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「弥生時代中期を考える三つの考古学的事実」 

弥生中期は吉野ヶ里、須玖遺跡群、平塚川添遺跡などの代表的遺跡を見ても分かる

ように環濠に囲まれ、甕棺からは戦死したと思われる遺骨が発見される戦闘の絶えな

い時代だったと考えられます。それを裏付ける考古学的事実を見ていきましょう。そ

れは鉄製武器、防御的高地性集落、青銅祭器です。 

 

「鉄器の普及」 

弥生時代中期を前期と画する大きな特徴は鉄器の普及が進んだ時期であるという

ことです。下の表は弥生時代の鉄器の研究者、窪田蔵郎氏のまとめた表の抜粋です。 

 

地方別、時期別の弥生鉄器出土遺跡数と鉄器数 

 前期 中期 後期 

遺跡数 鉄器数 遺跡数 鉄器数 遺跡数 鉄器数 

東北   1 1   

関東   7 8 12 15 

中部   1 3 15 25 

近畿 2 5 4 6 16 65 

中國 2 7 4 5 9 15 

四国   2 11 5 6 

九州 2 3 33 157 39 118 

合計 6 15 52 191 96 244 

（窪田 1987 により著者が作成） 



それによれば、弥生時代前期の遺跡で鉄器を出土した遺跡は日本列島全部で 6 か所。

発見された鉄器数は 15 例ですが、弥生時代中期になると遺跡数は 52 か所、鉄器数

は 191 例に増加します。すなわち弥生中期になって、青銅器は祭器へと変化し、実

用品としての武器は鉄器に置き換えられていったものと思われます。 

また、鉄器の普及には大きく地域的な偏りが見られ、弥生時代中期に限ってみます

と、全国で発見された鉄器のうち九州で発見された鉄器は全体の 82％を占めていま

す。 

また、鉄器の出土数を種類別、地域別に見てみると武器の出土数は圧倒的に九州が

多く武器の出土全体の 73％にも達することが分かります。いうまでもなく、武器と

しては青銅製の武器に対し鉄製の武器は比べ物にならないほど強力だったと思われ

ます。このことは、弥生時代中期以降、北九州のクニグニとその他の地域のクニグニ

では、軍事力に圧倒的な差があったということにほかなりません。 

 

地方別種類別弥生鉄器出土数 

 工具 農具 漁具 武器 その他 合計 

東北 1  1   2 

関東 5  2 4 14 25 

中部 9   9 15 33 

近畿 27   23 29 79 

中國 13  1 7 19 40 

四国 5 1  7 5 18 

九州 55 39 4 134 112 344 

合計 115 40 8 184 194 541 

（窪田 1987 により著者が作成） 

 



 

 

鉄製品        鉄斧 

 

（吉野ヶ里）        

 

この軍事力の圧倒的な差が弥生時代中期以降西日本に発生する防御的高地性集落

を生んだと考えられます。次章では高地性集落の変遷を見ながら、弥生時代中期から

後期にかけての日本列島の西部で何が起きていたのかを考察してみたいと思います。 

 

「高地性集落の発生」 

 

弥生時代の中期を考える際に重要なもう一つの遺跡群が高地性集落です。高地性集

落とは小野忠熈氏の定義によると「日常の住みやすい場所や水田耕作のしやすさを犠

牲にしてまで、展望の利く山頂や尾根筋などの高い場所に、敵の襲来に対する見張り

や、敵襲を避けて逃げ込む場所としてつくられた集落の遺跡」ということになります。

高地性集落の研究者小野忠熈氏によれば、高地性集落は弥生時代前期頃から瀬戸内海

の周辺に現れますが、前期のものは高地での畑作のために営まれたものなどが多く、

中期以降は戦時の逃げ城や狼煙台などの機能を持つものが中心になると言います。こ

ういう遺跡を防御的高地性集落といいます。そして、弥生時代中期になると一気にそ



の数を増やし、瀬戸内海周辺、および、北九州と南九州の境界に作られるようになり

ます。興味深いことに青銅器が発見される地域と高地性集落が発見される地域が重な

っているように見えます。すなわちどちらも近畿以西、特に瀬戸内海周辺に多く発見

されるのです。 

 

高地性集落は極めて特殊な遺跡と考えられます。その定義からして、この遺跡は襲

撃を受けていた人々が、その襲撃から自分たちを守るために作った避難所のような遺

跡と考えられます。ということは高地性集落をつくった人々は襲撃してくる勢力に対

し、自分の村に居て迎撃して追い返すとか、逆に相手の国へ攻め込むことはできず、

隠れ城を作って逃げ込むしかなかった状況が想定されます。つまり、この戦いはかな

り一方的な戦いであったと考えられます。しかも、高地性集落の中には一時的な待避

所ではなく、弥生中期から後期まで、かなりの期間同じ場所に営まれていたと思われ

るものもあることから、その襲撃も一時的な物でなく、繰り返し起きていたと考えら

れます。しかもあらかじめ隠れ城を作れたということはその襲撃が季節的なもののよ

うに、襲われる方もある程度予測ができたものと考えられます。 

つまり、弥生時代中期になって弥生のクニが纏まっていく過程で戦争が始まった時、

その戦争が地域によっては様相が違っていたと思われるのです。北九州地方での弥生

のクニグニの戦争はお互いに環濠を掘り、防柵を作り、相拮抗して戦っていた様子が

うかがわれます。一方的にどちらかがどちらかを襲撃していたという戦闘ではなかっ

たと考えられます。したがって北九州地域には高地性集落は作られた形跡がありませ

ん。それに対し瀬戸内海周辺と南北九州の境界では高地性集落がつくられています。

それは鉄製の武器を大量に持った北九州のクニグニが、瀬戸内海周辺や南九州のクニ

グニを襲撃し、襲撃された側は逃げ惑うしかなかった状況を示しているのではないか

と想像されるわけです。 



先に説明したとおり、弥生時代中期に当たる紀元前 1 世紀から紀元 1 世紀の初頭に

かけて、中国では前漢やその後建った新も周辺地域を掌握する力が落ち、朝鮮半島で

は臨屯、真番といった前漢の砦が廃止され（紀元前 82 年）洛東江周辺は混乱する事

態が起きました。北部には高句麗が建国し（紀元前 37 年）、前漢、新、後漢の各王朝

と衝突を繰り返していました。南部には辰韓、慕韓、弁辰という後の新羅、百済、伽

耶に発展する国が生まれつつあった時代です。前漢の滅亡から王莽の新の興亡を経て

後漢の建国までの混乱期に朝鮮半島でも混乱が生じたことから日本列島へ渡来する

難民が一気に増加したと思われます。先に説明したとおり、当時の中国の人口は前漢

末の人口約 6000 万人から王莽の新の時代にはほぼ半分になったとされています。こ

の減少した人口の一部が日本列島にやってきたと考えられます。 

その結果、北九州の弥生のクニグニには大量の難民が流入し、人口が増えます。同

時に渡来した人々の中には青銅器の鋳造技術を持った人々もいて須玖遺跡を中心に

青銅器工房が築かれていったと思われます。また、渡来した難民の中にはもともと兵

士だった人たちも含まれていたと考えられ、それらの敗残兵は鉄製の武器を大量に持

ち込んだと思われます。これにより、北九州に鉄器が急増します。特に鉄製の武器の

増加は目を見張るものがあります。 

難民の大量な流入によって一時的に人口過剰に陥った北九州の勢力が、食糧などの

物資や、奴隷にする労働力を求めて瀬戸内海周辺の弥生のクニグニを襲撃したのでは

ないかと考えます。たとえば収穫の終わった秋などに北九州のクニグニは船団を組ん

で瀬戸内海の村々を襲い、食糧や人を強奪していたと想像されます。そしてそれは毎

年同じ時期にやってくるので、襲われる方のムラムラは高地に逃げ城を作ったり、狼

煙台を作ったりして防御しようとしていた状況が想定されます。 

この防御的高地性集落の分布は、弥生時代中期から後期にかけて変化していきます。

この変化を詳細にみると、そこに弥生時代に日本列島西部で何が起きていたのかが読

み取れると思います。 



 

 

 

「高地性集落の変遷」 

防御的な高地性集落は弥生時代中期に出現し、その後 400 年ほどの間、近畿以西、

特に瀬戸内海周辺に営まれます。しかし、その時期によってその分布が変化していき

ます。そもそも北九州のクニグニが他の地域のクニグニを襲撃しだした背景には朝鮮

半島からの難民の大量流入が大きな要因ではないかと考えました。とすれば、朝鮮半

島や、中国で戦乱が激しく難民の流入が多かった時期には襲撃が激しくなるため、高

地性集落が増え、朝鮮半島や中国が比較的穏やかで難民の流入も少ない時期は、高地

性集落は減少すると考えられます。そういう視点で高地性集落の増減を時期別、地域

別に見てみましょう。 

 

高地性集落の分布（第Ⅱ期）弥生中期前半・紀元前 100 年前後 

 

高地性集落の分布（第Ⅲ期）弥生中期中盤・紀元 0 年前後 



 

 

 

「初期の高地性集落」 

高地性集落は弥生時代の中期初頭（紀元前 100 年前後）からまばらに発見されて

いますが、この時期の高地性集落は高地における焼き畑農業の跡などの遺跡がほとん

どです。（高地性集落第Ⅱ期） 

 

「防御的高地性集落の出現」 

外敵の襲撃に備えた高地性集落が発生するのは弥生時代中期の中ごろ（紀元 0 年前

後）ころです。日本列島西部に防御的高地性集落は発生し、一気にその範囲を広げて

いるのです。（高地性集落第Ⅲ期）これは先にも述べたとおり、中国や朝鮮半島での

戦乱が激しくなり、それを逃れて北九州に渡来する人々が急増したためと考えられま

す。人口が過剰になった北九州の食糧不足が深刻になったことから、北九州のクニグ

ニが豊富な鉄製武器を背景に瀬戸内海周辺や南九州などのクニグニを襲ったためと

考えられます。 

 

「青銅祭器の出現」 

もう一つ、弥生時代中期を特長づける事象の一つに青銅器の変化があります。弥生

時代前期に青銅器が現れますが、前期の青銅器は後の時代ほど多くは発見されていま

せん。地域的にみると福井県以西に限られ、各県に 1、2か所程度発見されています。



また他の地域より多く九州に出土する傾向が見られます。青銅器の種類は細型という

実用の武器として使用できるもので、しいて言えば、この時期は銅剣の割合が多く、

北九州に銅矛、銅戈が少し出土しています。また、弥生時代前期の銅鐸は出雲地方か

ら若狭湾の周辺までの地域に分布し、これも鐘としての本来の機能が失われていない、

聞くための銅鐸といわれます。古いものには中に舌という金属の棒をぶら下げ音を出

したと思われるものも出土しています。 

つまり前期にはまだ日本列島には青銅器が普及していたとは言えません。渡来した

弥生人たちが朝鮮半島や中国から持ち込んだものが墓などに副葬され各地で発見さ

れている程度と思われます。 

しかし、弥生時代中期になると青銅器は形を変え、実用性の乏しいものに変化して

いきます。武器は鋭利さを失って幅広のものになり、銅鐸も大きくなり装飾的に変化

していきました。つまりこの時期の青銅器は朝鮮半島や、中国大陸から持ち込まれた

もの以外に日本列島の中で独自に変容していったものが現れるのです。当然、日本列

島で独自に変容した青銅器は日本列島内で作られたのだと考えられます。その後弥生

時代の中期後半、後期と時代が進むにつれ青銅祭器はさらに大型になり装飾的になり

ます。その形式により細型、紐細型、中広型、広型などと呼ばれています。 

 

銅矛     銅戈 

 

（吉武高木遺跡） （紅葉ケ丘遺跡） 

 

銅剣 



 

（吉野ヶ里）        （奴国の丘） 

 

小銅鐸 

 

（左・浦志遺跡 中・今宿五郎遺跡 右・吉野ヶ里遺跡） 

 

それらの青銅祭器は九州から近畿に至る範囲だけに普及していったことがわかっ

ています。また、普及した青銅祭器の種類は地域によって偏りが見られます。九州で

は銅矛と銅戈のような武器をかたどった青銅祭器が普及し、東海、近畿から瀬戸内東

部にかけては銅鐸が普及します。また中国地方の広い範囲にまばらではありますが剣

型の青銅器も発見されています。出雲の荒神谷では大量の銅剣が発見されました。 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

それではこれらの青銅祭器は誰がどこで作ったのでしょうか。ここで注目すべき重

要な考古学的現象があります。福岡市の須玖遺跡群から銅鏡、銅矛、銅戈、銅鐸とい

った弥生時代の青銅祭器の鋳型がすべて発見されていることです。上記の図で示した

ように銅矛、銅戈、銅鐸、銅剣の形をした祭器は普及地域が異なっています。しかし、

須玖遺跡群からは、一部の後期の銅鐸を除く、それらのすべての青銅祭器の鋳型が発

見されているのです。先に説明したとおり須玖遺跡群は当時の遺跡としては破格に規

模の大きい遺跡です。さらに同時代にほぼ同じ規模の比恵遺跡群も御笠川沿いに発達

しました。この二つの遺跡はそれぞれ６ｈａもある遺跡です。そこには高度な技術を

持った工人がたくさんいて、青銅祭器を制作していたものと思われます。さらにその

時代の須玖遺跡群はハイテク工房をたくさん持つ当時最大の都市国家ではなかった

かと考えられるのです。間違いなく弥生中期の中心は北九州にあったということがで

きましょう。 

 

銅矛の鋳型         銅戈の鋳型 



 

（須玖遺跡群）      

 

 

 

 

 

銅鐸の鋳型           銅鏡の鋳型 

 

（須玖遺跡群）            

 

弥生時代の青銅器研究で知られる奥野正男氏は次のように述べています。「畿内式

銅鐸の製作は九州北部の弥生中期から後期初頭に始まり、鋳型出土地をその製作地と

見る通念からすれば、その製品が、島根、鳥取などの日本海沿岸部へと、同時に広島、

岡山など瀬戸内北部へと運ばれていたことが推測できるのである」「こうした青銅器

の鋳造という当時のもっとも高度な専業的生産が弥生終末段階まで九州北部で継続

されていることが、細型、中細型、中広型、広型の各種各時期の鋳型の出土によって

証明できるのである。この事実から求めうる結論は一つしかない。それは、日本の弥



生時代に青銅器の鋳造技術が入ってきて以来、新しい段階での銅鐸を除くほとんどの

青銅器が九州北部で生産されていたことである」（奥野 1982） 

このことは須玖遺跡群の工房がそれらの青銅祭器を作り、各地に供給していたとい

うことに他ならないと考えられます。従来、「同じ種類の祭器が発見される地域は同

じ祭祀圏に属し、青銅祭器を配布する王がいて、その下に祭祀圏が政治的にもまとま

っていた」という議論がなされてきました。最近はあまり聞かなくなりましたが、「こ

の祭祀圏同志が争ったのが後漢書にいう倭国大乱だ」という説もありました。しかし、

青銅祭器はほとんどが北九州の須玖遺跡群で作られ各地に供給されていたとすれば、

それは各地方の祭祀圏が政治的にまとまっていて、その地方の王が青銅器を配布して

いたのではないことになります。 

ではなぜ須玖遺跡など一部の青銅器工房は各地に青銅祭器を供給していたのでし

ょう。それは北九州の工房の造る青銅祭器が当時のハイテク技術によって造られた、

貴重で、たぶん高価な、それだけに霊験あらたかな護符として各地のクニグニに商品

として売られていたということでしょう。 

では次に瀬戸内海周辺の人々が北九州から青銅祭器を買った目的は何だったので

しょうか。 すでに述べてきたように、弥生時代は日本列島に渡来してきた弥生人の

クニグニの間の戦争が絶えない時代であったのです。そういった戦乱の中で人々は自

分たちのクニを守るお守りを求めたものと思われます。それが青銅製の祭器だったの

ではないかと考えます。青銅製の祭器が剣や鉾といった武器の形や、銅鐸のように警

鐘の形をしているのは、それらのものがやはり身を守るものの象徴だったからではな

いでしょうか。青銅祭器は売買されていたと考えれば、同じ銅矛祭祀圏に属していた

はずの北九州諸国が、祭祀圏を統括する一人の王の下にまとまっていたどころか、環

壕を作って互いに防御しなければならないような戦争状態にあったことも説明しや

すいでしょう。 



また考古学者の森浩一氏は銅鏡に鋳出された文字の中に「買鏡者」という言葉があ

ることに注目し、次のように述べています。「『買鏡者』が非常に面白いと思いますが、

卑弥呼がもらったはずの鏡に、なぜ鏡を買えば富かつ栄えるという言葉があるのでし

ょうか。『日本書紀』などに、仲哀天皇が九州に行ったときに、筑紫の岡の県主の祖

熊鰐が白銅鏡を船にかけて迎えたとあるように、鏡を政治的に下賜したり、献上した

りすることもありますが、それはむしろ稀なケースであって、大半は商品として流通

するものであったと考えています」（森 1991）この議論は銅鏡についての議論ですが、

森浩一氏も青銅器の流通を商品としての流通と考えているようです。 

   

 

 

難民がつくった国「邪馬台国」７－束の間の安定期― 

 

「後漢の安定と高地性集落の減少」 

弥生中期も終わり、後漢が安定期に入った紀元 1 世紀の中ごろから終わりにかけて、

瀬戸内海周辺のクニグニに対する北九州のクニグニの襲撃は少し影をひそめたよう

です。瀬戸内海西部では高地性集落が消滅し、大阪湾周辺と四国にだけ高地性集落が

営まれる状況になりました。（高地性集落第Ⅳ期）その後さらに四国の高地性集落も

消滅し大阪湾周辺のみに限られるようになります。（高地性集落Ⅴ期前半） 

後漢が安定期に入り、朝鮮半島も安定したものと思われます。朝鮮半島からの難民

はしばらく渡来しなくなり、瀬戸内海周辺のクニグニが襲撃されることも一部に限ら

れたものと思われます。瀬戸内海周辺のクニグニは北九州のクニグニに定期的に貢物

をせざるを得ないようになったのかもしれません。 

 

高地性集落の分布（第Ⅳ期）弥生中期後半。紀元 50 年前後 



 

 

高地性集落の分布（第Ⅴ期前半）弥生時代後期初頭・紀元 100 年前後 

 

 

「出雲には高地性集落がない」 

また、高地性集落の分布の様子を見て注意しなければならないのは、弥生時代のも

う一つの大きな勢力がいたと思われる出雲地方に高地性集落がないことです。このこ

とから、北九州の勢力は出雲の勢力には襲撃を仕掛けなかったと思われるのですが、

その理由がわかりません。考えられるケースとしては１）出雲が弥生時代の中期（紀

元前１世紀ごろ）にはすでに北九州の支配下にはいっていたということです。しかし、

北九州のクニグニの間でも戦いが頻繁に起きていた時期に出雲との戦いの形跡が見

当たらないのは不思議です。もう一つ考えられるケースは２）出雲に攻め込むには玄

界灘という外海を行かなければなりませんので、その危険を回避して、もっぱら船で



攻めるのに危険の少ない瀬戸内海のクニグニを襲撃していたと考えるとある程度説

明がつくかもしれません。 

また、もう一つのケース３）出雲は九州に対抗できるくらい鉄製の武器を持ってい

たので、北九州のクニグニは出雲を襲わなかったと考えることです。今のところ出雲

で弥生時代の鉄製武器はあまり発見されていませんので、この考え方も少し説得力に

乏しいのですが、今後、弥生時代の鉄製の武器が大量に発見される可能性はないとは

言えません。平成 10 年に発見された鳥取県の青谷上寺地遺跡は弥生前期から後期ま

で続いた遺跡といわれていますが、そこから鉄器が発見されているようです。詳しい

報告書を読んでいないので何とも言えませんが、山陰にも鉄器があったことは間違い

ないようです。何せ、荒神谷の近くには大量の青銅器を作る工房があったことは間違

いないと思われますので、出雲に金属精錬の技術があったことは確実です。また時代

が下がってから出雲はたたら製鉄の一大中心地だったことは有名です。ということは、

弥生時代の製鉄遺跡も発見されるかもしれません。 

 

「安定期のクニグニ」 

＜吉野ヶ里遺跡＞ 

弥生時代後期に吉野ヶ里は巨大な環濠集落へと発展します。その大きさは 400ha

を超す規模となりました。またその時期に大型の祭殿と思われる建物や首長の住居、

祭祀の場と考えられる「北内郭」、支配層の居住区と思われる「南内郭」、市がたって

いたと思われる高床式倉庫群などが設けられました。また墳丘墓に埋葬されていた甕

棺からは当時は貴重であった青銅の剣や管玉も発見されました。これはこの時期に支

配層と一般の人々の間の身分の差が拡大し、祭祀なども組織化され、また、収穫した

食料をクニとして管理する体制ができたことの証とみられます。また、「北内郭」、「南

内郭」の入り口には見張り台と思われる高い建物の跡も発見され、兵士たちが見張り

に立っていた可能性も考えられます。常時見張りがいたとすれば、これらの兵士はそ



れまでのように一般の人々が戦闘時に兵士になるのではなく、専従の兵士だったので

はないかと考えられます。吉野ヶ里は専従の兵士を持つ国になっていた可能性が高い

と思われます。これらの事から吉野ヶ里は明らかに都市国家として北九州でも有数の

国へ発展したものと思われます。 

 

復元された吉野ヶ里遺跡 

 

 

吉野ヶ里の墳丘墓と発見された銅剣と管玉 

 

＜糸島の弥生遺跡＞ 

・三雲南小路王墓 



糸島の代表的弥生遺跡といえば、王墓とされる 3 か所の墓地遺跡です。そのうち最

も古いものが三雲南小路王墓です。この遺跡は 200 年前の江戸時代に偶然発見され

たのですが、その後長く忘れられていたものです。そして昭和 49 年に再発見され一

躍有名になりました。王墓といわれるものは 30ｍ四方の方形に土を盛り、その周り

に 4 メートル強の幅の周溝という空堀を掘って、その中に 2 つの甕棺を葬ったもので

す。この墓は弥生時代中期後半（紀元 1 世紀）の遺跡と考えられています。ちょうど

倭奴国王が後漢の光武帝から金印をもらったころの少し前の遺跡ということになり

ます。 

この遺跡からは銅鏡 35 面以上、銅矛 2 本、勾玉 1 個、管玉 1 個、ガラス製の璧が

発見されたとされています。璧とは中国で王がそのしるしとして持っていた円盤状の

宝玉で、極めて貴重なものです。 

 

ガラス製の璧（左・復元された壁  右・出土した壁） 

 

・井原鑓溝遺跡 

次にあげられるのは井原鑓溝遺跡です。この遺跡も江戸時代に偶然発掘されたので

すが、今は記録しか残っていません。記録によると銅鏡や巴形銅器などが発掘された

とされています。またこの地区で近年弥生時代後期（紀元 1 世紀中ころ～3 世紀）の

木棺墓 25 基、甕棺墓 47 基などが発掘され、墓からは銅鏡 5 面、と無数のガラス玉

が副葬品として発見されました。 

 



・平原王墓 

最後は平原王墓です。弥生時代後期（紀元 1 世紀中ごろ～2 世紀）から古墳時代前

期（紀元 4 世紀）の墳丘墓 5 基が発見され、このうち最も規模が大きい墳丘墓には

40 面の銅鏡が副葬されていました。副葬されていた鏡の数の多さもさることながら、

この中に直径 46.5ｃｍもある鏡が 5 面見つかったのです。この鏡は内行花文鏡とい

う種類の鏡で 5 枚とも同じ鋳型で鋳造された鏡です。この大きさの鏡は他の遺跡から

の出土例はなく現在発見されている国内最大の銅鏡です。 

大型内行花文鏡 

 

また、この銅鏡の直径は当時の中国の漢の尺度では 2 尺になります。その円周は同

じく漢の尺度では 8 咫（あた：長さの単位。女性が親指と小指を延ばした長さ）にな

るということです。そこで、この遺跡の発掘を指導した原田大六氏は、伊勢神宮にあ

る「八咫の鏡」の起源であろうとしました。「八咫の鏡」とは天皇が位を継ぐときに

譲り受ける 3 種の神器の一つで、宮内庁が保管しているとされるものですが、もう一

つ、伊勢神宮の神宝として伝えられているといわれるものでもあります。伊勢神宮の

神宝「八咫の鏡」は見た人がいないので確かめようがありませんが、もしかするとこ

の鏡と同じ鏡なのかもしれません。 

もう一つ、平原遺跡の鏡には特徴があります。それは 40 枚も鏡が出土しているの

ですが、その種類は基本的には 3 種類しかないということです。まず、方形規矩四神

鏡といわれる鏡が 32 面、内行花文鏡といわれる鏡が 7 面で、あと 1 面が四螭鏡とい



われる鏡です。この墓に葬られた人は同じ種類の鏡が好きだったということでしょう

か。 

また、この墓の副葬品にはガラスやメノウで作られた色鮮やかな装身具がたくさん

含まれていました。その中に漢の時代に身分の高い女性が身に着けていたといわれる

ガラス製のピアスがありました。そこで、この墓の被葬者は女性と考えられています。

最も立派な墓の被葬者が女性だということで、この人は女王だったのではないかとさ

れているのです。 

 

この時期にあたる紀元５７年に倭王が後漢の光武帝に朝貢し金印を授与され、その

後にも倭王の朝貢があったことが後漢書に記されています。金印をもらった倭王は金

印が博多湾の志賀島から発見されたことから、福岡平野の都市国家の王ではないかと

思われます。一方、この時期に糸島には裕福な国が現れ豊富な副葬品を持つ王墓が作

られました。中国や朝鮮半島との貿易で富をなしたものと思われます。 

 

金印（志賀島） 

 

 

 

しかし、この平和もつかの間でした。弥生後期も終末になるとまた日本列島に再び

戦乱の時代が来るのです。この時期に邪馬台国が現れます。次章ではどのようにして



弥生時代が終わったのか、邪馬台国はどのように誕生したのかについて考察したいと

思います。 

 

難民がつくった国「邪馬台国」８ ―高地性集落の消滅と弥生時代の終焉― 

 

「高地性集落の消滅の意味するもの」 

弥生時代も後期に入り、紀元 2 世紀に入ると日本列島では高地性集落の分布に大き

な変化が現れます。紀元１世紀の後半から２世紀の前半まで、（高地性集落第Ⅳ期）

日本列島の高地性集落は、大阪湾周辺から紀伊半島の西岸だけの限られた地域にだけ

作られていました。これは後漢の安定期で比較的戦乱の少ない時期には、日本列島も

戦乱が限られた地域でしか起きていなかったことを反映していると思われます。しか

し、中国で黄巾の乱が勃発し（西暦１８４年）戦乱が激しくなるころから、高地性集

落は再び瀬戸内海周辺全体に作られるようになります。戦乱が西日本全体に広がって

いったのです。（高地性集落第Ⅴ期末葉） 

 

高地性集落の分布（第Ⅴ期末葉） 

 

 



 

繰り返されたのは、また同じ悲劇でした。瀬戸内海の周辺のクニグニはまたしても

高地性集落をつくって逃げ惑わなければならなくなったのです。  

しかし、今度の襲撃は、２５０年前に高地性集落が拡大した前漢滅亡の時期の弥生

時代中期のものより激しさを増していたようです。この時期の瀬戸内海周辺の遺跡か

らは大量の石鏃が発見されます。瀬戸内海のクニグニが必死で応戦した跡なのではな

いかと推測されます。それともう一つ、今回の襲撃が前回の襲撃と大きく違う点があ

ります。それはこの襲撃を以って瀬戸内海周辺から高地性集落が消滅してしまうこと

です。（高地性集落第Ⅴ期末葉） 

高地性集落は弥生時代中期から継続して瀬戸内海周辺に営まれてきました。時期的

に範囲が縮小したことはありましたが、消滅したことはなかったのです。これは北九

州勢力が瀬戸内海のクニグニを襲撃していたものの、完全に征服することはなかった

ことの証拠だと考えられます。北九州勢力の襲撃の目的が食糧などの物資の収奪と奴

隷の拉致などであったとしたら、それは収穫が終わった時期などの、ある種、定期的

な襲撃だったのではないかと考えられます。そして、その襲撃は決して相手を征服し

てしまうことを目的としないで、しかし、弥生時代の後半を通じて繰り返されました。

そのため、防御する側も襲撃を事前に予知することができ、防御のための高地性集落

を準備することができたのだと考えられるのです。 

しかし、弥生終末期の襲撃は違っていました。この襲撃の後、高地性集落が消滅す

るということは、この襲撃は瀬戸内海周辺や近畿地方の弥生のクニグニを征服するこ

とを目的とした襲撃であった可能性が高いと考えられるのです。この時期、西日本各

地に鉄器が急速に普及することがわかっています。それも、各地のクニグニを征服し

た九州の勢力が各地に持ち込んだものだと考えられるのです。ということは弥生時代

終末期の襲撃は北九州勢力の組織的なもので、各地のムラやクニを廃絶して、いわば

植民地のような都市を築いていくことだったのではないかと考えています。 



 

 

 

「盾築墳丘墓の出現と近畿式銅鐸の消滅」 

そういった中で、この時期に吉備（岡山県）に後の古墳の原型ともいうべき盾築墳

丘墓が築かれたことには注目すべきだと考えます。盾築墳丘墓はそれまでの弥生時代

の墳丘墓とは規模の上で隔絶したものです。弥生時代の墳丘墓は、糸島の遺跡の項で

も説明したとおり、２０～４０ｍ四方程度という規模ですが、楯築墳丘墓は全長７０

ｍを超える規模なのです。先にも述べたとおり、これは大量の労働力を動員できる、

従来とは比較にならない強大な権力者が吉備に現れたことを意味していると思われ

ます。そして、その権力者は、それまで吉備で有力だった王の一人が、突然強力な権

力を握ったと考えるより、他地域から強力な軍事力を持った王が侵略してきて、吉備

を制圧したものと考えた方が妥当だと思えるのです。この王は大量の兵員を連れて吉

備に乗り込んだことも十分考えられます。その兵員がそのまま吉備に留まり、そこに

新たな植民地的クニが築かれたとしたら、吉備の人口は従来とは比べものにならない

くらい増加し、楯築墳丘墓のような巨大な土木工事を完成できる労働力の供給につな

がったのだと思われます。 

このことと関連して、もう一つ注目すべきなのは、考古学者寺沢薫氏の奈良盆地の

弥生のムラムラの消長に関する研究です。寺沢氏によれば、奈良盆地では弥生のムラ

ムラは、成立してから、水系ごとに分村を繰り返しながら発展していったのですが、

その発展の頂点で、同じ地域に突如として高地性集落が生まれ、その直後、それらの

ムラムラのほとんどが廃絶された形跡があるというのです。そして、その廃絶は奈良

盆地の弥生のムラ同士の戦乱などによるものではなく、他地域からの征服などによる

ものと考えられるというのです。この村々の征服は、吉備に盾築古墳が造成された時

期とほぼ同じ時期に奈良盆地で起きたことです。 



もう一つ、この時期におきた考古学上注目すべき事象があります。それは近畿式銅

鐸といわれる銅鐸の消滅です。近畿式銅鐸は、弥生時代中期以降近畿地方を中心に広

がっていた、鐘のような形をした青銅祭器です。その銅鐸がこの時期突如として消滅

するのです。しかも銅鐸は故意に破砕された状態で発見されることも多く、また発見

される場所も集落の中ではなく、周辺の溝や丘陵など、銅鐸が保存されていた場所と

は考えにくい場所から発見されるというのです。このことから、銅鐸はそれを持って

いた集落が外的に襲撃され、征服された時に、征服者によって破砕されたり、捨てら

れたり、あるいは征服された人々によって、緊急に隠されたりしたまま放置されたの

ではないかと考えられるのです。 

これらの事象から、弥生終末期に瀬戸内海周辺、および、近畿地方の弥生の村々に

対して、かなり組織的な征服戦争が仕掛けられ、その地域の弥生のムラムラは征服さ

れ、植民地化されていったのではないかと考えられるのです。そして、この征服戦争

を起こした主体となったのは、後漢末の中国と朝鮮半島の混乱を逃れてきた武装難民

を取り込んだ、北九州のクニグニの一つではなかったかと考えられるのです。北九州

のクニグニでは朝鮮半島からの難民を受け入れ、その兵力と彼らのもたらした大量の

鉄製武器を背景に過剰となった人口を養える土地を求めて、それまでは単に食糧や奴

隷の収奪対象だった地域に向けて、征服し植民地化する目的を持って侵攻を開始した

のだろうと考えます。そして、吉備や、奈良盆地の纏向に新たなクニがつくられてい

ったのではなかったかと考えています。 

 

「纏向の都市の出現」 

この征服戦の結果、吉備と奈良盆地に北九州のクニグニの植民地と思われるクニが

生まれました。吉備ではその王が楯築墳丘墓を作ります。また、奈良盆地には纏向遺

跡が生まれます。纏向遺跡とは、現在の奈良県桜井市にあった、広大な敷地面積を有



する、弥生時代終末期から古墳時代初期にかけて繁栄した都市の遺跡です。現在も発

掘は続いており、新しい発見が報告されています。 

その遺跡の特徴は第一にその面積が広大であることです。東西２キロ南北１，５キ

ロほどもあり、後の時代の藤原京や平城京の内裏の大きさにも匹敵するほどの面積を

持つといわれています。 

また、それほどに広大な敷地を持ちながら、当時の庶民の住居だった竪穴式住居は

全くと言っていいほど発見されていません。建物の遺構は発見されていますが、みな

掘立柱建築や高床式建築のもので、個人の住居というより、宮殿や神殿、あるいは倉

庫などの遺構と思われるものがほとんどです。その中でも、平成２１年に発見された

東西１２．４ｍ、南北１９．２ｍの高床式の建物の遺構は、弥生時代の建物としては

最大のものです。またその西側にはその建物と一体をなすと思われる建物群が発見さ

れました。 

また、纏向遺跡からは大量の鋤が発掘されていますが、田畑などの農耕の跡はあり

ません。また、発掘された鍬と鋤の数のバランスを見ると、圧倒的に鋤が多いのが特

徴です。これは農業に使われた鍬や鋤ではなく、大規模な土木工事に使われたものと

考えられています。住居跡がなく、田畑の跡も発見されないことから、纏向遺跡は生

活臭に乏しい遺跡であるともされています。 

纏向遺跡からはたくさんの土器片が発見されています。そして、発見された土器に

も特徴があります。纏向遺跡では、奈良盆地で使われていた形式の土器のほかに、他

地域で使われていた形式の土器が出土しています。他の遺跡の発掘例でも、他地域の

土器はある程度含まれるのだそうですが、近隣の地域の土器が多く含まれ、遠方の地

域の土器はあまり見られないのが普通です。ところが、纏向遺跡の場合、東海、吉備、

山陰など、纏向から遠い地域の土器が多く含まれているのです。また、数は多くあり

ませんが、朝鮮半島の土器とみられるものも一部含まれています。これらのことから、

纏向遺跡では東海、吉備、山陰などから大量の作業員を動員して、大規模な土木作業



をしていたのだと考えられています。その土木作業とはどういう土木作業だったので

しょうか。 

それは、纏向遺跡の中に箸墓古墳をはじめとする出現期の前方後円墳が集中してい

ることが一つの答えになるのではないでしょうか。この出現期の古墳が集中すること

が纏向遺跡の最大の特徴なのです。その出現期の古墳とは、勝山古墳、矢塚古墳、ホ

ケノ山古墳などですが、これらの古墳が集中していることから、纏向は前方後円墳が

生まれた地域だとされているのです。言うまでもなく、前方後円墳は日本独特の古墳

といわれる古墳です。そして、これらの前方後円墳は、その規模が、それまでの弥生

時代の一般的な墓、方形周溝墓などと比べると、比較にならないほど大規模になるの

です。  

先にも説明しましたが、墓の規模がけた違いに大きくなったということは、その墓

を建設した王の権力が、それまでの王の権力とは比較にならない大きさだったという

ことの証だと考えられます。それは、大規模な土木工事を推進するには、大量の作業

員を動員できることが不可欠で、それだけの大量の動員を号令できる王の権力は、そ

の前の時代と隔絶した大きさになったということを示すと考えられるからです。すな

わち、纏向遺跡の出現とは、日本列島西部に、弥生時代とは全く違った大きな権力を

持った王が誕生し、それまでの弥生のクニグニ、ムラムラを支配下に治め、新たな国

家を建設し始めたことの証拠だと考えられるのです。 

ご存じのとおり、纏向遺跡が繁栄した時代の後、日本全国に前方後円墳がつくられ

ていきます。そして、前方後円墳の普及と同時進行的に、大和王権が日本列島の支配

を拡大していったと通常考えられているのです。つまり、後の大和王権につながる王

権が纏向の土地で産声を上げたのではないかと考えられるのです。 

  

「纏向と吉備の共通性」 



では纏向遺跡を建設した人々はどういう人々だったのでしょう。纏向遺跡を建設し

た人々がどういう人だったかを考える重要なヒントは、纏向に生まれたとされる前方

後円墳から得られます。前方後円墳を構成する要素を、そのルーツと思われる発生地

別に整理すると次の表のようになります。 

 

＜北部九州で発生した要素＞ 

鏡、玉、剣の副葬 

腕輪類 

鉄器の多量副葬 

丹塗土器 

 

＜吉備で発生した要素＞ 

丘陵上の立地 

墳形（円丘+方丘） 

葺石 

大型の墳丘 

槨（竪穴式石室） 

棺内に多量の朱 

特殊器台・壺 

弧帯紋 

 

＜畿内で発生した要素＞ 

周濠 

 



この表からも明らかなように、発生期の前方後円墳の墓としての要素のほとんどは、

吉備で生まれたものだということができます。北九州で生まれた要素は、よく見ます

と葬送儀礼に関する要素ばかりで、これは前方後円墳の要素というより、そこに葬ら

れている被葬者のルーツを示すと考えた方がよさそうです。とすれば、前方後円墳と

いう墓の形式は吉備で生まれた楯築墳丘墓をルーツとしていると考えるのが最も妥

当だということになります。そして、そこに葬られた人と葬った人たちは、北九州の

葬送儀礼を重んじる人だったと考えられるのです。このことが指し示すのは、弥生終

末期に高地性集落を消滅させ、近畿式銅鐸を消滅させ、奈良盆地の弥生の村々を消滅

させ、纏向に新しい都市を築いた人々が、北九州の出身で、吉備に新たなクニを建設

した人々であったということではないでしょうか。 

 

「纏向遺跡はいつ建設されたのか」 

では纏向遺跡が卑弥呼のいた邪馬台国だったのでしょうか。それを検討するために

は纏向遺跡が建設された年代を特定し、その時代が卑弥呼の活躍した３世紀の中ごろ

に当たるのかを検証しなくてはなりません。 

纏向遺跡の建設された年代を特定するために重要な遺跡が勝山古墳です。勝山古墳

は最も早い時期の前方後円墳で、纏向遺跡の建設の初期の段階から造成された古墳だ

と考えられています。この勝山古墳の周濠跡の土の中から多数の木片が発見されたの

です。それは古墳の側から一括して投棄されたような状態で出土し、周濠の底から３

０センチ～５０センチ浮いた状態で発見されました。橿原考古学研究所がそのうち５

点の木片をについて、年輪年代測定法を用いてその木が伐採された年代を測定したと

ころ、一番新しいもので西暦２１０年より少し前に伐採されたものだとわかりました。

つまり、この木は卑弥呼が魏に使いを送るより３～４０年前に伐採されていたのです。

このことによって纏向遺跡の建設は卑弥呼が活躍した時代に重なる可能性が出てき

ました。邪馬台国近畿説の研究者たちは色めき立ちました。それまで勝山古墳などの



纏向遺跡の古墳は紀元３世紀の終わりから４世紀の初頭のものだというのが定説で

したので、一気に纏向遺跡の時代を５０年ほど前に出す根拠が見つかったのです。 

もちろん、これは、この木が伐採されてから時代をおかずに投棄されたと考えた場

合のことです。もし、この木が伐採されてから１００年もあとに投棄されたとしたら、

纏向遺跡の造成年代もそれだけ遅れることになり、卑弥呼の時代と合わないというこ

とになります。じつは、この木片と一緒に布留０式という土器が発見されています。

布留０式という土器は紀元３世紀の終わりごろから４世紀の初頭にかけてつくられ

た土器だといわれており、この木片が投棄されたのもその頃だという可能性は高いの

です。 

しかし、先にも説明しました通り、この木片は周濠の底から３～５０センチ浮いた

ところで発見されました。ということは、投棄されたのは勝山古墳の造成が終わって

からしばらくたってからだとするのが妥当でしょう。周濠に３～５０センチの泥が積

もるのにどれだけの時間を要するかはにわかには言えませんが、少なくとも１０年程

度あるいはそれ以上は見た方がよいと思います。ということは、木片が投棄されたの

が紀元３００年前後だったとすると、勝山古墳の築造は紀元３世紀の後半から終わり

ごろと考えざるを得ず、纏向遺跡の建設も卑弥呼が活躍していた時期と同時期だと考

えるのが妥当だということにならざるを得ません。 

  

「考古学では決定はできない」 

では、これで纏向遺跡が邪馬台国だと断定していいのでしょうか。もちろん断定は

できません。纏向遺跡と卑弥呼の邪馬台国は大きく時代が違わないといえるだけです。

一方、考古学はその時代に北九州が金属器、特に鉄器の保有量で他地域を圧倒してお

り、日本列島の中でも最も軍事力が強かった地域であることも示唆しているのです。

しかし、だからと言って邪馬台国が北九州にあったと断定することもできません。 



邪馬台国の位置の問題は考古学では原則的には解けない問題です。それは邪馬台国

の位置が魏志倭人伝という資料に書いてあるため、それを読み解く以外に、決定的に

邪馬台国にはたどり着くことはできないからです。もし、卑弥呼がもらった金印がま

たどこかで発掘されれば、これはかなり強力な証拠となるでしょうが、それでも金印

が後の時代に移動した可能性の議論が起き、決定的なことは言えないでしょう。 

 つまり、邪馬台国の位置を比定するためには、倭人伝の記事に整合性のある解釈

を与えることしかないのです。また、邪馬台国の成立には当時の中国の事情が大きく

かかわっていると考えられる節もあるので、関連する文献からの知識と、今まで見て

きた考古学の知見とを整合させるストーリーを構築していくことで、邪馬台国の実像

に迫りたいと思います。 

 

 

 


