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佃さんの歴史研究
前半まとめ
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佃さんの古代史研究方法（推測）

• 歴史研究のスタンス

– 記録と遺跡、遺物に基づいて
ある時代の出来事や人物の
活動を推測する。

• 歴史を作ってはいけない。

• 明確な根拠がない限り、記録
を誤りとして否定してはいけ
ない。

• 記録の信頼性

– 歴史書はある王朝が滅びた
後で、後続の王朝によって作
成される。

• 歴史書を作成する王朝にとっ
て都合が悪いことは記録され
ない傾向がある。

• 他国の出来事や人物に関す
る記録は正確である場合が
多い。誤聞もあるので要注意。

– 中国の史官は自分の調査と
記録に誇りを持っており、かな
り正確に記録を残している。

• 干支は年代を探る良い手掛
かりである。

• 他国の歴史の中に記録され
た日本の記事は日本の史書
の内容を検証する良い手掛
かりである。

• 地名比定

– 地名は記録を解釈する良い
手掛かりである。しかし、

• 民族の移動に伴って地名が
移動する場合がある。

• 地名が「なまり」によって変化
する場合がある。

• 支配者が意図的に地名を変
更する場合がある。
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「古代史の復元」シリーズ

前半：倭国はどこから来てどこに建国したか

・古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』

・古代史の復元②『伊都国と渡来邪馬壹国』

・古代史の復元③『神武・崇神と初期ヤマト王権』

・古代史の復元④『四世紀の北部九州と近畿』

九州にあった倭国がどのようにして大和に遷ったか

・古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』

・古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』

・古代史の復元⑦『天智王権と天武王権』

・古代史の復元⑧『天武天皇と大寺の移築』
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①倭人のルーツと渤海湾沿岸

第１章 弥生渡来人と「天孫降臨」

第２章 万里の長城と遼東

第３章 衛氏朝鮮と四郡の設置

第４章 遼東郡の変遷

第５章 古朝鮮の歴史

第６章 長城の遺跡

第７章 夫余（古い余）と辰

第８章 倭人のルーツと渡来ルート

倭人は中国南部から渤海湾沿岸に移動し、
そこから朝鮮半島南部に倭国を建国した。そ
の後、中国東部の戦乱に敗れた民族の圧力
を受け、九州北部に倭国が移動した。

天孫降臨の場所は「筑紫の日
向」であると日本書紀に記載され
ている。

これを宮崎県とすることには無
理がある。
高天原は朝鮮半島南部にある。
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天孫降臨は弥生人が朝鮮
半島南部から九州北部に移
動してきたことの記憶である。
BC100年頃

倭人と呼ばれる集団（民
族？）は中国南部、呉の南
にいた。中国内の戦乱によ
り、次第に東に移り、遼東に
住み着いた。

しかし、遼東は中原で敗北
した軍団が逃げてくる地域で
もある。

BC300年頃から遼東の地名も少しずつ東

に移動している。したがって、現在の地名を
頼りに歴史を解釈してはいけない。
楽浪郡も渤海湾岸にあった。

箕子朝鮮は遼東に居たが、
BC190年頃、燕の衛満に番

朝鮮が伐たれ、人々は現在
の朝鮮半島に移動してきた。

その集団の中に安免辰伝氏
が含まれている。燕の圧力によ
り朝鮮半島の民族は次第に南
下し、その一部が九州北部に住
み着いた。

高天原は朝鮮
半島南部にある。

鷺の呼び方、河の呼び方、米の種類などが呉（長江北岸）、朝
鮮、日本は同じである。移住してきた可能性が高い
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②伊都国と渡来邪馬壱（古い一）国

第１章 後漢時代の倭国

第２章 邪馬壱国への道

第３章 倭国の移動

第４章 後漢時代の北部九州

第５章 倭国の再興と滅亡

第６章 「魏志」倭人伝の文章構
成

第７章 遺跡からの証言

第８章 邪馬壱国に関する諸問題

「邪馬台国」か「邪馬壱国」か

吉野ヶ里遺跡と邪馬壱国

「景初２年」か「景初３年」か

三角縁神獣鏡と邪馬壱国

邪馬壱国の前に伊都国
が九州北部を支配してい
た。倭人が移住し、魏志
倭人伝に邪馬壱国が記
載された。

魏志倭人伝の文章を解
析すると、邪馬壱国の位
置は博多湾沿岸から遠く
ない。

魏志倭人伝には邪馬壱国と書かれ
ている。史官である陳寿は壱と臺を
間違えるような人物ではない。
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後漢時代の倭国は朝鮮半島南部
から九州博多湾の辺りにあった。
倭国と倭奴国は異なる国である。

倭奴国は倭国の極南界

魏志倭人伝（魏志・東夷伝・
倭人記？）は句読点の付け方
によって意味が変わる。

方位に関して言うと、漢時代
には太陽が昇る方向を東と考
えていた。季節によって狂い
が生じる。

倭人伝の文章で「行」が付く部分は
実際に行ったことを指す。「行」が付
かない文は地理の説明である。

安帝永初元年（１０８年）、倭国王
師升等献生口百六十人、願請見。
（「後漢書」倭伝） これは倭国が朝
鮮半島南部にあったことを意味して
いる。

倭国は１６０年、１８０年、２０５
年に他国から侵略された。倭国
の人々は日本列島に逃げた。
（倭国大乱）

その中で九州北部に逃げた
人たちが倭国を再興した。卑弥
呼は景初２年（２３８年）に朝貢
して「親魏倭王」に制詔された。
この頃から日本列島が「倭」に
なっている。

魏志倭人伝を読む
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北部九州の王朝の交代

前漢時代に天族は大遼河の東に
居たが前１９４年に衛氏朝鮮（衛満）
に伐たれ、慶尚南道さんずい四川郡
さんずい四川付近に逃げてきた。こ
の辺りが「高天原」である。

弥生時代中期に天族は海彦・
山彦の二派に分かれ、山ヒコ
は福岡県前原市に「伊都国」を
建国する。

倭奴国は５７年に光武帝から金印
紫綬を受ける。（「後漢書」倭伝）

倭奴国は句奴国に滅ぼされたらし
い。

第２次伊都国王朝（後漢時代後半）

「魏志」倭人伝によると王がいるのは
伊都国、句奴国、邪馬壱国。
伊都国は伊勢とも言う。

邪馬壱国と狗奴国が戦い、

狗奴国が博多湾に出る道を女
王国によって塞がれた。

邪馬壱国は壱與のあと滅んだ。
句奴国に敗れたのであろう。

句奴国は後の熊襲であるらし
い。
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③神武・崇神と初期ヤマト王権

第１部伊都国の東遷

第１章 「神武東征」とその原因

第２章 神武東征のルート

第３章 神武天皇と桜井茶臼山古墳

第４章 「東征」の証明（文献より）

第５章 「東征」の証明（遺跡より）

第２部 夫余族崇神の建国

第１章 崇神天皇と宗教

第２章 崇神天皇と武埴安彦の戦い

第３章 崇神天皇と椿井大塚山古墳

第４章 崇神天皇と夫余族

第３部 「初期ヤマト王権」の実体

第１章 しょくへん堯速日命と纏向遺跡

第２章 神武天皇と磐余王権

第３章 いとへん妥靖天皇と三輪王権

第４章 崇神天皇と初期ヤマト王権

第５章 初期八代の天皇

第６章 尺度から見た初期ヤマト王権

伊都国の人々は邪馬壱国の圧力
に耐えかね、紀州に移住した。それ
が神武東征である。

神武政権がいる大
和に夫余族出身の崇
神王権が進出し、王権
交代した。
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神武東征＝伊都国の東遷

従来説では「神武東征」は宮崎
県日向から始まっているとされて
きた。

天孫降臨の地は「筑紫の日向」
であり、そこから出発したと考える
ほうがよい。ここは伊都国（福岡県
前原市）である。

「紀」、「記」では東征でなく
美しい地を求めて移動を開始
している。

伊都国は女王国との戦い
に敗れ、新天地を目指して移
動を開始した。

九州のルート

日向 → 速水で水先案内人と
遭う → 橘小門 → 筑紫国の
菟佐 → 岡水門（岡田宮）

大阪のルート
吉備の高嶋（紀３年、記８年） → 難波

→ 河内草香（日下）へ 大阪湾に河内湖が

あった。 ここで長髄彦と戦い、敗れる。五
瀬命（長男）は死去。

神武天皇には三人の兄がいた
。一人は長隋毘古と戦い、敗れ
、残る二人は海で戦い敗死した
。神武天皇は父神皇と共に大和
（奈良県）に進出した。

和歌山県伊都郡と伊都国

神武天皇は宇陀から阿太に引き返している。
丹生川で天神地祇を祭る。いつ＝伊都
和歌山県に伊都郡がある。

忍坂の戦い：騙し討ち ≒ 東征でなく逃亡
の可能性大
長髄彦と戦い、鳥見山で勝つ。
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第２部 夫余族崇神の建国 第３部 「初期ヤマト王権」の実体

崇神天皇は異宗教を持って大和
盆地に進出した。

武埴安彦と祝園で戦い纏向に住
んだ。

桓壇古記に渡来人が倭人を平定して
王になったという記事がある。

正州の依羅国は慕容やまいだれ鬼に伐たれて、
王子扶羅にあとを託す。扶羅は海を越え、つ
いに倭人を定める。（桓壇古記）

扶羅＝崇神ではなかろうか。

ハツクニ・シラス・スメラミコト

神武天皇も、崇神天皇も同じ読
み方になっている。
なぜなんだろう？

にぎ速日命は天孫降臨し、長髄彦の
妹を娶り、長髄彦はにぎ速日に仕えた。

２１６～２３６年
神武天皇一族はにぎ速日の成功を

知って東遷を決意した。

神武天皇の長男である「多藝志
美美命」は神武天皇の死後即位
したが、異母弟 神ぬ名川命（綏
靖天皇）に伐たれた。

崇神天皇の崩年は３１８年。

神武天皇の出発時期は２５０～
２６５年、死亡は６０才したがっ
て二人は同時代である。

遺跡で用いられている尺度が王
権によって異なっている。
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「もんがまえ欠史八代」

• ２～９代の８人には事績がない。
第１代 神武 神日本磐余彦 （カムヤマトイワレヒコ）

第２代 綏靖 神さんずい亭名川耳 （カムヌナカワミミ）

第３代 安寧 磯城津彦玉手看 （シキツヒコタマテミ）

第４代 懿徳 大日本彦くるへん呂友 （オオヤマトヒコスキトモ）

第５代 考昭 観松彦香殖稲 （ミマツヒコカエシネ）

第６代 考安 大日本足彦国押人（ヤマトタラシヒコクニオシヒト）

第７代 考霊大日本根子彦太瓊 （オオヤマトネコヒコフトニ）

第８代 考元 大日本根子彦国牽 （オオヤマトネコヒコクニクル）

第９代 開化 稚日本根子彦大日日 （ワカヤマトネコヒコオオヒヒ）

第１０代 崇神 御間城入彦五十瓊殖 （ミマキイリヒコイニエ）

第
１
代
と
第
１
０
代
は

同
時
代
の
人
だ
っ
た
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④四世紀の北部九州と近畿

第１部 熊襲征伐と句奴国
第１章 景行天皇と熊襲征伐

１．熊襲征伐の目的地

２．景行天皇の熊襲征伐ルート

第２章 日本武尊と熊襲征伐
１．日本武尊とは

２．日本武尊の熊襲征伐

第３章 仲哀天皇と熊襲征伐
１．仲哀天皇

２．熊襲征伐

第４章 神功皇后と熊襲征伐
１．神功皇后と橿日宮

２．神功皇后の熊襲征伐

第５章 熊襲と句奴国
１．熊襲征伐の地

２．熊襲と句奴国

第２部 貴国と倭国
第１章 貴国

１．貴国とは

２．貴国のはじまり

３．貴国の位置

４．貴国と武内宿彌

５．貴国の建国

第２章 貴国の宿彌と大和豪族
１．記憶の天皇と武内宿彌

２．武内宿彌と葛城

３．貴国の宿彌と大和豪族の成立

第３章 貴国から倭国へ
１．倭国の登場

２．倭国とは

３．貴国と倭国の関係

第４章仁徳天皇と貴国
１．仁徳天皇と北九州

２．二人の襲津彦

３．九州からの逃亡
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景行天皇は周芳から熊襲征
伐に向かった。

従来説では九州全域を回っ
たとしているが、熊襲征伐のた
めに筑紫出かけている。

日本武尊命も熊襲征伐に出
かけている。しかし、話が奇抜
である。

仲哀天皇（日本武尊の第２子）は
敦賀から出発し、途中で熊襲征伐
に向かった。豊浦（山口県）に神功
皇后を呼び寄せ、橿日宮（福岡県）
で熊襲と戦い、天皇は戦死した。

神功皇后は自ら熊襲征伐に向か
い、筑前・肥前を領土にしている。

景行天皇、仲哀天皇、神功皇后
の熊襲征伐のルートを辿ると、熊
襲は博多湾から筑後川の辺りら
しい。

熊襲征伐の時期
景行天皇３１０～３２２年
仲哀天皇３６２年まで
神功皇后３６２年のあと

景行天皇は崇神天皇、神武
天皇と同時代の人である。

卑弥呼の死後、句奴国が勢力
を拡大し、邪馬壱国は滅亡。
熊襲＝句奴国 である。

大和王権？にとって句奴国征
伐は永年の課題であった。筑後
に別の王権が存在していたに違
いない。
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神功４６年に貴国は斯摩宿彌を卓
惇国に派遣している。貴国は神功
皇后の建てた国である。

貴国の領域は九州北部である。
（図１１）建国時期３６４年頃

貴国には武内宿彌を初めとす
る宿彌たちがいた。

神功皇后６２年「百済記」に天皇の
記事がある。天皇は男である。貴国の
王は神功皇后から男性の王に交代し
ている。

神功皇后時代の重臣と貴国の天皇
時代（神功６２年）の重臣は全て異な
る（入れ替わっている）。武内宿彌が
天皇になったらしい。

応神９年（３９８年）、武内宿彌は讒
言により筑紫から紀伊へ逃げる。逃
亡した天皇には戦力がない。

好太王（廣開土王）の碑文に倭国
が３９１～４０４年頃朝鮮半島で活躍
していたと書かれている。

武内宿彌を追い出した人物は天
皇と呼ばれている。（紀）

貴国が滅びた頃の倭国王は讃で
ある。在位３９７年～４１８年
倭国の位置は筑後であるらしい。

仁徳天皇は応神天皇の次男。難波
に高津宮を建て、即位、３年経っても
人家から煙が立たないので、課税を
止めた。→逃亡者である。

仁徳天皇の后磐之媛は葛城襲津
彦（熊襲の長）の娘である。仁徳天
皇は九州北部の出身であり、貴国の
人である。倭王讃ではない。
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第３部 景行天皇・神功皇后と東胡
第１章 景行天皇とは

１．景行天皇と垂神天皇

２．景行天皇の本拠地

３．二人の太子

第２章 景行天皇と多羅族
１．「帯（タラシ）」とは

２．「帯」と多羅国

３．安羅と多羅

第３章 中国東北地方の戦乱

１．鮮卑慕容まだれ鬼と遼東・楽浪
郡

２．朝鮮半島への渡来（遺跡より）

第４章 神功皇后
１．神功皇后と多羅族

２．四世紀の渡来人

３．神功皇后と鮮卑

日本書紀には熊襲征伐が３回
（景行天皇、日本武尊、仲哀天皇
と神功皇后）出てくる。なぜだろう
か？

朝鮮半島から次々と逃げて来た
幾つかの集団が九州北部の熊襲
国と戦ったことが記録されている。

その集団の間にも争いがあり、
王朝の交代と見られる記事がある。

中国や朝鮮の歴史書に照らすと、
万世一系を主張する日本書紀や
古事記の年代には無理がある。
王朝の併存や交代を暗示する記
事に沿ってこの時期の歴史を復
元すると、遺跡の調査結果とよく
合致する。
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第１１代垂仁天皇と第１２代景行
天皇の継承に関する「紀」の記述
には納得できない。

崇神天皇、垂仁天皇、垂仁天皇
の長男には名前「いりひこ」が付く。

景行天皇と成務天皇には「タラ
シ」が付く。

垂仁天皇と景行天皇の子供同
士（布多遅能伊理毘売命と日本
武尊）は結婚している。垂仁天皇
と景行天皇は同世代である。

崇神天皇の本拠地は山城の椿井に
あった。四道将軍が日本各地を平定
したあと纏向の磯城に移った。

景行天皇の本拠地は「記紀」が言う
纏向でなく、近江の志賀である。
成務天皇も本拠地は志賀である。

鮮卑慕容まだれ鬼が遼東を支配し、
鮮卑の素連や木津等は敗れ、人々
は高句麗や楽浪郡に逃げた。

景行天皇は逃亡者の一人である。
熊襲征伐のとき、鉄製の武器がな
いので椿の木を武器として戦った。

夫余の王依慮は慕容まだれ鬼に滅
ぼされ、夫余は朝鮮半島東岸にある
沃さんずい祖に逃げた。東岸から海を
渡ると、日本の山陰地方に到着する。
王子扶羅＝崇神天皇

神功皇后は多羅族の王の娘
である。仲哀天皇と共に角鹿
（敦賀）に来ている。
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第４部 「日本書紀」の復元

第１章 「神功紀」の復元

１．「神功紀」の問題点

２．神功皇后の逃亡

３．新羅征伐の二重記述

４．神功皇后の年齢

５．いわゆる「三韓征伐」につい
て

６．「七支刀」

第２章 「応神紀」と「仁徳紀」の
年代問題

１．「日本書紀」の年代問題

２．「古事記」の崩年干支と「日
本書紀」

第３章 「応神紀」の復元

１．「応神紀」の問題点

２．「応神記」の修正

３．間違っている従来の解釈

第４章 「仁徳紀」の復元

１．「仁徳紀」の問題点

２．「仁徳紀」の年代問題

３．「応神紀」と「仁徳記」の関係

第５章 「日本書紀」の記念と実
年代

１．「神功紀」と１２０年の差

２．「日本書紀」の紀元元年との
差

第６章 「万世一系」と幻の「大和
政権」

１．仁徳天皇と履中天皇

２．安康天皇と眉輪王

３．創られた「万世一系」

神功皇后は九州北部に「貴
国」を建国した。「貴国」は
「倭国」に交代した。この時

期、
大和に統一王権はない。
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創られた「万世一系」

反正、允恭、安康天応は在位期間
が重なる。都や陵の位置が異なる。
この時期に大和政権は存在していな
い。

神功紀の復元

３３９年生まれ、３６２年（２
３歳）で仲哀天皇の死、

３８９年（５０歳）で死去

新羅征伐は三韓征伐とも言われ
ているが、比自ひへん本、南加羅、く

ちへん縁国、安羅、多羅、卓淳、加
羅の７国を平定。ただしこれは新
羅ではない。

日本書紀の年代問題

「神功紀」と「応神紀」は２運（１２０年）繰
り下げると実年代に合う。

しかし、応神紀は１６年以降は合わなくな
る。「紀」の年代は「応神紀」から「雄略紀」
の間で大きく狂っている。

古事記の崩年干支のある天皇の年代に照
らして紀の狂いを修正することができる。

崩年干支から計算すると、応神天
皇の在位は５年間である。

応神紀の前半は「貴国」の記事で
あり、後半は「倭国」の記事である。

神功皇后と応神天皇は親子である
としているが、同世代である。

もんがまえ欠史八代（第２代～第９代）

綏靖、安寧、懿徳、孝昭、孝安、孝
霊、孝元、開化、

これらの天皇は年代が確実な崇神
天皇（２８５～３１８年）、垂仁天皇（３１
９～３３２年）と併存している。
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第５部 遺跡からの証明

第１章 景行天皇と舟形石棺

１．舟形石棺とは

２．舟形石棺の製作地と景行天
皇

３．石工技術と渡来人

４．景行天皇と定住地探し

第２章 貴国と長持形石棺

１．長持形石棺と石材

２．貴国の石棺

第３章 古墳時代前期の大和

１．崇神天皇と柳本古墳群

２．神功皇后と佐紀盾列古墳群

第４章 古墳時代中期のはじまり

１．仁徳天皇と難波の堀江

２．古墳時代前期と中期の断絶

第５章 貴国と盾形周濠古墳

１．縦型周濠古墳と古墳時代中
期

２．縦型周濠古墳のはじまり

３．佐紀盾列古墳群の古墳につ
いて

阿蘇の石材を使って石
棺をつくった王朝がある。石
棺の様式は鮮卑のそれに
似ている。

九州から大和まで石材を
取り寄せる理由は何であろ
うか？

古墳に葬られているのは
筑紫の君磐井の配下である
可能性が高い。
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景行天皇の巡狩ルート上に舟
形石棺の製作地がある。

景行天皇が石棺製作技術を
伝えた可能性がある。

景行天皇の定住地探し

讃岐、播磨、（吉備の）美濃、周芳、
に来たが、崇神王権が存在してい
たため、東に行けなかった。

貴国の石棺

武内宿彌、神功皇后は長
持形石棺である。

神功皇后と佐紀盾列古墳群
神功皇后は逃げてきて忍熊王と戦う。

佐紀盾列古墳群は突然王墓の造営か
ら形成された。
神功皇后は大和政権の人ではない。

仁徳天皇は堀江を掘削し、
河内周辺を開発した。

古墳時代前期と中期の断絶

四世紀末から五世紀初頭にかけ
てある系譜が築いていた前方後円
墳が作られなくなり、円墳しか作ら
れなくなった。

貴国は３９８年に滅び、貴国の天
皇であった武内宿彌は北部九州
から近畿に逃げ大和の葛城に住
み着いている。

盾形周濠古墳のはじまり

中国では前漢・後漢まで大きな古墳を築
いたが、魏以降は薄葬となる。日本古墳時
代に並行する頃中国付近で古墳を築くのは
鮮卑族（北魏）、さらに鮮卑族の東側の高
句麗、新羅、百済などの地帯である。低地
のつくり山古墳は鮮卑族である。


