数える。墓葬の年代は他の出土遺物

から戦国時代初期と推定されており（中期とする説もある）、竹簡の書

写年代もこの時期に比定されている。河南省博物館1中国歴史博物館蔵。

　第一組の119枚はすべて残簡で（破片に近いものが多い）、完全な

形をとどめるものは一点もない。　しかし二現在見ることのできる最古の

r書籍の竹簡」であり、　その点で注目される。最長の簡で、長さ33㎝、

幅O．　8㎝。　これに23字が書かれている。　119枚全体で文字は47

0字あるが、破損部分の文字は不明瞭である。内容については現段階で

もなお定説を見ないが、墨家あるいは儒家の典籍の一部とする説が有力

である。
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　第二組は随葬早目を列記した遣策で、　29枚とも70㎝近い長簡であ

る。幅は0．　5㎝～O．　9㎝。文字は一簡に最多セ48字、最少で16

字、全957字を数える。　ただし瞬昧模糊として不鮮明な文字も少なく

ない。

　第一組は、　いかにも典籍の浄書らしく、文字はほぽ等間隔に読みやす

く配置されている。　しかも、それぞれの文字は、きわめて抑制のきいた

節度ある慎重な筆使いにより、分間布白も精妙に、扁平でよく引き締ま

った字形に仕上がっている。　「上」一「可」　「之」　「其」などの横画の最

後の部分では、右下方に引き放つという特殊な筆法も見られる。　この筆

法は決してこの簡の筆者だけの、いわば書き癖に類するものではない。

他の楚系簡鳥文字資料中にもしばしば見られるところの、いわば時代と

地域が共有した筆法である。

　第二組の遣策の文字の書風も、基本的には第一組と同様であるが、特

に点画の込み入った複雑な構造の文字が、分間布白の妙にすぐれ、　これ

を筆写した人物の文字構築力の見事さに驚かされる。横画最後を下方に

引き放つ独特の筆法は、　この第二組の文字においても多用されている

（注26）。

　く湖北江陵望山1号楚墓出土竹簡＞’（以†、　く望山楚簡①＞と略称）

＜図43、部分＞は、　1965年の冬から翌66年の春にかけて、湖北省

江陵の望山にある戦国時代の楚墓4基が発掘された。　これはその！号墓

から出土した竹簡である。墓は戦国期の楚国の都1紀南城の北東7㎞に

位置しており、紀南城付近から出土した竹簡としては最初のもの。

　全207枚を数える竹簡は多くが小片の残簡であるが、復元によって

最大52㎝、多くは15㎝前後のものであったことが判明している。幅

は約1㎝。文字は全1093字（字種216、重複字877）で、募主
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とその側近の人仰が生前に比較的長期間にわたって行った疾病、祷祝、

占いなどに関する雑事の記録である。墓葬の年代は戦国中期と推定され

ており、竹簡の書写年代もこの時期とされる。現在の所蔵機関は不明。

後述するように2号墓からも重要な竹簡が出土している。

　文字には破損箇所も多く、決して見やすくはないが、すでに見た＜信

陽楚簡〉と同類の、典型的な楚系文字の特徴を備えていることは明らか

であろう。ただし＜信陽楚簡〉以上に運筆に遠度感が加わり、そのぶん

筆致は散漫となり、文字の構造もやや不安定なものになっている。

　また、文字を連続して一気に書き連ねた際のリズム感のようなものが

見てとれるが、　これも〈信陽楚簡＞1三は窺えない顕著な特色である。や

や太めの点画で書かれた簡と、筆鋒鋭い繊細な点画で書かれた簡とがあ

るが、　これは恐らく筆者の違いを示すものと考えられる。書法の妙味か

らすれば、筆鋒鋭い繊細な点画で書かれた簡に見るべきものがある（注

27）。

＜湖北江陵望山2号楚墓出土竹簡＞（以下、　＜望山楚簡②＞と略称）く

図44、部分＞は、　1966年春に湖北省江陵の望山にある戦国時代の楚

墓（2号楚墓）から出土した。　出土当時は完全な姿をとどめる竹簡は5

枚にすぎず、　他はすべて小さな残簡であったが、　整理の結果、　全66枚

に復元され、最大で64㎝、多くは4～10cmの長さであったことが判

明している。　幅は0．　6～0．　67㎝。

　文字は全部で925字（字種251、重複字674）を数え、　随葬品

の品目を書き記した、　いわゆる「遣策」である。　この遣策には全部で3

20種類の品目が記されており、　それらは銅器や漆器や織物など、のべ

600件を超える実際に出土した豊富な随葬晶と基本的に一致するもの

であるという。　1号楚墓の場合と同じく、墓葬の年代は戦国中期と推定
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されており、竹簡．の書写年代もこの時期とされる。現在の所蔵機関は不

明。

　文字はやはり典型的な楚系文字であるには違いないが、　＜望山楚簡①

〉の場合とはかなり様相を異にする。全体的に文字と文字との間隔が狭

く、　いかにも随葬品のリストを機械的にぎっしりと書き連ねた感が強い。

点画の運びにもやや乱雑で遅鈍なものが見てとれる文字が多いが、　これ

は筆そのもの性質とも関係があるだろ’う。　また、書風のばらつきから見

て、決して一人ではなく複数の人物が筆写に当たっているものと判断さ

れる（注28）。

　く湖北荊門包山2号楚墓出土竹簡干（以下、　く包山楚簡＞と略称）く

図45、部分＞は、　1987年1月、湖北省荊門市十里鋪鎮王場村の墓葬

区にある戦国時代の楚墓＜包山2号墓＞で発見された。王場村は戦国時

代の楚の都1紀南城の北約16キロの地点に位置する。竹簡総数は44

8枚、　文字が書かれているのは278枚、　総字数は12472字。　湖北

省荊門市博物館蔵。

　278枚の竹簡は、文の内容により、①司法文書、②ト笈祭祷記録、

③遣策の3種に大別される。①は各種の裁判司法関係の記録で、　「集箸」

13枚、　「集箸言」　5枚、　r受期」61枚、　r疋獄」　23枚に分類され、

楚における司法担当官の仕事の範囲や裁判の過程を知る上で貴重な資料

となっている。②は墓主のために貞人（占い人）が吉凶禍福を占った記

録である。③は随葬された青銅器や漆器や絹織物のべ500点余りに関

する品目リスト。

　墓葬の規模や随葬品の内容から、墓主は周の制度でいうr大夫」クラ

スの貴族であり、竹簡に「左ヂ1那柁」の語が多見されることから、役

職はr左一ヂ」すなわち楚国の司法官をつとめたr那柁」なる人物とされ
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ている。　また、各種の考証により、下葬は紀元前3！6年であったもの

と推測されている。　当然、竹簡の書写年代はこれより以前ということに

なるが、少なくとも③の遣策は、下葬とほぽ同時期に書かれたものと考

えられる。

　筆法と字形から見て、竹簡は複数の人物の手によって書かれたことが

わかるが、大半は右肩上がりの鋭い筆勢による秀麗な風格をもち、　く信

陽楚簡＞や＜湖南長沙子弾庫楚墓出土常書＞、　さらには本論文が主題と

して扱うく郭店楚簡＞の一部とも共通するものが見られる。　＜包山楚簡

＞の出土地は、　く郭店楚簡＞の出土地からは僅かに9㎞の近距離にあり、

しかも書写年代も接近している。両芦の筆法や字形が近似しているとい

うのも、ある意味では当然のことかも知れない（注29）。

　く湖南長沙仰天湖楚墓出土竹簡＞（以下、　＜仰天湖楚簡＞と略称）＜

図46、部分＞は、現存する戦国時代の竹簡の中で、　もっとも早期に発見

されたものの一種である。　1953年7月、湖南省長沙市南門外の仰天

湖にある戦国時代の楚墓（仰天湖25号墓）から出土。盗掘により随葬

品の大部分はすでに失われていたが、随葬品のリストであるこの竹簡の

みは残されていた。竹簡の周囲には蛤の殻を焼いて作った憂砂が一面に

敷き詰められていて、　これが防腐剤の役目を果たし、竹簡の保存につな

がったと見られている。

　竹簡はのべ43枚、　完全な形をとどめる簡では、　長さ20．　6～23．

1㎝、幅O．　9～！．　1㎝、　厚みO．　2㎝強。一簡に書かれた文字は、

最少2字、最大21字と不揃いである。随葬器物のリスト、いわゆる遣

策の場合、一簡に記される文字数はこの場合のように不揃いであること

が多い。なお、　この竹簡の場合、文字はすべて竹の裏面に書かれていて、

文字が書かれていない背面は、竹の青い表皮が削り取られていないまま
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の状態であった。．

　簡の幅が＜郭店楚簡＞のような典籍の竹簡よりも広く、文字もその分

だけ大きめに書かれている。総字数は約280字にのぽるが、竹簡の損

傷がかなり進んでいるため、暖昧模糊とした文字が少なくない。墓葬の

年代ば戦国時代後期と推定され、竹簡の書写年代もこの時期に比定され

ている。

　今から半世紀近く前に刊行された1954年第3期のr文物参考資料』

に、　r長沙仰天湖戦国墓発現大批竹簡及彩絵木傭等珍貴文物」として紹

介されて以来、いわば戦国楚簡の代名詞のように扱われてきた貴重な遺

晶であるが、陸続と戦国時代の竹簡カ下出土しつづけている今日では、資

料としての価値が薄れている感があることは否めない。現在の所蔵機関

については不明。

　文字は竹簡の幅いっぱいに、　しかも字間をつめて書き記されている。

〈侯馬盟書＞や＜包山楚簡＞のように、必ずしも強い筆圧をかけた引っ

掻くような書き出しにはなっていない。筆は太細自在に、竹簡の表面を

なめらかに滑るように動き、大部分は紡錘形の線を構成して、　これが組

合わさって文字が形成されている。　r土」「竹」　「布」などでは春秋時

代以降の青銅器の銘文に見られるのと同様の装飾的点画が見られる。筆

法は同じく遣策の竹簡である上述の＜望山楚簡②＞のそれに近似する

（注30）。

　く湖南長沙子弾庫楚墓出土鳥書＞（以下、　く楚常書＞と略称）＜図47、

部分＞は、現存最古の串（絹布）に書かれた文字資料として貴重である。

1942年、湖南省長沙市郊外の子弾庫にある戦国時代の墓から、盗掘

者によって発見された。埋葬の年代は戦国中1後期とされ、墓中の魔除

けとして添えられた串書の書写年代も、　この時期に当てられている。
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　この鳥書は、華中では八つ折りに畳まれていたため、折り目の欠損が

ひどく、絹地も濃褐色に変色して、　肉眼ではほとんど仔細がたどれなく

なっているが、　1966年に赤外線による写真撮影が成功し、　明瞭に内

容が見とどけられるようになった。

　縦約38㎝、横約47㎝。周囲には12ヶ月の神像が、四隅には各季

節ごとの樹木が彩色によって描かれ、文字は中央の空白部分に、　8行と

13行の、それぞれに篇をなす二群が顛倒したかたちで配されており、

四周の各図にもそれぞれ説明の文字が付されている。　8行の一群は総字

数267字、　ユ3行の一行は総字数412字、周囲各図の説明は総字数

273字。

　文の内容は、陰陽五行および神話伝説に関するもので、戦国時代の思

想研究の重要資料の一つに数えられている。文字は硬質の細筆で絹地を

強く引っ掻くように、　しかし至って精密に・しるされており、戦国期楚国

の高い書写水準を示した貴重な肉筆書跡である。

　尚、　この常書は盗掘後の1946年にアメリカにも衣らされ、工一ル

大学図書館、ついでフリア美術館に保管された。のち1963にニュー

ヨークのメトロポリタン美術館に移管され、　1966年には生物学者の

サクラー氏の蔵晶となった。赤外線写真撮影が行われたのは、　この年の

1月のことである。現在はメト、ロポリタン美術館蔵。

　文字は画数の多い少ないに関係なく、　ほぽ同じ大きさに調整されてお

り、　鳥の上にきわめて整然と活字のように配列されている。字形は扁平

で、分間布白も精妙をきわめ、筆画の多い文字でも破綻なく点画が綴密

に構成されている。

　実に謹厳で丁寧な書き方になっており、数ある楚系の肉筆文字資料群

の中でも白眉の書法といえる。書写に当った人物の技術g高さはもちろ
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んのことであるカ、、肌理の荒い常上に、湊みなく、　このように精工な文

字群を浄書しうる墨そして毛筆も、かなり特殊なものであったに違いな

い（注31）。

　以上に列記した肉筆文字資料は、はじめの＜侯馬盟書＞をのぞけば、

いずれも戦国時代の楚、あるいは楚の文化圏に属する領域から出土した

ものである。　したがって、筆法1字形ともに、　いわゆる楚系文字として

の共通の特色がうかがえる。

　繰り返し述ぺるように、　この種の肉筆文字資料が楚国の領域に限らず、

より広範囲な地域、たとえば北方の燕、’東方の斉などの諸地域からも、

まとまったものが発見されれば、戦国時代の文字や書法の研究も、片寄

りのない、より系統的で確実なものになるはずだが、現段階での資料的

制約は如何ともしがたいものがある。

　尚、　1979年には、西方の強国1秦の領域から、わずか一枚ながら

＜青川木蹟＞という貴重な肉筆文字資料が発見されている。楚系文字と

は全く様相を異にしている点で注目に値するが、　この資料については第

3章第4節で詳しく取り上げることにする。
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第6節　字書につ、いて

　般代の甲骨文字や般周青銅器の銘文の文字（金文）はもちろんのこと、

最近では新しく出土した戦国時代の肉筆文字資料を専門に扱った字書の

編纂も活発に行われている。すでに出版物として上梓されているこれら

の字書の中には、古代漢字の書法を研究する上で利用価値が大きなもの

も少なくない。　これらの字書には、　1種の文字資料のみを単独に扱った

ものと、各種の文字資料を統合抜粋して整理したものとがあり、規模も

大小さまざまで、それぞれに特色を異にしている。　ここでは、主として

第4章rr老子』簡の書法について」の項で、　く郭店楚簡＞の字形を中

心とした文字の比較検討を行う際に使用する主要な字書12種について、

概容を述べておきたい。

　尚、　〈郭店楚簡＞そのものに関する現時点ではもっとも完備した字書、

すなわち張光裕主編1衰国華合編r郭店楚簡研究。第1巻文字編』　（本

論文での略称r文字編』）については、すでに序章の最終箇所で言及し

たのでここでは取り上げない（注32）。

＜1＞『甲骨文編』

（考古学專刊1乙種第十四号、　中国社会科学院考古研究所編輯、　中華書

局、　196．L5年）

　甲骨学者の孫海波が編纂した甲骨文字に関する初めての体系的な字書

r甲骨文編』全17巻（姶仏燕京学社刊石印本、　1934年）を基礎に、

その後の新資料と研究成果を加えて成った、現時点ではもっとも信頼で

きる甲骨文字の字書である。　河南省歴史研究所の孫海波をはじめ、郭沫

若、麿蘭、商承昨など7名の甲骨学者の討議をもとに編纂されたもので
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あり、全4672字種を収録する（既解読字1723、未解読字294

9）。

　収録文字はr股城文字甲編』　（商務印書館コロタイプ影印本、　194

8年）をはじあとする40種類の甲骨関係の専門書に依拠して忠実に模

写されたものであり、　出所もすべて文字に付された略号により知ること

ができる。既解読字1723字種は、後漢の許慎が作った最古の字書

『説文解字』の順に配列され、　2字あるいは3字の複合字、いわゆる

r合文」についても、　371種、　のべ1693例が整理されている。

＜2＞『金文編』

（容庚編著、張振林1馬国権模補、中華書局、　1985年）

　甲骨文字の場合と同じように、金文についても、豊富な字例を収録し

た専門の字書がある。古文字学者であり、　また近代を代表する能書家の

」人でもある容庚（1894～1983）が編んだr金文編』　（192

2年初版、　1959年重訂版、　1985年模補版）は、　何種類かある類

書の中でももっとも信頼度が高い字書であり、　2420字種が採られて

いる（付録の未解読字ユ352字種を合わせると3772字種）。

　この字書は、　まさに編者1容庚の青年期における知的エネルギーの結

晶ともいうべき大著である。郷寿旗のr周金文存』をはじめとする般周・

金文の図譜のべ14種の字跡に依拠し、　それを忠実に模写して編纂した

ものであるが、何といっても、模写技術そのものの高い水準に驚かされ

る。適宜拡大縮小を加えた逐一の模写は、金文独特の重厚で明朗な線質

を伝え、かつ書法上の微妙な味わいをも巧みに再現して余すところがな

い。

　字跡そのものの原字に対する迫真度という視点に立つ時、　r金文編』
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は類書中もっとも、傑出したものであるといえよう。　たとえば高明編r古

文字類編』　（東方書店、　1987年）などと比べても、模写技術の精粗

の差は歴然としている。両者の差が書法の優劣にかかわっていることは

言うまでもなし・。

＜3〉r包山楚簡1字表』

（湖北省荊沙鉄路考古隊編、文物出版社、　1991年）

　r包山’楚簡』　（同上）の巻末に収載されている字書。筆画の少ない文

字から多い文字の順に、単字26ユ1字、合文31種のべ43字、未解

読字83字を、模写ではなく、原寸大の写真で収める。　＜包山楚簡＞を

扱った字書は、後述のように他にも何種類かあるが、　この字書は写真を

そのまま張り込んだもので、文字の表情を正確に把握できる点が長所と

いえる。

’ただし、各文字の字例の採用が一部に隈られ．ているという短所もある。

たとえば、　「人」字を例にすると、Fの字は＜包山楚簡＞に243字の

字例があるが、　この字書では、筆画上もっとも典型的な2例．のみをあげ

ている、　といった具合である。

＜4，＞r包山楚簡文字編』

（張光裕主編1衰国華合編、台北芸文印書館、　1992年）

　＜包山楚簡〉の有字簡は全278枚、総字数ユ2472字を数えるが、

このすべてを『康煕字典』の配列順に整理した字書である。字種は15

93種（このうちr説文解字』に見られるものは726種）で、すべて

の単字を収載し、合文27種のべ166字（『包山楚簡1字表』の31

種を再検討して27種とする）、未解読字105字、残欠字41字を加
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えている。字種の．見出しには樒書と小纂（r説文解字』に見られる72

6種の小纂）が示され、字例のあとには、その文字が使われている原文

の一部が引用されている。ただし、すべての文字に対して原文の引用が

あるわけではない。．

　付録としてr原簡釈文」　r包山楚簡与其他戦国文字対照資料通検」

r原簡図版」が加えられているが、　このうちr包山楚簡与其他戦国文字

対照資料通検」は、他の戦国文字資料（金文、簡艘、　鳥書、盟書など）

との比較を試みようとする際に便利である。総じて、　r包山楚簡1字表』

の短所を補う、　きわめて充実した字書といえるが、一つだけ大きな欠点

がある。それは印刷上の問題でもあ争が、収載文字がかなり不鮮明であ

ることである。　もちろん模写ではなく、すべて写真からの収載ではある

が、　『包山楚簡1字表』の収載文字の鮮明さにくらべると雲泥の差があ

る。

＜5＞r楚簡常文字編』

（葛英会1彰浩編著、　東方書店、　1992年）

　日本で出版された楚系文字に関する唯一の総合的字書である。収載資

料は、　＜信陽楚簡〉、　く包山楚簡〉、　く天星観楚簡＞、　＜曾侯乙墓竹簡

＞、　＜仰天湖楚簡＞、　〈楚常書＞の6種で、文字はすべて写真から模写

したものである。字種は2092種を数え、　これがr説文解字』の体裁

に則って配列されており、合文44種103字、重文3種3字、未解読

字630字を巻末に収める。　r説文解字』に見られる文字については、

小纂が標示されている。

　この字書は、収載字例が豊富であるというのが何よりの長所であるが、

写真そのものではなく、模写による文字であるため、収載文字に模写を

一123一



担当した人物独自．の書き癖のようなものが混入している可能性を否定で

きない。　また、未解読字の中には、　その後の研究家の分析によって、す

でに解講されている文字も少なくない。

＜6＞r長沙楚鳥書文字編』

（曾憲通撰集、　中華書局、　1993年）

　く楚鳥書＞の文字を単独に扱った字書で、饒宗願1曾憲通編著r楚串

書』　（中華書局香港分局、　1985年）の巻末に収載されたr楚常書文

字編」を、そのまま縮小して廉価の小冊子に作りなおしたもの。単字3

02字、重文7種1合文6種あわせて21例、残欠字69字を収める。

列挙された文字には、すべてその文字をふくむ原文の字句と出所が示さ

れ、注釈も加えられている。

　前項でも述べたように、　＜楚鳥書＞は赤外線写真撮影によってはじめ

て詳しく文字が認知できた。　この字書は、饒宗願氏所蔵の赤外線写真を

主材料に、逐一の文字を編者が模写して完成したものである。序文に

r各家が作った模本をも参考にし、かつて写真の不鮮明な箇所に依拠し

たことで生じた詑誤をできるだけ避けるようにした」とある。

＜7＞「戦国楚簡文字編』

（郭若愚編、上海書画出版杜、　1994年）

　書名からいえば、戦国期の楚簡の文字を総合した字書のようだが、収

載されているのは＜信陽楚簡＞の遺策部分29枚、　く仰天湖楚簡＞の3

9枚、　の二種の資料のみである。　文字は発掘報告書に付された写真に依

拠して編者が模写したものであり、　r説文解字』の配列順に、単字36

0字を収める。編者は書法や纂刻にも造詣の深い人物であるだけに、逐
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一の模写はいたっ．て正確である。本書の後半には、編者による二種の考

釈論文「信陽長台関楚墓遣策文字的模写和考釈」　r長沙仰天湖戦国竹簡

文字的模写和考釈」が付載されており、釈読の根拠も示されている。

＜8〉r楚系簡串文字編』

（縢壬生著、　湖北教育出版社、　1995年）

　湖北省武漢市の湖北教育出版社が刊行を続けている張正明著ザ楚史』

にはじまるr楚学文庫」シリーズの第18’冊目として発刊された一冊。

楚系文字に関する総合的な字書としては、現段階でもっとも利用価値の

高いものである。

　収載資料は広範囲にわたり、　く楚鳥書＞、　＜仰天湖楚簡＞、　く望山1

楚簡＞、　＜望山2楚簡＞、　＜包山楚簡＞、　＜信陽楚簡＞、　＜曾侯乙墓竹

簡〉などの著名なものばかりか、　＜長沙五里牌406号墓出土竹簡＞、

＜一常徳市徳山夕陽披2号墓出土竹簡＞、更には、望山以外の湖北省江陵

出土の竹簡、すなわち＜江陵天星観1号墓＞、　＜江陵雨台山21号墓＞、

＜江陵馬山1号墓＞、　〈江陵確瓦廠370号墓＞、　＜江陵秦家囎1号墓

＞、　＜江陵秦家囎13号墓＞、　＜江陵秦家囎99号墓＞、　く江陵．萢家妓

27号墓＞、　＜江陵藤店1号墓〉から出土した竹簡を含め、のべ18種

にわたっている。

　この18種中の何種類かは、現段階においては未発表のものであり、

従って、　この字書によってのみ文字の様相が確認できる資料が含まれて

いるということである。全19250字を、単字、合文、重文、未解読

字の順に、　r説文解字』の体裁にならって部首別に文字を配列し、列挙

された文字には、すべてその文字をふくむ原文の字句と出所が示されて

いる。字種の数は明示されていないが、数えてみると247’9種あり、
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合文は66種の、331例、重文は36種のべ43例、未解読字は10

9字。収載資料が多いだけに、　r楚簡常文字編』などとくらべて字種も

400字近く多い。

　文字はすべ七模写によっているが、原字の字跡はかなり忠案に再現さ

れている。　また、編者縢壬生氏による46頁におよぶ「序言」には、楚

系文字g特質について概容がまとめられており、　とくに文字の「簡化」

やr繁化」の問題’については、具体的字例をあげた説明がなされていて

参考になる。

＜9＞r戦国楚竹簡躍編1字表』

（商承昨編著、斉魯書杜、　1995年）

　！991年に物故した現代中国の代表的な古文字学者の一人商承昨氏

の遺作というべき大著r戦国楚竹簡躍編』の巻末に付載されている字書

で一ある。収載資料は、　この研究書が対象として扱っている資料、すなわ

ち＜信陽楚簡＞、　＜仰天湖楚簡＞、　＜望山1楚簡＞、　＜望山2楚簡＞、

および＜長沙五里牌406号墓出土竹簡＞、　＜長沙楊家湾6号墓出土竹

簡〉の6種である。以上の資料に対して、著者は本文中で詳細な釈読研

究を行っているが、　この字書は、いわばその副産物として作られたもの

といえる。

　字種は908種、　これをr説文解字』の順にならべて字例を掲げ、　最

後に合文14種のべ31例、重文4種のべ6例、未解読字77字を加え

ている。文字はすべて一模写によっているが、原字の字跡はかなり忠実に

再現されている。ただし、印刷状態がやや不鮮明であり、　また大判の書

籍だけに、字書としては使いにくい。
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＜10＞r包山楚簡文字編』

（張守中撰集、　文物出版社、　1996年）

　1992年に台北の芸文印書館から刊行されたものと同名だが、内容

的には大きな違いがある。前述のように＜包山楚簡＞の有字簡は全27

8枚、総字数12472字を数える。　この字書は、そのすべてを単字、’

合文、未解読字、残欠字の四部に分けているが、単字はr説文解字』の

配列順に整理して、代表字例のみを掲げている点が大きく異なる。単字

の字種は耳442種で代表字例は3088例、合文は28種のべ80例、

未解読字118字、残欠字30字。収載文字がすべて編者の模写によっ

ていることも異なる点である。

　中国社会科学院歴史研究所の李学勤氏は、　この書に序言を寄せて、次

のように述べている。　r模写は精工である。張守中先生（この字書の編

者）は包山楚簡の文字を臨模することに精力の隈りを尽くし、　たびたび

改‘稿している。文字の瞬昧模糊として不明瞭な部分に対しても、詳しく

分析して微細を極め、写真で怯欠けている箇所で補充している部分も少

なくない」。ただし、筆者の目には、写真の文字に比して模写の文字は

全般に点画がやや太い傾向にあり、　また、筆勢に欠ける向きがあるよう

に思われる。

＜11＞『曾侯乙墓竹簡文字編』

（張光裕1黄錫全1縢壬生主編、衰国華1黄有志1張志勤1陳月平1羅

国良合編、台北芸文印書館、　！997年）

　台北の芸文印書館から刊行されたr包山楚簡文字編』と同様の編集方

式によって＜曾侯乙墓竹簡＞のすべての文字を扱った字書。　く曾侯乙墓

竹簡＞の文字は、　ポ楚簡鳥文字編』や『楚系簡串文字編』にも一部が採

一127一



用されているが、　この字書のr緒言」によれば、　r楚簡串文字編』’につ

いてはr模写の誤りが多く」、　r楚系簡串文字編』についてもr完全な

ものではない」とある。

　収載字種は519種で（このうちr説文解字』に見られるのは278

種）、すべての単字を収め、　これに合文18種のべ73例、未解読字3

3種のべ104字、残欠字20字を加えている。文字はすべて模写によ

るもの。巻末に＜曾侯乙墓竹簡’＞全215枚の模本と釈文が付載されて

’いる。

く12＞『戦国古文字典一戦国文字声系一』上’下冊

（何琳儀著、中華書局、　1998年）

　青銅器の銘文1竹簡1串書1璽印などの戦国時代のあらゆる文字資料

を網羅し、字形1字義1用例の観点から分類整理した総合的な字書。先

の　r甲骨文編』やr金文編』のように　r説文解字』の部首順にはよらず、

上古音の声首980字種に依拠して文字を配列している点が大きな特徴

であり、また、　＜包山楚簡＞などの新出土の文字資料も豊富に採用され

ている点で利用価値が高い（ユ998年の段階で『郭店楚墓竹簡』によ

って全容が明らかになったく郭店楚簡メについては未収入）。　引用書籍

は全88種、　収載文字はすべて模写によるものである。

　以上、戦国時代の肉筆文字資料を扱ったものを中心に、古代文字に関

する字書のべ12種について簡単に概容を述べた。一以下の章で、　＜郭店

楚簡＞の文字を、　甲骨文字や西周金文、　さらには戦国時代の他の肉筆文

字資料の文字と比較検討する際には、それぞれの資料の図録等に収載さ

れている写真図版はもちろんのこと、　これらの既刊の字書についても適
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宜活用することとする。
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第7節　まとめ

　本章では、　＜郭店楚簡＞以前の中国古代の文字資料とその書法につい

て鳥鰍すべく、’文字の発生から戦国時代まで、時代を遺って代表的な遺

品を選んで通観した。後の第4章では、字形などの問題にからんで文字

の比較を試みることが少なくないが、その際に比較の材料となる各種の

古代文字資料に関する基本的事項の確認を前もって行うことも目的の一

つであった。　もちろん、第4章で取り上げる全ての比較材料に言及でき

たわけではない。

　また、　中国では近年、古代文字を材料にした字書の編纂が盛んである

が、本論文でも利用したものを中心にユ2種類の字書について概略を述

べた。

　中国古代の文字資料のうち、　いわゆるr肉筆」のものが中心となるの

は、紀元前5世紀以降の戦国時代になってからである。本論文が扱う＜

郭店楚簡〉がその一例であることは言うまでもない。

　遠く般王朝の時代には、すでに竹簡が存在し、それに文字が書き記さ

れていたことは確実視されるが、その具体的な遺晶は現段階では何一つ

発見されていない。現在知られている戦国時代以前の文字資料の主要な

ものは、般代（BC1600頃～BCl030頃）後期の甲骨文字と金

文（青銅器の銘文）、西周時代（BC1030頃～BC771）の金文、

春秋戦国時代（BC770～BC221）の金文、石刻文、竹簡、　常書

などであり、考古学上の発掘品を中心に、　それぞれに膨大な資料の蓄積

がある。

　総字種5000を超えると推測される体系的な文字、　甲骨文字に先行

する文字の実態については未だ明らかにされていない。断片的な考古学
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上の発掘晶を材料に、　いわば点と点を繋ぎ合わせて線にしようという努

力が、研究者によって継続されている段階である。

　甲骨文字は般代後期の占いの記録の文字で、亀の甲羅や牛の骨などに

銅や玉の刀で刻したものであるが、　とりわけ初期の武丁時代の遺品には、

漢字のもつr美」の構築が明瞭な形をともなって実現されている例が少

なくない。構造的な点画の組み合わせと、律動的な線描写。　この二つは

漢字書法の様式を支える根本要素であると考えられるが、　甲骨文字には、

こg二要素が刃物という特殊な道具を使って具体化されている。甲骨文

字が中国書法史の幕開けを担う文字とされる所以である。

　股1周時代に作られた祭祀儀礼用の青銅器に施された銘文、　いわゆる

金文は、青銅器の鋳造段階で鋳込まれたものが大部分を占めるが、鉄の

普及にともない、戦国時代には器が鋳造されたあとでタガネによって刻

入されることが一般化した。すなわち、金文には鋳造金文と刻入金文が

あるが、いずれも古代文字の様相とその書法を考察する上での基本的資

料である。　とりわけ肉筆の資料が発見されていない西周時代の書法を研

究する上では欠くことができない。

　図象記号に始まった金文は、股代後期から西周初期にかけて、はやく

も書風上の一大典型をもつようになる。肥筆を多用して筆画に太細の変

化をもたせ、　一画一画、　曲直の角度を克明にして周到に作り上げ、　全体

としては厳正で雄壮な趣に満ちあふれている、　というのがその特色であ

り、　＜大孟鼎銘＞などにその典型的なものが表現されている。　この時期

の金文に多用される肥筆は、第4章r『老子』簡の書法について」の項

でも述べるように、戦国時代の文字にも受け継がれ、　く郭店楚簡〉の文

字においても命脈を留めている。

　絵文字的な図象記号に胚胎する金文は、つづく段階として短い文章を
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構成するようになり、般代から西周初期にかけての金文は、武勲などに

よって王から賞賜を受け、それを記念して先祖を祭るべく器を作った、

というものが主流を占めた。　そして、西周中期以降はいわゆる「賞賜策

命」形式の金文が多くなり、西周後期になると記録的な内容のものがこ

れに加わった。

　春秋戦国時代を迎えると、諸侯の勢力が強大となり、思想や学芸も大

いに栄え、社会の活性化にともない、　それまでは一部の支配層の独占物

であった文字が、　より広範囲に社会の中で用いられるようになる。　その

事実は、各諸侯がそれぞれの国で製造した青銅器の銘文ばかりか、武器、

印章、　貨幣、　刻石、　竹簡、　常書などの豊富な文字資料を通して知ること

ができる。

　この時代の金文はr賞賜策命」を中心とする西周時代のものとは違っ

て、内容は多様化し、　また、各国ごとの自国の年号を使って作られたも

のが多い。文字の様相も複雑多岐にわたり、地方色が一段と顕著になる。

不完全ではあるが、文字の形体や書風に．着眼した地域的分類も試みられ

ている。

　その他、印章や貨幣や刻石などの文字も重要であるが、特に戦国時代

の文字の様相を知る上では、竹簡、　常書の肉筆の文字資料群が大きな役

割を果たす。現存最古の竹簡＜曾侯乙墓竹簡＞（BC5世紀）から＜楚

常書＞（BC3世紀）まで、戦国時代の肉筆文字資料は陸続と発見され

ており、　この時期の書法史研究に貴重な資料を提供している。

　＜郭店楚簡＞もこの一連の資料群の一翼を担うものであるが、残念な

がら、西方の秦の領域で発見されたく青川木蹟＞（BC4世紀）を唯一

の例外として、　これらはいずれも南方の楚、あるい’は楚の文化圏に属す

る領域からの出土資料である。
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　とはいえ、　これら一連の肉筆文字資料の発見は、零細な部分的資料に

限定’された従来の研究を、少なくとも条件の上では飛躍的に向上させる

結果となり、　いわゆる楚系文字としての全体像もかなり明瞭になりつつ

ある。

　もちろん、　この種の肉筆文字資料が楚国に限らず、　より広範囲な地域

から発見されれば、戦国時代の文字や書法の研究も、局部的でない、　よ

り体系的なものになることが期待される。
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＜第2章（注）＞

（！）1976年に河南省安陽県小屯村の股代後期の墓（武丁の婦人で

　　あったγ婦好」の墓とされる）から出土した、玉1石に刻した文

　　字資料3点はその例。発掘報告書にr股塘婦好墓』　（文物出版社、

　　　1980年）がある。

（2）！977午に陳西省岐山県鳳雛村の周原（周王朝建国の故地）の

　　宮殿跡から出土した有字甲骨280余りはその例。いわゆる周原

　　甲骨とよばれるもの。

（3）林巳奈夫著ボ中国文明の誕生』　（吉川弘文館、　1995年）14

　　5ぺ一ジ。

（4）李学勤著r古文字学初階』　（中華書局、　1985年）18ぺ一ジ。

（5）林巳奈夫著r中国文明の誕生』　（吉川弘文館、　1995年）14

　　7ぺ一ジ。

（6）　r故宮文物月刊』173号（国立故宮博物院）48ぺ一ジ。

（7）＜丁公陶片刻字＞については、松丸道雄r新発見の“中国最古の

　　文字”一山東省出土の“刻字”陶片一」上。下（r出版ダイジェ

　　スト』1993年9月30日、同12月11日）、同「漢字起源

　　問題の新展開一山東省郷平県出土のく丁公陶片〉をめぐって一」

　　　（『論集1中国古代の文字と文化』＜汲古書院、　1999年＞）

　　3～29ぺ一ジに詳しい。

（8）松丸道雄編著『甲骨文字』　r甲骨文略説」　（杢星会出版部、　19

　　59年）8ぺ一ジ。

（9）本第3節の記述にあたっては主として以下の文献を参考にした。

　　①白川静著r甲骨文の世界』　（平凡社、　1972年）、②石田千
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　　秋「甲骨卒について」（r中国法書ガイドユ、甲骨文1金文』

　　（二玄社、　1990年）、③松丸道雄r甲骨文における書体とは何

　　か」　（r書遭研究』ユ988年ユ2月号、美術新聞社）、④徐錫

　　台著『油原甲骨文綜述』　（三秦出版社、　1987年）。

（1O）白川静著r金文の世界』　（平凡社、　ユ971年）　28　ぺ一ジ。

（1斗）本第4節の記述にあたっては主として以下の文献を参考にした。

　　①r書跡名晶叢刊1金文集』①②③④（二玄社、1964年）、

　　②自川静著r金文の世界』　（平凡社、　1971年）、③松丸道雄

　　「金文の書体」　（r中国法書ガイド、　甲骨文1金文』、二玄社、　1

　　990年）、④松丸道雄「般周金文の製作技法について」　（同上）、

　　馬承源主編r商周青銅器銘文選』釈文及び注釈（文物出版社、　1

　　990年）。

（12．）戦国時代の出土文字資料について、歴史研究の立場から整理を加

　　えた成果には、江村治樹r戦国出土文字資料概述」　（林巳奈夫編

　　r戦国時代出土文物の研究』＜京都大学人文科学研究所、　1985

　　年＞所収、江村治樹著r春秋戦国秦漢時代出土文字資料の研究』

　＜汲古書院、　2000年＞に第2部第！章r戦国時代出土文字資料

　　の国別特質」と改名して収録）がある。　1985年以前に発見さ

　　れた斉、　燕、　三晋、　楚、　秦各国の文字資料が、　銅器、　印章、　陶器、

　　貨幣、漆器などに分類して詳しく整理されている。

（13）馬承源主編r商周青銅器銘文選』第4巻r秦公箆」解説（文物出

　　版社、　1990年）。

（14）朱徳煕1嚢錫圭r平山中山王墓銅器銘文的初歩研究」　（『文物』

　　　1979年第ユ瑚）、張守中r中山王響器文字編』’（中華書局、

　　　1981年）。
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（15）李学勤r声文字学初階』　（中華書局、　工985年）第6章r金文

　　的形形色色」44ぺ一ジ。

（16）安徽省文管会・安．徽省博物館r寿県薬侯墓出土遺物』　（科学出版

　　社、　！656年）。

（ユ7）馬承源主編r商周青銅器銘文選』第4巻「国差罐」解説（文物出

　　版社、　1990年）。

（18）　「河南省漸川下寺春秋楚墓」　（r文物』ユ980年第ヱO期）、

　　河南省文物研究所r漸川下寺春秋楚墓』　（文物出版社、　1991

　　年）、鶴田一雄r桁川下寺春秋楚墓出土の文字資料考一一王子午

　　鼎の銘文を中心として一」　｛書学書道史学会編『第4回国際書

　　学研究大会記念論文集1国際書学研究／2000』、　2000年）。

（19）郭沫若「関於都君啓節的研究」　（r文物』1958年第4期）、

　　股椴非1羅長銘「寿県出土的都君啓金節」　（同上）。

（20）楚文物展覧会r楚文物展覧図録』　（北京歴史博物館、　1954年）

　　　（朱徳煕「寿県出土楚無銘文研究」　（r歴史研究』1954年第

　　　1期）、朱徳煕1嚢錫圭r戦国文字研究（6種）」　（『考古学報』

　　　1972年第1．期）、李零1劉雨「楚邸陵君三器（『文物』19

　　80年8期）。

（21）那志良著r石鼓通考』　（中華叢書、　1958年）、唐蘭著r石鼓

　　年代考」　（田中有訳、平凡社『中国書道全集』第1巻、　1988

　　年）、赤塚忠著r石鼓文の新研究」　（甲骨学会r甲骨学』111

　　　12号、　！97611980年）。

（22）朱徳煕1嚢錫圭r平山中山王墓銅器銘文的初歩研究」　（r文物』

　　　1979年第1期）。

（23）山西省文物工作委員会編r侯馬盟書』　（1976年、文物出版社）、
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　　平勢隆郎婦「春秋晋国『侯馬盟書』字体通覧・一山西省出土文字資

　　料一」　（東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター、．19

　　　87年）。

（24）西林昭二著r中国新出土の書』　（．二玄社、　1989年）30ぺ一

　　　ジ。

（25）　r曾侯乙墓』上1下（文物出版社、　1989年）、新井光風

　　　r《曾侯乙墓竹簡》一全貌が公になった現存最古の竹簡一」　（美

　　術新聞杜r書苧研究』、　1991年3月）、曾侯乙墓竹簡文字編』

　　　（台北芸文印書館、　1997年）。

（26）中山大学古文字研究室楚簡整苧小組r一篇浸透着奴隷主思想的反

　　面教材一一談信陽長台関出土竹書」　（r文物』1976年第6期）、

　　中国社会科学院考古研究所r信陽楚墓』　（文物出版社、　1986

　　年）、商承昨r戦国楚簡躍編』　（斉魯書社、　1995年）。

（27）湖北省文物局文物工作隊「湖北江陵三座楚墓出土大批重要文物」

　　　（r文物』1966年第5期）、　中文系古文字研究室楚簡整理小

　　組r戦国楚竹簡概述」（r中山大学報』哲学社会科学’版1978

　　年4月）、商承昨r戦国楚簡躍編』　（斉魯書社、　！995年）、

　　湖北省文物考古研究所r江陵望山沙塚楚墓』　（文物出版社、　19

　　　96年）。

（28）同上。

（29）湖北省荊沙鉄路考古隊包山墓地整理小組「荊門市包山楚墓発掘簡

　　報」　（r文物』1988年第5期）、湖北省荊沙鉄路考古隊編

　　　『包山楚墓斗上1下（文物出版社、　1991年）、同上編r包山

　　楚簡』　（文物出版社、　1991年）、新井儀平r包山楚簡の書法

　　についての考察」　（書学書道史学会r書学書道史研究』第4号＜
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　　　1994年＞所収）、横田恭三r包山楚簡の文字とその書風一錐

　　祭祷記録簡を中心として一」　（汲古書院r論集1中国古代の文字

　　と文化』く汲古書院、　ユ999年〉）。

（30）史樹青r長沙仰天湖楚簡研究』　（1955年、群聯出版社）、湖

　　南省文物管理委員会プ長沙仰天湖第25号榔墓」　（r考古学報』

　　　1957年第2期）。

（31）饒宗願1曾憲通編著r楚常書』　（中華書局香港分局、　1985年）。

　　尚、＜楚鳥書＞には、これとは書風を異にする別資料、すなわち

　　半世紀にわたって文字学者の’商承昨氏が私蔵した小残片（やはり

　　子弾庫で出土したもの）があり、　r文物』1992年第11期に

　　紹介されている。

（32）＜郭店楚簡＞の文字を扱った字書として、　r文字編』とは別に最

　　近r郭店楚簡文字編』　（張守中。張小槍1郡建文撰集、　文物出版

　　杜、　2000年）が出版された。ただし、内容的にはr文字編』

　　と比べて大きな相違がある。　r文字編』が＜郭店楚簡＞のすべて

　　の文字（12072字）を収めているのに対して、　これは代表字

　　例のみを収める抜粋本である。単字、合文、未解読字、残欠字の

　　四部に分け、単字は『説文解字』の配列順に整理して、それぞれ

　　の代表字例のみを掲げる。単字の字種は1226種、代表字例は

　　のべ3637字、合文は21種のべ32例、未解読字64字、残

　　欠字7字。収載文字はすべてr郭店楚墓竹簡』　（文物出版社、　！

　　998年）に依拠して、約2倍の大きさに拡大複印したものであ

　　るが、印刷技術の不備からか、文字は原字の筆勢を失って外形の

　　みをとどめる重苦しいものになっている点が大きな欠点である。

　　したがって、特に＜郭店楚簡＞の書風を考察研究する上では利用

一138一



f~ 4~:U~: ~~ /J¥ ~: ~1. 

- 139 -



【第3章】く郭店楚簡〉の書風の分類
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第1節　はじめに、

　「書風」の一語を、　もっとも簡明に定義すれば、　r毛筆による文字の

書きぶり」ということになるだろう。文字がどのような筆運びによって、

どのような形に、　どのような味わいや風格をもって書かれているか、　そ

の書きぶりが書風である。書風を具体的に規定するものは、線描の速度、

点画の配置、　字形の構造、　文字の並べ方、　墨の濃淡潤渇、　等々であり、

文字を書くことにかかわる一切の要素が、密接な関係をもって絡み合う

ところに書風は具現化される。

　当然のことながら、書風は千差万別である。時代的相違、地域的相違、

個人的相違、　用途的相違、　用具的相違、　等々による違いがあるばかりか、

一人の人物が、全く同じ字旬を同じ用具を使って同じように書こうと一し

ても、必ずや「個体差」というものが生じ、面目を同じにすることは決

してない。　中国書法史上の最高傑作の一つとして知られる王義一之の＜蘭

亭序＞（353年作）は、　その意味での恰好の例であろう。作者は何度

となく清書を繰り返したあげく、一つとして最初のものを上回る作晶が

できなかったというが（注1）、　これはまさしくr個体差」の故に他な

らない。

　もちろん、書風にはまたグループ性というものも存在する。特定の時

代に同じ地域で同じ用途をもって書かれた文字には、書風の上で共通し

た特徴が見られるものである。　たとえば、西周時代初期の青銅器の銘文

の書風、　北魏時代の墓誌銘の書風には、　明らかにそれぞれに特有のグル

ープ性が認められる。

　さて、　＜郭店楚簡＞の書風は多種多様である。　730枚すべての竹簡

を一人の人物が同時期に書いたわけではない以上、書風に多様性が認め
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られるめはむしろ．当然のことであると言わなければならない。

　730枚すべてが典籍の写本であるからには、書き写すべき対象とし

ての先行の写本が傍らに置かれ、それを書き写したはずであるが、先行

の写本をどの桂度忠実に再現したかによって結果は大いに違ってくる。

今日のわれわれが過去の名人の筆跡を模写するような態度で書き写せば、

その結果として、先行の写本の複製のようなものが生まれるであろうし

（この場合も抄者の微妙な個性はあらわれる）、逆に、点画や字形の忠

実な再現を意図せず、字句g正確な転写のみに意を払って書き写した場

合は、抄者自身の自前の書風に様変わりした写本が生まれることになる。

当然のことながら、　この両者の中間にあるような写本も生まれたはずで

ある。

　ところで、結果として残された＜郭店楚簡＞の書風に着目すると、写

本作りの専門家の筆跡とおぼしき、いかにも書法に長けた人物が書き写

したことを思わせる冴え冴えとした美麗な書風のもの、また、　きわめて

癖のある運筆で草卒に書きなぐったような書風のもの、更に1辛、　あたか

も文字を習い始めたばかりの者の筆跡のように遅鈍で拙劣な書風のもの、

等々が混在していることがわかる。一つの戦国楚墓から出土した730

枚の竹簡は、　当時の人々が書いた肉筆文字の書風の多様性を如実に示し

ているといってよい。

　編によっては、細かな分析を加えるまでもなく、一目瞭然、他の編と

同じ書風で書かれていることがわかるものもあれば、一見同じ書風に見

えるもので、微妙に様相を異にするものもある。

　本章では、次章における『老子』簡の書法に関する詳しい分析を行う

前の準備作業として、　＜郭店楚簡＞全18編を対象に、それぞれの書風

について考察し、いくつかのグループに分類整理することを主たる目的
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とする。また、残簡についても、本来は18編中のどの簡に属していた

かについて、書風の上からの類推を試みることにしたい。

　尚、本章以降における〔　〕内の字例は、　〈郭店楚簡＞の文字につい

ては『郭店楚墓竹簡』から引用したものであり、他の文字についてはす

べて以下の資料にもとづき、できるだけ正確な再現を期して筆者自身が

模写したものである。

画r甲骨文編』　（中国社会科学院考古研究所編、　中華書局、　1965年）

l　r金文編』　（容庚編著、　張振林。馬国権模補、　中華書局、　1985年）

1ザ侯馬盟書』　（山西省文物工作委員会編、文物出版社、　1976年）

固r中山手響器文字編』　（張守中撰・　中華書局・　1981年）

画r古璽彙結』　（羅福顕編、文物出版社、　1981年）

l　r古璽文編』　（羅福願編、　文物出版社、　1981年）

1r楚常書』　（饒宗願1曾憲通編著、　中華書局香港分局、　1985年）

1r長沙楚常書文字編』　（曾憲通撰集、　中華書局、　1’993年）

。r曾侯乙墓』　（中国科学院考古研究所編、文物出版社、　1989年）

1r曾侯乙墓竹簡文字病』　（張光裕。黄錫全1縢壬生編、芸文印書館、

　　1997年）

1r包山楚簡』　（湖北省荊沙鉄路考古隊編、文物出版社、　1991年）

1r包山楚簡文字編』　（張光裕主編1衰国華合編、芸文印書館、　199

　　2年）

1『包山楚簡文字編』　（張守中撰、文物出版杜、　ユ996年）

1r望山楚簡』　（湖北省文物考古研究所1北京大学中文系編、　中華書局、

　　1995年）

l　r楚簡用文字編』　（葛英会1彰浩編著、東方書店、　1992年）

　　　　　　　　　　　　　　一143一



r戦国楚簡文宇編』　（郭若愚編著、上海書画出版社、　ユ994年）

r戦国楚竹簡醒編』　（商承昨編著、斉魯書社、　1995年）

ザ楚系簡鳥文字編』　（縢壬生著、湖北教育出版社＜楚学文庫＞、　ユ9

　95年）

r戦国古文字典』＜戦国文字声系＞上下冊（何琳儀著、　中華書局、　工

　998年）
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第2節 ＜郭店楚簡＞の形状1内容と書風の特色

　r郭店楚墓竹簡』では、全730枚を数える＜郭店楚簡＞が、以下の

18編に分類整理されている。

く1＞《老子》甲編

＜2＞《老子》乙編

＜3＞《老子》丙編

＜4〉《太一生水》編

＜5＞《纏衣》編

＜6＞《魯穆公間子思》編

＜7＞《窮達以時》編

＜8〉《五行》編

＜9＞《麿虞之道》編

＜1O＞《忠信之道》編

＜11＞《成之聞之》編

＜12＞《尊徳義》編

＜13＞《性自命出》編

く14＞《六徳》編

く15＞《語叢一》編

＜16〉《語叢二》編

＜17〉《語叢三》編

＜18＞《語叢四》編

この！8編を内容から大別すると、 《老子》甲編、 《老子》乙編、
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《老子》丙編、　く太一生水》編の4編が道家関係の典籍であり、　《糸欝衣》

編から《語叢四》編までの14編が儒家関係の典籍である。以下、　この

分類にしたがって、はじめに各編の竹簡の形状と文の内容について整理

し（注2）、次いで各編の書風の特色について考察することにしたい。

く1＞《老子》甲編＜図48－！～4＞

　《老子》の竹簡は全部で7工枚を数え、簡の形状の違いにより甲1乙

1丙の三種に分類されている。　このうち《老子》甲編は39枚。長さ約

32㎝、幅約O．　5㎝。　39枚中38枚が完全な姿をとどめ、残簡は1

枚のみ。三種中もっとも丈が長く、幅が狭い。簡の両端は台形状に削ら

れている。　＜郭店楚簡＞全体では、　この《老子》甲編と、　《糸畿衣》編、

《魯穆公間子思》編、　《窮達以時》編、　《五行》編、　《成之聞之》編、

《尊徳義》編、　《性自命出》編、　《六徳》編の9編が、　簡の両端を台形

状に削っており、他の九編は削っていない（注3）。

　簡を繋いでいた紐跡が二箇所残っており、その間隔は約13㎝。紐跡

の右端には紐をくくりやすくするための模形の小さなキザミが入れられ

ている。紐跡上には文．字はなく、　したがって簡を紐で繋いだ状態のもの

に文字を書き連ねたことがわかる。紐跡の前後には間延びしたような不

自然な文字と文字との間隔が生じているが、　これは紐を避けて文字を書

き連ねたことの結果であろう。　このことは他の編においても共通して見

られる。　1行の字数は30字前後。また、意味の切れ目を示す〔　駿〕

や／ぺの符号が簡め右側の随所に見られるが・必ずしも一定の方針

のもとに厳密に記されたものではない。　これは《老子》乙編以下の符号

をもつ各編にも共通する。

　文の内容は、現行本『老子』　（王弼本）　（注4）の以下の各章と合致

一146一



する。　工9章、　6．6章、　46章の中段と下段、　30章の上段と中段、　1

5章、　64章の下段、　37章、　63章、　2章、　32章、　25章、　5章の

中段、　工6章の上段、　64章の上段、　56章、　57章、　66章、　44章、

40章、　9章。’

＜2＞《老子》乙編く図49－1～2」〉

　《老子》乙編は18枚。　長さ約30㎝、　幅約O．　5㎝。　ヱ8枚のうち

完全な姿をとどめるのは9枚、　他の9枚は残簡である。　ただし残簡も全

て3分の2以上をとどめる。簡をつないだ紐跡は二箇所、その間隔は約

13㎝。　1行の字数は25字前後。文の内容は、現行本《老子》　（王弼

本）の以下の各章と合致する。　59章、　48章上段、　20章上段、　13

章、　41章、　52章中段、　45章、　54章。

＜3＞《老子》丙編＜図50÷1～2〉

　《老子》丙編は14枚。　《老子》三編中、簡はもっとも小規模で、長

さ約26㎝、　幅約O．　5㎝。　14枚のうち完全な姿をとどめるのは5枚、

他の9枚は残簡である。ただし残簡も全て3分の2以上をとどめる。簡

をつないだ紐跡は二箇所、その間隔は約11’㎝。　1行の字数は23字前

後。文の内容は、現行本《老子》　（王弼本）の以下の各章と合致する。

17章、　18章、　35章、　3ユ章の中段と下段、　64章下段（注5）。

＜4＞《太一生水》編＜図51、部分＞

　《太一生水》編は14枚。　長さ約26㎝、　幅約O，　5㎝。　14枚のう

ち完全な姿をとどめるのは7枚、　他の7枚は残簡である。　ただし残簡も

全て3分の2以上をとどめる。簡をつないだ紐跡は二箇所、その間隔は
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約11㎝。　この婦の簡の形状、　および書写されている文字の書風が、

《老子》丙編と完全に軌を一にすることから、　《太一生水》編と《老子》

丙編はもともとは合編されていた可能性が強いとされている（注6）。

ユ行の字数は会3字前後。

　文の内容は、前半がr太一生水，水反輔太一，是以成天。天反輔太一，

是以成地。　（太一、　水を生ず。　水、　反りて太一を輔け、　是を以て天を成

す。天、反りて太一を輔け、是を以て地を成す。）」といった表現では

じまる一種の宇宙生成論で、宇宙の発生から完成までのプロセスが段階

的に述べられている。後半はr天地」と「道」の関係に話題が移り、　こ

の両者．が同一視されている。　《老子》．と類似しつつも・　「道」が「天地」

に優越するという《老子》の基本思想とは異なる内容をもつものであり、

この点からみても従来には知られなかった貴重な道家の文献とされる

（注7）。

く5＞《糸畿衣》編く図52、部分＞

　《糸蜜衣》編は盗7枚。長さ約32㎝、幅約O．　5㎝。簡をつないだ紐

跡は二箇所、その間隔は約13㎝。両端を台形状に削り、大きさ、形状

ともに《老子》甲編と全く同じである。残簡はなく、　47枚すべて完全

な姿をとどめる。なお、第40行にあたる！枚は、背面にも文字がある。

これは表面の筆写に7字欠落があることに後で気づき、それを欠落箇所

にあたる背面の部分に書き加えたものと考えられる。　1行の字数は25

字前後。

　文の内容は、　r礼記』の《糸笛衣》編にあたるものであるが、現行本

r礼記』　（十三経注疏本）　（注8）の第1章と第16章にあたる部分を

欠く。
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　また、現行本とくらべて章の順序に違いがあり、字句にも異同がある。

この簡本と現行本は、　ともに一つの原本から出た別系統の本であるとさ

れているが、意味上の脈絡からして、　この簡本の順序は現行本よりも理

にかなっており、少なくとも現行本よりも『礼記』の原本に近いものと

考えられている（注9）。

＜6＞《魯穆公間子思》編＜図53＞

　《魯穆公問子思》編は8枚。　長さ約26㎝、　幅約0．　5㎝。　簡をつな

いだ紐跡は二箇所、　その間隔は約9．　5㎝。　両端を台形状に削っている。

第7行目にあたる1枚は3片に分かれた残簡であるが、他の7枚は完全

な姿をとどめている。編名は初めのr魯の穆公、子思に間いて日く」か

らとったもの。子思は孔子の孫にあたり、魯の穆公の学間の師をつとめ

た人物である。　また、　司馬遷のr史記』によればr中庸』の作者である

という。　1行の字数は20字前後。

　文の内容は、忠臣の定義をめぐっての魯の穆公と子思との聞答であり、

「魯穆公問於子思日，何如而可謂忠臣。子思日，恒称其君之悪者，可謂

忠臣秦。　（魯の穆公、子思に問いて日く、如何とすれば忠臣と謂うべき

かと。子思日く、恒に其の君の悪を称する者は、忠臣と謂うべしと。　～」

などとある（注10）。

＜7＞《窮達以時》編〈図54、部分＞

　《窮達I以時》編は．15枚。　長さ約26㎝、　幅約0．　5㎝。　15枚のう

ち完全な姿をとどめるのは13枚、　他の2枚は残簡である。　2枚の残簡

は約半分をとどめる。簡をつないだ紐跡は二箇所、　その間隔は約9．　5

㎝。両端を台形状に削っている。簡の形状は前の《魯穆公問子思》編と
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全く同じである。編名は第14行目のr窮達は時を以てす」からとった

もの。　ユ行の字数は20字前後。

　文の内容は、　『萄子』　『孔子家語』　r韓詩外伝』　r説苑』に見られる

ところの、孔子が陳1薬の地にあって困窮していた際の子路との間答に

類似している（注11）。

＜8＞《五行》編く図55、部分〉

　《五行》編は50枚。長さ約32㎝、幅約O．　5㎝。　50枚のうち完

全な姿をとどめるのは39枚、他の11枚は残簡である。ただし残簡も

全て5分の4以上をとどめる。簡をつないだ紐跡は二箇所、その間隔は

約13㎝。両端を台形状に削り、大きさ、形状、　ともに《老子》甲編、

《維衣》編と全く同じである。　1行の字数は25字前後。

　文の内容は、　1973年に湖南省長沙市郊外の馬王堆で発見された、

いわゆる＜馬王堆常書古伏書〉中の＜五行篇＞（注12）の一部と同類の

ものであるが、段落や字句に異同がある。第1行のはじめにr五行」の

編名がある（注13）。

＜9＞《麿虞之道》編＜図56、部分＞

　《唐虞之道》編は29枚。長さ約28㎝、幅約O．　5㎝。　29枚のう

ち完全な姿をとどめるのは22枚、　他の7枚は残簡である。　ただし残簡

も2字～6字’を欠くのみである。簡をつないだ紐跡は二箇所、　その間隔

は約14㎝。　1行の字数は26字前後。編名は第1行のはじめの四字か

らとったもの。　《老子》甲編以下の各編に見られた意味の切れ目を示す

符号は一切記されていない。以下《六徳》編までは、一部の例外をのぞ

いて同じく符号が見られない。
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　文の内容は、　中、国古代の伝説上の王である尭1舜の禅譲をたたえ、　ま

た、舜が品徳を具備した王であることなどについて述べたもの。舜に関

する記事の一部は、司馬遷のザ史記』五帝本紀などにも類似するものが

見られるが、　この編全体としては従来の伝本には見られないものである

（注14）。

＜10＞《忠信之道》編く図57＞

　《忠信之道》編は9枚。長さ約28㎝、幅約O．　5㎝。　9枚のうち完

全な姿をとどめるのは8枚、他の1枚のみが残簡である。ただし残簡も

3字を欠くのみである。簡をつないだ紐跡は二箇所、その間隔は約14

㎝。　1行の字数は30字前後。編名は文の内容による。文の内容は、

「忠信」に関するもので、　「忠は仁の実なり。信は義の期なり」の語を

帰結としている（注15）。

＜11＞《成之聞之》編＜図58、部分＞

　《成之聞之》編は40枚。長さ約32㎝、幅約O．　6㎝。　40枚のう

ち完全な姿をとどめるのは38枚、他の2枚のみが残簡である。　1枚は

2分の1を欠き、　1枚は6分の1を欠く。簡をつないだ紐、跡は二箇所、

その間隔は約17㎝。両端を台形状に削らている。　1行の字数は25字

前後。編名は第1行のはじめの4字からとったもの。文の内容は、　r中

庸』に見られる思考に類似し、　r慎みて之を己に求め、以て天常に順ず

るに至る」などとある（注16）。

＜12＞《尊徳義》編く図59、部分＞

　《尊徳義》編は39枚。　長さ約32㎝、　幅約O．　7㎝。　39枚すべて
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が完全な姿をとギめる。簡をつないだ紐跡は二箇所、その間隔は約17

㎝。両端を台形状に削っている。　1行の字数は23字前後。編名は第1

行のはじめの3字からとったもの。文の内容は、孔子の孫の子思の思考

を伝えるものそある。

＜13＞《性自命出》編＜図60、部分＞

　《性自命出》編’は67枚。長さ約32㎝、幅O．　5～O．　7㎝（この

ように一定しない）。　67枚のうち完全な姿をとどめるのは57枚、他

の10枚は残簡である。ただし残簡も全て4分の3以上をとどめる。簡

をつないだ紐跡は二箇所、その間隔は約17㎝。両端を台形状に削って

いる。　1行の字数は23字前後。編名は文の内容からとったもの。

　文の内容は、　r中庸』に見られる思考に類似し、　r性は命より出で、

命は天より降る」などとある。　また、　『孟子』の性善説に類似する「未

だ教えずして民の垣なるは、性の善なる者なればなり」といった言説も

見られる（注17）。

く14＞《六徳》編＜図61、部分＞

　《六徳》編は49枚。　長さ約32㎝、　幅O．　5～O．　7㎝（このよう

に一定しない）。　49枚のうち完全な姿をとどめるのは39枚、　他の1

0枚は残簡である。残簡はわずかに3分の1をとどめるものが2枚、他

は全て2分の1以上をとどめる。簡をつないだ紐跡は二箇所、その間隔

は約17㎝。両端を台形状に削っている。　1行の字数は23字前後。編

名は第1行目はじめの「此れ何をか六徳と謂わん」からとったもの。

　文の内容は、子思の思考を伝えるもので、　r此れ何をか六徳と謂わん、

聖智なり、仁義なり、忠信なり」などとある（注18）。
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＜15＞《語叢一》編＜図62、部分＞

　《語叢一》編は112枚。長さ約17㎝、幅約O．　5㎝。　112枚の

うち完全な姿をとどめるのはユ00枚、他の亙2枚は残簡である。残簡

はわずかに4分の1をとどめるものが1枚、他は全て2分の1以上をと

どめる。簡をつないだ紐跡は三箇所、その間隔は約7㎝。　1行の字数は

8字を基本とする。　これまでの《老子》甲編～《六徳》編よりも小型の

簡である。編名は文の内容による。

　文の内容は、すべて儒学にかかわる格言に類するものであり、人と仁

1義1徳1礼1樂との関係を述べ、　「易経』　r詩経』　『春秋』　『礼記』

r梁経』などの内容を概括している。　内容的にはr説苑』やr准南子』

にも類似する。

＜16＞《語叢二》編く図63、部分〉

　《語叢二》編は54枚。長さ約15㎝、幅約0．　4㎝。　54枚のうち

完全な姿をとどめるのは51枚、　他の3枚は残簡である。　残簡はわずか

に4分の！をとどめるものがユ枚、他の2枚は2分の1をとどめる。簡

をつないだ紐跡は三箇所、その間隔は約7㎝。　1行の字数は8字を基本

とする。　《語叢一》編よりも更に小型の簡である。

　文の内容は、　《語叢一》編と同じく格言に類するもので、人間の喜。

怒1哀1楽や慮1欲1智などは、すべて「性」に源を発す亭、というこ

とが述べられている。

＜17＞《語叢三》編く図64、部分＞

　《語叢三》編は72枚。長さ約17㎝、幅約01　5㎝。　72枚のうち

一153一



完全な姿をとどめ、るのは64枚、他の8枚は残簡である。残簡は4分の

1をとどめるのが1枚、　3分の1をとどめるのが2枚、　他は2分の1以

上をとどめる。簡をつないだ紐跡は三箇所、その間隔は約8㎝。　1行の

字数は8字。i0字を基本とする。なお、　64行目以降は、上下二段に

分段して、上段1下段それぞれに文を横に書き連ねるという、　きわめて

特異な簡の使い方になっている。　これまでに出土した楚簡にはなかった

形式である。

　文の内容は、　《語叢一》編、　《語叢二》編と同じく格言に類するもの

で、君1臣1父1子1孝1弟1仁1義など、儒学にかかわる道徳的考え

が述べられている。

＜18＞《語叢四》編＜図65、部分＞

　《語叢四》編は27枚。長さ約15㎝、幅約0．　5㎝。　27枚のうち

26枚が完全な姿をとどめ、　1枚のみが残簡である。残簡は4分の3を

とどめる。最後の27枚目には背面にも文字がある。簡をつないだ紐跡

は二箇所、　その間隔は約6㎝。　1行の字数は15字曲後。文の内容は、

やはり格言に類するもので、　r君」とr士」は、　r巨雄」および「謀友」

として、親しく交わりを結ぶ必要があることなどが述べられ’ている（注19）。．

　以上、　まずは全18編の竹簡の状況と文の内容について整理した。　次

に各編の書風について順に考察を加えることにしよう。

　＜1＞《老子》甲編では、文字はほとんど竹簡の幅いっぱいに、遠度

感をもった右肩上がgの勢いを伴って・鋭く引き放つように書き連ねら

れている。　この傾向は一部の例外をのぞいてく郭店楚簡＞の文字全体に
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共通することで仰頻出の文字・たとえばr以」字／今〕（第・行

第11字）、r之」字ピ傘〕（第11行第11字）、r天」字／希〕（第

11行第11字）・r其」字／策〕（第11行第11字）・r弗」字／蔵〕

（第33行第13字）等々、　いずれも第2章第5節r春秋戦国時代の文字」

の項で言及した＜包山楚簡＞や＜楚常書＞の文字などと同じく、典型的

な楚系簡常文字の書法の特徴を備えている。

　すなわち、筆画は無表情で静止的な直線ではな1く、動的な円転の勢い

をもって強く引き放つように書かれ、文字の構えはおおむね右上がりで

動勢を孕み、文字と文字との間にも律動的な呼応が感じられる。ただし

字形の面では、　＜楚鳥書＞のように必ずしも扁平に規格化されたような

ものばか1ではな／・たとえばr為」字／硝〕（第・行第11字）・

r1」l／弩〕（11ll1・1）・r1」l1譲〕（111行1111）

等々、むしろ縦長に伸びやかに書かれた文字が少なくない。筆は毛先が

よくきくもので、太細自在の鋭敏な運筆が印象的である。

　＜2＞《老子》乙編も明らかに《老子》甲編と同系統の書風であるが、

簡の幅がひろい分だけ文字は大きくなっており、また、文字と一文字との

間隔も《老子》甲編の場合よりもひろく、全体にゆったりとした文字の

配列になっている。一つの文字において、太い線と細い線が熟達した運

筆操作のもとに入り交じり、一文字全体を生動感あふれるものにしてい
1．r視」字／匁〕（第・行第・字）、r不」字／千〕（第・行第

5字）、　「人」字〔へ〕　（同第10字）など、いずれの文字を見ても、

高度な書写技術の持ち主にしてはじめて可能な、　この上なく見事な筆運

びである。全ユ8編のく郭店楚簡＞全体の中でも、　もっとも美麗な書風

を見せる一群であるといってよいだろう。

　r雷」字／鎖〕（第11行第11字）は、r矛」とr山」からなる文字
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であるが、　r山」．が般周青銅器の銘文の場合のように肥筆になっており、

一字全体が立体的で重厚な書風になっている。　＜郭店楚簡＞には他にも、

／窮達1編のr山」字／鉦〕のように・股周青銅器の銘文のような肥

筆を有する文享が少なからず見られる（肥筆については、第4章第3節

「肥筆の諸相」の項で詳説する）。

　＜3＞《老子》丙編は《老子》乙編と明らかに書風が近似する。第7

行の中間部分のように、文字の間隔が異様に狭くなっている箇所がある

が、全体としては《老子》乙編と同じような文字の配置である。　r誉」

字／鵠〕1第1行第11字）・r然」字／餓〕（第・行第11字）・

r也」字／簸〕（第1・行第11字）亨ど・1・ずれの文字を見ても・やは

り高度な書写技術の持ち主にしてはじめて可能な、　この上なく美麗な書

風である。

　＜4〉《太一生水》編も、　《老子》乙編1《老子》丙編と書風が近似

する。　r陰」字〔幾3〕　（第8行第4字）のような肥筆をもつ文字、

r陀」（地）字／鱗〕（第11行第・字）のようなr準肥筆」とでもい

うべき特異な筆画をもつ文字も見られる（この「準肥筆」についても第

4章第3節「肥筆の諸相」の項で詳説する）。　「神」字〔WとJ　（第2

行第5字）、　r君」字〔縁〕　（8行10字）など、　これもまた高度な書

写技術の持ち主にしてはじめて可能な、　この上なく見事な書きぶりであ

る。

　＜5＞《糸笛衣》編の文字は、　《老子》甲編や《老子》乙編の場合に比

べて、運筆に一層の速度感が加わっており、特に筆の引き放ちが鏡く、

細い線描の冴えが目立つ。字形は《老子》甲編や《老子》乙編に比べて

縦長であり、右上がりの傾向が一層強い。　また、　《老子》甲編や《老子》

乙編では円曲構造を成していた筆画が、屈折構造になっている文字も見
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られる。　r可」平はその一例で、　《老子》乙編では〔ぢア〕　（第5行第

・字）に作1・1の編では／鰯〕（第11行第11字）に作る（1の字の

上部の短横画は意味を持たない装飾的符号。　この種の符号については第

4章第6節r鍵化体の字形」の項で詳説する）。

　＜6＞《魯穆公間子思》編の文字は、　《老子》甲編の書風にも通ずる

ところがあるが、より多く《糟衣》編の書風との近似を見せている。右

上がりの傾向が強／・また・r子」字／茅〕（第1行第11字）のよう

に・中央縦画を屈折させる書き方や・r而」字／鰯〕（第・行第・字）

のように、左縦画を内側に巻き上げるような特異な書き方は、　《縄衣》

編に見られるのと同類である。

　＜7＞《窮達以時》編の文字においても右上がりの傾向が顕著であり、

《魯穆公間子思》編の書風に近く、やはり《糸笛衣》編の書風とも近似を

見せている。

　〈8＞《五行》編の文字は、全体としては《継衣》編に書風が近い。

《糸笛衣》編と同じく、右上がりの傾向が強く、運筆には遠度感があり、

筆の引き放ちが鋭く、紬い線描の冴えが目立つ。　《老子》甲編などで円

曲構造を成していた筆画が、屈折構造になっている文字があることも

《糸蟹衣》編と同様である。ただし、全部で50行を有する《五行》編の

中には、書風に突然の変調があらわれる部分が二箇所見出せる。第1－O

行～第11行、　第19行～第21行の二箇所がそれである。

　まず、第！0行～第11行の箇所では、第10行第1字r不」字から、

第11行上部の残簡の第3字「胃」字までの全25字は、　《絡衣》編と

同じ特色をもった《五行》編の全体を貫く書風とは明らかに別種の書風

で書かれている。文字の間隔は不揃いで、第9行までのような統一感が

l／・r免」字／鱒〕（第11行第1！字）lr既」字／麟〕（1第11
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字）のように、桝筆による柳の葉のような線をもつ文字が目立つ。概し

て股周青銅器の銘文に見るような筆線である。

同一文字で比較すると・たとえば第・行までのr之」字／簸〕（第

・行第11字）・r君」字／幣〕（第・行第・字）・r子」字／鮮，1

（同第・字）・r能」字／議〕（第・行第11字）は・それぞれ／釧〕

（第11行第・字）、／撰〕1第11行第・字）、／禦〕（第11行第・’

字）・／鰯〕（第11行第11字）ll－1・完全1様相が一変！111

ことがわかる。

　池田知久氏の指摘によれば、第9行の末尾二字r憂心」から第10行

のはじめの四字r不能懇懇」にかけ下を連続させてr憂心は懇慈たるこ

と能わず」と読むことは意味上の逆転現象を生じ、　「不能」は術字であ

るとして、　「憂心は懇懇たり」と読むべきである・という（注20）。

　つまり「不能」の二字を、誤って書き加えられた不用な文字と見なし

てこれを除けば、第9行から第10行、そして第1ユ行にかけての意味

は無理なく通じることになる。　したがって、書風の違うこの箇所が錯簡

などではないことは明らかであろう。

　では、　ここに見る極端なまでの書風の変調は、一体どのような理由に

よって生じたのか。範本とした先行の写本がこの箇所だけはこのように

書かれており、その通りに忠実に書き写した結果であるのか、　あるいは

また、全体を書き写したあとで、　この部分に不備がある一ことに気づき、

機会を改めて書き直したために生じた変調なのか、　l1。いずれとも判

断がつかない。　ともあれ、書風の変調は、　あたかも別の人物が書いたも

のと思わせるほどにきわめて顕著なものである。

　この突然にあらわれる書風の変調に言及して、周鳳五氏は次のように

述べている。
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　《五行》与《糸笛衣》同属前述第一類，即楚国簡魑常用的字体，接近

於“科斗文”，　唯独第十簡中段“君子心不能党”六字的筆勢明顕変

化，筆触較重，筆画較粗，突出了“豊中首尾鋭”的特徴，第十一簡

上端耕綴的断簡“此之胃’’三字亦然。面対這些個別的現象，我個不

妨設想《五行》原来的字体是“豊中首尾鋭”的，但這種近似“鳥虫

書”的字体抄写起来畢寛費時費力，　《五行》既是子思学派的経典，

在当時自必流伝甚広，伝抄者衆，為便於伝習，遂転而写成用筆較為

簡便的“科斗文”。簡文所見小数類似“鳥虫書’’筆意的字体，正是

　《五行》本来面目的子余。

（《五行》と《糸畿衣》はともに前述の第一類に属し、すなわち楚国の

簡臆の常用の字体であり、　“科斗文”に近い。ただし第十簡中段の

“君子心不能免”の六字の筆運びには明らかな変化が見られ、筆触は

やや重く、筆画はやや太く、突然“豊中首尾鋭”の特徴があらわれ

ている。第十一簡の上端に配置された断簡の“此之胃”三字もまた

同様である。　このような個々の現象を見ると、　《五行》の本来の字

体は“豊中首尾鋭”であったものと想像される。ただ、この種の“

鳥虫書”に似た字体では、　さすがに書き写すための時．間と労カを要

する。　《五行》は子思学派の経典であるからには、当時は必ずや広

　く伝わるものであり、　これを写し伝える者も多かったはずである。

そこで伝習に便利なように、用筆がより簡便な“科斗文”で書き写

　したのであろう。簡の文字に見られる僅かばかりの“鳥虫書”の筆

意に類似した字体は、　まさに《五行》本来の面目のなごりである。）

（注21）
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　文中「前述の第．一類」とあることについては、次節で詳しく言及する。

「科斗文」とは［序章］でも述べたように、　rおたまじゃくしの文字」

すなわち「おたまじゃくし」の形のように、起筆に丸みがあって重く、

終筆が軽やかそ細い特徴をもつ文字のことをいう。周鳳五氏は、　《五行》

編や《総衣》編の文字は典型的な楚国の簡臆の常用体で書かれていると

して、　これをr科斗文」に近いものと見ているわけだ。また、　r豊中首

尾鏡」とは、　中間が太く先端と末尾が鋭利な筆画で、変調が見られる問

題の部分の文字をいう。　そして、　《五行》編はすべて本来はこの部分に．

見られるようなr鳥虫書」的な文字で書かれていたのでは、　という見解

である。

　しかし、　もしそうだとしても、なぜこの第！0行～第11行の部分だ

けに、そのような本来の面目が明瞭に再現されているのだろうか。　やは

り大きな疑問がのこると言わざるをえない。尚、この箇所の書風の変細

は燭鳳五氏が指摘するようにr君子心不能免」6字とr此之胃」3字の

みではなく、先述のように2行にわたる25字におよんでいると見なす

べきであろう。

　次に、第ユ9行～第21行の箇所では、第19行第ユ字r終」字から

第21行末尾の「果」字までの全73字は、やはり《五行》編全体を貫

く書風とは異なる書風で書かれている。　しかも先に見た第9行から第1

0行にかけての書風とも完全に別種の書風である。

　まず、　この三行は、第ユ8行以前、第22行以降に比べて、文字の間

隔がせまく窮屈である。　また、文字の字形も、第18行以前、第22行

以降が一貫して縦長を基調としているのに対して、その一貫性はくずれ、

扁平な字形の文字も見られる。　同一の文字で比較すると、たとえば第1

・行までのr也」字／ヅ（第11行第・字）・r不」字／簿1〕（第
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・行第・字）・r之」字／灘〕（第・行第11字）は・それぞれ／慾〕

（第11行第11字）、／綿〕（第11行第11字）、／鞘〕（第11行第11

字）となって、様相が一変する。

　池田知久氏あ訳注によれば（注22）、　この箇所についても前後を含め

て文意は通じ、決して錯簡などが存在するわけではない。では、書風の

変調はいかなる理由によるものなのか。　この場合もまた、範本とした先

行の写本がこのように書かれており、その通りに忠実に書き写した結果

であるのか、あるいはまた、全体を書き写したあとで、　この部分に不備

があることに気づき、機会を改めて書き直したために生じた変調なのか、

このいずれかであろうと考えられるが、　いずれとも判断がつかない。や

はりこの場合も、書風の変調は、　あたかも別の人物が書き写したと思わ

せるほどに顕著なものである。

　＜9＞《麿虞之道》編の文字は、次の《忠信之道》編ほどではないが、

これまでの《老子》甲編～《五行》編の筆跡にくらべると、運筆1結構

1章法のいずれの点をとっても大いに見劣りがする。運筆は遅鈍で、線

描に張りがなく、毛筆がもつ弾力を利した立体感あるものになっていな

い。右肩上がりの結構は、　《老子》甲編～《五行》編と同様だが、点画

の配置に破綻のある文字が少なくない。

た1えば・r天」字／頭〕（第・行第・字）・r行」字／灘〕

（同第11字）・r生」字／鰯〕（第11行第11字）・r為」字／蜘〕

（第24行第16字）などがそれである。　点画を無計画に配した文字構成上

のこの種のミスは、　《老子》甲編～《五行》編においては全く見られな

いものである。章法の面でも杜撰さが目立つ。　とくに前半はその傾向が

強く、文字と文字との問の空間の響きあいというものが全く感じられな

い。
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　＜10＞《忠信亭道》編の文字は、高度な書写技術に裏打ちされた《老

子》甲編や《老子》乙編の筆跡を見たあとで、　この筆跡に目を転じると、

全く異質の感をぬぐえない。先の《唐虞之道》編以上に拙劣な書法であ

る。　ほぽ同じ上うな点画構造をもつ文字でも、抄者の書写水準の違いに

よって、　これほどまでに様相を異にするも1のなのだろうか。

　運筆は遅鈍で線の切れ味に乏しく、余白の美を意識した分間布自の妙

は見られず、また、文字の間隔を詰めすぎているため、文字の流れは息

苦し／、文字と文字との当意即妙の呼応も見られない。r至」字／磁〕

（第1行第7字）のように文字構造そのものが完全に破綻をきたしてい

るものもある。一言でいって、毛筆の機能がほとんど生かされていない

稚拙この上ない書法である。

　筆そのものに問題があったとも考えられるが、わずかながら《老子》

甲編や《老子》乙編の筆跡で見た鏡敏な筆使いが散見されることからし

て、やはり筆に欠陥があるというようなことではなく、抄者自身の書写

技術の結果のあらわれであると判断される。戦国時代の遺品に限らず、

いわゆる典籍の写本で、　このように書写水準の低い遺例は、　これまでに

は発見されていない。　どのよな人物がこれを書いたかは不明だが、少な

くとも《老子》甲編や《老子》乙編の場合のように、写本作りに長けた

人物による筆跡でないことは確かである。

　＜11＞《成之聞之》編の書風は、　これまでに見てきた《老子》申編～

《忠信之道》編とは全く様相を異にする。　r其」字〔I汽〕　（第5行第

7字）で代表されるような、柔弱で骨力に欠ける柳葉状の筆画の文字が

大部分を占め、点画の配置は《老子》乙編に見られるような厳然とした

文字構造の基本を無視したものが多い。また、r不」字／竿〕（第・

行第・字）やr勅」字／努〕（同第・字）のよlll、一字の中に極蹄
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なまでの線の太糸呵の変化が見られる文字が少なくない。

　文字の構えも不安定で、右上がりのものばかりか、右下がりのものも

随所に混在する。一気呵成の速書きのため、　いわゆる章法も乱雑で、文

字がほぽ等間隔に整然と並ぶ《老子》乙編などとは大いに趣を異にして

いる。草卒がゆえの字形の簡略化や同一文字の異形も見られる。要する

に、きわめて癖のある特異な書風であり、少なくとも写本作りに長けた

人物の手になるものでないことは確かである。

　＜12〉《尊徳義》編の文字は、はじめの第1行から第4行までは、点

画の運びに粗雑さはあるものの、　《老子》甲編などに一脈通ずる書風で

ある。　ところが、第5行の中程から砕特の書き癖をもつ書風にかわり、

しかもそれは《成之聞之》の書風に近似する。

　＜13＞《性自命出》編の文字は、　《成之聞’之》編や《尊徳義》編の書

風に近い。　ただし、文字と文字の間隔はやや広くとられていて、後半は

字粒もやや小さくなっている。

　＜14＞《六徳》編の文字は、やはり上記の三編と書風が近い。ただし、

飛び跳ねるような慌ただしい運筆が影を潜め、一字の中の太細の変化も

少ない。

　以上《成之聞之》～《六徳》の4編に見る特異な書風について、周鳳

五氏は次のように述べている。

這種類似“鳥虫書”的筆画与斉、魯儒家典籍的原始面貌無関，借計

可能出於楚国儒家后学“尊経”的心理，是伝習抄写者刻意美化経典，

甚至企図加以神秘化的結果。

（この種の“鳥虫書”に類似する筆画は、斉1魯の儒家の典籍の原始

的な様相とは無関係である。たぶん楚国の儒家による後学の“尊経
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”の心理から．出たもので、伝習してこれを抄写した人物が、工夫’を

凝らして経典を美化し、神秘的にさえしようとした意図のあらわれ

であろう。　）　（注23）

　要するにr尊経」すなわち経典を敬い崇拝する気持ちから、経典の美

化、　あるいは神秘化を意図した結果の書風である、　というのが氏の見解

である。　しかし、　この4編のきわめて読みにくい、粗雑な運筆による騒

々しい文字の連続が、美化や神秘化に起因したものであろうとは到底考

えられない。かりに「尊経」の心理が働いたとするならば、一字一句の

文字を大切にして、　より精妙で慎重な筆運びをもって、結果的にはより

整然とした読みやすい写本が作られたはずである。

　＜15〉《語叢一》編の文字は、　これまでの編に比べて、文字が全般に

縦長の傾向にあり、　しかも文字と文字との間に大きな空間があって、全

体にゆったりとした趣がある。線描は繊細かつ鋭敏で伸びやかであり、

しかも文字の形体には随所に装飾的な要素が加わっている。　「為」字
／灘〕（11ll1・1）／r1」l／残〕（11・l111）lll

その代表的な字例である。

1た・1の編にはr天」字／禾〕（第・行第1字）やr夫」字／讃

　〕　（第109行第5字）のように、　これまでに知られている楚系の簡常文

字資料には全く見られない字形の文字も検出される（第4章第7節r初

見の字形」の項で詳説する）。従来の戦国文字資料では、貨幣に鋳込ま

れた文字にr天」を〔六〕のように作る例があり（張頷『古幣文編』

所収）、また、　中山王国墓出土の文字資料の中にr夫」を〔入　〕のよ

うに作る例が見られるのみである一。　《語叢一》編。には「天」字は6例、

r夫」字は2例見られるが、すべてこの字形に作っている。　なお、　《忠
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信之遺1編にはr夫」字を同類の／欝〕（第・行第11字）に作る字例

が1例見られる。

　＜16＞《語叢二》編の文字は、　《語叢一》と全く同類の書風である。

ただし、文字の字粒は《語叢一》に比べるとやや小さい。　これは竹簡の

幅が《語叢一》に比べて狭くなっていることに関係する。

　＜17＞《語叢三》編の文字も、　《語叢一》　《語叢二》と同類の書風で、

文字の大きさも同じである。

　＜18＞《語叢四》編の文字は、　《語叢一》　《語叢二》　《語叢三》の3

編とは様相を一変して文字が小さくなり、書風も前の3編とは大いに異

なる。　そして、筆の運び、文字の形件、文字の並べ方などから見て、　は

じめの《老子》甲編に書風が近いことがわかる。具体的に両者の文字を

比較してみると、　r以」字〔幽〕　（第1行第2字）と《老子》甲編の

！鰯〕（第・行第1・字）のように・完全に書風の一致するものが少な

くない。
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第3節　多様な茸風とその分類

　＜郭店楚簡〉全ヱ8編の書風は、前節で述べたように、決して一律な

ものではない。ただし、　18編全てがそれぞれに完全に別種の書風で書

かれているわけではなく、編によっては他の編ときわめて近似する書風

のものがあり、　また、　一目瞭然、　疑いなく同一の書風であることが容易

に見て取れるものもある。本節では、前節で行った書風の初歩的考察を

踏まえ、各編に頻出する具体的字例の比較などを通して、全18編の書

風の分類を試みることにしたい。

　＜郭店楚簡＞の全体を、書風の相準から分類しようとする試みは、す

でに一部の研究者によって行われている。以下にあげる三件がそれであ

る。

　第一は、横田恭三氏のr戦国期楚系簡鳥文字の変遷一字形を中心とし

て一」に見られるもので、

①《老子》甲編、　《魯穆公問子思》編、　《窮達以時》編、　《五行》編、

　《語叢四》編

②《老子》乙編、　《老子》」丙編、　《太一生水》編

③《絡衣》編

④《麿虞之道》編

⑤《忠信之道》編

⑥《成之聞之》編、　《尊徳義》編、　《性自命出》編、　《六徳》編

⑦《語叢一》編、　《語叢二》編、　《語叢三》編

という7種の分類である。分類の根拠となった書風の相違についても簡
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単に示されている（注24）。

　第二は、李零氏のr郭店楚簡校読記」に見られるもので、

　①第1組簡文（道家和道家陰謀派的文献）

　　《老子》甲編、　《老子》乙編、　《老子》丙編、　《太一生水》編、

　　《語叢四》編

　②第2組簡文（儒家文献）

　　《糸誰衣》編、　《五行》編、　《魯穆公問子思》編、　《窮達以時》編

　③第3組簡文（儒家文献）

　　《麿虞之道》編、　《忠信之道》編

　④第4組簡文（儒家文献）

　　《性自命出》編、　《成之聞之》編、　《六徳》編、　《尊徳義》編

　⑤第5組簡文（儒家文献）

　　《語叢一》編、　《語叢二》編、　《語叢三》編

という5種の分類である。分類の根拠は詳述されておらず、文字の様相

から大きく5種に分類したのみで、一種の中にはなお差違が認められる

ものもあるという（注25）。

　第三は、周鳳五氏のr郭店竹簡的形式特徴及其分類意義’」に見られる

もので、

　①第一類

　　《老子》甲編、　《老子》乙編、　《老子》丙編、　《太一生水》編、

　　《五行》編、　《糸笛衣》編、　《魯穆公間子思》編、　《窮達以時》編、

　　《語叢四》編

　　　　　　　　　　　　　　一167一



②第二類

　《性自命出》編、

③第三類

　《語叢一編、

④第四類

　《唐虞之遭》編、

《成之聞之》編、

《語叢二》編、

《尊徳義》編、

《語叢三》編

《忠信之道》編

《六徳》編

という4種の分類である。分類の根拠となった書風の相違についても

述べられている（注26）。

　以上、　分類は三者三様であるが、　ここで筆者自身の検討結果を前もっ

て示せば、次のようになる。

①。1。《老子》甲編、　《語叢四》編

②1l1《老子》乙編、　《老子》丙編、　《太一生水》編

③111《糸幾衣》編、　《魯穆公間子思》編、　《窮達以時》編、

　　　　《五行》編

④11l《唐虞之道》編

⑤ll1《忠信之遺》編

⑥111《成之聞之》編、　《尊徳義》編、　《性自命出》編、

　　　　《六徳》編

⑦l11《語叢一》編、　《語叢二》編、、《語叢三》編

’以下、　この7分類に至った経緯について述べよう。

　まずはじめに、全18編のすべてに検出される「人」　「而」　「也」の

3文字にスポットをあて、各編からそれぞれの編中でもっとも典型的な
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書風をもつ字例を．1字ずつ抽出して、全体の書風を鳥鰍的に比較するこ

とにしたい。次ぺ一ジの一覧表の＜1＞～＜18＞は、　《老子》甲編～

　《語叢四》編のユ8編を、　〔　　〕内がサンプリングされた文字、　（

　）内はその支字がどの編の第何行第何字かを示したものである。　たと

’えばr＜5＞（3114）」はr《糸畿衣》編の第3行第1迎字」を意味する。

また、同じ戦国時代楚国の別資料に見られる字例とも比較するために、

＜包山楚簡＞からも、典型的な字例2字ずつを選び、＜包〉の欄に配列

して比較の材料とした。
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　「人」字は、　く、郭店楚簡〉全体ではユ47字を数える。簡易な筆画の

文字であるため、際だった書風上の相違は見出しにくいが、それでもこ

の場合、　く11＞＜12＞＜13＞＜ユ4〉の4編の文字と、それ以外の14編

の文字とでは萌瞭な違いがあることがわかる。筆線の太細緩急の相違は

あるものの、他の14編の文字では基本的に西周金文以来の構造と運筆

を踏襲しているのに対して、　＜11＞以下の4編の文字では、あたかも隷

書や樒書のような筆順と構造になっており、特に＜14＞などは上下の筆

画が離れている。　また、　＜11＞＜12＞では、極端な側筆が使われて線描

が柳葉のようになっている点が際だった特色である。く包山楚簡＞にも

2種の書き方の文字が検出されることからして、当時は両様が行われて

いたことがわかる。

　＜11〉く12＞＜13＞く14＞以外の14編の中では、　＜9＞く10＞の運

筆が遅鈍で躍動感に乏しいことが指摘できる程度で、他は大同小異であ

り、実のところ、　これだけから書風の分類を試みることは困難であると

いわざるを得ない。

　次に、　r而」字は、常用の助字だけに使用字例は多く、　く郭店楚簡＞

全体では3！3字を数える。　この表にあげた18例のうちの工O例は、

長横画の上に短横画が添えられた繁化体になっているが（繁化体につい

ては第4章6節r繋化体の字形」の項で詳説する）、戦国時代において

は、短横画のあるものと短横画のないものとの両様が日常的に行われて

いた（＜包山楚簡＞などにも両様が検出できる）。従って、短横画の有

無それ自体が文字の書風を比較する上での根拠にはならない。　＜1＞に

隈っても、表にあげた繁化体ばかりか、／肺〕（11画11）のような標

準体が混用されており、他の編においても同様のことがいえる。

　しかし、短横画の有無を度外視して比較しても、全体はく1＞～＜8
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＞および＜18＞と．・　＜9＞～＜17＞に大別され・前者はく1＞～＜4＞

と＜5＞～＜8＞、後者は＜9＞、　＜10〉、　＜11＞、　＜12＞～く14〉、

＜15＞～＜17＞に分類することができる。　＜11＞の文字は字形そのもの

がきわめて特森であるが（第4章第7節r初見の字形」参照）、　＜11＞

では検出される「而」字24例すべてがこのように書かれている。

　また、　「也」字も、文中1文末におかれる常用の助字だけに使用字例

はきわめて多く、　＜郭店楚簡＞全体で594例にもおよぶ。　＜11＞～く

14＞はr人」字の場合と同じく、太細の変化が大きい柳葉状の筆画に特

色があり、　＜15＞～＜17〉は「而」字の場合と同じく、縦長の字形で装

飾性を帯びた筆画の処理に特．色があ亭。　＜1〉～＜8＞および＜18＞は、

いずれも右側の最終画を釣り針状に作っているが、その長さや湾曲の度

合に違いが見られ、　＜5＞＜8＞のように湾曲を作らないものもある。

大まかに見て、　＜1＞～＜4＞および＜18＞、　＜5＞＜8＞、　＜6＞く

7＞、　＜9＞、　＜10〉、　＜11＞～＜14＞、　＜15＞～＜17＞に分類できよ

う。

　以上の「人」　「而」　r也」の3字による比較、および各編の書風全般

に関する前節での考察を踏まえれば、　まず、　《成之聞之》　《尊徳義》

《性自命出》　《六徳》の4編、および《語叢一》　《語叢二》　《語叢三》

の3編をそれぞれ一つのグループとすることは、その特異な書風からし

て異論の余地がなく、上記の三者の分類も同じである。　《麿虞之道》と

《忠信之道》については、李零氏と燭鳳五氏がこれを同類と見なしてい

るが、前節でも述べたように、字形1運筆1章法のいずれの面でも両者

の間には相違があり、別種の書風と見なすべきものである。

　次に、　《語叢四》編は、前節でもあげたr以」字、そして「人」　r而」

r也」の3字などをはじめ、　《老子》甲編と完全に書風の一致する文字
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が多く・　《老子》．甲編と同類と見なすことができる。　これについても上

記三者の分類と変わらない。　問題は、　《老子》甲編、　《老子》乙編、

《老子》丙編、　《太一生水》編、　《糸誰衣》編、　《魯穆公闇子思》編、

《窮達以時》編、　《五行》編の8編をどのように分類すべきかというこ

とである。

　この8編について、周鳳五氏は《語叢四》編も含めて一つのグループ

にまとめている。　そして、　（注26）でも引用したように、

常見於楚国簡串，字形結構是楚国文字特色，書法体勢則帯有“科斗

文”的特徴，可以説是楚国簡串向勺標準字体。

（楚国の簡魑串書に常見されるもので、字形の構造には楚国の文字の

特色があり、書法の体勢は“科斗文”の特徴を帯びている。楚国の

簡蹟鳥書の標準字体と言うことができる。）

と述べるにとどまり、書風に関する細部の分類は行っていない。

　さて、　この8編を通観すると、書風の特徴から全体を二つの大きなグ

ループに分けることができる。第1グループは《老子》甲編～《太一生

水》編の4編、第2グループは《糟衣》編～《五行》編の4編で、李零

氏が分類した①第1組簡文（道家和道家陰謀派的文献）と②第2組簡文

（儒家文献）に相当する。

　第1グループと第2グループの書風の相違は、主として運筆の速度や

字形にあらわれている。　前節でも述べたように、たとえば《総衣》編の

文字は、　《老子》甲編以下の4編の文字に比べて、運筆に一層の速度感

が加わっており、筆の引き放ちが鋭く、細い線描の冴えが目立つ。字形

も《老子》甲編や《老子》乙編に比べて縦長であり、右上がりの傾向が
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一層強い。　さらに、、　「可」字の場合のように、　《老子》甲編以下4編で

は円曲構造を成していた筆画が、屈折構造になっている文字も見られる。

《五行》編の文字も、　これとほぽ同じような傾向にある。

　また、　《魯穆公問子思》編の文字は、一見《老子》甲編の書風にも通

ずるところがあるが、特殊な書き方を見せる「子」字や「而」字をはじ

め、　より多く《糸笛衣》編の書風に近い。ただし、　「也」字に隈っては、

《窮達以時》編の場合と同じく、　《糸函衣》編の書き方とは相違がある。

《窮達以時》編は、運筆1字形1章法とも《魯穆公問子思》編の書風と

軌を一にし、やはり《糸畿衣》編の書風とも近似する。

　ところで・第1グループの4編に？いては・書風からみて更に・　《老

子》甲編と、　《老子》乙編1《老子》丙編1《太一生水》編に分類する

ことが可能であるように思われる。確かに、　この4編の書風には全ての

編に通ずる多くの類似点が見出せる。　r人」　r而」　「也」の3字につい

て見ても、　「人」字や「而」字については必ずしも明瞭な相違が認めら

れるわけではない。　しかし《老子》甲編と《老子》乙編以下の3編が、

いわば同系統の別風というべきものであり、同一人物による写本である

可能性が小さいことは、多くの文字に頻出する同一筆画の様相を詳しく

観察することで明確になる。　ここではその具体例として、筆画に樒書体

ではシンニョウに当たる〔な！〕を含む全ての文字をあげて考えること

にしたい。

　r文字編1の分類によれば、く郭店楚簡・全体では、筆画に／し〕

を含む文字は全部で70種におよぶ。　このうち上記4編中に検出される

のは18種のべ48字であり、　そのすべてを挙げれば以下のようになる。

（《老子》甲編を①、　《老子》乙編を②、　《老子》丙編を③、　《太一生

水》編を④とする。　）
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「遠」

「遺」

「遅」

r遊」

／簸〕

／灘〕

／’粒〕

／撃〕／蟻〕

　ここで着目すべきは、各文字の下部に位置する〔ざ沖〕の筆画の様相

である。②③④では左上から右下への斜画がほとんど水平に近く、最終

第三画目の末端箇所にまで伸び、竹簡の右端部分で接するという特徴が

あるのに対して、①ではその傾向が見られず、標準的な書き方に近いも

のになっている。実は、両者の間に三のような相違があることは、　r止」

r正」　r是」　r足」　r疋」のように、　〔Iゼー〕の筆画を含む他の文字に

ついて調査しても同様の結果が得られる（次ぺ一ジ）。
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④
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〔

〔

①
、

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

〔
　
　
　
　
　
　
〔

r
－
」
　
　
　
　
　
〔

〔
　
　
　
　
　
　
〔

〔
　
　
　
　
　
　
〔

〔
　
　
　
　
　
　
〔

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

r圭」



　一般に、文字幸記す上で繰り返して書かなければならない頻出の筆画

には、　いわばその人物特有の日常的な書き癖というべきものが現れるも

のである。　ここではその事実に着目し、具体例の一つとして、頻出する

筆画〔ぺ・〕〆こついて両者の間の相違を比較したわけだが、上記のよう

に、かなり明瞭な違いがあることがわかる。　r事」字の下部の筆画、あ

るいはr身」字の筆画において、両者の間で以下のような相違が見られ

ることなど、他にも例証が検出できる。

①　　　　　②

「事」 ／勢〕／鶏〕
　　　　　　／欝〕

　　　　　　：蟹：

　　　　　　〔欝　　　　　　　　〕

　　　　　　　　一　　　　　　：繋：

「身」

　　　　　　／鰯〕

／命’〕

〔灘〕

／鰯〕

1議：

／灘
　　〕
　」　　　　　　　　　　　　＾
　」■　、　　　　　’

／驚〕

／繁〕

／繁〕

／灘〕
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　以上の検討結早により・　《老子》甲編と・　《老子》乙編1《老子》丙

編1《太一生水》編の3編は、　同一人物による写本．ではない可能性が大

きいものと判断される。

　これまでの老察を整理総合すると、　＜郭店楚商＞全18編の書風は、

先にも示したように、以下のA～Gの7グループに分類することができ

る。

①書風A1l1《老子》甲編、　《語叢四》編

②書風B1l1《老子》乙編、　《老子》丙編、　《太一生水》編

③書風C1l1《糸笛衣》編、　《魯穆公問子思》編、　《窮達以時》編、

　　　　　　　《五行》編

④書風Dl　l1《麿虞之道》編

⑤書風El11《忠信之道》編

⑥書風F1l1《成之聞之》編、　《尊徳義》編、　《性自命出》編、

　　　　　　　《六徳》編

⑦書風G11l《語叢一》編、　《語叢二》編、　《語叢三》編

　もちろん、書風の上で相違が認められても、同一抄者の写本である可

能性を完全に否定しうるものではない。　なぜなら、すでに述べたように、

これらが典籍の写本であるからには、抄者は傍らに写し取る対象として

の既成の写本を置いていたはずであり、既成の写本を極めて忠実に写し

取ることにより、一人の抄者が何種類もの書風をもつ新しい写本を作り

出すことも全くないとは言えないからである。

　しかし、　く郭店楚簡＞の場合、　どの編を見ても、かなりの筆写遠度を

もって書き写されており、傍らに置いたはずの既成の写本の一点一画の
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微細な特色までを．、　このような筆写遠度をもって寸分違わず厳密に模写

することは不可能であったと考えられる。　したがって、書風の違いは、

あくまで文字を書き写した抄者の違いに起因するものと見なさなければ

ならない。

　ところで、　この種の典籍の写本作りはいかなる職掌の人物が担当した

のであろうか。

　江村治樹氏のr戦国1秦漢簡蹟文字の変遷」には、簡蹟文字資料を扱

う場合の間題点の一つに、書き手の問題があることが指摘されており、

以下のような見解が示されている。

　第三に問題となるのは書き手の問題、すなわち書体の個人差の間

題である。零細な一、二の出土例によってそれぞれの時代の一般的

書体を明らかにすることはできるであろうか。　まず簡艘類の書体を

概観して見ると、　どれもほとんど大変手慣れた書体であり、専門の

字書きが書いたものと思われるものが多い。そして当時実際上も、

文書の書き手というものは特別に訓練を受けた少数の人間だけであ

ったと考えられる。それには幼時に素養として読み書きの訓練を受

けた貴族層も含まれるかもしれないが、大部分の文書の書き手は専

門の書記たちであったと見られる。専門の書記、すなわちr史」の

官職の資格はかなり厳格であった。たとえば、秦律ではr史」の職

は世襲であり、幼時に学室で読み書きの訓練を行わなければならな

いことを規定している。　また漢律でも読み書きの訓練を受けた学童

のうち、九千字以上を暗謂できなければ「史」となるをえず、　さら

に官吏や人民が上書する場合にも文字が正しくなければ弾劾される

と定められている。　このような国家の規定にパスしたr史」の文字
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が同質性の碑いものであったことは想像に難くないであろう。　そし

て、古代においては文字自体政治に奉仕するものであったことを考

えれば、　当時の文字が現在我々が考える以上に均一的なものであっ

たように恵われる。以下の字体考察の基準となる遣策類ぽすでに述

べたように準公文書的性格を持ち、貴族以上の墓の遣策がr史」に

よって書かれたことはまず問題ないであろうが、遣策を副葬できる

人間自体、　官吏か富人以上であり、　その遣策もr史」あるいはそれ

に準ずる、専門に文字の訓練を受けた人間によって書かれたことは

十分考えられる。現在出土している簡蹟類のうち、丁寧に書かれて

いる公的性格の強いものはその日声代の標準的な書体と見なしてよい

のではないかと考えられる。　そして、　さらに付け加えれば、　50年、

100年の大きな時問的スケールで字体を考える限り、個人差は時

聞によって自然に解消され、共通性の方がより明瞭に浮かび上がっ

てくるものと考える。　（注27）

　この論文は1981年に発表されたものであり、当時はもちろん＜包

山楚簡＞やく郭店楚簡＞などの楚国の簡艘文字資料は発見されていなか

った。主として秦漢時代の文献に依拠し、また、典籍ではなく遣策の類

にかかわる指摘であるが、文字の書き手についての重要な間題が整理さ

れており、戦国時代の典籍の写本の書き手について考える場合も参考に

なる。

　江村氏もいうようにr準公文書的性格」をもつ遣策、すなわち随葬晶

リストの場合、おそらくは「史」すなわち専門の記録官が書いたことは

間違いないだろう。また、　く包山楚簡〉のような法律にかかわる文舎の

場合は、当然のことながら司法にたずさわる記録官、　ということが想定

一181一



されるが、果たレて典籍の写本の場合はどうであったのか。

　漢代においては、典籍を書き写す専門職の官吏が存在した。　そのこと

は『漢書』芸文志に、

建蔵書之策、置写書之官。

（蔵書の策を建じ、写書の官を置く。）

という記事が見られることからして明らかである。　おそらく、後世の写

経生に類するような、書写を専業とする官吏であったろう。戦国時代に

おいても、各国ごとにこれに類する官吏が存在した可能性もあるが、　も

ちろん確かな記録があるわけではない。

　また、書写を専門とする官吏とは別に、実際に典籍を必要とした学者、

あるいは学問を志す人物みずからが、　自己の蔵本とすべく、場合によっ

ては、他人に借りたテキストを、拙いながらも自分の手で書き写したこ

ともあったに違いない。何しろ百家争鳴の戦国時代である。各思想集団

ごとに、　この種のいわば自家製の典籍も続々と作り出されたものと考え

られる。

　く郭店楚簡＞でいえば、先に分類した書風Dの《麿虞之道》編、書風

Eの《忠信之道》編、　そして、書風Fの《成之聞之》編1《尊徳義》編

1《性自命出》編1《六徳》編の4編などは、遅鈍な運筆による拙劣な

書風、あるいは特異な書き癖などから見て、典籍を書き写す専門職の官

吏の仕事だとは到底考えられず、上記のような私的な作成経緯をもつ写

本であると推測される。

本章第4節以降では、　く郭店楚簡＞全18編のそれぞれの名称を、抄
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者の分類符号と圃争称を用いて、以下のように表記することとする。

抄者Aによるもの1．1A＜老甲＞、　A〈語四〉

抄者Bによえもの11lB＜老乙＞、　B＜老丙＞、

抄者Cによるもの1．1C＜維衣＞、　C＜魯穆＞、

　　　　　　　　　　　五行＞

抄者Dによるものl11D＜唐虞＞

抄者Eによるもの11lE＜忠信＞

抄者Fによるもの11．F＜成之＞、　F＜尊徳＞、

　　　　　　　　　　　六徳・　、　哺

抄者Gによるもの11lG＜語一＞、　G＜語二〉、

B＜太一＞

Cく窮達＞、　C＜

F＜性自＞、　F＜

G＜語三＞
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第4節　書風から．見た残簡の分類

　＜郭店楚簡〉には文字を有する残簡27枚があり、　r郭店楚墓竹簡』

にも「附1竹簡残片」として図影が収められている＜図66＞。文字数わ

ずかに1字～4字という片々たるものであるが、　これまでに検討した＜

郭店楚簡＞全編の書風の分類結果にもとづけば、　この27枚の残簡の中

には、本来は抄者A～Gによるユ8種類の写本のどの編に属するもので

あったかを類推することが可能なものがある。

　27枚の残簡を11／～1271とし（r　」内は釈文。口は不明字、？

は未確定字）、　それぞれの書風や字牢の特殊性に着眼して分類を試みれ

ば、以下のようになる。尚、残簡の釈文は『郭店楚墓竹簡』には見られ

ず、　ここでは『文字編』付載の釈文に従った。

111　「才（在）夫其執（嚢）」

　まず、　間隔を広くとって文字を並べていることからして、　抄者Gによ

るG＜語一＞、　G＜語二〉、　Gく語三＞のいずれかに属するものである

ことは明らかであろう。　ちなみに、　111～／271の残簡のうち、後半

の数枚をのぞいては、同じ理由により、すべて抄者Gによるものと考え

られる。　さて、　この残簡の場合、第2字のr夫」字を簡略体の字形に作

っているのが、　＜郭店楚簡＞の中でr夫」字をこの種の体に作るのはE

＜忠信＞とG＜語一＞のみであり、結局、　G＜語一＞に属するものと考

えられる。他の3文字をふくめて筆路は明快であり、まさしくG＜語一

〉の書風上の特色と軌を一にする。

121　「事（轟）其裁術（道）」

　この残簡の「其」字、　r術」　（道）字と、字形1筆法ともに近似する

字例がG＜語三＞に見られることから（第42行第3字、第50行第3
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字）、　G＜語三＞．に属するものと考えられる。

13／r智（知）行人之」

　この残簡のr智」　（知）字、　「人」字と、字形1筆法ともに近似する

字例がGく語二＞に見られることから（第29行第1字、第18行第8

字）、　G＜語一〉に属するものと考えられる。

14｝　「生為貴」

　この残簡の「生」字、　r為」字、　r貴」字は、いずれも特殊な字形で

あるが、　G＜語一＞にそれぞれ近似する字例が見られることから（第！

1行第2字、第29行第4字、第18行第7字）、　G＜語一＞に属する

ものと考えられる。

151　r強（？）肇暦（皆）翠（？）」

　簡の巾からすれば、　G＜語一＞かG＜語三〉であろうが、　この残簡の

「麿」　（皆）字と、字形1筆法ともに近似する字例がG＜語三〉に見ら

れることから（第65行第5字）、　G＜語三＞に属するものと考えられ

る。

161「又（有）哀之哀」

　この残簡の「又」　（有）字、　r哀」字、　r之」字と、字形。筆法とも

に近似する字例がGく語三＞に見られることから（第8行第6字、第5

9行第6字、第24行第3字）、　G＜語三＞に属するものと考えられる。

171　「義天遺」

　この残簡の「天」字と、字形1筆法ともに近似する字例がG＜語三＞

に見られることから（第68行第2字）、　G＜語三〉に属するものと考

えられる。

181　「患（仁）人也義」

　この残簡の「息」　（仁）字、　r也」字と、　字形1筆法ともに近似する
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字例がGく語一＞、に見られることから（第22行第1字、第52行第5

字）、　G＜語一＞に属するものと考えられる。

　／91「責又達害」

　第4字は第i字と同一字の上半部分。　この第ユ字をこのように作る字

例（とくに「生」の第一筆に特色がある）はG＜語三〉のみに見られる

ことから、　G＜語三＞に属するものと考えられる。

　l1Ol　「□亡而遜（？）」

　この残簡のr亡」字と、字形1筆法ともに近似する字例はG＜語一＞、

G＜語三＞ともに見られる（第72行第五字、第12行第7字）。　しか

し、　r而」字（左部のみを残した欠埠字）の縦画をこのように湾曲させ

た字形は、　G＜語一〉のみに見られることから（第60行第2字）、　G

＜語一＞に属するものと考えられる。

　l11l　r□適（前）曹」

　この残簡の「遣」　（前）字については他の簡に字例が見られない。、

「’會」字についてはF＜六徳＞に一例見られるが（第25行第20字）、

上部r金」の字形1筆法が完全に相違する。二字の書風の特徴から判断

して＼　Gく語一＞あるいはG＜語三＞のいずれかに属するものであるこ

とは確かであろう。肥筆を有する重厚な筆法からすれば、　G＜語三＞の

第28行などと軌を一にしているようにも思われる。

　1121「此其」

　この残簡の「此」字、　r其」字と、字形1筆法ともに近似する字例が

．Gく語一＞に見られることから（第55行第3字、第73行第3字）、

Gく語一＞に属するものと考えられる。

　／131　「生」

　この残簡のr生」字の第一筆をこのよう作る字例はG＜語三＞のみに
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見られることから、（たとえば第70行第1字）、　G＜語三＞に属するも

のと考えられる。

1141　「意（仁）」

　この残簡のr恵」　（仁）字下部の「心」をこの種の肥筆をまじえた形

に作るのはG＜語三＞のみに見られることから、　G＜語三＞に属するも

のと考えられる。

l15｝　「遠」

　「遠」字の「衰」をこの残簡の文字と同じ構造に作る字例は、　F＜六

徳＞に1例見られるが（第48行第4字）、書風が全く異なる。　シンニ

ョウ部分に着目すると、たとえば、　g＜語一〉のr道」字（第30行第

4字）や「述」字（第42行第5字）、　Gく語二＞の「逃」字（第18

行第ユ字）や「従」字（第22行第1字）のシンニョウ部分の字形1筆

法は、　この残簡の「遠」字のそれに近似していることから、　G〈語一〉、

G＜語二＞のいずれかに属するものと考えられる。なお、　この残簡の第

2字は、上部の点画の状況から見てr天」　「而」　「其」　「下」のいずれ

かの文字であるものと推測される。

l161　「者」

　r者」字をこの種の特殊な字形に作るのは、　C＜五行＞、　G＜語一＞、

Gく語二＞である。　ただし、　この残簡の文字と字形1筆法ともに近似す

る字例がG＜語一〉に見ら一れることから（第44行第1字）、　G＜語一

＞に属するものと考えられる。

｛　17｝　　「　貝u　」

　「則」字をこの種の字形に作るのは、　B＜老丙〉、　Cく五行＞、　F＜

尊徳＞、　G＜語一＞、　G＜語三＞である。　ただし、右券の縦画をこのよ

うに長く伸ばした書き方はGく語三＞のみにしか見られず、　G＜語三＞
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の第45行第2宇などは、　この残簡の文字と字形1筆法ともに近似する。

G＜語三＞に属するものと考えられる。

1181　「慶」

　この特殊な字形の文字は、　F＜尊徳＞、　F＜性自＞、　G＜語一＞、　G

語二〉、　G＜語三＞にのベユ7例見られるが、　この残簡の文字について

は、字形1筆法ともにG＜語三＞の字例（第71行第3字はその一つ）

に近似していることから、　G＜語三〉に属するものと考えられる。

l19｝「其」

　＜郭店楚簡＞に見るr其」字は、残簡を含めると283字を数え、字

形から・種類に大別できる。この残筒や一1111の字例はもっとも簡便な

字形の1類で、　111や121に見られる字例は上部に補助符号が加わ

った字形の1類である。　この残簡の「其」字については、点画の構えや

線描の太細の変化などの点でG＜語一＞に近似する字例が見られること

から（第61行第5字や第73行第3字）、　Gく語一＞に属するものと

考えられる。

120｝　「女績」

　まず、文字の聞隔や字形1筆法から見て、　G＜語一＞～G＜語三〉に

属するものではないだろう。　この残簡の第2字は他の簡に字例が見られ

ない。　r女」字（r女」を下部に置く構造の複雑な別の文字である可能

性も否定できない）の最終斜画をこのような角度で長く引く字例は、　B

＜老乙＞やC＜糸笛衣＞に見られるが、　これがどの編に属するものである

かを推断することはできない。　ただ、第2字に見られる中心に引き締め

た文字構造や太細自在の繊細な筆法の様子からは、　Bく老乙＞などの文

字に共通するものが見てとれる。

1211　「言「亡」

一188一



　この残簡のはじ、めのr言「」字は特殊な構造の文字であるが、　A＜老甲

＞、　B＜老丙〉、　C＜纏衣＞、　Fく成之＞、　F＜尊徳＞、　F＜性自〉、

G＜語一＞などにも見られ（残簡をふくめて全部で20例）、　r詞」

「治」　「始」’「殆」などの意味で使われている。一方、　r亡」字も多く

の字例があるが、　このように扁平な構造に作る文字はA＜老甲＞、　C＜

五行＞、　F＜六徳＞、　A＜語四〉のみに見られる。　2字とも筆法は繊細

かつ正統的であり、抄者Aの筆法に近く、少なくとも抄者Cによる角張

った感じはなく、　また抄者Fによる特異な運筆の癖は見られない。以上

のことから、　A＜老甲＞かA＜語四＞のいずれかに属するものと考えら

れる。

｛22｝　「口（博）」

　この字はr博」　「輔」　r溝」の意味で使われ、　A＜老甲＞、　C＜五行

＞、　E＜忠信＞、　F＜性之＞、　Fく尊徳＞、　G＜語一＞、　Gく語二＞な

どに見られる（残簡をふくめて全部で9例）。ただし、上部をこのよう

な特異な筆画に作るのはこの残簡の字例のみである。筆法鋭く太細の変

化をつけたこの種の書き方は、　G＜語一＞の第105行やG＜語三＞の

第28行などに見られるものであることから、G＜語一＞かG＜語三＞

のいずれかに属するものと考えられる。

1231　「天（？）下□」

　文字と文字との間隔、第2字のr下」字の字形1筆法、第1字の下部

および第3字の上部の筆法などから見て、抄者Aまたは抄者Bによるも

のと考えられる。

1241　「而（？）上又（有）」

　第1字は文字の上部を欠くが、　F＜六徳〉に見られる「而」字（たと

えば第14行第10字）の下部と字形1筆法ともに一致する。　「上」字、
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「又」　（有）字と．もに躍動的な運筆であり、字間の呼吸もふくめてFく

六徳＞のそれと軌を一にすることから、　F＜六徳〉に属するものと考え

られる。

｛25｝　「名」　’

　この残簡の「名」字は、上部に肥筆構造をもつ特異な書き方だが、　こ

の字形1筆法ともに完全に一致する字例がG＜語一＞に見られることか

ら（第4行第6字）、　Gく語一＞に属するものと考えられる。

／261r害」

　この字は「性」　「姓」の意味で使われ、　B〈老丙＞、　D＜麿虞＞、　F

＜成之。　、F＜性自＞、　Gく語二＞、．G＜語三＞などに見られる　（残簡

をふくめて全部で51例）。　ただし、　このような字形1筆法に作る字例

はG＜語二＞とG＜語三＞のみに見られ、そのいずれかに属するものと

考えられる。

　　　　　仰｛27｝　「口糸」

　この残簡の第2字は字形、意味ともに明らかでなく、他の簡にも字例

が見られない。やや遅鈍な筆法の特徴からすると、　D＜唐虞＞に属する

ものと考えられ、第ユ字下部の縦画は、　D＜唐虞＞に見られる「也」

「不」　r子」　r下」などの文字の縦画であろう。　2字をこのように間隔

をおかずに配置しているのもD＜唐虞＞に見られる特徴の一つである。

以上の考察結果をまとめると、以下のよう’になる。

lAく老甲＞またはAく語四＞l1l／211

1抄者Aまたは抄者Bl

1Bく老乙〉（？）画固

l／23／
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D < ~:~~; > ' ' {27} 

' F < /<~':~i* > ' { 24} 

'G<~'-'-'-'1i->' {1} {3} ~l~ 

{ 25} 

'G< ->' {2} {5} ~~~ ap -

{ 17} { 18} 

> ~~ f*- I~ G < ' G<-'--~'-"~:- ~'-',_'-'ii-_>' 
> ~~ f*" {~ G < ' G<~~L_ _'-"~'-'~i~ ->' rr" ~~' -
> ~~ f*'- {~ G < ->' ~~! - "~' -

{4} 

f6} 

{8} 

{7} 

f 15} 

{ 22} 

f 26} 

{ 10} 

f9} 

{ 12} 

{11} 

{ 16} 

{ 13} 

{ 19} 

{ 14} 
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第5節　まとめ

　＜郭店楚簡＞の書風は決して一律なものではない。　730枚のすべて

の竹簡が一人あ人物によって同時期に書き写されたわけではない以上、

書風に多様性が認められるのはむしろ当然のことである。写本作りの専

門家の筆跡と考えられる美麗を尽くしたもの、癖のある筆使いで乱雑に

書きなぐったようなもの、文字を習い始めたばかりの者の筆跡かと思え

るような遅鈍で拙劣なもの、等々が混在している。

　本章では、多様な書風を見せる＜郭店楚簡＞全18編を対象に、　まず

竹簡の形状と文の内容を確認し、次いで各編の書風について考察を加え、

その結果にもとづくグループ分けを行った。また、文字を有する残簡2

7枚が、本来は！8編中のどの編に属するものであったかについても類

推した。

　＜郭店楚簡＞全18編を内容から大別すると、　《老子》甲編、　《老子》

乙編、　《老子》丙編、　《太一生水》編の4編が道家関係の典籍であり、

《糸畿衣》編、　《魯穆公問子思》編、　《窮達以時》編、　《五行》編、　《麿

虞之道》編、　《忠信之道》編、　《成之聞之》編、　《尊徳義》編、　《性自

命出》編、　《六徳》編、　《語叢一》編、　《語叢二》編、　《語叢三》編、

《語叢四》編の14編が儒家関係の典籍である。

　長簡、短簡いずれの編も、竹簡を繋いでいた紐跡上には文字がなく、

したがって竹簡を繋いだ状態のものに文字を書き連ねたことがわかる。

紐跡の前後に間延びしたような不自然な文字と文字との間隔が生じてい

る部分が随所に見られるが、　これはおそらく紐を避けて文字を書き連ね

たことの結果であろう。

　中には《語叢三》編の64行目以降のように、竹簡を上下二段に分段
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して、上段1下段それぞれに文章を横に書き連ねた、　きわめて特異な形

式のものもある。　この種の書式は、　これまでに発見された戦国時代の竹

簡には類例がない。

　各編の書風と着目すると、　細かな分析を加えるまでもなく、　一目瞭然、

他の編と同じ書風で書かれていることがわかるものもあれば、一見同じ

書風に見えるもので、　詳しく観察すると微妙に様相を異にするものもあ

る。

　書風の違いは写本作りにあたった人物の違いによるもの、　との判断に

たって、全18編の書風は以下の7グループに分類でき、全部で7人の

人物が抄写にあたったものであるとg結論に達した。

A1l1《老子》甲編、　《語叢四》編

B111《老子》乙編、　《老子》丙編、　《太一生水》編

C1l1《糸欝衣》編、　《魯穆公問子思》編、　《窮達以時》編、

　　　　《五行》編

D111《唐虞之道》編

E111《忠信之道》編

F111《成之聞之》編、　《尊徳義》編、　《性自命出》．編、

　　　　《六徳》編

G111《語叢一》編、　《語叢二》編、　《語叢三》編

　A～Gの書風の特色についてまとめると、以下のようになる。

　A111動的な円転の勢いをもって強く引き放つように書かれ、文字

の構えはおおむね、右上がりで動勢を孕み、文字と文字との間にも律動的

な呼応がある。
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　B111Aと共．通する書風だが、運筆はより熟練の度を増しており、

高度な書写技術がうかがえる。　＜郭店楚簡＞中もっとも美麗を尽くした

書風である。

　C11lA，　Bに比べて運筆に一層の遠度が加わっており、文字の構

えもより右上がりの傾向が強い。筆の引き放ちが鏡く、細い線描の冴え

が目立つ。　また、　A，　Bでは円曲構造を成していた筆画が、屈折構造に

成っている文字も見られる。

　Dl11運筆は遅鈍で線描に張りがなく、毛筆がもつ弾力性が生かさ

れていない。点画の配置に破綻のある文字も多く、文字の並べ方にも杜

撰さが目立つ。

　E111運筆はDより一層遅鈍で、線の切れ味に乏しく、余白への配

慮に欠ける点画の配置が目立ち、文字と文字との呼応も雑然としている。

毛筆の機能が生かされていない稚拙この上ない書風である。

　F111柔弱で骨力に欠ける柳葉状の筆画が大部分を占め、文字の構

えも不安定で、右上がりのものばかりか、右下がりのものも混在する。

癖のある運筆による粗雑な速書きである。

　G1．1文字が全般に縦長の傾向にあり、　しかも文字の間隔はひろく、

ゆったりとした趣がある。線描は繊細かつ鋭敏で伸びやかであり、文字

の形体には随所に装飾的な要素が加わっている。

　以上の7グループのうち、特にAとBは書風が近似するが、決して同

一人物によるものでないことは、両者に頻出する筆画（たとえば樒書体

ではシンニョウにあたる筆画など）を詳しく比較検討することで確認で

きた。

　尚、　《五行》編には、書風に突然の変調があらわれる部分が二箇所見

出せる。　その変調は、　あたかも別の人物が書いたものと思わせるほど顕
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著なものである。．範本とした先行の写本を忠実に書き写した結果なのか、

あるいは時間をおいて抄写の不備に気づき、機会を改めて書き直したた

めに生じた変調なのか、　いずれとも判断がつかない。

　遣策（随葬品リスト）と典籍の写本の別を問わず、　これまでに発見さ

れた戦国時代の竹簡の中で、　このような突然変異的な書風の変調を見せ

る事例は皆無である。

　いかなる職掌の人物が＜郭店楚簡＞の抄写にあたったかは明らかでな

い。　この時代に典籍を書き写す専門癌の官吏が存在したとしても、少な

くとも、　D，　E，　Fについては、遅鈍な運筆による拙劣な書風、　あるい

は癖の強い特異な書風からみて、そg種の人物による写本ではないもの

と判断される。

　文字を有する残簡全27枚は、字数わずかに1字～4字という片々た

るものである。上記のような書風の分類結果にもとづき、　この27枚が

それぞれ本来は18編中のどの編に属するものであったかについて、大

よそのところを明らかにした。
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＜第3章（注）＞．

（1）吉川忠夫r王義之一六朝貴族の世界一』　（清水書院、　1972年）

　　46ぺ一ジ。

（2）竹簡の形状と文の内容については、主としてr郭店楚墓竹簡』

　　所載の「説明」に依拠し、池田知久『郭店楚簡老子研究』　（東京

　　大学文学部中国思想文化学研究室、　1999年）、武漢大学中国

　　文化研究室編r郭店楚簡国際学術研討会論文集』　（湖北人民出版

　　社、　2000年）などの文献を参考にした。

（3）周鳳五「郭店竹簡的形式特徴犀其分類意義」　（武漢大学中国文化

　　研究院編r郭店楚簡軍際学術研討会論文集』、湖北人民出版社、

　　2000年）によれば、漢代の学者による儒家の典籍の形状に関

　　する記述から類推して、　＜郭店楚簡＞18編はr経」すなわち経

　　典そのものと、　「伝」すなわち経典の注解書に分類することがで

　　き、簡の両端を台形状に削った《老子》甲編以下の9編は「経」

　　にあたり、その他の《老子》乙編以下の9編は「伝」にあたると

　　する。・また、簡の長短の違いからも分類は可能で、長簡のものが

　　「経」、短簡のものが「伝」で、簡の両端の形状からみた上記の分

　　類とも合致するという。

（4）　『老子』　（王弼本）は24歳で天折した魏の王弼（226～24

　　9）が注釈を施したもので、　r老子』のテキス．トの現行本として

　　は最も信頼のおける一種であり、後人による改変も比較的少ない

　　ものとされる。　清の光緒元年（！875）刊行の桁江書局本が

　　ある。　（木村英一訳1野村茂夫補r老子』＜講談祉、　1984年

　　＞「老子解説」！82ぺ一ジによる）
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（5）以上の《老子》甲1乙1丙編全体の注釈書には、崔仁義r荊門郭

　　店楚簡＜老子＞研究』　（科学出版社、　1998年）、丁原植r郭

　　店竹簡老子釈析与研究』　（万巻楼図書有隈公司、　1998年）、

　　劉信芳r荊門郭店竹簡老子解詰』　（芸文印書館、　1999年）、

　　魏啓鵬『楚簡く老子＞束釈』　（万巻楼図書有限公司、　1999年）、

　　池田知久r郭店楚簡老子研究』　（東京大学文学部中国思想文化学

　　研究室、　1999年）などがある。

（6）　『郭店楚墓竹簡』　「太二生水釈文注釈」125ぺ一ジ。

（7）　《太一生水》編の注釈書には、松崎実1姜声燦’1謝衛平1盧艶1

　　河井義樹r訳注1大一生水」　く池田知久監修『郭店楚簡の研究

　　＜一＞、大東文化大学郭店楚簡研究班、　ユ999年）、陳偉r＜

　　太一生水＞考釈」　（r古文字与古文献』試刊号、　！999年）が

　　ある。

（8）現行本r礼記』　（十三経注疏本）は、清の院元が宋代の版本をも

　　とに校勘を加えたもの。

（9）　《糸蟹衣》編の注釈書には、池田知久1近藤浩之。李承律1渡邊大

　　　1芳賀良信1広瀬薫雄1曹峰「郭店楚墓竹簡r維衣』訳注（上）

　　　（下）」　（池田知久監修r郭店楚簡の思想史的研究』第三1四巻、

　　　「古典学の再構築」東京大学郭店楚簡研究会編、　2000年）が

　　ある。

（10）　《魯穆公問子思》編の注釈書には、李承律r郭店楚墓竹簡r魯穆

　　公間子思』訳注」　（東京大学郭店楚簡研究会編r郭店楚簡の思想

　　史的研究』第一巻、　1999年）がある。

（11）　《窮達以時》編の注釈書には、謝衛平1盧艶1姜声燦1河井義樹

　　　「訳注1窮達以時」　（池田知久監修『郭店楚簡の研究』＜一〉、
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　　大東文化木学郭店楚簡研究班、　ユ999年）、黄人二r郭店竹簡

　　＜窮達以時＞考釈」　（r古文字与古文献』試刊号、　1999年）

　　がある。

（12）＜馬王堆串書古侠書＞の＜五行編＞については、池田知久r馬王

　　堆漢墓常書五行編研究』　（汲古書院、　1993年）に詳しい。

（13）　《五行》編の注釈書には、池田知久「郭店楚墓竹簡r五行』訳注」

　　　（東京大学郭店楚簡研究会編　『郭店楚簡の思想史的肝究』第一巻∴

　　　1999年）、廃撲r竹鳥く五行＞篇校注及研究』　（万巻楼図書

　　有隈公司、　2000年）がある。

（14）　《唐虞之道》編の注釈書には、．李承律「郭店楚墓竹簡r麿虞之道』

　　訳注」　（東京大学郭店楚簡研究会編r郭店楚簡の思想史的研究』

　　第一巻、　1999年）、周鳳五r郭店楚簡＜唐虞之道＞考釈」

　　（r中央研究院歴史語言研究所集刊』第70号、　1999年）があ

　　る。

（15）　《忠信之遺》編の注釈書には、周鳳五r郭店楚簡＜忠信之道＞考

　　釈」（中国文字編集委員会編r中国文字』新24期、芸文印書館、

　　　1999年）、趨建偉「郭店竹簡＜忠信之道＞＜性自命出＞校釈」

　　（r中軍哲学史』1999年第・2期）がある。

（16）　《成之聞之》編の注釈書には、郭折r郭店楚簡＜成之聞之＞篇疏

　　証」　（r中国哲学』第二十輯、遼寧教育出版社、　1999年）、

　　渡邊大r郭店楚墓竹簡『成之聞之』訳注」　（東京大学郭店楚簡研

　　究会編r郭店楚簡の思想史的研究』第二巻、　1999年）がある。

（17）　《性自命出》編の注釈書には、井ノロ哲也r郭店楚墓竹簡r青自

　　命出》訳注」　（東京大学郭店楚簡研究会編r郭店楚簡の思想史的

　　研究』第二巻、　1999年）、趨建偉r郭店竹簡＜忠信之道＞＜
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　　性自命出＞．校釈」　（『中国哲学史』ユ999年第2期）がある。

（18）　《六徳》編の注釈書には、陳偉r郭店楚簡＜六徳〉諸篇零釈」

　　　（r武漢大学学報』＜哲社版＞ユ999年第5期）がある。

（19）　《語叢由》編の注釈書には、林素清r郭店竹簡＜語叢四＞嚢釈」

　　　（武漢大学中国文化研究院編r郭店楚簡国際学術研討会論文集』、

　　　湖北人民出版社、　2000年）がある。

（20）　r郭店楚墓竹簡r五行』訳注」　（1999年11月、東京大学郭

　　店楚簡研究会編r郭店楚簡の思想史的研究』第一巻所収）24ぺ

　　一ジ、　および「郭店楚簡r五行』の研究」　（1999年12月、

　　同第二巻所収）97～98ぺ一ジ。

（21）周鳳五r郭店竹簡的形式特徴及其分類意義」　（武漢大学中国文化

　　研究院編r郭店楚簡国際学術研討会論文集』、湖北人民出版杜、

　　2000年）63ぺ一ジ。

（22）同上r郭店楚墓竹簡r五行』訳注」29～33ぺ一ジ。

（23）周鳳五「郭店竹簡的形式特徴及其分類意義一」　（武漢大学中国文化

　　研究院編『郭店楚簡国際学術研討会論文集』、湖北人民出版社、

　　2000年）57ぺ一ジ。

（24）この論文はr書学書道史研究』第8号（書学書道史学会、　199

　　8年）所収。その70ぺ一ジに以下のようにある。　「稿者の検討

　　によれば、書風にそれぞれ差違が認められる。今、大まかに分類

　　すると次の七種に分けられる。①r老子甲」　r魯穆公問子思」

　　　「窮達以時」　r五行」　r語叢四」l1・右上がりの結構で、曲線

　　を主体としている。字形は縦長と横広がりのものが混在する。包

　　山の簡Nα137，138などに近い。②r老子乙1丙」　「太一生水」l

　　　11曲線を主にした細線を多用している。湾曲させた長い横画に
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　　は収筆で準を開く用筆が見られる。③r糸歯衣」111縦長で細く

　　直線的な線を主体にし、転折はときとして方折に作る場合がある。

　　起筆の打ち込みが強く、収筆で抜き放つ用筆もある。④r麿虞之

　　遭」111字形は縦長で、転折は方折に書かれている。線は肉太

　　で、特に縦画の脚を長く伸ばし、重厚さをもたせている。後に出

　　現する隷書の長脚を連想させる。⑤「忠信之道」111用筆は④

　　に近いが、④ほ長脚の体を取っていない。⑥「成之聞之」　「尊徳

　　義」r性自命出」r六徳」111横画は太く、縦画は細い。全体

　　に曲線を多用している。一例をあげれば、楚王子午鼎などの装飾

　　的な文字の感覚に似ている。gr語叢一1二1三」1．1文字は

　　縦長で字間をたっぷり取っている。起筆や収筆部は細く尖り、送

　　筆部は中太である。　このような字形と用筆は、哀成叔鼎に似てい

　　る。　」

（25）この一文は陳鼓応主編r道家文化研究』第17輯1く郭店楚簡＞

　　專号（生活1読書・新知三聯書店、　1999年）所収。その45

　　　9～461ぺ一ジに「第1種字体」～「第5種字体」としてこの

　　ように分類し、　r以上五種字体只是大致劃分的五個類別，毎一類

　　中可能イ乃有差違。　」とある。　尚、　ここでいう　「字体」は「字形を

　　含めた文字の風格」の意味であると思われ、本論文でいう「書風」

　　の概念とほぽ同じものと考えてよいだろう。

（26）この論文は武漢大学中国文化研究院編r郭店楚簡国際学術研討会』

　　　（湖北人民出版社、　2000年）所収。その57～59ぺ一ジに

　　分類に関する言及があり、以下のように結論されている。　「郭店

　　竹簡的字体可以分以四類，第一類常見於楚国簡鳥，字形結構是楚

　　国文字特色，書法体勢則帯有“科斗文”・的特徴，可以説是楚国簡
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　　常的標準字体；第二類出自斉、　魯儒家経典抄本，　但巳経被楚国所

　　　“馴化”，　帯有　“鳥虫書”筆勢所形成的　“豊中首尾鏡”的特徴，

　　為両漢以下《魏三体石経》　《汗簡》　《古文四声韻》所載“古文”

　　之所本；第三類用筆類似小纂，与服度所見的“古文纂書”比較接

　　近，応当就是戦国時代斉、魯儒家経典文字的原始面貌；第四類与

　　斉国文字的特徴最為吻合，是楚国学者新近自斉国伝抄、引進的儒

　　家典籍，　保留較多斉国文字的形体結構与書法風格。　」周鳳五氏は

　　分類の根拠を説明するにあたって、　r書風」ではなくr字体」の

　　語を使っているが、その意味は「文字的“形体結構”与“書法体

　　勢”」　（同上書57ぺ一ジ）というものであり、本論でいうr書

　　風」の概念と同じものと見なすことができる。

（27）江村治樹r戦国1秦漢簡蹟文字の変遷」　（『東方学報』53’＜東

　　方学会編、　1981＞）。　同論文は『春秋戦国秦漢時代出土文字

　　資料の研罪』　（汲古書院、　2000年）にも第3部第2章にr戦

　　国秦漢時代の簡蹟文字の変遷」と改題して収められている。
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【第4章】 r老子』簡の書法について
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第ユ節　はじめに．

　万物はr道」から生まれ、　r道」は世界の本源である、　という基本思

想のもとに、血治の面では「無為」にして治まることを提唱し、　「小国

寡民」の時代に返ることを主張するr老子』　（注1）。戦国時代の代表

的な思想書の一つであり、後世における中国思想の変遷に絶大な影響力

を及ぽしたこの重要な典籍に関する研究は、　1973年に湖南省長沙市

郊外の馬王堆漢墓から発見された二種の写本、いわゆる＜馬王堆常書・

老子甲本＞＜図67＞とく馬王堆串書1老子乙本〉＜図68＞の出現によっ

て、新たな局面を迎えた。

　現行本（王弼本など）では全部で81章に分かれ、前半37章が『遣

経』、後半44章がr徳経』と呼ばれ、総じてr道徳経』とも称されて

きたが、周知のように、馬王堆漢墓出土の二種の写本では、　r徳経』が

前、　r道経』が後になっており、　より原初形に近いテキストの状況を知

ることができるようになったことは、第一に特筆しなければならない新

たな成果である（注2）。

　この＜馬王堆常書1老子甲本＞と＜馬王堆常書1老子乙本〉の二種の

写本は、思想史研究の領域のみならず、書法史研究の局面においても重

要な役割を担っている。

　とりわけ書体の変遷にかかわる解明、すなわち漢字書体がr纂書」と

いう古書体から、　r隷書」という新書体へと移行する具体的な時期とそ

の実態を、漢代に作られたこの二種の肉筆文字資料によって確認するこ

とができた、　という点で重要である。すなわち、纂書と隷書の二要素を

あわせもつ＜馬王堆鳥書1老子甲午＞は、避講事実などから前漢の高祖

期（BC206～BC195）に筆写されたものと推定され、一方、完
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全に隷書の範曉に．属し、波礫を特徴とする後世のr八分隷」の祖形と見

なしうるく同1老子乙本＞は、やはり避講事実などから前漢の文帝初期

（BC179～BC！69）に筆写されたものと推定され、　「纂書」か

ら「隷書」への移行が両者の写本が作られた数十年の間に完了していた

事実を知り得たということである（注3）。

　もちろん、書体の変遷にかかわる解明ばかりか、純粋に文字の芸術と

しての書法の実相を追求する上でも、　この二種の写本が発見されたこと

の意義は大きかった。　＜馬王堆鳥書1老子甲本〉は、筆法や字形の面か

ら見て、従来の書法史資料には見られなかった纂1隷の二要素が混在す

るきわめて特異な書法であり、一方gく馬王堆串書1老子乙本＞は、規

矩正しい厳正な間架結構を誇り、抑制のきいた波礫を随所にもつ美麗な

書法である。　ともに2200年前に生きた書法の名手による細かな手仕

事の瞬間を、今日のわれわれに鮮明に伝える貴重な肉筆資料である点で

大きな価値をもつ。

　ところで、同じく『老子』の写本である＜郭店楚簡＞中の『老子』簡

については、すでに思想史研究の多くの専門家によって、文字の確定、

文章の釈読が進められ、現行本や〈馬王堆鳥書＞本との比較のもとに、

一定の研究成果があげられている（注4）。たとえば、池田知久氏は

r郭店楚簡老子研究』　（東京大学文学部中国思想文化学研究室編、　！9

99年）で、　このr老子』簡が、　「すでに完成しているr老子』五千言

の一部分ではなく、今、正に形成途上にあるr老子』の、最も早い時期

のテキストであること」を解明し、全体にわたっての詳細な注釈と考証

を加えている。多くの研究家によって今後も継続的に新たな研究成果が

累加されることは言うまでもないとして、すでにr老子』簡の思想史的

研究は一定の段階に達しているといえるだろう。
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　さて、本章は、、このr老子』簡を、中菌古代の書法史資料として扱い、

「筆法」やr章法」やr字形」の角度から書法の特質について解明する

ことを目的とする。すでに前章で述べたように、　＜郭店楚簡＞全ユ8編

の書風はA～6の7種類に分類することができ、　『老子』簡についても、

詳しく見れば、　A＜老甲〉と、　B＜老乙＞B＜老丙＞に分けることがで

きる。ただし、両者の書風は同系統の別風というべきもので、多くの共

通点があり、一目瞭然、全く様相を異にした2種の書風というものでは

ないことも、前章で言及した通りである。

　Aぐ老甲＞は簡数39、文字数1073（うち残欠文字1）、　B＜老

乙＞は簡数18、文字数377（うち残欠文字数7）、　B＜老丙＞は簡

数14、文字数268（うち残欠文字数5）、　したがってr老子』簡全

体では71簡、文字総数1718字ということになる。

　以下、第2節「基本的筆画とその筆法」、第3節r肥筆の諸相」、第

4節r左低右高の円転構造と章法」、第5節r簡化体の字形」、第6節

r繁化体の字形」、第7節r初見の字形」の6項目に分け、　『老子』簡

の書法を成り立たせている諸要素について詳しく見てゆくことにしよう。

尚、本章以降における字義に関する解釈は、主として自川静著r字統』

（平凡社、　1984年）、　同r字通』　（平凡杜、　1996年）に依拠す

ることとしたo
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第2節　基本的竿画とその筆法

　あらゆる文字は筆画の組み合わせによって成り立っている。　r老子』

簡の場合、　文字を構成する筆画にはどのような特徴があり、　それはどの

ような筆使いによって形作られているのであろうか。本節では、文字構

成の基盤をなす各種の基本的筆画について整理を加え、その筆使いの種

々相について考察することにしたい。　（1）　「横画」、　（2）　「縦画」、

（3）　r斜画」、　（4）　r円曲画」、　（5）毛筆について、の順に見て

ゆくことにしよう。

（1）　「横画」

　『老子』簡の文字に見られる横画に着目し、それらを筆画の特徴から

分類整理すると、それぞれの範喀で小さな相違は見られるものの、およ

そ以下の（イ）～（ホ）に大別することができる。

　（イ）起筆は筆先に圧力をかけ、右上がりに送筆し、一気に抜き放つ

ような収筆を見せるもの。　この例としては、

r聖」／鰯〕（・く老甲・第11行第11字・第1画）

r天」／桑〕（・・老甲・第11行第11字、第・画）

「中」　〔葵　〕　（Aく老甲〉第22行第23字、　第1画）

　「其」　〔穴　〕　（A＜老甲＞第27行第25字、　第2画）

　「不」　〔：舜二〕　（A＜老甲＞第29行第1字、　第2画）
　　　　　i

などがあげられる。起筆部分はr中」字第1画のように、はっきりとし

た点を形作るものもあれば、　「聖」字第1画や「天」字第2画のように、
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必ずしも点を形作らないものもある。　『老子』簡の場合、割合からする

と、前者は少なく、後者が多い。

　序章でも述べたことであるが、戦国時代の竹簡文字をあらわす一文献上

の用語の一つに「科斗字」あるいは「科斗書」というのがある。　r科斗」

とは「おたまじゃくし」の意であ争から、　rおたまじゃくし」の形のよ

うに、起筆に丸みがあって重く、終筆が軽やかで細い特徴をもつ文字、

これが「科斗字」あるいはr科斗書」と呼ばれていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拙
　「晋書』東暫伝にr科斗文なる者は、周時の古文なり。その字、頭轟

く、尾細く、科斗の虫に似たり。故に俗にこれに名づく」とあるのがそ

れであり、王国維の考証では、漢代卒期にこの名がおこり、魏晋以降さ

かんに使われるようになったという（注5）。いわゆるr汲家書」や

r孔子壁中書」の文字がr科斗字」であったことも序章で触れた通りで

ある（注6）。

　『老子』簡の文字の中．に、わずかではあるが検出されるこの「中」字

第一画のような特徴をもつ筆画は、　まさに文献にいうr科斗字」に相当

するものとして注意しておく必要があるだろう。尚、　「科斗」的要素を

鮮明にもつ文字の実例は、すでに＜曾侯乙墓竹簡＞や＜侯馬盟書＞（第

2章第5節r春秋戦国時代の文字」の項参照）などの中により多く検出

することができる。以下に挙げるのはその字例の一部である。

く曾侯。④＿r又」〔べ〕

く侯馬＞11

r之」／墨〕

　　　　締画r不」／騒〕

r土」／蟻〕

（口）起筆から収筆まで、筆圧の変化が少なく、直線的に、あるいは
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湾曲して、右上カ、りに竹簡の上を滑りぬけたようなもの。　この例として

は、

r而」／鰯〕（・・老甲・第・行第11字・第1画）

r不・／秀〕（・・老甲・第11行第11字・第・画）

r厚」／愛〕（・・老甲・第11行第・字・第・画・画）

などがあげられる。　r而」字第1画などは、　いかにも謹厳で無表情な筆

画であり、右上がりでなければ、後世の典型的な小纂（たとえば秦の＜

泰山刻石＞）の筆運びと軌を一にする。筆鋒を露わにせず、筆画の中間

にそれを内包して運筆する、いわゆるr中鋒」と呼ばれる筆の操作によ

ってこの横画は形成されている。

　（ハ）起筆と収筆は細く、　中間部分は筆が開いてやや膨らみを増し、

全体としてはわずかに紡錘形に近い様相を呈するもの。　この例としては、

r其」／八〕（・・老甲・第・行第・字・第・画）

r天・／奔〕（・・老甲・第11行第11字、第1画）

r亜」’／灘〕（・・老乙・第・行第・1字、第1画）

などがあげられる。　（口）の場合と大きく違うわけではないが、筆が中

間部分でやや開き、収筆部分ではまた閉じるという、微妙な運筆’操作が

もたらした筆画である。

　（二）勢いに満ちた運筆操作により、起筆1収筆ともに筆が竹簡の左

右の端にあたって、断ち切れたようになっているもの。　この例としては、

r才」／嘩〕（・・老甲・第・行第11字・第1画）

r身」／灘〕（・・老甲・第11行第11字・最終画）

r天」／察〕（・・老乙・第・．行第11字・第1画）
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r成」／鎖〕．（・・老乙・第11行第11字・第1画）

r不」／雫〕（・・老丙・第・行第・字、第1画）

r無」／鶴〕（・・老丙・第11行第11字・中間の横画）

などがあげられる。　この種の横画はr老子』簡全体に見られるが、特に

B＜老乙＞、　B＜老丙＞の場合、　大部分の横画がこの傾向をもつ。　これ

は写本の抄者が、竹簡の幅を最大隈に生かして文字を大きく書いた結果

であることは言うまでもないが、起筆と収筆の状況が変則的にしか把握

できないという意味で、書法を考察する立場からすれば不都合である。

本来は（イ）～（ハ）の運筆であった横画の変形と見なすべきであり、

紙や絹ではなく、竹簡という幅の限今れた特殊な材料ならではの書写魂

象として注意しなければならない。

　（ホ）起筆は軽く、送筆は徐々に圧力が加わり、

あたって、太く断ち切れたようになっているもの。

収筆は竹簡の右端に

この例としては、

r不」／干〕（・・老乙・第11行第11字・第・画）

r天」／譲〕（・／老乙・第11行第11字、第・画）

r之」／ふ〕（・・老乙・第11行第・字、第・画）

などがあげられる。　（二）は起筆1収筆ともに竹簡の端にあたったもの

であるが、　これは送筆中に筆圧が加わり、収筆部分で太くなったまま、

簡の端にあたって断ち切れたものである。　これも竹簡という材料がもた

らした変則的な横画である。

　『老子』簡の文字の場合、横画に見られる全体を通しての顕著な特色

は、筆画が右上がりの傾向にあることである。中には水平に近いものも

あるが、　これは例外的存在であり、横画のほとんどは、程度の差こそあ

れ、左低右高の傾向をもつ。　このことについては第4節r左低右高の円
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転構造と章法」で改めて論及する。

（2）　「縦画」

　『老子』簡の文字に見られる縦画に’着目し、それらを筆画の特徴から

分類整理すると、それぞれの範騰で小さな相違は見られるものの、およ

そ以下の（イ）～（ハ）に大別することができる。

　（イ）起筆に圧力を加え、垂直方向に直線で、またはやや湾曲させて

鏡く送筆し、抜き放つような収筆を早せるもの。この例としては、

　r子」／帰〕（・・老甲・第1行第1・字・第・画）
　　　　　1．ヨ

r下」／鋳〕（・・老甲・第・行第・字・第・画）

「身」／幾〕（B・老乙・第・行第11字・第1画）

r不・／譲〕（・・老丙・第・行第・字・第・画）

などがあげられる。いわば「横画」の（イ）に相当するものであり、次

の（口）とともに、　r縦画」の主軸ともいうべき頻出の筆画である。

r下」字の場合のように、垂直下方に送筆した例はむしろ少なく、多く

が筆の弾力を利して、やや湾曲した鋭い線描で、一気に抜き放つような

収筆を見せる。この筆画の中には・r才」／幾〕（・・老甲・第11行

第11字、第・画）、r果」／繋〕（・・老甲・第・行第11字、第・画）

のように、速写したために、収筆部分に次の筆画への連なりの小画を見

せるものもある。

　（口）先端鏡く露鋒で起筆し、垂直下方に送筆して、収筆部分も筆鋒

鋭く終わっているもの。この例としては、
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r下」　〔†：〕、（A＜老甲＞第4行第2字、第2画）

r邦」／笥華〕（・・老甲・第11行第11字・第・画）

r作」／贈〕（・・老乙・第・行第11字・第・画）

r上」／共〕（・・老乙・第11行第・字・第1画）

r奉」／瀞〕（・・老乙・第1・行第11字、第・画）

r居」／織〕（・く老丙・第・行第・字、第・画）

r之」／ぶ〕（・・老丙・第・行第1・行、第・画）

などがあげられる。　これは「横画」でいう（ハ）の筆画に近いものであ

り、先の（イ）と並んで「縦画」の主軸をなす筆画である。　また、　これ

に近いものとして・r不」／†〕！・・老乙・第11行第・字・第・画）

のように、　中間部分がやや膨らみ、全体としてはいくぶん紡錘形をなす

ものも少なくない。

　ところで、　この種の鏡い縦画の文字を見て連想されるのは、般代の貴

重な文字資料の一つ＜墨書陶片＞＜図69＞である。たった一字ではある

が、　く墨書陶片＞に鮮やかに写し出されている縦画は、明らかにこの

（口）に属する文字の縦画と同じ様相を示している。一方は陶片、一方

は竹簡であるが、毛筆に墨をつけて文字を舎き記した結果は、局部的と

はいえ、般代人のそれも、戦国時代人のそれも大きくは違わないという

事実を伝えている。

　（ハ）起筆と収筆は（イ）や（口）と同じで、筆画の途中に肥筆が加

わったもの。　この例としては、

r厚」／撃〕（・／老甲・第・行第11字1最終画）

r坤」／津〕（・く老甲・第・行第11字、第1画）

r未」／卒〕（・く老甲・第11行第11字、最終画）
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r型」／鞠〕、（・・老甲・第11行第11字・第・画）

r不」／鯨〕（・・老乙・第・行第・字・第・画）

などがあげられる。ここでいう「肥筆」とは、’早くも般代の青銅器の銘

文に見られる待殊な線描のことである。それは筆使いの単なる強弱の変

化によって生じた、いわば自然の筆勢によってもたらされた線の太さの

ことではなく、書者の意識的な運筆操作によって作られた特殊な線描を

いう。肥筆については本章第3節r肥筆の諸相」で改めて検討するので、

ここでは詳しく述べない。

（3）　r斜画」

　r老子』簡の文字に見られる斜画に着目し、それらを筆画の特徴から

分類整理すると、それぞれの範喀で小さな相違は見られるものの、およ

そ以下の（イ）～（二）に大別することができる。

　（イ）起筆は圧力を加えて太く始まり、右上方から左下方に向かって、

直線的に、またはやや湾曲させて鋭く送筆し、抜き放つような収筆を見

せるもの。　この例としては、

r去」／呑〕（・・老甲・第11行第・字・第・画）

r可」／議〕（・／老甲・第・1行第11字・第・画）

r勿」／劣〕（・・老甲・第11行第・字・第1画）

r天」／駁〕（・・老乙・第・行第・字・第・画）

　r不」／千〕（・・老乙・第・行第・字、第・画）

r客」／薯〕（・・老丙・第・行第11字・第1画）

などがあげら肌この筆画の中には・r而」／鰯〕（・・老甲・第
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・行第11字・第・，画）・r可」／研〕（・・老甲・第11行第・字・第

・画）、r胃」／夢〕（・く老乙・第・行第11字、第・画）のように、

遠写したために、収筆部分に次の筆画への連なりの小画を見せるものも

ある。

　（口）上記（イ）と同じ要領で、左上方から右下方に送筆したもの。

この例としては、

r奴」／詳〕（・・老甲・第・行第11字・第・画）

r得」／繁〕（・／老甲・第11行第1・字、第・画）

r辱」／肇〕（・・老乙・第・行第11字、第・画）．

r而」／濁〕（・・老丙・第11行第・字・第・画）

などがあげられる。　r横画」の場合と同じく、竹簡表面の木目の抵抗を

受けやすいだけに、俊敏な運筆操作が要求される筆画である。

　（ハ）起筆から収筆まで、筆圧の変化が少なく、直線的に、　あるいは

湾曲して、左上から右下に、または右上から左下に、竹簡の上を滑りぬ

けたようなもの。　この例としては、

r果」／繋〕（・・老甲・第・行第1・字、第・画・画）

r之」／ぶ．〕（・く老乙・第11行第・字・第1㊥・画一）

　r安」／嘩〕（・・老丙・第・行第11字・第・画）

などがあげられる。　これは「横画」でいう（口）に相当するものである

が、やはり俊敏で無駄のない筆の操作が要求される筆画である。

　（二）起筆と収筆は（口）と同じで、筆画の途中に肥筆が加わったも

の。　この例としては、

r民」／ぺ〕（・／老甲・第・行第・字・第・画）
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　「屯」　〔吃〕、（A＜老甲＞第9行第15字、第2画）

などがあげられる。斜画に加えられた肥筆についても、第3節「肥筆の

諸相」で言及する。

（4）円曲画

　以上のようなr横画」　r縦’画」　r斜画」とは別に、　r老子』簡の文字

に見る筆使いの妙技を典型的に示す一要素として、　r円曲画」ともいう

べき「ひと筆書きの曲線構造」というものをあげることができる。　これ

は起筆から収筆まで、弾みをきかせ乍一気呵成の運筆操作により、バネ

のある美しい曲線構造を形成している点で特色をもつ。　ここでは抄者B

によるB＜老乙＞Bく老丙＞の文字の中から5種の字例を選んで考察し

よう。

　（イ）　「日」　〔碑一〕　（Bく老乙＞第3行第9字）

　「日」字は、太陽をかたどる象形字として生まれ、甲骨文では〔臼〕

〔に）〕に作る。　B＜老乙＞に見られるこの字では、筆は左下方から露

鋒気味に入り、右上がりに旋回して、ねじれるような抵抗感をはらみつ’・

つ、一気に起筆近くまで巻き込んでいる。竹簡の幅約6油㎜というスペー

スの中で、字幅5㎜弱の小さな文字が、　この上なく強靭な筆力をもって

書かれていることに着目したい。　「日」を構成要素にもつ文字、たとえ

ば、

r是」／撃〕（・く老乙・第1行第1・字）

r莫」〔鐘〕（・く老乙。第・行第・字）

r昏」／鎮〕（・／老乙・第・行第11字）
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r豊」／鍵〕、（・／老丙・第11行第11字）

などの場合も、　r日」は単独のr日」字と同様の字形と筆勢をもって、

中央の横画による分間布白も正確に保たれ、一字の構造美を引き立てて

いて全く隙がない。

　また、　r日」と形が類似する筆画を構成要素にもつ文字、たとえば、

r薔」／拳〕（・・老乙・第・行第・字）

r得」／辞〕（・・老乙・第・行第・字）

r餐」／静〕（・／老乙・第11行第1・字）

r貞」／欝〕（・く老乙・第11行第11字）

r貴」／擬〕（・く老丙・第・行第・字）

r則」／鱒〕（・／老丙・第11行第1字）

などの場合も、　ひと筆書きの冴え冴えとした運筆の妙技が生きており、

これが一字全体の文字構成を緊張感あるものにしている。

　（口）　「自」　〔一あ　〕　（B＜老乙＞第11行第9字）

　r白」字は、　白骨化した頭骸骨をかたどる象形字として生まれ、　甲骨

　　　　く文では〔り〕に作る。　B＜老乙＞に見られるこの字では、筆は簡のほ

ぼ中央から露鋒で入り、左下方で線のくびれを経たのち、再度強い筆圧

をかけ、一気に起筆部分に向かって押し上げている。竹簡という素材が

もつ表面の微妙な凹凸に抵抗しつつも、筆は美しい円弧を描いて一気の

動きを見せ、中の空白を二分する露鋒による横画も、空間の均斉美を損

ねることなく、慎重な運びを見せる。簡単な文字のようでも、　このよう

に画数の少ない単純な曲線構造を主軸にする文字ほど、美しく仕上げる

ことは難しい。

　r白」と形が類似する筆画を構成要素にもつ文字、たとえば、
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r見」〔殊〕．（・。1乙。第。行第・字）

r隈」／察〕（・・老乙・第・行第・字）

r慮・／彰〕（・・老乙・第11行第・字）

r衆」／鑑〕（・／老丙・第11行第11字）

などの場合も、やはり練達のひと筆書きの妙技がうかがえる。

（ハ）r也」／牝〕（・・老乙・第・行第・字）

　「也」字は、青銅製の水器の一種をかたどる象形字として生まれたが、

後世は助詞としてのみ用いられている。　甲骨文には子例がなく、西周時

代の金文に〔や〕　（子伸画銘）に作る字例が見られる。　B＜老乙＞に

見られるこの字については、　まず、字形そのものが従来の戦国文字資料

には全く見られなかった特殊なものであることに注意しなければならな

い。

　この字の場合、右側に位置する一本の筆画が、筆圧と緩急の変を利し

た、　ひと筆書きの美しい曲線構造を形作っている。左の筆画rヒ」にか

ぶさるように、鏡い露鋒で斜めから筆を入れ、一気に筆圧を加えて太筆

とし、ほぽ直角に方向をかえる。そして、蓄えられた筆の弾力を解き放

つよう．に、太から細への線の変化を作り、筆の方向が変わる所でくびれ

そうになった細線に、再度筆力を与えて円弧を描き、最後は針のように

鏡く押し上げている。　この一本の筆画は、あたかも釣り針のような外形

と鋭さをもち、抄者Bによる立体感に満ちた運筆効果を象徴的に示すも

のとなっている。

（二）　r以」　〔幽〕　（Bく老乙＞第2行第9字）

「以」一字は、鍬をかたどる象形字として生まれたが、　Bく老乙＞の文
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中の「可以有国（以て国を有す可し）」のように用い、その原義で使わ

　　　　　　　　　　　　　　〉れることはない。　甲骨文では〔㌧〉　〕に作る。　B＜老乙＞に見るこの字

は、途中までは前述のr白」字と全く同様の筆使いで構成され、最後の

折り返しで、筆が右上から左下に逆押しされるように運ばれている。

　ただし、　この字の場合、すべての字例がひと筆書きの曲線構造になっ

ているとは限らず、　明らかに最後の部分を左下から右上に引いて、　二筆

を連結させているものもある。　また、そのどちらかが不分明な字例も少

なくない。　r以」と同形の筆画を構成要素にもつ文字、たとえば、　r衰」

／鑓〕（・く老乙・第・行第11字）などの場合も、同様のことがいえ

る。

（ホ）r弗・／繁〕（・・老丙・第11行第・字）

　r弗」字は、　2本の木を縄でまきつけた形をかたどる象形字として生

まれたが、後世は「不」　「勿」などと同様の否定詞として用いられるこ

とが多く、　Bく老丙＞の文中でもr而弗敢為（而して敢えて為さず）」占

　　　　　　　　　　　　　　　　　！…　　　　　　↓上のように使われている。　甲骨文では〔帯〕　〔秤〕に作る。　B＜老丙

〉に見られるこの字では、木をくくる縄紐の描写が、ひと筆書きの曲線

構造になっている。竹簡の幅いっぱいに、張りのある筆線をめぐらして

いるが、筆圧の変化を巧みに使って、線描に微妙な立体感を与えている

ことに注意したい。運筆方向が転換する局面でも、筆の動きは全く滞る

ことなく、一気に運ばれている。

　以上のほか、　ひと筆書きのr円曲画」をもつ字例としては、　『老子』

簡全体でみると、

r自」／潔〕（・・老丙・第11行第・字）

r日」　〔撃熟〕　（Bく老丙＞第2行第17字）’
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r臣」／緯〕・（・・老丙・第・行第11字1

r百」／緯〕（・・老甲・第・行第・字）

r名」／欝〕（・・老甲・第11行第11字）

r明」／鏑〕（・・老乙・第11行第1・字）

r道」／簿〕（・・老甲・第11行第・字）

などを検出することができる。

（5）毛筆について

　以上に述べたような筆画をもつr辛子』’簡の文字は、果たしてどのよ

うな毛筆によって書かれたのであろうか。

　中国では今から約6000年前、すなわち紀元前4000年ごろの新

石器時代から、　どのような形状をなすものであったかは不明ながら、す

でに毛筆が使われていた。　1950年代に陳西省西安市郊外の半披村遺

跡で出土したく人面魚身紋彩陶土器〉、　1970年代に同じく陳西省臨

滝県の姜築で出土した＜蛙紋彩陶土器＞などは、そのことを伝える貴重

な遺物である。　これらの土器に施された「人面魚身」や「蛙」の絵は毛

筆なくしては描けない。

　また、　（2）でも言及した般代の＜墨書陶片＞＜図69＞は、絵ではな

く文字を筆で書いた最初期の実例であり、般代には、　このような鏡い筆

致を表現できる毛筆が存在していたことがわかる。　ただし、樹木と動物

の毛で作られたであろう毛筆は有機物であるため、地中では腐りやすい。

そのため新石器時代や般代の毛筆の実物はこれまで発見されたことはな

く、今後も発見される可能性はきわめて小さいといえる。

　r筆」はr幸（いつ）」　（手に筆をもつ様をかたどる）と「竹」によ
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る会意字であるが．、そのr幸」にっいて、　r説文解字』巻3下に、

所以書也。楚謂之幸、呉謂之不律、燕謂之弗。

（書く所以なり。楚は之を幸と謂い、呉は之を不律と謂い、燕は之を

弗と謂う。　）

とあり、国ごとに名称を異にしていたことがわかる。　また、　「筆」につ

いては、同じく『説文解字』巻3下に、

秦謂之筆、　従幸竹。

（秦は之を筆と謂い、幸と竹に従う。　）

とあり、秦がこの名称を使い、結局はこの名称が今日におよんだことが

確認できる。伝説上、筆を発明した人物として名高い蒙悟は、文字を書

き記すこの道具を筆と称していた秦の将軍であった。

　言うまでもなく、書法は、書者が使用した用具用材、　とりわけ毛筆の

機能と密接な関係をもつ。毛筆は、いわば文字の美的要素を演出するた

めの主要な道具であり、’書法を規定するハード面の最大要素を担うもの

であるが、毛筆がどのようなものであったかを知ることは、逆に書法の

分析を行う上での手助けとなることがある。

　といっても、　もちろんr老子』簡を書いた毛筆、すなわち楚国では

r幸」と称していた筆写用具の実物が今日に伝存しているわけではない。

ただ、幸いなことに、戦国時代の楚の領域で使用されていた毛筆3点の

出土例があり、　これらの形状を参考にすることで、ある程度の推測は可

能となる。その3点の毛筆とは、①＜長沙筆＞、②く信陽筆＞、③＜包
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山筆＞である＜図、70＞。

　①＜長沙筆＞は、湖南省長沙市の左家公・山で、戦国時代中期の紀元前

300年ごろに埋葬されたものと推定される墓から出土した（出土年は

明らかでない）。全体の長さ21㎝、毛の部分は2．　5㎝で紡錘形をな

し、筆管は竹製できわめて細’く、　ウサギの毛が使われていることが確認

されている（注7）。

　②＜信陽筆＞は、　1956年に河南省信陽県の長台関で、戦国時代初

期の紀元前400年前後に埋葬されたものと推定される墓から出土した

もので、　これが現存最古の毛筆の実例である。　同時に発見された＜信陽

楚簡＞については、第2章第5節r脊秋戦国時代の文字」の項で言及し

た。全体の長さ25．　9㎝、毛の部分は2．　5㎝で、形状は現在一般的

に行われている小筆に近く、筆管は竹製、ただし毛の材質は不明である

（注8）。

　③＜包山筆＞は、　1987年に湖北省荊門市の包山で、紀元前326

年に埋葬されたものと推定される墓、すなわちく包山楚簡〉（第2章第

5節r春秋戦国時代の文字」の項参照）が発見された包山2号楚墓から

出土したものである。全体の長さ25．　8㎝、毛の部分は3．　5㎝でく

長沙筆＞と同じく紡錘形をなし、筆管は葦製できわめて細．い。毛は一端

を糸で縛り、筆管に差し込んだ状態になっている。　ただし、　これも毛の

材質については明らかでない（注9）。

　要するに戦国時代の楚の国では、形状の上で少なくとも2種類の筆が

存在したということが確認できる。　『老子』簡が書かれた筆も、　このど

ちらかの形状をなすものであったと想像されるが、確かなことは明らか

でない。　ただし、かりに＜長沙筆＞のような形状の筆であったならば、

『老子』簡に見るような筆画にはならなかったのではないか、　という推
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測が成り立っ。

　＜長沙筆＞は、その形状から判断すると、毛先がよくきく反面、腰の

ふらつきが大きく、軸心が不安定であり、およそ級密な点画構成にはむ

かない。　しかも筆画はことごとく紡錘形になりやすい。たとえば、　19

53年に湖南省長沙市郊外で出土した＜仰天湖楚簡＞＜図46＞（第2章

第5節「春秋戦国時代の文字」の項参照）の文字は、　この形状の筆で書

かれたものと考えられる。　随葬晶リスト、　いわゆる遣策である＜仰天湖

楚簡＞の場合、文字は竹簡の幅いっぱいに、　しかも字間をつめて書き記

されており、必ずしも強い筆圧をかけた引っ掻くような書き出しにはな

っていない。筆は太細自在に簡の表画をなめらかに滑るように動き、大

部分は紡錘形の線を構成して、　これが組合わさって文字が形成されてい

る。

　＜長沙筆＞と形状の類似する＜包山筆＞が同時に出土した＜包山楚簡

〉にしても（もちろん、　出土した＜包山筆＞で＜包山楚簡＞が書かれた

わけではない）、竹簡によっては明らかに紡錘形をなす筆によって書か

れたことを推測させるものがある。たとえば、鋭い筆鋒で、筆画の大部

分が紡錘形をなす＜包山楚簡＞第61簡（注10）＜図71＞などはその典

型的なユ例である。

　また、　r老子』簡以外のく郭店楚簡＞についていえば、　Fく成之＞、

F＜尊徳＞、F＜性自＞、　F＜六徳＞の4編は、その書法から見て、お

そらくは＜長沙筆＞系統の筆が使われているだろう。

　第3章第2節で述べたように、抄者Fによるこの4編は、筆使いにお

いても、字形においても、極めて変則的な作風であり、　これまでに発見

された楚系の簡串文字資料には類例を見ない。

r其」／邸〕（・・成之・第・行第・字）・r是」／鷲〕（・・
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成之＞第10行第7、字）で代表されるような、　柔弱で骨力に欠ける柳葉状

の筆画の文字が大部分を占め、点画の配置は『老子』簡に見られるよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…畷毒な厳然とした文字構造の基本を無視したものが多い。　また、　「不」

〕（・・成乏・第・行第・字）・r勅」／欝〕（・／成之・第・行

第6字）のように、一字の中に極端なまでの太細の変化が見られる文字

が少なくない。

　文字の構えも不安定で、右上がりのものばかりか、右下がりのものも

随所に混在する。　きわめて癖のある特異な作風であるが、　この作風は＜

長沙筆＞系統の筆を使って表現された極端な例を示しているものと考え

られる。

　r老子』簡を、腰のふらつく＜長沙筆＞系統の筆で書いた場合、筆画

はメリハリのない紡錘形のものが大部分を占め、決してこのように綴密

な点画構成をもつものにはならなかったはずである。　『老子』簡では、

＜長沙筆＞系統ではなく、　＜信陽筆＞のように、毛先がよくきき、　しか

も腰のふらつきが小さく、軸心の安定した筆が使われたものと推測され

る。
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第3節　肥筆の諸．相

　第2節r基本的筆画とその筆法」の（2）　r縦画」の項でも簡単に触

れたように、　とこでいうr肥筆」とは、すでに股代の青銅器の銘文に見

られる特殊な線描のことである。それは筆使いの単なる強弱の変化によ

って生じた、　いわば自然の筆勢によってもたらされた線の太さのことで

はなく、書者による意図的な運筆操作によって作られた特殊な線描をい

う。第2章第4節r般1西周の金文」で取り上げた＜小臣験鐸尊銘〉や

く大孟鼎銘＞などは（く図22＞＜図24＞）、　その初期的状況を知る上で

格好の資料である。

　〈小臣隙犠尊銘＞ではrT」　r王」　「正」が〔轟〕　〔孟〕　〔理〕

のように、また・大孟鼎銘・ではr才」r土」r天」が／申〕／ふ〕

／堺〕のように書かれている。rT」の／観〕はr釘の頭」・r王」

の〔ふ〕はr鐵」、　r正」の〔轟〕は「城郭で囲まれている邑」、

「才」の〔轡〕はr祝祷の器」、　「土」の〔禽　〕は「土をまるめた

地主神」、　「天」の〔鰯〕はr人の頭部」を意味する部分であり、　お

そらく銅器に鋳造する前の下書きの段階で、書者は筆を二度三度と重ね

書きすることによって、　このような線描をこしらえあげたものと考えら

れる。

　見る者に雄澤の気象を印象づけるこの一種の肥筆は、文字空間をいやが

うえにも重厚で立体感溢れるものとし、段代の金文書法に独特の味わい

を付与するものとなった。　この肥筆という特殊な線描の命脈はきわめて

永く、戦国時代の各種文字資料においても様々な形で確認することがで

きる。ただし、戦国時代の文字資料に見られる肥筆の中には、股や西周

の金文のような、字義に直結。した肥筆ばかりか、字義とはまったく無関
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係の、単なる装即上の筆画としての肥筆も少なくない（字義には無関係

な装飾的筆画が加わった繁化字については、本章第6節「繁化体の字形」

の項で詳しく考察する）。

　肥筆は戦国期の楚国の文字にも受け継がれており、そのことはr老子』

簡をはじめとする＜郭店楚簡＞によっても確認することができる。

　ところで、　『老子』簡には、　いわばr準肥筆」ともいうべき、　これま

た特殊な筆画をもつ文字が見られる。　たとえば、　Bく老丙＞の「璃」

／鰯〕（第1・行第1・字）がそれで・r土」を意味す1下部の／∴〕

は、本来ならば〔＿虹、〕に作るべきところを、筆による塗りつぶしを省

略して、中を空洞にしたものである。、

　このr準肥筆」をもつ文字はr老子』簡以外の＜郭店楚簡＞の他の編

にも検出することができるが、従来の簡鳥文字資料の中には全く見られ

なかったものであり、　注目に値する。

　ただし、　このような文字の書き方は、般代の甲骨文字にすでに見出す

ことができる。第2章第3節「甲骨文字」の項でも述べたように、　甲骨

文字は玉や銅の刃物を使って獣骨の表面に彫りつけられたものセあり、

金文の肥筆のように「面」を描写することは不可能であった。　金文では

「面」として表現される肥筆部分は、　甲骨文字では単に輸郭のみで済ま

せている。

　た’とえば、先に金文の字例を挙げた「丁」「王」　「正」　「才」　「土」

r天」の・字は・甲骨文字では／口〕’／五〕／マ〕／†〕／二

〕／ズ〕のように表現されている。これは明らかに文字をほどこす

素材の違いに起因する相違である。

　さて、　この種の「準肥筆」のものも含めて、A＜老甲〉、　B＜老乙＞、

B＜老丙＞の順、に、　肥筆の線、描が見られる字例を挙げれば、　以下のよう
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になる。同一字例、が重複して検出される場合は、

ものを選んだ。

字跡のもっとも鮮明な

r民」／縛〕（・・老甲・第1行第・1字）

r1」／繋〕（・・11・1・l111l）

r人」／蹄…〕（・く老甲・第・行第11字）

r境」／蝉〕（・・老甲・第・行第11字）

r成」／麟〕（・・老甲・第11行第・字）

r董」／泰〕（・1老甲・第11行第1・字）

r玄」／簿〕（・／老甲・第11行第・字）

r戊」／一牌〕（・・老甲・第岬第・字）

r不」／千〕（・・老乙。第・行第・字）

r昏」／鶴〕（・・老乙・第・行第1・字）

r悪」／彰〕（・・老乙・第11行第11字）

r華」／灘〕（・・老乙・第11行第11字）

r誼」／鱒〕（・・老乙・第11行第11字）

r屯」／滋〕（・く老乙・第11行第・字）

r璃」／鰯〕（・／老丙・第11行第11字）

ここではBく老乙＞に見られる①「不」②「昏」③「恵」④’「筆」⑤

「誼」⑥「屯」の6例について詳しく考察しよう。

　①「不」字は、否定1打ち消しのr～ず」の用法で使われているが、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止v．本来はrふくらんだ花房の形」の象形字とされる。　甲骨文字では〔小　〕

に作り、西周金文では〔不〕　（史艦盤銘）に作る。　Bく老乙＞のこの

字の場合、　縦画に見る肥筆は、　戦国文字特有の装飾的意味合いをもつも

ので、字義にかかわる本来の肥筆とは別種のものである。
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　＜郭店楚簡＞に見る「不」字は、　Aく老甲＞に30例、　A＜語四＞に

19例、　B＜老乙＞に13例、　B＜老丙〉に10例、　B＜太一〉に7例、

C＜糸窪衣〉に52例、　C＜魯穆＞に1例、　C＜窮達＞に7例、　C＜五行

＞に80例、　Dく唐虞〉にユ9例、　E＜忠信＞に15例、　F＜成之＞に

42例、　F＜尊徳＞に47例、　F＜性自＞に29例、　Fく六徳＞に22

例、　G＜語一＞に15例、　G＜語二＞に6例、　G＜語三＞に13例、　の

べ427例を数える。

　このうち①のような肥筆のあるものは全体の約2割を占め、　また、．縦

画に短横画を加えたものが全体の約3割を占める。縦画に短横画を加え

た字例は、　＜侯馬盟書＞や＜包山楚簡＞などにも見られるが、はっきり

と肥筆を形作った字例は、従来の簡常文字資料には全く見られなかった

ものである。ただし、戦国時代の金文や古璽には、わずかながら同類の

字例が検出される。

　尚、抄者Bが書いた「不」字はすべて縦画に肥筆があるわけではなく、

全30例のうちヱ5例には肥筆が見られない。　より詳しくいえば、　B＜

老乙＞では13例のうち12例に肥筆が見られ、　B＜老丙＞では10例

のうち3例に肥筆にかわる短横画が見られ、　Bく太一＞では7I例すべて

に肥筆が見られない、　といラ状況である。つまり肥筆が見られるのはB

＜老乙＞のみということになるが、　これは抄者Bが写し取った先行の写

本がそのように書かれていたためであるとも考えられる。

　②「昏」字は、　B＜老乙＞の文中では、以下のようにすべて「聞」の

意味で使われている。

上士昏（聞）遺、董（勤）能行於其中。　中士昏（聞）道、若昏（聞）
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若亡（無）。、下士昏（聞）道、大芙（笑）之。弗大芙（笑）、不足

以為道。　（第9行簡～第！0行簡）

上士は道を昏（聞）けば、董（勤）めて能く其の中に行う。中士は

遭を昏（聞）けば、昏（聞）くが若く、亡（無）きが若し。下士は

道を昏（聞）けば、大いに之を芙（笑）う。大いに芙（笑）わざれ

ば、　以て道と為すに足らず。

（この部分は今日一般に行われている『老子』のテキスト、いわゆる

王弼本『老子』では第41章に牟たる。訓読は池田知久著『郭店楚

簡老子研究』〈東京大学文学部中国思想文化学研究室編、　五999

年〉による。以下、　r老子』簡の訓読はすべて同書によるものとす一

る。　）

　戦国期の楚系文字では一般にr昏」字ではなくr昏耳」字がr聞」の意

で使われており、　＜信陽楚簡＞＜望山楚簡＞＜包山楚簡＞などに多くの

字例が見られる。　『説文解字』巻12上にもr聞」字について「聞は声

を知るなり。耳に従い、門の声。」との字解のあとに、　r、〔プ訟〕は古

文、昏に従う」とあり、　この字形が「古文」として使われていたことが

確認できる。

　確かに＜郭店楚簡＞においてもA＜語四＞に1例、　B＜老丙＞に1例、

C＜糸笛衣〉に2例、　F＜成之＞に1例、　F＜性自〉に1例、　この字例が

検出できる。　しかしながら、　「耳」を省いたr留」字の省略体ともいう

べきr昏」字の使用例も少なくない。　＜郭店楚簡＞にはr昏」字が16

例見られ、その多くが「聞」の意味で使われている。　これは明らかにく
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郭店楚簡＞以前の文字資料には全く見られなかった文字使用の一例であ

る。

　さて、　r昏」字は「氏」　（把手のある刀の形）と「日」からなる会意

字であり、甲古文字にすでに字例がある（／い）。r氏」を単独で

見た場合・西周金文では！ポ（令鼎銘）や／llマ〕（煩鼎銘）のよ、

うに、縦画に肥筆の要素が加えられたものが多い。春秋時代の金文でも

／lllい（秋氏壷銘）に作る字例があり、戦国時代の金文でも／珂〕

（中山王鼎銘）に作る字例がある。

・郭店楚簡・においても…縄衣・に縦画を11筆に作る／織〕が・

また、・く忠信・にも肥筆のかわりに、短横画を添えた／雛〕の字例が

検出できる。つまり②は、本来は肥筆を施すべき縦画を、枠取りのみで

中を空洞にした準肥筆ともいうべき特殊な筆画で形作った文字というζ

とになる。　r昏」字をこのように作る字例は、　＜郭店楚簡＞以外の戦国

文字資料には見られない。

　ただし、　く郭店楚簡＞のr昏」字がすべてこのように書かれているか

というと決してそうではない。　＜郭店楚簡＞に見られる全16例のうち

B＜老乙〉の4例のみがこの形であり、他の12例は肥筆のかわりに短

横画を添えた形である。抄者B自身もf太一＞の1例では、短横画を添

えて／幾〕に作一てい糺

　尚、　「昏」字や「昏耳」字は、　この場合「聞」の意味で使われているが、

これは中国古代の文章において広く行われていた、いわゆるr通仮」の

現象である。

　「通仮」とは、　同音あるいは近音の文字で本字に代替することであり、

「胃」字を「謂」の意味で使えば、　r胃」字はr謂」の通仮字、　「谷」

字をr欲」の意味で使えば、・r谷」字はr欲」の通仮字、　ということに
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なる。　たとえば、．ポ詩経』　「魏風」のr碩鼠」の詩には、　「逝將去女

（逝って将に女を去り）」の句があるが、　このr逝」字は「誓」の通仮

字であり、　また、　『孟子』　「梁恵王下」篇にr今之楽由古之楽也（今の

楽はなお古えあ楽のごときなり）」の語があるが、　このr由」字は「猶」

の通仮字である。

　＜郭店楚簡＞においても通仮字例は少なくないが、　r老子』簡すなわ

ちAく老甲＞、　B＜老乙＞、　B＜老丙＞の3編については、すでに体系

的な整理が試みられている。魏啓鵬著r楚簡《老子》東釈』　（万巻楼図

書有隈公司、　ユ999年）所収のr通仮字躍解」がそれである。　ここに

は『老子』3編に確認される全26争種の通仮字が挙げられ・簡単な説

明が加えられている。

　③r恵」字は、　B＜老乙＞の文中では、以下のようにすべて「徳」の

意味で使われている。

上恵（徳）女（如）浴（谷）、大白女（如）辱、広恵（徳）女（如）

不足。　（第11行簡）

上徳は浴（谷）の女（如）く、大白は辱なるが女（如）く、広恵

（徳）は足らざるが女（如）し。

（この部分も王弼本r老子』では第41章にあたる。）

　「恵」字は「直」　（目の上に呪飾をつけた形の変形）と「心」からな

る会意字であるが、　甲骨文字や西周金文には字例がなく、春秋時代以降

　　　　　　　　　　　　　　一229一



　　　　　　　　　　　　　　　1幸　　　　　　　　　　、ふの文字資料に字伊十が見られる。　、こ〕（令狐君壷銘）・　㌣〕（侯

馬盟書）、匁〕（包山楚簡）などはその例で、く包山楚簡＞の一例

ではr直」の上部にはっきりとした肥筆が見られる。③のr恵」字の場

合、上部は枠血りだけで中を空洞に、　あたかも小鳥の頭のような造型に

なっているが、　このような書き方は従来の文字資料には見られないもの

である。

　＜郭店楚簡＞に見られる「悪」字の例は数多い。　A＜老甲＞に1例、

Aく語四＞に2例、　B＜老乙＞に7例、　C＜糸箇衣＞に6例、　C＜窮達＞

に2例、　C＜五行＞に23例、　F＜成之＞に7例、　F＜尊徳＞に7例、

F＜性自〉に4例、　F＜六徳＞に9例、　G＜語一＞に1例、　Gく語二＞

に1例、　G＜語三＞に4例、のべ73例を数える。　このうち③と同類の

字形は29例で、　Bく老乙〉の7例、　C＜纏衣＞の6例中の1例、　C＜

五行＞の23例中の21例がそれである。　C＜糸笛衣＞の残りの5例、　C

＜五行＞の残りの2例は、　＜侯馬盟書＞の字例のように、肥筆ではなく

短横画を添えた形であり、同一写本の中でも両様が混用されていること

が確認できる。　A＜老甲＞の1例では＜包山楚簡＞と同類の典型的な肥

筆に作っている。

　＜郭店楚簡＞には「直」を扁券にもつ「植」字が3例検出されるが

（B＜老乙＞に1例、　C＜絡衣〉に1例、　C＜五行＞に1例、いずれも

r直」の意味で使われている）、　このうちの2例（B＜老乙＞、　C＜五

行＞）は、上部が③と全く同じ枠取りだけの準肥筆的構造になっている。

やはり従来の文字資料には類例を見ない。

　④r埜」字は、　B＜老乙〉の中では、以下のようにr形」の意味で使

われている。
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大器曼（晩）成、大音砥（希）聖（声）、天象亡（無）埜（形）。

（第12行簡）

大器は曼（晩）く成り、大音は聖（声）砥（希、ちいさ）く、天象

は埜（形）亡（無）し。

（この部分も王弼本r老子』では第41章にあたる）。

　r墾」字はr説文解字』未収の文字であるが、元の楊桓が編纂した古

代文字の字典r六書統』には「古文の型の字」と解釈されており、　「土

に従い、井の声」の形声字と見なされている（注11）。戦国時代以前の

文字資料には字例が見宇れず・・侯馬盟書・に見られる一／絃〕に作る

字例がもっとも古い。’

　＜郭店楚簡＞には、　B＜老乙＞に1例、　C＜糸笛衣＞に11例、　F＜尊

徳〉に2例、　Fく六徳＞に1例、　この字が検出され、　C＜糸竃衣＞の11

例においては、　B＜老乙＞と同類の字形1例のほかは、　10例すべて

r土」部の縦画には一きりとした肥筆が見られ、／鍵〕のように作る。

④の場合、先にも例を示した甲骨文字のr土」字のように、　「土」部の

上部は枠取りだけして中を空洞にしている。　r土」を偏妾にもつ文字で

は、西周以降、　この部分を肥筆に作るものが少なくない。　しかし、　この

ように空洞に作る字例は、戦国時代の文字資料をふくめて、従来の文字

資料には全く見られないものである。　＜郭店楚簡＞では、　この字は「刑」

字の意味でも使われている。
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　⑤「雷」字につ、いて、池田知久氏は、伝来の各種r老子』のテキスト

ではr勤」に作っており、　ザ説文解字』にr敢は彊（無理に勤め励むの

意）なり」とあるr敢」字の仮借字であろうと推測している（注12）。

だとすれば、　との文字が使われている一文は、　r閤其門、餐（塞）其逸

（穴）、終身不託。　（其の門を’．闘（と）ざし、‘其の逸（穴）を餐（塞、

ふさ）げば、終身雷（敢、つと）めず）」と読むことができ、王弼本

r老子』では第52章にあたる。

　r雷」字はr説文解字』未収の文字であるが、字形の上から見れば明

らかにr矛」と「山」からなる。　「矛」は「矛盾」の「矛」、すなわち

r長い柄をもつホコの形」で、西周金文では〔雲　〕　（敬箆銘）のよう

に作り、　〈仰天湖楚簡〉では〔；γ　〕のように作る。⑤の場合、　「矛」

の縦画と「山」の中央縦画が合体共有された特殊な字形であり、　しかも

下部の「山」は完全な肥筆構造をなしている。　〈郭店楚簡＞中この字は

わずかに1例のみであり、従来の簡常文字資料にも全く例を見ないもの

である。

尚、r山」字は、西周金文では／ψ〕（大克鼎銘）のように肥筆構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　婁造に作る例が多く、楚系の簡串文字資料でもこの形を踏襲して、　〔冬一嚢1手〕

（楚串書）や〔茎㌃〕　（包山楚簡、上部の横画は戦国文字特有の意味を

もたない単なる装飾符号）のように作るものが少なくない。　＜郭店楚簡

・でも／釦〕（・・窮達・）や／・1灘〕（・く麿虞・）のように作る

字例・が検出される。

　⑥「屯」字については、　「郭店楚墓竹簡』　「釈文注釈」によれば、

r屯」の省形・すなわち／」㌻〕（都君啓節銘）に作る字形を標準とす

るr屯」字の簡化体であると、いう。　r屯」字は甲骨文字から字例が見ら
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れ／々〕や／ゑ〕のよう・に作る。r純」字の初文で、織物の縁糸を

　　　　　　　　　　　　　　　　㌔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慧結んだ形とされる。西周金文でも／父〕（史絡盤銘）や／辛〕（克

鐘銘）のように作り、上部に明らかな肥筆をもつ。　く郭店楚簡＞中1例

のみ検出されえ⑥は、簡化体でありながら甲骨文字以来の肥筆を踏襲し

ており、A＜老甲＞に1例検出される〔ヤ〕ともども、従来の簡常文

字資料には見られない貴重な字例である。

　く郭店楚簡＞にはr老子』簡以外の諸編にも肥筆のある文字が少なか

らず検出される。たとえば、　B＜太一＞に見られる「会」字はその一例

である。

　r会」字は、　＜郭店楚簡＞に5例見られる。　A＜語四＞の1例、　B＜

太一＞の4例がそれであり、以下のようにすべてr陰」の意味で使われ

ている。　r四時者、　妻（陰）易（陽）之所生。　会（陰）易（陽）者、神

明之所生也。　（四時は、陰陽の生ずる所。陰陽は、神明の生ずる所なり。）

」　（B＜太一＞第3行～第4行）。　r陰陽」の「陰」　「陽」ともに偏が

省略された字形である。

　「会」字そのものはr説文解字』未収。　しかし、上部に「雨」を冠し

た「霧」字が収められており、その字解として「雲、　日を覆うなり。雲

に従い・今脈／・㌻〕は古文にして琴の省・／㌻〕は亦た古文の’

勢」（巻11下）とあ糺こ三に2種あげられている古文の例の後者は・

B＜太一＞の文字に類似手る。

　「今」は栓のある器物の蓋、　r云」は雲気であるが、　B＜太一＞では

「云」の上部がきわだった肥筆になっている。戦国時代の古璽にも同類

の〔㍗〕　（羅福願r古璽彙篇』所収）に作る字例が見られ、　また、　く

包山楚簡・にも同類の字例が検出されるが（／令〕／句〕）、肥筆
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箇所をこのように．はっきりと明快な運筆操作の中で作り上げている字例

は、従来の資料には見られなかったものである。

　以下、　r老子』簡にも検出される文字は除き、　＜郭店楚簡＞の他の編

に検出される胞筆のある文字を列記しておくことにする。同一字例が重

複して確認される場合は、字跡のもっとも鮮明なものを選んだ。

r套」／簿〕（・・太一・第・行第1・字）

r淫」／灘〕（・・太一・第・行第11字）

r地」／麟〕（・・太一・第11行第・字）

r章」／嘩〕（・・絡衣・第・行第11字）

r納」／撚〕（・・総衣・第・行第・÷）

r氏」／鰯〕（・・総衣・第・行第11字）

r年」／緒〕（・・絡衣・第11行第11字）

r信」〔蹴〕（・。纏衣。第ユ8行第ユ字）

r新」／琳〕（・・維衣・第11行第．・．字）

r云」　〔叉〕　（C＜糸蟹衣＞第35行第19字）

r幣」／灘〕（・／纏衣・第・1行第11字）

r賢」／蝉〕（・・窮達・第・行第・字）

rT」　〔督〕　（C＜窮達＞第4行第10字）

r而」／キ〕（・。窮達。第。行第17字）

r山」　〔如　〕　（C＜窮達＞第10行第6字）

r千」〔へ〕（。。窮達。第10行第21字）

r悪」／鰯〕（・／五行・第11行第11字）

r色」勢〕（・く1行・111行1111）

r植」／燦〕（・・五行・第11行第・字）

「畢」〔締〕（Cく、五行＞第39行第8字）
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r正」／瑠〕．（・・麿虞・第11行第6字）

r黄」／墳〕（・く唐虞・第11行第・字）

r但」／鍔〕（・・忠信・第8行第11字）
　　　　覇r撃」／筆〕（・・成之・第11行第11字）

・逗」／篠〕（・・尊徳・第1・行第11字）

r独」／1蕊〕（・・六徳・第11行第・字）

r生」／灘〕（・・語一・第11行第・字）

r毫」

r翠」

r持」

r奮」

（G〈語一〉第33行第8字）

（G〈語一＞第78行第3字）

（G＜語一＞第95行第1字）

（G＜語二＞第1行第4字）

一235一



第4節　左低右高の円転構造と章法

（1）左低右高の円転構造

　第2節「基本的筆画とその筆法」でも述べたように、　r老子』簡の文

字においては、　ほとんどの「横画」が右上がりの傾向にある。　「横画」

が右上がりになれば、　当然、　「横画」をもつ文字全体としても右上がり

の字勢、すなわち右上がりの文字の勢いを帯びることになる。事実、

『老子』簡では、筆画の多寡にかかわらず、　また、字形のいかんにかか

わらず、　更には、　文字が竹簡の上部に書かれているか、　あるいは下部に

書かれているかの違いにかかわらず、文字の構えはおおむね左底右高の

右上がりの傾向を呈している。　たとえば以下のように。

r百」／簿〕（・く老甲・第1行第・字）

r血」／華〕（・く老甲・第・行第・字）

「其」　〔皿〕・（A〈老甲＞第9行第17字）

r学」／撃〕（・・老乙・第・行第・字）

r辱」／舜〕（・・老乙・第・行第1・字）

r長」／考〕（・・老乙・第1・行第・字）

r義」／譲〕（・く老丙・第・行第・字）

　r之」　〔喜二〕　（Bく老丙＞第7行第5字）

r能」／蟹〕（・・老丙・第11行第11字）

　文字の構えがこのように右上がりであるというのは、必ずしもr老子』

簡に隈られた現象ではない。　r老子』簡以外の＜郭店楚簡＞の他の編に

おいても（ただしF＜成之＞以下の4編は文字の構えが一定しない）、

また、　く包山楚簡＞をはじめとする他の戦国時代の楚系の簡常文字資料
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においても、　程卒の差はあるものの、多くは同じ傾向にあるといってよ

い。

　この傾向は、戦国期の楚系文字資料としては最古の資料である＜曾侯

乙墓竹簡＞（童葬の年代は紀元前433年ごろと推定）においても見ら

れ、　いわば楚系文字全体に共通する大きな特色の一つとして提えられる

ものである。

　以下に示すのは、楚系の簡常文字資料に用例の多い文字、　「之」　r不」

「可」　r其」の4字を対象にした字例の比較である。①は＜曾侯乙墓竹

簡＞、②は＜信陽楚簡＞、③はく望山楚簡＞、④は＜包山楚簡＞、⑤は

＜楚常書＞、⑥はB＜老乙＞。

「之」

「不」

「可」

「其」

①

／、工〕

〔試　〕

〔x　〕

〔㌻し〕

②

／工〕

一葦〕

③

　ぶ／ぷ二〕

　〆〕
　亨

　1、、〆

④

／ふ〕

〔ヴ、〕

⑤

〔ふ〕

／秀〕

／奇〕

／鎮〕

／竿〕

／畷〕

／無〕

　このような左低右高の文字の構えは、大きく見れば右旋回の円転的運

動をなす筆使いによって生じたものあると考えられる。そして、　それは

文字の遠写と大いに関係があり、要するに、竹簡に多くの文字をできる

だけ遠く、効率よく書き記そうとした結果に他ならない。

　＜包山楚簡＞の文字にも顕著に見られるこの傾向の要因として、次の

ようなことが報告されている。

仔細観察全部的竹簡文字后就会発現，大多数字的右部一般要高於左
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部。這種現象説明，書写者是把編連成巻的竹簡章在手中書写的。　由

於握筆的右手緊罪在竹簡上，不能随意移動，因此産生了字体傾斜的

現象。

（すべての竹簡の文字を詳しく観察して発見したことであるが、大多

数の文字は、左が低く右が高くなっている。　これは、書者がすでに

編連された竹簡の巻物を左手にもって書写にあたったことを示して

いる。筆を握った右手は竹簡上に置かれ、　自由に移動することがで

きず、　そのために文字が右上がりに傾斜するという現象を生んだの

である。　）　（注13）

　文字がrすでに編連された竹簡の巻物」に書かれたことは、　r老子』

簡についてもあてはまる。　r老子』簡では、基本的には文字を等間隔に

配して書き連ねているが、随所に編連のための紐を避けて文字を書き記

さざるを得なかった箇所が検出される。　A＜老甲〉を例にとると、第3

行には上下2箇所の紐跡がはっきりと残っており、　しかも第8字「能」

と第9字「為」の閻に、第1字から第8字までの間には見られない不自

然な空白を生じているが、　これは明らかに竹簡上の紐を避けた結果であ

る。第5行の第8字「下」と第9字「莫」の間の不自然な空自も同じ理

由によるものと考えられる。

　さて、　＜包山楚簡〉に関する上註の報告のように、すでに編連されて

いたr老子』簡については、　同じく「書者がすでに編連された竹簡の巻

物を左手にもって書写にあたった」ということが当てはまるであろうか。

第2章第5節「春秋戦国時代の文字」でも述べたように、　＜包山楚簡＞

は裁判の記録や遺策である。そして、一方はザ老子』という典籍の写本

である。典籍の写本であるからには、　当然、写し取る対象としての先行
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写本が傍らにあり、そこに書かれている文字を細心の注意を払って逐一

書き写したものと考えられる。　とすればr左手にもって書写にあたった」

可能性は小さく、先行写本ともども机上に置いて書き写した可能性が大

きい。

　もちろん、　r左手にもって書写にあたった」可能性が皆無であるとは

いえない。　しかし、　このように長文で、　しかも小さな文字を、先行写本

をまねて間違いなく書き写すという作業は、竹簡を机上に固定してなさ

れるほうが容易であったに違いない。

　結局、文字が左低右高の傾向をもつ要因を、竹簡を左手にもって書い

たため、　ということに限定することはできないだろう。　この傾向は、　あ

くまで右手で小さな文字を数多く速写する上で自然に生じた現象、　とい

う程度の理解を超えることはできないように思われる。

　ところで、左低右高の傾向とともに、　r老子』簡の文字に見る今一つ

の大きな特色は、筆画が多くは湾曲して、　円転構造を成していることで

ある。

　戦国時代の楚系文字の書法を論じた沃興華r荊楚書法研究」　（r荊」

は春秋戦国時代の楚国の別称、　したがっ七「荊楚」は楚国の意、　『中国

書法全集』第5巻＜栄宝斎出版社、　1997年＞所収）には、　円転傾向

にあるこの種の文字構造の由来に関する言及がある。　その主要箇所を以

下に訳出しよう。

　胡小石（く訳注＞民国初期の文字学者1書法家）はr斉楚吉金表』

でr楚書は流麗、其の季（すえ）なるや、筆は多く冤屈にして、流

れて奇言危を為す」と述べている。荊楚の書法は、正体と草体の別な

く、すべて円と曲を好み、流美かつ自在であるが、　これは楚国の思
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想面文化およ．び審美観念と密接な関’係がある。

　楚人は自らの祖先と民族の歴史に対し、独特の認識をもっていた。

『国語』鄭語やr史記』楚世家には、楚人は祝融（＜訳注＞中国人の

先祖とされる伝説上の人物）の後蕎であると記されている。　r左伝』

僖公二十八年には・楚国が封じた君画愛子が仰融と欝無を祀らなか

っため、楚人はこれを大逆不道とし、兵を挙げて褒国を滅ぼした。

祝融については、　r国語』鄭語とr史記』楚世家は、帝高辛の火正

（く訳注〉火に関する政務をつかさどる古代の官）であったとし、ま

た、ある学者によれば、　r祝融」は音がr豊隆」に通じ、　いずれも

雷声をあらわす言葉であり、　r楚辞』の中の豊隆も雷神であるとこ

ろから、祝融も雷神であったという。果たして火正なのか雷神なの

かは問わないまでも、　とにかく、その形象は、　まつわりめぐる曲線

によって作られていた。

　鳳鳥は楚人の部族トーテムであり、楚人は好んで鳳鳥を賛美した。

楚人の民歌総集ともいうべきr楚辞』の中にはr鳳」の文字が24

回も登場する。楚人はまた好んで鳳鳥を描き、　これを装飾に用いた。

楚国の出土文物の中にはその実例が多く見られる。楚の鳳鳥紋に見

る顕著な特色の一つは、鳳冠や翼や尾を花卉や稲穂や葉蔓で飾って

いることだが、　これらはことごとく誇張された円曲構造の線条によ

って表現されている。

　楚人の哲学観念では柔弱を強調する。そして、彼らは驚熊をあが

め祀った。　（中略）　r列子』黄帝編に、その欝熊の言葉を引用して

次のようにある。　「剛ならんと欲すれば、必ず柔を以て之を守り、

強ならんと欲すれば、必ず弱を以て之を保つ。柔を積めば必ずや剛

にして、弱を積めば必ずや強ならん。　111柔の己に勝り出づる者、
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其の力は量る、可からず」すなわち、　目的は剛と強を実現することで

あるが、その方法は、剛のために柔となることであり、強のために

弱となることであるという。　この種の哲学思想の審美的観念の表現

は、必ずや円を好み曲を好むものである。

　　r韓非子』に「楚王は細腰を好み、　国中に餓人多し」とある。　当

時の楚国の習俗は、女子が「小腰秀頸」　（『楚辞』大招の語）を求

めたばかりか、男子もまたそうであった。　r墨子』兼愛にも、　「昔、

楚の霊王、士の細腰なるを好み、故に霊王の臣は、皆一飯を以て節

と為し、息に肱（たの）んで然る後に帯し、艦に扶（よ）りて然る

後に起く」とある。楚人がすらりとした繊細柔軟なものを美とした

ことは、　この記事と呼応する。彼らによる各種の芸術は、　いずれも

この種の審美的観念を表している。たとえば、舞踊がそうである。

r楚辞』九歌に描写されているのはr優塞（えんけん、　曲がり舞うこ

と）」でありr連蜷（れんけん、　曲折して舞うこと）」である。上

海博．物館所蔵の刻紋燕楽画像の楕円形の杯に描かれている舞人は、

袖が長く体が湾曲しており、きわめて曲線的な律動美に富むもので

ある。　（中略）荊楚の書法に見られる円と曲を好む審美的趣味と芸

術表現は、実のところ、すべて楚人の歴史意識と哲学観念の反映で

あり、楚文化の精神的特色を代表するものである。　（原文省略）

　ここで述べられていることの主旨は、楚国の書法に見るr円」と「曲」

の要素は、楚国の思想や文化や人々の審美観を反映するものであり、そ

れは、楚国の祖先神である祝融の形象が、まつわりめぐる曲線によって

作られ、また、楚人の部族トーテムである鳳鳥が、　円曲構造の線条によ

って表現され、更には、楚国で作られた刻紋画像の舞人像が、　曲線的な

一241一



律動美に富むよう、に、書法もまたそのようにr円」とr曲」を好んだ、

ということである。

　しかし、書法における「円」とr曲」の要素を、祝融や鳳鳥や舞人像

の’形象と同一細して扱おうというのは、　あまりにも短絡的であると言わ

ざるをえない。書法は毛筆という道具を使って表現される文字にかかわ

る芸術であるが、書法を生んだ人々の精神性や審美観と、その表現がど

のような関係にあるか、　という問題は、　この種の単純な発想によって容

易に解答が得られるものではないだろう。

　と一ころで、戦国時代の楚国の文字に顕著な、　この左低右高の円転構造

は、実は、I肉筆の簡常文字にのみ見られるものではない。竹簡や常書以

外の楚国出土の他の文字資料においても、　ほぽ共通した特徴をもつもの

が確認しうることを見逃すことはできない。

　第2章第’5節「春秋戦国時代の文字」の項でも触れたように、春秋時

代には鉄が普及したことで、青銅器の銘文も、従来のように鋳造の段階

で作られるものだけでなく、青銅器を鋳造した後にタガネで直接刻入し

て作るものも多くなった。

　特に戦国時代においては、後者のタガネによる刻入金文が一般化する。

その結果として、青銅器の銘文の文字は、筆画に肥痩の変化をもち、美

麗な装飾性をともなったもの（鋳造金文）と、筆画に肥痩の変化のない、

きわめて簡素で単純な線描によるもの（刻入金文）とに分化していくこ

とになる。前者が、いわぱ非日常的な特別の文字であったのに対して、

後者の場合は、　日常的に使われた通行の筆記体とも見なせる文字で刻さ

れたものが多い。

　もちろん、鋳造金文のすべてが美麗な装飾性をともなった非日常的な

特別なものになり、刻入金文のすべてが簡素で単純な線描による通行の
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筆記体になった、　というわけではない。戦国時代の中山国で作られた青

銅器の銘文に、刻入金文でありながら、　きわめて美麗な装飾性をもつも

のがあることは、すでに述べた通りである（第2章第5節「春秋戦国時

代の文字」の由参照）。

　さて、左低右高の円転構造をもつ文字は、楚国で作られた青銅器の銘

文のうち、　このタガネで彫った刻入金文の資料に多く見られる。　たとえ

ば、　＜楚王奮志鼎＞＜図37＞の銘文なギは典型的な一例である。

　＜楚王奮孟鼎＞（天津市博物館蔵）は1933年に安徽省寿県の朱家

集にある楚王1奮志の墓から出土した（同時に出土した青銅器は20種

を数え「寿県楚器群」と呼ばれる）。，高さ53．　6㎝、　口径45．　9㎝。

銘文は蓋に33字（蓋の縁辺に1行22字、蓋の内側に9字、　口縁内に

2字）、器の本体に31字、全部で64字あり、蓋と本体の両方にほぽ

同じ内容の文がタガネで刻されている。

　＜図37＞は蓋の銘で、文字の大きさを確認すると、　r楚」字で見て横

幅約1．　2㎝だから、　『老子』簡にくらべて2倍以上の大きさがある。

楚王が戦いに勝利を得て青銅の武器を獲得し、それを用いて祭祀のため

の鼎を作ったことを記す。

楚王奮志戦獲兵銅。　正月吉日、毒鋳鏑鼎之蓋。　以共載嘗。　但可吏秦

差苛燕為之。韓腫。

（楚王なる奮孟、一戦いて兵銅を獲たり。正月吉日’二錆鼎の蓋を壺鋳す。

以て戯の嘗に共（供）せん。但市吏秦苛、燕を差（たす）けて之を

為（っく）る。翁瞑。）

墓葬の年代は紀元前228年ごろ（楚国最後の幽王の時代）と推定さ
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れており、銘文も，紀元前3世紀後半のものと考えられ、　『老子』簡より

も100年近く前の文字ということになる。秦の始皇帝が中国全土の統

一を完了したのが紀元前22！年のことであるから、　この銘文は、　いわ

ば秦による全由統一前夜の楚国における文字の実例ということになり、

その意味からも貴重な資料である（注14）。

　この銘文の書法は、明らかにr老子』簡と同じ傾向をもち、筆勢のび

やかで円転のリズムがあり、　タガネで刻したとは思えないような流暢さ

が感じられる。

　1行22字の蓋の縁辺の文字などは、刻されている場所が同じ幅の帯

状をなす部分であるだけに、　あたかも縦長の竹簡に文字を施したような

按配である。湾曲するこのような場所に、　22文字もの文字を刻するこ

とは、決して容易ではなかったものと想像される。以下にあげる個々の

文字の比較でもわかるように、　この銘文とr老子』簡の文字とは、筆使

い、字形ともに近似し、　しかも左低右高の円転構造という特色を共有す

る。

　　　　く楚王奮志鼎銘＞　．r老子』簡

「王」

r志」

「正」

「月」

r吉」

r鋳」

「之」

「以」

「但」

〔騒〕

麹／騒〕

／鰯〕

／騒〕

／鐘〕

／騒〕

／鰯〕

／騒〕

／麟〕

〔驚譲〕　（A＜老甲＞第3行第12字）

／歯〕（患、・老乙・第・行第1・字）

〔室募〕　（B＜老丙＞第3行第21字）

〔⑲〕　（名、　A＜老甲＞第13行第27字）
　■　　　　　　　’　　　　　　　　，

　」　　　　　；

〔議〕（。＜老丙＞第。行第。字）
　」　」　．　　i｛’』咀

／鰯
　　〕　（A＜老甲＞第7行20字）
　■　　■＾＾　＝」■■　■　　■　　■　，　　　　　　　　　止

／灘　　〕　（B＜老乙＞第9行第24字）
　曲　　　　；

／鑑〕（・・老甲・第・行第・字）

／≡鰯〕（・・老甲・第・行第11字）
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r差」〔騒〕．

r苛」／騒〕

r為」／鰯〕

／欝〕（・・老甲・第・行第11字）

〔舜〕（可・Aく老甲＞第28行第18字）

／灘〕（・・老乙・第・行第11字）

　また、あまり知られていない零細な資料ではあるが、　ユ976年に安

徽省鳳台県で発見された＜郭大府銅量＞く図72＞（製作年代不詳、安徽

省阜陽地区展覧館蔵）の銘文などもその一例として見逃せない。　この銅

製の量（枡）　（高さ12．　5㎝、容量は1110ML）には、輸型の取っ

手の左に、　r郵大贋之．□少．」という6、文字が鋭利な刀によって刻されて

いる。

　「郵」は楚の都の通称、　r大贋」はr大府」で、穀物や年貢を官吏す

る役所、また「□歩」　（はじめの文字は器の表面が破損しているため解

読できない）のr夢」はr籍」に通じ、　『説文解字』にr竹に従い、捕

の声。一に日く、飯器の容五升なるもの」とあることから、　r五升枡」

とされ、全体ではr楚の都の大府が公認する五升枡」の意に解されてい

る（注15）。

　文字の大きさを確認すると、　r郵」字が縦約1㎝であるから、　これも

r老子』簡に比べて大きい。　あたかも筆鋒のよくきく毛筆で書いたよう

に、極めて鋭利な刀の運びを見せており、竹簡上に小筆で鋭く運筆した

効果とほとんど変わらない文字の表情が現れている。第2字r大」と第

4字r之」はr老子』簡にも頻出する文字であるが、運筆、字形ともに

『老子』簡と軌を一にする。

　つまり、毛筆で竹簡に書かれた場合でも、　タガネで銅器面に彫られた

場合でも、戦国時代の楚国で壺行していた文字は、　ほぼ同じような筆使

いと字形をもち、　しかも多くは左低右高の円転構造という特色を共有し
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ていたことが確群できる。

　＜楚王奮孟鼎＞などのr寿県楚器群」を中心とする戦国期楚国の金文

資料には、以下に列記するものがある。　（馬承源主編r商周青銅器銘文

選』＜文物出肢社、　1990年＞第4巻「東周青銅器銘文」による。　カ

ッコ内は推定制作時期と所蔵機関）

［1コ＜楚王奮章鋳＞（恵王期、湖北省博物館）

［2］＜楚王奮章剣＞（恵王期、北京故宮博物院）

［3］＜楚王奮璋文＞（恵王期、北京故宮博物院）

［4コ＜中子化盤＞（簡王期、不明）

［5］＜都君啓節＞（懐王期、安徽省博物館1中国歴史博物館に分蔵）

［6］＜楚王奮肯鋸鼎＞（考烈王期、北京故宮博物院）

［7コ〈楚王奮肯鉋鼎＞（考烈王期、安徽省博物館）

［8］＜楚王奮肯蟹＞（考烈王期、北京故宮博物院）

［9］＜楚王禽肯盤＞（考烈王期、不明）

［10］く楚王奮志鼎＞（幽王期、天津市歴史博物館）

［11］＜盤埜勺一＞（’幽王期、天津市歴史博物館）

［12］＜盤埜勺二＞（幽王期、天津市歴史博物館）

［13］＜吏秦勺＞（幽王期、安徽省博物館）

〔14］＜楚王奮呑盤＞（幽王期、北京故宮博物院）

〔15コ＜黎釜勺〉（幽王期、不明）

［16］く大后窟官鼎＞（晩期、安徽省博物館）

［17］＜王后六室箪＞（晩期・天津市歴史榑物館）

［18］＜王后六室豆＞（晩期、天津市歴史博物館）

［19］＜王后七府鼎＞（晩期、上海博物館）
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［20］＜集箭鼎＞．（晩期、安徽省博物館）

［21］＜集糧鼎＞（晩期、不明）

［22］＜集醜鼎＞（晩期、不明）

［23］＜集醜盛＞（晩期、上海博物館）

〔24］く集騎鼎＞（晩期、安徽博物館）

［25］＜御聾匝＞（晩期、天津市歴史博物館）

［26］＜那陵君豆一＞（晩期、南京博物院）

［27コ＜那陵君豆二＞（晩期、南京博物院）

［28］く那陵君鑑＞（晩期、南京博物院）

［29］＜王名偉＞（不明、上海博物館）

　上記のうち［10］の＜楚王奮志鼎＞を含む［6］～［25］の20種が、

ユ933年に安徽省寿県の朱家集で出土したr寿県楚器群」である。　こ

のうち19種までは、タガネによる刻入の銘文で、文字の様相は＜楚王

奮志鼎＞のそれと大．同小異であるといえる。　［9］の＜楚王奮肯盤〉の

みが旧来の鋳造銘文であり＜図73、部分＞、　しかもこれは＜楚王子午鼎

〉の銘文（BC6世紀、第2章第5節r春秋戦国時代の文字」の項参照）

と同じ傾向をもつ典型的な装飾書体に作っている。文字は1行12字。．

楚王奮．肯隻（作）為鋳盤、　台（以）共（供）哉（歳）裳（嘗）。

（楚王奮肯作して鋳盤を為す。以て歳嘗に供せん。）

　文字は縦長の姿態をとり、肥筆と細筆を織り交ぜた極端なまでの線条

の変化の中に、　いわば装飾’のための装飾が全面に張りめぐらされている。

これは楚の考烈王期の銘文であるが、全く同じ考烈王期の銘文には［8］
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く楚ヨ三奮肯蟹＞の．ように、先のく楚王商志鼎〉（幽王期）のそれと全く

軌を一にするものが存在する。っまりこれは刻入金文が主流をしめた紀

元前3世紀の楚国における鋳造金文の貴重な遺例の一つといえるだろう。

（王傑主編r鈷国史編年輯注』　（湖北人民出版社、　1999年）によれ

ば、考烈王期は紀元前262年～238年、幽王期は紀元前237年～

228年。）

　ところで、戦国時代の楚国で通行していた文字が、　これまでに述べた

ように、左低右高の円転構造をもつものであったことは事実であるとし

て、　この種の特色が戦国時代の楚国の文字のみに見られるものであるか

どうかが次の間題となる。

　しかし、序章や第2章第5節r春秋戦国時代の文字」でも述べたよう

に、楚国以外の戦国諸国で日常的に行われていた通行文字の実相を確実

に知りうる資料はきわめて少なく、たとえば遣策（随葬晶リスト）の竹

簡に至っては、一件も発見されていない。　このような現状の中で、　この

問題について系統的な考察を試みることは、資料的制約からいって困難

であるといわざるをえない。　この問題は、遣策の竹簡なり、典籍を書き

写した竹簡なりの、楚国以外の肉筆文字資料がまとまった形で新たに発

見された段階で詳しく検討しうる課題として、　ここでは断片的ながら2

種の既存資料から推測されることを述べておきたい。

　戦国時代の各国の文字について、筆法や字形などの書法の様相を比較

しようとする場合、　同じ条件のもとで書かれた材料を用いる必要がある。

遣策の竹簡に書かれた肉筆の文字どうし、　あるいは印章の文字どうし、

といった具合に。　ある一種の文字、たとえばr遣」について、　Aという

国の遣策の竹簡に書かれた肉筆文字のr道」と、　Bという国の印章の文

字に施された「道」とを引用し、その筆法や字形について比較しても、
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本当の意味での両．国間の文字の比較にはならないであろう。なぜなら、

筆写の道具や用途や目的など、文字が書かれる段階での各種の条件の違

いそれ自体によって、文字の表現は大きく違ってくるからである。

　以上のことを確認した上で、　r老子』簡の文字と比較するに値する文

字資料として、　まずここで挙げるのは、西方の強国1秦の領域で作られ

た＜青川木蹟＞（四川省文物研究所蔵）く図74＞である。

　両者はともに肉筆の文字資料ではあるものの、一方は竹簡、一方は木

蹟（木札）、また一方のr老子』簡は典籍の写本であり、一方のく青川

木艘＞は以下に記すように、農地の区画にかかわる法令に関する文書で

ある。　したがって、両方とも遣策の竹簡、　というほどには理想的な組み

合わせではない。

　しかし、　ともに肉筆であること、　しかも用途からいって、表現に特殊

な装飾性などを必要としない’実用に供された文字であること、　また後述

するように、書写年代がぽぽ一致すること、などを考え合わせれば、南

方の楚国と西方の秦国における、同時代の実用通行文字を比較しようと

いう場合、現段階ではこれ以上の条件を備えた材料はないものと考えら

れる。

　＜青川秦蹟＞は、　1979年ユ月（1980年春とする説もある）に

四川省青川県の榔家坪にある戦国時代の墓葬（72基の戦国秦墓のうち

の第50号墓）‘を発掘した際に出土したもので、同種の木蹟2枚のうち

の1枚（縦約46㎝、横．約2．5㎝）に、表121字、裏33字の以下

のような文字が書かれている（他の一枚にも文字があったが、破損がひ

どく解読不能）。

二年十一月己酉朔朔日，王命丞相戊（茂）、　内史匿、□□更修為田
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律。　田廣一歩、表八則為珍，　畝二珍，　一百（阻）道。　百畝為頃，　一千

（肝）道。　道廣三歩。　封高四尺，　大称其高。　将（埋）高尺，　下厚二尺。

以秋八月，俺封将（増），正彊畔，及愛干（肝）百（栢）之大草。

九月，大会遣及除口。十月，為橋，傭波（肢）隈，利津口。鮮草，

難非除道之時，　而有陥敗不可行，　靱為之。　ロロl1l＜表＞

四年十二月不除道者，□一日，□一日，辛一日，壬一日，亥一日，

辰一日，戌一日，ロー日。　111＜裏＞　（口は未解読字）

（二年十一月己酉朔の朔日，王は丞相戊（茂）、内史慶、□□に命じ

て更に為田律を修せしむ。田は碑（幅）一去、表（ぽう、長さ）八

を則ち珍と為し，　畝は二珍，　一百（隅）道。　百畝を頃と為し，　一千

（肝）道。道は廣三歩。封高四尺，大いに其の高さを称す。　将（埼）

は高さ尺，　下厚は二尺。　秋八月を以て，　封将（埼）を脩し，　彊畔を

正し，千（肝）百（陪）の大草を奨（か）るに及べ。九月，大いに

除道（道を掃除）し除□に及べ。十月，橋を為し，波（肢）隈脩し，

津□を利すべし。鮮草は、除遣の時に非ずと難も、陥敗有れば行く

可からず，　輌ち之を為せ。　□口

四年十二月の除道せざるは、口の一日、口の一日、辛の一日、壬の

一日、亥の一日、辰の一日、戌の一日、□の一日。）

　王が丞相らに命じて「為田律」すな・わち農地区画に関する法律を定め

させ、詳細に田地と道路の制度を規定して、指定した時．期に修復するこ

とを求めている。　司馬遷の『史記』　r秦本紀」に、

（秦武王）二年，初置丞相。樗里疾1甘茂為左右丞相。
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（（秦の武王の、）二年，初めて丞相を置く。樗里疾1甘茂を左右丞

相と為せり。　）

とあり、　また’r樗里子甘茂列伝」にも、

武王立，蜀王輝1相壮反，秦使甘茂定蜀。還而以甘茂為左丞相。

（武王立つに，蜀王輝1相壮反す，秦は甘茂をして蜀を定め使む。還

りて甘茂を以て左丞相と為せり。　）

という記事が見られることから、文千の王とは秦の「武王」、丞相の戊

（茂）とはr甘茂」のことであり、武王の二年時（BC309）にこの

「為田律」が作られ、裏面の「四年（BC307）十二月」云々の記事

があることから、木蹟はこの紀元前307年に書かれたものと推定され

る。　また、木蹟が出土した四川省青川県は、　まさにこのr甘茂」が平定

したr蜀」の地に属する。すなわち、　この木蹟は、秦の始皇帝が中国全

土を統一する86年前に書かれたものであり、　r老子』簡が書写された

年代とほぼ同時期のものということになる（注16）。

　ここで両者の文字の様相を具体的ないくつかの字例によって対比して

みよう。　（r月」字はr老子』簡には見られないので、　r明」字をあて

た。　）

＜『老子』簡＞ ＜青川木蹟＞

r月」／鏑〕（・／老乙・第11行第11字）／鰯〕（第1行第・字）

r王」／譲〕（・・老甲・第・行第11字）／霧〕（第1行第11字）

r大」／鱗〕（・・老乙・第・行第・字）／1鰯〕（第・行第11字）
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r其」／皿〕！・・老甲・第・行第11字）／灘〕（第・行第11字）

r遺」／簿〕（・・老乙・第11行第1・字）／灘〕（第・行第・字）

r為」／飾〕（・／老乙・第・行第1字）／灘〕（第・行第・字）

r而」／術1（・く老丙・第・行第・字）／1灘〕（第・行第11字）

r可」／載〕（・・老乙・第・行第11字）／鱗〕（第・行第11字1

　以上の8文字の比較でわかることは、筆法1字形ともに両者の間には

大きな差異があり、　＜青川木蹟＞の文字には『老子』簡に顕著な左低右

高の円転構造が見られないことである。横画を例にとると、　r老子』簡

の文字ではr王」　r其」をはじめ、多くが右上がりの傾向にあるのに対

して、　＜青川木艘＞では隷書のように起筆を強く打ち込んで水平に引き

放つ傾向にあり、　「其」　「而」などの横画はむしろ右下がりである。　い

わばr曲」に対するr直」の要素が濃厚であり、筆画の直線化と筆法の

隷書化が明瞭に見てとれる。

　〈青川木蹟＞の文字は、筆法の上で隷書化が顕著であるばかりか、字

形の上でもその傾向にある。たとえば・r波」／1簸〕（第・行第1・

字）のように、　さんずいが完全た後世の隷書のようになっているもの、

r草」／1鰯〕（第・行第11字）のよll1下部の筆画が隷芦体をなす1

のなどがそれである。　そして、　＜青川木蹟＞の文字に見るこの傾向は、

r説文解字』序にいうr秦書八体の隷」いわゆるr秦隷」の代表的な遺

品として知られる秦の始皇帝による天下統一直後の肉筆文字資料＜雲夢

睡虎地秦簡＞（注17）く図75＞の先駆けをなすものと見なすことができ

る。

　以上のように、　＜青川木蹟＞の文字は、　円転構造をもつr老子』簡の

文字とは大いに異なり、後の＜雲夢睡虎地秦簡＞の文字にも近いような
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筆画の直線化と筆．法の隷書化を顕著な特色とする。　この比較結果に隈っ

ていえば、戦国時代の西方の秦における通行文字は、楚国の文字に見る

ような左低右高の円転構造を特色とするものではなかったものと推測さ

れる（注18）。’

　さて、　もう一つの比較のための資料は、　＜青川木蹟＞のような肉筆の

文字資料ではないが、東方の斉国で作られたく子禾子釜＞（BC5世紀

後期～4世紀初頭、　中国歴史博物館蔵）とよばれる銅製の器の外面に刻

入された銘文＜図76＞である。器は高さ38．　5αn、　口径22．　3㎝。

清末の成豊7年’（1857）に山東省膠県の霊山衛で出土した（注19）。

　この器は、周の安王の16年（BC386）に斉侯となった田和が、

まだ「子禾子」とよばれていた大夫の時代に作ったもので、銘文には、

釜の容量は穀物倉の釜を基準とすべきことをはじめ、度量衡に関する規

定とその管理について厳重であるべき布告が記されている。器の表面が

腐食しているために、文字の不明瞭な箇所も多く、　また、かなり草卒に、

かつ粗雑に刻されたものではあるが、　それだけに却って、　当時の東方の

大国斉で日常的に行われていた文字の様相を知る上で捨てがたい価値を

もつ。

　この場合もやはり楚国の文字のような左低右高の円転構造はうかがえ

ず、　r其」字などの一部の文字が字形の上で類似している程度で、全体

的には楚国の文字との共通性は希薄であると言わざるをえない。
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（2）章法

　ここでいう「章法」とは、簡単にいえばr文字の配列の仕方」のこと

である。書法たおいては、　r運筆」　（r金法」）、　r結構」　（「字形」）

と合わせて、三要素の一つに数えられることを常とする。

　章法はまた、文章や詩賦の作成にかかわる術語でもあり、　r句法」、

すなわち詩文の造句の方式、　に対するものとして重視されてきた。　たと

えば、　r漢語大詞典』　（漢語大詞典出版社、　1991年）が、　明の宋榛

（。1310～工381）のr評浦陽人物1元処士呉莱」から引用する、

又問其作賦之法，則謂111有章法，欲其布置謹厳。

（又其の作賦の法を間うに、則ち謂う1l1章法有りて、其の布置の

謹厳ならんことを欲す。　）

のように使われる。

　書法における章法の用例としては、唐の賛粟（生卒年不詳、　8世紀の

人）が著した書論r述書賦』　（r法書要録』巻五所収）に、

参方回之章法、得敬元之草意。

（方回の章法を参じえ、敬元の草意を得たり。　）

とあるのがもっとも古い。　ここではある能書家の書は、方回（晋の能書

家1希恒惜）の文字の配列の仕方を加味し、敬元（劉宋の能書家1羊欣）

の草書の意を得ている、　という賛辞の中で使われている。

　書法における章法を重要1視した人物に、後世r芸苑百世の師」とまで
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仰がれた明代の年表的な書画家1董其昌（ユ555～ユ636）がいる。

彼はその著r画禅室随筆』の中で、

古人論書、’以章法為一大事。

（古人は書を論ずるに、章法を以て一大事と為す。）

と述べており、書法において章法が殊のほか大切であることは、昔から

言われてきたことである、　として章法の重要性を強調している。　事実、

董其昌自身も、余白に配慮した独特の章法をもつ優れた傑作を数多く世

にのこしている。

　また、清の文芸理論家1劉煕載（1813～1881）のr芸概』に
も、

凡書筆画要堅而潭、体勢要奇而穏、章法要変而貫。

（凡そ書の筆画は堅にして澤なるを要し、体勢は奇にして穏なるを要

し、章法は変にして貫なるを要す。　）

とあり、　「変にして貫なる」章法、すなわち、文字の並べ方には変化が

必要であり、　しかもそれなりの一貫性が欠かせない、　という考えが述べ

られている。

　以上のように、中国の書法においては、伝統的に章法が重んじられ、

一定のスペースに文字を書き連ねるに際して、　もっとも効果的に配置す

るにはどのようにすべきかを追求することが重要視されてきた。　もちろ

ん、その文字の並べ方には、文字の大小、線の太細、筆圧の強弱をはじ

め、墨の濃淡や潤渇の変化・など、文字の書き方そのものにかかわる万般
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の配慮と工夫が関、係していることは言うまでもない。

　ところで、上記のようなことは、実は、芸術としての書法の概念が確

立し、すぐれた書表現を実現するにはどうすべきか、　ということが意図

的に求められるようになった後の話であるとも考えられる。

　しかし、古代股帝国の甲骨文以来、連続する文字を様々な素材に書き

記す際、文字の効果的な並べ方というものに全く配慮しなかったとは考

えられない。文字表現の視覚的効果に対する自覚の程度の差はあったと

思われるが、紙面を前にした後世の能書家による創意工夫と同じように、

甲骨文や西周金文の文字の下書きにあたった人々も、それぞれなりの工

夫を凝らしたはずである。でなければ、今日に伝わる甲骨文や西周金文

の実例に見るような表現には至らなかったであろう。　（第2章第3節

r甲骨文字」、　同第4節r般1西周の金文」の項参照）。

　さて、　＜郭店楚簡＞のように、紙とは違って1行のスペースに典籍の

文字を書き連ねた竹簡の場合はどうだろう。

　ここではまず、　B＜老乙＞の第3行簡から第6行簡までの4行分＜図

49－1＞を例にとり、章法について考察することにしたい。

1長生蜜（蕾コ久）視之道也。学者日益、為道者日員（損）。

之或員（損）、以至亡為（以上第3行簡）

員（損）．

。也。亡為而亡不為。　鐙（絶）学亡悪（憂）、害與可（呵）、相去幾

可（何）。　究（美）與亜（悪）、相去可（何）若。　（以上第4行簡）

1人之所嚢（畏）、亦不可以不嚢（畏）。人態（寵）辱若緩（驚）、

貴大患若身。可（何）一胃（謂）態（寵）　（以上第5行簡）
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画辱。態（寵）為下也。得之若纏（驚）、避（失）之若綴（驚）、是

　胃（謂）聾（寵）辱綴（驚）。　（以上第6行簡）

長生久視の道なり。学なる者は日に益し、適を為す者は日に損す。

之を損し或（ま）た損して、以て為す亡（無）きに至る也。為す亡

（無）くして為さざる亡（無）し。学を鐙（絶）てば悪（憂）い亡

（無）し。害（唯）と可（何）と、相い去ること幾何ぞ。党（美）と

（悪）と、相い去ること可（何）若。人の嚢（畏）るる所は、亦た以

て繋（畏）れざる可からず。人・．態（寵）辱に緩（撰・みだ）るる

が若くし、大患を貴ぶこと身の若くす。可（何）をか態（寵）辱と

胃（謂）う。態（寵）の下為（た）るも、之を得れば綬るるが若く

し、之を鍵（失）えば綴るるが若くす、是を態（寵）辱に櫻るるが

（若くす）と胃（謂）う。

　何よりもまず、　これが典籍の写本である以上、　文字は読者が読みやす

いように、できるだけ大きく明断に、　しかも整然と配列されなければな

らない。　この写本を作成した抄者の念頭には、そのような意識があった

はずである。

　事実、　文字は竹簡の幅いっぱいに記され、　ほぼ同じ間隔を置いて整然

と並んでいる。　といっても、升目に並べるようにはゆかず、簡ごとの字

数も、第3行簡は23字、第4行簡は25字、第5行簡は22字、第6

行簡は23字（第6行簡は断簡で18字のみを残すが、本来はあと5字

を有したものと推測される）、　といった具合で一定しない。　このような

行ごとの文字数まで、抄者・が傍らに置いたはずの先行テキストと、全く
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同じであったかギうかは不明である。　もちろん、文字の筆画の多寡や字

形それ自体の差異も大きいため、後世の活字本のように、完全に等間隔

の状態で文字が配置されているわけではない。

　しかし、左低右高の構えを基調として、画数の多い文字と少ない文字、

縦長の文字と扁平な文字、宙に浮いたような文字とどっしりと安定感の

ある文字が、筆勢鋭く、一貫した気脈とスピード感を保ちつつ連続する

様は実に見事である。，

　確かに、章法としては至って単純なものである。　とはいえ．、　これは書

表現の妙を意図的に目指した芸術的な作品ではなく、　中国古代における

典籍の写本である。紙という便利な薄片がまだ無かった時代に、おそら

くは写本作りの専門家が書き写した典籍の写本である。写本としての利

便性を第一義に念頭に置きつつ、　しかもこのように美麗な文字を、一貫1

した章法によって連続させた抄者の書写能力は、　この上なく優れたもの

であるといわざるを得ない。

　もちろん、竹簡は二本の紐によって束ねられているため、文字は上下

二箇所の紐を避けて書き写さなければならず、結果として、文字と文字

との自然な呼応が阻まれ、文字の流れが中断したような書き方になって

いる箇所がある。たとえば、第6行簡の最終部分の二字「辱」と「纏

（驚）」の関係はその典型的な一例である。　r辱」の後も、文字の流れ

からして、それまでの間隔で書くべき所であったが、紐がじゃまになり、

紐を避けて「櫻（驚）」を書かざるを得なかった状況がはっきりと見て

とれる。第6行簡の文字の配列の流れから見て、　この二字がいかにも間

延びした不自然な間隔に置かれているのは、明らかに紐を避けたためで

ある。

　ともあれ、　Bく老乙＞の’第3行簡から第6行簡までのこの4行などは、
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『老子』簡全体の．中では、　よほどまとまりのある整然とした文字の配列

を見せる部分である。　同じ抄者によるB＜老丙＞には、たとえば第7行

簡のように、文字の配置がきわめて不規則なものもある。　この場合、第

8字のr為」享以降の6字分が、　間隔狭く、　きわだって窮屈に並んでお

り、　B＜老丙＞の全体を貫通するゆったりとした文字間の呼応関係に齪

薗吾をきたしている。

錆（悟）麟（淡）為上、弗散（美）也。

（悟淡なるを上と為し、美とせざれ。）

とある部分だが、なぜこの箇所だけがこのように不自然な章法で書かれ

ているのであろうか。　あるいは抄者Bが、文字の脱落にあとで気づき、

簡の表面を刃物で削り、再度、必要な文字を書き入れたため、　とも考え

られるが、憶測の域を出ない。

　しかし少なくとも、傍らに置いたはずの先行のテキストがこのように

変則的な書き方になっており、その状況をそっくり踏襲した結果、　とい

うことではないだろう。・かりに先行テキストがこのようになっていれば、

より読み易い写本にすべく、抄者Bはみずからの裁量で矯正を加えたと

考える方が自然である。

　ところで、　A＜老甲＞の場合も、必ずしも整然とした章法を見せてい

るわけではない。やはり紐によって束ねられた状態で文字を書き連ねて

いるため、紐を避けたための不自然な文字の配列が目につく。また、簡

ごとの字数も一定せず、　完全な状態の簡で最大32字（第8行、　第14

行、　第15行、　第22行）、　最小25字（第5行）といった状況であり、

大きな相違がある。たとえ・ば、　25字の第5行と、　32字の第8行を比
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べてみると、字勢の多寡それ自体が、文字そのものの様相を大きく左右

している事実がはっきりと見てとれる。

　しかし、　A＜老甲＞に見るこのような状態も、文字と文字との呼応と

気脈を全く感しさせないE＜忠信＞や、癖のある運筆による奇態な文字

を騒々しく連続させるF＜成之＞と比べるならば、　よほど自然に文字が

配置されており、読み易さが求められる典籍の写本としては、一応の配

慮がなされていると見なければならない。特に後半部分では、筆法と字

形が安定していることも手伝って、文字と文字との呼応関係にも一貫性

が生じており、　B＜老乙＞と比べても遜色のない整然たる章法を見せて

いる。

　先に、　B＜老乙＞の4行分について、文字は竹簡の幅いっぱいに記さ

れている、　といったが、文字の字幅が大きくなりすぎて、竹簡の幅をは

みだす勢いをみせる文字も多い。むしろ、竹簡の幅に対して左右に余裕

を残した書き方になっている文字は少なく、　r日」　r人」　r也」などの

数字にすぎない。多くは竹簡の幅を無視するような、左右への張り出し

の強い書き方になっている。第3行簡の第5字r之」字や第9字r者」

字などは、横画が竹簡の幅をはみだす勢いで書かれ、また、第3行簡の

第3字「蕾」字や第4行簡の第8字「絶」では、縦画が竹簡の縁辺ぎり

ぎりに、　きわめて窮屈な状態で記されている。

1の・行以外の・・老乙・の他の部分に／・た1えば・r昏」字／鱒

〕（第・行第1・字）が／嚢〕（第・行第1・字）に、r以」字

／彰〕（第・行第1・字）が／錐〕（第1・行第・字）に・とい一

た極端な字例が見られる。　とれらは筆画の一部が完全に竹簡の外にはず

れて、筆路がとぎれてしまった例である。平面の被写素材である常や紙

の場合はこのようなことは・まずあり得ない。竹簡を素材とした独特の書
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写現象であるといってよい（本章第2節r基本的筆画とその筆法」の項

参照）。

　尚、　Bく老乙＞の第3行簡から第6行簡の間には、文字以外の標点符

号がいくつか克られる。　ここでいう標点符号とは、現代のわれわれが文

章の切れ目に使う旬点や読点、すなわちr。」やr、」のようなもので

あるが、　この場合、第3行簡の第7字「也」字右下の〔轟騨〕、第4行

簡の第1字r也」字右下の〔蟻繋〕、同じく第7字右下の〔1鍵〕、第

5行簡の第9字「嚢（畏）」字右下の〔　．畑〕がそれにあたる。

　はじめの〔’鰯〕は、筆の腹を使って描写した肉太の方形をなしてい

るが、　これは段落の終了を示す符号として用いられている。　また、三箇

所に見られる〔　｝〕は、小さな短横画として記されているが、　これは

文の区切れを示すものである。　この2種の符号は、　B＜老乙＞ばかりで

なく、　＜郭店楚簡＞の他の写本においても使われている。ただし、段落

の区切れや文の区切れに、必ずこの符号．が見られるわけではない。むし

ろ、全体としては、隈られた箇所に見られるだけであり、写本の書式と

して、符号の使用が徹底していなかったことが確認できる。この第3行

簡から第6行簡においても、　2種の符号は一部の箇所に限り、不規則に

用いられている。

　他の戦国文字資料に目を転ずると、戦国初期の＜侯馬盟書＞や戦国中

期の＜信陽楚簡＞には〔一　〕の符号が見られ、　これが文の区切れを表

示する符号として使われている。　また、戦国初期の＜曾侯乙墓竹簡＞に

は、　Bく老乙＞の2種の符号と同類の符号が使われており、　＜包山楚簡

＞にも〔買　〕が段落符号として、　〔嚢　〕が文の区切れを表示する符

号として使われている。　さらに、　＜楚常書〉では〔薫　〕の符号が見ら

れ、　これが段落、あるいは。文の区切れを表示する符号として用いられて
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いることが確認で．きる。

　この種の標点符号の起源については明らかでないが、徐暢氏の調査に

によれば、最初期の使用例は、西周時代の青銅器＜永孟＞の銘文に見ら

れる〔1＿〕七あるという（注20）。
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第5節　簡化体の字形

　戦国文字の書法に関する研究では、無視することのできない一つの重

要な事柄としそ、字形の簡化と繁化の問題があげられる。字形の簡化と

繁化についての調査と確認は、　ゼ老子』簡の書法を成り立たせている字

形について考察する上でも欠くことのできない作業である。

　古代漢字における簡化や繁化は、戦国時代に始まったわけではない。

簡化についていえば、早．くも甲骨文や股周金文において見られることは

周知の通りである。郭沫若がr由周初四徳器的考釈談到般代已在進行文

字簡化」　（r文物』1959年第7期）で紹介した事例、．すなわち甲骨

文や西周初期の金文に見られる〔4〕が、　〔淫〕の簡化字であるこ

となどはその典型的な一例であろう。／φ〕は図象的な文字／連〕

の主要な一部を切り取って原字に換えたものであり、／鯨〕に対する

　く　　　　　　　　　　　　　づ　　　　　／潟〕に対する／づ〕など・同類の簡化字の例は他にも

見られる。

　古代の漢字に見られる簡化の目的が、筆写の簡便容易を求めることに

あったことは想像に難くない。特に社会構造の変貌にともなう文字使用

の急激な増大は、筆写の迅遠を実現すべく簡化字の普及をいやがうえに

も押し進めたであろう。戦国期の文字に簡化字が急増する理由もまずは

この点に求められる。　ただし戦国期においては、簡化字が急増する一方

で、筆写の簡便容易を逆に困難にしたはずの繁化字も急増した事実があ

ることを無視することはできない。ある種の文字においては簡便容易を

求めながら、ある種の文字においては逆に繁雑化に向かっていたという

事実をどのように理解すればよいのであろうか。更には、簡化、繁化、

とは別種の異化という現象、も複雑に絡んでいたのが戦国期の文字の実相
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である。

　王国維のいう　r上は般周古文に合わず、　下は小纂に合わず、　六書を以

て之を求めること能わざる」　（注21）ところの、判別困難な文字が多く

混在していたととは、確かに戦国文字の顕著な特質の一つであった。そ

して、判別困難な文字には極端な簡化字や繁化字が含まれていた。　それ

らの文字の多くは、　いわゆる「約定俗成」の習慣のもとに、　当時の人々

の間では何の困難もなく通用されていたはずである。　しかし、今日のわ

れわれには甚だ奇異なものとして目に映るものが少なくない。　しかも、

それらの中には時代や地域が共有した通行体としての簡化字や繁化字だ

けでなく、いわば一個人の単なる書き癖に類するものもあったと見なけ

ればならない。

　戦国期の文字資料に見られる’字形の簡化1繁化の問題を扱った主な先

行研究には、以下に挙げるものがある。

（a）湯余恵r略論戦国文字形体研究中的幾個問題」　（中華書局『古文

　　字研究』第15輯所収、　1986年）

（b）高開貴r略論戦国時期文字的繁化与簡化」　（r江漢考古』198

　　　8年第2期）

（c）何琳儀r戦国文字通論』第4章「戦国文字形体演変」　（中華書局、

　　　1989年）

（d）林素清r談戦国文字的簡化現象」　（r大陸雑誌』72巻第5期所

　　収、　！996年）

（e）林素清r論戦国文字的増繁現象」　（芸文印書館『中国文字』第1

　　　3期所収、　1997年）

（f）李運富『楚国簡鳥文．字構形系統研究』第2章「単字整理」　（岳麓
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書社、　1997年）

　もちろん、　これらの論考には、　1998年5月にはじめて全貌が公表

されたく郭店姦簡＞は研究対象として含まれていない。　ユ987年発見

の＜包山楚簡〉（有字簡278枚、総字数12472、総字種1593、

戦国中期）についても、　（f）がこれを研究対象に含めているものの、

（a）～（e）は時期の関係でこれを含んでいない。　（a）～（e）が

考察の材料として扱っているものの大部分は、文字の使われ方としては

特殊な要素をもつ璽印文字であり、　日常の筆写体としての肉筆文字は僅

かしか含まれていないのが実状である。　そして、　これらは必ずしも資料

を網羅的に調査分析した上での簡化字1繁化字に関する研究成果である

わけではない。

　ところで、字形の簡化1繁化をいう場合、一つの文字のどのような字

形に対して簡化あるいは繁化というのか、　という点を明確にしておかな

けれぱならない。何に対する簡化あるいは繁化かということだが、言う

までもなくその何とは、正体というべきもの、つまりその文字体系の中

でもっとも代表的で標準的な字形をもつ文字の形体である。

　では、その正体とは、　いかなる原則によって選ぶべきものなのか。李

運富氏はポ戦国簡常文字構形研究』第2章r単字整理」第2節r字様群

的処理」に、その原則として以下の三つをあげている。

　くA〉「最容易体現形体的功能者（もっとも容易に形体の機能をあら

わすもの）」

　＜B＞r最通行最有社会基礎者（もっとも通行して社会の中で基礎と

なっているもの）」

　＜C〉r出現時代最早者．（現れた時代のもっとも早いもの）」
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　氏は、　この三つ、を同時に兼備していることが理想だが、兼備していな

い場合は、少なくともその一つの原則を有することが必要であるとする。

本論文で扱う正体字についても、李運富氏のいう上記の概念に従うこと

にしたいo

　戦国文字に見る簡化字あるいは簡化現象の分類法については、必ずし

も統一的な方法が研究者の間でとられているわけではない。たとえば、

何琳儀r戦国文字通論』第4章r戦国文字形体演変」第2節r簡化」で

は、

r単筆簡化」　r複筆簡化」　r濃縮形体」　r冊o簡偏妾」

「冊u簡音符」　「欄簡同形」　「借用筆画」　「借用偏券」

「合文借用偏券」　r合文冊0簡偏妾」　「合文借用形体」

r冊u簡形符」

「合文借用筆画」

の13種に分類し、　また、林素清r談戦国文字的簡化現象」は、

「省略偏妾的重複部分」　r重畳相同或相近筆画」　r利用横画代替部分

形体」　r利用横短画或斜短画代替部分形体」　「省略部分形構僅一保留

声符」　「省略部分形体」　「省筆合文」

の7種に分類している、　といった具合である。繋化字あるいは繁化現象

の分類法についても状況は変わらない。

　本章では、簡化の問題を考えるにあたって、より簡便な分類によるこ

ととし、

　（1）　r筆画の省略による簡化」

　（2）　「筆画の結合によ．る簡化」
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　（3）　r偏砦の．省略による簡化」

　（4）　r偏券の結合による簡化」

　（5）　「合文による簡化」

の5項目に分鉦することにした。’

　もとより、　この種の考察と整理は、戦国時代の文字資料の全体を対象

として網羅的に行う必要があろうが、それには多くの時間と労力を必要

とする。　このことは将来に果たすべき重要な課題として、　ここでは＜郭

店楚簡＞の『老子』簡に隈定し、適宜他の編の文字にも言及しつつ、字

形の簡化に関する考察を試みることにしたい。

（1）筆画の省略による簡化

　「筆画の省略による簡化」とは、一字を構成する部分的筆画が省略ま

たは短縮されることで一字全体が簡化された場合をいう。　この種の簡化

字の例は早／も甲骨文において見られ、r子」字の／嚇〕に対する

〔｛〕などがそれである。省略部分が大きな割合を占めれば、文字が

もつ表意機能に影響がおよび、当然、’文字の判別に困難をきたすことに

なる。

　たとえば、　r馬」字などは多様な戦国の六国文字における俗体字例と

してよく引き合いに出される文字であるが、楚系文字では筆画を大胆に

省略した簡化体が、時代と地域に共通する通行の俗体として広く行われ

ていた。

　＜郭店楚簡＞では「馬」字はC＜窮達＞に1例、　F＜尊徳＞に1例見
1れ・1れぞれ／蟻〕／鰯〕1！l1肌く曾侯乙墓竹簡・（戦

国前期）の〔蛋　〕を正体。字とすれば、　これは騒（たてがみ）を有する
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「馬」の頭部の筆、画のみを残し、　胴体部分の筆画をすべて省略して、　省

賂したことを標示する二横画を加えた形である。　これと同類の字形はく

包山楚簡＞（戦国申期）＜望山楚簡＞（戦国後期）などの戦国期の楚系

文字にひろく克られ、　戦国という時代と楚という地域が共有した典型的

な簡化字の例であるといえる。

　＜郭店楚簡＞にはr馬」を偏券にもつ文字として、　「駆’」字（Cく継

衣〉に2例）、　r駿」字（Cく窮達＞に1例）、　r駒」字（C＜窮達＞

に1例）、　「騎」字（Fく成之＞に1例、　Fく尊徳＞に1例）が見られ

るが、　「馬」部はすべてこの種の簡化体に作っている。　「馬」を構成要

素にもつ「整」字（C＜糸笛衣＞に1例）も同様である。

　さて、　『老子』簡すなわちA＜老甲＞B＜老乙＞B＜老丙＞において

は、以下にあげる22文字がこの種の簡化体であることを確認した。

r絶」　r定」　r則」　r冬」　r勿」　r為」　r国」　r唯」　r屯」　r蜴」　r慢」

r偽」　「奇支」　「溺」　r與」　r踊」　r豆」　r餐」　rヰ」　r遺」　r金」　r青」

（r郭店楚墓竹簡』による検出順）。　ここでは5種の字例について簡化

の状況を考察する。

　以下、各文字の見出しに掲げた〔　　〕内の字形が簡化字の例であり、

〔　　〕　（Ak老甲＞）のように表示した。同類の字形が複数にわたっ

て検出される場合は、字跡の鮮明なものを代表字例として掲げた。また、

形体そのものが複数の種類にわたる’場合は、①〔　　〕②〔　　〕③

〔　　〕のように表示し、それぞれの代表字例を掲げた。第6節「繁化

体の字形」の場合も同じ。

r絶」／麟〕（・・老甲・）

「絶」字はAく老甲＞に．3例、　B＜老乙＞に1例、　C＜絡衣＞に2例、
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F＜六徳＞に5例．見られ、　A＜老甲＞の3例がこのように作る。　これは

・・老乙・や・・1笛衣・の／麟〕を更に簡略化したものであるが・

r絶」字としては従来の楚系文字資料に例を見ない。　r絶」字は、　r説

文』巻13上た「断締なり。糸に従い、刀に従い、　□（せつ）に従う」

とあり、　その初文は『説文』に古文としてあげられている〔棚　〕で、

刃物で糸を断ち切る形にかたどる。　中山王国出土の銅製方壷銘にも「絶」
　　　扱〕に作る例がある。また、・曾侯乙墓竹簡・にもこの字を

／拶〕に作る複数の字例があり・戦国期におけるr絶」字の一般的な

字形はこの形であった。

　ところで、　A＜老甲〉に見られるこの簡化字は、　これと全く同じ字形

が＜望山楚簡＞ではr継」字として使われており、同様にB＜老乙＞や

・く1欝衣・の／1鰯〕は・これと全／同じ字形カ／・包山楚簡・ではr継」

字として使われている。　r継」字は、　r説文」巻ユ3上に、　r続ぐなり。

糸、慶（けい）に従う」会意字とし、　r一に日く、反身（ぜつ）を継と

為す」とある。　つまり〔育影〕を反転させた形がr継」字であるとして

おり、　＜望山楚簡＞や＜包山楚簡＞に見られる用法は『説文』の説に合

致する。

・郭店楚簡・に見られる／鰯〕とその略体の／麟〕は・r継」で

はなく「絶」の意に解してはじめて意味が通ずるものであり、その用例

は『説文』の説に合致せず、　当時の一般的な文字使用に照らして例外的

なものであ．ると見なければならない。

r定」／鋳〕（・く老甲・）

　「定」字はAく老甲＞に1例、　B＜老乙＞に1例見られ、　このように

作る。正体字ならば〔ビ、〕とすべき上部のウ冠が簡略化された体であ

る。　く郭店楚簡＞に見られ．るウ冠に従う文字では、　G＜語一＞のr客」
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／鰯〕な川1／つかの字例をのぞいて・大部分が1のよ1な簡化体

になっている。嚢錫圭「般周古代文字における正体と俗体」　（注22）に

は、　ウ冠におけるこの簡化現象は、すでに春秋時代の銅器＜簗書缶＞の

金象嵌銘の「全」字や、　同じく春秋時代のく侯馬盟書〉の「守」　r宗斗

「定」　r宮」などに見られるもので、　しかも「孤立した現象として存在

しているのではなく、当時、春秋時代の俗体においてはウ冠はこのよう

に略されれおり、かつかなり流行していた」との指摘がある。

　r則」／勢〕（B・老丙・）

　r則」字は用例が多く、のべ154例を数える。　Aく老甲〉に1例、

A＜語四＞に4例、　B＜老乙＞に1例、　Bく老丙＞に5例、　C＜糸畿衣＞

に29例、　C＜五行＞に36例、　D＜麿虞＞に2例、　E＜忠信＞に2例、

Fく成之〉に13例、　F＜尊徳〉・に25例、　Fく性自＞に20例、　Fく

六徳＞に6例、　G＜語一＞に2例、　G＜語三＞に8例見られ、　A＜語四

＞の4例、　B＜老丙＞の1例、　Cく纏衣＞の1例、　C＜五行＞の5例、

F＜成之＞の玉3例がこれと同類に作る。

　＜郭店楚簡＞の「則」字の形体は多様であり、①〔翼〕②〔婁乏〕

③／鰯〕④／鱗〕の四類に大別で狐西潤金文（／彰〕）と同

じく偏券よりなる④は＜楚常書〉に見られる〔葵書〕に近く、また伝抄

古文の一つく三体石経＞の古文の形体（〔㌢事　〕）とも合致する。　これ

を標準的な正体字とすれば、③は右妾を省略した形、　B＜老丙＞などに

見られるこの②はr貝」部の下部を省略してr省略符号」　〔ζ〕を添

えた形、そして、①は更にその右1寿を省略した簡化体ということになる。

③①については後述の「偏妾の省略による簡化」の項参照。　B＜老丙〉

に見るこの字はく信陽楚簡〉にも全く同じ字例があり、　＜郭店楚簡〉の

みの特例というわけではな．い。
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　戦国文字に常見、される符号の〔ざ二〕の用途について、湯余恵r略論

戦国文字形体研究中的幾個間題」は、　r表示省略」　「匂称布局」　r表示

重文」　「表示合文」の四種に大別している。　この場合は明らかにr表示

省略」すなわち省略を示す符号であり、前述のr馬」字などの簡化字に

見られる符号と同じものである（注23）。

r冬」／鐘〕（・・老甲・）

　r冬」字はA＜老甲＞に2例、　C＜総衣＞に2例、　C＜五行〉に1例

見られ、A＜老甲＞の2例とC＜糸蟹衣〉がこのように作る。　この字の初

形は、糸の結び終わりの形とされ、甲骨文では／れ〕、西周金文では

　一工〔（〕に作るが、戦国期の楚系文干では新たにr日」が加わる一方

（注24）、左右に分かれる上部の糸の筆画は極端に短くなって、　このよ

うに作る場合が多い。　＜包山楚簡＞に同類の字例がある。　C〈五行＞の

「柊」字も「冬」の部分は同じ簡化体に作る。

　r勿」／塾〕（A・老甲・）

　r勿」字はA＜老甲＞に10例、　B＜老丙〉に1例、　B＜太一＞に2

例、　C＜絡衣＞に2例、　D＜唐虞＞にユ例、　E＜忠信＞に2例、　F＜成

之＞に2例、　F＜尊徳＞に2例、　Fく性自＞に12例、　G＜語一＞に1

1例、　G＜語三＞に9例見られ、　Aく老甲＞のユ0例中4例がこのよう

に作る。

　「刀」と血滴からなるこの字は、早くも甲骨文から字例を見ることが

でllが・戦国文字では・．・語一・の字例のllに／議〕に作1のが

標準的な正体字である。　く楚串書＞でも同類で〔今〕に作る。　Aく老

甲＞に見るこの4例は、単純に斜画を一本省略した簡化体である。従来

の楚系文字資料には見られない形であるが、同じ抄者によるA＜老甲＞

の他の6例は標準体に近い、書き方になっている。　これは抄者A一個人に
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隈られた簡化現象、と見るべきであろう⑪

　r老子』簡以外の編にも「筆画の省略による簡化」は数多く見られる。

ここでは従来あ戦国文字資料には見られない字例の中から3例を選んで

おこう。

　「乍」　〔Z1淳〕　（Cく糸畿衣＞）

　「乍」字はC＜糸笛衣＞に2例、　E＜忠信＞に1例、　F＜六徳＞にユ例、

G＜語一＞に1例、　G＜語二＞に1例、　G＜語三〉に1例見られ、　C＜

纏衣・の・例のみがこのように作る。，西周金文の字形を踏襲する／冬〕

（楚常書）を標準体とすれば、　これは横画の一部を短く省略した簡化字

である。抄者Cのみに隈定される一種の書き癖に発するものであろうか。

少なくとも楚系の文字資料には同類の字例を見出せない。　C＜絡衣＞以

外の抄者E，　F，　Gによる文字は標準体ではないものの、　より標準体に

近い書き方になっている。

r兵」／嚇〕（・く唐虞・）

　「兵」字はAく老甲＞に2例、　C＜糟水＞に2例、　D＜唐虞＞に1例

見られ、　D＜唐虞〉の1例のみがこのように作る。斧を両手でささげも

つ形とされるこの字は・戦国期においては／へ〕（楚串書）や／〈〕

（包山楚簡）などが標準体である。　これは上部の筆画を一部省略した簡

化字であり、従来の戦国文字資料には類例を見ない。抄者Dに隈られた

簡化現象であろう。　D＜麿虞＞以外の四例は標準の字形に近い。

r処」／獅〕（・・成之・）　　　　　　．

　「処」字はA＜老甲＞に！例、　F＜成之＞に2例、　Fく性自＞に2例、

Gく語三＞に4例見られ、、F＜成之＞の1例とF＜性自＞の1例がこの
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ように作る。楚系．文字におけるr処」字はr人」とr几」からなり、

／嘉〕（井人鐘銘）のよ1な西周金文の複雑構造を／たなぺ犠〕

（G＜語三＞）のように作るのが標準体である。　これはr几」の下部の

二横画を省略した簡化字であるが、他に類例が見られず、抄者Fに隈ら

れた特殊な簡化現象であろう。抄者Fによる他の二例は標準体に近い形

に作る。

（2）筆画の結合による簡化

　「筆画の結合による簡化」とは、接近部位の筆画が結合するか、　また

は一つに合体結合して共有されることにより、一字のある部分が簡化さ

れた場合をいう。　r老子』簡ではr処」　r紀」の2文字がこの種の簡化

体であることを確認した。

　「処」　〔僚〕　（A＜老甲〉）

　「処」字はAく老甲＞に1例、　Fく成之＞に2例、　F＜性自＞に2例、

G＜語三＞に4例見られ、　A＜老甲＞の1例、　F＜成之＞の1例、　F＜

性自＞の1例、　G＜語三〉の1例がこのように作る。　この字の楚系文字

は西周金文（〔ふ〕）の下部のみをとどめ、　「人」と「几」とからな

る。　この字の場合r几」部底辺の二横画が一長横画として結合した形に

なっており、　明らかに遠写がもたらした簡化字といえる。　ただしこの字

例は＜包山楚簡＞や＜望山楚簡〉にも見られ、当時における楚系文字共

有の字体であったと推測される。

　より標準的な〔ぞユ〕　（包山楚簡）に作るものも混用されており、た

とえば・・語三・では1・・行1は／鍵〕・！1行1は／蜂〕に作1・
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といった状況であ、る。一個人の筆写においても両様が混用されていたこ

とがわかる。

r紀」／簸〕（・・老甲・）

　「紀」字は人＜老甲〉に1例見られ、　このように作る。　r糸」の下部

の筆画の一部を省略した字例は少なくないが、　このように速写によって

筆画が結合した例もある。　これはr紀」字に限ったことではなく、　「糸」

偏の文字に共通する簡化現象であり、　しかも＜曾侯乙墓竹簡〉をはじめ

とする戦国期の楚系文字が共有した現象でもある。　『文字編』によれば、

＜郭店楚簡＞には「糸」を偏妾にもつ文字が33種検出されるが、大多

数はこの「紀」字の場合と同類のr糸」に作る。

　尚、　r老子』簡以外のこの種の簡化字例としては、以下に見る4例を

確認することができた。　いずれも従来の戦国文字資料には類例のない簡

化字である。

r毫」／零：〕（・・纏衣・）

　「毫」字はA＜老甲＞に3例、　Cく纏衣＞に2例、　F〈成之＞に5例、

F＜尊徳＞に1例、　Gく語一＞に1例見られ、　C＜糸笛衣＞の1例のみが

このように作る。　「石」と「毛」からなるこの字の楚系文字はA＜老甲
・の／蟹〕を標準的な正体字とすれば、・／l1衣・の1の一例はr石」

部の筆画の一部が合体共有された簡化字である。　「石」を構成要素にも

つ戦国文字は少なくないが、　このような簡化体は従来の資料では見られ

ない。

r畏」／鑑〕（・・五行・）

　「畏」字はC＜五行＞に3例、　F＜成之＞に1例見られ、　C＜五行＞

の3例がこのように作る。　この字の楚系文字の例は1986年発見の＜

秦家喫13号楚墓竹簡＞（，戦国中期）に1例見られ（『楚系簡常文字編』
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による）・これは．／各〕に作り・伝妙古文の一種・三体石経・の古文

に見られる字形（／笥〕）に近いバ・五行・のこの字形では・甲骨

文（／1刈〕）や西周金文（／ポ）では鬼形に象る部分の・頭部と

胴体部分の筆由が合体交差した簡化体になっている。類例のない特異な

簡化字であり、抄者C一個人に限定されたものであろうか。　「畏」字そ

のものの字例が少な」いこともあって、　正確なことはつかめない。　なおF

・成之・の1例は／艦〕に作る。これも鬼形の頭部の筆画が特異であ
、1メ．

る。

r雨」／節〕（・く五行・）

　r雨」字はC＜維衣＞に1例、　Cく五行＞に1例見’られ、　C＜五行＞

　　　　　　　　　　　　　〆の1例がこのように作る。／が〕に作る同じ抄者によるCく糸畿衣・の

1例が標準的な正字体に近いのに対して、　これは四画の雨滴を二筆、の長

横画で結んだ簡化体である。戦国文字におけるr雨」字の字例は少なく

ないが、璽印文字などを含めても従来の資料には見られない特異な字例

である。

r乗」／撃1’〕（・・語二・）

　r乗」字はG＜語二＞にユ例見られ、　このように作る。　この字は樹木
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杏
に人が登っている様をあらわす会意字であり、　甲骨文（〔米　〕）や西

周金文（〔ポ）では象形的要素が明確に看取される。ふ系文字では

下部がr木」にかわってr几」となり、上部も両足を広げた人の正面形

がそれとはわからない形に詑変し、　＜天星観楚簡＞（戦国中期）に見ら

れる〔賞〕　（『楚系簡常文字編』による）が標準的な正体字となる。

G＜語二＞のこの工例は一字全体としては標準体に近いものの、　「几」

部底辺の二横画が一長横画として結合した形になっており、遠写がもた

らし・た簡化字ということに、なろう。璽印文字なども含めて従来の戦国文
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字資料には見ら外なかったものである。

（3）偏妾の省略による簡化

　r偏芽の省略による簡化」とは、偏妾によって成り立つ文字で、その

偏券の一部が省略されることにより、一字全体が簡化された場合をいう。

『老子』簡においては、以下にあげる10字がこの種の簡化体であるこ

とを確認した。　「僕」　「其」　r教」　「安」　「乱」　r則」　「学」　r然」

「強」　「側」。　以下、　この中の7字について簡化の状況を考察する。

r僕」〔鱗〕（。＜老甲＞）

　「僕」字はAく老甲＞に2例、　A＜語四＞に1例、　G＜語二＞に1例

見られ、A＜老甲〉の2例中の1例がこのように作る。この字は西周金

文によってr人」と「業」とからなる文字であることが確認できるが

（／擢〕く趨鼎銘・／滅〕・幾父壷銘・）、戦国期の文字において

は「業」部の構造が金文とは全く異なるものも見られる。　＜信陽楚簡＞

には一例だけ金文の流れに連なる／残〕に作るものがあり、・包山楚

簡〉にもやはり一例だけこれと同様の〔弔〕に作るものがある。　しか

し＜包山楚簡＞に頻出する大多数の字例は、　r説文』古文と同じくr臣」．

に従う繁体の／修〕に作るものであり、これは従来の金文などには全

く見られない形である。　＜望山楚簡＞などにもこれと同類の字形が見ら

れることからすれば、戦国期の楚系文字においてはr臣」に従う体が標

準的な正体字であったと考えられる。

　A＜老甲〉のこの1例はその正体字の「人」偏を省略した簡化体とい

うことになる。　この字に関、する隈り、　「人」偏を省略した簡化字の例は、
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他の戦国期の文字．資料には見られない。　しかも後述するように、抄．者A

自身も＜老甲＞中の他の1例では、偏妾が合体共有された「臣」に従う

標準的な簡化体になっている。　r人」偏を省略したこの簡化は、抄者A

のみによる局蔀的現象と考えるべきかも知れない。　A＜語四＞のユ例も

r人」偏を省略した同類の簡化体である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐵童｛　G＜語二＞の1例は当時としては必ずしも標準的ではなかった〔づ素　〕

の系統に属する文字で、　しかも右妾下部〔γ㌻〕の二横商を省略した簡

化字ということになる。．きわめて特異な、他に例を見ない字例であるが、

実はGというこの抄者はく語一・のr諜」字では右妾を／牡〕に作っ

ている。

　つまりこれは一個人の、　しかもその場限りの簡化現象であったと見た

ほうがいいのではないか。　r説文』古文に次ぐ伝抄古文である＜三体石

経＞の古文にもこの字が見られ、　これは「臣」に従わず、　この簡化体の

系統に近い〔㍗泣〕に作る。伝抄古文との関係についても十分な検討が

必要であろうが、　ここでは深く立ち入らない。　尚、　この字について、　宋

代に作られた古文の字書である郭忠恕のポ汗簡』は、　r説文』古文の字

例を採るのみである（〈郭店楚簡＞の文字と、　＜三体石経＞の古文や

『汗簡』の古文などとの関係については、第5章「伝抄古文と＜郭店楚

簡＞」の項で詳述する）。

r其」①／爽〕（・・老甲・）②／舜〕（・・老甲・）③／棄〕

（Cく維衣＞）

　「其」字は用例が多く、のべ279例を数える。　A＜老甲＞に28例、

Aく語四＞に11例、　B＜老乙＞に13例、　B＜老丙＞に6例、　B＜太

一＞に7例、　Cく絡衣＞に28例、　C＜魯穆＞に7例、　C＜窮達＞に5

例、　C＜五行＞に王3例、．D＜唐虞〉に！0例、　E＜忠信＞に2例、　F
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＜成之〉に32例、　F＜尊徳＞に14例、　F＜性自〉に52例、　F＜六

徳＞に20例、　G＜語一＞に13例、　Gく語二〉に3例、　Gく語三＞に

14例見られ、大別すると上記の三様に作る。①は129例、②は14

2例、　この両様の書き方は全編にわたって混用されているのに対して、

③はC＜糸笛衣＞の第35行から第42行にかけて見られる7例のみに限

られる。

　春秋期のく申鼎銘＞に見られる〔隻や〕を標準的な正体字とすれば、
　　　　　　　　　　　　　　　　。2㌧

工29例を数える①は上部の〔鴬〕を省略した簡化字であり、　142

例を数える②は上部を省略し、省略したことを示す小横画を添えた簡化

字である。省略符号を添えた／簿〕、は・信陽楚簡・をはじめとする楚

系の簡常文字に共通する由化字であるが、／皿〕は用例が少ない。・

包山楚簡＞でも全84例中、　〔アζ〕が72例、　〔ブ、〕が12例とい

う割合である。　＜郭店楚簡＞が戦国後期の遺晶であることから、時代が

下るにつれて〔1フて〕の使用が多くなり、通行体になりつつあった、　と

いう推測も可能であろう。　しかし、楚系の簡常文字資料中もっとも早期

のものに属する＜曾侯乙墓竹簡＞では、　この字の9例すべてが〔．汽〕

の体であるという事実があり、　この問題については詳しい検討を必要と

する。

尚…　纏衣・では・全・・例中・／騒〕カ／・例・／邦〕が1・

例、／泌1〕が・例、／衆〕（これが最も標準的な体に近い）が1例

という状況である。一人の抄者Cによる同一文字の筆写において、　これ

だけのばらつきがあったという事実に注意したい。

因みに、・く性自・の第・行第11字の／沸〕について・r郭店楚

墓竹簡』のr性自命出釈文注釈」には、　「此の旬の＜異＞字および次の

簡の＜異＞字は、いずれも．書き方が正しい文字を成していない。　ここで
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は文意のつながりから＜異＞字としておく」とあり（注25）、　この字を

r異」字に解し、また、　r文字編』にもこれをr異」字として収載して

いる。

　しかし、　こめ字は字形から見てr其」字と解すべきではないだろうか。

文脈から判断すると、確かにr異」字でなければ意味が通じない箇所で

ある。　とすれば、おそらく抄者がr異」字を書くべきところを誤って

r其」字にしてしまったものと考えられる。　この・文字がr其」字である

とすれば、字形としては・・糟衣・に見る標準体に近い／繋〕に類似

する。

r教」①／簸〕（・・老甲・）？／鞠〕（・・唐虞・）③／議〕

（C＜纏衣＞）

　r教」字はA＜老甲＞に3例、　Cく糸畿衣＞に4例、　D＜唐虞〉に9例、

F＜成之＞に1例、　F＜尊徳＞に16例、　Fく性自＞に5例、　Fく六徳

＞に4例、　G＜語一＞に1例、　Gく語三＞に1例見られる。　このうち①

と同類のものは、　A＜老甲〉に3例、　C＜纏衣＞に1例、　F＜尊徳＞に

1例、　Fく六徳＞に3例、②と同類のものは、　Dく唐虞＞に8例、③と

同類のものは、　Cく糸畿衣＞に3例、　F＜成之＞に1例、　Fく尊徳＞に！

4例、F＜性自＞に5例、F＜六徳＞に1例ある。

　r交」r子」け」からなるr教」字は、甲骨文（／享へ〕）や金文

（〔寧㌣〕）に字例が見られ、　＜信陽楚簡〉や＜包山楚簡＞、そしてく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糾郭店楚簡〉にもこの流れに連なる形体をもつ字例がある（順に〔刊　〕

！亨1〕／賛〕）／議〕l／鱈〕はr卓」を省略！た簡化字・

／噸〕はr子」を省略した簡化字である。／鞠〕は抄者・のみに隈

られた簡化字であるが、西周金文のく散氏盤銘＞（〔蓑支〕）やr説文』

古文の二体中の一体（〔藁奈〕）の字形と同類であることからすれば、
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必ずしも抄者D一．個人のみに限られた特殊な簡化現象であるとは考えら

れない。

下部をr子」に作1ずr言」に作1／麟〕ll，r教」字の別体・す

なわち・信陽壷簡・に見られる／笥〕や・く尊徳・1・例中の1例

／郭〕の省略体であ1・／鱗〕l！ど1・従来の戦国文字資料には

全く見られない特異な字例である。

r安・①／鰯〕（・・老甲・）②／於〕（・・尊徳・）

　r安」字はA＜老甲＞に4例、　B＜老丙＞に4例、　C＜糟衣〉に2例、

Cく魯穆＞に1例、　Cく五行＞に10例、　D＜唐虞＞に1例、　F＜成之

＞に2例、　F＜尊徳＞に8例、　F＜性自〉に5例、　F＜六徳〉に4例、

G＜語一＞に3例、　G＜語三＞に2例見られる。　このうち①と同類のも

のは、　Aく老甲＞に3例、　B＜老丙＞に4例、D＜廣虞＞に！例、②と

同類のものは、　C＜絡衣＞に1例、　C＜魯穆＞に1例、　F＜成之＞に2

例、　Fく尊徳＞に8例、　F＜性自＞に6例、　Fく六徳＞に4例、　G＜語

一＞に2例、　G＜語三＞に1例ある。

　r｛」とr女」からなるr安」字は、　甲骨文をはじめとする古代の文

字資料に多／の字例が見られる。・曾侯乙墓竹簡・の／愉〕、・包山

楚簡・の／准〕、そして・郭店楚簡・にも見られる／帝〕のように、

上部にr｛」をとどめる字例を標準的な正体字とすれば、　これはr｛」

を省略した簡化字である。ただしr｛」を省略した同類の簡化字の例は

・曾侯乙墓竹簡・にも見られ（／グ）・この種の簡化1ま戦国期の楚

系文字における早期からの現象であった1ものと考えられる。崔仁義氏は、

この「安」字に見る簡化体の変遷過程を、　『老子』簡の抄写年代を推定

する上での有力な手がかりの一つとしている（注26）。

　尚、　この字の場合、　A＜．老甲＞では4例中3例が簡化体、　ユ例が標準
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体、　C＜絡衣＞で．は2例中ユ例が簡化体、　工例が標準体、　G＜語一〉で

は3例中2例が簡化体、　！例が標準体、　G＜語三＞では2例中1例が簡

化体、　1例が標準体といった状況にあり、　一人の抄者が両様を混用して

いる’ことがわふる。簡化体の多い戦国期の璽印文字には「｛」を完全に

省略したこの種の字例は全く見られない。

r乱」／螺〕（・・老甲・）

　「乱」字はA＜老甲＞に1例、　Dく唐虞＞に1例、　F＜成之＞に1例、

F＜尊徳＞に5例見られ、　A＜老甲＞のみがこのように作る。　この字は

糸のもつれを象るとされ、＜毛公鼎銘＞では〔艦〕に作り、＜包山楚

簡・の／瞬〕や・楚黒書・の／鈴、’〕がこれを踏襲した標準的な正体

字である。　Dく麿’虞＞の1例、　F＜尊徳＞の5例の字形もこれに近似す

るパ・成之・の1例は／鞘〕に作1・これを一層簡化したのが・・

老甲＞のこの字例であるが、従来の戦国文字資料には見られないもので

あり、抄者A一個人に隈られた特殊な簡化体と見るべきであろう。　尚、

く包山楚簡＞や＜楚常書＞に見られる字形は、魏の＜三体石経〉の古文

〔理簑〕と合致する。
　（

r則」①／撃〕（・・老乙・）②／舜〕（・く糟衣・）

　「則」字については、すでに「筆画の省略による簡化」の項でも見た

ように、全154例のうちの24例が、標準的な正体字から見て、筆画

を一部省略した省略符号つきの簡化字である。　ここで見る①は右券を完

全に省略したもので、戦国期の他の文字資料には全く類例を見ない特異

な簡化体である。　また、　59例を数える②も右妾を省略した簡化字であ

るが、　これもく郭店楚簡＞以外の戦国期の文字資料には全く類例を見な

い。　尚、　＜楚常書＞に見られる〔曇参〕を標準的な正体字とすれば、＜

郭店楚簡〉の154例のう、ちの57例まではこれと同類である。
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r学」①／鰯．〕（・・老乙・）②／欝〕（・・老乙・）

　r学」字はB＜老乙’＞に2例、　B＜老丙〉に2例、　F＜尊徳＞に4例、

Fく性自＞に2例見られ、　B＜老乙〉の2例がこのように作る。　この字

は西周の・大圭鼎銘・では／曽〕に作り・r、奏」r臼」r〔」r子」

の四つの要素からなることがわかる。従来の楚系文字資料には全く字例

が見られない文字であり・春秋戦国期の文字ではく者沢鐘銘・の／蹄〕・

く中山王鼎銘・の／噺〕などの若干例カ／確認できるにすぎない（r説

文』ではr学」は「學支」の省文であるとする）。　したがってく郭店楚簡

〉に見られる二人の抄者B，　Fによるこの10例のr学」字は、戦国期

の肉筆文字としては我々の知るはじめてのものある。

／鰯
　　　　〕は四つの要素のうちのr奏」と「〔」を省略した簡化体であ
　　　！一一’

　　　　　　　　　’1・／餓・〕はト」を省略！。r秦」を一縦画で代用／た簡化体であ糺

／鰯〕は・／尊徳・に／／籍〕のよll1見1れ、／錦〕は・／性

自・にも／撃〕のように見られることからして、いずれも一個人の書

　　　　　’
き癖に発する簡化字でないことは明らかである。今のところく郭店楚簡

＞以外の戦国文字資料に字例が見られず、あくまで憶測あ域を出るもの

ではないが、　この二種の簡化体は、　あるいは時代が共有したものであっ

た可能性もある。

　r老子』簡以外にもこの種の簡化字は検出される。以下に従来の戦国

文字資料には見られなかった字例を5例あげておこう。

　r参」①〔穆〕（A。語四。）②〔編〕（F。六徳。）

　r参」字はA＜語四＞に1例、　Fく性自一＞に2例、　Fく．六徳＞に6例、

Gく語三＞に！例見られる、　〔拶〕はA＜語四＞の1例のほかにF＜
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性自〉にもユ例あり、他は。＜語三＞以外すべて〔編〕と同類である。

轡飾を加えた人の形に、　多を加えたものとされるこの字は、西周金文で

は／労〕・毛公鼎銘・・／争〕・大克鼎銘・・戦国期の楚系簡常文

字では／繋ゴ・信陽楚簡・・／争〕・楚串書・のように作るが・こ

れは轡飾とされる筆画の上部のみを残した大胆な簡化字である。　このよ

うな簡化字は、璽印文字などを含めても、戦国期の他の文字資料には全

／見られない。なお、・・語三・の1例11／夢〕に作1、・信陽楚簡

＞や＜楚常書＞に近い。

r臣1」／却〕（・く唐虞・）

　「甑」字はA＜語四〉に2例、　C＜維衣＞に2例、　Cく窮達＞に1例、

C＜五行＞に9例、　Dく盾虞＞に10例、　F＜六徳〉に1例、　G＜語一

＞に1例、　G＜語三＞に1例見られ、　D＜唐虞〉の10例のみがこのよ

うに作る。　「臣」と「又」からなるこの字は、　『説文』に「古文は以て

賢の字と為す」とあり、段注によれば漢碑の一部にも「賢」の意で使わ

れている例があるという。西周金文では／納〕（父癸箆銘）に作り、

伝紗古文の魏く三体石経・の古文でも／φ〕に作る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　1
　従来、＜包山楚簡＞に見る1例〔ζへ〕をのぞけば、戦国期の楚系簡

常文字資料には見られなかっ走文字であるが、　く郭店楚簡＞の出土Iによ

って多くの字例が見られるようになった。　＜郭店楚簡＞ではD＜唐虞＞

以外の字例は全て／鞭〕1同！か、または1れ1同類に作1。・包山

楚簡・の／ぺや抄者・…　による／綿〕を標準体とすれば・こ

れはr臣」を省略してr又」のみを残した簡化字である。ただしこの場

合の「又」は、　中央斜画をお玉杓子の形状のように尖端を丸めた筆画に

作っている。

この小円形の点画は標準．体／岬〕の右上の筆画のなご1であ1、お
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そらくは単独のr．又」字との区別を示すものとして加えられているに違

いない。事実、　＜郭店楚簡＞に見られる同じく抄者Dによる単独の「又」

字は・例を数えるが（字義はいずれもr有」）、すべて／へ〕のよう

に作り、　この字とは明確に区別されている。　ともあれこれは戦国期の他

の文字資料には全く見られない特異な簡化字であり、抄者Dに康られた

簡化現象と見なすべきであろう。

　この字についてはr郭店楚墓竹簡』　「釈文注釈」にも嚢錫圭氏の次の

ような補説が添えられている。　r「古昔」の下の一字は、以下の文中に

も度々見られるが、文意から推測してr駆」字の省略体であり、　「賢」

の意で読むべきものであろう。　r取」．字の多くは、左はr臣」に従い、

右はr叉」に従うもので、　これはその右半分のみの変形．である」。　尚、

＜郭店楚簡＞には「臣又」字と関連する文字として、　Cく五行＞に「響」

／欝〕、・ぐ成之・にr琴」／筆〕と1・一た文字！見1れ1。・・

成之＞の1例は＜信陽楚簡＞の〔舜蛋〕と同類である。
　　　　　　　　　　　　　　　ノ

r尭」／幾〕（・／窮達・）

　r尭」字はC＜窮達＞に1例、　D＜唐虞＞に8例、　Fく六徳＞に1例

見られ、　C＜窮達＞のユ例のみがこのように作る。　この字は甲骨文に見

られるものの、西周金文以降戦国期にかけての文字資料に．はほとんど字

例を見出すことができず、戦国期の璽印の例（〔妻春〕）、そしてこれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も㌔

に近いr説文』古文の字例（〔マ？〕）がわずかな手がかりであるに過

ぎなかった。

　のべ10例を数えるく郭店楚簡＞の字例は、　この意味においても貴重

視すべきであろ1－／唐虞・は・例とも／韓〕に作1・・／六徳・

の1例は／祁〕に作る。・・六徳・の1仮11は璽印の文字やr説文1古文

の体に近いが、　D＜唐虞＞．の字例は従来の文字とは別種の様相を示して
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いる。　このC＜窮達＞の1例は同形の偏券を一つに省略した簡化字であ

り、やはり他に類例を見ない。　これも抄者Cに限られた簡化現象であろ

うか。

r奮・／鰯〕（・・性1・）

　「奮」字はF＜性自＞に2例見られ、　1例がこのように作る。他の1

例も字形はこれに近いが、文字部分が竹簡を束ねる紐と重なっていたた

めか、下部の筆跡が暖昧模糊としている。　r奮」字がr衣」　「佳」　r田」

　　　　　　　　　　　　　　　苗へ．からなることは西燭金文の字例〔僚ギ〕　（令鼎銘）からみて明らかだが、
　　　　　　　　　　　　　　　曳譲葦

春秋期以降の文字資料には字例が少なく、　どのような変遷をたどったか

は明らかでない。楚系の簡常文字でも＜郭店楚簡〉中のこの二字のみが

現段階では唯一の字例である。　これは「佳’」を省略し、　r田」部も中央

縦画を省略した簡化字であるが、　同一抄者によるFく性自＞に見られる
r俺」字！r佳」を省略！て／鱗〕に作1。

　これも一人の抄者Fに隈られた簡化現象であろうか。抄者F以外の字

例を見ることができない現状では何とも言えない。　この字については

『郭店楚墓竹簡』　「注釈」にも嚢錫圭氏の次のような補説が添えられて

いる。　rこれはおそらくr奮」の別体である。金文のr奮」字r奪」字

はr大」に従わずr衣」に従う。　これはr佳」を省略した「奪」字であ

ろう。　」

r守」／芥〕（・・成之・）

　「守」字はA＜老甲＞に1例、　Dく麿虞＞に1例、　F＜成之＞に1例

見られ、　F’＜成之＞のみがこのように作る。　r郭店楚墓竹簡』　r釈文注

釈」ではF＜成之＞のこの字を未詳字として隷定せず、何ら説明を加え

ていない。　ここではこれをr守」字と解する衰国華「郭店楚簡文字考釈

十一則」　（芸文印書館刊r、中国文字』新廿四期所収）の説に従った。
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　「守」字はr｛、」とr寸」からなり、股代以降の金文に字例があるが

（〔1郭〕く大鼎銘＞）、従来の戦国期楚系簡常文字資料には字例を見

ることができなかった。　ただし＜侯馬盟書＞にはr寸」部をr干」　（武

器を意味する1をもつ形に作る字例があ／（／ポ）・これから見る

と、・・老甲・の／ギや・・唐虞・の／蔀〕は、このr寸」部を

略体にした形であることがわかる（A＜老甲＞の一字は筆画の位置が誰

　　　　　　　　　　　　　覇変∴さらにF＜成之＞の〔ザドは形符の「｛」を完全に省略した簡

化字である。

　字例そのものが少なく、　これが抄者F一個人に隈られた特異な簡化現

象であるのかどうか明らかでない。　ただし、　このように形符としての

「｛」を省略した簡化字は、　「安」字の項でも述べたように、　＜曾侯乙

墓竹簡〉や戦国期の璽印文字などにも見られる（「安」字や「官」字な

ど）。

（4）偏妾の結合による簡化

　r偏券の結合による簡化」とは、偏券によって成り立つ文字で、　それ

ぞれの間の接近部位の筆画が一つに合体結合して共有され乏ことにより、

一字全体が簡化された場合をいう。　この種の簡化字の例も、早くは般代

の甲骨文において見られる。たとえばr羊」とr我」によって成り立つ

r義」字はその一例であり、／†〕（羊）と／吋〕（我）のそれぞ

れがもつ縦画が合体共有されたことで簡化が計られ、／箏〕／ギ〕

などの簡化体になっている。西周金文においてもく毛公鼎銘＞中の「青」

字／凶〕など、同種類の簡化字の例が見られる。

　湯余恵r略論戦国文字形．体研究中的幾個問題」は、　このr偏券合書」
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の現象は戦国期以、降の文字において多く見られるとし、字例としてr此」

r梁」　r呉」　r善」　r忌」　r和」　r司」　r休」　r興」　r奴」　r事」　r集」

「歳」の13字をあげている。　このうちr此」はく信陽楚簡＞に、　r梁」

は＜廿三年大夷文銘＞に、　「集」は＜中山王墓玉飾銘＞に、　r歳」は＜

陳純釜銘＞に見られるものである。

　r老子』簡においてはr僕」　r善」　r於」の3字がこの種の簡化字で

あることを確認した。以下、　それぞれの文字の簡化の状況について考察

する。

r僕」／鱗〕（・・老甲・）

　先の「僕」字の項でも述べたように＜郭店楚簡＞に見られる字例はす

べて簡化体である。　G＜語二＞の1例が筆画の省略、　Aく老甲＞の1例

とA＜語四＞の1例が「人」偏の省略による簡化字であったのに対して、

ここに見る今＜老甲＞の他の！例は、偏芽の結合による簡化字というこ

とになる。・包山楚簡・に頻出する／堆〕を標準的な正体字とすれば、

これは偏の「人」が妾の下部にまでのび、　「臣」の下画と合体共有され

た簡化字である。実は＜包山楚簡〉にも正体字のほかに、　これと同類の

簡化字の例がある。つまり、　この字は決してAという抄者が即妙の機転

を利かせた一度隈りの簡化体といった性質のものではなく、当時におけ

る通行体の一種になっていたと見なすべきであろう。

r善」／譲〕（・・老甲・）

　「善」字はA＜老甲＞に4例、　A＜語四＞に5例、　B＜老乙〉に2例、

C＜五行＞に7例、　Eく忠信＞に1例、　F＜成之＞に2例、　F＜尊徳＞

に5例、F＜性自＞に7例、Fく六徳＞に1例、G＜語一〉に・2例、G

く語三＞に1例見られ、　字．形はすべてこれと同類である。
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この字は西周金文に見られるr羊」に二つのr言」を加えた〔鎌素〕

（毛公鼎銘）が本来の形であるが、戦国期の文字では、　r言」が一つに

なってその縦画が省略され、　同じく縦画が省略された「羊」がこれと合

体して横画を共有するこの種の形体のものが多い。その最初期の字例は

＜信陽楚簡＞に見られ、　「善米」　（良質の米の意）のr善」字がそれで

　　　　イ宴＼ある（〔脊〕）。湯余恵氏のr略論戦国文字形体研究中的幾個間題」

にもあるように、同類の字例は戦国期の璽印文字にも見られる。　く郭店

楚簡＞中、　同じく「善」の意で使われているr膳」　（Gく語一＞に4例、

G＜語三＞に5例）も、　この体に「月」を添えた形に作る。

r於」／紳〕（・・老丙・）

　r於」字はA＜老甲〉に6例、　B＜老乙〉に1例、　B＜老丙〉に2例、

B＜太一＞に9例、　C＜糸畿衣＞に5例、　C＜魯穆＞に2例、　C＜窮達〉

に5例、　C＜五行＞に1I5例、　D＜麿虞＞に5例、　F＜成之＞に15例、

F＜尊徳＞に3例、　Fく性自＞に11例、　Fく六徳＞に2例、　G＜語一

＞に10例、　G＜語二＞に60例、　G＜語三〉に4例見られ、　Bく老丙

＞の2例がこのように作り、　B＜太一＞9例中5例も同類である。　＜包

山楚簡・に見られる／伶〕を標準的な正体字とすれば、これは妾の第

一画尖端部分が偏の筆画の一部と合体共有された簡化字である。　この種

の簡化体は＜郭店楚簡〉以外の文字資料には見られず、　Bという一人の

抄者のみに隈られた局部的な現象と見なすべきだろう。

　しかも抄者B自身も、　＜老乙〉く老丙＞＜太一〉のべ！2例中、　5例

を標準的な体で、　7例を簡化体で書いており、　＜太一＞だけで見れば、

6行目の2例が簡化体、　9行目の2例が簡化体、　13行目の2例が標準

体、　14行目の3例中2例が標準体、　ユ例が簡化体といった状況である。
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　『老子』簡以外にもこの種の簡化字が検出される。以下に従来の戦国

文字資料には見られない字例を6例選んで見ておこう。

r呉」／鈴〕（・・唐虞・）

　「呉」字はD＜唐虞＞のみに6例見られ、　6例すべてがこのように作

る。　この字は「矢」　（人の形）と「口」　（祝祷の器の形）からなる会意

字で、西周金文では／箏〕（師酉箆銘）に作る（甲・骨文には字例がな

い）。戦国時代の文字では、秦のく石鼓文＞や中山国のく中山国王鼎銘

＞が西周金文の字形を踏襲しており、楚系文字でも＜包山楚簡＞がこの

字形である。

　　　　　　　　　古蝪　＜包山楚簡＞の〔て《〕を標準体とすれぱ、　D＜麿虞＞のこれは「矢」

の上部横画と「口」の横画が合体共有された簡化字であり、先に見た

「名」の簡化字と同工といえる。楚系の肉筆文字の中には同類の簡化字

は検出されないが、すでに湯余恵氏のr略論戦国文字形体研究中的幾個

問題」が指摘しているように、戦国期の璽印にはこの字例が少なからず

見られる。　〔づ畔〕　（羅福願r古璽彙編』所収）はその一例。　したがっ

て抄者Dめ独創から出た簡化体でないことは明らかである。

　ところで、　この字の簡化は戦国時代にはじまったものではなく、おそ

くとも春秋後期には存在した。その事実は、春秋後期の貴重な文物の一

つ＜呉王夫差矛銘〉（BC6世紀～5世紀）によって確認できる。呉王

夫差は、越王勾践とともに、いわゆる臥薪嘗胆の故事で知られる人物で

ある。春秋時代、越王勾践に父を討たれた呉王夫差は、常に薪の上に寝

て復讐の志を奮い立たせ、ついに仇を報いた。一方、敗れた勾践も、　自

室に胆を掛けてこれを嘗め、そのにがさで敗戦の恥辱を思いだし、つい

には夫差を滅ぼした。
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　これは司馬遷の．『史記』　r越王勾践世家」に見られる有名な故事であ

るが、　その主役の一人夫差が使った矛が湖北省江陵県の馬山で発見され

ており（湖北省博物館蔵）、表面にr呉王夫差自作用？」の8文字が金

象嵌で施されそいるパの第1字目のr呉」字1介〕カ1ま一た／・・

唐虞＞と同類の簡化字である。

　伝抄古文のr説文』古文では〔厨沫〕に作り、また、　r汗簡』の古文

でも／弁〕や／ゲに作るが、いずれも・呉王夫差矛銘・以来のこ

の簡化体を踏襲していることがわかる。

r棊」／頚〕（・・尊徳・）

　「異」字はC＜糸笛衣＞に1例、　F＜尊徳＞に1例見られ、　Fく尊徳＞

がこのように作る。　C＜糸欝衣〉の1例は「己」と「其」’の省略形〔ア、〕

からなる〔チご〕の形に作る（〔アて〕については前述のr其」字の項

を参照）。　C＜糸畿衣＞を標準体とすれば、　これはr己」の最終横画と

「其」の横画が合体共有された簡化字である。同類の字例は＜包山楚簡

＞にも見られるが、　このように「己」を左右逆向きにした字例は他に見

られない。　r己」字の単独体でも、楚系の簡需文字にはこのような字例

は見出せない。ただし、甲骨文や西周金文においては多く見られ、戦国

期の璽印文字にも例がある。　＜包山筆簡＞に見るこの字について、はじ

めてこれをr異」と隷定した李運富氏も、　r楚国簡常文字構形系統研究』

第5章r疑難字考釈挙例」（三）釈r異」において、これがr書写に簡

を求めた」簡化体であることを考察している。

r菱」／餓〕（・・維衣・）

「菱」字はA＜老甲＞に1例、　Cく糸蟹衣＞に2例、　Fく成之〉に1例、

・・性自・に1例見られ…　成之・が／締〕のよ1に横画を二本に

作るほかは・みなこのよう，に作る。く包山楚簡テに見られる／祇〕を
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標準体だとすれ牢、これは横画が合体共有された簡化字である。　この字

は＜包山楚簡＞のほかく信陽楚簡＞にも見られるが、　このような簡化体

の字例はない。

r戚」／鰯〕（・・語一・）

　「戚」字はFく尊徳＞に1例、　G＜語一〉に1例見られ、　G＜語一＞

がこのように作る。　F＜尊徳＞も字形はこれに近いが、文字の中央に竹

簡の亀裂があり、筆画はやや不明瞭である。　この字の先秦期の字例は少

なく、標準体も見極めがたい。　r金文編』が唯一あげる＜従井戚姫葛銘

・の字例／紅〕に鑑みれば、これは偏と券の横画が合体共有された簡

化字であると見ることができよう。六国秦の恵文王期（BC4世紀後半）

のものとされる＜誼楚文＞にも同類の字例が見られる。

r監」／簿〕（・・語二・）

「監」字はCく窮達＞に1例、　Gく語二＞に2例見られ、　G＜語二＞

の・例がこのように作る。・包山楚簡・に見られる／製〕／製〕を

標準体とすれば、　これは「臣」の下画と「皿」の上画が合体共有された

簡化字である。　この種の簡化体は＜郭店楚簡’＞以外の文字資料には見ら

れない。やはりBという一人の抄者のみに限られた局部的な現象であろ

うか。　C＜窮達＞の1例では「臣」部に筆画の省略が見られるものの、

一字全体としては標準体である。

r砧」／輝〕（・・絡衣・）

　「砧」字はC＜糸箇衣＞に1例のみ見られ、　このように作る。他の戦国

期の文字資料に字例を求めることができず、標準体も定めがたい。かり

に＜包山楚簡〉などに広く見られるr石」字（〔！膏〕）とr占」字

（〔む〕）を組み合わせたものを標準体とすれば、　これは「口」が合

体共有された簡化字という．ことになる。　この字については『郭店楚墓竹
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簡』の　r纏衣釈文．注釈」にも簡化の指摘があり、　r　r石」　と　r占」は

「口」券を共用す。　」とある。

（5）合文による簡化

　二字（まれに三字）を合体させて、一字のように記したものが合文で

あり、周知のように、　甲骨文においてすでに相当数の例が見られる。

r甲骨文編』　（中国社会科学院考古研究所編輯、　工965年）には37

ヱ種、　のべ数にして1693例が挙げられており、　①祖先名などの固有

名詞（r武乙」／序〕、r祖甲」／帖〕、r母癸」／綿〕など）、

②数量詞（r八月」／ノ（＼〕、r二百」／育〕、r五牢」／肺〕な

ど）、③熟語（r大吉」／納〕、r小雨」／帝〕、r翌日」／紬〕

など）に大別される（注27）。　いかなる文字でも合体させて合文とする

ことができたわけではなく、特定の場合に隈られた表記上の現象であっ

た。

　合文は周代の金文においても受け継がれ一ただし甲骨文に比べるξ字

例は激減する（注28）一、春秋戦国期の文字においても一層の複雑さを

もって受け継がれている。　しかし、一字一音という漢字の基本的性質か

らすれば、合文は明らかにこの原則に反する特殊な表記様式である。　こ

の特殊性のゆえにか、結局は淘汰の対象となり、秦漢以降、急激に影を

潜めることになる。

　『文字編』の整理結果によれば、　＜郭店楚簡〉には21種、のべ53

例の合文が見られる。何琳儀著r戦国古文字典』　（中華書局、　1999

年）収載の戦国期の合文（、237種）と比較すると、　21種中の9種は
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r字典』収載、すなわち従来の戦国文字資料に見られる合文であり、残

りの12種は『字典』未収載、すなわち従来の戦国文字資料には見られ

ない合文である。

　r郭店楚墓桁簡』に検出される順にあげると、前者はr之所」r子孫」

r大夫」　「七十」　「身窮」　r二十」　「五十一　r君子」　「小人」、後者は

「麗轟」　「清青」　「並立」　「顔色」　「兄弟」　「卿茅」　r聖人」　「先之」

r浅澤」　r之志」　r士陛」　r教学」。　このうちr老子』簡に見られるの

は、以下にあげる前者の「之所」　「子孫」2種、後者のr薮轟」　r清音」

2種である。

「之所、、釦〕（B＜老乙＞）

　合文r之所」はB＜老乙〉に1例、　B＜老丙〉に1’例、　B＜太一＞に

・例見られ、いずれもこのように作る。r之」は〔幾〕（・・老乙。）、

r所」は／鰯〕（・・老乙・）に作るが、これは二字に共通する筆画、

すなわち「之」の下部横画と「所」の上部横画が合体共有されて一字の

ように組み合わさり、右下部に合文符号〔ζ〕が添えられた簡化字で

ある。　＜侯馬盟書＞や＜包山楚簡＞に前例が見られる。　〔ζ〕はもと

もと重文であることを示す符号であったが、春秋時代の晩期ごろからは

合文であることを示す符号としても使われ始めている（注．29）。

　ただし、　〔二：二〕ではなく〔戸〕の場合もあり（たとえば抄者Fに
l1合文r先之」／希〕）、ll、合文に1つl1符号が見1れll

ものもある（たとえば益者・による合文r君子」／艦〕い文には

必ず規定の合文符号を添える、　といった厳格な表記上の規則があったわ

けではなかったことがわかる。

　戦国期における「之～」．の形をとる合文は各種におよぶ。何琳儀著
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r≡戦国古文字典』にはr之所」を含めて「之首」　r之色」　r之日」　「之

月」　「之歳」　「之土市」　「之宅」　r之家」の9種があげられている。　この

うちr之所」と同じく、共通する筆画の合体共有という簡化構造をもつ

合文は「之首」　「之歳」　「之士市」　r之宅」　r之家」の五種で、他の三種

は「之月」　〔箏客〕　（＜包山楚簡’〉）のように、二字が一字のごとくに

単に連接して書かれている合文である。

r子孫」／鰯〕（・・老と・）

　合文r子孫」はBく老乙＞に1例見られ、　このように作る。　r子」は．

／雛〕（・く老丙・）、r孫」は／驚〕（・・魯穆・、戦国期の楚

系文字では「糸」はこのような省略体が多い）に作るが、　これは字形の

上で「子」を包含するr孫」を書き、右下に合文符号を添えた簡化字で

ある。　＜侯馬盟書＞＜信陽楚簡＞に前例が見られる。　尚、　この字の場合、

横画の起筆に接して縦画が引かれているが、その意味するところについ

ては不明。単独の「子」字でもこの種の縦画を有する字例は見られない。

あるいは合文であることと関係のある縦画であろうか。
r歯（l／）轟」／鰯〕（・・老1・）

　合文「曄轟」はA＜老甲＞に1例見られ、　このように作る。　「藪」は

／寮〕（・包山楚簡・）、r轟」は／仰〕（・・老甲・）に作るが、

1れは字形の上で／冷〕の要素を包含す／1鰯〕を書き・合文符号

を添えた簡化字である。　「撃」はrさそり」の意で、　r説文』にr蓬は

毒轟なり。象形。或いは　（こん）に従う」とあり、　これはその或体。

r清青」〔磯〕（B＜老乙＞）

　合文r清青」はB＜老乙＞に1例見られ、　このように作る。　r清」は

／欝〕（・・1老・）・1たは／糟〕（・・五行・）・r青∴

！轡〕（・・老乙・）に、作るが・これは字形の上でr青」を包含する
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r清」を書き、命文符号を添えた簡化字である。　ポ郭店楚墓竹簡』　r老

子釈文注釈」の嚢錫圭氏の説では、　r清青（静）」あるいはr青（清）

清（静）」に読むべきであるとする。　これは合文としての用例であるが、

形の上では重文符号を添えたr清」と何ら変るところがない。

　前述のように、　＜郭店楚簡＞にはr老子』簡に見られる上記の2例の

他にも、従来の文字資料には見られなかった合文例として！0種が確認

できる。いずれも貴重な例であり、以下に簡単に見ておきたい。

r並立」／鰯〕（・・太一・）

　合文「並立」はB＜太一＞に王例見られ、　このように作る。　「並」は

／錐〕（・・唐虞・）、r立」は／旗〕（・・麿虞・）に作るが、

これも字形の上でr立」を包含するr並」を書き、合文符号を添えた簡

化字である。
r顔色」／簾〕（・・五行・）

　合文「顔色」はC＜五行＞に1例見られ、　このように作る。　「顔」は

／庸〕（・五祀衛鼎・、楚系の簡鳥文字資料には字61がない）、r色」

は／織〕（・・五行・）に作1が・1れはr顔」のr頁」部（首を象

る）を省略し、　この部分にr頁」と筆画の近似するr色」を加え、合文

符号を添えた簡化字である。

r兄弟」〔糊〕（C＜五行＞）

　合文r兄弟」はC＜五行＞に！例見られ、　このように作る。　これは

「兄」と「弟」の二字を偏と券のように左右に並べて合文符号を添えた

もので、筆画そのものの省略はない。
　　　　　　盗抄r艸茅」／雫〕（・・唐虞・）
　　　　　　φ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　合文「州1茅」はD＜唐虞＞に2例見られ、　いずれもこのように作る。

字形の上で「草」を包含す、るr茅」を書き、合文符号を添えた簡化字で
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ある。

r聖人」／鰯’〕（・・尊徳・）

　合文「聖人」はF＜尊徳＞に1例見られ、　このように作る。　「聖」は

／鰯〕（・～性自・）、r人」は／攻〕（・・尊徳・）に作るが、
　，磯

これは字形の上で「人」を包含する「聖」を書き（甲骨文の「聖」字

／ギを見ても明らかなように、この字の下部はr人」の形）、合文

符号を添えた簡化字である。
「先之」、雫〕（、＜尊徳＞）

　　　　　　㎏
合文「先之」はF＜尊徳＞に1例見られ、　このように作る。　「先」は

　一畷，

／諦〕（・く尊徳戸）・r之」は！葵〕（・・尊徳・）に作るが・

上記の「並立」、下記の場合と同じで、字形の上で「之」を包含する

「先」を書き、合文符号を添えた簡化字である。　「之志」の例などから

すれば、　これと全く同じように書いて、　「先之」ではなく「之先」と読

む場合もあり得ることになる。

r浅澤」／欝〕（・・性自・）

　合文r浅澤」はF＜性自＞に1例見られ、　このように作る。　「浅」は

／減〕（・・五行・）、r澤」は／麟〕（・／性自・）に作るが、

これは「浅」右妾上部と「澤」右妾下部を連結して左にさんずいを加え、

合文符号を添えた簡化字である。互いの文字の一部を消去して連結した

合文二であり、　r司馬」を〔部粋〕のように作る戦国期の璽印文字に見ら

れる例などと構造の上では同類である。

　『郭店楚墓竹簡』　r性自命出釈文注釈」の嚢錫圭氏の説では、　この部

分は下に続く「楽礼之深澤也（楽は礼の深澤なり）」との呼応から、

「楽礼之浅澤也（梁は礼の浅澤なり）」でなければならず、一字に見え

るこの字は「浅澤」の合文．であるとする。　尚、　「浅澤」の語に対応する
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「深澤」は合文に．はなっておらず、通常の表記になっている。かりに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、赤r浅澤」と同じようにr深澤」も合文であったとすれば・おそら／／蜂

〕となっていたはずである。

r之志」／’繋〕（・・性1自・）

　合文「之志」はF＜性自＞に1例見られ、　このように作る。　「之」は

／鯵〕（・・性自・）・r志」は／欝〕（・・性自・）に作るが・

これも上記「先之」の場合と同じで、字形の上でr之」を包含するr志」

を書き、合文符号を添えた簡化字である。　これと全く同じように書いて、

「之志」ではなく「志之」と読む場合もあり得ることになる。
、土陛」〔鎮〕（、＜六徳＞）

合文「土隆」はF＜六徳＞に1例見られ、　このように作る。　「土」は

／灘〕（・・忠信・）・r隆」は／灘1（・・尊徳・）に作るが・

これも字形の上でr土」を包含するr隆」を書き、合文符号を添えた簡

化字である。
r教学」〔鰯〕（。。語一。）

　合文「教学」’はG＜語一＞に1例見られ、　このように作る。　「教」は

／灘〕（・・語一・）・r学」は／欝〕（・・老乙・）に作1が・

これは二字に共通するr子」の部分を共有して合体した簡化字である。

この場合、　「教学」という熟語の合文ではなく、　r教学其也（教は其を

学ぶなり）」の「教」　「学」二字の合文である。
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第6節　繁化体の、字形

　本節では、前節と同じくr老子』簡の文字を主たる対象とし、前節で

取り上げた簡花とは反対の字形の繁化現象について、

　（1）補助的筆画の増添による繁化

　（2）偏券の重畳による繁化

　（3）偏妾の増加による繁化

に分類して考察することにする。

（1）補助的筆画の増添による繁化

　r補助的筆画の増添による繁化」とは、本来の字形においては見られ

なかった点や画が、単なる装飾として、　または何らかの意味を付与する

ものとして、文字に添加されたことによって生じる繁化をいう。　この場

合に添加される筆画の形状は、たとえば〔二〕のように、第5節r簡

化体の字形」でも見た省略や合文を表示する符号と全く同じものもある。

しかし〔二〕には、後述するように、文字の布局を調節し、安定させ

るために加えられたと考えられるものもあり、　この場合は繁化字という

ことになる。

　また、筆画によっては、それが添加されることで、意味上の区別が明

示されるものもある。　尚、第4章第3節「肥筆の諸相」で考察した「肥

筆」の中にも、　この種の補助的筆画に相当するものがあるが、　ここでは

重複をさけて除外する。

　さて、　r老子』簡においては以下にあげる2－O字がこの種の繁化字で

あることを確認した。　「上、」　「相」　r玉」　r光」　「胃」　「竺」　「百」
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「倍」　「不」　「其．」　「下」　「天」　r厚」　「可」　r而」　「侯」　「中」　「正」

r辱」　「室」。　以下、　こあうちの6文字について繁化の状況去考察する

ことに1しよう。．

r上」①／ぷ〕（・・老甲・）②／鱒〕（・・成之・）

　「上」字はA＜老甲＞に2例、　A＜語四＞に1例、　B＜老乙＞に2例、

B＜老丙＞に5例、　B＜太一＞に3例、　C＜糸畿衣＞に10例、　C＜五行

＞に2例、　Dく麿虞＞に4例、　F＜成之＞に9例、　F＜尊徳＞に4例、

F＜性自＞に2例、　F＜六徳＞に2例、G＜語一〉に2例見られる。

　このうちA＜老甲＞の2例、　A＜語四＞の1例、　B＜老丙＞の5例、

B＜太一＞の3例中の2例、　Cく糸箇衣＞の10例、　C＜五行＞の2例、

F＜成之＞の9例中の6例、　F＜尊徳＞の4例、　F＜性自＞の2例、　F

＜六徳＞の2例が①のように作り、　F＜成之＞の9例中の3例が②のよ

うに作る。

　この字は掌の上に指示点を加えた指事文字で、　甲骨文では〔こ！〕に

作り、西周金文では〔二〕　（絡盤銘）に作る。戦国時代の文字は西周

金文とは様相を異にして、上部の短横画が縦画に変化した／上〕（羅

福願『古璽彙編』所収）、　さらにはその縦画に短横画を添えて後世の樒

　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　、書に近い字形の〔上〕　（中山王方壷銘）　〔ノこ〕　（信陽楚簡）に作る

ものが多くなり、　これを標準体と見なすことができる。伝抄古文の一種

＜三体石経＞の古文も〔工〕に作る。

　A＜老甲＞などに見られる①の字形は、基本構造は標準体に近いが、

長横画の下に短横画を加えた繁化字になっている。　＜郭店楚簡＞で津全

48例中9例が標準体、　36例がこの種の繁化体であるが、意味の上で

両者が特に区別されて使い、分けられているわけではない。　したがって、
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下部に追加された、この短横画に特別の意味が付与されているとは考えら

れず、　単なる装飾上の補助的点画と見なすべきであろう。　「上」字にお

ける同様の繁化字の例は＜包山楚簡＞やく楚常書＞などの楚系の文字資

料に頻出し、　当時の楚国では共有の繁化字であったものと考えられる。

ただし、標準体と繁化体は混同されて使われており、　く郭店楚簡＞にお

いても、たとえば抄者Bは＜太一〉の第ユO行では標準体で書き、第1

3行では繁化体で書く、　といった状況である。

　r老子』簡に検出される「補助的筆画の増添による繁化字」20字の

うち、　「百」　「倍」　「不」　「其」　「下」　「天」　「厚」　「可」　「而」　「侯」

「辱」　「室」　など　は、　いずれもこのr上」字①と同様に、単なる装飾

上の補助的短横画が加わった繁化字である。

　一方、　F＜成之＞に見られる②の字形は、標準体の下部にr止」を加

えた繁化字である。　この種の字形は＜信陽楚簡〉やく包山楚簡〉にも検

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ岨し出されるが、実はこの字形自体がr上」字の更なる繁化体である〔グ恰〕

（都君啓節）の簡略体であるという複雑な状況にある。　「上」に〔事缶〕

を加えた繁化体は戦国時代の古璽にも〔ラ古〕　（羅福願『古璽彙編』所

収）のように作る例が多く見られ（＜郭店楚簡＞には見られない）　（注

30）、結局②はこの繁化体の〔づ　〕を省略した字形と見ることができ

る。

　抄者Fは＜成之＞中の9箇所でr上」字を書いているが、　6箇所で①

に作り、　3箇所で②に作る、　といった状況にある。　この場合も意味上の

区別はなく、両様が混用されていることになる。

r相」①／確〕（・・老甲・）②／糠〕（・・窮達・）③／鶴〕’

（Fく六徳＞）

　「相」字はAく老甲＞に7例、　Aく語四＞に2例、　Bく老乙＞に2例、
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B＜太一＞に5例．、　C＜窮達＞に1例、　Fく性自〉に1例、　F＜六徳〉

に！例、　G＜語三＞にユ例見られ、　A＜老甲＞の7例中の1例が①のよ

うに作り、　C＜窮達＞の1例が②のように作り、　F＜六徳＞の1例が③

のように作る。

　この字は「木」とr目」からなる会意字で、　『説文』には「省視する

なり」とある。甲骨文では／紬〕に作り、西周金文では／船〕（析

尊銘）に作る。①②③とも意味不明の補助的筆画、すなわち①はr目」

の下部に一横画が、②はやはり「目」の下部に交差した二画が、③は

「相」の下部に「相」の全体を支三えるような二横画が加えられている。

前後の文脈からして、　いずれもr相」，の意味でしか文意の通じない文字

であり、　r相」字以外の文字ではありえない。

　①のように、　r目」の下部に一横画を加えた字例としては、古璽の

／篤〕（羅福顕r古璽彙編1所収）やく中山王方壷銘。の／駈〕を

あげることができる。　これは文字の布局を安定させるための補助的筆画

であると考えられ、　もちろん特別の意味が付加されたものではない。　A

＜老甲＞には7例の「相」字が検出されるが、　1例のみがこの書き方で

ある。　しかも「相」字は第16行の簡に全7例中の五字が集中してあら

われ、　この簡の第四字目のみが、　このように書かれているといった状況・

にある。

　一方、②のように「目」の下部に交差した二画が加えられた字例につ

いては、従来の文字資料には全く検出できない。抄者Cは、まず右上が

りの横画、そしてこれにほぽ直角に交わるように縦画を鋭く引いている

が、　これも文字の布局を安定させるための補助的筆画として加えられた

ものとしか解しようがない。抄者Cによる「相」字の字例はこれが唯一

のものであり、遠断はできないが、抄者C一個人に限られた独自の書き
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癖としてこの種の．特異な繋化字が存在した可能性もある。

　③は、第3章でも述べたように、かなり変則的で大胆かつ粗雑な筆法

が目立つ抄者Fによる繁化字であ一る。抄者Fによるr相」字は2例見ら

れるが、＜性自＞の1例は全くの標準体であり、この＜六徳＞の1例が

繁化体になっている。下部に二つの横画を添えたr相」字の繁化字の例

は、春秋時代の金文に検出される。／総〕（庚壷銘）がそれで、これ

に近い形のものは古璽にも見られる。ただし、　この場合のように補助的

筆画をこのような豪胆な運筆で大きく加えた例はない。本来、布局の安

定をはかって添えられた意味をもたない補助的筆画であったはずのもの

が、文字構造全体を支配するような市異な結果をもたらしている例とし

て注意したい。

　このように単に文字の布局を調節し、安定させるための補助的筆画

〔二〕が加えられた文字が、戦国時代には少なからずあらわれること

については、湯余恵氏に以下のような指摘がある。

補助的筆画の〔二　〕には、文字偏券の布局を調節して均衡をは

かる作用がある。　たとえば、　門〔岸『〕では、原字の筆画が上部に

集中し、下部が空虚となっているため、　〔二〕を添えてそれを補

、ρている。向／卿〕では・原字の口が上部にあり・下部が安定し

ないので、／二〕を添えてそれを補っている。和／㌍〕では、

原字の口を縦長にはできず、　〔二　〕を添えて左右が釣り合うよう

にしている。孫〔甲星〕では、原字の左が大きく右が小さいため、

重心が定まらず、　〔二　〕を添えることで文字を安定させてい局。

相〔率皇　〕では、　右の「目」を大きくすることができず、　〔二　〕

を添えて左右の釣り合いをはかっている。　このように〔二　〕を用
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いて文字形体．の布局を調節する方法は、晩周（戦国時代）の文字に

おいてよく見られる現象である。　これ以前の古代文字においても僅

かに見られるが、晩周の文字のように広く見られるわけではない。

（注31）

r玉」①／譲〕（・・老甲・）②／葦〕（・・五行・）

　「玉」字はA＜老甲＞にユ例、　Aく語四＞に1例、　C＜五行〉に6例

見られ、　A＜老甲〉の1例と、　C＜五行＞の6例中の3例が①のように

作り、　A＜語四＞の工例と、　Cく五行＞の6例中の3例が②のように作

る。　この字は三つの玉石を紐でむすび貫いた象形字で、　甲骨文は〔士〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ
に作り、西周金文は〔王〕　（縣妃箆銘）に作る。①は第二横画の下に

湾曲する横画を、②は第二横画の下に左右から湾曲する点を加えた繁化

体である。

　本来この字は、　「王」字一一西周金文では〔竈〕　（大孟鼎銘）　〔ヱ

　〕　（煩箆銘）のように作る一一と区別するため、三横画の間隔を均等

手こ配置し、春秋時代でも〔王〕　（郎鐘銘）や〔麦　〕　（侯馬盟書）の

ように作るのが標準体であった、。　しかし、筆画の間隔を均等にしなけれ

ば全く別の文字になるという体況は、大量に文字を遠写する立場からは

不都合を生じる。結局はr王」と全く同じ文字を書き、　これにr王」と

は違うことを表示する補助的符号としての筆画を加えるようになったも

のと考えられる。　＜郭店楚簡〉には22例のr王」字が検出されるが、

r玉」字とr王」字はこの補助的筆画の有無のみによって区別されてい

る。

　①や②のような字形は＜仰天湖楚簡〉や＜包山楚簡＞などにも見られ、

当時の通行体であったと考えられる。　＜信陽楚簡＞には〔笠〕、　＜望
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山楚簡＞には〔幸二〕といった特殊な繁化体も見られるが、いずれも

「王」字との区別を表示した字形であることには変わりがない。　なお、

・郭店楚簡・ではr白珪の石」のr珪」字の場合も／銭〕（・・絡衣

＞）のように柞っている。

’r光」／案〕（・／老甲・）

　「光」字はA＜老甲＞に1例のみ見られ、　このように作る。一見する

ところ、いかにも複雑な構造をもつ文字に見え、樒書体からの類推から

すれば「漆」字の右妾に当てたいところである。事実、　〈望山楚簡＞に

も検出されるこの同形の文字は、かつては「黍」と釈され、　「霊奉」の

二字でr上質の織物の品名」の意と解されたこともあるという（注32）。

しかし、　これは明らかにr光」字であり、上部に補助的な一つの横画と

下部に四つの点が付加された繁化字である。　A＜老甲〉でも「其の光に

和す」と読まなければ意味が通じない。

r光」字は人の頭上に火をかかげた会意字で、甲骨文では／宥〕、

西周金文では／令〕（毛公鼎銘）のように作る。この繁化字の場合、

上部の横画と下部の四つの点を消し去った部分、　すなわち　〔分　〕が火

と人を組み合わせた文1字の本体ということになる。下部の四つの点につ

いては、古璽に見るr榮」字の／餓〕（羅福願r古璽彙編1所収）の

場合と同様に、単なる装飾的な補助点画と見なせるが、上部の横画につ

いては一考を要す．る。

　西周金文の中には、燃上する火の勢いを強調した字形と考えられる

〔劣〕〔峨〕（ともに矢方舞銘）が検出され、またr炎」字の西周

　　　　　ふ．
金文でも〔喜㌃〕　（召尊銘）の字例が見られる。　したがって上部g揮画

は無意味な装飾的筆画ではなく、一部の西周金文に見られる火勢の強調

部分に来源するものと考えるべきであろう。本来は点、　あるいは肥筆で
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あったものが、速写の要求から、単なる横画に変化してしまった例は決

して少なくない。

　＜中山王方壷銘＞にもr光」字が見られ、　〔■ミ〕のように作る。　こ

の場合は西周金文に近く、点が上部に加えられ、下部にはやはり四つの

装飾点が、　いかにも装飾点らしく添えられている。　＜郭店楚簡＞に見ら

れるこの繁化字は、　＜望山楚簡＞ばかりか、　く包山娃簡＞にも装飾点が

二点のものも含め、　ほぽ同形の字例が検出され、　当時の楚国においては

通行の字形であったものと考えられる。　もちろん、南方の楚国からは遠

く離れていた中山王国の銘文にまで、ほとんど同形の文字が使われてい

たという事実がある以上、楚国のエリアを超えてかなり広範囲に通行し

ていたものと見なければなるまい。

r1」①／牽〕（・／老甲・）②／毒〕（・・魯穆・）③／劫〕

（Cく五行〉）

　r胃」字はA＜老甲＞に3例、　A＜語四＞に4例、　B＜老乙＞に2例、

B＜太一＞に3例、　C〈魯穆〉に3例、　Cく五行＞に29例、　D＜唐虞

〉にユ例、　E＜忠信〉に2例、　Fく尊徳＞にユ例、　F＜性自＞に4例、

F＜六徳＞に8例、　Gく語一＞に4例見られる。　A＜老甲＞の3例、　A

＜語四＞の4例の中の2例、　B＜老乙＞の2例、　B＜太一＞の3例、　C

＜五行〉の29例の中の4例、　F＜尊徳＞の1例、　F＜性自＞の4例、

F＜六徳＞の8例が①のように作り、　C＜魯穆〉の3例、　C＜五行＞の

29例の中の1例、　Aく語四＞の4例の中の1例が②のように作り、　C

＜五行＞の29例の中の24例が③のように作る。

　r胃」字は臓器の胃をかたどる上部と、それが五臓の一つであること

を示す肉（月）との会意字であり、春秋時代の〔勢〕（吉日壬午剣銘）

が最古の字例である。　ただし、臓器の胃の意味では使われておらず、
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「謂」の通仮字として用いられている。　＜郭店楚簡＞においても、検出

されるすべてがr謂」字の通仮字としての用例である。

　①では上部の筆画は簡略化されているが、下部の肉部右上に二点が加

えられている。　そして、　この二点は意味をもたない単なる装飾の点では

ない。すでに黄盛璋氏が指摘しているように、戦国時代の文字に見る肉

妾には多くは点を付加し、月妾と区別する筆記上の習憤があった（注33）。

この場合は＜吉日壬午剣銘＞のように一点ではなく二点であるが、やは

りこれも月妾と区別するための符号と見るべきであろう。ただし、　この

種の符号のないr胃」字も＜郭店楚簡＞の中には混同されて使われてい

るということについても注意しなければならない。　く包山楚簡〉でも二

点を有する繁化体のものが多く検出される。

　②は上部の筆画が最古の字例に近く、二点は①と同じであり、　また、

③は上部は①と同じで、二点が縦方向にやや長く書かれている。いずれ

の字形も＜包山楚簡＞など他の楚系文字資料に多く見られる。

r竺」／鰺〕（・・老甲・）

　r竺」字はAく老甲＞に2例見られ、　いずれもこのように作る。　この

字はr竹」とr二」からなる会意字であるが、甲骨文・西周金文には字

例が見られず、　＜侯馬盟書＞所見の〔り　〕が最古の字例下ある。　A＜

老甲＞に2例見られるこの字形は、　r竹」の2本の縦画に補助的筆画が

加わった繁化体であり、　＜仰天湖楚簡＞にも同種の字形が検出される。

「竹」を冠にもつ文字は、　『老子』簡ではr竺」を含めて3種、　＜郭店

楚簡＞全体ではその3種を含めて9種検出され、のべ22字を数えるが、

すべて同様の補助的短横画をもっ。　　　　　　　　　　　　　　、

　また、　く望山楚簡＞や＜包山楚簡＞などでも、　「竹」を冠にもつ文字

は大部分がこの種の繁化字になっており、戦国時代に広く共有された繁
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化現象であったと、考えられる。　尚、A＜老甲＞所見の同じく竹冠をもつ

・文字・r筥」・r箆」l／募〕・／簿．〕のよ1に繁化字にな一て

いる。

　r老子』簡以外の各編にもr補助的筆画の増添による繁化」に相当す

る字例は数多く見出せる。以下に従来の文字資料には見られなかった特

異なものを3例あげておこう。

r位」／痩〕（・・纏衣・）

　「位」字はBく老丙＞に1例、　C＜糟衣＞に1例見られ、　C＜絡衣＞

のユ例がこのように作る。　この字は「人」とr立」による会意字で、甲

骨文では／立〕に作り、西周金文でも／立〕（頒鼎銘）に作り、

「立」と同形である。　r人」とr立」からなる字形は、戦国時代にはじ

めてあらわれ、・包山楚簡・の／岐〕や・・老丙・の／鵜〕が最初

期の字例である。　これらを標準体とすれば、　これは下部に意味不明の一

横画を加えた繋化字ということになり、従来の資料には見られない字例

である。　尚、　く中山王方壷銘＞にはr人」のかわりに「胃」を「立」の

右に加えた〔五㌢〕に作る繁牛字が見られるが、楚系の文字資料にはこ

の種の字形は検出されない。

r余」／療〕（・・成之・）

　「余」字はB＜太一＞に2例、　F＜成之＞に3例、　F＜尊徳＞に1例

見られ、　F＜成之＞の3例とFく尊徳＞の1例がこのように作る。　この一

字は取っ手のある細い刀をかたどる象形字で、　甲骨文では〔†　〕に作

り、西周金文では〔サ〕　（大孟鼎銘）に作る。戦国時代の文字では下

部に意味不明の二画が加わり、／食〕（侯馬盟書）／食〕（楚常書）

　套へ〔箏〕　（包山楚簡）のように作る字形が多くなり、　B＜太一〉も同じ
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／／難〕に作る、。これらを標準体とすれば、これは文字の下部に意味

不明の斜画を加えた繁化字である。　きわめて特異な繁化字であり、抄者

F一個人の書き癖のようにも思えるが、従来の文字資料には1例だけこ

れと同類の字初がある。

　春秋時代の晋で簗書（らんしょ、　？～BC573）という権力者が作

った酒を入れる青銅の容器く簗書缶＞（中国歴史博物館蔵）の銘文く図

ll・に見られるr余」字／次〕がそれである。

　＜簗書缶＞は高さ4818㎝、　口径1615㎝。黒っぽい青銅製の蓋

つきの缶（ほとぎ状の酒器）で、外側のもっとも目立つ所に＜都君啓節

＞などと同じく金象嵌の銘文が施されている。銘文は5行40字で、

r正月元旦に築書が吉金を選んで先祖を祀るための器を作った。子々孫

々大切に宝物として伝えるように」というのがその内容。

　築書は『春秋左氏伝』やr史記』などにも登場する人物で、　たとえば

『春秋左氏伝』には「晋の築書は師を帥いて鄭を救う」　（成公6年＜5

85＞の条）などと記されている。　r鄭を救う」とあるのは、強大な軍

事力を誇る南方の楚国が北上して鄭を攻撃しようとした際に、　それを追

い払うのに成功したことをいう（注34）。

　この5行40字の＜簗書缶〉の銘文は、右から左にではなく、左から

右に文章が展開するように象嵌れている。その第2行第1字がr余」字

であるが、字形の上から見て、明らかにF＜成之＞の繁化字と同類であ

る。　＜築書缶＞は紀元前6世紀の春秋時代に晋国で作られたものでありミ

く郭店楚簡〉とは約300年の時間的隔たりと地理的隔たりがある。特

殊な繁化現象が約300年を隔てて他国で継承されていた特異な例と見

るべきか、あるいは両者は偶然の一致と見るべきか、容易に判断できな

いところである。
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r1」／麟〕．（・く1l・）

　「備」字はB＜老乙＞に1例、　C＜維衣＞に2例、　D〈麿虞〉に2例、

F＜成之＞に3例、　F＜尊徳＞に！例、　G＜語一＞に1例、　Gく語三＞

に王例見られ、’Gく語三〉のユ例のみがこのように作る。　この字は矢を

入れて背に負う道具である艘（えびら）をかたどる象形字で、西周金文

では／第〕（軟豊蓋銘）／略〕（勧箆銘）のように作る（甲骨文に

は字例がない）。

戦国時代の楚系文字では・曾侯乙墓竹簡・の字例が／仏〕に作り、

西周金文の字形をそのまま踏襲しているが、　これはむしろ例外であり、

ほとんどの文字は下部が変形して／冷〕（望山楚簡）のように作る。
　　　　　　　　　　　　　　　　、タ

＜郭店楚簡＞においても11例中の9例までがこれと同類であり、　この

字形が当時における通行の標準体であったと見ることができる。　また楚

系以外の文字でも、たとえば＜中山王鼎銘〉では〔…箏〕のように作り、

楚系の標準体に近い。　G＜語三＞のこの字例は、右券が特殊な繁化体を

なしており、従来の戦国文字資料には類例のないものである。

（2）偏券の重複による繁化

　「偏勇の重複による繁化」とは、一字内で同じ形体の偏券が重複する

ことによる繋化をいう。　この場合、意味においては何ら変化がなく、単

なる文字の形体上の繁雑化と見ることができる。

たとえば、く石鼓文・には／銚〕と／紡令〕の・種の字形をもつ

「避（吾）」字が見られるが、後者は前者から見れば一部の偏券が重複

した繁化字である。また、・侯馬盟書・にも／辻〕と／丸〕の・種

の字形をもつr従」字が見ら卯るが、　この場合も、後者は前者から見て
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偏妾が重複した畢化字である。戦国時代の璽印に見られるr秋」／榊〕

（羅福願r古璽彙編』所収）もまた、　＜侯馬盟書＞に見られる標準体の

r秋」／紙〕に対して、偏妾が重複した繁化体ということになる（注

35）。

　ところで、　r老子』簡においては、　この種の繁化字は確認できなかっ

た（注36）。　r老子』簡以外では、　C＜絡衣＞にr索」　r息」の2例が

確認できたので、　この2例について見ておくことにしよう。

r索」／繍〕（・・絡衣・）

　「索」字はA＜老甲〉に1例・　C＜．絡衣＞に1例見られ・　C＜糸誰衣〉

の1例がこのように作る。　この字は糸束の上を両手でねじ結んだ象形字

で、甲骨文では／《〕に作り、西周金文では／熟〕（師克盤銘）

／燃〕（輔師麓箆銘）に作る。・・老甲・の！例は標準体で、字形と

しては＜輔師麓箆銘＞のそれと同じである。　これに対して、　C＜纏衣＞

の1例は、糸束の上のねじ結びの部分が糸から完全に分離し、　しかもこ

れ差二重にして折り重ねた繁化体になっている。　A＜老甲＞のような標

準体は＜包山楚簡＞などにも頻出するが、文字の上部をこのような意味

不明の繁化体に作る例は他の文字資料には見出せないr

　尚、　『楚系簡常文字編』によれば、　この字とr素」字は本来は同一字

であり、後世分化して使われるようになったが、戦国文字においては意

味上通用されているという（注37）。

r息」／騨〕（・・維衣・）

　r息」字はC＜糸畿衣＞に2例見られ、　いずれもこのように作る。　この

字はr自」　（鼻をあらわす）とr心」の会意字で、　r説文』にはr喘ぐ

なり」とある。　甲骨文、　西周金文には字例が見られず、　＜侯馬盟書〉の
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／ギが最古の、字例である。・中山王方壼銘・に／同じ／イ〕に

作る字例が検出され、上部にr自」、下部にr心」の形が標準体であっ

た。　この場合、　上部の「自」カペ重複した繁化体になっている。　これまで

に発見された他の楚系の簡常文字資料には「息」字の例を一字も見るこ

とができず、　これが抄者Cによる独自の繁化体なのか、　あるいは楚系の

肉筆文字が共有した繁化体なのか、現段階では判断がつかない。

（3）偏妾の増加による繁化

　r偏妾の増加による繁化」とは、新たな偏妾が加わることによる繁化

をいう。結果として、意味上の変化はなく単なる装飾作用のみの場合と、

本来の文字の意味や音声をより明確にする場合がある。

たとえば、・石鼓文・には／私〕と／玲〕の・種の字形をもつ

「申」字が見られるが、後者は標準体の前者に意味上は何ら作用のない

偏券r友人」を加えた繁化字である。く侯馬盟書・にも／ぼ〕と／藏〕

’の2種の字形をもつ「地」字が見られるが、後者は標準体の前者に意味

上は作用のない偏妾「又」を加えた繁化字である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畜
　一方、　r鼎」字にはく中山王国鼎銘＞の〔於　〕と＜石戸鼎銘＞の

〔余奏〕の2種の字形があるが、後者は標準体の前者に「金属製」の意
　　言キ

味を明確にする偏券「金」を加えた繁化字である。　また、　「門」字には

戦国期の古璽の〔師〕　（羅福願『古璽文編』所収）と＜中山王国鼎銘

・の／閑〕の・種の字形があるが・後者は標準体の前者に文字の音声

を明確にする偏券「文」を加えた繁化字である（注38）。

　r老子』簡においては以下に見るr冬」　r穆」　r家」　r難」の4字が

この種の繁化字であることを確認した。
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r冬」／勘〕（・・老甲・）

　「冬」字はAく老甲＞に2例、　Cく糸笛衣＞に1例、　Cく五行＞に1例

見られ、　4例ともこのように作る。　この字は糸の結び終わりを表す象形

字で、季節の終結を意味するとされる。甲骨文では／い〕に作り、西

周金文では／ハ〕（療鐘銘）に作る。この・例はいずれも下部にr日」

を加えているが、　この場合は明らかに意味上の作用があり、　「季節」と

いう意味を本来の字形に付与した繁化字と見なすことができる。　＜包山

楚簡＞や＜楚鳥書＞でも同種の字形が検出亭れるばかりか、同じ戦国時

代に東方の大国斉で作られた青銅器＜陳璋方壷＞の銘文でも、　r孟冬」

（r＋月」の意）のr冬」字．がr日」を加えたこの体に作っており、広

範囲におよんで時代が共有した繁化字であったものと考えられる。

　『説文解字』は「四時尽きるなり」とあり、やはり「日」を加えたこ

の字形が古文として掲げられている。　＜三体石経＞の古文も同種の字形

である。

r穆」／嘩〕（・・老甲・）

　「穆」字はA＜老甲’＞に1例、’C＜糸竃衣＞に1例、　C＜魯穆＞に1例、

C＜窮達＞に1例見られ、　A＜老甲＞のユ例がこのように作る。　この字

は、　「禾」が実って穂を垂れた様子をかたどる象形字で、甲骨文では

〔凧苧〕に作り・西周金文では〔事辛〕　（穆公鼎銘）に作る。　＜包山楚

簡＞に見る〔亨瓢〕を標準体とすれば、　これは下部に意味不明の「糸」

が加わった繁化体である。　これまでに発見された他の戦国文字資料で

r穆」字をこのように書いた字例は検出できない。

r家」／欝〕（・・老乙・）

r家」字はA＜老甲＞に1例、　A＜語四＞に1例、　B＜老乙〉に2例、
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Bく老丙＞に1例．・　Cく糸畿衣＞に1例・　D＜唐虞＞に1例見られ・　D＜

唐虞＞をのぞく6例がこのように作る。　この字はr尚」とr家」による

会意字で、甲骨文では1欧〕に作り、西周金文では／｛〕（毛公鼎

銘）に作る。　D＜唐虞＞のユ例が西周金文の流れを汲む標準体であると

すれば、　この6例はいずれも文字の上部に手で物をつかむ意をあらわす

「爪」を加えた繁化字である。

　く望山楚簡＞＜包山楚簡＞＜楚常書〉などの他の文字資料においても、

上部に「爪」を加えた同種の繁化字は数多く検出され、時代が共有した

繁化字であったものと考えられる。

　「爪」を加えた繁化字の例はr老子』簡以外にも散見される。　たとえ
臥r加」／鰯〕（・・語三・）1二1れでll．r加」字は・・窮達

＞に1例、　F＜成之＞に1例、　Gく語三＞に1例見られ、　Gく語三＞の

工例がこのように作る。　この字は農具の鍬をあらわす「カ」と器をあら

わすr口」との会意字で、西周金文では〔人〕（季子自盤銘）に作

る（甲骨文には字例がない）。。曾侯乙墓竹簡。の〔ん〕を標準体と

すれば、　これはrカ」の上部にr爪」を加えた繁化字である。　明らかに

具体的な意味を付与した字形であるが、西周金文はもちろんのこと、　こ

れまでに発見された春秋戦国期の文字資料の中には全く類例が見出せな

い。

　ところが、　「加」を文字の一部とするより複雑な構造の文字について

考察すると、たとえばr嘉」字の場合、春秋戦国時代の金文ぞは／銘〕

（陳侯作嘉姫箆銘）、　恥〕（中山王方壷銘）のように作る例が多／、

また、　く侯馬盟書＞でも〔蔓｛〕のように作るものが少なくない。　＜侯
　　　　　　　　　　　　宵
馬盟書＞ではr率加」字なども〔（軸づ〕に作る例が検出される。　このよう

な字例からすると、　この繋加字は必ずしも抄者G一個人の独創ではなか
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ったものと判断さ．れる。

r難」／鰯〕（・・老丙・）

　r難」字はA＜老甲＞に5字、　A＜語四＞に1字、　B＜老丙＞に1字、

C＜糸畿衣〉にi字、　F＜成之＞に2字、　F＜性自＞に6字、　F＜六徳＞

に1字見られ、　A＜老甲＞の5字中の1字、　Aく語四＞の1字、　Bく老

丙＞の1字、F＜性自＞の6字中の3字、F＜六徳〉の！字がこのよう

に作る。

　この字は鏑矢に火を添えた「糞」と「佳」との会意字で、西周金文で

は／熱〕（章季良父壷銘）に作る（甲骨文には字例がない）・。・・老

甲・に見られる他の1例／織〕（同類の字形は・・絡衣…成之・

F＜性自＞ばかりか＜包山楚簡＞や＜楚鳥書＞にも見られる）を西周金

文に連なる標準体とすれば、　これは下部にr心」を加えた繁化字であり、

従来の文字資料には例を見ない。　ただし、　r難」字の本来の字義そのも

のが不明であることもあって、　これが意味上に作用を及ぽしている繁化

字であるか否かは明らかでない。

　ところで、以上のようなr偏妾の増加による繁化」に近いものとして

「偏妾の入れ替えによる繁化」という場合もある。つまり文字を構成す

る偏券の一部が、本来のものより複雑な筆画のものに入れ芦わることで、

一字全体として繁化される場合である。ただし、　r老子』簡においては

この種の繁化字は見られず、　C＜糸箇衣＞をはじめとする他の編に検出さ

れる（「寧」　「冒」　「於」　「司」　「均」　「美」　「御」　「速」など）。　こ

こでは3例について見ておくことにしよう。

r寧」／欝〕（・・纏衣・）’

「寧」字はC＜糸畿衣＞に1例見られ、　このように作る。

　　　　　　　　　　　　　一314一
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r心」r皿」rT」からなる会意字で、甲骨文では／単〕に作り、西

周金文では／寧〕（孟爵銘）や／療〕（糠盤銘）に作る∴れは上

部の「｛」が「穴」に入れ替わった繁化字であり、　＜包山楚簡＞にもこ

れと同類の字杉が検出される。　＜石鼓文＞やく中山王円壷銘＞など楚系

以外の戦国文字資料に見られるr寧」字は、いずれも西周金文の字山形を

踏襲したものであり、　この字のr｛」をr穴」、に作るのは楚系文字に限

られた繁化現象であると考えられる。　なお、　r｛」と「穴」は意味の上

では近似する偏妾である。

r冒」／鰯〕（・く唐虞・）

　r冒」字はC＜窮達＞に1例、　D＜唐虞＞に1例見られ、　D＜唐虞＞

の1例がこのように作る。　この字は頭に着ける甲衣「日」とr目」から

なる会意字で、西周金文では〔泰声〕　（九年衛鼎銘）に作る（甲骨文に

は字例がない）。

秦の・誼楚文・には西周金文を踏襲した／⑤〕に作る例が見られる

が、楚系の戦国文字では甲衣の部分が「君」字の上部のように異化して

　暮基〔ぼ〕　（包山楚簡）のように作る字例が多く、これを標準体と見なす

ことができる。　＜郭店楚簡＞でもC＜窮達＞の1例はこの種の標準体に

作っている。D＜唐虞＞の1例の場合、上部は同じだが、下部の「目」

が明らかにr自」に入れ替わっている。　このような繁化字は、　これまで

に発見された他の戦国文字資料には検出されず、また、　r冒」を偏妾に

もつ文字においても、　このようにr目」をr自」に作る字形のものは見

られない。

r於」／賢〕（・く語一・）

　「於」字はA＜老甲＞に6例、　A＜語四＞に1例、　B＜老乙〉に1例、

Bく老丙＞に2例、　B＜．太一＞に9例、　C＜纏衣＞に5例・　C＜魯穆＞
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に2例・　C＜窮準＞に5例・　C＜五行＞にユ5例・D＜麿虞＞に5例・

F＜成之＞に15例、F＜尊徳〉に3例、F＜性自＞に11例、F＜六

徳＞に2例、　G＜語一＞にユO例、　G＜語二＞に60例、　G＜語三〉に

5例見られ、　d＜語一＞の10例、　G＜語二＞の60例、　G＜語三＞の

5例がこのように作る。

　この字は鳥の羽根を解いて縄に掛け渡した象形字とされ、西周金文で

　　諦多は〔笥〕　（大孟鼎銘）に作る（甲骨文には字例がない）。戦国時代の

楚系文字では／杓〕（包山楚簡）や／衣〕（信陽楚簡）に作る字例

が多く、　＜郭店楚簡＞でも抄者Gによるもの以外の大多数の字例がこれ

と同類であり、　これらを標準体と見なすことができる。全75字を数え

る抄者Gによるこの字例は、左辺は「烏」、右辺は下部に縦画を二本添

えたr羊」からなり、標準体と比べれば別字のような複雑さである。　こ

れまでに発見された戦国時代の文字資料には見られない繁化字であるが、

r説文解字』には、全く同じではないものの、これと類似する字形〔級
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ぺ

　〕が古文として採られており、　この場合に限った独自の繋化体である

かどうかは遠断できない。
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第7節　初見の字一形

　第5節1第6節では簡化体と繁化体の字形について考察したが、本節

では簡化や繁花の視点で整理できる字形以外の特殊な字形で、　しかも従

来の楚系の肉筆文字資料には見ることができなかったr初見の字形」に

ついて整理を加えておきたい。　r老子』簡に検出される初見の字形は、

（イ）A＜老甲＞のr弗」字、　（口）Aく老甲＞のr甘」字、　（ハ）B

＜老乙＞のr幣」字、　（二）B＜老乙＞のr為」字、　（ホ）B＜老乙＞

の「若」字、　（へ）B＜老乙＞のr貞」字、一の6字種に見られる。　（第

3節r肥筆の諸相」で取り上げた肥筆にかかわる初見の字形は、本節で

は取り上げない。）

（イ）　「弗」

　r弗」字は、縄で数本の縦長の木を東ねた形にかたどる象形字である

が、多くはr不」　「勿」などと同じく否定詞として用いられている。　甲

骨文では／将〕／狂〕に作り・西周金文では／幹〕（毛公鼎銘）

に作る。　＜郭店楚簡＞にはr弗」字が83例見られ、字形も多様である

が、　およそ以下の5種に大別できる。

①／諜〕（・・老甲・第11行第・字）

②／繋〕（・・成之・第11行第11字）

③／1麟〕（・・老甲・第・行第11字）

④／嚇〕（・・唐虞・第11行第11字）

⑤／織〕（・・忠信・第1行第11字）

　①は西周金文の字形を踏襲する標準体。②は縄をあらわす最後の筆画

に、意味をもたない準飾的な点を加えた形で、　＜包山楚簡〉に同様の字
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例が見られる。　③．はその変形で、　A＜老甲〉のみに見られるもの。　④は

D＜唐虞〉のみに見られ、⑤はその変形で、　Eく忠信＞のみに見られる。

　③は①の標準体に混在して、　Aく老甲＞のみに6例見られる。②の縦

画が縄の外にはずれた形であるが、他の楚系簡鳥文字資料には見られな

い特異な字形である。意味不明の点画が加わった④⑤の字形も、やはり

他の楚系簡常文字資料には全く見られない。　なお、④については、古璽

に近似する字例〔締〕　（羅福願『古璽彙編』所収）が検出できる。
　　　　　　　　；桑

（口）　r甘」

　r甘」字はr口」に短横画（口中の物を表示する）を添えたもので、

口中の物が甘美であることをあらわす指示字。甲骨文で1キ／■〕に作

る（西周金文には字例がない）・・郭店楚簡・には・・老甲・に／騒〕

に作る1例のみが見られるが、　これは口中の物を短横画ではなく、　はっ

きりとした囲みの筆画で作っている。　「’甘」字は＜侯馬盟書＞や＜包山

楚簡＞など、春秋戦国時代の文字資料に多くの字例が検出されるが、　口

中の物はいずれも甲骨文と同じく短横画か、あるいは点であり、　このよ

うな囲みの筆画のものは見られない。伝抄古文の一種、魏の＜三体石経

＞の古文に見られる「甘」字もこの部分は点に作っている。

（ハ）　r幣」

　「幣」字は、　「巾」　（腰に帯びる布をかたどる）とr敵」　（または

r．蔽」）からなる形声字で、　「説文解字』にはr常なり」とある。神に

祈る時に捧げる幣（ぬさ）を意味’し、常（絹）や麻などで作られていた

とされる。　この字は、文献にはr周礼』やr儀礼』などに用例が見られ

る。　しかし、’従来の戦国時代以前の古代文字資料には、　この字の具体的
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使用例がなく、　r、説文解字』所掲の小纂をのぞけば、＜長沙馬王堆1号

漢墓出土竹簡・（…　世紀）の／’幣〕に作る、すでに隷書化した字

例が現存最古のものであった。

　＜郭店楚簡＞には「幣」字がのべ4例見られる。　B＜老乙〉のヱ例は

／簿〕に作／…絡衣・の・例は／諦1〕／麟〕に作1…性・

自＞の1例は〔率〕に作る。。＜性自＞の1例は下部が不鮮明である

が、　4例とも文字の基本構造には変わりがない。

　r郭店楚墓竹簡』　r釈文注釈」によれば、上部の〔弐ミ〕は西周金文

のr番」字の上部と同形であり、また、古代音ではr条」とr鮫」は近

似するという（注39）。　B＜老乙〉g文字にはr巾」の縦画上部に短横

画があり、　C＜絡衣＞の文字にはそれがなくr巾」の縦画下部に肥筆が

見られるという小さな違いがあるのみである。　r説文解字』の小纂や＜

馬王堆出土竹簡＞の字例にあるr文」は見られない。

　ただし、意味の上では相違がある。　F＜性自＞の1例がr幣常は信と

護を為す所以なり」のように本来の意味で用いられているのに対して、

他の3例は、　B＜老乙＞のr其の用は幣れず」のように、いずれも「徽」

字（やぶれる、の意）の通仮字として用いられている。

　＜長沙馬王堆ユ号漢墓出土竹簡＞の書写年代は、前漢の文帝期（BC

180～157在位）末年と推定されており（注40）、　く郭店楚簡＞の

字例はこれより少なくとも150年ほど前のものということになる。現

存最古のr幣」字の例として注目したい。

（二）　「為」

　r為」字はr手」とr象」による会意字で、人が象を使役して土木工

事などを行うことを意味する。甲骨文では／仔〕に作り、西周金文で
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は／繁〕（昌鼎銘）に帆・郭店楚簡・には1・1字もの使用例が

見られ、字形も多様であるが、字形の上からはおよそ以下の6種に大別

できる。

①／麟〕人／老甲・（第・行第1字）

②／錫〕・・老乙・（第・行第1字）

③／鰻〕・・語一・（第11行第・字）

④／嬢〕・・糟衣・（第・行第11字）

⑤／鱗〕・・忠信・（第・行第・・字）

⑥／簸〕・・老乙・（第・行第1・字）・

　いずれも西周金文の字例にくらべ、、r象」の筆画が省略体になってい

る点で共通している。④の下部の二横画は筆画を省略したことを示す特

殊な符号（第4章第5節r簡化体の字形」　（1）　r筆画の省略による簡

化」の項参照）。①～⑤については、　〈曾侯乙墓竹簡＞や＜包山楚簡＞

をはじめとする従来の戦国文字資料に類似する字例が検出されるが、

r象」の部分を⑥のように長横画をまじえた特殊な形に作る字例は見ら

れない。　B＜老乙＞にはr為」が全部で1O字使われているが、　6字が

②に作り、　4字が⑥に作る、　という状況である。

（ホ）　「若」

　「若」字は、年若き巫女が両手をあげて舞い、神のお告げを受けよう

とする状態をかたどる象形字で、甲骨文では〔分〕に作り、西周金文

では〔吋〕　（大孟鼎銘）に作る。　＜郭店楚簡＞にはr若」字が26例

見られ、字形は以下の3種に大別できる。

①／錦〕・・老乙・（第1行第・字）

②／鱗〕・く語四・（第11行第・字）
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③／鱗〕・・．老丙・（第11行第・字）

　このうち②は同類のものがAく老甲＞F＜成之＞ばかりか＜包山楚簡

＞にも見られ、いわば当時の標準形と考えられるが、①と③については

従来の戦国文李資料には全く類例を見ないものである。①③とも上部の

筆画が標準形にくらべて特異なものになっている。　B＜老乙＞にはr若」

字が17字例見られ、部分的に微妙な差異があるものの基本的にはすべ

てこの①の字形であり、③はB＜老丙＞所見の1例のみがこの字形であ

る。

（へ）　r貞」

　r貞」字はr鼎」とrト」からなる会意字で、鼎を使って占いをする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茎甲ことを意味する。甲骨文では／門〕に作り、西周金文では／㌶〕

（散氏盤銘）に作る。　＜郭店楚簡＞には全部で5例が見られ、　A＜老甲

・の1例…　老乙・の・例中の1例…　糟衣・．の・例が／占〕に

作1、・・老乙・の他の1例が／麟〕に作る。前者の・例は・望山楚

簡＞や＜包山楚簡＞などに多く見られる標準的な字形であるが、後者の

1例は従来の戦国文字資料に類例を見ない，。　いわゆる詑変による異体字

であると考えられる。本来は縦横の十字形をなした筆画が、横画2本に

変わ一たものとしては、r胃」字（たとえば・・老甲・の／簿〕）な

ど多くの例が検出できる。　しかし、　このように本来は横画2本であった

ものが縦横の十字形をなすに至った例は少ない。

　以上、　r老子』簡に検出される初見の字形について整理を加えた。　も

ちろん、　＜郭店楚簡＞の全体に視野を広げれば、以上にあげたものの他

にも初見の字形を検出することができる。それらはいずれも戦国文字の
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字形を研究する上での貴重なサンプルであるといえる。　ここでは9例を

選んで見ておくことにしたい。

　「天」

　「天」字は、人の正面形「大」の上に頭部を示す円を加えた象形字で、

甲骨文では／茶〕／芥〕に作り、西周金文では／興〕（何尊銘）

〔条〕　（糖盤銘）に作る。

＜郭店楚簡＞に見られるr天」字の字形は、以下の3種に大別できる。

①／頚〕（・・老乙・第・行第11字）

②／譲〕（・く老乙・第1行第千字）

③／簿〕（・・語一・第11行第・字）

　①②は戦国文字において最も多く用いられている字形で、②は①の上

部に意味をもたない装飾的な短横画を加えた繁化体。③は①’の簡略体と

いうべきものであるが、他の楚系簡常文字資料においては全く見ること

のできない字形である。

　③はG＜語一＞に6例見られる。西周金文の字形を踏襲する①と比べ

ると、③では①の第2画と第3画が、第1画の横画と同じように左から

の横画一本に簡略化されている。筆画の上では完全に後世の隷書や樒書
と変わらない．む。。語一。ではr夫」字も同様に〔灘〕のように作

っている（「夫」字をこのように作る字例はEく忠信＞にも1例見られ

る）。後世の隷書体を先取りしたような字形として注目したい（注41）。

　r少」

　r少」字は、小さな貝や玉の類を綴った状態をかたどる象形字とされ、

甲骨文では〔小〕に作る。西周金文には字例が見られないが、戦国期
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の金文では／lハ．〕（暦侯箆銘）のよ1に作る例がある。

＜郭店楚簡＞に見られるr少」字の字形は、以下の2種に大別できる。

①／鍛〕（・・老甲・第・行第11字）

②／少〕1・・絡衣・第1・行第1・字）

　①が＜望山楚簡＞や＜包山楚簡＞などにも多く見られる標準体である

のに対して、②は縦の第1画目が二筆による小さな空洞の楕円形に作ら

れている。これは他の楚系簡鳥文字資料ばかりか、戦国文字資料全般に

おいても全く見ることのできない字形である。②はC＜糸窪衣＞に8例、

C＜窮達＞に1例、　Cく五行＞に5例見られ、すなわち抄者Cによる独

自の書き癖に発する字形であると考えられる。

　r実」

　r実」字は、1鍬をかたどる「ム」と、鍍（やじり）のついた「矢」と

の会意字であるが、多くは旬末の助詞として用いられる。　甲骨文、西周

金文ともに字例が見られず・く中山王鼎銘・（…　1・ご、ろ）の／奈

〕に作るのが最古の字例である。

＜郭店楚簡＞に見られるr集」字の字形は、以下の4種に大別できる。
①’／鰯〕（・・老甲・第11行第・1字）

②／葉〕（・・語二・第11行第・字）

③／嬢〕（・・語三・第11行第・字）

④／寮〕（・・麿虞・第11行第11字）

　①はr説文解字』所掲の小纂や＜中山王鼎銘＞の字形に近い。　この標

準的な字形の文字自体、　従来の楚系簡串文字資料には見ることのできな

かったものである。②③④はこれとは別種の異体字。

　②はG＜語二＞に1例のみ見られる。　「ム」の部分が別体となり、

「矢」の部分の筆画が省略されている。③もG＜語三＞に1例のみ見ら
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れ、②とは違った．特異の体をなす。④もD＜麿虞＞に1例のみ見られ、

上部のrム」が簡略化されている。　r実」字にr心」が加わったr侯」
字1場合1・標準的字形1／簸〕（・・継衣・）1特殊字形1／轟〕

（・・語二・l／蟻〕（・・語二・）の・種が見1れ1．1れl！含

め、以上はすべて戦国文字として初見の字形である。

　「戚」

　「戚」字は、　「ホ」　（下部に刀光を添えたマサカリの頭部をかたどり、

声符をなす）と「戊」　（マサカリの全体形を示す）からなる形声字で、

r説文解字』には「戊なり」とある。　甲骨文には字例がなく、西周金文

　　　をでは〔緑　〕　（戚姫箆銘）に作る。

　く郭店楚簡＞にはF＜尊徳＞に1例、　G＜語一＞に1例見られる。　両
者は書風の相違があl！のの、同！点画構造によ1文字であ1、・／鱗〕

（Gく語一〉）のように作る。基本的には西周金文に見られる文字の左

右の扁妾が合体した形である。　この字は、従来の楚系簡常文字資料には

字例そのものがなく、　もちろん初見の字形である。なお、秦の＜誼楚文

＞（BC331、注42）にはこれに類似する字例が1字検出される。　と

すれば、戦国時代においては、　あるいは各国共通の字形として通行して．

いた可能性もある。

　「手」

　r手」字は、　手をかたどる象形字で、　r説文解字』には「拳なり」と

ある。甲骨文には字例がな／、西周金文では／呼〕（昌壷銘）に作る。

／郭店楚簡・には・・五行・に11lのみ見られ、・／楽〕のよ1に作る

が、　このように複雑な字形のr手」字は、西周金文はもとより、楚系の

簡串文字資料をふくむ従来の戦国文字資料にも全く例を見ない。

ただし、r説文解字1にr古文の手」として挙げられている／㌻〕
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は字形の上でこれに近く、両者の間には明らかに脈絡が認められる。　ま

た・・郭店楚簡・にはr拝」字・r担」字・r指」字を・それぞれ／騨

〕（・・性自・）・／鯛〕（・・纏衣・）・／鰻〕（・・性自・）

のように作る字例が見られ、　このうちr拝」字についてはく包山楚簡＞

にも近似する字例が検出される。

　r春」

　r春」字は、正字をr曹」に作り、　r説文解字』にはr日、艸、屯に
従う」とある。甲骨文では〔牽ギ〕に作るが、西周金文には字例がない。

春秋時代の・薬侯鐘銘・・簗書缶銘・にそれぞれ／災〕／紫〕に作

る字例が見られる。　＜築書缶銘＞の「春」字はr日」を「月」に作る特

殊な字形である。

　＜郭店楚簡＞にはF〈六徳＞に1例、　G＜語一＞に1例、　Gく語三＞
に1例見1れ、それぞれ／翻〕、／灘〕、／灘〕のよ1に作1。

このうちF＜六徳＞の！例はr艸」を省略した形で＜楚常書＞などにも

同類の字例が．検出できるが、　Gく語一〉＜語三〉の2例は従来の楚系簡

鳥文字資料には全く見られないものである。

　ただしG＜語一＞については、羅福蹟編r古璽彙編』にこれに近似す

る〔書〕に作る字例が見られ、また、いわゆる伝紗古文の一種＜三体

　　　　　　　　　　　　　　　由石経＞の「古文」ではこの字を〔e〕に作っている。　このことからし

て、　G＜語一＞＜語三＞の2例は決して抄者Gによる独自の字形という

ものではないことが確認できる。なお、　＜包山楚簡〉にはr日、艸、屯」

の三要素からなる標準的な字形のものが複数例見られる。

　「日」

　「日」字は、神霊にささげる文書を入れる器の蓋をあける様子をかた

どる象形字で、　甲骨文では〔ヒヨ〕、西周金文では〔冒〕　（何尊銘）
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に作る。春秋戦国、時代の文字においても、特殊な装飾文字をのぞけば、

西周金文の字形を踏襲しており、基本構造には何ら変化がない。

　＜郭店楚簡＞には「日」字が58例見られる。そのうちの57例まで

は標準形であえが、ただユ例、一F＜成之＞に見られる〔ψ〕のみが従

来の戦国文字資料には全く見られない特異な字形である。　F＜成之＞に

はr日」字が全部でl1例検出され・！・例までは／鱒〕のように・

癖のある運筆ではあるが標準体の字形に作っている。　中央に長い縦画を

もつ前例のないこの特異な字形の文字については、文意からしてもr之

を聞きて日く」のr日」字としてしか意味をなさない。　たった1例であ

ってみれば、誤写の可能性もないではないが、　このように頻繁に使用す

る文字を抄者が誤写したとも考えにくい。

　「此」

　「此」字は、声符r止」とr牝牡」のr牝」をあらわす「ヒ」からな．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζる形声字で、　r雌」字の初文とされる。　甲骨文は〔㌢ザ〕に作り、西周

金文は〔逝戸〕　（此尊銘）に作る。ただし、代名詞「これ」　rこの」と

して用いられるようになったのは戦国時代以降のことである。

　＜郭店楚簡＞には「此」字が63例見られ、大多数は西周金文の字形

を踏襲したr止」　rヒ」からなる標準体であるが、　C＜糸螢衣＞、　C＜五

行・にはr止」部が変形して／瀞〕（・・五行・）のように作る字例

がのべ7例検出される。　これは楚系の簡鳥文字資料ばかりか、従来の戦

国文字資料にも見られない字形である。

　おそらく、　この場合のr止」部は、横1横1縦の筆順で遠写されたも

のであり、　いわゆる遠写による言化変文字に相当するだろう。　尚、抄者C

は1・行あとの箇所では同じ文字を／11鰯〕（・・五行・）のよ1な標

準体に近い字形で書いている。また、・・纏衣・においても変形の／飾
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〕と標準体に埠い／燦〕が混在して1・孔

　「民」

　r民」字は、目」針を刺して害する形の象形字である。甲骨文には字

例がないが、由周金文では／ギ〕（大孟鼎銘）に帆

＜郭店楚簡＞にはr民」字が1。。例見ら∴る。このうち、。＜成之

〉の19例をのぞく127例は、西周金文の字形を踏襲した標準体であ

るが、　F＜成之＞の19例はすべて意味不明の筆画が加えられており、

／瀞〕1たは／灘〕のよ1に作1（前者111・例・後者は・例ジ

この種の字形の「民」字は楚系の簡常文字資料では初見のものである。

ただし・戦国時代の・中山王円壷銘、に／ゲ〕のよ1に作る字例が検

出でき、また、伝抄古文のr説文解字』の古文や魏の＜三体石経＞の古

文では・r民」字がそれぞれ／奔〕／嘩〕のように作られているこ

とからすれば、　F＜成之＞に見られる特異な字形も、　この種の別体と何

らかの脈絡をもつものと考えざるをえない。
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第8節、まとめ

　＜郭店楚簡＞中のr老子』簡は、現行本や＜馬王堆常書＞本との比較

検討のもとに、’「すでに完成しているr老子』五千言の一部分ではなく、

今、　正に杉成途上にある　『老子』の、　最も早い時期のテキストであるこ

と」　（池田知久）などが解明されるなど、その思想史的研究は一定の段

階に達している。本章では、　このr老子』簡（全71簡、文字総数17

18）を対象に、　r筆法」や’r字形」などの角度から、書法の特質につ

いて考察した。

　まず、　r老子』簡の文字構成の基竿をなす①「横画」、．②「縦画」、

③「斜画」には、それぞれ下記のような特色があることを確認した。

　①「横画」は以下の（イ）～（ホ）に大別できること。　（イ）起筆は

筆先に圧力をかけ、右上がりに送筆し、一気．に抜き放つような収筆を見

せるもの。　（口）起筆から収筆まで、筆圧の変化が少なく、直線的に、

あるいは湾曲して、右上がりに竹簡の上を滑りぬけたようなもの。　（ハ）

起筆と収筆は細く、　中間部分は筆が開いてやや膨らみを増し、全体とし

てはわずかに紡錘形に近い様相を呈するもの。　（二）勢い．に満ちた運筆

操作により、起筆1収筆ともに筆が竹簡の左右の端にあたって、断ち切

れたようになっているもの。　（ホ）起筆は軽く、送筆は徐々に圧力が加

わり、収筆は竹簡の右端にあたって、太く断ち切れたようになっている

もの。

　②「縦画」は以下の（イ）～（ハ）に大別できること。　（イ）起筆に

圧力を加え、垂直方向に直線で、またはやや湾曲させて鋭く送筆し、抜

き放つような収筆を見せるもの。　（口）先端鋭く露鋒で起筆し、垂直方

向に送筆して、収筆部分も筆鋒鋭く終わっているもの。　（ハ）筆画の途
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申に肥筆が加わっ．たもの。

　③「斜画」は以下の（イ）～（二）に大別できること。　（イ）起筆は

圧力を加えて太く始まり、右上方から左下方に向かって、直線的に、ま

たはやや湾曲ませて鋭く送筆し、抜き放つような収筆を見せるもの。

（口）これと同じ要領で、左上方から右下方に送筆したもの。（ハ）起

筆から収筆まで、’筆圧の変化が少なく、直線的に、　あるいは湾曲して、

左上から右下に、または右上から左下に、竹簡の上を滑りぬけたもの。

（二）筆画の途中に肥筆が加わったもの。

　また、上記の筆画とは別に、　ポ老子』簡の文字に見る筆使いの妙技を

典型的に示すものとしてrひと筆書きの曲線構造」があげられる。　これ

はr日」　「白」　「也」　「以」　r弗」などの文字に見られ、起筆から収筆

まで、弾みをきかせた一気呵成の運筆操作により、バネのある美しい曲

線構造を形成している点で特筆すべきものである。

　このような筆法上の特色をもっr老子』簡の文字は、果たしてどのよ

うな毛筆によって書かれたのであろうか。　これまでに発見された戦国時

代の楚国の毛筆の遺晶には、①r長沙筆」、②r信陽筆」、③r包山筆」

の3種がある。形状から判断して、①と③は同系統で、毛先がよくきく

反面、腰のふらつきが大きく、筆画はことごとく紡錘形になりやすい。

②は毛先がよくきき、’しかも腰のふらつきが小さく、軸心が安定して、

綴密な点画構成が可能である。

　要するに戦国時代の楚の国では、形状の上で少なくとも上記の2種類

の筆が存在したわけだが、筆法上の特色からしてr老子』簡は前者より

も後者、すなわち②の「信陽筆」に近い形状の筆で書かれたものと推測

される。

　次に、古代文字におけるr肥筆」とは、筆使いの単なる強弱の変化に
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よって生じた、　いわば自然の筆勢によってもたらされた線の太さのこと

ではなく、書者による意図的な運筆操作によって作られた特殊な線描の

ことをいう。段代の青銅器の銘文に端を発するものであるが、　その命脈

は永く、戦国蒔代の各種の文字資料においても様々な形で確認すること

ができる。

　r老子』簡においても「肥筆」が受け継がれていることがわかった。

しかも、特筆すべき事柄として、　「昏」字や「恵」　（徳）字など、従来

の戦国文字資料の中には全く見られなかったr準肥筆」ともいうべき特

殊な筆画（筆による塗りつぶしを省略し、　中を空洞にしたもの）を有す

る文字も検出された。

　ところで、　r老子』簡の文字においては、　＜包山楚簡＞などと同じく、

その構えはおおむね左底右高の右上がりの傾向をもち、筆画の多くが湾

曲している。左底右高の文字の構えは、大きく見れば右旋回の円転的運

動をなす筆使いによって生じたものであると考えられる。　そして、それ

は文字の遠写と関係があり、竹簡に多くの文字をできるだけ遠く、効率

よく書き記そうとした結果に他ならない。

　戦国時代の肉筆文字に顕著なこの左底右高の円転構造は、楚国で作ら

れた青銅器の銘文のうち、　タガネで彫った刻入金文にも共有されている。

毛筆で竹簡に書かれた場合でも、タガネで銅器面に彫られた場合でも、

戦国時代の楚国で通行していた文字は、　ぽぼ同じような筆使いと字形を

もち、　しかも多くは左底右高の円転構造という特色をもつことが確認で

きた。

　上記の傾向が戦国時代の楚国の通行文字独特の現象であるかどうかに

ついては、現段階では明らかにしえない。　その理由は、比較の対象とす

べき楚国以外の戦国諸国で日常的に行われていた通行文字の出土資料が
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極めて牛ないため、である。ただし、その稀少資料の一種、西方の秦で作

られた＜青川木蹟＞との比較の限りでは、両者の共通性は希薄であるこ

とが確認できる。

　『老子』簡た見るr章法」すなわち「文字の配列の仕方」については、

何よりもまず、　これが典籍の写本である以上、文字は読者が読みやすい

ように、できるだけ明断に、　しかも整然と配列することが第一に重んじ

られたはずである。　しかし実際は、写本としてのその種の必要条件を満

たしているばかりか、純粋に書法の視点から見ても、極めて技巧的で美

麗な文字の連続を実現している部分が少なくない。

　画数の多い文字と少ない文字、縦長の文字と扁平な文字、宙に浮いた

ような文字とどっしりと安定感のある文字が、筆勢鋭く、一貫した気脈

とスピード感を保ちつつ連続する様は、いかにも写本作りに長けた能書

人の仕事を思わせる。ただし、上下二箇所の竹簡を束ねた紐を避けなけ

れぱならないため、文字と文字との自然な呼応が阻まれ、文字の流れが

中断したような書き方になっている箇所も随所に見られる。

　次に、字形の簡化（．簡略化）と繁化（繁雑化）は、戦国文字の書法を

研究する上での大きな間題である。字形の簡化と繁化に関する調査と確

認は、　『老子』簡の書法を成り立たせている字形について考察する上で

も欠くことのできない作業である。

　戦国文字の字形に関する従来の簡化と繁化の研究一は、資料的制約のゆ

えに、　当時の通行書体を伝える肉、筆文字資料ではなく、文字の使われ方

としては特殊な要素をもつ印章の文字などを主たる材料として行われて

きた。その意味でも『老子』簡をはじめとするく郭店楚簡＞を材料にし

た考察には意義があり、戦国時代の文字資料を網羅的に扱ったより総合

的な簡化と繁化の研究の基礎作業として重要である。
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　簡化については．、　（！）筆画の省略による簡化、　（2）筆画の結合に

よる簡化、　（3）偏碧の省略による簡化、　（4）偏券の結合による簡化、

（5）合文による簡化、の5項目に分類して考察した。

　（ユ）は、二字を構成する部分的筆画が省略または短縮されることで

一字全体が簡化された場合をいう。　r老子』簡では22文字がこの種の

簡化字であることを確認し、そのうちの5文字について分析を行った。

　（2）は、接近部位の筆画が結合するか、　または一つに合体結合して

共有されることにより、一字のある部分が簡化された場合をいう。　r老

子』簡では2文字がこの種の簡化字であることを確認し、分析を行った。

　（3）は、偏妾によって成り立つ文字で、その偏妾の一部が省略され

ることにより、二字全体が簡化された場合をいう。　r老子』簡では10

字がこの種の簡化字であることを確認し、そのうちの7字について分析

を行った。

　（4）は、偏妾によって成り立つ文字で、それぞれの間の接近部位の

筆画が一つに合体結合して共有されることにより、一字全体が簡化され

た場合をいう。　r老子』簡では3字がこの種の簡化字であることを確認

し、分析を行った。

　（5）は、二字を合体させて、一字のように記すことで簡化された場

合をいう。　『老子』簡ではこの種の簡化体を4種確認し、分析を行った。

　一方、繋化については、　（1）補助的筆画の増添による繁化、　（2）

偏妾の重畳による繁化、　（3）偏妾の増加による繁化、の3項目に分類

して考察した。

　（1）は、本来の字形においては見られなかった点や画が、単なる装

飾として、　または何らかの意味を付与するものとして、文字に添加され

たことによって繁化された場合をいう。　r老子』簡では20字がこの種
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の繁化字であるこ．とを確認し・そのうちの6字について分析を行った。

　（2）は、一字内で同じ形体の偏妾が重複することによって繁化され

た場．合をいうが、　『老子』簡では確認されなかった。

　（3）新た念偏券が加わることによって繁化された場合をいう。　r老

子』簡では4字がこの種の繁化字であることを確認し、分析を行った。

　以上の分析結果を総括すると、簡化字1繁化字ともに、

　①孤立した特異な簡化字または繁化字として存在する’のではなく、

『老子』簡を含む＜郭店楚簡〉の諸編をはじめ、従来の戦国時代の文字

資料にも同類の例が見られ、　したがって戦国文字として広く共有されて

いたと考えられるもの（簡化字の「定」　「則」　r冬」　「処」　r紀」　r其」

r安」　r学」　r僕」　r善」　r之所」　r子孫」、繁化字のr上」　r相」

r玉」　「光」　「胃」　「竺」．r冬」　「家」）。

　②孤立した特異な簡化字または繁化字として存在し、従来の戦国時代

の文字資料には同類の例が全く見られないもの（簡化字のr絶」　「勿」

r僕」　r教」　r乱」　r則」　r於」　r蔓轟」　r清音」、繁化字の「穆」

「難」）。

に大別される。

　このうち②について’は、書者の独自の書き癖に由来するものと推測さ

れる場合もあるが、　r老子』簡が典籍の写本であるという事実に鑑みれ

ば、傍らに置いた先行写本を忠実に写し取った結果であるとも考えられ、

そのいずれであるかは判断できない。　もちろん、　これまでに発見されだ

戦国時代の文字資料に限っては見られないだけ、　ということも考慮に入

れなければならない。

　また、補足として行ったr老子』簡以外のく郭店楚簡＞の他の編にお

ける考察では、一人の書者が同一文字の筆写において、標準体と簡化体、
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あるいは標準体と繁化体を混用しているという現象が多く確認できた。

これについても書者の自由な裁量で行なわれたことか、先行写本の字形

に忠実であった結果なのかは明らかにできなかった。

　最後に、上誼のような簡化や繋化の視点で整理できる字形以外の特殊

な字形で、　しかも従来の肉筆文字資料には見ることができなかったr老

子』簡検出の「初見の字形」6字、すなわち「弗」　r甘」　「幣」r為」

「若」　r貞」の6字についても考察した。　この中にはr幣」字のよ、うに、

「初見の字形」であるのみならず、字例そのものが現存最古であり、　そ

の意味からも特筆すべきものであることが判明した文字もある。
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＜第4章（注）＞、

（1）作者の老子は、姓は李、名は耳、字は伯陽。春秋’期に楚国の苦県

　　（現在の向南省鹿邑県東方）で生まれ、周王室の「守蔵室の吏」

　　（図書を官吏する役人）を務めていたという。　r史記』　「老子韓非

　　列伝」に簡単な伝記がある。

（2）く馬王堆需書1老子甲本＞と＜同1老子乙本＞の詳しい注釈書に

　　は、斉藤巨向’r老子』　（全釈漢文大系本、集英社、　1990年）、

　　鈴木喜一r常書老子』　（中国古典新書、明徳出版社、　1992年）

　　などがある。

（3）秦漢時代の肉筆文字資料により、当時の初期隷書について考察し

　　た論文には、呉白飼r従出土秦簡常書看秦漢早期隷書」　（r文物』

　　1978年第2期）があり、　＜馬王堆鳥書＞全体の字形に関する

　　体系的研究には王貴元r馬王堆常書漢字構形系統研究』　（広西教

　　育出版社、　1999年）カくある。

（4）第3章（注5）参照。

（5）王国維「科斗文字説」　（『観堂集林』巻7）による。

（6）序章の関連記事および序章の（注8）　（注9）参’照。

（7）湖南省文物管理委員会r長沙左家公山的戦国木榔墓」　（r文物参

　　考資料』1954年第12期）8ぺ一ジ。

（8）河南省文物研究所編r信陽楚墓』　（文物出版社、　ユ986年）7

　　8ぺ一ジ。

（9）荊門市博物館編r包山楚墓』　（文物出版社、　1987年）121

　　ぺ一ジ。

（1O）湖北省荊沙鉄路考古隊編r包山楚簡』　（文物出版社、　1991年）
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　　の整理番号による。

（11）何琳儀著r戦国古文字典』　（中華書局、　1988年）　r耕部」所

　　収のこの字の解説による。

（12）池田知久著r郭店楚簡老子研究』　「第52章中段」　（東京大学文

　　学部中国思想文化学研究室、　ユ999年）295ぺ一ジ。

（13）湖北省荊沙鉄路考古隊編r包山楚簡』　「包山楚簡文字的幾個特点」

　　（文物出版社、　1991年）68ぺ一ジ。

（14）宋徳煕r寿県出土楚器銘文研究」　（『歴史研究』1954年第1

　　期）99ぺ一ジ。馬承源主編『商周青銅器銘文選』第4巻r東周

　　青銅器銘文」　（文物出版杜、　1990年）437～438ぺ一ジ。

（15）中国国家計量総局主編、邸隆他共編、　山田慶児1浅原達郎訳『中

　　国古代度量衡図集』　（みすず書房、　1985年）106ぺ一ジ、

　　安徽阜陽地区展覧、館文博組r安徽鳳台発現楚国“塁盾大府刑銅量」

　　（『文物』1978年第5期）。

（16）四川省博物館1青川県文化館r青川県出土秦更修田律木蹟一四

　　川青川県戦甲墓発掘報告」　（r文物』1982年第1期）、李昭

　　和r青川出土木蹟文字簡考」　（同上）、李学勤r青川郡家坪木蹟

　　研究」　（『文物』1982年第10期）、高顕徳r小纂産生以前

　　的隷書墨迩」　（『書法』1983年第3期＜上海書画出版社＞所

　　収）。

（17）＜雲夢睡虎地秦簡＞は、1975年12月、湖北省雲夢県の睡虎

　　地第1！号秦墓から出土した。睡虎地第11号秦墓は小型の木榔

　　墓で、墓主の棺に加えて、青銅器、漆器、陶器のべ70余件の随

　　葬晶が発見されている。墓主の喜（BC262～217と推定）

　　は安陸県の御史1令史など、司法にかかわる下級地方官の歴任者
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　　であったが、その棺の中から遺骸を埋め尽くすように、総数1王

　　55枚（別に残片80枚）の竹簡が発見された。　1枚の大きさは、

　　長さ23～28㎝、幅O．　5～O．　6㎝。整理と分析に当たった

　　睡虎地奏墓竹簡整理班によれば、　1155枚の竹簡は、　内容から

　　以下の10種に分類できるという。①く編年紀＞、②＜語書＞、

　　③く秦律十八種＞、④く効律＞、⑤＜秦律雑抄＞、⑥く法律答問

　　＞、⑦＜封診式〉、⑧く為吏之道＞、⑨く日書甲種＞、⑪＜日書

　　乙種＞一②④⑦⑩の4種は原簡そのままの標題により、他は整理

　　班による命名一。　内容的には全体の半数以上が秦代の法律に関す

　　るものであり、法治国家秦の厳密な法制の実態を伝える空前の史

　　料として重んじられている。　また、　r秦隷」に相当するものとし

　　て、漢字書体の変遷を考究する上にもきわめて重要な意義をもつ。

　　徐富昌著『睡虎地秦簡研究』　（文史哲出版社、　1993年）をは

　　じめとする多くの研究がある。

（18）福田哲之「戦国簡蹟文字における二様式」　（第4回国際書学研究

　　大会記念論文集『国際書学研究／2000』＜書学書道史学会編、

　　2000年＞所収）にもこの問題に関する言及がある。

（19）中国国家計量総局主編、耶隆他共編、　山田慶児1浅原達郎訳『中

　　国古代度量衡図集』　（みすず書房、　！985年）76～79ぺ一

　　ジ。

（20）徐暢r春秋戦国刻石簡蹟常書書法概論」三r余論」　（四）　r標点

　　符号的使用」　（r中国書法全集』＜栄宝斎、　1996年＞第4巻

　　20ぺ一ジ）。

（21）王国維r観堂集林』巻6r相郷徐氏印譜序」の一節。

（22）　r中国古文字と段周文化』　（東．方書店、　1989年）所収。
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（23）戦国文字の．特殊符号全般については、何琳儀r戦国文字通論』第

　　4章「戦国文字形体演変」第6節「特殊符号」に詳しい。　これに

　　は「重文符号」　r’合文符号」　r省形符号」　r対称符号」　r区別符

　　号」　「綾点符号」　「装飾符号」の7種に分けて具体例があげられ

　　ている。

（24）この部分は繁化現象である。第6節「繁化体の字形」　（3）　「偏

　　傍の増加による繁化」の項参照。

（25）　r此旬＜異＞字及下一簡く異＞字、都被書手写得不成字、今拠文

　　義運釈為＜異〉」　（r郭店楚墓竹簡』　r性自命出釈文注釈」）

（26）崔仁義著r荊門郭店楚簡《老子》研究』　（科学出版社、　1998

　　年）第2章r竹簡《老子》与墓主」第1節r竹簡《老子》的抄写

　　年代」に詳しい。

（27）甲骨文の合文については曾錦炎「甲骨文合文研究」　（『古文字研

　　究』第19輯、中華書局、　1992年）に詳しい。　この論文では、

　　合文の’内容を①r数目字」②r称謂」③r地名、方国名、人名」

　　④「術語、慣習語」に分類し、構成様式については①r並列式」

　　②r重畳式」③r組合式」④r両用式」⑤r内含式」に分類する撮

（28）高明編『古文字類編』　（中華書局1東方書店、　1987年）第2

　　編「合体文字」に採られている股1西周期の金文の合文例は、　同

　　種類の合文も1種と数え．て（たとえばr五朋」とr＋朋」をそれ

　　ぞれ1種と数えて）わずかに45種にすぎない。

（29）湯余恵氏によれば、春秋晩期の＜侯馬盟書〉＜薬侯鐘銘＞におい

　　て見られる使用例がもっとも早期のものであるという。　「略論戦

　　国文字形体研究中的幾個間題」　（r古文字研究』第16輯、　中華

　　書局、　1986年）24ぺ一ジ。
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（30）F＜尊徳＞．の第18行にr不堂則亡怨、上思則11」という一節

　　があり、　この「上」字がこの種の繁化体であるとして、　『郭店楚

　　墓竹簡』の「釈文」ではこれに「辻」字を当てている。　ただし、

　　　この部会は竹簡の表面が破損して墨が消えており、文字が瞬昧模

　　糊として字形を確認することができない。

’（31）湯余恵r略論戦国文字形体研究中的幾個問題」　（r古文字研究』

　　第15輯、　中華書局、　1986年）39ぺ一ジ。

（32）同上4！ぺ一ジ。

（33）同上42ぺ一ジ。　r黄盛璋先生《賊集安新出陽安君剣》一文曾経

　　論及戦国文字肉妾之上加〔〆　〕以区別於月券現象、験之於1逮一

　　時期古文実際、瞬字作／ぐ〕、胡字作／奉〕、骨字作／琴〕

　　肌字作／呼〕、昨字作／零〕、灸字作／冬〕等・、ピ〕

　　一律加在肉妾右上方、而与之相近的月券却従無是例、可見其説可

　　信」

（34）平心「甲骨文金石文筍記一梁書缶略解一」　（『華東師範大学報』

　　　1958年1期）

（35）引用の字例は、何琳儀r戦国文字通論』第4章「戦国文字形体演

　　変」195ぺ一ジによる。　尚、何琳儀氏はこの種の繁化字例とし

　　て、　ここに引用した3字以外に17字をあげている。

（36）A＜老甲＞第27行第26字「籟」はこの種の繁化字と推測されるが、

　　未解読文字のため例挙しない。　この字については、　r郭店楚墓竹

　　簡』　r釈文注釈」はr簡文待考」とし（116ぺ一ジ）、池田知

　　久r郭店楚簡老子研究』もr何の字であるか未詳」（192ぺ一

　　　ジ）としている。

（37）　r楚系簡常文字編』　（湖北教育出版社、　1995年）のr索」字
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　　の解説によ．る。　「索素本由一字，分化二字可以通用，簡文索均用

　　為素。」

（38）引用の字例は、何琳儀r戦国文字通論』第4章r戦国文字形体演

　　変」168～201ぺ一ジによる。　尚、何琳儀氏は①の場合の繁

　　化字例として、　ここに引用した2字以外に38字をあげ、②の場

　　合の繁化字例として、　ここに引用した2字以外に66字をあげて

　　いる。

（39）　r簡文＜幣〉字従＜巾＞＜采＞声。金文く番＞上部所従之＜采＞

　　与簡文形同。　r古文四声韻』引r古老子』＜奨〉字従く釆〉従＜

　　巾＞従＜口＞、僅比簡文多出く口＞。幣、読作＜倣＞。　＜釆＞属

　　元部並母、　＜蚊＞属月部並母、古音相近」　（『郭店楚墓竹簡』

　　　「老子釈文注釈」119ぺ一ジ）

（40）＜長沙馬王堆1号漢墓出土竹簡〉は1972年、湖南省長沙市郊

　　外の馬王堆1号漢墓から出土した。墓主は軟侯利倉の夫人で、そ

　　の完全な姿をとどめる湿屍の発見が世界中を驚かせたことは記憶

　　に新しい。のべ312点を数える竹簡は、　串画、漆器、木桶、絹

　　織物など多くの随葬品の目録、いわゆる遣策として発見された。

　　同時に発見された木魑の1点に、前漢の文帝12年（BC168）

　　の紀年があり、墓葬の年代は文帝の末年頃で、竹簡の書写年代も

　　同’時期と推定されている。磨蘭「座談長沙馬王堆1号漢墓1関於

　　遣策」　（r文物』1972年9期所収）による。

（41）　「天」をこのように作る字例は、戦国期の貨幣文字にも見ること

　　ができる。張頷『古幣文編』所収の字例はその一つ。

（42）＜誼楚文〉は秦の恵文王が楚の懐王を呪誼した文を刻したもので、

　　紀元前313年の作とされる。　＜石鼓文＞に次ぐ戦国時代の秦の
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文字資一料と．して重要なものであるが、原石は宋代に発見されて間

もなく失われた。現在ではその一部を法帖に模刻したもの（北宋

の大観3年く1109＞に刻された＜汝帖＞）で見ることができ

るのみ。
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虹第5章】伝抄古文と＜郭店楚簡＞
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第1節　伝抄古文とは

　まずはじめに「伝紗古文」という呼称であるが、これは文字学上の用

語であり、文献などに書き写されて今日にまで伝わる戦国時代の文字、

の意味で使われている。実は、　r古文」の語義については、古くは二種

が混用されていた。　『説文解字』の著者である後漢の文字学者1許慎

（58？～147？）も、二種を混用している。

　たとえば、　r説文解字』序にr郡国また往々にして山川に鼎舞を得る

に、　その銘は即ち前代の古文なり」という場合は、　「古文」の語を「先

秦期の銅器の銘文の文字」の意で使っており、同じくr説文解字』序に

r古文は孔子の壁中の書なり」という場合は、　r古文」の語をr孔子の

壁中から発見された簡冊の類の文字」の意で使っている。

　更にはr説文解字』序にr宣王の太史1籍に及びて大纂十五篇を著す

に、古文と或いは異なる」という場合も、前後の脈絡からすると「古文」

の語を「孔子の壁中から発見された簡冊の類の文字」の意で使っている

（注1）。

　許慎のいうr孔子壁中書」については序章でも言及した。前漢の景帝

（在位BC157～141）の時代に、曲阜（現在の山東省曲阜）にい

た魯の恭王が、宮室を拡張するために孔子家の旧宅を壊した際、たまた

ま壁の中から発見された古文のr尚書』　『礼記』　r論語』などの儒教の

典籍数十篇の書物のことをさす。　これは文献上に見られる古文で書かれ

た書籍の最初期の発見品である。

　孔子の子孫が大量の経書を壁の中に隠したのは、秦の始皇帝による焚

書を避けるためであったものと考えられる。　もちろん、この時に孔子の

旧宅から発見された書籍の原物は、現在では一点も伝存していない。　し
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かし、　それらの茸籍が、　たとえば＜郭店楚簡＞の「老子」簡などと同じ

体裁の、竹簡に筆写された簡冊状の書籍であったことは容易に想像され

る。そして『説文解字』序の記述内容から判断すると、それらの書籍は

戦国時代に作られた写本であり、　したがって書かれた文字も、戦国時代

のそれであったということになる。

　ともあれ今日では、　r伝抄古文」という場合のr古文」は、いわば狭

義のr古文」として、すなわち前漢の時代に発見されたr孔子壁中書」

に書かれていたような戦国時代の文字、の意味で使われている。

　さて、文献などに書き写されて今日にまで伝わる戦国時代の文字、　と

しての「伝抄古文」のうち、　もっとも代表的なものには、

①後漢の許慎が著した中国最古の字書r説文解字』の古文

②魏の正始年間に作られた＜三体石経＞の古文

③北宋の郭忠恕が編纂した古文字の字書r汗簡』の古文

の3種がある。　これらの伝抄古文は、戦国時代の肉筆文字資料の発見が

相継ぐ今日、資料的価値が薄らぎつつあることは否定できない。また、

従来から信懸性が疑われてきたことも認めざるをえない。　しかし一方で

は、戦国時代の文字資料との具体的な比較により、少なくとも字形の上

では一定の類似性1共通性が確認されることから、必ずしも根拠のない

文字ばかりを収めるものではないことが立証されているという事実もあ

る。

　1986年に発表された何琳儀氏の論文r戦国文字与伝抄古文」　（中

華書局r古文字研究』第15輯所収、のち中華書局『戦国文字通論』所

収）は、その先駆的な業績の一つとして挙げられよう。
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　何琳儀氏のこの論文は、上記の伝抄古文の文字と戦国時代の文字とを

比較検討して、　両者のあいだに一定の共通性が認められることを指摘し

たものである。　ただし、　この論文は1986年に発表されたものであり、

比較の材料となった戦国時代の文字資料は、当然のことながら、　この時

点で知りうるものに限られている。　＜包山楚簡＞、そして本稿が扱う＜

郭店楚簡＞といった近時出土の重要な竹簡資料は、比較の材料として含

まれていないことは言うまでもない。

　本章は、戦国時代後期の典籍の写本である＜郭店楚簡＞に見ら．れる文

字と、　これら3種の伝紗古文の文字とを、特に字形の観点から比較し、

類似するものを検出するを目的とする。言うまでもなく、伝抄古文の資

料的価値を正確に知るためには、　〈郭店楚簡〉のみならず、戦国時代の

あらゆる文字資料を対象にした網羅的な比較碑討が必要であろう。本章

は、　その遠大な検討作業の一翼を担うものである。
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第2節 r説文坪字』の古文と＜郭店楚簡＞

　ここにいうダ説文解字』の古文（以下『説文』古文と略称）とは、後

漢の文字学者1許慎によって著された中国最古の字書『説文解字』　（永

元12年＜100〉自序）に採られている古文のことである。

　r説文解字』は、戦国時代から行われていたものとされるr六書」、

すなわち指事1象形1形声1会意1転注1仮借の六種類の漢字分析理論

を用いて、のべ9353字の文字を、　540の部首に分類し、秦の始皇

帝時代に定められた小纂の字体に基づき、一字ごとに字義1字形1字音

を究明したものである。

　いわば後世のあらゆる漢字の字書の淵源をなすものであるが、　もちろ

ん、許慎が作った原本を今日見ることができるわけではない。今日見る

ことのできる最も古い写本は、麿代に作られたものである。ただし、　こ

れも全体からすればごく一部の残片にすぎないく図78＞。現在の通行本

は、北宋時代に整理が加えられたテキストの流れを汲むものである（注

2）。

　ところで、　『説文解字』の文字分析はあくまで小纂を基準にしたもの

であるが、文字によってはr古文」　r籍文」　「或体」などの、　いわゆる

重文とよばれる字形が併記されている場合がある。

　このうち「古文」は、許慎が『説文解字』の序文の中で「古文は、孔子

の壁中の書なり」という場合のr古文」、すなわち前漢時代に発見され

た戦国時代の「孔子壁中書」の類からとった文字のことをいう。

　また、　r籟文」は、周の宣王（BC827～782）の史官1籍が編

纂したとされる識字教科書からとった文字のことであり、　「或体」は、

基準とした小纂の文字と字義1字音とも同じでありながら、筆画の異な
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る別種の小纂体の文字のことで、いわば小纂としての異体字のことであ

る。

　これらの重文は全部でユユ63字あるが、なかでも「古文」はもっと

も数が多く5i　O字を数える。　r説文』古文とは、　これら510字の戦

国時代に使われていた文字のことをいう。

　r説文解字』の序文には以下のような言己述がある。

及亡新居摂、使大司空寧豊等校文書之部。　自以為応制作、頗改定古

文。　時有六書。　一日古文、　孔子壁中書也。　（中略）壁中書者、　魯恭

王、壊孔子宅、而得礼記尚書春秋論語孝経。

（亡新の摂に居るに及び、大司空甑豊等をして文書の部を校せ使む。

自ら以て制作に応ずと為し、頗る古文を改定す。時に六書有り。一

に日く古文、　孔子壁中の書なり。　（中略）壁中の書なる者は、　魯の

恭王、孔子の宅を壊りて、礼記。尚書1春秋1論語1孝経を得たり。）

　r亡新」とは、許慎がこの序文を書く77年前に滅んだ王葬の新（8

～23）のことであるが、その当時は「六書」すなわち6種類の書体が

存在し、その第一に、孔子の旧宅の壁から発見されたr礼記』　『尚書』

などに書かれた「古文」という書体があったことをいう。　このような記

述から判断すれば、　510字を数える『説文』古文の文字は、主として

当時許慎自身が見ることのできたr孔子壁中書」の類から選び採った文

字であるとみて聞違いないだろう。

　ただし、現在の『説文解字』のテキストに見られる古文が、果たして

許慎の作った原本のそれをどれだけ忠実に伝えているか、　という問題を

無視することはできない。何しろ原本の成立は今から1900年も前の
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ことである。伝写．を繰り返すうちに文字の様相が変わることは当然考え

に入れなければならない。

　少なくともそれぞれの文字がもつ風格、すなわち書風については、　こ

れを1900年前のそれとして鵜呑みにするわけにはゆかないだろう。

そればかりか、　文字の構造、　すなわち字形の面でも、　どれだけ本来の姿

をとどめたものか、　はなはだ疑間である、　というのが従来の常識的な見

方であった。

　ところが、　r説文』古文の字形に対するこの種の常識的な見方が、必

ずしも全面的には当たらないことが、最近の文字学者の研究によって明

らかになっている。つまり、戦国時代の串土文字資料との比較検討によ

って、少なくとも字形の上では一定の類似性1共通性が確認されること

から、現行テキストの『説文』古文には、少なからざる信懸性が認めら

れることが立証されている。先にも触れた何琳儀氏の論文r戦国文字与

伝抄古文」は、　その代表的な業績の一つである。

　何琳儀氏のr戦国文字与伝抄古文」では、全部で91字の具体例をあ

げて戦国時代の出土文字資料とr説文』古文を比較し、その字形上の類

似性を指摘している。　ただし、　91例中、　いわゆる肉筆文字資料はわず

かに16例にとどまり（竹簡6例、　鳥書3例、盟書7例）、大部分は青

銅器の銘文や璽印文字などで占められている。

　先にも述べたようにr説文』古文の来源は、主としてr孔子壁中書」、

すなわち戦国時代に東方の曲阜の地で発見された竹簡の典籍文字である

と考えられる。　もちろん、　曲阜で発見された竹簡だからといって、そ’の

全てが必ずしも当地で書き写された竹簡であるという保証はない。　しか

し少なくとも、戦国時代の魯を含む東方地域で作られたものと想定する

ことはできるだろう。つまりr説文』古文は、戦国時代の東方地域にお
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ける筆写体の文宇に来源するもの、　と考えることができる。

　一方、　＜郭店楚簡＞も典籍の竹簡である。　したがって、典籍の竹簡と

いう同じ条件のもとで書き写された文字どうしの比較が可能になるわけ

だが、一方は魯、一方は楚という竹簡の制作地域の違いを無視すること

はできない。

　さて、　く郭店楚簡＞の文字とr説文』古文を比較した結果、以下に列

記する全51字種において字形上の類似性が認められた。一覧中、　＜郭一

店楚簡＞の文字については『郭店楚墓竹簡』からそのまま引用し（同種

の字形の文字が複数ある場合は、鮮明なものを選んだ）、　r説文』古文

の文字は、段玉裁『説文解字注』　（不工書局、　1996年）に依拠し、

この本から筆者自身が転写したものである。

　また、　たとえばr（D＜麿虞＞9）7」とあるのは、その文字はD＜

唐虞＞の第9行目にあるもので、同種の字形の文字が＜郭店楚簡＞全体

ではその文字も含めて全部で7件検出できることを意味する。配列は

r文字編』の掲載順による。

＜、1＞r弍」

＜2＞「事」

＜3＞「僕」

＜4＞「利」

＜5＞r恵」

＜6＞「友」

く7＞「呉」

＜8＞「四」

＜郭店楚簡〉

／議〕（・・纏衣・11）・

／磯〕（・・麿虞・・）・

／欝
　　〕　（Aく老甲＞2）3

／鑓　　1〕　（D＜唐虞＞27）15
　　I　　，　　j　－　　　　　　　　　　1　⊥　　　　■

／曝〕（・・語三・1・）・

／れ〕（・く語三・l1）・

／欝
　　〕　（D＜唐虞＞27）6
　　一

／鴻〕（・く老甲・9）8

r説文』古文

／弍、〕

　来
〔㌣〕

／織〕

／伽〕

／愈〕
　灼

／抑〕

／辛〕

／π〕
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＜9＞r蔓」

＜10＞「尭」

＜11〉「壊」

く12＞r爽」

＜13＞r数」

＜14＞「宜」

＜15＞「至」

く16＞r巨」

＜17＞r棄」

く18〉「弟」

＜19＞「後」

＜20＞「得」

＜　21＞　　「t亘」

＜22＞r葱」

＜23＞「歌」

＜24＞「弐」

＜25＞「成」

く26＞「手」

＜27＞「折」

く28＞「拝」

＜29＞「技」

＜30＞「敗」

＜31＞「於」

く32〉「旨」

＜33＞r告」

〔葵〕（。く老甲＞。。）。

／希靖〕（・・六徳・・）1

／機〕（・・唐虞・11）l

／・紬〕（・・纏衣・11）l

／鞠〕（・・唐虞・・）・

／璃〕（・く性自・11）11

／繋〕（・・唐虞・1l）1

／、鰯〕（・・語四・1・）1

／鱗〕（・く老甲・1）・

／残〕（・／唐牢・・）・

／繁〕（・・老甲・・）1l

／碍〕（・・老甲・・）1l

／欝〕（・・魯穆・1）・

／≡：簿〕（・・麿虞・・）11

／鰯〕（・・唐虞・・）・

〔難〕（。＜語三＞6。）1

／鎖〕（・／纏衣・1l）11

／療〕（・／五行・・1）1

／鰯〕（・・老甲・1l）・

〔韓〕　（Fく性自＞21）1

／稿、〕（・・麿虞・11）・

／欝〕（・／老甲・11）11

／鰺≡〕（・く五行・・）ll

／鰯．〕（・・尊徳・1l）1

／麟〕（・・語四・11）・
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／業〕

／竹〕

／紬〕

／傘・〕

／汽〕

／、肉〕

／㌢〕

／王〕

／街〕

／帝〕

／送〕

／阜〕

／丞〕

／・ク〕
　火．

／斜〕

／弐、〕

／械〕

／少〕

／切〕

〔象冬〕
　ア亨

／衿〕

／汽〕

／壮〕

／届〕

／昔〕



＜34＞r沓」

＜35＞「死」

＜36＞「毅」

＜37＞「民」

＜38＞r興」

＜39＞「玉」

＜40＞r甚」

＜41＞r申」

＜42＞「百」

＜43＞「終」

＜44＞r観」

く45＞「舜」

＜46〉r飽」

＜47＞「西」

＜48＞r繍」

＜49＞「赤」

＜50＞「退」

＜51〉「革」

／鑑
　　〕　（G＜言吾一〉46）　ユ
　■　」　　　，　一

／鰯〕（・・忠信・・）l

／鰯
　　〕　（G＜言吾一＞108）1
　■　　　　　■

／欝　　〕　（Fく成之＞9）2
　一’　L■」

／灘〕（・・老甲・1l）・
　　■

／霧〕（C・五行・1l）4

／駿〕（・・唐虞・1・）・

／鰯〕（・・忠信・・）1

〔苗〕　（G＜語一＞18）3

／灘〕（・・成羊・l1）11

／鰯〕（・く老丙・・）・

／翻〕（・・唐虞・1l）11

　－／欝
　　〕　（G＜言吾一＞50）1

〔纏籔〕　（Bく太一＞13）1

／鰯〕（・・六徳・11）1

／嬢〕（・・老甲・l1）l

／鐘〕（・・老乙・11）・

／鱒〕（・・唐虞・11）1

／忠〕

／序〕

／慾〕

／チ〕

／｛〕

〔丙〕

／ぼ〕
　．、

〔Q　〕
　ξ）
　事

／百〕

／命〕

／雰〕

／養〕

／織〕

／あ〕

／繊〕

／杢〕

／擦〕
　＼
／卒．〕

　この51字のうち、すでに何琳儀氏がr戦国文字と伝紗古文」で類似

性を指摘した91字と重複するのは、　＜2＞「事」、　＜7＞r呉」、　く

8＞「四」、＜1O＞「尭」、　＜16＞「巨」、＜21＞「恒」、＜35＞「死」、

＜36＞r毅」、　＜39＞r玉」、　＜41＞「中」、　く42＞r百」、　＜45＞一

r舜」、　＜51＞r革」の13字である。　したがって、　＜郭店楚簡＞の文

字との照合によって、　r説文』古文の文字中、新たに字形上の信懸性が
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残りの38字ということになる。~~--'..~,-5~f ~~' ~: f*- ~) j~ 
~""' ~ 
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第3節　＜三体百経＞の古文と＜郭店楚簡＞

　中国では古くから、重要な経典を石に刻し、　これを正規のテキストに

定めて、永く詮世に伝えようという試みが行われてきた。石に刻した経

典、　いわゆる「石経」とよばれるものの制作である。漢の＜蕪平石経＞、

魏の＜正始石経＞、麿のく開成石経＞、北宋の＜嘉祐石経＞、清の＜乾

隆石経＞などがその代表的なものであるが、　このうち三国魏の＜主始石

経＞は、＜三体石経＞ともよばれるように、経典を古文1ノ』、纂1隷書の

三体併記で刻している点で、古代文字の研究には欠かせない特別の価値

を有する（注3）。

　く三体石経＞＜図79＞は三国魏の廃帝1曹芳の正始年間（240～2

49）に、当時の最高学府であった洛陽（現在の河南省洛陽市）の太学

の西側門前に建てられた。漢代に同じく洛陽の太学に建てられた＜嘉平

石経＞が、七種類の儒学の経典を刻したものであったのに対して、　＜三

体石経＞はr尚書』　『春秋』の二種類の儒学の経典および『春秋』の注

釈書であるr左伝』の一部のみが刻されており、全部で約40000字

を有したであろうと推定されている。

　しか今これらの経典は、いずれも．「孔子壁中書」にも含まれており、

したがってく三体石経＞の古文については、　r説文』古文の場合と同じ

く、　r孔子壁中書」を来源とするものであると考えられる。原石は西晋

末期のr永嘉の乱」　（4世紀はじめ）の際に大部分が崩壊し、一部の残

石が次代に引き継がれて保存されたものの、唐代初期にはほとんどが失

われてしまった。

　永らく地中に埋もれて顧みられることのなかった＜三体石経〉の原石

が、再び人々の目に触れるようになったのは、　19世紀も末年になって
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からのことである一。　すなわち清の光緒2ユ年（！895）、　洛陽で11

行1122字を有する残石一種が発見されたのがはじまりで、その後1

字や2字のものも含めて大小様々の残石が発見されており、現在ではユ

40石余りが拓認されるに至っている。　それらの残石は、陳西省西安市

の西安碑林をはじめとして各機関に所蔵されており、わが国にも京都の

藤井有隣館や台東区立書道博物館に貴重な蔵品がある。

　＜三体石経＞の刻入形式は、古文1小纂1隷書の三体を縦形式に順に

並べたものが大部分を占めるが、　中には古文を上段に、小纂と隷書を下

段に横に並べて、　「品」字の形式に配置したものもある＜図80〉。前者

は「直下式」、後者はr晶字式」とキばれるが、　「品」字式の発見品に

ついては、羅振玉（1866～1940）が指摘するように（注4）、

西晋の「永嘉の乱」以降の補刻であって原刻ではない、　という見方もあ

る。．

　曾憲通氏の論文r三体石経古文与説文古文合証」　（中華書局r古文字

研究』第7輯所収）によれぱ、　＜三体石経＞の古文は現在440字が確

認でき、そのうちr説文』古文と同じものは70字、　r説文』纂文すな

わちザ説文解字』所収の小纂と1司じものは155字、甲骨文・金文と同

じものは87字、戦国時代の六国文字と同じものは56字、その他は6

5字であるという。

　ところで、羅振玉は、　＜三体石経＞の文字について、　r書法」の視点

から以下のような見解を示している。

書法を以て言えば、三体の中、纂文を最も精なりとなす。使転のと

ころ多く方折し、結字は粗密よろしきを得て姿態天然なり。相斯

（李斯）の流れを承けて李監（李陽沐）の源を啓き、纂法逓変の跡を
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考うるに足れり一。故にこの石の人間に伝わるは、ただに経文を考正

すべきのみにあらず、即ち書法を論ずるにもまた一字百金に直すべ

し。　（注5）

　これは＜三体石経＞の古文1小纂1隷書の三体のうちでは、　「纂文」

すなわち小纂が、書法としては最も優れていることを強調した一文であ

る。　もとより羅振玉の時代には、戦国時代の文字資料はきわめて少なか

った。　とくに竹簡に代表される肉筆の戦国文字資料はまだ発見されてお

らず、戦国時代の文字との対比照合ができなかった古文については、信

ずるに足りない文字、　という先入観カiあり、その書法についても論外と

して扱われていたのではないだろうか。

　しかし、戦国時代の文字資料が陸続と発見され続けている今日におい

ては、むしろ羅振玉の時代とは違って三体中もっとも古文への関心が高

まっている。それは書法としての古文という視点ばかりでなく、　その前

提ともいうべき、いわば古代文字としての古文が、決して信ずるに足り

ないものばかりではないことが確かめられつつあるからでもある。つま

り、　＜三体石経＞に見られる古文の古代文字資料としての価値が、近年

になって改めて問われるようになっており、　しかもその答えも肯定的な

形である程度出されているという経緯がある。先述の何琳儀氏の論文が、

やはりこの場合も先駆的な働きをなしている。

　また、書法の視点を踏まえた＜三体石経＞の古文の価値については、

書法史家の啓功氏が、その著r古代字体論稿』　（文物出版社、　1964

年）第6章r科斗書」の中で以下のように述べている。

翻って石経の古文を見るに、実は一つの欠点がある。すなわち筆
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画の弾力がも．たらす表現が型にはまって一律なものになっており、

筆画の胸部がすべて必要以上に誇張されていることである。　しかし、

これは理解できないことでもない。簡冊の文字を石碑に移し入れよ

うとする瘍合、　どうしても整斉で一律であることが要求されるから

だ。　l11結局のところ、正始石経は、筆法上のいくつかの面では

“淳の法’’を失っているとはいえ、文字の組織構造と、それが属する

大まかな類型と全体的風格には、すべてそれなりの来源があり、決

して杜撰なものではない。　（注6）

　文中のr淳の法」とは、古文の書辛善くしたと伝えられる魏の郁郵淳

の書法、　という意味であるが、　この場合、晋の衛恒が著したr四体書勢』

r古文」の項に見える以下のような記述が背景にある。

魏初伝古文者、　出於郡郵淳。恒祖敬侯写淳尚書、後以示淳、而淳不

別。至正始中、立三字石経。転失淳法、因科斗之名、遂倣其形。

（魏の初め、古文を伝うる者、郎郵淳より出づ。恒（衛恒）が祖の敬

侯、　淳の尚書を写し、　後に以て淳に示すも、　而して淳は別たず。　正

始中に至り、三字石経を立つ。転た淳の法を失い、科斗の名に因り

て、遂に其の形に放う。）

　つまり衛恒が、　＜三体石経＞が作られたがために、郎郭淳らが善くし

た本来の古文の書法が失われ、　ただ単にr科斗」　（おたまじゃくし）の

ような書法という概念のみが先行して、ついにはその形を真似るように

なった、　という主張を展開しているのに対して、啓功氏は、石碑の文字

としての必然的制約という視点をふまえて二　く三体石経＞の文字に一定
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の信煽性を見出レている（注7）。

　ところで、魏のく三体石経＞が当時の通行書体である隷書一体ではな

く、　わざわざ古文1小纂1隷書の三種の書体を併記する形式で作られた

のはなぜであちうか。　このことを考えるには、魏以前の漢代における儒

学の趨勢について知る必要がある。

　前漢の武帝の建元5年（BC13台）、儒学が正式に国教の地位を得

て以来、儒教の経典はますます重んじられ、そのテキストに対する研究

も盛んになった。漢代においては、孔子。孟子の時代の古文で書かれた

テキストを重んじ、　これを伝授してゆく学派と、当時の通行書体である

隷書で書かれたテキストに従って、　これを伝授してゆく学派の、二つの

学派が存在した。　いわゆる古文学派と今文学派である（注8）。．ここで

いう今文とは、漢代にあって一般に使用されていた隷書体のことであり、

また、　この書体で筆記された書籍の総称でもある。

　今文学派は前漢1後漢を通じて官学の地位が与えられ、朝廷の五経博

士とその弟子達が中心となって広く伝授を見た。一経を深く専修するこ

とを旨とし、経典研究においては師説を厳しく遵守するところに特色が

あったとされる。　1959年、甘粛省武威県の磨咀子6号後漢墓から出

土した469枚の竹簡は、　『周礼』　r礼記』とともに後世r三礼」と呼

ばれて重要視された経典の一種『儀礼』を、　当時の通行書体である隷書

で書いたものであるが、　これなどは今文学派のテキストの典型的な現存

遺例であるといえよう。武威県出土のこの『儀礼』簡は、書籍の竹簡と

しては最初の出土品であり、漢代における書物の形式そのものを研究す

る上でもきわめて重要な意義をもつ（注9）＜図81＞。

　一方の古文学派は、主として民間において伝授され、様々な経典を兼

修し、特定の解釈に固執せず、各種の説を網羅的に扱うことを特色とし
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た。　いわば博学多．識の価値を認め、　これを標棲する学派であったといえ

る。古文学派は、王葬（BC45～AD23）の側近として活躍した劉

向とその子の劉散によって確立された学派である。漢王朝を纂奪して王

葬が樹立した森（8～23）は、劉向の手ではじめて世に紹介された古

文学派の経典の一つr周礼』をもとに、周代の理想的な政治を再現しよ

うと企てた政権であった。

　新が滅び、後漢の時代を迎えると、再び今文学派が官学の地位を得た

が、古文学派も衰えることなく、多くの有能な学者を輩出した。班固、

馬融、鄭玄らがそれであり、　r説文解字』の著者許慎も、　この学派に属

する代表的な学者の一人である。　r碑文解字』の序文には、　「孔子壁中

書」などの発見により、古い時代の文字について学ぶことが可能になっ

たにもかかわらず、世の人々はそれらの文字について疑いを抱き、隷書

にもづいて文字を解釈し、偽説が横行していることを嘆いた箇所がある

が（注10）、　これなどは今文学派に対する許慎の糾弾の言であったとも

いえる。

　漢王朝が滅亡し、魏1蜀蜆呉鼎立の三国時代をむかえると、永らく官

学の地位にあった今文学派の勢力がおとろえ、前代に馬融、鄭玄といっ

た優れた学者を出した古文学派が優位を占めるようになる。朝廷の博士

にも、従来とはちがって古文学派の学者が採用され、両者の地位は逆転

した。　＜三体石経〉が作られた魏の廃帝1曹芳の正始年間（240～2

49）とは、　まさしくこの古文学派が主流を占めた時代にあたる。つま

りく三体石経＞は、古文苧派全盛期の時代状況を反映するものであり、

『書経』　『春秋』などの典籍が成立した当時の文字、すなわち古文とい

う書体そのものを重視する立場から制作された石経であったと推測され

る。秦代以来の正式書体である小纂と、当時の通行書体である隷書を併
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記したことは、年しろ古文で典籍を読む上での補助的な配慮を加えたも

のと考えてよいだろう。

　後漢の轟平4年（175）から8年の歳月を費やして完成した＜轟平

石経＞＜図82二は、なお今文学派が官学の地位にあった時代のものであ

り、刻された経典の種類が今文学派の重んじたものであったばかりか、

古文などは完全に無視して隷書一体で作られている。　当時の著名な学者

であり、能書家としても後世に名をとどめる察禽（133～192）が

中心となって文字の揮毫にあたったとされるこの石経は、いわば長期に

わたって主流を占めた今文学派の終焉期の産物である。

　さて、何琳儀氏のr戦国文字与伝畔古文」には、　く三体石経〉の古文

で、戦国文字資料と字形が類似し、　しかもr説文』古文には見られない

ものの字例60種があげられている。ただし、比較の対象にされている

戦国文字資料のうち、肉筆文字資料はわずかに11例にとどまり（竹簡

2例、常書4例、盟書7例）、大部分は青銅器の銘文や璽印文字などで

占められている。

　すでに述べたように、　＜三体石経＞の古文もr説文』古文の場合同様、

主としてr孔子壁中書」、すなわち戦国時代に東方地域で書写された竹

簡の典籍文字を来源とするものであることが想定される。

　＜郭店楚簡＞の文字と＜三体石経＞の古文とを比較した結果、以下に

列記する全31字種において字形上の類似性が認められた。　一覧中、　＜

郭店楚簡〉の文字についてはr郭店楚墓竹簡』からそのまま引用し（同

種の字形の文字が複数ある場合は、鮮明なものを選んだ）、　＜三体石経

＞の文字は、孫海波r魏三字石経集録』　（台北芸文印書館、　1975年）

に依拠し、　この本から筆者自身が転写したものである。配列はr文字編』

の掲載順による。　尚、　同一の字形が先行の伝抄古文であるr説文』古文
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にも見られる字例、については列記しない。

　　　　　　　　＜郭店楚簡＞

＜1＞「丁」

＜2〉「乃」

＜3＞「乱」

＜4＞「亦」

＜5＞「今」

＜6〉r免」

＜7＞「其」

＜8＞「則」

＜9＞r前」

＜1O＞「含」

＜11＞r念」

く12＞「命」

く13＞r爽」

＜14＞「教」

＜15＞r帝」

＜16＞「恵」

＜17＞「戦」

＜18＞「敢」

＜19〉「敬」

＜20＞「春」

＜21＞「往」

＜22＞「滅」

〔嬢〕　（C＜窮達＞4）1

／誰〕（・・麿虞・・）・

／欝〕（・・尊徳・11）・

　」　　　　　■　　　　■’

／鰹　　1〕　（B＜太一＞11）1
　　∫　　，　　■

〔均〕　（D＜唐虞＞17）1

／ポ（・・唐虞・・）・

　　　■／棄　　一
　　〕　（C＜糸笛衣＞35）1
　　　　　　　　，
／瞬グ（・く五行・1・）ll

／鰯　　■　　■　　」　　’　　　1　　；　　…〕　（Aく老甲＞3）3
　■一　　；茸　　」」

／翻〕（・く語一・・1）・

／錬〕（・・成之・1l）・

〔鞠〕（D＜唐虞＞5）1

／零〕（・・唐虞・・）l

／藩〕（・・纏衣・・1）1

／鰯〕（・・老丙・11）1

　　■〔識
　　〕　（A＜老甲＞9）11
　　］　」　　■　　■　，　　　皿’！

／鏑〕（・／維衣・11）・

／製〕（・・語一・・1）1

〔魅1〕　（B＜老丙＞4）1

／鰺〕（・・麿虞・11）1

一360一

＜三体石経＞古文

〔γ〕

〔ゾ〕

／冷〕

／㍗〕

／勺〕

　よ〔～〕

／㌣〕

／帥〕

　ω／均＼〕

／亨＼〕

／可〕

〔㌣〕

／焚〕

／汽〕

〔榊．〕

　、＝’ノ
〔＜一）〕

　叉
　“ρ紅
／鮒〕
　液

／衿〕

／ぺ

／夕堂〕

唆



く23＞「異」

＜24＞「益」

＜25＞「砥」

＜26＞r乗」

く27＞r秦」

＜28＞「若」

＜29＞「言」

＜30＞r遊」

＜31〉「遠」

／鍵　　〕　（Gく語三＞3）2
　’｝■一岬曲

／織〕（・く老乙・・）11

／鋼
　　〕　（C＜窮達〉7）1
　，
　／幽
〔割）〕　（F＜成之＞35）8

／欝〕（・・忠信・8）・

／鐘
　　〕　（G＜語三〉51）8
　’

／蟻〕（残簡　）1

／爺〕

／1へ〕

　ト
／早〕

／求〕

／残〕

／球〕

／軍〕

／修〕

〆叱

　この31字のうち、すでに何琳儀氏がr戦国文字と伝紗古文」で類似

性を指摘した60字と重複するのは、　＜3＞r乱」、　く5〉r今」、　＜

8＞r則」、　＜11＞r念」、く17＞r戦」、＜24＞r益」、＜27＞r秦」、

＜30〉r遊」、　＜31＞r遠」の9字である。　したがって、　＜郭店楚簡＞

の文字との照合によって、　＜三体石経＞の古文の文字中、新たに字形上

の信懸性が確認できたのは、残りの22字ということになる。
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第4節 『汗簡』．の古文と＜郭店楚簡＞

　魏の正始年間（240～248）にく三体石経＞が作られてのち、お

よそ700年あまりを隔てて、郭忠恕という書画の実作にも才能を発揮

した一種変わり種の学者によって、今一つの重要な伝紗古文の資料であ

る『汗簡』が編纂された（注11）。　『汗簡』の著者郭忠恕（？～977）

については、　r宋史』巻442のほか、郭若虚r図画見聞記』巻3、蘇

輯ポ東披集』巻20などに伝がある。

　郭忠恕は字を恕先（一説に国宝）といい、洛陽の人。後唐の清泰元年

（934）に童子で科挙に合格し、後周の広順年間には朝廷から召され

て宗正丞となり、国子書学博士とr周易」榑士を兼任した。そして、顕

徳6年（959）には古文r尚書』を校訂し、出版している。その後、

酒が災いして朝廷で争い事をおこし、御史の弾劾を受けて地方に左遷さ

れた。

　宋の太宗が即位すると、　中央政界に復帰し、太平興国元年（976）

には国子監主簿に任ぜられ、命をうけて歴代の字書を整理校勘する仕事

にも従事した。　しかし、酒に侍んだ言行はますます放縦となり、また官

物を売？て利益を得た罪により・　山東の登州に流されるこ、とになり・途

次の臨邑で没するという運命を辿る。

　奇行多く豪胆な性格の持ち主であったが、榑学多識で、特に文字学に

造詣深く、書画の実作にも非凡な才能を発揮した。書は纂書と樒書を、

画は宮殿楼閣などを定規を使って細密に描くr界画」をもっとも得意と

した。魏の＜三体石経＞にならい、小纂を主として古文と隷書を小さく

添えた＜三体陰符経＞（966年の刻、西安碑林に現存）＜図83＞は、

彼の纂書の作例としてもっとも著名なものである。　また、麿の欧陽詞風
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の厳正で精密な幣書を得意としたとも伝えられている。

　歴代の字書を整理校勘する仕事、すなわち国子監主簿の立場で陣頭指

揮に立ち、　r太学に館して歴代の字書を刊定せしめた」　（r宋史』）仕

事と関連のある個人的な業績の一つとして、　r汗簡』という特殊な字書

の編纂があったものと考えられる。

　r汗簡』は全七巻。　当時における蒐集可能な古文字にかかわる各種資

料、すなわち上述の『説文』古文、　＜三体石経＞の古文をはじめ、古文

で書かれた経書や古伏書、　さらには字書形式に古文を集めた書籍、古文

の碑刻など、全71種の資料にもとづき、許慎のr説文解字』に見られ

る540の部首順に古文を抽出して斉き写し、それぞれに出処を明記し

たもので、収載字はのべ3073字を数える。’7ユ種の資料名を列記す

れば以下のようになるが、　このうち『説文』古．文からは211字、　く三

体石経＞の古文からは132字が採用されている（注12）。

古文尚書、古周易、古周膿、古春秋、古月令、古孝経、古論語、古楽

章、古毛詩、石経（＜三体石経＞）、古爾雅、説文、史書、古老子、

史記、　義雲章、　荘子、　林竿集字、　郭顕卿字指、　斐光遠集綴、　王存又切

韻、趨碗璋字略、李尚隠集略、義雲切韻、衛宏字説、張揖集古文、王

維画記、古膿記、朱育集奇字、孫強集字、徐遡集古文、蘇文昌奇字集、

顔黄門説字、証俗古文、李膨集字、度傲字説、周才字録、開元文字、

准南王上升記、牧子文、楊氏肝銘、楊大夫碑、張廷珪剣銘、奨先生碑、

碧落文、天台碑、孔子題呉季札墓文字、華岳碑、漢貝丘長碑、豫譲文、

王庶子碑、　萄筥集、　王先生諌、　滑州趨氏石額、　古虞卿碑、　蟹林序文、

姻羅類、茅君別偉文、　陳逸人碑、郭知玄字略、済南碑文、無錫縣銘、

馬日弾集、　群書古文、　弥勒蔵碑、　山海経、　陵敵台銘、　演説文、　銀休煩、
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鳳棲記、玄徳観一碑

　いわば宋代における古文の集大成的字書であるが、　これら71種の古

文字資料のうちの9割以上が今日ではすでに見ることのできない散伏晶

であり、その意味でもこの字書の資料的価値はきわめて高い。現在行わ

れているテキストとしては、清の魔煕42年（ユ703）に銭塘の学者

注立名が刊行した「一隅草堂本」があり、　ザ四部叢刊』続編（経部）に

収められている＜図84＞。

　郭忠恕がこの字書を『汗簡』と名付けたのは、紙が発明される以前の

古代の書写材料であった竹簡そのものと関係がある（書写材料としての

竹簡については第1章で詳述した）。

　竹を甲って竹簡を作り、表面に文字を書く場合、新しい竹ほど表面は

油性の水分を多くふくみ、　当然墨は散りやすく、　また虫に食われること

も少なくなかった。　そこで古代の人々は竹簡は必ず使用する前に簡単に

火で灸ったとされる。　そのことを古人は「殺青」　「汗書」　「汗簡」など

とよんだ。　しかも文字が筆写された書籍それ自体もr汗簡」とよばれる

ことがあった。郭忠恕が作ったこのr汗簡』という字書の命名も、おそ

らくは以上の意味を踏まえてのものであったと考えられる。

　ところで、　『汗簡』はこれまで必ずしも正しい評価が与えられてきた

わけではなかった。何しろこの字書に収められている文字は、先秦の銅

器の銘文の文字とも一致せず、　また、許慎のr説文解字』の纂書とも様

相を異にしている。郭忠恕が勝手に浬造した古代文字ではないか、　とい

う疑いをもつ学者が少なくなかった。たとえば、清初の銭大1折（！72

8～1804）や、清末の鄭珍（1806～1864）などはその代表

である。
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　とくに鄭珍はr、汗簡』について詳しく研究し、　『汗簡義正』という専

著までのこしているが、その序文の中でr汗簡』のことを以下のような

言葉で批判している。

其歴采諸家、　自説文石経而外、大低好奇之輩影附言危託、務為僻怪、

以舷末俗。

（其の諸家を歴采するに、説文1石経よりの外、大抵は好奇の輩の言危

託に影附せるものにして、務めて僻怪を為し、以て末俗をまどわせ

り。　）　（注13）

　つまりr説文解字』や＜三体石経＞から採用した古文はよしとしても、

たいていは奇を好む者が勝手に作った出鱈目な古文ばかりが集められて

いる、　という極めて手厳しい批判である。

　この種の否定的な見解は、　20世紀を代表する文字学者の一人麿蘭に

おいても受け継がれてきた。　r漢代から宋代にかけては、纂籍と竹簡の

古文以外すべて吐撰な古文字ばかりである。郭忠恕が作った『汗簡』な

どは時代を画するその集大成である」　（r古文字学導論』）というのが

唐蘭の見解である。

　しかし現在では、　『汗簡』の文字は決して従来から批判されてきたよ

うな根拠のない出鱈目のものばかりではないことが、陸続と発見される

戦国時代の出土文字資料との照合によって確かめられるようになってき

た。すなわち、　出土した戦国時代の文字の中には、　r汗簡』に採られて

いる文字と字形の上で近似するものがあり、両者の照合によってはじめ

て解読が可能となるものがかなり含まれている、　ということである。　そ

のことは前述の何琳儀氏の論文r戦国文字与伝紗古文」でも、具体例を
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あげて詳しく言卑している。

　そして、　r汗簡』が古文字解読に役立つことを具体的に論じたものと

して、黄錫全氏のr利用r汗簡』考釈古文字」　（『古文字研究』第15

輯）という研粂成果も発表されている。黄錫全氏のこの論文は、全16

種の古代文字を対象にして、　r汗簡』所収の文字との字形上の類似性か

ら、　それぞれの文字に解釈を加えたもので、従来にはなかった新しい試

みとして注目される。

　さて、何琳儀氏のr戦国文字与伝妙古文」には、　r汗簡』所収の文字

で、戦国文字資料と字形が類似し、　しかもr説文』古文および＜三体石

経＞の古文には見られないものの字仰60種があげられている。ただし、

比較の対象にされている戦国文字資料のうち、肉筆文字資料はわずかに

9例にとどまり（竹簡3例、　常書4例、盟書2例）、やはり大部分は青

銅器の銘文や璽印文字などで占められている。

　＜郭店楚簡＞の文字とr汗簡』の文字を比較した結果、以下に列記す

る全23字種において字形上の類似性が認められた。一覧中、　く郭店楚

簡＞の文字についてはr郭店楚墓竹簡』からそのまま引用し（同種の字

形の文字が複数ある場合は、鮮明なものを選んだ）、　r汗簡』古文の文

字は、　r四部叢刊』続編（経’部）所収の「一隅草堂本」に依拠し、　この

本から筆者自身が転写したものである。配列はr文字編』の掲載順によ

る。　尚、同一の字形が先行の伝紗古文であるr説文』古文、　＜三体石経

＞の古文にも見られる字例については列記しない。

＜1＞「備」

＜2〉「両」

＜郭店楚簡＞

／嬢〕（・・語三・11）1

／鰯〕（・・語四・11）1

r汗簡』古文

／憎〕

／摩、〕
　T
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＜3＞「受」

＜4＞「呉」

＜5＞「単」

＜6〉「因」

＜7＞r婁」

＜8〉「弗」

＜9＞「我」

＜10＞r側」

＜11〉「慮」

＜12〉r戻」

＜13＞r鼓」

＜14＞r族」

＜15〉「昆」

＜16〉「晋」

＜17〉r矛」

く18＞　「往」

＜19＞r死」

＜20＞「為」

＜21＞「石」

＜22＞r穆」

＜23＞「諺」

／鶏
　　　〕　（F＜成之＞34）2

／楽〕（・・唐虞・1l）・

／譲〕（・・六徳・11）l

／盛〕（・・六徳・1・）・

／撃〕（・く語二…）1

／灘　　　〕　　（　E　＜　忠イ言　＞　1　）　8

／鱒〕（・く老甲・1・）11

／鰯〕（・・語二・1・）・

／鰻
　　　〕　（Gく語二〉1O）2

〔鰯撃〕　（A＜語四＞4）1
　　1　　　　　　　　，／銭
　　　〕　（G＜語三＞46）1
　」　　，

　、　一
／幾〕（・・語三・1・）・

／籍〕（・く六徳・1・）・

／鰯〕（・く纏衣・11）1

／鵠　　’　　、　　一　　≡　　1〕　（Cく五行〉41）2
　　1　　1　　’　∫　　o　　’
／嬢
　　　〕　（A＜語四＞2）3
　　」
　■　■〔幾…惹〕　（Fく性自〉44）5

／鶴〕…老1・・川
／嬢一〕（・・窮達・1l）・

／鰯〕（・・魯穆・1）・

／綴〕（・・語一・11）1

／〈〕

／水〕

　込2／、熟〕
　章曽…

／翁〕

／峻〕
　ペダ

／祥〕

／妨〕

／箏〕

／庵〕

／仰〕

／細〕

／米〕

〔雫〕

〔榊〕’
　（…）

／津’〕

／後〕

　、戸芝

〔η〕

／｛〕

／斥〕

／鮮〕

　ノ奏

　この23字のうち、すでに何琳儀氏がr戦国文字と伝抄古文」で類似

性を指摘した60字と重複するのは、　＜14＞r族」、　＜18〉「往」、　＜

23〉「諺」の3字のみである。　したがって、　く郭店楚簡〉の文字との照
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合によって、　r汗、簡』の古文の文字中、新たに字形上の信懸性が確認で

きたのは、残りの20字ということになる。
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第5節　まとめ

　本章では、文献などに書き写されて今日にまで伝わっている戦国時代

の文字、　いわ由る伝抄古文の文字と、　＜郭店楚簡＞の文字とを字形の上

で比較し、類似する文字の検出を行なうことを主たる目的とした。戦国

時代の文字資料を網羅的に扱った、　より広範囲な比較検討が今後の大き

な課題として残されているが、本章はそのための準備作業の一端をなす

ものである。

　伝抄古文のうち、　もっとも代表的なものには以下の3種がある。

　①『説文解字』の古文

　②＜三体石経＞の古文

　③『汗簡』の古文

　いずれも従来は信懸性が疑われることが少なくなかった。　また、戦国

時代の肉筆文字資料の発見が相継ぐ今日、資料的価値が薄れつつあるこ

とも否定できない。　しかし、一方では何琳儀氏の論文r戦国文字と伝抄

古文」　（1986年）などにより、戦国時代の文字資料との具体的な比

較検討の結果、少なくとも字形の上では一定の類似性が確認され、　これ

らの伝抄古文が必ずしも根拠のない文字ばかりではないことが立証され

ている。

　①のr説文解字』の古文とは、後漢の文字学者1許慎によって著され

た中国最古の字書r説文解字』　（！00年）に採られている古文のこと

で、全部で510字を数える。　これらは主として前漢時代に発見され、

許慎自身も見ることができた戦国時代のr孔子壁中書」の類から選んだ

ものと考えられる。

　何琳儀氏の上記め論文では、全部で91字の具体例をあげて戦国時代
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の文字資料とr弗文』古文を比較し、その字形上の類似性を指摘してい

るが、　91例中、　肉筆文字資料はわずかに16例にとどまり、大部分は

青銅器の銘文や璽印文字である。

　＜郭店楚簡＞の文字とr説文』古文を比較した結果、全5ユ字におい

て字形上の類似が確認された。　このうち何琳儀氏がすでに指摘したもの

と重複するのは13字である。　したがって、新たにr説文』古文の38

字について、　＜郭店楚簡＞の文字との照合により、その字形上の信懸性

が確かめられたことになる。

　②のく三体石経＞の古文とは、魏の正始年間（240～249）に建

てられた儒教の経典の石碑＜三体石秤＞に見られる古文のことである。

中国では古くから、重要な経典を石に刻し、　これを正規のテキストに定

めて、永く後世に伝えようという試みが行われてきたが、’＜三体石経＞

は、経典を古文り』、纂。隷書の3種の書体を併記して作られている点で、

古代文字の研究の上では特別の価値をもつ。やはり＜三体石経＞の古文

も「孔子壁中書」などを来源とするものと考えられる。

　＜三体石経＞は本来、全部で約40000字を有した大規模な石碑群

であったろうと想像されている。　しかし、．現在確認されているのは14

0種ほどの大小様々な残石で」ある。　これらの残石に見られる文字のうち、

古文は440字が確認されている（このうちr説文』古文と同じもの7

0字を含む）。

　何琳儀氏の上記の論文では、全部で60字の具体例をあげて戦国時代

の文字資料とく三体石経＞の古文を比較し、その字形上の類似性を．指摘

しているが、　60例中、　肉筆文字資料はわずかに11例にとどまる。

　＜郭店楚簡＞の文字とく三体石経＞の古文を比較した結果、全31字

において字形上の類似が確認された。　このうち何琳儀氏がすでに指摘し
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たものと重複する．のは9字である。　したがって、新たに＜三体石経＞の

古文22字について、　＜郭店楚簡＞の文字との照合により、その字形上

の信懸性が確かめられたことになる。

　③の『汗簡jの古文とは、奇行多く数奇な運命を辿った学者であり書

画家でもあった郭忠恕（？～977）が編纂した古代文字の字書r汗簡』

に見られる文字のことである。　『汗簡』は当時における蒐集可能な’古代

文字に関する資料全71種にもとづき、のべ3073字の古文を選び出

し、　『説文解字』の540の部首順に配列したものである（このうち

r説文』古文からは2ユ1字、　＜三体石経＞の古文からは132字が採

られている）。

　この字書についても、清代以降、編者の郭忠恕が勝手に狸造した文字

が多く、内容は杜撰きわまりないもの、　という酷評を下す学者が少なく

なかった。　しかし、現在では、①②同様、実際に出土した戦国時代の文

字資料との照合によって、必ずしも出鱈目なものばかりではないことが

確かめられ、黄錫全氏の「利用『汗簡』考釈古文字」のように、　r汗簡』

が古代文字の解読に役立つことを具体的に立証した論文まで発表されて

いる。

　何琳儀氏の上記の論文では」、全部で60字の具体例をあげて戦国時代

の文字資料とr汗簡』の古文を比較し、その字形上の類似性を指摘して

いるが、　60例中、　肉筆文字資料はわずかに9例にとどまる。

　＜郭店楚簡＞の文字とザ汗簡』の古文を比較した結果、全23字にお

いて字形上の類似が確認された。　このうち何琳儀氏がすでに指摘したも

のと重複するのは3字のみである。　したがって、新たにr汗簡』の古文

20字について、　く郭店楚簡＞の文字との照合により、その字形上の信

懸性が確かめられたことになる。
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　もとより、古代文字資料としてのこの種の伝抄古文の価値は、　より広

範囲で網羅的で詳細な戦国時代の文字資料との比較検討によって、はじ

めて体系的な確認が得られるものである。本章は、　＜郭店楚簡＞に隈定

した局部的な細査を行ったもので、　この遠大な作業全体からすれば小さ

な導入部分にすぎない。
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＜第5章（注）＞、

（1）　r古文」の定義について、啓功r古代字体論稿』　（文物出版社、・

　　　1964年）には以下のようにある。　r“古文”，有広狭二義：

　　広義的，凡小纂以前的文字都科可以称為古文。如《説文序》説：

　　“郡甲亦往往於山川得鼎舞，其銘即前代古文，皆自相似。”鼎舞，

　　商、周都有，’即其所指的古文，範囲自然根広。狭義的，是指秦以

　　前写本的書籍中的字，特別是秦以前所写的経書的字。」

（2）本論文での『説文』古文の引用は、段玉裁『説文解字注』　（天工

　　書局、　1996年）によった。

（3）＜三体石経＞については以下の文献を参考にした。孫海波r魏三

　　字石経集録』　（台北芸文印書館、　1975年）、邸徳終r魏石経

　　初探（学海出版社）、伏見沖敬r魏1三体石経」　（『書晶』23

　　3号、　1973年）。

（4）羅振玉「石交録」巻二（r羅雪堂先生全集』鉦編三所収）。

（5）同上

（6）　r回頭来看魏石経的古文，実有一種毛病，即是筆画的弾力表現得

　　非常呆板一律，　胸部都■較誇大。　其実逮也不難理解，　把簡冊上的字

　　逢．写入碑，便有整斉一律的要求，　（中略）那1ム可以説、正始石経

　　難然筆法上某些地方失了“淳法”，但字的組織構造和官所属的大

　　類型、総風格，都是有其出処，不同於杜撰的。」

（7）＜三体石経＞の書者については、　この郁螂淳であるとする説も

　　あるが確証はない。郁靭淳は字を子叔といい、陳留（現在の河南

　　省開封市）の人。博学で文章にすぐれ、文字の学に造詣があり、

　　書では特に古文や隷書を得意とした。後漢末期には荊州（現在の
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　　湖北省江陣県）にいたが、　曹操（のちの魏の武帝）が荊州を占領

　　した時に召見し、黄初元年（220）には魏の給事中に官してい

　　る。衛恒のr四体書勢』にr魏初に古文を伝えしは、郎郵淳より

　　出ず」とあり、　またr漢の建初中、扶風の曹喜、少しく斯（李斯）

　　に異なるも、　また善と称せらる。郁郷淳はこれを師とし、　ほぽ其

　　の妙を究む。葦誕は淳を師とするも、及ばざるなり」、　さらには

　　r漢末にまた薬畠あり。斯と喜（李斯と曹喜）の法を采り、’古今の

　　雑形を為す。然れども精密閑理は、淳に如かざるなり」などとあ

　　る。唐の張懐罐の書論r書断』にも、　r書は則ち八体ことごとく

　　工みにして、曹喜を師とし、耳も古文に精し。大小纂八分隷書、

　　並びに妙品に入る。杜林1衛宏より以来、古文は混絶するも、淳

　　に由りてまた著る」という記載ダ見られる。

（8）古文学派と今文学派については、上田早苗r六朝時代における芸

　　術ジャンルの成立」　（二）　（書論研究会ザ書論』第2号、　197

　　3年）を参考にした。

（9）すでにr武威漢簡』　（文物出版社、　1964年）として公表され

　　ている。

（10）　「壁中書者、魯恭王、壊孔子宅、而得礼記尚書春秋論語孝経。又

　　北平侯張蒼、献春秋左氏伝。郡国亦往々、於山川得鼎舞。其銘即

　　前代的古文、皆自相似。難匝復見遠流、其詳可得略説也。而世人

　　大共非誓、以為好奇者也、’故読更正文、郷壁虚造不可知之書、変

　　乱常行、以耀於世。諸生競逐、説字解経誼、称秦之隷書、為倉韻

　　時書、　云父子相伝、　何得改易。、乃獲日、　馬頭人為長、　人持十為斗、

　　虫者屈中也。　廷尉説律、　至以字断法。　苛人受銭、　苛之字止句也、

　　若此者甚衆。皆不合孔子古文、謬於史箱。俗儒置夫、翫其所習・
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　　蔽所希聞、、不見通学。未嘗観字例之條、怪旧芸、而善野言、以其

　　所知、為秘妙究洞聖人之微．惰。又見倉韻篇中、幼子承詔、　因日、

　　古帝之所作也、　其辞有神仙之術焉。　其迷誤不諭、　豊不惇哉。　」。

（11）　『汗簡』編纂以前のr古文」にかかわる状況について、何琳儀氏

　　は「戦国文字与伝抄古文」の中で次のように概括している。　r壁

　　中書之類的古文経伝抄本，唐代猶有存者。如李陽氷曾把《古文孝

　　経》和《古文官書》合為一巻，前者即古文経。又如唐天宝三年玄

　　宗詔集賢学士衛包改定《古文尚書》為r今文」。其古文本蔵於秘

　　府，外界不復諦習。北宋蕗季宣拠《古文尚書》作《書古文訓》，

　　此等材料当時已属鳳毛麟角。不過自漢魏以降，輯集r古文」材料

　　的工作相当盛行。　如東漢衛宏《古文官書》、　郭顕卿《古文奇字》、

　　魏張揖《古今字詰》等。唐代以前用r古文」字体鋳刻的碑文也不

　　少。如漢貝丘長碑、麿碧落碑等。」

（12）黄錫全『汗簡注釈』　（武漢大学出版社、　1990年）　「汗簡徴引

　　七十余種資料的時代字数統計表」による。

（13）　r汗簡塞正』序の引用は、清の光緒15年（1889）刊行の広雅

　　書局本を一復印した台北芸文印書館本（1991）によった。
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婁盃
ロロ結



　書、書法、書遣、書芸111。古代中国で生まれた漢民族の文字、す

なわち漢字の美的表現にかかわる芸術ジャンルを、われわれはこのよう

な言葉でよんでいる。

、白川静氏によれば、r書」〔泰（西周金文）〕はr幸」とr者」に

よる会意字で、　文字の原義におけるウエイトは「者」にあるという。

「者は祝祷の器である日を土中に埋め、　その上を小枝や土で蓋う形で、

古くは聚落の溜囲にめぐらした土垣の中に、　これを封じた。　その垣を堵

という。　その呪能によって、外部からの邪悪なものを、杜絶しうるとし

たのである。　その祝祷の器中におかれた呪符の文を、書という。　すなわ

ち者は書の初文。　のち者が多義化する、に及んで、　上に幸（筆）を加えて、

番中の書を示す字とした。」　（『字統』）

　この解釈に従えば、書とは祝詞にかかわる聖なる文字であり、言霊を

定着させる力をもつものであ’ったことになる。　そして、のちには西周金

文の文中に見られるように、重要な案件や間題、あるいは誓いの言葉を

記すこと、またその記したものを書というようになった。　もちろん、　こ

の語を漢字の美的表現にかかわる芸術ジャンルの名称として使うように

なったのは、かなり後になってからのことである。

　書の表現は、文字を素材とし、文字のもつ意味内容を表記しつつ、同

時に、文字そのものを美しく書こうとする意識のもとに進展してきた。

「美しく」の具体的内容は無隈大のひろがりをもつ。ただし、美しく書

こうとする意識が、書の理論として遺求されるようになってからはもち

ろんのこと、そのような理論上の自覚のなかっ牟時代でも、文字を美し一

く書こうとする意識は必ずあったものと考えなければならない。たとえ

ば、西周時代の代表的な青銅器の一つ＜大孟鼎＞に鋳込まれた長文の銘

文は、　これを下書きした人物のそのような意識なくしては存在しなかっ
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たはずである。

　ところで、書は東洋独自の造形芸術である、といわれるように、　この

特殊な芸術は、漢字あるいは漢字から派生したrかな」をもつ中国や日

本などの漢字文化圏でしか竿達しなかった。なぜか。

　この問いに対する解答は決して容易に出せるものではない。　しかし少

なくとも、漢字あるいは「かな」という文字そのものが具有する形体上

の美、そして、　それを表現する毛筆という独自の機能をもつ特殊な道具

の存在、　この二つの要素が解答のカギを握っていることだけは間違いな

いだろう。

　漢字は、書体の上からは、纂書1隷書1草書1行書1樒書の五書体に

分類される。つまり漢字の発生以来、書体が隷書という第二の書体に生

まれ変わるまでの初期書体が纂書であるわけだが、纂書はまた、それ自

身がいくつもの書体に分かれるほどに、内容豊富であり、複雑多岐にわ

たっていたという事実を無視することはできない。その意味か．らいって

も、纂書という書体は、優に隷書以下の四書体全てに匹敵するほどの規

模をもつ重要な書体である。

　きわめて永い変遷過程をも一つ纂書体による書の遺品うち、文字の形体

上の美、　および毛筆の機能の’具体的あらわれとしての筆法、　という二つ

の要素を詳しく究明することが可能なもの、それは実際に毛筆で書かれ

た肉筆の遺晶をおいて他にない。戦国時代の南方に勢力を張った大国楚

で書かれた一連の肉筆文字資料群は、その最大のものであるといえる。

たとえ一時代、　一エリアに限られているとはいえ、　その資料的価値は大

きい。

　本論文は、その戦国時代の南方の大国楚で書かれた一連の肉筆文字資

料群の中の一種、　1993，年に湖北省荊門市で発見された＜郭店楚簡＞
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（有字簡730枚、　文字総数12072、　総字種1344）について、

r老子』簡を主たる対象に、様々な角度から書法についての考察を行い、

古代漢字の書法に関する総合的な解明の一助とすることを目的としたも

のである。

　発見以来これまでに行われてきた＜郭店楚簡＞に関する研究は、その

大部分が中国古代の思想史資料としての研究である。　＜郭店楚簡＞が道

家や儒家の典籍の写本であるからには、　この領域の研究家による思想史

的究明が急がれるのは当然のことであろう。　しかし、　この資料はまた様

々な領域での研究対象となりうる。書法史的研究もその一つであるが、

これまで竹簡に書き写された文字の様相そのものに焦点をあわせ、　これ

を書法の視点で考究しようという研究は、一部の局部的なものを除けば

皆無であった。

　本論文が行ったく郭店楚簡〉の書法に関する考究の内容とその結果、

および問題点について、全体を通して総括すれば以下のようになる。

　＜郭店楚簡＞は1993年に湖北省荊門市の郭店1号楚墓から出土し

た。郭店1号楚墓は、斜妓式の墓道をもつ典型的な土坑竪穴式榔墓で、

春秋戦国時代に楚が都を置い■た紀南城の北方約9㎞の地点に位置する。

総数290件にのぽる随葬品の中に、　「東宮之師」四字の銘が刻された

漆塗りの耳杯と、　中国古代においては君主が有徳の高齢者に下賜する習

慣があった銅製の鳩杖首が含まれていたことで、墓主が楚国の太子の学

問の師であり、　かなりの高齢者であったものと考えられる。そのことは

学問の道具であった大量の典籍の竹簡、すなわち＜郭店楚簡＞が随葬さ、

れていた事実とも符合する。

　＜郭店楚簡＞の書写年代の確定は、墓葬の年代確定を前提とする。　し
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かし、墓葬の年代については、　これを具体的に確定する決定的な判断材

料があるわけではない。墓葬の形状、随葬晶の特徴、歴史事実（BC2

78年に楚は秦に滅ぼされる）などから、紀元前3世紀前半と推測され

るにとどまる。’

　かりにく郭店楚簡＞が遣策（随葬晶リスト）であったならば、葬送の

前日に香典のリストとともに書きつけられ、埋葬当日、枢が出発するに

先だって、司葬者がこれを読み上げ、死者とともに墓中に納めたことに

なり、　これが書写された時期は墓葬の時期と同じであるが、典籍の写本

であるからには、書写の時期と墓葬の時期は必ずしも一致しない。　しか．

も内容的には多岐にわたる何種類もの典籍である。

　もちろん、竹簡は墓葬以前に作られていたはずだから、紀元前3世紀

前半以前、　ということになるが、　「以前」の時間の幅に注意しなければ

ならない。

　つまり＜郭店楚簡＞の書写年代を推定しようという場合、墓葬の年代

のみならず、墓主の死亡年齢、墓主が竹簡を入手した時期の違い、さら

には入手した段階での竹簡のテキストとしての新旧、なども考慮しなけ

ればならず、決して単純なものではない。結局、いくつもの不確定要素

があることを考えれば、　r紀元前300年を数十年遡る時期に書写され

たもの」といった程度の推測が可能であるに過ぎない。

　＜郭店楚簡〉は申容から18編に分類され、　《老子》甲編以下の4編

が道家関係の典籍、　《纏衣》編以下の14編が儒家関係の典籍である。

もちろん、　18編730枚の竹簡すべ．てが一人の人物によって同時期に

書き写されたものではない。　したがって、書風には多様性が認められ、、

写本作りの専門家の筆跡と考えられる美麗を尽くしたもの、癖のある筆

使いで乱雑に書きなぐったようなもの、文字を習い始めたばかりの者の
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筆跡かと思えるような遅鈍で拙劣なもの、などが混在している。

　竹簡の形状と文の内容を確認した上で、全五8編の書風について考察

を加え、書風の違いは写本作りにあたった人物の違いによるもの、　との

判断にたって、’以下のA～Gの7グループに分類でき、全部で7人の人

物が写本作りにかかわっていたものであるとの結論を得た。

　A画11《老子》甲編、　《語叢四》編

　B画曲1《老子》乙編、　《老子》丙編、　《太一生水》編

　C1l。《纏衣》編、　《魯穆公問子思》編、　《窮達以時》編、

　　　　　《五行》編

　D。。咀《麿虞之道》編

　E画1画《忠信之道》編

　F1。田《成之聞之》編、　《尊徳義》編、　《性自命出》編、

　　　　　《六徳》編

　Gl11《語叢一》編、　《語叢二》編、　《語叢三》編

　以上の7グループのうち、　AとBは、　ともに動的な円転の勢いをもっ

て強く引き放つように書かれ、文字の構えはおおむね右上がりで動勢を

孕み、文字と文字との間にも律動的な呼応があって書風が近似する。　し

かし、両者に頻出する具体的筆画（樒書体ではシンニョウにあたる筆画

など）を詳しく比較検討した結果、同一人物による筆跡ではないことが

確認できた。

　《五行》編には、書風に突然の変調があらわれる部分が二箇所見られ、

その変調は、　あたかも別の人物が書いたものと思わせるほど顕著なもの

である。遣策と典籍の写本の別を問わず、　これまでに発見された戦国時，

代の竹簡の中で、　これほどまでに明瞭な突然変異的な書風の変調を見せ

る事例は皆無である。時間をおいて書き写しの不備に気づき、機会を改
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めて書き直したために生じた変調ではないかと推測されるが、憶測の域

を出ない。

　いかなる職掌の人物がく郭店楚簡＞の抄写にあたったかについては、

そのことを考察するための手がかりが得られず、明らかにできなかった。

漢代と同じく、　この時代にも典籍を書き写す専門職の官更が存在したと

しても、少なくとも、　D，　E，　Fについては、遅鈍な運筆による拙劣な

書風、あるいは癖の強い特異な書風からみて、その種の人物による写本

ではないものと判断される。

　また、　＜郭店楚簡＞には上記の18編とは別に、文字を有する残簡の

べ27枚がある。字数わずかに1字～4字という片々たるものであるが、

書風の分類結果にもとづき、　この27枚がそれぞれ本来は18編中のど

の編に属するものであったかについて推定した。’

　『老子』簡、　すなわち《老子》甲編1《老子》乙編1《老子》丙編の

3編は、　＜郭店楚簡＞全18編の中でも特に優れた書法を見せており、

とりわけ乙編1丙編の2編は、熟達した運筆の妙技において傑出してい

る。　「形成途上にあるr老子』の、最も早い時期のテキスト」　（池田知

久）とされるこの『老子』簡（全71簡、文字総数1718）を対象に、

r筆法」やr字形」などの種々の角度から、書法の特質に関する解明を

試みた。

　まず、　『老子』簡の文字構成の基盤をなす「横画」　「縦画」　「斜画」

に関して、それぞれの特色について検討した結果、　「横画」については

5種に、　「縦画」については3種に、　「斜画」については4種に、それ

ぞれ大別しうることを確認した。　また、上記の筆画とは別に、　『老子』

簡の文字に見る筆使いの妙技を典型的に示すものとしてrひと筆書きの

曲線構造」があげられることを指摘した。　これは「日」　「白」　「也」
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「以」　「弗」などの文字に見られ、起筆から収筆まで、弾みをきかせた

一気呵成の運筆操作により、バネのある美しい曲線構造を形成している

点で特筆すべきものである。

　r老子』簡の文字が、　どのような毛筆によって書かれたか、　というこ

とについては正確なことがわからない。ただし、これまでに発見された

戦国時代の楚国の毛筆の遺晶、すなわち「長沙筆」r信陽筆」　「包山筆」

の3種のうちでは、　「長沙筆」　「包山筆」　（毛先がよくきく反面、腰の

ふらつきが大きく、筆画はことごとく紡錘形になりやすい）のような形

状の筆ではなく、　「信陽筆」　（毛先がよくきき、　しかも腰のふらっきが

小さく、軌心が安定して、綴密な点画構成が可能）に近い形状の筆で書

かれたものと推測される。

　股代の青銅器の銘文に端を発する「肥筆」は、戦国時代の各種の文字

資料においても様々な形で確認することができるが、　『老子』簡におい

ても明確に受け継がれていることがわかった。　しかも、特筆すべき事柄

として、　r昏」字やr恵」　（徳）字など、従来の戦国文字資料の中には

全く見られなかったr準肥筆」ともいうべき特殊な筆画（筆による塗り

っぶしを省略し、　中一を空洞にしたもの）を有する文字を検出することが

できた。

　r老子』簡の文字においては、　く包山楚簡〉などと同じく、　その構え

はおおむね左底右高の右上がりの傾向をもち、筆画の多くが湾曲してい

る。左底右高の文字の構えは、大きく見れば右旋回の円転的運動をなす

筆使いによって生じたものであると考えられる。そして、それは文字の

速写と関係があり、竹簡に多くの文字をできるだけ速く、効率よく書き．

記そうとした結果に他ならない。

　戦国時代の肉筆文字に顕著なこの左底右高の円転構造は、楚国で作ら
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れた青銅器の銘文のうち、タガネで彫った刻入金文にも共有されている。

毛筆で竹簡に書かれた場合でも、タガネで銅器面に彫られた場合でも、

戦国時代の楚国で通行していた文字は、ぽぼ同じような筆使いと字形を

もち、　しかも多くは左底右高の円転構造という特色をもつことが確認で

きた。

　上記の傾向が戦国時代の楚国の通行文字独特の現象であるかどうかに

ついては、現段階では明らかにしえない。その理由は、比較の対象とす

べき楚国以外の戦国諸国で日常的に行われていた通行文字の出土資料が

極めて少ないためである。　ただし、　その稀少資料の一種、西方の秦で作

られた＜青川木蹟＞との比較の限りでは、両者の共通性は希薄であるこ

とがわかった。

　字形の簡化（簡略化）と繁化（繁雑化）に関する研究は、戦国文字の

書法を研究する上での大きな課題の一っである。　しかし、戦国文字の字

形に関する従来の簡化と繁化の研究は、資料的制約のゆえに、　当時の通

行書体を伝える肉筆文字資料ではなく、文字の使われ方としては特殊な

要素をもつ印章の文字などを主たる材料として行われてきた。その意味

でも『老子』簡をはじめとする＜郭店楚簡＞を材料にした考察には意義

があり、戦国時代の文字資粋を網羅的に扱ったより総合的な簡化と繁化

の研究の基礎作業として重要である。

　簡化については、　（1）筆画の省略による簡化、　（2）筆画の結合に

よる簡化、　（3）偏妾の省略による簡化、　（4）偏妾の結合による簡化、

（5）合文による簡化、　の5項目に分類して考察した結果、　r老子』簡

からは、　（1）による簡化字を22字、　（2）による簡化字を2字、

（3）による簡化字を！0字、　（4）による簡化字を3字、　（5）によ

る簡化字を4字、それぞれ検出し、そのいくつかについて詳しく分析し
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た。

　一方、繁化に？いては、　（1）補助的筆画の増添による繁化、　（2）

偏妾の重畳による繁化、　（3）偏妾の増加による繁化、の3項目に分類

して考察した結果、　『老子』簡からは、　（1）による繁化字を20字、

（3）による繁化字を4字、それぞれ検出し、そのいくつかについて詳

しく分析した。　（2）による繁化字は検出されなかった。

　以上の分析結果を総括すると、簡化字1繁化字ともに、以下の①②に

大別される。

　①孤立した特異な簡化字または繁化字として存在するのではなく、

r老子』簡を含む＜郭店楚簡＞の諸編をはじめ、従来の戦国時代の文字

資料にも同類の例が見られ、　したがって戦国文字として広く共有されて

いたと考えられるもの（簡化字のr定」　「則」　「冬」　「処」　r紀」　「其」

r安」　「学」　r僕」　r善」　r之所」　「子孫」、繁化字の「上」　r相」

「玉」　r光」　「胃」　「竺」　r冬」　「家」）。

　②孤立した特異な簡化字または繁化字として存在し、従来の戦国時代

の文字資料には同類の例が全く見られないもの（簡化字のr絶」　r勿」

「僕」　「教」　「乱」　「則」　「於」　「蔓轟」　「清音」、繁化字の「穆」

「難」）。

　このうち②については、書者の独自の書き癖に由来するものと推測さ

れる場合もあるが、　r老子』簡が典籍の写本であるという事実に鑑みれ

ば、傍らに置いた先行写本を忠実に写し取った結果であるとも考えられ、

そのいずれであるかは判断できない。　もちろん、従来の戦国時代の文字

資料に限っては見られないだけ、　ということも考慮に入れなければなら．

ない。

　また、補足として行った『老子』簡以外の＜郭店楚簡＞の他の編にお
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ける考察では、一人の書者が同一文字の筆写において、標準体と簡化体、

あるいは標準体と繁化体を混用しているという現象が多く確認できた。

これにっいても書者の自由な裁量で行なわれたことか、先行写本の字形

に忠実であった結果なのかは明らかでない。

　上記のような簡化や繁化の視点で整理できる字形以外の特殊な字形で、

しかも従来の肉筆文字資料には見ることができなかったr老子』簡検出

のr初見の字形」6字についても考察した。　この中にはr幣」字のよう

に、　r初見の字形」であるのみならず、字例そのものが現存最古であり、

その意味からも注目すべきものであることが判明した文字もある。

　文献などに書き写されて今日にまで伝わっている戦国時代の文字、い

わゆる伝抄古文のうち、　もっとも代表的なものには、①r説文解字』の

古文、②＜三体石経＞の古文、③r汗簡』の古文がある。従来は信懸性

が疑われることの多かったこれらの伝抄古文は、すでに何琳儀氏の論文

「戦国文字と伝抄古文」　（1986年）により、必ずしも根拠のない文

字ばかりではないことが立証されている。　ただし、　この論文が執筆され

た段階では、　肉筆の戦国文字資料はごく一部のものに隈られており、比

較検討の対象として扱われている文字の大部分は、文字の使われ・方とし

ては特殊な印章の文字を中心とするものであった。

　伝抄古文とく郭店楚簡＞の文字とを字形の上で比較し、類似する文字

の検出を行い、戦国時代の文字資料を網羅的に扱った、より広範囲で体

系的な比較検討のための一助とした。

　r説文解字』の古文との比較では5！字（うち13字は何氏の論文で

すでに指摘されたもの）、　＜三体石経＞の古文との比較では31字（う．

ち9字は何氏の論文ですでに指摘されたもの）、　『汗簡』の古文との比

較では23字（うち3字は何氏の論文ですでに指摘されたもの）におい
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て、字形上の類似が確認された。本論文では類似する文字の検出のみに

とどめ、具体的分析には立ち入らなかったが、類似の程度は、完全に字

形が一致するものから、筆画の一部が類似するものまで、様々である。

類似の具体的扶況をより正確に確認し、伝抄古文の信懸性を立証するた

めのより確かな根拠を与えるためにも、　＜郭店楚簡＞以外の戦国文字資

料のすべてを対象にした体系的な検討作業が必要であることは言うまで

もない。

　本論文の序章のはじめの部分で、秦の始皇帝が天下を統一した直後の

大事業の一つに、文字の統一があったことについて言及した。　当時にお

ける文字統一が、実際上どのように行われたかについては明らかでない。

しかし、秦の天下統一により、滅ぽされた側の各国の文字が、　国家とと

もに消滅したという事実は厳然として存在する。短命の秦が滅んだ段階

で、ふたたび秦以外の戦国各地で使われていた文字が再度復活して使わ

れたという事実は全く認められない。

　戦国時代には楚国の領域であった湖北省雲夢県の睡虎地から出土した

＜雲夢睡虎地秦簡＞の中には、秦の天下統一直後に作られたものと推測

される法律関係の文書が含ま’れているが、すでに戦国時代の楚国で通行

していた文字とは著しく様相を異にし、隷書の要素が多分に混在した全

く別の書き方になっている。論文中でも指摘したように、それは明らか

に戦国時代中期の秦の肉筆文字資料＜青川木蹟＞の書法に連続するもの

である。

　また、秦にかわった漢帝国では隷書が正式書体となり、草書すら日常．

書体として通行するようになっていた。やはり戦国時代には楚国の領域

であった湖南省長沙市郊外の馬王堆漢墓から出土したく馬王堆鳥書老子
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甲本＞く同乙本＞幸見ても、戦国時代の楚国で通行していた文字の様相

は完全に失われている。

　っまり本論文で扱った＜郭店楚簡＞に見るような戦国時代の通行文字

は、秦の攻撃を受けた楚国の滅亡と命運を共にして一気に消滅してしま

ったことになる。　いわば戦国時代の楚国の文字は「紀元前3世紀の終わ

りごろに歴史の舞台から突如として消えた漢字」であった。

　最後に、　このr消えた漢字」で書かれた資料で、　く郭店楚簡〉と同じ

く戦国時代の楚国で作られた典籍の竹簡の最新資料について述べておき

たい。

　r読売新聞』2000年8月18日付朝刊に、　r文躍報』杭凌沐記者

撮影の竹簡（！6字）のカラー写真とともに、藤野彰記者による＜中国

。戦国期の竹簡に孔子の「詩作の心得」〉と題する以下のような記事が

掲載された。

　中国の上海博物館が所蔵している戦国時代（紀元前5～前3世紀）

の竹簡の一部に、孔子（紀元前551～前479）が弟子たちに伝

授した詩作の心得などが記されていたことが、　中国の専門家の研究

で明らかになった。上海’紙r文1醒報」　（16日付）が伝えたもので、

春秋戦国時代の文献の空白を埋める発見とされている。

　これらの竹簡は、秦の始皇帝が大量の書物を焼くなどしたr焚書

坑儒」を免れた貴重な資料で、上海榑物館が5年前に香港の骨董市

場から購入。全部で約玉200本（長さ約25～57センチ）あり、

35000前後の文字が独特の書体で記されている。　古文字学者の

馬承源元同博物館長らが解読に取り組み、　3ユ枚の竹簡（約980

字）に、孔子の詩に関する教えが書かれていることが判明した。
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　うち6枚には「孔子日く」といった表現が見られ、　「詩作には自

分の意図が必ずなければならず、楽律を定めるには自らの道徳、感

情が必要だ。文章を書くなら、遠慮なく思っていることを記さなけ

ればならない」などの教えが書かれていた。　いずれもこれまでの文

献には記載されていない内容で、春秋時代（紀元前8～前5世紀）

に編集された、　中国最古の詩集「詩経」に収録されていない詩など

も記されていた。

　記事にある通り、約ユ200本、文字数35000前後というこの大

量の竹簡は、　1995年に香港の骨董市場に出回ったものである。つま

り国家の事業として行われた考古学的な発掘による出土晶ではなく、＜

楚鳥書＞などと同じく、．いわゆる盗掘晶の類に属する。いつ、　どこで、

だれが、　どのような墓から発見したものか、現在のところ全く不明であ

るが、　いわゆるロコミで、　それが偽物ではなく、正真正銘の戦国時代の

楚国の典籍の竹簡であり、　その資料的価値の大きさは計り知れない、　と

いうことが知れ渡っていた。

　この一群の竹簡は、　上海博物館によって買い取られて以来、　同館の管

理のもとに、今日まで一部をのぞいて未公開のまま、上海博物館関係の

研究員によってほとんど極秘裏に研究が進められてきた。一日も早い全

貌の公開が望まれてきたが、　ようやく図版が刊行される運びとなり、　2

001年10月の予定で、上海古籍出版社から『上海博物館蔵戦国楚竹

簡』として全6冊が順次出版される旨、近刊の《中国出版ニュース》1

（中華書店PR誌）は伝えている。

　数年前のこと、筆者は研修で上海博物館を訪れた際、同館の＜書法館

＞の一隅で、　この膨大な遺晶の一部、す’なわち10枚ほどの竹簡を偶然
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実見する機会を得た。それらには釈文とともにr周易』とか『糸誰衣』と

かの儒教の経典の一部である旨の簡単な説明が添えられていたが、文の

内容はともかく、瑞々しい肉筆書法の筆致の妙に強くひかれた。　明らか

に＜郭店楚簡二や＜包山楚簡＞などと軌を一にして、戦国時代の楚国独

自の肉筆文字の特色を具備するものであったが、詳しく見ると、紛れも

なく書者自身の個性の投影としか思えないような、独特の字形と運筆の

妙技がうかがえるものがあって興味が尽きなかった。

　この新資料は、　中国科学院原子核研究所による高精度の年代測定によ

って、紀元前300年ごろのものであることが判明しており、本論文が

扱った＜郭店楚簡＞と同時期の遺晶ということになる。内容は全部で8

0余種に分類され、歴史、哲学、宗教、文学、音楽などの各般にわたる。

2001年10月刊行予定の第1冊にはr糸笛衣」　r孔子詩論」　「性情論」

が収録されるという。

　何しろ文字は全部で35000字を数えるというから、　＜郭店楚簡＞

全体の3倍近くにものぼる。字形の分析や簡化字画繁化字などの考察も、

より総合的な視。野からのアプローチを可能にするだろう。また、　内容上

80余種に分類されるという竹簡は、　もちろん何人もの抄者が書き写し

たものであろうから、　＜郭店楚簡＞以上に各種各様の書風を目の当たり

にすることができるかもしれない。全簡カラーによる印刷であるという

から、墨調の変化なども詳しく観察できる可能性がある。

　実をいえば、　く郭店楚簡＞を扱った本論文の執筆中も、常にこの未公

開の膨大な新資料の存在が念頭にあった。そして、個々の字形について

の比較をまじえた考察などの際には、、この新資料が参酌できればと恩う

ことしきりであった。

　たとえば、字形の簡化と繁化を論じた際に引用した字例が、孤立した
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特異な存在であり、従来の戦国時代の文字資料には全く同類の例が検出

されない場合、　それが本当に他に例のない特異な簡化字あるいは繋化字

であるかは、総字数35000というこの膨大な新資料の竹簡を精査す

れば解答が求め’られるのでは、　という期待があったからである。

　戦国時代の楚国の文字の書法に関する研究を、局部的なものから脱皮

させて、より総合的で級密な．ものにするためには、あるいは＜郭店楚簡

＞以上の役割を、　この新資料に担わす必要が生じるかもしれない。今は

ただ2001年10月と予告されている公刊の時期を待つのみであるが、

この新資料を使った更なる研究も、筆者が果たすべき大きな今後の課題

であることを確認し、本論文の締め括りとしたい。
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A CaElligrapllnic Stu(ly of "Guo dian cha jian" 

with Maim Focus on "Lao zl" Bamboo Sticks 

SunliHnary 

Nobuo NakamLlfa 

"Guo dian, chll.jian " bamboo sticks (730 pieces; 1 2,07~_ Ietters in total, of which I ,344 are Lmique) 

were unearthed in 1 993 from the Ch,u grave #1 in Guo-dian, Ji-men city, Hu-bei province in China. 

These sticks are handwritten copies of Taoism/Confucianisrn text and can be classified into 1 8 

chapters mcludmg the "Jra " chapter of "Lao zl " Smce thelf excavation, "Guo dian, chujian " has 

attracted attention due to its importance in the history of Chinese thought, and studies related to them 

have already bome fruit. This handwritten literary material has very high visibility with the strokes 

easily traced. It has tremendous nformational value in examining the actual calligraphic style during 

the era of the powerful Chu dynasty, which prevailed in the southem part of China in the Warrin.* 

States period, 

"Guo dian chujian " consists of a mix of handwritings wrth various calligraphic styles; those which 

are beautifully shaped, supposedly written by a dedicated copy maker with outstanding calligraphic 

skills; those which are quite rough, as if someone with certain peculiarities in his writing style wrote 

just the way he chose to; those which seem poorly and slowly written, Iike the handwriting of the 

first-time leamer of those characters. In this paper, the author attempts calligraphic analysis of the 

"Gt.ro dian chu dian, " wrth thelf Varrous calligraphic features, focusmg m mainly the "Lao Zi " part 

of the bamboo sticks. As basic text, "GuO dicln chu rm,1 zhu jicm (The Barnboo Sticks of the Chu 

Graves in Guo-dian) " (Wen-wu publishing, 1 998) is used. Details of the analysis and the results can 

be summarized as follows. 

1 ) By examining the location of the ~hu grave # I , the shape of the grave, and the entombed items, 

the author argues that the grave is likely to be that of the tutor of the prince of Chu. The tutor was 

supposedly buried around 300 B.C. The author also states that the characters on the bamboo sticks 

seem to have been written some tens of years before 300 B.C. In addition, the author summarizes 

what the "barriboo sticks" are like, which, before the mvention ofpaper, were the prmcipal material 

to write on. 
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2) Other ancient characters before the Warring States period and their calligraphic styles are outlined 

in order to ma.ke a comparative analysis of "Guo dictn chu dian. " Also, twelve dictionaries, high].y 

valuable in the study of ancient Chinese characters, are detailed. 

3) By identifying and classifying the physical shapes and literary contents of "Guo dian chu dian, " 

various aspects of calligraphic styles are examined, resulting in seven groups of the writing styles. 

This concludes that seven different people copied the original text onto these bamboo sticks. 

4) Ofthe "Guo dran chu clran " bamboo sticks the focus Is mainly on the "Lao zi " part whicll shows 

the most prominent calligraphic work. First, regarding "basic strokes and calligraphic styl.e," each of 

the honzontal, vertical, diagonal, and round strokes, as well as the brushes used for the writing are 

exammed Then charactenstics such as "the vanous aspects of thick strokes," "the 

left-down=right-up round shapes," and "the layout of the characters" are also studied As a result 

the author finds that while "Guo dian chu dian " shares the charactenstics of Chu's other exrsting 

literary matenals mcluding "Bao shan shu jlan," there are some umque features m "Guo d/ian chu 

dian, " in terms of rts "thlck strokes " for example 

5) Primarily for "Lao zi " sticks, both the sunplification and complication processes of the 

characters' shapes are examined. As a result, it turns out that while the simplification/complication 

process, which is common among Chu's various characters and also appears in "Bao shan chujian " 

and "Chu bo shu " can be identified in these sticks, there are many characters of which similar 

examples cannot be found in existing literal materials. The characters are peculiar in that they show 

a unique habit of the text copier, which seems to reflect an unstable, undisciplined aspect of 

character use for this time period, Newly appearing characters are also noted. 

6) The history of "Chl'lan chao gu 14'en " ¥;vhose credibility had been doubted is discussed first, and 

then the characters of "Chuan chao gu 14'en " and "Guo dlcm chu dlan " are compared m terms of 

their shapes. Identified are 51 characters that are similar to "Gu wen " m "Syuo wen Jre zl " 31 

characters m "San tl shljing " 23 characters in "HctnJlan " These are used as basro matenals for a 

broader and deeper comparative study. 
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　劉宗漢「有関荊門郭店1号楚墓的両個問題一墓主人的身分与儒道兼習

一」など）

1陳鼓応主編r道家文化研究』第17輯／郭店楚簡専号（三’聯書店、　1

　999年）　（特た李零「郭店楚簡校読記」など）

邊新井儀平r郭店楚墓竹簡の書法と字形についての考察」　（池田知久監

　修『郭店楚簡の研究』　（一）＜大東文化大学郭店楚簡研究班編、　19

　99年〉所収）

1池田知久著r郭店楚簡老子研究』　（東京大学文学部中国思想文化学研

　究室、　1999年）

1中村伸夫r＜郭店楚簡＞に見る字形の簡化について一r老子』簡を中

　心として一」　（第4回国際書1学研究大会記念論文集r国際書学研究／

　2000』＜書学書道史学会編、　2000年＞所収）

。武漢大学中国文化研究院編r郭店楚簡国際学術研討会論文集』　（湖北

　人民出版社、　2000年）　（特に李零r郭店楚簡研究中的両個問題」、

　周鳳五「郭店竹簡的形式特徴及其分類意義」など）
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②古代文字1古代．書法に関する文献

固郭沫若「由周初四徳器的考釈談到段代已在進行文字簡イピ」　（『文物』

　ユ959年釦7期＜文物出版社＞所収）

1李学勤「戦国題銘概述」　（『文物』！959年第7～9期＜文物出版

　社＞所収）

1伏見沖敬著r書の歴史』　（二玄社、　1960年）

1啓功著r古代字体論考』　（文物出版社、　1964年）

1白川静「古代文字の学」　（r金文通釈』通論編＜白鶴美術館、　197

　5年＞所収）

画白川静『金文の世界』　（平凡社、　1971年）

固麿蘭「座談長沙馬王堆1号漢墓。関於遣策」　（r文物』1972年第

　9期＜文物出版社〉所収）

1白川静『甲骨文の世界』　（平凡社、　！972年）

1西川寧「纂書の書法」　（『書道講座』第5巻1纂書編＜二玄社、　19

　72年＞所収）

1伏見沖敬r魏三体石経」　（『書晶』233号＜東洋書道協会、　179

　3年＞所収）

1馬国権「戦国楚竹簡文字略説」　（r古文字研究』第3輯く中華書局、

　1980年二所収）

1李昭和r青川出土木臆文字簡芦」　（『文物』ユ98．2年第1期＜文物

　出版社＞所収）

個李学勤「青川榔家坪木蹟研究」（『文物』1982年第10期＜文物．

　出版社＞所収）

1曾憲通r三体石経古文与説文古文合証」　（r古文字研究』第7輯＜申
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華書局、　198’9年＞所収）

苗李学勤著『古文字学初階』　（中華書局、　1985午）　［日本語版宙。

小幡敏行訳／佐野光一閲r中国古代漢字学の第一歩』　（凱風社、　19

　90年）

岨阿辻哲次著r漢字学一説文解字の世界』　（東海大学出版会1985年）

1何琳儀r戦国文字与伝抄古文」　（r古文字研、究』第15輯＜中華書局、

　1986年＞所収）

何何琳儀「利用汗簡考釈古文字」　（同上）

1湯余恵r略論戦国文字形俸研究中的幾個問題」　（r古文字研究』第1

　5輯＜中華書局、　1986年〉所収）

1林素清r談戦国文字的簡化現象」　（『大陸雑誌』72巻第5期所収、

　198g年）

蟷林素清r論戦国文字的増繁現象」　（芸文印書館r中国文字』第13期

　所収、　1997，年）

1高明著r中国古文字学通論』　（文物出版社、　1987年）

1徐錫台r周原甲骨文綜述』　（三秦出版社、　！987年）

1高開貴「略論戦国時期文字的繁化与簡化」　（r江漢考古』1988年

　4期＜江漢考古編集部＞所’収）

1平勢隆郎編r春秋晋国．侯馬盟書字体通覧一山西省出土文字資料一』

（東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター、　1988年）

1何琳儀著r戦国文字通論』　（中華書局、　エ989年）

1西林昭一著r中国新出土の書』　（二玄社、　1989年）

1嚢錫圭r股周古代文字における正体と俗体」　（r中国古文字と段周文

　化』く東方書店、　1989年＞所収）

1阿辻哲次著rく図説＞漢字の歴史』　（大修館書店、　1989年）
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向黄錫全r楚系文字略論」　（r華夏考古』1990年第3号）

。石田干秋「甲骨文について」　（法書ガイドr甲骨文／金文』＜二玄社、

　1990年＞所収）

国松丸道雄r金文の．書体」　（同上）

岨中村伸夫「木簡固竹簡1常書」　（法書ガイド『木簡／竹簡／鳥書』＜

二玄社、　1990年＞所収）

何田中東竹「寧蹟。串書の書体と書法」　（同上）

1彰浩等r包山楚簡文字的幾個特点」　（湖北省荊沙鉄路考古隊編r包山

　楚簡』＜文物出版社、　199！年〉所収）

由西林昭一著「書の文化史』上（二千社・1991年）

画新井光風「＜曾侯乙墓竹簡＞一全貌が公になった現存最古の竹簡一」

（『書道研究』＜美術新聞社、　1991年＞所収）

1曾錦炎r甲骨文合文研究」　（r古文字研究』第19輯＜中華書局、　1

　992年＞所収）

1浦野俊則編『書芸術全集』一第1巻＜般。周＞（雄山閣出版、　1992．

　年）

。衰国華「戦国楚簡文字零釈」　（『中国文字』第18期＜芸文印書館、

　1994年＞所収）

1新井儀平「関於包山楚簡書法的考察」　（r中日書法史論研討会論文集』

　＜文物出版社、　1994年＞所収）

1徐暢r春秋戦国刻石簡常書法概論」　（r中国書法全集』第4巻く栄宝

　斎、　1996年＞所収）

・何琳儀／鷹勝君r東周時代的文字」　（同上）

1沃興華r荊楚書法研究」　（r中国書法全集』第5巻＜栄宝斎、　199

　7年〉所収）
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邊李運富著「楚国甲鳥文字構形系統研究』（岳麓書杜・1997年）

。王世徴／宋金蘭著一『古文字学指要』　（中国旅漉出版社、　1997年）

。石川九楊編r書の宇宙』第3巻〈書くことの獲得1簡臆＞（二玄社、

1997干）

。江村治樹「消えた漢字。文字一秦の始皇帝の文字統一以前の文字一」

（『しにか』1997年6月号く大修館書店＞所収．）

1横田恭三「戦国期楚系簡常文字の変遷一字形を中心として一」　（r書

学書遺史研究』第8号＜雫学書道史学会・1998年）所収）

1横田恭三r包山楚簡の文字とその書風」　（r論集。申国古代の文字と

文化』＜汲古書院・199・9年＞所．収）

1平勢隆郎r戦国時代六国文字における“籾”等の略化について」　（同

　上）

1羅運環r論楚文字的演変規律」　（r古文字研究』第22輯く中華書局、

　2000年＞所収）

圃秋子著r中国上古書法史一魏晋以前書法文化哲学研究一』　（商務印書

　館、　2000年）

由江村治樹著r春秋戦国秦漢時代出土文字養料の研究』（汲古去院、。

　OOO年）

哨井儀平「戦国の簡蹟に見る字形の異同と省甲に関する一考察」（国

　際書学研究大会記念論文集r国際書学研究／2000』＜書学書道史

　学会編、　2000年＞所収）

1福田哲之「戦国簡蹟文字における二様式」　（同上）
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③図録類

。楚文物展覧会編『楚文物展覧図録』　（北京歴史博物館、　1954年）

由神田喜一郎他監修『書道全集』第ヱ巻＜中国1／段1周曲秦＞（平凡

社、　1954年）

。白川静編「甲骨文集』　（二玄社、　1963一年）

曲自川静編r金文集』i～4（二玄杜、　1963年）

1孫海波編輯r魏三字石経集録」　（芸文印書館、　1975年）

。山西省文物工作委員会編r侯馬盟書』　（文物出版社、　1976年）

1r中国美術全集』書法纂刻編＜1〉（人民美術出版社、　1985年）

・饒宗願／曾憲通編著『楚常書』　（中華書局香港分局、　1985年）

1中国国家計量総局主編／山田慶児1浅原達郎訳『中国古代度量衡図集』

（みすず書房、　1985年）

1河南省文物研究所編r信陽楚墓』　（文物出版社、　ユ986年）

1中田勇次郎編r中国書遺全集』第1巻く般周秦漢〉（平凡杜、　198

　芦年）

1中国科学院考古研究所編『曾侯乙墓』上下（文物出版社、　1989年）

画馬承源主編r商周青銅器銘選』1～4（文物出版社、　1990年）

。松丸道雄編r甲骨文／金文』　（二玄社、　1990年）

1田中有編r木簡／竹簡／常書』　（二玄社、　1990年）

1湖北省荊沙鉄路考古隊編『包山楚簡』　（卒物出版社、　1991年）

1中国歴史博物館編r中国歴史博物館蔵法書大観』第12巻＜戦国秦漢

　唐宋元墨跡＞（柳原書店、　1994年）

1湖北省文物考古研究所／北京大学中文系編r望山楚簡』　（中華書局、

　1995年）
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1商承昨編著『戦国楚竹簡1醒編』　（斉魯書杜、　1995年）

1徐暢主編r中国書法全集』第4巻く商周／春秋戦国刻石簡腫鳥書巻＞

（栄宝斎、　1996年）

由湖北省文物考古研究所編r江陵望山沙家楚墓』　（文物出版社、　199

　6年）

1荊門市博物館編r郭店楚墓竹簡』　（文物出版社、　1998年）

。湖北省文物考古研究所／北京大学中文系編r九店楚簡』　（中華書局、

　2000年）

④辞典1字書類

1中国科学院考古研究所編r甲骨文編』　（中華書局、　1964年）

蟷伏見沖敬編r書遺大字典』　（角川書店、　1974年）

1山西省文物工作委員会編「侯馬盟’書字表」　（r侯馬盟書』＜文物出版

社、　ユ976年＞所収）

。徐中静主編r漢語古文字字形表』　（四川辞書出版社、　1980年）

。張守中編『中山王響器文字編』　（中華書局、　1981年）

咀羅・福願編『古璽彙編』　（文物出版社、　1981年）

・羅福願編r古璽文編』　（文物出版社、　1981年）

1李零／劉新光編r汗簡1古文四声韻』　（中華書局、　1983年）

。自川静著『字統』　（平凡社、　ユ984年）

1容庚編著／張振林1馬国権模補r金文編』　（中華書局、　1985年）

1赤井清美編『纂隷字典』　（赤井清美発行、　1985年）

1陳初生編『金文常用字典』　（陳西人民出版社、　ユ987年）
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1高明編r古文字．類編』　（東方書店、　1987年）

固賢延柱著r常用古今字通仮字字典』　（遼寧人民出版社、　ユ’988年）

1黄錫全著r汗簡注釈』　（武漢大学出版社、　1990年）

1湖北省荊沙鉄路考古隊編r包山楚簡字表』　（『包山楚簡』く湖北省荊

　沙鉄路考古隊編、文物出版社、　1991年＞所収）

宙鄭珍著r汗簡菱正』　（芸文印書館、　ユ99ユ年）

1張光裕主編／衰国華合編r包山楚簡文字編』　（芸文印書館、　1992

　年）

曲葛英会／彰浩編著『楚簡鳥文字編』　（東方書店、　1，992年）

1曾憲通撰集r長沙楚鳥書文字編』　（中華書局、　1993年）

1郭若愚編著r戦国楚簡文字編』　（上海書画出版社、　1994年）

1商承昨編『戦国楚竹簡醒編字表』　（『戦国楚竹簡躍編』＜、商承柞編著、

　斉魯書社、　ユ995年＞所収）．

1縢壬生著『楚系簡鳥文字編』　（湖北教育出版社＜楚学文庫＞、　199

　5年）

1白川静著『字通』　（平凡社、　1996年）

1石泉主編r楚国歴史文化辞典』　（武漢大学出版社、　1996年）

。張守中撰r包山楚簡文字編』　（文物出版社、　1996年）

1許慎撰／段玉裁注『説文解字注』　（天工書局＜断句1套紅。注音本

　＞、　1996年）

画松丸遣姑・高島謙一編著r甲骨文字字釈僻覧1（東京大学出版会、1

　994年）
1張光裕／黄錫全／縢壬生編r曾侯乙墓竹簡文字編』　（芸文印書’館、　1

　997年）

1何琳儀著r戦国古文字典』く戦国文字声系＞上下冊（中華書局、　19
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　98年）

1張光裕主編r郭店楚簡研究』第ユ巻＜文字編〉（芸文印書館、　ユ99

　9年）

1張守中他撰集r郭店楚簡文字編』　（文物出版杜、　2000年）

1邸徳修編r魏石経古纂字典』　（邸徳修編撰『魏石経初探』＜学海出版

　社、発行年未記載＞所収）

⑤その他

1上田早苗r六朝時代における芸術ジャンルの成立（二）」’（『書論』

第2号＜書論研究会、　1973年＞所収）

1銭存訓著r中国古代書史』　（香港中文大学出版社、　19，75年）　［日

本語版1。宇都木章等訳『中国古代書籍史』　（法政大学出版局、　ユ9

　80年）コ

1中国歴史地図集編輯組編輯『中国歴史地図集』第1冊（中華地図学杜

　出版、　！975年）

。福本雅一訳「説文解字序」・（r中国書論大系』第1巻1漢魏晋南北朝

　く二玄社、　1977年＞所収）

画上田早苗訳「四体書勢」　（同上）

1林剣鳴著『簡蹟概述』　（陳西人民出版社、、1984年）

。木村英一訳／野村茂夫補『老子』　（講談社文庫、　1984年）

。大庭侑著『木簡学入門』　（講談社学術文庫、　1984年）

1永田英正r中国簡蹟研究の現状と課題」　（『居延漢簡の研究』＜同朋

　舎出版、　1989年＞所収）
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咀李学勤著／五井直弘訳r春秋戦国時代の歴史と文物』　（研文出版、　1

　991年）

画荊門市榑物館「紀山楚一家調査」　（r江漢考古』1992年第！期）

蟷李学勤著r簡常伏籍与学術史』　（時報文化出版企業有限公司、　199

　4年）

。郭徳維著r楚系墓葬研究』　（湖北教育出版社、　1995年）

・陳文豪r中国大陸簡蹟研究専書述評＜ユ980～1996＞」　（r中

　国上古秦漢学会通訊“第3期く1997」年＞所収）

・鄭昌琳編著r楚国史編年輯注』　（湖北人民出版社、　ユ999年）

1騨字籍／段書安編著r本世紀以来出土簡常概述』　（万巻楼図書有限公

　司、　1999年）

1高至喜主編r楚文物図典』　（湖北教育出版社、　2000年）

。吉田賢抗著r史記』　（新釈漢文大系、明治書院、　ユ973年）

。山田勝美著r論衡』　（新釈漢文大系、明治書院、　1979年）

伺池田末利著r儀礼』　（東海大学出版会、　1976年）
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