
難民がつくった国「邪馬台国」５ 

 

難民がつくった国「邪馬台国」その１０ ―邪馬台国への道のりを考える― 

 

「倭人伝の誇大里数」 

邪馬台国がどこにあったのかという問題は、古くは江戸時代からいろいろな説が出

され、近年になっても結論が出ていないのはひとえに魏志倭人伝の記述の問題なので

す。魏志倭人伝には、韓半島にあった帯方郡から邪馬台国までの道筋がはっきり書い

てあります。 

 

倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて国邑をなす。（中略）郡より倭に

至るは、海岸に循って水行し、韓国を歴て、乍は南し乍は東し、その北岸狗邪韓国に

到る七千余里。始めて一海を渡る千余里、対海国（対海国は対馬のこととするのが定

説）に至る。（中略）また南一海を渡る千余里。名づけて瀚海という。一大国に至る。

（中略）また一海を渡る千余里。末盧国に至る。（中略）東南陸行五百里にして、伊

都国に至る。東南奴国に至る百里。（中略）東行不弥国に至る百里。（中略）南投馬国

に至る水行二十日。南邪馬壱国に至る、女王の都する所、水行十日陸行一月。（中略）

郡より女王国に至る万二千余里。 

 

（訳：新訂魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝 中国正史日本伝（１）石原道博編訳による） 

 

（著者注）狗邪韓国は韓国のキメ、対海国は対馬、一大国は壱岐、末盧国は唐津、伊都国は糸島、

奴国は博多湾沿いとするのが定説になっている 

 

現代の口語にすれば次のような意味です。 



「倭人は帯方郡の東南の大海の中に住み山島に依って国邑をつくる。帯方郡から船

で出発し海岸に従って巡航し、韓国を歴て、南へ行ったり東へ行ったりしながら、そ

の北岸の狗邪韓国に到るのに７千余里。次に海を１千里わたり対馬国に至る。さらに

南に海を１千里わたり壱支国に至る。さらに海を１千里わたり末盧国に至る。東南に

５百里行くと伊都国に到る。 

東南に１百里で奴国に至る。東に行くと１百里で不弥国に至る。南に行くと水行２

０日で投馬国に至る。南に行くと邪馬台国に至る。女王が都とする所。水行１０日陸

行１月。帯方郡より女王国までは一万二千里」 

 

以上が倭人伝に記載されている邪馬台国への道のりです。これだけ詳しく書いてあ

るのですから邪馬台国に行きつくのは難しいことにはおもわれません。しかしそうは

いかないのです。実際に地図上で倭人伝の記述どおりに行こうとするとニューギニア

の近くまで行ってしまうのです。 

 

 



これは倭人伝に記された１里の長さが、三国志の本文の１里の長さと違うことによ

るのです。三国志の時代の１里は４３０ｍ程度だったことが分かっています。三国志

の本文に記載されている距離はほぼ１里４３０ｍとして問題ないのですが、倭人伝の

１里は４３０ｍとすれば実際の地理に合わないのです。詳しく調べてみると１里の長

さが本文と違うのは「東夷伝」の中だけのようです。「三国志」の他の部分の１里は

４３０ｍとしてほぼ合うのです。それでは倭人伝の行程記事を頼りに邪馬台国に行き

つくのは無理なのでしょうか。 

先に紹介したように奥野正男氏は次のように述べて倭人伝の里数には意味がある

と言います。 

「もし『魏志』倭人伝の里数が、韓半島の記事あたりから実際の四、五倍になって

いたとしても、全体の里数が比例的に妥当なものであれば国々の比定にはなんら支障

は生じないであろう。」（奥野正男１９９０） 

つまり倭人伝の距離が実際の距離と違っていてもそれが比例的に妥当であれば邪

馬台国へたどり着けるはずだということです。 

 

「妥当であるとはどういうことか」 

ここでいう妥当であるとはどういうことでしょう。それは倭人伝の帯方郡、狗邪韓

国、対海国、一大国の候補地がどこであるかを定めその間の距離を測った場合、その

距離が倭人伝の七千里、千里、千里の比と整合するかということです。そしてこの方

法で倭人伝の記述と整合する帯方郡から一大国までの各地点が見つかればその地点

は倭人伝に記述された各地点の有力な候補になると考えられます。そして、そういう

地点が特定できれば倭人伝の里程記事はでたらめではなく、一里の長さが三国志本文

と違う、別な基準に基づいているのだと考えることができることになります。さらに

このことにより七千里、千里、千里とされる距離が実際には何ｋｍであるかが判明し



ます。これが明らかになれば同じ尺度でその先の末盧国以下の国々も探れるはずだと

いうことを意味します。 

 

「倭人伝の距離はどうやって測った距離か」 

ここで一つ検討しておかなければならないことがあります。それは倭人伝に記され

た距離は二点間の直線距離か、道のりを測定した距離かということです。陳寿が倭人

伝を書いた時、陳寿の手元にあった資料に書いてあった距離は誰がどうやって測った

ものだったのでしょうか。倭人伝の伊都国の条の記事を見ると「郡使常に駐まるとこ

ろ」とあります。帯方郡の使いはどうも梯儁、張政以外にもかなり邪馬台国に来てい

たのではないかと思われます。邪馬台国は梯儁らが来た後も３０年ぐらいは魏やその

後を継いだ晋に朝貢していますから、その間にも帯方郡の使いはもっとやって来たは

ずです。それであれば何人かの使いが帯方郡からの距離を測り、その報告書が魏の資

料にあった可能性は高いと思います。 

また倭人伝に「その道理を計るに当に会稽の東冶の東にあるべし」ともあります。

会稽東冶の位置についてはいろいろ議論がありますが現在の浙江省から福建省にあ

った地名です。いずれにしても邪馬台国が会稽東冶の東にあると言えるためには会稽

東冶と邪馬台国の位置関係が分かる地図が無いと言えません。従って陳寿はそういっ

た地図を持っていたのだと思います。その地図は精度の高いものである必要はありま

せん。中国大陸の主要な都市、山、川などとそれらの間をつなぐ道、陸路にせよ海路

にせよ、或いは川を伝って内陸をいく道にせよ、道が記載してあり、その距離を何千

里、何百里というように記載してあったものと想像します。その地図の片隅に韓半島

や日本列島が書いてあったのでしょう。陳寿はそういった地図を見ながら三国志を著

述したのだと考えます。 

その地図の上の距離がどうやって測られたものか記録は残っていませんが後の資

料から推測することはできます。まず道のりを測るやり方ですが、謝銘仁氏によれば



船の進んだ距離を測る方法として時間当たり進める距離をあらかじめ決めておいて

何時間進んだかを測り、それによって進んだ距離を計算するという方法を取っていた

と言います。清時代の記録ですが１日の１０分の１すなわち２時間２４分を「一更」

という単位とし、「更香」というちょうど一更で燃え尽きる線香を作り、何本分の更

香を焚いたかで何時間進んだかを計り、一更に進める距離を何里と決めて進んだ距離

を算出したそうです。清代の資料では一更に進める距離は６０里（３４．５ｋｍ）が

近いという記録があるのだそうです。時速にすると約１４ｋｍになります。 

また陸上の距離は道標によったようです。周代以降主要な街道に道標を置いたり目

印になる木を植えたりしていたといいます。（謝銘仁１９９０）邪馬台国時代の韓半

島の街道がどの程度道標を持っていたかはわかりませんが、商人などの行き来はあっ

たようですから主要な街道には道標のようなものがあっても不思議はありません。ま

た香はその時代にはあったでしょうから更香のような香も作れたでしょう。道のりの

距離を測る方法はあったはずです。 

また他の方法で遠く離れた地点間の直線距離を測る方法があったのかというと、谷

本茂氏が中国の古代の天文算術書「周髀算経」から「一寸千里の法」という方法につ

いて記しています。これはいわゆる三角法の応用で南北二点間の距離を算出する方法

です。夏至の正午に距離を測りたい南北二地点に長さ８尺の棒を垂直に立てそれぞれ

の棒の影を測り、影の長さが１寸違えばその２地点間は千里の距離があるとしたもの

です。「一寸千里」ですから５寸違えば５千里の距離とする程度の大雑把な測り方で

すが何千里も離れた地点間の距離を測る方法としては有効だったと思われます。三国

時代に中国のように広大な領域を駆け巡って戦争をしていた軍人や役人たちはこの

ような方法で長い距離を測っていた可能性はありますし、その記録が陳寿の手元にあ

った可能性も否定できないと思います。というわけで倭人伝の距離は道のりを測った

ものか、直線距離を算出したものかにわかには言えません。そこで両方の可能性を踏

まえた上での検討が必要となります。 



 

「今までの方法論を見直す」 

今まで倭人伝に記された帯方郡、狗邪韓国、対海国、一大国の主要４地点をどこに

比定するかについて多くの説がなされてきました。しかし決定的な比定地を示すこと

ができた説はありませんでした。定説化されている比定地を見ると現在栄えている名

前の似た都市に比定しようとする試みが多かったように見えます。たとえば帯方郡は

ソウル付近だとするのが主流の説ですが、それはソウルが帯水（漢江）の辺にあり歴

史的にも栄えた都だったからでしょうがやはり現在も繁栄している都市だというこ

とが強く影響していると思われます。 

狗邪韓国についても同じようなことが言えます。名前からこの国は韓国にあり、さ

らに狗邪と付いているため後の時代に伽耶と呼ばれた洛東江下流沿いの国だと考え

るのが自然です。そこからキメが有力視され、プサンが候補になります。しかし狗邪

韓国が当時栄えた港町だったとしても今も栄えている保証はないのです。この比定も

名前が似ていて現在栄えている都市という比定だと言えます。 

対海国も韓国南部の港町狗邪韓国から海を渡った先の島にあった国だとされてい

るのですから対馬島だと考えるのは自然に見えます。しかし対馬には有力な住居遺跡

が発見されていません。対海国の候補となる集落遺跡が見つかっていないことから本

当に対馬にあったのかという疑問も生じます。対馬海峡には対馬島と壱岐の島以外に

も大きな島はあります。巨済島です。この島に対海国があったとしてもおかしくはあ

りません。 

このように現在定説化されている倭人伝の主要４地点は定説化されている地点以

外にもいろいろな地点に比定できるのです。従ってこれからの考察ではこれらの候補

地点を初めから決めてかからず、可能性のある候補地点を網羅して検討し合理的に主

要４地点の比定を行おうと思います。その上でその地点間の距離を求め、倭人伝のい

う七千里：千里：千里に整合する地点を探す作業をしたいと思います。 



 

「道のりの距離を測ったと仮定する」 

まず倭人伝に記載された距離は実際にたどった道のりの距離を測ったと仮定した

場合どうなるかについて検証します。 

最初に帯方郡、狗邪韓国、対海国、一大国という主要４地点の候補となる地点を拾

い出します。まず、帯方郡は韓半島にあり楽浪郡があったピョンヤンより南であった

ということには異論はないはずです。帯水からそう遠くないところだと考えるのも的

外れではないでしょう。そうであれば帯方郡の候補地もそうたくさんあるわけではあ

りません。同じように狗邪韓国も倭地に向かって出発する港町だったのですから、こ

れも候補となる場所は韓国南岸の港に違いありません。候補はいくつかに絞られるで

しょう。対海国、一大国についても狗邪韓国と末盧国との間の島にあったことは間違

いありません。これも候補となる場所はさほど多くはありません。 

そして主要４地点の候補地をいくつかに絞り込んだらその間のルートを検討し地

図の上で実測してみます。主要４地点の候補地の間の距離は候補地の組み合わせによ

っていくつかのケースが考えられます。それぞれのケースの実測値の中で距離の比が

七千里、千里、千里と整合する組み合わせはあるのかを探ります。そしてもし整合す

る組み合わせが見つかったらその組み合わせになる地点こそ倭人伝に記載された主

要４地点だと考えられるわけです。これにより倭人伝に記された１里は実際にはどの

程度の長さかが判明し、邪馬台国へのルートを探索する道が開けるはずです。 

 

「帯方郡の候補地を絞り込む」 

まず帯方郡の候補となる場所を絞り込みます。帯方郡の場所は特定されていません

がその名前から帯水（漢江）の辺にあったと考え、現在のソウル付近であるという見

解が主流です。しかし、ソウル付近から帯方郡の遺跡が発見されているわけではあり

ません。倭人伝には「循海岸水行歴韓国乍南乍東」とあります。つまり帯方郡を出て



最初の行程は「循海岸水行」です。最初の行程が「海岸に従って水行した」というこ

とは帯方郡が海岸の港であることを意味していると考えられます。そう考えると現在

のソウル市は海岸には面しておらず漢江を河口から遡ったところにありますので現

ソウル市に帯方郡があったとは考えにくいのです。もし帯水（漢江）の付近に帯方郡

があったとすれば現ソウル市より海岸に近いところにあったと考えるべきでしょう。

しかもそこは港があったと考えられますので、入り江があり良港にふさわしいところ

を探す必要があります。最もソウルに近い港を探すとインチョンが有力です。グーグ

ルアースで地形を見る限りインチョンを除くとソウル付近の海岸部に良港はありま

せん。 

 次に近い良港はだいぶ北になりますが北朝鮮のヘジュです。ヘジュは漢江の河口

の北西の海岸にあり、大きな入り江を持った当時から良港であったと考えられるから

です。 

もう一つの候補地は北朝鮮のサリイン付近です。サリインは帯方郡に関する遺物や

遺跡が発見されており、特に帯方太守のものとみられる墓が発掘されています。ただ

サリインは楽浪郡があったピョンヤンに近すぎるのでわざわざ帯方郡をおいた意味

がないのではないかという反論があります。 

 



 

帯方郡の候補地           黄色い線は推定される当時の海岸線 

 

いずれにしても韓半島の南岸にあった狗邪韓国まで七千余里とされている場所な

ので韓国南部に求めるのは無理がありますし、楽浪郡に近い場所に求めるのも納得で

きません。また、帯方郡が韓半島の東海岸にあったという説は聞きません。帯方郡が

中国からやってくる役人、軍人、商人たちが集まった植民地の拠点的な都市か砦とか

であったと考えれば韓半島の西海岸に面した先にあげた三か所を候補として大きな

間違いはないと言えます。  

 

帯方郡の候補：サリイン、ソウル外港、ヘジュ 

 

「狗邪韓国の候補地を絞り込む」 

次に狗邪韓国の候補地です。狗邪韓国は韓国のキメ付近とするのが定説化していま

すが、著者はその他に次の地点も候補に加えたいと考えます。それは巨済島とタデと



いう港です。後から説明しますが対馬海峡の潮流を考慮したとき出航する港としてふ

さわしい港と考えられるからです。この港は巨済島の南部にある入り江で対馬島にも

近く対馬海峡の潮流に乗りやすい港だと言えるのです。 

 

狗邪韓国の候補 ： キメ、巨済島タデ 

 

狗邪韓国の候補地 

 

「対海国の候補を絞り込む」 

次に対海国です。対海国は定説では「対馬国」だとされている国です。対海国は対馬

国の誤記とされ対馬島にあったとするのが定説になっていると言ってよいでしょう。 



 

 

 

上の図は井上悦文氏による「馬」と「海」、「大」と「支」の字を楷書体と草書体で

書いた時の比較です。右側が楷書体、左側が草書体で書いたものですが驚くことに草

書体では「馬」と「海」、「大」と「支」はよく似た字体になることがあるのです。井

上氏は陳寿の書いた三国志の草稿もそれを写した晋の役人の原稿も草書体で書いて

あったと考え、書き写したときに写し間違いがあった可能性が高いとしているのです。

（井上２０１３） 

確かにこの字体の比較を見ると書き写したときに間違いが起きてもやむを得ない

と思われます。ですからもともと「対馬国」だったものが書き写されているうちに「対

海国」になり、「一支国」が「一大国」になったと考えることは理由のあることだと

言えます。もし陳寿の草稿には「対馬国」「一支国」と書いてあったとすればこの２

国は対馬島、壱岐の島にあったとしてよいでしょう。 

ところで対海国を対馬国であったと考えたとしても実は対馬国が対馬島のどこに

あったのかはいまだに特定されていません。対馬島からは弥生時代の墓地や祈りの場

所だったと思われる遺跡は数多く発掘されているのですが、肝心の住居や集落の遺跡



が全く見つかっていないのです。もともと対馬島は平野部がほとんどない島です。当

時の海岸線を現在の標高５ｍの所とすると居住可能地は極めて限られることに気付

きます。北の上島では北から佐護、仁田、峰、豊玉の４か所しかないと言えます。南

の下島には佐須、久根浜、豆酘、厳原、小浦、美津島の６か所と思われます。対海国

が対馬島にあったとするとこのうちのどこかにあったのだと考えられます。しかしそ

のうちどの集落が対海国だったのかは決めきれません。しかし検討を進めるために最

北部の佐護、中部の豊玉、最南部の豆酘を候補としておきます。 

 

対海国：佐護、豊玉、豆酘 

 

対海国の候補地 



「一大国の候補を絞り込む」 

次に一大国です。一大国は一支国の誤記だとされ、これが壱岐の古い書き方だろう

とされているのです。壱岐国については島の東部で発見された原の辻遺跡という弥生

時代の大きな遺跡だということで異論はないと言ってよいでしょう。 

 

一大国の候補地 

 

「行程を考える」 

次は行程を考える番です。まず帯方郡から狗邪韓国までです。そのルートはどのよ

うなものだったでしょう。ケース１のルートは下図のように帯方郡を船出して韓半島

の西海岸から南海岸に沿って途中の港に停泊しながら狗邪韓国まで行くルートです。

図は有力な港があったと思われるところを途中の停泊地として立ち寄りながら辿る

ようにしてあります。 



現在多くの研究者がこのルートで魏使は狗邪韓国までやってきたと考えているよ

うです。このルートを「沿岸航行」ルートと呼ぶことにします。下図は帯方郡をサリ

インとし、狗邪韓国をキメとした時のルートを示したものです。「沿岸航行」ルート

はこのほかに帯方郡をソウル外港とした場合、ヘジュとした場合の３ケースが考えら

れ、また狗邪韓国もキメとした場合、プサンとした場合、タデとした場合の３ケース

が考えられますので合計で９ケースということになります。 

 

 

沿岸航行ルート 

 

「内陸ルートも検討する」 

しかし帯方郡から狗邪韓国へ行くルートは韓半島の沿岸を船で行くとした上記の

ルートだけではありません。それ以外にも考えられるのです。 



倭人伝には「帯方郡から倭に行くには海岸に従って水行し、韓国を歴て、あるいは

南し、あるいは東して」とあります。この文章の中に２つの問題があります。最初の

問題は「歴」をどう読むかということです。「歴」は「遍歴」の「歴」で「経巡る」

という意味です。また、「あまねく、次々に」という意味もあります。従って「歴韓

国」とは韓国の中を順々にたどっていったという意味にとるのが妥当と思います。そ

う考えると、途中港に寄りながらでも、海岸に沿って南に一気に進み、次に東に進ん

だ「沿岸航行ルート」は「歴韓国」という表現になじむのかやや疑問は残ります。 

もう一つは次の「乍南乍東」です。これは「南に行ったかと思うと東に行き」とい

う意味の慣用句です。ですから、この表現も海岸を南にずっと進み、次に東にずっと

進んだという意味には取れないと思います。先の図でもわかるとおり、海岸に沿って

船で進むとき「乍南乍東」だけでなく時には北に行ったり、西に言ったりもしなけれ

ばなりません。このルートを通った旅の表現としては「乍南乍東」はあまりふさわし

くない表現です。この「循海岸水行歴韓国乍南乍東」は「海岸に沿って水行した後、

韓国の内陸部を経巡り、南に行ったり、東に行ったりを繰り返し進んだ」様を表して

いるとも読めるのです。 

そのルートをグーグルアースの地図上で探索してみます。韓半島の地形は弥生時代

と基本的には変わっていないと考えられます。川の流れ、山脈、渓谷、居住地にふさ

わしい平野や盆地、陸路として通りやすい場所、越えやすい峠など弥生時代と大きく

変わっていないでしょう。そこで帯方郡の候補地となるサリイン、ソウル、ヘジュを

出発して韓国の内陸部を進んでキメ、プサン、タデまで行くルートを探りました。探

索の条件は「できるだけ安全に、短時間で、かつ楽に目的地に着けるルート」です。

考えられるルートは意外に少なく二つしかないことが分かりました。 

ケース２はソウルから漢江を船で遡り、チュンジュの上流からムンギョンまで陸路

で短い峠を越え、洛東江に船を浮かべキメまで下るルートです。このルートはその大

半が川を船で行く水行になります。また、このルートは漢江を遡るルートですので帯



方郡がソウル付近にあったとすると倭人伝にある「循海岸水行」ができません。この

ルートは帯方郡がサリインかヘジュとしたときに成り立つルートです。それでも帯方

郡の候補地は２か所、狗邪韓国の候補地も３か所ですから６ルートが候補として考え

られることになります。このルートを「内陸水行」ルートと呼ぶことにします。 

 

内陸水行ルート 

ケース３の内陸ルートはソウルの南にあるアサンまで海路を行き、アサンから陸路

でチョナン、テジョン、キムチョンとたどり、キムチョンから白村江をたどりクミま

で行き、クミから洛東江を下ってテグを経由してキメに到着するルートです。このル

ートは川を使った水行と陸路を行く陸行を組み合わせたルートです。古くから使われ

ていたルートだともいわれています。このルートで行けば倭人伝の「循海岸水行」の

記述にも当てはまりますので有望なルートだと思います。このルートを「水行陸行」



ルートと呼ぶことにします。このルートも帯方郡の候補地は３か所、狗邪韓国の候補

地は３か所ですから、合計９ルートが候補となります。 

 

 

水行陸行ルート 

 

以上でルートの候補は出揃いました。「「沿岸航行」９ルート、「内陸水行」６ルー

ト、「水行陸行」９ルート、合計２４ルートになります。この２４ルートのうちどれ

かが七千里と記されたルートであるはずです。 

 

 

 

 



「対馬海峡を渡った船はどんな船か」 

次は狗邪韓国から対海国へ渡ったルートはどういうルートだったかを考えなけれ

ばなりませんが、それを考えるには当時対馬海峡を渡った船はどういう船だったかと

いうことから始めなければなりません。 

当時の船は丸木舟に舳と艫に浪切り板をつけて船首、船尾を高くし、舷側にも波よ

けの板を張ったものだと考えられます。準構造船と言います。大きさは長さ十ｍ以上、

幅２ｍ程度のものも造られていたようです。埴輪に残されたものでは下図のような船

がよく知られています。 

 

準構造船の埴輪 

 

この埴輪は丹後半島の古墳から発見されたもので古墳時代の準構造船を模してい

るものと思われます。弥生時代の終末期にはこのような準構造船が作られていたもの

と思われます。こういった船には３０人以上の人が乗ることができたようです。両舷

側に櫂を取り付けたとみられる突起が複数ついているので櫂で漕いで進んだものと

考えられます。この埴輪には櫂を取り付ける突起が片側に６個ついています。埴輪を

作った時デフォルメしたと考えられ櫂の数はもっと多く１０本ぐらいはあったと考



えてよいでしょう。速度はどの程度だったのでしょうか。先に清時代の記録では時速

１４ｋｍぐらいだったとされているということを紹介しました。しかしこれは中国大

陸の川や湖を行く時の速度も考慮したものと思われます。海を行く時はどうでしょう

か。 

現在日本にも手漕ぎの船で海を走る行事があります。長崎のペーロンと沖縄のハー

リーです。共に手漕ぎの船に大勢の漕ぎ手が乗って船の速さを競う大会です。その大

会の記録を見ると沖縄ハーリーが時速１０ｋｍほどで２分間漕ぎ、長崎ペーロンは時

速１４ｋｍで５分間漕ぐぐらいだと言えます。二つの大会とも速さを競う大会ですの

で漕ぎ手は全力で漕ぎます。ですからこの速度で何時間も漕ぎ続けることはできませ

ん。しかも両大会とも海と言っても港の中の波の無い海で漕ぐのです。波の荒い沖で

漕ぐのとはわけが違うと言えます。そう考えると対馬海峡を漕ぎ渡る船の速度はペー

ロン、ハーリーの半分ぐらいの時速５ｋｍを大きくは越えなかったと考えてよいので

はないでしょうか。 

茂在寅男氏はその著「古代日本の航海術」の中で手漕ぎの船の速度について次のよ

うな事例を挙げています。東海大学海洋学部カッター部の記録では静岡県清水市の三

保から西伊豆の戸田港まで７時間３０分で横断したとあります。三保―戸田間は２５

ｋｍになるので時速は３．３ｋｍになります。（茂在１９７９）つまり海洋学部の訓

練された学生でも手漕ぎ船の時速は５ｋｍに満たなかったということです。この事例

からも狗邪韓国から邪馬台国に向かった船の速度も時速４～５ｋｍを超えていなか

ったと考えてよいと思います。 

では次にこの船は誰のものだったのでしょう。一つの可能性として帯方郡の役人や

軍人たちが帯方郡の所有する船を使ってやって来たと考えることができます。その場

合船は帯方郡から同じ船に乗ってくるのですから行程はすべて水行で途中陸行の無

い行程だとしなければなりません。つまり「沿岸航行」ルートであれば帯方郡の専用

船で来たことも考えられるということです。 



もう一つの可能性は既に当時、渡船を業とする人びとが韓半島や日本列島にもいて

川の上り下りや海峡の横断などを商売としていた人々がいたと考えることです。漢江

にしても、白村江にしても、洛東江にしてもその川を上り下りする大小の船を持って

荷物や人の輸送に携わった人々がいたと考えられるということです。同じように対馬

海峡を船で渡りやはり人と荷物を運ぶことを業とする人びとがいたと考えます。魏の

使いはある程度の人数がいる使節団だったと考えられますのでそのような渡船業者

を必要に応じ雇い入れて邪馬台国に向かったのではないかと考えるのです。それは次

に説明するように対馬海峡を渡るにはその海の潮の流れに精通した航海のプロの知

識が絶対必要だったと考えるからです。もし帯方郡からやってきて船で対馬海峡を渡

った軍人たちは対馬海峡の潮の知識が無ければ、潮に流され目的地には到着出来なか

ったろうと思えるからです。自前の船でやってきたとしたら帯方郡の役人や軍人は要

所々々で潮流や海底の岩礁などに詳しい水先案内人のような現地人を雇ったと考え

るべきでしょう。 

 

「対馬海峡の潮流」 

海峡を渡る時、単純に考えると危険な航海時間を最短にするには直線的に目的地に

向かうのが一番良いように見えます。しかし実はそうではありません。韓半島と対馬

の間には対馬海流が流れており、また潮の干満による潮流もあるので必ずしも直線距

離が海上航行時間を最小にするわけではないのです。 

下の３枚の図は２０１７年７月の対馬海峡の潮流を示したものです。この潮流の図

は「九州大学応用力学研究所・大気海洋環境研究センター」の「対馬海峡表層海況監

視海洋レーダーシステム」の監察結果によるものです。 

 



 

図を見て分かる通り対馬海峡の潮流は大潮、小潮の日と、その日の干潮、満潮の時

間の関係でいろいろな方向に流れができるのです。７月２４日の１：００の潮流は大

潮近くの日の満潮から干潮に向かう時間に発生する潮流です。南西から北東に向かっ

て潮流が発生し、潮流の時速は１．８ｋｍです。それにもともと対馬海流という海流

がやはり南西から北東に向かって流れています。こんな時に対馬海峡に時速５ｋｍ程

度の速さの手漕ぎの丸木舟を漕ぎ出したらどんどん北へ流され対馬に到着すること

も対馬から狗邪韓国に来ることもおぼつきません。 

７月２６日の１９：００の潮流は大潮の後、干潮から満潮に向かう時間に発生する

潮流です。東から西に向かう流れが目立ちます。このようなときは狗邪韓国から対馬

へ向かうことも対馬から壱岐や九州北岸に向かうことも極めて困難と言えます。時速

２ｋｍ近い向かい風ならぬ向い潮が流れているのです。そこに時速５ｋｍの船で漕ぎ

だしてもまともに進めるはずはありません。その代り九州北岸から壱岐、対馬に、対

馬から狗邪韓国に向かうにはもってこいの潮流だと言えます。速度はほぼ１．５倍に

なり時間は大幅に短縮できる可能性があります。 



 

 

では韓半島から対馬、壱岐に向かうのに都合の良い潮流が発生することはあるので

しょうか。詳しく調べてみると小潮から大潮に向かう期間の干潮から満潮に向かう時

間には韓半島と対馬の間には反時計回りに流れる大きな渦状の潮流が発生すること

が分かります。この渦状の潮流を利用することで韓半島から対馬へは渡りやすくなり

ます。７月２４日１７：００の潮流がそれです。北から南に向かう流れが現れますの

で狗邪韓国から対馬に向かうには好都合です。対馬海峡を手漕ぎの船で渡るにはこの

潮流をうまく利用しないと渡ることはできなかったろうと思います。潮流を知らずに

対馬海峡に漕ぎ出すのは自殺行為だったでしょう。 

このことから長年対馬海峡を船で渡ってきた人々がいて対馬から壱岐へ、或いは九

州北岸へ渡る時もどの潮流に乗ればよいことを知っていたのだと思います。帯方郡の

水軍も対馬、壱岐を経由して九州島へ往復していたのだと思います。また、民間人で

も商人灘は九州へ渡り商売をしていた人々がいたことも想像されます。そう言う状況

を考えれば当時渡船を業とする人々がいたのではないかと考えられるわけです。 



 

 

「対馬海峡を横断するルートを考える」 

そこで潮流を考慮に入れて考えるとある問題に行き当たる。先に手漕ぎの船野速度

についてはハーリー、ペーロンや東海大学カッター部の記録などから時速５ｋｍを越

えなかったろうと考えました。しかし、潮流を考慮するととてもその速度では朝鮮海

峡や対馬海峡を渡ることはできなかったのではないかという疑問です。潮流を考える

と時速５ｋｍで進む船に対し進行方向に逆らって時速２ｋｍの潮流があった場合、相

殺した時速は３ｋｍとなりその速度で海峡が渡れたろうかということです。プサンか

ら対馬まではもっとも近いところで約５０ｋｍあり、時速３ｋｍでは１７時間かかる

計算になります。実際には潮流に向かって進めば最短距離よりは行程は長くなったで

しょうから、それ以上の時間がかかってしまいます。漕ぎ手は交代で漕いだと思われ

ますので、ある程度の時間には耐えられたでしょうが１７時間以上の航海というのは

現実的ではないと思われます。１７時間といえば朝７時に出発したとして到着は真夜

中の１２時になったということです。そのことから船はもっと速い速度で進んでいた



と考えるのが妥当ではないかと思われます。すなわち船は帆を張り風の力を使って航

海をしていたと考えられるのです。 

ではどの程度の帆走力だったかということですが、残念がら船の構造についての記

述は倭人伝にありません。逆に対馬海峡を渡るのに要した時間を最大８時間程度と考

えれば、時速１０ｋｍから１５ｋｍぐらいの速度が出ていたと考えてよいのかと思い

ます。船が原始的な準構造船であったと考えるなら、帆も大きくはなかったでしょう。

大きな帆では安定が悪かったでしょうから小さな帆を張って追い風の時だけ帆を使

うような帆走だったのではないでしょうか。 

それくらいの速度が出れば時速２ｋｍの潮流に向かって帆走してもある程度乗り

越えられたでしょう。ただしそれは追い風が都合よく吹いている時の話で、向かい風

などの時は櫂だけで進むのは実際は不可能に近かっただろうと思います。当時の船乗

りは風と潮流の状況を熟知し、最も条件の良い時をねらって海峡を越えたのでしょう。 

 

そう言った条件を考えて狗邪韓国、 対海国、 一大国を結ぶルートの候補を考え

ると次の通りとなります。まず海峡の狗邪韓国と対馬を直線で結ぶ位置には強い潮流

が発生しているので、そこを直線的に横切るルートは通れません。かなり潮流に流さ

れることを覚悟するか、潮流の速いところは回避するルートを通らなければならなか

ったでしょう。そして潮流に乗って時計と逆回りに海峡を渡るルートが最も効率よく

安全なルートだったと思われます。従って佐護などの北部の港に行くには意外と遠回

りをしたものと考えます。対海国の候補は多すぎるので北部の佐護、中部は豊玉、南

部は豆酘で代表してあります。すると狗邪韓国の候補地は３か所、対海国の候補地は

３か所で９ケースが候補に残ることになります。 

狗邪韓国から対馬を経由して壱岐に向かうには潮流に乗って行くルートを考えれ

ば下図のようなルートになります。黄色で示した矢印が潮流です。下図は狗邪韓国を



キメと考えた時の図ですが、狗邪韓国をタデと考えた場合も出発点が変わるだけでル

ートは基本的に同じです。 

 

 

キメ―対海国候補地―原の辻 

 

「狗邪韓国、対海国、一大国間のルートを特定する」 

ところでこの図を見ているとあることに気付きます。キメ、対馬国候補地、壱岐の間

の距離は対馬の候補地を佐護とするか、豊玉とするか、豆酘とするかで差があるとい



うことです。同様に狗邪韓国の候補地をタデにかえれば距離に差が出ます。ところで

倭人伝ではこの狗邪韓国、対海国、一大国の間の距離を共に千里としています。つま

り狗邪韓国と対馬国、対馬国と壱岐国の間の距離はほぼ同じとしているのです。では

狗邪韓国の候補地３か所と対海国の候補地３か所、そして一大国までの各距離を測っ

てほぼ同じ距離になる場合があるのでしょうか。次に各距離を列挙してみます。測定

はグーグルアースの距離計測ソフトを利用しました。 

 

１狗邪韓国から対海国までの距離と対海国から一大国までの距離比較 

ケース１：キメ―佐護 ８０ｋｍ   佐護―原の辻 １５７ｋｍ 

ケース２：キメ―豊玉 １３６ｋｍ  豊玉―原の辻 １２９ｋｍ 

ケース３：キメ―豆酘 １４１ｋｍ  豆酘―原の辻 １０３ｋｍ 

ケース４：タデ―佐護 ８２ｋｍ   佐護―原の辻 １５７ｋｍ 

ケース５：タデ―豊玉 ９３ｋｍ   豊玉―原の辻 １２９ｋｍ 

ケース６：タデ―豆酘 ９７ｋｍ   豆酘―原の辻 １０３ｋｍ 

 

上の比較の中で狗邪韓国―対海国、対海国― 一大国の間の距離に差の無いケースが

魏使の通ったルートの候補となります。差が無いのは狗邪韓国をキメとし対海国を豊

玉としたケース２と狗邪韓国をタデとし対海国を豆酘としたケース６です。ケース２

では約１３０ｋｍを千里としているので１里は１３０ｍほどだと言えます。ケース６

は１００ｋｍを千里としているので１里は１００ｍほどだと言えます。 

では次に帯方郡を特定します。まずキメを狗邪韓国とした場合を検討します。キメ

を狗邪韓国とした場合千里は１３０ｋｍほどでした。ということは７千里先の帯方郡

は９１０ｋｍ先にあるはずです。では先にあげた帯方郡―狗邪韓国ルートの９候補の

中に９１０ｋｍになるルートはあるでしょうか。 

 



ケース１：サリインを帯方郡とした沿岸水行ルートの場合   １３５９ｋｍ 

ケース２：ヘジュを帯方郡とした沿岸水行ルートの場合    １００５ｋｍ 

ケース３ソウル外港を帯方郡とした沿岸水行ルートの場合    ９０９ｋｍ 

ケース４：サリインを帯方郡とした内陸水行ルートの場合   １０２１ｋｍ 

ケース５：ヘジュを帯方郡とした内陸水行ルート        ６６７ｋｍ 

ケース６：ソウル外港を帯方郡とした内陸水行ルート      ５７１ｋｍ 

ケース７：サリインを帯方郡とした水行陸行ルート       ９５９ｋｍ 

ケース８：ヘジュを帯方郡とした水行陸行ルート        ６０５ｋｍ 

ケース９：ソウル外港を帯方郡とした水行陸行ルート      ５０９ｋｍ 

 

以上の中で９１０ｋｍに最も近いのは９０９ｋｍであるケース３ソウル外港を帯

方郡とした沿岸航行ルートということになります。つまりソウル外港にあった帯方郡

から沿岸水行ルートでキメにあった狗邪韓国に着き、そこから豊玉にあった対海国に

行き、さらに原の辻にあった一大国に行ったと考えると倭人伝の記述と矛盾しないル

ートがたどれるということです。その場合１里は１３０ｍ程度と考えるということに

なります。 

次に狗邪韓国をタデとした場合の検討をします。その場合千里は１００ｋｍ程度で

したので７千里先の帯方郡はタデから７００ｋｍ程度の所にあるはずです。ではまた

９ケースの距離を比較してみます。 

 

ケース１：サリインを帯方郡とした沿岸水行ルート  １２８９ｋｍ 

ケース２：ヘジュを帯方郡とした沿岸水行ルート    ９３５ｋｍ 

ケース３：ソウル外港を帯方郡とした沿岸水行ルート  ８３９ｋｍ 

ケース４：サリインを帯方郡とした内陸水行ルート   １０８８ｋｍ 

ケース５：ヘジュを帯方郡とした内陸水行ルート     ７３４ｋｍ 



ケース６：ソウル外港を帯方郡とした内陸水行ルート   ６３８ｋｍ 

ケース７：サリインを帯方郡とした水行陸行ルート  １０２６ｋｍ 

ケース８：ヘジュを帯方郡とした水行陸行ルート    ６７２ｋｍ 

ケース９：ソウル外港を帯方郡とした水行陸行ルート  ５７６ｋｍ 

 

以上のケースの中では７００ｋｍに近いのはケース５ヘジュを帯方郡とした内陸

水行ルートと、同じくヘジュを帯方郡とした水行陸行ルートということになります。

そのうち内陸水行ルートは７００ｋｍを越えていますので７千余里には最もあては

まるといえます。いずれにしてもタデを狗邪韓国とした場合７千里先にある帯方郡は

ヘジュが有力候補ということになります。 

この場合はヘジュにあった帯方郡から内陸水行ルートか水行陸行ルートかでタデ

にあった狗邪韓国に到着し、その後豆酘にあった対海国へ、原の辻にあった一大国に

進んだと考えることで倭人伝の記述と整合するということです。その時１里は１００

ｍ程度であると考えることになります。 

以上の検討結果から倭人伝に記述されている１里は１３０ｍか１００ｍほどとし

て読めば帯方郡から一大国までのルートは辻褄がよく合うということです。ではこの

前提で倭人伝の記述に従って邪馬台国まで行けるでしょうか。 

 

「１里１３０ｍとして壱岐から先を探る」 

最初に１里１３０ｍ、或いは１００ｍとして壱岐国から先に進めるか検討します。

壱岐の次は末盧国ですが倭人伝は壱岐―末盧国間も千余里としています。１里１３０

ｍとすると末盧国は壱岐の原の辻から１３０ｋｍ程度の所だと考えられます。また１

里１００ｍだとすると１００ｋｍ程度の所だということになります。しかし方向は南

とはしていません。つまり、原の辻から１３０ｋｍ、或いは１００ｋｍ程度の北部九

州の海岸に末盧国はあるはずです。 



 

 

弥生時代の集落遺跡と原の辻から１００ｋｍ、１３０ｋｍの範囲 

 

上の図は原の辻から１３０ｋｍ、１００ｋｍの範囲をグーグルアース上に示した図

です。この中で良港を有したと思われる場所を探します。また末盧国があった場所に

は集落があったはずですから集落の遺跡も地図上にプロットしてみました。地図上の

アイコンが弥生時代の住居跡が発見された主な遺跡です。（遺跡ウオーカー等のデー

タから著者が作成）ブルーの大きなアイコンが３００軒以上の住居跡が発見された遺

跡、グリーンは１００軒以上、イエローは５０軒以上、ホワイトは１０軒以上の遺跡

です。上の地図を見ると弥生時代の集落遺跡は北部九州といってもある地域に偏って

いることが分かります。最も多く発見されているのは福岡平野から筑後平野にかけて

の地域でそれに続くのは現在の北九州市から豊前平野の周辺、熊本市の周辺、および

大分県の大野川水系です。邪馬台国の候補地を検討するにあたって当時の集落がどの

様に分布していたかを踏まえて検討することは当然重要だと考えます。邪馬台国をは



じめ伊都国、奴国など倭人伝に記述された国のあったところには大きな集落があった

はずだからです。その意味で弥生時代の集落の分布を押さえながら各国の候補地を探

すという方法で検討を進めることとします。 

この範囲で末盧国の候補を探せばよいのですが、また次の問題に突き当たります。

それは弥生時代の海岸線は現在とは違っていたと考えられることです。ですから現在

の地形を見ても弥生時代に何処が良港だったかを正確に知ることができません。当時

の地形を再現してみることが必要です。著者はグーグルアースを使って標高５ｍの線

を北部九州の海岸に引いてみました。現在の標高５ｍの線を当時の海岸線と考えるの

です。その線が下図のオレンジ色の線です。この線を引いてみるとこれが当時の海岸

線であったとしてよいと確信が持てました。つまり現在標高５ｍ以下の所には住居遺

跡が全くないのです。例外は洞海湾の一か所だけです。そこでこの線を当時の海岸線

と考えることにします。 

 



弥生時代の有明海、糸島、博多湾の海岸線と考えられる海抜５ｍの等高線の例 

博多湾でも、有明海でも標高５ｍの線（オレンジ色の線）より低いところには遺跡が無いことに注意 

古代有明海の中に見られる白い住居遺跡はすべて島の上にある。 

 

「末盧国は良港のあった集落」 

上図の原の辻から１３０ｋｍ、１００ｋｍの範囲にある良港でそこに弥生時代の集

落があった場所を探します。実は原の辻から１３０ｋｍとしても１００ｋｍとしても

末盧国の候補となる港は変わりません。この範囲にある入り江は西から大村湾、伊万

里、唐津、糸島、博多湾、福津、宗像、遠賀川下流域、洞海湾などがあげられます。

当時それぞれに深い入り江があって良港だったことを伺わせます。しかし、西部の大

村湾や伊万里湾の付近にはまとまった住居跡が発見されていません。末盧国の候補と

しての条件を整えていないように見えます。唐津から東の入り江にはまとまった住居

跡が発見されています袖末盧国の候補にしてよさそうです。しかし倭人伝は一大国か

ら末盧国までの距離を千里としています。とすれば原の辻から１３０ｋｍあるいは１

００ｋｍ程度の所にある港が最有力ということになります。その条件に当てはまる候

補は伊万里から宗像の間にはありません。皆壱岐からの距離が近すぎるのです。結局

条件に当てはまるのは上記９候補地のうち大村湾と遠賀川流域と洞海湾沿岸だけに

なります。遠賀川の下流域も深い入り江になっていたと思われますし、洞海湾も今よ

りずっと大きく深い入り江だったと想像されます。また、さらに遠賀川沿い、洞海湾

付近では大きな集落の跡が発見されており、かなりの人口がいたことが分かります。

有力な末盧国の候補地です。そして壱岐からの距離はちょうど１００ｋｍ～１３０ｋ

ｍ前後となります。 

 

「末盧国を特定する」 



ではこの二つの候補地のうちどれが最も末盧国にふさわしいでしょうか。倭人伝に

は末盧国から東南に５００里行ったところに伊都国があると記してあります。ですか

ら一里１３０ｍとすれば末盧国から６５ｋｍ、一里１００ｍとすれば末盧国から５０

ｋｍほど行ったところに伊都国にふさわしい集落があるはずです。 

まず洞海湾ですが、洞海湾の付近から東南に陸行することは極めて不自然です。ま

ず洞海湾から東南に進むのなら船で海を行く方がずっと合理的です。わざわざ歩きに

くい陸路を行くのは不自然です。また無理やり陸路をとっても１７ｋｍほど行くと行

き止まりになってしまうようです。当時の海岸線を海抜５ｍの線としてみると行橋市

の片島あたりは海が山に迫り到底陸路が取れる状態ではなかったと思われるのです。

従って洞海湾の付近に末盧国があったという仮定は成り立たないようです。 

 

 

洞海湾から東南へ進むと海へ突き当たる 

 

 



結局原の辻を一大国として千里（１３０ｋｍあるいは１００ｋｍ）渡海してたどり

着く末盧国の候補は遠賀川河口しかないという結論になります。遠賀川下流域にある

有力な遺跡は小伏、原柿遺跡です。小伏・原柿遺跡は弥生時代の竪穴住居の跡が６０

基ほど発見されているこの地区で最大の遺跡です。ここが末盧国の有力候補といえま

す。 

 

 

 

「末盧国の候補は遠賀川河口」 

 

「伊都国に行ってみる」 

では遠賀川下流域を末盧国として次の伊都国に行くとすればどうなるでしょう。ま

ず１里１００ｍとした場合の検証をします。倭人伝によれば末盧国から「東南陸行五

百里」で伊都国に着くはずです。つまり遠賀川流域から５０ｋｍの所に伊都国と思わ

れる集落があるはずです。 

東南に陸行すると福岡県の直方市を通り香春町から山間の道を抜けてみやこ町へ

抜け、海岸沿いに南東に進みます。出発地点からちょうど５０ｋｍほど進むと福岡県

築上郡築上町あたりにつきますが周辺には伊都国とみられるような集落遺跡は全く



ありません。１里１００ｍとしたのでは倭人伝の記述に合う伊都国は見つからないよ

うです。 

 

 

遠賀川河口（末盧国）から５０ｋｍの地点には有力な遺跡が無い 

 

では１里１３０ｍとして検証するとどうなるでしょう。同じように遠賀川下流を出

発して６５ｋｍ進むとそこは福岡県築上郡の下唐原遺跡群につきます。 

 

遠賀川下流域（末盧国）から東南へ６５ｋｍで下唐原遺跡（伊都国）に着く 

 



この遺跡群は東西南北１ｋｍ未満の範囲から３００軒以上の弥生時代の住居跡が

発見されている遺跡です。これは有力な伊都国の候補地です。従って１里は１３０ｍ

とした方が倭人伝の記述に合った伊都国候補地に行けるようです。 

 

「奴国へ行ってみる」 

ではここが伊都国としてふさわしいか検証します。倭人伝によれば伊都国から東南

に百里行ったところに奴国があるとされています。では下唐原遺跡の東南百里＝１３

ｋｍの地点には有力な集落遺跡があるでしょうか。ぴったり１３ｋｍではありません

が１５ｋｍほど東南には大きな住居遺跡があります。宇佐市の別府遺跡群です。南北

２ｋｍほどの細長い範囲に５０軒を超える住居跡が見つかっています。 

 

 

下唐原遺跡（伊都国）から別府遺跡群（奴国）まで 

 

 

「いよいよ邪馬台国へ」 

ではここから邪馬台国に行ってみましょう。倭人伝には伊都国から先は奴国、不弥

国、投馬国、邪馬台国の順で記述されています。しかし、投馬国、邪馬台国まではと

もに里程での記述が無く「水行二十日」「水行十日陸行一月」などと書かれています。



水行、陸行の距離が判然としないため邪馬台国がどこにあるのか混乱させている記述

です。 

しかしそれらの記述に頼らず邪馬台国に至る方法があるのです。既に我々は伊都国

を福岡県豊前市の下唐原あたりと突き止めました。伊都国の位置が分かれば邪馬台国

の位置はほぼ決められます。それは倭人伝の「郡より女王国に至る万二千里」という

記述によります。帯方郡から狗邪韓国まで七千余里、狗邪韓国から末盧国まで三千余

里、末盧国から伊都国まで五百里をたどって豊前市の下唐原に着きました。ここまで

一万千五百余里来たわけですから、途中の奴国、不弥国、投馬国がどこにあったとし

ても伊都国から邪馬台国である女王国までは千五百里ほどということになります。そ

して方向はおおよそ南です。豊前市から南千五百里＝１９５ｋｍの地点に邪馬台国が

あったということになります。しかしその地点には大きな集落の遺跡があることが条

件です。邪馬台国は７万戸の大集落だったはずですから。そのような邪馬台国があっ

たと言えるような大きな集落があるでしょうか。下の図は考えられるルートで進んで

みたものです。 

 



下唐原遺跡（伊都国）から石井入口遺跡（邪馬台国）まで 

 

このルートは豊前から南に行くのに当時たどれたであろうただ一つのルートだと

言えます。豊前を出発し、山国川の河口から船で周防灘に出て陸地沿いに東へ進み、

国東半島を回って別府湾を横断し大野川の河口に着きます。大野川の河口から上流に

川を遡ります。そして竹田市の石井入口遺跡に着くルートです。大野川の河口から石

井入口までは船で水行した部分と川に沿って歩いた部分があると考えます。石井入口

遺跡は確認されているだけで弥生時代の竪穴住居が１７９基を数え、さらに２００基

以上の住居跡が発見されることが期待される遺跡です。（橘昌信１９９５）また石井

入口遺跡の他にも大野川沿いには鹿道原遺跡２３７基をはじめ１００基を超える住

居跡が発見されている遺跡が複数あり、この地域が弥生時代の後期から古墳時代初期

まで一大集落地域だったことが分かります。ヒミコの邪馬台国が鬼道の宗教集団の拠

点だったとしたら、このような山の中に戦を逃れてきた人々が集まって大集落を作っ

ていたと考えるのも一つの考え方かもしれません。 

 

「距離は道のりだと考えて倭人伝に矛盾はない」 

以上の考察で「倭人伝の里程は当時の魏の役人たちの邪馬台国に至る道のりを測定

した資料に基づいて記述されたものだ」としてもおかしくないということが検証され

ました。 

ただ１里を１３０ｍとする当時も使われていなかった里法を使ったと考えるしか

ないのですがどうしてそうなったかについては分かりません。無理やりこじつければ

通常３００歩を１里として計算するのに対し１００歩を１里とする里法があったと

でもしなければなりません。倭地と韓地だけそのような短里を使っていたのだとする

説がありますがそれも証明できていません。ただ倭人伝の１里を１３０ｍと考えれば

倭人伝の距離、方向の記述が矛盾なくたどれるルートがあるということです。その場



合、帯方郡をソウルの西の海沿い（インチョンあたり）と考えること。狗邪韓国をキ

メとすること。末盧国は遠賀川下流に当時あった深い入り江の辺（小伏・原柿遺跡が

有力）であったとすること。伊都国は福岡県豊前市の下唐原遺跡が有力であること。

そして邪馬台国は大分県竹田市にある石井入口遺跡とすること。以上のように考える

ことで倭人伝の記述と矛盾しない邪馬台国候補にたどり着くことができると言える

のです。 
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