
漢字の起源
甲骨文字の紹介

2015年3月4日 わかみず会

鈴木 勝

1



内容

• 漢字の起源

• 字源の研究

• 漢字の構造

• 漢字の変化

• 占卜用の甲骨文

• 青銅器の金文

• 参考文献
①「甲骨文字の読み方」、落合淳思、講談社現代新書、2007/8

②「漢字の成り立ち」、落合淳思、筑摩書房、2014/4

③「甲骨文字小字典」、落合淳思、筑摩書房、2011/2

④「甲骨文字全文検索データベース」、落合淳思
URL http://koukotsu.sakura.ne.jp/top.html

⑤「台北 國立故宮博物院 神品至宝」、2014/6

2



黄河中流域の年代

磁山・裴李崗文化 紀元前6000～前5000年頃

仰韶文化 紀元前5000～前2500年頃

河南竜山文化 紀元前2500～前2000年頃

二里頭文化 紀元前2000～前1600年頃

二里崗文化（殷前期） 紀元前1600～前1300年頃

殷墟文化（殷後期） 紀元前13～前11世紀

西周 紀元前11～前8世紀

春秋戦国時代（東周） 紀元前8～前3世紀

秦（統一期間） 紀元前221～前206年

前漢 紀元前202～紀元8年

新 紀元8～23年

後漢 紀元25～220年
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記号と文字

仰韶文化の陶文（彩陶に描かれた記号）の例

これらは「記号」であって、

「文字」ではないと考えられる。

文字：人間の言葉を記録できるもの

記号：具体的な対象物は表示できるが、形容詞や代名詞のような
抽象的な概念がなく、言葉を反映した文章は残っていない。
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漢字の変遷

標準字体 略体

二里頭文化 文字の成立？

（前20～前16世紀）

殷 金文 甲骨文字

（前16～前11世紀）

西周 金文

（前11～前8世紀）

春秋戦国 古文

（前8～前3世紀） 籀文（ちゅうぶん） 竹簡

秦～漢 篆書 隷書

（前3～後3世紀）

三国～南北朝 楷書 草書・行書

（3～6世紀）
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用語の説明

• 甲骨文字：占卜に使われた甲骨に刻まれた文字で、現存す
る最古の漢字の字体である。

• 金文：西周時代の青銅器に鋳込まれた字体。簡単な金文は
殷代にも見られるが、長文は殷末期以降に出現し、西周時
代に隆盛した。

• 古文：春秋戦国時代の字体で、主に東方で使用された。

• 籀文（ちゅうぶん） ：春秋戦国時代の字体で、主に西方で使
用された。

• 篆書：秦の始皇帝によって定められた字体。籀文を「大篆」、
篆書を「小篆」と呼ぶこともある。

• 隷書：漢代の官吏が主に使用していた字体で、篆書よりも簡
略化されている。

• 楷書：現在も使われている字体で、製紙技術の改良などによ
り発達し、南北朝時代に基礎が完成した。
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字源（漢字の起源）の研究

• 現存資料では、後漢時代（西暦25～220）に許慎が著した

「説文解字」が最古の漢字字典で、九千字以上を収録し、象
形/指事/会意/形声の分類がされている。現在に至るまで参

照されているが、主に篆書の資料に依拠しており、甲骨文字
や古い金文の情報がないため、一部の字源の説明には修
正が必要である。

• 清代に金文や碑文を対象とした金石学が発展した。

• 19世紀末に甲骨文字が発見され、更に時代を遡った研究が
可能になった。

• 戦後になって日本でも字源の研究が進展し、加藤常賢・藤堂
明保・白川静（2004年文化勲章受章）などが貢献した。彼ら

の引退後は研究が停滞していたが、最近になって落合淳思
が甲骨文字に注力した研究を進めている。
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漢字の構造
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①象形文字

物体の形を象った文字で、絵文字から発達したが、
部分的に簡略化/省略したり、特徴部分を強調した
りする。

②指事文字

位置や状態を表す記号として線や点などを用いた
文字

③会意文字

複数の象形文字や指事文字を組み合わせて、動
作や様子を表した文字

④形声文字

おおまかな意味を表す符号（意符）と、発音を表す
符号（声符）を組み合わせた文字

① ② ③ ④



特殊な文字（１）

⑤亦声（えきせい）

意味と発音を兼ねる部分を持つ文字

・会意文字の一部が発音の表示を兼ねるもの

「 」は白い布（絹）であるが、「 」が発音も兼ねる。

「 」は教育施設「 」で教鞭「 」を持って子供「 」を

教育する様子を表すが、「 」が発音も兼ねる。

・形声文字の声符が意味の表示を兼ねるもの

「逆」の声符「 」は上下逆の意味を兼ねる。

「雉」の声符「 」は矢で捕らえる鳥という意味を含む。
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特殊な文字（２）

⑥仮借（かしゃ）

別の文字の発音を借りて意味を表示するもの（一種の当て字）で、

実態のない抽象的な概念に仮借の用法が多い。

「 」はノコギリのよう道具の象形であるが、殷代に同音であった

一人称を表すようになった。

「 」は器物の蓋や建物の屋根を表す形であるが、当て字で「いま」

の意味に用いられた。

「 」は鼻の象形であるが、発音を借りて起点を表す文字になった。

「 」は分かれたものを表す指事記号であるが、発音を借りて数字の

「八」を表すようになった。
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⑥仮借（かしゃ）－続き

方角を表す東・西・南・北はいずれも仮借である。

「 」は筒状の布の両端を結んだ袋の形である。

「 」は諸説あって確定していない。

「 」は楽器の象形である。

「 」は人が背を向けた形の会意文字であり、もとは「そむく」や

「にげる」を表していた。「敗北」にはもとの意味が残っている。
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字形と字義の変化
⑦字形の同化

もとは別の字形だったものが同一の形になった。

例 「つき」と「にくづき」

⑧字形の分化

同一の字形だったものが別の形になった。

例 「ぎょうにんべん」と「えんにょう」

⑨文字の意味や用法の変化

甲骨文字では雲を意味した「 」が、後代に仮借で

「言う」の意味で用いられたため、「雨」を付加して

「雲」が作られた（形声文字）。

「 」は祖先を祀る際に供物を載せるまな板の象形であるが、

後代に重複を意味する文字に転用されたため、もとの意味を

表すために祭祀を示す「示」が付加された。

⑩字義の変化

原義（原初の意味）と引伸義（後起の意味）
「日」の原義：太陽、引伸義：日中/日数

「俎」の原義：まな板、引伸義：祖先
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甲骨文字の特殊性
①異体字

同じ意味の文字でも、異なる形の「異体字」が
多く使われていた。

②左右反転字
殷代には文字の左右に明確な区別がなく、
左右反転字が使用されていた。ただし「右」と「左」
だけは例外である。

③合文
複数の文字を組み合わせて熟語を表現する。

13

① ② ③



書体の変化

甲骨文字から楷書に至るまで、形は大きく変わっているが、

同一の文字として受け継がれている。

それぞれの甲骨文字の段階では、

・「人」は人間の側面形である。

・「象」は上部に長い鼻があり、下部に尾がある。

殷の時代は気候が温暖であり、黄河流域にも象が生息

していた。

・「龍」は想像上の動物であり、蛇を神格化したものである。

「 」が蛇の側面形で、「 」が冠を表しており、「高貴な蛇」

を意味している。

旧字体の「龍」では、「立」の部分が「冠」で、「月」が蛇の

頭部にあたる。

新字体の「竜」では「立」以外の部分は失われている。
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十干と十二支
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甲骨文字の十干十二支の字体と代表的な
異体字、および対応する現在の文字を示す。
殷代には十二支は動物とは関連づけられて
いなかった。
当初の十干十二支は日付を表すものであったが、
のちに年数などの表示にも転用された。



占卜用の甲骨文字の文章構造
甲骨文字の文法は後代の漢文とほぼ同じであるため、「書き下し」という方法で

読解が可能である。文章の行を右から左に書く場合（左行）と、逆に左から右に

書く場合（右行）とがある。

殷代の甲骨占卜の形式は固定的であったため、その内容を記した甲骨文字の

文章も定型化しており、前辞/命辞/ちゅう辞/験辞/記時の五種類で構成される

が、前辞と命辞以外は省略されることが多い。

・前辞：占いをした際の状況を記録したものであり、「干支卜某貞」を典型とする。

「干支」は十干と十二支を組み合わせて日付を表す。「卜」は占卜儀式を行う
ことを意味する自動詞、「某」は占卜儀式を担当した人物（貞人）の名前、
「貞」はそれ以下の内容を問うことを意味する他動詞である。

・命辞：占卜の対象となる部分で、将来に対する問いかけである。
次のような事柄（祭祀/軍事行動/農業・牧畜/狩猟/天候/往来/災厄）が占わ
れている。

・ちゅう辞：甲骨卜占における吉凶判断（「ちゅう」の漢字は見つからなかった）

・験辞：実際の結果

・記時：日付とは別に、末尾に月次を記したもの
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占卜用の甲骨文字の文例
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青銅器の金文の例
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西周時代の青銅器（散氏盤）
（台北 國立故宮博物院所蔵）

盤内に刻まれた銘文



青銅器の金文の例（つづき）
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銘文の現代表記



甲骨文字全文検索データベース

落合淳思氏が、デジタルデータ化した甲骨文字の検索ができる

データベースを構築中である。

URL http://koukotsu.sakura.ne.jp/top.html

（当日インターネットに接続して画面に表示する）

現在は一部の拓本集だけであるが、将来的にはすべての拓本

から検索できるようにする予定である。
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