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2016.03.18 第 71回 なみはや歴史講座(NPO法人 国際文化財研究センター) 

古 墳 時 代 に お け る 日 韓 関 係 

－韓半島出土の倭系甲冑からその歴史的背景を探る－ 

 

理事・元 韓国東洋大学校 教授 柳本照男  

 

Ⅰ．はじめに 

 朝鮮半島(以下半島と略す)の全羅道に所在する前方後円墳は、この 20 年の間に所在確認

や発掘調査により認知され、5世紀後半代から 6世紀前半代の限られた時期に集中すること

が明らかになり、近年日韓両国において周知の事実として定着した感がある。 

半島出土の倭系甲冑においても同様の長い研究史を有する(埋蔵文化財研究会 1993)。し

かし、当初は出土数も少なく出自の問題においても確定的な見解を示すことができなかっ

たが、ここ 10年の間に南海岸を中心に相当数の甲冑が確認されるようになり、倭系甲冑と

して周知されてきたものと思われる。特に近年、南西沿岸部からの発見に刺激されて俄か

に活況を呈する状況になってきた。そして機が熟したかのように 2014 年 10月末から 11月

初旬にかけて二つの大きな研究会が催され資料の充実が図られた(日韓交渉の考古学-古墳

時代-研究会 2014、国立羅州文化財研究所 2014)。 

 今回、このような新しい資料を活用しつつ、半島における倭製甲冑や倭系遺物の存在か

ら４～6世紀の日韓関係について、若干考えてみることにする。 

Ⅱ．甲冑出土古墳の様相 

 個々の様相を検討する前に甲冑を着装した基本的な装備を確認しておこう。図１に示す

ように古墳時代中期を代表する帯金式甲冑は冑、短甲、付属具の錣・頸甲・肩甲・草摺(革

製の場合が多く残存率が低い)を着装基本として、これに槍や矛、弓矢などを所時する姿を

基本武装としておこう。また渡海に伴っては規範としての規律(軍制)があり、それに基づく

階層差があることも前提としておく。現に、前期後半代の方形板革綴短甲は畿内では小古

墳に副葬されている例がある。このこと

から導き出されるのは特定の職掌化され

た姿であり、小古墳もが所有しているこ

とへの一解釈である(柳本 2005a)。前期で

は装備に関する実例が少ないために確証

に欠けるが有機質製のものが多くを占め

ていたものと思われる(橋本 2001)。これ

が中期になると鉄製の付属具を備えた装

備に発展する。大きな画期である。この

中期型甲冑の装備を基本としておこう。  図 1帯金式甲冑の装備と部位名称(古谷毅 2011) 
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図 2韓半島出土倭系甲冑分布(鈴木一有 2014 に一部追加改変) 
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では出土甲冑の様相を、表 1を参考に窺うことにする。 

出土短甲の総数は 34領、型式別では方形板革綴短甲２、長方板革綴短甲５、三角板革綴短

甲 10、三角板鋲留短甲６、横矧板鋲留短甲８、型式不明３である。 

一方、冑においては総数 14領、型式別では三角板革綴衝角付冑３、三角板鋲留衝角付冑

１、横矧板鋲留衝角付冑２、小札鋲留眉庇付冑４、革併用眉庇付冑１、横矧板鋲留眉庇付

冑１、型式不明２である。短甲が冑の 2倍強の比率で所有されている。 

このなかで所有形態をみてみると、基本装備を所有しているのは雁洞古墳、野幕古墳、

地山洞 32号墳など極わずかである。そして付属具の一部を所有してないもの 1例(道林里 3

号墳)。短甲のみを所有していないもの 2 例(福泉洞(東)2 号墳、竹谷里 94 号墳)。冑のみを

所有していないもの 5例(福泉洞 112号墳、蓮山洞 8号墳、加達 4号墳、沃野里 1号墳、新

鳳洞 90-B1 号墳)。このうち 3 例は在地の冑と併用する(福泉洞 64 号墳、福泉洞 112 号墳、

蓮山洞 8 号墳)。他のものは、短甲のみを所有するもの 18 例(福泉洞 64 号墳、福泉洞 4 号

墳、蓮山洞 2 号墳、杜谷 72 号墳、栗下Ｂ-1 号墳、道項里(慶)13 号、道項里 428-1-5 号墳、

校洞 3号墳、玉田 28号墳、同 68号墳、縣洞 62号墳、上柏里古墳、下三亭 15号墳、竹林

里Ⅱ-10 号墳、外島 1 号墳、晩舞里古墳、松院里 KM94 号墳、望夷山城、舟月里遺跡)であ

る。冑のみを所有しているもの 3 例(五倫台古墳、上柏里毫生院 1 号墳、地山洞 1-3 号墳)

である(表 2参照)。 

 以上、所有形態を概観したが、この所有形態の差異を解釈するのは非常に難しいが、出

土地が広義の加耶地域と百済地域に限られていることから倭にとっては友好国内での出土

であるため、倭からの略奪品ではないことは理解される。ならば所有古墳の階層的な差と

関係があるかどうかである。短甲については大型墳ほど在地製品を所有しているという指

摘(金栄珉 2014)は概ねその傾向にあるようで、欠損品は蓮山洞 8 号墳の様に在地品で補っ

ているようである。他の状況は友好の証しとしての特異品(珍品)として所有していたのであ

ろうか。また、交換品としての可能性も否定できない。奈良県城山 2 号墳の小札革綴甲も

加耶経由で入手している可能性が高い。また、基本装備に近い所有形態を有しているもの

ほど鉄鏃や槍などの武器類も保持している傾向が強いことも窺われることから装備一括で

譲渡している可能性が高い。半島では三国時代以降矛が主流となり、4世紀以降は槍が減少

する。したがって 4 世紀後半以降で他の倭系遺物を伴っていれば、30 ㎝内外の長さの剣は

倭系の槍の可能性が高いと判断してもよさそうである。 

さて、この中の甲冑出土古墳のほとんどが半島在地の埋葬施設に収められているのに対

し、南西沿岸部に所在する数基は倭の埋葬施設を用い、後述するように時期も限定される

など特異性が認められる。よってそれらの古墳を紹介しておこう。 

基本装備を備えている野幕古墳は直径 24m、高さ 2,4～4mを有し葺石を用いる円墳であ

る。主体部は竪穴石槨で墓壙長辺 5,5ｍ、短辺３ｍ、石室規模は長さ 3,1ｍ、幅 0,7～0,8ｍ

を測る。鉄鏃などの武器類の他、漆塗りの竪櫛なども伴い副葬遺物全般が倭系で、その上

竪穴石槨(長さも北部九州系の埋葬施設を使用するなど古墳全体が倭装である(国立羅州文
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化財研究所 2014、図４参照)。したがって被葬者は北部九州の倭人と想定される。 

木浦沖の小島に所在するペノルリ古墳は東西 8m、南北 6,4m、高さ 0,7m を測る楕円形

墳である。付属具の頸甲と肩甲の備えがなく、衝角付冑の三尾鉄も欠落している。しかし、

冑は三角板鋲留衝角付冑という国内でも 3 例しか出土例がなく、異形のもの 1 例を含めて

も 4 例しかない稀少価値の高い冑を有し、倭系の蛇行剣なども伴っている。さらに甲冑埋

納方法が短甲の内部に冑を納めるのなど倭装の手法を用いている。また埋納位置も埋葬者

の足元下部に置くなど野幕古墳とも共通する。よって付属具に不備はあるものの副葬品の

多くは倭製と判断できる。埋葬施設は割石の小口積み石槨であるが、両端部の小口は 1 枚

の石板を用いる等、北部九州の石棺系竪穴石槨に通じるものであることからこの古墳の被

葬者も倭人と想定される(東新大学校博物館 2015、図５参照)。 

また長方板革綴短甲を有する外島古墳の埋葬施設は箱形石棺であり、在地性の可能性も

あるが、鉄鏃などの遺物なども含め一括で倭製と捉えられることから、この石棺も北部九

州系と推測でき、野幕古墳・ペノルリ古墳と同様に被葬者は倭人と考えられる。 

これらの古墳と違いをみせるのが高興郡雁洞古墳である。直径 36m、高さ 3,6m の円墳

で、拳大以上の角礫を墳丘に使用しているが墳丘内部に埋没させるなど倭の葺石使用法と

は異質なものである。基本装備の甲冑は備えているものの埋納方法に差異がみられ、他の

副葬遺物に百済の威信財である冠帽や飾履等も所有している(林永珍 2011、図 4 参照)。そ

して、埋葬施設は平面形態がやや羽子板状を呈し、長さ 3,2m、幅 1,3～1,5m、高さ 1,6m

を測る幾分深みのある竪穴石槨を有している。在地の竪穴石槨の類例が乏しいので即断は

難しいが、現状ではこの形態の石槨は百済系の竪穴石槨の影響を受けた石室と推定してお

く。類例として水村里古墳群１次調査の 8 号竪穴石槨等を挙げておこう(忠清南道歴史文化

研究院 2013)。したがって被葬者は百済の威信財も所有していることから百済と倭との関係

を結んだ在地人の可能性が高いと判断される(図 6参照)。因みに、この石室の類例を北部九

州に求める意見もあるが形態上差異があるものと判断される(金洛中 2012)。 

では次にこれらの古墳の分布と時期について考えてみることにする。 

 

Ⅲ．甲冑所有古墳の時期別分布とその様相 

 韓半島全域の分布状況は図 2 を参照していただきたい。分布においては一目して半島東

南部に中心があり、特に洛東江下流の右岸域金海地域とその左岸の釜山東莱地域に核が存

在する。他は広域の加耶領域、あるいは広域の百済領域に点在する。この分布が意味する

ところは何であるのか。その背景を探る必要がある。そのためには時期的な変遷分布が存

在するのか確認することが重要である。そこで、まず時期の確認から始めることにするが、

主に重要と考えられる資料や基本装備とそれに準ずる装備を所有する古墳を取り上げるこ

とにする。時期の想定についてはその古墳が所有するすべてのものを参考にするが、武装

具(図 3)などに加えて鉄鏃も時期の判断資料として有効であることが窺えるので使用する

(田中晋作 2003、鈴木一有 2007、水野敏典 2013）。 
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１）甲冑所有古墳の時期 

高興郡野幕古墳出土資料(図４)：甲冑類は良好な一括資料である。三角板革綴短甲の構

成は前胴 7段、後胴 9段という特異な型式である。後胴竪上 2 段目の地板は 5 枚構成で、

地板総枚数は 50 枚と報告されている(権宅章 2014、国立羅州文化財研究所 2014)。前胴竪

上 2 段の地板高さを高くすることによって全体的な高さのバランスを図っているものとみ

られる。権宅章氏は谷内 21号墳と多く類似するとされるが、7段と 9段の差は大きい。革

綴資料ではないが御獅子塚古墳第 1 主体部出土の両脇開閉式三角板鋲留短甲は前胴、後胴

ともに 9 段構成で、前胴の竪上 3 段の帯金を取れば同様になる。鋲留導入揺籃期の参考例

になるのではないだろうか。三角板革綴衝角付冑と板錣、三角板革綴短甲と頸甲・肩甲等

のセットは型式的なずれがなく標準的な組合せとみなされるが、頸甲の型式が 1-b と想定

していたが、このたび刊行された報告書によれば 2-a1 の可能性が高いと判断される(国立

羅州文化財研究所 2014)。 中期の前半期でも後半段階の 5世紀初頭から前半の時期が想定

される。よって、この短甲を前述した鋲留技法導入揺籃期のひな型と捉えれば鋲留技法導

入期直前の時期に比定できなんら問題はない。これに関連して鉄鏃の型式もスムーズにい

く。公表された鉄鏃(1～7)は、柳葉式の一型式である鳥舌鏃の３型式(１～３)、杉山氏が三

角系鏃群ＡⅡ形式(杉山 2008)に分類するもの(４)、方頭式鉄鏃(５)、無茎の腸抉式でニ重の

逆刺を有する大小の鉄鏃(6、7)である。これらの鉄鏃の時期は 5 世紀 1/4 分期の新段階か

ら 2/4 分期にかけてであり、特に４のタイプはアリ山古墳や五条猫塚古墳等にみられるも

ので時期も理解しやすい。よって一般的には甲冑と鉄鏃群に若干の時期差が感じられるが、

短甲を上記のように考えればこの時期差も解消される。位至三公鏡も佐賀県谷口古墳など

に散見される資料であることから問題はない。埋葬施設は前述したように福岡県七夕池古

墳の竪穴石槨などに類似し、副葬遺物も野幕古墳出土遺物に共通することから同時期の遺

物群として捉えられる。 

 ペノルリ 3号墳出土資料(図５)：三角板革綴短甲は模式図を参考にすると地板構成は竪上

2 段 5枚、長側 1段 9枚、長側 3段 9枚で竪上 3段目の帯金を有する。型式は鈍角系Ⅰ式、

前胴はＡ’地板配置である(坂口英毅 1998)。鈴木案ではⅡa類に該当する(鈴木一有 2008)。

この型式の短甲は最も一般的なもので存続期間も長い一群とされ、鋲留技法導入期にも眉

庇付冑との組合せで存在する。 

三角板鋲留衝角付冑は少数しか出土例がない稀少価値の冑で、類例としては鞍塚古墳、

珠金塚古墳南槨が挙げられる。鞍塚古墳では国内で最も古い初期馬具が出土しており参考

になる。また珠金塚古墳南槨も同時期の遺物群で構成された良好な資料群で鋲留技術導入

期の標準資料である(末永雅雄編 1991)。 

鉄鏃は 6 種類の型式が提示されている。柳葉式、片刃式、短頸鏃の長三角形式、圭頭式

などが認められる。柳葉式のものはやや細身で、片刃式の 1 例は鏃身が長い。このような

ことを考慮すれば鋲留技法導入期の鉄鏃とみられ三角板鋲留衝角付冑と同時期のものと判
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断される。時期は 5世紀 1/4分期新段階から 2/4分期が想定される(東新大学校博物館 2015)。 

 高興郡雁洞古墳出土資料(図６)：竪穴石槨内から銅鏡や百済の冠帽、飾履等と共に甲冑

類を始めとして多くの武器類が出土している(林永珍 2011)。甲冑類は眉庇付冑、長方板革

綴短甲とそれに伴う付属具(頸甲・肩甲)である。長方板革綴短甲の型式はⅠ式とⅡ式が混

ざり合っているものである。すなわち、Ⅰ式とⅡ式に区分される脇部の地板構成は右側が 1

枚、左側が 2枚となり、長側 1段の地板枚数は通有の 7枚ではなく 8枚ということになる。

付属具の頸甲の型式はⅠ‐b 式である(藤田和尊 2006)。短甲と頸甲の組合せは標準的で 4

世紀 4/4 分期から 5 世紀初頭段階を主な時期とするが、眉庇付冑は 5 世紀 1/4 分期新段階

～2/4分期が想定されることから組合せが標準的でなく、そのうえ共伴する鉄鏃は 2群が認

められ、長頸化が進んだ鉄鏃群と長頸鏃で占められている。時期は 5世紀 2/4分期から 3/4

分期が想定される。したがって鉄鏃は眉庇付冑とは時期を共有する可能性のある 1 群が存

在するが、長方板革綴短甲類とは大きな型式的なずれが生じている保有形態である。 

 沃野里１号墳出土資料(図７)：冑を除いた三角板革綴短甲、頸甲、肩甲などが認められる。

しかし盗掘によって全容を知ることはできない。時期が判断される資料は鉄鏃である。短

頸鏃の三角形鏃群に分類できるのであろうか。錆着しているため不明部分が多いが頸部に

長頸化が認められる。また無茎式のものが 1 点認められる。これらの鉄鏃は 5 世紀 1/4 分

期後半段階から 2/4分期にかけての時期と想定される(国立羅州文化財研究所 2012)。 

 道林里 3号墳（図８）：忠清南道天安に所在する古墳であるが、盗掘などにより型式など

の詳細なことは不明である。しかし、鋲留短甲の開閉部の蝶番(長方形)、眉庇付冑などの存

在から 5世紀 2/4分期から 3/4分期 にかかる時期が窺われる(忠清文化財研究院 2011)。 

舟月里遺跡出土資料(図 9・10)：出土資料のなかで最北限資料である。短甲としては疑問

視されている資料であるが、三角板革綴短甲として評価したい。出土地はソウルの北部、

坡州市積城面舟月里で臨津江中流域左岸に所在する。漢城期百済の六渓土城と重複してい

るとされる遺跡である。短甲資料は表採であるが他の表採資料や住居址出土資料との整合

性が図られることなどから 4世紀末から 5世紀初頭の時期の資料として捉えられる。また、

舟月里遺跡は 4世紀後半から 5世紀中頃にかけての時期に想定でき、特異な遺物として倭

製短甲や大量の鉄斧、高句麗土器等が挙げられる(柳本 2012a)。 

 地山洞 32号墳出土資料(図 11)：半島内出土甲冑の代表的な資料である。甲冑の型式は両

者とも横矧板鋲留型式である。頸甲はⅡ-ｂ式(藤田和尊 2006)。鉄鏃は短頸鏃の長頸化が進

んだⅠ群と長頸鏃が認められる。時期は 5世紀 3/4分期が想定される。 

短甲のみの出土品であるが、研究者により副葬時期にずれが生じている福泉洞 4 号墳出

土資料について触れておこう(図 12)：その短甲は等角形三角板革綴短甲で、竪上 2 段は地

板 9枚、長側 1段は 13枚、長側 3段は 11枚で構成されており、地板総枚数は 33枚であり、

この型式の中では新しいものである。また、この型式短甲は存続期間がやや長く考えられ

ているが、三角板革綴短甲全体の型式では古式に属するものである。しかし共伴する鉄鏃

には長頸片刃箭式(水野敏典 2013)が含まれこれが最も新しい１群である。よってこの新し
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い鉄鏃の時期を参考にすれば５世紀 3/4分期が想定される。 

他に同じく短甲のみの出土資料であるが、唯一、東海岸の蔚山地域出土であり、最近報

告書が刊行されたので紹介しておこう(韓国文化財団 2014)。 

下三亭 115 号墳(図 13)：長方板革綴短甲である。全体は通有の 7 段構成で、前胴の竪上

型式は A1 である。しかし、竪上 2 段が後胴 1 枚で構成されており、前胴をあわせても 3

枚という少数であり、その上、長側 1段・長側 3段の地板枚数も 5枚で、合計 13枚という

少数使用例である。これに近いタイプは長方板革綴短甲Ⅲb 型式で竪上 2 段 5 枚、長側 1

段５枚、長側３段５枚の総数１５枚で構成されているものである。この構成例はこの 1 例

だけである。横矧板鋲留短甲への過度期の製品なのであろうか。長方板革綴短甲の型式変

遷では地板枚数の減少が有効な根拠にされていることから、この短甲は最も新しい型式と

判断される。共伴している鉄鏃は断面三角形の蛇頭式短頸鏃が共伴していることから、5世

紀代の前半代が想定される。 

では次に、これらの時期を参考にその分布から背景について考えてみることにする。 

 

2) 時期別分布とその背景 

 古墳時代における半島との交渉をみると、まず 3 世紀後半から金海加耶を中心とした地

域と博多湾を中心とした地域の交易が確認できる。互いに土器の存在が大きい。倭国では

西新町遺跡、半島では鳳凰台遺跡、東莱貝塚等である。特に西新町遺跡では加耶地域のみ

ではなく百済地域の土器も多く含まれており、百済地域とも交易が存在している(福岡県教

育委員会 2009)。この時期は倭系甲冑類の出土は確認されていない。このことを確認してお

こう。このような状況の中で変化が現れるのは 4 世紀中頃を前後する時期からである。以

下、時期別に検討してみよう。 

 ①．4世紀中頃～５世紀初頭 

 第 1段階は 4世紀 2/4分期に始まり、5世紀の初頭までである。その始まりを教えてくれ

るのは紫金山古墳である。紫金山古墳の副葬遺物の中には周知のように竪矧板革綴短甲や

鉄製銛など半島系遺物を所有している。この時期の関係は金官加耶に核があり、大成洞古

墳群が中心を占めている。倭系遺物だけでなく、中国東北部地域の文物を所有するなど強

い交易ルートを所有している。そして筒形銅器などの所有形態などから良洞里古墳群や福

泉洞古墳群とのネットワークも形成されていることが窺える。この時期の倭系短甲は方形

板革綴短甲であるが、大成洞 1号墳と福泉洞 64号墳でそれぞれ 1領が保有されている。こ

の時期の特徴は鏃形石製品などの石製品も含まれるなど武装以外にも及んでいることであ

る。これをどのように理解するかということは関係を探る上では重要である。その一助に

なるのが｢七支刀｣や「広開土王碑文」である。この時期の半島情勢は高句麗の南進政策が

大きく影響している。高句麗による楽浪・帯方郡の滅亡(313年、314年)、これにより南進

政策は加速したと思われる。倭は楽浪・帯方郡消滅により中国王朝との航路が遮断された

ことにより加耶地域に方向転換したと一時は考えた(柳本 2005b)。だが本質はそうではない。
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加耶とはそれ以前より鉄資源の確保などで交易は継続している。そのために加耶を援助し

慶州地域まで侵入したのである。新羅の勢力拡大阻止と金官加耶振興のためである。決し

て倭の単独行動ではない。同様に中国東北部、中原に向かう西海岸ルートを回復させるた

めに百済を援助する。利益なきところに援助はしない。それは今も昔も同様で互恵関係で

ある。その関係が広開土王碑文に記された 4 世紀末から 5 世紀初頭の記事である。金官加

耶では 400年の死守戦での敗北。また百済・倭は 391年から 407年に至る攻防戦でも敗北

するが、特に倭は 404 年帯方界での敗戦により撤廃する。これらの物証が 4 世紀中葉以降

から 5 世紀初頭かけて大成洞古墳を中心に出土する倭系遺物群の存在理由であり、百済で

は臨津江の舟月里遺跡から出土する倭系甲冑である。この倭製短甲と高句麗遺物が出土す

る歴史的背景については、これらの遺物の所属時期が 4 世紀後半から 5 世紀の前半に限定

されることから「広開土王碑文」にみられる４世紀末～５世紀初頭の高句麗との攻防戦に

伴う遺物群と解釈することができる。漢陽大 2 号住居跡出土の高句麗土器は百済敗戦に伴

う高句麗軍の一時駐屯と理解でき、その後また百済が取り戻したことが 5 世紀の前半から

中頃の百済土器から推定できる(京畿道博物館 1999)。よって 4世紀後半から 5世紀前半代

における高句麗との攻防戦は臨津江流域が主戦場とみられ、 臨津江を死守する前線基地の

一つが舟月里遺跡であり、六渓土城であると想定することが合理的で、理に適う解釈であ

る。倭製短甲の出土は百済の援軍として参画している証左である。舟月里遺跡は、このよ

うに臨津江沿いの地政的条件を絡ませて考えれば、通有の集落ではなく土城を伴う軍事的

色彩の強い遺跡であると判断される(柳本 2012a)。 

したがってこの時期は加耶地域と百済北方の二極が存在するが金官加耶での役割が大き

い。倭から金官加耶へ、この地で金官加耶軍と共に北上する一軍(新羅領域内へ)と百済をめ

ざす一群に二分される。金官加耶はそれ以前の狗耶国以来、中国や百済貿易の中継地とし

ての港湾都市であり、倭にとっては重要な友好国である。 

 金官加耶は 400 年の高句麗・新羅連合軍との攻防戦に敗れ衰退していく。しかし、滅亡

はしていないようだ。それを裏付けたのが 2014 年調査された大成洞 93 号墳の調査で 5 世

紀前半代の王墓級の墳墓が確認された。副葬遺物の中には野中古墳出土陶質土器に近似す

るものなどがあり興味を引く成果である（大成洞博物館 2014）。5世紀の前半以降、金官加

耶には小さな核は存在するものの求心的な力は失われたようだ。 

 

②．5世紀前半～中頃 

この時期の倭系甲冑は金海周辺とその外部に散在する。そのなかでも特異な存在が前述

した南沿岸西方ルート上に位置する古墳である(図 14)。どうやら倭は金官加耶の衰退に伴

って西ルートの核となる中継地を阿羅加耶に求めたようであり、５世紀後半以降には小加

耶を中核にしている(洪潽植 2010)。洛東江右岸域では福泉洞古墳群が継続して中核を成し

ている。 

４世紀前半以降は中国との交渉復興や百済との外交政策を推進させるために南沿岸ルー
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トの要衝地を中継地として確保したものと推定される。高興郡雁洞古墳は倭系遺物だけで

なく漢城期百済の威信財をも所有している。百済も南海岸ルートを確保・掌握したかった

一面を覗かせている。だから楔を打ち込んだのである。もちろん倭軍の航路確保援助とも

重なり好都合である。よって雁洞古墳の被葬者は百済からは信頼の証しとして冠帽と飾履

が、倭からは武力の象徴としての甲冑類が送られたものと推測する。 

 では西北約 10㎞圏にある野幕古墳はどうであろうか。古墳様式全体が倭装であり、埋葬

施設の特徴が北部九州系であることから北部九州倭人と想定される。そして被葬者は古墳

の規模、副葬品などからある程度の上部階層者であることが窺われる。１解釈として「航

路の重要な中継地を安定的に確保・維持するために派遣され、５世紀前半に生涯を終えた

人物」その証としてこの地に高塚が築かれた。担った役割は在地首長の雁洞古墳被葬者に

受け継がれた。権宅章はこの海路の難所に当るこの地を交易船の寄港地や導船としての水

先案内の役割を担った倭王権の影響下にあった北部九州倭人と想定した(権宅章 2014)。同

感である。 

 同様にペノルリ古墳や外島古墳の被葬者はどのように考えられるのであろうか。ペノル

リ古墳の位置する島は小規模の島で三基の古墳が確認されているが１号、２号墳はペノル

リ３号墳とは直接的な関係は窺えない。この付近は小島が多く潮流も早いことから難所地

域であり、航路を安定的に採ることは難しく水先案内が必要である。そのために派遣され

た北部九州の倭人である。外島古墳も海南の東南先端部の沿岸に単独で位置しているため、

ペノルリ古墳同様の役割で派遣された倭人である。近くに長鼓山古墳が存在する。これら

の古墳の規模、埋葬施設などから野幕古墳が上層、ペノルリ古墳が中層、外島古墳が下層

階級クラスと想定される。よって野幕古墳被葬者の傘下に組み込まれて役割を担った人物

と判断される。発表文では、筆者は｢これら２古墳の被葬者の役割は他にあり、この地でた

またま不慮の事故や病気により葬られたと想定した。ペノルリ古墳の冑は前述したように

貴重価値のある冑であるが三尾鉄が失われ、頸・肩甲も無い。この状況が気にかかった。

外島古墳も同じように映る。積極的にこの地に葬られる他の理由を探すことが難しい。そ

して、近接する栄山江下流域左岸地帯には潘南面古墳群等の在地古墳群が展開する。この

南域に沃野里古墳が存在するが大型の方形墳で倭系甲冑や墳丘築造方法、壺形土製品、円

筒埴輪形土製品などの使用、埋葬施設の位置など倭に共通する要素が多い。この地域は５

世紀後半から前方後円墳も登場してくるなど倭とは密接な関係を窺うことができ、中継地

もこの付近に存在していた可能性が想定される。沖合の小さな島を頼る必要性は感じられ

ないのである｣とし、積極的に航路内の小島に散在する倭系古墳を評価しなかった(柳本

2014)が、その後、ペノルリ古墳出土の三角板鋲留衝角付冑の存在が脳裏から離れず積極的

に評価する方向で再検討した。この型式の冑は前述したように畿内政権中枢の古市古墳群

内 2例と九州に 1例存在するのみである。このことから被葬者は北部九州の倭人であるが、

その背後には倭政権が関与していることが読み取れる。これらの古墳の時期も近接するこ

とから、これらの古墳を個々に解釈するのではなく、難所の海路を安全に守り導くという
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任務が倭政権から北部九州の一地域首長に託された。その首長層と傘下者の古墳と推定す

る。                表 3 中国史書にみる倭の五王(田中史生 2013) 

5 世紀前半代に存在するこれらの

古墳は、百済への援軍が主要任務で

はなく、中国(宋)への遣使に伴うも

ので、413年以降の倭の五王の朝貢

(表 3、田中史生 2013)に伴う航路の

安全確保のために派遣された北部

九州の倭軍と判断される。この延長

線上に竹幕洞祭祀遺跡も存在する。

倭の五王朝貢集団が渡海に際し最

後に安全祈願を実施した祭祀遺跡

である。このように朝貢に伴う一連

の脈絡によって出現したものであ

る。 

表 3の中で、438年の記事、倭王

珍が宋から除綬されたときの随行

13 人にも除正を求めている。また同

様に 451 年には倭王済の除綬に合

わせ、23人の随行者も除されている。

この随行人数を補佐するには数倍

の人員が必要であることから、朝貢にあたってはかなりの規模で組織的に実施されたこと

が窺える。当然、その人たちを渡海させるために多くの船舶が必要であり船団として組織

化された姿が浮かび上がってくる。この船団を安全に導かねばならない。しかし、5世紀初

めまで中国とは久しく朝貢が途絶えていたので航路に不安も多く、ましては半島南西部に

は小島が多く迷路で、その上潮流が速いこともありこの難所を安全に効率よく乗り切るこ

とは至難の業である。よって進路を安全に確保するために派遣された北部九州の武装集団

と判断する。そして、幾度かの渡海を経験するなかで熟知すると共に現地集団とも接近し

て友好的に進展する中でその役割を終えたものと判断される。霊岩沃野里方台形古墳や他

の在地古墳が所有する倭系遺物は 4 世紀末から 5 世紀の初めの百済援軍として行動した帯

方界への進行や前述した倭の五王による朝貢などをベースに築き上げられたものと推測す

る。 

ペノルリ古墳の調査担当者は被葬者像を百済が対倭交渉により倭を引き込み、この航路

難所の防備のために倭に依頼して派遣された倭系武装集団と推定している(李正鎬 2014)が、

それだけでは倭にとって実利がない。百済への援軍はこの地ではない、もっと北方の高句

麗南進に関わる地域である。そもそも 5 世紀前半代に百済漢城期の勢力がこの地域まで直
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接支配を及ぼしていたかどうかも懐疑的である。しかし、5世紀代、百済が全羅道域の主要

地域の首長層と関係を結んでいることは事実である。高敞鳳徳里１号墳出土の飾履や中国

製陶磁器、倭系須恵器。咸平金山里古墳出土の中国製陶磁器や鶏形埴輪や人物埴輪などの

倭系遺物群などであるが、百済、倭系ともに所有していることが注目される。 

 

③．5世紀中頃から後半 

では、次に 5世紀後半代を中心する 2地域について触れておこう。 

まず、百済領域で 5 世紀中頃から後半にかかる時期の甲冑が全羅道から忠清南道、忠清北

道にかけて点々と散在している。そのなかでも気になる地域が存在する。燕岐松院里 KM94

号墳、新鳳洞 90-B1 号墳、陰城望夷山城などである。この３古墳は錦江流域に存在し、新

鳳洞、陰城は錦江の支流である美湖川の上流域にあたる。また、西北方の天安道林里３号

墳なども含めるとこれらの地域で倭系甲冑が出土する背景は、475年の漢城百済存亡に関わ

り、後方支援として派遣された倭軍が在地首長層に贈った武装具と推測される。 

現に 475 年の漢城滅亡に伴う高句麗遺跡が熊津(公州)近くの清原南城谷遺跡や大田月坪

洞遺跡などで確認されており緊迫した状況が察しられる。また清州新鳳洞古墳群から北東

約 50㎞の忠州南漢江川岸には著名な高句麗中原碑が存在する(図 15)。忠州は鉄資源が豊富

なところであることから鉄生産地として重要な地域である。また南漢江を利用すれば漢城

(ソウル)までは下降することができ、水上交通においても要衝の地である。少し時期が 5世

紀前半まで遡るが、この忠州から南漢江下流 20㎞の地点には原州法泉里古墳群が位置する。

この古墳群の副葬遺物には中国製羊形青磁や青銅製の焦斗、漢城期の耳飾、冠帽など内陸

部の小古墳が通常所有できるものではないような珍品を所持している。 

 ではなぜ、このような舶来の珍品を内陸部の一首長が保有することができたのか？古墳

群の立地は南漢江の右岸、下流 120 ㎞付近には百済漢城期の土城、風納土城・夢村土城が

存在することから水運の中継地としての立地は理解できる。しかし、このような地勢的条

件のみで中国(東晋）青磁の有品を保持できたとは思えない。２号墳の年代はこの羊形青磁

から推定され、４世紀中ごろの年代を百済研究者たちは考えている。果たしてそうだろう

か。２号墳、１号墳の出土遺物を、武器・武具・馬具・土器の研究状況からみれば４世紀

末から５世紀前半代までの範疇が想定される。前述したこの上流わずか２０㎞地点には忠

州高句麗中原碑が存在する。高句麗の南下政策を阻止するため、忠州の鉄資原や南漢江上

流域からの輸送物資を守るため、百済漢城期の政権はこの役目を法泉里古墳群の首長層に

託した。その見返りの品が羊形青磁をはじめとする品々であったと判断される。高句麗は

百済漢城を北、東、南東方向から包囲して圧力をかけている。よって、この地域で出土す

る甲冑類はそれに対する南方・南東警備に援軍として送り込まれた倭の武装集団が所持し

ていた品々であると判断される。 

 他の地域は半島南東部の洛東江流域と釜山東莱地域である。洛東江流域やその西岸地域

では点在する状況であるが、釜山東莱地域では蓮山洞古墳群に集中することから核が存在
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する。5 世紀以降、新羅の影響を強く受けその影響下に入るようになるとされる(李煕濬

2007)が、その時期は福泉洞 21・22 号墳段階以降であるが強い影響化ではなく既得権もあ

る間接的であるとする説(申敬澈 1995)とそれ以上に独自性が守られ継続しているとする見

解(金斗喆 2010)、対外交流を基盤にある程度自立性を保持しながら新羅王権主導の対倭外

交に従事しつつ諸地域社会とも多元的に交渉しているとする考え(高田寛太 2012)など種々

がある。 

しかし、5世紀前半代の資料の状況では統合支配には無理があり、皇南大塚南墳が出現す

る 5 世紀中葉以降を待たなければならないであろう。近年の蓮山洞古墳群の調査で倭系甲

冑類が出土しているが、その中で特に三角板革綴襟付短甲の存在から畿内政権との直接的

な結び付きが想起される(図 16、橋本達也 2015)。このような目でみれば、蔚山下三亭 115

号墳出土の新式長方板短甲の存在も新羅との関係で解釈することができ、5世紀以降、新羅

との東海岸北上ルートの拠点として福泉洞古墳群・蓮山洞古墳群が位置付けられる可能性

が高く、独自性が堅持されていると解釈することができる。 

 

④．5世紀末から 6世紀前半 

 この時期に倭系帯金式短甲はないが、百済地域と加耶地域で倭との関係が認められるの

で触れることにする。百済地域では周知のように全羅道地域に突如出現したとされる前方

後円墳と当時の百済中心地熊津(公州)に存在する横穴墓の存在である。 

 まず全羅道に所在する前方後円墳(図 17)についてみると、前方後円墳(14 基+α)の時期

は 475年の漢城百済滅亡以後の熊津期(477年～538年)に限定される。形状は前方後円墳で

あるが段築、葺石、墳頂平坦部など若干違和感があり、埴輪に関しては形状のみで、透か

し穴の形状は古式で、外面の整形手法は在地の叩き技法である。しかし石室構造は北部九

州広域系の横穴式石室を有している。この被葬者像については在地首長説、倭人説に大別

されるが、朴天秀が説くように在地首長説には無理があり(朴天秀 2007)倭人説が有力であ

る。だが倭人説としても倭系百済官僚説、先進文物や技術・情報を入手する目的での移住

説(洪普植 2010)、在地首長層に取り入れられた倭系集団説(安在皓  2005)などが提起され

ており、継続して考古事象と突き合わす作業が必要である。倭系百済官僚説で考えられる

のは九州の在地豪族出身者で百済の高官として仕えた｢日羅｣の存在などが代表である(『日

本書記』敏達 12 年是歳条)。そのうえ、近年の調査状況から突然に前方後円墳が出現した

のではなく、前述してきたように 5 世紀前半代からこの地域とは親交があり継続してきた

ことが推測される。その延長線上に出現したのであり、前方後円墳が生まれる下地が形成

されていたのである。これに関連して、文献には派遣された倭人と現地女性との間に生ま

れた「韓子」「韓腹」と称される混血児が多数存在する(仁藤敦史 2012、『日本書紀』継体

24年 9月条、同欽明 2年 7月条)ことから二世、三世の可能性も考慮する必要がある。 

 横穴墓は百済の都である熊津(公州)・泗沘(扶余)の周辺で 9遺跡 37基が存在するが、丹

芝里遺跡で 24 基と集中しており、他は 1～4 基と少数である。その集中する丹芝里遺跡の
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時期は 5世紀末から 6世紀初頭と推定されている(지민주 2012)。この横穴墓の形態が北部

九州なかでも豊前地域のものと類似し、一部には宮崎地域の地下式横穴墓の竪坑構造に酷

似することから被葬者像は北部九州豊前地方と日向もしくは大隅地域から召集された軍士

と想定されている(柳沢一男 2005・2012)。またその背景は『日本書紀』雄略 23年 4月条

記載の「百済の文斤王の崩御に伴って倭国に滞在の末多王(東城王)の帰国に随伴した筑紫国

の軍士 500 人…」などを参考に、派遣後も帰国せず百済王や在地首長層に仕えその地に定

着した人物なども多く存在していたと考えられる。 

 このように横穴墓の出自は特定地域に限定される。これに反して前方後円墳の被葬者像

は北部九州広域に想定されるなど明確な差異がみられる。横穴墓が豊前地域に特定される

ことは武寧王陵副葬遺物と苅田町番塚古墳出土の類似関連遺物の存在などからもその信憑

性は高いものと推測される。 

 一方、加耶地域においては、小加耶を中心に関係が認められる。関係する遺構はすべて

横穴式石室であり、遺物は須惠器が中心である。 

 主要な古墳を挙げると固城松鶴洞 1 号墳Ｂ号石室、巨済長木古墳、泗川船津里古墳、宜

寧景山里 1 号墳、宜寧雲谷里 1 号墳などであり、これらの古墳の主体部はすべて北部九州

系の横穴式石室である。固城松鶴洞 1号墳出遺物は在地の小加耶系土器のほか、大加耶系、

新羅系、栄山江系、倭系(須惠器)など各地の土器様相が認められることから広域に亘る交

易が想定されるが、榮山江流域の主要器種である墳周土器も松鶴洞 1 号墳や長木古墳で出

土しており、沿岸部の古墳は半島南西部ルートとの強い結びつきが想定される。また内陸

に存在する雲谷里 1 号墳や景山里 1 号墳に通じる固城－南江－洛東江中流域ルートが想定

される。 

 これらの古墳の被葬者については、全羅道に所在する前方後円墳同様に在地首長説、倭

人説に大きく二分されているが倭人説が有力視されている。墳墓は保守的・伝統的とされ

るが、武寧王陵にもし、墓誌がなければどのような判断を下したのであろうか。国王たる

人物が他国の墳墓様式を採用するなど想定内のことであろうか。ごくわずかな可能性であ

ろうが考慮しておく必要があろう。これらの古墳の副葬遺物には倭系以外のものも含まれ

ており慎重を期すべきであろう。 

 そして、この地域は 6 世紀前半に複雑な歴史過程を経験する。512 年のいわゆる｢任那４

県割譲｣(『日本書紀』継体６年条)、513 年に始まる百済の己汶・多沙進出、そして 532 年

の金官加耶の滅亡(『三国史記』巻４・新羅本紀４・法興王 19 年条)にいたる攻防。百済、

大加耶、新羅、金官加耶そして倭との関係(図 18)。文献で解釈される状況(田中俊明 2015)

と考古学的事象が重なるのか精緻な検証が要求されるが、この点については今後の課題と

しておく。 

 

Ⅳ．おわりに 

 以上、半島出土倭系甲冑類の時期と分布から想定される背景を点描した。しかし、実証
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的に積み上げるにはまだまだ詳細な検討が必要である(型式差のある甲冑の組合せと埋納年

代、野幕古墳出土の短甲や雁洞古墳出土眉庇付冑の製作地の問題など)。  

百済地域との関係においては 4世紀後半から 5世紀初頭の時期で途絶え、5世紀後半にな

って突然に栄山江流域に前方後円墳が出現したのではない。中国を取り巻く情勢の中で高

句麗や百済との関係が生じ、4世紀中頃以降段階的に関係が作られてきた。このことは提示

した資料により理解していただけたのではないかと思う。出現するにはそれに至る経緯が

あり必然性があるのである。 

特に半島南西部に出現した 5世紀前半代の倭系古墳については、「広開土王碑文」に記さ

れた 4 世紀末から 5 世紀初頭の帯方界での百済援助の関係のみでなく｢倭の五王｣遣使にか

かわる難所航路の安全確保のために派遣された北部九州の地方首長級の人物を中心に組織

された武装集団と解釈した。これが主要因である。百済や在地勢力を援助する目的のみで

はなく、倭にとっての必要性のために実行された施策である。以後 5 世紀後半まで南沿岸

部や全羅道地域の在地首長層と互恵関係を結び親交を築き上げたのである。 

しかし、475 年の漢城百済滅亡を機にそれまでの軍事的支援を中心にした関係ではなく、

熊津期には両国の政治的な関係を発展させつつ社会生活一般に反映、浸透して行く過程が

存在するように読み取れ、両国で出土する遺物群がその証左であると判断される。 

政治的・軍事的関係面のみでなく一般的な交易のあり方の視点を重要視すべきだとする

意見があり(洪普植 2010)傾聴に値するが、その契機となったのは武装具の存在などからみ

ればやはり政治的な関係が端緒になり以後経済的、文化的な関係が築かれて来たとみるの

が穏当な解釈ではないだろうか。 

 

【参考文献】 省略 

 

＊：この発表文は古代武器研究 11号｢韓半島出土の倭系甲冑について－その歴史的背景 

を探る－」2015年 12月発行に掲載したものを再編集したのである。 

全掲は古代武器研究 11号を参照願いたい。 
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ペノルリ古墳出土遺物 


