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序 

古今の全ての研究者は固定観念陥っている。中国正史に記述の「倭語」音写

の漢字(当て字)を時の日本語漢字読みで読んできた。或いは、中国古音の正確な

発音に拘泥したりしている。呉音だの漢音だの、と。 

私はこれ等の語句に「古代倭語(方言と朝鮮語に片鱗を留める)」と命名。これ

の解読により、誰も到達しなかった領域に達した。即ち、書記官の勘違いや通

訳ミスによる誤謬を訂正することに成功した。尚、「古代倭語(方言と朝鮮語に片

鱗を留める)」に朝鮮語が登場する訳は次の考察に依る。 

※「古代倭語」に朝鮮語を持ち出した理由
わ け

 

朝鮮半島には古代から、遍く倭人が居た痕跡がある。 

・朝鮮の建国神話とされる、「檀君神話」は「倭人」のそれではないかと、疑う。 

 天帝の子、桓雄が地上に降りて建国したことに成っている。人になりたがる熊と虎に方

法を伝授。熊は女人と化すが、虎は逃げ出す。この熊と虎は「濊・貊」で倭人の種族の

事ではないか、と。この熊女と桓雄の間に生まれたのが古朝鮮初代王「檀君王倹」。国の

首都を「阿斯達」に置いた、と。この「阿斯達」は「倭語」由来ではないか(本文で解説)。 

・中国の古書『山海経』に「蓋國は鉅燕の南、倭の北にあり倭は鉅燕に属す」とある。 

蓋國を白頭山南麓の蓋馬高原と観れば、その南とは朝鮮半島全域となる。 

・「高句麗」建国王の「朱蒙(ちゅもん)」も漢に滅ぼされた古朝鮮の遺民だとする説がある。 

 その生誕は卵生。夫餘王の「金蛙」が育てる。「金蛙」の「蛙」は「倭」と同音。 

 「扶餘」は「ふ(幸運の意の九州弁)餘(あまる)」の「倭語」漢訳を疑う。「朱蒙」も弓を能

くする者の意とか。「朱(矢の射出音)蒙(もん＝者)」の「倭語」かと。「朱蒙」の姓は「高

氏」。「高句麗」とは「高(氏)のグル(仲間)」の「倭語」かと。 

 高句麗の古地名に「倭数詞」に因むものがある事が知られている。これは「倭語」話者

の「倭人」が此の地に居て付けた地名が残存している、と。「狗奴国」＝「高(氏)ン国」

か。 

・「百済」＝「朱蒙」の皇子が建国。「百済」は「ぺくチェ」であって「くだら」とは読め

ない。以前は“커다란”(クォダラン)＝「とても大きな」の定冠詞が独り歩きしたもの、

と思っていた。最近は。「高(氏)“딸”(ttal＝付く・属する)羅(くに)」の意と認識した。 

 「百済」の上層人と庶民は言語が異なった、とある。百済滅亡後渡来した上層人が、直

ぐに『万葉集』に詩を残しているのは、「倭語」の話者だったからであろう。 

・新羅の建国にも「倭」が関与している『三国史記・三国遺史』。 

・『三国志(魏志韓伝)』の国々の名前の中に、水
み

縄 山
のうやま

と同義を疑う国名を見つけた。それは
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「彌烏邪馬
み お や ま

國」。水縄山（耳納山地）の古称に「蓑
みの

尾山
おやま

」がある。水縄も蓑尾（雨具）も、

水が滴る、で同義。「彌烏邪馬國」も「水生
み お

山
やま

国」の「倭語」の意か。因に、美濃も箕面

も水が豊富な土地である。 

大伽耶國(高霊郡)と重なり、建国王の「伊珍阿岐王」とは「伊奘諾尊」の事で「倭人(神)」

か(東國輿地勝覧＝大韓民国・古典刊行会)。この地も伽耶山を水源とする大小の河川が洛

東江の支流となる、水にまつわる立地である。この両方の「みのやま」に区別をつける

ために、定冠詞“구름의”(ku-reum-e)＝「雲の…」を付けた。「久留米」の語源。水縄連

山（耳納山地）の山頂に「白雲台、紫雲台、凌雲台、碧雲台、渓雲台」がある。 

山国町(大分県)に「一尺
み お

八寸山
う や ま

」がある。水源の山で、官営用水路の幅が「一尺八寸」

だったのが語源か。 

この「大伽耶國」には「高霊」があり「高良」と対応。この地に「高天原」の中の地

名と似た地名が方位と配置も同じで残っている。(別図)       

・『宋書』に「倭王武」は順帝に「使持節都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍

事安東大将軍倭國王」の叙を求めている。百済を外して認められるが「倭」の故地故か。 

・「倭数詞」の「一つ、二つ、三つ、……九つ、十ッ」は、漢数字の書き方説明を古代倭語

(九州弁と朝鮮語に臍の緒を留める)でしたものである。紙数の関係で其の一例を示す。 

＊「九つ」＝「十」の手前である事の説明も兼ねて、解説できる。 

結論から述べると、“컸-걷（ノ）乙”（keod-geod-no-otsu）である。  

“커 ・컸”（keo keod）は、「大きく（なって）・大きく（なった）」の語幹で、「一」

の位より一桁上になる「十」を意味し、“걷-”(geod)は「取り除ける・取り去る」の

意の語幹である。「乙」＝「一つ、一」（大修館書店・大漢語林）。即ち、『大きい位「十」

から、取り除ける、乙（一）』であり、字形「九」は「乙・ノ」に分解できると謂うか

「ノ・乙」で「九」の字形は成り立っているのである。 

・「…つ」とは、年齢用の助数詞である。日本では数えで歳をカウントし、正月が来る事を

「歳取り」と謂っていた。古代倭語の語源が忘れ去られ、用語の音だけが残っている、

と思われる。“돌”（dol）＝「生まれてから毎年めぐり来るその日：誕生日」（民衆書林・

韓日辞典）。廻る、回転する、等の意の語幹でもある。たった一音節の語彙にこのような

長い説明口調なのは、古代倭語からの借用語だからではないかと、疑っている。 

※以上朝鮮半島には倭人の足跡が数多残存していて「倭語」の片鱗も残っている、と観

る。 
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§1.邪馬台国とは… 

【序】でも述べた通り既存の「邪馬臺國」諸論説は全て間違っているとした。 

学説・定説とされる類を列挙、「…ではナイ！」とし、対極の自説を開陳する形で進める。 

所謂「邪馬臺國」と「所謂」を付けているのは、世間一般や学者らが何のためらいもなく

「やまたいこく」と読んでいるが、私はそうは読まない、という意味である。その所在地(本

質)を明確にするには、下記の中国正史三篇の検討で事足りる。（以下、「所謂」を省略する） 

１．『後漢書』、２．『三国志（魏志倭人伝）』、３．『隋書』である。 

≪現代語訳≫岩波文庫 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、を参照。 

１．『後漢書「倭伝」』の記述から… 

１）．「倭在韓東南大海中…」＝倭は列島のみに在るのではナイ! 

 ＊同じ史書の前項『後漢書「韓傳」』に述べた、「倭」に関する記述の重複を避けている。 

・曰く「弁辰在辰韓之南、亦十有二國、其南亦與倭接」とは「弁辰は、辰韓の南に在って

十有二國あり、その南は亦倭に接す」、と半島内の地続きに「倭」は在ると読める。 

２）．「邪馬臺國」は誤字・誤記・誤写ではナイ！ 

・定説・通説は陳壽の『三国志（魏志倭人伝）』を范曄が丸写しているとするが、そうであ

れば『三国志(魏志倭人伝)』の記述の「邪馬壹國」となる筈だが、そうはなっていない。 

＊「やまた
・

い
・

國」と読んではいけナイ！ 

中国正史の書記官の認識では、「臺」は二音節の“ta-i”ではなく“t-ai”の一音節。 

九州弁の「山たィ・山てェ」＝「山ですヨ!」と、強調の語尾の音写が浮上する。 

・「山」が「やま」なのは、「天（あま・あめ）」の意の筑後弁訛りを疑う。(13 頁) 

「蟻
あり

」を「やり」と訛る。 

∴卑彌呼の居所説明文言の一部を国名と勘違いしている。他の国名の殆どが同伝（後述）。 

即ち、「卑彌呼」の居所を問われて「天(あま・あめ)たィ」と言ったのが、「やまたィ」と

聴き取られ「邪馬臺國」と記述された。 

３）．「卑彌呼」は固有名詞ではナイ！ 

＊“힘”（him）尊（みこと）＝最高位の尊の意の職掌名。（天照大神も阿毎多利思比孤も同

義＝後述）何人も何代も襲名出来る。「 尊
みこと

」とは稲作を仕切る「水事
みこと

・米事
みこと

」か。 

 ①「ひン投げる」＝（相撲などで圧倒的力量差で相手を）投げ飛ばす、事。 
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 ②「ひ（ン）の叫（おら）び」＝この上もない大音声で叫ぶ、こと。 

 ③「ひンだれた」＝この上もなく疲労困憊した。以上は九州弁の“힘”。 

・“힘”(him)＝「力（ちから、りき）、筋肉の働き、体力、物理上の力、働き、力量、能力、

知るか覚ることのできる才能、勢力や権力、精力、元気」『民衆書林・韓日辞典』、とた

った一音節の語彙にこれだけの意味がある。「倭語」借用だからか、と。 

４）．倭王 「帥升」は「すいしょう」ではナイ！ 

 ＊中国書記官の認識＝“shuai-sheng”である。「倭語」の“쇠상”（soe-sang）＝鉄・上

（直訳）＝製鉄王＝素（ス）盞（さン）（嗚尊）の音写である。 

 ・素盞嗚尊が『後漢書』に倭王として登場している、のである。 

５）．倭王「帥升」が中国に献上した「生口」百六十人は、奴隷ではナイ！ 

 ＊奴隷を船旅で列島から対馬海峡を横断しての連行は不可能である。 

 ・「素盞嗚尊」は高天原から追放され、新羅(編纂時の国名)の曽尸茂梨(製鉄の長)の処へ行

っている(『日本書紀』)。 

「國出鐵濊倭馬韓並従市之凡諸貨易皆以鐵為貨」(『後漢書』の『韓傳』より)、倭は 

半島内で「從(ほしいまま)に製鉄していた」、陸行で製鉄技術者を献上したのである。 

6). 金印「漢倭（委）奴國王」は「漢ノ倭ノ奴
な

ノ國王」ではナイ！ 

 ＊「奴」は「倭語」の格助詞「の」の音便変化「ン」の音写である。 

 ∴「漢ノ倭ン（の）國王」である。本文中の「國皆称王
ワン

」とは「我
わ

ン…」（私の…）と口々

に云う様である。中国への使者全員が「王」の筈がないのである。 

7）．「大倭王居邪馬臺國楽浪郡徼去其國萬二千里去其西北界狗邪韓國七千餘里」＝残り「五

千里弱」では畿内には届かナイ！ 

 ＊渡海に三千餘里を消化すれば、残りは二千里弱である。 

２．『三国志「魏志倭人伝」』の記述から… 

１）．「倭人在帯方東南大海之中…」＝倭人は列島のみに居るのではナイ！ 

 ＊同じ史書の前項『三国志「韓伝」』で述べた、倭に関する記述の重複を避けている。 

・曰く「韓は東西を海に限り南は倭に接す」とある。半島の南部は倭の領域である、と。 

・又、曰く「國出鐵韓濊倭皆從取之」＝国は鉄を産出する、韓も濊も倭も 從
ほしいまま

に之を取

る、と倭が半島の倭の領域で現地生産をしている。従って輸入しているのではない。 

２）．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＝水行のみではナイ！ 

 ＊「海岸に沿って乍南乍東」では、蛇足の駄文である。 

・方四千里の韓半島を海岸伝いに南下東進すれば狗邪韓國まで七千里では収まらない。 
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・「乍南乍東」が西岸を南下東進のジグザグとすれば、海岸に乗り上げてしまう。 

・百歩譲って、西海岸に沿って南下し南岸を東進したら、狗邪韓國へ寄港するのは遠回り

で無意味である。半島南岸から対馬海流に乗って壱岐直行が理に適っている。『隋書』で

は、将に都斯麻國に寄らない航路である(後述)。 

・『梁書』には「乍東乍南」の記述があり、陸路の行程の表現でしかありえない。 

・元・宋の時代の交易船でさえも、半島西海岸の新安沖で沈没、難破船から引揚げられた

交易品を博物館で展示。他、莞島、道里浦、飛雁島沖の沈没船が知られている。 

・後世の朝鮮通信使でさえも全十二回(1607—1811)、全て陸行（三系統）である。 

・角川春樹氏が古代船『野生号』の航行実験経過『わが心のヤマタイ国』を出版。成功し

たと述べているが、どう見ても失敗としか見えない。危ないところは伴走の動力船が曳

航。夜間は洋上で母船に繋留、乗組員も母船で宿泊酒盛り。珍島沖では動力船に曳航さ

れていたにも関わらず引き潮の速さに負けて座礁。南岸に回りこんでは台風接近の気象

予報で安全地帯に避難。洛東江の河口横断では激流に揉まれ、漕ぎ手が疲労して難破寸

前。釜山港からは潮汐流に翻弄されて沖に漕ぎ出せず、動力船に曳航されて出港。副題

の『古代船野性号の鎮魂歌(レクイエム)』が、なにより失敗を物語っている。 

・記憶に新しい処では、セウォル号の遭難沈没事故がある。未熟な女性の三等航海士が操

舵していたから、の如き報道があるが、肯んじない。何故なら、あの海域までは何とか

航行して来ている。船の上層に増築と船底のバラスト水を抜いて過積載であった所に、

海流と潮汐流の激流に揉まれてバランスを崩したのが原因と考えられる。熟練の男性一

等航海士でも遭難は免れなかった、と考えられる。 

《古代の手漕ぎの小舟がこの様な危険海域を航行できたはずがないのである。畿内説は

この水域(朝鮮半島西岸)を水行にしなければ成立しえないのである。半島陸行の日数を伊

都國の先の方位の南を東に読み替えてしか畿内には到達しないのである。》 

３）．「狗邪韓國」とは韓の領域の事ではナイ！ 

 ＊「…到其北岸狗邪韓國七千餘里」の「其」＝「從郡至倭…」の「倭」の事である。 

 ・朝鮮の古民話に、王が臣下に「九つの頭の竜(怪物)が王の意に従わないので誰か退治す

る者は居ないか」と問いかけるのがある(概略)。九部族の族長が治める倭人の事である。 

・狗邪韓國＝九倭韓國の意の国情説明文言の一部（他の国名も大方は同伝、後述）。 

「韓」とは、騎馬民族の「王」や「君主」の意の“haan・khan”の事である。 

・官職などが記載されていないのは、部族並立で国家の態を為していないからか、と。  

４）．「末盧國」は唐津ではナイ！ 

＊玄界灘の荒波を漕ぎ渡ってきて、漕ぎ手は疲労困憊している。最短距離の呼ぶ子港に

寄港するのが道理である。狗邪韓國～對海國～一大國～呼ぶ子(末盧國)の実際の距離比

は、約５：３：１.5 であるが、全部「千餘里」である。海流と漕ぎ手の疲労とで所要

時間に大差が無かったから、と。 

・「伊都國」に向かうのに「行くに前人を見失う」様な藪を掻き分けての陸行にはそれな
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りの理由が考えられる。唐津湾内の西岸は岩場、湾奥は後世の唐津藩主が防潮林に松

の植樹をする程荒波が打ち寄せていた。又、唐津湾奥へ行くくらいなら加布里湾へ行

けば伊都國に直行できる。それが出来ないだけの理由があった、と見るべきである。

大小の河川からの堆積物の泥地で外洋船の接岸が不能だった、とか黒潮反転流と潮汐

流が障害だった、とか。 

・帰路の湾内からの出港が困難だから、とか(野生号は釜山港から自力出航不能だった)。 

・「王遣使詣京都帯方郡諸韓国及郡使倭國皆臨津捜露」＝(倭)王が魏の京都や帯方郡や諸

韓国に使いを遣わすとき及び郡使が来倭する時は国中の皆が臨津(海岸を)捜露(見張り

探す⇒難波、遭難、漂流、漂着)＝唐津湾からは外洋を渡る船は探せない! 

５）．（末盧國から）「東南陸行五百里到伊都國」の方位認識は間違ってナイ！ 

 ＊前項で末盧國は呼ぶ子とした。通説は、唐津からだと伊都國は東北、呼ぶ子からでも

真東である、と方位が好い加減とする。畿内説は、これを根拠に南を東に読み替える

事の免罪符として来た。魏使が來倭の夏の日の出を東と認識していて整合する。「對海

國から南渡一海千餘里で一大國」の方位も整合している。(東≒28°30′北に振れる) 

６）．「世有王皆統屬女王國」＝「（伊都國には）代々王有り皆女王國に統屬す」ではナイ！ 

 ＊「（倭國大乱前の伊都國には）代々王が居て皆、現・女王國（「邪馬壹國」）をも統屬」

していた。伊都國王の名が登場しないのは、卑弥呼共立以後の空位を表現している。 

  因みに「伊都國」＝「伊奘諾尊以来の都」の地との国情説明文言の縮約か、と。 

７）．魏使（郡使）は伊都國から先へは行ってナイ！ 

 ＊「郡使往来常所駐」＝郡使が來倭し常に留まる所＝単に「滞在する」だけの意味では

なく、「駐」の旁の「主」は「とどまる意味。馬が立ちどまる意味を表す」『大漢語林』

（大修館書店）。其の先の「東南至奴國百里…東行至不彌國百里」の解釈＝行程の書き

順が「方位＋距離＋国名」が「国名＋距離」に変わり「又」の記述が無い。 

・「東南に百里で奴國に至れる、更に東に行けば百里で不彌國に至れる」と述べている。 

・「行」が、不彌國にだけ使われているのにも意味がある。郡使は伊都國から先へは行っ

ていないが、陸行の続きで行ける、と。これは投馬國水行への段落の為の表現である。 

從郡至倭海岸水行…東行至不彌國百里、の「從」と「行」が連続行程の始点と終点を

意味している。≪【説文解字】「从彳亍。彳，小步也。亍，步止也。」より抜粋≫即ち、

行人偏の「彳」は、「小步也＝歩き始め」で「亍」は「步止也＝歩みを止める」と。こ

の解釈から重要な事が判った、「水行十日陸行一月」＝帯方郡～伊都國まで、だと。 
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楽浪郡徼＝帯方郡郡庁  《陸行千里/四日・H29.01.16.訂正加筆》 

↓  從郡至倭海岸水行（郡治の海岸・千五百里＝六日） 

↓  歴韓國乍南乍東 （陸行） 

↓ （韓地＋狗邪韓國＝七千餘里＝二十八日）≒千里/四日 

狗邪韓國＝倭地（七千餘里） 

    ↓ （洛東江沖経由・水行二日） 

  「對海（馬）國」（千餘里） 

    ↓ （水行一日） 

 一大國（千餘里） 

     ↓ （水行一日） 

末盧國（千餘里） 

      ↓ （東南陸行五百里＝二日）累計＝萬五百餘里  

      ↓ （從郡至倭（郡使常駐の倭地）……水行十日陸行一月） 

      伊都國  →  奴國  →  不彌國 

         ↓       （東南至百里）    （東行至百里） 

          ↓≪郡使往来常所駐≫＝伊都國より先へは行っていない。 

          ↓（千五百餘里 ） 

↓（水行二十日＝瑞梅寺川→今津湾・博多湾→御笠川 

↓ →宝満川→筑後川→有明海→矢部川⇒投馬國） 

↓       ↓→巨瀬川→筑紫の日向↓ 

以北が成立する⇒投馬國（西）⇔（東）邪馬壹國 

              郡庁より萬二千餘里女王之所都 

※ 郡より倭（伊都國＝郡使常所駐）に至るには水行十日陸行一月。 

※ 参問倭地…周旋可五千余里＝実際に郡使が観て廻った倭地は延べ五千餘里 。   

狗邪韓國（千五百里＝逆算）＋三海峡横断（三千餘里 ）＋末盧國～伊都

國（五百里）＝五千餘里 。《陸行七千五百餘里 ≒千里/四日》 



「全国邪馬台国連絡協議会」私の「邪馬台国論・古代史論」投稿 

 

                              福 島 雅 彦 

9 

※ 郡使は伊都國より先へは行っていない。 

＊ 行っていれば「邪馬臺國」と「邪馬壹國」の何たるかを看破できた筈である。 

８）．「南至投馬國水行二十日」の南は伊都國からの方位で、初動が南の意ではナイ！ 

 ＊「（伊都國の）南の投馬國へは水行二十日で至れる」であり前項で述べたとおり、不彌

國からの行程ではなく、伊都國からの行程である。≪伊都國（三雲遺跡）～瑞梅寺川

～今津湾～博多湾～御笠川遡上（閘門式）で源流近く～船毎担いで（「只越」）宝満川

へ～筑後川～有明海～矢部川遡上＝八女福島≫。両河川は後世、運河で繋がる。 

９）．「南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月」とは投馬國から先の行程ではナイ！ 

 ＊「（伊都國の）南の女王が都する所邪馬壹國に至れる」。所要日数の記述が後ろにある

のは投馬國からの事ではないからである。その行程は投馬國への途中から、「筑後川～

巨瀬川遡上～うきは市（邪馬壹國）」である。「邪馬壹國」以北に投馬國は在るとは東

西に並んでいる事になる。旧・八女郡星野村は明治の廃藩置県以前は浮羽郡側である。

女王の奥座敷であった名残であろう。 

  「投馬國」の語源＝“두메”（tu-me）國＝双山國（直訳＝對海國と同義）＝水縄連山

（耳納山地）と筑肥山地の間の國の意＝八女郡＝「上・下妻郡」（『倭名類聚鈔』）。 

10）．「邪馬壹國」は誤字・誤記・誤写ではナイ！＝戸数十四萬戸も実態ではナイ！ 

 ＊「壹」＝書記官の認識では“yi”である。「邪馬臺國」の項でも述べたが「邪馬・邪靡」

は「天（あま・あめ）」の九州弁訛り、と。では、“yi”は「倭語」の何を音写したのか。

“wi”＝「うヰ（上）」の意を“yi”の訛りと受取られた。「卑彌呼」の居所説明文言の一

部を国名と勘違いしている。『後漢書』の記載を知っている書記官が後世の使者に問う「今

でも「卑彌呼」は「邪馬臺國」に坐しますか」と。使者は「邪馬臺國」が判らなかった。

その様な国名の地は無いから…。だが、「卑彌呼」の居所を問われたのは理解した。曰く

「「天（あま・あめ）」ンうヰ」と、一本指を立てた。前史の書記官が「臺と壹」とを書

き間違ったと理解した、か。次項『隋書』が証明している。 

※戸数＝投馬國五萬戸＋奴國二萬戸＝「邪馬壹國」の事。足し算してはいけナイ！ 

11)．「水行十日陸行一月」＝萬二千餘里の所要日数ではナイ！ 

 ＊「伊都國まで萬五百里」の所要日数＝「水行十日陸行一月」＋投馬國（「邪馬壹國」）ま

での「千五百里」の所要日数＝「水行二十日」＝萬二千餘里の所要日数である。 

  外洋の水行十日と内陸の水行二十日を書き分ける為である。≪模式図≫ 

12）．倭の三十ヶ国の呼称の殆どは国名ではナイ！（国情説明文言の一部である） 

 ＊倭人が「倭語」で国情説明をした文言の一部を国名と勘違いしている。 

 ・「狗邪韓國」、「伊都國」、「投馬國・對海(馬)國」、「邪馬壹國」は解説済み。 

 ・「一大國」＝對海國の峻険で良田無しに対比して、島中「一帯が國邑」と説明した。 

・「末盧國」＝遣使・郡使の往来の無事を「祀る処」と説明した。 

「王遣使詣京都帯方郡諸韓国及郡使倭國皆臨津捜露伝送文書賜遺之物詣女王不得差後錯」

＝「王使いを遣わし洛陽や帯方郡や諸韓国に詣でる時、郡から倭國に使いある時、（末
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盧國の）皆海岸に出て捜露（難破・漂流しても探し出し）し文書・賜遣物を女王に伝

送差錯を得ず」。 

伊都國の配下に在るから官職者は居ない。唐津では海峡渡航船の捜露はできナイ！ 

 ・「奴國」１＝“논”（non → nun）國＝野（棚田）國と説明した。筑紫郡那珂川町。 

・「不彌國」＝尊が不在の國と説明した、か。（徐福が興した国か？） 

≪「邪馬壹國」以北の九カ国＝九州の語源か。次章詳述≫ 

 ・「斯馬國」＝“쇠메”（soe-me）國＝鉄山（直訳）國＝旧・志摩郡（糸島市）。九大キャ

ンパスに鉄遺構出土。 

 ・「彌奴國」＝御井ン國＝旧・三井郡御井町＝貴い方（卑彌呼）の井の在る所と説明。 

   本学の御井キャンパスの在る処。 

 ・「烏奴國」＝「ウぅ奴國」＝大奴國＝大野郡、大野城市。筑後弁で「大川＝ウぅかわ」。  

 ・「蘇奴國」＝“서”（seo）ン國＝西の國（直訳）。“저녁-이”（jeo-nyeog-i）夕方の国＝

東・西彼杵郡＝長ノ﨑⇒好字二字令で訓読みし「長崎」の語源か。 

 ・「「華奴蘇奴國」＝「漢ン（の）祖ン（の）國」＝徐福（秦人）が興した国の意＝漢前

（さき＝祖）郡＝神崎郡（好字二字令）＝吉野ヶ里がある所。 

・「奴國」２＝“논”（non → nun）國＝野（棚田）國と説明した。重出は一回りして

元に戻ったのではないことを指している。「此女王境界所盡」とあり「投馬國」と東西

に並んでいる、と。水縄連山（耳納山地）北麓の棚田國＝「奴國」「彌奴國」＝北野・

草野・竹野郡・大野原（古墳群）、星野である。 

※「○奴」では格助詞の「の」の音便変化とした。この二通りの使い分け が理解できて

いない事が、混沌の原因でもある。 

１３）．其（女王境界所盡）南有「狗奴國」＝「くな國」ではナイ！ 

 ＊前項で述べたとおり「高（氏）ン國」で、「女王境界所盡」とは、熊本県菊池郡である。

前項の高知県とこの熊本県は県民性が共通していて同族である。 

境界に「山口」地名(後述 18 頁) 

 ・土佐イゴッソ＝“외-고집”（oe-go-jib）＝意地っ張り、依怙地、頑固一徹。 

・「肥後モッコス」＝“목곧이”（mog-goji）＝一徹な人。  

  ※この高氏は高句麗建国王「朱蒙」の姓の高氏まで遡及する、かと。 

１4）． 参問倭地…周旋可五千余里＝「倭地」を一周したのではナイ! 

    実際に郡使が観て廻った倭地は延べ五千餘里。   

狗邪韓國（千五百里＝逆算）＋三海峡横断（三千餘里 ）＋末盧國～伊都

國（五百里）＝五千餘里 。《陸行七千五百餘里 ≒千里/四日》(7 頁行程図) 

３．『隋書』の記述から… 

１）．「俀（倭）國在百済新羅東南水陸三千里於大海之中」＝列島のみとするのではナイ！ 

 ＊「前史の記述を踏襲、百済の東と新羅の南と水陸三千里の大海之中に在る」と。朝鮮
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半島の西海岸は百済領に旧・狗邪韓國の北限も南下、と。金海辺りに縮小化。 

２）．「其國境東西五月行南北三月行各至海」＝裴世清は倭地に居て、列島の範囲の聴き取

り調査を記録した、かと。朝鮮半島の南東の隅に縮小の倭地（伽耶）は無視、か。 

３）．「其地勢東高西下都於邪靡堆則魏志所謂邪馬臺者也」＝裴世清は現地踏査して現認。 

 ＊「魏志に所謂「邪馬臺」とは、（「臺」とは女王の宮殿の意かと）来て見たら、東が高

く西に下がる地勢の「邪靡堆」（黒髪靡く堆い小山）だった」と合点している。 

  「東高西下」とは一望できる範囲の表現＝水縄連山（耳納山地）の山容・山態と筑後

川の西流を指している。この地は伊都國の南千五百里に在る。 

４）．「明年上遣文林郎裴（世）清使於俀國」＝「明年（無礼な國書の翌年＝大業四年）上

（煬帝）は裴世清を遣わして俀（倭）國に使いさせた」。その行程記述は…。 

＊「度百済行至竹島南望[身冉]羅國経都斯麻國迥在大海中又東至一支國又至竹斯國」とは、

全てが海上航路ではナイ！ 

＊「（黄海を横断して）百済に渡って（陸路）竹島に至り、南に[身冉]羅國（済州島）を望

み（再出航して）「迥か」大海之中の都斯麻國を経て（寄港せずに）東して一支國に至り

又    

竹斯國（博多湾）に至る」である。半島南西の難所の航行を避けた記述である。 

５）．裴世清は竹斯國から一歩も出ていナイ！ 

 ＊「又東至秦王國其人同於華夏以為夷洲疑不能明也又経十餘國達於海岸自竹斯國以東皆

附庸於俀（倭）」 

 ・「（竹斯國に居て）又東すれば秦王國（京筑）に至れる、其の人は華夏（中華）に同じ

で夷洲と為すも疑わしく明らかにする能わざるなり。又（竹斯國の東に）十餘國経る

と海岸（別府湾）に達する。竹斯國より東は皆（秦王國＋十餘國は）倭に附庸する」

＝伝聞記述で、裴世清は行っていない。 

※前項と「竹斯國」が二回登場するのは、最終目的地に居る事を意味している。 

※「竹斯國」とは前史の国名の「末盧國、伊都國、奴國、不彌國、投馬國、邪馬臺（壹）

國、（彌奴國）」を包括しているというか、それらが国情説明文言の一部であって国名では

なか   

った、と看破しての表記である。 

※「秦王國」とは、「「華奴蘇奴國」＝「漢ン（の）祖（秦）ン（の）國」＝神崎郡が発展

的に京筑地区へ展開。「倭の五王」讃・珍・済・興・武を排出した、と観る。 

※俀（倭）國には、都斯麻國、一支國、秦王國、十餘國とあるが、「阿毎多利思比孤」の國

邑的存在で各国に王は居ないのである。官職名は…。 

６）．「俀（倭）王遣小徳阿軰臺從数百人設儀仗鳴鼓角來迎…」とは…。 

＊「倭王は（博多湾に）小徳阿軰臺を遣わし、数百人の儀仗を従えて鼓と角笛を鳴らして

迎えさせた（大宰府に逗留）…」。小徳（阿軰臺）とは倭王の官僚名か。 

７）．「後十日又遣大禮哥多[田比]從二百餘騎郊勞既至彼都」とは…。 
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 ＊「十日の後（待たせて）大禮哥多[田比]を遣わし二百騎を従えて郊勞、都に至った」  

  ＝「（大宰府に）十日待たされて、倭王の都に着いた」＝待たせた理由は… 

 「稽留境内不即相見今故清道飾館以待大使」＝「境内（大宰府）に待たせて即逢わなか

ったのは、道路を清め館を飾って大使を待つ故です」。とある。 

※大宰府から十日で道路が清められる処に「阿毎多利思比孤」の館は在る。それは、水縄

連山（耳納山地）北麓の高良山である。大禮哥多[田比]とは倭王の官僚名か。 

８）．「倭王姓阿毎字多利思比孤号阿輩雞彌」とは、固有名詞ではナイ！ 

＊「天照大神」の異字表記である。 

「阿毎＝「天（あま・あめ）」(前述)の意である。 

・「多利思比孤」＝「照彦＝照日子」＝“딸리다”（ddal-ri-da）付く、属する、（『民衆書林・

韓日辞典』）の語幹＋「彦＝日子」である。 

∴「阿毎多利思比孤」＝「天（あま・あめ）出自（所属）の「彦＝日子」」である。 

※「卑彌呼」と「天照大神」とは同一人物との説が在るが、固有名詞ではなく、職掌名。 

呼称の変遷である。卑彌呼(最高位の尊)⇒ 天照大神(「天(あま・あめ)」出自の大神)

⇒ 阿毎多利思比孤(「天(あま・あめ)」出自の「彦＝日子」)⇒ 天 皇
アメノスメラミコト

⇒天 皇
てんのう

。 

即ち、九州皇統の最高位呼称の訓読みを音読みに変えたのが、「天皇」か、と。 

因に、天皇号は天武天皇の代からとされており、その前の代に就いているのは、後付け

である。 

 

§2.古地名から判る事 

1).「九州」とは… 

表題の順序とは逆であるが、九州は何時から「九州」か、を先に考察する。 

三省堂『大辞林』には、筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向・大隅・薩摩の九

ヶ国とあるが、偶然の一致か後世の付会であろう。我が国最古の史書の『古事記』(712) 

は我が国を大八島国（おおやしまのくに）と記述、八つの島からなるとしている。淡路、

四国、隠岐、筑紫島、壱岐、対馬、佐渡、本州 としていて九州の事を筑紫島と記述。『日

本書紀』（720年）でも九州の事を筑紫洲と表記している。『古事記・日本書紀』(以後『記・

紀』と略記)では未だ「九州」とは認識していない。 

本来の九州とは古代中国の九つの領域の事だったのが牽いては皇帝の威光が及ぶ中国全

土の意味となる。その意味を援用した漢詩を作った人がいる。 

第九次遣唐使として渡った阿倍仲麻呂は唐で高い官位に昇っている。藤原清河率いる第

12次遣唐使一行が来唐。在唐 35年を経ていた仲麻呂は清河らの帰国に際し、一緒に帰国

することを願い出て許される。秘書監・衛尉卿になっていた阿倍仲麻呂(晁監)と親交の
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あった王維は別離の詩を詠んだ。                                  

送祕書晁監還日本國  秘書晁監（「秘書監の晁衡」）の日本国に還るを送る 

積水不可極      積水 極む可からず 

安知滄海東      安(いづく)んぞ 滄海の東を知らんや 

九州何處遠(所)    九州何れの處か遠き(九州いずれか所せし) 

萬里若乘空      万里 空に乗ずるが若(ごと)し 

＜途中五行略＞ 

主人孤島中      主人は孤島の中 

別離方異域      別離 方（まさ）に域を異にす 

音信若爲通      音信 若爲（いかん）ぞ 通ぜんや 

句中の「主人孤島中」の「主人」とは、阿倍仲麻呂の事であるから、蒼海の東の「九州」

とは阿倍仲麻呂(晁監)が帰り着く処を指している。 

阿倍仲麻呂は、詩聖と謳われた李白・王維・杜甫らと親交があった。彼らは『後漢書』

に記載の「邪馬臺國」と『三国志(魏志倭人伝)』の「邪馬壹國」に就いて質問したであろ

う。しかし弱冠二十歳の頃、第 9 次遣唐使船(717)で出国した彼には答えられなかった、

と思われる。彼の出国前『古事記』を編纂した太安万侶も「邪馬臺國・卑彌呼」には触

れていない。阿倍仲麻呂(晁監)は職責上、隋の煬帝が派遣した裴世清が『隋書』の中で、

現地踏査して「邪馬臺國」について記述しているのも、知っていた筈である。これらを

読んでも彼には「邪馬臺國」の何たるかが判らなかった。答えに窮した彼は、『三国志(魏

志倭人伝)』に登場の「倭」の三十ヶ国の内、国情を詳述の九ヶ国を「卑彌呼」の直轄領

とでも謂った、か。その九ヶ国は「狗邪韓國・對海(馬)國・一大國・末盧國・伊都國・奴

國・不彌國・投馬國・邪馬壹國」で、韓半島南部と九州島内に比定できる。 

彼が高齢を押して皇帝の慰留を振り切り、航海の危険を冒してまで、帰国したかったの

は何故か。それは「邪馬臺國」「邪馬壹國」「卑彌呼」の何たるかを確認したかったから

ではないか。 

 

2). 『記・紀』神話の地名と関連する神名。 

≪ハングル表記＝古代倭語（九州弁と朝鮮語に片鱗を留める）≫＝＜福島命名＞ 

地名学者「鏡味完二」は、九州の地名と似た地名が畿内にも配置も同じように存在する

のは北九州と近畿の間に大きな集団の移住があったことを示しているとした。（『日本地

名学 科学編』）。私は、「古代倭語(方言と朝鮮語に片鱗を留める)」を駆使して、どちら

の地名が本来の意味に合致しているかを検討した。代表的な幾つが取り上げ、それらの

全てが九州に立地するのを示して移動の方向が九州から畿内である、とする。 

(1)．「高天原」 

 『古事記』書き出し、神話の舞台で神々がいる天上界の事(『日本書紀』には記載が無い)。
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「天地初発之時 於高天原成神 名天御中主神＜訓高下天云阿麻下效此＞次高御産巣日神   

次神産巣日神 此三柱神者  …」に、＜訓高下天云阿麻下效此＞と註がある。 

即ち「高天原」の「高」の下「天」は「あま」と読み下は此れに效く(倣う)、とあるが、

何故「天」を「あま」と読むかには触れていない。既に「古代倭語（方言と朝鮮語に片

鱗を留める）」の“아메-”（a-mæ-）の意味が忘れられていた、か。或は何かを隠ぺいす

るためか、舞台を天上界の事だとしている。私は、これを地上の事として見つけた。こ

の神話の聖地を通説通り「タカマガ(ノ)ハラ」と読んでいては地上の場所は見つからな

い。「たか・あま ﾝ ばﾙ」と読むべきである。「ﾝ＝の」の格助詞。 

＊「高」＝高低の意ではなく、寄って「集（たか）って」の当て字で 朝鮮語“다가-”（taka 

＝[傍へ寄り付く、寄り添う、近付く、詰め寄る（民衆書林・韓日辞典）]と語幹を同じ 

くする語彙である。 

＊「天(あま・あめ)」とは…。 

 (イ)“아-”（a-）＝朝の「あ・さ」＝朝の来る方向（処）＝東の意と同義。 

東
あづま

（あ・詰
つま

）＝東の端。朝（あした）、明日（あした）、（夜が）明ける、皆「あ」が付

くのでもいえる。 

朝鮮語の朝の意も“아침”（a-chim）＝朝、あした＜雅＞（『民衆書林・韓日辞典』）。 

NHK ハングル講座（ラジオ） 講師イ・ユニ先生 2007 年 4 月号 10～11 頁。 

[ハングル物語―母音字はどうつくられたか] 

母音字は「陰と陽の調和」という自然の法則を基に作られています。 

母音[a]＝「天（太陽）が人の東」→朝の明るいイメージ、と。≪一部抜粋≫ 

※余談だが他の方位も列記する、と。 

＊“서”（seo）＝西。（『民衆書林・韓日辞典』） 

「東・西彼杵（そのぎ）郡」⇒「長ノ崎（ちょのぎ）」＝「長崎（ながさき）」の語源？

佐田岬＝“서-땅”（seo-ttang）岬四国最西端。 

＊“사”（sa）＝南。巳（十二支の第六・巳の方角『民衆書林・韓日辞典』）。 

佐多岬＝“사-땅”（sa-tang）岬は、九州最南端。 

＊“노”（no）＝北、北方（船乗り用語＝『民衆書林・韓日辞典』）。 

能登半島＝“노-땅”（no-ttang）半島は、北へ突き出ている。 

能古（残）“노-곳”(no-god)島は、博多湾の北に在る。 

＊“아（a）서（seo）”＝東西。阿蘇山は九州島の東西の中心。 

・浅茅湾は対馬を東西に抜ける。 

・阿蘇海は天橋立の砂洲で宮津湾と東西にし切られている。 

《対話の相槌語の「あ、そう」＝「東西」の意で「分った」と同義＝太陽が東から西へ

天空を真っ二つに切り裂くことほど左様であるか、と理解した。》(分る・判るも「刀偏」

で、物を二つに切り分けた切り口が左右が同形＝当然の事と理解した) 

・宇佐市の安心院（あじむ）は、九州島東端。「邪馬臺國」からみて朝がくる方にある。 
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安心院は“아침”（a-chim）の漢字書き、か。 

・阿波（四国の東端）・阿漕が浦（紀伊半島の東）・安房（房総半島の東端）。 

＊檀君の古朝鮮建国神話に登場の都「阿斯(あさ)達(だﾙ)」の「阿斯」も「倭語」の「朝」。

「達(たﾙ)」＝「嶽(たけ)」の意とする説（金達寿）があるが、漢音「ガク」、朝鮮語“악”

（ak）だから、“t”子音は「倭語」由来当て字であろう。 

∴「阿斯達」＝「東の嶽」で「朝焼けの山」の意であり「高天原」と同義語である。倭語

「阿斯達」の漢訳が「朝鮮」であろう。高天原(うきは市)には「朝田」（阿斯達の末尾子

音欠落の別表記）が在る。 

(ロ)“메-”（mæ-）の母音は現代朝鮮語では“e”となっているが、本来は“æ”の発音記号

で「ま・め」の中間音だったであろう。故に「天（あま・あめ）」の両方の読みがある。

“메”＝「山」の古語的表現（民衆書林・韓日辞典）＝古代倭語か、と。 

≪※「山」が(やま)なのは「天（あま）」の九州弁訛りか。「蟻」を「やり」と訛る。 

「山」が「や・ま」なのは「東の聖なる山」の限定用語だったのが一般の「さん」にも拡

大したものであろう。「水縄山（みのうやま）」の他は殆どが「さん」である。≫ 

・「ま・み・む・め・も」は全て「膨れているもの」を表す。 

脹らんでいる物の総称「ま・め」⇒「豆」の語源か。 

・「ま」＝「眼（ま・な・こ）」＝「な」は格助詞。「こ」＝“곳”（god）＝処。 

     格助詞が「な→ン」に変わると関東弁の女陰の隠語になる。 

・「み」＝実、果実は殆ど丸く膨らんでいる。 

・「む」＝「六つ」＝家屋に象る＝地面から突き出ている。陸
むつ

に同義。 

・「め」＝「目・芽」は膨らんでいる。 

   「め一杯」＝山盛り一杯。“곳”（god）＝処が付くと関西弁の女陰の隠語となる。 

・「も」＝幼児の排便の始末の時「も」しなさい＝お尻を突き出せ。もっこり。  

 ∴「天(あま・あめ)」は「古代倭語(方言と朝鮮語に片鱗を留める)」で「(国の)東の聖

なる山」の意となる。 

＊「原＝ばﾙ」とは、“벌”（beol）＝[原；野原（民衆書林・韓日辞典）]で、筆者註として

は、「耕作地＝邑」である。 

※従って、「高天原」＝「東の山（聖地）に寄って集(たか)っている原」となる。 

水縄連山（耳納山地）の東の端のうきは市（旧・浮羽町）の狭い谷間に、百箇所近くの

「○○原」の字地名が犇(ひしめ)いている。此地に「日向」の地名が現存。 

朝日に向いた地の意で「筑紫の日向」(国生み神話の舞台)である。 

「浮羽」の地名も[旭日原] ＝“욱일벌”（u-kil-beol）の語尾子音欠落発音であり、漢

字音由来なのは、「徐福」渡来後の影響か。「高天原」＝「阿斯達」とも同義。 

≪「水縄連山（耳納山地）」は谷沢に刻まれた東西 25 ㎞の保水力のある水源の山である。

稲作に必要な水量を必要な期間供給、棚田稲作の穀倉を潤した。『記・紀』神話は弥生文
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化の産物である。今の平野部は未だ低湿地の荒野である。≫ 

*「高天原」の東西の入り口に「三春原
うらせばる

」と「牛 鳴
うしなき

峠
とうげ

」がある。 

・「三春原」は「うらせばる」と読む。東側にあるが普通では読めない。 

“울쇠-벌”（ul-soe-beol）＝「鳴く鉄・原」（直訳）＝鉄が唸る原（意訳）。 

・「牛鳴峠」＝“쇠울”（soe-ul）峠＝「鉄鳴く峠」＝鉄が唸る峠。 

鉄⇔牛は同音。 

・“울쇠”（ul-soe）＝「五月蝿い」の語源か。製鉄の音は「ウルセェ！」。 

・「高天原」には、東多々羅、南多々羅、西多々羅と製鉄地名がある。 

方位から見て北風自然送風の製鉄炉か。「素盞嗚尊」追放前の製鉄集団跡か。 

・「高天原」には「諏訪神社」＝「“쇠-와”（soe-wa）鉄来る神社」がある。 

古代に在っては、鉄を制する者が国を制した。「高天原」の東西の入り口が製鉄絡みの地

名である。韓国の首都の“서울”はこれの訛りを疑う。 

(2)．天の香山(あめのかぐやま) 

  ＊「天(あま・あめ)」は前述。 

 ＊「香山」＝「“강-꿰”（kang-ggwe）山」＝「川刺す山（直訳）」である。 

これは、朝倉市に在る「高山（こうやま）」の事である。将に筑後川に突き刺さってい

る。「高山（こうやま）」←「香山（こうやま）」←「香山（かぐやま）」の変遷を辿っ

た物であろう。国(筑後平野)の東に在り筑後川に突き刺さっている小高い出張りである。

標高 192m と山とも丘ともとれる。※畿内にはこの立地に該当する山は無い!  

(3)．その他の「天（あま・あめ）」が付く地名 

・「天 真
あめのま

名井
な い

」＝筑後弁で「魚→まな」であるから、「魚が棲む泉（出水）」と成る。 

これが、「筑紫の日向」の山麓に現存している。名水百選にも成っている「清水寺」に

湧き出る池に。水清ければ魚棲まず、と謂うが棲んでいる。 

・「天の安河」＝従来「やすかわ」としているが、「あノかわ」であろう。 

「あ」は東の端の意(前述)で「東の山の更に東の端の川」の立地からして「小塩川」で

あろう。この河畔に「岩屋堂」（天照大神の「天の岩屋戸」）が現存している。 

（4）．「天（あま・あめ）」に在る国生み神話の場所 

伊奘諾尊と伊奘冉尊の神の国生みは、男女媾合に擬して表現されている。 

伊奘冉尊の「成り成りて成り合わぬところ一処あり」と、伊奘諾尊の「我が身は成り成

りて成り余れるところ一処あり。故この吾が身の成り余れる処を、汝が身の成り合わぬ

処に刺し塞ぎて、国土生みなさむと思ふはいかに」と。 筑後川の蛇行地形が、うきは

市の地と対岸の朝倉市の間にあり、男女媾接を思わせる。うきは市側の地名も「袋野」

であり、「お袋」を彷彿とさせる。 

＊禊祓いの場所 
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  伊奘諾尊は、死んで黄泉の国に居る伊奘冉尊に会いに行く。これは、殯の継承儀式で死

者との添い寝であろう。同盟連合だった伊奘冉尊の勢力継承者になって併呑を試みた、

と思われる。蛆ころ集れる死体に懼れをなして逃げ、追撃されるのは、殯の添い寝儀式

が不成就だったことを意味している。伊奘諾尊は逃げ帰って、穢れた体を禊ぎして祓う、

が…。その逃亡経路から禊ぎ祓いの地迄の地名が順序良く一列に連なっている。 

＊「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原」に到りまして、禊ぎ祓へたまひき。 

・「筑紫の日向」＝うきは市に現存の「日向」、妹川小学校前・旧バス停。 

  《伊奘諾尊は途中に「黄泉
よもつ

比良坂
ひらさか

」を通る＝立地から、うきは市「小坂」か。》 

・「橘」＝うきは市吉井町「橘田（たちばんだ）」、斉明天皇崩御の橘の広庭に所縁の地。 

・「小戸」＝筑後川の渡河に適した処。能古（残）島渡船場は西区小戸。 

・「阿波岐原」＝「阿」は前述（東の端）、「波岐原」⇒「朝倉市・杷木町の原」。 

更に、加えて情況証拠がある。禊ぎ祓いの場所選定の様子が神話に述べられている。 

＊「上つ瀬は瀬速し、下つ瀬は瀬弱し、中つ瀬に堕り潜きて…」と。 

 この辺りには、三つの大きな中洲がある。 

・上つ瀬は古川（筑後川）温泉がある中州、上流は急流で人は立っていられない。 

・下つ瀬は中島畑（野球のグランドも在る）の下流で、膝より浅いセセラギである。 

・中つ瀬は原鶴温泉が在る中洲、中島畑との中間は澱みで、禊ぎに最適地。 

此地での禊ぎで国土と神々が生成される。 

この時、墨の江の大神（住吉大神）も生まれる。そして、左の眼から「天照大神」、右眼

から「月読尊」、鼻から「素盞嗚尊」(『古事記』＝須佐之男命・建速須佐之男命と表記)

を生む。伊奘諾尊は「三柱の貴子」を得たと歓喜する。 

(５).「天(あま・あめ)」出自の神々 

天照大神と素盞嗚尊  

 この二神の確執は、製鉄公害問題である事が、神名の語源からも解かる。 

・「天照大神」(あまてらすおおみかみ)＝「天」は前述。 

・「照」＝古代倭語“딸리다”（ddal-li-da）[付く、属する、付いている]の語幹の当て字

である。即ち、「高天原所属（出自）の大神」であり棚田での稲作農耕神。固有名詞では

ないので、何代も何人（神）でも襲名できるし、性別は問わなくて良い。『隋書』に登場

の倭王「阿毎多利思比孤」も同伝。 

   即ち、「阿毎」＝「天（あま・あめ）」、「多利思」＝「照」の事である。 

・「素盞嗚尊」(すさのおのみこと)＝古代倭語“쇠상王”＝（soe-sang）王＝[鉄上(直訳)]

王⇒製鉄王であろう。『後漢書』に登場の倭王 「帥升」も＝“shuai-sheng”⇒“soe-sang”

＝鉄上＝製鉄王のこと。 

・“쇠”（soe）[鉄；真金＜雅＞、金属の総称]『民衆書林・韓日辞典』 

“쇠-”（soe）[“牛の”の意]＝これは意味深で、建速須佐男命の「建速」は「たてはや」
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と読んできたが、「牛頭（ごず）」の当て字か。即ち、素盞嗚尊＝牛頭天王とも。   

職掌名であり何代も何人も襲名し得る。日本書紀の一書に、素盞嗚尊は乱暴狼藉のため

に高天原を追放になり、新羅国の「曽尸茂梨」(そしもり)の処へ行く、とある。 

・曽尸茂梨“쇠씨-머리” (soe-ssi-mori)＝製鉄の頭(かしら＝おさ)の意。 

 殆どの解説が地名の扱いであるが、地名ではなく「製鉄の長(かしら)」の処へ行ったの

である。 

※私は、古代製鐵実験をしてみて解かったが、炉心に湿度は大敵である。送風の空気の中

の僅かな湿度でも高温を得るのと酸化還元の妨げになる。冬の涸れ谷での自然地形利用

製鐡爐（窯）では、棚田の保水は禁物である。従って、水分除去の必要から、保水が命

の神田の畦切りが起きる。平地の水田では畦を切っても然したる困難は無い。棚田であ

るからこそ大問題なのである。又、砂鉄を漱ぐのに大量の水を垂れ流しに使う。稲作用

水確保が大命題の農耕とその生産性を上げるのに必要な鉄器製造が両立できなかったの

である。 

結局は、製鐵側が高天原から追放される。「天照大神の岩屋戸」隠れとは崩御を意味して

いて、八百万の神々が集い「天宇受売命」が裸踊りをして騒ぐ。再び出てくるのは、殯

明けの再生＝後継者の誕生であろう。この時の卜占用の鹿の肩甲骨や儀式の飾り物を「天

香倶山」(前述)で調達する。 

(６)．天孫降臨の地 

  天照大神は高天原から見える「葦原の中つ国」を平定しようとする。低平地の湿原の荒

地が、徐福らの湿地土木技術で治水灌漑排水干拓が進んだ為の争奪戦であろう。中国正

史に云う「倭國大乱」か。 

 「豊葦原の千秋の長五百秋の水穂の国は、我が御子 正勝吾勝勝速日天の忍穂耳の命の

知らさむ国」と。太子忍穂耳の尊の子「天津彦彦火瓊瓊杵尊（邇邇藝命）」を天降りさせ

る。「天の石位を離れ、天の八重多那雲を押し分けて、稜威の道別き道別きて、天の浮橋 

に、   

降り立つ。「天の浮橋」とは、前述の「浮羽」と同義同音の当て字であり、高天原から、

筑紫平野が見渡せる地点に出た、と。 

 天降りした地点は古事記では、「筑紫の日向の高千穂の霊じふる峰」と。日本書紀では、

「日向の襲の高千穂の峰」、「筑紫の日向の高千穂の[木患]触峰」、「日向の襲の高千穂の添    

の山峰」とある。これらを合成して「筑紫の日向の襲の高千穂の櫛触嶽」と最大公約数

的に命名した。これは、水縄連山（耳納山地）の山容・山態の事を言い表わしている。  

＊「筑紫の日向の襲の高千穂の櫛触嶽」 

・「筑紫の日向の」＝うきは市妹川地区の日向。（妹川上学校前の元・日向バス停） 

・「襲の」＝“서”（seo）の＝「西の」(前述 11 頁)。 

・「高千穂の」＝「高」は前述「集（たか）る」の当て字。「千穂」は、水縄連山（耳納山

地）の山頂がノコギリの歯状を呈しているのを「千の穂」と描写。 
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・「櫛触嶽」＝水縄連山（耳納山地）の山腹が、千本の櫛の歯で梳った様相をしている描写

である。「触る」⇒“훑”(ful)＝扱(しご)く(民衆書林・韓日辞典)でもある。 

又、降臨した火瓊瓊杵尊は「膂宍
そじし

の胸 副
むなそう

國」を丘続きに歩いた、ともある。 

・「膂宍の胸副國」＝痩せた動物の背骨（山頂のノコギリの歯状）と肋骨が浮き出た（櫛触

る）様、のことである。水縄連山（耳納山地）の稜線描写であろう。 

※其処で、天津彦彦火瓊瓊杵尊は「此地は韓國に向ひ笠紗の御前にま来通りて、朝日の直

刺す国、夕日の日照る国なり。かれ此地ぞいと吉き地」と詔りたまひて…、と。 

 ここからは、二日市地溝帯の御笠山（宝満山）の御前を引き通して韓國が真正面になる。 

これは、内陸部なのに韓國が見える？と強調している。 

(７)．その他の関連地名 

＊「上津江村・中津江村・前津江村」（大分県日田市）とは…。「高天原」＝筑紫の日向＝

旭日原＝浮羽の後背に張り付いている地名。普通は「上、中、下」と続きそうなもので

あるが、「高天原」に近い方が「下…」では畏れ多いからか、と。 

「津江」＝“뒤”（dwi）後ろ、後、後方の意『民衆書林・韓日辞典』。 

＊「杖立て」（熊本県阿蘇郡小国町）の「杖」も… 

 “뒤-닫”（dwi-dad）＝「後ろ塞ぎ（締める・閉じる）」である。 

「高天原」の後方防衛ラインである。上津江村隣接、杖立て温泉の地。 

＊「十津川村」＝“또-뒤”(tto-twi)村＝「又・津江村」の意である。 

司馬遼太郎著・街道をゆく 12『十津川街道』に≪地名は「遠つ川」であろう、として

いる。奈良盆地の「国中」からみてはるか雲煙のかなた…、と。『保元の乱』にあるよ

うに、平素は世間からわすれさられているが、中央でなにごとか政権を争う合戦がお

こなわれる場合、だれがよぶのか、この「人馬不通」の大山塊から十津川兵が出てく

る≫ 

・「高天原」で一朝事有るときは、「上・中・前津江村」からおっとり刀で出陣したか、と。

即ち、「十津川村」とは、「上・中・前津江村」の移転地名であろう。 

＊「山口」＝「邪馬“끝”(ggeud)」。“끝”(ggeud)＝端、ふち、先、終わり、しまい、はて。

『民衆書林・韓日辞典』。筑後弁に「徒競走」のことを「走りグッチョ」と。この「グッ」

は先頭(一着)決めのことである。 

・山口県は、継体天皇の頃の最大版図か。継体天皇は物部麁鹿火に「磐井を討ったら長門

から西は遣る」と言っている。畿内の勢力範囲は「呉
くれ

」（広島県）までだった、か。 

＊所謂「邪馬臺國」時代の範疇は…(別添付地図) 

①福岡県若宮町山口         ② 〃 筑穂町山口 

③ 〃 嘉穂町山口         ④大分県日田市山口 

⑤福岡県うきは市山口（前津江村＝“뒤”（dwi）後ろ＝高天原後詰め村に隣接） 
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⑥ 〃 八女市星野村山口（中津江村 〃             に隣接） 

⑦ 〃 八女市矢部村山口（上津江村 〃             に隣接） 

⑧熊本県菊水町山口         ⑨ 〃 玉東町山口 

⑩ 〃 玉名市山口         ⑪ 〃 南関町山口 

⑫福岡県大牟田市山口（⑪と隣接）  ⑬佐賀県江北町山口（肥前山口） 

⑭福岡県筑紫野市山口 

※以上、最北端から時計回りで一周が、広義の「邪馬臺國」の範疇か、と。 

＊「狗奴國」との境は、現代の行政区境より熊本県側に食い込んでいる。 

※『記・紀』は天上界を思わせる記述であるが、私が地上のことに引き戻すことに成功し

た。 

『古事記』の読み下し現代語訳は『新訂古事記』武田祐吉訳注、中村啓信補訂・解説 角

川文庫。 

『日本書紀』の現代語訳は、全現代語訳『日本書紀』宇治谷 孟 講談社学術文庫に拠

った。 

                 完 
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