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中国文献から見た日本古代史

2018年10月31日 わかみず会

鈴木 勝
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内容
1. 漢倭奴国王

• 倭の朝貢開始

• 金印「漢委奴國王」の謎

2. 親魏倭王卑弥呼
• 卑弥呼はなぜ魏に朝貢したのか

• 日本書紀の神功皇后の記述との関係

3. 倭の五王
• 倭国の積極的な朝貢の背景

• 日本書紀での無視

• 倭の五王は大和王朝のどの天皇に対応するのか

4. 日出る国の天子 － 遣隋使の時代
• 隋の煬帝は国書のどの内容に機嫌を損ねたのか

5. 天皇号と国号「日本」の成立
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１．漢倭奴国王
中国王朝 西暦 中国文献 日本書紀 論点

後漢 57

107

「後漢書」光武帝紀に
「倭奴国王が後漢に朝
貢し、光武帝が金印を
賜与した」

「後漢書」安帝紀に「倭
国の王帥升等が生口
百六十人を献じて請見
を願う」

対応する記述なし ・金印「漢委奴國王」
がなぜ福岡市志賀
島で発見されたの
か（図１、図2）

・「漢委奴國王」をど
う訓むか

・金印は光武帝から
賜与された本物か

3

（１）金印「漢委奴國王」がなぜ福岡市志賀島で発見されたのか
①金印発見の経緯
・1784年2月に志賀島の百姓が農作業中に偶然掘り出し、庄屋や郡役人の勧めに従って、発見の
経緯を記した口上書を郡役所に提出した。
・福岡藩に仕える儒学者の亀井南冥が、「後漢書」光武帝紀に書かれている金印であると鑑定した。
・金印は福岡藩庫に収蔵され、1931年国宝に指定された（現在は福岡市博物館所蔵）。
②発見場所の不可思議さ
・志賀島の発掘場所には古代の遺跡は発見されていないため、他の場所にあった物が人為的に移
動されたのではないかという説もある。
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図1 金印「漢委奴國王」 図2 博多湾と志賀島

（参考文献②より引用）
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③亀井南冥とは

・町医者の家に生まれたが、荻生徂徠の古学に傾倒していた父の勧めで国内各所に遊学し、勉学に
励んで頭角を現し、福岡藩に召し抱えられた。藩では幕府が奨める朱子学を教える修猷館と、古学
を教える甘棠館の二つの学問所が1784年2月に同時に開校し、亀井南冥が甘棠館の館長に就任し

た。時を同じくして発見された金印をいち早く鑑定したことは、彼と甘棠館の名声を高めることに寄
与した。

（２） 「漢委奴國王」をどう訓むか

①発見以来種々の見解が出されてきたが、現在の定説は1892年に三宅米吉が発表した論文に基

づく「漢の倭の奴の国王」である。この場合、「委」は印面のバランスを図るために「倭」の“にんべん
”を省略したものとされる。

②定説に対して次のような反論が出されている。

・当時の中国の他の印文には「AのBのCのD」という構文は見られないので、不自然である。また当時
「倭」の中に「奴」があったという上下関係は疑問である。

・「委」は「倭」の省略ではなく、「委奴」はのちの魏志倭人伝にある「伊都」国と同じである。これに関し
ては、古代には「委」は「ヰ」、「伊」は「イ」と発音されていたのでおかしいとの反論がある。

・漢代には周囲の異民族の首長に「王」という称号を与えることはあったが、「国王」という称号を与え
た例はなかった。

③その他いろいろな議論を検討した結果、冨谷氏は「漢の倭奴国（わどこく）の王」と訓む案を提示し
ている。この場合、「倭」は古代の中国が朝鮮半島の先の海中にある東夷の国を指す呼び名であり
、「奴」は「匈奴」と同様に卑下の接尾辞である。中国の文献にある「倭」、「倭国」、「倭奴」、「倭奴国
」などはすべて同じものを指す。（鈴木は、当時朝貢した倭国は九州北部の勢力であったと思う）
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（３）金印は光武帝から賜与された本物か

発見の経緯の不自然さから、当時より次のようにいろいろな説が出されている。

①本物ではあるが、本来は他の場所（近くの神社の神宝や古墳遺跡）にあった物を盗み出して志賀
島に埋め、偶然の発見を装った。

②印面の彫り方が、漢が同時期に他の国に賜与した印とは異なる。また金印のつまみの蛇（だ：ヘ
ビ）鈕の形が当時の中国の他の蛇鈕印とは大きく異なる。これらから、金印は江戸時代に日本の
職人が（または中国の職人に依頼して）作成した物である。

③漢代に周囲の国の首長に印を賜与する場合、北方の国の場合は駝（だ：ラクダ）鈕印、南方の国
の場合は蛇鈕印というように区別されていた。西暦57年に倭国から朝貢の使者が来た際に、当

初は倭国が中国の北方にあると思って駝鈕印を作成したが、使者の話や風俗などから南方の国
であると考え直して、鈕の部分だけを手直ししたために不自然な形状になったもので、印は本物
である。

①や②の場合には、この発見で自らの立場の強化を図った亀井南冥とその仲間が仕組んだとされ
る。亀井南冥が館長を勤める甘棠館は順調に塾生を増やしていったが、8年後の1792年に突然亀

井南冥は藩命により御役御免に処せられた。その理由としては、幕府が奨める朱子学を教える修
猷館一派との確執があったとされるが、あるいは②の金印偽造が発覚したためかも知れない。その
場合は藩の汚名になるため公にはされなかったのであろう。甘棠館はその後も後継者によって運
営が続けられたが、1798年に火災で焼失した際に再興を許されなかった。

6



2018/10/18

4

２．親魏倭王卑弥呼

7

中国王朝 西暦 中国文献 日本書紀 論点

魏

晋

239

240

243

266

「魏書」東夷伝倭人条
「倭の女王卑弥呼が魏
の景初3年に朝貢した

ので、時の明帝は卑弥
呼を親魏倭王となし、
金印紫綬を賜与した」

「魏が賜与した品々と
共に倭の使者を母国
に送り届けた」
「魏の正始4年に倭王
がまた朝貢した」

「晋書」に武帝の泰初2

年に倭女王（台与と思
われる）の朝貢を記述

巻9「神功皇后紀」の
摂政39年/40年/43

年に「魏書」を引用し
た左記に対応する
記述があるが、「卑
弥呼」や「邪馬台国」
の名称はない。

神功皇后摂政66年

に晋書の記述を引
用

・卑弥呼はなぜ魏に
朝貢したのか

・日本書紀の神功皇
后の記述との関係

（１）卑弥呼はなぜ魏に朝貢したのか

①倭国では2世紀の終わり頃に大きな争乱が起こってなかなか収まらなかったが、諸国が共同して
邪馬台国の女王卑弥呼を立てたところ争乱が収まった。

②中国では220年の後漢滅亡後、魏・呉・蜀の三国時代に入った。魏は238年に遼東半島の公孫氏
を滅ぼして、遼東から朝鮮半島一帯を支配下に収めたため、倭国から魏に通ずる経路が確保され
た。

③朝鮮半島や公孫氏と交流していたと思われる卑弥呼は、勃興する魏と正式な外交関係を結ぶた
めに朝貢した。魏も周辺国に対する立場を強化するために倭国との関係を重視した。

（２）日本書紀の神功皇后の記述との関係

①日本書紀の編纂時には、卑弥呼を神功皇后に重ね合わせていたため、神功皇后紀に中国文献を
引用した記述を入れたが、魏に朝貢して「親魏倭王」の称号を与えられたことは、日本書紀の編纂
時には隠蔽したい事柄になっていた。また、「卑弥呼」や「邪馬台国」の名称を神功皇后の記述と
調整するのは困難であった。

②日本書紀では神功皇后の活動時期が魏書が示す卑弥呼と重なると考えていたが、神功皇后の実
在性については定説がない、

8



2018/10/18

5

３．倭の五王

9

中国王朝 西暦 中国文献 日本書紀 論点

宋
421

425
430
438

443

451

460

「宋書」夷蛮伝倭国条
倭讃が遣使（朝貢）し
たので、倭国王の称号
を授けた。
讃が再度遣使
倭国王〈讃？）が遣使

倭国王珍が遣使して
官爵を求めたので、安
東将軍・倭国王に任じ
た。

倭国王済が遣使し、安
東将軍・倭国王に任じ
られた。

済が遣使し、使持節・
都督倭新羅任那加羅
秦韓慕韓六国諸軍事
を付加された。
倭国王〈済？）が遣使

記述なし ・倭国と中国との直
接交流が約150年
間途絶えた理由
・倭国の新たな積極
的朝貢の背景
・倭王が一文字名を
名乗った理由
・倭国王の自称官職
と中国から授けら
れた称号
・日本書紀での無視
・倭の五王は大和王
朝のどの天皇に対
応するのか
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中国王朝 西暦 中国文献 日本書紀 論点

宋

宋滅亡
南斉建国

462

477
478

479

倭王世子興が遣使し、
安東将軍・倭国王に任
じられた。
倭国王（興？）遣使

倭国王武が遣使し、使
持節・都督倭新羅任那
加羅秦韓慕韓六国諸
軍事、安東大将軍、倭
王に任じられた。

記述なし

（１）倭国と中国との直接交流が約150年間途絶えた理由
①中国国内の混乱
・280年に三国時代を終わらせた晋王朝は長くは続かず、内部の混乱と北方異民族の侵攻によって
316年に一旦滅亡した。318年に華南の建康で再興（東晋）されたが、華北は異民族系を含む多く
の王朝が盛衰を繰り返す五胡十六国時代を迎えた。
・倭国から中国に至る経由地は戦乱が繰り返されており、安全に通行するのが難しかった。
②倭国は朝鮮半島諸国への対応に重点
・高句麗が369年と371年に百済を攻撃したが、百済が撃退した。
・この機に百済は中国華南の東晋に朝貢すると共に、倭国との外交関係を開始した。奈良県天理市
の石上神宮に伝わる七支刀は、両国の同盟の証として、百済から倭国に贈られた物と考えられる。
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・高句麗の広開土王碑には、400年前後に倭国との戦闘があったことが記されている。倭国は初めて
遭遇した高句麗の騎馬軍団に敗れたが、これを機として倭国に馬や馬具が導入された。

・日本書紀には、神功皇后の「新羅]征討」とそれに付随する百済・高句麗の服属が語られているが、

これは事実とは認めがたい。朝鮮半島の国々を日本に朝貢すべき蕃国と位置づける、日本書紀が
編纂された８世紀における律令国家の支配論理を反映させたものである。

（３）倭国の中国への新たな積極的朝貢の背景

・高句麗は412年に広開土王が死去すると、隣接する北燕に対応するためもあって、413年に華南の
東晋に初めて遣使し、征東将軍高句麗王の称号を得た。

・百済は372年に初めて東晋に遣使して以来、新たな国王が即位する度に東晋に遣使しており、416
年には鎮東将軍百済王の称号を得た。

・420年に東晋が滅亡して宋が建国されると、初代武帝は高句麗王を征東大将軍、百済王を鎮東大
将軍に昇格させた。

・倭国は朝鮮半島からの鉄資源入手が不可欠であるため、高句麗・百済の動きを注視しており、両
国の遣使と称号入手に触発されて宋への遣使を始めたと考えられる。

（４）倭王が一文字名を名乗った理由

・「倭讃」は、先行する百済の遣使の例に倣って倭王が自ら名乗ったものであり、「倭」は国名ではな
くて姓、「讃」が名前である。一文字名にしたのは、前漢を滅ぼして新を建国した王莽が、二文字の
名前は中国的ではないとして禁止した影響と思われる。中国では４～５世紀には形骸化して二文字
名が多くなっているが、中国を憧憬する東アジアの周辺国では、中国に遣使する際には一文字名
を名乗っていた。

11

（５）倭国王の自称官職と中国から授けられた称号

・次頁に示すように、倭王珍以降の遣使では、授けてほしい称号を自称（要求）しており、それに対し
て宋が適切と考える（要求よりは低い）称号が授けられた。倭王は高句麗王と百済王に授けられた
称号を意識して要求を高くしていった。

使持節：皇帝の意思の代弁者として、使命遂行のために大臣クラス以下の官吏の誅殺権を有す
る特別職

都督○○諸軍事：○○を軍事的に管轄する長

安東将軍：中国の東方にある外藩を管轄する将軍（高句麗王は征東大将軍、百済王は鎮東大
将軍で、いずれも倭王よりも上位であった）

開府儀同三司：官僚の最高位の三公（司徒・司空・大尉）と同じ待遇で、府（独立官署）をもつ。
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13

倭の五王が要求した称号と授けられた称号
（参考文献①より引用）

（６）日本書紀での無視

・日本書紀の編纂時には、過去の天皇が積極的に宋に朝貢していたことは受け入れられない、ある
いは考えられないことであったため、中国文献の内容は無視されたと思われる。

・江戸時代の本居宣長は、中国文献を中華思想に基づいて都合よく記述していると批判した。特に
倭の五王については、当時の天皇が中国に対して臣礼をとることはあり得ず、吉備などの地方豪
族による通交を記したものであると説明した。

（７）倭の五王は大和王朝のどの天皇に対応するのか

①室町時代から、倭の五王が日本書紀（古事記）のどの天皇に対応するかを比定する検討が数多く
なされてきたが、いまだに定説が確立していない。現在有力とされているのは、次の案である。

第15代応神天皇 第16代仁徳天皇 第17代履中天皇（讃は左記三代のいずれか）

第18代反正天皇（珍）

第19代允恭天皇（済） 第20代安康天皇（興）

第21代雄略天皇（武）

②検討手段には次のようなものがある。

・日本書紀の紀年と中国の年号を対応させる。

→日本書紀の紀年は編纂時に操作されることが多いので、これだけでは不適切である。

・倭王の一字名の根拠を、天皇の諱（いみな：本名）の漢字表現から類推する。

→日本書紀と古事記では諱の漢字表現が異なることが多い。古事記の方が古い表現を示すことが
多いが、5世紀の漢字表現を確定させることは困難である。研究者によっては、漢字の音と訓を
混在させて推測するなど、根拠が曖昧である。
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・五王の系譜関係と天皇系図の系譜関係との類似性から推測する。

→宋書では讃と珍は兄弟 、興は済の子で、武は興の弟であるとされているが、珍と済の関係は明
記されていない。5世紀には現在の大阪府の古市古墳群と百舌鳥古墳群に代表される二つの

強大な勢力が存在していたので、河内氏は珍と済の間に王権の移行があった可能性を示唆し
ている。

③佃氏の説

宋書の記述から、倭の五王は即位するとともに朝貢していると思われるので、それぞれの在位年代
がわかる（これについては、最近の研究者の間で合意している）。しかし、いずれの王の在位年代も
、現在有力とされている前記の比定された天皇の日本書紀が示す在位年代とは合わない。

佃氏はこれを根拠の一つとして、倭の五王は大和王権ではなくて、九州王権に属すると主張してい
る。

（鈴木）倭の五王の問題を解明するためには、古市古墳群や百舌鳥古墳群にある天皇陵
の発掘調査が必要である。

15

４．日出る国の天子 － 遣隋使の時代

（１）この時期になぜ倭国が隋に遣使したのか

新羅が594年、百済が598年、高句麗が600年にそれぞれ隋に遣使し、隋の存在と半島への影響が
大きくなったためと考えられる。しかし、478年の倭王武の遣使以来中国との直接交流が途絶えてい

た間に、朝貢して称号を得るという臣従関係の意識はなくなり、対等な関係の確立を意識した国書に
なっている。

16

中国王朝 西暦 中国文献 日本書紀 論点

隋が南北
朝を統一
（文帝）

（煬帝）

589

600

607

608

「隋書」東夷伝倭国条
倭王が隋に遣使した

倭王の使者が国書を
持参したが、その内容
に煬帝が機嫌を損ね
た

倭使の帰国の際に、
隋の使者・裴世清が同
行して返書を持参した。

対応する記述なし

巻22「推古天皇紀」

に対応する記述が
あり、使者は小野妹
子であった。

同年裴世清が隋に
帰国する際に、小野
妹子が再度遣使と
なって同行した。

・この時期になぜ倭
国が隋に遣使した
のか

・隋の煬帝は国書の
どの内容に機嫌を
損ねたのか
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（２）隋の煬帝は国書のどの内容に機嫌を損ねたのか

通説では、「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」を無礼とみなしたためと云われてい
るが、必ずしもそうとは云えず、国書の他の内容の検討も必要である。以下は冨谷氏の考察である。

①日出処・日没処

中国ではこれらは東方と西方を意味する成句として使われており、東と西に上下関係はないので、こ
とさら問題になったとは思えない。

②二人の「天子」

「天子」とは、天が統治を命じた地上の為政者、天命を下された地上の唯一絶対の存在をいい、天の
概念が形成された周以降、皇帝の呼称として定着した。したがって、複数の天子が同時に存在する
ということは中華世界ではあり得ない。倭の国書ではそのことが分かっていなかったため、無礼だと
みなしたと考えられる。

③「菩薩天子」：仏法を重んじ興す天子

隋書には倭の使者が、隋の皇帝が仏法を重んじていることを称えて「菩薩天子」と表現したことが書
かれている。当時の中国では、南朝の仏教と北朝の仏教とでは、皇帝政治との関わり合いが異なっ
ていた。南朝では貴族文化に華開いた貴族仏教であり、国家や政治との関わりは希薄であった。一
方異民族系の北朝では、仏教は政治との関わり合いのうえに位置づけられ、皇帝権力に従属するも
のであった。北朝から全土を統一した隋の初代文帝は仏教を手厚く保護したが、次の煬帝は必ずし
もそうではなかったので、「菩薩天子」と称されることを喜ばなかったのかも知れない。

17

５．天皇号と国号「日本」の成立

18

中国王朝 西暦 中国文献 日本書紀 論点

702 唐

（則天
武后）

中国には古くから皇帝
や道教の神に対して
「天皇」という名称を用
いることがあり、これが
日本の「天皇」の由来
であるという説がある
が、冨谷氏は同意して
いない。倭国王が中国
に対していつから「天
皇」を自称したかを記
す中国の文献はない。

「旧唐書」東夷伝

「倭国、自ら其の名の
雅ならざるを悪みて、
改めて日本と為す」

日本書紀では、編纂
時に「大王」という称
号を「天皇」に変更し
ていることがあるの
で、天皇号の成立時
期を決定する資料に
はならない。

「続日本紀」の第8回

遣唐使の項に左記
に対応する記述が
ある。

・天皇号と国号「日
本」はいつ頃成立し
たのか
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（１）天皇号の誕生

・中国に臣従して与えられる称号である「王」は、「倭奴国王」・「倭王」・「倭国王」などとして、2世紀か
ら6世紀まで倭国の首長の称号として引き継がれてきた。

・一方、国内での首長の名称は「おおきみ」が定着していたが、その漢字表現には「王」、「皇」、「大
王」、「大皇」などが用いられていた。

・7世紀になって、中国との対等な立場を意識するようになると、「王」の字は忌避されるようになり、「
大王」→「天皇」のように移行するとともに、訓み方も「すめらみこと」に移行した。前記の日本書紀推
古天皇紀にある608年の隋からの返書の書き出しに「皇帝、倭皇に問う」とあるが、「倭皇」という名

称は中国の文献には見られず、日本の文献でもここだけである。隋の返書には「倭王」と書かれて
いたものを、日本書紀の編纂時に「倭皇」に書き換えたものと思われる。他にも返書では「王」と書
かれていたと思われるものが「皇」となっている記述がある。

・天皇号は682年に成立した「飛鳥浄御原令」で正式に規定されたと思われる。

（２）国号「日本」の成立

・朝鮮半島で、唐が新羅と結んで660年に百済、668年に高句麗を滅ぼした。百済の残党の求めに応
じて倭国が半島に援軍を送ったが、663年の白村江における唐・新羅連合軍との戦いで、百済の残
党と共に大敗した。

・これを機として、天智朝の近江遷都、壬申の乱、天武朝の成立と進んだ。天武天皇は漢代から続
いた対中関係を変えて、中国から「王」の称号を賜与される臣従関係からの独立を目指した。その
一環として、国名を中国から呼ばれていた「倭」という卑語から「日本」に変更した。682年の「飛鳥浄
御原令」で国号「日本」を明示し、702年の遣唐使が時の則天武后に国名変更を伝えた。

「天皇」も「日本」も対外的漢字表現としての称号と国名であり、国内の呼称は「すめらみこと（おおき
み）」と「やまと」であった。

19


