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邪馬壹國は大分県東北部に在った 

－ 距離と方角を重視したアプローチ － 
 

酒井 正士  

 

【要旨】 

魏志倭人伝中の距離と方角に関する記述をできるだけ忠実に扱うことにより、邪馬壹國の所在地の特定

を試みた。 

 

①魏志倭人伝中の距離と方角は魏使派遣以前の測量に基づくものであり、精度は高い。 

②朝鮮半島出航から末盧國上陸までに登場する「千餘里」は直線距離を意味する。 

③古代中国の天文数学書「周髀算経」の記述に基づき「一里＝77 メートル」とする。 

 

以上三つの前提に基づき論を進めた結果、末盧国は北九州市（洞海湾東南岸）、伊都國は福岡県

築上郡築上町、奴國は福岡県豊前市、そして不彌國は大分県中津市と比定された。すなわち、伊都國は

秦王国の中心地とされる綾幡郷と一致し、魏使一行は「此女王境界所盡」とされる奴國と不彌國との間で

山国川（福岡・大分県境）を渡ったことになる。 

不彌國に続く記述、「南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月」の解釈については、古田武

彦氏らの説を踏襲して、「邪馬壹國は不彌國の南に隣接」、「帯方郡からの旅行日数は水行十日＋陸行

一月」との立場を取る。そして、不彌國は邪馬壹國の入口（関所）に相当し、ここから南～東方向に広が

る耶馬溪、宇佐、安心院、別府、国東半島を含む大分県東北部が邪馬壹國のテリトリーであり、首都は別

府市付近と想定した。 

朝鮮半島内の行程については、帯方郡治は朝鮮民主主義人民共和国・鳳山郡の沙里院、帯方郡の

港は海山、経由した韓國の港は大韓民国・忠清南道の牙山と仮定する。そして、牙山から狗邪韓國の港・

鎮海までは陸路を進んだとすれば、全行程は 580 キロ（7,500 里）となり、魏志倭人伝冒頭の記述「從

郡至倭 循海岸水行 歴韓國 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里」とほぼ一致する結果となっ

た。 

私の推定では、帯方郡の港・海山から牙山までは約 3日間、鎮海から北九州市までは約 7日間の航海

となり、合計すると「水行十日」となる。一方、上陸地点から私が首都と考える別府市までの行程は約 120

キロ、約 7 日間の行程と考えられ、朝鮮半島における陸行日数を 23 日と仮定すれば「陸行一月」となる。

私が考える朝鮮半島内の陸行距離は 380 キロなので、一日当たりの平均移動距離は 380÷23＝16.5

キロとなるが、険しい山道や悪天候の影響、道中における視察などを考慮すれば、ほぼ妥当な数字と考えら

れる。 

以上のように、「水行十日 陸行一月」を帯方郡治からの女王国の都までの旅行日数と解釈しても、大

きな矛盾は生じないことを実例をもって示せたと考えている。 
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諸言 

ここ数年、邪馬壹國の所在地に興味を持っていろいろと調査している。結論として私は中津市から別府市

にかけての「大分県東北部」と考えているが、そこに至った経緯について記録しておきたい。邪馬壹國の所在地

に関しては魏志倭人伝中の「距離と方角」を蔑ろにした学説も多いが、三国の戦いを経た時代の中国の測量

技術のレベルは相当高かったはずである。私は距離と方角に関する記述をできるだけ忠実に扱うことにより、邪

馬壹國の所在地を推理することを試みた。 

 

①魏志倭人伝中の距離と方角 

邪馬壹國の所在地や経由地を比定する上で距離と方角は最も重要な情報の一つだが、どのようにして測

定され、記録されたのだろうか？魏使自らが旅の途中で測定した可能性も否定はできないが、詔書や印綬、

下賜品を携えた一行が、海図や地図も持たずに邪馬壹國へ向かったとは考えにくい。経由地・伊都國に関す

る記述「郡使往來常所駐」からも地理に関する情報が存在していたはずで、私は、距離や方角は魏使の派

遣以前から綿密に測定されていたと考える。 

 

②海上の距離測定 

「始度一海 千餘里 至對海國」 「又南渡一海 千餘里 名日瀚海 至一大國」  

「又渡一海 千餘里 至末盧國」 
 

魏志倭人伝には、朝鮮半島の出航地・狗邪韓國に続いてこのような記述がある。「對海國」は対馬、「一

大國」は壱岐であることは多くが認めるところだと思うが、「末盧國」については諸説存在している。邪馬壹國の

位置を比定する上で末盧國の位置はキーポイントであるが、「千餘里」をどう解釈するかが問題となる。 

多くの論者は「千餘里」を航行距離としていて、例えば推理作家の高木彬光氏は船の蛇行を考慮して

「直線距離の四、五割増し」との立場を取っている（「邪馬台国推理行」 1975 年）。しかしながら、航海

ごとに値が異なる航行距離は地点間の距離を記述するには相応しくない。また、経験に乏しい国外の航路を

航行する場合、出発地点から到達地点までの距離や方角、目印となる島々の位置や形に関する情報は必

須と考えられ、少なくとも簡単な海図を携えての航海だったはずである。 

以上のような理由から、私は「千餘里」は「魏使の派遣以前に測量された直線距離」に基づくと考えている。

三国時代の中国では測量技術が発展し劉徽のような幾何学者も現れた。劉徽の著書「海島算経」には

「海上から島の頂上の高さを測定する」という島までの距離測定よりもはるかに難しい課題が記載されている。 

古代中国の天文数学書「周髀算経」の中の記述（一寸千里の法）に基づけば一里＝約 76～77 メー

トルとなる（谷本茂著「中国最古の天文算術書『周髀算経』之事」 1978 年）。また、魏志倭人伝と同

時期に書かれた「魏志韓伝」には、「韓在帯方之南 東西以海為限南與倭接 方可四千里」と記載されて

おり、この記載に基づけば朝鮮半島の地形から一里＝75～90 メートルと計算される（古田武彦著「『邪馬

台国』はなかった」 1971 年）。これらの情報を踏まえて、私は「一里＝77 メートル」との前提で論を進めるこ

とにする。 
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③魏使の上陸地点 

邪馬壹國の候補地は九州説だけでも 10 ヶ所以上あるが、近畿・大和説も含めて多くの場合、上陸地の

末盧國を発音の類似性に基づき佐賀県松浦半島としている。 

魏志倭人伝には、朝鮮半島から對海國（対馬）、對海國から一大國（壱岐）と、一大國から末盧國

（上陸地）までの距離は何れも「千餘里」と記載されているが、直線距離を測定すると、狗邪韓國の港とさ

れる鎮海市（A）とそこから最も近い対馬北端（B）までは 85 キロ、対馬北端（B）から壱岐北端（C）

までの距離は 96 キロであり、どちらも一里＝77 メートルとした時の「千里」よりも長い。これに対して、壱岐北

端（C）から松浦半島北端（D）までは 36 キロ、また上陸地点を唐津港としても 50 キロしかなく、壱岐か

らの直線距離を「千餘里」とするには無理がある。また、下の地図からわかるように、壱岐からの距離が対馬北

端までと近い九州本島の海岸は、北九州市付近(E) (G)と佐世保市付近(F)に限定される。 

なお、現代中国語で末盧（中国式発音は Mòlù）には「道の終わり」の意味がある。對海國が「海の対

岸にある国」であるのと同じく、「航海の終点の国」と言う意味で使われたとも考えられる。 

 

 

 

魏志倭人伝は地誌的な意味合いを持つので、航海ごとに値が異なる帆走距離よりも、普遍的な直線距

離の方が相応しい。九州における陸行距離が全て「～里」なのに対して、海上は「～餘里」で記述されている

のは、「直線距離に基づく概算であって直線距離よりは多目」と言う意味なのかもしれない。 

重い荷物を担いで陸路進むのは重労働で、海に面した邪馬壹國を目指す場合、距離に大きな差がない

のならば全行程を船で進むのが良い。すなわち、陸行するからには水行できない特別な理由、避けがたい難

所があったはずで、上陸地点はその少し手前だった可能性が高い。「邪馬台国の秘密」の中で高木彬光氏が
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指摘されているように、九州北部における最大の海の難所は関門海峡だろう。潮流が速いことに加えて、邪

馬壹國とは敵対的な勢力や海賊が支配していたとも考えられる。 

このような理由から、私は上陸地点は若松半島突端の妙見崎付近（E）と考えた。壱岐北端からの距

離は 87 キロで、鎮海市から対馬北端までの距離に近い。しかし、外海に面した港は帰路に用いる船の停泊

場所としては不適当と考え、上陸地はそこから 15 キロほど南東の洞海湾沿岸と仮定した。ここならば外海か

ら隔てられていて暴風や大波から船が守られる。そして、上陸後東南に進むからにはできるだけ東南側が良い

ので、洞海湾の南東岸、現在の北九州市枝光付近(G)を上陸地点としてみた。壱岐からの距離は 100 キ

ロほど（約 1,300里）となるが、千余里の範囲と考えても差し支えないだろう。なお、高木氏も壱岐から東へ

向かう立場だが、上陸地点は妙見崎よりも約 20 キロ手前の神湊（H）である（「邪馬台国の秘密」）。な

お、私が調べた限りでは洞海湾沿岸を上陸地とした文献は見つからなかった。 

 

「又渡一海 千餘里 至末盧國 有四千餘戸」 

「濱山海居 草木茂盛行不見前人 好捕魚鰒 水無深淺 皆沉没取之」 
 

19 世紀初頭に発行された伊能図を見ると、現在は埋立地となっている地域には洞海湾が広がっていて、

湾の東南端には「枝光村」の地名も確認できる。「濱山海居」の記述は山が海岸に迫った洞海湾南岸の地

形と一致し、「水無深淺」は堆積物が溜まって浅く海底の起伏に乏しいかつての洞海湾の姿とも一致する。な

お、枝光駅から南に一キロほどの地点には山王遺跡があり、卑弥呼の時代からこの地域に集落があったことが

わかる。江戸時代、洞海湾南岸の黒崎は長崎街道の宿場であり、中津街道の起点、小倉・常盤橋に通じ

ていた。卑弥呼の時代とは千数百年の隔たりがあるが、徒歩での移動が中心だった両時代の最短ルートはほ

とんど同じだった可能性が高い。私は、魏の使いは洞海湾に上陸後、小倉を経由して中津街道（国道 10

号線）を南東に進んだと考えている。 

 

④上陸地（末盧國）から伊都國へ 

ここから先は上陸後に魏使が辿った経路について考えてみたい。陸上の距離は歩数から、そして方角につい

ては、日の出の方角を東として山や集落、海岸線の形などから知ることができる。例えば、枝光から東に 10 キ

ロほどの所にある足立山（標高 598m）からは四方を見渡せるので、ここから末盧國、伊都國への方角を測

定し、距離情報と合わせて地図を描けば、末盧國から伊都國への大よその方角を割り出すことができる。 

 

「東南陸行 五百里 到伊都國 官日爾支 副日泄謨觚柄渠觚 有千餘戸」 

「丗有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐」 
 

私が考える上陸地点（洞海湾東南岸）から、小倉・常盤橋を経由して中津街道を東南に 42 キロ進む

と福岡県築上郡築上町に到着する。この距離は 545 里に相当し伊都國はこの付近と推定される。築上町

椎田の金富神社（矢幡宮＝やはたのみや）は、帰化人・秦族の国家、秦王国の中心だった綾幡郷（あや

はたごう）の所在地とされ、宇佐神宮の源流とも言われている。 

伊都國は帯方郡の使者が往来し駐留する政治的に重要な都市だった。戸数が千余戸しかないことも特

殊な区域だったことを示唆する。安藤輝国氏は、魏志倭人伝中の旅程とは独立に、山国川の西を秦族の
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勢力圏、東を邪馬壹國の勢力圏と導き出した。氏の著作「邪馬台国は秦族に征服された」によれば、秦王

朝の末裔である秦族の渡来は紀元前 200 年前後から継続的に繰り返されていた。綾幡郷は布帛織の主

産地で養蚕がさかんで、魏志倭人伝中の「蠶桑」の技術は綾幡郷から伝えられたとも考えられる。 

 

 

 

⑤伊都國から奴國を経て不彌國へ 

「東南至奴國 百里 官日兕馬觚 副日卑奴母離 有二萬餘戸」 
 

金富神社から東南に 8 キロほど進むと豊前市（千束八幡神社）に至る。この距離は百里に相当し、私

の推論が正しければ奴國はこの付近一帯と言うことになる。ここには千束原古墳など、弥生時代から古墳時

代にかけての遺跡が多数見つかっている。なお、「漢委奴國王」の金印が発見された志賀島までは 90 キロほ

どなので、奴國王の一族が城を捨てて落ち延びる途中で金印を埋めたと考えても矛盾のない距離である。 

 

「東行至不彌國 百里 官日多模 副日卑奴母離 有千餘家」 
 

そして、豊前市から東に 7 キロほど進むと山国川を越えて中津城に到着する。この距離は百里には少し足

らず、不彌國の中心はもう少し東かもしれないが、奴國と不彌國の間で山国川を越えたことに意義がある。な

お、豊前市から中津方面への見通しは良くないので、方角の特定に際しては狼煙を利用したのかもしれない。 

以上のように、私が上陸地と考える洞海湾南東岸から、魏志倭人伝に記載された距離と方角を忠実に

守って陸行した結果、奴國と不彌國の間で山国川を渡ることになった。山国川は福岡県と大分県の境を流

れ、安藤説では秦王国勢力圏と邪馬台国勢力圏の境界である。江戸時代、山国川の渡河手段は渡し船

であり、通行手形が必要だった。卑弥呼の時代もおそらく同様で、両岸には関所のような施設が存在した可

能性が高い。不彌國の戸数は千余家しかなく、このことも特別な役割を持つ地域だったことを示唆する。 
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高木彬光氏は、魏志倭人伝中の一大國（壱岐島）に関する記述に基づき、一里＝140 メートルと解

釈している。そして、末盧國は宗像市神湊、伊都國は北九州市と豊後市を含む一帯、奴國は中津市付近、

不彌國は宇佐市付近と結論しているが、入り組んだ島の形を物差しとするならば、恣意的な解釈の余地も

生じてしまう。福岡県東北部を上陸地とした高木氏の発想には私も影響を受けたが、距離の解釈については

賛同できない。周髀算経の記述に基づく「一里＝77 メートル」に従えば、神湊上陸説では築上町付近にし

か到達できない。一方、上陸地点を洞海湾東南岸とすれば中津市に到着し、「東南陸行→東南→東行」

という不彌國までの進行方向も魏志倭人伝の記述とほぼ一致する。 

 

⑥不彌國から邪馬壹國へ 

「南至投馬国 水行二十日」 「官日彌彌 副日彌彌那利 可五萬餘戸」 

「南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月」  

「官有伊支馬 次日彌馬升 次日彌馬獲支 次日奴佳鞮 可七萬餘戸」 
 

魏志倭人伝には、不彌國に続いてこのような記述があって、混乱の原因となっている。しかし、不彌國で投

馬国と邪馬壹國の役職や戸数に関する情報を入手したと考えれば、この箇所への唐突な挿入も理解できる。

古田氏や高木氏は、「南至邪馬壹國」は「邪馬壹國は不彌國の南に隣接」、「水行十日陸行一月」は「帯

方郡からの旅行日数は水行十日プラス陸行一月」と解釈している。伊都國と同じく戸数が少ないことは不彌

國が特別な地区だったことを示唆し、私も邪馬壹國の玄関あるいは関所としての機能を持つ都市との考えを

支持する。 

 

 

 

安藤氏の「秦王国と邪馬台国勢力想定図」を見ると、秦王国と邪馬壹国の勢力圏は山国川、すなわち

福岡県豊前市と大分県中津市の間で区切られている。氏の説によれば、山国川の東、耶馬溪、安心院、

宇佐神宮、そして国東半島や別府市も含む広大な領域が邪馬壹國の勢力圏だった。 
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別府市は温泉で有名だが、毎日風呂に入れる環境は権力者の居住地として相応しいのではないだろうか。

また、山本武夫・山口大学名誉教授は気象学の立場から邪馬台国を別府湾岸としている（「東アジアの古

代文化 第 5 巻」 1975 年）。後述するように、私は宇佐を邪馬壹國の宗教上の拠点と考えているが、別

府は行政上の拠点だったのかもしれない。なお、私が邪馬壹國の玄関と考える中津から宇佐までは 23 キロ、

宇佐から別府までは 38 キロであり、それぞれ 1 日、2 日の行程だったと考えられる。 

ところで、魏志倭人伝には女王國の地誌に関する記述として「其山有丹」という一文がある。別府市は九

州南部水銀鉱床群の北東端に位置し、佐藤暁著「古代の別府と朱」によれば、別府鉱山（別府市向平

山麓）など、別府市周辺では古代より水銀を産出していた。九州説の多くは博多市付近を比定地としてい

るが、領域内に水銀鉱床がないことも弱点の一つである。 

 

 

 

魏志倭人伝中の周辺諸国に関する記述の末尾には、「次有奴國此女王境界所盡」と記載されている。

この記述は、奴國からの境界（山国川）を越えたところに不彌國（女王国の入り口）があったと言う、距離

と方角に基づく私の結論と一致するとともに、旅程とは独立に導き出された安藤氏作成の「秦王国と邪馬台

国勢力想定図」とも一致する。そして、中津から別府までの一帯は帯方郡治（ピョンヤン～ソウル付近）から

見てまさに東南の方角にあり、魏志倭人伝冒頭の記述「倭人在帶方東南大海之中」とも一致する。 

 

⑦距離に関する検証 

以上のように、私は、邪馬壹國は中津市から別府市に至る大分県東北部に存在したと考えるに到ったが、

以下に魏志倭人伝に記載された距離に関する記述との整合性について検証してみたい。 

 

「到其北岸狗邪韓國七千餘里」 「始度一海千餘里至對海国」 

「又南渡一海千餘里名日瀚海至一大国」 「又渡一海千餘里至末盧國」 
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「東南陸行五百里到伊都國」 「東南至奴國百里」 「東行至不彌國百里」 
 

「餘里」を無視して不彌國までの距離を合計すると 10,700 里となるが、帯方郡からの道のりと考えられる

「自郡至女王国 萬二千餘里」とは 1,300 里の差異がある。この点について、古田氏は対馬と壱岐で島内

を半周陸行したと説明しているが、国の代表が親書と金印を携えて他国に赴く際に、危険を冒して島内を探

検したとは考えにくい。一方、高木彬光氏は「餘里」を誤差と考えることによって差異を説明しており、私も同

意見である。 

「千五百餘里」と言う記述が全くないので、「千餘」は1,000～1,600あたりを意味するのだろう。平均して

1,300 とすれば、不彌國までの距離の合計は 11,900 里となる。そして、帯方郡から女王國までの距離「萬

二千餘里」を 12,000～12,600 里とすれば、不彌國までの距離との差異は 100～700 里となる。 

「不彌國の南側に邪馬壹國が隣接している」という、古田氏や高木氏の説に私も賛成だが、不彌國と邪

馬壹國の距離は必ずしもゼロでなくても良い。魏使は邪馬壹國の都を訪れたのだから、国境からの距離も計

算に入れて然るべきである。中津城から別府市役所までの距離は 56 キロ、すなわち約 600 里となり、別府

市周辺に邪馬壹國の都があったと考えても距離に関する矛盾はない。 

 

⑧邪馬壹國の東に広がる海 

「女王國東 渡海千餘里 復有國」 

別府湾はこの一文の条件を満たしており、別府市の東、約千里の位置には宇和島湾がある。 

東側に海が開けていているのは国東半島も同様で、

突端には安国寺集落遺跡（写真）等、弥生時代後

期に大規模な竪穴式住居の集落が存在した。安藤輝

国氏によれば、宇佐神宮の神事「行幸会」では、神体で

ある「薦枕」が宇佐神宮の下宮で作られ本宮に納められ

る。そして、古い神体は国東半島の奈多八幡宮に移さ

れ、さらに六年を経て愛媛県八幡浜市の矢幡八幡宮に

移動する（「邪馬台国は秦族に征服された」）。 

宇佐市は東側には海が開けていないが、中津市からの距離は約 200 里で私が考える 100～700 里の

範囲内にある。宇佐市には弥生時代後期の古墳も多く、大分県東北部を邪馬壹國とした場合、首都の有

力候補である。なお、高木彬光氏は宇佐神宮を卑弥呼の墓（巨大な前方後円墳）としているが、私もその

可能性が高いと思う。また、安藤氏によれば、宇佐信仰は宇佐神宮の南、大元山の比売神信仰に由来す

るとのことで、宇佐神宮は邪馬壹國の首都と言うよりも宗教上の拠点だったのかもしれない。 

 

⑨朝鮮半島内の旅程と日程に関する検証 

最後に朝鮮半島内での魏使一行の旅程について考察し、日程に関する記述「水行十日陸行一月」との

整合性について検証してみる。 

 

「從郡至倭 循海岸水行 歴韓國 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里」 
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帯方郡を出発した魏使の一行は船で韓國に向い、そこを経由して狗邪韓國を目指して南へ東へと進んだ。

帯方郡の所在地には諸説あるが、那珂通世氏らは「使君帯方太守張撫夷塼」と刻まれた煉瓦片の出土に

基づき、朝鮮民主主義人民共和国鳳山郡の沙里院（사리원）を帯方郡治に比定している。私もこの説

に従って論を進めるが、朝鮮半島内の行程については情報が少なく客観的な検証が難しいため、私の独断的

な解釈も多いことをお断りしておく。 

魏使の一行は、沙里院から 60 キロ南の海州市の港まで陸行し、海岸沿いに水行して経由地である韓國

の港に向ったと考える。経由地の候補は複数あるが、私は海岸線を 200 キロメートルほど進んだ大韓民国忠

清南道の牙山（아산）を経由地と考える。なお、対馬から壱岐など、見通しの良い場所では目視による測

量が可能だが、湾岸の複雑な地形には適さない。従って、水行距離は海岸線の長さで代用し、「循海岸水

行」と表記したのではないかと推察している。 

 

 

 

朝鮮半島内の旅程には「陸行」の単語が出てこないので、韓國の港を経由後、水行を続けた可能性も否

定はできない。しかしながら、全て水行する場合は、高木氏らが言うように南西部の暗礁地帯が問題となる。
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また、牙山から狗邪韓國の港・鎮海（진해）まで向かう場合、少なく見ても海路は陸路の二倍以上の距離

がある。荷物は現地の担夫達がリレーしながら運搬したとすれば、陸行でも大きな負担はなかったと思われる。 

なお、沙里院から半島西南端の珍島までの距離は直線で 475キロであり、珍島から鎮海までの直線距離

225 キロを加えると 700 キロ（約 9,000 里）となってしまって、全て海路を取った場合「七千餘里」には到

底収まらない。経路の屈曲を考えればなおさらである。以上の理由から、私は韓國の港から狗邪韓國の港ま

では陸路を進んだとの立場を取る。 

牙山から鎮海までの陸行コースについては、現代の道路地図を参考に推定してみた。牙山から東に 55 キ

ロ、南に 65 キロ進むと大田広域市、さらに東南東に 120 キロほど進むと大邱広域市に至る。そして、そこから

80 キロ南に進むと鎮海市に到着する。すなわち、牙山から鎮海まで 320 キロと計算され、沙里院から海山ま

での陸行距離を加えると 380 キロ（4,900 里）となった。ここに海山から牙山までの水行距離 200 キロを

加えると、朝鮮半島内の行程は 580 キロ（7,500 里）と計算され、「七千餘里」の範囲に収まった。朝鮮

半島内の行程は私が独自に推定したものだが、ほぼ同様の結果は古田氏によって発表されていて、狗邪韓

國までの陸行距離は 5,500 里とされている（古田武彦 「古代の霧の中から」 p.287）。 

以上のように、帯方郡治を出発した魏使は海路と陸路を使って狗邪韓國に到着したと考えているが、朝

鮮海峡を一気に渡ることができたこの時代の船の性能を考えると、海州から牙山までの 200 キロは 3 日間の

航海と推測される。一方、狗邪韓國からは対馬に最も近い港（例えば釜山）を経由して対馬北端に寄港、

そこから壱岐に近い厳原付近を経由すれば、都合 4 日間で壱岐に到着することができる。そして、壱岐からは

筑前大島（場合によっては糸島半島も）を経由して 3～4日間かけて洞海湾南東岸に上陸したと考えられ

る。すなわち、狗邪韓國出航から末盧國上陸までは６～７日間の航海となる。この日数に海州から牙山ま

での 3日間を加えれば 10日前後となり、プラスマイナス 1日程度の幅を許容すれば、「水行十日」は矛盾な

く説明することができる。 

最後に「陸行一月」について考察してみる。陸上の移動速度は道の整備状況や地形などによって大きく異

なるが、末盧國から伊都國までの五百里（約 40 キロ）は 2～3 日、伊都國から不彌國までのへ二百里

（約 15 キロ）は 1 日あれば余裕を持って移動可能と思われる。そして、不彌國から私が行政拠点の最有

力候補と考える別府市までは約 60キロ、3日間の行程となる。30日（一月）から九州本島内で要した日

数を差し引くと、朝鮮半島での陸行日数は 23 日となり、一日当たりの移動距離は 380÷23＝16.5 キロと

計算される。この距離は私が当初予想したよりも短かったが、険しい山道や悪天候の影響、道中での視察な

どを考慮すれば、ほぼ妥当な数字と考えられる。 

確たる根拠がないまま牙山を韓國の経由港とするなど、朝鮮半島内の旅程に関する私の推理には独断

的な部分がある。しかし、「水行十日 陸行一月」を帯方郡からの女王国の都までの旅行日数と解釈しても

大きな矛盾は生じないことを実例をもって示せたと考えている。 

 

結論 

以上のように、魏志倭人伝中の「距離と方角」に関する記述を尊重して魏使の旅程を辿った結果、上陸

地である「末盧國」は洞海湾東南岸、郡使が往来する「伊都國」は福岡県築上町、女王国の入り口である

「不彌國」は大分県中津市、そして、「邪馬壹國」は中津市の東南に広がる国東半島から別府市にかけての

大分県東北部一帯と考えるに到った。 
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大分県東北部（宇佐市）を邪馬壹國とする説は、高木彬光氏や井沢元彦氏ら、多くの作家や研究

者が提唱されているが、上陸地を洞海湾岸とした例は私の知る限りでは見あたらなかった。一支国（壱岐）

から末盧國（上陸地）までの千餘里を「海上の直線距離」と解釈したことが最大のポイントである。 

上陸後は、「周髀算経」から読みとれるデータに基づき「一里＝77 メートル」とすれば、伊都國、奴國、不

彌國の位置は自動的に定まったが、「伊都國」が秦王国の中心地・綾幡郷の付近となったこと、「女王の境

界尽きる所」とされる「奴國」と「不彌國」との間で山国川（福岡・大分県境）を渡ったことは、偶然の一致と

は思えない。 

不彌國に続く記載「南至邪馬壹國」を「不彌國の南に隣接」と解釈すること、「水行十日陸行一月」を

「帯方郡からの旅行日数」とすることについては古田氏や高木氏らの説を踏襲させて頂いたが、「一里＝77 メ

ートル」とすることにより、帯方郡から女王国までの距離「萬二千餘里」や、狗邪韓國までの距離「七千餘里」

と矛盾しないことを確認することができた。 

（2016 年 12 月 8 日） 

 


