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女王國は連合国

卑弥呼の国と国名
Ⅰ章 女王国の位置

Ⅱ章 卑弥呼の国名

Ⅲ章 正史倭国名変遷の理由

Ⅳ章 『魏志』の倭人（日本人）

参考１ ７世紀の神武天皇家

参考２ ７世紀の日本国天皇家

Ⅰ章 女王国はどこに存在したか
倭国名は正史によって異なる。

５世紀『後漢書』・７世紀『梁書』・１０世紀『太平御覧魏志』・・ 「邪馬臺国」「耶馬臺国」

７世紀『隋書』・『北史』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「邪靡堆」「邪摩堆」

１２世紀『紹熈本』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「邪馬壹国」

いずれが正しいか、今、ここで判断することはできないので、これらの国名を使用せず、単に

女王国として、すすめることにする。

(1) 正史女王国への旅程の方角と距離

まず、女王国の位置を特定しよう。女王国への旅程を、方角、距離共に記載している史

書は、３冊ある。

① 南宋『魏志』「紹興本（1131～1162年）」・「紹熈本（1190～1194年）」

② 唐貞観10年（636年）完成の『梁書』

③ 北宋初期に成立した類書『太平御覧』（977～983年）に引かれた『魏志』

『梁書』と『御覧魏志』は、ほぼ同じ内容なので、『御覧魏志』で代表する。

両本の旅程は、次のように記されている。

『魏志』「紹熈本」旅程 『太平御覧魏志』旅程

又渡一海千餘里至末廬國 又渡海千餘里至末廬國

東南陸行五百里到伊都國 東南陸行五百里到伊都國

東南至奴國百里 又東南至奴國百里

東行至不弥國百里 又東行百里至不弥國

南至投馬國水行二十日 又南水行二十日至於投馬國

南至邪馬壹国女王之所都 又南水行十日陸行一月至耶馬臺國

水行十日陸行一月 女王之所都

この旅程に関する読みは様々である。大方は信じていない。なぜなら、「方角」か「道のり」

のいずれかを無視するか自己流に変えて読んでいる。いかなる読みをしようと、この旅程記

邪馬台国論
３章 國名と国家形態
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事が第一資料であることには異論はあるまい。ここから入るのが筋である。両本の旅程に

従って行ける所まで行くことにする。現代地図を参照するが、３世紀弥生時代の風景の

中を進む。私たちは、「古」の国が、「今」の行政区のどこか、ピンポイントで特定する。この

特定作業がいかに困難でも、それを避けて、「畿内説」も「九州説」もない。

「方角」は、両本一致する。この方角を守る。

「里」に関しては「倭韓の里は古周尺の尺度で一里＝100メートル」という立命館大学教

授、藤田元春氏の説を採らせていただきます。氏の説のように、「倭人伝」距離は、韓国

と日本で共通しなければならない。氏の研究のおかげで陸路は、ほぼ正確に計測できる。

旅程に特別な読みは必要ない。今に至るまで、実に様々な「読み」が披露されてきたが、

全て必要ない。「方角」と「里」を守る。それだけが旅の要件であるが、もう一つ付け加える

と、この旅は、「徒歩」か「船」である。今まで、研究者の中で歩いた人は誰もいない。彼ら

は研究室に在るが、郡使は歩き、女王国へ行った。私たちも大地離れず、脚実地を踏も

う。今も、その道は残っている。まず、「不弥国」まで行くことにする。

末廬國

旅の起点は、どちらも、「末盧国」、唐津市である。

東南陸行五百里到伊都國

まず、問題は方角である。『太平御覧魏志』「紹熈本」両本とも、方角は「東南」である。

ここは旅の第一歩である。まちがえる訳にはいかない。念のため、他も当たってみよう。

『魏略』・・・・・・・「東南五東里到伊都國」

『梁書』・・・・・・・「又東南陸行五百里至伊都國」

『翰苑』・・・・・・・「東南五百里到伊都國」

『広志』・・・・・・・「倭国東南陸行五百里到伊都國」

「伊都國」の方角に関しては全史料、全て「東南」である。「東北」とした史料はない。旅

程は唐津を起点として、「東南陸行」である。魏と倭国の使節が度々往来した古代の「末

廬」～「伊都國」間の国際通りは、現代でも主要街道である。現代地図で唐津からの「東

南路」は、すぐ確認できよう。

私たちは迷うことなく、「東南」に進むことにするが、世の中はそうではない。「東北」の「怡

土郡（前原市）」に向かう人が後を絶たない。近代から現代にかけて、女王国への旅人

のほぼ全員が、「怡土」に向かう。全史料が、「東南」と案内しているにもかかわらず、「東

北」へである。ここで、「東北」に進んで、旅程に不信を抱くなら、「倭人伝」に、非はない。

そして、「東北」に向かった旅人が、女王国に行き着くことも、金輪際、あり得ない。だが、

今、その選択をあれこれ言うのが目的ではないので、私たちは、「東南」に進もう。東南に

向けては、立派な街道が存在する。国道３５０号線。東南へ約50ｋｍ。穏やかな川沿いの

街道を進む。途中、多久で一泊する。二日目に佐賀市中心部に到着する。ここが「伊都

國」である。佐賀市内の県庁の辺りが、「伊都國」だったと思われる。

佐賀市の弥生の風景は現在と異なっていた。有明海が北上していて、佐賀市の東南部

も有明海だった。筑後川はその有明海の東側を流れていた。

私たちは、しばし、「伊都國」に留まらなければならない。海が荒れる日、筑後川が増水し

渡河できない日、雨、風の強い日は、天候の回復を待たなければならない。

天候上という自然条件だけで留まったのではない。「伊都國」は北からの侵入に対し、国

防上、重要な任務を担っていた。有明海と筑後川は北からの侵入者から女王国を守るい
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わば、「天然の濠」である。ここを突破されると、女王の都は裸となる。北の侵入者は、「伊

都國」で阻止しなければならない。従って、「伊都國」に「一大率」を置いた。

「自女王国以北特置一大率検察諸国畏憚之常治伊都國」

「率」は、「王の士率・中軍」と解釈されている。「伊都国」には、代々王がいた。

「紹熈本」では、「一大」は国名で、現在の壱岐である。「一大率」は現代日本語でいえ

ば、「壱岐軍」を意味し、本来は、壱岐国防軍だったのであろう。しかし、北の侵入者は壱

岐を経由するとは限らない。いきなり、唐津上陸もあり得る。「壱岐軍」は九州本島の入口

を防衛するためのシフトに変更し、「伊都國」に常駐することになった。「壱岐軍」が「特置」

されたのはこういう事情であろう。

東南至奴國百里

現在、佐賀県庁の南を通って東南に道が伸びている。これが「奴国」に向かう東南路であ

る。だが、当時、この道は海の下である。「伊都國」～「奴国」は全行程中一番の難所

で、船を使った。私たちは南佐賀辺りの港で乗船し、有明を渡り、諸富津から筑後川を東

南に下る。この旅程に「行」という文字がないのは徒歩でなく、船だったからである。古田

武彦氏は「奴国」旅程に「行」がないという理由で旅程から外して博多へ行き着いたが、

「行」がないのは船を使ったからである。東南へ有明渡海、筑後渡川約１０ｋｍの後、上陸

した国が「奴国」である。「奴国」とは大川市である。大川市は当時、海の下だったと聞い

たが、それは縄文時代のことである。弥生時代は陸地となっている。

「奴国」は、１万余戸の大国である。大川市だけでなく、筑後川の上流域の久留米市を含

む大国だったと思われる。

「地域地質研究報告：福岡(14)第７１号 NI-52-11-9佐賀地域の地質」

下山正一氏・松浦浩久氏・日野剛徳氏

倭人伝行路

縄文の海岸線

伊都國

（佐賀市）

不弥國

（筑後市）

末盧國

（唐津市）

東南陸路

弥生の海岸線

東南水路

奴國

（大川市）
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東行至不弥國百里

「奴國」から陸路を東に百里。そこが「不弥國」。実際、大川市から東に実にまっすぐ道が伸

びている。１０ｋｍ進むと、筑後市役所付近である。「不弥國」とは、筑後市である。

「不弥國」までは旅程に従って到着できた。「伊都國」から「奴国」へは船を利用したが、他

は徒歩である。弥生の人が歩いた道を私たちも歩いて来た。旅程の方角と道のりを守り、「不

弥國」まで来ることができた。

ここで両本の旅程表記について確認しておこう。

(1) 「陸行」「東行」と「行」が入れば「徒歩」である。「行」がなければ「船」である。

(2) 『御覧』旅程には全てに「又」があり、「紹熈本」では唐津からの旅程には「又」は

ない。だが、「又」があっても、なくても、唐津市から筑後市まで順次進む。始点か

ら終点に進み、その終点が次の始点となる順進的な旅程表記である。方角、道

のりにおいて疑義は全くなく、旅程に従って歩めば、誰でも筑後市に到着できる。

私たちは、「不弥國」まで来たが、ここで大いなる迷いが生じる。「投馬国」が分からない

からではない。だが、まず、「投馬国」を特定しよう。その上で考えよう。

南至投馬國水行二十日

「投馬国」への旅程は両本とも「水行」「南」「二十日」である。この旅程が「水行」と明示し

た理由は、この旅程には「陸路」がない故である。「不弥國」の港から船出し、陸路を歩くこと

なく、「投馬國」に到着したのである。「不弥國」は筑後市である。筑後市に港があったのか、

現代地図では不審に思われるが、弥生時代の地形を想像すればすぐ分かることである。筑

後市の南には矢部川が流れている。弥生の矢部川流域は現代よりずっと広く、筑後市の港

から乗船できたのである。そして、矢部川を下り、有明海に出て、東シナ海を南下すること２０

日間。旅程の、「南・水行・二十日」は、この意味となる。念をおしていうが、両本とも「南」で

ある。

「投馬國」とは、那覇市である。

南水行

二十日

不弥国

投馬国
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『御覧』「紹熈本」ともに九州を離れ、私たちを「那覇市」に連れて行く。最終地を目前

にしているのも関わらず、「琉球行きの船に乗船しなさい」と案内されているようで、困惑す

ることになる。先ほど、迷うと言ったのはこのことである。ここで乗船すべきか、否か？ここ一

番の思案のしどころで、慎重を要す。

ひとまず、私たちは琉球行きの乗船を見送り、留まって考えてみることにする。

南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月・・・「紹熈本」

（南、邪馬壹国に至る。女王の都とする所、水行１０日陸行３０日である。）

私たちは今、筑後市の港で立ち止まって、この旅程の意味を吟味している。沖縄に渡るべき

か、留まるべきかの選択を迫られている。

「紹熈本」は、「南至邪馬壹国」である。であれば、「投馬国」渡航を見送る選択肢もあるの

ではないか。つまり、ここは、「南」を、「不弥國の南」と読むのである。

ここで、別の観点、「道理」を推してみよう。私たちは壱岐から唐津に渡った。そして内陸部を

歩み、筑後市まで来た。もし、「邪馬壹国」が「沖縄那覇の南」にあるというなら、いままでの

陸行は必然となるか？女王国が「沖縄那覇の南」だとすれば、その場合、壱岐から沖縄に

船便で直行すればいいのではないか？「陸行は不要」、これが「道理」というものであろう。

「投馬國」旅程記事は、「不弥國から投馬國へ行くことができる。その行路は矢部川、有明

海、東シナ海の水行二十日である」という挿入記事と捉える。

私たちは、「投馬國」までは行かない。なぜ、不要な「投馬國」旅程を挿入したのか。その答

は先で見つけることができる。

「投馬國」の位置、「道理」から沖縄行きの乗船切符はこの旅では使わない。女王国は「投

馬國の南」ではない。「不弥國（筑後市）の南」である。

(2) 女王国の国家形態

「紹熈本」が「女王国は筑後市の南」とだけ伝えて道案内を終了した不親切さには訳があ

る。その訳は女王の国の形にある。卑弥呼の国の姿は私たちが持つ国のイメージと大きく

かけ離れていたのである。「紹熈本」は、２１カ国を紹介している。

次に斯馬國あり、次に己百支國あり、次に伊邪國あり、次に都支國あり、次に弥奴國あり、

次に好古都國あり、次に不呼國あり、次に姐奴國あり、次に対蘇國あり、次に姐奴國あり、

次に呼邑國あり、次に華奴蘇奴國あり、次に鬼國あり、次に為吾國あり、次に鬼奴國あり、

次に邪馬國あり、次に躬臣國あり、次に巴利國あり、次に支惟國あり、次に鳥奴國あり、

次に奴國あり。これ女王の境界の尽くる所なり。

その南に狗奴國あり。男子を王となす。その官に狗古智卑狗あり。女王に属せず。

郡より女王國に至る万二千余里。

「次に」とは、「隣接する」ことを意味する。これらの国は全国に散在したのではない。「不

弥国」、つまり、筑後市の隣に「斯馬国」が存在した。その隣に「己百支国」、その隣に「伊

邪国」が次々と存在したのである。女王支配の国は、「斯馬国」から「奴国」まで隣接したこ

れらの２１国だったのである。

現代地図で見ると、２１か国は、矢部川流域から有明海沿岸に存在した国だったと考えら

れる。最後の国が「奴国」で、その南に、「狗奴国」があるという記述も、九州島西岸の地

理に適う。

卑弥呼の国は、21国の連合である。

２１の連合国は、筑後市の南に順次存在していた。矢部川流域から有明沿岸となるが、

それぞれの国が現在のどこか、正確には分からない。だが、いくつかは、ヒントがある。
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＜斯馬国＞

最初の紹介されている国は、「斯馬（しま）国」である。この国は、筑後市のすぐ南に存在したは

ずである。現代地図で言えば、それは、みやま市に当たる。なぜ、みやま市が、「しま国」なのか。

何事も現地に立って考えるべきである。弥生時代のみやま市を訪ねてみよう。地形に関する

研究がなされている。それを転載させていただく。弥生のみやま市地形図は私の想像を遙か

に超えていた。

福岡県みやま市（瀬高町・山川町・高田町）の遺跡

弥生時代（紀元前３００年頃～紀元２５０年頃まで）

当時の地形は有明海の水位が下がり、海岸線は弥生期になるとさらに西に移動してい

き、小川、大江、金栗、さらに三橋、大和、柳川と島ができ、平地が広がり、弥生期後

期には矢部川も一定の流れに変化している。渡来人により水田、水路、道路ができる。

（geo.d51419.com）

弥生時代のみやま市は群島である。弥生後期に有明水位が低下して、島が生まれた。上

記のように、小川、大江、金栗、さらに三橋、大和、柳川が次々と陸地（島）となった。これ

が、「斯馬国」である。みやま市は、まさしく、「島国」である。

「紹熈本」は、「邪馬壹國」への旅程を、「南至邪馬壹國」と記している。旅程には、「行」と

いう文字が入っていない。「行」がないのは、徒歩ではなく、船を使ったという意味である。

「不弥国」の南に浮かぶ島々が、「斯馬国」である。当然、この国へは船で渡ったのである。

「斯馬国」とは、瀬高町・高田町・三橋町・大和町等の島々だったと思われる。みやま市に

は、金栗遺跡を初め、多くの弥生遺跡が存在する。

「邪馬台」を「ヤマト」と読んで、大和町を邪馬台国とする有力な説があるが、大和町は邪

馬台国ではない。大和町は、２１国の中の「斯馬国」の一部であるに過ぎない。

＜鳥奴国＞

２１国の一つに「烏奴国」がある。２１の国名には「奴国」を初めとして「奴」が多く使われてい

る。「奴」を使用した日本の地名が現在に伝わっているかどうか、調べても見当たらない。

「奴」は中国側の表記で、倭語の「ト」の音の中国語表記であると思われる。

例えば、「漢委奴国」という金印がある。この読みは「漢のイト国」と２段階の読みが妥当であ

る。「漢委奴」を「漢の委の奴」という３段階で読むのは例がない。それだけではなく、『倭人

３世紀のみやま市
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伝』では「委奴国」は「伊都国」と表記されている。陳寿が「奴」を「都」に変換したのである。

「伊都国」の読みは「イト」である。「奴（ト）」＝「都（ト）」である。

「奴」は、本来の日本語表記にすると、「土」ではないだろうか。かって、「水」だったが、「土」

となったという意味である。前原市の古代地名「怡土（イト）」も同じ用法であろう。前原市は

古代は、海で、土砂が堆積して、「土」となった。「奴国」も同じ意味をもつ。「奴国」は大川

市であるが、大川市は縄文時代は有明海の下だった。やがて、水が引き、土（陸）となった。

よって、「土国（トコク）」と呼ばれた。それを陳寿は「奴国」と表記したのである。

「烏奴」の「烏」も中国側の表音文字である。音は「ウ」であるが、日本語本来の表記にする

と「宇」であろう。日本各地「宇」を使った地名が残る。「宇治」「宇部」「宇田」等である。

「宇」の原義は、松野連姫氏系図に現れる王名である。「宇」は王の名である。従って、「宇

田」という地名は「宇が所有する田」の意である。「宇土」は「宇の土地」、「宇城」は「宇の

城」が原義である。神武紀に現れる「宇陀」も「宇一族」の国だったのである。

熊本県に宇土市がある。この地名には今に至るまで「土」が残されている。宇土市は緑川の

下流に位置している。宇土市も有明海の水が引いて、「土」となった。よって、地名に「土」が

使われていた。そして、「宇」の王名も地名に残されている。

「宇土（ウト）市」が『倭人伝』「烏奴（ウト）国」である。

女王の連合国は、みやま市から宇土市にまで及んでいたことになる。

＜邪馬国＞

女王国の国名は、『後漢書』では「邪馬台国」である。中国語で「台」は「中央官庁」を意味

する。従って、「邪馬台」とは「邪馬＋台」という複合語である。「台」は普通名詞である。この

複合語が意味するのは、「邪馬の中央官庁」である。では、「邪馬」とは何か。幸い、２１国

の一つに「邪馬国」が現れる。「邪馬」とは国名である。

「邪馬台」とは「邪馬国に存在する中央官庁」という意味である。「邪馬台国」という国が存

在したのではない。存在したのは「邪馬」という国である。その国に中央官庁があった。故に、

中国側は「邪馬台」と言ったのである。

何故、「邪馬国」に中央官庁が存在したのか。「邪馬国」が卑弥呼の連合の中心、連合をリ

ードする大国だったのであろう。卑弥呼は「邪馬国」に住んでいたのである。

大国「邪馬国」とは、どこに存在したのであろうか。筑後市から順次に南下する２１国の１６番

目に紹介されており、宇土市よりは北である。総戸数７万を持つ２１の連合国は、有明沿岸

だけではない。熊本平野全域に連合国が存在していたと考えられる。その中心は現代でも

熊本市である。熊本市が「邪馬国」候補の1番手である。

『隋書』が、数ある日本の名山のうち、阿蘇山だけを紹介しているのも当然と思われる。「邪

馬」とは、日本語の「山」で、火を噴く山、阿蘇山をさすものであろう。

＜鬼国＞

読みは、「キコク」である。日本語本来の文字に戻すと、「忌国」となろう。「忌」とは、「松野

連姫氏系図」の初代王「忌」である。「忌」とは「姫」である。系図では、「忌」が、呉滅亡後

に王家一族を引き連れ、九州に上陸、菊池郡辺りに国を造ったと伝わる。それが「忌の国＝

鬼国」である。「鬼国」が紀元前５世紀倭国の始まりである。地名の「菊池」とは、「忌口」が

本来の文字ではないだろうか。「忌の国への入り口」という意味である。「鬼国」とは「菊池

市」である。平安時代、肥後菊池郡を本拠とした豪族が菊池氏である。菊池氏は熊本地方

の古い名家だったと伝わるが、初代王「忌」を継承していると思われる。

＜奴国＞

２１国の最後の国が「奴国」である。「奴国」は『倭人伝』旅程では「伊都国」の次に現れる。

従って、最後の「奴国」は重出と考える研究者が多いが、別の国である。最初の「奴国」は

大川市で、２１国の最後の「奴国」は熊本平野の最南端の国である。この二つの「奴国」に

「奴」が用いられている意味を考えれば、２つめの「奴国」も、元は、有明海の下だったが、海

水が引いて陸となったのであろう。宇土市の南で、そのような地勢となれば、八代市となろう。

『倭人伝』はここが女王連合の境界の尽きる所であるという。八代市の南に大きな都市はな
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い。現代でも地勢的、行政的、文化的にここが境界である。

＜狗奴国＞

女王連合の南にあって、連合に属さない国がこの国である。代々、男王であると伝えている

が、それが本来の形であろう。女王国が特別だったのである。女王連合と拮抗できるだけの

国力を備え、政治的、地理的に独立していたと考えると、「狗奴国」とは「薩摩」となろう。

以上を手がかりにして、倭国全体図を現代地図に表してみよう。

連合国

(３) 女王国は「姫氏」と「熊氏」の氏族連合

３世紀、当時の九州は、紀元前５世紀渡日の「姫氏」と、「姫氏」に遅れること２００年、

同じように祖国滅亡の後、九州に渡来してきた「楚」の王家一族の「熊氏」によって分割統

投馬國（那覇）へ

斯馬國

己百支國

伊邪國

都支國

祢奴國

好古都國

不呼國

姐奴國

対蘇國

蘇奴國

呼邑國

華奴蘇奴國

鬼國

為吾國

鬼奴國

邪馬國

躬臣國

巴利國

支惟國

烏奴國

奴國

『倭人伝』倭国（連合）

伊
都

不

姐
邪馬国

奴国

対

好

巴

蘇

烏奴国

己

斯馬国

鬼祢

為

華

鬼国

呼

支

奴

国

躬

末廬国

一大国

１０００余里

５００里

水行２０日

伊都国

狗奴国

（薩摩）

不弥国
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治されていた。『記紀』神武天皇家は「姫氏」で、『宋書』倭の五王は「熊氏」である。

神武天皇家の史書『記紀』に、「熊襲（熊楚）」として登場するのが、この「熊氏」である。

「楚」の王家は、代々「熊」と名乗った。通称は、「武（タケル）」「尊（タケル）」である。「熊

襲」を「貢献すべき臣下」と見ているのは、神武天皇家が、「熊氏」より先着、定住した

「姫氏」であるという立場の優越性を反映している。

神武天皇家の統治国は、関門海峡周辺の「大八洲」で、これらの国は、基本、「水戸

（水辺の集落）」であった。故に、神武は、九州内陸部に領土を求めて侵略を決意した。

これが「東征」の実態である。勢い、その地を統治していた「熊氏」と対戦することになっ

た。最大の激戦地が、「宇陀」の「国見の丘」であるが、この丘は、小倉南区の長野城趾

である。

古代九州における「姫氏」と「熊氏」の支配権を巡る争いは、「神武紀」「仲哀紀」「景行

紀」「ヤマトタケル」に生々しく伝わっている。その中で、「神功」だけは、「熊氏」との共存を

図り、「新羅」へ侵略している。

神武のような侵入者は別として、九州では、「姫氏」と「熊氏」は、お互いに住み分けてい

たが、卑弥呼の連合国は、「姫氏」の王と「熊氏」の王が連携して立国した特異な国だっ

たのではないだろうか。

連合２１か国で、特徴的な国名は、「鬼」である。

次に鬼國あり、次に為吾國あり、次に鬼奴國あり

「鬼國」とは、「忌国」である。同じく、「鬼奴國」も、「忌奴国」であろう。これらの国は、「忌

氏」の国である。

もう一つの特徴的な国名は、「蘇」である。

次に対蘇國あり、次に華奴蘇奴國あり

「蘇」とは、「熊氏」の祖国、「楚」であろう。阿蘇山は「阿」と「楚」、二つの氏族の王名の

一字をとって命名されているといえよう。

卑弥呼連合国は、「忌氏」と「熊氏」、二つの氏族によって構成されていた。そして、連合

の王として、「忌氏」、あるいは、「熊氏」の王を立てたのであろう。だが、連合国の王に、

「忌氏」の王を擁立すれば、「熊氏」が従わず、「熊氏」の王を擁立すれば、「忌氏」が納

得せず、故、「忌氏」「熊氏」氏族間の内戦が勃発、「暦年」続いた。そこで、「卑弥呼」を

共立し、連合国の安泰を図ったという訳である。

だが、そのような政治的な要因だけではなかったと思われる。『倭人伝』によれば、連合国

は、「婦が４，５人」という家母長制社会である。卑弥呼が王に迎えられたのは、弥生の家
．

族制度に理由が求められる。家父長制社会では、「男王」が立ち、家母長制社会では、
． ．

「女王」が立つ。時代の家族システムが、王の存在を規定するのである。

(４) 不彌国

「不彌国」は、「フミコク」と読まれている。だが、人気コミック『鬼滅の刃』の「彌豆子」は

「ネズコ」である。「刀禰」という姓は、「トネ」である。「彌」が、「ネ」とすれば、「不彌国」は

「フネコク」となる。「フネ」は「船」である。「栄える港町」「行き来する多くの船」、これらを象

徴した国名は、「船国」がふさわしい。

不弥国は投馬国、女王国に渡航する起点の港町である。

南至投馬國水行二十日・・・・・・不弥国の南、水行２０日で投馬国に至る。

南至邪馬壹国女王之所都・・・・不弥国の南、女王が都とする邪馬壹国に至る。

筑後市役所の東、「前津」付近に不弥国の港があったと思われる。そこには、投馬国へ渡

航する船が停泊している。また、女王の都へ渡航する船も停泊している。それだけではな

い、女王連合の国々の船が出入りし、乗降の人々で賑わっている。市役所近辺の弥生

集落には、朝市が立ち、店が並び、食事処が繁盛し、宿屋すらあったであろう。今と変わ

らぬ港町の情景だったと思われる。
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(５) 投馬国は同族

投馬国に関しては「投馬国は不弥国の（又）南、水行２０日」と明確である。この方角、日

程を変更する理由は一切ない。この旅程に従うと、「投馬国」は沖縄那覇となる。

唐津から筑後市まで、『倭人伝』旅程は現代地図と完全一致する。そして、筑後市に立っ

て「南・水行・２０日」の国と言えば、「南」の奄美や沖縄を思い浮かべるのが自然である。

間違っても、「東」の出雲、丹後、但馬、備後を思い浮べる人はまずいまい。

「投馬国」は那覇である。そして、那覇の南に女王国がないことは誰でもわかる。

「南邪馬壱国」とは「不弥国（筑後市）の南」である。

私たちは、旅程通りに進み、「不弥国」に到着した。その港に立つと、「斯馬国」が見えてい

る。「斯馬国」の島々の間を抜け、さらに南下していけば女王国にたどり着くはずである。

なぜ、ここに「投馬国」が挿入されたのであろうか。女王連合国の一つだったからであろう。

不弥国の港には、各国からの船が停留している。一際大きな船がある。投馬国からの船

である。船長に尋ねてみよう。

我が国、投馬国までは20日かかります。この港から川を下り、海に出て、そのまま

南下し、島伝いに帰ります。航海の目的ですか？もちろん交易です。我が国の特

産品と女王連合の特産品と交換します。戸数は、そうですね、約五万戸の大国で

す。王はいます。官は、「弥弥」、副官は、「弥弥成」と申します。

投馬国と女王国とは、血縁関係（熊氏または姫氏）にあり、交易していた。故に掲載した

のであろう。

卑弥呼の都...距離からの探求
卑弥呼の都を距離から考察する。その前に不弥国までの距離を現代地図で表してみよう。

對海國

一大國

狗邪韓國

（金海）

末廬國

（唐津）

1000余里

1000余里

1000余里

女王国への旅程
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帯方郡ー7000余里ー狗邪韓国ー1000余里ー対海国ー1000余里ー一大国ー1000余里ー

末盧国ー500里ー伊都国ー100里ー奴国ー100里ー不弥国 計10700里

不弥国（筑後市）から女王の都までの距離は１３００里

『倭人伝』は帯方郡から女王国までは１２０００余里と明記している。そして、帯方郡から不

弥国までの総距離は１０７００余里である。だが、肝腎の不弥国から女王国までの距離は

明記されていない。故に、「不弥国と女王国は隣接していた」という古田氏のような誤読を

生む原因となり、「投馬国の南に存在する」という途方もない誤解を生む原因となった。

だが、ここには距離は示されている。簡単な計算なので隠されているだけである。

１２０００余里ー１０７００余里＝１３００余里

１３００余里が不弥国から女王の都までの距離である。この数字は以前から考察されてき

たが、ほとんど利用されなかった。不弥国を特定できなかったからであり、また、不弥国の

南に女王国が存在すると読まなかったからである。不弥国とは筑後市である。卑弥呼の

都は、筑後市の南、１３００余里の所に存在する。その旅程を考えてみよう。

不弥国（筑後市）から女王の都までの旅程

不弥国（筑後市）から女王の都までの旅程は海路と陸路に分かれる。この想定の根拠は２

つある。

(1) 海路

当時の地形から不弥国（筑後市）の南は矢部川・有明海である。筑後市役所近くに

港の地名が残る「前津」あたりで乗船して南下する。不弥国から女王の都や連合各国

末蘆国

伊都国

不弥国
五百里

百里

百里

奴国

千余里

末蘆国

伊都国

不弥国

500里

100里

100里

奴国
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に向かう人はすべて船を利用したと思われる。ここは海路である。

(2) 陸路

『倭人伝』に難解とされる記述があり、ここに「陸路」想定の根拠となる記述がある。

收租賦有邸閣國國有市交易有無使大倭監之自女王國以北特置一大率檢察諸國諸

國畏憚之常治伊都國於國中有如刺史王遣使詣京都帶方郡諸韓國及郡使倭國皆臨

津搜露傳送文書賜遺之物詣女王不得差錯

(1) 收租賦有邸閣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・租賦を収む邸閣有り。

(2) 國國有市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国々に市有り。

(3) 交易有無使大倭監之・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・有無を交易し、使大倭が之を監す。

(4) 自女王國以北特置一大率檢察諸國・・・・・・ ・・ ・ ・・ ・ ・・女王國より以北に一大率を

特置し、諸國を檢察す。

(5) 諸國畏憚之・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・諸國これを畏憚す。

(6) 常治伊都國・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・常に伊都國を治す（不詳）。

(7) 於國中有如刺史・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・國中において刺史の如き有り。

(8) 王遣使詣京都帶方郡諸韓國及郡・・・・・・・・・・・・・・・王、使を遣し、京都、帶方郡、

諸韓國及び郡に詣る。

(9) 使倭國皆臨津搜露傳送文書賜遺之物詣女王・・・・・・・・使倭國は皆、津に臨んで、

傳送の文書、賜遺之物を

搜露し、女王に詣る

(10) 不得差錯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・差錯を得ず。

(1)から(7)までほぼこのように訓まれる。(8)は異なる訓みがあるが、この文の動詞は「遣す」と

「詣る」で、「及」は動詞ではない。だが、ここでは直接関係がないので取り上げないが、詳し

くは次章を参照していただきたい。

旅程と関わるのは(9)である。この文の主語は「使倭國」である。意味は「倭国への使（使

者）」である。「倭国」とは女王国を指す。

「使倭國」は皆、「津」に臨むと、傳送の文書、賜遺之物を搜露し、女王に詣った。

女王国への使者は湊で下船すると、送られた文書や魏の皇帝からの贈り物の梱包を解き、

品々を国中の人々に見せながら女王の宮殿まで陸路を進んでいったというのである。ここに

「陸路」がある。

＜不弥国から津までの海路＞

女王の都への海路は筑後市役所の東、前津付近で乗船、矢部川を下って有明海に出

る。大牟田市、荒尾市、玉名市の海岸沿いに南下、行き着く「津」は熊本港である。

『倭人伝』海路の距離計算は正確ではないが、現代地図に基づいて、海路の実距離を

示してみよう。

①狗邪韓国（金海）から対馬までの1000余里は約145ｋｍ

②対馬から壱岐までの1000余里は約62ｋｍ

③壱岐から唐津までの1000余里は約47ｋｍ

筑後市「前津」から「熊本港」までの海路は、現代地図では実測、約６２ｋｍである。

この海路を１１７０余里とする。

＜湊から都までの陸路＞

女王国への陸路は熊本港から熊本市役所までの約１３ｋｍとする。この陸路は１里１００ｍ

とする当時の尺度に従って、１３０里とする。
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海路、陸路併せて、１３００余里とする。実測は約７５ｋｍである。下図に示してみよう。

現代地図での距離の妥当性

『倭人伝』は壱岐から伊都國（佐賀市）までを１５００余里と計算している。

私たちは不弥国（筑後市）から女王の都（熊本市役所付近）までを１３００余里とした。

現代地図上、二つの距離を比較してみてほしい。筑後市から熊本市までを１３００余里と想定、

計算することは妥当と判断していただけよう。

卑弥呼の都...日数からの考察
女王国の位置は日数でも示されている。

南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月

（南邪馬壹國に至る。女王の都とする所は水行十日、陸行一月である。）

女王の都

伊

都
不

姐

邪馬國

奴国

対

好

巴

蘇

烏奴國

己

斯馬国

鬼
祢

為

華
鬼国呼

支 躬

末廬国

一大国

伊都国

不弥国

壱岐市～佐賀市

1500里

筑後市～熊本市

1300里

不弥国から女王国へ

１３００里
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「水行十日陸行一月」は、帯方郡から女王国への総日数である。これを「投馬国から女

王国への所要日数」と捉える研究者が多いが、「投馬国」とは、沖縄である。沖縄の南に

女王国が存在したのではない。『倭人伝』は帯方郡から女王国への行程を「距離」と「時

間」の二つの方法で示したのである。現代でも東京～大阪間は距離およそ５００ｋｍ、所要

時間は車で約７時間と言うではないか。

（帯方郡から女王の都までの距離は）1万2000余里。

（帯方郡から女王の都までの日数は）水行10日陸行30日。

では、現代地図と現代の知見に基づいて、この距離と日数は整合性をもつであろうか。水

行と陸行に分けて考えてみよう。

水行の距離と時間

①帯方郡から狗邪韓国（金海市）までの７０００余里の水行、陸行の内訳は明らかでな

い。今、帯方郡ー韓国盾津間を水行とする。この間、約101ｋｍで、1000余里とする。

②狗邪韓国ー1000余里ー対海国ー1000余里ー一大国ー1000余里ー末盧国

③不祢国ー1170余里ー女王国とする。 計５１７０余里

「水行」に関してはもう一つ参考資料がある。「不祢国」から「投馬国」への「水行２０日」

である。現代地図では、筑後市から那覇市まで、約８８０ｋｍである。この距離を２０日間か

けて航海したというのだから、１日約４４ｋｍである。

帯方郡から女王国（熊本市）への水行は、５１７０余里、実測約４１７ｋｍである。この距離

を１０日間かけて航海したとなる。１日、約４１ｋｍである。沖縄への航海に比べて、１日の

航海距離は若干少ないが、帯方郡から熊本市までの海路４１７ｋｍを水行十日とした航

海日数は正確であるといってよいであろう。

陸行の距離と時間

①韓国盾津ー6000余里ー狗邪韓国（金海）

②末盧国ー500里ー伊都国ー100里ー奴国ー100里ー不弥国

③熊本港ー130里ー熊本市 計６８３０余里

陸行の総距離は６８３０余里で、「倭韓の里は古周尺の尺度で一里＝100メートル」であるか

ら、この間、６８３ ｋｍとなる。この距離を３０日かけて歩いたという計算となる。１日の歩行距

離は、約２３ｋｍとなる。１時間４ｋｍとして、１日６時間歩いたということになる。道路事情、あ

るいは、郡使は輿に乗り、２人、あるいは４人で担いでいたと考えれば、１日２３ｋｍの歩行距

離は適切である。逆に、１日の歩行距離が４０ｋｍとなれば不可能と言えよう。現代、東海道

４９０ｋｍを歩いた人の経験を聞くと、１日２０ｋｍに押さえるのが全行程を歩くコツであると言う。

女王国へは、海と陸、併せて４０日の長旅である。陸路の１日、２３ｋｍぐらいが適当といって

よいであろう。プロアドベンチャーレーサー田中陽希氏でも１日４０ｋｍは難しいであろう。

帯方郡から女王国までの総距離は１万2000余里である。

＊帯方郡から不祢国（筑後市）までは10700余里

＊不弥国（筑後市）から卑弥呼の都（熊本市）までは1300余里

帯方郡から女王国までの総距離１万2000余里に水行10日陸行30日を所要した

という記述（記録）は現実的、且つ、妥当である。

女王の都は熊本市
熊本市、ここが女王の都である。
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『後漢書』は「邪馬台」と書いている。卑弥呼の宮殿は文字通り、「高台」にあった。小高

い丘に卑弥呼の宮室が存在したということである。その情景を「倭人伝」は「宮室、楼観、

城柵を嚴しく設ける。常に人有り。兵を持って守衛す」と書いている。城柵に囲まれた城

内に宮室があり、周囲を監視する楼観もあった。門には武器を持つ衛兵がいた。

このように描かれた卑弥呼の宮室は、熊本市のどこにあったのであろうか。一番の候補

地は熊本城茶臼山である。この城の始まりは、室町時代、肥後守護菊池氏の一族、出

田秀信が築いた千葉城といわれる。菊池氏は、卑弥呼連合の「忌氏」の後裔と思われ

る。代々、この地を支配してきた「忌一族（菊池氏）」は、その居城を茶臼山に置いてきた

のであろう。その始まりは３世紀の卑弥呼の宮室ではないだろうか。

『御覧魏志』『梁書』の女王国の位置

『梁書』『御覧魏志』の女王国旅程は次のように書かれている。

又南水行十日陸行一月至耶馬臺國女王之所都

女王国旅程の「又南」について、ほとんどの研究者は「投馬国の又南」と読む。だが、『梁

書』『御覧』の編者は、女王国の正確な位置も、「投馬国」の位置も知っていた。故、「投

馬国（那覇市）の南に女王国がある」と記したのではない。

『梁書』『御覧魏志』の「又南」は「投馬国の又南」と読むのではなく、南宋「紹熈本」の底

本である５世紀裴松之注釈『魏志』と同じように、「不弥国の又南」と読むのである。

不弥国の又南、水行１０日陸行３０日、女王が都とする所の耶馬臺國に至る。

では、『梁書』『御覧魏志』は、「水行１０日陸行３０日」を、どこからどこまでの所要日数と

邪馬國

鬼國

奴國

烏奴國

斯馬国

都

不弥國
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して掲載したのであろうか。ここも、裴松之注釈『魏志』と同じように解すべきなのである。

「水行１０日陸行３０日」は、「帯方郡から女王国までの所要日数」である。

”女王国へは、帯方郡から12000余里、４０日見ておかねばならない。”

この認識は、卑弥呼に助けを求められた魏王朝のみならず、南朝宋、唐、宋で一致してい

る。この倭国認識の最重要事項が王朝によって異なる訳はない。

従って、『梁書』『御覧』の女王国についての記事は次のように読むのである。

又南水行十日陸行一月至耶馬臺國女王之所都

（不弥国の）又南、（帯方郡から）水行十日陸行一月、耶馬臺國に至る。女王の都

とする所である。

女王国への旅程を記した『梁書』『御覧魏志』「紹熈本」は、同じ認識に立っている。女王

の都は、帯方郡を去ること1万2000余里、日数にして水行十日陸行一月にあった。

女王の都は熊本市である。

「卑弥呼の都」と「邪馬国」と「倭国連合」

今、ここで、「女王の都」「邪馬国」「倭国連合」について整理してみよう。

① 女王の国は、２１の国によって構成された倭国連合だった。

対海国、一大国、末盧国、伊都国、奴国、不弥国、投馬国を含めると、２８の連合

となる。

② 倭国連合の中心が「邪馬国」だった。従って、卑弥呼はこの国に都を構えた。

③ 「邪馬国」とは熊本市である。都は熊本市役所付近だったと思われる。

この知見を元に、「倭人伝」を現代都市名によって注釈してみよう。

（末盧國の）東南に陸行五百里、伊都國に到る。官は爾支と云う。副は泄謨觚柄渠觚と云う。

千餘戸有り。丗王有り。皆、女王國に統属す。郡使が往來し、常に駐まる。

末盧國(唐津市)から東南に陸路を進むと､五百里(５０ｋｍ )で伊都國(佐賀市)に着く。伊都

國の官は爾支と云う。副官は「泄謨觚、柄渠觚」と云う。千戸余りの民家がある。代々王が

いる。伊都國王は、皆、「女王国（熊本市」に統属する。郡使が往来し、常に滞在する。

南、女王の都とする邪馬壹國に至る。水行十日、陸行一月である。

南、女王が都とする「邪馬國（熊本市）」に到着する。帯方郡から女王国まで水行十日、

陸行一月である。

女王國より以北については、その戸数、道里を略載し得た。

「女王国（倭国連合）」より以北の国々については、その戸数、道里を略載できた。

次に斯馬國有り。次に巳百支國有り。次に伊邪國有り。次に都支國有り。次に彌奴國有り。次

に好古都國有り。次に不呼國有り。次に姐奴國有り。次に對蘇國有り。次に蘇奴國有り。次に

呼邑國有り。次に華奴蘇奴國有り。次に鬼國有り。次に爲吾國有り。次に鬼奴國有り。次に邪

馬國有り。次に窮臣國有り。次に巴利國有り。次に支惟國有り。次に烏奴國有り。次に奴國有

り。此れ女王の境界の盡る所である。

（不弥国の南に倭国連合として）斯馬國（みやま市）が有る。次に巳百支國が有る。次に伊

邪國が有る。次に都支國が有る。次に彌奴國が有る。次に好古都國が有る。次に不呼國

が有る。次に姐奴國が有る。次に對蘇國が有る。次に蘇奴國が有る。次に呼邑國が有る。

次に華奴蘇奴國が有る。次に鬼國（菊池市）が有る。次に爲吾國が有る。次に鬼奴國が

有る。次に邪馬國（熊本市）が有る。次に窮臣國が有る。次に巴利國が有る。次に支惟國

が有る。次に烏奴國（宇土市）が有る。次に奴國（八代市）が有る。奴國（八代市）が女王

連合の境界の盡（つく）る所である。

その南に狗奴國有り。男子を王と為す。その官狗古智卑狗有り。女王に屬さず。

（八代市）の南には狗奴國（鹿児島市）が存在する。この国の王は男である。官は狗古智

卑狗である。女王連合に属さず。
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（帯方）郡より、女王國に至る萬二千餘里

帯方郡から女王国（熊本市）に到る総距離は１２０００余里である。

女王國より以北に一大率を特置す。諸國を檢察す。諸國、これを畏憚す。常に、伊都國を治す。

（伊都）國中において、刺史の如き有り。

女王国（倭国連合）より以北の国々(対馬・壱岐・末廬國・伊都國・奴國・不弥國）に対して

は、一大率(壱岐軍）を特置している。一大率はこれらの諸國を検察している。諸國はこれを

畏れ憚かっている。常には、伊都國（佐賀市）を治す（不詳）だから、伊都國には魏における

刺史（郡國を刺挙しその政績を報告する官）のような役人が國中に居るようである。

使倭國は皆、津に臨みて傳送の文書、賜遺の物を搜露し、女王に詣る。差錯を得ず。

女王国への使者は皆、津（熊本港）に臨むと、伝送の文書、皇帝からの賜遺の品物の

包みをほどいて、女王の下に運んだ。こうすると、「過不足」や「交錯」が生じることがない。

その國、もとは、また、男子を以て王と為す。住まること七、八十年。倭國亂れ、相攻伐すること、

年を歴る。すなわち一女子を共立し王と為す。名は卑彌呼と云う。

その倭国連合は、もとは、男子を立てて王とした。在位が七、八十年続いた。その間に連合

国内は乱れ、相攻伐すること、何年も続いた。そこで二十一国の王が共に、一女子を立て

て、連合の王とした。その王の名前を卑弥呼という。

倭の女王、卑彌呼、狗奴國の男王、卑彌弓呼と素より和せず。倭の載斯烏越等を遣わし、（帯

方）郡に詣り、相攻撃する状を説く。

倭国連合の女王卑弥呼は､狗奴國（鹿児島市）の男王卑弥弓呼と元々仲が良くなかった。

そこで、倭国祀司、烏越（宇悦）等を帯方郡に派遣して､両国の争いの様子を説明した。

更に男王を立てるも、國中服せず。更、相誅殺し、當時、千餘人を殺す。また卑彌呼の宗女、

壹与、年十三を立て王と為す。國中遂に定まる。

更に、男王を立てたが、連合国内が治まらず、お互いに千人以上が死んだ。再び卑弥呼

の宗女（一族の娘）壹与、歳１３を立てて王とした。そこで、やっと、連合国内の争いが治ま

った。

女王の国の姿を素描すれば、次のようになる。

(1) ３世紀、九州卑弥呼の国は、「倭国」と呼ばれた。

(2) 倭国は2１か国で構成される連合国だった。

(2) 連合はみやま市から八代市に及ぶ広大な有明海沿岸に存在した。

(3) 卑弥呼の都は、連合の中心である「邪馬国」に存在した。

(4)「邪馬国」とは熊本市である。

Ⅱ章 卑弥呼の国名

書 名 撰 者（年代） 国 名

三国志・魏志・倭人伝 陳寿 (233～297) ？

後漢書・倭伝 范曄 (398～445) 邪馬臺國

宋書・倭國伝 沈約 (441～513) 倭國

南斉書東南夷伝・倭國 蕭子顕 (489～537) 倭國

俀隋書・ 國伝 魏徴 (580～643) 邪靡堆

梁書諸夷伝・倭 姚思廉 (？～637) 祁馬臺國

太平御覧魏志 李昉等（10世紀） 耶馬臺國

紹興本・紹熈本 南宋（12世紀） 邪馬壹國
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(1) 『魏志』原本では倭国名はいかに表記されていたか不明である。

(2) 『後漢書』では倭国名は「邪馬臺国」である。 『梁書』では「祁馬臺国」である。

(3) 『隋書』では「邪靡堆」である。『北史』では「邪摩堆」である。

(4) 「紹興本」「紹熈本」では「邪馬壹国」である。

現在に倭国名を伝える正史は、原著ではなく、後世作成の版本である。その版本は３つの倭

国名を伝えている。「台」「堆」「壱」である。これら３つの倭国名が存在することが事実であ

る。

最新の「紹熈本」では、国名は「邪馬壱」である。だが、「壱」を探索し、いかなる意味を見つ

けようと「邪馬壱」は、卑弥呼の国体を表わしていない。「邪馬壱」は本来の国名ではない。

別に国名解明の手掛かりを求めよう。誰でも知る『後漢書』李賢注である。

(1) 『後漢書』李賢注

『後漢書（ごかんじょ）』とは中国王朝の「後漢」について書かれた歴史書である。本紀10巻、

列伝80巻、志30巻、全120巻からなる紀伝体で、成立は５世紀、南北朝時代の南朝宋の

時代である。撰者は范曄（はんよう）、398年～445年の人である。『三国志』の撰者、陳寿

(233年～297年)の没後約百年に生まれている。

「東夷列伝第七十五」に「倭」についての記述があり、「倭伝」の中に「邪馬臺国」という国

名が現れる。「倭伝」は、次のように始まる。

倭在韓東南大海中、依山島為居、凡百餘國。自武帝滅朝鮮、使驛通於漢者三十許

國、國皆稱王、世世傳統。其大倭王居邪馬臺國。樂浪郡徼去其國萬二千里、去其

儋西北界拘邪韓國七千餘里。其地大較在會稽東冶之東、與朱崖、 耳相近、故其法

俗多同。

倭は韓の東南の大海の中にあり、山島に依りて居をなす。およそ百余国。武帝、朝鮮を滅

ぼしてより、使駅、漢に通ずるは三十国ばかり。国、皆王を称し、世世統を伝う。その大倭

の王は邪馬臺國に居す。その国は楽浪郡を徼去すること一万二千里。その西北の界の

國である拘邪韓國を去ること七千余里。その地、大較（おおむね）会稽の東冶の東に在

儋り、朱崖と 耳と相近し。故にその法俗の多くは同じ。

『後漢書』は、「その大倭王は邪馬臺國に居す」と書く。この「邪馬臺國」に李賢の注がある。

注は二行に分けて次のように挿入されている。

李賢の注をいかに読むべきか。２０２０年２月、hyena-no-papaと名乗る方からメールをいただ

いた。メールの内容は丁寧なもので、「版本」⇒「写本」の誤認指摘、さらに、李賢注の私の

見解の再考を促すものであった。

今、その旨を了解、深謝し、李賢注の再検討を試みたい。

李賢の略歴は次の如くである。兄、弘は母則天武后によって毒殺され、李賢は自殺に追い

込まれた。李賢への自殺強要は、『後漢書』注記による則天武后批判が、遠因とされる。

李賢

６５４年 李賢１歳 １２月李賢誕生。唐高宗の六男で、母は武則天。字は明允。

６６１年 ８歳 ９月李賢沛王に徒封。

６７２年 １９歳 徳と改名。９月李賢雍王に徒封。

６７４年 ２１歳 舊によりて賢と名づく。

６７５年 ２２歳 ４月兄皇太子李弘薨去。（武后による毒殺） ６月李賢皇太子に冊立

案今名邪摩

惟音之訛也
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６７６年 ２３歳 第一次監國就任。１２月李賢『後漢書注』を奉呈

６８０年 ２７歳 ８月皇太子李賢廃位。庶人に下されて長安の別所に幽閉。

６８３年 ３０歳 １１月李賢巴州に謫徒

６８３年 ３０歳 １２月高宗崩御享年５６歳。皇太子李顕即位（中宗）。

則天武后臨朝称制。

注編纂グループ

① 『後漢書』注は、皇太子李賢が張大安や劉訥言らとともに撰述したもので、李賢２３歳の

儀鳳元年（６７６年）１２月、高宗に奉呈され、その褒賞のもとで宮中秘閣に収蔵された。

② 『後漢書』注の編纂グループは、宰相格の張大安および、漢書学者の劉訥言を中心に当

代の錚々たる学者によって構成され、また王勃・公孫羅・李善らの参加も見られるように極

めて充実した学問集団であった。

③ 李賢は秘閣収蔵の范曄『後漢書』と劉昭『集注後漢』をともに底本として相互の校訂をな

し、さらに、「流俗本」とする諸本との校勘も重ねて定本『後漢書』を確定し、そこに注釈を

挿入して、『後漢書』注を完成させた。李賢注『後漢書』は高宗に献上された。

④ 『後漢書』は、本文約５９万７０００字、李賢注文は、３３万１０００字である。

李賢注釈法

李賢注は唐代に確立した正史注釈法に則っている。『後漢書』李賢注は、劉昭の『後漢書

駰注』、裴松之の『三国志注（４２９年完成）』『裴 集解』の例の形式と一致し、正史と目され

る紀伝体の歴史書に注する場合には効果的、最善であるゆえに、工夫された注釈の構造や

形式、いわば、型ともいうべきものである。

正史注釈法は、裴松之『三国志注』において完成し、李賢に至ったと考えられる。

注には、次の５型がある。

① 別記参照の指示

該当箇所に関する解の参照を促す。注釈を付した事例を詳述する紀伝を提示して参照

を促す。

② 「不同」・「與此不同」とする注記

史実の付加にも配慮しようとする注釈の姿勢を示す。

③ 「未知」・「不詳」とする注記

資料の不足や自己の非力などによって判断を下せぬ場合に置くものである。

④ 本文誤謬の指摘

⑤ 注釈執筆時をいう「今」の用法

＊李賢の注釈執筆時をいう「今」の例は「光武帝紀」だけでも１８８ある。「今」とは李賢

注執筆時（高宗朝）をいうが、李賢は「今」に特別な意味を込めて使用している。それ

は高宗をはじめとする読者の目を唐朝の現時点、すなわち、則天武后と武氏一派が

猛威をふるう現実社会への直截を促すものであったといわれる。

＊後漢（２５年～２２０年）は光武帝の没後、宦官と外戚が権勢を振るった王朝である。

李賢は皇太子として『後漢書注』の中に現高宗朝の政治体制、垂簾聴政を継続する

則天武后とその周辺の武氏一派、佞臣への批判的指弾を織り込んだ。注記は則天

武后、その一派の排斥を求めた高宗へのメッセージだったといえる。覚悟の上とはい

え、則天武后の反撃は厳しく、「６８０年皇太子廃位。庶人に下されて長安の別所に

幽閉」され、６８４年２月「逼りて自殺せしむ」と自殺に追い込まれる結果となる。
せま

「今」の用例

① 南陽、郡。今鄧州縣也。蔡陽、縣、故城在今随州棗陽縣西南

（巻１光武帝紀上李賢注）

南陽は郡、今の鄧州縣なり。蔡陽は縣、故城は今の随州棗陽縣の西南に在り。
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② 霊壽、縣名、属常山郡。今恆州縣也。房山在今恆州房山縣西北、俗名王母山、上

有王母祠 （巻３章帝紀李賢注）

霊壽は縣名、常山郡に属す。今の恆州縣なり。房山は今の恆州房山縣の西北に在

り。俗名は王母山、上に王母祠有り。

③ 兗孔子宅在今 州曲阜縣故魯城中帰徳門内闕里之中・・・。

兗孔子の故宅は今の 州曲阜縣の故（もと）の魯城の帰徳門内の闕里の中・・・

④ 太行山在上黨南、壺口山在黨東。衍之遠祖馮亭為韓上黨守、以上黨降趙、趙封亭

潞三萬戸、號華陽君。死因葬上黨、其墓在今 州上黨縣西。

太行山は上黨に南に在り、壺口山は上黨の東に在る。馮亭は韓の上黨守と為るも、

上黨を以て趙に降る。趙、亭を三萬戸に封じ、華陽君と号す。死して因りて上黨に葬ら

潞る。その墓は今の 州上黨縣の西に在り。

「今」の注釈法

① 「（後漢地名）・・・。今・・・。」が定型である。

② 「古」を「今」でもって注釈する方法である。「古」は『後漢書』地名、「今」は執筆時の唐

の行政区画名である。

「今」の用法

① 「今鄧州縣」は「今の鄧州縣」、「今随州棗陽縣」は「今の随州棗陽縣」

② 「房山在今恆州房山縣西北」は「房山は今の恆州房山縣の西北に在り」

「今」は独立語ではない。「今の・・・」となり、名詞（地名）を修飾する形容詞である。

(2) 李賢注記の解明

邪馬臺国。案今名邪摩惟音之訛也

（読み） 邪馬臺国。案ずるに、今名の邪摩惟は音の訛なり。

現代名「邪摩惟」

(1) 「今名」の「今」とは、注釈執筆時をさす。李賢が、『後漢書』を注釈したのは、６７６年、

２３歳のときである。「今名」とは「現代名」という意味である。

(2) 「邪馬台」の現代名は、「邪摩惟」である。

① 「邪馬台」は、６７６年の今、存続している。

② 「邪馬台」は、６７６年の今、「邪摩惟」という名である。

李賢は、「邪摩惟」という、この現代名を、どうやって知ったのか。

①唐大宗（６２６年９月～６４９年７月）の時代に編纂された『隋書』は、「都於邪靡堆則

魏志所謂邪馬臺者也」と書いている。つまり、唐王朝で読まれていた『魏志』は、倭国

の王都を、「邪馬台」としている。この点、５世紀の『後漢書』と同じで、倭国に対する中

国側の伝統的な呼称を踏襲している。

②しかし、唐王朝自身が編纂した『隋書』では、「邪馬台」を使わず、「邪靡堆」とした。

この変更の理由は後に検討するが、唐王朝は倭国王都に対して「邪靡堆」と変更し

伝統的な「台」を使わなかった。この点、『北史』でも同じく「邪摩堆」である。「邪馬台」

を捨て、「邪摩堆」が唐王朝の公式名だったのである。

李賢注「邪摩惟」は、唐朝の言葉ではない。つまり、「邪摩惟」は唐王朝にとっては外国語、

つまり、倭語だったのである。唐は、この倭語を倭国の人間から直接聞いて知っていたのであ

る。

高宗の世の６６３年に、唐は、「日本国」と白村で戦った。唐の相手は、倭国の将兵と日本

国の将兵であった。「倭国」は九州、「日本国」は近畿である。勝利した唐は、倭国の将を捕

虜とし、唐の都、長安に連行した。その名は「薩夜麻」と伝わる。唐が現代名「邪摩惟」を知
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る上でのキーパーソンが、「薩夜麻」だった。高宗朝は、「薩夜麻」を尋問したであろう。

身分は何か・・・「倭国の王である。」

王都はどこか・・「倭国の王都は邪馬（夜麻）国にある。」

倭国名は何か・・・「倭国は連合である。故に邪摩惟と言う。」

高宗朝は、倭王「薩夜麻」が、『魏志』『後漢書』の「邪馬台」の王であることを知った。そし

て、倭王が、倭国連合を、「邪摩惟」と自称していることを知った。唐朝の皇太子、李賢もこ

の倭国の現代名を聞く機会があり、知っていた。

李賢は、白村の戦いの１３年後、母武則天、武氏一派糾弾の書、注釈『後漢書』を作っ

た。李賢は、『後漢書』の「邪馬台」に、現代名を注記した。

” 今、倭国の王は、自国を邪摩惟と称している。 ”

「邪摩惟」の読み

李賢が、聞いた倭王の日本語は何だったのか。もし、「ヤマイ」と聞いたなら、「邪摩壱」と

書いたであろう。また、「ヤバイ」と聞いたなら、「邪馬壱」と書いたであろう。

李賢は、「惟」を使っている。「惟」には、漢音と呉音と二つの発音がある。

漢音・・・「惟」は「イ」である。

呉音・・・「惟」は「ユイ」である。

倭人とは何者なのか。分かれば、解釈のヒントとなる。幸い、倭人情報がある。『魏志』と

ほぼ同時代に成立した、魚拳の『魏略』に、倭人に関する重要な情報がある。

聞其旧語自謂太伯之後

その旧語（言い伝え）を聞くに、自ら太伯の後なりという

太伯とは中国周王朝の古公亶父の長子、姓は周宗家と同じ「姫」である。太伯は「呉」の祖

とされる。倭人とは、春秋時代の「呉」をルーツとする日本人である。彼らは紀元前４７３年、

祖国「呉」が滅んだ後、王「忌（姫）」に率いられて九州に渡ってきて国を拓いた。

九州には装飾古墳と云われるものがある。多くは熊本県に存在するが、その中の一つ、「珍

敷装飾古墳」には、船の絵が描かれている。絵は自分たちは船で航海してこの土地にやって

きたのだと表明している。

この舟は“ゴンドラ”風と解説されているが、帆を備えている。「呉」は中国の揚子江河口に在

った。人々は揚子江でこの船を日常使用して生活していた。祖国滅亡後、黒潮に乗って北

上して、菊池郡あたりに上陸し、建国した。その国は「忌国」と呼ばれた。２代目の王「順」は、

「忌国」を去り、「委奴国」を建国したと伝わる。この「委奴国」が、「吉野ヶ里遺跡」である。
い と い と

日本の弥生文明は彼らによって興隆した。彼らは代々「忌氏」を名乗り、その国が中国正史

で「倭国」と表記されている国である。正史の「倭国」という国名表記は、本来は、「忌国」で

あろう。「倭人」も「忌人」であろう。

倭人の祖は、「忌氏」、つまり、「呉」の出身である。当然、呉音を使っていた。「惟」の呉音

は、「ユイ」である。

現代名「邪摩惟」の意味

倭の国王「薩夜麻」は、自国を、日本語で、「ヤマユイ」と名乗った。

(1) 「邪摩惟」は、「ヤマ」と「ユイ」

李賢が注記した現代名「邪摩惟」は、「ヤマ」という日本語と、「ユイ」という日本語で構成

された日本語である。「邪」「摩」は、単に音を表したもので、「借字」である。中国語には

「ヤマ」という二つの音を表す一つの漢字がない。従って、「ヤマ」を、「邪・摩」と、借字し

たのである。「ヤマ」は、私たちがよく知る「山」であろう。
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(2) 「惟（ユイ）」は「結」

「惟」の意味は、「思う・考える」である。だが、国名の「惟」には、「思う」という意味はな

い。「惟」もまた、李賢たちが使った表音文字である。日本語の「ユイ」と、借字「惟」と

の間に、意味の繋がりはない。

「ユイ」は、私たちの日本語である。むろん、７世紀の倭王が話した日本語の「ユイ」は、

現代日本語に通じる。李賢注記の「惟」は、現代日本語に替えると、「結（ユイ）」である。

「結」は、「集まる」「組を作る」「むすぶ」の意味である。

(3) 「邪摩惟」は日本語「山結」

李賢注「邪摩惟」を日本語に変換すると、「山結」となる。「結」は「連合」を意味する。

「山連合」が、７世紀、李賢が知った現代名の意味するところである。

李賢が注釈に使った「邪摩惟」は、李賢にとっては、倭語、つまり、外国語である。李賢

は、倭語を尊重し、そのまま、注に使ったのである。

李賢注から、私たちは次の認識を得ることができる。

(1)７世紀、倭国が名乗っていた国名は「邪摩惟」である。

(2)「邪摩」は「山（やま）」、「惟」は「結（ゆい）」である。

(3)「邪摩惟」とは、「山結」という日本語である。

(4)７世紀の倭国名「山結」は、３世紀の卑弥呼の連合の形と合致する。

＜誤刻説＞

現行の百衲本の李賢注「邪摩惟」を、そのまま受け入れていくことが、私たちのとるべき態度と

思えるが、当然、異論がある。誤刻説がその代表である。次に移る前に、この誤刻説を検討し

ておこう。

「百衲本李賢注、邪摩惟は邪摩堆の誤刻」とする説である。本来は「惟」ではなく、「堆」で
． ．

あったとする。百衲本『後漢書』李賢注は「本来は堆で、惟と誤刻された」とする説には、多くの

賛同者が居る。

(1)現行の百衲本『後漢書』は南宋「紹興刊本」を影印したもので、ここでは「邪摩惟」である。

(2)『後漢書』は宋代に数回刊行された。その最初の刊本である「淳化刊本」（940～944）では

「邪摩堆」だったと思われる。理由は宋代に成立した類書『冊府元亀』は「淳化刊本」を引文
さ つ ぷ が ん き

していると考えられ、その『冊府元亀』では「邪摩堆」である。 （以上hyena-no-papa氏）

私案

現在、通用する『冊府元亀』は、「明刊本」（1642年）を底本とする、「中華書局影印本」で

ある。「明刊本」『冊府元亀』は、多くの点で、真宗に上呈された手書き本『冊府元亀』と異

なると言われるが、hyena-no-papa氏の指摘のように、「淳化刊本」を引文して、「邪摩堆」と

しているのであれば、「淳化刊本では李賢注は邪摩堆だった」となる。果たして現行百衲本

「邪摩惟」は、「邪摩堆」の誤刻なのか。

(1) 現行『後漢書』刊本は、南宋「紹興刊本」の影印である。刊本作成は、墨書を裏返して貼り

付け、印刻する。この段階で誤刻は起こりえないと、考えるべきである。版工は技能者で、墨

書を正確に印刻することを仕事とする。

『後漢書』を印刻した３人の版工、徐仁、李昇、朱梓の文字は、いずれも丁寧な楷書体であ

る。部首の「心」を「土」に誤刻することが生じるであろうか。まず、ない。ただ、徐仁は「敬」の

”はね”を忘れているが、誤刻ではない。

(2) 部首が「土」の漢字は、「城」「地」「土分」であるが、正確な印刻である。

部首が「心」は、「惟」だけで、他と比較のしようがない。

他の「持」「侍」「柵」「種」「徐」「福」「神」「往」「唯」等の漢字においても部首に誤刻はな

い。印刻段階において、「堆⇒惟」の誤刻は起こりえないとみるのが妥当である。
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(3) 「堆⇒惟」が生じたとすれば、書写の段階である。百衲本『後漢書』作成の際、「堆」を「惟」

に誤写したと考えられるケースである。このケースはあり得るだろうか。

「邪摩堆」は、国名として中国人には受け入れやすい中国語である。たとえば、「蜀」の国だ

ったと言われる「三星堆」遺跡がある。他にも「三堆県」もある。国土を表す文字として、「堆」

が使用されている。「堆」は常識であり、「堆」の使用は自然である。李賢注が「邪摩堆」と書

かれていたとすれば、「邪摩堆」は彼らにとって母語である。問題なく「邪摩堆」と写本したであ

ろう。一方、「邪摩惟」は、倭語、つまり外国語である。彼らは「邪馬」の意味も「惟」の意味も

知らなかった。故、倭語の「山（やま）」を「邪馬」と書き、「結（ゆい）」を「惟」と書いたのであ

る。中国人が母語である「邪摩堆」を、意味も知らぬ外国語の「邪摩惟」に、誤写することが

あり得るだろうか。

(4) 逆のケースはあるかも知れない。外国語「惟」を、母語「堆」へ翻訳するケースである。

国土を表すのに「惟」は、中国人にとって不自然、不適切である。「淳化刊本」が「邪摩堆」

となっていたのであれば、本来は「邪摩惟」だったが、編者が中国語の「邪摩堆」に翻訳した

からだと考えることはできよう。これだと、中国人研究者には納得だからである。

(5) 「堆」から「惟」への誤写は起こりえない。李賢注の本来形は「邪摩惟」である。

だが、「堆」だったと仮定して、この場合、「惟」への誤写が見逃されたであろうか。李賢注

『後漢書』は単なる研究書ではない。李賢が高宗朝の武氏一派への指弾を込めて作成した

政治的な注釈書である。百衲本作成者は、この本の意味も、李賢の悲惨な末路も知ってい

たに違いない。異質な「惟」への誤写が見逃されたまま、印刷、製本されたということはない

であろう。

李賢注は「邪馬惟」

「堆」を「惟」への「誤刻説」、「堆」を「惟」への「誤写説」、共に、成立し難い。

現在、李賢注を、「邪摩堆」とした『後漢書』刊本は見当たらない。『冊府元亀』と同時代に

俀成立した『太平御覧』の刊本、巻七百八十二東夷三「 」では、「後漢書曰く」として、邪馬

臺国に、「邪魔惟音訛」という注がある。ここでは「邪魔惟」である。
．

南宋「紹興刊本」の影印である現行百衲本『後漢書』の李賢注「邪馬惟」は、唐の高宗朝の

みが知りえた生の日本語である。彼らにとって「邪摩惟」は外国語である。百衲本がこの外国

語を、中国語である「邪摩堆」と峻別して伝えてきたことは偉大であるとさえ思える。

陳寿『倭人伝』原本の国名

７世紀李賢注・・・・・７世紀の倭国の現代名は、日本語「邪摩惟」であるという。

12世紀紹熈本・・・・３世紀の女王国が21の連合国であることを記録している。

『魏志』「紹熈本」は、丁寧に、２１国連合の名前を書いている。

南、邪馬壹國に至る。次に斯馬國有り。次に巳百支國有り。次に伊邪國有り。・・・

「紹熈本」のこの記述は、説明文として適切でないと言えよう。理由は、「紹熈本」の「邪馬

壱国」という国名にある。「邪馬壱国」は女王国のことであるが、女王国が「次に斯馬國・・

・」の国々が結びつかず、これらの国は、女王国と無関係に存在した国と捉えられてきたので

ある。だが、女王統治国は、連合体である。現代のＵＳＡとよく似ている。ＵＳＡを紹介する際は

「ＵＳＡは合州国である。ニューヨーク州、テキサス州・・」と、州名を次々に挙げることになる。

卑弥呼の国も連合体である。従って、陳寿は、その２１の構成国を、「不弥国の次に、斯馬

國、次に巳百支國・・・」と紹介したのである。

みやま市から、順次、有明沿岸に存在して、南端は八代市に及ぶ２１の連合を表す国名と

して「邪馬壱」は、ふさわしくない。３世紀の２１の連合国の国名としてふさわしいのは、７世紀

の李賢注の日本語「邪摩惟」である。「山結（山連合）」という日本語が国の形とぴったり一

致する。
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李賢自身は、女王国の名は、５世紀の『後漢書』の「邪馬台国」と考えていた。ゆえに、『後

漢書』の「邪馬台国」に、「現代では、邪摩惟という。」と、注を打ったのである。

５世紀の倭国名は、「邪馬台」だったが、７世紀には、訛って、「邪摩惟」となったというのが、

李賢の理解である。だが、李賢は、７世紀の日本語の名前が、３世紀の日本語の倭国名を

引き継いでいるとは想像できなかった。

676年、李賢注「邪摩惟」は日本語「山結」である。

７世紀の日本語「山結」は、３世紀の女王国の21国連合の形と合致する。

７世紀の日本語「山結」は、３世紀から引き継がれてきた日本語国名であろう。

284年、陳寿『魏志』原本の倭国名は、日本語「邪馬惟」だったと思われる。

Ⅲ章 正史倭国名変遷の理由

” 日本語「邪馬惟」が、陳寿原本の倭国名として、妥当である。”

従って､陳寿原本では、次のように書かれていたと考えられる。

南至邪馬惟女王之所都水行十日陸行一月

（不弥国の）南、「山結（倭国連合）」に至る。女王が都とする所は帯方郡から水行十日陸

行一月である。

不弥国（筑後市）のすぐ南に「斯馬國 」であるみやま市がある。みやま市は倭国連合の入り

口で、順次、連合国がつらなる。卑弥呼の都は連合の一つ、「邪馬国（熊本市）」にあっ

た。

３世紀の陳寿『魏志』原本の倭国名は、日本語「山結」を呉字で表した「邪馬惟」がもっと

も妥当である。だが、正史には「邪馬台」「邪馬堆」「邪馬壱」の３つの倭国名が現れる。

倭国の自称（日本語）と中国王朝の呼称（中国語）

史書名 成立年 撰者（王朝） 倭国名 王の呼称

魏志 297年 陳寿（西晋） （邪馬惟） 女王

裴松之注魏志 429年 裴松之（南朝宋） 邪馬台 女王

後漢書 432年 范曄（南朝宋） 邪馬台 大倭王

遣隋使 600年～618年 派遣した国は『旧唐書』の日本国

遣唐使 630年～669年 派遣した国は『旧唐書』の日本国

梁書 629年 姚思廉（唐） 祁馬台 倭王

隋書 636年 魏徴（唐） 邪靡堆 女王

北史 659年 李延寿（唐） 邪摩堆 女王

白村江戦 663年 唐と対戦したのは、倭国（九州）と日本国（近畿）の連合軍

李賢注後漢書 676年 李賢（唐） 邪摩惟 大倭王
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日宋貿易 960年北宋成立、1126年南宋成立、日本国平氏政権と貿易

太平御覧魏志 977年～983年 李昉、徐鉱ら14人 邪馬台 女王

（北宋）

魏志紹熈本 1190年～1194年 （南宋） 邪馬壱 女王

(1) ３世紀、陳寿原本の倭国名は「邪馬惟（山結）」という日本語だったと思われる。なぜなら

「紹熈本」倭国名で解読できる「しま国」「やま国」「うと国」も日本語である。

(2) ５世紀、南朝宋は、倭国名を「邪馬台」とした。「台」は中国語である。

(3) ７世紀、唐は、「台」を棄て、「堆」とした。「堆」も中国語である。

(4) ７世紀、唐、李賢は現代名として「邪摩惟」を注記した。「邪摩惟」は、当時の倭人の日

本語の中国語表記である。

(5) 12世紀、南宋は倭国名を「邪馬壱」とした。「壱」に意味は無い。

(1) 『後漢書』・・・「邪馬臺国」

『後漢書』の「邪馬台」はいかに誕生したのか。ここから始めてみよう。

『後漢書』の成立は、５世紀、南朝宋、編者は范曄である。『魏志』より１５０年ほど後に作られ

た『後漢書』では、南朝宋は、倭国に対する認識を深化させている。

國皆稱王、世世傳統。其大倭王居邪馬臺國。

国、皆王を称し、世世統を伝う。その大倭王は邪馬台国に居る。

国の形

３世紀、陳寿が捉えていた倭国は、連合である。

５世紀、范曄は、倭国の形をどのように捉えていたか。

『後漢書』は、倭国には、それぞれの国には王がいて、代々伝えていると、書いている。その

王の中の王が、「大倭王」である。范曄は、国の形を、「ゆい（連合）」とは書いていないが、

「大倭王」、つまり、「王の中の王」と書いて、国家群の存在を示唆している。これは、連合と

同じである。

５世紀の范曄は、「５世紀の倭国も連合体である」と認識していたといえる。

大倭王

３世紀の倭王と５世紀の倭王は変っている。３世紀『魏志』は、２１国の連合の王に女王卑

弥呼、壱與を共立している。だが、『後漢書』の王は、女王ではない。５世紀の倭国では、女

王に代わって、男王が連合の王に就いていたのである。

邪馬台

中国では天子の宮殿を指して、「台」という。「銅雀台」「金虎台」「凌雲台」など、多くの

例がある。范曄は、この伝統的な用法に従い、倭国の大倭王の宮殿を、「台」と表した。

「台」は、天子を中心に考える中国的な国家の表現方法である。

鄴「台」で有名なのは魏の曹操が２０１年、 （ぎょう）に造営した「銅雀台」である。高さ３３ｍ、

３基の宮殿から構成されていたという。楼台の屋上に銅製の鳳凰を飾ったので、銅雀台とな

った。

ところが、倭国の王の宮殿には、このような銅製の飾りはなく、特徴的な宮殿名がない。范

曄が倭王の宮殿を「邪馬台」としたのは、宮殿が存在した国が、「邪馬国」だったからであ

る。「邪馬国」は、２１連合の中心国である。倭王の王都はこの国にあった。従って、宮殿名

を「邪馬台」とした。「邪馬台国」とは、「台が存在する邪馬国」という趣意である。

「邪馬台」は、５世紀の南朝宋の倭国に対する伝統的な呼称で、この中には、倭国への敬

意が込められている。
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２１連合の大倭王は「邪馬国」に居る。「邪馬国」に王の宮殿がある。「邪馬台」である。

倭国連合は、全戸数７万、一戸５～６人として、人口３５～４２万の大国である。その王の宮

殿に対して、「邪馬台」はふさわしい敬称と言えよう。

南朝宋は、中国天子と同等に大倭王を敬い、「邪馬台」という敬称を使ったのである。

大倭王は、「邪馬国」に住む。

我々は、その宮殿を”邪馬台”と称しよう。

「邪馬台」は、陳寿『魏志』原本の「邪馬惟」と全く異なる。「邪馬惟」は、３世紀の倭人の自

称で、陳寿は「ヤマユイ」を「邪馬惟」と書いた。本来の日本語では「邪馬」は「山」、「惟」は

「結」である。

ところが、「邪馬台」は中国語である。南朝宋、范曄は天子の宮殿を「台」と尊称する中国王

朝の用法に従い、倭王の宮殿名にも、「邪馬台」という中国語を使ったのである。「邪馬」は

共通するが、「台」は中国語、「惟」は日本語である。

倭国は、連合である。連合には、大倭王がいる。

大倭王は「邪馬国」にいる。王の宮殿は「邪馬台」と称されるべきである。

南朝宋は大国倭国に対して敬意を払っている。それは、女王卑弥呼に対してもいえる。『魏

志倭人伝』においては、卑弥呼の仕事を「鬼道」としている。陳寿は日本語の「キトウ」を「鬼

道」と書いた。「鬼道」は日本語の「祈祷」の言い換えである。『倭人伝』は、女王国の民間

風俗に、「骨を焼いて、吉凶を占う」と伝えている。陳寿が、卑弥呼の「鬼道」がこの民間風

俗と同じと見ていたかどうかは不明である。

だが、『後漢書』では、「鬼道」ではなく、「事鬼神道能以妖惑衆」と改定している。同じようで

あるが、「鬼道」は日本語、「鬼神道」は中国語である。その意味も全く異なる。

「鬼神」に関しては、『中庸』第十六章に孔子の言葉がある。

子曰く、鬼神の徳たる、それ盛んなるかな。これを視れども見えず、これを聴けども聞こえ

ず、物を体して遺すべからず。天下の人をして斉明盛服してもって祭祀を承けしめ、洋々乎

としてその上に在るが如く、その左右に在るが如し。詩に曰く、神の格る、度るべからず、

いわんや射う可けんやと。夫れ微の顕にして誠のおおう可からざる、かくの如きかな。

＜通解＞

子いわく、鬼神の徳というものは実に盛大なるものである。その形がないからこれを視ようと

しても見えず、声がないからこれを聴こうとしても聞こえないが、万物は鬼神のお蔭で生まれ

その形体を得たもので、一物としてしからざるものはない。天下の人をして精進潔斎して礼

服を着け畏み敬いてもって祭祀を奉じ行わしめ、祭祀の時には洋々と流れ動き充ち満ち

て、人々の真上に在すがごとく、あるいは左右に在すが如き感を抱かしめる。『詩』大雅、

抑の篇にいわく、神の来るのはいつ何時であるか、視れども見えず、聴けども聞こえないか

ら測り知ることもできぬ。まして況やいかにして心怠りてこれを厭うことができようと。微の顕な

る、誠の蔽うべからざることこのとおりである。すなわち鬼神は見ることも聞くこともできぬ微

なるものであるが、一切の物、現に鬼神によってできているところからいえば、実に顕なるも

のといわねばならぬ。誠は鬼神の徳であるが、吾人が誠敬をもってこれに仕うれば、その上

に在すがごとくその左右に在すがごときは、すなわちその蔽うべからざるといわねばならぬ。

（『中庸』宇野哲人訳注）

『後漢書』はこの孔子の言葉を受けているように思える。「鬼神」とは、万物の創造者である。

卑弥呼は万物生成の神である「鬼神」に仕えている。従って、卑弥呼の上に、その左右に、
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「鬼神」が存在するかのようなイメージである。南朝宋は卑弥呼の仕事に対しても、賛辞をよ

せているようにとれる。

(2) 『梁書』・・・「祁馬臺国」

『梁書』は、南宋梁（５０２年～５５７年）の歴史書である。６２９年、陳の姚察の遺志を継い

で、その息子の姚思簾が成立させた。

『後漢書』より後世の作成であるが、『梁書』の倭国名は、『後漢書』と同一で、その所在地

に関しては、『魏志』と変わらない。次のように読むのである。

又南水行十日陸行一月至祁馬臺國即倭王所居

（不弥国）の又南、（帯方郡より）水行十日陸行一月、祁馬臺國に至る。すなわち、

倭王が居る所である。

「祁」の一字が『後漢書』と異なるが、意味上、違いはない。倭王の宮殿が存在する所は、

「祁馬台」である。「台」に込められた敬意は、『後漢書』と同じである。

王について、５世紀の范曄は、「大倭王」と書き、連合の王を強調しているが、７世紀の陳朝

姚思簾は、単に、「倭王」としている。７世紀の「倭王」も男王だったのであろう。

『後漢書』から『梁書』に到るまでの中国側の倭国への呼称は、「邪馬台」である。倭国の

王は九州の第一権力である。しかるべき敬意を示している。だが、『隋書』では変化する。

(3) 『隋書』・・・「邪靡堆」

『隋書』は、６３６年、魏徴によって本紀５巻・列伝５０巻が完成した。高宗の代の６５６年、長

孫無忌によって、志３０巻が完成、編入された。

『隋書』は、７世紀の我国の情報を伝えている。前半部分が「倭国」に関するものである。

俀(1) 国在百済新羅東南水陸三千里於大海之中依山島而居魏時譯通中國三十餘國

皆自稱王夷人不知里數但計以日

(2) 其國境東西五月行南北三月行各至於海

(3) 地勢東高西下

(4) 都於邪靡堆則魏志所謂邪馬臺者也

儋(5) 古云去樂浪郡境及帶方郡並一萬二千里在會稽之東與 耳相近

俀(6) 漢光武時遣使入朝自稱大夫安帝時又遣使朝貢謂之 奴国

(7) 桓霊之間其國大亂遞相攻伐歴年無主

(8) 有女子名卑彌呼能以鬼道惑衆

(9) 於是國人共立為王有男弟佐卑彌理國其王有侍婢千人罕有見其面唯有男子

二人給王飲食通傳言語其王有宮室樓觀城柵皆持兵守衛為法甚嚴自魏至于齊

梁代與中国相通

俀国

俀 俀国名は「 国」となっている。位置は「新羅の東南」である。この「 国」は、陳寿『魏志』

以来、伝えられてきた「倭国」である。「倭国」は九州である。

「東西五月行南北三月行各至於海」は、それまでの正史にはない新しい知見である。九

州全体を示すと思われるが、現代の知見では正しくない。

「東高西下」は、九州西部の地勢で、みやま市、大牟田市、熊本市、八代市と一致す

る。倭国連合の地理認識として、正確である。

邪靡堆

都於邪靡堆則魏志所謂邪馬臺者也
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都を邪靡堆におく。すなわち、『魏志』の、いわゆる、邪馬台である。

①７世紀、唐の魏徴は、王都の名を、「邪馬台」から、「邪靡堆」と変えた。

②「邪靡堆」は、当時、唐において読まれていた『魏志』の「邪馬台」と同じだと、注釈して

いる。「邪馬台」が九州倭国の王の宮殿であることは唐王朝の認識である。

③「邪馬台」は「邪馬王宮」を意味するが、「邪靡堆」にはその意味が失われている。

④魏徴が「台」を棄て、「堆」に変えたのには理由がある。単なる、字の書き換えではない。

「堆]の使用

魏徴は、「台」に替わって、「堆」を使用した。この変更は魏徴個人の意志ではない。唐王

朝の意志である。なぜ、唐は、「台」を棄てたのか、確かな理由は未詳である。ただ、中国

王朝では、「堆」は、国土を表す語として使用されてきた。

①我国では、河川の流域に誕生した陸は、「洲」といわれる。例えば、州産み「大八洲」の

一つに、「豊秋津州」がある。この国名の「豊」は、女王の名である。「イヨ」または「トヨ」

と２つの名で呼ばれた女王である。

「秋津」は、「トンボ」であるが、「交尾するトンボ」の姿を思い浮かべなければならない。

その姿は曲がって流れる川を表す。「州」はその川の流域に誕生した「州」である。従っ

て、国名は、「豊という女王が統治する大きく曲がって流れる川にできた州に存在する

弥生国家」という意味となる。この「豊秋津州」とは、門司大積である。

②中国では、「州」は、「杭州」「蘇州」のように、「県」と同等の意味を持ち、日本語の用

法と異なる。では、河川流域に誕生した国土は、どう表されるのか。１９８６年四川省成

都の北方で青銅器文明の遺跡が発掘された。この遺跡は、「秦」によって滅ぼされた

「蜀」の遺跡と言われる。東西１６００ｍ、南北２０００ｍの城壁を持つこの遺跡は、長江

の支流「馬牧河」の流域に生まれた堆積地にある。遺跡の名は「三星堆」である。ここ

では、「堆」が使われている。

有明海沿岸の倭国は、中国の認識では、「堆」の国である。

③７世紀、唐王朝は、「倭国は水が引いて、誕生した堆積地である」と、倭国が存在する

九州西部の地勢を知っていた。

④唐の史官魏徴は、「邪馬台」を、「邪靡堆」に変えた。

「台」は、中国天子の宮殿を意味する特別な用語で、「邪馬台」には、倭国王に対する敬意

が込められている。しかし、「堆」にはそのような敬意はない。魏徴は、「邪靡堆は、魏志の邪

馬台である」と解説したが、明らかに、意味合いが異なる。

なぜ、「堆」としたのか。ここには、倭国に対する新しい認識が影響していると思われる。従来

の倭国に対する認識と異なる新しい情報をもたらしたのは遣隋使、遣唐使である。

600年～618年にかけて３回遣隋使が隋を訪れている。630年～669年にかけて６回遣唐使が

唐を訪れている。この間、遣隋使、遣唐使を送った国は、『旧唐書』が「日本国」と記した奈

良・大阪に繁栄した国である。（この国は神武天皇家ではない）

隋、唐は「日本国」の存在を知った。「日本国」こそが日本列島の王者である。九州倭国

は、その支配下にある。

九州の倭国は一地方国家に過ぎない。列島の王者、日本国の王の宮殿は、日本国

の都にある。九州倭国の王の宮殿に対して、「台」と表記すべきでない。「堆」に改める

べし。

唐朝、魏徴はこのように考えて、「台」を棄て、平凡な「堆」としたのではないだろうか。
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唐朝編纂『隋書』の「邪靡堆」には、「台」の持つ敬意はない。

唐朝は、日本の支配者は日本国であるという新しい認識のもと、九州倭国を「邪

靡堆｝と格下げした。

「邪摩堆」は、神武天皇家「ヤマト」か？

『隋書』「邪靡堆」、『北史』「邪摩堆」は、７世紀の日本の現地音「ヤマト」である。このよう

に理解する研究者が多い。「邪摩堆は神武天皇家のヤマトである」と解釈する。この解釈は

妥当であろうか。

『隋書』「邪靡堆」、『北史』「邪摩堆」の「堆」は、「堆積」という中国語の意味を持つ中国

語である。単なる表意文字ではない。一方、「ヤマト」は日本語である。

では、日本語の「ヤマト」はいかなる意味をもつのか。『記紀』は「倭」に「ヤマト」と、訓みを打

っている。神武が侵略した国は、九州「倭国」の一つだった。だが、その国は、海の沿岸では

なく、山間部にあった。従って、その土地を、神武は「ヤマト」と呼んだのである。故、「倭＝ヤ

マト」となった。神武が言った日本語「ヤマト」は、「ミナト」と同じ用法に立った日本語である。

「ミナト」は、水辺の集落を意味する「水戸」で、「ヤマト」は、山間部の集落を意味する「山

戸」である。万葉では「山常」「八間跡」と書かれている。「大和」と書いて「ヤマト」と訓むの

はずっと後世である。

神武天皇家の国を表す日本語「ヤマト」と、『隋書』の中国語「邪靡堆」との間に音韻上、

意味上の互換性はない。「堆」は、中国語の発音であるが、日本語音の「ト」に近いとは言

えないであろう。意味は、日本語の「戸」と全く異なる「河川の堆積地」という意味である。

「邪靡堆」は有明沿岸に存在した。一方、神武の国「ヤマト」は、内陸部の香春町に存在し

た。「ヤマ（山）」は、偶然、共通するが、中国語の「邪靡堆」を日本語の「ヤマト」に変えて

読むことはできない。

唐の時代、九州の倭国の現代名は、李賢が注記した「山結」である。倭国は、「山結」と自

称していたのであるが、これは「ヤマト」ではない。また、同時代に、奈良に存在した国は、「日

本国」と名乗り、これまた「ヤマト」ではない。７世紀、極東アジアにおいて、認知されていた

我が国は「山結（中国名では邪馬台）」と「日本国」で、神武天皇家の「ヤマト」は、国際的

には認知されることのなかった九州北東部を統治した小国に過ぎなかったのである。

神武天皇家の国、「ヤマト」が国際舞台に登場するのは、壬申の乱の勝利の後、神武天皇

家の王、天武が皇位に就き、唐、新羅と国交を始めて以降である。

(4)『太平御覧魏志』・・・「耶馬臺国」

『太平御覧』は、宋、太宗の時代に、李昉、徐鉱ら１４人による奉勅撰で、９７７年から９８３

年頃に成立した全１０００巻である。「御覧」とは、太宗が、毎晩３巻ずつ閲読し、1年で読了

したことに由来する。

『太平御覧』は、『魏志』を所引している。この『魏志』の内容も興味深いものである。

又南水行十日陸行一月至耶馬臺國女王之所都

『御覧魏志』の王は女王

『御覧魏志』の王は、女王である。５世紀の『後漢書』の「大倭王」が男王であったことを考え

ると、『御覧魏志』は古い。３世紀の陳寿『魏志』を踏襲している。

倭国名「邪馬台」は倭国への敬称

５世紀の『後漢書』は「邪馬台」という中国王朝の呼称を使用した。１０世紀の『御覧』が所

引した『魏志』の倭国名は「邪馬台」で、５世紀の中国王朝の伝統に従った倭国に対する敬

称を使っている。唐王朝の「邪馬堆」と言う呼称を使っていない。
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邪馬台国位置の読み

『御覧』の「邪馬台国」の位置は、従来、次のように読まれてきた。

① 「又南」は「投馬国」の「又南」である。

② 「水行十日陸行一月」は「投馬国」から「邪馬台国」までの所要時間である。

しかし、「邪馬台」のほぼ正確な位置は、すでに、３世紀陳寿の『魏志」で明らかになってい

る。歴代王朝は、この認識を受け継いで、迷いはない。『太平御覧』が成立した９７７年の宋

も「邪馬台」の正確な位置を知っていた。従って、『御覧魏志』の女王国旅程は、上記のよう

に読むのでなく、西晋の陳寿の『魏志』と同じ読みに立つべきなのである。

① 「邪馬台国」は「不弥国」の南である。

② 「水行10日陸行一月」は帯方郡から「邪馬台国」への所要月日である。

（不弥国の）又南、（帯方郡から）水行10日陸行一月で、邪馬台国に至る。

女王の都とする所である。

『御覧』が所引した『魏志』の倭国の王は、３世紀『魏志』の女王を踏襲する。

この『魏志』の倭国名は、５世紀の「邪馬台国」を踏襲する。

(5) 南宋『魏志紹熈本』・・・「邪馬壹」

南宋「紹熈本」は、1190年～1194年制作の木版本である。宋代は木版印刷が確立し、正

史書写の時代から大量印刷へ転換した文化的革命期である。

南宋は、版本「紹熈本」刊行の際、４２９年、裴松之が南朝宋、文帝の勅命を受けて注釈し

た『魏志』を底本としている。

「紹熈本」の倭国名は、「邪馬壱」である。

１２世紀の「紹熈本」の国名「邪馬壱」は、それまでの正史に一切登場しない。この名は異

質、異常である。従って、「台」の誤刻説、「台」の誤写説が日本の研究者の間で広く流布

している。

誤刻説

「邪馬壱」という国名は、古田武彦氏が著書「邪馬台国はなかった（1971年初版）」で、「卑

弥呼の国名は邪馬臺國ではなく、邪馬壹國だ」と主張するまで一般の人々が関心を持つこ

とはなかった。ここから卑弥呼の国名に関する新たな研究が、民間含めて、新たに始まること

となった。

直木孝次郎氏は、古田武彦氏の問題提起に答えて、次のように述べている。

つまり紹興本・紹熈本は十二世紀の版本であって、それより九百年前の三世紀の終わり

にはすでに「三国志」ができていた。九百年ちかくたってできた版本がそれほど権威がある

ものであろうか。まちがいはたまに起こるものだから、他になくても一度でもまちがいを起こす

ということはありうることです。他に例がないというだけでは証拠にならない。

そして、五世紀前半にできた「後漢書」には「邪馬壱」ではなく、「邪馬台」と書いている。

七世紀の「梁書」も「邪馬台」とあり、「邪馬壱」はない。「隋書」も同様。十世紀にできまし

た「太平御覧」という資料集あるいは百科事典という性格の書物にも、かなり詳しく「魏志」

の倭人伝が引用されていますが、「壱」とは出ていない。「邪馬壱」が正しいもので、三世

紀にできた書物に「壱」があれば、それを手本にしている「梁書」「隋書」や「太平御覧」に

あってもよさそうなのに出てこない。 （直木孝次郎「邪馬台国と卑弥呼２」弘文館）

１２世紀、『三国志』刊本を作った時、「台」の漢字を、「壱」と誤刻した。３世紀の『三国志』

には、「邪馬台国」と書かれていた。「紹興本」は、１２世紀に作られた版本である。その版本
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では「邪馬壱国」となっているが、それは、誤刻だ。３世紀の原本では、「邪馬台国」となって

いたのだ。こういう想定であろうか。

この想定であれば、話は簡単である。倭人は、「邪馬台国」と名乗っていた。そして中国側も

その名をそのまま受け入れて、３世紀の『魏志』では、「邪馬台国」と表記していた。だが、１２

世紀、南宋の版本制作者が、「台」の字を「壱」と誤刻した。ゆえに、「邪馬壱国」となったの

だ、という訳である。

誤刻説によって、『後漢書』は「邪馬台国」で、１２世紀の版本だけは「邪馬壱国」である理

由が説明できないことはない。正しい国名は、「邪馬台国」で、「邪馬壱国」は単なるまちが

いだと。だが、「他にまちがいがあったから、“壹”もまちがいである。」と云うのであれば、筋は

通るが、「他にまちがいはないが、“壹”はまちがいである。」という把握は、筋が通らない。

では、まちがいを起こすような版本の制作現場はどこか。どこで、まちがいが生じたと考えられ

るだろうか。

「紹熈本」の制作現場

(1) 「紹熈本」において、「壱」と「台」は区別されている。

「紹熈本」の最後は、次の文である。

政等、檄(回状)を以て壹與を告喩（こくゆ）す。壹與、倭の大夫率善中郎将、掖邪狗等

二十人を遣し、政等を送り還す。因りて、臺(洛陽中央官庁）に詣り、男女生口三十人

を献上し、白珠五千孔、青大句珠二枚、異文雑錦二十匹を貢す。

「壹與」は中国側の表記で、日本語では「伊豫」である。「伊（イ）」の音に「壹（イ）」を使

い、「豫（ヨ）」の音に「與」を使っている。

「壹與」のすぐ後に、「臺」の文字が現れる。「臺」は、中央政府の役所を意味する。「壹」

と「臺」は区別されている。

南宋は、「紹熈本」を作ったとき、「臺」と「壹」の二つの文字は区別して使っていたと考え

られる。「紹熈本」の作成者は、自覚して、「邪馬壱国」と作ったという結論となる。

(2) 「倭人伝」版工は５人

南宋の学者たちは、まず、「紹熈本」を作成した。その本を裏返して版木に貼り付けて彫る

というのが、次の行程である。「紹熈本」は中央に、「魏志三十」「二十六」と、本の名と

ページが彫られている。各ページは一行十九文字、二十行である。その彫り方は同一で

はない。各ページの文字の彫りには、それぞれ特徴がある。

二十六・・・各文字は四角形に近い。

二十七・・・一つ一つの文字はやや小さい。ゆえ、空白が多いように見える。

二十八・・・各文字は長方形に近い。文字は大きく堂々としている。縦に筋が一本通って

いるように見える。

二十九・・・横線が細く、縦線の太さとの均整がすばらしく、美しい。

三十・・・・・縦線、横線とも力強くしっかりした文字である。「以」の書体に特徴がある。

「紹熈本・倭人伝」の版木作成には、５人の版工がいたと思われる。いずれも見事な彫り

である。彫りは、裏返して貼り付けた紙の文字を彫っていくのであるから、この段階で版工

が、まちがえることは、まず、起こりえない。仮に、５人の版工の一人がまちがえたとする。

彫りあがると、版木は、試し刷りされる。その際、学者たちは、もちろん、版工責任者も、一

つ一つの文字を丁寧に点検していたであろう。「紹熈本」の文字には、『後漢書』のように、

「敬」の「はね」を彫り忘れるようなミスはない。

ここで、もし、「臺」を「壹」と彫るという重大なミスがあれば、即刻、彫りなおしたであろう。

合格の版木だけが、次の印刷工房に回された。また、印刷本を少なくとも千部は印刷した

であろう。読者も千人はいたはずである。版本が「臺」の文字を「壹」とまちがっていれば、
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当然指摘される。

「紹熈本」作成過程で、版工が臺を壹と誤刻してそのままというレベルのまちがいが起こる

ことはありえない話であろう。

１２世紀、南宋の『魏志』刊本作成学問チ－ムは、確信を持って、”邪馬壹國”と彫り、印

刷し、配布し、天子を初め、王朝はそれを了解していた。「倭国名は邪馬壱国」というの

が、彼らの一致した認識だったのである。

刊本制作は個人が行ったのではない。南宋王朝の威信をかけた国家事業である。

「誤刻説」は、成立しないと思われる。

誤写説

三木太郎氏は、著書『魏志倭人伝の世界』（昭和５４年・吉川弘文館）において、次のよ

うに述べられている。

倭人伝の原本が五世紀に裴松之によって注記されたさい、台が壱に変化したの

なら、五世紀以降七世紀までの史書のうち、倭人伝を直接参照した『後漢書』と

『隋書』に壱の記載が表わされるはずだからである。にもかかわらず、両書が台とし

ていることは、七世紀『隋書』の編纂された時点では、倭人伝は「邪馬台」と記さ

れていたことを、はっきりと物語る。おそらく七世紀から一二世紀の間に、台 壱

の誤写がおこったとみるのが常識的である。

① ５世紀裴注『魏志』の倭国名は、「台」である。

② この本を参照した『後漢書』でも「台」である。

（『隋書』は「台」ではなく「堆」である。台と堆は区別すべきであろう）

③ ７世紀、唐の『隋書』編纂時に読まれていた『魏志』でも「台」である。

④ 従って７世紀から１２世紀の間に、「台」が「壱」に誤写された。

⑤ 「紹熈本」は、「邪馬壱」と誤写された裴注『魏志』を底本としている。

この誤写説も、日本の多くの研究者に支持されている。

５世紀、裴松之が注釈した『魏志』の倭国名

時代は５世紀の南朝宋である。南朝宋の倭国認識は、３世紀陳寿の西晋より深化している。

南朝宋に生きた裴松之と范曄は共通の倭国認識を持っていたと思われる。

倭国連合の大王の宮殿がある。その名を「邪馬台」と称しよう。

５世紀、南朝宋は、倭国の王の宮殿を「邪馬台」と敬称した。７万戸以上の大国の王の宮

殿に、「台」を使って敬意を払ったのである。南朝宋のこの認識の下に『魏志』が作られ、裴

松之は、その『魏志』に注釈したと思われる。

５世紀南朝宋の倭国認識は、「邪馬台」であった。

南朝宋の裴松之が注釈した『魏志』の倭国名も「邪馬台」だった。

７世紀から12世紀の間に「台」から「壱」への誤写が生じたといえるか？

では、三木氏のように、「７世紀から１２世紀の間に、台が壱へ誤写された」と、考えることが

できるであろうか。

(1) 魏徴は『隋書』で、『魏志』記述に言及し、「倭国名は邪馬台」だと言っている。

７世紀に唐で読まれていた『魏志』の倭国名は、伝統的な「邪馬台」である。

(2) 中国宋代初期に成立した『太平御覧』に引かれた『魏志』でも、倭国名は「邪馬台」で

ある。１０世紀、宋の太宗の時代、李昉、徐鉱らが見ていた『魏志』の倭国名は、依然

として「邪馬台」である。この類書は、その後のお手本である。このお手本は１２世紀の

南宋でも読まれていたであろう。
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(3) ７世紀から１２世紀の間に誤写が生じたと仮定しよう。そして、１２世紀、南宋所有の裴

注『魏志』の倭国名は、「邪馬壱」だったと仮定しよう。その時、南宋版本作成学問集

団は、「邪馬壱」を見て、それが「誤写だ」と見抜けなかったのであろうか。

「邪馬台」と「邪馬壱」とは根本が異なる。「台」は宮殿を表す中国語であるが、「壱」に

は、中国語で「one」の意味も無く、単に「イの音」の表音文字すぎない。彼らは「台」は

受け入れても、「壱」を受け入れることはできなかったであろう。

(4) 南宋に、「壱」と誤写された『魏志』が存在したのであれば、「台」とした『魏志』が存在し

たのも当然である。そして、「台」とした本の方が多かったであろう。もし、南宋刊本作成

学問集団が刊本「紹熈本」作成の際、どちらかを底本にするか判断したとすれば、言う

までも無く「邪馬台」の方である。

(5) 版本「紹熈本」は、王朝の書庫に収蔵されるためのものではなく、多くの読者を前提にし

た出版物である。南宋学問集団は諸本の校勘を重ねて、底本裴注『魏志』を確定した

であろう。仮に、南宋所有の裴注『魏志』が、「壱」と誤写した『魏志』だったのなら、

「壱」を是認するはずはなく、「台」に訂正したにちがいない。

(6) 三木氏は、「おそらく７世紀から１２世紀の間に、台 壱の誤写がおこった」という常

識を尊重されたが、この誤写説は日本の研究者がすぐに陥る思考停止といえよう。

「壱が出現した理由は誤写という中国側の人的なミスだ」とすれば、南宋が「邪馬壱」

本を発刊した理由、背景を学問的に解明する必要はなくなり、ここで思考は停止する。

７世紀から12世紀の間に、「台」から「壱」への誤写は生じていない。

12世紀、南宋に存在した裴松之注釈『魏志』の倭国名も「邪馬台」であった。

従って、南宋が「邪馬台」を「邪馬壱」に改変したのである。

なぜ、南宋は「邪馬壱」と改変したのか

唐の認識

倭国への認識は、唐において大きく変化している。唐の魏徴は、「邪馬台」を「邪靡堆」と変

えた。背景に、倭国に対する認識の変化があったと思われる。その認識の変化をもたらしたの

は、遣隋使、遣唐使である。遣隋使、遣唐使は、日本国が派遣した使節団である。日本国

は、奈良盆地に都を置いた日本列島の支配者である。

九州の倭国は７世紀の日本列島の王者ではない。現在、日本全体の王は、倭国の王では

なく、東の国、日本国の王である。九州の倭国は、地方国家である。その王の宮殿を、「台」

とする訳にはいかない。「邪靡堆」とすべきである。

南宋の認識

「台」を棄てる原因となった唐の日本国へ現実認識は、南宋王朝にも影響を与えた。日宋

貿易の相手は、日本国平氏政権である。南宋学問集団はいかに考えたのか。

５世紀より、倭国の王都を、「邪馬台」と敬称してきた。九州倭国の大王が倭国全体の支配

者と考えたからである。だが、唐は九州倭国の王都の名を、「台」を棄て「堆」とした。なぜな

ら、７世紀の日本列島の支配者は、九州の倭国ではなく、東の「日本国」だったからである。

我々も、唐の認識に従って、裴注釈『魏志』の九州の倭国の王都を「邪馬台」とすべきでは

ない。では、倭国名は、いかにすべきか。

唐の李賢は、『後漢書』注釈で、倭国の「今名」は「邪摩惟」と注記している。これが、７世

紀の九州倭国名である。この名が、我々が知りうる最新の九州倭国名である。しかも、この

名は、７世紀の倭人の生の日本語、自称である。この自称を尊重して、李賢の「邪摩惟」を

継承しよう。国名は「ヤマイ」である。

「惟」は呉音では、「ユイ」である。「邪摩惟」は、「ヤマユイ」と読まれる。倭国名は、「ヤマユ

イ」ではない。「ヤマイ」である。誤読をなくすために、「惟」は、「壱」に改められるべきである。



- 34 -

南宋は、李賢が注に記した７世紀の倭人の自称国名を尊重して、それを採用した。そして、

国名読みを確固たるものにするべく、どちらとも読むことができる「惟」を捨て、「壱」に変更し

た。

① 南宋は、裴注『魏志』の倭国名「邪馬台」を採用せず、李賢が注記した倭人の倭国名

「邪摩惟」を採用した。この判断は、我国を尊重した態度と言えよう。

② その際、「惟」を漢音で 「イ」と読み、「壱」に変更した。だが、この変更は適切とは言え

なかった。「邪摩惟」は、倭人の日本語の「結」という意味を持つが、「邪馬壱」では、

その意味が失われてしまった。

③ 南宋は、日本語を尊重して、「邪馬壱」としたが、「惟」を「壱」に変更したため、残念な

ことに、日本語と言えなくなった。「邪馬壱」は、中国語としても、日本語としても意味を

なさない国名となった。

④ 明朝『汲古閣本』、清朝『武英殿本』等の版本は、「紹熈本」を継承した。ゆえに、

全てが、「邪馬壱」と作られた。

南宋は、「邪馬台」を採らず、李賢注の日本語の国名「邪摩惟」を尊重した。

「惟」を「イ」と読み、「壱」に変更した。

「邪馬壱」に「一つ」という意味はない。また、「二心なき」といった解釈もできない。

倭国名系譜

倭国名は、「邪馬台」「邪靡堆」「邪摩惟」「邪馬壱」の４つが存在する。それぞれの由来は

異なり、また相互の因果（影響）関係も異なる。

＜倭国名相関譜＞

❖ ３世紀、西晋陳寿『魏志』「邪馬惟」は倭人の自称（日本語）である。

❖ ５世紀、『後漢書』「邪馬台」は南朝宋の倭国への敬称（中国語）である。

❖ ５世紀、裴松之注記『魏志』「邪馬台」も南朝宋の倭国への敬称（中国語）である。

❖ ７世紀、唐『隋書』「邪靡堆」は唐が公認した倭国への新たな呼称（中国語）である。

４２９年 南朝宋

裴松之注『魏志』

邪馬台

９７７年 宋

『太平御覧魏志』

耶馬台

６３６年 陳

『梁書』

祁馬台

４４５年 南朝宋

『後漢書』

邪馬台

２８４年 西晋

陳寿『魏志』

邪馬惟

６７６年 唐

李賢注『後漢書』

邪摩惟

1194年 南宋

『魏志』

邪馬壱

６２７年 唐

『隋書』

邪靡堆

６５９年 唐

『北史』

邪摩堆
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❖ ７世紀、陳『梁書』「邪馬台」は南朝宋と同じ倭国への敬称（中国語）である。

❖ ７世紀、唐李賢注『後漢書』「邪摩惟」は倭人の自称（日本語）である。

❖ 10世紀、宋『太平御覧魏志』「邪馬台」は、南朝宗と同じ倭国への敬称（中国語）で

ある。

❖ 12世紀、南宋『魏志』「邪馬壱」は南宋が公認した倭国の「自称」である。

私見

(1) 我が国の女王国名研究は、今もって、中国正史の”管理下”にある。

『後漢書』が「台」と言えば、「台」となり、『紹熈本』が「壱」と言えば、「壱」となり、『御覧魏

志』が「台」と言えば、「台」となる。

内藤湖南：邪馬壱は邪馬台の訛なること言ふまでもなし。『梁書』『北史』『隋書』皆台に作れり。

古田武彦：「邪馬壱」の壱は中国天子に対する二心なき忠節という特別な字義だ。

内藤氏は、『梁書』『北史』『隋書』の代弁者、古田氏は、『紹熈本』の代弁者である。

全ての研究者は、「台」か「壱」かのどちらかを選択し、その正当性、唯一性を主張する。ここ

には、「邪馬台国・邪馬壱国は中国側の命名で、本来の日本語の国名は異なるのではな

いか」という自立した問いは存在しない。

我が国の名は「日本」である。しかし、英語圏の人々は「ジャパン」と言い、中国人は「リーベ

ン」、ドイツ人は「ヤーパン」と言う。当時の倭国名に対しても、中国王朝が使った倭国名と倭

国の人の自称とは一致しなかったと思われる。中国王朝は「台」を使い、倭国は「結（惟）」

を使った。無論、「結」は日本語である。「ばらばらであったものが、１つにまとまる」の意で、

日本人の民族的特性を象徴している。

(2) 三木太郎氏は著書『魏志倭人伝の世界』で、岡田英弘氏がその著書に

もしも『魏志倭人伝』を、本気でわが民族の歴史を復原する材料に使おうというのなら、

矛盾した言い方で申し訳ないが、その内容をあまり本気で受けとってはいけない。

と書かれた事に対して、次のように述べられている。

たしかにどんな書物も時の政治・権力や時代意識と無縁ではあるまい。だが、そうした

大きな力とかかわりながら、なお比較的に客観性を保持し、本来の目的性を貫くこと

が、史家のあるべき姿だったのではないか。中国の史書に、司馬遷の『史記』以来、そ

うした記録者（史家）の精神が流れていることを否定することはできないように思われる。

時代の制約や知識の不正確さが原因で起こる史書の誤りと、思想家のイデオロギーや

現実政治への対応の姿勢と同次元の現象と見て、中国史書の事実性を不当におとし

めることは、むしろ心して避けるべきではないだろうか。

肝に銘じなければなるまい。唐には李賢という、死をも覚悟して母の専制政治を告発する『後

漢書』注を入れた皇太子もいた。いかに相手が強大な権力であろうと、真実を貫く人は居

る。そして、いつの時代にもそのような人はいる。人間の精神性を不当におとしめてはなるま

い。だが、三木氏の憂慮にもかかわらず、明治から現代に至る我国の『倭人伝』研究は「本

気で受けとってはいけない」という岡田氏の”警告”通りになっている。

ほぼ定説（常識）となっていることがらがある。

・『倭人伝』女王国旅程における方角「南」は「東」の誤記である。

・『後漢書』李賢注「邪摩惟」は「耶摩堆」の誤刻である。

・「邪馬壱」は「邪馬台」の誤刻である。

・「邪馬壱」は７世紀～１２世紀に生じた「邪馬台」の誤写である。

しかし、である。
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・現存する全版本「旅程」は全て、「南」は「南、「東南」は「東南」で一致している。

・「邪摩惟」と注釈した『後漢書』版本は現存するが、「邪摩堆」と注釈した『後漢書』

版本は見つかっていない。

・倭国名を「邪馬台」とした版本と「邪馬壱」とした版本のどちらも現存する。

これが中国史書の事実である。

我国研究者の「誤記」「誤写」「誤刻」説オンパレードは「史家の事実記録の精神性」「刊本

作製学問集団の調査研究・見識」「書写生・版工・印刷工の専門性」への「貶め」そのもの

ではないだろうか。（私はそれと分かっているが）歴代中国王朝の史家、学問集団、あるいは

技能者集団は誰一人として「誤記」「誤写」「誤刻」に気づかず、訂正、改訂も行わず史書

を編纂、刊本を作製してきたという思い込みはあまりにも不遜ではないだろうか。

「南」は「南」、「東南」は「東南」、「邪摩惟」は「邪摩惟」、「邪馬台」は「邪馬台」、「邪馬

壱」は「邪馬壱」、それぞれ「事実」として「本気で受けとり」そのまま研究の原点に据えること

が我が国の研究者のとるべき姿勢と私には思われる。それが三木氏の本意であろう。

Ⅳ章 『魏志』の倭人（日本人）
卑弥呼統治の国は「姫氏」と「熊氏」の氏族連合だった。連合の中心は「邪馬国」である。

従って、卑弥呼はこの国に都を置いた。「邪馬国」とは熊本市である。この国の王は「熊氏」だ

ったのであろう。よって、熊本の名として残ってきた。連合は、みやま市から熊本平野、八代市

に及んだ超大国であった。この社会と人々の暮らしはどのようなものだったであろうか。

卑弥呼

卑弥呼をどう読むか。一定しない。

邪馬台国の女王卑弥呼の洛陽古音はpie i mie i yaでその訓みはヒムカである。唐の張

楚金撰、雍公叡注の『翰苑』には「卑弥娥は惑わすも翻って群情に叶い、台与は幼歯

なるも方に衆望に諧う」という句があって、卑弥呼を卑弥娥としている。もっとも、下の句

によれば「卑弥は娥惑するも」と読まれたであろうが、作者張楚金は卑弥娥とした文献を

見たと考えて誤りあるまい。 『邪馬台国をめぐる言語10の知識』長田夏樹

長田夏樹氏は「ヒムカ」と読む。「ヒムカ」は「日向」とつながると思われるが、「卑弥呼」は地

名を表す言葉だったのであろうか。三木太郎氏は卑弥呼を「ヒ・メコ（日・女子）」と読み、「ヒ

コ（日・子）」に対応することばと見るべきと述べている。「メコ」は現代でも女性をさす言葉で

ある。だが、「弥呼」とは「メコ」で、「女性」を表したのであろうか。

「卑弥呼」とは実名ではない。彼女の職は「祈祷」である。「弥呼」は「巫女」「神子」に通じる

職を表す倭語と思われる。「卑」は「日」とし、「日のミコ」と理解するのが常識であるが、この

理解に立てば古代インカや古代エジプトなどと同じ太陽神と結びつく。果たして、卑弥呼はそ

のような”穏やかな”神に仕えたのであろうか。

「卑」は「火」ではないだろうか。卑弥呼の都とは熊本市である。そこには阿蘇山がある。「阿

蘇」の名は「阿米」の「阿」と「熊蘇」の「蘇」で、「姫氏」と「熊氏」の王名から一字ずつとった

ものであろう。この山が倭国の氏族にとって特別な山だった故である。この時代の阿蘇は火

山活動が活発だったのではないだろうか。火を噴く山、阿蘇山は恐怖である。阿蘇は倭国の

氏族にとって「火の神」の山である。この神は時に怒り狂う。ひとたび怒れば倭国全域に大き

な災いをもたらす。だが、この神を鎮めることなど普通の人間にできることではない。でも、神

に祈り、神と交信できる「ミコ」ならどうだろうか。「祈祷」の伝統を引き継ぐ「ミコ」がいるとい

う。まだ幼い少女だが、この「ミコ」なら阿蘇の神に仕えることができよう。倭国の王たちによっ

て彼女が丁重に迎えられたのは阿蘇火山の恐怖、阿蘇の神への畏怖が現実だったからで
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あろう。卑弥呼の「宮室」は熊本市でなければならなかったのである。

卑弥呼はこのような人だったのではないか、そう思える人が沖縄に伝わる。沖縄は『倭人伝』

の「投馬国」である。「投馬国」は女王連合の一つで、同じ文化圏、言語圏であった。自立

の道を歩んだ琉球王朝には、日本本土では、とっくの昔に滅びた文化、言語が残ってきた。

2020年１２月１３日、NHK放映の「祈りの首里城」において、「神女」が紹介されている。首里

城には「御嶽（うたき）」と呼ばれる神聖な場所が、10ｹ所存在する。神女たちは、王族と共

に、城内の「御嶽」を巡り、王の長寿、五穀豊穣を祈った。この儀式を「百人御物参」という。

神女は黄金の簪で髪をとめ、首に勾玉をかけ、白い衣を着ている。祈りは静かで、敬虔であ

る。初めに、両手を合わせ、大地を３０回軽くたたく。三十拝という。大地の神を呼び起こし、

大地の神に祈っているように見える。火を焚いて、激しく動き祈祷するという通俗的なイメージ

とは全く異なる。

首里城の「御嶽」で祈りを捧げる神女は、卑弥呼を彷彿させる。「御嶽」は「山」を意味する。

卑弥呼が住む館でも、勾玉を首にかけ、白い衣を着た卑弥呼が、「御嶽（阿蘇山）」に国の

安寧、氏族の長寿、五穀豊穣を祈ったのではないだろうか。

首里城には王と神女が太陽の昇る東に向かって手を合わせる場所があるが、一般家庭で

は、台所に香炉を置き、家族の健康、親しい人の健康を、「ヒヌカン」に祈ったという。

沖縄の古語には、「エ」と「オ」はない。「遊び」は「アシビ」である。卑弥呼の時代の日本語

には母音の「エ」「オ」はなかった。「ヌ」は現代音では、「ノ」である。民間信仰の「ヒヌカン」と

は「火の神」となるであろう。人々は「火の神」に祈ったということである。

卑弥呼が「琉球神女」と同じ存在と考えれば、「ヒミコ」は「火神女」がもっともふさわしい日本

語と思われる。以下、卑弥呼を「火神女」と書いてみる。

「火神女」の国は二つの実存不安を抱えていた。一つは、隣国、狗奴国との対立である。こ

の対立には魏の仲裁を求めている。もう一つの不安は、連合内の「姫氏」と「熊氏」の氏族

対立である。彼女の祈りは二つの氏族の共存への祈りでもあろう。『倭人伝』は、「能く衆を

惑わす」と書くが、「火神女」の平和への祈りが人々に通じたということであろう。

「火神女」のルーツについて『倭人伝』は何も記さないが、『記紀』の中にそのルーツを探る

ヒントがある。「火神女」の後を継いだのが、「壹與」である。「壹與」は「伊代」「一葉」など、

現代名に通じる女性の名前である。『翰苑』では「臺與」である。「臺與」も「登世」「豊」など

これまた現代の女性の名前である。「壹與」「臺與」は「火神女」という「職名」と異なり、

「実名」である。この二つの実名が『記紀』に現れるのである。

『記紀』「州産み」に、「伊豫二名島」が現れる。この島の女王には、「二名」があった。「伊

豫」と「豊」である。従って、「伊豫二名島」と呼ばれたのである。『魏志』の「壹與」は『記紀』

では「伊豫」、『翰苑』「臺與」は『記紀』では「豊」である。「火神女」と壹與は、「宗族（同じ

一族）」という。つまり、「火神女」と壹與は、「伊豫二名島」の出身といえる。ちなみに、『記

紀』「伊豫二名島」とは、下関市彦島老町である。ここは天照大神の故郷である。

「火神女」は、天照大神の「祈り」を受けつぐ、「神女」だったといえよう。「火神女」は、「天

照」「天孫ニギギ」「神武」と続く、「阿米」の一族である。連合国の「姫氏」と血縁関係にあ

った。よって、連合の王たちによって共立されたのである。

景行紀に、「八女縣の女神」が登場する。「八女」の地名説話である。

景行１８年秋７月７日に、八女縣に到る。則ち藤山を越えて、南粟岬を望りたまふ。詔し

て曰はく、「其の山の峯岫重畳りて、且美麗しきこと甚なり。若し神其の山に有しますか」

とのたまふ。時に水沼縣主猿大海、奏して言さく、「女神有します。名を八女津媛と曰

す。常に山の中に居します」とまうす。故、八女國の名は此れより由りて起れり。
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景行天皇は神武を祖とする九州天皇家の天皇である。御所は福岡県みやこ町にあった。八

女の「縣」は「熊襲」の行政区名である。八女を含め、九州西部は倭国連合である。倭国連

合は行政区名を「県」とした。一方、景行天皇家は「郡」を行政区名としていた。

景行天皇は、「若し神其の山に有しますか」と問うている。水沼縣主は、「女神有します。常

に山の中に居ます」と、答えている。この「女神」は人である。祀られた神ではない。言い換え

れば、「神女」である。「其の山」とは、みやま市「女山」であろう。この山はかっては、「女王

山」と呼ばれていた。みやま市「女山」にある旧「日子神社」が「火神女」の館ではないかと

伝わっているが、景行紀の「八女津媛」は『倭人伝』「火神女」ではない。またその末裔でも

ない。しかし、「女山」もまた「神の山」として信仰されていたと言えるかもしれない。

倭王并

罽拝假倭王并齎詔賜金帛錦 刀鏡釆物

倭王并 罽(かつ)に拝假（はいか）し、詔を齎（せい）し、金帛（きんはく）・錦 （きんけい）・

刀鏡・釆物を賜う

正始元年（240年）の記事に倭王が登場する。この倭王とは「火神女」ではなく、男王であ

る。

「并 」の通常の用法は、「併（あわせる）」「並（ならぶ）」である。この文において「并 」がこの

意味で使用されているとすれば、「并」は浮いてしまう。

罽「拝假倭王」は「倭王に拝假し」、「齎詔」は「詔を齎（もたら）し」である。「賜金帛錦 刀鏡
せい

罽釆物」は「金帛、錦 、刀、鏡、釆物を賜った」となる。「并 」は通常「併せて詔をもたらし」と
．．．

読まれているが、「拝假」と「齎詔」を「併せる」という用法はないであろう。

「并 」には別の用法がある。それは人名としての用法である。「かつ」と読む。この文では「倭

王并 」と読むべきである。「太伯」の伝統を継ぐ中国一字名である。

帯方郡太守弓遵の使者、建中校尉、梯儁は女王の都にやって来た。しかし、「火神女」に

は会っていない。正始元年（240年）、「火神女」は「以（すでに）」死亡していた、と考える研

究者もいる。だが、存命中であっても、使者が「火神女」に会うことはない。政治、外交は連

合国の王の仕事である。使者は連合を代表するその王と会った。王は、当然、名を名乗っ

た。「并（かつ）」である。

「并 」は「克」、或いは「勝」であろう。６世紀、筑紫の君「磐井」の子どもは「葛子」といった。

この名前も「かつし」と読むべきである。神武紀には「兄猾・弟猾」が登場する。彼らの名前

も「猾（かつ）」である。この兄弟は「菟田縣（小倉南区）」の長官で、「縣」とは、「熊襲（熊

氏）」の国の行政区名であった。神武の時代に、「熊襲（熊氏）」はすでにこの行政組織を確

立していた先進国だったのである。「猾」兄弟は「熊氏」一族である。倭王「并 」も熊氏一族

で、連合を代表していた王であろう。彼は、「邪馬（山）国（熊本市）」に居たと思われる。

「紹熈本」が伝える諸国は「対海国」「一大国」「末盧国」「伊都国」「奴国」「不禰国」「投

馬国」である。「伊都国」には、王が居たが、他に国には、「王」は存在せず、行政官が存在

したという。

この統治形態は、『神武紀』の「熊襲」の統治形態とよく似ている。『神武紀』の「菟田縣」に

は「魁師」という行政官「猾」が居て、「本国」には「磯城の八十梟師」「赤銅の八十梟師」と
かつ

いう王が居たと伝えている。「タケル」は「楚」の王家の代々の通称である。「赤銅の八十梟

師」は、「赤銅」と言うのだから、香春町の「採銅所」を所有していた王であろう。

「伊都国」には、代々男王がいた。その理由説明は、「姫氏松野連系図」に依るしかない。

「姫氏系図」の初代の王、「忌」は菊池郡に上陸して国を作った。「鬼（忌）国」である。その

二代目「順」は「忌国」を出て、「委奴国」を建国した。この国が「吉野ヶ里」である。遺跡から

王墓が発掘されている。２世紀末に、王家は、「吉野ヶ里」から佐賀市の「伊都国」に移った

と考えられるが、王家の伝統は生き続け、「伊都国」には、特別に、王家の存在が許された
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のだと思われる。

載斯烏越

遣倭載斯烏越等詣

少帝正始八年（247）年の記事である。「烏越」は「ウエツ」であろうか。不明なのは、「載斯」

であるが、現代日本語に変換すると、「祭司」であろう。

烏越氏は「火神女」の国の葬祭を司る神官だったのである。倭国であった九州西部の都市

には多くの古墳が存在する。死者を埋葬するとき、葬儀が行われたのは当然で、その葬儀を

司る祭司が烏越氏だったというわけである。

祭司烏越は、連合２１国の一つである「烏奴国（宇土市）」の出身であろう。姓は「宇」、名

は「悦」であろうか。祭祀宇悦という人物である。

難升米

景初二年六月倭女王遣太夫難升米等詣郡求詣天子朝献

景初二年六月、倭国の女王は太夫「難升米」等を遣わした。彼は帯方郡まで行き、

「天子に詣りて、朝献したい」と求めた。

「難升米」は「米」が名で、中国一字名である。「難升」の「升」は「将」であろう。「米」は武
まい

官である。「魏」への使者が武装していたのは当然で、軍人を中心とした一行だったのであ

る。「難」の日本語が難しいが、「南」であろうか。或いは、有明海をいうのであろうか。

「南将・米」「灘将・米」が、肩書き及び名となろう。

生口

「紹熈本」には「生口」という不思議な人物が登場するが、解釈は一定しない。「奴隷説」

「留学生説」「捕虜説」「捕魚者説」等あるが、その原因は「漢字と日本語が一致しない」か

らである。「生口」を「セイコウ」と読む研究者がほとんどであるが、この読みでは日本語になら

ない。

「生口」は呉音で「ショウク」と読むのである。「ショウク」を日本語で書くと「小工」である。「生

口」＝「小工」。「工」は職人を表す日本語である。「小工」は現在滅びているが、対の言葉

である「大工」は生きている。「小工」という言葉が滅びたのは実態がなくなったからである。ゆ

え、「生口」と「小工」を結びつけることができず、解釈が混乱したのである。

「火神女」の国は「大工」「小工」による手工業製品の一大産地だった。これが、３世紀、「火

神女」の国を九州を代表する国に押し上げた富と力だった。魏皇帝に献上された「班布」「倭

錦」「緜衣」「短弓矢」などは、みな、女王国の手工業品である。「倭錦」とは絹である。連合

国の人々は、桑を植え、養蚕して倭製の絹布を生産していた。男女「小工」が「火神女」の

国の主産業の担い手だったのである。

「紹熈本」には、「男子無大小皆鯨面文身」とある。「大小」は「大人と子ども」の意であろう。
お と な

そう考えると、「小工」とは「子どもの工人」の意で、「大工」は「大人の工人」の意となる。
お と な

機織りは根気のいる仕事ではあるが、力は要らない。「機子」と伝えられるように、昔から子ど

もの仕事だった。魏皇帝の前に立った「生口」とは、子どもの職人だったというわけである。

持衰

蟣其行来渡海詣中国恒使一人不梳頭不去 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謹

蟣女王連合国からの使節一行が海を渡って中国に詣る。恒に、一人は頭を櫛けずらず、 蝨

（しらみ）をとらず、衣服は垢に汚れたままで、肉は食べず、婦人を近づけない。喪人のように

振る舞う。これを名付けて「持衰」とする。もし一行が吉善であるならば、「持衰」の生口、財
じ さ い

物共に「顧（不詳である）」、もし、疾病、暴害に遭えば「持衰」を殺そうとする。「持衰」が謹

まなかったからだというのである。

「其行来」は、「その行来」と読むべきではない。「其」は、「倭」をさすが、「行」は名詞で主語
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である。現代日本語でも、「ご一行様」と使われるように、「行」は、「一行」の意味で、「其行

来」の訓みは、「その（倭）の一行が来たる」である。倭の一行は中国に行く際、その一人を

「持衰」に任命していた。難語であるが、その役割から考察すると、「ジサイ」とは、「除災」で
じ さ い じ さ い

あろう。「災いを除く者」という意味である。「除災（ジサイ）」は、「除目（ジモク）」と同じく、呉

語である。

「除災」は、一行が旅で「疾病」「暴害」に遇ったら殺されるという、本人の意志、努力を超え

た任務についた。任命を受けた人は、誇りとしたか、不運と感じたかは分からないが、一行の

命運を背負った「除災」を誰に任命するかは、これまた、難しい問題であったろう。

大人・下戸

下戸與大夫相逢道路逡巡入草伝辞説事或蹲或跪両手據地為之恭敬対応声曰噫比

如然諾

下戸が大人と道路で相逢えば、逡巡して草に入る。辭を傳え事を説くには或いは蹲（うずく

ま）り、或いは跪（ひざまづ）く。兩手を地に據（きょ）す。これが恭敬（きょうけい）を為す。對

應の聲は噫（あい）と云う。(中国語に）比するに然諾（ぜんだく）の如し。

「火神女」連合国の人々は、二つの階層に分かれていた。「姫」・「熊」の氏族は「大人」、

一般民衆は「下戸」と思われる。

「逡巡して」とは「立ち止まり」、「草に入る」とは「道を譲る」というほどの意味であろう。「草」に

格別の意味があるわけではない。

「比するに噫とは然諾の如し」と説明がある。「然」は「その通り」、「諾」は「答える」の意であ

る。「噫」は、「はい」、または、「あい」であろうか。どちらも日本語である。

下戸が使った「噫」は、中国語と比べてみると、「然諾」と同じだと書いている。「噫」は現代

日本語で言えば、「はい」である。「はい、わかりました」という意を持つ日本語「噫」が、この

頃から使われていたという。日本語「はい」の歴史の長さを感じる。

文身

今倭水人好沈没捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽後梢以為飾諸国文身各異或左或右或

大或小尊卑有差

今、倭の水人、好く、沈没して、魚蛤を捕える。文身して亦以て大魚、水禽を厭う。後梢以

て飾と為す。諸国の文身は各（おのおの）異なり、或は左に、或は右に、或いは大に、或

は小にして尊卑に差がある。

女王連合国は、有明海沿岸のみやま市から八代市にかけての九州西部の一大連合であっ

た。目の前は、豊饒の海、有明である。漁業を生業とする「水人」は、今も変わらない。女王

連合の「諸国」は海に囲まれるか、或いは海に面した国である。「水人」＝漁師がいたのは

当然で、今も素潜りの漁法が受け継がれている。奈良盆地に、「水人」の痕跡が残るであろ

うか。

伊支馬

「紹熈本」は、女王連合国の官名を記録している。

鞮官有伊支馬次曰弥馬升次曰弥馬獲支次曰奴佳

官名である「伊支馬」はどう読むのか。「馬」は「マ」で、官名は「イキマ」であろう。八女市宮

野に「宮野生目八幡宮」がある。「生目」は「イキメ」と読まれている。「マ」が「メ」に変化した

と考えると、この神社は、『倭人伝』が伝える「官・伊支馬」を祭神としているかもしれない。

「伊支馬（生目）」は行政官トップで、いわば、連合の総理大臣であろう。次の官が「弥馬

升」である。ここでは「邪馬」と書かずに「弥馬」と書いているが、同じである。「升」は「将」で

あろう。「弥馬升」は「邪馬連合の将」の意味となり、軍事大臣であろう。「弥馬獲支」も、「邪
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馬連合の獲支（不詳）」の意で、正確には分からないが、国務大臣と思われる。

岩戸山歴史資料館

（八女市吉田1396－1）

（2016年閉館）

参考１ ７世紀の神武天皇家
７世紀、神武天皇家はどこに実在したか。戦前、神武天皇は、九州宮崎から、東征に出発

して、広島市、岡山吉備市に立ち寄り、奈良橿原市に都を構えたとされた。戦後、津田左

右吉氏は、東征を虚構とし、神武天皇家は、奈良に自生した権力であると変えた。いずれに

しても、神武天皇家は神武以来奈良に存在したとする。

持統天皇以降は、奈良に、神武天皇家が存在したことは、史跡、史書から確かめることが

できる。だが、持統即位以前、神武天皇家が奈良にあったとするには、多くの疑義が生じる。

(1) 九州に残る景行天皇の遺跡、神功皇后の遺跡、伝承と整合しない。

例えば、田川市に、景行が熊襲征伐に向かう時に、本陣を置いた丘がある。

(2) 「景行紀」の舞台は、九州である。「仲哀紀」の舞台も九州である。

(3) 縣『風土記』の天皇の足跡は九州である。

(4) 万葉集（１巻・２巻）の歌舞台は、九州である。

『日本書紀』は、６世紀、７世紀の天皇紀を次のように編纂している。

572 585 587 592 628 641 645 654 662

敏達 用明 崇峻 推古 舒明 皇極 孝德 斉明 空位

これらの帝紀の舞台が奈良（関西）であることは、その記事内容から了解される。だが、これ

らの天皇は、神武天皇家の天皇ではない。天武紀が明らかにする。

天武紀の舞台

天武紀は、『日本書紀』の中で最も重要な帝紀で、詳細を極める。だが、天武紀の舞台は

奈良ではない。現代と照らし合わせ確実な地名が登場する。「筑紫」である。それまでの帝

紀と比べ、天武紀では、筑紫記事は格段に多い。なぜ、頻出するのか。筑紫記事を取り出

して、天武紀の舞台を考証してみよう。

①2年冬11月の1日に、金承元罷り帰りぬ。壬申に、高麗の邯子・新羅の薩儒等に筑紫の

大郡に饗たまふ。

②４年3月２日に、土佐大神、神刀一口を以て、天皇に進る。14日に、金風那等に筑紫に

饗たまふ。

埴輪「鞍に乗る貴人」
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③４年８月２５日に、忠元、礼畢りて歸る。難波より發船す。２８日に、新羅、高麗、二の国

の調使に筑紫に饗たまふ。

④６年３月１９日に、新羅の使人清平及び以下客１３人を京に召す。夏、４月１１日に、桟田

史倉、乗輿を指斤りまつれりといふに坐りて、伊豆島に流す。１４日に、送使珍那等に、

筑紫に饗たまふ。即ち筑紫より歸る。

⑤１０年夏４月２日に、広瀬、龍田の神を祭る。３日に、禁式９２条を立つ。・・・１７日に、高

麗の客卯問等に筑紫に饗たまふ。禄賜ふこと差有り。

⑥5月１１日に、皇祖の御魂を祭る。６月5日に、新羅の客若弼に筑紫に饗たまふ。

⑦１１年の春正月９日に、大山上舎人連糠蟲に、小錦下位を授けたまふ。１１日に、金忠

平に筑紫に饗たまふ。

⑧11年８月１日に、親王より以下及び諸臣に令して、各法式として用いるべき事を申さしむ。

３日に、高麗の客に筑紫に饗たまふ。

⑨１４年2月４日に、大唐人・百済人・高麗人・併せて百四十七人に爵位を賜ふ。３月１４日

に、金物儒に筑紫に饗たまふ。即ち、筑紫より帰りぬ。

⑩朱鳥元年４月１３日に、新羅の客等に饗たまはむ為に、川原寺の伎楽を筑紫に運べり。

１９日に、新羅の進る調、筑紫より貢上る。細馬一匹・騾一頭・犬二狗・銕金器、及び

金・銀・霞錦・綾羅・虎豹皮、及び薬物の類、併て百余種。亦智祥・健勲等が別に献る

物、金・銀・霞錦・綾羅・金器・屏風・鞍皮・絹布・薬物の類、各六十余種。別に皇后・

皇太子及び諸の親王に献る物、各数有り。

⑪5月２４日に、天皇、始めて體不安れたまふ。因りて、川原寺にして、薬師経を説かしむ。

宮中に安居せしむ。２９日に、金智等に筑紫に饗たまふ。禄賜ふこと各差有り。即ち、筑

紫より退りぬ。

⑫９月４日に、親王より以下、諸臣に連るまで、悉く川原寺に集ひて、天皇の病の為に、誓

ひ願ふと云々。９日に、天皇の病、遂に差えずして、正宮に崩りましぬ。１１日に、始めて

發哭る。則ち殯宮を南庭に起つ。

(１) 以上の「筑紫に饗たまふ」の主語は、「天皇」、つまり、天武自身である。

(２ ) 「饗たまふ筑紫」は博多に存在した迎賓館である。持統紀では、「筑紫館」と書かれ

ている。元西鉄ライオンズ平和台球場があった場所で発掘された。

＜筑紫に饗たまふ＞

天武が奈良に居たとする仮定では、時間的に、「筑紫に饗たまふ」は、不可能である。

＊③４年８月２５日に、忠元、礼畢りて歸る。難波より發船す。２８日に、新羅、高麗、二

の国の調使に筑紫に饗たまふ。

８月２５日に「忠元」と会っていたとする。２８日以前に「筑紫」到着は不可能であ

る。

＊⑦11年の春正月９日に、大山上舎人連糠蟲に、小錦下位を授けたまふ。11日に、金

忠平に筑紫に饗たまふ。

１月９日に奈良で冠位を授けたとする。１１日に「筑紫」到着は不可能である。

＊⑪５月２４日

天武は病になった。その後、回復して、５月２９日には、新羅の金智等を、筑紫で

もてなしている。５月２４日、天武が奈良にいたとする。病になり回復、そして、２９

日に「筑紫館」に出向く。これも不可能である。

＜天武がいた御所＞

天武は、どこに居たのか。即位後、２年８月２５日の記事がある。

８月２５日に、賀騰極使金承元等、中客より以上二十七人を京に喚す。因りて太宰に

命せて、耽羅の使人に詔して曰はく、「天皇、新たに天下を平けて、初めて即位す。是
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に由りて、唯賀使を除きて、以外は召したまわず。

＊賀騰極使金承元等を、「京」に喚んでいる。

＊その時、耽羅の使人に天武の命令を伝えたのは、太宰府長官である。太宰府長官が

そばに控えていたのである。

＊「京」とは太宰府である。天武紀に登場する「西門」「南門」「宮中」「向小殿」「大殿」

「内安殿」「外安殿」「大極殿」「南庭」等は、太宰府内裏である。

＊天武が居た御所は太宰府大極殿である。

＜川原寺＞

⑩朱鳥元年4月13日に、新羅の客等に饗たまはむ為に、川原寺の伎楽を筑紫に運べり。

＊川原寺の伎楽を「筑紫館」に運んだことを記しているが、この川原寺は奈良川原寺では

ない。伎楽を筑紫に運べる距離にあった寺である。

＊１４年９月３日、経を大官大寺・川原寺・飛鳥寺に誦ましむ

この３つの寺、大官大寺・川原寺・飛鳥寺は奈良の寺ではない。

＜京及び畿内＞

天武紀には「京及び畿内」と書かれている「京」がある。この京が日本国天皇家の京、奈

良藤原京である。「畿内」とは日本国天皇家が統治した近畿である。

３年の春正月の１７日に、三野縣主・内蔵衣縫造、二氏に、姓を賜ひ連という。２３日に、

天皇、東庭に御す。群卿侍へり。時に、能く射ふ人及び侏儒・左右舎人等を召して射はし

む。2月２４日に、金主山に筑紫に饗たまふ。２８日に、浄廣肆広瀬王・小錦中大伴連安

麻呂、及び判官・録事・陰陽師・工匠等を畿内に遣して、都つくるべき地を視占しめたま

ふ。

＊「畿内」とは近畿である。太宰府に居た天武は、近畿に新しい京を造ろうとしていたこと

を伝えている。

＊天武は亡くなって、この計画は実現しなかったが、持統の手によって実行に移され、元

明の世に完成した。平城京である。

＜難波朝廷＞

９月2日に、勅したまはく、「今より以後、跪礼・匍匐礼、並びに止めよ。更に難波朝廷の

立礼を用いよ」とのたまふ。

作法を坐礼から立礼に改めるとした勅であるが、当時、立礼を行っていたのは難波（大

阪天満）の宮に居た天皇である。「難波朝廷」とは、日本国天皇家のことである。

＜難波＞

2年９月２８日に、金承元等に難波に饗たまふ。

この「難波」は大阪難波（天満）ではない。「難波」とは神武天皇が東征時、「浪が速い」

と言った海、関門海峡である。「難波（小倉北区）」には「難波高津宮」があった。「仁徳」

天皇の宮である。接待したのはこの大宮であろう。

７世紀、天武も持統も太宰府に居た。この事実は、神武天皇家では誰でも周知だったし、隠

す必要はなかった。

天武は太宰府で全国を統治した。それは、壬申の乱に勝利し、天皇になってからのことで、

それまでは、「ヤマト（香春町）」にいた。

万葉集の歌舞台

万葉集も、また、天武が九州に居たことを歌っている。万葉集では、天武は、「明日香清御

原宮」の天皇である。万葉集第一巻、「雑歌」の天皇は、「泊瀬朝倉宮」・「高市岡本宮」・

「明日香川原宮」・「後岡本宮」・「近江大津宮天皇」・「明日香清御原宮」・「藤原宮」の
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天皇であるが、この中で、『日本書紀』帝紀と一致するのは、天武と持統だけである。天武

は、「明日香清御原宮」の天皇、持統は、「藤原宮」の天皇である。

(1) 万葉２番歌の「高市岡本宮の天皇」は、『日本書紀』舒明天皇ではない。万葉の天皇は有

名な「天の香具山」の歌を詠っている。

山常庭 村山有等 取与呂布 天乃香具山 騰立 国見乎為者 国原波

拎煙立籠 海原波 加万目立多都 何国曾 蜻嶋 八間跡能国者

歌は、神武天皇家の「ヤマト（山常）」を詠ったものであるが、海が見える「天乃香具山」は香

春一の岳である。「海原」は周防灘である。「高市岡本宮」天皇は、奈良に居たのではなく、

「ヤマト」、つまり、香春町（田川市）に居た。だが、舒明天皇は奈良に居た。

(2) 「泊瀬朝倉宮」の「泊瀬」は「長谷」、「朝倉」は「朝倉市」として名が残る。福岡県秋月にあ

った天皇の宮である。

(3) 「明日香川原宮」の「飛鳥」も「川原」も天武紀に寺の名前として登場する。確定はできない

が、「明日香川原宮」は田川市にあったと思われる。「川原」は河原を意味するが、田川市

は英彦山川と中元寺川の間の「川原」にある。ここには「川宮」という地名があちこちにある。

また、「宮床」「宮川」など、「宮」に関連する地名もある。ここに、宮があったことはまちがいな

いであろう。田川市には、「風治八幡宮」という名の神社もある。この神社は、天武５年４月４

日の記事、「龍田の風神・広瀬の大忌神を祭る」の「風神」を連想させる。

(4) 天武の宮は「明日香清御原」である。「清御原」も、また、河原を意味するであろう。天武が

太宰府に移るまで居た宮も田川市にあったと思われる。「飛鳥寺」「川原寺」も田川市にあっ

た寺であろう。

(5) ８年３月７日に、天皇、越智に幸して、後岡本天皇陵を拝みたてまつりたまふ。

天武８年の記事である。後岡本宮天皇は天武に近い天皇と思われる。この天皇の代の

歌に、「中大兄」の三山の歌がある。

香具山は 畝火雄々しと 耳梨と 相あらそいき 神代より 斯くにあるらし 古昔も

然にあれこそ うつせみの 嬬を あらそふらしき

中大兄は天武の兄である。香具山、耳梨、畝火は香春岳である。この三連山には歌のよう

に、山頂に男神、女神、男神が祭られている。天武と兄が額田王を争ったのは、この歌で分

かる。後岡本宮の天皇の代に、中大兄、額田王、中皇命の歌が収められている。万葉編

者は、この３人を三山と見なして編集したように見える。「後岡本宮」天皇は、天武とその兄の

父であろう。

(6) 「近江大津宮天皇」とは天武の兄である。だが、『日本書紀』天智天皇は別人である。「近

江」は「淡海」の意味で、小倉南区の干潟の海をいう。「大津」はこの海にあった港である。

「近江大津宮天皇」は、小倉南区で亡くなり、額田王の挽歌に詠われたように、「山科の鏡

山」に埋葬された。この「山科の鏡山」とは、香春町の鏡山神社である。

(7) 天武が亡くなった時の「大后（持統）」の挽歌がある。

天皇崩りましし時の大后の御作歌一首

やすみしし わご大君の 夕されば 見し給ふらし 明けくれば 問ひ給ふらし 神岳の

山の黄葉を 今日もかも 問ひ給はまし 明日もかも 見し賜はまし その山を 振り放け

見つつ 夕されば あやに悲しみ 明けくれば うらさび暮らし 荒栲の 衣の袖は 乾る

時もなし

６８６年９月９日、天武が亡くなった。皇后持統の哀しみが、山の紅葉がまだかと尋ねる天武

の思い出と共に詠われている。持統が詠った「神岳」とは宝満山である。太宰府は風水によ

って設計された超近代都市だった。風水では東北が鬼門である。鬼門から鬼や悪霊が侵入
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してくる。太宰府では鬼門に当たる所に宝満山（御笠山）がある。従って、太宰府を造った王

朝は宝満山に神社を創祠した。現在、山頂に竈門神社が祀られている。宝満山が太宰府

の創建当時から、神の山だったのである。

天武が、「神岳の紅葉はまだか」と、尋ねた神の山は宝満山である。６８６年9月9日に天武

は亡くなった。まだ紅葉は早い。標高８２９ｍの宝満山が紅葉に染まるのはもう少し先だ。

一書に曰はく、天皇崩りましし時の太上天皇の御製歌二首

160 燃ゆる火も 取りて裏みて 袋には 入ると言はずや 面知らなくも

161 北山に たなびく雲の 青雲の 星離り行き 月を離りて

北山にたなびく雲、青い雲が星を離れ、月を離れていく。そのように、天皇は私のそばを去って

いかれた。北山とは、原文では「向南山」である。「南を向く山」という表現は、「天子は南面

する」と同じである。「北山」とは、太宰府の北を守る山、四王寺山である。

(8) 「藤原宮」とは、即位後、藤原京に建てた持統の宮である。日本国天皇の娘、持統は１３歳

で香春町に居た天武のもとに嫁いだ。

有名な「春過ぎて夏来たるらし白妙の衣乾したり天の香具山」は、香春町が作歌場所であ

る。

天武、草壁皇子が亡くなり、奈良に戻り、即位した。持統紀の前半は九州、天皇になってか

らの生涯は奈良である。

持統が神武天皇家の皇子たちと共に奈良に遷ってから、奈良が「大和」と呼ばれることにな

る。

人麿歌、「近江の荒れたる都」の歌は、持統奈良遷都によって荒れ果てた小倉南区の「近

江宮」を悲しんで詠った歌である。だが、「藤原宮の役民の作る歌」は、藤原宮造営を詠い、

奈良である。

持統遷都によって、九州神武天皇家は終焉を迎え、歴史から消え去っていく。その九州天

皇家への哀悼歌集が万葉集である。

壬申の乱

天武は壬申の乱に勝利して、神武天皇家の天皇として初めて天皇位に就いた。壬申の乱

は、天武が日本国天皇家に反乱した政変であった。

天武紀上は壬申の乱の戦記であるが、その戦場は九州である。戦記に登場する「近江」は

小倉南区、「倭」は田川市、「伊勢」は行橋市、「東国」も行橋市、「京」は太宰府、「倭京」

は田川市である。

「近江朝」とあるのは日本国天皇家である。そのほか、「美濃」「不破」「吉野」「尾張」「菟

田」「伊賀」「鈴鹿」等、関西でなじみの地名が登場するが、全て、小倉南区、苅田町、行

橋市に存在した古代地名である。神武九州天皇家の地名が、現在、私たちが知る地名と

なったのは、持統奈良遷都以降である。

持統は奈良で即位して、行政改革に着手した。その際、全国の地名を現在のように変更し

たのである。天武紀の地名は、福岡県の地名に還元して読まなければならない。

天武が勝利できた理由は３つ考えられる。

(1) 唐、新羅の連合軍と白村江で戦って壊滅した日本国には兵力はほとんどなかった。

(2) 唐の軍が博多に駐留していた。天武は唐軍と手を握った。

(3) 主戦場が小倉南区、田川市で、九州東部（苅田、行橋）の勢力が天武についた。

日本国天皇家から政権を奪った天武は、「明日香清御原宮」で即位した。その後、太宰府

に移り、全国を治めた。
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日本書紀の特質

『日本書紀』は神武天皇に始まる天皇家の記録である。神武から持統までの天皇が一系に

編纂されているが、神武から武烈までの帝紀の舞台は九州である。継体から天智までは、

近畿が舞台である。そして、天武紀は、再び九州が舞台である。持統紀は即位前は九州、

即位後は近畿である。『日本書紀』は、２つの天皇家（日本国天皇家と神武天皇家）を接ぎ

木して編纂された特異な史書である。

だが、なぜ、そのような不自然な史書としたのか。神武から始まる天皇家は天武まで一貫し

て九州に存在していた。継体紀から天智紀に到る帝紀を日本国天皇家によって補填する必

要はない。万葉が記す天皇の帝紀によって埋めれば、一貫した帝紀となる。

しかし、持統朝がそうしなかったのには、理由があったと思われる。それが天武である。天武は

壬申の乱に勝利して、天皇位に就いた。この事実は絶対である。この政権交代は正史の必

須事項である。天武が倒した相手は、日本国天皇家大友王である。日本国天皇家が奈良

に実在したことを正史から抜くことはできない。抜けば、壬申の乱が成立しなくなる。

日本国天皇家と神武天皇家は宗家と分家の関係にあった。「阿毎（米）」を共通の祖とす

る。日本国天皇天智の娘、持統が神武天皇家の大海人皇子（天武）の妃となったのは血

縁関係だったからである。持統から見れば、日本国は父の国であり、「ヤマト」は夫の国であ

る。彼女の意識の中では、同じ天皇家である。

『日本書紀』は持統紀で終わる。そこには、「私は、日本国天皇家から天皇位を簒奪したの

ではない。私は両天皇家から正統な天皇位を継承したのだ。」という持統の大義名分が強く

主張されている。

『日本書紀』を編纂したのは神武天皇家の史官である。日本国に関する知識も史料もない

中での編纂であった。従って、継体紀から天智紀までの日本国の帝紀には、編年の誤りや

天皇に関する誤謬が多い。

(1)７世紀、神武天皇家は九州に存在した。

(2)神武天皇家は九州北東部（小倉・小倉南区・行橋・田川）を領土とした。

(3)天武は、壬申の乱に勝利して、神武天皇家として初めて天皇となった。

(4)天武の死後、持統は奈良に戻った。ここに、近畿天皇家というべき王朝

が始まる。

(5)『日本書紀』は、神武天皇家と日本国天皇家を接ぎ木した史書である。

その舞台は九州と奈良である。

参考２ ７世紀の日本国天皇家

『隋書』が記録したのは、九州の倭国だけではない。近畿の国を記録している。その名は『旧

唐書』が記録した「日本国」である。７世紀の我国の情勢を知るために、『隋書』「日本国」

を読んでみよう。

『隋書』は、『日本書紀』を編纂した神武天皇家書記官が知らず、従って、掲載できなかった

史実を記録している。

・ 俀 雞開皇二十年 王姓阿毎字多利思北孤號阿輩 彌
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この「俀」は、九州の「倭国」ではない。「俀」は、『旧唐書』が記した「日本国」である。

・遣使詣闕

日本国は、600年に、遣隋使を派遣した。

・ 俀使言 王以天為兄以日為弟天未明時出聽政跏趺坐日出便停理務云委我弟

隋への使節団は、「俀王阿毎」と言う。「阿毎」が日本国王の名である。

・ 雞王妻號 彌後宮有女六七百人

「阿毎」には妻が居た。「阿毎」は推古ではない。

・名太子為利歌彌多弗利

太子の名は、「利歌彌多弗利」である。

・内官有十二等一曰大德次小德次大仁次小仁次大義次小義次大禮次小禮次大智

次小智次大信次小信員無定數有軍尼一百二十人

内官十二等がある。推古紀では、冠位十二階である。

・敬佛法於百濟求得佛經始有文字

日本国は仏法を導入、敬っている。百済と親交があり、仏典を得ている。

俀・新羅百濟皆以 為大國多珎物並敬仰之恒通使往來

新羅、百済は「日本国」を大国として見ている。「日本国」を敬仰し、通使が往来している。

百済本記に、「日本の天皇、太子、皇子」の死亡記事がある。

太歳辛亥の3月に、軍進みて安羅に至りて、乞屯城を営る。是の月に、高麗、其の王安を

殺す。又聞く、日本の天皇及び太子・皇子、倶に崩薨りましぬといへり。

この記事は、推古紀にはない。神武天皇家書記官は知らなかったのである。

・大業三年其王多利思北孤遣使朝貢

607年、日本国王が朝貢してきた。

・使者曰聞海西菩薩天子重興佛法故遣朝拜兼沙門數十人來學佛法

煬帝を、「海西菩薩天子」と表している。仏教の世界観に立っている。

・其國書曰日出處天子致書日没處天子無恙云云

「日出る處」とは東。「日本（日ノ本）」と一致する。

・帝覧之不悦謂鴻臚卿曰蠻夷書有無禮者勿復以聞

「日出る處天子」の「天子」は、皇帝の意ではなく、「菩薩天子」の意で使っている。「海

西の菩薩天子」である煬帝に対して、自身は「海東の菩薩天子」と仏教観に基づいた用語

を使っている。煬帝の不機嫌は当たらない。

・ 俀 聃 逈明年上遣文林郎裴淸使於 国度百濟行至竹島南望 羅國經都斯麻國 在大海中又

東至一支國又至竹斯國又東至秦王國其人同於華夏以為夷洲疑不能明也又經十餘

俀國達於海岸自竹斯國以東皆附庸於

608年、隋の使者、文林郎裴清が日本国に来て、その航路が示されている。「竹斯國」

は博多である。博多を過ぎ、東進して「秦王國（不詳）」を過ぎ、「十餘國」を経て港に到

着した。ここは大阪天満である。なお、『日本書紀』は唐から裴世清が来たと書いているが

誤記である。608年は隋である。神武天皇家書記官の誤謬である。

・俀 毗王遣小徳阿輩臺従數百人設儀仗鳴皷角來迎後十日又遣大禮哥多 従二百餘騎郊

既勞 至彼都

「彼都」とは飛鳥の都である。裴清は、天満ー天王寺ー藤井寺ー太子町ー飛鳥と竹内

街道を進んで、都に入ったと思われる。

日本国王「阿毎」
『隋書』の「俀国」とは７世紀奈良に都をおいた「日本国」である。その王は「阿毎」と名乗った

男王である。『隋書』はその王の明確な姿を記録している。
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(1)遣使詣闕 600年、遣隋使を派遣。

俀(2) 王以天為兄以日為弟 王である。

雞(3)王妻號 彌後宮有女六七百人 王には妻がいる。

(4)敬佛法 仏教徒である。

(5)其國書曰日出處天子 「日が昇る所」は東の国、奈良である。

(6)大業三年其王多利思北孤遣使朝貢 607年王多利思北孤が朝貢。

俀 俀(7)明年上遣文林郎裴淸使於 国 608年、隋の使者文林郎裴清が 国に来た。

俀国とはその航路から奈良であることは明確である。奈良の国は日本国である。

俀この王は「推古帝」ではない。そして『日本書紀』には「 王阿毎」は全く登場しない。だが、実

在の人物で、時代と場所が「阿毎」と合致する人物がいる。法隆寺釈迦三尊光背銘に記録さ

れた王である。銘文は仏教世界観に基づく堂々たる漢文である。

悆法興元三一年歳次辛巳十二月鬼前太后崩明年正月二二日上宮法皇枕病弗 干食

王后仍以勞疾並著於床時王后王子等及與諸臣深懐愁毒共相發願仰依三寶當造釈

像尺寸王身蒙此願力轉病延壽安住世間若是定業以背世者往登浄土早昇妙果二月

俠二一日癸酉王后即世翌日法皇登遐癸未年三月中如願敬造釈迦尊像并 侍及荘厳

具竟乗斯微福信道知識現在安穏出生入死随奉三主紹隆三寶遂共彼岸普遍六道法

界含識得脱苦縁同趣菩提 使司馬鞍首止利佛師造

意訳してみよう。

・法興の元（はじめ）より三十一年（621）、歳次未巳十二

月、鬼前（神前・かむさき）太后崩ず。

悆・明年(622)正月二十二日、上宮法皇、病に枕して、

（こころよ）からず。

・干食し（食べ物を受け付けず）、王后、仍（よ）りて以て

勞疾し、並びに、床に著く。

・時に王后、王子等、及び諸臣、深く愁毒（しゅうどく・うれ

い）を懐（いだ）き、共に相発願（ほつがん）す。

・三宝を仰ぎ依りて、當に尺寸王身（しゃくすんおうしん）の

釈像を造るべし。

・此の願力（がんりき）を蒙（こうむ）り、病を転じ、寿（よわ

い）を延べ、世間に安住せんことを。

・若（も）し是れ定業（じょうごう・前世からの定め）にして、

以て世に背かば、往きて浄土に登り、早く妙果（みょう

か・悟り）に昇らんことを。

・二月二一日、癸酉、王后即世す。翌日法皇、登遐す。

・癸未年(623)、三月中（に）、願の如く、釈迦尊像并（な

俠ら）びに 侍及び荘厳の具（光背と台座）を敬造し竟

（おわ）りぬ。

・斯（こ）の微福（みふく）に乗（よ）り、信道の知識（道を信じる施主）、現在には安穏にして、生を

出でて死に入らば三主（鬼前太后・上宮法皇・王后）に随ひ奉り、三寶を紹隆（しょうりゅう）し、

共に彼岸を遂げ、六道に普遍（輪廻）する法界（宇宙）の含識（衆生・人々）も、苦縁を脱する

を得て、同じく菩提に趣かん。 使司馬・鞍首止利佛師、造る。

元号法興

「法興」とは元号である。「法興」年間は、591年～622年である。そして、元号を定めた「上

宮法皇」は王（天皇）である。神武天皇家で元号を初めて定めた天皇は天武帝である。従
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って、５９１年に推古帝が元号を定めることはない。故に「法興は私元号」と解釈されること

になるが、「法興」は日本国の天皇が定めた正式の元号である。記録に残る。

伊豫風土記

法興の天皇の行幸が残る。「伊豫の湯（道後温泉）」には、その時の碑文が残されてい

る。碑文には、「法興六年十月、歳丙辰」とある。ここには元号「法興」が使われている。

当時、元号を定めることができたのは、日本国天皇だけである。

法興寺

「法興」を寺号とした当時最大の寺が「法興寺」である。「法興」とは「仏法を興す」という

意味で、物部氏と戦い、仏教導入を果たした上宮法皇の仏教導入の世を意味する。

『日本書紀』は、丈六の銅・繍の丈六の仏像をそれぞれ一体造ったことを伝え、その時、

高句麗の「大興王」の「日本国の天皇、仏像を造りたまふと聞きて、黄金三百両を貢上

る」ことを記録している。

この仏像が飛鳥安居院の釈迦仏として残っている。金銅丈六釈迦像啓造は国家の大事

業であった。この仏像を安置した寺が、高句麗様式の「法興寺」だった。「法興寺」は蘇我

氏の氏寺ではない。金銅丈六釈迦像を安置するために、日本国が国を挙げ、高句麗の

大工の協力を得て建造した大寺院であった。

「法興寺」は日本国の天皇の「法興」の代に、「仏教を興す」ことを祈願して、施主上宮法

皇、棟梁蘇我氏によって建立された国立の大寺院だったのである。

上宮法皇

『日本書紀』では、592年～628年は、推古天皇の代である。「法興」とほぼ重なる。「推古

紀」に「上宮太子」の記事がある。

推古二十九年、是の月に、上宮太子を磯長陵に葬る。

磯長陵は太子町叡福寺にある。磯長陵に埋葬されている佛は三体である。光背銘の「法

皇」「王后」「太后」と一致する。磯長陵は聖徳太子の陵とされる。だが、「推古紀」は太子

を「摂政」とする。「摂政」である場合、その妻を「王后」、母を「太后」とは言わない。従って

「推古紀」の「摂政」が誤記である。

「推古紀」摂政聖徳太子とは、実は日本国王（天皇）である。なお、『日本書紀』は聖徳太

子の命日を、2月5日とするが、ここも誤記である。

「上宮太子」は現世の呼び名であるが、「法皇」とは、仏教に帰依した天皇の意味である。

俀「上宮法皇」が『隋書』の日本国王「 王阿毎」である。

７世紀の日本の国王は「阿毎」、帰依して、「上宮法皇」である。『隋書』は、なぜ、「上宮法

皇」は国書に「阿毎」と自署したのか。「日本国」天皇家の祖は、「松野連姫氏系図」の第

九代の王、「阿米」である。この名を代々受け継いだ。従って、隋への国書に、「阿毎」と自

署名したのであろう。

「推古紀」の天皇

「上宮法皇」の在位は、「推古紀」とほぼ重なる。奈良に二人の天皇がいたということ

になるが、「推古紀」で「天皇」と書かれた人物は、622年までは「上宮法皇」、それ以降

は、上宮法皇の子「山代王（山背大兄王）」である。

推古十三年の夏四月の辛酉の一日に、天皇、皇太子・大臣及び諸王・諸臣に詔して、

共に同じく誓願ふことを発てて、始めて銅・繍の丈六の仏像、各一体を造る。

この記事の「天皇」は上宮法皇、「皇太子」は「山代王（山背大兄王）」、「大臣」は蘇我

馬子である。上宮法皇の説話は関西各所に残っている。大阪太子橋の旧家に残る絵図

でも、太子は３人の重臣を従えた天皇である。ここに、推古帝の姿はない。
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日本国天皇家

『隋』の時代、飛鳥を都として日本全国を統治した政治権力は「日本国」天皇家である。九

州太宰府も、「日本国」天皇家の京であった。

日本国天皇家の史書は残されていない。日本国天皇の実在を証明する史料は、「法隆寺

釈迦三尊光背銘」のほか、「船氏王後墓誌」「大安寺資材帳縁起」「野中寺・銅造弥勒菩

薩半跏思惟像本像台座框」等である。

野中寺銅造弥勒菩薩半跏思惟像本像台座框に刻まれた「中宮天皇」とは、『日本書紀』

では、天智天皇である。

これらの史料から、「日本国」天皇家の７世紀天皇を再現すれば、下表のようになる。これら

の天皇が、6世紀末から7世紀半ばにかけて、奈良に実在した日本国の天皇である。

ここには、女帝はいない。

日本国天皇家

591 622 643 650 666

元号 法興 大化 白雉

上宮聖王 山代王 （天智） （天智）

（591年～622年） （622年～643年）

乎娑陀天皇 等由羅天皇 阿須迦天皇 袁智天皇（中宮天皇）

「船氏王後」墓誌 「船氏王後」墓誌 「船氏王後」墓誌 ・大安寺資材帳縁起・

・野中寺・銅造弥勒菩薩

半跏思惟像本像台座框

(1)７世紀、奈良に存在した天皇家は、「日本国」天皇家である。

(2)この天皇家の祖は「阿米」である。

(3)「阿米」は紀元前350年頃の王である。

(4)「阿米」は、九州から奈良に到り、国を作った。纒向遺跡はこの王家

のものであろう。

(5)『日本書紀』は神武天皇家の史書であるが、「日本国」の記録も混じ

る。『日本書紀』の７世紀の天皇は「日本国」の天皇である。

＜７世紀の日本＞

♦ ７世紀、九州西部には熊本市を中心に倭国連合が存在した。
♦ 九州北東部（小倉・小倉南区・行橋・田川）は、神武天皇家が統治した。
♦ 全国を統治したのは、奈良に都を置く日本国天皇家だった。
♦ 日本国天皇家は、唐との敗戦、壬申の乱の敗戦によって滅びた。
♦ 壬申の乱に勝利した神武天皇家天武は、太宰府に入り、全国統治した。
♦ 持統は草壁皇子の死後、父、天智の国、日本国に戻って即位した。
♦ 歴史の転換点に立ち、国政、行政、宗教改革をすすめた天皇は持統である。
以後、この近畿天皇家が日本を支配した。

２０２３・４・１０更新
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