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 前書き 

 本題の内容は、拙著『記紀から読み解く『魏志』倭人伝とその後の倭国』で述べていますが、

先人がすでに述べておられることを見落としていたり、説明に舌足らずなところがあって、わか

りづらいところがあり、また、自費出版なので発行部数が少なく、お読みいただけない方もおら

れると思うので、ここに拙著の一部、『魏志』倭人伝における帯方郡・邪馬台国間の行程論につ

いて、一部訂正・加筆して発表させていただきたく思います。 

 

 序 発想の転換 

 邪馬台国はどこか。過去に無数と言ってよいほどの多くの人々が論じてこられています。すな

わち、『魏志』倭人伝における帯方郡から邪馬台国までの行程です。しかし、決着はついていな

いように思います。圧倒的多数の人が賛意を示す論がないからです。 

 思うに、今までのほとんどの論は、「『魏志』倭人伝は、概ね正しく書かれている」という仮説

のもとに論じられてきているように思います。『魏志』倭人伝は、実際に魏の時代に生きた陳寿

という人が書いたものですから、全面的に信用できるとして、この書を綿密に分析すれば、解明
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できると思われてきました。 

 仮説を設けることは、問題を解くうえで非常に効果をあげることは間違いないのですが、設け

た仮説で埒が明かない場合は、仮説を見直すことも必要になると思います。より思考の範囲が広

がるように変えるのです。別の言葉でいえば、「発想の転換」ということでしょうか。しかし、

この「倭人伝」の場合はわずかな転換です。すでにほとんどの人が無意識のうちに考えているこ

となのです。 

 それは、「陳寿は宮殿に残された史料を見て、『魏志』倭人伝を創りあげた」としてみることで

す。陳寿自身が倭国を訪問したなどとは、どこにも記していません。したがって、陳寿は洛陽宮

殿に残された史料、具体的には日誌などから「倭国像」を創造し、倭人伝を記したことは、ほぼ

間違いないところです。主に魚豢の記した『魏略』から引用したという人もいますが、魚豢とて

史料を見なければ書けないわけで、陳寿も魚豢とほぼ同じ時代の人なので、魚豢と同じ史料を見

ることはできたはずです。 

 五世紀になって、范曄が『後漢書』を記していますので、五世紀になっても一～二世紀の後漢

の史料が宮殿に残っていたと考えられるのです。 

 そういうことは、ほとんどの人々が認識してきたことでしょう。しかし、その史料は現存せず、

現在見ることはできない。だから、「考えようもない」と思われてきたのではないでしょうか。 

 ここに大きな落とし穴があるのではないかと思うのです。 

 

 陳寿は宮殿に残された複数の史料をみて、倭人伝を創った 

 私は、陳寿は魏の都であった洛陽の宮殿に残された史料から「『魏志』倭人伝」、つまり『倭国

像』を創造したことを強く認識すべきだと思うのです。つまり仮説として「陳寿は宮殿に残され

た日誌などの史料を見て、『魏志』倭人伝を創った」と設定するべきだと思うのです。 

 具体的にどういうことかといえば、帯方郡から邪馬台国までの行程は、いくつかの史料を組み

合わせたものではないかと考えることです。 

 そのことによって、新しく見えてくるものがあると思うのです。 

 それはちょうど、警察の犯人捜査に似ています。犯行現場に、犯人の残した証拠らしいものが

複数あったとします。それを同一犯のものだと直ちに決めてはいけないのです。一つ一つのもの

が、同一犯のものであるかどうかを吟味して何らかの証拠を見つけなければならないのです。そ

の証拠がなければ、それぞれが別人のものかもしれないという認識を捨ててはいけないのです。 

 『魏志』倭人伝に記された道程でいえば、各地域間の道程が同一史料のものであるかを吟味す

する必要があるということです。 

 では、洛陽の宮殿にどのような史料が残っていたのでしょうか。 

 『後漢書』や『魏志』倭人伝に記されているだけでも、倭国から中国への朝貢は後漢の時代の

西暦五七年（このとき金印「漢委奴国王」を授かる）と一〇七年の二回あり、魏の時代のときの

二三九年、二四三年、二四七年の三回、晋の時代の二六六年に一回の計六回あります。中国の使

者が倭国を訪れたのは、魏の時代の二四〇年（梯儁ら）、二四九年（張政ら）の計二回あります。 

 すべての時に、帯方郡から倭国までの行程が事細かく報告されたとは限らないにしても、少な

くとも複数の史料が残っていたであろうことは容易に想像がつくのではないでしょうか。 

 陳寿は、これらの史料を見てどのように考えたのでしょうか。誰か一人の報告が気に入って、
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それをそのまま記したということも考えられないことではありませんが、その時でも、他の史料

と見比べて、相違がないか、つじつまが合うかぐらいは考えたでしょう。しかし、その場合は、

すべての文が同一人の報告書から採ったものであるという何らかの証拠が必要だと思うのです。 

 

 里数表示と日数表示 

 史料には、中国の使者の報告書と朝貢して来た倭人から聞き出されたものという二種類の史料

があったはずです。 

 まず、行程を里数で示しているところは中国の使者の報告書から、一方、日数で表されている

ところは朝貢して来た倭人から聞き取った記録から採った可能性が高いと考えることができま

す。『隋書』に「夷人（倭人を指す）は里数を知らず」とあるからです。 

 日数表示のところは別史料ということが肯定されるならば、これは帯方郡から邪馬台国までの

行程であることが決定的になります。魏の宮殿に残っている倭人から聞き取った記録が、倭国内

の伊都国あるいは不弥国から先の行程であるはずはないのです。日数表示のところが伊都国ある

いは不弥国から先の行程を示しているということを主張するためには、里数表示のところと日数

表示のところは同じ人の報告である、つまり同一史料という何らかの証拠が必要になるのです。 

 陳寿が、魏使の報告と倭人から聞き出した倭国までの行程を比べることは当然したと思うので

す。魏使の詳しい里数による表示と、里数を知らない倭人が、かかる日数で答えた記事を比べて、

その両方を記すことにしたということは充分考えられることでしょう。 

 つまり、はじめに帯方郡から倭国までの行程を里数で示し、つぎにかかる時間を日数で表そう

とした。このようなことが十分考えられます。 

 私は、故森浩一氏が最晩年に書かれた『倭人伝を読みなおす』（筑摩書房）を見ずに拙著を書

きあげ、校正中に気づき一部修正したのですが、次の文は見落としていました。「ぼくは投馬国

と邪馬台国の記述は、卑弥呼の死後、女王台与が晋へ遣使したときにもたらされた新しい情報を

陳寿が倭人伝の編述にさいして挿入したと考える。晋への遣使にたいする返礼として晋から使者

が倭を訪れたとする史料もなく、この個所の知識は倭人がもたらした情報と推測される。」とい

っておられます。すでに、この部分は、倭人からの別史料であることを示しておられたことがわ

かりました。 

 また、「倭人伝の三五行から終りにかけての記述では、張政が重要な事件を動かしているのに

気づいた。しかも魏の意向を前提にして張政の倭国対策は、狗奴国と女王国とを一つにまとめて

倭国とすることにあった節がある。このように安定した倭国とするために、元の女王国の主力を

東方の地であるヤマトへ遷すことが計画され実行されたのが北部九州勢力の東遷であった。」と

し、張政は、狗奴国と女王国とをひとつにまとめ、台与の東遷まで滞在し、二六六年の台与の晋

への遣使は張政の送還の記事だとしておられます。そして奥野正男氏の「投馬国と邪馬台国の出

発点は帯方郡」という説に賛同され、次のように言っておられます。「投馬国と邪馬台国までの

距離を里数ではなく所要の日数で表した場合の出発点を帯方郡とみると、九州島の南部や九州島

から離れた土地を考える必要はなくなり、北部九州の南あたりに比定できることとなり、邪馬台

国論争に重要な影響をあたえる。ただしこの場合は投馬国と邪馬台国の記述は張政によって魏に

もたらされた情報とする考えでよかろう」。 

 奥野正男氏は帯方郡から倭国までの行程にかかる時間を日数で表したと推論しておられます
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が、陳寿がどのような史料から採用したかは推論しておられないようです。 

 しかし、私の考えは上記二氏とは多少違います。狗奴国と女王国を一つにまとめたことは森氏

と同じ（拙著にその戦略を述べている）ですが、台与は卑弥呼女王国の東に隣接する豊国の王女

であること、張政は、卑弥呼女王国（筑紫）、豊国、狗奴国（肥後・日向）をまとめた後、魏国

内で出世したいため早々に帰国したと考えられること（魏使の帰国送還記事は年を記さないのが

通例）です。東遷まで張政が指導したのなら、東遷において、記紀に記されているようなもたも

たした戦いはしなかったであろうことなどです。しかし、この内容はここでは省略します。拙著

をご覧ください。日数表示については後述します。 

 

 里数表示は三つの記事に分かれる 

 では、里数で示されたところは同一史料でしょうか。私は少なくとも三つに分けるべきと考え

ます。 

 それは「帯方郡から伊都国まで」、「東南至奴国百里、東行至不弥国百里」と「自郡至女王国万

二千余里」です。「東南至奴国百里・・・」は、文の構成が、帯方郡から伊都国までの文と異な

ります。帯方郡から伊都国までの一連の文は「行程＋行き先」の順に記されているのに対し、奴

国と不弥国への文は「行き先＋行程」の順に記されています。意味が異なるのではないかという

議論もありました。つまり伊都国までは実際に行ったところ、奴国と不弥国は「もし行けば」の

意味で実際には行かなかったので区別したというのですが、大半の人は、これを認めておられず、

たいして意味の違いはないと受け取っています。そうして大半の人は、伊都国・奴国間が百里と

解しており、不弥国へは、伊都国・不弥国間または奴国・不弥国間が百里と解しているのです。

しかし、そのような解釈をすると重大な問題が生じることに、あまり気づかれていないようです。 

 なぜなら、帯方郡から伊都国までは対馬・一大国（壱岐島と考えられている）間千里とあるよ

うに、およそ一里＝七五メートルといういわゆる短里で表されています。それが奴国や不弥国ま

での行程にも当てはまるとすると、伊都国・奴国間百里は七・五キロメートルほどということに

なるのです。伊都国は現在の糸島市とほとんどの人が考えています。怡土という地名も残ってい

るし、糸島という名自身が「イト（怡土）」と「シマ（志摩）」地域が合併して付けられた名です。

奴国は現在の福岡市から春日市辺りの福岡平野と考えられています。福岡市の港は「那の津」と

呼ばれ、今もこの地名は残っています。伊都国の中心地を三雲遺跡のある糸島市三雲、奴国の中

心地を須玖岡本遺跡のある春日市岡本とすると、奴国は伊都国の東南東一八キロメートルほどの

ところにあります。方位は八方位で示されるとすれば、東南東は東南としても不都合はないので

すが、しかし行程は一里を七五メートルとすると二四〇里にもなるのです。陸行の場合の行程は

直線距離ではなく道程と考えられるのでさらに大きな里数になります。 

 もしこの文が「帯方郡から伊都国まで」の史料とは異なる史料だと仮定すると一里＝七五メー

トルということに縛られる必要はなくなり、当時中国で使われていた一里＝四百メートル余が適

用されると考えると百里は四〇キロメートル余となります。道程はおよそ直線距離の二倍くらい

に考えると伊都国の中心地・奴国の中心地間の道程は四〇キロメートル余となるのです。実際の

道程を検討すると、伊都国三雲から瑞梅寺川を下り博多湾に入り、那珂川を遡り春日市岡本まで

三三キロメートルほどです。里数に換算すると約八〇里、二、三割の誤差を認める概数でいえば

百里なのです。 
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 また、不弥国を糟屋郡宇美町周辺とし、その中心地を宇美八幡宮（応神天皇が生まれたという

伝説がある）とすると、その方位は東で倭人伝記事と一致し、道程は博多湾から宇美川を遡るこ

とになり、約三九キロメートルの道程となります。一里＝四百メートル余で換算すると百里弱と

なるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不弥国を筑豊地方の飯塚市立岩遺跡あたり（穂波）に仮定し、その出発地を奴国（春日市）と

すると、その間の直線距離は二五キロメートルほどで、道程をその二倍に採って五〇キロメート

ル程とすれば、里数で百里を少し上回りますが、概略百里ということはできます。ただし、その

方向は東ではなく、明かに東北です。また、奴国を福岡市博多区の比恵遺跡とみなすと、比恵か

ら飯塚は東ですが、糸島から比恵も東になって『魏志』倭人伝の記述と合わないのです。方向の

ことを考慮すると不弥国はやはり宇美町で伊都国からの道程と考えたほうがよさそうです。 

 このように、「奴国、不弥国」の記事は別史料と考えると全てが合理的に説明できることにな

ります。 

 研究者の中には倭人伝に示された里数は陸路であっても直線距離という人がいますが、直線距

離を算出するには道程の各場所における正確な方向を把握し、正確な地図を作成しなければ割り

出すことが出来ないのです。道程なら歩数を数えるなど誰でも概略把握することができます。方

向も東西南北とその中間の八方位くらいなら、行った先がおよそどの方向であったかは把握でき

るでしょう。そして通常必要な事は直線距離ではなく道程なのです。ただし、中国では陸地であ

ってもほぼ平原で、直線的に行けるところが多いので、そういう場所では直線距離と道程にそれ

ほど大きな違いは生じないでしょう。 

 もう一つの里数表示「自郡至女王国万二千余里」については、かつて推理作家の松本清張氏は、

『漢書』西域伝に、都長安から中国の西方にあった各国までの道程を、実際はかなり異なるのに、

どの国も「万二千里＋二百から六百里」と記していることから、漢から遠く離れた国々は、すべ

て「万二千余里」とする習慣があったとして、陳寿もこれを応用したのであって、「万二千余里」

というのは「長大な距離」という観念的里数にすぎないのだといっています（『吉野ケ里と邪馬
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台国』NHK 出版）。私は陳寿が応用して記したのでなく、史料にそれがあったのだと解釈してい

ます。それは『漢書』かもしれないし、まだ編纂されていない後漢や魏の時代の史料かもしれま

せん。 

 陳寿は帯方郡から伊都国までの詳しい道程の合計が「万五百里」になるのと、この帯方郡から

女王国までの「万二千余里」とを見比べて、妥当な里数と考え、どちらも正しい里数を表してい

ると判断したものと考えられます。 

 

 日数表示、邪馬台国は女王台与の東遷後の都 

 さて、日数表示の「南至投馬国水行二十日。官曰弥弥、副曰弥弥那利。可五万余戸。南至邪馬

壹国、女王之所都、水行十日、陸行一月。官有伊支馬、次曰弥馬升、次曰弥馬獲支、次曰奴佳鞮。

可七万余戸」です。行程のほかに戸数、官の名が列記してあります。 

 これが朝貢して来た倭人から聞き出されたものと仮定すると、どのようなことが考えられるで

しょうか。まず投馬国までが先に、次に邪馬台国までの行程が記されています。これを投馬国、

邪馬台国それぞれの国への出発点が同じ、つまり帯方郡からの日数と解釈するのが通説ですが、

投馬国は邪馬台国への中継地という考え方もあります。 

 通説のように解釈すると、つぎのような問題が起きます。つまり、奥野正男氏が唱えているよ

うに「南至邪馬壹国～」の出発点を帯方郡とすると、帯方郡から邪馬台国まで水行十日と陸行一

月とあるので、水行十日が帯方郡から末盧国までと解し、陸行一月は末蘆国から陸行して邪馬台

国までの日数と解することになりますが、この陸行一月がかなり長いため邪馬台国を定めるのに

各研究者は苦慮しているようです。このため、古田武彦氏は、朝鮮半島内を陸行一月かけて半島

南岸に行ったのだとしています（『邪馬台国はなかった』ミネルヴァ書房）。また、木佐敬久氏は

この一月は洛陽から帯方郡までの陸行だとしています（『かくも明快な魏志倭人伝』冨山房イン

ターナショナル）。 

 また、水行十日を帯方郡から末盧までとすると、投馬国の場合は水行二十日とあるので、帯方

郡から末盧国までの水路の二倍の行程を行くことになります。つまり帯方郡・末盧間と同じ行程

だけ末盧からさらに水行することになるのです。したがって、それを日本列島内にもとめようと

しても、九州を飛び出しはるかかなたの地ということになるのです。そこで各研究者は倭国内で

は和船で航海速度は極めて遅いと考えたりして何とか宮崎県や鹿児島県に収まるようにしてい

るようです。あるいは投馬国は琉球あるいは奄美大島に比定しています（木佐敬久氏同上書）。

そうすると、このような遠方にある国をなぜ邪馬台国までの行程の直前にもってきたのか説明に

窮します。黒齒国など遠方の国々は他のところに記しているのです。また、倭人伝には「女王国

以北はその戸数、道里を略載することはできるが、そのほかの旁国は遠く離れていて詳らかにす

ることができない」と記してあるので、投馬国については官名・戸数が記されていることにも矛

盾が生じるのです。このような点を考えると、投馬国は帯方郡から邪馬台国への中継地と解した

方が、矛盾が少ない。そうすると投馬国はどこなのかという疑問が生じることになります。 

 まず、陳寿はこれをどのように解釈したのかを考えると、投馬国は狗邪韓国内の港のある小国

と考えたのではないかと思います。狗邪韓国は中国から倭国へ派遣された魏使の報告、投馬国は

倭人から聞き取った国、倭の女王国が卑弥呼を共立した多数の小国からなる連合国家であったよ

うに、狗邪韓国も多数の小国からなる連合国家と考えてもおかしくはないのです。そうすると、
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帯方郡から狗邪韓国内の投馬国まで七千里を水行二十日、一日当たり三五〇里、狗邪韓国内の投

馬国から九州の末盧まで三千里を水行十日、一日当たり三〇〇里、となって、一日当たりの水行

距離がほぼ合うことになるのです。あとでも述べますが、陳寿は、『魏志』倭人伝のなかで、里

数に長里と短里があることを断っていないので、つまり知らないので、史料にある里数は当然一

里が四〇〇メートル余と思っていたはずです。一日三〇〇里は昼夜を通して船を進めれば不可能

な里数ではないと考えたと思います。 

 しかし、この日数表示のところは倭人から聞き出された情報です。投馬国については安本美典

氏が「投馬国五万戸」という記事から豊国（九州島北東部の豊前＋豊後）ではないかと言ってお

られます。筑紫と見られる女王国の隣の国です。官名がわかっていることにも矛盾がないのです。

女王国七万戸に対し豊国五万戸は釣り合いがとれます。倭人伝には邪馬台国七万戸となっていま

すが、邪馬台国を女王国の中の小国と考えると、考古学的には人口が多すぎてとても無理なので

す。ごく簡単な計算として、七万戸ということは一戸四人と少なく見積もっても約三〇万人の人

口です。太閤検地以降定められた一石はおよそ一人が一年に食べる米の量とされていました。人

口三〇万人ということは、江戸時代の石数で三〇万石必要であり、卑弥呼の領地の耕地面積率が

大きく見て江戸時代の三分の一程度であったとしても、三〇万石を得るための領地は江戸時代の

九〇万石に相当する領地が必要になるのです。これは筑前・筑後に佐賀平野を加えた面積にほぼ

等しくなるのです。女王国は筑紫であり、筑前・筑後・佐賀平野を含む地域を占めていたと思わ

れます。考古学的にはかつて甕棺墓の習性があった地域です。 

 話を戻しますが、私も投馬国は豊国だと考えています。拙著で述べていますが、台与は豊国の

出身と考えています。そして、この日数表示の記事は森浩一氏も述べておられるように、台与が

大和へ東遷したあと二六六年に晋へ朝貢した時に使者から聞き出されたものと考えています。陳

寿の見た中では最新の史料となります。つまり台与の派遣した使者は倭国までの道程を聞かれて、

「旧地の豊国まで水行二十日、そして新しい都「邪馬台（ヤマト）」までさらに水行十日陸行一

日」と答えたのだと思います。帯方郡から台与の本拠地であったであろう豊前までおよそ一〇〇

〇（帯方郡がソウル付近の場合）～一三〇〇キロメートル（同ピョンヤンの南方数十キロの場合）

であるので、それを二十日で行くとすれば、一日あたり五〇～六五キロメートル、豊前から大阪

湾の奥の河内湖奥まで約四五〇キロメートルを十日で行くとすれば、一日あたり四五キロメート

ルとなり、外海の方が一日あたりの行程が長くなりますが、瀬戸内海は多島海であり潮の干満も

激しいのを考慮すると、釣り合いのとれた数値になるのです。また、一日当たりの行程が四五～

六五キロメートルという値も無理がありません。昼間の十時間程度で到達できる道程です。陸行

一日は河内湖から大和迄の行程と考えられます。 

 洛陽の宮殿で、あるいは帯方郡でのことかもしれませんが、帯方郡から倭国までの道程を聞か

れ、倭の使者が豊国について、「トヨ」と言ったのを聞きかえされて「トーヨ」と声を張り上げ

た。それを速記係が草書体で「投与」と書いた。それを清書係が「投馬」と間違えたと考えられ

ます。草書体では「与」と「馬」は似ているのがあります。井上悦文氏は『三国志』は草書体で

書かれたといわれています（『草書体で解く邪馬台国の謎』梓書院 2013 年）。「対馬」が「対海」

となっているのは「馬」と「海」を草書で書くとよく似ている場合があるといわれています。草

書体は簡略して書くのですから、人によって異なり幾種類もあります。「台与（壹與）」は魏使の

記録であって、別史料なのであて字が違っていても問題はありません。 

 陳寿がこの史料をどのように解釈したかを推察するに、台与の使者が都を遷したことを述べな
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かったとすれば（倭人伝には遷都のことは書かれていない）、当然のことながら、これは帯方郡

から女王国の中の都である邪馬台国までの道程を日数であらわしたと考えたに違いないのです。

宮殿に残された史料には「一日」とあったのを、陳寿は、末盧から邪馬台国までを長里（一里＝

四百メートル）の二千余里と考え、また、ここは陸行と考えられるので、これを一日で行くのは

不可能であり、これは「一月」の間違いであろうと思い修正したと考えられるのです。「日」と

「月」は筆記するとよく似ているのです。「日」は第一画と第二角の下が少し出るように書くと

美しく見えます。それが出過ぎると「月」と読まれてしまうのです。 

 

                

          図２．「與」の字の行草書体 

 

 また方位については、投馬国は南ですが、邪馬台国に対しては「東邪馬台国・・・」と史料に

はあったと思います。しかし、陳寿は投馬国を狗邪韓国内の小国と考えたので、これもまた「南」

でなければならないと考え、修正したのだと思います。 

 このようにして、倭人伝の行程記事は創り上げられたのだと考えられます。あくまで陳寿は倭

国についての真実は知らず、宮殿に残された史料からこの行程を創り上げたのであって、史料に

不備があれば真実とはかけ離れたことになるのはやむを得ないことなのです。 

 「邪馬台国」とは、女王台与の都であり、それは大和へ東遷後の都であることは、森浩一氏が

すでに看破されていたことは前述の通りです。 

 

 伊都国はどこにあったか 

 ほとんどの人は、伊都国は現在の糸島市にあったと考えられています。前述のように、地名だ

けでなく、一、二世紀の王墓とみられる、三雲南小路遺跡、井原鑓溝遺跡、平原遺跡があるから

です。しかし、『魏志』倭人伝に記されている末盧から伊都国への行程は「東南陸行五百里到伊

都国」とあり、伊都国を糸島市にあてると多くの疑問点が生じるのです。その疑問点を挙げると 

 ①末盧を現在の唐津市とみなすと唐津市から糸島市は「東南」ではなく、「東北」にあります。 

 末盧を松浦半島の先端の呼子辺りとしても糸島市は東であり、またこの場合は壱岐・末盧間が

短里の千里ではなく四百里くらいになってしまいます。 

 ②なぜ末盧から陸行したのか。陸行は運搬効率からいえば圧倒的に不利です。陸行であれば一

人当たりの運搬量は四〇キロくらいでしょう。水行ならばその十倍は運べるのです。末盧まで船

で来たのだから、また船で伊都国へ行けばよいことではないでしょうか。 

 ③そもそも、壱岐からなぜ直接伊都国へ行かずに末盧へ行ったのかがわからないのです。 

壱岐から唐津へ行くのと糸島半島の西側へ行くのとではその道程はほとんど変わりません。荷物

の点検を行う「一大率」は伊都国に常駐していると『魏志』倭人伝に記されています。そして荷

が着いた時には末盧まで点検に出かけると記されています。壱岐から伊都国へ直接行かずに末盧

へ行かせ、荷の点検のために伊都国からわざわざ末盧まで点検に行くという行動は、非常に理解

に苦しむのです。 
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 ④『魏志』倭人伝には女王卑弥呼誕生の前に「倭国乱れる」とあります。二世紀末のころと言

われています。「倭国乱れる」の前の一、二世紀が、伊都国王が倭国王であった時代だったと考

えられます。「国が乱れる」ということは、伊都国王が倭国全体の統治能力を失い、反乱が起き、

倭国王の地位を追われたのだと推論されます。三世紀に伊都国王の名が残っているのは、倭国王

の地位は追われたが滅亡せずに、隣国等に逃げ、生き延びたと考えることができます。この点か

らも三世紀の伊都国は本来の拠点である糸島ではなかったと推論できるのです。 

 以上のことについては、かつて三、四十年ほど前には盛んに議論されました。しかし、どの項

目も解を得られないままなのです。「なぜだかわからないが伊都国は糸島にあったということで

よかろう」となっているのです。まったくおかしなことだと私はおもいます。 

 では三世紀の「伊都国」はどこにあったか。 

 私は『魏志』倭人伝に登場する「伊都国」は梶原大義氏（『伊都国の興亡』東洋出版 2004 年）

の説を採り入れ、有明海沿岸にある武雄市に比定しました。末盧は伊万里です。つまり伊万里市

から武雄市は東南約一五キロのところにあります。道程は距離の二倍と見込むと三〇キロ、一里

を七五メートルとすると四〇〇里。『魏志』倭人伝にいうところの「東南に陸行五〇〇里」に概

略あたるところです。伊万里から武雄へ抜けるルートは対馬海峡から有明海沿岸へ行くための最

短ルートになるのです。女王卑弥呼が有明海沿岸のどこかにいたとしたら、中国からの使者が女

王卑弥呼に会いに行くために、このルートを採るのが最も近道なのです。わたしは伊都国王が倭

国王の地位を追われ、末盧国の勢力範囲に逃げ、末盧国にかくまわれたのではないかと思ってい

ます。武雄は有明海沿岸の西端にあり、地形的にも佐賀平野からも隔離されており、末盧国の勢

力範囲の地ではなかったかと思っています。 

 梶原氏は伊万里・武雄間を五日かかると述べていますが、私は一日でいけると考えています。

私は、この時代はできるだけ川という水路を利用したと思っていますが、たとえ、すべて歩いた

としても、古代人は屈強であり、国の支配者が通るのですから、今の登山道くらいには整備させ

ていたでしょう。現在でも三〇キロくらいを一日で歩くのはそれほど困難なことではありません。 

 水路としては、伊万里から JR 筑肥線に沿って伊万里川をさかのぼり、伊万里市役所から東へ

三キロのところにある標高六〇ｍほどの浪瀬峠を三キロほど陸路で越えると、松浦川の支流にで

ます。そこからまた筑肥線にそってその支流を三キロほど下ると、松浦川本流にでるので、それ

をさかのぼります。それから支流の鳥海(ﾄﾉﾐ)川に入り、それをさかのぼると武雄温泉駅から西二

～三キロの所（JR 佐世保線の永尾駅付近）まで水路で行くことができます。川の標高は八〇ｍほ

どであり、そこから東に陸路で標高一〇〇ｍほどの西谷峠を超え、急坂を一キロほど下ると六角

川支流の武雄川に出るので、それを下って武雄に着くことができます。水路といっても川の狭い

ところ、急流のところは陸から船を引っ張ったり、川の中に入って船を推したりするので陸行の

部類に入ると考えられます。 

 このように、伊都国を有明海沿岸に比定することで、末盧国から伊都国への道程の説明は何の

疑問も生じないことになるのです。 

 「一大率」はこの武雄の「伊都国」にいて、女王と連絡をとったり、末盧に船が入ればその荷

の点検にでかけたのだと思います。 
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 一大率 

『魏志』倭人伝には、「女王国より北には、特に一大率を置いて、諸国を検察させている。諸

国はこれを畏れはばかっている。一大率は、常は伊都国において治め、あたかも中国の刺史のよ

うである。女王が洛陽や帯方郡あるいは韓の諸国へ使を遣わすときや、帯方郡からの使が倭に来

た時は、いずれも港で臨検し、文章や賜物を調べ、女王のもとに届けるものが、違わないように

した」とあります。 

通説は「卑弥呼が女王国以北に一大率を置き、諸国を検察させた」としています。しかし推理

作家の松本清張は著書『吉野ヶ里と邪馬台国』のなかで、「一大率は中国の派遣官」としていま

す。概略を示すとつぎのようになります。 

「一大率が卑弥呼の派遣官ならば、その持っている権限の強さが不自然にすぎ、権威がありすぎ

る。当時の畿内の勢力が北部九州までその支配下においた（邪馬台国畿内説）とは考えられず、

邪馬台国が北部九州の奥地にあったとすれば派遣官を出すにはあまりに近すぎる。「大率」の官

名は中国の官制にはないが、『特に置く』には『臨時』の意味がある。倭国の官名がすべて日本

名なのに、『大率』だけが漢名になっているのも傍証となる。『大率』は、北部九州にあったいわ

ゆる『コロニー地帯（筆者注 松本氏は伊都国以北を帯方郡の付庸地と考えている）』の軍政官

の意味に考えられる。『率』の名は、通説にもかかわらず『魏志』の『匈奴伝』に出ている。一

大率は帯方郡からの派遣官と考えてもよく、また、現地の倭種の大人をそれに任命したと考えて

もよい。また倭人伝では一支国のことを一大国と表しているので、一大率も一支率の可能性があ

り、そうすると一支の島名を冠した監督者と考えられる」 

最近は松本説に賛同する学者も出てきました（森浩一氏『倭人伝を読みなおす』）が、松本清
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張氏の「一大率は中国の派遣官」という説に対して「邪馬台国が狗奴国との戦いで援助を求めた

時、帯方郡は、張政を派遣している。活躍するのは張政のみで一大率はまったく登場しない。一

大率が帯方郡から派遣されたものであるなら、もっと活躍するはずである」という批判がありま

す。 

もうひとつ、「一大率が卑弥呼の派遣官」だとすると起きる大きな疑問点があるのです。それ

は「一大率」という名です。倭国の官名は卑狗、卑奴母離、弥弥などいかにも和風の名であるの

に対し、「一大率」は漢風の名であることです。この記事を書いた中国からの使者は、官名を「音」

で聞いて、その音にあてはまる漢字をあてたとみられるのです。卑狗はヒコ（彦）、卑奴母離は

ヒナモリ（夷守）、弥弥はミミ（耳、「日本書紀」に神淳名川耳天皇（綏靖天皇）、神八井耳命、

厩戸豊聡耳太子（聖徳太子）などある）でしょう。「一大率」の音が倭国の官名であるとは考え

られないのです。卑弥呼が「一大率」と名付けたとすれば、それを何と呼んだのでしょうか。ま

た倭国の職名に中国風の職名を付けることも考えがたいのです。これは本人が「自分は一大率で

ある」と中国語で名乗ったと考えるのが最も可能性が高いのではないでしょうか。 

 一大率とは何者なのか。このことを考える前に、帯方郡の起源について思い起こしてみましょ

う。 

 後漢末、後漢の遼東太守であった公孫度は、後漢の衰退に際し独立し、後漢が放棄した隣接す

る楽浪郡をも支配下に治めた。そして建安年間（一九六～二二〇）、公孫康は、それまであった

楽浪郡の南半を分けて独立させ、帯方郡とし、韓や倭への支配力を強化することにした。そして

帯方郡に将軍を派遣して、軍隊を組織し、韓・濊を征討し、その後、倭と韓は遂に帯方郡に属す

ることになった、と『三国志』東夷伝韓条にあります。 

 倭は公孫氏の時代、帯方郡に属していたのです。「属する」ということには、いろいろな形態

が考えられますが、最も穏やかな場合でも帯方郡の監察下にはあったということでしょう。監察

下にあるということは、監察官が常時駐在して、郡に叛くことをしていないかを監察していると

いう形態です。 

 公孫氏の時代、倭には帯方郡から監察官が派遣されていた可能性が高いのです。 

 ところが、『魏志』倭人伝では、倭国には「一大率」という人物がいて、それはあたかも中国

の刺史のようだというのです。つまり、中国風の職名でありながら、魏の帯方郡では認知してい

ない制度の職制なのです。刺史ではありませんが、刺史と同じような権限を持ち、倭国内では畏

れられる存在であり、帯方郡からの荷が港に着いた時には、それを点検し荷の配布先が間違わな

いようにするといいます。そこで、考えついたのは、公孫氏の帯方郡は「一支国」の人間を帯方

郡の監察官の代官として抜擢したのではないかということです。理由は帯方郡からの派遣官にと

って、対馬海峡という大きな海を渡って島流し同然の遠地に行きたくないからです。対馬海峡の

幅は約一八〇キロメートルで、それは伊豆半島先端から流刑の島、八丈島への距離に相当するの

です。海というものに慣れていない公孫氏の帯方郡からの派遣官にとって、荒れれば死に直面す

ることになる大海を渡ることは恐怖を感じたに違いないのです。はじめのうちは監察官を派遣し

ていたが、何度か対馬海峡を往復しているうちに遭難事件も起きたのではないでしょうか。対馬

や壱岐に住む海峡をまたいで交易する人たちは天候が怪しければ用心するという習慣が出来て

いたかもしれませんが、監察官という立場の人間は天候が怪しくなるかもしれないという予測だ

けで渡航を躊躇するということは体面に関わり、なかなかできないものです。監察官の代官を邪

馬台国の中の伊都国に置き、通常業務については監察官と同じ権限を与え、倭国内を視察させ帯
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方郡に報告させる。このことで、帯方郡の監察官は倭国に常駐せずとも、常時、倭国の監視や交

易品の処理が可能になるのです。 

一大率は公孫氏の滅亡に際し、その後の身の置き方を考えた。もっとも望ましいのは、魏の帯

方郡の監察官の代官に任命されることです。そこで、中国や朝鮮半島の動向の刻々の情報を倭の

女王卑弥呼にもたらし、帯方郡が魏のものになるやいなや卑弥呼へ魏への朝貢を進言したと考え

られます。卑弥呼の魏への朝貢を促し、併せて自分も引き続き代官として採用してもらうことを

願ったのではないでしょうか。 

 こうして公孫氏の時代に設けられた「一大率」が、公孫氏が滅んだあとも倭国に残っていて、

朝鮮半島の情勢を探る役目を果たしていたと考えられます。「一大率」は倭国にとっても必要な

人物だったと考えられます。帯方郡が魏に支配されるようになり、その経緯を知らない魏の帯方

郡の使者は、倭国に来て初めて「一大率」なる者の存在を知り、その一大率の「今後は魏の帯方

郡の代官を務めます」という申し出を受け、それを容認し、「特に置く」と記し、そして倭国内

では監察官の権限をもっているので「あたかも刺史のようにふるまう」とし、「女王が使を遣わ

すときや、帯方郡からの使が倭に来たときに、女王国の港で臨検する」と代官として重要な仕事

を記したのだと思います。『魏志』倭人伝における表現にぴったりとあてはまるのです。もとは

「一支率」であったと思われます。写書の時に「支」を「大」と読み違えたとみています。 

倭人の中から代官を選ぶのに、女王の支配が及ばず、海峡を自由に渡れる一支国の人から抜擢、

任命するのも当を得ています。 

邪馬台国が帯方郡に援軍を求めたとき、一大率が何も働くことができなかったのも、代官の身

であれば、非常時の権限はなく、どうすることもできなかったでしょう。 

『魏志』倭人伝に「伊都国は、郡使の往来に際しては常に駐在する所」とありますが、この一

大率の館に駐在するのだと思います。 

 武雄市には「おつぼ山」という山城跡があり神籠石という石積みが見られます。一大率が砦を

作るのにぴったりのところです。おつぼ山の背後には犬山岳（標高三四二メートル）という山が

あり、その頂上からは有明海沿岸が一望できます。現在も、犬山城址として天守台を模した展望

台がつくられており、そこからは、山門、八女、久留米、朝倉、吉野ケ里など筑紫平野を一望で

き、展望抜群です。有明海沿岸諸国を一大率が監視するにはうってつけのところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４．犬山岳からの遠望 

吉野ヶ里 
佐賀市街 八女 

高良山 
山門 有明海 
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卑弥呼が「親魏倭王」の称号を下賜されたとき、「漢倭奴国」の印を一大率が預かり、漢が滅

亡していたので返す必要がなくなり、海人族の守り神である志賀島の神社に奉納あるいは埋納し

たという仮説も成り立ちます。神が降臨しそうな岩などが金印埋納地にあったのかもしれません。

島全体が御神体であり、盗賊に察せられない所を選んだのではないでしょうか。 

 

 女王卑弥呼の所在地と狗奴国攻略・天孫降臨 

 では、女王卑弥呼はどこにいたのでしょうか。 

 短里で示されたところの行程は伊都国までです。「帯方郡から女王国まで一万二千余里である」

と記されています。帯方郡から伊都国までで、すでに一万五百里来ています。あと千五百里余（百

キロメートル余）で女王国の首都なのです。伊都国には一大率が常駐しているので、伊都国は女

王国の中の一小国とみられます。ここより先が記されていないということは、伊都国まで来れば

女王卑弥呼にはいつでも会える近いところにいたと考えられます。近いところとは、一日で行け

るところです。 

 私は、『魏志』倭人伝の最後に登場する張政が来倭したとき、卑弥呼は狗奴国との戦いに敗れ、

それまでの都であった八女あるいは山門から筑後川北岸に退却し、筑後川を挟んで狗奴国と対峙

していたと考えています。八女あるいは山門を都としたのは、卑弥呼が救援を要請したのは二回

目の遣使の時で、その二年後に魏の軍旗である黄幢を下賜されましたが、それは帯方郡に留まり、

二回目の遣使から四年後の三回目の遣使で張政がその黄幢をもって、救援に来たのです。最初の

要請から四年も経っていれば、戦況はますます悪化したと考えられるのです。「記紀」の中では

天照大神（卑弥呼と考えています）が素戔嗚尊（狗奴国、クコチヒコと考えています）に宮殿を

荒された事件に相当します。九州の南から攻めやすいところ、攻められると防御しにくいところ

を考えると八女・山門地方が浮かぶのです（拙著参照）。 

 武雄からは佐賀平野あるいは筑後川北岸の地へは、船で有明海の大きな潮の干満差を利用すれ

ば、半日で行く事が出来ます。つまり、武雄を流れる六角川を引潮に乗って有明海の沖に出、次

に満ち潮に乗って都のある川を遡るのです。満ち潮は吉野ケ里や八女・山門の遺跡のすぐ傍まで

届くのです。そこは奥野正男説のように吉野ケ里であったかもしれないし、安本美典説のように

朝倉であったかもしれません。 

 そのような状態から、張政は、まず豊国を味方に引き入れ、自軍を強国にし、狗奴国より軍事

的に優位に立ち、そのうえで、狗奴国に吸収合併を申し入れたと考えています。「孫氏の兵法」

に則った戦法です。それは、記紀における天照大神（卑弥呼・台与）と素戔嗚尊（狗古智卑狗）

との抗争、神功皇后（台与）の熊襲征伐の話から引き出されたものです。神功皇后はもともと熊

襲が叛いたという知らせを聞いて、その征伐のために筑紫に行っているのです。素戔嗚尊との和

睦の条件の一つに「千座の置戸」がありますが、私はこれを「千の米倉」と解し、日向の割譲と

推理しました。日向の統治のために派遣されたのがニニギノミコトであり神武天皇です。ニニギ

から神武までの四代の人物は、実は同一人物で歴史を長く見せるために事蹟ごとに代を代えて物

語をつくったと見ています。私は「記紀」にはその原型となる物語を作った人物がいたという仮

説を立てていますので、その仮説で考えると、初期の天皇の系列は、実際にはその通りではなく

作為をもって作られたものと推論することが可能になります。架空の人物がいるかもしれないし、

順番が変えられているかもしれないと考えることができることになるのです。 
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「東南至奴国百里、東行至不弥国百里」は一、二世紀の記事 

 余談がはいってしまいましたが、話をもどしましょう。そうするとまた、新しい可能性が生じ

るのです。 

「東南至奴国百里、東行至不弥国百里」という記事は、卑弥呼女王の時代ではなく、伊都国が糸

島市にあった時の記事である可能性です。つまり一、二世紀の倭奴国が栄えていた時の記事だと

いうことです。そうであれば、先に記したように糸島市の伊都国から奴国（春日市）および不弥

国（宇美町）という説明が生きることになります。それが否ならば、新しく有明海沿岸に奴国や

不弥国の候補地を探さなければなりません。この記事が「後漢時代」の史料である可能性は高い

と思うのです。 

 

 面積の表示方法 

 前述のように、奴国、不弥国への道程は長里と見なされるので、一里が七五メートルほどとな

るいわゆる短里は帯方郡から伊都国までのみとなります。韓伝に示されている「方四千里」も実

際の韓の広さから見て短里表示です。「方○○」は面積を表しています。韓伝に示されている韓

の面積「方四千里」は、ほとんどの人が短里で計算すると、一辺四千里の正方形と一致すること

を認めています。対馬と壱岐（一大国）はそれぞれ「方四百里」、「方三百里」と記されています

が、それと同じ面積の長方形、円を描くと、概略合致するのです（図５）。つまり、方四百里＝

四百×四百里＝十六万平方里の広さを表しています。対馬国の面積は方四百里＝十六万平方里＝

千里×百六十里 となり長尺千里・短尺百六十里の長方形にほぼ近い大きさなのです。壱岐の大

きさ方三百里は実際より少し大きいのですが、目分量の測定でしょうから許容の範囲だといえま

す。 

 複雑な形の面積を「一辺○里の正方形」で表しているのです。この方法はとてもわかりやすい

イメージし易い表現の仕方だと思うのです。例えば「面積百平方メートル」というよりも「方十

メートル」つまり「一辺十メートルの正方形」と示した方が、ずっと広さをイメージしやすいと

私は思うのです。「方○○」が面積を示す事は木佐敬久氏も唱えています（前述書）。 

 図６に東夷伝にでてくる国々を示しています。図に各国の「方○○里」と示された面積の大き

さを円や長方形で示しています。韓と高句麗は短理で、扶余は長里で計算した面積です。東沃沮

は「西南に長く千里可」とありますので、長方形で示し、長辺の長さを長里の千里で表していま

す。 

 扶余は「方二千里」とありますが、扶余は「長城の北にあり、玄菟をさること千里、南は高句

麗、東は挹婁、西は鮮卑と接し、北に弱水（黒竜江と考えられます）あり」と記されていますの

で、西は鮮卑との国境と考えられる大興安嶺山脈、北は黒竜江、東は挹婁との国境と考えられる

小興安嶺山脈、南は高句麗との国境と考えられる老嶺山脈に囲まれた地域、すなわち、現在の吉

林省と黒竜江省の西半分といった広大な地域と考えられ、長里の「方二千里可」と合致します。 

 扶余の首都は現在の松原市扶余県に「扶余」という地名が見え、玄菟郡の都と考えられる撫順

から北に四百キロメートル余（長里の千里）にあります。高句麗の「方二千里」については「遼

東の東千里にあり、南は朝鮮・濊貊、東は沃沮、北は扶余と接する」とあるので、河口付近を除

いた鴨緑江流域と考えられます。そうすると、「方二千里」は短理とすればあまりにも過小であ
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り、長里とするとこんどは過大になります。せいぜい長里の「方千里」といったところですが、

首都丸都は現在の吉林省集安市付近といわれており、遼東（瀋陽市）の東二五〇キロメートルほ

どの距離にあるので、短里と考えると直線距離としても三千里を越えてしまいます。ここは山脈

が間にあり直線的に行くことができないので、長里ならば道程で千里（四百キロメートル余）は、

妥当なところと考えられます。高句麗はずっと中国の支配に対して強力に抵抗してきた国であり、

また奥の方はどのくらいの広がりがあるかよくわからないところもあって、大きめに見ていたの

ではないかと考えられることもあり、高句麗に関する記事は、長里で表されていると考えるのが

妥当だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「周旋五千里可」 

 なお「倭の地を参問するに、海中に絶て、洲島の上に在り、或は絶え、或は連なり、周旋五千

里可り」とある「周旋五千里可」は、伊藤雅文氏がすでに本会で解明されています（『「周旋」の

新解釈と畿内説の不成立』全国邪馬台国連絡協議会「私の『邪馬台国論』『古代史論』」平成 28

年）。すなわち、伊藤氏は、陳寿の『三国志』から「周旋」という語をすべて抽出すると、「いく

つかは『あっせんする』『交渉をもつ』などまったく異なる意味で用いられている箇所もあるが、

ほとんどは『めぐり歩く』『転々とする』という意味で用いられており、２１のうち２０箇所は

明らかに『周囲を一周する』という意味での用いられ方はしていない」ということを突き止めら

れました。したがって、この倭人伝の場合、帯方郡から邪馬台国まで一万二千余里、一方帯方郡

から狗邪韓国まで七千里であるので、倭国内を巡る道程は、狗邪韓国から邪馬台国までとなり、

一万二千里―七千里＝五千里となると言われています。これで間違いないと思います。 

 

 「また南して一海を渡る。千余里なり。・・・一大国に至る」 

 対馬海峡を渡る記事で、対馬国から一大国（壱岐国）へ渡るときのみに、「南」という方向が

入っています。朝鮮半島南部の狗邪韓国から対馬、一大国から末盧へ渡る記事には方向が書かれ

方 300 里 

対馬 

20km 

１里＝75ｍ 壱岐 

方 200 里 

図５．壱岐・対馬の大きさ里 
400km ０ 

高句麗 

夫余 

韓 

濊 

鮮卑 遼河 

挹婁 

北沃沮 

黒竜江 

濊 

長城 遼東 

帯方郡 

図６．朝鮮半島とその北方地域の国々 
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ていないのです。どうして対馬国から一大国へ渡る時にのみ、その方向を入れたのでしょうか。

図５から対馬と壱岐の関係位置がわかりますが、対馬のどの位置から出発しても、真南には壱岐

島はないのです。壱岐島は真南より東にあるのです。しかし、船長あるいは水先案内人は船を南

に進めるように指示したのです。それでこの記事を書いた帯方郡の使者はびっくりしたのです。

目的の島から外れた方向に船を進めるのですからびっくりするのは当然です。しかし、船を南に

進めるにつれ、壱岐の島影は西に動き、ついには真南に島がきたのです。そう、対馬海流が西か

ら東へ流れているためです。このことが帯方郡の使者には強烈に記憶に残り、ここにだけ「南」

という方向を入れたと考えられるのです。 

 

 張政の誇張報告 

 先に一里が七五メートルほどのいわゆる短里で表されているのは帯方郡から伊都国までで、そ

の他は別史料から採ったと考えられることを示しました。この部分の報告者を考えた時、張政の

名が浮かびます。最後に来た魏使です。張政は狗奴国に攻められ苦境にある女王国の救援のため

に派遣された人物です。「塞曹掾史」という低い身分の人が選ばれたということは、この人物は

軍師として優秀な頭脳の持主であったので抜擢されたと思っています。ちょうど、織田信長に仕

えはじめた木下藤吉郎のような人物ではなかったかと思っています。なので、大きな成果を挙げ

て出世したいという意欲が強かったと考えられます。そのために詳しい報告書を作成したと考え

られます。また、陳寿は最新史料に注目したことでしょう。 

 倭人伝では張政がどのようなことを行ったのか、「檄」を告諭したということ以外、何も語っ

ていませんので、どのような戦略で成果をあげたかは拙著で推論し、先に簡単に説明したところ

ですが、結果、大きな成果を挙げ、卑弥呼の後を継いだ台与は、張政の帰国に際し、二〇人もの

武将を付けて洛陽まで送り届けています。お礼の献上物も豪勢です。この張政が成果を大きく見

せるために、倭国の位置や大きさを誇張したと考えられるのです。『三国志』魏書十一巻「国淵

伝」に「賊軍を撃破した場合の公式文書では、一を十と（十倍に）表すのが習慣」とあり、孫栄

健氏はこれを採り上げ、行程を十倍にして報告したのだと言われています（『邪馬台国の全解決』

言視舎）。私は、古田武彦氏が指摘した「周髀算経」を知っていて、それを採用したか、あるい

は、「倭は帯方郡から一万二千里」というもう一つの情報に合わせて倍率を考えたかと思ってい

ます。「周髀算経」とは、後漢末に成立したもので、「周の地で、夏至の日の南中時、地面に垂直

に立てた八尺の周髀という棒の影の長さは一尺六寸であるが、南へ千里の所では一寸短く、北へ

千里の所では一寸長くなる」とされています。谷本茂氏が計算したところ、千里は七六～七七メ

ートルとなった」と報告されています（「『周髀算経』の単位について」『季刊邪馬台国』三五号 

梓書院）。 

 一方、早稲田大学の渡邊義浩教授は著書『魏志倭人伝の謎を解く』の中で、陳寿は、その置か

れた立場から晋を建国した司馬懿の業績を讃えなければならない制約があり、そのため司馬懿の

最大の功績である公孫氏討伐の結果、朝貢してきた女王国を歓迎し、「親魏倭王」に封じたのは、

司馬懿の政敵である曹爽の父曹真が洛陽から一万七千里離れた大月氏国を「親魏大月氏王」に封

じたことに対抗するためであり、遠方からの朝貢ほど執政者の徳の高さを示すという理念から、

女王国は洛陽から五千里離れた帯方郡からさらに一万二千余里離れた存在であるという晋の公

式見解に合わせて、陳寿は書いたのではないかと推論しておられます。 
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 渡邊教授の推論は説得性の高いものと思います。そうすると、その公式見解は、倭国の朝貢前

に定まっていたのであり、倭国へ朝貢を行うように仕向ける段階において、倭国への派遣官には 

倭国の位置を公式見解に合わせて報告するように示唆したと考えられます。それで、張政が「帯

方郡から女王国まで一万二千余里」という公式見解に合わせて誇張して報告した、とも考えられ

ます。 

 いずれにしても、当時の魏において、「戦果の誇張報告の習慣」があったとすれば、張政が行

程を誇張報告することに、罪の意識は全くなかったのではないかと思われるのです。この報告に

より「倭は魏の当時の敵国である呉の東にある」ことを示すことになり、魏の皇帝を喜ばすこと

になると考えたのではないでしょうか。韓伝に残った「方四千里」も張政の報告から採られたも

のと推定されます。 

 どちらにせよ、洛陽の宮殿に残された史料には「倭国の都は帯方郡から一万二千余里になるよ

うな道程」が記されていたと思います。 

 

 「会稽東治の東」 

 さて、『魏志』倭人伝に、「道理を計るに、会稽東治にあるべし」と記されていますが、『後漢

書』では「会稽東治」が「会稽東冶」となっています。そのほか、『魏志』倭人伝の後に編纂さ

れた中国史では「会稽東冶」となっているので、「東治」は「東冶」であると考える人が大半で

す。また、「会稽（郡）の東冶（県）の東」と解する人と、「会稽（郡の都）、東冶（県）の東」

と解する人がいます。 

「会稽の東冶」と解し「（帯方郡からの）道里を計算してみると、（倭は）ちょうど会稽の東冶の

東方海上にあることになる」（三品彰英『邪馬台国研究総覧』）、「（帯方郡からの）道程を考えて

みても、やはり会稽の東冶の東方に在るのに違いない」（山尾幸久『魏志倭人伝』）としたものや、

「会稽と東冶の東」と解し「（倭までの）道程を考えてみると、やはり会稽、東冶（現在の福建

省閩侯県）の真東にあたるものと思われる」（花村豊生『三国志』）としたものがありますが、な

ぜそのように道里が計算されるのか明らかにされていません。 

 それに対し、古田武彦氏は、「魏では、すべて短里で認識されており、『郡より女王国まで万二

千余里』と書かれているので、陳寿は『帯方郡から万二千里南に邪馬台国がある』考えたのだ。

そうすれば、邪馬台国の位置は会稽の東の辺りに来る。東治が東冶でも誤差の範囲である。もし

長里とするならば、帯方郡から万二千里（五二〇〇キロメートル）南ということは、邪馬台国は

遥か赤道を超えていってしまう。」（『よみがえる九州王朝』ミネルヴァ書房）というようなこと

をいっておられます。 

 さらに、森浩一氏は「そのあと狗奴国のことになり、この国が女王に属さないとして、さらに

帯方郡から女王国まで一二〇〇〇里だとの記述がある。文脈からみてここは、女王国界、つまり

狗奴国との境までの距離をおさらいしているのである。そのあと、何度もいったことだが黥面文

身の記事があって、”道理を計るに会稽・東冶の東に当るべし”の文となるのであった。 

 ということは”会稽・東冶の東に当る”というのは女王国ではなく狗奴国の位置がまさに、中国

の江南や福建からみると東にあたるといったのである。これは中国からの位置関係の記事が重複

しているのではなく、その一つは狗奴国の位置を説明したものだったのである」（『古代史おさら

い帖』筑摩書房）としておられます。 
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 会稽郡の都つまり郡役所のあるところは、上海の南百キロの現在の紹興市一帯です。会稽の東、

つまり、同じ緯度の所は日本では屋久島辺りとなります。東冶は福建省の福州といわれています。

同じ緯度のところは沖縄島の南端近くです。会稽と東冶は南北に四百キロ、つまり長里で約千余

里離れています。 

 古田武彦氏のように『魏志』倭人伝に記されているとおりに「会稽東治」が正しいとし、これ

を「会稽の東方の地」と解釈するならば、会稽から北部九州は東北東にあるので、方位を八方位

法（方位を東西南北とその中間で表す）で表すと東北東は東と表現してもよいことになります。

古代人はそれ以上正確な方位を知る手段がなかっただろうからです。『三国志』の方位は八方位

法であらわされています。古田氏の解釈はその点では合理性があると考えられます。ただし、こ

の場合、「会稽の東」といえば、それで十分のはずです。なぜわざわざ「会稽東治」と「東治」

を付加したのか理解に苦しむのです。 

 また、奥野正男氏は、「（倭地の）周旋して五千余里可(ばか)り」と記されているのと合わせて、

「倭地の大きさ」として「（倭地の）道里を計ると、（洛陽から）会稽の東冶の東部あたりまでに

相当する」と従来の説とはまったく異なった解釈をされています。洛陽から会稽までを「去数千

里」（『魏略』「蜀志」八で裴松之が引用）と記されていることなどを裏付けとしておられます。（奥

野正男著作集Ⅰ『邪馬台国はここだ』梓書院） 

 

 陳寿は長里で計算した 

 張政の倭国への路程の誇張報告が魏臺に残り、それを陳寿が採用して倭人伝を書き上げたとす

ると、陳寿は、倭国への路程をどのように解釈したのでしょうか。 

 『魏志』倭人伝のなかで、倭国に関しては一里を七五メートルとするいわゆる短里があること

が明記されていません。なので、当然、陳寿はこの路程を、一里を四三四メートルとする長里で

示されていると解釈したはずです。陳寿は短里があるなど夢にも思わなかったのではないでしょ

うか。陳寿は、当然のことながら、自分の知り得た情報をもとに計算したと考えられます。すな

わち、『三国志』に書き連ねた情報です。陳寿の計算した道里を推定してみることにします。 

 まず、遼東を出発点にします。遼東や帯方郡の位置は魏の国内ですから、ほぼ正確に知ってい

たでしょう。帯方郡の位置は平壌の南七〇キロメートル付近ではないかといわれています。遼東

から帯方郡へ南北方向の距離は南七〇〇里（三〇〇キロメートル）程度です。ソウル付近なら南

へ千里（四三〇キロメートル）です。帯方郡から倭国へは『魏志』倭人伝の史料で考えます。帯

方郡から倭国の北端、狗邪韓国へは南や東に方向を変えながら七〇〇〇里です。倭の位置は郡の

東南にあるということなので、南と東に同じ道程だけ行ったと考えると、狗邪韓国の南北方向の

位置は郡から南へ三五〇〇里ということになります。帯方郡から女王国まで万二千余里であるの

で、狗邪韓国から女王国までは残り五〇〇〇余里ということになります。対馬から一大国（壱岐）

までは南一〇〇〇里、末蘆から伊都国まで東南五〇〇里とありますが、他は方向が不明です。し

かし、冒頭に「倭地は郡の東南にある」と記されているので、この五〇〇〇余里も東南へ行くこ

とになり、ジグザグではなく東南へ直線的に行くこともあること、また最後の二千余里は陸行で

すので、道がまがりくねり、目的地までの直線距離は道程の半分くらいということも考えれば、

南北方向の位置は狗邪韓国の南二五〇〇から三〇〇〇里と見積もられます。合わせて、遼東から

狗邪韓国までは南へ四二〇〇里から四五〇〇里、邪馬台国へは六二〇〇里から七五〇〇里という
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ことになります。 

 一方、中国本土側では、洛陽から遼東まで東北へ四千里（『三国志』巻三／魏書三／明帝紀）

とあります。実際の洛陽・遼東間直線距離は約一二〇〇キロメートル（約三〇〇〇里）なので道

程として妥当です。南北方向へは、北へ二五〇〇里程度となります。呉の都建業（現、南京市）

の位置は正しく知っていたとして、洛陽から南北方向に南へ七〇〇里（三〇〇キロメートル）。

呉の国の広さは、江東方数千里（『三国志』巻五四・呉書九・周瑜魯粛呂蒙伝第九）から、会稽

（郡の役所は、現在の紹興市付近にあった）は建業の南一〇〇〇里、東冶県（現、福建省福州市

付近）は建業の南三〇〇〇から四〇〇〇里と見積もったとします。この数字は決して大きくはあ

りません。陳寿が、呉の東西の勢力圏が四千里に満たないことを知っていたとしたら（呉との国

境になる東西に流れる長江に沿っては戦場になっていたので熟知していた可能性が高い）、呉の

勢力圏の広さが「方数千里」ということは南北には七、八千里の大きさがあると考えられるから

です。結局、会稽の都は遼東の南四二〇〇里、東冶は遼東の南六二〇〇里から七二〇〇里となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように考えると、倭国の北端、狗邪韓国は遼東から南に四二〇〇里から四五〇〇里、会稽

の都は遼東から南に四二〇〇里、倭国の南端邪馬台国は遼東の南六二〇〇里から七五〇〇里、東

冶は遼東の南六二〇〇里から七二〇〇里となるので、倭国は会稽郡の都と東冶の間のほぼ東に位

置することになるのです。 

会稽郡は、当時魏と覇権を競っていた呉の領地です。陳寿は「倭国は呉の東にある」ことを確

かめたのです。会稽郡役所、東冶県の実際の位置は異なりますが、陳寿とて蜀の出自で、後に魏

に仕えた身であり、三国の争いの戦場となった長江以北の地理には詳しいが、行ったこともなく、

情報も少ない長江より南の呉の領域の知識はおぼろげであったと考えられます。 

実際、『三国志』呉書において三国の争い以外の南方の地点間道程が記されているのはまれで

す。私は「銭塘・査瀆間数十里」を見つけたにすぎません。 

 一四〇二年に李氏朝鮮で作られた地図「混一彊理歴代国都之図」では、まさに朝鮮半島が大き

く描かれ、その南端が会稽（長江河口辺り）の東まで延び、それから三〇〇〇里に相当する対馬

海峡の南に、日本列島が南北に長く横たわっています。ちょうど日本列島を九〇度回転した形で

す。その北端の九州（女王国）は台湾島が記されていないようですが、ほぼ東冶（福州市辺り）

辺りの東にあることがわかります。最南端の東北地方は、はるか南の海南島とおぼしき所まで延

遼東 

帯方郡 

狗邪韓国 

対馬 

壱岐 
伊都 

末盧 

邪馬台国 

3500 里（乍南乍東七千余里） 

700（平壌の南）～1000 里（ソウル） 

2500 
～ 

3000 里 

2500 里 

洛陽 

建業 

会稽 

東冶 

700 里 
1000 里 

2000 
～ 

3000 里 

図７．「会稽・東冶の東」説明図 

(紹興市) 



20 

 

びています。また中国本土の部分も南の方は事実から大きくひずんで描かれています。中国南部

の地理に関する知識が乏しかったことがこの地図からわかるのです。私の思考と同じような思考

のもとに、朝鮮半島および倭国をこの地図に書き込んだのではないでしょうか。これが三国志時

代から一〇〇〇年以上もあとの地形に関する知識なのです。いかに地形を把握することが難しか

ったか、正確な地図を作ることがいかに困難であったのか、が示されていると思います。 

 以上、「陳寿は複数の史料を組み合わせて、女王国までの行程を創り上げた」という仮説を設

けることによって、今まで生じていた疑問に対して、滞りなく説明できることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８．混一彊理歴代国都之図 


