
西周代天子考

谷　　　秀　樹

序章

　西周王朝では、その君主号として「王」号と共に「天子」号が用いられていたのであるが、この
両称号が併用された理由について、従来の研究ではいまだ十分な解答が与えられているとは言い難
い。
　かつて豊田久氏１）は「王」号と「天子」号に関し、各々が異なる機能を持っていたものと想定され、
「天子」号は「天命の膺受者」としての周君の地位に対応し、また「王」号は「四方の匍有者」と
してのそれに対応していたものとされた。そして、「天子」号は内服（王畿の内）に対する支配権を
あらわし、また「王」号は外服（封君諸侯の領域）に対する支配権をあらわす称号であり、周王はそ
の即位にあたって「「天命の膺受」者から「四方の匍有」者へと、順次その位についた」とされた
のである。
　しかし、たとえ周王が「天命の膺受者」や「四方の匍有者」と呼ばれる側面を併せ持っていた点
が金文の用例から確認されたとしても、そもそも「天命の膺受者」を「天子」と言い換えたり「四
方の匍有者」を「王」と言い換える事例が一件も存在していない以上、既にこの時点で氏の立論は
成立していないと言わざるをえない。
　このような豊田氏の主張に対して、金文の実際の用例に基づき再検討を試みられたのが田中柚美
子氏２）であった。
　そうしてその考察の結果、周王の正式称号は「王」号であり、「政治・軍事全般にわたる主権者
であるとともに、祭祀儀礼の執行者としての機能も併せもつ称号である」とされた。一方これに対
して「天子」号は「臣下からの呼称で、王の賜与者としての機能に関係する」とされたのである。
しかし、田中氏の場合もやはり、〔両称号の併用は異なる機能に対応するものである〕とする臆説
にとらわれている３）。もし「王」が周王の正式称号なのであれば賜与者としての機能もそこには含
まれるはずであって、また「天子」が「臣下からの呼称」であるならば、それは周王（＝「王」）を
臣下の立場から呼び変えた称呼であるに過ぎず、「王」と「天子」との間に異なる機能を想定せね
ばならない必然性は存在しないのである（すなわち、「天子」と称される場合であっても政治や軍事・祭
祀等の主権者・執行者であったものと思われる）。
　そしてこのような理解は、実は漢代の君主権の持つ二面性（「皇帝」号と「天子」号の各々に対応し
た君主の権能）４）の源流として西周代の「王」号・「天子」号を位置づけ、西周王権を秦漢帝国の君
主権の原型として評価していこうとする視点と深く関係しているのである５）。
　以上のような豊田・田中両氏による議論を踏まえ、「天子」号の用例の集成に基づき批判的検証
を行なわれたのが竹内康浩氏６）であった。
　竹内氏は、西周金文では周王の事を「王」と称するのが基本であったとされ、他方の「天子」号
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は西周中期以降に頻出し、半数は冊命金文中にあらわれるとされた。そうして、「天子」は「王」
と異なって嘏辞中（特に銘末の「某対揚天子丕顕休」という部分）に多見すると指摘され、その称呼は
特に「臣下が王に対して答えたその科白そのもの（ないしそれに近いもの）である」とされたのである。
　但し、「某対揚王丕顕休」という例も多数存在する事から、
　　 「金文中「天子」号が最も頻出するこの部分においてすら、実は「天子」号を用いる必要性は
希薄であるというほかないのである」

とされ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 「西周の王は、天子と呼ばれこそしたものの、そのことは必ずしも彼の依って立つ基盤として
不可欠であったのではない。君主一般に対する尊称・美称の延長線上にあるもの、というくら
いの意味に止まるものであった。」

と結論づけられたのであった７）。
　竹内氏の所論は、いわば後世の事例との連続性を無理に見出そうとした観のある豊田・田中両氏
に対し、むしろ断絶面を強調した同時代的考察であり、その点においては傾聴に値するであろう。
しかし、竹内氏の場合は「天子」号の特殊性を主張しようとした豊田・田中両氏とは対照的に、「天
子」号の特異性に対する評価を過度に貶めている憾みがある。
　しかしながら、前代の殷王朝において殷王は「天子」を称していなかったという事実一つをとっ
てみても「天子」号の持つ革新性は明らかなのであり、この点は周王権の（殷王権と対比される）特
質として、積極的に評価すべき側面であると思われる。いわば、殷的な「王」概念ではもはや対応
できない課題が出現したからこそ初めて「天子」号の創出が要請されたのであると考えられるので
あり、西周中期以降に天子号が頻出する理由も、その点から説明すべきであろう。
　周政権は、克殷を契機に「王朝化」したのであるが、克殷直後に中国王朝としての体裁を整え終
えたわけではない。吉本道雅氏も指摘される如く８）、周王朝は林断代でいうところのⅡ A～Ⅱ B間
の画期において政治史的変革を遂げており、いわば「周的体制」への移行をはたすのであって、こ
の画期に際して冊命金文が誕生し、また冊命金文と共に「天子」称謂も本格的に用いられ始めるよ
うになるのである。すなわち、天子号とは、すぐれて「周的」な君主号であったものと考えられる
のであり、この一点一つをとって見ても天子号の再評価・再検討が必要とされる所以が了解される
であろう。

第一章　西周代における「天子」称謂の形成と君臣儀礼について

　西周代における「天子」号の有する歴史的意義について検討するにあたり、まずそもそも西周王
朝において「天子」号が何時頃から、又特にどの様な場面で主に用いられていたのか等の諸点につ
いて再確認しておく必要があろう。既に諸家によって指摘された点も含まれる事になるが、私見と
の相違点について示していく必要もあるので、あえて重複を避けずに述べていく事にしたい。

第一節　西周代「天子」号の成立過程
　さて、周王朝に先行するいわゆる先周文化９）は、前 2千年紀後半の殷墟期において、関中平原の
漆水河流域を中心とする地域から形成されたものと考えられる。そうして、克殷前の周政権に関す
る殷王朝側からの記録としては、殷墟第 1期卜辞中に「周方」の語が見出され 10）、また第 4期卜辞
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には「周侯」の称謂例があり 11）、（殷側から）諸侯として認識されていた事が窺われる。
　一方、周政権側が作製した記録として現在確認される最古のものは、2004 年に本格的調査が始まっ
た陝西省岐山県周公廟遺跡 12）から出土した 740 余片（うち刻字のあるもの 80 余片）の甲骨資料である。
周公廟遺跡からは、同年発掘が始まった鳳翔県水溝遺跡と同様に先周期にさかのぼると見られる遺
物が多く見出されており、王朝成立以前の周政権に関わるものとして評価できる。ただ、周公廟出
土の甲骨資料からは「周公」，「新邑」等の断片的文字記録しか見出されず、当該時期の周君の君主
号については未詳である。
　これに対し、周王朝成立前後の記録としては周原甲骨 13）を挙げる事ができる。1977 年、陝西省
扶風県と岐山県の県境に跨る周原遺跡のうち、鳳雛村の甲組建築址西室 F2 内の 2 つの土坑から卜
甲 16371 片，卜骨 687 片（うち刻字あるもの 292 片）の卜辞資料が発見された。その文字記録の中で
周政権の君主は「周方伯」或いは「王」と称せられており、殷王を「衣王」と称して「（周）王」と
区別して表記している。思うに、周君は殷王朝に対する際の公式称謂として「周方伯（＝周方＜周
邦＞の伯）」又は「周侯」という諸侯としての称号を用い（又、殷王朝側からもその様に認識され）、国
内で用いる非公式称謂として「王」号を採用していたのであろう。　　　　　　　　　　　　
　ここで注目すべき点は、まず殷王朝末期の情勢の中で、少なくとも殷王朝の王畿から見て遠隔地
に所在する諸侯が称「王」していたという事実であり、また周政権ではその形成当初の国内君主号
として「王」号のみを用いており、克殷以前の段階において未だ「天子」号は用いていなかったと
いう点である。　　
　殷王朝後期において遠隔地諸侯が称「王」し得た背景として、当該期における殷王朝勢力の後退
が関係しているのであろう 14）。又その様な情勢下においても、諸侯称「王」の事例が関中平原のみ
で確認されている、という点にも注意を喚起しておきたい。
　では、「天子」号は何時頃から使用され始めたのであろうか 15）。献簋銘（前期［4205］、Ⅱ A）16）に、
　　 隹九月既望庚寅、 伯于遘王、休亡尤。朕辟天子 伯、命厥臣献金車。対朕辟休。作朕文考光
父乙。十世不忘。献身在畢公家、受天子休。　

　　　 これ九月既望庚寅、 伯　ここに王に遘う。休にして尤亡し。朕が辟天子 伯、その臣献に
金車を命う。朕が辟の休に対えん。朕が文考　光ける父乙（の器）を作る。十世まで忘れず。
献は身、畢公の家に在りて、天子の休を受けん。

とあり、献がその主君である 伯を「朕辟天子」と称している。諸家が指摘される如く、この場合
の「天子」称謂は「天君」・「天尹」・「皇天尹」等と同様の美称・尊称であり、特に自分の主君を指
していう語であったものと思われる 17）。つまり、「天子」称謂とは、本来某君に仕える立場にいる
臣属者であれば誰しもが称し得た呼称であったものと考えられるのであり、必ずしも周王を限定的
に指す用語ではなかったという事になろう。又、 伯は周王に臣事しているのであるから、［周王
― 伯―献］という序列関係が再構成され、「天子」称謂は献から見て「直属する」主君に対して
用いられている称呼であったという点も理解される。
　この様な「天子」称謂の在り方とやや異なる面を見せるのが、麦方尊銘（前期［6015］）である。
　　 王命辟井侯、出 、侯于井。 若二月、侯見于宗周、亡尤。 王格 京 祀。 若翌日、在辟
雍。・・・侯賜諸 臣二百家。王齎用王乗車馬，金□，冂衣，市， 。唯帰、揚天子休告、亡尤。
用龔、義寧侯顕考于井。侯作冊麦、賜金于辟侯。麦揚用作宝尊彝。用 侯逆造、揚明命。唯天子、
休于麦辟侯之年。・・・



西周代天子考

12

469

　　　 王　辟井侯に命じ、 を出でて、井に侯たらしむ。ここに二月、侯　宗周に見するに、尤亡し。
王の、 京に格って 祀するに う。ここに翌日、辟雍に在り。・・・侯　諸 臣二百家を
賜わる。王の乗に用うる車馬，金□，冂衣，市， を齎らる。これ帰りて、天子の休に揚え
て告したるに、尤亡し。用て龔して、侯の顕考を井に義寧す。侯の作冊麦、金を辟侯より賜う。
麦　揚へて用て宝尊彝を作る。用て侯の逆造に し、明命に揚えん。これ天子、麦の辟侯に
休したまうの年なり。・・・

というように、この事例では周王が「天子」称謂されているのであるが、注意すべきはその序列関
係である。作器者である麦が「直属する」主君は井侯であり、［周王―井侯―麦］という序列関係
が再構成されるにもかかわらず、麦は井侯に対してではなく周王に対して「天子」称呼しているの
である。すなわち、献簋銘の事例と異なり、麦方尊銘では陪臣者の立場の者が間接的に仕える周王
に対して称「天子」しているのであって、この様な相違点は「主君に対する一般的尊称」としての「天
子」称謂から、「周王に対してのみ排他的に用いられる専称」としての「天子」称謂への移行過程
を示しているものと思われる。
　そうして、周王を称「天子」した事例として年代を確言できる最初期のものは、穆王期の器銘で
ある。長 銘（中期［9455］、Ⅱ A）に、
　　 隹三月初吉丁亥、穆王在下 。穆王饗醴。即井伯、大祝射。穆王蔑長 、以 即井伯。伯氏

不姦。長 蔑暦。敢対揚天子丕 休。用肇作尊彝。
　　　 これ三月初吉丁亥、穆王　下 に在り。穆王饗醴す。井伯に即きて、大祝射す。穆王　長

を蔑し、以に りて井伯に即かしむ。伯氏　 すること姦たず。長 蔑暦せらる。敢て天
子の丕 なる休に対揚す。用て肇めて尊彝を作る。

とあり、この器銘は後述する「対揚形式」中で周王を「天子」称謂した最初期の事例でもある。し
かし、同じく穆王期の 簋銘 18）（中期［4207］、Ⅱ A）では、
　　 隹六月既生覇、穆王在 京。呼漁于大池。王饗酒、 御亡譴。穆王親賜 。 拝首稽首、敢

対揚穆王休。用作文考父乙尊彝。・・・
　　　 これ六月既生覇、穆王　 京に在り。呼びて大池に漁せしむ。王饗酒し、 御して譴亡し。

穆王親ら に を賜う。 　拝首稽首し、敢えて穆王の休に対揚す。用て文考父乙の尊彝を
作る。・・・

という様に、「対揚形式」中で王号が用いられている。又、剌鼎銘（中期［2776］、Ⅱ B）がもし穆王
器の器銘であるとすると 19）、
　　 隹五月、王在衣。辰在丁卯。王禘。用牡于大室、禘昭王。剌御。王賜剌貝三十朋。天子万年。
剌対揚王休。用作黄公尊 彝。・・・

　　　 これ五月、王　衣に在り。辰は丁卯に在り。王　禘す。牡を大室に用い、昭王を禘す。剌　
御す。王　剌に貝三十朋を賜う。天子万年ならんことを。剌　王の休に対揚す。用て黄公の
尊 彝を作る。・・・

というように、この場合は臣下である剌が穆王に対する「対揚形式」以外の言説中で「天子」を称
する一方、「対揚形式」中で「王」を称する例となる 20）。
　穆王期における称「天子」が確言できる事例は長 銘のみであり、周王に対する称「天子」が
本格化するのは共王期以降である。以下、特に断りない限り称「天子」・称「王」事例は「対揚形式」
中のものを指し、紀事断代に関しては吉本道雅氏の論考に依拠する 21）。
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　まず共王 2年の器銘である呉方彝銘（中期［9898］、Ⅱ）及び 銘（中期［6516］、Ⅱ）には、
　　 隹二月初吉丁亥、王在周成大室。旦、王格廟。宰朏右作冊呉入門、位中廷、北嚮。王呼史戊、
冊命呉。 叔金。賜・・・。呉拝稽首、敢対揚王休。用作青尹宝尊彝。・・・

　　　 これ二月初吉丁亥、王　周の成大室に在り。旦、王　廟に格る。宰朏　作冊呉を右けて門に
入り、中廷に立ち、北嚮す。王　史戊を呼び、呉に冊命せしむ。 と叔金とを らしむ。・・・
を賜う。呉　拝して稽首し、敢えて王の休に対揚す。用て青尹の宝尊彝を作る。・・・

　　 隹三月初吉乙卯、王在周、格大室。咸井叔入右 。王呼内史、冊命 。更厥祖考服。賜・・・。
拝稽首、揚王休対。 蔑暦、用作宝尊彝。・・・

　　　 これ三月初吉乙卯、王　周に在り、大室に格る。咸井叔　入りて を右く。王　内史を呼び、
に冊命せしむ。その祖考の服を更がしむ。・・・を賜う。 　拝して稽首し、王の休に揚

えて対う。 　蔑暦せられ、用て宝尊彝を作る。・・・
とあり、共王初年における称「王」事例が確認されるのであるが、翌共王 3年に断代される師遽簋
銘（中期［4214］）においては、
　　 隹王三祀四月既生覇辛酉、王在周、格新宮。王 正師氏。王呼師朕、賜師遽貝十朋。遽拝稽首、

敢対揚天子丕 休。用作文考旄叔尊簋。・・・
　　　 これ王の三祀四月既生覇辛酉、王　周に在り、新宮に格る。王　 でて師氏を正す。王　師

朕を呼びて、師遽に貝十朋を賜わしむ。遽　拝して稽首し、敢て天子の丕 なる休に対揚す。
用て文考旄叔の尊簋を作る。・・・

というように「天子」称謂が用いられている。又、共王 8年の器銘である師 鼎銘（中期［2830］、
Ⅱ B）では、
　　 唯王八祀正月、辰在丁卯。王曰、師 。女克 乃身、臣朕皇考穆王。・・・余小子恵、肇淑先

王徳。賜女・・・。用型乃聖祖考隣明、 辟前王、事余一人。 拝稽首、休伯大師 、嗣 臣
皇辟。天子亦弗忘公上父 徳、 蔑暦。・・・ 敢釐王、卑天子万年□□。伯大師武臣保天子、
用厥剌祖□徳。 敢対王休。用妥作公上父尊于朕考 季易父 宗。

　　　 これ王の八祀正月、辰は丁卯に在り。王曰く、師 よ。女克く乃の身を め、朕が皇考穆王
に臣えたり。・・・余小子に恵し、肇ぎて先王の徳を淑ましめよ。女に・・・を賜う。用て
乃が聖祖考の隣明にして、 めて前王に辟えしに型り、余一人に事えよ、と。 　拝して稽
首し、伯大師の して、 を嗣がしめて皇辟に臣えしめしを休とす。天子また、公上父の
徳を忘れず。 　蔑暦せらる。・・・ 　敢えて王を釐け、天子をして万年□□ならしめん。
伯大師の武臣　天子を保んじ、その剌祖の□徳を用いん。 　敢えて王の休に対えん。用て
妥んぜんとして、公上父の尊を朕が考 季易父の 宗に作る。

というように師 が共王に対して「対揚形式」以外の言説中で「天子」称謂する一方、「対揚形式」
中においては称「王」している。しかし、前年の共王 7年器銘である 曹鼎一銘（中期［2783］、Ⅱ B）

をはじめとして、同 15 年器銘の 曹鼎二銘（中期［2784］、Ⅱ B），同 17 年器銘の詢簋銘（後期［4321］、
Ⅱ B），同 27 年器銘の裘衛簋銘（中期［4256］、Ⅱ B），同 30 年器銘の虎簋銘［『近出』（中期、491）］
ではいずれも「天子」称謂が用いられており、共王期における称「天子」への偏向が読み取れる。又、
史墻盤銘（中期［10175］、Ⅱ）に、
　　 曰古文王、初 龢于政。上帝降懿徳、大 、匍有上下、合受万邦。 圉武王、 征四方、撻殷
畯民、永不 。逖 、伐夷東。憲聖成王、左右 剛鯀、用 徹周邦。淵哲康王、 尹億彊。
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弘魯昭王、広能楚荊、隹奐南行。祗 穆王、井帥訏誨、 寧天子。天子 文武長剌、天子
無 。・・・上帝司燕、 保受天子綰命、厚福豊年、方蛮亡不 見。・・・孝 史牆、夙夜不墜、
其日蔑暦。牆弗敢 。対揚天子丕顕休命。用作宝尊彝。・・・

　　　 曰古なる文王、初めて政に 龢せり。上帝　懿徳を降し、大いに り、上下を匍有し、万邦
を合わせ受けしめたり。 圉なる武王、四方を 征し、殷の畯民を撻ち、永く れあらざら
しむ。 ， を逖け、夷東を伐つ。憲聖なる成王、左右せられて剛鯀を げ め、用て肇て
周邦を徹めたり。淵哲なる康王、 いて億彊を尹す。弘魯なる昭王、広く楚荊を能げ、これ
南行を奐きたり。祗 なる穆王、訏誨に井帥し、 ねて天子を寧んず。天子 しみて文武の
長剌を ぐ。天子 めて むこと無し。・・・上帝司燕せられ、（おおいに）天子の綰命を保
受し、厚福豊年にして、方蛮も 見せざるもの亡し。・・・孝 なる史墻、夙夜墜さず、そ
れ日に蔑暦せらる。墻敢えて にせず。天子の丕顕なる休命に対揚す。用て宝尊彝を作る。・・・

とあるように、歴代諸「王」（この事例では、文王・武王・成王・康王・昭王・穆王）と対置される現王
を称「天子」して表記するという称謂方法も、共王期から始まったものと見られる。
　続く懿王期においては、まず懿王元年器銘の師虎簋銘（中期［4316］、Ⅱ B）に、
　　 隹元年六月既望甲戌、王在杜 、格于大室。井伯内右師虎、即位中廷、北嚮。王呼内史呉曰、

冊命虎。王若曰、虎。・・・賜汝赤 、用事。虎敢拝稽首、対揚天子丕 魯休。用作朕剌考日
庚尊簋。・・・

　　　 これ元年六月既望甲戌、王　杜 に在り、大室に格る。井伯内りて師虎を右け、位に中廷に
即き、北嚮す。王　内史呉を呼びて曰く、虎に冊命せよ、と。王若く曰く、虎よ。・・・汝
に赤 を賜う、用て事えよ、と。虎　敢て拝して稽首し、天子の丕 なる魯休に対揚す。用
て朕が剌考日庚の尊簋を作る。・・・

とあり、「天子」称謂が用いられている。そうして、懿王 7年器銘の牧簋銘（中期［4343］），同 12
年器銘の走簋銘（後期［4244］），同 13 年器銘の 壺一銘（中期［9723―9724］、Ⅲ A）において称「王」
事例が見られるものの、同 3年器銘の師兪簋銘（後期［4277］）及び師 鼎銘（中期［2817］），同 5年
器銘の諌簋銘（後期［4285］）及び匡 銘（中期［5423］）、同 12 年器銘の大師 簋銘（中期［4251―
4252］、Ⅱ B）では「天子」称謂が用いられており、事例数で称「王」事例を上回っている。共王期
に見られた「天子」称謂への偏向が懿王期においても継承されたものと見てよかろう。
　ところが、次の孝王期では元年器銘の蔡簋銘（後期［4340］）及び師詢簋銘（後期［4342］）と同 2
年器銘の王臣簋銘（中期［4268］、Ⅲ A）に称「天子」事例が見られるものの、同じく元年器銘の
簋銘（後期［4197］）と同 5年器銘の師 簋二銘（後期［4216―4218］、Ⅲ A）では称「王」事例が見

受けられ、事例数の面でほぼ並ぶ。推測の域を出ないが、懿王期から孝王期にかけての王位継承を
めぐる混乱が称謂選択面の傾向にも影を落としているのではなかろうか 22）。
　ついで懿王の子である夷王が即位すると、「天子」称謂への偏向が一層明確化する。まず元年器
銘の師 簋一銘（後期［4279―4282］、Ⅲ A）及び師 簋銘（後期［4312］）に始まって、同 3年器銘の
壺二銘（中期［9726―9727］、Ⅲ A），同 4年器銘の 銘（中期［4462―4463］、Ⅲ A），同 9年器銘

の 伯簋銘（後期［4331］），同 12 年器銘の永盂銘（中期［10322］、Ⅱ），同 13 年器銘の無 簋銘（後
期［4225―4228］、Ⅲ B）及び望簋銘（中期［4272］），同 16 年器銘の士山盤銘〈中国歴史文物 2002―1〉，
同 20 年器銘の休盤銘（中期［10170］、Ⅲ A）、以上 10 事例全てに「天子」称謂が用いられており、
称「王」事例は同 3年器銘の達 銘［『近出』（中期、506）］と同 6年器銘の輔師 簋銘 23）（後期［4286］、
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Ⅱ B）のみである。
　続く厲王期にもこの傾向は受け継がれており、厲王 12 年器銘の大簋二銘（後期［4298―4299］、Ⅲ B），
同 15 年器銘の大鼎銘（中期［2807―2808］、Ⅲ A），同 17 年器銘の此鼎銘（後期［2821―2823］、Ⅲ A）

及び同簋銘 24）（後期［4303―4310］、Ⅲ A），同 18 年器銘の克 銘（後期［4465］、Ⅲ B），同 27 年器銘
の伊簋銘（後期［4287］、Ⅲ B），同 37 年器銘の善夫山鼎銘（後期［2825］、Ⅲ B）、以上 7事例全ての
器銘において「天子」称謂が用いられている。
　次に厲王出奔後の共和期であるが、「天子」称謂への偏向はこの時期にも踏襲されており、共和
元年器銘の師兌簋一銘（後期［4274―4275］、Ⅲ B），同 3年器銘の師兌簋二銘（後期［4318―4319］、Ⅲ
B），同 4年器銘の師酉鼎銘〈中国歴史文物 2004―1〉，同 11 年器銘の師 簋銘（後期［4324―4325］、
Ⅲ B）、いずれも「天子」称謂を用いている。
　続く宣王期においても同様の傾向性は見出され（宣王の即位自体は共和元年であったと見られる）25）、
宣王 2年器銘の 簋銘（後期［4296―4297］），同 3年器銘の頌鼎銘（後期［2827―2829］、Ⅲ B）及び同
簋銘（後期［4332―4339］、Ⅲ B）・同壺銘（後期［9731―9732］、Ⅲ B），同 16 年器銘の克鐘銘（後期［204
―209］、Ⅲ B），同 18 年器銘の呉虎鼎銘［『近出』（後期、364）］，同 19 年器銘の 鼎銘（後期［2815］），
同 28 年器銘の 盤銘（後期［10172］）及び同鼎銘（後期［2919］），同 42 年器銘の 鼎一銘〈考古与
文物 2003―3〉，同 43 年器銘の 鼎二銘〈同上〉、以上の 8器銘全てで「天子」称謂が用いられてい
る。
　又、 盤銘〈同上〉では、前述した史墻盤銘と同様に歴代諸「王」（この場合は、文王・武王・成王・
康王・昭王・穆王・共王・懿王・孝王・夷王・厲王）と対置される現王（＝宣王）を称「天子」している。

　この様に見てくると、少なくとも紀事断代が判明する史料に依拠する限り、「対揚形式」中の周
王に対する称謂については以下の点が指摘できるであろう。
　すなわち、共王期以降になって「王」称謂と併行的に多用されるようになった「天子」称謂は、
共王期・懿王期の段階において既に事例数の面で「王」称謂例を上回り、孝王期に一旦「王」称謂
と事例数が並ぶものの、夷王期に至って改めて圧倒的事例数を占めるようになり、続く厲王期・共
和期・宣王期においては独占的に用いられるようになったものと見られるのである。
　では次に、紀事史料以外の史料をも含めた形で「天子」称謂事例と「王」称謂事例の相関関係に
ついて見ていく事にしよう。

第二節　西周代「天子」号と君臣関係
　そもそも、「天子」称謂とは如何なる様式で用いられる用語であったのであろうか。本節ではこ
の点について今一度問い直していく事にしたい。
　「天子」称謂を金文の地の文で用いる例は、一般的に見出されない 26）。例外として伯姜鼎銘（前期
［2791］）及び前掲史墻盤銘，前掲永盂銘，前掲大簋二銘に、
　　隹正月既生覇庚申、王在 京湿宮。天子 伯姜、賜貝百朋。・・・。
　　　これ正月既生覇庚申、王　 京の湿宮に在り。天子　伯姜に し、貝百朋を賜う。・・・
　　 ・・・祗 穆王、井帥訏誨、 寧天子。天子 文武長剌、天子 無 。・・・上帝司燕、
保受天子綰命、厚福豊年、方蛮亡不 見。・・・

　　　　 ・・・祗 なる穆王、訏誨に井帥し、 ねて天子を寧んず。天子 しみて文武の長剌を ぐ。
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天子 めて むこと無し。・・・・・・上帝司燕せられ、（おおいに）天子の綰命を保受し、
厚福豊年にして、方蛮も 見せざるもの亡し。

　　隹十又二年初吉丁卯、益公内、即命于天子。公迺出厥命、賜 師永厥田陰陽洛。疆 師俗父田。・・・
　　　 これ十又二年初吉丁卯、益公内りて、命に天子に即く。公すなわちその命を出だし、師永に

その田を陰陽洛に賜 う。疆は師俗父の田に ぶ。・・・
　　 隹十又二年三月既生覇丁亥、王在 宮。王呼呉師召大、賜 里。王命善夫 、曰 曰、
余既賜大乃里。 儐 章，帛束。 令 曰天子、余弗敢 。・・・

　　　 これ十又二年三月既生覇丁亥、王　 の宮に在り。王　呉師を呼び、大を召して の里
を賜う。王　善夫 に曰わしめて曰く、余は既に大に乃の里を賜えり、と。 　 に章，帛
束を儐す。 　 をして天子に曰わしむ。余は敢て まず、と。・・・

とあり、これ等の事例に見られる「天子」はおそらく「王」を換言する形で地の文において用いら
れていたものと判断されるが、当該 4器銘以外にこのような例はない。また前述した麦方尊銘末尾
の作器の件を述べた箇所で「唯天子、休于麦辟侯之年」という様に、大事紀年形式の形で「天子」
号を用いた例もあるが、これ以外に類例はない。
　思うに、地の文において周王を称「王」する事は一種の規範であり、金文作製上の形式として了
解されていたのではなかろうか。それ故、同じ器銘中に「王」と「天子」が併存した場合、例えば
地の文において「王」が多用されて「天子」の用語数を数量的に上回っていたとしても、その事でもっ
て「王」号の「天子」号に対する優位を主張するような見解は成り立たないであろう。
　「天子」の用語例は、そのほとんど全てが金文中に挿入された言説中において見出される。そう
して、「天子」号でもって称呼される対象は、先述した献簋銘を除いて例外なく周王を指している
のである。すなわち、「天子」号とは特に《臣下の言説中において用いられた周王を指す称呼》な
のであって、周王自身が「天子」を自称した例はない（周王自身は「我」，「朕」，「余一人」等と自称する）。
　また、言説中における「天子」称謂の用いられ方は二種類に大別される。一つは嘏辞 27）中の「対
揚形式」中における用例であり、もう一つは同じく嘏辞中において見られる「対揚形式」以外の定
型句的表現である。
　「対揚形式」とは、冊命儀礼や冊命儀礼以外の賜与儀礼の場において見られる表現であり、前掲
無 簋銘に、
　　 隹十又三年正月初吉壬寅、王征南夷。王賜無 馬四匹。無 拝手稽首曰、敢対揚天子魯休命。
無 用作朕皇祖釐季尊簋。・・・

　　　 これ十又三年正月初吉壬寅、王　南夷を征す。王　無 に馬四匹を賜う。無 　拝手稽首し
て曰く、敢て天子の魯休の命に対揚せん、と。無 　用て朕が皇祖釐季の尊簋を作る。・・・

とあるように、「拝手稽首」の直後に受命者・授与者が周王に対して奏上する奉答の内容に含まれる。
また令鼎銘（前期［2803］）に、
　　 王大藉農于 田、餳。王射、有 師氏・小子会射。王帰自 田、王馭 仲僕、令 奮先馬走。
王曰、令 奮。乃克至、余其舎女臣卅家。王至于 宮、啓。令拝稽首曰、小子迺学、令対揚王休。

　　　 王大いに 田に藉農し、餳す。王射し、有 と師氏・小子と会射す。王　 田より帰るに、
王の馭たる 仲　僕となり、令と奮と先馬走す。王曰く、令と奮よ。乃ち克く至らば、余は
それ女に臣卅家を舎えん、と。王　 の宮に至りて、啓す。令　拝して稽首して曰く、小子
すなわち学え、令　王の休に対揚せん、と。
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とあるのも同様の例であり、この場合は「対揚形式」の前に「小子迺学」の言説が挿入されている。
なお 駒尊銘（中期［6011］、Ⅱ）に、
　　 隹王十又三月、辰在甲申。王初執駒于 。王呼師 、召 。王親 駒。賜両。拝稽首曰、王

弗忘厥旧宗小子、熙皇 身。 曰、王 下不其、則万年保我万宗。 曰、余其敢対揚天子之休。
余用作朕文考大仲宝尊彝。 曰、其万年、世子孫、永宝之。

　　　 これ王の十又三月、辰は甲申に在り。王　初めて駒を に執る。王　師 を呼びて を召さ
しむ。王　親しく に駒を す。両を賜う。拝して稽首して曰く、王　その旧宗の小子を忘
れず、 の身を熙皇したまう、と。 曰く、王　 下不其にして、すなわち万年まで、我が
万宗を保ちたまわんことを、と。 曰く、余は其れ敢て天子の休に対揚せん、と。余用て朕
が文考大仲の宝尊彝を作れり。 曰く、其れ万年まで、世子孫、永く之を宝とせよ、と。

とあるのによると、「拝手稽首」と「対揚形式」の間に別個の言説が挿入される事もあった。ちな
みに、「手」や「曰」，「敢」等の語は往々にして省略される事があり、語順が入れ替わる事も多い。
　ところで吉本道雅氏によると 28）、冊命金文の内容は［①紀事・②冊命儀礼・③「王若曰、某」・
④前令職事・⑤後令職事・⑥命令遵守の戒告・⑦賜与・⑧「用事」・⑨受命儀礼・⑩作器と吉語］
の 10 要素に分解され、③～⑧は省略され得る部分であり、①，②，⑨，⑩は省略されない部分であっ
たとされる。このうち省略されない部分こそが、いわば冊命金文を冊命金文たらしめていた基幹的
部分であったものと考えられるのであるが、「対揚形式」は⑨の部分から見出されるのであって、
その内容が儀礼中において不可欠の要素として位置づけられていたものと了解されるのである（な
お嘏辞中における「対揚形式」以外の定型句的表現は、吉本氏が分析された範疇の中では⑩の部分に含まれ

るものと思われる）。
　要するに、「天子」号とは「周的君臣関係」29）を象徴する公的儀礼であった冊命儀礼において用
いられた周王の「公式称呼」であったわけであり、先述した経緯を考慮すると、周王は選択的にこ
の称呼を自らの正式称呼として専称化していたものと考えられるのである。
　それでは、「周的体制」を形成していくにあたって何故改めて「王」以外の称呼を導入する必要
があったのであろうか。
　この点について考察していく前に、「王」号と「天子」号との相関関係について全般的に検討し
ておく必要があろう。というのも、第一節の議論において既に問題としていたように、他ならぬ「対
揚形式」中においても「王」号が多く見出されるからである。
　前述した用例も含め、「対揚形式」中に「天子」号を用いた事例を集成したものが【表 1】であり、
一方「対揚形式」中に「王」号を用いた事例を集成したものが【表 2】である。
　まず【表 1】を見てみよう。
　『集成』，『近出』及びそれ以外の著録において西周前期に断代されている器銘が 3例、西周中期
に断代されている器銘が 48 例（そのうち、吉本氏によって「冊命金文」と認定されている事例＜＝ a＞が

14 例、「冊命儀礼にほぼ共通の儀礼を記す金文」と認められた事例＜＝ b＞が 3例）、西周中後期に断代さ
れている器銘が 3例、西周後期に断代されている器銘が 47 例（そのうち、＜ a＞が 20 例、＜ b＞が 3

例）、単に「西周」期と断代されている器銘が 1例である。
　次に、林断代においてⅡに断代されている器銘が 5例、Ⅱ Aに断代されている器銘が 1例、Ⅱ B

に断代されている器銘が 10 例（そのうち＜ a＞が 3例）、Ⅲに断代されている器銘が 4例、Ⅲ Aに断
代されている器銘が 17 例（そのうち＜ a＞が 7例、＜ b＞が 2例）、Ⅲ Bに断代されている器銘が 16
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例（そのうち＜ a＞が 10 例）、となっている。
　まず『集成』，『近出』等、林断代以外の断代に拠ると、西周中期及び後期において「天子」称謂
が頻出していた点が確認される（冊命金文中の「天子」称謂も中期から後期にかけて増加し、「天子」称謂
事例の 3分の 1余りを占めている）。また林断代においてもⅡ BからⅢ A，Ⅲ B期にかけて事例数が
急増しており、特にⅢ期において著しい伸びを示していた事がわかる（冊命金文中の「天子」称謂は
2分の 1余りを占めている）。
　では続いて【表 2】について見ていこう。
　『集成』，『近出』及びそれ以外の著録において西周前期に断代されている器銘が 17 例、前中期に
断代されている器銘が 4例、中期に断代されている器銘が 36例（そのうち＜ a＞が 6例、＜ b＞が 1例）、
中後期に断代されている器銘が 1例、後期に断代されている器銘が 8例（そのうち＜ a＞が 3例）、
単に「西周」期と断代されている器銘が 1例である。
　次に、林断代においてⅠ Aに断代されている器銘が 4例、Ⅱに断代されている器銘が 7例（その
うち＜ a＞が 4例）、Ⅱ Aに断代されている器銘が 4例、Ⅱ Bに断代されている器銘が 8例（そのう
ち＜ a＞が 2例）、Ⅱ B～Ⅲ Aに断代されている器銘が 1例、Ⅲ Aに断代されている器銘が 4例（そ
のうち＜ a＞が 1例）である。
　これによると、林断代以外の断代においては西周前期及び中期（特に中期）の段階で「王」称謂
が頻出していた事がわかる（また冊命金文中の「王」称謂は、最も多い中期においてさえ、同時期の「天子」
称謂の事例数に比べて半数しかない）。そうして林断代を見ると、Ⅱ期に事例数が集中しており、Ⅲ B

以降になると事例自体が見出だされなくなる。
　以上の検討結果をまとめると、次の点が指摘できるであろう。すなわち、「対揚形式」において
は当初（林断代ではⅠ期、それ以外の断代では西周前期）「王」称謂が主に用いられていたのであるが、
次第に「天子」称謂の使用例が増加するようになり、西周中期（林断代ではⅡ期からⅢ期への移行期）
において「王」称謂数と「天子」称謂数の逆転現象が起きた。そして、西周後期（林断代ではⅢ期）
に入ると「王」称謂の使用は漸次減少してやがて消滅し、それに対して「天子」称謂の事例数は衰
えを見せなかったのである。冊命金文における称謂にも同様の点が指摘され、漸次「王」称謂が消
えてゆき、「天子」称謂が選択的に導入されていった過程が明瞭である。
　このような検討結果は、前節で述べた紀事断代史料に基づく考察結果と相符合するものであり、
前節で得られた知見を補強するものであろう。要するに周王朝の政策的方針として、君臣関係が明
確化する公的儀礼の場における周王の正式称呼を「王」号から「天子」号へと移行させようとする
傾向性が、明らかに見て取れるのである。
　では次に、特に嘏辞中において用いられる「対揚形式」以外の定型句としての「天子」称謂につ
いて瞥見しておこう。
　これは「 臣天子」，「万年臣天子」，「天子万年」，「皇辟天子」等の定型句によって「天子」称謂
するものであり、特に「対揚形式」の前段もしくは後段において表記される。
　まず前段における使用例として、 叔旅鐘銘（後期［238―244］、Ⅲ）に、
　　 叔旅曰、丕顕皇考恵叔、穆々秉元明徳、御于厥辟、得純亡 。旅敢肇帥型皇考威義、□御于
天子。 天子多賜旅休。旅対天子魯休揚。用作朕皇考恵叔大 龢鐘。・・・

　　　 叔旅曰く、丕顕なる皇考恵叔、穆々として元明の徳を秉り、その辟に御え、純を得て む
こと亡かりき。旅　敢て肇ぎて皇考の威義に師型し、天子に□御せん。 て天子多く旅に休
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を賜う。旅　天子の魯休に対えて揚う、と。用て朕が皇考恵叔の大 龢鐘を作る。・・・
とあり、「 叔旅曰」とある点から、 叔旅の言説中の表現である事がわかる。これと同様の例と
して、梁其鐘銘（後期［187―191］、Ⅲ）でも、
　　 梁其曰、丕顕皇祖考、穆々翼々、克哲厥徳、農臣先王、得純亡 。梁其肇帥型皇祖考、秉明徳、
虔夙夕、辟天子。天子 事。梁其身邦君大正。用天子寵、蔑梁其暦。梁其敢対天子丕顕休揚。
用作朕皇祖考龢鐘。・・・

　　　 梁其曰く、丕顕なる皇祖考、穆々翼々として、克くその徳を哲にし、農く先王に臣え、純を
得て むこと亡かりき。梁其　肇ぎて皇祖考に帥型し、明徳を秉り、夙夕を虔しみ、天子に
辟えん。天子 事す。梁其　身、邦君大正となる。用て天子に寵せられ、梁其の暦を蔑わし
たまう。梁其　敢て天子の丕顕なる休に対えて揚う、と。用て朕が皇祖考の龢鐘を作る。・・・

とあり、「梁其曰」とある点から梁其の言説中の表現である事が了解され、また大克鼎銘（後期［2836］、
Ⅲ B）の場合も、
　　 克曰、穆々朕文祖師華父、聰襄厥心、寧静于猷、淑哲厥徳。肆克恭保厥辟共王、 王家。・・・
得純亡 、賜釐無疆、永念于厥孫辟天子。天子明哲、 孝于神、経念厥聖保祖師華父、 克王服、
出納王命、多賜宝休。丕顕天子、天子其万年無疆、保 周邦、 尹四方。王在宗周。旦、王格
穆廟、即位。 季右善夫克、入門、位中廷、北嚮。王呼尹氏、冊命善夫克。王若曰、克。・・・。
敬夙夜、用事、勿 朕命。克拝稽首、敢対揚天子丕顕魯休。用作朕文祖師華父宝 彝。・・・

　　　 克曰く、穆々たる朕が文祖師華父、その心を聰襄にし、猷に寧静にして、その徳を淑哲にす。
ゆえに克くその辟共王を恭保し、王家を し めたり。・・・純を得て むこと亡く、釐を
賜ること無疆にして、永くその孫の辟たる天子に念わる。天子明哲にして、神に 孝し、そ
の聖保なる祖師華父を経念し、克を王服に わしめ、王命を出納せしめ、多く宝休を賜う。
丕顕なる天子、天子それ万年無疆にして、周邦を保 し、 く四方を尹めたまわんことを、と。
王　宗周に在り。旦、王　穆廟に格り、位に即く。 季　善夫克を右けて門に入り、中廷に
位し、北嚮す。王　尹氏を呼び、善夫克に冊命せしむ。王若く曰く、克よ。・・・。夙夜を
敬み、用て事え、朕が命を つる勿れ、と。克　拝して稽首し、敢て天子の丕顕なる魯休に
対揚す。用て朕が文祖師華父の宝 彝を作る。・・・

とあるように、「克曰」とある点から克の言説中の表現である点が看取される。
　 方鼎銘（中期［2824］、Ⅱ B）や 編鐘銘［『近出』（後期、106―109）］、前掲 盤銘に、
　　 ・・・ 曰、烏 。朕文考甲公，文母日庚淑休、則常安永宕乃子 心、安永襲 身、厥復享于
天子、唯厥事乃子 、万年辟事天子、毋又斁于厥身。 拝稽首、対揚王命。用作文母日庚宝尊
彝。・・・

　　　 ・・・ 曰く、烏 。朕が文考甲公，文母日庚の淑休にして、則ち乃子なる の心を常に安
んじ永く宕き、安んじて永く の身に襲きて、そのまた天子に享せられ、これその乃子なる
をして、万年まで天子に辟事し、その身に斁ること又る毋からしめん。 　拝して稽首し、

王命に対揚す、と。用て文母日庚の宝尊 彝を作る。・・・
　　 曰、丕顕朕皇考克 明厥心、帥用厥先祖考政徳、享辟先王。・・・天子巠朕先祖服、多賜
休命、 四方虞 。 敢対天子丕顕魯休揚。作朕皇考龔叔龢鐘。・・・ 其万年眉寿、 臣
天子。・・・

　　　 曰く、丕顕なる朕が皇考　克くその心を 明にし、その先祖考の政徳に帥用し、辟先王を



西周代天子考

20

461

享せん。・・・天子　朕が先祖の服を巠とし、多く に休命を賜い、四方の虞 を せしむ。
　敢て天子の丕顕なる魯休に対えて揚えん。朕が皇考龔叔の龢鐘を作る。・・・ 　それ
万年眉寿、 く天子に臣たらんことを。・・・

　　 曰、・・・ 肇継朕皇祖考服、虔夙夕敬朕死事。肆天子多賜 休。天子其万年無疆、耆黄
保奠周邦、諫辟四方。王若曰、 。・・・賜汝赤市，幽黄，攸勒。 敢対天子丕顕魯休揚。用
作朕皇祖考宝尊盤。・・・ 臣天子。・・・

　　　 曰く、・・・ 　肇ぎて朕が皇祖考の服を継ぎ、夙夕に虔みて朕が死事に敬む。肆に天子
　多く に休を賜う。天子　それ万年無疆にして、耆いて黄 になりても周邦を保奠し、四
方を諫辟せんことを、と。王若く曰く、 よ。・・・汝に赤市，幽黄，攸勒を賜う、と。
　敢て天子の丕顕なる魯休に対えて揚う。用て朕が皇祖考の宝尊盤を作る。・・・ 　 く
天子に臣たらんことを。・・・

とあるのも、「対揚形式」の前段において表記された言説中の事例である（ 編鐘銘及び 盤銘では「対

揚形式」の後段の嘏辞中においても「天子」称謂が見出される）。
　また、前掲師 鼎銘に、
　　 ・・・ 拝稽首、休伯大師 、嗣 臣皇辟。天子亦弗忘公上父 徳、 蔑暦。・・・ 敢釐王、
卑天子万年□□。伯大師武臣保天子、用厥剌祖□徳。・・・

　　　 ・・・ 　拝して稽首し、伯大師の して、 を嗣がしめて皇辟に臣えしめしを休とす。天
子また、公上父の 徳を忘れず、 　蔑暦せらる。・・・ 　敢えて王を釐け、天子をして
万年□□ならしめん。伯大師の武臣　天子を保んじ、その剌祖の□徳を用いん。・・・

とあるのも、「拝手稽首」直後に「曰」が挿入される前掲無 簋銘や 駒尊銘の事例から、「曰」が
省略されていたものと推測される（又、「王曰」に奉答する部分であるので、その可能性は一層高い）。も
しそうであるとすると、前掲師兪簋銘に、
　　 隹三年三月初吉甲戌、王在周師 宮。旦、王格大室、即位。 馬共右師兪入門、立中廷。王呼

作冊内史、冊命師兪、 □□。賜赤市，朱黄，旂。兪拝稽首。天子其万年、眉寿黄 、 在
位。・・・兪敢対揚天子丕顕休。用作宝簋。兪其万年永保、臣天子。

　　　 これ三年三月初吉甲戌、王　周の師 の宮に在り。旦、王　大室に格り、位に即く。司馬共
　師兪を右けて門に入り、中廷に立つ。王　作冊内史を呼び、師兪に冊命して□□を せ
しむ。赤市，朱黄，旂を賜う。兪　拝して稽首す。天子　それ万年、眉寿黄 になりても、
く位に在らんことを。・・・兪　敢て天子の丕顕なる休に対揚す。用て宝簋を作る。兪　

それ万年まで永く保ち、天子に臣たらん。
とある「拝稽首」の後に繫かる「天子」称謂の事例も、言説中の表現であった可能性が高いという
事になろう（師兪簋銘では「対揚形式」の後段の嘏辞中においても「天子」称謂が見られる）。
　そうして、前掲剌鼎銘所載の「天子万年」や南宮乎鐘銘（後期［181］、Ⅲ）に、
　　 土南宮乎、作大林協鐘。・・・天子其万年眉寿、 永保四方、配皇天。乎拝手稽首、敢対揚

天子丕顕魯休。用作朕皇祖南公，亜祖公仲。
　　　 土南宮乎、大林協鐘を作る。・・・天子　それ万年眉寿にして、 永く四方を保ち、皇天

に配されんことを。乎　拝手稽首し、敢て天子の丕顕なる魯休に対揚す。用て朕が皇祖南公，
亜祖公仲（の器を）作る。

とある「天子其万年眉寿」も、前掲師兪簋銘と同様の表現である点から、同じく言説中のものであっ
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た可能性が指摘できる。又、追簋銘（中期［4219―4224］、Ⅲ A）に、
　　 追虔夙夕、 厥死事、天子多賜追休。追敢対天子 揚。用作朕皇祖考尊簋。・・・ 臣天子、

霊終。・・・
　　　 追　夙夕を虔み、その死事を み、天子　多く追に休を賜う。追　敢て天子の に対えて揚う。

用て朕が皇祖考の尊簋を作る。・・・ く天子に臣となり、霊終ならんことを。
とある事例も、自叙形式中の表現であるという点から見て、言説中のものと判断してよかろう（追
簋銘では「対揚形式」の後段の嘏辞中においても「天子」称謂が見られる）。
　では後段における使用例はどうなのであろうか。実はこの場合も言説中の表現であった点が指摘
できるのである。
　例えば 方彝銘（中期［9899―9900］、Ⅱ）に、
　　 唯八月初吉、王格于周廟。穆公右 、立于中廷、北嚮。王冊命尹。賜 赤市，幽亢，攸勒。・・・

拝稽首、敢対揚王休。用作朕文祖益公宝尊彝。 曰、天子丕叚丕其、万年保我万邦。 敢拝
稽首曰、剌々朕身、更朕先保事。

　　　 これ八月初吉、王　周廟に格る。穆公　 を右け、中廷に立ちて北嚮す。王　尹に冊命せしむ。
に赤市，幽亢，攸勒を賜う。・・・ 　拝して稽首し、敢て王の休に対揚す。用て朕が文

祖益公の宝尊彝を作る。 曰く、天子　丕叚丕其にして、万年までも我が万邦を保たれんこ
とを。 　敢て拝して稽首して曰く、剌々たる朕が身、朕が先の保事を更がん。

とある事例は、「対揚形式」の後段における の言説中の称謂例であり、前掲虎簋銘において、
　　 隹卅年四月初吉甲戌、王在周新宮、格于大室。密叔入右虎即位。王呼内史曰、冊命虎。曰、・・・。
賜汝・・・。用事。虎敢拝稽首、対揚天子丕 魯休。虎曰、丕顕朕烈祖考 明、克事先王。肆
天子弗忘厥孫子、付厥尚官。天子其万年申茲命。虎用作文考日庚尊簋。・・・

　　　 これ卅年四月初吉甲戌、王　周の新宮に在り、大室に格る。密叔　入りて虎を右けて位に即
かしむ。王　内史を呼びて曰く、虎に冊命せよ、と。曰く、・・・。汝に・・・を賜う。用
て事えよ、と。虎　敢て拝して稽首し、天子の丕 なる魯休に対揚す。虎曰く、丕顕なる朕
が烈祖考　 明にして、克く先王に事う。肆に天子　その孫子を忘れず、その尚官に付す。
天子　それ万年、この命を申ねんことを。虎　用て文考日庚の尊簋を作る。・・・

とあるのも、同様に後段における言説中の「天子」称謂例である。
　そうして、前掲伯姜鼎銘所載の「対揚形式」後段部分の「天子万年」も（【表 1】参照）、前述の用
例や虎簋銘の事例（「天子其万年」）と同様の表現をとっている点から、言説中の表現であったものと
思われる 30）。また前掲此鼎銘及び同簋銘に、
　　 隹十又七年十又二月既生覇乙卯、王在周康宮 宮。旦、王格大室、即位。 土毛叔右此入門、

立中廷。王呼史 冊命此。曰く、・・・。此敢対揚天子丕顕休命。用作朕皇考癸公尊鼎。・・・
此其万年無疆、 臣天子、霊終。・・・

　　　 これ十又七年十又二月既生覇乙卯、王　周の康宮 宮に在り。旦、王　大室に格り、位に即く。
土毛叔　此を右けて門に入り、中廷に立つ。王　史 を呼びて此に冊命す。曰く、・・・。

此　敢て天子の丕顕なる休命に対揚す。用て朕が皇考癸公の尊鼎を作る。・・・此　それ万
年無疆にして、 く天子に臣え、霊終ならんことを。・・・

というように「此其万年無疆、 臣天子」とあり、前掲頌鼎銘及び同簋・同壺銘に、
　　 隹三年五月既死覇甲戌、王在周康昭宮。旦、王格大室、即位。宰引右頌入門、位中廷。尹氏授



西周代天子考

22

459

王命書。王呼史 生、冊命頌。王曰、頌。・・・。頌拝稽首、受命冊、佩以出、返納瑾璋。頌
敢対揚天子丕顕魯休。用作朕皇考共叔，皇母共姒宝尊鼎。・・・頌其万年眉寿、 臣天子、霊終。・・・

　　　 これ三年五月既死覇甲戌、王　周の康昭宮に在り。旦、王　大室に格り、位に即く。宰引　
頌を右けて門に入り、中廷に位す。尹氏　王に命書を授く。王　史 生を呼び、頌に冊命せ
しむ。王曰く、頌よ。・・・。頌　拝稽首し、命冊を受け、佩びて以て出で、瑾璋を返納す。
頌　敢て天子の丕顕なる魯休に対揚す。用て朕が皇考共叔，皇母共姒の宝尊鼎を作る。・・・
頌　それ万年眉寿にして、 く天子に臣え、霊終ならんことを。・・・

とある「頌其万年眉寿、 臣天子」という表現も虎簋銘等との類似性から、言説中のものであると
判断してよかろうと思われる。そうすると、前掲克 銘や前掲 鼎一銘， 鼎二銘に、
　　 隹十又八年十又二月初吉庚寅、王在周康穆宮。王命尹氏友史 、典善夫克田人。克拝稽首、敢
対天子丕顕魯休揚。用作旅 。・・・皇祖考其 、降克多福、眉寿永命、 臣天子。・・・

　　　 これ十又八年十又二月初吉庚寅、王　周の康穆宮に在り。王　尹氏友史 に命じて、善夫克
の田人を典せしむ。克　拝して稽首し、敢て天子の丕顕なる魯休に対えて揚う。用て旅 を
作る。・・・皇祖考　それ として、克に多福を降し、眉寿永命にして、 く天子に
臣とならんことを。・・・

　　 隹 又二年五月既生覇乙卯、王在周康穆宮。旦、王格大室、即位。 工散右呉 入門、立中廷、
北嚮。尹氏授王 書。王呼史 、冊 。王若曰、 。・・・ 拝稽首、受冊 以出。 敢対
天子丕顕魯休揚。用作 彝。・・・永命眉寿綽綰、 臣天子。・・・

　　　 これ 又二年五月既生覇乙卯、王　周の康穆宮に在り。旦、王　大室に格り、位に即く。
工散　呉 を右けて門に入り、中廷に立ち、北嚮す。尹氏　王に 書を授く。王　史 を呼び、
に冊 す。王若く曰く、 よ。・・・ 　拝して稽首し、冊 を受けて以て出でる。 敢

て天子の丕顕なる魯休に対えて揚う。用て 彝を作る。・・・永命眉寿に綽綰にして、 く
天子に臣たらんことを。・・・

　　 隹 又三年六月既生覇丁亥、王在周康宮穆宮。旦、王格周廟、即位。司馬寿右呉 入門、立中廷、
北嚮。史 授王命書。王呼尹氏、冊命 。王若曰、 。・・・ 拝稽首、受冊、佩以出、返入
瑾圭。 敢対天子丕顕魯休揚。用作朕皇考龔叔 彝。・・・永命綽綰、 臣天子。・・・

　　　 これ 又三年六月既生覇丁亥、王　周の康宮穆宮に在り。旦、王　周廟に格り、位に即く。
司馬寿　呉 を右けて門に入り、中廷に立ち、北嚮す。史 　王に命書を授く。王　尹氏を
呼び、 に冊命せしむ。王若く曰く、 よ。・・・ 　拝して稽首し、冊を受け、佩して以
て出で、返りて瑾圭を入る。 　敢て天子の丕顕なる魯休に対えて揚う。用て朕が皇考龔叔
の 彝を作る。・・・永命綽綰にして、 く天子の臣たらんことを。・・・

とある「 臣天子」も言説中の表現であると解釈できるであろう（先述した 編鐘銘や 盤銘、師兪

簋銘、追簋銘の事例も同様である）。
　また、前述のように「拝手稽首」直後に言説が挿入されるものであるとすると、井侯簋銘（前期
［4241］、Ⅱ A）における、
　　 隹三月、王命栄 内史、曰、 井侯服。賜臣三品、州人， 人，庸人。拝稽首、魯天子造厥順福、
克奔走上下帝、無終命于有周、追考対不敢墜、紹朕福盟、朕臣天子。用冊王命、作周公彝。

　　　 これ三月、王　栄と内史とに命じて曰く、井侯の服を けよ。臣三品、州人， 人，庸人を
賜う、と。拝して稽首し、天子のその順福を造したまえるを魯とし、克く上下帝に奔走して、
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命を有周に終えることなく、追考して対えて敢て墜さず、朕が福盟を紹ぎ、朕く天子に臣と
ならん。用て王命を冊して、周公の彝を作る。

という「天子」称謂も言説中の表現であるという事になり、これは「対揚形式」が出てこない器銘
の言説中において「天子」称謂する例であるという事になろう。そうすると、戎生編鐘銘 31）［『近出』
（後期、27―34）］や 友鐘銘 32）（後期［20］）、梁其鼎銘 33）（後期［2768―2770］、Ⅲ B），史頌鼎銘 34）（後

期［2787―2788］、Ⅲ B）及び同簋銘（後期［4229―4236］、Ⅲ B），伯梁其 銘 35）（後期［4446―4447］、Ⅲ

B）の事例も同様に言説中の表現であった可能性が指摘できるのである 36）。
　以上のように、「対揚形式」以外の定型句的表現において見られる「天子」称謂も「対揚形式」
の場合と同様、言説中の事例であったものと考えられるのであるが、断代の面でもやはり中期から
後期（林断代ではⅡ期～Ⅲ期）にかけての時期に頻出している点が注意される。
　また、このような傾向性は言説中において「天子」と「王」が併称される事例（例えば「対揚形式」
以外の定型句で「天子」称謂を用いる一方、「対揚形式」で「王」称謂を用いる）からも窺われる。
　「天子」と「王」の言説中における併称事例は、先述した刑侯簋銘や剌鼎銘， 方鼎銘， 駒尊銘，
方彝銘，師 鼎銘，梁其鐘銘，戎生編鐘銘において見出されるのであるが、8例中 5例が中期（林

断代ではⅡ期）に属する器銘であり、その過渡期的性格が知られる。又、「対揚形式」の事例では梁
其鐘銘を除いて「王」が用いられている点も、そのような側面（すなわち、「天子」称謂が「対揚形式」
中の専称として確立される以前の事例であるという過渡期的側面）を示唆する。

第二章　西周代称王事例と西周王権

第一節　西周代称王事例の諸相
　先に、〔周的体制を形成するにあたって何故改めて「天子」称呼が必要とされたのか〕という疑
問を提示しておいた。この問題に答えるためには、西周王朝の草創期にまで遡って考えていく必要
があるように思われる。
　前述のように、周王朝に先行する先周文化は前 2千年紀後半の関中平原において形成されたので
あるが、当初（殷墟Ⅰ～Ⅱ期前後）37）、この地域には土器文化の差異を特徴とする 3文化圏が成立し
ていた 38）。西から《1》〔土器群 B（高領袋足鬲に代表される）の文化圏〕，《2》〔漆水河流域を始源と
する土器群 A（聯襠鬲に代表される）の文化圏〕，《3》〔土器群 C（殷系土器）の文化圏〕であり、や
がて《2》の文化圏が東西に拡張して《1》，《3》の文化圏を併呑し、周王朝を建設するに至ったも
のと考えられる。そうして、克殷前後の段階において既に周政権の君主は（少なくともその疆域内に
おいて）「王」を称しており、一方「周侯」や「周方伯」のような諸侯称号によって称される事もあっ
たと見られるのである。
　ここで注目すべき点は、周王朝成立以前の関中平原に周本来の文化集団と異なる 2種の文化集団
が併存していたという点であり、周政権がそれ等の集団を吸収していく過程において、必然的にそ
れ等併合地在来の文化集団の政治的・文化的伝統をも取り込んでいったものと思われるのである。
いうならば、周王朝の原型は 3文化集団の融合体であったのであり、このような本質は克殷後の王
朝発展過程においても継承されたものと見られる。
　そもそも「王」という君主号自体が殷王朝の影響のもと導入されたと考えられ、これは《3》の
殷系文化集団との接触を通じてもたらされたものであろう。そうして、克殷後に陝東の旧殷王朝に



西周代天子考

24

457

所属していた疆域を中心とする新征服地において諸「侯」39）封建制が採用されたのも、既に殷王朝
において用いられていた地方支配方式を継承・発展させた措置であったものと評価される 40）。
　これに対して、周政権発祥の地である関中地域においては基本的に「侯」の封建が行なわれた形
跡が見受けられず 41）、井氏や 氏等の王朝内有力諸族によって領有される封邑が広がっていたもの
と考えられる。
　では、《1》の文化集団は周王朝成立期において如何なる状況にあったのであろうか。先述のように、
殷王朝の衰退が著しくなった殷墟期末期において独自色の強い周政権が称「王」していたのである
とするならば、同様に関中平原に位置し（また殷王朝から見て周政権よりも一層遠隔地に位置）、なおか
つ殷文化に対して独自性を持つ《1》の文化集団において周政権に類する地方政権が形成され、そ
の君主が称「王」していたものと想定する事はあながち荒唐無稽の説ではなかろう。そうして、そ
の具体的事例こそが下記に述べる 王等の称「王」事例であったものと推定されるのである 42）。

　【1】 王
　 国は、渭河と千河が交錯する地点より以北、千河下流域を中心とする地域に所在していたもの
と見られる 43）。この地は、《1》文化圏の中心地の一つである宝鶏市の近傍に位置しており、その文
化的伝統を色濃く残す地域であったものと考えられる 44）。 王関連器銘として以下の諸器銘が列挙
される。
（1） 王方鼎銘（前期［2149］）
　　 王作宝尊鼎。（ 王　宝尊鼎を作る。）

（2） 王 銘（前期［6452］）
　　 王作宝彝。（ 王　宝彝を作る。）

（3）同 銘（中期［5398］）
　　隹十又二月、 王賜同金車，弓矢。同対揚王休。用作父戊宝尊彝。
　　　これ十又二月、 王　同に金車，弓矢を賜う。同　王の休に対揚す。用て父戊の尊彝を作る。
（4）散氏盤銘（後期［10176］、Ⅱ）
　　用 散邑、廼与散用田。・・・厥授図 王于豆新宮東廷。厥左執 、史正仲農。
　　　 の散の邑を てるを用て、すなわち散に与うるに田を用てす。・・・その図を 王より、

豆の新宮東廷にて授く。その を左執するは、史正仲農なり。
（5） 王簋銘（後期［3871］）
　　 王作鄭姜尊簋。子々孫々、其万年、永宝用。
　　　 王　鄭姜の尊簋を作る。子々孫々、それ万年、永く宝として用いよ。
　まず注意されるのは、「 王」の称謂事例が西周前期に断代される器銘から既に見出されている
という点である。この事実は、 王と周王との関係の在り方が実態として如何なる形で始まったか、
その事情を示唆する。すなわち、周政権が克殷を実現して「王朝」化した段階において、周政権に
比べてはるかに弱小国であったはずの 国が、しかも周政権の本拠である周原と隣接する地におい
て称「王」を開始するという事態は想定されにくい。それよりむしろ、周政権が克殷を果たす以前
の段階において、周政権が疆域内称「王」するのと軌を同じくしてほぼ同じような状況のもとに疆
域内称「王」を始めたというのが実情だったのではあるまいか。
　そうして、西周中期及び後期に断代される器銘にも「王」称謂が見られる点については、殷王朝
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がいまだ健在であった段階において周政権が称「王」していたのと同様の状況が想定されよう。
国は周族とは異なる文化集団ではあったものの、おそらく周王朝成立前後の段階において既に周政
権の同盟国としての立場をとっていたのであり、周政権が「王朝」化した後も特別措置としてその
疆域内称「王」を黙認されていたのではなかろうか。それ故に、 王は周王朝に対して形式的に臣
属する一方で、疆域内においては称「王」し続ける事ができたのではないかと考えられるのである。
　また、関連器銘の 伯鬲銘（前期［514―515］）， 伯 銘（前期［871］）や 仲戈銘（前期［10889］），
叔簋銘［『近出』（中期、422）］を見ると 氏の一族は「 伯」，「 仲」，「 叔」の 3族に分族化

している（ 王は、周王朝に対する公式称謂として 伯を称していた可能性があろう 45）。このような分族
化は、王朝内有力諸族であった井氏や 氏等においても見られる現象であり 46）、 氏がその称「王」
の裏打ちとなるだけの一定の勢力を有する大族であった事が推測される。そうして、散伯簋銘（後
期［3777―3780］）に、
　　散伯作 姫宝簋。其万年永用。
　　　散伯　 姫の宝簋を作る。それ万年永く用いよ。
と見えるように、周王朝王畿内の散伯等と通婚関係を結ぶ一方＜前掲（5） 王簋銘も同様の 器で
あろう 47）＞で、宝鶏市紙坊頭 1号墓〔西周前期： 伯墓〕から前掲 伯鬲が出土し、また宝鶏市茹
家荘 1号墓〔西周中期： 伯墓〕から「 」字を書した灰釉豆が出土している点から、（ 氏と同様に）

周族とは異なる文化集団であったと見られる 氏 48）とも密接な交流関係を持っていたようである。
氏は 国の中心地である千河下流域から渭河を渡って南岸に位置する清姜河下流域に本拠を持っ

ていた一族であり、 伯井姫羊尊銘（中期［5913］）によると、
　　 伯作井姫用盂 。（ 伯　井姫の用いる盂 を作る。）

というように、 氏と同様に周王朝王畿内の族である井氏と通婚関係を取り結んでいた。
　要するに 氏は、東面する周王朝系の諸族との間に通婚等に基づく友好関係を形成する一方で、
南面する（自己と同じく周族から見て異族の） 氏との間にも独自の交渉ル―トを確保していたもの
と考えられるのである。前掲（4）散氏盤銘に見られる如く、周系諸族との間に土地の権利関係等を
めぐって衝突する事はあっても、両者の関係が破綻する事は西周末に至るまで回避されたものと見
られる。
　しかし、ここで改めて注意しておくべき点がある。それは、 氏が西周代のほぼ全期を通じて称
「王」し、また複数の分族を擁するだけの大族であったにもかかわらず、 氏に関する記録が文献
史料上全く見出されないという点である。また一層重要な点は、同時代史料である冊命金文におい
ても全く登場してこない点である。これ程の大族である 氏が、「周的君臣関係」を象徴する公的
儀礼である冊命儀礼に全く関与した形跡がなく、右者どころか受命者にもなっていないのである（こ
の点は、 氏も同様である）49）。
　翻って 国の位置について再確認してみると、その東方には井氏や 氏の本貫地が連接している
事に気付く 50）。言うまでもなく井氏や 氏は、周王室の同族であると考えられる名門であり 51）、ま
た執政団の構成員や右者を輩出して周王朝の最高権力機構に参画しており 52）、王朝中央の政策決定
に関与し得る有力内諸侯であったものと見られる。つまり 氏の本拠地以東の隣接地には、周王朝
が股肱と頼む諸族が 氏に対抗するかの如く列置していたのである。
　思うに、周王朝は千河を境にして 国や 国のような異族と対峙し、千河以東に井氏や 氏等の
有力内諸侯の本貫地を配置して王畿西辺の備えとしていたのではあるまいか。そのように解釈する



西周代天子考

26

455

事が可能であるとすると、 氏に対する周王朝側からの処遇も了解されてくる。要するに、周王朝
は周系諸族との通婚関係締結等を通じて 氏との友好関係保持に配慮する一方、井氏や 氏のよう
な強族を 国との接壌地に列置して警戒を怠らず、また冊命儀礼のような王朝中央が重視する諸儀
礼からはあえて排除して介入する事を拒絶し、あくまで疎族として待遇していたものと考えられる
のである。 氏に関する記録が文献史料の上から見出されない理由も、このような観点から理解さ
れよう。

　【2】豊王
　『史記』秦本紀の襄公元年（前 777 年）条に、
　「以女弟繆 爲豊王妻」
とあり、西周末期における秦伯と豊王の通婚関係樹立を伝える。この頃秦の勢力はいまだ千河以西
にまでしか到達しておらず（「 渭の会」＜＝千河と渭河の交錯地＞に進出するのは前 762 年）53）、また
文公二十七年（前 739 年）の条に、
　「伐南山大梓、豊大特」
とあり、同条の『集解』に、
　「今武都故道有怒特祀、図大牛、上生樹本、有牛従木中出、後見於豊水之中」
とあり、豊地が武都郡故道県 54）に比定されるとするならば、現在の宝鶏市南方にその地を求める事
ができよう 55）。すなわち、豊王の拠点も先述した《1》の文化圏に属する地に所在していたのであり、
氏の拠点の近傍に位置していたものと見られる。
　そうして、豊王斧銘（西周［11774］）及び豊王銅泡銘（前期［11848―11850］）に「豊王」とあり、
後者を西周前期とする断代に従うと、豊王は 王と同じく西周王朝成立前後から既に称「王」して
いたものと考えられ、秦本紀の記事に見えるように、 王と同じく西周末期に至るまで称「王」し
続けていたものであろう。
　ちなみに、豊公鼎銘（前期［2152］），豊伯戈銘（前期［11014］），豊伯剣銘（前期［11572―11573］）
に「豊公」，「豊伯」とあるのに拠ると、豊王は周王に対する公式称謂として「豊公」56）もしくは「豊
伯」57）を称していた可能性が指摘できよう。また、王 銘（後期［9438］）に、「王作豊妊単宝 。」（王
　豊妊単の宝 を作る。）とあるのによると、周王朝との間に通婚関係を取り結んでいた点も確認さ
れる（また、豊氏が妊姓であった事も知られる）。なお、豊公鼎は宝鶏市竹園溝の 国墓内伯各墓から
出土しており、 氏と同様に 氏と密接な交流を持っていた点も窺われる 58）。
　ところで、関中王畿には軍事集団を伴う「還」と呼ばれる施設が鄭地と豊地に所在していたとさ
れる 59）。もしこの場合の「豊還」が豊王の拠点である「豊」の近郊に位置していたとすると、 国
と王畿の接壌地に井氏や 氏のような有力大族を配した例と同様、豊王勢力の動向を警戒して軍事
拠点を設けた事例であるとも解釈できるであろう。しかし、豊王の「豊」は 国に隣接する僻遠の
地であり、周王の在所としては不適当であるようにも思われる。それ故ここではその可能性につい
て指摘しておくにとどめる。

　【3】豳王
　豳王については、西周中期に断代される豳王 銘（中期［9411］）に、
　　「豳王作姫姊 。」（豳王　姫姊の を作る。）
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とあり、また西周後期に断代される［『近出』（後期［125―126］）］に、
　　「豳王作姜氏 。」（豳王　姜氏の を作る。）

とある。
　豳は現在の陝西省 県近傍に比定される地であり、涇河上流域に位置する。
　『史記』周本紀によると、当地は古公亶父の故地であり、古公はここから岐山方面へと南遷した
とされる 60）。この伝説の具体的真偽はともかく、豳地付近が周族以外の異族の領有に帰していた事
情を伝えるものではあろう。
　そうして、この 県近傍でも《1》の文化圏に属する文化遺跡が発見されているのであり 61）、前
述の 地や豊地における称「王」事例を参考にするならば、この地においても西周王朝成立前後の
時期において《1》の文化伝統に属する地方政権が割拠しており、称「王」し始めたものと推測さ
れるのである。
　一方、静簋銘（前期［4273］）に、
　　 隹六月初吉、王在 京。丁卯、王命静、 射学宮。小子 服 小臣 夷僕学射。 八月初吉庚寅、
王以呉 ，呂 、会豳 ，邦周、射于大池。静学無 。・・・

　　　 これ六月初吉、王　 京に在り。丁卯、王　静に命じ、射を学宮に らしむ。小子と服と小
臣と夷僕　射を学う。ここに八月初吉庚寅、王　呉 ，呂 を以いて、豳の ，邦周と会し、
大池に射せしむ。静　学えて ること無し。・・・

とあり、また 簋銘（中期［4266］）に、
　　 唯三月、王在宗周。戊寅、王格于大廟。密叔右 、即位。内史即命。王若曰、 。命汝作豳
冢 馬、啻官僕，射，士，訊，小大又隣。・・・

　　　 これ三月、王　宗周に在り。戊寅、王　大廟に格る。密叔　 を右け、位に即く。内史　命
に即く。王若く曰く、 よ。汝に命じて豳 の冢 馬と作し、僕，射，士，訊，小大又隣を
啻官せしむ。・・・

とあり、善鼎銘（中期［2820］）に、
　　 隹十又二月初吉、辰在丁亥。王在宗周。王格大師宮。王曰、善。昔先王既命汝左胥 侯。今余
唯肇 先王命、命汝左胥 侯、監豳 戍、賜汝乃祖旂。用事。・・・

　　　 これ十又二月初吉、辰は丁亥に在り。王　宗周に在り。王　大師の宮に格る。王曰く、善よ。
昔　先王既に汝に命じて 侯を左胥せしめたり。今　余これ先王の命を肇 す。汝に命じて
侯を左胥し、豳 の戍を監せしむ。汝に乃の祖の旂を賜う。用て事えよ、と。・・・

とあるのによると、豳地には「豳 」或いは「豳 」と称せられる軍事集団が配置されていたよ
うである。
　そしてまた前掲大克鼎銘によると、
　　 ・・・王呼尹氏、冊命善夫克。王若曰、克。・・・賜汝井家 田于 、以厥臣，妾。・・・賜汝

田于 原。・・・賜汝井 人。 賜汝井人奔于 。・・・
　　　 ・・・王　尹氏を呼び、善夫克に冊命せしむ。王若く曰く、克よ。・・・汝に井家 田を

に賜い、その臣，妾と以にす。・・・汝に田を 原に賜う。・・・汝に井 人を賜う。汝に
井人の に奔れるを 賜す。・・・

というように、「 に所在する井家の 田」や「 原の田」等が克に賜与されているのであるが、
原は『詩』大雅・公劉に、
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　「篤公劉　逝彼百泉　瞻彼溥原　迺陟南岡　乃覯于京　京師之野」
と見える「溥原」に比定されている 62）。そうして、公劉の「溥原」は豳地に所在する地であり、そ
うすると大克鼎銘で「 原」（＝溥原）と共に賜与されている井家の 田が所在する 地も、豳地近
傍に位置していた可能性が指摘できる。つまり豳地には、周王朝股肱の大族である井氏の所領の一
部が分布していたものと見られるのである 63）。
　このように軍事集団を配したり大族の所領を形成した目的は、おそらく一つには前述した 地や
豊地の事例で検討したように、異族である豳王の勢力に備えるためであったのであろう。またもう
一つの目的は、涇河流域に沿って南下してくる の侵攻に対抗するためであったものと思われる。
多友鼎銘（後期［2835］）において、
　　 唯十月、用 放興、広伐京 、告追于王。命武公、遣乃元士、羞追于京 。武公命多友、率
公車羞追于京 。・・・

　　　 これ十月、 放び興り、京 を広伐するを用て、王に告追す。武公に命ず、乃が元士を遣し、
京 に羞追せよ、と。武公　多友に命じ、公の車を率いて京 に羞追せしむ。・・・

というように、「京 」（豳地の近傍に位置していたと考えられる 64））に侵攻した に対して井武公 65）

の臣下である多友が迎撃にあたっているのも、井氏が豳地付近に所領を有していた事と無関係では
あるまい。
　なお、豳伯鼎銘（前期［2109］）に「豳伯」とあるのに拠ると、豳王は周王に対する公式称謂とし
て豳伯を称していた可能性が指摘できよう 66）。

　【4】呂王・申王
　呂王・申王の関連諸器銘は以下のものである。
（1）呂王鬲銘（後期［635］）
　呂王作尊鬲。子々孫々、永宝用享。
　　呂王　尊鬲を作る。子々孫々、永く宝として用て享せよ。
（2）呂王壺銘（後期［9630］）
　呂王造作芮姫尊壺。其永宝用享。
　　呂王　芮姫の尊壺を造作す。それ永く宝として用て享せよ。
（3） 編鐘銘［『近出』（春秋後期、51―59）］67）

　 択吉金、鋳其反鐘。・・・凡君子父兄、千歳鼓之、眉寿無疆。 呂王之孫、楚成王之盟僕、男
子之芸。余不 在天之下。・・・
　　　 　吉金を択び、その反鐘を鋳る。・・・凡そ君子父兄、千歳までこれを鼓し、眉寿無疆な

らんことを。 　呂王之孫、楚成王の盟僕、男子の芸。余　天の下にありて わず。・・・
（4）申王之孫簠銘［『近出』（春秋後期、521）］68）

　申王之孫叔姜自作飲簠。其眉寿無 、永保用之。
　　 申王之孫叔姜　自ら飲簠を作る。それ眉寿無 にして、永く保ちてこれを用いよ。
呂国と申国は共に河南省南陽市近傍に位置しており、「申呂」と併称されていたように 69）、相互補
完的存在であったものと見られる。それ故、実態として政治的活動は両国一体となって行なってい
たものと思われ、隣接する 2国が共に称「王」していた理由もその辺りに求められよう。
　呂国・申国については、上述した称「王」事例と明らかに異なる点がいくつか指摘できる。まず
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第一に、これまで述べてきた諸事例が全て関中王畿周辺における称「王」事例であったのに対して、
呂国・申国は関中王畿外の外諸侯地域に位置するという事。第二に、第一の点とも関連する事であ
るが、当然《1》の文化圏にも属さない地域であるという事である。そして第三に、器銘が西周後
期から春秋後期にかけての時期に断代されており、西周前期～中期の器銘が確認されていないとい
う点である。春秋後期の器銘については、（3）に「呂王之孫」，（4）に「申王之孫」とあり、それ以
前における称「王」を窺わせるのであるが、称「王」の記憶が春秋後期に至っても尚強調されてい
るという点自体に、前述した諸事例とは異なる時期的新しさを推測させるのである 70）。
　それ故おそらく、呂国・申国の称「王」開始時期は西周王朝成立以後に繋けられるものと思われる。
殷王朝末期における称「王」事例は関中平原以外からは確認されておらず、また周王朝発足時に 王，
豊王等との間に取り結ばれたものと推測される非公式称「王」の黙認という事態が呂国・申国につ
いては想定され難い以上、そのように考えるのが適当であると思われる。そうであるとすれば、呂王・
申王の称「王」開始時期は具体的に何時頃からであったのであろうか。
　厲王代に勃発したと見られる鄂侯反乱 71）は、禹鼎銘（後期［2833―2834］、Ⅲ B）に、
　　 ・・・烏 、哀哉、用天、降大喪于下国。亦唯鄂侯馭方率南淮夷，東夷、広伐南国，東国、至
于歴内。王迺命西六 ，殷八 曰、撲伐鄂侯馭方、勿遺寿幼。肆 彌 、弗克伐鄂。・・・

　　　 ・・・ああ、哀しい哉、用て天、大喪を下国に降す。またこれ鄂侯馭方　南淮夷，東夷を率
いて、南国，東国を広伐し、歴内に至る。王　すなわち西六 ，殷八 に命じて曰く、鄂侯
馭方を撲伐し、寿幼を遺すなかれ、と。ここに 　彌 し し、鄂を伐つこと克わず。・・・

とあるように、一時期西周王朝に対して深刻な危機をもたらした外諸侯主導の大乱であったのであ
るが、この時王朝側によって平定された鄂侯の本拠こそが実は南陽市附近に所在していたものと考
えられるのであり、申伯（申侯）はその跡地に移封されてきたのである 72）。
　そうして、南陽市附近の戦略的重要性に鑑みて申国に対しては相当の軍事力投下がなされたもの
と考えられ 73）、外諸侯内のランクという側面においても王室との連世婚姻を認めるという優遇措置
をとり、西周末期に申侯が幽王敗滅をもたらす遠因を醸成したのである 74）。
　このように、申侯は厲王代における移封後に強力な政治的力量を獲得したものと見られ、その称
「王」開始時期もおそらくこの頃（厲王～幽王時期）に繋けられるものと推測されよう。或いは厲王
が晋地内の彘に出奔した混乱に乗じて非公式称「王」を始めたのかもしれない 75）（周王に対する公式

称謂としては申侯または申伯を称していたものであろう）。そうして、先にも述べた様に申国と一体となっ
て政治的活動を行なっていたと見られる呂国も、申国に倣って同時期に称「王」を始めたのであろ
う（公式称謂としては呂伯を用いたものと見られる 76））。
　なお、仲 父簋銘（後期［4188―4189］）77）に、
　　南申伯大宰仲 父厥辞、作其皇祖考 王，監伯尊簋。用享用孝。・・・
　　　南申伯の大宰仲 父厥辞、その皇祖考 王，監伯の尊簋を作る。用て享し、用て孝せよ。・・・ 

　　　〔4188 及び 4189・2 では「仲 父大宰南申」と銘されている〕
とあるのによると、申国の大宰職に就いていた仲 父は祖父の諡号として「王」号を用いていた。
諡号において用いられる王号については次節にて検討するが、それにしても外諸侯に臣属する者が
たとえ諡号ではあっても「王」号を使用する事（或いは、仲 父は申王族出身者であったのであろう）は、
他に類例を見ない。このような点も、当該期における申国の強勢と深く関連しているのであろう。
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　上述のように、西周全期間を通して 王，豊王，豳王等の称「王」事例が存在した事を確認した。
では、この事実は周王朝による称「天子」とどのように関連するのであろうか。
　序章において述べたように、「天子」号は殷王朝ではいまだ用いられておらず、それ故に殷的な「王」
概念ではもはや対応できない課題が出現して初めて「天子」号の創出が要請されたのではないかと
予想していたのであるが、そのような課題とは何であったのであろうか。
　ここで殷王朝末期の関中平原の状況を想起してみよう。克殷に向けて台頭著しい周政権は周原地
域を本拠として東西に疆域を拡延し、少なくともその疆域内においては既に称「王」していた。同
様に、おそらく周政権と同盟関係を取り結んでいた宝鶏市近傍の 国や豊国でも称「王」がなされ
ており、また 県近傍の豳国でも「王」称謂が採用されていたものと推察される。そうして周王朝
は克殷後、必然的に関中王畿周辺の勢力圏内において複数の称「王」政権を同盟国として抱え込む
事になったのである。その後称「王」政権を次々と滅ぼしていくのも一つの選択肢としてあり得た
とは思われるが、実際にはその方法は採用されず、服属させたまま温存させる方法がとられた。そ
の理由は、やはり克殷達成後まもない時期における周王朝の脆弱さに求められるであろう 78）。当該
期においてまず優先されたのは陝東地域の新併合地に対する支配体制の確立にあったものと思わ
れ、関中王畿に辺在する称「王」政権については黙認する方針が選ばれたものと思われる。
　そして、ようやく周王朝の陝東地域支配が安定し、「周的体制」の構築が模索される段階（林断代
ではⅡ A～Ⅱ B間の画期）になって初めて、実態として称謂者が併存する「王」号になりかわる称号
として、また「王」号とは異なる排他的な専称として「天子」号が選択的に漸次導入されるようになっ
ていったのではなかろうか。
　「天子」号の持つこのような性格（「王」号と異なる排他的称謂としての性格）は、「周的君臣関係」
を象徴する場である賜与儀礼等の公的儀礼の場において、特に明瞭な形で確かめられる。それ故次
節においては、この点について述べていこう。

第二節　西周代称王事例と君臣関係
　賜与儀礼における称「王」事例は、 伯 簋銘（中期［4302］）と前掲 伯簋銘に見出される。ま
ず 伯 簋銘から見ていこう。
　　 隹王正月、辰在庚寅。王若曰、 伯 。 、自乃祖考有勲于周邦。佑闢四方、恵張天命。汝肇
不墜。余賜汝・・・。 伯 敢拝手稽首、対揚天子丕顕休。用作朕皇考釐王宝尊簋。・・・

　　　 これ王の正月、辰は庚寅に在り。王若く曰く、 伯 よ。 、乃の祖考よりして周邦に勲有り。
四方を佑闢し、天命を恵張す。汝　肇ぎて墜とさざれ。余　汝に・・・を賜う、と。 伯
　敢て拝手稽首し、天子の丕顕なる休に対揚す。用て朕が皇考釐王の宝尊簋を作る。・・・

　 伯 は関連器銘である 銘（中期［5419―5420］、Ⅱ B）79）を見ると、伯雍父を総司令として
展開されていた南征活動に従事していたようであり 80）、受命者レベルの王官であったものと考えら
れる。その 伯 が周王と対面する賜与儀礼を記した器銘の中において、自らの父を称「王」して
いるのである。しかし、この事例に関しては、その称謂がなされた場について再確認しておく必要
があろう。
　例えば弭伯簋銘（後期［4257］、Ⅲ B）に、
　　 隹八月初吉戊寅、王格于大室。栄伯内右師籍、即位中廷。王呼内史尹氏、冊命師籍。賜汝・・・。
用事。弭伯用作尊簋。其万年。子々孫々、永宝用。
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　　　 これ八月初吉戊寅、王　大室に格る。栄伯　内りて師籍を右け、位に中廷に即く。王　内史
尹氏を呼び、師籍に冊命せしむ。汝に・・・を賜う。用て事えよ、と。弭伯　用て尊簋を作る。
それ万年ならんことを。子々孫々、永く宝用せよ。

とあり、この事例で受命者となっている「師藉」は作器の段において「弭伯」と換称されている。
これは各々の称謂が用いられた場が異なるためであって、前者は周王と対面する受命の場において
用いられており、後者は作器の件について述べる族内祭祀の場において用いられていたからである
と考えられるのである 81）。
　これと同様に弭叔簋銘（後期［4253―4254］、Ⅲ A）に、
　　 隹五月初吉甲戌、王在 。格于大室、即位中廷。井叔内右師 。王呼尹氏、冊命師 。賜汝赤

，攸勒。用楚弭伯。師 拝稽首、敢対揚天子休。用作朕文祖宝簋。弭叔其万年。子々孫々、
永宝用。

　　　 これ五月初吉甲戌、王　 に在り。大室に格り、位に中廷に即く。井叔　内りて師 を右く。
王　尹氏を呼び、師 に冊命せしむ。汝に赤 ，攸勒を賜う。用て弭伯を楚けよ、と。師
　拝稽首し、敢て天子の休に対揚す。用て朕が文祖の宝簋を作る。弭叔　それ万年ならんこ
とを。子々孫々、永く宝用せよ。

とある「師 」は受命の場における称謂であり、後段に見える「弭叔」は族内祭祀の場における称
謂であったものであろう 82）。
　そうして、 伯 簋銘の事例で「王」称謂が見える箇所は、弭伯簋銘や弭叔簋銘の事例でいうな
らば後段の作器の件を述べた部分に該当するのであって、両器銘と同様に族内祭祀の場において用
いられた称呼であったものと推察されるのである。つまり、 伯 は公式の場である受命儀礼にお
いてはあえて「王」称謂の使用を回避し、いわばプライベ―トな場である族内祭祀の場において非
公式に称「王」していたものと見られるのである。しかもこの場合の称「王」は父に対する「諡号」
であって、前述した 王の事例に明確に認められるような自称形式の称謂ではない。 王の場合、
少なくともその疆域内においては公式称呼として称「王」していたものと考えられるのであるが、
伯 の場合はあくまで族内のみにおいてその称謂を限定的に用いていたものと推察され、文字通

り非公式族内称呼として「王」称謂を用いていたものであろう。
　では、特に 氏が父祖を称「王」していた経緯は如何なるものであったのであろうか。この点に
ついての示唆を与えるのが大保簋銘（前期［4140］、Ⅰ A）の記述である。
　　 王伐 子聖。 、厥反、王降征命于大保。大保克敬、譴亡し。王造大保、賜休 土。・・・
　　　 王　 子聖を伐つ。ああ、それ反するに、王　征命を大保に降す。大保　克く敬しみて、譴

亡し。王　大保に造りて、 の土を賜休す。・・・
　この器銘の中で大保による征伐の対象となっている 子聖は、おそらく 伯 の父祖にあたる人
物であろう。そうして征伐を受けた後の 氏は周王朝に従属するようになり、 伯 のように王官
として殊功ある族員もあらわれるようになったのであろう 83）。しかし、本来独立性の強い一族であっ
た 氏は、入臣して王畿内に入居するようになってからも 84）、一族祭祀の場においては父祖に対し
て「王」称謂を続けていたという事になろう 85）。
　このような族内私的称呼としての「王」称謂の使用は、前掲 伯簋銘においても認められる。
　　 隹王九年九月甲寅、王命益公、征眉敖。益公至、告。二月、眉敖至見、献 。己未、王命仲、

致帰 伯貔裘。王若曰、 伯。朕丕顕祖文，武、応受大命。乃祖克弼先王、翼自他邦、有績于



西周代天子考

32

449

大命。我亦弗□享邦、賜汝貔裘。 伯拝手稽首、天子休弗忘小裔邦。帰 敢対揚天子丕 魯休。
用作朕皇考武 幾王尊簋。・・・帰 其万年、日用享于宗室。

　　　 これ王の九年九月甲寅、王　益公に命じ、眉敖を征せしむ。益公至り、告ぐ。二月、眉敖至
り見えて、 を献ず。己未、王　仲に命じて、帰 伯に貔裘を致さしむ。王　若く曰く、
伯よ。朕が丕顕なる祖文，武、大命を応受す。乃の祖　克く先王を弼け、他邦よりして翼け、
大命に績あり。我もまた享邦を□せず。汝に貔裘を賜う、と。 伯　天子の休にして小裔邦
を忘れたまわざるに拝手稽首す。帰 　敢て天子の丕 なる魯休に対揚す。用て朕が皇考の
武 幾王の尊簋を作る。・・・帰 　それ万年、日に用て宗室に享せむ。

　益公が眉敖征伐を遂行した際に、仲を通じて 伯に対し下賜があったものであるが、おそらく
伯はこの時の戦役に何らかの形で関与していたものと推察され、その結果特に賞与を受けたもので
あろう。
　 伯は器銘中に「翼自他邦」、「天子休弗忘小裔邦」とある点から、王畿外に疆域を有していたも
のと考えられ 86）、また「朕丕顕祖文，武、応受大命、乃祖克弼先王」と説いている点から、周王朝
成立前後の時期において 伯の父祖が周王朝に対して協力的態度をとっていた事がわかる。
　そうすると、 国は先述した 国や豊国と同様の時期に、同様の政治的関係を周王朝との間に取
り結んでいたものと考えられるのであるが、 国や豊国と異なる点はあくまで「諡号」として「王」
称謂を用いていたという点であろう。すなわち、 伯の場合は王畿外に位置してはいたものの、そ
の疆域内における公式称呼として「王」号を用いていた事実は認められず、 氏と同様に族内祭祀
の場のみに限定して父祖を「王」称謂していたものと見られるのである 87）。
　仮に 伯がその疆域内において「王」号を僭称していたとしても、少なくとも周王朝との間で公
的な君臣儀礼が執り行われる際には、やはり「王」を自称する事は認められず、周王に対しては称「天
子」する事が要請されたものと考えられるのである（その場合においても、族内祭祀の場において、父
祖に対し諡号として称「王」する事は可能であった）。

　以上、述べてきたところを踏まえて、「周的君臣関係」と称王事例との関係について総括すると
以下のようになるであろう。
　まず周王朝は、王朝発足当初に既に称「王」していた同盟国（乃至は臣属国）に対しては、少なく
ともその疆域内におけるその使用を容認していたものと見られる。しかし、もし周王朝との間で公
的な君臣儀礼が執り行われたならば、 氏や 伯の事例からも類推されるように、やはり称「王」
する事は認められず、周王に対しては称「天子」する事が求められたものと考えられるのである（儀
礼後の族内祭祀の場で、父祖に対する諡号として「王」称謂する事は容認された）。
　このように「周的君臣関係」においては、非公式の場における称「王」が様々なレベルで容認さ
れる一方、公式の場においては厳格なまでに臣属者の称「王」を排除し、また周王に対する称謂と
しては「王」ではなく「天子」を用いる事が特に西周中期以降（林断代ではⅡ A以降）の「周的体制」
形成期において志向されていったのである。
　そうして、西周王朝が「天子」号を周王の公式称呼として専称化し始めて以降（穆王・共王期以降）、
西周末に至るまでついに非公式称「天子」者は出なかったのであって、例えば 王の場合も周王に対
して称「天子」する事はなかったものの、属臣に自らを称「天子」させる事もなかったのである 88）。
　非公式称「天子」の事例が非公式称「王」とは異なり見出されないという点は、非公式称「王」
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は（非公式に）認められても、称「天子」は非公式の場においてすら認められていなかったという
事（非公式称「王」者側も、その疆域内で当該規範を遵守していた）を意味しているものと思われ、この
点は「天子」号が「周王朝君主によってのみ称され得る、排他的君主号であった」という本質を如
実に示しているものと思われる。　

おわりに

　既述のように「天子」号はすぐれて「周的」な君主号であったと考えられるのであるが、また関
中王畿周辺の称「王」者に対応して成立したという事情に鑑みるならば、その称謂が周王朝発祥の
地である関中王畿の地において真っ先に誕生した（周王朝による選択的使用は関中王畿＜少なくとも王
畿内＞から開始された）のではないかと推測されよう。この点に関して示唆を与えるのが、陝東地域
に所在する外諸侯「侯」による「天子」称謂の事例である。
　〔宜侯 簋銘〕（前期［4320］、Ⅰ B）

　　 隹四月、辰在丁未。王省武王，成王伐商図、 省東国図。王位于宜宗社、南郷。王命虎侯 。曰、
繇、侯于宜。・・・。宜侯 揚王休。作虎公父丁尊彝。

　　　 これ四月、辰は丁未に在り。王　武王，成王の伐ちし商図を省し、 でて東国の図を省す。
王　宜の宗社に位し、南郷す。王　虎侯 に命ず。曰く、ああ、宜に侯たれ。・・・。宜侯
　王の休に揚う。虎公父丁の尊彝を作る。

　〔応国 簋銘〕〈（中期）文物 1999―9〉89）

　　 隹王十又一月初吉丁亥、王在姑。王弗忘応公室、 寧 身、賜貝卅朋，馬四匹。 対揚王丕顕
休寧。用作文考釐公尊彝。・・・

　　　 これ王の十又一月初吉丁亥、王　姑に在り。王　応の公室を忘れず、 の身を 寧し、貝卅朋，
馬四匹を賜う。 　王の丕顕なる休寧に対揚す。用て文考釐公の尊彝を作る。・・・　

　〔伯 鼎銘〕（中後期［2816］）
　　 隹王八月、辰在丙午。王命 侯伯 。曰、嗣乃祖考、侯于 。・・・。 拝稽首、敢対揚王休。

用作朕文考順公宮尊鼎。・・・
　　　 これ王の八月、辰は丙午に在り。王　 侯伯 に命ず。曰く、乃の祖考を嗣ぎ、 に侯たれ。・・・。

　拝稽首し、敢て王の休に対揚す。用て朕が文考順公の宮の尊鼎を作る。・・・
　〔応侯見工鐘銘〕（中後期［107―108］、Ⅲ）
　　 隹正二月初吉、王帰自成周。応侯見工遺王于周。辛未、王格于康。栄伯内右応侯見工。賜彤弓一，
彤矢百，馬四匹。見工敢対揚天子休。用作朕皇祖応侯大 鐘。・・・

　　　 これ正二月初吉、王　成周より帰る。応侯見工　王を周に遺る。辛未、王　康に格る。栄伯
内りて応侯見工を右く。彤弓一，彤矢百，馬四匹を賜う。見工　敢て天子の休に対揚す。用
て朕が皇祖応侯の大 鐘を作る。・・・

　〔鄂侯鼎銘〕（後期［2810］）
　　 王南征伐角□。唯還自征、在 。鄂侯馭方内醴于王。乃□之。馭方宥王。王休宴。・・・。〔馭〕

方拝手稽首、敢〔対揚〕天子丕顕休釐。〔用〕作尊鼎。・・・
　　　 王　南征して角□を伐つ。これ征より還りて、 に在り。鄂侯馭方　醴を王に内る。すなわ

ちこれを□す。馭方　王に宥す。王　休宴す。・・・〔馭〕方　拝手稽首し、敢て天子の丕顕
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なる休釐に〔対揚す〕。〔用て〕尊鼎を作る。・・・
　〔晋侯蘇鐘銘〕［『近出』（後期、35―50）］
　　 隹王卅又三年、王親 省東国，南国。・・・。王親命晋侯蘇、率乃師、左 、北 □、伐夙夷。

晋侯蘇折首百又廿、執訊廿又三夫。・・・。王隹返帰、在成周公族整師宮。・・・丁亥、旦、王
御于邑伐宮。庚寅、旦、王格大室。 工揚父入右晋侯蘇。王親儕晋侯蘇秬鬯一 ，弓矢百，馬
四匹。蘇敢揚天子丕顕魯休。用作元龢揚鐘、用昭格前文人。・・・

　　　 これ王の卅又三年、王親ら東国，南国を 省す。・・・王親ら晋侯蘇に命ず、乃が師を率い、
左より を し、北より□を し、夙夷を伐て、と。晋侯蘇　折首百又廿、執訊廿又三夫あ
り。・・・王これ返り帰りて、成周の公族整師宮に在り。・・・丁亥、旦、王　邑伐宮に御す。
庚寅、旦、王　大室に格る。 工揚父入りて晋侯蘇を右く。王親ら晋侯蘇に秬鬯一 ，弓矢百，
馬四匹を儕る。蘇　敢て天子の丕顕なる魯休を揚す。用て元龢なる揚鐘を作り、用て前文人
を昭格す。・・・。

　以上が現在確認される「侯」による周王に対する称謂の事例である。
　「侯」による周王への称呼が、「王」から「天子」へと漸次移行しているのが読み取れよう。また、
「王」称謂を用いる事例が特に封建や襲封のような「侯」権力の確定に関わる際に主に用いられて
いたのに対して、「天子」称謂は賜与儀礼の場において主に用いられていた点も指摘できよう。
　つまり西周代も中期以降になると、殷王朝支配の伝統が強く残存していたと見られる陝東外諸侯
地域に対しても「天子」称呼の使用が要請されるようになっていったのであって、その事は「周的
君臣関係」が確認される場である賜与儀礼の場において、幾度も再確認されていったものと考えら
れるのである。
　春秋期に入って、例えば前 651 年に斉桓公が主催した葵丘の盟において、
　　 王使宰孔賜斉侯胙、曰、天子有事于文，武、使孔賜伯舅胙。・・・（斉桓公）對曰、天威不違顔
咫尺、小白、余敢貪天子之命、無下拜。・・・

とあり（『左伝』僖公 9年条）、また前 632 年に晋文公が主催した践土の盟において、
　　 王命尹氏及王子虎，内史叔興父策命晋侯爲侯伯、・・・晋侯三辭、從命、曰、重耳敢再拜稽首、
奉揚天子之丕顯休命。・・・

とあるように周王が称「天子」されているのも（『左伝』僖公 28 年条）、そのような陝東地域におけ
る「天子」称謂定着化の過程に位置づけられるのであろう。

　さて、本論においては西周代における「天子」号について考察してきた。そして、「天子」号は
西周中期以降（林断代ではⅡ B以降）になって本格的に使用されるようになり、次第に「王」号にな
りかわる（「王」号とは異なり排他的性格を有する）周王の公式称呼としての地位を獲得していった点
について検証した。そうして、「天子」号が選択的に導入された背景には、殷王朝の場合とは異な
る事情が周王朝の支配体制に内在していたからではないかと推測し、周王朝成立期において既に乱
立していた関中王畿周辺の称「王」者と周王朝との関係について検討したのである。
　以上のように本論では、西周代の「天子」号についてその成立状況に遡って考察してきた。周王
朝による「天子」号の専称化は、関中平原において始まり、やがて陝東地域にもその使用が要請さ
れていったものと見られるのであるが、その事情は西周代に断代される「天子」号所載の器がほぼ
全て陝西省内（特に関中平原）から出土している点からも傍証されよう 90）。また、周王朝が東遷した
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後に関中平原に発展した秦が、いち早く「天子」号をその君主号として採用していたと見られる点
もこの事と無関係ではあるまい 91）。
　このような周王朝東遷以後の「天子」称謂及びそれと「王」号との関連性については、次稿にお
いて検討していく事とする。

注
１ ）豊田久 1979 参照。
２）田中柚美子 1989 参照。
３）吉本道雅 2005、544 頁の注（1）に見える、
　「周王は王であり、同時に天子であった。「王」字は斧鉞の象形字であり、軍事を象徴する。「天子」概念
が祭祀的権威を代表することはいうまでもない」
　という指摘も、このような臆説の系譜に位置づけられるであろう。
４）栗原朋信氏は、『漢旧儀』や『漢官儀』等に見える皇帝六璽の用途について、
　　 「前漢では、六璽のうち「皇帝行璽」はすべての場合に用いられたのであり、「皇帝」の二字を冠する
他の二璽は国内の政務に用い、外国関係の政務には「天子」の二字を冠した璽を用いたことがわかる。」

　と述べられ、「皇帝」号を冠した璽印と「天子」号を冠した璽印が使い分けられていた点について指摘さ
れた（栗原朋信 1960、145 頁）。
　そしてこの検討結果に基づいて西嶋定生氏は、
　　 「皇帝六璽の制度からみると、漢の皇帝は「皇帝」としての機能と「天子」としての機能とを区別して
いたのであり、「皇帝」は国内政治における君主としての地位と権威を示すものであり、「天子」は蛮
夷に対する中国の君主の権威を示すとともに、君主として天地鬼神を祭祀するばあいの地位を示す称
号であった」

　と述べられ、璽印の用途の使い分けに対応した異なる機能の存在について言及された（西嶋定生 1970、
247 ～ 248 頁）。
５）例えば豊田氏は、周王が「「天命の膺受」者から「四方の匍有」者へと、順次その位についた」とする
想定に関連して、「『続漢書』礼儀志下の大喪の条に、新皇帝が即位の際、先ず天子の位に即き、次に皇
帝の位に即いているのは、これと同じ原理の上にあるのかもしれない」と述べられ、周制と漢制の連続
性について指摘されている（豊田久 1979、第四節注 6参照）。

６）竹内康浩 1999 参照。
７）なお田中氏の所説に関して竹内氏は、
　　 「金文に見られる現象面についての説明としては正しい。但し、「王」号との対比で、機能の面を言う
ものであれば、それは妥当ではない」　　　　　　

　と述べられ（竹内康浩 1999、注（25））、やはり「天子」号と対応する機能の存在について否定的見解を
示しておられる。
８）吉本道雅 2005、65 頁参照。また小南一郎 2005、134 頁にも同様の指摘がある。
９）「先周文化」の概念規定については、鄒衡 1980 参照。なお先周文化を専論した近年の著作としては、劉
軍社 2003 がある。また、漆水河流域から現れる聯襠鬲を主体とする集団が先周文化の中核を構成したと
見られる点については、西江清高 1993，1994 参照。
10）「周方弗其有禍」［郭沫若主編 1983、八四七二］、「周方弗無禍」［同上書、八四七二］等。
11）「命周侯、今生月亡禍」［董作賓 1948、四三六］。
12）周公廟遺跡については、徐天進 2005 等参照。
13）周原甲骨の概要については、王宇信 1984 参照。
　　　〔1〕「癸巳、彝文武帝乙宗。貞、王其 祭成唐。・・・」（岐山県鳳雛村出土 H11―1）
　　　〔2〕「貞、王其 佑大甲。 周方伯、・・・」（同上 H11―84）
　　　〔3〕「衣王田、至于帛。王隻田。」（同上 H11―3）
　　〔1〕の「王」については繆文遠 1982 が文王を指す称呼であると解釈されている。また〔2〕の「王」に
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ついては、厳一萍 1980 が「王是周王自称」と解釈されており、一方の「周方伯」については陳全方 1982
が「是殷帝太甲対他的称呼」と述べられ、殷王からの（文王に対する）他称であったものと見ておられる。
なお〔3〕の「衣王」については陝西周原考古隊 1979 が、「衣王、即殷王」と解釈されている。
14）鄭州商城が廃絶するのと軌を同じくして山西省垣曲商城や湖北省黄陂盤龍城等の植民地的拠点が廃絶
しており、当該期（殷墟初期）における殷王朝勢力の後退が推察される。
15）「天子」号の使用開始時期について山田統 1963 は、天子聖觚銘［前期（7296）］の事例を根拠に「天子
という称は、殷・周の際、その変革期の激動のなかに生じたと考えていいであろう。」とされているが、
当該器銘に見える「天子」の字釈に関しては竹内康浩 1999 が疑義を呈せられている。
　　事例数量の面からいっても、田中 1989 や竹内 1999 が指摘されているように、（少なくとも周王に関わ
る称呼としての「天子」号は）西周中期以降にその使用開始時期を下らせるべきであろう。
16）本論では青銅器銘の断代について、『集成』及び『近出』の断代案と『研究』Ⅰ，Ⅱの断代案を用い、［（1）
『集成』又は『近出』の断代案、（2）『集成』又は『近出』の著録番号、（3）『研究』Ⅰ，Ⅱの断代案］の
順に表記する〈『近出』の場合のみ、特に書名を注記している。又、『集成』及び『近出』の断代案の西
周早期，晩期を本論では前期，後期と改めた〉。
　　なお、これ等に未収録のものについては、著録雑誌名・刊号及び掲載誌に示された断代案を付記する（断
代案について別考に従う場合は、その旨注記した）。
17）この点に関して白川静氏は、「（天子と王の）両者には本来用義上の区別があり、天子とはその主君を
いう語である。・・・献簋のように作器者が王の陪臣であるときには、直接の君を天子という。天子は主
従関係の意味を含む語」であると述べられている〔（　）内は筆者注〕（『通釈』1下、600 頁）。
18） 簋銘中の「穆王」の「穆」字については、「穆穆」と隷釈する説もある（『殷周金文集成』の釈文例等）
のであるが、本稿では白川氏の見解（『通釈』2、142 ～ 143 頁）に従って 1字説をとり、穆王の生称であ
ると解釈する。
19）白川静（『通釈』5、504 頁）、郭沫若 1999（59），呉其昌 2004（2―39）等が穆王代に断代されている。
20）儀礼中における臣下の言説に関しては後述。なお、「対揚形式」中の称謂も後述するように臣下の言説
中の称謂である。
21）吉本道雅 2004 参照。
22）懿王の次には叔父の孝王が即位し、孝王の次にあらためて懿王の子である夷王が即位している。父子
継承を常態とする周王室の系譜においては異常な事態であり、王位相続をめぐる何らかの混乱が起こっ
た事が推定される。
23）輔師 簋銘の紀事断代については、吉本道雅 2005 の 27 頁参照。
24）同銘器の場合は、事例数 1とカウントしている。以下同じ。
25）宣王の即位が共和元年であると見られる点については、『通釈』3下の 753 頁参照。
26）前述のように、この点について確言されたのは竹内康浩氏である。なお、竹内氏は例外的に地の文の
中で「天子」号のみが現れる例として、永盂銘を挙げておられる（竹内 1999、注（13））。
27）嘏辞については、徐仲舒 1936，貝塚茂樹 1961 参照。
28）吉本道雅 2005、30 ～ 31 頁参照。吉本氏は冊命金文の事例として 44 例（又、これとは別に「冊命金文
にほぼ共通の儀礼を記す金文」を 7例）挙例されている。なお、武者章 1979 では 91 例，陳漢平 1986 で
は 80 例が挙例されている。
29）筆者がいう「周的君臣関係」とは、前述のように林断代でいうところのⅡ A～Ⅱ B間の画期以降に見
出される「周的体制」に対応して成立する君臣関係を指す。
30）伯姜鼎銘末尾の「天子魯休」も、「天子万年」と同じく作器の件を述べた箇所に表記されており、一連
の文章であると解釈される。言説中の表現であると見てよかろう。
31）〈戎生編鐘銘〉
　　 唯十又二月乙亥、戎生曰、休 皇祖憲公。 、 厥明心、広経其猷、 穆天子 霊。用建于
茲外土、 蛮戎、用幹不廷方。・・・

　　　 これ十又二月乙亥、戎生曰く、 が皇祖憲公に休あり。 にして、その明心を き、その猷
を広経し、穆たる天子の 霊を す。用てこの外土に建てられ、蛮戎を し、用て不廷方を幹
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す。・・・
32）〈 友鐘銘〉
　　 友、□其万年臣天〔子〕
　　　 友（曰く）、□それ万年　天〔子〕に臣たらんことを。
33）〈梁其鼎銘〉
　　隹五月初吉壬申、梁其作尊鼎。用享孝于皇祖考、用祈多福。眉寿無疆、 臣天〔子〕。・・・
　　　 これ五月初吉壬申、梁其　尊鼎を作る。用て皇祖考を享孝し、用て多福を祈る。眉寿無疆にして、

く天〔子〕に臣たらんことを。・・・
34）〈史頌鼎銘，同簋銘〉
　　 隹三年五月丁巳、王在宗周。命史頌省蘇。・・・休有成事。蘇賓章，馬四匹，吉金、用作 彝。頌其万

年無疆、日 天子 命。・・・
　　　 これ三年五月丁巳、王　宗周に在り。史頌に命じて蘇を省せしむ。・・・休にして成事有り。蘇　章，

馬四匹，吉金を賓る。用て 彝を作る。頌　それ万年無疆、日に天子の 命に えむ。・・・
35）〈伯梁其 銘〉
　　伯梁其作旅 。用享用孝、用 眉寿多福。 臣天子、万年唯極。・・・
　　　 伯梁其　旅 を作る。用て享し用て孝し、用て眉寿多福を む。 く天子に臣たりて、万年をこれ

極めんことを。・・・
36）竹内康浩 1999 の注（12）及び注（13）では、無 簋銘， 駒尊銘， 方鼎銘，師望鼎銘，大克鼎銘，
梁其鐘銘， 叔旅鐘銘，追簋銘を言説の中の「天子」称謂の例として挙げておられる（師望鼎銘につい
ては、本稿の表 1参照）。
37）殷墟文化の編年については、鄒衡 1980 や中国社会科学院考古研究所 1994 で提示された 4期区分案に
従う。
38）西江清高 1993，1994 参照。また、近年の論考として西江 2005 がある。
39）本論では、「侯」を冠する諸侯（金文では「侯于某」の表現で以て、某地に封ぜられた諸侯）について
は特に「侯」と表記し、汎称としての諸侯と区別する。
40）殷代における封建制については、胡厚宣 1944，陳夢家 1956 の第 9 章「政治区域」の条，島邦男 1958
の第 3章「殷の封建」の条参照。
41）善鼎銘（中期［2820］）に、
　隹十又二月初吉、辰在丁亥。王在宗周、王格大師宮。王曰、善。昔先王既命汝佐胥 侯。今余唯肇 先
王命、命汝佐胥 侯、監豳 戍。・・・
　　 これ十又二月初吉、辰は丁亥に在り。王　宗周に在り、王　大師の宮に格る。王曰く、善よ。昔　先
王既に汝に命じて 侯を佐胥せしめたり。今　余これ先王の命を肇 す。汝に命じて 侯を佐胥し、豳
の戍を監せしむ。・・・

　とあるのによると、 侯は豳地に付属する軍事拠点の総監的立場にいたものと考えられ、その封地も関
中地域外縁の豳地附近に所在していた可能性がある（豳地については後述）。しかし、この事例以外には
このような例は見受けられず（又、 地の比定地についても未詳）、関中地域においては基本的に「侯」
の封建はなされなかったものと考えてよかろうと思われる。
42）西周期の諸侯称王については、周知の如く王国維（『観堂別集』1）の指摘がある。
　　王国維は、「古諸侯於境内称王、與称君称公無異。」というように諸侯の疆域内称王について言及され、
また 伯 簋銘や 伯簋銘に関連して「皆紀天子錫命以為宗器、則非不臣之国」と述べられており、彼
等称王者が一方では周に対して称臣していたものとされた。そうして、「苟知此則無怪乎文王受命称王而
仍服事殷矣」というように、克殷前の周文王の称王も同様の脈絡で理解し得るものと説明されている。ま
た 王については、 伯等と同様に「以伯而称王者」であるとされている。
　　なお、特に 王の称王に関して考察した論考としては張政 1986 がある。
　　張氏は、 王や呂王が姜姓であったと見られる点から、「周時称王者皆異姓之国」とされ、 伯の称謂
については「蓋 是古国、当周人圧力大時則降称伯、及周人勢力向東方転移、旧的思想不忘復辟、則又
称王」と解釈されている。異姓称王に関する所論は傾聴すべきであろうと思われるが、称王と称伯の関
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係については、本論で述べるところの「称呼の使い分け」（公式称謂が「 伯」であり、非公式称謂が「
王」）を想定すべきであろう。　
43） 国関連遺跡は千河上流域の隴県附近と下流域の宝鶏市賈村 上官村・霊隴村・浮陀村附近に集中し
ている。殊に後者の附近からは大型建築遺構も発見されており、 国の中心地であったものと見られる（盧
連成・胡智生 1988、418 ～ 419 頁参照）。
　　なお、隴県南坡 国関連墓地のM１からは聯襠鬲が出土しており（盧連成・尹盛平 1982、図 10）、こ
の事は 国が西周前期の段階において既に土器群 Aの文化圏に属していた事実を示している。

44）宝鶏市周辺は、土器群 B中の金河・晁峪グル―プの分布地域である（西江 1993 参照）。
　　そうして、同じ遺跡内で、土器群 Bが減少して土器群 Aが増加するという現象は賈村でも認められ、
この点に関して西江清高氏は「賈村 の をはじめ、・・・散や に関係する遺跡も、すべてこれと同じ
動向の中にあったとみられる」と指摘されている（西江 1999 参照）。
45）この点に関して、盧連成・胡智生 1988 は 伯鬲銘及び 伯獻銘が西周初年に繋けられる点から「表明

人在商末周初已経立国、但尚未称王」と解され、「 伯→ 王」という称謂の変遷を想定されている（419
頁）。
　　しかし、 伯鬲銘， 伯 銘と 王方鼎銘， 王 銘， 王 銘との間に厳密な意味での前後関係を
見出す事は難しく、また 伯が 王に改称した事を明確に示す器銘が発見されていない現況のもとでは、
両称号の移行過程にまで言及する事は控えるべきであると思われる。
46）井氏については、金文上で井伯，井叔，井南伯に分族化していた点が確認され、また 2次的に鄭地，豊
地，咸地に鄭井叔，豊井叔，咸井叔が派生していた。一方の 氏についても、金文上で 伯， 仲， 叔，
季に分族化していた事が確かめられ、また 2次的に鄭 仲，城 仲が派生していた（松井嘉徳 2002・

第Ⅲ部・第二章・「分節する氏族」参照）。なお松井氏は井季 銘（中期［5239］、Ⅱ B）に見える井季
を以って「井季」の事例と解釈されている（松井 2002、217 頁及び 220 頁参照）が、季 作旅簋銘（中

期［3444］）に「季 」とあるように、「井」（＋）「季 」の称謂として理解すべきであろう。また、松
井氏は「井南伯」については井伯，井叔等と同様の分族とは見做されていない。
47）なお 氏の姓については、姫姓説と姜姓説が有力である。本論では西江 1999 及び白川静氏（『通釈』3上、
218 頁）の所説に従い、姜姓説を採る。
48） 氏については、西江清高 1999 及び武者章 1999 参照。西江氏は「殷末周初の宝鶏南部に現れた 集
団とは、・・・十二橋文化の要素を伴って秦嶺を北に越え、関中平原の一角に自らの位置を占めるに至っ
た集団である」と推測されているが、一方殷末周初以前については「清姜河河谷の一帯でも同時期の宝
鶏周辺の一般状況と同じくⅡ群の土器（＝土器群 B）の土器が行なわれていたと思われる」（注 26）＜（　）
内は筆者注＞と述べておられる。また、特に 氏と 国の関係については、盧連成・胡智生 1988、417
～ 420 頁参照。
49） 氏が冊命金文に関与していなかった点について武者章 1999 は、「このことは、「 」族が周王朝と密
接な関係をむしろ持ちえなかったことを示すものではなかろうか」と述べられ、「恐らくは周王朝との間
には一定の距離が置かれていたであろう」とされている。同様の点は、 氏にもあてはまるであろう。
50）井氏， 氏の本貫比定については、松井 2002、224 頁及び 238 頁参照。いずれも宝鶏市近傍に比定さ
れており、千河以東に所在していたものと考えられる（盧連成・尹盛平 1982 の図 1参照）。
51） 氏の始祖である 仲， 叔を「王季の穆」とする説は『左伝』僖公 5年条に見え、また井氏を「周
公之胤」とする説は『左伝』僖公 24 年条に見える。
52）この点に関しては、松井 2002、220 ～ 222 頁及び 232 ～ 235 頁参照。
53）『史記』秦本紀・文公 4年（前 762 年）条に、「至 渭之会」とある。
54）『漢書』地理誌・武都郡の条参照。
55）以下、豊・豳・申呂の現在地への比定は、譚其驤主編 1982 に拠る。
56）伝世器にも、西周後期に断代される豊公鼎がある（羅振玉 1936、4―12）。
57） 方鼎銘（前期［2739］）に、東夷征伐の際の攻撃対象として「豊伯」の名が見えるが、白川静氏が偽
刻であると断じられている（『通釈』1上、120 頁参照）。
58） 国と豊国の関係については、盧連成・胡智生 1988、420 ～ 421 頁参照。 国，豊国等の諸国に関し
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て「和西周王室保持着臣服，同盟関係、相互之間又有着頻繁的往来」とあるのは、適切な指摘であろう。
59）「還」と呼ばれた組織については、松井 2002、73 ～ 76 頁参照。松井氏は、周王の在所ともなり得た地
として、宗周・成周・鄭・豊等の同質性に関して言及されている。なお、松井氏は豊地を豊京に比定さ
れている（81 頁）。
60）「（古公亶父）乃與私屬遂去豳、度漆，沮、踰梁山、止於岐下。」
　　この時期の周政権に関する最近の考古学的検討については、西江 2005 参照。
61） 県周辺は、土器群 B中の碾子坡グル―プの分布地域である（西江 1993 参照）。
62）王国維「克鐘克鼎跋」（『観堂集林』18 所収）。
63）この点に関して谷口義介氏は、「すなわち、（大克鼎銘で）克氏に賜与された田土・臣妾のうち、井家
の所有・管理にかかるものが三例も数えられるのである。この事実は、克氏の有に帰するまえの豳地に
周公の支族たる井氏が入植していたことを示唆するものではなかろうか。」と指摘されている［（　）内
は筆者注。谷口 1988、74 頁］。
64）前掲克鐘銘に「・・・王親命克、 涇東、至于京 。・・・」（王　親しく克に命じて、涇東を し、京

に至らしむ。）とあり、京 が涇河近傍に所在していた点が確認される。白川静氏が説かれる如く、豳
地の附近と見てよかろうと思われる（『通釈』3下、537 ～ 538 頁参照）。
65）武公は、後掲禹鼎銘に、
　　 禹曰、丕顕 々皇祖穆公、克夾召先王、奠四方。肆武公亦弗遐忘朕聖祖考幽大叔，懿叔、命禹 朕祖考、

政于井邦。肆禹亦弗敢 、惕恭朕辟之命。・・・
　　　 禹曰く、丕顕にして 々たる皇祖穆公、克く先王を夾召し、四方を奠めたまえり。ゆえに武公もま

た朕が聖祖考幽大叔，懿叔を遐忘したまわず、禹に命じて朕が祖考を ぎて、井邦に政せしめたまう。
ゆえに禹もまた敢えて らず、朕が辟の命を惕恭す。・・・

　とあるのによると、「井邦」の国君でもあったものと考えられ、「井公」（「井武公」）とも称される立場の
者であったものと見られる。
66）豳公 〔中国歴史文物 2002―6〕に「豳公」とあるが、竹内康浩 2006 が偽銘である可能性について指
摘されている。
　　なお、豳氏の姓については、馮時 2003 が前掲豳王 銘所載の「姫姊」等を根拠に姫姓説を提出されて
いる。 氏や豊氏の事例を参考にすると豳氏も異姓であったのではないかと推測されるのであるが、当
面姫姓説に従っておく。
67）河南省文物研究所 1991 参照。
68）湖北省 県叔姜墓からの出土であり、 編鐘が出土した河南省淅川下寺 10 号楚墓（春秋後期後段に断代）
と類似した器物組成を有する点から、楚の貴族墓であると推定されている。徐少華 2005 参照。器銘は、
林断代では春秋Ⅲ Bに繋けられるであろう（ 編鐘銘も同様）。
　　なお、申呂は姜姓であるとされる（陳槃 1969、846 頁参照）が、この器銘によって申王の姓が姜姓であっ
た事が確認された。
69）『左伝』成公 7年条に、「子重請取於申呂、以爲賞田。（楚共）王許之。申公巫臣曰、不可。此申呂所以
邑也」と見える［（　）内は筆者注］。
70）申が楚に併合されたのは、楚文王代であると考えられる［吉本 2005、364 頁、注（40）参照］が（呂
については明証を欠くが、おそらく申と相前後して楚に併合されたものであろう）、その後も旧申国関係
者に対しては一定の配慮が払われていたようである。例えば、「申俘」彭仲爽が外国人としては春秋期た
だ一人楚の令尹に任ぜられたり（『左伝』哀公 17 年条）、「申出」の申侯が楚文王から寵遇されていた（『左
伝』僖公 7年条）事例がそれに該当する。楚が旧申国に対して特殊な位置づけをしていた点が窺われよう。
　　そうして、春秋後期の楚国の器銘において「申王之孫」，「呂王之孫」である点が強調されている所以も、
その辺りに求める事ができるのではなかろうか。すなわち、楚国内では両国王の末裔である事が一種の
貴種として評価されていたのではなかろうかと思われる。
71）断代に関しては徐仲舒氏の所説に従い、厲王代説をとる（徐仲舒 1959 参照）。
72）『詩』大雅・崧高に見える申伯封建記事が厲王代に繋けられる点については、吉本道雅 2004 参照。
73）南陽市から西北へ向かっては、西峡～商県経由で関中平原への侵攻が可能である（『左伝』僖公 25 年
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条に「秋、秦，晋伐 。楚闘克，屈禦寇以申，息之師戍商密。秦人過析、隈入而係輿人以囲商密」とあり、
この事例では秦がこの経路を使って南下したものと見られる）。また、商県経由で洛水上流域に出て、洛
水沿いに北上して成周方面に侵攻する事も可能であった（『左伝』宣公 3年条に「楚子伐陸渾之戎、遂至
於雒、観兵于周疆」とある事例は、楚軍が洛水方面から河南王畿に対して示威行動をとったものである）。
　　春秋期に入り、「申息の師」が楚の重要な軍事集団となり得たのも、西周期以来の軍事力投下が背景と
なっていたものであろう（楚軍の一翼を担う「申息之師」については、前述『左伝』僖公 25 年条や同僖
公 28 年条，同成公 6年条等に見える）。

74）『詩』大雅・崧高に申と王室との婚姻が認められ（文中の「王舅」の「王」は厲王を指すものと見られる）、
また幽王と申后との間に出生した宜臼が平王として即位しており、連世婚姻関係が成立していた。
　　そうして、申侯は平王を擁して幽王と対峙し、前 771 年には幽王が敗滅するに至ったのである〔『竹書
紀年』（周紀 40）〕（方詩銘，王修齢 1981 参照）。
　　なお、邵炳軍 2002 は陝西省 県の西申侯が平王擁立に関与していたものと推定されているが、その説
が成立し難い点については吉本道雅 2005、82 頁参照。
75）『史記集解』周本紀に「韋昭曰、彘、晋地、漢為県」とあり、彘が晋地に属していた事が知られる。なお、
吉本道雅氏も、「厲王が彘に出奔し、14 年後に崩ずるまで滞在しえたのは、晋などこの方面の外諸侯の庇
護下にあったことを意味する」と指摘されている（吉本 2004 参照）。

76）班簋銘（前期［4341］）に見える「呂伯」がその称謂例であると思われる（楊樹達 1957、123 頁参照）。
77）仲 父簋銘は南陽市出土であり、申国が「南申」とも称された事が知られる。李学勤 1984 参照。
78）『史記』周本紀に見える三監の乱はいうまでもなく、小盂鼎銘（前期［2839］）〔吉本 1994 では康王 25
年に断代されている〕や小臣 簋銘（前期［4238―4239］、Ⅱ A）等の征伐記事からも、周王朝前期にお
ける支配体制の脆弱さが窺える。特に康王期の争乱に関しては、顧頡剛 1988 参照。
79）〔 銘〕
　　　王命 曰、 、淮夷敢伐内国。汝其以成周師氏、戍于古 。伯雍父蔑 暦、賜貝十朋。・・・
　　　　 王　 に命じて曰く、ああ、淮夷　敢て内国を伐つ。汝　それ成周師氏を以いて、古 に戍れ、と。

伯雍父　 の暦を蔑わし、貝十朋を賜う。・・・　
80）伯雍父（＝師雍父）を総司令とする南征活動は、 銘（中期［948］、Ⅱ）， 鼎銘（中期［2721］），

銘（中期［5411］），臥 銘（中期［6008］）に見える。 銘や 簋一銘（中期［4122］）では、伯
雍父が （伯 ）に対する蔑暦担当者となっており、 伯 は や のように伯雍父に直属してはいなかっ
たようであるが、伯雍父を上官とする命令系統に所属していたものと考えてよいであろう。なお、 伯
の南征は 方鼎銘（中期［2824］、Ⅱ B）や 簋銘（中期［4322］、Ⅱ B）にも見える。

81）この点について松井嘉徳氏は、兮甲盤銘（後期［10174］、Ⅲ B）で兮甲（甲），兮伯吉父という二つの
称謂が意識的に使い分けられていた事と関連して、
　　 「兮甲（甲）・師籍といった称謂が冊命儀礼などの公的な場で使用されたものであったのに対し、兮伯
吉父・弭伯という排行をともなう称謂は作器の事実ならびに作器への願望と強く結びつくものであっ
た。兮甲盤銘の「王　甲に命ず」とは、公的な儀礼における周王の呼びかけに由来した表現であり、そ
の意味において、甲とは公的な場で用いられる彼の「名」であったといえる。そうであるならば、そ
の「名」とは意識的に使い分けられ、かつ「其万年。子々孫々、永宝用」といった作器への願望と結
びつく兮伯吉父・弭伯といった称謂は、その青銅彝器が実際に使用される一族の祭祀の場を念頭にお
いた称謂であったと考えることができるはずである。」

　と指摘されている（松井 2002、188 頁）。
　　但し、 伯 簋銘に「王若曰、 伯 」とあり、後掲弭叔簋銘に「王呼尹氏、冊命 。・・・用楚弭伯。」
とあるように、公的場において排行を伴う称謂が用いられていなかったというわけではない。ここで確
認されるのは、「公的場における称呼と族内祭祀の場における称呼は換称される場合があった」という点
のみである。
82）吉本道雅氏は、弭伯簋銘において栄伯が師籍（＝弭伯）の右者をつとめており、また弭叔簋銘で井叔
が師 （＝弭叔）の右者となっている点から、冊命儀礼の場において〔公あるいは伯仲叔季〕を称し得
る者と称し得ない者との間に身分的差異があったものと論じられている（吉本 2005、37 ～ 38 頁参照）。
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83） 伯 簋銘の 氏に関して郭沫若 1999（62）は、「 国在周初、曾与周人啓釁、大保 、王伐 子聖、
其証也、・・・葢 子聖被成王征服後、卽臣服于周、有所翼贊也」（引用にあたり を聖に改めた）と述
べられており、 子聖以後になって周王朝に入臣し、 伯 の代に至ったものと見ておられる。
84）王畿外から入臣して王官となった諸族は、王畿内に采邑を与えられていたものと考えられる。例えば
微氏について前掲史墻盤銘に、
　　　・・・静幽高祖、在微霊処。 武王既 殷、微史剌祖、迺来見武王。武王則命周公、舎寓于周、卑処。・・・
　　　　 ・・・静幽なる高祖、微の霊き処に在り。武王　既に殷を つにおいて、微の史たる剌祖、すな

わち来たりて武王に見ゆ。武王　すなわち周公に命じ、寓を周に舎し、処らしめたり。・・・　
　とあるのはその例であり、微氏は微地から入臣したあと周（岐周）に土地を与えられ、族員中から史官
を出していたものと見られる。
85）白川静氏は、
　　 「大保 にみえる 子聖は、天子聖觚において天子聖と稱しているものであり、周に對して敢て天子と
稱するものは、殷の後にして周に服しなかった 父（＝武庚禄父）の外には考えがたい。ゆえに本器（＝
伯 簋）においても、 伯 はなおその父を釐王と稱しているのである」

　と解釈されている〔『通釈』2、211 頁参照。また、同書 1上、60 頁も参照。なお、（　）内は筆者注。また、
引用にあたり を聖に改めた〕が、天子聖觚銘に見える称謂を「天子」と釈する点については前述のよ
うに竹内氏から疑義が呈せられており（本稿注 15 参照）、またそもそも殷本紀に見える武庚禄父と金文
上の 子聖とを安易に吻合する見解自体にも問題があると思われる。

86）白川静氏は、眉敖を楚地の君の名であると解釈され（『通釈』3上、286 頁）、また 国は眉敖の地に隣
接していたものと見ておられる（同上、294 頁）。
87）白川静氏は 伯の称謂について、「 伯の句は冊命賜与の儀礼の際のことであり、帰 対揚の語は作器
のときの語であって、告げる対象が異なるのである」と指摘されている（『通釈』3上、292 頁）。すなわ
ち「 伯」は公的場における称呼であり、「帰 」は族内祭祀の場における称呼であったものと考えられる。
88）前掲同 銘に、「 王賜同金車，弓矢、同対揚王休」とあるように、 氏は「対揚形式」で「王」称謂
を用いていた。
89）応侯 銘（文物 1999―9）に、「応侯 肇作厥丕顕文考釐公尊彝。・・・」（応侯 　肇めてその丕顕
なる文考釐公の尊彝を作る。・・・）とあり、「応公 」が「応侯 」とも換称され得た事がわかる。
90）「天子」号所載の器は、晋侯蘇鐘銘（山西省曲沃県晋侯墓地出土）以外、全て陝西省境内から出土して
いる（出土地が判明するものに限る）。
91）秦景公四年（前 573 年）に繋けられる秦公 1号大墓出土編磬銘（王輝，焦南峰，馬振智 1996、拓片一）
に、「天子 喜、龔 是嗣、高陽又霊、四方以 平」とあり、また同じく秦景公代に繋けられる石鼓文に「□
□来楽、天子□来、嗣王始□、古我来□、・・・」とあるのによると（断代については王輝 2000、48 ～
53 頁参照）、春秋中期の段階で既に秦君はその臣属者から「天子」称謂されていたものと見られる（「天子」
を秦君の称謂であると解釈する点は、吉本道雅氏の所説に従う＜吉本 2005、407 ～ 408 頁参照＞）。
　　なお、蔡昭侯（前 518 ～前 491）の作器であると見られる蔡侯尊銘（春秋後期［6010］），蔡侯盤銘（春
秋後期［10171］）に、
　　　 元年正月初吉辛亥、蔡侯 、虔恭大命、上下陟否、孜敬不惕、肇左天子、用作大孟姫 彝盤。・・・

敬配呉王、・・・
　　　　 元年正月初吉辛亥、蔡侯 、大命を虔恭し、上下を陟否し、孜しみ敬して惕らず、肇めて天子を

左け、用て大孟姫 の彝盤を作る。・・・敬しみて呉王に配す。・・・
　とあるのによると、蔡侯は呉王を称「天子」していたものと考えられる。但し、この事例は諸侯クラス
以上の者同士の間における、いわば外交辞令的な称呼であると思われ、秦で見られたような（また周王
朝の場合と同様の）属臣から主君に対する称呼例ではない。
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松井嘉徳『周代国制の研究』（汲古書院、2002 年）
武者章「西周冊命金文分類の試み」（『東洋文化』59、1979 年）〔松丸道雄編『西周青銅器とその国家』（東
京大学出版会、1980 年）に再録〕
　同上「西周「 」史研究」〈『中国古代の文字と文化』（汲古書院、1999 年）に収録〉
山田統「天下と天子」（『国学院大学紀要』3、1963 年）〔『山田統著作集』1（明治書院、1981 年）に再録〕
吉本道雅「西周紀年考」（『立命館文学』586、2004 年）
　同上『中国先秦史の研究』（京都大学学術出版会、2005 年）

【論考　中国】
王宇信『西周甲骨探論』（中国社会科学出版社、1984 年）
王輝，焦南峰，馬振智「秦公大墓石磬残銘考釈」（『中央研究院歴史語言研究所集刊』67―2、1996 年）
王輝『秦出土文献編年』（新文豊出版公司、2000 年）
王国維「古諸侯称王説」（『観堂別集』1）
　同上「克鐘克鼎跋」（『観堂集林』18）　
郭沫若『両周金文辞体系図録攷釈』（上海書店出版社、1999 年）［原刊（1935 年）］
　同上主編『甲骨文合集』（中華書局、1983 年）
河南省文物研究所『淅川下寺春秋楚墓』（文物出版社、1991 年）
厳一萍「周原甲骨」（『中国文字』：新 1号、1980 年）
呉其昌『金文暦朔疏証』（北京図書館出版社、2004 年）［原刊（1936 年）］
顧頡剛「康王以下的東征和北征」（『文史』29、1988 年）
胡厚宣「殷代封建制度考」〈同氏『甲骨学商史論叢』初集上（斉魯大学国学研究所専刊、1944 年）に収録〉
邵炳軍「両周之際諸申地望及其称謂辨析」（『社会科学戦線』2002―3）



43

438

徐少華「从叔姜簠析古申国歴史与文化的有関問題」（『文物』2005―3）
徐仲舒「金文嘏辞釈例」（『国立中央研究院歴史語言研究所集刊』6―1、1936 年）
　同上「禹鼎的年代及其相関問題」（『考古学報』1959―3）
徐天進「周原考古与周人早期都邑的尋找（草稿）」〈『金沢大学中国考古学フォ―ラム発表要旨集』（金沢大
学文学部考古学研究室、2005 年）に収録〉　
鄒衡『夏商周考古学論文集』（文物出版社、1980 年）
陝西周原考古隊「陝西岐山鳳雛村発現周初甲骨文」（『文物』1979―10）
譚其驤主編『中国歴史地図集』（地図出版社、1982 年）
中国社会科学院考古研究所『殷墟的発現與研究』（科学出版社、1994 年）
張政 「 王簋蓋跋―評王国維《古諸侯称王説》」（『古文字研究』13、1986 年）〔『張政 文史論集』（中華
書局、2004 年）に再録〕
陳漢平『西周冊命制度研究』（学林出版社、1986 年）
陳全方「陝西岐山鳳雛村西周甲骨文概論」（『古文字研究論文集』＜四川大学学報叢刊 10 ＞、1982 年）
陳槃『春秋大事表列国爵姓及存滅表譔異』（中央研究院歴史語言研究所専刊、1969 年［三訂本（1988 年）］）
陳夢家『殷墟卜辞綜述』（科学出版社、1956 年）
董作賓『小屯・殷墟文字甲編』（中央研究院歴史語言研究所、1948 年）
馮時「 公 銘文考釈」（『考古』2003―5）
方詩銘，王修齢『古本竹書紀年輯証』（上海古籍出版社、1981 年）
繆文遠「周原甲骨所見諸方国考畧」（『古文字研究論文集』＜四川大学学報叢刊 10 ＞、1982 年）
楊樹達『積微居金文説』（中国科学院、1952 年［増訂本（1959 年）］）
羅振玉『三代吉金文存』（1936 年）
李学勤「論仲 父簋与申国」（『中原文物』1984―4）
劉軍社『先周文化研究』（三秦出版社、2003 年）
盧連成・尹盛平「古 国遺址、墓地調査記」（『文物』1982―2）
盧連成・胡智生『宝鶏 国墓地』（文物出版社、1988 年）

（本学非常勤講師）
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【表 1】「対揚形式」中で「天子」号を用いた事例
　○〈林断代欄中の（林 83）は、林 1983 で提示された断代である事を示す〉　
　○〔◆（吉本 2005 ＜ 26 ～ 29 頁＞で、「冊命金文」とみなされているもの）〕
　○〔★（吉本 2005 ＜ 37 頁＞で、「冊命儀礼にほぼ共通の儀礼を記す金文」とされているもの）〕
　○〔［　］内は衍字。〈　〉内は欠字を補足したものである事を示す。〕

NO 器名 器銘該当箇所 吉本
2004

林　
1984

『集成』その他

1 伯姜鼎 ・・王在 京湿宮。天子 伯姜、賜貝百朋。伯姜対揚
天子休。・・天子万年、・・・伯姜日受天子魯休。

前期 2791

2 栄簋 ・・栄格、王休賜厥臣父，栄瓚，王 ，貝百朋。対揚天
子休。・・

前期 4121

3 静方鼎 ・・王在成周大室。・・王曰、静。賜汝鬯，旂，市，采
。曰用事。静揚天子休。・・

『近』前期 357

4 長 ・・穆王在下 。・・長 蔑暦。敢対揚天子丕 休。・・ Ⅱ A 中期 9455
5 師遽簋 ・・王在周、格新宮。・・王呼師朕、賜師遽貝十朋。遽

拝稽首、敢対揚天子丕 休。・・
共王 3 中期 4214

6 曹鼎一 ・・王在周般宮。・・賜 曹 市， 黄，鑾。 曹拝稽首、
敢対揚天子休。・・

共王 7 Ⅱ B 中期 2783

7 曹鼎二 ・・共王在周新宮。・・史 曹、賜弓矢，虎盧，九，冑，
干，殳。 曹［敢対曹］拝稽首、敢対揚天子休。・・

共王 15 Ⅱ B 中期 2784

8 裘衛簋 ・・王在周、格大室。・・王呼内史、賜衛 市，朱黄，鑾。
衛拝稽首、敢対揚天子丕顕休。・・

共王 27 Ⅱ B 中期 4256

9 虎簋◆ ・・王在周新宮、格于大室。・・虎敢拝稽首、対揚天子
丕 魯休。虎曰、丕顕朕烈祖考 明、克事先王。肆天
子弗忘厥孫子、付厥尚官。天子其万年申茲命。・・

共王 30 『近』中期 491

10 師虎簋◆ ・・王在杜 、格于大室。・・賜汝赤 、用事。虎敢拝稽首、
対揚天子丕 魯休。・・

懿王元 Ⅱ B 中期 4316

11 師 鼎◆ ・・王在周師 宮、旦王格大室。・・賜赤 。 拝稽首、
敢対揚天子丕顕休命。・・

懿王 3 中期 2817

12 匡 ・・懿王在射盧。・・王曰、休。匡拝手稽首、対揚天子
丕顕休。・・

懿王 5 中期 5423

13 大師 簋 ・・王在周師量宮、旦王格大室。・・賜大師 虎裘。
拝稽首、敢対揚天子丕顕休。・・

懿王 12 Ⅱ B 中期 4251―4252

14 即簋 ・・王在康宮、格大室。・・命汝赤市，朱黄，玄衣黹屯，
鑾旂。・・即敢対揚天子丕顕休。・・

Ⅱ B 中期 4250

15 静簋 ・・王在 京。・・王賜静 。静敢拝稽首、対揚天子
丕顕休。・・

Ⅱ B 中期 4273

16 豆閉簋◆ ・・王格于師戯大室。・・王曰、閉。賜汝 衣，黼市，鑾旂。・・
閉拝稽首、敢対揚天子丕顕休命。・・

Ⅱ B 中期 4276

17 師遽方彝 ・・王在周康寝、饗醴。師遽蔑暦、宥。・・師遽拝稽首、
敢対揚天子丕顕休。・・

Ⅱ 中期 9897

18 史墻盤 ・・天子 文武長剌、天子 無 。・・牆弗敢 。対
揚天子丕顕休命。・・

Ⅱ 中期 10175

19 駒尊 ・・王初執駒于 。・・王親 駒。・・ 曰、余其敢対
揚天子之休。・・

Ⅱ 中期 6011

20 王臣簋◆ ・・王格于大室。・・賜汝朱黄， 親，玄衣黹屯，・・。用事。
王臣手稽首、丕敢顕天子対揚休。・・

孝王 2 Ⅲ A
（林 83）

中期 4268

21 壺二 ・・王在鄭、饗醴。・・呼師寿召 、賜彘俎。拝稽首、
敢対揚天子休。・・

夷王 3 Ⅲ A 中期 9726―9727

22 ★ ・・王在周師 宮、格大室即位。 馬共右 。王呼史年、
冊賜□靳， 市，攸勒。敢対揚天子休。・・

夷王 4 Ⅲ A 中期 4462―4463

23 宰獣簋◆ ・・王在周師 宮、旦王格大室、即位。・・賜汝赤市，幽亢，
攸勒。用事。獣拝稽首、敢対揚天子丕顕魯休命。・・

夷王 6 『近』中期 490

24 永盂 ・・益公内、即命于天子。公迺出厥命、賜 師永厥田陰
陽洛。・・永拝稽首、敢揚天子休命。・・

夷王 12 Ⅱ 中期 10322
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25 望簋◆ ・・王在周康宮新宮、旦王格大室、即位。・・賜汝赤黼市，
鑾。用事。望拝稽首、対揚天子丕顕休。・・

夷王 13 中期 4272

26 士山盤◆ ・・王在周新宮、王格大室、即位。・・王呼作冊尹、冊命山。
曰、于入 侯、出、徴 ，荊，方服、・・・。 侯， ，
方賓貝，金。山拝稽首、敢対揚天子丕顕休。・・

夷王 16 『中国歴史文物』
2002―1：中期

27 休盤★ ・・王在周康宮、旦王格大室、即位。・・王呼作冊尹、
冊賜休玄衣黹屯，赤市，朱黄，・・。休拝稽首、敢対揚
天子丕顕休命。・・

夷王 20 Ⅲ A 中期 10170

28 大鼎 ・・王在 宮。・・王召走馬雁、命取騅 卅二匹、賜大。
大拝稽首、対揚天子丕顕休。・・

厲王 15 Ⅲ A 中期 2806―2808

29 師酉鼎 ・・王格于大室。・・王親袤 師酉、賜豹裘。・・酉敢拝
稽首、対揚皇天子丕顕休。・・

共和 4 『中国歴史文物』
2004―1：中期

30 簋★ ・・王在師 馬宮大室、即位。・・内史尹冊賜救、玄衣黹屯，
旂四日。・・拝稽首、敢対揚天子休。・・

Ⅲ A
（林 83）

中期 4243

31 追簋 追虔夙夕、 厥死事、天子多賜追休。追敢対天子 揚。・・
臣天子、霊終。・・

Ⅲ A 中期 4219―4224

32 恒簋 王曰、恒。・・賜汝鑾旂、用事。・・恒拝稽、敢対揚天子休。・・ Ⅲ A
（林 83）

中期 4199―4200

33 衛簋 ・・王格于康宮。・・王曾命衛、賜赤市，攸勒。衛敢対
揚天子丕顕休。・・

Ⅲ A 中期 4209―4212

34 簋 ・・王命 叔 父饋呉姫 器。師黄賓 章一，馬二両、
呉姫賓帛束。 対揚天子休。・・

Ⅲ A 中期 4195

35 師 父鼎◆・・王格于大室。・・賜 市， 黄，玄衣黹屯，戈琱 ，
旂。・・ 父拝稽首、対揚天子丕 魯休。・・

Ⅲ A 中期 2813

36 師 簋◆ ・・王在周師 馬宮、格大室即位。・・賜汝金勒。 拝稽首、
敢対揚天子丕顕休。・・

Ⅲ A 中期 4283―4284

37 師望鼎 大師小子師望曰、・・王用弗忘聖人之後、多蔑暦賜休。
望敢対揚天子丕顕魯休。・・

Ⅲ B 中期 2812

38 師酉簋◆ ・・王在呉、格呉大廟。・・新賜汝赤市，朱黄，中 ，攸勒。・・
師酉拝稽首、対揚天子丕顕休命。・・

Ⅲ B 中期 4288―4291

39 壺◆ ・・王格于成宮。・・賜汝秬鬯一 ，玄袞衣，赤市，幽黄，・・。
拝手稽首、敢対揚天子丕顕魯休命。・・

Ⅲ B
（林 83）

中期 9728

40 師秦宮鼎 ・・王〈格〉于師秦宮、王格于享廟。王□賜□。敢対揚
天子丕顕休。・・

中期 2747

41 利鼎◆ ・・王格于般宮。・・賜汝赤黼市，鑾旂。用事。利拝稽首、
対揚天子丕顕皇休。・・

中期 2804

42 善鼎 ・・王在宗周、王格大師宮。王曰、善。・・賜汝乃祖旂。
用事。善敢拝稽首、対揚皇天子丕 休。・・

中期 2820

43 申簋◆ ・・王在周康宮、格大室、即位。・・賜汝赤市，縈黄，鑾旂、
用事。申敢対揚天子休命。・・

中期 4267

44 同簋 ・・王在宗周、格于大廟。・・対揚天子厥休。・・ 中期 4270―4271
45 伯 簋 ・・王若曰、 伯 。・・余賜汝秬鬯一 ，金車，・・。

伯 、敢拝手稽首、対揚天子丕顕休。・・
中期 4302

46 呂服余盤 ・・王曰、服余。・・賜汝赤市，幽黄，攸勒，旂。呂服
余敢対揚天〈子〉丕顕休命。・・

中期 10169

47 小臣静 ・・王饗京。小臣静即事、王賜貝五十朋。揚天子休。・・ 『銘文選』中期（穆
王）171

48 殷簋 ・・王在周新宮、王格大室、即位。・・賜市，朱黄。・・
殷拝稽首、敢対揚天子休。・・

『近』中期 487

49 史密簋 ・・王命師俗，史密曰、東征。・・史密右率族人，釐伯，
、周伐長必、獲百人。対揚天子休。・・

『近』中期 489

50 簋 ・・王在周、格大室、即位。・・賜汝赤市，幽黄，金車，
金勒，旂。・・ 拝稽首、敢対揚天子休。・・

『中国歴史文物』
2006―3：中期

51 任鼎 ・・王在氐。任蔑暦、・・賜 牲，大牢、・・。敢対揚天
子休。・・

『中国歴史文物』
2004―2：中期

52 応侯見工鐘・・王格于康。栄伯内右応侯見工。賜彤弓一，彤矢百，
馬四匹。見工敢対揚天子休。・・

Ⅲ 中後期 107―108
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53 康鼎 ・・王在康宮。・・命汝幽黄，攸勒。康拝稽首、敢対揚
天子丕顕休。・・

Ⅲ A 中後期 2786

54 詢簋 王若曰、詢。・・賜汝玄衣黹屯， 市， 黄，戈琱 ，
必彤沙，鑾旂，・・。詢稽首、対揚天子休命。・・

共王 17 Ⅱ B 後期 4321

55 無 鼎◆ ・・王格于周廟、述于図室。・・賜汝玄衣黹屯，戈琱 ，
必彤沙，・・。無 敢対揚天子丕顕魯休。・・

Ⅱ B 後期 2814

56 師兪簋◆ ・・王在周師 宮、旦王格大室、即位。・・兪拝稽首、
天子其万年。・・兪敢対揚天子丕顕休。・・

懿王 3 後期 4277

57 諫簋◆ ・・王在周師 宮、旦王格大室、即位。・・賜汝〈攸〉勒。
諫拝稽首、敢対揚天子丕顕休。・・

懿王 5 後期 4285

58 蔡簋◆ ・・王在 宮、旦王格廟、即位。・・賜汝玄袞衣，赤 。・・
蔡拝手稽首、敢対揚天子丕顕魯休。・・

孝王元 後期 4340

59 師詢簋 王若曰、師詢。・・賜汝秬鬯一 ，圭瓚，夷訊三百人。
詢稽首、敢対揚天子休。・・

孝王元 後期 4342

60 師 簋一◆・・王在 宮。・・王格廟、即位。・・賜汝赤市， 黄，麗般。・・
拝稽首、敢対揚天子丕顕魯休命。・・

夷王元 Ⅲ A 後期 4279―4282

61 師 簋◆ ・・王在周康宮、旦王格大室。・・賜汝赤市，朱黄，鑾旂，
攸勒。・・ 拝稽首、敢対揚天子丕顕休。・・

夷王元 後期 4312

62 伯簋 ・・王若曰、 伯。・・賜汝貔裘。 伯拝手稽首、天子
休弗忘小裔邦。帰 敢対揚天子丕 魯休。・・

夷王 9 後期 4331

63 無 簋 ・・王征南夷、王賜無 馬四匹。無 拝手稽首曰、敢対
揚天子魯休命。・・

夷王 13 Ⅲ B 後期 4225―4228

64 大簋二 ・・王在 宮。王呼呉師召大、賜 里。・・大拝稽首、
敢対揚天子丕顕休。・・

厲王 12 Ⅲ B 後期 4298―4299

65 此鼎◆ ・・王在周康宮 宮、旦王格大室、即位。・・賜汝玄衣黹屯，
赤市，朱黄，鑾旅。此敢対揚天子丕顕休命。・・

厲王 17 Ⅲ A 後期 2821―2823

此簋◆ 同上 同上 Ⅲ A 後期 4303―4310
66 南宮柳鼎◆・・王在康廟。・・命汝赤市，幽黄，攸勒。柳拝稽首、

対揚天子休。・・
Ⅲ A 後期 2805

67 弭叔簋◆ ・・王在 、格于大室、即位中廷。・・賜汝赤 ，攸勒。・・
師 拝稽首、敢対揚天子休。・・

Ⅲ A 後期 4253―4254

68 番生簋 ・・王命、 公族，卿事，大史寮。・・賜赤市，悤黄，
，玉環，玉 ，・・。番生敢対天子休。・・

Ⅲ A 後期 4326

69 克 ・・王在周康穆宮。・・克拝稽首、敢対天子丕顕魯休揚。・・
臣天子。・・

厲王 18 Ⅲ B 後期 4465

70 伊簋◆ ・・王在周康宮、旦王格穆大室、即位。・・賜汝赤市，幽黄，
鑾旂，攸勒、用事。伊拝手稽首、対揚天子休。・・

厲王 27 Ⅲ B 後期 4287

71 晋侯蘇鐘 ・・旦王御于邑伐宮。・・王親儕晋侯蘇秬鬯一 ，弓矢百，
馬四匹。蘇敢揚天子丕顕魯休。・・

厲王 33 『近』後期 35―50

72 善夫山鼎◆・・王在周、格図室。・・賜汝玄衣黹屯，赤市，朱黄，鑾旂。
山拝稽首、受冊、・・山敢対揚天子休命。・・

厲王 37 Ⅲ B 後期 2825

73 師兌簋一◆・・王在周、格康廟、即位。・・賜汝乃祖市，五黄，赤
。兌拝稽首、敢対揚天子丕顕魯休。・・

共和元 Ⅲ B 後期 4274―4275

74 師兌簋二◆・・王在周、格大廟、即位。・・賜汝秬鬯一 ，金車， 較，・・。
師兌拝稽首、敢対揚天子丕顕魯休。・・

共和 3 Ⅲ B 後期 4318―4319

75 師 簋◆ ・・王在周、格于大室、即位。・・賜汝叔市，金黄，赤
，攸勒。・・師 拝手稽首、敢対揚天子休。・・

共和 11 Ⅲ B 後期 4324―4325

76 簋◆ ・・王在周卲宮。・・王格于宣射。・・賜汝赤市， 黄，
鑾旂、用事。 拝稽首、敢対揚天子休命。・・

宣王 2 後期 4296―4297

77 頌鼎◆ ・・王在周康卲宮、旦王格大室、即位。・・賜汝玄衣黹屯，
赤市，朱黄，鑾旂，攸勒、用事。頌拝稽首、受命冊、・・
頌敢対揚天子丕顕魯休。・・

宣王 3 Ⅲ B 後期 2827―2829

頌簋 　同上 同上 後期 4332―4339
頌壺 　同上 同上 後期 9731―9732

78 克鐘 ・・王在周康剌宮。・・賜克甸車，馬乗。・・克敢対揚天
子休。・・

宣王 16 Ⅲ 後期 204―208

79 呉虎鼎 ・・王在周康宮 宮。・・取呉 旧疆、付呉虎。・・呉虎
拝稽首、天子休。・・虎拝手稽首、敢対揚天子丕顕魯休。・・

宣王 18 『近』後期 364
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80 鼎★ ・・王在周康卲宮、格于大室、即位。・・王呼内史□冊
賜 、玄衣屯黹，赤市，朱黄，鑾旂，・・。 拝稽首、
敢対揚天子丕顕魯休。・・

宣王 19 後期 2815

81 鼎★ ・・王在周康穆宮、旦王格大室、即位。・・王呼史 冊
賜 、玄衣黹屯，赤市，朱黄，・・。 拝稽首、敢対揚
天子丕顕叚休命。・・

宣王 28 後期 2819

盤★ 　同上 同上 後期 10172
82 鼎一★ ・・王在周康穆宮、旦王格大室、即位。・・王呼史 、

冊 。・・ 拝稽首、受冊 以出。 敢対天子丕顕魯
休揚。・・ 臣天子。・・

宣王 42 『考古与文物』
2003―3：後期

83 鼎二◆ ・・王在周康宮穆宮、旦王格周廟、即位。・・王呼尹氏、
冊命 。・・ 拝稽首、受冊、・・ 敢対天子丕顕魯休揚。・・
臣天子。・・

宣王 43 『考古与文物』
2003―3：後期

84 大克鼎◆ 克曰、・・永念于厥孫辟天子。天子明哲、・・丕顕天子、
天子其万年無疆、・・。克拝稽首、敢対揚天子丕顕魯休。・・

Ⅲ B 後期 2836

85 毛公鼎 王若曰、父 。・・賜汝秬鬯一 ， 圭瓚宝，朱市，悤黄，
玉環，玉 ，金車，・・。毛公 対揚天子皇休。・・

Ⅲ B 後期 2841

86 楚簋◆ ・・王格于康宮。・・内史尹氏冊命楚、赤黼市，鑾旂。・・
楚敢拝手稽首、 揚天子丕顕休。・・

Ⅲ B
（林 83）

後期 4246―4249

87 師克 王若曰、師克。・・賜汝秬鬯一 ，赤市，五黄，赤 ，・・。
克敢対揚天子丕顕魯休。・・

Ⅲ B
（林 83）

後期 4467―4468

88 鮮鐘 ・・王在成周 土淲宮。王賜鮮吉金。鮮拝手稽首、敢対
揚天子休。・・

Ⅲ 後期 143

89 南宮乎鐘 ・・天子其万年眉寿、・・乎拝手稽首、敢対揚天子丕顕
魯休。・・

Ⅲ 後期 181

90 梁其鐘 ・・梁其肇帥型皇祖考、・・辟天子。天子 事。・・用天
子寵、蔑梁其暦。梁其敢対天子丕顕休揚。・・

Ⅲ 後期 187―191

91 叔旅鐘 ・・旅敢肇帥型皇考威義、□御于天子。廼天子多賜旅休。
旅対天子魯休揚。・・

Ⅲ 後期 238―244

92 鄂侯馭方鼎 王南征伐角□。唯還自征、在 。・・王親賜馭〈方玉〉
五 ，馬四匹，矢五〈束。馭〉方拝手稽首、敢〈対揚〉
天子丕顕休 。・・

後期 2810

93 簋 ・・王在華宮。・・王賜 赤市，朱亢，鑾旂。 拝稽首、
対揚天子魯命。・・

後期 4202

94 簋 ・・王格于成周大廟。・・王蔑 暦、使尹氏受。 圭瓚，
□，貝五十朋，・・。 敢対揚天子休。・・

後期 4323

95 揚簋◆ ・・王在周康宮、旦格大室、即位。・・賜汝赤黼市，鑾旂。・・
揚拝手稽首、敢対揚天子丕顕休。・・

後期 4294―4295

96 ・・王曰、 。・・賜汝秬鬯一 ，乃父市，赤 ，駒車，
較，・・。 拝稽首、対揚天子丕顕魯休。・・

後期 4469

97 師克 王若曰、師克。・・賜汝秬鬯一 ，赤市，五黄，赤 ，
牙 ，駒車，・・。・・克敢対揚天子丕顕魯休。・・

『近』後期 507

98 編鐘 曰、・・天子巠朕先祖服、多賜 休命、・・ 敢対天
子丕顕魯休揚。・・ 其万年眉寿、 臣天子。・・

『近』後期 106―
109

99 盤 曰、・・肆天子多賜 休。天子其万年無疆、・・。王若曰、
。・・賜汝赤市，幽黄，攸勒。 敢対天子丕顕魯休揚。・・
臣天子。・・

『考古与文物』
2003―3：後期

100 作冊封鬲 作冊封異井秉明徳、虔夙夕 周邦、・・王弗叚忘、享厥
孫子、多休。封対揚天子丕顕魯休。・・

『中国歴史文物』
2002―2：後期

101 小臣守簋 ・・王使小臣守使于夷、賓馬両，金十鈞。守敢対揚天子
休命。・・

西周 4179―4181
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【表 2】「対揚形式」中で「王」号を用いた事例　

　　○〈林断代欄中の（林 83）は、林 1983 で提示された断代である事を示す〉　
　　○〔◆（吉本 2005 ＜ 26 ～ 29 頁＞で、「冊命金文」とみなされているもの）〕
　　○〔★（吉本 2005 ＜ 37 頁＞で、「冊命儀礼にほぼ共通の儀礼を記す金文」とされているもの）〕
　　○〔〈　〉内は欠字を補足したものである事を示す〕
　　○〈小臣夌鼎銘（前期［2775］）の「対揚王休」は、原銘にはない補足部分にあるため、事例から除外した〉
　　○  36 免盤銘の「静敏王休」は、白川静氏の所説（『通釈』2、472 頁）に従い、「対揚王休」と同じ語例で

あると解釈した。

NO 器名 器銘該当箇所 吉本 林 『集成』その他
1 大盂鼎 ・・王在宗周、命盂。・・賜汝鬯一 ，絅衣，市， ，車馬。

賜乃祖南公旂、用獣。・・盂用対王休。・・
Ⅰ B 前期 2837

2 宜侯 簋 ・・王位于宜宗社、南郷。王命虎侯 。・・賜 鬯一 ，
商瓚一□，彤弓一，彤矢百，・・。宜侯 揚王休。・・

Ⅰ B 前期 4320

3 /尊 ・・王在 。賜 采、曰 。賜貝五朋。 対王休。・・ Ⅰ B
Ⅰ B

前期 5402、5992

4 貉子 ・・王格于呂。・・王命士道、帰貉子鹿三。貉子対揚王休。・・ Ⅰ B 前期 5409
5 庚 鼎 ・・・王格□宮、衣事。・・王蔑庚 暦、賜 ，貝十朋。

対王休。・・
昭王 22 Ⅱ A279 前期 2748　　　

　　　　　　
6 庚 ・・王格于庚 宮。王蔑庚 暦、賜貝十朋，宥丹一 。

庚 対揚王休。・・
Ⅱ A 前期 5426　　　

　
7 作冊 令簋 隹王于伐楚伯、在炎。・・作冊 令尊宜于王姜。姜賞令

貝十朋，臣十家，・・。令敢揚皇王 、丁公文報。・・
令用□ 于皇王。令敢 皇王 。・・

Ⅱ A 前期 4300―4301

8 庸伯□簋 隹王伐 魚、 伐潮黒。至燎于宗周。賜庸伯 貝十朋。
敢対揚王休。・・

Ⅱ B 前期 4169

9 方鼎 ・・王在 京。王賜 進金、肆□対揚王休。・・ 前期 2725―2726
10 小臣 鼎 ・・王姜賜小臣 貝二朋。揚王休。・・ 『近』前期 340
11 中方鼎 ・・王在寒師。・・王曰、中。・・今 汝 土、作乃采。

中対王休命。・・
前期 2785

12 令鼎 ・・王曰、令 奮。乃克至、余其舎汝臣卅家。・・令拝
稽首曰、小□廼学。令対揚王休。

前期 2803

13 不寿簋 ・・王在大宮。王姜賜不寿裘。対揚王休。・・ 前期 4060
14 小子生尊 隹王南征、在□。・・小子生賜金，鬱鬯。・・用対揚王休。・ 前期 6001
15 作冊折尊 /
觥 /方彝

・・王在 。・・命作冊折 望土于相侯。賜金，賜臣。
揚王休。・・　　　

前期 6002、9303、
9895     

16 中 王大省公族于庚。・・王賜中馬、・・王曰、用先。中揚王休。・・ 前期 6514
17 叔 方鼎 ・・王 大 、在成周。・・ 叔 以冂衣，車馬，貝卅朋。

敢対王休。・・
前期　『文物』
2001―8

18 井鼎 ・・王在 京。・・王漁于 池。呼井従漁。攸賜魚。対
揚王休。・・

前期又は中期
2720

19 寓鼎 ・・王在 京真□。・・王蔑暦、使 大人賜作冊寓 倬。
寓拝稽首、対王休。・・

前期又は中期
2756

20 守宮父辛鳥
尊

守宮揚王休。・・ 前期又は中期
5959

21 蔡尊 王在魯。蔡賜貝十朋。対揚王休。・・ 前期又は中期
5974

22 ◆ ・・王在周、格大室。・・賜 衣， 市， 黄，旂。
拝稽首、揚王休対。・・

共王 2 Ⅱ 中期 6516

23 呉方彝◆ ・・王在周成大室、旦王格廟。・・賜秬鬯一 ，玄袞衣，
赤 ，金車，・・。呉拝稽首、敢対揚王休。・・

共王 2 Ⅱ 中期 9898

24 簋 ・・穆王在 京。呼漁于大池。・・穆王親賜 。 拝
首稽首、敢対揚穆王休。・・

Ⅱ A 中期 4207

25 師 鼎 ・・ 拝稽首、・・天子亦弗忘公上父 徳、 蔑暦。・・
敢釐王、卑天子万年□□。伯大師武臣保天子、用厥

剌祖□徳。 敢対王休。・・

共王 8 Ⅱ B 中期 2830



49

432

26 簋 ・・王在宗周。・・王格于大廟。・・賜汝赤市，幽亢，鑾
旂、用事。 拝稽首、対揚王休。・・

Ⅱ B 中期 4266

27 静 ・・王在 京。王賜静弓。静拝稽首、敢対揚王休。・・ Ⅱ B 中期 5408
28
　

方彝 /方
尊◆

・・王格于周廟。・・王冊命尹。賜 赤市，幽亢，攸勒。・・
拝稽首、敢対揚王休。・・ 曰、天子不叚不其、万年

保我万邦。・・

Ⅱ B
Ⅱ B　
　　　
　　　

中期 9899―9900、
6013

29 剌鼎 ・・王在衣。・・王賜剌貝三十朋。天子万年。剌対揚王休。・・ Ⅱ B 中期 2776
30 方鼎 ・・ 曰、烏 。朕文考甲公，文母日庚淑休、・・厥復

享于天子、唯厥事乃子 、万年辟事天子、毋又斁身。
拝稽首、対揚王命。・・

Ⅱ B 中期 2824

31 免尊 / ・・王在鄭、・・王格大室。・・王蔑免暦、命史 賜免、 市，
黄。・・対揚王休。・・

Ⅱ B～
Ⅲ A

中期 6006、5418

32 牧簋◆ ・・王在周、在師 宮、格大室、即位。・・賜汝秬鬯一 ，
金車， 較，・・。牧拝稽首、敢対揚王丕顕休。・・

懿王 7 中期 4343

33 壺一★ ・・王在成周 土淲宮、格大室、即位。・・冊賜 画靳，
牙 ，赤 。 拝稽首、対揚王休。・・

懿王 13 Ⅲ A 中期 9723―9724

34 簋 ・・王蔑 暦。賜牛三。 既拝稽首、・・ 対揚王休。・・ Ⅲ A 中期 4194
35 達 ・・王在周、執駒于 。・・王賜達駒。達拝稽首、対

揚王休。・・
夷王 3 『近』中期 506

36 免盤 ・・王在周。命作冊内史、賜免鹵百 。免蔑。静敏王休。・・ Ⅱ 中期 10161
37 免簋◆ ・・王在周、・・王格于大廟。・・賜汝赤黼市、用事。免

対揚王休。・・
Ⅱ
（林 83）

中期 4240

38 不 方鼎 ・・王在上侯 、 。不 賜貝十朋。不 拝稽首、敢
揚王休。・・

Ⅱ 中期 2735―2736

39 呂方鼎 ・・王 于大室、呂 于大室。王賜呂秬三 ，貝卅朋。
対揚王休。・・

Ⅱ 中期 2754

40 免簠 ・・王在周。命免作 土。・・賜 衣，鑾。対揚王休。・・ 中期 4626
41 寓 寓対揚王休。・・ 中期 5381
42 段簋 ・・王在畢、烝。・・曾。王蔑段暦。・・敢対揚王休。・・ 中期 4208
43 簋 ・・王命 在市，旂。対揚王休。・・ 中期 4046
44 大簋 ・・王在鄭。蔑大暦、賜芻 。・・大拝稽首、対揚王休。・・ 中期 4165
45 君夫簋 ・・王在康宮大室。王命君夫曰、 求乃友。君夫敢敏揚

王休。・・
中期 4178

46 穆公簋 ・・王初如□、廼自商 復還、至于周。王夕饗醴于大室、
穆公宥□。・・賜穆公貝廿朋。穆公対王休。・・

中期 4191

47 簋 ・・王使栄蔑暦、命□邦、乎賜鑾旂。用保厥邦。 対揚
王休。・・

中期 4192―4193

48 伯唐父鼎 ・・王饗 京。・・伯唐父告備。・・王蔑暦、賜秬鬯一 ，
貝廿朋。対揚王休。・・

『近』中期 356

49 夷伯簋 ・・夷伯夷于西宮、 貝十朋。敢対揚王休。・・ 『近』中期 481
50 簋 ・・王在康宮、格斉伯室、召 。王賜 貂裘。 拝稽首、

敢対揚王休。・・
『近』中期 483

51 簋 ・・王在姑。王弗忘応公室、 身。賜貝卅朋，馬四
匹。 対揚王丕顕休 。・・

『近』中期 485

52 義 ・・王在魯郷。・・義蔑暦、 于王、徠義賜貝十朋。対
揚王休。・・

中期 9453

53 伯壺 ・・辛公 父宮。賜 伯矢束，素絲束。対揚王休。・・ 中期 9702
54 史 壺 ・・王在 京湿宮。親命史 路筮。咸。王呼伊伯、賜

貝。 拝稽首、対王休。・・
中期 9714

55 農 ・・王在□ 。・・農廼稟厥帑，厥小子，小大事、毋又田。
農三拝稽首、敢対揚王休。・・

中期 5424

56 師毛父簋◆・・旦王格于大室。師毛父即位、井伯右。内史冊命。賜
赤市。対揚王休。・・

中期 4196

57 庚季鼎 ・・王賜赤黼市，玄衣黹屯，鑾旂。・・庚季拝稽首、対
揚王休。・・

中期 2781

58 伯 鼎 ・・王命 侯伯 。曰、嗣乃祖考、侯于 。賜汝秬鬯一
，玄袞衣，幽亢・・。 拝稽首、敢対揚王休。・・

中後期 2816
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59 走簋◆ ・・王在周、格大室、即位。・・賜汝赤〈黼市，朱黄，鑾〉
旂。用孝。走敢拝稽首、対揚王休。・・

懿王 12 後期 4244

60 簋 ・・王格于大室。康公右 。賜 衣，赤黼市。・・
敢対揚王休。・・

孝王元 後期 4197

61 師 簋二 ・・王曰、師 。命汝羞追于斉。齎汝干五，昜登，盾生
皇画内，戈琱 ，・・。 敢揚王休。・・

孝王 5 Ⅲ A 後期 4216―4218

62 簋 ・・王曰、 。・・賜汝夷臣十家。用事。 拝稽首、対
揚王休命。・・

Ⅲ A 後期 4215

63 輔師 簋◆・・王在周康宮、格大室、即位。・・賜汝 市，素黄，鑾旂。・・
拝稽首、敢対揚王休命。・・

夷王 6 Ⅱ B 後期 4286

64 昊生鐘 ・・王若曰、昊〈生〉。・・〈昊〉生拝手稽首、敢対揚王休。・・ 後期 104―105
65 簋 ・・王格于大室。・・賜汝 衣，赤黼市，鑾旂。・・ 拝

稽首、対揚王休。・・
後期 4255

66 害簋◆ ・・王在 宮。・・賜汝 ，朱黄，玄衣黹屯，旂，攸勒。・・
害稽首、対揚王休命。・・

後期 4258―4260

67 簋 ・・王在周、格于大室。王蔑 暦。賜玄衣，赤社。 対
揚王休。・・

西周 4166


