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 邪馬台国の新視点 原ヤマト東三河・狗奴国駿河以東説  

 

2016.05.15 前田  豊   

１．始めに   

不思議なことに、邪馬台国比定地は 146 以上あって、日本列島全体に広がっており、江

戸時代から論議されながら、いまだに決着していない。（図１）  本論者は 1996 年に著書

「古代神都・東三河」において、畿内説の拡張版である参遠地域・東三河邪馬台国仮説を

提唱している。最近、この説を支援する考古学的に有力な情報（甕棺墓、銅鐸説）も出て

きている。邪馬台国所在地を狗奴国の所在地から誘導する新説をご紹介したい。 

 

２．邪馬台国・狗奴国の位置推定の前提  

邪馬台国の比定地は九州説と奈良大和説が優勢である。狗奴国は、魏志倭人伝では、邪

馬台国の南にあることになっている。古代中国の地理感では、九州を北に、本州が南に延

びる形で理解されていたようである。   

混一疆理歴代国都之図（図２）は 1402 年に李氏朝鮮で作られた地図であるが、古代中

国・朝鮮では同様の認識があったので、このように記載されたものと考えられる。（行基地

図も同様である）  

古代中国の日本列島配置認識は、魏志倭人伝では、九州以外の地は不詳として、傍国名

だけしか書かれていない。邪馬台国は女王国の中の一部であるが、帯方郡の使者は行って

いないため、位置情報が不足している。即ち、陳寿の『魏志』倭人伝の倭列島の認識では、

倭人国は、九州を北に、南に広がる国の集まりと誤解していたと思われる。   

「魏志」倭人伝の著者・陳寿は、邪馬台国は会稽・東冶（とうや）の東ということである

から、倭人の国は九州の南部、奄美、琉球あたりの緯度にあったと判断したようである。  

しかし、現代の地図に当てはめれば、実際には本州の東の方に原ヤマトと呼ぶべき地があ

った。「原ヤマト」を「邪馬台国」と認識した可能性が高い。  

以下、古代日本の理解を進める上で、鍵となる要素情報を整理して紹介する。   

１）日本各地の古代遺跡の時代別分布    

石器時代（巨石・イワクラ）、縄文遺跡、弥生遺跡、環濠集落などは、日本列島全体に

広がっている。（詳細省略）  

東海・関東には、瓜郷遺跡、登呂遺跡など弥生時代の稲作遺跡があり、東三河の麻生田

遺跡には甕棺が 237、水神平遺跡に 20 出土している。   

２）邪馬台国時代以前の日本固有の銅鐸の出土地分布   

「邪馬台国は銅鐸王国へ東遷した」という安本美典氏の銅原料の解析を基にした有力な

説が現れた。銅鐸文化圏は、九州、淡路島、出雲、近畿、東海地方に広がり、参遠式銅鐸

文化圏が東端の地であり、天竜川より東地域は、銅鐸文化圏外である。（図９）   

３）古墳の分布  前方後方墳の出土地  （図３）  

邪馬台国は物部氏が関係していたようである。大和王権に繋がる前方後円墳に先立つ前

方後方墳は、物部関連遺跡と重なっている。物部氏は、徐福集団の有力氏族として日本列

島に広まったと考えられる。奈良・巻向遺跡付近でも、前方後方墳が先行し、次いで前方

https://ja.wikipedia.org/wiki/1402%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E6%B0%8F%E6%9C%9D%E9%AE%AE


 2 

後円墳が発生している。  

富士山南部にある沼津の「高尾山古墳」は、相模の西隣で、存続問題で最近話題になっ

ている。これは 230 年頃築造された前方後方墳との見解があり、物部氏の統治地域で、邪

馬台国時代に築造されたものということになる。 

４）アズミ族の居留伝承地   

海人族は、アズミ族（渥美、安曇、安住などと記載）として、日本列島全体に足跡を残

し、多くは徐福伝承地と重なる。徐福集団は、邪馬台国を生出す小国群を形成していた。   

５）高天原伝承地   

徐福集団は、記紀で日本神話の神々として記載された可能性が高い。彼らの居住地は高

天原と呼んだ可能性がある。高天原伝承地は日本列島各地に 30 か所以上ある。筑波山、富

士山、東三河、伊勢、高知、高千穂、霧島など。そして、これらの地は、伊弉諾・イザナ

ミ伝承、天照、スサノオ、神武、その他、日本神話の神々の伝承地となっている。   

６）神社伝承、稲荷信仰地   

これらは、日本列島全体に広がっており、古代の歴史情報を隠し持っている (伏見稲荷、

豊川稲荷、祐徳稲荷（佐賀）など )。 

７）記紀・古史古伝は地域史と関係がある   

古史古伝は、偽書とも言われ、アカデミズム史観からは敬遠されているが、古代からの

地域の口伝などをまとめた各地の歴史や文化が反映されている可能性がある。（図５）  

古事記、日本書紀（近畿・中国・九州地域の古代史を反映）。 

先代旧事本紀（三河）、富士古文献（東海、駿河、相模）、秀真伝・三笠紀（東北、関東、

富士）、竹内文書（冨山、中部、関東、東北）、物部文書（秋田）、東日流外三郡誌（津軽） 

カタカムナ文献・但馬故事記（兵庫県）、出雲神話・出雲風土記（出雲・山陰）、上記（九

州他山岳民）、ホツマ伝（辞典）（伊弉諾時代のヤマト国は伊勢から東海地方を指している。）  

 

３．中国の三国志時代の政治的背景  

～魏と呉の敵対関係が日本列島に持ち込まれていた～    

三国志の時代には魏と呉は戦争状態であり、魏は呉と張り合って倭人を味方につけよう

として、倭人の国・卑弥呼の朝貢を大いに歓迎し、金印を授与したと考えられる。（図 10）  

 富士山麓・山中湖北岸の地、長生村にあった秦氏の庭から金印が出土した。巳大方と彫

られており、邪馬台国時代の「呉」或いは「黄巾の乱」の道教を奉じる将軍の印であった

ことが判明している。（図６）  この地から、最近になって、「徐福の墓」と呼ばれるもの

まで発見されている。 

一方、呉国も倭人との交流があり、孫権は将軍を徐福の子孫のいる倭列島に派遣したよ

うである。道教を奉じる呉国の人たちは、本来のヤマト、富士山を信仰対象とする蓬莱国

のことを知っていた可能性がある。  

 

４．徐福伝承地の分布 

～日本の道教の原点に徐福があり、日本列島で王となっていた～   

中国の正史『史記』に記載されたところであるが、秦始皇帝の命により、2200 年以前に

日本列島に徐福集団が渡来した事は、近年史実の可能性が高まっている。そして徐福伝承
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地が、日本列島全体に分布している。  (図４)  

徐福集団は、日本列島で弥生時代の文化を進化させ、中国の前漢時代に日本列島各地で

百余国といわれる小国を築いていたことが考えられる。   

今までの日本でこそ徐福は、伝説の人であるが、中国では既に歴史上実在人物となって

おり、日本列島に行き、日本人の先祖の一部を形成していると見ている。   

徐福は、今から 2200 年ほど前に実在した方士で、秦始皇帝の信頼を得ていた。そして、

始皇帝の命により、蓬莱の地をめざし、不老不死の霊薬を求めて、童男童女 3000 人と百工

を引き連れて、大船団を組んで東海に船出したと、中国の正史「史記」に記載されている。  

徐福が、２～３度の蓬莱の地探訪の末、最後に始皇帝の元に帰る前に、始皇帝は病死した

ことを知った。そのため、徐福は蓬莱の地で平原・広沢をみつけ、王となって住みついた

ことになっている。  

徐福一行の到着した地は夷州とか、壇州（タンシュウ、センシュウ）と呼ばれるが、お

そらく本州の東海地域だったのではないか。  

北宋時代の古書『太平御覧』外国記に徐福の末裔が住む処には麻が繁茂し、紵嶼（チョ

ショ）で、童男女は呉人に似ているという。  

祖州とも言われたそうだが、穂の国・東三河の麻生田遺跡や、阿祖山と呼ばれた富士山

の東麓の古代相州（相模）が該当しそうである。  

その地から、中国まで来て、商いをする人がいたと伝えられている。  

  東三河の豪族が所有していた牛窪記には、徐福の子孫が東三河（穂の国）に住み栄えた。

徐フツは、富士山に向かったと記載している。牛窪記を記載したのは、三河の豪族・牧野

氏である。彼らの出自は、豊川市の牧野の地と考えられるが、そこに縄文から弥生時代の

麻生田遺跡存在し、甕棺墓が 237 基発見されている（ 1977～ 1990 年の調査）。甕棺墓は、

九州佐賀県の吉野ケ里遺跡で 2000 基以上出土しており、徐福一行の居留地であり、邪馬台

国という説もあった。同じ文化の民族が、東三河に移住した可能性が高い。  

  

九州阿蘇山の南、高千穂の地に  古代からの五色人伝承をもつ幣立神宮が存在する。  

その地には、不老不死の水が湧き出ており、始皇帝の命により徐福が来訪したことが伝え

られている。しかし徐福はその地を後にして、本来の蓬莱山である不二山を目指して移動

していったと伝えているのである。このことを筆者は 3 年前、直に春木宮司から伺った。  

 一方、不二山（現在の富士山）北麓の富士吉田には、徐福定着の伝承があり、丸山頂上

付近には、徐福の墓および天照大神の祠が立っている。  

 徐福定着地の有力候補は東三河あるいは富士山麓のいずれかの地の可能性がある。  

 

５．徐福のことを記載した唯一の日本の文献資料 

富士古文献は、富士山北麓・明見の地の宮下家で発見された。その中に、徐福 12 史談

と呼ばれる古文書が存在し、徐福或いはその一族が来所し記載したとされている。そして

古代からの阿祖大神宮が存在し、その宮司・宮下氏が古文書を書き写し保管したことから、

宮下文書とか徐福文献とも呼ばれている。   

富士山噴火の際、宮下宮司らは古文書を持ち、相模の大山守皇子の領地である、相模川

流域の現寒川神社の地に神社を移し、古文書の写しを作った。   
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噴火が収まった時点で、富士吉田明見の  阿祖山大神宮近くに戻り住み、古文書を保管

し続けたため、様々な苦労をしながらも、古文書の一部が残され現代に至っている。   

 徐福のことが詳細に記載された古文書は、この富士古文献をおいて他にはない。この古

文書によれば、富士山麓は高天原と呼ばれていた。   

 徐福が来訪した、富士山北麓は、古代日本の神々（人々）が集団で住み着いた神都であ

り、高天原と称されたところであった。  

富士古文献が語る富士の歴史背景   

 天之御中主神の子孫である  諱神農氏神（高皇産霊神）の第五子・諱農立比古尊（国常

立尊）と第７子農狭比古尊（国狭槌尊）が拓いた地である。（縄文人、シュメール系渡来人？）  

2 神が富士山東麓で、別れるときサガミ（また合いましょう）と言って別れたため、相模

という地名になったと伝承されている。富士山東麓は相模の一部であったのだ。   

 富士山には、天孫ニニギ尊の妻コノハナサクヤヒメとイワナガヒメ伝承がある。   

また、相模の大山と富士山の間には強い関係が存在していた。上記 2 姫の父親となる大山

祇神伝承が、富士山の真東の相模の大山にある。大山の頂上には、阿夫利神社があり、頂

上付近にイワクラを祭祀する信仰があった。その地に約 4 千年前の遺跡が存在した。   

伝承では、大山祇尊は約 2200 年前に祭られるようになったと神社由緒書に記しており、徐

福来訪の時代と一致する。事実大山祇尊は徐福を反映しているとの有力な説がある。   

尚、相模の地の旧呼び名は「サガム」国であり、サは山を意味するとの説があり、サガム

は「山の神」大山祇尊を意味しているのかもしれない。   

 サガム国の南、現在の小田原地域の旧名は、師長（シナガ）であった。この地域の北部

塚原には、丸石が多数出土し、丸石は徐福船団の船のバラストに使われていたと唱える人

（赤埴氏）がいる。  

師長国の首領はシナツヒコと呼ばれたといい、シナは古代中国（秦）の名から来ているか

も知れないし、風の神かも知れない。  

  

６．沼津に存在するこの地域最古の前方後方墳 /高尾山古墳は狗奴国王の墓か  

師長国の西、箱根山を超えたところに、沼津がある。沼津には、高尾山古墳と呼ばれる

この地域で最大・最古の前方後方墳が存在する。その隣に建つ熊野神社の由来書によれば、

西暦 200 年頃の創建と記載されている。 まさに、魏志倭人伝にいう邪馬台国の卑弥呼の居

た時代の創建である。時代考証が確かなものか不明なのではっきりとは言えないが、邪馬

台国時代の傍国の一つの王が葬られている可能性がぬぐえない。   

邪馬台国九州説の見方からは、論説できないが、邪馬台国奈良説や、筆者の邪馬台国「東

三河説」からすれば、富士山の南・静岡県駿河地方に、狗奴国があったということは大い

に考えられる。  

富士山南麓に久野の地や久努国が存在した。静岡県には、伊庭遺跡や登呂遺跡など、弥

生時代の大遺跡が存在した。三島市には三島神社があり、相模の大山や伊予大三島にも祀

られる、大山祇神が祀られている。この地域の地名に、久能山を含め、袋井市に久野城が

あり、静岡県磐田市（遠江国山名郡久努郷）には、仲哀朝に久努国造（印幡足尼）物部連

の祖・伊香色男命の孫がいたようである。  （図７、８） 

東海地域の国造は、物部氏の子孫が多く、物部氏が徐福一行であったという八咫烏発信
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の説もあり、2200 年前頃に日本列島に渡来していた、徐福一行が日本各地に拡散し、国を

作って行ったと考えることが可能である。  

地名の移動  （図１０）  

一方、３世紀前半の段階で、狗奴国は東日本の東海道、東山道に広がっていたと考えら

れる。その後、東日本まで大和政権の支配が確定したあと、律令国制度では、狗奴国の名

は関東に追いやられ、毛野国が狗奴国の名残りと考えられる。つまり、久努は「クヌ」と

も読め、東海道、東山道一帯が狗奴国で、久努国造と上毛野国造、下毛野国造の３ヶ所が

残されたようだ。   

 邪馬台国が北部九州から奈良盆地へ移転したという「東遷説」の見方で捉えるなら、九

州の熊襲の球磨の勢力も移転したとも考えられる。   

筆者の体験したことであるが、熊本と宮崎の県境近くにある幣立神宮の伝承として、徐

福は、始皇帝の命により不老不死の水を求めて、この地に来たが、結局富士山の方に行っ

てしまったと言う。このことから、熊本県の奥地、熊襲の人々は本州の富士山を知ってい

たと思われ、徐福一行と共に、或いはそれを追って、富士山麓に移住することは可能であ

っただろう。  

富士山山麓に菊池姓が多いが、魏志倭人伝には、狗奴国の首領は、狗古智卑狗（クコチ

ヒク＝菊池彦？）と呼ばれたということで、関連があるかも知れない。菊川（市名）など

も同様である。  

海人（あま）族の東遷  

古代海人族の中で有名な支族は、アズミ族である。東海地方に渥美半島があり、その根

本の田原地区に、縄文遺跡があり、貝塚と数百体の人骨が出土している。この地域がアズ

ミ族の一大拠点であったと思われる。渥美半島に囲まれた三河湾の奥・蒲郡にはアズミ族

の首長を祀る赤日子神社があり、豊玉姫と玉手箱伝説がある。徐福一行の後裔と言われる

鵜殿氏の居城があったところである。   

東三河の豊川沿いには、羽衣の松と呼ばれる松の木がある。徐福上陸伝承をもつ、小坂

井の縄文時代から存在したと伝承される菟足神社がある。  

アズミ族の拠点は、九州博多近くの名島にもあったと言われる。漢委奴国王の金印が出

土した、志賀島の対岸に位置し、徐福が上陸したという伝承をもつ「名島神社」がある。     

この神社敷地の高台に上る道の名前は、「羽衣台道」と呼ばれている。古代の渡来人が住ん

だところで、着ていたものが羽衣のような綺麗な織物であったため、それ因んで付けられ

た名の道である。そこに豊川稲荷神社が勧請されて存在する。  

アズミ族は、船に乗って、日本列島の各地に拠点を築いたようである。駿河湾に面した

三保の松原の羽衣の松伝承は有名である。富士山が望める海沿いに、徐福一行（の子孫？）

は、上陸したのであろうか。   

紀伊半島、熊野、伊勢、伊豆半島、三浦半島、房総半島、九十九里浜から鹿島、香取神

宮のある鹿島灘まで拠点を広げていったと思われる。 香取神宮の御祭神が経津主大神（ふ

つぬしのおおかみ）というのも、興味深い。というのは、徐福の元の呼び名は、市（ふつ）

であったのだから。海人族は、日本海側からも東遷している。丹後には徐福伝承や浦島伝

説があり、糸魚川の上流の信濃には、安曇野がある。  

（注：長野善光寺近く束間には、天武天皇が、副都を作ろうとして調査をさせている。）   

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%EC%BB%B3%C6%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CE%A7%CE%E1%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%EC%BB%B3%C6%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%D9%C7%CF%C2%E6%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%A7%BD%B1
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海人族には、神武天皇を案内した、椎根津彦（ヤマトの国造）がいるが、丹後の籠神社

のご祭神、天火明命＝ニギハヤヒ命と同族で、神武天皇の役割を果たした可能性がある神

様である。即ち、アズミ族は、徐福集団のメンバーであり、日本神話の神々になっており、

邪馬台国、狗奴国を形成する前国家群を作りだしていた。それは、琉球・奄美を含む日本

列島全体に広がっていたと考えられるのである。  

狗奴国の比定   

狗奴国は、天竜川以東の地域、東海東部・南関東を要とする地域に広がっていた、縄文

土器生産地域を当てることができる。特に、天竜川東域～駿河など富士山南麓はその最前

線であっただろう。このことは、森岡秀人氏の原倭国説と共通する。  

２～３世紀において、尾張から天竜川までは、参遠式土器の文化が広がっていたが、天

竜川以東は別の文化圏を形成していた。 駿河湾岸から東京湾にかけての帯縄文土器の集団

および東関東を中心とする多縄文土器の集団が蟠踞する弥生系小形青銅器の浸透圏である。  

原倭国はその境界領域に新段階銅鐸の埋納を集中的に行う。これは、山尾幸久氏の「遠

州灘の部族連合」説でも述べられている。   

邪馬台国・狗奴国争乱前後の天竜川以東の地域には、乱前後措置とも言うべき前方後方

墳・前方後円墳の築造が認められる。  

倭国大乱は、列島全般に起きており、吉備や東海勢力が関与し、大和政権が共立された

と見られる。共立前の原倭国が邪馬台国ではなかろうか。  

 

７．東三河は邪馬台国（原ヤマト）か 

ここでは、従来比定地として取り上げられたことがない秘匿されてきた「東三河」に原

ヤマト国があったことを提言し、その裏付けを行う。   

 神奈川県綾瀬市の神崎遺跡は、参遠式土器の出土する AD180 年ころの遺跡であり、東三

河を拠点とした人たちが、邪馬台国時代に先駆けて関東に進出していた。東三河の土器は、

九州北部や奈良巻向遺跡を含め、全国的に広がりを見せており、大きな政治的勢力を有し

ていたと思われる。   

魏誌倭人伝の行程の見直し   

 魏誌倭人伝の著者・陳寿が、誤解に基づき、伊都国から奴国、不弥国を経て、更に南、

水行２０日で投馬国に至り、次いで南水行１０日と陸行１月で女王の都とする邪馬台国に

至ると記載した。しかし、現実には、南は東と理解すべきで、邪馬台国は、日本列島・本

州の相当東の方にあたると見なければならない。   

帯方郡から一万二千里の表現は、遠方を表す常套句であるが、短里（ 1 里＝約 90ｍ）で

１千キロ強となり、帯方郡からの直線距離とすると東海地方が該当する。   

不弥国は北九州（玄海）、投馬国は出雲、または吉備―鞆の可能性がある。   

更に南水行１０日の到着地は丹後ないし摂津であり、ここから南（東）陸行１月の地は、

東海地方に行き着く。 そこで、東海地方で、古代ヤマトと呼ばれた国はどこかという事に

なる。 

１）東三河・遠州は古代ヤマトと呼ばれていた   

 三河・遠州は、古代には出雲・ヤマトないし東ヤマトと呼ばれていたとの伝承がある。  

ヤマトの宿彌（＝ニギハヤヒ命？）伝承に基づく「ヤマトの地（宝飯郡豊津）、若倭部の地
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（浜松）があった。豊川市の本宮山麓川田に、大和の大イチョウと呼ばれる木があった。  

 東三河は「穂の国」と呼ばれ、「始めの国」、「大国主命の降臨地」であった。  

三河一宮の縄文･弥生遺跡、北九州との関連を示唆する遠賀川式土器出土の環濠集落の

白石遺跡や、伊場、土呂遺跡などの環濠集落からなる弥生時代中後期の遺跡が豊富で人口

も多かったと思われる。   

豊川市・麻生田遺跡には、甕棺墓が 237 基出土、水神平遺跡に 20 基出土。佐賀県・吉

野ヶ里遺跡と繋がっていたと思われる。そして、物部氏に統治された、参遠式銅鐸を祭奉

する国を形成していた。  

「女王国の東、海を渡る千余里、また国あり、皆倭種なり。」は、遠淡海（浜名湖＝一海）

を渡ると、千里（約８０ｋｍ）の地に久努国（狗奴国に該当）が磐田地区に存在していた。  

東海地方の尾張、恵那に卑弥呼、天照大神来所との伝承があり、東三河に天照大神が実

在したとの伝承があった。 さらに、イザナギ・イザナミ伝承、スサノオ来訪居住伝承、大

己貴命・少彦名命が活躍されていたとの記紀神話の伝承をもつ地が、豊橋東北部・石巻山

周辺に実在した。また神々の来訪を伝える老津の伝承がある。地名にも天津、天之池、天

橋などがあり、天国と記述された石柱碑などが残っている。トヨアシハラミズホの国の呼

称を伝える地が、三河一宮周辺にあり、神話伝承の古代神都・高天原を形成していたと考

えられる。  

２）東三河は謎の古代支配者の足跡を秘匿していた   

東三河には、聖徳太子の足跡と、持統天皇御幸の伝承がある。さらには、文武天皇の皇

居（下条）や草壁皇子の皇居（宮路山）が存在したとの伝承がある。朝倉川があり、壬申

の乱前の天武天皇の根拠地（朝倉の宮）であった可能性がある。その他、物部氏の祖、ニ

ギハヤヒ・ウマシマジ・出雲色大臣・大木食命の鎮座伝承（大木・山ノ奥）がある。 記紀

神話の多くがとりそろっている。  

 東三河、御津・小坂井（菟足神社）には徐福上陸伝説がある。皇室に献上するニギタエ

用の高級絹織物は赤引き郷で作られ、天照大神のおわす伊勢に奉納する行事がある。   

つまり、古代から倭錦を生産していた。  三河一宮のワクグリ神社、服部神社、三河大

野・赤引き郷のスサノオ神社、三ケ日の初衣神社なども、絹織物の発祥地と言われ、徐福

伝説と関連する。  

 奈良巻向遺跡の、初期搬入土器は「東海系の土器」が最多であり、三河一宮発祥の水神

平式土器の伝播が基礎になっている。また、東海系前方後方墳が奈良の発生期古墳に混在

している（赤塚次郎氏）。  

三河一宮の大木・山の奥、念仏塚古墳（５世紀？）から、５尺の太刀が出土している。  

豊橋市南部紙田川下流の宮脇古墳（５世紀）から１２０ｃｍ（魏尺で５尺）の儀刀が出土

している。   

石巻町牛川１号古墳（発生期の方墳）から国宝級ともいえる素環頭の中国将官の両刃の

刀剣（後漢代・２世紀）が出土している。   

石巻神社には宮司・大木氏奉納の剣と、文武天皇奉納の古鏡があったといわれている。  

これらはいずれも倭人伝に述べられている「魏からの贈り物」の記事と符合している。   

 新城市の大宮の「大の木遺跡」からは、良質のヒスイの飾り物が出土している。  

文化的にも、東海地方には、鯨面文身（刺青）の顔面土器が出土している。（白石弥生
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遺跡・遠賀川式の系譜）。  東海地方（知立 ,伊奈）からも出土している。   

伊勢湾・三河湾では潜り漁が盛んであった。 本宮山では亀トの言い伝え、クガタチに似た

湯立てというシャーマニズムの伝承が東三河の各地にある。石巻町・神が谷には太夫と称

する地名がある。   

倭人伝にその余の傍国としてシマ、ミノなどがあると記載されているが、三河―伊勢湾

周辺にこれらの国が存在している。また邪馬台国と戦ったとされる狗奴国が遠州に久努国

として存在していた。  

古代の戦力   

伊豆には、仁徳天皇時代に枯野船を作ったとの伝承がある。また、天智天皇の時代、白

村江の戦いの主戦力が庵原氏という駿河地方の軍であった。これらのことから、古代東海

地方に優秀な海軍力が存在したことは、明らかである。 

動物・植生・鉱物・気候   

倭人伝に記された「蚕桑、猿・鹿、黒雉など動物」などが、東三河に存在した。   

例：豊橋市の石巻山、宝飯郡の本宮山、北設楽郡の鳳来寺山（３神山）の囲む地。   

気候温暖、山に丹なども存在。これらは、倭人伝の記述を裏付けている。  

隋書倭国伝による裏付け   

隋書では、倭国は「東西５月行、南北３月行にして各々海に至る。邪摩堆に都す。即ち

‘魏史’のいわゆる邪馬台なる者なり。」とあり、その国は表現の示す規模の通り本州を表

している。   

 また、文林郎輩清の来倭行程記事では、「竹斯国に至り、また東して秦王国に至る。また

十余国を経て海岸に達す。竹斯国より以東は皆倭に附庸す。」とあり、倭国は筑紫の東・秦

王国（宇佐か周防か）の更に東、十余りの国を通り抜けたところの海岸にあった。   

東三河御津には、佐脇御所、唐人池、大郡などの地名がある。笹踊りという通史を迎える

古代からの踊りが伝わっている。  

 宋書倭国伝は倭の五王のことを語っているが、梁書倭伝によると、これら倭王の居所は

後漢代や三国時代と同様、邪馬台国であったという。つまり倭の五王の時代まで、首都は

魏史に記された邪馬台国から移動していない。ところが、倭の五王の一人であるオオハッ

セ若武王の伝承が、石巻山山麓・三輪川ほとりに現存し、朝倉の宮（朝倉川沿い）にいた

という。これはアカイコ伝説であるが、古事記にも載っており、古事記のヤマトの伝説が

ここから取られていると考えられる。  

卑弥呼の居所、墓の比定   

天照大神の居所は、豊島に伝承がある。三上（御神を連想させる）に、上鳥見塚、下鳥

見塚があった。記紀では、神武天皇が鳥見山に皇祖の祠を作り祀ったと伝えているから、

鳥見塚は天照大神（太陽神）の墓の可能性がある。卑弥呼は、何代目かの天照大神と考え

られるが、天女尊卑弥呼大神の呼称もあり、大天女伝承のある柑子の出雲神社などが注目

される。２重環濠集落を形成していた、石巻玉川御所なども居所としての可能性を秘めて

いる。 

 

８ .古代神都・東三河が消された背景 ～古事記序文が暗示する～   

天武天皇が壬申の乱前に隠棲した吉野が消されていた！   
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「日本書紀」が特筆している「壬申の乱」記事にあって、天武天皇は出家して、奈良の吉

野へ落ち延びて隠遁の生活をしたことになっているが、馬の専門家である三森氏は、乗馬

による吉野踏破行路は、古代馬でも強靭な現代馬でも困難であることを科学的に実証し、

天武天皇の行動記事は虚構であるという。万葉集に天武天皇御製の歌があり、「み吉野の  

耳我（みわ？）の嶺に」とある耳我は、三輪の本山と言われる石巻山と考えられる。古事

記序文に、天武、持統天皇が潜伏したところを、「夜水」と「南山」という言葉で表現して

いる。これは石巻山の麓の「南山」と考えられ、その地に草壁皇子の終焉地と伝えられる

処がある。豊橋市東田神明宮の西５０メートル離れたところに、前方後円墳がある。御嶽

社が建てられ、石巻山遥拝所があるが、ここに、中大兄皇子の伝承がある。 

 天武天皇の晩年、病を得たとき、秦河勝の二男秦石勝が小坂井の菟足神社の改装を行っ

て、病平癒を祈願したという。天武天皇と東三河のただならぬ関係が読み取れる。   

石巻町の湯王山東光寺・巨細取調帳に、斉明天皇が湯治に来られたことが記載されてい

る。東三河は、奈良盆地とほぼ等しい面積をもつ平原である。同地には、伊弉諾、イザナ

ミ神、スサノオ神、大国主の伝承があり、物部氏の拠点であった。 徐福伝承もあり、物部

氏が徐福一行と一緒にきていたとの説があり、邪馬台国東三河説は、成り立つ可能性が高

い。   

ただし、東三河の史実は、天武天皇が飛鳥浄御原に朝廷を築いたのち、全国から各地の

資料を取り集め整理し、記紀から抹殺されたと思われる。持統天皇の崩御直前の三河行幸

は、これに関係するものであったようだ。九州と奈良の地名の一致が東三河にもある  

日本でも焚書が行われていた。『続日本紀』の和銅元年（７０８）正月の条に、「山沢に亡

命し、禁書を狭蔵して、百日首（もう）さぬは、復罪なふこと初の如くせよ」とあり、禁

じられた書物を持って山に逃げた者たち恩赦の限りではないというのである。和銅元年は、

記紀が撰上される直前である。刑罰を恐れて都では物を拾うこともできなかったという。  

 

８．結論   

「邪馬台国・東三河」説は、魏誌倭人伝の行程記述とその他記事、隋書倭国伝、記紀の

神代史の記載事項をほぼ全て満足する説である。古代倭人の都・原ヤマト（邪馬台国）は

「東三河」にあったと提言できる。  

尚、邪馬台国「九州説」は、水行、陸行の距離の説明が不能、隋書の記載（秦王国から

十余国を経た海岸の地）を満足しない。また、「奈良説」は、陸行１月の説明不能、「女王

国の東、海を渡る千余里」の海がなく、阿蘇山（富士山）を祷祭できず、邪馬台国仮説と

して欠陥がある。   

 

参考   

 魏の皇帝が卑弥呼に贈ったという親魏倭王の金印が既に発見されていた。この写真は、

飛鳥昭雄氏のもとに秘密結社「八咫烏」から送られてきたものという。（図９） 

 八咫烏情報では、邪馬台国は、銅鐸民族、加茂氏と三輪氏に関係があるという。豊橋の

石巻山は、三輪の本山と言われ、その北部に賀茂町がある。  
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参考表  

 「東三河邪馬台国説」と奈良、九州説の比較  
 

   項   目  東三河説  奈良説  北九州説  参考  

魏誌倭人伝  位置関係

は、帯方郡から 1 万 2

千里。  

 

丁度合う  

 

合う  

 

近すぎる  
遠方の常套句。千

ｷﾛ強。  

伊都国からの方向。  南→東  南→東  南＝南  行基地図では本州

が南  

不彌国から南水行２０

日、ﾄｳﾏ国から水行 10

日陸行一ケ月  

出雲または鞆→若狭、→  豊橋  鞆、難波

一ヶ月→

１日  ×  

放射状に

解釈   

×  

方向距離の三河説

有利  

 人口  

 

三河・遠州は瓜郷、土呂、伊場

遺跡等人口大  
三輪地区  

 

甘木佐賀  ○  

 

 文化、  鯨面文身  知立人面石    ○  

 動植物  黒雉その他合う    ○  

 気温  暖かい  ×  ○  ○  

魏からもらった鏡：漢鏡  神社に、漢鏡、鳥紋鏡    ○  

刀剣   ５尺太刀  一宮大木念仏塚古墳    ◎  

中国将官刀  牛川１号古墳直刀    ◎  

倭から贈った倭錦  機織、服部神社、蚕碑    ◎赤引ﾆｷﾞﾀｴ  

南に狗奴国  久努国（磐田）  

菊地日古（菊川）  

該当なし   ○  

後漢書は東  

南一海を渡る、倭の別種  浜名湖・遠淡海  該当なし   ○後漢書倭伝は東  

北２１国  美濃、土岐、信濃など    夷守が越後美濃に  

墓： 140 歩の大きさ  石巻鳥見塚、 (女ヶ浦 ) 箸墓   ？径、 140 歩  

天照伝承  ｳｹｲﾊﾞ、天照大神伝承    ○  

卑弥呼伝承・恵那に御神

が三河に移った伝承  

尾張、美濃の卑弥呼、日神伝承    ○  

国の名前  

 隋書倭国伝  

やまと：東ヤマト  ヤマト   ○東西歩５ヶ月、

東高い  

軍隊  アズミ族 (渥美 )尾張氏物部氏    九州北・尾張三河  

環壕集落  白石遺跡祭祀跡    ○  

倭の５王  雄略天皇の伝承    ○  

隋書倭国伝  

天のタリシヒコ  

天津、天之池、帯川、聖徳太子

伝承  

  ○  

天女伝説  大天女、羽衣の松、出雲神社    ○  

奈良巻向遺跡の初期  

搬入土器  

巻向一式土器は東海系土器を

基盤に。  

  三河一宮･水神平

式土器  
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奈良の初期古墳（赤塚次

郎氏）  

初期前方後円墳に混じって東

海系の前方後方墳が並存。  

  ◎権現山古墳  

（石巻）  

筑紫から東１０余国の

海岸にある国（隋書）  

三河湾岸で該当  海岸には

ない  

九州では

ない  

ｱﾒﾉﾀﾘｼﾋｺのヤマト  

阿蘇山あり、祈祷祭を行

う。（隋書）  

阿蘇山は富士山  

富士の見えるﾔﾏﾄ  

阿蘇も富

士見えず  

阿蘇山あ

り  

○  

その他伝説  ヒコホデミ・ﾄﾖﾀﾏﾋﾒ伝説、神武

伝説 (広石、引佐 )、ﾔﾏﾄ姫 (三ケ

日 )、安倍晴明（阿寺）  

神武伝説  神武伝説  蒲郡ｱｶﾋｺ神社  

ﾔﾏﾀｲの詩  

 

 

 

図１。邪馬台国の比定地分布  

 

  

 

図２．混一疆理歴代国都之図  
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 図３．相模の前中期主要古墳の編年表（柏木・林 2006 の一部改編転載）  

沼津高尾山古墳が 230 年頃の築造だとすると、相模より 1 時期前のものとなる  

 

 

図４．徐福伝承地  
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図５ホツマ伝の地理感覚          図６．長池村出土の金印の写真  

 

 

  

 図７．東海関東地区の古代国造名  
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    図８．弥生時代の土器、銅鐸の分布図  

 

 

    図９．親魏倭王の金印が発見されていた。  
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九州            奈良  

   

 図１０  東三河の地名が、九州北部、奈良の地名と共通している。  

豊橋、新城市に集中分布している  

 

 

 


