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第 1章 貴国

51



貴国とは

(1)「貴国」の記事

日本列島に貴国という国が存在した。 1神功紀」と「応神紀 |に貴国が出て

くる。

(神功)四十六年二月、斯摩宿禰 (し まのすくね)を卓淳国に遣わすc

是に卓淳王末錦早岐 (ま きむかんき)、 斯摩宿禰に告げて曰く、「甲

子年七月、百済人久氏 。爾州流・莫古二人、我が国に到りて曰く、

『百済王、東方に日本貴固有りと聞くЭ而して臣等を遣わし、その貴

国に朝 (も う)で しむ。故、道路を求めて斯土 (こ の地)に至る。

もし能 (よ )く 臣等に教えて、道路を通わしめば我が王は必ず深く

君王を徳せむ』という。時に久氏等に謂いて曰く、『本 (も と)よ

り東に貴国有りと聞く。然るに未だ通うこと有らざればその道を知

らず。ただ海遠く浪瞼 し。則ち大船に乗り、わずかに通うを得るべ

し。 (後略)』 (中 略)という。 『糸己』

神功皇后は斯摩宿禰 (し まのすくね)を朝鮮半島の卓淳国 (た くじゅん)に

遣わす。卓淳国王は甲子年に百済から使いが来て「東方に日本貴国があると聞

く。そこへ行 く道を教えてくれ」といわれた。しかし我々も未だ行ったことが

ないので道を知らないと答えたという。

「東方に日本貴国有りJと ある。日本列島に貴国という国が存在 したのであ

る。

貴国は「応神紀Jに も出てくる。
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(応神)三年 (392年 )、 是歳、百済の辰斯王立ちて貴国の天皇に

礼を失す。故、紀角宿禰 。羽田矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰を遣

わし、其の礼なき状を噴譲 (せ )める。是により百済国は辰斯王を

殺 して謝す。紀角宿禰等は阿花王を立て王と為し帰る。   『糸己』

百済の辰斯王は貴国の天皇に礼を失した。そこで貴国は紀角宿禰等を派遣し

て責めると百済国は王を殺して謝ったという。貴国は百済よりも強力な国であ

ることがわかる。次も貴国が出てくる。

(応神)八年 (397年 )、 『百済記』に云う、阿花王立ちて貴国に

膿なし。故、我が枕輌多謹、及び蜆南・支侵・谷那 。東韓の地を奪

われぬ。是を以て王子直支を天朝に遣わし、先王の好 (よ しみ)を

脩むなり。                       『紀』

百済の阿花王は貴国に礼をつくさなかった。そこで貴国は百済の領土を奪っ

た。百済は王子を人質に出して友好を願い出たという。貴国はここでも百済よ

りも強い国であることがわかる。

貴国に関する記事は多い。

■ (神功)四十六年二月、東方に日本貴国有りと聞く。

■ (神功)五十一年二月、百済王父子……曰く、「貴国の鴻恩、天地より

重い。……」

■ (神功)五十二年九月、……海東の貴国……

■ (神功)六十二年、『百済記』に云う、「壬午年、新羅、貴国に奉らず。

…………」

■ (応神)三年、是歳、百済の辰斯王立ちて貴国の天皇に膿を失す。故、

紀角宿禰・羽田矢代宿禰・石川宿禰 。木菟宿禰を遣わし、……。
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■ (応神)八年二月、『百済記』に云う、「阿花王立ちて貴国に虚なし。

……王子直支を天朝に遣わし、先王の好を脩むなり。」

■ (応神)二十五年、百済の直支王莞る。……『百済記』に云う、「木萬

致は……父の功により任那に専 (た く)め り。我国に来たり入り、貴国

に往還す。

『紀』にはこのように貴国に関する記事が多くある。

(2)「貴国」か、「貴い国」か

『紀』にはこのように「貴国Jと 出て くるが「貴国」という国が存在 したの

ではないという。「貴国」は国名 (固有名詞)ではなく大和政権のことであり、

百済が日本 (大和政権)を「貴い国Jと いう意味で「貴国」と書いているのだ

という。岩波書店の『日本書紀』の序文にも次のように書いているc

百済に関する記録……百済関係の記録として書名の明記されて引用

されているものに、『百済記』『百済新撰』『百済本記』の三書が

ある。 (中略)三書の性質についてはいろいろの説があるが、重要

なことは百済人が百済で書いた記録というような単純なものではな

いことである。なぜならば『百済記』では日本のことを貴国と称す

る。百済人が自国の歴史を書 くのに日本を貴国というはずはない。

また天皇とか天朝とかの語も使う。天皇号の定まったのは推古朝で

あるか ら、その文字は少なくとも推古朝以後でなければ書かれない

ものである。また日本の朝廷に特別の敬意を示 した書き方であるこ

と、貴国というのと同じである。これは明らかに日本の歓心を得よ

うとする目的で日本に提出した記録である。
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『百済記』は日本の朝廷に提出する目的で書かれたものであり、「日本Jを

尊敬 して「貴い国」と書いているのだという。

しかし「東方有日本貴国 (東方に日本貴国有り)Jと ある。「日本貴国」は

「日本の貴国」である。日本の中にある「貴国」 (国名)と いう意味である。

従来の解釈のように「貴国」を「日本」であるとすれば「日本貴国」は「日本

の日本」という意味になる。これはおかしい。

(神功皇后)六十二年条にゝ『百済記』に云う、「壬午年、新羅、貴国に奉

(たてまつ)ら ず。」とある。『百済記』に新羅と日本のことが書かれている。

百済にとっては新羅も日本も第二者である。第二者の国を「貴い国Jと 書くの

はおか しい。第二者の日本であれば「新羅、日本 (ま たは倭国)に奉らず。」

と書けばよい。「日本 (倭国)」 を「貴い国」に書き換える必要はない。むし

ろ書き換える方がおかしい。

同様に、卓淳国王は百済の使者に「東に責国有りと聞く」と答えている。卓

淳国と百済の会話の中に貴国が出てくる。日本はやはり第二者である。それを

「貴国 (貴い国)」 にするのはおかしい。またここでは卓淳国王が貴国と言っ

ている。百済が言っているのではない。卓淳国までも日本を「貴い国」と言っ

ていることになり、従来説では説明がつかない。

このように日本を「貴い国Jと いう意味で「貴国」と書いたとする従来の解

釈はおかしい。「貴国Jと いう国が存在したのである。

2  貴国のはじまり
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{1)「神功紀」の年代

貴国は何時ころから存在 したのであろうか。貴国が最初に出て くるのは (神

功)四十六年条である。 (神功)四十六年は西暦の何年にあたるのであろうか。

『紀』は、神武天皇が橿原宮に即位 した辛酉年を起点として紀年を建ててい

る。辛酉年は西暦紀元前 660年 であるという。縄文時代である。

神武天皇が実際に活躍 したのは 3世紀後半であり、神武天皇の即位は 270

年ころと考えられる (シ リーズ③参1く )。 「紀Jの紀年は実年代とは 900年

以上の差がある。

「神功紀Jに なるとその差は縮まり『紀』の紀年では 3世紀になる。卑弥呼

の時代である。『紀』の編纂者もそれを意識 しており、「神功紀Jに |三国志』

からの引用文を載せている。

○「神功紀Jの紀年と引用文

『糸己』

■ (神功)元年  …… 2

日 (神功)二十九年…… 2

倭女王……c

■ (神功)四十年 …… 2

(西暦年)  引用文

魏志に云う、明帝の景初三年六月、

魏志に云う、正始元年、…を遣わ し、

足年、晋の武帝の泰初二年なり。

(240年 )に あたる。そこに |三国志 i

の紀年

101年

139年

40年

■ (ネ申功)

■ (ネ申功)

■ (ネ申功)

■ (ネ申功)

日 (ネ申功)

四十二年…… 24

五十五年…… 25

五十六年…… 25

六十四年…… 26

六十六年………26

3年

5年

6年

4年

6年

『紀』の (神功)四十年は正始元年

からの引用文がある。
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(注 )(神功)三十九年条の引用文に「魏志に云う、明帝の景初三年六月、

倭女王……。」とあるが、明帝は景初三年正月に死去しており、「明帝

の景初三年六月」はあり得ない。卑弥呼の朝貢は原文通り景初二年六月

が正しい。景初三年説は誤りである (シ リーズ②参照)。

ところが (神功)五十五年条に「百済の肖古王莞るJと ある。『紀』の紀年

では (神功)五十五年は 255年 である。『三国史記』では (近 )肖 古王の死

は 375年 である。 (神功)六十四年の貴須王の死 も『三国史記』では 384

年である。

■

　

　

■

(神功)五十五年、肖古王莞る。

(神功)六十四年、貴須王莞る。

『日本書紀』

255年

264年

『三国史記』

375年

384年

『紀』の紀年は『三国史記』の年代と120年の差がある。

千支は60年で1巡する。120年は2巡 (2運 )になる。『紀』の紀年を

2運 くり下げると『三国史記』の年代と一致する。このように「神功紀Jの年

代は2運 くり下げると実年代に合うと云われている。

修正された「神功紀」の実年代は次のようになる。

千支

■ (神功)四十年  正始元年 (240年 ) 庚申

■ (神功)四十三年 正始四年 (243年 )  癸亥

■   (四 十四年)百済、責国へ使いを出す 甲子

■ (神功)四十六年 斯摩宿禰を卓淳国へ   丙寅

■ (神功)五十五年 肖古王莞る       乙亥

■ (神功)五十六年 貴須即位        丙子

■ (神功)六十二年 沙至比脆派遣      壬午

■ (神功)六十四年 貴須王莞る       甲申

2運下げた年代

360年

363年

364年

366年

375年

376年

382年

384年
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■ (神功)六十五年 枕流王売る

■ (神功)六十六年 泰初二年 (266年 )

■ (神功)六十九年 神功皇后売る。

乙酉

丙成

己丑

385年

386年

389年

(2)貴国の建 国時期

貴国は (神功)四十六年に斯摩宿禰を卓淳国に派遣しているc(神功)四十

六年は366年である。卓淳国王は「甲子年に百済の使者が来て東方に日本責

固有りと聞く。……Jと述べている。甲子年は364年である。貴国は甲子年

(364年 )に は存在している。

卓淳国王は「東に貴国有りと聞く。然るに未だ通うこと有らざればその道を

知らず。Jと答えている。卓淳国王は貴国という国が存在することは聞いてい

るが、その国へ行 く道は知らないという。

日本列島に一番近い朝鮮半島南部の卓淳国でさえも貴国の位置を知 らな

い。それは貴国が樹立されたばかりの新 しい国だからであろう。貴国は364

年に近い時期に建国されたのである。

貴国の位置

(1)斯摩宿禰 (し まのす くね )

貴国は日本列島の何処にあるのであろうか。
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(神功)四十六年条に「斯摩宿禰を卓淳国に遣わす」とある。斯摩宿禰の「斯

摩 (し ま)」 は「志摩」であり、福岡県糸島郡志摩町であろう。糸島郡の「糸

島 (い としま)」 とは伊都 (い と)と志摩 (し ま)である。『魏志』倭人伝に

も「斯馬 (し ま)国」が出てくる。志摩町 (斯摩)は伊都国の隣にあり、弥生

時代までは伊都国とは海を隔てた島 (し ま)であった。

貴国は斯摩宿禰を派遣している。責国は志摩にあったとも考えられる。しか

し貴国は強力な国である。百済国は王を殺して貴国に謝罪したり、王子を人質

に出したりしている。志摩町のような小さな島の国に百済が謝罪したり、人質

を出すようなことはしないであろう。貴国は志摩 (斯摩)を含む広大な領土を

支配している国ではないだろうか。したがって貴国は北部九州にある。

(2)神功皇后と鎮懐石

神功皇后は熊襲征伐を終えると新羅征伐に向かう。この時御子が生まれそう

になる。神功皇后は石を腰に挟み出産をおさえて出発する(こ の石を鎮懐石 (出

産をおさえる石)と いう)。

神功皇后は「事党 (お )えて還る日に舷土 (こ こ)で生む。」と言う。新羅

征伐を終えたらここで生むというのである。その石は「今、伊親縣の道の辺に

在るJと いう。「伊胡 (い と)縣Jは「伊都国」のことである。神功皇后は新

羅征伐を終えて帰国し、伊都 (国 )で御子を生んでいる。

『記』も「その石は筑紫国の伊斗村に在るなり」と書いている。伊斗 (い と)

は伊都 (国 )である。鎮懐石は伊都国にある。神功皇后は伊都国で御子を生ん

でいる。神功皇后の本拠地は伊都国 (前原市)であろう。

貴国は斯摩宿禰を派遣している。貴国は志摩を含む広大な国である。伊都国

は志摩の隣にある。貴国は伊都国と志摩を含む国であろう。
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神功皇后の本拠地は伊都国である。そこは貴国の領域である。神功皇后の本

拠地と貴国の領域が重なる。それは貴国が神功皇后の国だからであろう。

(3)厳 (イ ツ)と伊 都 国

神功皇后の本拠地が伊都 (国 )であることは『記』『紀』の他の記述からも

いえる。

仲哀天皇は神の教えを信じなかったので早死したという。神功皇后はそれを

反省して仲哀天皇が信用しなかった神を祭るために神々の名前を問う。

神功皇后は仲哀天皇が神の教えに従わずに早く崩 じたことを傷み、

崇 (たた)る神の名を知りたいと願う。そこで自ら神主となり、「先

日、 (仲哀)天皇に教えたのは誰 (いずれ)の神ぞ」と問う。答え

て曰く、「神風の伊勢国の百伝える度逢 (わたらい)縣の折鈴 (さ

くすず)五十鈴 (いすず)宮に所居する神、名は撞 (つき)賢木 (さ

かき)厳 (いつ)の御魂、天疎 (あ まさかる)向津 (むかつ)媛命J

という。 『糸己』

仲哀天皇に教えた神は「神風の伊勢国」に居る神とある。「神風の伊勢Jは

神武東征の時の久米歌に出て くる。「伊勢 (いせ)」 は「伊都国」のことであ

る (シ リーズ③参照 )。 神武東征の出発地である。仲哀天皇に教えた神は伊都

国の神である。

伊都国は「イツ国Jである。神の名は「厳 (イ ツ)の御魂」の向津媛とある。

「厳 (イ ツ)Jは「伊都 (イ ツ)Jであり、伊都国のことであるc

「五十鈴宮Jも伊都国にある。天孫降臨の時、迩迩藝命が博多湾に上陸 した

とき、先住民である援田彦は土地を譲り、 1伊勢の狭長田の五十鈴川の川上 J

に逃げたとある。伊勢は伊都国であり、伊都国に五十鈴川がある。
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神功皇后の問いに対して他の神も名乗り出る。「日向国の橘の小門 (お ど)

の水底に所居 している神、名は表筒男 (う わつつお)・ 中筒男 (な かつつお)。

底筒男 (そ こつつお)の神有りJと いう。日向国の橘の小門は福岡市西区の姪

濱の西北にある小戸 (お ど)である。 (シ リーズ③参照)

神功皇后はこれらの神の語 (言葉)を得て、「教えの随 (ま ま)に祭る。然

して後、熊襲国を撃つ」とある。神功皇后が祭った神は伊都国 (前原市)と 博

多湾沿岸 (福岡市西区)の神である。ここが神功皇后の本拠地であろう。

神功皇后はまた福岡平野に水田をつくっている。神功皇后の領域は博多湾沿

岸一帯まで及んでいる。

これが貴国の領域であろう。貴国の領域は糸島平野から博多平野までを含む

地域である。

神功皇后は福井県敦賀市から北部九州に来て先住民の神を祭っている。先住

民を受け入れている。その結果熊襲征伐も新羅征伐も成功したのであろう。

仲哀天皇の方はこれらの神々の教えを信じなかった。先住民を受け入れなか

ったのである。その結果、先住民の協力が得られずに熊襲征伐は失敗し、戦死

したのであろう。

貴国と建内宿禰後裔氏族

{1}建内宿禰 (武内宿禰)後裔氏族とは

武内宿禰 (た けうちす くね)に は 9人の子がいるという。「男七、女二 J

ある。
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比古布都押之信命 (ひ こも、つおしのまことのみこと)、 又本国造の

祖、宇豆比古 (う づひこ)の妹、山下影日売を姿りて生む子、建内

宿禰。此の建内宿禰の子、併せて九。男七、女二。

波多八代宿禰 (はたやしろすくね)は波多臣、林臣、波美臣、星川

臣、淡海臣、長谷部君の祖なり。

次に、許勢小柄宿禰 (こ せおがらすくね)は許勢臣、雀部臣、軽部

臣の祖なり。

次に、蘇賀石河宿禰 (そ がいしかわすくね)は蘇我臣、川邊臣、田

中臣、高向臣、小治田臣、桜井臣、岸田臣等の祖なり。

次に、平群都久宿禰 (へ ぐりつくのす くね)は平群臣、佐和良臣、

馬御械連等の祖なり。

次に、木角宿禰 (き のつののすくね)は木臣、都奴臣、坂本臣の祖

なり。

次に、久米能摩伊刀比売 (く めのまいとひめ)。

次に、怒能伊呂比売 (の のいろひめ)。

次に、葛城長江曽都毘古 (かつらぎのながえのそつひこ)は王手臣、

的臣、生江臣、阿藝那臣等の祖なり。

又、若子宿禰 (わ くごすくね)は江野財臣の祖なり。     F記 』

9人の子とその子孫を「建内宿禰 (武内宿禰)後裔氏族Jと いう。

『記』と『紀』では宿禰の名前が異なる。対応は次のようになる。

『紀』     『記』

■武内宿禰   = 建内宿禰

■紀角宿禰   = 木角宿禰

■羽田八代宿禰 = 波多八代宿禰

■石川宿禰   = 蘇賀石河宿禰

■木菟宿禰   = 平群都久宿禰
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貴国はこれらの宿禰を百済へ派遣する。

(応神)三年 (392年 )、 是歳、百済の辰斯王立ちて貴国の天皇に

礼を失す。故、紀角宿禰・羽田矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰を遣

わ し、其の礼なき状を噴譲 (せ )める。是により百済国は辰斯王を

殺 して謝す。紀角宿禰等は阿花王を立て王と為 し帰る。   『紀』

責国は紀角宿禰。羽田矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰を百済へ派遣している。

建内宿禰後裔氏族は貴国の宿禰である。

{2}建内宿禰後 裔氏族 と大和 豪族

建内宿禰後裔氏族は「大和豪族」であるといわれている。宿禰の名前は大和

の地名から付けられたという。岩波書店の『古事記』の頭注には次のように書

いている。

■波多は居住地に因んだ名であるが、ハタという地は諸国に多いので、ど

このハタか明らかでない。或いは大和国高市郡波多か。

■許勢は大和国高市郡巨勢による名。

■蘇賀は大和国高市郡宗我による名。

日平群は大和国平群郡による名。

■木は紀伊国か山城国紀伊のいずれかであろう。

岩波書店の『古事記』頭注
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羽田 (波多)も 、巨勢 (許勢)も 、蘇賀 (蘇我)も 、平群 も、紀 (木 )氏 も、

すべて武内宿禰の後裔氏族である。これらの氏族は「大和豪族Jと いわれてい

る。

(3)平群木菟宿禰 (都久宿禰 )

平群木菟宿禰は貴国から百済へ派遣されている。平群木菟宿禰は貴国の宿禰

である。貴国は北部九州にある。平群木菟宿禰は北部九州の豪族ではないだろ

うか。

『和名抄』を見ると筑前国早良 (さ わら)郡に平群郷がある。

■筑前国早良郡  昆伊・能解・額田 。早良 。平群 。田部   『和名抄』

筑前国早良郡には「早良J「平群Jがある。『記』には「平群都久宿禰は平

群臣、佐和良臣、馬御械連等の祖なりJと ある。佐和良 (さ わら)は早良 (さ

わら)である。筑前国早良郡に平群ばかりではなく早良 (佐和良)も ある。平

群木菟宿禰は筑前国早良郡の豪族であり、その子孫が「早良臣J I平群臣 1に

なっているのであろう。平群木菟宿禰は福岡市早良区の豪族である。大和の豪

族ではない。

図 10 平群木菟宿禰の本拠地

(4)紀角宿禰

紀角宿禰も責国の宿禰である。紀角宿禰の本拠地も北部九州にあると思われ

る。『和名抄』をみると肥前国基昇 (き い)郡に基昇がある。
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図 10宿禰達の本拠地

65



■肥前国基昇郡  姫社・山田・基昇 (木伊)。 り|1上 。長谷

『和名抄』

基昇には「木伊Jと いう読みが付けられている。「木伊 (き い)」 は「紀伊

(き い)Jで あろう。「紀伊Jは また 1紀 Jで もある。紀角宿禰は基婢 (き い

=紀伊 =紀 )を本拠地とする豪族であろう。基昇郡には |り ‖上Jと いう地名 (郷 )

がある。日本武尊が熊襲征伐をしたところである。紀角宿禰は熊襲征伐を した

地域を本拠地にしている。

図 10宿禰達の本拠地 (65ペ ージ)紀 角宿禰の本拠地

(5)許勢小柄宿禰

許勢 (こ せ)は 巨勢 (こ せ)である。『和名抄』の肥前国佐嘉郡に巨勢があ

る。

■肥前国佐嘉郡  城埼 。巨勢・深溝・小津・山田 『和名抄』

巨勢 (許勢)小柄宿禰は肥前国佐嘉郡を本拠地にしていた豪族であろう。現

在の佐賀市付近である。

図 10宿禰達の本拠地 (65ペ ージ) 巨勢 (許勢)小柄宿禰の本拠地

(6)葛城長江曽都毘古

葛城 (かつらき)は葛木である。『和名抄』の肥前国二根郡に葛木がある。

■肥前国三根郡  千栗・物部 。米多・財部・葛木
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葛城長江曽都昆古は肥前国三根郡葛木を本拠地とする豪族であろう。「長

江」とは筑後川であろう。三根郡葛木は筑後川のすぐ側にある。

「長江」は中国の長江 (揚子江)である。九州で一番大きな川は筑後川であ

り、筑後川を中国の長江に見立てて「長江」と呼んでいるのであろう。

「長江」は大河の意味で付けられている。大和 (奈良県)の葛城川は小川で

あり「長江」とはいえない。葛城長江曽都昆古は肥前の豪族であり、大和の豪

族ではない。

図 10宿禰達の本拠地 (65ページ) 葛城長江曽都昆古の本拠地

(7)貴国と建内宿禰後裔氏族

建内宿禰後裔氏族は大和豪族であるといわれている。しかし建内宿禰後裔氏

族は貴国の宿禰である。貴国は九州にある。九州の中に建内宿禰後裔氏族の本

拠地がある。建内宿禰後裔氏族は大和豪族ではなく北部九州の豪族である。

従来は「貴国」は大和政権であり、「貴い国」の意味でつけられているとい

われてきた。しかしそれは誤りである。「貴国」という国が北部九州に存在 し

たのである。

貴国の建国
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(1)貴国の領域

貴国の宿禰の本拠地は北部九州にある。そこは神功皇后が熊襲征伐をした地

域と一致する。神功皇后の熊襲征伐ルー トと貴国の宿禰の本拠地を重ねると図

のようになる。

図 11神功皇后の熊襲征伐ルー トと貴国の宿禰の本拠地

神功皇后が熊襲征伐をした地域が貴国の領域になっているЭ貴国は神功皇后

が熊襲征伐をして樹立した国であることがわかるcその中で伊都国 (前原市 )

が貴国 (神功皇后)の本拠地である。

■貴国 …… 神功皇后が熊襲征伐をして樹立した国

(2)貴国の建国時期

熊襲征伐は仲哀天皇が死去 した直後に行われている。伸哀天皇の崩年は 36
2年である。熊襲征伐は 362年 の直後に行われている。

一方、 (神功)四十六年条によると「甲子年 (364年 )Jには貴国は存在

している。貴国は 362年 -364年 の間に樹立 している。

熊襲征伐には時間がかかる。熊襲征伐が362年に始まったとしても終える

のはかなり後であろう。一方、卓淳国王は「甲子年 (364年 )Jに貴国の位

置を知らないと答えている。貴国は建国されたばかりだからであろう。貴国の

建国は364年 ころと考えてよい。

■貴国の建国   364年 ころ

貴国は神功皇后が熊襲征伐をした地域と一致しており、時期も熊襲征伐の時

期に近い。貴国はやはり神功皇后が熊襲征伐をして建国した国である。
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図 11神功皇后の熊襲征伐ルー トと貴国の宿禰の本拠地
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第2章 貴国の宿禰と大和豪族
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貴国の天皇と武内宿禰

{1)貴国の天皇とは

(神功)六十二年条に「貴国の天皇」が出てくる。

(神功)六十二年、『百済記』に云う、壬午年 (382年 )、 新羅、

貴国に奉らず。貴国、沙至比脆を遣わし之を討たしむ。新羅人、美

女二人を飾り、津に迎え誘う。沙至比脆は其の美女を受けて反して

加羅国を伐つ。加羅国王己本早岐 (こ ほんかんき)、 及び児百久至

(こ はくくち)・ 阿首至 (あ しゅち)。 国沙利 (こ くさり)。 伊羅麻

酒 (い らます)・ 爾波至 (に もんち)等、其の人民を将いて百済に

逃げ来る。百済厚 く遇す。加羅国王の妹、既殿至 (き でんち)、 大

倭に向かい啓 して曰く、「天皇、沙至比脆を遣わし、以て新羅を討

つ。而るに新羅の美女を納めて捨てて討たず。 (後略)」 という。

『糸己』

新羅は貴国に朝貢 しないので貴国は382年に沙至比脆を遣わし新羅を討

たせた。新羅は美女 2名 を用意して沙至比脆を誘った。沙至比脆はその美女を

受けて新羅を討たずに加羅国を討った。加羅国王、および重臣達は百済へ逃げ

たという。

加羅国王の妹は貴国の王へ訴えた。このとき貴国の王を「天皇Jと 呼んでい

る。貴国は神功皇后が建国した国である。貴国の王は神功皇后である。ところ

がここには「天皇」とあり、男性であろう。神功皇后は天皇になっていない。

貴国の王は神功皇后から男性の王に交代している。
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貴国の天皇は (応神)三年条にも出てくる。

(応神)三年 (392年 )、 是歳、百済の辰斯王立ちて貴国の天皇に

礼を失す。故、紀角宿禰・羽田矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰を遣

わし、其の礼なき状をIII譲 (せ )める。是により百済国は辰斯王を

殺 して謝す。                      『紀』

百済の辰斯王は「貴国の天皇Jに礼を失したとある。貴国の天皇とあるから

やはり男性であろう。 382年以降は貴国の王は男性である。

(2)王の交代

貴国の王が交代 していると思われる証拠がある。貴国の重臣が交代 してい

る。神功皇后の時代の重臣は次のような人々である。

□神功皇后の時代の重臣

■吉備臣の祖鴨別

■穴門直 (あ たい)の祖践立

■津守連の祖田裳見宿禰

■和珂臣の祖武振熊

■斯摩宿禰

■千熊長彦

■荒田別

■鹿我別

■沙沙奴脆
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貴国の天皇の時代 ((神功)六十二年 (382年 )以降)の重臣は次のよう

に人々である。

□貴国の天皇の重臣

■沙至比脆

■紀角宿禰

■羽田矢代宿禰

■石川宿禰

■木菟宿禰

神功皇后の時代の重臣と貴国の天皇の時代の重臣はすべて異なる。王が交代

したから重臣も交代 しているのであろう。

貴国の天皇の時代の重臣は沙至比脆を除いてすべて宿禰である。「宿禰」に

統一されている。貴国の天皇は支配体制を整えている。

(3)武内宿禰 と筑紫 の王

武内宿禰は筑紫の王になることを望んでいる。

(応神)九年 (398年 )四月、武内宿禰を筑紫に遣わし、以て百姓

を監察せしむ。時に武内宿禰の弟、甘美内宿禰 (う ましうちめす く

ね)は兄を廃 しようと欲し、天皇に諷言 (ざんげん 二人をおとしい

れようとして告げ口すること)す、「武内宿禰は常に天下を望む情

有り。今聞く、筑紫に在りて密かに謀りて曰く、『独り筑紫を裂き、

三韓を招き己に朝 (し たが)わ しめ、遂に将に天下を有す。』とい

うなり」という。                        『糸己』
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武内宿禰は「独り筑紫を裂き、三韓を招き、己に朝貢させ、遂に将に天下を

有す」とある。武内宿禰は筑紫の王になっている。

貴国は神功皇后が熊襲征伐をして建国した国である。貴国の領域は筑紫であ

る。武内宿禰は「筑紫の王Jになることを望み、「遂に将に天下を有す」とあ

る。武内宿禰は貴国の王になっているのであろう。貴国の王は神功皇后から男

性の王 (天皇)に交代している。武内宿禰が貴国の王 (天皇)に なっているの

ではないだろうか。

「神功紀」は (神功)五十二年条までは神功皇后の記録である。 (神功)五

十二年 (372年 )か ら (神功)六十二年 (382年 )の間は空白である。 (神

功)六十二年 (382年 )条から記述が再開されるがそこには「貴国の天皇」

とある。武内宿禰が筑紫の王 (天皇)になっているのであろう。 (神功)五十

二年 (372年 )から (神功)六十二年 (382年 )の空自の期間に貴国の王

は神功皇后から武内宿禰に交代 している。

○貴国の王

■神功皇后の時代

■武内宿禰の時代

364年  - 372年
382年 一

(4)大倭

(神功)六十二年 (382年 )条に貴国の天皇は「大倭Jに居るとある。

既殿至、向大倭、啓云、天皇遣沙至比脆、以討新羅。    『紀』

(訳)(加羅国王の妹)既殿至は大倭に向かい啓 して云う、 1天皇、

沙至比脆を遣わし、以て新羅を討つ」。
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従来は「大倭Jは大和 (奈良県)であるといわれてきた。しか し貴国は北部

九州にある。「武内宿禰は常に………筑紫に在 りて密かに謀りて Jと ある。貴

国の天皇である武内宿禰は筑紫にいる。 したがって「大倭Jは筑紫である。

(5)武内宿禰 と建 内宿禰後裔氏族

『記』は建内宿禰後裔氏族 (貴国の宿禰)は武内宿禰の子であると書いてい

る。しかしそれはあり得ないことである。 (応神)三年 (392年 )に貴国は

宿禰 (建内宿禰後裔氏族)を百済へ派遣している。このときの貴国の天皇は武

内宿禰である。貴国の天皇が自分の子を百済へ派遣していることになる。

当時の平均寿命は50才 くらいである。天皇である武内宿禰の年齢を最高齢

の50才とする。1世代を23年とすると武内宿禰の子は最高齢でも27才 く

らいである。9人も子がいるから子供の年齢は20代から10代 となる。その

ような若者を貴国の代表として百済へ派遣するであろうか。百済は貴国の宿禰

に責められて王を殺 して謝っている。宿禰達は百済の王を立てて帰るとあり、

百済は宿禰に服従している。20代の若者にはできないであろう。百済の方も

20才前後の若者であれば一人前には扱わないであろう。

国の代表として百済へ派遣される宿禰は少なくとも30代であろう。そうで

あれば年齢からみても武内宿禰の子ではない。

また 9人のすべてが武内宿禰の子であるならば称号は「宿禰Jで統一されて

いるはずである。ところが葛城長江襲津彦には「宿禰Jの称号が付いていない。

貴国の宿禰を武内宿禰の子と書いているのは『記』だけである。『紀』の方

にはそのような記述はない。

このような理由から『記』が 9人を武内宿禰の子と書いているのは疑わしい

といえる。
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『記』は武内宿禰と建内宿禰後裔氏族を親子としているが上下関係を表して

いるのではないだろうか。武内宿禰は貴国の天皇である。宿禰達は武内宿禰の

重臣 (家臣)である。天皇と臣下の関係にある。それを『記』は親子と書いて

いるのであろう。

□武内宿禰 (天皇)と貴国の宿禰達

武内宿禰              (天 皇)

|                  :
紀角宿禰・羽田矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰   (家 臣)

武内宿禰と葛城

(1)武内宿禰の逃亡

(応神)九年 (398年 )、 武内宿禰は甘美内宿禰の議言により筑紫から紀

伊へ逃げる。

(応神)九年 (398年 )四月、武内宿禰を筑紫に遣わし、以て百姓

を監察せ しむ。時に武内宿禰の弟、甘美内宿禰 (う ましうちのす く

ね)は兄を廃 しようと欲 し、天皇に論言す (中略)。

是において天皇は則ち使いを遣わ し武内宿禰を殺さしむ。 (中略 )

時に武内宿禰、独 り大いに悲 しみひそかに筑紫を避け、海に浮かび

以て南海より廻 り、紀水間に泊まる。

『糸己』
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武内宿禰は弟の議言により殺されそうになり、密かに筑紫を去り、紀水門(和

歌山市)へ逃げる。貴国の天皇である武内宿禰は (応神)九年 (398年 )に

筑紫から和歌山市へ逃げている。

(2)玉田宿禰 と武 内宿禰

玉田宿禰は葛城襲津彦の孫 (雄略七年条では葛城襲津彦の子)であるとい

う。『紀』は玉田宿禰の事件を伝えている。

(允恭)五年七月、地震。是より先、葛城襲津彦の孫、玉田宿禰に命

じて瑞歯別天皇 (反正天皇)の噴 (も がり)を主 (つかさど)ら し

む。則ち地震が夕方にあり、尾張連の吾襲 (あ そ)を遣わし濱宮の

消息を察 (み )じ む。時に諸人悉 く集まり、欠ける人なし。ただ玉

田宿禰のみ居ない。吾襲奏 して言う、「獲宮の大夫玉田宿禰は獲所

に見えない」という。則ち亦吾襲を葛城に遣わし、玉田宿禰を視 し

む。この日、玉田宿禰はまさに男女を集め、酒宴を開いていた。 (中

略)玉田宿禰は事あるを畏れて馬一匹を吾襲に授け、礼幣と為す。

よりて密かに吾襲を遮り道路に殺す。即ち武内宿禰の墓域に逃げ隠

れる。 『糸己』

「吾襲を葛城に遣わ し玉田宿禰を視 しむJと あるから玉田宿禰は葛城に住ん

でいる。葛城は現在の奈良県御所市あたりである。

玉田宿禰は「武内宿禰の墓域に逃げ隠れた |と ある。王田宿禰は葛城に住ん

でいるから武内宿禰の墓も葛城にあるのであろう。

武内宿禰は筑紫から紀伊 (和歌山市)へ逃げているが、その後葛城へ来てい

る。
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(3)葛城氏と一言主神社

奈良県葛城に一言主 (ひ とことぬし)神社がある。『延喜式』神名帳にも葛

上郡十七座の一つとして「葛木座一言主神社」がある。現在も奈良県御所市大

字森脇にある。

一言主神は『記』『紀』の雄略天皇の巻に出てくる。

又一時 (あ るとき)、 (雄略)天皇が葛城山に登るとき、百官の人

等に悉 く紅の紐をつけた青摺りの衣服を給わる。彼の時、向こうの

山の尾根より山の上に登る人有り。 (中略)天皇、望みて問わしめ

て曰く、「この倭国に吾を除いて亦王は無し。今誰人ぞ此の如く行

く」という。答えて日う状 (さ ま)は天皇の如し。ここに天皇大い

に念り、矢を刺し、百官の人等も悉く矢を刺す。ここに其の人等も

また矢を刺す。 (中略)故、吾先に名を告げむ、「吾は悪事と雖も

一言、善事と雖も一言、言い離 (はな)つ神、葛城の一言主大神ぞ」

という。 (雄略)天皇、ここに於いて性畏 (か しこ)みて (中略)

大御刀、及び弓矢を始め百官の人等の着ている衣服を脱がせて拝が

みて献ず。 『記』

雄略天皇はある時葛城山へ登った。すると同じように葛城山を登る一行と出

会う。自分 (雄略天皇)と 同じ装いをしているのでそれを咎めようとする。と

ころが相手は「一言主神」であると名乗る。雄略天皇は急に畏れを為し、大御

刀や弓矢をはじめ、百官が着ている衣服まで脱がして献上する。雄略天皇は葛

城の一言主神に服従している。葛城氏の方が力が強いからであろう。雄略天皇

は葛城地方さえも支配していないことがわかる。

『奈良県の地名』 (平凡社)は一言主神について次のように書いている。
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「大和志料」は、一言主神は味鉦高彦根神の分霊で、雄略天皇葛城狩

猟の時に初めて一言主の名をもって出現 したと解釈する。

『奈良県の地名』

一言主神社は雄略天皇の時にはじめて出現 した神であるとしている。一言主

神は大和の葛城から発生 したと解釈 しているのである。

ところが佐賀県三養基郡三根町 (肥前国三根郡)に一言主神社がある。福岡

県朝倉郡三輪町の川名信生氏か ら教えていただき写真まで撮 って送っていた

だいた。私も後に訪ねたが、葛城神社があり、祭神は一言主神である。現在は

矢俣八幡神社の外宮になっている。由緒書きには「本社は昔この地方に住んで

いた葛城部が祀ったもので、その葛城部というのは日本書紀によると、仁徳天

皇七年に皇后の御名代部としておかれたもののようです。古代にはこの一帯を

葛木郷と言っていた。Jと ある。

肥前国三根郡葛木に一言主神社がある。三根郡葛木は葛城長江襲津彦の本拠

地である。奈良県御所市にある葛城の一言主神社はここから移されたのであろ

う。葛城襲津彦はここから奈良県の葛城へ移っている。孫の王田宿禰は奈良県

葛城にいる。

葛城襲津彦は肥前国三根郡葛木から奈良県御所市に移 り、その地に故郷と同

じ「葛城 (葛木 )」 の地名を付けたのであろう。そして「一言主神」を祭った。

奈良県の葛城という地名も、一言主神社 も肥前国三根郡葛木か ら奈良県葛城

(御所市)へ移されたのである。

(4)武内宿禰の墓

奈良県御所市室に室宮山古墳がある。室大墓古墳ともいう。葛城の地にあ

る。
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○室宮山古墳 (室大墓古墳)

■前方後円墳……全長 246m

奈良西南部の五世紀前半の古墳としては最大

■長持形石棺……格子亀甲文がついている。

■家形埴輪・高杯形埴輪、盾形埴輪・靭形埴輪・短甲形埴輪等、多数の埴

輪がある。

最大の収形埴輪は高さが 142.6cmあ り、有茎式柳葉形鉄鏃や渦巻

文や直弧文が描かれている。

図 12室宮山古墳

御所市室は王手に近い。玉手には「玉田」の小字名が残っているという。玉

田宿禰はここに住んでいたのであろう。玉田宿禰は允恭天皇の怒りを恐れて武

内宿禰の墓域に逃げたとある。玉田の近くにある室官山古墳は武内宿禰の墓で

あろう。246mも あり、この地域では最大の古墳である。隠れるのには適し

ている。

藤田和尊氏は「葛城氏と馬見古墳群」 (別冊歴史読本『日本古代史「王権」

の最前線』 (新人物往来社)1997年 )の 中で次のように述べている。

室宮山古墳は、それまでの系譜を引かずに突如として南葛城の地に

出現する葛城最大の前方後円墳である。しかも葛城で唯一、厳密な

意味での陪家を伴っており、併行期の馬見古墳群より優位に立って

いる。

室宮山古墳は葛城の地に突如として出現するという。武内宿禰が北部九州か

ら逃げてきたからである。

1口  

「
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その石棺といい、埴輪といい実に見事である:ま た陪家を伴っているし、併

行期の馬見古墳群より優位に立っているとある。まさに貴国の天皇の墓にも、さ

わしい。室宮山古墳は武内宿禰の墓であろう。武内宿禰は398年に筑紫から

紀伊へ逃げ、その後葛城へ来ている。墓が造られるのは 5世紀前半である。室

宮山古墳の年代ともよく合う。

(5)葛城 と紀伊ルー ト

武内宿禰の墓は葛城にある。武内宿禰は紀伊 (和歌山市)か ら葛城へ来てい

る。紀伊から紀ノ川を遡り、奈良県五條市から御所市 (葛城)へ来たのであろ

う。
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葛城氏もほぼ同じ道を通って来たと思われる。葛城氏はその後もこのルー ト

を通り紀伊へ出ている。御所市から紀伊へ出る道が発見された。1992年 8

月 20日 の朝日新聞は次のように報じている。

奈良県御所市鴨神の鴨神遺跡で、和歌山県に通じる古道の遺跡が見

つかったと十九日、奈良県立橿原考古学研究所が発表した。遅くと

も古墳時代中期の五世紀前半までには完成していたらしく、確認さ

れた街道としては日本最古とする見方が強い。りF水をよくするた

め、地下に木の枝を埋め込むなど手の込んだ特殊な造りで、現代な

ら国道クラス。朝鮮半島との交流の窓日だった紀伊と大和地方を結

ぶ重要街道だったと、同研究所は見ている。

見つかった道路遺構は、長さ約 120m、 幅約 2.7m。 丘の傾面の

すそを回り込むようにしながら、急斜面の部分では丘をU字状に切

り取って、峠の頂上に至っている。 (中略)

調査にあたった近江俊秀技師は「この道を延長した周囲にある猫塚

古墳からは、朝鮮半島から伝わったと考えられる副葬品が出土して

おり、大和と朝鮮を結ぶ重要ルー トの可能性が高い」といっている。

「朝日新聞J

5世紀前半に葛城から紀伊 (和歌山市)へ行く国道クラスの街道が造られて

いるという。武内宿禰が九州から紀伊へ逃げてきたのは398年であり、そこ

から葛城へ来ている。葛城襲津彦も葛城へ来ている。おそらく5世紀初頭ころ

であろう。道路は 5世紀前半にできているという。時期もよく合う。武内宿禰

や葛城氏が道路を造ったのではないだろうか。

83



I ‖11,J雌」=| '    :      __

(6)葛城氏の遺跡

奈良県御所市南郷の南郷安田遺跡から5世紀中ごろ (古墳時代中期)の縁側

のある四面庇 (ひ さし)付き掘立柱の建物が見つかった。 1995年 11月 1

7日 の朝日新聞は次のように報 じている。

発掘 した奈良県橿原考古学研究所は十六 日、古代豪族の葛城氏が氏

神を祭 った神殿跡とみて発表 した。一帯からは鍛冶やガラスエ房、

首長級の高級住宅、民衆の住居跡など生産、行政、生活空間を機能

分化 した遺跡がすでに出土 しており、同研究所は神殿遺構が加わっ

たことで、葛城氏の本拠となる地域の構造がはっきりしてきた、と

している。

今回出土 した建物跡は一辺が約 17mの 正方形。 5世紀代の建物と

しては我が国最大規模で、正方形 も珍 しい。建物が住家風でないこ

とや建物跡から生活用の土器が出土していないことから、同研究所

は祭祀施設とみている。 「朝 日新聞 J

葛城の地から祭祀施設が出土 している。葛城氏の本拠地に造 られたのであろ

うという。 5世紀中ごろの遺跡である。葛城襲津彦の次の世代か、あるいは孫

の王田宿禰のころの遺跡であろう。

(7)葛城氏と吉備

葛城氏は吉備と婚姻関係を結んでいる。 (雄略)七年 (463年 )条に吉備

の上道臣田狭の妻は玉田宿禰の娘であると書いている。
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別本に云う、田狭臣の婦人の名は毛媛という。葛城襲津彦の子、王

田宿禰の女なり。                    『紀』

吉備の田狭臣は玉田宿禰の娘を妻にしている。葛城氏 (玉 田宿禰)と吉備は

婚姻関係を結んでいる。葛城氏は葛城から紀伊へ出て吉備と交流をしている。

葛城から発見された紀伊への古道は葛城氏が紀伊へ出ている証拠であろう。

貴国の宿禰と大和豪族の成立

(1)大和豪族 (従来説)とは

岸俊男氏は『日本古代政治史研究』 (塙書房)に大和豪族の分布図を載せて

いる。

図 13大和における豪族分布図 (岸俊男)

岸俊男氏はこの本の中で大和豪族について次のように述べている。

建内宿禰後裔氏族の同祖系譜は大きくいって、波多・巨勢 。蘇我・

平群・紀 。葛城の六氏が同祖同族の関係にあることを示そうとした

ものであるが、これら諸氏は紀氏を除いてすべて「臣」姓を称する

大和の在地豪族である。 (中 略)それらはつぎのようにいずれも奈

良盆地の西南部に本拠を置いたものであることが知られる。即ち葛

城氏ははじめに述べたように葛城山の東麓葛城地方、平群氏は平群

郡の旧郡名が示すように、葛城氏とは大和川をへだてた生駒山の東

南麓一帯、巨勢氏は葛城氏の東に隣接 した旧南葛城郡葛村古瀬付近
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で、巨勢廃寺址を残す一帯、波多氏はその北、倭名類衆抄の高市郡

波多に比定されている高取町舟倉付近、そして蘇我氏の故地として

は、一説によるとさらにその北の橿原市曽我が比定されているが、

書紀によると曽我馬子が「葛城県者元臣之本居也、故因其県為姓名 J

といって葛城県を封県とせんと主張 したことや、蘇我蝦夷が葛城高

宮に祖廟をたて八倫の舞をしたことが伝え られているように、蘇我

氏はその盛時には葛城地方一帯にひろく勢いを張 り、やがて飛鳥の

一部か ら葛城山を越えて南河内の金岡1山 麓にまでその勢力を及ぼ し

たのではないかと想定される。除外 した紀氏 も紀伊国を本拠とする

説に従えば、それは紀ノ川を遡上 して大和に入り、宇智地方から容

易に葛城地方に達することができるか ら、他の諸氏とともに大和西

南部の在地豪族と地域的連帯性をもっていたといえようcこ のよう

にして孝元記の建内宿禰後裔氏族の同祖系譜は、換言すれば大和の

西南部在地豪族の統一を示す系譜であるともいえるc

岸俊男『日本古代政治史研究』 (塙書房 )

建内宿禰後裔氏族である「大和豪族Jは大和の西南部在地の豪族であるとい

う。これが定説になっている。

しか し葛城氏は大和在地の豪族ではない。肥前国三根郡葛木から移ってきて

いる。

他の豪族についてもみてみよう。
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図 13大和における豪族分布図  (岸俊男)
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(2}平群木菟宿禰

平群木菟宿禰は貴国の宿禰である。筑前国早良 (さ わら)郡平群が本拠地で

ある。 (応神)三年 (392年 )に紀角宿禰等とともに百済へ派遣されている。

さらに (応ネ申)十六年 (405年 )に はカロ羅に派遣される。

(応神)十六年 (405年 )八月、平群木菟宿禰・的戸田宿禰を加羅

に遣わす。                       『紀』

平群木菟宿禰は405年ころまでは北部九州に居る。

ところが「履中即位前紀Jには大阪に来ている。平群木菟宿禰は住吉で履中

天皇 (当時太子)を住吉仲皇子の襲撃から救っている。

(履 中即位前紀)、 (住吉仲皇子は)密かに兵を興し太子 (履 中天皇)

の宮を囲む。時に平群木菟宿禰・物部大前宿禰・漢直の祖阿知使主

の二人、太子に啓 (も う)す。太子、信ぜず。故、二人、太子を扶

(たす)けて馬に乗せて逃げる。 『糸己』

履中元年は427年である (後述)。 (貝p位前紀)であるから427年より

前であろう。平群木菟宿禰は405年から426年の間に九州から大阪 (住

吉)へ来ている。履中天皇を助けてさらに大和へ向かう。

(履 中)二年十月、磐余に都す。是の時にあたり平群木菟宿禰・蘇賀

満智宿禰・物部伊菖弗大連・園大使主、共に国事を執る。  『紀』

履中天皇は即位して磐余に都すとある。平群木菟宿禰は「国事を執る」とあ

るから磐余 (奈良県桜井市)に来ている。
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『和名抄』に「大和国平群郡」がある。「平群」の地名は平群木菟宿禰が付

けたのではないだろうか。平群木菟宿禰は磐余から大和国平群郡へ移ったので

あろう。平群木菟宿禰は筑前国早良郡平群から大和へ来て故郷の地名を付けた

のであろう。奈良県の「平群Jは筑前国平群から付けられた地名である。

(3)紀角宿禰

紀角宿禰は責国の宿禰のリーダーとして活躍している。

(応神)三年 (392年 )、 是歳、百済の辰斯王立ちて貴国の天皇に

礼を失す。故、紀角宿禰・羽田矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰を遣

わし、其の礼なき状を噴譲 (せ)める。是により百済国は辰斯王を

殺して謝す。紀角宿禰等は阿花王を立てて王と為し、帰る。 『紀』

「紀角宿禰等は阿花王を立てて王と為し、帰るJと ある。紀角宿禰は責国を

代表する宿禰である。

紀角宿禰の本拠地は「肥前国基準 (き い)郡基昇 (木伊)」 であり、今の佐

賀県三養基郡基山町である。基昇 (木伊)は紀伊であり、紀角宿禰の「紀」で

ある。

和歌山県は紀伊国である。『記』『紀』には神武東征の時から「紀国Jと 出

てくるが「国」が制定されるのは 7世紀以降である。5世紀には「紀国Jは ま

だ存在 しない。和歌山県が「紀伊」や「紀」と呼ばれるようになるのは紀角宿

禰が九州から移住してきて故郷の地名を付けたからであろう。
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(4)羽 田矢代宿禰

羽田矢代宿禰も (応神)三年 (392年 )に百済へ派遣されている。貴国の

宿禰である。ただその本拠地は不明である。『和名抄』の筑前国にも、筑後国

にも、肥前国にも「羽田 (波多)Jはない。貴国は筑紫と肥前の範囲であるか

らおそらくそのどこかに羽田氏の本拠地があるのであろう。

羽田矢代宿禰は百済へ派遣される記事があるだけでその後の記述は無い。と

ころが娘が履中天皇の妃にな っているc

(履 中即位前紀)羽 田矢代宿禰の女、黒媛を妃にせむと欲す。 「紀』

履中天皇は黒媛を妃にしようとして住吉仲皇子を使いにやる。ところが住吉

仲皇子は黒媛を淫す。それがもとで履中天皇と住吉仲皇子の争いがはじまる。

住吉での出来事である。羽田矢代宿禰の娘は住吉に来ている。羽田矢代宿禰も

大阪 (住吉)へ来ているのであろう。

『和名抄』の大和国高市郡に「波多 (はた)_|が ある。羽田矢代宿禰は大阪

(住吉)か らさらに高市郡へ来て故郷の地名の「波多Jを付けたのであろう。

{5)許勢 (巨勢)小柄宿禰

許勢 (こ せ)は巨勢である。『和名抄』の肥前国佐嘉郡に巨勢がある(ぅ

■肥前国佐嘉郡  城埼 。巨勢・深溝・小津・山田 『和名抄 1

巨勢 (許勢)ノ lヽ柄宿禰は肥前国佐嘉郡 (現在の佐賀市付近)を本拠地として

いる。

『和名抄」の大和国高市郡に「巨勢 Jがある。巨勢 (許勢)小柄宿禰は肥前

国佐嘉郡巨勢 (現在の佐賀市付近)か らこの地へ移住してきたのであろうc
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(6)貴国の減亡

「貴国」の記事の最後は (応神)八年条である。

(応神)八年 (397年 )、 『百済記』に云う、阿花王立ちて貴国に

膿なし。故、我が枕爾多謹、及び蜆南・支侵・谷那・東韓の地を奪

われぬ。是を以て王子直支を天朝に遣わし、先王の好 (よ しみ)を

脩むなり。                       『紀』

百済は貴国に王子を人質に出している。ところが翌年の398年に貴国の天

皇である武内宿禰は筑紫を追われて和歌山へ逃げている。

397年に百済は貴国に王子を人質を出している。貴国はこの時点では強力

な国であった。ところが翌年の398年には貴国の天皇である武内宿禰は貴国

を追われて紀伊へ逃げている。貴国は滅びたのであろう。貴国に関する記事が

これ以降に無いのも貴国が滅びたからである。

ただ (応神)二十五年条に貴国が出てくる。しかしこれは回想の中に出てく

る。

(応神)二十五年、百済の直支王売る。即ち子の久爾辛を立てて王と

為す。王、年幼 (お さな)し。木満到、国政を執 (と )る。王母と

相嬢 し、多く無礼を行う。天皇、聞いて之を召す。

『百済記』に云う、木満到は是木羅斤資、新羅を討つときその国の婦

人を姿り生む所なり。其の父の功を以て任那に専 (た くめ)り 。我

が国に来入り、貴国に往還す。 (後略) 『糸己』

木満到は「貴国に往還すJと ある。この往還は (応神)二 十五年のことでは

ない。昔のことを述べている。 (応神)Il十五年に貴国が存在したのではないЭ

91



I/'i r

398年に貴国の天皇である武内宿禰は筑紫から紀伊へ逃げて貴国は滅び

る。貴国の宿禰達も北部九州から近畿地方へ移っている。武内宿禰が近畿へ逃

げたので宿禰達も近畿地方へ逃げたのであろうЭ貴国の天皇も重臣達もみな近

畿地方へ逃げている。貴国は滅びている。

口武内宿禰が筑紫の天皇の時代  382年  - 398年
■貴国が存在 した期間   364年  - 398年

(7)大和豪族の誕生

貴国の宿禰達は北部九州から逃げて来て大和に住み着き、そこに故郷の地名

を付けた。奈良県に葛城・羽田 。巨勢・平群という地名があるのは九州の地名

から付けられたのである。

従来は「建内宿禰後裔氏族Jは「大和豪族Jであり、大和在地の豪族である

といわれてきた。しかし「建内宿禰後裔氏族Jは貴国の宿禰であり、北部九州

の豪族である。北部九州から大和へ逃げてきて「大和豪族」になったのである。

貴国の宿禰達は 5世紀初頭ころに移住してきている。大和豪族の誕生は 5世

紀初頭である。
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第 3章 貴国から倭国ヘ
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倭国の登場

(1)好太王碑 の倭

高句麗の好太王 (広開土境王)の在位は391年 -412年 である。中国の

吉林省集安 (鴨緑江の北岸)に好太王の石碑がある。高さは6m39cmも あ

るという。石碑の四面には 1775文字が刻まれている。好太王が国土を拡大

した事績が書かれている。その中に倭との戦いの記録がある。

■永楽五年、 (中 略)百残 。新羅旧是属民、由来朝貢。而倭以辛卯年来、

渡海破百残□□新羅、以為臣民。以六年、王射率水軍討伐残国。

(訳 )永楽五年 (395年 )、 (中 略)百残 (百済)と新羅は旧 (も と)

是れ (高句麗の)属民、由来朝貢す。而して倭は辛卯年 (391年 )を

以て来り、海を渡り百残、□□新羅を破り、以て臣民と為す。以て六年

(396年 )、 王は身](みずか)ら水軍を率い残国 (百済)を討伐す。

■九年、百残違誓、興倭和通。王巡下平穣。而新羅遣使白王云、倭人満其

国境 (後略)。

(訳 )(永楽)九年 (399年 )、 百残 (百済)は誓いに違い倭と和通

す。王は平穣に巡下す。而して新羅は使いを遣わし王に白 (も う)して

云う、倭人は其の国境に満つ。

■十年、教遣歩騎五萬、往救新羅。従男居城至新羅城。倭満其中。官軍方

至倭賊退。自倭背急追至任那加羅従抜城、城即帰服。

(訳)(永楽)十年 (400年 )、 (好太王は)歩騎五萬を遣わし、往

きて新羅を救わしむ。男居城より新羅城に至る。倭は其の中に満つ。官
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軍は方 (ま さ)に至る。倭賊は退く。倭の背より急追し、任那加羅の従

抜城に至る。城は即ち帰服す。

■十四年、而倭不軌侵入帯方界。

(訳 )(永楽)十四年 (404年 )、 而して倭は不軌にして帯方界に侵

入す。

好太王碑には倭が 391年-404年 ころに朝鮮半島で活躍していたこと

が書かれている。

(2)「倭の五王」

『宋書』には倭王が宋王朝へ朝貢していることが書かれている。倭王は朝鮮

半島南部を支配していることを中国側に認めさせようとする。

■倭国在高騒東南大海中。

(訳 )倭国は高騒 (高句麗)の東南、大海の中に在り。

■永初二年詔日、倭讃万里修貢遠誠宜甑可賜除授。

(訳 )永初二年 (421年 )詔 して曰く、「倭讃、万里貢を修む。遠誠

宜しく瓢 (あ らわ)すべく除授を賜うべしJと。

■太祖元嘉二年、讃又遣司馬曹達奉献方物。讃死、弟珍立。遣使貢献。自

称使持節都督倭・百済 。新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍

倭国王、表求除正。詔除安東将軍倭国王。

珍又求除正倭隋等十二人、平西征慮冠軍輔国将軍号。詔墟聴。

(訳 )太祖の元嘉二年 (425年 )、 讃は又司馬曹達を遣わし奉り、方

物を献ず。讃死 し、弟の珍立つ。使いを遣わし貢献す。自ら使持節都督、

倭・百済 。新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王を称し、

表して除正を求む。詔して安東将軍倭国王に除す。珍は又倭隋等十二人
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を平西・征慮 。冠軍・輔国将軍の号に除正されることを求むc詔 して雄

(な ら)びに聴 (ゆ る)す。

■二十年、倭国王済遣使奉献、復以為安東将軍倭国王。

(訳 )(元嘉)二十年 (443年 )、 倭国王済、使いを遣わ し奉献す。

復 (ま )た以て安東将軍倭国王と為す。

日二十八年、加使持節都督倭・新羅・任那 。加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事

安東将軍如故井除所上二十二人軍郡。済死、世子興遣使貢献。

(訳)(元嘉)二十八年 (451年 )、 (倭王済に)使持節都督倭・新

羅 。任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事を加え、安東将軍は故の如 く、

井びに上 (たてまつ)る 所の二十二人を軍郡に除す。

済死す。世子の興が使いを遣わ し貢献す。

■世祖大明六年、詔日、倭王世子興突世戴忠作藩外海稟化寧境恭修貢職新

嗣辺業。宜授爵号可安東将軍倭国王Э興死、弟武立。自称使持節都督倭・

百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王。

(訳 )世祖の大明六年 (462年 )、 詔 して曰く、「倭王の世子興は変

世戴 (すなわ)ち忠、藩を外海に作 (な )し 、化を稟 (う )け、境を寧

(やす)ん じ恭 しく貢職を修め、新たに辺業を嗣ぐ。宜 しく爵号を授 (う )

け、安東将軍倭国王たるべ しJと 。

興死 し、弟の武立つ。自ら使持節都督倭 。百済 。新羅 。任那・加羅・秦

韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王を称す。

■順帝昇明二年、遣使上表日、 (中略)自 昔祖禰蒻擦甲冑跛渉山川不追寧

処、東征毛人五十五国、西服衆夷六十六国、渡平海北九十五国。

(訳 )順帝の昇明二年 (478年 )、 (倭王武)使いを遣わ し上表 して

曰く、「 (中 略)昔より祖禰身](みずか)ら 甲冑をつらぬき、山川を跛

渉 し、寧処 (安心 して生活する)に違 (い とま=ゆ とり))あ らず。東

は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡 りて

海北を平らげること九十五国。 (後略 )

『宋書』
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5人の倭王、讃・珍・済 。興・武が登場する。これを「倭の五王Jと いう。

倭王はさかんに「使持節都督、倭 。百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国

諸軍事、安東大将軍倭王」の称号を与えてくれるように中国側に求める。中国

王朝は百済を除き、他の国々は倭国が支配していることを認める。倭国は新

羅・任那・加羅・秦韓 。慕韓を軍事的に支配している。

倭国とは

(1)大和政権 と倭 国

倭国は大和政権であるといわれている。

鎌田元一氏は『日本の古代 6王権をめぐる戦い』 (中央公論社)の 中で次

のように述べている。

ヤマ トの王が大王を称するようになった五世紀は、ヤマ ト政権によ

る国内の政治的統合が進み、一つの段階を画するにいたった時期で

ある。 (中略)(倭王)讃による確実な最初の遣使は四二一年 (武

帝永初二年)の ことであるが、すでにヤマ トの王は倭国を代表する

唯一の主体として、外交権を独占的に掌握しており、 (中略)四世

紀末にはヤマ トの王権は百済と結び、朝鮮半島に出兵して、高句麗・

新羅と戦っている。
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ヤマ ト政権は 4世紀末には朝鮮半島へ出兵 しており、5世紀には国内の政治

的統合を進め、倭国 (日 本列島)を代表する唯一の主体となり、外交権を独占

的に掌握 しているという。

倭国は大和政権であり、5世紀の日本列島は大和政権によって統一されてい

るという。

(2)貴国の減亡と倭国

倭国は4世紀末ころから登場する。4世紀末といえば貴国が滅びた時期であ

る。398年 に貴国の天皇である武内宿禰は筑紫を去り紀伊へ行き、そこから

大和へ逃げている。北部九州にあった貴国は滅びる。

武内宿禰を追い出し、貴国を滅ぼした国があるはずである。それが倭国では

ないだろうか。貴国が滅びる時期と倭国が登場する時期は一致している。

武内宿禰を追い出した人物は「天皇Jと 呼ばれている。

(応神)九年 (398年 )四月、武内宿禰を筑紫に遣わし、以て百姓

を監察せしむ。時に武内宿禰の弟、甘美内宿禰 (う ましうちのす く

ね)は兄を廃しようと欲し、天皇に譲言 (ざんげん=人をおとしい

れようとして告げ回すること)す (中略)。 是において天皇は則ち

使いを遣わし武内宿禰を殺さしむ。 (中略)時に武内宿禰、独り大

いに悲しみひそかに筑紫を避け、海に浮かび以て南海より廻り、紀

水門に泊まる。

F糸己』

「天皇に論言す」、「天皇は則ち使いを遣わし武内宿禰を殺さしむJと ある。

武内宿禰を追い出した人物は天皇と言われている。倭国の王ではないだろう

か。
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(3)倭王讃

貴国が滅びたころの倭国の王は倭王讃である。『梁書』や『晋書』は倭王讃

のことを次のように伝えている。

『梁書』

(讃 )有 り。

高句麗、倭国及西南夷銅頭大師並献方物。

『晋書』

(訳 )安帝の義熙九年 (413年 )、 是歳、高句麗、倭国及西南夷銅頭

大師並びに方物を献ず。

晋の安帝の在位は397年 -418年 である。「安帝の時、倭王賛 (讃 )有

り」とあるから、倭王讃は397年 -418年 の間に在位 している。

安帝の義熙九年 (413年 )に倭国は朝貢している。倭王は讃であろう。

貴国が滅びるのは398年である。安帝の在位期間であり、それはまた倭王

讃の在位期間でもある。武内宿禰を筑紫から追い出したのは倭王讃であろう。

倭王讃は「天皇」と呼ばれている。

(4)倭国の位置

筑紫を追われた武内宿禰は紀伊へ逃げている。貴国の宿禰達も筑紫 (北部九

州)か ら大和へ逃げている。

■晋安帝時有倭王賛。

(訳 )晋の安帝の時、倭王賛

■ (安帝の義熙)九年、是歳、
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従来の説では倭国は大和政権であるといわれている。しかし貴国の宿禰達は

大和へ向かって逃げている。敵地へ向かって逃げていることになる。そのよう

なことはありえない。

武内宿禰や貴国の宿禰達は筑紫や肥前を本拠地にしている。そこを追われて

博多湾から北九州をまわり、瀬戸内海へ入り、大和へ逃げている。敵は瀬戸内

海の方には居ないからであろう。敵は大和ではない。倭国は大和政権ではない

ということになる。

筑紫や肥前の人たちは北の方 (北九州)へ向かって逃げている。敵は南から

攻めてきたのであろう。筑紫や肥前の南は筑後である。敵は筑後にいるのでは

ないだろうか。倭国の本拠地は筑後であろう。

(5)身狭村主青と筑後

5世紀は倭国の時代である。倭国がもっとも勢いが盛んだった時期である。

鎌田元一氏は「 5世紀のヤマ トの王は倭国 (日 本列島)を代表する唯一の主

体として、外交権を独占的に掌握しJていたと書いている。倭国は日本列島を

代表する唯一の主体である。

その 5世紀の倭国の時代に身狭村主青 (む さのすぐりあお)は呉国 (宋王朝)

へ派遣される。派遣したのは倭国であろう。ところが身狭村主青は筑後へ帰っ

てくる。

■ (雄略)八年 (464年 )、 身狭村主青・檜隈民使博徳を呉国に遣わす。

■ (雄略)十年 (466年 )、 身狭村主青等、呉の献じた二つの鶴 (が ち

ょう)を もって筑紫に到る。是の鶴は水間君の大に噛まれて死ぬ。

■別本に云う、是の鶴は筑紫の嶺縣主 (みねのあがたぬし)泥麻呂の大に

噛まれて死ぬという。是により水間君は恐怖し、憂愁し、自ら黙するこ

とあたわず。鴻 (白 鳥)十隻 (羽 )と鳥養人を献じ、以て罪を贖 (あ が)
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なわれんことを請う。天皇許したまう。十月、水間君が献じた鳥養人等

を軽村・磐余村の二所に安置す。              『紀』

464年は「倭の五王」の時代である。身狭村主青は呉国 (宋王朝)へ派遣

される。倭王の命令により派遣されたのであろう。ところが水間 (みずま)に

帰ってきている。「水間Jは『和名抄』にある「筑後国三瀦郡 (みずま)Jで
あろう。今の福岡県三瀦郡三瀦町であり、筑後である。

従来は「雄略紀Jに書かれているから身狭村主青等を派遣したのは大和 (政

権)の雄略天皇であると解釈してきた。しかし、身狭村主青等は筑後へ帰って

きている。大和政権が派遣 したのであれば大和へ帰るはずである。大和へ帰る

のに筑後などへ寄るはずはない。身狭村主青等は筑後から派遣されたので筑後

へ帰ってきているのである。

倭国の時代であるから身狭村主青を呉国 (宋王朝)へ派遣することができる

のは倭国であろう。倭国が身狭村主青を派遣し、身狭村主青は筑後へ帰ってき

ている。倭国が筑後にあるからである。

水間君は「鴻 (白 鳥)十隻 (羽 )と 鳥養人を献じ、以て罪を贖 (あ が)なわ

れんことを請う。天皇許したまう。」とあり、「水間君が献じた鳥養人等を軽

村・磐余村の二所に安置す。」とある。『和名抄』の筑後国三瀦郡に「三瀦J、

「鳥養」がある。「鳥養Jは鳥養人を安置したところではないだろうか。水間

君が献じた鳥養人等を軽村・磐余村の二所に安置したとあるがそこが後に「鳥

養」という地名になったのではないだろうか。

3  貴国と倭国の関係
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(1)貴国か倭国か

貴国から倭国に交代する時期については微妙な問題があるc「百済記』は、

397年 に百済は「貴国 |へ王子直支を人質に出したと書いているの

(応神)八年 (397年 )、 『百済記』に云う、阿花王立ちて貴国に

膿なし。故、我が枕爾多膿、及び蜆南・支侵・谷那 。東韓の地を奪

われぬ。是を以て王子直支を天朝に遣わし、先王の好 (よ しみ)を

脩むなり。                       『紀』

ところが『三国史記』百済本紀は「倭国Jに人質を出したと書いている。

(阿華王)六年五月、王興倭国結好。以太子嶼支為質。

『三国史記』

(訳 )阿華王の六年 (397年 )五月、王は倭国と好を結ぶ。以て太

子膜支 (と き)を質と為す。

太子膜支 (と き)は王子直支 (と き)の ことである。

『百済記』は「貴国Jと 書き、『三国史記』は「倭国Jと書いている。 39
7年に百済が人質を出した国は貴国か、それとも倭国か。これによって古代史

の解釈は大きく変わる。

好太王碑文にも同じ事件が書かれている。

(永楽)九年 (399年 )、 If残 (百済)は誓いに違い倭と利l通す c

王は平穣に巡 下す。而 して新羅は使いを遣わ し王に自 (も う)し て

云う、倭人は其の国境に満つ。 「好太王碑 J

「百残 (百済)は誓いに違い倭と和通す |と ある。「誓いに違いJと は好太

王碑文の永楽五年 (395年 )条の |百残 (百済)と新羅は旧 (も と)是れ (高
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句麗の)属民、由来朝貢す。Jを指している。百残 (百済)と新羅は旧 (も と)

は高句麗の属民であり、由来朝貢していた。ところが百済は倭国に王子直支を

人質に出した。百済は倭国の臣民になったのである。高句麗はこれを「百済は

誓いに違い倭と和通すJと言っているのである。

したがって「百済は誓いに違い倭と和通す」とは397年に百済が貴国 (ま

たは倭国)に人質を出したことをいう。好太王碑文は百済が人質に出した国を

「倭 (国)Jと 書いている。

0397年 に百済が王子直支を人質に出した国

■『百済記』 …… 貴国

■『三国史記』…… 倭国

口好太王碑  …… 倭国

(2}高句麗と倭国の接触

百済が貴国 (ま たは倭国)に王子直支を人質に出したのは397年である。

ところが貴国は翌年の 398年に滅びている。貴国を滅ぼしたのは倭国であ

る。倭国は398年からはじまる。『梁書』にも「晋の安帝の時、倭王賛 (讃 )

有りJと あり、安帝の在位は397年 -418年 である。398年は安帝の在

位期間である。倭王讃は398年に貴国を滅ぼし即位したのであろう。倭王讃

は倭国の最初の王である。

○貴国と倭国の関係

364年   …… 貴国の建国

:    …… 貴国の時代

397年   …… 百済は貴国に人質を出す

398年   …… 貴国滅亡、倭国の誕生 (倭王讃の即位)

:    …… 倭国の時代
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このように整理すると、百済が王子を人質に出した国は貴国であり、397

年には倭国はまだ誕生 していないことがわかる。したがって 397年 に百済が

「倭国Jに人質を出すようなことはあり得ない。

好太王碑文は辛卯年 (391年 )か ら「倭 (国 )Jが朝鮮半島へ進出してき

たと書いているが 397年 までは「貴国Jと書 くべきであろうc

好太王碑がすべてを倭国と書いているのは高句麗が接触 したのは倭国であ

り、貴国とは一度も接触していないからであろう。好太王碑文の中の高句麗と

倭の関係をみると次のようになっている。

最初に倭が登場するのは辛卯年 (391年 )である。

永楽五年 (395年 )、 (中 略)百残 (百済)と 新羅は旧 (も と)

是れ (高句麗の)属民、由来朝貢す。而して倭は辛卯年 (391年 )

を以て来り、海を渡り百残、□□新羅を破り、以て臣民と為す。以

て六年 (396年 )、 王は身](みずか)ら水軍を率い残国 (百済 )

を討伐す。 「好太王碑J

「倭は辛卯年 (391年 )を以て来 り、海を渡り百残、□□新羅を破 り、以

て臣民と為すJと ある。この文章は「永楽五年 (395年 )条Jに書かれてい

る。百済や新羅は 395年 に倭国の臣民になったのである。そこで「以て 39

6年に高句麗は百済を計伐する」とある。高句麗は百済を討伐 している。しか

しこの時点では高句麗は倭国と接触を していない。

次に倭が登場するのは (永楽)九年 (399年 )条である。

(永楽)九年 (399年 )、 百残 (百済 )は誓いに違い倭と和通す。

王は平穣に巡下す。而 して新羅は使いを遣わ し王に白 (も う)して

云う、倭人は其の国境に満つ。
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397年に百済は倭国 (貴国)に 王子を人質に出して高句麗との誓いを破っ

た (倭 と和通)。 そこで399年に好太王は平壌 (平穣)ま で巡下したのであ

る。この時点でも高句麗はまだ倭国と接触していない。

好太王が平壌に巡下 した 399年には貴国はすでに滅びて倭国の時代にな

っている。新羅の使者は「倭人は其の国境に満つJと述べている。倭国になっ

ているから「倭人」と書かれているのであろう。

高句麗が倭国とはじめて接触するのは400年である。

■ (永楽)十年 (400年 )、 (好太王は)歩騎五萬を遣わし、往きて新

羅を救わしむ。男居城より新羅城に至る。倭は其の中に満つ。官軍は方

(ま さ)に至る。倭賊は退く。倭の背より急追し、任那加羅の従抜城に

至る。城は即ち帰服す。

■ (永楽)十四年 (404年 )、 而して倭は不軌にして帯方界に侵入す。

400年に高句麗の軍は新羅へ侵攻する。このとき「倭は新羅城に満つ」と

あり、「官軍 (高句麗の軍)は まさに至る。倭賊は退く。Jと ある。高句麗と

倭がはじめて対戦している。

次の404年には「倭は帯方界まで侵入すJと ある。倭国は高句麗の南まで

侵入している。倭国は高句麗の直接の敵になっている。

このように高句麗が倭と直接接するのは400年からである。

好太王は412年に死去し、414年に好太王碑が建てられる。碑には好太

王の業績を称える文章が刻まれる。好太王は朝鮮半島南部へ進出し、領土を拡

大している。その業績を書くには好太王が朝鮮半島南部へ進出するようになっ

た理由を書かねばならない。その理由は391年に責国が朝鮮半島南部へ進出

して百済や新羅を臣民にしたからである。

ところが貴国は398年に滅びて倭国に交代している。碑文には「貴国」が

朝鮮半島南部に侵略したので「倭国」と戦ったと書くことになる。これでは意
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味が通 じない。貴国から倭国へ交代 したことを説明する必要があるcそれには

多 くの字数が必要になる。石碑では字数が限られるcそ こですべてを倭国にし

たのではないだろうか。高句麗が実際に接触 したのは倭国であり、その後も倭

国とは長 く敵対 している。一方、貴国とは一度も接触 していない。このような

理由から好太王碑はすべてを倭国にしたのであろうc

『三国史記』も 1貴国Jの ことを「倭国Jと書いている。これも本来は「貴

国Jと書 くべきであろう。ところが貴国はす ぐに滅びてその後は倭国の時代に

なっている。貴国の時代は短い。『三国史記』は 12世紀に編纂されている。

12世紀には倭国のことだけが伝えられており、貴国のことは中国の史書にも

朝鮮半島の史料にも残っていなかったのではないだろうか。貴国は忘れ去られ

ていたのであろう。そのため『三国史記』は 1貴国Jと 書 くべきところを「倭

国Jと書いているのであろう。

(3)貴国から倭国への引継

398年 に貴国が滅び、同じ398年 に倭国が誕生 しているc貴国から倭国

が生まれたのであろう。それは貴国から倭国へいろいろなものが引き継がれて

いることからいえる。

百済は貴国に王子直支を人質に出すが倭国の時代になって帰っている。

■ (応神)八年 (397年 )、 『百済記』に云う、阿花王立ちて貴国に膿

なし。故、我が枕爾多膿、及び蜆南 。支侵・谷那・東韓の地を奪われぬ。

是を以て王子直支を天朝に遣わし、先王の好 (よ しみ)を脩むなり。

■ (応神)十六年 (405年 )、 是年、百済の辰斯王莞る。天皇、直支王

を召 し、之に謂いて曰く、 1汝、国へ返 り、以て位を嗣げ」という。よ
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りて且つ、東韓の地を賜い、之に遣わす。東韓は甘羅城・高難城・爾林

城、是なり。                       『紀』

百済の王子直支は397年に責国に人質として来るが貴国は398年に滅

びる。405年は倭国の時代である。直支王は倭国の時代に帰っている。人質

は貴国から倭国へ引き継がれている。

そればかりではない。東韓の地も引き継がれている。貴国は397年以前に

百済から東韓の地を奪うが (応神)十六年 (405年 )に倭国が返還 している。

百済から奪った土地も貴国から倭国へ引き継がれている。

(4)貴国の宿禰か ら倭国の宿禰ヘ

貴国の宿禰の中には貴国が滅んだ後は倭国の宿禰になっている人がいる。

(応神)十六年 (405年 )八月、平群木菟宿禰・的戸田宿禰を加羅

に遣わす。                       『紀』

平群木菟宿禰は貴国の宿禰である。 (応神)三年 (392年 )に紀角宿禰等

とともに百済へ派遣されている。ところが (応神)十六年 (405年 )に倭国

の宿禰として加羅へ派遣されている。貴国の宿禰が倭国の宿禰になっている。

このように人質も、朝鮮半島の土地も、貴国の宿禰も、貴国から倭国へ引き

継がれている。貴国と倭国は密接な関係にある。貴国と倭国はもともと一つの

国だからであろう。貴国から倭国が生まれたのである。貴国の中にいた倭王讃

が貴国の天皇を追い出し倭国を樹立したのであろう。

107



|      
‐

ヽ口
,

○倭国の誕生

■398年、貴国の天皇 (武内宿禰)を追い出す。

■398年、倭国を樹立。倭王讃となる。

筑後を本拠地とする。

倭王讃は貴国の天皇 (武内宿禰)に対してクーデターを起こし、貴国を倒し

て倭国を樹立したのである。そのため貴国から倭国にいろいろなものが引き継

がれているのである。
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第4章 仁徳天皇と貴国
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仁徳天皇と北部九州

(1)仁徳天皇の即位

応神天皇には仁徳天皇。大山守皇子・菟道稚郎子皇子(う じのわきいらつこ)

という腹違いの子がいる。

(応神)二年二月、仲媛を立てて皇后と為す。皇后、荒田皇女・大鶴

鵜天皇 (仁徳天皇)・ 根鳥皇子を生む。これより先に天皇、皇后の

姉、高城入姫を以て妃と為 し、額田大中彦皇子・大山守皇子・去来

真稚皇子 。大原皇女・謗来田皇女を生む。 (中 略)次の妃、和珂臣

の祖 日触使主の女、宮主宅媛、菟道稚郎子皇子・矢田皇女 。雌鳥皇

女を生む。                       『紀』

年の順は大山守皇子・仁徳天皇・菟道稚郎子皇子である。ところが応神天皇

は菟道稚郎子を太子に定める。これを不満として大山守皇子は太子を殺そうと

するが逆に殺される。遺体は那羅山に埋葬される。那羅山は『和名抄』の山城

国久世郡那羅 (京都府八幡市の上奈良・下奈良)であり、石清水八幡神社のあ

る男山である。 (那羅山についてはシリーズ③参照)

太子の菟道稚郎子は仁徳天皇に王位を譲ろうとし、菟道 (宇治)に宮室を造

り居すとある。仁徳天皇の方も即位を辞退し、空位が 3年続いたという。菟道

稚郎子はついに自殺までして王位を仁徳天皇に譲る。
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太子 (菟道稚郎子 )

らざることを知る。

い、自ら死ぬ。

曰く、「我、兄王 (仁徳天皇)の志を奪うべか

どうして久 しく生きて天下を煩わさむやJと い

『糸己』

仁徳天皇は太子菟道稚郎子が自殺 したことにより天皇になることができ

た。『紀』はこれを美しい兄弟愛の如く書いている。

ところが菟道稚郎子は「兄の志を奪うべからざることを知り」自殺 してい

る。仁徳天皇は王位につくことを望んでいるのである。菟道稚郎子は自殺した

のではなく仁徳天皇に殺害されたのではないだろうか。

(2)聖帝

仁徳天皇の都は難波にある。『紀』は、「難波に都す。これを高津宮というJ

と書いている。 しか し「宮垣室屋には漆喰を塗らず、たるきや柱は飾 らず、屋

根の茅も切り揃えず、人民に負担を掛けないようにしたJと ある。また三年経

っても人民の家からは炊事の煙が立たない。五穀は稔 らず、百姓は窮乏 してい

る。そのため「今から二年は課役 (課税)を止めるJと ある。その結果、大い

に富むようになり、人々は仁徳天皇を「聖帝」と称 したという。

仁徳天皇は難波で即位 し、天皇になっている。それにもかかわらず何故みす

ぼらしい宮殿を建てて貧 しい生活をしているのであろうか。

{3)仁徳天皇と平群木菟宿禰

仁徳天皇は平群木菟宿禰と同じ日に生まれたという。
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(仁徳)元年、初め (仁徳)天皇が生まれたとき木菟 (つ く=みみず

く)が産殿に入ってきた。翌日誉田天皇 (応神天皇)は武内宿禰を

呼び「これは何の瑞かJと聞くのすると武内宿禰も「昨日我が家に

も子が産まれた。そのとき鵜鵜 (さ ざき)が産殿に入ってきたJと

答えた。そこでその鳥の名を取り、しかも互いに取り替えて子の名

前にした。太子は大鶴鵜 (おおさざき)皇子、武内宿禰の子は木菟

宿禰となった。 『紀』 (概略 )

仁徳天皇が生まれたとき武内宿禰が登場する。武内宿禰は貴国の天皇であ

る。仁徳天皇と同じ日に生まれたという平群木菟宿禰は貴国の宿禰であるっ仁

徳天皇は責国の人々に取りLIlま れて生まれている。仁徳天皇も貴国の人であろ

う。貴国は北部九州にある。仁徳天皇は北部九州の人ではないだろうかの

(4)皇后磐之媛

仁徳天皇の皇后は磐之媛 (い わのひめ)である。

(仁徳)二年二月、磐之媛を立てて皇后と為す。

天皇・住吉仲皇子・瑞歯別天皇 (反正天皇)。

皇 (允恭天皇)を生む。

皇后の磐之媛は葛城襲津彦の娘である。

皇后、大兄去来穂別

雄朝津間稚子宿禰天

「糸己』

■ (履 中即位前紀)去来穂別天皇 (履 中天皇)は大鶴鵜天皇 (仁徳天皇 )

の太子なり。母は磐之媛という。葛城襲津彦の女なりc 『糸己』

■大雀命 (仁徳天皇 )、 難波の高津宮に座 して天下を治めるなりЭ此の大

皇、葛城の曽都毘占の女、石之比売命 (い わのひめ)を妾 りて御子大江
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之伊邪本和気命、次に墨江之中津王、次に崚之水歯別命、次に男浅津間

若子宿禰命を生む。                    『記』

『記』の葛城曽都昆古 (そ つひこ)は葛城襲津彦であり、石之比売命 (いわ

のひめ)は磐之媛である。

仁徳天皇は葛城襲津彦の娘を皇后にしている。葛城襲津彦は肥前国三根郡葛

木の人である。仁徳天皇は肥前 (佐賀県)の女を皇后にしている。仁徳天皇は

やはり北部九州の人であろう。

(5}二人の髪長媛

日向国に美しい髪長媛が居るという。応神天皇は髪長媛を呼び寄せる。

■ (応神)十一年十月、是歳、人有り、奏して曰く、「日向国に嬢子 (お

とめ)有 り。名は髪長媛。即ち諸縣君 (も ろかたのきみ)牛諸井 (う し

もろい)の女なり。是、国色の秀者 (国 中でもっとも美しい人)な り_

という。

■ (応神)十三年二月、天皇、専ら使いを遣わし髪長媛を徴 (め )す。九

月中、髪長媛日向より至る。すなわち桑津に安置す。ここに御子の大鶴

鵜尊 (仁徳天皇)は髪長媛を見て其の形の美麗に感じ、常に恋情有り。

天皇は大鶴鵜尊が髪長媛に感じたことを知り、配せむと欲す。

『糸己』

仁徳天皇は髪長媛を見て「恋情有りJと ある。応神天皇はそれを知り髪長媛

を仁徳天皇の妃にする。

「一書」はまた次のように書いている。



(応神)十二年、一に云う、日向の諸縣君牛、朝庭に仕えて、年既に

者拘 (お )い て仕えること能 (あ た)わず。よりて本土に退く。則

ち己の女、髪長媛を貢上すc始め播磨に至る。時に天皇、淡路島に

幸す。ここに天皇、西を望む。数十の鹿が海に浮き、来る。 (中 略)

皆、人なり。角著ける鹿の革を衣服と為すなり。問いて曰く、「誰

ぞJ。 対えて曰く、「諸縣君牛、 (中略)己 の女、髪長媛を以て貢

上るなりJと いう。 『糸己』

髪長媛の父は日向諸縣 (も ろかた)君とある。『和名抄』に日向国諸縣郡が

ある。したがって従来は日向国の諸縣君は宮崎県の諸縣 (も ろかた)の君 (首

長)であると解釈 してきた。

ところが髪長媛はもう一人居る。景行天皇の妃になった髪長媛である。

(景行)四年二月、次の妃、日向の髪長大田根、日向の襲津彦を生む。

『糸己』

日向の髪長大田根は景行天皇の妃となり、日向の襲津彦を生んでいる。従来

はこの髪長媛も日向、すなわち宮崎県の髪長媛であると解釈 してきた。

しか し景行天皇は宮崎県へは行 っていない。景行天皇は「筑紫の日向Jで lξ

襲征伐を している。景行天皇は筑紫の日向に居る。景行天皇が妃とした日向の

髪長大田根も「筑紫の日向」の髪長大田根であろう。

仁徳天皇は貴国の人である。北部九州に居る。仁徳天皇も宮崎県とは関係が

ない。したがって仁徳天皇が妃とした日向国の髪長媛も「筑紫の日向Jの髪長

媛であろう。
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{6)「諸 縣 」 とは

髪長媛の父は日向国諸縣君牛である。従来は日向国諸縣郡は宮崎県であると

してきた。しかし「 日向国」は「筑紫の日向」である。「諸縣」も筑紫にある

のではないだろうか。

景行天皇は「筑紫国巡狩Jに出る。そのとき「諸縣Jが出てくる。

(景行)十八年二月、天皇、将に京へ向かう。以て筑紫国を巡狩す。

始め夷守 (ひ なもり)に到る。この時、石瀬河辺に人衆衆集まる。

天皇、遥かに望みて左右に詔して曰く、「その集まる者は何人ぞ。

若 (けだ)し賊かJと いう。兄夷守・弟夷守の二人を遣わし親 (み )

じむ。乃ち弟夷守、還りて曰く、「諸縣君泉媛、大御食を献 じるに

依り、その族会えりJと いう。 『糸己』

「諸縣君泉媛」とある。諸縣君は諸縣の君 (首長)であろう。泉媛はその娘

である。「石瀬の河辺」に集まるとある。景行天皇は「筑紫国を巡狩すJと 言

って出発 している。出発地は筑紫の日向である。「巡狩Jす るところも筑紫で

ある。「諸縣Jは筑紫の中にある。

出発 して間もなく諸縣に来ている。諸縣は筑紫の日向に近い所にあるのであ

ろう。「石瀬の河辺」とある。斉明天皇は「那の津」を「長津」に改めている。

そのとき「磐瀬 (石瀬)Jが 出て くる。

(斉明)七年二月、御船、還りて期

`大

津に至る。磐瀬行宮に居す。天

皇、此を改め、名を長津という。             『紀』

「鄭大津Jは「那ノ津」である。福岡市の那珂川にある津 (船着場)であるc

「磐瀬 (いわせ )」 は「石瀬 (いわせ)」 である。岩波書店の『日本書紀』

の頭注に「延喜兵部式の筑前国の駅名に石瀬がある」とある。最近まで福岡市

115



|「 |

南区に「上磐瀬町」があった。西鉄の高宮駅の近くである。「
石瀬の河辺 |と

は那珂川の川辺であろう。

景行天皇は福岡市西区 (筑紫の日向)か ら那珂川 (博多)に来ている。諸縣

君泉媛は「石瀬の河辺」に居るとあるから上磐瀬町あたりが「諸縣 (も ろかた)J

であろう。髪長媛の父は日向国諸縣君牛であるから博多付近を支配していた君

であろうの日向の髪長媛は博多の人である。

(7)「髪長」とは

斉明天皇は「妍

`(那
)の津」を「長津」に改めたとあるが地名を変更 したの

ではない。格助詞を変えただけである。

■那ノ津 =なのつ =奴の津    格助詞「の |

■長津 =な がつ =奴が津    格助詞「が」

「奴Jは『魏志』倭人伝に出て くる「奴国」である。福岡市南区から西区の

地域が奴国である。 (シ リーズ②参照 )

福岡市南区、および西区には「長丘」「長住J「 長尾Jと いう地名がある。

「奴が丘」「奴が住J「奴が尾Jであろう。 (シ リーズ①②参照 )

日向の髪長媛の「髪長」の「長」も「奴 (な )がJではないだろうか。「髪J

は「上 (かみ)Jであろう。奴国が上 (かみ)。 下 (し も)に分かれていたの

ではないだろうか。「髪長」は「上奴 (かみな)が」であり、「上奴Jと いう

意味であろう。「上 (カ ミ)奴 (ナ )が媛」が後に「髪長 (カ ミナガ)媛 Jと

書かれるようになったのではないだろうか。

日向の髪長媛は仁徳天皇の妃になっている。髪長媛は博多から貴国 (肥前 )

へ来たのである。
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仁徳天皇は肥前国三根郡葛木の葛城襲津彦の娘 (磐之媛)を皇后に してお

り、さらに博多の髪長媛を妃にしている。仁徳天皇はやはり北部九州の人であ

る。

二人の襲津彦

(1}日 向襲 津彦 と葛城襲 津彦

景行天皇は日向の髪長大田根を妃として「日向の襲津彦」を生んでいる。従

来は「日向の襲津彦」も宮崎県の人であると解釈してきた。しかし前述のよう

に景行天皇は宮崎県へは行っていない。日向の髪長大田根は筑紫の日向の人で

ある。したがってその子の「日向の襲津彦」も筑紫の日向の襲津彦である。

一方、葛城襲津彦は仁徳天皇の皇后である磐之媛の父である。肥前国三根郡

葛木の人である。

このように「日向の襲津彦」と「葛城の襲津彦」という二人の襲津彦が居る。

(2)「襲 津彦 」 とは

日向襲津彦や葛城襲津彦の「日向Jや「葛城」は地名である。「日向ヨや「葛

城」にいる「襲津彦」という意味である。

「襲津彦Jは「襲の彦」であろう。「津=つ Jは格助詞であり「のJと 同じ

である。
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「日向Jや「葛城 |は地名であるから 1襲 |は地名ではないであろうc「襲J

が地名であるとすると「日向Jと 1葛城 |に 同じ
―
襲 |と いう地名が存在する

ことになる。

「襲_は熊襲のことであろうc景行天皇が熊襲征伐をしたとき「悉く襲国を

平ぐ|と ある。「襲国」は「熊襲 (国)の ことである。

1襲津彦Jと は「熊襲の彦 (首長)Jであろう。熊襲には多くの彦 (首長 )

がいた。筑紫の日向にいる熊襲の首長は「日向の襲津彦Jであり、葛城にいる

熊襲の首長は「葛城の襲津彦Jであろう。

日向の襲津彦は景行天皇と日向の髪長大田根との間に生まれている。1襲津

彦 (熊襲の彦)|が生まれているから日向の髪長大田根は熊襲であろうc景行

天皇は熊襲の女を嬰り、日向の襲津彦を生んでいる。

葛城襲津彦は葛城地方にいた熊襲であろう。葛城襲津彦は熊襲であるが貴14・l

の将軍になっている。葛城襲津彦に「宿禰Jの称号がついていないのは熊襲だ

からであろう。

(3)熊襲の後裔

景行天皇は熊襲征伐をしているが景行天皇の妃や子には熊襲の人が多い。

(景行)四年、次の妃襲武媛 (そ のたけひめ)、 国亭L別皇子と国背別

皇子と豊戸別皇子と生む。その兄の国乳別皇子は是水沼別の始祖な

り。弟の豊戸別皇子は是れ火国別の始祖なり。 『糸己|

景行天皇は襲武媛を妃として「国乳別皇子 。国背別皇子・豊戸別皇子Jを生

むとある。襲武媛は「熊襲の武媛Jであろう。

国乳別皇子は「
水沼別の始祖Jに 、豊戸別皇子は「火国別の始祖Jになって

いる。水沼は筑後国二瀦であり、火国は肥後国 (熊本県)であるc熊襲である
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襲武媛の子は筑後や肥後の始祖になっている。熊襲は滅亡 したのではなく、景

行天皇やその他の渡来人と混血 して地元に残 り、あるいは筑後や肥後へ移 りそ

の地域の有力な豪族になっているも

九州か らの逃亡

(1)難波での生活

仁徳天皇は (仁徳)元年に「難波に都すJと ある。仁徳天皇は北部九州から

難波へ来ている。

貴国の宿禰達は倭国に追われて北部九州から大和へ逃げている。仁徳天皇も

貴国の人である。仁徳天皇も北部九州を追われて難波へ逃げてきたのではない

だろうか。

仁徳天皇は難波に高津宮を建てるが「宮・垣根・室屋は漆を塗らず、柱も飾

らず、粗末な宮」であるという。九州から逃げてきたからであろう。また三年

経っても人民の家からは炊事の煙が立たないとある。逃亡者であるから貧窮の

生活をしているのであろう。仁徳天皇も貴国からの逃亡者である。

(2)領土拡大

菟道稚郎子と仁徳天皇は兄弟であり、天皇位を譲り合ったという。しかし仁

徳天皇は九州から難波へ来ている。一方の菟道稚郎子は名前に「菟道 (宇治 )」
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とあるように宇治を本拠地とする在地の豪族であろう。菟道稚郎子は 1宮室を

菟道 (宇治)に興 し、これに居す」とある。

菟道稚郎子と仁徳天皇は天皇位を譲 り合 ったのではなく天皇位を争 ったの

であろう。仁徳天皇は九州から難波に来て領土を拡大するために宇治を本拠地

とする菟道稚郎子と戦い菟道稚郎子を殺 したのであろう。菟道稚郎子は自殺 し

たのではない。

その結果仁徳天皇は宇治まで領土を拡大 した。皇后の磐之媛は難波から淀川

を遡 り、那羅山 (石清水八幡のある男山)を越えて木津川へ出て、筒城岡 (京

都府京田辺市田辺)に 筒城宮を建てている。仁徳天皇は淀川水系、木津川水系、

および宇治川水系を掌中にしている。

皇后の磐之媛は熊野岬に御綱葉を摘みに行 く。熊野は和歌山県海南市であ

る。 (シ リーズ③参照)仁徳天皇は南は海南市まで領土を拡大 しているc

仁徳天皇の支配領域は次のようになる。

図 14仁徳天皇の支配領域

(3)仁徳天皇と倭王讃

従来は「倭の五王」は大和政権の天皇であり、仁徳天皇は倭王讃に比定され

てきた。しかし仁徳天皇は貴国の人である。仁徳天皇は倭国に追われて難波へ

逃げてきている。倭国は仁徳天皇を追い出した国である。仁徳天皇が倭王讃で

あるはずはない。

仁徳天皇が難波に来たのは405年以降である (後述)。 倭王讃の時代であ

る。仁徳天皇を追い出したのは倭王讃であろう。

貴国の天皇である武内宿禰も、責国の宿禰である平群木菟宿禰・紀角宿禰・

羽田矢代宿禰等や葛城襲津彦も、仁徳天皇もみな倭国に追われて近畿地方へ逃

げてきたのである。4世紀末から5世紀初頭にかけて貴国の人々は倭国に追わ

れて近畿地方に移り住みその地域の豪族になっている。
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図 14仁徳天皇の支配領域
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