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甲骨文左右二芋粥

森 賀 一 恵

は じ め に

右手､左手の象形で右､左の本字だと考えられる卓(以下 (右)と表記)､阜(以下 (左)

と表記)は,甲骨文中では本義で用いられることは稀である｡甲骨文字典の類(1)では,(右)

については,左右の右のはか,保柘の繭､備祭の借､有無の有､端数を付加する又などの

用例が挙げられているが,(右)はこれらの蔽生義で用いられることが多く,明らかに右の

意味を表すと考えられるものは1%に満たない｡(左)の方は,左右の左のはかには,(右)

に通用する用例しか載せられず,猪立した項目が立てられない場合もあり,左右の左の意

味で用いられる時以外は (右)に通用するという説も存在する(2)｡ただし,後述するよう

に,(左)は,保砧に近い意味だと解搾されても,(右)と区別されて ｢砧｣でなく ｢佐｣

と樺されることがあり,｢不 (左)｣｢弗 (左)｣など否定形で用いられる場合に限って,(右)

とは逆の悪い意味に解樺されることもある｡また,(左)(右)通用について第二期以降に

時期を限る説がある(3)｡つまり,(右)(左)が別の字だが通用することもあるというところ

までは多くの人が認めるが,通用の時期や状況については定論がないというのが現状であ

る｡特に (左)の用法,意味については唆味な鮎が多い｡そこで,これまでの諸説にとら

われずに資料を見直し, (左) の派生義についても考え直す必要があるのではないかと考

え,一般的な著録書に目を通し,(右)(左)の使用状況を調査したO以下はその報告であ

る｡

(1)趨誠1983､徐中野1988､劉興隆1993など｡

(2)例えば,趨誠1988に ｢又 (右)和ナ (左)封撃時有別,軍用時一般都作為又,如 『又王』(右

王,帥佑王)(合二一三-合5447)也作 『ナ王』(侠一二-合1624)｣(p.272,23空間･方位),

劉興隆1993に｢ナ,象左手形,ト僻正反多無別,ナ亦用作右,惟左右封稀時,区分甚厳｣｡ま

た,『般嘘卜鮮綜頬』も (右)(左)を区別せず (左)を｢又｣の下に収める｡

(3)陳夢家 1956,p.5700
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- (右)(左)の使用状況

調査に用いたのは,『甲骨文台集』(以下,『合集』)『小屯南地甲骨』(以下,『屯南』)『英国

所蔵甲骨集』(以下,『英国』)所収のト僻である｡重複や刑責不可能なものを除くと,(右)

(左)の字の見える甲骨は『合集』2701片､『英国』104片､『屯南』511片,出現回数は (右)

4177､(左)261であった｡甲骨刻解は書髄の違いによって分類されるが,類によって用字法

も異なるので,以下,粗ごとに (右目左)の使用状況を述べる｡引用文は,槽書法により可

能な限り外字を避け常用字を用いて表記し,原字の同定が困難だと思われる場合は 『甲骨

文編』(以下 『文編』)と『段通 卜離綜頬』(以下『綜頬』)の番東を注記する｡また,(右)､(左)､

壁 (以下 (育)と表記)のみ意味に関係なく ｢又｣｢左｣｢有｣と表記する｡なお,組下の

分類については,責天樹 1991(以下,『責』)､李挙動 ･彰裕商1996(以下,『彰』)に擦る｡

(1) 宴組

『合集』『英国』は五期に分けて著録するが,その第一期に収められているものの大部分

は賞組 卜解である｡この第一期収録の卜審371片 (うち 『英国』26片)に,(右)が346

(うち『英鱗』24)､(左)が86(うち『英国』3)見える｡賓組では,備祭の佑 ･有無の有 ･

｢十有 (又)五｣などの有 (又)については (右)を用いず (育)を用いることはよく知ら

れている｡これは寅組だけでなく,師姐の一部や出組の初期にも見られる用字法だが,寅

組の (右)の (左)に封する割合が他の組に比べて少ないのは,そのためである｡刻瀞が

断片的で (右)がどういう意味で使われているのか判断できないものも多いが,346のう

ち283は間違いなく ｢受砧｣｢受有砿｣｢受･-蕗｣などの ｢砿｣として用いられている｡左

右の｢右｣であろうと考えられるのは,下の7例のみ,賓租の (右)のうち2%ほどである｡

｢突卯組子義京完三人卯十牛又｣『合集』390正

｢-寅姐-義京蒐三･-卯十牛又｣『合集』391

｢契酉組子義京菜三人卯十牛又｣『合集』394

｢丙申卜貞戎馬左又中人三百,六月｣『合集』5825

｢貞令般又双左牛｣『合集』8943

｢貞合板又双左牛｣『合集』8944

賀組の (右)はほとんど ｢砿｣の専用字といってもよいかもしれない｡次に (左)86例を

下に撃げる｡

｢突丑 卜季貞旬亡禍,王占日有崇有夢,甲寅允有来難 (4),左告日有往第日益十人有二｣

(4) 『文編』996『綜類』096-020
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『合集』137正

｢貞成允左王｣｢貞威弗左王｣『合集』248正

｢乎般比重(5塩｣｢勿乎般比重左｣『合集』371反

｢乙丑卜殻貞甲子空 (6)乙丑王夢牧石薬不住繭佳又｣｢貞甲子萱乙丑王夢牧石果不佳禍佳

又｣｢貞王左三先子規不左若｣｢貞王左三克子姐不左若｣『合集』376正

｢王夢不佳左｣『合集』376反

｢己未姐=･義京蒐-人卯十牛左｣『合集』386(参照 『合集』387-9｢-∵人卯-牛中｣)

｢貞王城-屯不若左干下上｣｢貞王賊多屯不左若干下上｣『合集』809正

｢貞有夏坐左子王循干之盆若｣｢貞阻辛又｣『合集』811正 (『丙編』311)

｢王在玄大示左｣｢貞王･･･玄-大-弗左｣『合集』816反 (『丙編』293)

｢貞不左｣『合集』923正

｢甲-負-左-恵-伐-｣『合集』1003

｢-寅貞王勿賞夕不左｣『合集』1540

｢-未卜殻貞租乙弗左王｣『合集』1624

｢-亡左｣『合集』2002正 (『乙編』3343)

｢王占日吉勿左王｣｢佳呂又｣｢佳不呂又｣『合集』2002反 (『乙編』3344)

｢王占日吉勿左｣『合集』2496(『寧』2-37)

｢-多子-至-亡左｣『合集』3252

｢乙亥卜亘-･弗左｣『合集』3786

｢貞令比祉執 (7)示左十月｣『合集』3952正 ｢庚成卜賓｣『合集』3952反

｢庚辰卜貞畢往亡左十二月｣｢貞共有左十二月｣『合集』4073(『人文』1630)

｢庚寅ト-貞並左恵辛卯用｣『合集』4392

｢-王去束-･弗左-｣『合集』5139

｢-不佳-王-有左｣『合集』5386

｢-申卜古貞弗-王｣｢-左 (隻?)-｣『合集』5406

｢貞王有遣耐乙弗左王｣｢貞王有遥硯乙左･-｣『合集』5447乙

｢乙未-貞立事-南又.･ヰ以･･･輿左-I.̂脅｣『合集』5504

｢乙未卜-宰立事-又以我以輿左以-十二月｣『合集』5512

｢-∵畠翌庚-亜延-左｣『合集』5681

(5)『文編』5125『綜類』150-002
(6)『文編』5085『綜類』096-024
(7)『文編』4890『綜類』078-035
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｢己丑 卜宇-寅亜-左-｣『合集』5695

｢丙申卜貞戎馬左又中人三百,六月｣『合集』5825

｢貞乎-伐不-左｣『合集』6363正 (『侠』328正)

｢甲午 卜殻貞王奏玄玉成左｣｢甲午 卜殻貞王奏玄玉成弗左｣『合集』6653正

｢丁卯 卜学貞王往干敦不左｣『合集』7945

ト･干休-詞(8)-･有左｣『合集』8171

｢其有左災(9)｣『合集』8725(『緯存』下490)

｢貞令般又双左牛｣『合集』8943

｢貞令駁又双左牛｣『合集』8944

｢貞乎Ĵ蔦(1惇β｣｢貞乎凡左子｣『合集』8996正

｢貞我逐家有左｣『合集』10252

｢示左王｣｢示弗左｣｢貞王不宿示左二告｣｢貞示弗左王不宿｣『合集』10613正

｢貞-左-｣『合集』11030

｢-左十-十一月在-｣『合集』11610正

｢･-王烏｣｢-貞有-家阻乙弗左王｣｢我家租辛弗左王｣『合集』13584正甲

｢-家耐辛左王｣｢貞-家阻乙左王｣『合集』13584正乙

｢王占日吉阻勿辛左｣『合集』13584反甲

｢貞示弗左｣｢貞示左｣『合集』13697正乙

｢己未貞旨千,若干帝又｣｢貞旨千,不若干帝左｣『合集』14199正

｢王子 卜学貞我共作邑帝弗左若三月｣｢突丑 卜学貞勿作邑帝若｣｢契丑 卜零点我宅立邑

大賞帝若三月｣｢発丑 卜苧貞帝弗若｣『合集』14206正

｢発丑 ト-貞我作邑希弗左若二告｣｢発丑 ト-∵貞勿作邑･-若二告｣『合集』14207正

｢亡左｣『合集』14421

｢貞示弗左王｣｢丙申卜賓貞示左王｣『合集』14888

｢-左-七八-｣『合集』15403正

｢-辰酒-王左目･｣『合集』15745

｢-王宿･-非左･.･十有-･｣『合集』15837

｢-邸-･左窟｣『合集』15883

｢王-若乙丑允伐又卯逮左卯佳批牛｣『合集』16131正

(8)『文編』1088『綜類』081-014
(9)『文編』115『綜類』025-034
(10) 白玉噂説｡『文編』499『綜類』044-025
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｢貞左弗正｣『合集』16259

｢-大弗･･･受左｣『合集』16294(歴拓4357)

｢弗左我-｣｢-王干上甲｣『合集』16432

｢乙亥-弗左-｣『合集』16433

｢貞王夢佳有-｣｢貞王夢不佳有左｣『合集』17397正 (丙517)

｢王占日吉勿佳有左｣『合集』17397反 (丙518)

｢王占日吉-左腹｣『合集』17691反

｢-ト-貞･-刈帆-左-｣『合集』18488

｢-左-｣『合集』19055反

｢貞亡左｣『合集』19555

｢庚辰卜貞恵畢往亡左十二月｣『英国』352

｢壬寅卜-負-其.･･王｣｢壬寅 卜殻貞帝弗左王｣『英国』1136

｢亡左｣『英国』1152

以上の86例のうち,本義の左の意味で用いられているように見えるのは『合集』386､『合

集』5825､『合集』8943､『合集』8944､『合集』16131正の5例で,その他の82例のうち,

右と通用する可能性が高いのは,『合集』16294｢受左｣の (左)1例のみである｡ただし,

これは四文字を残すのみの断片で前後の文艦がわからないので,左右適用例と断定はでき

ない｡｢左王｣(14例)｢弗左｣(18例)｢不左｣(6例)｢有左｣(7例)｢亡左｣(7例)など

の †左)は後述するように,(右)でなく (左)でなければならない｡調査封象の賓組 卜僻

では左右適用例の可能性のあるものが1例見えるが,(右)が4000例以上あることを考え

れば,寅組卜解では原則として左右通用はないといっていいだろう｡

(2) 師組 ･非王 卜耕

『合集』第七珊 ･第一期附 ･甲､『英国』師組収録のト尉および 『屯南』に収録されたも

ののうち師組であることが明らかな卜解に,(右)は136例 (『英国』6例､『屯南』9例､

『合集』106片､『英国』6片､『屯南』6片)､(左)は6例見える｡(右)のうち40例は解

秤が確定できないが,26例は ｢柘｣､50例は｢佑｣､18例は｢有｣､2例は ｢十又四｣｢旬又

五日｣の端数を付け加える｢又｣で,(右)が佑祭の佑 ･有無の有 ･｢十有又五｣などの又

に用いられるようになり,(左)に比べ (右)の出現数が墜倒的に多くなっている｡｢右｣

の意味で用いられている可能性のあるものは｢弗-在又 (右)｣(『英国』1817)1例のみで

(ll)『文編』284『綜類』081-003
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ある｡(左)6例は以下の通り｡

｢乙巳-貞恵-効目左-執亡禍｣『合集』20378

｢- 卜日-商左-･交-｣『合集』20609

｢･･･畔地左･.･崇･･.比･･.而･･･日不･-｣『合集』20649

｢辛巳卜左干芯q顎三歳左獲｣『合集』20737

｢-酒左-兄-｣『合集』21219

『合集』20737の (左)2例は,前の方を ｢佑｣､後の方を ｢有｣と解樺せざるを得ないので

(右)に通用する用法といえるが,(右)(左)の字のある師組の118片のうちでは (右)に

通ずる く左)が見えるのは,この一片のみである｡

『合集』第七研 ･第一期附 ･乙以下,『英国』子組所収の ｢非王 卜解｣では,151片 (うち

『英国』4片)に (右)(左)が見えるが,(右)(202例)は ｢佑｣(71例)｢有｣(86例)に

用いられる割合がより高くなり,｢柘｣は6例､端数を加える｢又｣は2例に過ぎない｡｢右｣

の意味で用いられている例は確認できない｡(左)は以下の11例である｡

｢-ト余-左工･-戊午･=｣『合集』21772(子組)

｢受又-入｣｢弟左｣『合集』21868(子組)

｢貞-左-｣『合集』22040(子組)

｢戊午 卜貞妻左井今夕｣｢戊午 卜至妻御父戊良左井｣『合集』22049(午組?)(『合集』

21358､21714参照)

｢乙酉 卜拝千四示｣｢乙酉 卜左第｣『合集』22062反 (午組)

｢乙卯 卜左歳千人乙小牢用｣｢丁未 卜又歳干聖人牛｣『合集』22092(午組)

｢左手下乙｣｢左千人乙｣『合集』22176(京津701)(非王無名組)

｢其左兄丁｣『合集』22272(非王無名組)

午粗の 『合集』22092および非王無名組の二例はいずれも｢備｣で (右)に通用する例で

あり,午組､非王無名組では寅組､師組に比べ全髄数の割に左右通用が多いといえる｡

(3) 歴組

『合集』『英国』の第四期所収のト審575片 (うち 『英国』22片)に (右)が749例､(左)

が25例見えるが,(右)は祭紀に関わる例が大多数を占め (533例),｢有｣は74例､｢砧｣

は46例､｢十又五｣などの ｢又｣は37例,｢右｣は下の1例のみである｡

(12) 『文編』472『綜類』007-025
(13) 『文編』748『綜類』060-004
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｢丁酉貞王作三師又中左｣『合集』33006

歴組 卜節は 『合集』『英国』第四期のほか,『屯南』にも多く収録されている｡上記を含め,

(左)が見える卜解は30片､出現回数は34である｡

｢弓弓左克-｣『合集』32096(『彰』歴組 2C類)

｢-･辰貞左妾伐卯-｣｢-辰貞成泰子?左｣(全て鏡文字)『合集』32164

｢辛亥貞干大乙左伐｣(伐も鏡文字)『合集』32218

｢-貞左酉-｣『合集』32243(『美園』485)

｢左害｣『合集』32262(『彰』歴紐1B類)

｢十左五｣『合集』32304

｢美丑貞多子其延又才歳干-｣｢其三牢｣｢突丑貞王又歳千両乙｣｢干父丁左歳｣｢甲寅貞

白組乙至敏｣｢己巳-小雨-不-鍾-｣『合集』32517

｢甲午貞弓弓又歳阻乙｣｢乙未貞其十年｣｢乙未貞其三十牛｣｢乙未貞左｣『合集』32522

｢弓弓左歳｣(歳も鏡文字)『合集』32544

｢庚辰貞己亥左登比今戎亡禍u胡｣『合集』32814

｢-卯 卜呉(15)入蒐左猫-｣『合集』32836

｢己亥 卜左害｣(亥､害も鏡文字)『合集』33342

｢乙丑貞日又戟允佳戟｣｢甲子貞我毛又左｣『合集』33700

｢発亥 卜庚-左雨今｣｢契亥 卜庚-左雨在｣『合集』33840(『前編』1.17.6)(『彰』歴 1

A類)

｢発丑貞旬左鯛｣｢美亥貞旬又禍｣『合集』34036

｢甲寅貞左才歳平射｣(才､歳も鏡文字)『合集』34306

｢左 ト｣?『合集』34347

｢-1貞乙未左歳牢 ?｣(習刻?)『合集』34545(『美園』482)

｢左桐｣｢左禍｣『合集』34694

｢-左-｣『合集』34995

｢-左禍｣『英国』2438

｢弓弓左?｣(弓弓も鏡文字)武乙 『屯南』98

｢-人面左 卜占日弓弓入商｣武乙 『屯南』930

｢幸夫貞其-牧恵放任左｣『屯南』1024

(14)『文編』457『綜類』073-001
(15)『文編』4695『綜類』002-019
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｢弓弓左｣(弓弓も鏡文字)康丁一武乙 (歴無名聞)『屯南』209140

｢其左歳干蔑三十羊｣武乙 (歳も鏡文字)『屯南』2361

｢-･左完｣｢弓弓左完｣武乙 『屯南』2811

｢-巳ト-左-甲-｣文丁 『屯南』2998

｢-貞其左-秤-･雨｣武乙 『屯南』3443

この30片34例のうち,『合集』33006､『合集』34347､『合集』33700､『屯南』930の (左)

は左右の左の意味で用いられている可能性が高いが,『合集』32096､『合集』32164､『合集』

32218､『合集』32517､『合集』32522､『合集』32544､『合集』32836､『合集』34306､『合

集』34545､『屯南』98､『屯南』2091(歴無名聞)､『屯南』2361､『屯南』2811､『屯南』3443

の15片 15例は祭把の｢備｣と,『合集』32262､『合集』33342､『合集』33840､『合集』34036､

『合集』34694､『英国』2438の6片8例は有無の ｢有｣と,また 『合集』32304の ｢十左五｣

は ｢又｣と解搾するはかなく,いずれも (右)に通用する (左)の例だといえる｡『合集』

『英国』の (右)の出現回教749､(左)の (右)適用例25から考えれば,(右)に通用する

(左)は ｢砧｣｢惰｣｢有｣｢又｣を表す (右)(左)全髄の3%を少し超えるくらいで,左右

通用は一般的とはいえない｡しかし,歴組の (左)の大半が (右)に通用するという状況

は,賓組､師組の場合と大きく異なる｡興味深いのは,(右)に通ずる く左)が用いられて

いる文では (左)のはかにも,鏡文字が目立っことである｡

(4) 出組

『合集』『英国』の第二期に収められる卜箭244片 (うち 『英国』12片)に (右)は264､

(左)は9見える｡(右)の七割近く (182例)は ｢備｣と解揮できる｡(左)9例は以下の

通りである｡

｢-王-恵左-阻乙-｣『合集』22891

｢･-?巳(?)一食敵示 (-?)不左十二月｣『合集』23431

｢丁卯 卜王在祉 卜｣｢丁卯 卜王｣｢丁卯 卜行貞悪又容在十一月｣｢-恵左｣『合集』24351

｢発未 卜王日貞又兄在行其左射獲 (?)-｣『合集』24391

｢庚-負-･田-｣｢庚成 卜王白点其常用｣｢庚成 卜王日貞其利又馬｣｢庚成 卜王日貞其利

左馬｣『合集』24506

(16)梓文に ｢-鷹讃薦又,祭名｣｡
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｢庚子 卜行貞恵又用在八-｣｢-行-左-｣『合集』25045

｢-辰 卜中-恵玄左-｣『合集』25050

｢貞衣喪若亡左｣『英国』1996

｢庚午 卜硯貞其葬 (?)日伊史亡左九月｣『英国』2119

『合集』23431｢不左｣､『英国』の ｢亡左｣二例は ｢左｣でなくてはならず,『合集』24391､

『合集』24506は左右の左だと考えてよさそうである｡〈右)に通用する (左)と思われる例

はない｡

(5) 何組 ･無名組

『合集』『英国』第三期所収の ト僻のうち,1042片 (『英国』20片)に (右)は1332例

(『英国』35例)､(左)は95例 (『英国』1例)見える｡(右)は,｢受又｣が352例､｢受又々｣

が63例､｢有｣が383例､｢備｣が314例､｢十月又二｣｢十人又五｣などの ｢又｣が40例

確認できる｡(左)の例94(85片)(うち4片5例は無名組)を下に挙げる｡

｢･･･升･･･歳廼往-大丁才伐王受左々｣(歳､才､伐も鏡文字)『合集』27005(『彰』何組

≡B筆白)

｢莫-五人-受左々｣『合集』27032(人も鏡文字)(何組)

｢二人-･左々｣『合集』27035(人も鏡文字)(何組)

｢弓弓丁酒左大-｣『合集』27039(弓弓も鏡文字)

｢突亥 卜彰貞其酒手王亡左｣『合集』27107(『彰』何組三 A類)

｢貞-大乙弓弓-酒干-左正｣『合集』27108(『彰』何組三 B類?)

｢貞左租.･･｣『合集』27140(『彰』何組三B類)

｢貞其左-異｣｢貞其左小丁｣『合集』27148(『甲編』2813)(『黄』何組一類標準片 ･

『彰』何組三 A類?)

｢貞子乙日-王受左｣『合集』27202(『彰』何組三 B類)

｢突酉 卜鼓貞其左小乙頑祭干租乙｣『合集』27223(『彰』何組三 A類)

｢中宗-受左｣｢弓弓至｣『合集』27249(弓弓も鏡文字)(『彰』何組三 B類?)

｢丙辰 卜彰貞其左租丁恵翌日｣『合集』27264(『彰』何組三 A類)

｢丙辰 卜彰貞其左耐丁恵翌日｣『合集』27265(『彰』何組三 A類?)

｢.-2･･･左々｣『合集』27303(『彰』何組三B類?)

｢甲申卜其示干耐丁恵王執｣｢甲成 卜其執伊左歳｣｢左歳｣｢玄用｣｢乙亥 卜其干租丁其

佼｣『合集』27306(無名組)

｢干既-廼延-史左-大吉｣｢故小丁左正｣『合集』27333(『葺』何二類 ･『彰』何三 B

類)
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｢己卯 卜多貯(ln左曽其-｣『合集』27349(何組三 A輯)

｢甲寅-貞其-･小乙-牢左-用｣『合集』27357(『彰』何三 B類)

｢-興酒租丁-父王受左々｣『合集』27365(『彰』何三 B類)

｢-･B干硫-用王受左｣『合集』27381(何組)

｢王威 卜狭貞王父甲-其豊王受又々吉｣- ｢突亥 卜狭貞今日亡風(10｣｢突亥 卜狭貞左大

風｣『合集』27459(『彰』何三 B類)

｢-批庚-受左々｣『合集』27538(何組)

｢庚寅 卜鼓貞其左批幸一牛｣『合集』27542(何組三 A類)

｢庚寅 卜彰貞其左批幸一牛｣『合集』27543(何組三 A類)

｢-貞二牢王受左々｣『合集』27563(『彰』何三 B類?)

｢･･･午 卜何-翌発未･･･左批美恵小牢｣『合集』27574(責何一類 ･『彰』何三 A類 ?)

｢丙申 卜其奏宗匂又燈恵-小牢｣｢辛酉 卜左勾弓弓滞在又立｣『合集』27884(『甲編』624)

(無名組?)

｢其教成｣｢亜立其干又利｣｢其干左利｣『合集』28008(無名組)

｢壬成 卜狭貞又出方｣｢王威 卜狭貞其又東方亜施其禦王受又又｣｢壬成 卜貞弗受左左｣

『合集』28011(『彰』何組三 B類)

｢成-挿左-･廼-･用-｣『合集』28039(『彰』何組三B類?)

｢貞三蔵-左｣『合集』28158(何組)

｢乙未-長･･.不-｣｢乙未 卜頃貞竃-乙左駿其利不夕｣｢乙未 卜噴貞-史入駿土其利不

夕｣｢乙未 卜噴貞･･･子入駿王-乙利｣｢乙末 卜頃貞師貯入赤馬 (?)其利不夕｣『合集』

28195(何組)

｢乙未 ト-貞左･･･其利不ダ｣｢乙未 卜噴貞在寧田.･･又赤馬其利｣｢乙未 卜噴貞辰入駿其

利｣『合集』28196(何組)

｢弓弓精霊濯n功其受左年｣『合集』28200(何組)

｢其亦左両｣『合集』28228(何組)

｢干-･左｣｢弓弓田其毎｣｢其蓮雨｣『合集』28701(『彰』何組三 B類 ?)

｢連子又拝せ0)｣｢干左祥｣『合集』28769(無名組)

｢弓弓-逮-左｣『合集』28793(何組)

(17)『文編』1661『綜類』100-013
(18) 『文編』1575『綜類』044-033
(19)『文編』506『綜類』044-020
GZO)『文編』7076『綜類』034-019
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｢-渉滴至-努射左家 (犬)禽｣『合集』28882(何粗)

｢発丑 卜噴貞左赤馬其利不夕｣『合集』29418(何組)

｢突丑-貞左-局-｣『合集』29423(何組)

｢悪牛王受左々｣『合集』29467(『彰』何雄三 B類?)

｢貞恵牡王受左々｣『合集』29479(『彰』何組三B類)

｢貞意義王受左｣『合集』29540(『彰』何組三 B類?)

｢恵豚･･･受左｣『合集』29541(『彰』何組三 B類?)

｢貞左監｣『合集』29552-『合集』30519-侠308(何組)

｢乙卯 卜貞十牢王受左｣(受も鏡文字)『合集』29567(『彰』何組三B類?)

｢五牢王受左々吉｣(受も鏡文字)『合集』29574(『彰』何組三B類?)

｢三牢-左｣『合集』29590(『彰』何組三 B類?)

｢二牢王受左｣『合集』29604(何組)

｢貞牢左-牛｣『合集』29615(何組)

｢貞牢左-王受-大吉｣『合集』29616(何組)

｢牢王受左｣『合集』29625(何組)

｢牢王受左々｣『合集』29627(『彰』何組三 B類?)

｢-牢-左々｣『合集』29639(『彰』何組三 B類)

｢貞其二牢｣｢貞其左牢｣『合集』29678(何組)

｢-牢王受左｣『合集』29683(何組)

｢千旦左正-受左｣『合集』29773(何組)

｢左大雨｣『合集』30007(『彰』何組三 B類?)

｢-資其左大雨｣『合集』30019(『彰』何組三B類)

｢左大雨｣『合集』30054?

｢其左大風｣『合集』30225(『彰』何組二類?)

｢-干宗-用王受左々｣『合集』30307(何組)

｢突亥 卜彰貞苧 (?)其左干芙｣(亥､質なども鏡文字,ただし 『革押紙集』は ｢佐｣

と樺す)『合集』30347(『彰』何組三A類?)

｢-彰貞苧 (?)其左千･-｣『合集』30502(『甲編』2557)(何組)

｢貞-･左-｣『合集』30584(何組)

｢祉日左正｣『合集』30646(何組)

｢研至左正｣『合集』30652(何組)

｢朋至左雨｣『合集』30653(何組)

｢貞恵牢左-牛用｣『合集』30707(『彰』何組三B類?)
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｢発卯 卜狭貞弓弓巳恵左工 (宮?)碑｣『合集』30757(『甲編』3915)(『彰』何組三B頬?)

｢貞恵乙未酒左正｣ト･其左-･左- (左)正｣『合集』30814(『彰』何組三B類?)

｢-貞恵乙酉酒王受左々｣『合集』30822(『彰』何組三B類)

｢･-左-｣『合集』30887(何組)

｢-酒王受左｣『合集』30908(『彰』何組三B類?)

｢貞裏白王受左々｣『合集』30917(何組)

｢貞千日蒸王受左｣『合集』30987(『彰』何組三頬?)

｢-王受左々｣『合集』31205(何組)

｢-王受左々｣『合集』31206(何組)

｢恵丁丑王受左々｣(丑も鏡文字)『合集』31208(何組)

｢-王受左々｣『合集』31209(何組)

｢-･左薙干-此受左々｣『合集』31210(何組)

｢-王受左｣『合集』31215(何粗)

｢-左-不-｣『合集』31258(何組)

｢･-亡左･‥正｣『英国』2367(何組)

『合集』27107､『英国』2367の｢亡左｣のように,i左)でなければならない例や,『合集』

28008､『合集』28195､『合集』28196､『合集』29418のように左右の左である可能性のある

例も少数見られるが,｢受左｣｢受左々｣の場合の ｢示右｣､｢左+先王先姓名｣｢左歳｣の場合

の ｢備｣､｢左雨｣の場合の ｢有｣など,大部分は (右)に通用する例である｡また,(右)

に通用する (左)は殆どが何組であり,無名組は『合集』27306の ｢左歳｣は左右適用例だ

が,その他は 『合集』28008､28769は本義の左右の左を表す (左)であり,『合集』27884

ち (右)適用例と断定はできない｡何組の (左)は,歴組と同じく,(右)適用例が大半を

占めることになる｡ ここで注意しておきたいのは,歴組の場合と同様, (右)に通用する

(左)の用いられる文では (左)の他にも鏡文字が目立っということである｡特に,『彰』

何組三A類 (『葺』何組一類中の ｢革率的別離｣)は,字髄が ｢草率｣で時々 ｢例刻｣があ

ることが特徴なので,(左)の (右)通用は ｢草率｣な字髄の ｢倒刻｣の一例と考えること

もできるかもしれない｡

無名組は 『屯南』にも多く収録されている｡『屯南』の ｢康丁 卜解｣のうち,(右)の見

える ｢康丁 卜鮮｣は214片,(左)の見えるト解は以下の6片7例である｡

｢王族其敦人方邑奮又左其撃 (?)｣｢又旅-稚-衆｣『屯南』2064

｢甲辰 卜在月牧延性又.I.邑-在珪｣｢突酉 卜成伐又牧巴構人方成又災弘吉｣｢中成文災｣

｢左成又災｣｢亡災｣｢又成不稚衆｣｢中成不稚衆吉｣｢左成不稚衆書｣『屯南』2320

｢翌日王其令又旅逮左旅宙 (?)見方捷不維衆｣『屯南』2328
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｢発巳卜左-栄-｣『屯南』2333

｢丁酉 卜左目･｣(習刻)｢斐崇又猫屯日亡災永王｣『屯南』2686

｢恵壬伐左捷吉｣『屯南』3416

前の三片は本義で用いられており,『屯南』2333､2686はどちらとも断定 Lがたく,左右適

用例は 『屯南』3416のみである｡『合集』『英国』の調査結果を考え合わせても,無名組で

の左右通用は殆どない (1%未満)といえそうである｡

(6)葺租

『合集』『英国』第五期収録のト節の (右)418例 (うち 『英国』38)の中で最多の用例は

｢(其)牢又一年｣(文が不完全なものも含め123例)で,その他,用例が確定できるものは,

祭名が64例､｢受砧｣｢受有柘｣が44例､有無の ｢有｣が41例､｢十月又二｣｢十又五｣な

どの ｢又｣が88例である｡(左)は下の11例である｡

｢其維衆吉｣｢中不稚衆王占日弘｣｢其稚衆吉｣｢左不稚衆王占日弘｣｢其稚衆吉｣『合集』

35347

｢丁丑王 卜貞今商魂九各-典春象伽侯弾-尤逮二姓余其比-･糞亡左目上下･-受又々不

遣物捷脚亡-商亡害在･･･｣『合集』36344

｢-卜貞典春象侯-子其比揮筒妻亡左遭捷王占日吉在-｣『合集』36347

｢-今夕-亡左-余受又々｣『合集』36360

｢丁亥 卜-貞又旅-左其面｣『合集』36425

｢丁卯王 卜貞今尚垂九各余其比多田･..多自正孟方白炎意表翌日歩亡左自上下干砧例示

余受又々不達捷･-告干玄大邑商亡害在狩-弘吉在十月遠大丁翌｣『合集』36511(『甲

編』2416)

｢己巳王 ト-左其敦-柳邑-･｣『合集』36526

｢･-拝年子示壬恵翌日王子酒左大雨｣｢-年示壬意-･牛用又大雨｣『合集』36981

｢辛亥 卜在倣貞大左族又畢 (?)｣『合集』37518

｢弗及｣｢恵又獲否e劫｣｢恵左獲吉｣『合集』37520

以上の11例のうち,『合集』36981の ｢左大雨｣の (左)は ｢有｣と樺すべきで,(右)に

留1)『文編』7078『綜類』0401002
C2)『文編』0115『綜類』007-026
623)『文編』1508『綜類』078-032
伽 『文編』12『綜類』015-005
625)『文編』973『綜類』062-064
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通用する例である｡ただし,『合集』36981の字髄は典型的な董組の字鱒ではなく,葺粗

く左)の (右)適用例と断定はできない｡たとえ葺組 卜解だとしても400錬りの例のうち1

例のみであり,葺組でも寅組､師租､出租などと同様,左右通用があるとはいえない｡

甲骨の左右通用の状況をまとめると,出組では左右通用の例が確認できず,賓組は1

例､師組は1例､無名組は2例､葺組は1例の左右通用が見られるものの,いずれも1%

にも満たず,誤りで片付けられる程度である｡師組､賓組､出組､無名粗､葺組では原則

として左右通用はないといっても大過なさそうである｡非王 卜欝は,同じ時期の賓組､師

組､少し時代の下がる出組などと比べると左右通用の割合が高いようではあるが,やはり

左右通用は珍しい｡賓組や出組と時代の重なる歴組では,左右適用が増えるが,(右)であ

るべき例全鱒の3%を少し超える程度である｡第三期の何組はさらに左右通用が多くなる

が,いくら多く見積もっても全髄の一割には達していない｡また,歴組の左右通用は ｢惰｣

が最も多く,｢有｣がそれに次ぎ,｢柘｣に用いられる例は確認できなかったが,何組の左

右通用では｢惰｣｢有｣の例のはか,｢砧｣(89中35例)が目立っようになる｡また,歴組､

何租の (右)に通用する (左)の見られる文では (左)以外の字も倒書 (鏡文字)である

ことがままある｡左右通用は ｢草率｣な字髄の ｢倒書｣とも解樺できるのである｡同時期

の卜僻も組によって左右通用の状況が異なったり,最も時代の下がる葺組で左右通用がな

いと考えられることからも,左右通用はある時期以降にはじまるというものではなく,

｢草率｣な字髄の特徴であるように思われる｡いずれにしろ,甲骨文の (右)と (左)の匡

別は相嘗厳格なものである｡

二 (左)の派生義について

先に述べたように,本義以外の (左)について字書類に載せられているのは く右)に通

じる用法のみである｡しかし,陳夢家1956は (左)杏 (右)と同様 ｢善義｣と解揮するも

のの,｢左,佐也｣として (右)とは-鷹匠別していたし (p.568-),｢不ナ｣｢弗ナ｣｢亡

ナ｣など (左)が否定で用いられる場合に限って,李孝定1965位0､鏡宗願1957即は,(右)

の ｢砧｣とは逆の悪い意味にとる.ただし,肯定形については鏡宗際も｢左輿石倶有助義,

乃知 卜解之言 『ナ某先王』,輿結締之砧,義無二致｣鯛とし,『甲骨文字詰林』の按語も,(左)

Q6) ｢言 『弗ナ』言 『不ナ』,蓋言不相違戻也,金文作ナ,輿卜解小蒙誼同｣O

即 ｢『不ナ』薦般時成語,ナ即左讃爵 『差』,不左猶言不差,輿不式義同｡他僻亦言 『亡』者,育-｣｡

(核5-台826-金 1考秤)0

628)鏡宗顧1959,p.8970
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を一律に ｢左戻之義｣とすべきでなく,確資に ｢蓮戻之義｣と解搾できる例として ｢亡左｣

を挙げ,｢左王｣の場合は ｢左助之義｣だとしている (p.883)｡つまり,(左)の蔽生義に

ついては,否定形の場合のみ ｢禍｣と同じような悪い意味を表すという説はあるが,肯定

形では普通は (右)と同じく｢保砧｣に類した良い意味を持つと考えるのが一般的である｡

賓際はどうなのだろうか｡

｢亡左｣は調査範囲内では15例 (賓組7例､出組2例､何組2例､葺組4例)あったが,

そのうち下に奉げる1例は封点である｡

｢庚辰 卜貞畢往亡左十二月｣｢貞其有左十二月｣『合集』4073(『人文』1630)

この封貞から｢亡左｣の肯定形は ｢有左｣であり,封貞の場合,｢其｣は望ましくないこ

とをいう命解の方に現れるe9)ことから｢有左｣が望ましくないことであろうと推測できる｡

｢有左｣は 『合集』4073のはかに,6例見られる｡

｢-不佳･･･王-有左｣『合集』5386

｢-干休-桐-有左｣『合集』8171

｢其有左災｣『合集』8725(『績存』下490)

｢貞我逐家有左｣『合集』10252

｢貞王夢佳有-｣｢貞王夢不佳有左｣『合集』17397正 (『丙編』517)

｢王占日吉勿佳有左｣『合集』17397反 (丙518)

最後の例は占瀞である｡｢勿｣は推測を表す否定詞である榊から,占いの内容は,強いて

讃せば ｢吉,左が有ることはないだろう｣という意味になる｡(左)がないことが吉なら,

(左)は ｢禍｣｢災｣に類した望ましくない事態を意味するのだろう｡先の命鮮とこの占僻

から判断する限り,(左)は肯定形でも悪い意味なのである｡

それでは,｢左王｣の場合はどうか｡｢左王｣は14例 (全て寅組)見えるが,そのうち2

例は占節である｡

｢王占日吉勿左王｣｢佳呂又｣｢佳不呂又｣『合集』2002反 (乙3344)

｢-王馬｣｢･･･貞有･･･家租乙弗左王｣｢我家租辛弗左王｣『合集』13584正甲

｢-家租辛左王｣｢貞-家租乙左王｣『合集』13584正乙

｢王占日吉阻勿辛左｣『合集』13584反甲

『合集』13584の占解では ｢勿｣と ｢辛｣の順序が逆に刻されているが,2例の占節から,

｢左王｣の (左)は ｢災いをなす｣という類の意味だと思われる｡この場合も肯定否定に閲

任9)Serruys1974,p.250

(30) 森賀一恵2000参照｡
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らず (左)は悪い意味である｡また,(左)が望ましい良い意味だと考えられる ｢若｣と同

じ命解に現れるものは貿組に5片見出だせるが,｢若｣が肯定形であれば ｢左｣は否定形で

逆に ｢若｣が否定形であれば ｢左｣は肯定形である｡

｢乙丑 卜殻貞甲子空乙丑王夢牧石秦不住禍佳又｣｢貞甲子要乙丑王夢牧石薬不佳禍佳

又｣

｢貞王左三克子姐不左若｣｢貞王左三完干姐不左若｣『合集』376正

｢貞王城･･･屯不若左干下上｣｢貞王城多屯不左若干下上｣『合集』809正

｢己未貞旨千,若干帝又｣｢貞旨千,不若干帝左｣『合集』14199正

｢王子 卜雫貞我其作邑帝弗左若三月｣｢突丑 卜苧貞勿作邑帝若｣｢契丑 卜学貞我宅玄邑

大貫帝若三月｣｢契丑 卜苧貞帝弗若｣『合集』14206正

｢発丑 卜-貞我作邑帝弗左若二告｣｢突丑 ト-貞勿作邑-若二告｣『合集』14207正

以上のことから,(左)が本義や (右)に通じて用いられる場合以外は,肯定形であれ否

定形であれ,通常は ｢蓮戻之義｣を表すといえる｡｢左助之義｣を表すのは,調査範囲内で

は,賓組の 『合集』16294(歴拓4357)1例を除削ぎ,何組の左右適用例のみである｡

お わ り に

最初に述べたように,甲骨文では (右)(左)は左右以外の意味で使われることが多い｡

(右)は ｢惰｣｢繭｣｢有｣｢又｣などの意味を表しうるが,寅組と師組､出組の一部は ｢惰｣

｢有｣｢又｣を (育)で書き表すので,その場合は (右)の派生義は ｢砧｣のみである｡(左)

の波生義は肯定でも否定でも｢禍｣｢禍をなす｣に類する悪い意味で,これは第一期の賓組

に多いが,第二期､第三期､第五期にも見え,ある時期だけの特殊な用法ではない｡(左)

の (右)通用も第二期以降など時期によるものではなく,師組､寅組､無名組､葺組には

原則として見られず,非王無名組､歴組､何組などの比較的 ｢草率｣な字髄に顛著な現象

だが,｢草率｣な字髄においても出現率は低い｡また,(左)の派生義とは全く逆の ｢砧｣

に通じる (左)は何組の専責特許である.甲骨文の (右)と (左)は,一方は望ましい良

いことを意味し,片方は望ましくない悪いことを意味する｡(右)と (左)は意味の上から

も区別する必要があったのである｡
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