
第九回　総合研究機構研究成果報告会

〔 総 合 討 論 〕

＊司会：それでは総合討論を始めさせていただきます。本日は武田幸男先生の記念講演に始まりまして、

孫仁傑先生、耿鉄華先生、余昊奎先生の研究発表をそれぞれしていただきまして、鈴木先生、川尻先生

にコメントを頂戴いたしました。総合討論は、これらの記念講演に始まりコメントに至るまでの本日の

議論をすべて掬い上げるということはちょっと難しいので、論点を絞って今回のシンポジウムにご出席

してくださった先生方にご意見をいただきたいと思っております。

　　つきましては司会の方を橋本繁さんにお願いしたいと考えております。橋本繁さんは、皆さんのお手

元の冊子に紹介がありますように、早稲田大学で学位を取られて、現在、新羅や高句麗の出土の資料に

ついての研究従事されておりまて、今日、武田先生の拓本論の中で詳細なご研究の一部がお話しされま

したけど、そういった調査にも同行されて、さまざまな研究成果をもっていらっしゃいます。では橋本

さんにお願いしたいと思います。

＊司会（橋本）：司会を担当する橋本です。私は主に新羅の金石文や木簡を扱って研究しています。最近、

広開土王碑についても、武田先生とともに拓本の調査をさせていただいています。

 　今日のご講演からご報告、非常に多岐にわたりますので、いくつか問題を絞って討論を進めていきた
いと思っております。

　　まず、先ほど鈴木先生と川尻先生にコメントをいただいたことについて、ご報告をいただいた先生方

に応答をいただきたいと思います。特に鈴木先生のおっしゃっていた、高句麗の王統譜がまとめられて

いくということと、今回発見された集安高句麗碑のような守墓人制度といったものが関係があるという

ことについて、耿先生にお尋ねしたいと思います。鈴木先生、その前に何か補足などございますか。

＊鈴木：いえ、ありません。時間がないですから。

＊司会：ありがとうございます。それでは、耿先生お願いします。

＊耿：【中国語】这个集安高句丽碑开头处，确实提到了高句丽始祖王邹牟王，中间也提到了“国冈上太王”。

 ＜通訳＞　確かに集安高句麗碑の冒頭ではたしかに初代の王様の鄒牟王と、その後、国岡上太王に触れ
ています。

＊耿：【中国語】好太王碑是目前提到高句丽王最多的碑文。

 ＜通訳＞　好太王碑には現在、王の名前が最も多く見られる石碑です。
＊耿：【中国語】好太王碑提到了三个王是邹牟王、儒留王、大朱留王。

 ＜通訳＞　その中で触れている３人の王は、鄒牟王と、儒留王、そして大朱留王です。
＊耿：【中国語】一直到十七代王好太王，好太王碑上讲的这个人。

 ＜通訳＞　それとあと十七代目の好太王が出てきます。
＊耿：【中国語】这和“三国史记”的记载比较吻合。

 ＜通訳＞　これは『三国史記』の記述と符合しています。
＊耿：【中国語】集安高句丽碑就差了一些。

 ＜通訳＞　今回見つかった集安高句麗碑はちょっと内容が少くないです。
＊耿：【中国語】不如好太王碑的文字那样全面，那样完整。

 ＜通訳＞　ということは、今回の集安の新発見の石碑は好太王碑ほど完璧なものではないし、整ったも
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のではないからです。

＊耿：【中国語】好太王碑里面讲到“好太王存时教言”，说好太王生前有一个很重要的问题，他需要在死之

前解决。

 ＜通訳＞　この好太王碑には、好太王が生前に敕を下したという一節がありまして、これは好太王が非
常に重視していた、生前に何かやらなければいけないことがあったことを示しています。

＊耿：【中国語】就是说，从上古先王一直到好太王之前18个王，没有一个王墓上立碑。

 ＜通訳＞　これは何かといいますと、好太王までの十八代の歴代の王の中で、墓の上に石碑を建てた人
がいなかったということです。

＊耿：【中国語】这是什么样的后果呢，守墓人烟户差错。

 ＜通訳＞　これによってどのような結果を招いたかというと、墓守りたちが規則を違反するような事態
になってきたわけです。

＊耿：【中国語】所以，好太王，唯广开土地的好太王尽为祖先王立碑。一个“唯”字、一个“尽”字，也

就是说只有好太王，为先王全都立了碑。

 ＜通訳＞　そして、好太王がすべての、悉くの先代の王のために、その墓の上に石碑を建てたという記
述があります。つまりそれ以前はそういう石碑を建てず、好太王だけが、そのすべての墓に石碑を建て

たということです。

＊耿：【中国語】而且目的非常明确，就是下面碑文的文字“铭其烟户，不令差错”。

 ＜通訳＞　しかもその目的は非常にあきらかです。碑文の後半に烟戸の名前をはっきり示して、規則違
反を起こらないようにしました。

＊耿：【中国語】为什么不会在上面刻诸王的世系呢，因为当时公元５世纪初，就是好太王统治时期，高句

丽臣民对高句丽前王的情况是比较清楚的。哪个王接着哪个王，他们都很清楚。

 ＜通訳＞　それでは、なぜその碑文に歴代の王統をすべて記載しなかったのかという問題ですが、それ
は恐らく５世紀初めの好太王の統治時期には、高句麗の臣民、国民たちにとって、その歴代の王統は比

較的に自明のことだったからではないかと考えています。

＊耿：【中国語】当时存在的问题就是守墓人烟户被买卖的事情很严重，所以致使守墓制度破坏，有些人不

去按时祭祀，所以必须解决这个问题。

 ＜通訳＞　そして当時非常に早急に解決しなければならない問題は、その墓守りの烟戸が売買され、
時々墓守りがいなくなってしまったり、祭祀を行わなくなったりするというようなことが起きていたわ

けです。

＊耿：【中国語】所以，集安高句丽碑主要就是好太王为先王立的墓碑之一，目的就是“铭其烟户，不令差

错”。

 ＜通訳＞　そのため、今回出土した石碑は好太王が過去の歴代の王のために建てた石碑の一つであっ
て、その目的は、墓守りの規則違反を取り締まるためです。

＊耿：【中国語】使高句丽的王陵能够“安如山固如岳”，永远享受百姓的祭祀。

 ＜通訳＞　そして、高句麗の歴代の王の陵墓が整然として修理されて祭祀が続くようにするためと考え
られます。

＊耿：【中国語】我认为，通过与文献记载相比，碑文的内容更应该重视。

 ＜通訳＞　これは文献の記述などと照合して、やっぱり碑文の内容が重視されるべきなのではないかと
考えます。
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 ありがとうございました。
＊司会：ありがとうございます。鈴木先生、何か追加でございますか。

＊鈴木：もちろん今のご意見は、貴重ですけれども、私は単純でして、墓守りを決めることは前提として、

何王の墓というふうに決めなければならない。そのためには始祖以来の王たちの名前、名前だけでなく

て系図というか、王系を決めていかなければいけないという、そういうことが結びついて、連動してい

るのではないかということです。それと、遷都であるとか、そういう大変化を結びつけたいということ

です。

＊司会：ありがとうございます。石碑の年代観等にも関わってくることですので、また後ほど改めてご意

見を伺いたいと思います。

 　もう一つの川尻先生のコメントについて、余先生にお尋ねしたいのですが、先ほど川尻先生が何点か
コメントくださった中で、碑文に出てくる律とか令というものの具体的な中身がどういうものかという

ことについて話をされて、「発令」というのは律令のことではなくて、命令程度の意味であろうと言わ

れました。それから、「定律」の律というのは、いわゆる唐代、あるいは日本でいうような律令、編纂

法ではなくて、一つ一つ出される命令のようなものであろうとされました。

　　特に集安碑に「定律してより」となっていますので、この「より」とあるのは複数の律が存在するこ

との何よりの証拠ではないかと指摘されました。『三国史記』に出てきます小獣林王が律令を定めたと

いうことについても、この律令というのは編纂法ではなくて、慣行法を集めたものと考えるべきだと

おっしゃっていたかと思います。この点について応答をいただきたいのですが、その前に川尻先生何か

補足等ございましたらお願いします。

＊川尻：特にないです。

＊司会：では、余先生、よろしくお願いします。

＊余：【韓国語】좋은 코멘트 감사합니다 .
 ＜通訳＞　いいコメントをありがとうございました。
＊余：【韓国語】이 지안 고구려비는 수묘제 뿐만 아니라 고구려 율령제와 관련해서도 굉장히 중요한 내

용을 담고 있다고 생각합니다 .
 ＜通訳＞　この集安高句麗は守墓制のみならず、高句麗律令と関係しても重要な内容を含んでいると思
います。

＊余：【韓国語】바로 그것이 ７행에 나오는 “자무정률교내발령갱수복”이라는 구절입니다 .
 ＜通訳＞　それは第７行の「自戊子定律教内発令更修復」という部分です。
＊余：【韓国語】이 구절에 보면은 “율” 자와 “령” 자가 분리되어서 나오고 있습니다 .
 ＜通訳＞　この内容から見ると、律と令の違いが区分して記されております。
＊余：【韓国語】이점은 굉장히 중요한 사실이라고 생각합니다 .
 ＜通訳＞　この点は非常に重要な事実だと思います。
＊余：【韓国語】제가 율령 제도사에 대해서는 잘은 모르지마는요

 ＜通訳＞　私は律令について詳しくは知らないんですけれども、
＊余：【韓国語】일반적으로 서진의 “태시（泰始）율령”이 제정되면서 율령에서 율은령 형법, 령은 각

종 행정 시행과 관련된 법령으로 구분되기 시작한다라고 알려져 있습니다 .
 ＜通訳＞　普通は西晋の泰始律令から、律は刑法、令は各種の行政に関する法令と区分され始めたとさ
れています。
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＊余：【韓国語】그리고 율령 반포가 되면서 완성된 형태의 율령집이 있고 그것을 적용하는 것으로 그렇
게 알려져 있습니다 .

 ＜通訳＞　そして、律令が頒布されて完成した形の律令集があって、それを適用するものとされていま
す。

＊余：【韓国語】조금 전에 지적하신 것처럼 고구려의 경우에도 소수리왕 대에 율령을 반포한 것으로 
“삼국사기”에 나옵니다 .

 ＜通訳＞　先ほど指摘されたように高句麗の場合も小獣林王が律令を定めたという記述が『三国史記』
にあります。

＊余：【韓国語】그래서 지금까지는 일반적으로 서진의 “태시（泰始）율령”을 바탕으로 해서 소수리왕 
대에 율령을 반포했을 것이다라고 보는 게 일반적인 견해였습니다 .

 ＜通訳＞　そのため、今までの見解では、西晋の泰始律令に基づいて、小獣林王が律令を頒布したとい
われております。

＊余：【韓国語】그런데 이 지안 고구려비에 나오는 구절만 놓고 봤을 때에는 율과 령을 형법과 행정법
으로 구분해서 보기는 대단히 어렵습니다 .

 ＜通訳＞　しかし、この集安高句麗碑から見る限り、律は刑法、そして令は行政法と分けて考えること
は難しいと思います。

＊余：【韓国語】그런 점에서 고구려 율령의 나아가서는 한국 고대 국가들의 율령의 모습이 어떤 형태였
는지를 근본적으로 재검토하게 하는 구절이라고 생각합니다 .

 ＜通訳＞　そうした点から高句麗の律令、さらには韓国の古代国家の律令の実態がどのようであったの
か、根本的に再検討することを迫る内容だと思います。

＊余：【韓国語】최근 한국의 한국 고대사 연구자들 중에 몇몇 분들은 ６세기에 건립된 금석문들을 통해 
가지고 신라의 율령이 왕의 교령을 모아가지고 율령으로 완성되어 가는 것으로 그렇게 이해하는 견해
들이 제출되고 있습니다 .

 ＜通訳＞　最近韓国では、６世紀の石碑を通じて、新羅の律令が王の教令を集めて律令としたという見
解が出されています。

＊余：【韓国語】그러한 연구 성과들을 참조한다면 고구려의 경우에도 소수리왕 대에 율령 반포했다는 
것은 중국적인 어떤 법령을 반포하기 시작했다라는 것을 의미하고요 .

 ＜通訳＞　そうした研究成果を参照すると、高句麗の場合も小獣林王代に律令頒分したということは中
国的な法令を頒分し始めたということを意味しています。

＊余：【韓国語】구체적인 율령이 그때 모두 완성된 게 아니라, 그 이후에 개별 사안들로 하나하나 완성
돼 나가는 과정을 거쳤을 것으로 그렇게 생각됩니다 .

 ＜通訳＞　そして、具体的な律令がその時に全て完成したのではなく、その後にも個別的な例も一つず
つ完成させていく過程にあったと思います。

＊余：【韓国語】바로 이 지안 고구려비의 ７행의 “정률”이라는 표현은 소수리왕 대에는 수묘제와 관련
된 율령은 아직 정비되지 않았다가 그 이후에 비로소 법률 사항을 정한 것으로 그렇게 해석을 할 수 
있습니다 .

 ＜通訳＞　まさに集安高句麗碑第７行の律を定めるということは、小獣林王の時には、守墓制について
の詳しい律令が定められていなかったんですけれども、それがこの碑文の時点ではじめてそれを定める

ことができたと言えます。
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＊余：【韓国語】이런 점에서 고구려의 율령도 서진의 “태시（泰始）율령”과 더불어서 진, 한대의 황
제의 조칙들을 모아서 그러한 것들을 법령화하는 과정을 통해서 율령이 정비되어 나가는 그런 과정과 
비교 검토를 해서 앞으로 고구려의 율령의 세대와 성격을 보다 심도 있게 검토할 필요가 있다라고 생
각합니다 .

 ＜通訳＞　こうした点で、高句麗の律令も西晋の泰始律令とともに秦漢代の皇帝の詔勅を集めて法令化
する過程を通じて律令が整備されていく過程と比較検討して、今後、高句麗の律令の制度と性格をより

細かく検討する必要があると思います。

＊余：【韓国語】그리고 이 지안 고구려비와 같은 형태의 수묘비가 얼마나 많이 건립되었느냐의 문제인
데요 .

 ＜通訳＞　次は集安高句麗碑のような石碑が、その他にどれだけ建てられたかについての問題なんです
けれども、

＊余：【韓国語】아까 발표할 때도 말씀드린 것처럼 지안 비의 ７행에서 ８행에 걸쳐있는 “각어（各於）, 
입비명기연호두입인명（立碑銘其煙戶頭卄人名）” 이 구절은 지안 비와 같은 수묘비를 한 개만 건립한 
게 아니라, “각”이라고 했기 때문에 지안 분지에 있는 모든 왕릉에 각각 건립한 것으로 해석할 수 있
습니다 .

 ＜通訳＞　さきほどの発表でも申し上げたように、集安碑の７行から８行にかけての「各於立碑銘其煙
戸頭廿人名」という部分は、集安碑のような守墓碑を一つだけ建立したのではなく、「各」とあるように、

集安盆地にあるすべての王陵にそれぞれ建立したものと解釈できます。

＊余：【韓国語】바로 이 표현은 광개토왕릉비에 있는 “모든 조선왕을 위해서 묘에 비석을 세우고 그 연
호를 새겼다”라는 구절하고 상응합니다 .

 ＜通訳＞　まさにこの表現は、広開土王陵碑にある「すべての祖先王のために墓に碑石を立てて、その
烟戸を刻んだ」とあることに対応します。

＊余：【韓国語】이렇게 본다면은 지안 비와 같은 비석이 당시 지안 분지에 있던 왕릉의 수만큼 건립되
었을 가능성이 가장 높다라고 생각할 수 있습니다 .

 ＜通訳＞　このように考えると、集安碑のような碑石が、当時の集安盆地にあった王陵の数だけ立てら
れた可能性がもっとも高いと考えられます。

＊余：【韓国語】다만 현재 한국이나 일본, 중국 학계 사이에는 졸본에서 국내성으로 천도한 시점에 대
해서 논란이 진행 중인 그런 상황입니다 .

 ＜通訳＞　ただ、現在、韓国や日本、中国の学界では卒本から国内城に遷都した時点について議論がな
されている状況です。

＊余：【韓国語】따라서 앞으로 만약에 지안 고구려비와 같은 비석이 더 발견된다면은 국내로의 천도 시
기와 관련된 논란을 해결하는 데도 아주 중요한 시사를 줄 것으로 그렇게 생각합니다 .

 ＜通訳＞　したがって、もし、集安高句麗碑のような碑石がさらに発見されれば、国内城への遷都時期
に関する議論を解決するとても重要な示唆を与えるものと考えています。

＊余：【韓国語】겅테화 선생님이나 쑨런제 선생님께서 중국으로 귀국하신 다음에 하루빨리 지안 비와 
같은 비석을 또 발견해 주시기를 그렇게 기대합니다 .

 ＜通訳＞　耿先生と孫先生が中国に帰国されてから、一日も早く集安碑のような碑石を発見してくださ
ることを期待しています。

＊余：【韓国語】이것으로 답변을 마치도록 합니다 .
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 ＜通訳＞　これでコメントを終わります。
＊司会：余先生、ありがとうございます。律令に関して、今お答えいただいたことは、非常に朝鮮史、韓

国史研究で重要なことです。特に私は新羅史を専攻しているので、新羅史の立場でいうと、６世紀に新

羅で律令が定められたという記録があります。それは韓国の学界では一般的に、編纂法だというのが通

説ですが、余先生のお話ですと、最近はそうではなくて慣行法を集めたものだという説が出ているとい

うことでした。

 　今回のこの集安高句麗碑においても、「定律」をやはりそういうふうに考える方がよいという方向で
とらえられているんだと思います。したがって、高句麗の律令、法制の研究だけでなくて、新羅や百

済、さらには日本にも影響があると思うんですけれども、そういう東アジアの律令史研究においてもこ

の「戊申定律より」という部分は非常に重要だということになります。

　　それでは次に、コメント以外のことについていくつか検討を加えていきたいと思います。まず、碑文

の裏面について孫仁傑先生に伺いたいのですが、ご持参いただいた裏面の拓本は非常に貴重な資料で

す。

　　この裏面についていくつか伺いたいのですが、先ほど報告の中で武田先生の資料に載っている釈文は

作業途中のものであって、これ以降また変えているとおっしゃっていたかと思います。もし、それをご

紹介いただくことが可能であれば、ご教示いただきたいということが一点。

　　それから、もう一つ、裏面はかなり摩滅していて文字があまり読めないということですが、先ほどの

お話では裏面が上を向いていたから摩滅したとおっしゃっていたと思います。しかし、例えば人為的に

削ったとか、そういう痕跡のようなものがあるのか、ないのか。風化で削られたものなのか、人為的な

ものと考える余地はないのかという二点についてお教えいただければと思います。

＊孫：【中国語】谢谢给我提这个问题。关于背面的拓本在这个书里面公布了一个，这个应该是，这个背面

拓本应该是第二个。

 ＜通訳＞　ご質問ありがとうございます。実は裏面の拓本は一つ出版されているものがあります。今日
展示しているものはその二つ目です。

＊孫：【中国語】在书上背面拓本比较清晰一些，这个拓的墨有些淡。

 ＜通訳＞　出版されているものの方がこれよりはっきりしているもので、これはちょっと墨が薄いもの
です。

＊孫：【中国語】武田老师引用的我的那个背面释文，那个是一个研究的中间成果，不是最终的研究结果。 
＜通訳＞　武田先生が引用してくださっている私たちの釈文は中間的な段階のものでして、最終的な結

論ではありません。

＊孫：【中国語】最终的结果还在研究，还在研究。

 ＜通訳＞　最終結論というのはまだ公開していません。実は今のところまだ研究中です。
＊孫：【中国語】这是一个问题，还有就是它的背面，因为这个碑的背面朝上， 直接接触沙砾和水，磨损比

较大。

 ＜通訳＞　もう一つの裏面の損傷についてですが、まずはこの裏面が、表を向いていたわけで、川の流
れとか土砂による損傷が大きかったと思われます。

＊孫：【中国語】但是从碑的现状看，包括拓本和照片看，也有一些人为破坏的痕迹。

 ＜通訳＞　しかし、碑の現状や拓本の写真などから総合的に考えますと、確かに人為的な破壊も見られ
るかと思います。
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＊孫：【中国語】有些像是用钝器有力的将有些字凿掉的迹象。当然我们还没有做最后的鉴定，也不敢说得

很死。

 ＜通訳＞　鈍器のようなもので字を消しているような破壊が見られるように思われるのですが、今のと
ころ明確な結論は出されていません。

＊孫：【中国語】我们也有过推测，如果要是有意的凿损的话，我们推测很有可能上面应该有烟户头的人名。

 ＜通訳＞　我々の推測では、もし仮にこれが故意に、人為的に破壊されて、裏面が削られていたという
ことになると、恐らく裏面には煙戸頭の名前が彫られていた可能性が高いと考えています。

＊孫：【中国語】我们只有今后借助更高科技手段来进行鉴定吧。

 ＜通訳＞　これ以上はさらに調査研究が進まないと何とも言えないと思います。
＊司会：ありがとうございます。裏面の釈文については現在まだ作業中ということですので、今後の論文

等でご報告されるのを期待したいと思います。

　　それから裏面に人為的な破壊の跡があるかどうかということについては、鈍器のようなもので叩いた

かもしれないということでした。それから、人名が書かれていたのではないかということで、表面の内

容とも関わって重要なお答えをいただき、ありがとうございます。

　　それでは、次に立碑の年代について入っていきたいと思います。耿先生のご報告の中でありましたよ

うに、広開土王碑が立てたものであるという見解と、長寿王が立てたものであるという見解の二つに分

けることができます。

　　武田先生が結論部分だけお話をされておられましたが、年代規定がかなり遅いです。可能性としては、

遷都以後の440何年というかなり遅い年代も指摘されていて、これまでにない見解だと思います。です

ので、その点についての補足を少しお願いいたします。長寿王代に推定することの根拠といいますか、

どういった考えから長寿王代と見ているかについてお話をいただければと思います。

＊武田：先ほどお見苦しいところをお目にかけたと思いますが、時間をオーバーいたしましてお話しでき

なかったところをごくごく簡単にもう一回言ったらどうなるかという具合に受け止めました。

　　それはちょっと私の考え方は前からずっと全部続いておりますので、その部分だけ取り出しても

ちょっと不十分なのでありますが、もう一回要点を繰り返すと次のとおりです。

　　集安高句麗碑は大きく分けまして、前段と後段の二段に分かれます。ところが前段と後段とは、互い

に共通する三つの文字、用語、考え方を、同じ順序で繰り返します。はじめは高句麗王の歴代諸王の顕

彰です。つぎは「烟戸」「富足」「転賣」等で表わされる守墓烟戸制です。最後が「銘」字です。しかし、

これは同じことを単純に二度記したのではなくて、前段は高句麗の歴代王の事跡を述べたものでありま

す。後半の方は、その事跡を述べるその当時の王の事跡を述べたものだと思います。後段の、先ほど問

題になった律だとか何だとか、これはその当代のことだと私は思っております。最後の「銘」字はただ

一文字だけですから、少々説明を加えます。前段の「銘」というのは第４行目の一番最後であります。

その前に守墓者うんぬんとか転売とか烟戸とか、つまり守墓烟戸のことがあって、それを「銘」すると

ありますから、これは必ず碑を建てて、戸を「銘」したもの、その「銘」の字に間違いないと私は思っ

ております。後段の方は、８行のところにありますけれども、これは「立碑銘戸」の銘、広開土王碑に

そのまんま出てくる表現です。要するに、前段の「銘」をしたのは誰か、「立碑銘戸」したのは誰かと

いうことになりますと、これは広開土王碑にきちんと書いてありますように、広開土王であります。で

すから、広開土王は前段に属する人物です。後段の「立碑銘戸」したのは、したがって広開土王ではな

い王ということになりますと、それは何十年も政権を握る子供の長寿王、文字どおり98歳まで長寿を全
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うした長寿王でございます。繰り返しますと、前段の「銘」は「立碑銘戸」の「銘」でありまして、広

開土王であります。後段の「銘」は、長寿王が立碑「銘戸」をしたのだということになります。

＊司会：ありがとうございます。碑文の中に出てくる「銘」、つまり、守墓人烟戸の名前を書いたという

ことが２回出ており、最初の方は広開土王が建てたことを言っていて、後半の方はその後になるので長

寿王であるということですね。耿先生や余昊奎先生がこの碑を広開土王が建てたものだとされているの

は、まさにその広開土王碑の中に出てくる、各王陵に碑文を建てたというものがこれだとされているわ

けですが、武田先生の場合はこの碑文というのは広開土王が建てた碑文とまた別に建てている長寿王の

碑だということになります。

　　そうしますと、追加で武田先生にご質問したいのですが、そうしますと、各王陵に広開土王の建てた

碑と、集安高句麗碑のような長寿王の立てた碑、内容の似た碑が２つずつあるということになるんで

しょうか。

＊武田：司会者のご指摘によりますと、似たようなものが同じ王陵に１つずつ別々に２つ建つということ

はちょっとおかしいではないかという考えがあると思います。まさしくそうでありまして、同じ物が２

つある必要はまったくないわけです。しかし、いろいろその可能性を考えることはできます。まず一つ

の可能性は、前にあったのを撤去すればいいわけです。私の理解によりますと、両碑文の内容はまった

く同じではありませんで、私は広開土王碑に見えるような、広開土王が行った守墓人烟戸の改革よりも、

長寿王が後で立てた、集安高句麗碑に書かれている守墓人烟戸の制度はより強化されたものだと思いま

す。広開土王と長寿王の守墓人烟戸に対するいろいろな違いは、細かく言えばたくさんありますけれど

も、一つ挙げれば、広開土王碑の場合は、守墓人烟戸で「人」という字を必ず入れます。ところが集安

高句麗碑は「人」という字は一字もありません。それだけでも両碑の違いがわかると考えますが、一言

で言って広開土王の時代に決めたやり方を長寿王は強化した、一段と強化したという具合に評価してい

ます。

　　それからもう一つの可能性は、前から気になっておりましたのは、前段の王墓の祭祀の仕方ですね。

四時祭祀というのは、１年に４回、つまり春夏秋冬に１回ずつという意味だと思いますが、問題は、そ

の祭祀が川の流れによって規定されている。川の流れを不可欠の前提としているという点が私には前か

ら気になっていたところです。立てられた碑は、実は川の岸から出てまいりました。ただ、原位置はそ

の近くにあったかどうか、これはわかりません。早い話が、集安高句麗碑を発見した人が発見してすぐ

自分の家に持ってきたように、碑石は移動可能である。元はどこにあったかわかりませんが、ただ川と、

清流と関連していることは十分うなずけます。そもそも、高句麗の始祖、一番最初の王と伝えられる伝

説的な鄒牟王は、お母さんが川の神、碑文によると、河伯の子供ということになっております。したがっ

て、川は高句麗王の本源地でありまして、そこで祭祀の準備をするということは非常に関連性が深いと

思います。例えば日本の神を祭る祭り方は、いろいろありますが、川と関係が深いことはいろいろな神

社の例、伊勢の神宮でも、いろんな神社でも宮司がまず身を清める場合にはきれいな川に入って祭祀を

する、それは昔は農家、村一つ一つでそういうことをやってきたことは皆さんもよくご存知のとおりだ

ろうと思います。集安高句麗碑の場合にも、その清流というのがちゃんと出ていて、それが王墓の祭祀

と関係あることを明示しておりますので、その側に建っていたこの集安高句麗碑は、日本流に言えば沐

浴する、身を清める所に立てていたものではなかろうかというふうに考えますと、実は墓一つ一つに碑

を一つ一つ建てる必要はないわけでありまして、神聖な身を清める場所をいくつか特定すればそれでい

いというように、特定の重要な地点に立てたということが考えることができると思います。
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　　集安高句麗碑の場合には麻綿江でありますけれども、これは割合小さな川でありまして、高句麗第２

番目の都の集安の都、私は丸都・国内城時代と言っておりますが、その時代には通溝河という川が、麻

綿江より大きな川があります。支流はいろいろあります。そういうところで身を清める、沐浴する聖な

る場所がいくつかあったかと思います。そういうところに立てれば王墓一つ一つに立てる必要もなかっ

たのではないかと思います。

　　それから先ほど一つ新しく立てたら、もう古いのは撤去してもいいんじゃないかと申しましたが、撤

去して捨てるんじゃなくて、小さな石でも大きな石でも用途はたくさんあるわけです。さらに、新しい

碑を立てる場合には古い碑を再利用しても構わないわけです。以上のようないろいろなケースが考えら

れますけれども、どれが本当に近いのか、私自身もまったく確信も何もありません。ただ、同じような

ものが２つあってはまずいのではないかという質問に対するいくつか想像して申し上げました。

＊司会：ありがとうございます。長寿王が２度目に碑を建てたとすると、２つ碑があるのではないかとい

う素朴な疑問についてお答えをいただきました。碑文の内容には当然出てきませんので、いろいろ想定

せざるをえないわけですが、碑文に出てくる川の流れと祭祀との関係でいうと、各王陵に碑を一つずつ

建てたのではなくて、特定の場、身を清めるような場に限って建てたのではないかという考えを示され

ました。こうした見解は、これまで想定されていなかったかと思われます。ご講演でお時間がなくなっ

てしまったので、補足ということでお話をいただきました。

　　ご報告の３人の先生に年代のことで再度今の武田先生のお話を受けてコメントをいただいて時間が終

わってしまうかと思います。立碑の年代について再度ご応答をいただきたいということと、あと、でき

ればもう一点、今回発見されたような集安高句麗碑が、実は各王陵に置かれていたのではなくて、特定

の場所に置かれていた可能性についてどう考えるかについて再度コメントをいただければと思います。

　では、孫先生から、ご報告の順番でお願いします。

＊孫：【中国語】听了武田先生讲的关于碑的情况，我是那样，我还是大部分同意武田先生的意见。因为我

和耿先生稍微有点差别。

 ＜通訳＞　私は耿先生と考え方が少々違いますので、武田先生の考えには大いに賛成します。
＊孫：【中国語】我也同意将碑文分作两段。

 ＜通訳＞　私もその碑文を二段階に分けることに賛成です。
＊孫：【中国語】其中前段顶上提到了“各家烟户四时祭祀，以此河流四时祭祀”这样的碑文。

 ＜通訳＞　特に煙戸が川で四時の祭祀を行うという部分が前段落に記されています。
＊孫：【中国語】实际这句话，我感觉，与这个碑的性质有关。

 ＜通訳＞　この部分の記述は碑の性質と非常に関わりがあると思います。
＊孫：【中国語】如果要是为一个王立的碑，那么应该是一个点。

 ＜通訳＞　もし一人の王のために建てられた碑だったら、
＊孫：【中国語】一个点。

 ＜通訳＞　特定の地名、もしくは一つの地点が記されているはずです。
＊孫：【中国語】那么，现在说的是“以此河流四时祭祀”，是一条线。

 ＜通訳＞　しかし、ここに書かれているのは、河流とありますので、この川をもってというふうに書か
れています。ということは、これは一つの点ではなくて線を表わしています。

＊孫：【中国語】那么，这条线如果要是看作是一个王的王碑，好像还不妥。

 ＜通訳＞　この線であるとすれば、これが一つの王のための碑だと考えることは難しいかと思います。
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＊孫：【中国語】因为时间关系，我就说到这。

 ＜通訳＞　お時間がないので、取りあえずこれだけで終わりたいと思います。
＊耿：【中国語】现在讨论这个碑的年代很重要的一个问题，我就想先解决一个问题，就是这个碑究竟是什

么性质。假如它是墓碑的话，我们可以定。假如它不是墓碑，我们怎么个说法。

 ＜通訳＞　まずこの碑の性質について話す前に重要な点がありまして、まずこれを墓碑だとすると、そ
の立碑目的を確定できますが、墓碑ではないとするとこの碑の性質というのは何なのかが、まず問題に

なると思います。

＊耿：【中国語】是刚才武田先生讲到的好太王碑，好太王碑明年就是建立1600年整，我们正在准备和各国

学者，在集安搞一次重大的纪念活动。那么，好太王碑究竟什么性质呢，好太王碑就是“铭其烟户”，给

好太王立的墓碑，距离好太王的墓350m。

 ＜通訳＞：さっき武田先生が触れた好太王碑ですが、来年はこの碑の立碑1600周年です。われわれは韓

国の学者と集安で記念活動を行おうと考えています。この好太王碑の性質というのは何かといいます

と、これはこの煙戸に守らせるためにそれを記した碑だということです。そしてこれは好太王の墓その

ものからどのぐらい離れているかといいますと350メートルほど離れています。

＊耿：【中国語】因为碑上的規定，特别碑上关于烟户的数量，烟户从哪来的，烟户的守墓制度，都是给这

些守墓烟户的，所以应立在守墓烟户居住区。

 ＜通訳＞　そして好太王碑というのは煙戸の数、煙戸の出身、煙戸の墓守り制度などが煙戸に向けて作
られている石碑です。したがって、碑が建っていたのは煙戸が住んでいた居住地だったと考えられます。

＊耿：【中国語】集安高句丽碑立在千秋墓的456m外。

 ＜通訳＞　そしてこの集安高句麗碑は千秋墓という墓から400メートルほど離れたところで発見されて
います。

＊耿：【中国語】这块地正是守墓烟户居住区。

 ＜通訳＞　この一帯はちょうど墓守りの煙戸の居住区だったと考えられます。
＊耿：【中国語】我们过去在高句丽研究上，有时候也是用现代的一些规律，或者想法去推测。好多事情高

句丽人不是这样的。比如，像将军坟后面的碑文，原来我们量了碑与碑，坟和碑之间的距离，结果完全不

一样。

 ＜通訳＞　高句麗研究において、現代人の見方や物差しで推測したものがよく見られますが、古代の高
句麗人は必ずしもそうではありません。たとえば、将軍塚の後の石碑間の距離を測った時、石碑間の距

離、石碑と墓との距離にも大きな間違いがあったと分かりました。

＊耿：【中国語】而且从目前看来，高句丽立碑并不是到处都立碑，她立的文字碑很少。

 ＜通訳＞　そして、目下の状況から考えて、高句麗立碑の場合、たくさん碑を建てているわけではなく、
建っている文字碑はかなり少ないと考えられます。

＊耿：【中国語】而且好太王碑里的明确记载，这个我觉得我们应该是相信的。

 ＜通訳＞　さらに好太王碑の中に碑を建てたと明記されているということはかなり重要視すべきだと思
います。

＊耿：【中国語】还有一个问题就是，刚才我们谈到了碑的内容，而且川尻先生提得非常好，就是定律，律

令的问题。

 ＜通訳＞　さらに、先ほど碑の内容についてのお話でしたが、川尻先生が触れていた律と令の関係につ
いての問題も非常に重要だと思います。
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＊耿：【中国語】律、令和包括法制一些条文肯定是不一样的。但是文献记载和碑文记载都很少。

 ＜通訳＞　単なる律と令というのが律令と違うことは当然そうだと思います。しかし、文献の記載と碑
文の記録が少ないです。

＊耿：【中国語】公元372年小兽林王二年，高句丽小兽林王二年。

 ＜通訳＞　紀元前372年、高句麗の小獣林王の２年。
＊耿：【中国語】这是文献记载的，开始颁布律令。

 ＜通訳＞　文献に記載された律令が頒布された年です。
＊耿：【中国語】那么，这次发现的集安高句丽碑呢，是戊卯年或者是戊子、戊午、戊申都可以，这是一个

律令，这是定律。

 ＜通訳＞　一方、今回発見された石碑は、戊□年という読みによってかなり変わってきますが、しかし、
その戊□年に律が定められたと書いてあります。

＊耿：【中国語】如果说这个碑立的很晚，也就是说以前墓碑上不应该有什么法令。如果集安高句丽碑很晚

才立的话，那么以前不应该有关于守墓烟户的法令制度。

 ＜通訳＞　つまり、この集安高句麗碑というのはかなり遅くに建てられたとすると、それ以前には墓守
りの煙戸に関する規定はなかったと考えられます。

＊耿：【中国語】好太王碑上两次提到了关于法令、关于守墓烟户的。

 ＜通訳＞　好太王碑の碑文には墓守りの煙戸に関する規定というのが２回登場しています。
＊耿：【中国語】一条就是好太王生前安排守墓的烟户不知法则。碑上刻的就是，战争捕获的韩穢守墓烟户

不知道的法则，也就是说，这是有法则的。

 ＜通訳＞　一つ目は好太王碑の中の記述に、好太王の生前に戦争で捕虜にした韓人と穢人を墓守りにす
るが、彼らが規則を知らない。逆にいいますと、その時既に法律があったということです。

＊耿：【中国語】好太王在高句丽的历史上，绝不是一般的王。

 ＜通訳＞　この好太王という王は高句麗の歴史において決して普通の王ではありません。
＊耿：【中国語】他不仅仅武功盖世，而且他文治也很强。

 ＜通訳＞　軍事的な功績だけでなくて、文治の方の功績も、非常に大きいです。
＊耿：【中国語】他统治期间，高句丽是打了多次仗，都是取得很大的胜利，而且开拓了疆土。

 ＜通訳＞　好太王の統治期間中、高句麗は戦争での勝利も多かったですし、しかも国土を広げました。
＊耿：【中国語】他在管理国家方面也有很多建树。

 ＜通訳＞　国家管理運営の面でも大きな業績があります。
＊耿：【中国語】所以他能在他自己，给自己生前，就是说我死了以后给我立碑，要明确烟户。

 ＜通訳＞　そのため、自分の生前にそういった煙戸の規則を決めたのではないかと思います。
＊耿：【中国語】所以他安排了自己守墓的烟户，而且还为先王墓上立碑。其实为先王墓上立碑立一块就可

以了，他立完了以后，他的儿子绝不会再，再给其他人再立碑了。那就是已经浪费，她已经重复了。

 ＜通訳＞　ですので、そういった広開土王の時期にもう既に先王のために碑を建てるといった事業を
やっていますので、子供の代になってまたもう一度それをするというのはあまり考えられないと思いま

す。

＊耿：【中国語】另一点，这个碑１米37高，她正好比好太王碑小很多，那么，好太王碑以后有一块碑忠州

高句丽碑，她俩之间要立碑的话，不仅要选择方柱形，而且要选择一个适当的高度。

 ＜通訳＞　二つ目は、今回の集安高句麗碑は１ｍ37㎝の高さで、その大きさがかなり好太王碑に比べて
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小さいというのがあります。そして、先ほども述べましたが形状が圭の形、板のような形をしています

が、好太王碑以降だと出てくるものはすべて四角い柱型、方柱形になっておりますので、広開土王より

後だとすると、形状がそういった四角い柱のような、好太王碑と同じような形状になっているのではな

いかと考えられます。

＊耿：【中国語】最后一点，长寿王迁都到平壤，平壤距离集安很遥远。

 ＜通訳＞　最後、長寿王は平壌遷都をしましたが、この平壌という所は集安からかなり遠いです。
＊耿：【中国語】为了立这么一块碑，他还能带着臣民们回去立这么一块小碑吗？

 ＜通訳＞　そのため、かなり離れた場所にある集安にわざわざそんなに小さい碑を建立するというのは
考えにくいのではないかと思います。

＊耿：【中国語】如果要是告诫百姓，她不应该立在麻线河，而应该立在鸭绿江边和通沟河边，更方便。

 ＜通訳＞　もし建てるとしたら鴨緑江か通溝河に建てた方が便利だったのではないかと考えます。以上
です。

＊余：武田先生のおっしゃった内容のうち、河流が単純に場所だけを意味するのではなく、王陵祭祀と関

連する様々な状況と関連するものだろうという指摘に、私もまったく同じ意見です。

　　しかし、碑石の建立時期については、さきほどの発表でも申し上げたように、広開土王代と考えてい

ます。この点について、一点だけお話いたします。

　　韓国の学界では、昨年（2012年）末においても、広開土王碑にみられる「歴代の王のために守墓碑を

建てた」という内容について否定的な意見がかなり多くありました。しかし、さきほど申し上げたよう

に、広開土王碑の内容と同じ文章が、まさに新たに発見された集安高句麗から確認されています。その

ため、今、我々の眼前に遺物がないからといって、碑石に刻まれている内容自体を否定することは、あ

まりに性急な判断ではないかと考えています。

　　まさにこうした点から、広開土王碑の末尾に出てくる内容、また、集安高句麗碑に出てくる内容のよ

うに、広開土王が歴代の先王のために守墓碑を立てた可能性がもっとも高いでしょう。そうした可能性

を開いておいて、今後、集安地域での考古学的な発掘成果を待たなければならないのではないかと考え

ています。
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