第 6章

筑紫舞 と倭王武
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1

筑紫舞

(1)筑 紫舞 とは
「筑紫舞」とい う古代 の舞がある。西 山村光寿斉 さんが伝える舞で、古田武
彦氏 が 『よみがえる九州王朝』 (角 川選書 )に 詳 しく書いている。
筑紫舞 の 中で一番 中心になる舞は「翁」であ り、二人立・五人立・七人立・
十二人立の舞があるとい う。西 山村光寿斉 さんは十二人立は習わなか ったとあ
る。
「翁」 という筑紫舞では、諸国の翁が集まって舞を舞 う。
○二人立
肥後 の翁、加賀 の翁、都 の翁
○五人立
肥後 の翁、加賀 の翁、都 の翁、難波津より上が り し翁、出雲の翁
○七人立
肥後 の翁、加賀 の翁、都 の翁、難波津より上が りし翁、尾張 の翁、出雲
の翁、夷 の翁
「筑紫舞」は筑紫地方 の舞 であろう。 ところが筑紫舞に「筑紫の翁」は登場
しない。「筑紫舞」であるのに筑 紫 の翁 が登 場 しないのは何 故 であろ うか。
二人立・五人立・七人立の登場人物をみると「都 の翁」がすべ てに出て くる。
「都 の翁」が筑 紫の翁 ではないだろ うか。筑 紫舞は「筑紫君 の舞」であ ろう。
「都の翁」は筑紫君である。筑紫君の都は筑後であるか ら「都の翁」は「筑後
の翁」であ り、「筑紫君」である。
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西 山村光寿斉 さんは「都」は どこにあるのか と師匠の菊 邑検校 (き くむ らけ
んぎょう)氏 に聞 いたが教えて もらえ なか ったという。師匠 は「知 っているが、
今 は申せませ ん。ですが、わた しの申 した通 りに、一つ も違えずにそのまま覚
えて、そのまま伝 えて ください。そうした ら、将来、必ず その真実を解 き明か
す人が現れます」 と言 った という。

(2)都 の翁 と肥後 の翁
筑紫舞は終始 、肥後 の翁 が 中心にな って舞が進行す るとい う。西 山村光寿斉
さんは何故、肥後 の翁が 中心なのか と師匠に尋ねたが、師匠か らは教えて もら
えなか ったという。
「筑紫舞」であるのに何 故、肥後 の翁 が中心にな って舞 が進行す るのであろ
うから肥後 の人物が筑紫に大き く関わ るのは筑紫君 と江 田船 山古墳 の被葬者 の
関係 であろう。筑紫君は倭 王であ り、江田船 山古墳 の主は「倭隋」である。ど
ちらも姓は「倭」であ り、親族 である。倭王珍は倭隋を筑紫君 王朝 の最高位 の
将軍 として「平西将軍」の称号を与えて いる。さらに江 田船 山古墳に追葬 され
た元 利三 は筑紫君 の役所を司 る「典曹人」 と して獲加多支歯大 王に仕 えてい
る。若い獲加多支歯大王を補佐 している。
都 の翁は筑紫君 である。筑紫舞 の 中心人物である。肥後 の翁 が中心にな って
舞 が進行す るのは、肥後の翁が筑紫君王朝 の最高位 の官であ り、都 の翁 (筑 紫
君 )に かわ って他 の翁に指示を出 しているのではな いだ ろうか。
ある いは獲加多支 歯大 王が 即位 した とき獲加多支 歯大 王 はまだ幼少 で あ
り、江 田船 山古墳 の被葬者兎利 三は後見人 と して補佐を して いる。「筑紫舞」
では獲加多支歯大王 にかわ って肥後の翁が他 の翁 に指示を出 して いるのであ
ろう。江田船 山古墳 の被葬者 が獲加多支歯大 三の補佐を して いるころのことが
筑紫舞に表現 されて いるのではないだろ うか。
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2

獲加多支歯大王と筑紫舞

(1)筑 紫君 と 6人 の翁
七人立の舞に 出て くる翁は、肥後の翁・加賀 の翁・都 の翁・難波津より上が
りし翁・ 尾張 の翁 。出雲 の翁・夷 の翁 である。 これ らの翁はその地域の王で あ
ろう。「筑紫舞」は各地の翁 (王 )が 筑後へ参 上 し、都 の翁を讃える舞ではな
いだ ろうか。筑紫君 と各地の翁は次 のよ うな関係 にある。
■肥後 の翁 は、江 田船 山古墳 の被葬者であろう。江 田船 山古墳 の主 (初 葬 )
は倭隋であ り、筑紫君 と同族である。筑紫君か ら最高位の平西将軍を授
与 されている し、倭隋の副葬品には金銅製の王冠帽がある。5世 紀後半
の古墳で王冠のあるのは江 田船 山古墳だけである。追葬の 1回 目も、2
回 目に も金銅製 の王冠がある。追葬 1回 目の元利三は文官 と して獲加多
支歯大王に仕えて いる。獲加多支歯大王 を補佐 してお り、獲加多支歯大
王に代わ って各地 の王に指示を出す最高位の官である。
■加賀の翁は、加 賀地方 の王で あろう。加賀 は越国である。越 の君 (越 国
造 )は 筑紫君 と先祖が同 じである。
大彦命は是阿倍臣 。膳臣・阿閉臣・狭狭城 山君・筑紫国造・越国造・
伊賀臣、凡そ七族の始祖な り。

『紀』

越国造は筑 紫国造 と同 じ「大彦」を始祖 としている。越 (加 賀 )の 翁は
筑紫君 と同族である。越地域では 5世 紀後半に王権が交代 している。筑
紫君により派遣 された武将により平定されたのであろ う。倭王武 の在位
中 (6世 紀初頭)こ ろに二本松 山古墳が造 られる。二本松 山古墳か らは
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銀メ ッキ製 の王冠 が出土 している。二本松 山古墳 の主は加賀の翁ではな
いだろ うか。王冠が許 されて いるのは親族 だか らであろう。
「筑紫舞」の二人立は「肥後 の翁、加賀 の翁、都 の翁」である。 この三
人 の翁は特 に重要な人物であろう。加賀 の翁は肥後 の翁 とともに筑紫君
王朝 における最高位 の重 臣である。
■出雲 の翁は、出雲地方 の王であろう。出雲地方に も北部九州系 の古墳 が
ある。筑紫君 により派遣 された人物であろう。
■夷 (え びす )の 翁は、関東地方 の王であろ う。埼 玉県稲荷山古墳 の礫椰
に埋葬 された「杖刀人」は獲加多支歯大王に仕えている。稲荷 山古墳 の
鉄剣 には上祖 は大彦 とある。筑紫君 と同族である。夷 の翁は埼 玉 古墳群
の被葬者 であろう。杖刀人 の乎獲居 臣は稲荷 山古墳 に追葬 されて いる。
自分 の墓ではない。乎獲居臣は翁にはふ さわ しくな い。時期か らみて二
子山古墳 の主が夷の翁ではないだろ うか。二子 山古墳 は獲加多支歯大 王
の墓である岩戸山古墳 と同 じ企画で造 られて いる。 しか も埼玉古墳群
(関 東 )の 中で最大 である。

■尾張 の翁は、尾張地方の王であろう。倭 王武 の上表文 に「東 は毛人を征
。
す ること五十五国」とあ る。毛人の地域は東海 関東地方 である。尾張
は 5世 紀後半 に倭 王 (筑 紫君 )に より平定されて いる。名古屋台地は 5
世紀末 ‑6世 紀初頭 ころか ら突如 として周濠 のある古墳 が造 られる。筑
紫君 により派遣 された武将 の墓であろう。獲加多支歯大 王 と同時代 の古
墳 と して断夫 山古墳 がある。他 と較べ て圧倒的に大きい。尾張 の翁は断
夫山古墳 の主であろう。
日難波津 より上が り し翁は、難波 (河 内)地 域を支配す る王であろう。継
体天皇 の墓である今城塚古墳 の石棺 は阿蘇 ピンク石製石棺 である。熊本
県宇 土 市付 近か ら運ばれて いる。継体天皇 は筑紫君王朝 の将 軍 であろ
う。今城塚古墳 の近 くの淀川中流域 には「筑紫津」があ り、筑紫君 が派
遣 した軍船が停泊 していたと思われる。また「筑紫津神社 」があ り、筑
紫君 の神を祀 っていると思われる。「難波津か ら上る」とあ るか ら難波
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だけではな く畿内一帯を支配 していたと考え られる。淀川水系、および
大和川水系を支配 していたのであろう。継体天皇が「難波津より上が り
し翁」であろう。

(2)倭 王 武 と古 代 統 一 国 家
「筑紫舞」に出て くる翁は各地域を統治する王であ ろう。「都の翁」はそ の
頂点にい る倭王武 (獲 加多支歯大王 )で ある。倭王武を讃え るために各地 の翁
(王 )が 筑後 へ上 り、筑紫舞を舞 ったので ある。

これ らの地域には 6世 紀前半に巨大古墳が造 られ る。翁 (王 )の 墓であろう。
岩戸 山古墳 とほぼ 同時期である。岩戸 山古墳は倭王武 (獲 加多支歯大王 )の 墓
である。

6世 紀初頭 ころ、日本列 島には筑後 の獲加多支歯大王

(倭 王武 )を 頂点 とす
る古代統一国家が樹立 されていた。獲加多支歯大王の在 位は 478年 ‑525

年である。日本列島は獲加 多支歯大王によって九州か ら関東 まで統一 されてい
たので ある。筑紫君王朝は 日本列 島のほぼ全域を統一 した最初 の古代統一 国家
である。
倭 王武 は年号を建てて「治天下人」とな り、天子 として 日本列 島を支配 して
いる。「筑紫舞」はそれを伝えて いる。
「筑紫舞」 の翁 とその墓は次 のよ うに比定できる。
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□筑紫君 王朝 (倭 国)に よる古代統一 国家

(6世 紀 は じめ)

王

支配地域

墓

■都 の翁

獲加多支歯大王 (倭 王武 )

全国

岩戸 山古墳

■肥後 の翁

江 田船 山古墳 の追葬者 (元 利三 )

肥後

江田船 山古墳

■加賀 の翁

二本松 山古墳 の主

越

二本松 山古墳

近畿

今城塚古墳

■難波津 より上が り し翁

継体天皇

■夷 の翁

二子山古墳 の主

関東

二子 山古墳

■尾張 の翁

断夫 山古墳 の主

尾張

断夫 山古墳

■出雲 の翁

(?)

出雲

(?)

日本列島は北海道や東北、鹿児島 。沖縄を除 いて、すべ て筑紫君によって統
一 されて いる。「筑紫舞」はそれを伝えている。
西 山村光寿斉 さんの質問 に師匠の菊 邑検校氏は秘密に して語 らなか った と
い う。それは筑紫君が磐井 の乱で敗れたか らであろう。筑紫舞は筑紫君を讃 え
る舞である。「磐井 の乱」後は筑紫舞を舞 うことが禁止 されたのであろう。筑
紫舞はおおやけには舞 うことができな くな り、地下組織 で舞 い続 けられ、延 々
と伝え られてきたのである。
西 山村光寿斉 さんが師匠 の菊 邑検校に質問 したのは戦前である。日本は大和
朝廷を中心 と した天皇中心の世 の 中である。皇国史観の真 っ直 中である。天皇
以外 の筑紫君が 日本列島を支配 していた とい うような ことは話す ことがで き
なか ったのである。
筑紫舞 は 531年 に舞 うことが禁止 されてか ら現在 まで伝え続 け られて い
る。 1500年 も続 いている。筑紫君を慕 う人 々により、陰で、密かに、 しか
も正確に伝 え続 け られて いる。今後 も西 山村光寿斉 さんにより正確に伝 え られ
る ことを期待 したい。
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第 7章

倭国の発展

(ま

245

とめ)

1

倭の六王

(1)倭 の六 王 と在 位 期 間
倭国

(筑 紫君王朝)に

は6人 の王が居た。その在位は次の通り。

・ 倭 王武

398年 ‑426年
427年 ‑442年
443年 ‑461年
462年 ‑477年
478年 ‑525年

・ 倭王 葛

526年 ‑531年

・ 倭王 讃
・ 倭 王珍
・ 倭王済
・ 倭 王興

(注 )即 位年 と前 の王の死去年は重なるが即位年を重視 して死去年はその前

年 と している。

(2)倭 の六王の事績
倭 の六 王 の事績 を簡単 に記 す と次 の よ うにな る。

○倭王 讃

(398年 )、 倭国を樹立 した初代倭王。
■倭王 讃 の墓は筑後 の石人 山古墳。
■貴国を滅ぼ し
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○倭王珍
■中国王朝 (宋 )か らは じめて安東将軍 の称号を授与 される。
■九州内を平定 した 13人 の武将 にも将軍号を与えて いる。は じめて九州
のほぼ全域を統一す る。
○倭 王済
口中国王朝 か らは じめて「使持節都督、倭 。新羅・任那・加羅・秦韓 。慕
韓六国諸軍事安東将軍倭国王 」に除正 される。中国王朝は倭国が朝鮮半
島南部を軍事的 に支配 して いることを認めている。
○倭 王興
■ (雄 略 )七 年

(463年 )に 吉備王 国を平定 して、その後直 ちに 日本列

島を統一する。「東は毛人を征すること五十五国。西は衆夷を服するこ
と六十六国」は倭王興の事績である。さらに「渡りて海北を平らぐるこ
と九 十 五 国」 とあ る。朝鮮半 島南部 まで平定 して い る。「雄 略紀 」は倭
王 興 の記 録 で あ る。

〇倭王武
口日本列島で、は じめて「治天下人」にな り年号を建てている。「治天下
獲加多支歯大王 」である。
■岩戸 山古墳は倭王武 の墓である。
○倭王葛
■「磐井 の乱」で殺 された倭王。しか し筑紫君王朝はその後 も細 々と続 く。
年号 も続 いている。
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2

倭王興の事績

(1)日 本列島の統一
倭王興は 日本列 島をは じめて統一 した王である。倭王興 の在位は 462年 ―

477年 である。倭王興の事績は『紀』に次 のよ うに記録 されている。
■ (雄 略 )七 年

(463年 )、

吉備下道臣前津屋は小 女を以 って天皇の人

と し、大女を以 って己の人 と し、相 闘わ し、もし、小女が勝 つ と殺 した
とい う。これを聞いた天皇は、物部 の兵士三十人を派遣 して、前津屋お
よび族七十人を誅殺 した。
(注 )即 位 した翌年に吉備王国を滅ぼ している。

■ (雄 略 )七 年

(463年 )、

田狭は盛んに、自分の妻 (稚 媛 )が 美人 で

あることを 自慢する。天皇はそれを聞 いて、稚媛を 自分 の女御に しよ う
と決心する。そ こで 田狭を任那 国司に任命 して派遣 し、その 間に天皇は
稚媛を姿 り、子供までつ くる。 (任 那 の支配 )
■ (雄 略)九 年 (465年 )、 凡河内直 (お お しかわちの あたい)香 賜 (か
たぶ )と 釆女を遣わ し、胸方神 (む なかた)を 祠 らしむ。香賜、釆女を
おかす。天皇、弓削連豊穂 を遣わ し、三 嶋郡藍原に執 (と ら)え て斬 る。
)463年 に吉備王国を滅ぼ した後、摂津国三嶋まで平定 している。

(注

後 に継体天皇 の本拠地になる土地で ある。「筑 紫津」、「筑 紫津神社」

がつ くられる。
■ (雄 略)十 一年

(467年 )五 月、近江国栗太郡に川瀬舎人を置 く。

(注 )近 江まで平定 している。 5世 紀後半に突如として近江に古墳が築
かれるようになることと関係 しているのであろう。

■十月、信濃国の直丁と武蔵国の直丁を鳥養部となす。
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この時期 に

(注 )信 濃、武蔵 まで平定 して いる。埼 玉古墳群 の被葬者 も

派遣 されたのであろう。
日 (雄 略 )十 三年

(469年 )二 月、狭穂彦 の玄孫歯田根命、ひそかに釆

女 の 山辺小嶋子をおかせ り。天皇、聞 いて歯田根命 を物部 目大連 に付 け
て責 めさ しむ。餌香 の長野 邑を物部 目大連に賜 う。
(注 )餌 香 は大和川 と石川 の合流地点であるという。今 の大阪府南 河内

まで平定 して いる。
八月、播磨国の御井隈の人文麻呂、暴虐す。天皇、春 日小野臣大樹を遣
わ し斬 る。
(注 )す でに摂津や河内まで平定 して いるか ら「暴虐す」とあ るように

反逆 であろう。播磨 の反逆者を鎮圧 して いる。
■ (雄 略)十 四年 (470年 )、 根使主を 日根に殺す。子孫を二つに分 け、
一つ を茅淳縣主に賜 う。
(注 )日 根は和泉国 日根郡であ り、茅淳 も和泉であるという。今 の大阪

府泉南郡 である。
■ (雄 略 )十 五年

(471年 )、

姓を賜 う。再豆麻佐

(う

秦造酒、天 皇に仕え る。天皇、秦造酒 に

ず まさ)と い う。

(注 )秦 造酒は筑紫君 (倭 王興 )を 頼 って渡来 してきたのであろう。京

都市右京区太秦

(う

ずまさ)の 地を与えて いる。おそ らく原野 だ ったの

であろう。
■ (雄 略)十 七年

(473年 )、

土師連 の祖 の吾笥 (あ け)、 摂津国来狭

狭村、山背国内村・俯見村 、伊勢国藤形村、及 び丹波・但馬・ 因幡 の私
の民部を進 (た てまつ )る 。
(注 )摂 津、山背 (京 都府 )、 伊勢、お よび丹波・ 但馬・ 因幡が平定 さ

れて いる。
■ (雄 略 )十 八年

(474年 )八 月、物部菟代宿禰 。物部 目連を遣わ し、

伊勢 の朝 日郎を伐た しめたまう。物部 目連、筑紫の間物部大斧手 を率 い
て朝 日郎を獲 (と ら)え て斬る。
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(注 )伊 勢 を平定 して い る。

従来は「雄略紀」に書かれて い るこれ らの記録は雄略天皇の事績 で あると解
釈 されて きた。 しか しこれ らはすべ て倭 王興の事績 である。倭王興によ り日本
列島はは じめて統 一 されたので ある。

(2)宋 への朝貢
倭 王 興 は 中国 と盛ん に交流 す る。

■ (雄 略 )六 年

(462年 )四 月、呉国、使 いを遣わ し貢を献 じるな り。

(注 )こ の宋か らの使いは倭王興を安東将軍に除正 したことを伝える

ためで あろ う。『宋書』孝武帝紀 に「 大明六年

(462年 )二 月、

倭国王 世子興を安東将軍 と為 す」とある。

(464年 )、 身狭村主青・檜隈民使博徳を呉国に使わす。
■ (雄 略)十 年 (466年 )、 身狭村主青等、呉の献 じた二つの
鶴 (が ち
■ (雄 略)八 年

ょう)を もって筑紫に到 る。是の鶏は水間君の大に噛まれて死ぬ。

(468年 )、 身狭村主青 と檜隈民使博徳を呉に使わす。
■ (雄 略 )十 四年 (470年 )、 身狭村主青等、呉国の献 じた
手末の才伎、
■ (雄 略)十 二年

漢織・ 呉織及び衣縫 の兄姫・弟姫等をひきいて住吉津に泊まる。
(注 )「 住吉津」は博多の住吉であ ろう。

■ (順 帝、昇明元年 )十 一月、倭国遣使献方物。
(訳 )昇 明元年

『宋書』順帝紀

(477年 )十 一月、倭国使いを遣 わ し方物を献 じる。

これ らは倭王興による宋王朝 との交流である。

250

{3)朝 鮮半島の支配強化
倭 王 興 は朝鮮 半 島問題 に も対処 して い る。 『紀 』 は次 の よ うに書 いて い る。

■ (雄 略 )七 年

(463年 )吉 備上道臣田狭を任那へ派遣す。

百済 が献 じた手末 (た なすえ =手 先を使 う技術者 )を 大嶋に住まわす。
東漢陶部高貴・鞍部堅貴・ 書部因斯羅我・錦部定安那錦・訳語卯安那等
を上桃原・ 下桃原・ 真神原 の三所に遷 し居 さ しむ。
■ (雄 略)八 年

(464年 )、

高句麗 が新羅を攻 めた。新羅 は使 いを任那

王に遣 わ し、日本府 の行軍元帥等 に助 けて くれるように依頼す る。任那
王は膳臣斑鳩・ 吉備臣小梨・難波吉士赤 目子を勧めて新羅を救わ しむ。
■ (雄 略 )九 年 (465年 )、 紀小 弓宿禰・蘇我韓子宿禰 。大伴談連・子
鹿火宿禰等を朝鮮半島へ派遣 し、新羅を伐 た しむ。しか し内輪 もめによ
り果 たせず。

(475年 )、 高句麗、百済を滅ぼす。
日 (雄 略 )二 十一年 (477年 )二 月、久麻那利 (こ むな り)を 以て波洲
■ (雄 略 )十 九年

王に賜い、百済を救 い興 (お こ)す 。
これ らはす べて倭王興 の時代である。倭王興は任那 。百済 の救援 にも力を入
れて いる。
倭王武 の上表文に「渡 りて海北を平 らぐる こと九十五国」とある。倭 王興は
国内の統一 ばか りではな く朝鮮半島や中国とも積極的に交流を している。
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3

倭王武の事績

(1)倭 王 武 と河 内
倭王武 の在位は 478年 ‑525年 である。この時期に阿蘇 ピンク石製石棺
が河内へ入 る。高木恭二氏は「 阿蘇石製石棺 の分布 とその意義」 (『 継体大 王
と越の国』 (福 井新聞社 ))の 中で次 のよ うに述べ て いる。

五世紀後半になると竜山石製長持形石棺は使われませんが、この竜
山石に代わ って五世紀後半か ら河内地方では九州の菊池川付近で造
られた阿蘇石製舟形石棺が入るようにな ります。そ して、河 内では
五世紀末か ら六世紀初頭に ピンク石製 の舟形石棺が持 ち込まれます
が、 この段階では菊池川産 の石棺 はもう入 っていません。
六 世紀前半 に近畿地方 の有力層 の墓域が大和盆地 に移 るのと連動 し
て ピンク石石棺が大和に持ち込まれています。
河内では 5世 紀後半に菊池川流域で造 られた阿蘇石製舟形石棺が持 ち込 ま
れる。倭王興によ り、菊池川流域 の人 々が派遣 されて近畿貴国を滅ぼ して い
る。

5世 紀末か ら 6世 紀初頭には阿蘇 ピンク石製の舟形石棺が河内に持 ち込 ま
れるとい う。 5世 紀末か ら 6世 紀初頭は倭王武 の在位期間である。倭王武 の命
令により、宇土市付近の人 々が河 内へ派遣 されている。
菊池川流域を支配 していた江 田船 山古墳 の被葬者が文官 とな り倭王武 に仕
えたのでそれに替わ って宇土市付近 の将軍が河内へ派遣 されている。

6世 紀前半には阿蘇 ピンク石製石棺が大和盆地へ運び込まれる。倭 王武 の時
代に大和盆地 へ侵攻 している。大和盆地 の東側には阿蘇 ピンク石製石棺が運び
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込まれている。6世 紀の大和盆地の東側の古墳は宇土市付近か ら派遣された将
軍の墓であろう。大和政権の豪族の墓ではない。

(2)支 配体制の確立
倭 王 興 は全 国を統 一 して い る。九州 か ら関東 まで を征服 して い る。倭 王 興 は
侵 略 に よ り多 くの人 々を殺 したで あろ う。「雄 略紀 」 は倭 王 興 の記 録 で あ る。
「 雄 略紀 」 に次 の よ うな記述 が あ る。

■ (雄 略 )二 年 、天皇 、誤 りて人 を殺す こと衆 (お お )し 。天下 、誹謗 し
『紀 』

て言 う、「大悪天皇也 」 と。

倭 王興は「大悪天皇な り」と誹謗されて いる。「天下」とは征服 された 日本
列島の各地 の人 々であろう。「誤 りて人を殺す」 とあるが、それは「征服」で
あろう。倭王興は侵略により多 くの人 々を殺 している。『紀』はそれを このよ
うに記録 しているのである。
倭王武 の方は尊敬 されて い る。江 田船山古墳 の鉄刀や、稲荷 山古墳 の鉄剣 の
銘文には「獲加多支歯大王 (倭 王武 )に 仕え た」 ことを誇 りに している。
また「筑紫舞」がつ くられて いる。全国か ら王が筑紫君を称えに来ている。
それが 1500年 以上 も舞 い続 けられて いる。倭王武が全国か ら慕われ、敬わ
れて いる証拠である。倭王武は支配体制を確立 し、天下を上手 く統治 したとい
える。これには江 田船 山古墳 の被葬者 (肥 後 の翁 )が 深 く関わ っていたのであ
ろう。
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(3)畿 内の家形石棺
古墳 時代 後期 の畿 内 の 中心 的な石棺 は家形石棺 で あ る。お もに二上 山の 白石
で造 られ て い る。そのため家形石棺 は大和 政権 の豪族 に よ り作 り始 め られ た と
いわれて い る。
しか し和 田晴吾氏 は「畿 内の 石棺 」 (『 継体 大 王 と越 の 国』 (福 井新 聞社 ))
の 中で 次 の よ うに述 べ て い る。

五世紀後葉段階で、 中期 に発達をみせた長持形石棺が消滅 します。
他方、 その 頃か ら六世紀前葉にか けて、阿蘇 ピンク凝灰岩製 の舟形
石棺 が奈良盆地を中心 に用 い られ、六世紀前葉に は畿内のい くつ か
の地域で二上 山の 自石凝灰岩を用 いた家形石棺 の製作 が始 ま り、 ほ
どな く竜 山石製 の家形石棺 の製作 も開始 されます。
この時に作 り出された石棺のなかでは、奈良盆地南部 の二上 山白石
製剖抜式石棺 (南 大和型 )や 竜 山石製石棺 (播 磨型 )は 、阿蘇 ピン
ク石製 の舟形石棺 の形態的影響を受 けて いることも注 目され ます。

6世 紀前葉 までは阿蘇 ピンク石製舟形石棺が奈良盆地を中心 に用い られ る
が、 6世 紀前葉 ころか ら畿内のい くつ かの地域で二上 山の 自石製家形石棺 の製
作がは じま り、ほどな く竜 山石製 の家形石棺 の製作 も開始 されるとい う。初期
の家形石棺 は「南大和型」 とか、「播磨型」 と呼ばれてお り、家形石棺 は大和
や播磨で作 り始 め られた といわれて いる。
しか し初期の「奈良盆地南部 の二上 山自石製割抜式石棺 (南 大和型 )や 竜 山
石製石棺 (播 磨型 )は 、阿蘇 ピンク石製 の舟形石棺 の形態的影響を受 けて いる
こと も注 目されます」とある。二上 山石製 の家形石棺 や竜山石製 の家形石棺 は
阿蘇 ピンク石製 の舟形石棺 の形態的影響を受 けて作 られて いる。二上 山石製 の
家形石棺や竜 山石製 の家形石棺を作 ったのは宇土市付近の人 々であろ う。九州
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か ら石棺 を運 ぶのが 困難 なために近畿地方 の石 で石棺を造 るようにな ったの
ではないだろうか。
舟形石棺を造 る人 々は筑紫君により平定 された肥後の先住民である。阿蘇 ピ
ンク石製舟形石棺を造 る人 々は筑紫君により肥後 (宇 土市 )か ら近畿地方 に派
遣 されてきて いる。一方、筑紫君 王朝は家形石棺 である。初代の石棺 (石 人 山
古墳、江 田船 山古墳 )は 妻入 の横 口式家形石棺 である。
二上 山石製 の家形石棺や竜 山石製 の家形石棺 は筑紫君 王 朝 の家形石棺を墓
制 とす る将軍が近畿地方 の石 で宇土市付近か ら派遣 されて きて いる舟形石棺
を造 る人 々に造 らせたのではないだろ うか。そのため二上 山石製 の家形石棺や
竜 山石製 の家形石棺 は阿蘇 ピンク石製 の舟形石棺 の形態的影響を受 けて作 ら
れて いるので あろう。畿内の家形石棺 に埋葬 されて いる人 々は筑紫君王朝か ら
派遣 された将軍やその子孫であろ う。
たとえば継体天皇の墓である今城塚古墳 には継体天皇 の石棺 であると思わ
れる阿蘇 ピンク石製家形石棺 と、二上 山石製 の家形石棺、お よび竜山石製 の家
形石棺があ る。二上 山石製 の家形石棺 と竜 山石製 の家形石棺 はそれぞれ最 も早
い時期 の石棺 であるといわれている。 これ らは「磐井 の乱」により九州 か ら石
棺を取 り寄 せ ることがで きな くな ったので継体天皇の子孫が二上 山の石や播
磨 の竜 山石 で家形石棺を造 らせたのであろ う。
二上 山石製 の家形石棺 や竜 山石製 の家形石棺 は筑紫君 により近畿地方 へ 派
遣 された有力な将軍が舟形石棺を造る人 々に造 らせたのである。畿内の家形石
棺 は大和政権が作 り始 めたのではない。筑紫君王朝が派遣 した将軍が作 り始 め
たのである。
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第 8章

倭国のル ー ツ
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1

筑紫君 と大彦

(1)上 祖大彦
筑 紫君 (筑 紫国造 )の 始祖 は大彦 で あ る。

■大彦命は阿倍臣・膳臣 。阿閉臣・狭狭城山君・筑紫国造・越国造・伊賀
臣、凡そ七族の始祖な り。

『孝元紀』

稲荷 山古墳 の鉄剣に も「 上祖 の名は意冨比塊 (大 彦 )」 とある。埼 玉 古墳群
の始祖 も大彦である。大彦は筑紫君・埼 玉 古墳群の主・越国造等の始祖である。
また江田船 山古墳 の主 (倭 隋)も 筑紫君 と同 じ姓 (「 倭」)で あるか ら江 田船
山古墳 の被葬者 も始祖 は大彦であろう。
「筑紫舞」 の翁 の うち、都の翁 (筑 紫君)。 肥後の翁 (江 田船 山古墳の被葬
者)。 加賀 (越 )の 翁 。夷の翁 (埼 玉 古墳群 の被葬者 )は 大彦を始祖 とする同
族 である。

(2}大 彦 の 時代
大彦は崇神天皇の四道将軍の一人である。『記』『紀』は次のように書いて
い る。

■此の御世に、大毘古命を高志道 に遣わ し、その子 の建沼河別命を東方十
二道に遣わ し、まつ ろわぬ人等を和平せ しむ。
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『記 』

■ (崇 神 )十 年、大彦命を以 て北陸に遣わす。武淳川別を東海に遣わす。
吉備津彦を西道に遣わす。丹波道主命を丹波 に遣わす。

『紀』

大昆古命 は大彦であ り、高志 (こ し)は 越である。大彦は崇神天 皇によ り越
へ派遣 される。 『紀』は越を北陸 と書いている。
崇神天皇は 318年 に死去 している。大彦 もこの時期 の人であろ う。大彦は

4世 紀初頭 ころに活躍 した人物である。
越の君 も始祖 は大彦であるか ら越に派遣 された大彦 の子孫が越 に住み着 い
ているのであろう。
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2

筑紫君 (倭 王)の ルーツ

(1)「 倭国」 とは
筑紫君は倭王である。倭国の王で ある。筑紫君は「倭国」を称 している。日
本列 島で倭国を称 した国は筑紫君王朝 (倭 国 )と 卑弥呼の倭国である。両者は
関係があるのではないだろ うか。
卑弥呼の倭国は 266年 ころに亡びている (シ リーズ②『伊都国と渡来邪馬
壼国』)。 筑紫君 の倭国は 398年 に樹立 される。両者は 100年 以上 も離れ
ている。筑紫君 の倭国と卑弥呼の倭国は直接には関係がないであろ う。
関係があるな らば稲荷 山古墳の鉄剣に上祖の名 として「卑弥呼」の名が記録
されるであろ う。卑弥呼は「親魏倭王 」の金印を もらっている。子孫か らみる
と誇るべ き人物である。鉄剣に卑弥呼の名がないの は筑紫君 と卑 弥呼はやは り
直接 には関係がな いので あろう。

(2)倭 国 のル ー ツ
筑紫君の倭国は大彦が始祖である。大彦は崇神天皇の四道将軍の一人として
活躍 している。
崇神天皇は中国の大 凌河 の上流か ら日本列 島に逃げて来た人物である(シ リ
ーズ③ 『神武 ・崇神 と初期ヤマ ト王権』)。 大彦は崇神天皇の四道将軍 の一 人
であるか ら大彦 も崇神天皇 とと もに中国か ら渡来 してきたのではないだ ろ う
か。『桓檀古記』には、崇神天皇は「 白狼山を鍮えて、夜、海 口を渡 る。従 う
者数千人。遂に渡 り、倭人を定めて王 となる」とある。「数 千人」が崇神天皇
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に従 って渡来 している。大彦 も崇神天皇に従 い 中国東北地方か ら日本列島へ逃
げて来 たのであろう。
大菱河 の上流に倭城がある。 『水経注』 は次のように書 いている。
■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。東部都尉治である。 (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。
「倭城」か ら紀元元年前後 ころに一部 の人 々が朝鮮半島南部 に渡来 して「倭
国」を樹 立 して いる。後漢時代末 に「倭国大乱」があるが、「倭国大乱」は朝
鮮半島南部 のこの倭国で起きている。「倭国大乱」は 日本列島で起 きたのでは
ない (シ リーズ① 『倭人 のルーツと渤海沿岸』、 シリーズ②『伊都国と渡来邪
馬萱国』 )。

(220‑230年 )に 北部九州に移
り邪馬豊国を樹 立する。卑弥呼は景初二年 (238年 )に 「親魏倭 王」に制詔
この朝鮮半島南部 の倭国が魏のは じめ

され「倭国」の王になる。 日本列島の「倭国」の誕生である。 日本列 島は この
ときか らは じめて「倭」 と呼ばれるようになる。
「倭城」の人 々はこのよ うに建国す ると常に「倭国」を称 して いる。「倭城」
は城壁で囲まれ た村 (国 )で あろう。倭城には倭人 が住んで いた と思われる。
『水経注』は「思 うに倭地人が ここに従 ったのであろう」 と書 いている。「倭
地の人」は倭人であろう。
倭城 の人 々は建国す ると必ず「倭国」を称 して いる。「倭国」に強 いこだわ
りを持 っている。
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筑紫君 も「倭国」を称 している。やは り倭城か ら渡来 してきたので あろう。
崇神天皇 は伽 葉原夫餘 の人であ り、大凌河の上流の 自狼 山の近 くに住んでい
た。倭城はその近 くにある。 285年 に慕容魔 はこの地域一帯を平定する。崇
神天皇は 日本列 島へ逃げて来て倭人を平定 して崇神王権を樹立する (シ リーズ
③ 『神武・ 崇神 と初期ヤマ ト王権』 )。
この とき「 従 う者数千人」とある。倭城 の人 々 も崇神天皇に したがい大変河
上流か ら日本列 島へ逃げてきたので あろう。大彦 も崇神天皇 とともに 日本列島
に逃 げてきて瀬戸内海沿岸や近畿地方を平定す る。その後大彦は崇神天皇によ
り四道将軍の一人 と して越へ派遣 される。
大彦 の子は「 建沼河別 命」 (『 記』)、 『紀』は「武淳川別」と書 いている。
「別」がつ く。「別 (和 気 )」 は 中国東北地方で使われていた称号である。 大
彦、およびその子は 中国東北地方か ら渡来 してきたことを示 している (シ リー
ズ③『神武・ 崇神 と初期ヤマ ト王権』 )。

(3)越 か ら筑紫ヘ

398年 に倭国 (筑 紫君王朝 )は 貴国を滅ぼすが、倭国は貴国か ら人質 まで
受 け継 いでい る。シリーズ④『四世紀の北部九州 と近畿』で も次の例を挙げた。
■ (応 神 )八 年

(397年 )、

『百済記』に云 う、阿花王立 ちて貴国に謹
な し。故、倭が枕爾多膿、及 び蜆南 。支侵・谷那 。東韓の地を奪われぬ。

是を以て王子 直支を天朝に遣わ し、先王の好 (よ しみ )を 脩むな り。
■ (応 神 )十 六 年

(405年 )、

是年、百済の辰斯王莞 る。天皇、直支 王

を召 し、之に謂 いて曰 く、「汝、国へ返 り、以て位を嗣 げ」とい う。よ
りて且 つ 、東韓の地を賜い、之に遣わす。東韓は甘羅城・ 高難城・爾林
城、是な り。

『紀』
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397年 に百済は貴国に王子直支 (と き)を 人質に出す。その翌年 (398
年 )に 貴国 は滅びる。倭国が貴国を滅ぼ したのである。ところが 405年 に倭
国は人質 の王子直支を百済 に帰 している。貴国に来 た人質を倭国が受 け継 いで
いる。貴国か ら倭国に人質 はス ムースに受 け継がれている。
一般にはこのような ことは起 こ り得 ないであろう。貴国 と倭国はもともと一
体 だ ったのではな いだ ろうか。
貴国は神功 皇后が樹立 した国である。神功皇后は角鹿 (つ ぬが =福 井県敦賀
市 )か ら北部九州に来て貴国を建国す る (シ リーズ④『四世紀 の北部九州 と近
畿』 )。
角鹿 (敦 賀市 )は 越国である。越国 の始祖 は大彦である。筑紫君 の倭国 の始
祖 も大彦である。大彦の子孫が越国か ら北部九州に来て倭国を建国 したのでは
な いだ ろうか。
神功皇后 は角鹿 (越 国 )か ら北部九州に来て いる。そのとき大彦の子孫 も一
緒 に越か ら九州へ来 たのであろう。神功皇后 とともに貴国を建国 した。しか し
その後両者は対立す る。貴国は近畿地方へ逃げる。大彦 の子孫である倭讃 は筑
後に移 り「倭国」を樹立す る。「倭城」か ら来た人 の子孫 だか ら「倭国」を称
したのであろう。
このよ うに考 えると貴国か ら倭国にすべ てがス ムーズに受け継 がれて いる
こと も理解 できる。
筑紫君王朝 (「 倭国」 )の 建国をまとめると次のようになる。
□倭国 (筑 紫君王朝 )の 建国
■ 285年 、慕容廃 は大凌河上流域を侵略する。大彦は崇神天 皇に従 い大
凌河上流の「倭城」か ら日本列島へ逃げてきて崇神天皇 とともに崇神 王
権を樹立す る。その後崇神天皇によ り四道将軍の一 人 として越国へ派遣
される。
■神功皇后 は角鹿か ら北部九州へ移 る。そのとき大彦の子孫は神功皇后に
従 い北部九州へ行 き神功皇后 とともに貴国を建国す る
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(364年 )。

■その後対立 して貴国は大和へ逃げる。大彦 の子孫である倭讃は筑後に倭
国を建国す る (398年 )。 倭国はその後発展 して 日本列島を統一す る。
倭国は こ うして建国されたので ある。倭国 (筑 紫君王朝 )の ルーツは中国東
北地方の大変河の上流にある「倭城」である。卑弥呼の倭国 と同族である。

{4)倭 王の名前
倭 の五王 は讃・ 珍・済・興・武である。 1字 の 中国名である。倭王の名前を
みて も倭国のルーッは 中国であるといえる。
山中光一氏は「 古墳時代の体制変革」 (『 古代文化を考える』 30号 )の 中
で、倭王「讃」と「珍」は閉音節漢字の名であ り、「済」 。「興」 。「 武」は
開音節漢字の名であるとい う。
中国語は一漢字一音節である。いま頭子音を頭、「 kya」 や「 kw
a」 の yや wの よ うな拗音をつ くる介母音を
介、母音を母、末尾 の子
音を尾、と表記すれば、漢字の音はす べ て、 <頭 介母尾 >の 構造で
表記 される。 (中 略 )漢 字をそのまま導入 した朝鮮語において も、
漢字は一漢 字一音節であって、 しか も音は少 し変化 していて も<頭
介母尾 >の 構造は変わ らず、また一漢字一音 で あ って 、 日本語のよ
うに呉音や漢音があった り訓読みがあ った りす ることはない。
しか し日本語 の音節はすべ て開音 節すなわち <頭 母 >型 であ って 、
漢字が導入 されて濁音や拗音が加わ り、 <頭 介母 >型 も加わ ったが
尾は存在できない。 (中 略)
さいわい尾 はきわめて簡単で、欠 落 <・ >の ほかは、 <m>、
>ヽ

<ng>ヽ <k>、 <p>、

<t>の 六種類 しかない。

<n

(中 略 )
七世紀以前 に漢字を使用 して 国の統治体制をにな っていた人 々は、
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かな りよ く漢字 の尾を聞き分 ける ことので きた人 々で、おそ らく開
音節 の倭語 ではな く、中国語や韓国語 のよ うな閉音節 の言語 で生活
して いた人 々であろう。そ して八世紀頃か ら渡来人 も二 世、三 世に
な って倭人化 し開音節の倭語で生活す るようにな ったように思われ
る。 (中 略 )讃 や珍は閉音節漢字 の名 であるか ら、 (中 略 )彼 等 は
半島生 まれ、半島育ちに違 いない。 これに対 して済やその子、興、
武 の兄弟は開音節漢字名 だか ら、列島生まれ、列島育ちであ った と
思われ、 (後 略 )
倭 の五王の「讃」と「珍」は閉音節漢字 の名前 であるか ら朝鮮半島で生 まれ
育ち、「済」 。「興」 。「武」は開音節漢字 の名前 であるか ら日本列島で生 ま
れ育 ったという。
私 の考えでは大彦 の ときに中国か ら日本列 島に来て いるので讃 も珍 も日本
列島で生 まれて いる。しか し山中氏のいう倭王の名前が閉音節漢字であるとい
う指摘 は倭王が中国か ら渡来 してきた ことを裏付けるもので ある。
崇神天皇 は 318年 に死去 してお り、大彦 も同世代 であろ う。倭王讃は 39

8年 に倭国を建国 しているか ら大彦 と倭王讃 の 間は約 80年 の開きがある。倭
王讃や弟 の珍は大彦 の 3世 代ほど後になる。中国か ら渡来 して 3世 代 くらいま
では 中国音 の漢字 による名前が付 けられているといえる。

3世 代後 まで 中国音 の漢字 の名前 が使われているのはまわ りの人 々が倭国
(筑 紫君 )や 貴国 の人 々で あ り、皆中国東北 地方か ら渡来 してきた人 々だか ら

であろう。
倭王の先祖 の名は「大彦」である。これは和名 (倭 人 の名前 )で ある。一方、
その 3世 代後 の倭王の名は「讃」や「珍」とい う漢字―字 の 中国名 である。こ
れは何故であろうか。
讃 。珍・ 済・興・武 という名前は中国に朝貢するために付 けられ た特別な名
前 であろう。倭王武の和名は「獲加多支歯大王 (ヮ カタケル )」 である。朝貢
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するときの名前は「武」である。このように使い分けられている。国内では和
名が用 い られていたのであろう。鉄剣や鉄刀銘には獲加多支歯大王とある。
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