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古朝鮮の歴史

1

番朝鮮の歴史

(1)真 番朝鮮
古代 朝 鮮 の 一 つ に番 朝 鮮 が あ る。『史 記 』朝 鮮 列 伝 に は真 番 朝 鮮 と して 出て く
る。

自始全燕時嘗略属真番朝鮮為置吏築郭塞。秦滅燕属遼東外微。漢興為其
遠難守、復修遼東故塞至演水為界、属燕。燕王療結反入匈奴、満亡命。
衆薫千餘人、睡結蛮夷服、而東走、出塞、渡演水、居秦故空地上下郭。
稽役属真番朝鮮 。蛮夷、及故燕・ 齊亡命者王之 、都王険。
會孝恵高后時、天下初定。遼東太守即約満為外臣、保塞外蛮夷、無使盗
辺、諸蛮夷君長欲入見天子勿得禁止以聞上 許之。以故満得兵威財物侵
降。其芳小 邑・ 真番・ 臨屯、皆来服属。方数 千里。
『史記』朝鮮列伝
(訳 )第

2章 にあ り、省略。

燕が全盛の時、真番朝鮮を略属 したとある。略属 とは侵略 して服 属 させ ること
である。真番朝鮮は燕 の支配下に入 っている。
衛満 の時代 (前 漢時代 の初め )に なると、真番朝鮮や蛮夷は「役属」 したとあ
り、また「其芳小 邑 。真番・ 臨屯は皆来た り服属 した」とある。真番 とは真番朝
鮮 のことで ある。真番朝鮮は衛氏朝鮮に服属 している。
『魏略』には次のように書かれて いる。

昔、箕子之後、朝鮮侯見周衰、燕 自尊為王 、欲東略地、朝鮮侯亦 自称為
王、欲興兵逆戦燕。以尊周室、其大夫礼諫之乃止。使礼西説燕、燕止之、
不攻。後、子 孫稽嬌虐。乃遣将秦開、攻其西方、取地二 千餘里、至満番
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汗為界。朝鮮遂弱。及秦井天下、使蒙悟 、築長城、到遼東。
時朝鮮 王否立。畏秦襲之略、服属秦、不肯朝会。否死、其子準 立、二十
餘年、而陳項起、天下乱。燕・ 齊・ 趙民愁苦、稽稽亡、往準 。準乃置之
於西方。及漢以慮結為燕王 。朝鮮興燕界於 演水。及結反入匈奴、燕人衛
満亡命、為胡服、東渡沢水、詣準、降。説準 、求居西界。故中国亡命為
朝鮮藩屏。準信寵之、拝以博士賜以圭、封之百里、令守西辺。
満誘亡黛衆、稽多 。乃詐遣人、告準言 、漢兵十道至、求 入宿衛、遂還。
『魏略』
攻準。準興満戦不敵也。
(概 訳 )昔 、箕子 の後、朝鮮侯 は周王朝が衰え、燕 は自ら王 と為 り、東

の地 (遼 東・ 朝鮮 )を 攻め取ろうとするのを見て、朝鮮侯 も自ら王を称
し燕 と対戦 しようとした。ただ周室を尊ぶ ことか ら、朝鮮 の大夫 の礼が
之 (燕 と戦 う)を 諫めると、乃ち戦 うのを止めることに した。そ して大
夫 の礼を西に使わ し、燕を説 くと燕 も之を止め、攻 めな いよ うにな っ
た。ところが子孫は騰虐 とな り、燕 は将軍秦開を遣わ し、朝鮮の西方を
攻め、地二千餘里を奪 い、満番汗を以て界 とした。朝鮮は遂に弱ま る。
秦 が全土を統一す ると、蒙悟を使わ し、長城を築き、遼東 に到 る。その
時、朝鮮王は否が立つ が、否王は秦が襲 い征伐す るのを畏れて秦に服属
した。 しか し入朝には応 じなか った。
否王が死にその子の準が立ち、二 十餘年す ると陳勝や項羽が起ち、天下
は乱れた。燕・齊・趙の民は愁え苦 しみ、亡命 して準 のところへ往 くよ
うにな った。準 はこれ らの人 々を朝鮮 の西方 に住 まわせた。漢は慮結を
燕王に した。朝鮮は燕 と沢水を以て界 とした。
庶縮が反 き匈奴に逃げる と燕人衛満 も亡命 し、胡服を着て、東 へ 向か
い、漫水を渡 り、準 に詣 り、降 りた。衛満は準を説き、朝鮮 の西界 に居
し、中国の亡命者が朝鮮 の藩屏 (か きね )に 為 ることを願 い求 めた。準
は信 じ、これを寵 し、拝 して博士 の官を授け、圭を賜 い、百里を封 じて
西辺を守 らせた。
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満は亡命者を誘い、黛衆は しだいに多 くな った。そこで衛満は詐 り、人
を遣わ し、準に告げて言 う、「漠 の兵 が十道 より攻めて来 る。宿衛 (王
宮 )に 軍を入れる ことを求む」と。使者が還 ると、準を攻めた。準は満
と戦 うが敵ではなか った。
『魏 略 』 には この よ うに書 かれて い る。 『三 国志 』 にはそ の後 の ことが 書か れ
て い る。

為燕亡人衛満所攻奪、将其左右宮人走入海、居韓地。自号韓王。其後絶
『三国志』韓伝

滅。

(訳 )燕 の亡人である衛満に攻め奪われる所となり、左右の宮人を将 い

て逃 げ、海に入 り、韓地に居す。自ら韓王を号す。その後、絶滅す。
衛満に伐たれた朝鮮 は 『史記』では「真番朝鮮」と書かれて い るが、 『魏略』
では「朝鮮」とな っている。「箕子之後」とあるか ら箕子朝鮮である。『三 国志』
減伝 には次のよ うに書かれて いる。
昔箕子既適朝鮮、作八條之教以教之。無門戸之閉而民不為盗。其後四十
餘世、朝鮮侯 (準 )僣 琥称王。陳勝等起、天下叛秦、燕・齊・趙民避地
朝鮮数萬 口。燕人衛満、魁結夷服、復来王之 。

『三 国志』減伝

(訳 )昔 、箕子は朝鮮 へ適 (ゆ )き 、八條 の教えを作 り、それ を教え た。

そのため門戸を閉ざさな くとも盗を しないようにな った。その後四十余
世、朝鮮侯準は王を称 した。 (後 略)
朝鮮侯準は箕子の四十 数代 目であると書かれて い る。真番朝鮮は箕子朝鮮であ
ることがわかる。
(注 )壇 君朝鮮、箕子朝鮮、衛氏朝鮮を一般に古朝鮮 と呼んでいる。

172

…

野
「

1上

…

(2)番 朝鮮の樹立
真番朝鮮 の歴史 は朝鮮半島の史書である 『桓檀古記』 に詳 しい。

(原 文省略 )
(概 訳 )庚 辰 (前

341年 )、

子 の解仁立つ。一 名を山韓 という。是歳、

刺客 の為に害 される所 と為る。辛 巳 (前
午 (前

339年 )、

340年 )、

子 の水韓立つ。壬

燕は道に倍 (そ む)き 入寇 し、安寸忽を攻 め、又険

涜 に入 る。須央人箕言 は子弟五千人を以て来 た り戦事を助 く。是 に於い
て軍勢は稽 く振 う。乃ち真番二韓 の兵 と挟撃 し、之を大破す。又偏師を
分 けて遣わ し、将に繭城の南に戦 う。燕は燿れて使いを遣わ し謝す。公
子を以て質 と為す。
戊戌 (前

323年 )、

物は
水韓莞 (み まか )る 。嗣無 し。是に於 いて箕言

命を以て軍令を代行す。燕、使 いを遣わ し之を賀す。是歳、燕 は王を称
し、将に来た りて侵 さん とするが、未だ果たさず。箕訓は亦、命を承 り
正に号 して番朝鮮王 と為る。始め番汗城に居す。以て不慮に備える。
物売 る。丙午 (前
箕言

315年 )、

子 の箕短 立つ。莞 る。辛未 (前

290

年 )、 子 の箕釈立つ 。是歳、州郡に命 じて賢良を挙げ しむ。一時に選ば
れる者二百七十人。巳卯 (前

282年 )、

番韓は親 ら郊に耕す。乙酉 (前

276年 )、 燕は使 いを遣わ し貢を納む。箕釈莞 る。庚戌 (前 251年 )、
子 の箕潤立つ。莞 る。己巳 (前 232年 )、 子 の箕否立つ。初め箕否は
宗室 の解慕漱 と密かに易璽の約 (束 )有 り。賛佐を勤 め、解慕漱を して
能 く大権を握 らしむるは惟
箕否莞 る。庚辰 (前

(こ

れ )、 箕否 その人な り。

221年 )、

子 の箕準立つ。丁未 (前

194年 )、

流賊衛満 の為に誘われ敗 られる所 とな り、遂に海に入 り而 して還 らず。
『桓檀古記』「 三韓管境本紀」番韓世家 (下 )
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箕否や箕準が出て くる。その前の王も書かれている。箕氏の系図を図示すると
次のようになる。

・
・
・
・
・箕短 ……箕釈 ……箕潤 ……箕否 ……箕準
箕詞・
注 目すべ き ことは、箕言 の時に番朝鮮 王にな っていることである。真韓・番韓
の二韓は燕の侵攻に困 っていた。それを救 ったのが箕言
物である。箕訓は須央人 で
あるとい う。箕子朝鮮人であ り、韓人ではない。たまたまその時、番韓の王 (水
韓 )が 死去 し、嗣が無か ったので番韓を継承 して番朝鮮王になって いる。箕子朝
物が番韓を併合 して番朝鮮王となる。
鮮 の箕言
『桓檀古記』「馬韓世家 (下 )」 にも次のように書かれて いる。
戊成 (前

323年 )、

朝鮮王 を称す。

物は兵を番韓に入れ、以て拠 し、自ら番
須央人箕言
『桓檀古記』「三韓管境本紀」馬韓世家 (下 )

物は軍を番韓に入れ、そこに拠 し、自ら番朝鮮 王 を称 したとある。箕言 は番
箕言
韓を侵略 して王にな ったのであろ う。 こちらの記述の方が史実に近 いのではない
だろ うか。
箕言 は箕子 朝鮮 の後裔 である。箕子朝鮮が番韓を併合 して番朝鮮を称 してい
る。「番韓」 と「箕子朝鮮」を併せて「番朝鮮」としたので あろう。
番韓

番朝鮮

箕子朝鮮
物が番韓を併せて番朝鮮を樹立 したのは前 323年 である。
箕言
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(3)番 朝鮮 の減亡
箕詔は「始め番汗城 に居す」とある。 『魏略』には「至満番汗為界」とある。
番汗城は満番汗 のことで あろう。 『契丹古伝』には曼灌幹城 と書かれている。偶
石 山か ら山海関 の辺 りにかけての地域であろう。箕言 は番朝鮮を樹立 した後 も箕
子が封 じられたところに住み続 けて いる。
前 284年 になると、燕の秦 開の攻撃を受けて、「東胡は千余里谷5(し りぞ )
く」とある。東胡 とは箕子朝鮮 であ り、番朝鮮 のことである。 『契丹古伝』には
「殷」 と書かれている。
東胡 =殷 =箕 子朝鮮 =番 朝鮮
燕の秦開が東胡を撃つ と東胡は「千余里谷6(し りぞ)く 」が、その時の番朝鮮
王は箕釈 である。
前 32 3年 、箕言即位

番朝鮮を樹立。

前 31 5年 、箕短即位
前 29 0年 、箕釈即位

前 284年 、燕の侵略を受 け千里退 く。

前 25 1年 、箕潤即位
前 23 1年 、箕否即位
前 22 1年 、箕準即位

前

194年 、衛満に伐たれて亡ぶ。

箕釈は前 290年 に即位 し、6年 後 の前 284年 に燕の秦開に追われて千里退
く。新 しい居住地は大 凌河 の東 の医巫間山付近である。真番朝鮮である。
前

194年 には衛満に伐たれて番朝鮮 は滅ぶ。史書はそれぞれ次のよ うに伝え

ている。
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■満は亡命者を誘い、黛衆はじだいに多 くなった。そ こで衛満は詐 り、人を
遣わ し、準に告げて言 う、「漢の兵が十道より攻めて来る。宿衛 (王 宮 )
に軍を入れることを求む」と。使者が還 ると、準を攻めた。準は満と戦う
『魏略』
が敵ではなか った。
■燕 の亡人である衛満に攻め奪われる所 とな り、逃げて海に入 り、韓地 に居
す。 自ら韓 王 を号す。 その後、絶滅す。

■丁未

『三 国志』韓伝

194年 )、

流賊衛満の為に誘われ敗られる所となり、遂に海に
『桓檀古記』「三韓管境本紀」番韓世家 (下 )
入り而して還らず。
(前

箕準 は燕の亡命者である衛満に編 され、伐たれて、韓地へ逃げる。番朝鮮は こ
うして滅亡す る。前

2

194年 のことである。

番韓 の歴史

{1)番 韓のはじまり
番韓は前 323年 に箕言 によって箕子朝鮮に併合されるが、番韓 の歴史 は古
い。『桓檀古記』に番韓の祖 として豊尤が登場する。
量尤 (し ゆう)天 王は西に琢・丙を征 し、南に淮・岱を平 らげ、山を披
(ひ ら)き 、道を通す。地の広さは萬里。檀君王倹 に至 り、唐尭 (と う

ぎょう)と 並世す。尭の徳は益 々衰える。来た りてともに地を争 うこと
休みな し。天王、乃ち虞舜

(ぐ

しゅん)に 命 じ、土地を分け、而 して治
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し、兵を遣わ して屯す ることを約束せ しむ。以て共に唐尭を伐 つ。尭乃
ち力屈 し、舜に依 り、而 して命を保 つ。以て国を是 の舜 の父子兄弟に譲
る。 (中 略 )
洪水の害が万民に及ぶ こと九年に及ぶ。故、檀君王倹は太子扶婁を遣わ
し、虞舜 と塗山に招き会す ることを約す。舜は司空 の萬を遣わ し我が五
行治水 の法 を受 く。而 して功乃ち成る。是に於 いて虞を娘耶城に置き監
視 させ、以て九黎分政之議を決す。
『桓檀古記』「三韓管境本紀」番韓世家 (上 )
螢尤は『史記』五帝本紀 に出て くる。
黄帝者少典之子。姓公 孫名軒軟。 (中 略)軒 軟之時、神農氏世衰。諸侯
相侵伐、暴虐百姓。而神農氏弗能征。於是軒軟乃習用千文、 日征不享。
諸侯咸来賓従。而豊尤最為暴、莫能伐。 (中 略)
炎帝欲侵陵諸侯、諸侯咸帰軒軟。軒転乃脩徳、振兵。 (中 略 )撫 萬民、
度四方。 (中 略 )以 奥炎帝戦於阪泉之野。三戦然後得其志。量尤作乱、
不用帝命。於是黄帝乃徴師、諸侯輿豊尤戦源鹿之野。遂禽殺当尤。而諸
侯咸尊軒軟、為天子代神農氏。是為黄帝。

『史 記』五帝本紀

(概 訳 )黄 帝は少典 の子 である。姓は公孫 、名は軒軟 (け んえん )と い

う。軒軟 の時、神農氏 の世は衰え、諸侯は相侵伐 し、百姓を暴虐す る。
しか し神農氏は これ を征する ことがで きなか った。ここに於 いて軒軟は
千文 (兵 器 )を 用 いる法を習 い、入朝 しない者を征伐 した。諸侯はみな
来て従 うようにな った。しか し当尤だけは最 も凶暴で伐つ ことができな
か った。
炎帝は諸侯を侵略 しようと したので諸候はみな軒軟 に帰 した。軒軟は徳
を修め、兵を整え た。 (中 略 )万 民を撫 し、それが四方に行 き渡 った。
(中 略 )炎 帝 と阪泉の野において三戦 し、ついに勝 つ ことがで きた。 こ

の時、当尤が乱を起 こし、帝 の命令をきかなか った。ここに於 いて黄帝

177

第 5章

古朝鮮 の歴史

は兵を徴収 し、諸侯は童尤 と琢鹿の野に戦 った。遂に螢尤を禽 (と ら)
えて殺す。諸侯はみな軒較を尊 び、天子 と為 し神農氏に代え た。是れが
責帝 である。
黄帝 の 時代は夏 王朝 よ り前 である。 『史記』では量尤を逆賊扱 い しているが、
番韓 にとっては螢尤は祖 である。 『桓檀古記』にはまった く逆 のことが書 かれて
いる。
螢尤天王は炎農 が衰えるのを見て、遂に雄図を抱き、屡 々西に天兵を起
こす。又索度 より兵を進め淮 。岱 の間を拠有す。軒侯が立つ に及び、ま
た直 ちに源・ 鹿 の野に赴 き軒較を檎 (と りこ)に して これを臣となす。
『桓檀古記』三聖紀全 下篇
『桓檀古記』では童尤が「軒軟を捨 (と りこ)に して これを臣と した」 とな っ
ている。
当尤 の子孫か ら番韓が生まれ る。
是に於 いて、檀君王倹 は量尤の後 孫 の 中か ら知謀・勇力有る者を澤 (え
ら)び 、番韓 と為 し、府を険涜に立つ 。今亦 王倹城を称す。
『桓檀古記』「三韓管境本紀」番韓世家 (上 )

当尤の後孫か ら知謀・勇力者を選び番韓を興 したとある。これが番韓のはじま
りであろう。同 じことがさらに詳 しく書かれている。
豊頭男は螢尤天王の後な り。勇智を もって著 しく世に聞 こえる。檀君、
乃ち召 して見 る。而 して之を奇 と し、即ち拝 して番韓 とな し、兼帯 (兼
任 )し て虞の政を監せ しむ。 (中 略 )頭 男莞 る。子 の娘邪立つ 。是歳、
庚寅二月、可汗城を改築 し、以て不慮 に備える。 可汗城は一名瑣邪城。
番韓 の娘邪が築 く所によ り、名を得るな り。
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甲成、太子扶婁、命を以て往き塗山に使いす。路を嗅邪に次 (や ど)る 。
半月留まり居 し、民情を聴間す。虞舜 も亦四岳を率 い治水 の諸事に報 い
る。番韓は太子を以て境内に命令 し、大 いに肩堂を興 し、併せて三神を
泰 山に祭 る。 これ よ り三 神 の 古俗 は大 いに淮 ・ 酒 の間に行 われ る。
『桓檀古記』「 三韓管境本紀」番韓世家 (上 )

番韓は当尤の後裔である量頭男か らはじまる。その子の政邪が可汗城を改築 し
たのでその名を取 り娘邪城というとある。現邪は山東省にある。また「泰山に祭
る」とある。泰山も山東省の西にある。
「古俗は淮・ 酒の間に行われる」とある。淮水 と酒水の間という意味である。
安徽省 と河南省の東あた りであろう。 この辺 りに番韓はあ ったと思われる。それ
は『史記』「封禅書」か らもいえる。
八神 とは、一を天主 といい、天齊を祠

(ま

つ )る 。天齊 とは淵水 (泉 )

であ り、臨菖の南郊の山下にある。二 を地主 といい、太 山・梁父を祠 る。
蓋 し天は陰を好み、之を祠 る時は必ず高山の下の小山の上で祠 る。 (中
略)三 を兵主 といい、量尤を祠 る。当尤は東平の陸監郷にあ り、齊 の西
境にある。 (後 略 )

『史記』封禅書第六

八神の第 一 である天主を祀 る天斎は臨薔

(り

ん し)の 南郊 の 山下 にあるとい

う。臨曹は臨γ であ り、齊 の都 である。今 の 山東省である。
八神の第二は兵主であ り、豊尤を祀 るとある。「螢尤は東平 の陸監郷にあ り、
齊 の西境にある」とい う。 この「豊尤」は豊尤 の墓のことで あろう。墓は東平 の
陸監郷にあ り、齊 の西境 であるとい う。 これ も山東省である。
『桓檀 古記 』 には「 当尤天 王 は西 に派 。商 を征 し、南 に淮 ・ 岱 を平 ら ぐ」 とあ
る。淮 は淮水 で あ り、岱 は泰 山で あ ろ う。 「岱 」 と「淮 」 につ いて は『 尚書 』 に
次 の よ うに書 かれて い る。
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経其道販土 白墳、海濱廣斥、厭
海岱、惟青州。娼夷既略、莱夷作牧。離γ
田惟上下、販貢塩締、海物惟錯。 (中 略)浮 子波、達干済。
『尚書』夏書
(概 訳)海 岱 (東 海と泰山の間)は 青州である。もとは娼夷がいて征伐

されたところである。いまは菜夷が牧を作 っている。離水と7 水が道で
ある。 (中 略)γ文水に浮かび、済水に達す。
図示すると次のようになる。図 60 海岱 と徐州
淮水については次のように書かれている。
海岱及淮。惟徐州。淮派其又。 (中 略)浮 千淮酒、達千河。
『尚書』夏書
(概 訳 )海 岱か ら淮 (水 )の 間は徐州である。淮水 と派水のあるところ

である。 (中 略 )淮 水 と涸水に浮かび河水 (黄 河 )に 達す。
図示す る と「図 60 海岱 と徐州 」 の よ うにな る。

この「淮」「岱」について、「螢尤は南、淮・岱を平 らぐ」とある。螢尤の本
拠地 の南に淮水 と岱 (泰 山)が ある。また「齊 の西境」であると書かれて いる。
番韓 の祖 である豊尤 の本拠地は泰山の北、齊 の西 であることがわかる。
図 61 豊尤および番韓 の本拠地

(2}殷 時代 の番韓
番韓 の王統は、現邪か ら勿吉・愛親・道茂・虎 甲・鳥羅・伊朝・居世 。慈烏斯 。
散新・ 季栓 ・伯栓 ・仲栓 。少栓 と続 く。少栓 の時に夏王朝か ら殷王朝へ代わる。
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図 61 豊尤および番韓の本拠地
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111 1

甲午、将 。当雲を遣わ し、出でて湯を助け条を伐つ。乙未、墨胎を遣わ
し湯の即位を賀す。

F桓 檀古記』「三韓管境本紀」番韓世家

(上 )

条は夏王 朝最後 の王である。湯は夏 王朝を滅ぼ し殷 (商 )王 朝を樹 立 した王で
ある。番韓は量雲を遣わ し設王朝の樹立を助けて いる。その 内容 が次のように書
かれている。

殷人、夏を伐つ。其の主・条は援けを請 う。帝 は邑借・末良を以て九桓
の師 (兵 )を 率いて戦事を助ける。湯は使 いを遣わ し謝罪す。乃ち命 じ
て引き還る。条はこれに違い兵を遣わ し道を遮
らんと欲す。遂に殷人は梁を伐つ。

(さ えぎ)り

、禁盟を敗

『桓檀古記』檀君世紀

『桓檀 古記』によると、番韓は当初 は夏を助 けて いる。 ところが夏が裏切 った
とある。夏 はついに殷に伐たれて亡びる。殷時代に入ると番韓に事件 が起 こる。

壇君索弗婁は初めて三韓を井わせ、大 いに国制を改む。殷主武丁、使 い
を遣わ し、来たりて貢を約す。
是より先、徐子餘 (じ ょうよ)を 廃 して庶人となす。徐子餘は潜かに座
原に帰 り、猟戸数千 と謀 りて兵を起 こす。蓋 し天齢聞きて即ち伐たんと
欲すれど敗れて陣に没す。帝、親 (み ずか)ら 三軍を率 いて往きて之を
討つ。乃ち先に遣わ して降りることを勤 (す す)め 、封 じて禅王と為す
ことを約す。再び諭す。以て聴 く。是に至り、徐予餘を命 じて番韓と為
す。
殷 の武丁は前

『桓檀古記』「三韓管境本紀」番韓世家 (下 )

1324年 ‑1266年

頃の人である。番韓 の王統は この時期に

交代 して いる。徐干餘が番韓 の王にな っている。徐予餘 とは徐 (州 )の 子餘 とい
う人物 ではないだろ うか。徐州 の人が番韓を攻 めて番韓の王にな っている。
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{3)周 時代の番韓
『史記』には、周が殷を倒 した直後 のことが次 のよ うに書かれて いる。
於是、武 王已平商、而王天下、封師尚父於齊営邸。 (中 略 )莱 候来伐。
奥之争営邸。営邸辺莱。菜人夷也。会紺之乱、而周初定、未能集遠方。
(中 略 )周 成 王少時、管・察作乱、淮夷畔周。

『史記』齊太公世家

(訳 )周 の武王は商 (殷 )を 平定 し、天下に王 とな り、師尚父 (太 公望 )

を齊 の営邸 に封 じた。す ると莱侯が来て伐 った。之 と営邸で争 う。営邸
は莱 (国 )の 国境に近 いところにある。莱人は夷 である。紺之乱 (殷 の
紺王が伐 たれたこと)に よ り、周 は初めて天下を平定 したが、未 だ能
(よ

)く 遠方を安んず ることができないでいた。 (中 略)周 の成王が ま

だ幼少 の時、管・ 察は乱を起 こした。淮夷 も周に畔 (そ む )い た。
このよ うに書 かれている。齊には莱国があ り、太公望が齊国に赴任 してきたと
き反抗 したという。莱国とは『尚書』に出て くる莱夷 であろ う。
淮夷 も齊に背 いている。淮夷 は淮水の辺 りにいた種族であろう。周が殷を伐
ち、齊国を定め、太公望を派遣 して統治 しようと したとき先住民は反抗 している。
当然 のことで あろう。
魯国 も同様である。

周公旦者周武 王弟也。 (中 略)十 一年、伐紺至牧野。周公佐武王 。 (中
略)封 周公旦於少果之虚曲阜。是為魯公、周公不就封、留佐武王 。武 王
克殷二 年、天下未集。 (中 略)其 後武 王既崩。成王少。 (中 略)周 公恐
天下聞武 王崩、而畔。周公乃践昨代成王摂行政営国。 (中 略 )而 使伯禽
代就封於魯。 (中 略 )管 ・茶・ 武庚等果率淮夷而反。周公乃奉成王命、
興師東伐、作大詰。遂誅管叔殺武庚放察叔、牧殷餘民。以封康叔於衛、
封微子於宋。以奉殷 祀 、寧淮夷東土。二 年而果定。諸侯咸服、宗周。
『史記』魯周公世家
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つ
(訳 )周 公旦は周 の武 王の弟 な り。 (中 略 )十 一年、殷 の紺 王を伐 た
め牧野に至 る。周公は武王 を佐 (た す )け る。 (中 略)周 公旦を少果之
虚 (故 地 )曲 阜に封 じる。是れを魯 公 となす。周公は封地には赴任せず、
留 まり武 王 を佐け る。武王は殷に勝 ち、その二年、天下 は未だ安定せず。
(中 略)其 後武 王は崩御す。成二は幼少。 (中 略)周 公は天下が武 王の

崩 じたのを聞 いて 畔 (そ む )く のを恐れた。
周公 は乃ち践昨 (せ んそ)し て成王 に代わ り摂政 とな り国事 にあた っ
た。 (中 略 )而 して我が子 の伯禽を魯 の封国 に就かせ た。 (中 略 )管 叔
と察叔 と武庚等が果 して淮夷を率 いて謀反 した。周公 は乃ち成二の命を
奉 り、兵を興 して東伐 し、大詰 (た いこ う)を 作 った。遂に管叔を誅殺
し、武庚を殺 し、察叔を追放 し、殷 の餘民を収 めた。以て康叔を衛 に封
じ、微子を宋に封 じた。以て殷 の祀を奉 じ、淮夷や東土を平定 した。二
年、而 して果 して安定 し、諸侯はみ な服 し、周を宗主 と した。

『史記』周本紀 にもこのよ うに書かれている。その後の ことが次のように書か
れている。
周公行政七年、成王長、周公反政 、北面就群 臣之位。 (中 略 )召 公為保、
周公為師、東伐淮夷、残奄、遷其君薄姑。 (中 略 )成 王既伐東夷、息慎
『史記』周本紀
来賀。
(訳 )周 公旦が摂政 となって七年、成王が成長 したので、周公 旦は政を

返 し、北面 して群臣の地位 に就 いた。 (中 略 )(成 二は)召 公を保 (補
佐 )と し、周公旦を師と し、東に淮夷を伐ち、奄を滅ぼ し、其 の君を薄
姑に遷 した。 (中 略)成 王が既に東夷を伐 つ と、息慎が来て賀 した。
これ らは周王朝二代 目の成二の時である。成二の在位は紀元前

1115年 ‑1

106年 である。殷か ら周王朝に変わ ったときの混乱 の様子が書かれて いる。常
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に東の種族が反乱を起 こ している。東 の種族 は殷の支配下にあ ったか らであろ
う。周王朝は東夷を平定 し、や っと天下は落ち着 いたので ある。
『契丹古伝』 には敗 られた側か らの記録が書かれて いる。

周 師次牧焉 。淮徐方力千郊戦。而姜 内火之 。商祀 終亡夫。演浮海 、播 北
退 、宛南辟 。 (中 略 )東 委蓋碩 。

『契 丹 古伝 』

(訳 )周 の 師 (兵 )は 牧 (野 )に 次 (や ど)る 。淮 ・ 徐 はま さに郊 戦 に

力む。而 して姜 は内 よ りこれ に火 をか け る。商祀 は終 いに亡ぶ 。r黄 は海

に浮かび、活は北に退き、宛は南に辟 く。 (中 略)東 委

(夷 )は 蓋 く碩

(す た)る 。

周によ って殷 (商 )が 亡びた ことが書かれている。その後のことが さらに次の
ように書かれている。
惟武伯典智淮殿而止焉。 (中 略 )智 淮奪子叔董除於虜、城千葛零基以舎
焉。国琥辰沃殷。時人又称智淮氏燕。以別郡燕。姫発降志賄、以箕封。
殷叔谷6之 。韓燕来攻。乃徒騎父婁都焉。

『契丹古伝』

(訳 )惟 (た )だ 、武伯 と智淮は殿 (退 去 の しんが り)し て止まる。 (中

略 )智 淮は捕虜にな っていた子 の叔董除を奪 い、葛零基に城を造 り以て
舎 (や ど)る 。国を辰伝殷 と号す。時人は又智淮氏燕 と称す。以て郡燕
(召 公の燕 )と

区別す。姫発 (周 の武帝 )は 志を降 し、賄 とす。以て箕

子を封 じる。殷 叔は これを郁 く。韓・ 燕は来 り攻む。乃ち騎父婁に徒 り
都す。
周に伐 たれて、東夷 はことごと く逃げ去 ったが武伯 と智淮は止ま ったとい う。
智淮は国を建てた。それを「辰伝殷」といい、また「智淮氏燕」ともいい、燕 と
区別 したとい う。千里退いたとある「殷 (東 胡 )」 のことであろ う。掲石 山の あ
る箕子 朝鮮 の ことで ある。そこを韓 と燕が攻めて来たので騎父婁 (医 巫 間山)へ
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逃げて都を定めたとある。前 284年 に燕に追われるが、その前の周時代に も追
われて一部 の人が医巫 間山へ逃げているのである。
偶石山のあるところか ら渤海沿岸に沿 って北へ逃げて いる。南 と西か ら攻め ら
れたか らであろう。燕は西 か ら攻めて いる。韓は南か ら攻めて いるのであろ う。
韓は齊 の西境にいた番韓 のことであろうと思われる。周時代には箕子朝鮮 が番韓
に追われて いる。
『桓檀古記』 には、徐千餘 の 6代 後に「周主 ・瑕、使 いを遣わ し朝貢す」 とあ
る。周王朝 が番韓に朝貢 している。周 の瑕王の在位 は前

1052年 ‑1000年

である。
さらにそ の 6代 後に、「 己未、上将・高力合を遣わ し淮軍 と周を敗 る」とある。
淮軍 とは淮水 の北にある勢力であろ う。徐州 あた りの勢力 ではないだろうか。番
韓 の南隣 りにあたる。徐千餘 の故郷であろう。番韓 と淮軍は協力 して周を伐 って
いる。周時代 も番韓はほぼ同 じ位置 にあったと思われる。

(4}五 道河の戦 い
『桓檀古記』 には、番韓 と燕の戦 いが次 のよ うに書かれている。

365年 )、

燕人、道に倍 (そ む )き 入寇す。遼西を陥 (お と)
し、雲障に逼 (せ ま)る 。番朝鮮は上将 。子文言に命 じ、之を禦 (ふ せ )

丙辰 (前

が しむ。真莫 二朝鮮 も亦兵を派遣 して来た り救 う。伏兵を設け、来 たる
を 攻 め 、 燕 ・ 齊 の 兵 を五 道 河 に破 る。 遼 西 の 諸 城 、 悉 く復 す 。
『桓檀古記』「檀君世紀」
燕 と齊 の兵 が「遼西を陥 し」、「雲障に逼 (せ ま)る 」とある。前 365年 で
ある。遼西 とは遼水 (藻 河 )の 西 の地域をい う。燕 と齊 の軍は遼西 の城を陥落 さ
せ、藻河を渡 り、五道河へ侵入 してきたのである。
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五道河は遼 寧省凌源県 の西南 の青龍河上流右岸 にある五道河子村 であろ うと
思われる。 (遺 跡については後述 )
燕か ら大凌河の上流域へ行 く交通 の要所である。ここか ら雲障へ 攻 め込 もうと
したのであろ う。番朝鮮は これ を迎え撃 ち、五道河で追い返 したとある。雲障は
番朝鮮 の本拠地であろう。大凌河の上流か ら内蒙古 自治区にかけての地域をい う
と思われる。

この事件は前 365年 であるが、「番朝鮮」と書かれている。「番韓」の誤 り
であろう。番朝鮮は前述のように箕子朝鮮が番韓を併合 してできた国名であ り、
前 323年 に樹立されている。前 365年 にはまだ番朝鮮は存在 していないはず
である。
燕・齊の侵略ル ー トは次のようになる。
図 62 燕・齊の侵略ルー ト

(注 )上 将 。子文言が出て くる。子は姓であろう。番韓の王にな ったとい う徐

子餘は徐 (州 )の 子餘であ り、姓は子であろうと考えている。その理 由は この文
章による。子文言は姓が子であろ う。徐千餘 の後裔ではな いだ ろうか。

(5)番 韓 の移動
番韓は紀元前

1000年 頃には齊の西境にあった。それが前 365年 頃は燕の

東北にあ り、五道河で燕・齊 の軍 と戦 っている。番韓は齊の西境か ら燕の東北へ
移動 している。
『桓檀古記』は年代がすべ て干支で書かれて いるが 、 1代 を 20‑25年 と し
て年代をあてはめてみると次のようになる。
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図 62 燕 ・ 齊 の侵 略 ルー ト

1047年 )、 周主・ 瑕、使 いを遣わ し朝貢す。
■己未 (前 842年 )、 上将・高力合を遣わ し、淮軍 と周を敗 る。辛酉、子・

■甲午 (前

阿勒立つ 。丙寅、周の二公使 いを遣わ し方物を献ず。
『桓檀古記』三 韓管境本紀
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番韓は前 842年 頃、淮水 の軍とともに周 と戦っている。これは『史記』の記
述と一致する。
武公九年、周属 王 出奔居屁。十年、王室乱、大臣行政。琥 日共和。二十
『史記』齊太公世家
四年、周宣 王初立。
(訳 )武 公九年 (前

842年 )、

周 の腐 王 (れ いお う)が 出奔 しえに居

す。十年、王室は乱れ、大臣が政を行 う。琥 して共和 という。二 十四年
(前

827年 )、

周 の宣王が初めて立つ 。

腐 王は利を好み、暴虐 がひどくな り、群 臣が それを諫めると捕 らえて殺す とい
う状態が続いた。ついに皆は畔 (そ む )き 、腐王 を襲 う。鷹 王はえに 出奔 した と
い う。前 842年 である。
この 時期か ら周王朝は衰えて共和 の政治 がは じまる。番韓 と淮夷が「周を敗
る」とい う時期 と一致 して いる。
「丙寅、周 の二公が使 いを遣わ し方物を献ず」 とある。丙寅年は前 835年 で
ある。番韓は淮夷 と協力 して周を攻めて いる。 この時期まで番韓は齊 の西境 にあ
ったと思われる。その 7代 後 に次 の記事がある。
戊寅 、凶奴 、番韓 に使 い を遣 わ し天 王 に見 (ま み )え ん ことを求 め、臣
を称 し、物 を貢 ぎ、而 して去 る。

『桓檀 古記 』三 韓管境本紀

戊寅は前 763年 である。 凶奴 は匈奴であろう。匈奴は番韓に朝貢 して いる。
匈奴は北方民族 であるか ら、 これは北方で の 出来事であろう。番韓は北方 に移 っ
ているのではないだろうか。
『桓檀古記』にはさらに次 の記事がある。
甲成 (前

707年 )、

帝、祖乙を遣わ し直ちに燕の都を穿ち、齊 の兵 と
『桓檀古記』

臨γ
経の南郊で戦 う。
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番韓は燕を伐ち、燕を越えてその南にある齊 と臨γ
湧で戦 っている。番韓は燕 の
北にある ことが わかる。前 707年 に番韓は燕の北にある。
番韓は前 842年 か ら前 763年 の間に大凌河 の上流域へ移 っている。

(6)夏 家店上層文化 と番韓
燕 の東北 の大凌河上流 。中流地域には「夏家店上層文化圏」とい う文化層があ
るとい う。 ここは番韓 が移 り住み、本拠地 としていたと思われる地域である。
図 63 夏家店上層文化 圏
『古代 の 日本

2

ア ジアか らみた古代 日本』 (角 川書店 )の 中の「青銅器世界

との遭遇」で千葉基次氏は次 のよ うに述べ ている。
夏家店上層文化 の存続年代は、南山根遺跡 M101の 時代 (紀 元前八世
紀 ごろか )と 蜘蛛 山遺跡 の層準 (紀 元前三世紀には下 らない)か ら、紀
元前九世紀 ごろか ら前五世紀末 ごろと考えるが、中国研究者は終末を紀
元前四世紀 ごろとして いる。
千葉氏 によると、夏家店 上層文化 の年代は紀元前九世紀頃か ら紀元前五世紀
末、あるいは前四世紀頃であるとい う。番韓 が移動 したと思われる時期は前 83

5年 一前 763年 の 間である。夏家店 上層文化 のは じまる時期 と一致す る。
夏家店上層文化 の特徴 の一つは遼寧式銅剣 である。青銅短剣はオル ドス式銅剣
と遼寧式銅剣に分 かれる。その違いについて秋 山進午氏は『考古学雑誌』五三 巻
四号 の「 中国東北地方 の初期金属器文化 の様相」の 中で概略次 のよ うに述べ て い
る。
○オル ドス式銅剣

剣身・ 剣柄・ 剣把 頭 を 同時 に鋳造 す る。

○遼寧式銅剣

剣身 と剣柄 ・ 剣把 頭 を別 々に作 り、後 で
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それ らを組み合わせて完全な剣の形とする。
(遼 寧以東、朝鮮、日本 の銅剣に共通する特色)

中国 の斬 楓毅氏 は『考 古学報 』 1982年 4期 の 中の「論 中国東北地 区含 曲刃
青銅短剣 的文化遺存 (上 )」 で 中国東 北地方 にお ける青銅短剣 の 分布 図を載 せ て
い る。

図 64 曲刃青銅短剣分布図 (1)、

(2)

図の 中の▲ 印は斬氏 のい う B型 剣であ り、曲刃青銅短剣 (遼 寧式青銅短剣 )で
ある。 この分布 の時期について斬氏は、 「西周晩期 ―春秋早期」頃か ら始 まると
している。
春秋時代は前 770年 ‑475年 である。番韓が移動 してきたと思われ る時期
とほぼ一致す る。
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{7}東 胡と山戎
中国の歴史 は北方民族 との戦 いの歴史で もある。山戎 との戦いが次のよ うに書
かれている。
(魯 の )桓 公六年、北戎伐齊。齊候使乞師千鄭。鄭大子忽帥師救齊。

『春秋左氏伝』
(訳 )桓 公六年 (前

706年 )、

北戎が齊を伐 つ。齊侯は鄭に師 (兵 )

を乞わ しむ。鄭 の大子 の忽は師 (兵 )を 帥 (ひ き)い て齊を救 う。

『史記』にも次のように書かれている。
秦襄公伐戎至岐。始列為諸侯。是後六十有五年、而山戎越燕、而伐齊。
齊董公興戦予齊郊。その後四十四年、而山戎伐燕。燕告急予齊。齊桓公
北伐 山戎。山戎走。其後二 十有餘年、而戎狭至洛 邑、伐周襄王。襄王奔
『史記』匈奴列伝

予鄭之氾 邑。

(訳 )秦 の襄公は戎を伐ち岐に至る。始めて諸侯に列なる。その六十五

年後、山戎は燕を越え齊を伐つ 。齊 の董公は齊 の郊外で戦 う。その四十
四年後、山戎は燕を伐つ 。燕は急を齊に告 ぐ。齊 の桓公は北に山戎を伐
つ。山戎は逃走す る。その二十有餘年後、戎・秋は洛 邑に至 り、周 の襄
王 を伐つ 。襄王は鄭 の氾 邑に奔走す る。
山戎が燕を越え、齊を伐 ったのは紀元前 706年 である。『春秋左氏伝』には
北戎 とあるが『史記』には山戎 と書かれている。
その 44年 後に山戎は燕を攻めて い る。燕は齊に助 けを求め、齊 の桓公は燕を
救 うとある。 この事件は紀元前 663年 である。 『史記』齊太公世家に次 のよ う
に書かれて いる。

196

…

￨￨

…

…

'1

▼

…
…

(齊 の桓公)二 十二年、山戎伐燕。燕告急於齊。齊桓公救燕。遂伐山戎。

『史記』齊太公世家

至孤竹、而還。
(訳 )二 十三年 (紀 元前

663年 )、

山戎が燕を伐つ。燕は急を齊に告

げる。齊の桓公は燕を救 う。遂に山戎を伐つ。孤竹に至 り、還る。
その 44年 まえ の前 706年 頃 に、山戎は燕を越えて齊 に侵攻 して いる。さら
にその 65年 前 の前 770年 頃には、「秦 の襄公 は戎を伐ち岐に至 る」 とある。
秦 の襄公 の在位 は前 777年 ‑766年 である。 この戎 も山戎 であろう。山戎 は
紀元前 770年 頃にはすでに強 い勢力を持ち、秦 を悩 ま して いる。
山戎 と番韓は異なる民族 である。千葉基次氏は前述 の著書 の 中で次 のよ うに述
べ ている。
河北省小 白陽墓地 で、特徴的 な作 り方 の土器がオル ドス式銅剣 とともに
発見 された ことによ り、小 白陽文化 と私 は名付 けたが、 中国 の研究者
は、夏家店上層文化に含 めて いる。
燕の北 はオル ドスの影響が強いとい う。 よ り北方的 な民族である ことがわか
る。
『文物 』 1989年 8期 に「北京延慶軍都山東周山戎部落墓地発掘紀略」 (北
京市文物研究 山戎文化考古隊 )と い う論文 があ り、北京市 のす ぐ北 にある軍都 山
地帯付近か らは東周時代 の遺跡が発掘 され、直刀七首式青銅短剣 が出土 したとい
う。北方少数民族文化の特徴を持 ってお り、山戎 の文化 であろ うと述べ ている。
山戎 が北京市 (燕 )の 北に居た ことは『史記』 にも書かれて いる。
晋北有林胡楼煩之戎。燕北有東胡 山戎。各分散居鉛谷。
『史記』匈奴列伝
(訳 )晋 の北には林胡・ 楼煩 の戎があ り、燕の北には東胡・ 山戎が有 る。

各分 かれて籍谷に散居す。

197

」

:￨￨￨

￨口

第 5章

古朝鮮 の歴 史

燕の北には山戎 と東胡が居 ると書かれて いる。遺跡か らも二つの文化圏が存在
したことが判明 している。一 つ は山戎の文化であ り、 もう一つ は夏家店 上層文化
である。 山戎 の文化圏は燕 の真北 にある軍都山地帯 の北方民族 の文化 である。夏
家店文化は燕 の東北にある東胡 の文化 であろ う。 そこは番韓 の本拠地であると思
われ る。夏家店 上層文化は番韓の文化 であろ う。

{8}夏 家店上層文化の終焉と番韓
夏家店上層文化は前五 世紀末、あるいは前 4世 紀には終わるとい う。燕 と齊は
紀元前 365年 に遼西を陥落させ、雲障まで攻 め込 もうとした。番韓は五道河で
これを迎え撃 ち、追 い返 している。その後 のことが次 のよ うに書かれて い る。
辛未 (前

350年 )、

北漠 の酋長・ 厄尼車吉来朝す。馬二百匹を献 じ、

共に燕を伐つ ことを請 う。乃ち、番朝鮮 の少将・ 申不私を以て兵 一 萬を
率 いて合い、燕の上谷を攻める。之を援 け城 邑を置 く。
戊寅 (前

343年 )、

上谷 の役より後、燕は連年来た り侵す。是に至 り、

使 い を遣 わ し和 を請 う。之を許す。 また造 陽以西を以て界 と為す 。
『桓檀古記』「檀 君世紀」
番韓は北漠 の 酋長 の 申 し出を受 けて燕を攻めて いる。 しか しその後は、燕に連
年攻め られ、北漠は燕と和を請 うことを申 し出ている。燕が次第に優勢にな って
いる。
番韓は前 365年 に燕が五道河へ侵入 して来た頃か ら衰退 し始める。前 343
年頃か ら燕は連年攻めて くる。前 339年 に燕が攻めてきたときは (箕 子 )朝 鮮
の助 けを借 りてや っと燕に勝 つ ことができた。 しか しついに前 323年 には箕子
朝鮮に併合されて番朝鮮 となる。
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夏家店上層文化は前 4世 紀 に終わるとい う。番韓が衰退する時期 と一致す る。
燕が五道河付近まで侵略 してきたとき番韓の人 々は逃げ出したのではないだろう
か。その結果次第 に衰退 していったのであろう。

3

東胡のその後

(1)烏 桓
『三 国志』鳥丸・ 鮮卑伝 に鳥桓の ことが次 のよ うに書かれて いる。
鳥丸・鮮卑即古所謂東胡也。
(註 )魏 書 日、烏丸者東胡也。漢初、匈奴冒頓滅其国。餘類保烏

『三 国志』鳥丸・ 鮮卑伝
丸山。因以為琥焉。
(訳 )鳥 丸 。鮮卑 は即ち古 (い に しえ )の 所謂 (い わゆる)東 胡な り。
(註 )『 魏書』に 曰 く、烏丸 は東胡な り。漢 の初め、匈奴 の 冒頓は其 の

国を滅 ぼす。餘類 (生 き残 った者 )は 鳥丸 山に逃れて住 んだ。因 りて以
て琥 と為す。
鳥丸 は東胡であるとい う。匈奴 の 冒頓 が東胡を滅ば した とある。東胡は前 4世
紀に燕が侵攻 して くるのを避 けて北へ逃 げ、内蒙古 自治区の東側に移 っている。
匈奴 は西側 にいた。東胡は匈奴 に追われて さらに北 の大興安嶺 に住み着 いたので
ある。
『史記』匈奴列伝には匈奴 と東胡の争 いが次 のよ うに書かれて いる。
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是時東胡彊盛。聞冒頓殺父、自立。乃使使謂冒頓、欲得頭曼時有千里馬。
冒頓問群臣、群臣皆 日、千里馬匈奴質馬也。勿典冒頓 日、奈何興人郊国
而愛一 馬乎。遂興之千里馬居頃之。東胡以為冒頓長之、乃使使謂、欲得
軍予一 閑氏。冒頓復間左右。左右皆怒日、東胡無道。乃求閃氏。請撃之。
冒頓 日、奈何興人郊国愛一 女子乎。遂取所愛関氏予東胡。
東胡王愈益騎西侵興匈奴間中有棄地。莫居千餘里。各居其辺為威脱。東
胡使使謂冒頓 日、匈奴所興我界、駈脱外棄地。匈奴非能至也。吾欲有之。
冒頓間群臣。群臣 日或 日此棄地予之亦可。勿興亦可。於是 冒頓大怒 日、
地者国之本也。奈何予之諸言予之者皆斬之。冒頓上馬、令国中有後者斬。
遂東襲撃東胡。東胡初軽冒頓、不為備。及冒頓以兵至撃大破滅東胡 王而
『史記』匈奴伝

虜其民人及畜産既帰。

(概 訳 )是 時、東胡は彊 (つ よ)く 盛ん。冒頓が父を殺 して 自ら立 った

ことを聞 く。乃ち使 いを使わ して冒頓 に謂 う、頭曼 の時に所有 していた
千里 馬が欲 しいと。冒頓は群臣に問う。群臣は皆 曰 く、千里馬は匈奴 の
費 の馬な り。興 (あ た)え るべ か らず と。冒頓曰 く、「郊国のと もが ら
と して どうして馬一頭が惜 しかろう」と。遂いに千里馬を興える。しば
らくして東胡は冒頓が東胡を畏れて いると思い、乃ち使 いを使わ して謂
う、軍子 の一人の関氏を欲 しいと。冒頓は復た左右に問 う。左右 は皆怒
りて 曰 く、東胡は無道。乃ち閃氏を求める。これを撃つ ことを請 う。冒
頓は 曰 く、「郊国のと もが らと してどうして一 女子が惜 しいだろうか」
と。遂いに愛す る関氏を東胡に与える。東胡王は愈 (い よいよ)益 して
西を侵す。匈奴 との間に棄地が有る。千餘里が空き地にな っている。そ
れぞれその周辺に住み駈脱 (お うだつ =不 毛 の棄て地 )と 為 っていた。
東胡は使 いを使わ し冒頓に謂 う、匈奴 の所有す る我が境界匝脱 の外 の棄
地には匈奴が入 らないよ うに吾は之を所有 したいと。冒頓は群臣に問
う。群臣は或るいは曰 く、此の棄地は予えて もよ し、興えず ともよ じと。
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ここに於て冒頓は大 いに怒 りて曰 く、土地は国 の本な り。どうして これ
を与え られようか。これ を与え ると言 った者は皆斬 った。冒頓 は馬に乗
り、国中に命令 した。我 より後れ る者は斬 ると。遂に東の東胡を襲撃す。
東胡は初 め冒頓を軽ん じて備えを しなか った。 冒頓 は兵を率 いて至 り、
撃ち、大 いに破 る。東胡王を滅ぼ し、其の人民を捕虜に し、及び畜産を
得て帰る。
こう して東胡は亡びる。生き残 った者が烏丸山へ逃げ、鳥丸 と言われるように
な ったのである。
冒頓 が即位 したのは (註 )の 「集解」によると「徐廣 日、秦二世元年壬辰歳立」
とあ り、前 209年 である。
鳥丸は後漢時代 になると力をつ けて故地 に帰 り、漢王朝を苦 しめる。『三 国志』
に次 のよ うに書 かれて いる。
漢末、遼西鳥丸大人丘力居衆五千餘落、上谷鳥丸大人難楼衆九千餘落 、
各称王 。而遼東属国鳥丸大人蘇僕延衆千餘落、自称哺王 。右北平鳥丸大
人鳥延衆八百餘落、 自称汗魯 王。

『三 国志』

(訳 )漢 末、遼西烏丸大人 の丘力居 (衆 五千餘落)、 上谷烏丸大人 の難

楼 (衆 九千餘落 )、 各 工 を称す。而 して遼東属国鳥丸大人 の蘇僕延 (衆
千餘落 )は 自ら哺王 を称す。右北平鳥丸大人 の烏延 (衆 八百餘落 )は 自
ら汗魯 王 を称す。
鳥丸が漢の領域に入 り込み領 土を侵 している。その結 果、後漢 王朝は領域を縮
小せ ざるを得な くなる。前漢時代 には長城 の外側まで右北平郡や遼西郡は拡大 し
ていたが、後漢末になると遼西郡 の長城 の外側 の地域には遼西鳥丸が住み着き、
上谷郡には上谷鳥丸が、右北平郡には右北平烏丸が住み着 いている。遼東属国に
は遼東鳥丸が住み着 いている。後漢末には長城 の外側 はす べて烏丸が 占領 してい
る。
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(2}鮮 卑
鮮卑について も『三 国志』の割注には次 のよ うに書かれて いる。

魏書 日、鮮卑亦東胡之餘也。別保鮮卑山、因琥焉。其言語習俗興鳥丸同。
其地接遼水、西営西城。 (中 略 )鮮 卑 自為冒頓所破、遠鼠遼東塞外、不
興餘国争衝、未有名通於漢。而 自烏丸相接。至光武時、南北軍予更相攻
『三 国志』鳥丸 。鮮卑伝
伐、匈奴損耗、而鮮卑遂盛。
(訳 )『 魏書』に曰 く、鮮卑は亦東胡 の餘な り。別に鮮卑 山に保 つ。因

りて琥 となす。其の言語 。習俗は鳥丸 と同 じ。其の地は遼水 と接 し、西
は西城 (西 域 )に 当たる。 (中 略 )鮮 卑は自ら冒頓に破 られるところと
な り、遠 く遼東 の塞外に憲 (逃 げか く)れ る。他の国と争 うことを しな
か った。そのため未 だ漢には名前が通 じていなか った。ただ鳥丸 とは相
接 していた。光武帝 の時に至 り、南北 の軍子は更に相攻伐 し、匈奴は損
耗 した。而 して鮮卑は遂に盛ん となる。
鮮卑 も東胡 の生 き残 りであるとい う。鮮卑が逃 げ込 んだ鮮卑 山は 「其地接遼
水」 とある。 この遼水は遼河であろ う。「 自烏丸相接」とある。
鮮卑は後漢時代になると檀石椀が活躍す る。
(延 喜 )六 年夏、千餘騎寇遼東属国。九年夏、遂分騎数萬人、入縁辺九

郡、並殺掠吏人。於是復遣張集撃之。鮮卑乃出塞去。朝廷積患之而不能
制。遂遣使持印綬封檀 石枕為王 、欲典和親。檀石椀不肯受、而寇抄滋甚。
乃 自分其地為二部。従右北平東至遼東、接夫餘 。滅狛二十餘 邑、為東部。
従右北平以西上谷、十餘 邑、為中部。従上谷以西至敦燈 。鳥孫二十餘 邑、
為西部。

『後漢書』鮮卑伝
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(163年 )夏 、千餘騎が遼東属国を寇す。九年 (16

6年 )夏 、遂に騎数万人を分 けて縁辺の九郡に入 り、吏人を殺掠す る。
ここに於 いてまた張奥を遣わ しこれを撃つ。鮮卑は塞を出て去 る。朝廷
はこれを積年 の患 とす るも制す ることが出来ない。遂に使 いを遣わ し印
綬を もって檀石椀を王 と為 し、和親を欲す。しか し檀石枕は これを受 け
ず、寇抄 (侵 しかすめ取る)ま すます甚 だ しい。乃 ち、自ら其地を分 け
て二部 と為す。右北平より東、遼東に至 り夫餘・滅狛に接す る二十餘 邑
を東部 と為す。右北平より以西、上谷までの十餘 邑を中部 と為す。上谷
よ り以西 の敦燈・ 烏孫に至 る二十餘 邑を西部 と為す。
檀石椀は「 自分其地為二部 (自 ら其 の地 を分 けて二部 となす )」 とある。東部
は「右北平か ら遼東」である。前漢時代 に長城 の外にあ った右北平郡、遼西郡、
および大凌河 の先 の遼東郡 の地域は東部 とされている。右北平か ら上谷 までは中
部 であ り、上谷 より以西の地域は西部である。 このよ うに鮮卑は長城 の外 の地 域
をすべ て支配 して い る。
東胡 は前 4世 紀頃には大凌河 の地域を追われて 内蒙古 自治区の東側 に住み着
くが、そ こを匈奴 の 冒頓に撃 たれて烏丸 山や鮮卑 山へ逃げる。 しか しその後力を
つ けて後漢時代 には故地である大凌河 の上流域や中流域を回復 し、さらには西部
の匈奴 の地域 まで侵略 している。
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