｢倭の五王｣時代(５世紀)の考古学 ―古田武彦｢筑後川の一線｣の再評価―
古賀達也

(古田史学の会)

１.｢筑後川の一線｣の論理
｢倭の五王｣の王都の場所を論じるとき、エビデンス(考古学的出土事実)の明示が不可欠
である。そこで、｢倭の五王｣時代(５世紀)の考古学的出土状況を概観し、｢倭の五王｣王都の
推定にあたり、どのようなエビデンスが存在するのかについて解説し、王都の位置について
論究する。その際、参考とすべき指針は古田武彦氏の論文｢『筑後川の一線』を論ず ―安本
美典氏の中傷に答える―｣(注 1)で、論旨は次の通りだ。
〝弥生時代の倭国の墳墓中心領域は筑後川以北であり、古墳時代になると筑後川以南に
移動する。それぞれの時代の主要遺跡(弥生墳墓と装飾古墳)分布が、天然の濠｢筑後川の一
線｣をまたいで変遷している。その理由は、主敵が弥生時代は南九州の勢力で、古墳時代に
なると朝鮮半島の高句麗などとなり、神聖なる墳墓を博多湾岸から筑後川以南の筑後地方
に移動させたと考えられる。〟(古賀による要約)
この論文は古田学派内からもほとんど注目されてこなかったが、｢倭の五王｣の王都が博
多湾岸から筑後方面へ移動したことを示唆しており、重要である。
近年、明らかになった比恵･那珂遺跡群(福岡市)の時代的変遷も重要な考古学的事実とし
て注目される。博多湾岸に位置する比恵･那珂遺跡群は弥生時代最大の都市遺構だ。ところ
が５世紀以降になると衰退し、再び都市化するのは６世紀後半以降である。2018 年 12 月、
大阪歴史博物館で開催されたシンポジウム(注 2)の資料集には次のように説明されている。
｢弥生時代中期～古墳時代前期にかけて都市的な様相を示していた比恵･那珂遺跡群は５
世紀以降衰退期を迎える。それが再び、都市化していくのは６世紀後半以降で、官家の設置
が大きな契機と考えられる。｣『古墳時代における都市化の実証的比較研究 ―大阪上町台
地･博多湾岸･奈良盆地―』資料集、76 頁。(注 3)
ここで指摘されているように、弥生時代最大の都市、比恵･那珂遺跡群は５世紀から６世
紀後半頃まで衰退していたとあり、この衰退期間に〝｢倭の五王｣の時代〟がスッポリと入
る。この考古学的事実は、古田氏の｢筑後川の一線｣説と見事に対応しており、｢倭の五王｣の
王都を探る上で貴重なエビデンスとなる。更に、〝弥生時代最大規模の都市〟というからに
は、その地は俾弥呼が都とした邪馬壹国内にあったことを指示し、古田氏の邪馬壹国博多湾
岸説を証明する遺構でもある(注 4)。従って、この比恵･那珂遺跡群の盛衰は、｢三世紀から五
世紀、『倭国』の都城･首都は移動していない｣とする見解(注

5)とは相容れない事実である。

２.古墳時代の最大都市、大阪上町台地
弥生時代最大の都市遺構、比恵･那珂遺跡群(福岡市)の出土は邪馬壹国博多湾岸説や九州
王朝説にとって有利な考古学的エビデンスだが、同遺跡群が衰退する５世紀の古墳時代に
なるとその様相が変化する。その一つは河内や大和の巨大古墳群の存在である。他地域を圧

倒する規模と数であり、このことは通説(大和朝廷一元史観)に有利であり、わたしは〝九州
王朝説に刺さった三本の矢〟の一つと表現した(注 6)。〝三本の矢〟とは次の三つの｢考古学
的出土事実｣のことだ。
《一の矢》日本列島内で巨大古墳の最密集地は北部九州ではなく近畿である。
《二の矢》六世紀末から七世紀前半にかけての、日本列島内での寺院(現存、遺跡)の最密集
地は北部九州ではなく近畿である。
《三の矢》七世紀中頃の日本列島内最大規模の宮殿と官衙群遺構は北部九州(太宰府)では
なく大阪市の前期難波宮であり、最古の朝堂院様式の宮殿でもある。
国内最大規模の巨大古墳が近畿に最密集するということは、それだけの権力と労働力･生
産力を有する王権が近畿に存在していたことを示している。更に、巨大古墳だけではなく、
５世紀になると国内最大規模の倉庫群を有す大都市が大阪上町台地に登場する。
｢難波宮下層遺跡は難波宮造営以前の遺跡の総称であり、５世紀と６世紀から７世紀前葉
に分かれる。大阪歴史博物館の南に位置する法円坂倉庫群は５世紀、古墳時代中期の大型倉
庫群である。ここでは床面積が約 90 平米の当時最大規模の総柱の倉庫が、16 棟(総床面積
1,450 ㎡)見つかっている。｣杉本厚典｢都市化と手工業 ―大阪上町台地の状況から｣(注 7)
なお、この上町台地(法円坂)から、７世紀中頃の日本列島最大規模の宮殿と官衙群が出土
している。すなわち、５世紀の都市化と７世紀の巨大宮殿《三の矢》が当地に出現すること
は無関係ではないと考えている(注 8)。
上町台地の都市化について、次の報告(注 9)もある。
｢法円坂倉庫群は、臨時的で特殊な用途を想定する見解もあったが、王権･国家を支える最
重要の財政拠点として、周囲のさまざまな開発と一体的に計画されたことがわかってきた。
倉庫群の収容力を奈良時代の社会経済史研究を援用して推測すると、全棟にすべて頴稲を
入れた場合、副食等を含む 1,200 人分強の１年間の食料にあたると算定した。｣
｢何より未解決なのは、法円坂倉庫群を必要とした施設が見つかっていない。倉庫群は当
時の日本列島の頂点にあり、これで維持される施設は王宮か、さもなければ王権の最重要の
出先機関となる。もっとも可能性のありそうな台地中央では、あまたの難波宮跡の調査にも
かかわらず、同時期の遺構は出土していない。佐藤隆氏は出土土器とともに、大阪城本丸か
ら二ノ丸南部の、上町台地でもっとも標高の高い地域を候補としてあげている。｣
｢全国の古墳時代を通じた倉庫遺構の相対比較では、法円坂倉庫群のクラスは、同時期の
日本列島に一つか二つしかないと推定されるもので、ミヤケではあり得ない。では、これを
何と呼ぶか、王権直下の施設とすれば王宮は何処に、など論は及ぶが簡単なことではなく、
本稿はここで筆をおきたい。｣(南秀雄｢上町台地の都市化と博多湾岸の比較 ミヤケとの関
連｣)
このように、５世紀の考古学は従来の九州王朝説にとって〝不都合〟な出土事実も少な
くない。従って、規模の比較だけで倭国の王都の位置を論じられるほど単純ではない。

３.須恵器窯跡群、筑後･肥後･豊後｢空白の５世紀｣
｢倭の五王｣の王都を筑後とする仮説(注 10)をわたしは発表したが、それは主に文献史学の
研究によるものであった。他方、考古学的にはその王宮にふさわしい５世紀の遺構が当地か
らは出土しておらず、また王都に大量に供給したであろう土器(須恵器)の窯跡群が筑後地
方に現れるのは６世紀の八女窯跡群からであり、５世紀の窯跡群は見当たらない。こうした
考古学的遺構の未発見という弱点を持つ仮説でもあった。そこで、今回は北部九州における
須恵器窯跡群について紹介し、｢倭の五王｣の王都について改めて検討する。
石木秀哲氏の｢西海道北部の土器生産 ～牛頸窯跡群を中心として～｣(注 11)に掲載された、
５～９世紀における北部九州における須恵器窯跡群の変遷表によれば、｢倭の五王｣時代(５
世紀)の須恵器窯跡群が筑後･肥後･豊後にはなく、肥前(神籠池窯跡･後期)と豊前(居屋敷窯
跡･中期)はそれぞれ一カ所だけで、活動時期は５世紀の一時期となっている。筑前は五カ所
と多いのだが、太宰府に須恵器を供給した九州最大の牛頸(うしくび)須恵器窯跡群(注 12)の
活動は６世紀からであり、６世紀末から７世紀初頭に急拡大する。他方、わたしの研究では、
太宰府が九州王朝の首都として成立するのは７世紀初頭(九州年号｢倭京元年｣618 年)から
だ(通説では７世紀末)。従って、牛頸須恵器窯跡群の発生と太宰府条坊都市の造営･活動時
期と対応している(注 13)。
このような北部九州の須恵器窯跡群の活動時期という視点からは、太宰府を５世紀の｢倭
の五王｣の王都とすることは困難である。５世紀の前期から中期･後期の間、継続して須恵器
を製造した窯跡群は筑前夜須郡の小隈･山隈･八並窯跡群だけなのだ。筑後川北岸部に位置
する同窯跡群は日本列島中最古の須恵器窯跡の可能性があるとされ

(注 14)、
この出土事実を

重視すれば、｢倭の五王｣の王都はこの近隣地域と考えることができ、その候補地は筑後川北
岸の夜須郡･朝倉郡と南岸の浮羽郡･三井郡･三潴郡となる。
４.九州最大の西都原古墳群(日向国)
次に王墓(大型古墳群)の分布という視点から候補地を検討する。｢倭の五王｣の陵墓であ
るから、他地域よりも大型の古墳が五基以上存在した地域が候補地となりうる。
吉村靖徳氏の『九州の古墳』(注 15)によれば、北部九州においてこの条件をクリアできる
のは筑後の八女古墳群とその西側に続く三潴の古墳群だ。八女古墳群には九州王朝(倭国)
の王、筑紫君磐井の岩戸山古墳(墳丘長 138m)があり、その祖先の墓と推定されている石人
山古墳(墳丘長 110m、５世紀中頃の前方後円墳)がある。三潴には御塚古墳(墳丘長 78m、５
世紀後半のホタテ貝式古墳)と権現塚古墳(墳径 51m、６世紀前半の円墳)があり、今は消滅
したが銚子塚古墳(墳丘長 80m、前方後円墳)があった。
このように北部九州では５世紀の大型古墳は筑後地方に分布しているが、九州全体を見
たとき、様相は一変する。宮崎県(日向国)南部に規模･数量とも筑後地方を圧倒する巨大古
墳群があるのだ。西都原古墳群(注 16)である。時代も５世紀が中心だ。隣接する鹿児島県東
側(大隅国)にも５世紀の唐仁古墳群(注 17)がある。その代表的な古墳を紹介する。

《宮崎県(日向国)》
女狭穂塚(176m、５世紀前半の前方後円墳) ※九州で最大の古墳。
男狭穂塚(155m、５世紀前半の帆立貝式前方後円墳) ※九州で２番目の規模の古墳。
児屋根塚(110m、５世紀前半の前方後円墳)
《鹿児島県(大隅国)》
唐仁大塚(墳丘長 154m、５世紀初頭頃の前方後円墳) ※九州で３番目の規模の古墳。
横瀬古墳(墳丘長 134m、５世紀前半頃の前方後円墳)
５世紀における九州王朝の王都の場所を考える上で、倭国王にふさわしい大型古墳の分
布という視点から判断すると、王都の最有力候補地は南九州の西都市地域となってしまう。
もちろん、探索範囲を日本全体に拡大すると、河内の古墳群へと行き着きつく(注 18)。
５.考古学の実証(出土事実)と論証(出土解釈)
｢倭の五王｣時代の考古学的出土事実について紹介してきたが、それら出土事実が何を意
味しており、どのような解釈が可能かという点について考えてみよう。
例えば、古田氏は｢筑後川の一線｣という概念を提示され、弥生時代と古墳時代(正確には
５世紀後半以降)では、墳墓の分布領域が筑後川以北から以南に移動するという考古学的事
実を実証的に示され、その理由を、主敵が南九州の〝隼人族〟から北の高句麗･新羅に替わ
ったためとする解釈により説明された。そして、弥生時代の邪馬壹国(博多湾岸)とその後継
王朝の｢倭の五王、多利思北孤｣が、共に｢筑後川の一線｣を防衛ラインとして利用しているこ
とは、いずれをも筑紫の王者と見なす九州王朝説と相対応しているとされた。
あるいは、王都に消費財(須恵器)を大量に供給する、５世紀の須恵器窯跡群が筑後川北岸
地域に分布している考古学的事実を根拠として、｢倭の五王｣の王都候補地として筑後川両
岸地域が有力ではないかとする仮説をわたしは提起した。詳述すれば、筑後川以南の水縄連
山に装飾古墳が密集するのは５世紀後半であることから、｢倭の五王｣時代の前半は筑後川
北岸領域(朝倉･夜須)に、後半になって以南の筑後地方(浮羽･三井･三潴)に王都を置いたの
ではないか。そして、７世紀(多利思北孤の時代)になると、再び筑後川以北(太宰府条坊都
市)に遷都したのではないかと考えるにいたった(注 19)。
これらの仮説は九州王朝説にうまく整合しており、比較的有力な説と思われるが、一方で、
５世紀最大の都市遺構は北部九州ではなく、大阪上町台地であることや、九州島内だけでも
５世紀の最大古墳群は南九州の西都原古墳群であることなどは、従来の九州王朝説ではう
まく説明できない。
６.西都原古墳群の事実と解釈
九州王朝説にとって、｢倭の五王｣時代における〝不都合な事実〟の中でも、わたしが最も
深刻に感じたのは、全国屈指の規模とされる西都原古墳群の存在であった。河内や大和の巨
大古墳群の存在に対しては、これまで古田学派の解釈は次のようなものである。

(1)中国史書に見える倭国とは北部九州の九州王朝のことである。
(2)従って、高句麗や新羅と戦っていた倭国とは九州王朝である。
(3)長期にわたり戦争を続けていた九州王朝に巨大古墳を造り続けることはできない。
(4)九州王朝があった北部九州に巨大古墳群がないのは当然であり、むしろ倭国が九州王朝
であったことを証明している。
(5)この点、巨大古墳群がある河内や近畿の勢力(後の大和朝廷)は高句麗や新羅とは戦って
いなかったことの反映である。
西都原古墳群にも同様の解釈により、日向地方の勢力は参戦していなかったので巨大古
墳群造営が可能だったという説明ができないこともないのだが、次のような問題がある。
(ⅰ)倭王武の上表文によれば、倭国の領域は九州全域が含まれていると考えられ、その中で
西都原だけが巨大古墳造営が許された理由が不明である。
(ⅱ)日向の勢力が参戦しなかった理由を説明できない。
(ⅲ)西都原古墳群に次いで隣国の大隅にも唐仁古墳群が登場するが、南九州での巨大古墳
造営の背景について説明できていない。
このような〝なぜ西都原の巨大古墳が｢倭の五王｣の時代に登場したのか〟という疑問に、
わたしたち古田学派は説得力ある説明にまだ成功していない。
７.倭王武｢上表文｣に見える倭国の領域｢衆夷｣
『宋書』の倭王武｢上表文｣に記された倭国の支配領域と５世紀の考古学的事実(古墳)との
対応について論じる。同｢上表文｣には次のように倭国の支配領域が記されている。
｢東征毛人五十五国、西服衆夷六十六国、渡平海北九十五国。｣
〔釈文〕東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡りて海北を平ぐること九十
五国。

古田氏の『失われた九州王朝』(注 20)によれば、この領域(毛人･衆夷)について次のように
説明されている。
〝日本列島の西なる｢衆夷｣とは、みずからの都を中心として、それをとりまく九州の地の
民それ自身をさすこととなる。すなわち、中国の天子を基点として、｢東夷｣なる、みずから
を指していることとなろう。そして東夷の地たる九州のさらに東の辺遠(中国から見て)に
当たる中国地方･四国地方(各、西半部)の民を｢毛人｣と呼んだこととなろう。〟『失われた
九州王朝』ミネルヴァ書房版 173 頁
このように古田説では｢上表文｣にある｢衆夷六十六国｣を九州島に、｢毛人五十五国｣を中
国地方･四国地方(各、西半部)とする。もちろん｢海北九十五国｣とは百済･新羅を含む朝鮮半
島の国々だ。この古田説は有力だが、その上で他の可能性も考えられる。この点は後述する。
｢上表文｣には東西と北の支配領域の国数は記されているが、南の記事はない。このことか
ら、九州島より海を渡った南方の島国へは倭国は侵攻していないと考えられる。より精確に

言えば、九州島の南端領域(薩摩隅地方)まで支配していたのかは、｢上表文｣からは判断でき
ない。他方、考古学的出土事実から判断すれば、薩摩川内市の端陵(はしのりょう)古墳(四
世紀中頃か、墳丘長 54m の前方後円墳)や日本最南端の古墳として薩摩半島最南端に位置す
る指宿市の弥次ヶ湯古墳(５世紀末前後の円墳、径 18m)があることから、九州島全域が｢衆
夷六十六国｣に含まれているとする古田説は妥当と思われる。
なお、宮崎県南部や鹿児島県東部には南九州独自の地下式横穴墓が分布しており、九州王
朝に併合された在地勢力･文明の存在がうかがわれる(注 21)。
８.倭王武｢上表文｣に見える倭国の領域｢毛人｣
『宋書』の倭王武｢上表文｣に記された｢東征毛人五十五国｣の範囲について、古田氏は『失
われた九州王朝』では｢中国地方･四国地方(各、西半部)｣とされていたが、
『古代通史』(注 22)
では次のように修正された。
〝倭王武がいっている｢東のかた毛人｣というのは、近畿銅鐸圏の支配のことだ、｢毛人｣と
いうのは銅鐸圏の人々のことだ、というふうに私は理解すべきだったんです。(中略)
要するに、｢神武東行｣にもとづく銅鐸圏の支配を｢毛人、五十五国｣といっている。この場
合なお一言申しますと、たとえば吉備であるとか伊予であるとか、そういう所は入らなくて
いいわけです。そこは占領支配したわけじゃないですから。近畿の銅鐸圏中心の部分を｢毛
人｣と呼び｢五十五国｣と呼んでいる。これも九州を｢六十六国｣というバランスでみれば、近
畿でどれくらいの範囲を呼んでいるのかのだいたいの見当はつく、という話でございます。
〟『古代通史』原書房版、234～235 頁
『失われた九州王朝』では、衆夷(九州島)の｢六十六国｣と比較して毛人の｢五十五国｣の範
囲を｢中国地方･四国地方(各、西半部)｣とされたのだが、
『古代通史』では神武東征により支
配した銅鐸圏を｢毛人五十五国｣の範囲と修正された。わたしはこの修正の視点(神武等によ
る勢力拡大を重視)には賛成だが、その領域を国数によって比較判断(注 23)することと、衆夷
(九州島)と毛人(銅鐸圏)の間に位置する吉備や伊予がどちらに属するのかについてが不鮮
明であることには疑問を持っている。なお、
『古代通史』において古田説が修正されていた
ことを日野智貴氏(古田史学の会･会員)よりご教示いただいた。
９.倭王武｢上表文｣と大阪上町台地倉庫群
倭王武｢上表文｣の｢東征毛人五十五国｣の範囲について、古田氏は『古代通史』で｢近畿の
銅鐸圏中心の部分｣と修正された。その理由として、神武東征により倭国の支配地域が拡大
したことをあげられた。
『宋書』倭国伝の｢上表文｣にあるように、先祖代々から支配地を拡
大したと倭王武は主張している(注 24)。｢倭の五王｣時代の旧銅鐸圏は既に倭国の支配領域に
なっているので、｢毛人五十五国｣を銅鐸圏の中心領域としたことは、
『失われた九州王朝』
での｢中国地方･四国地方(各、西半部)｣とする理解よりも妥当と思われる。こうした氏の修
正方針には賛成なのだが、わたしには不十分な修正に見える。

たとえば『日本書紀』の神武東征説話によれば神武兄弟は安芸や吉備勢力の支援を受けた
後、大阪湾に突入しており、その当時(弥生時代)の安芸･吉備は倭国の勢力圏内と見られる。
そうであれば、その地域は古墳時代には｢毛人五十五国｣ではなく、｢衆夷六十六国｣に含まれ
ていたと考えられる。更に神武東征後、銅鐸圏中枢の近畿が倭国の勢力範囲に入ったのだか
ら、｢倭の五王｣時代の五世紀(古墳時代)には近畿も含めて｢衆夷六十六国｣と理解した方が
よいのではあるまいか。
その考古学的根拠の一つとして、古墳時代における列島内最大規模の大阪上町台地の都
市遺構の存在がある。この都市遺構について次のように報告されている。
｢大阪歴史博物館の南に位置する法円坂倉庫群は５世紀、古墳時代中期の大型倉庫群であ
る。ここでは床面積が約 90 平米の当時最大規模の総柱の倉庫が、16 棟(総床面積 1,450 ㎡)
見つかっている。｣杉本厚典｢都市化と手工業 ―大阪上町台地の状況から｣
｢何より未解決なのは、法円坂倉庫群を必要とした施設が見つかっていない。倉庫群は当
時の日本列島の頂点にあり、これで維持される施設は王宮か、さもなければ王権の最重要の
出先機関となる。｣
｢全国の古墳時代を通じた倉庫遺構の相対比較では、法円坂倉庫群のクラスは、同時期の
日本列島に一つか二つしかないと推定されるもので、ミヤケではあり得ない。では、これを
何と呼ぶか、王権直下の施設とすれば王宮は何処に、など論は及ぶが簡単なことではなく、
本稿はここで筆をおきたい。｣南秀雄｢上町台地の都市化と博多湾岸の比較 ミヤケとの関
連｣
古墳時代における最大規模の都市遺構である大阪上町台地倉庫群は｢当時の日本列島の
頂点にあり、これで維持される施設は王宮か、さもなければ王権の最重要の出先機関｣とす
る考察は重要である。おそらく同遺跡は古墳時代における九州王朝の｢最重要の出先機関｣
ではあるまいか。この理解が正しければ、｢倭の五王｣時代の近畿は｢衆夷六十六国｣に含まれ
ていたとする、先の仮説を支持する考古学的出土事実になる。
１０.｢毛人五十五国｣と仙台市の前方後円墳
神武東征やその後の銅鐸圏への侵攻により、近畿は｢衆夷六十六国｣に含まれたとわたし
は捉えているが、東方への侵攻は弥生時代に限らず古墳時代でも断続的に続いたのではな
いか。たとえば『日本書紀』景行天皇五五年条に見える｢彦狭嶋王を以て東山道十五國の都
督に拝す。｣の記事もその一端のように思われる。ただ、この記事からは時代を特定しにく
いため、｢倭の五王｣以前の事件なのかどうか慎重な検討が求められる(注 25)。
なお、彦狭嶋王は関東の大王であり、その伝承が『日本書紀』に転用されたとする説(注 26)
もあり、まだ研究途上のテーマだ。従って、文献史学の分野からは、｢衆夷六十六国｣の領域
(東限)がどの程度の範囲なのかは現時点では判断できない。その結果、｢衆夷六十六国｣の東
にある｢毛人五十五国｣の領域もまた推定できていない。他方、考古学の分野では前方後円墳
の分布がヒントになるかもしれない。

｢毛人五十五国｣の領域を検討するうえで、注目されるのが仙台市にある遠見塚古墳(墳丘
長 110ｍ、４世紀末～５世紀初頭の前方後円墳)と隣接する名取市にある東北地方最大の雷
神山古墳(墳丘長 168ｍ、４世紀末～５世紀初頭の前方後円墳)だ。両古墳の存在から、仙台
平野や名取平野が古墳時代の東北地方を代表する王権の所在地であったことがうかがえる。
ちなみに、雷神山古墳は九州王朝(倭国)の王、磐井の墓である岩戸山古墳(八女市、墳丘長
135ｍ、６世紀前半の前方後円墳)よりも墳丘長が大きい。
また、仙台市には東北地方最古の須恵器窯跡とされる大蓮寺窯跡(５世紀中頃)もあり、当
地は｢蝦夷国｣の中心領域だったのではないかと考えている(注 27)。この理解が正しければ、
｢毛人五十五国｣とは東北地方の｢蝦夷国｣を含む領域だった可能性がありそうだ。倭王武の
｢上表文｣には｢東征毛人五十五国｣とあり、倭国の軍事勢力が｢毛人｣領域に進駐(東征)して
いるはずであるから、その痕跡としての前方後円墳や須恵器窯跡の証言力は小さくない。ま
た、｢蝦夷国｣の領域であれば｢毛人｣と称するにふさわしい。しかしながら、｢毛人五十五国｣
の正確な領域(全体像)は未だ不詳とせざるを得ない。
１１.古田説の変遷とその論理構造
｢倭の五王｣時代の倭国王都や領域についての古田説は研究の進展に伴って変化してきた
ことを説明してきた。そこで、古田説成立の論理構造と変遷した理由について解説する。こ
れは古田氏の方法論を知る上でも重要な検証でもある。まずは、｢倭の五王｣時代の倭国王都
についての古田説の変遷を著書でたどろう。
(1)『失われた九州王朝』朝日新聞社、昭和 48 年(1973)。
〝五世紀末には、太宰府南方の基肄城あたりを中心としていた時期があったように思わ
れる。なぜなら、このころ成立したと思われる『百済記』(367～476 年の間、直接引用)が
｢貴国｣(｢貴倭女王｣も、
『百済記』の中に引用されていたと思われる晋の起居注に出現する)
という表現を用いているからである。(中略)
以上が文献上の微証から知りえたところであるけれども、｢博多湾岸――基肄城――筑
後｣(ただし、｢博多湾岸｣は基肄城をもふくむ)という単線的な移行を想定すべきではない。
なぜなら、のちの近畿天皇家の場合をモデルとして見ればわかるように、奈良県内の各地に
都を転々とし、時には滋賀県(大津)、大阪府(難波)と、広域に都を遷しているからである。
その点、九州王朝も、筑紫(筑前･筑後)を中心として、時には九州全域が遷都の対象とし
て可能性をもっていた、といわねばならぬ。
今、文献外の徴証を見よう。
筑後の石人山古墳、人形原の古墳群、さらには筑後を中心としておびただしい壁画古墳
(いわゆる｢装飾古墳｣)も、当然、この九州王朝との関連から、再び注目されねばならない。
(中略)
しかし、それらについては、わたしがこの本で採用した、外国史書による｢文献の史料批

判｣という方法ではなく、他の方法による追跡の領域に属するであろう。〟同書｢第五章 九
州王朝の領域と消滅｣｢遷都論｣、557～558 頁
(2)『古代の霧の中から 出雲王朝から九州王朝へ』徳間書店、昭和 60 年(1985)。
〝以上の分析によってみれば、この倭国の都、倭王の居するところ、それは九州北岸、す
なわち博多湾岸以外にありえないのではあるまいか。
ここで問題を整理してみよう。
『宋書』夷蛮伝の｢倭国｣と｢倭の五王｣、それは五世紀の時間帯(421～478)だ。これに対す
る、この朴堤上説話の｢倭国｣と｢倭王｣、これも四世紀から五世紀にかけての存在だ。(中略)
すなわち、讃―珍―済―興―武という、倭の五王、それは｢筑紫の王者｣、｢博多湾岸の王
者｣であった。――これが帰結だ。〟同書｢第五章 最新の諸問題について｣、308 頁
(3)｢『筑後川の一線』を論ず ―安本美典氏の中傷に答える―｣『東アジアの古代文化』61 号、
平成元年(1989)。
〝これに対し、もし、遠く時間帯を｢五世紀後半～七世紀｣の間にとってみれば、いわゆる
装飾古墳が、まさに、｢筑後川以南｣に密集し、集中している姿を見出すであろう。弥生と逆
の分布だ。これはなぜか。この時期、倭国は北方の高句麗･新羅と対抗し、緊迫のさ中にあ
った。直ちに北方より｢侵入｣されやすい北岸部を避け、｢筑後川という、大天濠の南側｣に“神
聖なる墳墓の地”を｢集中｣させることになったのではあるまいか、吉野ヶ里にしめされた
｢墳墓を『濠』で守る｣という、同一の思想だ。弥生と古墳と、両時代とも、同じき｢筑後川
の一線｣を、天然の境界線として厚く利用していたのである。南と北、変わったのは｢主敵方
向｣のみだ。
この点、弥生の筑紫の権力(邪馬壱国)の後継者を、同じき筑紫の権力(倭の五王･多利思北
弧)と見なす、わたしの立場(九州王朝説)と、奇しくも、まさに相対応しているようである。
〟同書 115～116 頁
(4)『古田武彦の古代史百問百答』東京古田会(古田武彦と古代史を研究する会)編、ミネル
ヴァ書房、平成二六年(2014)。
〝｢博多湾岸が中心であったのは弥生時代。高句麗からの圧力を感じるようになってから
は後退していきます。久留米中心に後退します。玉垂命がおいでになったのが 316 年とか。
高良山で伝えているわけです。筑後川流域に中心が移るわけです。移ったからと言って、太
宰府を廃止して移ったのではなく、表は太宰府、実際は久留米付近となるわけです。二重構
造になっているわけです。〟同書｢Ⅶ 白村江の戦いと九州王朝の滅亡｣｢32 九州の紫宸殿に
ついて｣、212 頁
上記の著書で｢倭の五王｣の王都について論じられており、古田氏の王都論･遷都論の変遷

やそれを支えている論理構造が読み取れる。
中でも最も論理的にその大枠を押さえながら、用心深く詳述されているのが初期三部作
の一つ、(1)『失われた九州王朝』だ。ある意味では、終生を貫く基本的な学問の方法が示
されたもので、感慨深いものがある。特に、｢筑紫(筑前･筑後)を中心として、時には九州全
域が遷都の対象｣という指摘は今日でも有効であり、示唆に富んでいる。この視点から、宮
崎県の西都原古墳群も検証すべきであろう。
そして、古田氏の学問の方法として、｢文献史学の徴証｣から｢文献外の徴証｣へ、すなわち
｢わたしがこの本で採用した、外国史書による『文献の史料批判』という方法ではなく、他
の方法による追跡の領域に属する｣という教導こそ、本稿で目指したものに他ならない。
次いで『古代の霧の中から』では、文献史学に基づき、｢倭の五王｣の王都を博多湾岸とさ
れた。もっとも、同書の主要論点は｢倭の五王｣を大和朝廷とする通説への批判であるため、
こうした結論を強調されたものと思われる。
その点、｢文献外の徴証｣｢他の方法による追跡の領域｣に踏み込まれたのが、｢『筑後川の
一線』を論ず｣である。考古学という学問分野の結論として、｢直ちに北方より『侵入』され
やすい北岸部を避け、『筑後川という、大天濠の南側』に“神聖なる墳墓の地”を『集中』
させることになったのではあるまいか｣として、筑後遷都を示唆されたものだ。
この後、古田氏は｢倭の五王｣王都を大宰府政庁(Ⅰ期)とする見解に傾かれ、わたしとの〝
論争的対話〟に至る。そして最晩年での認識を示されたのが『古田武彦の古代史百問百答』
であった。それは従来の｢文献史学の微証｣と｢文献外の徴証｣(考古学)とを折衷されたとも
思われる表現｢表は太宰府、実際は久留米付近｣で｢倭の五王｣王都を示された。
この結論は、本稿でわたしが推定した〝筑後川の両岸付近〟と重なるものだ。｢倭の五王｣
王都の所在を論じる際は、これらの古田氏の著書･所論の成果や到達点を見据えた論議が期
待される。

〔令和 3 年(2021)10 月 4 日、改訂筆了〕

(注)
(1)古田武彦｢『筑後川の一線』を論ず ―安本美典氏の中傷に答える―｣『東アジアの古代文化』
61 号、1989 年。
(2)総括シンポジウム『古墳時代における都市化の実証的比較研究 ―大阪上町台地･博多湾岸･
奈良盆地―』2018 年 12 月 22 日～23 日、大阪歴史博物館講堂、大阪市博物館協会大阪文化財研
究所主催。
(3)菅波正人｢那津官家から筑紫館 ―都市化の第二波―｣『｢古墳時代における都市化の実証的比
較研究 ―大阪上町台地･博多湾岸･奈良盆地―｣資料集』
(4)邪馬壹国と比恵･那珂遺跡については、次の論稿を参照されたい。
正木 裕｢改めて確認された『博多湾岸邪馬壹国説』｣『俾弥呼と邪馬壹国』(『古代に真実を求
めて』24 集、明石書店、2021 年)
(5)草野善彦｢倭国の都城･太宰府について｣『多元』159 号、2020 年 9 月。

(6)古賀達也｢九州王朝説に刺さった三本の矢(前編)｣『古田史学会報』135 号、2016 年 8 月。
古賀達也｢九州王朝説に刺さった三本の矢(中編)｣『古田史学会報』136 号、2016 年 10 月。
古賀達也｢九州王朝説に刺さった三本の矢(後編)｣『古田史学会報』137 号、2016 年 12 月。
(7)杉本厚典｢都市化と手工業 ―大阪上町台地の状況から｣『｢古墳時代における都市化の実証的
比較研究 ―大阪上町台地･博多湾岸･奈良盆地―｣資料集』
(8)古賀達也｢難波の都市化と九州王朝｣『古田史学会報』155 号、2019 年 12 月。
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