
郡使に関する一考察 その二元制 (会員論文集) 

 魏志倭人伝を読むと、帯方郡から郡使(魏志倭人伝の 263 文字目、以下同)が倭国に来たこ

とが記載されている。この郡使というものについて、考察することが本文の趣旨である。郡

使については、邪馬台国を論述するほとんどの論者があまり取り上げておられない。なぜか

軽視されてきた内容と言えるだろう。しかし郡使について考察することは、邪馬台国問題、

そしてその元となっている魏志倭人伝を理解する上で非常に大切であると、私は考えている。

ではそれはなぜなのか。その事についてこれから具体的に述べていきたいと思う。 

 

 この郡使であるが、どこの国から派遣されており、そして何回(延べ何人が)倭国に来てい

るのであろうか。この点から先ず考えてみたいと思う。だがこのような問題を提起すると、

多くの方は(いや全員の方が)派遣している国も何回(何人が)来ているかも分かっているだろ

う、郡使の名前まで魏志倭人伝には書いてあるではないか、と仰るのではなかろうか。そし

て人物として 1699 文字目の梯儁と 1849 文字目の張政を挙げられるだろう。更に何人かの方

は、それゆえに派遣国は魏であるから郡使よりも魏使とするのが正しいとされ、ご自身の書

でも「魏使」という語句を用いておられる。 

 しかしそうであろうか。郡使とはその二人だけであろうか。そして派遣国は魏だけであろ

うか。私はその考察は非常に皮相的であり表面的だと思っている。ではそれはどうしてなの

か。以下、それを論述していきたいと思う。 

ただ結論から先に言うと「郡使は二元制である」ということになる。即ち二つの「中国」か

ら郡使は来ているのである。このような論を展開された方もおられないと思うが、魏志倭人

伝を解読していけばそう捉えるべきだし、捉えざるを得ないと思う。 

では魏志倭人伝のどのような記述から、そのような結論が導き出されるのであろうか。実

は内容は当然であるが、そこに記載されている文字からも判断できる。よって先ず使用され

ている文字から見ていきたいと思う。 

ところで文字ということでは魏志倭人伝以上に、その事を裏付ける他書がある。だから最

初にその他書から見ていくことにしたい。ではその他書とは何か。それは魏志倭人伝の前に

記載されている魏志韓伝(馬韓伝)である。 

その馬韓伝には次のような記載がある。 

「建安中公孫康分屯有縣以南荒地為帯方郡遣公孫模張敝等収集遺民興兵伐韓奮民梢出是後倭

韓遂属帯方」 

 この中に注目すべき文字が有る。それは最後から四番目の「遂」である。ではどうしてそ

れが注目すべき文字なのであろうか。この「遂」は副詞だが、一連の文言の中でどのような

意味を有しているだろうか。だがそれはそんなに問題となることではない。「遂」は何回か或

る事を行ない、やっとそれが成就した時に使う文字である。そして何回かということでは、

少なくとも三回は有った時に使用される文字である。二回くらいでは「遂」の文字は使われ

ることはない。 

 ここでは「倭国と韓は遂に帯方郡に属した」という文言になっている。ではなぜ倭国は帯

方郡に属したのであろうか。そしてそれがどうして「遂」なのであろうか。韓が属したのは



理解し得る。公孫氏政権(公孫康)の兵に討伐されたのである。しかし倭国についてはそのよ

うな事は記述されていない。書かれている討伐の対象は「韓穢」である。だから倭国は討伐

されていないと考えられる。だが韓ともども「遂属」なのである。なぜなのか。 

ところでこの帯方郡であるが、これはどこの政権下の郡だったのだろうか。先ずそれをは

っきりさせておく必要があるだろう。これについても、述べている方々の論を拝見すると、

魏としている論者ばかりである。だがそうであろうか。確かに太守として劉夏(1410 文字目)

や弓遵(1692 文字目)、王頎(1807 文字目)の名前が、1384 文字目以降の時事(倭魏交流)の箇

所では出てくる。しかし上記の魏志韓伝を見ると判ることだが、建安年間(196 年~220 年)に

帯方郡は設置されており、それを行なったのは公孫康(公孫氏政権)である。この建安年間と

いうのも 204 年頃と言われている。つまり設置された当初は公孫氏政権下の帯方郡だったの

である。決して魏でもなければ後漢(220 年に滅亡)に属していた帯方郡ではない。この点はし

っかり把握しておかなければならない。つまり最初から魏の帯方郡なのではないのである。 

ではいつ魏に属することとなったのか。無論 238 年に公孫氏(公孫淵)が魏によって滅ぼさ

れてからである。それ以前は魏の帯方郡ではない。その公孫氏政権下(公孫康の時)の帯方郡

に倭国は「遂属」したのである。では再度だが、なぜ属したのだろうか。征服されたという史

実は無いのだから、考えられることは次のような事であろう。 

 公孫氏政権が建安年間に「中国」という立場で使者(それが 263 文字目の郡使)を派遣し、

支配下に入るように交渉していたのではあるまいか。それも公孫氏が韓を討伐する前から。

そのような使者の派遣が何回かあった後、公孫氏は韓を討伐しその実績を持って迫ってきた

のであろう。それが「是後」と「遂」の意味だと考えられる。私としてはそのように分析して

いる。でなければ魏志韓伝のその文言の意味は解釈できないと言えよう。 

 ならば倭国が「遂属」したのはなぜか。次にそれを考えてみよう。私は、それは鉄資源では

なかったかと推察している。魏志弁辰伝には「弁辰では鉄を産出し韓、穢、倭がともに取っ

ている」という記述がある。鉄は今でもそうだが、重要な鉱産資源である。それを倭国は弁

辰で入手していたのである。その鉄資源だが、韓(馬韓、辰韓、弁辰)が公孫氏政権の支配下に

入っていない時は自由に取れたであろう。だが支配下に入ったならばそうはいかない。自由

な採掘は認めないという圧力がかかれば、入手は困難となったと考えられまいか。よってそ

の鉄資源入手のため、仕方なく属したと考察できる。 

また狗邪韓国のこともあったと推測し得る。それらのことで倭国は「遂」に(つまり仕方な

く)公孫氏政権の支配下に入ったものと思われる。言わば面従腹背である。しかしそれならば

どうして、最初から(第一回の郡使が来た時から)倭国は公孫氏政権の支配下に入らなかった

のか。それは、倭国は公孫氏政権を中国の正統な王朝ではなく、単なる地方政権(軍閥)としか

見ていなかったからであろう。あくまでも後漢をそして魏を、倭国は正統王朝として見てい

たのである。だから倭国は正統王朝の冊封体制に入ることは望んでいても、軍閥ごときの支

配下に入る気はなかったのである。ではどうして公孫氏政権を単なる地方政権としか見てい

なかったと言えるのであろうか。そしてその支配下に入る気は無かったのだと。それについ

ては後述したいと思う。 



 ところで公孫氏政権だが、なぜ「遂」という文字が使われるほど、倭国に使者(それが郡使)

を派遣していたのだろうか。そしてそのように分析できるのか。これについても考える必要

があるだろう。そのキーワードは、私は「呉」に有ると分析している。では「呉」とはどうい

う意味か。しかしこの件についても後述したいと思う。先ずは二元制であることを種々の論

点から証明しくこととしたい。 

 

さて既述したように、魏志倭人伝(後述)を魏志韓伝(「是後、遂」の文言)も含めて考察して

いけば、郡使には二系統が有る(つまり二元制である)と考えざるを得ない。Ⅰ・魏から遣わさ

れた梯儁と張政という名前の記された魏使と、Ⅱ・公孫氏政権が遣わした魏志倭人伝には名

前の記されていない使者の二系統が、238 年を境として。そしてそのⅡ・郡使は最低でも三回

は倭国に来ているのである。それが「遂」の文字から導き出される結論である。 

ところで、もし郡使が梯儁と張政の二人だけならば、初めから「魏使」と書けば良いので

はなかろうか。何も「郡使」という普通名詞の語句を使う必要は無いはずである。使者には

本来は国名を使うものである。例え直接的には出先機関から派遣されていようとも。しかし

なぜか陳寿は、普通名詞だけの「郡使」という語句を使っている。そこには魏という文字は

おろか、帯方郡という文字(すなわち固有名詞)すら入っていないのである。何とも不思議な

事とは言えまいか。 

再度だが、使者には大抵その国の名前を表す固有名詞が入ってしかるべきである。それこ

そ魏使であり、後世の日本の事となるが、遣隋使や遣唐使などの。また六世紀、宋の時代に

描かれた職貢図には、「倭国使」という表現が使用されている。それら全てには国名(固有名

詞)が入っているように、そうあるべきではなかろうか。従ってそのように考察していくと、

単なる「郡使」という文言には「魏使ではない」ということを、暗に伝えようとする陳寿の意

図があるではなかろうか。私はそのように推察している。 

以上のことから、魏志倭人伝を研究していく時、この「郡使の二元制」ということをしっ

かり押さえる必要が有ると、私は思う。そしてそのように考えると、魏志倭人伝に書かれて

いる内容で、すっきり理解できる事が幾つか有るのである。これについては徐々に、それが

また二元制の根拠にもなるということで、展開していきたいと思う。 

ところでそのような事は、つまり郡使には二系統あり、その内のⅡ・公孫氏政権の郡使も

倭国に来て、「中国としての立場で倭国に支配下に入るように迫った」という事は、魏志倭人

伝にも魏志韓伝にも記載されてはいないではないか、という反論が出るかも知れない。 

確かにそのような事はどちらにも一切書かれていない。だが魏を正統王朝とする立場の三

国志では、そのような事が、公孫氏政権を「中国」と扱う事が、記載されていない方がむしろ

当然なのである。その事はしっかり理解する必要があるだろう。私はこの件はそのように考

えている。従ってそれは反論にはならないと言えるだろう。 

 

我々は魏志倭人伝を読む時、いや魏志倭人伝に限らず史書を読んで研究を進めていく時に

は、当時の国際情勢や社会状況、政治や経済の力関係を鑑みて行間を読み、その中で書かれ

ていないことを読み取ることが大切なのではなかろうか。なぜなら現在と違って、時の権力



者にとって不利な事、不都合な事は記されないのが、そのような史書では一般的なことだか

らである。そして時には捻じ曲げられることも有るからである。このような事も明確に押さ

えておくことが、また大切であろう。書かれていないということは、決してそのような史実

が無かったということではない。そう考えないで表面的な事、記されている事のみを読み取

っても、真の理解は覚束ないのではなかろうか。 

以上のことから、逆にⅠ・魏のみによる郡使(魏使)の派遣と捉えている方(私の知る限りで

は全員であるが)は、では 204 年頃に帯方郡が設置されているのに、そして公孫氏政権は韓や

穢を討伐して己の勢力圏に引き入れているのに、倭国には何も接触していないと考察してお

られるのだろうか。更に倭国もまた何も接触せず(弁辰で鉄を取っているのに)、238 年に公孫

氏が討伐されて初めて、魏のものになった帯方郡と関係を持つようになったと捉えておられ

るのだろうか。そこらの見解を、魏志韓伝の「是後倭韓遂属帯方」の文言をどう解釈するの

かを含めて、伺いたいと思っている。 

 

さてこの郡使の二元制ということをより明確にするために、そして記載されている事をす

っきり理解するために、次には魏志倭人伝を読み解き、分析していきたいと思う。先ず最初

に、使用されている文字で検討してみたい。既述したことであるが魏志倭人伝では或る一つ

の文字を根拠として、そのような見解を出しているからである。よってその文字から見てい

くことにしよう。 

ではそれはどんな文字であろうか。それは 267 文字目の「常」という文字である。この文

字は伊都国の説明のところで使われている。そこでは次のように使用されている。 

「郡使往来常所駐」 

この文言によれば、伊都国は「常」に郡使が往来した時に、駐留した所だというのである。

この「常」という文字も「遂」と同様に、或る事実が最低でも三回は有った時に使う言葉であ

ろう。二回くらいでは「遂」と同様に使われない。そう考えると、やはり少なくとも三回(延

べ三人)は、Ⅱ・郡使が倭国に行き(来て)駐留しているからこそ使っているのだと推察できよ

う。そのように考えると、魏志韓伝と魏志倭人伝では別の書であるが、「遂」と「常」はセッ

トになっていると考えられるのではあるまいか。 

従って「遂」だけでなく「常」の文字からも、Ⅱ・郡使の存在そして来倭ということを考察

することは可能と言えるだろう。梯儁と張政のみが郡使としたら、その二人だけでは「常」

の文字は使えないのである。こんな事にもしっかりと考えを及ぼす必要が有るのではなかろ

うか。更にこの「常」の文字が「郡使」という語句とほぼセットで使われている(「郡使」と

いう語句の使用はこの一回のみ)ことを考慮すると、Ⅱ・郡使が存在することを暗示している

のではないだろうか。私にはそのように推測している。 

 

ここまでは述べてきたように、魏志韓伝と魏志倭人伝に記載されている各々の副詞である文字

から、Ⅱ・郡使の可能性、そしてその郡使が延べ三人以上であることの可能性を指摘してきた。

ここで副詞というものについて若干述べてみたいと思う。 



副詞は用言を修飾するのだが、その副詞が有ろうと無かろうと、文の基本的な意味は変わらな

い。だが副詞は文に強調等の意味をもたらす働きを持つ品詞である。だから副詞が在るか無いか

で、文の大意は変わらなくとも、文意が深くなったり、また言外の事を述べたりすることがある。 

例えば、「A さんはまた（復、又、亦）そんなことを言ったのか」という文があるとする。この

場合「また」が副詞だが、これが有ろうと無かろうと大意は変わらない。大意は「A さんはそん

なことを言った」ということである。だが「また」が有ると、その事を言ったのは「初めてではな

い」、或いは「以前にも言った」、という意味を言外にもたらす。即ちそんな事を言ったのは、そ

の時で最低でも二回目であるということになる。これが「A さんはいつも、そんな事を言ってい

た」となると、「いつも」と言うのだから、過去にはそのような恒常性が有ったことを意味する。

つまり三回以上はそんな事を言っていた、ということになる。このような働きを副詞は持つので

ある。従ってそれを、その意味する事を、的確に掴まなければならない。副詞は決して飾りでは

ないのである。 

魏志倭人伝には、この副詞が幾つか(というより、幾つも)使われている。その中で私が注目する

のは、先の「常」以外にも多々有るのだが、最後の方に出てくる副詞を見てみることとする。で

は最後の方にはどんな副詞が有るかというと、卑弥呼の死後、壹与が後継者に決まる迄の間に、

①「更」立男王(1888 文字目)、②「更」相誅殺(1896 文字目)、③「復」立卑弥呼宗女壹与（1906

文字目）、④國中「遂」定(1922 文字目)、等が有る。この短い間に何と四つも出てきている。 

この各々の副詞は何を意味しているのであろうか。何の意味もないのに、こういう副詞が出て

きていることは考えられない。先述したように、言外の意味をしっかり持っているはずである。 

しかしここのところの訳を見てみると、自著で自分なりの訳を載せている論者の訳、そして新

人物往来社の「邪馬台国事典」や岩波文庫の「魏志倭人伝、他三編」の訳、それらのどの訳を見て

も、私が見る限り全てが、次のような考えで訳されているように思われる。 

卑弥呼の死 → 男王が立つ → 千人を越す死者を出す争い → 壹与が王となる → 国

内が定まる。 

だがそうであろうか。このような見方、考えにしかならないのであろうか。これでは副詞を、

その意味を全く無視している分析としか言いようがない。確かに単純な訳ではそうなるだろう。

「更」が有れば「さらに」と訳すし、「復」が用いられていれば「また」と訳すことになる。しか

し解説や解釈となるともっと詳しく、それらの副詞が存在する理由を考慮して、意味することを

推測して、説明を施していくことが必要なのではあるまいか。そうでないと、四つの副詞は無き

が如きの、真意を全然掴んでいない解釈となってしまうと言えるだろう。 

だから私は副詞の意味を紡いでいくと、壹与が王になり国内に静寂が訪れたのは、そんな単純

に進んだことではないと分析している。だがこれについては主題である「郡使の二元制」からは

外れるので、ここではこれ以上言及しない。また別な機会に述べたいと思う。 

 

さて「郡使の二元制」について、次は単なる文字ではなく、魏志倭人伝に記述されている内容

からの分析を試みたいと思う。ところで今後は魏志倭人伝を二つに分けて、1383 文字目(景初二

年の前の文字、「、、五千餘里」)までの部分を魏志倭人伝 A とし、1384 文字目(景初二年、、)以降

を魏志倭人伝 B として論を展開していくこととする。 



よく邪馬台国論争ということが言われるが、邪馬台国の問題では二者(二論)対立となっている

ことが、所在地(これは二者対立というよりも多者対立かも知れない)問題だけでなく幾つか有る。

その中の一つに、郡使は邪馬台国に「行ったのか、行っていないのか」という論争が有る。無論

これは所在地論争に較べると、遥かに比重の小さい対立問題ではある。しかしこの事について検

討してみたいと思う。ところで事前に述べておきたいが、これについては、論じている人は全員

が全員とも郡使とは梯儁と張政の二人だけとしている。尤もこれは当然かも知れない。郡使の二

元制を唱えた論者は、未だかつて居ないのだから。 

この「行った、行かなかった」論争では、各々が大体次のような主張でその見解の正当性を展

開している。先ず「行った」という論者だが、梯儁は卑弥呼と会っている、また張政も難升米に

会っている、ということを根拠にしている。二人とも邪馬台国へ行って会っているのだとする。

これについては確かにそう言えるだろう。魏志倭人伝を読めば、梯儁、張政ともに邪馬台国へ行

っていると考えられる。とても伊都国で、とは思われない。 

一方「行っていない」という論者は、投馬国と邪馬台国への行程表記が、それまでの里数表記

ではなく日数表記となっていることを根拠としている。行っているのなら里数表記にするはずだ

と。行かなかったから、倭人から聞いた日数表記にしかできなかったのだと。これはこれで正当

な主張といえるだろう。行っていれば、不弥国まではそうしているのだから、里数表記にしたこ

とは間違いない。 

では一体どちらが正しいのだろうか。しかしその前に指摘すべき点がある。それは各々の主張

をする論者は、相手方の主張の反論をしていないということである。行ったという論者は、なら

ばどうして投馬国と邪馬台国への行程表記が里数表記ではないのか、その理由を何も述べていな

い。 

また行かなかったという論者は、梯儁は卑弥呼と伊都国で会ったと言うのだから、では殆ど人

と会うことのなかった卑弥呼が伊都国にやってきたのか、そしてやはり張政は伊都国で難升米と

会い告諭したのか。ではどうして難升米は狗奴国と闘っている最中に邪馬台国ではなく、十日も

一月も掛かる伊都国に来て張政に会ったのか。そんな余裕は有ったのか。しかし魏志倭人伝の記

述からはとてもそのような余裕が有ったとは思われない。よって共に邪馬台国より伊都国での方

が、そのような事を行なうのが合理的であるという理由は、見出し難い。だが邪馬台国へは行か

ず伊都国でと言うのだから、それらについての責任ある説明は必要だろう。しかし何も述べてい

ない。 

現状は結局このようである。では一体どちらが正しいのか。だがこのようになるのも、つまり

自説の正当性を主張するのみで、相手の説にしっかり反論できないのも、郡使をⅠ・梯儁と張政

の二人のみと捉えているからに他ならない。郡使とは二元制で、私のようにⅠとⅡの二系統の郡

使が居たと考えれば、何の問題もない。 

つまりⅠは魏志だから邪馬台国に行ったのである。だがⅡは単なる地方政権の使者だから行け

なかったのである。倭国としては行かさなかったのである。ではなぜ支配下に入ったのに、倭国

としては行かさなかったのか、つまり行くことを拒絶したのか。それは結局、公孫氏政権を正統

な政権でなく単なる地方政権、軍閥としか見ていなかったからである。形だけの服従だったから



である。そしてそう、このようにⅠは行き、Ⅱは行けなかったと考察すればスムーズに解釈でき

るのである。 

そしてここが大切な事なのだが、魏志倭人伝 A の基となった資料(それは倭国に行った使者の

報告書と考えられる)の大部分は、Ⅱ・郡使が書いているのである。Ⅰ・梯儁や張政が書いている

のではない。Ⅰ・梯儁や張政は魏志倭人伝 B の或る部分については、その資料となることは書い

ている。しかし魏志倭人伝 A の部分については書いていない。この事をしっかり把握することが

大切である。 

ではどうしてそのような事が言えるのであろうか。それはもし郡使が魏使の二人だけであり、

梯儁や張政が書いているとすると、その行動そして記述の内容に整合性が取れない点が多々有る

からである。ではどこがどう整合性が取れないのか。それについても後述したいと思う。 

 

さて記述内容を基に、次のようなことから郡使の二元制について二番目の考察をしてみたいと

思う。それは魏志倭人 B の冒頭である。即ち倭魏交流である。この倭魏交流については一般的な

論争として、最初の遣魏使の派遣が 238 年か 239 年かということが、問題になっている。しかし

それより遥かに重要であり、本質的な事と思われることについては何も論及されていない。即ち

誰も論述していないのである。238 年か 239 年かという事は枝葉末節的なことでしかない。だが

なぜか識者はそれに拘泥していて本質的な事を見ようとしないのである。ではそれを凌ぐ遥かに

重要な事、本質的な事とは一体何か。それについて述べるとともに、そこから郡使の二元制につ

いて論及してみたい。 

それは、この 238 年か 239 年かの遣魏使の派遣だが、なぜ行われたのかということである。何

も論及されていない重要な事と述べたのは、この事である。そう、どうしてそのような遣使がな

されたのであろう。これについて論述した識者は居ないのである。そしてこのような疑問を呈し

た方も居ない。だからこの事を問題にすると多分、そんなことは決まっているだろう、魏が公孫

氏政権を討伐したからだ、という答が返ってくるのではなかろうか。そしてだから問題にはなり

得ないと。 

だがそうだろうか。しかし考えてもみよう。どうして一軍閥を討伐したくらいで、倭国はそん

な使者を派遣する必要が有ったのか。これについても不思議とは言えまいか。何もライバルであ

る蜀や呉を倒したわけではない。ましてや三国を統一したわけでもない。それなのに一軍閥を倒

したくらいで直ぐ使者を派遣しているのである。そんな必要があったのだろうか。他の東夷の国々

は派遣していないにも拘らず(派遣したという記述は無い)である。しかしこれについても、郡使

の二元制を基に考えれば、容易に答の出る問題である。ではそれについて、見ていってみよう。 

その解は実は、魏の皇帝の詔書に有る。魏志倭人伝 B には皇帝の詔書の全文が記載されている

が、その中に次のような記述がある。1493 文字目からだが、 

「是汝之忠孝我甚哀汝」 

「これはそなたの忠孝だ」と言っているのである。そして「そなたを甚だ哀れむ」とも述べて

いる。この場合の「哀れむ」は「かわいそうだ」の意味ではない。「愛する、いとおしく思う」と

いう意味である。そしてここにも「甚だ」という副詞が使われている。強調されているのである。



この言葉が飾りでもなく、また嘘、偽りではないことは、親魏倭王への任命、金印の授与、そし

て豪華な下賜品からも明らかである。 

さて「是」とはでは何か。勿論それは難升米と牛利を、公孫氏政権討伐直後に派遣してきたこ

とである。そして倭国の意思を表明したことである。そのことが忠孝だと言っているのである。

では忠孝の内容を具体的に考察してみよう。 

先ず使者を見てみる。使者は難升米と牛利だが、正使である難升米はその後の張政との箇所を

見ると分かるが、軍の最高司令官と考えられる人物である。卑弥呼に次ぐ NO2 か或いは NO3 く

らいの地位の役人と考えられよう。そのような人物の派遣なのである。ならばかなり重要な意味

を持つ派遣だったと言えるだろう。 

次は時期である。派遣が 238 年であろうと 239 年であろうと、即時的であることは間違いない。

ではどうして、倭国は公孫氏滅亡後直ぐとも言える時期に使者(それも軍の最高司令官)を派遣し

たのか。そして天子に拝することを求めたのか。また魏のものとなった帯方郡の太守劉夏はそれ

を受け入れ、洛陽まで送ったのか。更に皇帝は拝謁を許したのか。 

そして三番目としては、その意味である。派遣の意味合いは何だったのか。それについては魏

志倭人伝には何も書かれていないが、必ずや卑弥呼の親書を持っていっているはずである。なぜ

なら魏へは初めての遣使だからである。 

ではその親書にはどのような事が書かれていたと考えられるか。単なる挨拶や祝意ではない。

その程度なら先の皇帝の文言(忠孝、甚哀)など使われるはずはない。また親魏倭王への任命等も

ない。これらの解を出すには、やはり倭国は公孫氏滅亡までは、魏志韓伝に記されているように、

公孫氏政権下にあったと考察するしか無いのではあるまいか。先に私は、公孫氏政権は倭国を支

配下に置くために何度も使者(郡使)を派遣したと分析した。 

ではなぜそんなに何回も使者を派遣して支配下に置こうとしたのか。そのキーワードは呉であ

るとした。公孫氏政権は魏と対抗するために、呉と誼を通じその連絡回路として倭国を必要とし

たのである。呉との連絡のためには、魏の沿岸を利用する方法が勿論良いのだが、魏と対立して

いるときはその回路は使えない。だから倭国の沿岸を利用する回路の確保、そのために倭国に接

触し支配下に入ることを求めたのである。そのような要請に倭国としては対抗するだけの力はな

い。よって不承不承ながらも支配下(面従腹背)に入らざるを得なかったのである。 

そんな公孫氏政権の動き、そして倭国の対応は魏もおおよそは掴んでいた。倭国については魏

志韓伝に「遂属」と記されていることからも、それは分かることである。しかしそれ以上に呉、

公孫氏政権、倭国がどの程度の結び付きを深めているかを、正に三国が相争っていただけに、も

っと情報を得たかったはずである。と同時に、先ずは喉元に刺さった刺的存在である公孫氏を、

早急に討伐したいと考えていたことは間違いない。だから蜀との西部戦線終結後はその公孫氏を

討伐した。その結果を受け、倭国は重石が無くなったことで即動いてきた。即ち使者を、それも

最高司令官を派遣してきたのである。倭国としてもまた、ここぞとばかりに直ぐに行動を起こし

たのである。 

そして公孫氏政権の支配下にいたのは本意ではないこと、魏にこそ忠誠を誓いその冊封体制に

入りたいこと、呉とは何の関係も持っていないこと。こういった事を親書では述べたであろう。 



それらの事(つまり即時性、軍の最高司令官の派遣、忠誠心の表明の三点)が、先の皇帝の詔書の

中に有る文言の理由ではあるまいか。私としてはそのように考察している。そうでなければその

文言の意味は説明できないのではないかと考えている。 

以上のように分析するならば、公孫氏政権が使者(郡使)を派遣しているということは、つまり

郡使は二元制であることは十分証明できると思うが如何だろうか。もしこれくらいの事では証明

ではないというのなら、私が述べてきたこと(上記の三点)への反論を要求したいと思う。即ち、倭

国側では即時的な難升米と牛利の派遣と派遣の意味合いについて。魏側では皇帝の先の文言の意

味、親魏倭王への任命について等の一連の動きについての反論を。 

 

 さて次に郡使は魏使の二人だけと仮定して考察してみよう。先に私はそのようにすると、魏志

倭人伝の整合性が取れないと記述した。ではどういう点で整合性が取れないのか。それについて

の考察である。 

先ず梯儁が魏志倭人伝の基となる資料を書いていると仮定してみよう。しかしこれは順当であ

る。なぜなら梯儁は最初の使者(郡使)であり、魏志倭人伝によれば梯儁が派遣されるときには、張

政が派遣されるかどうかは分かっていなかったからである。梯儁だけの派遣となる可能性は十分

に有ったからである。 

その梯儁が確実に書いたと思われるのは、魏志倭人伝 B の次の記述の部分であろう。 

  「正始元年、、、、、答謝詔恩」 

 ここでは「正始元年、太守弓遵様は私(梯儁)に倭国に行くことを下命なされた、、、」という書き

出しで報告書は始まっていたのだろう。そして書いてある事は「詔書と印綬を持って倭国に行っ

た。倭国王に会い詔を渡した。金などの下賜品をあたえた。倭王は使いを遣わして、謝意を表し

た」ということである。この部分は報告書としてこれで良いし、他の者は絶対に書けないことで

ある。そして場所としては、何も書かれていないが卑弥呼の宮廷であろう。 

さてそのように梯儁は宮廷に入っていると思われるが、その内部の様子は何も書かれていない。

外の様子は魏志倭人伝 A になるが、1291 文字目から「居所宮室、、、」と 17 文字で書かれている。

だが内部の様子は何も書かれていないのである。例えば大きさはどれくらいであり、部屋は幾つ

くらい在るか、また卑弥呼の宮室の様子はどうであるとかが、全く書かれていない。魏志倭人伝

A においては、下戸のことと思われるが、屋内の事が 762 字目から 14 文字で書かれているのに、

である。 

 次に卑弥呼の統治の仕方について見てみよう。これについては 1244 文字目から書かれている

が、「事鬼道能惑衆」のたった 6 文字である。王がどのように人民を支配しているか、自分の国を

どのように統治しているかは、何にもまして重要なことであり、報告すべきことであろう。それ

が僅か 6 文字でしか書かれていないのである。そんな文字数だから具体性は何もない。敢て他に

挙げるとすると、7 文字置いた「有男弟佐治国」のみである。これもその具体的な事(どのように

政務的補佐を行なっているのか等)は何も書かれておらず、同様にたった 6 文字である。これでは

意味のある報告書と言えるのだろうか。 

本来なら、支配体制や官僚機構、軍事組織、そういったものの記述があってしかるべきなので

ある。また卑弥呼は鬼道を操るのだから、呪術の具体的な様子や服装、使用する道具について等



の記述もあって当然である。だが無い。魏志倭人伝 A では卜占のことが 956 字目から 44 文字で

記されているのにである。 

その他として、1273 文字目には「婢千人自侍」とあるが、千人もの奴婢が居たのなら、一体そ

の者たちは何をしていたのか。ただ遊んでいたわけではあるまい。それについて記してあっても

おかしくない。だが全然書かれていない。以上のことから、これではとても意味のある報告書と

は言えたものではない。 

 ところでこの部分は、つまり 1244 文字目から「事鬼道能惑衆」の部分は、その前の 1209 文字

目からの「其国本亦、、、」から続く一連の内容だと思われるが、1243 文字目までの「、、、名曰卑弥

呼」は見たことではなく、単に聞き取った事である。その部分は、卑弥呼が王となった経緯が述

べられているのだが、その文言の中に「七、八十年」とか、「歴年」と書かれていることからも明

らかである。このことから「事鬼道、、、」以下も、見たのではなく単に聞き取ったことを書いただ

けと分析できるだろう。 

聞き取りだから、それを話した者(伊都国に常駐する一大率と思われる)が詳しくかつ具体的に

述べてくれなければ、詳述しようがないのである。それ故に宮廷内の事などが書かれていないの

は、それについては一大率は何も話さなかったと思われる。ではなぜ話さなかったのか。それは

公孫氏政権が正統王朝ではないからである。正統王朝でないものに、支配下に置かれていたとし

ても、倭国政権の詳細を話す気は無かったのである。結局それは、倭国は公孫氏政権を単なる軍

閥としか見ていなかったからだと言えよう。この単なる軍閥ということについては、更なる詳述

をしたいと思うが、しかしここでそれをするのは主題から外れるので、割愛したいと思う。 

 ところで今は、郡使を梯儁と張政の二人だけと仮定している。だからもし「事鬼道、、、」以下が、

直前の 1243 文字目までの「、、、名曰卑弥呼」とは関係がなく、梯儁自身が宮廷に居て直接見聞し

たことを書いているならば、1686 文字目から 1735 文字目までの自身の行動のように、もっと具

体性が有ってしかるべきである。なぜなら最も重要な王の統治形態等のことだからである。だが

全く具体的な記述ではない。また魏志倭人伝 B での記載となっていても良いはずである。しかし

そのようにもなっていない。以上から、「事鬼道、、、」の部分については、邪馬台国に行かなかっ

た(行けなかった)者が、聞き取って記述したものと判断せざるを得ない。つまり梯儁は邪馬台国

に行っているのに、行っていない者の記述とせざるを得ないのである。この矛盾が、整合性が取

れないと述べた第一点である。 

 

さて梯儁は自身の関わること以外はあまり詳しく書かないのではないだろうか。だから宮廷の

ことや統治機構のことは詳しく書かれていないのではあるまいか、という指摘がもしかしたら有

るかも知れないので、整合性の取れない第二点を述べていきたいと思う。 

 魏志倭人伝 A では、対海国については 57 文字、一大国は 45 文字、末盧国は 38 文字で書かれ

ている。不弥国以下については、具体的な記述は無くなり文字数も少なくなる(それは結局行って

いないからである。それ故に書けないからである)。だが、その余の傍国については、そんなもの

全て書く必要があるのかと思うほど、全ての国名が延々と書かれている。また習俗では、文身に

ついては 85 文字も使って記載されている。葬儀については 46 文字、卜占については 44 文字(既

述)、持衰については 67 文字である。その他種々の事がそれなりの文字数で記載されている。こ



れらの文字数を見ると明らかだが、卑弥呼の鬼道の 6 文字と比較すると雲泥の差である。しかも

これらは梯儁自身に全くもって関係することではない。 

 梯儁自身に無関係な事であるにも拘わらず、これだけの字数を使い民生や習俗に関する詳述が

あるのに、どうして宮廷に関することは何も書かれていないか。ここから言える結論はやはり、

次のようなことであろう。 

それは、魏志倭人伝 A の資料については何も梯儁は書いていないということである。もしそれ

を書いているのなら、民生や習俗よりも遥かに重要な内容である邪馬台国の様子や統治形態、政

治機構や軍事組織についても書いているはずである。だが魏志倭人伝にはほとんど何も記載され

ていない。つまり魏志倭人伝 A については、別系統の郡使が書いている資料が基になっていると

考えざるを得ないのである。このように結論付けられると思うが、どうであろうか。これが、整

合性が取れないことの二点目である。 

 

次に張政について考えてみよう。張政は二番手だから、郡使が二人だけとしても魏志倭人伝 A

についての資料を書いてはいない。張政が確実に書いていると思われる部分は、洛陽の宮廷の役

人や帯方郡の役人が書いている部分、梯儁が書いている部分も魏志倭人伝 B にはあるから、それ

以外の 1844 文字目の「遣塞曹、、、」から最後までである。そこに書かれていることは梯儁よりは

多いが、でも梯儁と同様に自身の行動や見聞に関することが中心である。 

ところで梯儁が派遣された時、太守は何も報告書については指示せず、従って梯儁は書かず、

張政の派遣の時になって初めて、その指示を出したということも無きにしも非ず、である。その

時は、魏志倭人伝 A の基になる資料は張政が書いたことになる。だがその場合の不整合性は、梯

儁の時と同じである。従って検討する必要は無かろう。よって二番手の郡使として考察していき

たいと思う。 

張政の郡使としての特徴は、倭国滞在期間が非常に長いことである。梯儁の場合は卑弥呼に会

い、渡す物を渡せばそれで使者としての主任務は終わりで短かっただろうが、張政はそうではな

い。かなり長期間倭国に滞在したと思われる。尤もそれは結果論で、初めから張政もそして帯方

郡の太守もそう予定していたわけではない。そうなったのも予想外のこと、卑弥呼の死に遭遇し

たからである。だが何であれ長期に及んだ。 

具体的にどれくらいというのは魏志倭人伝からは直接分からないが、狗奴国との戦闘とその結

果、そして卑弥呼の塚の造成、その後の倭国内での混乱を見ていることから、少なくとも 4～5 年

は滞在していたのではなかろうか。よってその事を勘案して考察していかねばならない。その張

政だが、梯儁の報告書を見てから倭国に来たのだろうか、その点はどうだろう。無論私は見てき

ていると思う。それは何事であれ予備知識が有った方がいいのだから、前任者の報告書が有るの

ならそれを見ているだろうと考えられること。また対狗奴国との闘いの勝利のために来ているの

だから、余計にそのことは言えるだろう。 

ならばそれだけ長期に滞在していたと考えられるのだから、問題になるのは魏志倭人伝 A の「そ

の余の傍国」である。実はそこに問題が潜んでいるのである。ではそれは何か。その余の傍国に

ついては 400 字目から記載されているのだが、「遠絶不可得詳」となっている。そして国名だけが

延々と書き連ねられているだけである。識者の中には、21 もの傍国を自己流で訓読し、それらの



国がどこに在ったかを論じておられる方がいるが、この傍国で重要な事はそんなことではない。

重視すべきは以下の点である。 

それは数年も滞在しているにも拘わらず、詳しいことが何も分からないのであろうかというこ

とである。常識的に判断してそれは考えられないことであろう。例え行ってはいなくても、大概

のことは分かるものだろう。それこそ官や副官の役職名、戸数、その国までの距離、存在する方

向、行き方(水行、陸行)等について。そんな事は宮廷で聞けば直ぐにでも分かる事でもあるが故

に。それに国情等も、それらの国も狗奴国との戦闘には参加しているはずだから、滞在中に或る

程度は分かってくるはずである。しかし何も記されていないのである。なぜだろうか。 

ここから言えることは、魏志倭人伝 A の資料は梯儁も張政も書いておらず、尚且つそういう事

には関心も無かったということである。梯儁が書いており張政がそれを見ているのなら、張政と

してはそれを調べ、帯方郡に戻ってから自身が把握した詳細な点の追加を入れたり、報告したり

するはずである。だが魏志倭人伝 A では単なる国名の羅列でしかない。何の具体性もないのは、

結局張政は梯儁が書いたと仮定している報告書を見ておらず、またそういう事には何も関心が無

かったということの証左と言えるだろう。それらの事に関心が無いというのは、しかしその二人

というよりも、魏の政権の考えがそうなのだろうとも言える。 

というのも、魏志倭人伝 B を見れば分かるが、貢物や下賜品については一つひとつなぜかしっ

かり書かれているのに、対狗奴国との闘いの結果は何も記されていない。張政はその闘いで檄を

飛ばすために、勝利に導くために来ているのである。にも拘わらず戦闘の結果は何も記されてい

ないのである。普通に考えれば、これも報告書としては欠陥品であろう。そう言わざるを得ない。

よってそのような事にしっかり関心を持っている政権ならば、張政が帯方郡に戻って報告書を提

出し官吏がそれをチェックした時、書かれていなければ闘いの結果は当然求めるだろう。またそ

の余の傍国の国情等についての追加等の指示を出しただろう。だがそうなっていない。結局それ

は魏の政権の姿勢がそうだからとは言えまいか。 

また魏志倭人伝 A では、通過してきた国については、伊都国まではある程度の記述がある。だ

から張政も不弥国以下は機械的な記述でしかないが故に、追加記述をしようと思えばできるのに、

時間的余裕は有るはずなのにしていない。これなども魏の政権の姿勢がそうだからだろう。 

以上、張政の報告書は重要な事(戦闘の結果)が記載されていないし、また各種の事項について

の詳述性が無いと判断せざるを得ない。魏志倭人伝 A の詳述性(文身の事が 87 文字で記載されて

いること等)と、張政の報告書の非詳述性、これが同じ立場の者(魏の帯方郡の役人)の文章内容と

果たして言い得るだろうか。私ははっきり否と断定する。これが張政の場合の非整合性である。 

このように、郡使を魏使の二人だけと仮定した場合には、魏志倭人伝はその内容に整合性が取

れなくなる点が幾つか有り、一本の筋の通った文章とはならないのである。 

 

以上、魏志韓伝と魏志倭人伝に使用されている副詞の文字、及び魏志倭人伝の記述内容から種々

検討してきたが、郡使には全く別系統の二つの郡使が存在すると考えざるを得ないのである。そ

してそのように考えれば、魏志倭人伝の内容ですっきり理解できる事が、その他にも幾つか有る

のである。 


