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行程から読み解く魏志倭人伝と邪馬台国その４：1792470 余歳とは？ 倭とは？ 

 吉 田  薫 

 

はじめに 

本稿においては、「行程から読み解く魏志倭人伝と邪馬台国その３：上古の歴史年代の

推定」（2021）で取り残した、ニニギ降臨から神武東征開始までの期間“1792470 余歳”

や、古代日本の呼称の「倭」の意味とは何か等について検討する。 

 まず、既稿の概要を示す。 

 

(1) 「行程から読み解く魏志倭人伝と邪馬台国」（2016） 

「行程から読み解く魏志倭人伝と邪馬台国」（略：「その１」）においては、１里≒77m

の短里説を採用し、水行・陸行の日速度はともに 300 里（23km）であり、帯方郡（＝ソ

ウル周辺）から邪馬台国（＝北九州）までの行程の水行 10 日陸行 1 月は、総距離として

示される 12000 里（300 里×40 日）と整合するとした。また、投馬国（＝南九州）などの

位置を示した。 

 

(2) 「行程から読み解く魏志倭人伝と邪馬台国その２」（2017） 

「行程から読み解く魏志倭人伝と邪馬台国その２」（略：「その２」）においては、邪馬

台国東方の倭種の国（＝瀬戸内海の祝島が入り口）、その南の侏儒国（＝足摺岬周辺）、さ

らに遠方の黒歯国（＝ソロモン・マリアナ諸島西側）や裸国（＝サモア周辺）などへの行

程を示した。  

 

(3) 「行程から読み解く魏志倭人伝と邪馬台国その３：上古の歴史年代の推定」（2021） 

帯方郡から狗邪韓国までの水行 7000 里の行程は、「その１」においては朝鮮半島の東海

岸及び南海岸の沿岸航行としていたが、「行程から読み解く魏志倭人伝と邪馬台国その３」

（略：「その３」）においては、東洋史学者・岡田英弘（敬称略、以下同）の見解をもとに、

内陸河川を利用した帯方郡～漢江上流・忠州～鳥嶺超え～洛東江上流・咸昌～星州～高霊

～咸安～金海（狗邪韓国）のルートに改め、図示した。 

 また、魏志倭人伝に記載されている区間距離が、当時の尺度で表現した場合の約 6 倍に

なっていることに着目し、これは日本の上古の歴史年代の延長に応用されていると考え、

神武天皇即位・大和国建国は西暦 241 年と推定した。加えて、各天皇の崩御年齢は実際の

3 倍と推測し、天皇系図の父子関係を見直した。 

帯方郡～邪馬台国までの行程は、水行 10 日陸行 1 月、その距離は 12000 里とされるが、

水行は狗邪韓国～末羅国（10 日、3000 里）、陸行は帯方郡～狗邪韓国（23 日、7000 里）

及び末羅国～邪馬台国（7 日、2000 里）とすると、日数・距離ともに破綻なく説明できる。

ここで留意すべきは、帯方郡～狗邪韓国の内陸河川の移動は舟を利用するものの、半島内

の移動として陸行とされていることである。 
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Ⅰ．建国年について 

書紀が示す現在の日本の前身である大和国の建国年に疑いのあることは、江戸時代より

指摘されている。「その３」において代表的な説を紹介したが、本稿では追加等を行った。 

 

 

１．既往説 

(1) 辛酉革命説（追記） 

書紀に記述されている歴代天皇の即位の干支や在位年数等より遡って求めると、神武天

皇の即位年は、西暦紀元前 660 年（辛酉年）となる。辛酉年には大きな社会変革が起ると

した辛酉革命説に基づき、神武天皇の即位をこの時に定めた。 

辛酉年春正月庚辰朔天皇即帝位於橿原宮是歳爲天皇元年    （神武紀） 

 

しかし、紀元前 660 年は未だ縄文時代であり、遺跡や伝承等との整合がとれない。 

 

(2) 有坂隆道の説（追加） 

天文遁甲に通じ、自ら天文を占ったとされる天武天皇が、儀鳳暦の総法 1340 という数

字を重視し、天武 10 年（681 年）の書紀編纂の詔勅から 1340 年前に神武即位を設定した。 

（有坂隆道著「古代史を解く鍵：暦と高松塚古墳」1999） 

  

有坂は、実際の建国年や年代については示さない。  

 ちなみに、「天皇」という名称は、天武天皇が使い始めたもので、北極星を神格化した天

帝の称号「天皇大帝」に由来する。それ以前は、「おおきみ」「すめらみこと」であった。 

（鈴木一馨著『陰陽道 呪術と鬼神の世界』2002） 

 

(3) 那珂通世の説                           

 明治時代の東洋史学者・那珂通世は、次のように分析した。 

① 書紀はシナに倣ったため、年月を挙げざるを得なかった。上代の年紀は史家の推定で

ある。これらは聖徳太子と蘇我馬子の主導による。 

② 神武天皇即位元年（紀元前 660 年）は、辛酉革命説に基づいて推古天皇 9 年（601 年）

より 1260 年遡ったものである。実際の神武元年は、漢元帝の頃（前 48～前 33 年）で

ある。 

③ 書紀の天皇寿命が異常に長いのは、在位年数を延長したためである。また、諸帝が 60

～70 歳のときに皇太子が誕生することが多いことはあり得ず、年代の矛盾や年齢の違

算が多数ある。 

④ 一世 30 年とすれば、神武天皇から崇神天皇は 300 年である。神功応神期を 120 年ほ

ど後代のこととすると、百済の世伝と符合する。雄略天皇以後は、大体韓史と符合す

る。 

（『明治史論集』那珂通世著「上代年紀考」1897） 
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那珂が基準とする 601 年は、第 33 代推古天皇が斑鳩の宮に移った年である。しかし、

革命といえるような事件はない。また那珂は、天皇の在位年数が長いのは、実年代に 60

を基数として各天皇の在位年数を割増した、と解釈している。しかし、天皇在位年数が 60

年に満たない場合もある。任意に差し引けば、長短の順序が変わるという不都合が生じる。 

なお、那珂の説に基づくと、邪馬台国の卑弥呼が魏に使いを送った 238 年は、大和国建

国後となる。  

 

(4) ホームページ「邪馬台国の謎を解く年代復元」の説（追加） 

『日本書紀』と『百済史』の近肖古王の記事に 120 年のズレがあること（日本書紀：241

年、百済史：361 年）、及び武内宿禰の約 300 歳という長寿より年代延長率は３倍となっ

ていることとして、次の算式で神武天皇即位の年代を求める。 

Y=3X+C。X=361 のとき、Y＝241。よって C=-842。紀元 0 年はないので、Y=3X-843。 

X=61 のとき、Y=-660。よって、神武天皇即位は西暦 61 年。 

（https://angouyamanoue.sakura.ne.jp/0-0hukugen-BC.htm） 

   

(5) 安本美典の説 

 文献資料や考古資料を網羅して立論し、魏志倭人伝前後の古代史を詳細に推理している。

邪馬台国と大和朝廷の関係については、次のように述べる。 

① 統計的に、上古天皇は一代約 10 年である。 

② 238 年に魏に遣使した卑弥呼はアマテラスと同一人物である。 

③ 神武天皇はアマテラスの 5 代後である。したがって、神武天皇の活躍年代は、卑弥呼

遣使の約 50 年後の 280～290 年である。 

④ 大和国は邪馬台国の後継であり、神武天皇は日向から大和国に東遷した。 

 （安本美典著『倭王卑弥呼と天照大御神伝承』2003） 

 

安本は、大和国は邪馬台国の後継とし、神武天皇即位年は、上古天皇一代約 10 年とい

う統計上の数値をもとに 280～290 年とする。 

 

(6) 原田常治・小椋一葉の説 

神社の伝承に基づいて、大和国の成立過程を、年代とともに明快に語る。 

① 大和国は邪馬台国の後継である。 

② 神武天皇は卑弥呼の孫である。邪馬台国の大和国進出は、神武天皇がその命を受けて

行ったものである。 

③ 卑弥呼が魏に遣使した 238 年には原大和国が存在し、両国の合併の交渉中である。 

④ 第 17 代履中天皇以降の年代は大体正しい。履中天皇の即位は 399 年である。 

⑤ 後代の天皇の在位年数は約 10 年であり、上古も同様である。よって、神武天皇即位年

は、399 年より概ね 160～170 年前（10 年×16、神功皇后を加えれば 10 年×17）であ

る。 

⑥ 神武天皇即位は“辛酉年”と多くに書かれている。歪曲する必要のない事柄である。

したがって建国年は、西暦 241 年（辛酉年）である。 
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Ⅱ

1神武 2綏靖

3安寧 4懿徳 6孝昭

8孝元 9開化

10崇神

5孝安

7孝霊

天豊津媛命常津彦

伊呂泥命

（原田常治著『古代日本正史』1984） 

（小椋一葉著『消された覇王』2005） 

 

邪馬台国と大和国は併存、大和国建国は西暦 241 年（辛酉年）という説である。 

 

(7) 貝田禎造・宝賀寿男の説（追加） 

貝田禎造は次のように書く。書紀において、ある時代まで 16～30 日の出来事の記録が

極端に少なく、ひと月は 15 日で記載されている。加えて、出来事の月が半分に偏ってお

り、1 年が二つに分けられている。よって、紀年は 4 倍暦になっている。これより、神武

天皇没年は 195.5 年である。 

（貝田禎造著『古代天皇長寿の謎』1985） 

宝賀寿男は、氏族系図をもとにした世代を裏付けにして貝田の 4 倍暦を支持し、神武即

位は 175 年とする。また、神武はヒコホホデミの子でニニギの孫、年代については、仁徳

以前は 1/4、履中～允恭が書紀の 1/2 となっているとする。 

また、次のような推定系図を載せる。 

 

 

 

 

 

 

（宝賀寿男著『「神武東征」の原像』2006） 

 

神武天皇即位を 175 年とすると、3 世紀とされる纏向遺跡と年代が合わない。 

年代延長については、様々な試行錯誤があったと推察され、2 倍～4 倍（5 倍も？）など

も検討された可能性がある。月日の偏りの傾向などは、その残滓かもしれない。 

天皇系図については、拙稿「その３」で親子の年齢差から推定したところだが（本稿の

図-2）、傍系の存在など似通ったところもある。 
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Ⅱ．1792470 余歳について 

書紀は、ニニギノミコトの降臨から神武東征開始まで 1792470 余歳が経過したとする。 

自天祖降跡以逮于今一百七十九萬二千四百七十餘歲 

 

これを実際の年数と解釈すれば、人類誕生期にさかのぼるほど異常に長い。省略しても

前後の物語の展開に何の差しさわりもない数値が、なぜ記載されているのだろうか。 

中国には、天地開闢からおよそ 3276000 歳という数値があるようだが（「春秋

緯」）、数値の大きさに類似は認められるにしても、 1792470 余歳という数値の根

拠は説明できない。  

既往説を整理する。 

 

１．既往説 

(1) 意味不明説 

もともと書紀本文に書きこまれていたという本文説は、解釈不可とする。後から紛れ込

んだ数字という傍注竄入（ざんにゅう）説は、理由を示すが客観性がない。 

 

(2) 江口洌の説 

1792470 余歳は、神武東征（前 667 年）から天武天皇即位（672 年）までの 1338 年間

の 2 乗の 1790244 に基づいており、両者の差はその年月日を表すとする。 

1338×1338=1790244 

1792470－1790244＝2226（天武 2 年 2 月 26 日：即位は翌 27 日） 

 （江口洌著『古代天皇の聖数ライン』2007） 

 いくつかの根拠づけの一つである可能性は否定しないが、一国の紀元を示すものとして

は姑息な感が否めない。 

 

２．日向三代と陰陽道 

日向三代は、ニニギが高天原から降臨後、三代にわたって日向で暮らした期間であり、

ニニギ－ヒコホホデミ（山幸彦）－ウガヤフキアエズと続く。書紀のこのパートに載るの

は、寿命有限の起源、誕生譚や海幸山幸の物語など、日向の地における神話である。人世

の三代とすれば 100 年前後であるが、長い長い年月の 1792470 余歳が流れたとしている。  

日本書紀の編纂は、天武天皇の詔勅に始まる。天武紀には易や暦を司る陰陽寮が設置さ

れ、天武天皇自らも陰陽道に通じたとされる。記載不要の数値をあえて載せていることか

らは陰陽道（易）の“呪い（まじない）”や、年月に関わる暦との関連をうかがわせる。よ

って、1792470 余歳については、関連の数値を含めて“易と暦”から解くこととする。 

 

（注）易とは 

易とは、世の中の変化の理論で、国を治めるものが必須で収めるものである。自然のも

のごとを陰と陽に大別し、その変化が自然の変化の原理とする思想であり、人の世の変化

も同様とする。 

（鈴木一馨著『陰陽道 呪術と鬼神の世界』2002） 
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３．儀鳳暦とは 

日本書紀の年代（紀年）は、神武紀～允恭・安康紀の古い時代が暦としては新しい儀鳳

暦、雄略紀～持統紀の新しい時代が暦としては古い元嘉歴が使用されている。これは暦日

（月朔）の一致から推定されたものである。そして、古い年代の年月日を後代になって追

加したために新旧の逆転が生じたとされる。 

 書紀編纂当時に用いられた儀鳳暦の概要は次のとおりである。 

選者は李淳風。中国では麟徳暦といい、唐の麟徳二年(665)～開元十六年(728)の 64 年間

使用された。日本では、元嘉暦との併用期間を経て、続日本紀の始まる文武天皇元年(697)

から本格的に使用開始。諸定数の分母をひとつの数(1340)に統一した。 

1 太陽年＝  489428(基実) ÷ 1340(総法)＝365.24478 日 

1 朔望月＝  39571(常朔実)÷ 1340(総法)＝29.530597 日 

（国立天文台暦計算室のホームページ） 

 

（注）元嘉暦と儀鳳暦 

両者の違いは、1000 年間の違いが 1.93 日（365.54671×1000－365.24478×1000）で

あり、年数の計算には大きな影響はない。 

元嘉暦   365 ＋  75/304 ＝ 365.24671 日  

儀鳳暦   365 ＋ 328/1340＝ 365.24478 日  

現在（グレゴリオ暦）         365.24220 日 

 

 

４．数値の意味 

1792470 は儀鳳歴の総数 1340 の 2 乗 1795600 に近い。儀鳳歴の総数 1340 は、太陽と

月の運行を支配下に置くいわば神秘の数値である。その 2 乗は、神秘であると同時に「は

るか遠い昔」を示すものであろう。両者の差 3130（1795600－1792470）にも何か意味が

ありはしないか。 

また、上元までの年数についても検討する必要がある。 

麟徳暦（儀鳳暦）では、暦の起点となる上元を、麟徳元年（664 年）の  269880 年前の

冬至月の甲子の 朔日の始まりとする（甲子朔旦冬至）。  

（渡辺瑞穂子他：和銅年間における日唐の暦日の相違）  

 

“易”においては、構成数値の加算や乗算が頻繁に行われるので、前出の諸数値を素因

数分解（1 も含める）し、検討する。 

 1340  ＝1×4×5×67  ・・・元数字の計 8、 素数数字の計 23 

 3130  ＝1×2×5×313  ・・・元数字の計 9、 素数数字の計 15 

  39571 ＝1×7×5653  ・・・元数字の計 25、 素数数字の計 27 

 269880 ＝1×2×5×37×727 ・・・元数字の計 34、 素数数字の計 34 

489428 ＝1×4×31×3947 ・・・元数字の計 35、 素数数字の計 32 

1792470 ＝1×2×3×5×149×401・・・元数字の計 30、 素数数字の計 30 

1795600 ＝1×4×4×5×5×67×67 ・・・元数字の計 28、 素数数字の計 45 



7 
 

図-1 狗邪韓国～投馬国までの行程 
（水行 20 日：狗邪韓国～10 日～的山大島～10 日～投馬国）  

 ※詳細は「その１」参照。 

 

上記七者間の比較において 1792470 の意味を求めると、元数字の計と素数数字の計がい

ずれも 30＝卅＝世であり、世代と解釈できることである。これは、日本書紀が基本として

いる”万世一系”と結びつく。また、神武天皇は日向三代目のウガヤフキアエズの子とされ

るが、二代目と同じヒコホホデミという名称をもつ。つまり、30 を強調することによりニ

ニギの一世代後が神武天皇であることを暗喩しているのではないだろうか。 

次に、3130 について検討する。 

3130 の表記は  “三千一百三十”（本来は右横書き、以下同）である。陰は偶数、陽は奇

数なので、桁数字を除いた“三一三”の陰陽は  “陽・陽・陽”となるが、これでは意味が

つかめない。  

易の八卦は、乾(けん、☰)・兌(だ、☱)・離（り、☲）・震（しん、☳）・巽(そん、☴)・

坎(かん、☵)・艮(ごん、☶)・坤(こん、☷)である。ここで、“三一三”の表記は“☵（坎）”

と相似することに気が付く。「坎」は、北、0 時～2 時、水を示す。前二者は“始まり”を

意味するとすれば、1792470 余歳の日向三代（ニニギ降臨～神武東征開始）の前の期間が

3130 歳（余歳は省略する、以下同）と符合する。神々の世界である高天原から出発するこ

とにより時間が流れ始めたとすれば、3130 歳は高天原から日向までの移動時間と解釈でき

る。 

“水”は“水行”と結びつく。拙稿「その１」において、神武天皇の出発地、後の日向

の国である”投馬国”までは、狗邪韓国から水行 20 日とした。投馬国への主たる交通は水行

であり、高天原からの降臨は、九州西海岸を通る舟航であったことを暗示しているとすれ

ば辻褄が合う。 
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「三一三」に意味があるとすれば、3130 と桁の異なる 313000、31300、313 ではいけ

ないのか、という疑問が生ずる。以下の検討を行う。 

1795600－313000 ＝1482600＝1×2×2×2×3×5×5×7×353 

 ・・・元数字の計 21、 素数数字の計 38 

1795600－31300 ＝1764300＝1×2×2×3×5×5×5881 

 ・・・元数字の計 21、 素数数字の計 40 

1795600－3130 ＝1792470＝1×2×3×5×149×401 

・・・元数字の計 30、素数数字の計 30 

1795600－313 ＝1795287＝1×3×13×13×3541 

 ・・・元数字の計 39、 素数数字の計 25 

 

 以上のように、1 世代＝卅を表すには 3130 でなければならないのである。  

また、坎は 6（番目）を示す。「その３」で述べたように、各天皇の在位年数を 6 倍に割

増していることを暗示しているかもしれない。 

 

（注）五行説  

『書経』では“水”は水火木金土の五行の筆頭である。このときは、相生・相剋の概念

はなかったようである。 

〇五行相生説（木火土金水）：木は火を生じ、火は土を生じ、土は金を生じ、金は水を生じ、

水は木を生ずる。 

〇五行相剋説（木土水火金）：木は土を剋し、土は水を剋し、水は火を剋し、火は金を剋し、

金は木を剋す。  

 

 

５．“歳”の意味づけ 

 ここで、1792470 余歳と記される“歳”の意味を確認する。 

漢文学者・白川静によると、“歳”はもともと収穫をいい、年二歳といえば、米と麦な

ど年に 2 回の収穫があることである。 

（白川静著『甲骨文の世界』1972） 

   

後の日向の“投馬国”の戸数は 5 万余戸。歳が収穫を意味するとすれば、1792470 余歳

とも関連があるに違いない。赤子であったニニギが成長してもうけた子が後の神武天皇だ

とすれば、ニニギ成長～神武 20 代後半まで約 60 年となる。この間の投馬国における収穫

回数は、 

5 万余戸×60 年×0.6（農家数の割合：任意）＝180 万歳 ≒ 1,792,470 余歳 

となり、理屈は通るのである。 
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６．古事記について 

『古事記』は、稗田阿礼の誦習を太安万侶が筆録したとされる。太安万侶は、元明天皇

から 711 年 9 月に編纂を命じられ、翌 712 年 1 月に序文を付けて献上した。わずか 4 カ月

の作業であり、ほとんど出来上がっていたものを仕上げたということであろう。多くの歌

謡が挿入され、物語性が重視されている。 

三浦祐之は、古事記について次のように述べる。 

7 世紀～8 世紀に律令国家の歴史書編纂が繰り返された。古事記は、死んでいく者の側

に立つ鎮魂的性格の“語り”である。上代特殊仮名遣いより判断して、古事記本文は 7 世

紀後半には成立していた。「序」は 9 世紀に書かれたと思われ、太安万侶の子孫である多

氏周辺に伝来していた書物を権威化するために、天武天皇の誦習命令から始まったとした。 

（三浦祐之著『古事記を読みなおす』2010） 

  

この見解に基づくと、“呪い（まじない）”としての 1792470 余歳の部分は、古事記作成

時には確定していなかった、ということであろう。  

 一方、『先代旧事本紀』（9 世紀）にはこの数値が載っている。世を寿ぐ“呪い（まじな

い）”として載せたがよいと判断されたのだろう。 
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在位

年数
算式

退位

年齢
算式

即位

年齢

一代

前

二代

前

三代

前

四代

前

五代

前

初代 神武天皇 -660 76 127 241 12.7 a/6 42.3 b/3 29.6

3 0.5

2代 綏靖天皇 -581 33 84 254 5.5 a/6 28 b/3 22.5 20.3 太枠は参考

3代 安寧天皇 -548 38 57 260 6.3 a/6 19 b/3 12.7 15.3 35.6 太枠は参考

4代 懿徳天皇 -510 34 77 266 5.7 a/6 25.7 b/3 20 -1 14.3 34.6 太枠は参考

1 0.2

5代 孝昭天皇 -475 83 113 272 13.8 a/6 37.7 b/3 23.9 2 1 16.3 36.1 初代神武

6代 孝安天皇 -392 102 137 286 17 a/6 45.7 b/3 28.7 9 11 10 25.3 45.6 2代綏靖

7代 孝霊天皇 -290 76 128 303 12.7 a/6 42.7 b/3 30 15.7 24.7 26.7 25.7 5代孝昭

8代 孝元天皇 -214 57 116 315 9.5 a/6 38.7 b/3 29.2 13.5 29.2 38.2 40.2 5代孝昭

9代 開化天皇 -157 60 111 325 10 a/6 37 b/3 27 11.7 25.2 40.9 49.9 7代孝霊

10代 崇神天皇 -97 68 120 335 11.3 a/6 40 b/3 28.7 8.3 20 33.5 49.2 7代孝霊

11代 垂仁天皇 -29 99 140 346 16.5 a/6 46.7 b/3 30.2 9.8 18.1 29.8 43.3 8代孝元

12代 景行天皇 71 60 106 363 10 a/6 35.3 b/3 25.3 21.4 31.2 39.5 10代崇神

13代 成務天皇 131 60 107 373 10 a/6 35.7 b/3 25.7 9.6 31 40.8 49.1 11代垂仁

1 0.2

14代 仲哀天皇 192 9 52 383 1.5 a/6 17.3 b/3 15.8 20.1 29.7 51.1 12代景行

－ 神功皇后 201 69 100 384 11.5 a/6 33.3 b/3 21.8 計算からは除く

15代 応神天皇 270 41 110 396 8.2 a/5 36.7 b/3 28.5 0.3 20.4 30 51.4 14代仲哀が重祚

2 0.5

16代 仁徳天皇 313 87 110 405 30.8 a/4+9 50.7 b/3+14 19.9 17.3 17.6 37.7 47.3 15代応神

62.3 106 11.4 － 36 － 24.7

17代 履中天皇 400 6 70 435 3 a/2 46.7 2b/3 44.7 6 23.3 15代応神

18代 反正天皇 406 5 60 438 2.5 a/2 40 2b/3 38.5 8.2 15.2 32.5 15代応神

1 0.5

19代 允恭天皇 412 42 78 441 21 a/2 52 2b/3 32 8.5 17.7 24.7 41.5 16代仁徳

20代 安康天皇 454 3 56 462 3 a/1 37.3 2b/3 35.3 16.7 26.2 35.4 19代允恭養子？

雄略天皇 457 23 62 465 23 a/1 41.3 2b/3 19.3 18 35.7 45.2 19代允恭

退位 479 488

16 65.2 10.6 － 43.5 － 34
(注) 

・年齢差の計算例：7代孝霊天皇の場合・・・5代孝昭退位37.7+6代孝安在位17-7代孝霊即位30 = 24.7歳

空位期間

年齢差（誕生時父親年齢）

父

空位期間

書紀 修正 父子関係の推定

即位
年

在位

年数
a

崩御

年齢
b

即位
年

b の1/3a の1/6

空位期間

空位期間

平均

空位期間

21代

平均
・加工前のデータはweblio国語辞典による。

・年に小数点以下を示したのは、計算値に対し切捨て・切上げ及び数年の調整は恣意的に行われたと考えるため
である。

表-1 上古の歴史年代の修正    ※詳細は「その１」参照。 

Ⅲ．歴史年代の推定 

 

１．実際の年代 

前稿「その３」において、書紀における上古の歴史年代は、実際の年数の 6 倍に延長さ

れているとし、神武天皇即位・大和国建国は西暦 241 年と推定した（表-1）。 

また、各天皇の崩御年齢は実際の 3 倍となっているとして系図を見直した（図-2）。上古

の歴史年代の骨格を示したわけである。 

しかし、出来事の期日にまでは言及していない。当然、架空の年月日となるが、理由付

けがなければ安定感がない。別の理由で変更されてしまう可能性が排除できないからであ

る。複数の学者の手により、与条件の中で理屈が構築されたはずである。  
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（注）(  )書きは年齢差

d. (34.6) ④懿徳

⑮応神(17.3) ⑯仁徳(24.7) ⑲允恭(16.7) ⑳安康

a. ⑨開化

⑥孝安

(23.3) ⑰履中 (35.7) ㉑雄略

(32.5) ⑱反正

(38.2)

②綏靖(25.3)

③安寧

(20.3)

(35.6)

⑧孝元(29.8)

(33.5)

⑬成務⑪垂仁  (31)

⑫景行(29.7) ⑭仲哀

b.

c.

①神武(36.1) ⑤孝昭(25.3) ⑦孝霊(25.2)

⑩崇神(31.2)

図-2 天皇系図の修正（退位年齢 1/3 案）   ※詳細は「その１」参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出来事の期日の設定方法について記す。 

 

 

２．出来事の期日 

書紀には、各天皇の即位日や退位日（崩御日）などの年月日が記載されている。これら

は、陰陽五行思想（易）に基づいているとする江口洌の説を紹介する。 

日本書紀は、国家の安泰と天皇一統の万世継承を願って創られ、上古の天皇の即位年や

退位年（崩御年）は、天武、持統、文武、元明及び元正の各天皇と結びつくよう「威霊再

生の関係」（祖霊が永劫回帰するという古代信仰）の“聖数”が用いられている。  

各聖数と、その根拠及び適用例は次のとおり。 

（本稿注：出来事の間隔は左掲の数値の倍数） 

365 ・・・太陽の１回帰日数。死と再生。 

 神武即位（前 660 年）→365×3.65=1332.25 年→天武即位年（673） 

17 ・・・天の数 9＋地の数 8＝17。天・地の調和。 

 神武崩御→1258 年→天武即位→17 年→持統即位→17 年→元明即位→17 年→ 

聖武即位。 

 憲法 17 条（条数）。 

19 ・・・19 年 7 閏法：太陽太陰暦では 19 年に 7 回閏月。陰陽の原点回帰。  

天皇崩御年と即位年の関係（崩御→即位：間隔が 19 年の倍数。） 

初代神武→元明、2 代綏靖→聖武、3 代安寧→聖武、5 代孝昭→持統、6 代孝安→

文武、7 代孝霊→文武、10 代崇神→文武、8 代孝元→文武、10 代崇神→天武、11

代垂仁→文武、12 代景行→草壁（立太子）、15 代応神→持統、21 代雄略→元明、

23 代顕宗→元正、26 代継体→聖武（或本）。  

伊勢神宮内宮遷宮は、もともと 19 年ごと。 

23  ・・・天の数 9＋地の数 8＋人の数 6＝23。天・地・人、三才の調和。 

 神功摂政→391 年→推古即位→69 年→斉明崩御→46 年→元明即位・・・（女帝） 

26 ・・・19＋7＝26。19 年 7 閏法の数の和。 

応神立太子→390 年→聖徳立太子→52 年→天智立太子→52 年→文武立太子 
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図-3 紀元 0 年の扱い（聖数 17 の場合） 

23 で示す即位系列と親子関係がある。 

60 ・・・還暦、暦の回帰、継続性。  

 13 代成務天皇までの在位年数のうち 10 人が 17(3)、19(4)、60(3)の倍数である。 

197 ・・・19 年 7 閏法の数字部分。 

 仁徳即位→394 年→元明即位  

 仁徳天皇即位前の空位は、年代合わせのために設置。 

235 ・・・19×12＋7＝235。19 年間の月数。  

 神武立太子→1175 年→清寧立太子～即位→235 年→元正即位  

  万葉集は、もともと 235 首。 

空位年・・・「威霊再生の関係」を形成するための調整。 

 

後代の確定日より上古代の期日が設定され、その設定された期日により後代の別の行事

の期日が設定された。つまり、過去を組み立てると同時に、持統、文武、元明、元正、聖

武の即位年などを、どのように祖神からの暦につなげていくかが課題とされた。 

これらの聖数関係は、存在しない紀元 0 年を考慮しないと成立しない。これは、神武天

皇と『続日本紀』巻頭の文武天皇と対照させるためであると考えられる。  

神武立太子（前 697 年）→17×41=697 年→紀元前 1 年 

紀元後 1 年→697 年→文武立太子（697 年）   計 1394 年 

日本書紀は、当初、神武と天武を重ね、完成段階では神武と文武に重ねた。 

 （江口洌著『古代天皇の聖数ライン』2007） 

 

紀年 0 年問題について。 

例えば、神武崩御（前 585 年）→1258 年（17×74）→天武即位（673 年）の関係は、

-585+1258=673 の計算で求められるが、計算上、紀元 0 年が含まれる（…,-2,-1,0,1,2,…）。

しかし、実際には紀元 0 年はないので、前 585 年の 1258 年後は 674 年となる。そうする

と、倍数の計算が成立たなくなる。紀元前のみ、紀元後のみの期間を対象とする時にはこ

うした問題は生じないので紀元前・後の境界辺りで隠れた 1 年があるとしなければならな

い。図-3 はそのイメージである。折り返し点の秘匿された 1 年（垂仁天皇在世）は、偶然

にも紀元 0 年にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、江口は、実際の神武即位年・大和国建国年を示さない。 
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３．年代延長と期日設定の手順 

書紀記載の年月日設定までには、次のような手順が踏まれたと推察する。 

① 国家の威信を誇示するため、建国年は実際より古い年代とする。ただし、先進の大国・

中国において“筋が通らぬ”と見下されるようではいけない。 

② 中国の歴史を参考に、諸侯が建国して春秋時代が始まる前 770 年に近い年代とする。

これは相場観である。これより古ければ違和感が際立つ。 

③ 実際の建国年である“辛酉年”を尊重する。  

辛酉年は重要な拠り所であり、これを無視すると創作に歯止めがかからなくなる。  

また、無要な混乱を招かないように、かつ計算を容易にするため、延長前の期間は辛

酉年～辛酉年（60 年単位）とする。 

なお、前 770 年以降の辛酉年は前 720 年、前 660 年、前 600 年、・・・である。 

④ 年代（在位年数）の延長は、歴史の前後関係に不整合が生じないように、一定の倍率

で行う。その倍率は、中国正史（魏志倭人伝）の行程でも使用されている 6 倍とする。 

実際の建国年である 241 年（辛酉年）と、中国への遣使がある 421 年（辛酉年）間の

180 年間を 6 倍に年代延長する。421 年を動かせば、中国で説明を求められた時に苦慮

しなければならない。180 年の 6 倍は 1080 年であり、421 年（辛酉年）から遡ると前

660 年（辛酉年）となる。 

ちなみに 4 倍延長案にすると、421 年から 720 年（180 年×4）を遡って前 300 年（辛

酉年）となる。 

⑤ 儀鳳暦の総数 1340 は太陽と月の運行を司る神秘の数字である。前 660 年から 1340 年

後の 681 年には、刮目すべきイベントとして書紀編纂の詔勅を発布する。 

⑥ 上古の天皇即位や崩御の具体的な年月日は、書紀編纂当時の天皇の即位日等と「威霊

再生の関係」（17 年、19 年等）に基づいて設定する。（江口説） 

⑦ 延長された年代に合うように、天皇系図を見直す。天皇の崩御年齢は退位年齢の 3 倍

とする。その際、“万系一世”に見合うように、父子関係を構築する。 

⑧ 様々な局面において、多少の調整を行う。  

 

拙稿「その３」で示した歴史年代を骨格として各天皇の年次を配置し、“肉付け”とし

て江口の説を用いれば、日本書紀の年代構成が出来上がる。 

大和国において、最も重視されたのは“和”である。 “現世の太平”とともに、万世

一系”のもとで、過去においても未来においても、継続と循環が順調に行われる（た）こ

とが時間軸上の“和”である。 
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図-4 弥生時代後期の各地域のシンボル 

（島根県教育委員会編『古代出雲文化展（1997）』資料より）  

Ⅲ．“倭”とは 

 

１．倭の意味 

“倭”とは、本来的には 7 世紀以前の中国・朝鮮での日本に対する呼称であるが、冊封

（さくほう）体制内で自称国号としても援用された。倭の字は委とも表記される場合があ

る。意味は一人称の吾（わ）、従順な人、などの見解があるが不明。 

（『日本大百科辞書（ニッポニカ）』） 

 「倭」とは倭人が環濠集落（クニ）を「わ（輪、環）」と話したのを聞いた中国人が卑字

を当て、後に話し合い至上主義の日本人が、人間のつながり・親交の意で「和」と表現す

るようになった。 

（井沢元彦著『逆説の日本史１ 古代黎明編』1993） 

 

“邪馬台国”、“卑弥呼”などは、中国において倭人が名乗った音に基づいて卑字が当て

られたものである。“倭”についても同様であろう。体格が小さいことを指す“矮”の含意

もあるかもしれない。 

“ワ”の音のある語として、“吾（わ）”が引合いに出されるが、古代より自称の人称代

名詞である。それよりも、グループを意味する“輪（環、わ）”と解した方がいいのではな

いか。井沢は、「わ（輪、環）」の起源を環濠集落とするが、本稿は小国のまとまりととら

えた方がよい考える。現在の国連や EU のようなものである。文化や技術の導入・情報交

換・交易等において、小国同士で協力関係を持っていた方が何かと有利である。単独では

相手にしてもらえない対中国外交においても、グループとしての“輪”が機能したと推察

する。日本の弥生時代は、いくつかの文化圏に分けられるが、それぞれ “別の輪”として

存在したのではなかろうか。 
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２．複数の倭 

倭を“輪”ととらえ、複数存在した、縛りが緩やかであった、離合集散も多かった、そ

の範囲は時代により変遷した、と考えると、以下の文献の理解がスムーズになる。 

 

(1) 奴国の遣使（後漢書東夷列伝） 

 後漢書東夷列伝には、次のように載る。 

建武中元二年（57 年）、倭奴国は貢物を奉じて朝賀した。使人は自ら大夫と称した。（倭

奴国は）倭国の極南界である。光武帝は印綬を下賜した。 

建武中元二年倭奴國奉貢朝賀使人自稱大夫倭國之極南界也光武賜以印綬 

 

文中の印綬は、江戸時代に志賀島で発見された“漢委奴国王”と刻まれた金印である。

漢は、奴国が小国であることは認識しており、背後に“倭（輪）”という比較的大きなまと

まりがあるから金印を与えたのであろう。 

倭国の位置は倭の極南界とする。“輪”の最南端に奴国が位置したということなので、

このときの“輪”は、対馬辺りを中心に朝鮮半島南部から九州北部であったと思われる。 

 

(2) 狗邪韓国（魏志倭人伝） 

 魏志倭人伝には、次のように載る。 

 郡から倭に至るには、海岸に従い水行する。韓国を通り過ぎ、南へ行き東へ行き、その

北岸の狗邪韓国に到る。七千余里である。  

從郡至倭循海岸水行歴韓国乍南乍東到其北岸狗邪韓國七千餘里 

  

“輪”の北端は狗邪韓国であり、朝鮮半島の一部も含まれていたことを示す。 

 

(3) 倭種の国（魏志倭人伝） 

 魏志倭人伝には、次のように載る。 

女王国の東、海を渡って千余里で、また国が有り、皆、倭種である。 

女王国東渡海千餘里復有國皆倭種  

  

女王国の東には複数（皆）の“別の輪”があったということである。拙稿「その３」に

おいて、この時代、邪馬台国と大和国は併存していたと述べた。しかし、このとき魏志倭

人伝の作者陳寿は、大和国を一つのまとまりとして認識していなかったのではなかろうか。 

 

(4) 倭国併合（旧唐書） 

旧唐書は、「倭国伝」と「日本伝」を載せる。 

倭国は古の倭奴国なり   

倭国者古倭奴国也 

日本国は倭国の別種なり。中略。日本はもと小国、倭国の地を併せる  

日本国者倭国之別種也（中略）日本舊小国併倭国之地 
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図-5 “輪”のイメージ 

倭国は金印を受領した奴国の後継である。日本国は、もとは小さい国であったが、その

後倭国を併合した。旧唐書に基づくと、“大和国の輪（日本国）”が“邪馬台国の輪”を合

併吸収したと解釈することができる。“輪”の合併は、統治を伴う国の合併と異なり、事務

的な手続きが中心だとすれば、比較的容易だったのではなかろうか。 

倭の領域がしばしば混乱するのは、中国において、時代により、また人により認識に隔

たりがあり、あるときは一つの輪、またあるときは別の輪や複数の輪を指すためであると

思われる。  

以上のように、“倭”とは、“吾”の訳と考えるよりも、“輪”に由来するととらえると、

古文献の記述内容と古代社会の動きが理解しやすい。図-5 に“輪”のイメージを示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 合併の必要性 

では、なぜ“輪”は、戦争なく“一つの輪（国？）”にまとまることができたのだろう

か。強い共通認識があったことであろう。 

それは 3 世紀の東アジアの情勢であると思われる。238 年、遼東半島や朝鮮北部を領域

とした公孫氏の国は魏により滅ばされた。244 年には、高句麗は魏の毌（かん）丘倹によ

り王都の丸都城が落とされ、滅亡の縁まで追い込まれた。 

弱小勢力であれば、いつ滅ぼされてもおかしくないという危機感が高まったはずである。

と同時に、朝鮮半島に近い北九州では危険であり、首都は内陸の奥まった場所“大和”辺

りに置かねばならないことを共通認識としてもったことであろう。 

240 年前後においては、邪馬台国を中心とする勢力と、大和国で包括される勢力の“二

つの輪”があり、この時点では独自の活動を行うこととしていたのではないか。その後も、

大々的な征服戦争がなかったとから推察すると、この時、将来の合併ということは決まっ

ていたのではないか。そして、調整に動いたのが、各地に足跡の残る日向勢力だとすると

話が通る。 
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(6) 事務局の合併 

『旧唐書』によると、日本（大和国）は倭を併合した。266 年の台与による魏史派遣の

後、“二つの輪”は合併した。統治者や制度が異なる国同士であれば多大な困難が伴うだろ

うが、輪同士ならばさほどではない。もともと小国間の調整を行う二つのいわば事務局の

合併という色彩が強いので、主張と譲歩、選択と棄却は、事務的かつ合理的に行われたこ

とだろう。 

ここで、合併前の邪馬台国を「ヤマト」、大和国を「ダイワ」として主要な項目につい

て比較してみると、バランスのとれた関係であることが分かる。 

 

   ヤマト（邪馬台）ダイワ（大和）   （注）〇：採用、×不採用 

 国名呼称  〇   × ・・・ヤマトとする 

 国名表記  ×   〇 ・・・大和とする  

 首府   ×   〇 ・・・地勢上の観点からダイワ（大和）を選択 

  ヤマト（北九州）は中国本土や朝鮮半島に近く、防御が難しい。  

 古墳型式  ×   〇 ・・・前方後円墳を採用 

 祭器・副葬品  〇   × ・・・銅鏡、銅剣等を採用 

 首長   ×     △ ・・・ダイワ（神武天皇：日向出身） 

 神話   〇（高天原）  ×  ・・・首長の血統は高天原とする  

 

首長はダイワから出すにしても、それは邪馬台国と関係の深い高天原の系統であるとい

うことで妥協点を見いだしたのではないか。また、この時の大王は、日向（投馬国）出身

の神武天皇の系統であるということも、邪馬台国側が妥協できる点であったかもしれない。 

 

(7) 二度の合併 

したがって、後の日本となる大和国は、少なくとも二段階の合併を経て成立したことに

なる。1 回目は、纏向に集合した地域（小さな輪）が合併して「ダイワ（大和）」が出来上

がった。これが、241 年の神武天皇即位・大和国建国である。2 回目は、時期は不明なが

ら『旧唐書』が記す倭国併合であり、ダイワ（大和）と邪馬台国との合併である。 

崇神天皇が神武天皇と同じ“ハツクニシラススメラミコト”の呼称をもつのは、こうし

た事情を反映しているのではないだろうか。合併時期はもう少し早い可能性があるが、こ

の時代に、名実ともに一つの国としての体制が整い、歩み始めたと思われる。 

 

1 回目 

    各地域（小さな輪） → ダイワ（大和） → 大和国 → 日本   
                             ↑ 2 回目 

邪馬台国  

 

※(6)(7)では、大和国の呼称については、邪馬台国との合併前後を区別するため、合併前は

「ダイワ」と表記したが、その他の項目においては、合併前についても「大和国」として

記述している。 
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写真-1 中国古代の青銅器 
（a～c. 奈良国立博物館蔵、d. 泉屋博古館蔵、e.上海博物館蔵）  

b.酒器（爵）   

c.鎛 

a. 鼎（かなえ）   

e.秦公鎛  d.虎鎛  

(8)アイデンティティの堅持 

合併に当たって重要事項として意識されたのは、国にはアイデンティティがなければな

らない、ということであろう。国としてのまとまりをどのような形で示すのか、というこ

とである。端的には、前方後円墳や副葬品が想起される。しかし、さらに民族の存立に関

わる本源的なところにあるものであろう。 

中国では、商時代～春秋時代にかけての、多くの青銅製の鼎・酒器等が出土する（写真

-1）。長江流域では銅鐸に似た青銅器の鎛（はく）も出土する。日本には、青銅器は稲作と

ともに伝わったと思われる。しかし、中国と同様な品々が出土するわけではない。日本で

出土するのは、独自の形式に改められた銅矛や銅鐸である。ここには、はるか古代から一

貫した“民族のアイデンティを堅持する”という意思があるように思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．日向の役割 

高天原からの降臨地は、なぜ大和ではなく日向なのか、という疑問がしばしば発せられ

る。天孫降臨は神話なので、日向（宮崎県）ではなく大和（奈良県）でもストーリーは作

成できる。次のように考える。 

① 実際に神武天皇が日向出身であり、建国時に一定の役割を果たした（遠征ではない）。 
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写真-2 狭野神社（宮崎県高原町）  
（神武降誕地と伝わる。） 写真-3 神武東征出発地の美々津 

（神武一行は島の間を通って出発した。島の間を通

ると、帰って来られないという伝説が残る。架空の

話でこのような禁忌が守られるだろうか。）  

② 後の日本国の前身である大和国は各地の勢力が集合して建国された。九州島もそのテ

リトリーであることを示す必要があった。 

③ 在地勢力の支持を得るため、日向神話を取り入れる必要があった。 

 

後の神武天皇が日向生まれであり、日向の美々津（耳川河口）を出発したのは事実では

なかろうか。出生地には神社（写真-2）が建ち、美々津には、「神武一行は島の間（写真-3）

を通って出発した。島の間を通ると、帰って来られない」という伝説が残る。成功の喜び

よりも悲しみが伝わる。架空の場所に神社を建て、禁忌のような物語を創作することがあ

るのだろうか。 

ただし、神武一行が書紀や古事記が記す征服戦争を行ったわけではないと思われる。遠

征となれば、数百人～数千人規模の軍隊が必要となる。その兵站（武器や食料の補給等）

はどうするのか。武器や食料は全て現地調達、というわけにはいかないだろう。蜀の孔明

の北伐（魏との戦い）は、兵站が難しいために何度も撤退し、数次に渡ることを余儀なく

された。一度も帰らず、本国からの補給を受けなかった神武一行は、「その３」で述べたよ

うに数十人規模の作業（工作）部隊ではなかっただろうか。 

大和国は、複数の輪の合併であったとすると、日向勢力が調整役となった可能性がある。

それまで自由に活動してきた各地の勢力は強力なリーダーシップは嫌うだろうから、第三

者的な勢力こそ調整者となることができよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．淡路島の役割 

 イザナギとイザナミは、オノコロ島に降り立って国生みを行った。そして、最初に生ま

れたのが淡路島である。淡路島は大和国建国とどのような関わりがあるのだろうか。 

常識的に考えれば、“輪の統一”は数百年来の課題であったに違いない。各地域が纏向

に集合して建国するまでには様々な経緯や幾多の交渉があったことだろう。 
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写真-5 松帆銅鐸（奈良文化財研究所資料） 

図-6 淡路島の遺跡（淡路島日本遺産委員会資料、書込みは本稿による）  

写真-4 オノコロ島神社（南あわじ市） 

古代の淡路島の南部には潟湖があり、その周辺には弥生時代の遺跡が多い。舌を伴った

古式の松帆銅鐸（写真-5）が工場の砂置き場から発見されたことは記憶に新しい。 

淡路島は、水上交通の要衝であり、集まりやすい場所であったのだろう。図-6 に示すよ

うに潟湖跡の外縁部に遺跡が多い。想像によるところ大だが、国生み神話の舞台が淡路島

にある理由は、古代からの国の統一の話し合いの場であった、と解すると合点がいく。 
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おわりに 

 魏志倭人伝の行程から解き起こし、上古の歴史年代の解読まで行った。魏志倭人伝にし

ても日本書紀にしても、当時の多くの学識者が納得できる“理屈”はあったことだろう。

したがって、解読に当たっては、既往の様々な論説を俯瞰するとともに、どのような理屈

で構成されているのかを推察することに努めた。そして、扱った課題については、概ねの

筋道を見いだすことができたと思う。 

結果の正否は不明だが、将来、照合できる資料が出現することを祈念している。 
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日にち 10 22 23 31 1 11

干支No. 48 60 1 9 10 20

干支No. 戊申 庚辰

1月 2月

省略

参表-1 前 660 年 2 月 11 日の干支チェック  

＜参考＞ （蛇足ながら）1792470 余歳について 

 以下はこじつけの程度が大きいので、参考として示す。なお、他資料と照合できなかっ

たので、多少の誤りがあるかもしれない。 

 

(1) 天孫降臨から天武天皇の書紀編纂詔勅までの年月  

天孫降臨から天武天皇の書紀編纂詔勅までの年月を整理すると次のようになる。 

〇天孫降臨～神武天皇の東征開始（前 667 年）   ：期間は 1792470 余歳  

自天祖降跡以逮于今一百七十九萬二千四百七十餘歲 

〇東征開始（前 667 年）～神武天皇即位・大和国建国（前 660 年） 

〇神武天皇即位・大和国建国（前 660 年）～天武天皇の書紀編纂詔勅（681 年） 

 ：期間は 1340 年 

書紀における紀年・日付の記録は神武東征開始の前 667 年からである。記録の真偽・正

誤はともかく、日にちの断絶はなく、神武東征開始以降の数万日が連綿と積み重ねられて

いる。 

 

(2) 天武天皇詔勅から神武東征開始までの日数 

 次に、神武東征開始～神武天皇即位・大和国建国～書紀編纂詔勅間の日数を計算する。 

 

〇計算手法 

まず、下記ホームページを参考に、計算の妥当性を確認する。 

参考：https://angouyamanoue.sakura.ne.jp/80218.htm 

2020 年 12 月 31 日干支・戊申(48)より神武即位・大和国建国前 660 年 2 月 11 日の干支・

庚辰(20)を求める。なお、干支の番号は、参表-2 により計算の便宜上付したものである。 

 

〇計算 

年数＝ 2020+660 = 2680 年。一太陽年＝365.2419 日 

365.24219 × 2680  ＝ 978849.0692  ≒ 978850 日 

干支のサイクル＝60 日 

978850/60  ＝ 16314.16667  ＝  16314 回 

978850  － 60×16314 ＝ 10 日  ・・・日数の余り 
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付番 順 干支 音読 訓読 付番 順 干支 音読 訓読 付番 順 干支 音読 訓読

1 (58) 辛酉 シンユウ かのととり 21 (18) 辛巳 シンシ かのとみ 41 (38) 辛丑 シンチュウ かのとうし

2 (59) 壬戌 ジンジュツ みずのえいぬ 22 (19) 壬午 ジンゴ みずのえうま 42 (39) 壬寅 ジンイン みずのえとら

3 (60) 癸亥 キガイ みずのとい 23 (20) 癸未 キビ みずのとひつじ 43 (40) 癸卯 キボウ みずのとう

4 (1) 甲子 コウシ きのえね 24 (21) 甲申 コウシン きのえさる 44 (41) 甲辰 コウシン きのえたつ

5 (2) 乙丑 イッチュウ きのとうし 25 (22) 乙酉 イツユウ きのととり 45 (42) 乙巳 イツシ きのとみ

6 (3) 丙寅 ヘイイン ひのえとら 26 (23) 丙戌 ヘイジュツ ひのえいぬ 46 (43) 丙午 ヘイゴ ひのえうま

7 (4) 丁卯 テイボウ ひのとう 27 (24) 丁亥 テイガイ ひのとい 47 (44) 丁未 テイビ ひのとひつじ

8 (5) 戊辰 ボシン つちのえたつ 28 (25) 戊子 ボシ つちのえね 48 (45) 戊申 ボシン つちのえさる

9 (6) 己巳 キシ つちのとみ 29 (26) 己丑 キチュウ つちのとうし 49 (46) 己酉 キユウ つちのととり

10 (7) 庚午 コウゴ かのえうま 30 (27) 庚寅 コウイン かのえとら 50 (47) 庚戌 コウジュツ かのえいぬ

11 (8) 辛未 シンビ かのとひつじ 31 (28) 辛卯 シンボウ かのとう 51 (48) 辛亥 シンガイ かのとい

12 (9) 壬申 ジンシン みずのえさる 32 (29) 壬辰 ジンシン みずのえたつ 52 (49) 壬子 ジンシ みずのえね

13 (10) 癸酉 キユウ みずのととり 33 (30) 癸巳 キシ みずのとみ 53 (50) 癸丑 キチュウ みずのとうし

14 (11) 甲戌 コウジュツ きのえいぬ 34 (31) 甲午 コウゴ きのえうま 54 (51) 甲寅 コウイン きのえとら

15 (12) 乙亥 イツガイ きのとい 35 (32) 乙未 イツビ きのとひつじ 55 (52) 乙卯 イツボウ きのとう

16 (13) 丙子 ヘイシ ひのえね 36 (33) 丙申 ヘイシン ひのえさる 56 (53) 丙辰 ヘイシン ひのえたつ

17 (14) 丁丑 テイチュウ ひのとうし 37 (34) 丁酉 テイユウ ひのととり 57 (54) 丁巳 テイシ ひのとみ

18 (15) 戊寅 ボイン つちのえとら 38 (35) 戊戌 ボジュツ つちのえいぬ 58 (55) 戊午 ボゴ つちのえうま

19 (16) 己卯 キボウ つちのとう 39 (36) 己亥 キガイ つちのとい 59 (56) 己未 キビ つちのとひつじ

20 (17) 庚辰 コウシン かのえたつ 40 (37) 庚子 コウシ かのえね 60 (57) 庚申 コウシン かのえさる

2月

日にち 5 22 23 31 1 11

干支No. 43 60 1 9 10 20

干支No. 癸卯 庚辰省略

1月

参表-2 干支の付番 

参表-3 書紀詔勅～神武即位の干支チェック  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算の結果、庚辰は 2 月 11 日であり、建国記念日と一致する。したがって、計算方法

は正しいといえる。 

 

(3) 天武天皇詔勅から神武即位までの日数 

書紀詔勅の天武 10 年 3 月 17 日（丙戌・26）は西暦 681 年 4 月 13 日 

西暦 680 年 12 月 31 日は癸卯(43) 

年数＝ 680+660 = 1340 年 

一太陽年＝365.2419 日 

365.24219 × 1340  ＝ 489424.5346  ≒ 489425 日 

489425／60 ＝ 8157.08333 ≒ 8157 

  489425－60×8157 ＝ 5 日 

前 660 年 1 月 5 日が癸卯(43) 

これより前 660 年 2 月 11 日の干支を求める。 

 43（癸卯）＋（31－5）＋11－60（調整値） ＝ 20（庚辰） 

2 月 11 日は庚辰となる。 
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月数 月日数 閏月 月日数 回数 日数調整 計 備考

75 29.5 3 29.5 -2 2299

60 2299 38 2280 60x38

庚辰 辛酉 前667年

20 -19 1

参表-4 前 667 年 10 月 5 日までの日数 

681 年の 1～4 月の日数は、 

31＋28＋31＋13 ＝ 103 日 

 神武即位から日本書紀編纂詔勅までの日数は、 

489425 + 103 =  489528 日 ＝1×2×2×2×3×3×13×523 

・・・元数字の計 36、 素数数字の計 36 

 

(4) 神武即位から東征開始までの日数 

神武天皇即位日の辛酉年春正月庚辰朔(20)（辛酉年 1 月 1 日＝前 660 年 2 月 11 日）よ

り東征出発日を求める。東征開始は、太歳甲寅十月丁巳朔辛酉(1) （甲寅年 10 月 5 日＝前

667 年）である。 

東征開始から神武天皇即位までの日数を求める。 

 

＜計算＞・・・概算すると次のとおり 

〇月数（閏月を除く） 

・・・6（前 666 年～前 661 年）×12＋3（儀鳳暦 10 月～1 月）＝75 カ月 

 〇閏月 ・・・1 回／3 年・・・2～3 回 → 表の試算により 3 回とする 

 〇月日数 ・・・29.5 日 

 〇日数調整  ・・・2 日（計算結果を辛酉とするため） 

以上より日数を求める。 

日数＝  （75＋3）×29.5－2 ＝ 2299 日 ＝1×11×11×19 

・・・元数字の計 22、 素数数字の計 15 

干支のサイクル＝60 日 

2299/60  ＝ 38・・・余り 19 

東征開始日は、辛酉(1) となる。  

20（庚辰）－19 ＝ 1（辛酉） 
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年

月 10月 11月 12月 1月 2月

日数 5 30 31 31 11

累計 5 35 66 97 108

日付 27 11

前666年前667年
参表-5 前 667 年 10 月 5 日の西暦年月日  

参図-1 卅の構成 

ちなみに、東征開始日は、西暦 667 年 10 月 27 日（グレゴリオ暦）である。 

2299／365.24219 ＝ 6.29445 ≒ 6 年と 108 日（当日を含む） 

  下表より 10 月 27 日。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 呪い（まじない）の数値 

日本書紀の基底には、万世一系を含む“世の継続・循環”があるとすれば、前掲の数値

で意味を読取ることのできるものは、3130（歳）、1792470（歳）、2299（日）、1340（年）

である。これらを左より並べて図示すると次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3130 は坎（☵）で世の始まり、1792470（数字の計 30）は日向三代（実際は一代：「そ

の３」参照）の日向神話時代で一世を暗示、2299 は陰の最小数 2 と陽の最大数 9 の並び

で、22 は重陰（？）、99 は重陽、つまり陰陽の調和を示し、1340 と合わせた 22991340

（数字の計 30）で一世の暗示。桁の数値は 1110（千百十）の繰り返し。いずれも“世の

継続性の表現”と読むことができる。すなわち、万世一系の血のつながりとともに、世の

永遠なる継続を祈念したものと読取ることが可能なのである。 

 


