
はじめに

『晋書』陳寿列伝に「夏侯湛時著魏書。見寿所作、便壊己書而罷」と

ある。夏侯湛は『魏書』を著していたが、陳寿の書いた『三国志』を見

て自分の『魏書』を破り、書くのを罷めたという。

『晋書』夏侯湛列伝を見ると、「(夏侯)湛幼有盛才、文章宏富」とあ

る。夏侯湛は幼少から才能があり、文章は宏富 (立派で内容が豊富)で

あるという。その夏侯湛が筆を折るほど陳寿の『三国志』は優れている。

ところがこれまでの研究者は『三国志』は杜撰であり、『三国志』か

ら邪馬萱国の所在地は求められないと言う。夏侯湛のレベルまで達して

いないからではないだろうか。

陳寿は「文章構成Jに力を注ぎ、その中に多くの情報を盛り込んで

いる。「記述された順に」、「通して読め」ば陳寿の意図は読み取れる。

これまでの研究者は「拾い読みJを してきたのではないだろうか。

最近の考古学の進歩はめざましい。考古学の編年と実年代との誤差

は 10年前後までに縮まってきていると思われる。古代史の解明には考

古学は必須である。「古代史の復元」には文献と考古学の両面からの研

究が必要である。

1998年 2月
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日本列島は何時か ら「倭」と呼ばれるよう
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第1章 後漢時代の倭国

1  朝鮮半島の倭

(1)『後漢書 Jの倭

『後漢書』倭伝の冒頭文は「倭Jについて次のように書いている。

倭在韓東南大海中、依山島為居。        『後漢書』倭伝

(訳 )倭は韓の東南、大海の中に在りc山 島に依り居を為す。

倭は韓の東南の大海の中にあるという。倭は日本列島にある。『後漢書』倭

伝の冒頭文であるから後漢時代の倭について書いているのであろう。

ところが同じ『後漢書』の韓伝は倭について次のように書いている。

韓有三種。一日馬韓、二日辰韓、三日弁辰。馬韓在西、有五十四国。

其北興楽浪、南興倭接。辰韓在東、十有二国。其北典減猫。弁辰在

辰韓之南、亦十有二国。其南亦興倭接。     『後漢書』韓伝

(訳 )韓は三種有る。一は馬韓といい、二は辰韓といい、三は弁辰と

いう。馬韓は西に在り、五十四国有る。其の北は架浪と南は倭と接

す。辰韓は東に在り、十二国有る。其の北は滅狛と接す。弁辰は辰

韓の南に在り、また十二国有り。其の南亦倭と接す。

馬韓は北は柴浪と接し、「南は倭と接すJと ある。「接す」とは国と国が接

していることである。馬韓の南に倭があるという。倭は朝鮮半島にある。

弁辰の南も「また倭と接すJと ある。馬韓と弁辰の南に倭がある。同じ『後

漢書』の中で倭伝と韓伝は倭の位置が異なる。

2
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(2}倭国と倭奴国

『後漢書』倭伝の中でも冒頭文と本文は倭の記述が異なる。本文に次の文章

がある。

建武中元二年、倭奴国奉貢朝賀。使人自称大夫。倭国之極南界也。

光武賜以印綬。                『後漢書』倭伝

(訳 )建武中元二年 (57年 )、 倭奴国が奉貢朝賀す。使人は自ら大

夫を称す。倭国の極南界なり。光武賜うに印綬を以てす。

建武中元二年は西暦 57年である。後漢の光武帝は倭奴国に印綬を賜わると

ある。印綬 (金印)は博多湾の志賀島から出土したので倭奴国は博多付近にあ

る国であろうと言われている。

その倭奴国を「倭国之極南界也」と書いている。博多付近を倭国の極南界で

あるという。博多を極南界とする地域は博多の極北にある。博多の極北は朝鮮

半島であろう。朝鮮半島への道は古代から「海北の道」といわれている。朝鮮

半島は博多 (北部九州)の北にあると認識されている。博多付近の倭奴国は朝

鮮半島の倭国からみて極南界にあるという意味である。倭国は朝鮮半島にあ

る。

この文章は『後漢書』韓伝と一致する。しかし『後漢書』倭伝の冒頭文とは

矛盾する。同じ『後漢書』倭伝の中で冒頭文と本文は矛盾している。

(3)「倭国之極南界也」の解釈

同じ『後漢書』倭伝の中で矛盾がおきないように従来は「 (倭奴国は)倭国

之極南界也」を次のように解釈してきた。

3
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第1章 後漢時代の倭国

倭国之極南界也。

(従来の訳)倭奴国は倭国の中の極南界にある。

『後漢書』倭伝

「倭国之極南界也Jは「倭国の中の極南界なりJと 訳した。倭国の中に倭奴

国があり、その倭奴国は倭国の中の極南界にあるという意味である。したがっ

て倭国の範囲は朝鮮半島の南部から日本列島 (九州)ま で含む、海をまたぐ大

国であるということになる。

しかしこの解釈は成り立たない。同じ『後漢書』東夷伝の他の国々の記述を

みれば明らかである。

高句麗在遼東之東、千里。南興朝鮮減狛、東典沃温、北興夫餘、接c

『後漢書』高句麗伝

(訳 )高句麗は遼束の東、千里に在り。南は朝鮮滅狛と、東は沃温と、

北は夫餘と接す。

高句麗は「遼東郡の東にあるJと書かれている。遼東郡は中国の郡である。

高句麗は中国とは独立の国である。「高句麗は中国の遼東郡の東にあるJと い

う意味である。

これを従来の「倭国之極南界也」の解釈のように「高句麗は中国の遼東郡の

中の東にあるJとすれば高句麗は遼東郡の中にある国になってしまう。

東沃温も次のように書かれている。

東沃温在高句麗蓋馬大山之東。

(訳 )東沃温は高句麗の蓋馬大山の東に在る。

『後漢書』沃温伝

これを「東沃温は高句麗の蓋馬大山の中の東にあるJと 訳すと、東沃温は高

句麗の蓋馬大山の中にある国となる。東沃温は高句麗の中にあることになる。

4



弁辰在辰韓之南。

(訳 )弁辰は辰韓の南にある。

『後漢書』韓伝

これも同様である。「弁辰は辰韓の中の南にある」と訳すと、弁辰は辰韓の

中に含まれる国となる。

このように「倭国之極南界也」を「倭国の中の極南界なりJと訳すことはで

きない。倭国の中に倭奴国があるのではない。倭国と倭奴国は別々の国であ

る。倭国は朝鮮半島にあり、倭奴国は日本列島 (博多付近)に ある。

(4)公孫康 と倭

後漢時代の倭国は『三国志』にも書かれている。

桓雲之末韓減彊盛郡縣不能制民多流入韓國建安中公孫康分屯有縣以

南荒地為帯方郡遣公孫模張散等牧集遺民興兵伐韓滅奮民稽出是後倭

韓遂属帯方 『三国志』韓伝

(訳 )桓霊の末、韓滅は彊 (つ よ)く 盛ん。郡縣は制すること能 (あ

た)わず。民は多く韓國に流れ入る。建安中、公孫康は屯有縣を分

かち南の荒地を以て帯方郡と為す。公孫模、張敵等を遣わし遺民を

牧集し、兵を興し韓減を伐つ。奮民は稽 (し だい)に 出ず。是後倭

韓は遂に帯方に属す。

「桓雲之末」とは桓帝 (147-167年 )と霊帝 (167-188年 )の

末という意味である。朝鮮半島では韓と減が強く盛んになり、郡や県は制する

ことができなかった。建安中 (196-220年 )に なると公孫康は兵を興し

韓や減を伐った。すると倭と韓が遂に帯方郡に属したとある。

公孫康は朝鮮半島の中で近隣諸国を侵略している韓と滅を伐っている。公孫

康の討伐の目的はあくまでも朝鮮半島内の秩序の回復である。公孫康の討伐範

5
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第 1章 後漢時代の倭国

囲は朝鮮半島内に限られている。海を越えて日本列島へ侵略してきたのではな

い。それにもかかわらず「倭は帯方に属した」とある。倭は帯方郡 (公孫康 )

に伐たれてその支配下に入っている。倭が朝鮮半島に在ったからである。

公孫康が韓と減を伐った時、韓の南に倭があった。「馬韓の南は倭と接す」

とある。韓が伐たれたとき倭も一緒に伐たれたのである。

公孫康は204年に公孫度のあとを嗣いでいる。帯方郡の設置はその後であ

る。韓・滅を伐ったのはさらにその後であろう。205年以降であろうと思わ

れる。この記事から205年頃の倭国は朝鮮半島にあったことがわかる。

57年頃の倭国も朝鮮半島にあった。倭国は57年から205年頃まで朝鮮

半島にあった。

2  倭国の位置

(1)倭国の東北千里

倭国の位置は『後漢書』韓伝に「馬韓の南にある」と書かれている。『三国

史記』にはさらに正確な位置が書かれている。

脱解本多婆那国所生也。其国在倭国東北一千里。

『三国史記』

(訳 )脱解は本 (も と)多婆那国の所生なり。其の国は倭国の東北一

千里に在り。

『三国史記』によると、脱解は新羅第四代の王である。脱解王は多婆那国の

生まれであり、卵から生まれたという。王は不吉だから捨てるように命じた。

6
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王妃はしかたなく箱に入れて海に浮かべた。箱は金官国に流れ着くが金官国の

人々はそれを拾おうとはしなかった。箱は辰韓の阿珍浦口に着いた。海辺の老

婆がそれを拾って育てた。これがのちの新羅王脱解である。

脱解王が即位したのは57年であるという。倭奴国が金印を授与された年で

ある。脱解王が生まれた多婆那国は倭国の東北一千里にあるという。多婆那国

の位置が判明すれば倭国の位置がわかる。

古田武彦氏もこの記事に着目し、『よみがえる卑弥呼』 (眼 々堂)の 中で、

多婆那国の所在は遠賀川河日から関門海峡付近 (北九州市から下関市)である

という。

しかし、北九州市付近から箱を海に流しても海流の関係から金官国 (金海市

付近)に は流れ着かない。古田氏は『倭人伝を徹底して読む』 (大阪書籍)や

『古代は輝いていた 1』 (朝 日新聞社)の 中でも同じ考えを述べており、その

中で「東鮮暖流」を提示しているが、それを見ても北九州から朝鮮半島南部へ

流れる海流はない。「東鮮暖流」はむしろ古田説を否定している。

図 1 東鮮暖流  (『古代は輝いていた 1』 より)

多婆那国から箱を流 して金官国に流れ着くには海流の関係から多婆那国は

金官国よりも西になければならない。金官国を洛東江の河日付近 (金海市)で

あるとすれば、金官国と同じ東経 129度を日本列島に求めると長崎県五島列

島になる。日本の最西端である。多婆那国はそれよりも西になる。ところが五

島列島より西は海である。日本列島に多婆那国を求めることはできない。

出 .||
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第 1章 後漢時代の倭国

図 1 東鮮暖流

多婆那国は『桓檀古記』高句麗本紀に出てくる。

是より先、陳父は南韓に奔り、馬韓山中に居す。従い出居する者数

百餘家。未だ幾歳もならざるに、大款を連ね流離遍路す。

8



陳父乃知将革は衆を誘い、糧舟を裏し、浪水に従いて下り、海浦を

経由し、潜航し、直ちに狗邪韓国に到る。乃ち加羅海の北岸なり。

数力月居し、転じて阿蘇山に徒り而して之に居す。是を多婆羅国の

始祖と為す。後、任那を併せ聯政 し、以て治す。三国は海に在り、

七国は陸に在る。初め弁辰狗邪国人、先に回衆して在る。是を狗邪

韓国と為す。多婆羅は一に多羅韓国と称す。忽本より来たり高句麗

と早く親を定む。故、常に烈帝の制する所となる。多羅国は安羅国

と同隣にして同姓。旧熊襲城有り。今九州熊本城是なり。

『桓檀古記』高句麗本紀

(注 )『桓檀古記』は韓国に伝わる古文書『三聖紀』『檀君世紀』『北夫餘紀』

『太白逸史』等を 1911年 に編纂したものである。新国民社から出版されて

いる。

多婆羅国が出てくる。多婆羅国は多婆那国のことであろう。羅 (ラ )と 那 (ナ )

は音通である。ラ=ナである。たとえば安羅 (ア ラ)=安那 (穴 =ア ナ)であ

る。

多婆那国 (多婆羅国)は「多羅韓国と称す」とある。多婆那国は多羅国であ

る。多羅国は朝鮮半島の映川にある。今も「多羅」の地名が残っている。陳川

には洛東江が流れている。箱を川に流すと金官国に流れ着く。『三国史記』に

は「海に流した」とあるが、洛東江に流せば海に流れ着くので海に流したとい

えるであろう。

多婆那国は倭国の東北一千里にあるという。逆に倭国は多婆那国の西南一千

里にあることになる。映川の西南一千里は朝鮮半島の西南部になる。馬韓の南

である。『後漢書』の「馬韓の南、倭と接すJと一致する。倭国は河東―順天

の辺りであろう。

図 2 倭国の位置

9
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第 1章 後漢時代の倭国

図 2 倭国の位置

この「一千里Jは古田武彦氏のいう「短里Jである。長里であれば半島を突

き抜けて海上に達する。多婆那国と倭国の間は朝鮮半島の一辺の長さのほぼ四

10
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分の一である。『三国志』韓伝には朝鮮半島の大きさは「方可四千里」とある。

一辺は約 4千里である。その四分の一は千里である。

(2)『三国遺事Jの倭国

『三国遺事』にも同じような記事がある。

我本龍城国人。 (註 )亦云正明国。或云坑夏国。院夏国或作花夏国。

龍城在倭東北一千里。          『三国遺事』脱解王

(訳 )我 (脱解王)は本 (も と)龍城国の人なり。 (註 )亦云う正明

国。或は云う院夏国。院夏国は或は花夏国に作る。龍城は倭の東北

一千里に在り。

「我」とは脱解王である。脱解王は龍城国の人であり、龍城国は倭の東北一

千里にあるという。

『三国遺事』では、脱解王は駕洛国の海中に流れ来て、さらに下西知村阿珍

浦に流れ着き、新羅の第四代王になったとある。『三国史記』とほぼ同じ内容

が書かれている。

龍城国については『三国遺事』や『三国史記』にも他に記述はない。しかし

ここに「亦は正明国、或は院夏国Jと ある。正明国も不明であるが、院夏国に

ついては『桓檀古記』に次のように出てくる。

末慮国の南を大隅国と日う。始羅郡有り。本南沃温人の衆まる所な

り。南蛮・屠`眈爾・院夏・比自体の属、皆貢ぐ。南蛮は九黎の遺種。

山越より来る者なり。比自体は弁辰比斯伐人の衆落なり。院夏は高

句麗の属奴なり。 『桓檀古記』大震国本紀
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第 1章 後漢時代の倭 国

ここに暁夏が出てくる。「院夏Jは『三国遺事』の「院夏」とは字は違うが、

音は同じであろう。同じ国であると思われる。

暁夏国 (坑夏)は脱解王の生地である。『三国史記』の多婆那国と同じであ

ろう。龍城国 (院夏国、院夏)は多羅である。

多羅は高句麗に近い。「咤夏は高句麗の属奴なりJと ある記述とも合う。龍

城国 (院夏国、坑夏)は「倭国の東北一千里」にある。『三国史記』の記述と

一致する。

『三国史記』も『三国遺事』も、後漢時代 (57年頃)の倭国は朝鮮半島の

西南部にあると伝えている。

(3)57年 頃の倭 国

『三国史記』は「多婆那国は倭国の東北一千里に在りJと書き、『三国遺事』

は「龍城国は倭の東北一千里に在りJと書いているc多婆那国や龍城国の位置

を説明するのに倭国を基点にしている。

『後漢書』倭伝も「倭奴国は倭国の極南界也Jと 書いている。やはり倭国を

基点にしている。いずれも57年頃のことである。57年頃の朝鮮半島南部や

北部九州の国を紹介するのに倭国を基点にしている。倭国は当時の中国人や朝

鮮半島の人々によく知られていたからであろう。倭国を基点にすれば他の国の

位置を示すことができる。このような認識があったからである。

倭国が他の国の位置を示す基点になっていることは倭国がそれほど大きな

国ではなかったことを示している。もし広大な国であれば基点にはならない。

57年頃の倭国は河東―順天の辺りにあった小さな国である。

図 3 57年頃の倭国
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第1章 後漢時代の倭国

3  『後漢書』倭伝の冒頭文と倭国記事

(1)『後漢書』倭伝の冒頭文

中国の史書 (『後漢書』、『三国志』)も 、朝鮮半島の史書 (『三国史記』、

『三国遺事』)も、後漢時代の倭国は朝鮮半島の南部にあると書いている。た

だ『後漢書』倭伝の冒頭文だけが「倭は韓の東南、大海の中に在り」と書き、

倭国は日本列島にあるとしている。

『後漢書』は五世紀に箔嘩が書いた史書である。五世紀に後漢時代 (1世紀

-2世紀)の ことを書くのであるから記録をもとに書くことになる。何時・誰

が・何処で 。何をしたかというような詳細な記述は資料がないと書けない。

しかし冒頭文は概要であり、資料をそのまま載せるとは限らない。資料を基

にして著者が作文する可能性がある。『後漢書』の冒頭文は『三国志』の冒頭

文を参考にしているといわれる。『後漢書』と『三国志』の冒頭文を比較すれ

ば明らかである。

■倭在韓東南大海中。依山島為居。凡百餘国。自武帝滅朝鮮、使駅通於漢

者三十許国。                 『後漢書』倭伝

■倭人在帯方東南大海之中。依山島為国邑。奮百餘国。漢時有朝見者。今

使詳所通三十国。               『三国志』倭人伝

『三国志』の方は280年頃に陳寿が書いている。五世紀にた嘩が『後漢書』

を書くときには『三国志』はすでに存在しているc

五世紀は「倭の五王Jの 時代である。倭の五王は盛んに中国に朝貢している。

倭の五王のことが書かれている『宋書』の冒頭文には「倭国在高麗東南大海中J

とあり、倭国は日本列島にあると書かれているЭ5世紀の中国人は倭は日本列

島にあると認識している。

14
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茫嘩が参考にした『三国志』も、倭人 (国 )は 日本夕1島にあると書いている。

これらのことから疱嘩は、倭国は後漢時代から5世紀までずっと日本列島にあ

ると思い込んでしまったのではないだろうか。

このような認識のもとで疱嘩は『後漢書』の冒頭文を書いた。その結果、冒

頭文に「倭国は韓の東南大海の中にある」と書いたのであろう。一方、本文に

は資料の内容をそのまま載せた。その結果、冒頭文と本文との間に矛盾が生じ

た。

『後漢書』倭伝の冒頭文だけが他の記録と矛盾しているのは冒頭文がた嘩の

作文だからである。

(2}池嘩 の造作

『後漢書』倭伝の冒頭文はた嘩の造作であることはすでに石原道博氏が『魏

志倭人伝 他三篇』 (岩波文庫)の 中で指摘している。

『後漢書』倭伝が、主として『魏志』倭人伝によったことはあきらか

であり、 (中略)こ とに疱嘩の造作がその馬脚をあらわして誤りを

おかしているのは、その冒頭総序のところである。すなわち魏志に

みえる郡 (帯方郡)が、後漢時代の記述としては具合がわるいので

韓とあらため、また『魏志』が『前漢書』地理志によって「旧百餘

国。漢の時朝見する者有り」とあるのを、前漢武帝のころとしてか

き、さらに『魏志』に三国時代のこととして「今、使訳通ずる処三

十国」とあるのを、後漢時代のこととして「使駅 (訳の誤り)漢に

通ずる者、三十許国」とあらためている。

このように鋭 く指摘している。『後漢書』倭伝の冒頭文はた嘩の造作である。

15



第1章 後漢時代の倭国

『後漢書』倭伝の冒頭文を除くと、後漢時代の倭国はすべて朝鮮半島にある

と書かれている。 57年頃から205年 頃の倭国は朝鮮半島にある。日本列島

にあるのではない。
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第 2章 邪馬壼国への道

魏時代の倭国 (邪馬萱国)は何処にあるのだろうか。また狗

奴国は何処にあるのだろうか。
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第2章 邪馬萱国への道

1  海岸に循い水行

(1)「水行 す る。 」

『魏志』倭人伝には倭国へ行く行程が書かれている。

従郡至倭循海岸水行歴韓国乍南乍東到其北岸狗邪韓国七千餘里始度

―海千餘里至対海国             『三国志』倭人伝

「従郡至倭 (郡 より倭に至るには)Jと ある。倭国へ至る行程が書かれてい

る。

漢文には句読点がない。読者が句読点を付けて読む。一般的には次のように

読まれている。

□読み方 (A)(一般的な読み方)

従郡至倭、循海岸水行、歴韓国、乍南乍東、到其北岸狗邪韓国、七

千餘里。始度―海、千餘里至対海国。

(訳)(帯方)郡より倭に至るには、海岸に循 (し たが)い水行 し、

韓国を歴るには乍 (た ちま)ち南し乍ち東し、其の北岸狗邪韓国に

到る、七千餘里。始めて一海を渡る、千餘里、対海国に至る。

一般的な読み方では「狗邪韓国に到る、七千餘里。」で句点をつける。ここ

までを一文としている。

しかしこの読み方には問題がある。文章の基本的な部分を取り出すと次のよ

うになる。

18



郡より倭に至るには…水行し、韓国を歴るには…し、狗邪韓国に到

る。

これをさらに省略すると次のようになる。

郡より倭に至るには、…狗邪韓国に到る。

「倭に至るには、……狗邪韓国に至るJと なる。これは文章として正しくな

い。「倭に至るには」とあるから目的地は倭である。ところが狗邪韓国に到着

している。狗邪韓国は韓国であり、倭国ではない。目的地へ行くとあるのに目

的地以外のところに到着している。

目的地へ行 くのに途中の狗邪韓国に到着するのであれば、「郡より倭に至る

には、まず途中の狗邪韓国に到る」というような、途中の地であることを明記

しなければならない。この文章にはそれがない。この読み方は正しいとはいえ

ない。句読点の付け方が間違っているのであろう。

□読み方 (B)(中華書局の読み方)

中国人は異なる読み方をしている。中華書局版『三国志』には句読点が付け

られている。それには次のようになっている。

従郡至倭、循海岸水行、歴韓国、乍南乍東、到其北岸狗邪韓国、七

千餘里、始度―海、千餘里至対馬 (対海)国。

「従郡至倭、……至対馬国。」で句点になっている。対馬までを一文にして

いる。

中華書局版は何故、対馬までを一文にしたのであろうか。おそらく対馬か ら

倭であると考えたからであろう。「郡より倭に至るには」とある。目的地は倭

である。倭に到着するまでが一文である。その原則に則って「倭に至るには、

19
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…対馬 (倭 )に至る。」としたのであろう。中華書局版は文章としては正しい

読み方である。中華書局版の読み方の方が読み方 (A)よ りも優れている。

しかし対馬までを一文とするのは問題であろう。一文の中に「始めて一海を

渡る」とある。「始めて」とあるから行程 (行動)はここから新 しく始まる。

その場合は文章も新 しくするはずである。「始めて一海を渡る」の前で文章は

終わるはずである。ところが文章は終わらずに対馬までを一文にしている。中

華書局版の読み方にも問題がある。

□読み方 (C)(筆者の読み方)

私は次のように読む。

従郡至倭、循海岸水行。歴韓国、乍南乍東、到其北岸狗邪韓国、七

千餘里。始度一海、千餘里至対馬 (対海)国。

(訳)(帯方)郡より倭に至るには、海岸に循 (したが)い水行する。

韓国を歴るには、乍 (しばら)く 南し、乍く東し、其の北岸狗邪韓

国に到る、七千餘里。始めて一海を渡る、千餘里、対海国に至る。

「郡より倭に至るには、海岸に循い水行する。」で句点とする。ここまでを

一文とするのである。郡より目的地である倭に至るには「海岸にしたがい水行

する。」という意味である。

次の文章は「韓国を歴るにはJと ある。韓国を通過する行程である。これは

まだ倭に至る途中の行程である。「倭に至るには海岸にしたがい水行する」の

であるから海岸に沿って水行することになる。朝鮮半島は海岸に沿って水行す

る。

韓国を歴るには「乍南乍東」して、其 (倭 )の北岸の狗邪韓国に到るとある。

従来は、「乍」は「たちまち」と訳してきた。しかし帯方郡から朝鮮半島の西

海岸を海岸に沿って南下するのに「たちまち南へ、たちまち東へ」という航海

を繰り返していたら、それこそたちまち西海岸へ乗り上げてしまう。
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この場合は西海岸に沿って南行するのであるから、「乍=しばらくJと訳し

た方がよい。朝鮮半島の西海岸に沿って乍 (し ばら)く 南行し、 (半島の西南

角に至ると)次に乍 (しばら)く 東へ行 く。そして狗邪韓国に到るのである。

韓国は『三国志』韓伝に「方可四千里」とある。朝鮮半島の一辺は4千里で

ある。帯方郡から西海岸に沿って 4千里南下し、西南の角に至るとそこから東

へ転して 3千里行 くことになる。朝鮮半島の南岸を四分の三ほど東へ行 くと、

そこが狗邪韓国である。

図 4 帯方郡から狗邪韓国へ

邪韓国

図 4 帯方郡から狗邪韓国ヘ
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(2)壱岐・対馬

狗邪韓国から対馬・壱岐へ向かう。

始度―海、千餘里至対海国。 (中 略)方可四百餘里。 (中略)又南

渡一海千餘里。 (中略)至一大国。 (中略)方可三百里。 (中略 )

又渡一海、千餘里至末慮国。 『三国志』倭人伝

(訳 )始めて一海を渡る、千餘里。対海国に至る。 (中 略)方四百餘

里可り。 (中略)又南、一海を渡る、千餘里。一大国に至る。 (中

略)方三百里可り。 (中 略)又一海を渡る、千餘里。末慮国に至る。

「始めて一海を渡る、千餘里」とある。海を千餘里水行する。「倭に至るに

は海岸にしたがい水行するJと あるが「海を渡るJのであるから海岸はない。

海岸に沿っていくことはできない。ここは水行するだけである。海を千餘里渡

ると対海国に至る。

対海国は「方可四百餘里Jと ある。一辺が四百餘里である。「倭に至るには

海岸にしたがい水行する」とある。対海国は海岸にしたがい水行する。対馬の

北から南へ 2辺を水行することになる。これは韓国を歴るときに海岸に沿って

2辺を水行した時と同じである。「方可四百餘里」であるから2辺を水行すれ

ば、400+400=800里 を海岸に沿って水行することになる。

次に「又南渡一海千餘里。 (中略)至一大国。Jと ある。また南に一海を渡

り千餘里行 くと一大国に至るとある。一大国の大きさは「方可三百里Jと ある。

海岸にしたがい水行するのであるから「方可三百里」の 2辺を海岸に沿って水

行する。 300+300=600里 を水行することになる。

次に「又一海を渡る、千餘里、末慮国に至る。Jと ある。千餘里水行して末

慮国に至る。末慮国からは「東南陸行五百里、到伊都国Jと ある。「陸行Jと

あるから末鷹国からは陸を行く。末慮国に上陸している。

郡より末疲国までは水行である。「従郡至倭、循海岸水行。Jと あるのは帯

方郡より末慮国までであることがわかる。
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水行する距離は次のようになる。

郡より狗邪韓国   ……

狗邪韓国から対海国 ……

対海国の海岸を通る

対海国から一大国  ……

一大国の海岸を通る

一大国から末臆国  ……

7000餘 里

1000餘 里

800餘 里

1000餘 里

600里
1000餘 里

水行の合計 11400餘 里

末慮国から伊都国ヘ

(1)「末庄国 =唐津市」説への疑間

末慮国から伊都国へ行く。

東南陸行五百里、到伊都国。

(訳 )東南陸行、五百里、伊都国に到る。

末慮国から東南方向に陸路を五百里行くと伊都国に到着するとある。末慮国

は現在の松浦であろうと言われている。「末慮国=唐津市」説が有力である。

ところが伊都国とされる福岡県前原市は唐津市の東北にある。行程文は伊都

国は「東南」にあると書いている。「末鷹国=唐津市」説は『魏志』倭人伝の

記述に合わない。

図 5 唐津説 と伊都国
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図 5 唐津説と伊都国

(2)「末慮国 =名護屋」説

高橋実氏は『季刊 邪馬台国』13-16号 (梓書房)に「船から見た邪馬

台国」を書いている。要約すると次のようになる。
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魏の使いは、なぜ末慮国―伊都国間を陸行 したのであろうか。「草

木茂盛 し、行くに前人を見ず」という陸路を何故選んだのだろうか

か。これが長年タグボー トの船長をしている高橋実氏の疑間であ

る。高橋氏によれば、丸木舟は陸に引き上げて「置くJのが常態で

ある。大型船は係留する。係留の場合は荒天の時には流船したり、

座船したりする。船を長期間停泊させるには良港が必要である。博

多湾や唐津湾は遠浅であり、丸木舟には最適であるが大型船には不

適である。北部九州の中で大型船に最適な天然の良港は名護屋であ

る。魏の船は大型船であるから、名護屋を港に選んだであろう。

高橋氏はこのように述べ「末鷹国=名護屋」説を提唱している。豊臣秀吉も

朝鮮征伐の時に名護屋を港に選んでいる。私は高橋氏の「末慮国=名護屋」説

に賛成である。

(3)方位問題

末臓国は名護屋であると思われる。ところが伊都国は名護屋のほぼ真東にあ

る。『魏志』倭人伝にある「東南」方向とはやはり合わない。名護屋説も『魏

志』倭人伝の記述に合わないといえる。

しかし地図を見ると、伊都国を東南方向にする地域はない。伊都国を東南方

向にするところは玄界灘 (壱岐水道)の海上になる。名護屋が最も北に位置し

ているからである。伊都国を「東南J方向とする地域 (港)は名護屋か呼子以

外にない。

これを解決してくれるのが野津清氏の『邪馬台国物語』 (雄山閣)である。

野津氏は次のように述べている。
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中国人は、西暦前 1100年 ほどまえから周牌 (し ゅうひ)の名で、

太陽観測によって正確な方位の測定を身につけていたわけで、倭人

伝が書かれた時代でもこと方位に関する確信は、 1300年 の伝習

の上に築かれていたのだから、 (中略)。 現在、われわれが使って

いる地軸の方位を真北・真南で表した地図にあてはめる場合、軌道

に対して、 23度 27分、地軸が東に傾斜 しているから、これだけ

は、必ず修正しなければならない。そうしないかぎり、倭人伝の方

位が今の地図の上では合わなくなる。

地
図
の
方
位

　

北

太陽方位と地軸方位の差

倭
人
伝
の
方
位

北

図 6
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野津氏はこのように述べて図 6「太陽方位と地軸方位の差Jを載せている。

現代の我々は磁石を用いて地軸の南北を知るが、古代人は太陽や北極星から

南北を求めた。太陽を用いる場合は太陽の方位になる。地図は地軸を用いてい

るから、地軸と太陽の方位のずれ「 23度 27分」は必ず修正しなければなら

ない。

名護屋から伊都国はほぼ真東にある。それを23度 27分修正すると東南東

になる。ほぼ「東南」である。 F魏志』倭人伝の記述に合う。

図 7 末臓国から伊都国の方角

図 7 末鷹国か ら伊都国の方角
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第2章 邪馬萱国への道

(4)伊都国

末慮国から伊都国へ向かう。「東南陸行五百里、到伊都国Jと ある。伊都国

は従来からいわれているように福岡県前原市であろう。第 1書『倭人のルーツ

と渤海沿岸』で書いたように伊都国は鵜葺草葺不合王朝である。弥生時代の王

墓といわれる遺跡が連続 して存在する。

■三雲南小路遺跡 …… 弥生時代中期後半

甕棺墓。鏡 (34)、 細形銅剣、有柄中細銅剣、中細銅文、中

細銅矛、ガラス製壁、ガラス製勾玉、管玉、金銅製四葉座飾金

具等

口井原鑓溝遺跡  …… 弥生時代後期初頭 ?

甕棺墓。鏡 (21)、 武器類、巴形銅器、鎧の板の如きもの。

■平原遺跡    …… 弥生時代終末―古墳時代前期

方形周溝墓 (割竹形木棺墓)。 鏡 (39)、 ガラス製の勾玉・管玉・

小玉、メノウ製の管玉 。ノlヽ玉、コハク製丸玉・管玉、刀子、鉄素環

頭大刀。

伊都国は『魏志』倭人伝に「世有王」と書かれている。王が代々居る。その

王墓であろう。

3  奴国について

{1}奴国と那津

伊都国から「東南至奴国、百里」とある。「東南Jは 23度 27分修正する

ので「南南東」になる。

28
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従来は、奴国は57年に光武帝から金印を授与された倭奴国であり、春日市

の須玖岡本遺跡のある地域が奴国であろうといわれてきた。

しかし伊都国から「南南東」は春日市よりももっと南寄りになる。伊都国の

南には背振山地があり春日市まで広がっている。伊都国から南南束の地を求め

ると春日市よりもずっと伊都国に近いところになる。春日市は那珂川の東側に

あるが、伊都国から「南南東」の地は那珂川より西側になる。

那珂川の西側には福岡市南区に長丘 。長住があり、西区に長尾がある。「長」

の付く地名が隣接している。第 1書『倭人のルーツと渤海沿岸』で書いたよう

にここは天孫降臨の時の「長屋の笠狭碕」の地である。斉明天皇は「那ノ津」

を「長津」に改めたとある。『延喜式』にも「長丘」が出てくる。この地域は

古くから「長」といわれている。

斉明天皇は「那ノ津」を「長津」に改めたとあるが、「長津」は「那が (ナ

ガ)津」ではないだろうか。

■那津=なのつ=那の津

■長津=ながつ=那が津

「の」と「が」は格助詞である。「那の津」も「那が津」も同じである。格

助詞「の」と「が」は次のような使い方をする。

目格助詞「の」

■格助詞「が」

斉明天皇は格助詞の使い方が気に入らなかったので「那の津」を「那が津J

に改めたのであろう。地名を変更したのではない。地名はどちらも「那」であ

る。この地域は古代から「那Jと 呼ばれていたのであろう。

「那」は「奴 (ナ )」 ではないだろうか。「那津 (なのつ)」 は「奴の津」

であり、「長丘」は「奴が丘」であろう。

I
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第2章 邪馬萱国への道

■那津 (な のつ) = 奴の津

■長丘 (ながおか)= 奴が丘

■長住 (ながすみ)= 奴が住

■長尾 (ながお) = 奴が尾

「長」の付く地域に「奴国」はあったのであろう。現在の長丘 。長住 。長尾

に奴国はあったと思われる。

図 8 奴国の位置

図 8 奴国の位置
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(2)動詞「行」の無い行程

奴国には「東南至奴国、百里」とある。ところがこの文章には「行」という

動詞がない。末慮国から伊都国へは「東南陸行五百里、到伊都国。」とあり、

「陸行」という動詞「行」がある。末疸国から伊都国へは実際に陸行する。と

ころが奴国には動詞「行」がない。動詞「行Jがないのは奴国へは「行かないJ

からではないだろうか。

次の行程文は「東行至不爾国、百里」とある。「東行Jと あり、動詞「行J

がある。不爾国へは実際に行く。伊都国から不爾国へ行くことになるのであろ

う。

『魏志』倭人伝は実際に「行 くJ行程には動詞「行」を付け、「行かないJ

行程には動詞「行」を付けていない。このように陳寿は区別して書いている。

『魏志』倭人伝の行程文を列挙すると次のようになる。

歴韓国、一到其北岸狗邪韓国、七千餘里。

始度―海、千餘里至対海国。

又南渡一海千餘里、至一大国。

又渡一海、千餘里、至末庶国。

東南陸行五百里、fll伊都国。

東南至奴国、百里。

東行至不爾国、百里。

南至投馬国、水行二十日。

南至邪馬萱国。

動詞「行」が無いのは、a,b, c, d, f, h, iで ある。この中で「水

行」するa, b, c, dには前提の文章がある。

A.従郡至倭、循海岸水行。

31
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第2章 邪馬萱国への道

「郡より倭に至るには海岸にしたがい水行する。Jと ある。その区間は a,

b, c, dで ある。 a, b, c, dに はまとめて動詞「行」が付いているとい

える。 したがって a, b, c, dは実際に水行する。

「 f.東南至奴国、百里Jに は「行Jが無い。奴国へは「行かないJのであ

る。

「 h。 南至投馬国、水行二十日」にも動詞「行Jが無い。ここにある「水行 J

は動詞の「水行」ではなく、「船で」とか、「海上をJと いう意味である。「投

馬国へは船で二十日かかる」という意味である。したがって投馬国へも行かな

い。

「 i.南至邪馬萱国。」にも動詞「行Jがない。 しか し邪馬萱国へは行かな

いはずはない。「行Jが無いのは実際に行 く必要がないからである。不爾国に

到着すれば其の南に邪馬壼国は接 しているか らである。行 く必要が無いか ら

「行」がない。

動詞「行Jのある行程の距離を合計すると次のようになる。

■郡より狗邪韓国

■狗邪韓国より対海国

対海国を通過

■対海国から一大国

一大国を通過

■一大国から末慮国

■末慮国から伊都国

■伊都国から不爾国

■不爾国から邪馬壼国

7000余 里

1000余 里

800余 里

1000余 里

600里

1000余 里

500里

100里

0里

・…… 12000余 里合計
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合計は 12000余 里となる。『魏志』倭人伝には「自郡至女王国萬二千餘

里」とある。帯方郡から女王国 (邪馬萱国)ま では 12000餘 里である。動

詞「行Jのある行程の合計で 12000里 になる。この中には伊都国から奴国

までの百里 (「 f。 東南至奴国、百里。」)や不爾国から投馬国までの水行二

十日 (「 h。 南至投馬国、水行二十日」)は入っていない。これらを入れずに

12000餘 里になる。このことからみても奴国や投馬国へは行かないことが

わかる。

『魏志』倭人伝の行程文で実際に行 くのは動詞「行」のあるA, B, Cで あ

る。

A.従郡至倭、循海岸水「行J。

a.歴韓国、…到其北岸狗邪韓国、七千餘里。

b.始度―海、千餘里至対海国。

c.又南渡一海千餘里、至一大国。

d.又渡一海、千餘里、至末慮国。

B.東南陸「行」五百里、到伊都国

C.東「行」至不輌国、百里

これを図示すると次のようになる。A, B, Cを行けば邪馬萱国へ至る。

図9 「行」のある行程 (A, B,C)
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第2章 邪馬萱国への道

図9 「行」のある行程 (A, B,C)
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邪馬萱国に至る

(1)不爾国

伊都国から不爾国へ行く。「東行至不爾国、

度27分修正すると博多湾沿岸が真東になる。

行くことになる。

次に不爾国から「南至投馬国、水行二十日J

ある。不爾国は博多湾沿岸にある国であろう。

伊都国から不爾国までは百里である。伊都国から奴国までの距離と同じであ

る。奴国は「長」の付く地域 (長丘、長住、長尾)に ある。不爾国はその北に

あることになる。不爾国は現在の博多付近であろう。

図 8 奴国の位置参照  (伊都国と不爾国)

(2}投馬国

不爾国から「南至投馬国、水行二十日」とある。動詞「行」が無い。したが

って投馬国へは行かない。投馬国が出てくるのは投馬国が大国だからであろ

う。投馬国は「可五萬餘戸Jと ある。投馬国は出雲であろうと考える。

従来は「水行二十日」は実際に行く行程であると考えた。そのため「水行二

十日」を距離とみなした。しかし「二十日Jは 日数であり、時間である。時間

を距離に換算するには換算式が必要である。 F三国志』には換算式は示されて

いない。日数を距離に換算する必要がないからであろう。「水行二十日」は不

爾国から投馬国へ行 く日数であり、邪馬萱国に至る「 12000里 Jの距離と

は関係がない。

百里Jと ある。「東行Jは 23

伊都国から博多湾沿岸に沿って

とある。不爾国は船が出る港で

35
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第2章 邪馬萱国への道

従来のように、投馬国は邪馬壼国へ行く途中で通過する国であるとするなら

ば魏使は末慮国には上陸しないであろう。不爾国から二十日も倭人の丸木舟に

乗ることになる。丸木舟は小さいからとても危険である。その上大切な下賜品

の絹織物を濡らすことになる。魏使がそのような道を選ぶはずはない。もし投

馬国へ行 くのであれば魏使は末鷹国には上陸せずに一大国から直接投馬国へ

行 くであろう。末庭国に上陸して「行くに前人を見ず」というような草木の茂

る道無き道を苦労して通る必要はない。

(3)邪馬壼国

次に「南至邪馬萱国Jと ある。不爾国から邪馬萱国へ行 く。ところが動詞「行」

がない。しかも距離も書かれていない。邪馬萱国へは行かないような記述であ

る。しか し邪馬萱国は目的地であるから邪馬萱国へは行 くはずである。

動詞「行」が無 く、距離も書かれていないのは実際に距離がないからである。

不爾国の南に邪馬壼国は接 している。したがって不爾国に到着すれば邪馬萱国

に着いたことになる。そのため動詞「行 」はないし、距離も書かれていない。

不爾国までの合計で「 12000里 Jに なる。

邪馬萱国は不爾国 (博多)の南にある。南を 23度 27分修正すると、邪馬

萱国は春日市 。大野城市・筑紫野市辺 りになる。ここが邪馬壼国である。

図 10 不爾国と邪馬萱国
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図 10 不爾国と邪馬壺国

5  「水行十日、陸行一月」

(1)従来の解釈

不輌国から邪馬萱国への行程文は次のようになっている。

南至邪馬萱国。女王之所都。水行十日、陸行一月。

(訳 )南、邪馬萱国に至る。女王の都する所。水行十日、陸行一月。
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第2章 邪馬萱国への道

従来は、不爾国から投馬国を経て邪馬萱国へ行くと考えた。「南至邪馬壼国」

は投馬国から邪馬萱国へ行く行程であり、「水行十日、陸行一月Jはその距離

であると考えた。しかも「水行十日、陸行一月」は種々の解釈がなされている。

a.水行すれば十 日、陸行すれば一月

b.水行を合計すれば十日、陸行を合計すれば一月

c.水行を十日し、その後陸行を一月する。

a,bicの どれを採用するかで「邪馬壼国」の位置は変わって くる。

(2}旅行の案内文

「旅行の案内文」はまず目的地へ至る「行程Jを書く。次にその目的地につ

いての「説明 (紹介)Jをする。

『魏志』倭人伝も同じようになっている。帯方郡から邪馬壼国へ至る「案内

文」は次のようになっている。

韓国

対海国

一大国

末麿国

伊都国

奴国

[行程文 ]

[説明文 ]

[行程文 ]

[説明文 ]

[行程文 ]

[説明文 ]

[行程文 ]

[説明文 ]

[行程文 ]

[説明文 ]

[行程文 ]

歴韓国、乍南乍東、到其北岸狗邪韓国

(ナ シ)

始度一海、千餘里、至対海国。

其大官日卑狗、副日卑奴母離…

又南渡一海、千餘里、至一大国。

官亦日卑狗、副日卑奴母離…

又渡一海、千餘里至末慮国。

有四千餘戸。浜山海居。…

東南陸行五百里、到伊都国。

官日爾支、副日泄誤飢、柄渠All…

東南至奴国、百里。
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[説明文]: 官日兄馬触、副日卑奴母離…

不爾国  [行程文]: 東行至不爾国、百里。

[説明文]: 官日多模、副日卑奴母離…

投馬国  [行程文]: 南至投馬国、水行二十日。

[説明文]: 官日爾爾、副爾爾那利…

邪馬萱国  [行程文]: 南至邪馬萱国。

[説明文]: 女王之所都。水行十日陸行一月…

邪馬萱国の行程文は「南至邪馬萱国。」である。次の「女王之所都Jは邪馬

萱国についての説明文である。この文から邪馬萱国の「説明 (紹介)Jに入っ

ている。「水行十日、陸行一月」は邪馬壼国の「説明文」の中にある。したが

って「水行十日、陸行一月」は邪馬壼国へ至る「行程」ではない。

従来は「水行十日、陸行一月」を邪馬萱国へ至る「行程文」であると考えた。

そのため「時間Jを「距離Jに換算して邪馬萱国へ至る距離に加算 してきたの

である。

「水行十日、陸行一月Jは郡より邪馬壼国へ至る期間である。帯方郡から目

的地である邪馬萱国へ至るには「水行十日、陸行一月」の期間がかかると説明

しているのである。

(3)「水行十日」とは

水行する区間は「郡より末庫国まで」である。あとはすべて「陸行Jである。

したがって「水行十日」は郡より末疸国までである。

『魏志』倭人伝に書かれている「水行」の区間は次のようになっている。

郡より狗邪韓国    7000餘 里

狗邪韓国から対海国  1000餘 里
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第2章 邪馬萱国への道

対海国から一大国

一大国から末慮国

1000餘里

1000餘里

合計 10000餘 里

古代は日中 (昼間)の みの航海である。朝早く出発 して太陽のあるうちに次

の港に着く。これが原則である。

海を渡る区間は「狗邪韓国から対海国J、 「対海国から一大国」、「一大国

から末麿国」である。これは一日の航海であろう。その距離はすべて「千餘里J

である。 1000里 が 1日 の航海である。

狗邪韓国から対海国

対海国から一大国

一大国から末慮国

1000餘 里 =1日

1000餘 里 =1日

1000餘 里 =1日

「水行Jの残りは、郡より狗邪韓国までである。郡より狗邪韓国までは70
00餘里である。日数の残りは7日 である。7000里 =7日 となる。これも

1日 =1000里 である。

郡より倭 (末鷹国)ま での水行の期間は7日 +3日 =10日 であり、「水行

十日」になる。『魏志』倭人伝の「水行十日Jと 一致する。海路は 1日 =10
00里として計算していることがわかる。

この中には対馬や壱岐の海岸を通る距離である「 400+400=800
里Jと「 300+300=600里 Jは入っていない。これはどうしてであろ

うか。

陳寿は F魏志』倭人伝の中でこの距離は表 (お もて)に出して記述していな

い。「郡より倭に至るには海岸にしたがい水行するJと いう文章の中に隠して

いる。この文章から読者が対馬 。壱岐の海岸の距離を算出して全体の距離に加

算することを陳寿は期待している。
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一方、文章に明記されている水行の距離は「7000里 +1000里 +10

00里 +1000里 」である。水行の期間は「水行十日」と明記されている。

明記されている距離から 1日 =1000里 であることを読者が読み取ること

を陳寿は期待している。

陳寿は文章を短くするために苦心して書いている。しかしそれがかえって読

者には難しくなり、陳寿が意図したことを読み取れなかったのである。そのた

めに多くの「邪馬台国説」が生まれた。

陳寿は、海を渡る距離はすべて「千餘里」と書いている。しかし実際の距離

は違う。「狗邪韓国から対馬まで」と、「対馬から壱岐まで」と、「壱岐から

末慮国 (名護屋)ま で」は相当な違いがある。それにもかかわらずすべて「千

餘里Jに している。「海を渡る」のは 1日 の仕事であり、およそ 1000里だ

からである。邪馬壼国論者の中には正確な距離を求めて邪馬壼国の位置を探ろ

うとする人もいる。しかしそれは無駄な努力である。

不輌国から投馬国は「水行二十日」とある。「水行十日Jに この「水行二十

日」は加算されていない。これをみても投馬国は通過しない国であることがわ

かる。

古田武彦説批判

(1)古田武彦氏の功績

古田武彦氏はこれまでの古代史観を大きく変えた人である。その功績は称え

るべきであろう。邪馬壼国への行程を解明したのも大きな功績の一つである。

従来は、邪馬壼国への行程は『魏志』倭人伝に記述されている順に進むもの

と考えた。これに疑間を持ち、新しい説を提唱したのが榎一雄氏である。榎氏
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は伊都国までは記述された順に進むが、その後はすべて伊都国からの行程であ

るとした。

これに異議を唱え、新 しい数々の説を打ち出したのが古田武彦氏である。そ

の主な点は次のとおりである。

a.先行動詞の有無

邪馬壼国への行程文は実際に行く行程と、行かない行程 (古田氏は「傍線行

程」と名付けている)がある。古田氏は「至Jと いう文字に注目した。

先行動詞

従 …… 至倭

度 …… 至対海国

渡 …… 至一大国

渡 …… 至末鷹国

<ナ シ>… 至奴国

行 …… 至不爾国

<ナ シ>… 至投馬国

<ナ シ>… 至邪馬壼国

先行動詞のある行程は実際に「行 くJが、先行動詞のない行程は「行かない」

とした。先行動詞のない行程文は 3つ ある。「至奴国Jと「至投馬国」と「至

邪馬壼国Jである。「至奴国」と「至投馬国」は傍線行程であり、実際には行

かない。「至邪馬萱国」は不爾国と接 しているから行 く必要がない。そのため

先行動詞がない。

b.「 島め ぐり」読法

対海国 。一大国は島の 2辺を巡るので、2辺の距離は加算すべきである。対

海国は「方四百餘里」、一大国は「方三百餘里Jと あるから、その 2辺の合計

である800里 と600里は加算する。これを加算 して 12000里 になる。
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c.不爾国と邪馬萱国の間は距離 0(ゼロ)

邪馬萱国への行程文には距離が書かれていない。従来は、邪馬壼国の説明文

に出てくる「水行十日、陸行一月」を投馬国 (あ るいは伊都国)か ら邪馬壼国

への距離であると考えた。古田氏は不爾国と邪馬萱国は接しているから「距離

OJであるとした。

d.部分里程の総和は総里程

書かれている各距離 (部分の里数)

に陳寿は書いている。「先行動詞」、

ことによリー萬二千里になる。

を合計すると「一萬二千里」になるよう

「島めぐり」読法、「距離 0」 を用いる

〔2)古田武彦説批判

古田氏の功績は大きい。しかし古田説にも問題がある。それを指摘したい。

1)帯方郡か ら韓国までの水行説

古田氏は、帯方郡から出発 してその郡の西南端 (韓国)ま では水行すると考

え、その距離は韓国を歴る7000餘 里の中に含まれているとした。

古田氏は従来の一般的な読法 (読み方 (A))と 同じように「従郡至倭、循

海岸水行、歴韓国乍南乍東、到其北岸狗邪韓国、七千餘里。Jと読んだ。「郡

より倭に至るには、海岸に循い水行 し、……」と解釈したので帯方郡を出発 し

て郡の西南端 (韓国)ま では海岸にしたがい水行すると考えた。さらに古田氏

は朝鮮半島陸行説である。韓国は陸行するので水行するのは郡を出発 して韓国

に到着するまでであるとした。その後は韓国を陸行して狗邪韓国まで行き、そ

のすべての距離が7000里 であるとしたのである。そのため帯方郡から郡の

西南端 (韓国)ま での距離を求めるのに「三角形の定理」まで持ち出して計算

している。
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しかしこの文章は「郡より倭に至るには海岸に循い水行するcJま でが一文

である。「郡から倭に至るまでは海岸にしたがい水行する。Jと いう意味であ

り、「帯方郡からその西南端」までのことはこの文章には記述されていない。

次の文章は「韓国を歴るには、……7000餘 里。Jと ある。韓国を歴るとき

の距離が 7000餘 里であり、この中に帯方郡から韓国までの距離は入ってい

ない。

2)「水行十 日、陸行一月」

古田氏は「水行十日、陸行一月」は、水行の合計が十日であり、陸行の合計

が一月であるとした。陸行する区間は朝鮮半島・対海国・一大国、および末鷹

国から邪馬萱国までであるという。

しかし合計が「水行十日、陸行一月Jであるならば文の中に「合計すればJ

という文字があるはずである。それが無いのは読者にそのように読むことを要

求 していないからである。読者はそのまま「水行十日して、その後陸行一月す

る。Jと 読む。陳寿もそれでよいと考えているのでこの文章に「合計すればJ

という説明文を入れていないのである。

3)「始発方向J説
古田氏は「末慮国=唐津市」説である。唐津市からみて伊都国は「東北J方

向にある。『魏志』倭人伝には「東南陸行五百里、到伊都国Jと ある。方向が

合わない。そこで古田氏は「東南陸行」は末慮国を出発するときの方向、すな

わち「始発方向Jが書かれているとした。

しかし出発地における始発方向が書かれていたのでは現地へ行かない人に

は伊都国の方向がわからない。行程文は、出発地から見て目的地がどちらの方

向にあるのかを書く。

4)「朝鮮半島陸行」説
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古田氏は末慮国 (唐津市)から邪馬萱国 (博多)へ行くのに普通に歩けば 1

月はかからないので 1月 間かかるような陸行するところを探した。その結果、

「朝鮮半島陸行説」になった。

『魏志』倭人伝をみると、末慮国から伊都国への道は「草木茂盛、行不見前

人」とある。人が通らないような道を草木を切り開きながら通っている。この

道は魏使が来たときにのみ使用される道であり、普段は使われない。そのため

「草木茂盛、行不見前人」となるのである。そのため多くの時間を必要とする。

また川があれば下賜品の絹織物を濡らさないように慎重に舟に積み、川を渡

る。量が多いので何度も何度も舟を往復させる。川がある度にこれを繰り返

す。雨の日は休むであろう。さらに伊都国へ着くと歓迎の宴が幾日も催され

る。このようにして魏使は 1月 かかって邪馬萱国へ着いたのである。「陸行一

月」は実際にかかった期間が書かれている。

朝鮮半島を陸行するとなれば奥深い山道を幾日もかけて通ることになる。道

も開けていないから大変な苦労をするであろう。また危険でもある。日数は海

上よりはるかにかかる。その分だけ余分な食料を持参しなければならない。そ

のためにまた人足が必要になる。このように考えると朝鮮半島を経るには海上

の方がはるかに安全で早い。魏使は陸行は選ばないであろう。

古田氏が「朝鮮半島陸行説Jになったのは、やはり「郡より倭に至るには、

海岸に循い水行 し、……」と訳したからである。

狗奴国

{1}従来の狗奴国説

狗奴国について『魏志』倭人伝は次のように書いている。
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南至邪馬萱国。女王之所都。水行十日、陸行一月。官有伊支馬、次

日爾馬升、次日爾馬獲支、次日奴佳軽。可七萬餘戸。自女王国以北、

其戸数道里可得略載、其餘労国遠絶、不可得詳。次有斯馬国、次有

已百支国、 (中略)次有奴国。此女王境界所蓋。其南有狗奴国。男

子為王。其官有狗古智卑狗、不属女王。自郡至女王国萬二千餘里。

『魏志』倭人伝

(訳 )南、邪馬壼国に至る。女王の都する所。水行十日、陸行一月。

官に伊支馬有り、次を爾馬升といい、次を爾馬獲支といい、次を奴

佳軽という。七萬餘戸ばかりある。女王国より以北は其の戸数・道

里は略載を得ることができるが、其の餘の労国は遠絶にして詳細を

得ることができない。次に斯馬国有り、次に已百支国有り、(中 略)、

次に奴国有り。此れ女王の境界の尽きる所なり。其の南に狗奴国有

りc男子を王と為す。其の官に狗古智卑狗有り。女王に属さず。郡

より女王国に至る一萬二千餘里。

「其南有狗奴国Jと ある。従来は「其南Jの 「其のJは遠絶な国として 21

国が列挙されている最後の「次有奴国Jの「奴国 |を指すと考えた。その奴国

の南に狗奴国があるとしてきたのである。

{2)邪馬萱国の [説明文 ]

狗奴国の位置を知るには『魏志』倭人伝の文章構成を理解 しなければならな

い。邪馬萱国の「説明文」はどこからはじまり、どこで終わるかを理解する必

要がある。邪馬壼国と狗奴国の「行程文Jと 「説明文Jは次のようになってい

る。

邪馬萱国  [行程文]:南至邪馬萱国
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[説明文]:女王之所都。水行十日陸行一月。

官有伊支馬、次日輌馬升、次日爾馬獲支、次日奴

佳軽。可七萬餘戸。自女王国以北、其戸数道里可

得略載、其餘芳国遠絶、不可得詳。次有斯馬国、

次有已百支国、 (中 略)次有奴国。

此女王境界所壺。

狗奴国   [行 程文]:其南有狗奴国。

[説明文]:男子為王。其官有狗古智卑狗、不属女王。

邪馬壼国の「説明文Jは「女王之所都」からはじまり「此女王境界所壺」ま

でである。「此女王境界所壷」は邪馬萱国についての説明である。その次に「其

南有狗奴国」とある。したがって「其のJは「邪馬萱国 (女王国)Jを指す。

狗奴国は「邪馬萱国 (女王国)の南にあるJと いう意味である。

しかも「其南有狗奴国」とあるだけで距離が書かれていない。狗奴国は邪馬

萱国の南に接している。

『魏略』にも次のように書かれている。

女王之南、又有狗奴国。以男子為王。          『魏略』

(訳 )女王の南、又狗奴国有り。男子を以て王と為す。

『魏略』には「女王 (国 )の南に狗奴国がある」と書かれている。『三国志』

の「其 (女王国)の南に狗奴国有り」と一致する。

『三国志』も『魏略』も、邪馬萱国 (女王国)の南に狗奴国があると書いて

いる。
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(3)狗奴国の位置

従来は、狗奴国は南九州であるといわれてきた。しかし狗奴国は邪馬萱国の

南にある。邪馬萱国は筑紫野市付近にあるから狗奴国はその南にあるはずであ

る。

狗奴国の正確な位置は『桓檀古記』から知ることができる。

時狗奴人興女王相争。索路甚厳。其欲往狗邪韓者蓋由津島、加羅山、

志加島、始得到末慮戸資之境。其東界、則乃狗邪韓国也。

『桓檀古記』高句麗本紀

(訳 )時に狗奴人は女王と相い争う。路を探すのが甚だ厳しい。其の

狗邪韓国へ往こうと欲する者は、蓋し、津島、加羅山、志加島を経

由して、始めて末慮戸資之境に到るを得る。其の東界は則乃ち狗邪

韓国也。

狗奴国は女王国と相い争い、博多湾へ出る道を塞がれた。狗邪韓国へ行こう

とすると、津島・加羅山・志加島を経由して朝鮮半島の末慮戸資之境に到る。

その東に狗邪韓国があるという。

本来は壱岐・対馬を通り狗邪韓国へ行っていた。ところが邪馬壼国に邪魔さ

れるので壱岐 。対馬ルー トよりも西のルー トで朝鮮半島へ行くようになった。

邪魔をしている邪馬萱国は博多の南の大野城市・筑紫野市付近にある。そこを

通過することができなくなったとある。狗奴国が邪馬萱国の南にあるからであ

る。『桓檀古記』の記述は『魏志』倭人伝の「其南有狗奴国Jや『魏略』の「女

王之南、又有狗奴国」と一致する。

狗奴国は「狗奴国=南九州J説が通説である。しかし狗奴国は筑後川よりも

南にはない。何故なら、もし筑後川より南にあるならば狗邪韓国へ行 く場合は

有明海から直接船で狗邪韓国へ行くであろう。わざわざ筑後川に入り、上陸し

て、筑紫野市 ,大野城市を通り、博多湾へ出て、船を調達して狗邪韓国へ行く

ようなことはしない。狗奴国は筑後川よりも北側にある。
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狗奴国は「其南有狗奴国」とあり、邪馬壼国の南にある。この南も23度 2

7分修正すると狗奴国の位置は甘木市・朝倉町辺りになる。ここが狗奴国であ

ろう。

図 11 邪馬壼国と狗奴国

図 11 邪馬壺国と狗奴国
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狗奴国は邪馬壼国に邪魔されて博多湾へ出ることができなくなり、筑後川を

下り、有明海へ出て、島原 。長崎を廻り、朝鮮半島へ行くようになったのであ

る。「津島、加羅山、志加島」は有明海から長崎を廻るときにある島や山であ

ろう。

8  他の文献に見る邪馬萱国

(1)『輸苑Jの邪馬壼国

『翰苑』にも邪馬壼国の位置が書かれている。

邪届伊都、傍連斯馬。              『翰苑』

(訳 )邪 (な なめ)に伊都に届き、傍 (かたわ)ら 斯馬に連 (つ らな)

る。

これは古田武彦氏の訳である。邪馬萱国から斜めに伊都国があり、その向こ

うに斯馬国が連なっているという。

斯馬国は福岡県糸島郡志摩町であろう。斯馬 (し ま)は島である。志摩町は

弥生時代までは島であった。伊都国との間には糸島水道があり、海によって隔

てられていた。

邪馬萱国と伊都国・斯馬国の位置関係は図のようになる。『翰苑』も邪馬萱

国の位置を正確に伝えている。

図 12 邪馬壼国と伊都国・斯馬国

50



邪馬壺国と伊都国・斯馬国

{2)『風土記』の邪馬壺国

『風土記』にも邪馬萱国と狗奴国のことが書かれている。
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筑後国風土記云、筑後国者本典筑前国合為一。昔、此両国之間山有

峻狭坂。往来之人所駕鞍鞘、被摩墨。土人日鞍鞘壺之坂。三云、昔、

此堺上、有麓猛神。往来之人、半生半死。其数極多。因日人命壺神。

予時、筑紫君・肥君等占之。令筑紫君等の祖甕依姫、為祝祭之。自

爾以降、行路之人、不被神害。是以日筑紫神。 『風土記』

(訳 )筑後国風土記に云う、筑後国は本 (も と)筑前国と合わせて一

つなり。昔、此の両国の間にある山に峻狭な坂があった。往来の人

が駕 (の )る ところの鞍鞘は摩り蓋すので、土人 (く にびと)は鞍

鞘を壺 (つ く)す坂という。三に云う、昔、此の堺の上に危猛 (あ

らぶる)神あり。往来の人、半分は生き、半分は死ぬ。其の数は極

めて多い。因りて曰く、人の命を壺す神であると。時に、筑紫君と

肥君等がこれを占い、筑紫君等の祖甕依姫を祝 (は
=、

り)と為し、

これを祭らしむ。これより以降、路を行く人は神の害を被らず。是

れを以て筑紫神という。

筑前と筑後の間に険しい山があり、その山には荒ぶる神が居て通行する人の

半分は死んだとある。筑紫君と肥君等は占い、筑紫君等の祖の甕依姫を祭lllE者

として祭 らせると道行 く人は神に害されずに通ることができるようになっ

た。これを以て筑紫神というとある。

筑前と筑後の間にある山とは基山であろう。「筑紫神」は今の筑紫神社であ

ろうと思われる。この説話は狗奴国が博多湾へ出る道を女王国に妨害されたと

いう『桓檀古記』の記述とよく似ている。邪馬豊国は大野城市 。筑紫野市から

小郡市にかけてにあり、その位置も一致する。通行人を妨害したという荒ぶる

神とは邪馬壼国であろう。

筑紫神社のある位置は東は三郡山地、西は背振山地が迫り、とても狭くなっ

ている。まさに指呼の間である。ここを通る人は丘の上からよく見える。通行

人を妨害するにはもっとも適 した場所である。3世紀の狗奴国と女王国の争い

が語り継がれて『風土記』に記載されているのであろう。
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9  『魏志J倭人伝の行程文の構成

(1)行程文 の は じま りと終 わ り

『魏志』倭人伝の行程文は次の文章からはじまる。

従郡至倭循海岸水行。歴韓国乍南乍東、到其北岸狗邪韓国、七千餘

里。始度一海千餘里至対海国。

行程文の始まりは「従郡至倭、循海岸水行。」である。「郡より倭に至るに

は、Jか ら行程文は始まる。

終わりは次のようになっている。

此女王境界所蓋。其南有狗奴国。男子為王。其官有狗古智卑狗、不

属女王。自郡至女王国萬二千餘里。

終わりは「自郡至女王国、萬二千餘里.Jである。「郡より女王国に至る、

萬二千餘里。」で終わる。「始まり」と「終わり」は対になっている。

○行程文の始まりと終わり

■ [始まり]  「郡より倭に至るには、……J

口 [終わり]  「郡より女王国に至る、萬二千餘里。」

陳寿は行程文の「始まり」と「終わり」をこのように対にして書いている。

{2)行程文 の全体構成

行程文の全体構成は次のようになっている。
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第2章 邪馬萱国への道

□行程文の全体構成

〇 [始まり] 「従郡至倭|、 循海岸水行。」

歴韓国乍南乍東、到其北岸狗邪韓国

(ナ シ)

始度一海、千餘里、至対海国。

其大官日卑狗、副日卑奴母離…

又南渡一海、千餘里、至一大国c

官亦日卑狗、副日卑奴母離…

又渡一海、千餘里至末麿国。

有四千餘戸。浜山海居。…

東南陸行五百里、到伊都国。

官日爾支、副日泄護飢、柄渠細…

東南至奴国、百里。

官日 馬触、副日卑奴母離…

東行至不爾国、百里。

官日多模、副日卑奴母離…

南至投馬国、水行二十 日。

官日爾爾、副爾爾那利…

・  邪馬壼国 行程文 : 南至邪馬萱国。

・     説明文 : 女王之所都。水行十日陸行一月…

・  狗奴国 行程文 : 其南有狗奴国。

・     説明文 : 男子為王。其官有狗古智卑狗、不属女王。

○ [終わり] 「自郡至女王国萬二千餘里。J

陳寿は全体構成を考えて行程文を書いている。

・  韓国  行程文

・     説明文

。 対海国 行程文

・     説明文

。  一大国 行程文

・     説明文

・  末慮国 行程文

・     説明文

・  伊都国 行程文

・     説明文

・  奴国  行程文

・      説明文

・  不爾国 行程文

・      説明文

・  投馬国 行程文

・      説明文
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