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18）ヒシ＝菱  
ヒシはアカバナ科ヒシ属の水生一年草で、北海道から九州にいたる、日本各地の

池や沼に生え、朝鮮や台湾、中国の一部にも分布する。しかし近年では水質の低下に

より自生するものはめっきり少なくなった。ヒシは前年の秋に泥の中に落ちた種子

が春に芽を出し、長い茎を水面に伸ばしてヒシ形状の葉を放射状に多数つける。葉柄

は中央部が膨らみ、この中には空気が入っており浮き袋の役目を果たしている。夏

には葉腋から花柄を出し、小さい 4 弁の白い花を咲かせる。果実は偏平の菱形で両側

には鋭いトゲがあり、中には 1 個の種子がある。和名の由来は堅いを意味する『緊』

の義とも、実の形がヒシげており、これを菱と呼んだことによるものとか、いろ

いろと言われているが、どれも説得力に乏しい。青森県ではオニコ、島根県では

コットイカケ、鹿児島県ではサンカクとも呼んでいる。学名は『Trapa japonica』で､

属名は敵の進行を阻むために撒かれた、トゲのある鉄製の武器｢藜鉄｣(レイテツ)に由来

する。英国では『water chestnut』、つまり水の栗で、殻を取って剥いた実は栗と

同じような味がするためで、日本でも｢水栗｣などと呼ばれることも多い。この他にも

ヒシの別称は多くフシ、ヘシ、サンヤクなどともいわれている。ヒシの実は滋養、強壮､

二日酔いに効くともいわれ、昔から大切な澱粉質であった。 

このように古い歴史ある植物であるが故に、北海道の縄文式遺跡の一つである

美々遺跡からは、菱の実で作られた刺針が出土している。また『記･紀』の｢歌謡｣

にもこの実を取るときの行為が、歌として残されている。『万葉集』でも柿本人麿は 

   君がため浮沼(ｳｷﾇ)の池の菱つむと わが染めし袖濡れにけるかも 

と詠っており、これは恋の涙で袖を濡らすという意味と、菱を取るために袖を濡らす

という意味を重ね合わせたもので、当時は菱の実取りは一般的にも行なわれており、

合わせて菱の実が大切な食料になっていたことがうかがえる。 

菱の殻は焼いて灰にするが、これは菱灰といって香炉の灰として用いられた。また

前述のように忍者が用いた鉄製の『撒き菱』の原形はこの菱の実で、敵から逃げる

際にこれを撒いたといわれており、これは日本製の藜鉄ということになろうか。 

アイヌ語ではヒシは｢水の上にあるもの｣を意味する『ペカンぺ』と呼んでいる。

アイヌ人は大昔からこの実を取って食用にしていた。今でも釧路湿原にある塘路湖

(トウロコ)では『ペカンペカムイ』(菱の実の神への祈り)の儀式を行なった後で、菱の

実取りが始まる。アイヌの人々はあらゆるものに霊魂が宿っていると信じていたから、

何事も神への祈りから始めていたのである。 

アイヌ人がどこからやってきて、どんな語族に入るのかはまだはっきりとは解明

されていない。外見を見るかぎりアメリカインディアンか、もしくは南方のポリネシアや、

フィージーの人々にもよく似ている。そして琉球列島の人々と比べると、更に多くの

共通点を見つけることができる。その主な点は ①骨格ががっしりとしていること。 
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②眉毛が濃く、黒い目が大きくて二重瞼であること。③肌の色は褐色であること。

④子供には蒙古斑がほとんど見られないこと。⑤頭髪が波状になっており断面が偏平

であること。⑥耳垂がよく発達していること。などである。そして更にアイヌ人は

病魔を避けるという呪術的手段のために、女性が入れ墨をすることでも知られており、

これは石垣島などの女性の入れ墨とも一致している。この地方の人々にとって入れ

墨は、成熟した女性の証でもあり、入れ墨がないと成仏できないという信仰さえ

あった。そして石垣島に限らず鹿児島県大島郡喜界島から、沖縄県八重山郡与那国島

にいたる南西諸島の島々では、つい 近までこの習俗が見られた。 

しかし広く世界を見渡すと、現在でも入れ墨をした女性を見ることができる。それは

ミャンマー連邦共和国の西部山岳地帯で生活するチン(Chin)族の女性達である。彼女達

は今でも入れ墨をしていることで知られ、特にチン州南部のヴィクトリア山岳地帯は､

標高1,500～1,800mの急峻な山岳部で、女性たちは顔に入れ墨をしており、部族ごとで

入れ墨の紋様が異なっているが、どの部族でも 5 歳から 10 歳になると入れ墨を入れる

らしい。この紋様は原始的で、直線と曲線と、円と点で構成されており、この組み

合わせが各部族で異なっているものの、首まで入れている点では共通している。また

彼らの農業は焼き畑農業で、主食はアワとヒエ、山の斜面に直播きする。従って酒

を作るのも主にアワで、濁り酒である。他にトウモロコシやダイズ、ジャガイモ､

それにわずかながら米やカラシ、コーヒー、桑なども作っている。家畜は主に豚で、

牛は祭りのときの生贄として飼育されている。家屋は高床式のカヤ葺きで、当然電気

はないから、夜明けとともに起きて、日没とともに寝ることになる。個数は 20 世帯

から30 世帯程度、人口も数百人以内で、家族と親戚のみで構成されている。家族の

首長が村長とシャーマンを兼ねており、シャーマニズムに従って神のお告げを聴くこと

により、すべての村の行事が執り行われている。またこれは筆者の主観ではあるが､

彼らの顔つきはアイヌ人よりも、現在の日本人の風貌に良く似ている。埋葬は火葬に

より灰として、これを土製の壷に入れてテーブルのような平たい石の下に埋葬し､

このテーブルは聖餐台として使われるという。どうやらこのミャンマーのチン族の習俗は、

縄文時代の日本人の生活習慣にも近似しているようにも見える。偶然の一致とは考え

にくいのであるが、チン族は言語的にはチベット・ビルマ語族に入り、アルタイ諸語に

近い日本語とはかなりの距離がある。こうしたシャーマニズムや焼き畑に始まる、高床、

カヤ葺の習俗は、東南アジア全体にいえることで、日本の縄文時代と共通していて

むしろ当然なのだろう。 

ではなぜ女性のみ、入れ墨するのかというと、古来より耕地面積の乏しかった

この地方では、耕作地をめぐって部族間で争いが耐えなかった。ひとたび戦になると、

女たちは敵に連れ去られてしまう。この女たちがどこの部族の出身であるかが分かる

ように入れ墨を施したのだという。そして男たちはこの女たちを再び連れ戻すために､
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勇敢に戦ったのだという。女性たちは自分の出身部族に誇りを持っており、その証

として入れ墨を施すことも、誇りなのだという。さすがに 近では入れ墨師が減って

きたため、若い女性の入れ墨も減少しているとはいえ、ヴィクトリア山中のMun 族

の村では、若い女性が顔面に入れ墨をしている姿を見ることが出来るという。 

一方サモア諸島では男性は入れ墨をしないと一人前とは認められず、割礼を済ませて

から 16 才頃になると入れ墨を施すようになり、完成すれば青年の集団に入ることが

許された。またサモアの神話によれば、昔シャム双生児の女の子が、苦労して様々な

冒険をしたあげくに背中が分離された。二人は大喜びしてフィージー島へ泳いで行き、

そこで入れ墨師から入れ墨の技術を学んだ。入れ墨師は ｢入れ墨は女に入れるもので、

男には入れてはいけない。｣と言ったので、姉妹はこのことを忘れまいとして、ずっと

口ずさんでいた。ところがサモア島の海岸近くまで来た時に、海底に大きな貝を

見つけて海に潜った。貝を捕まえて陸に上がったとき、この姉妹は入れ墨は｢男に

して、女にはしてはいけない｣と変わってしまっていた。サモアの島々では入れ墨

を男にするのはこのためだという。 

サモアとフィージーはせいぜい 500～600km の距離である。この男女の入れ墨の

話は繋がっているのだろう。しかしサモアとミャンマーは、10,000km以上あるのと､

海洋と山岳であるから、女性に入れ墨を施すという話が、繋がっているとは考えにくい。

しかし世界でも入れ墨をする習俗は、太平洋上に浮かぶ大小の島々を始め、環太平洋

地帯に広く分布している。あながち否定することもまた困難である。英語で入れ墨を

意味する『tattoo』という言葉は、もとはといえばポリネシアのタヒチ島の言葉で、

これがイギリス人によって伝えられ、英語化されたものである。 

さて環太平洋全体を広く見渡すと、オーストラリア原住民、ニュージーランドの

マオリ族、北アメリカのセミナール族、セーリッシ族、グリーンランドのエスキモー､

南アメリカの一部やマレー半島の諸族などが、入れ墨を行なっていたことで知られて

いる。また北アジアでは白樺のところで記述したギリヤーク、コリヤーク、チュクチ族

など、太平洋岸に近いところに生活の根拠を置く種族は、ことごとく入れ墨を行なって

いた。 中国では南は別にして、北方では入れ墨を見ることはできない。『漢楚攻防』

(01-03-16-6)で紹介した楚の将軍『英布』は、入れ墨をしていたことで名高いが、

彼は中国でも南のべトナムとの国境付近の出身で、中国でも南の方では入れ墨をして

いたのである。環太平洋を除く地方で入れ墨を行なっているのはアフリカと東南アジア

のビルマ(ミャンマー)やインドなどである。アフリカは別にしてビルマやインドは

太平洋諸島の入れ墨の習俗が、海ぞいに伝わったものと考えられる。 

しかし長い歴史を遡るとエジプトでも紀元前2000年頃のミイラの腕や胸に、入れ墨

をしたものを見ることができる。またロシアのアルタイ地方ボリショイ･ウラガン川

右岸のパジリク古墳郡の、第二号墓から発見された男子のミイラの手足や胸部、腹部
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には、動物の入れ墨が施されている。アラスカのセントローレンス島で発見された、

約 1600 年前の凍結ミイラにも入れ墨が施されていた。またヨーロッパでもゴール、

ブリテン､ゲルマンの諸族ではかつて入れ墨が行なわれていたが、キリスト教の伝播

により次第に消えていった。『旧約聖書』の「レビ記」にも入れ墨が禁止されたことが

記されているので、ユダヤ人も昔は入れ墨を入れていたのだろう。 

そしてもう一つ注目される点は『魏志』の｢倭人伝｣の一説である。 

   男子は大小と無く皆、鯨面(ｹﾞｲﾒﾝ)文身(ﾓﾝｼﾝ)す。古(ｲﾆｼｴ)より以来、その使い  

  中国に詣(ｲﾀﾙ)や、皆自ら大夫と称す。夏后少康(ｶｺｳｼｮｳｺｳ)の子､会稽(ｶｲｹｲ)に封 

  ぜられ、断髪文身、以て蛟龍(ｺｳﾘｭｳ)の害を避く。今､倭の水人、好んで沈没して魚･ 

  蛤を捕え､文身して、また以て大魚･水禽(ｽｲｷﾝ)を厭(ｵｻｴ)る。後にやや以て飾り 

  となす。諸国の文身おのおの異なり、あるいは左に、あるいは右に、あるいは 

  大に、あるいは小にし、尊卑差あり。 

 ここで二つばかりおことわりしておかなければならないことがある。それは 1 行目

の『文身』と4行目の『厭』の読み方である。『魏志倭人伝』を解説している書物では

大半が、文身を｢ブンシン｣、厭を｢ハラウ｣としている。ちょっと横道にそれるが、古くは

写本するか板木を彫って複数の書物を作ったため、画数が多い中国の漢字は昔から

略字を多く用いてきた。例えば『汝』(ナンジ)という漢字は『女』と記しても『汝』

と記してもナンジと読むことが多い。つまり『女』は『汝』の略字なのである。『文身』

も同様で、これは『紋身』とすべきところを略して糸偏を省略したものと思われる

のである。従ってここでは｢ブンシン｣ではなく｢モンシン｣と読むことにした。文様を

ブンヨウとは読まないのと同様である。また『厭』であるが、この字の略字は『圧』で

ある。我々のよく知るところでは、圧力とか圧迫の『圧』であり、｢オサエル｣という

意味である。つまり大きな魚や水禽を捕えていたのである。あえて『厭』の文字を

用いたのは、『捕』という文字をその前文で用いていたからであろう。しかしこの『厭』

の字をオサエルと読むと、『後にやや以て飾りとなす』という文章の意味が大いに変わって

くる。つまり飾りとしたものが『鯨面文身』＝入れ墨そのものだったのか、それとも厭えた

『大魚･水禽』だったのかの違いになってくる。これを｢ハラウ｣と読むと、鯨面文身する

ことによって、大魚や水禽が人間に襲いかかって来るのを、追い払って害を避けたと

いうことになり、後になるとこの鯨面文身を飾りにしたという意味になる。確かに

この解釈は、「夏后少康(ｶｺｳｼｮｳｺｳ)の子､会稽(ｶｲｹｲ)に封ぜられ、断髪文身、以て蛟龍

(ｺｳﾘｭｳ)の害を避く。」という文章を挿入した意味が明瞭になる。また鯨面文身が単なる

飾りとなるのは、時代がかなり後になってからのことであるが、当時も飾りにしてい

たことは否定できない。しかしここでは水禽を飾りにしたという前提で話を進めること

にしよう。その前に前文を和文にしてみると、以下のようになる。 

「男たちは身体の大きさにかかわらず、皆、顔や身体に入れ墨をしている。中国
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にやってきた倭人たちは、自分のことを大夫と言っている。その昔、夏王朝の少康

の子は会稽に領地を与えられた時、髪の毛を切り、入れ墨をして、蛟龍が起こす害を

避けたのだが、倭人は入れ墨をして、水の中に潜って魚介類を捕え、大きな魚や水鳥

をつかまえて、後にこれを飾りにしている。諸国では入れ墨の模様は異なっており､

左に入れるもの、右に入れるもの、さらに大小も、身分の違いもある。」 

と述べているのである。ここで「蛟龍」は鱗のある龍であるという説があるが、ここ

では例えばサメやシャチのような、単に人に襲いかかる水中の動物類のことを言った

ものであろう。また『大夫』とは倭国の正規の外交使節のことである。 

 さてそれでは大魚･水鳥を捕まえて飾りにしているというところに注目してみよう。

話は再び横道にそれるが、鳥取県の淀江町には古代は大きな潟があって、そこには

港もあったらしい。西側には現在の弓ヶ浜が広がる。この付近には前方後円墳なども

多く、古代の繁栄ぶりが忍ばれるのだが、ここの『角田遺跡』からは、港の風景を

線刻した弥生時代の土器が出土している。 この土器の線画には二本の柱の上に屋根が

あって、どうやら高臺(タカドノ)であったと思しき大きな建物が描かれている。

しかもこれには階段らしきものが高臺から地面までついている。これは大国主命が

国譲りの際に要求した『天御舎』(アメノミアラカ)ともよく似ており、大国主命は

このような建造物を、自分の所にも欲しいと思ったのかも知れない。そしてここから

が大事なところなのだが、建物のそばには船を漕ぐ何人かの人間が描かれ、この人

たちの頭には、何やら帽子のような、はたまた髪の毛を巨大なモヒカン刈りにした

ようなものが描かれている。『魏志倭人伝』がいうところの「大魚･水禽(ｽｲｷﾝ)を厭

(ｵｻｴ)る。後にやや以て飾りとなす。」という、その『水鳥の羽根で作った飾り』

とも見えるのである。そしてこれと同じような頭に飾りらしきものをつけた線画は、

中国の南西部や北ベトナムの北部の『銅鼓』にも描かれており、これは『鳥装の人』

つまり『鳥人』とか『羽人』と呼ばれている。この他にも鳥装の絵は、埴輪などにも

しばしば描かれている。またアジア各地にも類似するものが多く見られ、 近では

中国は広州市の南越王の王墓からも、また浙江省の鄞県(ザンケン)から出土した銅製

の鉞(エツ＝首を切るための斧)にも、同じような絵が描かれた遺物が発見され、この

風習はアジアのかなり広い地域に行き渡っていたことが、知られるようになった。

しかし『魏志倭人伝』のこの鯨面文身の後には「男子は皆露紒し…」とあり、髻(ミズラ)

を結ってはいたものの、鳥の羽根の飾りをつけていたとは記されていないから、この飾り

は日常的に着けていたものではなく、何か祭りなどの儀式とか戦闘とか特別なときに

用いられたものなのだろう。そういえばアメリカインディアンの酋長が、頭に鳥の羽で

作った大きな飾り物をかぶっている姿を、我々はしばしば西部劇などで目にしている。

アメリカインディアンがモンゴル系の種族であることを考えるとき、この飾り物も

同じ流れをくむもので神への祈りや、戦闘などのときに用いたものなのだろう。 
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上の図は、鳥取県の淀江町『角田遺跡』から出土した土器の破片を復元したものである。         

下の図はこれを模式図化したものである（ともにインターネットより借用）。 

近こうした『鳥装の人』と呼ばれる絵画はあちこちで発見されており、筆者は『魏志倭人伝』

の「やや以って飾りとなす」の意味はこの鳥装を意味するのではないかと考えている。 

さて『魏志倭人伝』の｢水鳥を捕まえて飾りにしている｣という記述に話を戻すと、

この記述は鳥装の人を暗示しているものとも思われ、中国の南方からベトナム方面と、

日本人との関係をそこはかとなく物語っているようにも思える。日本人の文化の

起源が、南方に多くを依存していたことを知る、もう一つの手がかりになるのである。 
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入れ墨の話に戻ろう。『魏史』の｢倭人伝｣にはさらに南には、裸国･黒歯国があると

記されている。この黒歯国とは歯茎にまで入れ墨をしていたポリネシアのマルケサス

諸島(1842年以来仏領マルキーズ)を指したものと思われる。この習俗の流れは日本にも

伝わり、『御歯黒』として足跡をとどめている。当時すでに『山海経』(サンガイキョウ)

や『淮南子』(エナンジ)にも黒歯国が現れるところから、この時代の中国では、この

方面とも何らかの交流を行なっていたことを知ることができる。それはさておき魏国の

使節があえて倭人の姿をこのように記しているのは、男子全員が入れ墨をしている格好が、

奇異に映ったからなのだはないだろうか。それでは一体いつごろから、倭人の入れ

墨の習慣が無くなってしまったのだろう。『古事記』の神武天皇の｢東征記｣には、

大久米命(オオクメノミコト＝02-04-06-4～5 ユリの項参照) が、目のあたりに入れ墨

をしていたことが記されており、『日本書紀』の｢履中天皇紀｣｢雄略天皇紀｣にも入れ墨

の記述がわずかながら見られる。しかし 5 世紀の中頃には次第に否定的なものに

変わってきている。そして 7 世紀以降になるとその記述は文献から消えてしまう。

その後、江戸時代になってから広く入れ墨を行なう習俗が復活したが、これは以前と

は意味合いが異なり、犯罪者に対して懲罰的に行なったものであるから、参考には

ならない。また現代の入れ墨はひとつのファッションなのだろう。 

このことが何を物語っているかといえば、日本列島に暮らしていた倭人は、入れ墨

を施す習慣を持った人々で、南の方からやってきて日本全土に広く定着していたこと

を暗示しているという点である。ところが4～5世紀ごろになると政権の基盤が次第に

変わり、入れ墨をしない文化が日本に広がり始め、やがて入れ墨をする文化を駆逐

していったように思えるのである。そこでこの交替の時代を日本史に探って見ると、

応神天皇かもしくは継体天皇の時代ではないかと思えるのであるが、その証拠は何も

ない。 ただこの二つの時代はそれ以前と比べると、いろいろな変化がうかがえる。

応神天皇に関しては02-02-06のエンジュの項でも述べた通りで、神功皇后が新羅を

攻めて日本に帰り、宇美において応神天皇を生んだという故事は、もしかすると新羅

から神功皇后の後継者をつれてきたという話を、このような話として伝えたのでは

あるまいか。神功皇后は応神天皇の後見人として、かなりの年月を費やしており、

それも外国人であったがためと思えるのであるがいかがだろうか。 

次いで継体天皇の時代について考えてみることにしよう｡ 彼は大和朝廷に突如として

若狭から迎えられることになったが、反対勢力も多く、かれこれ 20 年もの間、大和

に入ることができないでいた。そして若狭というところは今までに見てきたように、

大陸との関係が極めて深い。特にこの時代､ 朝鮮半島では高句麗の全盛時代が過ぎ

ようとしており、新羅が力を蓄えているときであった。 高句麗は大陸ではやや北の方

に位置し、任那や百済それに新羅が北九州に近かったのに対し、むしろ若狭に近かった。 

当時の大和朝廷の主流が、北九州を介して朝鮮半島南部と深い係わりを持っていたこと



花の縁 03－05－18 

                                                     

8

8 

を考えると、若狭はあくまでも主流にはなりえなかったのだろう。継体が 20 年間も

中央から拒否されたのもそんなところに、もう一つの理由があったようにも思える。

しかし近年、滋賀県能登川町で行なわれた発掘調査で、2～3世紀頃の『神郷亀塚古墳』

から、前方後方墳では初めて木槨の納棺室が発見された。木槨を用いる墓は朝鮮半島に

ルーツがあるとされ、これが琵琶湖畔の能登川町から出土したことは、朝鮮半島から

若狭、琵琶湖を経て大和へのルートが存在したことを物語っており、この発掘結果は

若狭から誕生した継体天皇の輪郭を、また一つ明らかにしたと見ることもできよう。 

これは余談であるが、岐阜県本巣市の淡墨公園内にある日本三大桜の一つ『淡墨桜』は、

樹齢1500年とも言われ、継体天皇が宣化天皇の産殿を焼き払い、その跡に桜の苗木を

植えたものとされている。この話は愛知県一宮市『真清田神社(ﾏｽﾐﾀﾞｼﾞﾝｼﾞｬ)』ゆかり

の土川家で発見された古文書『真清探當證』の記述による伝承によるものであると

いう。しかし真偽のほどは定かではない。 

さて継体天皇以下、安閑、宣化と欽明との間には、九州における『磐井の乱』(527～

528 年)に始まって『辛亥の変』(531 年)にいたる内乱期が見られ、『日本書紀』でも

継体天皇と安閑天皇即位の間には 2 年間の空位期間を置いており、そこには宮中に

おける何らかの異変の痕跡を感じ取ることができる。『書紀』では欽明の治世を 32 年間

としているのに対し､『上宮聖徳法王帝説』(ジョウグウショウトクホウオウテイセツ)では

41 年間としており、欽明の死が 571 年で､ これは『書記』も『帝説』も同様である

ところから逆算すると、『帝説』では欽明の治世年間が､ 安閑及び宣化の治世年間をも

呑み込んでしまう。01-07-01-4 の椿のところでも見てきたように、この頃は物部氏と

蘇我氏が対立していた時のことでもあり、王権をめぐって宮中内には権謀術策が渦巻

いていたのだろう。 欽明は渡来系の新興勢力、蘇我氏が擁立した天皇で、安閑･宣化

は伝統的な氏族であった大伴氏が擁立した天皇であった。どちらにしてもこの時代に

大和朝廷には何らかの大変化があり、旧勢力がかなり粛清されたのかもしれない。

そして継体は文字通りその間のツナギであったとも思われるのである。 

そして応神から継体にかけての天皇の諡(オクリナ)と、応神以前及び継体以後の諡

では連続性が乏しいようにも見える。 因みに応神から継体まで約 100 年が過ぎている

のだが、天皇の諡を初代から第30代まで表にまとめてみると、以下のようになる。 

 （天皇名） （読み） （諡の漢字）         （オクリナの読み）♀は女帝 

第１代神武  (ｼﾞﾝﾑ) 神日本磐余彦 カムヤマトイワレヒコ 

２ 綏靖 (ｽｲｾﾞｲ) 神渟名川耳 カムヌナカワミミ 

３ 安寧 (ｱﾝﾈｲ) 磯城津彦玉手看 シキツヒコタマデミ 

４ 懿徳 (ｲﾄｸ) 大日本彦耜友 オオヤマトヒコスキトモ 

５ 孝昭 (ｺｳｼｮｳ) 観松彦香殖稲 ミマツヒコカエシネ 

６ 孝安 (ｺｳｱﾝ) 日本足彦国押人 ヤマトタラシヒコクニオシヒト 
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７ 孝霊 (ｺｳﾚｲ) 大日本根子彦太瓊 オオヤマトネコヒコフトニ 

８ 孝元 (ｺｳｹﾞﾝ) 大日本根子彦国牽 オオヤマトネコヒコクニクル 

９ 開化 (ｶｲｶ) 稚日本根子彦大日日 ワカヤマトネコヒコオオヒヒ 

１０ 崇神 (ｽｼﾞﾝ) 御間城入彦五十瓊殖 ミマキイリヒコイニエ 

１１ 垂仁 (ｽｲﾆﾝ) 活目入彦五十狹茅 イクメイリヒコイサチ 

１２ 景行 (ｹｲｺｳ) 大足彦忍代別 オオタラシヒコオシロワケ 

１３ 成務 (ｾｲﾑ) 稚足彦 ワカタラシヒコ 

１４ 仲哀 (ﾁｭｳｱｲ) 足仲彦 タラシナカツヒコ 

♀神功 (ｼﾞﾝｸﾞｳ)  オキナガタラシヒメ 

１５ 応神 (ｵｳｼﾞﾝ) 誉田別 ホムダワケ 

１６ 仁徳 (ﾆﾝﾄｸ) 大鷦鷯 オオサザキ 

１７ 履中 (ﾘﾁｭｳ) 去来穂別 イザホワケ 

１８ 反正 (ﾊﾝｾﾞｲ) 多遅比瑞歯別 タジヒノミズハワケ 

１９ 允恭 (ｲﾝｷﾞｮｳ) 雄朝津間稚子宿禰 オアサヅマワクゴノスクネ 

２０ 安康 (ｱﾝｺｳ) 穴穂 アナホ 

２１ 雄略 (ﾕｳﾘｬｸ) 大泊瀬幼武 オオハツセノワカタケル 

２２ 清寧 (ｾｲﾈｲ) 白髮武広国押稚日本根子 シラガノタケヒロクニオシワカヤマトネコ 

２３ 顕宗 (ｹﾝｿｳ) 弘計 ヲケ 

２４ 仁賢 (ﾆﾝｹﾝ) 億計 オケ 

２５ 武烈 (ﾌﾞﾚﾂ) 小泊瀬稚鷦鷯 オハツセノワカサザキ 

２６ 継体 (ｹｲﾀｲ) 男大迹 オホド 

２７ 安閑 (ｱﾝｶﾝ) 広国押武金日 ヒロクニオシタケカナヒ 

２８ 宣化 (ｾﾝｶ) 武小広国押盾 タケオヒロクニオシタテ 

２９ 欽明 (ｷﾝﾒｲ) 天国排開広庭 アメクニオシハラキヒロニワ 

３０ 敏達 (ﾋﾞﾀﾂ) 渟中倉太珠敷 ヌナクラフトタマシキ 

つまり応神の諡を見ると「ワケ」の文字が現れてくるが、ワケというのは皇別氏を

意味するということは先にも述べた通りで、ここで王権がいったん途絶えたことを

暗示しており、応神以降の諡には、歴代続いた『彦』の文字が消える。そして継体

の後は「クニオシ」となるのだが、この継体は応神天皇から別れた家系であり、因に

継体の男大迹(オホド)の『迹』は跡の本字で、足跡が続くことを意味している。余談に

なるが22 代の清寧(セイネイ)の諡(オクリナ)は『白髮武広国押稚日本根子(ｼﾗｶﾞﾉﾀｹﾋﾛ

ｸﾆｵｼﾜｶﾔﾏﾄﾈｺ)』であり、生まれたときから髪の毛が白かったと『日本書紀』の「清寧紀」

には記されている。このことから推測すると、諡は天皇の生前の人格や業績と無関係

ではなかったものと考えられる。男大迹(オホド)にもそれなりの意味があったのだろう。

『日本書紀』では継体天皇の崩御を82 歳としているが、『古事記』によれば 43 歳と
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なっており、この天皇はとかく不明な部分が多い。『百済本記』によれば、天皇、太子、

皇子が揃ってなくなったと記されており、これには疑問が残り、政変を暗示している。 

さて欽明の時代になると朝鮮半島では高句麗が後退して新羅が優勢となってくる。

391年には神功皇后の率いる日本軍は、朝鮮半島に出兵し、百済、新羅を服属させたこと

になっているものの、半島に対する倭国の影響力も次第に衰え、この間、任那では 487 年

に紀生磐宿禰(キノイワノスクネ)の乱もあって、562年には任那の日本府は新羅に滅ぼされ

てしまう。また中国では隋が国家を統一し、大陸では大きな変化が急速に進行していった。

そして大和の国ではやがて蘇我氏全盛の時代から大化の改新へと移り、大陸では隋が

滅んで唐の時代となる。さらに朝鮮半島では百済と高句麗が新羅によって滅ぼされ、

勢力関係は一変する。この結果、百済からの難民や亡命者が相次いで日本に渡来し、こう

した亡命者の力を借りて、大和朝廷は律令国家としての体制を整えて行く。おそらく

この時代に朝鮮半島から日本への移民が盛んに行われ、日本列島の北方系モンゴロイド

化が、大きく進展して行ったのだろう(06-01-01サネカズラの項参照)。 

話を入れ墨に戻すとしよう。入れ墨をしない文化とは、つまり朝鮮半島もしくは大陸

系の文化であって、入れ墨の習慣が消滅したことはある意味で日本列島が、大陸文化に

呑み込まれていったことを意味している。そして入れ墨をする文化を持った人々は､

持たない人々に支配されるか降伏するか、さもなければ平和的に混血され、それまで

の独自性を失っていったのだろう。 一方、大陸文化の受け入れを拒否した日本列島の

先住民たちは、南と北へ押しやられる形になり、入れ墨を持つ文化は南が沖縄に、北は

アイヌとして現代まで綿々と繋がっているように見える。蝦夷もアイヌも、倭建命に

滅ぼされたとされる熊襲(クマソ)さえも、同じ系統であったことが推測できるのである。 

しかしこれとはまったく異なり、日本人は北方型の蒙古系民族を祖先としている

という確固たる説の持ち主もいる。大阪医科大学学長を務められた松本秀雄先生で

ある。 先生はほぼ世界中の血液型を詳しく調査分析した結果、この結論を得ており、

南方系のモンゴロイドと北方系のモンゴロイドの境界線は、与那国島と台湾との間

に横たわる海であると断言されている。 おそらくこの海は地球の度重なる変化にも、

決して陸続きにならなかった海なのだろう。 また南西諸島の島々にはハブのいない

島と、いる島があることはよく知られている。その理由としてその昔、揚子江の河口が

南西諸島付近まで伸びており、当時、揚子江の河口より南にはハブがおり、北側に

はハブは住んでいなかった、という説明がなされている。日本列島はこの揚子江

の河口を除いて、与那国島まで陸続きになった時代があったのかも知れない。とする

と日本人の祖先は、バイカル湖の周辺からこの地まで、陸伝いに来ることができた

のだろう。 先生の説の根拠は、血液型という遺伝情報をもとに分析したものであるから、

極めて科学的であり、疑う余地は乏しい。原日本人は数万年前、大陸と日本列島が

陸続きだった時代に、北方から日本列島に渡ってきたのかもしれない。しかしその後、
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地球の温暖化にともない、南の方から南方特有の文化を持った人々が北上し、広く

日本列島に生活するようになったと思えてならない。今までに見てきた数々の神話や

伝説、そしてここで取り上げた入れ墨の習慣など、殆どのものがサモアやフィージー､

ニューギニア、ポリネシアなど南方に共通するものばかりなのである。 

しかし日本人が北方系モンゴロイドか、それとも南方系モンゴロイドか、この

相対する二つの考え方を結びつける遺跡が、平成 5 年に長野県で発掘された。約 3 万

年前の後期旧石器時代初期のものと思われる『日向林(ﾋﾅﾀﾊﾞﾔｼ)B 遺跡』である。この

遺跡から旧石器人が大型の動物を捕獲して解体するときに用いたと思われる石斧が

41 点も出土したのである。この中には20㎝にも及ぶ大型の石斧も含まれていた。その

意味するところは第一に遺跡が海とは関係なく、彼らの生活の基本も海での漁では

なかったこと。 第二に発見された石器が、大型の動物を捕えたり解体するときに用いた

と思われることから、貝塚とともに発見されている縄文遺跡とは隔たりがあるという

点である。そこで以下のような仮説を立てることはできないだろうか。 

日本列島の 初の原住民は、バイカル湖の辺から大陸と日本列島が陸続きだった

ときにやってきた、北方系のモンゴロイドであった。 彼らは狩猟生活を主な生業とし、

海浜地帯よりも内陸部に居住しており、人口は極めて少なかった。 

その後、地球の温暖化に伴い、大陸から日本列島が分離して、長い年月を重ねて

いる間に、南の方から丸木舟に乗って南方系のモンゴロイドが少しずつ移住してきた。

北方系モンゴロイドは時代が古かったために、ほとんど北方系特有の文化は未だ持

ち合わせておらず、両者が混血されても主に南方系モンゴロイドの文化が、日本列島

には色濃く残ることとなった。埋葬の習慣や今まで見てきた『因幡の素兎』の話や、

『死体化生神話』がそれである。その後、大陸や朝鮮半島から北方系モンゴロイドの

文化を持った人々が、さまざまな形で日本列島に渡来して来た｡ そして前者は海幸彦で、

後者は山幸彦の祖先として歴史に登場するようになる。やがて南方系モンゴロイドは

この新勢力に分断される形で、北と南に分かれて生活することとなった。琉球とアイヌ

に入れ墨をする習慣が残ったのはこのためで､ 2 度に渡って北方系モンゴロイド

の血が、日本人の血液に入り込んだ結果、血液型は北方系モンゴロイドの特徴を、

強く表わすこととなったというのが筆者の仮説である。この仮説に従うともう一つ、

『土蜘蛛』と呼ばれた、当時の日本人と趣を異にする人々が、どんな系統の人々で

あったかということも、説明がついてくるように思える (01-07-01-2 椿の項参照)。

つまり日本列島に何万年も前から脈々と生活していた北方系原住民の子孫というわけ

である。『常陸国風土記』によれば、彼らは『八握脛』(ヤツカハギ)とか『山の佐伯』、

『野の佐伯』などと呼ばれ、土窟に生活していたという。しかしこれを狩猟生活者と

見れば、むしろ何の不思議もないし、渡来系といわれている応神天皇が深く関わったと

いわれる国栖人も、同じ系統の人たちだったのだろうとも思えてくる。あるいは
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伊波礼毘古と争ったというあの長髄彦もこの系統の出自だったのかも知れないと、 

空想は限りなく広がってゆくのである。 

ところでここに国立遺伝学研究所の斎藤成也教授による DNA 研究に基づいた

日本人の起源に関する資料がある。これは去る 2015 年 5 月 29 日朝 7 時の NHK

ニュース「おはよう日本」でオンエアされた。これによると我々の DNA は、大陸の

中国人や韓国人とも東アジア人とも異なっているという。そこで斎藤教授は数千人の

アジア人と500人以上の日本人のDNAを座標に落として、その違いを探ってみると、

アジア人は概ねひとかたまりにまとまるのに対して、日本人の DNA はここから

はみ出しており、その要因は縄文人に関係があるのではないかと思い始めたのだと

いう。そして特に日本人の中でも沖縄人、アイヌ人という順でその違いが大きくなっている

ことが分かって来たというのである。さらに国立科学博物館の人類研究部、神沢秀明

研究員は、福島県の貝塚から発見した縄文人の DNA を細かく分析、斎藤教授の座標に

置いて見ると、日本人の延長線上にちょうど縄文人のDNAの特長が重なってきたのだと

いう。つまり我々日本人のDNA と縄文人のDNA は、深く関わっているのではないか、

ということが見えてきたわけである。さらに DNA の研究が世界的に進歩するなかで、

染色体の中でも、男性を決定付けるY染色体に関しての研究から見えてきたことは、

世界中の男性のY 染色体を大別するとA からT まで 20グループに分けられるとい

う事実だったという。しかも比較的古いタイプは人類が誕生したとされるアフリカ

の男性に多く見られ、日本人の男性の中にも比較的古いタイプと考えられている D

というタイプの染色体を持つ男性が、かなりいるということも分かってきた。 

一方徳島大学大学院の医歯科研究部の佐藤陽一准教授は、2,000 人以上の Y 染色体

の調査研究を行った結果、このD グループは中国や韓国ではあまり見られず、O と

いうタイプが殆どだった。これに対して日本人男性ではこの D タイプが約 30％、

Oタイプはその約半数だったという。そしてさらに世界を見渡したとき、このDグループ

の染色体を持った男性が多い地域はチベットと、インド洋ミャンマーの沖に位置する

アンダマン諸島の男性だったというのである。佐藤先生はもともとD タイプの染色体

を持った男性は、もっと広く東アジア全体に生活していたものの、この地域は早くか

ら海洋交通の重要ルートに位置していたために、やがて O タイプの人たちに取って

変わっていったが、チベットは山深い地であり、アンダマン諸島はこうした海洋ルート

から外れていたために O グループとの交流が限られていたのではないかと語って

おられる。D グループの染色体はどうやら縄文人からの遺伝子であって、O グループ

の染色体は、弥生人からの遺伝子という事になるのだろう。 

他方、すべての生物の細胞に含まれているミトコンドリアには、細胞核が持って

いる遺伝子情報とは、別の遺伝子情報を持っていることが1968年に発見された。そして

これはミトコンドリアＤＮＡと名づけられた。しかも不思議なことにこの遺伝子情報
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は父親のものは受精後消滅してしまい、母親のものだけが、その子供に受け継がれて

ゆくことが確認された。これは両親の遺伝子情報を持つ細胞核の遺伝子情報よりも、

ずっと単純なため、その祖先を追求する上で極めて有利だった。しかもミトコンドリア

ＤＮＡは環状の非常にコンパクトな形状で、37 個の遺伝子から構成されていることが

分かり、やがてすべてが解読された。ヒトのミトコンドリア DNA は、あらゆる生物

種を通じて、その遺伝子情報が解読された 初の例である。 

そこでこのミトコンドリアＤＮＡをたどって、その形状を分析してゆくことによって、

日本人の 30％以上が大陸をルーツとしていることが分かってきた。また茨城県の

『中妻遺跡』から出土した縄文人のミトコンドリアＤＮＡはバイカル湖周辺で生活して

いた『ブリヤート族』のものと一致したのである。つまり縄文人は必ずしも南の島々

を経由して日本へたどり着いたものではなく、かなりの多様性を持っていたようにも見

える。いや縄文人は日本のいわば原住民と、南の国から海流に乗って渡って来た人々が、

共存することによって成り立っていたのかもしれない。前述のように、『常陸国風土記』

に登場する『八握脛』(ヤツカハギ)は、あるいは『中妻遺跡』から出土した縄文人

の子孫であったのかもしれない。さらに埼玉県浦和区で発見された縄文人の頭骨から

ミトコンドリアＤＮＡを採取して解析したところ、マレー人とインドネシア人のもの

と一致したのである。このことは何を意味しているかといえば、縄文人のルーツは

必ずしも一つではなく、いくつかのルートをたどって日本に入り、縄文という共通の

文化の下に集約されて、進化を遂げてきたということである。 

約 20 万年前にアフリカで誕生した人類の祖先は、やがてアフリカを脱出して、

ヨーロッパに入るものや、カスピ海の南側を通ってアジアに入るものなどに分かれて

四散したものと考えられている。その子孫は数万年前ごろにはバイカル湖周辺にたどり

着き、更に当時は陸続きだったと思われる宗谷海峡を経由して日本列島へと渡って来たの

だろう。 後の氷期が終わり、宗谷海峡が約 60m 海水面下に没すると、日本列島は

ほぼ現在のカタチとなり、北からの流入は途絶える。その一方、南からの海流に乗って、

今度は南の島々から日本列島へ流れ着くものが増えてきた。縄文人の遺伝子にマレー人

やインドネシア人系のミトコンドリアＤＮＡが見られるのはこのためであろう。 

こうして科学的な遺伝子による解明が進んでくると、世界の人々の交易のルート

もまた見えてくる。先に述べたミャンマー連邦共和国の西部山岳地帯で生活するチン

(Chin)族も、縄文人と深い繋がりがあったものと思われる。しかし海上のルートがしば

しば多民族の交易ルートとして利用される一方、山岳地帯は取り残されて、異民族と

混血されることがなかった。このため先にも述べたように D グループの染色体が

色濃く残った(Ｐ12）。しかし遠く数万年の歴史を遡れば、我々人類はみんな兄弟だった

と見るべきなのだろう。ミトコンドリアＤＮＡの解析は、ヒト遺伝子の解明のみでは

なく、我々人間の文化の足跡までも明らかにしたといえようか。 
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ヒシは水質のよくないところには繁殖せず、一時期は都市近郊から消えつつあったが、 近

では水質浄化も進み、復活する兆しがある(長野県軽井沢町）。 

 
ヒシと野ガモ。菱は北海道から九州まで、日本のどこにでも分布する(長野県軽井沢町）。 
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満開になった菱沼。これは霞ヶ浦に近い稲敷市浮島の和田公園内の池である。霞ヶ浦と水路

で結ばれていて、ほどよい水質が保たれているのだろう(茨城県稲敷市浮島)。 

 

こんなふうに株の中心に花芽が育って開花し、やがて結実する(茨城県稲敷市)。 
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ヒシの花の花弁は 4 枚で、萼もまた雄蕊も 4 個ある。花は水面に顔を出して夏の盛りに咲く

ものの、葉が多い割に花の数はそれほど多くはない(埼玉県羽生市水郷公園）。 

 
ヒシの花には写真のような青い線脈が縦に走る(埼玉県羽生市水郷公園）。 
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ヒシの果実、中には澱粉質が多く含まれており食用になる。かつてはこの澱粉を集めて菱餅

を作った。忍者がこれを用いたとする説もあるが定かではない(埼玉県羽生市水郷公園）。 

 
継体天皇陵として宮内庁が指定している『太田茶臼山古墳』の堀割(大阪府茨木市）。 
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継体天皇陵は、近隣の今城塚古墳ではないかとの異論があるが、宮内庁は認めていない。しかし

この天皇が日本の歴史の闇に包まれた部分の鍵を握っていることは確かだろう(大阪府茨木市)。 

 
継体天皇陵太田茶臼山古墳の隣接地にある小さな古墳。被葬者は誰なのだろう？   目次に戻る 


