邪馬臺国の位置想定（自説） の位置想定（自説） 位置想定（自説）

谷浦（ID 10391）

1.はじめに
最近奈良県桜井市纏向遺跡で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、神殿跡で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、から古墳時代への移行期の特徴が表れ、古墳時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、への位置想定（自説） 移行期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 特徴が表れ、が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、表れ、れ、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、
卑彌呼の時代と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿の位置想定（自説） 時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿していると合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿の位置想定（自説） 報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、ありました。この位置想定（自説） こと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿は邪馬臺国の位置想定（自説） が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、この位置想定（自説） 地にあったとする畿にあったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿する畿
内説派が大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大たようで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、す。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大の位置想定（自説） 内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大は作品（箸墓幻想）の位置想定（自説） 中で「邪馬臺国論争は大で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、「邪馬臺国論争は大邪馬臺国の位置想定（自説） 論争は大は大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大
きく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置つの位置想定（自説） 論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、ある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置の位置想定（自説） 解釈に基づいて邪馬臺国の位置に基づいて邪馬臺国の位置づいて邪馬臺国の位置想定（自説） の位置想定（自説） 位置
を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大文献学的に想定しようとする方法。もう一つはあくまでも考古学的な発見を積み重ねることによっに想定しようと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿する方法。もう一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置つはあく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、も考古学的に想定しようとする方法。もう一つはあくまでも考古学的な発見を積み重ねることによっな発見を積み重ねることによっ発見を積み重ねることによっを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大積み重ねることによっみ重ねることによっ重ねることによっねること合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿によっ
て邪馬臺国の位置想定（自説） の位置想定（自説） 位置を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大実証しようとする方法である。」と述べています。小生は考古学的実証による方しようと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿する方法で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、ある。」と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿述べています。小生は考古学的実証による方べています。小生は考古学的に想定しようとする方法。もう一つはあくまでも考古学的な発見を積み重ねることによっ実証しようとする方法である。」と述べています。小生は考古学的実証による方による方
法に期の特徴が表れ、待する立場ですが、魏志倭人伝の原文と翻訳文を読むべきと考えるに至りました。魏志倭人伝する立場ですが、魏志倭人伝の原文と翻訳文を読むべきと考えるに至りました。魏志倭人伝で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、すが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、魏志倭人伝の位置想定（自説） 原文と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿翻訳文を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大読むべきと考えるに至りました。魏志倭人伝むべきと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿考えるに至りました。魏志倭人伝りました。魏志倭人伝
の位置想定（自説） 書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置き出しで倭国の地理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬しで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、倭国の位置想定（自説） の位置想定（自説） 地にあったとする畿理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬地にあったとする畿形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、「邪馬臺国論争は大山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬により国の位置想定（自説） や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬まちを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大つく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置っている」と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿記述べています。小生は考古学的実証による方されており、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、邪馬
臺国の位置想定（自説） や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬１００あまりの位置想定（自説） 国の位置想定（自説） が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、九州内ににだけ点在していたとはとても思えません。していたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿はと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿ても思えません。えません。魏の位置想定（自説） 使節団が遠路が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、遠路

はるばる倭国の位置想定（自説） を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大訪れたのは、倭国の地理と習俗と国家の王権体制の調査だった思われますれたの位置想定（自説） は、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、倭国の位置想定（自説） の位置想定（自説） 地にあったとする畿理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿習俗と国家の王権体制の調査だった思われますと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿国の位置想定（自説） 家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大の位置想定（自説） 王権体制の調査だった思われますの位置想定（自説） 調査だった思われますだった思えません。われます。
そこで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、素人な発見を積み重ねることによっが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、ら古墳時代への移行期の特徴が表れ、魏志倭人伝を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大調べてみ重ねることによっようと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。い至りました。魏志倭人伝りまた。種々の解説書を閲覧した結果、かなりの位置想定（自説） 解説書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大閲覧した結果、かなりした結果、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、かな発見を積み重ねることによっり
疑問点が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、生じてきたの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、以下に小生なりに疑問点を記載してみました。に小生な発見を積み重ねることによっりに疑問点を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大記載してみました。してみ重ねることによっました。

2.大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大規模外交使節団が遠路
１）帯方郡から狗邪韓国から古墳時代への移行期の特徴が表れ、狗邪韓国の位置想定（自説） 
魏志倭人伝と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿は三国の位置想定（自説） 志魏書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置の位置想定（自説） 東夷伝倭人の位置想定（自説） 条のことだとほとんどのかたはご存知だと思います。原の位置想定（自説） こと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿だと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿ほと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿んどの位置想定（自説） かたはご存知だと思います。原存知だと思います。原だと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。います。原
本では「邪馬壹国」とあり邪馬臺国はなかったという文献も見られますが、本当にそうでしょうか。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は「邪馬臺国論争は大邪馬壹国の位置想定（自説） 」と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿あり邪馬臺国の位置想定（自説） はな発見を積み重ねることによっかったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿いう文献も見を積み重ねることによっら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れますが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、本では「邪馬壹国」とあり邪馬臺国はなかったという文献も見られますが、本当にそうでしょうか。当にそうでしょうか。にそうで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。

後漢書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置東夷伝には「邪馬臺国論争は大邪馬臺国の位置想定（自説） 」、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、隋書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置倭国の位置想定（自説） 伝で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は邪靡堆。則魏志所謂邪馬臺者也」と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿あり
元々の解説書を閲覧した結果、かなりは魏書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、も邪馬臺国の位置想定（自説） だったこと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、わかります。
西晋の陳寿が魏の様々な書物の位置想定（自説） 陳寿が魏の様々な書物が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、魏の位置想定（自説） 様々の解説書を閲覧した結果、かなりな発見を積み重ねることによっ書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置物 （魚豢編纂の魏略や王沈の魏書）の位置想定（自説） 魏略や王沈の魏書）や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬王沈の魏書）の位置想定（自説） 魏書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置） を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大引用した言われています。陳した言われています。陳われています。陳
寿が魏の様々な書物はもと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿もと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿倭国の位置想定（自説） へ行ったこと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿もな発見を積み重ねることによっく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 予備知だと思います。原識があったとも思えないから、正史と言われていますが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿も思えません。えな発見を積み重ねることによっいから古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 正史と言われていますと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿言われています。陳われています
が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、かな発見を積み重ねることによっり想像を巡らして書かれたものと考えられます。「帯方郡より倭国へ行くには沿岸に沿って水を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大巡らして書かれたものと考えられます。「帯方郡より倭国へ行くには沿岸に沿って水ら古墳時代への移行期の特徴が表れ、して書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置かれたもの位置想定（自説） と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿考えら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れます。「邪馬臺国論争は大帯方郡から狗邪韓国より倭国の位置想定（自説） へ行く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置には沿岸に沿って水に沿って水
行し、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、韓国の位置想定（自説） （馬韓）を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大経てしばらく南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はてしばら古墳時代への移行期の特徴が表れ、く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はへしばら古墳時代への移行期の特徴が表れ、く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はんで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、その位置想定（自説） 北岸に沿って水の位置想定（自説） 狗邪韓国の位置想定（自説） に着く。この間はく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置。この位置想定（自説） 間はは

約七千里で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、ある。」（図１参照）疑問はその位置想定（自説） 距離表れ、現です。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、す。この位置想定（自説） 間はすべて船による移動です。による移動です。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、す。そ
の位置想定（自説） 時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、航海測量技術がどの程度発達していたのかわからないですが、船上からでは測定は不可でしょが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、どの位置想定（自説） 程度発達していたのかわからないですが、船上からでは測定は不可でしょしていたの位置想定（自説） かわから古墳時代への移行期の特徴が表れ、な発見を積み重ねることによっいで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、すが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 船による移動です。上からでは測定は不可でしょから古墳時代への移行期の特徴が表れ、で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は測定は不可でしょで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょ
う。この位置想定（自説） 距離の位置想定（自説） 単位[里]は陸路で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 は 意味がありますが。ではが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 あ りますが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 。 で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 は どの位置想定（自説） ようにして距離を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大 測 っていたの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、
しょうか。邪馬臺国の位置想定（自説） に関する種々の文献は、小生の知る限りこの疑問について触れていないように思する種々の解説書を閲覧した結果、かなりの位置想定（自説） 文献は、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、小生の位置想定（自説） 知だと思います。原る限りこの疑問について触れていないように思りこの位置想定（自説） 疑問について触れていないように思れていな発見を積み重ねることによっいように思えません。
います。魏や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬西晋の陳寿が魏の様々な書物で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は長里で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、はな発見を積み重ねることによっく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置短里を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大使用した言われています。陳していたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿解釈に基づいて邪馬臺国の位置を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大している文献も見を積み重ねることによっ受けられます。けら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れます。当にそうでしょうか。
然ながら魏志倭人伝も短里を使用していたでしょう。な発見を積み重ねることによっが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、ら古墳時代への移行期の特徴が表れ、魏志倭人伝も短里を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大使用した言われています。陳していたで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。当にそうでしょうか。時の位置想定（自説） 船による移動です。はおそら古墳時代への移行期の特徴が表れ、く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置帆船による移動です。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、数人で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、オール（櫂）
を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大使って航行していたはずで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、す。（図３参照）速い海流や季節によって吹く向きが変わる風の影響でい海流や季節によって吹く向きが変わる風の影響でや地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬季節によって吹く向きが変わる風の影響でく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置向きが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、変わる風の影響でわる風の影響での位置想定（自説） 影響でで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、
目的に想定しようとする方法。もう一つはあくまでも考古学的な発見を積み重ねることによっ地にあったとする畿まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、直線的に想定しようとする方法。もう一つはあくまでも考古学的な発見を積み重ねることによっに航行で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、きたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿はと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿ても思えません。えません。大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大 変わる風の影響でな発見を積み重ねることによっ航海だったで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。過去に帯方郡かに帯方郡から狗邪韓国か
ら古墳時代への移行期の特徴が表れ、狗邪韓国の位置想定（自説） まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は陸路で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、行った可でしょ能性があるので、その里程を使用したかも知れません。が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あるの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、その位置想定（自説） 里程を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大使用した言われています。陳したかも知だと思います。原れません。
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２）狗邪韓国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、末盧国の位置想定（自説） 
当にそうでしょうか。時の位置想定（自説） 古代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、中で「邪馬臺国論争は大国の位置想定（自説） の位置想定（自説） 天文知だと思います。原識があったとも思えないから、正史と言われていますに星座、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、特に北極はあったでしょう。しかし夜間の航行はしなかったとはあったで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。しかし夜間はの位置想定（自説） 航行はしな発見を積み重ねることによっかったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿
思えません。います。日中で「邪馬臺国論争は大で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は太陽を方角を知る手がかりにしたと思われますが、季節によって上る位置が変わを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大方角を知る手がかりにしたと思われますが、季節によって上る位置が変わを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大知だと思います。原る手がかりにしたと思われますが、季節によって上る位置が変わが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、かりにしたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。われますが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 季節によって上からでは測定は不可でしょる位置が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、変わる風の影響でわ
りますの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、方角を知る手がかりにしたと思われますが、季節によって上る位置が変わにずれが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、生じるで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。
末盧国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 陸行は現です。在していたとはとても思えません。と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿違い道路が整備されて続いていたとは思えません。山に遮られて谷や川い道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿路が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、整備されて続いていたとは思えません。山に遮られて谷や川いていたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿は思えません。えません。山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬に 遮られて谷や川ら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れて谷や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬川
を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大蛇行しな発見を積み重ねることによっが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、ら古墳時代への移行期の特徴が表れ、行ったで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうし行き止まりになった場所もあったと思われます。海岸沿いを行けばまりにな発見を積み重ねることによっった場ですが、魏志倭人伝の原文と翻訳文を読むべきと考えるに至りました。魏志倭人伝所もあったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。われます。海岸に沿って水沿いを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大行けば
断崖に突き当り通行出来なかったでしょう。何故、に突き当り通行出来なかったでしょう。何故、き当にそうでしょうか。り通行出しで倭国の地理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬来なかったでしょう。何故、な発見を積み重ねることによっかったで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。何故、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 船による移動です。の位置想定（自説） 航行距離に里を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大使用した言われています。陳したの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。何故
倭国の位置想定（自説） に入ってからってから古墳時代への移行期の特徴が表れ、 水行二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置十日や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬水行十日陸行一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置月 の位置想定（自説） 表れ、現です。が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、出しで倭国の地理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬てく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置るの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。これについて
は、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、中で「邪馬臺国論争は大国の位置想定（自説） の位置想定（自説） 歴史と言われています書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置に倭人は里程を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大測るすべを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大持たず、すべてある距離を行くのに何日費やしたかで表たず、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、すべてある距離を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大行く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置の位置想定（自説） に何日費やしたかで表や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬したかで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、表れ、
現です。していたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿あります。
「邪馬臺国論争は大帯方郡から狗邪韓国から古墳時代への移行期の特徴が表れ、倭国の位置想定（自説） へ行く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置には海岸に沿って水沿いを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大水行し」の位置想定（自説） く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置だりで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬はりこの位置想定（自説） 七千里は日数で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、表れ、現です。すべ
きで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置日の位置想定（自説） 水行距離を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大何里と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿していたの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。夜通し水行したり陸行したと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿は考えら古墳時代への移行期の特徴が表れ、
れな発見を積み重ねることによっいから古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、おそら古墳時代への移行期の特徴が表れ、く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置 夜明けから日没までを一日の移動距離けから古墳時代への移行期の特徴が表れ、日没までを一日の移動距離まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置日の位置想定（自説） 移動です。距離 と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿していたの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。そして「邪馬臺国論争は大一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置
海を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大渡って一千余里で對海国（対馬）に至る」から「一大国（壱岐）から一千余里で末蘆国に至る」って一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置千余里で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、對海国の位置想定（自説） （対馬）に至りました。魏志倭人伝る」から古墳時代への移行期の特徴が表れ、「邪馬臺国論争は大一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大国の位置想定（自説） （壱岐）から古墳時代への移行期の特徴が表れ、一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置千余里で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、末蘆国の位置想定（自説） に至りました。魏志倭人伝る」
まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大 それぞれ一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置日で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、航行したかった で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。魏の位置想定（自説） 船による移動です。は航海には不向きで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、途中で「邪馬臺国論争は大停泊する島もなする島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬もな発見を積み重ねることによっ
く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、荒波で海流も速かったため相当無理をしたことは容易に想像できると思います。魏志倭人伝にはで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、海流や季節によって吹く向きが変わる風の影響でも速い海流や季節によって吹く向きが変わる風の影響でかったため相当にそうでしょうか。無理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大したこと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿は容易に想像できると思います。魏志倭人伝にはに想像を巡らして書かれたものと考えられます。「帯方郡より倭国へ行くには沿岸に沿って水で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、きると合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。います。魏志倭人伝には
難升米たちが朝貢した際、明帝から「遠くから苦労して朝貢してきたと労をねぎらった」とあるようたちが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、朝貢した際、明帝から「遠くから苦労して朝貢してきたと労をねぎらった」とあるようした際、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、明けから日没までを一日の移動距離帝から「遠くから苦労して朝貢してきたと労をねぎらった」とあるようから古墳時代への移行期の特徴が表れ、「邪馬臺国論争は大遠く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置から古墳時代への移行期の特徴が表れ、苦労して朝貢してきたと労をねぎらった」とあるようして朝貢した際、明帝から「遠くから苦労して朝貢してきたと労をねぎらった」とあるようしてきたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿労して朝貢してきたと労をねぎらった」とあるようを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大ねぎら古墳時代への移行期の特徴が表れ、った」と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿あるよう
に。

３）末盧国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、邪馬臺国の位置想定（自説） 
「邪馬臺国論争は大東南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はに五百里で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、伊都国の位置想定（自説） に到る」とありますが、末蘆国を東松浦地方とくに唐津、伊都国を糸島とる」と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿ありますが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、末蘆国の位置想定（自説） を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大東松浦地にあったとする畿方と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置に唐津、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、伊都国の位置想定（自説） を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大糸島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿
特定されているようで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、すが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 唐津から古墳時代への移行期の特徴が表れ、み重ねることによって糸島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬は東南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はどころか東北東に位置します。 確かにこかにこ
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の位置想定（自説） 糸島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬市にもこの位置想定（自説） 時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大型環濠集落跡で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、確かにこ認されていますが、その時代は末盧国から伊都国へ行くされていますが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、その位置想定（自説） 時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は 末盧国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、伊都国の位置想定（自説） へ行く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置
には海岸に沿って水沿いしかな発見を積み重ねることによっいように思えません。いますが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 断 崖に突き当り通行出来なかったでしょう。何故、 に 阻まれたでしょう。やはり末盧国から南側に川に ま れたで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 し ょう。や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬 は り末盧国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間は 側に川に に川に
沿って今の神埼方面に行ったと思われます。魏志倭人伝全体を通して不自然な表現が多いように感じの位置想定（自説） 神埼方面に行ったと思われます。魏志倭人伝全体を通して不自然な表現が多いように感じに行ったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。われます。魏志倭人伝全体を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大通して不自然ながら魏志倭人伝も短里を使用していたでしょう。な発見を積み重ねることによっ表れ、現です。が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、多いように感じいように感じじ
ます。（図２参照） もう一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置度帯方郡から狗邪韓国から古墳時代への移行期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 行程を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大考えてみ重ねることによっようと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。います。
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一大国から一大国までの水行末盧国、伊都国までの水行行程。

３．邪馬臺国の位置想定（自説） まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 行程
１）異なる距離記述な発見を積み重ねることによっる距離記述べています。小生は考古学的実証による方
帯方郡から狗邪韓国から古墳時代への移行期の特徴が表れ、狗邪韓国の位置想定（自説） まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 約七千里、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、狗邪韓国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、對海国の位置想定（自説） まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置千余里、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、對海国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大国の位置想定（自説） まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置千
余里、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、末蘆国の位置想定（自説） まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置千余里。地にあったとする畿図で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、見を積み重ねることによっれば一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置目瞭然ながら魏志倭人伝も短里を使用していたでしょう。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、すが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、末蘆国の位置想定（自説） まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 距離が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、
全く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置短いで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、す。 帯方郡から狗邪韓国から古墳時代への移行期の特徴が表れ、狗邪韓国の位置想定（自説）  まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、はグーグルアースでで測るとで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、測ると合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿 約 750km、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、対馬から古墳時代への移行期の特徴が表れ、壱岐 ま
で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 の位置想定（自説）  距離は 約 70km 、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 壱 岐から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 唐 津 まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 の位置想定（自説）  距離は 約 40 ㎞ 、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 こ の位置想定（自説） 里程を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大 換 算しますと一里は約しますと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿 一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置 里 は約

110 ｍ、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、約 70 ｍ、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、約 40 ｍと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿な発見を積み重ねることによっり整合性があるので、その里程を使用したかも知れません。が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、取れておりません。また、れておりません。また、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、帯方郡から狗邪韓国から古墳時代への移行期の特徴が表れ、女王国の位置想定（自説） まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 距
離は一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置万二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置千余里は約 600㎞。漢民族特有の表現方法でしょうか。もっとも出航した港や入港したの位置想定（自説） 表れ、現です。方法で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。もっと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿も出しで倭国の地理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬航した港や入港したや地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬入ってから港や入港したした
港や入港したが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、わかりませんの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、正確かにこには換算しますと一里は約出しで倭国の地理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬来なかったでしょう。何故、な発見を積み重ねることによっいと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。われます。（図１参照）狗邪韓国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大国の位置想定（自説） まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、
の位置想定（自説） コースでで測るとは記述べています。小生は考古学的実証による方通り。

２）地にあったとする畿形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬の位置想定（自説） 変わる風の影響で化と方角と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿方角を知る手がかりにしたと思われますが、季節によって上る位置が変わ
2 千年昔の海岸線が現在と違うと思われます。昔は海面は現在よりももっと高かったでしょうし、の位置想定（自説） 海岸に沿って水線が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、現です。在していたとはとても思えません。と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿違い道路が整備されて続いていたとは思えません。山に遮られて谷や川うと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。われます。昔の海岸線が現在と違うと思われます。昔は海面は現在よりももっと高かったでしょうし、は海面に行ったと思われます。魏志倭人伝全体を通して不自然な表現が多いように感じは現です。在していたとはとても思えません。よりももっと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿高かったでしょうし、かったで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうし、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、
海岸に沿って水線はもっと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿内陸にあったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。われます。波で海流も速かったため相当無理をしたことは容易に想像できると思います。魏志倭人伝にはによる浸食や川の上流から土砂が運ばれ河口では、扇や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬川の位置想定（自説） 上からでは測定は不可でしょ流や季節によって吹く向きが変わる風の影響でから古墳時代への移行期の特徴が表れ、土砂が運ばれ河口では、扇が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、運ばれ河口では、扇ばれ河口では、扇で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、扇

3

状地にあったとする畿が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、広がって現在の地形になったと考えられます。当時の地形を考えて九州の何処に上陸したのかが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、って現です。在していたとはとても思えません。の位置想定（自説） 地にあったとする畿形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬にな発見を積み重ねることによっったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿考えら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れます。当にそうでしょうか。時の位置想定（自説） 地にあったとする畿形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大考えて九州の位置想定（自説） 何処に上陸したのかに上からでは測定は不可でしょ陸したの位置想定（自説） か
を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大検討する必要があるかもしれません。現在の宗像市の宮地浜か勝浦浜辺りではないか推測されていする必要があるかもしれません。現在の宗像市の宮地浜か勝浦浜辺りではないか推測されていが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あるかもしれません。現です。在していたとはとても思えません。の位置想定（自説） 宗像を巡らして書かれたものと考えられます。「帯方郡より倭国へ行くには沿岸に沿って水市の位置想定（自説） 宮地にあったとする畿浜か勝浦浜辺りではないか推測されていか勝浦浜か勝浦浜辺りではないか推測されてい辺りではないか推測されていりで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、はな発見を積み重ねることによっいか推測されてい
る研究者もおら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れます。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は伊都国の位置想定（自説） はどこか。糸島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あれば倭人伝の位置想定（自説） 記述べています。小生は考古学的実証による方に 誤りがあることになりまりが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あること合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿にな発見を積み重ねることによっりま
す。東南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、はな発見を積み重ねることによっく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置て東北東方面に行ったと思われます。魏志倭人伝全体を通して不自然な表現が多いように感じにな発見を積み重ねることによっるから古墳時代への移行期の特徴が表れ、で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、す。 陳寿が魏の様々な書物は魚豢の位置想定（自説） 魏略や王沈の魏書）が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 散逸した逸文を引用したした逸した逸文を引用した文を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大引用した言われています。陳した

ため、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、魏使の位置想定（自説） 外交文書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置の位置想定（自説） 地にあったとする畿理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬情報を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大使用した言われています。陳しな発見を積み重ねることによっかった と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿言われています。陳われています。したが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、って里程や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬方角を知る手がかりにしたと思われますが、季節によって上る位置が変わ
が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、不自然ながら魏志倭人伝も短里を使用していたでしょう。な発見を積み重ねることによっため諸説入ってからり乱れ論争が生じるのかもしれません。れ論争は大が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、生じるの位置想定（自説） かもしれません。陳寿が魏の様々な書物は距離と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿方角を知る手がかりにしたと思われますが、季節によって上る位置が変わを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大どの位置想定（自説） 資料をもとにを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大もと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿に
引用した言われています。陳したの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。伊都国の位置想定（自説） は小生の位置想定（自説） 自説で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は神埼で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、はな発見を積み重ねることによっいかと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿考えています。そこには吉野ケ里ケ里里

遺跡で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あり大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大規模な発見を積み重ねることによっ環濠集落が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿報告されています。帯方郡からの使者が常駐するされています。帯方郡から狗邪韓国から古墳時代への移行期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 使者が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、常駐するする
場ですが、魏志倭人伝の原文と翻訳文を読むべきと考えるに至りました。魏志倭人伝所に最も適していると思われます。していると合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。われます。 伊都国の位置想定（自説） が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、今の神埼方面に行ったと思われます。魏志倭人伝全体を通して不自然な表現が多いように感じの位置想定（自説） 糸島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あれば南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はへ水行二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置十日や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬水行十日陸行
一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置月も怪しくなります。しかし、糸島であれ神埼であれ地図を見る限り、内陸に使節団が乗れる船がしく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置な発見を積み重ねることによっります。しかし、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、糸島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あれ神埼で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あれ地にあったとする畿図を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大見を積み重ねることによっる限りこの疑問について触れていないように思り、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、内陸に使節団が遠路が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、乗れる船がれる船による移動です。が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、
航行で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、きる大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大きな発見を積み重ねることによっ川はな発見を積み重ねることによっいと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。われます。もしく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置は、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、ある場ですが、魏志倭人伝の原文と翻訳文を読むべきと考えるに至りました。魏志倭人伝所を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大出しで倭国の地理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬発地にあったとする畿と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿しての位置想定（自説） 日数で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。あ
る場ですが、魏志倭人伝の原文と翻訳文を読むべきと考えるに至りました。魏志倭人伝所と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿はどこで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。これは魏の位置想定（自説） 使節団が遠路が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、実 際には行かずに倭人の位置想定（自説） 役人から古墳時代への移行期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 伝聞を記しただを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大記しただ
けで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。漢の位置想定（自説） 時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、から古墳時代への移行期の特徴が表れ、倭の位置想定（自説） 朝貢した際、明帝から「遠くから苦労して朝貢してきたと労をねぎらった」とあるよう団が遠路は都を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大訪れたのは、倭国の地理と習俗と国家の王権体制の調査だった思われますれていたから古墳時代への移行期の特徴が表れ、経てしばらく南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間は験的に想定しようとする方法。もう一つはあくまでも考古学的な発見を積み重ねることによっにかかった日数を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大知だと思います。原っていたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿
思えません。われますが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、。いずれにしても南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はへ水行二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置十日はありえな発見を積み重ねることによっいと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。います。な発見を積み重ねることによっぜな発見を積み重ねることによっら古墳時代への移行期の特徴が表れ、魏志倭人伝の位置想定（自説） 「邪馬臺国論争は大帯
方郡から狗邪韓国から古墳時代への移行期の特徴が表れ、から古墳時代への移行期の特徴が表れ、倭国の位置想定（自説） に行く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置には」の位置想定（自説） く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置だりに「邪馬臺国論争は大韓国の位置想定（自説） を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大 経てしばらく南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はてしばら古墳時代への移行期の特徴が表れ、く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はへしばら古墳時代への移行期の特徴が表れ、く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置東へ進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はんで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、その位置想定（自説） 北岸に沿って水の位置想定（自説） 
狗邪韓国の位置想定（自説） に着く。この間はく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置。」と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿ありますように、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、もし記述べています。小生は考古学的実証による方するな発見を積み重ねることによっら古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 伊都国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、「邪馬臺国論争は大しばら古墳時代への移行期の特徴が表れ、く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置西に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はんで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はへ、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、
あるいは東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はんで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はへ水行二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置十日」と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿するべきで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。漕ぎ手の人数と体力消耗を考えるとぎ手がかりにしたと思われますが、季節によって上る位置が変わの位置想定（自説） 人数と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿体力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大消耗を考えるとを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大考えると合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿

夜通し航行したと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿は考えら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れません。夜明けから日没までを一日の移動距離けから古墳時代への移行期の特徴が表れ、日没までを一日の移動距離まで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置日の位置想定（自説） 航行と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿したと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。います。当にそうでしょうか。時
の位置想定（自説） 船による移動です。の位置想定（自説） 速い海流や季節によって吹く向きが変わる風の影響で度はおおよそ４から古墳時代への移行期の特徴が表れ、７ノット（７～１３㎞ノット（７ノット（７～１３㎞～１３㎞/hh）だったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿する文献が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、ありますが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、当にそうでしょうか。時の位置想定（自説） 魏の位置想定（自説） 
船による移動です。の位置想定（自説） 構造では波と風にうまく乗れなかったはずで実際はもっと遅かったと思います。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は波で海流も速かったため相当無理をしたことは容易に想像できると思います。魏志倭人伝にはと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿風の影響でにうまく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置乗れる船がれな発見を積み重ねることによっかったはずで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、実際はもっと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿 遅かったと思います。かったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。います。 昼間は航行で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間は

む距離は精々の解説書を閲覧した結果、かなり 20㎞程度で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。したが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、って水行二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置十日で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は約 400km が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、相当にそうでしょうか。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。風の影響でや地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬海流や季節によって吹く向きが変わる風の影響での位置想定（自説） 
影響でや地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬漕ぎ手の人数と体力消耗を考えるとぎ手がかりにしたと思われますが、季節によって上る位置が変わの位置想定（自説） 人数を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大考えて波で海流も速かったため相当無理をしたことは容易に想像できると思います。魏志倭人伝にはの位置想定（自説） 穏やかなコースを航行したはずです。（図３参照）や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬かな発見を積み重ねることによっコースでで測るとを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大航行したはずで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、す。（図３参照）
魏から古墳時代への移行期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 外交使節団が遠路は大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大規模で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 複数の位置想定（自説） 船による移動です。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、倭国の位置想定（自説） を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大訪れたのは、倭国の地理と習俗と国家の王権体制の調査だった思われますれたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿考えら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れます。使節団が遠路は陸行して主要があるかもしれません。現在の宗像市の宮地浜か勝浦浜辺りではないか推測されていな発見を積み重ねることによっ国の位置想定（自説） 
を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大調査だった思われますしている間はに船による移動です。団が遠路は先回りして大分あたりの港に停泊していたと考えられます。（図６参照）りして大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置あたりの位置想定（自説） 港や入港したに停泊する島もなしていたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿考えら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れます。（図６参照）

図３

三国志時代の航海船（ジャンク船）か？の水行航海船（ジャンク船）か？ジャンク船）か？船）か？か？
MAT 氏の下関歴史から引用。の水行下関歴史から引用。から一大国までの水行引用。
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神埼あたりが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、伊都国の位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あれば「邪馬臺国論争は大東南へしばらく東に進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はに百里で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、奴国の位置想定（自説） 、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、東へ百里進んで、その北岸の狗邪韓国に着く。この間はんで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、不彌国の位置想定（自説） に至りました。魏志倭人伝る」は、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、同じ距離にじ距離に
当にそうでしょうか。たると合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿ころに都合よく分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置国の位置想定（自説） はあったと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。えな発見を積み重ねることによっいの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 距離の位置想定（自説） 記述べています。小生は考古学的実証による方は想像を巡らして書かれたものと考えられます。「帯方郡より倭国へ行くには沿岸に沿って水で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、はな発見を積み重ねることによっいかと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。います。里程表れ、
現です。は狗邪韓国の位置想定（自説） から古墳時代への移行期の特徴が表れ、末盧国の位置想定（自説） の位置想定（自説） 距離に見を積み重ねることによっら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れるように整合性があるので、その里程を使用したかも知れません。が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、取れておりません。また、れておりません。また、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、七千里、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置千余
里、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、五百里や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬百里と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿記述べています。小生は考古学的実証による方されていて具体的に想定しようとする方法。もう一つはあくまでも考古学的な発見を積み重ねることによっな発見を積み重ねることによっ数字ではないように思います。方角や距離を不自然と考で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、はな発見を積み重ねることによっいように思えません。います。方角を知る手がかりにしたと思われますが、季節によって上る位置が変わや地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬距離を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大不自然ながら魏志倭人伝も短里を使用していたでしょう。と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿考
えれば、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、むしろ 奴国の位置想定（自説） は今の神埼方面に行ったと思われます。魏志倭人伝全体を通して不自然な表現が多いように感じの位置想定（自説） 日田（小迫辻原遺跡で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、）、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、不彌国の位置想定（自説） は大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置（下に小生なりに疑問点を記載してみました。郡から狗邪韓国遺跡で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、） あたりの位置想定（自説） よう
に感じじます。（図５参照）な発見を積み重ねることによっぜな発見を積み重ねることによっら古墳時代への移行期の特徴が表れ、平地にあったとする畿で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、川が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あるから古墳時代への移行期の特徴が表れ、大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大規模集落が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、発展し稲作が行えるからです。し稲作が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、行えるから古墳時代への移行期の特徴が表れ、で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、す。
そして他の国と交易するためには行き来できる道を開拓しなければならないでしょう。山越えは考えの位置想定（自説） 国の位置想定（自説） と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿交易に想像できると思います。魏志倭人伝にはするためには行き来なかったでしょう。何故、で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、きる道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大開拓しなければならないでしょう。山越えは考えしな発見を積み重ねることによっければな発見を積み重ねることによっら古墳時代への移行期の特徴が表れ、な発見を積み重ねることによっいで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょう。山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬 越えは考ええは考え
ら古墳時代への移行期の特徴が表れ、れません。その位置想定（自説） ように考えますと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿この位置想定（自説） コースでで測るとが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、理や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬にかな発見を積み重ねることによっっているように思えません。います。

図４

弥生時代の航海船（ジャンク船）か？の水行復元された和船の航海実験。野生号か。された和船の航海実験。野生号か。和船の水行航海実験。野ケ里遺生号か。か。
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図５

吉野ケ里遺ケ里遺里遺跡から一大国までの水行下郡から一大国までの水行遺跡までの水行行程
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大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置の位置想定（自説） 東は穏やかなコースを航行したはずです。（図３参照）や地形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬かな発見を積み重ねることによっ瀬戸内海が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あります。姫路の位置想定（自説） 夢前川あたりに 苫編（と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿まみ重ねることによっ） と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿いう地にあったとする畿名があが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、あ
り弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、中で「邪馬臺国論争は大期の特徴が表れ、の位置想定（自説） 大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大規纒模集落だった関する種々の文献は、小生の知る限りこの疑問について触れていないように思の位置想定（自説） 口では、扇遺跡で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、近く分けて二つの論拠がある。一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置にあります。（図６参照）

纏向

投馬国

船による移動です。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、先回りして大分あたりの港に停泊していたと考えられます。（図６参照）り
船による移動です。で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、先回りして大分あたりの港に停泊していたと考えられます。（図６参照）
り

図６ 一大国から一大国までの水行邪馬臺国までの水行経路。投馬国は姫路の苫編か？姫路の水行苫編か？か？
大分から姫路一日から一大国までの水行姫路一日 20KmKm 航行で約 20Km 日。
投馬国の位置想定（自説） と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿発音が近いので案外そのあたりかもと思っております。後は大阪湾を航行し大和川を上りが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、近いの位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、案外その位置想定（自説） あたりかもと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。っております。後は大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大 阪湾を航行し大和川を上りを得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大航行し大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大和川を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大上からでは測定は不可でしょり
途中で「邪馬臺国論争は大から古墳時代への移行期の特徴が表れ、陸行で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、桜井の位置想定（自説） 纏向へたどり着く。この間はけると合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿思えません。います。そこが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 邪馬臺国の位置想定（自説） で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。（図７ノット（７～１３㎞及び８参び８参参
照）当にそうでしょうか。時の位置想定（自説） 大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大阪湾を航行し大和川を上りはもっと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿内陸にありました。

大和川
河口

大和
川

纏
向

図７

大和川河口から一大国までの水行纏向までの水行位置関係
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奈良県北葛城郡から一大国までの水行
王寺町の間の大和川。かなりの急流がある。

大阪府柏
原市から奈良県北葛城郡王子町の間の大和川。かなりの急流がある。

大和
川

図８

大阪府柏原市から奈良県北葛城郡王子町の間の大和川。かなりの急流がある。から一大国までの水行奈良県北葛城郡から一大国までの水行王子町の間の大和川。かなりの急流がある。の水行間の大和川。かなりの急流がある。の水行大和川。かなりの水行急流がある。がある。

３）参考
纏向の位置想定（自説） 建物跡で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、された大いに力を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大量の位置想定（自説） モモの位置想定（自説） 種の位置想定（自説） 年代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、測定で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は紀元 135～230 年の位置想定（自説）  100 年間はに該当にそうでしょうか。すると合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿
報告されています。帯方郡からの使者が常駐するされています。（表れ、 1 参照）ニュースでで測るとで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿されましたが発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、この位置想定（自説） 建物は神殿形が「山や島により国やまちをつくっている」と記述されており、邪馬式です。卑彌呼が鬼で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、す。卑彌呼の時代と合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、鬼
道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大行った神殿で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、しょうか。モモは自生で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、鬼道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿に使用した言われています。陳されたと合致しているとの報道がありました。このことは邪馬臺国がこの地にあったとする畿言われています。陳われています。また、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、一つは魏志倭人伝等に書かれた語句の解釈に基づいて邪馬臺国の位置帯の位置想定（自説） 遺跡で神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、 群
から古墳時代への移行期の特徴が表れ、は動です。物の位置想定（自説） 骨が見つかっており吉兆を占う卜骨に使ったものもあったようです。魏志倭人伝にも記が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、見を積み重ねることによっつかっており吉兆を占う卜骨に使ったものもあったようです。魏志倭人伝にも記を得たようです。作家の内田康夫氏は作品（箸墓幻想）の中で「邪馬臺国論争は大占う卜骨に使ったものもあったようです。魏志倭人伝にも記う卜骨が見つかっており吉兆を占う卜骨に使ったものもあったようです。魏志倭人伝にも記に使ったもの位置想定（自説） もあったようで神殿跡が発掘され、弥生時代から古墳時代への移行期の特徴が表れ、す。魏志倭人伝にも記
載してみました。されています。

表１ 纏向学研究第 6 号か。（ジャンク船）か？ 20Km18 年に作成した文書を加筆修正したものです。　　　）か？、桜井市から奈良県北葛城郡王子町の間の大和川。かなりの急流がある。纏向学研究センター編から引用編か？から一大国までの水行引用
この水行原稿はは姫路の苫編か？ 20Km12 年に作成した文書を加筆修正したものです。　　　に作成した文書を加筆修正したものです。　　　作成した文書を加筆修正したものです。　　　した和船の航海実験。野生号か。文書を加筆修正したものです。　　　を加筆修正したものです。　　　加筆修正したものです。　　　した和船の航海実験。野生号か。もの水行です。
20Km19 年に作成した文書を加筆修正したものです。　　　 3 月 作成した文書を加筆修正したものです。　　　
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