i,l#

第 8章

D'■
'

倭人のルーツと渡来ルー ト

275

●
ロ
ロ
●
嘔0鱚出Hり l口 ■

皿
型!出 11順 Ш皿 1皿肛

第8章

1l I'111111i口

￨'
lll■ l■ llII:lllIllllllllllli111i1111口

■■■■

II1 1

倭人のルー ツと渡来ルー ト

1

倭人のルーツ

(1)天 孫 降 臨 と漢 の 侵 攻
天孫降臨 とは迩迩藝命が高天原 (朝 鮮半島)か ら北部九州へ渡来 してきたとき
のことをい う。紀元前 2世 紀末頃のことである。その直前に高天原では事件が起
きている。
西国より豊玉武古命馳せ来た り奏す らく、「西北の大陸より大軍附地見
『宮下文書』

島に攻め来 たれ り」 と。

西北 の大陸 とは中国である。前 2世 紀末頃 といえば前漢 の全盛 時代 である。前

108年 には、漢 の武帝は衛氏朝鮮を伐 ち四郡を設置 している。『桓檀古記』 は
その時の様子を次のように伝えて いる。
癸西年、漢劉徹寇平那、滅右渠 。佛欲置四郡、盛以兵四侵。
『桓檀古記』
(訳 )癸 酉年 (前

108年 )、

漢 の劉徹 (武 帝 )は 平那を寇 し、右渠を

滅ぼす。例ち四郡を置 かん と欲 し、盛んに兵を以て四方を侵す。
漢 の武帝は衛氏朝鮮を滅 ぼ した後、四郡を設置 しようとして盛んに兵を出 し、
四方を侵略 したという。 『宮下文書』 に「西北の大陸より大軍が攻めて来 た 」と
あるのはこの時の漢軍 であろう。時期的に一致する。
漢軍は朝鮮半島の西南にあ る附地見島 (海 南郡 )ま で攻めて来ている。『宮下
文書』によると、漢軍 は追い返 されるが、迩迩藝命はその直後に天孫降臨 してい
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る。漢 の再度 の侵攻を恐れ たか らであろ う。漢 の侵攻を恐れ た朝鮮半島の人 々が
北部九州へ逃げた。 これが天孫降臨である。

(2)高 天原 のは じま り
『記 』 『紀 』 で は、天地創 造 の とき最初 の神 が高天原 で生 まれ た と書 かれ て い
る。

■天地初発 之 時、於 高天原成神 名 、天之御 中主神。

『古事記』

(訳 )天 地 が初 めて発 (ひ らけ )た 時、高天原 に成 る (生 まれる)神 は天

の御 中主神 な り。
日天地之 中生 一 物 。 (中 略 )琥 国常 立尊。

『 日本 書紀 』

(訳 )天 地 の 中に一 物 が生 まれ る。国常立尊 とい う。

神 々は高天原で生まれ、高天原に住 んでいる。日本 の歴史はすべ て高天原か ら
始まる。
ところが 『宮下文書』では、国常立尊や国狭槌尊は他所か ら高天原へ来 たと書
かれている。高天原よ りも前 の時代がある。 『記』 『紀』と『宮下文書』の最大
の違いであろ う。
『宮下文書』では高皇産霊神 とその子供である国常立尊 (第 五子 )と 国狭槌尊
(第 七子 )が 高天原へ や って来る。 その子孫 は次の通 りである。

国常立尊 …豊掛淳尊 …真心武命 …忍穂耳命 …迩迩藝命
・ (迩 迩藝命 )
国狭槌尊 …伊井諾尊 …天照大神 …。(忍 穂耳命 )・・
高天原を建国 したのは国狭槌尊である。その系統 は天照大神 まで続き、養子の
忍穂耳命が高天原を受け継 ぐ。 その子供 が運迩藝命 である。天孫降臨 した迩迩
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藝命は国常立尊 の四代 目にあたる。

l代 は約 20‑25年 であ ろう。 『史記』にも次のような記述がある。
卜世三 十、 卜年七百。天所命也。

『史記』楚世家

(訳 )世 代二 十を 卜す るに、その年数は七百。天 の命 じるところな り。

30世 代では 700年 であるとい う。1世 代は約 23年 になる。 「天所命也」
とあるように、人間の生理的なものであ り、子供を生む年齢であろう。今 も昔 も
これは変わらないと思われる。
1代 を約 20‑25年 とすれば、 4代 では約 80‑100年 になる。迩迩藝命
が天孫降臨 したのは前 108年 頃である。その 80‑100年 前は前 188‑前

208年 頃になる。 この頃に国常立尊や国狭槌尊は高天原へやって来ている。

(3)天 族 と安見辰法氏
国常立尊や国狭槌尊は住み慣れた土地を離れて高天原へ来て いる。これは逃げ
てきたのではないだ ろうか。丁度 この時期は、衛満に伐 たれた人 々が朝鮮半島へ
逃げてきている。番朝鮮王は韓地 へ逃げてお り、上将卓は月支国へ逃げてきてい
る。前

194年 のことである。前 208‑188年

の 間であ り、時期的に合致す

る。
番朝鮮 王 も上将卓 も医巫間山の近 くに居た。国常立尊や国狭槌尊 も医巫間山の
近 くに居たのではないだろ うか。
『契丹古伝』に次の記述がある。
蓋辰者古国、上代悠遠也。伝日神祖之後、有辰伝誤率氏。本興東表阿斯
牟須氏為一。辰法誤率氏有子。
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伯之裔為 日馬辰法氏、叔之裔為千霊辰法氏。千霊岐為千来、二 千隔海、
而望千来。又分為高令云。然有今不可得孜焉。其最顕者為安見辰伝氏。
本 出東表牟須氏、興殷為姻。譲国於責爾辰法氏。責爾氏立未 日、漢冦方
薄、其先入朔 巫達。撃退之。淮委氏、沃委氏址列藩嶺東為辰守郭。藩耶
『契丹古伝』

又観兵亜府間以禦漢。

(訳 )辰 は古国に して、上代か ら悠遠な り。伝えて曰 く、神祖 の後、辰

伝誤率氏あ り。本 (も と)東 表 の阿斯牟須氏 と一 つである。辰伝誤率氏
に子あ り。伯 の裔は 日馬辰伝氏 とな り、叔 の裔は千霊辰γ
云氏 となる。千
霊は岐 (わ か )れ て千来 となる。二千 (里 )海 を隔てて、而 して千来を
望む。又分れて高令 となると云 う。然るに今は考える ことが 出来な い。
其 の最 も顕著なる者が安見辰法氏 となる。本 (も と)東 表 の牟須氏 の 出
であ り、殷 と姻をなす。国を責爾辰法氏に譲 る。責爾氏が立 って未 だ 日
が経たないときに、漢が攻めてきて、其の先は朔巫達に入る。これを撃
退す。淮委氏、沃委氏は雄列 して嶺東に垣根をつ くって 防衛 し、辰の守
郭 (城 郭)と なる。藩耶は又兵を亜府間に観せ、以て漢を摯 (ひ きとど)
む。
安見辰法氏は国を責輌辰伝氏に譲 り、未 だ 日も経たない うちに漢が攻めて来 た
とある。それを亜府間

(イ

フロ=医 巫 間山)で 防いだとい う。衛満が漢 の手先 と

な って真番朝鮮を攻 めてきたときの ことで ある。
安見辰法氏は天孫降臨 した人 々ではないだろ うか。安見辰伝氏 の安見は「 ア
メ」であ り、「アメ =天 」ではな いだ ろうか。安見を呉音 と漢音で読むと次のよ
うになる。

呉音

漢音

安

ア ン

ア ン

見

メ ン

ベ ン
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安見は呉音で読む と「 ア ンメ ン」であるが、音頭だけを取れば「 アメ」である。
『契丹古伝』では万葉仮名 のよ うに漢字 の音を使 って発音を表わす ことが ある。日
本 の史書で も、たとえば安曇 =阿 曇 =「 アズ ミ」であ り、「安 (ア ン)」 =「 ア」
と呼んでいる。朝鮮半島で も同様である。安羅 =「 アラ」であ り、「安 (ア ン)」
は「ア」である。
天孫降臨 して きた北部九州の甕棺墓の倭人は「呉 の太伯 の後」であるとい う。
呉音を使用 していたと思われる。安見は「アメ」であ り、天 (ア メ)で あろう。
天孫降臨 した人 々には「天 =ア メ」が付 く。
■天津 日子番迩迩藝命 (ア マつひこほのににぎのみこと)
■天忍穂耳命 (ア メのお しほみみ )
■天児屋命 (ア メのこやね )
■天宇受賣命 (ア メの うずめ )
「天」は「アメ」または「 アマ」 と読ませている。天 孫降臨 した迩迩 藝命に も
「天」が付き、その親 の忍穂耳命にも「天」が付 く。これを天族 と呼ぶ ことにする。
国常立尊や国狭槌尊は医巫間山の近 くに住 んでいたと思われる。そ こを衛満に
脅か されて国を責悧辰伝氏に譲 り、高天原へ逃げてきたのではないだろ うか。

(4)天 族と阿斯牟須氏
『契丹古伝』には、安見辰法氏 (天 族 )は 東表か ら出たとある。
其最顕者為安見辰法氏。本 出東表牟須氏、興殷為姻。
『契丹 古伝 』
(訳 )其 の 最 も顕著 な る者が 安見辰 伝氏 とな る。本 (も と)東 表 の 牟須

氏 か ら出て、殷 と姻 をなす 。
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東表牟須氏は東表阿斯牟須氏 のことである。安見辰伝氏 は東表の阿斯牟須氏 か
ら出て いるとい う。天族 のルーツは東表 である。
「牟須 (ム ス )」 は天族の「産巣 (ム ス)」 ではないだろうか。
■高御産 巣 日神 … 高御 (た か み )産 巣 (ム ス )日 神
■神産 巣 日神 ・¨神 (か み )産 巣 (ム ス )日 神

産巣を 「ムス」と読ませている。産巣 (ム ス)=牟 須 (ム ス)で あろう。
「阿斯 (ア シ)」 もまた天族 と関係がある。 『記』には、神産巣 日神の次 に生
まれて くる神を「宇摩志阿斯訂備比古遅神

(う

ま しアシかびひこじのかみ)」 と

書 いている。「阿斯訂備 (ア シかび)」 とある。阿斯牟須の阿斯であろう。
また、 日本 は「葦原 中国 (ア シは らのなかつ くに)」 とい う。天孫降臨 の時、
天照大神は忍穂耳命 に「今、葦原中国を平定 したので降臨せよ」と命 じている。
このよ うに 日本の神には「アシ」や「ムス 」が付 く。天族 が東表の阿斯牟須氏
か ら出て いるか らであろう。
安見辰 7云 氏は「興殷為姻」とあ る。殷 は辰法殷であ り、東胡 であ り、箕子朝鮮
の後裔 である番朝鮮 である。段は掲石 山の近 くに住んで居た。殷 と婚姻を した と
あるか ら、安見辰法氏は東表か ら偶石 山へ来 たのであろ う。
前 284年 に、殷 (東 胡 )は 燕に追われて千里退き、医巫間山へ逃げる。安見
辰伝氏 も殷 とともに医巫閻山へ逃げて来たのではないだ ろうか。 そこを衛満に襲
われ、新天地を求めて高天原へ逃げてきたのではないだ ろうか。

(5)呉 の倭人
倭 人 を記録 した最 古 の 史書 は『論衡 』で あ ろ う。『論衡 』には次 の よ うに書 か
れて い る。
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『論衡』「儒増篇

■周時、天下太平。越裳献白雉、倭人貢凶草。

̲￨

(訳 )周 の時、天下は太平。越裳は自雉を献 じ、倭人は四草を貢 ぐ。

■成王之時、越裳献雉、倭人貢暢。

F論

衡』「恢国篇」

(訳 )成 二の時、越裳は雉を献 じ、倭人は暢を貢 ぐ。

二つの記事は同 じ朝貢 の記録であろ う。成 王は周王朝 の 2代 日であ り、在位は
前

1115年 ‑1106年

である。倭人は周王朝へ朝貢 して当草 (香 草 )を 貢 い

でいる。
『魏略』には、さらに古 い倭人 の伝承が書かれている。

聞其旧語、自謂太伯之後。昔、夏后少康 之子、封於会稽。断髪文身、以
避蚊龍之害。今倭人亦文身、以厭水害也。

『魏略』

(訳 )そ の 旧語 (昔 か らの言 い伝え )を 聞 くに、 自ら (呉 の )太 伯 の後

裔であるとい う。昔、夏后少康 の子が会稽に封 じられた時、断髪 し、文
身 (入 れ墨)し 、蚊や龍 の害を避けた。今倭人 も亦文身 し、以て水害 (魚
類等 の害 )を 厭 うな り。
倭人は呉 の大伯 の後裔 であるという。呉の太伯については『史記』に次 のよ う
に書かれている。

呉太伯、太伯弟仲え、皆周太王之子。而王李歴之兄也。李歴賢而有聖子
昌。太王欲立李歴以及 昌。於是太伯・仲薙二人乃轟荊蛮文身断髪、示不
可用。以避李歴。李歴果立。是為王李。而昌為文 王。太伯之轟荊蛮、自
琥句呉。荊蛮義之従而帰之千餘家立為呉太伯。

『史記』呉太伯世家

(訳 )呉 の大伯 と太伯の弟の仲雅は皆周の大王の子である。王李歴の兄

である。李歴は賢明であ り、またその子 の 昌は聖人 となる瑞祥を もって
いた。太 王は李歴を立てて王 とし、さらにその子 の 昌に王位を継がせ よ
うと欲 した。そこで太伯 と仲薙の二 人は荊蛮の地へ は しり、文身断髪
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し、用 い る ことがで きな い こと (王 位 を継 ぐ意志 のない こと)を 示 した。
以 て李歴 を避 けた。李歴 は果 して立 つ (王 位 につ く)。 是が 王 李 で あ る。
而 して 昌は文 王 とな った。太伯 は荊 蛮 の地 へ 行 き、 自 ら句呉 と号 した。
荊蛮 の義 (民 )は 従 い 、而 して帰服す る もの 千餘 家 あ り、 (太 伯 を )立
てて呉 の太伯 と した。

その後、太伯は没 したが子がなか ったので弟 の仲薙が立 った。その三代後に周
の武 王が殷 王朝を倒す。武 王の次が成王である。呉の大伯は周王朝 が樹 立され る
約

100年 位前 の人物である。

『魏略』によると、倭人は呉 の大伯 の後裔であ り、 その 100年 後に倭人は周
の成王に朝貢 している。 しか も越 と一緒に周の都へ行 っている。倭人は越 の隣 り
の呉地方にいたので あろう。倭人 のルーツは呉であるといえる。
図 78 前

12世 紀頃の倭

『論衡 』の倭人を 日本列 島の倭人 であると解釈する人 もいる。 日本列島か ら倭
人が周王朝へ朝貢 したというのである。 しか し『論衡』には次 のよ うな記述 もあ
る。

白雉貢於越、暢草献於宛。薙州出玉、荊、揚生金。珍物産於四遠、幽遼
『論衡』 「超奇篇」
之地、未可言無奇人也。
(訳 )自 雉は越が貢ぎ、暢草は宛が献 じる。雄州は玉を出 し、荊 と揚 は

金を生む。珍物は四遠に産 まれる。幽遼の地な り。未 だ奇人無 しと言 う
べか らざるな り。
「 白雉 は越が貢ぎ、 暢草は宛が献 じる」とある。白雉は越 の特産であ り、暢草
は宛の特産なのであろ う。宛については『廣韻』に次 のよ うに書かれて いる。
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図 78 前 12世 紀頃の倭

『廣韻』

■宛 …宛縣在 南 陽。

「宛縣 は南陽にある」 とある。南陽は今 の河 南省南陽市であろ う。漢水 の 中流
域 の北にある。 ここは低湿地帯 である。 暢草 は このよ うな低湿地帯に生育 して い
るのであろう。漢水は長江 (揚 子江 )に 流入 してお り、呉地域 ともつ ながる。呉
の倭人が暢草を貢 いだとい う記述 と合致する。
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図 79 宛縣 と暢草

揚子江や漢水や淮水地域には暢草が生えて いたので あろう。暢草は揚子江流域
の特産であると思われる。 この記述か らも『論衡』の倭人は揚子江流域に居 たの
であ り、 日本列島にいたのではないと思われる。
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(6)辰 と倭人
『契丹古伝』には、辰と安見辰1云 氏

(天 族)の 関係が書かれている。

云誤率氏。本 興東表阿斯
蓋辰者古国、上代悠遠也。伝 日神祖之後、有辰 γ
牟須氏為一 。 (中 略 )其 最顕者為安見辰ほ氏。本 出東表牟須氏 、興殷為
『契丹古伝』

姻。

云氏 が出た
辰は東表 の阿斯牟須氏 と同一であ り、東表 の阿斯牟須氏 か ら安見辰ヤ
とい う。辰 と安見辰法氏は同 じル ーツであるとい うことになる。
安見辰 伝氏は天族であ り、倭人 である。倭人は呉 の大伯 の後裔 である。 一方、
百済最後 の太子隆 は「辰朝 の人な り」 と墓誌に書かれて いる。最後 の百済 王朝は
辰 であ り、南方夫餘 である。南方夫餘 は呉 の夫概 か ら出て いる。夫概 は呉 の間慮
王の弟 であるか ら、辰は呉王朝 か ら出て いることになる。呉 王朝は太伯 の後裔 で
あるか ら、倭人 と辰は同 じ呉 の大伯か ら出て いるということになる。
『契丹古伝』 は辰 と倭人 (天 族 )は 同 じル ーツか ら出て いることを伝 えて いる
が、太子隆の墓誌や 『魏略』 はそれと同 じことを伝えて いるのである。辰 も倭人
も呉か ら東表へ移 り、東表 か ら朝鮮半島や 日本列島へ来て いるのである。

2

卑弥族のルーツ

(1)卑 弥族 と倭
安見辰法氏 は国を責爾辰法氏に譲るとある。医巫 闇山での出来事である。前

94年 に衛満が侵攻 して くる直前 のことであろう。
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この責爾辰法氏 は卑弥族ではないだろうか。責爾は「 ヒミ」であろう。呉音 と
漢音 で読む と次のようになる。

呉音
ヒ

レ﹄

貫

漢音

ビ

爾

責爾 は呉 音で「 ヒミ」である。卑弥呼の卑弥 も「 ヒミ」である。卑弥呼は倭国
の女王である。倭国の王で あるか ら倭人であろう。安見辰伝氏 も倭人である。安
見辰沃氏は同 じ倭人である責爾辰法氏に国を譲 ったのであろ う。
云氏 (卑 弥族 )は ま
責爾辰伝氏 も「辰 7云 氏」であるか ら辰の出である。責爾辰ギ
た倭人 であるか ら、安見辰法氏 と同 じく東表の阿斯牟須氏 か ら出ているのではな
いだ ろうか。

百済最後 の太子隆は「辰 朝 の人な り」とある。辰王系 の人である。南方夫餘 の
呉か ら出て いる。弁辰 もまた辰王系であるか ら呉の辰か ら出て い る。
辰国 (辰 韓 )は 「大辰の親」と呼ばれてお り、辰国系である。やは り呉 の辰か
ら出ている。それぞれのル ーツを辿 ると次のようになる。

呉地方

辰

東表

辰伝謀率氏

東夷 (朝 鮮半島、 日本列島)

辰国系 (辰 韓)
辰王系、弁辰系

倭

阿斯牟須氏

責爾辰 法氏 (卑 弥族 =倭 人 )
安見辰 伝氏 (天 族 =倭 人 )
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責爾辰伝氏 (卑 弥族 )は 「倭」であることを強調す る民族である。卑弥族であ
る卑弥呼の国は「倭国」である。「倭」を国名に している。天族 の方は同 じ倭人
であ りなが ら倭である ことを主張 しない民族のようである。
『 山海経』に「蓋国在鍾燕南倭北。倭属燕」 とある。「倭」は国名であろう。
倭を強調するのは卑弥族 であると思われ るか ら、『 山海経』の倭 は卑弥族であろ
うと思われる。
『水経注』 に「倭城」が出て くる。
白狼水又東北運 昌黎縣故城西。地理志日、交黎也。東部都尉治。 (中 略 )
高平川水注之。水 出西北平川。東流運倭城北。蓋倭地人徒之。
『水経注』
(訳 )自 狼水 はまた東北に流れ、昌黎縣 の故城 の西に至る。地理志 に日

う、交黎な り。束部都尉治である。 (中 略 )高 平川 の水は これに注 ぐ。
水は西 の北平川を出る。東流 して倭城の北に至る。思 うに倭地人が ここ
に従 ったのであろ う。
白狼水は大凌河 の上流にある。その支流 の北に倭城があるとい う。「倭地人が
ここに移 ったのであろ う」と書かれている。おそ らく倭城には倭人が住 んでいた
のであ ろう。
「倭城」とあるように「倭」を強調 している。「倭」を強調す るのは卑弥族で
ある。「倭城」には卑弥族が住んで いたのではないだ ろうか。 『 山海経』の倭が
ここに移住 してきたのであろう。

{2}檀 石枕 と倭人
『後漢書』には、檀石椀が魚を獲るために倭人を捕 らえて連れていくという記
述がある。
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光和元年冬、又寇酒泉縁辺。 (中 略 )不 足給食。檀石枕乃 自絢行、見鳥
集泰水。廣従数百里。水停不流。其 中有魚、不能得之。聞倭善網捕。於
是東撃倭人国、得千餘家。徒置泰水上。令捕魚以助糧食。 『後漢書』
(訳 )光 和元年

(178年 )冬 、又酒泉 の縁辺を寇す。

(中 略 )食 を給

す るに不足。檀石枕は乃ち自ら狗行 し、鳥集泰水を見 る。廣 さ、従 (た
て )数 百 里。水 は停 り流れず。其 の 中に魚有 り。しか しこれを得 ること
あたわず。聞 く、倭は善 く網を もって捕えると。ここに於いて東に倭人
国を撃ち、千餘家を得 る。徒 して泰水 の上に置 く。魚を捕え させ、以て
糧食 の助 けと為す。

178年 、檀石枕は西方の酒泉の縁辺を攻めて いたが食糧が不足 したので、川
の 中の魚を捕 るために倭人を襲 い、千余家を連れて帰 り、魚を捕 らせたとい う。
「東撃倭人国」とあるか ら倭人国は東にある。また魚を捕 ることが上手な倭人
と書かれているか ら東夷の倭人であろう。
ところが同 じ話が『三 国志』の割注にあ り、それには「倭人」ではな く「汗人」
と書かれている。
魏書 日、 (中 略 )要 平六年

(177年 )、

遣護烏丸校尉 夏育、破鮮卑 中

郎将 田晏、匈奴 中郎将蔵晏、興南軍予出鷹門塞。三道並進。径二 千里征
之 .檀 石椀帥部衆逆撃。晏等敗走。兵馬:i量 者什一而已。鮮卑衆 日多、田
畜射猟、不足給食。後檀石枕乃案行鳥侯秦水。廣表数百里。淳不流。中
有魚而不能得。聞汗人善捕魚。於是檀石椀東撃汗国、得千餘家。徒置鳥
『三 国志』鮮卑伝

侯秦水 上、使捕魚以助糧。

内容 はほ とん ど同 じで あ る。『後漢書 』を書 いた疱 嘩 は 5世 紀 の人で あ る。『魏
書 』は 3世 紀 に書かれて い る。た 嘩 は 『魏書 』を見 て 『後漢書 』を書 いて い る と
思 われ る。
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疱嘩は自分 の解釈により、原文を書き換える ことをよ くして いる。この「倭人」
もおそ らく苑嘩が 自分 の解釈により書き換え たのではないだろうか。た嘩は『後
漢書』倭伝を書 くときに『三 国志』を見て いる。 『三 国志』には倭人 は「好捕魚
腹」 とか、 「倭水人好沈没捕魚蛤」 と書かれて いる。 これ らの記事を見て、疱嘩
は「汗人」を「倭人」に書き換え たのではないだろ うか。 『後漢書』の「倭人」
をそのまま「倭人」であると解釈す るのは危険であろう。

3

倭人の移動の原因

{1}呉 から東表ヘ
倭人 は何故呉地方か ら渤海沿岸を廻 るル ー トを通 り、遠 い 日本列島へ移動 して
きたのであろ うか。その原因はすべて戦争であると思われる。
呉は楚や越 と毎年のように戦 うようになる。『史記』に次のように書かれて い
る。
王壽夢二年、楚之亡大夫申公巫 臣怨楚将子反、而森晋。自晋使呉 、教呉
用兵乗車。令其子為呉行人。呉於是始通於中国。呉伐楚。 (中 略 )十 六
『史記』呉太伯世家

年、楚共王伐呉至衡 山。
(訳 )王 壽夢二年 (前

584年 )、

楚 の亡命者大夫 の 申公巫臣は楚の将

軍子反を怨み、晋へ は じる。晋 より呉へ使 い し、呉に用兵・乗車 (戦 車
に乗る)の 術を教える。其 の子 に命 じて呉の行人 (官 名 )と 為す。ここ
に於 いて呉は始めて中国 (中 原 の国 )に 通 じる。呉は楚を伐つ 。 (中 略 )
十六年 (前

570年 )、

楚 の共王は呉を伐ち衡 山に至る。
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呉は壽夢王の二年 (前

584年 )に 、はじめて中原の戦法・戦術を学ぶ。そ し

て楚を攻め、楚との戦 いが始まる。
(呉 王餘祭 )十 年、楚霊王會諸侯而以伐呉之朱方、以誅齊慶封。呉亦攻

楚、取三 邑而去。十一年、楚伐呉、至零 婁。十二年、楚復来伐、次於乾
『史記』呉太伯世家

籍、楚師敗走。
(訳 )呉 王餘祭 の十年 (前

538年 )、

楚の霊王は諸侯を会同 じ、以て

呉 の朱方を伐ち、以て齊 の慶封を誅す。呉は亦楚を攻め、三 邑を取 り而
して去る。十一年 (前
(前

536年 )、

537年 )、

楚は呉を伐ち、零婁に至る。十二年

楚は復た来 り伐 ち、乾箱に宿営す る。楚の師 (兵 )は

敗走す。
呉が楚 と戦い、国が空にな っているのを見て、越は呉を伐 ち「呉越 の戦 い」が
始まる。

(闘 慮 王 )九 年、呉 王闊鷹 (中 略)悉 興師、典唐・茶西伐楚、至於漢水。

楚亦発兵拒呉。 (中 略)楚 昭王亡 出郭、奔郎。 (中 略)十 年、越聞呉王
之在郭、国空、乃伐呉。呉使別兵撃越。楚告急秦、秦遣兵救楚撃呉、呉
師敗。闇療弟夫概見秦・越交敗呉、呉王留楚不去、夫概亡帰呉而 自立為
呉王。閣慮聞之、乃引兵帰、攻夫概。夫概敗奔楚。楚昭王乃得以九月復
『史記』呉太伯世家

入郭。
(訳 )聞 疲 王の九年 (前

506年 )、

呉 の闇鷹 王は (中 略)悉 く師 (兵 )

を興 し、唐や察 と西へ楚を撃ち、漢水 に至る。楚は亦兵を発 し呉を拒む。
(中 略)楚 の昭王は亡 げて呈F(楚 の都 )を 出て、郎に奔 る。 (中 略)十

年 (前

505年 )、

越は呉王が之 (ゆ )き て郎に在 り、国は空であるこ

とを聞き、乃 ち呉を伐つ 。呉は別兵を使わ し越を撃つ。楚は急を秦に告

げる。秦は兵を遣わし楚を救い呉を撃つ。呉の師は敗れる。闇慮王の弟
夫概は秦や越が交互に呉を敗り、呉王は楚に留まり、去れずにいるのを
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見て、夫概 は亡げて呉に帰 り、而 して 自ら立ち呉王 と為 る。闘慮王は こ
れを聞き、乃ち兵を引き、呉へ 帰 り、夫概を攻 める。夫概は敗れて楚へ
奔る。楚 の昭王は乃ち九 月を以て復 た郭 に入ることができた。

呉は戦 いに明け暮れているの人 々は疲弊 し、逃亡する者が続 出 したのではな い
だろ うか。前 473年 には、呉王夫差は越王句践 に伐たれて 自殺 し、呉は亡 びる。
「呉越 の戦 い」は終わる。呉 は越による南か らの攻撃を受 けて いる。呉 の人 々は北
へ逃げたであろう。倭人 も辰人 も東表へ逃げたのではないだろ うかc

Sの 倭人骨
(2)臨 ギ
山東省 の 臨γ か らは北部九州 の甕棺墓 の人骨 に酷似す る戦国末 ―前漢時代 の
云氏 の骨 であ ろう
云氏か責爾辰 γ
人骨が出土 している。倭人 の骨 であろう。安見辰γ
と思われる。
安見辰伝氏 も、責爾辰 7云 氏 も東表に居 た。臨鴻は東表 のす ぐ北にある。倭人の
一部が臨僣に住 んでいたのであろう。
安見辰法氏 も、責爾辰法氏 も倭人であるか ら人体 の体形はよ く似て いるで あろ
云氏 )
う。ただ北部九州 の甕棺墓か ら出土す る人骨は天孫降臨 した天族 (安 見辰γ
の人骨 である。
卑弥族は 3世 紀 の初め頃朝鮮半島か ら日本列島へ逃げて来て、日本 に纏向型前
方後 円墳を もた らした民族 である。 (詳 細は別書 )
纏向型前方後 円墳か らはまだ人骨は出土 して いないので、天族 と卑弥族 の 区別
はできな い。区別がつ くようになれ ば臨 7経 の人骨が安見辰 7云 氏 (天 孫族 )の もの
か、責爾辰伝氏 (卑 弥族 )の ものかの判定がつ く。 その 日を期待 したい。
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(3)東 表か ら偶石 山ヘ
越王句践から6代 目の越王は王無彊である。王無彊は齊を攻めている。
王無彊時、越興師北伐齊、西伐楚、興中国争彊。
『史記』越王句践世家
(訳 )王 無彊 の時、越は師を興 し、北に齊を伐 ち、西に楚を伐 ち、中国
(中 原 の国 々)と 彊 (強 さ)を 争 う。

越王の王無彊は東表を越えて北にある齊を伐 っている。東表 の人 々は南か らの
越の侵攻を受 けて北へ逃げたであろう。天族は偶石 山へ逃げ、卑弥族は『 山海経』
の倭 の位置へ逃げたのではないだろうか。
王無彊 の在位 は前 354‑334年

である。東表 の人 々は北へ逃げた り、あ る

いは山東半島か ら遼東半島や朝鮮半島へ逃げた。 (「 辰 の移動 ルー ト」参照 )

(4)卑 弥族 のルー ト
前 313年 に、齊は燕を伐つ。
孟軒謂齊王日、今伐燕、此文、武之時、不可失也。王 因令章子、将五郡
會死、齊大勝。
之兵、以因北地之衆以伐燕。士卒不戦、城門不 閉、燕君口
『史記』燕召公世家
(訳 )前

313年 に孟車可 (孟 子 )は 齊王に謂いて曰 く、「今、燕を伐 つ

べ し。此れ文王 、武 王の時と同 じ好機である。 この時を失 うべ か らず」
と。王はそ こで章子に命 じて、五郡之兵を将 いて、北地の衆を以 て燕を
伐つ。燕 の士卒は戦わず城門 も閉めない。燕君嗜は死 んだ。齊は大勝す。
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前 313年 に、齊は五郡の兵 と北地の衆を率 いて燕を伐つ とある。齊 の北には
『 山海経』の倭 (卑 弥族 )が 居 る。倭は「燕に属す」とあるように燕 の支配下にあ
った。倭はおそ らく齊に伐たれたであろう。倭 の人 々は燕を頼 りに北へ逃げた と
思われ る。そ こか らさらに東北 の大変河 の上流域 まで逃 げたので はないだろ う
か。そこに倭城を築 いて住み着 いたのであろ う。
ここは番韓 が居たところである。番韓は前 323年 に箕子朝鮮に併合 されて衰
退 し、大凌河上流域は番朝鮮に支配 されていた。
前 284年 に燕は殷 (東 胡、番朝鮮 )を 追 い 出し、大凌河 の上流域へ侵攻 して

くる。この時の遺跡が沙巴営子古城や西土城子古城などであろう。
倭城 の倭は「燕に属す」とあるように燕の支配下にあったので燕の攻撃は受 け
なか ったと思われる。む しろ燕を助 けて番韓を伐 ったのか もしれない。
前 221年 になると、秦は燕を伐 ち、中国全 土を統一 して万里の長城を築 く。
その後、万里の長城の外側 まで侵攻 して くる。大凌河 の上流域 も侵攻 されたであ
ろう。 この時の秦 の遺物が出土 している。倭城 も攻め られたであろう。卑弥族 は
このとき医巫間山へ逃げたと思われる。
云氏 (天 族 )が 居 た。前
医巫間山には同 じ倭人 の安見辰γ

195年 になると、衛

満が亡命 してきて近隣諸国を侵略 し始める。危険を感 じた天族は国を卑弥族に譲
り朝鮮半島の南部 (高 天原 )へ 逃げた。
卑弥族 の逃亡のル ー トは次 のよ うになる。
図 80 卑弥族 のル ー ト
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倭 人のルーツと渡来ルー ト

(5)天 族 の ル ー

ト

天族 (安 見辰法氏 )は 東表か ら偶石山へ逃げて来て、殷 (東 胡、番朝鮮 )と 婚
姻す る。 ところが前 284年 に殷 (東 胡 )は 燕 の秦開 に伐 たれて医巫闇山へ逃 げ
る。天族 も一緒に逃げたので あろう。
天族は医巫 間山の近 くで番朝鮮 と共に住んでいた。ところが前

195年 になる

と燕人衛満が亡命 して くる。漢 の援助を受 けて力をつ け、近隣諸国を侵攻 しは じ
める。天族は危険を感 じて国を責爾辰伝氏に譲 り、高天原へ逃げてきたので あろ
つ。
前

194年 には、衛満は番朝鮮を滅ぼす。番朝鮮王は韓地へ逃げ、上将卓は月

支国へ逃げる。その他の人 々 も朝鮮半島へ逃げている。遼東地域では大規模な民
族移動が起きて いる。

{6)天 孫降臨
天族 の人 々は高天原に安住の地を見つ けた。ところが前

108年 になると漢は

衛氏朝鮮を滅ぼ し、四郡を設置す るために朝鮮半島の南部まで侵攻 して くる。高
天原 の人 々は漢の侵攻を恐れて北部九州へ逃げた。 これが天孫降臨である。
倭人 の渡来 ルー トを図示す ると次のようになる。
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おわりに
倭人や辰人 は呉地方か ら渤海沿岸を通 って朝鮮半島や 日本列島へ来て い る。こ
のよ うに長江流域か ら人 々が移動 して きて いることは様 々な ことか ら立証で き
る。たとえば『毛誌草木鳥獣姦魚疏』に次のような記述がある。

鷺、水鳥也。 (中 略)齊 ・魯之間、謂之春鍋。遼東、楽浪、呉、揚人皆
『毛誌草木鳥獣轟魚疏』

謂之白鷺。

(訳 )鷺 は水鳥な り。 (中 略)齊 ・魯の間はこれを春鐘とい う。遼東、

楽浪、呉、揚人は皆 これを自鷺とい う。
遼東、楽浪、呉、揚人は鷺を自鷺 というとある。呉や揚人は長江 (揚 子江 )流
域 の人達である。そ この人 々と遼東や楽浪の人 々は鷺を白鷺 とい う。長江 の人 々
が遼東や楽浪へ移住 している証拠であろ う。 日本 で も白鷺 という。
また朝鮮半島の川はす べて「江」である。鴨緑江か らは じま り、清川江、大同
江、漢江、洛東江 というように「江」がつ く。 「江」は 「長江」のことで あ り、
江南の川につ けられる名前である。華北 の川には「河」が付 く。黄河、大凌河、
遼河等である。朝鮮半島の川がすべて 「江」であるのは江南の人 々が朝鮮半島 に
来て い る証拠ではないだろうか。辰韓、弁辰、辰王 (百 済最後 の王朝 )等 はす べ
て呉か ら出ている。川の名前はそれを示 しているのであろう。
古代か ら長江 の南側ではイ ンデ ィカと ジャポニ カが栽培 され、長江の北側では
ジ ャポニ カだけが栽培 された。 ジャポニ カの水 田稲作地域は限定 されてお り、長
江 の北側 と朝鮮半島、および 日本列島であるとい う。水 田稲作は高度な技術 と道
具 と経験が必 要である。未開の土地に水 田を開 くには大勢 の集団移住が必須であ
る。それがな ければ水 田稲作は伝わ らない。長江の北側にいた人 々が朝鮮半島や
日本列 島に ジ ャポニ カの水 田稲作を伝えたのであろう。
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長江 の北には九夷が居た。 9種 の東夷 である。『国語』に「昔、武王克商、通
道千九夷、百蛮」とある。周時代 の東夷 は長江の北に居た。 ところが 『三 国志』
の東夷伝は「夫餘 。高句麗 。東沃温・担婁・ 滅・ 馬韓 。辰韓・弁辰・倭人」であ
る。東夷は朝鮮半島と日本列島にな っている。「東夷」が長江 の北側か ら朝鮮半
島や 日本列島に移動 している。それはジ ャポニ カの水 田稲作 の伝播 と一致 してい
る。長江の北側にいた人 々が大勢、朝鮮半島や 日本列島へ移住 した証拠であろ う。
東表か らは倭人や辰人が朝鮮半島や 日本列島へ移住 している。それを証 明 してい
るのではないだろうか。
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