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雅勝君

「三国志」今と、昔の現実につ
いてお話したいと思います。
三国志は人気のコンテンツ
今の三国志の基礎となったの
は、1939 年から 1943 年まで
連載された吉川英治の「三国
志」です。その後も三国志は人
気コンテンツとして作り続け
られています。
また、その日本での三国志人気の影響によって、今の
中国でも三国志が人気になったという話も聞きます。

R.I．会長 シェカール・メータ

三国志という物語の始まり②
三国志は「魏、呉、蜀」の三国が成立し、覇権を争っ
ていた時代の物語ですが、漢が乱れた 184 年の黄巾
の乱に始まり、280 年に晋によって中国が統一される
までの出来事に沿っています。つまり「三国志演義」
は、歴史上の出来事から物語としてもてはやされるよ
うになったのは、中国においてさえ 1000 年以上前の
出来事なのです。
ちなみに、今から 1000 年前の日本は平安時代で権力
をほしいままにした藤原道長が出家した頃です。だか
ら、三国志演義に書かれている描写がどれだけ当時を
正確に反映しているか？？？
三国志という物語の始まり③
三国志演義が書いたのが 1000 年以上前の物語であっ
ても、もちろん元になる歴史書が中国にはあります。
元の蜀の臣下であった陳寿が書いた「魏志」
「蜀志」
「呉志」であり、その成立は 280 年以後とされてい
ます。
※古代日本の女王 卑弥呼が治めるヤマタイコクが記
載されているのが、この魏志の一部「魏志倭人伝」で
す。
三国志ゆかりの遺跡
日本と中国で人気の三国志ですが、歴史的な物となる
とほとんど残っていません、まして登場人物ゆかりの
ものとなると･･･ その一番大きな理由は、それが
1800 年も昔の出来事であったということでしょう。
三国志演義は人気になったことで、様々な絵画や関
羽像などの創作物は多くあるのですが、それらの創作
物は後世で作成されたものであり、必ずしも当時の現
実を写し取ったものではありません。

三国志という物語の始まり①
さて、日本に三国志が入ってきたのは、もちろん吉川
英治が最初ではありません。日本に三国志演義が中国
から入ってきたのは江戸時代。記録によると 1604 年
に『通俗演義三国志』が読まれたという記録がありま
す。三国志は江戸で人気となったようですが、最初に
日本語訳が刊行されたのは 1692 年です。
その中国では『三国志演義』がもてはやされたのは
明の初めだそうです（明:1368 年～1644 年）

※三国故事図

清時代 18-19 世紀
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曹操の墓！
三国志ゆかりのものは、現実にはほとんど残っていな
い中、2008 年に曹操の墓が発見されました。曹操は
、三国志の主役です。魏を建国した人物の墓は、三国
志の現実に思いをはせる一番大きな遺物です。発掘さ
れた曹操の墓を見ると、小さくて華美な墓ではなく、
曹操の遺言通りに作られていたことが分かります。

いつか･･･
中国の史跡を訪ねる旅行もしたいですね。

幹事報告

曹操高陵
2008 年から 2009 年にかけて、河南省安陽市で発掘
された墓は西高穴 2 号墓と命名された。出土品は後漢
から三国時代の過渡的な様相を呈し、墓の規模と構造
は諸候王に匹敵した。また、墓が築かれた場所は古記
録にみる曹操高陵の所在地と同じであった。さらに副
葬品には「魏武王」と記した石牌があった。魏武王と
は曹操を指すことから、西高穴 2 号墓こそが稀代の英
雄を葬った曹操高陵であることが確実となった。
史書によると、曹操は後漢時代の最末期である 220
年正月に亡くなり、同年 2 月に魏の武王として葬られ
た。この年の 10 月、曹丕は漢にかわって魏を創建し
、翌月には父・曹操を武皇帝とした。曹操夫人のベン
氏は 230 年 5 月に亡くなり、同年 7 月に曹操高陵に
合葬された。

岡田

雅君

コロナ禍で例会は休会ですが、皆様いかがお過ごしで
しょうか。まだまだ油断のできない日々が続いており
ますが、会員の皆様方におかれましては、健康に十分
ご留意いただき、ご自愛くださいますようお願い申し
上げます。
・9 月の RI レートは、1 ドル 110 円です。

委員会報告
広報・雑誌・会報委員長

長瀬

廣幸君

広報・雑誌・会報委員会の活動として、名古屋みなと
ロータリークラブの Facebook と Instagram を開設
いたしましたのでお知らせいたします。例会の様子な
ど様々な情報を発信して参りますので、せひフォロー
してご活用ください。
【Facebook】
https://www.facebook.com/Portnagoya-rc108924778122482
【Instagram】
https://www.instagram.com/portnagoyarc /

9 月の誕生日祝福
3 日 村田君夫人、4 日 藤原君夫人、
9 日 市野君、11 日 野崎君、
12 日 山田（胖）君、
14 日 橋本（修）君夫人、
18 日 芹澤君夫人、21 日 長瀬君、
24 日 河野君夫人、30 日 酒井君夫人

9 月の結婚記念日祝福
3 日 山田（胖）君、7 日 神谷君、
15 日 藤掛君、18 日 髙田君、
23 日 髙村君

2

月

日

10

例会変更
9/2 ガバナー公式訪問→延期
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今後の例会予定
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港友例会
「コスモス」
休会
例会変更
WFF 10/9（土）→延期
例会変更
家族旅行会（大阪）10/23-24
卓話
「コスモス」
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