
高枡鞍的笈原及有美同題

田立坤

月鞍是的具的重要組成部分，具有保証騎乗者安稔、舒近的功能。高枡鞍是身鞍笈展演変

近程中的一↑重要杯芍，右除具有本身的功能外，対促逍局具整体功能的完釜起到了非常特殊

的作用。位核予以重視。

一 高栢鞍的戸生

西汲昭帝始元六年（公元前81)二月，在丞相田千秋、御史大夫桑弘羊与各地推挙的腎良、

文学“阿民伺所疾苦”的抽鉄会汲上，慨良日：“古者，庶人賎騎縄控，革鞣皮若而已。及其后，

革鞍耗成，鉄纏不怖。”悦的是古吋只有庶人蒻身，而且既没有鞍，也没有勒，控制月只用彊縄，

人1fJ穿着皮制的靴子，月背上仮置一↑皮埜，称作粋，后来オ有了用皮革倣的鞍和用鉄倣的街

纏，但是都不加修怖[!]。“鞍”在先秦文献中是倣力地名出班的，而不是耳具[2]。“鞍"1故力肖

具最早出班十《史氾》中。汲元年(206)対邦人汲中，随后即出兵返回芙中，定三秦，二年又京

出楚，在彰城力項羽所敗，逃至下邑，“汲王下耳鋸鞍而同"[3]。文リ邦下碍所据之“鞍"当是身

鞍元疑。考古笈班中的映酉秦始皇陵兵翡価坑出土的陶翡、咸旧栃家湾汲募出土的西汲初陶身

背上都是仮有一戻薄埜（圏ー：1)'匝該是“鞘”，而不是鞍。由此看来，月鞍的出班減如《史記》

所悦，可能就在楚汲相争之転。

汲代的身鞍盗料在銅器（圏ー：2)、圃像石上都有反映[4]。最典型的是甘粛武威雷台糸汲墓

出土的銅身背上的身鞍，呈岡端隆起、中同謡前凹陥状，述没有鞍枡，形象具休、真文（困二：

4)[5]。

据《初学記》称：“魏百官各有紫茸題失高栢鞍ー具。”因此高枡鞍的出班当不晩子曹魏吋期，

糸汲后期的所渭“楼衝鞍”或“金楼鞍"就是一釉高栢鞍。‘‘楼衛鞍”見《初学記》引《三輔決呆》

日：“平陵公神音富閣京師，梁翼知奇位怖，以一楼術鞍遣奇，凡従五千万"[6]。《后汲廿》称平

陵公刊＼奇作扶凩士神奇：“扶凩人士弥奇居富而性吝，翼因以身乗遣之，凡闘伐五千万，奇以

三千万与之，翼大怒，乃告郡具，以奇月力其守威婢，云盗白珠十舟斗、紫金千斤以叛，遂牧考

奇兄弟，死子猿中，悉没賓財に七千余万"[7]。上引阿廿所記当是同一件事，“肖乗"即“楼衝

鞍”。南朝除・徐陵《聰均躯》i寺也有：“白翡号花狗，離鞍名楼術"之句。“金楼鞍”見「《古
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圏一

1. 咸距栃家湾汲墓出土陶耳背上的“鞘" 2. 河北定具銅牟怖上刻画的身鞍圏

3. 山京腺具京汲画像石上各垂直高枡鞍的巧

涛力焦仲卿妻作》：“郷躙青聰身，流祢金楼鞍"[8]。“金楼鞍”有涙作“金綾鞍”的叫 “楼術”

是側重丁強淵離楼的紋祥，“金楼”則是側重子強測鞍的原地。実豚所悦的都是金属離鞍。一

般身鞍的装怖都是在鞍枡上，如后面要提到的三燕文化旦鞍和迂代耳鞍，都是対鞍栢逃行精離

細刻，怖以金恨。因此，“楼衝鞍”或“金楼鞍”也不例外，宅匝咳是一秤有鞍栢的鞍。高栢

鞍至退在糸汲末就已経戸生了，如山糸膝具花附店出土的糸汲画像石上的身就各有垂直高枡鞍

（圏ー：3)。

二考古笈班中的高栢鞍盗料

目前在全国苑国内笈既的高栢鞍賓料大都是関晋南北朝吋期的。

考古笈班的釜鞍陶身有：河南洛阻晋墓出土的陶号就有各鞍的（圏二：1) [10]。湖南長沙金盆

蛉永守二年(302年） M9出土的一釉陶蒻涌，所雅之耳不仮有鞍，而且在里（左）側迩有一↑三角

形翡橙（圏二：3)[11]。南京象山M7糸晋募出土的陶与上塑有包括鞍栢、双鐙在内的全套身具（圏二：

2)[12]。「西柳州南朝墓[13]、迂守棉州前山三燕文化時室墓（圏二：5) [14]、挟西咸阻十六国墓（囲

二：6) [15]出土的陶身背上也都塑有鞍。上述陶身所釜之鞍都是商栢垂直子鞍座，其中除長沙永

宇二年陶碕鞍力近圃形外，余者都是上寛下窄的棋形，其寛度几与耳背同。有将送秤高栢鞍称

ヵ‘‘蘭栢垂直鞍”的 [16]。

困画有月鞍形象的見子1964年新輻吐魯番市阿斯塔那Ml3出土的紙本“墓主人生活圏”

上。后枡大子前枡，鞍座与鞍栢用不同的顔色表示，表明不是一体的，殷地可能也不同（圏版

11 :4)[l7] 0 
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圏ニ

1. 洛阻晋墓出土的釜鞍陶身 2. 象山 M7出土有鞍的双跨的陶耳

3. 永宇二年墓出土的有鞍的鐙的釉陶巧 4. 武威雷台汲墓出土各鞍銅均

5. 棉州前山時墓出土的各鞍陶身 6. 咸町十六国墓出土的各鞍陶身
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圏三 4 

1. 剛麻洞 IIMlOl出土銅塑金楼孔鞍枡包片 2~4. 十二台多i射―88Ml出土銅蓋金索面鞍栢包

片 5.十二台多時「 88Ml出土的長柄板状桐鐙

考古笈現的身鞍具文物齋料有：迂宇北票北洵M8出土有一套銅堡金耳具，其中有鞍栢包片

l付2件，木芯外包銅片的長柄鐙2件 [18]。朝阻市博物信征集北票西洵墓地出土銅墓金楼孔鞍枡

包片1件，北票剛麻洞墓地出土銅堡金鞍栢包片1件及翼形片 [19]。迂宇省考古所征集北票劇廊洞

墓地出土銅蓋金楼孔鞍栢包片l付2件及翼形片[20]。迂宇省考古所笈掘北票剛暁洞墓地IIMl 01出

土倒幕金楼孔鞍栢包片1付2件（圏三：1、圏版9:1), IIM266出土鉄貼金楼孔鞍栢包片1付2件（圏版

10:3)、木芯包銅条鐙l付2件及翼形片， IIM202出土鉄鞍栢包片l付2件（囲版10: 1 • 2) [2!]。迂宇

省博物信文物臥友掘朝附哀台子壁画墓出土木芯包皮革髭漆的鞍栢1付2件、長柄鐙2件[22]。迂

宇省考古所笈掘朝阻十二台多時「88Ml出土銅堡金身具蘭套，其中銅墓金楼孔鞍栢包片1付2

件、翼形片4件（圏版9:2),銅墓金素面鞍枡包片l付2件、翼形片2件（圏三：2 ~ 4)、長柄板状銅

鐙1件（圏三：5) [23]。朝阻市博物舘征集朝附三合成墓地出土銅墓金鞍栢包片1件、木芯身橙包片

1件[24]。中科院考古所笈掘河南省安阻孝民屯M154出土捐覇金鞍栢包片1付2件、翼形片2件及k

柄板状銅鐙1件 [25]。上述墓葬都属子三燕文化遣存，吋代在公元三世紀末至四世紀中叶。

高句面遣存也有身鞍具実物盗料出上，如集安万宝汀M78(囲四：1 ~ 6)(26]、七星山M96(圏

四：7 ~ 12) r27l、桓仁米合洵将平墓（圏版14:6)[2Sl'等等。高句面身具与三燕文化耳具属同一系

統，笈生吋代不早子公元四世紀中叶。

綜合上面的密料看，送一吋期的鞍具有三↑品著的特点：一是前、后枡都垂宜子鞍座， ニ

是后栢大手前栢，其寛度几与身背同， 三是鞍栢多有或墓金或楼孔的金属包片。
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圏四

1 ~ 6. 集安万宝汀 M78出土的銅墓金巧具 7 ~ 12. 集安七星山 M96出土的銅堡金耳具

三高栢鞍的笈原

1980年河南安胆孝民屯前燕耳具出土后，中科院考古所王振江先生曾根据有限的究料，対

M154的身具逍行了夏原[29]。其中身鞍由両快鞍座板、前后鞍栢拘成。関決鞍座板呈“八"字形

用皮革逹接，鞍枡与鞍座板用袢卯垂直逹接（圏五：1)。此后刈永年著的《中国古代牟輿翡具》在

対安ド廿孝民屯M154和朝〖廿哀台子壁画墓的月具近行笈原吋，完全沿袈了王振江先生的倣法（圏

版11: 5'6) [30l 0 

由『以往笈班的陶身所釜之鞍和金属鞍栢包片之芙都仮具大概而已，峡乏細部刻刻，具体

結拘不洋。所以班在看来，据此夏原的耳鞍述有根多不合理之処，如用皮革欽逹接的関快鞍座

板的“八"字形央角不固定，元法保証与鞍枡結カ一体，前、后鞍栢内縁与“八"字形鞍座板

之同留有空隙，｛又棉鞍栢阿脚上的樺与根薄的鞍座板垂直近接也不能保証牢固。而朝阻十二台

多時「88Ml出土的絞力完整的鞍枡木芯和飼羞金包片、翼形片上都保留了表示結拘的痕迩，カ

笈原送芙高栢鞍提供了重要的依据。

88Ml出土了包括有岡件墓金銅徳、両組怖蓋金捐包片的鞍栢、一件祷制的桐板鐙在内的成
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3
 圏五

套銅瑳金身具。其中一套桐堡金鞍栢包片離楼花凩等紋

祥，包片内木芯保存尚好，述不見子以往同肘期的笈現

中，具有絞高的竹債。下面主要依据88Ml的鞍具盗料，

試対高枡型与鞍逃行夏原。

88Ml出土怖銅蓋金楼孔包片的鞍枡由前、后枡槽状

包辺2件、包片2件、木芯2件，装怖鞍座阿端的捐墓金

楼孔翼形片阿対4件，共廿10件拘成。槽状包辺用丁固

定包片与木芯，増加鞍枡的拉力，控制張力；包片怖「

前、后枡木芯的正面，既美覗年面，又有加固鞍枡的作

用。鞍枡木芯内縁厚2厘米，怖包片的正面平直，里面

八中部向外縁漸蒲，辺縁厚不足1厘米。前枡木芯保存

絞好，正面外緑沿辺釘有小銅釘12枚，内縁沿辺布列宜

径0.6厘米的大透孔101'-,其中洪正中井列2↑,1司距6厘

米，有的孔内尚残有木釘。大透孔外布列宜径0.3厘米

的小釘孔24↑，都不是透孔（圏版11:1)如将銅包片置子

木芯正面之上，上述沿外縁的小綱釘和内縁的小釘孔均

＿ 被圧在下面，井且在包片上也都有与其刈庖的小孔，可

2 見送神釘、孔都是固定包片和木芯所用，旅近内縁的大

透孔則与包片元美，而是力固定鞍栢木芯与鞍座所用。

88Ml的関対4件翼形片形状相同，出土吋関両相対，

一対圧在前栢的内縁上，均正面朝上，男一対圧在后枡

内縁下，均正面朝下。里側呈“八”字形（圏版11:2),

外縁弧度分別与前、后栢内縁弧度一致。如将翼形片置

子所属的鞍枡包片内縁上笈既，翼形片外縁卜的小孔与

上述網包片及木芯内縁上的小孔也ー一刈庖，可見送神

翼形片是置子包片上的，外縁与包片内縁重畳，其作用

是装怖鞍座関端，以使鞍座与鞍枡潅然一体（圏五：2)。

根据上面対銅堡金鞍枡包片、翼形片和木芯所留痕

述的分析，井参照其も相美緊料，対以88Ml月鞍力代表

的高栢鞍的具体結拘和形制作如下笈原：

1. 安附孝民屯 M154出土耳鞍夏原 l巧鞍整体由鞍座和前、后鞍栢組合而成。鞍座由

2. 十二台多時「 88Ml銅墓金楼孔鞍 両決鞍座板和一快脊板拘成，用樺卯固定。脊板的作用

枡包片和翼形片的結合 既可以固定阿訣鞍座板之同的“八”字形央角，又是将

3. 十二台多時「 88Ml鞍栢結拘笈原 鞍枡固定在鞍座上的一↑着力点，鞍栢木芯正中苅↑井
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列的透孔和下辺的閲↑孔就是力固定脊板与鞍枡所用。

2鞍座前后阿端隆起，外縁与前、后鞍栢木芯内縁弧度相同，但要大子鞍栢木芯内縁，然

后裁出与前、后鞍栢木芯内縁大小相等、厚度一致的槽口；鞍座里側的大小、角度与固定在鞍

栢内縁的商翼形片大小及形成的央角相等。

3前、后鞍栢垂直納人鞍座前、后関端槽口内，用木付与鞍座阿端横向近接固定，使鞍梧

与鞍座的結合更加牢固（困五：3、圏版11:3)。

88Ml没有笈班鞍座痕迩，但是在以往的考古笈現中，鞍座盗料比絞申富，以甘粛武威雷台

木汲墓出土銅均背上的銅鞍座最力宜覗真実。該鞍没有鞍栢，整↑鞍子前窄后寛，中部偏前下

凹，蘭端隆起。前后面都是関辺略外撤，頂部平宜，中部力“八”字形空岡。送秤鞍座与根据

出土的銅墓金鞍栢包片、翼形片及鞍栢木芯推測的88Ml耳鞍形制大致相同，只是没有鞍栢而已。

南京象山M7等墓出土的陶身背上的鞍前、后栢之岡也是下凹，与武威雷台充汲墓出土的銅耳鞍

座十分相似，可作力88Ml月鞍夏原的佐証。

四 高栢鞍与楼衝鞍

目前朝附境内出土的銅幕金（鉄貼金）楼孔高栢鞍鞍栢包片已笈表的共有7件（付），呈上寛下

窄棋形的4件（付），都是以危背紋力母題，内置花、夙及騎射等紋祥；楠園形的3件（付），都是

行花紋。其中以十二台多飩「88Ml出土的最力完整、精美。 88Ml鞍栢木芯里側髭漆，外面怖離

楼花、夙等紋祥的領l墓金包片。飼堡金包片的制法是先在正面用黎刻的楔形点迩開成所絵紋祥，

然后将紋梓柁廓銭以外減地楼空、墓金，エ乞夏奈，離楼精致，昇常年美。根据上面的夏原可

知，以送秤銅墓金楼孔包片、翼形片装怖的身鞍都是両枡高鈴，垂直子鞍座，可能就是古代文

献中所悦的“高栢鞍”。凡整体拘成上看，送秤高枡鞍由鞍座、鞍栢関部分組合而成，形体策重、

2 
圏六

1. 迂除国公主墓出土的恨墓金鞍栢包片 2. 直市国床州天耳家出土的綱墓金楼孔鞍栢包片
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古オト原始；凡形制演変上看，送秤高枡鞍匝是在武威雷台充汲墓捐月那芙鞍座上増加前、后鞍

枡而成。凡使用功能上看，在鞍座上安装前、后両↑鞍枡，会使騎乗者更加安稔、舒遥，但十

分不便T上下。因此我イ［］状力，送釉高栢鞍是最原始的有枡身鞍。送神鞍的文物盗料呈然在迂

西地区笈現絞多，但是其最初的笈生地却不庖核在迂西地区，更不会是在北方的草原地区，也

就是悦不会是慕容鮮卑那些騎均民族笈明的。目前在中原地区呈然圧没有笈現送哭高栢鞍的実

物，但是正如前面列拳的密料所示，在山水省膝具花阻店出土的糸汲画像石上的双碍都笛有垂

直高枡鞍。酉晋以后，在長江流域的長沙、南京，黄河流域的洛阻，美中地区，甚至酉北到新

彊、西南至r西都有笛高栢鞍的陶耳和有美齋料笈班，送利高枡鞍分布苑圃之ri乏悦明，亡最

初成核戸生r長江流域或黄河流域。

象武威雷台糸汲墓銅碕背上那神鞍，人騎上之后，鞍子的露明部分有限，元需加更多的修

怖。而“高枡鞍”則不同，前、后枡都暴露子外，需要加以装怖，晩至迂代的月鞍也迂都是如

此（圏六：1) [31]。因此悦，‘‘楼術鞍”或“金楼鞍"的離楼部分匝集中在鞍栢上，亡匝核是一秤

有鞍枡的高枡鞍。考古笈現中的三燕文化身鞍，都是属子垂直高栢型，其中怖離楼花、凰紋銅

堡金包片、翼形片的，如88Ml那秤巧鞍可能就是文献中的“楼衝鞍”或“金楼鞍"。南朝B寸又

称作“金梁枡鞍"[32]0 

五高枡鞍与身鐙

如88Ml那梓隼面精美的垂宜高栢型均鞍，騎乗吋尽管安稔、舒造，但却不便於上身和下

月，尤其是寛而高的后枡，更増加了上均的誰度，井不実用。因此，要想騎乗装各送神垂宜高

椋鞍的身，首先要解決如何上月下身的誰題。湖南長沙出土的西晋永宇二年陶身身上的弟鐙桂

在左側腹部，而且騎士的脚也没有踏在橙里。安附孝民屯M154的単鐙，笈掘者根据出土位置判

断，也是桂在翡鞍的左側。人{f]刃恨『凡碍的左（里）側上下lli'桂在翡左（里）側的羊橙，正是

考供人{I']上下身使用的。因此，神机先生汰力：“也就在送↑吋期（即高枡鞍戸生吋期―ー等者注），

几乎与高鞍栢定名的同吋，我国笈明了上翡的羊橙"'"凡送↑意又上考忠，可以悦我国月鐙的

笈明是以使用裔枡鞍力前提"[33]。送秤垂直高栢鞍使用起来十分不便，而且湖南に沙出土的西

晋永守二年陶月、南京象山M7出土陶翡上表班的翡具都恨夏染，与垂直高栢鞍配套的述有恨多

的装怖，所以送秤垂宜高枡鞍最初笈生吋不大可能用来装雀騎兵。因此，我イ［］是否圧可以倣出

送祥大胆的推測：或許笈明均令登的寺利既不属干＃奇身民族，也不属子騎兵。仮我国的騎兵就已

有数百年的厨史，更不用悦欧亜草原上的騎身民族了，但是他仰都没有使用碍鐙，就是有力的

証明。月鐙恨可能是在中原地区力満足象梁翼、士弥奇那些人§奇身的需要而笈明的。尤其是那

釉離楼精致隼美的垂宜高栢鞍 “楼衝鞍”，在当吋庖是付格昂班的奢移品，迂以“性吝”

著名的士祁音都肯出盗三千万，足見其非同一般。所以，絶不是普通人所能用得，更不可能普

及到成千上万的蒻兵，只能供梁翼、士弥畜那梓的人享用。我伯不誰想象，当吋象梁翼、士弥
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奇送哭人肯定不善騎身，即便用人扶持，在没有鐙的情況下，上、下肖也不是一件容易的事，

要想騎乗装各“楼価鞍”的局，就更需要首先解決如何上翡、下翡的同題，所以寺供送些人上

下均用的身鐙也就呼之即出了。目前在迂西地区笈班的吋代絞早的月鐙都与高栢鞍共出，可以

作力上述訊沢的一↑労証。栃i弘先生根据各地友班的鞍鐙炭料早就訊力：可能“人1n対子完釜

身具的需求情況是：述着滸牧生活的騎身民族井不迫切，而非り奇身民族力了掌握騎木，自然更

迫切地求助子完各的均具。 "[34]据国外已咎笈現的盗料看，騎号民族在没有笈明翡橙之前曽径借

助十皮革或木厨的脚オ廿上下月 [35]。因皮革和木殷都易腐忙而誰能保存下来，我国是否有送哭脚

拍述没有得到証実。羊鐙的笈明或許借婆了椅翡民族的脚拍也未可知。

通述上面的夏原、分析、比絞，可知以“楼術鞍”力代表的高栢鞍是力了満足那些不善騎

身的人り奇碕的需要而笈明的，井由此直接忌致羊鐙的戸生，廿寸伺不晩子糸汲晩期，地点在中原

及以南地区。送釉高栢鞍尽管蒻乗舒近安稔，又隼面威凩，但是井不遥用十作哉，因此不会庖

用普及到成千上万的騎兵。到北朝后期，在中原地区送秤高枡鞍就被前栢俯然校高、竪宜、呈

“八”形，后枡変窄、向后傾斜的新型鞍取代了，送秤新型鞍的前栢カー“八”形，上芍廿寸可

以把持，后栢変窄向后傾斜，結拘合理，更便子上、下身。公元436年北燕天亡后，高栢鞍在

迂西地区也消声匿迩了。四世紀初高栢鞍即由迂西的前燕侍人江糸高句爾，如削面提到的吉林

集安万宝汀M78、七星山M96都出土有上寛下窄型銅堡金鞍栢包片。万宝汀M78鞍枡包片離楼行

花紋，与北稟剛膊詞IIMl O 1捐墓金楼空鞍栢包片的紋祥相同。送秤高栢鞍再経高句面伶人朝鮮

半島和日本列島，在新炒、百済、伽耶和日本的古攻中継綾流行到七世紀。新炒、百済、伽耶

和日本的古蚊中都有大量的高栢鞍，包括“楼価鞍"的笈班，如庚州天翡家（圏六： 2)[36]和日本

的誉田丸山古蚊（圏版9:3)[37]、藤之木古蚊（困版9:4) [38]等。
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高橋型鞍の復原と関連間題

田立坤

鞍は馬具の重要な構成部分であり、騎乗者の安全性と快適さを保証する機能を備えている。高橋型鞍＊

は、鞍の発達・変遷過程における重要な節目であり、鞍自体の機能以外に、馬具全体の機能を整えてい

く上で非常に特別な役割を担っていた。この点を重視しなければならない。

一 高橋型鞍の出現

前漢の昭帝始元六年（紀元前81)二月、丞相の田千秋、御史大夫の桑弘羊、および各地から推挙された

賢良と文学による「問民間所疾苦（民の苦しみを聞く）」塩鉄会議の席上で、賢良が言うには、「古、庶

人賎騎縄控、革靱皮存而已。及其後、革鞍耗成、鉄錆不飾。」つまり、昔、庶民には馬だけがあり、鞍

や轡もなく、馬を御すには縄の手綱だけを用い、人々は革で作った靴をはき、馬の背に鞘と呼ばれる皮

の敷布を敷いただけであった。後に、ようやく革で作った鞍や鉄で作った轡を用いるようになったが、

いずれも装飾は施されなかった1。I鞍」については、秦代以前の文献では、馬具でなく地名として記述

がある凡馬具としての「鞍Jの初見は『史記』である。漠の元年(206)、劉邦は（項羽に）漢中に移封され、

その後すぐに挙兵して関中に引き返し、三秦を平定した。漢の二年に再び東征して楚を討ったが、影城

で項羽に敗れ、下邑まで逃げ、「漠王は馬を下り、鞍に腰を落として問う」とある凡この時、劉邦が馬

から降りて腰を下ろした「鞍」は、間違いなく馬の鞍である。考古学的発見としては、映西省の秦始皇

帝陵の兵馬桶坑から出土した馬桶や、咸陽楊家湾漠墓で出土した前漠初期の馬桶の背中には、いずれも

一枚の薄い敷物だけがある（図一-1)。これは「鶴（下鞍）」のはずで、鞍ではない。このように見ると、

鞍の出現は『史記』で述べられているように、おそらく楚と漠が争っていた時期と思われる。

漠代の鞍の資料は、銅器（図―-2)や、画像石の図（図―-3)に見られる4。最も典型的なものは、甘

粛省武威雷台後漠墓で出土した銅製馬の背にある鞍（図ニー 4)で、両端が隆起し、中間が前方に凹んで

おり、鞍橋（前輪、後輪）はまだないが、形状が写実的である凡

『初学記』には、「魏の百官は、それぞれ紫茸題頭の高橋型鞍ー式を持っている。」という記述がある。

したがって、高橋型鞍は、遅くとも曹魏の時期には出現しており、後漠後期のいわゆる「鍍衛鞍」ある

いは「金鍍鞍Jこそ、この高橋型鞍の一種である。「鍍衛鞍」については『初学記』が引用する『三輔

決録』に「平陵の公孫奮は、その富が都（洛陽）にまで聞こえるほどであった。梁翼は公孫奮が倹約家な

のを知り、銭衛鞍一個を送り、五千万の貸し金とした」 6と記されている。『後漠書』では平陵の公孫奮

を扶風の士孫奮と呼び、「扶風の人である士孫奮は、富貴でありながら吝沓家であった。そこで梁麓は

馬乗を士孫奮に送り、五千万の貸し金としたが，士孫奮は三千万しか出さなかった。梁翼は激怒し、郡

県に、士孫奮の母が倉庫番の下女であったと告げ、白色の真珠十州と、上質の黄金千斤を盗んで逃げた

362 



と偽った。ついに士孫奮の兄弟を捕らえて獄死させ、資財一億七千万余をことごとく没収した」 7とあ

る。上に引用した二つの史料の記事は同一の事件を記したもので、「馬乗Jとは「鍍術鞍Jのことであ

る。南朝・陳の徐陵の詩『聰馬駆』にも、「白馬は竜駒と号し、彫鞍は鍍衛と名づく」という句が見ら

れる。また、『古詩為焦仲卿妻作』中にも「金鍍鞍」という語が見られ、「送巡する青い葦毛の馬、房状

の飾りが付いた金鍍鞍。」8とある。誤って「金銭鞍」を「金繍鞍」とするのもある凡「鍍衛」は、彫金

した文様を強調しており、「金纏」は鞍の材質を強調している。実際に意味するところは、いずれも金

属に彫刻を施した鞍である。通常、鞍の装飾は、例えば後述する三燕文化の鞍や遼代の鞍では、いずれ

も鞍橋（前輪・後輪の鞍金具）に精緻な彫刻を施し金銀で装飾されているように、全て鞍橋に施される。

つまり「鍍衛鞍Jや「金鍍鞍」も例外でなく、それは鞍橋のある鞍のはずである。山東省膝県龍陽店で

出土した後漠時代の画像石に見られる馬（図―-3)には、垂直高橋型鞍が備わっているように、高橋型

鞍は遅くとも後漠の末には出現していた。

二 考古学的発見における高橋型鞍の資料

現在のところ、全国で発見された高橋型鞍は、大部分が両晋南北朝時代のものである。

考古学調壺によって発見された鞍付の馬桶には、以下のようなものがある。河南省洛陽晋墓で出土し

た馬桶（図二— 1) には鞍が付いている凡湖南省長沙金盆嶺永寧二年 (302年）M9号墓から出土した単彩

騎馬桶（図ニー 3)には、騎乗している馬に鞍があるだけでなく、内（左）側に、三角形をした鐙がある凡

南京象山M7東晋墓で出士した馬佃（図ニー 2)には、前輪。後輪、左右の鐙を含む馬具ー式がある叫広

内省柳州南朝墓又遼寧省錦州前山三燕文化碑室墓14(図ニー 5)、挟内省咸陽十六国墓15(図ニー 6)で出

土した馬桶の背にも、すべて鞍がある。上述したこれらの馬佃に見られる鞍は、全て両輪が居木に対し

て垂直であり、そのなかで、長沙永寧二年墓の馬桶の鞍がほぼ円形に近いのを別にすると、残り全ての

鞍は、上部が広く下部が狭いアーチ形を呈しており、その幅は馬の背幅と同じである。こうした高橋型

鞍を「両輪垂直鞍Jと言う見

鞍の形が描かれた図は、 1964年新彊トルファン市アスターナMl3で出土した紙本「墓主人生活図Jに

見られる。後輪が前輪より大きく、居木と鞍橋を異なる色で表示し、一体ではないことを示しており、

おそらく、素材も同じではない17(図版11-4)。

考古学調壺によって発見された鞍の実物資料としては、以下のようなものがある。遼寧省北票北溝

MSでは金銅製馬具ー式が出土し、そのなかに鞍金具 1組 2点と木心銅張長柄輪鐙 2点18がある。朝陽

市博物館は、北票西溝墓地で出土した金銅製透彫鞍金具 1点と北票痢瞬測墓地で出土した金銅製鞍金具

1点及び磯金具を収集した19。遼寧省文物考古学研究所は、北票剛噸洞墓地で出土した金銅製透彫鞍金

具 1組 2点及び磯金具を収集した20。また、同研究所は、北票剛噸洞墓地 IIMlOlで金銅製透彫鞍金具 1

組 2点（図三ー 1、憫版9-1)、IIM266で鉄地金張透彫鞍金具 l組 2点（図版10-3)、木心銅張輪鐙 1組

2点及び磯金具、 IIM202で鉄製鞍金具 1組 2点（図版10-1・2)を発掘した叫遼寧省博物館文物隊は、

朝陽哀台子壁圃墓で木心漆塗皮革張鞍金具 l組 2点、長柄鐙 2点を発掘した冗遼寧省考古学研究所は

朝陽十二台郷碑廠88Mlにおいて金銅製馬具 2組を発掘し、そのなかに金銅製透彫鞍金具 1組 2点、磯

金具 4点（図版 9-2) 、金銅製無文鞍金具 1 組 2 点、磯金具 2 点（図三ー 2~4) 、長柄銅輪鐙 l 点（図三ー

5)がある竺朝陽市樽物館は、朝陽三合成雌地で/:L'r=I:.した金銅製鞍金具 l点、木心鐙金具 1点を収集し
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た24。中国社会科学院考古研究所は、河南省安陽孝民屯Ml54で金銅製鞍金具 1組2点、磯金具 2点及

び長柄銅輪鐙 1点を発掘した25。以上の墓葬は全て三燕文化の遺跡であり、年代は西暦3世紀末から 4

泄紀中葉と考えられる。

高旬麗の遺跡からも鞍具の実物資料が出土している。例えば集安万宝汀M7826(図四ー 1~ 6)、七星

山M9627(図四ー 7~12)、桓仁米倉溝将軍塚28(図版14-6)などがある。高句麗の馬具は三燕文化の馬具

と同じ系統に属し、出現した年代は西暦4世紀中葉以降と考えられる。

以上の資料から総合的に見て、この時期の鞍具には 3つの顕著な特徴が見られる。第一点は、前・後

輪がいずれも居木に対して垂直であること。第二点は後輪が前輪よりも大きく、その幅が馬の背幅と同

じである。第三点は、前輪・後輪には鍍金や透彫を施した鞍金具が多いことである。

三高橋型鞍の復原

1980年、河南省安陽孝民屯で前燕期の馬具が出土した後、中国社会科学院考古研究所の王振江氏は、

限られた資料をもとにMl54の馬具を復原した29。そのうち鞍は、 2枚の居木と前輪・後輪から構成され

ている。 2枚の居木は「八」の字型に皮革で連結されており、鞍橋と居木は柄を使って垂直に連結して

ある（図五ー I)。この後の、劉永華の著した『中国古代の車輿馬具』では、安陽孝民屯Ml54と朝陽哀台

子壁画墓の馬具復原に際しては、完全に王振江氏の復原を踏襲している30(図版11-5・6)。

これまで発見された馬桶に見られる鞍や金属製鞍金具は、いずれもおおよそのものに過ぎないばかり

か、細かい部分が欠如しており、具体的な構造が明らかではない。したがっていま、これに基づいて復

原された鞍を見ると、まだ多くの矛盾点がある。例えば、皮革で弱く連結された 2枚の居木の「八」字

形の火角が固定されておらず、鞍橋と一体化して連結する保証がない。前輪・後輪の内縁と「八」字形

の居木の間には隙間が残っており、ただ前輪・ 後輪の根本にある柄を蒲い居木に垂直に連結しているだ

けで、堅牢さは保証されない。その点、朝陽十二台郷碑廠88Mlから比較的完全な形で出土した前輪・

後輪の木心と金銅製鞍金具、および磯金具には、いずれも構造を示す痕跡が残っており、この種の高橋

型鞍を復原する上で重要な根拠となった。

88Mlで出土したのは、金銅製錮 2点、金銅製鞍金具 2組、鋳銅製鐙 1点を含む金銅製馬具ー式であ

る。そのうち一組の金銅製鞍金具には、龍や鳳凰等の文様が施され、木心の保存状態が良好で、これま

でに発掘された同時代のものに見られない高い価値がある。以下、主に88Mlの鞍の資料に基づき、高

橋型鞍の復原を試みる。

88Mlで出土した金銅製透彫鞍金具は、前・後輪の覆輪 2点、海金具 2点、木心 2点、居木の両端を

飾る金銅製透彫磯金具 2組4点の、計10点で構成されている。覆輪は海金具を木心と固定するのに用い、

鞍橋の引っ張る力を補強して鞍としての張力を制御する。鞍金具は前・後輪の木心の表面を飾り、美観

だけでなく鞍橋を補強する機能も備えている。鞍橋木心の内縁の厚さは 2cmで、海金具で飾る表面は

平らで、裏面は中から外縁に向かって次第に薄くなり、外縁の厚さは 1cmに満たない。前輪の木心は

保存状態が比較的良好で、表面外縁に沿って小さな銅釘12本があり、内縁に沿って直径0.6cmの大きな

貰通孔が10個並ぶ。そのうち、中央の 2個は 6cmの間隔で並んでおり、木釘が残存している穴もある。

大きな貰通孔以外に、直径0.3cmの小さな釘孔が24個並んでいる。いずれも貫通しておらず（図版11-1)、

海金具を木心表面に置くと、上述した外縁に沿った小さな銅釘と内縁の小さな釘孔は、いずれもその下
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になり、また、海金具にも全てこれらに対応する小さな穴がある。こうした釘や孔は、いずれも海金具

と木心を固定するためのもので、内縁に近い大きな貰通孔は、鞍金具とは関係なく、鞍橋木心と居木を

固定するために用いられたと考えられる。

88Mlの2組4点の磯金具は形状が同一で、それぞれ対になった状態で出土した。 1組は前輪の内縁

の上に押しかぶさる形で、いずれも表面が上向きとなり、もう 1組は後輪の内縁の下に押しつけられる

形で、いずれも表面が下向きになっていた。内側は「八」字形をしており（図版11-2)、外縁の弧はそれ

ぞれ前・後輪の内縁の弧と一致する。磯金具を対応する海金具の内縁に置いてみると、磯金具の外縁上

の小孔が、上述した海金具および木心内縁上の小孔と一つ一つ対応しており、明らかにこの種の磯金具

が海金具の上に付けられたものであり、磯金具の外縁は海金具の内縁と重なるのである。居木の両端を

飾る機能をもち、それによって、居木と鞍橋が渾然一体となっている（図五ー2)。

上記の金銅製海金具、磯金具および木心に残された痕跡の分析に基づき、その他関連資料を合わせて

参照して、 88Mlの鞍を代表とする高橋型鞍の具体的構造と形状や作りについて、以下のように復原し

た。

1 鞍全体は、居木と前輪・後輪の組み合わせで構成される。居木は 2枚の居木板と 1枚の背板から

成り、柄で固定する。背板の機能は、 2枚の居木板の間の「八」字形の灰角を固定するだけでな

く、鞍橋を居木上の力点に固定させる働きもする。また鞍橋木心の中央部に 2つ並んだ貰通孔と、

下部の 2つの孔は、背板と鞍橋を固定するために用いられる。

2 居木の前後の両端は隆起しており、その外縁と前後の鞍橋木心の内縁の弧は同じであるが、鞍橋

木心の内縁より少し大きくする必要があり、その後、鞍橋木心の内縁と大きさや原さが一致する

溝を設ける。居木端面の大きさと角度は、鞍橋の内縁に固定した＝つの磯金具の大きさ、および

磯金具が形成する央角と等しくなるようにする。

3 前輪・後輪は居木の前後両端の溝に垂直に嵌め込み、居木の両端に横向きに木釘を打って連結固

定させ、鞍橋と居木の結合をより強固にする（図五ー 3、図版11-3)。

88Mlでは居木の痕跡が発見されなかったが、これまでの考古学的発見に、居木の資料は比較的豊富

にあり、甘粛省武威雷台後漢墓で出土した銅製馬の背にある銅製居木が最も写実的である。この鞍には

鞍橋がなく、鞍全体は前が狭くて後は広く、中央部やや前寄りがくぼみ、両端が隆起している。前後の

両端面がいずれもやや外向き、頂部は水平、中ほどは「八」字形をしている。このような居木は、出土

した金銅製海金具・磯金具、鞍橋の木心に基づいて推定復原した88Mlの鞍とほぽ同じで、ただ鞍橋が

ないだけである。南京象山M7などの墳墓から出土した馬桶の背にある前輪と後輪の間もくぼんでおり、

武威雷台後漢墓から出土した銅製馬の居木とも似ており、 88Ml鞍の復原の根拠となる。

四 高橋型鞍と鍍衛鞍

現在、朝陽地域で出土した金銅製（鉄地金張）透彫高橋型鞍金具は、既に 7点（組）が発表されている。

上部が広く下部が窄まったアーチ型のものが 4点（組）で、いずれも亀甲文を下地とし、その内部に龍、

鳳凰、騎射等の文様が施されている。楕円形は 3点（組）で、いずれも行龍文（爬龍文）である。そのなか

で、十二台郷縛廠88Mlで出土した鞍金具が、最も完全な形を残していて精巧で美しい。この88Mlの鞍

橋は、木心の内側に漆が塗られ、外側は龍や鳳凰等の文様を彫った金銅製鞍金具で装飾されている。金
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銅製鞍金具の製作方法は、先ず表面にタガネで楔形の点を連続して打ち込んで（蹴彫）文様を描き、その

後、文様の輪郭以外の部分を透彫にして切り取り、鍍金するという複雑な技法で、彫金は精緻でとても

美しい。上記の復原から分かることは、こうした金銅製透彫海金具や磯金具で装飾された鞍は、いずれ

も両輪が居木に垂直に据えられ、高く立ち上がっていて、おそらく、これこそが古代の史料に記載され

ている「高橋鞍」であると考えられる。全体の構成から見ると、こうした高橋型鞍は、居木と前輪・ 後

輪の鞍橋からなり、嵩張って重く、古代の質朴さがある。形状・構造上の変遷から見れば、このような

高橋型鞍は、武威雷台後漠墓の銅製馬の居木の前後に、前輪・後輪を加えてできたものである。機能的

に見ると、居木の前後に前輪・後輪を取付けると、騎乗者はより安定しで快適になるかもしれないが、

乗り降りに不便である。このため筆者等は、こうした高橋型鞍こそ最古の前輪・後輪をもつ鞍であった

と考える。この種の鞍の実物資料は、遼西地区で比較的数多く発見されているが、最初の出現地は遼西

地域ではなく、まして北方の草原地方であるはずがない。つまり、慕容鮮卑などの騎馬民族が発明した

とは考えられないのである。現在までのところ、中原地域でこうした高橋型鞍の実物は、発見されるに

至っていないが、先に列挙した資料が示すように、山東省膝県龍陽店で出土した後漢時代の画像石に見

られる 2頭の馬には、垂直高橋型鞍が備わっている。西晋時代以降では、長江流域の長沙、南京、黄河

流域の洛陽、関中地区、さらに北西は新彊、南西は広西などで、いずれも高橋型鞍のある馬桶や関連資

料が発見されていて、このような高橋型鞍の広範囲な分布は、その最初の出現地が、長江流域あるいは

黄河流域であることを物語っている。

武威雷台後漠墓で出土した銅製馬に見られるような鞍の場合は、人間が騎乗すると鞍の露出部分が限

られ、多くの装飾を加える必要はなかった。しかし「高橋型鞍」はそれとは違って、前後の鞍橋が全て

外部に露呈するので装飾を加える必要がある。遼代に至っても、鞍はまだ全てこのようであったと考え

られる31(図六ー 1)。こうしたことから、「鎖衝鞍」あるいは「金矮鞍」は、その彫金部分が前輪・後輪

に集中しているはずであり、また、鞍橋の付いた一種の高橋型鞍であったはずである。考古学的発見に

おける三燕文化の鞍は、すべて垂直高橋型鞍に属し、そのうち龍、鳳凰の文様が彫金された金銅製海金

具や磯金具の鞍は、 88Mlの鞍のように文献に記載されている「鍍衝鞍」あるいは「金倭鞍」と考えら

れる。これらは、南朝時代には「金梁橋鞍」とも呼ばれた究

五高橋型鞍と鐙

88Mlのように華麗で精緻な垂直高橋型の鞍は、騎乗時には安定しで快適であるが、乗り降りの時に

は不便である。特に幅が広く高い後輪は、乗馬に際し困難さが増して非実用的である。このため、垂直

高橋型鞍を装着した馬に乗ろうと思えば、まずどうやって乗り降りするかという難題を解決する必要が

あった。湖南省長沙で出土した西晋永寧二年の馬桶には、単鐙が左腹部にかかっているが、騎手は鐙に

足を入れていない。安陽孝民屯Ml54の単鐙の場合も、発掘者が出土位置から考えて、やはり鞍の左側

にかかっていたと判断した。人々は馬の左側から乗り降りするのが習慣で、左側にかけられた単鐙は、

まさに人々が馬に乗り降りするために使用されたのである。このため、孫機氏は「この時期（すなわち

高橋型鞍が出現した時期一筆者注）になって、およそ高鞍鞍という名が付くのとほとんど同時に、中国

で乗馬用の単鐙が発明され」、「この意味から考えると、中国の鐙の発明は、高橋型鞍の使用が前提であ

ったといえる」 33と述べている。この垂直高橋型鞍は使用するのに不便であること、また湖南長沙で出
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土した酉晋永寧二年の馬桶や南京象山M7で出土した馬桶に表された馬具はいずれも複雑で、垂直高橋

型鞍と組み合わせて数多くの装飾が見られることから、こうした垂直高橋型鞍が最初に出現した時は、

騎兵の装備に用いられたと考え難い。そこで、次のような大胆な推測はできないであろうか。もしかす

ると、鐙の発明は騎馬民族でもなければ騎兵でもないかもしれない。中国の騎兵は既に数百年の歴史が

あり、ユーラシア大陸の草原の騎馬民族は、さらに言うまでもなく、ただし彼らは鐙を使用しなかった

という事実が、上記の推測の有力な証拠である。鐙は、おそらく中原地区の梁翼、士孫奮といったよう

な人達が馬に乗るために発明されたのであろう。特に彫金が精緻で美しい垂直高橋型鞍ーー「鍍衛鞍J

は、当時、高価な贅沢品であったに違いなく、［吝轟な性格」で有名だった士孫奮さえ三千万を出した

というのは、尋常一様のものではなかったことが分かる。従って庶民が使用できるものではなく、何千

何万もの騎兵に普及するものでもありえない。ただ梁糊、士孫奮といった人だけが愛用することができ

たのであろう。当時、梁翼、士孫奮のような人は、乗馬が不得手で、たとえ人の助けを借りたとしても、

鐙がない状況では、馬の乗り降りも容易ではなかったであろうことは想像に難くない。また「鍍衛鞍」

を装着した馬に乗りたければ、さらに、先ずどうやって馬に乗り降りするかを解決する必要があったで

あろう。したがって、こうした人逹が馬に乗り降りするために鐙が現われたと考えられる。現在、遼直

地区で発見された比較的古い時期の鐙は、いずれも高橋型鞍と共に出土したおり、上述した認識の1つ

の労証としうるのである。楊弘氏は各地で発見された鞍や鐙の資料をもとに、おそらく［装備の整った

馬具に対する人々の欲求については、遊牧生活をしてきた騎馬民族にとっては切迫したものではないが、

非騎馬民族は乗馬技術を習得するために、自然と完備した馬具を切実に求めるようになった」 34 と早く

から考えていた。国外で発見された資料を見ると、騎馬民族は鐙が発明される前に、既に皮革や木製の

脚掛けを用いて馬の乗り降りをしていた凡皮革や木材は腐蝕しやすく、保存が難しいので、中国でこ

うした脚を掛けるものがあったかどうかの確証はない。単鐙の発明は、騎馬民族の脚掛けを手本にした

のかどうかも不明である。

上述の復原、分析および比較を通して、［鍍衛鞍Jに代表される高橋型鞍は、乗馬が不得手な人が馬

に乗り降りするために発明され、それは同時に単鐙の出現をもたらし、その時期は遅くとも後漠後期で、

地域は中原及び中原以南であったことが分かる。このような高橋型鞍は乗馬にば快適で安定性があり、

豪華で風格もあったが、戦闘には適していなかったため、何千何万もの騎兵に普及するはずもなかった。

北朝後期になって、中原地区では、高橋型鞍は、前輪は依然として比較的高く、垂直で、「八」形を呈し、

後輪は幅が狭くなり後方に傾斜した新型の鞍に取って代わられた。こうした新型の鞍の前輪は「八」形

で、乗馬の際に握ることができ、また後輪は幅が狭くなり後方に傾斜しているのは、合理的な構造であ

り、馬の乗り降りがしやすくなった。西暦436年に北燕が滅亡した後、高橋型鞍は遼西地区においても

姿を消した。 4世紀初頭、高橋型鞍は遼西の前燕から遼東の高句麗に伝来し、前述した吉林省集安万宝

汀M78、七星山M96で、上部が広く下部が狭い金銅製鞍金具が出土した。万宝汀M78の鞍金具には行龍

文（爬龍文）が彫られ、北票剛瞬洞 IIMlOlの金銅製透彫鞍金具の文様と同じであった。こうした高橋隈

鞍は、さらに高旬麗を経て朝鮮半島と日本列島にもたらされ、新羅、百済、伽耶そして日本の古墳にお

いて、 7世紀まで持続的に流行した。新羅、百済、伽耶そして日本の古墳では、大量の裔橋型鞍が発見

されており、そのなかには、例えば慶州天馬塚36(図六ー 2)や日本の誉田丸山古墳37(図版 9-3)、藤ノ

木古墳38(図版9-4)などの「鎮衝鞍」も含まれる。
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＊ 前輪と後輪が高い鞍を指す。日本語に対応する用語がないため、ここでは高橋型鞍としておく。
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