
1 
 

ホームページアドレス  http://www.eonet.ne.jp/~temb/ 

魏志倭人伝から見える日本、２   塚田敬章 

 

 

第二章、魏志倭人伝の解読、分析 

１、各国の位置に関する考察 

a、朝鮮半島から対馬、壱岐へ 

 

倭人在帯方東南大海之中 依山島為国邑 旧百余国 漢時有朝見者 今使訳所通三十国 

 

「倭人は帯方郡の東南、大海の中に在る。山島に依って国邑を作っている。昔は百余国あり、漢の時、朝

見する者がいた。今、交流の可能な国は三十国である。」 

 

倭人が在る、帯方東南大海の中。依る山島、為す国邑。ながめているだけで、おおよその意味がつか

めるのは、漢字という表意文字のありがたいところです。しかし、うっかり自分の持っている常識に従うと、

同じ文字が、日本語とは全く異なる意味を持つ場合があって、とんでもない誤訳に至る可能性もあります。

「鮎」など中国ではナマヅを意味しますし、「鮭」とはフグのことです。文意を見失わぬよう、一つ一つの文

字に神経を配って解読を進めなければなりません。 

北朝鮮の平壌付近に中国、楽浪郡があり、これは前漢の元封三年(B.C107)、武帝が衛氏朝鮮（＊）を倒

して始まりました。《＊／衛氏朝鮮…漢初期、燕人衛満が建てた国》 

「帯方郡」は、それから三百年ほどを経た、後漢の終末期（A.D196～219）、

遼東太守だった公孫氏が、楽浪郡南方を分割して設けたもので、王朝交代後

の魏にも受け継がれ、日本に最も近いため、交流の際の、中国側の窓口となっ

ていました。 

大平原を行き交う北方系中国人の平地に対する感覚は、我々とは全く異な

ります。日本には平地など無いも同然に思えたらしく、「山島に依り国邑を為す」

との表現が採られました。福岡平野程度では、その仲間に入れてもらえなかったようです。 

「旧百余国」は、「楽浪海中に倭人有り。分かれて百余国を為す。歳時を以て来たり、献見すと云う。」と

いう漢書地理志、燕地の文を前提にしています。楽浪は武帝が新たに設けた郡なので、倭人が漢に通好

したのは、武帝の元封三年以降と解釈できそうです。衛氏朝鮮が滅びて、漢の楽浪郡に代ったため、

元々、朝鮮半島と交易していた倭人が、より大きな利を求めて少し足を伸ばせば、このように中国側の歴

史に姿を現すことになります。日本に閉じこもっていた倭人が、いきなり漢を意識して交流を求めたわけで

はなく、それまでの活動の延長線上の出来事でしょう。 

 「漢の時、朝見する者有り」は、後漢の光武帝、建武中元二年（57）の奴国の朝貢をいうようで、このこと
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は後漢書に記されていますが、陳寿もまた、後漢時代の同様の資料を得ていたのです。先の、漢書地理

志の倭人は、楽浪郡か、せいぜい燕の都（現在の北京）へ通ったもので、天子に拝謁する朝見にまでは

至りません。したがって、燕という地方記事の中に埋め込まれています。 

前漢時代、百余に別れていた国が、魏代になると三十に減じました。これは、国家の統合が進んできた

ことを表すと短絡されがちですが、「今、使訳通ずる所」と形容されているので、知っている国が三十国で、

「それ以外は知らないよ。」という意味になります。 

 

従郡至倭 循海岸水行 歴韓国 乍南乍東 到其北岸狗邪韓国 七千余里 

 

「（帯方）郡から倭に至るには、海岸に沿って水行し、韓国を通り過ぎ、南へ行ったり東へ行ったりしながら、

その（＝倭の）北岸の狗邪韓国に到る。七千余里。」 

 

魏志倭人伝では、海岸沿いに航行することを「水行」と表現しています。帯方郡から倭へ向かえば、黄

海を南下し、朝鮮半島西岸の馬韓を通過することになりますが、これを「歴韓国」と記しました。倭人伝の

前にある魏志韓伝に「韓は帯方の南にあり。」と記されており、韓の方向はすでに明らかになっています。

中国の文献は解りきったことを書きません。韓の方向も周知の事実なので省かれます。そして、半島西南

端の珍島付近で折れ曲がったその後、多島海と呼ばれる海を「乍南乍東」、つまり、南へ向かったかと思

うと、すぐさま東へ向かったりすると言っているわけで、西や北へは行っていません。全体として、ジグザグ

めまぐるしく方向転換しながら南東に進んだと思い込んでいるのです。実際の地形を見れば、北東に移

動しているはずで、南北が入れ替わって方向の狂いがみられます。 

倭の北岸「狗邪韓国」は、約束通り「コウヤ韓国」と漢音で読みます。魏志韓伝に弁辰狗邪国の存在が

記されており、これは同一国とみなして良いようです。その所在地として金海（現在の釜山付近）を当てる

のが通説ですが、対馬に最も近い対岸というだけでしかないようで、根拠は薄弱と言わざるを得ません。

そして、韓国の地名を探れば、慶尚南道、全羅南道の境界付近に、光陽（クワンヤン）という都市が見られ、

音がコウヤに非常によく似ています。漢字は日本語ならそのままコウヤと読めるくらいで、海も光陽湾とさ

れていますから、付近では中心的な都市なのでしょう。この光陽湾一帯を狗邪韓国とみなせば、蟾津江

河口部もその領域に含めることが出来ますが、古代、そこには加羅の多沙津という良港が存在しました

（日本古典文学大系「日本書紀」継体紀注、岩波書店）。 

「加羅王が日本に朝貢するため使用していたが、百済が朝貢時に使用したいと望んだので割き与えた。

そのため加羅王の恨みを買った」という旨の記述が継体紀にあり、百済、加羅方面から日本に渡来するた

めの基地となり得るのです。 

 以上のような理由から、狗邪韓国（弁辰狗邪国）は光陽湾周辺。その港は蟾津江河口部の多沙津と比

定します。 
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帯方郡から狗邪韓国までの距離は七千余里といいます。魏の一里は４３４メートル強なので、帯方郡の

置かれた平壌南方から、韓国南部海岸の中央付近、光陽湾までをおよそ３０００キロと計算しているわけ

です。しかし、地図を読めば、たとえジグザグ進んだにしても、歴韓国と表された距離が４００キロ前後、全

体では５～６００キロ（千四百里）程度に過ぎないようで、七千余里は実際の数字からかけ離れています。

何らかの政治的な都合により、倭をはるか遠くの国に見せかけたのだとする見解もあります。しかし、記録

を残すのは自分達のため、情報を共有して役立てるためですから、倭人伝の根拠となった魏の文献が、

故意に距離を水増ししたと考えるのは苦しい。誤った情報を国内に流布すれば、自国が不利益を被むる

のです。魏志の著者、陳寿にしても、魏、蜀、呉は既にない西晋時代の著作で、その上、魏に滅ぼされた

蜀が出身地ですから、恨みこそあれ、過去の何のゆかりもない政権の利益を図って距離をごまかすとは

考えられません。もっとも、陳寿は蜀から冷遇されていましたが、それでも魏に肩入れする理由はないは

ずです。 

 距離を誇張して示さねばならない対象、目的、記述者が全く浮かんでこないのに、これを政治的、作為

的な誇張と解するのは困難です。そして、航海の終着点、北九州の末盧国までの距離が、まことにさっぱ

りした区切りの良い、一万余里と計算されていることに引っかかります。航海の距離を継ぎ足して、そんな

に都合良く数字が出てくるものでしょうか。偶然の一致というのはあり得ますが、確率的にかなり低いと言

えるのではないか。 

 おそらく、先に、帯方郡から末羅国に到る航海全体の距離を一万余里と定め、そこから逆に、対馬海峡

の三千余里（＊）を引き算して、この七千余里をはじき出したものと思われます《＊／狗邪韓国から末羅国まで、

千里×３》。 

また、当時、距離を正確に測る道具が存在したかどうか。帯方郡という中国辺境から派遣され、倭という

さらに遥かなる辺境の地へ向かう少数の人間に計測能力があったかどうか。海流、風、波、ジグザグコー

ス、三世紀の技術と知識、揺れる海上で、どう計算し、どう測ったのか等の全てを考慮に含めれば、尺度

に小細工を弄して、距離を真剣に計算する必要がないことも明らかです。当時の距離を、正確な測量術

に支えられた現在の感覚で語ることはできません。七千余里は、「大体こんな程度ではなかろうか」という

大雑把な心理的距離と捕えておけば済みます。（注／１里は 300 歩、１歩は６尺） 
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始度一海 千余里 至対馬（対海）国 其大官日卑狗 副日卑奴母離 

 

「始めて一海を渡り、千余里で対馬国に至る。その大官はヒコウといい、副官はヒドボリという。」 

 

魏志倭人伝では、「水行」は、陸を望みながら、陸と平行に航海することを意味し、対岸に向かう時は

「渡る」と記されます。この時、初めて大海原へと乗り出したのです。他の記述から何の気なしに南に向か

ったと思いがちですが、ここには方向は示されていません。 

たどり着いた「対馬国」を百衲本は「対海国」と記しています。前者は現在使用されている見慣れた文字

で、違和感がないのですが、日本名のツシマは、「記」では、「津島」と表記されていますから、「港の島」と

いう意味になります。後代、航海術が発達し、壱岐を経由しない朝鮮航路が生まれたようで、北九州を離

れた船は対馬に直行することとなりました。この海路は海北道（＊）と表現されていますが、途中の寄港地

は津島（対馬）しかなかったのです。そこで、この島名が与えられたものでしょう。対馬という文字は中国の

史書から採られていますが、それを無理に、港の島、ツシマと読んでいるわけです。 

《＊／海北道は、筑紫の宗像郡から筑前大島、沖ノ島を横に見て、対馬北端に至り、さらに朝鮮半島へ渡る航路です。こ

の道筋に宗像三女神が祭られ、道主貴と呼ばれています。》 

対馬は、呉音で読むとツイメ（馬はマと読めそうです）となり、ツシマに良く似ています。したがって、後の

時代、対海から改訂されたものとすればいいのではないか。倭の五王の使者からツシマという島名を聞い

て、南朝時代に対馬へ表記を変えたとすれば片付くのではないかと考えていました。しかしながら、調べ

が進むにつれ、対馬国、対海国というのは、はたして島全体の呼称だろうかという疑問が大きく膨らんでき

たのです。魏の使者は対馬の何処かの集落に立ち寄り、その小さく分割された行政地域名を書いたので

はないか。実際、九州本島で行っているのはそういうことです。 

そして、「紀」では、加羅の「多沙」が「帯沙」とも表記されていますから、同様に「タ」音を写して「対」と記

した可能性が有りはしないか。それなら「対馬国」は「タバ国」と読まねばなりません。朝鮮の史書、三国史

記の新羅本紀には、「第四代新羅王、脱解尼師今（在位 57～80）は、倭国の東北一千里にある多婆那国

で生まれたが、海へ捨てられ、金官国（釜山付近）に流れ着いた後、さらに流されて新羅に至った。」とい

う伝説が記されています。 

倭国の東北一千里で、金官国と海を隔てた「多婆那（タバナ）国」は、九州の

「東北！」海中に浮かび、金官国と海を隔てる「対馬（タバ）国」にぴったり重なる

のです。実際には、対馬は九州西北に位置しますが、「混一彊理歴代国都之図」

という地図は、九州とも四国ともつかない島を北端として、南に垂れ下がった形の

日本列島を描き、対馬を朝鮮間近の、そして、日本（倭国）の東北海中に置いて

います。（右図。以下、混一彊理図と記します。） 

これは李朝太宗二年（1402）に作られたといいますから、朝鮮では、十五世紀

に於いても、対馬を倭国東北の島と認識していたわけです。司馬遼太郎氏の「街
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道をゆく２８、耽羅紀行（＊）」にも、済州島の海女が、対馬を「テマト（対馬島）」と呼ぶ記述がみられます（＊

／朝日新聞社刊）。 

タバは、後の日本語の発音に直せばタマとなります。そして、古代の対馬島、上県郡（現在の下県郡）

には玉調（タマツキ）という郷が存在しました。新羅王となった脱解もこの地の出身とみなして問題ないよう

です。対馬がタマなら、対海はタカに近い音と考えられます。元禄時代の地図に高月村があり、今、上槻

（こうつき）になっているといいますが（＊）、古代はタカツキだったのではないか。ここも玉調郷に含まれて

います《＊／「倭名抄、日本地理志料」臨川書店》。 

弥生時代からタマ（タバ）やタカと呼ばれていた土地に、後代、ツキが付されたと解することができるの

です（＊）。 

《＊／和銅六年（713）五月に、畿内と七道諸国の郡、郷名は好字を付け、諸国の産物、地形、伝承などを報告せよという

風土記編纂の命令が出されました。この後、地名は好字二文字で表されています。玉や高にツキ＜調、月＞が加えられた

ようです。対馬で最も高い矢立山が上槻の東にありますから、タカという地名に関係するかもしれません。》 

玉調郷は椎根、小茂田、樫根、下原の諸邑を郷域としていたということで、上槻

を含めて、対馬下県郡（＊）西南部が対馬国、対海国の最有力候補地となります。

《＊／古代は上県郡》 

対馬では、この地区の佐須川流域に発展条件がそろっていたのでしょうか。川

の上流域にまで集落が展開し、海岸部に散在しているだけの他地域に比べて、

ふところの深さが感じられます。港は佐須川河口部の小茂田付近（対馬国）や、

上槻川河口部の上槻（対海国）としておけば良いでしょう。 

狗邪韓国（加羅の多沙津）を出た船は、直接か（8 ページ航路図１）、あるいは巨済島南端あたりまで航

行してから海を渡り（航路図2）、後に玉調郷となる対馬下島西南部のタカ（対海）国、あるいはタバ（対馬）

国に至ったという結論になりましたが、ここには卑狗、卑奴母離という官、副官が置かれていて、倭が統御

しています。 

地名、官名は、中国人が倭人の発音を聞き取って表記したもので、何度か聞き返し、確認しながら記録

したことでしょう。ワンワンが、バウワウになる程度の違いは覚悟せねばなりません。卑狗（ヒコウ）の音に近

い日本語とすれば、ヒコが該当しそうです。副官は漢音ではヒドゥボリとなります。呉音にさらに加えて、奴

をナと読み、ヒナモリではないかとする見解もありますが、防人（サキモリ）は古代史に登場しても、ヒナモリ

を載せる文献は平安中期に至るまで見あたりません。これは、私自身が、長い間、勘違いし混同していた

ことなので、念のために書き添えておきます。 

 

所居絶島 方可四百余里 土地山険多深林 道路如禽鹿徑 有千余戸 無良田 食海物自活 

乗船南北市糴 

 

「居する所は絶島で、およそ四百余里四方。土地（対馬国、対海国）は、山が険しくて深い林が多く、道路
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は鳥や鹿の道のようである。千余戸の家がある。良田は無く海産物を食べて自活している。船に乗って南

北に行き、商いして穀物を買い入れている。」 

 

絶島は、陸地から遠く離れた島、絶海の孤島という意味です。対馬の航空写真をながめれば、「山険、

多深林」という地形描写の的確さを確認できます。かなり縦長になっている島の面積を「方」という文字で

表すのは解せませんが、そういう形に近いと思われていたのか、あるいは玉調郷の存在する対馬下島の

大きさをいうだけなのか。 

田地が少なくて、南北（九州や朝鮮）と交易していたことは、後の時代にも変わりません。生きるのが厳

しいという意味を含んで、絶島という言葉が選ばれたようです。市での交易に関して、穀物（米）を買うこと

を表す糴（てき）という文字が用いられています。糶（ちょう）は逆に穀物を売る意味です。一つ一つの文字

に厳密な定義があって、それが正確に使い分けられており、曖昧に解釈すれば文意を損なうのです。そ

して、「魏志韓伝」に、次の記述があります。 

 

国出鉄 韓濊倭皆従取之 諸市買皆用鉄如中国用銭 

「国（辰韓）には鉄が出て、韓や濊、倭が皆これを取っている。諸市で皆、中国で銭を用いるように鉄を用

いて買っている。」 

 

売買には貨幣ではなく、貨幣代りの鉄が用いられていました。それを渡せば、即、品物と交換できたわ

けで、目方を計ったりする必要はなかったのです。でなければ、銭と同じ使い方という表現は採れません。

したがって、鉄には単位を簡単に知れる何らかの規格が設けられていたことになります。古墳からしばし

ば発見される鉄鋋がそうではないかという説があり、これは首肯できます。対馬の住民が、朝鮮半島の市

で海産物を売り、銭代りの鉄を手に入れ、それで穀物を買い求める姿が目に浮かんできますが、「南北市

糴」という言葉を、事実の正確な描写と扱うなら、南の北九州でも銭代りの鉄が使用されていた可能性を

認めねばなりません。 

 

又南渡一海千余里 名日瀚海 至一大国 官亦日卑狗 副日卑奴母離 

 

「また、南に一海を渡る。千余里。名はカン海という。一大国に至る。官は、亦、ヒコウといい、副はヒドボリ

という。」 

 

 辞書（大字典）は、瀚には「広い」という意味が有り、瀚海は北海（バイカル湖）の別名と記しています。梁

書倭国伝にも「海が広く千余里、瀚海と名付けられている。」という記述がみられますが、しかし、現在は海

峡と呼ばれているくらいで、肉眼で島影が望める対馬南方の水道のみを、特に広いと表現する理由は見

当たりません。他の海も同じく千余里と書かれています。 
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「乾」には漢音でケン、呉音でゲンの音が有り、西北方（いぬゐ）を意味します。カンという音も有り、こち

らは「乾く」の意味です。通訳は、九州から対馬にかけての海を、九州西北の海、「乾海」と教えたのでは

ないでしょうか。ケン海あるいはゲン海となすべきところを、音を間違えてカン海と伝え、それに瀚という文

字が当てられた可能性がありはしないか。あるいは、原資料には正しく「乾」と記されていたものを、南に向

かっているのに乾（北西）や、水だらけで乾（乾燥）の海はあまりにもおかしいということで、誰かが乾を瀚

に置き換えた可能性もありそうです。 

翰海は「史記、匈奴列伝」等に見られる文字で、漢の武帝の頃、驃騎将軍、霍去病は代（地名）から発

進し、北の砂漠（＝ゴビ）を渡って北西に匈奴を追い、翰海を目にして引き返したとされています。翰海を

ゴビ砂漠とする説がありますが、バイカル湖のことです。翰は「羽」や「筆」の意味を持ち、バイカル湖は確

かにそう形容されていい形をしています。こういった文字にサンズイ偏を加えた「瀚」を選んだのは、やはり

歴史書や文字に精通した人物と解すべきかもしれません。 

どちらにしても、後に、「玄界」の文字が与えられて意味不明になってしまいましたが、ゲンカイとは九州

西北（乾）の海を表します。そして、瀚海とは玄界灘のことなのです。 

その瀚海を渡って一大国に到着しました。倭人伝の旅程や記述内容から、この国を壱岐に求めること

には何の問題もありません。 

しかし、壱岐島は、記、紀以前の古代には、イチキシマと呼ばれていたように思えてならないのです。文

字をそのまま読めばイチとキで、朝鮮航路の守り神とされる宗像三女神の内に、市杵島姫（イチキシマ姫）

の名が見えます。この島の神だったのではないでしょうか。倭人伝によれば、魏の使者は対馬、壱岐を経

た後、唐津付近に向かっていますが、そこに至る前に、呼子町の加部島の外を通過します。あるいは入

港したのかもしれません。その加部島には、延喜式名神大社、肥前一の宮という田島神社があって、宗像

三女神が祭られ、社殿は壱岐の方向を向いています。当時は、壱岐が朝鮮航路の中継点として入ってい

ましたから、この神々が航路の守り神なら、壱岐の神を祭るのが自然なのです。そして、一人が九州本土

の神で、あと一人が沖ノ島の神ではないでしょうか。「紀」では、田心姫（たこりひめ）、湍津姫（たぎつひめ）

という名が与えられていますが、文字の意味を分析すれば、田心姫は水田の開拓に関係が有りそうで、こ

れが九州本土の宗像大社、辺津宮の神。付近は田島、田野、田熊など田に由来するらしき地名に囲まれ

ています。湍津姫の湍は急流を表していますから、対馬海流の中に浮かぶ、沖ノ島の沖津宮の神という

わけです。そして、ずっと後の時代に、壱岐が朝鮮への主要航路から外れて、壱岐（イチキ）島にいた市

杵島姫が、筑前大島の現在の中津宮へ移され、三女神が海北道の守り神にされた、というのが私の見解

です。 

「神代紀」では、スサノオ命の十握剣から市杵島姫、九握剣から湍津姫、八握剣から田心姫が生まれた

となっていますが、これは宗像本土（八握剣）から沖の島（九握剣）、壱岐（十握剣）への距離に対応して

います。壱岐の方が沖の島よりわずかに遠いのです。以上は、宗像大社の主張する祭神の配置とはまっ

たく異なっています。 

志賀島から出土した金印の蛇紐に見るように、倭人のシンボルは蛇と考えられていました。したがって、
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丸い蛇眼紋と三角のウロコ紋が神聖な図形です。辺津宮と沖ノ島、壱岐を結べば二等辺三角形が描ける。

これは偶然ではないでしょう。逆に、奇麗な三角形を描ける位置を求めて辺津宮を設けたと解釈可能で

す。 

邪馬壱国が邪馬台国に改変されたのと同様、一大国も、隋書など後代の史書を根拠に、一支と訂正し

て紹介されることが多いようです。大と支は少し似ており、文字に書き癖やかすれなどがあって、伝写時に

見誤ったという主張も、それほど抵抗なく受け入れることができるのではありますが、それより先に、「国名

は島全体の呼称か」という問題を解決せねばなりません。そう思いながら地図を見まわすと、石田という土

地が存在しています。これは「イッター（一大）」に聞こえるでしょう。一支国の方が正しく、「イッシ国」と読

んだとしても何ら不都合はありません。 

和名抄では、壱岐島は壱岐郡と石田郡に二分されており、 古代から存在する地名

なのです。現在でも、石田町印通寺から佐賀県の呼子へ航路が伸びており、末盧国の

所在地、唐津へ向かう船が立ち寄って当然という位置にあります。以上から、「一大（一

支）国」は、壱岐の石田町周辺と結論できます。 

 

方可三百里 多竹木叢林 有三千許家 差有田地 耕田猶不足食 亦南北市糴 

「（一大国の）大きさはおよそ三百里四方。竹、木、草むら、林が多い。三千ばかりの家がある。いくらかの

田地があるが、住民を養うには足りないので、対馬と同じ様に九州や韓国に行き、商いして穀物を買い入

れている」 

 

 島の大きさは、対馬に対して一辺が３対４の比率となりますから、面積は９対１６です。これが壱岐と対馬

下島の対比なら、おおむねその比率を捕らえているし、風景の描写も的確と言えそうですが、壱岐の三百

里四方、対馬下島の四百里四方という数字は過大です。 
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b、北九州の各国。奴国と金印 

 

又渡一海千余里 至末盧国 有四千余戸 濱山海居 草木茂盛 行不見前人 好捕魚鰒 

水無深浅 皆沈没取之 

「また、一海を渡ること千余里。バツロ国に至る。四千余戸があり、山と海すれすれに沿って住んでいる。

草木が盛んに茂り、行く時、前の人が見えない。好んで魚やアワビを捕り、水の深浅にかかわらず、皆、

沈没してこれを取っている。」 

 

韓伝では、新羅（シラ）が斯盧国と表記されていますから、ラ音に盧という文

字が当てられたようです。この末盧国もバツラ国ということになり、記、紀で末

羅、松浦（マツラ）と表される地名に一致します。 

この国の所在地は佐賀県の唐津市周辺です。東松浦半島先端部の呼子

や名護屋を挙げる説もありますが、「東南、陸行五百里で伊都国へ至る」という

後に続く記述に合いません。伊都国は旧糸島郡前原町、現在の前原市が想

定されていて、ほとんど異論がなく、名護屋あたりからの陸行なら、東南に向かい、さらに東北に向かうと

いう九十度の方向転換を要するのです。案内役の倭人に、目的地はどちらにあるかを尋ねれば、手を挙

げて指し示すと思えます。直線的に考えて良いのではないでしょうか。 

唐津市を流れる松浦川河口部には大きな自然の潟が見られますから、おそらく、古代にもそれが存在

したのでしょう。港はその潟内に設けられたと考えられますし、潟を渡る必要がなかったようなので、東岸と

解することもできます。そして、集落まで、何里と書き記すほどではなかったのですが、少し距離があり、草

木をかきわけて進まねばなりませんでした（草木を掻き分けて歩いたのは末盧国上陸後ですから、これは

国内の描写です）。 

以上の条件を合わせると、中心集落は鏡山の麓に位置した可能性があり、これは「山海に浜して住む」

という記述に具体的なイメージを与えてくれます。河原の葦原かと思えますが、繁茂した草木が邪魔をし

て前を行く人の姿が見えない。皆、沈没して魚やアワビを取るという描写は、夏の盛りの風景のようです。 

この国には四千余戸があり、対馬国（千戸）や一大国（三千戸）より規模が大きい。それにもかかわらず、

官が存在しなかったらしく、官名を記していません。 

帯方郡から狗邪韓国まで水行七千余里。さらに九州、末盧国まで三千余里を渡って、合わせて一万余

里の航海となります。もとより七千は引き算で求めた数字で、他は区切りのいい奇麗な数字ばかりが並ん

でいます。 
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   東南陸行五百里 到伊都国 官日爾支 副日泄謨觚柄渠觚 有千余戸 世有王 

皆統属女王国 郡使往来常所駐 

 

「（末盧国から）東南に陸上を五百里行くとイト国に到る。官はジシといい、副はエイボコ、ヘイキョコという。

千余戸が有る。代々、王があり、皆、女王国に従属している。（帯方）郡の使者が往来し、常に駐する所で

ある。」 

 

伊都（イト）も古代からの存在が確認できる地名で、仲哀紀に伊覩県主が登場しますし、倭名抄では筑

前国に怡土郡がみられます。前原市のどのあたりかということになると、末盧国から歩いているので、港を

持たない内陸、且つ、古代の街道沿いを想定できます。福岡方面に抜ける山越え道に近い、曽根、井原、

三雲、高祖あたりが該当しそうで、周辺から弥生時代の遺跡や古墳が多数発見されているのも好都合で

す。 

伊都国には、官が一人、副官が二人で、そのうえ王まで存在し、規模の大きさを想像させますが、戸数

は千余戸しかありません。「翰苑」所載の魏略逸文では万余戸となっており、そちらが正しい可能性もあり

ます。ここまでの国のありかたを思えば、千余戸程度で、王がいて、さらに官と副官二人は必要ないはず

です。しかし、統治の必要上、行政機関だけを充実させた国と考えることもできるので、千余戸で正しいの

かもしれません。やはり、資料は、はっきり否定できるだけの根拠を示せない限り、そのまま使用するべき

でしょう。この魏略逸文は欠落などが多く、それほど信頼のおけるものではないように見受けます。千余戸

の小さな伊都国に、大きな権限の行政機関を置けるなら、九州では軍事的不安がなかったということにな

りそうです。 

末盧国には官名が記されていませんでした。そして、隣のこの国は、戸数が少ないにもかかわらず、逆

に、副官が増員されて管理体制が強力になっています。これは伊都国が末盧国をも管理していたことを

示すのではないでしょうか。 

伊都国には世襲の王家が存在しても、みな女王国に従属していたといいます。女王国の支配下に置

かれてから何世代かを経ているわけで、最低限でも二代です。他の国には王がいないのに、この国のみ

が何らかの理由から優遇されていたようです。 

「郡使往来し常に駐する所」とは、往来という言葉が入っているので、帯方郡の使者が来たときには必

ずここに立ち寄り、帰りも必ず立ち寄るという意味になります。船の手配をしてもらうなど、様々な手続きが

必要だったでしょう。松本清張氏は帯方郡が郡使を常駐させていたと解釈していますが、もし、その必要

があったのなら、この国ではなく、国王（女王）のいる邪馬壱国に駐在させねばなりません。これは、現在、

各国の大使館が首都の東京に置かれている理由を考えれば、すぐに理解出来ることです。伊都国に郡

使を置いたところで、事を謀るには、伊都国の官僚が邪馬壱国へ赴いて指示を仰がねばならないわけで、

後段に、邪馬壱国まで二ヶ月かかると記されていますから、伊都国との連絡には都合四ヶ月を要すること

になります。交渉して決定するまで、どれだけの時間を無駄にするでしょうか。直接、権限を持つ者を相手
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にしなければ、たいして意味はないのです。それなら、始めから女王国に置くのが賢い。帯方郡使が伊都

国に居座っていたのではなく、行き帰り（往来）に常に駐（滞在）したのです。 

 

東南至奴国百里 官日兕馬觚 副日卑奴母離 有二万余戸 

「東南に行くとド国に至る。百里。官はシバコといい、副はヒドボリという。二万余戸がある。」 

 

奴国は、これまでの国とは桁違いの大国で、繁栄していた様子なのに、記述はあっさりしたものです。

その所在地としては、福岡市の博多区から東区を当てれば良いように思えます。特に東区の多々良川と

宇美川合流点、河口部に大きな潟湖が存在したように見え、港を中心とした集落を想定するのに魅力的

です。 

この国は、「使者は大夫を自称した。…光武帝は印綬を授けた（5７）」と後漢書に記されている倭奴国

でしょう。実際に、「漢委奴国王」と刻まれた金印が、すぐ目の前の、博多湾に浮かぶ志賀島から発見され

ています。これを「漢のヰド国王」と読み、伊都（イト）国に当てる説もありますが、民族あるいは国土が倭と

表され、その中の小国として奴国が存在しているのですから、漢、委、奴は大、中、小の包摂関係と見る

べきです。それに、伊都国中心部から、この島が望めないという結びつきの弱さも障害になります。途中

に能古島という大きな島があり、金印公園正面の景観を遮るこの島をさしおいて伊都国と志賀島がどう結

びつくのか。糸島半島は倭名抄の志摩郡で、当時から行政地域が異なっていたと考えられます。 

後漢書は倭奴国に印綬を授けたとしているのに、金印には委奴国となっていますから、倭と委は同音

で、「ワ」とは読めそうもありません。現在の発音では「ウェイ」に聞こえます。倭が委になったのは文字の偏

が省略されたためで、三角縁神獣鏡の銘文に、鏡が竟、銅が同と表記されている等、多数の例があります。

篆刻のデザイン上の都合や作業性の問題からそうなるのでしょう。「１，漢匈奴悪適尸遂王（＊）」、「２，漢

匈奴破虜長」という銅印が中国から出土しており、漢、民族名、役職という記述形式が金印と同じで、特に

２の印の漢、奴という共通文字の篆刻書体が金印に酷似し同一人物の作ではないかと思わせます。すべ

て同時代、後漢の印とすることに問題はありません。その印面の匈奴を「キョウド」と読むなら、奴国も「ド国」

と読まねばならないわけです。したがって、「漢の委の奴国王（漢のヰのド国王）」と読むことになります。

《＊／大谷大学所蔵品》  

そして、金印の「漢の委の奴国王」という文言と、後漢書倭伝の記述を合わせれば、紀元５７年に中国

へ遣使した国王の存在が明らかにされるのに、魏志倭人伝には官のみの記載しかない。つまり、百八十

～百九十年後のこの頃（240 年代）、王は追放されたか、地位を落とされたかして、女王国（邪馬壱国）に

従属していたことを読み取れるのです。後漢書には次の記述があります。 

 

桓霊間倭国大乱 更相攻伐 歴年無主 

「桓、霊の間、倭国大乱。互いに攻伐しあい、しばらくの間、主がいなかった。」 
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 後漢の桓帝、霊帝在位中の四十年間（147～188）、ずっと戦乱が続いていたわけではないでしょうが、

倭国は大いに乱れたといいますから、その頃、奴国王が追われたのかもしれません。やがて、邪馬壱国

の卑弥呼が共立されて、連合王国の女王になり、大乱は終息しました。しかし、その間に敗れた国もまた

多かったはずです。すべての国が一致団結したわけではなく、卑弥呼を共立し、団結した国々が覇権を

握ったのです。戦いに敗れた側の首長が、その地位を保全した可能性は少ないでしょう。 

「奴国は弥生時代初期から博多湾沿岸を支配し、後漢に朝貢するなど、北九州では最も繁栄していた。

しかし、二世紀半ばに全国的な大乱が起こり、奴国もそれに巻き込まれたのである。邪馬壱国やその同

盟国との戦いに敗れた奴国王は、志賀島に逃れ、最も大切な宝物である金印を隠して再起を期したが、

それを取り出す機会は二度と訪れなかった。」 

以上のような想像が許されるのではないでしょうか。この金印の発見は江戸時代（天明四年、1784）のこ

とで、土地の農民が田の溝を修理中、二人で持ち運ばねばならないくらいの大きな石の下から出土した

のだといいます（＊）。金印が、なぜ志賀島で発見されたか、そして、なぜ大きな石の間に隠すようにしてあ

ったかが、これで説明できます（＊／「日本の歴史」、読売新聞社）。 

敗戦後、王を含めた少数の人間が、海の中道と呼ばれる砂洲へ逃れ、追い詰められて、その先端から

志賀島に渡り、せっぱ詰まって途中で金印を隠したものかもしれません。発見地は、現在、金印公園とな

っていますが、志賀の集落から少し離れた、海岸の急傾斜地で、逃げる途中を思わせるような位置にあり

ます。船を利用出来たなら、より遠くの安全な土地へ逃がれることができますから、志賀島から金印が出

土することにはならなかったでしょう。「資珂島（志賀島）と打昇浜（海の中道）は、近くて相連なり、ほとんど

同じ土地と言っていい。」という言葉が筑前国風土記逸文に見られます。これは神功皇后時代の説話とさ

れていて、古代から、この砂洲は志賀島の間近まで伸びていたのです。金印を埋めた人物しかその隠し

場所を知らない。それが取り出されていないことは、その人々？の何らかの不幸な結末を暗示しているよ

うです。 

金印の出土地を支石墓とする見解もありますが、金印が収められるような重要人物、たとえば、奴国王

の墓なら、他にも、装飾品や鏡等、当時の古墳に通常見られる副葬品が出土して当然ですし、古墳として

の何らかの遺構も残っていてよさそうです。そういったものが全く見当たらない以上、この説を受け入れる

わけにはいきません。古墳から最初に盗掘されるはずの、金印のみが残されたという解釈は極めて不自

然に映ります。やはり、奪われるのを防ぐため、目印にできるような、特徴のある大きな石の間に隠したと

解するのが妥当でしょう。 

金印は、自らの一族が奴国の正当な支配者であることを、漢に承認してもらった証拠品で、それを示す

ことが出来れば、漢の支援を受けて再起を図ることができる。奴国王の希望をつなぐ、最後の切り札となり

得るものなのです。 

伊都国が女王国（邪馬壱国）に従属したのも、この倭国大乱時代の可能性大で、そして、王位が存続

するのは、同盟関係にあって卑弥呼を共立したか、戦わず降伏し、その地位を保全されたか、ということに

なるのではないでしょうか。 
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Ａ・D５７（後漢書） ――― １４７～１８８？（後漢書） ――― ２４０以降 

 奴国王が印綬を授かる      倭国大乱             奴国王が消えている 

                      卑弥呼を共立して終息     伊都国には王が居る 

                          ：                  ｜ 

                  （二、三代と考えられる） ← 伊都国王は、代々、女王国に従属（魏志） 

 

東行至不弥国百里 官日多模 副日卑奴母離 有千余家 

「（奴国から）東に行きフウビ国に至る。百里。官はタボといい、副官はヒドボリという。千余りの家がある。」 

 

 末羅国からこの不弥国までは、北九州に位置したことを確言できます。王が存在するのは伊都国だけで、

他は官、副の記載しかありません。どこに所属する官かといえば、女王国を考える他ないようです。伊都国

王というのは、代々、女王国に従属し、いることはいるけれども、千軒ほどを支配するだけの、何だか影の

薄い王様のような感があります。実権は大してなかったのではないでしょうか。この国には、他にも（一）大

率という官が置かれ、諸国を検察するので、諸国が恐れ憚っているという記述が後段に見られるのです。 

 王権の承認されている伊都国でさえ、完璧に支配下に組み込まれていますから、女王国の統制力は極

めて強力だったようです。北九州各国は息をひそめ、神経を張りつめて、その意志をうかがっていた様子

があります。そして、このことは、伊都国以外の国の副官が卑奴母離に統一されていることからも感じ取れ

ます。官には、その国の元からの官名を用い、地元の有力者を置いて、副に女王国の派遣官である卑奴

母離を置いたとする説があり、それには納得させられるのです。卑奴母離を大率に直属する検察官と解

せば、諸国が大率を恐れ憚るのも無理はないし、大率自身が検察出来る伊都国、末盧国には、卑奴母

離を置く必要がないでしょう。そう考えれば全てに筋が通ります。 

 

  

 

 唐津市東部にあった末盧国の、東南五百里に伊都国が存在し、さらに東南百里で奴国。その後、東に

百里で不弥国に至ります。明確な手がかりの得られない、この不弥国を何処に求めるべきでしょうか。 

                           or 博多区 

    唐津市鏡   前原市曽根付近  福岡市東区   ？   

      |                |      |        |    

     末盧国 →→→→→ 伊都国 → 奴国 → 不弥国    （→ 百里）  

  倭人伝の記述……東南       東南     東  

   実際の方向……（東北）      （東北）   （？）  
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伊都国は糸島半島の南と比定されていて、ほとんど異論がありません。しかし、実際には、唐津の東南

ではなく東北にあります。奴国の所在地は福岡市周辺と考えられていますが、倭人伝の方向に従えば、

福岡市どころか、ずっと南方の背振山地や筑後川河口部に、この国を持っていかねばならなくなってしま

うのです。しかし、「漢の委の奴国王」という金印の存在はこれを否定して、博多湾沿岸を指し示します。 

地名や距離、考古学的史料から推定できる各国の位置と倭人伝の方向が一致しません。そこで、当て

にならない方位や大ざっぱな距離を無視し、各人が想像をめぐらせて、国々の位置を確定しようと試みた

ため、今日みる混乱を生じたのです。 

奴国までには、それほどの異論はなく、この不弥国を境に食い違いは大きくなります。しかし、不弥国を

確定すべく最大の手掛りは、「南、投馬（トウバ）国に至る。水行二十日。」という文が続いていることです。

水行するには港が必要で、不弥国は海岸部に求めなければなりません。且つ、奴国から百里と、あまり遠

くない位置にあります。距離が適当に記されていることを述べましたが、全くでたらめというわけではなく、

それなりに実際の数字に対応しています。航海や徒歩という自らの体験なので、その程度の区別なら何と

かなったでしょう。そういうわけで、奴国から不弥国までの百里という距離にも、多少の信頼は置けます。

要するに、近いということで、位置が大体定まっている伊都国から奴国までの距離も、同じ百里とされてい

ますから、地図上に同程度の長さをとって当てはめてみればいいのではないでしょうか。 

博多付近（奴国）にコンパスの芯を置き、糸島

半島の根っこの真ん中（伊都国）あたりから、ぐる

っと回して海岸部にある不弥国の位置を求めれ

ば良いわけです。こうして、「不弥国」は博多湾の

外側、福岡県新宮町から玄海町くらいまでの間と

限定できます。そして、その付近の海岸地形を眺

めて、波風を防ぎ、良い港になりそうな入りくんだ

土地を求めると、津屋崎周辺が魅力的です。現

在の地形を当時のものと同一視するのは危険な

のですが、近くの宮地嶽神社には巨大な石室を

持つ古墳がありますし、神功皇后がここから朝鮮へ出征したという伝説もあるようで、古代は港として栄え

ていたことがうかがえます。このあたりに「不弥国」を置いても別におかしくはありません。 

付近は宗像氏の勢力圏だったようです。この氏族は朝鮮航路の支配者とされていて、宗像三女神を祭

った宗像大社辺津宮もすぐ近くです。松浦半島先端部にある加部島（佐賀県呼子町）、すなわち、末盧

国と一大国を結ぶ航路沿いにも、宗像三女神を祭る田島神社があり、邪馬壱国の使者は、この宗像の神

に守られて玄界灘を渡り、そして帰ってきたわけです。 

水行二十日するには、港だけではなく、水人の存在も想定しなければなりませんが、和名抄では築前

国宗像郡に海部、糟屋郡に安曇（安曇氏も海部です）の郷名が見えて、位置的にうまく合います。 

また、津屋崎町の南方、宗像郡福間町や、粕屋郡古賀町、新宮町の河口部に潟港の置かれた可能性
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を考慮してもいいでしょう。特に、新宮町海岸部には綿津見神社が見られて、安曇氏の存在が推定できま

すし、現在でも小舟の係留されている湊川という川が流れ、湊や上と下の府（フ）という地名もあって気に

かかる土地です。魏の使者が、志賀島へ伸びる砂州を通り過ごした、一番近い港から乗船したと出来れ

ば、より好都合なのです。 

音が似ているという理由で、内陸部の粕屋郡宇美町付近を当てる説もありますが、続く「水行二十日」と

いう記述を、完全に無視しなければならないのは苦しい。次の投馬国へ行き着く術がなく、たとえどこかの

土地を比定したとしても、そこには何の支えもないことになります。 

末盧、伊都、奴の各国の位置はほぼ定まっており、不弥国もその根拠を示して津屋崎町から新宮町に

置くことが出来ました。どちらかといえば、新宮町の方が有望です。 

不弥国から南、つまり単一方向に、水行二十日という時間をかけねば次の投馬国には至らない。した

がって、その国は九州にはあり得ません。九州西岸を南下したとするなら、元の末盧国方面に引き返すこ

とになり、末盧国から不弥国までの行程が全く無駄になって、何のために移動したのかわけの解らないこ

とになってしまいますし、九州東岸の宮崎方面へ向かうには、九十度の方向転換を要するのです。 

ここまで述べてきたことを確認するため、少し異なる角度からの検討を加えてみます。「魏志倭人伝は、

どういう性格を持つ記録か」ということです。これを、当時の倭の代表的な国々を紹介した記録とみる向き

もありますが、それは全くの誤りです。倭人伝は伊都国、邪馬壱国と、そこに至るまでに通過した国々を紹

介した記録なのです。対馬、壱岐、北九州四ヶ国と問題の二ヶ国。数は九州が一番多いのですが、九州

が政治の中心だったことを示しているわけではありません。 

「何故そう言えるのか？」 答えは倭人伝が教えてくれます。伊都国のところに見られた「郡使往来し、

常に駐する所」という文がそれです。末盧国に上陸した帯方郡使は、女王国（邪馬壱国）の使節受入口、

そのための設備や組織などが整えられている伊都国に向かい、そこに滞在（駐）して、事務的な手続きを

したり、情報を仕入れたり、休養をとったりしました。伊都国が、こういう政治的に重要な役割を与えられて

いたことは、倭人伝の中ほどに記されています。そして、郡使はここでの手続き済ませた後、奴国に向かう。

いや、奴国ではなく、不弥国に向かうのです。 

「何故？」 

「船に乗るために。」 

奴国は通り道に位置したからその名を記されたにすぎません。そのため北九州最大の国でありながら、

この国には全く無関心で、官名と戸数以外の何も記録に留めていないのです。彼らの乗ってきた船は末

盧国から帰途につき、不弥国から先は、安曇氏、もしくは宗像氏の船に乗り替えて旅を続けることになりま

す。伊都国に大船の入れる港がなかったせいで、末盧、奴、不弥の三つの国がついでに紹介されること

になったわけです。もし、伊都国に港があれば、彼らは末盧国の港へ入る必要はなく、伊都国までの五百

里の陸行も避けられました。そして、邪馬壱国行きの船に乗るにも、不弥国までの二百里の行程は不要と

なり、伊都国から、そのまま出港できたはずなのです。簡単に整理すれば以下のようになります。 
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 「帯方郡使は、良港を持たない使節受入口の伊都国へ行くため、国際港のある末盧国に入港し、伊都

国まで五百里を歩いた。そこにしばらく滞在した（郡使往来し常に駐する所）後、邪馬壱国へ向かう船に

乗るために、不弥国まで二百里を歩き、途中の百里目に通過した奴国もまた記録に留めた。」 

 

彼らは伊都国と邪馬壱国へ行きたかっただけなのです。他の国は旅程の都合で通過、宿泊したにすぎ

ません。必ず立ち寄ったという伊都国から邪馬壱国へ向かいましたが、乗船のために元の末盧国の港に

戻らなかったのは、五百里歩くより不弥国までの二百里の方が近いし、そのうえ、邪馬壱国への距離が縮

まるからです。奴国の港を利用すると、志賀の島へ伸びる砂州を避けて大回りしなければなりません。却

ってやっかいだったのでしょう。古代、糸島半島は島で、伊都国との間に海が存在したと言われています。

しかし、現在は埋まって地続きになっていますから、海とはいっても、水深の浅い、長い砂浜続きの海岸

線を想定できます。伊都国では、砂浜に引き上げられる程度の小舟しか使用できなかったと考えられるの

です。 

 

c、投馬国から邪馬壱国へ 

 

 南至投馬国水行二十日 官日弥弥 副日弥弥那利 可五萬余戸 

「（不弥国から）南、投馬国に至る。水行二十日。官はビビといい、副はビビダリという。およそ五万余戸。」 

 

不弥国から投馬国への移動は「水行」ですから、海岸線を眺めながら航海しています。この国は奴国の

二倍半の戸数を有し、ここまで紹介された国々のうちでは文句なしに最大の国です。吉備や出雲が候補

地として名を挙げられていますが、出雲に関しては以下のような否定的要素があります。 

 邪馬壱国まで、南に水行十日、陸行一月という文が続いていますから、それに従い、出雲を出港して丹

後半島か若狭湾で上陸、そこから大和へ向かったと解せば、時間的には一致しても、水行と陸行の方向

が九十度異なってしまいます。出雲からまっすぐ進んで、突き当たりの福井県で上陸、同じ方向へ一月歩

いたとしても、その先には、邪馬壱国に比定できるような土地は存在しません。大山岳地帯が行く手を阻

みますし、冬季に雪に覆われる北陸では、「倭地は温暖で、冬夏、生菜を食べる」という記述は生まれな

いのです。 

邪馬壱国は不弥国、投馬国からまっすぐ南にあります（実際は東ですが）。よってここは、瀬戸内（混一

彊理図では南になります）を航行したと考えるほかありません。 

 

南至邪馬壱国 女王之所都 水行十日陸行一月 官有伊支馬 次日弥馬升 次日弥馬獲支 

次日奴佳鞮 可七万余戸 

「南、邪馬壱（ヤバヰ）国に至る。女王の都である。水行十日、陸行一月。官にイシバがある。次はビバショ

ウといい、次はビバクﾜシといい、次をドカテイという。およそ七万余戸。」 
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女王が都を置く邪馬壱国には、投馬国から十日の航海の後、一月も歩いて、ようやくの到着です。それ

では、投馬国を出航後、何処で上陸したと解せばいいでしょうか。邪馬壱国が大和なら、そのまま水行を

続けて大阪湾に入り、淀川から木津川を遡るか、あるいは、河内湖東岸（＊）や住之江から生駒、葛城越え

の道を行けば、わずかの陸行で済みます。しかし、何故かそれを許さない事情があったようです《＊／当時、

河内には大きな湖が存在しました》。 

一月歩くということは、大和からかなり離れていますし、且つ、瀬戸内、本州側の良港の所在地でなけ

ればなりません。したがって、上陸点の候補地は絞られてきます。兵庫県の室津（兵庫県揖保郡御津町）

は、遣唐使の寄港地であり、江戸時代の西国大名も、室津までは船で通い、そこから大名行列を連ねて

江戸まで歩いたという古代から近世まで栄えた港です。その例に習って、室津で上陸したと仮定してみま

しょう。橋もトンネルも無い当時の細い曲がりくねった道を歩いたわけで、ここから大和まで一月というのは

うなずけるのです。 

そうすると、九州の不弥国を出てから投馬国までの水行二十日、投馬国から室津に至る水行十日を加

えて、合計した水行三十日が、不弥国から室津までの航海全体の時間となります。地図を出し、九州から

室津までの距離をおおざっぱに三等分すれば、その九州から二つ目の地点が水行二十日の投馬国（ト

ウバ）というわけです。日数が十日単位で記されているのは、整理されているということで、航海一、二日

分の誤差は許容されるでしょう。 

 

  

 

そして、「このあたり」と地形の出っ張りに目を付けて、大判の地図の

ページをもどかしい思いで繰りながら 探し当てると、いきなり鞆（とも）

という字が目に飛び込んできました。投馬国は鞆だったのです。投馬

国にふさわしいと思われる地名を選んで、理由を考えたのではなく、

倭人伝に記された時間を頼りに推定した位置に、それにぴったりの地

名が存在しています。 

 投馬国の戸数はおよそ五万戸といいますから、広い平地が存在したはずで、現在の福山市を中心に据

えれば良いのではないでしょうか。そこは、平安期、草戸千軒と呼ばれる町が栄えていて、発展のための

条件がそろっていたのでしょう。それ以前から大きな集落が存在したことを想定しても何ら問題はありませ

ん。そして、鞆はその外港と扱うことになります。 

当時、中国地方最大の国だったと考えられる吉備（岡山市付近）について、何も触れていないのは、別

段、難しい事情があったわけではなさそうです。使者達は、観光や探検のために渡来したわけではありま
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せん。帯方郡から与えられた使命を果たすという明確な目的があり、それに向かってまっしぐらで、寄り道

など考えもしなかったのです。国外出張を命ぜられた地方公務員を想像しても、それほど的外れではな

いでしょう。安芸などにも大きな国が存在したと思えますが、何処にも立ち寄っていないのは、九州と邪馬

壱国を最短距離で結ぶ、この旅の航路から外れていたためです。途中に都合良く良港が存在したからこ

そ、大国の投馬国（鞆）に碇を降ろしたのでしょうし、旅の真ん中で何日かの休養をとる必要があったのか

もしれません。九州でも、伊都国が目的地で、他の国には船を降りたり乗ったり、通過、宿泊する以外に

用はありませんでした。次は邪馬壱国を目指して、大集落の所在地であっても無用の土地には立ち寄ら

なかったのです。これは瀬戸内の島嶼伝いの航路を想定すれば、簡単に説明が付きます。ただ、鞆は後

代の備後国に含まれていますので、吉備全体の戸数が五万余戸という可能性は排除できません。 

先に不弥国から倭船に乗り換えたと書きましたが、それは、末盧国で下船し、不弥国まで歩いたことや、

ここに陸行一月と記されていることから導き出されます。帯方郡の船で来たとしたら、使者達が上陸して後、

邪馬壱国まで単に往復するだけでも二ヶ月かかりますから、船はそれ以上の時間、いつ帰ってくるとも知

れない使者達を待ち続けて停泊しなくてはならないわけです。それでは船員の負担が大きすぎます。天

智天皇時代に日本を訪れた中国（唐）の使者も、筑紫に着いた記述はありますが、中国まで帰りを送った

とされていますから、九州から倭船に乗り換えていたようです。 

投馬国（鞆）から水行十日、室津付近で上陸した後、陸行一月で最終目的地の邪馬壱国に着き、この

長い旅は終わりを迎えました。邪馬壱国を畿内大和と解せば、古事記や日本書紀における伝承の濃厚さ

とも一致しますし、考古学的資料にも合います。大和が「倭」と表記されるのも、当時の倭国の中心だった

ことを示す標識の一つなのです。 

人口が増せば増すほど、それだけ活動の痕跡も残りやすくなるはずで、北九州に、奴国（福岡市）の二

倍半（＝投馬国）、三倍半（＝邪馬壱国）の人口集積地を二つも見出すのは困難と思われます。 

 

d、北九州各国の放射式記述説批判 

 次いで、邪馬台国北九州説が支持する、各国の位置の比定法について触れておきます。これは伊都

国を境に記述法が変化することに着目して、 

 

 「伊都国」から「奴国」まで百里、 

 「伊都国」から「不弥国」まで百里、 

 「伊都国」から「投馬国」まで水行二十日、 

 「伊都国」から「邪馬壱国」まで水行十日、 

                  陸行一月 

 

という具合に、すべての国を伊都国から放射状に記したと考えるものです。その記述法の変化とは、伊都

国までは、「方位、距離、国名」の順に記されているのに、奴国以降は、「方位、国名、距離」の順になって
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いるということです。 

しかし、異なるのはそれにとどまりません。伊都国までは「里」と表されていた水行（狗邪韓国まで水行

七千余里）も「何日」という形になっていますし、「余」や「許」で表されていた戸数も、「余」と「可」に変わっ

ています。簡潔、明瞭、的確に描写していた国々の解説も省略されて、無愛想な紋切り型になります。 

要するに、表現の全てが変化しているのです。 

「まるで、人が変ったみたいに。」 

どうも、これが正解のようです。つまり、伊都国を境に報告者が交代しています。邪馬壱国へ行く人間の

数を絞ったか、それとも、別の時の記録を一つにまとめたかですが、後者に分がありそうです。そして、陳

寿はその表現に手を加えることなく倭人伝を編纂しました。伊都国までの人物は、未知の土地に対する好

奇心が旺盛で、鋭い目で国々を観察、分析し、的確にそれを表現できました。着くことを表すにも「到」と

「至」を使い分け、基準になる土地に着いた時には「到」を用いているのです。やっと着いたという安堵の

気持ちを、言葉に表わしたのでしょう。「到其北岸狗邪韓国」で、七千余里に及ぶ韓の旅が終わり、その

後、三千里の航海、五百里の陸行で、「到伊都国」。目的地に着き、この報告者の旅はすべて終わったの

です。同じ人物が邪馬壱国まで旅したなら、必ず到邪馬壱国と表記したでしょう。 

《注／至と到には微妙な区別があるようです。至には極まる意味があり、到はそれに刀が加えられた形

ですから、ゆっくり曲がりながらか、あるいは、細かく刻みながら至ることです。そこから推測すると、到は時

間の経過や待望感などを内に含む。至はそれを考慮しないということになりそうです。》 

伊都国までの使者が諸国の詳らかな観察をなし得たのは、時間的、精神的に余裕があったことを示し

ています。対して、「奴国」以降の使者は、方位、国名、距離、官、戸数と機械的に記すのみで、どういう国

であるかには全く関心を持たず、「それどころではない」といった大急ぎで余裕のない様子をみせます。報

告せよと命ぜられたこと以外はほとんど注意を払っていなかったようで、先に投馬国で何日かの休養と書

きましたが、それも取り消した方がいいかもしれません。この報告者は、短距離の陸行はおよそ百里と推

定して、里で表わすことができましたが、長い距離になると、かいもく見当がつきませんでした。そこで、や

むなく、なんとか覚えている水行二十日、水行十日、陸行一月という時間を用いたのです。こちらの人物

の方が人間的に誠実、あるいは、固いとか、合理的とか言えそうです。 

隋書俀国伝に、「夷人（＝倭人）は里数を知らず。ただ日を以って計る。その国境は東西五月行、南北

三月行で、各、海に至る。」と記されていますから、魏志の日数は、倭人に尋ねて得た内容をそのまま記し

たか、その表現法に倣ったかしたものでしょう。 

最初の伊都国までの報告者は、「まあ大体こんなものだろう」と適当に距離を記しました。不安を感じな

がら行く初めての道は、遠く感じるもので、実際より遥かに長くなったのは理解出来ますし、示された距離

は七千、千、千、千、五百。一万里の航海と五百里の陸行です。七千は既に述べたように引き算で求め

たものですが、他は十進法の単位的な整った数字ばかりが並んでいます。帰国してから、机の前で、長

旅を思い起こしながら計算したことがうかがえるのです。 

こういうわけで、「伊都国」から放射状に国を記すため、記述法を変えたという解釈は成り立ちません。
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伊都国以前と奴国以降の報告者が異なるため、記述法も変化したのです。それは、個性の違いによる文

体の違いを表すにすぎません。 

末羅国に入港し、九州の拠点、伊都国まで歩かざるを得なかったのは、伊都国に港が存在しない故で

す。伊都国からの水行を想定することもまた許されないのです。 

記録、文書は情報を共有する為に残されます。魏という国家があり、官僚組織がある。その一端を担う

帯方郡使が、上部機関に提出した報告書等のうち、陳寿は、重要と見た部分を拾い上げて魏志に組み

込んだのです。これは個人の自由日記、雑感といった類のものではありません。一連の行程の途中から、

何の断りもなく、「伊都国以降は諸国を放射状に記したので、記述順序のわずかな違いからそれを悟って

くれ。」と作者が望んだところで、読者にそのような微妙な心中まで読み取れるはずはないでしょう。それま

で通りに、文の並んでいる順に積み重ねられるだけです。放射式記述説は、常識的には有り得ない書き

方を想定して論を展開しているわけで、記録を残した人々の知性をどう考えているのでしょうか。文献の語

る所に従い、歩いて行くべきなのに、先に出した結論の都合に合わせ、強引に解釈をねじ曲げる姿勢は

強く非難されねばなりません。 

 

e、その他の国々と狗奴国 

 

自女王国以北 其戸数道里可得略載 其余旁国遠絶 不可得詳 次有斯馬国  

次有巳百支国 次有伊邪国 次有都支国 次有弥奴国 次有好古都国 次有不呼国 

次有姐奴国 次有對蘇国 次有蘇奴国 次有呼邑国 次有華奴蘇奴国 次有鬼国 

次有為吾国 次有鬼奴国 次有邪馬国 次有躬臣国 次有巴利国 次有支惟国 

次有烏奴国 次有奴国 此女王境界所盡 

 

「女王国より以北はその戸数や距離をおおよそ記載出来るが、その他の国は遠くて情報もなく、詳しく知

ることは出来ない。次にシバ国有り。次にシハクシ国有り。次にイヤ国有り。次にトシ国有り。次にミド国有

り。次にカウコト国有り。次にフウコ国有り。次にシャド国有り。次にタイソ国有り。次にソド国有り。次にコイ

フ国有り。次にカドソド国有り。次にキ国有り。次にヰゴ国有り。次にキド国有り。次にヤバ国有り。次にキ

ュウシン国有り。次にハリ国有り。次にシユイ国有り。次にヲド国有り。次にド国有り。ここは女王の境界の

尽きる所。」 

 

二十一ヶ国を記していますが、その距離も、方角も、当時の国名が今に伝わっているかどうかもわから

ないので解説は省略します。中国人が聞き取った発音だけを頼りに位置を確定するのは、至難の業とい

うより不可能に近く、該当しそうな地名はいくらでも存在するのです。ただ、華奴蘇奴国は、「記」に須佐之

男命の眷属として、不波能母遅久奴須奴（ふはのもぢ、くどぅすどぅ）の神の名が見えますし、四文字の特

徴的な発音が一致しますので、門司付近をいうのではないかと考えています。 
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これらの国々は、「他にどんな国があるか」と言う質問に倭人が答えたものでしょう。伊都国で旅を終え

た、最初の使者が残した部分と解せば矛盾は生じません。ただし、陳寿は、ここまでの女王国以北の旅程

に含まれない以上、全てが女王国以南に存在する国だと考えました。 

最後に奴国が重出しています。これは「建武中元二年、倭奴国が貢ぎを奉り朝賀す。…倭国の極南界

なり。（＊）」という後漢時代の資料を得た陳寿が、倭国の極南界にも奴国があるはずだと、「次に奴国あり。

ここが女王の境界の尽きる所。」を付け加えたのです。帯方郡使の報告する奴国には、官、副のみで、王

が存在しませんでした。だから、光武帝に印綬を授けられた王の居す、極南界の奴国とは別国だと判断し

たようです。「委奴（ヰド）国」ではなく「委の奴国」だということも明らかになります。《＊／「建武中元二年云々」 

という記述自体は後漢書倭伝に見られます》 

 

   

 

其南有狗奴国 男子為王 其官有狗古智卑狗 不属女王 

「その（女王国の）南に狗奴（コウド、コウドゥ）国があり、男子が王になっている。その官に狗古智卑狗（コ

ウコチヒコウ）がある。女王には属していない。」 

 

「狗奴国」も呉音の「クヌ」ではなく、漢音の「コウドゥ」と読まねばなりません。この国は女王国（邪馬壱国）

と激しく対立するのですが、位置は「女王国の南」です。魏の使者は大和に長期滞在しました。移動中、

見失ってしまった方向も、腰を据えれば自ずから見えてきます。大和から見た方向に関しては信用出来る

のです。大和の南というなら紀伊半島で、呉音のクヌとの類似から、熊野が狗奴国の候補地に挙げられた
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りしていますが、そうではなく、紀ノ川下流域に本拠を置く紀ノ国をいいます。この国が川を遡った奈良県

五条市のあたりにまで勢力を伸ばしていたなら、南下しようとする大和の邪馬壱国と直接、間近で衝突す

ることになります。また、後の歴史から、和歌山の豪族、紀氏は強力な水軍を持っていたと推定できますか

ら、大阪湾や淡路島への進出も考慮できるでしょう。そして、狗奴国が大阪湾を支配していたなら、邪馬

壱国が九州から大和へ至る水路を妨害することにもなるわけです。帯方郡使が大阪湾に入れなかった理

由はこれで、すぐ近くにあり、力も均衡し、直接利害が衝突するからこそ激しく争ったのです。邪馬壱国の

方が押され気味で、魏に軍事援助を要請するに至ったことからも、狗奴国＝紀ノ国の繁栄ぶりを知ること

ができます。 

和歌山県貴志川町には神戸（コウド）という地名が見られ、隣の海南市に高津（タカツ＝コウヅ）と言う土

地があります。紀ノ川中流域には九度山（クドヤマ）もあります。また、ドはノに転化しますが、倭名抄の名

草郡に野応（ノオ）郷（現和歌山市）があり、貴志川流域には野上、神野市場など野の付く土地が非常に

多く存在して、地名からも、紀ノ川、貴志川流域に狗奴国が発展していた様子をうかがえる

のです。そして、大阪にも高津（＊）が存在します。《＊／孝徳天皇の蝦蟇（カハヅ）行宮が「紀」に見

られますから、タカツではなく、コーヅと読みます。》 

魏志が「狗古智卑狗（コウコチヒコウ）」と記す狗奴国の官を、魏略逸文は拘右智卑狗（コ

ウイウチヒコウ）としていて、 どうもこれはコウチヒコ（河内彦）のようです。ここだけは魏略逸文

に軍配を挙げざるを得ません。右のナの部分が筆記者の書きぐせや版の磨滅等で寸足ら

ずになり、＋と誤るのは十分有り得ることで、魏志が転写を重ねるうちに、右から古へ変化し

たと解せます。このことは百衲本、原文影印の筆の運びからも感じ取れます。狗と拘は同音

で、形もよく似ていますから、どちらかの転写間違いとして、文字の違いを気に

する必要はないでしょう。 

以上から、和歌山県北部に狗奴国本体があり、その官、河内彦が大阪を支

配して、奈良の邪馬壱国と対立していたという図が描けます。兵庫県、室津付

近で上陸した帯方郡使は、大阪湾を避けて内陸に迂回し、北方から大和へ入

ったわけです。 

 

自郡至女王国 萬二千余里 

「郡より女王国に至る。万二千余里。」 

 帯方郡から大和までの距離は万二千余里とされています。これは誰が残した言葉でしょうか。 

 

 

2、倭人の風俗、文化に関する考察 

a、陳寿が倭を越の東に置いたわけ 
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男子無大小 皆黥面文身 自古以来 其使詣中国 皆自称大夫 

 

「男子はおとな、子供の区別無く、みな顔と体に入れ墨している。いにしえより以来、その使者が中国に来

たときには、みな大夫を自称した。」 

 

三世紀の倭人の男子は全て入れ墨していました。邪馬壱国を含む全ての国においてです。大夫を自

称するのは中国の官名を知っていたからで、中国人が理解しやすいよう自らの地位を翻訳したものでしょ

う。後漢書倭伝に、「建武中元二年(57)、倭奴国奉貢朝賀、使人自称大夫」とありますから、奴国が光武

帝に印綬を授けられた朝貢の折り、すでに大夫を名乗っていたのです。これは周代の官名で、卿の下、

士の上に位置します。 

 

夏后少康之子封於会稽 断髪文身 以避蛟龍之害 今 倭水人好沈没捕魚蛤 

文身亦以厭大魚水禽 後稍以為飾 諸国文身各異 或左或右 或大或小 尊卑有差 

 

「夏后の少康の子は、会稽に領地を与えられると、髪を切り、体に入れ墨して蛟龍の害を避けた。今、倭

の水人は、沈没して魚や蛤を捕ることを好み、入れ墨はまた大魚や水鳥を追い払う為であったが、後には

次第に飾りとなった。諸国の入れ墨はそれぞれ異なって、左にあったり、右にあったり、大きかったり、小さ

かったり、身分の尊卑によっても差がある。」 

 

 太古の中国には、夏后（夏）という王朝が存在しましたが、その六代目の帝、少康は、会稽で崩じた始祖

王、禹の祭祀が途絶えることを恐れ、庶子の無余を会稽に封じました。無余は断髪文身のその地の風俗

に合わせ、草の荒れ地を切り開いて集落を作ったといいます（史記、越王勾踐世家）。 

 倭人も、その会稽の越人と同じく、水中での害を避けるまじないとして入れ墨していたのですが、この時

代にはすでに単なる飾りとなっていました。入れ墨には地域差があり、身分による違いもあります。 

 

計其道里 當在会稽東治之東 

「その（邪馬壱国までの）道のりを計算すると、まさに（中国の）会稽や東冶の東にある。」 

 

この記述は陳寿自身の見解です。彼は、倭が現在の浙江省から、さらに南の福建省（台湾に近い）の

東に位置すると考えていました。東治となっていますが、会稽の東の治所の東という解釈になり、東が重

複します。会稽の東で十分間に合いますから、東冶の転記間違いでしょう。後漢書では東冶になっていま

す。これは、古代の越の東に当たり、沖縄などの南西諸島の位置に重ねることができます。 

しかし、こんなに南方に在ると思い込んだのは何ゆえでしょうか。邪馬壱国に関する報告の中には、上

記の入れ墨の風俗をはじめ、越との関係を疑わせる記述がいくつか含まれていることは確かです。しかし、
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「その道里を計ると」という言葉をみれば、資料に記された東南や東、南という方向と、大雑把な距離を全

面的に信頼しているようでもあります。やはり、陳寿の採用した資料自体が最初から間違っていたので

す。 

距離が当てにならない理由は、既に述べましたが、使者達が方向感覚を狂わせた理由として、以下の

ような推定が可能ではないでしょうか。 

おそらく彼らは、氷が解け（帯方郡付近では大河が凍結します）、水ぬるむ春に帯方郡を出発しました。

冬の帯方郡からの船旅は、寒すぎますし、北西の季節風で海も荒れ、危険がはなはだしいからです。この

ことはまた倭人伝の記述からもうかがえます。草木が盛んに茂り、前を行く人が見えないという末盧国の描

写は、植物の勢いが衰える秋から冬、そして、春のものではあり得ません。季節は七、八月です。 

北九州から室津付近までが水行三十日（一ヶ月）なので、距離を単純に比較して、帯方郡から九州へ

到るには三ヶ月程度をみておけば十分でしょう。したがって、船出は四月から五月にかけてということにな

ります。長い瀬戸内の旅は、七、八、九月の内の二ヶ月になりますから、湿気と暑さと不安に耐えながら続

けたわけで、魏や帯方郡という北方、寒冷地出身の使者達は、環境変化の大きな落差に苦しんでいたに

違いありません。彼らも、書物から中国南部の知識を得ていたはずで、そして、そのイメージと自らの体験

が重なり、「かくも南へきたか」と感じていたのではないでしょうか。冬にしても、彼らの知る大陸性の厳しい

冬ではなく、照葉樹林に覆われた山はあくまで青く、雪もめったに降らない暖かい冬だったでしょう。探検

家でもなく、地理学者でもない、外交官か軍人である彼らが、磁石で方向を調べていたとは思えませんし、

だいいち、その当時、持ち運びに便利な携帯磁石などありはしません。そしてまた、北極星などをあてに、

岩礁だらけの危険な夜の瀬戸内を航行したとも思えないのです。すぐそばに陸がありますから、夜は何処

かの浜辺でキャンプするか、小さな漁村に入ればすみます。 

《注/戦国時代の記録ですが、次のようなものがあります。「われわれの船は昼も夜も航行する。日本の船は夜は港に留ま

り、昼間航行する。」、「われわれの船はしばしば雨を気にかけず航行する。日本の船は天気が晴朗でなければ航行しな

い。」／ルイス・フロイス著「ヨーロッパ文化と日本文化」岡田章雄訳注、岩波文庫》 

「末盧国」に上陸後は、少数の使者が倭人の案内に従いました。陸でも海でも曲がりくねって、方向な

どたちまち見失うことは保証出来ます。これは地図なしに未知の土地を歩けば簡単に知れることで、古事

記では、野、山の神の子として、大戸惑子神、大戸惑女神（道を迷わせる神）が挙げられているくらいです。

方向は間違えやすいのですが、日数は、何かに印さえ付ければ、昼夜の区別がはっきりしていますから、

ほとんど間違えることはないでしょう。したがって、水行何日や陸行何日で表された時間は、何千、何万里

と表された長い距離より、かえって信頼がおけます。 

使者達は帯方郡からは四、五ヶ月、九州から二ヶ月かけて、苦難の末ようやく邪馬壱国にたどり着きま

した。帯方郡から遥かに遠い、そして、暑い南の国だと思い込んだのです。 

日本が会稽、東冶の東にあるという認識は、そのまま固定観念となり、十五世紀に入っても、混一彊理

図が、日本を９０度回転させ、九州を頭に、南方に長く伸びた形を、朝鮮半島のはるか南海に置いていま

す。逆に言えば、魏志倭人伝を読み、その記録された方位に従えば、そうならざるを得ません。 
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ここに到るまで、魏志倭人伝の各国と方向の関係 に触れずにきましたが、それがこの記録を残した

人々の認識であるなら、全面的に従ってみればいいのでは

ないでしょうか。地図を出し、日本を９０度回転させて南へ伸

ばし、最初から行程をたどってみます。 

まず「末盧国（唐津）」から「伊都国（前原）」への方向は？ 

   倭人伝の記載通り南東に当たります。 

「伊都国（前原）」から「奴国（博多）」は？ 

   やはり南東で、合っています。 

「奴国（博多）」から「不弥国（新宮）」の方向も、倭人伝に記さ

れたとおり東になります。そして、「投馬国」、「邪馬壱国」も、

倭人伝のいう南に位置することになるのです。 

倭人伝は気まぐれなでたらめを書いていたのではなく、勘違いしていただけです。しかし、恐ろしく規則

正しい間違い方で、そうなった原因にも踏み込んでおかねばなりません。先に述べたように、単に、「方向

を見失い、温暖な南国と思いこんだ。」とするだけなら、この全体の正確な９０度の狂いまで説明していな

いことになります。 

漢書地理志、燕地には、倭人が「歳時を以って来たり、献見したと云う。」

と記録されています。「云う」と、伝聞の形をとっているので、漢の都ではなく、

楽浪郡か中国東北部の燕の都へ赴いたのです。その頃から。この魏の使

者達の旅の遥か以前、漢代から、倭は楽浪郡の東南海中、万里の果てに

ある国だという強烈な思い込みが生まれていたのではないでしょうか。燕や

楽浪郡から奴国を見れば、確かにそうなります。それに引きずられ、伊都国

で旅を終えた最初の使者は、狗邪韓国に到るまでの朝鮮半島南岸の航海

で、「乍南乍東」と既に南北を取り違えていますし、末盧国に上陸後も南北

を間違えて自分達は東南に進んでいると思い込んだのです。実際はどちらも東北に向かっているのに。 

「太陽の出た方向が東で、南の国に向かっているのだから、今、進んでいる方向は東南に決まっている

ではないか。」 

かくして、方向は９０度狂うことになります。二度目の使者はその報告に従います。「やっぱり、南へ来る

と暑くてたまらんわい。」と間違いはそのまま受け継がれました。大急ぎで余裕もありませんし、方向を確か

める必要さえ感じないでしょう。季節は移り変わって盛夏になり、進むに連れて、暑さ苦しさも増し、東にあ

る邪馬壱国さえ南の国と疑いません。この旅は、未知の国を求める旅ではなく、世界の東南の果て、越の

東にあることが既によく知られている国に行く旅だったのです。 

漢代から、南西諸島沿いに会稽（*）を訪れ、交易していた人々がいたことを想定すれば、より理解しや

すいでしょう。漢書地理志、呉地に「会稽海外に東鯷人あり。別れて二十余国を為す。歳時を以って来た

り献見すと云う。」と記録されています。《*/会稽郡。当時の中国東南海岸部は全て会稽郡に含まれます。》 
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邪馬壱国を九州に置こうとすれば、倭人伝の記述に対し、複雑な小細工を施さねばなりません。しかし、

大和なら、このようにたった一点の訂正、南北（東南と東北）を取り違えて方向が九十度狂ったとするだけ

で片付くのです。 

円仁の「入唐求法巡礼行記」にも、王請という新羅人が、「弘仁十年（819）、楊州から南に三ヶ月流され

て出羽国へ着いた。北出羽から北の海を航海して長門へ着いた。」と語る記述があり、日本は混一彊理

図に見られたように南方に長い国だと認識されていたことを明らかにできます。《注／北出羽は、この場合、出

羽の南端と考えられます。酒田あたりか。長門へ行くには南下しなければならないのに南北を間違えている。》 

 

 

b、倭人の南方的風俗とその文化 

 

其風俗不淫 男子皆露紒 以木緜招頭 其衣横幅 但結束相連 略無縫  

婦人被髪屈紒 作衣如単被 穿其中央 貫頭衣之 

 

「その風俗はみだらではない。男子は皆、（何もかぶらず）結った髪を露出しており、木綿で頭を縛り付け

ている。その着物は横幅が有り、ただ結び付けてつなげているだけで、ほとんど縫っていない。婦人はお

でこに髪を垂らし、折り曲げて結っている。上敷きのような衣をつくり、その中央に穴をあけ、そこに頭を入

れて着ている。」 

 

男子の髪型を知りたいものですが、木綿で頭を縛るというのは、ハチマキの表現と考えられ、これは後

の風俗から十分想像できます。木綿は木を原料にしている様子なので、楮や梶の木の繊維で織られた布

かもしれません。 

詩経の草木蟲魚疏に「今、江南の人はその皮を績し以て布と為す。また、打ちて以て紙と為す。これを

穀皮紙という。（木の）長さは数丈。潔白で光輝き、その（樹皮の）裏は甚だ好し。その葉、初めて生ずるは

以て茹となすべし（食べられる）。」という楮に関する記述が見られます。桑科の植物なので、穀桑（コウソ

ウ）転じて、コウゾになったのではないかと思えますが、起源は中国江南に求められるようです。 

その江南では、倭の五王が使者を派遣した「宋」に続いて、「斉」、「梁」と国が興りました。共に、日本と

何らかの交渉を持っていた気配で、梁代の史料に、職貢図という絵があり、朝貢してきた倭人の姿を写し

ています。はだしで、脚絆と腕貫を付け、上下とも広幅の布地をゆったり結んで、丸首の下着を着ているよ

うにも見えます。そして、頭にもハチマキ状のものが巻かれています。脚絆と腕貫は後の日本の風俗につ

ながるものですが、文献上の手掛りはありません。これは、自らの目で倭人を見るか、倭人を見た人から情

報を得なければ描けない形なのです。職貢図を信頼して、倭人伝の服装の記述に重ねて良いように思え

ます。 

成人した女性の髪型、被髪は、「髪をかぶる」という意味なので、おでこに垂らして切りそろえていたと解
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釈しました。辞書では「髷を結わず、髪を振り乱すこと」、「ざんばら髪」などと和訳されていますが、髷がば

らけて、前髪の額を隠した状態を言うようです。中国の礼にかなう姿ではないため非難されますが、被髪

文身や断髪文身と表される越人が、髪を手入れせず、不潔だったわけではありません。この場合も、女性

はおしゃれとして被髪しており、前髪にかぎれば、「おかっぱ」の形になります。「折り曲げて結う」は、島田

などの髪型を想像すればいいようで、後ろに長く伸ばした髪を折り曲げ、頭頂でまとめていたと考えられま

す。 

 

種禾稲紵麻蠶桑 緝績出細紵縑緜 其地無牛馬虎豹羊鵲 

 

「禾稲や紵麻を栽培し、蚕を飼い、桑を植える。紡いで目の細かい紵やカトリ絹を生産している。その土地

には牛、馬、虎、豹、羊、カササギがいない。」 

 

粟や稗に注目せず、稲類しか記していないということは、米が主食だったわけで、これは南方系の植物

です。ただ土地に種を播いておけば実るというものではなく、水田という土木工事や苗代、田植え、水の

管理といった専門知識を必要としますから、籾だけが日本に渡来したというわけにはいかないでしょう。 

 紵麻はカラムシで、本草綱目に「今、閩、蜀、江、浙、これ多く有り。その皮を剥ぎ、以て布を績すべし。」

と記されていますから、巴蜀や江南に顕著な植物です。これも、どうやら長江流域に起源があるようです。

卑弥呼が魏へ献上した物品の中に、班（斑）布や倭錦という文字が見えますから、糸を染めて模様を織り

込むことができたと解ります。絳青縑（＊）というのも含まれていて、赤、青に染めていたのは間違いないの

です。《＊／絳は赤の意味。縑は目の細かいカトリ絹》 

 大陸（朝鮮半島）との動物相の違いが意識され、代表的な動物のうち、日本に存在しないものが挙げら

れていますが、中国人が五畜（牛、羊、鶏、豚、犬）と扱ううちの豚や鶏に気付かないはずはありません。

両方とも飼われていた可能性が強いでしょう。牛、羊はいないことが明記されています。 

 

兵用矛盾木弓 木弓短下長上 竹箭或鉄鏃或骨鏃 所有無與儋耳朱崖同 

 

「兵器には矛、盾、木の弓を用いる。木の弓は下が短く上が長い。竹の矢は鉄や骨の鏃を付ける。持って

いる物、いない物は儋耳、朱崖（の人々）と同じである。」 

 

 矛（＊）を真っ先に書いていて、これが主武器だったと思われます。まっすぐなホコを指しますから、日本

各地で出土する銅矛を思い浮かべれば良いようです。《＊／「矛」は槍型。「戈」は柄に直角に刃を差し込んだもの。

鎌のような形になります。「戟」は枝別れのあるホコ。》 

 弓は、握りの部分（弓束）が中央より下に置かれているのが特徴で、実際、銅鐸にそういう形の弓を持つ

人物が描かれています。後世の武者絵の中にも見られますし、現在でも、各地の神社で、神事の際に使
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用されているのをしばしば目にします。弓道の弓もそうなので、弥生時代以来、連綿と受け継がれてきた

日本の伝統的な形と言えそうです。 

青森県八戸市の韮窪遺跡や青森市の山野峠遺跡から、弓矢の模様の付いた縄文時代の壷が出土し

ていますが、倭人の弓とは異なって、矢は弓のほぼ中央につがえられています。やはり、縄文と弥生では、

民族が異なっているのでしょう。朝鮮半島北部の、夫余族の古墳に描かれた弓は、握りが中央にあり、北

インドやモンゴル、中国の小型の弓にそっくりの形をしていますから、「短下長上」と表される倭人の弓は、

北方からもたらされたものではなさそうです。 

倭人と「有無するところは同じ」という儋耳、朱崖は、中国最南部の海南島のことで、「漢書地理志、粤

（えつ）地」に、以下の記述が見られます。 

 

 武帝元封元年 略以為儋耳珠崖 民皆服布如単被 穿中央為貫頭 男子耕農 種禾稲紵麻 

 女子桑蚕織績 亡馬与虎 民有五畜 山多麖麈 兵則矛盾刀木弓弩竹矢或骨為鏃 

 

「武帝の元封元年（B.C109）。領有して儋耳、珠崖と為した。住民は上敷きの様な布を着て、中央に穴を

開け頭を入れている。男子は農耕し、禾稲や紵麻を植える。女子は養蚕し、紡いで織っている。馬はいな

いが、虎がいる。住民には五種の家畜がある。山には大鹿が多い。兵器には矛、盾、刀、木の弓、弩、竹

の矢に骨を鏃としたものがある。」 

 

ここでは男子も貫頭衣を着ているようですが、主要作物、衣料材料なども共通で倭人にイメージが重な

ります。刀や弩を持ち、武器の種類は多くとも、同じように矛、盾の順に記していますから、これが特徴的

だったのでしょう。 

東西、遥か離れた土地の住民が、良く似た生活をしていました。偶

然にしては一致する部分が多すぎますから、儋耳、珠崖の人々は、倭

人と同じ根から東西に分かれたと解することができるかもしれません。

最南端の奴国に至るまで、女王国以南に二十数ヶ国が存在すると考

えていた陳寿や范曄が、倭地を越の東に置いたり（魏志）、朱崖・儋耳

と相近いため、法俗に一致するものが多い（後漢書）と記すのも無理は

ないのです。また、混一彊理図が、日本の最南端の緯度を海南島に合わせているのもこのことを根拠とす

るようです。ちなみに、北端の対馬は会稽の東に置かれています。《混一彊理図の中国、朝鮮は、上の現代図

の形と異なります》 

 

倭地温暖 冬夏食生菜 皆徒跣 有屋室 父母兄弟臥息異処 以朱丹塗其身体 如中国用粉也 

 

「倭地は温暖で、冬でも夏でも生野菜を食べている。みな裸足である。屋根、部屋がある。父母と兄弟は
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別の所で寝る。赤い顔料をその体に塗るが、それは中国で粉おしろいを使うようなものである。」《注／粉は

米で作った白い粉》 

 

気候は温暖で、冬にも生野菜がありました。正月七日に七草粥を食べる行事がありますから、セリはこ

こに含まれるでしょう。ナズナ、ハコベ等は生で食べられるものかどうか。しかし、この記述から、最低限で

も一冬を越す長期の滞在が読みとれます。 

「徒跣＝はだし」というのは南方系の風俗です。雪や氷に閉ざされる寒冷地出身の民族なら、足を保温

するための何らかの工夫を持ち込むかと思えます。先に、帽子を被っていないことが記されていましたが、

これも南方系の要素と言えるでしょう。しかし、狩猟採集生活をしていた旧石器時代からの伝統と解するこ

とも可能なので、決定的な南方系習俗とするわけにもいかないようです。 

「屋室有り」は、韓伝に「居所は草屋土室を作る」と記されていますので、単に家が有ることを示すもので

はありません。国々の戸数を記しており、住居が有るのは当たり前で、したがって、「屋根と部屋が有る。」

という分けた意味に解せられますが、部屋に屋根が付いているのもこれまた当たり前なので、特筆するの

は、よほど屋根の形が印象に残ったのでしょう。あるいは、屋根の中に部屋があるという意味かもしれませ

ん。高床で大きな屋根が付いている古墳時代の埴輪の家や、土器などに描かれた屋根型の建物のイメ

ージをそのまま当てはめていいのではないでしょうか。インドネシアのトラジャの住居なども良く似た形の

屋根を持っていて、これは南方系の住居です。縄文時代からの竪穴式住居も、地面に穴を掘り、柱を立

てて、草で覆う形で、ほとんど屋根だけで出来ているような感があります。こちらは寒さを防ぐのに適した形

で北方系といえましょうか。しかし、部屋割りの痕跡は見られず、倭人伝の「有屋室」には該当しないので

す。 

「父母兄弟臥息異処」は、単に、家族がバラバラに別の部屋で寝たり休んだりというようなものではありま

せん。家族全員に個室を与えるほど部屋数は多くないはずです。男子だけが異処にいて、女子は除かれ

ていますから、父、母、兄、弟とバラバラに読むのではなく、父母、兄弟と読みます。姉妹を記していない

ことは重要です。成長した娘は、同じ建物内の、両親とは別の部屋で寝ていたようで、古事記神代には、

親の知らない間に、夜毎、鍵穴を抜け通って部屋に入って来る男と娘が結ばれたという旨の記述が見ら

れます。これは首長階級の家で、特殊な事例かもしれませんが、娘の部屋には、戸と鍵まで付いていまし

た。 

以上から、「臥息異処」は、父母、兄弟が別の部屋で寝ているというのではなく、兄弟（男子）は親元を

離れ、別の場所で寝ていたという意味に解釈できるのです。これが若者組（若衆組）の表現であることは

明らかで、民族学辞典等によれば、若者組とは、普通、十五歳前後で加入して若者頭の指揮下に入り、

妻帯と同時に退会する組織とされています。加入後は、昼間は家の仕事に従事しますが、夕食後は親元

を離れ、若衆宿などと呼ばれる集会所で、同年代の若者達と寝起きを共にしました。つい最近まで、特に

西日本に広くみられた習俗で、祭礼や警防、婚姻 （妻を求める男子が、夜間に女子の元を訪れる「よば

い」の風俗等）などに深く係っていたといいます。 
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これもまた南方系の要素で、隋書地理志に、「江南の俗は火耕水耨。魚と稲を食べ、漁猟を以って業と

為す。…その俗、鬼神を信じ淫祀を好む。父子あるいは異居。ここは大抵然るなり。」という、そのまますべ

てを日本に当てはめてもいいような記述が見られます。 

「中国人が粉を塗るように、朱丹を塗る。」と記していますが、顔の一部を朱色に染めた埴輪が多数見ら

れ、人により、それぞれ異なった形になっていますから、顔全体を真っ赤にしていたわけではなく、好み、

あるいは身分に合わせた模様を描いていたのかもしれません。入れ墨に加えて、随分派手な顔立ちにな

るようです。露出していない部分には塗る必要がありませんから、顔と胸や手足に塗っていたと想像できま

す。そして、応神記に、「櫟井（＊）の丸邇坂の中ほどの邇（＝丹）で眉を描き、濃く描き垂れた女人」という

内容を含む歌が記されていて、奈良の山辺の赤土を加工して赤い顔料を得たことも明らかにできるので

す。《＊／櫟井は天理市櫟本町》 

埴輪の化粧には、男女にかかわらず、この歌通り、眉毛を赤く塗り、目の下から頬へと赤い帯を描き垂

れた形のものがあります。これが歌舞伎の隈取りの起源でしょうか。 

風俗に関するここまでの記述をまとめると、邪馬壱国の男子は、顔や体に入れ墨し、髪を結って、頭を

ハチマキで縛るのみで何も被らず、はだしで歩き、横幅の布を結んだだけの涼しげな衣料を着け、矛、盾、

木弓、竹の矢で戦い、赤土から作った顔料を塗って化粧し、部屋がいくつかある屋根に特徴のある家に

住み、独身の若い男子は専用の建物で寝起きを共にして部族の様々な伝統を受け継ぐのです。邪馬壱

国の住民は、どこから見ても、南方系民族の特徴を持っています。 

 

食飲用籩豆 手食 

「食飲には、籩 (ヘン)や豆を用い、手づかみで食べる。」 

 

食器として、竹を編んだ籩というたかつき、木をくり貫いた豆というたかつきを使ったようです。しかし、三

百年以上後の隋書俀国伝には、「その習俗では、皿や台は無く、かしわの葉を敷き、手づかみで食べる。」

という記述がみられます。手づかみとするのは共通ですが、３世紀の邪馬壱国の食器と、７世紀初めの飛

鳥時代の食器が全く異なっていて、これも倭人と大和朝廷の民族の違いを感じさせる記述です。現代人

の目から見れば、籩豆を使う邪馬壱国時代の方が文化的なように思えます。 

 

其死有棺無槨 封土作冢 始死停喪十余日 當時不食肉 喪主哭泣 他人就歌舞飲酒 

已葬 挙家詣水中澡浴 以如練沐 

 

「人が死ぬと、棺に収めるが、（その外側の入れ物である）槨はない。土で封じて盛った墓を造る。始め、

死して喪にとどまること十余日。その当時は肉を食べず、喪主は泣き叫び、他人は歌い踊って酒を飲む。

埋葬が終わると一家そろって水の中に入り、洗ったり浴びたりする。それは（白い絹の喪服を着て沐浴す

る）中国の練沐のようなものである。」 
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「有棺無槨」とされていますが、日本では死体を収める棺とその外側の入れ物、槨の区別があいまいで

す。二重になっていない場合、棺、槨はどこで区別しているのでしょうか。夫余伝には「有槨無棺」と、倭

人伝とは逆のことが書いてありますから、中国人は何らかの基準を設けて区別していたのです。定義を明

確にして、正確なイメージを描かねばなりません。もし、その大きさが判定の基準なら、藤ノ木古墳の石棺

（＊）など、棺ではなく槨ということになりそうで、これも倭人と大和朝廷の民族の違いを示す標識かもしれな

いのです。棺とは、幅と高さがきっちり一人分のものを指すように思えます。《＊／橿原考古学研究所附属博物

館はこう表記しています。》 

ここでは、材料に注意を払っていませんから、ありきたりの木棺で、石棺や甕棺ではないでしょう。そし

て、その上に土を盛り上げて墓と為しました。さほど大きなものではなさそうですが、貴族階級の墓のよう

です。道具類の乏しい当時は、木棺を作るにもかなりの労力を要したはずで、それが誰にでも与えられる

とは考えられないのです。 

肉食を避け、泣いてかりもがりする期間は死後十余日。他人は、酒盛りし、歌い踊って、現在の仏教系

葬式とは異なるにぎやかな様子ですが、一族で会食したりする風俗は今に受け継がれています。埋葬が

済むと、家族一同で「みそぎ」しました。これは死の穢れをはらい、身を清める儀式です。単にそれだけで

はなく、喪中の人は次の記述に見られるように、シラミが湧き、垢まみれになっていたので、現実の汚れや

不快感を落とす必要もあったに違いありません。死者にお付き合いしていた行為を停止し、まさに「身削

ぎ」して日常へと蘇るのです。倭人は蛇の一族ですから、脱皮を意識したでしょうか。寒冷地や水の乏し

い乾燥地で生まれる習俗ではありませんので、これも大元は南方系要素と扱ってよさそうです。葬式から

帰った後、清めの塩を踏んだり、現在にもその感覚が残っています。 

 

其行来渡海詣中国 恒使一人 不梳頭 不去蟣蝨 衣服垢汚 不食肉 不近婦人 如喪人 

名之為持衰 若行者吉善 共顧其生口財物 若有疾病 遭暴害 便欲殺之 謂其持衰不勤 

 

「中国を訪れるため海を渡って行き来する時は、常に一人に、頭をくしけずらせず、シラミを取らせず、衣

服をアカで汚したままにさせ、肉を食べさせず、婦人を近づけさせないで喪中の人のようにさせる。これを

ジサイという。もし無事に行けたなら、皆でジサイに生口や財物を与えるが、もし病気になったり、危険な

目にあったりすると、これを殺そうとする。そのジサイに至らぬところがあったというわけである。」 

 

こういう気質もまた、我々、現代人の心の底に潜んでいるようです。「無病息災、家内安全」と異変の無

いことを祈り、何か事があれば、行いを正しくして息をひそめて待つ、というような心理が。縁起を担いで下

着を換えないなどというのもその一種でしょう。しかし考えて見れば、倭人とは日本人の祖先なのですから、

受け継いでいて当然と気が付きます。持衰（じさい）には何か漢語的な雰囲気があります。これは持斎か

もしれません。斎とは「物忌み」、「謹み」を意味していて、この行為にぴったり当てはまるのです。乾海（ゲ

ンカイ→瀚海）という言葉を使った例がありますから、漢語の使用を考えてもいいのではないでしょうか。 



32 
 

出真珠青玉 其山有丹 其木有枏杼橡樟楺櫪投橿烏號楓香 其竹篠簳桃支 有薑橘椒襄荷 

不知以為滋味 有獮猴黒雉 

 

「真珠や青玉を産出する。その山には丹がある。その木はタブノキ（枏＝楠）、コナラ（杼）、クロモジ（橡）、

クスノキ（樟）、？（楺櫪）、？（投橿）、ヤマグワ（烏號）、フウ（楓香）がある。その竹はササ（篠）、ヤダケ

（簳）、真竹？（桃支）。 ショウガや橘、山椒、茗荷などがあるが、それを使って、うまみを出すことを知らな

い。猿や黒キジがいる。」 

 

真珠はパール、青玉は翡翠で共に水の産物でしょう。現在、糸魚川付近で観光化されているように、河

原や浜辺で翡翠を拾っていたと考えられます。後漢書は真珠を白珠と改めました。それ以下は山の産物

で、丹は化粧に使った赤い顔料のことです。邪馬壱国東方の山塊は赤土でできており、これを何らかの

方法で加工して作りました。そこで後漢書は、「山に丹土有り」と改訂しています。 

楓香樹は、当時の日本には存在しなかったマンサク科の木なのですが、葉の形や紅葉する性質が、カ

エデと似ているため区別されなかったようです。 

自分達に馴染みのあるショウガや山椒などの香辛料を目にしても、手の込んだうまい料理にはお目に

かからない。その不満が、「以て、滋味を為すを知らず。」という記述を生んだようです。生ものが多く、北

方系中国人の口に合わなかったとみえます。山中では猿や雉も見つけました。日本の雉は大陸のコウラ

イ雉に比べるとずいぶん黒っぽく見えるので黒雉になったようです。 

当然ながら、植生は倭が南方の地であることを示していますし、猿もそう。逆に存在しないことが示され

ていた馬、ヒツジ、鵲は北方系の動物です。 

 

其俗挙事行来 有所云為 輒灼骨而卜以占吉凶 先告所卜 其辭如令亀法 視火坼占兆 

 

「その風俗では、何かをする時や、何処かへ行き来する時、気がかりがあると、すぐさま骨を焼いて卜し吉

凶を占う。先に卜する目的を告げるが、その言葉は中国の占いである令亀法に似ている。火によって出

来た裂け目を見て、兆しを占うのである。」 

 

邪馬壱国では、亀の甲羅ではなく、骨で占っていました。焼いた火箸か何かを鹿の肩胛骨に点々と突

き刺し、ひび割れの具合を見たようです。イノシシの骨も用いられていますが、代用品らしく、鹿骨が四分

の三を占めるといいます（「弥生人と祭り」石田日出志編、神澤勇一、六興出版）。鹿は最も神聖な動物の

一つだったと考えられ、鹿を神使とする神社が数多く見られるのも無関係ではなさそうです。 

火で焼く前に何を占うかを言葉に出し、令亀法と同じやり方といいますから、令亀法そっくりの形が、別

個に生まれ、独自に発展したと解すより、中国から伝わったとする方が簡単で、且つ、無理がありません。

神も人の心中までは読めないと考えていたらしく、占いたい内容は、口に出してあらかじめ神の耳に入れ
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ておかねばならなかったのです。神はそれに基づいて兆しを示すことになります。 

 

其会同 坐起 父子男女無別 人性嗜酒 

 

「その会合での立ち居振る舞いに、父子や男女の区別はない。人は酒を好む性質がある。」 

 

男女平等だったのか、そうでないにしても、女性の地位は比較的高かったようです。なにしろ女王、卑

弥呼の国ですから。この後、小さな文字で以下のような注が入っています。これは裴松之（南朝、宋）とい

う人が加えたものです。 

 

魏略曰 其俗不知正歳四節 但計春耕秋収 為年紀 

「魏略（＊）いわく、その習俗では正月（陰暦）や四節を知らない。ただ春に耕し、秋に収穫したことを数えて

年紀としている。」《＊／「魏略」…魏の歴史を記した書、現存しない》 

 

この記述通り、日本には「春秋いくつ」という年齢の表現法があります。中国でも元号の使用は漢の武

帝からで、漢代のそれ以前は十月を歳首に何帝の何年と表記していました。しかし、はるか古代には、十

二ヶ月（歳）ではなく、倭人と同じように、春秋を数えて年紀としていたらしく、史記周本紀には「周の穆王

が即位した時、春秋已に五十」という記述が見られますし、孔子も「春秋」という歴史書を編んでいます。

「春耕秋収」とありますが、「年」という文字自体が「禾」と「千」の合字で五穀のよく熟することから生まれて

います。邪馬壱国は中国、周初期と同じ年齢の数え方なのです。これは農業（日本では稲作）に基づく数

え方ですから、弥生人がもたらしたものです。 

 

見大人所敬 但搏手 以當跪拝 其人寿考或百年或八九十年 

 

「大人を見て敬意を表すときは、ただ手をたたくのみで、跪いて拝む代わりとしている。人々は長寿で或い

は百歳、或いは八、九十歳の者もいる。」 

 

先の酒宴を伴う何らかの会同に参加した情景の続きです。貴人の登場を人々は拍手で迎えるのみで、

中国の様に、跪いて伏し拝んだりはしませんでした。これは、神社で柏手を打つ形となって今に残ってい

ます（＝神に敬意を表している）。テレビ放送で、台湾や香港の寺社参りの光景をしばしば見かけるので

すが、神像などに向かって、土間なのに、跪いて平伏する人がたくさんいますから、民族の伝統というもの

は相当根深いようです。我々の何気ないしぐさの中に、そういった古代からの慣習が息づいているのかも

しれません。 

紹介されて知り合った老人に年を尋ねると、百やら、八十、九十などと言うので、そのまま記したようで
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す。前に注が入っていたのは、暦や紀年を持たない倭人に、正確な年齢が解るのかと裴松之が首をかし

げたのです。そのつもりで読めということで、アンデスやコーカサスなどの戸籍のはっきりしない長寿村を

連想できます。また、この国では、長寿は祝うべきことだった様子もうかがえます。 

 

其俗国大人皆四五婦 下戸或二三婦 婦人不淫不妬忌 不盗竊少諍訟 其犯法 

軽者没其妻子 重者没（滅）其門戸及宗族 尊卑各有差 序足相臣服 

 

「その習俗では、国の大人はみな四、五人の妻を持ち、下戸でも二、三人の妻を持つ。婦人は貞節で嫉

妬しない。窃盗せず、訴訟も少ない。その法を犯すと軽いものは妻子を没し（奴隷とし）、重いものはその

門戸や宗族を没する。尊卑にはそれぞれ差があり、序列は上の者に臣服することで保たれている。」《注…

百衲本の「没其門戸及宗族」を採ります。》 

  

 


