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⦿本ニュース３０２号は、１～２月合併号です。 

1月・２月休講と今後の見通し 
当会のゼミは、２０２１年 1月・２月も休講とします。 

迎春。 

コロナが人類社会に登場して１年が経過しました。世

界の感染者は６５百万人を突破し、死者は１５０万人を

超えました（１２月５日現在）。一方、日本の感染者は１６

万人を超え、東アジアではインドネシア、比に次いで第

３位になっています。今後も、ワクチンの普及までは、感

染者と死者は益々増加すると予想されます。 

さて、これから真冬を迎えるにあたり、世界の医・科

学者からのコロナに関する知見を下記の通り紹介しま

す。コロナ予防に役立てていただければ幸甚です。 

１、コロナは三つの経路で感染する。 

①飛沫感染経路：咳・くしゃみで放出される飛沫およ

びエアロゾール（飛沫より細かい粒子）。1～2mの 

濃厚接触で、飛沫感染と空気感染する。 

 ②エアロゾール空気感染経路：会話、歌、呼吸等で放

出されるエアロゾールと唾などで感染する。低湿度で

は長距離浮遊するので、離れていても感染する。 

 ③接触感染:経路：手と手、手と顔などの接触を介した

表面（媒介物）接触で感染する。 

2、症状の出た人は病院等に隔離されるので、一般生活

での感染は、無症状感染者が感染源になる。従って、

上記②の経路であるエアロゾール空気感染が主経路

になる。この経路②を防げれば感染リスクは殆どなくな

る。それには、マスクと換気が効果的である。 

① 感染者の呼吸、会話、歌などによって、エアロゾー

ルと飛沫が放出される。エアロゾールは空中に遠くま

で浮遊し、これを鼻や口から吸うと感染する。感染者

から1m以内で対面すると飛沫が顔に当たり、感染リス

クが生じる。マスクをすれば80%以上感染を防げる。双

方でマスクをすれば、更に感染リスクは低下する。尚、

フェイス・シールドはマスクの様な予防効果はない。 

② 飛沫・エアロゾールは換気で消失する。部屋の空気 

 

 

 

 

 

 

 

 

を外に出す方法は、 部屋の2カ所以上（例えばドアと 

と窓）を、１時間に２回以上数分間開放して換気する。

部屋が1か所しか開けられない場合は、扇風機やサー

キュレーター等で空気を排出して換気する。 

３、コロナの後遺症は、入院（重症・軽症）の有無と無関

係に、多くの人に夫々下記症状で、長期に継続する。

１００例程報告されているが、代表的症状は、眩暈、

生理不順、抜け毛、下痢、不整脈、脳卒中、呼吸困

難、胃痛、胸通、頭痛、倦怠感、嗅覚障害、味覚障害

そして脳霧と、全身の臓器に及ぶ事が報告されてい

る。 脳霧（ｂｒａｉｎ・ｆoｇ）とは思考に靄がかかったような

状態で、認知機能低下・集中力低下・記憶障害が報

告されている。発熱、倦怠感、咳、呼吸困難、嗅覚・

味覚障害といった感染初期症状が話題になっている

が、陰性になって退院しても上記の後遺症が新たに

起こり、継続する事が報告されている。 

４、高齢感染者の重症化率は、30代を 1とした場合、60

代 25倍、70代 47倍、80代 71倍、90代 78倍と、高

齢者ほど高率になる（10月・厚労省）。 

5、世界の医・科学者の考えるコロナ収束の切り札は、

安全なワクチンの普及である。現在、世界のワクチン

開発は、米国のファイザー社（独のビオンテック社との

共同開発）、モデルナ社、英国アストラゼネカ社の 3

社が先行しており、最終治験結果で 70～94％有効と

発表した。他に米国（ジョンソン＆ジョンソン社、ノババ

ックス社）と中、露、印の６か国１１種類が第３相の最

終治験段階にある。尚、日本のワクチン開発は、アン

ジェス社が 11 月に第２・3 相治験を、塩野義製薬、Ｋ

Ｍバイオロジクスが１２月までに第１相治験を開始す

る。第一三共とＩＤファ―マが来年３月に第１相治験を

目指す。 ワクチンの実用化には、安全性(副作用)と

持続性（有効期間）が課題となる。先行３社のワクチン

は先ず開発国で使用される。日本はこの先行３社と

供給契約しているが、これらのワクチンの日本での実

用化は、２０２１年中と予想される（厚労省）。 
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それまでは、感染に気を付けて、耐コロナ生活を継

続しましょう。先述の知見では、コロナに対する免疫力

アップには、ビタミン Dが有効である事。又、コロナは紫

外線に弱い事を指摘しています。ビタミン D も紫外線も

日光浴で獲得できます。皆さん、冬晴の日には室外で

適度な散歩や運動にも心がけましょう（齊藤 潔記）。 

『水行 10日陸行 1月』を再考する 
―槌田 鉄男会員記― 

魏志倭人伝には邪馬台国の場所として『南、邪馬壹

国に至り、女王の都する所にして、水行 10日陸行１月』

とある。この『水行 10日陸行１月』は江戸時代から続く

邪馬台国論争においてずっとその主役だった。そして、

この旅程をもとに多くの人達が邪馬台国の場所を求め

てきた。しかし、誰しもが納得できる解が見出されたとは

未だに言えない。これほど長く議論されてもその答えに

たどり着けないと言うことはこの情報が間違ったものか、

それとも信用できないものだったに違いない。 

近畿説の場合はハッキリしている。南を東とすれば、

旅程上はおかしくはない。なぜ東を南としたかの理由に

ついては魏にとって邪馬台国を南にあったかのように

見せたいと言う何らかの事情があったとし、いくつかの

説が提案されている。そして、この旅程は近畿説の一

番の拠り所であり、この長い旅程なしでは近畿説は成

立しない。しかし、九州説の場合は容易ではない。明ら

かに長すぎる。そのため狭い九州内に無理矢理この旅

程を当てはめたり、北部九州を大きく迂回して南九州や

はるか南海上に邪馬台国を求めたりしなければならな

かった。そして、論争は果てしなく続いてきた。 

筆者は、昨年 10月『九州の邪馬台国ｖｓ纏向の騎馬

民族』と言うタイトルの本を出版した。この本の主旨は３

世紀の日本に騎馬民族が来たと言う新しい仮説の証明

だが、この仮説を解く過程でこの旅程の持っている矛盾

に気付き、謎を解く手がかりを得る事ができたと考えて

いる。このテーマに関しては 2017年に本会に一度投稿

しているが、この本の出版を機に見直してみた。 

この旅程には明らかに２つの矛盾がある。 

矛盾その一；邪馬台国は遠絶ではなかった 

よく知られているように魏志倭人伝には投馬国と邪

馬台国以外の国々は里程でその場所が示されている。

そしてその文面に従えば、いわゆる放射説が正しく、奴

国、不弥国と投馬国、邪馬台国はいずれも伊都国を起

点とした里程であり旅程であったと思われる。しかし、邪

馬台国の場所を示すヒントは『水行 10日陸行１月』だけ

ではない。『女王国(邪馬台国)より以北、其の戸数道里

得て略載す可きも、其の余の旁国は遠絶にして詳らか

に可からず』とある。つまり「邪馬台国より北の国は戸数

や道里など概略は分かるが、それ以外の国は遠くて詳

しくは分からない」とされている。ここで戸数や道里が記

載されている国々は伊都国や奴国など玄界灘沿岸に

あったと思われる国々であり、『其の余の旁国』とは名前

のみが記載された２１の国々と思われる。そして水行 20

日とされ戸数の記載のある投馬国をどう考えるかと言う

課題は残されるが、邪馬台国も同じく戸数の記載があり

玄界灘沿いの国々に含まれると考えられる。そうすると

『其の余の旁国は遠絶』としていることから邪馬台国は遠

絶ではなかったと言うことになる。『水行 10日陸行１月』も

かかる程の旅ではなかったはずだ。 

また魏志倭人伝には帯方郡から邪馬台国までの距

離を 12000里とある。伊都国までの国々の里程を累計

すると 10500里であり、それを差し引くと 1500里となる。

この里程をいわゆる短里の８０メートルで換算するとお

およそ 120キロメートルほどになり、これが伊都国から邪

馬台国までの距離と言える。この事からも『水行１０日陸

行 1月』もかかる程、遠かったとは思われない。 

矛盾その二；陸行 1月は徒歩では無理 

活発な運動習慣を持った成人男性が 1日に必要と

するエネルギーは 3000 kcalである。米食は 100グラム

168kcalであり、仮に必要エネルギーを米食だけに頼る

と 1日約 1.8キログラムとる必要がある。1 ヶ月歩き続け

ようとすれば、食料だけで 50キログラム以上の荷を背負

うことになる。他に水も必要だし、米だけでは栄養失調

になる。米以外の食料や狩りの道具を背負えば荷はよ

り重くなり、指揮官の荷を従者が背負えば一段と増える。

そして大量の荷を背負えば 1日の歩行距離も短くなる。 

魏志倭人伝では末慮国への行程を『草木茂盛し、

行くに前人を見ず』と表現している。当時の道が獣道に

近かった事が分かる。駅制ができたのは７世紀であり途

中食料補給は出来ない。魏志倭人伝には倭国には馬

はいなかったとしているので歩いて行くしかない。しかし、

50キログラムを超える食料を人間が背負い獣道のような

道を 1 ヶ月も旅するのは容易ではない。これらのことか

ら陸行１月の旅は当時困難だったと言える。 

『水行 10日陸行 1月』は何が間違っているのか 

このようにこの旅程には大きな矛盾が存在する。『水

行 10 日陸行１月』の記載には何らかの間違いがあった

に違いない。それを探すには晋書や梁書にある 266 年
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の晋(西晋)への朝貢がヒントになる。在野の研究者で九

州説を唱える山科威氏は、その著書『抹消された邪馬

台国』の中でその時の朝貢は邪馬台国東征後であり、

使者は奈良からの旅程を報告したとしている。そして、

三国志の著者・陳寿はそれを勘違いして魏志倭人伝に

記載にしてしまったと言うのだ。 

筆者は九州説だが東征説は取らない。ヤマト王権発

祥の地である纏向遺跡は奈良県桜井市に３世紀に誕

生したと最近の考古学では言っている。そうなると卑弥

呼のいた時代に纏向遺跡はすでに存在していたことに

なる。纏向遺跡は九州の邪馬台国と並存していたこと

になり、東征説は成立しない。纏向遺跡からは九州の

土器がほとんど出ていない事もその理由であり、九州か

ら近畿へ人の移動があったようには思われない。 

266年の朝貢を梁書でみると『また卑弥呼の宗女・台

与を王にした、その後再び男の王が立って並んで中国

の爵位を得た』とある。卑弥呼の後を継いだ台与と共に

男王が並んで爵位を得ているのだ。この時の男王が誰

だったのか昔から議論されてきた。266年時点では纏向

遺跡は誕生していた。そうすると使者は邪馬台国の女

王・台与と纏向の男王の２人の使者だったとすれば、全

て辻褄が合う。筆者は纏向遺跡は騎馬民族の扶余が

作り始めたと考えている。そして、この男王の使者は馬

と船を利用して九州まで行き、その旅程が「陸行１月水

行１０日」だった考える。奈良から中国山地を馬で１月

かけて縦断し、島根県の石見辺りで日本海側に出たの

ではないだろうか。そこから船で九州まで１０日。九州か

ら晋までの旅は台与の使者と共に行ったことになる。 

朝貢の時、この使者は邪馬台国から来たと名乗った。

この時点での倭王は邪馬台国の台与であり、邪馬台国

から来たと名乗らなければならなかったのだ。しかし、そ

の時、纏向からの旅程を述べた。当然、これを聞いた役

人は邪馬台国に行くには水行１０日陸行１月もかかると

勘違いする。陳寿は 268 年から晋で三国志を書き始め

ている。彼は当然この情報を得たはずであり、同じよう

に勘違いした。そして魏志倭人伝に邪馬台国への旅程

を『水行１０日陸行１月』と書いたのだ。このことが邪馬

台国論争を 300年も長引かせてしまったことになる。 

卑弥呼の死後、倭王になろうとした名前のない男王 

魏志倭人伝には卑弥呼の死後『更に男王を立つる

に、国中服せず、更に相殺し、時に当たりて千余人を

殺す』とある。この時の名前のない男王が誰だったのか

もこれで推測できる。この王も纏向の男王だったと言え

る。筆者はこの男王は魏に滅ぼされた公孫氏でただ一

人生残った公孫恭だったと考える。纏向遺跡には公孫

氏の影響がいくつも見られる。この事が邪馬台国近畿

説の有力な根拠とされてきた。 

公孫氏は帯方郡を作り満州から朝鮮半島、倭国ま

で支配した一族だ。卑弥呼の最初の朝貢も元々はこの

公孫氏だったと考えられている。しかし、卑弥呼が朝貢

した年の238年８月に魏の将軍・司馬懿によって遼東で

滅ぼされた。その時の王は公孫淵であり、公孫氏一族

の多くが殺されたとある。しかし、前王だった公孫恭一

人が司馬懿の温情で許された。彼は当然その地で幽

閉されていたはずだ。翌年、公孫淵が孫権に求めてい

た呉の援軍が遅れてやって来た。援軍は遼東一帯を荒

らし回って帰ったとあるが、公孫恭をそこに見出さなか

ったはずがない。公孫恭は呉軍に助けられ、日本に逃

れ、纏向の地で扶余から担がれて王になったと推測で

きる。そして九州の卑弥呼に倭王の地位を要求した。 

三国志は晋の高祖である司馬懿の功績を讃えるた

めに書かれた史書だ。しかし、公孫恭を許した事は司

馬懿の失敗であり、魏志倭人伝には公孫氏の事は一

言も書かれなかった。だが裏事情を知らない晋書には

「公孫氏を滅ぼしたため卑弥呼が朝貢できた」とその功

績をしっかり書かれている。と言うのが真相ではないか

と考える。             完。 2020年３月４日記 

（参考文献） 

・白石太一郎『倭国の形成と展開』敬文舎 2013年  

・渡邉義浩『魏志倭人伝の謎を解く』中公新書 2012年 

・安本美典『「邪馬台国＝畿内説」「箸墓＝卑弥呼の墓

説」の虚妄を衝く！』宝島社新書 2009年。                             

記紀に隠された史実を探る・第２回 

聖徳太子について考える➀：飯田 眞理会員記 

【はじめに】前回の丁未の乱の続編で、聖徳太子につ

いて様々な点での自説を述べる。筆者は、聖徳太子の

聖人化は全て後世に創作されたとする大山誠一の説に

基本的に賛同する。しかし、推古朝において太子相当

の地位であった用明大王の王子が存在したことは、事

実であると考える。最大の謎は、この王子はなぜ聖人化

されたのか、実像はどのようであったのかということであ

る。様々な史料を学ぶことを通じて筆者の説を述べるこ

とにする。 

(1)崇峻暗殺から推古即位と厩戸皇子 

まず、前回の続きとして、崇峻大王の暗殺と推古即
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位について述べる。丁未の乱のとき、王族のトップは泊

瀬部王子（崇峻）、二番目が竹田王子、三番目が厩戸

王子（聖徳太子）であった。ところが、崇峻が即位5年で

暗殺され推古が即位したとき、竹田王子の名は記され

なくなっている。既に亡くなっていたのであろう。日本書

紀が竹田王子の死を記さないのは、崇峻暗殺の原因が

竹田王子の死であったからと推測する。崇峻の次の大

王は、最愛の息子の竹田王子と考えていた炊屋姫大

后にとって、崇峻を傀儡大王として続けさせることはむ

しろ危険な存在となった。あるいは崇峻が傀儡から脱し

ようとしていたかもしれない。炊屋姫大后は崇峻に代わ

って自らが大王になることにしたと考える。崇峻暗殺は

馬子と炊屋姫大后の共謀でであったと考えられる。馬

子は大王を殺すような大逆をしたにもかかわらず全く罪

に問われていないからである。さらに推古は群臣たちに

よる三度の要請という形式で即位したことからも元々大

王になる意志があったことがわかる。既に十九歳の厩

戸皇子に即位させなかったのも、馬子と推古の意志で

あると考える。厩戸王子の母は、暗殺された穴穂部王

子と崇峻大王の実姉である。馬子と推古から警戒され

ていたのであろう。 

(2)聖徳太子と斑鳩 

 聖徳太子が物部氏の本拠地である斑鳩に宮を構えて

寺を造った。その理由は、聖徳太子の母である穴穂部

真人王后とその弟の穴穂部王子と泊瀬部王子（崇峻大

王）が物部氏との密接な関係にあった。このことは既に

前回に述べたが、今回追加的に述べる。 

➀斑鳩以外の物部氏の領地も、法隆寺や上宮王家の

領地となった。（ⅰ）近江の物部郷、（ⅱ）河内の渋川郡

（八尾市）（ⅲ）河内の交野郡（枚方市）（ⅳ）播磨の水

田、 以上の物部氏の領地が法隆寺と上宮家の領地と

なった。つまり物部氏の領地を聖徳太子が引き継いだ

のである。その理由は、聖徳太子は物部氏と血縁を含

めて強い関係があったからである。 

②藤の木古墳の被葬者は崇峻天皇と穴穂部皇子 

この古墳は、六世紀末ころのもので、法隆寺や聖徳

太子と関係あることは間違いない。穴穂部王子と宅部

王子や崇峻大王、さらに女性説もある。二人が埋葬さ

れているが、筆者は、北側の人骨が多く残っているほう

が崇峻大王南側の人骨の損傷が多いほうが穴穂部王

子と考える。その主な根拠を記す。 

(ⅰ) 被葬者は、聖徳太子や穴穂部真人王后と関係あ

る人物と考えられる。 

（ⅱ）金銅製の王冠とが北側の足元に置かれていた。王

冠や履は、鏡や剣とは異なり最高の威信財で、単なる

王子では所持できない。大王のものに間違いない。 

（ⅲ）この時代の複数の埋葬者はほとんどが近親者であ

る。骨考古学者の片山一道氏によると、二人とも男性で血

液型が共にＢ型であることから、近い関係の人物とする。 

（ⅳ）古くから明治になるまで、崇峻大王の墓であるとの

文献や伝承が存在した。平安時代から藤の木古墳の

傍に寺が存在していて、江戸時代の「陵山王女院宝積

寺絵図」には「崇峻天皇御廟」と記されている。 

（ⅴ）日本書紀には、崇峻大王は暗殺された日に倉梯

岡陵に葬られたと記すが、殺された日にしかも殯なしの

埋葬がそのままであったとは考えにくい。『延喜式』諸陵

式にも「無陵地幷無戸」とあり、他の地に移されたことを

示唆する。 

★以上のようにこの古墳の被葬者は崇峻大王であるこ

とは間違いない。明治時代にも崇峻大王陵説がそれな

りに存在した。ところが、藤の木古墳の発掘後、崇峻大

王説をとる専門家はほとんど存在しなくなってしまった。

天皇陵があばかれたことにしたくない＝天皇制にたい

する忖度であろうか。さらに、天皇が暗殺されるはずが

ない、崇峻大王は殺されておらず幽閉されただけであ

るとする、天皇中心史観の専門家も存在する。古代史

研究にとって嘆かわしいことである。 

(3)聖徳太子の出生と名前の謎 

1、日本書紀の推古紀には「母の穴穂部真人王后が出

産予定日に・・・厩の戸にあたった拍子に出産した。生

まれて程ないときからものを言われ、聖人のような知恵

をもっていた。壮年になって一度に十人の訴えを聞か

れても、誤ることなく理解できた。また未来のことも知っ

ていた。」などと記されている。これは、馬小屋（家畜小

屋）で生まれたとされるイエス誕生逸話に類似している

が、むしろ釈迦誕生逸話のほうにより類似している。「マ

ーヤーが出産のため郷里に帰る途中に立ち寄った花

園で花枝を手折ろうと手を伸ばしたところ、右脇から釈

迦が生まれた。生まれられたばかりの太子は東西南北

に七歩ずつ歩かれ そして、天と地を指差されて、天上

天下唯我独尊と仰言った。」通説は、記紀編纂期当の

国際色豊かな中国の思想・文化が流入した影響とされ

るが、筆者も同意するものである。つまり、厩戸王子（聖

徳太子）は倭国版の釈迦として聖人化されたということ

である。「厩戸」という名についても、他のほとんどの皇

子のような養育地や養育氏族の名ではなく、出生逸話

に基く名である。後世に付けられたものであろう。この王

子の元の名が何であったかは全くわからない。次回は、

聖人化の理由を中心として聖徳太子の実像について

述べる。 以上 


