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遼塼室墓の立体構造に関する一視点

はじめに

　遼は唐滅亡後、10世紀初頭から12世紀初頭にかけて、中国の北方地域を支配下においた契丹族

の王朝である。遼墓の調査は20世紀前半に外国人研究者による東北地域の踏査に始まり、慶陵の

調査など重要な成果があげられた。その後、中国の経済成長に伴い盗掘被害や建設工事などで破

壊された墓の記録保存を中心に大型墓から中・小型墓まで調査が多く行われ、近年では皇帝陵の

陵園とその陪葬墓の学術調査も実施された。こうした皇帝陵から小型墓までの幅広い墓の調査

データを利用した遼代の墓制研究は1980年代から始まり、現在では編年、墓室の壁画、出土遺物、

契丹族の埋葬習俗など様々なテーマの研究が行われるようになった。しかしながら、埋葬施設そ

のものの分類および構造の変遷に関する検討は十分とは言えず、専ら平面形態の推移と室数によ

る階層差のみが語られてきた。そこで、本稿では遼墓の中でも複数の墓室からなる多室の塼室墓

を対象に、墓室の天井部の形態、および通廊と主室の接続関係について分析を行い、「立体構造」

という新たな分析視点を示したい。

１．研究の現状と課題

1-1．遼代塼室墓の構造と各部の名称について

　遼代塼室墓の各部の名称については、中国国内の発掘報告や論文の用語でも未統一の状態にあ

るが、本稿では『慶陵』（田村ほか 1953）の東陵で使用されている名称を参考に、図１で示した

ように各部位を呼称する。

　まず、遼代塼室墓の基本的構造については、地上から地下に降りる壙道、埋葬施設内部への入

り口である羨門、羨門と内部をつなぐ羨道、そして軸線上に配置された墓室（前室、中室、主室）

と軸線から外れて東西に配置される墓室（副室）、それらの墓室を連結する通廊からなる。最も

重要な墓室は一番奥側に配置される主室であり、被葬者が安置される。図１の①は遼代皇帝陵で

ある慶東陵を参考に作成したイメージ図であり、遼代塼室墓の中で最も複雑な構造の埋葬施設と

なる。図１の①は羨門をくぐって羨道を通ると、まず前室があり、前室の右側に前室右副室、左

側に前室左副室、それらを接続する前室右通廊、前室左通廊がある。次に、中室通廊で中室に至
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り、中室も同様に中室右通廊と中室右副室、および中室左通廊と中室左副室がある。そして主室

につながる主室通廊を通って最奥の主室に至る。この７室構造が最も要素の多い皇帝の墓であり、

階層が下のものは軸線上の室数や副室の数がここから削られていくが、通廊と墓室が組み合わさ

る構造は共通する。

　ここで中国考古における用語と本稿の用語について、現時点での遼墓についての最新の発掘報

告である「遼寧北鎮市遼代韓徳譲墓的発掘」（遼寧省文物考古研究院ほか2020）を参考に異なる

ものを対照させておく。まず、塼室墓の「塼」は中国において「磚」を使用する。次に埋葬施設

の外側で言うと、壙道は「墓道」、羨門は「墓門」と呼称される。内側については、軸線上の室

を前室、中室、主室とするのは同じだが、副室は「耳室」となる。通廊は「甬道」と呼ばれ、中

国考古では「墓門」から墓室までの羨道も「甬道」とされる。また、天井は「頂」となり、本稿

の筒形天井は「拱形頂」、方錐形天井は「攅尖頂」、半球形天井は「穹隆頂」となる。

　次に、埋葬施設を構成する通廊と墓室の構造について述べておきたい。まず、通廊と一部の墓

の前室には、長方形の平面形態にアーチ構造の筒形天井をのせたものが採用される。下の壁部分

は垂直に立ち上がり、その一番上の面を基底として天井が構築される。主室、副室などの墓室も

図１　遼代塼室墓の用語と基本構造
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同様に、基本的には垂直に積まれた壁部分と、そこにのせられた天井部分が明確に区別されて構

築される。墓室の平面形態と天井形態にはいく通りかの組み合わせが存在する。

1-2．遼代塼室墓の分類

　既往研究において、塼室墓の分類案を明確に示したのは、今野春樹の研究（今野 2003）と董

新林（董 2004）の研究がある。

　今野は被葬者が契丹族である塼室墓を主な分析対象としており、埋葬施設の構成要素の多寡を

基準として、図２の「今野の分類」で示したように１～７型に分類した。なお、今野は埋葬施設

の各部位の名称に前述した中国考古学の慣習に即した用語を使用しているため、作図にあたって

本稿で使用するものに統一した。今野は墓誌が副葬され、被葬者が判明している塼室墓について

検討を行い、構成要素が多いほど被葬者の社会的地位が高いことを明らかにした。多室墓である

７型～５型については、埋葬施設を構成する墓室数が基準となっており、７型：４室、６型：３

室、５型：２室である。一方で単室墓である４型～１型については羨道と壙道の有無を重視して

おり、羨道を持つ墓の地位がより高いとした。

　董は遼墓全体を横穴系の埋葬施設である「甲類：類屋式墓」、「丙類：土洞墓」と竪穴系の埋葬

施設である「乙類：類槨式墓」、「丁類：土壙竪穴墓」に大きく分けており、本稿で取り上げる塼

室墓は甲類に相当する。図２の「董の分類」で示したように、埋葬施設の主室の平面形態を第一

の基準として、A型：円形、B型：方形、C型：多角形を設定した。さらに、宿白による西安地

区の唐墓の研究（宿白 1995）を参考に、第二の基準として軸線上の墓室数と副室の有無で a～

e に細分した。それぞれの関係としては、A型：円形およびB型：方形は遼代を通じて存在し、

遅れて C型：多角形が登場して普及するとした上で、室数の多いものほど被葬者の地位が高い

とした。墓の構成要素を基にした分類は今野とほぼ同様であるが、墓の平面形態が一定程度編年

の基準となることを明確に示した。

1-3．埋葬施設の構造

　遼代塼室墓については副葬品である陶磁器や墓誌などから様々に編年が行われているが、埋葬

施設の構造の変遷に言及したものは少ない。図２の②のとおり、遼初期より主室の平面形態に方

形・円形があり、11世紀半頃より多角形のものが登場して主流を占めるようになる、と基本的に

は平面形態の推移のみが述べられている。劉は墓を契丹大型墓、契丹中小型墓、漢人墓の３種類

にわけ、その墓制の変化についてまず契丹大型墓が変化、遅れて契丹中小型墓が変化するとした。

そして漢人墓は多くが唐や五代から続く地域的な展開の中で変化しており、契丹人を被葬者とす

る墓とは別の変遷を辿るとした（劉 2014）。

　これらの平面形態のうち、方形・円形は遼代以前より北方地域に存在しており（斉 2003）、多
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図２　墓室の構造についての既往研究
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角形は遼代に新しく登場した。そのため、いずれの編年においてもその登場または普及をもって

晩期とされている。今野は950年頃～1000年頃における副室を持つ墓の増加と半球形天井の尖頭

化例、および1050年以降の墓室と通廊の一体化（通廊の消失）、墓室の壁部分の厚みが増すこと

を（今野 2003）、劉は940～960年代における多室墓の出現と1040年代以降に前室の平面形態が長

方形になり天井形態が筒形に変化したことを指摘した（劉 2014）。

1-4．研究の課題

　遼代塼室墓の埋葬施設に関する研究の課題として、内部構造に関する研究が少ない点があげら

れる。埋葬施設の外部構造である墓道や天井・門庭を対象とした論考はあるものの（林 2014、

林ほか 2015）、内部構造については数多くの要素が複雑に組み合わさって構成されるのにもかか

わらず、大多数の発掘報告からは遺構の情報量に比して圧倒的に少ない情報しか入手できないた

め、研究が遺物や壁画などと比較して困難となっている。また、墓室そのものの構造の変化は、

墓室内におさめられる副葬品などと比較して緩やかだといえる。そのため、細かな年代について

は豊富に出土する副葬品や絶対年代が判明する墓誌を利用して決定される。既往の研究では、時

期区分の完成と各区分における平面形態、構成要素、壁画、葬具、副葬品の特徴、および各時期

の歴史的事象をまとめ、遼代の墓制についての全体像を明らかにすることを目指したものが多い。

そして、時期区分に付随する墓室構造の変遷については、平面形態の推移と構成要素の多寡が重

点的に語られ、立体的な構造の変化については断片的な指摘にとどまっている。各時期の遼代塼

室墓に「どのような」要素があるのか（平面構造の分析）については既に研究がなされており、

次の段階として「どのように」各要素が結びついているのか（立体構造の分析）が研究の課題に

なると考える。

２．分析視角と対象資料

2-1．分析視角

　本稿では遼代塼室墓のうち、構成要素が多く、分析材料が比較的豊富な２室以上のもの（以下、

多室墓）を対象に、従来通り埋葬施設の平面形態と総室数にしたがって整理したのち、その立体

構造に関して２点の分析を行う。

　１点目は墓室の天井部の形態についてである。図３の②で示した通り、遼代塼室墓の天井形態

は大きく３種類に分かれる。アーチ構造の筒形天井、持ち送りで構築されるドーム構造の方錐形

天井と半球形天井である。筒形天井は平面形態が長方形である通廊や前室、方錐形天井は平面形

態が方形の墓室の一部で採用される。半球形天井は方形、円形、多角形と全ての平面形態の墓室

で採用されており、遼代で最も幅広く使用された。本稿では、天井形態を推測できる資料を対象

に、どの平面形態にどの天井形態が組み合わさるのかを分析し、時期ごとの変化について検討し
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図３　分析視点
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た。

　２点目は通廊と主室の接続についてである。通廊と墓室の接続位置について、通廊が墓室の天

井部に「全く食い込まない」、「僅かに食い込む」もしくは「大きく食い込む」のいずれであるか

を検討した。同様の視点は慶東陵の報告で示されており、東陵の墓室と通廊は、軸線上にある前

室、中室について、それぞれ前室はいずれの通廊にも食い込まれておらず、中室は主室通廊にの

み僅かに食い込まれる、とその立体的な関係性について述べられている。本稿では報告書に記載

の多い主室と主室通廊の高さデータをもとに、主室の壁部分の高さから主室通廊の高さを引き、

得られた値によって、両者の接続関係を判断した。

2-2．対象地域と資料

　遼の領域は中国の北方地域を中心としたものであるが、その大部分は太祖・太宗の時代に形成

された。はじめ内蒙古自治区のシラムレン河とラオハ河流域を勢力範囲としていたが、太祖の時

期に北方の諸民族や渤海を滅ぼして勢力を拡張し、さらに太宗の時期に五代十国の混乱状態に乗

じて中原地域北部の燕雲十六州を手中におさめた（中嶋ほか 2004）。今日の行政区分で言えば、

東北３省と内蒙古自治区（以下、内蒙古）、河北省の北部、山西省の北部から発見された墓が遼

墓とされている。現時点で調査・報告がなされているものは、分布が内蒙古東部、遼寧省北部、

北京市周辺、大同市周辺にやや固まっている。これについて今野は、契丹族の帰葬の風習による

ものだとしている（今野 2004）。本稿で対象とするのは、総室数が２室以上の多室墓である。多

室墓が発見されているのは、内蒙古自治区、遼寧省、北京市、河北省のみで、山西省は専ら単室

墓が報告されている。これは多室墓が社会的地位の高い人物の墓であることから、必然的に契丹

族が大半を占めることとなり、その本拠地である北方地域に築造されることが多くなるためだと

考えられる。

　本稿では、図４、図５に示す主室の平面形態と総室数を基にした分類では埋葬施設全体の平面

形態が判別可能な資料39点、図６に示す墓室の天井形態の分析では残存状況が非常に良好な資料

31点、図７に示す通廊と墓室の接続についての分析では、通廊の高さと主室壁部分の高さが判別

できる資料31点を使用した。

３．平面形態の整理および立体構造の検討

3-1．平面形態と室数による分類

　遼代塼室墓において各墓の特徴を最も明確に示すのが平面形態と埋葬施設を構成する墓室の数

であることは疑いない。そこで本稿では、立体構造に先んじてこれらの項目について検討してお

きたい。従来は主室の平面形が重視されたが、ここでは主室の平面形態（A：方形、B：隅丸方形、

C：円形、D：多角形）に加えて副室の平面形態（a：方形、b：隅丸方形、c：円形、d：多角形）
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を検討に入れ、総室数（９～２）と合わせて、図４、図５のように整理を行った。多角形は八角

形と六角形がある。なお、平面形態を見やすくするため、埋葬施設の図面によって縮尺を変え、

同程度の大きさになるようにした。以下、それぞれ該当する多室墓を挙げる。多室墓に被葬者が

埋葬された年代が判明しているものについては、初葬年代を記した。

A．方形：

【Aa5】主室が方形、副室も方形、総室数５室。遼国贈衛国駙馬墓（前熱河省博物館籌備

組 1956）が該当する。墓誌の記載により959年埋葬とされる。

【Aa4】主室が方形、副室も方形、総室数４室。駱駝山遼墓（劉偉東 2004）、関山遼墓M7（遼

寧省文物考古研究所編著 2011）が該当する。関山遼墓M7はその出土陶磁器や埋葬施設の構造

より970年代の埋葬とされる。

【Aa3】主室が方形、副室も方形、総室数３室。耶律羽之墓（内蒙古文物考古研究所ほか 1996）、

庫倫遼墓M3、M4（王ほか 1989）が該当する。耶律羽之墓は墓誌記載により941年埋葬、庫倫

遼墓M3は初鋳年が1039年である銅銭「皇宋通宝」が出土したため、1039年以降の埋葬とされる。

【A2】主室が方形、総室数２室。姑営子耿氏家族墓M4（朝陽博物館ほか 2011）、宣化遼墓M1（河

北省文物研究所 2001）が該当する。姑営子耿氏家族墓M4は墓誌記載により970年、宣化遼墓

M1は墓誌記載により1116年埋葬とされる。

B．隅丸方形：

【Bb5】主室が隅丸方形、副室も隅丸方形、総室数５室。祖陵１号陪葬墓（中国社会科学院考古

研究所内蒙古第二工作隊ほか 2016）が該当する。出土墓誌片と埋葬施設の構造から960年頃埋葬

とされる。

C．円形：

【Cc9】主室が円形、副室も円形、総室数９室。趙徳鈞墓（北京市文物工作隊 1962）が該当する。

墓誌記載より958年埋葬とされる。軸線上に３室、副室が６室の構成は皇帝陵をも上回る規模で

あるが、真中の室が主室にあたること、主室の左右にも副室が配置される点など五代の特徴を備

えており、遼の墓制が確立していない時期の特殊例だと言える。

【Cc7】主室が円形、副室も円形、総室数７室。慶東陵（田村ほか 1953）が該当する。

【Ca4】主室が円形、副室が方形、総室数４室。床金溝５号遼墓（内蒙古文物考古研究所 2002）、

耶律延寧墓（遼寧省博物館文物工作隊 1980）、季杖子遼墓（韓 1995）、平原公主墓（遼寧省文物

考古研究所ほか 2011）、白音罕山韓氏家族墓地M1（内蒙古文物考古研究所ほか 2002）、沙子溝

遼墓（敖漢旗文物管理所 1987）が該当する。耶律延寧墓は墓誌記載により986年、平原公主墓は

墓誌記載により1051年埋葬とされる。

【Cc4】主室が円形、副室も円形、総室数４室。白音罕山韓氏家族墓地M3（内蒙古文物考古研

究所ほか 2002）、韓徳譲墓（遼寧省文物考古研究院 2020）、葉茂台遼墓M8（遼寧大学歴史系考
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古教研室 1996）が該当する。白音罕山韓氏家族墓地M3と韓徳譲墓の被葬者は父子の関係であり、

墓誌記載により前者は985年、後者は1011年埋葬とされる。

【Cc3】主室が円形、副室も円形、総室数３室。白音罕山韓氏家族墓地M2（内蒙古文物考古研

究所ほか 2002）、陳国公主墓（内蒙古自治区文物考古研究所 1993）、が該当する。陳国公主墓は

墓誌記載により1018年埋葬とされる。

【C2】主室が円形、総室数２室。白家窩鋪遼墓（遼西博物館ほか 2008）、宣化遼墓M7、M9、

M10（河北省文物研究所 2001）が該当する。宣化遼墓M7、M10は墓誌記載により1093年埋葬

とされる。

D．多角形

【Dd7】主室が多角形、副室も多角形、総室数７室。慶西陵（田村ほか 1953）が該当する。東

陵（Cc7）と構造が異なり、中室に通じる通廊が消失して前室がそのまま中室に接続している。

７室という皇帝陵の室数の規格が変化したとは考えづらいため、中室に接続しているのは確かに

前室であり、通廊の消失がこの時期の構造上の特徴だと推測しうる。

【Da4】主室が多角形、副室が方形、総室数４室。蕭僅墓（李ほか 1988）が該当する。墓誌記

載により、1029年埋葬とされる。

【Dd4】主室が多角形、副室も多角形、総室数４室。関山遼墓M4、M9（遼寧省文物考古研究所

編著 2011）、葉茂台肖義墓（温 1989）、庫倫遼墓M1（王ほか 1989）が該当する。関山遼墓M4

は墓誌記載より1021年以降、M9は墓誌記載より1069年、葉茂台肖義墓は墓誌記載より1112年、

庫倫遼墓M1は出土した副葬用銅銭より1080年埋葬だと考えられる。

【Da3】主室が多角形、副室は方形、総室数３室。葉茂台遼墓M23（遼寧省文物考古研究所ほ

か 2010）が該当する。出土陶磁器より遼代晩期（1027年以降）の埋葬とされる。

【Dd3】主室が多角形、副室も多角形、総室数３室。北三家遼墓M1（敖漢旗文物管理所 1984）、

関山遼墓M5（遼寧省文物考古研究所編著 2011）が該当する。

【D2】主室が多角形、総室数２室。宣化遼墓M4、M5、M6（河北省文物研究所 2001）が該当

する。墓誌記載より、M4は1111年、M5は1117年埋葬とされる。
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図４　多室墓の分類１（方形、隅丸方形、円形）
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3-2．天井の形態について

　遼代塼室墓の天井の形態として「筒形」、「方錐形」、「半球形」が存在することは分析視角の項

で述べた。図６中の表１は天井の残存状態が良好な資料31点について、総室数に応じて「４室：

主室、前室、東副室」、「３室：主室、右副室、羨道」、「２室：主室、前室」の平面形態と天井形

態、および内側から計測した床面から頂点までの高さをまとめたものである。副室は左右対称で

あるとして、片方（ほぼ右副室）のみ報告されることが多いため、ここでは右副室を取り上げた。

　まず、劉の指摘通り４室以上の埋葬施設における前室天井の形態の変化が挙げられる（劉　

2014）。前室の平面形態については、３番の白音罕山韓氏家族墓地M3が円形の他はいずれも方

形であった。これは、４室において中室は４方向に１本ずつ羨道、右通廊、左通廊、主室通廊が

伸びており、平面形態として方形が適しているためと推測できる。表の「前室」項に着目すると、

主室の平面形態が方形（Aa4）の２基については両方とも方錐形の天井であった。円形（Ca4、

Cc4）の７基については、４基が方錐形天井または半球形天井を、３基が筒形天井を採用している。

そして多角形（Da4、Dd4）は全て筒形天井であった。方錐形と半球形の前室天井の形態を I、

筒形のものを II とすると、４室以上の埋葬施設は3-1の分類からさらに「I．前室天井が方錐また

は半球形」と「II．前室天井が筒形」の２つに細分できる。既往研究より、遼代塼室墓の主室の

平面形態は方形と円形から多角形へと移り変わることが指摘されていることを考慮に入れると、

図５　多室墓の分類２（多角形）
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図６　天井の形態について
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４室の埋葬施設において、前室の天井形態は方錐形または半球形が採用されていたが、やがて筒

形天井に移り変わっていくこと、そして移り変わりは主室の平面形態の主流が円形のときに起き

ることが推測できる。

　多室墓における各墓室の高低関係について、表１を見ると、いずれも主室が最も高くなるよう

設計されていることがわかる。そのほかの墓室について、７室では「主室〉中室〉前室〉副室」、

５室では祖陵１号陪葬墓が「中室〉副室〉前室」で贈衛国駙馬墓が「主室〉前室〉副室」であっ

た。５室において前室と中室の高低関係に違いがあったが、他に類例がないため、この差異が何

に起因するのかは不明である。４室については「I．前室が方錐・半球形」のものは「主室〉前室〉

副室」のみであるが、「II．前室が筒形」のものは前室と副室の高低差が縮まって「主室〉前室〉

副室」のものと副室が３cm～20cm ほど高くなる「主室〉副室〉前室」のものがある。３室に

ついては主室、副室、羨道の高低関係を整理したが、「主室〉副室〉羨道」と「主室〉羨道〉副室」

の両方が見られた。２室については、いずれも「主室〉前室」であった。

　また、表からは半球形天井の普及も見てとれる。遼初期の耶律羽之墓（Aa3）、駱駝山遼墓

（Aa4-I）、関山遼墓M7（Aa4-I）は主室、副室ともに方錐形の天井を用いていた。これは平面形

態が方形であったため、平面に沿った天井形態が選択されたと考えられる。その後、平面形態の

主流が円形へと移る中で、天井形態も半球形が主流となっていき、方錐形天井は方形の副室や前

室でのみ使用されるようになった。また、半球形天井が普及したのちは、庫倫遼墓M3（Aa3）、

M4（Aa3）のように平面が方形であっても、方錐形ではなく半球形を採用している例がある。

やがて主室の平面形態の主流は多角形に移り変わるが、変わらず半球形天井が広く用いられた。

　半球形天井は墓室の内接円を基底として積み上げるため、円形以外の平面形態を持つ墓室では

構築にあたって工夫を凝らした例がみられる。例えば、図６②に示した葉茂台23号墓（Da3）の

主室では、まず1.30m 地点まで八角柱状に墓壁を垂直に積み上げ、1.30m～2.40m にかけてやや

内側に持ち出し、塼を円柱状に積み、平面形態を円形に変化させた上で、2.40m から半球形天井

を構築している。これは、中原地域の宋墓において、六角形の平面形に合わせて六角錐形の天井

が構築されていたのとは対照的である。図６②に比較として「比較：白沙宋墓M3の六角錐形天

井」を示した。白沙宋墓は河南省禹県に位置し、M1墓室の紀年銘から1099～1124年の間に築造

され、被葬者は裕福な地主または商人の一族だとされている（宿白 2017）。およそ宣化遼墓と同

時期の家族集団墓である。図はM3の墓室の立体図であり、この図と現場写真から、主室は平面

形態の六角形のまま、墓壁の６つの辺から塼を六角錐形に、長手の平積みを基本として小口平積

み、小口縦積みを組み合わせて積み上げているのがうかがえる。宣化遼墓など遼の多角形墓室に

みられる、塼の小口面を室内に向けて放射状に積んで半球形にするのとは、構築方法も天井の形

状も異なっている。
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3-3．通廊と墓室の接続について

　遼代塼室墓は基本的に通廊を墓室に食い込ませるかたちで構築するが、墓によっては主室通廊

が消失し、筒形天井を持つ長方形の前室が直接主室に食い込む例も見られる。多室墓は複数の墓

室と通廊の組み合わせであり構造も複雑であるが、本稿では全体的な傾向を把握するため主室と

主室に食い込む通廊（または前室）を用いて分析を行った。対象資料は両者の関係が確認できた

31例である。

　主室の壁部分の高さを x、主室につながる通廊（主室通廊）の高さを yとして図７①の散布図

で示した。具体的な数値は表２を参照されたい。y＝x の直線を引き、線より上側のものは主室

通廊が主室壁より高く、天井部分まで食い込んでいる。反対に線より下側のものは主室通廊が主

室壁より低く、天井部分まで食い込んでいない。そして、線に対して垂直方向に離れれば離れる

ほど、それぞれの度合いが強いことを示している。なお、報告記載の「通廊高」などは内側から

計測した数値であり、実際に主室の壁面に現れ、構築に影響を与えるのは内側の「通廊高」に筒

形天井のアーチを構成する塼の小口縦幅を足したものとなる。報告書に散見される墓塼規格が40

×20×５cm～32×16×５cm であることを考慮すると、主室の壁は主室通廊より20cm前後高く

なければ、構築の面から言えば、主室通廊の筒形天井はわずかに主室の天井部分に食い込んでい

ることになる。主室通廊の天井が二重、三重のアーチで構成されていた場合、食い込み部分はさ

らに多くなる。散布図では y＝xの線付近にある例がこれにあたり、僅かに食い込む例となる。

　主室の平面形態が方形のものは７例あり、そのうち「全く食い込まない」が２例、「僅かに食

い込む」が２例、「大きく食い込む」が３例となった。傾向としては、耶律羽之墓（Aa3）が

64cmと大幅に主室天井部分に食い込む他は、最大10cm程度の小規模な食い込みにとどまる。

遼代塼室墓の天井は塼と塼の間に漆喰などを塗り込んで堅牢に構築するため、天井の下部の曲率

の緩い箇所に食い込みが収まる場合は構築にさほど影響はないと考えられる。

　主室の平面形態が隅丸方形のものは１例あり、主室天井の構築に影響を与えるほどではないと

想定するが、主室通廊が主室に僅かに食い込んでいる。

　主室の平面形態が円形のものは合わせて12例あり、「全く食い込まない」が５例、「僅かに食い

込む」が２例、「大きく食い込む」が５例あった。大きく食い込む例の度合いとしては、白音罕

山韓氏家族墓地M1（Ca4-II）が109cm と大幅に食い込む他、陳国公主墓（Cc3）が55cm、宣化

遼墓M7（C2）が37cm、宣化遼墓M10（C2）が34cm 食い込む。一方で全く食い込まない例と

して床金溝遼墓M5（Ca4-I）が69cm、白音罕山韓氏家族墓地M3（Cc4-I）が229cm、白音罕山

韓氏家族墓地M2（Cc3）が122cmなど主室通廊に対して主室の壁部分が異様に高く、かなりの

余裕を持っている。食い込む例と食い込まない例で振り幅がやや大きい傾向がある。

　主室の平面形態が多角形のものは12例あり、「全く食い込まない」が１例、「僅かに食い込む」

が１例あり、対して「大きく食い込む」が10例と圧倒的に多い。特に３室以上のものは全てが食
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図７　通廊と墓室の接続について
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い込んでいる。食い込み度合いも50cm以下が２例、50cm 以上１m未満が４例、１m以上が４

例と他の平面形態に比較して大きい。

　以上をまとめると、多室墓における主室通廊と主室との接続は、平面形態が方形のとき通廊は

主室にあまり食い込まず、円形のとき大きく食い込む例と全く食い込まない例が入り乱れ、多角

形に至って大きく食い込む例が大半を占めるという傾向がみえる。

　具体的な例として、図７②に白音罕山韓氏家族墓地M1～M3をあげた。上述の通り、M3

（Cc4-I）、M2（Cc3）は主室の壁の高さに１m以上の余裕を持って主室通廊と接続しているにも

かかわらず、同じ家族墓地に属するM1（Ca4-II）は１m以上食い込まれている。墓誌記載により、

３墓の前後関係はM3が最も早く、M1が遅いことが明らかにされている。M3とM2は主室・副

室ともに円形であり、主室回廊に主室通廊（M2にとっては羨道）が食い込まないなど共通項が

多く、時期も近い。よって、４室のM3と３室のM2の差異は被葬者の社会的地位の差異である

と考えられ、同時期のものだとみなすことが可能である。４室のM1（Ca4-II）と対応するのは

同じく４室のM3（Cc4-I）であり、両者を比較すると、まず副室の平面形が異なる点（M1：方形、

M3：円形）、さらに前室の天井形態が異なる点（M1：II．筒形、M3：I．半球形）が挙げられる。

したがって、主室通廊を主室へ大きく食い込ませて構築するようになったのは、主室が円形で、

副室が方形、さらに前室の天井形態が筒形に変わったときではないかと推測する。

４．考　察

　ここでは、今までの分析を通して得られた遼代塼室墓の構造に関するいくつかの観点を統合し

て、その構造の変遷について試論的に検討してみたい。

　既往研究、および本稿の分析より以下の３点が明らかとなっている。

１． 平面形態は方形・円形が遼代を通じて存在し、11世紀半頃より多角形の主室が登場して主流

となる。また埋葬施設を構成する墓室の数が多いほど被葬者の社会的地位が高い。

２． 主室・副室の天井形態は平面形態に対応したものが多いが、半球形天井が普及したのちは専

ら半球形が採用される。また、４室以上の埋葬施設における前室の天井形態が「I．前室天井

が方錐・半球形」から「II．前室天井が筒形」へと変化する。

３． 主室と主室通廊（３室の場合は羨道が主室通廊にあたる）の接続については、平面形態が方

形のときはあまり食い込まず、円形のときは両方あり、多角形のときは大半が大きく食い込

む。

　皇帝陵やごく一部の特殊な墓を除けば、４室の墓が上位となる。劉が指摘したように、遼代墓

制は上位の埋葬施設の変化に遅れて下位が変化するという観点（劉 2014）から、ここでは遼代

塼室墓の構造の変遷の把握に４室のものを用いて検討したい。また、４室の墓は構成要素も多く、

墓誌の出土も多いため、変遷を比較的追いやすいという利点もある。
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　図８に示したのが、遼代の４室の塼室墓における構造の変遷に関する案である。既往研究で主

室の平面形態が方形と円形のものは遼代を通じて存在し続けるとされたことからうかがえるに、

埋葬施設の構造の変遷とはあくまで主流の移り変わりであり、以前のものが完全に消え去るので

はないと考える。さて、４室の墓において、最初に主流となったのはAa4-1、つまり主室が方形

で副室も方形、前室の天井形態は方錐形のものである。次に平面形態の主流が円形、主室の天井

形態の主流が半球形へと変わり、Cc4-I（主室：円形、副室：円形、前室天井：半球形）、Ca4-I（主

室：円形、副室：方形、前室天井：半球形）が増加する。そして、それぞれ前室の天井が方錐・

半球形から筒形へと変化しCc4-II（主室：円形、副室：円形、前室天井：筒形）、Ca4-II（主室：

円形、副室：方形、前室天井：筒形）が登場する。主室通廊が主室に大きく食い込んで構築され

るようになったのはこの時期だと推測する。やがて主室の平面形態の主流が多角形に変わり、

Da4-II（主室：多角形、副室：方形、前室天井：筒形）が登場し、最終的に副室の平面形が多角

形になったDd4-II（主室：多角形、副室：多角形、前室天井：筒形）となる。この段階に至っ

ては、主室と前室をつなぐ主室通廊が消失し、前室が直接主室に大きく食い込むかたちで構築さ

れる。遼代塼室墓は平面形態（方形→円形→多角形）、主室天井の形態（方錐形→半球形）、前室

図８　埋葬施設の構造の変遷：４室墓を例に
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天井の形態（方錐・半球形→筒形）、通廊と主室の接続（あまり食い込まない→大きく食い込む）、

多角形主室における副室（方形→多角形）など、埋葬施設を構成する様々な要素がそれぞれ異な

るタイミングで替わることによって、初期から晩期まで変化してきたと考える。

　以上の検討より、従来11世紀中頃に登場するとされた平面形態が多角形の塼室墓は、より具体

的には、主室が円形の墓の前室天井形態が筒形に変化した後に出現すると想定できる。

おわりに

　本稿では、多室墓を対象に、既往研究を踏まえて平面形態と室数による分類を整理し、新たな

分析視点として墓室の天井形態と通廊と墓室の接続関係をとりあげた。そしてそれらを総合的に

検討して４室の墓に関する試案を提示し、立体構造の分析により埋葬施設のより細かな構造の変

遷を想定しうる点を示した。墓室の立体構造は、壁面装飾など室内の立体的な空間利用に関連す

る問題でもあるため、多方面からのアプローチをしつつ、今後は室数が異なる塼室墓（３室、２

室、１室など）についても分析を進めていき、最終的に遼代塼室墓全体の変遷を示していきたい。

　本研究は特別研究員奨励費 JP19J22949の助成を受けたものです。
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