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倭人伝の里程書式（読み方）を定義し解読する 

全邪馬連近畿東海支部  

                         2022.9 ID10455  大野文雄  

はじめに 

 日本古代史最大の謎と云われている魏志倭人伝（以後、倭人伝）は、そこに記された「邪

馬壹国」の場所が未だに特定されておらずその原因は倭人伝の「里の長さ」があいまいに

なっていることである。 

これまで魏の「434m／里」を用いて多くの先学が里程解読を試みたが「里の長さ」の壁

を越えることができず中途半端な解読を余儀なくされている。 

筆者が思う中途半端とは特に不弥国、投馬国の場所であり「投馬国は不弥国の南、邪馬

壹国は投馬国の南」が合理的に解決できていないことである。 

また、解読ができないために里程記事をあれこれこねくり回し、「里程は信用できない」

「陳寿の地理観はでたらめ」などと「解読できない理由」が先に論じられもして里程の読

み方自体も定まらず、倭人伝の記事を改変して「国名は邪馬壹国ではなく邪馬臺（台）国

で奈良のヤマトである」などという筆者から見ると歪んだ通説が醸成され、これが混乱の

一因とも考えている。 

さて、今から４０年ほど前に谷本茂氏が『周髀算経』という天文書から「約 77m／里」

という「短里」が古代中国周王朝に存在したことを数学的に証明された。 

「存在」が証明された短里を試さない手はなく、使ってみると里程は合理的に解読でき、

邪馬壹国は福岡県の両筑平野で筑後川と宝満川に囲まれた地に行き着く。 

従って短里が存在したことは事実と受け止め、「短里がなぜ倭人伝で使われたのか？」

は別テーマとしてそれを解明すべきと考えている。 

 本稿は里程の読み方を定義し、短里を用いて不弥国、投馬国の適正な場所を比定し邪馬

壹国へ至る蓋然性が高い道筋を提示するものである。 

 

1. 倭人伝解読のための前提（仮定）事項 

倭人伝の里程を解読するにあたって「里の長さ」と「里程の読み方」を定義するが、 

倭人伝には「軍事情報」の側面があることも意識しておく必要がある。魏志烏丸鮮卑伝の

序に「以て四夷の変に備える」と、周辺の蛮族が反抗した際に備えて情報を採録した旨の

記事がある。陳寿は軍事情報も意識しており、倭人伝の里程記事を軍事情報と見れば「な

るほど」とうなずける個所もある。 

 また、卑弥呼は 238年から 247年まで魏に 3回の遣使を行い、この間 10年の交流がある。

従って魏使が帯方郡から何度か来倭した際の道筋オリジナルが何種類もあったことが推察
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され、陳寿はその中から適宜採録した道筋を倭人伝に書いたものと考えている。 

つまり、240 年に魏の下賜品を帯方郡から倭へ持参した魏使の道筋だけで考える必要は

ないのである。 

倭人伝の里の長さを「77m／里」と仮定する 

 谷本茂氏が『数理科学』1978 年 3 月号「中国最古の天文算術書『周髀算経』之事」で発

表された短里である。 

里程の書式（読み方） 

 牧健二氏の『魏志倭人伝における前漢書の道理等書式の踏襲（1962）』を参考に倭人伝

の里程書式を定義する。 

・前漢書の書式 

  陳寿が参照したと云われる前漢書に連続式と放射式が見られる。 

① 連続式（地理志） 

「自日南障塞、徐聞、合浦船行可五月，有都元國；又船行可四月，有邑盧沒國； 

又船行可二十餘日，有諶離國；步行可十餘日，有夫甘都盧國」。 

このように「行（動詞）・・有」の書式で「日南郡のとりで、徐聞、合浦より船行五

か月ばかりで都元國が有り、又船行四か月ばかりで邑盧沒國が有り・・歩行十余日ばか

りで夫甘都盧國がある」と連続した移動を示している。 

尚、「又」は「船行」の繰り返しを示し次の「歩行」には「又」がない。従って「又」

が連続式を示しているわけではない。 

② 放射式（西域伝） 

「且末（しょまつ）國，王治且末城，去長安六千八百二十里。・・西北至都護治所二千

二百五十八里，北接尉犁，南至小宛可三日行。有蒲陶諸果。西通精絕二千里」。 

「且末國の西北は都護治所に 2258 里で至り、南は小宛（国）に 3 日行で至り、西は

2000 里で精絕（国）に通じる」と且末國を中心にして周囲に各国があるという書き方で

ある。 

つまり放射式で、その書式は「方向＋（動詞なし）＋至」である。 

尚、道理とは「道のり」であり「里数」、「日数」である。西域伝の前文には「道理の遠

近は詳細的確であった」とあり、②などの記事が続いている。②には「里数」と「日数」

が記されており、両者は「道理」である。 

・倭人伝の書式（里程の読み方）を定義する 

 前漢書の書式から動詞の「あり」、「なし」がポイントである。 

③ 「至（到）」の前に「動詞あり」：前述国から連続した移動を示す 

④ 「至（到）」の前に「動詞なし」：放射式で前述国からの移動ではない 

⑤ 「方向＋動詞＋至」：「その方向に移動」を示し、次の国が在る方向とは限らない 

倭人伝は「郡より倭に至るには」と倭に至る道筋が記される。一方、前漢書の連続式は
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目的国へ行く道筋として書いたものではなく、また放射式は特定の国についての記述が主

であり、倭人伝と前漢書の記述目的は異なるので倭人伝が前漢書の書式をそのまま踏襲し

たものではないだろうことにも留意する必要がある。 

 

2.邪馬壹国へ至る全道筋の解読 

 倭人伝の里程書式③④⑤の定義から全里程を解釈し、短里を用いて邪馬壹国への道筋を

地図で辿ることにする（図１参照）。辿った距離、日数を検証したのが表１であるが、倭人

伝の里程と距離、日数が整合しており、書式の定義と短里の使用が正しかったことが実証

できたと考える。 

 尚、原文は「中国哲学電子化計画」から引用し、適宜現代漢字に修正した個所もある。 

 

倭人、在帶方東南大海之中。依山島爲國邑 

 倭人伝はここから始まる。「（倭人は朝鮮半島にも居たが）これから帯方郡の東南大海（日

本海）の島国に居た倭人の国について記す」と解釈する。 

陳寿は「もしかしたら、この島国は伝説の中国東方にある三壷と呼ばれた神仙の島、方

丈、蓬莱、瀛（えい）州の一つかも」と読者の気を引いているようにも感じる。 

 尚、帯方郡治はピョンヤン南の沙里院、その南の郡境海州から魏使は出航したと考える。 

帯方郡から狗邪韓国（金海） 

・「從郡至倭、循海岸水行、歷韓國、乍南乍東、到其北岸狗邪韓國、七千餘里」 

 郡とは帯方郡のこと。ポイントは「歴」で、水

行ののち上陸して韓国内を陸行。 

「歴」には「軍行において通り過ぎる」「けみ（調

査）する」という意がある（『字通』）。 

蜀志法正伝に「所歷輒破」があり、「通り過ぎ

たところすべて打ち破り」と訳されている（『正史

三国志』筑摩書房）。 

つまり「打ち破るためには相手陣営の中を通る」

という意で「歴韓国」は「韓国の中を通り調査し

た」と解釈できる。 

道筋は海州から水行し韓の牙山で上陸。そこから現在の鉄道、京釜線のルートを主に辿

って狗邪韓国の金海まで陸行する（図 1 参照）。 

 「乍南乍東（たちまち南し、たちまち東し）」と全体的に東南に移動している。 

狗邪韓国から対馬国・一大国（壱岐）・末盧国（唐津） 

・始度（はじめてわたる）一海、千餘里至對馬國。・・所居絕島、方可四百餘里。 
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・又南渡一海千餘里、名曰瀚海、至一大國・・方可三百里 

・又渡一海千餘里、至末盧國・・草木茂盛、行不見前人 

 この 3 つの里程記事は「至の前に動詞（度、渡）あり」の書式で、前述国つまり狗邪韓

国から連続した道筋である。 

また対馬の「方可四百餘里」と一大国（壱岐）の「方可三百里」は「島めぐり読法」と

して知られている（後述）。 

狗邪韓国の金海を出た船は対馬国（対馬）の三根から豆酸（つつ）、次に海を渡り一大

国（壱岐）の勝本から原の辻、次に海を渡り末盧国の唐津へと移動する。 

尚、末盧国で「草木茂盛し、行くに前人を見ず」とある。これは「前を行く人が見えな

い悪路で魏軍はここで上陸するべからず（上陸場所は他にある）」と暗示しているところで

もある（軍事情報）。 

また、各海峡の幅が実際には異なるのに渡海距離はすべて「千余里」となっている。 

 これは「方〇里」による「島めぐり」だけではなく、会稽東治の場所を示すために方（正

方形）を使ったブロック図で海州から唐津までの直線距離を示しているのだが、その過程

で生じた距離のズレを海峡幅で調整した記述であって後述する。 

 

九州本土の邪馬壹国の国々 

 末盧国から九州本土である。比定した邪馬壹国の国々を図 2 に示す。 

 里程の解釈は後述するが先ずは軍事的な目も含めて地形を概観する。山々で区切られた

平野に各国が点在している。末盧国から伊都国へは当時唐津から海岸線の道はなく、唐津

の東南に出て鏡山を迂回する山越えであり進軍は難儀し待ち伏せに逢うだろう。 
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 奴（の）国は早良平野だがその奥は袋状で裏に逃げ道もあり防御に最適で、このあたり

に国邑があったと推察。伊都国の前原から東南の日向峠を越えて行く。魏軍がここに誘い

込まれると包囲されて全滅、また日向峠越えは挟撃される危険があっただろう。 

不弥国は伊都国国境の今宿あたりから東に 8km（百里）の福岡城址あたりで、ここが「投

馬国は不弥国の南」を解決する場所。この周囲は図３のように海だっただろう。 

その南が従来は奴（な）国と比定されている福岡平野で投馬国である。福岡平野を投馬

国とすることで「邪馬壹国は投馬国の南」が解決できる。 

投馬国へは帯方郡から船で直行できた（図１、図３）。従って、軍事的には末盧国より

も投馬国で上陸した方が合理的と考えられる。実際に蒙古襲来の際にも博多湾に軍船が来

襲した。 

その南に大宰府や山家があり両筑平野に入る。ここが邪馬壹国で筑後川と宝満川に囲ま

れた地には安本美典氏が推す朝倉もあり邪馬壹国としてふさわしい地である（『邪馬台国は

福岡県朝倉市にあった』安本美典）。 

その西南に佐賀平野、筑後平野が広がり「その余の旁国」21 国があった地で、境界線と

示したところの地名、濃施（のせ）が倭人伝に「・・次有奴國 此れ女王の境界の尽くる

所、其南有狗奴國」と記された「第２の奴（の）国」で狗奴国との境界と見ている。 

倭人伝は「參問倭地、絕在海中洲島之上、或絕或連、周旋可五千餘里」とあるが、図２

の国々を囲む周囲は約 400km（5200 里）で倭人伝の記事と一致する。 

来倭した魏使は軍事面での地形的危険個所などの報告書も作っていただろうし、陳寿は

これら情報も加味しながら取捨選択、工夫を凝らした里程に仕上げたものと考えている。 

末盧国から伊都国・・東南陸行五百里、到伊都國 

 伊都国へは「到の前に動詞あり」、「方向＋動詞（その方向に動く）」の連続式で、「末盧

国の唐津から東南に出て鏡山を迂回し陸行して伊都国の前原に到る」となる。 

 距離は約 40km（500 里）。末盧国の「草木茂盛し、行くに前人を見ず」は魏使の記録だろ

うが、陳寿はこれをうまく採録して背振山地越えの様子を示している。 

 また、山越えをした苦労が「到伊都国」と「到」で示されている。「至」に比べて「到」

には「苦労をして到着」という意があると考えている。 

 さて、伊都国までは陳寿の『三国志』より前に書かれたと云われる『魏略』にもほとん

ど同じ里程記事がある。従って里程記事には魏使のオリジナルがあったと云われるが、こ

こまでは第１オリジナル、そして『魏略』にはない伊都国から先の邪馬壹国までは第 2、

第 3 のオリジナルを見て陳寿は書いたと考えている。 

伊都国から奴国・・東南至奴國百里 

ここから第２オリジナルである。「至」の前に動詞が全くない放射式で伊都国の東南に
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奴国があると示している。 

 伊都国の前原から東南方向、日向峠を越えれば奴国（8km、100 里）となるが、図２で概

観したように奴国に日向峠を越えて進軍すると「挟撃」や「袋のネズミ」の危険がある。 

陳寿は動詞の「行」を意図的にはずして「行くべからず」と暗示し、奴国の位置だけを

示したもので道筋外。伊都国から向かうのは不弥国である。倭人伝を軍事情報と見ればう

なずける箇所の一つである（奴国は表１から除外）。 

尚、奴国は「の国」である。早良平野に位置するが、ここには野方など「の」にちなむ

地名がある（『邪馬台国への径』榊原英夫）。 

伊都国から不弥国・・東行至不彌國百里 

「方向＋動詞＋至」でその方向に移動する連続式。奴国は道筋外なので伊都国から不弥国

へ行く。冒頭、帯方郡境の海州から出発したことを見ると不弥国への出発起点も伊都国の

国境からと考えてよい。 

その国境は今宿あたりが考えられ、そこから東

に 8km（100 里）行くと福岡城址。ここは七世紀の

海外迎賓館だった鴻臚館もあった場所である。 

図 3 は筆者が想定した海岸線だが、当時の福岡

城址の周囲は海に囲まれた場所で、冷泉津の西を

南に抜ければ投馬国となる。 

倭人伝には「一大率を女王国の北に置いた」とある。一大率は大陸交易の権益を他国（出

雲、吉備など）から守るために交易路（海路）を監視する役割だったと考えている。 

不弥国は一大率の兵が駐屯する国であり、交易船の帆を見て監視する「ほみの国」だっ

たと考えている。 

・不弥国から投馬国・・南至投馬國、水行二十日 

「方向＋至」で放射式。「不弥国の南に投馬国がある」となるが、次に「水行二十日」

と移動方法と日数が書かれている。書式の定義によって不弥国からの移動ではない。 

ではどこから？となるが帯方郡からと見るのが自然で「水行」なので図２で概観したよ

うに船で直接投馬国に入る（図３）。その国邑は須玖岡本遺跡あたりで福岡城址から 8km

（100 里）。歩いて 2、3 時間くらいの距離で倭人伝にわざわざ書く必要もなかっただろう。 

 陳寿は道里が「里数」から「日数」に変っていることを利用して、第 3 オリジナルの「水

行二十日」を別ルートとして挿入したことを読者に気づかせる工夫もしている。 

従って「水行二十日」は別ルートなので表１から除外した。 

投馬国から邪馬壹国・・南至邪馬壹國、女王之所都。水行十日、陸行一月 

 「方向＋至」で放射式。「投馬国の南に邪馬壹国がある」となり、投馬国からの移動で



7 

 

はないので、これも帯方郡からと見るのが自然。次の「水行十日、陸行一月」は海路と陸

路があるので韓を通り狗邪韓国から対馬国を経由した邪馬壹国までの全移動日数と移動方

法である、と解釈できる。 

投馬国の須玖岡本から南へ 4km（50 里）ほど行くと水城に出る。ここが邪馬壹国の入り

口。ここには 7 世紀頃、谷間に築かれた幅 1.2km の敵を防ぐ防堤跡（水城）があった。 

1800 年前のこの谷間は今より狭かったと思われ、その谷間を南に抜けると景色は一変、

広大な平野に出る。水城から 8km 行くと山家（やまえ）のあたり。この山家が邪馬壹国の

遺称と考える。不弥国の福岡城址から須玖岡本を経て山家まで 20km、1 日。 

尚、古代日本語に二重母音はなかったとの説がある。邪馬壹は「YAMAIet」であろうが

「AIet」が二重母音となる。これは、中国人が聞いた倭人の発音で当時の倭人は「山家」

を「YAMAIet」に近い発音をしていたのだろう。 

このあたりには、大宰府があり夜須、平塚川添遺跡群などの弥生大集落があった場所で、

両筑平野の筑後川と宝満川に囲まれた場所である（図２）。 

 

3. 地図で辿った距離と日数の検証 

 

全移動距離（表１）    

帯方郡から邪馬壹国の山家までの全移動距離は 947km（12300 里）で倭人伝の「郡より

女王国に至るには 12000 余里」に合致する。 

表１の「前原から今宿」や「不弥国から邪馬壹国」等の距離記載は倭人伝にないが、短

い距離なので陳寿は「12000 余里」の「余」に含めたと考えている。 

全移動日数（表１）          

日数は、水行 8 日、陸行 27 日で「南至邪馬壹国、女王之所都、水行十日、陸行一月」
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に合致し、この記事が全移動日数と解釈したことも正しかったことがわかる。 

また、帯方郡から邪馬壹国までの移動方法や所要日数は軍事的にも重要な情報である。 

以上、地図で辿った道筋は倭人伝の記述とよく整合しその里程が再現できた。倭人伝の

里程は「実在した道で短里が使われている」ことを実証できたと考える。 

 つまり、陳寿が創作した里程ではないのである。 

 

4. 補足事項 

 邪馬台国論争の懸案事項について若干、補足する。 

会稽東治（ち）が正しく東冶（や）は誤り 

 東夷伝には「韓は方四千里（韓伝）」

「対馬は方四百里」「一大国は方三百里」

と「方（正方形）」で国の広さが示され

ている。 

図４左を見ると帯方郡の海州から対

馬、壱岐、唐津が一直線になっている。

筆者はこれを見た時に陳寿は「方」に

よって海州から唐津までの直線距離を示し会稽東治の場所を伝えようとしたのではないか、

とひらめいた。 

各「方」を図４左の白線上に並べ各海峡千余里でつなげば 7700 余里が得られる。つま

り図４右のように海州の西、南皮から東南に 7700 余里の塩城あたりから東を見れば当然な

がら唐津になる。これが倭人伝に「（女王国は）その道里を計るにまさに会稽東治の東」と

記された「会稽東治」の場所である。 

従って、台湾の西にあるとされる通説の会稽東冶（とうや）ではないのである。 

尚、3 つの海峡の幅合計は倭人伝では三千余里（約 230km）、地理院地図で測ると約 170km

である。図４左のように韓の白正方形を直線軸に合わせて回転させるとスペースが生じる。

このスペース分の距離を陳寿は海峡幅を各千余里と大きめに記述して補ったのである。 

さらに海州と唐津の直線距離は約 630km（8200 里）で、7700 余里の「余」を考慮すれば

これまたよく一致する。 

 また、「方〇里」とは「一辺が〇里」である。魏代に流布していた『九章算術』という算

術書に「方 2 尺とすれば 4 面あわせて 8 尺を得る、これを方周という」とある。 

方による広さ表現 

国の広さが「方（正方形）」によって示されている。韓は「方可四千里」とある。図４

のように一辺が 308km（4000 里）の正方形で囲むことができる。対馬は「方可四百余里」
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だが、浅茅湾を除いて上島と下島の２島を合わせると、16ｘ64km の長方形となり、これを

上下半分にして合わせば 32ｘ32km の「方 416 里」となりぴったりである。 

『魏略』に対馬の「方可四百余里」はない。これは会稽東治の場所を示すために魏使の

オリジナルデータを基に作った陳寿独自の表現だと考えている。 

また壱岐島は一辺が 20km（260 里）の正方形で囲め、「方可三百里」に一致する。 

島巡り読法 

 島を正方形としてその上辺中央から下辺中央まで半周する距離を示すものである。対馬

は「方四百里」で移動距離は 800 里、壱岐は「方三百里」で 600 里となる。 

 倭人伝は帯方郡から不弥国まで 10600 里（奴国の 100 里は除外）の記載があり、これに

島巡りの 800＋600＝1400 里を足すと 12000 里となってドンピシャとなる。 

 再現した移動距離を地図上で見たものが表１であるが、対馬の三根から豆酸まで 64km

（800 里）とよく一致。一方、壱岐は勝本から原の辻まで 32km（400 里）と少し短い。起

点終点を変えれば合わすことはできるが、そこまで厳密にすることはナンセンスだろう。 

 以上、「方」による多様な表現を見たが、いずれも「短里」で合理的に説明することがで

き、倭人伝の「短里」がここでも成立していることがわかるし、「方」によって「里程」と

「直線距離」の両者を実に巧みに表現している。 

「邪馬壹国」が正しく「邪馬臺（台）国」ではない 

 邪馬臺（台）国が多数派であるが、現存する『三国志』版本のすべてが「邪馬壹國」と

なっているのはなぜだろうか。それは、陳寿が「壹」を「臺」に誤読されない工夫を施し

た結果にほかならない。その工夫とは「等しく拝受した」という意で「壹拝」と書き、こ

の「壹」を「臺（台）」に誤読できないようにしたからである。つまり「壹」の字体を決め

筆写者が「壹」か「臺」か迷ったときに、この「壹拝」を見れば「壹」とわかる工夫をし

たのである。 

さらに「詣臺（台）」と「臺」も「壹拝」や「壹与」の近くに書き示し「これでも壹を

臺におぬしらは間違えるのか？」といった念押しをしている。 

 倭人伝はたかだか二千字ほどで筆写をする際に一度は通読するであろうから元々倭人伝

に「邪馬臺（台）国」と書かれていたのであれば、「臺」を「壹」に間違えることはできな

いだろう。 陳寿は「邪馬壹国」と書いたのであり、その「壹」を守ったのである。 

なぜそこまでして「壹」を守ったのか・・陳寿にとって「壹」は大事な字だった 

邪馬壹国の「壹」には「壷の中に気がみちる状態を示す」の意がある（『字通』）。 

その「壹」がもつ「気」は「卑弥呼の霊気が充ちた国」であり「壷」は三壺といわれた「東

方の三神山」を暗示している。 

陳寿は呉志に徐福伝説を記し「孫権が東方の伝説の島を探索させたが失敗した」旨を書

いている。陳寿は邪馬壹国をその伝説の島に見立て「伝説の島を史家として詳しく書くの
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は儂が初めてじゃ」との自負をもって倭人伝を書いたと思われる。 

従って「邪馬壹国」でなくてはならず、陳寿の「守り」によって版本ができるまでの 700

年間、倭人伝は「邪馬壹国」と書き写されてきたと言えるだろう。 

短里がなぜ倭人伝で使われたのか？ 

 短里は魏使の報告書、つまり里程オリジナルで使われていた。すると、西晋の始祖司馬

懿を称揚するために邪馬壹国の距離を西の大月氏国と合わせるために陳寿が距離を誇張し

たという説は成立しない。 

 また、短里は景初元（237）年の「明帝の改暦復古による」説も、後漢書の「雒陽から遼

東まで 3600 里」に対して明帝は 238 年の公孫氏討伐時に「4000 里征伐」と言い、その臣

下も「道がくねくねして 4000 里」と言っているので、これは短里とは言えない。改暦復古

が短里を呼び起こして顕在化させた、とは言えるだろうが改暦復古は無関係である。 

ではどうなるのか？ ここに大月氏国の朝貢に匹敵する栄誉を受けたかった人物が一

人いる。それは明帝没（239 年 1 月）直前に大将軍になった曹爽である。曹爽は大月氏国

から朝貢をさせた大将軍曹真の息子であり、当時、司馬懿との権力争いの中で自身の昇格

のために父親と同じ栄誉を受けたかったと推察している。 

238年 12月に大将軍になり権力を握った曹爽が 240年以降の魏使派遣時の報告を短里で

書くように命じたと考えられ、短里は魏の公式の「里の長さ」ではなかったと考える。 

卑弥呼の使者は公孫淵との戦乱の地、遼東を避けて帯方郡から海路を使い 238 年 12 月

に洛陽で朝貢して曹爽の大将軍昇格に寄与したと見るのが妥当であろうし、その朝貢時の

詔書は「親魏倭王」となっており既にこの時点で「親魏大月氏王」に匹敵させている。 

 

５．まとめ 

 邪馬壹国や奴国、不弥国はここだ！という遺跡などまだまだ解決すべき課題は残ってい

るものの、里程書式の定義と短里を使って探し出した道筋は軍事的な観点で見た地形とも

よく一致しており、倭人伝の里程を再現できたと言ってよいだろう。  

従って「倭人伝の里程は短里であり、実在した道だった」と証明できたことになる。  

また、通説は倭人伝の原文を「壹⇒臺（台）」「東治⇒東冶」に変えて「邪馬台＝ヤマト」

「倭人伝の里程は信用できない」などとしているが、安易に原文を変えることはできない

こともおわかりいただけたと思う。 

果てしない邪馬台国論争に終止符を打つためには谷本茂氏によって証明された「短里」

をそろそろ受け入れる時期だ、と思うがいかがであろう。 

また、曹爽の件は『三国志』を通読して見えてくるもので陳寿は倭の情報だけでなく、

何か別のことも倭人伝で伝えようとしたのでは？と考えながら読むことも面白い。 


