第 5章 倭国の再興 と滅亡

朝鮮半 島か ら倭 国 の 人 々が北部九 州 へ 逃 げ て きて邪 馬 萱 国を
樹 立 し、倭 国を再興 す る。 しか しその後 ま もな く滅亡す る。
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倭国と伊都国の戦 い

(1)倭 国の移動
倭国は 205年 頃まで朝鮮半島にあった。公 孫康 が韓・減を伐 ったとき、倭
国 も伐たれて帯方郡に属 している。その後、倭国の人 々は公孫康 の支配を嫌い
北部九州へ逃げる。

238年 に卑弥呼は魏王朝へ朝貢 して「親魏倭王」に制詔 されている。卑弥
呼は倭王 となる。倭国の王で あるか ら倭国は北部九州にある。倭国は北部九州
に再興 されたので ある。朝鮮 半島にあ った倭国が 205年 ‑238年 の 間に北
部九州へ移動 したともいえる.

(2)「 相攻伐歴年」
北部九州 へ 逃 げて きた倭 国 の人 々は伊都 国王朝 と戦 う。『三 国志 』は次 の よ
うに書 いて い る。

其 国本 亦以 男子為 王 。住七八 十年 、倭 国乱。相 攻伐歴年 、乃 共立 一

女子為王。名日卑弥呼。

『魏志』倭人伝

(訳 )其 の国は本 (も と)亦 男子を以て王 と為す。とどまること七八

十年、倭国乱れる。相攻伐歴 年、乃ち一女子を共立 して王 と為す。
名を卑弥呼とい う。
従来の解釈では、「倭国乱れ、相攻伐す ること歴年」とした。倭 国大乱のと
きに「相攻伐」があったと考えたのである。 しか し、次に「乃ち、一女子を共
立 して王 と為 す」 とある。「相攻伐歴 年」の末、乃 ち一女子を共立 している。
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卑弥呼は北部九州 で共立 されて いるか ら「相攻伐歴年」は北部九州 の 出来事で
々
ある。北部九州 には伊都国王朝があった。北部九州へ逃げてきた倭国 の人 は
伊都国王朝 と戦 ったのである。それが 「相攻伐歴年」である。その結果卑弥呼
は女王に共立されて いる。倭国が勝利 したのである。

(3)「 更 相 攻 伐 」
『後漢書』倭伝 には「更相攻伐」 と書かれて いる。
桓霊間、倭国大乱。更相攻伐 、歴年無主。有一 女子名 日卑弥呼。
『後漢書』倭伝
(訳 )桓 帝 と霊帝 の間に、倭国は大 いに乱れる。更に相攻伐 し、歴年

主無 し。一女子有 り、名を卑弥呼 という。
従来は倭国大乱 のときに「更相攻伐」があ ったと考えた。そのため「倭国大
乱、更相攻伐」のよ うに読点を付けて「倭国 は大 いに乱れ、相攻伐 した」と解
釈 した。 この場合「更」を「更 (さ ら)に 」と訳す と、「倭国大乱 の後に、更
に相攻伐」があ ったとなる。 これでは「相攻伐」は倭国大乱 の時ではな くなる
ので具合 が悪い。そ こで従来 は「更」を「更 (こ もご も)」 と読み、「倭国は
大 いに乱れ、こもごも相攻伐 した」と訳 してきた。
しか し「倭国大乱」は朝鮮半島の 出来事であ り、その後 「更相攻伐、歴年無
主」の状態が続 いて卑弥呼を王に共立 して いる。卑弥呼は北部九州1で 共立 され
て いるか ら「更相攻伐、歴年無主」は北部九州 の 出来事 である。北部九州 で「更
(さ らに)に 相攻伐」があ ったのである。 したが って この文章 は「倭国 は大 い
に乱れる。更 (さ ら)に 相攻伐 し、歴年主無 し。」と訳すべ きである。句読点
を付けると「倭国大乱。更相攻伐、歴年無 主。」となる。倭国 は朝鮮半島で大
いに乱れ (倭 国大乱 )、 北部九州で「更に相攻伐 した」のである。
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(4)一 大率 の派遣
弥生時代後期後半頃の北部九州は第 2次 伊都国王朝 の時代である。伊都国は
対海国 (対 馬 )。 一大国 (壱 岐)、 奴国、不爾国に副官「卑奴母離」を派遣 し
て支配 していた。そこへ朝鮮半島か ら倭国の人 々が大勢逃げてきた。当然、伊
都国王朝 との間に戦 いが始まる。
倭国は朝鮮半島時代に韓や公孫康 と戦 っている。武器は最新式であろ う。ま
た逃 げてきた身であるか ら生死をか けて戦 うであろう。結果は倭国の勝利であ
る。人 々は卑 弥呼を女王に共立 して女王国 (邪 馬壼国 )を 樹立 した。女王 国は
伊都国王朝 の国 々に一大率を派遣 して監視 した。
自女王国以北、特置一大率、検察諸国。諸国畏憚之。常治伊都国。
『魏志』倭人伝
(訳 )女 王 国より以北には特に一大率を置き諸国を検察す。諸国はこ

れを畏憚 (お それること)す 。常に伊都国に治す。
「女王 国より以北の国」とは対海国 ・一大国・末疸国 。伊都国・奴国・不爾
国である。第 2次 伊都国王 朝 の国 々である。伊都国王朝の国 々は戦 いに敗れ、
女王国か ら一大率が派遣 されて検察 されたのである。反乱を起 こさないためで
あろう。
一大率は「常に伊都 国に治す」とある。伊都国が伊都国王朝の中心 国だか ら
である。
「一大率」は中国的な官名である。伊都国王朝の官は「卑奴母離 (ひ なも り)」
であ り、日本的である。女 王国の方は朝鮮半島にいる時、公孫康 と戦 っている。
中国的な制度を取 り入れて い るのであろ う。従来は、「一大率Jも 「卑奴母離 J
も女王国が派遣 した官であると考えてきた。しか し同 じ国の官名が中国的な官
名 と日本的な官名を混ぜて使 うはずはない。
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{5)第 2次 伊都国王朝 の衰退
『桓檀古記』は、第 2次 伊都国王朝 の衰退を記録 して いる。博多湾沿岸 は伊
都国が支配 していたが倭国の支配 に変わる。
日本旧有伊国。亦 日伊勢。興倭同隣。伊都国在 筑紫、亦即 日向国也。
『桓檀古記』
自是以東属於倭 。
(訳 )日 本 は旧 (も と)伊 国有 り。亦伊勢 という。倭 と同隣す。伊都

国は筑紫 に在 り、亦即 ち 日向国な り。是れより以東 は倭に属す。
伊国 は伊都国である。伊勢 ともいい、また 日向国ともい うとある。天孫降臨
した筑紫 の「 日向」である。
伊都国は倭 と同隣す とある。伊都国の隣 りに倭国がある。また「伊都国 より
以東は倭 に属す Jと ある。伊都国の東は博多湾である。博多湾沿岸は倭国 に属
して いるとい う。博多湾沿岸 は第 2次 伊都国王朝 の支配下 にあった。伊都国 は
奴国や不輌国 に卑奴母離を派遣 して支配 して いた。ところが伊都国より東 (博
多湾沿岸 )は 倭国 に属 して いるとある。倭国が博多湾沿岸を支配 している。第

2次 伊都国王朝は倭国 に博多湾沿岸 の支配権を奪 われて いる。

{6)平 原遺跡 と伊都国の敗北
伊都国 に平原遺跡がある。方形周溝墓であ り、棺 は割竹形木棺 である。副葬
品 は鏡が 42面 もあり、鏡 の最多出土遺跡である。しか も直径が 46 5cmと
い う日本最大 の鏡 も出土 している。
□平原 遺跡
■鏡
■武器

42面 (径 46 5cmの 日本最大の鏡がある
素環頭大刀 (長 さ約 75cm) 1日 、鉄刀子 1回
)
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■玉類

ガラス製勾玉
ガラス製連玉

30個 以上
ガラス製小玉 600以 上、

3個 、 ガラス製管玉
多数、

璃瑠製管玉

12個 、

琥珀製丸玉

1000個 以上、

璃増製小玉

1個 、

琥珀製 管玉

1個

平原遺跡 の年代 につ いて はい ろい ろな説が あ ったが 、最近 で は 3世 紀 の前 半
に落 ち着 いて きた よ うで あ る。 柳 田康 雄氏 は『季刊 考 古学 』 51号 (雄 山閣
出版 )の 中で次 の よ うに述 べ て い る。

平原墳 丘墓 の年代 は、 周溝埋没後 に掘 り込 まれ た土墳墓 か ら西新 式
土 器 の 小型 鉢が 出土 して い る ことで 、 これが下 限 とな る。西 新 式土
器 は、三 雲 遺跡 で庄 内式や布 留式 土器 と共 伴 す る ことか ら、三 角縁
神獣鏡 を もつ 古墳 よ り古 い こ とにな る。 したが って、玉 類 や鉄器 の
年代 か ら、弥生 後期後 半 の 2世 紀末 か ら 3世 紀初頭 と して お く。
『 日本 の 古代遺跡 』 34福 岡県 (保 育社 )の 中で 、渡辺正 気氏 は次 の よ うに
述 べ て い る。

私 は、三 角縁神獣 鏡 の ま った く見 られ な い ことか らも 3世 紀 前半 頃
で はな いか と考え て い る。
『大和政権 へ の道 』 (日 本 放送教 育協会 )の 中で 、柳 沢 一 男氏 は の よ
次
うに
述 べ て い る。

平原遺 跡 の 年代 に 関 して は研 究 者 に よ って 随分考 え方 に 幅が あ りま
した。 (中 略 )最 近 に な り平原遺 跡 の発掘 調査 の 報告書 を つ くろ う
とい う機 運 が生 まれ ま して 、未公 開で あ った 資料 を一 部 拝見 す る機
会 が あ りま した。
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平原遺跡か らはかな りの量の鉄製品が 出てお ります。またこの墓 に
伴 った と思われ る土器 もあります。 そ ういった ものを詳 しく見てみ
ます と、 どうも 4世 紀 までに下が る要素はなさそ うである。か とい
って 2世 紀 まで上 らせ るだけの 内容 もないよ うである。 とい うこと
で、一 緒に観察 した同僚 ともいろいろ話を したのですが、 どうもこ
れは 3世 紀 で も中頃 ぐらい、あるいは もうち ょっと前 ぐらいでいい
のではないか とい うようなところで、私 どもの 中では落ち着 いて お
るところです。
こと
最近 の考古学者 の見解 によると、平原遺跡 の年代 は 3世 紀 の前半 という
になる。朝鮮半島か ら倭国の人 々が移動 してきた時期である。
平原遺跡 の鏡は打ち割 られて埋め られて いたという。柳沢氏 は次 のよ うに述
べ て いる。
(平 原遺跡 の)鏡 は非常に特殊 な出方を してお ります。木棺 を収め る

ために大きな穴 (墓 墳 )を 掘 っていますが、 その穴の四隅に鏡 が打
ち割 られた状態で 出土 してお ります。 (中 略 )平 原遺跡 のよ うにめ
ちゃめちゃに打ち割 って、それを墓墳 の四隅 にまとめて埋めて しま
った という例は非常 に特異 といえると思います。
伊都国の人 々にとっては鏡は大切 な祭器である。自 ら割 った りは しな い。人
為的に打ち割 って墓の四隅に埋めてあるのは平原遺跡 の被葬者 (王 )に 対 して
敵意を もった者の仕業であろう。この時期 は伊都国と邪馬壼国が争い、伊都国
が敗北 して いる。平原遺跡は邪馬萱国 との戦 いに敗れ た伊都国王、あるいは王
類 が異常 に多 いことか らその王妃の墓であろうと思われ る。王 (王 妃 )の 死を
悼み、多 くの鏡を副葬 して いる最中に邪馬萱国か ら派遣 された者によ って鏡は
打ち割 られ たのではないだろ うか。
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倭国 の移動 は 205年 ‑238年 の 間である。倭国の人 々は伊都国王朝 と
「相攻伐歴年」の戦 いを し、伊都国に勝 ち、 238年 に魏 へ朝貢 している。 伊
都国はその直前に敗れて いるので あろう。平原遺跡 の年代は朝貢 の時期 に近い
と思われる。平原遺跡 の年代はおそ らく 230年 ‑237年 頃であろ う。考古
学か ら見た平原遺跡の年代 と一致する。

女王 国か ら倭国ヘ

(1}邪 馬萱 国 と女王 国
『魏志』倭人伝には「女王国Jと いう記述がしばしば出てくる。
■世有王 、皆統属女王国。
日自女王 国以北、其戸数 。道里可得略載、

…… 女 王 国

■自女王 国以北、特置一大率。

…… 女 王 国

■女王国東渡海千餘里、復有国、皆倭種。

…… 女 王 国

……女王 国

女王 国 とは邪馬萱 国 の こ とで あろ うか。 「女 王 国 =邪 馬萱 国」で あ ろ うか。
『魏志 』倭人伝 をみ る と、「 其餘芳 国遠絶 、不 可得詳 」 とあ り、寿 国 と して
「 次有斯 馬 国 、次 有 …… 」 と書か れて い る。 芳 国 は 21カ 国あ る。 その 最後 に
「此 女 王 境 界 所壺 」 とあ る。 女 王 国 の 境界 の 中に 21カ 国 は含 まれ て い る。 し
たが って「 女 王 国」 は邪 馬萱 国 とその芳 国 21カ 国を含 む。
■女 王 国

=

邪馬萱 国

十 労 国 21カ 国

(女 王 国 ≠邪馬萱 国 )
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(2)北 部九州初代 の倭王
『魏志』倭 人伝は卑弥呼を「女王 」、「王」、「倭王 」 と書いて いる。何故
このよ うな複数 の書き方を して いるのであろ うか。
『魏志』倭人伝 に出て くる「王J、 「女王 J、 「倭 王 J を順に列挙す ると次
のよ うになる。
■世有王 、皆統属女王 国。

…… 女王 国

■南、至邪馬萱国。女王之所都。

……女 王

■自女王 国以北、其戸数・ 道里可得略載、

……女 王 国

■此女王境界所蓋。

…… 女 王

■其南有狗奴国。 (中 略 )不 属女王。

……女 王

■自郡至女王国、萬二 千餘里。

……女 王 国

■自女王 国以北、特置一大率。

…… 女 王 国

■王遣使詣京都、……

……王

■伝送文書賜遣之物、詣女王、……

……女王

■乃共立一女子為王、名日卑弥呼。

……王

■自為王以来、少有見者。

……王

■女王 国東渡海千餘 里、復有国、皆倭種。

……女王 国

■景初二年六月、倭女王遣大夫難升米等詣郡、

……倭女王

■其年十二月、詔書報倭女王日、……
■制詔親魏倭王卑弥呼、……

……倭女王

■今以汝為親魏倭王 、仮金印紫綬、……

……倭王
……倭王

■正始元年、太守弓遵 (中 略 )詣 倭国、拝仮倭王 、……倭王

■倭王因使上表答謝恩詔。

……倭王

■其四年、倭 王復遣使大夫 ……

……倭王

■其八年、倭女王卑弥呼興狗奴国男 王卑弥弓呼素不和。 …倭女王
… …男 王

■更 立男王 、国 中不月
腱。
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■復立卑弥呼宗女萱興、年十三為王 。

……王

最後 の二つは卑弥呼ではない。男王 と萱興である。これを除 くと、景初二年
六月の朝貢以前はすべて「女王 」、または「王 Jで あ り、景初二年 の朝貢以降
はすべて「倭王」、または「倭女王 Jで ある。「 (女 )王 」か ら「倭王 Jに 変
わ っている。陳寿は意識 して区別 している。景初二年 に卑弥呼は初めて倭王に
な っているか らである。
卑弥呼は伊都国王朝 との戦いに勝 って共立 されて王にな っている。しか しこ
の時点では倭国はまだ朝鮮半島にあると認識されて いた。北部九州にできた女
王 国は倭国ではなか ったのである。卑弥呼は北部九州 の王ではあるが倭王では
ない。そのため陳寿は「女王」と書いたのである。
景初二年に卑弥呼は朝貢 して「親魏倭王」に制詔 (任 命 )さ れて いる。卑弥
呼は この時点で正式に「倭 王 」として認め られた。女王国は倭国にな ったので
ある。朝鮮半島の倭国は この時点で消滅 したことになる。それが景初 二年十二
月 の詔書である。
其年十 二 月 、詔書報倭 女 王 日、「 制詔親魏倭 王 卑 弥呼、 (中 略 )今
以汝為親魏倭 王 、仮 金 印紫綬 、 …… ￨

「親魏倭 王卑弥呼に制詔 (任 命 )す 。 Jと ある。卑弥呼は景初 2年

12月 に

は じめて倭王 と して認め られたので ある。卑弥呼は北部九州 にお ける初代 の倭
王である。
日本列 島が倭国と呼ばれ るようになるのはこの景初 2年 か らである。従来
は、 日本列島は初めか ら「倭」であると考え られてきた。倭 (国 )と あれば 日
本列島であると してきたのである。 しか し日本列島には倭人 は住んでいたが
「倭国」ではなか った。
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(3)「 共 立 」 に つ い て
卑弥呼は共立されて王になっている。
其国本亦男子為王。住七八十年。倭 国乱 。相 攻伐 歴年 。 乃共 立 一 女
『三 国志 』

子為王。名日卑弥呼。

一 女子 を「共 立」 して 王 と為す とあ る。従来 は「共立 」を次 の よ うに解 釈 し
て きた。

『魏志』倭人伝 の冒頭文 に「今使訳通 じる所三十国」とあ る。倭国に
は三十国がある。 それ らの国 々がお互 いに争 い、相攻伐す ることが
歴年続 いた。つい に倭国の国 々は卑弥呼を共 立 して女王にす ること
で合意 し、決着がついた。すなわち「共立」 とは国 々が合議 して王
を定め ることである。
「共立」については同人 の故・ 内田清氏 との共同研究があ る。内田氏は次 の
ような疑間を持 っていた。 『晋書』に次の文章がある。
乾帰は国仁 の弟 な り。雄武英傑、沈雅 、度量有 り。国仁 が死 ぬ。其
の群臣はみ な国仁 の子 の公府が幼 いので宜 しく長 じている君を立て
る。乃 ち、乾帰を推 し、大都督、大将軍、大革千 、河南 王 と為 し、
其 の境 内を赦す 。改元 して太初 と日 う。

『晋書 』乞伏 乾帰伝

国仁が死去 した時、その子供 は幼少であ ったか ら群臣はす でに長 じている国
仁 の弟の乾帰を立てて王に したとある。群臣が相談 し、合議 の上で乾帰を王に
している。これ こそ「共立」であろう。ところが「共立」とは書かれて いない。
何故、「共 立」と書いて いないのであろ うか。 これが 内田氏 の疑間である。
『三 国志』東夷伝 には卑弥呼以外にも「共立」の記事がある。
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■尉仇台死す。簡位居立つ。適子無 し。撃子の麻余有 り。位居死す。諸加
は麻余 を共立す。

『魏志 』夫餘伝

■伯固死す。二子有 り。長子を抜奇 といい、小子を伊夷模 という。抜奇は
不 肖。国人は便 (す なわ )ち 伊夷模を共立 して王 と為す。
『魏志』高句麗伝
内田氏は『三国志』は『漢書』をお手本に しているか ら『漢書』にも 1共 立 」
とい う言葉が使われて い るはずだと言われる。そ こで 『漢書』匈奴伝を見た。
其 の後、左奥鍵 王死す。軍予 自ら立ち、其の小子を奥鍵王 と為 し庭
(朝 廷 )に 留める。奥鍵の貴人は故奥鍵 王の子を共立 して王 と為 し、

倶 (と も)に 東へ徒 る。 (中 略 )
時に軍予己か ら立 ちて二歳。暴虐、殺伐す。国中附かず。及 び太子
の左賢王は しば しば左地 貴人を譲す。左地貴人は皆怨む。其 の明年、
烏桓は匈奴 の東辺を撃つ 。姑夕王は頗 る人民を得 る。軍子は怒 る。
姑夕王は恐れて、即ち烏禅幕及び左地貴人 と共立 して稽侯狙を呼韓
邪単子 と為す 。

『漢書 』匈奴伝

ニ カ所に「共立」が 出て くる。一つは、左奥鍵王が死ぬと軍子は自ら立ち、
自分 の子供を奥鍵 王に した。それに対抗 して奥鍵 の責人 た ちは死去 した故奥鍵
王の子を「共立」 して王に したとある。
もう一つ は、軍子は即位 したが この二 年間は暴虐や殺伐をす る し、太子 の左
賢王は左地貴人を しば しば議 した。そこで姑夕王は鳥禅幕や左地貴人 と「共
立Jし て稽侯獅を呼韓邪軍子に したとい う。
この二つの「共立」には共通する点がある。どちらも現在の王 (あ るいは軍
干 )に 対抗 して別の人物を王に していることである。そのとき「共立 Jと い う
言葉が使われている。
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そこで再び『魏志』東夷伝 の「共立」を見 た。
尉仇台死す。簡位居 立つ 。適子無 し。撃子麻余有 り。位居死す。諸
『魏志』夫余伝
加は麻世を共立す。
簡位居 には嫡子が無 く、庶子 である麻余を共立 して いる。『魏志』高句麗伝
は次 のよ うにな っている。
伯固死す。二子有 り。長子を抜奇 といい、小子を伊夷模 とい う。抜
奇は不 肖。国人便 ち伊夷模を共立 して王と為す。 (中 略 )抜 奇は兄
であ りなが ら王になれなか ったのを怨み7局 奴加 と各下戸 三 萬余 口を
『魏志』高句麗伝

将 いて公 孫康 に詣 り降 る。

本来 は長子である抜奇が 王位を継 ぐべ きと ころであるが抜奇 は不 肖である
か ら国人は小子 (弟 )の 伊夷模を共立 して王に したとある。抜奇は王になれな
か ったことを怨み三萬余 口を率 いて公 孫康 に降 りたという。
共通 して いる点は本来 王になるべ きではない人物を王にす るとき「共立」と
い う言葉 が使われて いる。
そこで『三国志』巻三十の鳥桓・ 鮮卑 。東夷伝 の即位記事をみた。

a.丘 力居死、子楼班年小、従子賜頓有武 略、代立。
鳥桓伝
本来は子 の楼班が王位を継 ぐべ きであるが年少 であるため従子が代わ って
王位を継 いだとある。王位を継 ぐべ き人物 ではない人が王位を継 いでいて もこ
の場合は「共立」ではな く「立つ 」とある。

b.至

(大 和 )三 年中、雄遣勇 士韓龍刺殺比能、更立其弟。

鮮卑伝
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その弟を「立てる」とある。

c.大 和二年、素利死。子小、以弟成律帰為王、代摂其衆。
鮮卑伝
本来 は子供 が王位を継 ぐべ きであるが年少であるため弟を王に「為すJと あ
る。この場合 も「共立 Jで はない。以下次のよ うにな っている。

d.尉 仇台死、簡位居立。
e.位 居死、諸加共立麻余。
f.麻 余死、其子依慮年六歳、立以為王。
g.宮 死、子伯固立。

夫餘伝
夫餘伝
夫餘伝
高句麗伝

h.伯 固 死 、 有 二 子 、 長 子 抜 奇 、 小 子 伊 夷 模 。 抜 奇 不 肖 、
国人便共立伊夷模為王。

高句麗伝

i.伊 夷模無子、淫灌奴部、生子名位宮。伊夷模死、立以 為 王 。
高句麗伝

j.共 立一女子為王。
k。

倭人伝

更 立男王。

倭 人伝

1.復 立卑弥呼宗女壼興、年十二為王。

倭人伝

a, d, f, g, 1は 「立つ」とある。「立つ Jと は王になることを宣言 し
ているのであ り、王位継承 に文句を付 ける人が いないよ うな場合に用 い られ
る。

b, k, 1は 「立 てる」であ り、 cは 「王と為す」である。残 りの e, h,
jが 「共立 Jで ある。
「立てるJと 「為す」は王位 の正 当な継承者ではない人物を王位につ ける場
合に使われて いる。 このケ ースと「共立 Jの 違いが問題になる。
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「共 立」の場合を整理す ると次 のよ うになる。
□共 立 の 定義
■現在 の王に対抗 して新 しい王を立てる場合に「共立」とい う言葉が使わ
れる。
■王位継承 の場合、本来 は王位を継 ぐべ きではない人物を王位 につ ける と
王
きに「共立」とい う。ただ し、王位を継 ぐべ き人物 が幼少であ り、 位
につ くのが無理 と思われる場合 は他 の人物を王に して も「共立」とは言
わな い。すなわちその王位継承が正当と考え られる場合 は「共立」とは
いわず に「立てる」 または「 王 と為す」とい う。
「共立」とは、 このよ うに王 の即位 に問題がある場合 にのみ使われ る言葉で
ある。
「共立」の意味を理解 して再度 『晋書』をみよう。
ぬ
乾帰 は国仁 の弟な り。雄武英傑、沈雅、度量有 り。国仁 が死 。其
の群臣はみな国仁 の子 の公府 が幼 いので宜 しく長 じて いる君を立て
る。乃ち、乾帰 を推 し、大都督、大将軍、大軍子 、河南 王 と為 し、
其 の境内を赦す 。改元 して大初 と日う。
『晋書』乞伏乾帰伝
「共
弟 の乾帰を王に立てたとあ る。この場合は
国仁 の子 の公府は幼少なので、
立」とはいわない。「立て る」とな っている。即位 に問題がな いか らである。
内田氏 の疑間は解決 された。
卑弥呼は「一 女子」であ り、本来 は王位を継承す る人物 ではない。しか も北
の王であ
部九州 には伊都国があ り、 王が居 る。伊都国 の王が本来 の北部九州
る。その本来 の王に対抗 して卑弥呼を王に して いる。 これは「共立」で ある。
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卑弥呼の「共立 Jは 「共立の定義 Jに ピッタ リ当てはまる。 したが って陳寿は
「共立 Jと 書 いて い る。
卑弥呼が死去すると男王が立ち、その後豊興が王位につ く。
卑弥呼以死。 (中 略)更 立男 王、国中不服。 (中 略)復 立卑弥呼宗
女壼興年十三 、為王。

『魏志』倭人伝

男 王 も壼興 も「立てる」とある。卑弥呼は未婚であるか ら男王は直系 の王位
継承者ではな いc卑 弥呼が死去す ると当然群 臣は次の王を協議 したはずであ
る。 しか し「共立」ではな く「立てる」となっている。
萱典 も男王の子供ではないか ら正当な王位継承 者 ではない。男王の時代 は
「更立男王、国 中不服。」とあ り、男 王を廃位 して壼興を王に している。群 臣
による協議が行われたはずである。本来な らば「共立 Jで あろう。ところが「共
立 」ではな くやは り「立てる」とな っている。王位継承者ではない人物を王位
につ けるときは「共立」のはずである。 しか しどちらも「立てる」とある。そ
れはこのとき北部九州はすでに倭国の支配体制が確立 してお り、倭国の王位継
承に反対する勢力が存在 しなか ったか らであろう。倭国が完全に北部九州を支
配 していたのである。 したが って「立てる」で良 い。
卑弥呼の「共立」には邪馬萱国と伊都国王朝の対立が暗に含 まれているので
ある。
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邪馬壼国と狗奴国の戦 い

{1)「 相攻撃」
邪馬萱国 は狗奴国とも戦 う。
其八年、倭女王卑弥呼奥狗奴国男 王卑弥弓呼素不和。遣倭載斯、鳥
『魏志』倭人伝

越等詣郡、説相攻撃状。

(訳 )正 始八年、倭 の女王卑弥呼は狗奴国の男王卑弥弓呼 と素 (も と)

より不和。倭載斯、鳥越等を遣わ し郡に詣 り、相攻撃 の状を説 く。
「相攻撃の状を説 く」 とある。卑弥呼は狗奴国と戦 い、その状況を魏王朝 へ
報告 している。
狗奴国 の本拠地 は福岡県筑紫野市 の 隈 。西小田遺跡付 近であろうと思われ
る。隈 。西小 田遺跡 の 13号 地点の 23号 甕棺墓か らは鉄剣・ 鉄文・ 銅鏡、お
よび右腕に ゴホウラ製貝輪 21個 、左腕に ゴホウラ製貝輪

17個 を着装 した人

骨が出土 している。狗奴国の王であろ う。 ここが狗奴国の 中心地 である。
「隈

(ク

マ)」 という地名は「狗奴

奴国 の「狗奴

(ク

(ク

ナ)」 か ら変化 したのであろう。狗

ナ)」 が後に「隈」にな ったと思われる。

図 20 狗奴国の本拠地
狗奴国は弥生時代後期中頃 に倭奴国を滅ぼ し、筑紫野市か ら博多湾へ 出 る道
を確保す る。狗奴国の勢力は博多湾まで及ぷ。その後伊都国が博多湾沿岸を支
配す る。
そこへ朝鮮半島か ら倭国 の人 々が逃げてきて博多湾に上陸 し、定住地を得 る
ために狗奴国の本拠地へ侵攻する。狗奴国と邪馬壼国の戦 いが始る。
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図 20 狗奴 国の本拠地
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(2)狗 奴国の敗北
『桓檀古記』に、狗奴国が博多湾へ 出る道を女王 国によ って塞がれたとある。
時狗奴人興女王相 争。索路甚厳。其欲往狗邪韓者 、蓋由津島・ 加羅
山・志加島、始得到末底戸資之境。其東界、則乃狗邪韓 国地也。
『桓檀古記』
(訳 )時 に狗奴人は女王 と相い争 う。路を索す のが甚 だ厳 しい。其の
狗邪韓国 に往かん と欲す る者 は蓋 し津島 。加羅山・ 志加島を経由 し

て、始めて末慮戸資之境 に到 るを得る。其 の東界は則乃 ち狗邪韓国
『桓檀古記』

の地な り。

狗奴国は女王 国 (邪 馬萱国 )に よって博多湾へ 出る道を塞 がれた。そこで仕
方な く筑後川を下 り、有明海 に出て、津島や加羅山・志加島を通 り、壱岐・対
馬ル ー トよりも西回 りで狗邪韓国へ行 ったとある。
邪馬萱国は筑紫野市付近に建国されて いる。狗奴国を追 い 出 して狗奴国の本
拠地に建国 している。
狗奴国は「其 (邪 馬萱国 )南 有狗奴国」 とある。南は 23度 27分 修正する
ので狗奴国の位置は朝倉町 。甘木市付近 になる。狗奴国は筑紫野市 (隈 )か ら
甘木市 の方へ移 っている。邪馬萱国との戦 いに敗れて甘木市方面へ逃げたので
ある。
図 21 狗奴国の移動

(3)卑 弥呼の死
卑弥呼は狗奴国との戦 いの最 中に死去する。
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其八年、倭女王卑弥呼典狗奴国男 王卑弥弓呼素不和。遣倭載斯、烏
越等詣郡、説相攻撃状。遣塞曹塚史張政等因斉詔書、黄瞳、拝仮難
升米為檄告喩之。卑弥呼以死。大作家、径百餘歩、狗葬者奴婢百餘
『魏志』倭人伝

人。
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狗奴 国の移動
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(訳 )正 始 8年 、倭 の女王卑弥呼は狗奴国の男王卑弥弓呼と素 (も と)

よ り不和。倭載斯、烏 越等を遣わ し郡 に詣 り、相攻撃 の状を説 く。
塞曹橡史 の張政等を遣わ し、因 りて詔書、黄瞳を もた らし、難升米
に拝仮 し、檄文を告げて これ (和 解す ること)を 喩 (さ と)す 。卑
弥呼以て死す。大 いに家を作 る。径百餘歩。狗葬者 は奴婢百餘人。
狗奴国は邪馬萱国との戦 いに敗れて朝倉町や甘木市 の方へ逃げたが、故地を
回復す るために邪馬壼国との戦 いを続 ける。戦 いは次第に邪馬萱国に不利にな
ってきた。そこで卑弥呼は「郡に詣 り、相攻撃 の状を説 く」ので ある。魏 王朝
へ戦 いの不利を報告 して救援を求めている。その最 中に「以て死す」とある。
卑弥呼は狗奴国との戦 いの最 中に死去 している。「其八年」は正始八年

(24

7年 )で ある。卑弥呼の死 は「其八年 Jの 文章 の後に書かれて いるので卑弥呼
は 247年 、あるいは 248年 頃に死去 している。

4

邪馬萱国の滅亡

(1)『 風土記』の邪馬萱国と狗奴国
『風土記』に邪馬萱国 と狗奴国の戦いが書かれている。
筑後国風土記云、筑後国者本興筑前国合為一 。昔、此両国之 間山有
峻狭坂。往来之人所駕鞍鞘、被摩蓋。土人日鞍鞭壺之坂。三云、昔、
此堺上、有鹿猛神。往来之人、半生半死。其数極多。因 日入命壺神。
予時、筑紫君・肥君等 占之。令筑紫君等 の祖甕依姫、為祝祭之。 自
爾以降、行路之人、不被神害。是以 日筑紫神。
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(訳 )筑 後国風土記に云 う、筑後国は本 (も と)筑 前国と合わせて一

つ な り。昔、此 の両国の間にある山に峻狭な坂があった。往来 の人
が駕 (の )る ところの鞍輛は摩 り蓋す ので、土人

(く

にびと)は 鞍

鞘を蓋 (つ く)す 坂 という。三に云 う、昔、此の堺 の上に色猛 (あ
らぶ る)神 あ り。往来 の人、半分は生 き、半分は死 ぬ。其 の数は極
めて多い。因 りて曰 く、人 の命を墨す神であると。時に、筑紫君 と
肥君等が これ を占い、筑紫君等の祖甕依姫を祝 (は バ、り)と 為 し、
これを祭 らしむ。 これより以降、路を行 く人は神 の害を被 らず。是
れを以て筑紫神 という。
『桓檀古記』に書かれている狗奴国が邪馬壼国によ って博多湾へ 出る道を塞
さがれたという内容 と同 じである。『風土記』ではその後、神に害されな くな
ったとある。狗奴国は邪馬萱国の妨害を排除 している。狗奴国は邪馬壼国との
戦 いに勝 ったのであろ う。

(2)荒 れ果てた卑弥呼 の墓
『契丹古伝』は荒れ果てた卑弥呼の墓のようすを次のように伝えている。
洲鮮記 日、乃云、訪予辰之墟、妍

逸豫基米興民率為末合。空山鵠

̀彼

叫、風江星冷。駕言覧乎。其東藩封焉。彼丘不知、是誰行。無弔人。
秦城寂存。喧辰法氏殷、今将安在。茫茫萬古、詞綾之感、有座侯員
『契丹 古伝 』

人之興而己実。
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(訳 )『 洲鮮記 』に曰 く、乃 ち云 う、辰之墟 を訪 ね るに、期6彼 の逸 豫 ・

基米 は民 と率 (ゆ )き て末 合 とな る。 空 山に鵠 (ほ ととぎす )は 叫
び、風 や江 (川 )や 星 は冷 (つ め た )い 。駕言覧 乎 。其東 藩 封焉 。
彼 の丘 は是れ誰が行 くか を知 らず。弔人無 し。秦 の城 は寂 しく存す 。
口
喜 (あ あ )辰 伝氏殷 、今将 に安 (い づ くに )か 在 る。茫 茫 (ぼ うぼ
う)た る萬 古、詞綾之 感。座 して員人 の興 るを侯 (ま )つ 有 る己 (の
み )実 。

「逸豫」が出て くる。邪馬壼国の女王萱興 (逸 豫 )で ある。萱興は民 ととも
に邪馬壼国か ら出て行 ったとある。辰の墟 (邪 馬萱国の在 ったところ)を 訪ね
ると、誰 もいない 山にはホ トトギスが鳴き、風や川や星が冷 たい。彼 の丘 (卑
弥呼の墓か )に は弔人 (墓 に参 る人 )も いない。辰法氏殷 (辰 人、倭人 )は 今
はどこへ行 ったのであろ うか。
邪馬壼国は亡 び、卑弥呼の墓には誰 も参 る人はいないとある。荒れ果てた様
子 が書かれている。邪 馬壼国 は滅亡 して いる。 『風土記』の記述 と合致す る。

(3)壼 興 の朝貢
萱興の朝貢は『魏志』倭人伝や『晋書』に書かれている。
■萱興遣倭大夫率善 中郎将液邪狗 等 二 十 人、送政 等還 。因詣墨 、献 上 男 女
生 回二十人、貢 白珠五千 、孔青大句珠 二 枚 、異文雑錦 二 十 匹。

『魏志』倭人伝
■秦始初、遣使重訳入貢。

『晋書』倭人伝

■ (秦 始二年 )十 一月、倭人来献方物。

『晋書』武帝紀

すべて同 じ朝貢の記録である。秦始二年は 266年 である。壼興は 266年
に晋王朝へ朝貢 している。 ところが これ以降の邪馬壼国の記録はない。
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中国 の史書 か ら邪馬萱 国 は消えて い る。『風土記 』や 『契丹 古伝 』にあ るよ
うに邪 馬萱 国 は亡 びたので あ ろ う。

(4)「 三 世紀 の空 白」
三世紀 の北部九州には 目立 った遺跡が無いという。「三世紀 の空 白Jと いわ
れる。三世紀 の北部九州は戦争 の連続 だか らであろう。
■ 205年 ‑237年 の 間に朝鮮半 島か ら倭国を中心 と した大勢の人 々
が北部九州へ逃げて来る。住む土地を確保す るために先住民 と戦 う。伊
目攻伐歴年 J、 「説相攻
都国王朝や狗奴国 との戦いは長期間続 いた。「本
撃状」 とある。
■その直後頃か ら狗奴国は故地を回復するために邪馬壼国を攻撃する。戦
いは激化す る。
■ 247年 頃、狗奴国との戦 いの最中に卑弥呼は死去す る。戦死 ではない
だろ うか。
■男 王が立つ が国中不服で、千余人が戦死する。
■壼典が立ち、266年 に晋へ朝貢す るが、その直後頃 に狗奴国に伐たれ
て亡びる。
このよ うに三世紀 の北部九州は戦 いの連続 である。文化が栄えるような平安
な世の中ではな い。 このよ うな状況 では中国との交易 もできな い。舶載品は入
って こない。国産品 も作れない。そのため 3世 紀 の北部九州 には遺跡がほとん
ど無いのである。「三世紀 の空 自」である。
邪馬壼国は 205年 ‑237年 頃に樹 立 され 266年 の直後頃まで存在 し
たがま もな く亡 びる。邪馬壼国が存在 したのは 30‑40年 間 くらいである。
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陳寿 は記述 の順序 や文章構 成 に意味を持 たせ て いる。『魏 志』
倭人 伝を理解 す るには文章構 成 の 解 読 か らは じめな けれ ば な
らな い。
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『魏志』倭 人伝の文章構成

なぜ「 倭人伝 」か

(1)倭 人 国
『魏志』倭人伝の正式な名称は『三 国志』魏書東夷伝倭人条 である。
『三 国志』東夷伝には夫餘・ 高句麗 。東沃温・担婁・ 減 。韓・倭人 の条があ
る。これ らはすべ て国である。夫餘は夫餘国であ り、高句麗は高句麗国である。
倭人 も倭人国である。それは各国の 冒頭文を比較すれば明 らかである。
■夫餘在長城之北。

………………………… 夫餘条
■高句麗在遼東之東、千里。 ……………… 高句麗条
■東沃温在高句麗蓋馬大 山之東。
■担婁在夫餘東北千餘里。

………… 東沃温条

……………………… 担婁条

■滅南興辰韓、北興 高句麗、沃温接。
■韓在帯方之南。

……

減条

…………………………… 韓条

■倭人在帯方東南大海之 中。

……………… 倭人条

夫餘条は「夫餘在長城之北」とある。「夫餘国は長城之北に在 る」とい う意
味である。国名の次に「在」とある。「在 Jは 「存在す るJと い う意味であ り、
国が存在するとい うことで ある。「倭人Jも 「在」 とある。やは り「倭人国」
が存在 するとい う意味である。
従来は、「倭人」は「倭 という人種 (倭 種 )」 の意味であると解釈 した。「倭
人の国」と解釈 したのである。 しか し他 の国と比較すれば「倭人Jが 人種では
ないことは明 らかである。 もし「倭人」が国ではな く「人 Jで あるな らば「在 J
ではな く「有」と書かれるはずである。『漢書』には「有 Jと な っている。

128

―

―

一

――

―

Щ

7

̲

^

■

夫楽浪海 中有倭人。分為百餘国。以歳時来献見云。
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・・

『漢書』

楽浪海 中に倭種 (倭 人 )が 居 る (有 る)と い う意味である。

(2)「 倭 人 国 」 とは
『魏志』倭人伝には「倭国」のことが書かれている。ところが陳寿は「倭伝J
とは していない。何故「倭伝」 とはしないで「倭人伝Jと したのであろうか。
『魏志』倭人伝を「倭伝」 とすれば読者が混乱するか らである。 『三国志』
東夷伝 に「倭Jが 出て くる順序は次のようになっている。

a.韓 在帯方之南、東西以海為限、南興倭接。
b.桓 霊之末、韓滅彊盛。 …・・,是 後、倭韓遂属帯方。
c.男 女近倭、亦文身。
d.其 涜慮国興倭接界。
以上 『魏志』韓伝

e.倭 人在帯方東南大海之 中。 ……。従郡至倭、……
『魏志』倭人伝

aibicidは 『魏志』韓伝である。韓伝 の最初に「韓は南、倭 と接す」 とあ
る。倭は朝鮮半島の南部にあると書かれている。読者はそれを頭に入れて韓伝
を読む。その後に書かれて いる倭はすべ て朝鮮半島の倭である。
韓伝 の次に『魏志』倭人伝が来 る。その冒頭文に「倭伝 Jと 書 いてあ ったと
す る。すなわち「倭在帯方東南大海之 中」と書かれて いたとする。読者は これ
を見 ると混乱す る。今 までは倭は朝鮮半島の南部にあると して読んできた。と
ころが突然「倭伝」が出てきて、「倭は 日本列島にある」と書かれているか ら
である。 この倭 と朝鮮半島の倭 との関係が不明である。
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この 混乱 を避 けるため に陳寿 は「倭伝 」とはせず に「倭人伝 Jと した。「倭
人 国」 とい う意 味で あ る。倭人 国 とい う国 は実 際 には存在 しな いで あ ろ う。 し
か し陳寿 は混乱 を避 けるため に「倭人伝 Jと したので あ る。その「 倭人 Jは 『漢
書』 の 「楽 浪海 中有倭 人 」か らもって きた ので あ ろ うと思 われ る。「 倭 人 Jと
書 けば読者 は 『漢 書 』の知 識か らそれが 日本列 島で あ る ことを理解す るで あ ろ
うことを陳寿 は期待 したので あ る。「倭人 国」は陳寿が つ けた 名前 で あ り、実
在 の 国名 で はない と考え る。

2

倭人伝の文章

(1}倭 人国につ いての説明
『魏志』倭人伝は倭人国について書 いている。冒頭文は「倭人 (国 )在 」か
らは じまる。
① 倭 人 国 の位 置
倭人在帯方東南大海之中依 山島為国邑
「倭人国は日本列島にある」と書 いて い る。主語 は「倭人国Jで ある。倭人
国の位置が書かれて いる。

②倭人国の歴史
奮百餘 国漢 時有朝見 者今 使詳所通三十 国
倭人 国 は百余 国 あ り、漢 の 時代 に朝貢 した とあ る。倭 人 国 の歴 史 が書かれて
いる。
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③ 倭 人 国 の 国 々の 紹 介
次に倭人国の国 々について紹介 して いる。邪馬萱国へ行 く行程文を利用 して
国 々の紹介を している。
■従郡至倭、循海岸水行。歴韓国乍南乍東、到其北岸狗邪韓国七千餘里。
日始度一海千餘里至対海国 (中 略 )
■東南陸行 五百里到伊都国 (中 略)
■南至邪馬壱国女王之所都水行十 日陸行 一月 (中 略)
■自女王 国以北其戸数道里可略載、其餘労国遠絶不可得詳。次有斯馬国(中
略 )次 有奴国。此女王境界所蓋。
■其南有狗奴国。男子為王。其官有狗古智卑狗、不属女王。
■自郡至女王国萬二千餘里。
これ らの説明か ら「倭人国」は北部九州である ことがわかる。『魏志』倭人
伝は北部九州 についての記述である。
④ 倭 人 国 の 風俗 ・ 習慣
倭人国の風俗・ 習慣が書 かれている。主語は「倭人国」が続 いている。
男子無大小皆鯨面文身 。 自古以来其使詣 中国皆 自稗大夫。 …。
今倭水人好沈没捕魚蛤。 …。其風俗不淫。 …。中央貫頭衣之。 …。
兵用矛楯木 弓木 弓短下長上、竹箭或鐵鏃或骨鏃。所有無興脩耳朱崖
同。
倭人国の人 々は海に潜 って魚介類を捕 り、入れ墨を して いるとある。南方系
の風俗習慣である。「侮耳・ 朱崖に同 じ」 と書かれて いる。
兵器は矛を用 いるとある。矛は弥生時代 の北部九州 で主に用 い られた。これ
か らみて も「倭人国」が弥生時代の北部九州であることがわかる。
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(2)倭 国 の 説 明
① 倭 国 の生 活 。習慣
次は「倭地」か らは じまる。「倭地 Jは 「倭 の地」である。「倭人 (国 )の
地」 とはな っていない。「倭人 (国 )」 か ら「倭 Jに 変わ っている。墓 の記述
も「有棺無椰、封土作塚」とある。「土を封 じて塚を作 るJと あ り、高塚であ
る。弥生時代の 日本列島には高塚はない。高塚は古墳である。この文章か ら古
墳時代 の記述にな っている。弥生時代末に渡来 した「倭国」の記述にな ってい
るのであろ う。主語は「倭人国」か ら「倭国」に変わるといえる。以下は倭国
の生活・ 習慣である。
倭地温暖冬夏食生菜、皆跳。 …。以朱丹塗其身證、如 中国用粉也。
…。其死有棺無椰、封土作尿。 …。其行来渡海詣 中国恒使一人不杭
頭、…名之為持衰。 …。輛灼骨而 卜以 占吉凶、…見大人所敬但博手
以営脆拝。其人壽考或百年或八九十年。其俗国大人皆四五婦下戸或
二三婦。婦人不淫、不妬忌。
② 倭 国 の 法 律 。税
主語 は「倭 」が続 く。倭 国 につ い ての説 明 で あ る。泥棒 や訴訟 は少 な い とあ
る。 しか し犯 罪 を犯せ ば軽 い もの は妻 子 を没収 され、重 い もの は門戸 を滅 ぼ さ
れ るとい う。

不盗腐、少争訟。其犯法軽者没其妻子、重者滅其門戸。…。牧租賦。
有邸閤、国国有市、交易有無、使大倭監之。
③倭 国 の 支配 。階級制度
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自女王 国以北特置 一大率検察諸国。諸国畏憚之。常治伊都国 、於国
中有如刺史。王遣 使詣京都 、帯方郡諸韓国、及郡使倭 国、皆臨津捜
露博送文書賜遣之物詣女王、不得差錯。下戸興大人相逢 道路、透巡
入草。博辞説事 、或陣或脆、両手檬地、為之恭敬。対應馨 日憶、比
如然諾。
一大率を派 遣 して諸国を検察す るとある。一大率を派 遣す るのは倭国であ
る。この文章 はやは り倭国 についての記述である。主語 は「倭国」である。倭
国の支配制度・ 階級制度 について書 いている。
下戸は大人 に逢 うと道をあけて脆き、両手を地に付けて恭敬を示す とある。
④ 倭 国 の歴 史 と王 の 居城
次に「倭国乱」とある。倭国大乱 のことである。「倭国乱」とあるように主
語は「倭国」である。倭国の歴史が書かれている。
其国本亦以男子為 王 。住七八十年、倭国衝L。 相攻伐歴年。乃共立 一
女子為 王名 日卑弥呼。 …。居庭宮室、模観城柵厳設。常有人持兵守
衛。
⑤ 倭 国の 周 辺
女 王国東渡海千餘 里、復有国、皆倭種。又有株儒国在其南人長三
四尺。去女 王四千餘里。又有裸国、黒歯国復在其東南、船行 一年可
至。参問倭地絶在海中洲島之上、或絶或連、周旋可五千餘里。
女王国の東 の海を渡 った千 里先に倭種が居 るとある。四国や瀬戸内海、およ
びそれ以東のことであろう。この記述か らも女王 国は北部九州であることがわ
かる。

⑥魏時代の倭国の記録
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景初二 年六 月倭女王遣大夫難升米等詣郡、求詣天子朝献。太 守登1夏
遣吏将送詣京都。
其年十 二月詔書報倭女王 日、 「制詔親魏倭王 卑弥呼、帯方太 守劉夏
遣使送汝大 夫難升米、次使都市牛利奉 汝所献男生 回四人 女生 回六人
班布 二 匹二丈、以到。汝所在楡遠乃遣使 貢献是汝之忠孝我 甚哀汝。
今以汝為親魏倭王、似金印紫綬、装封付帯方太守、仮授汝。 …。
今以縫地交龍錦五匹、 …。金八両、五尺刀二 日、銅鏡百枚、 …。皆
装報付難升米 牛利、還至J録 受 c悉 可以示汝國 中人、使知國家哀汝故
鄭重賜汝好物也」
正始元年太守 弓遵遣建中校尉 …奉詔書印綬詣倭國、拝仮倭王。…。
其四年倭王復遣使大夫伊啓者液邪狗等八人、上献生 口倭 錦 …短 弓、
矢。 …。
其六年詔賜倭難升米黄瞳付郡似綬。
其八年 …倭女王卑 弥呼興狗奴國男 王卑弥弓呼素不 和。遣倭載斯

̀鳥

越

等詣郡説相攻撃状。 …。拝似難升 米為檄告喩之。卑弥呼以死。大作
家、径百餘歩。殉葬者奴婢百餘人。更立男王 國中不服、更相 誅殺、
営時殺千餘人。
復立卑弥呼宗女壼興年 十三為王 。國中遂定。 政等以檄告喩萱興。萱
典遣倭大夫 率善 中郎将液邪狗 等二 十人、送政等還。 因詣墓、献上男
女生 回三十人、貢 白珠五千孔青大句珠二枚異文雑錦二十匹。
魏時代の倭国 の歴史が書かれて い る。卑弥呼は「親魏倭王 」にな っている。
やは り主語は「倭 国」である。
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(3)倭 人 伝 の 文 章 構 成
『魏志』倭 人伝 の文章 は大き く二つに分 かれて いる。前半 は「倭人国」につ
いての記述であ り、後半 は「倭国」について書 いている。前半の倭人国は「所
有無興脩耳朱崖同。」で終わ る。「倭人国は南方系 であ り、脩耳・ 朱崖 と風俗
習慣は同 じである」と締め くくっている。
次 の「倭地温暖、冬夏食生菜 Jか ら「倭国」の記述になる。『魏志』倭人伝
の文章構成を示す と次 のよ うになる。
○第 1部

倭人国

第 1章

倭人国の位置

倭人在帯方東南大海之中、依 山島為国 邑。
第 2章

倭人国の歴史

旧百餘国。漢 時、有朝見者。今使訳所通三十国。
第 3章

倭人国の国 々の紹介

従郡至倭、 一至対海国、一至一大国、 …至末鷹国、
…到伊都国、 …至奴国、…至不爾国、…至投馬国、
…至邪馬壼国、…其餘 寿国、…其南有狗奴国、 …
自郡至女 王国萬二千餘里。
第 4章

倭人国の風俗・ 習慣

男子無大小皆鯨面文身 、 …其風俗不淫、 …其地無牛馬虎豹
羊鵠。 …
所有無典脩耳 、朱崖同。
○第 2部

倭国

第 1章

倭国の生活・ 習慣

倭地温暖、冬夏食生菜。 …其死、有棺無椰 、封土作家。
…其俗、国大人皆四五婦、下戸或二三婦。婦人不淫。
第 2章 倭国の法律 。税
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不盗窺少争訟。其犯法軽者没其妻子、重者滅其門戸。
…牧租賦。有邸閤、国国有市、交易有無。使大倭監之。
第 3章

倭国の支配・ 階級制度

自女王 国以北特置一大率検察諸国、諸国畏憚之。常治伊都
国。於国中有如刺史。 …。下戸興大人相逢道路、邊巡入草
博辞説事、或陣或脆、両手檬地為之恭敬。対應撃 日暗、
比如然諾。
第 4章

倭国の歴史 と王の居城

其国本亦以男子為王、住七八十年、倭国乱。
……常有人持兵守衛。
第 5章

倭国の周辺

女王 国東渡海、千餘里、復 有国、皆倭種。
……参間倭地、絶在海中洲島之上、或絶或連、
周旋可五千餘里。
第 6章

魏時代 の倭国の記録

景初二年六月、倭女王遣大夫難升米等、
……壼興遣倭大夫率善 中郎将 ……異文雑錦二十匹。

3

「倭人国」と「倭国」の検証

『魏志』倭人伝は「第 1部

倭人国Jと 「第 2部

いる。それを検証 しよ う。
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(1)長 弓 と短 弓
『魏志』倭人伝 の「第 1部 、第 4章

倭人国 の風俗・ 習慣」に兵器 のことが

書かれて いる。
兵用矛 。楯 。木弓。木弓短下、長上。竹箭或鉄鏃、或骨鏃。
『魏志』倭人伝
。
(訳 )兵 器は矛・楯 木弓を用 いる。木弓は下が短 く、上が長い。竹
箭、或 いは鉄鏃、或 いは骨鏃。
第 1部 は倭人国である。倭人国の木 弓は「下が短 く、上が長い」とある。現
在 の和弓と同 じである。銅鐸に描かれている弓も上が長 く下が短 い。弥生時代
の 日本列島の弓は上が長 く下が短 い長弓である。
図 22 銅鐸 の 弓
ところが 『魏志』倭人伝 の「第 2部 、第 6章 魏時代 の倭国の記録」では卑
弥呼は短弓を献上 している。
其四年、倭 王復遣使大夫伊馨者、液邪狗等八人、 上献生 回、倭錦、
絡青練縣衣、畠布、丹木、狩、短弓、矢。

「魏志』倭人伝

短弓は弓を握 るところが中央にある。上 と下の長 さは同 じである。現在 の洋
弓 (ア ーチ ェリー)と 同 じである。倭国 (卑 弥呼)の 弓は短弓である。
「第 1部 」の倭人国の 弓は上が長 く下が短 い長弓 (和 弓)で あ り、「第 2部 」
の倭国の 弓は短弓 (洋 弓)で ある。弓の違 いは「 第 1部 」と「第 2部 」に分け
たことが正 当であることを証明 している。
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桜 ケ丘 4号 銅 鐸

絵 画部分 (拓 本 )

図 22 銅鐸の弓 (『 邪馬台国へのみち』
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(2)航 海 術
『魏志』倭人伝 の「第 1部 、第 3章 倭人国の国 々」では、対馬 。壱岐の人 々
の生活について次のように書 いている。
■対海国 (対 馬 )… …・無良田、食海物 自活。乗船南北市燿。
(訳 )良 田無 く、海物を食 して 自活す。船 に乗 り南北に市燿 (交 易 )す 。

■一大国 (壱 岐)… …差有 田地、耕 田猶不足食。亦南北市羅。
(訳 )や や田地有 り。田を耕す に猶食す るに不足。また南北に市燿す。

対馬 も壱岐 も田が少な いので食料が不足 し、船に乗 り南北 (朝 鮮半島と北部
九州 )に 交易す るとある。玄界灘を越えて朝鮮半島や北部九州へ行 くのは対馬
や壱岐の人 々にとっては 日常茶飯事 のことである。
ところが「第 2部 、第 1章 倭国の生活・ 習慣 Jで は渡海の ことが次 のよ う
に書かれて いる。
其行来渡海、詣中国、恒使一 人、不杭頭、不去蟻設、衣服垢汚、不
食肉、不近婦人、如喪人、名之為持衰。若行者吉善、共顧其生 回財
物。若有疾病、遭暴害、便欲殺之。謂其持衰不謹。
『魏志』倭人伝
(訳 )其 の渡海 して行 き来 し、中国に詣 るには、恒に一人を使 い、頭

を櫛 けず らず、 シラ ミを取 らず、衣服 は汚れたままで、肉は食べ さ
せず、婦人は近 づ けず、喪中の人のよ うにさせ る。 これを持衰 とい
う。若 しその航海が無事であれば皆で生 口や財物を与え る。若 し疾
病や暴害に遭えば便 ち持衰を殺そ うとす る。其の持衰が不謹である
か らとい う。
渡海するのに持衰を置 き、もし病気や暴害に遭遇す ると持衰は殺 されるとあ
る。神頼みの航海を している。
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対 馬・壱 岐 の人 々に と って は渡 海 は 日常 茶飯 事 で あ るか ら持衰 な どを置 い て
航海す るよ うな ことは しない。倭 国 の人 々は航海 が不 得手で あ り、神頼 みの航
海 を して い る。航 海術 を見 て も「倭人 国」 と「 倭 国」 の違 いが わか る。

{3)不 淫
『魏志 』倭人伝 の 「第 1部 、第 4章

倭人国 の 風俗 ・ 習慣 Jに は「 其風俗 不

淫 Jと あ る。一 方 、「第 2部 、第 1章

倭 国の生 活 ・ 習慣 」には次 の よ うに書

かれて い る。

其俗、国大人皆四五婦、下戸或二三婦。婦人不淫。
『魏志』倭人伝
(訳 )其 の風俗は、国の大人は皆

4‑5人 の婦人を持ち、下戸で も 2

‑3人 の婦人を持 っている。婦人は淫せず。
倭国は一夫多妻である。大人は皆 4‑5人 の妻が居 り、下戸で も 2‑3人 の
妻が居 るとい う。婦人の方は「不淫 (淫 せず )」 とある。男子は 4‑5人 の妻
を持 っているか ら、男子は「不淫」ではない。婦人だけが特に「不淫」と書か
れている。
一方、倭人国の方は「其風俗不淫 Jと ある。男女の 区別無 く「不淫 Jな ので
あろう。倭人国は一夫一婦制である。「不淫」について も倭人国と倭国では異
なることが わかる。
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(4)倭 人国 と倭 国 の特徴
「倭人国」 と「倭国」の特徴をまとめると次のようになる。
□「 第 1部

倭 人 国」 の 特 徴

■船 に乗 り南北 に市燿す。
■好 く魚娘を捕え る。皆沈没 して これを取る。
日男子 は大小 と無 く皆鯨面文身す。 (入 れ墨をす る)
■使人は皆 自ら大夫を称す。
■其 の風俗は不淫。
■男子 の衣は横幅。但 し結束相連略無縫。婦人は其 の 中央を穿き、頭を貫
き これを衣る。 (貫 頭衣 )
■禾稲結麻を種き、菫桑、緯績、出細結練縣。 (稲 を植え、麻や絹織物を
つ くる)
■其 の地には牛・馬・ 虎・ 豹・ 羊・ 鵠が いない。
■兵 (器 )は 矛・ 楯 。木弓を用 いる。木弓は下 が短 く、上が長 い。竹箭、
或は鐵鏃、或 は骨鏃。
■有無す る所は脩耳・ 朱崖に同 じ。

□「 第

2部

倭 国」 の 特 徴

■倭地は温暖。冬、夏 と生菜を食す。
■皆徒跳 (裸 足 )。
■朱丹を以て其身證に塗る。中国で粉 (化 粧 )を 用 い るようである。
■食飲は高杯を用 い手食す。
■其 の死 には棺有 り、椰無 し。土を封 じて家を作 る。肉を食わず、喪主は
哭泣す。
■渡海 …、為持衰
■骨を輛灼 し、吉凶を占う。

141

第 6章

『 魏 志』倭 人伝 の文 章構 成

■大人は皆四五婦、下戸は或は二三婦。婦人は不淫。
■重き者は其 の問戸を滅す。
■租賦を収める。
■国に市あり。有無を交易す。
陳寿は このよ うに「倭人国」と「倭国」を書き分 けて いる。『魏志』倭人伝
を読む ときは文章構成をよ く理解 してか ら読まなければな らない。
従来は弥生時代の北部九州 の人 々の風俗習慣 と、三世紀に朝鮮半島か ら渡来
した倭国 (邪 馬萱国)の 人 々の生活 。習慣を混同 してきた。
また風俗・習慣が二 ヶ所 に書かれて いることか ら陳寿の文章は杜撰 であると
いわれてきた。『魏志』倭人伝の文章構成を理解 していない人の誤 った批評で
ある。
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