
〔初めに〕

≪日本の古代≫を見るとき、奈良時代以降は、『古事記』口『日本書紀』他の文献からかなり明らか

になつています。しかし、奈良時代の前代の歴史については、はっきり分からない処が多いのです。

例えば中国の『三国志魏志倭人伝』が記す 200年代の日本にあつたという女王卑弥呼の国・『邪馬

台国』など、未だに、九州にあつたのか、奈良盆地にあつたのかさえ、はつきりしていません。

もっとも、全国の大学、埋蔵文化財センター等の研究機関、教育委員会などに勤務する学者で構

築する古代史の≪学会≫という権威にあつては、卑弥呼の『邪馬台国』は奈良盆地にあり、これが

400年代に南朝・宋に貢献した『倭の五王』の国となり、それが 700年代の奈良朝廷に発展したと見

る史観が≪定説≫となつているようです。

しかしこの≪定説≫とは異なり、卑弥呼の『邪馬台国』は九州にあつたと考える研究者も多いの

です。そして1970年代には、民間の研究者の古田武彦さんが九州王朝史観を唱えました。古日さん

の場合、卑弥呼の『邪馬台国』が九州にあつただけでなく、その邪馬台国が 400年代に『倭の五王』

の国となり、『九州王朝』へと成長したが、663年に自村江で唐と戦つて敗れ、日本列島を代表する

地位を『近畿王朝』に取つて代わられた、と考えたのです。

この古田さんの主張に対し、≪定説≫では「日本の古代に王朝と言える勢力は奈良盆地にし

かなかつた」と考える訳ですから、古田さんは≪定説≫における史観を近畿王朝―元史観と呼び、

九州王朝の存在を認める史観を多元史観と呼んでいます。

この古田さんの九州王朝史観が世に出てもう40年になりますが、≪定説≫の近畿王朝―元史観

を採る皆さんはこれを無視し、≪九州王朝史観は採り上げず、論評せず≫の姿勢を貫いています。

≪日本の古代史≫をリー ドする学者の皆さんが全てこうした姿勢を取つていますから、九州王

朝史観は教科書に載りません。そして、およそ10年毎に出版されて来た『日本の歴史』シリーズにも

乗りません。ですから一般の人は、よほど≪日本の古代史≫に興味がある人でも、九州王朝史観

という見方を知らない人が多いようです。

近畿王朝一元史観の学者の皆さんが、「何故ここまで九州王朝を無視するのか ?」というと、「九

州に王朝が存在したと記す≪文献≫は何一つ無いから採り上げるに値しない」と聞いたことがあり

ます。しかしこの判断は誤つています。日本に統一国家を創りだした奈良朝廷の記した歴史書であ

る『古事記』・『日本書紀』こそが、近畿王朝―元史観を採つているのです。その『記紀』が、≪自らの

主張≫を否定することになる九州王朝の存在を記す訳がありません。

にもかかわらず、「様々な証拠から九州王朝の存在が考えられる」として九州王朝史観が生まれ

たのです。であれば、≪文献≫に記されていないからとして九州王朝を無視するのはナンセンスで

あり、研究者の皆さんが九州王朝の存在が考えられるとする≪証拠≫に対してこそ、徹底批判し、

検討すべきなのです。その反論が出来て初めて、九州王朝史観に対し、近畿王朝―元史観の正し

いことが証明されることになる筈です。



私の場合、次の≪四つの歴史事実≫を、九州王朝が近畿王朝に先在して存在した《直接証拠≫

ではないか ?と考えています。

1.

■ .

『隅田八幡宮人物画像鏡銘』

『九州年号』

『神籠石』

『三国志東夷伝』における『短里』

ところが近畿王朝一元史観の皆さんは、現に目に見えて存在するこの≪四つの歴史事実≫に決

して触れようとしません。著書にも決して採り上げません。この≪四つの歴史事実≫など、この世に

存在しないかの如くに、完全黙秘を決め込んでいるのです。

近畿王朝一元史観の皆さんが「何故このような態度を取るか」と言えば、この≪四つの歴史事実

≫を近畿王朝―元史観の中に位置づけることが不可能だからです。そんなことはないと言われる方

は、やつて見て下さい。しかし、近畿王朝―元史観の方はどなたもこの≪四つの歴史事実≫に触れ

ません。皆さん、この≪四つの歴史事実≫から逃げているのです。

私は久留米大学の『公開講座』で何か話すようにと言われました時に、この≪四つの歴史事実≫

を取り上げてみました。

2011年に、『隅田八幡宮人物画像鏡銘』と『九州年号』の関係についてお話させて頂き、

2013年は、『Fieldの視点から見た九州王朝』について、そして

2014年は、『神籠石は九州王朝の城であつた』ことを、そして

2015年は、『魏志倭人伝の短里』についてお話しさせて頂きました。

そこで今日は、2015年に久留米大学でお話しした四つ目の『魏志倭人伝の短里』について、改め

てお話しさせて頂きたいと思います。

『魏志倭人伝』が短里で記されているという事は、卑弥呼の国"『邪馬台国』は九州にあつたという

事になります。しかし、その『邪馬台国』が近畿に東遷したと考える研究者もおられますから、『邪馬

台国』が九州にあつたということが、即、『邪馬台国』の後に九州王朝が存在したことに繋がる訳では

ありません。しかし、『邪馬台国』が九州にあつたのであれば、九州王朝があつたという判断に近づき

ます。そういう意味合いがあるということで、『魏志倭人伝』が短里で記されているのかどうか?とい

う点を、じつくり考えてみたいと思います。

なお、近畿王朝―元史観の皆さんはこの「短里」について、今も徹底無視を続けておりますが、九

州王朝史観を採る皆さんの間では、「短里」についてはもう言い古された感もあるようです。

そこで久留米大学では一寸違つた≪切り回≫から入つてみました。お聞きください。

1≪エラトステネスの井戸≫

古代ギリシヤでは天動説が定説でしたが、天文学者で数学者のアリスタルコス(B.C.310頃～230

ｍ̈

　

・Ⅳ



年)が、地I識でその地球が太陽の周りを回つていると地動説を唱えます。そして1同じ天文学者で数

学者のアルキメデス●.C.287～ 212年)やエラトステネス(BoC.275頃～194‐年)もアリスタルコスの

提唱した 地動説 を信じていました。

エラトステネスはエジプトエプトレマイオスIⅢ世に招か―れて、アレキサンドリアの図書館長に就任

します。その時、面白い≪うわさ≫を耳にします。

アレキサンドリアの真南、ナイル川の上流にシェネの町があります:現在のアスワンです。そのシ

ェネでは、≪夏至の日の正午≫、深い井戸の底の水面の真ん申に太陽|が喝 、というのです。

つまり、≪夏至の正午≫に、太陽はシエネの真上にある、

ということはtシェネは北回帰線の真上にあることになります。

そこでエラトステネスは次のように考えます。

≪夏至の正午≫に、アレキサシドリアで1本の構を垂直に立てて、

≪その棒と日影が作る角度≫を測ればt

太陽光は平行線だから、ユークリッド(B,C,365頃～275頃)の幾何学により、

〔アレキサンドリアで立てた棒と日影が作る角度 〕は、

〔アレキサンドリアとシエネ間の地球の中心角 〕に等しい。

だから、〔アレキサンドリアとシェネの距離〕が分かれば〔地球の大きさ〕が解る、と考えたのです。

そこでエラトステネスが夏至の日の正午に測ると、

≪アレキサンドリアで垂直に立てた棒の日影の角度≫=7度 12分=72度で、

車輪で≪アレキサンドリアとシエネ 間の距離≫を測ると亀.000スタ青 アだつたので、

≪地球の大きさ≫=(5,000スタデイア ■7.2度)X360度 =25Q000スタデイア

と計算したのです。



2≪ 1スタディアの 長さ ≫

エラトステネスの計算の原理は正しい。だから、≪世界で初めて地球の大きさを測つた人≫として

有名です。

しかし現代の我々には、エラトステネスの用いた≪1スタディアの長さ≫が分かりません。だから、

エラトステネスの計算の≪精度≫は分かりません。

しかしここはその≪精度≫を云々するよりも、時代が天動説を信じている中で地動説を信じ、地は

球だとしてその大きさを測る方法を考えたその≪賢さ≫を称えるべきでありましょう。

さて、現代の我々には≪地球の大きさ≫は分かつています。だから、≪現代の科学知識≫から逆

算して、エラトステネスの用いた≪1スタディアの長さ≫を計算することができます。

やつてみましょう。

【エラトステネスの地球の全周の計算】

地球の全周 =σレキサンドリアとシエネ5,000スタディア■7.21∋X360度

=250,000スタディア

【現代の科学知識による地球の全周の計算】

〔地球の極半径=6,357km〕 、〔円周率 Ⅱ=3.141592… …・〕

地球の全周 =(6,357km X 2)XΠ =39,941 km

【1スタディアの計算】

250,000スタディア =39,941 km

lスタディア =39,941 km÷ 250,000スタディア=159.8m

エラトステネスの井戸の逸話は有名ですが、このように逆算して1スタディアの長さを計算した話

は聞きません。

3≪科学の日で見た短里≫のお話

さて、今日のテーマは≪短里≫です。

それを冒頭から、何で、≪エラトステネス≫か?と言いますと、皆さんご存知の『魏志倭人伝』に、

「自郡至女王国 萬二千餘里」と、卑弥呼の国までの距離が、≪里という単位≫で記されています。

そして中国でほぼ同じころに纏められたと見られる『周牌算経』という天文・数学書があり、やはり、

≪里の単位≫を用いています。

そして、『周牌算経』には、エラトステネスと同じように、≪夏至の正午≫に「周牌」と言う観測棒を

垂直に立てて、≪周牌にできる太陽の影の長さ≫を測つた 観測記録 が載せられています。



そこでエラトステネスの≪1スタディアの長さ≫を求めたように、『周牌算経』の観測記録と≪現代

の科学知識≫から、『周牌算経』に用いられている≪1里の長さ≫を計算で求められないか ?と考え

ることが出来る訳です。

こう考えてこの計算をされた≪賢い方≫がおられるのです。神戸市の谷本茂さんです。そして計

算したら、何と、古田武彦さんが『三国志魏志倭人伝・韓伝』から導き出した≪短里の 1里の長さ≫

に一致したというのです。

ところが≪定説派≫の学者の皆さんは≪谷本茂さんの論証≫も無視し、頑なに≪長里≫を定説

にしているのです。このレジメの最終頁に《谷本茂さんの論証≫を転載させて頂きましたが、見事、

必要十分に証明されています。しかし、自然科学と数学による証明ですから、≪古代史が専門の文

系の学者の皆さん≫には、分かり難いのかもしれません。

そこで谷本さんが≪『周牌算経』の用いた 1里の長さ≫を求めた計算を、分かり易く、≪エラトステ

ネスの用いた 1スタディアの長さを求めたと同じ方式≫でやつてみたいと思う訳です。

4メートル法 の ≪lmの長さ≫

ところで、≪1里は何mか ?≫という時の≪lmの長さ≫はどのようにして定められた単位なので

しょうか?先ずはそこを確認して置きましょう。

人間は原初、人間にとつて最も身近な手指、足の大きさを単位として、≪ものの長さ≫と≪距離≫

を測り、歴史時代に入つてこの単位が各国それぞれに固定します。しかし、人間の活動が国家の領

域を越えて世界規模になると、国毎にバラバラな単位は障害となり、万国共通の単位の必要性が考

えられるようになります。

ここで先陣を切つたのがフランスです。フランスは革命の最中の 1791年に、「メートル法」の採用

を決め、世界にこれの採用を提唱します。

それまでの各国の単位には≪絶対の基準≫というものがありませんでした。だから、物差しによ

って寸法が異なるという現象が起きていました。

そこでフランスは、≪lmの長さ≫を誰が測つても同じになる≪特定の物の長さ≫にしようと考え

たのです。それも、世界中がこの単位を取り入れ易いよう、特定の国にある物ではなく、どこの国の

所有物でもない、人類共有の物である≪地球の大きさ≫を基準にしたのです。

すなわち、〔地球の赤道から北極までの長さ〕=1万 km
つまり、〔地球の全周〕=4万 kmと規定したのです。

こうしてフランス政府は、正南北に位置し、「赤道から北極まで」のほぼ 10分の 1に相当すると見

られる〔ダンケルクと′ウレセロナの間〕の距離を実際に測量し、〔この2地点間の地球の中心角〕から、

〔地球の赤道から北極までの長さ〕を比例算で求めたのです。
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すなわちメートル法も、エラトステネスが〔地球の大きさ〕を求めたと同じ≪方法≫に拠つたのです。

なお大航海時代には、北極星の高度測定により、いつでも正確な緯度の測量が可能になつていま

す。

(北極 )

ダンケルク

′`ルセロナ

〔ダンケルクとバルセロナの距離〕を二 角測量し、

〔両地 間の地球の中走 角〕から

比例算で「地球の全周」を計算

フランス政府はこの測量に莫大な費用と7年の歳月を懸け、lmの長さを把握した後、白金製の

〔メートル原器〕を作り、「メートル法」を採用する国々に交付します。各国はこの「原器」に合わせて物

差しを作れば良い訳です。日本も明治になつて「メートル法」の採用を決め、〔原器〕の交付を受けて

います(1886年、明治 19年 )。

以上のフランスの努力によつて、「メートル法」は既に《世界の基準単位≫となつています。

今でも「メートル法」以外の単位を法律で禁止していない国 =事実上「メートル法」を採用していな

い国は、国連加盟 192カ国の中で、リベリア、ミャンマー、アメリカの 3国だけです。

なお、リベリアは民間主導でメートル法を用いており、ミャンマーは 2013年に将来採用することを

宣言しています。未だ、採用の気配が見られない国はアメリカ1国だけになつてしまいました。

蛇足ですが、地図を見ると≪ダンケルクロバルセロナの経線≫上に「パリ」があります。フランス政

府が莫大な費用と多大な人員を投じ、鳴り物入りでこの測量を行つた背景には、≪経度 0度≫もこ

の≪パリを通る経線≫に もってきたいという思惑があつたのだと思われます。経度こそ世界共通の

単位が必要だからです。しかしその≪経度 0度≫は、1884年の「万国子午線会議」で≪ロンドンの

グリニッジ天文台を通る経線≫に決定します。イギリスは当時世界一の強国、ここはフランスも譲ら

ぎるを得なかつたのでしょう。

とは言え、そのイギリスも百年後には、「メートル法」を採用し(1995年 )、 2000年より、「ヤードロポ

ンド法」の使用を法律で禁止しました。力で≪経度0度≫を押し通しても、≪長さの単位≫ではフラン

スの≪賢い努力≫に従わざるを得なかつたのです。
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メートル法 の≪lmの長さ≫

地球の赤道から北極までの距離=1万mと 規定
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「地球 の合 周」を把握 した



さて、先ほど≪1スタディアの長さ≫を求めたとき、地球の極半径=6,357 kmと、円周率 Π=
3.14159……を用い、地球の外周=“,357kmX'XⅡ=39,941bと計算しました。しかし、メート

ル法の lmの長さは、地球の極を通る外周を40,000 kmとして決められたのですから、40,000 km

の数値を採つた方が正確と言えましょう。

地球の極半径から計算した数値の39,941 kmが 40,000 kmよ り小さいのは、地球が正しい球で

はなく、赤道の方に膨れているからです。地球は自転しているので赤道の方に膨れているのです。

しかし、両数値の誤差は 59 km、 誤差率は0.15%ですから、こういつた大雑把な計算に影響はあ

りません。

1スタディア=39,941 km■250,000スタディア=159.8m

=40,000 km■250,000スタディア=160.Om

5≪地球の大きさ≫を測つた日本人

さて、日本にも、≪エラトステネス≫、≪メートル法≫と同じ原理による実測と比例算により、地球

の大きさを測つた≪賢い人≫がいます。伊能忠敬です。忠敬はフランス政府の測量のことは知りま

せんでしたが、十人ばかりのわずかな人員と2年の短期間で、フランス政府の測量に遅れること 3

年でこの測量をやり遂げます。≪エラトステネス≫と≪メートル法≫のお話をするのであれば、この

方に触れない訳にいきません。

伊能忠敬は千葉県の名主(なぬし)家に生まれましたが幼少のころ母が亡くなり、父が婿養子であ

ったために廃嫡され父の実家に戻されます。しかし、教養人の父や近郷の医師などから測量術ほか

を学び、17歳のとき、近くの村で行われた土地改良工事の現場監督に抜櫂されます。このときの忠

敬の≪測量の技術≫と、若年ながら全て年上の農民を使いこなす≪才覚≫が評判となり、佐原を代

表する大名主口伊能家の養子に迎えられます。忠敬は伊能家の当主としても才能を発揮し、大地主、

千石の酒造家、醤油の醸造家として莫大な資産を築いた上、50歳で家督を息子に譲つて隠居し、江

戸に居を構えて、幕府の「天文方」口高橋至時(よしとき)の私塾の問下生となります。

忠敬は天文学の第一人者至時の許でも信頼を得て、至時の推薦により、幕府が企画した蝦夷地

の測量を任されます。このころロシアが蝦夷地に来航するようになり、幕府はこれに対抗し、足元を

固めようと考えたのです。

さて、忠敬が天文を志した真の動機は〔地球の大きさ〕を測ることに有つたのではないかとも言わ

れています。2年懸けて江戸から蝦夷地までを測量した忠敬は、〔緯度 1度の地上距離〕を割り出し

ます。その数値は高橋至時が最新のオランダの科学書『ラランデ暦書』で得た数値とほぼ一致し、同

じ興味を抱いていた高橋至時と手を取り合つて喜んだといいます。

伊能図の精度は、現代のものと比べても0.1%の誤差という正確さであり、地図といつても絵図面

しかなかつた時代ですから、幕府はその精密さに驚いて、忠敬を幕府の「測量方」に任じ、『日本全

図』の作成を企画します。忠敬は幕府お抱えの武士として、その後の人生を日本全上の測量と『日

本全図』の作成に捧げます。なお、忠敬は20歳年下の至時を生涯敬愛して止まず、遺言により、墓



は至時と並んで立てられています〔東京浅草源空寺 〕。

ニラトステネスメ下lNIレ 法

と同じ方式 で

〔江戸と坂 夫地の距離〕を測量し、

両地間の地球の中赴 角から

洗Jll算で「地黙の全周」を計算

≪地球の大きさ≫を測った日イミ′た

´́―‐́
´蝦夷地

´́́ ―江戸

(北極 )

伊能忠敬

6中国の≪長さの単位≫

さて今日問題にするのは、『三国志』の『魏志倭人伝・韓伝』で用いられた≪里≫という単位の長さ

です。これを問題にするのは、『倭人伝』に「自郡至女王國 萬二千餘里」ほかの里程の記述から、≪

1里の長さ≫が分かれば、≪郡から女王卑弥呼の国までの距離≫を計算することが出来るからで

す。

ここで中国古代の≪長さの単位≫を振り返つておきましょう。

中国には、「算経十書」と呼ばれる算術書が残されており、中でも古いのが『周牌算経』・『九章算

術』口『海島算経』の三書で、後漢末から三国時代の魏にかけての 100～ 200年代に纏められたと考

えられています。

この三書に、「丈・尺・寸Ⅲ分」と、「里・歩」の二系統の単位が出て来ます。

「物の長さ」を測るときの主単位「尺」は、手で測るときの手の形から出来た象形文字で、

「距離」を測るときの主単位の「歩」は、足を二つ重ねて出来た「歩む」を意味する会意文字です。

尺貫法では、長さの「尺」と距離の「歩」の単位が混用されることはありません。どんなに長くても、

自髪は「参千丈」であつて、換算して「何歩」とは言いません。

主単位と補助単位の関係は、古代の算術書の記述から、「1丈 =10尺 =100寸 =1000分」、「1

里=300歩」と分かつています。しかし文献からこれらの単位の「絶対長」(実際の長さ)を知ることは

出来ません。



「尺口寸・分」の単位は、各時代の≪物差し≫の現物が多数発見されていて、この≪物差し≫から、

各時代の≪1尺の長さ≫の「絶対長」が分かります。秦口漢代で 23 cm、 魏・西晋代で24cm、 南朝で

25 cmと時代が進むに連れて長くなり、隋“唐代以降は 30 cmを超えます。

一方の「里口歩」の単位に≪物差し≫はありません。従つて、≪両系統の単位の関係式≫さえ分か

れば、「里口歩」の単位の「絶対長」が分かります。

この≪関係式≫は『史記』に≪6尺=1歩≫とあることから、中国と日本の計量学・歴史学の学会

では、「秦以前も、以後も、≪6尺=1歩≫であつた」と見るのが≪定説≫となつています。

なお、唐以降は1里が 360歩とされますが、併せて 1歩も5尺とされたので、1里の長さ

は変わりません。

〔6尺=1歩であれば、1里=300歩 X6尺 =1800尺 =唐代以降の 360歩X5尺 〕

7『魏志倭人伝』の≪里の単位 ≫

ところが〔6尺=1歩〕ですと、

魏の 1尺=24 cmだから、1里=432m(=0.24 mX6尺 X300歩 )となり、

『魏志倭人伝』に、「自郡至女王國 萬二千餘里」とある、卑弥呼の国は

432m X 12千里=5184 kmとなって、赤道のはるか南になつてしまいます。

〔帯方郡治と考えられるソウルの緯度〕は、【現代の知識】によれば37_58度です。

緯度 1度の地球の表面距離=4o,000 km+360度 =111。 111・ …ⅢⅢkmですから、

〔ソウルから赤道までの距離〕=11l km x 37.58度 =4,175 kmです。

また『魏志韓伝』に拠れば、韓は方四千里ですから、

432m X 4千 里=1728 km平方となり、韓は中日本土に匹敵する広さになつてしまいます。

そこで白鳥庫吉(1865～ 1942年)は、次のように考えました。

『魏志倭人伝』により≪帯方郡治から九州上陸までの里程≫を加算し、これを10,700余里と見て、

400m tt X 10,700里 =4280 kmと計算し、

「この距離を正確なる地図・海図等に拠つてみれば約 900 kmになる」と見て、

『東夷伝倭人条』の≪里呈記事≫には約 5倍の誇張があると考えたのです。

4280 km÷ 約 900 km≒ 5

こうして日本の古代史の学会は、自鳥庫吉以来、〔6尺=1歩〕、〔1里=400m余〕と見て、

『三国志魏志東夷伝』の≪里呈記事≫には約 5倍の誇張があると見るのが≪定説≫となつていま

す。

しかし、これは≪見方の問題≫です。
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白鳥庫吉は、〔6尺 =1歩〕の関係式と、〔魏の 1尺=24cm〕、

〔1里=24cm X 6尺 X300歩 =4(Юm余〕の方を正しいと見るから、

『三国志東夷伝』の記述に≪5倍の誇張がある≫ことになるのであつて、

≪『三国志東夷伝』の記述≫の方を正しいと見れば、

『三国志東夷伝』の里単位は≪「秦口漢の里単位」の 5分の 1である≫ことになります。

このように、≪定説≫の方に疑いの目を向ける人が現れたのです。

安本美典氏、奥野正男氏、野津清氏、古田武彦氏の方々です。

中でも古田武彦さんは、『三国志』の著者口陳寿の≪稀にみる論理と記述の正確さ≫に信頼を置き、

『韓伝』の「韓は帯方の南にあり。東西、海を以つて限りと為し、南、倭と接す。方四千里なるべし」

から、

現代の地図で、その韓地の一辺の四千里を、〔300～ 360 km〕 と見て、

『三国志東夷伝』の 1里 =〔300～360 hn〕 ÷4,000里 =75～90mと計算します。

さらに古田さんは壱岐の地形が方 300里とあることから微調整して、75mに近い方と考え、

魏口晋朝の『三国志東夷伝』では、

〔6尺 =1歩〕、〔1里 =400m余〕の約 5分の 1の≪短里≫が行われていたと結論し、

これまでの定説の 1里=400m余を≪長里≫と呼んだのです。

〔『邪馬台国はなかつた』1971年〕

8『周稗算経』の≪里の単位≫

そして、古田武彦さんがこの短里説を発表した 7年後の 1978年、神戸市在住の谷本茂さんが、

『周牌算経』にある≪観測記録≫に、≪現代の自然科学知識≫を適用して、『周牌算経』で用いられ

ている≪1里の長さ≫を割り出した処、

古田武彦さんが『三国志東夷伝』から求めた≪1里の長さ≫に一致したのです。

〔谷本茂『中国最古の天文算術書「周牌算経」之事』、『数理化学』No.177、 March 1978に所収〕

なお、『周牌算経』と同じく『算経十書』に加えられている書物に、算術の問題集である『九

章算術』があります。この『九章算術』に「短里」に拠るとしか考えられない記述があることを、

姫路市在住の泥憲和さんが指摘されています。巻九の測量問題の第 23間です。

〔泥憲和氏「『九章算術』の短里」、古田史学会報 77号、2006.12.8〕

そこで私も『九章算術』の246間を全て解いてみました。「里」と「歩」の単位を用いる問題は

62間ありましたが、この中で、≪「短里」でなければおかしい≫と考えられる問題は、確かに、

泥さんの指摘された巻九の第 23間の一間のみでした。

『九章算術』の研究でも、≪賢い先人≫がおられたのです。
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『周牌算経』・『九章算術』とも先人がおられましたので、残る『海島算経』にも当たつて見ま

した。

この『海島算経』も9間からなる問題集で、この第 1間が、『九章算術』巻九の第 23間の発

展形とも言える測量問題であり、やはり、≪「短里」でなければおかしい≫と考えられることが

分かりました。

しかし、『九章算術』の巻九の第 23間と、『海島算経』の第 1間は、≪「短里」でなければお

かしい≫と言えるだけです。

これに対し、『周牌算経』の場合はズバリ、≪1里の長さ≫を求めることが出来ます。

よつてここでは、『周牌算経』における谷本茂さんの計算を取り上げる訳です。

では、谷本茂さんが≪1里の長さ≫を求めた方法を、≪エラトステネス方式≫で説明します。

『周牌算経』には、次の「観測記録」が載つています。

「周牌」とは「垂直に立てた 80寸の測量棒」で、

≪夏至の正午≫に測つた「周諄の日影」は、「洛陽で     16寸 」

「洛陽の正南千里で 15寸」

「洛陽の正Jヒ千里で 17寸」である。

蛇足ですが、

垂直に立てた観測棒の影が、一日で最も短くなるのが正午で、その影の方向が真北です。

その影が、一年で最も短くなるのが夏至で、長くなるのが冬至です。

同じ日の正午の太陽の影の長さは、正しく東西に離れる地では同じですが、

南北にずれると違います。

中国の天文学者は以上を全て把握しており、

≪夏至の正午≫、正南北に≪千里≫離れた地では、

≪垂直に立てた 80寸の周牌の影の長さ≫が≪1寸≫違う、という認識に達していたのです。

これが『―寸千里の法』です。

『周騨算経』では、この『―寸千里の法』を太陽の高さなどを測る『公理』として用います。

中国古代の天文学者は、≪地は「方」である。すなわち、「地方」である≫と考えていて、

古代ギリシヤのように≪「地球」の概念≫に達することはありませんでした。

だから、太陽光が平行線であるという認識もなく、「周牌の影の長さが異なるのは、太陽

光が点光源であるためで、太陽から遠い北の地では影が長くなる」と考えたのです。これは

近世まで変わりませんから、ギリシヤに比べ、かなり立ち遅れています。

『周牌算経』のこの 観測結果 を、谷本茂さんが図にしていますので、私も使わせて頂きます。
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周牌の長さは 80寸で、

≪夏至の正午≫の周牌の影の長さは

洛陽の正北千里をCとすれば、  C地 点 17寸

洛陽をAとすれば、      A地 点 16寸

洛陽の正南千里をBとすれば、  B地 点 15寸である。

この図から、【ユークリッドの幾何学】により、

≪夏至の正午≫にA、 B、 C三地点において、次のことが言えます。

太陽光と周牌が形作る角度 =「周牌を立てた地と北回帰線」の地球の中心角

さて、エラトステネスは、≪垂直に立てた棒 と太陽光が作る角度≫を測定しましたが、

『周牌算経』には、≪周牌の長さ(80寸 )≫ とその≪日影の長さ≫の記録があるだけで、

≪周牌と太陽光が作る角度≫の記載はありません。

しかし、「周牌」は垂直に立てていますから、

「周牌」と「周牌の影」は直角になり、「太陽光」を斜辺とする直角三角形を形作ります。

そして、≪直角三角形の直角を挟む二辺の長さ≫が解れば、

『三角関数』という【現代の数学知識】に拠り、

「その二辺と斜辺の作る角度」を計算で出すことが出来ます。

『周牌算経』では、直角を挟む二辺である「周牌」と「周牌の日影の長さ」が分かつていますから、

≪周牌と太陽光が作る角度≫を計算で出すことが出来るのです。

この計算は、高校で『三角関数』を勉強した人なら誰でも出来ます。
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高校で勉強していなくても、高校生の『三角関数』の参考書を勉強すれば誰でも出来ます。

しかし、ここで『三角関数』の説明をする時間ありませんから、≪この計算≫は省略し、結論だけを示

します。計算は「計算機」に任せたと考えて、≪全体の考え方≫を理解して下さい。

『周牌算経』の観測結果から『三角関数』により計算した角度は、次の通りです。

A地点の太陽光と周牌の角度な〓11.30913度 (=A地点と北回帰線の地球の中心角 )

B地点の太陽光と周牌の角度亀〓10。61883度 (=B地点と北回帰線の地球の中心角 )

C地点の太陽光と周騨の角度θc=11.99670度 (=C地点と北回帰線の地球の中心角 )

ではここで、『周牌算経』の観測結果に「信頼を置けるか ?どうか ?」 を確認しておきましょう。

上の計算で、『周牌算経』の言う〔洛陽 仏 地点)と北回帰線の地球の中心角〕が分かりましたから、

これ に、

【現代の知識】で分かつている〔北回帰線の緯度 9〕=23度 26分 22秒=23.43944度を足せば、

【『周牌算経』の言う洛陽の緯度】が分かります。

すなわち、

【『周牌算経』の言う洛陽の緯度】=〔洛陽と北回帰線の地球の中心角〕+〔北回帰線の緯度〕

=〔 11.30913度〕+〔23.43944度 〕

=〔34.74857度〕です。

これに対し、【現代の知識】で 〔洛陽の緯度〕=〔34度 39分〕=〔34.65度〕と分かつています。

この【現代の知識で分かつている洛陽の緯度=〔34_65度〕】に対し、

【『周牌算経』の観測記録から計算して出した洛陽の緯度=〔34.74857度〕】ですから、

両者の誤差は0.10度で、誤差率は0.28%と極めて僅少です。

従つて、【『周牌算経』の言う洛陽】は、【現代の洛陽】とほぼ同じ位置にあつたと言つて良く、

と言うことは、『周牌算経』の観測結果は正確であると言つて良いことになります。

次に、≪A、 B、 Cの三地点それぞれから北回帰線までの距離≫を求めます。

地球の極を通る全周=40,000 kmですから、

≪Aから北回帰線までの距離≫=●0,000bけ 3601∋ Xll.30913度 =1256.570 km

≪BからJヒ回帰線までの距離≫=●0,000bけ 360度)X10.61883度=1179.870 km

≪Cから北回帰線までの距離≫=(40,000bけ 3601∋ Xll.99670度=1332.967 km

よって、AB間の千里=1256.570-1179.870≒ 76.70 kmで、1里≒76。7mとなります。

AC間の千里=1332.967-1256.570≒ 76.40 kmで、1里≒76.4mとなります。

すなわち、『周牌算経』の1里は、=76～77mとなります。
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そしてこの数値は、

古田武彦さんが『三国志東夷伝』から導き出した 1里=75～90mで 75mに近い方

という数値に一致します。

以上の私の≪エラトステネス方式≫による計算は谷本さんの計算と実質≪同じ≫です。

なお、説明を簡略にするために、以後、『周牌算経』の 1里≒76.5mの平均の数値を

用いることにします。

さて、『周牌算経』を書いた中国の天文学者たちは、≪夏至の正午≫、洛陽とその正南北千里の

地に立てた周牌の影の長さがたまたま 1寸であつたことから、この関係を「1寸千里の法」と呼び、こ

れを公理として、≪太陽の高さの測定≫などに用いました。

この応用が間違つていることは言うまでもありません。

そして現代においてもまた、≪「1寸千里の法」は誤つている≫と当り前のように言われています。

中国古代の天文学者が、≪地は方で太陽光は放射光であるからだ≫と考え、

≪この公理を太陽の高さの計算などに応用した≫のは確かに誤つています。

しかし、古代の天文学者がどのように考えていようと、〔洛陽とその南北千里の地〕での〔夏至の正

午〕おける周牌の影の長さの「1寸の差」は、≪地は球で太陽光は平行線である≫ことによつて生じ

たものです。ですから、≪観測地点間の距離と周牌の影の差に見られる「1寸千里の関係」は、観測

地点の近辺においては正しい≫と言えるのです。

もちろん、〔北回帰線の近辺〕や、〔北極の近辺〕で、「1寸千里」が妥当しないことは言うまでもあり

ません。しかし、周辺部で誤差の出ることは、球面を平面で表わした【現代の世界地図】でも言えるこ

とです。

そして、〔洛陽から北回帰線までの距離〕であれば、「1寸千里」の関係は、概略、妥当するのです。

計算してみましょう。

≪夏至の正午≫、北回帰線上では太陽が真上にありますから周牌に影は出来ません。

影の長さは0ですから、〔洛陽と北回帰線の影の差〕は 16寸です。

よって、「1寸千里の法」に従えば、〔洛陽と北回帰線との距離〕=16千里となり、

『周牌算経』の言う千里=76.5kmですから、

16千里=76.5 km× 16千里=1224 kmになります。

『周牌算経』の言う洛陽の緯度 =〔 34.75度〕

〔北回帰線の緯度〕=23度 26分 22秒 =〔23.43944度〕

〔緯度 1度の地球の表面距離〕=40,000 km■360度 =111.111.… kmですから、

〔洛陽と北回帰線の距離〕=〔 34.75度 -23.43944度〕×111.111=1257 kmで す。
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すなわち、 「1寸千里の法」で導き出した〔洛陽と北回帰線の距離〕1224 kmは、

【現在の科学知識】から導き出した〔洛陽と北回帰線の距離〕1257 kmに対し、

誤差 33km、 誤差率 2.6%程度の値は出るのです。

しかし、時計の無かった古代に、遠距離間で正南JLlこあるか否かを測定することは困難であり、

『―寸千里の法」に実用性はありません。

もちろん、実生活では普通に里の単位を用いて測れば良く、「―寸千里の法」を用いる必要などどこ

にもなかつたのです。

9『周牌算経』の第一人者・橋本啓造さんの≪見解≫

さて、古田武彦さんが 1971年に、『三国志東夷伝』(180～280年の時代史)から魏晋朝で用いら

れた里単位が1里 ≒ 75mの短里であったことを導き出し、谷本茂さんが、1978年に、『周牌算経』

(100～200代に編纂)から、そこで用いられた里単位が 1里 ≒ 76.5mの短里であったことを導き

出しました。

その2年後の 1980年に、谷本茂さんの主張に対し、自然科学者である橋本啓造さんの反論が現

れました。

橋本啓造さんは、薮内清さんと並び、『周牌算経』の研究で日本の第一人者とされている学者と聞

きますから、≪橋本啓造さんの反論≫を見てみましょう。

橋本啓造さんは、

i.最初に「周代の1里は405メートルである」と断定してから、≪谷本茂さんの批判≫に入ります。

■.次に、≪谷本茂さんの計算≫を、そつくりそのまま引用して、「『周牌算経』の記事に基づき、大地

を球形として計算すると、1里は約 76～77メートルとなる」と記し、≪谷本茂さんの計算≫を正し

いと認めています。

面.そして、「ただし、この(1里=76～ 77mになるという)距離の値は、≪明確な『地球』の概念があ

ったかどうか≫にかかつている。そうでなければ(明確な『地球』の概念がなければ、筆者註)、 天

円地方の第一次蓋天説を論じたこの上巻では、地は平坦だとする大前提に従うのが妥当であ

る。」と結論します。

〔以上、薮内清編『中国天文学・科学集』朝日出版社 1980年、に所収〕

それでは≪橋本啓造さんの主張≫を検証します。

iで、橋本啓造さんは、『周騨算経』の里単位は、6尺=1歩の関係式から導かれる1里=405mで

あつたと断定します。しかし、≪何故そう断定できるか≫の証明はありません。

谷本茂さんは、≪『周牌算経』の 1里が何 mであったか?≫を調べようとの問題意識からスタ

ートしました。
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しかし橋本啓造さんにそうした問題意識はありません。橋本さんは、≪『周牌算経』の 1里が何

mか ?》を証明する以前に、≪『周牌算経』は1里=405mである≫との先入観に立ってしまつて

いるのです。

ところが五で、橋本さんも、「1里が 76～77mとなるという谷本茂さんの計算」を正しいと認めてい

ます。

当然ながら、高校生でも、「谷本さんのこの計算は正しい」と分かります。

そして、〔1里=76～ 77mが正しい 〕なら、〔1里は405mではない 〕のです。

この段階で、橋本さんはもう、〔周代の1里は 405メートルではない〕、と気が付かねばならない

のです。

橋本さんが、〔谷本さんの計算を正しい〕と認めながら、〔1里=405mが間違い〕と認めない処

は、私には不思議というしかありません。

面で橋本さんは、1里=76～ 77mの距離の値〔が正しいかどうか〕は、≪『周牌算経』に明確な『地

球」の概念があつたかどうかにかかつている≫と言われます。しかし、≪この橋本さんの判断≫は、

間違つています。

確かに、『周牌算経』上巻における「天体観」は、≪地を平坦≫とする大前提に立っています。

しかし、谷本茂さんの≪『周騨算経』の1里は何 mか ?≫の計算は、

≪東周時代における周牌の日影の観測結果≫に、

≪地は球で、その地球の外周と円周率ほかの現代の科学知識≫を適用し計算した

のであつて、

この計算は、≪「東周」の時代にこれを測定した人≫と

《後漢の時代に『周牌算経』を纏めた人≫が、

≪馴漿RJの概念を持つているか、否か≫によつて、影響を受けません。

そして、〔天円地方の第一次蓋天説に立つこの『周牌算経』の地は平坦だとする大前提に従うの

が妥当である 〕とする橋本啓造さんの結論は、何を言いたいのか意味不明です。

≪『周牌算経』の1里は何 mか ?≫の計算により正しい結果が得られるかどうか?は、

ただ、≪『周牌算経』の観測結果が正しいか、否か≫に掛つているだけです。

そしてその観測結果の正しいことは、それから導かれる洛陽の緯度が正しいことによって、証明さ

れました。

橋本啓造さんが、「周代の1里は 405mである」と断定するのであれば、

≪『周牌算経』の観測結果に、現代の科学知識を適用して計算すれば「1里は 405mとなる」≫と

証明しなければならないのです。しかし、その証明は不可能です。

「その計算に拠れば1里は約 76～ 77mとなる」ことは橋本啓造さんも認めているのですから。

結局、橋本さんの≪「谷本さんの計算」を認めながら「短里」を否定する主張≫は破綻せざるを得

ないのです。≪ここでの橋本啓造さんの主張≫には、私もただ首を傾げるばかりです。
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10中国における「短里」の 淵源 と 消滅

以上の古田さん口谷本さんが後漢末期から魏口晋にかけての文献から明らかにした≪短里≫の認

識は、〔中国では周の時代からずつと6尺=1歩で、1歩=400余 mの長里であった〕とする中国と

日本の≪定説≫と相容れません。

従つて、『三国志魏志倭人伝』は長里で書かれていると主張し、邪馬台国近畿大和説を採る近畿

王朝一元史観の≪定説派の古代史の学者≫こそが、その長里の主張を継続するためには、

≪長里か?短里か?≫の問題を徹底して検証し、「魏口晋朝は長里であった」ことを

論証しなければならないのです。

ところが≪古代史の定説派の学者の皆さん≫は、古田さんと谷本さんの短里の論証に対し、完全

黙秘を決め込んでいます。私はこうした学者の皆さんの≪学問の姿勢≫を疑います。

一方、古田武彦さんは、谷本さんの≪東周を舞台とする『周牌算経』も短里であった≫とする研究

に出合うと、直ぐさま、≪新たな探求≫に向かいます。すなわち、

≪『周牌算経』の舞台である東周の時代も短里であつたのか?≫と、

《短里の淵源の研究≫に向かったのです。  〔『古代は輝いていた I』 1984年、176頁 〕

この古田さんの姿勢こそが、≪学問の姿勢≫であると言えましょう。

そして古田さんは、漢の司馬遷が紀元前 91年ころに記した『史記』に、

夏口殷口周の≪古法≫に拠る「短里」と、

秦・漢の≪新法≫による「長里」のあることを発見します。

次の通りです。

『史記』五帝本紀 第一の

【(帝舜の地は)方五千里にして荒服に至る 】の記述は、「短里」に拠つている。

〔『史記本紀 I』五帝本紀第一、ちくま学芸文庫版 25頁〕

『史記』秦始皇帝本記 第六の

【古の五帝は、地は千里に過ぎず 】の記述は、「長里」に拠つている。

〔『史記本紀 I』秦始皇帝本記第六、ちくま学芸文庫版 145頁〕

これは、同じ≪周以前の五帝の版図≫を、

「短里」の行われた『五帝本紀』では、方五千里と言い、

「長里」が新たに定められた『秦始皇帝本記』では、(方)千里と言い換えているのです。

〔『倭人伝を徹底して読む』1987年、朝日文庫版 190頁〕

そしてこの記述は、
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≪古の五帝の版図≫は〔短里で言えば方五千里〕、〔長里で言えば方千里〕に過ぎないが、

≪始皇帝の版図≫は〔中国全土を網羅している〕、

と誇つているのです。

では、いつから?〔周以前からの短里〕が〔長里〕に改められたのか?と言えば、

ズバリ、『史記』に次の記述があります。

【始皇帝は五行説に立ち、古の周が≪火徳≫であるとしたのに対し、

秦はこれに勝つ≪水徳≫とし、水徳に叶うと言われる黒色と六の数を尊んで、

符節や法冠の長さは六寸、輿は六尺、一歩は六尺、乗車の馬の数は六匹とした】

〔『史記本紀 I』秦始皇帝本記第六、ちくま学芸文庫版 146頁〕

つまり、【秦の始皇帝は、何とも他愛ない≪五行説≫の好みから、六の数値を採り、

「距離」の単位の 1歩 =「物の長さJの単位の 6尺 、と法律で定めたのであり、

この 1歩=6尺から計算した300歩 =1里が、長里なのです】。

ということは、【始皇帝が≪五行説≫から新たに 1歩=6尺と定める以前は、

1歩=6尺 ではなかつた。つまり、『史記五帝本紀』に記される短里だった】

と古田さんは読み取られたのです。

そして古田さんは、中国の〔旧制の短里 〕と〔新制の長里 〕について次の認識に到達します。

1.周から春秋口戦国時代までは〔短里 〕であつた

2.そこで周に対抗心を燃やす秦の始皇帝が新たに〔長里 〕を定め、〔長里 〕は漢朝に継承され

る。

3.三国時代、蜀朝が漢の正統を主張すると、魏口西晋朝はこれに対抗して周の古法に復すると

〔短里 〕を採用した。

4.その西晋朝が旬奴に倒され、匈奴が劉氏を名乗つて漢室を継承すると広言したのに対抗し、漢

民族の西晋の王族は華南に逃れ、土地を奪われて逃れてきた農民を糾合して東晋朝を立て、

我こそが漢の正統を継ぐとして漢制に復し、里制も漢の〔長里 〕に復した。

そして以後は南朝も、南北を統一した隋口唐も、そしてそれ以降の王朝も〔長里 〕を採用し、

〔短里 〕に復することはもうなかつた。

魏口西晋朝は蜀朝に対抗して古の〔短里制〕を採りましたが、〔短里制〕には、「長さ」と「距離」の

二系統の単位の関係の規定がありません。これに対し〔長里制〕は、6尺=1歩と両系統の単位の

関係を規定しました。

東晋が〔長里制 〕に復して以降、中国では三度と〔短里制 〕に復することがなかつたのは、両系

統の単位の関係を規定する〔長里制 〕の方が合理的であり、≪社会のニーズ≫に合つたためで

ある、と私は考えています。
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11「短里」における「歩」と「里」の関係

長里の「歩」の単位は、秦の始皇帝が周に対抗し6尺 =1歩と定めたと、古田武彦さんが解明され

ました。

では、始皇帝が長里を定める前に行われていた短里の「歩の単位」はどのようにして定められた

のでしようか?最後にそこを考えましょう。

なお、1尺=10寸 =100分と1里=300歩の関係は、周朝以来、一貫して変わらなかつたと考え

られます。しかし、「尺寸分」は十進法なのに、「里歩」の単位の 1里は、何故、300歩なのか?不審

が残ります。この点も併せて考えましょう。

さて、古田さんは、『魏志東夷伝』から≪1里の長さ≫の約 75mを導き出し、

1里=300歩の関係式から、百歩=25mと計算し、

卑弥呼の墓の「径百余歩」を、約 30mと割り出しました。

『魏志倭人伝』に、≪歩の単位≫はここにしか出て来ません。

そして、『周牌算経』には、《歩の単位≫は出て来ません。

ところで、『周牌算経』の「1寸千里」の関係が良く出来過ぎているとして、≪「1寸千里の法」は、

〔夏至の正午に周牌の影の差が 1寸となる地点の距離〕を、=〔千里〕と決めたのだ≫と考える研究

者もいるようです。

もしそうだとすれば、「千里」を千分割して《1里の長さ≫を決め、「1里」を300分割して≪1歩の

長さ≫を決めたことになります。しかしそれは技術的に不可能です。

私は、『周牌算経』の「1寸千里の法」は、正南北で千里を隔てる地で、たまたま周牌の影の差が 1

寸であり、東周の人がそれに気付いたのだと考えます。

元はと言えば、≪人の足≫から「歩の長さ」が決められ、それから上の単位の「里の長さ」が定め

られたのであつて、その逆は有り得ないと考えます。

であれば、「如何にして短里の元となる≪1歩の長さ≫が決められたのか?」が明らかにされなけ

ればなりません。

東京都の高柴昭さんは、≪戦国時代の歩≫が、短里の歩であつたについて、次の事実を指摘さ

れています。

四川省の戦国墓 (戦国の七雄の一つである秦の時代)から出土した木贖 (もくとく=木簡)に

よれば、「肝隔(せんぱく=あぜみち)の巾が 3歩」と記されている。

これを上記の歩(長歩)で考えると4メートル以上の幅となり畦道としては広すぎると思われる。

通常あぜ道は人が一人通れる程度と考えれば 80センチメートル程度の短歩の存在を示唆して

いると考えられる。

〔メルマガ『科学の目で見えてきた日本の古代』第 3号 邪馬台国(3)〕
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さらに、明石市在住の不三井新平さんが、次の研究を発表されています。

歩測するときの≪片足の 1歩≫を、

〔万歩計〕は、約 76 cIIlに設定しており、

〔英米陸軍〕では、「ペース」と呼んで、やはり約 76 cIIlと見ており、

〔ドイツ〕では、「シュリット」と呼んで、71～ 75 cIIlと見ている。

つまり、歩くときの≪片足の 1歩≫は、どこの国でも、平均 75～ 76 cIIlになると見ているのです。

そして、足の「かかとからつま先の長さ」の平均は、25～ 26 clllだと言われます。

とすると、〔歩くときの《片足の 1歩≫の 75～ 76 cIIL〕 は、

〔足の≪かかとからつま先の長さ≫の 25～ 26 cIIl〕 の丁度 ≪3倍≫ になります。

≪人の足の中≫と、≪歩くときの歩幅≫の間には、このような≪不思議な関係≫があつたのです。

そこで、原初の≪歩測の単位の 1歩≫は、≪片足の 1歩≫の 75～ 76 cIIlであつた。

だから、100歩 =75～76cm X100歩 =75～76m=1里 であつた。

しかし、周代になつて、

歩測するのであれば、≪歩いての 1歩≫にはムラがある。

≪右足の「かかと」を左足の「つま先」の前に運び、これを繰り返す歩測≫の方が正確である、

と気が付いた。すなわち、

〔普通に歩く片足の 1歩の〕 76.5 cIII X 100歩 =76.5m=原初の歩による 1里 から

〔かかとからつま先の長さの〕25.5(狙 X300歩 =76.5m=周代の歩による1里 に変わつた。

と不三井さんは考えられたのです。     〔『動歩と静歩』古田史学会報 89号、2008.12.16〕

素晴らしい着想です。

そして、不三井新平さんの、『人の足』の 1歩=25.5cmから導き出された 1里=76.5mは、

ずばり、谷本茂さんが『周牌算経』から計算で求めた 1里=76.5mに一致し、

古田武彦さんが『魏志東夷伝』から導き出し1里=75～90mの 75mに近い方に一致します。

すなわち、この不三井新平さんの研究により、

里の単位は、歩からできたもので、

短里こそが中国の元々の里の単位であること、

その 1里は十進法ではなくて何故 300歩なのか ?

が全て説明されることになつたのです。
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考えてみれば、『人の足』の「かかとからつま先までの長さ」を、距離を測る時の単位『1歩」とする

のは、ヨーロッパで「かかとからつま先までの長さ」を、距離を測る時の単位「1フィート」とするのと同

じです。

ただし、ヤードポンド法の l feet=30.48 cIIILは 、尺貫法の 1歩 =26.5 cIILと大きく異なります。

これは「1フィート」が単位として固定するときに、伸びたものと思われます。

尺貫法の「1尺」も、元々は 16cm位だつたものが、最終、3Clcmに伸びて固定しています。

なお、「短里」の基となつた「かかとからつま先の長さ」の歩を「短歩」と呼び、

「長里」の基となつた歩を「長歩」と呼んで、

「長歩」の長さを、『人の足』から求める人もおられますが、これはナンセンスです。

「長里」の 1歩 は、始皇帝が『五行説の好み』により法律で6尺=1歩と定めた単位長です。

『人足(ひとあし)』 とは関係がありません。

〔最後に〕

古代ギリシヤで、天文学者が天動説を自明とする中、

賢い天文学者は、地動説を発見し、〔太陽光〕の観測から〔地球の大きさ〕を計算したように、

現代の日本で古代史の学者が≪中国では、全時代、長里が用いられた≫ことを自明とする中、

賢い古代史の研究者は、『三国志魏志東夷伝』が≪短里≫で書かれていることを発見し、

中国の古代書に記録された〔太陽光〕の観測記録と〔地球の大きさ〕等の現代の科学知識から、

その≪短里≫の 1里の長さを割り出しました。

しかし、近畿王朝―元史観を採られる学者の皆さんは、短里説を無視し、採り上げず、批判せず

の姿勢を取り続けて長里説に安住したために、

その≪学問レベル≫は、短里説に比べて、≪40年の後れ≫を取つてしまいました。

≪魏口晋朝で短里の行われていた≫ことの発見により、

今や、≪郡より万三千里の邪馬台国は九州北部に収まる≫ことは動かせなくなつているのです。

長里説を採られる皆さんが、≪ここで私が述べた論理≫に反論できないのであれば、

≪中国では、全時代、長里が用いられた≫

≪邪馬台国は近畿奈良盆地にあつた≫

≪古代日本には近畿王朝しかなかつた≫

等を自明とする姿勢は改めなければなりません。

邪馬台国は近畿奈良盆地説を採られる皆さんも、≪自然科学≫から≪数学≫までを勉強され、

《短里≫を含む冒頭に私の挙げた≪四つの歴史事実≫を、徹底考え、批判され、

共に、日本の古代史の解明に貢献されることを期待して止みません。
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以上は、2015.5.9における久留米大学の『公開講座』での講演を、纏め直したものです。

( 2016.6.24 )

最後に、〔谷本茂さんの計算〕を挙げさせて頂きます。

亀=tan~1器 =0‐ 1974(Fad)=11.3'

亀=tan~1::10・
1853←

aO三 10.6・    ヽ

亀=ねn→静鯛4fFaJ→Zぽ

北露帰線の簿度夕は時代によって大差ないとみなせるので (約 23.5° ～24° )

A地点の樺度 は AOD)=亀 +9≒ H.3・ +23_5° =34.8°

即ち測定地点は約北緯35度付近であり、1地理的にみて妥当である。一方地球の標

半径をR檸 鴨,3Wb)と して、

AB=PX∠ AOB=2X(亀 一亀)

≒6,3571ttX (0:1974-0。 1853)=76.9k議

賀じ =RX∠ AQB=RX(亀 ―亀)

≒6,357脳 (0.2"4-0。 1974)=76.3kln

fb、 fむは1,ooO里であるから、 1里は約76-77露 となる。

1978年 谷本茂 膨婦里化学』No.177、『中国最古の天文算術書「周牌算経」之事』

1987年 古田武彦『倭人伝を徹底して読む』東京書籍、1992年 朝日文庫 185頁

1994年 古田武彦・谷本茂『古代史の「ゆがみ」を正す』新泉社、88頁
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