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１. 「土器と墓と卑弥呼」の古代史 

２. 日本書紀の編年を正す春秋二倍暦仮説 

３. 弥生時代の本質と神武東征 

４. 纒向三代と大和の国の大発展 

５. 邪馬台国と大和の国 

 

 

1. 「土器と墓と卑弥呼」の古代史 

 

今日、学校教育に使われている日本史の教科書を改めてみてみたとき、そこに語られているわが国の建国史が

たいへん奇妙なものと感じるのは私だけだろうか？ 

そこに記載されている建国史は 3 世紀の中ごろからか、大和地方に大きな古墳とともに現れた「ヤマト政権」

なるものが、古墳と土器とともに遅くとも 4 世紀中ごろまでには勢力を日本全国に広げた、というものである。

そしてそのころ卑弥呼なる霊能力者がこの国のどこかで統治者として君臨し、魏王朝に盛んに朝貢を行ったこと

が確かな事実である、として述べられている。 

 

記紀の記録を完全に無視 

私はこの歴史記述を「土器と墓と卑弥呼の古代史」と呼んでいる。しかしこのような建国史を若者たちに繰り

返し伝えてもこの国の成り立ちについて、その本質はわからないであろう。 

では、日本の国がどのようにしてできたのかについて、ほかに知るすべがないのかといえば当然ながらそうで

はない。我が国の最初の歴史書である古事記・日本書紀に、建国の事情は、だれが、いつ、どうやってという具

体的な史実として詳しく述べられている。しかしそれらの記述は教科書には一切表立って影響を与えておらず、

もっぱら土器と墓と卑弥呼（中国史書）による記述に終始している。なぜか？ 

岩波書店が最近刊行した「岩波講座 日本歴史」の第一巻で仁藤敦史氏は、「依拠する資料は伝承的な『古事記』

『日本書紀』は用いることができない。」と断定し、考古学と魏志倭人伝を中心とする中国史書と好太王碑などの

金石文で建国期の日本史の断片的な描写を行っている。 

 

しかし、「伝承的」の一言で否定し去るほど記紀の内容は信じられないものであろうか？ 

今日、古代史に関する考古学では纏向遺跡に最も注目が集まっているのはほぼ衆目の一致するところであろう。

ヤマト政権揺籃の地、といった表現で語られることも多い。 

ところが日本書紀には第 10 代崇神天皇の瑞籬宮を含め、三代にわたって「纏向に都をおいた。」とはっきりと

書かれており、この三代の御代に大和の国が大発展したことも記されているのである。 

ごく常識的に見れば、纏向遺跡の発掘は日本書紀の記述が正しいことを明確に示している。シュリーマンのト

ロイ遺跡発掘と同質で、世界史の中で見てもはるかに大きな意義をもつ史書と考古学の一致であろう。 

にもかかわらず、纏向遺跡発掘の成果を見て、日本書紀の見直し、再評価の動きがあるかといえば、上記の仁藤

氏の論や教科書記述に見られるように、少なくとも考古学会にはいささかもそのような動きは出ていないようで

ある。 
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こうした記紀否定の論理が主流となったのは、昭和 30、40年代のことで、「伝承的」である、というのはむし

ろ表面上の理由である。それ以上に、その時代の思想空間を支配していた天皇制批判に基づく、記紀に対する「天

皇支配を正当化する勝者の史書」というような否定的評価を土台として出来上がったものである。いわば学問的

な真実の追及という動機ではなく、一種の政治思想的な情熱によって記紀は徹底的に批判し貶められた。そのう

えで、古代史学会と教育現場から見事に追放されてしまったのである。 

まあまあ歴史を振り返れば、政治状況が歴史教育に影響を及ぼすことは古今東西無数に繰り返されてきたこと

でもあるだろう。 

しかし極めて不思議なことには、すでにその時代を支えた政治的な情熱がベルリンの壁崩壊などで消滅してい

るにもかかわらず、日本の古代史会にはまるで呪術師がかけた呪縛のごとく、そのころ出来上がった記紀の蔑視

と中国史書の崇拝がいまだに牢固として続いているのである。 

 

日本古代史の大きな謎 

本稿では、まず日本書紀を否定する一つの大きな根拠となっている、一見荒唐無稽に見える日本書紀の編年に

ついて、「春秋二倍暦仮説」によって見直すことを提案する。そして、この方法で見直した新しい日本書紀の年表

（新紀年表と名付ける。）が考古学、中国史書と矛盾なく成立することを示そう。 

そして、新紀年表によって年代を修正した日本書紀の記述と、考古学の成果を重ねていったときに見えてくる

「大和の国の建国の真実」について述べてみたい。 

 

いきなり結論からいえば、大和の国が日本全体を治めるようになったのは、通常考えられているような武力に

よる統一ではない。「神道と新しい米作り」という新文明の提案によって日本列島全体を治めるようになった、と

いうのが筆者のたどり着いた結論である。 

この仮説によってこれまで考古学的な事実のみが指摘され、「なぜそうなったのか？」という変化の本質につい

て説明できなかった様々な謎について、明快に説明ができると考えている。 

この時代の大きな変化はほとんど弥生時代から古墳時代（今後本稿では大和時代と呼ぶ。）へ移る時期に起こっ

ている。 

 

なぜ、環濠集落、高地性集落が消滅したのか？ 

なぜ、戦争の時代と言われた弥生時代から急に平和が訪れたのか？ 

なぜ、畿内式土器が全国に広がる一方、纏向で各地の土器が発掘されるのか？ 

なぜ、銅鐸が消滅したのか？また、なぜ、埋葬されたかのように地中に埋められたのか？ 

なぜ、前方後円墳が全国に拡散し、熱狂的に作られたのか？ 

なぜ、北部九州、吉備、出雲、をはじめほかの地方にも多くの地方勢力が生まれていた中で、大和の国がこの国

の治者となったのか？ 

 

これらの謎について、すべては「神道と新しい米作り」の提案による大和の国の発展によってもたらされたこ

とである、と筆者は考えている。 

そしてこの仮説によって見えてくる大和の国の発展と統一は、極めて健全で生産的で基本は平和的である。加

えて全く自然の摂理にかなった合理的なものであって、残念ながらそこに卑弥呼なる怪しげな霊能力者が主役を

演じるようなステージはない。本居宣長が卑弥呼をして、「九州の女酋なり。」と喝破したのは至当であると見て

いる。 
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この点についても、今日の史学会で宝典扱いされている魏志倭人伝への根本的な批判を含め私見を示したい。 

 

２．日本書紀の編年を正す春秋二倍暦仮説 

 

日本書紀を否定する根拠として、上記の仁藤氏のごとく（語り部の）伝

承によるもの、という点以外に、より大きな問題点として、神武天皇の

即位をＢＣ660 年としていることに代表される編年のおかしさがあげら

れる。ＢＣ660 年といえば、中国でも春秋時代にようやくなったところ

である。 

最近異論もあるものの、その頃の日本列島の人々の生活実態は、縄文時

代の採集生活がほとんどと見られ、集団で長駆しての遠征をする動機が

そもそも想像しにくい。 

 

歴代天皇の超高齢記録 

さらに歴代天皇の寿命（宝算）を見ると、押しなべて常識外の高齢の記

録が続く。 

日本書紀では神武天皇の 127 歳をはじめとして、第 5代孝昭天皇から

第15代応神天皇まで神功皇后を含め12人全員に100歳以上の年齢が記

録されている。また、古事記の記録する年齢は日本書紀と合わないが、

やはり100歳以上が頻出することは同じである。 

これをもって、「日本書紀は荒唐無稽な記録で後世の創作である。」と評する向きも多かったようだが、それは

議論の底が浅いといわれても致し方あるまい。もしこれが後世、「天皇家の支配を正当化するために捏造された。」

とするなら、なぜこのように事実かどうか疑われる内容になっているのか、逆に説明できるだろうか？ 

むしろ、日本書紀の編纂時に編者たちにもなぜかはわからなかったが、そういう高齢の伝承が残っていた。故

に編者たちも不審に思いながらも伝承をそのまま日本書紀に記載した、と考えるほうが合理的であろう。 

 

では、なぜそんな高齢の記録が残っていたのであろうか？ 

これに対する答えとして筆者が「春秋 2 倍暦仮説」と呼んでいるとらえ方がある。これは古代の日本ではある

時期まで年齢の数え方が春秋ごとに増えていく、すなわち 1年に2つずつ齢を増やして勘定していた、という仮

説である。これは決して新しい仮説ではなく、明治時代にすでにウイリアム・ブラムゼンによって唱えられてい

る。その後もいろいろな人がこの説に拠って解釈をしようと試みているが、２倍暦仮説は主流の考えとはなって

いない。特に学会ではほとんど市民権を得ていない説のようである。最も今となっては日本書紀に真剣に取り組

んでいる優秀な学者がどれだけいるのか、という問題もあるかもしれない。 

 

雄略天皇が２倍暦習慣を廃止 

しかしこの説は検討していくと極めて有力であることが分かってくる。 

まず、「春秋」と呼ぶ根拠にもなるが、三国志に膨大な注を付けている裴松之が魏略からの引用で、「倭人は春耕

秋収を計って年期となす。」としていることがある。これは魏志倭人伝に含まれているので読んでいる方が多いで

あろう。 

さて、歴代天皇の年齢表をもう一度見ていただきたい。 

天皇 年齢 在位年数 年齢

日本書紀 日本書紀 古事記

1神武天皇 127 75 137

2綏靖天皇 84 30 45

3安寧天皇 57 39 49

4懿徳天皇 77 33 45
5孝昭天皇 114 82 93
6孝安天皇 137 100 123
7孝霊天皇 128 75 106
8孝元天皇 116 56 57
9開化天皇 115 60 63
10崇神天皇 120 68 168

11垂仁天皇 140 100 153
12景行天皇 143 60 137
13成務天皇 107 60 95
14仲哀天皇 52 8 95
神功皇后 100 69 100
15応神天皇 111 40 130
16仁徳天皇 142 86 83
17履中天皇 70 5 64

18反正天皇 74 4 60

19允恭天皇 81 40 78
20安康天皇 55 3 56
21雄略天皇 62 24 124
22清寧天皇 41 4
23顕宗天皇 38 3 38
24仁賢天皇 50 11
25武烈天皇 18 9
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100歳以上の年齢が多く並んでいるが、その最後となっているのは雄略天皇が古事記で 124歳となっていると

ころである。そしてそれ以降は、古事記・日本書紀とも、ほぼ常識的な年齢となっている。 

しかも雄略天皇は日本書紀では 62歳になっており、ちょうど古事記での年齢の半分なのである。 

これを見ると雄略天皇の時期に、2 倍暦による年齢計算から、今日まで使われている普通の 1 倍暦への転換が

行われたのではないか、との仮説が自然と立てられよう。 

なお筆者は、古事記と日本書紀の成り立ちについて、古事記は有力な一人の語り部が、先人の語り部から代々

伝えられた話を文書にしたものであり、日本書紀は当時の秀才史官たちが様々な語り部と文書の伝えをまとめた

ものと考えている。よって日本書紀は古事記より史官の文書記録に影響を受けていると見ている。 

長年の民族的な習慣を変えるというのは大変なエネルギーを要するものである。日本人にとって有史以来の習

慣を変えることになったかもしれないこの大改革の推進者としては、雄略天皇はまことに適材というべきであろ

う。日本書紀では雄略帝は激しい気性の武断的な性格の天皇として伝わっている。一方雄略天皇に比定される倭

王「武」の上表文から、この人物が広い国際感覚を持っていたことが伺える。すなわち武断派にして国際派の雄

略天皇が、今日でいうグローバルスタンダードに合わせるための大改革を推し進めた、というのが筆者の見方だ。 

 

2 倍暦というのは我々にとってはたいへん奇妙な習慣のように思えるが、例えば春と秋に農耕上の大きな区切

りがあって共同体全体が集まる儀式があったとするなら、年齢を何回その儀式に出たかで数える、というような

ことがありうるであろう。そして実際に、天皇の長い寿命以外にも日本書紀には2倍暦で歳を数えていたと思わ

れる例が、いくつも見て取れるのだ。 

 

２倍暦使用の傍証 

一例をあげてみよう。第17代履中天皇は仁徳天皇の長子である。仁徳天皇ご崩御の後、同母弟の住吉仲皇子と

の争い（矢代宿禰の娘の黒媛の取り合い。）に打ち勝って住吉仲皇子を殺して即位した。この争いには弟に襲われ

た履中帝が、配下に担がれ馬に飛び乗って逃げる騒ぎも含まれている。 

即位後、元年に黒媛を妃とした。この黒媛はその後皇子 2人、皇女1人を生まれた。 

しかし、履中 5 年にこの皇妃は死去されたため次の年６年 1 月に草香幡梭皇女(くさかのはたびのひめみこ)を

新しい皇后に立てられた。加えて、2月には鮒魚磯別王 (ふなしわけのおおきみ)の娘である太姫郎姫(ふとひめの

いらつめ)、高鶴郎姫(たかつるのいらつめ)の 2 人を召して後宮に入れて嬪(みめ)としている。（皇后、皇妃、嬪、

の順位がある。） 

あらたな後宮の体制を整えてここからが楽しみというところかもしれないが、少し過ごされたのか、なんと 3

月になって天皇は体調を崩され、「体の臭みが増し」てきて15日に崩御されてしまった。残された者たちの、「こ

れからという時に、なぜ。」といった嘆きが聞こえて来るような急逝である。 

ところがこの急逝された天皇が、日本書紀の記録によるとこの時「70歳」であったというのである。 

即位して６年だから書紀の記録をそのまま読めば、履中天皇は 64歳にもなって兄弟で黒姫をめぐって殺し合う

までの争いをした後に 65 歳で即位され、それから取り合った黒姫を妃にして２男１女をもうけた。その妃を病

で失ったが、すぐに新しい皇后を立て、加えて２人の（たぶん美人の）姉妹を後宮に嬪として迎えたところで急

病でなくなられた、ということになる。 

この数年前に 3 人のお子を成し、ご崩御の直前まで大変元気そうな帝を 70 歳の老帝と考えることができるだ

ろうか？ 

しかしこれが 2 倍暦でカウントされた年齢であって実年令は 35 歳なら、年齢的にはいかにも自然な話になる

だろう。 
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また、紙数もないので詳述しないが第16代仁徳天皇が、年少の弟である菟道稚郎子の遺言を受けて八田皇女を

自分の後宮に迎えようとして、后の磐之姫ともめる話がある。これも時間の経過を見ると明らかに2倍暦の計算

であると判断できる内容となっている。 

そこでより具体的な仮説として、筆者は第 19代の允恭天皇以前、西暦で 453年の崩御以前は春秋 2倍暦によ

ってカウントされた年齢、および在位年数が日本書紀には残っていると考えることにした。 

そうであるなら、日本書紀の記録を実際の西暦に戻すにはどうすればよいであろうか？これは考えるまでもな

く、ざっくり言えば上記の 453年より以前の年表の年数を半分に圧縮すればよいということになろう。特に、戸

籍記録などない時代であるから年齢についてはもともと正確ではないであろうが、在位は公式記録であるからよ

り信頼性があると考えられる。その在位年数を半分にすれば真実に近い編年に戻すことができると考えられるだ

ろう。 

過去に 2 倍暦仮説を唱えた方々は結構な人数にのぼると思われるが、筆者の知る限り単純にこの作業を行って

年表を再構築した例は非常に少ない。また、試みた例でもおのおの独自の工夫（？）をしたり、卑弥呼に引っ張

られたりして逆に真実から遠ざかっているように見える。（古代史については議論百出であるからどこかでやっ

ている人はいるであろう。） 

 

本来の暦年の復元 

日本書紀が記述した年表を本当の時系列に戻すには、作成経緯を上記のように理解すれば、以下のプロセスを

辿るべきであると考える。 

＜第１ステップ＞（即位年の確定） 

修正は具体的には、春秋 2 倍暦の影響を受けて決定されたと見られる各天皇の在位年数を日本書紀の半分とす

る。（奇数は切り上げ）前天皇の崩御から次の天皇の即位までは書紀の記述で判断する。（仁徳帝の 3年間即位せ

ず、などは史実と取る。） 
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＜第２ステップ＞（欠史八代の修正） 

日本書紀は明治時代に那珂通世が指摘したとおり書紀編纂時に先進思想として日本に入っていた中国の讖緯

(しんい)思想の影響を受けているとみられる。これは辛酉(しんゆう)の年に1260年ごとに革命が起こる、との仮

説だ。書紀の編纂ではその影響を受けて神武天皇の即位は紀元前 660 年（辛酉年に当る。）にした、との説に同

意しよう。 

そしてそのために、記事のない欠史 8 代の天皇在位に手を入れたのではないかと筆者は推定している。古代に

もイデオロギーによる歴史の装飾はあったのである。そこで欠史 8代ついては古事記の年令を2倍暦ベースでよ

り「真に近い」ものとして採用する。 

年表の復元に重要なのは在位年数だが、この考え方で日本書紀の 2代～9代の天皇の在位年数に、（古事記の年

令÷日本書紀の年令）を掛けて再修正を行う。これによって修正した歴代天皇の在位表が上表である。 

 

 これを見ると従来紀元前660年となっていた神武天皇のご即位はBC37年のこととなり、第10代の崇神天皇

はAD176年のご即位となる。 

＜第３ステップ＞（帝紀と旧辞、外国史書の調整） 

第２ステップまでで各代の天皇の即位年、崩御年は確定できる。ここに個々の記事、出来事が日本書紀の年表

でその年代に入った経緯を推定し、逆算して新紀年表に当てはめていく。 

崇神紀、垂仁紀が典型であるが、日本書紀の年表を見ると記事の分布に偏りがあり１代の御代に長い空白期間

が存在する部分がある。筆者はこの原因を帝紀は春秋２倍暦による年齢で組み立てられていたが、出来事を記述

した旧辞は通常の年のカウントでなされていたから、と考えている。そのため治世の年数に対して出来事が少な

い場合が多くなったのであろう。これを記紀編纂時に長い在位年に割り振ったことで空白ができたのである。 

よって各時代で出来事の記載年の入れ方が推定できるものについては、それを前提として元に戻す必要がある。

具体的な方法は割愛するが、各御代の出来事の年代分布を見れば比較的簡単に推定することができる。 

これらのステップを踏んで日本書紀の年代を再構築した年表を「新紀年表」と呼ぶことにする。 

 

新紀年表の検証 

さて、ここまでで「春秋 2 倍暦仮説」を前提とし、それを修正し真の年表に近いとみられる「新紀年表」を作

成するところまで歩を進めてきた。次にこれが考古学の成果や中国史書、および金石文と整合性が取れているか

のチェックを行おう。 

 

① 神武東征 

もともとの書紀年表では、初代神武天皇の即位はＢＣ660年となっているが、新紀年表ではこれがＢＣ37年の

こととなる。すなわち、考古学では弥生中期と言われる時代である。この時代であれば、すでに九州から瀬戸内

海、近畿地方に至るまで環濠集落、高地性集落が数多く発生しており、これは土地をめぐる争いが日常的であっ

たことを表している。この時代の、農業の適地とは必ずしも言えない日向の地に生を受けた神武天皇が、より環

境に恵まれた大和の地を目指して遠征に出た、というのは時代背景および遠征の動機として違和感のないことに

なろう。 

 

② 纏向三代 

初代神武天皇の建国で大和の国は南大和の地方豪族の地位を確保する。そして、第 2代綏靖天皇から第 9代開

化天皇までのいわゆる欠史 8 代の後、第 10 代崇神天皇の御代になって大和の国は日本全体に勢力を拡大した、
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と日本書紀は記している。第11代垂仁天皇は神祇を整え伊勢神宮を創建、第12代景行天皇は自身で九州に親征

し、加えて皇子の日本武尊を西と東に派遣して纏わぬ者たちを制した、とも伝える。この三代は纏向に都した、

とはっきり記されているのはすでに述べたとおりである。 

この三代の御代は元の書紀年表ではＢＣ97年からＡＤ130年になっているが、新紀年表ではこれがＡＤ176年

から 289 年の事となる。そのあと政治の中心がどこにあったか日本書紀の記述はやや明瞭さに欠けるが、第 13

代成務天皇、第14代仲哀天皇、神功皇后の御代の後、第15代応神天皇の御代の半ばに大坂の淀川北岸の大隅宮

に遷都したとの記事がある。 

これが、新紀年表では361年のことになる。 

ところが発掘が続く纏向遺跡について発掘を主導してきた石野博信氏によると、纏向遺跡は 180年ごろに突然

現れ、350 年ごろに突然消滅した、とのことである。纏向遺跡からは竪穴式の住居跡が見つかっていないことか

ら、政治・宗教都市として機能したとみられている。大隅宮遷都まで纏向が政治都市としての機能を維持してい

たとするなら、纒向遺跡について新紀年表の編年と石野氏の推定はほぼ完全に一致することになる。 

 

③ 神功皇后、応神天皇、仁徳天皇 

纏向三代の後を受けて国内治世に注力したとみられる第 13代成務天皇の後、皇位についた第 14代仲哀天皇は

九州親征中に不慮の死を遂げるが、后である神功皇后は神のお告げに従って新羅を攻略、驚いた百済、高句麗も

臣従してきた、と記紀には記されている (三韓征伐) 。その後も、再度の新羅出兵の記事があり、大和の国の友好

国・保護国となった百済との間に七支刀の献上含め深い交流があった、と日本書紀は記している。 

一方で好太王碑と三国史記には倭国との交戦の記事が数多く残されている。しかし、いずれも断片的であり今

日に至るもこの時代の全体像も見えているとは言えない。 

筆者が新紀年表作成の過程で、2倍暦仮説を頭において日本書紀を読むうちに、日本書紀の編者が非常に苦労し

て神功皇后から仁徳天皇までの編年を行ったことが見えてきた。 

すなわち、筆者の見方では 2 倍暦によって記録された帝紀などの伝承資料と通常年で記録された旧辞、そして

この時期については年代の干支記録が残っていた百済記などの韓半島の史書が、彼ら書紀の編者の手元にはあっ

た。彼らの編集作業では、まず在位期間についての2倍暦によって年代がずれている記録をそのまま日本書紀の

年表に入れた。そして、そこに百済記などの記事を干支 60 年ごとの周期の中で適当と思える時期に入れていっ

た。当然ながら真実の編年とはずれざるを得ない。これが、古代史学者が「このあたりでの日本書紀の編年は120

年ずれている。」と解説する現象の本当の背景である。新紀年表では日本書紀の編年がこうした成り立ちである、

という仮説をもとに、では本当はどうであったか、を復元していった。 

この三代の御代は325年から426年にわたる。この年表に好太王碑、三国史記の記述を重ねていくとこのスケ

ールの大きな3人が、韓半島を舞台に行った活動が鮮やかによみがえってくる。 

なかでも筆者自身が改めて驚いたのは仁徳天皇というお方のけた外れのスケールの大きさである。この総合化

によって初めてあの仁徳天皇陵の巨大さの理由も理解できると思う。これらは稿を改めて述べたい。 

この新紀年表に拠る再構成で、外国資料と合わせると時代の実相が見えてくる、ということも「春秋２倍暦仮

説」の正しさを示していると考えている。 

 

３.弥生時代の本質と神武東征 

 

弥生時代はその優しげな名称と、縄文人に比べて穏やかそうな復元像、そして稲作による食の安定がもたらさ

れたことで平和な時代であった、というのが一般的な印象であろう。しかし、考古学者によればそうではなく、
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弥生時代は戦争の時代であった、と言われている。 

これはこの時代、主に北部九州から瀬戸内、近畿地方に広く発生した環濠集落及び高地性集落が如実に表して

いる。これらの集落は簡単に言えば後世の平城、山城である。しかも住居がほぼ囲いの中にあるということで、

ヨーロッパや中国によく見られる、町全体が城壁に囲まれた要塞都市と同じ趣旨のものである。 

後世、わが国でも唐の長安をモデルにして平安京や平城京が作られた。しかし長安のような高壮な城壁はつい

ぞ作られなかった。それ以降もわずかな例外を除いてこうした要塞都市は日本では一般的ではない。それが弥生

時代には無数に存在した。 

どうしてだろうか？この問題について古代史学会ではこれまで明快な理由を示していないように思う。述べら

れているのは、穀物が貯蔵できるようになったので他の集団から狙われた、であるとか、神武東征のため、とか、

はなはだしきは東アジアの政治情勢が緊迫したから、というような何とも珍論としか言いようのない議論がされ

ている。 

穀物が貯蔵されるのはその後の時代も同じであるし、神武東征は書紀の記述を虚心に読めば一過性の若者集団

の通過に過ぎない。 

東アジアの政治情勢はテレビがないのでわからないであろう。難民が多く到来したという考えもあるかもしれ

ないが、今日に至るまで中国の戦乱は数多くあったが、難民が多数日本に押し寄せたことなど無いのである。 

 

弥生の稲作の特徴 

弥生時代に争いが多発した原因について、筆者は弥生農業の成り立ちに起因するものであるとの仮説を立てて

いる。 

弥生農業といえば稲作だが、弥生時代の稲作は今日の稲作とは大きく異なっていたであろう。特に筆者が注目

したいのが弥生時代の稲作が行われた場所である。 

例えば代表的な環濠集落である吉野ケ里遺跡のある佐賀平野について考えてみよう。広大な平野である佐賀平

野は現在、都市、住宅部を除いてほとんど田園地帯といっていい水田の広がる沃野である。だが、吉野ケ里を始

め弥生の集落は主に背振山脈近くの微高地に営まれている。なぜであろうか？ 

 

弥生人の立場で考えてみれば彼らが稲作をするとき

に場所選びにそれなりの条件があったと推測できる。 

 

① 水が容易に得られること。 

② 洪水の恐れがないこと。 

③ 近くに稲作に適した平坦地があること。 

 

の３点は必須であろう。 

 

一般に、川は下流になって周りが平坦になり水量が       佐賀平野の弥生遺跡（王権誕生より） 

増えるにつれ氾濫しやすくなる。この３条件を満たすのは、例えば山から流れ出したばかりの川が近くにある微

高地で、水田にするための平地が川の周りにそこそこの広さであるところ、などが有望であろう。吉野ケ里はま

さにこの条件を満たしている。 

佐賀の弥生遺跡の多くは、吉野ケ里と並んで同じような条件のところにたくさん発見されている。後世、大規

模な治水灌漑技術によって、より下流の広闊で平坦な場所が水田になっていった。しかしそういった大規模な土
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木技術を持たなかった弥生人にとっては、安全で比較的簡単に農地にできる土地は限定されていたであろう。 

こうした条件に恵まれた土地を、弥生の「稲作適地」と名づけるとすると、弥生時代の戦争多発の原因は稲作適

地の争奪戦と考えられるのではなかろうか？なぜなら、こうした稲作適地は土地全体から見れば極めて希少で有

限なのである。そのため、ある地域でめぼしい稲作適地の開墾が終わり、定住者が決まってしまえば、後から来

たものや現在の居住地があまりいい条件に恵まれない者たちにとって、よりよい状況を得るには先住者と戦って

奪うしかないのである。 

 

弥生の人口爆発 

これに加えてもうひとつ戦争多発の原因が推測できる。これは、とくに北部九州を中心とした先進地域の人口

爆発問題と東に向かう人口移動のトレンドの発生である。 

北部九州には山に囲まれた（守られた）平地が多く、稲作適地が多く存在した。稲作が始まったのが早かったこ

とと合わせ、この地には弥生集落がたくさんできた。稲作適地は限られていたとはいえ、適地を手に入れた者た

ちにとっては、外敵にさえ攻撃されなければ縄文人と違って食に不安がない、安定した生活をおくることができ

るようになった。 

そうすると自然に子供が増える。たくさん子供を作っても食わせて育てることができるのである。 

ところがその次に発生する問題が、子供を育てるところまでは出来てもその子供たちに分け与える「稲作適地」

が無いことである。定住が進んで周りの稲作適地がすでに飽和していれば、近くには子供たちが新たに耕す土地

はない。 

そうなった時、弥生の父母たちは自分の子供たちにどうさせたであろうか？ 

筆者にはここで近世、自分の子供たちを都会に送り出してきた各地の田舎の父母の姿が重なって見える。すな

わち、弥生の父母たちも自分の子供たちを送り出したのではなかろうか？送り出す先は、まだ人口が少なく、稲

作適地が多く残っているといわれている東の方向である。自分の稲作適地を自分で見つけなさい、と弥生の父母

たちは成長したわが子（男）にコメを背負わせ、武器を持たせて送り出したのではないかと想像している。 

このことの傍証となる記事が魏志倭人伝にある。倭の風俗を述べたところで、「国の大人は皆四、五婦、下戸も

あるいは二、三婦。」と記述している。大人は有力者、下戸は普通人とすれば、有力者は４，５人の婦人を、普通

人も２，３人の婦人を持っているということだ。しかし、これでは男女比が大幅に女性過多となる。その原因は

何か？ 

これを、複数いる男の兄弟のうち故郷の稲作適地の相続者たる長男以外、または末の男子以外は東に旅立った

から、と考えれば背景が納得できるのではないだろうか？ 

すなわちこうした男の若者達が西から東へと続々と自分の稲作適地を求めて進んでいった。彼らは開拓者とも

いえようが、一面、侵略者、略奪者でもある。新しい土地を見つけて開拓する者もいようが、より手っ取り早い

のはすでに先住者が営んでいる集落を襲ってそこの男たちを倒し、農地と女を手に入れることであろう。 

こうした若者が陸続と西から東への道を辿った。守るほうも攻めるほうも必死である。この結果、先住者は環

濠を深く掘り、夜襲を恐れて山の上に住居を作った。これが筆者の考える環濠集落と高地性集落ができた背景で

ある。 

そして、こうした無数の若者たちのなかに最大の成功者となった若者がいた。 

志を立て、日向の片田舎から出て、周到な準備をし、知恵と勇気と幸運で大和の国の創建に成功したのである。

それが新紀年表でBC37年の事である。この若者は、後世、神武天皇と呼ばれるようになる。 

こう考えれば、新紀年表の神武東征の年代と弥生時代の時代背景とは違和感なく整合することになろう。 
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４．纒向三代と大和の国の大発展 

 

神武天皇の大和の国の創建から第９代開化天皇の御代まで約 200年、日本書紀はほとんど事跡を記録していな

い。しかし、残されている拠点の場所や皇后の名などから、南大和から徐々に奈良盆地全体に勢力を広げていっ

た様子はうかがえる。そして三輪山のふもと、纒向遺跡のすぐそばに都したと伝えられる第 10 代崇神天皇の代

に至って、大和の国は大発展の時を迎えたと日本書紀は伝えている。 

さて、崇神天皇による纒向の宮建設から始まる全国展開こそが、不信と争いの弥生時代に終止符を打ち、大和

時代という成長と平和の時代を開いた、というのが筆者の考えである。 

その原動力となったものは何か？ 

 

神道という新宗教 

それは、「神道と新しい米作り」であると筆者は考えている。このことについてもう少し詳しく述べよう。 

神道は今日、日本人にとってほとんど空気のような存在で、この国にいるとそれによって影響を受けているか

どうかすらもよくわからない。しかし、大多数の弥生人にとっては当然ながら新宗教であって、聞いたこともな

い世界観との出会いであったと考えられる。 

筆者は弥生時代に広く分布する銅鐸にはその器具を使う宗教である「銅鐸教」というべき宗教、ないし習慣が

あったと考えている。これは、いつ襲われるかもしれないという恐怖が支配するなか、環濠や山の上に閉じこも

って銅鐸をたたきながらなんとか心の平安を得ようとする教えだったのではなかろうか。もちろん、すでに記録

もなく消え去ってしまった宗教であるから、どのようなものかは正確にはわからないが。 

これに対して神道は今日に至るも隆々として生きている。この神道の祖型は果たしてどのようなものであった

か？ 

神道の祖型は、神武天皇が日向から大和へ来たとき、すでに先祖からの伝えとしてお心のなかにあったと筆者

は考えている。 

そこには既にイザナギ、イザナミがいたし、アマテラス、スサノオ、ツクヨミがいたであろう。そして高天原か

ら天孫が高千穂の峰に降りてきたことも一族の伝えとして持ってきた。この神道が重要なのは、今日の新嘗祭な

どにもみられるように、米作りのスケジュールと一体になった教えであることである。すなわち神道は、呪術的

で内向的な銅鐸教に対して、この世の成立から日の神、月の神、嵐の神はじめとする様々な現象の原因となる神々、

そして稲作のスケジュールを含むノウハウという多くの新文明を内包した宗教であった。 

この神道は大和の国が建国されて以来、南大和から影響圏

を徐々に拡大していく過程での指導原理となったのであろ

う。しかしそれはゆっくりとした拡大であった。それが崇神

天皇の御代に至って飛躍する。なぜか？ 

纒向遺跡の発掘で特筆されることの一つに、「纒向大溝」と

呼ばれる遺構の発見がある。 

纒向大溝は纒向遺跡の西側にあり東から西に向かって流れ

る幾筋かの川を南北に結ぶ格好で掘られている。溝の幅はお

よそ６ｍ、深さ 1m で全長は 2600m にも及ぶとみられてい

る。そして、この大溝は纒向遺跡が出現した最初の時期に掘

られている。すなわち崇神天皇の即位時には既にこの溝を掘
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る構想があった、ということである。吉野ケ里や唐古遺跡の環濠のように時間の経過とともに徐々にできてきた

ものではない。 

この事が表しているのは崇神天皇が即位された時点で大和の国には、これだけの大規模な水路と都を作るだけ

の構想力、設計力と土木、灌漑技術があったということである。 

 

「大和国システム」の成立 

一方で日本書紀には纒向三代の記事として以下の池、溝を掘ったとの記述がある。（カッコ内は新紀年表の編年） 

 

崇神 62年（203年）「農は天下の大本なり。民の恃みて生くる処なり。今、河内の埴田の水少し。是を以て、

其の国の百姓、農の事に怠る。其れ多（さわ）に池溝を開りて、民の業を寛めよ。」と詔して、依網池、苅坂池、

反折池を作った。 

垂仁35年（244年）高石池、茅渟池、狭城池、迹見池を作る。「この歳、諸国に令して、多に池溝を掘らしむ。

数八百。農を以て事とす。是によって百姓富み寛いて、天下泰平なり。」 

景行57年（286年）坂手池を造る。 

 

ここまでを総合すると、大和の国は 180 年ごろには纒向大溝を掘るだけの土木灌漑技術を持っていた。そして

この技術を持った纒向三代の天皇は、各地に池と溝を作って新しい水田を開くことを推進したのである。 

 

筆者の考える「神道と新しい米作り」の提案（これを「大和国システム」と呼ぶ。）によって大和の国が日本国

の治者になったとは、新文明であり新宗教であり、米作りのノウハウでもある神道と、池と溝を掘る土木技術に

よる新田開発の提案をすることで、大和の国は日本全体に影響力を広めていった、ということである。 

前章で述べたように弥生時代が不信と戦争の時代であったのは、弥生の「稲作適地」が極めて限定された地域

であったからである。ところが、大和の国が提案する「大和国システム」に従えば、弥生人が稲作ができるとは

考えなかった土地も池と溝を掘って水田に変えることができる。これはまさに農業革命だが、さらに進んで生活

自体の大革命ともなるであろう。 

崇神天皇の御代にこの「大和国システム」を全国に広めたと解釈できる出来事の記事がある。 

即位して間もなく疫病の流行に苦しんだ崇神帝は叔母の倭迹迹日百襲姫命の助言で救われたあと、崇神 10 年

（185年）に諸国王化の詔を出して北陸、東海、西海、丹波に四道将軍を派遣する。「将軍（いくさのきみ）」と

名付けているので征討軍とみなされがちであるが、基本はそうではない。 

日本書紀には帝はこう指示したとある。 

「民を導く本は教化（おしえおもぶく）にあり。．．．群卿を選んで、四方に遣して朕が憲を知らしめよ。」 

すなわち、この派兵の基本は「教化」なのである。何を教化したのかといえば、これは「大和国システム」の布

教である、と筆者は考えている。ただし、詔では続いて「もし教えを受けざる者あれば、すなわち兵を挙げて伐

て。」とも言っているので、武力を背景にした教化ではあった。 

しかし、「神道と新しい米作り」という新文明の提案は、これまで狭い農地にしがみついてきた弥生人にとって

は夢のような内容であり、感動と興奮のうちに教化は広まったのではないかと想像している。 

日本書紀は四道将軍は崇神10年の10月に出発し翌年4月には早くも凱旋して平定の様を奏上した、と記して

いる。そしてこれに続いてさらに注目すべき記事がある。 

「この歳、異俗（の人）多く帰て国内安寧なり。」という。これは四道将軍を派遣した先から大勢の人が纒向に

来たことを示しているであろう。いったい何をしに来たのか？筆者はこの人々は「大和国システム」を学ぶため
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に、纒向に研修を受けに来た、と考えている。 

 

弥生時代終結の謎への回答 

ここまで述べたように、纒向三代の御代に大和の国が纒向を拠点として、「大和国システム」をその旗印として

影響力を日本全体に拡大していった、と考えれば、この稿の最初に掲げた日本古代に起こった大きな変化への疑

問についての回答が自然と見えてこよう。 

 

すなわち、 

○なぜ、環濠集落、高地性集落が消滅したのか？ 

それまで、限られた弥生時代の稲作適地を取り合うことで戦争が頻発したが、「大和国システム」によって水

田になる候補地が大幅に拡大した。このため限られた土地に執着する必要がなくなった。まだ自分の農地を持

たざる者たちも、リスクを冒して先住者がいる既存の居住地を襲うことより、新しく自分の農地を開拓するほ

うが効率的になった。また、防衛線を固めた既存集落に住んでいる者たちも、より広い農地を求めて集落を出

て行った。 

○なぜ、戦争の時代と言われた弥生時代から急に平和が訪れたのか？ 

耕地獲得の手段が略奪から開墾に変わった。 

○なぜ、畿内式土器が全国に広がる一方、纏向で各地の土器が発掘されるのか？ 

四道将軍などの広報宣伝活動の結果、地方の集落から纒向に「大和国システム」を学びにくるトレンドが生

まれた。情報発信地となった纒向には地方から人が集まり、各地との交流も盛んになった。纒向に来る人々は

地元の土器を持ち込み、また、纒向の土器を地元に持ち帰ったであろう。 

○なぜ、銅鐸が消滅したのか？また、なぜ、埋葬されたかのように地中に埋められたのか？ 

大和の国は「大和国システム」を普及させる過程で、旧宗教である銅鐸教の放棄と神道への改宗を求めたで

あろう。そして銅鐸教の放棄のあかしとして、銅鐸を土中に埋葬することも求めたのだ。各地で発見される銅

鐸が、同じような埋葬のスタイルとなっているのは大和の国の「指導マニュアル」の形式に則っているからと

考えられる。 

○なぜ、前方後円墳が全国に拡散し、熱狂的に作られたのか？ 

この問いに答えるには、まずそもそも前方後円墳とは何なのか、という問いに答えなければならない。この

奇妙な形状をした墓陵が古代日本で大量に造られた。このことの背景についても古代史学は納得できる説明

をしていないように思う。 

以前はこの古墳群は権力者の力の誇示のために造られたもので、権力者による民衆圧迫の証拠、というよう

な奇妙な説明が、これも一種の政治的な情熱とともに語られた。筆者などはこの説を聞かされて育った世代で

ある。最近の学会ではさすがにこのような説は後退しているようだが、かといって明快な説明がされているか

といえばそうでもない。「公共事業だった。」というような、これもちょっと不思議な説があるようだ。吸い上

げた税金（米）を労賃を払って民衆に還元するということだろうか。 

前方後円墳は全国に 5000ほども存在する。絶大な権力者の権力の誇示や自己満足、あるいは宗教的な情熱

や狂気によって、あるいは公共事業説のように慈善心によって大きな土木建造物ができることもあるいはあ

りえよう。秦の始皇帝陵やピラミッドはそのようなものである。しかし、始皇帝陵は一つしかないし前方後円

墳よりはるかに長い時間の積み上げで出来たと思えるピラミッドもわずかに 100 基を少し超えるほどでしか

ない。5000もの役にも立たない土の山が、わずか300年ほどの期間に訳もわからず造られたとするなら、あ

る種の集団発狂でもあったことになるだろう。 
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しかし、筆者の考えるように大和の国が水田開発に集中し、池と溝を掘ることによって影響力を拡大したと

すれば、ごく自然な発想として前方後円墳はその池と溝を掘った土を盛ったものではないか、との仮説が立て

られるだろう。そう考えれば、膨大な前方後円墳はこの時代の熱狂的な水田開発ブームがモニュメントとして

残したものであるという、造った人々の情熱や経済合理性を伴ったシナリオが見えてくるのである。 

 

箸墓と纒向大溝 

このことの傍証となる事実が纒向遺跡にある。 

纒向遺跡の地図を見てみよう。ここに実線で発掘された纒向大溝が書かれているが、未発掘の部分について

破線で予想が書き込まれている。 

注目すべきはこの予想ラインがまっすぐ箸墓に向かっていることである。 

箸墓は、それまでの古墳の大きさをはるかに上回るスケールで突如現れた初めての巨大前方後円墳である。

すなわち筆者の仮説は、箸墓は纒向大溝を掘った時に出た土を集めて盛り上げた「盛土」ではないか、という

ものである。その故に箸墓は纒向大溝の到達点にあるのではないかと考えるとこの墓の出現の説明ができる

のではないだろうか？ 

つまり、纒向大溝がそれまでに比べてはるかに大規模だったがゆえに、その盛土も巨大になったのである。 

そうであれば、纒向遺跡が現れた時点で纒向大溝はあった。よってのち箸墓となる盛土もあったと考えられ

る。さらに想像すれば、その大溝を造るとき、地面を掘ることへの恐れのようなものもあったのではないか。

その恐れもあってそのようにしてできた巨大な盛土を祭る習慣ができ、ある時期に倭迹迹日百襲姫命を祭る

墓となった、ということではなかろうか。 

日本書紀に記載があるように、百襲姫命を祭るとき初めて石で表面を装飾した。最大の墓陵である箸墓はそ

の後、大和の国の様々な祭祀も行われるモニュメントとして長く使われた。そのため各種の土器も長い時代に

わたってそこで使われた。であれば箸墓の建造時期は、そこで発掘される土器を見てもわからないのである。 

そしてここまでの大和の国の成り立ちについてのことを前提とすれば、日本古代史の根本問題である、 

 

○なぜ、北部九州、吉備、出雲、をはじめほかの地方にも多くの地方勢力が生まれていた中で、大和の国が

この国の治者となったのか？ 

 

という問いについても、おのずと答えは見えてくるであろう。 

大和の国は、「神道と新しい米作り」を広げていく「大和国システム」を、争いと不信に満ちた弥生時代の人々

に提案し、知らしめる(知ラス）ことに成功した。このことで、大和の国は日本の全体を治める地位に就いたのだ。 

そしてその結果、この国は至る所に神社が立ち、稲穂が生い茂るみずほの国となったのである。 

 

５．邪馬台国と大和の国 

 

それではこの大和の国と、現在の日本の古代史界最大のスターである卑弥呼が率いる邪馬台国はどのような関

係になっていたのであろうか。筆者は同意できないが、一般にはこれが日本古代史最大の謎といわれている。 

まず魏志倭人伝と新紀年表の年代を整理しておくと、魏志倭人伝によれば卑弥呼が魏に最初に遣いを送ったの

が239年、卑弥呼が死んだのが248年、卑弥呼の後継者である壱与が最後に魏に遣いを送ったのが日本書紀の引

用で266年となっている。 

新紀年表ではこれは垂仁天皇、景行天皇の御代（垂仁帝 210-259年、景行帝260-289年）に相当する。 
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日本書紀の中から卑弥呼に該当する人物を探すなら、年代からいえば、卑弥呼が年寄（長大）であったという倭

人伝の記述も頭に入れれば倭迹迹日百襲姫命であろう。しかし、筆者はこの説には組しない。 

卑弥呼は「九州の女酋」と喝破した宣長の説の賛同者であることは冒頭に述べた通りである。「邪馬台国論争」

でいえば九州説ということになる。 

その後、東遷してヤマト王権になった、などという付会論にも組しない。ある時期（277年ごろ）に大和の国の

傘下に入り消滅した、と考えている。 

邪馬台国がもし本当にあったとして、どこにあったかといえば北部九州近辺であることは魏志倭人伝を読んだ

だけで自明である、と筆者には思える。しかし300年にわたって論争が続き、いまだに九州説、畿内説、東遷説、

その他の地方説と議論百出で終息の気配もない。むしろ纒向遺跡の発掘で畿内説優勢となった、という驚くべき

珍現象も起こっているようだ。ここは九州説をとる筆者なりの根拠を示しておこう。 

 

邪馬台国について万巻の書が出され、議論百出しても、「邪馬台国があった。」と主張している一次資料は魏志

倭人伝だけであるから、まずは魏志倭人伝を読むしかあるまい。それなら、魏志倭人伝を読む中であまり指摘さ

れていないと思われる点をいくつか挙げてみよう。 

 

卑弥呼は「共立」された 

倭人伝には、もと男子を以て王となしていたが倭国全体が乱れたので「共に一女子を立てて王となす。」との記

述がある。卑弥呼が共立されたことは、倭人伝の説く邪馬台国連合成立の根幹であろう。 

しかしこれが事実としたら邪馬台国が大和地方にあることがあり得るだろうか？ 

「共立」とはすなわち、話し合いによって、皆の合意が形成されて卑弥呼を盟主に推戴した、と言うことであろ

う。しかし、もし邪馬台国が大和地方にあるなら、この場合の「皆」には当然、大和にある邪馬台国が含まれる

一方、北部九州の主要国である伊都国や奴国も含まれよう。北部九州と奈良盆地だけで話し合うのもおかしいの

で、当然、途中の吉備や安芸などの様々な国も含まれることになるだろう。しかしこの時代に離れ離れの国々が

どこかに集まって議論し、合意を形成するなどおよそ現実性のあるストーリーであろうか？どこにどうやって集

まるのか、だれがどうやってそんな広い範囲で呼びかけるのか、筆者にはさっぱり現実的な状況が見えないがい

かがであろう。 

一つ強力な国があって遠征軍を送って帰順させるというのは、古今東西極めてありふれた話である。これは遠

征軍が何らかの意味で強力であれば実現可能である。しかし広い範囲の多くの代表がどこかへ集まって話し合い

で統治者を決めるなど、日本の歴史上、明治時代以前にあっただろうか？ 

 

○「卑弥呼は共立された。」というのであるから、協議できる距離の範囲から邪馬台国連合が西日本全体ということ

はあり得ない。邪馬台国連合は北部九州程度の範囲を指す。 

 

次に、卑弥呼は「鬼道を能くした。」という点についてである。これも倭人伝が描く卑弥呼のありようの根幹と

なっている。鬼道とはなにか、よくはわからないが今風に言えば「霊能力者」「シャーマン」といった類であろう。 

卑弥呼の霊能力がどのようなものであったか、わかりようもないが例えば天候を予知する能力といったもので

あろうか。もし仮に卑弥呼が災害を含め正確に天気予報などができたとしても、大和にいる卑弥呼の予言を北部

九州の人々がありがたがるであろうか？ そもそも予言を北部九州まで伝えることができるだろうか？天気予報

ではないにしても、北部九州の連中が大和から来る卑弥呼のお告げを神妙に待って、おとなしくしているという

姿が筆者にはどうしても想像できない。つい先ごろまで殺し合いまでして争っていた憎き隣人が、なおそばにい
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るという状況においてである。 

 

○「卑弥呼は、鬼道によって邪馬台国連合を形成した。」というのであるから、情報の伝達範囲とスピードから見て

やはり北部九州ぐらいの範囲が限度である。 

 

次に、帯方郡などからの使者が来た時には文書や献上品について伊都国でチェックして間違いがないようにし

ている、との記述がある。しかしこれももし卑弥呼が大和にいるなら、こうしたチェック、荷物の開封はもっと

大和に近い、難波あたりででもするのが当然であろう。 

 

○大和に卑弥呼がいるならば、伊都国で荷物を開けるのはその先の長い道のりを考えるとかえって危険である。 

 

次に倭人伝には一大率という役職が伊都国におかれていて、周りの国はこれを恐れた、と記されている。もし

この通りであって邪馬台国が大和にあるなら、こうした出先機関は伊都国だけではなく、少なくとも伊都国と邪

馬台国をつなぐ瀬戸内海の各地方にはそれぞれあったことになろう。すなわち西日本全体に近い範囲に監視力・

強制力をもつ支配組織をすでに邪馬台国は持っていたことになる。しかしこの時代にそんなしっかりした組織体

が西日本全体にあったと想像できるであろうか？ 

 

○一大率が伊都国でにらみを利かせていたのなら、西日本の各地にも邪馬台国の派遣官はいたことになる。そんな

ハイレベルの統治機構はこの時代にありえない。 

 

さらに、狗奴国との戦争についても考えてみよう。247 年に卑弥呼は、かつてから不和だった狗奴国との関係

を帯方郡に報告して助けを求めている。魏は邪馬台国に黄色い旗を与え、張政という武官を派遣している。 

狗奴国は邪馬台国の南に位地すると倭人伝では伝えるが、近畿説では、「倭人伝の著者の陳寿は日本列島は九州

から南へ長く伸びていたと思っていた。」と説明しているので、狗奴国は近畿より東の東海地方などの勢力であろ

うと推定している。 

しかしながら、である。もし邪馬台国連合と狗奴国がそうした位地にあるとして、争ったとするなら、戦場は大

津か関ケ原あたりであろうか？しかし、いくら卑弥呼が国際感覚(？）に優れていても、大和に本拠を持つ政権が、

大津か関ヶ原の戦争に魏に援軍を送ってもらおう、などと考えるであろうか？ あるいはいわゆる「お墨付き」

をもらいに行ったという論もあるかもしれないが、東海地方の土豪が魏の「印籠」を見て畏まるなど、やはり現

実離れをしているとしか言いようがなかろう。 

それまで何度も魏に使者を送っているのであるから、帯方郡や、まして洛陽がどれだけ遠いかは大和の邪馬台

国の首脳はよく知っているはずである。それでも、「魏に助けを求めよ。」と卑弥呼がお告げすれば、「とうとう卑

弥呼さんもおかしくなったか。」とでも思われてしまうであろう。 

もしそんな現実感覚が無い人間が政権の中枢にいたとして、その国がのちに日本全体を治める大和政権になる

など、筆者には全く理解できないことである。 

 

○「狗奴国との争いで邪馬台国が魏に助けを求めた。」というのであるから、邪馬台国は北部九州あたりが妥当であ

る。魏から関が原までは遠すぎて来られないであろう。 

 

これらの点を邪馬台国が大和にあったとして考えると、いずれも無理があって現実の事と想像するのは極めて
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難しい。ところが、邪馬台国は北部九州にあったとすれば、いずれも自然で無理がないのである。例えば「卑弥

呼さんの天気予報」も、一本出して伝令を送れば1日2日で連合の全域に伝わるであろう。 

 

さらに一般に九州説論者がよく主張される距離の比率の問題がある。すなわち、 

 

○倭人伝では、帯方郡（ソウル）から奴国（博多）まで 10600里、邪馬台国まで 12000里となっている。この距離

の比率から見て邪馬台国は北部九州の近傍である。 

 

これらの事から、邪馬台国があったとするなら北部九州ないしその近くにあったことは明白であろう。「九州の

女酋」と喝破した本居宣長の直感は正鵠を射ているのである。 

 

次に政権の持つ発展性についても考えてみたい。 

そもそも、魏志倭人伝に書かれている邪馬台国の本質は何か？ 

それは、シャーマニズム（迷信）と事大主義（他力本願、魏にすがる。）であろう。これと対比して筆者が考え

る大和の国は、神道と灌漑技術（合理主義）を土台として、ひたすら自分で汗を流して水田を開墾する（自力本

願）国であった。 

どちらがそののちの日本の治者となるのが自然か、答えは明らかである。そして、歴史は自然の流れに従った

のである。 

 

○邪馬台国の 2本柱はシャーマニズムと事大主義である。権威に頼り、迷信に頼る政体が後の日本国に発展すること

など（東遷も含め）あり得ない。 

 

なお、ここでは詳述しないが現在の古代史学会では宝典扱いされている魏志倭人伝であるが、大きな問題を抱

えている資料であることも指摘しておきたい。著者の陳寿がまことに優れた歴史家であることは論を待たないが、

倭人伝については書かれた動機が政治的な意図をもったものであることを岡田英弘氏が指摘している。邪馬台国

までの距離と人口、風俗描写についてはその政治的意図（司馬懿の顕彰）のために曲筆されていることは前後の

事情を見れば明らかである。我々はいつまでも陳寿の仕掛けたトリックに呪縛されていてはいけないのである。 

そして、距離に作為が入っていることも畿内説の優位点を消滅させるものである。 

まして、纒向で大きな建物が発掘されたから、これは卑弥呼の館であるなど、およそ論理的ではない。 

纒向の大きな建物は垂仁天皇の館とみるのが至当である。 

 

○魏志倭人伝は司馬懿の功績を讃えるための政治文書である。そのために陳寿が邪馬台国への距離を改ざんしたのは

明白で、畿内説の唯一の拠り所は消滅する。 

○「大きな建物が纏向で発掘された。よってこれは卑弥呼の館である。」など論になっていない。 

 

266年を最後に邪馬台国は歴史の記録上から足跡を消している。一方で新紀年表では 271年に景行天皇が、大

和の国として神武天皇以来初めて九州の地に足を入れるのである。 

景行天皇はまず周防の佐波に進まれ、海を越えて国東半島の方向へ遣いを出す。するとその地の首領である神

夏磯媛（かむなっそひめ）が、鏡、剣、玉をささげて降伏してくる。（神話を除き、三種の神器の初見。この鏡は

卑弥呼からもらったものかもしれない。） 
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その後宇佐から先祖の地である日向に入った景行天皇は、熊襲征伐などもしながら 6 年にわたってこの地に滞

在する。ここで何をされたかであるが、先祖の地の開拓事業を進めるとともに、環濠集落が密集している北部九

州地帯への「大和国システム」の普及、宣伝、指導、に努められたのであろう。しかし、これまで柵を高く、堀

を深く構えて外からの侵入者と常に敵対していたそれまでの先進地域、北部九州の人々への教化には少し手を焼

かれたのであろう。6年の歳月はそのために費やされた。 

あらかたの目途がついたことで、景行天皇は 277年3月に帰国前の九州巡幸に出る。日向から熊本、長崎、福

岡を回って大和に帰国されるが、その前に8月、九州巡幸の最後に福岡の浮羽に寄っている。 

筆者は邪馬台国の所在地について、弥生の「稲作適地」が地形的に多そうだ、という理由で福岡の朝倉であろう

か、と思っているが浮羽は朝倉のそばである。277 年８月をもって邪馬台国は大和の国の傘下に入り消滅した、

と考えておこう。 

 

紙数も尽きたのでまとめとして、筆者が考える古代日本の勢力の推移図を示す。 

筆者の考える日本古代史の推移の骨格についてほぼ本稿で言及したつもりであるが、筆者が日本古代史最大の

謎と考えている、「出雲」については言及できなかった。 

また、纒向三代の後を受けて、さらに大きなスケールで躍動する神功皇后、応神天皇、仁徳天皇の実像について

も新紀年表でその驚くべき真の全体像が見えると考えている。 

これも別の機会に述べることとしたい。 

 

＜大和の国の発展のプロセス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180年ごろ                      210年ごろ   

崇神帝ご即位のすぐあと。               垂仁帝ご即位のころ。            

これから四道将軍を派遣。               ここから内政充実に努める。 

卑弥呼はすでに共立されているであろう。 

 

 

 

 

 

280年ごろ 

景行天皇の時代に大和国による全国統一がほぼ完成。 


