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万葉集と洞窟 Ⅸ 国境の島・壱岐
-遣新羅使の万葉歌と日本百名洞・鬼の足跡由良 薫
（大阪経済法科大学地域総合研究所、洞窟環境 NET 学会）

“Manyoshu and Cave Ⅸ” Iki on the border island between Japan and Korea
-Manyo Poems of Envoy to Silla (Korea), and One of the most Famous Caves in Japan ,
”Oni no Asiato” (Demon footprint)-

Kaoru YURA
ABSTRACT
This paper is the ninth article of my “Cave and Manyoshu” series. The stage is Iki city,
Nagasaki Prefecture, located at the border island between Japan and Korea.
The poems of Manyoshu picked up this time are poems of mission party to Silla. One of the
members, ”Yuki-no murazi Yakamaro” died due to illness on the way, and his grave is still on the
mountainside of Iki. Others are the poems of guardians from eastern province.
Cave is “Oni-no-Asiato” (Demon footprint), located on both west and north sides of Iki island.
Both are sea caves, and selected as one hundred famous caves in Japan. In Iki island, many
other famous ruins and historic sites and are carefully preserved.
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１.はじめに
2012 年・第 3 号から本紀要誌上で連載している「万葉集と洞窟」は今号が第 9 回。舞台は玄界灘に浮かぶ国境
い き

の島・壱岐（長崎県壱岐市）である。
「国生み」神話にも登場する面積
わずか 138 平方 km の小さな島だ
つしま

が、古くから、北隣の対馬とともに
朝鮮半島を経由する大陸の先進文
化の取り入れ口として、邪馬台国・
大和朝廷への橋渡し地点として栄
えた。中国の歴史書「魏志倭人伝」
に「一支国」として登場、その痕跡
を今に伝える遺跡、遺物は数多く、
はる

国指定特別史跡「原の辻遺跡」など
日本遺産指定が 10 件もある。
人の往来を伝える日本側の文字
の記録として注目されるのが万葉
集。遣新羅使として、大和から壱
岐・対馬を経由して朝鮮半島・新羅
へ向かう一行の歌が巻 15 に 145
首も載っている。途中、壱岐の島で
疫病のため命を落とす「卜占官」
図 1.壱岐島全図。白抜き黒字は本稿で取り上げる主な地名

（占い師）の死を悼む挽歌が象徴
的であり、その墓は今も残ってい

る。一方、唐新羅軍の侵攻に備えて、壱岐や対馬で国土防衛の任に当たる防人の歌も 98 首。異変を急報するため
設置された烽火台のレプリカも島内にあり、辛い環境の中で家族を思う防人たちの思いが伝わってくる。
壱岐島（図 1）は、島全体がほとんど玄武溶岩で覆われている。これらの溶岩流は 430 万年前から 60 万年前ま
での火山活動によるものとされる。また、北部の海岸一帯や無人島などには壱岐島の基盤岩の勝本層(約 2500 万年
前の砂岩、頁岩の堆積層)が確認でき、それぞれの地層に形成された特異な洞窟が現存する。代表的なのが日本百
名洞に選ばれた「鬼の足跡」
。海水による溶岩の浸食などで出来た周囲 110m もある大穴。北へ 10 ㌔離れた無人
島の勝本層の断崖にも同じような窪地があって、地元ではもう一方の鬼の足跡と呼んでいる。これら島の創生期を
伝える地形を検分しながら地形上も歴史上も、日本列島の中で特異な島である壱岐の姿を、万葉人の関わりを通し
て考えてみたい。
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２.国境の島・壱岐
2-1）国生み物語（古事記）
壱岐島（壱岐市）は長崎県だが、地理的には佐賀県からが一番近く唐津市・唐津港
から 42km の玄界灘に浮かぶ。飛び石のように並んでいる対馬まで 68km、対馬から
朝鮮半島までは 50km と、文字通り国境の島である（図 2.）
。壱岐本島と 21 の属島
（有人島 4、無人島 17）からなり、南北 17km、東西 15km、総面積 138 平方 km。
全体に起伏が少なく（最高峰標高 213m）
、上空から見ると亀の甲羅のような形をして
いる。
遠く神話時代に遡って島の成り立ちを伝えるのは「古事記」
。国生み物語の中でイザ

図 2.壱岐、対馬の位置

ぬ ぼこ

ナギとイザナミの 2 神が天の沼矛をかき回して落ちた滴で出来たオノコロ島に降り立ち、結婚して次々子供を産
んでいく。最初が淡路島、続いて四国、隠岐の島、九州と
続き、5 番目に生まれたのが壱岐島である。
い き の しま

また

あ め ひ と つばしら

い

「次に伊伎島を生みき。亦の名は天比登都柱と謂ふ」と、
ごくあっさりした表現ながら、天に届く壮大な柱をイメ
ージする堂々たる別名から、神話の世界でも重要な位置
付けであることがうかがわれる。大陸との懸け橋の意味
合いを持たせたものであろう。国生みは 6 番目が津島（対
おほやまととよあき つ し ま

馬）
、次に佐渡島（佐渡ヶ島）
、大 倭 豊秋津島（本州）と
お ほ や し ま こく

図 3.古事記が伝える国生み。壱岐島は 5 番目

続いて大八島国（日本）が完成する（図 3）
。

2-2）大陸との懸け橋・一支国（魏志倭人伝）
い き

き

壱岐島は、邪馬台国、その女王・卑弥呼の記述で有名な 3 世紀の中国の歴史書「魏志倭人伝」にも「一大（支）
国」として登場する。朝鮮半島・帯方郡（現在のソウル近郊）を出て対馬、壱岐から九州へ渡るルートと位置関係、
それぞれの土地の概観、当時の日本人（倭人）の生活様式などを記したもので、距離表示など曖昧な点はあるにし
ても、当時の日本の状況を具体的に知り得る最古の外国文献である。2000 年前の「壱岐」が文字として残ってい
る最も古い記録である。
それによると、朝鮮半島西岸を海路南下して対馬国に至り、さらに「南のかた一海を渡ること千余里。名付けて
がんかい

い き こく

瀚海という。一大国に至る」とある。
「一大」は「一支」の誤記とされ、
「瀚海」は対馬海峡を指す。対馬から「千
い き

余里」
（435km 余、実際の距離は 68km）対馬海峡を渡ると一支（壱岐）国に着く、という意味で、距離表示を除
けば正確な位置関係を示している。
ひ こ

ひ な も り

さらに、島の統治について「官を卑狗といい、副を卑奴母離という」
。役人がいて、トップが卑狗、副官が卑奴
母離と呼ばれている。
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ほう

ちくぼく

そうりん

地形は「方は三百余里、竹木の叢林多し」
。広さは 300 里四方、竹や木の林が広がっている。
かいよね

あきな

住民については「三千ばかりの家あり。おのおの田地あるも、耕田なお食うに足らず。南北に 糴 を 市 う」
。
3000 戸ほどの家があり、良田も多くあるが、田を耕しても一支国の人が食べる量には足りず、北や南と交易をし
て暮らしている。3000 戸という戸数から 1 万人前後の人口が推定され、この面だけで見ても早くから開けた島で
あることが分かる（ちなみに平成 31 年 4 月現在の壱岐市の人口は 1 万 1666 世帯、2 万 6651 人）
。
津島国（対馬）の記述と比べると、役人の呼称は同様だが、面積は 3 分の 2 ほどと狭い。しかし、対馬は険しい
山と深い森に覆われ、水田に適した耕作地がほとんどなく、戸数も 1000 戸ほどと少ない―と、壱岐の方が人口も
多く暮らしやすい島であることを説明している。
ま つ ろ こく

い と こく

な こく

ふ み

魏志倭人伝の記述は壱岐国の後、末盧国（佐賀県唐津市）から伊都国（福岡県糸島市周辺）
、奴国（福岡市）
、不弥
こく

つ ま こく

国（不定）
、投馬国（同）…を経て邪馬台国へと続く。投馬国のあたりから方角や距離数の解釈の違いによって、

九州を縦断する説と近畿へ向かう説とに分かれ、未だに確定していない。そのルートによって、邪馬台国の場所が
九州か大和か、という論争が続いている。
いずれにしても、日本の誕生を巡って学会を二分し、考古学ファンのロマンをかきたてて止まない邪馬台国の時
代から、壱岐は立派な「国」として存在し、大陸・朝鮮文化の受け入れ口、邪馬台国への橋渡し地点として重要な
役割を担っていたわけだ。

３.萬葉集巻１５
3-1）遣新羅使
神話の世界から、その存在が注目された壱岐国は７世紀に入って、大陸（隋、唐）及び朝鮮半島（新羅）と、大
ようだい

和朝廷との中継地点として重要な役割を担っていく。聖徳太子が隋の煬帝に宛てた書簡「日出づる処の天子、書を
つつが

日没する処の天子に致す。恙 なしや」で有名な遣隋使は 600 年から 622 年までに 4 回前後、遣唐使は隋が滅びた
後の 630 年から 894 年までに 19 回前後に渡って派遣されている。
これに対し、ほとんど教科書に出てくることもなく、あまり一般的ではないが古代における朝鮮半島との往来は
大陸以上に活発である。7 世紀に朝鮮半島を統一した新羅への使者・遣新羅使と、新羅から大和にやってきた新羅
使を含めると 40 回前後の往来があった、とされる（うち遣新羅使は 668 年から 836 年までの統一新羅時代の 28
回というのが一般的な見解）
。唐の留学生や僧が新羅を経由して渡来したほか、新羅の知識人も多数やってきて、
日本の律令体制の確立に大きな役割を果たした。また、大陸や半島の文物も多数もたらされ、文化面で多くの業績
を残した。
しかし、朝鮮半島の政情は極めて不安定で、有名な白村江の戦い（663 年）など唐や日本を巻き込んだものも含
め、幾多の戦闘を繰り返している。そうしたなか、遣新羅使も常に緊張感を孕んだものであった。その一例が天平
7 年（735 年）に起きたトラブルである。新羅からの使者が、国号を「王城国」と改称したことを日本の朝廷に告
知した。当時、日本はあくまで新羅を属国扱いしようとしており、無断で国号を改めたことを責め、使者を追い返
してしまった。
この翌年、関係修復を意図して日本から新羅へ送った使節団の様子を、一行の歌を通してまとめたのが万葉集巻
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15 である。結果は「新羅国常礼を失して使の旨を受けざる」
（続日本紀）と報復の門前払いを受け、公務としての
成果はゼロだった。こうしたいきさつだけをみても、当時の日本と朝鮮半島との関係が、現代と同様、極めて複雑
な状況であったことが分かる。というより、国同士の意地の張り合いはこのころから今にいたるまでずっと続いて
いる、ということにもなる。

3-2）特異な構成
万葉集巻 15 は、全 20 巻の中で際立った特徴がある。藤原仲麻呂の乱に加担したとして越前国へ流罪になった
なかとみのやかもり

さ ののおとがみのおとめ

中 臣 宅守と妻、狭野弟上娘子との贈答歌である後半の 63 首を除いて、前半の 145 首はすべて遣新羅使の渡航記

録を中心とした歌である。一つのことがらを対象に 100 首を超える歌を集中させ、それだけで一つの歌集の体裁
になっているのは、万葉集 20 巻の中でもこの巻 15 だけである。
この異色の巻 15 について、専門家は様々な印象を述べている。
「万葉集 20 巻あるうち、読んで最も心の弾まな
い巻は、この巻 15 であろう。前、後半共、内容は異なるがいずれも離愁、泣き言ばかりが並んでいる。作者たち
の境遇に同情はするが、空しさ、やり切れなさは共通する」と、解説しているのは小学館発行の「新編日本古典文
学全集 9 萬葉集④」
。これに対し、歴史作家の司馬遼太郎は「145 首の調子が実に悲しい」としながらも「古来、
日本の歌もしくは上代日本人の詩情は悲しみを陳べるときにかえって大きな生命感を感じさせる。とくに別離と望
郷の悲しみをのべるときに（略）
」としたうえで、
「145 首という大量の秀歌を『万葉集』に入れたということで、
文学史上の大きな業績をのこしたことになる」
（
『街道をゆく 壱岐・対馬の道』
）と評価している。
一方、遣新羅使一行が歌った「実録歌群」を編集したうえに相当数の自らの作も加えて「遣新羅使詩編」として
完成させたのは大伴家持であろうーと作家・詩人の池澤夏樹氏は、巻 15 の特異な成立の背景を指摘している。
◇
へいし

つかひ

しらぎのくに

つか

つかいひと

おのおの

かな

うなぢ

「天平八年丙子の夏六月、 使 を新羅国に遣はしし時に、使 人 らの、各々別れを悲しびて贈答し、また海路の
いた

上にして旅を慟み思ひを述べて作れる歌…」
（736 年 6 月、新羅へ使節を派遣した時、一行がそれぞれ家族らと別
れを惜しみ、船旅の辛さをうたった歌）という前書きにある通り、天平 8 年（736 年）6 月、日本を出て翌年 1 月
あ べ の つぐ ま ろ

に帰国した新羅への使節団（阿倍継麻呂大使）の一行（40 人余）が折に触れて詠った歌を集めて編集したもので
ある。
む こ

す どり は

武庫の浦の入江の渚鳥羽ぐくもる君を離れて恋に死ぬべし（3578）
＜武庫の浦の入り江の渚にすむひな鳥が親鳥の羽に包まれるように、可愛がっていただいたあなたと離れて私は
焦がれ死にそうです＞
これが冒頭の歌。一行は摂津国・難波から瀬戸内海に入り、播磨（兵庫）
、備中（岡山）
、備後（福山）
、安芸（広
島）と瀬戸内海を西へ進み、経路に従って歌が並んでいる。途中効果的に古歌を挿入させるなど巧みな構成で、誰
か（大伴家持か）の手によって編集されたものとみられる。
しかし、歌には本来の使節団としての使命感、政治的色彩を帯びたものは一切なく、親しい人との別れや旅情が
中心。帰りを待つ女性が呼びかけ、船に乗り込む男性が応える贈答歌が多い。
おほふね

あるみ

いだ

つつ

はや

大船を荒海に出しいます君障むことなく早帰りませ（3582）
ま さき

いは

なみ ち へ

さは

真幸くて妹が斎はば沖つ波千重に立つとも障りあらめやも（3583）
＜大船を荒波に漕ぎ出して新羅へいらっしゃるあなた、無事で早くお帰りなさい＞
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＜お前が祈ってくれたら、いくら波が立っても事故などありはしないよ＞
さ ば

わたなか

順調に続いていた船旅も周防の国「佐婆の海中」
（山口県防府市沖の周防灘）付近で逆風に流されて漂流、豊前
しもつみけ

わくま

の国「下 毛 郡の分間」
（大分県中津市付近か）に逃げ込んで助かるという目にも遭っている。
おほきみ

みことかしこ

ゆ

大君の 命 恐 み大船の行きのまにまに宿りするかも（3644）
ゆきのやかまろ

右の一首は雪 宅 麿
＜大君の仰せを謹んでうけ、船の行くままにやって来
てここに宿りすることだ＞
まつら

こま

その後、筑紫、筑前（福岡）から肥前の国「松浦郡狛
しま

島」
（佐賀県唐津市付近）から玄界灘へ出て壱岐島へと
いんどうじ

渡る。一行は自然の良港となっている印通寺港から上陸
したものとみられる（写真 1）
。
写真 1.遣新羅使の一行が入港した壱岐・印通寺港を望む

3-3）壱岐での挽歌 9 首

ゆきのむらじやか

壱岐島での万葉集はいきなり挽歌で始まる。壱岐での主題は、旅程に重要な役割を担っていた卜占官・雪 連 宅
まろ

満の突然の死である。難波を出て 5 か月後の天平 8 年（736 年）11 月 8 日であった。地元の村人によって石田峰
い は た ぬ

（伊波田野）に葬られた当時の墳墓が今も残っていて、万葉の息吹を伝えている。以下、宅満の死を悼む一行の万
葉歌を鑑賞していこう。
◇
ゆきのむらじやかまろ

たちまち

きびやう

あ

みまかり

壱岐の島に至りて、雪 連 宅 満の 忽 に鬼病に遇ひて死去りし時に作れる歌一首 幷せて短歌（3688）＜壱岐
の島に着いて雪連宅満が死病にとりつかれ、亡くなった時に作られた歌＞
すめろぎ

とほ

みかど

天皇の 遠の朝廷と

からくに

せ

韓国に 渡るわが背は

いへびと

いは

家人の 齊ひ待たねか
ただみ

正身かも

あやま

過 ちしけむ

秋さらば 帰りまさむと
まを

たらちねの 母に申して
へ

時も過ぎ 月も経ぬれば
け ふ

＜天皇の遠いお使いとして
＜韓国に渡るあなたは
＜家の人が潔斎して待たないからか
＜自分が何か過ちをしたからなのか
＜秋になったら帰りましょうと
＜母上にも申し上げ
＜予定の時も経ち、月日も過ぎていったので

こ

今日か来む 明日かも来むと ＜今日帰るか、明日帰るかと
いへびと

家人は 待ち恋ふらむに

とほ

遠の国 いまだも着かず
さか

大和をも 遠く離りて
いは

岩が根の 荒き島根に

やど

宿りする君

＜家の人は待ち焦がれているだろうに
＜遠い韓国に未だに着かず
＜大和からも遠く離れて
＜ゴツゴツした岩だらけの島に
＜永遠の宿りをしてしまったあなたよ
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反歌二首
いは た の

やど

い か

石田野に宿りする君家人のいづらとわれを問はば如何に言はむ（3689）
＜石田野に宿りしているあなたよ 家の人がどこにいるかと聞いたら私はどう答えたらいいのだろう＞
つね

あ

ゆ

世の中は常かくのみと別れぬる君にやもとな吾が恋ひ行かむ（3690）
＜世の中はいつもこうしたものだ、と死んでいったあなたに、むなしく恋い慕いつつ行くことになるのか＞
亡くなった雪連宅満は上述した「大君の命恐み大船の行きのまにまに宿りするかも」の作者（雪宅麿）である。
暴風雨に遭って命からがら助かったと思ったら突然の病（流行していた疫病、天然痘か）に倒れ、異郷の地で帰ら
ぬ人となってしまったのだ。その人となりは不明で、単なる書記のような立場だったとする説もあるが、占いを職
ぼくせん

能とする「卜占官」として乗り組んでいた人であろうというのが一般的である。
当時は、呪術が最先端の科学技術であり、それを体現する学者としての卜部は特別の存在であった。名前の「雪」
は「壱岐」を示し、壱岐出身者であることがうかがわれる。当時、壱岐や対馬には、朝鮮半島の影響で「占い」を
職能とする人が多く、中央の朝廷でも重用されていた。遣新羅使のような重大な任務には「卜占官」として同行す
ることが当然とされていた。巻 15 に載っている歌がほとんど悲しみに満ちた旅情歌である中で、
「大君の命恐み
…」の歌が唯一、使節団の責任者としての自負心を詠ったものであることが、雪連宅満の役割を表している証しだ
とされている。
また、上記 3 首（3688~3690）については「右の 3 首は、挽歌」と説明書きがあるだけで、作者は不明だが、続
ふぢいのむらじこおゆ

む さば

く 3691～3693 の 3 首は「葛井連子老の作れる挽歌」
、3694～3696 の 3 首は「六鯖の作れる挽歌」とそれぞれ作
者名（いずれも伝未詳）が明記されている。
葛井連子老の挽歌（反歌 2 首）は次の通り。
たかだか

がく

はしけやし妻も子どもも高高に待つらむ君や島隠れぬる（3692）
＜ああいたわしい。妻も子も今か今かと伸び上るようにして待っているであろうのに、君はどうしてこの島に隠
れてしまったのか＞
もみちば

黄葉の散りなむ山に宿りぬる君を待つらむ人し悲しも（3693）

＜黄葉がやがて散っていく山に宿ってしまった君を、知らずに待っている家の人がかわいそうだ＞
六鯖の挽歌（3694）と反歌 1 首は次の通り。
かしこ

わたつみの

みち

恐 き路を
なや

安けくも なく悩み来て
も

今だにも 喪なく行かむと
ゆ き

あ ま

ほって

うらべ

＜大海の恐ろしい道のりを
＜不安な思いで苦労してやって来て
＜せめて今からでも災いに会わずに行こうと

壱岐の海人の 上手の卜部を

＜壱岐の海人の上手な占いで

かた焼きて 行かむとするに

＜かた焼きして行こうとしているのに

いめ

ごと

そらぢ

夢の如 道の空路に 別れする君 ＜まるで夢のように旅路の空で別れを告げた君よ
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しらぎ

ゆ き

ゆ

新羅へか家にか帰る壱岐の島行かむたどきを思ひかねつも（3696）
＜新羅へ行くか家に帰るか、行きの島とは言うが、どうして行くかも思いつかない＞
これらの歌は雪連宅満が占いによって船の針路を決めるという重
要な役目を担っていた「卜占官」であることを裏付けるものであり、
その雪連宅満を突然失って途方に暮れる一行の気持ちがよく表れて
いる。
「かた焼き」というのは鹿の肩の骨や亀の甲を焼いて表れた割目
の形で事の正否や吉凶を占う方法で、当時は鹿の骨を焼くのが一般的
だった、とされる。
魏志倭人伝にも「行事や航海を行う時は骨を焼いて吉凶を占い、ヒ
ビの入り方で決める」と書かれており、卜骨占いが広く普及していた
ことが分かる。これを裏付ける焼かれた鹿の骨が、島内の縄文時代か
はる

写真２.カラカミ遺跡で見つかった卜骨（一支
国博物館発行「海の王都・原の辻遺跡と壱岐
の至宝」から）

ら古墳時代にかけての遺跡「原の辻遺跡」や「カラカミ遺跡」などか
ら見つかっている（写真 2）
。

3-4）雪連宅満の墓
遣新羅使の一行が、長い航海の途中で疲れを
いやすため入港したであろう印通寺港から国道
382 号線を西へ 2 キロほど行ったところから、突
然小さな枝道に入り、あぜ道のような狭い登り道
を進んでいくと、雑木が茂った小さな林が見えて
くる（写真 3）
。入り口に「遣新羅使・雪連宅満の
墓」と書いた説明版が建っていた。平成 24 年 1
月に壱岐市教育委員会が建てたもので、所在地は
「壱岐市石田町池田東触字石田峰」とし、
「壱岐
市指定史跡」
（昭和 46 年 10 月 20 日）とある。
さらに、遣新羅使の歴史的役割や卜占官であった

写真 4.突き当りに「石田野」の
写真 3.宅満の墓へ通じる細い
道

石塔。その右奥の雑木の陰に
墳墓がある

雪連宅満が壱岐島で疫病にかかって死亡し、この地に葬られたことなどを記したあと、前述の「石田野に宿りする
…」の万葉歌（巻 15－3689）を紹介。かつて地元では、
「遣唐使の墓」などとも呼ばれていたが、郷土史家の研究
いわ た の

い は た の

によって、石田野の古称が万葉仮名で書かれた「伊波多野」と一致することなどから、
「遣新羅使の墓」とされる
ようになった、と書き記している。説明版の奥の道端に「石田野」という地名を刻んだ高さ 1.2m と 75cm ほどの
石塔 2 基が据えられていて、道を挟んで反対側に「遣新羅使の墓」と書かれた標識が建っている（写真 4）
。
よく見ないと気付かないほどだが、標柱の奥の雑木の根元に隠れるように見える盛り土が宅満の墳墓である。底
辺が約 5m、高さ約 1.6m のお椀を伏せたような盛り土で、ツタが絡み、落ち葉や雑草に覆われている（写真 5）
。
盛り土の頂上部分には、幅約 70cm、高さ約 20cm の台座が組まれ、その上に高さ 30cm、最大幅 20cm の円筒形
の墓碑が乗っている（写真６）
。
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写真 6.墳墓の上には円筒形の
墓碑
写真 5.高さ 1.6m ほどの盛り土は
往時のまま。手前の祭壇には今も

図 4.墳墓（上）、墓碑の実測図

供え物が絶えない
これらは、後の時代に作られたものであり、検分に当たった壱岐島の科学研究会会長、山内正志氏によると、石
は阿蘇山の噴火の溶結凝灰岩に似ているという。壱岐島内の他の岩石はすべて玄武岩であり、この点からは、島外
から運び込まれた可能性もあるのではないかという見方もある。
しかし、盛り土は宅満が死亡した 8 世紀半ばに地元民がその死を悼んで作ったものであることは間違いなく、壱
岐市立一支国博物館発行の「壱岐の名所情報」などによると、かつて近隣の村人は宅満の命日とされる霜月（陰暦
11 月）8 日に念仏を唱えて供養していたという。この念仏は夕刻に行うことから「夕飯祈祷（ヨーメシギトウ）と
も呼ばれていた。今でもお盆などには、お参りする人もあるといい、盛り土の正面には石の祭壇が設けられ、サカ
キやお酒の瓶が供えられていた。
「雪宅満の祖はこの島から出た。この島の特技である亀卜をもって都の官人となり、やがて遣外使節団の一員に
なり、奇しくも先祖の島で死んだ。島人はその縁につながって鄭重に墳土を築いたのであろう」と、司馬遼太郎は
前掲書で述べているが、今も宅満の死を悼む村人の気持ちに変わりがないことがうかがえる。
写真３で見る通り、宅満の墓へ向かう道は、幅 1m そこそこの狭い道で、しかも墓は雑木の中に隠れるような位
置にある。万葉人が通ったであろう、そのままの雰囲気が残されていると言っていいだろう。壱岐市の文化財担当
の職員も「指定史跡としての保存はしっかりしていかなければならないが、一般的な観光資源として大々的に PR
していくつもりはない。そのほうが万葉の往時を伝える史跡としてふさわしいのではないか」と話している。新元
号・令和で沸く全国各地の万葉故地の賑やかさと比べて、ここの静謐さに強く魅かれるものがあった。

３-５）万葉公園
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「石田野に宿りする君…」の歌
を刻んだ歌碑は少し離れた石
田町本村触 1－1 の万葉公園に
建っている。公園は昭和 44 年
（1969 年）10 月、明治 100 年
を記念して旧石田町が、黒木城
跡を整備してつくったもので、
眼下には波穏やかな印通寺港
が一望できる（写真 7）
。宅満の
墓がある石田野や後に触れる

写真 7.印通寺港を見下ろす黒木

弥生時代の「一支国の王都」で

城跡に作られた万葉公園

写真 8.公園の一角に「石田野に・・・」の歌碑

ある大規模環濠集落「原の辻遺跡」を眺めることもできる。歌碑は、低木に囲まれるように静かなたたずまいの中
に建っている（写真 8）
。幅 3.2m、高さ 1m の 2 枚重ねの土台石の上に幅 1.5m、高さ 1.2m の楕円形の自然石（玄
武岩）が乗っている。中央に縦 55cm、横 90cm の壁面を作って「石田野に宿りする君家人のいづらとわれを問は
ば如何に言はむ」の歌が刻まれている。昭和天皇の和歌指導でも知られた歌人で昭和女子大教授などをつとめた木
俣修氏の筆になる。まだ 50 年しか経っていないが、もろい玄武岩のせいか亀裂が数本入っていた。
ちなみに壱岐島には、もう一つの万葉歌碑が勝本町布気触 977 のサンドーム壱岐の前に建っている。こちらは
さかん

新元号「令和」の出典になった巻 5 の「梅の花の歌 32 首」の 1 首で、大伴旅人が催した宴に参加していた壱岐 目
そんじのおちかた

（国司の 4 等官）
、村氏彼方が詠んだ歌。
はるやなぎ

たれ

うか

さかづき

へ

春 柳 かづらに折りし梅の花誰か浮べし酒坏の上に（840）

＜かずらにしようと折った梅の花を誰が酒杯の上に浮かべたのだろう＞
い き のかみはんしのやすまろ

天平 2 年（730 年）1 月の「梅花の宴」には、村氏彼方の上司にあたる壱岐 守 板氏安麿という役人も参加。次
のような歌を歌っている。
うべ

よ い

ね

春なれば宜も咲きたる梅の花君を思ふと夜眠も寝なくに（831）
＜春だから（壱岐ではまだの）梅の花がよく咲いていることよ。
（壱岐にいて）あなた（梅）を思うと夜も眠れ
なかったのだ＞
高さ 2.15m、幅 90cm もある大きな自然石の歌碑がどういういきさつで建てられたのかは不明だが、大宰府の大
伴旅人を中心とした「筑紫歌壇」の影響力が壱岐にまで及んでいたことをうかがわせるモニュメント、と言えそう
だ。

４.万葉集巻 20・防人の歌と狼煙台跡
たけ

壱岐島の最高峰は標高 213m の岳ノ辻（郷ノ浦町若松触 398－1＝北緯 33 度 44 分 28 秒、東経 129 度 42 分 37
秒）
。底面の東西長径 1.2km、南北 1.5km と地形的にも最も大きい。頂上には展望台が設置され、壱岐全島を見渡
せるうえ、北方には対馬、南には佐賀・松浦半島の山並みを望むことができる（写真 9）
。
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写真９.岳の辻頂上の展望台。壱岐全島を 写真 10.復元された狼煙台の 写真 11.芦辺町の少弐公園に復元さ
見渡せる

レプリカ
とぶひ

れている狼煙台

のろし

頂上付近には、 烽 （狼煙台）の跡が復元されている（写真 10）
。直径 4m ほどの石造りで中央に 2m ほどの穴
はくすきのえ

があいている。663 年、白村江の戦いで、日本の水軍が唐・新羅の連合軍に大敗した翌年、敵襲に備えて設置され
さきもり

たもので、東国から召集された防人を配置し、警戒に当たらせていた。壱岐だけで 14 カ所あったといい、約 10km
北の少弐公園（芦辺町瀬戸浦 324 外）にも狼煙台跡が残っている（写真 11）
。1 か所に 10 人の防人がいて、異変
があると大量の乾燥ヨモギなどで作った発煙材料を燃やして、まず大宰府に急報。瀬戸内海各地の中継点を伝って
河内・大和の境である高安山から生駒山を経て奈良・飛火野に伝わる仕組みだった。
防人は壱岐の他対馬、筑紫にも配置され、3000 人が 3 年任期で徴用され、毎年 3 分の 1 ずつ交代した。劣悪な
環境下で 1 日として故郷を思わない日は無く、その切ない思いが「防人の歌」として万葉集に 98 首（巻 14 に 5
首、巻 20 に 93 首）収められている。万葉集の編者とされる大伴家持が兵部少輔として天平勝宝 7 年（755 年）
難波に赴任。防人を監督する任に当たった際、東国 10 か国からの防人たちに歌を献上させた。166 首の中から 84
首を選び、自身の歌 14 首を加えたものである。
かご

わが妻はいたく恋ひらし飲む水に影さへ見えて世に忘られず（巻 20 4322）
＜妻は私を恋しく思って苦しんでいるらしい。飲む水に面影が現れてとても忘れられない＞
ちちはは

との

しりへ

も も よ ぐさ も も よ

きた

父母が殿の後方の百代草百代いでませわが来るまで（同 4326）

＜父母が住む建物の後ろに生える草の名のように百歳まで長生きしてください。私が帰ってくるまで＞
からごろむすそ

き

おも

韓 衣 裾に取りつき泣く子らを置きてそ来のや母なしにして（同 4401）

＜衣の裾にすがって泣く子を残して来てしまった。母を亡くしているのに＞
妻への、父母への、子どもたちへの思いを断ち切るようにして難波津から船に乗り込む。
け ふ

かへり

おほきみ

しこ

みたて

今日よりは 顧 みなくて大君の醜の御盾と出で立つわれは（同 4373）
＜今日からはすべて顧みることなく大君の御盾となって出発していくのだ。私は＞
くにぐに

さきもり

ふな の

国々の防人つどひ舩乗りて別るを見ればいともすべ無し（同 4381）

＜各国の防人が集まってきて船に乗り別れて行こうとしている。何ともやりきれない思いだ＞
防人の歌として万葉集に載っているのは、東国各国から難波に集められ、船に乗り込むまでの時点で歌ったもの
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であり、壱岐や対馬の地名こそ出てこないが、当時の日本の防衛がこうした防人たちによって支えられていたこと
が分かる。

５.壱岐島の地質と地形
対馬と並んで、朝鮮半島から九
州へ飛び石のように浮かぶ壱岐島
は南北 17km、東西 15km、大小 21
の属島を合わせて総面積 138 平方
km。島全体が標高 100m 前後の穏
やかな丘陵地で、上か見ると亀の
甲羅のような形をしている。司馬
遼太郎は「カレーライスの皿を伏
せたように平たく」とか、
「海にか

写真 12.壱岐島の地形模型＝壱岐 写真 13.成層をなして露頭している勝本
市立一支国博物館で

層（勝本町東触 天ケ原海岸）

こまれたわかめを広げたような形の島」と表している（写真 12）
。
工業技術院地質調査所発行の「5 万分の 1 地質図幅説明書
勝本・郷ノ浦・芦辺」や壱岐市立一支国博物館の HP「壱岐の
名所情報」によると、対馬海峡に面した勝本町東触の天ケ原に
は、壱岐島の基盤になっている「土台石」と呼ばれる断崖がむ
き出しになっている（写真 13）
。新第三紀（2500 万年前）の勝
本層で、砂岩と頁岩が交互に堆積、圧力を受けて褶曲した部分
も見える。勝本港を挟んで東西の海岸線（東側は芦辺町）と北
側の名烏島、若宮島、辰ノ島を含む一帯が勝本層で、島北部に
限られる。
その後の壱岐島全体の地質の変遷は、上記工業技術院発行説
明書の「地質総括表」
（図 5）の通りで、勝本層の上に凝灰角礫
岩と凝灰岩、礫岩、砂岩、泥岩などと火砕流の堆積物からなる
壱岐層（上、下部の 2 層で新第三紀鮮新世）が乗っている。島
中央部低地層に分布しており、この後の玄武岩溶岩流が活動す
る以前に広く浸食作用が行われたため、露頭部分は少ない。わ

図 5.壱岐島の成り立ちを示す地質総括表（工業技

ずかに東部芦辺町の八幡半島・左京鼻や島の南部、郷ノ浦町・

術院地質調査所）

久喜海岸部、勝本町湯之本などに露出している。岩相は一般に
火山砕屑岩を主とし、これに砂岩・泥岩・礫岩を加えた互層になっている。一部では切り立った海蝕崖や流紋岩の
岩脈が見られ、景勝地としても知られる。
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その後、260 万年前から始まる第四紀に島全体で火山活動が盛んになり、ほぼ全島を玄武岩類溶岩が覆っていっ
たけ

て、現在の島の形状が出来上がる。浸食の進んだ溶岩台地の上に岳ノ辻、津の上山、男岳、女岳などが点在してい
る。約 20 万年前、玄武溶岩流上に噴出したスコリア（火山砕屑物）によって形成された丘陵で、島内では最も新
しい噴火で形成された火山体である。大半が標高 100m 前後と低いが、上述した通り、島の南部に位置する岳ノ辻
が標高 213m で、島内最高峰である。

６.日本百名洞・鬼の足跡
壱岐には、太古の昔から変わらぬ自然が各地に残っている。その代表格である「鬼の足跡」と呼ばれる洞窟が壱
岐島には 2 か所ある。島内に多く残されている鬼伝説の代表格で、
「大鬼のデイがクジラを獲るさいに踏ん張って
出来た足跡」という言い伝えに基づくものだ。
一つは島の西南部、東シナ海に突き出た渡良半島・牧崎（郷ノ浦町渡良東触牧崎 1796、北緯 38 度 77 分 17 秒、
東経 129 度 64 分 54 秒）にある牧崎・鬼の足跡。もう一つは北北東へ約 10 ㌔離れた、玄界灘に面した辰ノ島（勝
本町東触辰ノ島、北緯 33 度 86 分 79 秒、東経 129 度 67 分 38 秒）にある。
牧崎・鬼の足跡は前章でみた第四紀火山活動による玄武岩の溶岩が海岸まで流れ下った島の西南西の岬の最先端
部にあたる。今から 230 万年～210 万年前。その後、東シナ海側からの海流によって徐々に浸食、先端部から削ら
れていく。えぐられて横穴状の洞窟が出来たり、天井の一部が陥没したりして浸食が進み、ついには周囲 110m の
大穴が空いた（写真 14）
。ほぼ円形で、直径が約 35m、深さは約 30m。海に面した浸食口は、高さ約 18m、最大
幅約 6m の窓状になって残り、今も海水が流入している（写真 15）
。窓穴の上部は幅約 10m の陸橋のような形で左
右とつながっており、春分、秋分の季節には、この窓穴からは夕陽が沈む光景も見ることができるという。
大穴の周辺一帯は、かつては近隣農家の牛の放牧地であったが、現在は芝生に覆われた公園として整備され、昭
和 43 年（1968 年）7 月、壱岐対馬国定公園の一角に指定された。また、平成 25 年（2013 年）8 月、NPO 法人
日本洞窟探検家協会の日本名洞委員会によって「日本百名洞」に指定された。玄武岩海食洞窟として最大級の規模
であること、一般人が安全に観察できること、景観として優れている点、などが指定理由に挙げられている。海に
面した断崖は、
荒々しい玄武岩の岩肌がむき出しになって残っていて、
芝生地とのコントラストが絶妙だ
（写真 16）
。

写真 14. 牧崎の鬼の足跡。周囲 写真 15.窓状の穴から浸食が進 写真 16.一帯は芝生の公園として整
110m の大穴が空いている（海食洞 んだ。今も海水が流れ込んでい 備されている。玄武岩の断崖とのコ
窟）

る（海食洞窟）

ントラストが美しい
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もう一方の足跡は、島の最北端の無人島、辰ノ島にある。面積約 6.7ha の小さな島で、その南側は白砂の穏やか
な砂浜だが、北側は 2500 万年前の第三紀に隆起した壱岐の土台石・勝本層が玄界灘の荒波で浸食された自然の造
形美が続く。勝本港から出ている遊覧船に乗って周囲を１周すると、海の宮殿、マンモス岩、潮吹き岩、大屏風…
などと名付けられた奇岩や洞窟が次々と現れる。それぞれエメラルドブルーの海面に映えて見事な景観だ。
島の東北東の一角、高さ約 50m の断崖が真っ二つに断ち割られた荒々しい岩肌が波に洗われている。
「蛇ケ谷」
と名付けられた海食洞（写真 17）で、波の浸食はさらに奥へと広がり、天井部分が陥没してできた大きな窪地にな
っている（写真 18）。島に上がって上から見ると、上述した郷ノ浦・牧崎の大穴と非常によく似ており、地元では
これを一方の鬼の足跡と呼んでいる（写真 19）。

写真 17. 玄海灘の荒波で断ち割ら

写真 18.その奥に続く大きな窪地。「鬼の

写真 19. 深さ約 50m。牧崎の「足

れた蛇ケ谷の断崖（海食洞窟）

足跡」の標識が建っている（海食洞窟）

跡」とよく似た形状だ（海食洞窟）

クジラを獲ろうとする鬼が東シナ海に向かって立っていたとすれば、右足を辰ノ島に、左足を郷ノ浦・牧先に踏
ん張っていたことになり、その足幅が約 10km ということだから、途方もない大鬼になる。島内には、
「鬼の窟古
墳」
（芦辺町国分本村触 1206－1）や「鬼屋窪古墳」
（郷ノ浦有安触 1505－1）など鬼にまつわる名称を付けた遺跡
が多く、鬼凧も民芸品として有名だ。
牧崎の「鬼の足跡」が今から 2 百数十万年前の玄武岩の浸食によってできた海食洞窟であり、一方の辰ノ島の
「足跡」は 2500 年前の勝本層の浸食によるもので、形成の時代は大きく隔たっている。しかし、いずれも海に面
した断崖であり、それぞれ、創成期の姿をそのまま残している。その点では、第 3 章「万葉集巻 15 3－3」で紹
介した雪連宅満の挽歌にうたわれている「岩が根の荒き島根」
（ゴツゴツした岩だらけの島）を象徴しているよう
に思える。長年、玄界灘の荒波に浸食されて来たとはいえ、いずれも万葉人が見た光景と変わることなく、太古の
昔を今に伝えている。

7.おわりに
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壱岐は大陸文化の受け入れ口として早くから栄え、
島内には多数の
遺跡、古墳が残っている。弥生時代から古墳時代にかけての遺跡は大
小 60 カ所確認されており、中でも島の南東部、芦辺町と石田町にま
はる

たがる約 100ha の「原の辻遺跡」は、計画的に整備された大規模集
落で、住居跡のほか、大陸系の遺物が多数出土。
「魏志倭人伝」が伝
える「一支国」の王都と確定され、平成１２年（2000 年）
、国の特別
史跡に指定されている。一部が「原の辻一支国復元公園」として整備
され（写真 20）
、住居跡などが一般に公開されている。
古墳は、半壊したものも含めて島内に 280 基も残っている。大半
が 6 世紀後半から 7 世紀にかけての円墳で、小さな島で短期間にこ

写真 20.原の辻遺跡の住居跡が整備されて
いる一支国復元公園

れほど多くの古墳が築かれた背景には、地元有力豪族と大和政権との緊密な交流が影響している、とみられる。
こうした華麗な交流の反面、先に述べた防人の配置など国防の最前線地ならではの厳しい局面にも何度なく対峙
しなければならかった。時代が少し下がって平安時代中期の寛仁 3 年（1019 年）
、中国東北部の女真族に襲われ、
148 人が殺され、239 人もの女性がさらわれた「刀伊の入寇」の傷跡は「いくさばの辻」などの地名として残って
いる。鎌倉時代中期、蒙古軍の攻撃を受けた「元寇」
（文永・弘安の役、1274、1281 年）の犠牲者を弔う史跡が「千
人塚」などとして島内に 7 か所もある。
国境の島という、地政学上極めて微妙で、時に厳しい状況に置かれながら、それなりに乗り切って独特の風土と
文化を築き、多くの遺跡、史跡を大切に守ってきた壱岐。一方では、何百万年前、何千万年も前に形成された自然
の造形を「鬼の足跡」という素朴な伝説に取り込んで伝えて来た。そんな中にあって、検分してきた万葉の故地は
いかにも質素で奥ゆかしい。一人の占い師の墓を 1300 年間にわたって静かに守り続けている村人たち。小さな島
のそこここに万葉時代の、さらに遡って古墳、弥生、縄文…とそれぞれの時代の息づかいが感じられた。
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