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〔 記　念　講　演〕

集安・高句麗二碑の研究に寄せて

　武　田　幸　男　
（東京大学名誉教授）

＊司会：

　それでは本日の記念講演といたしまして、東京大学名誉教授の武田幸男先生にお話をいただきます。今

日お話しいただく先生方のプロフィールはお手元の冊子の初めの方に掲載されていますけれども、武田先

生は朝鮮史、古代東アジア史をご専門とされて、今日のテーマである広開土王碑に関わる多数の著作がお

ありのことはもう皆さんご承知のことかと思います。それでは武田先生、よろしくお願いします。

　今日の講演は、「集安高句麗碑の研究によせて」というタイトルです。よろしくお願いします。

集安・高句麗二碑の研究に寄せて

 一、「集安高句麗碑」研究への期待 三、「集安高句麗碑」の段落構成

 二、「広開土王碑」研究史130年 四、「集安高句麗碑」の立碑問題

一、「集安高句麗碑」研究への期待

　表題の「集安・高句麗二碑」とは、期せずして高句麗・広開土王1600年周忌の昨年に発見された「集安

高句麗碑」、それと発見後130年を経た高句麗「広開土王碑」との、高句麗第二の王都、集安に現存する二

碑をいう。「広開土王碑」研究にいささか係わる私は、突如新碑が出現したことへの驚きと、今後の新碑

研究への期待で満たされた。新碑発見の第一報に接したときの心境は、過日、「新発見の高句麗守墓烟戸

碑に関する所感」（『広開土王碑拓本の新研究』2013年）に記したとおりである。

　すなわち、「昨二〇一二年の半ばころ、集安で高句麗古碑が発見され、今年の初め、その第一報として

古碑の拓本と釈文が発表された。これまでの調査関係諸氏の労苦を推察し、それを多とするものである。

　上記の釈文等によれば、碑文には「守墓」「烟戸」「富足」「転売」や「立碑銘其烟戸」等々、広開土王

碑第３段に刻まれた語句が少なからず列記されている。また、[同 ]王碑第１段の「始祖鄒牟王之創基也、
◇◇◇子」がそのまま登場し、第３段の高句麗古法が「自今以後、守墓之民、不得□□、更相轉賣、雖富

足之者、亦不得其賣買、□□違令者、後世□嗣□□、看其碑文与其罪過」のように、ほとんど同文で繰り

返されている。この高句麗古碑が広開土王碑と密接に関連し、とくにその第３段と直接関係していること

は、だれの目にも明らかであろう。

　古碑発見の第一報に接したのは、本稿 [同上書、第Ⅰ部「広開土王碑の真意をたずねて」]を擱筆してま
もなくのころであった。本稿において、広開土王碑の第３段が「守墓人烟戸論」に相当すると指摘した後、

広開土王碑が高句麗古法でしめくくった意義を強調してすぐ後のことであった。古碑発見の報道は、思っ

てもみなかった驚くべき朗報であるとともに、ころよく王碑第３段の解釈と結びつき、ほどよく「守墓人

烟戸論」を受け入れてくれるかように思われた。その意味で、ほかならぬ広開土王碑の立つ集安の地で発

見されたこの古碑は、わたしにとって、集安・高句麗守墓烟戸碑と呼ぶのがふさわしい。

　このたびの高句麗守墓烟戸碑の発見は、一八八〇年発見の広開土王碑そのものに次いで、王碑研究史を
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前後に二分するほどの第二の大きな発見である。これより後、広開土王碑の新たな研究を触発することは

必至である。ひいては高句麗史研究に一石を投じ、古代東アジア史に波紋を起こすであろう。その史的意

義は高く評価されるであろう。しかし、いまはまだ調査報告の第一報が届いたばかりであり、古碑そのも

のとその背景とに関してより正確に、より広範に解明すべき課題が少なくない。それらの課題を追求し、

今後多大の学術的成果があげられることを心から期待したい。（二〇一三年一月二八日）」。

　それから９か月余り。新碑の調査研究が中国、続いて韓国で鋭意進められたようである。当初の驚きに

代わって、新碑研究への期待が一段と高まった。日本では、本日、新碑研究が早稲田大学総合研究機構主

催の国際シンポジウムで実現し、ここに、その第一歩を踏み出したことを多幸とするものである。

二、「広開土王碑」研究史130年

１　「広開土王碑」の段落構成

　「広開土王碑」は1880年に発見された東アジア第一の巨碑であり、４～５世紀・高句麗の第一級の国制

史料として、また古代東アジア国際関係の同時代史料として重視され、すでに130年の研究成果が積み上

げられている。

　新出の「集安高句麗碑」の内容は、すでに触れたように、既知の「広開土王碑」と密接な関係をもつ。

そこで、私の関心に従って、「広開土王碑」130年の研究史の成果と課題について振りかえってみよう。そ

のことは、集安・高句麗二碑の研究にとって、必要不可欠の作業であると考えられるからである。

　その第一は、碑文の段落構成である。「広開土王碑」は本来およそ1,775字から成るが、碑文の形式上、
前段と後段との二段落で構成される。しかし、研究者は碑文研究の当初から碑文の内容を重視し、後段を

さらに二分して、碑文全体は三段落で構成されるとみてきて、例外はほとんどなかったようである。

　私見によれば、第１段碑文の性格はいわば序論、つまり始祖の鄒牟王から碑文の主人公の広開土王まで、

高句麗歴代諸王の正統性を一貫して主張する「開国王統論」である。第２段は本論その一、つまり典型的

な編年体に基づいて広開土王一代の偉業を称揚する「紀年勲績論」に相当する。第３段は本論その二、つ

まり広開土王陵墓の守墓役制度を規定した「守墓人烟戸論」にほかならない。

２　「広開土王碑」の解釈問題

　その第二は、碑文の解釈問題である。碑文研究史を通じて注目し、国際的規模で最も熱く論争された解

釈問題は、碑文第２段のいわゆる「辛卯年」条の解釈問題であろう。「辛卯年」条は「百残新羅、舊是属

民、由来朝貢、而倭以辛卯年來、渡□破百残、□□新羅、以為臣民」のわずか32文字にすぎないが、これ

まで様々な解釈が提示されてきた。主な論点は「而」字以下の20文字の解釈に集中し、その核心は一体誰

が「来（きた）り渡り」、百残（百済）と新羅を「破」り、「臣民と為した」のかに集約されて、結局、そ

の主体は「倭」か、「高句麗」かに絞られた。

　「倭」を主体とする解釈は、横井忠直氏（稿本「高麗古碑考」1884年）を初めとし、19世紀末までに『会

余録』５（亜細亜協会、1889年）を通じて、菅政友（「高麗好太王碑考」1891年）、那珂通世（「高句麗古碑考」

1983年）、三宅米吉（「高麗古碑考」1898年）の諸氏によって定説化された。他方、「高句麗」主体の解釈は、

「倭」主体の解釈を批判する。20世紀中頃の鄭寅普氏（「広開土境平安好太王陵碑文釈略」1955年）の所

説を祖形とし、金錫亨（『初期朝日関係史研究』1966年）、朴時亨（『広開土王陵碑』1966年）の諸氏が継

承し、朝鮮・韓国で圧倒的に支持された。
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　この「高句麗」主体の解釈は、「渡」字の前に主語「高句麗」を補入し、その史料操作を必要不可欠の

前提として、高句麗が海を「渡」り、百残等を「破」り、「臣民と為した」と釈読する。しかし、碑文は

そのまま釈読できるのであり、主語補入の史料操作は学術研究法に馴染まず、もともと無用不要のもので

ある。

　「倭」主体の解釈は、主語補入への批判に加えて、碑文第２段の独自の修辞法に基づく解釈で補強され

るであろう。同段は８年・８条の紀年記事から成り立つが、それらは「前置き文」のある５条と、それの

ない３条との二つのタイプに分けられる（図表１参照）。

　濱田耕策氏（「高句麗広開土王陵碑文の虚像と実像」1973年）や私見（「広開土王碑文辛卯年条の再吟味」

1978年）等によれば、「前置き文」をもつ条々は、各条冒頭の①「永楽紀年＋干支」と②「王躬率」又は「王

巡下」との間に、特定の碑文が書かれたタイプ、王が自ら行動するタイプであり、その特定の碑文が③「前

置き文」にほかならない。それに対して、その他の条々は①「永楽紀年＋干支」に②「教遣」が直接接続

するタイプ、王が自ら行動しないタイプであり、「前置き文」の入りこむ余地は全くない。

　注目したいのは、全５条の「前置き文」に見られる共通性である。永楽５年条では、稗麗が高句麗に反

抗し、永楽９年条では、百残が高句麗との誓いを破って倭と和通し（百済が倭と結好・入質した事件）、

永楽14年条では、倭が帯方方面で高句麗と海戦し、永楽20年条では、北夫余が高句麗に叛いたとされる。

　各条は高句麗の国際的な不利・苦況を述べて共通する。ここでは、それを重視する。そして、もう一つ

残った永楽６年条の「前置き文」こそ、「辛卯年」条そのものなのである。広開土王が自ら行動するときは、

「辛卯年」条を含めて、必ず国際的な不利・苦況に直面したのであり、広開土王は真の王者としてそれら

を打ち破り、つねに偉大な勲績を挙げたのである。この第２段独特の修辞法に基づく碑文解釈は、これを

「前置き文」説という。

　加えて、「辛卯年」条が特殊な「前置き文」であることに注目する。その特殊性は、「辛卯年」条が他の「前

置き文」に比べて断然多い字数で書かれた表記法と、それが「永楽紀年＋干支」より前に置かれた倒置法

に認められる。また、一文に主語が二つあり、最初の主語は「百残・新羅」、その後は「倭」に変わること、

同文に百残・新羅や倭など、有力な南方諸国がこぞって登場することにも顕れる。

図表１　「広開土王碑」第２段各条の二つのタイプ
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　高句麗が特殊な「辛卯年」条に託したものは、他ならぬ広開土王が即位した永楽元年（391年）にあた

り、当面対峙する南方諸国を名指しして、予め強力な南進政策の推進を宣言したことである。広開土王の

南進政策は子の長寿王に引き継がれ、同王15年（427年）に集安から平壌に遷都して高句麗史上一期を画

することになる。この「辛卯年」条解釈法は、これを「大前置き文」説という。「辛卯年」条は「前置き文」

説と、それを前提にした「大前置き文」説とによって解釈できると思われる。

３　「広開土王碑」墨本の類型・編年論

　その第三は、類型・編年論である。「広開土王碑」墨本の基本的な類型は、相互に質の異なるA型「原
石拓本」、B型「墨水廓填本」、C型「石灰拓本」の三類型である。（武田「広開土王碑研究の現段階」1988年）。
「原石拓本」は発見直後の碑面を拓出し、人的加工を施さず、碑文の原状に最も近い墨本であり、現在望

みうる最良の根本史料である。ただし、その他の類型の墨本と同様に、長年摩滅した風化痕に加えて、発

見直後の焼却痕を残すのは遺憾というほかない。

　「墨水廓填本」は、風化・焼却痕の付いた「原石拓本」に基づき、読みにくい碑字を明晰に手写して、

全面廓填した墨本である。しかし、読めなかったり、読み誤った文字が少なくない。しかも、一画一点を

手写して全面廓填するのは並大抵の苦労ではない。その手間暇を省くために、1890年前後のころに「石灰

拓本」が開発された。碑面に石灰を塗り、「墨水廓填本」を参照して石灰で文字を作り、大量拓出するに

至ったのである。

　以上の類型論が提示されたのは、さして古いことではない。徐建新氏（「好太王碑発見史と早期拓本制

作史の新史料」2013年）によれば、墨水廓填本類型の「李超瓊本」は1882年に制作されたが、「広開土王

碑」研究は実質上、その翌年に日本に将来された同類型の「酒匂景信本」で始められた。早々と定説化さ

れた「倭」主体の解釈を手始めに、墨水廓填本はしばらく唯一の碑文史料として重視され、その後の研究

に大きな影響を及ぼした。

　石灰拓本は現在まで最も長期にわたり、最も多く制作され、最も広く流布した墨本である。しかし、そ

れが石灰を塗布して作ったものと判明したのは1913年、関野貞（「満州輯安県及び平壌附近に於ける高句

麗時代の遺蹟」1914年）、今西龍（「広開土境好太王陵碑に就て」1915年）の諸氏の指摘であり、それを受け、

その実態を徹底して追求したのは水谷悌二郎氏（「好太王碑考」1959年）であった。

　水谷氏は各種の墨本史料を収集し、王碑の研究史上始めて史料批判を実行したが、最大の功績は原石拓

本「水谷蔵原石整拓本」を摘出し、それを取得して研究し、初めて碑文研究を学術的基盤に乗せたことで

ある（武田「水谷悌二郎の広開土王碑研究」2007年、「水谷悌二郎の「原石拓本」研究」2009年）。水谷氏

の墨本研究は「原石拓本」追究のための所論であり、私の墨本研究もそれを受け継ぐつもりのものである。

　その過程で、水谷氏は各種墨本の類型と制作時期とに関する初歩的試論を提起した。私の類型・編年論

（武田「広開土王碑墨本類型の基礎的研究」2009年）はそれを受けて、D型「模刻本」、E型「双鈎本」、F
型「模写本」の諸類型を含めて墨本研究を展開した。とくに多数にのぼる多種多様な石灰拓本に関して「着

墨パターン法」を提唱し、不着墨の６ポイントを目安にしてC0型、C1型、C2型、C3型、C4型の５類型
に類別し、さらにC0型は二つに、C1型は三つに細分する。図表２「不着墨パターン対照表」、図表３「類
型・編年暫定表」はそれを表示したものである。「暫定」を付したのは現在の史料不足による。

４　「広開土王碑」墨本の着墨状況と用紙法

　その第四は、着墨状況と用紙法である。「石灰拓本」の着墨状況と用紙法は、それが属する類型概念と
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図表３　「石灰拓本」類型・編年暫定表

図表２　「石灰拓本」類型・不着墨パターン対照表

― 125 ―

09第九回成果報告会CS5.indd   125 14/03/11   11:00



は別の範疇のものである。ところが、私見によれば、「石灰拓本」の着墨状況と用紙法は、大雑把にいって、

それが属する類型の時系列に連動するように思われる。そのことは注目すべきである。

　まず第一に、着墨状況については、C0型はやや淡い墨で着墨し、文字はやや朦朧としているが、C1 －
１型は行間の縦線を含めて、全面濃墨で塗り潰し、黒地に白い文字だけがくっきり浮かび上がる。典型的

な石灰拓本の完成品である。C1 －２型になると、わずかながらも、点画やその周囲にごく小さな白点や、
白い縦線の一部が現れる。拓本をとるたびに、塗布した石灰粒が剥落したためである。剥落の進行に対応

し、石灰の修復作業も始まるが、事態の趨勢は変わらない。C1 －３型では小白点がさらに増え、文字は
読みにくくなるが、ここまでは判読できそうである。しかし、C2型になると小白点が字格いっぱいに群
発し、文字はほとんど読めなくなる。C3型に至っては、字格全体が一段と白くなり、元の字形を留めな
くなるほどである。1945年以後に拓出されたC4型は、それ以前に比べて、紙墨の質や制作技法が向上し、
原石拓本と見間違うばかりである。ただし、塗布した石灰が剥落し切っていないので、やはり石灰拓本と

みなされる。

　以上のよな着墨状況の変化変遷は、多くの石灰文字に見てとれる。代表的な石灰文字は第Ⅰ面第３行の

「履」字（石灰拓本は「黄」字に作る）であり、拓本ごとの類型、編年に対応する変遷過程はかなり明ら

かな形で追跡することができる。

　つぎに第二に、用紙法については、長正統（「九州大学所蔵好太王碑拓本の外的研究」1981年）、横山

昭一（「高句麗広開土王碑と目黒区所蔵拓本」1990年）ら諸氏の先駆的な調査研究を参照し、多数の協力

者に後押しされて、私なりに「原石拓本」「墨水廓填本」を含めて現在調査中である。個別的な調査事例

はまだまだ不足しているが、「石灰拓本」の場合、その重点的な調査項目は次のとおりである。

　一つには、継ぎ貼り用紙の大きさと各面の段数構成である。もちろん、多少の例外はつきものであるが、

いまのところ各拓本の類型に対応して正方形のもの、長方形のもの、また大きさが一定しているもの、一

定していないもの、一定しているが、時期を前後して変化するものなどが認められる。その用紙の大きさ

に従って、各面の段数は５段から９段、さらに11段で構成されるものがある。

　二つには、各面第１段の貼り初めの位置である。その位置はほとんど第１段から始まるが、問題は同段

の左端から始めるか、右端からかである。その位置どりは各面の形状と密接に関係していて、拓本全体の

継ぎ貼り状況に大きく影響する。

　三つには、各面各段の継ぎ貼り順序とその方向である。用紙の継ぎ貼り順序は貼り初めの順序に従って、

同じ方向に整斉と貼り進むものがあるが、最下段で突然逆方向に進むもの、最下段に至る前に逆に進むも

の、またもとに戻るもの、左右ジグザグに貼り合わせるもの、方向が定まらずに錯雑するもの等がある。

拓本類型の時系列の推移に従って、おおむね変化部分が多くなり、錯雑化するようである。

　類型・編年を論ずる場合は「着墨パターン法」が主、着墨状況と用紙法等の属性は従である。主と従と

をバランスよく考察し、それらを総合的に判断することが望まれる。

三、「集安高句麗碑」の段落構成

１　「集安高句麗碑」釈読試案

　「集安高句麗碑」釈読試案は調査報告研究書『集安高句麗碑』、学術雑誌「東北史地」「韓国古代史研究」

等の釈読者入魂の釈文や、拓本写真等を参照して作成した（図表４）。尹龍九氏（「集安高句麗碑の拓本

と判読」2013年）によれば、2012年８月１日から2013年１月12日までに、拓本15本が拓出されたという。

― 126 ―

09第九回成果報告会CS5.indd   126 14/03/11   11:00



第九回　総合研究機構研究成果報告会

私の拠ったのは写真の拓本資料だけなので、当面、釈読「試案」に止まらざるをえない。

　「集安高句麗碑」のように読みにくいか、読めない文字を含む場合には、まず比較的確実な拓字を選ん

で釈文する。つぎに、それを前提として、朦朧かつ不確実な拓字でも、許容される範囲で推釈する。試案

に未釈、推釈、下注を付したのはそのためである。

　また、当碑の碑陰に刻字が見いだされるが、それについては、孫仁杰氏が模写した23字が知られるだけ

である。「集安高句麗碑」の研究にとって、碑陰の釈読はきわめて重要である。碑陰を含めて、釈文のよ

り一層の精度の向上が期待される。

　「集安高句麗碑」の基本的は性格は、「広開土王碑」に匹敵するほどではないが、ともに高句麗国制史の

第一等史料であることに認められる。この二碑は立碑の主体、立地場所が共通し、とりわけ碑文に密接な

関係が認められる。従って、「広開土王碑」は、判読しにくい「集安高句麗碑」を釈文するに不可欠の先

例になるものと期待され、しかもその効果はすでに知られたとおりである。

２　「集安高句麗碑」の段落構成

　「集安高句麗碑」は釈読しにくく、文意の通じがたい碑文である。そこで「広開土王碑」の段落構成に

倣って、当碑（碑表）の段落構成を考察する。ただし、「広開土王碑」とは異なり、当碑の場合は段落構

成を碑文自体の表記法に即して区分するのは無理である。

　そこで、第一に、特定のキーワードに着目する。それらは確かに「烟戸」「富足」「轉賣」「守墓」と釈

文できる碑文、即ち「広開土王碑」第３段の「守墓人烟戸論」と関連し、相互に共通し、当碑の第３～４

行に集中する文言である。さらに、もう一つ、同じ文言が第８～９行に集中する。それら一群の文言は、

当碑の前段と後段とに別々に、各々纏まって集中しているが、そのことは格別重要であると思われる。

　第二に、前段の冒頭から第３行辺りまで、また後段の第５行後半から第６行辺りまでの碑文に着目する。

図表４　「集安高句麗碑」釈読試案
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立碑者から見て、それら一群の文言は各々高句麗諸王を称揚顕彰する碑文であり、その意味で互いに共通

する。前段の一連の文言は「始祖鄒牟王」より以下、「胤を継ぎ相承け」た歴代諸王を称揚顕彰し、後段

は当代の王者を称揚して、「先聖の功勲を追述すること、弥々高く愈々烈し、古人の慷慨を繼ぎ」云々と

顕彰したのである。

　私見によれば、「集安高句麗碑」は前段（A）と後段（B）との二つの段落で構成される。ただし、（A）
から（B）への転換がどの部分（X）で始まったかは特定できないが、最大限に見つもって、第５行冒頭
から第６行第６字までに含まれよう。

　前段（A）　◇◇◇◇□必授天道自承元王、始祖鄒牟王之創基也◇◇◇子河伯之孫神□
　　□□假蔭開國辟土繼胤相承◇◇◇□□□烟戸以□河流四時祭祀然□世悠長烟□□□□

　　烟戸□□□□富足□轉賣□□守墓者以銘

　前後段転換部分（X）　□□□□□□□□□太王□□□□王神□□輿東西□□□□□□
　後段（B）　追述先聖功勲弥高愈烈繼古人之慷慨□□□□□□□□自戊子定律教内發令
　　其修復各於□□□□立碑銘其烟戸頭廿人名以示後世自今以後守墓之民不得□□更相轉

　　賣雖富足之者亦不得買賣□有違令者後世繼嗣之王看其碑文与其罪過

　第三に、これも前後二段に共通の「銘」字に着目する。後段の「立碑銘其烟戸」と全く同じ文言は「広

開土王碑」にも読まれるが、それは守墓人烟戸制の崩壊状況に直面し、制度の改革に取り組み、＜立碑銘

戸（碑を立て、戸を銘す）＞制が実施されたことを示す。他方、前段の「銘」字は碑文「□守墓者以銘□」

に見られるが、それも＜立碑銘戸＞制について記述したと見てよかろう。即ち、後段の＜立碑銘戸＞制は

当代王が実施したのに対して、前段の歴代諸王はそれ以前に、すでに＜立碑銘戸＞制を実行していたこと

になる。

四、「集安高句麗碑」の立碑問題

１　「集安高句麗碑」の立碑者

　＜立碑銘戸＞制に関する次の問題は、当代王とは誰かである。それについては、「広開土王碑」第３段

の碑文、「上祖先王より以来、墓の上（ほとり）に石碑を安んぜず、守墓人烟戸を差錯せしむるに致れり、

唯だ国岡上広開土王境好太王のみ、尽く祖先王の為めに、墓の上に碑を立て、其の烟戸を銘し、差錯せし

めざりき」の示唆するところが多い。

　高句麗では、「上祖先王より以来」、おそらく山上王が丸都・国内城（集安）に遷都した209年以後、歴

代諸王は守墓人烟戸制を運用してきたが、広開土王代に至って、守墓人烟戸制は崩壊の危機に直面した。

広開土王は制度改革を断行し、祖先王墓の上に「碑を立て、戸を銘する」制度、＜立碑銘戸＞制を創設し

たのである。

　注目されるのは、制度改革は「唯だ国岡上広開土王境好太王」が断行し、広開土王が初めて＜立碑銘戸＞

制を実施したことである。このことは重要である。広開土王は「集安高句麗碑」前段の歴代諸王の一人、

その最後の一人に該当する。「広開土王碑」が大書し、称揚したことからみて、守墓人烟戸制の紊乱状況

はひとまず抑えられたようである。

　「守墓人烟戸制」は次のような諸段階を経過した。第１段階は「広開土王碑」の立碑以前、歴代諸王が「碑
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を立てず、戸を銘さなかった」時期。守墓人烟戸役が強力的に徴発され、制度の崩壊が漸進した。第２段

階は「広開土王碑」の主人公、広開土王が「碑を立て、戸を銘した」時期。制度改革を断行し、＜立碑銘

戸＞制が成立し、制度的基盤が確立した。第３段階は「集安高句麗碑」の当代王が「碑を立て、戸を銘した」

時期。＜立碑銘戸＞制を継続し、より強化した。碑末の「後世繼嗣の王は、其の碑文を看、其の罪過を与

えよ」は、「広開土王碑」の同旨の文言に比べてより詳細に規定された。以上の三段階に照らして、当代

王とは広開土王を継いだ長寿王（在位413 ～ 491年）と想定される。

２　「集安高句麗碑」の立碑時期

　「集安高句麗碑」に立碑年次は見当らず、ただ干支が読まれるだけである。これまで「丁卯」「癸卯」「戊

申」などの干支が話題にされたが、私見によれば、確かな干支は第７行の「戊□」だけであり、確実なの

はその「戊」字に限られる。

　「戊」字に続く未釈の１字について、それを「子」字と読む釈文が多く（孫仁杰「集安高句麗碑文識読」

2013年、その他）、拓本資料に照らして見ると、その可能性は高いと思われる。ほかに「午」字と読むの

があり（尹龍九「集安高句麗碑の拓本と判読」前掲、その他）、これも無視できないと思う。「戊□」はい

ま仮に、「戊子」を第一とし、その次が「戊午」と推釈しておこう。

　ただし、「戊子」と「戊午」は、いずれにしても長寿王即位の後の年次である。もし「戊子」ならば長

寿王36年（448年）、文咨明王17年（508年）等 （々以下略）のなかの一つであり、「戊午」ならば長寿王６

年（418年）、同王66年（478年）等 （々以下略）に含まれて、そのうちどれかに特定することは難しい。

この難題に直面して、「集安高句麗碑」と密接な関係をもつ「広開土王碑」第３段を想起してみたい。可

能性がより高いのは、広開土王の栄光の記憶がまだ鮮明に残っていた時期であり、長寿王代のより早い年

次がより相応しいと考える。「戊子」ならば長寿王36年、「戊午」ならば長寿王６年に比定される。

　さて、「戊子」と「戊午」の干支年次は、「集安高句麗碑」によれば、「律を定め」た年である。長寿王

は定めた「律」に基づいて「内に教し、令を発し」、その後に「碑を立て、其の烟戸を銘し」たのであった。

長寿王が立碑した時期は、「律を定め」た後になる。

　立碑の時期は、「戊午」年の場合は418年か、それより少々後であり、しかもさほど隔たらない時期であ

ろう。そうだとすれば、長寿王15年（427年）の高句麗第三の王都、平壌への遷都との関連が視野に入っ

てくる。長寿王は広開土王の南進政策を継承し、平壌遷都を断行するが、その遷都事業を念頭に置いて「集

安高句麗碑」を建立したのであろう。高句麗第二の古都、国内城の＜故国岡上＞に残す祖先王墓を各 「々修

復」し、＜立碑銘戸＞制を実行し、改めて守墓人烟戸制の紊乱に対する「罪過」を強調したのである。

　他方、「戊子」年の場合は448年か、それより少々降った時期である。平壌遷都より後になるが、やはり

遷都との関連を重視したい。長寿王が国内城の＜故国岡上＞に残した祖先王墓のための守墓人烟戸制は、

あるいは遷都後にしだいに紊乱し、その制度的基盤が弛緩し始めたことは容易に考えられる。とすれば、

それだけに「集安高句麗碑」を建立し、再び制度的基盤を構築すべき必要性に迫られていたと思われる。
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