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 はじめに 

 『魏志』倭人伝に朝鮮半島南部の国として、「到其北岸狗邪韓国」として、「狗邪韓国」を「其

北岸」とあたかも狗邪韓国が倭国に属するように記しているが、魚豢の記した『魏略』には「其

北岸」という語はない。また、あらためて注意して見ると、狗邪韓国が倭人の国であるならば、

なぜ、「狗邪韓国」という国名に「韓国」という語が入るのだろう。大きな疑問が生じる。 

 また、『魏略』には、倭国までの道程として、伊都国からあとの記事、すなわち、奴国・不弥

国までの里数記事や投馬国・邪馬台国までの日数記事もない。これらの記事も陳寿が加筆した

ものではないか、すなわち、陳寿は『魏略』を上回る史料を集めてこの記事を書いたのではな

いか、という可能性が考えられる。 

私は、拙著『「記紀」から読み解く『魏志』倭人伝とその後の倭国』（海鳥社 2019年）や本欄

に発表した「『魏志』倭人伝の解明・仮説を見直したら」（2020年）において、日数記事は西暦

266 年の晋朝へ貢献した台与の使節から晋朝が聞きだした「帯方郡から大和への日数」を記し

たものとした。 

 今回、それを裏づける考察として、陳寿はどのような史料を集め、その史料からどのように

考えて、倭人伝に結論として「其北岸」という語が加筆されたのかを推察した。 

 

 「其北岸」についての諸論 

 『魏志』倭人伝には、「其北岸」と朝鮮半島の南岸が倭国の一部のように記されているが、そ

のことは、「其北岸」という語句だけでなく、『魏志』東夷伝の韓伝の中にも「（韓の）南は倭に

接する」「瀆盧(とくろ)国は倭と接している」という語句がある。『魏志』を記した陳寿は、まち

がいなく「朝鮮半島の南岸は倭国の一部」と考えていたと考えられる。しかし、実際のところ、

そのような形跡はない。「半島南岸は倭地であるか」について論じた各氏の「其北岸」について

の議論をみると、次のようである。 

水野祐氏（『評釈魏志倭人伝』雄山閣出版 1987年） 

「ここで注意すべきことは、韓は南方において、倭と境を接していたと明記されているこ 

とであり、明確に朝鮮半島の南端において、当時は韓に属さない倭人の居留地が存在した 

ことを語るものである。同様のことは（中略）、瀆盧国と倭人の住地とが境界を接して隣合 

っていたことを重ねて説述している。朝鮮半島の一角に倭人の居留地の存在したことは間 

違いない」「其北岸 ここはきわめて重要な個所である。ただ単に読解上のみならず、史実 

の解釈の全般にわたり、この三字の解釈いかんによって諸々異なった見解が出てくるので 

ある。結論的にいえば、〈其〉をすぐ上の韓国を受けるとするか、さらにその上の倭を受け 



ると採るかという点が問題の岐路である。（中略）もし〈其〉が韓国をうけているなら、後 

文に、はじめて倭に至るという意味の文なり語なりが出てこなければならないが、それが 

全然ない。ゆえにこの〈其〉は倭を受けているのでなければならないことになる。」「（狗邪 

韓国については）これを弁辰十二国のうちの一国とする説と、全然関係なく倭の一国とみ 

る説が対立している。」 

とし、弁辰の一国説については「「弁辰狗邪国」が狗邪韓国のことであるとの説は、津田左右吉

博士の推定以来多くの学者が継承している（津田左右吉『朝鮮歴史地理』第一巻）。」としてい

る。韓伝にみえる「瀆盧国」については 

「瀆盧国に関しては、北方説と南方説がある。南方説は丁茶山が首唱し、鮎貝房之進氏、 

さらに末松保和博士によって発展させられた巨済島説である。丁氏の説く所は、巨済島の 

古名が裳郡で〈裳〉は〈斗婁技(tu-ru-ki)〉で瀆盧と音韻相通ずるという点にあった（丁 

茶山〈大韓疆域考〉）。」「私は瀆盧国を巨済島にあてるとすれば狗邪韓国と対馬島との間に 

はさまれて存在するとしても、ともにその間に海をへだてているので、〈境を接す〉という 

書きぶりにどうもがっちしないように思える。」 

「一方北方説としては、津田博士が前掲書において、瀆盧国は〈輿倭接境〉とあれば朝鮮 

半島の南端にあることを察知すべきであるとし、金海を狗邪即狗邪韓とすると、瀆盧はけ 

だし洛東江の東岸、釜山・東萊附近であろうと推定された。東萊は、『三国史記』〈地理志〉 

に、〈東萊。本居柴山郡。景徳王改名。〉とあるので、新羅統一後の命名であるが、その語 

は土語であるように思えるから東萊と瀆盧とは何らかの関係があろうと説かれているので 

ある。」「私としては瀆盧を朝鮮半島南部に求められる卓見に賛成する。しかも狗邪国との 

関係を考えると、安邪国を咸安地方に比定する以上、瀆盧を洛東江東岸の地に求めなけれ 

ばならなくなるであろうから、釜山・東萊附近に推定されるのは必然の結果である。」 

結論として、 

「私は瀆盧国を、弁辰狗邪国と弁辰安邪国との間に位し、さらに倭人の国と隣接していた 

ということと、これが後に卓淳として、日本の任那日本府の圏内に入っていたとされるよ 

うに、昌原地方とする今西博士の説を承認し、これを根拠としてその東南、狗邪国の南、 

洛東江口西岸に限られた、海岸沿いの地域をもって狗邪韓国と推定したい。すなわち狗邪 

韓国は、熊川湾と洛東江とに限られた、金海郡萊山面附近の地とする。狗邪韓国といわれ 

る以上、かつては弁辰狗邪国と同じ国でその勢力範囲であった。後に海を渡って半島に侵 

入して来た倭人の占拠するところとなり、狗邪韓国として狗邪国より分離され、倭人の朝 

鮮半島における橋頭堡となり、倭人の半島経略の前進基地であり、また倭漢交易の中継基 

地の役割を果たしつつ、代々倭人により支配され、後の倭の任那植民地の母胎となった、 

小範囲の地域であった。」 

としている。 

 

佐伯有清氏（『魏志倭人伝を読む上』吉川弘文館 2000年） 

 「『魏志』韓伝に〈南は倭と接す〉とある。」「さらに同伝に〈其の瀆盧国は、倭と界を接す〉 

とある。瀆盧国は、現在の大韓民国釜山直轄市にあたるとみられている。」「〈其の北岸〉に 



ついて〈倭の北方の対岸にあたる狗邪韓国〉、あるいは〈倭の北の対岸である狗邪韓国〉と 

解釈するのが妥当であろう。『後漢書』には、〈其の西北界の拘邪韓国を去ること七千里な 

り〉とあって、狗邪韓国を〈拘邪韓国〉に作り、〈其の北岸〉を〈其の西北界〉とする。狗 

邪韓国を『後漢書』倭伝が、西北界とするのは、同書倭伝の撰述当時の地理観が反映して 

いるものと考えられる。この地理観によれば、倭は東西にまたがるものと認識されていた 

ことになる。これに対して倭人伝が、狗邪韓国を〈其の北岸〉とするのは、倭が南北に渡 

って広がるものとする地理観に立っての記述であることによる。」 

 

平野邦雄氏（『邪馬台国の原像』学生社 2002年） 

「次に、『志』（三国志筆者注）が、〈狗邪韓国〉を倭の〈北岸〉としたのは、そこから倭人 

集団との接触がはじまるためと見ねばならぬ。」「狗邪韓国を倭の〈北岸〉とする語法は、 

『志』の韓伝に、韓は帯方の〈南〉にあり、〈東西は海を以って限り〉とし、〈南は倭に接 

す〉、また弁辰伝に、〈瀆盧国は倭と界を接す〉、『書』(後漢書筆者注)の韓伝にも、辰韓の南 

に弁辰十二国があり、〈その南また倭に接す〉とあるなど、東夷伝の語法はみな一致してい 

る。これをもっと拡げてみても、夫余は、〈南高句麗と、東挹婁と、西鮮卑と界を接す〉、 

高句麗は、〈南朝鮮、濊貊と、東沃沮と、北夫余と界を接す〉とあるように、共通している。 

『書』が、狗邪韓国を、〈倭の西北界〉としたのも、上記の国と国とが〈界を接す〉と記し 

たのと、まったく同義語で、『志』が、狗邪韓国を〈倭の北岸〉としたのも、韓や弁辰が、 

〈南倭と接す〉としたのと表裏の関係にある。東夷伝のすべての例は、間になにかを距て 

て隣接するのではなく、直接することを指しているのである。日野開三郎氏が、正確には、 

「倭と海を距ててその北岸」の意であるとされたのは、当たらない。朝鮮海峡を距てて対 

岸というのは、今日的な概念である（「北岸——三国志東夷伝用語解の一」『東洋史学』五 昭 

和 27.6）。これには、以下のような歴史事情が考えられよう。『略』（魏略）・『志』とも、対 

馬国と一支国はともに「南北市糴す」とされ、また、弁辰の鉄は、「韓・濊・倭」従いてこ 

れを取るとあるのは、ともに朝鮮半島南部に形成された倭人集団の基地を除外しては理解 

しがたいであろう。（中略） 倭人集団の居住という観点からみれば、〈倭の北岸〉と考え 

ても矛盾はない。」 

 

西谷正氏（『魏志倭人伝の考古学』学生社 2009年） 

「〈韓は帯方郡の南にあり、東西は海で限られ〉と書いています。南も海ですから、東西南 

と書くべきところを〈南は倭と境を接して〉いる、つまり対馬海峡をはさんで倭と接して 

いるというわけです。」 

としているが、瀆盧国のことには触れていない 

 

森浩一氏（『倭人伝を読みなおす』筑摩書房 2010年） 

「文中の〈其北岸〉は〈倭の北岸〉であることは明らかである」「狗邪韓国には貿易や航海 

の便宜のための拠点となる土地に倭人が住んでいたとはいえ、狗邪韓国全域を倭人が掌握 

していたのではない。七世紀初めの前後のことを書いた『隋書』の百済伝に〈その人、雑 



(まじ)えて新羅・高麗・倭など、また中国人あり〉とさまざまの国の人が雑居していた様子 

が記されている。これは百済の西海岸の港町での様子だとぼくはみている。」（第八回 倭 

人は狗邪韓国を支配したか） 

「瀆盧国とは巨済島のことで、そこが接している倭とは倭人がよく出漁していた巨文島か、 

それらの倭人の故郷だった対馬島のことであろう。巨済島の南西に欲知島という小さな島 

があるが、この島の東部に湾があって、新石器時代の櫛目文土器が出土した貝塚がある。 

（中略）天智天皇の晩年（671）に、唐が軍事的圧力をかけるため二千人の兵士らを玄界灘 

地域に送ろうとし、47隻の船が比知島に停泊した（『日本書紀』）。比知島とは欲知島のこ 

とかと思うけれども、もしそうなら海上交通にとっても重要拠点だったことがわかる。」 

（第九回 倭と界を接した瀆盧国は巨済島や巨文島か）。 

としている。 

 以上、諸氏の意見はいずれも、半島南岸には鉄の採集などで倭人の居留地があったとは考え

られるが、倭人が国と言えるほど大きな領域を掌握していたとは考えられず、海を通じて倭と

接していたということだろう。また、「狗邪韓国」と「韓」の字がついていることについての説

明はまったくない。 

 しかし、「其北岸」の「其」は「倭国」と言っていることはまちがいなく、なぜ陳寿が「其北

岸」としたのかの明瞭な説明は得られていない。 

 

 陳寿の得た史料 

 陳寿が「倭人伝」を記すに際して、入手した資料について考える。 

我が国のことを、当時、中国では「倭国」と呼んでいた。その倭国についての情報は、おそ

らく、倭国から朝貢した使節、およびそれに応えて倭国にやってきた中国の使節によって、中

国皇帝に報告され、洛陽の宮殿に資料として記録保存されていたものであろう。 

 陳寿はその記録をみて、『魏志』倭人伝を記したに違いない。多くの人は、一部は魚豢の記し

た『魏略』をコピーしたという。しかし、『魏略』のコピーでは、あらためて『魏志』を記す意

味がないし、その価値はゼロに近い。確かに『魏略』は『魏志』倭人伝の前に完成していたと

されるのであるから、それ自体、有力な史料であるので、陳寿はそれを見たにちがいない。し

かし、魚豢と陳寿はほぼ同時代の人物であり、魚豢が得た史料は陳寿も見ることができたはず

である。陳寿は魚豢の『魏略』の記事を史料で確かめることができたはずで、間違いなくそう

したはずである。まともな学者なら必ず原資を確かめるものだ。陳寿は魚豢の『魏略』のあと

に執筆するのであるから、『魏略』のコピーではその価値がないのである。そもそも、対抗する

書をまったく正しいと考えることなどできないはずである。『魏略』の記述の怪しいところを探

し出してその訂正をしようと考えたにちがいないのである。『魏略』と重なる部分は、『魏略』

に使われた史料と同じ史料を引用した部分と解すべきではなかろうか。 

 倭人伝を書するにあたって、その原資となる史料は、上記のように、倭国、中国の各使節の

報告書が主なものと考えられるのである。 

 

 倭国からの朝貢は、三国時代の直前から直後までを挙げると、 



 紀元 57年、『後漢書』に「建武中元２年、倭奴国、貢を奉げて朝賀す。倭国の極南界なり」

とある。 

 同 107年、『後漢書』に「永初元年、倭国王師升等、生口 160人を献じ、願いて見えんことを

請う」とある。 

 同 238年、『魏志』倭人伝に「景初２年６月、倭女王、大夫難升米等を遣わして、郡に詣で、

天子の詣で朝献せんことを求む」とある。景初２年は、３年の誤りというのが通説となってい

る。 

 同 243年、『魏志』倭人伝に「正始４年、倭王、また、大夫伊声耆(ｲﾄｷﾞ)、掖邪狗(ﾔｻﾞｸ)等八

人を遣わし、生口など多くの品を上献す。掖邪狗等一律に率善中郎将の印綬を拝す」とある。 

 同 247年、『魏志』倭人伝に「正始８年、倭女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せ

ず。倭の載斯・烏越等を遣わして、郡に詣で、相攻撃する状を説く」とある。 

 同 266年、『晋書』武帝紀に「泰始２年 11月、倭人来りて方物を献ず」とある。また、『日本

書紀』神功皇后紀 66年（266年）にも「この年、晋の武帝の泰初二年。晋の起居注に、武帝泰

初二年十月、倭女王、訳を重ねて貢献す」とある。 

 

 一方、中国から倭国への使節は 

 紀元 57年、『後漢書』に「奴国王に印授を賜う」とあり、臣従関係を結んでいるので、『後漢

書』には記されていないが、使者を派遣した可能性がある。 

 同 240年、『魏志』倭人伝に、「正始元年、太守弓遵、建中校尉梯儁(ﾃｲｼｭﾝ)等を遣わし、詔書・

印綬を奉じて、倭国に詣で、倭王に拝仮す」とある。 

 同 247年、『魏志』倭人伝に「正始８年、塞の曹掾史張政を遣わし、因りて詔書・黄幢をもた

らし、難升米に拝仮せしめ、檄をもってこれを告諭す」とある。 

 

 洛陽の宮中にはこれらの使節の報告に関する記事が残っていた可能性があり、魚豢や陳寿は

これらの報告書の中から情報を集めて倭国伝あるいは倭人伝を記したものと考えられる。 

 

 『魏略』逸文に記されている倭国への道程は、明らかに誤字とわかる部分を訂正すると、 

「帯方より倭に至るには、海岸に沿って水行し、韓国を過ぎて拘邪韓国に到る。七千里。 

始めて一海を渡る。千余里。対馬国に至る。南、海を渡り一支国に至る。地は方三百里。 

また、海を渡る。千余里。末盧国に至る。東南五百里。伊都国に到る。万余戸。女王の南、 

また狗奴国があり、男子を王としている。女王には属さない。帯方から女王に至るには、 

万二千余里。」 

とあり、『魏志』倭人伝に記されている帯方郡から伊都国までの里数による道程とほぼ同じであ

る。異なるところは、前述の「其北岸」や「乍南乍東」という語がないこと、「一大国」は「一

支国」となっていること、伊都国の戸数が「千戸」ではなく「万余戸」となっていることであ

る。また、全体として、簡略にするため省いたところもあるかもしれない。そういうことを考

えたとしても、注目すべきは、奴国・不弥国への里数記事と投馬国・邪馬台国までの日数記事

はなく、直ちに女王の南に狗奴国ありと続いている点である。 



 つまり、『魏略』を記した魚豢は、帯方郡から伊都国までを記した史料をもとに、女王国まで

の道程を示したことになるのではないか。 

 『魏略』と『魏志』の記事を比較すると、『魏志』を記した陳寿は、別の史料から、『魏略』

の里数記事に加筆し、さらに別の記事を追加したのではないか、という可能性が浮かび上がる

のである。 

 『魏略』の道程記事はこれだけで不足がない。帯方郡から伊都国まで一万五百余里、女王国

までの全道程は一万二千余里と記されているので、伊都国・女王国間は、計算すれば千五百里

程度とわかるので、記されてなくても、支障はない。魚豢はいくつもある史料の中から、経路

の途中の国々の位置や風俗を記した最も詳しい報告書を取り上げたということが伺える。 

 従来、中国では全道程が記されている場合には、各地間の道程は一カ所道程を記さないのが

習慣になっているという（張明澄『誤読だらけの邪馬台国』久保書店 1992年）。それには理由

があると思う。思うに、示された数値は概数の場合が多く、各地間道程を概数で示すとその合

計は、初めに示した全道程と合わないことがあり、数値に矛盾が生じる場合があるからである。

そして、各地間道程の数値全部を表さずに、最後の道程を省いて、全道程を記したことは、こ

の全道程の情報は別情報であった可能性を推察させる。おそらく魚豢は、「各地間道程を示した

情報」と、「全道程を示した情報」の二つの記事でもって、この記事を記したと思われる。 

 ではその一つ、全道程「帯方より女王に至るには万二千余里」はどこで示されたのであろう

か。 

これは、早稲田大学教授の渡邊義浩氏（『魏志倭人伝の謎を解く』中公新書 2012年）の説が

もっとも信憑性があると思っている。氏は次のように述べておられる。 

「石母田正『日本の古代家』（1971年）が説くように、曹魏が卑弥呼に〈親魏倭王〉の称号 

を賜与した理由は、孫呉の海上支配に対抗するためであった。」「朝貢する夷狄が遠方であ 

ればあるほど、それを招いた執政者の徳は高い。邪馬台国を招いた執政者の徳を大月氏国 

のそれと同等以上にするためには、邪馬台国は洛陽から一万七千里の彼方にある必要が生 

まれる。洛陽から帯方郡までが五千里であるから、邪馬台国は帯方郡から一万二千余里と 

なる。これが、帯方郡から邪馬台国までの距離を一万二千余里としている理由である。こ 

のように、倭人伝の距離と方位は、理念に基づいて作成されている。距離は大月氏国と同 

等、方位は呉の背後となるように設定されているのである。それは、『三国志』のなかで、 

ともに〈親魏〇〇王〉となる〈親魏大月氏王〉と〈親魏倭王〉とを対比させて表現するた 

めであった。」 

また、先に、岡田英弘氏（『倭国―東アジア世界の中で』1977 年）は、次のようにいってい

る。 

「〈倭の〉過大な里数や戸数は、239年に倭の女王卑弥呼に〈親魏倭王〉の称号を贈った時 

のいわば建前である。これは司馬懿の面子を立てるために行われたことであった。司馬懿 

の孫の晋の武帝の修史官である陳寿としては、いかにそれが事実でないと知ってはいても、 

正史である『三国志』に本音を書くわけにはいかなかった。現帝室の名誉に関わる問題だ 

ったからである。」 

 これらを裏づける証拠としては、一里を 70ｍ余とする里数の誇張は、倭人伝のみならず、『三



国志』全文を通じて、この「全道程を示す記事と、帯方郡から伊都国までの詳細な道程を示す

記事」のみであるということがある。他の記事は、中国で一里を 300 歩、すなわち 400ｍ余と

する規定に則っているのである。一時、古田武彦氏が中国全土にわたって『三国志』では、短

里（一里＝70余ｍ）であるという説（『邪馬壹国の論理』ミネルヴァ書房 2010年）を挙げられ

たが、その後、多くの人によって否定されている。私も拙著（前掲書）において、彼が最後ま

で執着した「長江、赤壁付近の川幅」「江東方千里」「渤海周縁、連環の論理（朝鮮半島付近の

地図）」「天柱山」「千里の馬」の各問題について短里は当てはまらないことを証明した。 

 このように、「全道程」は、事実とは関係なく別の目的で設定され、それにおもねって、その

全道程に見合うように「帯方郡から伊都国までの各地間の道程を誇張して記した」報告が宮中

に残っていたということだろう。 

 この「郡から伊都国までの詳細な記事」は誰の報告によるものなのか。候補は魏朝の時代に

倭国を訪問した梯儁(ていしゅん)と張政の二者が考えられる。梯儁とする説が多いが、私は張政と

みる。理由は、梯儁は詔書・印綬を女王卑弥呼に届けるだけであるが、張政は狗奴国との抗争

で劣勢にあったとみられる女王国の救援に赴いた軍師とみられるからだ。狗奴国との抗争に備

えて、女王国の状勢を詳細に知る必要があったと考えられる。そして抗争の決着までかなりの

期間女王国に滞在している。彼の女王国滞在中に、女王卑弥呼が死に、その後に男王が立ち、

その男王が不評で千人が死ぬような内乱になったので、代わって宗女台与が立った。その台与

にも張政は檄を発しているのである。従って、風俗など詳細に知ることができたのは張政だっ

たと考えられる。また、張政は塞曹掾史という比較的低い身分である。功績を挙げて褒賞を得

たいと願っていたにちがいない。そのためには詳細な報告書の作成も必然だったということに

なる。ただし、「全道程一万二千余里」については、梯儁も魏帝の宣言におもねって「確かに一

万二千余里でございました」と報告した可能性が強い。「倭国はもっと近かった」などと奏上し

たら、魏帝の威信を傷つけることになり、ご機嫌を損なうだけでは済まず、身が危うくなるこ

とも考えられる。この「倭国は都洛陽からはるかに遠い国」という情報は、実に 370年後の唐

の時代（旧唐書倭国・日本国伝に「京師（洛陽）から一万四千里」とある）にまで維持される

のである。 

 魚豢は、この記事にもとづいて『魏略』を記した。『魏略』の風俗記事は倭人伝に比べて少な

いが、『魏略』は逸文であり、また記事の現存する『翰苑』や『三国志』「裴松之注」などでは

要約されたことも考えられるので、元の『魏略』は陳寿の記したように詳細なものであったと

も推察される。 

 さて、陳寿はどう考えたか。この張政が記したと見られる報告書だけで記事を綴れば『魏略』

の記事とほとんど同じになる。陳寿はさらなる倭の情報をもとめて、他の記事を探したのでは

なかろうか。 

 

 奴国・不弥国に関する記事 

 その一つが後漢時代の史料である。張政の報告と見られる女王国の旁国の中の小国に「奴国」

とあるのをみて、後漢時代に倭奴国が朝貢していたことを知り、倭の「奴国」の情報を後漢時

代の史料から求めたのではないか。それが紀元 57年の「倭人貢献」の記事である。金の印綬を



与え、臣従関係を結んだので、後漢の使者が来倭した可能性が大きい。その時に、その使者に

よって、倭奴国までの道程が報告された可能性があると思うのである。しかし、『後漢書』を記

した范曄はそれを取り上げなかった。陳寿の記した『魏志』倭人伝に倭国までの詳細な道程が

あり、それが正しいと思ったからだ。おそらく、范曄の時代、多くの人が陳寿の倭人伝を正し

いと信じていたであろう。 

 『後漢書』には、「武帝の朝鮮を滅ぼしてより、使駅の漢に通ずる者、三十許の国ありて、国

ごとに皆王と称し、世々統を伝う。その大倭王は邪馬台国に居す。楽浪郡の徼は、其の国を去

ること万二千里にして、その西北界の狗邪韓国を去ること七千里なり」とほぼ『魏志』倭人伝

の里数記事を踏襲している。 

そして、「奴国」については、「建武中元二年、倭の奴国、貢を奉げて朝賀す。・・・倭国の極

南界なり」と記している。後に范曄が『後漢書』記したとき、陳寿の倭人伝に、 

  「女王国より以北は、其の戸数・道里を略載することを得るが、その余の旁国は遠絶で詳 

らかにすることを得ず。次に斯馬国あり。・・・次に奴国有り、これ女王の境界の尽きる所 

なり。その南に狗奴国あり。」 

という記述を見て、「その余の旁国」について、それは北から順に記されていると解釈した。帯

方郡からの使者は、北から南へ移動したのであり、他と同様にそれは北に位置する国から順次

南の国へ記述されていると考えるのは当然のことである。そして最後に奴国が挙げられおり、

さらに「これ女王の境界の尽きる所なり」とあるのであるから、それは、倭国の「極南界」に

位置すると考えた、に違いない。 

 さて、陳寿の見つけ出した後漢の使者の報告には、倭奴国までの道程の最後に、 

  「壱岐国より東南して奴国に至る、百里なり。二万戸あり。東にして不弥国に至る。 

百里なり。千余家なり」 

という記述があったと考える。 

そして、当然のことながら、一里の長さは 400ｍ余であったはずである。 

 図１に示すように、奴国の首都が現在の福岡県春日市（須久岡本遺跡）にあったとすれば、

春日市は壱岐の東南百里、すなわち、40余キロのところにある。二万戸は拙稿「卑弥呼女王国

は二万戸だった」（2020年７月、本欄に発表）に示すように、筑紫国（福岡平野・筑紫平野・糸

島地方・唐津地方）全体の面積を要したと考えられる。 

 人口問題について、その概要を示すと、Web「吉野ケ里歴史公園」の記事に、吉野ケ里遺跡を

中心とする八つの遺跡からなるクニ（小国）の人口は約 5400人であった、という報告がある。

戸数にして約千戸である。筑紫国（福岡県の西半分＋佐賀県の東半分）＝女王国にはクニが二

十ほどあったという『魏志』倭人伝の記事や考古学上の証明などから推測すれば、筑紫国の戸

数は千戸×20クニで約二万戸になるのである。当時の人口に関する考古学上の知見からすれば、

二万戸という戸数は福岡平野には収まらないのである。そして、それは当時の魏や朝鮮半島の

人口密度と比較しても妥当な値なのである。つまり、二万戸が筑紫国全体の戸数としても、密

度は、２万／3700㎢＝5・4戸／㎢となり、当時の魏（0・4戸／㎢）や韓（1・2～1・7戸／㎢）

の国よりも密度がはるかに高いことになるのである。漢の最盛期時の人口 4000 万人（1000 万

戸）の時の戸密度（1000万戸／500万㎢＝２戸／㎢）よりも高い。また当時の日本列島の人口



を奈良時代の半分程度の 300～４

00万人（戸数 60万～80万戸）と

見積ると、戸密度は２～３戸／㎢

となり、筑紫国の戸密度はその２

倍程度の密度となり、当時、他の

地方より栄えていた国として妥

当な値なのである。 

 「奴国」といった場合、その都

の所在地をいう場合と「奴国の領

域」を指す場合の区別に注意しな

ければならない。たとえば、「大

和」について、その都である奈良

盆地を指す場合と、大和王権の支

配領域（日本全体）を指す場合があ

るのと同じである。つまり、「東南奴国に至る百里」は奴国の都までの道程であり、「二万戸」

は奴国の支配領域全体の人口を指すということである。 

つまり、西暦 57年の「倭奴国」も、107年の「倭国」も 238年の「女王国」もその支配する

領域は同じで、かつて、甕棺墓を習慣としていた一族の支配する領域であって、国名が変わっ

たのはその支配者が代わったにすぎないと考えられるのだ。『魏志』倭人伝には、「倭国乱」の

前の時代の伊都国について「世々王あり、女王国を統属す」とある。「奴国の時代、その筑紫国

の首都は奴国（春日市付近）で、そこから東に道程で 40数キロ（百里）のところの飯塚市に、

立岩遺跡があり、ここは弥生時代に筑紫国と同じようにかつて甕棺墓制を敷いていた国であっ

た。ここが「不弥国」と考えられる。 

したがって、拙著（前掲書）で論じた奴国の位置説は撤回することになる。これは、倭国を

「狗邪韓国・対馬・壱岐・九州北部」で構成されていると考えたとき、九州北部は倭国の最も

南に位置するので「倭国の極南界」と考えたのだろうとしたものであった。 

また、このことから、投馬国五万戸と邪馬台国七万戸も、それが事実なら、もはや、筑紫の

国には収まらず別の地方ということになるのである。 

 

 倭人から得た日数記事 

 もう一つの陳寿が探し出した史料は、266年の晋朝への倭王の使節の貢献である。 

日数記事は、この時に朝貢してきた倭人から聞きだした帯方郡から倭国までの道程であると

いう可能性がある。当時倭人は里数を知らなかったので、道程はそれにかかった日数で把握し

ていたと考えられるからである。『隋書』倭国伝に「倭人は里数を知らず。日数で表す」とある。

そして魚豢はこの情報を取り上げなかった。すでに詳細な里数で示される道程を得ていてそれ

を必要としなかったし、これより前に『魏略』を完成していた可能性も高い。 

 それに対し、陳寿は『魏略』の後に、著するのであるから、魚豢以上の情報を入れなければ、

その価値を高められない。陳寿にとって、この 266年の情報は、魚豢の『魏略』を越えた最新
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情報をもたらすことになると考えた。ここには次のように記されていたであろう。 

  「帯方郡から南して投馬国に至る。水行二十日なり。官を弥弥と曰い、副を弥弥那利と 

曰う。五万戸可り。東して邪馬台国に至る。女王の都する所なり。水行十日陸行一日な 

り。官には伊支馬あり、次は弥馬升と曰い、次は弥馬獲支と曰い、次は奴佳鞮と曰う。 

七万余戸可り」 

 この記事について検討してみる。 

 まず、日数であるが、これは実際に航海した正味の日数だと考える。航海は天候に左右され、

逆風ではたとえ帆船でなくても船の胴体が風を受け前に進めづらくなる。荒天で、波が高けれ

ば、どのような風でも航行は不能である。風待ち日数を入れたら航海の度に所要日数が大幅に

変化し、一定値に定まらない。また日数から航行距離を割り出せない。 

 もう一つ、航行速度であるが、種々の論があるが、帆があってもなくても、２～３ノット（時

速 3.6～5.4km）程度であったであろうという論が多い。筆者も船の抵抗について簡単な計算を

してみたのだが、３ノット以下ならば、船の形状に関係なく造波抵抗が問題にならないくらい

微小（Web「通信教育造船科講座」日本小型船舶工業会）となり、船の主な抵抗は海水との摩擦

抵抗が主となるので、小さくてすむ。逆に 3ノットを超えると、船の形状によっては造波抵抗

係数が急激に増え、また抵抗は速度の二乗に比例するので、速度が増えると急激に抵抗が増え

ることになる。末尾に造波抵抗曲線図と簡単な計算例を示す。2019年の丸木舟による渡航実験

では台湾の鳥石鼻から与那国島まで 225kmを 45時間で渡った（朝日新聞デジタル、2019.7.19

米山正寛）。時速５km（2.7ノット）である。これは黒潮の流れを受けているので、差し引かね

ばならないが、黒潮の幅 100kmほどを漕ぎ渡っている。 

また、後世、淀川を大阪から京都まで 45ｋｍの距離を遡るのに、三十石船（乗客 30人ほど）

を、昼間 12時間（時速 3.8ｋｍ、これに川の流速が加わる）の間に、わずか三人で引き上げて

いたという事実からも、この程度の速度ならば船の抵抗がいかに小さいかを示している。 

また倭人伝には、対馬や壱岐の人々は食糧不足のため南北に市糴をしていると記されている。

海を渡って朝鮮半島や九州に行くことは日常のことであったと考えられる。天候のよい波の静

かな日に一気に渡ったのであろう。3 ノットならば 60km の航海を昼間の 12 時間で渡ることが

できる。対馬海峡は波が荒い（高い）という認識をもっている人が多いが、実際は、対馬海峡

に面した長崎県生月島での観測（気象庁、沿岸波浪計観測値）では春 5月から 8月にかけては

波高が 0.5ｍ以下の日が続くことが多いのである。天候を見きわめ、渡航していたと推察され

るのである。 

中国でも『唐・六典』に、水行で黄河を下るのに一日「百五十里」、遡るのは一日「三十里」

と記され、流れを遡行するのと降るのとを平均すると一日九十里、約 40km、昼間 12 時間とす

ると時速 3.3km（1.8ノット）、10時間で移動するならば 2.2ノットということになる。 

つまり、経済速度２ノット、速度重視なら３ノットというところだったのではないか。 

速度を 1.5倍にすると抵抗は２倍になる。さらに３ノットを超えると造波抵抗が加わるので、

抵抗は急激に増大するのである。 

 

投馬国と邪馬台国までの起点が同じ帯方郡と考えた場合 



つまり、『魏志』倭人伝に記されている「南至邪馬壹国、女王之所都、水行十日、陸行一月」

を、帯方郡から女王の都邪馬台国までの行程に要する日数と考える仮説である。 

この仮説は、堅田直氏（「邪馬台国はどこか」『帝塚山考古学』(1)19-30、1968 年）が唱え、

古田武彦氏（『邪馬台国はなかった』朝日新聞社 1971 年）、奥野正男氏（『邪馬台国はやっぱ

りここだった』毎日新聞社、1989 年）、倉本一宏氏（『日本史の論点』中公新書 2018 年）らが

続いている。ただし、陸行は一日ではなく陳寿が記している通り一月としてのことである。 

邪馬台国を北部九州と考えた場合、水行十日で帯方郡から末盧へ着き、陸行一月で邪馬台国

に着くことになる。そうすると、帯方郡から末盧まで、約 1000ｋｍを十日であるから一日当た

り約 100ｋｍの航行となる。昼間の 12時間で行くとすれば、時速 8.3ｋｍ、4.6ノットとなる。 

この場合、末尾に示すように、船の長さが 20ｍ以上あれば、造波抵抗は小さいので、抵抗係数

は３ノットの場合と変わらない。しかし、速度が 1.5倍になるので、抵抗は 2倍になる。また、

昼夜を通して進んだとすれば、速度は半減し、2.3ノットとなり、妥当な値が得られる。だが、

陸行一月は邪馬台国を北部九州筑紫平野に採ると長すぎ、一日と読み替えると、今度は短すぎ

る。 

 しかし、この仮説の最大の問題点は投馬国への道程が水行二十日となっていることである。

帯方郡から末盧まで 1000km を十日で航行できるのであれば、投馬国へは二十日の航行である

から、投馬国は帯方郡から 2000ｋｍのかなたにあることになる。末盧を通過してさらに 1000ｋ

ｍ先である。投馬国は南にとれば沖縄に行き着き、末盧（佐賀県松浦半島）から東に日本海沿

いにとれば越後・新潟に行き着くことになる。そのような遠い国の官名や戸数がなぜわかって

いるのか。しかも目的の女王国までの道程の前になぜ記さなければならないのか。その疑問に

誰も応えていないのである。 

 従って、私はこの仮説に従うことはできない。 

 

 帯方郡から投馬国を経由して筑紫国と考えた場合 

 「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」という日数記事全部が帯方郡から邪馬台国までの所要日数と考える

仮説である。つまり帯方郡から投馬国を経由して邪馬台国に至るということである。 

まず、邪馬台国を北部九州と考えるとどうなるか。水行二十日と十日で、末盧（松浦半島）

に着くとすれば、投馬国は全行程の三分の二であるから、ちょうど朝鮮半島の南岸あたりにな

る。里数記事では、倭の北岸として狗邪韓国という国を挙げてあるが、日数記事は倭人の行っ

た行程なので、朝鮮半島南岸の経由した国が、狗邪韓国と異なった国であったか、あるいは呼

び名が違っていてもおかしくない。実在していたかは別にして、考え方としては成立するので

ある。投馬国が、帯方郡から朝鮮半島南岸のどこなのかわからないが約 800キロのところとす

ると、二十日つまり、二十回の航海で行くことになり、一回あたり 40キロ、とても現実的な数

字となる。対馬海峡を渡るのに十日、実際は朝鮮半島南岸から対馬・壱岐・末盧と三回の航海

で渡ったと考えられるので、そこはつじつまが合わない。しかし、投馬国なる国が半島南岸の

最西域、つまり倭人が住んでいる帯方郡から最も近い国であって。その後、しばらく７回ほど

南岸を東に進み、対馬に最もちかいところから海を渡ったと想定するとこの問題は解消する。



最後の一日は末盧から伊都国までの陸行である。倭人伝では「陸行一月」となっているが、こ

れは陳寿が「一日」を「一月」の誤りであると判断したからだと考える。 

私は、伊都国は有明海沿岸の国と考え武雄を選んだ。末盧での上陸地点は伊万里である。伊

万里から武雄へは、東南 15キロほど（道程で 30数キロ、一里を 70ｍほどとすれば 500里）で

あるから、一日で行くことができる。伊都国は二世紀末のいわゆる「倭国の乱」で王位を追わ

れ、糸島地方の王都から逃れて、武雄に遷都していたと考えている。そして、伊都国は女王国

に含まれ、陸行一日は伊都国までを倭人が伝えたと考えればよい。 

 この考えは、投馬国五万戸が朝鮮半島南岸のどこかにあった、ということになる。朝鮮半島

の馬韓が十万戸、辰韓・弁韓合わせて四・五万戸とある。朝鮮半島の南岸のどこかに辰韓・弁

韓の人口に匹敵するような倭の国があるとすれば、半島の南岸一帯が倭地であったということ

になろう。 

私は、拙著（前掲書）において、「かつて朝鮮半島南岸に倭種の民族がいて、その人たちが渡

来して縄文人と混血して弥生人になった」という考古学的見地から、当時その倭種の人たちが

まだかなりいて、その人たちが、半島南部で弁辰の国々の一部を形成していた、という仮説を

立て、陳寿はそのことを知っていて、「南部は倭地（倭種の人がすんでいるところ）に接する」

としたのではないかと論じた。しかし、文献的には、陳寿の著以外に「半島南部に倭人がいた」

とする、史料は見つかっていない。先に示した「其北岸」に対する諸氏の意見も、「あったとし

ても、クニとは言えないほどの小さな領域あるいは小島」という見解である。 

 また、最近の「任那日本府」の解釈は、「倭人が統治した国があったのではなく、倭国と深

い関係のあった安羅に居住していた倭人を指す」（森公章『第２期日韓歴史研究報告書』2010

年 3月）という学説が有力になっている。それは、四、五世紀以降のことであるが、卑弥呼の

時代でも、韓に産する鉄を採りに行ったり、韓の要請に応じて傭兵として、あるいは伽耶諸国

との軍事同盟により出兵したりしたと考えられるので、倭人の居留地はあったであろうが、一

国を支配していたような形跡は、考古学上、はっきりしていないようなのである。 

  

 帯方郡から近畿ヤマトと考えた場合 

もう一つ、仮説が考えられる。それは起点帯方郡、到着点近畿ヤマトの場合である。つまり、

「邪馬台国」は女王卑弥呼の都ではなく、別の倭王（女王）の都、しかも、ヤマトであったと

いうことだ。 

帯方郡から博多湾まで約 1000 キロ、博多から関門・瀬戸内海を通り大阪まで約 500 キロで

ある。投馬国については、私はすでに発表しているように、豊国（豊前）と見ている。台与の

出自の国と見ている。そして、台与の時代に筑紫（卑弥呼の女王国）・投馬国（豊国）・狗奴国

（肥後国、日向国）が統一されたと考えている（前掲書および既報、「邪馬台国と狗奴国はその

後どうなったか」2021年 2月）。 

そうすると帯方郡から対馬→壱岐→博多湾→岡湊（遠賀川河口付近にあった豊国の港）まで

約 1050キロ、投馬国から大阪まで約 450キロということになる。そうすると、帯方郡から投馬

国（豊国、岡湊）まで 1050キロを二十日。一日当たり 50余キロ、投馬国から大阪まで 450キ

ロを十日。一日当たり 45キロとなる。これも無理のない行程となる。 



瀬戸内海は潮の干満が

激しく、また暗礁も多い

ので、古代において航行

は困難であったという議

論もあるが、潮の干満を

適切に利用し、安全な航

路を熟知することができ

れば、潮流を利用するこ

とができ、むしろ高速移

動の出来る海域となる。

『日本書紀』のイザナギ・

イザナミの国造りの記事

において、淡路島、吉備児島、大島、伊予二名島、『古事記』では、上記のほかさらに小豆島、

女島を生んだとある。それらは瀬戸内海の島々である。なぜこのような瀬戸内海の小島を列島

の国造りの記事に挿入したのだろうか。なにか重要な意味があったと考える必要がある。伊予

二名島を愛媛県松山市（市内を流れる重信川の近くに恵依彌(えひめ)二名神社がある）とし、大

島を来島海峡のある大島あるいは大三島、及び周防大島、女島を姫島とすると、瀬戸内海を縦

断する航路が浮かび上がる。これらの島を寄港地として、他者には使わせず占有すれば、瀬戸

内海交易を独占できる。つまり、寄港地の島を占有し防備を固め、難所である来島海峡や関門

海峡には兵を置き、他者を通さないようにしたのではないか。これに加えて、淡路島の東に『記

紀』にいう難波碕（大阪市、当時あった河内湖の西岸）、白肩津（東大阪市日下町、河内湖の東

岸日下邑の港）、姫島の西に、京都（福岡県行橋市付近）、岡湊（福岡県遠賀郡、遠賀川河口湖）

の計 11 の寄港地、その各寄港地間 40～50km を 10 回の航行で行ったのではないかと考えられ

る（図２）。この各港の間を潮流・暗礁などを熟知したそれぞれの専任の船頭・水夫で航行させ

れば、安全にそして高速に移動できたと考えられるのである。ちなみに淡路島を「記紀」が「造

り損なった島」としたのは、海が荒れた時に逃げ込める湾がないことを言ったのだと考えられ

る。つまりヤマト政権を立てた豊国は瀬戸内海航路を独占することで大きな利益を得ていたの

ではないかと推察できるのである。「記紀」においても、山幸彦、神武天皇の話の中で、潮流を

操る「潮満玉・潮涸玉」や水先案内人の登場の話、がでてくる。瀬戸内海が潮流の変化の激し

い、そして水先案内人が必要な海域であること、そして瀬戸内海を利用したことを示している

のである。 

この日数記事の行程は、帯方郡から、水行二十日で元の都である北部九州の投馬国（豊国と

想定）に至り、そこから水行十日で難波に至り、陸行一日でヤマト（奈良）に至ったと解釈す

ることができる。上記の日数記事の各解釈を比較すれば、この起点帯方郡、到着点近畿ヤマト

という仮説が、かかる日数、経由地など、最も合理的であると考えられることがわかる。「陸行

一月」と『魏志』倭人伝に記されているのは、後に示すように末羅から女王の都まで二千里を

陸行するとして、一日では無理で一月の誤りだとすれば、一日当たり 70 里（約 30km）と妥当

な値になることから、陳寿が改竄したと考えればよいことになる。 

図２．瀬戸内海航路 
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また、日数記事が帯方郡からヤマトまでのことで、伊都国から先のことを言っているのでは

ないとすれば、卑弥呼の治めた国は、伊都国から 1500 里（約 100km）しか離れていないので、

筑紫か筑紫を含む北部九州に確定されることになる。 

 

西晋に貢献したのは誰か 

上記のことから、266 年に西晋に貢献したのは、ヤマトの王ということになる。この王はだ

れなのか。晋書武帝紀には「倭人」とあるが、『日本書紀』神功皇后紀 66年（266年）では「倭

女王」と、貢献したのは倭の「女王」であるとしている。 

一方、『魏志』倭人伝では、248年ないし 249年に卑弥呼が死に、そのあと男王を経て、台与

が王に立ったと記している。私は、倭国に派遣された張政は狗奴国を征伐するために遣された

軍師と考えている。そして張政の帰朝に際して、台与が二十人の将を伴って張政を送り、魏の

都まで行って厚い礼をしているところをみると、狗奴国を征伐できたのだと判断している。そ

して台与を立てたのも張政であり、台与は卑弥呼の後継となり「親魏倭王」の継承を、張政を

伴って魏へ貢献したとき、承認されたと推測している。266 年は卑弥呼が死んでから十数年後

のことである。この女王が台与である可能性は十分にあると考えられる。台与が北部九州の卑

弥呼の国を引き継いでいたのならば、この 266年の時点では、近畿ヤマトに遷都していたこと

になる。 

考古学的には、三世紀半ば、ヤマトの纏向遺跡がそれまでの規模から急激に三倍の広さに拡

大した時期に重なる。纏向遺跡は三世紀の初めころに突如出現した遺跡である。「記紀」の物語

と照合すると、ニギハヤヒがヤマトに天降りし、その後神武天皇が「ヤマトに良き国ありと聞

く、そこに移ろう」とヤマト遷都を企てた、という話とぴったり符合するのである。台与は卑

弥呼と同じく、巫女王なのだから、東征には家臣の将軍を派遣した。その将軍が神武であった

と考えられるのだ。神武が日向にいたのは、卑弥呼と狗奴国との争いにおいて、張政の活躍で

狗奴国に勝利した結果、狗奴国から日向を割譲させたのでそこを治めるために派遣されていた

のだと解釈している（拙著前掲書、お

よび既報「邪馬台国と狗奴国はその後

どうなったのか」2021年 2月）。台与

は神武がヤマトを征圧したのを見届

けて上京した。それが神武東遷と神功

皇后のヤマト帰還の話になっている

と判断している。 

神武と神功皇后は系譜の上ではず

いぶん離れているが、それについて

は、拙稿「継体天皇の系譜は、なぜ「記

紀」に書かれなかったのか」（2022年５

月。本欄掲載）をご覧いただきたい。倭

建命と仲哀天皇、仲哀天皇と応神天皇

の間に断絶をほのめかす記述が潜ませ

100km 

帯方郡 

投馬国 ヤマト国 

図３．帯方郡からヤマトまで水行三十日・陸行一日 



てあり、神武天皇からの万世一系に疑問が生じている。そして、神武から成務までの政務王系と、

神功皇后から仁徳までの祭祀王系の併行在位が想定できるのである。 

 このことにより、このとき、台与はヤマトに遷都していたことの合理的説明が得られたと考

え、過去の論文では、この仮説で説明してきた。図３に帯方郡から近畿ヤマトへの経路を示す

が、帯方郡から九州北部豊国、遠賀川河口にあった岡湊まで水行二十日、岡湊から大阪にあっ

た河内湖東岸の白肩津まで水行十日、ここまで一日あたり 50 ㎞程度の行程となることがわか

る。白肩津からヤマトの都までは道のりで 30数キロなので陸行一日でいくことができる。 

 

陳寿の得た史料 

 陳寿の引いた史料を次のように仮定して、それを陳寿がどのように考えたかを推理してみよ

う。陳寿の引いた史料は次のものと考える。 

 ⑴ 魏帝が「倭国は帝都を去ること一万七千里にあり」と提唱した史料 

⑵ 梯儁の「確かに倭国は帯方郡から一万二千余里の所にありました」という魏帝におもね

った報告 

⑶ 張政の「狗邪韓国、対馬、壱岐、松浦、伊都の所在地」の詳しい位置関係を梯儁にみな

らって、帯方郡から女王国までを一万二千余里になるように、実際の値の数倍にした報告した

記事。この報告の中には、女王国の傍らの国 21 ヵ国とその南に狗奴国が記されていたであろ

う。 

ここまでの史料で、魚豢は『魏略』を記したと考えられる。 

陳寿はさらに史料を調べて次の史料を得た。 

⑷ 後漢時代の史料より、「壱岐国から東南して奴国に至る、百里、二万戸なり。東して不弥

国に至る、百里、千余家なり」を得た。 

⑸ 266年の倭人の朝貢記事より「郡より南して投

馬国に至る。水行二十日、五万戸なり。東して邪馬台

国に至る。女王の都なり。水行十日、陸行一日なり」

を得た。 

 

前述のように、⑷の後漢時代の史料を取り上げたの

は、伊都国までの里数記事の女王の「旁国」の記事に

「・・・奴国」と「奴国」の存在が記されており、そ

の「奴国」の情報が『後漢書』にあったからだ。 

⑸の 266年の倭人朝貢記事は、他の者は取りあげて

おらず、陳寿にとっても最新情報であるからだ。これ

は見逃すわけにはいかない情報である。 

 

陳寿の困惑のはじまり 

陳寿はこの新たな二つの情報についてその整合性の

吟味を試みた。ここから、陳寿の困惑がはじまる。整
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図４．里数記事による倭国内経路 



合性が取れないのだ。 

陳寿は、情報にもとづいて倭国の概念図（地図）の作成を試みた。 

まず、⑴から⑶までの情報から描くと、すんなりと描くことができる（図４）。これは図に表

すことができるということであって、実際と合致すると言っているのではない。 

 しかし、⑷の後漢時代の史料、⑸の 266年の史料を上の図に重ねようとすると、とんでもな

い矛盾が生じることに気付いた。 

 

 奴国の位置 

 まず⑷の後漢時代の史料である。 

 壱岐は対馬の東南に位置する島である。魏志倭人伝に「一大国」とあるのは「一支国」で、

誤写によって「支」が「大」になったものと考えられる。実際、『魏略』では「一支国」となっ

ている。陳寿が複数の史料を見ていれば陳寿自身が錯誤することはなかったと考えられる。 

 ⑶の里数記事では壱岐国は方三百里ほどの小さな島で、その壱岐国から千里離れて末盧があ

る。奴国は壱岐国からわずか東南百里で二万戸の人口をかかえているという。二万戸をかかえ

る国の大きさはいかほどか。朝鮮半島の馬韓・辰韓・弁韓あわせて十数万戸、面積が方四千里、

つまり四千里四方ということであるから、16×千里四方（方千里）となり、方千里あたり一万

戸ということになる。中国本土でも、魏・呉・蜀あわせて方五千里（25×方千里）（方一万里〈100

×方千里〉と称しているが、実際はその四分の一くらい、西はタクラマカン砂漠まで含む現中

国の面積の半分程度の 500万平方キロ）に対し、人口は当時激減期であり千万人に届かなかっ

たという。戸数にして 200万戸、つまり、方千里あたり八万戸未満であったろう。それが陳寿

の当時の中国の人口密度の実感であったろうから、それから換算すると、奴国は人口密度が中

国と同じとしても方五百里、人口密度が中国の半分ならば方七百里、陳寿の韓に対する情報（方

四千里、十数万戸）と同じ人口密度なら２×方千里＝方千四百里の広さはあるのではないかと

想像した。そのような国がわずか方三百里の壱岐国の隣のわずか 100里のところにあることに

なる。しかもその東方百里にまた別の国、不弥国があるというのだ。地図をどのように描いた

らよいのか。そして、⑶に「奴国」とあるのは、女王国の傍らにある国で、21の国を挙げてい

るが、その最後に「奴国」が挙げられている。これまで、各国の説明は、帯方郡からの順路に

したがって、北方から順に説明されてきたのである。女王国の旁国も、伊都国から南あるいは

東南に向かって、順に記述されていると、解釈するのが普通であろう。だとすれば、「奴国」は

その最後に記されているのであるから、最南端の国と考えるのが当然である。奴国が女王の支

配する領域の最南端であることを示している。事実、『後漢書』を記した范曄は、この記事から、

「奴国は、倭国の極南界」と理解しているのである。陳寿もそのように理解していたのではな

いか。また、奴国について、「女王の境の尽きるところなり」は陳寿が加筆した可能性が高いと

思われる。なぜなら、奴国の都が福岡県福岡平野の春日市にあったのなら、決して「女王国の

境の尽きるところ」ではないからだ。魏使の報告書に書かれるはずのない表現なのである。 

 現代の多くの日本の研究者は「斯馬（志摩）国」の東隣に「奴国」があったと認識している

ので、「斯馬」から反時計回りに国々を記述したのだろうと想定しているが、当時、陳寿や魚豢、

范曄はそのことを知る由もない。ただ、史料に斯馬国から奴国までを列記してあるのを見ただ



けなのである。 

議論を戻して、そうすると、⑷の後漢時代の史料が示す「奴国が壱岐国の隣」という位置関

係とはまったく合わないことになるのだ。陳寿は何が何だかわからなくなったにちがいない。 

 

 日数記事 

 次に、⑸の日数記事「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。東至

邪馬壹国、女王之所都、水行十日、陸行一日」を陳寿は検討した。 

 陳寿は、日数記事で、帯方郡から七千里の朝鮮半島南岸の投馬国という倭地まで水行二十日、

それから海をわたること三千里を水行十日と考えると、渡った先の港は末盧であろう、と考え

た。詳細な里数記事にも朝鮮半島南岸の寄港地として狗邪韓国が記されているので、倭人の報

告に「投馬国」が記されていても不思議ではないし、また、魏使の記した「狗邪韓国」でなく

ても不思議ではない。しかし、「東到邪馬台国」の「東」は里数記事と比較して、これは「南」

であるべきと考えた。陳寿にとって、最も信憑性の高い記事は、やはり、魏の使者が報告した

詳細な里数記事なのである。 

そうすると、帯方郡から投馬国まで七千里を水行二十日、一日当たり 350里、次の投馬国か

ら末盧まで三千里を水行十日、一日当たり 300里、約 140kmとなる。昼間 12時間でとなると、

時速 12km、６ノットとなる。船の長さが長いほど造波抵抗の急増する速度は速くなるので、末

尾に示すように、船長 30ｍ程の船ならばこの速さでも造波抵抗は小さい。また、海上なので昼

夜を通して航行したと考えると、一昼夜 24時間で 300里～350里ならば時速 13～15里（5.8～

6.3km）、つまり、３ノット強となる。陳寿が船の速度をどの程度理解していたかは、わからな

いが疑問を抱くような値でないことは確かである。 

末盧国から女王国へは残り二千余里ある。陸行一日では行けない。日と月は誤読しやすいか

ら、史料の一日は一月の間違いと考えた。二千余里を三十日で行くとしたら一日当たり七十里

（約 30km）程度、すこぶる妥当な値となる。「日」と「月」は筆記すると間違えやすい。「日」

と書いても、第一角と第三角の下が出すぎると「月」と読まれてしまうのだ。 

魚豢の記した『魏略』には、「従帯方至倭 循海岸水行 歴韓国、到拘邪韓国・・・」とあり、

「狗邪韓国」は韓の国であるかのように記されている。陳寿は、倭地と考えられる投馬国五万

戸が朝鮮半島南部あるとすれば、それは小さな領地ではなくてずいぶん大きな領地と考えた。

馬韓十万戸、弁韓・辰韓合わせて 4～5万戸という半島の情報と比較しても、半島南岸のほとん

どが「投馬国」でなければならないだろうと考えた。 

しかし、帯方郡から伊都国までの詳しい里数記事にある情報を軽視することはできない。比

較するなら、やはり帯方郡の使者による里数記事を重視せざるを得ない。そこで、修正は、「狗

邪韓国」を「投馬国」に書き改めるのではなく、「狗邪韓国」の前に「其北岸」と加筆し、「狗

邪韓国」が倭国に属する国であるかのようにするに留めた。また、韓伝において、「半島の南部

は倭に接する」という文言を加筆した。 

 

「弁辰瀆盧国は倭と界を接する」の記事 

また韓伝の弁辰伝において「弁辰瀆盧国は倭と界を接する」という記事があるが、その辰韓



伝に「弁辰韓合わせて二十四国あり」とし、弁辰瀆盧国は「弁辰」と頭に付く国々の最後に記

されている国である（全体では最後から三番目）。これらの国々が北から記述されているとして、

また弁辰は辰韓よりどちらかというと南に位置することを知っていて、韓の国々の最南端の国

が瀆盧国と判断し、その最南端の国の南に倭地があると考えたのかもしれない。しかし、投馬

国が半島の南岸という判断からだけで、この記事を加筆したとは思えないので、何らかの別の

情報があったのではないかと思われる。ちなみに、狗邪韓国＝弁辰狗邪国という議論がある弁

辰狗邪国は弁辰の国としては最後から四番目、全体としては最後から七番目に記されている。

弁辰韓の国々が北から記されているとしたら、弁辰狗邪国は最南端の国とは言い難いことにな

る。 

 

陳寿が朝鮮半島南岸を倭地と考えていた証拠 

陳寿が朝鮮半島南岸を倭地と考えていた証拠がほかにもある。 

一つは、「（倭地は）周旋五千里」である。この語句は、諸論あるが、「其北岸」から倭の都ま

での五千里、即ち帯方郡から倭の都までの一万二千余里から狗邪韓国までの七千里を差し引い

た道程を指す、というのが通説になっている。「周旋」とは「あちこちめぐり歩くこと」と辞書

（精選版 日本国語大辞典など）にある。つまり「周旋五千里」は狗邪韓国から邪馬台国までの

道程を示している。倭地を対馬から邪馬台国と考えていたのなら「周旋四千里」とならなけれ

ばならない。 

もう一つある。それが「計其道里、当在会稽東治之東」である。この記事についても諸論あ

るが、私は「計其道理」と記しているのだから、陳寿自身で計算して作図したのだと解釈して、

陳寿の作業の追作業をしてみた。帯方郡から倭国までの里数は倭人伝にあるのだから、残りの

中国本土での地理が分かれば可能である。詳細は既報（本欄「『古事記』成立時の疑問について

と「会稽東冶の東」追考」）と見ていただきたいが、范曄の記した『後漢書』地理志に各地の洛

陽からの道程が記されている。『後漢書』自体は、陳寿の後の時代に記されたものであるが、そ

の元になった史料を、

范曄が見て記したの

であろうから、その史

料は、范曄より前の時

代の陳寿も見ること

ができたはずである。
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図５．邪馬台国と会稽・東冶との関係 

倭人は帯方の東南、大海の中に在り 



ある揚州は全域洛陽の東南に位置するが、揚州の各地は「東」あるいは「南」と記されている。

東冶の位置については記されていないが、交州合浦郡（現、広西壮族自治区合浦市、ベトナム

のハノイ市の東方約 350km））は「南 9191 里」とある。東冶を会稽と合浦の中間あたりと考え

ると、位置関係の作図ができる。その結果を図５に示す。洛陽・遼東間は後漢書では東北三千

六百里だが、陳寿が『三国志』（巻三／魏書三／明帝紀）で記した四千里を採った。図より、狗

邪韓国は会稽のほぼ東に位置することになるのである。だから、「狗邪韓国は倭地である」と陳

寿は考えていたということになる。そして、倭国は、その北端の朝鮮半島南岸（倭の北岸）は

会稽の東、南端の邪馬台国は東冶の東に位置している。よしんば、陳寿が、後漢書地理志の情

報を知らなかったとしても、会稽が洛陽の南東に、遼東と同じくらいの遠さにあること、ベト

ナムとの国境が洛陽の南一万里くらいであること、東冶は会稽とベトナムとの国境との中間ぐ

らいの位置にあることくらいは知ることができたであろう。当時の中国では方位は八方位とい

う大雑把な感覚でしかとらえることができなかった。会稽や東冶の位置が少々ずれても、倭の

位置が遠いので方位はあまり変わらない。狗邪韓国が会稽の東北や東南にはならない。倭地は

「当(まさ)に会稽・東冶の東」なのである。 

 

陳寿の倭地の位置の概念 

 倭人伝をこのように解釈することによって、陳寿が「其（倭）の北岸」としながら「狗邪韓

国」と「韓」の国名が付けられていることの合理的説明が得られるのである。 

 陳寿が想定したであろう概念図を図６に示す。奴国・不弥国への行程は、どうにも図を描く

ことができないので省かざるをえない。 

 しかし、⑷の行程記事も、⑸の行程

記事も、⑶の記事と完全には合致せ

ず、訝しいところがあるので、史料の

記述をそのまま記することには躊躇

することになった。しかし、奴国、不

弥国、投馬国、そして女王の都・邪馬

台国の国名が記されているので、起

点を記さずに書いておけば、倭国の

情報としては役に立つと考えて記す

ることにした。せっかく調べて得た

情報を無駄にはしたくなかった。 

 日数記事に起点を書かなくても、

里数とそれにかかる日数を並列に記

することは、よくあることなので、記

さなくても特に支障があるわけでは

ないと考えていたであろう。 

 陳寿の不運は、里数記事が誇張され

て記されていたことであり、その元と
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図６ 陳寿の想定した倭地への概念図 
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なるのは、魏朝が卑弥呼女王国の位置を都から一万七千余里、帯方郡から一万二千余里という

遠国に設定されてしまったことにある。しかし、倭国が合わせて約 15万戸以上（これに旁国 21

国の戸数が加わる）という戸数から考えると、このくらいの広さが推測されるので、陳寿はそ

のことに疑問を持つことはなかったと考えられるのだ。また 21 の旁国は北から順に記されて

いると判断し、最後に記されている奴国の後に、「女王の境の尽きるところ」と加筆した。 

  

 以上、述べてきたように、倭国の国としながら、「狗邪韓国」と「韓」の字が付いていること、

伊都国よりあとの記述が、別の史料であるとすれば合理的解釈ができること、倭人伝の「其北

岸」、韓伝の「南、倭に接する」は陳寿が加筆したであろうこと、が説明できた。「瀆盧国は倭

と界をなし接している」についてはなお疑問が残る。 

  

 東夷伝最後のあとがき 

 陳寿は、「東夷伝倭人条」の後に短いあとがきを記している。その語句「爰及東夷、使譯時通。

記述隨事、豈常也哉。」について、井上秀雄氏（『倭・倭人・倭国』人文医院 1991年）は、次

のようにいっている。 

「これは序文でも最後の評でも『通訳をつれた使節がときどき通交するので、事に従いて記述

す。あに常ならんや』とあります。これは使節がいっているとおりに書いておくけれども、ど

うしてこれが一般的なものであるといいきれましょうか、私にはそういいきれませんと書いて

いる。」 

 陳寿は、道程においても、魚豢の『魏略』を超える記述を目論み、複数の史料を得て、それ

から、より詳細な道程を得ようとしたが、各史料間の食い違いが大きく、結局のところ、井上

秀雄氏の指摘するように、「一応、各史料の道程を、並べて書いておくが、よくわからないこと

がある」という表現をせざるを得ないことになったのであろう。 

 

 まとめ 

 陳寿は、魚豢の採用した郡から女王国までの里数記事に飽き足らず、さらに史料をもとめ、

後漢時代における倭奴国の朝貢史料から「奴国は壱岐国の東南百里、二万戸、東へ百里、不弥

国、千戸」という記事、および 266年台与の西晋への朝貢の際の倭人から聞きだした倭国まで

の日数記事「帯方郡から水行二十日投馬国へ至る。五万戸。水行十日・陸行一日、邪馬台国へ

到る。七万戸。」という記事を手に入れた。しかし、記事相互の整合性が取れず、困惑し、あい

まいな表現をするにとどまった。 

 ・この日数記事の行程は、帯方郡から、水行二十日で元の都である北部九州の投馬国（豊国

と想定）に至り、そこから水行十日で難波に至り、陸行一日でヤマト（奈良）に至ったと解釈

することができる。つまり、倭王(女王)を台与とすれば、台与はこの時、都を近畿大和に遷都

していたと考えられる。 

 ・『魏略』を記した魚豢は伊都国までの里数記事のみで解した。この記事は朝鮮半島南岸を韓

の地として、「狗邪韓国」と、韓伝にある「狗邪国」に「韓」の字を加筆し、「韓」の国である

ことを示している。これは、史料（倭国への使者による報告）に、そうなっていた可能性が高



い。 

 ・陳寿は、日数記事を帯方郡から北部九州の女王国までの日数と考え、水行二十日で朝鮮半

島南岸の一国の投馬国に至り（里数七千里）、水行十日で末盧に至った（里数三千里）と考えた。

陸行一日は、里数記事で末盧から女王国まで二千里もあるので、一日ではなく一月の誤りと考

えた。そうすると里数記事とよくつじつまが合うと考えた。 

 ・したがって、陳寿は、朝鮮半島南岸は倭の地であると考え、里数記事「狗邪韓国」の前に

「其北岸」という語を加筆した、「狗邪韓国」という名は里数記事を全否定できないので、尊重

し改名しなかった。また、韓伝にも「半島の南部は倭と接する」という語を入れた。 

 ・21の旁国については、北から順に記されていると判断し、最後に記されている奴国の後に

「女王の境の尽きるところ」と加筆した。 

 ・後漢書を記した范曄は、陳寿の『魏志』倭人伝に倭国のことを詳細に記してある里数記事

に信頼を寄せ、その中の、その他の旁国が北から順に記してあると判断し、奴国がその最後に

記され、「女王の境の尽きるところ」とあるのを見て、「奴国は倭国の極南界」と解釈した。 

 

 

 

 

古代船の速度と漕ぐ力 

 

船の速度は、船を漕ぐ力すなわち、船を押す力（＝水から船の受ける抵抗）で定まる。 

漕ぐ力は速度の二乗に比例する。だから、速度を上げようとすると漕ぐ力は急激に高まる。 

さらに高速を求めようとすると船によって生じる波ができるときのエネルギーが抵抗となっ

てさらに必要な力が増える。以下、Web「通信教育造船科講座」（日本小型船舶工業会）の記事

によって説明したい。 

 

 船の抵抗 

 船の水による抵抗は、次の要素からなる 

抵抗＝粘性抵抗＋剰余抵抗＝摩擦抵抗＋形状抵抗＋造波抵抗 

 

摩擦抵抗 

 摩擦抵抗 RFは、船の水面下にある部分が水と接触し、船が動くとその部分の水との相対運動

のため、こすれる時の抵抗である。 

摩擦抵抗 RF は次式で表される。 

  LWL：船の喫水線上の長さ（ｍ） 

  S：浸水表面積（船の水に接している総面積） 

  V：船の速度 ｍ／sec 

とすると、 



 「ケー・イー・シェーンヘル」の式より、 

  船と水の摩擦抵抗係数を CF とすると 

   

    ————―— ＝log10(Rｎ×CF) 

 

 近似式は  CF＝0.463（log10Rn）-2.6  である。 

 

RFは  RF＝CF・0.5・ρ・S・V２  で表される。 

 

 ここで、 Rｎ：レイノルズ数 であり、次式で表される。 

 

 

    Rｎ＝————   

 

ここで 

    ν＝動粘性抵抗（ｍ2／sec）＝ ——————―――――――― 

 

           15℃の海水で、1.187×10-6 

           15℃の淡水で、1.139×10-6 

 

形状抵抗 

形状抵抗は、船のような三次元的な曲面をしている物体が水中を動くときに、物体の周りの水

から受ける圧力による抵抗である。 

形状抵抗を RK  とし、 

   K＝RK／RF とすると 

 

   Kはおよそ 0.2～0.4 の範囲にある 

 

 

造波抵抗 

造波抵抗 RW は、波を発生するために消費されるエネルギーで、次式で表される。 

 

 RW＝CW・0.5・ρ・⊿２／3・V2  

   RW：造波抵抗 kg  

CW：造波抵抗係数＝剰余抵抗係数 

    ⊿：船の排水容積ｍ3 

 

 フルード数 Fｎ＝V／√(LWL・ｇ） を考える。 

0.242 
√CF 

V・LWL 

ν 

粘性係数（kg・sec／ｍ２） 

密度（kg・sec／ｍ４） 



 

 山縣博士の剰余抵抗係数算定図表によれば、 Fn が 0.16 以下 であれば、船の形状に関係

なく剰余抵抗係数 CWは 0.004以下となる（図参照） 

 Fｎ＝0.16の時の速度を許容速度とすると 

 許容速度 VKは VK＝0.16・√(L・ｇ） 

 

 船の長さを 10ｍとすれば、 

VK＝0.16・√(10・9.8)＝0.16×10＝1.6ｍ／

sec  ＝5.76km／時＝3.2ノット 

となる。 

 なお、１ノット＝1.852km／時 である。 

 なおこの式は、船の長さが大きくなるほど、

造波抵抗の少ない速度の範囲がひろがること

になる。 

 船の長さ 

 15ｍでは、VK＝3.9ノット＝7.2km／時 

＝２ｍ／sec 

  20ｍでは、VK＝4.5ノット＝8.3km／時 

＝2.3ｍ／sec 

  30ｍでは、VK=6.6ノット＝12.2km／時 

＝3.39ｍ／sec 

                    

 

 

 計算例 

 

計算例１．   3ノット（5.4km／時）で船を進める時の抵抗 

   船の長さ LWL=10ｍ 幅 1.5 喫水深さ 0.25ｍ 排水容積⊿＝3ｍ3  とすると 

   船の速度 V＝３ノット＝5.4km/時＝1.5ｍ／sec  

   海水の密度ρ＝104.5 kg・sec2／ｍ4 

 

造波抵抗 RWを一応計算してみると 

RW＝CW・0.5・ρ・⊿２／3・V2 

     ＝0.003×0.5×104.5×３２／3×1.52＝0.004×0.5×104.5×2.08×2.25 

     ＝0.734kg 

  と造波抵抗は微小である。 

 

摩擦抵抗 RF＋形状抵抗 RK  を計算すると 
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図 剰余抵抗係数 CW（山縣昌夫） 



  RF＋RK＝RF＋K・RF≒1.4×RF 

     ＝1.4・CF・0.5・ρ・S・V２ 

 

   船の速度 V＝３ノット＝5.4km／時＝1.5ｍ／sec 

   海水の密度ρ＝104.5 kg・sec2／ｍ4 

   海水の動粘性係数ν＝1.187×10-6 

船の浸水面積 S＝20ｍ2 

   海水との摩擦係数 CF＝0.463（log10Rn）-2.6 （近似式） 

   レイノルズ数 Rn＝V・ＬＷＬ／ν ＝1.5×10／1.187×106＝1.264×107 

     Log101.264×107＝7.103 

     CF＝0.463×7.103-2.6＝0.463／163.57＝0.00283 

 

  RF＋RK＝1.4・CF・0.5・ρ・S・V２ 

     ＝1.4×0.00283×0.5×104.5×20×1.5×1.5＝9.32kg 

 

 三人で曳くとすれば、一人当たり約３kg、これは 200kg程度の重さの荷車を曳く（転がり抵

抗係数：0.015程度）力と同じ程度になる。 

 排水容積３立法メートル、つまり 3トンの船（荷＋船の重量）をわずか 10kgほどの力で航行

することができる計算になる。 

 

 だから 京都の高瀬川で使われた高瀬船が全長 13ｍ、船幅２ｍ、積載重量 15石（2.25トン）

を四・五人で流れに逆らって引きあげることができたのである。高瀬川の水の流速は毎秒 50セ

ンチ程度（約１ノット）と見込まれるので、差し引き２ノット（毎時 3.7キロ）、ゆっくり歩く

程度の速さで、伏見から京都二条まで約 10 キロの航程を３時間で引き上げることができるこ

とになる。 

 

淀川の三十石船の場合 

大阪から京都伏見まで 45kmの間を船頭 4人で 12時間かけて上るという 

船の長さ 15ｍ 幅 2ｍ 喫水深さ 0.55ｍ、船頭 3人で引き上げるとすると 

  

 RF＋RK＝RF＋K・RF≒1.4×RF 

     ＝1.4・CF・0.5・ρ・S・V２ 

 

   船の速度 V＝45km／12時間＝3.75km／時＝1.04ｍ／sec 

   これに川岸に近い浅いところの低速の水の流速を 0.6ｍ／sec と見込むと 

   船の川水に対する速度は 1.04＋0.6＝1.64ｍ／sec となる 

   これは、許容速度（船の長さ 15ｍのとき、２ｍ／sec）より遅いので 

造波抵抗は無視できる 



   淡水の密度ρ＝101.96 kg・sec2／ｍ4 

   淡水の動粘性係数ν＝1.139×10-6 

船の浸水面積 S＝15×（2＋0.55×２）＝46.5ｍ2 

   水との摩擦係数 CF＝0.463（log10Rn）-2.6 （近似式） 

   レイノルズ数 Rn＝V・ＬＷＬ／ν ＝1.64×15／1.139×106＝2.160×107 

     Log102.16×107＝7.334 

     CF＝0.463×7.334-2.6＝0.463／177.8＝0.00260 

  RF＋RK＝1.4・CF・0.5・ρ・S・V２ 

     ＝1.4×0.00260×0.5×101.96×46.5×1.64×1.64＝23.2kg 

 

この場合、三人の船頭で行なうとすれば、一人当たり約８kgとなる。 

広重の絵にも、力を込めて竿を押している姿が描かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中国、長江の支流を上る観光船 

長江支流のかなりの急流を、船頭二人、陸引き三人で観光船を引き揚げている映像。 

（NHKBSプレミアム。「空旅、中国〈李白長江・詩仙の旅〉2023年 1月 18日再放送」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引手 

ブリタリカ国際大百科事典（写真は枚方市教育委員会）より 


