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魏使行程の検証 

        白崎 勝 

 

１、まえがき 

 卑弥呼が亡くなる 10年ほど前のことである。朝鮮半島の魏の帯方郡を治めていた公孫康
こうそんこう

の子・

公孫淵は、独立心が強く父の死後、呉と組み魏に反旗を翻した。しかし敗れて、帯方郡は魏の直

轄地となった。このタイミングで卑弥呼は使いを魏に送り、難升
な し

米
め

と都市
と し

牛
ご

利
り

が洛陽に至った。

魏志倭人伝は、これを景初２年（238年）のことと記している。 

正始元年（240年）難升米らは、郡の梯儁
ていしゅん

と共に、魏の皇帝から授かった「親魏倭王」の金印

や銅鏡 100枚などを持ち帰った。 

 

正治 8年（247年）、魏の 2度目の来倭も記述している。倭の載斯・鳥越が帯方郡にやってきて

「狗奴国の男王・卑彌弓呼
ひ み こ こ

との不和、攻撃の様を説明した。」ので、郡の太守が洛陽に出向き報告

した。そこで、曹掾史
そうえんし

の張政らが詔書・黄幢
こうどう

を持って倭にやってきて、檄をもって告諭したとあ

る。その後、卑弥呼は死んだと記しているが、この戦いで亡くなったのか、病気だったのかは記

されておらず不明である。 

 

２、魏志倭人伝の行程記述 

 魏志倭人伝は冒頭で、倭のクニグニの状況と、そこ

に至る行程を記述している。この行程記述がいろいろ

に読み取れて、邪馬台国論争が続いてきた。これまで、

私は行程の方角を、夏至の日の出方角を東とした-28

度偏向した基準で、記述していると述べてきた。 

そこでクニグニの位置について、この基準でもう尐

し詳細に方角と、距離について検証する。 

 

図１の対馬から唐津市呼子に向かう直線は、狗邪韓

国から高千穂峰にのびる直線である。この直線が呼子

を通過させていることから、魏使は呼子に上陸したと

考えている。 

図は、呼子から伊都国、奴国、不彌国、邪馬台国の有力比定地を結んでいる。呼子港から伊都

国の中心と思われる細石神社を結ぶと、ほぼ真東にあたるが魏志倭人伝の記述は東南と記してい

る。この方角の違いは伊都国のみならず、奴国、不彌国などの有力比定地すべてに及んでいる。 

 

３、夏至の日の出の方角基準のメリット 

 魏使の道案内をした倭国の人はクニの所在地を、倭国の「夏至の日の出基準」で方角や距離を

説明していたと思われる。魏使が測量したのでなく、聞いたそのままを倭人伝に記載したのであ

ろう。 

倭人が夏至の日の出基準の方角を採用していた、メリットを考えると次のことが挙げられる。 

図１ 有力比定地と方角 
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① 太陽の高さから方角を決めるためには、昼まで待つ必要があるが、日の出基準であれば、船

出前に方角を確定できるメリットがある。 

② 夏至の頃は日が長く航海に適した季節で、魏使もこの時にやってきたと考える。 

③ 夏至の太陽は、北に上がって戻るタイミングなので、日の出方角の変動が尐ない季節である。

前後の 1か月、計 2か月の間で、太陽の上がる位置は 5度以内の変動幅に収まっている。 

④ 季節が異なる場合も夏至から、あるいは夏至までの日数と日の出の方角のずれ角の値を持っ

ていれば、補正は容易に可能である。 

 このような利便性から、倭国では航海に適した、夏至の日の出基準の方角を用いていたと考え

る。 

 

４、貫徹している、魏志倭人伝の方角基準 

魏志倭人伝は、倭国の位置を会稽東冶の東と表現してい

る。（治と冶については、草書でよく似ていて、写し誤り

があったと思われる。）この会稽・東冶から、やはり夏至

の日の出方角基準で直線を伸ばすと、図２のようになった。 

これは、倭人から聞いた位置情報を用いて、中国大陸の

会稽と東冶の位置を導き出したものと考える。 

 

５、ニニギも知っていた方角基準 

夏至の日の出方角を基準とする認識は、投馬国を建国し

たニニギも知っていたと思われる。 

ニニギは高千穂峰で『此地は韓国に向ひ、笠沙の御前を

眞来通りて、朝日の直刺す国、夕日の日照る国なり。故、

此地は甚吉き地』と、わざわざ詔している。朝日の直刺す

国と述べた直線は会稽・東冶から伸ばした直線と重なり、

西日本の北と南の沿岸に沿った直線のことであった。 

 

この高千穂峰から、いくつかの高尾山を経た北への直線

が、狗邪韓国に伸びていることが分かっっていた。この直

線の傾きは 152度である。 

西日本の夏至の日の出方角は 62度である。152と 62の

差 90度は、夏至の日の出方角を東としたときの、南北線で

あることが分かる。これは対馬から壱岐への渡海を、南と

記述した、方角と考える。 

62度方角を東とすると、現在の東 90度との差、―28度、

東が北側に偏向していることになる。 

 

 

 

図２ 会稽東冶の東 

図３ 夏至の南北線 
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６、偏向値での整合性 

-28 度偏向しているとすると、東と呼べる範囲は±22.5

して、39.5～84.5度の範囲である。東南は 84.5～129.5度

の範囲、南は 129.5～174.5度の範囲になる。これを図４に

示した。 

 魏志倭人伝は-28 度偏向した東西南北の呼称で、記述し

たと考え実際と整合するか検証してみた。 

 

「呼子港」の呼子三神社から伊都国比定地中心、糸島市細

石神社を結ぶと約 90.7度である。この角度は、図４の東南

の範囲に入り、伊都国への方角「東南」の記

述と合致する。細石神社から奴国比定地の春

日市岡本の方角約 89.2度も「東南」の範囲に

入る。以下、宇美町の東、邪馬台国の南も―

28度偏向した基準で整合した。表１の通りで

ある。 

 

一方、唐津市のお城付近に魏使が上陸した

とすると、伊都国への角度は約 69.8度になり、

偏向後の「東」であるから記述と合致しなく

なる。 

呼子港からがギリギリ東南方角で、これより南での上陸は、方角が東になってしまう。したが

って、魏使の上陸地点は「呼子港」とするのが正解と考える。 

 

７、距離の基準 

距離の基準は、短里と呼ばれている 76.5ｍを１里と考えている。この短里の基準については、

谷本茂が漢書「周碑算
しゅうひさん

経
けい

」の記述から求めた数値、千里は 76.3～76.9ｋｍがある。 

 周碑算経は、洛陽の南北 2千里の間に 80寸の 3本の棒（周碑）を立て、夏至の正午の影の長さ

を測定した値を記述している。この記録から求めたものである。 

 図５に示したように、影の長さ（16,15,17寸）を直角三角形の高さ、周碑の高さ(80寸)を底辺

としたタンジェント角を求めることができる。太陽光線と北回

帰線は平行とおけるので、この角度は図に示した、北回帰線と

周碑の位置がつくる地球の中心角θと相対角になり一致する。

地球断面を円と仮定すれば、この中心角θA、θB、θC から、

北回帰線からの、周碑の位置 A、B、Cまでのそれぞれの距離を

求めることができる。求めた距離の差 A-B、C-Aの値が千里の距

離となる。計算は次の通りである。 

θA＝Tan⁻¹(16/80)＝11.3099、θB＝Tan⁻¹(15/80)＝10.6197 

θC＝Tan⁻¹(17/80)＝11.9969 いずれも単位は度である。 

北回帰線 23.26度＋θA（11.3099度）≒34.57度は、洛陽

図４ -28度偏向図 

表１ ―28 度偏向基準での判定 

図５ 周碑算経の記述 
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の A点の測定された北緯である。当時の洛陽中心を現在の王城付近(北緯 34.67度)とすると、誤

差は 11kmほどで、洛陽で計測したとするのに十分な精度である。 

計算結果 A-B間が 76.70 km 

C-A間が 76.35 km   平均 76.5 km 

そこで平均値の 76.5ｋｍを採用し千里とした。1 里は

76.5ｍ、百里は 7.65ｋｍになる。 

 1里の 76.5ｍは人の 1歩の幅を 76.5cmとした、百歩の距

離と思われる。また、この一歩も足の大きさ、25.5cmの３

幅分と言われている。 

 谷本茂の計算との違いは、谷本が極半径 Rを 6,357kmと

していて、私は極周長を 40007.88ｋｍと置いたことの違い

である。 

 

８、百里の検証 

 百里の長さを検証する、良い区間があった。 奴国から不彌国まで 100里の記述があり、ここは

1 本道なので、検証に好都合な行程である。出発地

を奴国の中心と思われる、岡本公園の熊野神社前と

し、到着地は宇美町の宇美八幡宮前とした。 

 図７のように古い道を選び地図で、距離を測定し

た結果、7.4kmであった。百里の基準値 7.65kmに近

い値を得た。古代の道は曲がりくねっていて、距離

はもう尐し伸びると思われる。 

多尐比定地がずれ距離が伸びても、1里 420～540m

とされる、長里の基準でないことは確かである。 

 

９、伊都国 500里、奴国 100里の検証  

 この 1里 76.5ｍの基準でもって、伊都国までの 500里、奴国までの 100里を検証してみた。 

上陸地呼子から、伊都国中心地の細石神社までの距離を、道路最短距離で調べた。結果 49km、

641 里となり、魏志倭人伝の記述 500 里とは合致しない。呼子から伊都国へは、いろいろな経路

が考えられるが、山道を選ぶと、さらに距離は伸びて、65.1km約 851里が計測された。500里の

記述にはどうしても合致しない。 

 つぎに細石神社から、日向峠を越えて奴国の中

心地とした熊野神社までも測定してみた。結果

25.7km、336 里となり、魏志倭人伝記述の 100 里

と全く合致しない。 

 そこで上陸地の呼子から奴国の熊野神社までの、

直線距離を測ると 51.4km、672里もあり、魏志倭

人伝での奴国までの合計距離が 600里なので、ど

だい一致は無理な話であることが分かる。 

 

図７ 百里の検証 

図６ 短里の基準 

図８ 奴国へ 100里 
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10、魏志倭人伝の行程記述 

表２は魏志倭人伝の行程記述を、分析し易くま

とめたもので、ネットから借りている。 

●印と▲印で、距離や日程の記載位置がクニ名

の前後に変化している。●印の B～Eの伊都国まで

は、目的の国に行った方法と距離で直接目的地の

国を修飾しているように見える。 

 一方、▲印の A,F,H,Iは、目的地の後に、距離

または方法あるいは日数を記述している。目的地

に行った方法などを修飾したように見えない。 

 また伊都国、奴国、不彌国への距離は余里となっ

ていない里なので、正確な距離に見える。 ここに隠れた真実があると考え、試行錯誤の検証を

始めた。 

 

まず呼子港から伊都国への 500 里、38.25km の位置を探すことにし、道路最短距離で測ると、

筑紫深江の深江神社付近となった。 

ここは糸島平野の西端で、伊都国への陸路の入り口にあたる。目的の国の入り口または国境ま

での距離を示している可能性が見えてきた。 

 

 伊都国から奴国はわずか 100里としている。そ

こで伊都国から奴国の入り口、または国境までを

検証してみた。 

 図９は伊都国の中心地、細石神社付近から日向

峠を越えて奴国に向かったとして、一つの境界線

室見川までの距離を測定した。10.2kmで 133里の

距離である。記述の 100里に合致するとは言えな

い違いである。 

 

奴国に向かうに、もう一つ峠越えの道があることが分かった。日向峠の南にある飯場峠を越え

て早良
さ わ ら

に出て、那珂川町を経るルートである。

この道は山中の道ではあるが、大きな川を渡る

必要がない。昔の道とは違うかもしれないが、

概略は分かると考えて道路距離を測った。 

 この飯場峠を越えて奴国に入るところまでが

細石神社より 6.6km、86里の距離である。当時

の山道はまがりくねっていたと思われ、これを

考慮すれば 100里の記述も近くなり、魏志倭人

伝の記述に合致してきた。図 10の点線はその後、

奴国に向かったと思われる経路である。 

 

図 10 伊都国から奴国へ 100里 

図９ 伊都国から日向峠越え 

表２ 魏志倭人伝の行程記述 

図 10 伊都国から飯場峠越え 
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11、伊都国までの再検証 

上陸地呼子から伊都国への 500里も、国境まで

の距離かも知れない。東松浦郡とされた唐津市と、

糸島郡とされた糸島市の境は、現在の県境とあま

り変わらないようなので、これで検証することに

した。 

 図 11のような、松浦川を迂回し、白木峠越えコ

ースで、37.7km、493里を得た。500里の表現が、

国境までの記述である可能性が大きくなった。 

 

12、上陸地から邪馬台国までの距離 

伊都国までの 500里、奴国までの 100里が国境までの距離と仮定すると、上陸地から不彌国ま

での里程の記述合計 700里は、実際の歩行距離の合計でないことが見えてきた。 

これまで、帯方郡から女王国まで 12,000 里の記述があることから、上陸地から不彌国までの

合計距離 10,700里を差し引いた 1,300里を、女王国までの残り距離とする説があった。これは誤

りであったことになる。むしろ、12,000 から呼子までの 10,000 を差し引いた、呼子から女王国

まで 2,000里の考えが適合していることになる。 

そこで呼子から、これまで見えてきた峠越えの、2,000 里で邪馬台国有力比定地の朝倉までが

合致するか検証してみた。おもに山中の経路で、伊都国、奴国、不彌国を経る朝倉市の須川まで

の道路を仮定してみた。図 12。すると 142.8km、1,867 里が得られた。古代の道ではもう尐し距

離が延びると思われて、2,000里の記述と合致すると言える値に近づく。 

これまで南の方角は、現在の南と変わらないとする先入観念が、問題解決を困難にしてきた。

夏至の日の出基準の説はネットでも見たが、しっかりした検証がなかった。 

 

 方角と距離は解

けてきたと思いう

が、日程の陸行 1

月が解けていない。

2,000里（153ｋｍ）

の道に 30 日を要

したとすると、1

日当たり 5.1kmの

歩行速度となり、

現代の感覚では遅

い速度に思われる。

魏志倭人伝が記す「草木が茂りさかえ、行くに前の人が見えない」道路状況によるものか、クニ

グニでの停泊によるものか定かでないので、この先検証の方法が見つからない。 

 

 

 

図 11 呼子から 500里の国境 

図 12  魏使上陸地から邪馬台国へ 2,000里の道 
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13、渡海の千里 

 図 13は夏至の南北線で結んだ、狗邪韓国から唐津まで結んだ直線である。狗邪韓国の出港地を

直線の先端とすると、到着地は対馬の海神神社の前の浜になる。77km、1,013 里で記述の千里と

ほぼ一致する。浅茅
あ そ う

湾は湾が複雑なことから海神神社前からは水先案内があったと考える。 

白浜崎は潮流で流された時の、緊急避難先の目印と思われる。対馬の反対に出る山越えが偶然

だが、小船越でこれも直線上にある。大船越は江戸時代の

開削によるもので、小船越が利用されたと考える。 

小船越から壱岐に進むことになるが、壱岐の原の辻に入

る湾は近くの筒城浜と比定した。ここまでは 80km あり

1,052里で、これも記述とほぼ一致する。潮流を考えると、

実際の航跡は異なるが、魏志倭人伝はこの直線距離を記述

していると考える。 

 

壱岐から末蘆国へは、方角の記述がないが、距離は 1,000

里と記している。上陸比定地、呼子までの距離は、31km、

400 里余りしかない。この記述には理由があることが分か

った。 

 船はいったん呼子に立ち寄り、魏使を降ろしたのち、伊

都国の津に荷物を運んでいたことが推測される。「東南陸行 500里到伊都国」と記しているので、

魏使が歩いたことは確かである。 

一方「帯方郡から遣使が戻った時や、郡使がやってき

たときは、みな伊都国の港で、伝送の文書や賜りものを

照合点検した」と記していて、荷を積んだ船は伊都国ま

で進んでいたことが分かる。呼子の港で郡使は下船し、

荷を積んだ船が方向を変え伊都国に進んだため、方角は

記述しなかったと思われる。 

船は唐津湾沿いに進み、伊都国と志摩国の間にあった

とされる、糸島水道の中央部の志登神社付近に進んだと

仮定すると、75km、約 1,000里となり記述と一致する。 

もし船が唐津湾沿いに進んだとすれば、陸上を進んだ

郡使と連携しながらの水行と思われ、郡使も海岸線を伊

都国に進んでいるかも知れない。海岸伝いでも約 500里の距離は、国境までの距離になり、この

ルートも捨てきれない。 

 

14、古代の航路の記録 

魏志倭人伝は「南、投馬国に至る、水行二十日」と記している。この投馬国への航路が見つか

ったと考える。九州の西岸には長崎鼻の地名が多くある。調べたところ、伊都国または唐津市呼

子から鹿児島湾奥の宮浦宮までの、長崎鼻による水行十日の航路だった。図 15。 

図 14 壱岐から千里の渡海 

図 13 渡海の千里 
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図 15 投馬国への航路 

寄港地に入る目印の岬に、長崎鼻と名づけていたようで、

近くには見張所の山が見つかる。表３。 

この航路地図は的山
あ づ ち

大島から平戸瀬戸を通過し、長崎半

島西岸沿いに南下して、天草の本渡瀬戸を経ている。安全

な陸地沿い、内海沿いに航路を選んでいるように見える。

航路の終点は鹿児島湾の奥である。西都に向かうのに、佐

多岬の外海を通らないで済む、安全を考えた航路である。 

投馬国の歴代の王達は開拓のため各地を移動していた

ので、いきなり都の西都に向かっても会えるかどうか分か

らない。 

終点の式内社・宮浦宮は大王の現在地情報を得る場所だ

ったのであろう。ここは西都、都城、肝付、霧島など、ど

ちらに向かうにも中心となるところで、便利な場所と言え

る。大王が薩摩半島に居た場合は、いちき串木野で情報を

得ることができる。 

 

表３ 投馬国航路の寄港地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          投馬国へ距離 約 535km 平均漕航距離 約 54km/日 

 

対馬の長崎鼻は豊玉町にある。ここは山幸彦の妃・豊玉比売の父で、海神あるいは綿津
わ た つ

見
み

神
かみ

と

も呼ばれた豊玉彦命に関係の深い町である。和
わ

多津
た つ み

美
み

神社がある。 

指宿の長崎鼻も、山幸彦と豊玉比売が出会った開聞岳の麓にある。魏の使いが通った航路は、

日程 港、浜または島 距離 

Km 

港の目印 見張り山 

⑧ 対馬市豊玉町  長崎鼻  

⑨ 壱岐原の辻、筒城浜 ８０   

⑩ 呼子 ３１   

⑪ 馬渡島 １６ 長崎鼻 番所ノ辻 

⑫ 的山大島 ２２ 長崎鼻 番所岳 

⑬ 黒島 ５０ 長崎鼻 番岳 

⑭ 長崎半島の脇岬 ８２ 長崎半島 遠見山 

⑮ 

⑯ 

天草市の鬼池 ４９ 長崎鼻 天神山 

⑯ 

 

長島の西岸 ５５ 長崎鼻 物見鼻 

⑰ 串木野港付近 ５７ 長崎鼻 遠見番山 

⑱ 坊津 ６６  番屋山 

⑲ 

 

指宿の長崎鼻 

 

 

 

 

 

 

 

５２ 長崎鼻 辻の岳 

⑳ 

 

 

宮浦宮 

 

８６ 長崎鼻  
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図 16 山幸彦時代、豊玉彦命が拓いた航路 

山幸彦時代に豊玉彦命が拓いた航路と考えた。この航路開拓で海神と呼ばれるようになったのだ

ろう。 

出発地点が呼子で、日程が十日だったことから、「南、投馬国に至る水行二十日」の記述は、

帯方郡からの合計日程であったことが分かる。帯方郡から末盧国までの一万里が、水行十日だっ

たのである。さらに邪馬台国への行程の記述「水行十日陸行一月」も、呼子から邪馬台国への陸

行の日程が、一月だったことも分かる。 

 

15、侏儒国・裸国・黒歯国への航路 

「長崎の鼻」などを含め長崎鼻は全国に 29個所、見つかった。大村湾内、五島列島周囲にもある

ことから、大村湾内や五島列島への航路も拓いていたことが分かる。 

さらに瀬戸内海にも長崎鼻があり、結ぶと航路に読み取れる。魏志倭人伝は「女王国の東、海

を渡ること千余里でまた国がある。皆倭種。また侏儒
しゅじゅ

の国がその南にある。人の長は三・四尺。

女王国を去ること四千余里」と記している。 

 

さらに「また裸国・黒歯国が東南にあり、船行一年で至ることができる」とある。長崎鼻は太

平洋側に和歌山の白浜、鳥羽、銚子にあり、日本海側は若狭湾の高浜町にある。 

 これらも航路と考えると、鳥羽から銚子までは 400km以上離れていて、表３のように一日の漕

航距離は 50～60km程度なので、中間に寄港地があったことが考えられる。そこで見つかったのが、

和歌山の長崎鼻があった「白浜」である。白浜は美しい白砂の浜への、形容からついた名称と思

っていたが、この航路の寄港地に名付けられた浜であった。 

当時の船は岩礁があるかも知れない浦には入らず、浜に船を引き揚げる着岸だったのだろう。

古代の倭国が国づくりに向け、躍動的な活動をしていたことが見えてきて驚く。裸国・黒歯国が

見つかったかも知れない。黒歯国とは歯を染める「お歯黒」の風習がある国という意味である。 

長崎鼻と白浜、さらに豊玉彦命との関係と思われる豊浜・玉ノ浦などを寄港地と考え、航路地

図を作成した。図 16。 

 

16、侏儒国・裸国・黒歯国への航路 

この航路は北部

九州を出発し下関海

峡を通り、四国の西

岸を南下して太平洋

に出る。四国沖・熊

野沖・東海沖・房総

沖を経て、銚子の長

崎鼻に到る最長航路

である。途中、28寄

港地を比定できて航

海日数 29 日になっ

た。 

先の投馬国への
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図 17 書の同形文字 

写真１ 銚子の長崎鼻 

水行十日の表現は、日待ちを含まない航海日数の表現だったことが分かった。この約 29日の航海

日数は「裸国・黒歯国が東南にあり、船行一年」と記した表現が女王国から船行「一月」の、誤

りだったことも見えてくる。 

 

「草書体で解く邪馬台国の謎」（2013 井上悦文）の説がある。魏

志倭人伝の国名記述で対馬を対海国に、壱岐を一大国などと記し

ている。これは著者・陳寿が草書体で記していたものを、死後に

魏の正史として楷書に書き改めた際、草書では良く似た字体の文

字を誤って写したという説である。字体の階書・行書・草書の中

では草書が早く生まれて、陳寿（233～297）の時代の楷書は、萌

芽的な時代だったとのことである。 

壱岐の支と大、邪馬台の臺（台の旧字）と壹（壱の旧字）も草

書では良く似ていて、誤りの原因として納得できる説である。図

17のように「月」と「年」も良く似ていて、船行一月が一年と書

き写されてしまったと記している。上記調査の寄港地の数が、この説を裏付けた格好となった。 

 

 航路東端、銚子を黒歯国と想定し訪ねてみた。船が着岸し

たのは、犬吠埼の北側に続く「君ケ浜」と思われる。近くの

高台の集落、高神には渡海神社があり、豊玉彦命こと綿津見

大神が祀られていた。 

郷土への恩返しのため私設で開いたという「外川ミニ郷土

資料館」を訪ねた。長崎鼻の航路や黒歯国のことを、島田泰

枝館長に話すと、さっそく近所の高齢の方を訪ねて「自分は

しなかったが、大正の始め頃まで、お歯黒の風習があった。」

との証言を得ることができた。また銚子は砥石を産出するとのことで、航海の交易品の可能性も

見つかった。 

 

また白浜山が三山見つかり、組み合わせで鳥羽と銚子を指し示していた。図 16。裸国・黒歯国

として特定はできないが、萩市山中にみつかる白浜山は、この裸国・黒歯国を記録しようとした、

山中への名付けと推測している。 

             以上 

 

 


