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研究成果の概要（和文）：  本研究は、戦国から秦漢にかけての漢字の実態と変遷の過程を、当時の竹簡や木簡に書写
された筆記文字の分析を通して明らかにしたものである。
  戦国期の楚墓から出土した竹簡の書物のうち、楚系文字とは異質の要素をもつ３種の資料を取り上げ、それらの文字
の性質について検討を加えた。その結果、時代・地域・用途の３つの要因が、各資料の特異性に深く関与していること
が明らかとなった。本研究によって、戦国期における筆記文字の実態に対する理解が深まり、秦の文字統一を経て漢代
に展開していく漢字の変遷過程をより明瞭に把握することが可能となった。

研究成果の概要（英文）： This research clarifies the actual conditions and transition process of Chinese 
characters, from the Warring States period to the Qin and Han periods, through analysis of written 
characters on bamboo and wooden slips from those time periods.
 Among the writings on bamboo slips excavated from tombs from the Warring States period, this study 
focused on three materials which have different characteristics from Chu-based characters. Through 
research conducted on their nature, three key elements were found to have a deep connection to the 
specificities of each material: the era, the region and the usage. This research deepens the 
understanding of written characters in the Warring States period. Further, the study provides a clearer 
grasp of the transition process of Chinese characters, developing through the character unification of 
the Qin period to the Han period.

研究分野： 人文学・言語学・中国語学

キーワード： 漢字　古文字　戦国文字　簡牘　竹簡
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１．研究開始当初の背景 

中国においては近年、簡牘（竹簡・木牘）
に書写された戦国から秦漢にかけての筆記資
料が数多く出土し、古代中国研究に新たな進
展がもたらされている。こうした状況を踏ま
え、報告者はこれまで、簡牘資料を中心とす
る漢字史研究に従事し、楚墓出土の楚簡と秦
墓出土の秦簡との文字の比較分析を中心に、
戦国文字における地域差の実態について研究
を継続してきた。研究開始当初までに得られ
た研究成果のうち、本研究と直接的に関連す
るものは以下の２点である。 

（１）書籍類に見える文字書写の実態……上
海博物館蔵戦国楚竹書の中に存在する同一
内容をもつ２種のテキスト群の存在に注目
し、両者の間に見える字形および書風の異同
について詳細な分析を加えた。その結果、こ
れらのテキスト群は、いずれも一方が他方を
書写した直系の系譜関係をもつことを明ら
かにし、これらは楚国の教学の場における課
本または習本であった可能性を指摘した。 

（２）楚簡と秦簡との地域差……漢字の偏旁
のうち「水」偏の形体変化に注目し、楚簡お
よび秦簡の用例について分析を加えた。その
結果、「水」偏を３本の短い横画であらわす
サンズイは、戦国中期以前の秦において独自
に成立した俗体であった可能性を指摘した。
さらに楚簡に見える多様な「水」偏の形体と
秦簡に見える初期サンズイの形体との分析
を通して、サンズイの成立過程を解明した。 

これらは、それぞれ「戦国簡牘文字の多様
性」、「秦の文字統一前後における形体変化」
という本研究の展開に結びつくものである。 

一方、資料面においても、上海博物館蔵戦
国楚竹書や銀雀山漢墓竹簡などの続冊が刊行
されると同時に、清華大学蔵戦国竹簡、岳麓
書院蔵秦簡、北京大学蔵西漢竹簡などの新資
料の整理・公表が進み、さらなる研究の展開
が期待される。 

 

２．研究の目的 

古代漢字の形体的研究は、従来、比較的保
存のよい金文や石刻文が中心的な位置を占
めてきた。しかし、金文や石刻文の多くは、
祭器や記念碑に用いられた特別な用途の文
字であり、とくに形体の変化はまず手写体に
萌芽し、その多様な実態も手写体に最も顕著
に現れることから、古代漢字の実態と変遷の
過程を究明するためには、手写体である簡牘
文字への着目が不可欠となる。 

本研究は古文字学の観点から、近年資料数
が増加して本格的な研究が可能となった簡
牘資料を用いて、戦国秦漢における漢字の手
写体の実態と変遷の過程を実証的に明らか
にするものであり、戦国簡牘文字の地域差に
関する研究を多様性という観点から深化さ
せると同時に、戦国から秦漢にかけての古代
漢字の変遷の過程を通時的に解明すること
を目的とする。 

 

３．研究の方法 

（１）戦国簡牘文字の多様性……戦国簡牘文
字に認められる多様性の背景については、出
土地にかかわる地域差の問題に加えて、楚王
故事や文書類のような楚の現地性文献であ
るか、他国の歴史故事や経書のような楚地以
外で成立し、楚に流伝したと見なされる他地
性文献であるかといったテキストの性格の
問題、さらに書写者の学習経験や用字意識な
ど個人差の問題といった複雑な要因を考慮
する必要がある。 

 この点についてとくに注目されるのは、楚
墓出土の他地性文献の一部に、楚系文字とは
異質の非楚系文字の混在が認められること
である。しかも同じ書籍類に属しながら、郭
店楚簡（以下、郭店簡と略記）・上海博物館
蔵戦国楚竹書（以下、上博簡と略記）が思想
書を中心とするのに対して、清華大学蔵戦国
竹簡（以下、清華簡と略記）は歴史書を中心
とし、両者は種別を異にする。さらに国別の
面でも、郭店簡・上博簡には斉系文字との関
連が見られたのに対して、清華簡には晋系文
字との関連が指摘されている。本研究ではこ
うした状況を踏まえ、他地性文献に見える文
字の特異性に着目し、その要因について分析
を加える。 

（２）秦の文字統一前後における形体変化…
…簡牘を中心とする筆記資料を詳細に分析
すると、戦国から秦漢にかけての漢字の史的
展開の実態はかなり複雑であったことが知
られる。上述したサンズイの分析は、こうし
た複雑な形体変化の過程を実証的に究明す
るための試みの一つであり、本研究において
も引き続き他の偏旁および特徴的な形体変
化を示す文字について、上述したテキストの
性格や秦人か楚人かといった書写者の問題
を考慮しつつ分析を進めていく。 

なお、秦の文字統一において重要な役割を
果たしたとされる秦隷の成立過程について
は、不明な点が多いが、かなり急速に隷変が
進行したと推測される秦簡文字に比べて、楚
簡文字には全体的に古態性が保持されてお
り、秦隷の成立過程を解明する上でも、楚簡
文字との比較分析は一定の有効性をもつと
考えられる。また、漢代簡牘については秦文
字の継承という観点から、西漢期の資料を中
心に取り上げる。 

 

４．研究成果 
本研究の主要な成果として、戦国簡牘文字

における多様性の要因（時代・用途・地域）
の解明が挙げられる。以下、時代の面から浙
江大学蔵戦国楚簡『左伝』（以下、浙大簡『左
伝』と略記）、用途の面から清華簡『保訓』、
地域の面から清華簡『良臣』・『祝辞』を取り
上げ、研究成果の概要を記す。 
（１）浙大簡『左伝』の真偽問題……浙大簡
『左伝』は『浙江大学蔵戦国楚簡』（浙江大
学出版社、2011年）により全容が公表された。
その後、邢文氏が浙大簡『左伝』について偽



物説を提起し、『浙江大学蔵戦国楚簡』の編
著者である曹錦炎氏との間で論争が展開さ
れた。そこで本研究では両氏の論点を整理し、
新たに古代字体の観点から以下の２点を指
摘した。 

第１点は、浙大簡『左伝』の「侯」字・「志」
字の用例など個別の文字にかかわる疑点で
ある。「侯」字の用例 19 例（字跡不鮮明の簡
121を除外）のうち、附簡 1 以外の 18例は楚
文字と基本的に合致するが、附簡 1のような
左側を「亻」に書く形体は漢代以降でなけれ
ば見いだされず、前 340 年頃という浙大簡の
推定年代とは、どんなに早く見積もっても百
数十年以上の開きがある。また「志」字につ
いても５例の用例のうち簡 113のみが別体で
あり、それ以外の４例は、楚文字と基本的に
合致するが、簡 113のような上部を「士」に
書く形体は漢代以降でなければ見いだされ
ず、同様の時代的齟齬が指摘される。 

第２点は字体の体系にかかわる疑点であ
る。古代の漢字において「埒」と「剩」とが
同系に属し、それらを構成要素にもつ系列字
の体系が存在することは、白川静氏の一連の
研究によって明らかにされたところである。
「埒」を祭祀祝禱の器とする白川氏の解釈に
ついてはなお異説もあるが、少なくとも「埒」
と「剩」とが同系に属し、「埒」と「 ０ 」お
よび「剩」と「仏」との間に、形体上の明瞭
な区別とそれらを構成要素にもつ系列字の
体系が存在する点については、異論のないと
ころである。 

このように戦国期以前において明瞭に書
き分けられていた
「剩」と「仏」およ
び「埒」と「 ０ 」は
後に混淆し、やがて
両者の書き分けは基
本的に消滅する（右
図参照）。ここで注目
すべきは近年の出土
簡牘を中心とする大
量の筆記資料の発見
により、両者の混淆
の過程を具体的に把
握することが可能と
なったことである。
その時代的な変化の
過程を簡潔に述べれ
ば以下のごとくである。 

戦国中期から後期にかけての書写と推定
される楚簡では両者は明瞭に区別されてお
り、混淆は認められない。戦国末から統一秦
にかけての書写と推定される秦簡において
も両者は区別されているが、一部に不明瞭な
例が見いだされる。漢代の資料では西漢前期
の馬王堆漢墓帛書や銀雀山漢墓竹簡などに
おいても両者は基本的に区別されているが、
西漢末から東漢初期の書写と推定される武
威漢簡『儀礼』では両者はほぼ同形となって
いる。こうした状況を踏まえれば、「埒」と

「 ０ 」および「剩」と「仏」との混淆は秦代
に萌芽し、西漢後期から東漢前期にかけて両
者の区別は徐々に消滅していったと考えら
れる。 

これを書体史の観点からとらえれば、両者
の混淆は漢隷の成立と軌を一にし、戦国期の
古文においては書法上からも明瞭であった
両者の書き分けが、秦隷にもとづく隷変によ
って同じ書き方に変化したため、漢隷におい
ては形体上の区別も消滅するに至ったとみ
ることができる。そして、こうした変遷の過
程を踏まえれば、両者の書き分けとそれにも
とづく系列字の体系の存否をもって、戦国期
の文字資料であるか否かの判別基準とする
ことが可能となる。 

そこでこの基準を浙大簡『左伝』に適応す
ると、「埒」の系列字に属する「史」・「事」・
「吏」、「剩」の系列字に属する「會」・「魯」・
「皆」、「仏」の系列字に属する「春」・「旬」
のいずれにも、明瞭な形体上の齟齬が存在す
ることが明らかとなった。 

こうした状況は、「埒」と「 ０ 」および「剩」
と「仏」とを区別しない書写習慣をもつ書き
手が、古代字体の体系性を理解しないまま、
戦国文字を部分的に参照しつつ書写したこ
とを如実に示すものであり、浙大簡『左伝』
が偽簡であることを裏付ける明確な証拠と
見なされる。 

 
（２）清華簡『保訓』と三体石経古文との関
係……清華簡『保訓』は『清華大学蔵戦国竹
簡（壹）』（中西書局、2010年）に収録された
逸書であり、重病を患った周の文王が太子の
発（後の武王）にあてた遺言を内容とする。 

書法風格の観点から注目されるのは、『保
訓』と魏の三体石経の古文との間に緊密な共
通性が認められる点である。馮勝君氏は三体
石経古文が斉魯地域の文字写本に来源する
との前提から、書法風格と文字形体との両面
にわたって分析を加え、『保訓』を「斉魯地
域の書法風格の特徴をそなえた楚文字の写
本」と位置付けている。 

ただし今のところ斉魯地域出土の戦国簡
牘は知られておらず、三体石経古文の書法風
格が斉魯地域のそれをどの程度反映したも
のであるかは不明とせざるを得ない。そこで
あらためて『保訓』を簡牘という被写材料の
枠組みでとらえ直してみると、他の大部分の
戦国簡牘文字とは異なり、謹直性や画一性・
装飾性といった諸点で、青銅器銘文の正体と
の間に様式上の類似点が少なからず認めら
れる。こうした状況から『保訓』の特異性を
理解するためには、用途差への着目が必要で
あると考えられる。 

この点について具体的に「之」字を例に取
り上げる。まず金文と簡牘との両者の資料が
備わる楚文字についてみると、鋳造された金
文には正体、簡牘文には俗体が用いられてお
り、両者の間には明瞭な字体の使い分けが認
められる。ただし留意すべきは、金文におい



ても草卒に鏨刻されたものには多く俗体が
用いられており、字体は必ずしも被写材料に
よって既定されるわけではなく、むしろ資料
の性質や内容と深くかかわっていることで
ある。この点は『保訓』の字体の特異性を理
解する上において重要な示唆を与える。 

資料上の制約から十分に把握しがたい部
分も残るが、楚文字に認められるこのような
対応関係は、地域差を超えて基本的にどの地
域にも共通するものであったと見なされる。
例えば馮氏の見解との関連から斉金文につ
いてみると、楚金文と同様、鋳造銘には正体
が用いられるのに対し、鏨刻されたものには
多くの場合、俗体が用いられており、両者に
は共通の対応関係が認められる（下図参照）。 

こうした状況を踏まえれば未発見の斉魯
地域の簡牘についても、その書法風格は明ら
かにし得ないとしても、少なくとも形体面で
は楚簡と同様に俗体が用いられた可能性が
高い。そしてこのような用途差にもとづく対
応関係を念頭に置いた上で、あらためて三体
石経古文および『保訓』の「之」字をみると、
俗体とは明らかに相違し、字体類型の大枠と
してはむしろ正体との間に多くの共通性を
もつことが明らかとなる（下図参照）。 

ここで留意されるのは、これまで指摘して
きた『保訓』の字体と青銅器銘文の正体との
共通性は、あくまでも他の簡牘文字との比較
を前提とした特色であって、必ずしも両者の
同一性を意味するわけではない、という点で
ある。事実『保訓』の字体と青銅器銘文の正
体とを比較すると、両者の間には組織構造お
よび書法風格の両面にわたって相違点が見
いだされ、『保訓』には通常の簡牘に用いら
れる俗体と共通する例も少なくない。ただし
同時に『保訓』と三体石経古文との間には、
とくに書法風格の面で偶然とは見なしがた
い独自の共通性が認められ、『保訓』の字体
は決して孤立した存在ではなく、その背後に
は何らかの共通基盤が存在していたと推測
される。これらを総合的に勘案すれば、『保
訓』の字体は青銅器銘文の正体とは明らかに
一線を画し、簡牘の手写という場において特
別な用途に用いられた一種の雅体であった
と見なすことができる。そして『保訓』との
間に独自の共通性を示す三体石経古文もま
た、そうした雅体の系譜に位置付けられる。 

『保訓』に特別な雅体が用られた理由につ
いては、内容との関連が考慮される。歴史的
信憑性の問題は暫く置くとしても、少なくと
も戦国期において『保訓』は周の文王が後の
武王である太子の発にあてた遺言と認識さ
れ、文字通りの「宝訓」であった。こうした
状況を踏まえれば、『保訓』に通行の俗体で
はなく特別な雅体が用いられたのはむしろ
当然であり、その権威づけという点からも雅
体の使用は不可欠であったと考えられる。 

 
（３）清華簡『良臣』・『祝辞』の文字・書法
と書写者との関係……清華簡『良臣』・『祝辞』
は、『清華大学蔵戦国竹簡（参）』（中西書局、
2012年）に収録された逸書である。 

1993年出土の郭店簡によって、楚墓出土の
戦国竹書に楚国通行の楚系文字とは異質の
非楚系文字が含まれることが明らかとなり、
テキストの成立・流伝にかかわる国別問題が
注目されるにいたった。その後、新たに上博
簡も加えて研究が進められ、他地域で成立し
楚に流伝した他地性の戦国竹書には、非楚系
文字を具有する例が、少なからず認められる
ことが明らかにされたのである。 

ここで確認しておきたいのは、これまで知
られてきた郭店簡・上博簡は、すべて楚系の
用字習慣をもつ楚人が書写したものと見な
されている点である。したがって、そこに認
められる非楚系要素は、基本的に書き手の側
ではなく、書写者が依拠したテキスト（底本）
からの影響とみることができる。 

同じ状況は、郭店簡・上博簡のみならず清
華簡にも見いだされる。例えば『筮法』には、
「夕」・「返」・「祖」などの諸字に晋系文字の
特徴がみられることが指摘されているが、同
時に「左」字を「口」に従う形体に作る点や
「 （見）」と「 （視）」との使い分けなど、
多くの点で楚の用字習慣との合致が認めら
れる。また書法風格の面においても、一貫し
て楚簡に特徴的な円転様式をそなえ、このテ
キストが楚人の書写にかかり、その中にみえ
る晋系文字の特色は底本の影響をうけたも
のであることが知られる。 
  こうした状況において注目されるのは、清
華簡『良臣』に文字・書法の両面で晋系文字
との緊密な関連が認められる点である。仮に
『良臣』に楚系文字とのかかわりが認められ
ないとすれば、『良臣』は楚の用字習慣をも
つ楚人ではなく、晋の用字習慣をもつ非楚人
の手になる可能性が生じる。そして同じ可能
性は『良臣』と同写・同冊とされる『祝辞』
にも想定されよう。この仮説に従えば、『良
臣』・『祝辞』に認められる非楚系要素は、基
本的にテキストではなく書き手の側に由来
することになる。 

このように一口に非楚系文字具有テキス
トと言っても、書写者がどのような用字習慣
をもつかによって、そのテキストの言語的性
格は大きく異なってくる。『良臣』・『祝辞』
は、楚人の書写者を前提として論じられてき



た従来の国別問題に再考をうながす貴重な
資料と見なされる。 

本研究ではこのような問題意識にもとづ
き、『良臣』・『祝辞』について文字形体・用
字習慣・書法の三方面から分析を加え、両篇
の書写者は、晋系の用字習慣をもつ非楚人で
あり、両篇は文字・書法の両面においてきわ
めて純度の高い晋系テキストと見なされる
ことを明らかにした。この見解に従えば、『良
臣』・『祝辞』はこれまで出土例のなかった晋
系の戦国竹書として位置付けられ、今後、両
篇を新たな資料に加えることにより、晋系の
文字・書法に関する研究の進展が期待される。 
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