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82 原資料の言葉がやたらに出てくるが︑これは平易な日本語に改めた
５
方がヽ専門外の人にも讃み易くなるのではなかろうか︒資料の中の

を渋んで︑いつも何だか親しみにくく感じたのである︒本書のある

言葉をそのままよく使用されたのは矢野博士の著書であるが︑それ

部分︑例えぼ陶満の改革の内容をのべるあたり︑﹁また預納減納・
貼色貼息及び印本抵課などの弊により︒庫款か混飢絹耗した﹂とい
うような書きかたが至るところに績出している︒こういう生の言葉

書の紹介者としては不適営であることを充分承知しながら︑編集于
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雄
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の下命もだしかたく︑思うままを記して責をふさぐ次第である︒
二九五七・二・一五夜稿了︶︒

本文

中國考古學研究

専門以外のものにはわかりにくいのではないかと思われる︒本書か︑

英文摘要三一頁︒

を使用することは︑球門家には叙述が簡便で都合かよいのであるが︑

全く専門的な學術書として書かれたという事情もあろうが︑本書の

昨年東京大學東洋文化研究所の闘野雄氏の論文集﹁中國考古學研

六六五頁・圖版

ような興味があり有盆な書物が︑廣く中國を研究しようとする人々
に讃まれることを希望するが故に︑本書のこのような親しみにくい

究﹂が刊行された︒私は考古學を専攻するものではないけれども︑

書き方が気になるのである︒現代かな使いによらす︑また略字を絶
對に使用しないといった著者の態度から察すると︑こういう書き方

専攻の時代か常に考古學の分野と開係をもっため︑本書からいろい

附録の六部︑各部

Ⅲ都城と建築の調査

も確固たる信念にもとづいたものとは思うが︑再版のときには考慮

Ｖ蓼術上の諸問題

ｎ金属文化の本質

ろ教示される鮎があった︒
Ｉ土器の系統

は敷個の１ 説から成立している︒このうち特に専攻に近い第一部及

Ⅳ尺度と重要翠位の解明

本書は

されるよう希望したい︒
それから言葉尻をとらえて相ナまないが︑軽工業とか金融資本と

び第二部のＩ﹁殷王朝の生産的基盤﹂のみについて取敢えず紹介さ

かいう言葉も︑まぎらわしいから︑その内容と一致するように家内
工業とか高利貸資本とかいうように改めた方かよいのではないかと

されなかった灰陶の奄っ意義に注意し︑この友陶は中國の新石器時

第一部の中心をなす﹁華北先史土器の一考察﹂は︑従来除り注意

せていただく︒

思う︒
以上何だかとりとめもないことを書いてしまったか︑速逢でせめ

の勝れた鮎のうち︑常然とりあげなければならぬものを落したり︑

とによって︑黒陶の歴史的位置を決定しようとする︒中國の新石器

代に最も普遍的に見られるものであり︑この荻陶の系譜を考えるこ

立てられながら︑大いそぎで書いたので︑本書のような力作の数々

の鮎は︑筆者の未熟さの致すところである︒もともと︑筆者は︑本

枝葉にわたる鮎をことさらとりあげたりしているわけであるか︑こ
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時代には︑︒従来東西に對立する黒陶と彩陶として代表される龍山文

の後岡の中下層などでは下から彩陶・黒陶があり︑中期双陶は雨層

西南部の西陰村 ・河南西部仰詔では三陶が各層に混在し︑河南北部

か前期灰陶・彩陶と混出することは理に合わない︒著者は︑ここ

にわたって見られる︒山東城子崖などでは︑黒陶と後期荻陶か混存

化と仰詔文化とがあり︑これは夫々孤自に護生辰達して︑河南・山

で黒陶の性質に目を韓じた︒印ち山東方面の黒陶は︑純黒陶︵表面

ナるといわれる︒著者によれば︑西陰村の﹁友陶﹂は前期のもので

文化は二元的なものであったのである︒然し︑賓は彩陶といい黒陶

壁内共に黒色︶と恟黒陶︵表面は黒色で壁内は茨色系︶に分けられ

西地方で衝突した︒河南地方では︑彩陶が最下層に︑黒陶か中層︑

と￡｡うも︑また女陶にも︑これらに共通して見られる他の土器か存

る︒小屯方面では︑形式的には黒陶であるが色は表面も茨色系であ

上層は女陶︵白陶という人もある︶として代表される殷代文化であ

在していた︒それが粗友陶ともいう可きものである︒関野氏かこれ

り︑これを偽々黒陶と呼ぶ︒そして︑山西南部の﹁灰陶﹂もこの斡

が山東方面に甕生して西漸したと考えると︑最も西の西陰村で黒陶

に注意して︑華北新石器時代の基本的な土器であるとなし︑華北新

斡黒陶に屑する︒そして土器は恟々黒陶←恟黒陶←黒陶と登展する

あり︑従って山西南部か最も古い段階である︒若し従来の如く黒陶

石器時代を一元的に把握しようと試みられたのは︑狐創的な卓見で

か︑これを焼成技術から見ると︑この間の推移はなめらかである︒

る︒ 殷代文化は龍山文化の影響を受けて登達し︑これは土器のうち

ある︒この女陶は︑股の女陶が焼きしまった薄手の良質であるのに

そして前期灰陶の使用者は︑西から流入した彩陶の影響を受けて︑

特に三足器において器形の愛遷かたとられるという︒新石器時代の

對し︑いささか粗雑な質のもので︑日常の賞用器であった︒そして

土器に黒色を使用することをはじめ︑従って黒陶も穴は山西南部を

これは﹁彩陶や黒陶が中國の土地に出現する前からすでに存在して

出登して東漸したものと考えられた︒これと共に殷墟に見られる白

陶も︑賓は西陰村において彩陶の影響の毛とに辰生し︑共に東漸す

いた﹂ｏその定義は﹁粗質厚手で︑表面に繩文を有する場合が多い︒

る︒印ち闘野氏によれば︑中國の新石器土器は山西南部から出登し

形の上では︑扇や鼎などの三足器が特徴的である﹂︒そしてこの﹁友
陶﹂は︑１前期女陶

友色系と共に紅・褐・黒などの色があり︑繩

文は一般化せす︑扇などの三足器は未出現︒浹西闘鶏台戴家溝最下

るのである︒黒色の使用が彩陶の影響の毛とに酸生したのであるか

をも件なったか︑山東省において黒陶として最も顎建したことにな

て︑焼成技術を翌建させながら東に進み︑河南省までは彩陶の使用

女色が噌加︑繩文はかなり普及︑三足器の形成期︒河南安陽

層︵この遺蹟は前期女陶のみ︶︑山西西陰村︵彩陶と共存︶︒２中期
女陶

後岡中︵龍山︶・下︵仰詔︶屑︑大喪店︑仰詔︑不招塞︑山西萬泉蒜

ら︑西陰村においてはナベてが混在し︑河南北部では黒陶か彩陶に

遅れたのも常然であった︒そして山東省城子崖などは︑その下肩に

女色系が支配的で︑繩文か普及し︑三足器かＩ

おいてすら小屯の殷代文化より後のものであると決定した︒このよ

なと︒３後期荻陶

般化するほか豆が見られる︒後岡上層︵殷︶︑小屯︑城子崖など︒

うにして︑中國の基本的な土器は初期から灰色をもって出晟し︑こ

これを従来の分類によると︑彩陶は前期・中期友陶と︑黒陶は中
58 期・後期と件出する︒これら各陶の出土状況は︑本論によると︑山

‑
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84 れが彩陶り影響を受けて黒陶になると共に︑焼成技術の浸達にとも

は︑後岡下肘の彩陶より後期のものとする説がある︒これらについ

が︑鼓掘者には彩陶か意識され過ぎて︑震掘にあたり二つの遺址を

て如何に考えられているのであろうか︒恂おこれらの鮎については

混飢させたのではないか︒また中國の學者達の中には︑仰詔の彩陶

尹達氏かかなり詳細に述べられている︒

なって︑殷代以後戦國漢を通じて良質の初手で焼きしまった荻陶に

色粗陶に焼成技術というライトをあてることによって︑従来完成し

３

まで登展したのである︒従来殆んと組織的研究の行われなかった友

た形式の比較のみに依存していた土器に︑新しい観鮎を典えられた

て考えられている︒閥野氏は︑城子崖から出土した三百除の扇足に

城子崖について︒開野氏は城子崖下屑をも殷代に下ろものとし

ことは︑大きな功績である︒然し︑私にはいささか疑問になる鮎も

まれている§のごときは︑あたかも銅器を髪席させるような形態を

：上下両屑から等しく見出されている﹂︒﹁また第一双陶系の中に含

ついて︑﹁乳頭式﹂をとりあげ︑﹁かかる退化形式に舗する扇足は・：

済・梁思永雨氏の報告によっても︑土器の出土深位と色彩との開係

示し︑とうていこれを中期友陶の

闘野氏が基礎とせられた西陰村遺蹟について考えて見ると︑李

あるので︑以下に少しくその鮎について述べよう︒

は明らかであるが︑遺蹟皇位の横の廣がりと土器との開係は除り明

１

らかでない︒しかも闘野氏がこれを前期荻陶とせられるのも︑推定

い﹂︒更に城子崖の粉黄陶系の磨研土器は︑股墟の銅器の色合を棋

吊と︑同列に置くことはできな

であり︑これを出酸黙とせられた所に︑仝位の論述にかなり無理を

掘によって︑殷早期よりかなりの間隔をもった下層の龍山期の遺蹟

るものなのである︒また驚と粉黄陶については︑鄭州二里岡の我

倣したものとせられた︒然し爾足について見ると︑五種類ほどは下

これは龍山文化の土器の特色と考えられているようである︒従って

より全く同じものが出土しているから︑闘野氏の説が誤りであるこ

屑のみに限られており︑これは殷代のものより古い三足器に見られ

若し開野氏の理論に従えば︑これは上部に近い屑にある可きである

とは言うまで屯ない︒またト骨の風習について︑城子崖の民は︑こ

感せしめる︒梁思永氏の報告によると︑西陰村の遺蹟からは︑少数

か︑穴は下層から出土したものなのである︒これはＩ位なにを物語

ながら圈足器と思われる破片が出土している︒中國の學者によれぼ︑

るかといえば︑西陰村遺址の不面的な開係が全然考慮されなかった

のような高い段階の技術をもっ筈かなく︑股墟より傅えられたとい

仰詔遺址についても同じようなことが考えられる︒関野氏はア

子崖の卜占の技法は小屯のものに先立つ段階のものであったことは

われるが︑卜占の風習は未開民族の間に屯見られるものであり︑城

ことによるのではないか︒これは辰掘者建にも考慮されていない︒
この遺址は仰詔系遺址と龍山系遺址とか︑混在し︑仰詔文化の上に
龍山文化が後に到来したと考えることも不可能のようではない︒
２

れば︑すでに完成し切った︑卜占としては寧ろその意義を失いかけ

最近の翌掘によって明らかとなった︒股墟の卜占はそのト齢より見

従来土器の研究には︑形式が中心となっていた︒開野氏はこれに

た段階まで達している︒

ンダーソンの説を基礎としたか︑仰詔にも龍山式遺物のみを出土す
る墓があり︑一般に彩陶遺址と考えられる仰詔もその文化はかなり
複雑であった︒部ち彩陶文化の上に︑龍山文化が到来したのである

‑
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考えられた︒然し土器を歴史的に研究する場合果してこれでよいの

對して︑製作技術と密接な関係がある﹁性質﹂をより重要のものと

ないものではない・但し傅斯年氏の如く解するものではないか︒

でその相異が見られるわけで︑夷夏東西説というもの屯全然根禰の

論言１ は文化現象のうちでは愛化しにくいものであるから︑漢代ま

た︒従って華北においては︑彩陶文化か西から河南まで進出した後︑

屯相営敷見られるようで︑これらは明らかに彩陶遺址の上に位置し

然し龍山かと考えられる文化は最近の稜掘によると︑西安附近に

であろうか︒人間の文化という■＃のは︑モの生活によって規制を受

彩陶とを比較ナるとき︑そこに示される最も凝集された生活の差を

東から龍山文化か険西まで及んで来たと考えられるけれども︑これ

けることはいうまで･＃‑ｆｃ≪５.︒従って特殊な土器とせられる純黒陶と

に分布する地域は︑河南を中心として東西に分れることは︑夫々の

い︒これは今後の問題であろうが︑これによって土器の系統論に新

らと従来龍山といわれてきたものの相互の比較研究は除り充分でな

無硯することは出来ない︒しか屯龍山文化と仰詔文化とか最も濃密

もっ文化の基盤が明瞭に匝別されることを示しているから︑その器

は︑今後の土器研究に新しい面を開拓したものであり︑その功績は

なかった焼成技術を中心として︑新しい系統付けを考えられたこと

以上の如く︑かなりの疑鮎もあるのであるか︑従爽除り考慮され

しい面が見出される可能性がある︒

形的な研究か従位に置かれる筈烏ない︒焼成技術のみをとりあげて
も︑城子崖において奄黒陶・偏黒陶・偽々黒陶とか混在するので︑

いては関野氏は︑下層すら殷代以降とせられるので勿論上層はそれ

大きなものである︒この系統によって︑次に器形的な相互開係を教

錫々黒陶から黒陶へと翌展することに困難はない︒城子崖上層にっ

以後である︒恐らく城子崖の報告によられたのであろうか︑この報

一示さなかったが︑この論文と併讃されるよう以下に文献を列學し

示されることをお願いしたい︒洵お私見については︑その典捕を一

告の結論は︑出土物による裏付けは皆無であり︑現在の中國では︑
上・下層と屯一括して新石器時代とせられているようである︒この

Ａｍｅｒｉｃａｎ

３７｡ １９３０︶｡小屯龍山県仰

︵考古學報七︑１９５４︶°

李臍；西陰村史前的遺存︵清華學校研究院叢書第三種︑ 芯回︶︑

國文明的史前期之一

詔︵慶祝蔡元培先生六十五歳論文集下︑ １９３５︶'龍山文化−中

Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｉｃａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ Ｎｏ.

Ｈｓi‑Ｙｉｎ Ｔｓｕｎ｡ Ｓｈａｎｓi｡ Ｃｈｉｎａ ︵Ｍｅｍｏｉｒｓ ｏｆ ｔｈｅ

梁思永；Ｎｅw Ｓｔｏｎｅ Ａｇｅ Ｐｏｔｔｅｒｙ ｆｒom ｔｈｅ Ｐｒｅｈｉｓｔｏｒic Siｔｅ ａｔ

ておく︒

上・下層の関係︑特に境界になる層について報告を見ると︑常に
上・下層の遺物が混在して不明確である︒これは西陰村について見
たと同様不面的な考慮か粗略にされていたことによるのであろうけ
れども︑報告に示された鮎についてのみ考えるならば︑下層から上
暦へとこの地方で顎展か織績的に行われたと考えることも可能であ
る︒また最近の報告によると︑城子崖の東南海岸近くの日照雨城鍋

同總編輯；城子崖︵︷Ｓ｀︸︒

で︑城子崖より古いと思われる龍山文化の遺蹟が登掘されている︒
このことは山東地方において︑龍山文化か孤自に我生 浸達し西漸

尹建；中國新石器時代︵応回︶︑

したことを示すと考えさせる︒漢代においてすら︑東西において言
58 語がかなり相異していたことは﹁方言﹂に見られる如くである︒勿

‑
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58Ｇ

郡衡；試論鄭州新翌現的殷商文化遺址︵考古４ 報
応沼︶︒

冨留年三期︶︒

を意味するものでないことはすでに白川静氏の説かれた如くである︒

この殺された人間は捕虜であろうけれど︑これがたご

一腰殷代の祀會は白川氏も言われる如く﹁血縁的な族人を中心とし

石璋如；新石器時代的中原︵大陸雑誌︑四谷三期︑

は干に及ぶ石刀が出土する︒この石刀は工具として使用されたほか︑

奴隷農耕であったとせられる︒殷墟からは︑一個の立穴から数百或

定して︑王朝を支えた基盤は直領地の石器を中心として︑使用する

えるものは石器と木器とによる農業であり︑青銅製長具使用説を否

青銅器時代読を検討し︑青銅器時代読をとりっっも︑この時代を支

る︒これは従来行われて来た殷墟の文化段階説︑金石併用時代説・

う︶︒従って少蚊の家内奴隷的なものの存在は勿論認められるか︑小

られるからである︵この聡については後日詳細に考察したいと思

相違し︑それか兄弟相績といわれる時を契機として腿化すると考え

分れていたと考えられる︒その理由はト辞の内容か時代的にかなり

は小屯において王朝を直接組織した集團においても同様な小集團に

王朝に服胆臣事するという形態をとっていたと解せられる﹂︒これ

含む氏族の結合たる部族が︑品部的に全般として組織されて︑殷

て相常蚊の部民と︑時には若干の俘虜や受刑者などの非自由民とを

主として収穫用の長１ であり︑石包丁が穂刈用であるに對し︑これ

屯地匹に居住したと思われる王朝構成集團に於いても︑古典古代的

第二部は二つに分けられ︑その一は﹁殷王朝の生産的基盤﹂であ

は根刈りとして使用された︒印ち鎌の作用をなすものである︒そし

な意味での大規杖な奴隷使用は考えられない︒

石刀について︒関野氏は小屯出土の石刀を鎌として理解されて

城子崖との開係︒先にもふれた如く︑城子崖を小屯の後とせら
２

て根刈りを行う鮎から見て︑播種は散播から進んだ方法である條播

者は戦于によって得られた捕虜奴隷であ︑り︑石器は主権階級の人に

或は鮎播であることを推定する︒而うしてこれを使用した直接耕作

れたのは誤りで︑小屯に先行するものであった︒

いる︒そしてこれらは寛短型←中間型←長條型←弩條型と辰達した

３

闘野氏が言われる如く︑殷代の生潅段階が農業であり︑その器具

と推定され︑城于崖の石刀 蛙刀は壁條型で最も震達したものであ

よって管理され︑随時貸典されたという︒

の中心が石器と木器とであっだろうことは氏の説かれる如くである︒

り︑鎌として最も能率のよいものであったのである︒一方小屯の殷

墟には穂刈に使用した石包丁か殆んとないのに對して︑城于崖では

奴隷使用について︒嗣野氏の根核となったのは︑佐野學氏の

１

かなりあった︒関野氏は︑鎌としての石刀が歴倒的に多いことによ

然し氏の論文の内容にはかなり同意し得ない勁がある︒

﹁殷周革命﹂であり︑この書は郭沫若氏の覗によったものである︒

文化段階の低い地方居住地として散播が行われたとする︒然し先に

って︑常時は條播が中心であったとなし︑城干崖は時代は下るか︑

逃べた如く︑城子崖は宜は小屯に先行するものなのである︒従っ

印ちト餅に二千六百五十六人という多量の斬殺を行った記載かあり︑

として考えられる︒・そして生産力の程度により︑多数の奴隷か養い

て小屯以前の龍山期に弩條型の鎌が存在し︑また最近護掘の鄭州の

また多敷の殉葬が行われていることから︑これは捕虜であり︑奴隷

得ない時には殺されたものであるという説によられたらしい︒勿論
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殷早期中期の遺蹟から屯弩條型のものか我見されているから︑鎌の

白川静；殷の基礎飲會︵立命館創立五十周年記念論文集文學篇︑

以下にこの論文と併讃されることをおナすめする論著を畢げる︒

第二貌︑１９５４︶°

１９５０︶'殷代の殉葬と奴隷制︵立命館大學人文科學研究所紀要

功用のみから考えると︑寧ろ退化したことになるようである︒アソ
ダーソソ氏以来︑石刀は農具として考えられ︑李済氏はこれに工具

べ︑使用しにくい型であることは一見して明瞭である︒このように

・附録三は夫々開聯して考えられる可きものである︒

係ある論文をまとめてみた︒第１部と第Ｖ部のＩ︑第11部と第Ⅳ部

改めて紹介させていただきたいと思うが︑參考の寫各篇を通じて開

恂お第二部の二中國青銅器文化の一性格以下については︑機會を

望して本稿を終りたい︒

人々か︑開野氏の論著をとり入れて歴史研究を展開されることを希

側野氏の論著か績々と浸表されることを希望し︑また歴史の分野の

は︑我々に大きな教示を呉えられる鮎が多い︒その意味で︒今後も

如き形の研究は殆んど典えられなかった︒この鮎︑闘野氏の論文に

か常に問題になる︒然し従来の考古學分野から︑我々に利用し得る

自ら制限がある︒従って我々には考古學的史料を如何に利用するか

斟にっいて見ても︑その卜部という性格から︑その記載の内容には

それにしても︑常時の歴史を考えるとき︑文献的史料−営時のト

郷衡；︵前掲論文︶

三本下︑応訟︶︒

李済；殷墟有刃石器岡説︵中央研究院歴史語言研究所集刊第二十

侯外廬；中國古代飲會史論︵笛呂︶︒

ＳＳ︶︒

舒︑１９５３)'殷代の農業とその飲會構造︵史學研究第六二貌︑

天野元之助；殷代産業に開する若干の問題︵東方學報京都第二六

としての功用を併せ考えたのであるか︑工具としても石斧などに比

があるようである︒これは私の空想であるか︑或は柄を附して武器

考えられるとすると︑石刀そのものの機能を今一度再検討する必要

としての使用が中心であったと考えられないであろうか︒特に小屯
の長條型などは青銅の鈎兵と同じように考えてよいのではなかろう
か︒銅鈎兵は上下共に刃か附せられているが︑石刀は上刃に営る部
分か極く簡単に刃かっけられているに過ぎないから︑兵器として使
用困難であるか︑力の中心に近い下刃には立派に刃がっけられてい
るから︑兵器として屯可能ではないのであろうか︒何れにしろ他の
遺蹟出土の石刀とより比較研究が必要のようである︒
以上の如く︑石刀と奴隷耕作という結論については︑現在の研究
段階では︑まだまだ匍早のようである︒
最後に天野氏との間に行われた︑冒という字についての論争であ
るか︑天野氏の脱に對しては私にも責任の一端かあるので一言した
い︒この文字の出るト斟は殷墟書契前編四・コフニの一片のみで
あるが︑宜はこの文字は田と災との二字であるのを商承祚氏が誤っ
て一字としたものであることは︑天野氏奄述べられた如くである︒
然しこれに對しての開野氏の反論を見ると︑どうもこの片にある四
字でもって完全な文章と見られてたようであるか︑これはト餅使用
上の誤りで︑上下に鋏文があることは葉玉森氏が早く﹁殷墟書契前
７
58 編集憚﹂で指摘する通りである︒
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