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「元祖：私の邪馬壹国論」  －倭人伝３段階成立－               安彦 建夫 

                                                         

０：はじまり  

卑弥呼の使節・難升米が帯方郡において天子に朝獻を求めた結果“親魏倭王”及び“郡使訪倭”と

なった。このことは東夷伝の他の国とは異なる倭人伝の特殊なところであり、倭人伝の主な資料は難

升米との質疑応答及び郡使の復命報告書である。 

 

１：懿の東夷戦略 

１－１：里数について 

 実際の距離を知る我々は倭人伝の距離記述は過大であり、“自郡至女王國、萬二千餘里”と“南至邪

馬壹國、女王之所都、水行十日陸行一月”とは矛盾していると感じる。 

距離の記述が何に対して過大であると考えるのは、歴代中国で使われていた里数である１里は４０

０ｍ～６００ｍに対してである。里は単独で存在しているのではなく長さの体系の中に存在し、１里

＝３００歩は税制に関わっている単位でもある。郡使・毌丘倹・司馬懿・皇帝に共通認識は、洛陽か

ら遼東郡まで４０００里、洛陽から楽浪郡まで５０００里である里であろう。報告書は皇帝への報告

書である。仮にある地域で、これ以外の単位が用いられていれば、それは皇帝の徳が及ばない地域の

風俗・習慣として報告すべきで、注釈無しで本文に書くべきことではない。 

周代には井田制が行われていたとされる。井田制は9家を一組と成し一家ごとに100畝の私田を給

付、9家に100畝の公田を共同で耕作させる。私田から得られる収穫は民の収入に公田から得られる

収穫を国に対する税とする制度である。均田制における １里＝３００歩 は税収に関連する単位で

ある。｛参考表１ 度量衡一覧・井田法｝ 

以下、里数を区別する為、歴代中国で使われていた里数を標準里、それより短い里数を短里、後述

の誇張された里数を誇張里と表記する。 
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 表１ 度量衡一覧は大修館 現代漢和辞典より 

 

読者への質問状：１ 

 郡使は距離の記述には特殊な里数でなく、標準里を用いていたと考えることが妥当であると思う

のだが、どの様に考えられますか？ 周髀算経の天文距離でしょうか、井田法の税制距離でしょう

か。 

 

１－１－１：誇張改竄前の郡使報告の距離数値の推定 

倭人伝の距離は、実際の距離に比べて誇張されていて、誇張改竄した者がいたということになる。 

倭人伝に記載されている各国間の距離及び１’２０００里の共通約数は ２・４・５・８・１０（２

０・２５・５０は除いてもよいであろう）なので、各国間の距離から郡使が報告した数値を推定する

と“表２”のようになる。実際の距離と比較して１／４か１／５が妥当なところであろう。 

里数は日数から換算されたものとすれば、日数は里数の約数でなければ端数がでる。（例えば、４０里

／日であれば、２日で８０里、３日で１２０里、４日で１６０里のように、末廬国から伊都国に関係

ある５００里２５０里１２５里１００里５０里に合わない） 
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末盧国から伊都国までの１／４の里数は１２５里なので、約数は５・２５であり、陸行・水行共５

里／１日か陸行・水行共２５里／１日となり、１日の里数としては少なすぎる。同様に１／５の里数

は１００里なので、の約数は２・４・５・１０・２０・２５・５０なので、日数を里数に換算する里

数として陸行・水行共５０標準里／１日を用いることができるので誇張倍数は５倍を採用する。 

｛参考：唐の『六典』に「歩５０里／日」とある｝ 

｛参考：出征前、明帝に「反乱をどう平らげるか」と聞かれた司馬懿は「往路に 100日、復路に 100

日、戦闘に 100日、その他休養などに 60日を当てるとして、1年もあれば充分でしょう」と答えてお

り、４０００里に１００日であるから、４０標準里／１日になる ：全体を１年に合わせたのだろう｝ 

｛参考：野生号は仁川から釜山まで２７日の航海である、７０００誇張理も同様ものとすれば 水行

も（７０００／５）／２７＝５１．９標準里／日となる｝ 

大月支国に見合った距離として“自郡至女王國、萬二千餘里”を書き加え、伊都国までの郡使報告

書の数値を５倍に書き換えた。誇張改竄者も女王の居住地を知っていたのであろう。 

 

表２ 郡使報告の推定数値 

 

１－１－２ 

：「自郡至女王國、萬二千餘里」について  

伊都国から女王国までの行程を記述するならば、伊都国までと同様に“方位＋千五百里＋至女王国”

というような形式になり、これを伏せておく必要はない。この方位や距離の記述がないので、各国間

の距離の積み上げでなく、群から女王国までの距離を“萬二千餘里”に設定し、それに合わせて各国

間の距離を誇張改竄したものと推測する。 

報告書を受ける側の中には、“四千里の征伐”の将軍・副将であった司馬懿と幽州刺史・毌丘倹も

含まれていたであろう。郡使の報告書は魏代で使われていた１標準里＝４３０ｍ位で書かれていたと

する。帯方郡は幽州の管轄下にある。まず報告書は幽州刺史・毌丘倹の元に届けられたであろう。 
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誇張理由は、岡田英弘氏の“曹真による大月氏国の朝貢に対抗して作られたもの”という説に従う。 

岡田英弘著『倭国』に「こうした過大な里数を作り出したものは、２３９年の卑弥呼の「親魏倭王」

であった。これはその１０年前のクシャン王ヴァースデーヴァの「親魏大月氏王」との振り合いでで

きた称号だから、倭国もクシャンと同様の遠方の大国でなければならなかった。後漢の西域長史班勇

の報告では、クシャン（大月氏）の都カーピーシー（藍氏城）は、洛陽から万六千三百七十里となっ

ていた。これに対して「東夷伝」は、倭の女王の都する邪馬壹国は楽浪郡から万二千余里としている。

一方、楽浪郡は洛陽の東北五千里である」 

また岡田英弘著『日本史の誕生』に「陳寿は三国志の魏書・明帝紀のなかで、公孫淵討伐作戦を司

馬懿と相談する言葉として「四千里の征伐」と言わせている。これは洛陽から遼陽までの距離だが、

きわめて正確である。現在の鉄道のマイル数で計算すると、洛陽－鄭州－北京－瀋陽間は合計１０５

７．７マイル、また瀋陽－遼陽間は４０マイルで、これを換算すれば３９００里となる」  

（１０９７．７マイル✕１．６ｋｍ＝１７５６．３２ｋｍ １７５６．３２ｋｍ／４０００里＝０．

４３９ｋｍ＝４３９ｍ） 

［ご冥福をお祈りします］ 

“萬二千餘里”は、“２２９年・曹真・親魏大月氏王・萬六千三百七十里・１０万戸”と“２３９年・

司馬懿・親魏倭王・萬二千餘里（七千餘里＋洛陽から楽浪郡まで五千里）・１５万戸”とを意識したも

のであろう。曹氏に対抗する司馬懿の意向を受けた誇張改竄者は司馬懿の功績を高める為に皇帝の定

めた倭国には触れないで、卑弥呼の国を女王国とし、そこまでの距離を誇張改竄した。司馬懿に対抗

して曹爽も２４４年に蜀を討伐しようとしたが、失敗している。 

 

１－１－３：「東南至奴國百里…東行至不彌國百里」 

里数は日数から換算されたものとし、奴国と不弥国までの里数が誇張改竄されていない数値とする

と元の数値も１００里となり、これは２日行程距離で里数に換算すると１００里になる。１００里が

５倍に誇張改竄された数値とすると元の数値は２０里となり、これは１日行程距離５０里以下である。

（１日行程距離を２５０短里／１日とすると、１００短里は１日以下の行程距離となる）従って奴国

と不弥国の距離は誇張改竄されていない数値であり、奴国と不弥国は女王国への行程里数に含まれて

いないことになる。 

奴国と不弥国との距離１００里は誇張されていない標準里とすれば５００誇張里と同じ距離にな

る。即ちこれらの国の間の距離は同程度になる。伊都国を起点に連続読みで須玖岡本と穂波に比定す

る。奴国の博多湾への東西幅が確保でき、穂波は奴国とは三郡山地の反対側に在り川筋が違い、立岩

石器の産地に近い。 

  

１－１－４：邪馬壹国が女王国への行程に含まれていたとすれば、これまでの行程のように邪馬壹国

までの日数距離を里数に換算したであろう、“萬二千餘里”の信憑性を高める為にも換算した里数表記

のままにする方が良いのではないであろうか。これまでの距離は日数から里数に変換されているのに、
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一度里数にしたものを日数表記に戻す必要はないので、邪馬壹国は女王国への行程に含まれていない

と推測する。（南に行っても邪馬壹国には辿り着けない、邪馬壹国には行っていないのであろう、航海

中太陽が前方舳先にあるのか、右舷側にあるのかは分かる） 

｛参考：『日本の古代５・前方後円墳の世紀』 森浩一編で、埴原和郎氏は『骨から古代人を推理する』

の中で「北九州から大和への移動経路については、陸行説と瀬戸内海航路説の他に、日本海航路説や

太平洋航路説もあるようである。しかし中国地方の古代人が濃厚に渡来系集団の特徴をもっているこ

とから考えると、主たる経路は陸にあったのではないかと思える」｝ 

｛参考：『続日本後紀』の《卷八承和六年（八三九）八月癸酉【廿四】》○癸酉。以攝津國嶋上郡荒田

九段。賜明經碩儒從四位下善道朝臣眞貞。』大宰府飛驛。上奏入唐大使藤原朝臣常嗣等歸着之由。兼使

等奏状。《卷八承和六年（八三九）八月甲戌【廿五】》○甲戌。勅參議大宰權帥正四位下兼左大辨藤原

朝臣常嗣。大貳從四位上南淵朝臣永河等。得今月十九日奏状。知遣唐大使藤原常嗣朝臣等率七隻船。

廻着肥前國松浦郡生屬嶋。與先到録事大神宗雄船。總是八艘。宜依例勞來式寛旅思。但自陸入京事須

省約。何則時屬秋穫。恐妨民業。宜以大使常嗣朝臣爲第一般。令備後權掾伴須賀雄。知乘船事春道永

藏兩人相隨之。其伴官長岑宿禰高名。菅原朝臣善主。准判官藤原貞敏。録事大神宗雄。准録事高丘百

興。讃岐權掾丹〓高主。知乘船事槻本良棟。深根文主。舌人大和耳主。陰陽師春苑玉成等十人。各造

船聯次聯入都耳。就中如有大使常嗣朝臣引之共發者。任聽之。又信物要藥等。差検校使。取陸路遞運。

自餘人物等。陸行水漕可有議定。宜待後勅。又未到第二舶。并一隻舶船。復能覘候。來輙奏聞｝ 

 

１－１－５：郡より伊都国までの行程記述「從郡至倭・ ・ ・東南陸行五百里、到伊都國。官曰爾支、

副曰泄謨觚・柄渠觚。有千餘戸。丗有王、皆統屬女王國。郡使往來常所駐」は実体験のようであるが、

伊都国までの里数は実際の距離より過大であるので、伊都国までは誇張されている女王国までの行程

に含まれ、伊都国までは実際に来て駐まったことになる。 

“対馬国・壱岐国・末廬国・伊都国”と“奴国・不弥国・投馬国・邪馬壹国”までの記述順は異なり、

大きく二つに分けられる。前者は実際に来た女王国までの行程記述を誇張里で地理・風俗と共に書か

れており、後者は国の存在記述で誇張されていない標準里数である。 

 

１－１－６：伊都国から女王国までの距離・１５００里は、群から女王国までの距離と誇張倍数を設

定すれば自動的に決まってくる数値なので、これに拘る必要はないと思う。誇張改竄操作の副作用の

様なものである。（伊都国から女王国までの距離を、正（＞０）になる様に誇張倍数を設定しなければ

ならないので、余りがでることになる。１’２０００里がなければ、１５００里もないのである。誇張

改竄した者にとって伊都国から女王国までの距離は、群から女王国までの距離を誇張改竄することに

比べて問題ではなかったのであろう。 

 

１－２：外交手順について 

郡使派遣の目的は倭国の女王に詣で“拜假倭王”の儀式を行い、冊封体制を築くと共に倭国の実状
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を知ることである。 

「王遣使詣京都・帶方郡・諸韓國、及郡使倭國、皆臨津捜露。傳送文書賜遣之物詣女王、得差錯」  

１－２－１ ：魏側の京都・帶方郡に対して、倭国側は１ヶ所である。 

 

１－２－２ ：郡使・梯儁は津から陸行した先で、女王に送られた“文書賜遣之物”を開封して“拜

假倭王”の儀式を行ったのである。郡使にとって“文書賜遣之物”は、命に替えても守らなければな

らないものであるので、長期間離れることはなかったであろう。“拜假倭王”が代理で良いのであれば、

郡使派遣は不要であり、魏・京都にて難升米に行えば済むことである。従って郡使は駐まった伊都国

か伊都国近辺で女王に“拜假倭王”を行なったと推測するのが妥当ではなかろうか。 

 

１－３：方位について：１ 

邪馬壹国は侏儒國などとは異なり、４官が居る実際に存在した国の記述であろう。陸行１月ができ

る大きさがあるのは、北九州から東の本州である。伊都国の方位「東南陸行五百里到伊都國」と「南

至投馬國・ ・ ・南至邪馬壹國」の方位は、共に方位が時計回りに９０度振れている。邪馬壹国への

水行の起点となる津を末廬国・唐津とすれば、この振れは唐津において同時に起こったのではないで

あろうか、指差し等により説明を受けた後、郡使が記録する時、伊都国滞在時に北側に糸島の陸地が

あったので南の内陸部の方に来た。今までの行程では水行は南であったなどを考えあわせて、時計回

りに９０度回転し、「東南陸行五百里到伊都國」及び「南至投馬國・ ・ ・南至邪馬壹國」と整合させ

たのではなかろうか。 

邪馬壹国の所在地は方位より行程記述「水行十日、陸行一月」を重視して近畿地方に比定する。 

｛参考：『漢書』粤地に「自合浦徐聞南入海得大州 東西南北方千里 武帝元封元年略為儋耳珠厓郡 民

皆服布如單被穿中央為貫頭 男子耕農種禾稻紵麻 女子桑蠶織績 亡馬與虎 民有五畜 山多麈 兵

則矛盾刀木弓弩鏃」とある。 

倭人伝には「其風俗不淫。男子皆露紒、以木緜招頭。其衣橫幅、但結束相連、略無縫。婦人被髪屈紒、

作衣如單被、穿其中央、貫頭衣之。 種禾稻・紵麻、蠶桑緝績、出細紵・縑・緜。其地無牛馬虎豹羊鵲。 

兵用矛・楯・木弓。木弓短下長上、竹箭或鐵鏃或骨鏃。所有無與儋耳・朱崖同」とある。 

この二つの記述の関係は、漢書では粤地・儋耳珠厓郡の風俗を述べ、倭人伝では倭の風俗は所有無

與儋耳・朱崖と同じであると記述しているのである。記述の中にある“木弓短下長上”は陳寿には知

り得ない情報であるので、実際に見聞した郡使の記述であるとすれば、郡使の倭は南の方にあるとい

う先入観がこの二つの記述を結び付けたのではないであろうか。中国人にとってベトナムのハノイよ

り南に在る儋耳・朱崖は極南界である｝ 

 

読者への質問状：２ 

 倭の地形から見て、陸行一月できる４官の可七萬餘戸の邪馬壹国が南に存在していたという情報

があったと思われますか。方位より行程を重視して、九州の東にある本州にあったと考えることが
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妥当であると思うのだが、どの様に考えられますか？ 

 

里数について及び外交手順についてより、女王が居住していたのは伊都国か伊都国近辺であり、そ

こで“拜假倭王“を行なったと推定する。 

 

１－４：戸数について 

 弥生時代の人口については、小山修三氏の遺跡の分布と C１４年代法による推定や沢田吾一氏の出

挙稲数からの推定等があるが、ここでは韓の戸数／面積から倭の戸数／面積を推測してみる。 

 

１－４－１：韓の面積は、方四千里である。（４０００誇張里／５）×0.４３０ｋｍ＝３４４ｋｍで

あり、面積は１１’８３３６平方ｋｍとなる。“図１”“図２”の韓の大きさは現在の大韓民国の面積

９’９４８０平方ｋｍで表している） 

「馬韓在西 凡五十餘國 大國萬餘家小國数千家揔十餘萬戸」 

「弁辰與辰韓雑居 弁辰韓合二十四國 大國四五千家小國六七百家 惣四五萬戸」 

韓の戸数は合わせて１５万戸位となる。（韓半島にある倭の戸数は平均の２０００戸とする） 

韓の戸数を１５万戸・面積を約１２万平方ｋｍとすると、戸数／平方ｋｍは １．２５戸／平方ｋｍと

なる。 

 平地や山地・農民漁民狩猟民など平均化されたものなので、大きい面積では比例関係が保たれるが

小さい面積では誤差が大きくなってくる。また集落は条件の良い所からできてくるので、戸籍を管理

して税収を得られる面積はかなり少ないだろう。 

馬韓・弁辰両国の平均戸数は２０００戸であり、馬韓・弁辰の国は戸数と家数が入り混じっている。 

家＝戸であれば、馬韓の小国数千家は数千戸となり、数千家が２０００戸未満でなければ平均戸数は

２０００戸とならない。数千家が２０００戸未満でも片寄った分布になるので数千家が数百家の誤り

と解釈すれば、弁辰・馬韓の小国は数百戸で大国は四五千戸・萬餘戸となる。 

 

１－４－２：倭国の戸数・面積／韓同等の場合 

 倭が韓と同じような状況とすれば、倭の戸数は対馬国から邪馬壹国までの１５’００００戸＋旁国＋

狗奴国で、面積に換算すると１２万平方ｋｍ＋αとなる。日本の近畿以西の西日本の面積は１２’６０

８２平方ｋｍであるので人口に換算すると約１５’７６０３戸となり、１戸に５人とすれば、西日本の

人口は７８’８０１３人となり、人口密度は６．２５人／平方ｋｍである。 

“図１”は現在の府県別の面積を基に倭人伝の国々を当て嵌めたものである。投馬国を出雲、邪馬

壹国を近畿に比定し、面積比例で描くと“表３”“図１”の様になる。 

壱岐国は“差有田地、耕田猶不足食”なので、１３３平方ｋｍではせいぜい１６６戸位が妥当であ

る。壱岐国の家数は過大である。漁民や“南北市糴”の民が多いとすれば、対馬も同様に多くなるで

はなかろうか。 
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｛参考：和名抄の郷数は、対馬：９ 壱岐：１１ 怡土：８ 志麻：７ である｝ 

 邪馬壹国の７万戸は韓全体の約半分である。九州の面積は、４‘２２３１平方ｋｍであるので、人

口は２６’３９４３人＝５‘２７８９戸となり、邪馬壹国を九州内に比定することはできない。 

邪馬壹国連合の１５万戸は、ほぼ西日本の面積になるので、狗奴国がその東に在ったとすれば、西

軍・邪馬壹国連合 対 東日本代表“狗奴国”による弥生時代の関ヶ原合戦である、おそらく西軍に裏

切りが出て、魏に援軍を依頼したのであろう。 

 

表３ 倭国の戸数・面積韓同等案 
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図１ 倭国の戸数・面積／韓同等案 

 

１－４－３：倭国の戸数・面積／人口が韓以下の場合 

倭の生産性が韓より高く、人口密度が韓より大きいということは考えにくい、また逆に人口密度を

小さくすると面積が大きくなってしまう。例えば小山修三氏の弥生期の西日本の人口密度２．４を用

いると、面積は、１５万戸＝７５万人であるから、７５’００００／２．４＝３１’２５００平方ｋｍ

になり北海道を除く日本の大きさ位になる。小山修三氏の弥生期の西日本の人口は３０’２３００人・

九州の人口は１０’５１００人・近畿人口は１０’８３００人（戸＝５人とすれば西日本の戸数は６’

０４６０戸・九州・近畿の戸数は約２’００００戸）と推定されている。 

｛参考：小山修三著『縄文時代』より「縄文時代の人口と人口密度」表５｝ 

倭人伝の各国の戸数は誇張されているのではないであろうか。 

根拠はないが、戸数も里数と同じく５倍に誇張されていたとすると、郡使が見聞した戸数が記載さ

れている国の面積は西日本の２割位＝２／１０で、残りの８／１０は未知の領域である。記載されて

いる国は倭国の先進地域として韓と同程度の人口密度＝６．２５であったとし、西日本の未知の領域

の８／１０の人口密度を半分の３．１２５人／平方ｋｍと仮定して試算してみると、１２’６０８２平

方ｋｍ（６．２５✕２／１０ ＋ ３．１２５✕８／１０）＝４７’２８０８人で西日本の人口は５０万

人位となる。西日本の人口密度は３．７５人／平方ｋｍ＝０．７５戸／平方ｋｍで、小山修三氏の推

定値の１．５６倍、韓の戸数の６０％位である。（北九州の国と“可”が付いている投馬国と邪馬壹

国とは差を付けるべきかも知れないが、ここでは対等に扱う）“図２”は投馬国を出雲、邪馬壹国を

近畿と比定し、面積比例で描いたものであり、邪馬壹国は後の畿内位の大きさである。邪馬壹国と投

馬国とは小さくなったので、九州に比定することも可能であるが、２４０年頃の倭の姿は北九州にも

中国地方・近畿にも国々が存在する状態として、投馬国を中国地方に邪馬壹国を近畿地方として描い

てみた。個人的に気に入っているのでこの“表４”“図２”を採用したい。 
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表４ 倭国の戸数・面積／５倍誇張案 

 

図２ 倭国の戸数・面積／５倍誇張案 （白地部分は国名不明） 

 

表５ 小山修三氏 縄文時代の人口と人口密度より （土師は沢田吾一氏の推定値） 

 

１－５：公孫氏討伐後の基本戦略 

東夷伝に「景初二年太尉司馬王率衆討公孫淵。宮遣主簿大加將數千人、助軍。正始三年、宮寇西安

平。其五年、爲幽州刺吏毌丘儉所破」（宮は高句麗の王） 

「正始六年。樂浪太守劉茂、帶方太守弓遵、以領東濊屬句麗、興師伐之」 

「部從事吳林、以樂浪本統韓國、分割辰韓八國、以與樂浪。吏譯轉有異同、臣智激韓忿、攻帶方郡崎

離營。時、太守弓遵樂浪太守劉 茂、興兵伐之。遵戰死、二郡遂滅韓」 
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公孫氏を討った後、地続きの高句麗・濊・韓を討伐している。公孫氏を討伐した後、東夷の扱いに

ついての既定路線であったのであろう。公孫氏を討伐して楽浪郡・帯方郡を奪還したことにより、倭

は遠距離の大国が朝貢してきたとして、司馬懿の功績を賞賛する為に、女王国までの行程の里数と女

王の領域の戸数を５倍に誇張され、東の倭国は西の大月氏国に匹敵する地位を与えられた。その後も

魏は引き続き倭との冊封体制の維持強化という方針を取った。「其六年、詔賜倭難升米黃幢、付郡假授」

もその一環であろう。黄色は皇帝の徳を表した色である。 

 

２：偽の手掛かり －陳寿の整合－ 

陳寿にとっては（我々にとっても同様）女王の居住地・女王国の首都は重要な情報である。 

現在の我々は実際の地理を知ることができる。それ故倭人伝の里数は過大であることを知り、「自郡至

女國、萬二千餘里」と「南至邪馬壹國、女王之所都」とは矛盾すると感じるが、実際の距離を知る術

を持っていない陳寿は誇張された里数を標準里と解釈し、この二つを抵抗なく共存させ矛盾を感じて

はいなかったであろう。陳寿は誇張里のという偽の手掛かりによる誤りを含んだ記述を、誤りを含ん

だまま整合させていき、存在記述も行程記述と読み、最後に記載されている大国である邪馬壹国を目

的地と考え、“自郡至女國、萬二千餘里”に合う国として水陸４０日の邪馬壹国を選び、邪馬壹国のと

ころに“女王之所都”と挿入した。“南至邪馬壹國、女王之所都”は陳寿が資料を解読したことであり、

陳寿の発見である。（陳寿の先見性！） 

 

２－１：陳寿の“南至邪馬壹國、女王之所都”という挿入が無いとすれば、既に郡使の報告書に書か

れていたことになる。郡使が“南至邪馬壹國、女王之所都”と書く場合は、郡使が“郡使自身をどこ

に派遣したのか命令者や上司である帯方太守は知らない”と思って報告した時である。群使を派遣し

て見つけるまで卑弥呼の居住地分からなかったのであろうか。探検隊ではないので、難升米の説明に

より関係者周知の事柄を、新発見のように命令先に “南至邪馬壹國、女王之所都”と報告する必要は

ないのである。 

目的地である女王の居住地は、難升米に案内してもらったとしても命令者や上司は郡使をどこに派

遣したかを知っていたであろう。卑弥呼に逢い拜假倭王を行うためには卑弥呼の居住地を知り、出発

前に命令実行の為の計画・準備も必要である。予備知識無しで出発したとは考えられない。居住地が

伊都国と邪馬壹国とでは往復水陸８０日異なる。 

占領したばかりの帯方郡にはまだ人材が揃っていなかったであろうから、郡使・梯儁は拜假の儀礼

を知る官僚で詔書と下賜品と共に都から来たと思う。帯方郡太守弓遵も、洛陽から楽浪郡までの距離

は５０００標準里と認識し、実際にかかる日数も知っていた。そして郡使・梯儁の書いた報告書も検

討したであろう。 

 

２－２：もし郡使が目的地は“邪馬壹国”であると知っていたとすれば、郡使の報告は分かり易く書

くべきであろう。例えば邪馬壹国までの行程は伊都国までと同様に、方位・距離・国名の順序や風物
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誌及び全て里数に統一して連続行程として記述し、邪馬壹国と投馬国の記述を同じ形式で書くのでは

なく、邪馬壹国が最終目的地であれば、投馬国と同じ“至”と書くべきではないであろう。 

女王の居住地は邪馬壹国とした場合、命令者は行程記述に里数と日数が入り混じった曖昧な報告書

で満足したであろうか。（里数は日数から変換したものであるのに） 

 

２－３：郡使の報告に、“南至邪馬壹國、女王之所都”と書かれていたとすれば、誇張改竄者はそれを

考慮に入れるであろう。邪馬壹国までの日数距離が女王国への行程に含まれていたとして計算すれば、

水陸４０日✕５０里＝２０００里である、津である末廬国までの距離２０００里と足すと４０００標

準里となり、５倍すると２’００００誇張里としたであろう。これは女王国までの距離１’２０００里に

合わない。（１日２５０短里としても、２５０ｘ４０＝１’００００短里となり、末廬国までの距離１’

００００短里と足すと２’００００短里となる） 

 

２－４：そして陳寿は自分が解釈したように読者に伝わるように、「南至邪馬壹國、女王之所都」とし

た“南”を基として、説明的に“以北”を加え、「自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、

不可得詳」「自女王國以北、（特置一大率、檢察諸國、諸國畏憚之。常治伊都國、於國中有如刺史）」と

記述した。陳寿は“其（倭）の北岸”で韓半島の倭を卑弥呼の倭と繋ぎ、「次有奴國。 此女王境界所

盡。其南有狗奴國。男子爲王、其官有狗古智卑狗。不屬女王」から旁国奴国は女王に属さない狗奴国

の前に在る国であるので、“女王の境界所盡”と陳寿が推測することは可能である。このことから陳寿

は倭の領土を北の境界は狗邪韓国、南の境界は重出奴国までと示したのであろう。（重出“奴国”は別

国とする）そして「参問倭地、絶在海中洲㠀之上、或絶或連、周旋可五千餘里」とまとめた。これら

の陳述はいずれも推測可能な内容であり、魏略逸文にも無い、陳寿の解釈であろう。そして「倭人在

帶方東南大海之中、依山㠀爲國邑。舊百餘國、漢時有朝見者。今使譯所通三十國」などと漢書を引用

して倭の歴史的背景と共に倭人伝をまとめていった。 

陳寿は、女王国は狭義では邪馬壹国とし、広義では倭国内に女王に属さない狗奴国があるので、女

王国＝倭国－狗奴国 と解釈したのであろう。 

 

２－５：郡使・梯儁は報告書を書くため日誌をつけていたであろう。そこには帯方郡を出発した日・

韓半島の南西にある珍島を通過した日・狗邪韓国に到着した日などが書かれていた。即ち韓の南北方

向と東西方向の日数から韓半島の大きさを方可八百標準里と推測した。“方可八百餘里”を誇張改竄者

は“方可四千里餘里”と書き直し、陳寿が韓条に“方可四千里餘里”を移動したのであろう。“郡使訪

倭”の時は、韓を討伐する前であるので経由する韓の情報も得るよう命令されていたのであろう。 

 

３：三段階成立  －倭人伝３段階成立－  

 

３－１：倭人伝の成立過程について 
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倭人伝は、１：難升米との質疑応答と郡使の報告書（及びそれに基づく外交交渉文書）２：里数・

戸数の誇張改竄 ３：そこから生じた陳寿の解釈という、三段階を経て出来上がったものと推測する。 

倭国伝－３段階成立－の核は、郡使は“南至邪馬壹國、女王之所都”と書かかなかったという所に

ある。 

女王の居住地は難升米から聞いていた。→ 関係者は知っていた。→ 郡使は行き先を知らされて

いた。→ 郡使は命令者や上司である帯方郡太守弓遵達は郡使自身をどこへ派遣したのか知っている

と思っていた。倭国に行って初めてわかったので報告したのではないだろう。などから郡使は“南至

邪馬壹國、女王之所都”と報告書に書かなかったと推測した。 

 魏略には「東南五東(百)里、到伊都國。戸万餘。置〔闕「官」〕曰爾支、副曰曳渓觚・柄渠觚。皆統

屬王女(女王)也。女王之南、又有狗奴國」の様に、伊都国に続いて“南又有狗奴國”とある。“南至邪

馬壹國、女王之所都”が重要な記述であれば、魏略から失われていたことになる。記述が伊都国から

狗奴国に続いていたのが郡使報告書の元の形かも知れない。 

 

読者への質問状：３ 

倭人伝３段階成立の第１段目は、“拜假倭王”の儀式を行う為に、大夫難升米から聞きだしていた

女王の居住地は郡使梯儁に知らされていた。郡使は上司（命令者・帯方郡太守）が自分をどこに派

遣したかを知っていると思っていた。と考えることが妥当であると思うのだが、どの様に考えられ

ますか？  

（倭人伝と魏略の倭国の部分は、難升米との質疑応答及び郡使の復命報告書から生まれた兄弟関係と

みる。それ以外に魏略はどこから情報を得たのであろうか） 

 

３－２：以下に郡使報告書の国々の情報部分を復元しておく。郡使復命報告書はバラバラしたもので

はなく、帯方郡太守弓遵の監修のもと、書き整えられて提出されたものである。（国の代表として、冊

封体制を築くというような機会はそんなにあるものではないので、気合も入っていたであろう。また

失敗も許されない） 

冊封体制を築くための拜假倭王を行い、女王に詣でる方法を報告した。任務遂行報告後、倭国情報

を記載した。倭人伝は誰が何を知り、何を知らなかったか、資料がどのように解釈され書かれたかを

考察した結果である。「萬二千餘里」も「女王之所都」もない簡潔な報告書の世界である。 

 

奉詔書印綬詣倭國、拜假倭王、并齎詔賜金・帛・錦・罽・刀・鏡・采物。 

王遣使詣京都・帶方郡・諸韓國、及郡使倭國、皆臨津捜露、傳送文書・賜遣之物詣女王、不得差錯。 

 

從郡至倭、循海岸水行、歷韓國、方可八百餘里。乍南乍東、到狗邪韓國、千四百餘里。 

始度一海二百餘里、至對馬國、其大官曰卑狗、副曰卑奴母離、所居絶㠀、方可八十餘里。土地山險、

多深林、道路如禽鹿徑。有二百餘戸。無良田、食海物自活、乗船南北市糴。 
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又南渡一海二百餘里、名曰瀚海、至一支國。官亦曰卑狗、副曰卑奴母離。方可六十里。多竹木叢林。

有六百許家。差有田地、耕田猶不足食、亦南北市糴。 

又渡一海二百餘里、至末廬國。有八百餘戸、濱山海居。草木茂盛、行不見前人。好捕魚鰒、水無深淺、

皆沈没取之。 

東南陸行百里、到伊都國。官曰爾支、副曰泄謨觚・柄渠觚。有二百餘戸。丗有王、皆屬女王。郡使往

來常所駐。 

東南至奴國百里。官曰兕馬觚、副曰卑奴母離。有四千餘戸。 

東行至不彌國百里。官曰多模、副曰卑奴母離。有二百餘家。 

南至投馬國、水行二十曰。官曰彌彌、副曰彌彌那利。可萬餘戸。 

南至邪馬壹國、水行十日、陸行一月。 官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳鞮。可萬四

千餘戸 

次有斯馬國、次有已百支國、次有伊邪國、次有都支國、次有彌奴國、 次有好古都國、次有不呼國、次

有姐奴國、次有對蘇國、次有蘇奴國、 次有呼邑國、次有華奴蘇奴國、次有鬼國、次有爲吾國、次有鬼

奴國、 次有邪馬國、次有躬臣國、次有巴利國、次有支惟國、次有烏奴國、次有奴國。此女王境界所盡。 

其南有狗奴國。男子爲王、其官有狗古智卑狗。不屬女王 

 

３－３：郡使のparadigm
パ ラ ダ イ ム

（枠組み・観点）について 

 「元祖：私の邪馬壹国論」は単純に言えば、標準里を誇張した誇張里で書かれていた郡使報告書を、

実際の距離を知らない陳寿が標準里で解釈した結果 “邪馬壹国女王之所都”と判断したということで

ある。 

しかし、郡使もまた皇帝の認めた、卑弥呼は倭国の王という枠組みで記述している。東夷伝で“官”

は独立国の支配者としては扱われていない、即ち郡使は対馬国から邪馬壹国までの８ヶ国及び旁国は

卑弥呼を王と戴く倭国とした。 

東夷伝の高句麗・濊・韓を討伐した“武”も、倭の女王・卑弥呼による朝獻の“徳”も、晋に繋が

る司馬懿の功績を称える記述で魏書の掉尾を飾ったのである。晋にとって、女王の居住地が北九州で

あろうとも近畿であろうとも、はたまた遥か南方であろうとも、遠方大国であれば良かったのである。

韓が大きくなることも合わせて、大した問題では無かったのであろう。また裴松之も注を付けていな

い、他に参照する資料が無かったのであろう。 

｛参考：『隋書』には「倭國，在百濟、新羅東南，水陸三千里，於大海之中依山島而居。魏時譯通中

國。三十餘國，皆自稱王。夷人不知里數，但計以日。其國境東西五月行，南北三月行，各至於海。其

地勢東高西下。都於邪靡堆，則《魏志》所謂邪馬臺者也。古雲去樂浪郡境及帶方郡並一萬二千里，在

會稽之東，與儋耳相近」 

倭国は楽浪郡境帯方郡から一万二千里で、會稽之東の東にあると言われていたが、倭の実情が分か

ってくるに從って、在百濟新羅東南，水陸三千里にありと修正している。誇張されていた里数を１／
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４に縮小していることになる｝ 

 

 □ 倭人伝－３段階成立－をまとめ直すと 

 

図３ 倭人伝－３段階成立－をまとめ 

 

 郡使の報告書は、冊封体制を築くという任務を遂行してきましたということが主で、命令者を含む

関係者向けの内部資料であるので、関係者周知の事柄は省かれた。陳寿の倭人伝は郡使の報告書を書

き写しただけでなく、読者に分かる様に解読し倭の紹介を一般向けの解説書に書き直した。 

倭人伝は郡使の報告書から“南至邪馬壹國、女王之所都”と推測・記述したものであるので「元祖：

私の邪馬壹国論」である。 

結果、司馬懿を賞賛する為に、倭国は“親魏倭王”に相応しく、「自郡至女國、萬二千餘里」の距

離と戸数に誇張され、大月氏国に匹敵する遠方大国になり、晋の建国に繋がり、陳寿は正史の著作者

となった。また我々には知的発見の満足感を与え、多少の経済的効果をもたらした。 めでたし め
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でたし 

“南至邪馬壹國、女王之所都”に縛られ、“邪馬壹国＝女王国”として、“水陸行４０日”と“萬二

千餘里”との矛盾を解決しようといろいろな説が出されてきたが、充分説明されているとは言えない。 

［ 万二千里＝女王国 ＝ 邪馬壹国＝水陸４０日 ］という鎖を外したので、邪馬壹国は女王国

とは別の存在になり、邪馬壹国は女王国の状況に合わなくても構わない。倭人伝を残してくれた陳寿

に義理立てして、卑弥呼を天照大神や倭迹迹日百襲姫に当てたり、卑弥呼や壱与を箸墓に葬る必要は

なくなる。 

女王国は北九州に、邪馬壹国は大和に比定する。 

 

４：余論 

４－１：紀年鏡について 

 年号の入った三角縁・斜縁鏡は次の６枚である。 

景初３年 三角縁神獣鏡 ２３．０ｃｍ 神原神社古墳  島根県加茂町 

景初４年 斜縁盤竜鏡  １７．０ｃｍ 広峰１５号墳  京都府福知山市 

景初４年 斜縁盤竜鏡  １７．０ｃｍ 伝持田古墳群？ 宮崎県西都市 

正始元年 三角縁神獣鏡 ２２．７ｃｍ 森尾古墳    兵庫県豊岡市 

正始元年 三角縁神獣鏡 ２２．６ｃｍ 柴崎蟹沢古墳  群馬県高崎市 

正始元年 三角縁神獣鏡 ２２．６ｃｍ 御家老屋敷古墳 山口県南陽市 

いずれも“陳是作鏡”である。 

魏の年号が入った“景初４年”が作られたのは改元の情報が伝わるまでの数年間であろう。魏から

離れ、明帝死去の情報も入っていなかった邪馬壹国で作られたとするのが妥当ではなかろうか。景初

３年の魏は喪中であるので、鏡は作られたとしても吉祥ものであるから“景初３年”がはいった紀年

鏡は魏では作られなかったであろう。景初３年１２月に宣布された“正始元年”が入った鏡もまだ作

られなかったであろう。（記念メダルのように“正始元年”年号入りの鏡が予め作られていたものであ

れば大量に下賜したであろう）即ち魏からの下賜品の鏡１００枚には含まれてはいなかったとすると、

これらの鏡は邪馬壹国で作られたことになる。時期を考えると交流のあった公孫氏の鏡作師か、鏡を

手土産に亡命してきた者によってもたらされた事なのではなかろうか。これらの鏡が邪馬壹国で作ら

れたのであれば、銅鐸（材料も含めて）に東遷というevent
イベント

（出来事）が不要だったように、鏡の東遷

も不要で政権交代を含まない伝播でよいのではなかろうか。吉備からの特殊器台も伝播と受容と見て

もよいだろう。 

｛参考：福永伸弥氏『三角縁神獣鏡の研究』で「長方形紐孔は、魏の官営工房である洛陽にはなく、

北朝鮮に近い公孫氏の領域にある｝と述べている」｝ 

｛参考：沼津市高尾山古墳（２３０年頃）で 破砕鏡・鉄槍・鉄鏃・勾玉などが出土している｝ 

 

４－２：東遷について 
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 九州には狗奴国・遠賀川流域・南九州など近くに攻撃・占領対象があるにも係わらず、何故遠い淡

路島の半分位の３００平方ｋｍの奈良盆地に来る必要性があるのだろうか。戦いに破れて来たのであ

れば亡命であり、勝った国が来たのであれば卑弥呼と関係がない事になる。奈良盆地より中国地方や

河内や地形が似ていて広い淀川流域の方が良いのではなかろうか。 

また、東遷後に九州への故地凱旋も交易拠点である北九州と交接した気配も感じられない。強い国

は本拠地から順次拡大していく形をとるのではないであろうか。北九州勢力に全国制覇の意志があれ

ば、その可能性はあったと思うが、北九州の人たちは、後から渡来してきた人たちに、南か東に行け

ば住むことができる土地があると言い、東に行くことは、弱い人が行く所で“都落ち”と感じていた

のではないであろうか。ある意味、北九州での暮らしに満足していたのであろう。 

 

４－３：前方後円墳について 

 埋葬・継承祭祀用祭壇を持つ墓 

地中（地下）埋葬から墳丘墓になるに從って、埋葬位置が高くなったことに合わせて祭祀儀式を行

う場所も高くなっていった。埋葬・継承の祭祀儀式を行うためには墳墓の頂上部に登る必要があるの

で、その簡便化と権威象徴を兼ねて祭壇を墳墓への通路部分に繋ぎ参列者の場所を作ったのではない

であろうか。主体部への付加であり祭祀の舞台化・演出化である。他国から弔問使節が参列していた

だろうが、同盟や婚姻関係は不明である。“図４” 
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 図４ 継承祭祀用祭壇 

 

４－４：神功紀 

神功紀に倭人伝の記述が引用されているが、本文にも倭人伝に出てくる国名が書かれている。 

まず仲哀天皇と共に岡津に居た時、筑紫伊覩縣（伊都）主祖五十迹手が三種の神器を掲げ出迎えに

きた。 

儺縣（奴）に至り橿日宮に泊まった。 

松峽宮で御笠が風に吹き飛場されたので、御笠と名付けられた。 

 層増岐野の羽白熊鷲を討ち安らかになったので、夜須と名付けられた。 

 山門縣で土蜘蛛田油津媛を誅した。兄の夏羽はそれを聞いて逃げ去った。 
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 松浦縣で鮎が釣れた、珍しいが訛って松浦（末廬）になった。 

 神田を作ろうと儺の河の水を引く為、大磐が塞がっていたので天神地祇に剣と鏡を捧げたところ雷

電が落ち、溝が通った。 

大三輪社を立て刀と矛を祷ったところ兵士が集まった。（三輪町と大己貴神社がある） 

応神天皇を筑紫宇瀰で産んだので、宇美（不彌）となった。 

大己貴の幸魂奇魂が「吾欲住於日本
ヤマト

之三室山」といったヤマトは九州のヤマトであろうか。その山

門縣の土蜘蛛田油津媛を誅し故郷を奪い返したのだろうか。 

 

４－５：万葉集の暗号 

新藤
しんどう

 麗斗
れ い と

 は“万葉集の暗号”で、 

後漢書の“邪馬壹国”や、隋書にも“邪馬堆国”や倭国を“俀国”と書いているので邪馬壹国は元々

ヤマタイコクであった。タイとは万葉集にある、 

皇者  神尓之座者  赤駒之  腹婆布田為乎  京師跡奈之都 

大君は 神にしませば 赤駒の 腹這ふ田居を 都と成しつ  

おほきみは かみにしませば あかごまの はらばふたゐを みやことなしつ 

陛下は神でいらっしゃるので赤駒が腹ばうような田地を都としてしまわれた  

田為（タイ）＝田んぼの意味であり、ヤマタイとは山にある棚田や段々畑ではなく、山に囲まれた奈

良盆地のことである。 

即ち大君・天武天皇は、タイを都に、即ちヤマ＋ト にしたと述べている。 

 

４－６：方位について：２ 

 『後漢書』に「建武中元二年倭奴國奉貢朝賀使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬」とあ

る。後漢書の作者・范曄は、倭人伝を重出“奴国”の南に狗奴国が存在することは極南界と矛盾する

と解釈し、「自女王國東度海千餘里至拘奴國 雖皆倭種而不屬女王」と南にあった狗奴国を東に変更

し整合させた。「倭國之極南界也」と「自女王國東度海千餘里至拘奴國」との二箇所を同時に創作す

る程の必要性は感じられないので、後漢書を書く時参考にした資料には「倭國之極南界也」という記

述が存在し、５７年当時にはそのように考えられていたのであろう。（邪馬壹国が南に在ったと思わ

れていた様に） 

また倭人伝では「女王國東渡海千餘里」であるが、『魏略』逸文の前漢書・顔師注では「度海千里」

であり“東”は入っていない。 

 

５：五穀豊穣  －女王国の物語－ 

伊都国２００戸は乱後の状態であり、伊都国は遺跡の発掘状態から推測して今山石器で栄えていた

乱以前の状態を元伊都国とする。その支配地は現在の糸島市・西区・早良区位と想定する。 

乱の原因は天候不順で凶作や病により各地で乱が起こり、（乱は東の邪馬壹国が北九州を攻めたと
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いう国同士の戦いより黄巾の乱のような民の戦いであったのであろう）収めきれなかった伊都国王の

権威は下がっていた。元伊都国に居た卑弥呼は乱の原因を収める為周囲から押され、卑弥呼の親族と

信奉者・民衆は卑弥呼を担ぎ共に元伊都国と戦い始め、元伊都国を占拠した。 

停戦の調停案として、伊都国王は女王国に属し、元伊都国の内２００戸を伊都国とした。２００戸

で３官１王を養えるかどうかという問題であるが、高句麗では３戸で１人を養っている。「高句麗・・・

方可二千里、戸三萬。・・・其國中、大家不佃作、坐食者萬餘口。下戸遠擔米糧魚鹽供給之」 即ち２

００戸では６６人を養える計算になる。 

元伊都国から伊都国を除いた部分はどの国にも属さない祭祀的に中立な私有地とした。卑弥呼側は

どこかの国を継承した訳でなく、新しい国を興すこともなく、国としての特別な名前はなかった。お

そらく、国名でなく後世の寺社の様に、卑弥呼さま（の居られる）ところで通じたのであろう。何れ

かの国の王を継承して王となったのではなく、新しい祭祀盟主である。 

卑弥呼側は過去に栄えた頃の施設を持っている伊都国を自由に使っているので伊都国は属国扱い

であったのであろう。また末廬国に官がいないので元伊都国と一体的に運営していたのかも知れない。

対馬の大官・一大卒・大倭は交易ルートを重視したものである。一大率の権限の範囲も、伊都国・末

廬国・壱岐国・対馬国の４ヵ国であったであろう。狗奴国との戦いに魏へ救援を求めなければならな

い位の国である。 

卑弥呼の居住地が元伊都国にあったとすると、卑弥呼の居住地と伊都国の郡使の宿泊地とは近くな

ので、方位や距離を省略したのであろう。 

そして各地に乱の終結と共同祭祀を呼びかけ、それを行うことによって地域共同祭祀主として各国

から認められ祭祀的盟主なった。乱の終息は各国の指導者達にも緊切の課題であったであろう。（旁国

は最初から２１国でなく順次増えていったのかも知れない） 

また“副”は東夷伝の中では倭人伝にしか用いられていない、通常の“官”でなく、“副”である。 

副卑奴母離は各国の祭祀担当であり、また伊都国王は“官”の後に書かれているので、地域の祭祀盟

主から卑奴母離と同じく伊都国だけの祭祀担当に落とされたのではなかろうか。 

また卑弥呼の今までの居住地を聖地として整備した。（柵や兵は後世の“辟邪の武”の様に非物理

的な外敵である邪気・穢から卑弥呼を守るための兵であり、婢千人は拝仮倭王の儀式に臨時参列した

数も含めたものであろう。冢については大きさ・場所共に分からない） 

伊都国王時代の外国に使節を派遣する代表権や「收租賦、有邸閣。國國有市、交易有無、使大倭監

之。特置一大率、檢察諸國、諸國畏憚之。常治伊都國、於國中有如刺史」など従来の制度や運営はそ

のまま引き継いた。 

女王卑弥呼は五穀豊穣・無病息災など人知が及ばない聖に関わり、私有地を持っていたことが長続

きした要因だったのであろう。女王側の実務は次第に親の世代から弟の世代に移っていった。給食・

伝辞は男子が行い、私有地の運営管理を弟が行なったことが「男弟佐治國…唯有男子一人、給飲食、

傳辭出入」という記述になったのであろう。国であれば他国の様に官体制になるであろうが、男子も

男弟も職務名でなく普通名詞である。郡使にとって、本国の人に伝わる適切な職種に合わせた見立て



21 

が困難な組織形態だったのではなかろうか。 

狗奴国との戦いの援助を魏に求めたのは、合計１５万戸の邪馬壹国でなく、女王国であった。「正

始元年、太守弓遵…其八年、太守王頎到官」 群使を派遣した太守弓遵は戦死し太守王頎に代わって

いる。魏側は冊封体制の責務として、“其六年、詔賜倭難升米黃幢、付郡假授”していた黄幢と共に「遣

塞曹掾史張政等」派遣は取りあえずといった対応であったのであろう。 

狗奴国との戦いは女王卑弥呼の死を契機に狗奴国は兵を引いたが、卑弥呼が立った時とは逆に空位

となった王の座に狗奴国王・卑彌弓呼を立ててきた、（二人目の郡使・張政にとって男王は狗奴国男王

の可能性が大きい）それに対抗して国中一致して戦い 「更相誅殺、當時殺千餘人」を経て、共同祭祀

主として卑彌呼の宗女壹與を立てることで定まった。卑弥呼の死により血縁の者を後継者に選んだ壱

与の場合は共立に近い。卑弥呼を共同祭祀主としてきた者達が戦い壱与を選んだ。壱与もまた祭祀主

であろう。 

 

６：無窮の始まり  －邪馬壹国の物語－ 

 倭人伝には邪馬壹国の情報が少ないので、ここでは日本書紀に沿って想像してみる。 

日本書紀の出雲神話と神武神話は同じ構造を持っている。出雲神話では素戔嗚尊の子孫から国を譲ら

れ、神武神話では入り婿の饒速日から継承したという、両神話共先任者から支配権を引き継いだとい

う形で、その正統性を担保している。 

 日本書紀では天皇家、特に天武・持統がこの国を統治することの正統性を主張しているのである。

崇神が大物主を祀ったことに対し、簒奪した自分達の統治が続く様に、正統性を主張する為に自前の

神の必要性を感じた天武・持統は天照大神を作り出し、天照神話を構想した。即ち崇神期の大物主祭

祀は疫病などによる例外的なもので、崇神・箸墓から天武までは大物主祭祀であるが、天武以降は天

照大神祭祀へという路線変更であり、当初から天皇家は天照大神をその祖師とし神から授かったもの

であるとした、天照一系という思想である。 

卑弥呼の女王国は北九州に比定し、邪馬壹国は纏向遺跡から出土した“桃の種”の時代（１３５～

２３０年）の大和の国名表記とする。 

纏向遺跡の溝を作るには、延べ１万人ほど必要であったと推計されている。またこの溝は箸墓造営

時には埋まっていたらしいので、纏向遺跡と箸墓の間には時間差があったのであろう。 

崇神期になり大物主の存在を知り、大田田根子に祭祀を任せるが、大物主祭祀が絶えていた事から、

崇神期に宮殿内に祀っていたとし天照大神を外に出したとする。天照を外の出す位だから大和に降臨

させる訳にはいかなかったのだろう。倭迹迹日百襲姫命を大物主の妻とする事によって、纏向勢力を

取り込む事を策し共同祭祀を行い、その統合記念として箸墓を造った。大物主を辱めた倭迹迹日百襲

姫命の墓というより大物主に捧げたものであろう。倭迹迹日百襲姫命は人身御供であったのであろう。

続いて垂仁・景行も纏向に都を移し統合強化している。 

１’４０００戸を面積に換算すると、ほぼ畿内位の大きさになり、四道将軍派遣前の大きさである。

神武の本拠地である奈良盆地南部に纏向勢力の支配地を加えた大きさである。奈良盆地に足掛かりの
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国を作った神武と纏向勢力を統合し本拠地を固めた中興の祖・崇神は共にハツクニシラススメラミコ

トである。その後四道将軍（北陸・東海・西道・丹波）から中国・九州・関東に進出した。吉備とは

友好関係にあったのであろう。（吉備津彦は倭迹迹日百襲姫命の弟と設定され大和政権の臣下と書かれ

ているが、当面の“遠交近攻”策がそのまま雄略紀まで続いたのではないであろうか） 

ヤマト政権は崇神が神武勢力と邪馬壹国と書かれていた纏向勢力とを統合したことから始まった

と考える。“図５” 

 

 

図５ 無窮の始まり 

 

２万字に近づいてきました。この稿では他の人があまり触れていないことも書いています、使える

ものがあれば発展させてください。願わくは、九州説と大和説の整合を。 

陳寿を始め、先人たちの著作やネット上の文献などをいろいろ参考にさせて頂きました。ありがと

うございました。また発表の場を設け頂いた全国邪馬壹国連絡協議会にも。そしてE.Queenにも・・・   


