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1. はじめに

　現代にいたるまで社会進出が阻まれ続け、ひいては
性的搾取をうけてきた女性の悲惨な状況は、一体どこ
に起源があるのだろうか。フェミニズム社会学の観点
からは、こうした現状は「家父長制」の産物であると
いう認識が主流である（上野 1990,pp..3-17）。それで
は、家父長制へのパラダイムシフトはいつおこったか。
　中国を中心とするアジアでは、儒教のバックグラ
ウンドの中で家父長制の堅固な枠組みが構築されて
いる。その醸成過程に多くの人が関心を持っている。
筆者は『中国ジェンダー史入門』（小浜ほか編 2018）
の一節に関わって歴史学の方面からのアプローチを垣
間見る機会があった。その大まかな理解によると、文
字をもち記録が残る時代には、すでに、現代と同様の
家父長制が確立している。一方で、人類史上、文明化
の前段階である新石器時代前期の状況には、男女の格
差はみられないので、ジェンダー格差成立の大きなパ
ラダイムシフトは、考古学による研究でしか知り得な
い先史時代に起こったように推察される。そうである
ならば、考古学はジェンダー史研究にとって、大変重
要な役割を果たすはずである。本稿では、中国におけ
るジェンダー構造の変化について、筆者の主たる研究
領域である殷（商）代と、その後に続く西周、東周時
代の考古資料、文字資料などをふまえつつ考察してみ
たい。

2. 「ジェンダー分業」 の重層化と都市社会

（1） 「未開社会」 のジェンダー分業

　 マ ー ド ッ ク は 20 世 紀 初 め の 世 界 各 地 の 未 開 社
会 種 族 に つ い て、 性 別 に よ る 労 働 の 分 業 の 実 態
を 表 に ま と め、 男 性 優 位 の 労 働 と 女 性 優 位 の 労
働、その中間に分別している労働の各項目を列挙し
た（Mudock1965,p.309）（表１）。

　　　　　
　　

　　　　　　　

　ミースらは、資本制を維持するうえでの「人間の生
命の生産と生きた労働能力の生産」を「サブシステン
ス生産」と呼び、これを「妊娠、出産から、生産、食
料の加工や準備、衣服の用意、家事、掃除までを含
み、さらに感情的および性的な欲求の充足までを含む
人間の多様な諸活動を包括するもの」と定義している

（Mies.M,et.al, 1988, pp..27-28、翻訳文は、古田ら訳
1995 より）。ここでは、栄養源たる食べ物を確保し
て調理し、体温を保持するために衣類や住居を整え、

中国先秦時代のジェンダー構造　－殷墟を中心に―

内　田　　純　子　

表 1　マードックによる性別分業 （Murdock1965 より）



【分科会３】　ジェンダー考古学の現在

－ 2 －

清潔を保つための掃除や洗濯をおこない、子孫を残す
ために性活動と子育てをおこなうといった、人間が生
物として必要な活動を仮に「生命維持活動」という言
葉で呼称すると、マードックの列挙した原始社会の活
動のほとんどは、いわば生命維持活動に属するもので
ある。男女はそれぞれ優位の労働があるとはいえ、総
じていえば、原始社会にあっては、男女で分担しつつ、
食料や必需品を自給しながら共同して生命維持活動を
行っていたといえる。
　生命維持活動に対して、人間は複雑な言語を使って
相互にコミュニケーションをとり、相互の関係を保っ
て共存しながら生活し、集団を作り、活動範囲を広げ
ていった結果、地球上のさまざまな環境に適応して各
地で生活を行うようになった。その相互の関係を保ち、
そのためにおこなう活動は「社会活動」である。そし
て、マルクス主義社会学では「生産労働」がこれに加
わる（１）。いずれも生命維持活動から逸脱して、自ら
の余剰の時間と体力を提供し、その対価を得るシステ
ムである。これらの活動をまとめて、仮に「社会活動」
として一括りにすると、現代社会は、生命維持活動と
社会活動が二項対立となっている。そして、それがジェ
ンダー構造に大きくかかわっている。次節からは、ど
のようにそれが分岐し、対立に至ったかを、殷墟の事
例について、その前段階と比較しながら考えてみたい。

（2） 農耕とジェンダー　

　一般に、農業は、当初、植物の採集、穀物の選択

や初期栽培に至る過程と調理は女性が主的役割を果た
したが、その後、生産性を高めるための水利などに男
性が大きな役割を果たしたために、女性の社会的地位
が低下したといわれている。新石器時代前期の墓葬副
葬品を分析した宮本一夫や渡辺芳郎などは、鋤や斧な
どの農具が男性墓に集中し、調理用具と紡錘車は女性
の墓に副葬されることから、労働内容に差があったと
推測している（図１）。
　現代の民族調査によると、プランテーション農園が
浸透して、労働対価が支払われるようになると、男性
が専ら農園で従事する状況が生まれた一方で、植民地
支配や資本制に組み込まれていない社会での農業は男
女協業が普遍的であることが指摘されている（田中・
中谷編 2005、p.126-129）。中国においては、現代に

いたるまで、農村では男女が重労働を含む農業を協業
しているので、自らの食物を生産する「生命維持活動」
としての小規模な農業生産はもちろんのこと、集約農
業がすすんで、自らの生命維持を超える状況において
も、基本的に男女協業だったのではないかと考えてい
る。農業発達が原因で女性の地位が低下したのかは、
検討の余地がある。本稿で主にとりあげる殷墟のよう
な大都市は、いずれにせよ、その余剰収穫を消費する
のみの都市民が大多数になり、都市と農村の社会分層
がすすんでいったと思われる（２）。

（3） 商代の都市 ・ 政体とジェンダー分業　
　新石器時代前半には、生命維持活動が人間の主たる
活動であったのに対して、「社会活動」が本格的に人

図１　新石器時代後期男女の墓と副葬品

　　　（中国社科院 2000 より）
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間の主たる活動にまで進化した結果生じた、「文明化
した社会」の代表として、中国商代をサンプルとし、
その個々の職掌を列挙し、そのジェンダー分業を分別
してみよう（表 2）。以下、各職掌におけるジェンダー
構造を、詳しく考察してみたい。

a. 専門的手工業
　農業や畜産業などが発達して、食料生産に余剰がで
きたのに伴って、専門職人が出現したと解釈されてい
る。中国新石器時代から商代にかけての、原初の専門
的手工業生産には、土器生産（特に、彩陶や黒陶、特
殊造型器などの精製土器）、玉器、青銅器などがある

（３）。　　
　西秋義弘は、工芸の専業化と社会の複雑化につい
て論考を発表している（西秋 2000）。G. チャイルド、
J.E. クラークらの分析を引用して、単純な首長制社会
では支配者層が権力や経済を統制するために従属専業
を開始し、より複雑な高度階層化社会に至って独立専
業が発達したという結論と比較し、西アジア地域の土
器生産について分析している。すなわち、メソポタミ
アにおいては、都市出現以前から陶工によって土器生
産がおこなわれていたと記録にあり、「独立専業」や「従
属専業」に相当する生産が実施されていたのではない
かと述べている（西秋 2000、pp..5-6）。西秋氏は必
ずしも従属から独立へと「進化」するわけではない事
象を挙げているが、いずれにせよ工芸の専業は、専門
工人が社会組織の中で労働力を提供して対価を獲得す
るわけであり、かなり高度な社会構造上に成立する社
会活動とみなせる。労働力の余剰こそが、男女の活動
を大きく左右することになると考える。
　殷墟における状況を考察してみよう。農村の生産経
済に余剰が生じて、それをもとにした社会経済が回り
始め、社会がより複雑に大きくなっていく。特に、（夏）
商期には、青銅器や玉器など、王都から離れた地域か
ら産出する原材料を使った、高度な技術を要する専業
体制が出現し、大きく発展する。殷墟後半期には、孝
民屯遺跡青銅器工房群や、鉄三路骨器工房群、同土器
窯群などが発見されており、その大規模な生産の様子
から「独立専業」体制にあったと考えられる。これら
の工房群の傍らの「氏族墓地」で、工具や原材料を副
葬した玉器、青銅器工人と推定される墓主は、みな男

性である。労働対価を受領する専門工人の出現は、す
なわち、男性が専業者として首長、支配者のもとで労
務にあたったり、その交易に従事する体制が形作られ
たことを意味する。土器工人については、ジェンダー
差のエビデンスは見つかっていないが、轆轤を多用し
高度な技術で大量生産を行う様相は、独立専業の状況
に匹敵すると考えるので、男性工人が主に生産してい
たと、筆者は推定している。

b. 支配層（王権の中枢）の専門職掌
　宗教者、王（首長）などの権力者と特殊技術をもつ
専門工人は特定の大規模集落に依拠して成立する。殷
墟は殷（商）代後期の王都で、3-4㎞四方にわたる大
都市遺跡である。

表２　商代の職掌と性別分業
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　殷代は、王が天帝と称される祖先神を崇拝する宗教
者としても、重要な役割を担っていた。占卜の際に使
用する甲骨文字が残存する。さらに、後世に成立した
とされる歴史書などの古典にも、王名など同様の記録
がみられるので、当時既に、重要事項を記録する作業
が行われていた可能性がある。情報を管理するための
道具「文字」の使用者について、ジェンダーの視点か
ら検討してみよう。
　甲骨による占卜は「貞人」という専門の職員がおこ
なっていたことが、甲骨文字上の記録から読み取れる。
殷墟王裕口村では、男性貞人の墓が見つかっており、
甲骨卜辞上の貞人もまた、すべて男性であると推測さ
れている。
　有史以来の中国の社会では、文官とよばれる官僚が
政府の中枢を担うことは周知のことである。殷墟では、
すでに男性貞人が文字による情報管理を独占し、完全
に男性がその役割を独占する様相になったのではない
だろうか。なお、占卜に関わる貞人のみでなく、史や
作冊などの文官も存在していた。これらの職掌も、男
性が独占していたと思われる。なお、西周時代以降、
完全に男性が文字を独占し、情報管理をになうことと
なったと推測する。政治や学問の世界から女性が隔離
されていくのは、こうした過程を経て起こったことと
推測され、文字の発明と情報管理の発達は、男性と女
性の格差が急速に拡大した一つの要因と思われる。一
方で、後世に、女性が家庭で子供に文字や学問の手ほ
どきをおこなっていたことは周知のことであり、歴史
上いつの時代にも、相当数の女性が文字の知識を得て
きたことは明白だが、表に立って女性が、文字の知識
を以って社会生活に活躍することからは抑制されてき
たのであろう。
　ところで、甲骨の側辺に数字と人名が刻まれている
こともあるのが注目されている。これを「甲橋」とい
う。女性の名前「婦某」という文字もみえ、甲骨を整
理した人の名前であると仮定して、記録を行うのが男
性、一部の女性はその整理にも携わったと推測する説
もある（苗 2013,pp..21-25）。これに対して、王震中は、
亀甲の甲橋上にかかれた名前は、貢納者の名前である
と考えており、「婦某」は女性の領主の存在が考えら
れるという（王 2013、pp..489-491）。落合淳史は「婦
某」には領主に嫁いだ王の親族女性が含まれていると

述べている ( 落合 2015,pp..141-143)。
　甲骨文字によると、「婦」字の「つくり」にあたる「箒」
は羽はき（羽箒）の象形であり、柄の下端に戈や戚な
どと同じような三叉の鐓をつけていることから、高
貴な女性の象徴であったと推測される。それを携え
る「婦」は、箒をもつ女の象形であり、特別な存在の
女性であると推測されるのである。王族や地方領主の
女性「婦」が存在したという説（落合 2015,pp..141-
146）は、たいへん興味深い。なお、そうした女性の
一人「婦井」が粟の田を見回りにいくべきかという甲
骨文上占卜の記事もあるので、おそらく王族の女性領
主が田畑の管理に赴くこともあったと推測されてい
る。殷墟期には、女性が領主になったり、領地の管理
をしたり、という政治的役割がわずかにみられる根拠
となっている。

c. 軍隊と兵士
　卜辞中に最も多く登場する「婦好」は、武丁の配偶
者のひとりといわれている。婦好に関する甲骨文字史
料では、武勇、分娩の吉凶、歯痛などについての占い
記録がある。女性としての生活感が感じられる一方、
史語所 R044577 卜甲（図２）では、婦好の出征が占

図２　婦好に関する甲骨文

　　　（蔡ほか編 2012 より） 史語所 R044577
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われている。王の妻である女性が軍事面にも関わりが
あったことについては注目を集めている。さらにこの
記録を裏づけるように、婦好墓には、青銅武器、武具
が合計 134 点副葬されていた。当時の権力の象徴と
される大型の鉞 2 点（「婦好」銘）をはじめ、小型の
鉞 2 点、戈 91 点、弓形器 6 点など、多数の象徴的、
実用的な武器をもつことが特筆される。
　『殷墟発掘報告 1958―1961』には、4 年間に発掘
された殷墟全域の 1500 基の中小墓について概括され
ている（中国社会科学院考古研究所編 1987,p.210）。
それによると、女性墓には当時の儀礼用の酒器のセッ
ト、爵、觚を副葬することが少ない一方で、女性墓に
武器や工具を副葬することもあると指摘している。儀
礼に関わる青銅器は政治的な意味合いをももってお
り、文武なんらかの社会的役割が男性のみに与えられ
ていたことを示している。ただし、前項に述べたよう
に女性が軍事を担っていた可能性がわずかながらみら
れることが、ここでも実証されている。

（4） 男耕女織― 「女性」 の象徴としての昇華

　中国には「男耕女織」という言葉があり、紡織は女
性の職掌であるというイメージがある。ここでは、特
に女性にかかわる紡織のあり方について、筆者は商代
の前後の時期に若干の変化があったと考察している。
　新石器時代より、植物繊維が、また、確実には商
代にはすでに絹が使用されていた。甲骨文字に蚕神
の崇拝をうかがわせる記述があり、野蚕、家蚕に
よる絹織物が発達していたと考えられている（佐藤 
1977,pp..90-95）。出土品から推測すると、すでに商
代には彩色、織り方、刺繍など品質豊富で、装飾性に
富む衣装や布製品各種が生産されていたらしい。新石
器時代後期には、女性墓に紡錘車が副葬される例が各
地で見つかっている。このことから類推すると、紡織
に女性が関わっていた可能性は高い。後述の婦好墓で
も玉製の紡錘車が発見されている。
　殷墟の孝民屯東南地の墓地では、人骨から男女の別
が鑑定され、その中の女性墓では、ごくわずかな墓か
らのみ紡錘車が発見されている ( 社会科学院考古研究

所安陽工作隊 2018)。すなわち、青銅工房を主とする
地区に住む女性は、日常的に紡織関係の仕事はしてい
なかったと推測できる（４）。紡織は植物繊維や絹など

の原料調達と一体の作業であり、農村で行われる作業
であったのであろう。すなわち、衣類（の少なくとも
布）は、殷墟では自給しなくなっていた可能性がある。
手工業の専門化が進むにつれて、都市と農村の分層化
が進み、紡織が同時代のすべての女性に普遍的な手仕
事とはいえなくなっていたことを示している。
　山西省天馬曲村遺跡の数基の女性墓でも、やはり紡
錘車が発見されている。例えば中型墓の M6080 で石
製、土製の紡錘車が発見されている（北京大学考古学
系商周組ほか 2000,pp..395-404）。しかし多数の小型
墓すべてから紡錘車が出土するわけではなく、例えば
土器 2―3 点と玉をもつ 20 歳前後の女性小型墓のい
くつかで 1 点の土製紡錘車がみられる、といった状
況である。
　なお殷墟婦好墓では板状の玉製蚕が副葬されてい
た。西周期には、瑪瑙製管玉と組み合わせてネックレ
スに連ねる蚕形玉器が多数みられる（後出図７）。こ
れらは男性も女性も同様に装着しているため、陳昭容
は、紡織の象徴としてではなく、蚕にはすでに輪廻転
生の象徴としての意味が含まれるようになっていると
指摘している（陳 2009,pp..30-38）。
　また、戦国期の青銅壺上の紋様には、桑を摘む女性
たちの姿が現されており、養蚕が女性の職掌であるこ
とが象徴的に示されている（図３）。戦国時代に成立
したとされる『呂氏春秋』などには、男耕女織の記述
がみられ、この時期には一般に女子特有の職掌は紡織
であるという概念が定着していたと思われる。しかし、
先述のように、すでに農村の女性特有の職掌となって

図３　戦国期の青銅壺上に表された摘桑図

　　　（個人蔵、 筆者撮影を改変）
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おり、主に西周時代の歌謡を集めた『詩経』などには
桑の葉つみなどを、男性もおこなっていた記述もある。
実際の状況は異なるのに、春秋戦国期にあえて女性
の職掌の象徴とするに至ったということであろう（５）。
佐藤武敏は、春秋戦国時代以降、宮廷工業、都市の士
大夫家族による自家用生産、農村副業、独立手工業者
などのいくつもの階層による紡織業がおこなわれたと
推測した。紡織という手工業に女性が大きく関わって
いたことは確かだが、実際には重層的な社会構造に対
応する形で先述の「独立専業化」がすすんだと考える
のが正しいのではないだろうか。

（5） 都市文明と職掌のジェンダー構造

　都市とは、人間同士の社会活動の効率化を追求した
結果出現した、高度に複雑化した居住形態であるとい
える。そこでは、生産物や労働のやりとりが行われ、
関係性を強化するための人間同士のさまざまな交流行
為が行われた。
　さて、人間はこのように社会活動が盛んになって
も、個人的な生命維持活動を続けなければ生きていけ
ない。まず、食料を確保し、調理して食用に供するこ
と、体温を保持するために住居や衣料品を調達するこ
と、そして、子どもを出産し生育をおこなうこと。本来、
男女が共同で行ってきた生命維持活動の中で特に食料
の供給に関しては、新石器時代前期以降、次第に社会
的に集中して供給されるシステムが出てきた。都市生
活者はおそらく農業や牧畜による食糧生産には関わら
ない者も多くなっていたであろう（西秋 2000,pp..1-
9）。
　この段階になって、マードックが原始社会の例とし
て挙げた諸項目の中で、男性が担ってきた部分は、ほ
とんど個人や単家族で担う必要がなくなったために、
余暇や余力が生まれ、活動に偏りが生じたのではない
だろうか。一方で、生命維持活動の中で自給していた
食物や物品調達が、都市生活によって、集中的に行わ
れることになった。都市の社会活動によって生まれた
供給余剰が、さらに社会活動に注入されて活動が複雑
化し、今度はそのシステム維持のためにより多くの時
間をかける必要が出てきたのである。一方で、集約シ
ステムからはずれた個人の生命を維持する活動の一部
は、個人が怠ることができない活動でもある。例えば、

個々人の食物の調理、清潔を保つことなどいわゆる家
事であり、なかでも子どもの出産と嬰児の生育は生物
学的に女性から切り離すことはできない。こうして、
これらの個々の家庭における生命維持活動がそのまま
女性の分担として残り続けることになる（図４）。余
剰力はもっぱら男性に生じ、男性が外へ出て社会活動
へと一層力を注ぎ、その必要性も大きく膨らんでいく
といえる。言い換えると、労働対価を求める男性が、
生命維持活動から離脱したのである。首長や支配者、
宗教者として社会の頂点に立ち、社会構造をまとめて
いく立場にたつのも余剰を基盤とした存在の男性であ
る。
　したがって、都市文明において、いいかえれば余剰
を利用して社会が複雑化され、専業化が進むにつれて、
生命維持活動を担う女性と、専業化した社会活動を担
う男性とに、分層が起こったのである。ジェンダー構
造は、農業による女性の地位低下だけが原因ではなく、
都市文明の成立とともに大きく変容したと筆者は推測
する。

3. 父系制と婚姻

（1） 父系制

　次に、殷墟における婚姻形態について考察してみた
い。
　エンゲルスの『家族、私有財産および国家の起源』
では、モーガンの説を基にして、元来母系の社会を発
展させつつ原始社会が形作られていたのに対し、特に
農業の生産性が向上する時代を境に、女性が「敗北」
して、男性優位の父系制へと移行し、家父長制社会が
固定化したという変化過程を描き出している。（エン
ゲルス 1891、邦訳 1965 版 ,pp.50-98）。エンゲルス

図４　殷墟期の社会活動と生命維持活動

　　　（顔マークは女性の関与事項）
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のいう、「姦通と売春によって補足される単婚」が家
族形態の基本となる文明期の父系制においては、男性
を中心に据えた固定的な婚姻形態となって、女性が奴
隷的な身分へと転落すると同時に、性的搾取の対象と
なった、と過激に解釈されている。財産制の観点から
の家族形態の変化は、即、女性に対する奴隷的な評価
への変化とつながるとしているのである。
　前段階をふりかえると、中国新石器時代中期の陝西
省臨潼県姜塞遺跡の墓地の分析により、二つの家系の
墓地への分化が見られ、双分制を示す現象という解釈
があり、さらに、史家遺跡では、男性が（血族の）再
葬墓に多く入れられるので、男性だけが出自集団に残
る男系血縁集団が社会の基礎単位になっていたと、今
村佳子、宮本一夫両氏は考察する ( 今村 1998、宮本
2005, p.124)。後期になると、次第に富が偏り、
墓の副葬品に貧富が明瞭にみられるようにな
るので、階層が出現するということは、多く
の学者が指摘している。良渚文化、大汶口文化、
陶寺文化など、新石器時代後期の大集落遺跡
では、いずれも特定の墓に玉や漆器、彩色土
器、青銅器などの当時の奢侈な副葬品が多く
副葬されている。大汶口や良渚文化の富裕な
墓では、男女合葬墓、男性墓、女性墓がみられ、
特に男性のみに富が偏ってはいないとみられ
ている。陶寺文化の大型墓は男性墓と考えられ
ている。財富のジェンダーによる偏りが、新
石器時代後期に時期的、地域的にどのように
興起するのかは、女性の地位の指標にもなる
ので、今後注意していく必要がある（６）。
　古典上に記録された夏王朝、殷王朝の王の
世系は、父子兄弟相続であったことが明白で
あり、すでに絶対的な父系制であったことが
わかる。その殷王朝とその前の時期（夏王朝か）
に相当する時期の中心的な都市遺跡、二里頭
遺跡、鄭州商城遺跡、殷墟遺跡などでは、その
後に続く父系制が確立していたと考えられる。
　ところで、生物としては不自然な父系制を維
持するための精神的な支えとは何であろうか。
氏族（７）とは、同じ祖先をもつという同族意識
をもった血族集団と指摘されている。殷墟に
おいては、まさに王族が祖先崇拝を濃厚に行っ

ていたエビデンスが種々みられる。過去の王（父神）
に対する祭祀をおこなった記録が甲骨文字に残ってい
るのに加えて、妣（王妃、母神）に対する祭祀の記録
もある。この点から見ると、女性は「奴隷的な評価」
にはなく、祖先の一角に入れられている。いずれにせ
よ、同族意識が、祭祀を通して強化されていたことを
伺わせる。

（2） 王朝の墓葬にみられる 「夫婦」 の位置づけ

　小屯宮殿区の西側に位置する殷墟 5 号墓は、第 22
代商王武丁の妻のひとり「婦好」の墓であると考えら
れている。婦好墓の青銅器には「司母辛」銘の大型鼎
もあるので、婦好は正式には「母辛」または「妣辛」
と称されたとされる。西北岡王陵区では、8 基の十字

図５　殷墟の王陵区と婦好墓の位置関係（小浜ほか編2018より）



【分科会３】　ジェンダー考古学の現在

－ 8 －

形墓道をもつ大墓と、作りかけの大墓 1 基、中字形
大墓 3 基、甲字形大墓 1 基がみつかっている（図５）。
十字形の大規模な墓は、殷墟の歴代の王の墓であると
解釈されている。筆者は西北岡 1400 号大墓こそが武
丁の墓であり、その南墓道の延長上に位置する「司

（后）母戊鼎」出土の 84AWBM260 号墓がその后「妣
戊」の墓であると考えている（８）。婦好墓は、墓坑だ
けを比較しても、1400 号墓の 3 分の 1 以下の大きさ
であり、墓道の有無、数が身分の差を示していたので
あろう。婦好墓上にも王陵区の大墓上にも、祠堂が
建てられて存在が誇示されていたと推測されている。
1400 号墓と 260 号墓は南北に並び、婦好墓は異なる
地区に作られていたことになる。1400 号墓は盗掘が
ひどく出土副葬品が限られているため、時期の近い王
墓 1001 号墓を用いて、婦好墓副葬品と比較してみる
と、盗掘を逃れて残っている数量であるにも関わらず、
婦好墓出土品の数を凌駕しているものが多い。1001
号墓の方が豪奢で圧倒的な内容の副葬品をもっていた
と推測される。これは、王と「妻（妾）」の権力、財
力の差を如実に表しているのであろう。
　1400 号墓 260 号墓の組合わせ以外に、西北岡王陵
区のその他の王墓には、后の墓が並立されるものはな
く、王と后の墓地は別々に作られていたと推測される。
夫婦の祠堂を連立したり、妻の出自を誇示する事象も
みられない。王と妃をペアとして誇示する例はほかに
はなかった。
　殷墟期の青銅器には族徽とよばれる記号のような銘
文が鋳だされることがあり、それは青銅器の広い意味
での「所属」を示しており、献納される祖先神、所持
者の職掌、氏族（clan）のマークなどが表されている
と解釈される。殷墟後期には、中小墓から出土する青
銅器の多くにも族徽銘文が鋳だされる。しかし、銘文
上に氏族の記号を表わして、嫁をもらったことを顕示
する行為はしなかった。家族間で、女性を嫁に出すと
いう婚姻形態が、新石器時代からみられ、父系制の様
態がみられたとしても、氏族同士の婚姻による結びつ
きが重視されていなかったため、婚姻が戦略的要素を
もつことはなかったのではないだろうか。
　甲骨文の研究から、林澐は殷墟の家族形態について
考察している ( 林 2007, pp..15-19)。青銅器銘文が初
現する殷墟前半期に多く見られる「子」という銘文が

王族の男子を指すと考えられている。この「子」に関
する甲骨文は、後の時期のものも数多く発見されてお
り、殷墟後期になると、王族のかなり遠い分家、さら
には半独立的な clan となっていったと想像されてい
る（林 2018, pp..52-94）。その「子」一族関連の甲骨
文を通して、夫妻、未成年の弟妹、子輩の夫婦、孫輩
男女などが、いっしょに住まう状況にあったと林澐は
推測する。殷墟初期の武丁以前の「子」の集合である
王族は一つの clan に属し、当初は「子」は互いに格
差が少なく、婚姻が政治的な結びつきになりにくかっ
たのではないだろうか。林澐は、甲骨卜辞に、「逆」家、

「何」家の婚約（納采）の記事があることを紹介して
いる。その状況からは、対等な関係をもつ氏族が住居
を構え、家同士の婚約としてとらえ、儀式が行われて
いた様相が想像される。
　殷墟の後半期になって、「氏族」が興隆し、宮殿区
外に街が広がる。「子」だけではなく、外族 clan が台
頭してきたとき，各 clan 間がライバル関係になった
のであろう。そして、家族存続に不安定要素が出てく
ると、戦略的に婚姻関係を結ぶようになる。こうして、
女性は、婚姻戦略のコマとしての役割が強くなったと
考える。

（3） 西周 「夫婦」 の誇示

　陝西省宝鶏市ぎょ（弓＋魚）国墓地は、西周初期か
ら西周中期にわたる中規模の墓が多数みつかってお
り、四川方面への交通の要衝であるぎょ国地域の豪族
の墓地と考えられている。西周時代の貴族階級で、夫
人を同等に扱う夫婦墓が確立した例として注目される

（蘆・胡 1988）。
　山西省曲沃県天馬―曲村晋侯墓地は、墓道をもつ

「甲」字型の大型墓 2 － 3 基が対になり並列しており、
それぞれほぼ時期を同じくする男女の異穴合葬墓であ
ることから、歴代の晋侯の夫婦（および次夫人）の
墓と推定されている（図 6, 北京大学考古学系商周組
ほか 2000）。「晋侯邦父」とされる男性の墓 I11M64
には 5 鼎 4 簋、武器、編鐘が副葬されるのに対して、
正夫人墓 I11M62 には武器はまったく副葬されてお
らず、3 鼎 4 簋が副葬される。次夫人墓 I11M63 に
もまた武器はなく、3 鼎 2 簋が副葬されていた（西周
中期以降には所有する鼎、簋の数により身分等級を示
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していた）。他の墓群でも、夫人墓には、おおむね君
主墓より一階級低い数量の青銅彝器を副葬している。
　曲村の諸侯とその夫人は、瑪瑙管玉を使った装身具
をつけている（図 7）。西周中期以降の他地域の諸侯
階級の墓においてもまた、男女の被葬者ともに同類の

瑪瑙を多用した装身具を身につけており、これらの装
身具が最上層階級の威信具として用いられていたと思
われる。しかし、夫婦の装身具の形状は異なっており、
さらに夫人墓には女性特有の髪飾がみられる。この髪
飾りは黄河流域を中心とする広域の諸侯階級の夫人墓
で一様にみられる ( 黄 2013,pp..559-600)。当時、高
級品として目を引いた赤い瑪瑙製管玉の装身具をつけ
る諸侯夫婦は、地位を外見上から顕示しつつ、明確に
男女の違いをも誇示しているのであり、夫婦一組での
体裁を強く意識していたといえる。

（4） 氏族の台頭と婚姻意義のパラダイムシフト

　ファルケンハウゼンは、西周期には父系血族集団が
社会的政治的軍事的組織の基礎的単位であり、土地そ
の他の財産を共有していたこと、祖先祭祀がこの集団
の主要な宗教行為であったと指摘する（ファルケンハ
ウゼン 2006, p.34）。この時期、その祖先祭祀に用い
る青銅器に銘文（金文）を表すことが多くなり、長文

図６　山西省曲沃県曲村の西周晋侯墓地

　　　（フォルケンハウゼン 2006 より）

図７　曲村晋侯墓地出土の男女の装身具 （小浜ほか編 2018 より）
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や具体的な祭祀者、作器者、作器の理由などの内容が
明確な銘文資料も多くなる。その中には、女性のため
に作られた青銅器であることを示すものがあり、これ
を「滕器」と称している（図 8）。
　銘文中の男性の名は lineage（父系血族集団）の名
が身元を示す主要な要素であるのに対して、女性の
名は常に生まれた clan の名を含み、それに lineage の
名、排行、個人名が連なる（９）（ファルケンハウゼン 
2006, pp..68 － 108）。
　そうした滕器がどのような状況下で作られたものか
を銘文を通してまとめると、「女性の婚姻時に娘に贈
る」、「夫が妻のために贈る」、「女性が姑のために贈る」、

「女性が夫の先祖のために作る」、「妻が夫のために贈
る」、「嫁入り先の家長が（嫁に）贈る」、「妻が夫の
遠征時に贈る」などの例がみられる（陳 2009, pp..66
－ 85）。これらの青銅器には、わざわざ贈り主と受け
取り主を明確に表すことが多い。また、青銅器の授受
について明示したものが多く、なかでも婚姻にまつわ
る授受が多いことがわかる。そのことは、これらの青
銅彝器が婚姻同盟を確認する役割をもつものであるこ
とを示している。いい換えれば、婚姻に女性の存在意
義が集中している印象を受ける。上層階級では、諸侯
の封建が始まる西周期の開始と同時に、婚姻関係の要
員としての女性の存在意義が確立したと考えられる

（10）。
　『春秋公羊伝』（巻 1 陰公上）「子以母貴、母以子貴。

（子は母を以て貴く、母は子を以て貴し）」との記述は、
母の出自と子の身分が深い因果関係にあるという概念
を示している。青銅器の滕器銘文にもまた、出自を明

らかにすることが非常に重要であったことを物語る例
がみられるのである。
　このような婚姻要員としての女性の役割が重視され
るようになったことは、殷墟から西周への移行期に、
ジェンダーの大きなパラダイム変換があったことを示
す。

4. 性の搾取と寿命

（1） 性の搾取

　女性のセクシュアリティを「財産」のひとつとして
搾取されてきたという考え方は、近現代社会の思考に
依拠したマルクス主義の中でさらに先鋭化した思考で
あろう。マルクス主義の家父長制にとって「労働」に
相当するものが女性のセクシュアリティであると上野
千鶴子は述べている（上野 1990,pp..89-93）。エンゲ
ルスのいうように、未開期の対偶婚、文明期父系制の
単婚の開始とともに、新石器時代後期の父系制の時代
には、すでに女性は性的搾取の対象であったのだろう
か。
　殷墟の甲骨文には、多くの「婦」が登場する。すべ
てではないと思われるが、「婦好」のように王の正夫
人ではない配偶と考えられる女性もいる。とすると、
一夫多妻制であり、父系制の高位階級者の典型的な婚
姻形態であるといえる。西周時代の曲村の晋侯墓例に
おいても、一夫多妻制は明らかであった。すなわち、
1 対 1 の対偶婚をこえて、高位階級の男性に対して、
女性は性を代価として夫の支配下に置かれる状況であ
るということである。とはいえ、先述の通り、夫人は
一階級低いながらも、高位の階級として認識されてい
たようである。
　最もひどい性搾取の実例としては、娼婦や遊女の存
在がある。現代これらの職掌につく女性は、家庭に属
さない状態で孤立した存在であり、セクシュアリティ
を対価のある労働として求められるという状況にある
といえる。平和時に円満な家庭に属している女性がそ
のような職掌に陥ることは尋常ではなく、何らかの事
情で家庭から孤立する女性の存在がそのような結果を
もたらすと思われる。それでは、家庭に属さない女性
はいつから存在したのだろうか。
　殷墟では、宮殿区の基壇の周囲や、西北岡王陵区な
どに、犠牲坑が多数発見されており、中には男性と子

図８　虢孟姫匜　『夏商周青銅器研究』 西周篇下 ： 559、

　　　『殷周金文総集』 9:6866

　銘文「斉侯作虢孟姫良母寶匜、其万年無疆、子子孫孫永寶用」

　虢国の姫氏の娘の女性（良母）に（嫁入り先の）斉国の孟氏

　が作った匜
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供が多く、女性は少ない。甲骨文の占卜記事にも、犠
牲を多数殺害する記録がみられ、その人々の多くは

「羌」とよばれ、従来は戦争捕虜と考えられてきた。
犠牲坑には、労働力として余剰となった男性が入れら
れたが、女性がほぼみられないのは、そもそも他の地
方から流入しなかったか、別の用途があったからであ
ろう。経済基盤を失って都市に流入し、家族を殺され
たり、所属先の家族という単位から切り離されて安全
なよりどころを失った女性は、「生命維持活動」を対

価として生活するしかない。すなわち、奴隷として家
事を担う、ひいては、セクシュアリティを労働とし、
娼婦や遊女として身を落とすということであろう。甲
骨文字には「妾」という文字があり、女奴隷と推測さ
れている（林澐 2018,p.68）。殷墟以前のエビデンス
はまだ発見されないが、都市という場において、この
ような地位の女性が存在していた可能性がある。

（2） 中小墓被葬者の寿命と身分

　女性の出産時死亡率については、現代の低所得国の
状況を世界保健機関（WHO）の報告書（WHO2015）
で参照すると、1990 年の死亡率数値の最も高いアフ
リカや低所得国では、900-960（10 万人あたりの死
亡数、日本では 1899( 明治 32) 年に 409.8）であり、
衛生環境の整わない状況での出産時の死亡率は、100
人に 1 人ほどである。数年おきに出産を繰り返すと、
その確率が上がっていくことになる。理由は妊娠・出
産時の感染症によると推測されている。
　先秦時代には、その死亡率もさらに高かったものと
思われる。
　新石器時代の内蒙古自治区大甸子遺跡の 659 基の
墓では、女性の平均寿命は 30 台前半であり、15 －
35 歳の間に 61％が死亡し、36 － 55 歳の間に 26％
が死亡しているという。これに対して、男性は 15 －
35 歳の間に 55％、36 － 55 歳の間に 35％が死亡し
ているので、36 歳以上までの生存率は男性の方が高
いといえる。 (Wu2004,pp..52 － 55)。
　殷墟期から西周前期にわたる山東省滕州市前掌大遺
跡南区では 101 基の中小墓が発掘されており、殷墟
期の男性平均年齢は 40 歳、女性平均年齢は 32.5 歳、
西周前期の男性平均年齢は 34.25 歳、女性は 30.25
歳であるという ( 王・曹 2014, pp..530-532)。

　山西省侯馬市上馬墓地は、10 万平方メートルに
わたる大規模な発掘調査の結果、約 1400 基の中小
墓、車馬坑などが発見された春秋時代前期から春秋
時代中期を中心とする墓地である（山西省文物研究
所 1994）。人骨の残っていた墓 1059 基のうち 486
基が女性の墓であった。この地を本拠地とする氏族に
よって営まれ、一般庶民からやや上の階級までを含む
墓地であると解釈されている。死亡年齢の推計による
と、男性被葬者の約 6 割が 35 ～ 54 才の中年期に死
亡しているのに対して、女性の半数近くが 15 ～ 34
才の青年期に死亡していることがわかっている ( ファ
ルケンハウゼン 2006, p.115)。なお、ファルケンハ
ウゼンは成人女性の比率が少ないことにも注目してい
る（11）。
　次に寿命と財産に焦点を当てて検討してみよう。
　前述の上馬墓地 M1027（長さ 4 ×幅 2.8 ×深さ 4.2
メートル、中年女性）と M1026（4 × 2.9 × 4.2 メー
トル、中年男性）は相並んで設けられた中型の墓で、
近い関係にある男女の墓、おそらくは夫婦の墓である
可能性がある。この 2 基のうち、女性墓がより多い 9
点の青銅彝器を副葬していた（12）。これに対して、男
性墓には 5 点の青銅彝器、車馬器が副葬されていた。
身分の差を示すとは言い難いが、少なくとも男女の差
はみられない。この事例をもとに男女の財産を考える
と、出産リスクを乗り越え、中年まで生き延びて、子
が地位を得られれば、女性も男性と同じだけの財産を
持ちえたのではないかと推測する。
　中国の古代社会における一般女性の生涯は、15 歳
以上 35 歳ぐらいまでの青年期に多次の出産をおこな
い、半数ほどの女性が命を落としたと考えられ、平均
寿命 40 歳台の男性よりも短命であった。そのことも
社会の上層とはなりえない要因だったと推測される。
　出産という役割のために短い女性の生涯は、時代が
変わっても不変であり、一生涯、生命維持活動のみに
終始する者が多く、社会活動をおこなう「余剰力」側
にはつけなかったということである。

5. ジェンダー研究への考古学者の役割

　考古学においては、主に男性が負う社会の形態の変
化に重点をおいて研究がなされているように思われ
る。中国考古学においても商代に至る社会形態の変容

user
註解
生命維持活動
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過程についての研究がすすめられてきたが、男性が主
に担う社会活動上の視点に基づいて社会形態を分類し
ている。変容の裏では、男性が築き上げた「社会」か
ら、女性が隔離され社会を形作る別の基層へと追いや
られているのであるが、そのことには注目されてこな
かった。父系制の成立が女性の地位低下に直結したと
して、それを前提にジェンダー構造をとらえていたた

めに、個々の事象を詳細に検討してこなかったともい
える。

　さらに歴史時代にも、文字資料には断片的にしか登
場しない女性についての研究が不十分な状態にあっ
て、ジェンダーについての研究は、いっそう遅れてき
たといえる。しかし、ジェンダー史をひもとく手がか
りは、考古資料に多く残されているはずである。本稿
で筆者はいくつかの視点を挙げてみたが、未だ不十分
で体系的とはいえない。資料の豊富な商周時代におい
ては、部分的には過渡期にあるものの、現在に至る家
父長制的な状況がほぼ成立していた状況が看てとれ
た。前後の先史時代、歴史時代においても、父系制、
家父長制の成立に至る事象が今後、考古資料中にも注
意深くもとめられ、詳細な過程が明らかにされるべき
であると考える。
　少しずつ緩和されつつあるが、日本社会では、「生
命維持活動」が「反社会行為」として社会から疎まれ
ているかのような状況にある。そもそも、生命維持活
動はすべての人間に最も必要な活動である。今後、考
古学の視点からのジェンダー研究の進展が、現代に鬱
積するジェンダーの問題がどのように生じたのか、ま
た、その誤りはどこにあるのかを考え直すきっかけと
なり、問題解決の端緒となることを切に希望する。

註

（1） マードックの表の中には、男性が独占する「金属工芸」

と「武器の製作」が含まれるが、これらは元来、生命維持活動に

付随する道具作りであっただろう。金属加工はすでに専門的な知

識を必要とする専業的な労働生産であり、男性の職掌となったと

考える。

（2） 貨幣経済下で対価を得る生産労働となったとき、男性の職掌へと

変化するのではないだろうか。

（3） もともとは、生命維持活動に必要な道具を、自家生産していたが、

技法や材質などが洗練、特化されていったものが、これらの器物

である。

（4） 青銅器製作に伴う作業をおこなっていた可能性あるが、工具など

のエビデンスは見つかっていない。

（5） 「男耕女織」は、漢王朝にも受け継がれ、奈良時代にそれを模して

日本の天皇家でも儀式として取り入れられたという。

（6） 殷墟以降の都市下層民の男女の財富の偏りが比較できるのは、殷墟、

西周（例えば曲村）、春秋前期から中期の上馬村墓地などである。

都市下層民の小型墓では、副葬品はいずれも少ないが、女性は特

に土器 1 つしかもたないものが多い。青銅器や倣銅土器の副葬も

ほとんど見られない。後述の上馬村の副葬品の豊富な中年女性の

例は、例外的である。

（7） 共通の祖先に出自する人々を clan と呼び、lineage はそれに属する

ものとして区別する

（8） 「 母 戊 」 が 武 丁 の 第 一 夫 人「 婦 妌 」 と い う 説 も あ る ( 林 嘉 琳

2006,pp..78-88)。

（9） 著名な滕器の例として、図 8 のほかに、邢姫鼎（陝西省宝鶏市茹

家荘 2 号墓出土。邢出身の姫姓 clan の女性に■伯が贈った鼎）な

どがある。

 （10 ）西周王の「姫」姓は封建制下における地位を保証する重要な要素

であったため、その「姫」姓の女性を娶ることは重要で、表象すべ

き事項であったといえる。

（11      ） 女性が少ないことは、すなわち、口減らしとして産

まれてすぐに殺害されたか、血族から去ったとことを示すのであろう。

（12 ）墓地全体の墓の規模に比較すると、この地での上層階級と考えら

れる。
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