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女王国は糸島・高祖地区、平原１号墳は卑弥呼の墓 
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harry.okada@eurexcert.com 

 

古代史研究を行うものが必ず突き当たる問題がある。それは研究者の前に立ちはだか

る「定説」「通説」である。古代史にはどうしても納得できない定説らしきものが少なから

ずある。多くの研究者がこれらを前提としてその上に主張を組み立てているところを見ると、

もし定説が間違っていたらどうなってしまうのだろうかと心配になってしまう。 

 

⚫ 平原一号墳の観察と矛盾： 

筆者は、平原１号墳を卑弥呼の墓と考えており、その１号墳は３世紀後半に開噴され、

中にあった木棺は近畿に移動されたと仮定している。それを論証したい。下の写真は、伊都

国歴史博物館２階に展示された平原１号墳の再現レプリカである。発掘当時の平原１号墳の

カラー写真を見ると、土壙の底の朱の色など写真が退色しているせいもあり少し様子が違う

が、発掘物の位置などはレプリカと同じであるようだ。だがいろいろおかしなことがある。 

写真中の３.ガラス小玉に注目してもらいたい。これらはガラス玉とされているが実際

４．サビた鉄刀・空中 

２．足元の破砕鏡 

３．ガラス小玉・右手付近 １．空中の土器片・鏡片 

mailto:harry.okada@eurexcert.com


2 

 

には死者の首にかけられた長い首飾りであったはずある。それがどういうわけか右手あたり

に無造作に集められている。埋葬するときに千切れたとして、これだけ立派な墳墓を作りな

がら、千切れたガラス玉をこのようにただ寄せ集めて埋めるものだろうか。また、もし千切

れたとすればなぜ千切れたのか。 

このガラス小玉にはもっとおかしなことがある。遺体は丸太をくりぬいた巨大な木棺

に入れられていた。割竹型木棺と呼ばれるこの丸太は直径１メートル近くあったようである。

それが１７００年の間に少しずつ朽ちて沈んで行ったとされているが、ガラス小玉を木棺の

中にどう置けばこのような形と位置に残るだろうか。肉厚の木棺の中にこのようにガラス玉

を置くことは不可能であるはずである。木棺と遺体は１７００年の間に風化してしまったと

しても、それではガラス小玉の状態は説明できない。これは、まず木棺を撤去し、千切れた

ガラス小玉を直接土壙に置いたものではないだろうか。 

 

⚫ 鉄剣の不可思議： 

① 平原一号墳レプリカには、ぼろぼろに錆びた鉄剣が死者の胸のあたりと思われるところ

に左右水平に展示されている（写真中４）。それが発掘時に水平であったことを示すた

め、鉄剣の下にはアクリルのステイが付けられ、空中に浮くように、土壙を左右にまた

ぐ形で展示されている。当時の発掘メモでも、鉄剣は朱という赤い塗料の混じった土や

割れた鏡より上に、柄を南向きに置かれていた（と農家は言っている）とある。 

② そもそも鉄剣は埋葬時どのように置かれていたのであろうか。レプリカ（写真）から推

理すると、木棺と一緒に鉄剣を水平に埋めることは木棺自体が邪魔になり不可能である

はずである。研究者の一人である柳田康雄氏は、鉄剣は木棺の上にあったことがはっき

りしたと書いているが、細かな説明はない。 

③ ある学芸員氏の説明では、丸太木棺を土壙に埋めた後、土をすれすれまでかぶせ、その

上に鉄剣を左右水平に置いたということであったが、巨大な木棺やその中の遺体はかけ

らも残らさず沈下し溶け失せ、小玉類は土壙の底まで落ち込んでいるのに、その上に左

右に載っていた重い鉄刀は途中で沈下が止まったとでも言うのであろうか。鉄剣が本当
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はどういう状態で発見されたのか厳密には分からないが、地主は土壙の底深くは掘って

いない様子で、しかも鉄剣のあった場所からは少しずれているので、やはり鉄剣は土壙

の底ではなく、レプリカのように土壙より上の方に左右水平にあったものと思われる。

土壙より上に思い鉄剣が水平に残るにはどうすればいいだろうか。 

④ 鉄剣が左右水平に土壙の途中に残るように置くためには： 

（１）木棺の中心部に左右水平に入れるか（遺体があるので無理） 

（２）円柱木棺に左右に切り込みをいれ、そこに水平に置くか（無意味で面倒） 

（３）木棺を左右に突き刺すように置かなければならない（遺体があり無理） 

しかしいずれの場合も木棺は朽ちて沈んでいくわけであるから、重い鉄剣だけが上に水

平状態に残るはずがない。にもかかわらず鉄剣が土壙凹より上で発見されたのであれば、

このことは、「鉄剣は遺体の埋葬時に水平におかれたものではなく、木棺が撤去され、

土壙を埋め戻した上に水平に置いたのではないか」という合理的疑いを生むはずである。

その位置は写真にあるようにまさに土壙より上なのである。この墓は女性の墓であるの

で、刀は生前の武勇を表すものではなく、神道で言う守り刀的なものであるはずである。

この時代にそういう観念があったかどうかは確かではないが、少なくとも神道では刀は

穢れや魔物の封除に用いられる。もし筆者が想定するように刀が埋葬時に置かれたもの

でないとすると、身装品を残し、鏡を割り、刀を横に置くということは、木棺は移動さ

れ、その際の封邪、封魂を意味するのではと想像される。ほかにも疑問に思うことがあ

る。 

 

⚫ 土壙の朱について： 

① 土壙の底と壁は赤く染まっている。これは木棺に塗られた朱（上半分は水銀朱、下半分

はベンガラ）が移色したというのが公式の説明である。しかし木棺は時とともに腐食・

風化し沈んでいったわけであるから、木棺の蓋より下あった青玉等に朱がもっと濃く残

るはずである。レプリカが正確であるとすれば、青玉は鮮やかな青色をしており、上か

ら朱をかぶったものとは思われない。むろん、実際の青玉は洗浄されたものと思うが、

その時に「こびり付き」などにもっと注意が払われるべきであった。糸島市教育委員会
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発行の「平原遺跡」第１６集という大冊にあるガラス勾玉の写真も青々として朱の残り

はない。土壙の朱は木棺から移色したものだとしても、現状では、公式発表「木棺が朽

ち果てた」という説明に矛盾しているようにみえる。また、移色したのであれば、上半

分は水銀、下半分はベンガラという説明には違和感を覚える。 

② 当時のカラー写真では判別できないが、故・原田大六氏の発掘報告では薄い炭化層が土

壙底にあったとある。これは有機物が腐り、炭化して残った痕、つまり巨大な木棺も人

体も時間とともに炭化した証拠と言えるかもしれない。しかし残っている炭化層は極め

て少量であったようで、巨大な木棺や遺体などが朽ち果て炭化した痕跡とは思われない。

筆者は、木棺など有機物の痕跡が全くと言っていいほど残っていないのは、酸性土壌に

より腐食、風化したからではなく、ある時期木棺が移動され、その時に首飾り類は遺体

から外されたからだと思う。なお、その時、イザナミ伝説のように当然遺体は腐ってい

たのではないだろうか。 

③ 発掘を行った故・原田大六氏によると、発掘後土を洗浄しても木質は出なかったらしく、

一方、朱の混じった土が大量に出たそうである。木棺に塗られた朱は木棺と共に土壙底

へ沈んでいくわけであるから、土壙上部あるいは中部の土から大量に出るはずがないと

思うがどうであろうか。もし土壙上部の土中からも見つかったのであるなら、一旦木棺

が掘り返され、その時に土がかき混ぜられた証拠ではないか。 

 

⚫ 破れた鏡について； 

銅鏡自体は、博多区、南区の遺跡から豊富に発見されているし、割れた鏡もあちこちに

見られる。しかし大量に全品が意図的に破壊されている例は筆者が知る限り無いようである。

西暦２４０年頃、卑弥呼が中国の王朝からもらったという銅鏡１００枚について、これは三

角縁神獣鏡である、それを卑弥呼があちこち配ったとする主張がある。しかしこの鏡は全国

で数百枚が発見されており、このような主張は間違っているとみなすべきである。筆者は、

卑弥呼の墓は平原１号墳であるという立場を取っており、そこから発見された４６枚（実数

はもっと多かったはず）の銅鏡は中国王朝からもらったものと考える。１００枚は「多数」

という意味である。 
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故・原田大六氏は、外で破壊された鏡が足元に集められていた、意図的に割られたもの

ではないと書いているがそうではない。誰が見ても意図的に粉々に割られ、意図的に集めら

れたものである。多分いったん熱し、土壙の中に集めた鏡をたたき割ったものである。外で

割ったのなら小さな破片があれほどとび散るはずがない。叩き割られた時期は埋葬時ではな

いはずである。なぜなら、埋葬時ならすでに木棺が土壙に入っており、鏡の破片が木棺の下

や空中に残るはずがない。 

空中にあるように見える鏡片は、埋葬時に木棺の上にはじけ飛んだ破片かもしれないが、

木棺は土壙表から 50～60 ㎝近くせり上がっていたはずで、偶然その上にはじけ飛んだ破片

が乗り、取り除かれることなくそのまま土をかぶせられ、やがて木棺は朽ち果て沈んだのに

鏡片は上に残ったというのは理屈に合わない。やはり鏡が破壊された時、木棺は既に撤去さ

れていたか、撤去するときに鏡片が土壙に落ちたのではないだろうか。 

① 平原王墓は卑弥呼とは時代が合わない、それより前のものであるというのが定説・通説

になっている。しかし古墳の考古学的年代決定というのは極めて曖昧なものである。発

掘記録その他をいくら読んでも、平原１号墳が３世紀初期のものと断定できる答えは出

てこない。多くの研究発表では発掘物の検証がずらずらと続き、いきなり３世紀初期で

あると飛躍するのである。たとえ発掘物の様式・年代が古墳より５０年～１００年古い

からといって、それで古墳の築造時期は限定されない。 

② 大径の内行花文鏡（国内産と判定されている）を含む銅鏡が多数（４６枚）割れた状態

で発見されている。これらは卑弥呼の時代より１００年ほど古いというのが定説である

が、実物を見れば4５cm＋もの大径でありながら、その作りは精緻で面はスムーズ、エ

ッジもキレが良く、中国の慣れた職人のオリジナルではないかと筆者は感じた。４６枚

では、卑弥呼の１００枚と数字が合わないという意見があるが、１００枚というのは

「多数」という意味である。 

③ ある報告では、鉛同位体比成分分析など科学的手法を用い、中国から２世紀初めに工人

が来日し46㎝鏡を作った、材料は中国から持ってきたか、日本国内の割れた鏡等を溶か

した、それより小径のものは前漢鏡であると結論付けている。この説には一応根拠があ
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るが、銅の成分から小型は中国製前漢鏡だが、大型は中国人の手によるが国産であると

考えるより、これらの銅鏡は卑弥呼がもらったものと考えたほうがリーズナブルに思わ

れる。卑弥呼の時代より前に、誰かが何のためか４６㎝鏡を作り、それが４枚集められ

たなどどうもおかしい。 

④ なぜ鏡を割ったのかは分からないが、今の我々には、祟りを恐れる、魂を封じ込める、

何かの連鎖を断ち切るために見える。こじつけという批判を覚悟で言えば木棺の近畿移

動のためではないか。筆者はこれがコジツケでないことを論証しようとしている。 

 

⚫ 女王国は糸島平野上流部： 

筆者は伊都国歴博の２階にある平原１号墳のレプリカを卑弥呼の墓と考えているが、結

論を先に述べると卑弥呼は高祖山山麓にあった女王国で死亡し平原１号墳に埋葬された。後

を継いだ臺輿・トヨは西暦２６６年以降近畿へ都を移した。その時かあるいはその後、卑弥

呼の棺も掘り起こされ、近畿へ移動されたと筆者は考えており、そのことについて意見を述

べたい。 

 

卑弥呼が居住した「女王国」は筑後平野方面であるという意見が多い。しかしそういう

伊都国 

女王国 

伊都国と女王国の配置：３世紀  

糸島全景：地図はネットから拝借 
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証拠はなく、この意見は、倭人伝の、宮殿、楼観、城柵があり、召使が１０００人いた、守

衛がいたとする下記の記述に影響された結果ではないかと思える。つまり吉野ケ里や平塚川

添遺跡からの連想である。 

 

自爲王以來少有見者以婢千人自侍唯有男子一人給飲食傳辭出入居處宮室樓觀城柵嚴設常

有人持兵守衞。 

 

これは中国式大仰であり、召使１０００人などは地元の住民ボランティアも含むはずで

そもそも「多い」という意味であるはずだ。召使が１０００人も必要であるはずがない。隣

の伊都国の若い女性はとりあえずみな召使という見做し方かもしれない。これだと誰でも大

宮殿を想像する。 

話しを戻すと、倭人伝による限り、伊都国と女王国は隣接していると書いてある。前半

の一部である。 

東南陸行五百里、到伊都國。官曰爾支、副曰泄謨觚・柄渠觚。有千餘戸。丗有王、皆統

屬女王國。郡使往來常所駐。東南至奴國百里。官曰兕馬觚、副曰卑奴母離。有二萬餘戸 

 

ここには「女王国から東南に１００里（約８Ｋm）行けば奴国がある」と書いてある。

奴国とは、現在の解釈では博多南区、春日市一帯である。このことから逆に、女王国は博多

南区の北西約 8Ｋｍのところにあったはずである。もし奴国の西限が現在の早良区あたりで

あったとすれば、女王国は現在の糸島市のどこにあってもおかしくない。どちらにしても女

王国は糸島地区の一部、あるいは全部と読める。 

筆者は、女王国とは伊都国とは全く同一ではなく、現在の糸島市上流・高祖神社辺りの

小高い場所を意味すると考えている。これには証拠はないが一定の根拠がある。 

 

1） 現在の糸島市は伊都国の１０倍以上の人口を持つが、上流は今でも人家が少なく、古墳

だらけである。３世紀当時の「伊都国」は、実質的にはおそらく現在の糸島市沿岸部だ

けに存在し（普通の民が糸島上流に住むのは著しく不便）、その１００里南の上流部は

女王が住む別の「聖地」と認識されていた、したがって、それを伝え聞いた陳寿（三国

志編集者）もそこを女王国と表現したと筆者は考える。糸島の高祖神社周辺に卑弥呼は
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居住していたと考えることは、女王国が糸島外のほかの地域であったと考えるより妥当

である。 

2） 女王国について倭人伝に次の記述がある。 

及郡使倭國皆臨津捜露傳送文書賜遣之物詣女王不得差錯。 

女王国は筑後平野にあったという意見があるが、「郡使が到着したら、皆港に集まり、

文書や賜り物をすぐ女王に届ける」と言うからには、到着するのに２日かかる筑後平野

に女王国があるでは話しにならない。高祖神社付近なら古代の船着き場と考えられる場

所から直線距離１００里（８Ｋm程度）である。さらに、 

3) 女王国が筑後平野方面にあったとする多くの主張の根拠は、「伊都国の一大率は女王国

の北にあった」から、「女王国は伊都国にはなく、糸島平野の南の筑後平野方面」とい

う、一種の思い込みによるものではないかと筆者には思える。これは多くの研究者の

「定説・通説」となっている感じがする。しかし倭人伝には「女王国の南東１００里に

奴国」とある。女王国は奴国の隣である。 

4) 現在の高祖神社周辺には倭人伝に言う宮室、樓觀、城柵などの跡は見当たらないが、専

門家の解釈を待つまでもなくこれらは現代人が想像する「宮殿」ではない。これらは素

朴に木材と石で作られていたはずで、あちこちの弥生遺跡に痕跡が見られ、特異なもの

ではない。木材は残るはずもなく、石材は今もかなり残っているが特定できない。この

場所には後世怡土城が作られ、さらに怡土神社となり、高祖城となり、現在は高祖神社

である。現在民家はすぐ手前まで建て混んでいる。筆者は高祖山頂上、クシフル山頂と

周囲を歩き回ったが、石材は使いまわされているが、この場所が古代からコアな場所で

あったことは間違いない。 

5) 筆者は、天孫降臨の「クシフル山」という名称が本当に糸島に存在したという証拠をつ

かんでいないが、１９２７年発行の糸島郡史にはそう呼んでいたという記事があるそう

である。地元の学者や伊都国歴博もそう言っている。高祖山の峰続きということらしい

が、実際に上ってみるとどこが続きなのかわからず、要するに高祖山がクシフル山であ

ると筆者は理解している。宮崎高千穂の向こうを張って無理やりひねり出した観光名称
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ではないようである。もし、高祖神社辺りが女王国であったとすると、何より、卑弥呼

はどこでなくなり、どこに埋葬されたかという問題に別の光が当たり、神話の解釈も何

もかもまったく変わってしまう可能性がある。 

 

⚫ 倭国・邪馬台国： 

異論百出の問題がある。それは西北九州全体の様子であり倭人伝には次のように書いて

ある。一般的な読み方は間違いではないだろうか。 

自女王國以北其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶不可得詳 次有斯馬國 次有已百支國 次

有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇

奴國 次有 呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有 鬼國 次有爲吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國

次有巴利國 次有支惟國 次有 烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡。 

「女王国の以北は、其の戸数・道里を略載しかできない。其の他の傍国は離れていて、詳

しくはわからないが旁であり、次に斯馬国、己百支国・・・・・・・・烏奴国、奴国。これ

が女王の境界である」 

この記述は「女王国より北のほう、瀬戸内から近畿方面にある国はその戸数・道里が良

く分からない」が「旁国は離れているけども傍であり、次に斯馬国、己百支国 中略 烏奴

国、奴国。これが女王の境界である」と読むはずである。つまり混乱をもたらすどころか、

邪馬台国東遷に戸惑った陳寿たちが「書き足す時」の様子を如実に表している。「其の他の

傍国」は西北九州にあり、女王の統治が及んでいる地域つまり邪馬台国と解すべきである。

なお、邪馬台国という名称は現代の～地方（例：筑後地方）とおなじ程度の特定性しかない

呼称であると筆者は考える。 

筆者は倭人伝のこの部分は、おそらく西暦２８０年ころ差し替えられたと考えるが、そ

のころすでに東遷運動は最終局面で、倭人伝はこの部分で時制の断裂があると思う。つまり、

陳寿グループは倭人伝の一部を書き直す羽目になったが東遷の詳細をつかんでいなかったの

ではないだろうか。水行・陸行を含めこのあたり東だ南だと倭人伝は迷走している感じがす

る。その理由は邪馬台国の支配階層が近畿に移動した直後で、陳寿グループは情報不足であ

ったからと自分は考える。 

いっぽう斯馬国以下「其餘旁國遠絶不可得詳」とあるのは、遠絶ではあっても旁国（隣
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接国・筑後平野）なのである。今の我々には糸島から筑後平野など車なら一時間で行ける距

離だが、当時はかなりの遠距離で、十分「遠絶」であったに違いない。もしこの読みが正し

いとするなら、筑後平野のクニは遠いけども隣の国であり、クニ名はかくかくしかじか、ま

さに倭人伝のとおりである。 

 

伊都国の平原１号墳は倭人伝とは墓のサイズが合わない、墓制、木棺、鏡等の副葬品な

ど時代が合わない、平原１号墳は卑弥呼の死亡より５０年～１００年前のものであるという

発表があるが、築造年に関しては自分が調べた限りでは大した根拠はない模様である。だが

困ったことに、この３世紀初頭の築造という説は強固に定着してしまっており、平原１号墳

に対する興味は、全国的に冷え切ったままである。「カネにならない古墳」になってしまっ

た感がある。 

筆者が言葉を交わした糸島の関係者諸氏は、平原古墳は卑弥呼の墓ではないかという問

いかけにほとんど冷笑的である。おそらく卑弥呼の墓という主張は往々にしてあり、それら

には論理破綻があり、ある意味妄執的であるからであろうと思う。しかし返ってくる説明を

聞くと、それではどうしても納得できないことがいろいろあり、筆者はそれを述べようとし

ている。 

 

平原古墳は１９６５年、土地の地主がミカン畑の農溝を掘ろうとして偶然見つけたもの

で、墓は農機のためかなりのダメージを受けてしまい、おまけに土地の新聞記者がそれを隠

そうとしたため、ダメージが進行したと故・原田大六氏は怒っていたらしい。 

現実の平原１号墳には掲示板があり、そこには玉依姫（卑弥呼より１００年以上前の存

在、ただし実在は確認されていない）の墓、卑弥呼の墓ではない、場所が異なるとある。こ

れは地元の大学者故・原田大六氏の主張に基づくものであろうと思われる。しかし原田大六

氏はこれらの判断の基礎を多く中国の史書、日本の風土記や記紀においておられ、その記紀

は卑弥呼の時代の５００年もあとに創作されたものであるし、中国の史書解釈については率

直なところひねりすぎではないかと感じた。もし、玉依姫が実在比定だとしても、卑弥呼の
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前は男王（７～８０年）である。この王については記述もなければ墓も見つかっていない。

筆者は、いくら正史であっても、記紀の読み解きを古代史のよりどころとするのはかなり無

理があると思う。 

平原１号墳の掲示板には「地理的状況が倭人伝とは異なる（だから卑弥呼の墓ではな

い）」とあり、この部分は、女王国が糸島ではないという前提に基づいているが、「地理的状

況」は立証されていない前提である。筆者には、わざわざ卑弥呼の墓を否定する判断に傾い

ているように、糸島市全体が原田大六氏に対してだけでなく、有名学者に遠慮しすぎている

ように見える。 

以上のことを総合すると、木棺と遺体は腐食、風化したのではなく、3世紀後半掘り起

こされ、宗教的、政治的理由のためか近畿ヤマトの為政者（おそらくトヨ）により近畿に持

ち去られた可能性のほうが高いと筆者は通説に逆らう。もしそれが起こったとすれば、それ

は近畿大和が勃興した、卑弥呼の死亡数十年後の３世紀の後半であるはずである。 

 

平原１号墳は卑弥呼の墓とは認められないという反論ももちろんある。この方が多いく

らいである。 

1） 墓のサイズが合わない。倭人伝には径１００歩の墓を大いに作るという記述がある。

平原１号墳は遥かに小さい。 

2） 殉死１００人と倭人伝にあるが、そういう痕跡は平原１号墳には見当たらない。 

3） 時代が合わない。 

これ等の主張は倭人伝の記述に基づいており、明らかに平原１号墳と整合しない。しかし筆

者は次のように思う。 

1） この部分の記述は、邪馬台国東遷を知らされた陳寿グループが書き直したもので、

「大いに作られた墓」はヤマトの箸墓である。筆者は、卑弥呼の遺体は糸島から近畿に

移送されたと考える。なお、径１００歩は単に大きいという意味である。 

2） 殉死１００人という数字は中国式の常套誇張であるので、本当はもっと少なかった

はずである。銅鏡１００枚、殉死１００人、径１００歩、距離１００里のごとし。箸墓
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を発掘してみなければ本当のところは分からないが、倭人伝の記述は邪馬台国の東遷後

はかなりあやふやになるので、殉葬の証拠が箸墓古墳から見つからなくても筆者はさほ

ど不思議だとは思わない。あるいは戦いで破った相手を埋めたという意見もあるかもし

れないが、敵を卑弥呼の殉死者にするはずがないし、逆に出来立ての大和朝廷が１００

人もの現地人を生き埋めにする度胸があったとは思えない。あるとすればおそらく埴輪

の類ではないだろうか。 

 

⚫ イザナギ・イザナミ伝説は遺体の移動を意味する 

イザナミは陰部の疾病で死に、腐った自分の死体をパートナーのイザナギに見られ、怒

ってあとを追ったというのがこの伝説の大筋である。日本書紀・古事記はなぜこのような奇

妙な話を取り込んだのであろうか。筆者は、これは卑弥呼の遺体移動を表しており、記紀は

その伝説に祟りや罰など何らかの理由で触れざるを得なかったと考えている。 

記紀の中の話ではあるが、イザナギは「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原で禊を行った」

わけであるから九州出身のはずであり、そうなるとイザナミ（実在かどうかは別にして）も

当然九州である。イザナミの埋葬地は伯耆地方であるというのが通説だが、筆者は伊都国か

ら大和へと考えており卑弥呼の遺体移動を神話化したものと考えている。 

箸墓古墳の被葬者は「ヤマトトトヒモモソヒメ」という女性となっており、日本書紀に

はその来歴がいろいろ書いてあるが筆者の学識では何も分からない。この女性はイザナミ同

様陰部の傷病で死んだとされる。筆者が、伊都国の卑弥呼も子宮がん等で死亡し、その棺は

掘り起こされ、急造された近畿箸墓へ運ばれたと言えば多くの研究者が冷笑、反論するかも

しれない。ネット通説をつないだような反論でないことを望む。 

 

安本美典氏は、古代の天皇の治世を平均１０年と試算し、ヤマトトトヒモモソヒメを卑

弥呼と比定するには年代が合わないとしている。筆者は安本氏の立論方法自体には無論何の

異議をはさむものではないが、それでヤマトトトヒモモソヒメに関する断定がリーズナブル

であるとは思わない。安本氏は、単に知られている天皇の平均在位年数が１０年であると言

っているに過ぎない。卑弥呼はいわゆる天皇ではないが、ほぼ６０年間君臨しているし、筆
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者がつなぎ合わせ方式で推論すると、トヨも４世紀当初まで女王の地位にあったはずである。 

一方、故・原田大六氏は安本氏に激しく反論しているが、日中文献の字義へのこだわり

解釈が強すぎて筆者の教養ではついていけない。また、46㎝の内行花文鏡を倭製鏡と断定し、

平原１号墳を３世紀初頭のものと断定するなど、その根拠に少々首をかしげざるを得ない時

がある。同氏の本を読むと、学界に反論するというカラーが強すぎて、破鏡のありかた、数

珠類の在り方など、平原1号墳そのものにもう少し考察があればよかったのにと思ってしま

う。 

 

⚫ 志賀島の金印解釈の疑義： 

邪馬台国はどこにあったか、卑弥呼の墓はどこかという問題は、実は志賀島の金印をど

う解釈するかという問題からも始めなければならないと自分は考えている。つまり 1 世紀当

時、西北九州の主役は金印に奴国と称されるクニなのか、伊都国なのか、あるいは単に委奴

と称される人々がいた朝鮮半島南部を含む西日本地域なのかということである。              

西暦５７年に漢王朝から贈られたいわゆる「志賀島の金印」には「漢委奴國王」と彫っ

てあり、「定説」では「カンのワのナの国王」と読むとされている。つまり「委」はニンベ

ンが抜けているが「倭・ワ」のこと、「奴」は現在の博多一帯にあった奴国・ナコクのこと

であるとなっている。しかし筆者は「カンのワのナ国王」は全く間違っていると思うし、金

印が与えられた先も列島倭ではなく、まず半島倭である可能性があると思う。 

① もし「奴」を「ナ」国と読むならば、倭人伝にある奴国、彌奴国、姐奴国、蘇奴国、華

奴蘇奴国、鬼奴国、烏奴国、狗奴国それにもう一つの奴国など９国全部がナ音だらけに

なる。西北九州ではナ音国名だらけであったとでもいうのだろうか。このことだけでも

委奴国は「倭のナ国」ではないことが明らかである。奴国は「良くは知らないがナント

ヤラどもの国」と言う意味のはずである。つまり例えば蘇奴国は、「ソ・ナントヤラど

もの住むらしい地域」と解すべきである。 

② ゼロ世紀ころ、大陸に奴＝ナという読み替え音があったかどうか本当は確かではない。

少なくとも現在、北京語も、広東語も、朝鮮語も、日本語もあるいは万葉仮名も奴をナ

と発音することはない。それを、日本書紀や和名抄に儺縣（ナノアガタ）という地名が
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あり、今の那の津、那珂川はその名残であり、これら地名の語源は「奴」であり、その

読みは「ナ」であるとするのは単なる飛躍であり、本当の根拠はないはずである。それ

を言うなら、なぜ奴の字が全く残らず、儺や那の字に代わっているのか。これはとりも

なおさず「奴」は単なる卑字で、固有名詞ではなかった証拠ではないか。 

③ これは、倭のナ国ではなく、文字通り「委奴」という侮蔑呼称が中国で定着していた証

拠で、もし便宜的に現代音で読むとするなら「イド」のはずである。つまり朝鮮半島南

端を含み、委奴は、前世紀末までは中国歴代王朝にとって取るに足らない「委どもの集

落」であったはずである。邪馬台国も卑弥呼も、委も奴も中国王朝が一種さげすんだ表

現である。金印にある「委奴」という表記は、同時代中国大陸で暴れていた匈奴（きょ

うど）と横並びの蔑称表現で、つまり志賀島の金印は「漢のイド国王」と読まなければ

ならない。するとイドとは厳密に何を指した名称だろうか。筆者はこの０～３世紀時代、

必ずしも三国志に登場する伊都国のことではなく、朝鮮半島南端や西北九州に住んでい

た「東夷民族」を指すと考える。朝鮮半島の南端には、見た目は半島人と同じだが、風

俗、習慣が倭式で、対馬、壱岐と行き来し、なまりの強い倭語を話す集団がいて、数百

年にわたり半島国家と戦いを繰り返していた。もし委奴国の読みが「イドコク」である

なら、それは現在博多区、南区にあったとされる奴國（須玖岡本遺跡一帯）を特に意味

するわけではなく、朝鮮半島南端を含み、現在の北西部九州、福岡市周辺にあった集落

国全体を意味したはずである。つまり国名というよりは民族蔑称名である。 

④ 傍証になるが、これは三国志の「韓伝」地名でも同じであり、朝鮮半島にやたらと「卑」

の国名が表れる。これは国名にヒ音が多かったというより、「卑しきものどものナント

ヤラ国」と言う「切り捨て表現」のはずである。卑弥呼の「卑」も同様であると筆者は

考える。「日の御子」など、学者とは思えないお粗末なコジツケ見解である。1 世紀当

時、今に言われる奴国が他に先んじて漢と接触し、その王が金印をもらったという解釈

は全く間違いではないだろうか。漢の倭の奴国王ではなく、「漢イド国王」である。 

⑤ なお、博多南区の奴国が「ナントヤラ国」ではおかしいではないかという批判も出ると

思うが、筆者はあえて「ナントヤラ国」と解すべきだと思う。しかし、この場合のナン
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トヤラは、中国人がこの巨大で複雑な博多中央地域を地理的、政治的にうまく線引き、

把握できなかった結果ではないかと思う。毎日行き来していると、奴国と表現された場

所は現在の西区、早良区、南区、博多区、春日市を含む複雑で広大な地域ではなかった

かという雑感を持つのである。クニ境があったと考えるのはどうにも不自然に思える。 

⑥ なお倭人伝に出てくるもう一つの奴国は、無論、邪馬台国の果てにあるらしいが名前も

わからない「ナントヤラ国」である。 

 

⚫ 邪馬台国はどこか： 

邪馬台国はクニ名ではなく地方名であるはずである。佐賀県の松浦は、古代「末盧國」

であり、これはマツラという倭人の発音に対応した中国の漢字表記であるというものが多く

いる。しかしそんなはずはない。倭人がマツラと発音していたとしても、それを中国人は末

盧とは書かない。こういうつながりの悪いあきれる話は古代史研究にはいろいろある。邪馬

臺国という呼称にも、厳密にいえばその概念と比定に訳の分からない部分がある。これは、

当時の中国人（便宜的に中国人と呼ぶ）が倭人の話として伝わる倭の地域につけた侮蔑的名

称であると自分は考える。倭人の里・邪馬台国の場所は女王国との兼ね合いからも、大陸直

近の西北九州地方全体のはずである。 

ちなみに、倭人伝に投馬国に関する記述がある。これはツマ音つながりで薩摩のことで

あるという説が出てややこしくなっているが、島根、鳥取地方のことであると筆者は考える。

島根県の現在の人口は合計７０万人弱程度である。倭人伝には５万戸ほどある（可＝らしい）

と書いてある。これは２５万人に相当し、２０００年前にしては相当な大人口である。いっ

ぽう、音の神秘性で言うと、島根県の邇摩郡など何らかのゆかりを感じるし、出雲は言うま

でもない。 

南至投馬國水行二十日官曰彌彌副曰彌彌那利可五萬餘戸南至邪馬壹國女王之所都水行十

日陸行一月・・・・・ 

これが薩摩ではなく山陰であるという証拠はないが、わざわざ薩摩に行く必要はないし、

注目すべきは人口可五萬餘戸で、そこから南至邪馬台国というくだりである。可は～らしい
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という意味で不正確な情報に基づいている様子が見える。現代の地図では南に行くのではな

く東もしくはは北東である。しかし薩摩では、そこから北東に行こうが南に行こうが海しか

ない。従って倭人伝で言う投馬国は薩摩ではない。 

 

⚫ 朝鮮半島先端の倭 

倭というのは本来「劣った野蛮人」というような中国式の蔑称で、必ずしも日本人だけ

を指したものではないようであるが、朝鮮半島の先端に倭がいたことを裏付ける資料は本家

本元の三国史記には豊富にある。それによればゼロ世紀以前から数百年間、朝鮮半島の倭は

繰り返し北方向を侵略したり仲直りをしたりしている。この朝鮮半島倭がいわゆる日本人と

質的に同じかどうかは筆者には確言できないが、数万年前はいざ知らず、山陰や九州から壱

岐、対馬と渡り、朝鮮半島に出入りし定着した日本人としか考えられない点がある。とにか

く、半島人とはかなり気質が違っていたことがうかがえる。 

 

一応魏志倭人伝にこだわってみる。 

景初二年六月倭女王遣大夫難升米等詣郡求詣天子朝獻太守劉夏遣吏將送詣京都 

景初二年（西暦２３８年）六月、倭の女王が大夫難升米等を遣わし、帯方郡の天子に朝献を

求めた。太守劉夏は役人を遣わし、都まで送らせた。 

西暦２３８年に倭の女王（普通にいえば卑弥呼）は「難升米」を派遣したと読めるが、

この人物はどこから来たのだろうか。難升米、掖邪狗などは何となく邪馬台国、倭国などと

並び、侮蔑、軽視を感じさせる表音漢字表記である。西暦２３８年なら半島倭族が半島国家

を相手にしてかなり暴れていたころである。たしかな証拠はないが、半島倭族と列島倭族は

何らかの補完関係にあったはずで、そういう半島倭を飛び越して糸島から魏王朝に朝献を申

し込むとは考えにくい。これは半島倭族が女王の名代として難升米を帯方郡まで送ったとい

うことではないだろうか。 

正始元年太守弓遵遺建中校尉梯儁等奉詔書印綬詣倭國拜假倭王并齎詔賜金帛錦罽刀鏡采物倭

王因使上表答謝詔恩倭王因使上表答謝詔恩  

其四年倭王復遺使大夫伊聲耆掖邪狗等八人 上獻生口倭錦絳青縑緜衣帛布丹木拊短弓矢掖邪

狗等壹拜率善中郎將印綬 



17 

 

其六年詔賜倭難升米黃幢付郡假授 

西暦２４０年、帯方郡の太守弓遵は使いを倭国に派遣し、女王にこれこれの貢物をした。 

西暦２４４年、倭王は大夫伊聲耆、掖邪狗等八人派遣しこれこれを返礼した。 

西暦２４６年、帯方郡の太守（もう弓遵ではないはず）難升米に黃幢を贈り付郡假授した。 

 

最後の付郡假授は「郡に付し假授した」と訳されているが、これでは理解不能である。

筆者はおそらく「朝鮮半島先端にある郡をまかせた」と読むのではないかと思う。いっぽう、

もし列島日本の郡を任せると読むとすると、いくら中国人でもおこがましすぎるし、余計な

お世話である。もしそうであれば、上記の倭国は朝鮮半島先端の倭国であり、同時に女王と

いう記述があることは、北西九州と朝鮮半島南端にはやはり強い結びつきがあったというこ

とであろうと思う。この当時大陸では魏呉蜀の戦乱が続いており、魏王朝は、暴れん坊の半

島倭を手なずける必要性があったはずである。三国時代、朝鮮半島の右側と南端には魏の勢

力は及んでいない。このことからも、志賀島の金印は直接的には半島倭に渡された可能性が

あると思う。伊都国から魏まで出かけた、あるいは魏から伊都国までやってきたとは筆者に

は考え辛い。金印がなぜ江戸時代に志賀島で見つかったとされるのかなど、もっと検討され

なければならないのではないだろうか。筆者は志賀島であるはずはないと思うが根拠は今一

つである。 

 

⚫ 邪馬台国の東遷 

３世紀後半、九州邪馬台国の勢力、あるいは人々は一斉に近畿への移動を始めた一定の

証拠があり、これを「邪馬台国の東遷」あるいは「神武東征」と呼んでいる。学者によって

そういう動きはなかったとする主張もあるが、何らかの規模でそれが起こったことは間違い

ないようで、邪馬台国は九州から近畿へ移って王権を形成してしまった。時期は３世紀の終

わりころである。 

しかし中国では魏が西晋に変わり、陳寿が三国志・魏志倭人伝を完成し、朝廷に上程し

たころ、おかしなうわさが東の方から伝わってきた。九州の邪馬台国が、近畿に移動し、王

権を形成したらしいというものである。陳寿グループは当惑した。近畿ヤマトなどどこにあ

るかさえ知らず、距離も方角も道程もわからない。陳寿グループは大慌てで情報収集を始め、
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魏志倭人伝を修正、追記した。しかし時間は足りず、努力には限界があり、東と南は混乱し、

不彌國から海を行くのか陸を行くのか、総距離数など皆目分からず糸島女王国までの 12,000

里（900Km弱）のままとした。 

筆者は、邪馬台国はもともと西北九州の国の総称であり、それが近畿に移動したと考え

る。つまり両方とも邪馬台国といえば邪馬台国なのである。古代史を科学的に分析する学者

として高名な安本美典氏は、これでもかと近畿邪馬台国を否定しまくっているが、それに対

し纏向説の方々はカエルの面にナントヤラで知らん顔をしている。そこまでムキにならなく

てもと筆者は苦笑するが、そういう現象が起こりがちなのがちゃんとした証拠がない古代史

の世界である。ただし、女王国を筑後平野の朝倉付近とする見解には賛同できない。そんな

はずないのである。 

 

⚫ 卑弥呼の生と死について： 

卑弥呼と呼ばれる女性は文化・文明上の優位性から朝鮮半島渡来系の娘であったはずと

筆者は考えている。朝鮮半島渡来といっても必ずしも朝鮮人ではなく、朝鮮半島には倭族も

住んでいた。新羅本記によれば、西暦 173 年に卑弥呼の使いが大陸へやってきたとある。そ

うすると彼女は多分西暦 160 年以前に伊都国で生まれで、由緒ある家系の娘であったので若

くして女王に選ばれたということかもしれないが、この記述は少しおかしい。西暦１７３年

は早すぎるのではないだろうか。倭人伝にある「すでにかなりの年齢」という表現が、即位

時に既にそうだったのか、倭人伝が書かれた頃にはそうだったと解すべきは重要であるにも

関わらず筆者にはわからない。卑弥呼の個人名は分からないがトトである可能性は少しはあ

るかもしれない。中国人は彼女のことを「卑彌呼」と書いたが、それは倭人の発音に合わせ

たもので、ヒミコかもしれないしその他の音かもしれない。のちの時代の巫女（ミコ）につ

なぎ読むのはもっともかもしれないが、三国時代、日本に巫女・ミコという役職や立場があ

ったかどうかはなはだ疑問である。 

記紀に出てくる甕依姫の下り、天皇の系譜などは、見方によっては全くの創作・コジツ

ケである。筆者は抜粋しか読んでいないが、いくら読んでも何でこうなるのと思う。しかし、
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それが史実を汲んだものとすれば、海童（ワダツミ）の娘が豊玉姫、その妹が甕依姫という

記述は、卑弥呼は海を渡ってきたものの娘、トヨはその一族の娘ということを連想させる。

この点については中国や朝鮮の史書、風土記なども読み解き、ものすごいこだわりをもって

研究している学者の方々がいるが、結局何も確定できていないように見える。 

 

⚫ 邪馬台国と大和国は同義か： 

九州邪馬台国の支配層が近畿に移動してヤマトとなったという意味で、筆者は邪馬台国

と大和国は同義であると考えている。近畿に移動した邪馬台国について、倭人伝には次のよ

うに書かれている。 

「南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月官有伊支馬 

次曰彌馬升次曰彌馬獲支次曰奴佳鞮。可七萬餘戸」 

(投馬国から)南のほうに行けば邪馬台国がある。女王（卑弥呼とは書いてない。トヨのは

ず）これを都とする。海を１０日行き、（あるいは）陸をひと月行く。役人の名前は誰ソレ

で、７万戸ほどの人家があるらしい（可＝らしい）。上記漢文の「壹」は「臺」の間違いで

あるとなっているが、筆者は必ずしもそうは思わない。壹は現代の学問ではイ、イチかもし

れないが、この漢字には「豆＝トウ」の文字が含まれており、２０００年前に本当にイ、イ

チの読みだけだったのかどうかは柔軟であるべきである。 

邪馬台国を水行１０日、陸行ひと月の先にあるとする上記の文章の場合、女王とは卑弥

呼の後を継いだトヨ（台与・臺輿）のことで、邪馬台国なるものはすでに近畿に移動してい

たと解釈すべきで、後に倭人伝に改筆、付け加えられたと筆者は考える。邪馬台国東遷以後

の記述から倭人伝は明らかに追改筆されていると筆者は思う。女王トヨは３世紀後半すでに

近畿大和に移動していたはずで、西暦３００年には約６３歳である。もし彼女が邪馬台国東

遷を主導したとすれば伝承を含めいろいろなことが説明できる。 

なお、一部学者の投馬国、邪馬台国までの距離を伊都国から放射状に読むとか、水行、

陸行というのは朝鮮半島からの距離であるという意見は何も解決しておらず、一つの矛盾を

別の矛盾に言い換えただけである。倭人伝にはそうは書いてない。 
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さらに次のような記述がある。 

壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪拘等二十人送政等還因詣臺 

獻上男女生口三十人貢白珠五千孔 青大句珠二枚異文雑錦二十匹 

西暦２６６年、トヨは倭の大夫率善中郎将掖邪拘等二十人を遣わし政等の還るを送る。因っ

て臺に詣り男女生口三十人を献上し、白珠五千孔、青大句珠二枚、異文雜錦二十匹を貢ぐ 

上記の文中にある「壹與遣倭大夫」は、トヨが倭の大夫を派遣したということであるが、

この場合の倭は朝鮮半島の倭であるはずである。伊都国から派遣したのであればわざわざ

「倭」とは書かないはずである。政（張政）は魏の軍官で卑弥呼が死亡したころ渡来し、倭

の女王（トヨ）に対し狗奴国に負けるなと２０年近く檄を飛ばしたとなっている。西暦２６

６年頃トヨはおよそ３０歳でまだ伊都国にいたということになり、上記の「貢いだ」先はそ

の前年に誕生した西晋である。一方、邪馬台国が狗奴国を滅ぼしたという記録、伝承はなく、

その逆も同様であるが、朝鮮半島もゴタゴタ、筑後川の対岸もゴタゴタ、張政が列島日本で

活動したという記録は現実にはないが、それやこれやで危機を感じたトヨが東遷を意図した

のかもしれない。玉依姫系の主張とは合致しないが、神武天皇は比定するとすればトヨのこ

とであるかもしれない。 

 

⚫ 倭国の極南界：朝鮮半島南端も倭である 

西暦４５０年ころ編纂された後漢書は、その４００年ほど昔のことを書いている。 

（後漢書）建武中元二年（西暦５７）倭奴国奉貢朝賀使人自稱大夫 

倭國之極南界也光武賜以印綬安帝永初元年倭國王帥升等獻生口百六十人願請見 

『西暦５７年、倭奴国から使いがやってきた。使いは自分のことを大夫だと言った。倭国

の極南界である。光武帝は印綬を贈りこれに報いた。西暦１０７年倭国王帥升が奴隷１６０

人を連れ挨拶にやってきた』 

「倭国の極南界」は実に奇妙な解釈である。「之」を「の」と読む限り意味がつながら

ない。筆者は、倭国これ極南界なりと読むべきだと思う。もしそう読むなら、倭奴国の大夫

は伊都国からではなく、多分その代理として朝鮮半島の先端から光武帝のもとへやってきた

倭族ということになる。大夫は朝鮮半島南端のものに対する呼称であると考えるべきである
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が、どっちに読むかは実は重大問題である。倭国これ極南界なら、当時の漢王朝は、倭国は

朝鮮半島の南端から始まると認識していたと考えられる。倭人伝の中には、「之」を「これ」

と読むべき個所はたくさんある。「皆沈没取之：みな潜ってこれを取る」、「女王之所都：女

王これを都とするところ」などなどである。また、ほぼ同時代の中国の記述に「是々非々謂

之智、非是是非、謂之愚」というものがある。この場合、「之」は日本語で言えば「これ」

という読みであり「の」ではない。つまり上記後漢書の個所は「倭国は極南界なり」と読む

のが順当のはずである。なぜ「倭国の極南界」という解釈が通説としてまかり通リ、固定化

しているのか自分には不思議である。 

倭とは何かについて１２世紀に朝鮮で編纂された三国史記がある。これは歴史書として

の信憑性は高くないとされるが、客観的に信用できる部分も多い。それによると、倭はゼロ

世紀をはさみ２～３００年間にわたり朝鮮半島を繰り返し遡り侵略している。この倭は半島

南端の倭であり、列島日本から船で大量の兵力、兵站を送り込んだとは思われない。これら

の人々は「列島日本人」という意味ではないかもしれないが、列島倭人と同様の習慣を持ち

相当濃い関係があっただろうと思われる。 

一方、三国志韓伝に「韓は東西を海に接し、南は倭に接する」という一文もある。倭に

接するという意味は、朝鮮半島の南端は倭であったという意味で、海を隔てたところに倭が

あったという意味ではない。まさに「倭国これ極南界」である。これは、歴史学会では普通

に知られていることではあるが、そういう前提で古代史を見つめた論文はあまりないように

自分には思える。 

 

後漢書の記述は西暦５７年の話であり、その時に委奴國がいわゆる後漢王朝から志賀島

金印をもらったとされているわけであるが、自分の考えでは、西暦５７年に中国王朝を訪れ

た「大夫」は半島の倭であり、列島日本人ではないのではないかと思う。もしそうなら、志

賀島の金印はまず半島の倭に与えられ、その後何らかのきっかけで九州に渡ったことになる。

伊都国の祖はその時金印をもって糸島へ渡ってきたと言えばうがち過ぎだろうか。張政も糸

島まで来たわけではなく、朝鮮半島の倭にいたと自分は思う。 
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また、その５０年後の永初元年に朝貢した「帥升」も、日本列島から奴隷１６０人を引

き連れ大挙して海を渡ったわけではないと思う。帥升自身は王と名乗った、あるいは受け取

られたかもしれないが、帥升の「帥」も「升」も将軍、役人というような意味で王ではない。

この「帥升」という表記は、倭人伝に多くある「卑弥呼」や「卑奴母離」のような表音当て

字ではなく、明らかに表意表現、役職である。また、主に中国で用いられた呼称である。す

ると帥升はやはり半島の倭であった可能性がでてくる。大陸支配に心を砕く後漢にとって、

列島の倭よりも目と鼻の先にいるやっかいな半島倭の向背のほうが重要であったはずである

し、何度も組織的侵略を繰り返した半島の倭にとってもこの素早い朝貢が必要だった。倭国

の極南界と読むか、倭国は極南界と読むかで、古代史の基本が変わってしまう。 

 

以上の論理から、朝鮮半島の南端などにいた倭人も「委奴」であり、それは一世紀当時

の漢で東夷倭族全体を指す蔑称で、狭い博多地区だけを指すはずがないと自分は思う。 

 

⚫ 箸墓古墳はだれの墓か： 

奈良の箸墓古墳を、何とか卑弥呼の死亡年である３世紀半ばに築造されたものであると

するために、いろいろ考古学的考証や残存物の科学的分析がなされている。その分析手法自

体は正しいかもしれないが、無理やり３世紀半ばに結論を持っていき、最後にいきなり箸墓

古墳は西暦２５０年直前に作られたと飛躍する結論が多い。これは、「箸墓は卑弥呼の墓」

と言いたいのであるが、卑弥呼の墓であるなら、それは西暦２４８年に作られていなければ

近畿邪馬台国論者の説通りにならないが、箸墓がその時に作られたという正確な証拠はなく、

これは桃の種を測ろうが、小枝を測ろうが同じことで、５０年くらいの誤差は当たり前とい

う世界である。しかし、邪馬台国の政治、経済、文化、軍事が西九州から現在の奈良県へ移

ったことは間違いないようで、それは地名が見事に一致することでもわかる。それら地名は、

多く現在の筑後平野にある地名で、３世紀にはこれらの地名が筑後平野に存在していたこと

が分かる。この地区にいた人々が近畿へ移ったことを物語る。 

奈良・箸墓古墳には孝霊天皇の娘、倭迹迹日百襲姫命・ヤマトトトヒモモソヒメが埋葬
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されている。ところが、箸墓は日本書紀にも登場する巨大な墓であるにも拘わらず、倭迹迹

日百襲姫命もその父親とされる孝霊天皇も実在が確認されていない。倭迹迹日百襲姫命・ヤ

マトトトヒモモソヒメとは卑弥呼のことであるという主張は既に多くあるが、この主張の弱

点は、それではいわゆる邪馬台国も狗奴国も女王国も近畿となってしまい、ほかの部分が不

整合だらけになることである。しかし筆者はこの主張に賛成で、その根拠は、平原１号墳は

卑弥呼の墓であり、そこにあった木棺が近畿に移動されたからと考えるからであり、そこま

でして移動する価値のある遺体は、長く邪馬台国を治めた卑弥呼以外には考えられないから

である。これは何も九州説、近畿説の中庸ということではなく、その必然性と状況証拠があ

るからである。 

箸墓古墳は３世紀後半に突然現れる巨大前方後円墳で、日本書紀によれば昼は人が作り、

夜は神が作ったらしい。つまり突貫工事に似ている。ヤマトの人々はなぜかくも巨大な墓を

誰のために奈良に大急ぎで作らなければならなかったのだろうか。３世紀の後半といえば近

畿大和政権が誕生したころである。自分の考えでは、その政権中枢は九州から武力進出した

人々であり、まだまだ敵対勢力を抱えていた。その政権中枢にはトヨがいたのではないだろ

うか。トヨは、政権安定のために卑弥呼の象徴的あるいは神的権威を利用しようと考えたは

ずである。 

 

⚫ 日本書紀・古事記と卑弥呼： 

日本書紀には中国にまで知られた卑弥呼やトヨの名前が出てこないということがよく言

われる。その極端な無視の理由は、彼女らの出自が朝廷にとって都合が悪かったからではな

いだろうか。考えられるのは卑弥呼の家系が大陸系であったからである。 

倭人伝には、卑弥呼が鬼道を用いて民衆を導いていたと書いてある。鬼道というのは、

現代においてシャーマニズムと呼ばれる大陸系原始宗教の一つであると解釈されている。問

題は、西暦 1００年後半に生まれた（と考えられる）卑弥呼はどこからシャーマニズムの感

化を受けたかということである。仏教やキリスト教のようにたまたま外国から伝来したとは

考えにくい。もし卑弥呼が幼少のころから一応体系のある鬼道を体得していたとするなら、
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それは彼女の先代が大陸シャーマニズムを家系的習慣として受け継いでいたからと考えられ

る。これは伊都国王そのものが渡来系で、卑弥呼が伊都国の出身であるという仮定に整合し

ている。日本書紀は、伊都国王であった五十跡手（イトデと読むとされている）は祖先が高

麗から来たと述べている。イトデはそもそも朝鮮半島倭族の長であり、１世紀に金印をもっ

て朝鮮半島からやってきたのかもしれない。日ごろある程度の大陸交通があった可能性もあ

る。 

それに対し神国日本を標榜する大和王権はメイド・イン・ジャパンに拘らざるを得なか

った。これは倭種純潔ということとは少し異なり、簡単に言うならおそらく統治目的の政治

的理由で天皇は天から降りてきた神の子であるということにしてしまったからではないだろ

うか。その神の子が伊都国の渡来人を祖としているのはまずい。神の子天皇を国祖とした日

本は、このあたりから中国、朝鮮半島とは決定的な違いを見せていく。もし神の子ではなく、

ただの王であったら、おそらく今の日本はなかったのではないだろうか。 

 

⚫ 神武天皇の東征： 

神武天皇と呼ばれる人物が、古代、九州から近畿に攻め上ったという記述が８世紀にな

されている。最初の天皇とされる人物である。むろん、当時天皇制があったわけではなく、

８世紀に「その昔こういう人物がいたから、この人物を神武天皇と表現しよう」と設定され

たものである。およそ３世紀ころの話しと想像される。なぜならそれが邪馬台国の東遷時期

だからである。日本書紀・古事記には、なぜ東遷が起こったかを簡単に説明してある。 

 

「日本書紀」では ： 

「神日本磐余彦天皇（カムヤマトイワレビコ）は 45 歳の時、天祖ニニギが天降って 179

万 2470 余年になるのに遠くの地では争い事が多く、塩土老翁によれば東に美しい国がある

そうだから、そこへ行って都を作りたいと東征に出た」となっている。ちなみに、トヨはこ

のころ 45歳くらいのはずである。 

記紀に共通することは、西の方角から神武天皇とされる人物がやってきた、「神武は、
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せっかくニニギが九州に平和な国を作ったのに、遠くの地でうち続く争いが嫌で、東方向の

美しい国に移って新たな都を作ろうとした」という意味になるはずである。大和朝廷は、カ

ム・ヤマト・イワレビコなどという名称をどこから持ってきたのだろうか。 

「古事記」では： 

「神倭伊波礼毘古命（カムヤマトイワレビコ）は、兄の五瀬命（イツセ）とともに、日向

の高千穂で、葦原中国を治めるにはどこへ行くのが適当か相談し、東へ行くことにした」と

あり、伊都国から東ならぴったりだが、宮崎から東に行けばまともに太平洋に突っ込み、８

世紀の記述としては方向音痴すぎて何かおかしい。「葦原中国を治める」とはそこに平安を

もたらすという意味で、やはり、「現在自分が治めている平和な葦原中国（アシハラナカツ

國）が、大陸の騒乱のため危なくなったので、会議を開き東へ移動することにした」と解す

のではないか。ここは危ないと感じるのは西北九州地方であったはずである。それはおそら

く、朝鮮半島先端の倭からの情報であったはずである。 

 

日本書紀も古事記も、神武天皇とされる一行が戦乱を嫌がって東へ移動したと書いてあ

ることは間違いないようである。筆者は、この場合の神武天皇とはトヨにかぶさると考えて

いる。倭族は朝鮮半島南端（伽耶）にもいたのであるから、たぶん大陸からの避難民や脱出

者がかなり九州に押し寄せ、半島情勢を伝えていたのは間違いないはずである。もし、その

戦乱が九州内部のものだけであるなら、何も一族郎党国ごと逃げ出す必要はないのではない

だろうか。なぜなら神武は近畿でも戦って征服しているのである。このころの神武を４５歳

と規定してあることが筆者には興味深い。もし神武が実質的にトヨのこととであるとすれば、

神武の東征完了は西暦２８０年ころのことと算出され、歴史のつじつまが合うのである。 

 

それでも、そういう事実はなかった、これは架空の物語であると否定する発表もかなり

ある。しかしそれでは編纂された年も、編纂者も違う古事記・日本書紀はなぜ同じような作

り話をこさえたのかという素朴な疑問が残る。地名や場所の配置が奇妙なほど一致すること

も見逃せない。筆者が思うには、記紀が書かれた８世紀初め、大和が４～５００年前に東か
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ら移ってきた人々により建国されたことは普通に知られていた、またそれらの子孫が普通に

いたのではないだろうか。そこにはすでに箸墓墳墓があり、その中にいるのは九州から移葬

された神・卑弥呼の遺体である（と筆者は推定する)。 

 

⚫ 天孫降臨伝説について：宮崎より糸島： 

天孫降臨とは、ある時、神が日向の高千穂のクシフル岳に降りてきて国つくりを行なっ

た、日本は神が作った神国である、天皇は神の子であるというもので、日向、高千穂という

言葉から、通説として神は現在の宮崎県高千穂地方に降り立ったとされている。むろん事実

ではないが、大和朝廷が、そもそもどこを神話の出発点としていたのかは結構重大な問題で

ある。もし「日向」なる場所がその出発点であるとすると、そもそも日向とはどこの日向か、

宮崎のそれではなく、伊都国の日向（現在はヒナタと称されている）ではないかということ

も考えなければならない。 

現在の糸島の古墳群は、荒れ果てているというわけではないが一種無関心の中に置かれ

ており、平原王墓以外は子供が上って遊んでいるという状態である。神社についても参道な

ど特にメンテされているわけではなく、由緒ある高祖神社は地方によくある神社と同じ状態

であるし、細石神社に至っては素朴過ぎて通り過ぎてしまう。学術的研究もストップしたま

まで、古い研究がそのまま残っている感じがする。 

しかし、大陸の文化がまず到着するのはどこかといえば西九州方面であるはずである。

西九州を通り越して、まず宮崎の山奥に上陸するなどとてもありそうにない。 

此地者向韓国真来通笠沙之御前而朝日之直刺国夕日之日照国也故此地甚吉地 

上記の文章は古事記からの抜粋で天孫降臨の場所とされるが、これを宮崎の地であると

する意見が支配的である。それは高千穂という現在の地名が宮崎であり、韓国岳があり、笠

沙は鹿児島県の野間岬であるとしている。しかしどうもコジツケ臭い。例えば、韓国岳は日

向市や高千穂神社からは遠く離れており影も形も見えない。単に遠くの峰の一つである。古

事記は、韓国に向かっていると書いてあるのであって、韓国岳とは書いてない。韓国（カラ

クニ＝朝鮮半島・中国大陸）に向かっているのは宮崎ではなく伊都国である。そこに笠沙
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（糸島半島は砂浜だらけ）は豊富にあるのに対し宮崎の笠沙（鹿児島県とされる）は近世の

地名である。朝日・夕日が照り付ける場所などどこにでもある。むしろ文明と人々が渡って

きた朝鮮半島に最も近い伊都国を無視して、宮崎日向地方をわざわざ有難がるはずがない。

宮崎・高千穂説はまるで根拠がない。 

古事記・日本書紀には筑紫、高千穂、日向、葦原中国、高天原などという言葉が使って

あるが、それが現在の宮崎だとは書いてない。宮崎と同様「筑紫の日向の高千穂の小戸のア

ワキのクシフルの峰」が全部集まっているのは伊都国しかない。むしろ伊都国のほうが集中

している。つまり、名称にこだわるなら糸島の日向峠にある高祖山と峰続きのクシフル山、

その下の青木地区、その近所の小戸である。少し言い過ぎであることは認めるが、筆者は、

芦原中国とは中央国であるから伊都国のこと、高天原とは現在の高祖山を意識したと思う。

それは女王国であったからである。 

この問題には多くの学者が長年拘わっているが、誰も問題にしていないように見える。

おそらく猛抗議を受けるからではないだろうか。記紀が糸島を意図したか、あるいは宮崎を

意図したかは、当時の文化の中心がどちらであったかということであり、伊都国をさしおい

て宮崎がそうであったと言う可能性は低い。天孫降臨は伊都国を舞台にしたものと考えるべ

きである。 

いろいろな角度から考察して、糸島の平原１号墳は卑弥呼の墓であり、そこにあった木

棺は、遺体とともに３世紀後半近畿箸墓古墳に移動されたと筆者は考える。 

                                  

 岡 田 博 喜 

October 18, 2021 


