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邪馬台国比定地におきましては今迄畿内大和（奈良纏向）説と多数の比定地を抱える九州説を中

心に様々な説が唱えられてきましたが、問題は『魏志倭人伝』に邪馬台国へ至る里程と日程の二つ

の距離が記されることでありまして、この二つの差があまりにも大きくて全く相容れない様に思え

ることから、殆どの研究者が“両立は不可能”だと判断してしまったわけです。 

それ故研究者が『魏志倭人伝』を間違いとして自説に合わせ都合よく読み替えるようになります

と、邪馬台国はもはや研究者の思い通りの地に比定可能となり、いまや日本全国果ては世界中あち

らこちらに研究者数と同じ程むやみやたらに邪馬台国比定地が乱立してしまいました。 

だが勿論、倭女王卑弥呼が都と為した邪馬台国の所在地は唯一カ所だけに決まっています。 

だから『魏志倭人伝』は正しいはずだと考える私は、里程と日程距離は必ず両立できると信じて

研究を重ねてまいりましたが、この度漸く二つの距離を両立可能とする説を完成しました。 

その結果、なんと邪馬台国の本来の位置がありありと地図上に浮かび上がってきたのです。 

要は『魏志倭人伝』を自分勝手に読み替えたりせずに記載のままを素直に辿れば、我々は必ず倭

国即ち女王国連合の王都（首都）である邪馬台国に辿り着くことができるのです。 

 

Chapter.1 邪馬台国は末蘆国から二千余里の位置に有る 

  

『魏志倭人伝』を読みますと、まずは次のような一節が目に留まります。 

「其の南に狗奴国有り。男子を王と為す。其の官に狗古智卑狗（菊池彦）有り。女王に属さず」 

と、女王国連合即ち倭国及び王都邪馬台国の南に接する敵国の狗奴国（球磨国）について略載した

後、「（帯方）郡より女王国（邪馬台国）に至ること萬二千余里」と記されています。 

じつはこの記載こそが邪馬台国へ至る道程の解釈上、一番のポイントとなる文なのです。 

 

それに対し、帯方郡から邪馬台国へ至る経路上に次々と現われる各国迄の里程は、 

帯方郡から韓国西南沿岸を南に東へと水行し、倭の北岸狗邪韓国に到ること七千余里、 

狗邪韓国にて始めて一海を渡り、一千余里で對馬（対馬）国に到る、 

対馬国から南に瀚（リン）海を渡り、一千余里で一支（壱岐）国に到る、 

壱岐国から又一海を渡り、一千余里で末盧（松浦）国に到る、 

と記されますから、 

ここ迄で里数は 7000＋1000＋1000＋1000＝10000余里となり、 

帯方郡－邪馬台国間の一万二千余里中、一万余里もの里数が既に消費されているのです。 

したがって末蘆国以降、邪馬台国へ至るまでの残りの距離（里数）は、 

帯方郡－邪馬台国間の一万二千余里から帯方郡－末蘆国間の一万余里を引いた、 

12000－10000＝2000となり、たった二千余里しか残っていません。 



するとこの残った二千余里は対馬国－末蘆国間の二千余里と同じ里数となります。 

そこで私は末蘆国を中心に対馬国を通る半径二千余里の円を地図上に描いてみました。 

 邪馬台国はこの円弧上、しかも凡そ対馬国の反対側あたりに必ず在るはずなのです。 

そうするともう、邪馬台国の位置は地図上にだいたい見えてきましたよね。（☟図） 

思えば簡単な足し算・引き算もできずにもがき苦しんできた研究者の如何に多かったことか？ 

  

 

 

上記地図からみて邪馬台国はもう、どうやっても九州北西部圏内にしか納まりません。 

九州から遠く離れた畿内大和に邪馬台国を比定することなどとうてい不可能なのです。 

 

邪馬台国九州説派と致しましても宮崎県西都原の如き南九州や大分県宇佐や別府の如き東九州

に邪馬台国を比定するのはどうやら無理のようです。但し、環濠集落のある佐賀県吉野が里説や安

本美典先生の説く福岡県甘木・朝倉説などは、なんとか許容範囲圏内に入りそうです。 

 



さて、邪馬台国の位置を更に精密に絞り込んでいく為には『魏志倭人伝』の次の記載に、 

末蘆国から東南陸行五百里で伊都国（糸島市前原地区）へ到るとありますので、 

帯方郡－伊都国間は  10000＋500＝10500 であり、 

伊都国－邪馬台国間が 12000－10500＝1500となりますから、 

伊都国－邪馬台国間はもう残りあと僅か千五百里しかありません。 

更にその後に記される陸行と思われる短い里程を付け加えていきますと、 

東南奴国に至ること百里  奴国は福岡市の大部分・春日市・筑紫郡那珂川町辺りに比定 

東行不彌国に至ること百里 不彌国は福岡県福岡市博多区から糟屋郡宇美町にかけて比定 

と記されますので、これらをすべて連続的に辿ると、 

帯方郡－不彌国間が 10500＋100＋100＝10700 よって、 

不彌国－邪馬台国間は 12000－10700＝1300 となり、 

不彌国－邪馬台国間はもう残りあと僅か千三百里しか残っていないのです。 

そうすると邪馬台国は不彌国の直ぐ南にあるはずで、ほぼ上記地図辺りのはずです。 

 

これでめでたく一件落着か？と思いきや、ここで突然『魏志倭人伝』に異変が生じます。 

『魏志倭人伝』は不彌国から先は里程ではなく、いきなり日程距離で記されているのです。 

すると残りたった千三百里のはずが、日程距離で現すと異様に遠く思えるわけです。 

 

南投馬国に至ること水行二十日 

南邪馬台国に至ること水行十日陸行一月 

 

過去の研究者（特に生き返った畿内説派）はこれ等の日程距離を何も考えずただ漠然と連続的に

繋いで、不彌国以降の南水行二十日＋南水行十日陸行一月＝南水行一月＋南陸行一月が、 

不彌国－邪馬台国間の一千三百里 或いは 

伊都国－邪馬台国間の一千五百里 に比べ、 

「あまりにも長すぎて九州南海上に達してしまう」と感じたことからあまりにも短絡的に、 

『魏志倭人伝』の道程記事は間違いと決めつけてきたのが今迄のパターンなのであります。 

 

だが、この判断はぼんやりした感覚だけで為されていることに注意せねばなりません。 

里程の短さと日程距離の長さとの乖離には特異な理由が潜んでいる可能性があるのです。 

そこで今回私が考察した里程と日程距離の関係について今から提示したいと思うのですが、 

その前に『魏志倭人伝』で使われる里程の単位を今ここで明らかにしておく必要があります。 

先ずはこれをしとかないと今後の理論の展開に大きな支障をきたすことになるからです。  

 

Chapter.2 『魏志倭人伝』の一里は 50～100m（中央値で 75m 程） 

 

狗邪韓国－末蘆国間、即ち対馬海峡の渡海距離を三千余里として、伊都国－邪馬台国間がその半

分の千五百里しかないことを認めてしまうと、もうこの段階で邪馬台国畿内説は完全に破綻してい

るのですが、自説を守るに必死であられる邪馬台国畿内説派の皆さま方がこのような致命的見解を

すんなりと受け入れるはずもなく、古代中国にある『文献上』の里程と比較することで、『魏志倭

人伝』の里程記事はまったく信用ならないと主張されているわけであります。 



  

曰く、古代中国の文献上、漢～三国時代～晋代の里程は長里（一里＝425m程）であるから、 

『魏志倭人伝』の記す帯方郡から邪馬台国迄の一万二千余里は、 

12000×425m＝5100000m＝5100㎞程にもなってしまい、帯方郡（現ソウル市辺り）からでは、 

遥か天竺（インド）を越え、大月国（アフガニスタン辺り）よりも遠くまで達してしまう。 

つまり『魏志倭人伝』の里程は現実に即さない５倍程に誇張された数値だと謂うのです。 

 

ところが現実にはすくなくとも帯方郡から狗邪韓国、対馬国、壱岐国、末盧国、伊都国、奴国及

び不彌国辺り迄は地名の遺残と経路上の位置と考古学的所見から比定地が現在の地にほぼ確定し

ており、我々は文献上の長里を一切使うことなく、『魏志倭人伝』特有の里程で記された記事どお

りに辿れば、壱岐や対馬或いは唐津市、糸島市、福岡市、宇美町の如く、現代の日本に実在する比

定地の国々迄、特に問題もなく普通に辿り着けるわけであります。やはり文献上の長里とは長さの

基準が異なる短里という単位が存在すると考えるべきであり、『魏志倭人伝』の里程が文献上の長

里とは異なるからといって、里程記事を全て却下してよい理由にはなりません。 

 

なによりも陳寿が現地情報も一切無しに中国古代文献にある倭国の伝説に則って、司馬懿への忖

度に儒教の理念を加えただけで『魏志倭人伝』を書きあげたとは到底考えられません。 

 

確かに陳寿は先行する『魏略』を知っており、『魏略』の記す倭人自らを太伯の末裔と曰く、の

太伯を太夫と変え隠蔽したのは、魏の仲間になったはずの倭人が敵国呉の民と始祖太伯を共にする

ことを、魏時代から呉を憎む晋国民に知られてしまうのを嫌った可能性が高いです。 

だが『魏志倭人伝』には持齋の話や伊都国の戸万余が千余戸と記されるなど『魏略』には無い或

いは異なる情報も含まれており、陳寿が全てを『魏略』から引用したのではありません。 

 

陳寿は「帯方郡使」が倭国を訪問した際に作成したと思われる【倭国報告書】を参考にして、『魏

志倭人伝』を書き上げたのだと考えられます。たぶん【倭国報告書】で使われていた里程が『中国

古代文献』上の里程（長里）とは長さの単位が全く異なっていたのでありましょう。 

陳寿は魏時代から続く晋都洛陽の官邸に有る書籍庫の奥に眠っていた【倭国報告書】を探し出し

てくると、それをほぼ丸写しにすることで『魏志倭人伝』を書き上げたに違いありません。 

一方の魚豢も又陳寿同様【倭国報告書】の別ヴァージョンを元に『魏略』を著したはずです。 

 

この場合帯方郡使団長の悌儁らは、魏の官邸が洛陽から遣わした中国人官僚だと思われるが、彼

らは倭女王に謁見するという重大な使命を帯びていたので【倭国報告書】を書いている余裕などな

く、実際に【倭国報告書】を書いたのは帯方郡で雇われた朝鮮人使役に違いありません。 

すると朝鮮人使役が中国で使われる里程に精通していたはずもなく、自分らの使っていた里程で

書いたはずです。しかも帯方郡出身の使役自ら対馬海峡の地理に詳しいはずもないのだから、彼ら

は自分達の乗った船を操船していた普段から現地の地理を知り尽くしている海人族から里程など

の対馬海峡の情報を聞き取って、【倭国報告書】に記入していたのでありましょう。 

なにしろ当時は船の走行距離を測定する機械のような便利な物は一切なかった時代ですから、海

人族が自分たちの日頃からの感覚で、対馬海峡の各渡海区間を全て一千余里と考えていたなんてこ

とも極めて有り得る話です。他の里程も悉くこの距離に合わせて書かれたのでしょう。 

 



さて、このような場合には現代の地図上で対馬海峡のそれぞれの渡海区間の距離を実際に測定し

てみれば、『魏志倭人伝』で使われている里程（短里）の本来の距離が解るはずです。 

すると帯方郡使の乗った船が各国の何処の港を使ったかによって、各々一千余里とされる渡海距

離は大幅に変わってきますが、一応現代でも主要港とされる港に想定してみました。即ち、 

狗邪韓国＝韓国金海市 ⇒ 釜山（プサン）港（現代では港町が発展し釜山市となる）、 

對島国 ＝対馬国 ＝長崎県対馬市 ⇒ 厳原（いずはら）港、 

一支國 ＝壱岐国 ＝長崎県壱岐市 ⇒ 郷ノ浦（ごうのうら）港、 

末蘆国 ＝松浦国 ＝佐賀県唐津市 ⇒ 唐津（からつ）港と想定して計測してみたところ、 

狗邪韓国・釜山港から対馬国・厳原港迄が 100㎞程あるのに対し、 

対馬国・厳原港から壱岐国・郷ノ浦港迄が 70㎞程、 

壱岐国・郷ノ浦港から末蘆国・唐津港迄は 50㎞程しかありませんでした。 

但し、韓国－対馬間の最短距離は 50㎞程だから、これ等は全て設定した港により流動的です。 

 

以上より一応結論として各港の渡海区間を全て一千余里に想定した数値を纏めてみますと、 

一千余里は 50～100㎞となります。即ち、一里は 50～100m（中央値 75m程）なのでしょう。 

  

このように『魏使倭人伝』で使われている里程が一里＝50～100m（中央値 75m）だとしたら、『魏

志韓伝』で韓国の面積が『方四千余里』と記されることにも見事に合致しています。 

韓国の総面積は 10万㎢程だから、「方」（注；『三国志』の「方」は四角い土地の一辺の距離

のこと）√100000㎢＝√100000000㎡≒316228m≒300㎞、即ち「方」300㎞程となり、 

「方」四千里は一里＝75mの場合、75m×4000＝300000m＝300㎞で同じく「方」300㎞程になるの

で、一里＝75mで「方」四千余里は実際の韓国の面積とほぼ正確に計算が合っているわけです。 

  

また、対馬国は方四百里（一辺＝30㎞程）と記され、面積は 900～1000㎢程のはずですが、 

現実の対馬は南北二島ある細長い地形で、二島を足して長さ 50㎞、幅 14㎞程だから、面積は 700

㎢程しかないのですが、細長い地形の里程をうまく「方」で表現したと云えるでしょう。 

次に壱岐国は方三百里（一辺＝22．5㎞程）と記されるので面積は 500㎢程のはずだが、現実の

壱岐は面積 140㎢程で直径 12㎞程、方 160里しかないのです。こちらはかなり現実離れしている

が一里が最小の 50mの場合、方三百里で 15㎞なので、なんとか誤差範囲内に入れられます。 

 

以上陳寿は『倭人伝・韓伝』を通じ、一里＝50～100m（平均 75m）を採用しているようです。 

  

Chapter.3 『魏志倭人伝』における里程と日程距離の乖離（ギャップ）と  

『日程距離』の長さをうまく説明可能とした榎一雄の【放射説】 

  

内藤湖南率いる京都大学の邪馬台国畿内説派と白鳥庫吉率いる東京大学の邪馬台国九州説派と

の間で繰り広げられた『邪馬台国論争』は戦時中の混乱期を乗り切ると長い膠着状態に陥りました

が、畿内説派が卑弥呼＝倭迹迹日百襲姫、卑弥呼の墓＝箸墓、卑弥呼の鏡＝三角縁神獣鏡説でほぼ

固定した頃、東京大学の当時の榎一雄教授は画期的な【放射説】を発表しています。 

  



【放射説】では『魏志倭人伝』の記す伊都国以降の道程記事、即ち、 

東南奴国に至る百里 

東行不彌国に至る百里 

南投馬国に至る水行二十日 

南邪馬台国に至る水行十日陸行一月 

の何れもが、伊都国からそれぞれの国へ放射的に直接至る距離だと考えたわけです。 

しかも伊都国から邪馬台国へ至る南水行十日陸行一月は間に（＆ではなく oｒ）を入れて、 

南に水行ならば十日又は陸行ならば一月で至ると読む別々のルートであると云うのです。 

この【放射説】ならば『魏志倭人伝』の長い日程距離でも邪馬台国は九州北部圏内に納まり、 

伊都国－邪馬台国間の千五百里の短い里程（約 110㎞強）ともうまく両立できそうです。 

 

ところで私が【放射説】を信じる理由は道程の途中に投馬国を挟み込む【連続説】には無理があ

るからです。なにしろ不彌国－邪馬台国間はたった千三百里（100 ㎞弱）しかないのだから、この

短い区間に水行一月と陸行一月を全て連続的に挟むことはほぼ不可能です。問題は不彌国－投馬国

－邪馬台国の順に記されるからこの順に国が並ぶと考えている研究者が多いことで、この先入観に

固執するあまり如何なる説をも成立不能とした挙句、『魏志倭人伝』が間違っていると言い出すく

らいなら、こんな根拠不明な先入観は捨ててしまった方が余程ましでしょう。 

元々『魏志倭人伝』の道程記事は伊都国迄が連続的に記されているようだから、伊都国以降も連

続的に記されているに違いないと漠然と思い込んでいるだけであって、べつに連続的に読まねばな

らない決まりがあるわけではないのだから、放射的読み方も十分許されると思います。 

また対馬国が對馬国の略字であることからも、投馬国は薩摩国を蔑字で書いた殺馬国の略字であ

る可能性が高いが、九州南端に在る薩摩国よりも南に邪馬台国を置くと其処にはもはや島しかなく

なり、狗奴国を置く場所も見つからず、更には里程が千三百里を大幅に超えてしまうことからも、

邪馬台国が実在するためにはどうしても『魏志倭人伝』の道程記事が放射的に書かれている必然性

があるのですが、逆に【放射説】で読めば今迄の疑問が全て氷解するわけです。 

 

一方で【放射説】が成立する根拠は榎教授自らの説明によると、「到る」が「至る」になり、記

載順が方向－距離－国から方向－国－距離となるように、伊都国の前後で記載方式が変わっている

のは、陳寿が伊都国以降の記載方法を連続的から放射的へと変えた為だと云うのです。 

榎教授がそう考えた理由は、伊都国が郡使往来常所駐と記されることからも帯方郡使は来倭後そ

のまま伊都国に駐留し、それ以降の国へ実際には行っておらず、伊都国に居ながらにして倭人から

の伝聞を基に伊都国以降の道程記事を書いたからだとしています。だから伊都国以降の道程は全て、

当時帯方郡使の居た伊都国を中心に放射的に書かれることになったと云うのです。 

 

この榎教授の説明に対し、橋本増吉教授や古田武彦氏の如く、自らも邪馬台国九州説派ながら放

射説にだけは絶対反対する派の反論によりますと『魏志倭人伝』には実際に、 

正始元年、帯方太守弓遵は建中校尉梯儁らを遣わし、詔書・印綬を奉じて倭國に詣で、 

倭王に拜假（皇帝の代わりに謁見）し、詔を齎し、金帛・錦ケイ・刀・鏡・采物を賜う。 

とはっきり記されるから、梯儁らの帯方郡使は確かに邪馬台国を訪問して卑弥呼に謁見しており

（普段人前に顔を出さない卑弥呼もこの時ばかりはさすがに魏の正使に会ったらしい）、榎教授の

言う「帯方郡使は邪馬台国を訪問していない」論は成立しないと切り捨てています。 

  



この反論に榎教授はどうやら回答に窮したらしいので、代わりに私が答えましょう。 

  

私は邪馬台国に行かず伊都国で倭国報告書を書いていた帯方郡使は実在したと考えています。 

 

但し、彼らは正始元年（AD240）に実際に邪馬台国へ詣で卑弥呼に謁見した魏の正使梯儁らでは

なく、その前年の景初三年（AD239）に難升米らの倭使を送還するために遣された代表の名も記さ

れない仮の魏使節団であり、倭国調査隊も兼ねた初代「帯方郡使」だったと考えられます。 

 

私は卑弥呼の魏朝献年を『魏志倭人伝』の記載どおりに景初二年（AD238）と考えていますが、

同年十二月に倭使と謁見した明帝が翌年正月に急死すると景初三年の魏は国喪となった為、年内に

正使を派遣できなくなり、悌儁らの倭国派遣は翌年の正始元年へと持ち越されたわけです。 

だが難升米らの倭使は一刻も早く帰国し明帝から【親魏倭王】に制証されたと卑弥呼に報告する

義務があり、戴いた大量の下賜品の明細が付された録も届けねばならなかったので、魏も倭使を一

年間も洛陽に無為に留め置くわけにもいかず、景初三年中に帰国させたはずなのです。 

また倭使の貢献途上時に魏は公孫淵と交戦中でしたから、帯方太守劉夏が官吏を遣わし、海上ル

ートを使って襄平の戦火を避け、倭使を洛陽迄引率したのであるが、倭使の帰還時も遼東周辺海域

では呉海軍が活動し、張持と高慮らの遼東守備隊も襲われているので、倭使は当然洛陽から官吏に

引率され、今度は危険な海辺を避け、内陸ルートで帯方郡に至ったに違いありません。 

 

官吏による倭使の引率は帯方郡迄で、それ以降の倭使送還は「帯方郡使」に託されましたが、倭

国調査隊を兼ねる仮の「帯方郡使」は伊都国の港迄直接船で行く方が遥かに早く着くのに、わざわ

ざ手前の末蘆国で呼子港辺りに上陸すると、草木繁茂し、行くに前に人を見ずと称される程の悪路

をたぶん帰還する倭使に案内され、伊都国迄の五百里を十日程かけて陸行しつつ、倭国の風景や倭

人たちの風俗を鑑賞・観察して、【倭国報告書】に書き込んでいたようです。 

これがもし悌儁ら魏の正使ならば、倭王に賜る証書や印綬及び大量の賜遺の品を抱えたまま、そ

れ等を痛めるか失う危険性の高い悪路の長距離陸行など決して行わなかったことでしょう。 

 

伊都国迄帰還した倭使はその後一大率に託され、王都・邪馬台国へ無事送還されたと思われるが、

倭使を伊都国まで送還してきた魏の正使ではない仮の「帯方郡使」は、立場上王都には行けないの

でそのまま伊都国に駐留し、伊都国と周囲の国々を往来しながら倭国に関する情報を収集して回り、

収集した情報に基づいて書かれた【倭国報告書】を帯方郡迄持ち帰ると、魏都洛陽にも転送されて

官邸の書籍庫に収められ、正使悌儁らの派遣時にも役立てられたようです。 

 

つまり『魏志倭人伝』の伊都国条に記される郡使の往来常に駐所の往来とは今迄、帯方郡使の伊

都国と邪馬台国との往来のことだと考えられてきたが、これを書いた初代帯方郡使は邪馬台国に実

際には往来しておらず、彼らがのちに邪馬台国と往来することになる悌儁や張政の話を書くはずも

ないのだから、この郡使の往来常に駐所の文は、彼ら初代帯方郡使が倭使送還後、伊都国に駐留し

ながら周囲の国々と往来していた自らの体験談を書いたものに違いありません。 

  

Chapter.4 伊都国から邪馬台国へ至る南水行十日陸行一月の経路 

 

https://ameblo.jp/makoto-kodama/entry-12216646157.html


私は【放射説】の立場から伊都国から邪馬台国へ至る行程は陸行と水行の二種類あると考えます

が、できるだけ現代人の主観を外し弥生人の視線から辿ってみたところ、伊都国から南に水行する

には長崎半島を大きく回り込む必要があると気付きました。だから伊都国－邪馬台国間は里程から

の算出ではたった千五百里（112.5㎞程）しかないのに水行で十日もかかるわけです。 

また陸行千五百里に一月かかる理由は、唐代の『六典』に歩行一日五十里とあることからも、馬

のいない倭国内の歩行千五百里には 50×30＝1500、つまり一月を要すると計算されます。 

 

これ等の条件を基にそれぞれの陸行と水行の里程と日程を書き込んだのが☟記地図であります。 

 

 



 

〇 末蘆国から伊都国へ至る東南陸行五百里（要十日） 

〇 伊都国から邪馬台国へ至る南陸行一月（一千五百里） 

○ 伊都国から邪馬台国へ至る南水行十日（1500里×π≒4712里≒5000里 周旋五千里可） 

〇 伊都国から薩摩国⇒蔑字で殺馬国⇒略字で投馬国へ至る南水行二十日 

  

この行程では邪馬台国へ至る里程の短さと日程距離の長さが矛盾なく両立されています。 

 

【放射説】によりますと南水行十日は伊都国から邪馬台国に直接至る水行行程となりますが、こ

れは最初及び途中で刻々と変わる船の方角は考えずに、最終的に南に至る行程のことです。 

なにしろ、伊都国の南は直ぐに山となっておりますので、直接南へは水行できません。 

つまり水行の場合は必ず海岸に沿って、東回りか西回りで進む必要があるのですが、上記地図か

らも解りますように東回りでは相当遠回りとなるので、必ず西回りしたことでしょう。 

 

但し、邪馬台国九州説派の中には道程記事をすべて連続的に読み、不彌国から先の水行行程を御

笠川・宝満川経由で、筑後川を下る河川行と主張する方がけっこう大勢おられるようです。 

彼らは例えば投馬国を久留米に比定し、不彌国－久留米間が河川行二十日、久留米－柳川間を沿

岸行十日とするなど人により様々ですが、総じて日程距離を異様に短く設定しています。 

だが、現実の御笠・宝満川上流部は現在高速道路が通っており、大宰府～鳥栖間を走ったことが

ある方なら、あの辺がかなりアップダウンのきつい峠であるのを実感されることでしょう。 

同地は背振山系から英彦山系へ移り変わる山塊の狭まった峠であり、御笠・宝満両河川ともに大

宰府辺りでか細い渓流となり、東に折れ曲がり宝満山の水源に向かって消えていきます。 

私は長年御笠川や宝満川下流の畔に住んで双方を車で頻繁に往来しており、又渓流釣りが趣味な

ものでこの辺の実情は知り尽くしています。基本船で峠越え出来るはずがありません。私に言わせ

れば水行行程を河川行で峠越えさせる説は、現地を全く知らない都会人が机上で地図を見ながら道

程記事に当て嵌めただけの、まさに机上の空論と呼ぶに相応しい説と言えるでしょう。 

当時の水行はほぼ沿岸行のことであり、河川に入る場合も中下流域に限られていたはずです。 

 

では私は今から弥生人になって、伊都国から邪馬台国へ水行で辿ってみたいと思います。 

先ず伊都国の港を出港した船は西に向かって海岸沿いを水行していき、平戸瀬戸を通過すると南

下に転じて長崎半島を大回りし、野母崎を掠めた後は東に向かって天草灘を通過、早崎瀬戸を越す

と雲仙嶽を左に見ながら島原湾を通過、有明海に入ると遠浅で干潟の海を北上しつつ、汐待しなが

ら対岸に向かいゆっくりと横断していき、邪馬台国の海岸に到ると矢部川を遡上し、当時から船着

き場が在ったはずの船小屋へ至る周旋五千里可、十日の水行行程が考えられます。 

船小屋からなら卑弥呼の居城が在ったと思われる女山の麓までもう残り僅か３㎞程です。 

    

あともう一航路、伊都国から南投馬国へ至る水行二十日の行程ですが、邪馬台国へ至る行程と同

様に伊都国を出港した船は西に向って進み、平戸瀬戸を通過すると九州西海岸沿いを連続して南下、

野母崎からこの度は天草灘を東に進まず、天草諸島に沿って更に南下を続け、薩摩半島を阿久根か

ら枕崎まで南下すると漸く東進開始、開聞岳～指宿を回り込み錦江湾に入ると北上に転じた船は桜

島を右手に見ながら投馬国＝現在の鹿児島市辺りの海岸に至る行程が考えられます。 

この投馬国へ至る航路は邪馬台国への航路の二倍程あるので、南水行二十日も又順当です。 



 

もちろん帯方郡使はこれら二つの水行航路を実際に辿ったわけではありません。 

この二つの水行行程は共に帯方郡使が伊都国で一大率辺りの倭人から伝聞した話なのです。 

何故なら船で末蘆国の港に入港後上陸し東方へ数百里も陸行した帯方郡使が、伊都国や不彌国に

至った途端、今来たばかりの行程を逆行する航路を採るはずは絶対に無いからです。 

しかもこれらの航路は倭国の敵国狗奴国の領海をも横切るもので、時には一旦敵地に寄港更には

上陸する可能性もあるのだから、倭国関係者にとってはかなりの危険を伴う航路でした。 

帯方郡使を案内するに普通こんな危険な航海はせず、安全な倭国内陸行を選択したはずです。 

  

私は弥生時代を安曇族、住吉族、宗像族などの海人族が活躍した時代だと考えています。 

当時の人々は海人族の船に乗り、倭と韓国、及び周囲の島々を日々市糴していたのでしょう。 

当時から既に現代の海運会社の船便のようなものがあったのではないかと想像され、卑弥呼の魏

朝献時、帯方郡使来倭の際にも海人族の船便が利用されたのではないでしょうか？ 

 

海人族とは基本無国籍の商船・漁労を司る団体であり、倭国と狗奴国間の如き敵国間も区別なく

運航し、時には中国本土の会稽辺り迄商売の為に到来しており（『呉志』黄龍二年条参照）、東シ

ナ海を渡り直接中国へ赴く時は距離が長くて危険なので、験を担ぎ持齋を立てました。 

帯方郡使が伊都国に於いて投馬国の官名から戸数、更には敵国である狗奴国の王名や官名迄をも

知り得たのは、伊都国役人が馴染みの海人族から多様な情報を仕入れていたからでしょう。 

海人族は戦国の世になると海賊と化して各海域で大暴れし、中国では倭寇と呼ばれました。 

 

次に伊都国から邪馬台国へ至る陸行行程ですが、景初三年（AD239）に来倭後伊都国に駐留し、

倭国報告書を書いていた仮の帯方郡使に対し、正始元年（AD240）に来倭した悌儁ら魏の正使は、

王都邪馬台国に詣で倭王に謁見するという重大な使命を帯びていたので、末蘆国には上陸せずに直

接伊都国に入港後、賜遺の物を荷揚げして一大率に搜露させると同時に案内役を頼み、彼らの部下

に荷を担いで貰うと長い隊列を組んで、共に千五百里を一月かけて陸行したようです。 

 

ところで先程も書いたように唐代の『六典』に歩行一日五十里と記されることからも、伊都国か

ら邪馬台国へ至る陸行一月は歩行で一千五百里となるのだが、もともと歩行一日五十里は中国里＝

長里（一里＝425m程）での話であるのに対し、倭国の里程は長里より大幅に短い短里（一里＝75m

程）なのだから、歩行一日五十里は倭国内では成立しない可能性があります。 

この件について私が考えるには、大陸の中国には広大な草原や砂漠が拡がっており、歩行に支障

を来さない場所が多いから、長里で一日 425m×50里＝21250ｍ≒21㎞以上も歩けるのに対し、倭

国内は山や谷だらけで、しかも森林や藪に覆われるから歩行による移動は極めて困難であり、山越

し、藪漕ぎ、崖の上り下りやへずり、川の渡渉、谷の遡行などに膨大な時間を要するため、短里で

も一日 50里×75m＝3750m、即ち一日 3.75㎞程しか歩けないことになるわけです。 

つまり実距離は中国より大幅に短いが、倭国内でもやはり歩行一日五十里が成立しそうです。 

また、伊都国－邪馬台国間の陸行一月は 3.75㎞×30日＝75m×1500＝112.5㎞程となるはずです

が、現在の地図上で平原王墓－女山神籠石間の距離を計測してみると 97.3㎞でした。 

これについては、現代の自動車道は山を削って直線化され、トンネルも通っており、更に川には

橋が掛けられているが、弥生時代の歩道には橋もトンネルも無く、曲がりくねった山越し道だらけ

だっただろうから、当時の道のりは現代よりもかなり長かったであろうと考えられます。 



すると現在の糸島市の平原遺跡からみやま市瀬高町の女山史跡へ至る自動車道 97.3㎞程が、 

弥生時代の伊都国に在った一大率の設営地から邪馬台国の卑弥呼の居城辺り迄の歩道千五百里＝

112.5㎞程と同等であることは、十分に適合する数値と云えるでしょう。（☟地図） 

 

魏の正使・悌儁らの「帯方郡使」が辿った伊都国から邪馬台国へ至る南陸行一月。 

 

 

Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ 

 

じつは私、【放射説】が大正解だとは思っておらず、オリジナルの別説を考えています。 

例えば【放射説】では奴国と不彌国は伊都国から邪馬台国へ至る経路上には無く、帯方郡使はこ

の二つの国には行っていないとしますが、通説の如く奴国が須玖岡本、不彌国が宇美町だとしたら、

平原王墓－須玖岡本間が 25㎞程、平原王墓－宇美町間が 31㎞程なのに対し、五百里とされる呼子

－平原王墓間は 45㎞程なので、その半分以上も距離があるこの二区間を共に 1/5の百里と見做す

ことは困難です。つまり放射説はどうやら奴国と不彌国に関しては成立しません。 

私は景初三年派遣の（仮の）帯方郡使は倭国滞在中ずっと伊都国に屯していたわけではなく、伊

都国と周囲国を往来し、少なくとも奴国と不彌国には行っていただろうと考えています。 

その根拠として奴国と不彌国にそれぞれ百里の里程の記載があることが挙げられます。 

『隋書』倭伝に倭人は里数を知らず、ただ日を以て計るのみとあることからも日数でしか距離を

示せない倭人からの伝聞では、例えば投馬国のように里程が記されるわけがないわけです。 

私は帯方郡使が奴国は吉武高木遺跡、不彌国は住吉神社辺りで里程を計測したと考えており、実

際に平原王墓－吉武高木、吉武高木－住吉神社を地図上で測定すると共に 12㎞程あります。 



本来一里は最大 100mなので百里は最大 10㎞だから 12㎞だと超えてしまうのだが、この 12㎞を

伊都国－奴国間及び奴国－不彌国間の百里と見做すのはなんとか可能な範囲内と考えます。 

 

私の想像では当時不彌国王は筒男三神を祀る海人族住吉族の王が務めており、彼らの祭祀の場で

ある住吉神社は弥生時代には海辺だった現在地に既に建てられていたと考えられます。 

初代帯方郡使は倭使を伊都国迄送還すると、もう責任を七割方果たしたので気が楽になって、あ

とは観光気分となり、使役の一部は王都邪馬台国へ行けないぶん、当時倭国の観光名所だったと思

われる住吉神社のある不彌国まで、来倭の記念に足を延ばしたのではないでしょうか？ 

但し、この行動は私的な感が強いので申し訳ないと思ったのか、それ迄記していた情景などの描

写は極力省いて、戸数・道里と官名だけを淡々と【倭国報告書】に記入したようです。 

 

さて、私は当時の倭国の道は粗悪だったと書きましたが、確かに普段あまり使われない末蘆国か

ら伊都国へ至る間道は粗悪だったに違いないが、伊都国から邪馬台国に至る道路は当時の倭国にお

ける主要幹線道路のはずなので、当時としてはかなり整えられた道路だったと思われます。 

道路沿いには倭国を構成する小国が数多く所在し（上記地図）、後世における街道と宿場町のよ

うなものを形成しており、要所毎に旅籠や茶屋などが建ち並んでいたと思われます。 

そうなると二万戸の大国・奴国や当時倭国の観光名所だった住吉神社のある不彌国も又、この街

道沿いに在ったに違いないと考えられます。人の集まる経路上に街道は出来るからです。 

 

つまり伊都国から奴国、不彌国にかけての陸行は連続的であり、その後も全て連続的だと思われ

ます。私の唱える【反時計回り連続説】によるとこの街道は伊都国から奴国、不彌国を経由した後、

烏奴（大野）國、支惟（基肄）國、対蘇（鳥栖）國、蘇奴（三潴）國、呼邑（黒木）國を次々に経

由したあと、終に倭国の王都である邪馬台（山門・ヤマト）國に到着します。 

たぶん悌儁らの帯方郡使と一大率による伊都国から邪馬台国への陸行行程は大勢の役人と多量

の荷物を抱えた荷役たちが長い隊列を組んでの行程だったと思われるから、頻繁に休憩を要し、夜

毎に旅籠で宿泊もするわけで、筑後川などの大河を渡るときには船も必要であり、しかも風雨の強

い日には停滞・停泊を余儀なくされたであろうから、一月は必ず要したと思われます。 

或いは魏の正使である悌儁らは邪馬台国へ至る街道上の各宿場で当地の小国王と面会し、手厚い

歓迎を受けたであろうことを考えると、この行程は魏の正使に対する“おもてなし道中”でもあり、

例え街道が十分整えられていても、やはり陸行に一月は掛かったに違いありません。 

 

つまり『魏志倭人伝』に里程が記される陸行行程は全て連続的であり、不彌国－邪馬台国間には【反

時計回り連続説】で記される小国数国が存在し、放射的に読むべき行程は帯方郡使が伊都国にて伝

聞したと思われる伊都国－邪馬台国間と伊都国－投馬国間の水行行程だけとなります。 

 

 

兒玉 眞 ブログ 【邪馬台国探訪】URL；https://ameblo.jp/makoto-kodama 

HP【邪馬台国問題に決着をつけるサイト】URL；https://makoto-kodama.amebaownd.com/ 
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