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第 8章

邪馬萱 国に関する諸問題

邪 馬萱 国 に 関す る通説の 中には間違 って い る と思 われ る もの
がある。 その 中で も基本 的な重要 問題 につ いて論 じる。
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邪馬萱国に関する諸問題

1

「 邪馬台国」か「 邪馬萱国」か

(1)古 田武彦説
『三国志』には「邪馬壼国 Jと 書 かれている。 しか し現在発行 されている書
籍や雑誌はほとん どが「邪馬台国Jと なっている。文献学者 も、考古学者 も「邪
馬台国」を使 っている。
古田武彦氏は『三 国志』のあ らゆる写本や版本を調査 して、そのすべ てが「邪
馬壼国Jで あることを確認 し、『「邪馬台国」はなか った』 1971年 (朝 日
新聞社 )を 書 いた。 しか しその後 も 「邪馬台国Jが 通説にな っている。

(2}邪 馬萱国と萱興
邪馬萱国の最後 の女王は萱興である。「壼興」の「萱」は「邪馬萱国Jの「萱 」
と関連 していると思われる。 『梁書』は次 のよ うにな っている。
■至 祁馬皇 国、即倭 王 所居 。
■復 立 卑 弥 呼宗女墓興 為 王 。

『梁書』倭伝

『梁書 』で は邪馬萱 国 は 「 祁馬墓 国」 にな って い る。 それ に関連 して と思 わ
れ るが 、萱興 の方 も「墓興 Jに な って い る。
「壼 興 Jの 名前 は邪 馬萱 国 の「壼 」か ら付 け られ たので あ ろ う。壼 興 とは「邪
馬 [萱 ]国 」 の 女 王で 名前 を 「興 Jと い うので あ ろ う。卑弥 呼は「 卑 弥国」 の
出 自で 名前 を「 呼 Jと い う。名前 は一 字 で あ る。
『梁 書 』で は「 祁馬墓 国 」 と して い るか ら、そ の 「墓 」を と り 瞳 興 Jに し
て い るので あ ろ う。
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『契丹古伝』 に壼興が出て くる。
洲鮮記 日、乃云、訪千辰之墟、妍F彼 逸豫墓米興民率為末合。空山鵠
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。噂辰法氏殷、今将安在。茫茫萬古、詞綾之感、有座侯員
『契丹 古伝 』

人之興而 已夫 。

(訳 )『 洲鮮記』に 曰 く、乃ち云う、辰之墟を訪ねるに、妍

の逸豫

̀彼

墓米は民 と率 (ゆ )き て末合 となる。空山に鴨 (ほ ととぎす )は 叫
び、風や江

(り

￨￨)や 星は冷 (つ めた )い 。駕 して言 (こ こ)に 覧 (み )

らんか。其の東藩 の封ずるを。彼 の丘は知 らず、是れ誰ぞ行 く。弔
人無 し。秦の城は寂 しく存す。嘔 (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 るを候 (ま )つ 有 る已 (の み)実 。
「辰之墟」 とある。卑弥族は辰の出である。 (第 1書 参照 )。 「辰之墟」 と
は邪馬萱国をいうのであろう。逸豫は邪馬壼国を棄てて出て行 ったとある。そ
のため邪馬萱国は滅 び、今は廃墟にな っている。
「逸豫」は萱典であろ う。邪馬萱国の最後 の女 王である。「逸豫 =イ ツヨ」
である。「逸豫 =イ ツヨ=萱 興」であ り、「壼 」 =「 イツJで ある。 したが っ
て「邪馬萱国 =ヤ マイツ国」である。「邪馬茎 (台 )国 」ではない。
通説では「邪馬基 (台 )国 」として いるため、萱興 も「墓興 (台 与 )」 と し
ている。 しか し 隆 興 (台 与 )Jで あれば「タイ ヨ」であ り、「イツヨJと は
読めな い。やはり「邪馬壼国」が正 しい。
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(3)「 邪 馬 奎 国 」 は 池 嘩 の 造 語
疱嘩は『後漢書』倭伝の冒頭文を造作 している。『三国志』を見て造作 した
と云われる。『三国志』倭人伝と『後漢書』倭伝の冒頭文を比較すると次のよ
うにな っている。
■倭人在帯方東南大海之中。依山島為国邑。旧百餘国。漢時有朝見者、今
使訳所通三十国。

『魏志』倭人伝

■倭在韓東南大海中。依山島為居。凡百餘国。自武帝滅朝鮮、使駅通於漢
者三十許国。国皆称王。世世伝統。其大倭王居邪馬墓国。
『後漢書』倭伝
石原道博氏は『魏志倭人伝 他三 篇』 (岩 波文庫 )の 中で次 の ように述べ て
いる。
後漢書倭伝が、主 と して魏志倭人伝 によ った ことはあ き らかで あ
り、 (中 略 )こ とにた嘩の造 作がその馬脚をあ らわ して誤 りをおか
しているのは、その 冒頭総序 のところである。
このよ うに述べ 、次 の点を指摘 している。
①魏志の郡 (帯 方郡 )が 後漢時代 の記述と しては具合が悪 いので 、
韓 とあ らためている。
②魏志が前漢書地理志によって「 旧百餘国、漢の時朝見す る者有 り」
とあるのを、前漢武帝のこととして書 いている。
③魏志に三国時代の こととして「今、使訳通ず る所三 十国」とある
のを後漢時代のこととして「使駅 (訳 の誤 り)、 漢に通ず る者、
三十許国Jと あ らためている。
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石原氏は『後漢書』倭伝 の 冒頭総序は疱嘩の造作 であると指摘 している。
斉藤勁氏 は 『古代文化を考える』 33号 の 中で石原氏 のこの指摘を取 り上
げ、さらに次 のよ うな重要な指摘を している。
た嘩は続 けて「国皆称 王、世世伝統。其大倭 王居邪馬基国Jと 書 い
ているが、倭伝の末尾の部分にお いて 、「歴年無主」と記 している。
したが って、た 嘩 の「世世伝統、其大倭王 」は後漢か ら三国の時代
には存在 せず、それ以降の時代の知見に基づ くものとせ ざるを得な
い

。

『後漢書』には、大倭王は「世世伝統」 と書いておきなが ら、他方では「歴
年無主」と書 いている。後漢末か ら三国時代には「無主」の状態が続いている。
したが って「世世伝統、其大倭王居邪馬壺国」と書 いてい るのはそれ以降の時
代 の知見 によ り書かれて いるので あ り、史実 ではないと斉藤氏 は指摘 してい
る。
倭国は韓に伐たれて「倭国大乱」とな り、次に公孫康に伐 たれて北部九州へ
逃げて くる。北部九州 には伊都国王朝がある。倭国 の人 々は伊都国王朝 と戦
う。 この 間が「歴年無主」である。伊都国王朝 との戦いで勝利を収めるが王統
は絶えている。そこで一女子 である卑弥呼を女王に共立 したのである。
このよ うに歴史を復元 してみると、『後漢書』の本文にある「歴年無主」が
正 しいことがわかる。王統は絶えている。したが って 冒頭文にある「 国皆称 王。
世世伝統、其大倭王居邪馬皇国」 (王 統は代 々続 いて お り、その大倭 王は邪馬
墓国に居す )は 史実 ではないことがわかる。疱嘩の造作である。その中に「邪
馬奎国」がある。 しか も「邪馬墓国」は ここに一度 だ け しか出て こない。 した
が って「邪馬基国」はた嘩の造語である。
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第 8章

吉野ケ里遺跡 と邪馬萱国

(1)邪 馬壼 国 と弥生時代 の遺跡
邪馬壼国 の所在地を求めるとき、従来は弥生時代 の遺跡 の密集地を もって邪
馬壼国にあててきた。 しか し、邪馬壼国は弥生時代には存在 していない。弥生
時代末に朝鮮半島か ら倭国 の人 々が北部九州 へ逃 げてきて邪馬萱国を建国 し
たのである。時期は庄内式土器の時代である。したが って邪馬萱国は庄 内式土
器の時代であ り、弥生時代ではない。弥生時代の遺跡か ら邪馬萱国の位置を求
めることはできない。

{2}吉 野ケ里遺跡
『魏志』倭人伝は邪馬壼国の居所について次のように書いている。
居庭 宮室楼観 、城柵 厳設 、常有人持兵守衛。

『魏志 』倭人伝

(訳 )居 す る虎 には宮室や楼観 が あ り、城柵 が厳 しく設 け られ、常 に

人 が居 て兵器 を持 ち守衛す。
吉野 ケ里遺 跡 か ら環 壕 の 突 出部 の 内側 に物 見櫓 とみ られ る掘 立 柱建物 跡 や
土塁 が 出て きた。『魏志 』倭人伝 の楼観 や城柵 で はな いか と云われ 、吉野 ケ里
が邪 馬壼 国で はな いか と騒 がれ た。しか し吉野ケ里遺 跡 は弥生 時代 の遺 跡 で あ
る。邪 馬壼 国が建 国 され る前 か ら存在 して い る。 したが って、吉野 ケ里遺跡 は
邪 馬萱 国で はない。
『季刊

考 古学 』 51号 (雄 山閣 )の 「佐 賀県吉野 ケ里遺跡 Jの 中で 、七 田

忠 昭氏 は吉野 ケ里遺 跡 の概 要 を次 の よ うに紹介 して い る。
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①弥生時代前期後半までに、丘陵南部を囲む断面 V字 形 の大規模な
環壕 が巡 り、環壕集落が形成 される。
② 中期 には、丘陵南部の くびれ部 に沿 って断面逆台形の大規模な壕
が掘 られる。
③後期になると、丘陵裾部を巡 る断面 V字 形 の大規模な環壕 が完成
し、内部の丘陵頂部に小規模な環壕区画 (内 部 )が 営 まれる。
④墳丘墓 の東側に存在す る大型の土墳か らは中期後半か ら後期後半
にかけての丹塗 りの ものを含む彩 しい数の土器群が出土 し、墳丘墓
に対す る祭祀行為が長期間続 いた ことを示 してお り、後期後半段階
では北側の墳丘墓の南に立柱・ 祀堂的な掘立柱建物の中期以来 の墓
道、北南郭の大型高床建物が軸を揃えて存在 していた可能性が考え
られる。
⑤後期 中頃までは内堀 の 内外 に竪穴住居が営 まれていたのに対 し、
弥生時代後期後半 ―終末期 になると、竪穴住居が南内郭 の 内側、北
内郭 との間などを除 いて営まれ な くな り、内郭内 に住む人 々が、周
辺の人 々か ら隔絶 され る傾向を感 じさせる。 この ことと対応するか
のよ うに、南内郭 の北方約 800mの 丘陵上に新 たな集落が 形成 さ
れる。環壕 こそ もたない集落 であるが、鉄器や中国製鋼鏡片を もつ
もの もあ り、後期前半か ら継続す る 100基 ちか い竪穴住居 と約 3

0基 の高床倉庫か らなる集落とは際立 った違いをみせている。
⑥終末期 (3世 紀後半 )の うちに外壕・ 内壕が埋没 し、弥生時代 に
活況を呈 した大規模な集落は衰退する。
吉野ケ里遺跡では、墳丘墓に対す る祭祀が弥生時代中期後半か ら後期後半ま
で継続 しているという。墳丘墓は吉野ケ里遺跡の創始者の墓であろうと思われ
る。その祭祀 は弥生時代後期後半か ら終末にかけて行われな くな り、吉野 ケ里
遺跡は衰退するという。この時期にはそれまで の竪穴住居 とは際立 った違いを
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みせる新 しい集落が形成される。また終末期の うちに外壕も内壕 も埋没すると
いう。弥生時代後期後半―終末かけて吉野ケ里は衰退 し、終焉する。
弥生時代後期後半 ―終末にかけて朝鮮半島か ら大勢の人 々が 日本列 島へ逃
げて くる。北部九州にも倭国の人 々が逃げてきて邪馬萱国を建国する。吉野ケ
里は邪馬壼国に近い。吉野ケ里遺跡は邪馬萱国に伐たれて衰退 したのではない
だろ うか。
『魏志』倭人伝に、「遠絶なる其の餘の寿国 21国 」が記 されている。その
中に「輌奴国」がある。森博達氏は 『プ レジデ ン ト』 1989年 7月 号 (プ レ
ジデ ン ト社 )の 中で「吉野ケ里 の地は後の嶺県 (み ねのあがた )に あたること
か ら、「爾奴国Jに 比定する説があ り、音韻 の面か らみて、吉野ケ里が爾奴国
であったと考 えることは可能 である」と書 いている。
「芳国 21ヶ 国」は女王 国の 中にある。邪馬萱国の支配下にある国である。
吉野ケ里が爾奴国であるとすれば吉野ケ里は邪馬萱国に伐たれてその支配下
に入 っていることになる。

3

「 景初 2年 」か「 景初 3年 」か

(1)古 田武彦説
『魏志 』倭人伝 による と、 卑弥 呼は 「景初 二 年 六 月 」 に朝 貢す る。 ところが
「景初三 年 」が通説 にな って い る。
古 田武彦氏 は『「 邪馬台国」はなか った 』 (朝 日新 聞社 )の 中で「景初 三 年 」

説が生まれてくる経緯を紹介 している。概略は次の通り。
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■新井 白石 の『古史通或間』に、「遼東 の公孫淵滅 び しは景初二年八月 の
事也。其道未 だ開けざらむに我国の使人帯方に至 るべ きにもあ らず。 J
とある。魏が公孫淵を伐 ったのは景初二年八月であるか ら、六月にはま
だ道 は開けて いなか ったはずである。 したが って景初二 年六月 ではな
い

。

■松下見林は『 日本書紀』の (註 )に 「景初三年」 と書いてあることを指
摘 し、「景初二年 の二 、日本書紀に拠 るに、当たるに三に作 るべ し」と
述べ ている。
■内藤湖南は『梁書』に「景初三年」 とあることを指摘 している。
これ らの研究により「景初三年」が通説にな っている。古田氏はこれに対 し
「景初二年」が正 しいと主張 した。その概略は次のとお り。
■景初二年六 月 に卑弥呼の使いが帯方郡へ行 ったとき、帯方郡 の大守径1夏
は吏 (役 人 )を 遣わ し京都まで送 っている。これは特別なはか らいで あ
る。それは公孫淵 と戦争 中だ ったか らである。戦争は景初二年八月に終
わ っているか ら、もし卑弥呼の朝貢が「景初三年 Jな らば戦争はすでに
終わ ってお り、そのよ うなあつ かいは しなか ったであろう。
■卑弥呼の奉献物は「男生 口四人、女生 回六人、班布二 匹二丈」である。
あま りにも貧弱である。使 いの数 も 2名 と少ない。これ も戦争 中だ った
か らである。
■「其年十二月」に、詔書 して、親魏倭 王の金印紫綬や数 々の下賜品を「皆
装封 して使人の難升米・牛利 に付 し、還 り到 らば録受 し、悉 く以て汝が
国中の人に示 し、国家、汝を哀れむを知 らしむべ し」とある。ところが
難升米等は手ぶ らで還 ってきている。送 られてきたのは正始元年

0年 )で ある。なぜ このよ うな ことにな ったのか。
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それは景初二年十二月に明帝が急病にな り、翌景初三年正月に死去 した
か らである。諸行事は中止 された。詔書には下賜品について書かれてい
るが実際には難升米等へ は渡 されなか ったのである。
日これ らは「景初三年 Jと す るとつ じつ まが合わない。『三 国志』に書か
れて いるとお り「景初二年 ￨に す るとうま く説明がつ くcし たが って、
「景初二年 Jが 正 しい。

(2}北 村 一 太説
北村 一 大氏 は『東 ア ジアの 古代文化 』 34号 (大 和 書房 )に 次 の よ うな重要
な指摘 を して い る。

『晋書』に次 の記事がある。
正始元年春正月、東倭重訳納貢。

『晋書』宣帝紀

(訳 )正 始元年春正月、東倭が訳を重ね貢物を納める。

「東倭」は正始元年正月に朝貢 したとある。東倭は卑弥呼の倭国であ
ろう。 『魏志』倭人伝 には「正始元年、太守 弓遵遣建中校尉梯偶等
奉詔書印綬、詣倭国、拝仮 倭 王 (後 略)」 とある。 同 じ正始元年 に
魏か ら倭国に使いが来て いる。 これは東倭が朝貢 した還 りに一緒 に
連れてきたのではないだ ろうか。そ うであれば、正始元年は景初 三
年 の次 の年 であるか ら、卑 弥呼の朝貢が「景初三 年 Jで あるとすれ
ば、難升米等は十二月 に手ぶ らで還 ってお り、 (景 初三 年は後十 二
月があるか ら)次 の次 の月 (正 始元年正月 )に は倭国か らまた朝貢
してきたことになる。 この ようなことは考え られない。 したが って 、
「景初二年」が 「決定的Jに なる。
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北村氏は このよ うに述べている。「景初三年」であるとすれば倭国の難升米
等は十二月に手ぶ らで帰国 し、その一月後 (後 十二月 のあと)に また倭国が朝
貢 してきた ことになる。それはあ り得ないであろ う。 したが って「景初 二年」
が正 しいと述べ ている。北村説に賛成 である。
私はさらに「東倭」の方に興味を持つ 。「東倭 Jに ついて北村氏は「この「東
倭」 とは一体 どこであろうか。私は邪馬台国の女王卑弥呼が、再び使者を魏へ
送 った ものと考える。」と述べているだけである。
しか しこの「東倭」は私にとっては大きな意味を持つ 。私は、後漢時代 の倭
は朝鮮半島の南部にあ り、後漢時代末 に北部九州へ 移 ってきたと考えて いる。
その北部九州 の倭を「東倭」 というのであろう。「東倭」とあ るか らには「西
倭」があるはずである。西にある倭は朝鮮半島の「倭」であろ う。北部九州 に
新 しくできた「倭」を朝鮮半島の (西 )倭 に対 して「東倭」と書 いているので
ある。後漢時代 の 中国人 にとっては「倭」といえば朝鮮半島の倭 である。その
倭が北部九州 に移 り、新 しい倭をつ くった。それを区別 して『晋書』は「東倭」
と書いて いるのである。

(3)帯 方郡の平定と倭の朝貢
「景初」問題 について私は次 のよ うに考え る。
景初中、明帝密遣帯方太守劉断、楽浪太守鮮千嗣越海定二郡。
『三 国志』韓伝
(訳 )景 初中に、明帝 は密かに帯方太守劉折、および楽浪太守鮮千嗣

を遣わ し、海を越え二郡を定 める。
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景初 中に、明帝は密かに帯方太守 と楽浪太 守を派遣 して公孫淵が支配する帯
方郡 と楽浪郡 の二郡を平定 したとある。明帝は景初三年正月に死去 しているか
らこれは景初二年十二月以前 のことで ある。
景初 二年六 月には魏 の討伐軍は公孫淵の居 る遼東に迫 っている。
(景 初 )二 年春、遣太尉司馬宣王征淵。六月、軍至遼東。 (中 略)運

船 自遼 口径至城下。 (中 略)淵 岩急。糧壺、人相食、死 者甚多。将
軍楊詐等降。八月丙寅夜、大流星長数十丈、従首 山東北墜襄平東南。
(中 略)斬 淵父子。城破、斬相国以下首級以千数、伝淵首洛陽。遼東・

帯方・ 楽浪・ 玄菟悉平。

『三 国志 』 二 公 孫陶 四張伝

(訳 )(景 初 )二 年春、太尉司馬宣王を遣わ し (公 孫 )淵 を征 つ。六

月、軍は遼東に至 る。 (中 略 )運 船は遼 口よ り径 (た だち)に 城下
に至 る。 (中 略)公 孫淵 は箸 (き わま)る 。食料は壺き、人は相 い
食 らい、死者は甚 だ多 い。将軍楊詐等は降る。八月丙寅夜、大流星
長さ数十丈が首 山の東北より襄平の東南に墜ちた。 (中 略)公 孫淵
父子を斬る。城は破れ、相 国以下首級千数を斬る。公孫淵 の首を洛
陽へ送 る。遼東 。帯方・楽浪・ 玄菟は悉 く平 らぐ。
景初二年六月に「軍は遼東に至るJと ある。公孫淵 の居 る遼東郡 の襄平を包
囲 している。八月には、襄平に居る公孫淵を伐 ち「遼東・帯方・楽浪・玄菟は
悉 く平定 した」とある。最後 の砦である「遼東郡の襄平」を伐 つ とその他 も含
めて「悉 く平定 した」とな っている。帯方郡や楽浪郡や玄菟郡等はそれ以前に
すでに平定 されている。景初二年六月に「軍は遼東に至るJと ある時点で他 の
地域 (帯 方郡、楽浪郡等 )は すでに平定 されているのである。
卑弥呼の朝貢は六 月である。景初二年六月には帯方郡はすでに平定 されてい
る。そのため卑弥呼の使 いは帯方郡に来 ることができた。「景初 中、明帝は密
かに帯方太守 と楽浪太 守を派遣 して二郡を平定 した」とあるのは景初二年六月
以前 のことである。
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新井 白石は「遼東 の公 孫淵滅 び しは景初二年八月 の事也。其道未 だ開け ざら
むに我国の使人帯方 に至るべ きにもあ らず。」 と述べ ているが、帯方郡までの
道は六月以前 にすでに通 じている。新井 白石 の説は間違 っている。卑弥呼の朝
貢は「景初二年」が正 しい。
魏が帯方郡を平定する と卑弥呼は直ちに (景 初二 年六月に)朝 貢 して いる。
それには理由がある。卑弥呼の倭国 はもとは朝鮮半島にあ り、公孫康 に伐たれ
て「倭は帯方郡に属す」とある。倭は帯方郡 (公 孫康 )の 支配下 に入 っている。
へ
倭国 の人 々は公孫康 の支配を嫌 って国を棄てて北部九州 逃げて来て いる。倭
国 (邪 馬萱国 )の 人 々にとっては公孫氏 は 自分 たちを追い出 した憎 い敵 であ
る。魏はその敵を伐ち帯方郡 を平定 した。倭国は公孫氏 の支配 か ら解放 された
のである。形の上ではまだ「帯方郡 に属 して」いたのである。魏はそれを解放
して くれ たので倭国の人 々は大 いに喜 び、直ちに魏へ朝貢 した。これが景初二
年六月 という戦争中の素早 い朝貢 とな ったのである。

三角縁神獣鏡 と邪馬萱国

{1)三 角縁神獣鏡 と畿内説
卑弥呼は景初 2年 に朝貢 し、返礼 として正始元年に多 くの下賜 品を受 けて い
る。その 中に「銅鏡百枚 」がある。一般に「卑弥呼の鏡」 といわれて いる。
卑弥呼の鏡 は三角縁神獣鏡 であるという。学会では これが主流である。
三 角縁神獣鏡 とは鏡 の縁 の断面が鋭い二等辺三角形を してお り、その中に神
像 と獣が交互に浮き彫 りのよ うに鋳造 されて いる鏡を い う。
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三角縁神獣鏡は畿内を中心に分布す る。それが「邪馬台国畿内説 Jの 有力な
根拠にな っている。

1998年

1月

10日 付 けの全国の新聞は一 面 トップで奈良県天理 市 の黒

塚古墳か ら 32面 の三 角縁神獣鏡が 出土 したことを報 じた。「邪馬台国畿 内
説Jは これで有利になったとい う考古学者の コメ ン トも載せ られている。

(2)三 角縁神獣鏡の製作開始年代
邪馬萱 国が存在 したの は 230年 頃 ‑270年 頃 までで ある。庄 内式土器 の
時代 は 200‑225年

頃か ら 275年 頃 までで ある (寺 沢薫 説 )。 邪 馬萱 国

が 存在 したの は庄 内式土器 の 時代 で あ り、布 留式土器 の 時代 には亡んで い る。
卑弥 呼が 「銅鏡 百枚 」を も らった正 始元年

(240年 )は 庄 内式土器 の 時代

で ある。「銅 鏡 百枚 Jの 中に三角縁 神獣鏡 が あ る とすれ ば三 角縁 神獣鏡 は庄
内
式期 の遺跡 か ら出土す るはず で ある。ところが庄 内式期 の遺跡 か らは三 角縁 神
獣鏡 は一 面 も出土 して ぃない。
近藤 喬 一 氏 は『三 角縁神獣 鏡 』 (東 京大 学 出版 会 )の 中で次 の よ うに述 べ て
い る。

庄 内式段 階 といわれて い る墳 丘墓 か ら出土す る鏡 は画 文 帯環 状乳 神
獣鏡 や画 文 帯 同向式神 獣鏡 、方格規 矩 四神 鏡 、方格 規矩 鳥文 鏡 な ど
で あ る。
庄 内式期 の墳 丘墓 か らは三 角縁神獣鏡 は 出土 して い ない。
三 角縁 神獣鏡 が製 作 され る時期 につ い て、小 山田宏一氏 は『倭 人 と鏡
』 (第
36回 埋蔵 文化財研究 集会 1994年 )の 中の「 3世 紀 の鏡 」で次 の よ うに述
べ て い る。
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庄内式以降 の墳墓や古墳か らは多彩な鏡式 の 中国鏡が見 つか る。所
属時期 が明 らかな資料 で見た場合、弥生時代 出土の中国鏡は所属様
式がまとま る傾向にある (田 崎博 1993)が 、 3世 紀 に入 ると状
況 が一変す る。概ね漢鏡 4期 か ら 7期 の資料 で、 3世 紀 の第 4四 半
期 ‑4世 紀 の第 1四 半期 の頃 には、 これに所謂中国製三角縁神獣鏡
や漢鏡を模倣 した国産 の大形鏡 が加わる。 いわば 3世 紀代 には、前
期古墳 出土 の多彩 な中国鏡 の組合せの枠組 みが既に誕生 して いたこ
とになる。 (中 略 )
所謂中国製三 角縁神獣鏡 の副葬を布留式 0式 の末頃か ら布留 1式 頃
(兵 庫県権現山 52号 古墳 )と 考 える。したが って布留式 0式 には弥
生墳墓 と古墳 が共存す ることになる。 しか し布留式 0式 内での厳密
な土器 の細分によ る時期の確定は不十分 で、実状 は弥生墳墓か古墳
かの識別が困難 な場合が多 い (当 該期 の土器 様式 は寺沢薫
6)。
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(中 略 )

三 角縁神獣鏡 の製作年代を限 りな く古墳誕生 の年代近 くに考 えて い
る。土器様式で言えば布留 0式 になる。
小 山田氏 は三角縁神獣鏡 の製作開始 は布留 0式 か らであるとい う。庄内式期
には三角縁神獣鏡は まだ製作 されて いない。庄内式期 の遺跡か ら三角縁神獣鏡
が 出土 しないのは当然である。
卑弥呼は 240年 に「銅鏡百枚」を もらい、 247年 頃に死去 して いる。庄
内式期 の真 っ直 中である。この時期には三角縁神獣鏡 はまだ製作 されて いない
か ら「銅鏡百枚」 の 中には三角縁神獣鏡は一枚 も入 っていない。
従来は、「銅鏡百枚」は三角縁神獣鏡であるか ら三角縁神獣鏡 が集 中して 出
土す る地域が邪馬萱国であると考えた。しか し三角縁神獣鏡が製作 される頃に
は邪馬萱国は亡 んでいる。三角縁神獣鏡 の 出土地か ら邪馬壼国の位置を求 める
ことはできない。
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お わ りに
卑弥呼は「卑弥国Jの 出自であ り、卑弥族である。シリーズ第 1書 『倭人 の
ルーツ と渤海沿岸』に卑弥族の渡来 ルー トを途中まで書 いた。それを完成 させ
ると次のようになる。
①卑弥族は 中国の呉地方に居た。倭人であ り、辰 の一種である。
前 505年 に「呉越 の戦 いJが 起 こ り、前 473年 に呉は亡びる。呉地方に
居 た人 々は南の越に追われて北へ逃げ、東表 (魯 国の付近 )に 住み着 く。
②越の王無彊 (前

354‑334年

)は 「北伐斉、西伐楚、興中国争彊」と

あるよ うに斉を攻める。東表の卑 弥族は北へ逃げて黄河下流域に住み着 く。
『 山海経』に「蓋国在鍾燕南、倭北。倭属燕。」 とある「倭」である。
③前 313年 、斉は燕を伐つ 。「将五郡之兵以因北地之衆、以伐燕」とある。
倭 (卑 弥族 )は 燕に属 していたので斉 の攻撃を受け北へ逃げる。『水経注』に
出て くる大凌河上流域の「倭城」に住み着いた。
④前 221年 、秦は中国全土を統一する。支配領域を拡大す るために万里の
長城 (現 在 の万里 の長城 と同 じ位置 )を 越えて大凌河の上流域 まで攻めて く
る。「倭城」に居た卑弥族は大 凌河を下 り、医巫間山の近 くに住み着 く。
⑤前

195年 、衛満は亡命 して渤海沿岸に衛氏朝鮮を樹立す る。天族

(安 見

辰法氏 )は 恐れて 国を卑弥族 (責 爾辰伝氏 )に 譲 り (『 契丹古伝』)、 朝鮮半
島南部へ逃げてきて高天原を建国す る。
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⑥卑弥族 も朝鮮半島南部へ来 る。その時期は不明であるが、 57年 には「倭
国」は他の国を指 し示す ときの基点にな っている。
■多婆那国在倭 国東北一千里。

『三 国史記』

■ (倭 奴国 )倭 国之極南界也。

『後漢書』

倭国 は卑弥族が建国 した国である。57年 にはすでに中国や朝鮮半島の人 々
によく知 られる国にな っている。卑弥族が医巫間山か ら渡来 したのは紀元元年
頃ではないだろうか。

107年 には倭国王帥升等は生 回 160人 を献上 している。
桓帝・霊帝の末 (160年 、 180年 頃 )に なると、韓 と滅は彊 く盛んにな

⑦

り、朝鮮半島内を荒 らし回る。倭国は韓 の侵略を受 けて「倭国大乱」 になる。
③ 205年 頃、公孫康 は韓 と滅を伐つ。倭国 も公孫康 に伐たれて属する。倭
国 (卑 弥族 )の 人 々は公孫康 の支配を嫌 い、日本列島へ逃げて くる。日本列島
に一斉に庄内式土器が伝わ る。纏向遺跡や千葉県市原市 の神門古墳群 のよ うな
纏向型前方後円墳 が 日本列島各地に築かれる。
北部九州へ逃げてきた人 々は邪馬壼国を建国す る。景初二年 には魏王朝へ 朝
貢 して「親魏倭王 」 とな り、倭国を再興す る。
卑弥族 の渡来 ルー トを図示す ると次 のよ うになる。
図 51 卑弥族 の渡来ル ー ト
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図 51 卑弥族 の渡来ルー ト
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中国の戦国時代 の争乱は多 くの民族移動を引き起 こした。戦国七雄 の 中で も
燕・ 斉・ 秦が関係する戦争は多 くの人 々を東北地方へ追いや った。
そのため東北地方 (渤 海沿岸・遼東地域 )で 戦争 がは じまる。その戦争を避
けて多 くの人 々が朝鮮半島へ逃げた。一部は 日本列島まで逃げてきた。
今度は朝鮮半島で戦乱が起 こる。大勢 の人 々が 日本列島へ逃げた。特に北部
九州は大陸か らの 玄関 口にあたる。北部九州 へ は幾度 も逃亡者達がや って来
た。北部九州 は戦乱の世が続いた。
中国の戦国時代 の戦乱 の余波 は渤海沿岸や遼東地域へ伝わ り、朝鮮半島へ及
び、 日本列 島へ 達 したのである。 日本の弥生時代 の戦乱 はこうして起 きて い
る。
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