
 

一里が何 km かが決まっていれば、すべてが解ける         会員 黒澤 功 

 

 ついつい邪馬台国に関することを書くとなると史書原文が古代漢字なので、やさしく説明

することが難しくなってしまいます。そこで、文語的でなく、口語的に書いてみることにし

ました。一里が何キロメートルか、そこがはっきりしないで、邪馬台国がどこか考えるのは、

そもそも推理に推理を上塗りしていくことに終わることになります。一里の単位なしに考え

ることがおかしいと思われます。さて、地図は距離と方位と縮尺率がないと制作できません。

絵を描いているわけじゃないのです。ですから、古地図などを根拠にしていては、そりゃ間

違いをやらかすことになります。現代ではコンピューターが地図を描いてくれます。邪馬台

国はコンピューター地図で示してこそ証明できたといえるのです。地図製作の IT 技術は昔

とは雲泥の差があるのです。区分区分は集合して全体になります。ジグソーパズルのように

最後にはぴったりと完全な地図にならなければならないはずです。 

 一里の単位はほんとうは簡単に出せるんです。倭地には倭地に適合した一里の長さがあり、

倭人伝の中に証拠を残しています。中国の度とは違うんですが、なんで江戸時代以来だれも

気が付かんのか、不思議でなりません。壱岐島は、あれは団子みたいにまるくて、縦が

18km なんです。それを陳寿さんが「方可 300 里」と書き残してくれたんで、もう小学生で

も計算できるんです。一里は 0.06km になるでしょ。可というのはちょうどとか、一致する

とかいう意味で、ちょうど 300里と言っているのですよ。 

■道里って何なのか、中国の胡渭っていう学者が『自此至彼里数』と書き残しました。自っ

ていうのは鼻からとった文字で、鼻は鼻先は顔のてっぺんですから、体の中では一番前方に

なり、転じて、「どこから」の意味になったのです。つまり、ここからあっちのまでの長さ

を里数でかく、里数で示す、このことが道理のなのです。『自上海到北京 1000 公里』といえ



ば、上海から北京まで 1000km です。と訳します。今の北京語では至という文字は使わず、

到だけが使われます。自～至～というのは構文で、前置詞になります。「どこからどこまで

は」と主部となり、述部は省略されて、”です”だけです。人称が主語になることはありませ

ん。魏志倭人伝にはこの自～至～構文ともう一つのタイプ従～至～の構文をつかいます。従

はほんらい従うの意味ですが、構文で使われると自とおなじく「～から」と同じ訳し方をし

ます。従を使ったときは至の前に状態や手段、様子を書くことができます。例えば、手段は

汽車で、とか、歩いてとか、籠に乗ってとか・・・です。状態は、川が多いとか、山が険し

いとかです。様子は、なんでもありですが、店が多くて繁栄しているとかです。こうした従

の書き方は、伊都国まで続きますが、伊都国からあとの文章はみな「自～至～」に置き換わ

ります。みなさんは、さっそく確認して原文をみることでしょうが、省略されていて見るこ

とができません。距離が至の前に置かれていたら「従～至～」構文です。自では距離以外一

切書けませんから文節を変えます。かくして、魏志倭人伝は地図を文で書き残したのだと言

えそうです。これほど道里が連続して書かれている史書はほかにありません。地図を自作す

るにはとても有利ですね。 

さて、壱岐島の道里は 300 里で、18km という超やさしい式ができあがります。これは、た

いへんありがたいですね。他にはたいがい「余」が数値の後ろについています。あとで、わ

かったことですけど、余が緻密にしかけた絶妙な仕掛けだったのです。余がないのは壱岐島

と、末盧國から伊都國までの 500 里があるほかは、みな余里となっていて、なんでも余をつ

けりゃいいっていうもんじゃないよといいたいくらいですよ。7000 余里を 7000 里ばかりな

り、とか、7000 里ほどであるとか、学者が訳すものバウトな数字のような感じがしてしま

います。みんなその暗示にかかってしまったみたいです。そのせいか、松本清張という推理

作家が、12000 里なんてただ「遠い」っていうだけのいい加減な観念的な数値にちがいな



い。・・・。「100」は多いという『代名詞』である。百四歩もおそらく大まかなものだろう。」

こういう観念的数値論法が残念ながら流行ったのです。わたしが、頭にかちんときたのは

「いい加減な」という言葉です。私は絶対にこれを認めるわけにはいきません。 

上図：方可 300 里の実像図。一里 0.06km で制作しています。壱岐島で発見されたので「壱

岐島里」と呼ぶことにします。一里という単位は中国では度とされ、紀元前から長さの単位

でした。漢代は 1 尺=23.1cm 一歩は六尺、138.6cm、度では一里は 300 歩ですから、一里は

415.8m。≒0.416km。となると、壱岐島里は 20/3（15%）に縮小されていることになりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

壱岐島が南北方向 18km だということです。 

東西は 16kmということです。 

 

■対馬は北部を上島、南部を下島といいます。昔は、反対だった言う説もあります。方 400

余里と記されています。ここで、余について定義します。 

郡から倭地にくるのは、郡・狗邪韓国・對

馬國・末盧國・伊都国の５ポイントですが、

それぞれ、7000 余里・1000 余里・1000 余

里・1000 余里、500 里の５つの数値がでて

いますが、最後の 500 里だけ余がついてい

ません。チャンスですね。10000 余里＋

500＝12000 という式がなりたちます。余

を乗数として、ｘとすると、10000ｘ＋500

＝12000。ここで余によって切り捨てられ

た距離がわかりました。ｘは 1.15 の定数になりました。そうすると、400 余里は 460 里に



なりますね。460 里を km にすると、27.6km です。では、実際はどうでしょう。下島の南

北距離にぴったりなのです。原文をよく読むと、ヒクという代官とヒナモリという副代官が

居るところの絶島と書いているのです。絶島とは切り離れた島ということで、代官がいる切

り離れた一方の島だけが「方 400 余里」と言っているのですよ。説文解字(古代の辞書)では

絶とは断と同じ意味です。そのへんが通常の和訳では甘いのです。 

漢字は漢字で読んで、それを日本語に意訳しなければ適切に伝えることができません。陳寿

さんが、対馬を二つに分けていることは否定できないのです。これは驚きでしょう。不思議

なほど詳細です。 

■韓は帯方の南にあり、東西は海に限られ、南に向かって倭と接し、方四千里に合う。 

方可四千里、余里とは書かれていません。可とは合っている、一致するという意味ですから、

ぴったり四千里とか、ちょうど四千里ですと訳します。インチョンを始点に東に 4000 里、

一里 0.06kmをかけて即ち 240km の線を描いてみます。 

左右方向（四方の一辺）は、

黄海（西海）と日本海との間

の距離は 240km と、ちょうど

ぴったりです。4000x0.06＝

240（km）これが大きな収穫

でしょうか。上の図の方 4000

里の対角線の長さを出す式は

(対角線)=(1 辺)×√２です。

5656.85 里になり、8050-5657=2393の結果値は、2393 に 0.06 を乗じて 143.6km です。帯

方郡と韓国の間です。下の図のピンクの円周の下が韓国の国境です。意外にも、ソウルの西



北 30km ぐらいに帯方郡の支配地が迫っていたのですね。 

 

 

■狗邪韓国は青いバルーン金海（キメ）市です。金官伽耶国王系図での太祖の金首露（キ

ム・スロ）王陵があります。また、大駕洛國太祖王妃普州太后許氏維船之地と刻まれてい祠

があります。7000 余里は 1.15 をかけて実数の値＝8050 里、8050ｘ0.06ｋｍ＝483ｋｍです。

金海（キメ）市から半径 483km を円を描画します。郡治所の位置を狗邪韓国から逆描画し

てみるという作業です。ピョンヤンの南の赤い丸、平壌の南で、この円周が通過しています。

この赤い丸が沙里院です。一里 0.06km が正しいこと証明ができたことになります。すなわ

ち、沙里院周辺が帯方郡の郡治所跡（ぐん・ちしょ）なのです。郡がソウルだと考える説は、

すでに骨董品の価値もありません。また、谷本茂氏が発表した一寸千里の法の公里[短里]

（76m～77m）を用いることはとうていできません。ここにおいて、過去の郡をソウルとし

た邪馬台国論がとしている説はすべて破綻します。郡はスタートの起点ですから、ソウルは

郡にした邪馬台国里程論は成立しないことは明らかです。 

300 と 500 は余がつかない数値でした。ここから、発展してきた壱岐島里 0，06km をつか



います。500 里は 30km です。郡から、東南の直線は、糸島を通過し、吉野ヶ里に到達しま

す。九州北海岸からわずか 30km、郡から方位+8 度ですが、これは偶然ではありません。当

時の磁方位の偏差値が+8 度だったのです。隙がないほど仕組まれているのです。なぜ、500

に余里をつかなかったのか。そこに、きびしい仕掛けがあったということです。図注：郡ー

伊都国（7000X1.15＝8050）ｘ壱岐島里＝483km 赤●が郡。 

■投馬国は壱岐里によってついに判明！ 朝倉郡山田。壱岐里＝一里 0.06km で解明。 

１）陰暦 1 か月は 29.530589日であるので、30 日とみます。 

２）水行 20 日、水行 10 日、陸行 30 日、これは２；１；３となり、水行と陸行は３：３で

半分半分です。奴国ー邪馬壹國の距離の中間にに水陸の分岐点があったのです。 

３）筑後川の最も上流までいかれるのは日田で 62 番の渡し場「石井の渡し」がありました。 

４）吉野ヶ里から東南 6km で奴国。筑後川に接するみやき町周辺を奴国に比定。その地点

と日田市との間、/2/3 のところ。かつ、水行で直行、まま到着するので筑後川の沿岸であ

り、かつ、女王国より北側にある条件を満たすところが、投馬国です。 

■投馬国はあっさりと判明した。朝倉市山田、筑後川の北側で、対岸はうきは市である 

後世になっ

ての話だが

斉明天皇が

没した地と

して知られ

ている。こ

の図は番外

図です。ルート（路程）で書いた仮想図ですが、判定にはつかいませんが、分かりやすさを



優先して載せてみました。邪馬台国は GDEF のいずれかですが、0.06km で作図してみると、

E しかありえないのです。A は吉野ヶ里東南６ｋｍ、支流の切通川河口周辺が奴国。ここか

ら東行です。東に列して不彌國、投馬国、次に日田で水行を止め、邪馬壹國はその先に列を

なしています。「行」という文字には、列をなす、相連なるという意味があり、歩くという

動作だけを意味するのではありません。中国人は歩く行為を連続するというイメージにつな

げるのかもしれません。許慎の《說文解字注》では、行とは、人の象形【解剖】の脛（すね）

に属する三つの器官が相連なることなり。三属は上が股、中を脛（すね）と為し、下を足と

為すなり。だだ脛を挙げれば以て上下を該（かぬ）るなり。脛が動けば股と足も脛に随う。」

股と脛と足が連続している様を行としている。清代の《康熙字典》では、行は行部 《類

篇》列也。列也とはっきりしている。 

 

この図では、日田を中心点に奴国までの等距離の円、青い円周に注目してください。水行と

陸行は半々でした。すると、邪馬台国は宇佐、中津が残ります。日出、別府南は脱落します。



奴国、不彌國、投馬国と直列するのは宇佐になりますから、もう 100％といっていいほど、

邪馬台国は宇佐です。御許山の山頂に鎮座する大元神社がある。御許山の山頂に鎮座する大

元神社拝殿の前には鳥居があり、そこから先は禁足地で宇佐神宮「奥宮」としての霊地であ

る。 

■女王國は大分市東部 

「自郡至女王國萬二千餘里」女王國は九州８か国が以て北ということは地点であることです。 

また伊都国が 12000 余里でしたから、余にあたる 1800 里が終点です。伊都国から女王國ま

での距離が 1800 里で、壱岐島里を適用すると 108km です。上図では伊都国から黄色い直線

の先が女王國です。 

女王國は魏の軍使が常駐する都護府でした。ですから倭地は、すべて女王國に属していたの

です。 

■21 カ国は瀬戸内にある。 

「其餘・旁國遠絶不可得詳次有」 

九州から、遠く断ち切れているので詳細を得ることができなかったが、旁國が次にある。 

九州地域には、①對馬國ー②ー大国（壱岐）③末盧国ー④伊都国ー⑤奴国ー⑥不彌国ー⑦投

馬国ー⑧邪馬台⑨女王国の計九カ国 

九か国以外は九州本島の外になり、海で断ち切られています。（関門海峡、鳴門）「絶」の一

文字を甘くみているのです。あいまいなまま日本語では遠く隔たっているとしか訳していま

せん。 

したがって、中国・四国地方に 21 カ国はあるのです。 

計二十一か国；「「名詞」＋「有」の構文ですから、有がある数は 21 個、したがって、 

国の数も２１なのです。九州と合計すると：三十か国。 



■旁國＋有となり、「旁國（ぼうこく）」は固有名詞になります。以下は九州から離れた瀬戸

内海の沿岸にあった！ 

自女王國以北其戸數道里可得略載 

有るは中国語では名詞＋有の語順ですから有の数と国の数は一致しなければなりません。 

以下に、新訓読を試みてみますのでお読みください。 

女王國から以北はその戸数と道里を得ることができましたので、略して載せました。 

其(女王国以て以北の国々)のほかに周辺国が次にあるが、海に分断されて遠く隔てられてお

り、（戸数や道里を）詳細にすることができなかった。①旁國が次にあり、②斯馬國（しま

こく）が次にあり、③巳百支國（しおきこく）が次にあり、・・・（略）・・・⑲巴利国（は

りこく）が次にあり、⑳支惟國（きいこく）が次にあり、21.鳥奴國（おなこく）が次にあ

る。奴國は此の女王の境界が盡る所です。 

■絶の一文字が地図をかえる！ 

「絶」は「断」と同意ですが、対馬と裸國・黒歯國にもつかわれています。海によって断ち

切られたという意味となり、これら 21 カ国は九州ではなく、関門海峡と豊後水道を越えた

ところ、つまり四国および中国地方にある諸国となります。海で切れていると、どこにも書

かれていないじゃないかとつっこみを入れる方は、絶の日本語訳があいまいで甘いことに疑

いをもたなかったからです。 

瀬戸内から近畿地方に見られる集落。縄文時代から高地性集落がありました。いわゆる其の

余の諸国は瀬戸内をも監察するには国東半島の先、姫島沖を押さえなければなりません。お

わりに、里、自至・従至、絶、行、有などキーワードを厳しく掘り下げてみました。里の単

位に名称として、壱岐島里と名づけました。さて、最後に女王国が魏の都護府だったわけで、

そうやすやすと他国にバレないようにあれこれ作為したのが陳寿の倭人伝でしょう。このト



リックを壱岐島里が明かしてしまったことは、陳寿さんにお詫びしておく必要があるでしょ

うか。一里 0.06km が壱岐島里です。この定数は韓国にも通用したのです。実は東夷傳全体

に使えるのです。ここでは書いていない倭國、狗奴国も判明します。これらは別な機会があ

れば書きます。よろしくお願いいたします。より詳細は：http://www.himiko.kingchin.jp 

http://www.himiko.kingchin.jp/

