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魏志倭人伝に記された国々の位置の推定 

                                                 髙 山 信 紀 
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はじめに 

西晋（265年～316年）に仕えていた陳寿が 3世紀後半に編纂した『三国志』「魏書」の第三十烏

丸鮮卑東夷伝の東夷伝倭人条（以下、魏志倭人伝という）には、2 世紀～3 世紀頃の倭の地理、倭

人の習俗、魏（220 年～256 年）と倭の交流などが記され、当時の日本を知る貴重な史料である。し

かし、そこに記された方位と里数を現在の地図に当てはめると、邪馬壹國（邪馬台国あるいは邪馬

臺國とされることが多いが、本稿では原文に従い邪馬壹國とする）は太平洋の遙か沖合となり、全く

おかしなことになる。このため、白鳥庫吉は、魏志倭人伝の方向記事は概して正確で、里程や日程

は非常な誇張があるとし、邪馬臺国の位置を九州としている 1）。内藤寅次郎（湖南）は、魏志倭人
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伝に記されている不彌國から先の方位は南を東と解し、日数などより邪馬臺国の位置を大和として

いる 2)。渡邉義浩は、魏志倭人伝の方位は理念的に変更され道程も理念的な表現であるとし、古

墳などより邪馬台国の位置は大和の可能性が高いと述べている 3)。これらの他にも邪馬台国（邪馬

臺国）や邪馬壹國の位置について様々な文献があるが、その位置は定まっていない。 

邪馬壹國の位置の推定にあたっては、魏志倭人伝に記された帶方郡から邪馬壹國までの方位、

里数、日数とともに、旁國 21 ヶ国と狗奴國、遠方の「女王國東渡海千餘里」の国、侏儒國、裸國、

黒齒國の位置なども矛盾なく説明する必要がある。本稿は、この考えのもと魏志倭人伝に記された

国々の位置を既往の文献を参考に推定するとともに、そこに記された方位、里数と日数、倭國につ

いて考察した試論である。 

 

１．国々の位置の推定方法と考え方 

（１） 概要 

魏志倭人伝の原文と解釈は、謝銘仁の『邪馬台国 中国人はこう読む』4)（同書は、中華民国の

世界書局が 1997年に発行した『新校三国志注（第四版）』を原文としている）を基にしたが、他の文

献 5)なども参照し、同氏の解釈と一部異なるところがある。なお、魏志倭人伝の記述と国や人の名

前は原文の文字で記述する。 

国の位置は、当時の国名の訓みと地名、移動方法、方位、里数などから推定した。狗邪韓國か

ら伊都國までの国の位置は定説に従い、魏の使者（以下、魏使という）たちの末盧國から邪馬壹國

までの移動ルートは服部四朗の論文 6)などを参考にして推定した。 

（２） 国名の訓みと地名 

魏志倭人伝に記された對馬國から邪馬壹國までの 8 ヶ国（後述２．（１））ならびにこれら周辺の

旁國 21 ヶ国と狗奴國（後述２．（２））の国名、人名、官名は、魏使や通訳・書記たちが倭人の発音

を聞き取り音訳により表記された 7)ものと考えられる。当時の訓みは長田夏樹 8)によった。 

魏志倭人伝に記された對馬國は對馬、一大國は壹岐、末盧國は松浦郡、伊都國は怡土郡、奴

國は那珂郡とされるのが定説で、国は『倭名類聚抄』9)（以下『和名抄』という）の一つか複数の郡く

らいの大きさと考えられる。また、魏志倭人伝に記された国の名前は上述のように現在でも比較的

容易に類推できるものが多く、『和名抄』に記された郡の名前は現在あるいは近年まで使用されて

いるものが多い。このように地名は時代を越えて残りやすく、魏志倭人伝に記されている對馬國か

ら狗奴國までの 30 ヶ国の国名は、『和名抄』や『風土記』あるいは現在の地名に残されている可能

性が高いと考えられる。これら地名の検討は、『日本歴史地名体系』10)と地図を参考に行った。 

（３） 邪馬臺國（邪馬台国）と邪馬壹國 

卑彌呼の都があった国は、邪馬台国（あるいは邪馬臺國）とされることが多い。山尾幸久は、『後

漢書』や『梁書』など『三国志』以外の書物では邪馬臺國と記されており、『三国志』で邪馬壹國と記
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されているのは、宋代の版本で誤刻されたためと考えられると述べている 11)。一方、古田武彦は、

『三国志』の各種版本は全て邪馬壹國と記されているが、5 世紀の范曄による『後漢書』の各種版

本は全て邪馬臺國と記されており、「三世紀には邪馬壹國といわれていたのが五世紀には邪馬臺

國といわれるようになってきていた」と述べている 12)。 

本稿では、卑彌呼の都があった国は、古田武彦にならい邪馬壹國とした。長田夏樹は邪馬壹の

訓みを「ヤマユツ」、邪馬臺の訓みを「ヤマド」としている 13)。これらより、卑彌呼の時代には「ヤマユ

ツ」(邪馬壹）國と呼ばれていたが、その後、畿内の大和（ヤマト）王権が中国と交流するようになっ

てから大和王権が「ヤマド」（邪馬臺）國と呼ばれるようになり、5 世紀に『後漢書』に邪馬臺國と記さ

れて以降、邪馬臺國（邪馬台国）が定着したと推測される。 

（４） 移動方法と移動ルート 

魏志倭人伝には、移動方法が「水行」、「渡海」、「陸行」、「船行」と区別して記されている。これら

の記述は、移動ルートだけでなく国々の位置を推定する上でも重要な手がかりとなる。現在の海岸

線は土砂の堆積や近世以降の大規模な干拓などにより当時と大きく異なっている所があり、移動

ルートは当時の推定海岸線 14)をもとに推定した。 

「水行」は帶方郡から狗邪韓國までの航海と不彌國から邪馬壹國への移動で記されており、陸

に沿った航海や河川の航行と考えられる。 

「渡海」は狗邪韓國から末盧國までの航海と、遠方の「女王國東渡海千餘里」の国で記されてい

る。「渡海」の区間には海峡の横断だけでなく島や陸に沿った航海もあるので、「渡海」はこれらも

含めたものである。帶方郡から末盧國までの航海は、女王卑彌呼（ヒムカ）に贈る多くの貴重な

品々も一緒に運んだであろうから、魏の大型船を用いたと考えられる。石井謙治は、中国では既に

前漢時代に刳船の両側に舷側板が付けられた形式の船（準構造船）の両舷に複数の櫂、船尾に

は操舵櫂が付き、屋形がある船があったと考えられ 15)、全長 20mの船では漕手 24人で、30mの船

では漕手 40人で 3 ノット（時速約 5.5km）出せ、魏志倭人伝に記されている航海は山や島などを目

印にしながら走る沿岸航法がとられたと述べている 16)。 

「陸行」は、末盧國から伊都國への移動と、投馬國から邪馬壹國への移動で記されている。伊都

國から不彌國までは、移動方法が記されていないが「陸行」と考えられる。魏志倭人伝には「倭の

地には牛や馬はいない」と記されているので、魏使たちは歩き、多くの貴重な品々は大勢が担ぎ、

小さな川は木の橋あるいは筏や小舟を繋いだ橋を渡り、大きな川は渡し舟で渡ったと考えられる。 

「船行」は、侏儒國から裸國・黒齒國への移動で記されており、島から島へ各地の湊に立ち寄り

ながら行く航海と考えられる。 

（５） 方位 

魏志倭人伝には、方位は八方位で記されている。中国では漢の時代には、水平な地面に垂直

な棒を立てて棒を中心に円を描き、太陽の影が午前と午後その円の上に来た点を結んで東西を
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決定する方法が知られていた 17)。魏使たちは、各国の王都に数日滞在したであろうから、この方法

を使うことができ、魏志倭人伝に記された方位はかなり正確だと考えられる。 

しかしながら、壱岐は対馬の東南に位置するが、魏志倭人伝には「對馬國より南に瀚海という名

の海を渡り千余里で一大國に至る」と記されている。「南」は、對馬國の王都近くの湊から一大國の

王都へ向かうため南を目指して出航することを述べていると考えれば整合する（２．（１）3）に詳述）。

魏志倭人伝に記されている方位は、魏使たちが出発する際に目指す方向の方位と考えた。 

（６） 里数 

魏志倭人伝に記されている里数は、「水行」と「渡海」は湊と湊の間の航海ルートの長さ、「陸行」

は王都と王都の間の移動ルートの長さ 18)と考えられる。 

白鳥庫吉は、中国の尺度は時代により多少の長短はあるが、一里は日本の三町五十間から四、

五町の間（約 381～545m）にあり、『三国志』「魏書」の東夷伝に記された遼東郡治と高句麗王都の

間の里数、玄菟郡治と夫餘王都の間の里数は普通の標準里であると述べている 19)。また、山尾幸

久は、魏の時代の標準里の一里を約 430m として、『三国志』「魏書」で記された様々な里の用例を

検討し、これらが標準里と整合的であると述べている 20)。 

しかしながら、同じ『三国志』「魏書」の中の記述であっても魏志倭人伝は、前述のように標準里と

すると全くおかしなことになり、白鳥庫吉は「現行の正確なる地圖・海圖等に據り、最も普通なる航

路を測って之を魏里に引き直してみると約五倍の誇張がある」、「『魏志』倭人傳の里數が餘りにも

過大であることの理由は、かくの如く倭國討伐を阻止せしめんとした帶方郡の役人によって故意に

誇張されたがためであると見るのが一番隱當であらう」と述べている 21)。里数に 5 倍の誇張があると

すると、魏志倭人伝に記されている一里は約 76～109m（前述の約 381～545mの 5分の 1）となる。

また、田中卓は帶方郡から狗邪韓國のルートの長さを 800km22)と推定しており、魏志倭人伝の七千

余里と比べると一里は約 114m となる。また、服部四郎が推定した末盧國から不彌國までのルート

の長さ約 65km23)を魏志倭人伝の七百余里と比べると一里は約 93mとなる。茂在寅男は、帶方郡か

ら狗邪韓國までの推定ルートの長さを約 650km とし、「これを七千里といっているのだから、一里は

ほぼ九三メートルである」と述べている 24)。 

以上の各氏の検討を参考に、魏志倭人伝に記された一里をおよそ 100m 程度と考えて、国の位

置や移動ルートを検討した。移動ルートの長さの測定は、帶方郡から末盧國までの航海ならびに

「女王國東渡海千餘里」の国と侏儒國は百万分の一地図、侏儒國から裸國・黒齒國は二百万分の

一地図、末盧國から邪馬壹國までは二万五千分の一地形図を用いて、キルビメータ―で行った。 

（７） 戸数 

魏志倭人伝には、對馬國から邪馬壹國までの 8 ヶ国の戸数が記されている。これらの戸数は、

白鳥庫吉が述べているように 25)誇張があると思われるが、国の大きさの相対的な比較には用いるこ

とができると考えた。 
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２．国々の位置の推定 

以下に、魏志倭人伝に記述された順に、国々の位置を推定するのに重要と考えた記述の口語

訳と推定結果を述べる。 

（１） 帶方郡～邪馬壹國 

１） 帶方郡、狗邪韓國 

「倭人は帶方郡の東南の大海の中におり、山や島に大小の国を形成している。もとは百余国あり、

漢の時代には朝見する者があった。今は、使者・通訳が往来する国は三十ヶ国である。帶方郡から

倭へは、韓の海岸に沿って船で南や東に進み（「循海岸水行 歴韓國 乍南乍東」）、七千余里で

倭の北岸の狗邪韓國に至る。」 

魏が朝鮮半島に置いた帶方郡の郡治の位置は、文献 26)に従い現在の黄海北道鳳山郡とした

（図１）。大同江河口の港は当時上流にあった楽浪郡治が管轄していたと考え、魏使たちが出港し

た港は京畿湾に面する現在の海州市と推定した。狗邪韓國の位置は、洛東江河口の慶尚南道金

海市と考えられている 27)。帶方郡治から海州市までは陸路で、その推定ルートの長さは約 50kmで

ある。海州市から金海市までの航海（「水行」）の推定ルートの長さは約 810km で、七千余里（一里

をおよそ 100m程度とするとおよそ 700km程度）と大体同程度である。 

２） 對馬國 

「（狗邪韓國より）初めて一つの海を渡り千余里（「始度一海千餘里」）で對馬（トマ）國に至る。そ

の大官は卑狗（ヒコ）、副官は卑奴母離（ヒナムラ）という。隔絶した島で四百余里四方くらいである。

土地は山が険しく深い林が多い。道は鳥や鹿が通るような小道である。千余戸が有り、良田は無く

海産物を食べて自活し、船に乗り南北に行って交易している。」 

對馬國は、狗邪韓國（金海市）から「始度一海千餘里」（およそ 100km程度）と訓み「トマ」より、定

説のとおり対馬とした。王都は長崎県対馬市の三根遺跡（図３）が有力視されている 28)。金海市から

三根遺跡近くの湊までの航海の推定ルートの長さは約 110km（海峡部は約 54km）である。 

３） 一大國 

「（對馬國より）また南に一つ瀚海という名の海を渡り千余里で一大國に至る（「又南渡一海千餘

里 名曰瀚海 至一大國」）。官はここも卑狗（ヒコ）、副官は卑奴母離（ヒナムラ）という。三百里四方

くらいで、竹木叢林が多い。三千ばかりの家があり、やや田地があり田を耕すもなお食料が不足し、

ここも南北に行って交易している。」 

一大國は、對馬國（対馬）から「南渡一海千餘里」（およそ 100km 程度）より、定説どおり壱岐とし

た。なお、長田夏樹は一支國（訓みはユツキ）とし、一大國の訓みは示していない。王都は長崎県

壱岐市の原の辻遺跡（図３）と考えられている 29)。對馬國の王都（三根遺跡）近くの湊から対馬西岸

に沿って南に向かい、対馬南端を超えて南東に舵を切り一大國の王都（原の辻遺跡）まで航海し

たと推定した。航海の推定ルートの長さは約 120km（海峡部は約 49km）である。 
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４） 末盧國 

「（一大國より）また一つ海を渡り千余里（「渡一海千餘里」）で末盧（マツラ）國に至る。四千余戸

あり、海や山に沿って住んでいる。草木が繁茂し、行くのに前の人が見えない。魚や鮑を捕るのが

うまく、深い浅いに関係なく皆潜って魚貝を取る。」 

末盧國は、一大國（壱岐）から「渡一海千餘里」（およそ 100km 程度）と訓み「マツラ」より、定説ど

おり『和名抄』の肥前國松浦郡とした。王都は、末盧國の王墓と目されている唐津市の桜馬場遺跡

30)付近と推定した 31)。一大國の王都（原の辻遺跡）からの航海の推定ルートの長さは約 50km（海峡

部は約 20km）で、海州市からは約 1,090km である。なお、同じ「千餘里」と記されている對馬國や

一大國への推定した航海ルートの長さに比べ短いことについては３．（１） 2)で考察する。 

５） 伊都國 

「（末盧國から）東南に陸路を五百里行き（「東南陸行五百里」）伊都（ウタ）國に至る。官は爾支

（ヌキ）、副官は泄謨觚（サツマカ）と柄渠觚（ハガカ）という。千余戸ある。代々王があり、皆、女王國

に「統属」（一定の統制下に属す 32)）している。帶方郡の使者が往来する時は常に滞在する所であ

る。」 

伊都國は、末盧國から「東南陸行五百里」（およそ 50km 程度）と訓み「ウタ」より、定説どおり『和

名抄』の筑前國怡土郡とした。王都は糸島市の三雲・井原遺跡と考えられている 33)。 

魏使たちは、末盧國の王都から東南 34)の松浦川の渡し場（現在の松浦大橋付近と推定）を目指

し、渡し舟で対岸の中原付近に上陸し、そこから玉島を経て白木峠（標高 369.5m）を越え 35)、吉井、

深江を経て伊都國の王都に行ったと推定した（図２）。末盧國の王都から伊都國の王都までの推定

ルートの長さは約 47kmである。 

６） 奴國 

「（伊都國より）東南に百里で奴（ヌ）國に至る（「東南至奴國百里」）。官は兕馬觚（ズマカ）、副官

は卑奴母離（ヒナムラ）という。二万余戸ある。」 

奴國は、伊都國より「東南至奴國百里」（およそ 10km程度）と訓み「ナ」より、定説どおり『和名抄』

の筑前國那珂郡（福岡市、春日市など）とした。那珂郡に隣接する早良郡と席田（ムシロダ）郡 36)は

魏志倭人伝の中に該当する国の名前が見当たらず、また奴國は二万余戸と記され戸数が多いこと

から、那珂郡にあった奴國が早良國などを統合した 37)と考えられる。東南と記されているのは、魏

使たちが伊都國の王都から東南方向の日向峠（標高 244m）を目指した 38)ことを記したと考えられる。 

奴國の王都は、春日市の須玖岡本遺跡との説が有力である。しかし、伊都國の王都から須玖岡

本遺跡までの推定ルートの長さは約 25km あり（図２）、服部四郎が述べているように 39)伊都國と奴

國、奴國と不彌國の間がそれぞれ百里という魏志倭人伝の記述から疑問である。本稿では、魏使

たちが滞在して奴國の官たちと会談した場所は、伊都國の王都と不彌國の王都のほぼ中間に位

置し、弥生時代の可能性が高い超大型掘立柱建物などが検出されている福岡市早良区梅林のク 
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図１ ３世紀中頃の倭國と周辺の国々 
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エゾノ遺跡付近と推定した。ここに王都が移ったのか「迎賓館」のようなところだったかは分からない。

伊都國の王都からクエゾノ遺跡までの推定ルートの長さは約 12kmである。 

７） 不彌國 

「（奴國から）東に百里で不彌（ホム）國に至る。官は多模（タマ）、副官は卑奴母離（ヒナムラ）とい

う。千余家ある。」 

不彌國は、奴國から東に百里と記され、福岡県糟屋郡の宇美町とされることが多い。しかし、魏

志倭人伝には不彌國から「水行二十日」で投馬（ドマ）國に至ると記されている（後述 8））が、宇美

町から南に「水行」するルートが考えにくい。本稿では、服部四郎の文献 40)で述べられているように、

魏使たちは不彌國から南を目指し小舟で御笠川を遡り、分水界を超えて筑紫平野に向かったと考

えた（図２）。そして、不彌國は千余家と記され戸数が少ないので国の大きさは『和名抄』の一つの

郡と考え、筑前國御笠郡（大野城市、太宰府市、筑紫野市）と推定した。不彌國の王都は、御笠川

が流れている大野城市（筑前國御笠郡大野郷）と推定した。近くには銅鏡が見つかった御陵古墳

群がある。奴國のクエゾノ遺跡から不彌國の王都（御笠川付近にあったと推測し、距離のポイントは

大野城市の「御笠の森大橋」とした）までの推定ルートの長さは約 15kmである。 

８） 投馬國 

「（不彌國から）南に水行二十日で投馬（ドマ）國に至る（「南至投馬國水行二十日」）。官は彌彌

（ムム）、副官は彌彌那利（ムムナル）という。およそ五万余戸ある。」 

不彌國から投馬國へは、南を目指して小舟で御笠川を遡り、鷺田川に入り、筑紫野市二日市付

近で御笠川水系と筑後川水系の分水界を越え、筑後川水系の川を下り投馬國の王都に行ったと

推定した（図２）。魏志倭人伝には不彌國から投馬國と投馬國から邪馬壹國の間の里数は記されて

いないが、帶方郡と邪馬壹國の間が「萬二千餘里」(12,000 里余り)と記され（後述１．（３））、帶方郡

から不彌國までの里数の計は 10,700余里となるので、不彌國から邪馬壹國の間は約 1,300里（一

里をおよそ 100m程度とすると 130km くらい）となり、投馬國はその間に位置することになる。 

この分水界の周辺は起伏が緩く二日市低地帯と呼ばれている 44)。現在、二日市低地帯の西南

部の山麓沿いに、筑後川水系の山口川の水を井出古賀（標高約 52m）で取水し、分水界を越えて

江永溜池の下で御笠川水系の川（集落の名から「上古賀川」と仮称）に導水する長さ約 1km の人

工の水路がある（図２の拡大図）。この水路がいつ造られたかは不明であるが、弥生時代にこの水

路の原型が造られ、魏使たちが小舟で鷺田川から「上古賀川」を経て水路を遡り、分水界を越えて

山口川に入ったと推定した。弥生時代には各地で大規模な環濠、堰や水路が造られており 45)、小

舟が通ることができる長さ約 1km の水路を造ることは十分可能と考えられる。不彌國の王都付近か

ら井出古賀までの約 11km は遡上となり、勾配が緩いところは小舟を漕いで進み、また所々に堰を

設けて水位を調節して小舟を漕ぎ 46)、漕いで進むのが難しいところは人が小舟を曳いたと考えられ

る。当時は現在に比べ、気候が湿潤で 47)、河川からの取水や地下水のくみ上げは少なく、森林は

多いので、河川の水量は多く、小舟の航行や曳航には好都合だったと考えられる。 



9 

 

投馬國は、およそ五万余戸と記されている大きな国で、不彌國から「南至投馬國水行二十日」と

訓み「ドマ」より、白鳥庫吉が述べている 41)ように『和名抄』の筑後國三潴（ミズマ）郡（久留米市、大

川市など）、上妻郡（八女市など）、下妻郡（筑後市など）とその周辺と考えた。御井郡（久留米市な

ど）には朝妻という地名もあり、このあたり一帯は卑彌呼の時代には「ドマ」あるいは「ツマ」と呼ばれ

ていたと考えられる。魏志倭人伝に不彌國と投馬國の間に国は記されていない 42)ので、不彌國（御

笠郡と推定）の南の御原郡（小郡市など）も投馬國に含まれていたと考えられる（図２）。 

投馬國の王都は、不彌國から投馬國へは「水行」、投馬國から邪馬壹國へも「陸行」の前に「水

行」と記されていることから川の近くにあったはずであり、筑後川に近く弥生時代に大きな集落があ

り連玉も出土した久留米市三潴町の高三潴遺跡付近と推定した 43)。井出古賀から投馬國の王都ま

では山口川、豊満川、筑後川の川下りで、推定ルートの長さは約 41km である。不彌國の王都から

投馬國の王都までは約 52km となる。なお、当時の筑後川の流路は、近世になって蛇行部がショー

トカット 48)される前の流路（下流部は福岡県と佐賀県の県境）とした。 

９） 邪馬壹國 

「（投馬國から）南に水行十日、陸行一月で女王の都がある邪馬壹（ヤマユツ）國に至る（「南至

邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月」）。官は伊支馬（ウキマ）、次は彌馬升（ムマソグ）、次

は彌馬獲支（ムマガキ）、次は奴佳鞮（ナカチ）という。およそ七万余戸ある。」 

女王の都がある邪馬壹國は、魏志倭人伝に記された「南至邪馬壹國」「水行十日陸行一月」と国

名の読み「ヤマユツ」から、『和名抄』の肥後國山鹿郡温泉（ユ）郷と考え、山鹿温泉のある山鹿市

山鹿と推定した 49)。なお、ここから約 3km 東には、この地域最大の弥生時代の遺跡、方保田東原

遺跡がある。投馬國の王都から「南」と記されているのは、王都を出発するときその南にあたる瀬高

を目指したからだと考えられる。瀬高は、矢部川の岸にあり渡し場があったと推測され、邪馬壹國に

続く山道の入口（山門）にも近く、移動ルート上の要地である。瀬高の背後には筑肥山地の古僧都

山（標高 286m）があり、この山を出発時や筑紫平野を移動するときの目印にしたと考えられる。 

投馬國王都から邪馬壹國王都への移動は、小舟で筑後川を下り、有明海の河口に近い大川市

鐘ヶ江付近で上陸し（ここまで「水行」、以降は「陸行」）、柳川市蒲船津、みやま市瀬高、同原町を

経て、熊本県との県境（標高約 72m、ここまでが投馬國、県境から先は邪馬壹國と推定）を越えて

熊本県南関町に入り、和水町江田、山鹿市北谷、同岩原を経て邪馬壹國の王都（山鹿市山鹿）に

至るルートを推定した（図２）。有明海は干満の差が非常に大きく、筑後川下流もその影響を受けて

航行できる時間は限られ、有明海の航海は行わなかったと推測した。なお、南関町や和水町は『和

名抄』の玉名郡に属するが、魏志倭人伝に玉名郡に該当する国が見当たらず、玉名郡は邪馬壹

國に含まれていたと考えられる。  

邪馬壹國の王都までの推定ルートの長さは、投馬國の王都から約 74km（「水行」約 17km、「陸

行」約 57km）、末盧國の王都からは約 200km である。帶方郡の湊と推定した海州市からは約

1,290km となり、「萬二千餘里」（およそ 1,200km程度）とほぼ同じくらいである。 
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図２ 末盧國から邪馬壹國までの推定移動ルート 
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（２） 女王國、旁國と狗奴國 

「女王國より北の国はその戸数と道のりを概略記載することが出来るが、その他の周辺の国々

（旁國）は遠く隔絶し詳細は得ることができない。次に斯馬（シマ）國、次に巳百支（ヨハキ）國、次に

伊邪（ウヤ）國、次に都支（タキ）國、次に彌奴（ムナ）國、次に好古都（クカタ）國、次に不呼（ホカ）

國、次に姐奴（サナ）國、次に對蘇（トサ）國、次に蘇奴（サナ）國、次に呼邑（カヨフ）國、次に華奴

蘇奴（カナサナ）國、次に鬼（コ）國、次に爲吾（ヲガ）國、次に鬼奴（コナ）國、次に邪馬（ヤマ）國、

次に躬臣（コゴズヌ）國、次に巴利（ハル）國、次に支惟（キヨ）國、次に烏奴（アナ）國、次に奴（ナ）

國がある。この奴國は女王の統制が尽きる境界である。奴國の南に狗奴（コナ）國がある。男性を王

とし、その官に狗古智卑狗（コカチヒコ）がいる。女王には従属していない。」 

1) 女王國と女王國以北の国、狗奴國 

女王國は、西嶋定生が述べている 50)ように「女王之所都」の邪馬壹國（西嶋は邪馬台国としてい

る）で、当時の邪馬壹國に女王がいたので女王國と記されたと考えられる。 

女王國以北の国は、魏志倭人伝に「女王國より北に特別に一大率を置いて諸国を検察させ、諸

国はこれを畏憚する。通常は伊都國におり、各国にとっては中国の刺史のようなものである。」と記

されている（後述（４））ことから女王國（邪馬壹國）は含まれず、戸数と里数が記されている對馬國、

一大國、末盧國、伊都國、奴國、不彌國、投馬國の 7 ヶ国であると考えられる。 

狗奴國は、訓み「コナ」より肥後國球麻郡（人吉市など）と推定した。 

2) 旁國の国々の位置の検討方法 

旁國は、女王國（邪馬壹國）と上記 7 ヶ国の周辺にある国々と考えられる。旁國の国々の名は魏

使たちが倭人より聞いて音訳したものであろうが、21 ヶ国もある旁國の国々をランダムに言うのは難

しく、魏志倭人伝に記された旁國の国々の順序には何らかの意味があると考えられる。旁國の最初

に記されている斯馬国は、訓み「シマ」より『和名抄』の筑前国志摩郡（糸島市）と推定した。そして、

旁國の最後に記されている奴（ナ）國は狗奴國（球麻郡と推定、人吉市など）の北にあることから、

旁國の国々はおおよそ北から南に向かって記されていると推測した。 

奴國が女王の統制が尽きる境界であることから、女王の統制は旁國 21 ヶ国にも及んでいたはず

である。また、魏志倭人伝には「女王國の東に海を千余里渡るとまた国があり、皆、倭の種族である

（「女王國東渡海千餘里 皆倭種」））」と記されており（後述（５））、女王國（邪馬壹國）の東方にある

豊後水道を渡った愛媛県宇和地方に倭の種族の国があったと考えられる。また、宇和地方に渡る

ときの出航地は大分県と考えられ、大分県に女王の統制下にある旁國の国があったはずである。

その旁國は、豊後國大分郡阿南（アナミ）郷（大分市）と訓みが似た鳥奴（アナ）國と推定した。 

3) 旁國の国々の位置 

以上の考えをもとに、旁國の国々について、国名の訓みと似た地名を検討し次のように推定した

（図３）。 

斯馬（シマ）國は『倭名抄』の筑前國志摩郡（糸島市）と推定した。 
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巳百支（ヨハキ）國は『肥前國風土記』の彼杵郡条に記されている速來（ハヤキ）（佐世保市早

岐）、伊邪（ウヤ）國は『倭名抄』の肥後國天草郡惠家（エヤ）郷（天草市）、都支（タキ）國は肥前國

高來（タカク）郡（諫早市など）と推定した。 

彌奴（ムナ）國は筑前国宗像（ムナカタ）郡（宗像市など）、好古都（クカタ）は同鞍手（クラテ）郡

（直方市など）、不呼（ホカ）國は古代に「オカ」と呼ばれていた 51)同遠賀郡（北九州市など）、姐奴

（サナ）國は同糟屋（カスヤ）郡（古賀市、糟屋郡など）と推定した。 

對蘇（トサ）國は肥前國養父郡鳥栖（トス）郷（鳥栖市）、蘇奴（サナ）國は同佐嘉（サガ）郡（佐賀

市）、呼邑（カヨフ）國は筑後國三宅郡米生（ヨノウ）郷（大牟田市）、華奴蘇奴（カナサナ）國は肥前

國神埼（カンサキ）郡（神埼市など）、鬼（コ）國は同基肄（キ）郡（三養基郡など）、爲吾（ヲガ）國は

同小城（オキ）郡（小城市など）、鬼奴（コナ）國は筑後國竹野（タケノ）郡（久留米市など）、邪馬（ヤ

マ）國は同山本（ヤマモト）郡（久留米市）と推定した。 

躬臣（コゴズヌ）國は肥後國菊池（キクチ）郡（菊池市など）、巴利（ハル）國は同阿蘇郡波良（ハ

ラ）郷（阿蘇郡）、支惟（キヨ）國は『豊後國風土記』の直入郡条の救覃（クタミ）郷（竹田市久住）、烏

奴（アナ）國は『和名抄』の豊後國大分郡阿南（アナミ）郷（大分市）と推定した。奴（ナ）國は、南が

狗奴國（位置は後述）に接し、野津（「ノ」に着目した）という地名がある肥後國八代郡（八代市など）

と推定した。 

上述のように、旁國は、伊都國の北の斯馬國から、有明海と八代海の西にある国々、不彌國より

東の玄界灘周辺の国々、投馬國周辺の筑紫平野の国々、そして邪馬壹國の東や南の国々の順

に記されていると考えられる（図３）。 

（３） 会稽東冶（治）からの女王國の位置 

魏志倭人伝には、狗奴國の記述に続き、次のように記されている。 

「帶方郡から女王國まで一万二千余里である（「自郡至女王國萬二千餘里」）。男子は大人、子

供の区別なく、みな顔や身体に入れ墨（「文身」）をしている。昔から倭の使者が中国に来ると、み

な大夫と自称する。夏の皇帝少康の子が會𥡴に封じられたとき、断髪し身体に入れ墨を入れ蛟龍

の害を避けた。今、倭の水人は巧みに海に潜って魚や蛤を捕り、入れ墨によって大魚や水禽から

身を守っている。後に入れ墨は飾りとなり、諸国の入れ墨はそれぞれ異なり、左に入れるもの右に

入れるものがあり、また大小があり、身分の尊卑により差がある。その道のりを計れば會𥡴東冶の東

にあたる（「計其道里 当在會𥡴東冶之東」）。 

1)東冶と東治 

謝銘仁が用いた『新校三国志注（第四版）』では上述のように「東冶」と記され、多くの文献でも 

「東冶」とされている。「東冶」は現在の福建省福州（図１）で、漢の高祖以来、福建一帯の政治・軍

事の中心であった 52)。謝銘仁は「東冶」とし、陳寿が「計其道里 当在會𥡴東冶之東」と記したのは、

「自郡至女王國萬二千餘里」という表現では「中国人には帶方郡も倭國も遠方の異国」なので分か 



13 

 

 

図３ 倭國の国々と『和名抄』の郡 
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りにくいと考え、「なじみのある地名を用いて、その距離はあたかも会稽郡の東冶より東の女王国に

至るまでの道程に相当すると説明したのである」と述べている 53)。 

百衲本では、「東冶」でなく「東治」と記されている 54)。古田武彦は、陳寿が『三国志』を編纂した

当時「東冶」は会稽郡ではなく建安郡に属していたことなどから「東治」とし、「計其道里 当在會𥡴

東治之東」が夏后少康の子の入れ墨のあとに記されていることから、「「東治」の「治」は、直接には

小康の子の「会稽王」としての「治績」をさしている」と述べ、その場所を杭州湾周辺から長江河口

付近一帯としている 55)。 

2)會𥡴東治からの女王國の位置 

本稿では、古田武彦にならい「東治」とし、その場所を『三国志』が編纂された当時の會𥡴郡治で

あった浙江省紹興市 56)と推定した。そこから女王國の都（山鹿市山鹿と推定）までは地図上で約

990kmで、魏志倭人伝に記された「萬二千餘里」（一里をおよそ 100m程度とすると 1,200kmくらい）

と大体同程度である。方位は八方位の「東」の範囲内にある（図１）。「計其道里 当在會𥡴東治之

東」は、当時としてはかなり正確なたとえだといえよう。 

（４） 一大率と伊都國 

一大率の記事は、伊都國の記事の中ではなく、倭の風俗などの記事の後に記されている。 

「女王國より北に特別に一大率を置いて諸国を検察させ、諸国はこれを畏憚する。通常は伊都

國におり、各国にとっては中国の刺史のようなものである。倭の王が洛陽・帶方郡・諸韓國に使いを

遣わす時や帶方郡から倭國に使者が来る時は湊で臨検し（「臨津捜露」）、伝送文書と賜り物を照

合点検し間違いがないようにして女王に届ける。」 

諸国を検察し、魏使たちが来るとき湊で臨検する役目と権限をもつ一大率が常時は伊都國にい

るのは、一大率が女王國（邪馬壹國）より北の諸国を検察する時に伊都國が距離的・時間的な交

通の中心であったこと、魏使たちの上陸地点の唐津に近かったことが大きな要因だと考えられる。 

（５） 遠方の国 

1) 魏志倭人伝の記述 

一大率の記述の後に倭國亂と女王卑彌呼の記述があり、それに続き次のように記されている。 

「女王國の東に海を千余里渡るとまた国があり、皆、倭の種族である（「女王國東渡海千餘里 皆

倭種」）。またその南に侏儒國がある。身長は三、四尺、女王國より四千余里（「去女王四千餘里」）

である。また、その東南に裸國、黒齒國があり、船行一年ばかりで至る（「船行一年可至」）。倭の地

と比べて聞いてみると（「參問倭地」）、海の中の隔絶した島嶼の上にあり、あるところは海で遮られ、

あるところは陸続きとなっており（「或絕或連」）、周回すると五千余里ばかり（「周旋可五千餘里」）と

のことである。」 

上述のように、「女王國東渡海千餘里」、「去女王四千餘里」と女王國（邪馬壹國）を起点とした里

数の記述があり、また、「參問倭地」（倭の地と比べて聞いてみると）の記述もあることから、ここに記
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されている内容は魏使たちが女王國の人たちから聞いたものだと考えられる。 

2) 「女王國東渡海千餘里」の国 

「女王國東渡海千餘里」の国は、方位と里数より、旁國の烏奴國（大分市と推定）から東に船で

千余里（およそ 100km程度）渡った愛媛県宇和地方で弥生時代の遺跡が多い西予市と推定した。

移動ルートは、女王國（邪馬壹國）の王都から陸路で躬臣國、巴利國、支惟國を経て烏奴國に行

き（図３）、大分川河口付近の湊から舟で東に向かい、豊予海峡（約 14km）を横断して佐田岬半島

南岸沿いに西予市の大浦まで航海（「渡海」）したと推定した（図１）。航海の推定ルートの長さは約

100kmである。 

3) 侏儒國 

侏儒國は、方位「南」と里数「去女王四千餘里」（女王國の湊からおよそ 400km 程度）、ならびに

低身長の人骨が検出されている広田遺跡があることより、種子島と推定した。女王國（邪馬壹國）か

ら侏儒國へは、山鹿市山鹿から南へ陸路で熊本市にあった湊へ行き（当時の推定海岸線まで約

20km）、そこから船で有明海、八代海、薩摩半島西岸に沿って南下し、同半島南岸沿いを東に進

み佐多岬沖から大隅海峡（約 40km）を渡り広田遺跡に行ったと推定した（図１）。航海の推定ルート

の長さは約 380kmである。 

4) 裸國、黒齒國 

裸國と黒齒國は、侏儒國より「船行一年可至」、「或絕或連」、「周旋可五千餘里」の記述より沖縄

本島と推定した。沖縄本島には、周辺に島々を伴う本部半島や勝連半島があり「或絕或連」と整合

的である。また、「周旋可五千餘里」（一周およそ500km程度）は、沖縄本島の海岸線延長476km57)

と大体同じくらいである。侏儒國より「東南」と記されているのは、女王國（邪馬壹國）の人たちが魏

使たちに、侏儒國から裸國・黒齒國へ行くときは広田遺跡付近の湊から東南に向かって出港する

と話したからだと思われる。出港後、西南に方向を転じ、南西諸島の島々を経由して沖縄本島に行

き（図１）、貝輪交易 58)などを行ったと考えられる。なお、種子島の広田遺跡から沖縄本島北岸の辺

戸までの航海の推定ルートの長さは約 540kmである。 

 

３． 考察 

（１） 方位 

魏志倭人伝に方位が記されているのは、帶方郡から狗邪韓國（乍南乍東）、對馬國から一大國

（南）、末盧國から伊都國（東南）、伊都國から奴國（東南）、奴國から不彌國（東）、不彌國から投馬

國（南）、投馬國から邪馬壹國（南）、奴國から狗奴國（南）、女王國から「東渡海千餘里」の国（東）、

女王國から侏儒國（南）、侏儒國から裸國・黒齒國（東南）で、方位は前述のように出発する時に目

指す方向の方位と考えられる。 

方位が記されていないのは、「詳細は得ることができない」と記されている旁國 21 ヶ国の他に、狗
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邪韓國から對馬國への航海と一大國から末盧國への航海である。一方、對馬國から一大國の航海

は方位が記され「南」となっている。これは、對馬國から一大國への航海は、目指す壱岐は湊を出

航後しばらくの間見えず、「北」に向かって対馬東岸をまわるルートと区別するため「南」と記された

と推測した。一方、狗邪韓國から對馬國と一大國から末盧國への航海の方位が記されていないの

は、出航するとまもなく目指す島や陸が見え、航海のコースが決まっていたためと推測した。 

末盧國から邪馬壹國までは、倭人が案内をしたはずであるが、魏使たち自身も王都で出発の前

日までに方位を確認し、山や島などを目印に進む航海と同じように目指す場所の近くにある山を目

印にして王都を出発したと考えられる。目印の山として、末盧國を出発するときは鏡山（標高 284m）、

伊都國は王丸山（標高 452m）、奴國は大城山（標高 410m）、不彌國は天拝山（標高 257m）、投馬

國は前述のように瀬高の近くの古僧都山（標高 286m）が考えられる（図２）。 

（２） 里数と日数 

1) 推定ルートの長さと里数の関係 

魏志倭人伝には、前述のように「水行」、「渡海」、裸國・黒齒國の周囲の長さは千里単位、「陸行」

は百里単位で記されている。これらの里数と推定ルートなどの長さを比較すると、図４に示すように

推定ルートなどの長さは魏志倭人伝に記された里数とほぼ比例関係にあり、一里は約 0.107km と

なっている。このように魏志倭人伝に記された里数がかなり正確であるのは、白鳥庫吉が述べてい

るように 59)里数は移動に要した日数（官との会談、休息や日和待ちなどのために滞在した日数は除

く）から概算されたことによると考えられる。 

当時の標準里の一里は、羅福頤の「伝世歴代古尺図録」より一尺を 24.255cm60)とすると、約

437m である。一方、魏志倭人伝に記された里数の一里は、上述のように推定移動ルートの長さな

どから約 0.107km（107m）となっており、これは標準里の一里約 437m のほぼ 4 分の 1 である。これ

より、魏志倭人伝の里数は 4倍に誇張して記されていると考えられる。なお、4倍は 2倍の 2倍で、

計算は比較的容易である。 

2) 航海の里数と日数 

狗邪韓國～對馬國～一大國～末盧國の「渡海」は、全て「千餘里」と記されているが、一大國か

ら末盧國への航海の推定ルートの長さは他の区間に比べかなり短い（前述２．（１） 4））。これは、

「千餘里」が航海の日数より概算され、各「渡海」とも 2日を要し、「渡海」の里数は 1日の航海を 500

里（標準里で 125里、約 55km）として概算されたことによると考えられる。一大國から末盧國への航

海（約 50km）は 1日で行くことも可能であるが、末盧國の湊（唐津）で多くの貴重な品々について一

大率から臨検を受け（「臨津捜露」）、陸揚げして魏使たちが出発するまで一時的に保管する必要

があったので、日の高いうちに唐津の湊に着くよう呼子に寄港して泊まったと推測される。なお、狗

邪韓國から對馬國王都への航海の寄港地は対馬北岸の佐須奈、對馬國王都から一大國王都へ

の航海は対馬南岸の豆酘（ツツ）や壱岐の勝本が考えられる（図３）。 

帶方郡から狗邪韓國までの「水行」も、1 日の移動の長さは「渡海」（1 日 500 里）と同程度と思わ
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れ、この間の航海（「七千餘里」）に要した日数（休息日などを除いた実際の航海日数）は 14日と推

測される。 

「女王國東渡海千餘里」の里数、侏儒國までの里数、裸國・黒齒國の周囲の里数は、魏使たち

が女王國の人たちから倭人の航海日数を聞いて概算したものと推測される。これらの里数と推定ル

ートなどの長さの関係も、帶方郡から末盧國までの航海とほぼ同じ比例関係にある（図４）ことから、

倭人の航海速度は魏使たちの航海速度とほぼ同程度であったと考えられる。 

 

図４ 推定ルートの長さと里数 

3) 「陸行」の里数と日数 

伊都國から奴國、奴國から不彌國はそれぞれ百里と記されている。推定ルートの長さはそれぞ

れ約 12km と約 15km なので、この間は各 1 日で移動したであろうから、「陸行」の里数は 1 日の移
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動を百里（標準里で 25 里、約 11km）として概算されたと考えられる。末盧國から伊都國（推定ルー

トの長さ約 47km）は五百里と記されているので 5 日を要したことになり、この区間の 1 日あたりの移

動の長さは約 9km 余りとなる。伊都國から奴國（1 日約 12km）、奴國から不彌國（1 日約１5km）に

比べやや短いのは、松浦川の渡し 61)や白木峠越えで時間がかかったからだと思われる。なお、「陸

行」の移動速度（標準里で 1 日 25 里、約 11km）は、後漢時代の 1 日の軍行 30 里 62)（約 13km）よ

りやや遅い。倭は道が悪いところが多かったためと考えられる。 

4) 不彌國から邪馬壹國までの里数と日数 

不彌國から邪馬壹國までの推定ルートの長さは約 126kmとなるので、これを「水行二十日」と「水

行十日陸行一月」の計約 60日で移動したとすると、1日あたりの移動の長さは約 2km となり、あまり

に遅いように思われる。これより、本稿では、日数も 4 倍に誇張された概数であると考えた。このよう

に考えると、不彌國から投馬國へは「水行」（遡上と川下り）で 5 日を要したので「水行二十日」、投

馬國から邪馬壹國へは「水行」（川下り）に 2 日、「陸行」に 7 日を要したので「水行十日陸行一月」

と記したと推測される。不彌國から邪馬壹國までは計 14日となる。 

魏志倭人伝には、帶方郡から不彌國までは里数が記されており、その計は10,700里余りとなる。

不彌國から邪馬壹國の間は日数が記され、里数は記されていないが、帶方郡から女王國（邪馬壹

國）まで 12,000里余り（「自郡至女王國萬二千餘里」）と記されているので、不彌國から邪馬壹國の

間の里数はおよそ 1,300里となる。これは、この間の「水行」は小舟を用いた航行や曳航なので「陸

行」と同じ 1 日 100 里（標準里で 25 里）、「陸行」は他の区間と同じ 1 日 100 里として換算されたと

推測した。不彌國から邪馬壹國までは計 14 日で約 1,400 里、これに帶方郡から不彌國までの

10,700 里余りを加えると 12,100 里余りとなる。これを概数として「萬二千餘里」と記したと考えられる。 

5) 對馬國などの広さ 

對馬國の「方可四百餘里」と一大國の「方可三百里」は、魏使たちが、島の東西と南北を徒歩で

横断するのに要する日数を倭人から聞き、「陸行」と同じ 1 日 100 里として換算した里数に基づい

ていると推測される。対馬（對馬國）は、東西（佐賀～三根～御前浜、約 14km）の移動が 2 日だっ

たので 200里、南北（鰐浦～三根～豆酘、約 101km）の移動が 8日だったので 800里、面積は 16

万平方里となり、これと同じくらいの面積になる正方形の一辺を百里単位で表し「方可四百餘里」と

記し、壱岐（一大國）は、東西（権現山～原の辻～牧崎、約 17km）と南北（勝本～原の辻～河豚鼻、

約 23km）の移動がともに 3 日だったので東西、南北とも 300 里として「方可三百里」と記したと推測

される。一里を 109m（標準里の 4 分の 1）とすると、對馬國の「方可四百餘里」と一大國の「方可三

百里」は図３、『三国志』「魏書」の東夷伝韓条に記されている韓の「方可四千里」は図１のようになり、

いずれも実際の広さと概ね同じくらいである。なお、韓の広さも移動日数から概算されたと思われる。 

6) 會𥡴東治からの女王國の位置 

一里を 109m（標準里の 4 分の 1）とすると、會𥡴東治（紹興市と推定）から東に「萬二千餘里」の

位置は図１の Q点となり、女王國（邪馬壹國）の王都（山鹿市山鹿と推定）におおよそ近い。                             
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（３） 倭國 

1) 魏志倭人伝における「倭國」の記述 

魏志倭人伝に「倭國」が記されているのは、一大率の記述の中の「郡使倭國」、卑彌呼を倭王に

共立する前の「倭國亂」、そして「太守弓遵遣建中校尉梯儁等奉詔書印綬詣倭國」（帶方郡太守の

弓遵は、建中校尉の梯儁らを遣わして詔書・印綬を奉じて倭國に至らしめ）である 63)。「郡使倭國」

や「詣倭國」と記され、「郡使女王國」や「詣女王國」でないのは、女王國（邪馬壹國）の王であった

卑彌呼に魏が親魏倭王を授け倭國の王に封じたことによると考えられる。また、「倭國亂」と記され

ているのは、後漢と交流があった倭國の中（倭の国々の間）の争乱であったことによると考えられる。 

2) 倭國の構成国の数と「倭國亂」 

魏志倭人伝には「今使譯所通三十國」（今は使者・通訳が行き来している国は 30 ヶ国である）と

記されているが（前述２．（１）1））、女王國（邪馬壹國）、「自女王國以北」の 7 ヶ国（對馬國、一大國、

末盧國、伊都國、奴國、不彌國、投馬國）と旁國 21ヶ国を足すと 29ヶ国である。また、魏志倭人伝

には「女王國より北の国はその戸数と道のりを概略記載することが出来る」と記されているが（前述２．

（２））、狗邪韓國は戸数が記されていないので倭國には含まれず、「女王國東渡海千餘里」の国や

侏儒國、裸國、黒齒國も倭國には含まれないと考えられる。狗奴國を含めるとちょうど 30 ヶ国となる

64)こと、狗奴國の記述に続いて女王國の位置（「自郡至女王國萬二千餘里」）が記されていることよ

り、陳寿らは女王に従属していない狗奴國も倭國の構成国ととらえていたと考えられる。 

「倭國亂」65)は、百余国であった倭國の構成国が 30 ヶ国になる過程で生じた争乱だと考えられる。

争乱の時期や国の数は多少異なる所もあろうが、同じような状況は倭國だけでなく九州以外の各

地でも生じていたと考えられる。 

3) 倭國の国々の範囲 

倭國を構成する国の大きさは、１．（２）で述べたように『和名抄』の一つの郡か複数の郡くらいと

考えられる。このうち、戸数が五万余戸と記されている投馬國と、七万余戸と記されている邪馬壹國

は、多くの郡を含む大きな国であったと考えられる。 

郡のエリアは、『和名抄』の郡の名前は現在あるいは近年まで使用されているものが多いことから

明治時代初期まであまり変わっていないと考え、『日本歴史地名体系』に示されている明治 19 年

～22 年頃の「旧（区）郡域と現郡市町村域の対照図」の旧郡域によった。推定した国と国の間にあ

って魏志倭人伝に該当する国が見当たらない郡は、隣接する国に含まれていたと考えた（図３）。 

女王國（邪馬壹國）をはじめとした倭國の構成国は、弥生時代に九州で盛行した成人用甕棺墓

が分布 66)しているところが多い。前方後円墳の分布と大和王権の影響範囲の拡大より類推し、成

人用甕棺墓が分布しているところは倭國に含まれていたと考え、次のように推定した。筑前國の夜

須郡（朝倉郡筑前町など）、下座郡（朝倉市）、上座郡（朝倉市など）と豊後國日高郡（日田市など）

は投馬國に含まれていたと推定した。筑前國の嘉麻郡（嘉麻市など）と穂浪郡（飯塚市など）は好

古都國に含まれていたと推定した。なお、成人用甕棺墓が飛び地的に分布している薩摩半島は、
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倭國に含めていない。推定した倭國の構成国で成人用甕棺墓が分布していないのは、對馬國、伊

邪國、彌奴國、不呼國、支惟國、烏奴國、奴國（狗奴國の北の奴國）と狗奴國で、いずれも倭國の

境界付近に位置する（図３）。 

 

４．まとめ 

魏志倭人伝の解釈は、謝銘仁の『邪馬台国 中国人はこう読む』を基にし、他の文献も参考にし

た。国の位置と移動ルートは、国名の当時の訓みと地名、移動方法（「水行」、「渡海」、「陸行」、

「船行」）、方位、里数などから推定した。狗邪韓國から伊都國までの国の位置は定説に従い、末

盧國から邪馬壹國までの魏使たちの移動ルートは服部四郎の論文などを参考にした。方位、里数

が記されていない旁國 21 ヶ国の位置は、国の記載順序に着目して推定した。 

魏志倭人伝に記されている 35 ヶ国の推定位置を図 1、図 3 と表１に、帶方郡から邪馬壹國まで

の推定ルートを図１と図 2に示す。 

魏志倭人伝に記されている狗邪韓國、一大國、伊都國、奴國、不彌國、投馬國、邪馬壹國、狗

奴國、「女王國東渡海千餘里」の国、侏儒國、裸國・黒齒國の方位は、出発する時に目指す方向

の方位と考えられる。末盧國から邪馬壹國の間は、王都から出発するとき目指す場所の近くにある

山を目印にしたと考えられる。 

魏志倭人伝に記されている里数は推定ルートの長さなどと比例関係にあり、一里は当時の標準

里（一里約 437m）のほぼ 4分 1 となっている（図 4）ことから、魏志倭人伝の里数は 4倍に誇張され

ていると考えられる。移動方法や移動ルートが異なる場合も魏志倭人伝の一里の長さがほぼ一定

となっているのは、里数が移動に要した日数（王都での滞在日数、休息日や日和待ちなどは除い

た日数）をもとに概算されたからだと考えられる。その概算は、航海（帶方郡の湊から狗邪韓國まで

の「水行」と「渡海」）は一日の移動を五百里（標準里で 125 里）、「陸行」と不彌國から邪馬壹國の

間の「水行」は一日の移動を百里（標準里で 25 里）として行われたと考えられる。上記のように考

えると、對馬國、一大國、韓の広さは実際の広さと概ね同じくらいで、會𥡴東治からの女王國の位

置も実際とおおよそ近い。不彌國から邪馬壹國までの日数も 4倍に誇張されていると考えられる。 

卑彌呼がいた国は、原文のとおり邪馬壹國（訓みは「ヤマユツ」）とした。邪馬壹國は現在の熊本

市、玉名市、宇土市なども含む大きな国で、王都は熊本県山鹿市山鹿（『和名抄』の山鹿郡温泉

（ユ）郷）にあったと推定した。 

女王國は邪馬壹國と考えられる。倭國は、女王國（邪馬壹國）、女王に従属している對馬國から

投馬國までの 7 ヶ国とこれら周辺の旁國 21 ヶ国、そして女王に従属していない狗奴國の計 30 ヶ

国で、全て九州にあったと推定した（図３）。「倭國亂」は、倭國を構成する国々が百余国から 30 ヶ

国になる過程で生じた、倭國の構成国の間の争乱と考えられる。後に、畿内の大和（ヤマト）王権

が中国と交流するようになってから大和が邪馬臺（ヤマド）國と呼ばれるようになり、5 世紀に『後漢

書』で邪馬臺國と記されて以降、邪馬臺國（あるいは邪馬台国）が定着したと考えられる。 
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表１ 魏志倭人伝に記された国々の推定位置 

 

 

おわりに 

魏志倭人伝には、卑彌呼の墓について「大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人」（大きな塚を作

った、さしわたし百余歩、徇葬された奴婢は百人余り）と記されているが、未だその墓は見つかって
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いない。「百餘歩」は約 140m くらいであるが里数と同様に 4 倍に誇張されているのかもしれない。

女王國の王都が山鹿市にあったとすれば卑彌呼の墓はその周辺にあると考えられ、筆者は今後の

発掘や既存の発掘成果の再評価による発見を期待している。 

菊池川周辺を案内していただいた福原明氏と、貴重なコメントをいただいた星野延夫氏に感謝

いたします。 
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