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 陳寿が倭に送った（にちがいない）使者の足どりを、次のように私は推定しました。 

■洛陽→帯方郡→韓国→狗邪韓国→対海国（対馬市）→一大国（宇久町）→末盧国（糸島

市）→伊都国（宗像市・福津市）→奴国（北九州市）→不彌国（下関市）→邪馬台国（宇

佐市） 

  ここまで帯方郡より万二千余里。 

■邪馬台国（宇佐市）→ 投馬国（西都市）  邪馬台国滞在日数を含み、不彌国より水行

二十日。 

■投馬国（西都市）→（山川町）  投馬国滞在日数を含み、水行十日。 

■（山川町）→ 狗奴国（鹿児島市）→（隼人町）→（湧水町）→（伊佐市）→（水俣市）

→ （八代市）→（甲佐町）→（菊陽町）→（阿蘇市）→（小国町）→（玖珠町）→ 邪馬

台国（宇佐市）  指宿市山川町より邪馬台国（宇佐市）まで陸行一月。   

 以上の結論に、私は平成二十六年十一月初めに達しました。 

「倭人伝」が残した「方位」の謎については、以下のような答えを出しました。 

 ――たとえば「不彌国より南して投馬国へ至る」は「不彌国の南に投馬国がある」という

のではなく、「不彌国の港より、南へ向かって出帆する」という意味。 「出帆した後、針路

を東へ変えたり、北へ変えたり、ときに逆風に押されて西へ後退したりしているが、それら

の詳細は省略」したのです。 

  「東南に陸行して伊都国に到る」についても、「末盧国の東南に伊都国がある」というの

ではなく、「東南へ向かって末盧国を出発する」という意味。したがって「倭人伝」に「方

位のゆがみはない」と私は  考えます。「方位」の問題に以上のような答えを出す限り「邪

馬台国＝大和」説も成り立つわけですが、「距離」「日数」に照らせば瀬戸内海を航行して

畿内の手前で陸にあがり奈良盆地へ至ることはできません。「倭人伝」に見える「里数」

は、松本清張が『漢書・西域伝』の記述を証拠として『邪馬台国 清張通史①』（講談社文

庫）でいうとおり「理念的な数字」だと私も思います。「邪馬台国まで万二千余里」が初め

にありき ――ですね。 

「洛陽起点にできないのは、ちとしゃくだが、帯方郡～狗邪韓国の数字をすこしいじれば帯

方郡起点にできる。まあいいか」と陳寿はつぶやいたのでしょう。 



 使者が報告した「里数」は絶対的な数字ではなく、国と国の間隔を以下のように相対的に

表す数字になっていました。 

「帯方郡～邪馬台国 万二千余里 ＝ 12余」と換算したとき「帯方郡～（７余）～狗邪韓国

～(１余)～ 対海国～（１余）  ～一大国～(１余)～末盧国～(０・５)～伊都国～（０・

１）～奴国～(０・１)～不彌国～（１）～邪馬台国」で、このうち  「帯方郡～(７余)～狗

邪韓国」が陳寿の創作です。 

 次に「日数」ですが、いかに古代とはいえ、倭の幹線交通路が「陸行一月」もかかるよう

な「けもの道」ばかりでは、  諸国の首長を一ヵ所に招集して「卑弥呼共立・停戦協定会

議」など開けたはずがありません。 

  陳寿が『三国志』執筆にとりかかったとされる２８０年頃といえば、梯儁や張政が倭へ派

遣されてから早三〇～四〇年が過ぎていました。「倭の西端や南の様子をつまびらかにして

ほしい」といいわたして陳寿は使者をあらためて派遣せざるを得なかった――と私は考えま

す。 

  不彌国以下の「水行二十日、水行十日陸行一月」は、その特派使者の旅程を表す大雑把な

数字であったのです。陳寿は  労をねぎらう意味をこめてそのまま「倭人伝」に採用しまし

た。特別な旅の行程を距離で表す必要はありませんでした。  なお、奴国は今の北九州市と

春日市に分かれていました。奴国の港湾都市として、伊都国が両者にはさまれて今の宗像  

市・福津市にあり、官副は東の奴国で仕事をしていたので、特派使者は西の奴国をパスしま

した。西の奴国は飛び地だったのです。「旁国」のなかに奴国が顔を出すことも、これで、

説明がつきます。  倭と半島・大陸との交流は「沖ノ島路」が主たる航路になっていまし

た。直線で結ばれた狗邪韓国～沖ノ島～宗像大社  辺津宮を進む航路です（通常、対馬に寄

港）。末盧国～壱岐～対馬の航路は倭より半島を目ざす船の一部がたどった付属的な道筋だ

ったのです。  私は、荒尾南遺跡（岐阜県大垣市）より出土した大型壺に描かれていた船の

線刻画から、三世紀に倭～半島・大陸を行き来した使者・商人の乗り物は帆船であったと推

定します。  宮崎県西都市に比定する投馬国は、邪馬台国（大分県宇佐市）より南に位置す

るという点については、簡潔を宗とする 「倭人伝」が、例外に対する但し書きを省略したの

ですね。  周知のように「倭人伝」では、不彌国が重要なターニングポイントになっていま

す。私の邪馬台国論は、不彌国を今の下関市に比定した点が大きな特色です。下関の旧市内

は、たいへん坂の多い町です。三〇を超える低い丘が連なり、重なり、東から南にかけて関

門海峡、西に響灘を望みます。 

実は、この丘のすべてが、古代においては島だった――という事実を、瞬時に倍率が変わる

地理院地図の凝視によって私は発見しました。  神功皇后が「荒魂」を鎮祭された由緒正し

い住吉神社は、新下関駅（ＪＲ西日本）より南東へ約１キロ。この辺りから西の海辺の綾羅

木と呼ばれる地域まで沖積平野と洪積台地が細長くのびています。その洪積台地の西端に綾

羅木郷遺跡と下関市立考古博物館。  綾羅木郷遺跡は、日本で初めて土笛が発掘された遺跡

として聞こえるほか、約一〇〇〇基にもおよぶ貯蔵穴（幅、深さとも２メートルほど）が発



見され、その貯蔵穴から、おびただしい数の土器が出土した、注目すべき史跡です。  今の

沖積平野には海の水が満ち、洪積台地には、国際幹線航路を行きかう帆船に水や食料を補給

するための港湾施設が 設けられていた……。貯蔵穴内の土器は交易の品を保管するためにも

つかわれた……。  住吉神社、新下関駅、市立考古博物館をランドマークとする一帯は、古

代の遺跡と古墳の宝庫です。東京国立博物館が  遺物の一部を保存しています。  使者を

乗せた船、商人を乗せた船は「海の国 ＝ うみ国 ＝ふみ国」の港より、南へ向かって出帆し

たのです。  このような明確な存在理由をもつ国でなければ、不彌国は隣国で大国の奴国や

伊都国に吸収されていたでしょう。「倭人伝」に名を残すことはなかったはずです。  以

上、長年にわたり難問中の難問とされてきた「方位」「距離」「日数」の３次元連立方程式

に、私は答えを出しました。  くさばの陰で陳寿が「私のしかけた悪戯に多くの人が惑わさ

れたようだけど、やっと解けましたね」と笑っているような  気がします。 
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『江漢西遊日記』 司馬江漢 著 （東洋文庫）    ２０１０年４刷   

『韃靼漂流記』 園田一亀 編 （東洋文庫） ２００８年   

『日本の名著 25 西域物語』      本多利明 著 （中央公論社） １９７２年   

『徳川幕府はなぜ朝鮮王朝と蜜月を築けたのか』康 熙奉 著 （実業之日本社）２０１４年 

『日本の近世 ３ 支配のしくみ ／ 同 ７ 身分と格式』（中央公論社） １９９１年   

『徳川幕府事典』 竹内 誠 編 （東京堂出版） ２００３年   

『海の国の記憶 五島列島』 杉山正明 著 （平凡社） ２０１５年   

『船の世界史』 上野喜一郎著（舵社） １９８０年   

『小学館入門百科シリーズ 船なんでんも入門』    （小学館） １９８０年   

『和船１ ／ 同Ⅱ』 石井謙治 著 （法政大学出版局） １９９５年   

『万有ガイドシリーズ 11 帆船』 （小学館） １９８１年   

『ビジュアルでわかる船と海運の話』 拓海広志 著 （成山堂書店） ２００７年   

『カラー図解 東洋医学 基本としくみ』 仙頭正四郎 監修（西東社） ２０１３年   

『日本大百科全書』 （小学館） １９８６年   

『詳説 日本史』 （山川出版社）   ２０１４年   

『ジュニア・ワイド版 日本の歴史１』 （集英社）    １９９０年   

『人物・遺産でさぐる日本の歴史② 大和の国の誕生』 （小峰書店）   

『古墳をしらべる』 古川清行 監修・著（小峰書店）   

『読む日本の歴史 １』 （あすなろ書房）   

『日本鉄道名所７ 山陰線 山陽線 予讃線 ／ 同８ 鹿児島線 長崎線 日豊線』（小学館）１

９８６年～ 

▼書籍で、増刷の数字がないものは初版です。 



 


