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西周代家系形成考

谷　　　秀　樹

はじめに

殷代後期の青銅彝器銘で不可欠の要素となっていたのは、図象記号と十干諡称であった。図象は
作器者が所属する族集団の族徽号であったものと考えられ、〈何れの族の所有器か〉を示すいわば対
族外的要素であったものと見られる。そうすると、一般的には「祖」,「父」等の親族称謂と結びつく
十干諡称は、〈この器を用いて祀る対象は誰か〉を族集団内のメンバーに対して示す対族内的要素で
あったと評価することが出来る。無論、図象のみの器銘や十干諡称のみの器銘例も見出されるので
あるが 1）、基本的にはこの 2つの要素を兼ね備えるのが殷器の典型例であったと言える。
ところが、西周代に入るとこのような様相が次第に変化し始める。まず「作〇〇」という形式の
銘文が登場しており 2）、器銘の主眼が〈誰のために作器したのか〉という点を示すことに置かれて
いるのは従来通りではあるが、「作」の一字を付すことによって作器者の存在が意識化され始めてい
る。ついで、「〇作〇〇」の形式が現れ 3）、いよいよ関心の焦点は作器者側（すなわち〈誰が作製した
のか〉という点）に移行することになるのである。この過程で、図象は消滅するか乃至は族名化し 4）、
十干諡称も周的諡称に変換されるか又は周的諡称との間に折衷的形態を形成し始める 5）。そうして、
「〇作」の上部に〈作器の由来〉を説く部分が付け加わり、やがてこのプロフィール部分が肥大化し
始め、末尾の「作〇〇」で指名された祭祀対象は完全に脇役に回るようになり、西周後期にもなる
と、作器（祭祀）対象を明示しない青銅彝器銘すら現れるようになるのである 6）。
以上のように俯瞰される西周代以降の青銅彝器銘が辿った情況は、端的に言って殷代的な族集団
の解体過程に伴う変化であったと考えられよう。前述した殷器の諸要素を有することによって特徴
づけられる殷代的な族の衰滅は、そのような要素を存立要件としない周的な諸族（本来の周族や、“周
化 ”7）した殷系諸族）の形成と表裏一体であった筈であり、特に “周化 ” することによって周的な族と
なった諸族の中には、本来からそうであったことを主張するかのように周的な族に相応しい新たな
家系の形成を志向するものもあった。そうして、そのような新たな家系の創出過程の実態を知る手
掛かりとなるのが、先述した器銘内の〈作器の由来〉を示すくだりに他ならない。
本稿では、青銅彝器銘の〈作器の由来〉を示す箇所の分析を通じて、西周代に創出された新たな
家系が、どのような始祖伝承を有し、如何なる家系で在ることをアイデンティティにしようと欲し
ていたのかについて検証し、その作業を通じて西周代に現れた新たな家系の実相とその歴史的性格
について解明することを目的とする。
なお、本稿の考察にあたっては、紀年が記された金文については吉本道雅 2004, 2005 で提示され

た断代案等に基本的に依拠することにし、紀事金文以外の金文の断代については、呉鎮烽『集成』及
び同『続編』,同『三編』等の断代案を参考とすることにする 8）。



西周代家系形成考

2

419

第一章　周王室における家系形成過程

周王朝のもとで先王を祀る最初期の事跡は、金文上では武王期の器銘に認められる 9）。天亡簋銘
（前期［5303］）に、

乙亥、王有大醴。王凡三方。王祀于天室、降。天亡右王、衣祀于王。丕顕考文王、事 上帝。文
王臨在上。丕顕王作省、丕煬王作賡、丕兢王衣、王祀。・・

とある事例がそれであり、「丕顕考文王」とある「考」は “父 ” の義であるので、その祭祀主催者が
武王であることは先ず疑いない。ついで成王期に入ると、成王 5年の何尊銘（前期［11819］）に、
唯王初遷宅于成周、復 武王禮、 自天。在四月丙戌、王誥宗小子于京室。曰、昔在爾考公氏、
克弼文王、肆文王受茲大命。唯武王既克大邑商、則廷告于天。曰、余其宅茲中国、自之 民。嗚
呼、爾有雖小子亡識、視于公氏、有勲于天、徹命、敬享哉。・・

というように先代の武王を祀った事例が見え、後段で文王の受命についても言及している点からす
ると、成王は〔実祖父〕文王及び〔実父（＝実考）〕武王の両者を尊崇の対象としていたものと見ら
れる。また、同時期の器銘である徳鼎銘（前期［2266］）〔同鼎銘［『呉三』（前期［268］）］〕に、「唯三
月、王在成周。瓏武 自鎬、咸。・・」とあり、同一の祭祀地で同一の儀礼が同じく武王に関連して
執り行われている点を併せ考えると、同様に成王期の事跡ではないかと推定される。続いて康王期
に入ると、康王 25 年の小盂鼎銘（前期［2516］）に、
・・王格廟、祝瓏☐☐☐邦賓、丕 、☐☐用牲禘周王：武王 ,成王、☐☐卜有臧、王 、 述、
贊邦賓・・

とあり、康王から見て〔実祖〕,〔実考〕に該当する武王 ,成王が祭祀対象とされている 10）。武王 ,成
王を連称する称謂例は、同じく康王期の器銘であると見られる宜侯 簋銘（前期［5373］）でも、
唯四月、辰在丁未、王省武王 ,成王伐商図、瓏省東国図。王位于宜宗社、南嚮。王命虎侯 。曰、
繇、侯于宜。・・

というように見出され、康王期における慣称であったものと考えられる。もしそうであるとすると、
「公朿鋳武王 ,成王異鼎。・・」というように、同じく武王 ,成王の祭祀器について述べる同時期の作
冊大方鼎銘（前期［2390―2393］）も、康王期の器銘であると考えて大過ないと思われる。次に、剌鼎
銘（中期［2428］）に、
唯五月、王在殷。辰在丁卯、王禘、用牡于大室。禘昭王、剌御。・・

とあるように、昭王を祭祀対象としている事跡は、器の作製時期や前記の先王祭祀事例から類推し
て、穆王もしくは共王によって〔実考〕又は〔実祖〕の昭王が祀られた事例なのではないかと推定
される 11）。また、同時期の鮮簋銘（中期［5188］）も、「唯王三十又四祀、唯五月既望戊午、王在 京。
禘于昭王。・・」というように、剌鼎銘と同様に昭王を祭祀対象としている点と器の製作時期の面か
ら、穆王もしくは共王による同様の祭祀器例なのではないかと考えられる 12）。
なお、祭祀対象としているのではないが〔実考〕との繋がりを意識した事例は、共王期や懿王期
にも認められ、共王 8年の師壞鼎銘（中期［2495］）では、
唯王八祀正月、辰在丁卯。王曰、師壞。汝克藎乃身、臣朕皇考穆穆王、用乃孔徳遜純、乃用心
引正乃辟安徳。・・

というように、「皇考穆穆王」期の功績が臣下を評価する際の 1つの基準とされており、また懿王 10
年の畯簋銘（中期［5386］）では、
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唯十年正月初吉甲寅、王在周［般］大室、旦、王格廟、即位。 王、康公入門右畯立中廷、北
嚮。王呼作冊尹冊命畯、曰、我 乃祖考☐有☐于先王、亦弗忘乃祖考登裏厥典封于服。今朕丕
顕考共王、既命汝更乃祖考事、作 徒。今余唯 先王、命汝 西 徒、訊訴訟、取剱武
。・・

とあるように、特に「丕顕考共王」期における任官を機縁とする職掌の承襲が命ぜられている 13）。
以上の諸例を参着すると、武王期から穆王～共王期頃までの歴代周王は、自身に直繋する〔実祖〕,

〔実考〕を往々にして主な親族祭祀対象 ,尊崇対象としていたことが判る。また、単に繋がりを重視
するというレベルでいうならば、共王～懿王期頃までそのような傾向が続いていたものと推測され
るのである 14）。
一方、同時期において現王が王朝の始祖との関係性に言及した例としては、前掲何尊銘で見出さ
れた（成王が）文王の受命について述べた事跡の他に、康王 23 年の大盂鼎銘（前期［2514］）で、
唯九月、王在宗周、命盂。王若曰、盂。丕顕文王、受天有大命。在武王嗣文作邦、 厥匿、匍
有四方。・・今我唯即型稟于文王正徳、若文王令二三正、今余唯命汝盂紹栄。・・

というように、文王 ,武王を連称した事例を挙げることが出来る。但し、この事例では文王と武王の
功績が弁別されており、“受命者 ” とされているのは文王のみであって、文王は〈則るべき王〉とし
て武王より優位に位置づけられ、文王 ,武王の両王間で差別化がなされていたようである。また、始
祖とは言っても何尊銘の文王は現王である成王にとっては〔実祖〕であり、大盂鼎銘の文王 ,武王は
現王である康王にとって直繋の〔実曽祖〕,〔実祖〕であった。
このように、西周前期においては（始祖との関係性も含めて）在位中の王と、王の最も近い直繋親族

である〔実祖〕～〔実考〕（時には一世代遡り〔実曽祖〕～〔実祖〕）との間で緊密な繋がりが認められ
たのであるが、西周中期以降になると、この点が大きく変容することになる。むしろ、遠祖〈特に
5代以上も遡る始祖〉との結びつきが最重要視され、強調されるようになるのであり、そうしてその
ような変化を象徴する表現として西周中期を画期として汎称されるようになるのが、「文 ,武」の親
族称謂なのである 15）。
共王 17 年の詢簋銘（中期［5378］）に、
王若曰、詢。丕顕文 ,武、受命。則乃祖奠周邦。今余命汝適官 邑人 ,先虎臣後庸 ,西門夷 ,秦
夷 ,京夷 , 夷 ,師 側薪 ,☐華夷 ,由☐夷 , 礑人 ,成周走亞 ,戍秦人 ,降人 ,服夷。・・

とある用例がその嚆矢であり、文王 ,武王は “受命 ” 者として統称されている。また、同じく共王期
の器銘である史牆盤銘（中期［14541］）でも、「・・申寧天子、天子恪纘文 ,武長烈、天子 無害、君

上下、・・」というように同様に「文 ,武」の用語例が見出される。ついで、孝王元年の師詢簋銘
（中期［5402］）に、

王若曰、師詢。丕顕文 ,武、応受大命。亦則於汝乃聖祖考克輔右先王、作厥肱股、用夾紹厥辟、
奠大命、軌龢于政。肆皇帝亡斁、臨保我有周、烝四方民亡不康靖。王曰、師詢。・・嚮汝瑰純恤
周邦、綏立余小子、哉乃事、唯王身厚 。今余唯 乃命、命汝 雍我邦小大猷、・・

とあり、また夷王 9年の 伯簋銘（中期［5385］）でも、
唯九年九月甲寅、王命益公征眉敖。益公至告。二月、眉敖至見、献帛。己未、王命仲致饋
伯狐裘。王若曰、 伯。朕丕顕祖文 ,武、応受大命。乃祖克弼先王、翼自它邦。・・

とある。続いて、厲王初年の器銘であると見られる宗周鐘銘（後期［15633］）でも 16）、
王 省文 ,武勤疆土。南国 子敢陷處我土、王敦伐其至、撲伐厥都、 子迺遣間来逆昭王、南
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夷東夷倶見二十又六邦。・・
というように “ 文 ,武 ”が連称されており、宣王 42 年及び宣王 43 年の四十二年 鼎銘（後期［2501
―2502］）及び四十三年 鼎銘（後期［2503―2512］）、また同時期の 盤銘（後期［14543］）いずれにお
いても、
・・王若曰、 。丕顕文 ,武、応受大命、匍有四方。則 唯乃先聖祖考、夾紹先王、聞勤大命、
奠周邦。・・

というように、同様の称謂が用いられている〈盤銘では「奠周邦」の三字欠〉。同じく宣王期頃の器
銘であると見られる毛公鼎銘（後期［2518］）でも 17）、
王若曰、父擯。丕顕文 ,武、皇天引厭厥徳、配我有周、応受大命、率懐不廷方、亡不 于文 ,武
耿光、唯天壮集厥命。・・

とあり、同時期の師克 銘（後期［5680―5682］）でも 18）、
王若曰、師克。丕顕文 ,武、応受大命、匍有四方。則 唯乃先祖考有勲于周邦、捍禦王身、作爪
牙。・・

とある。
以上のように、共王から宣王に至るまでの歴代周王は、先王の事跡を振り返る際に必ずと言って
良いほど始祖である「文 ,武」を取り上げて自らの権威の拠り所としており、中期改革期以前の諸王
に認められたような〔実祖〕,〔実考〕等の直繋親族との紐帯を重視する論調はほぼ完全に欠落してし
まっている 19）。つまり、中期改革期以降の周王は、最も身近な親族である筈の〔実祖〕や〔実考〕
等よりも、むしろ〈見も知らぬ〉最も遠い親族である “王朝の始祖 ”との繋がりの方を最重要視して
いたのであって、このような画期的な変化は、周王朝自前の〈王朝起源に関する思想〉が、中期改
革期以降になって漸く一定の整序化を果たした事と関連するものと思われる。
無論、前述のように文王を受命者と見做して王朝の始祖に位置づける見解は、古くは成王代にま
で遡るのであるが、次代の康王代においては文王 ,武王の連称事例と共に武王 ,成王の連称事例も見
出されており、王朝の始まりを文王期と見るか 20）、或いは「文王 ,武王」期と見るか、はたまた「武
王 ,成王」期と見るかという点は、当該期においてはいまだ流動的で未確立な情況であったものと判
断されるのである。すなわち、「文 ,武」の統称が生成されたのと同様に、例えば「武 ,成」の統称
が生成されてそれが汎称化される可能性も皆無ではなかったと思われるのであって、そのような模
索段階が収束し、文王 ,武王の両代を王朝の原点とする着想が “確定 ” したのは、中期改革期初頭で
ある共王期頃、先述した「文 ,武」の統称の出現期に重なるものと考えられるのである 21）。そうし
て、公式の周王室家系の原型も、始祖に “文 ,武 ”を据える形を骨子として同時期に形成されたもの
であろう 22）。
なお、このような王室家系に関わる西周中期の画期性は、個別の周王の呼称に関連しても指摘す
ることが出来ると思われる。周王の諡称は本来 “生諡 ” であったようであり、死後になってそれがそ
のまま “死諡 ” として採用されていたものらしい。“生諡 ” というのは、存命中に名乗る諡称のこと
であり、例えば武王については、義尊銘［『呉三』（前期［1015］）］〔同方彝銘［『呉三』（前期［1149］）］〕
に、
唯十又三月丁亥、武王賜義貝三十朋。・・

とあるのによると、その存命中から「武王」の称謂が用いられていたものと見られる 23）。なお、利
簋銘（前期［5111］）に、
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武征商。唯甲子朝、歳貞、克昏、夙有商。辛未、王在管 。・・
とあるのによると、武王の場合は同時代において「武」とのみ称するケースもあったようである。次
に、成王については、内史亳豊觚銘（前期［9855］）に、
成王賜内史亳豊 。・・

とあり、また昭王についても胡応姫銘［『呉続』（中期［221］）］に、
唯昭王伐楚荊、胡応姫見于王、辭皇。・・

とあるように、“生諡 ” による呼称例を確認することが出来る。最も用例が多いのは穆王の “生諡 ”
事例であり、 簋銘（中期［5237］）,長 銘（中期［14796］）, 簋銘［『呉続』（中期［456］）］,懋尊銘
［『呉続』（中期［791］）］〔同 銘［『呉続』（中期［880］）］〕,苟盤銘［『呉三』（中期［1217］）］〔同 銘
［『呉三』（中期［1243］）］〕で、

唯六月既生覇、穆穆王在 京、呼漁于大池。王饗酒、 御無譴。穆穆王親賜 爵。拝手稽首、敢
対揚穆穆王休。・・
唯三月初吉丁亥、穆王在下 慯。穆王饗醴、即井伯 ,大祝射、穆穆王蔑長 以 即井伯、井伯是
夤不姦。長 蔑暦。・・
唯正月初吉、王在 京。丁卯、王格于仔宮、穆王親命 、曰、更乃祖考胥乃官。賜汝・・。
拝稽首、受穆王休命、対揚穆王休命、・・茲穆王休命。
唯六月既望丁巳、穆王在鄭、蔑懋暦、賜 帯。・・
唯正月初吉丁卯、王在仔宮、玉苟献鳳圭于穆王。蔑苟暦、賜鬱鬯。苟対揚穆王休、・・

というようにその称謂例が認められ、殊に 簋銘及び長 銘 ,前掲師壞鼎銘では上記のように「穆
穆王」の称呼も見出される〈前掲師壞鼎銘では、“死諡 ” で用いられている〉。ついで共王について
も、十五年 曹鼎銘（中期［2434］）に、

唯十又五年五月既生覇壬午、共王在周新宮、王射于射廬。史 曹賜弓矢 ,・・
とあり、また懿王についても、匡 銘（中期［13335］）に、
唯四月初吉甲午、懿王在射廬、作象 。匡甫象疼。・・

というように、その “生諡 ” 呼称例が見受けられる。
以上のように、武王から懿王までの歴代周王については、康王を除いてその “生諡 ” 例を確認する
ことが出来るのである。ところが、懿王以後の諸王については、そのような称謂例が見出されない。
これは、単なる偶然ではなく、やはり上述の中期改革期における王室家系の形成過程に対応する変
化であったのではないかと思われる。中期改革期以降〈特に穆王期以降〉、周王は「天子」号を公式
称謂として採用しているのであるが 24）、そのことが “ 生諡 ” 例の消失と関連しているのではないだ
ろうか。現王が歴代王とは異なる称謂をあえて用いるようになるという事態は、その前提として、現
王以前の諸王を現王とは異なる“先君”として包括的に捉える視点が存在して初めて可能になるもの
と思われる。すなわち、諡称を用いた王室家系が既に一定の整序化を達成していたが故に、今後そ
の系譜に付加されることが予定される現王を同様の諡称で以て称することは（既に故人となり、祭祀
対象となっている先王との混同を回避するという観点から）避けられたのであり、それ故に「天子」称謂
で以て生諡に代替するという呼称法が導入されたのではないかと推測されるのである。
そうして、やむを得ず個別的称謂を用いねばならない場面では、五祀胡鐘銘（後期［15583］）で厲
王が、
明 文、乃応受大命、匍有四方。余小子 嗣先王、配上下、作厥王大宝。・・用 恪先王、受皇
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天大魯命。・・胡其万年、永晙尹四方、保大命、作疐在下、御大福、其格、唯王五祀。
というように諱名である「胡」を用いているように、諱名を以て生諡に替えるという場合もあった
のではないかと考えられる。
続いて次章以降では、殷代中後期から西周中期にかけての多様な親族呼称に関する全般的検討作
業を行い、上述のような周王室における家系形成が行われた社会的背景について探求を進めること
にしたい。

第二章　殷代から西周中期にかけての親族呼称の変容過程

殷代以降、特に西周代において作器（祭祀）対象とされていた親族の呼称の事例としては、「祖」,
「妣」25）,「父」,「母」26）,「姑」27）,「兄」28）,「姊」29）,「弟」30）,「妹」31）等を挙げることができる。ま
た「祖」輩や「父」輩の呼称が連称されている事例もあり 32）、他にも若干ではあるが「子」輩に相
当する者が作器対象とされている事例も見出される 33）。これ等の主だった親族呼称保持者以外の作
器対象としては、「辟」（＝主君）のような事例もあり 34）、また十干や日のみで「父」等の親族称呼を
付帯しない事例もある 35）。
上述した多様な作器対象のうち、その事例数量が最も多く、従って最もポピュラーかつ重視され
ていた〈不可欠の祭祀対象と見られていた〉と判断される親族が「祖」と「父」である。その事例
には又、十干を付帯しない「祖」,「父」のみの場合 36）や「文」や「皇」等の形容詞を「祖」,「父」に
付帯したもの等 37）、多彩なヴァリエーションが認められるのであるが、ここでは最も典型的な例で
ある十干及び図象記号を付帯したのみの事例と十干のみを付帯した〈図象は付帯していない〉事例
について取り上げることにする。その集計結果をまとめて表示したものが《表Ⅰ》である。西周中
期以前の事例数に着目すると、（1）［祖＋十干〔図象〕］は殷後期で 142 例 ,殷後期又は西周前期で
28 例 ,西周前期で 112 例となり、（2）［祖＋十干］は殷中期で 2例 ,殷後期で 56 例 ,殷後期又は西周
前期で 11 例 ,西周前期で 83 例となる。また、（3）［父＋十干〔図象〕］は殷中期が 3例 ,殷後期で
1209 例 ,殷後期又は西周前期で 166 例 ,西周前期で 1097 例となり、（4）［父＋十干］は殷前期及び殷
中期が 1例ずつ、殷後期で 229 例 ,殷後期又は西周前期で 46 例 ,西周前期で 513 例となる。（1）～
（4）はいずれも西周中期以降になるとその事例数が激減しており〈特に「祖」の（1）,（2）は、いず
れも中期に入ると 10 例を切っている〉、当該事例が殷代起源のものであり、西周中期以降大勢とし
て衰滅へと向かったものと解釈することができる。そうして、殷代起源であることを傍証するよう
に、「祖」,「父」いずれも図象を付帯する事例の方が図象無しの事例を数量的に上回っており、また
図象付帯の事例が殷代後期から西周前期にかけて減少傾向を示しているのに対し、図象無しの事例
はかえって増加傾向を示している。最も注目すべきは、殷代から西周前期までの事例数を合算した
場合、（4）の事例数が（2）の事例数の 5倍超、（3）の事例数が（1）の事例数の 8倍超に達してい
るという点である。これは、「父」の事例数が「祖」の事例数を圧倒的に上回っていたという事実を
明示しており、すなわち殷代から西周中期以前に至るまで、より近い親族である〔実父〕との関係
性の方を〔実祖〕とのそれよりも重視するという親族観が一般的に共有されていたものと判断する
ことが出来るのである。また、「祖」と「父」を並称する事例も見出される点については後述する。
次に、西周代起源の親族呼称である「考」について見ていく。「考」は、既述のように西周前期に
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　　♱凡例 //
◉  番号は、『呉』等の出典における著録番号を指す。特に書名を掲げていない場合は『呉』を出典
とし、『続』は『呉続』、『三』は『呉三』を出典とする。
◉  同銘器は 1種類につき 1でカウントする。また、同銘器の連番を「―」で示す。但し、《表Ⅰ》
の事例は概ね短文であり、同銘器であるか否かが不明瞭である場合が多いので、原則として 1
器銘につき 1カウントとする（《表Ⅰ》の事例でも、長文である等の理由で同銘器である点がほ
ぼ確認される事例では、1種類につき 1でカウントする）。

《表Ⅰ》［祖＋十干］,［父＋十干］事例表

〇  　「亜」字に関しては、文字内に特定の図象や十干諡称が認められる事例があり、これらの用例で
「亜」字は短文の枠〈フレーム〉として使用されていたものと見られる。それ故、「亜」字のみの
事例は、図象の例に含めないことにする。なお、亜簋銘（前期［4273］）の「亜」字は、『呉』で
は字釈されていないが文字内に図象が認められるので、図象の例に含める。また、亜 侯尊銘（前
期［11717－11718］）では「亜」字内に「 侯」の 2文字が見えるが、このような例は諸侯名を一
種の図象として用いている例であると考えられるので、図象の事例に含めることにする。
〇　祭祀用語である「日」を挟む用例も事例に含める。（例）「祖＋日＋十干」
〇　族名化した図象は、図象の例に含めない。
〇　写真版で不分明な文字である場合、原則として著録の字釈に従った。
〇　図象であるか否か不明瞭な事例等は、判断を留保してカウントしていない。
〇   　本文において言及している通り、形容詞を付す例は事例に含めない。また、「祖」輩及び「父」
輩の連称事例や、「祖」,「父」を連称する例も事例に含めていない。他の続柄との並称例は含めて
いる（例えば、1375 は「父」と「兄」、10639, 13030, 16588 は「父」と「母」との並称例。8244, 
10542, 11310―11311 は、「母父」の連称例）。

（1）［祖＋十干〔図象〕］事例表
殷後期 744～746、748、749、1108、1109、1115、1497、1498、2642、2672、3162、3164、3745～3747、

3751、3753、3754、4140、4579、4812、7703～7708、7712、7713、7715、7720、7721、7727、
7729、7730～7733、7735、7736、7739、8283～8285、8287～8289、8455、8733～8736、8752、
8753、8784、9537～9552、9725～9730、9795、9816、10290～10297、10299～10302、10492、10493、
10528、11000、11001、11003、11294～11296、11429、11431、12035、12747～12756、12894～
12899、13076、13077、13283、13284―13285、13312、13798、『続』60、同 623、同 719、同 753、
同 1046、同 1496、同 1497、『三』67、同 68、同 383、同 384、同 741、同 964、同 983、同 984

殷後期又は
西周前期

743、1690、7700～7702、7709、7710、7711、7714、7717～7719、7722～7726、7728、7734、7737、
7738、7740、7741、8286、10298、11297、11298、11430

西周前期 747、750、1107、2021、2390―2393、2643、3163、3281、3306、3748～3750、3752、4212、4272、
4377、4378、4521、4549、4602、8072～8093、8497、8748、8781、9688、9836、10396～10400、
10532、10602、10630、11351～11355、11358～11360、11469、11472、11624、11637、11666、
11722、11734、11778、12055、12840～12842、13036、13123、13195、13218、13221、13257、
13305、13321、14648、19299、『続』69、同 94、同 302、同 378、同 624～629、同 720、同 811、
同 855、同 870、『三』80、同 389、同 390、同 751～756、同 784、同 938、同 978、同 1094

西周中期 1537、3282、4735、4814、4815、4940、11671、13822

（2）［祖＋十干］事例表
殷中期 7131、9840
殷後期 371～373、1778、1924、3144、3239、3694、3695、4401、4864、7124～7127、7129、7130、7135

～7141、7143、7144、7146～7148、7569、8466、9211～9213、10158、10978～10980、11185、
11468、11539、11620、12664、13823、16807、17351、17352、19469、19482、19772～19774、『続』
271、『三』696、同 697、同 919

殷後期又は
西周前期

1110、7128、7132～7134、7142、7145、7149、8362、8364、11186

西周前期 374、1112、1525、1727、1813、1860、1958、2625、3297、3324、3696、4413、4502、4503、4541
－4542、5136－5137、5150、7563～7568、7570～7578、8482、8511～8514、8525、8540、8541、
8577、8579、9531、9532、9806、9843、10235～10239、10531、10628、10643－10644、10995、
11250、11251、11356、11357、11544、11575、11636、11720［＝13225］、12167、13176、13178、
13658、13801、14529、14649、14717、14735、『続』268、同 604、同 605、同 713、同 737、『三』
57、同 197、同 719～721、同 1241
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西周中期 4423、5178、13177、13179、『続』369、『三』155
西周後期 『三』200

（3）［父＋十干〔図象〕］事例表
殷中期 11014、14628、『三』961
殷後期 753、754、760～767、774、775、778～780、784、788、790～792、795、796、799、804、805、

807～809、811、813～815、824～826、829、831、833、837、839、841～845、849～851、853、
855、856、858～863、871～873、881、883～887、889、890、892、893、895～897、900、902、
910、913、914、918～924、926～930、940～942、945～950、952、953、1114、1116～1123、1125
～1130、1132～1134、1140、1142、1144～1156、1159、1162、1163、1165、1167～1171、1173、
1175～1182、1184、1185、1188、1189、1191、1192、1196～1198、1202～1205、1207～1214、1356
～1359、1366、1369、1370、1373、1375、1502、1506、1507、1516、1517、1689、2101、2138、
2200、2202、2224、2296、2312、2313、2320、2644、2649、2651、2654、2655、2659、2675、
2678、2679、2729、2994、3166、3173、3177、3184、3205、3212、3215、3347、3755、3756、3760
～3766、3768、3769、3771～3776、3785～3796、3806～3808、3812～3818、3820～3825、3827、
3828、3830、3837、3839～3842、3849、3960～3966、3968～3973、3975～3984、3986～3995、
4136、4137、4141～4147、4381、4402～4404、4581、4635［＝8582］、4729、4865、5140、6108、
6110、7743、7745、7746～7756、7758～7764、7768、7771～7774、7782、7788、7789、7792～
7804、7806～7810、7812、7814、7815、7818、7827、7831～7834、7840～7845、7847～7856、7858
～7860、7863、7866、7867、7869～7871、7880～7882、7884～7888、7890～7900、7902～7905、
7908、7928～7930、7933～7964、7967、7974～7978、7982、8291～8296、8300～8302、8307～
8320、8324、8329～8332、8336～8348、8350、8351、8359、8360、8454、8458～8462、8507～
8510、8533～8535、8552、8738～8747、8754～8759、8762～8766、8779、8780、8791、8794、9553
～9564、9566～9594、9596～9624、9732～9750、9752～9760、9762～9768、9796～9798、9800、
9801、9815、9817－9818、9829、9830、9848、9851、10305～10310、10312～10321、10323、10324、
10326～10328、10330～10376、10494、10497～10502、10504～10517、10521～10523、10539、
10571～10573、10575、10621、10635、11004～11013、11015～11017、11038～11042、11301、
11302、11304～11306、11308、11309、11312、11314～11346、11433～11459、11535～11538、
11548、11549、11574、11663、11695、11761、11762、12036、12037、12039～12052、12057、
12094、12098、12129、12130、12166、12193～12195、12213、12374、12757～12819、12900～
12936、12950、13020～13022、13024～13029、13035、13040、13078、13080〔蓋〕,〔器〕（注 1）、
13081、13083、13085〔蓋〕、13138、13139、13141〔器〕、13143〔器〕、13145、13148、13223、
13258、13261―13263、13286、13323〔蓋、器内底〕（注 2）、13512、13515、13519、13523―13524、
13625～13629、13631、13633、13640～13642、13640～13642、13770～13772、13774、13775、
13782、13786、13796、13797、13800、13821、13972、14336～14339、14354、14355、14629～
14631、14633～14635、14637、14639、14642～14645、14671、14672、14674～14683、14699、
14700、14719、14740―14742、14766、15923、19484～19491、19501、『続』47、同 48、同 50、
同 51、同 56、同 71、同 129、同 296、同 297、同 299、同 301、同 644、同 645、同 648、同 652、
同 661、同 664、同 669、同 694、同 695、同 697～699、同 701、同 703、同 718、同 738、同 743、
同 744、同 748、同 754、同 755、同 764、同 769、同 770、同 790、同 799、同 800、同 851～854、
同 867、同 896、同 899、同 915、同 954～956、『三』69～71（注 3）、同 72～76、同 108、同 110
～112、同 205、同 338、同 385～388、同 743、同 744（注 4）、同 745～748、同 771、同 772、同
774、同 804（注 5）、同 806、同 861～863、同 865、同 868～872、同 875、同 914〔蓋〕,〔器〕（注
6）、同 935～937、同 940、同 965～967、同 992、同 1087～1089、同 1091、同 1097、同 1103、同
1105～1108、同 1171〔蓋〕,〔器〕（注 7）、同 1226、同 1231、同 1698、同 1705

殷後期又は
西周前期

757、816、827、832、834、835、838、852、854、857、878、879、888、891、933～935、943、
1131、1135、1137～1139、1143、1190、1275、1364、1368、1539、3181、3799、7742、7744、
7757、7769、7770、7775～7781、7783～7787、7790、7791、7805、7811、7813、7816、7817、7819
～7826、7828～7830、7835、7836、7846、7861、7862、7864、7865、7868、7872～7879、7883、
7889、7901、7909～7927、7931、7966、7968～7973、7979～7981、8290、8297～8299、8303～
8306、8321～8323、8325～8328、8333～8335、8349、8457、8737、8760、8761、9849、10304、
10322、10329、10495、10496、10518～10520、10583（注 8）、10634、11303、11307、12099、
13630、13632、13633、13799、14345、14632、14636、14638、14640、14641、19483、『続』53、
同 313、同 651
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西周前期 755、756、758、759、768、770～773、776、777、781～783、785～787、789、793、797、800～
803、806、810、812、817～820、828、830、836、840、846、864、866、867、869、874～877、
880、898、899、901、903～909、911、912、915～917、925、931、932、936～939、944、951、
1124、1136、1141、1157、1158、1160、1161、1164、1166、1172、1183、1186、1193～1195、1199
～1201、1206、1215、1216、1274、1360～1363、1365、1367、1372、1376、1503～1505、1532、
1533、1702、1720、1796、1800～1802、1805、1807、1808、1811、1814、1816、1817、1862、
1865、1894、1897－1898、1899、1929、1930［＝『続』145］、2046、2183－2184、2225、2267、
2293、2322、2337－2339、2399、2412－2413、2420、2645～2648、2650、2652、2657、2658、
2674、2676、2677、2681、2698、2768、2787、2827、3165、3167～3172、3174～3176、3178～
3180、3182、3183、3185～3187、3206～3211、3213、3242、3245、3287、3288、3290、3307、3757
～3759、3767、3770、3777～3784、3797、3798、3800、3801、3809～3811、3819、3826、3831～
3836、3838、3843～3848、3850～3852、3985、4017～4027、4047、4048、4170、4213～4220、
4264、4273、4275、4380、4382～4385、4407、4412、4428、4453、4460、4461、4511、4512－
4515、4516－4518［＝4540（注 9）、11668、13220］、4519、4522～4524、4538－4539、4543、4550
～4552、4606、4636、4731、4763、4895、4949、4950、6109、6111、8094～8107、8110、8111、
8115～8145、8147～8161、8163～8218、8221～8243、8245～8256、8366～8377、8379～8422、8432
（注 10）、8456、8469～8471、8493、8498―8500（注 11）［＝『三』786］、8501～8505、8516、8517、
8529、8537～8539、8542～8545、8556、8562、8563、8584、8749～8751、8770～8772、8786～
8788、8789－8790［＝9853、『三』883、同 995（注 12）］、9689～9694、9696～9710、9751、9780
～9787、9812、9813、9822、9834－9835、10311、10401～10407、10409～10416、10418～10421、
10424～10426、10428～10439、10441～10448、10450、10452～10463、10465～10480、10503、
10533～10538、10540～10556、10561、10578～10581、10591、10595、10596、10603、10606、
10612、10631、10636～10638、10640、10651、10860、11028～11030、11032～11034、11048、
1149、11056、11057、11062、11313、11361～11366、11368～11372、11374、11375、11377～
11384、11386～11390、11473～11490、11540～11543、11545、11580、11581、11587、11588、
11639、11648～11650、11656、11665～11667、11670、11697、11702［＝13231］、11703［＝12232
―12233、13233―13234］、11706［＝13235］、11714、11717－11718［＝19452］、11719、11724、
11729、11749、11758、11764、11765、11770、11779、11787、11798、11800、11821、12056、
12058～12082、12097、12100、12101、12103、12136～12141、12197、12198、12202、12215、
12216、12234、12256、12264〔蓋銘〕、12273、12290、12843～12861、12951～12955、12957～
12963、13037～13039、13041、13045、13047、13048、13125、13127、13175、13184、13192、
13196、13203、13214、13215、13217、13219、13227、13251、13264、13269、13272、13291、
13306、13308、13309〔蓋〕,〔器〕（注13）、13333―13334［＝14792］、13514、13535、13542、
13548、13635、13637、13644、13650、13652、13653、13656、13635、13637、13644、13650、
13652、13656、13660～13662、13665、13773、13776、13781、13787～13790、13810、13814、
13817、14347～14349、14379、14410、14650～14653、14655～14659、14660〔蓋〕、14661、14662、
14673、14686、14687、14690、14702、14703、14718、14730〔器〕、14731、14749〔器〕、『続』
49、同 54、同 55、同 57、同 72、同 88、同 122、同 144、同 295、同 298、同 300、同 321、同
351、同 355［＝同708―709］、同 376―377、同 630～643、同 646、同 647、同 649、同 650、同
656、同 659、同 660、同 666、同 667、同 721～727、同 731、同 732、同 736、同 747、同 749、
同 756～761、同 765、同 766、同 773、同 786、同 801～803、同 865、同 873、同 877、同 895、
同 957、同 958、同 965、同 970、同 972、『三』81～83、同 85～92、同 114～116、同 127、同 151、
同 182～184、同 194、同 207、同 339、同 391～393、同 404（注 14）、同 405、同 439、同 442、
同 460、同 757～769、同 778～780、同 785、同 805、同 874、同 899、同 900、同 902～906、同
915、同 916［＝同1003、同 1124］、同 969～971、同 977、同 986、同 989、同 1010、同 1012～
1014、同 1015［＝同1149］、同 1032、同 1033、同 1036、同 1049、同 1095、同 1096、同 1098、
同 1110、同 1112、同 1128、同 1129、同 1131～1133、同 1137、同 1185、同 1227～1229、同 1697、
同 1699、同 1700、〈江漢考古 2020―2〉簋「 父癸」：尊「北父乙」： 「亜 侯貿父辛」： 「山
父丁」、〈考古学報 2020―2〉 「庚父乙」：爵「鬲父丁」

西周中期 794、821～823、847、865、868、1906、2048－2049、2653、3349、3804、3805、4122、4287、
4288、4421、4495、4497、4526、4734、4877、8277、8532、8559―8561、8570［＝13244］、10408、
10449、10464、10618、10647、11367、11373、11576、11577、11630、11672、11674、11675、
11707－11708［＝13239］、11732、11756、11773、11796、12217、13316、13339、13529―13530、
14509、14872、『続』52、同 90、『三』154、同 422、同 788、同 912〔蓋内〕、同 1118、同 1217
［＝同1243］

西周後期 『三』782
春秋前期 14860
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（注 1）〔蓋〕と〔器〕は器銘が異なるため、2例にカウントしておく。
（注 2）〔蓋、器内底〕は同一銘であるため、1例にカウントしておく。
（注 3）『三』71 で呉氏は「父乙」と釈されているが、写真によると「丁」の誤りである。
（注 4）呉氏は「癸父丁」と釈されているが、末尾の文字は「丁」字ではなく図象であると見られる。
（注 5）呉氏は「父乙」と釈されているが、「父己」に釈すべきであると思われる。
（注 6）〔蓋〕と〔器〕は器銘が異なるため、2例にカウントしておく。
（注 7）〔蓋〕と〔器〕は器銘が異なるため、2例にカウントしておく。
（注 8）（10583）に『呉』は断代していないが、他の類例を考慮して、「殷後期又は西周前期」に断代しておく。
（注 9）（4540）は中期に断代されている。
（注 10）  「馬作父乙」と釈されており、図象が族名化した例のように見えるが、写真では「馬」字と「作父乙」

は別の箇所に在り、図象であると判断すべきであると思われる。
（注 11）  「貿亜作父乙」と釈されており、図象が族名化した例のように見えるが、写真では「貿亜」と「作父乙」

は別の箇所に在り、図象であると判断すべきであると思われる。
（注 12）  『三』995 は字釈全体は不分明であるが、諡称 ,図象及び出土地が同一であるため、同銘器であると判

断した。
（注 13）〔蓋〕と〔器〕は器銘が異なるため、2例にカウントしておく。
（注 14）呉氏は「祖辛」と釈されているが、写真によると「父辛」の誤りである。

（4）［父＋十干］事例表
殷前期 8711（注 1）
殷中期 7227
殷後期 377、379～387、390～392、397、398、894、1174、1187、1237、1371、1378、1384、1385、1392、

1538、2244、2314、3145、3146、3148、3214、3285、3698、3701～3708、3829、3967、4134、
4253、4635、4921、7150、7151、7154～7170、7177～7190、7202～7205、7207～7220、7223、
7224、7228～7241、7246、7247、7249～7251、7253～7260、7265、7609、7766、7839、7906、
8363、8463、8712、8777―8778［＝11050］、8792、8793、9214～9225、9565、9595、9799、9828、
10159～10174、10530、10981～10985、11187、11189～11192、11310―11311、12002、12665、
12667～12669、12949、12038、13023、13034、13079、13085〔器〕、13141〔蓋〕、13142、13149、
13536、13807、13813、14323、14720、16588、17352、18246、19470、19775、19776、『続』291、
同 420、同 597、同 598、同 714、同 751、同 779、同 849、『三』51、同 52、同 706、同 707、同
709、同 710、同 800、同 857、同 892、同 932、同 1018、同 1170、同 1238、同 1764

殷後期又は
西周前期

399、1238、1496、1815、4490［＝4491、4492（注 2）］、7152、7153、7171～7176、7191～7201、
7206、7221、7222、7225、7226、7242～7245、7248、7252、7261～7264、7767、7907、10257、
11055、11188、12666、『三』708

西周前期 375、378、388、393～396、400～403、798、1111［＝『続』74］、1286、1236、1239、1314、1377、
1379、1404、1405、1417、1508～1511、1521、1522、1526、1542、1543、1610、1640、1694―
1695、1696、1700、1701、1703、1705、1711～1713、1716、1722～1724、1725［＝『三』165、同
996］、1726、1728～1730、1790［＝4484、4485］、1793、1794、1799、1804、1818、1823［＝2024、
2788、2789］、1900、1925―1926、2022、2139［＝4871］、2327、2373、2382、2386、2423、2461、
2626～2628、2656、2682、2683―2684、2699、2714、2731、2732［＝9819］、2765、2828、2908、
3147、3259、3260［＝4276］、3289、3308、3315、3364、3697、3699、3700、3709～3711、3802、
4049、4050［＝11653、13193］、4051［＝『三』129（ 注 3）］、4071、4085、4088、4154、4159、
4158、4164、4190、4191、4260、4261、4266～4268、4269［＝11616］、4270、4271、4274、4277、
4278、4280、4281［＝8438］、4282、4283、4292［＝『三』438］、4331、4335、4344［＝11586］、
4371、4379、4410、4411［＝11651］、4414、4417、4418、4425、4426、4429、4430、4436、4437、
4441、4459、4486、4491、4492、4493、4494、4565、4566、4672、4813、4994、5049、5106、
5373、7579～7608、7610～7644、7660、8108、8109、8112～8114、8146、8219、8220、8244、
8378、8433、8434、8435［＝9833、14729］、8436―8437、8439、8440、8444～8446、8467―8468、
8472、8476、8481、8483、8491―8492［＝12133、13051］、8494、8495、8506、8515、8520―8521、
8522、8523、8531、8550［＝11662、13199］、8551、8554、8565、8569、8575、8576、8728、8785、
9533、9534、9690、9695、9791、9821［＝11631、13168］、9825、9831―9832、9838、9839、9852
［＝『 三 』884］、10240～10256、10258～10266、10417、10422、10423、10427、10557、10562、
10563、10566、10582、10586、10590、10593、10607―10608、10613―10614、10616、10620、
10627［＝11633、13166］、10639、10642、10649［＝13236］、10655、10658、11031、11054、11058、
11252～11262、11264～11269、11511、11559、11560―11561、11565、11578、11579、11584、
11615［＝13134］、11617、11621、11625～11627、11629、11632、11634、11635、11638、11640、
11641［＝13182］、11642、11644［＝13191］、11645、11647［＝13187―13188］、11654［＝13194
（注4）］、11676［＝『三』195］、11677、11679［＝13207］、11681、11698―11700［＝13237］、11736、
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は既に登場していたが、主に中期以降になって一般的に使用されるようになった親族称謂であり、殷
に由来する「父」に成り代わる形で、「父」と同様に “実父 ” の義を持ちつつ多様なヴァリエーショ
ンを伴いながら普及している。一方、形容詞を冠した親族称呼の事例については殷後期から既に登
場しており、「考」と同様に主に中期以降になって普及している。形容詞と「考」が結びつく事例
〈形容詞を冠する「考」〉38）は西周前期に現れた後、中期から後期にかけて多く用いられているので
あるが、両者が結びつかない事例〈形容詞を冠しない「考」〉39）は西周前期から中期までで途絶して
おり、「考」の場合、形容詞を冠する形態が定式となっていったものと考えられる。
「考」が「父」に成り代わる過渡期を示す事例としてまず挙例すべきは、「文考父辛」や「文考父
丁」等の用例である 40）。これらは、本来同義である筈の「考」と「父」が重出しているというもの
で、「考」が後起であるために起こった意味的重複の例であると考えることができよう。「文考日辛」
等のように［日＋十干］と［形容詞＋考］が結びついている事例も 41）、「日」が「父日乙」のように
本来「父」等の親族称謂と十干との間に位置づけられる祭祀関連の用語であった点を踏まえると 42）、
同様に過渡期的情況を示す事例であったと評価出来る。また、「考戊」や「乙考」等の事例は、「父」
が「考」にそのまま置き換わった事例であり 43）、この他にも「父戊」と「文考」が互換されている
事例や 44）、「父癸」を「文考日癸」に換称している事例も見出される 45）。
そうして、 銘（前期［13189］）では、器銘で「〔図象〕、父壬」とあるが、蓋銘では「作厥父宝
尊彝」というように十干の類別が消失しており、一方 ,義仲鼎銘（前期［1785］）では「作厥父周季尊

11742、11750、11752、11759［＝13282］、11781、11782、11795、11801、12106、12142、12168、
12180、12181、12199、12200、12734、12735、13009、13015、13043、13044、13069、13089、
13111、13118、13126、13130、13137、13158［＝『続』113］、13167、13170、13172、13173、13180、
13181、13183、13197、13200、13204、13205―13206、13250、13252［＝13657］、13295（注 5）、
13296―13297、13315、13345、13636、13649、13653、13767、13808、13812、14324、14335、
14360、14654、14706―14707、14744、14752、14763、16380、19504、19929、『続』39、同 121、
同 143、同 234、同 237、同 269、同 272、同 292、同 332、同 341、同 342、同 352、同 360、同
606～615、同 658、同 662―663、同 665、同 715、同 716、同 741、同 780、同 782、同 792［＝
同881］、同 809、同 866、同 878、同 892、同 901、同 1004、同 1005、同 1126、同 1130、『三』58、
同 59、同 84、同 117、同 149、同 266（注 6）、同 269、同 287、同 288、同 298、同 418、同 420、
同 436、同 452、同 722～727、同 775―776、同 777、同 783、同 790―791［＝同917］、同 794、
同 858、同 881、同 882、同 893～895、同 1001、同 1002、同 1016、同 1138、同 1194、同 1703

西周中期 376、389、870、1289、1534、1535、1544～1546、1827、1868、2104、4126、4241、4419―4420、
4496、4548、4619、4822、4900、4951―4952（注7）、5009―5011、5121―5122、6219、8447―8448、
8449―8451、8526［＝10609］、8547―8548、8549、8564、10451、10570、10611、10632、10641、
10646、11376、11385、11546、11568［＝13073］、11569［＝13067（注 8）］、11619、11657、11664、
11683、11689、11709、11728、11745、11754［＝13534（注 9）］、11757、11760、11807―11808、
12291、12426、13226、13278、13302、13307、13336、『続』105、同 374、『三』168、同 186、同
1007、同 1102、同 1136、同 1139、〈考古学報 2020―1〉尊・ 「・・用作父乙宝尊彝」

西周後期 3356
（注 1）呉氏は器を殷前期に断代されているが、注で「銘文は後刻に掛かる」と推定されている。
（注 2）4491 及び 4492 は前期に断代されている。
（注 3）『三』129 は中期に断代されている。
（注 4）13194 は中期に断代されている。
（注 5）同銘器の 11776（尊銘）では、諡称が「父」字のみで銘されている。
（注 6）『三』266 で呉氏は「父乙」に釈されているが、「父丁」の誤りであると見られる。
（注 7）  「厥祖父日乙」とあり、「祖」と「父」が連称されているように見えるが、「祖」は「父日乙」を指して

いるので、「父＋十干」の用例に含める。
（注 8）13067 は前期に断代されている。
（注 9）13534 は前期に断代されている。
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彝」というように十干の代わりに周的諡称が登場している 46）。すなわち、これらの器銘をまとめる
と〔［父＋十干］→「父」のみ→［父＋周的諡称］〕という変遷過程を復元することが出来るのでは
ないかと思われる。 銘の事例は同一器の器銘例と蓋銘例であり、両者の間に時代的変遷を見出
すのは難しいという見方もあり得るであろうが、一方で「作父宝彝」の形態を採る呼称例は西周前
期に頻出している 47）。これは、「父」のみの事例が殷器的な［父＋十干］よりは後起の事例であるこ
とを示唆しており、 銘の事例も同様に解釈すべきであろうと思われる。「父」が十干と切り離さ
れて「考」へと変換される過渡期に位置づけられる事例であろう 48）〈同様に、「作祖宝彝」というよ
うに十干と「祖」が切り離された事例も見出される 49）〉。
周的諡称も多様なヴァリエーションに分かれるが、一般的に見られる形態は［美称＋伯仲叔季〈又
は公〉］や［伯仲叔季＋某父］等のパターンであり 50）、殷的要素を残存させた過渡期的性格の事例も
多く見出される。例えば、微族の場合を例に挙げると 51）、糜爵銘（中期［8449］）で糜が「父丁」の
器を作器し、また牆爵銘（中期［8547―8548］）では糜の父である牆が「父乙」の器を作器しているの
であるが、糜鐘銘〈1式〉（中期［15592］）では、

糜桓桓夙夕聖 、追孝于高祖辛公 ,文祖乙公 ,皇考丁公龢林鐘。・・弋皇祖考高対爾烈厳在上、・・
というように〔高祖辛公→文祖乙公→皇考丁公→糜〕の系譜が復元される。そうして、当該系譜は
また糜鐘〈2式〉銘（中期［15593―15596］）では、

糜曰、丕顕高祖 ,亜祖 ,文考、克明厥心、胥尹敘厥威儀用辟先王。・・
というように、〔高祖→亜祖→文考→糜〕という形で表されている。これは、まず「父丁」と「父乙」
が各々「丁公」,「乙公」という［十干＋公］の形態に則った過渡期的（或いは折衷的）呼称に変換さ
れた後、更に次なる段階で十干を消去した形態に変遷したものと考えることができよう 52）。また、
攸従鼎銘（後期［2483］）〔同簋蓋銘（後期［5335］）〕や 従 銘（後期［5679］）で、「作朕皇祖丁公 ,

皇考恵公」の系譜が認められるが、これも「祖」（「丁公」）から「考」（「恵公」）への移行期に［十干
＋公］から［美称＋公］へと諡称を切り替えた過程を示しているものと思われる。

第三章　「祖」,「考」祭祀の定型化と、「祖・考」称謂の出現

さて、「父」が西周代に入って漸次衰滅の傾向に入り「考」に取って代わられたのに対し、「祖」は
形容詞と結びつくことでその命脈を保ち、やがて「考」との間に一定のセット関係を形成するに至っ
た。例えば、大簋蓋銘（後期［5101］）に、

唯十又五年六月、大作尊簋。用享于高祖 ,皇考、用賜眉寿、其子々孫々万年永宝用。
というような事例がそれであり、［（形容詞＋祖）＋（形容詞＋考）］の基本形態から成り立ち、西周中
期に出現して春秋代にまでその用例が見出される。「用享于」とあるように、〔実祖〕と〔実考〕を
セットで祀る際の呼称方法として発達したものと見て良かろう（《表Ⅱ》）。
このような「祖」と「考」の結びつきの前提となったのが「祖」と「父」のセット関係であり、そ
の事例は主に殷代後期に見出される。例えば「 。祖庚 ,父辛」〔 祖庚父辛鼎銘（殷後期［1354］）〕
や「祖辛 ,父甲。正刺」〔祖辛父甲鬲銘（殷後期［2728］）〕等の事例がそれであり、「 婦尊。示己 ,祖
丁 ,父癸」〔 婦鼎銘（前期［1856］）〕53）等のように「祖」,「父」以外の親族者〈輩行上、「祖」より
も上位なのではないかと思われる〉と並称された事例も挙げられる 54）。そうして、このような「祖」,
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「父」の並称形態が西周前期以降に漸次衰滅したのと同時並行的に、「祖」,「考」を並称する新形態が
形成されたものと見られる。一方、「祖」,「妣」と「父」を連称する事例も西周前期に認められる
が 55）、このような「祖」,「妣」,「考」,「母」〈すなわち、「祖父母」輩と「父母」輩〉を連称する形態
は、むしろ主に春秋代以降になって見出される 56）。
さて、［（形容詞＋祖）＋（形容詞＋考）］と同じく西周中期以降になって現れたのが［祖＋考］の親
族呼称である。この呼称はその用途に応じて、（1）「特定の個人を指す呼称としての［祖・考］,（2）
［（形容詞＋祖）＋（形容詞＋考）］称謂の短縮形としての［祖・考］,（3）「歴代の祖先〈本稿では “歴
祖 ” と称する〉」の統称としての［祖・考］、の 3類に類型分けすることが出来る。
まず（1）の例としては、呉虎鼎銘（後期［2446］）があり、「用作朕皇祖考庚孟尊鼎」とある。「皇

祖考」の諡称が付されているのは、明らかに庚孟一人に対してであり、 簋銘（中期［5204］）に、
・・ 既拝稽首、升于厥文祖考。 対揚王休、用作厥文考尊簋。・・

というように「文祖考」を「文考」に換称している例を参照すると、庚孟の実際の輩行は「考」で
あり、「皇祖」は「考」を修飾する語であったものと見るのが妥当であろう 57）。このような称謂方法
の淵源となっていたのは、 簋銘（中期［4951―4952］）に「厥祖父日乙」とある用語例〈この場合は、
［祖＋父日乙］〉等であったのではないかと推定される。
次に、（2）の事例としては単伯恵生鐘銘（中期［15265］）があり、
単伯恵生曰、丕顕皇祖 ,烈考、 匹之王、勛勤大命。余小子 帥型朕皇祖考懿徳、永保奠。

というように、「皇祖 ,烈考」を「皇祖考」に換言している例や、曽伯 簠銘（春秋前期［5980］）で
「用孝用享于我皇祖 ,文考」とある用語を同蓋銘（春秋前期［5979］）で「用孝用享于我皇文考」とい
うように「皇文考」に換称している例等を挙げることができる（《表Ⅲ》）。戎生鐘銘（後期［15239―
15246］）では 58）、

《表Ⅱ》［（形容詞＋祖）＋（形容詞＋考）］事例表
西周中期 2369「用作皇祖 ,文考」、3360「用夙夕追孝于朕文祖日己 ,朕文考日庚」、5051―5053［＝12396―

12397、『続』423］「用享于文祖 ,皇考」、5092「作朕皇祖日丁 ,皇考日癸」、5654「其用享用孝于
皇祖 ,文考」、12441―12442「用作皇祖 ,文考」、『続』175［＝『三』251］「作朕皇祖 ,文考」、『続』
453―454「用作朕皇祖 ,文考」

西周後期 2171「用作皇祖 ,文考」、2374―2375「用享用孝于皇祖 ,帝考」、2483［＝5335］「作朕皇祖丁公 ,
皇考恵公」、4963［＝『続』425（注 1）］「用享于其皇祖 ,文考」、5032―5034「用享于皇祖 ,文考」、
5096「用享于皇祖 ,文考」、5101「用享于高祖 ,皇考」、5134「其用追孝于朕皇祖 ,啻考」、5152―
5153「用享孝皇祖 ,文考」、5160「用享于其皇祖 ,文考」、5177「作朕文祖乙公 ,皇考季氏」、5679
「作朕皇祖丁公 ,文考恵公」、15194―15198「作朕皇祖 ,文考」15239―15246「用卲追孝于皇祖 ,皇
考」（注 2）、15320―15323「文祖 ,皇考」、15350「作朕烈祖 季 公幽叔 ,朕皇考徳叔」、『続』
424［＝『三』489］「作朕皇祖 ,文考」、『三』508「用享用孝于其皇祖 ,文考」

春秋前期 2417―2418「用追孝于厥皇祖約公 ,于厥皇考逃盂公」、5201「用享孝于厥皇祖與厥皇考」、5942
「用追孝于皇祖 ,皇考」、5980「用孝用享于我皇祖 ,文考」、15189「用追孝于厥皇祖哀公 ,皇考約
公」、『続』445［＝『三』509］「用追孝于我皇祖 ,文考」、『三』485―486「用享于皇祖 ,文考」、
『三』588「用追孝于皇祖 ,皇考」

春秋中期 『三』503「用饗用孝于其皇祖 ,文考」
春秋後期 2468―2474「用享以孝于我皇祖 ,文考」、12445［＝『三』1068］「其用享用孝于我皇祖 ,文考」、

15416「用享以孝于台皇祖 ,文考」、15591「作其皇祖 ,皇考」、15632「用享以孝于我皇祖 ,文考」、
15815―15818「作朕皇祖恭公 ,皇考恵公」、『三』505「用享用［孝于］我皇祖 ,皇考」

春秋時期 15319「作其皇祖 ,皇考」
戦国前期 15767「用享于皇祖 ,文考」
（注 1）4963 と同銘器であると思われるが、『続』では春秋前期に繋年されている。
（注 2）戎生鐘に関しては、『近』27―34 の解釈に従い、後期に断代することにする。本文の注（58）参照。
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唯十又一月乙亥、戎生曰、休辟皇祖憲公、壓々 々、啟厥明心、広経其猷、 穆天子 霊、用
建于茲外土、児 蛮戎、用 不廷方。至于 皇考卲伯、瑟々穆穆、懿 不袿、紹匹晋侯、用共
王命。・・余用卲追孝于皇祖 ,皇考、用祈綽眉寿。・・

というように「皇祖憲公、皇考卲伯」を「皇祖 ,皇考」に短縮しており、このように構成された短縮
形から「烈」の形容詞を省いたのが単伯恵生鐘銘の「皇祖考」であり、「祖」を省いたのが曽伯 簠
蓋銘の「皇文考」なのであろう 59）。
ついで（3）の事例としては、呂服余盤銘（中期［14530］）があり、
唯正二月初吉甲寅、備仲入右呂服余。王曰、服余。命汝更乃祖考事、胥備仲 六 服、・・

というように、王朝が、臣属している族の当主に対して、先代の職掌を継承させる際に用いるのが
通例である（《表Ⅳ》）。「命汝更乃祖考」に類する語句は定型句として一般的に用いられており、あら
ゆる臣下の職掌が〔実祖〕の代に起源するという事態は通常想定し難いので、「祖考」は “歴祖 ” と
解するのが適当であろうと思われる。
また、前掲糜鐘銘〈1式〉では、「高祖辛公 ,文祖乙公 ,皇考丁公」を「皇祖考」と換称しており、

この場合の「皇祖考」の「祖」には複数の祖が含まれると解される。更に、卯簋蓋銘（中期［5389］）
では、
唯王十又一月既生覇丁亥、栄季入右卯、立中廷。栄伯呼命曰、載乃先祖考死 栄公室。昔乃祖
亦既命、乃父死 人。・・

というように、「先祖考」と「祖」及び「父」が区別されており、「先祖考」は〔実祖〕以前の先祖
（すなわち “歴祖 ”）を指すと考えるのが妥当である。同様に、 鐘銘（後期［15634―15638］）〔同銘［『呉
続』（後期［1028］）］〕では、

曰、丕顕朕皇考、克 明厥心、帥用厥先祖考政徳、享辟先王。・・ 敢対天子丕顕魯休揚、作
朕皇考恭叔龢鐘。・・

というように「皇考」が「先祖考」と区別されており、この場合の「先祖考」も〔実考〕を含めな
い “歴祖 ” を指すと解釈すべきである。また、厲王の作器である前掲胡鐘銘で、「・・・用昭格丕顕
祖考先王。・・」というように「祖考」と「先王（歴代諸王）」を同義に扱っているのも、上述の理解
を傍証する 60）。

《表Ⅲ》祖考（2）：［（形容詞＋祖）＋（形容詞＋考）］の短縮形
西周前期 11687「作祖考」、『三』491「用作祖考」
西周中期 15265「皇祖考」〔「皇祖烈考」〕、15592「皇祖考」〔「高祖辛公 ,文祖乙公 ,皇考丁公」〕、15593―

15596「祖考」〔「高祖 ,亜祖 ,文考」〕、2331「作☐穆穆文祖考」、3026―3034［＝5156―5157］「用
敢饗孝于皇祖考」、4902「其万年祀厥祖考」、5090「作文祖考・・用孝于宗室」、5173「用作祖考」、
5189―5196「央皇祖考 威儀、用辟先王、・・作祖考」、5238―5241「用作朕文祖考」、5251―5256
「用作朕皇祖考」、5293「用作朕文祖考」、6158「用昭格朕文祖考」、『続』436「用作厥祖考」、『続』
442「用享孝于朕文祖考」、『続』449〈蓋銘〉「享孝于其皇祖考」、『続』981「用享孝于朕文祖考」、
『三』277［＝492―493］「対揚祖考福」、『三』365「用作祖考」、『三』517―518「用作朕皇祖考」、
『三』1218「用享孝于朕文祖考」、『三』1259「用享用孝于其皇祖考」

西周後期 2308「用卲享于皇祖考」、2407「其用享于文祖考」、2414―2416［＝12420―12421（注 1）］「用享
孝于皇祖考」、4938「作朕文祖考・・永宝用享」、5138「用享于其皇文祖考」、5199―5200「作其
皇祖考 王 ,監伯」、5276―5277「用享于文祖考」、5642―5646「其用享孝于皇神祖考」、5678「其
用朝夕享于皇祖考」

春秋前期 2397「用追享孝于皇祖考」
春秋後期 15502―15510「善発祖考、鋳其游鐘」
（注 1）12420―12421 では、中期に断代している。
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以上のように、（3）は “歴祖 ”を指す表現であったものと考えられるが、この場合の “歴祖 ”は特
定の属臣の歴代先君の汎称であり、呼称主体が周王である場合、歴代の「先王」との世襲的君臣関係
を想起させる文脈で用いられている 61）。そうして、次章で述べるように、この表現方法を用いるこ
とによって周王朝は属臣の家系を新たに “創出 ”しようと意図していたものと考えられるのである。
なお、周王室の家系形成過程との対応関係で論ずるならば、中期改革期以前の王室で〔実祖〕,〔実
考〕との繋がりを重視していた事跡と関連するのが［（形容詞＋祖）＋（形容詞＋考）］のセット関係で
あり〈根源的には、より近い親族との関係性を最重要視する殷代の伝統に基づくであろう〉、中期改
革期以降に登場した「文 ,武」称謂の事跡と呼応するのが “歴祖 ” の統称としての［祖・考］の出現
であったものと評価することが出来よう。

第四章　諸族間における家系構成事例

本章では、諸族の家系形成事例について、周王朝がその形成に積極的に関与していたと見られる
事例と、諸族自らが自族本位で自主的に形成していたと判断される事例に大別して考察を進めてい
くことにする。

（1）周王朝主導下における事例　
周王朝が、主に冊命儀礼の様な公開・公式の場において、王朝と属臣の一族との関係の由来・由

《表Ⅳ》祖考（3）：歴祖の義
西周前期
西周中期 2480「嗣乃祖考、侯于 」、2495「用型乃聖祖考、隣明命辟前王」、2515「命汝更乃祖考、 卜

事」、5305―5306「命汝更乃祖考友、 東鄙五邑」、5312「更乃祖考、胥大祝官 豊人 九戯祝」、
5326「用 乃祖考事、 宛兪邦君 馬 ,弓矢」、5337「更乃祖考、 輔」、5365「乃祖考有勲于周
邦、佑闢四方、恵 天命。汝 不墜」、5371「載先王、既命乃祖考事、嫡官 左右戲繁荊。今余
唯帥型先王命、命汝更乃祖考、嫡官 左右戲繁荊」、5376―5377「 乃命、賡乃祖考事、
康宮王家臣妾」、5383「丕顕皇祖考、穆々克哲厥徳、厳在上、・・不敢弗帥型皇祖考丕屶元徳、用
格大命」、5389「載乃先祖考、死 栄公室。昔乃祖亦既命、乃父死 人」、5399「乃祖考事先

王、 虎臣。今命汝曰、更厥祖考、胥師戯、 走馬馭人 五邑走馬馭人」、5402「則於汝乃聖祖
考克輔右先王、作厥肱股。用夾紹厥辟、奠大命、犠龢于政」、10659「更厥祖考服」、12446「更祖
考、作冢 土于成周八 」、14530「命汝更乃祖考事、胥備仲 六 服」、『続』449〈器銘〉「更乃
祖考、作冢 位于蔡」、『三』366「嗣乃先祖考、 南事☐事工、以殷八 南事☐事」、『三』516〈器
銘〉「更乃祖考、官 六 卜事 ,工卜」、『三』918「帥型皇祖考」

西周後期 2501―2502「乃先聖祖考夾紹先王、聞勤大命、奠周邦。・・乃先祖考、有勲于周邦・・汝克奠于
厥 、汝唯克型乃先祖考」、2503―2512「乃先聖祖考夾紹先王、聞勤大命、奠周邦。・・乃先祖考
有勲于周邦、 乃命、命汝官 歴人」、5215「用嗣乃祖考事、作 土」、5296―5298「用籑乃祖
考事、官 夷僕 ,小射 ,底魚」、5363「乃祖考有勲于我家、・・余命汝死我家、 我西偏 ,東偏
僕馭百工牧臣妾、董裁内外」、5372「用康恵朕皇文烈祖考、其格前文人、其頻在帝廷陟降、申格
皇帝大魯命」、5381―5382「在先王小学汝、汝敏可使、既命汝更乃祖考 。今余唯 乃命、命
汝 乃祖旧官小輔 ,鼓鐘」、5386「我 乃祖考☐有☐于先王、亦弗忘乃祖考登裏厥典封于服。今
朕丕顕考共王既命汝更乃祖考事、作 徒。今余唯 先王命、汝 西 徒訊訟」、5680―5682
「乃先祖考有勲于周邦、・・乃先祖考克命臣先王、・・命汝更乃祖考 左右虎臣」、15190―15193
「乃祖考許政于公室、今余賜汝・・用 于公室僕庸臣妾 ,小子室家」、15248―15254「命汝更乃祖
考萑☐、命汝官」、15500―15501「祀厥先高祖考」、15522―15527「丕顕皇祖考、穆々翼々克哲厥
徳、農臣先王、・・帥型皇祖考、・・用作朕皇祖考、・・皇祖考其厳在上」、15633「作宗周宝鐘。・・
用昭格丕顕祖考先王。先王其厳在上」、15634―15638「丕顕朕皇考、・・帥用厥先祖考政徳、享辟
先王。」、『三』523「 纘皇祖考、 夙夕不墜在服」
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緒を説き、歴代「先王」に対する属臣側の “歴祖 ” の功績を王自ら（或いは王朝の代弁者）が顕彰する
ことを通じて、王朝と分かち難い関係性を有する属臣の家系の軌跡を想起させる事例である。
まず周系属臣の事例としては、柞伯の事例を挙げることができる。柞伯鼎銘（後期［2488］）に、
唯四月既死覇、 仲命柞伯、曰、在乃聖祖周公、猖有共于周邦、用昏無及、広伐南国。今汝其
率蔡侯左至于昏邑。・・

というように、柞伯の「祖」（「聖祖」）である周公の軍功について 仲が顕彰している。 仲は当該
期における王朝の重臣であり 62）、王朝を代表する立場からこのような栄誉を与えたものであろう。
祖の功績を想起させ、当代の柞伯に対してもそれに劣らぬ貢献を要請したものであるが、周初に繋
けられる周公の時代に遡及している点が重要であり、すなわち王朝発足当初以来の、〈王朝の歴史と
共に歩んできた〉臣属関係を回顧させるものとなる。
次に、陝東出自者の事例としては、詢（師詢）や 氏 , 氏 ,単氏 ,克氏等の用例が挙げられる 63）。

まず詢については、前掲詢簋銘及び前掲師詢簋銘に見られたように、まずは “文 ,武 ”の受命事跡に
論及した上で詢の「祖」（「聖祖考」）が王朝に対して果たした功績について述べ、そのような「祖」を
模範として王朝に仕えることを期待している。詢簋銘で顕彰する主体となっているのは共王であり、
共王はまた前掲師壞鼎銘で、師壞の「聖祖考」を先王と対照させて顕彰する一方で、師壞が「皇考
穆穆王」に対して尽力して仕えた事跡に言及している。“文 ,武 ”ではなく、敢えて〔実考〕である
穆王の名を挙げている点は、第一章で述べたように、いまだ “文 ,武 ”称謂が、王朝の始祖を指す統
称として十分には固定化されていなかった当該期の情況を示唆しているであろう。前掲畯簋銘で懿
王が、畯の「祖考」と先王とを対照させた上で、畯が「丕顕考共王」によって任官された事跡につ
いて言及しているのも同様の事例である。なお、 氏については、 伯 簋銘（中期［5365］）に、

唯王正月、辰在庚寅、王若曰、 伯 。 、自乃祖考有勲于周邦、佑闢四方、恵 天命。汝
不墜。・・

というように、「祖考」が周王朝に対して建てた功績について王が顕彰しているのであるが、時期的
に見て共王期に近いであろう 64）。
ついで、夷王期から宣王期にかけて、前掲 伯簋銘や前掲四十二年 鼎銘 ,前掲四十三年 鼎銘 ,

前掲師克 銘でも、詢簋銘 ,師詢簋銘と同様に〔「文 ,武」の受命事跡（＋）受命者の “歴祖 ” に対す
る王による顕彰〕という文章構造が用いられている 65）。いずれの事例でも共通しているのは、文王 ,

武王代に言及してはいるものの、受命者の出自族が〈具体的に如何なる貢献を文 ,武に対して為した
のか〉というポイントについては不明確・曖昧であるという点であり、抑々〈文 ,武の受命事跡〉自
体が一種の慣用的な巻頭句として、受命者の出自族のエピソードとは無関係に挿入されているよう
にすら見える。思うに、〈文 ,武の受命事跡〉の提示は、王朝発足期と受命者の族の先君とを結びつ
ける点にこそその意味があったものと考えられ、基本的に無関係であった両者を関連づけ、あたか
も王朝成立以来現君に至るまで累代に渡って〈王朝の歩みと一体となって〉仕えてきた家系である
かのように見せかけるために“必要とされた”文節であったものと推測されるのである。王朝発足以
来の伝統的主従関係の存続を強調する（創り出す）ことで、王朝支配の体系内に受命者の族を確実に
位置付けていくことを第一の目途として、このような家系のプロットがデザインされたものと思わ
れるのである。
この他、西周初期に何氏に関して、前掲何尊銘で、考公氏〈当代の何氏の「考」であろう〉が「文
王を補佐し、その受命に功績があった」点を成王から顕彰された事跡があるが 66）、この場合の考公
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氏の事例はほぼリアルタイムの功績であり、上述したような歴祖の家系の創作を目的とした事例と
は異質であると考えられる。

（2）諸族本位の自主的な事例
陝東出自者による事例が主であり、微氏 ,単氏 ,克氏等の事例を挙げることができる。
微氏については、前掲史牆盤銘に、
曰古文王、初休龢于政、・・寡圉武王、 征四方、・・憲聖成王、左右嘩蛾剛鯀、・・淵哲康王、
爐尹億疆、弘魯昭王、広能楚荊、・・祗央穆王、型帥于謀、 寧天子、・・。静幽高祖、在微霊
處。烝武王既我殷、微史烈祖、乃来見武王。武王則命周公、舎寓于周、卑處。惟乙祖 匹厥
辟、・・亜祖祖辛、黄育子孫、・・胡艾文考乙公、據我得純、・・。史牆夙夜不墜、其日蔑暦、牆
弗敢沮、対揚天子丕顕休命、・・

というように、まずは始祖である「烈祖」（「青幽高祖」）が武王の克殷時に周王朝に入臣した経緯に
ついて説明しており、歴代周王の系譜と微氏の歴代先君のそれとを対比させて〈王朝と共に歩んで
きた〉という家系認識を強調しており、自族本位で自らの “歴祖 ” を顕彰している 67）。
次に、単氏については前掲 盤銘に、

曰、丕顕朕皇高祖単公、桓桓克明哲厥徳、夾紹文王 ,武王達殷、応受天魯命、匍有四方。・・
烝朕皇高祖公叔、克 匹成王。・・烝朕皇高祖新室仲、・・会紹康王。・・烝朕皇高祖恵仲 父、・・
用会昭王 ,穆王。・・烝朕皇高祖零伯、・・用辟共王 ,懿王。烝朕皇亜祖懿仲、・・匍保厥辟孝王 ,

夷王。・・烝朕皇考恭叔、・・享辟厲王。 肇纂朕皇祖考服、處夙夕敬朕死事、肆天子多賜
休。・・王若曰、 。丕顕文 ,武、応受大命、匍有四方。則 唯乃先聖祖考、夾紹先王、聞勤大
命。今余唯経乃先聖祖考、 乃命、命汝胥栄兌、 四方虞林、用宮御。・・

とあるように、微氏の事例と同様に、歴代周王の系譜と単氏の歴代先君のそれとを対比させて〈王
朝創建時より代々王朝と共に歩む〉家系である点を強調している。ただ、微氏の場合と異なってい
るのは、単に両系譜を擦り合わせるだけではなく、文 ,武の克殷時に挙げた功績から始まり、歴代の
先王それぞれの時期に、対応する時期の先君が如何なる役割を果たしていたかについて、（相当抽象
的かつ簡略な記述ではあるが）各代ごとに丹念に跡付ける形をとっているという点である。そうして、
このように自らの祖を自族本位で顕彰するだけでは不十分であると考えたのか、それを補強するた
めに宣王からの顕彰文もこれに付載していたのである。
なお又、大克鼎銘（中期［2513］）では、
克曰、穆穆朕文祖師華父、聰襄厥心、・・肆克恭保厥辟共王、諫 王家、・・永念于厥孫辟天子、
天子明哲、・・経念厥聖保祖師華父、・・多賜宝休、丕顕天子、天子其万年無疆、保 周邦、畯
尹四方。・・

というように、克氏の「聖保祖」（「文祖」）：師華父が共王に仕えた際の功績について、克氏自ら顕彰
している。また、前掲戎生鐘銘では、「紹匹晋侯、用共王命」というように、戎生の「皇考」：卲伯
が「“共王の命で ”晋侯に紹匹」した経緯について述べている。これらの事例は、共王期頃を家系の
節目であると見做している点で共通しており、史牆盤銘が共王期の作器に掛かることも含めて、当
該期が周王室の場合と同様に、家系形成の上で 1つの画期となっていた〈つまり中期改革期が諸族
による家系形成の契機となっていた〉という事情を示唆するものと思われる。この他、出自不詳の
族の例として禹の事跡があり、禹鼎銘（後期［2498―2499］）に、
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禹曰、丕顕姆々皇祖穆公、克夾紹先王、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。肆禹亦弗敢依、賜共朕辟之命。・・肆武公迺遣禹率公戎車百乗 ,厮馭二百 ,

徒千。・・烝禹以武公徒馭至于鄂、・・敢対揚武公丕顕耿光。用作大宝鼎。・・
というように、「皇祖」：穆公が「先王を補佐した」功績について、穆公の裔である禹が自ら顕彰し
ており、禹の族はその功を機縁として内諸侯：井国の政務を担当することになったと説いている。
以上のような諸族自らに拠る自族本位の家系形成事例は、本来、王朝主導の家系形成事例に触発
されて着手されたという側面もあったのではないかと推測されるが 68）、次第に自族の権威付けを主
目的として、王朝の威光を利用する形で意図的に進められたものであろう。微族や単氏のもとで試
みられた “系譜の創作 ”作業は、西周後期において 1つのブームとなっていたものらしく、師 及び
姫 母の族の事例では 8代、 の族は 7代、 の族は 5代に渉る系譜の作製を行っていたことが確
認出来る 69）。但し、諸族作製に係る諸器銘を参着すると、やはり直接的な作器（祭祀）対象とされて
いたのは最も近い親族である〔実祖〕,〔実考〕であったようであり 70）、始祖や歴祖は作器者側にとっ
て “理念上 ” 尊重される存在ではあったものの、本来何の繋がりも意識化できない対象であったこと
も確かであったものと思われ、〔実祖〕,〔実考〕等と同レベルで親族視することは難しかったようで
ある。

最後に、諸族による家系形成のその後の展開について概見しておく。まず周系の族の例として、西
周後期には畢氏が、畢伯克鼎銘（後期［2273］）に、

畢伯克 作朕丕顕皇祖受命畢公坎彝。用追享孝、子孫永宝用。
というように自家独自の受命観念を持つに至っている 71）。また、晋国では春秋代後期の段階におい
て、晋公虻銘（春秋後期［6274］）〔同盤銘［『呉続』（春秋中期［952］）］〕に 72）、
唯王正月初吉丁亥、晋公曰、我皇祖唐公［応］受大命、左右武王、龢燮百蛮、広 四方、至于
大廷、莫不来［王］。・・

というように、〈皇祖唐公が受命して武王を補佐した〉という始祖伝承を形成している。自家の祖を
受命主体として措定してはいるが、一方で周王朝の権威にも依拠しようと意図していた点が窺える。
なお、鄭国も春秋後期には独自の受命思想を形成していたようである 73）。
次に、陝東出自の族の例として、秦国では既に春秋前期の段階で、秦公鐘銘（春秋前期［15565―

15569］）〔同鎛銘（春秋前期［15824―15826］）〕に 74）、
秦公曰、我先祖受天命、賞宅受国、烈々昭文公 ,静公 ,憲公、不墜于上、昭答皇天、以 事蛮方。
公及王姫曰、余小子、余夙夕處敬朕祀、・・

というように、建国者である「先祖」による独自の受命思想を形成しており、春秋後期の秦景公期
に繋けられる秦公簋銘（春秋後期［5370］）及び秦公鎛銘（春秋後期［15827］）では 75）、

秦公曰、丕顕朕皇祖受天命、 宅禹蹟。十又二公、在帝之 、厳恭夤天命、保業厥秦、赫事蛮
夏。余雖小子、穆穆帥秉明徳、烈烈桓桓、万民是敕。・・

というように、始祖である「皇祖」から歴代先君を経て現君に至る受命関係の継承についても主張
されている。ここでは、周王朝に関する言及が全く認められず、その存在自体が等閑に付されてし
まっている。また、宋国の場合 ,春秋後期には、殷の末裔であるという血統伝承を前面に打ち出して
おり、叔夷鐘銘（春秋後期［15552―15564］）〔同鎛銘（春秋後期［15829］）〕に、
・・夷典其先舊及其高祖。赫々成湯、有敢在帝所、専受天命、刪伐夏祀、猿厥霊師、伊小臣唯
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輔、咸有九州、處禹之土。・・
というように、「天命を受け、夏を討伐した」という説話を強調することで、ひいては始祖の受命を
“夏のそれを継承するもの ”として、正統化しようと試みていたものと見られる 76）。
一方、曽国の場合は当初、曽侯與鐘 A1 銘［『呉続』（春秋後期［1029］）］及び曽公 編鐘銘［江漢
考古 2020―1（前 646 年）］に、
唯王正月吉日甲午、曽侯與曰、伯括上庸、左右文 ,武、撻殷之命、撫定天下、王遣命南公、営宅
土、君庇淮夷、臨有江夏。周室之既卑、吾用燮戚楚。呉恃有衆庶行乱、西征南伐、乃加於楚、
荊邦既削、而天命將誤。有厳曽侯、業々厥聖、親薄武功、楚命是靖、復定楚王、曽侯之霊。・・
唯王五月吉日丁亥、曽公 曰、昔在 丕顕高祖、克 匹周之文武。叔叔伯括小心有徳。・・左右
有周、・・王客我于康宮、乎厥命。皇祖建于南土、蔽蔡南門、誓応京社、適於漢東。［南］方無
疆、渉征淮夷、至于繁湯。曰、昭王南行、舎命于曽、咸成我事、左右有周、賜之用鉞、用征南
方。南公之烈、吾聖有聞、陟降上下、保執子孫。曰、嗚呼。憂余孺子、余無謗受、肆余行 、
卑 千休偶天孔徳文武之福、有成有慶。・・

というように、「高祖」の伯括が「文 ,武を補佐して、克殷時に功績を挙げた」という伝承を有する
に止まっていたものと想定されるが、嬭加編鐘銘［『呉三』（春秋中期［1282―1285］）］や曽侯與鐘 B1
銘［『呉続』（春秋後期［1032］）］に、
唯王正月初吉乙亥、曰、伯括受命、帥禹之堵、有此南 。余文王之孫、穆之元子、之〈出〉邦
于曽。余非敢 恥、楚既為 、吾徠匹之。・・
唯王十月、［吉］日庚午、曽侯與曰、余稷之玄孫。穆 敦敏、畏天之命、定徇曽土。・・

というように、伯括の「受命」に言及するようになり、ついには「（后）稷の子孫」や「文王の子孫」
であるとすら主張し始め、周系どころか周王室の末裔に自らの血統を擬するようになった 77）。そう
して、前掲曽公 編鐘銘に縷述しているように、「周昭王南征時の曽に対する舎命」や「王朝からの
賜鉞と南征の権限授与」等の各種伝承を派生させており 78）、いずれも周王朝の威光を根拠とするこ
とで、自族の権威付けを図っていたものと考えられる。しかし、春秋末期に漸く周王朝の権威に陰
りが見え始めると、従来のスタンスに不安を覚えるようになったようであり、前掲曽侯與鐘 A1 銘で
述べるように、むしろ楚国との由緒を説く点に重心を移しており、自国家系の尊貴化の更新を図っ
ていたものと考えられる 79）。また、楚国自体も春秋後期には独自の受命思想を持っていたものと見
られる 80）。
以上のように、春秋期以降に入り、自立・有力化し始めた諸族 ,諸侯国の中には、周系であるか陝
東系であるかを問わず、周王朝の “文 ,武 ”説話に比肩するような始祖伝承を創作し、自族の尊貴な
血統を主張するための家系を形成する者達も現れていたことが判る。そうして、そのような傾向の
延長線上として、例えば、陳国出自で斉国に入臣していた田氏の一族の田因盒が、陳侯因盒敦銘（戦
国中期［6080］）で、
唯正六月癸未、陳侯因盒曰、皇考孝武桓公、恭戴大謨、克成其惟。因盒、揚皇考紹莅高祖黄帝、
肖嗣桓文、朝聞諸侯。・・

というように「高祖黄帝」を先祖に架上し、また秦公が、秦景公石磬銘（春秋後期［19781―19806］）
に、
・・天子 喜、共桓是嗣。高陽有霊、四方以 平。・・上帝是睽、左以霊神、・・

というように「高陽」や上帝による秦国の守護を主張し 81）、 公が、 公絢父鎛銘（春秋後期［15815
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―15818］）で、
王正九月元日庚午、余有融之子孫、 公絢父、・・」

というように「有融」を先祖に架上しているように 82）、高次の祖先や守護者に “ 神 ” を措定する事
例すらも現れるに至ったのである。

おわりに

本稿では、西周代における周王室及び諸族の家系の形成過程について考察した。
まず第一章では、西周王室の家系形成過程について検討した。西周中期改革期以前における王室
では、〔実祖〕,〔実考〕と現王との間の関係性を重視していたのであるが、中期改革期以降になると
始祖である「文王 ,武王」と現王との繋がりを強調するようになり、“文 ,武 ”を原点とする公式の
王室家系を形成していたものと考えた。
次に第二章では、殷代から西周中期に至るまでの親族呼称の変遷について概観した。特に最もポ
ピュラーかつ重視されていたと見られる「祖」,「父」の事例数量について検討した結果、「父」の事
例数量が「祖」のそれを圧倒しており、より近い親族が尊崇される傾向が強かった点について指摘
した。また、「父」から「考」への変遷過程について考察した。
第三章では、西周中期改革期以降に主流となる［（形容詞＋祖）＋（形容詞＋考）］のセット関係につ
いて検討した。また、上記のセット関係の短縮形としての側面を持つ［祖・考］の事例に関して類
別し、“歴祖 ” の義を有する事例があった点について言及した。
第四章では、“歴祖 ” の義を有する［祖・考］の事例を手掛かりに、諸族の家系の形成過程につい
て考察した。そうして、それを行う主体は、周王朝である場合と諸族側自らである場合がある点に
ついて指摘した。周王朝の側は “文 ,武 ”の代より臣従し続ける族の家系を描出することで、君臣関
係の体系に諸族を確実に包摂しようとし、また諸族側はそのような王朝の意図を利用して周王朝建
国以来の王朝との紐帯に基づく家系を再構成し、自族の権威づけを図っていたものと考えた。しか
し、やがて周王朝が衰退してくると諸族側は周王朝との関係性を捨象した独自の家系の形成を志向
し始め、“自族独自の受命 ”すらも唱えるようになっていった点について明らかにした。
さて、それでは家系の尊貴化を図る諸族の動向は、春秋代にどのような具体的展開を示していた
のであろうか。次稿においては、西周中期改革期以降における諸族の家系の消長について、各族毎
により詳細な検討を行い、東周代以降におけるその趨勢を見極めることにしたい。

注釈
１）十干諡称のみの器銘の例としては、戊 銘（殷後期［3110］）等を挙げることが出来る。同様の事例は、
図象のみの器銘例と同じように、主に殷代から西周前期にかけて見出される。
２）「作父乙」〔作父乙鼎銘（前期［798］）〕等の事例がこれに該当する。西周前期に多く見出される。
３）「陵作父庚尊彝」〔陵鼎銘（前期［1526］）〕等の事例がこれに該当する。「作〇〇」と同様に、西周前期
に多く認められる。就中、「伯作」〔伯鬲銘（前期［2624］）〕とある事例は、「作〇〇」から「〇作〇〇」形
式への過渡期に位置づけられるであろう。
４）図象が族名化した器銘の例としては、「 作父乙」〔 鼎銘（前期［1239］）〕等を挙げることが出来る。
「 」は、本来 ,図象として用いられていた。采 銘（殷後期［13085］）の蓋銘に「采作父乙彝。任」とい
うように図象として用いられている「任」字が、同器銘で「任作父乙彝」というように族名化している事
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例は、その過渡期を示しているものであろう。
５）このような変化及び周的諡称については、第二章にて後述。
６）毛公鼎銘（後期［2518］）や柞鐘銘（後期［15343―15348］）等。
７）“周化 ” というのは、本稿では「周的諡称の導入等を通じて周系文化を受容する行為」を指す。拙稿 2010
参照。
８）呉鎮烽『集成』〔以下『呉』〕及び『続編〔以下『呉続』〕』,『三編』〔以下『呉三』〕については、本稿末
尾の【参考文献一覧】参照。上記以外には、『殷周金文集成』,『近出殷周金文集録』,『近出殷周金文集録二
編』等の断代案を参考にする〈いずれも【参考文献一覧】参照〉。林巳奈夫 1983, 1984 の断代については、
「林断代」と表記することにし、「林断代」西周ⅠA・ⅠBは武王～康王期、ⅡAは昭王 ,穆王期、ⅡBは共
王 ,懿王 ,孝王期、ⅢAは夷王 ,厲王期、ⅢBは宣王 ,幽王期頃に相当するとされる。

 　また、本稿で銘文を引用する際には、断代案を［（1）『呉』又は『呉続』,『呉三』の断代案、（2）『呉』
又は『呉続』,『呉三』の著録番号］の順に付記することにする〈なお、『呉続』,『呉三』の場合、特に書名
を付記している。又、『呉』,『呉続』,『呉三』の断代案の西周早期 ,西周晩期 ,商晩期 ,春秋早期 ,春秋晩期 ,

戦国早期を本稿では前期 ,後期 ,殷後期 ,春秋前期 ,春秋後期 ,戦国前期と改めた〉。
 　また、これら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。
９）王朝成立以前に先君を祭祀対象としていたと見られる例として、周公廟甲骨に「亶王」,「王季」の表記
が見える（祝家巷北 A2 地点出土甲骨、飯島 2013 参照）。
10）小盂鼎銘の「禘周王：武王 ,成王」について白川静氏は「三王の禘祀」であると解釈されており〔『通
釈』1下、P・703〕、「周王」を「文王」と解されているようである。しかし、殊更に「文王」のみを「周
王」に換称せねばならない必然性は文脈上認められず、やはり「周王」は、「武王」及び「成王」を総称
した君主称謂として理解するのが適当であろうと思われる。
11）剌鼎銘は、林断代ではⅡBに繋けられており、また『通釈』（5、P・504）では穆王期に断代されている。
12）鮮簋銘の紀年は「34 年」であるが、吉本紀年で 34 年以上の在位期間を有するのは厲王と宣王のみであ
る。一方、器型的には林断代：三型簋の西周ⅠBに相当すると判断され、紋様的には一型簋の西周ⅠBと
近似している。また、器台の鰭の形はⅠ型簋の西周ⅠBに（透かしはないものの）類似している。次に銘
文の面では本文所掲のように「禘于昭王」とある以上、昭王期以降の器であることは確実であり、前注で
指摘したように同様に「禘于昭王」を行った事例である剌鼎銘はⅡBに繋けられている。また、「惟王某
祀」の紀年銘を冒頭に置く書式については昭王 ,共王期の器銘に見出される〈段簋銘（中期［5234］）,師遽
簋銘（中期［5236］）,師壞鼎銘（中期［2495］、ⅡB）〉。

 　以上のように、器型及び器銘から判断して、鮮簋銘は穆王～共王期頃に繋けるのが適当なのではないか
と判断される。「34 年」の紀年数の拠るところについて対案を現時点において提示し得ないのは遺憾であ
るが、総合的に判断して西周後期（厲王代もしくは宣王代）の器銘でないことは先ず確実であると思われ
る。なお、『呉』及び『通釈』（5、P・503）は共に穆王期に繋けている。
13）先代王から仕えている臣下を評価したり、その臣下の職掌世襲を承認したりする銘文の中で、先王代に
ついて言及することは珍しいことではない。しかし、先王代である〔実考〕の “王名 ” を挙げて言及する
例は他見せず、その意味でこの 2例は「〔実考〕王との繋がりを積極的に主張する事例」として評価する
ことが出来るものと思われる。
14）宣王 18 年の呉虎鼎銘（後期［2446］）でも、「王命善夫豊生 工雍毅、 厲王命、付呉 旧疆、呉虎」と
いうように “厲王の命を継承する ”形で土地の賜与が行われているのであるが、「考」の語が欠落しており、
〔実考〕との繋がりを意識した他例とはニュアンスを異にすると思われる。
15）「文 ,武」二王統言の言説が西周中期頃に主流となる点については、松井嘉徳 2019、P・139～141, 167 参
照。また、中期以前に文王と武王の事跡が区別されていた点についても指摘されている（同上頁参照）。
16）厲王初年と見る断代については、徐中舒 1959 の所説に従う。
17）『通釈』（3下、P・693）は共和期に、（5、P・525）は「宣王即位元年前年」に繋けられている。
18）関連器銘に、宣王 16 年の克鐘銘（後期［15292―15296］）がある。
19）西周中期改革の概容については、拙稿 2010 参照。
20）松井氏は、班簋銘（中期［5401］）に、「おおいなるわが皇公は、王室の美福をおうけになり、文王・王
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姒のご子孫に育まれ、高い地位にあって、その功績を成就されました。文王の子孫は、それを模範とせぬ
ものはなく、その功績にならぶものもございません」とある文を引用し、「王朝の真の「はじまり」が武
王の克殷にあったのではなく、むしろ文王とその妃である王姒に求められていたことを伝えている」と解
釈されている（前掲書：P・167）。松井氏は、班簋銘を、「文 ,武」の統称が生まれる西周中期以前に繋け
られている。
21）「文 ,武」の統称のもとでは、文王 ,武王の功績は弁別されておらず、“受命 ” の義は文王 ,武王の両者に
関連しており、両王間における差別化も認められない。「文 ,武」の統称が出現したことによって、文王 ,

武王はいわば 1つの偶像と化したものとみられる。
22）文献上では、例えば『詩』に「文 ,武受命」（大雅・江漢）や「至于文 ,武、纘大王之緒」（魯頌・ 宮）
等の語が見え、『書』でも「丕顕文 ,武」（文侯之命）や「嗣守文 ,武之訓」（顧命）等の語が見える。『左
伝』では「徼文 ,武之福」（昭公 32 年条）というような慣用句が見出され、魯公室に関する「徼福于周公 ,

魯公」（文公 12 年条）や斉公室に関する「徼福於太公 ,丁公」（昭公 3年条）のような称謂の原型となって
いる。
23）但し、『呉三』は義尊銘を成王期の作器と解しており、武王の称謂を本来 “死諡 ” に起源するものと解釈
されている。だが、白川静氏は、後掲利簋銘の「武」〔『通釈』（6、P・324）〕, 簋銘及び長 銘の「穆
穆王」〈白川氏は「穆王」と字釈〉〔同（2、P・140,P・341）〕,十五年 曹鼎銘の「共王」〔同（2、P・142）〕,
匡 銘の「懿王」〔同（2、P・142）〕をいずれも “生諡 ” として解釈されており、文脈上から考えても生諡
であると判断して大過ないように思われる。また、呉氏も前述の義尊銘〔同方彝銘〕及び後掲内史亳豊觚
銘 ,胡応姫銘 , 簋銘 ,苟 銘所掲の王名については “死諡 ” であると解されているのであるが、利簋銘の
「武」, 簋銘の「穆穆王」,十五年 曹鼎銘の「共王」については “生諡 ” であると判断されており、解釈が
一定しておらず、生諡ではなく死諡であることを主張する反証を提示されているわけでもない。一方、義
尊銘について張昌平 2019 や韓炳華 2019 は、武王の在位年数が短いことを 1つの根拠として（製作する期
間がなかったことを理由として）“死諡 ” 説を採られているが、在位期間の長短と如何なる諡称を採るか
は、本来的に無関係であると思われる。

 　なお、文王玉環銘（前期［19710］）に、「文王卜曰、我 人 伐 人」とある事例は、西周王朝成立
前後において、「文王」の称謂を生諡的に用いた事例である可能性があろう。
24）「天子」号が中期改革期以降に周王の公式称謂になった点については、拙稿 2008 参照。
25）戈妣辛鼎銘（殷後期［751］）等の事例が挙げられる。殷代起源であるので、殷後期～西周前期における
図象付きの事例が多い。
26）母己爵銘（殷後期［7270］）等の事例が挙げられる。殷後期～西周前期における図象付きの事例が多い。
特に図象付きで十干が含まれない事例は、殷代で圧倒的に多い。形容詞付きの事例は、西周中期以降に増
加傾向を示している。
27）母 ,婦 ,姑の関係性については、頂 銘（前期［13293―13294］）の事例が参考になる。「頂作母辛尊彝。
頂賜婦 。曰、用坎于乃姑 」とあり、頂の婦にとって、頂の母が姑に該当することが判る。通婚関係が
関連するため、通婚事例が増加する西周後期に「姑公」等の用例が見出される。西周後期に諸侯国間の通
婚事例が増加する点については、拙稿 2018 参照。
28） 兄辛壺銘（殷後期［12053］）等の事例が挙げられる。用例は、殷後期に多く認められる。
29）「仲姊婁姫」〔邢公簋銘（後期［4874］）〕等の事例を挙げることが出来る。西周前期から後期まで散見さ
れ、「王姊」や「公姊」の用例も認められる。
30）西周中期に「叔弟」の用例が一件認められる〔叔安父簋［『呉続』（中期［440］）］〕。
31）「楷侯 妹宗盟」〔楷侯 銘［『呉続』（中期［968］）］〕等の用例がある。西周中期以降、 器に数例認め
られる。
32）「祖」輩の連称事例としては、「祖乙 ,祖己 ,祖丁」を並記する祖乙戈銘（殷後期［16807］）等を挙げる
ことが出来る。また、「父」輩の連称事例としては、祖日乙戈銘（殷後期［17352］）等がある。「兄」の連
称事例も認められる〔大兄日乙戈銘（殷後期［17326］）〕。
33）「太子」〔桷鼎銘（前期［2290］）等〕,「仲子」〔田告 銘（前期［3262］）等〕,「叔子」〔仲盂父簋銘［『呉
続』（前期［403］）］〕等が作器対象となっている用例がある。春秋代には、 器にいくつか事例が見出さ
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れる。
34）「叔旅自作宝尊彝。其万年用饗厥辟魯侯、亦于子々孫々就用」〔叔旅簋銘［『呉続』（中期［417］）］〕とあ
る用例等を挙げることが出来る。
35）十干のみで親族称呼を付帯しない例としては、冉乙鼎銘（殷後期［412］）等を挙げることが出来る。特
に図象付きの例が、殷代後期において頻見される。日のみで親族称呼を付帯しない例としては、「仲子作
日乙尊彝。冉」〔仲子尊銘（前期［11680］）〕等が挙げられる。主に殷後期から西周中期にかけての時期に
用例が認められる。「日」の称呼については本文及び注 42 にて後述。
36）十干を付帯しない「祖」のみの事例としては、「 作祖宝尊彝」〔 銘（中期［13136］）〕等の用例が
ある。殷代から西周後期にかけて見出され、西周中期の事例が最も多い。これに対し、十干を付帯しない
「父」のみの事例には、「芮伯作父宝尊彝」〔芮伯 銘［『呉続』（前期［868］）］〕等の用例があり、殷代か
ら西周前期にかけて用いられており、西周前期の用例が最も多い。
37）形容詞を「祖」のみに付帯した例としては、「 作文祖宝尊彝」〔 鼎銘（中期［1738］）〕等の用例を挙
げることが出来る。西周前期から春秋期にかけて見出され、西周中期の例が最も多い。また、形容詞を
「父」に付帯した例としては、「用作文父辛尊彝」〔啟尊銘（殷後期［11751］）〕等の事例がある。殷後期か
ら西周中期にかけて見出され、殷後期の事例が比較的多い。
38）「其作厥文考宝鼎」〔師 鼎銘（前期［2344］）〕とある事例等。
39）「卿作厥考尊彝」〔卿簋銘（前期［4265］）〕とある事例等。
40）「文考父辛」については厚 鼎銘（前期［2352］）、「文考父丁」については 壺銘（前期［12274］）参照。
41）「文考日辛」については、彭生鼎銘（前期［1956］）参照。
42）「父日乙」については、誑仲孛簋銘（中期［4877］）参照。「日」が殷代における祭祀名であった点に関
しては、落合淳思 2016：P・156 参照。

43）「考戊」については、癸砿爵銘（前期［8486］）、「乙考」については寧簋蓋銘（前期［4935―4936］）参
照。
44）旂鼎銘（前期［2069］）参照。
45） 銘（前期［13310］）参照。
46）周的諡称については、拙稿 2010 参照。また、本文にて後述。
47） 鼎銘（前期［1784］）や師衛鼎銘（前期［2185］）〔同簋銘（前期［4937］）〕,作厥父爵銘（前期［8553］）,
盂爵銘（前期［8585］）,執尊銘（前期［11776］）等参照。
48）前述の「父癸」を「文考日癸」に換称している事例も、「父」から「考」への変遷過程を示しており、い
わば当該事例とは別系統で殷的称謂から周的称謂へと変換していく過程を示している。要するに、〔［父＋
十干］→［考＋十干］〕と〔［父＋十干］→父のみ〕の両系統が並存していたものと思われる。
49）伯 銘（前期［10623］）等参照。西周前期から中期にかけて用例が見出される。
50）例えば、「恵伯」〔諫簋銘（中期［5336］）〕等は［美称＋伯仲叔季］,「恵公」〔 従 銘（後期［5679］）〕
等は［美称＋公］の事例であり、「伯盍父」〔望簋銘（中期［5319］）〕等は［伯仲叔季＋某父］の形態を採っ
た諡称の例である。
51）微族の概容については、尹盛平 1992 参照。陝西省扶風県法門公社荘白村 1号窖蔵（H1）で関連青銅器
が出土しており、十干諡称や図象が銘されている点から、陝東出自の族であると見られる。
52）前掲 銘で認められたように、同一器内でも時代的変遷を反映して、異称を併用する事例はあり得た
ものと思われる。従って、糜器の用例の場合も、同一作器者に掛かる器銘ではあるが、糜爵銘 , 糜鐘銘〈1
式〉, 糜鐘銘〈2式〉の間で時代的変遷の反映を読み取ることは可能なのではないかと思われる。
53）ほぼ同銘である 銘（殷後期［13144］）,祖丁父癸罍銘（殷後期［13811］）は、殷後期に繋けられてい
る。
54）「示」は、祖先神を指す字句として甲骨文にも見える（落合 2016：P・463）。
55）「祖」,「妣」と「父」を連称する事例としては、我鼎銘（前期［2399］）が挙げられる。
56）叔夷鐘銘（春秋後期［15552―15564］）等にその用例が見出される。
57）「呉 父作皇祖考庚孟尊簋」〔呉 父簋銘（後期［4944―4946］）〕とある呉 父は、おそらく呉虎と同一
人物であろう。（1）の他の用例としては、「皇祖考伯」〔前掲克鐘銘〕とある事例等が挙げられる。
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 　ただ、同じ器銘中で同じく祖先を指して用いられる場合に、「祖」という同じ文字が異なる意味を有す
るというのは特殊であり、用例は未見ではあるが、祖父単体を指す「祖考」の用法もあり得たかもしれな
い。
58）戎生鐘銘を『呉』は春秋前期に断代しているが、『近』27―34 の断代に従い、西周後期としておく。吉
本 2005：P・142 は、共王期に断代されている。

59）ただ、単伯恵生鐘銘のように「皇祖烈考」から一方の形容詞「烈」を省略するという様式は通常あり得
るものと思われるが、曽伯 簠蓋銘のように祖父と父を祭祀する際に祖父を指す「祖」の方を省略すると
いうのは異例であり、或いは「祖」の脱落という可能性も想定すべきかもしれない。

 　なお、「皇祖悼公 ,皇考懿叔」を「皇祖 ,文考」に短縮している例もある〔司馬楙鎛銘（戦国前期［15767
―15770］）。
60）本文第四章で後述する 盤銘（後期［14543］）では、歴代の先君と先王との関係性を述べた上で、「則

唯乃先聖祖考、夾紹先王」というように自家の「聖祖考」と「先王」とを対比している。
61）一部の有力大族がその属臣に対して用いた事例もある。例えば伯龢父の事例〔師 簋銘（後期［5363］）〕
や、栄伯の事例〔前掲卯簋銘〕中期 5389、叔氏の事例〔逆鐘銘（後期［15190―15193］）〕等がそれである。
62）関連器銘であると見られる 仲 蓋銘（後期［5623］）が厲王期の器銘であると推定される点について
は、拙稿 2012 参照。また、この時期に 氏が有力化していた点については、拙稿 2015 参照。
63）詢及び 氏については、師詢簋銘及び 簋銘（中期［5115］）に折衷的諡称が見える。 氏に関しては、
本文既掲の 伯簋銘に「他邦から周に帰順した」事跡について述べている。また、単氏が系譜を改編して
姫姓を冒姓した経緯については、拙稿 2013 参照。克氏が、単氏同様に陝東出自の “周化 ” 系族であると見
られる点については、拙稿 2014 参照。
64） 伯 の事跡は、昭王の南征失敗後 ,王朝の南方戦域が淮河流域に後退した時期に繋けられており、林
断代ではⅡB初に該当する。従って、共王期頃に対応するものと考えられる。拙稿 2012 参照。

65）克氏が厲王期に登用され、その後 ,宣王期に再登用されていた点については、拙稿 2014 参照。
66）何氏は、何簋銘（前期［5136―5137］）に十干諡称が見え、陝東系出自であったものと見られる。
67）特に文王及び武王の事跡については、糜鐘銘〈3式〉（中期［15597―15602］）に、
 　  曰古文王、初休和于政、上帝降懿徳大 、匍有四方、会受万邦。烝武王既我殷、微史烈祖、来見武王、

武王則命周公舎宇以五十頌處。・・
 というように、盤銘の類文が見える。
68）例えば、史墻盤銘や 盤銘には自述銘文の中に自族の系譜だけではなく周王朝の王統も述べられている
のであるが、周王朝の王統が微氏や単氏によって形成されたということはあり得ないので、まず王朝の家
系形成が先行し、その家系を下敷きにしながら自族の系譜を王朝系譜に合う形で構成し、いわば合成した
ものであろう。

 　従って、少なくともこれらの事例の場合、自族本位の家系は、王朝の家系形成に触発されて構成された
後起の作であったものと考えられる。無論、触発されて家系を形成したのは諸族側自身であり、王朝が主
導して作成にあたったわけではないであろう。
69）師 以下の族は、陝東系であるか否か不詳である。
 　師 の家系については、師 鐘銘（後期［15266］）に「師 　自作朕皇祖太公 ,庸公 , 公 ,魯仲 ,憲伯 ,

孝公 ,朕剌考・・龢鐘・・」とあり、同族であると見られる姫 母の姫 母豆銘（後期［6159］）には「姫
母作太公 ,庸公 ,［ ］公 ,魯仲賢 ,憲伯 ,孝公 ,静公豆。・・」とある。また、 の家系については、

鼎銘（後期［2439］）に「 曰、・・在朕皇高祖師婁 ,亜祖師 ,亜祖師 ,亜祖師僕 ,王父師彪與朕皇考師
孝、・・」とあり、 の家系に関しては、 簋銘（後期［5151］）に「 作皇祖益公 ,文公 ,武伯 ,皇考恭伯
坎彝。・・」とある。
70）例えば、申簋蓋銘（中期［5312］）で「更乃祖考、胥大祝官 豊人 九戯祝」と「祖考」（＝歴祖）の職
事を承襲していた申は「用作朕皇考孝孟尊簋」というように直接的には〔実考〕を祭祀対象としており、
また宰獣蓋銘（中期［5376―5377］）で「 乃命、賡乃祖考事」と「祖考」の職事を継承していた宰獣
は「用作朕烈祖幽仲 ,益姜宝蓋」というように、直接的には〔実祖〕を祭祀対象としていた。
71）畢氏については、周原甲骨に「畢公」（H11：45）が見え、また周公廟でも同じく「畢公」銘甲骨（祝家
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巷北 A2 地点）が出土している。周王朝成立以前に遡る周系古族であると考えられる。周原甲骨について
は、王宇信 1984 や徐錫台 1987 参照。周原遺跡と周公廟遺跡及び周公廟甲骨の概要については、飯島武次
2009,同 2013 参照。

72）作器者である晋公紵は、晋定公午〈在位：前 511～前 475〉を指すものと見られる。なお、虻銘と盤銘
では若干の異同があり、盤銘では引用箇所で「教威百蛮、広闢四方、至于不廷、莫［不］秉☐」と銘して
いる。
73）封子楚簠銘［『呉続』（春秋後期［517］）］に「唯正月初吉丁亥、封子楚 ,鄭武公之孫、楚王之士、擇其吉
金、自作飲簠。・・赫赫叔楚為之元子、受命于天、万世不改、・・」とある。
74）銘中の秦公を、吉本道雅氏は出子〈在位：前 703～前 698〉に同定されている（吉本 2005：P・389）。
75）秦公簋銘の断代について、『呉』は春秋前期に誤っている。また、鎛銘では引用箇所で「・・肇有下国。
十又二公、不墜上下、厳恭夤天命、保業厥秦、赫事蛮夏。曰、余雖小子、穆穆帥秉明徳、睿敷明刑、・・」
と銘している。
76）叔夷は、宋公室出自の斉国の属臣である。宋国が、実は殷の血統ではなく微氏の末裔であると見られる
点については、落合淳思 2012：P・90～101 参照。

 　宋公が、自らの君権の正統性の根拠を「殷の末裔」であるという点に置いていたことは「有殷天乙唐孫
宋公固作濫叔子 鼎」〔宋公固鼎銘［『呉続』（春秋後期［209］）］〕とある銘記等にも窺われる。なお、周
王朝による殷の受命思想については、康王 23 年の大盂鼎銘（前期［2514］）に見える〔「・・王若曰、盂。・・
我聞殷墜命、唯殷辺侯 ,田與殷正百辟、率肄于酒、故喪 巳。・・」〕。
77）曽国が陝東系出自であり、姫姓を冒姓していたと見られる点については、拙稿 2013 参照。
78）曽国が昭王南征の際に舎命されたという事跡は、他に傍証を得ない。また「鉞を賜り、南征に従事した」
というエピソードは、西周後期に魯国や申国に対して与えられた特殊な権能を想起させるものであり、或
いはそのような権能事跡を念頭に置いて作成された後代の伝承なのではないかと考えられる。魯国や申国
等に付与された権能については、吉本道雅 2005：P・83 及び拙稿 2008 参照。

79）春秋後期には蔡侯も、蔡侯申鐘銘（春秋後期［15533―15537］）［同鎛銘（春秋後期［15820―15823］）］
に「蔡侯［申］曰、余雖末少子、余非敢寧荒、有 不易、左右楚王」というように、楚国との由緒に重心
を置いていた。但し、蔡国の場合は、同時期の蔡侯尊銘（春秋後期［11815］）［同盤銘（春秋後期［14535］）］
に「蔡侯申、 恭大命、上下陟否、孜敬不惕、肇左天子、用作大孟姫 彝缶。・・敬配呉王。・・」という
ように、呉王を「天子」称謂しており、呉国との友好にも配慮していた。
80） 戟銘（春秋後期［17355］）に「新命楚王☐、応受天命、 用燮不廷、・・」とある。
81）『史記』秦本紀に「秦之先、帝顓頊之苗裔」とあり、「帝顓頊」について五帝本紀に「帝顓頊高陽者、黄
帝之孫而昌意之子也」とある。文中の「天子」について、吉本道雅氏は「秦君」に同定されている（吉本
道雅 2005：P・407～408）。

82）「有融」は、例えば「有熊」の様な神格を指すのではないかと思われる。「有熊」については、『白虎通』：
号に「黄帝有天下、號有熊」とある。
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