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倭国三国志 ― 古代王権の変遷 

                                         田中徹也 

はじめに 

邪馬台国論は一人一説といわれるほど多様である。古代史ファンとしては、迷路の中で彷徨っている

ようである。そこで畿内説の視点から次の仮説を立ててみた。 

①伊都国にあった一大率は、邪馬台国連合の近畿及び東海勢力が担当した。  

②狗奴国は呉から鉄の製錬法を取得した。 

検証を通してかなり疑問が解消できたと思う。下記がその検証の内容である。  

北部九州では、紀元前１世紀にはクニの実態ができていたが、やがて北部九州に伊都国王を盟主とす

る初期「倭国」連合が成立する。西暦 107 年に伊都国王は初期「倭国」連合の王として漢からも認知                                                                                                                                                                    

された。しかし、異議を唱える出雲・吉備らがいたため、伊都国・奴国を中心とする北部九州勢力が東

征を始めた。それまで緩やかな同盟であった出雲を中心とした銅鐸文化圏の諸国は、邪馬台国連合とし

て結束し初期「倭国」連合に対峙する。それが 2 世紀の倭国大乱である。邪馬台国連合は卑弥呼を女

王に共立し、邪馬台国の纏向を都とした。邪馬台国連合は奴国を滅亡させ、伊都国の王家の存続は認め

るが、初期「倭国」連合の盟主の座を奪った。ここに邪馬台国連合を中心に新生倭国が成立する。倭国

は伊都国に一大率をおき、北部九州諸国と鉄の流れを監視下におく。伊都国は覇権を失ったが、邪馬台

国連合と和解し倭国の一国として存続することとなった。 

狗奴国は一大率により朝鮮半島からの鉄の入手ルートを絶たれたため、新たに呉から鉄の製錬法を入

手し、豊富な鉄器を武器に北部九州に攻め入る。一大率指揮下の北部九州勢は、張政等の激を受け狗奴

国の制圧に成功する。伊都国は狗奴国制圧時に鉄の製錬法を入手し、張政等の帰国後、日向（宮崎）、

狗奴国に逃れていた旧奴国勢力及び筑後川勢力と呼応し東征を開始する。  

検証にあたっては、東アジア情勢の影響と墳墓・銅・鉄の流れの視点から倭国成立の過程を考えてみ

た。倭国成立に大きな影響を与えた当時の東アジア情勢は、魏・呉・蜀の三国時代である。邪馬台国の

時代の倭には、王がいた国が三か国ある。北部九州の伊都国、倭国女王卑弥呼が居た邪馬台国、男王卑

弥弓呼の狗奴国である。この三国の趨勢は、中国「三国志」のような激しい変動を伴う状況から  

「倭国三国志―古代王権の変遷」を題とした。 

なお、参照した図書・論文は、一覧を最終項に記載し、文末に「（参照  一覧番号）」を記載した。 

大まかな流れは下図のとおり。 
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建御雷神（尾張系）  

                                     天鳥船神（物部系） 

    290 年～306 年（崇神）                 350 年 

                       

 

 

 

 

 

 

初期「倭国」連合            

（伊都国、奴国、末盧国、

不弥国、対馬国、一支国）  

57 年 奴国王が後漢に朝貢 

  「漢委奴国王」金印 

107 年 倭国王師升ら朝貢 

                     

邪馬台国連合 

（出雲・吉備・近畿・東海・邪馬台国） 

  

東征失敗 174 年 

 

   倭  国（初期ヤマト政権） 

纏向式 1･2･3･4 式 

庄内 0･1･2･3 式 布留０･1 式 

纏向型前方後円墳（３Ｃ前葉～後葉）  

前方後円墳祭式 

箸中・大和・柳本古墳群  

180 年 倭国女王卑弥呼共立  

239 年 女王卑弥呼が魏に朝貢  

 248 年  卑弥呼死去、男王立つが倭国乱   

台与共立 

266 年 倭王（台与）が西晋に貢献  

 

倭国大乱 107 年～180 年  

倭国乱 

女王卑弥呼

共立 

 倭  国(大和王権) 

         布留式 2･3･4 式  須恵器 

前方後円墳体制 大王制（天皇制は７Ｃ）  

佐紀古墳群（４Ｃ中葉～）、古市古墳群（４Ｃ後半～）、百舌鳥古墳群（５Ｃ～）  

 

      ） 

 

狗奴国 

鉄製錬法取得

（呉） 

吉備・近畿・東海の帰順   
出雲 

国譲り 

      

制圧 180 年 

北部九州へ侵攻 247 年  

 

制圧 265 年 

 

九州勢力 

（伊都国、筑後川地域、日向） 

東

征 

張政 鉄製錬法取得 

奴国の滅亡 

逃

亡 

対馬・日向 

逃亡 

圧 

一大率（近畿・東海）  
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第１章 青銅器文化 

第１節 青銅器の分布 

和辻哲郎氏は、山陰より大陸と交通した近畿中心の銅鐸の文化（銅鐸文化圏）と、筑紫より大陸と交

通した筑紫中心の銅矛銅剣の文化（銅矛銅剣文化圏）との対峙を指摘した。（参照：和辻哲郎氏は『日本

古代文化』） 

 松本岩雄氏は『古代出雲文化展』の中で、「青銅器の分布（1）弥生Ⅰ・Ⅱ期頃：挿図 31」、「青銅器の

分布（2）弥生Ⅲ・Ⅳ期頃：挿図 32」、「青銅器の分布（3）弥生Ⅴ期頃：挿図 33」を示し、弥生Ⅰ・Ⅱ

期、Ⅲ・Ⅳ期、Ⅴ期別の青銅器の展開を紹介している。（参照 21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 青銅器の分布（『古代出雲文化展』図引用） 
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丹羽野裕氏は『古代出雲文化展』の「四隅突出型墳丘墓の世界」の中で挿図「弥生時代後期の各地域

のシンボル」を示し、松本岩雄氏の挿図 33 を参照にした各地域のシンボルを紹介している。①近畿地域

を中心とした「近畿式銅鐸をまつる地域」、②東海地域の「三遠式銅鐸をまつる地域」、③山陰地域の「四

隅突出型墳丘墓の上でまつりを行う地域」、④吉備地域の「特殊器台・特殊壺で墳墓祭祀を行う地域」、

⑤北部九州を中心とした「広形銅矛をまつる地域」の五つを挙げている。（参照 21） 

 

この状況の後が、魏志倭人伝に書かれた邪馬台国の時代である。  

 丹羽野裕氏の図を参考に第１章の第２節・３節で「近畿式銅鐸と三遠式銅鐸」（①と②）、第２章で広

形銅矛の北部九州（⑤）、第３章で「出雲」（③）、「吉備」（④）について述べることとする。  

 

第２節 近畿式銅鐸と三遠式銅鐸 

銅鐸は、稲の豊作を祈る祭祀に使われた。墓に副葬されていないことから、個人所有ではなく集  

団共有と考えられている。 

佐原真氏は鈕による分類を提唱した。断面系が菱形の素環状のもの「菱環鈕式」、外縁にも装飾がつく

「外縁付鈕式」、菱環部の外縁と内縁に装飾をもつ「外縁付内縁付鈕=扁平鈕式」、紋様の輪郭を著しく

太い線＝突線(とっせん)で画する「突線鈕式」の 4 つに大別した。また、外縁付鈕式と扁平鈕式を 2 つ

に、突線鈕式を 5 つに細分化した。現在では、佐原分類をもとに菱環鈕式（2 型式）、外縁付鈕式（2 型

式）、扁平鈕式（2 型式）、突線鈕式（9 型式）に細分されている。 

図３ 弥生時代後期の各地域のシンボル（『古代出雲文化展』図引用） 
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安本美典氏によれば、銅に含まれる鉛の同位対比によって、銅鐸は、大きくは次の三つのグループに

分けれれる。①菱環鈕式銅鐸（初期銅鐸）、②外縁付鈕式銅鐸・扁平鈕式銅鐸（最盛期銅鐸）、③近畿式

銅鐸・三遠式銅鐸（終末期銅鐸）。（参照 15） 

「近畿式銅鐸」と「三遠式銅鐸」は「見る銅鐸」に入る。近畿式銅鐸は近畿勢力を、三遠式銅鐸は東

海勢力を象徴すると言われることがある。この勢力は多数の集団の、比較的対等な連合体だと推測され

る。 

石橋茂登氏は「東海地方の銅鐸と土器」のなかで,図を示し次のように述べている。「近畿ネットワー

クとつながりの深い集団は近畿の銅鐸を入手し、東海ネットワークとつながりの深い集団は東海の銅鐸

を入手する。近江や遠江は近畿とも東海ともつながりがあるので、両方の銅鐸が入ってくる。近畿式と

三遠式は分布域こそ違うが、強い排他性を示していない。近江の大岩山では一緒に埋められ、遠江の銅

鐸の谷では近接埋納されている。」、「首長の連合体あるいはネットワークのシンボルとして銅鐸が製作

された、という見方はどうだろうか。たとえば銅鐸がシンボルでなくても、ネットワークの流通経路に

のって移動するものならば、結果として三遠式や近畿式が分布することがネットワークの存在を示すこ

とになる。だが、一方で銅鐸の材料や技術を考えれば、銅鐸が首長層の動向と強い関係にあると想定す

ることは妥当性がある。」（参照 45） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムラからクニ・連合体へ展開するにあたり、このネットワークは大きな役割を果たしたであろう。  

狗奴国は東日本にあったとの説がある。魏志倭人伝に「女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より

和せず。」とあることから、東海と近畿のつながりや物流経路を考慮すると、邪馬台国と対立した狗奴国

は東海ではない根拠をも示すと言える。 

 図４「近畿と東海の集団関係と銅鐸の移動モデル」（石橋茂登氏）引用

※対価は特産物・労働力・婚姻関係等。  
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第３節 銅原料の流入 

 近畿と東海はネットワークの基となる銅原料をどこから入手したのかとの疑問が生じる。  

新井宏氏は次のように述べている。「弥生ⅠⅡ期・弥生ⅡⅢ期と殷墟遺跡の鉛同位体比」の分析により

「弥生Ⅰ期・Ⅱ期の青銅器原料として、商周期の青銅器のリサイクル材が使用された可能性が浮かび上

がる。」、・・・「それはおそらく中国の中原地方などで宝物等として伝世された青銅器が、なんらかの理

由で再溶解された状況を想定するのが、最も理解しやすい。」、・・・「そのように考えると、その入手時

期として最も可能性の高いのは、『史記』が伝える燕の昭王２８年（前 284 年）の斉・臨澑（葘）の攻撃

である。これは燕が楚と三晋と秦と連携し、一時的に都臨澑を陥落させた事件であるが、その際に伝世

の宝物類を戦利品等として入手している。」、・・・「商周期の鉛同位体比をもつ青銅器を 500 年以上もた

ってから燕や朝鮮半島、日本で再利用されたことを示唆している。」（参照 12） 

安本美典氏によれば、銅鐸は（Ａ）初期・最盛期銅鐸（出雲系銅鐸）①菱環鈕式銅鐸、②外縁付鈕式

１式銅鐸、③外縁付鈕式２式銅鐸、④扁平鈕式銅鐸、（Ｂ）①近畿式銅鐸、②三遠式銅鐸の二つのグルー

プに分類している。（Ａ）の②③は出雲からの出土が多い。（参照 15） 

『出雲國風土記』に「意宇」の由来が語られている。いわゆる「国引き神話」である。大国主命の祖

先にあたる神、八束水臣津野命（やつかみずおみつぬのみこと）が「出雲の国は生まれたばかりの未完成な国で、狭

いので縫い足そう」といい、四つの他国から海を越えて引いてきた土地をつなぎ合わせて島根半島を完

成させた、という話である。四つの国は、「志羅紀（しらき）の三埼」、「北門の佐伎の國」、「北門の良波

の國」、「高志の都の三埼」である。「志羅紀の三埼」の志羅紀は朝鮮半島の新羅である。出雲は多地域よ

り早く朝鮮半島と交流を開始し、金属加工技術を獲得していたとの説がある。 

出雲國風土記が編集されたのは８世紀であるが、新羅の領域は、紀元前２世紀ごろは辰韓の時代で、

始皇帝の秦が滅んだときに秦の人々が移り住み辰韓を建国したといわれている。朝鮮半島・中国との交

流があったと思われる。 

出雲は朝鮮半島から他の地域より早く金属加工技術と銅・鉄の材料を入手し覇権を得たのであろう。  

また、安本美典氏によれば、（Ｂ）の①②は北九州由来の銅原料銅鐸であるとしている。  

私見だが、近畿式銅鐸、三遠式銅鐸は西暦３世紀頃の製作と言われるが、邪馬台国が一大率を伊都国

に置いていたころである。近畿勢力と東海勢力が一大率として北九州に勢力を置いていたとすれば、近

畿式銅鐸と三遠式銅鐸の原材料を入手が可能であった。 

 

第２章 伊都国  

第１節 北部九州 ―大陸文化の流入と「クニ」の始まり―  

第１項 大型支石墓の出現（弥生早期）  

 玄海灘沿岸では、曲り田・夜臼（ゆうす）式土器の時期に、稲作を含む大陸系の石器・金属器・墓など

の新しい生産様式が渡来し、新しい集落が出現する。夜臼式土器は、縄文時代説と弥生早期説とある。

柳田康雄氏は、弥生早期説をとっている。  

 糸島地域では、大陸文化のシンボルである大型支石墓が出現する。弥生早期の甕棺墓を含む支石墓

は、新町遺跡（志摩町）、前原市の長野宮ノ前遺跡・志登支石墓群・曽根石ヶ崎遺跡、同時期か弥生前

期初頭の井田用会支石墓、三雲加賀石支石墓がある。長野宮ノ前・志登・曽根石ヶ崎・井田用会・三雲

加賀石支石墓は、朝鮮半島系の柳葉形磨製石鏃、太形管玉などの特徴ある副葬品が出土しており、渡来
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人系の墓である。井田用会・曽根石ヶ崎・三雲加賀石支石墓は、上石の直径が２ｍ以上の大型で、墳墓

群の中心的存在である。その位置関係が１ｋｍの等間隔で存在し三雲遺跡群の北半分を占めている。三

雲遺跡群は弥生早・前期に、加賀石・井田用会・井田御子守・柿木等の 4 群以上の遺跡群から成立

し、規模は７ｈａ以上ある。支石墓の規模・下部構造・副葬品からみて、渡来人または直系の子孫が指

導者的存在だった。（参照 17） 

 

第２項 「クニ」の出現 

 三雲遺跡群の北側に千里・志登の大型支石墓群がある。糸島平野を形成する雷山川・瑞梅川の流域

は、弥生初期遺跡群が密集しており、大陸文化が最初に定着したことがうかがえる。 

新町遺跡（志摩町）、長野宮ノ前遺跡（前原市）は、曲り田式・夜臼式の大型壺を甕棺墓として使用

している。甕棺専用の大型甕に発展する端緒となったものである。弥生中期の大型甕棺墓発展の根源も

「イト」地域にある 

 前期末・中期初頭、立岩遺跡群（飯塚市）を含

め石器生産専業集団を統率できる拠点集落が存在

した。北部九州系大型甕棺墓が朝鮮半島南部に進

出（金海式甕棺墓）していることから各平野単位

規模の「クニ」が出現した。これがイト国であ

る。（参照 18） 

 北部九州のクニの出現状況を知る上で参考にな

るので、寺沢薫氏『王権誕生』の「紀元前後の北部

九州のクニ・国」図をあげる。 

松木武彦氏によれば、「北部九州では、紀元前１世

紀にはクニの実態ができていた。須玖遺跡群を中心

とした福岡平野のクニとして、後漢王朝から金印を

授けられた奴国（なこく）、糸島市の三雲遺跡群を中心

としたクニの伊都国（いとこく）、唐津湾沿岸の 末盧国

（まつろこく）、飯塚市の立岩遺跡群を中心とした不弥国

（ふみこく）、原ノ辻遺跡がある壱岐の島の一支国（いっしこ

く）である。早良平野、筑後平野の北部にもいくつかのクニがあった。」（参照 32） 

   

第３項 王の出現 

「クニ」のはじまりは、墓の検証から証明できる。早良（さわら）平野を例にすると、青銅器を１・２

本持つ主を小首長とすると、地域の小首長の墓が飯倉・有田・野方久保・東入部遺跡にある。平野単位

を統率する大首長の墓が吉武高木遺跡（特定集団墓）である。平野単位の「クニ」を統括する「オウ

（王）」として、多紐細文鏡・複数の青銅武器・玉類を副葬している。中期後半になると平野単位を超

越した広範囲に影響力をもつ突出した大首長が出現する。「王」の例として、糸島地域の三雲南小路遺

跡、福岡平野の須玖岡本遺跡がある。  

図５ 紀元前後頃の北部九州のクニ・国   

（寺沢薫氏「王権誕生」引用）  
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三雲南小路遺跡  

 三雲遺跡群の弥生期の墓地は、弥生前期以前

に井田用会・井田御子守・加賀石・石橋・仲田

地区、弥生地区、中期初頭に柿木地区が集落内

に存在し、弥生後半以後に堺・ヤリミゾ・上覚・

井原の上学地区に及んでいる。遺跡群の南辺に

中期以降の墳墓群が営まれ、中心部の南小路か

ら井原鑓溝に王墓が点在している。 

三雲南小路王墓は、２基の甕棺があり弥生中

期末と推定されている。１号棺は前漢鏡３５面

（大型）、銅剣１本、銅矛２本、銅戈１本を出土

している。中国では王侯クラスの死にたいして

下賜する埋葬道具である金銅四葉座飾金具も

出土している。被葬者は男性である。２号棺は

前漢鏡２２面以上（小型）有り、武器はなく勾

玉が多いことから、被葬者は女性である。副葬

品の水銀の副葬例は国内にはなく、秦の始皇帝

にあるほどである。墓域は東西径３２ｍ、方形

で区画され南北径３１ｍ（推測）にわたり２ｍ

の墳丘を有している。 

以上から三雲南小路王墓は、1 号棺が「イト

国王」であり、2 号棺が妃の墓と推定されてい

る。 

 

須玖岡本遺跡  

福岡平野では、紀元前３世紀頃には２０個の集団であったが、紀元前２世紀には、比恵・板付・諸岡・

須玖・門田の５つの集団に集約され、青銅の武器持つ墓が見られる。紀元前１世紀には、須玖遺跡群を

拠点とした集団が福岡平野の青銅武器を独占している。弥生中期後半の須玖岡本王墓では、大形の甕棺

から約３０枚の前漢鏡、多樋式銅剣１、ガラス勾玉１が出土し「ナ国王」の墓と比定されている。  

（参照 18） 

 

第４項 ２世紀の鉄製武器と青銅祭器 

 近畿における鉄器の普及は北部九州と比較してかなり遅れている。鉄器武器は、北部九州では中期後

半の小首長にまで普及するが、九州外では弥生終末であり、「倭国大乱」直後が大半となる。近畿では

副葬する風習がなかったが、古墳初期には副葬している。価値観が変わるほどの大改革があった。例え

ば、東征が考えられる。 

 青銅祭器は、銅鐸が農耕祭祀、武器形祭器が戦いの祭祀、有鉤銅釧と巴形銅器が護身の祭祀、銅鏡が

首長層の権力継承祭祀に使用された。２世紀の北部九州の青銅祭器は、広形銅矛・銅戈・有鉤銅釧・巴

図６ 弥生王墓・首長墓一覧 

   （柳田康雄氏「九州弥生文化の研究」引用） 



11 

 

形銅器、銅鏡である。（参照 18） 

 安本美典氏の広形銅矛・銅戈銅剣の図を参

考に掲載する。（参照 33） 

 

第２節 初期「倭国」連合   

第１項 漢王朝の冊封（さくほう）体制 

中国では周辺の小国の君主に印綬を与える

ことは、王とか候という称号を与えて、漢王朝

の体制に組み入れてしまうことをいう。周辺諸

国の首長に印綬が与えられるということは、漢

王朝と周辺王国との間にも、文書行政が予定さ

れている。文章は木簡とか竹簡と言われる木の

札・竹の札に書いた。その木や竹の札を束ねて、

あるいは合わせて縄で巻いて、その結び目に粘

土を押しつけて封じる。その封じた粘土の上に

この印章を押すと、それが封印である。押した

粘土を封泥（ふうでい）という。 

後漢書倭伝に「建武中元 2 年（57）、倭の

奴国が貢を奉じて朝貢した。・・・光武帝は印

綬を賜うた。」とある。志賀島で発見された金

印がこの印綬である。奴国は漢王朝の冊封体

制に入り、文書を通じて交流があったであろ

う。さらに後漢書倭伝に「安帝の永初元年

（107）、倭の国王師升らが、生口 160 人を献じ、請見を願うた。」とある。この倭国王は伊都国王と考

えられ、倭国（伊都国）も漢王朝の冊封体制に入り、文書を通じて交流があったことが推測される。  

 

第２項 文字の使用 

紀元前１世紀頃の韓国の慶尚南道義里郡茶戸里（ちゃどり）遺跡で、筆菅（毛筆の軸）が発見された。

これは、紀元前１世紀に朝鮮半島の南部まで文字の使用が伝来していたことを示すもので、北部九州に

も文字の使用が伝来していたことが予想される。これを裏付けるような発見が近年あった。2016 年 3

月、糸島市三雲・井原（いわら）遺跡で弥生時代後期（１～２世紀）とみられる硯の破片が出土した。  

奈良国立文化財研究所の町田章氏は、三雲遺跡（弥生中期末）出土のガラスの壁や金銅製の飾り金具

について、中国では王侯が死去のときに、皇帝が喪儀のさいの用具として与えたものであり、北九州の

国王が亡くなったとき、中国から喪儀の道具として与えられたと推測している。後漢時代になって、奴

国の使者が金印を与えられるよりも、もっと古くから中国の王朝と国交をもっていた可能性がある 

と考えられていることから、紀元前から漢王朝と交流があったと思われる。  

柳田康雄氏は、「倭国大乱」後に卑弥呼が「共立」された３世紀の魏志倭人伝の時代以後を古墳時代

として「伊都国」を使用し、以前の弥生時代に「クニ」が出現した以後は「イト国」と表記している。 

図７ 広形銅剣・銅矛・銅戈の分布  

（安本美典氏「奴国の滅亡」引用） 



12 

 

私見として、クニの表記について、後漢書倭伝に奴国、魏志倭人伝に奴国の記述があり同一の国と思

われること、また硯の発見などから文字が使用されていたと推定するので紀元後は「伊都国」、それ以

前の弥生時代にクニが出現した以後は「イト国」と表記した。  

第３項 伊都国 

 弥生早期に朝鮮半島経由で稲作文化が玄海灘沿岸に定着し、支石墓に代表される渡来人の主力が「イ

ト国」繁栄の根源となっている。弥生前期末から中期初頭の平野単位のクニが出現するころには、「イ

ト国」は石器生産専業集団を統率し、朝鮮半島にも新技術を求め渡航している。 

弥生後期前半の井原鑓溝王墓（福岡県前原市）は、後漢鏡２１、刀剣、巴形鉄器３、鎧の板、朱を出

土している。後漢書倭伝によれば、「安帝の永初元年（107）、倭の国王師升らが、生口 160 人を献じ、

請見を願うた」とある。「倭国は伊都国王がその首長である」と、西嶋定生氏は提唱している。寺澤薫

氏も同様な考えである。三雲南小路王墓出土鏡群は、楽浪郡では発見が無く中国本土と直接交流したと

考えられる。倭の３０国が魏と交流し、伊都国が主導権を握っていることから魏志倭人伝の伊都国の別

格扱いから明らかである。 

 王墓の副葬品は、朝鮮半島をルーツとする青銅武器、中国をルーツとする漢式鏡、ガラス壁、金銅四 

葉座飾金具、朱、水銀がある。漢式鏡、ガラス壁は伊都国が国内に分配している。 

 

第４項 初期「倭国」連合の成立 

朝鮮半島東南部で紀元前２世紀まであった鏡（朝鮮半島製）副葬の風習が１世紀以上途切れ、紀元  

前後頃に前漢鏡と仿製鏡で復活していることから北部九州の主導である。北部九州の最高の威信財の鏡

は、出土量から北部九州の盟主が「伊都国」と言える。 

 「伊都国」の弥生中期末丹塗土器群は「一支国」・「狗奴韓国」の土器群と酷似していることから 

対馬国と一支国は「伊都国」の統制下にあったと考えらる。  

 青銅武器型祭器の銅戈は、「奴国」を中心に生産され、中国・四国及び朝鮮半島東南部で確認されて

いる。西日本から対馬海峡までの制海権を北部九州が掌握していたと思われる。 

 西嶋定生氏は、後漢書倭伝の「倭の国王師升」は倭国王（伊都国王）であり、初期「倭国」連合の王

であった。しかし、統一的王権ではなかった、と述べている。（参照 2） 

 寺沢薫氏は、イト国を盟主とする北部九州の部族的国家連合「倭国」は誕生したが、卑弥呼を大王と

する３世紀の「倭国」と区別するために「イト倭国」と通称している。  

 私見だが、伊都国を盟主とする初期「倭国」連合は、遅くとも西暦 107 年頃までには成立していた

と思う。 
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第３節 鉄器    

第１項 弥生人の鉄器生産 

倭人が紀元前から鉄を求めて朝鮮半島に渡っていた

可能性を示す遺跡が発見されている。朝鮮半島の鉄に

関わる遺跡のなかに弥生式土器が出土した例がある。

東萊福泉洞萊城遺跡（釜山市）の住居跡から城ノ越（弥

生中期初頭）～須玖Ⅰ式、達川遺跡（蔚山市）の住居跡

（鉄鉱石鉱山）から須玖Ⅱ式（弥生中期前半）、勒島

（ぬくと）遺跡（慶尚南道泗川市）の住居跡から須玖

Ⅰ式（弥生中期初頭）～下大隈式（後期）の土器がそれ

ぞれ出土している。倭では北部九州を中心に、弥生時

代中期には、鉄を求めて朝鮮半島と交流を持っていた

ことが分かってきた。（参照 3） 

 鉄を作る工程には、鉄鉱石、砂鉄（酸化鉄）から粗製

の鉄を取り出す工程「製錬工程」と粗製の鉄を使える

鉄に変える工程「精錬工程」がある。それぞれの工程

で鉄の滓（かす）が大量に発生し、それが遺跡に残留し

ている。鍛冶遺構の時期は中期末に属する例を最古と

し、後期終末まで約６０例がある。鍛冶工房の分布は、

九州から関東にまで及ぶが、分布密度は福岡、熊本を

代表する九州で非常に多く、西部瀬戸内地方がそれに

次、それから東にいくほど薄くなる傾向がある。  

鉄素材については、朝鮮半島や中国より輸入したとい

う舶載素材説、国内で製鉄が行われ自給されたという国内製錬説がある。  

日本国内の遺跡では、前３世紀には青銅器と共に鉄器の国産化も始まっている。その加工原料となる

青銅原料や鉄素材は、いずれも朝鮮半島南部産である。通説では、日本で鉄鉱石を原料とする製鉄が始

まるのは６世紀後半、銅鉱石の精錬は７世紀と言われている。（参照 34） 

 

第２項 弥生時代の鉄器分布 

 安本美典氏は「邪馬台国畿内説徹底批判」のなかで、川越哲志編「弥生時代の鉄器総覧」をもとに「県

別・弥生時代の鉄鏃の数」、「県別・弥生時代の鉄刀・鉄剣・鉄矛・鉄戈の数」、「県別・素環頭刀子・刀

子」の表を作成している。この三つの表を集計してみると鉄器数の分布が見えてくる。（参照 9） 

 集計数をあげると、九州（1,726）は全国（3,218）の 53.6％を占める。福岡県（710）、熊本県 

（420）、大分県（273）、佐賀県（131）、宮崎県（114）、長崎県（74）、鹿児島県（4）となる。福岡県

（710）は全国で一番多い。全国の 22.1％を占めている。 

近畿（382）は全国の 11.9％と少ない。九州北部と畿内が鉄器社会に入る段階にはズレがある。九州

北部は弥生中期末、近畿地方は弥生後期後半に転換期を迎え、それが数に現れているようである。  

図８ 北部九州からみた土器編年  

（柳田康雄氏「伊都国を掘る」引用） 
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鉄器農具が弥生中期から出土するのは北部九州である。鉄製武器を弥生中期から所有する首長層は北

部九州のみであり北部九州の優位性が見られる。  

 すべての地域で鉄鏃が用いられるようになるのは、古墳時代に入ってから。  

 鉄器の加工技術は、弥生時代後期の九州北部では、すでに一定のレベルに達していた。技術的  

には古墳時代前期に引き継がれているとみられる。 

 

第３章 邪馬台国 

第１節 出雲   

  第１項 考古学の発見 

 古事記全３巻のうち、神々の物語を描いた上巻の３分の１を、出雲神話で占めている。出雲は、従来、

神話の世界として話題に挙がっていたが、近年、考古学の分野で脚光を浴びるようになった。  

昭和 47 年、神原（かんばら）神社本殿移築の際、発掘調査で神原神社古墳石室から「景初 3 年」銘の三

角縁神獣鏡が発見され、邪馬台国出雲説が唱えられるようになった。  

昭和 59 年、荒神谷遺跡（出雲市斐川町）から銅剣 358 本が出土した。それまでの全国の銅剣出土数

300 本余を凌ぐ数である。翌年、銅鐸６個、銅矛 16 本が出土された。さらに平成 8 年、加茂岩倉遺跡

（雲南市加茂町）から 39 個の銅鐸が一括埋納の状態で出土した。出雲が神話の世界から銅鐸王国とし

て注目されるようになった。 

平成 8 年、出雲ではじめての弥生時代の大規模環濠集落跡（直径約 300ｍ）の下古志（しもごし）遺跡（出

雲市下古志町、旧正蓮寺周辺遺跡）が発見された。また日本最大級の弥生時代の集落遺跡である妻木晩

田（むきばんだ）遺跡（鳥取県米子市・大山町）が発見された。156 ヘクタールの広さがあり、竪穴住居跡・掘

立建物跡はともに数百を数え、墳丘墓（出雲文化圏を象徴する四隅突出墳丘墓を含む）は 30 以上確認さ

れている。 

これら一連の発見により出雲王国が注目されるようになった。  

 

第２項 四隅突出墳丘墓 

出雲の影響を特徴づけるものとして、方形墓から変化した四隅突出墳丘墓があげられる。四隅突出墳

丘墓は出雲の西谷２号・３号（島根県出雲市）他、備後の矢谷１号墓（広島県三次市）、岩見の順庵原１

号墓（島根県邑智郡）、伯耆の阿弥大寺墳丘墓群（鳥取県倉吉市）・洞ノ原墳丘墓群（妻木晩田）（鳥取県

米子市・大山町）、丹後の権現山古墳（京都府久美浜町）・赤坂今井墳丘墓（京都府京丹後市）、越前の小

羽山 30 号(福井県福井市)、越中の杉谷 4 号（富山県富山市）・富崎 3 号（富山県婦中町）などがある。

日本海文化圏を表徴するものである。 

弥生時代後期最終末には消滅し、古墳時代が到来する。  

 

第３項 出雲の領域  

出雲王国の領域を考える上で、古事記垂仁天皇条の本牟智和気御子の物語についての村井康彦氏の説

が参考になる。「ものいわぬ御子・本牟智和気御子が空高く飛んでいく鵠（白鳥）の鳴く声を聞いて、は

じめて「あぎ」といい、言葉にならぬ言葉を発した。喜んだ父の垂仁天皇は、人を遣わしてその白鳥を

捕えさせることにしたのだが、その折、白鳥の飛んだ先々というのが下の如くであったいう。紀伊国―
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播磨国―因幡国―丹波・但馬国―近江国―美濃国―尾張国―信濃国―をへて、ついに高志国で捕えた。・・・

ものいわぬ御子の説話は、大和王権が大国主神の神殿を約束通り建てていないために起こった不幸の物

語である以上、白鳥の降りた国々は朝廷にとっては好ましくない土地であったことを暗示している。さ

らにいえばこれらの国々こそ、かつて出雲勢力が支配下におき、あるいは同盟関係にあった国々である

と考える。」（参照 19） 

紀伊国、播磨国、因幡国、丹波・但馬国、近江国、美濃国、尾張国、信濃国、高志国は、出雲王国の

影響下にあったと考えられる。 

2006 年現在の島根県のデータによれば、銅鐸の県別出土数（括弧内は出土数）は次のとおりである。 

兵庫県（60）、島根県（55）、愛知県（45）、和歌山県（42）、徳島県（42）、滋賀県（40）、大阪府（39）、

静岡県（34）、岡山県（26）、鳥取県（19）、香川県（18）、京都府（14）、三重県（17）、高知県（11）、

福井県（10）、長野県（7）、岐阜県（6）、広島県（３）、石川県（1）、愛媛県（1）、福岡県（1）、佐賀県

(1)。銅鐸出土数が多い府県と概ね一致する。  

 

第２節 吉備 

第１項 楯築弥生墳丘墓 

墳丘の規模は、円丘部直径が北東から南西４０ｍ、北西から南東３８ｍ。南西突出部は、長さ２２ｍ、  

幅１４ｍ。北東突出部推定長１６.５～１９.５ｍ。全長概ね８０ｍ前後あり弥生墳丘墓のなかで最大で 

ある。特殊な埋葬がされている。遺体を特別に保護、保存し重厚な棺槨構造になっている。木棺木槨構

造は、出雲市西谷３号弥生墳丘墓に例があり出雲と吉備との深いつながりが指摘されている。  

楽浪郡古墳の棺槨との類似から朝鮮半島・中国の影響と考えられている。  

 棺底には、硫化水銀（辰砂）の大量の朱が使用されている。良質の水銀朱を入手し大量に集める政治

権力の絶大さを示している。 

 墓上で祭祀が行われたことが伺える。円礫堆に残された祭具には、土器類が特殊器台２個体分、特殊

壷１固体分、高杯、脚付小壷、装飾高杯がある。土製品が勾玉形、管玉形、人形、家形がある。墳頂で

は祭祀が行われていた。ふたつの弧帯文石、円礫堆から出土の遺物は、墳頂の祭祀で利用された。共飲

共食儀礼の祭祀も行われた。弧帯文石が中心的な役割を果たしていた。  

弧帯文石は倉敷市鯉食神社弥生墳丘墓からも出土しており、弧帯文石こそ弥生時代後期後葉における

吉備の大首長の座を示す一種の呪術的威具とする見方もある。（参照 29） 

 

  第２項 特殊器台と特殊壷 

特殊器台と特殊壷は弥生時代後期後葉に吉備で成立、発展した。特定の墳墓遺跡に限って出土してい

る。立坂型、向木見型、宮山型の順に移り変わり、都月型円筒埴輪を経て円筒埴輪へと変化発展した過

程が明らかになっている。特殊器台と特殊壷を用いた祭祀は、首長墓の出現期に成立した。楯築弥生墳

丘墓において初めて行われたとの見方がある。首長の霊とともに行う共飲共食儀礼の祭祀に使われ、集

落の農耕儀礼が首長葬送の儀礼に取り込まれたことを意味する。 

出雲の西谷３号弥生墳丘墓から特殊器台・特殊壷が出土している。楯築弥生墳丘墓と同時期であり、   

吉備と出雲の首長間での婚姻関係・擬制的な親族関係があったと考えられる。 
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 大和では、宮山型特殊器台・特殊壷が箸墓古墳、西殿塚古墳、中山大塚古墳、弁天塚古墳から出土し

ている。（参照 29） 

 

  第３項 出雲と吉備の同盟 

弥生時代後期末頃には、出雲と吉備では銅鐸は使われなくなっていた。この原因は、北部九州勢力の  

存在が大きく、緊張関係が存在したのではないか。そのために出雲と吉備は、銅鐸を使った集落の農耕

儀礼から首長墓を使った首長葬送の儀礼へ変化したのではないかと考える。  

出雲と吉備は同盟を結び、北部九州の東征に対する同盟の強化が求められたことから邪馬台国連合が

結成されたと思う。 

 

第３節 大和  

 第１項 唐古・鍵遺跡 

 唐古・鍵遺跡が奈良盆地で最初に出現した弥生ムラだと言われている。  

奈良盆地は東西１５ｋｍ、南北２０ｋｍの断層盆地で、周囲の山々から流れ出た河川の水は盆地中央

部で集まり、大和川となって生駒山地を横断し大阪へ流れ出る。石野博信氏は、大和への稲作導入ルー

トのひとつとして大和川遡上を推定している。大和川を遡上する場合、最初にたどり着く地が「唐古・

鍵」になる。 

 弥生時代前期初頭（紀元前５世紀）の土器に交じってごく少量の縄文晩期土器が出土する状況である。 

この地では縄文時代晩期単独の遺構がみられない。人がほとんど住んでいない未開拓ではあるが、農耕

に適した肥沃で広大な大地から広がっていた土地である。そこに稲作農耕の技術と文化をたずさえた人

たちが、大和川をさかのぼってやってきた。最盛期の居住区は 18ha、人口が約 900 人であったと推定さ

れている。二棟の大型建物跡が検出されている。１号大型建物跡は、弥生時代中期初頭（紀元前４世紀

後半）ごろで、大棟を支える柱（独立棟持柱）が建物の外側にあり、この建築様式は伊勢神宮の正殿に

みられる。２号大型建物跡は、弥生時代中期中頃（紀元前 3 世紀後半）ごろで、ヒスイ勾玉を納入した

褐鉄鉱容器が出土している。環濠をもつ集落は争乱・戦いの時代を物語るが、低地に立地する唐古・鍵

遺跡の大規模な多重環濠は、運河や排水の機能も考えられる。（参照 24）  

 

第２項 纏向遺跡 

纒向遺跡は紀元２００年を少し過ぎたころから出現する。それは庄内０式の頃で、布留０式の頃が最

大となる。纒向遺跡が衰退して小さくなるのは布留１式の頃となる。３世紀の中ごろには衰退してきて、

４世紀になるとなくなる。せいぜい１００年間続いたと思われる遺跡である。  

 寺澤薫氏によれば、奈良盆地には多くの弥生時代の遺跡があり、水系に分けると２３ぐらいのグルー

プ（共同体）がクニに統合され、さらに三つの国（「そふ」の国、「やまと」国、「かつらぎ」国）に

編成されたとする。この、「やまと」国の王都を「唐子・鍵遺跡」としている。しかし周辺地域との経

済活動は盛んであるものの権力者の首長の墓がないことから奈良盆地にあったクニ・国が統合、発展し

てヤマト王権をつくりあげて纏向遺跡を建設したとは考えていない。紀元前には「部族的国家」がいく

つかできていた北部九州では、２世紀に「伊都国を盟主とした北部九州社会の政治連合」ができた。冊

封体制による後漢王朝の後押しをバックに絶対的な求心力と政治権力を持っていたが、後漢王朝の衰退
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により、後ろ盾を失ったのを契機に諸国の王が名乗りを上げだし、倭国大乱が生じた。諸国の王らは、

卑弥呼を共立し邪馬台国の大倭王とした。この新生倭国は、前方後円墳の祭りに一極化し卑弥呼の政権

の基盤とした。その邪馬台国の都が纏向遺跡であるとするものである。（参照 10） 

纏向遺跡から出土した土器の１５％は、外来の吉備、讃岐、阿波、播磨、山陰地方、越（北陸）、伊

勢湾沿岸、畿内他地域からのものである。弧帯文の呪具は吉備に起源する。木の仮面は祭祀の変化を意

味する。纏向型前方後円墳（前方後円墳の定形化）を提示している。これらは広域の連合を裏付けるも

のである。 

 私見としては、北部九州の初期「倭国」連合が東征を始めたのを契機に倭国大乱が起こる。奈良県に

２世紀末ごろまで環濠施設が残るのは、河内と東海の緩衝地帯だったためで、倭国大乱を契機に出雲を

中心に吉備・近畿・東海等の王らは、邪馬台国連合を結成し、初期「倭国」連合に対することになる。  

邪馬台国連合は卑弥呼を女王に共立し、北部九州の初期「倭国」連合を制圧する。これにより邪馬台国

連合女王卑弥呼は倭国女王となる。徹底抗戦し滅んだ奴国と異なり、伊都国は降伏し、出雲を盟主とす

る邪馬台国連合に加わり新生倭国（初期ヤマト政権）が成立する。出雲、吉備、近畿、東海、北部九州

の諸勢力の共同体としての新生倭国は、都として纏向遺跡を造ったと考える。 

 

第３項 前方後方墳 

 植田文雄氏は著書の中で、次のように述べている。「古代の墓は、円形か四角形が世界中に分布してい

る。階級社会に達していない新石器時代（縄文時代）には円形の大型墓が出現し、さらに人が人を統治

し始めた、いわゆる階級社会（首長制・初期国家）になると方形の大型墓が出現している。円と方には

根本的な違いがある。円の対角線は中心を通るかぎり等距離にある。車座の会議に主客の別はない。四

角形には正面（正座）があり、支配する者とされる者、持つ者と持たざる者の対立関係がある。中国で

は、祭壇や王の墓は基本的に四角である。日本では、弥生時代に富める者＝リーダーが現れ、周囲に四

角く溝を掘り、土を盛り上げたのが方形周溝墓で、弥生時代前期には西日本を中心に広い範囲で見られ

る。稲作の導入による社会の階層化が影響している。200～220 年頃には、近江か濃尾に最古の前方後方

墳が出現する。270～300 年頃、箸墓古墳など定型化した前方後円墳が出現するが、近江・東海・北陸・

関東・東北南部・播磨・北部九州では前方後方墳が先だってつくられる。」（参照 26） 

前方後方墳が前方後円墳に先立ち作られている。 

邪馬台国畿内説のなかには、「西日本に前方後円墳が多く、東日本には前方後方墳が多いことから狗奴

国は東海である。」と唱える説がある。しかし纏向遺跡の中に、前方後方墳のメクリ 1 号墳（全長２８

ｍ、庄内式３期～布留 0 式）が存在する。また、大和古墳群北側の萱生支群に前方後方墳が五基存在す

る。時期は概ね古墳時代前期前半である。ノムギ古墳（全長 63ｍ）、波多小塚古墳（全長 140ｍ）、下池

山古墳（全長 125ｍ）、フサギ塚古墳（全長 110ｍ）、星塚古墳（全長 70ｍ）である。私見としては、、こ

れは東海系勢力の古墳ではないかと推定している。 

 

第４項 前方後円墳 

 寺沢薫氏は、卑弥呼政権による新しい倭国を「新生」倭国と呼んでおり、前方後円墳を新しく生まれ

変わった倭国のシンボルとして、前方後円墳の要素を分析している。首長霊継承、新しい祭祀の舞台、
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威信財、陽絶性、葬祭儀礼を漢・楽浪、北部九州、出雲、吉備、近畿の係わりから求めている。重要な

革新的な儀礼に北部九州と吉備の要素が大きいことを指摘している。（参照 7） 

 楯築墳丘墓（岡山県倉敷市）は２世紀末の遺跡で、径４０ｍの円丘と両側の２０ｍの突出墓を有して

いるが、突出部の一つをとれば、後円部の直径と前方部長の比率が２対１となる。これは纏向型前方後

円墳の比率と一致し、纏向遺跡の前方後円墳のルーツとしている。また、楯築墳丘墓の狐帯文は首長霊

の顔と考え、纏向の木製仮面に見ら

れる人格化した新しい神観念に繋が

るとしている。 

 古墳への副葬品として、鏡、玉

類、武器が重要なセットになってい

るが、北部九州でいち早く確立され

たセットである。水銀朱を大量に棺

に布くことも北部九州で多用された

方法であり、かつての「イト倭国」

（初期倭国連合）の要素が色濃く纏

向にもたされている。 

 「新生」倭国のシンボルが前方後

円墳で首長霊を継承するための場と

道具立てとしている。同時期に銅鐸等の祭祀具が廃棄されている。（参照 7） 

 私見としては、狗奴国は中部九州にあり、纏向型前方後円墳は東海系勢力の前方後方墳の影響もある

と思う。卑弥呼を女王とする邪馬台国連合が倭国大乱の際、北部九州を制圧した。その後、出雲、近畿

畿、東海、吉備、北部九州の諸勢力の共同体としての「倭国（初期ヤマト政権）」が、シンボルの纏向

型前方後円墳を造ったと考える。  

図９ 前方後円墳への過程（寺沢薫氏「王権誕生」引用） 

図 10 纏向型前方後円墳（寺沢薫氏「王権誕生」引用） 
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第４節 邪馬台国連合  

  第１項 邪馬台国の位置 

 邪馬台国の位置を知るためには、文献上では唯一つの手がかりとなる『魏志倭人伝』による必要があ

る。対馬国（対馬）、一支国（壱岐）、末盧国（松浦）、伊都国（怡土）、奴国（那珂）までは比定されて

いる。不弥国は嘉穂とし、「南へ水行２０日、投馬国へ至る、南へ水行１０日、陸行１月、邪馬台国に至

る」とあるが、南は誤りと考え、東に改める。日本海ルートをとる。日本海には東流する対馬海流があ

り、沿岸を容易に東へ移動できる。投馬国は出雲あたり、水行１０日は丹後あたり（久美浜湾）で上陸

し、陸路１か月で邪馬台国（大和=奈良県）に至ったと考える。（参照 19） 

  

第２項 邪馬台国の四官 

『邪馬台国に至る。（中略）官に伊支馬あり、次を弥馬升といい、次を弥馬獲支といい、次を奴佳』  

鞮という。（魏志倭人伝）』「次」は上下関係を表すのではなく互いに同格、横並び官を指す。伊支馬の読

みはイコマに通ずるから「生駒」。奈良盆地の北から西北にかけての地名と考えられる。官の名は地域の

名を表している。垂仁天皇が伊支米（いくめ）入日子伊沙知命（磯城玉垣宮）。弥馬升はミマスに通ずる。孝

昭天皇が御真津（みまつ）日子訶恵支泥命（葛城掖上宮）。弥馬獲支はミマキに通ずる。崇神天皇は御真木（み

まき）入日子印恵命（磯城水垣宮）。 

 天皇名の頭三文字が地域の名を指すと仮定すれば、宮殿の所在地か御陵の所在地が考えられる。  

 古事記の御陵の所在地は次になる。垂仁天皇は菅原御立野（奈良市尼辻西町）。孝昭天皇は掖上博多山

（御所市三室）。崇神天皇は山辺道勾之岡（天理市柳本町）。イコマは、生駒山を含む奈良西北部一帯。 

ミマスは、奈良西南部の葛城一帯。ミマキは、奈良三輪山の麓、天理から桜井にかけての一帯。 

奴佳鞮は、ナカトと読める。「中処」、真中の場所、「中央部」と思われる。「ナカト」は、「イコマ（生駒）」、 

「ミマス（葛城）」、「ミマキ（三輪）」に取り囲まれた土地となる。（参照 19） 

                      

第３項 有力氏族連合による王国  

村井氏は次のように述べている。「邪馬台国の中央部以外の三地区には北に物部氏、西南に鴨氏、東に

大神氏が居たことが知られる。邪馬台国は出雲系氏族連合によって擁立されていたと思われる。後に出

雲国造が出雲から大和朝廷に出てきて神賀詞を奉上する際に、四つの神社を皇室の「近き守神」とする

と述べている。三輪の大神神社、葛城の高鴨神社、飛鳥の伽夜奈流美（かやなるみ）神社、宇奈堤（うなて）の川俣

神社をいう。大和朝廷の成立以前からの出雲系の神・神社として存在していたことを前提にして理解で

きる。」（参照 19） 

 大神氏は出雲系、物部氏の祖が大和王権に帰順した饒速日命で、基盤は河内。尾張氏は「高尾張邑」

と呼ばれた御所市葛城地域にいた。神武が大和に入った後も抵抗を続けた高尾張邑の土蜘蛛勢力が尾張

氏であり、後に尾張（愛知県）へ移った。その後に製鉄に関わる鴨氏が葛城に入っている。  

このことから、邪馬台国は有力氏族連合体に支えられた王国であったことが推測できる。  

 

  第４項 邪馬台国連合 

邪馬台国連合は、出雲・吉備を中心とした近畿・東海を含む緩やかな連合体であったが、倭国大乱を

契機に強固な連合体へと変貌したと考える。  
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 邪馬台国連合が出雲・吉備・近畿・東海等との連合であることが、土器や古墳の分布により確認でき

る。 

 庄内式土器は、近畿地方では弥生時代から古墳時代への転換期に用いられた。九州から東北地方中部

に及ぶ広大な地域で、それまでの地域性の強い弥生土器が大きく変化し、土器の在り方に共通の要素が

顕著となった。纏向遺跡で出土している庄内式の土器のうち１５％が外来系である。その内訳は、       

東海系５０％ 山陰・北陸系１７％ 河内１０％ 吉備７％である。人の移住があったことがわかる。 

福岡県・大分県の土器も見られる。  

 出現期古墳の分布を分析すると定型化した前方後円墳、前方後方墳の成立が、広域の政治連合の形成

と関連することがわかる。特殊壺形埴輪・器台形埴輪が存在する。他と隔絶して大きな規模をもつ古墳

は畿内の大和にあり、これに次ぐ規模のものが大和に北接する山城と吉備の備中に、これよりやや小規

模なものが北部九州の瀬戸内側の豊前にみられる。これは古墳の出現の前提となった広域の政治連合が、

畿内の大和を中心に形成されていたことが明らか。例として次の古墳があげられる。箸墓古墳（280ｍ：

桜井市）、西殿塚古墳（234ｍ：奈良県天理市）、黒塚古墳（130ｍ：奈良県天理市）、中山大塚古墳（120

ｍ：天理市）、馬口山古墳（110ｍ：天理市）、椿井大塚山古墳（160ｍ：京都府山城町）、浦間茶臼山古墳

（138ｍ：岡山市）、石塚山古墳（120ｍ：福岡県苅田町）、那珂八幡古墳（65ｍ：福岡市：旧奴国の範囲）、

御道具山古墳（65ｍ：前原市：伊都国の範囲）、久里双水古墳（95ｍ：唐津市：末盧国の範囲）。（参照 28） 

福岡県・佐賀県の古墳は倭国成立後又は一大率系か。  

 白石太一郎氏は広域の政治連合が形成された理由について、次のように述べている。  

「弥生時代に朝鮮半島との交渉に中心的な役割を果たした玄界灘沿岸地域にあまり大きな出現期古墳が

みられず、むしろ北部九州でも瀬戸内側の豊前に大規模の出現期古墳が見られることは注目される。出

現期古墳を生みだした政治連合の形成の契機が、鉄資源をはじめとする様々な先進的文物の輸入ルート

の支配権をめぐる、玄界灘沿岸地域と瀬戸内海沿岸地域との争いにあったことを示唆する。  

 弥生時代の集落遺跡における鉄器の出土量も、圧倒的に北部九州が多い。九州以東の瀬戸内海沿岸各

地や近畿の勢力が、鉄資源をはじめ中国鏡など様々な先進的文物の安定した供給を確保しようとすると、

その入手ルートの支配権を奪取する以外にはなかった。」（参照 28） 

 出現期古墳の分布は、邪馬台国連合が倭国大乱を経て倭国を成立させたことが確認できる。  

 

第４章 倭国大乱  

第１節 倭国大いに乱  

第１項 倭国大乱の時期 

後漢書倭伝に次の記述がある。 

「建武中元２年（光武帝、57 年）、倭の奴国が、貢を奉じて朝賀した。使人はみずから大夫と称し

た。倭国の極南界である。光武帝（後漢第１代、25～57 年在位）は印綬を賜うた。」 

「安帝（後漢第６代、107～125 年在位）の永初元年（107 年）、倭の国王帥升（すいしょう）らが、生口

160 人を献じ、請見を願うた。」 

「桓（かん：後漢第 11 代桓帝、147～167 年在位）、霊（後漢第１２代霊帝、168～188 年在位）の

間、倭国が大いに乱れ、かわるがわるたがいに攻伐し、暦年、主がいなかった。一女子がおり、名を卑
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弥呼といった。年が長じても嫁にゆかず、鬼神の道につかえ、よく妖をもって衆を惑わした。そこで、

共に立てて王とした。」 

「梁書倭伝」には霊帝光和中という特定の年号が示されている。霊帝光和中とは 178～184 年の間を

いう。つまり紀元 180 年ごろと推測される。 

魏志倭人伝には、「その国は、もと男子をもって王となし、住（とど）まること 7、80 年。倭国が

乱れ、たがいに攻伐すること暦年、そこで共に一女子を立てて王とした。」この乱より 7、80 年前と

なると、漢の安帝のときに倭の国王帥升が使いを出した頃と一致する。（参照 2） 

井上光貞氏、西嶋定生氏、寺沢薫氏は、倭の国王師升は伊都国王だと言っている。  

紀元 107 年から 180 年頃が倭国大乱の時期と推定される。このことは、井上光貞氏、西嶋定生氏が

指摘している。 

柳田康雄氏は、「倭国大乱」は後漢書倭伝にいう桓霊の間（147～188 年）をとって２世紀後半と考え

ている。 

弥生時代は、集落の攻防戦が戦闘の典型的なパターンであり、ムラからクニへの展開が主な戦いの場

であったことから、倭国大乱は 107 年から 180 年とするも前半は北部九州内、出雲、吉備、近畿、東海

内の争いで、後半の桓霊の間（147～188 年）に邪馬台国と北部九州の抗争があったと考える。  

 

第２項 倭国大乱の原因 

西嶋定生氏によれば、後漢書倭伝の「倭の国王師升」は倭国王であり、初期「倭国」連合の王であっ

た。しかし、統一的王権ではなかった。（参照 2） 

 都出比呂志氏は、「弥生時代後期の高地性集落に対応する乱は、中国の資料に出てくる『倭国大乱』  

である。後期の段階で近畿地方から瀬戸内の西の端まで含む戦闘状態、緊張関係があった。日本海に抜

けていくルート、琵琶湖を通って北陸へ抜けるルートもあった。西日本規模の組織的なものであった。  

瀬戸内海勢力と近畿地方の大きな集団ブロック同士はほぼ連合ができていて、西の北部九州を意識した  

戦闘布陣態勢をしいていた。」と述べている。（参照 31） 

寺沢薫氏は、倭国王師升以来の倭国の段階は「イト倭国」であり、広形の銅矛・銅戈をお祭りの道具

とした。冊封体制による後漢王朝の後押しをバックに絶対的な求心力と政治権力を持っていた。しかし

後漢王朝の衰退により、後ろ盾を失ったのを契機に諸国の王が名乗りを上げだし、倭国乱が生じた。諸

国の王たちは、卑弥呼を共立（邪馬台国の大倭王）した。（参照 7） 

 倭国大乱は鉄の供給ルートをめぐる覇権争いだったとの説がある。北部九州が鉄の獲得において優位

だったのは、後漢王朝の庇護受けており、鉄を産出する朝鮮半島の楽浪郡が後漢王朝の支配下にあった

からであるが、２世紀末に後漢王朝が弱体化し、この好機に邪馬台国が北部九州を制圧し鉄の供給ルー

トを掌握したというのである。 

私見だが、伊都国王が倭国王として名乗ることに、出雲・吉備を中心とした邪馬台国連合は強く反発

したことが想定できる。倭国王を名乗った伊都国王は、統一国家を目指し、初期倭国連合の盟主として

東征を開始することとなった。これが倭国大乱の主な要因である。弥生時代後期に瀬戸内沿岸や近畿に

第二次高地性環濠集落が増加するのは、初期「倭国」連合の東征に備えたものと思われる。  

 

第２節 倭国の成立   
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第１項 邪馬台国連合の勝利 

２世紀中期に始まった北部九州の初期「倭国」連合の東征は、隣接する出雲・吉備の王権体制を促す

だけでなく、邪馬台国連合の結成をも生み出すこととなる。  

邪馬台国連合は北部九州勢力に対し鉄器の数では劣るが、青銅器・兵の数では勝るのが有利にはたら

いたのではないか。２世紀末（180 年頃）、邪馬台国連合勝利により奴国は滅んだが、伊都国は帰順した

こと及び中国との交渉窓口として、王国は存置する形で残る。ここに邪馬台国連合が北部九州連合を制

圧し新生「倭国」が成立する。  

 出現期古墳の分布を検証すると広域の政治連合の形成がうかがえる。特殊壺形埴輪・器台形埴輪が

存在し定型化した前方後円墳、前方後方墳の成立がある。他と隔絶して大きな規模をもつ古墳は畿内の

大和にあり、これに次ぐ規模のものが大和に北接する山城と吉備の備中に、これよりやや小規模なもの

が北部九州の瀬戸内側の豊前にみられる。古墳の出現の前提となった広域の政治連合が、畿内の大和を

中心に形成されていた。北部九州が従属する関係が見られる。（参照 28）分布については、「図 10「纏向

型前方後円墳」（寺沢薫氏『王権誕生』引用）」が参考になる。 

 庄内系土器は、高杯などに限定されたものではなく、地域的に拠点的であるが、全器種一括して流入

しており、変革的である。Ⅰ様式の時期に古墳が出

現すると考えるのは、近畿を中心に関東から北部九 

州に定形化前の古墳が点在する事実とそれらに確

実に庄内期の例が存在することによる。 

都出比呂志氏は岡村秀典氏の研究を紹介してい

る。「岡村氏の分類で六期（２世紀前半）までの漢

鏡が、九州に圧倒的に多かったのに対し、最後の

七期の漢鏡（２世紀後半から３世紀）は九州で衰

退し、九州以東で出土数と分布域が急速に拡大す

ることから、岡村氏は「魏志倭人伝」に記載され

た倭国乱の終息による各地の交流の活発化と、邪

馬台国の樹立の根拠を示し、邪馬台国の位置の特

定にも大きな根拠を与えました。」（参照 6） 

 初期古墳の構成を検討すれば明らかなように、

主体部の割竹形木棺・土器祭祀と鏡・剣・玉など

の副葬品の風習は、北部九州に特徴的なもので、

古墳出現にも大きく関与している。（参照 18） 

庄内式土器の流入は、北部九州が邪馬台国連合

に制圧されたことを示す。また北部九州に特徴的

な風習である主体部の割竹形木棺・土器祭祀と

鏡・剣・玉などの副葬品が見られるのは、伊都国

の王が引き続き存置し、新生「倭国」の一国とし

ての立場が推定される。 

 

図 11 漢鏡分布の変遷（岡村秀典氏引用） 
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第２項 一大率の設置 

魏志倭人伝に「女王国より以北には、特に一大率を置き、諸国を検察せしむ。諸国これを畏憚す。  

常に伊都国に治す。国中において刺使の如きあり。」とある。 

倭国女王は一大率を伊都国に置き、諸国を検察した旨、記載されている。邪馬台国連合は北部九州の

初期「倭国」連合を制圧後、北部九州諸国及び鉄の流入を監視するため一大率を伊都国に置いたと思わ

れる。 

 柳田康雄氏は古墳の出現と邪馬台国について次のように述べている。「三角縁神獣鏡以前の卑弥呼の

即位時に配布した後漢鏡（一部仿製鏡）を副葬する前方後円（方）形の墳丘をもつ墳墓から古墳時代と

する。その時期が２世紀末から３世紀前半で、庄内式土器の時代であり、卑弥呼が共立された以後の邪

馬台国時代以降を古墳時代とする。すなわち、邪馬台国は奈良県桜井市に出現する纏向遺跡の可能性が

強い。これは、庄内式土器遺構が一括して汎日本的に分布するようになり、これ以前の単体で移動する

あり方と一変している背景に社会的大変革があり、邪馬台国を盟主とした「倭国連合」が卑弥呼の共立

によって成立したと考える。」（参照 18） 

 大塚初重氏は著書のなかで次のように述べている。「畿内地方から北部九州への庄内式土器の移入が、 

いかなる理由によったが即断はしがたいが、これらの庄内式土器の移動は、近畿地方から北部九州への

人とモノの移動を示すものと思われる。ただ、胎土分析によると、北部九州で出土している畿内系の土

器のすべてが、畿内より運ばれた庄内式・布留式土器ということではなく、福岡平野での製作品も存在

したと見られるという。このことから、一時期の大量の集団移住だけではなく、継続的な人びとの移動

もまた考えねばならない。北部九州で製作された庄内式土器もあるという事実は近畿地方と北部九州地

方との関係が単純でないことを示している。大きく土器群の流れとしてとらえると、近畿地方から北部

九州へという流れであって、反対に、北部九州や南九州の土器は河内や纏向遺跡などに流入しているが、  

その量は全く問題にならないほど少ない。こうした三世紀における土器の移動、搬入の事例から見ると、  

やはり近畿地方の地域的な優位性が見られる。そうすると、弥生終末期に見られる畿内の庄内式・布留

式土器の北部九州への流入は、どのような社会現象ととらえるかが問題である。土器だけが歩いてくる

わけはない。集団移住、交易、貿易、商業活動、で入ってきたということもあるし、戦乱という背景が

あったためではないかとも思える。」（参照 8） 

伊都国（旧伊都郡及び福岡市西区）の早期・前期古墳として、纏向型前方後円墳の稲葉１号墳（全長

４２ｍ、早期、石囲い木槨）、伊都国で唯一つの前方後方墳である稲葉２号墳（全長２０ｍ、前期、箱式

石棺）がある。これら古墳は、邪馬台国から一大率として派遣された邪馬台国連合の古墳と考える。 

纏向型前方後円墳は吉備・河内勢力、前方後方墳は東海勢力の影響が多い。伊勢湾地方の円窓付土器

と東海の丹塗土器が、伊都国を中心に分布する窓付土器及び筑紫平野北部を中心に北部九州一円に分布

する丹塗土器と類似し、地域を限定して分布している。東海勢力と係わりがある。  

３世紀後半に一括した庄内式土器が北部九州に流入している。3 世紀末には外来系土器が急激な急激

な増大をし、４世紀中頃には近畿地方との一斉化が進み、在地系土器が消滅している。  

さらに吉野ケ里遺跡に前方後方墳が４基確認されているが、吉野ケ里遺跡が邪馬台国の狗奴国に対す

る前線基地と考えれば、一大率（東海勢力）の影響ではなかろうか。  

以上から畿内の邪馬台国連合が北部九州を制圧し倭国が成立した影響が北部九州でみられる。  
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  第３項 西新式文化 

 安本美典氏は、奴国は朝倉盆地を中心とした西新式文化の邪馬台国（朝倉説）に滅ぼされたと述べて

いる。 

箱式石棺墓時代より前の甕棺墓時代においては、剣・矛・戈の青銅器の出土の分布は、唐津市周辺 

の松浦平野、前原町などの糸島平野、福岡市を中心とする福岡平野、春日市の須玖岡本付近に集中して 

いる。甕棺時代から箱式石棺墓時代に移るにつれ、遺物の中心地は、北九州の沿岸部から有明海の周り  

の筑後平野、そして、筑後川上流の朝倉盆地などの内陸部に移って行く。熊本県や大分県にも分布が見 

られるようになる。「広形の銅矛・銅戈」は対馬、春日市須玖岡本付近、宇佐平野、四国西部（愛媛県） 

に、「広形（平形）の銅剣」は四国北部に分布している。春日市辻田遺跡（広形銅矛）、徳島県麻植郡牛  

島村の銅鐸にみられるように、①広形の銅剣・銅矛・銅戈」も、「銅鐸」も人目につかない場所から出土 

し、②広形の銅剣・銅矛・銅戈」も、「銅鐸」も破壊されたものがある。北部九州の弥生後期の土器編年  

区分は、森貞次郎氏の高三潴、下大隈、西新の三区分がある。倭国大乱後、西新式土器が庄内式土器と  

並行している。（参照 33） 

 安本美典氏によれば、「福岡平野を中心とする地域で発達してきた古代文化は、行方不明になるのでは

なく、筑後川流域地域に、中心を移動させたのである。そして、この筑後川流域に文化の中心のあった

時代こそ、邪馬台国時代であった。」、「福岡平野の政治勢力が、筑後川流域の筑紫平野の勢力に圧倒され

たためである、と。すなわち、奴国が、新興の邪馬台国によって滅ぼされたためである。」（参照 33） 

 私見としては、甕棺墓時代に初期「倭国」連合は邪馬台国連合（畿内）に制圧されて、甕棺墓時代は

終わった。新たに箱式石棺墓時代を迎える。邪馬台国連合は一大率を設置し北部九州の監視と鉄の流入

の統制を役目とした。一大率を担当した近畿・東海勢が玄海灘沿岸に入植し、従来の勢力は内陸部へ移

住させられた。狗奴国に対峙するよう北部九州の中心地を筑後川周辺に移し、山門郡に邪馬台国連合の

前線を置いたと考える。 

 

第３節 奴国の滅亡  

 第１項 冊封体制   

『後漢書倭伝』に「建武中元２年（57 年）、倭国の奴国（の使者）、貢を奉げて朝貢す。使人は、みず

から大夫と称う。（倭の奴国は、）倭国の極南界なり。光武（帝）は、賜りに印綬をもってす。」とある。 

この印綬の役割は何か。当時、文章は木簡とか竹簡と言われる木の札・竹の札に書いた。その木や竹

の札を束ねて、あるいは合わせて縄で巻いて、その結び目に粘土を押しつけて封じる。その封じた粘土

の上にこの印章を押すと、それが封印である。押した粘土を封泥（ふうでい）という。周辺の小国の君

主に印綬を与えることは、王とか候という称号を与えて、漢王朝の体制に組み入れてしまう。これを冊

封（さくほう）体制という。奴国も漢王朝の冊封体制に組み入れられていたことが想定される。周辺諸国

の首長に印綬が与えられるということは、漢王朝と周辺王国との間にも、文書行政が予定されている。

３世紀の邪馬台国時代には、魏王朝に何回も使者を派遣し、魏王朝からも使者が来て、魏の皇帝の詔書

をもたらしているのいだから、すでに、文書外交が成立していた。（参考 2） 

さらに韓国の慶尚南道義里郡茶戸里（ちゃどり）から紀元前１世紀頃の筆菅（毛筆の軸）が出土しており、

紀元前１世紀に朝鮮半島の南部まで文字の使用が伝来していたことが判明した。奴国が西暦 57 年には

文字を使用していたことが推測できる。これを裏付ける考古学上の発見があった。  
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福岡県糸島市教委は 2016 年 3 月 1 日、同市の三雲・井原（いわら）遺跡で、弥生時代後期（１～２世

紀）とみられる硯（すずり）の破片が出土した、と発表した。破片は長さ６センチ、幅４・３センチ、厚

さ６ミリ。糸島市の三雲・井原遺跡は、魏志倭人伝に登場する伊都国の中心地と考えられ、外交使節が

来た際に、使節の文書や贈り物などを点検する外交業務も担っていたとの記述もある（郡使の往来して

常に駐まる所なり。）。 

 

  第２項 滅亡の時期 

「後漢書倭伝」に次の記述がある。「建武中元２年（57 年）、倭国の奴国（の使者）、貢を奉げて朝貢

す。使人は、みずから大夫と称う。（倭の奴国は、）倭国の極南界なり。光武（帝）は、賜りに印綬をも

ってす。（後漢の）安帝の永初元年（107 年）倭国王の師升等、生口 160 を献じ、願いて見えんことを請

う。」 

また「魏志倭人伝」には、景初２年（238 年）に卑弥呼遣使し、魏の明帝が卑弥呼を親魏倭王に制詔

した際の記述では、伊都国には「世々王がある」と記されているのに、奴国は、邪馬台国から派遣され

た官吏によって、おさめられていた。この間に奴国は滅んだと思われる。  

奴国は、57 年から 238 年の間の大きな社会変革があった期間だと、107 年～180 年の間の倭国大乱で

滅んだと思われる。特に邪馬台国連合と初期「倭国」連合の抗争が激しかったのが桓霊の間（147～188

年）と考えられることから、この間に奴国は滅んだと思われる。  

 

第３項 金印出土 

後漢の光武帝が奴国に与えた金印の実物と思われるものが、1784 年（天明 4 年）に福岡県粕屋郡志賀

島村（福岡市東区志賀島）から出土している。「漢委奴国王」という 5 文字を彫りこんだ金印で、国宝に

指定されている。 

 金印発見の遺構は、故意に埋置したものと考えられている。（斎藤忠氏） 

中山平次郎氏「考古学雑誌」によれば、「金印は西暦 57 年（中元 2 年）に、後漢の光武帝から、倭の

奴国王に与えられた訪印である。倭の奴国から見れば、伝国の玉璽として、代々継承されるべき至宝で

あって、たとえ、国王が死んだとしても、みだりに地中に埋没されるべき物件とは考えられない。金印

は、奴国王とともに葬ったのではなく、他の理由によって、故意に隠匿されたことは、その出土状態を

考えて、確実である。」（参照 33） 

 和田清氏は次のような隠匿説を述べている。「奴国が衰えとき、南方から大敵が起こって（おそらく後

の女王国）、これをうち滅ぼしたとき、国王もしくは印綬を預かったものがこれを懐に懐いて逃れ、つい

に道ばたに隠して、その身はそのまま亡びてしまったのでしょうか。」（参照 33） 

 対馬・壱岐は伊都国の支配下なので、降伏した伊都国の管轄下の対馬・壱岐へは多数は逃げられない。

王族等は、志賀島東側を抜けて九州南部を目指す。脱出できた王族等もいたものの、すでに志賀島の東

側に邪馬台国連合の艘が見えたので、捕捉された場合を考え急きょ金印を志賀島西岸の近く（台風等の

影響を受けない高さの地）に埋納し、対馬を目指すことになる。  

また陸路で狗奴国を目指す集団もいた。青銅器や鉄器の製造方法を伝えることを条件にすれば受け入

れてもらえるのでないかと。 
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  第４項 奴国再興を期して 

奴国王等は邪馬台国連合の攻勢に負け、さらには伊都国の降伏を知った際に奴国再興を期してどのよ  

うな逃亡先を選んだのであろうか。  

安本美典氏は、奴国の逃亡先に対馬をあげている。対馬の広形銅矛の分布について、次の特徴をあげ

ている。①対馬では、１９か所の神社に数本ないし、十数本の広形銅矛が収蔵されている。②九州本土

の旧奴国の領域とみられる地域からは、広形銅矛の鋳型が、８個以上出土しているのに、対馬からは、

鋳型が出土していない。⓷九州本土では、広形銅矛が、墓から出土している例がないのに、対馬では、

箱式石棺から出土しているものが、すくなくとも４例はある。九州北部では、広形銅矛は、２世紀ごろ

に、ほぼ滅びたとみられる。鋳型が出ていないこと、墓から出土していることから技術集団はおらず、 

王族のみ対馬へ逃れたのではないか。（参照 33） 

 水野祐氏は、奴国が狗奴国を建国したと述べている。『通商国家奴国が、邪馬壹国を始めとする新興

農業国家群によって圧迫され、やがてその支配力を失ってしまった時、奴国の支配層の一部は、遠く九

州東岸の海を東南に航海して、新しい天地を求め日向の方に南下したのではなかったろうか。そして、

日向や薩摩の南方の漁撈民の部族や、早くから土着していた農耕民をも包含して、南九州に、より強大

な新国家を建設した。この国家は「大奴国」の意味で「狗奴国」と称されたのである。』（参照 35） 

 川越哲司氏「弥生時代鉄器総覧」の武器類総件数順では第２位に宮崎県児湯郡新富町の川床遺跡があ

る。西都原古墳群の 10ｋｍの距離にある。1986 年に発掘された新富町の川床遺跡からは、円形、方形

周溝墓 44 基、土壙墓 149 基で構成される集団墓で、鉄刀、鉄鏃などの鉄製品が 91 点副葬されていた。

弥生時代後期の遺跡らしい。個々の墓の副葬品は少なく各墓で 1,2 個、殆どの土壙墓では鉄鏃 1 個が副

葬されていた。また、周溝墓では鉄刀などが副葬されているが、宗教的な豪華な副葬品はない。その様

式は北九州のものらしい。旧奴国の王族・技術集団の移動が考えられないだろうか。  

 寺沢薫氏の「王権誕生」掲載の「県別に見た鉄器の出土数」によれば、熊本県の弥生中期以前の鉄器

の出土数は、福岡県はもとより大分県・長

崎県に比べ極めて少なかったが、弥生後期

に急増している。これは奴国から技術者集

団が多数流入したと思われる。これは倭国

大乱（２世紀）で奴国が滅んだ時期と一致

する。（参照 7） 

 私見としては、奴国が邪馬台国連合に敗

れた際、残余勢力は、肥後国、日向国、対

馬国に逃れたと考える。対馬では青銅器の

鋳型、鉄器の鍛冶工房が出土していないこ

とから王族のみが逃れ、鉄器の鍛冶工房が

出土している肥後国と日向国には、技術者

集団が移動していると思われる。また日向

国では素環頭大刀が出土していることから王族の一部も逃れている。  

 

図 12 県別にみた鉄器の出土数（寺沢薫氏「王権誕生」引用） 

http://sitereports.nabunken.go.jp/ja/7487
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第５章 狗奴国 

第１節 東アジア情勢 ―呉の策謀―   

第１項 楽浪郡の設置 

漢の武帝は、衛氏朝鮮を滅ぼした後、紀元前 108 年、楽浪郡、玄菟郡、臨屯郡、真番郡の四郡をおい

て郡県制をしき直接統治を行った。楽浪郡は現在の平壌（ピョンヤン）付近にあった。その後、楽浪郡

が朝鮮半島支配の拠点となり、後漢でも継承された。 

 楽浪郡には行政区域として県が設けられ、郡には太守、県には令の役職があった。楽浪郡は現在の平

壌を中心に、朝鮮半島北西部を支配したが、その周辺の朝鮮系諸民族、北東の濊族や貊族（後の高句麗）、

南の韓民族、さらに海を越えた倭（日本）からの朝貢使節なども受け入れ、漢の出先機関の役割を担っ

た。（参照 2） 

 

第２項 公孫氏政権の出現     

漢末に遼東太守になった公孫度は、献帝の初平元年（190）頃、遼東郡で自立し、自ら遼東侯と称した。 

建安９年（204）には、公孫康が第 2 代当主の座を継いだ。公孫康は帯方郡を分置し、これ以後、倭・韓

は帯方郡に属した（「三国志」魏志東夷伝韓の条）。このときの倭国女王は卑弥呼であり、倭国は公孫氏

政権に服属したことになる。魏の黄初 2 年（211 年）に、曹丕（曹操の子）が、第三代の公孫恭（公孫

康の弟）に車騎将軍・平郭侯を贈っている。魏の太和 2 年（228）、公孫淵（公孫康の次子）が第四代当

主を継いだ。魏の太和四年（230 年）、魏王朝は公孫淵を車騎将軍に叙任した。（参照 2） 

 

第３項 公孫氏をめぐる魏と呉の動き 

228 年、呉の孫権が独立して皇帝となると、使者を派遣して公孫淵に知らせた。呉の黄龍２年（230）、

呉の孫権は、衛温・諸葛直らに兵士 1 万人を率いさせて、海路によって夷洲（いしゅう）と澶州（たんしゅう）

を求めさせた。しかし衛温・諸葛直らは失敗し帰国する。翌年、死罪となる。夷洲は台湾。澶州は海南

島、済州島（古名は耽羅[たんら]）、九州南部の種子島の説がある。なお、渡邊義浩氏は澶州を邪馬台国

以外の倭に比定している。呉王朝は東方海上に強い関心を持っていたが失敗し、海路を北上して、遼東

地方の公孫氏政権との密接な関係を要望するようになる。 

呉の嘉禾元年（232）、将軍周賀・校尉裴潜らが馬匹購入の名目で遼東に派遣され 100 艘の船で運んで

いる。公孫淵は校尉宿敍（しゅくじょ）・郎中令孫綜（そんそう）を呉使周賀に随伴させて呉王朝への使者とし、 

呉王朝に服属しその臣下になることを申し出ようとした。魏王朝では、将軍田豫が山東半島の成山で呉

使周賀を攻殺した。 

しかし宿敍・孫綜らは、無事に首都建業（現在の南京市）に到着し、公孫淵の上奏文を孫権に奉呈。  

孫権は公孫淵を燕王に冊封している。宿敍・孫綜らが帰国する際、太常張弥（ちょうび）・執金吾許晏（きょあ

ん）らに１万人の軍士を同行させた。９錫の品々を公孫淵に賜与するためである。  

ところが魏王朝から圧力がかかり、公孫淵は張弥・許晏らを斬殺し、呉王朝の賜品を魏王朝に送った。  

魏王朝は、魏の青龍元年（233）、公孫淵を大司馬・楽浪公に叙任した。  

高句麗王は呉の使者を呉に送還し、呉王朝に臣従する。翌年、呉王朝は使者を高句麗に派遣し高句麗

王を単于に冊封する。ところが、魏の王朝から圧力がかかり、青龍 4 年（236）、高句麗は呉王朝の使者

を斬首し魏王朝に内属する意思を示す。（参照２） 

https://www.y-history.net/appendix/wh0203-092.html
https://www.y-history.net/appendix/wh0203-098_1.html
https://www.y-history.net/appendix/appendix-yogo-nenpyo.html#108bc
https://www.y-history.net/appendix/wh0301-082_0.html
https://www.y-history.net/appendix/wh0301-081_0.html
https://www.y-history.net/appendix/wh0301-082_01.html
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第４項 公孫氏政権の滅亡 

魏の青龍 2 年（234）、蜀漢王朝の諸葛亮が五丈原で病死し、蜀軍が退去した。魏の大将軍司馬懿は魏

軍を率いて京師に還軍した。魏の景初元年（237）、魏の幽州刺使毌丘倹（かんきゅうけん）が幽州軍兵、烏丸・

鮮卑の軍兵を動員し公孫淵を攻撃した。そこで公孫淵は魏王朝から離脱を決意し燕王となる。呉王朝に

使者を派遣し呉の援軍を懇願したが聞き入られなかった。 

魏の景初元年（237）、司馬懿は毌丘倹を副将として、４万人の軍隊を率いて公孫氏政権を滅亡させた。  

遼東・玄菟・楽浪・帯方の４郡が魏の領有とされた。（参照 2） 

 

第５項 卑弥呼の遣使 

 倭国王卑弥呼が魏王朝に朝貢したのは、公孫氏が滅亡した翌年、魏の景初３年（239）である。 

朝貢の目的は、国内における権力保持と魏王朝に服属することにより、呉王朝及び関連する権力に対

抗するためと考えられる。倭では、狗奴国との緊張感が考えられる。また公孫氏滅亡後も呉の軍隊がし

きりに東北方面を窺っていたことなどが挙げられる。 

魏王朝は何ゆえに倭国王卑弥呼に「親魏倭王」の金印を授けたのであろうか。  

当時、魏王朝では、「倭国の都の邪馬台国は、会稽郡東冶県の東方海上に所在する」と考えていた。現

在の福建省福州市の東方海上は台湾方面になり、呉王朝の背後に位置する。魏王朝は呉王朝と厳しく対

峙していた。239 年には、遼東に駐在していた魏の守備隊が呉の軍兵に襲撃されている。呉王朝の背後

に位置する倭国と君臣関係を結び、呉王朝を圧迫しようとしたことなどが考えられる。 

 

第２節 狗奴国 ― 奴国再興を求めて     

第１項 狗古智卑狗 

魏志倭人伝に狗奴国について次に記述がある。 

 「南に狗奴国あり、男を王とする。その官に狗古智卑狗がある。女王に属さない。」  

「菊池郡誌」（大正７年刊）には「狗古智卑狗とは菊池彦と訓むべしという」とある。 

狗古智卑狗は漢音では「コウコチヒコウ」、呉音では「ククチヒク」と読む。 

「ククチ」という地名は２箇所ある。兵庫県尼崎市久々知と熊本県菊池市（和名抄：くくち）である。  

兵庫県尼崎市の久々知は、古代氏族の久々智氏に由来する。熊本県の菊池は、三代実録（875 年）と文

徳実録（856 年）に菊池、続日本紀（698 年）に鞠池とある。「きく」は「鞠」として使用されていたの

が「菊」として使用されたようである。  

 熊本県山鹿市から菊池市にかけて「鞠智城」がある。内城（約 55ha）と外城（約 65ha）からなり、７

２棟の建物跡が確認されている。昭和の調査によって遺構の中から炭化米「焼米」が発見された。礫石

の中に火を受けて赤変しているものがあり、建物の焼失が判明した。  

 698 年の続日本紀に鞠智城を修理させた旨の記載がある。鞠智城は大宰府の後方支援としては遠い。 

白村江の会戦以前から基地としてあったというのが菊池秀夫氏の推論である。（参照 34） 

 私見だが、倭国女王卑弥呼（邪馬台国連合）の指示の下に北部九州諸国が狗奴国と戦った際に、狗奴

国の狗古智卑狗が敗れた遺跡が「鞠智城」の位置で、その後、倭国に城・砦として利用されたのではな

いかと思う。 
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第２項 大きい奴国  

 奴国からの技術者流入  

 「図 12 県別にみた鉄器の出土数（寺沢薫氏「王権誕生」引用）」によれば、熊本県の弥生中期以前

の鉄器の出土数は、福岡県はもとより大分県・長崎県に比べ極めて少なかったが、弥生後期に急増して

いる。奴国から技術者集団が多数流入したと思われる。これは倭国大乱（２世紀）で奴国が滅んだ時期

と一致する。 

水野祐氏は、「奴国が伊都国に滅ぼされ、その敗残勢力が筑後川を越え九州山地を横切って九州南部

に拠点を移し、頭に「狗」をつけて「狗奴国」になった。その後、この勢力が「神武東遷」として大和

に入ったのが大和朝廷である」と言う説をとなえている。狗奴国を、南部九州と考えている。後漢に朝

貢して金印をもらった奴国の首長層は、奴国が邪馬台国に屈服したときに、筑後川沿岸まで逃げてそこ

から南の地方に、新しい奴国「狗奴国」をつくったというものである。水野祐氏の説では、狗奴国の

「狗」は、半島の言葉では「大きい」という意味で、「狗奴国」とは「大奴国」という意味のことらし

い。最終的に水野氏は、仁徳王朝がこの狗奴国の流れを継ぐ王朝であるであるとする。(参照 35） 

 私見としては、奴国が邪馬台国連合に敗れた際、残余勢力は、対馬国、日向国、肥後国に逃れたと考

える。対馬では青銅器の鋳型、鉄器の鍛冶工房が出土していないことから王族のみが逃れ、鉄器の鍛冶

工房が出土している肥後国と日向国には、技術者集団や兵・民が移動していると思われる。また日向国

では素環頭大刀が出土していることから王族の一部も逃れている。  

 

肥後国の古代 

熊本県弥生時代遺跡は約 740 ヶ所ある。 

鉄製品が多く出土している。弥生前期の斉藤山（さいとやま）遺跡（天水町）からは、日本最古の鉄斧 

が出土している。弥生後期のうてな遺跡は直径 300ｍの大環濠集落で、中国新の貨泉が出土している。 

熊本県内の環濠集落は、菊池川・白川・緑川流域に分布している。菊池川流域には,諏訪原(すわはる)遺跡・

桜町遺跡・蒲生上の原遺跡・津袋大塚遺跡・うてな遺跡・八反田（はつたんだ）遺跡がある。白川流域には、

運動公園遺跡・西弥護免（にしやごめん）遺跡・狩尾湯ノ口遺跡がある。緑川流域には、宇土城址前期・西岡

台遺跡・二子塚遺跡がある。 

熊本県内の弥生時代青銅器は、菊池川・白川・緑川・球磨川流域に分布している。 

熊本県の弥生文化は、前期から中期にかけて北九州から波状的に伝播し、土器の型式は北九州文化が 

濃厚である。中期後半頃から独自の黒髪式土器が生まれる一方で、瀬戸内系文化が大分県大野川流域か

ら阿蘇地方に浸透している。後期には、北九州の西新式・野部田式が優勢だが、地方色の強い        

免田式土器が県南に勢力を持つ。文化圏の相違が目立つ。免田式土器は熊本県を中心に鹿児島県、宮崎

県に多く出土している。菊池川流域にはほとんど出土せず、白川流域、緑川流域、宇土半島周辺、人吉・

球磨地方、大野川上流域で密集している。  

 私見として、狗奴国の地域は九州中・南部で、菊池市周辺を統治していたのが狗古智卑狗である。し

かし狗古智卑狗は倭国の北部九州との抗争に敗れ統合され、菊池川流域は北九州の西新式・野部田式が

優勢になったのではないか。 
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第３項 狗奴国と鉄 

川越哲志氏『弥生時代鉄器総覧』による武器を出土した遺跡の中で、九州出土鉄器数 4,502 点を県別

にみると、福岡県 1,784 点（39.6％）、熊本県 1,519 点（34％）、大分県 505 点（11％）、佐賀県 382

点（９％）、宮崎県 178 点（4％）、長崎県 126 点（3％）、鹿児島県 8 点（０％）となる。福岡県と佐

賀県を合計すると 2,458 点（46％）、熊本県と大分県を合計すると 2,513 点（47％）となり、当時の二

大勢力が浮かび上がってくる。（参照 34） 

 後期後半から終末期にかけて、九州では熊本・大分両県に鉄鏃の増加が目立つ。その出土遺跡    

は、熊本県玉名郡・山鹿市・阿蘇郡など、主に福岡・熊本県境の山間部に多い。山鹿市方保田遺跡、阿

蘇町下山西遺跡、大津町西弥護免遺跡などからは、いずれも多数の鉄鏃を主とし、数百点の鉄器が出土

している。熊本・福岡の県境となっている大牟田、玉名、菊池にかけての山地は、三世紀頃も、倭国と

狗奴国との国境地帯だったと考えられ、当時この国境一帯のムラに、鉄鏃を集中させるような軍事的緊

張つまり倭国の北部九州勢の拡張が続いていたものと思われる。（参照 16） 

 

第４項 古代製鉄の可能性 

直接製鉄法と古代製鉄 

 製鉄には直接製鉄法と間接製鉄法の二つがある。直接製鉄法は、鉄鉱石を木炭などと一緒に熱し（800

度以上）、固相か半溶状態の鉄を得る方法で、ケラ（炭素含有量 0.1～1.7％）という半製品ができる。

これを更に精錬して錬鉄をつくるのが普通である。錬鉄は加工性を有する。関節製鉄法は、鉄鉱石を

1,200 度以上の高温で加熱して鉄に還元すると同時に、鉄が炭素を吸収して融点が下がることによりさ

らに還元が進みやすくなり、炭素含有量が３～５％の銑鉄を作る方法である。銑鉄のままでは加工性が

ないので酸化精錬し脱炭して錬鉄などにする２工程の間接法である。 

 日本で製鉄炉が確認できるのは古墳時代後期（6 世紀後半）以降のこととされている。日本の鉄の原

材料供給地であった伽耶が新羅に滅ぼされた（562 年）ことも日本で製鉄が行われる要因であった。  

 中国では紀元前７～８世紀に鉄器の使用が確認され、しかもこの時代すでに鋳鉄品が存在している。

（参照 34） 

漢代の中国では、南方では直接製鉄法が、北方では間接製鉄法が発達し、「北の鋳鉄、南の鍛鉄」と

呼ばれた。朝鮮半島では、中部が間接製鉄法、東南地方では直接製鉄法が採り入れられていた。  

日本での古代製鉄の可能性は議論があるが公認されていない。 

奥野正男氏は、弥生時代における鉄生産の可能性について、次のように述べている。  

 「通説では、弥生時代に鉄器は製作されたが、鉄の生産（製錬）はまだ行われていなかった。発掘調

査で知られる製錬炉で最も古いものは、6 世紀後半から末頃である。しかし、4 世紀・5 世紀前半代の古

墳に集中される鉄器の出土はおびただしい量になる。全て搬入品とすることは疑問である。青銅器の鋳

造開始は、弥生中期前半まで遡る。点火した炉内に燃料と空気を送り続けることによって炉内の温度を

高めていくという鉄製錬と変わらない技術が、弥生中期前半までに獲得されている。近藤義郎氏は、青

銅器の鋳造に必要な温度で、鉄の低温製錬も可能であるという考えを示した。チタン分の少ない砂鉄ほ

ど、低温で還元が可能である。福岡県糸島郡、島根県伊川流には極度にチタン分が少ない砂鉄がある。

この地域に製鉄遺跡が集まっている。こうした地域は、低チタン砂鉄を原料にして、弥生時代の青銅器

鋳造と鍛冶炉で得た温度でも鉄製錬が成功する条件を持っているのではないか。」（参照 16） 
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 菊池秀夫氏は、「邪馬台国と狗奴国と鉄」のなかで、弥生時代の日本の直接製鉄法による製鉄の可能

性を説いている４人の説、長谷川熊彦氏『わが国古代製鉄と日本刀』、真弓常忠氏『古代の鉄と神々』、

新井宏氏『指標成分の動きからみた古代製鉄』、浅井壮一郎氏『古代製鉄物語』を紹介している。 

長谷川熊彦氏によれば、「風炉製鉄」、「近代式風炉製鉄」、「褐鉄鉱を原料とする海綿鉄製錬法」

の三つを推理している。「風炉製鉄」は、季節風を利用する自然製鉄法で、風の方向に向かって溝穴を

掘り、木炭をしき、その上に鉱石または砂鉄と木炭を積み重ねて点火すると、温度が上がり、還元作用

が起こり鉄を得る方法で、世界共通の原始製鉄技術である。大分県国東半島（赤禿遺跡）が 10 数個、福

岡県糸島半島から福岡市今宿には、54 箇所ある。大部分は、野天製鉄炉（野ダタラ）の遺跡であって、

季節風だけでなく人工送風吹子をも含む。原材料の面では弥生時代の製鉄は砂鉄またはこれに磁鉄鉱を

砕いて混入して行ったという推論をしている。  

 真弓常忠氏によれば、鉄は銅を溶解するよりも低温の 700～800 度の温度で鍛造が可能であるから、

弥生時代にも自然風を利用する天然ダタラによって製鉄が行われていたことは容易に想像できる。露天

タタラであるから、タタラ場跡は発見されるはずがない。弥生時代の製鉄において、原料となったのが

褐鉄鉱の団塊である「スズ」である。「スズ」は沼沢や湿原に生える葦（あし）・薦（こも）・茅（かや）の

ような根に沈殿した酸化鉄が、自己増殖よって固い外殻を形成し、褐鉄鉱の団塊となったもので、その

まま露天タタラで製鉄することができた。ただし、砂鉄の褐鉄鉱に比較して品位は低いかもしれない。

それだけに酸化腐食して土に還元するのも早く、現代にまで製品が残っているのは稀である。  

平成元年３月、飯田市伊豆木で発見された褐鉄鉱（鬼板）を用いた実験で鉄精錬に成功した。同年  

11 月に小刀の製品化に成功した。褐鉄鉱による弥生時代の製鉄を裏付けた。出雲でも、神原神社古墳で

景初３年銘の銅鏡とともに多数の鉄製品が出土している。３世紀前半以前より製鉄が行われていたとみ

て差し支えない。褐鉄鉱は 900～1000 度で還元できるからである。当時、青銅器の鋳造を行って、精度

の高い銅鐸を製作していた弥生人であるからできたことは間違いない。  

 新井宏氏「指標成分の動きからみた古代製鉄」によれば、弥生時代に製鉄が行われていたとするなら

ば、炉も小規模で形も異なり、できる鉄滓も異なっている可能性がある。  

 5 世紀前半奈良県ウワナベ古墳陪塚の大和 6 号墳出土の鉄鋋は、低温製錬の特徴を明示し、直接製鉄

法でつくられたものと考えられる。指標成分を分析すると、鉄鉱石や砂鉄とは考え難く、赤鉄鉱や褐鉄

鉱が想起される。弥生時代の石光遺跡（山口県熊毛町）から、褐鉄鉱（鬼板）が 170 キログラム出土し

ている。古代の日韓の古代製鉄は、地表採取の赤鉄鉱や褐鉄鉱、あるいは砂鉄など雑多な原料に依存し

ていた可能性がある。熊本県西弥護免の鉄遺物は、韓国の鉄遺物と相違点があるが、広島県の境ヶ谷遺

跡と極めて良く一致する。大成遺跡（広島県三日市町）は、現地での製鉄を想定させる。 

 浅井壮一郎氏によれば、日本での鉄器及び関連技術は、先ず朝鮮半島から。その窓口は北九州で、ほ

とんどが「鋳造」鉄器。鉄関連の技術移転は極めて慎重。銑鉄製造及び鋳造技術は全く移転されなかっ

た。鋳造鉄器は初期の頃、破損するとそのまま破棄された。やがてリサイクルして使用されるようにな

り、弥生中期には 鍛冶工房遺跡が博多・春日市の地域と熊本・玉名市の地域に二分化される。弥生時

代後期中葉以降になると、鉄器の普及量が増加する一方で、不思議なことに中九州、東九州、南九州に

は舶載鉄器の供給が途絶えるようになり、北部九州とは異なる様相が見られる。半島からの鉄供給が途

絶えたということは中九州以南の人々が他に鉄の供給源を持ったと考えることができる。  

大陸には華北の赤鉄鉱・磁鉄鉱系の高温銑鉄製鉄と、華南の褐鉄鉱系の低温鍛造製鉄の二つの系統の 
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製鉄技術があった。日本には、華北の製鉄技術は朝鮮半島を経由して時間をかけてもたらされるが、こ  

れより先に南の低温製鉄技術が中国系漂流民によってもたらされたと考えられる。（参照 34） 

 

褐鉄鉱とリモナイト 

 菊池秀夫氏「邪馬台国と狗奴国と鉄」によれば、製鉄の開始については、一つの地方で起こったとす

る「一元説」と、複数の地を想定する「多元説」の二つの見解がある。菊池秀夫氏は多元説をとってい

る。鉄を輸入に頼るとしたならば対価が必要となる。独自で生産するのであれば、技術力と原材料が必

要になる。生産性と利便性との兼ね合いで、必要なものを容易に入手できるかがポイントである。しか

し、高い技術力を使用した痕跡は発見されていない。そうなると、原材料の見直しが唯一つの方法とな

る。 

 長谷川熊彦氏は、褐鉄鉱を原料とする製鉄法を、低温度における還元率が高い特徴を持つと評価しな

がらも、鉄分の含有量が少なく、褐鉄鉱の産地付近には古代製鉄遺跡が発見されていないことから褐鉄

鉱を原料とする製鉄を否定し、砂鉄または磁鉄鉱による製鉄法を弥生時代の製鉄原料と想定した。  

 砂鉄を原材料に使用するとしても、洗鉄というとてつもない作業を要している。この作業を行うより

も簡単に使用できるのであれば、褐鉄鉱が原料に使用されたとしてもおかしくない。  

 熊本県阿蘇谷の明神山鉱山からは、褐鉄鉱の素となる土（リモナイト）が産出する。現地のリモナイ

トは鉄の含有量が 69％ある。堆積物は「阿蘇の黄土」として知られ、鉄分含有量が多いため、北九州の

八幡製鉄所に送られ、鉄鉱石の代わりに使われた。 

 製鉄技術の証拠は発見されていないが、原材料の点では充分な状況が整っている。当地では、古来か

ら阿蘇黄土を使用した製鉄法を独自に発見していた。そこに、渡来系の技術が加わり、鉄製品を多く生

産することが可能となったとの説がある。（参照 34） 

 

呉の記年銘鏡２面 

 呉の記年銘鏡が２面出土している。一面は鳥居原狐塚古墳（山梨県市川三郷町）から出土した呉の年

号赤烏元年（238）銘の平縁対置式神獣鏡である。鳥居原狐塚古墳の地は東海地方の弥生文化や畿内の古

墳文化が流入した地域である。古墳は５世紀末頃造営である。銘文は「赤烏元年５月丙午造作明竟百錬

精銅服者君侯宣氏孫寿萬年」と読まれている。「赤烏元年」は呉の年号で、魏の景初２年に該当する。  

５月は公孫氏の滅亡直前である。公孫氏は魏と敵対する一方で、呉と外交関係にあったが、赤烏元年８

月に魏によって滅ばされている。女王卑弥呼が魏に朝貢して親魏倭王の称号を与えられたのが景初３年

（239）と魏志倭人伝に記されているので、その前年となる。  

 もう一面は安倉高塚古墳（兵庫県宝塚市）から出土した赤烏７年（244）銘の神獣鏡である。古墳は 4

世紀後半築造。 

 大塚初重氏は「邪馬台国と対立関係にあった卑弥呼子率いる狗奴国が呉と国交していた可能性も考え

られなくはない。」と述べている。（参照 8） 

呉と日本の間に流通ルートがあったことが推測される。一大率を担当していた近畿・東海勢力が狗奴

国との戦いの中で、狗奴国が呉から入手した鏡を手に入れたのではないだろうか。  

狗奴国は、伊都国に設置された一大率の影響が大きい。一大率の役目は、大陸からの鉄材料の流入を

監視することを役目の一つしていたのであるから、当然、朝鮮半島から狗奴国への鉄材料の流入が途絶
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えたことになる。また一大率は邪馬台国連合の兵卒に伊都国、奴国の土地を与えるため、従来の在地住

民は内陸（筑後川水流等）へ移動させられたと推測する。狗奴国の北辺は紛争が絶えなくなってきた。

鉄鏃や鉄刀を用意する必要が生じたが、鉄材料の搬入路を新たに調達する必要がでてきた。そこで公孫

氏を通じて呉からの鉄材料の調達及び製鉄法取得を願い出たのではないか。赤烏７年（244）は公孫氏が

滅んだ以降も狗奴国と呉の間に交流があったと思われる。魏に朝貢している倭国を脅かし、魏の冊封体

制を揺るがすため、呉は狗奴国へ華南の褐鉄鉱系の低温鍛造製鉄による製鉄技術を提供したと思えない

だろうか。 

 

第 6 章 再び倭国乱   

第１節 狗奴国の北九州への侵攻 

  一大率設置により近畿・東海勢力が玄界灘沿岸に入植し、伊都国・奴国の一部は筑後川流域へ移動さ

せられた。狗奴国との境に邪馬台国勢力が増加し緊張が高まった。さらに一大率は狗奴国の朝鮮半島か

らの鉄の流入経路を絶ったので、狗奴国は鉄を確保すべく、呉から鉄の製錬方法を入手する。豊富な鉄

の武器を手に入れた狗奴国は、北部九州への進出を進め、ここに倭国は再び戦乱が起こる。  

魏志倭人伝「正始８年（247）、太守王頎（おうき）が官にやってきた。倭の女王卑弥呼は、狗奴国の男

王卑弥弓呼ともとから不和である。倭（の）載斯烏越（さいしうえつ）らを遣わして郡にゆき、たがいに攻撃

する状況を説明した。塞曹掾史（さいそうえんし）張政らを遣わして、詔書・黄幛をもたらし、難升米に仮に授

けて、檄をつくってこれを告喩（こくゆ）した。」（魏志倭人伝） 

 魏志倭人伝の記述から邪馬台国が狗奴国相手に苦戦している様子が伺える。北部九州を制圧した邪馬

台国が魏に支援を求めるほどである。呉は鉄の製錬方法以外にも戦を指導できるような軍事顧問団を送

ったのではないか。 

呉の黄龍２年（230 年）、呉の孫権は、衛温・諸葛直に兵士 1 万人を率いて、海路によって夷洲と澶州

（たんしゅう）を求めさせたが、衛温らは失敗し帰国している。夷洲は台湾、澶州は海南島、九州南部の種子

島、済州島（古名は耽羅[たんら]）の説がある。渡邊義浩氏は、澶州は邪馬台国以外の倭と比定してい

る。南西諸島か。孫呉の民族政策の特徴は、積極的な討伐を行い、自らの支配に組み込む施策をとって

いる。（参照 47） 

呉王朝は東方海上に強い関心をもっており、海路北上して、遼東地方の公孫氏政権との密接な関係を

要望している。嘉禾元年（232）、将軍周賀・校尉裴潜らが馬匹購入の名目で遼東に派遣されている。100

艘の船で運んでいる。（参照 2） 

この時代すでに羅針盤があり、倭は会稽の東方と知られていた。渡航は可能である。公孫氏は魏から

独立を図っていたときに、呉から冊封を受けていた。狗奴国は、呉と直接か或いは公孫氏を通して交流

があった可能性があるのではないか。  

 

 第２節 張政 

「卑弥呼が死んだ。大きな塚をつくった。直径百余歩、殉死する者は奴婢百余人。さらに男王をたて

たが、国中が服さない。おたがいに誅殺しあい、当時千余人を殺した。また卑弥呼の宗女台与という年

13 のものを立てて王とすると、国中がついに平定した。政らは檄をもって壱与を告喩した。壱与は倭の

大夫率善中郎将掖邪馬高麗狗ら 20 人を遣わし、政らの還るのを送らせた。よって台（魏都洛陽の中央官
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庁）にゆき、男女生口 30 人を献上し、白珠５千孔・青大勾玉２枚、異文雑綿 20 匹を貢した。」（魏志倭

人伝） 

帯方郡太守、王頎の部下である張政は、肩書は塞曹掾史（さいそうえんし：武官？）である。正始 8 年

（247 年）に邪馬台国が狗奴国と紛争になった際、邪馬台国から魏へ援助が求められたが、帯方郡の近

況から援軍は送られることなく、張政らが倭国へ派遣された。 

帯方郡は半世紀の間、公孫氏が支配してきたが、燕として独立したことから 238 年に魏の太尉・司

馬懿に攻められ、公孫氏（公孫淵と子・公孫脩）は滅びた。245 年、帯方郡の管轄である辰韓八国を楽

浪郡へ編入する際に通訳の誤りが原因で騒乱となり帯方郡新太守弓遵が韓族に殺される。当時の帯方郡

は援軍を送れる状況ではなかった。そのため、それまで倭国へ送られるのは文官の外交官であったが、

武官として派遣されるのは、張政らが初であり、軍事顧問団として役割を果たすことが求められたと考

えられる。248 年に卑弥呼が死去し、倭国は男王が立つが、国中は争乱し卑弥呼の宗女である壱与が王

位に就くと争いは落ちついた。この争乱時に貢献したのが張政らである。  

魏志倭人伝には壱与が朝貢した年次は記載がない。神功皇后紀 66 年条を参考にすれば、台与が朝貢

したのは 266 年に西晋へ朝貢したことになる。265 年には、魏は滅び西晋が起こっている。張政らは魏

の使節であるから本来なら還るべき国はなくなっており、倭国からの朝貢団を同行するのは張政らには

大きな功績となる。倭国女王台与の配慮で、張政らが帰還する時に、大夫らを随行させ、西晋に朝貢し

た。張政らが倭と関わったのは 247 年から 266 年の 19 年間となる。 

 魏志倭人伝の最終個所は、張政らの活動を語ることに終始しており張政物語になっている。このこと

からも張政らの果たした役割は大きいと思う。当時の倭国の乱としては、狗奴国との抗争がある。一大

率の指揮の下、伊都国を中心とした北部九州勢が狗奴国に対したはずだ。張政らは軍事顧問団として指

導したであろう。諸葛孔明率いる蜀や孫権の呉と激しい戦争を戦ってきた魏の武官らであれば、倭の抗

争は与し易かったのではないか。  

北部九州を中心とした倭国が狗奴国との抗争で最も収穫が大きかったのが伊都国ではないか。狗奴国

制圧の過程で張政らを通じて中国の戦法を学べたこと、さらに狗奴国から渇鉄鉱の製錬法を入手したと

思われる。伊都国は土質が渇鉄鉱の取得に適した土地である。東征を開始するには良き手段を得たに違

いない。 

 

第３節 二つの山門 

 邪馬台国九州説のなかに、筑後國山門郡（福岡県みやま市、柳川市、大牟田市、八女市一部）と肥後

國菊池郡山門郷（菊池市）をそれぞれ邪馬台国に比定する説がある。  

 近藤芳樹（1801～1880 年）は、卑弥呼は九州の女酋の名で、肥後の菊池郡山門を邪馬台国の所在地

とした。星野恒は 1890 年に、神功皇后紀に筑後山門郡にいたという土蜘蛛の田油津（たぶらつ）媛の先代が

卑弥呼であるとした。橋本増吉氏は、邪馬台国は筑後國山門にあったと言っている。井上光貞氏も筑後

國山門を比定している。 

井上光貞氏は、「邪馬台国の領域」について、ふつう南九州のなかにいれられる肥後の国の北部が、

邪馬台国の領域にはいっていたであろうことをのべている。  

 井上光貞氏は、つぎのようにのべる。「山門・御井・八女などの諸郡のひろがる筑後地帯と、もう一

つの山門のある肥後北部の玉名・鹿本）両郡の一帯とは、かならずしもはっきりと区別されてはいなか

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%8E%8B%E9%A0%8E&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A1%9E%E6%9B%B9%E6%8E%BE%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%A7%8B_(%E9%AD%8F)
https://ja.wikipedia.org/wiki/247%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%AA%E9%A6%AC%E5%8F%B0%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%97%E5%A5%B4%E5%9B%BD
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ったのではないかとの考えに達する。」、「わたくしは邪馬台国のひろがりを、たんに筑後のみならず、

肥後北部にまで及ぼしたほうが現実的な見方だとおもうのである。」、「邪馬台国のもう一つの候補地と

されていた肥後菊池郡山門郷のヤマトの名も、じつは筑後山門郡の名とともに、両者とも筑後および肥

後北半にひろがっていた邪馬台国の名の残存したものであったとみることができよう。」（参照 5） 

私見だが、筑後國山門郡は畿内の邪馬台国連合が北部九州を制圧した時に関わる地で、肥後國菊池郡

山門郷は狗奴国との抗争で制圧した時に関わる地ではないだろうか。この２箇所の位置を考慮すると吉

野ケ里遺跡は、狗奴国に対抗するための邪馬台国連合の前線基地のように思える。  

 

第４節 卑弥呼の死 

「卑弥呼が死んだ。大きな塚をつくった。直径百余歩、殉死する者は奴婢百余人。さらに男王をたて

たが、国中が服さない。おたがいに誅殺しあい、当時千余人を殺した。また卑弥呼の宗女壱与という年

13 のものを立てて王とすると、国中がついに平定した。（魏志倭人伝） 

倭国女王卑弥呼が死んだ。大きな塚をつくった。直径百余歩、殉死する者は奴婢百余人、とある。卑

弥呼の墓はどこか。古代史最大の謎である。邪馬台国の時代は庄内式期、布留 0･1 式であるが、卑弥呼

の墓は庄内式期と考える。 

庄内式期で 90ｍクラスの前方後円墳は纏向にしかない。卑弥呼の墓は、纏向遺跡の中で、庄内式期の

時期と考えられる。寺澤薫氏によれば、箸墓古墳（全長 280ｍ、前方後円墳）は布留０式期だという。

布留０式期は台与の時代である。したがって、箸墓古墳（布留０式期）、東田大塚古墳（全長 120ｍ、前

方後円墳、布留０式期）、銅鏃、鉄鏃が出土しているホケノ山古墳は卑弥呼の墓ではない。次の三つ古墳

を候補と考える。①纏向石塚古墳（全長 99ｍ 纏向型前方後円墳、庄内０式又は築造庄内３式、埋葬布

留０式）、②勝山古墳（全長 115ｍ、前方後円墳、庄内２式、又は庄内３式～布留０式期）、③矢塚古墳

（全長 93ｍ以上、前方後円墳、庄内３式期） 

纏向石塚古墳の前方部が三輪山の頂上を向いていて、太陽信仰を意識したと考える。勝山古墳、矢塚

古墳は方向を意識していないことから、纏向石塚古墳が卑弥呼の墓ではないだろうか。  

 

第５節 「親魏倭王」金印 

 「親魏倭王」の金印は卑弥呼個人に与えられたものではなく倭国に与えられたものである。魏滅亡は

265 年で台与の時代であり、台与が使用していた。卑弥呼の死亡は 248 年か 249 年であるので、卑弥呼

の墓からはでてこないと考えるのが順当である。台与は 266 年、張政帰国の際に晋に朝貢している。「親

魏倭王」の金印は不要なものとなっている。纏向遺跡内の台与の墓か、大型建物群の中に収納されてい

るのではないか。 

可能性は少ないが、初代親魏倭王である卑弥呼の墓に追葬したか。そう考えると纏向石塚古墳の可能

性が高くなる。出土することで、邪馬台国比定地問題は解決するのだが。  

 

第７章 大和王権 

第１節 神武東征 

第１項 神武東征の根拠 
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 神話伝承を歴史として教えた戦前戦中の歴史教育への厳しい批判がある。しかし、邪馬台国は大和王

権につながらない。両者は断絶している。この立場からみれば、外部から入った勢力が大和王権を立て

たとみるべきである。『古事記』と『日本書紀』に記された神武勢力を検証する必要がある。（参照

19） 

 私見だが、神武東征の背景には次の要件が挙げられると思う。  

 第一は、邪馬台国連合内での力のバランスが保たれなくなったことである。当初、出雲が青銅器や鉄

器の材料や技術を日本海経由で独占し邪馬台国連合の盟主の座を守ってきたが、近畿・東海勢が一大率

を担当することで、北部九州経由で青銅器や鉄器の材料・技術を取得し地位を増してきたことが考えら

れる。一大率設置後、畿内等への銅鏡の流入が増加している。「図 11 漢鏡分布の変遷（岡村秀典氏

引用）」が参考になる。出雲の影響力の表れである四隅突出墓は日本海沿岸でのみ見られ、他地域へは

広まっていない。他地域を配慮した前方後円墳体制を採り入れざるをえなくなった。力のバランスが崩

れたため、卑弥呼死亡後、邪馬台国連合内での統制が利かず、倭国乱が生じている。  

 第二は、伊都国が鉄器の生産力を増したことである。古墳時代前期の遺跡として福岡県博多遺跡があ

る。今までの鍛冶遺跡とは格段の違いを示す大量の鍛冶関連遺物が発見された。大型の鞴（ふいご）の羽

口が発見されたことである。良質な鉄製品の大量生産が可能となった。博多遺跡の規模と技術の質を上

回る遺跡は発見されていない。鉄生産の技術革命が福岡県でなされている。（参照 34） 

伊都国は狗奴国との戦いをきっかけに鉄の製錬法を入手したのではないか。  

 

第２項 神武東征の実在性 

記紀に卑弥呼が登場しないことから邪馬台国は大和朝廷につながらない。神武東征の逸話は想定でき

る。 

 戦後の学説では、応神天皇・仁徳天皇の実在性は基本的に認められている。それより前の天皇（大王）

の実在性には否定的である。神武から開化までの初期諸天皇については、歴史学会の圧倒的多数が存在

を否定している。肯定論者としては坂本太郎氏、田中卓氏、安本美典氏、村井康彦氏、宝賀寿男氏がい

る。 

 否定論の一つが、崇神天皇には、「ハツクニシラススメラミコト」（所知初国天皇、御肇国天皇）、すな

わち「初めて国を治めた天皇」という称号を記紀ともにつけること。大和朝廷が本当に神武天皇から始

まっているなら、崇神天皇がこのような称号をもつはずがない。これに対し宝賀寿男氏（九州説）は次

のように反論している。書記では神武について「始馭天下之天皇」と記し、現在この訓み方は、崇神の

「御肇国天皇」と同様に「ハツクニシラス」の天皇（スメラミコト）とされている。表記がまったく異

なっており、従って語の意味も異なる。語義からは、崇神天皇の呼称は日本国土の主要部分（中国地方

から東海、ないし関東までの地域）の統合者ということに基づくものとみられ、神武の場合には大和盆

地を中心とする地域におけるその王朝の最初の大王と解釈できる。宝賀寿男氏「古代天皇の治世時期の

推定」によれば、神武天皇が東遷開始したのが西暦 174 年、崩御 194 年、崇神天皇 315 年治世開始であ

る。（参照 38） 

倭国大乱は 107 年～180 年頃である。北部九州の初期「倭国」連合の首長は伊都国王である。私見だ

が、後漢王朝に倭王の承認を受けた師升は邇邇芸能命（ニニギノミコト）で、火遠理命（ホヲリノミコト）、天津日高日

子波限建鵜葺草葺不合命（アマツヒタカヒコナギサタケウカヤフキアヘズノミコト）の日向三代において后に奴国王の娘を向え、
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伊都国と奴国の連合を強化し初期「倭国」連合を強固なものにして生まれたのが、初代神武天皇「ハツ

クニシラススメラミコト」（所知初国天皇）である。神武の時に東征を開始したが、初期「倭国」連合

は、倭国大乱において邪馬台国連合により制圧され、奴国は滅びた。ホヲリと奴国王の娘トヨタマビメ

が断交して海を自由に行き来する力を失う話は奴国を失った話か。伊都国王は盟主の座を失い邪馬台国

連合の一国となることを強いられた。第２代綏靖（すいぜい）から第９代開化までの欠史８代は、盟主の座

を奪われた伊都国王である。その後の狗奴国との戦いで大量の鉄器と鉄の製錬法を入手した伊都国王

は、台与逝去（290 年）後、邪馬台国連合内の混乱に乗じ４世紀初頭に東征し邪馬台国入りを果たす。

大和の地で邪馬台国連合から初期ヤマト政権を引き継ぎ、大和王権を築いたのが第 10 代崇神天皇「ハ

ツクニシラススメラミコト」（御肇国天皇）である。その後、大国主命から国譲りを受け葦原中国（あし

はらのなかつくに）を平定する。 

神武東征は、神武から崇神までの期間の話ではないか。神武が果たせなかった東征を崇神が果たした

物語であると思う。 

 

第２節 東征の路 

第１項 東征の出発地 

古事記では、高千穂宮の神武が日向（ひむか）から筑紫（つくし：筑前筑後）を経て豊国（豊前豊後）の宇

沙についたと記されている。日本書紀では、速吸之門から筑紫国の菟狭（うさ）についたと記されてい

る。   

 「日向」が南九州の日向国、現在の宮崎県だという説は多い。宮崎県各地の伝承から宮崎県となる。  

 また「日向」は北九州の筑紫だという説もある。上田正昭、門脇貞二、原田大六、吉田武彦がいる。

宝賀寿男氏は、筑紫は筑前筑後の地域をいい、北九州の筑紫の玄界灘沿岸の糸島地方周辺だといってい

る。糸島地方に日向峠、日向山がある。日向峠の北が高祖（たかす）山で、三つある峯の真ん中が槵触（く

しふる）山と呼ばれている。日本書紀１書第１に「筑紫の日向の高千穂の槵触峯」、古事記に「竺紫の日向

の高千穂の久士布流多気（くしふるたけ）」とある。さらに怡土（いと）郡には日向三代（ニニギ、ホヲリ、ナギ

サ）の伝承と関係深い神社史跡が多い。高祖山西麓の高祖神社の祭神は、奴国王猿田彦・天鈿女（あめのう

ずめ）命夫妻の娘となる豊玉姫・玉依布姫（神武母）姉妹の可能性があるという。（参照 38） 

 田中卓氏は、皇室の起源の地・高天原は筑後川下流域付近とみるものの、そこから宮崎県西臼杵郡の  

高千穂を経由して神武東征したとの説である。 

 怡土地方は邪馬台国の時代は伊都国である。魏志倭人伝によれば、伊都国は倭国女王卑弥呼の支配す

る地であり、諸国を検察する一大率を置かれたところである。一大率の監視下では、東征の出発地には

なり難く、伊都国単独での東征は困難な状況である。何らかの連合態勢がなくては、東征は難しい。  

宝賀寿男氏によれば、日向三代である神武の祖父と父の后は奴国王である猿田彦の娘だという。  

私見だが、奴国が邪馬台国連合に滅ぼされ、奴国の王族が日向（宮崎）に逃れていたとすれば、宮崎

県西臼杵郡の高千穂を経由して神武（崇神）が東征したことは十分考えられる。 

 

第２項 東征の経路 

古事記によると、日向の高千穂宮→豊国の宇沙の足一騰宮→竺紫の岡田宮（１年）→阿岐国の多祁理

宮（７年）→吉備の高島宮（８年）→速水門→難波渡→白肩津（日下の蓼津）→南方←茅沼海→期国の
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男水門→熊野→大和国となっている。 

 宝賀寿男氏によれば、奴国王猿田彦・天鈿女（あめのうずめ）命夫妻の娘となる豊玉姫・玉依布姫（神武母）

姉妹は日向三代の妃となっている。奴国滅亡後、奴国王族は対馬・日向（宮崎県）に逃れ、兵・民・技

術集団の多くは狗奴国及び筑後川流域・日向（宮崎県）に逃れたと考えられることから、神武（崇神）

は東征に際して、日向（宮崎県）、筑後川流域に助勢を求めたと思われる。日向（宮崎県）で蜂起し、筑

紫で軍を起こせば、一大率の軍は挟み撃ちを恐れ逃亡したであろう。神武（崇神）らは岡田宮で合流し

東征に向ったのではないか。 

 注目すべきは、岡田の宮で１年、阿岐国（安芸）で７年、吉備で８年、合計 16 年かかっていることで

ある。 

春成秀爾氏によれば、卑弥呼の時代は 180 年から 250 年であり、台与の時代が 250 年から 290 年 

である。台与が逝去した 290 年に東征を開始したとすると、290 年+16 年＝306 年となる。  

大和王権時代の土器は布留式期であり、300 年から 470 年である。 

 

第３節 大和平定 

当時、初期ヤマト政権が成立していたが、邪馬台国（大和）は氏族連合体であり磯城の三輪一族が主

力をなしていた。神武(崇神)は、磯城の三輪氏一族の族長である長髄彦に苦戦を強いられた。しかし河

内・大和連合の総帥である饒速日命の子の可美真手命（うましまて）が伯父の長髄彦を誅殺し神武（崇神）に

帰順する。吉備は先に帰順している。河内・大和の「国譲り」が成立し、邪馬台国連合は滅びる。  

 ここに神武(崇神)は、大和王権を確立する。  

 

第４節 記紀の神代 

 伊耶那岐命と須佐之男命 

伊耶那岐命が亡くなった伊耶那美命を出雲国と伯伎国との境の比婆山に葬り、黄泉の国から逃げ戻っ

て禊をする話は、「倭国大乱」の時期に東征し出雲に侵攻するが敗北したことを意味するのではないか。 

 誓約（ウケイ）の話がある。須佐之男命が天照大御神に「それぞれにウケイという誓いをたてて、子を生

しましょう」と申して、先に生まれた三神の女子は須佐之男命の子で、後から生まれた男子は天照大御

神の子であった。須佐之男命はウケイに勝ったと言って、天照大御神の作る田の畦を断ち切り、田に引

く水路の溝を埋め、また天照大御神が新穀を召し上がる大嘗祭の御殿に、糞をまき散らした。須佐之男

命はこの騒動が原因で天上界を追放され、出雲国に降り立つ話である。当時北部九州は男系で、出雲は

女系であり邪馬台国は女系であったことから女系が勝った。誓約（ウケイ）は、邪馬台国連合が北部九州を

制圧し一大率を伊都国においたことを示しているのではないかと思う。  

この二つの話は、東征に敗北した後、北部九州の初期「倭国」連合は、出雲を盟主とする邪馬台国連

合に制圧され、伊都国内に一大率を置かれ監視されることとなった。このことを意味してはいないか。  

弥生時代後期末、北部九州に庄内式土器、東海系土器のほか出雲の土器も出土している。  

火遠理命 

山幸彦である火遠理命（ホヲリ）と奴国王の娘豊玉毘売命（トヨタマビメ）が、断交して海を自由に

行き来する力を失う話がある。倭国大乱において邪馬台国連合により制圧され、奴国は滅びた。海を自

由に行き来する力を失った話は、奴国が滅亡したことを意味するのではないか。 



39 

 

天孫降臨と国譲り 

伊藤雅文氏は著書の中で述べている。「大己貴神の国譲りでは、葦原中国を治めていた大己貴神と事

代主神の親子神は出雲において、そこで国譲りに同意されたことになっている。天孫降臨の前段階とし

ての国譲りが本当であるとしたら、瓊瓊杵尊はまず出雲国へ向かうのが筋ではないだろうか。それがい

きなり登場する日向へ天降るのでは、まったく脈略がないといえる。・・・国譲りと天孫降臨はふたつ

の別々の伝承をつないで創作されたようにみえる。・・・素戔鳴尊・大己貴神・事代主神の系譜がここ

で途絶えてしまうというのも気になるところであろう。」国譲りは天孫降臨の後ではないか。  

 石野博信氏によれば、高地性集落は三つに分けられる。第一期は、弥生時代中期末で瀬戸内から大阪

湾に分布している。第二期は、弥生時代後期で近畿地方に集中している。 第三期は、古墳時代で西の広

島・鳥取、東の富山・石川に分布している。 

第二期は「倭国大乱」の時期であり、天孫降臨の時期である。第三期は古墳時代で、出雲を守るよう

に分布していることから、出雲の国譲りは神武東征後のことだと思う。  

伊都国王は盟主の座を失い邪馬台国連合の一国となることを強いられた。第２代綏靖（すいぜい）から第９

代開化までの欠史８代は、盟主の座を奪われた伊都国王である。しかし、倭国の一員であるから他の有

力氏族と同様に大和に住んでいたのではないか。  

神武（崇神）は第９代開化の時に、出発地は伊都国内ではなく、日向（宮崎県）となり、東征を開始

した。記紀では日向３代の火遠理命（ホヲリ）の兄の火照命（ホデリ）が隼人の祖先神となっているの

は、神武（崇神）の東征に協力したからだと思う。 
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