
第 3部 景行天皇・神功皇后と東胡
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第 1章 景行天皇とは
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景行天皇と垂仁天皇

{1)垂仁天皇と継承者選び

第 11代垂仁天皇と第 12代景行天皇は親子であるという。垂仁天皇は日葉

酢媛命を皇后として五十1Ft敷 入彦命 (いにしきいりひこ)と大足彦尊 (景行天

皇)を生むとある。

■伊久米伊理毘古伊佐知命 (垂仁天皇)は師木の玉垣宮に座して天下を治

めるなり。此の天皇、沙本昆古命之妹、佐波遅比売命を要りて御子品牟

都和気命を生む。また旦波比古多多須美知宇斯王之女、氷羽州比売命(ひ

ばすひめ)を妾りて御子 。印色之入日子命 (い にしきのいりひこ)、 次

に大帯日子潰斯呂和気命 (景行天皇)、 次に大中津日子命、次に倭比売

命、次に若木入日子命を生む。 『言己』

■ (垂仁)十五年八月、日葉酢媛命を立てて皇后と為す。三男二女を生む。

第一を五十1Ff敷入彦命という。第二を大足彦尊 (景行天皇)と いうc(略 )

『糸己』

垂仁天皇は王位継承者に兄の五十瑣敷入彦命を選ばずに弟の景行天皇 (大足

彦尊)を選ぶ。

(垂仁)三十年正月、 (垂仁)天皇、五十瑣敷命と大足彦尊に詔して

曰く、「汝等、各おもい願う物を言え。Jと いう。兄王 (五十瑣敷

命)諮 (も う)す、「弓矢を得たいと欲す」という。弟王 (景行天

皇)諮す、「皇位を得たいと欲す」という。是において天皇詔して
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曰く、「各情 (ねがい)の随 (ま ま)にすべし」

十瑣敷命に賜う。よりて大足彦尊に詔して曰く、

継げ」という。

□夫餘の王族の名前

■崇神天皇

御真木入日子印恵命  (みまきいりひこ・

御間城入彦五十瑣殖天皇 (み まきいりひこ・

■垂仁天皇

伊久米伊理昆古伊佐知命 (い くめいりひこ・

活日入彦五十狭茅天皇  (い くめいりひこ・

(注 )「五十」は「イJである。

と。則ち弓矢を五

「汝必ず朕が位を

『糸己』

垂仁天皇は二人の子供に欲しいものを問うと大足彦尊 (景行天皇)は「王位

が欲しい」と答えた。そこで垂仁天皇は要求どおりに大足彦尊 (景行天皇)を

王位継承者にしたという。

王位継承者はこのようないい加減な方法で選ばれるはずはない。これはとて

も史実とは思えない。この王位継承者の決定には謎が隠されているように思わ

れる。

(2)崇神系と景行系

垂仁天皇と景行天皇の名前を見ると系統が違うことがわかる。垂仁天皇は崇

神天皇の子であり、夫餘族である。夫餘の王族には名前に「イJが付く。

「イ」にえ)

「イJにえ)

「イJさ ち)

「イ」さち)

『記』

『糸己』

『記』

『糸己』

五十瑣敷入彦命 (いにしきいりひこ)に も名前に「五十 (イ )」 がつ く。崇

神系であり夫餘族である。垂仁天皇の子であることは間違いないであろう。
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一方、景行天皇には「イJが付かない。景行天皇と成務天皇には「タラシJ

がつく。

■景行天皇

大帯日子潰斯呂和気天皇 (おお |タ ラ :

大足彦忍代別天皇   (お お |タ ラシ

■成務天皇

若帯 日子天皇 (わか

稚足彦天皇  (わか |

・おしろわけ)「記』

・おしろわけ) 『紀』
に
　
ひこ‘

ンヽ

　

「

ンヽ
　

ンヽ

ラ

　
ラ

タ

タ

ひこ)

ひこ)

『言己』

『糸己』

景行天皇と成務天皇は親子であろう。崇神系とは明らかに異なる系統であ

る。景行天皇は夫餘族ではないであろう。

垂仁天皇は実の子である五十瑣敷入彦命を王位継承者に選ばずに別の種族

である景行天皇を選んでいる。垂仁天皇は何故実の子 (五十瑣敷入彦命)を王

位継承者に選ばなかったのであろうか。

(3)垂仁天皇と景行天皇の年代

『記』『紀』はともに第 11代垂仁天皇と第 12代景行天皇は親子であると

している。ところが年代を調べてみると垂仁天皇と景行天皇は同世代である。

崇神天皇には『記』に崩年千支がある。崇神天皇の崩年は318年であるの

垂仁天皇は崇神天皇の子であるから1世代の平均を 23年 とすると垂仁天皇

の在位期間は319年 -341年 になる。

○垂仁天皇の在位

■崇神天皇の崩年

■垂仁天皇の在位

318年

9-341年 (推定 )
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一方、景行天皇の子である成務天皇にも崩年干支がある。成務天皇の崩年は

355年である。 1世代を23年とすると景行天皇の在位は次のようになる。

○景行天皇の在位

■第 13代成務天皇の崩年 …… 355年

成務天皇の即位時期 …… 355-23+1=333年 ころ (推定)

成務天皇の在位期間 …… 333-355年 (推定)

■第 12代景行天皇の即位時期 …… 333-23年 =310年

景行天皇の在位期間 …… 310-332年 頃 (推定)

垂仁天皇の在位は319年 -341年 ころであり、景行天皇の在位は310

年-332年 ころである。二人はほぼ同時代の人である。むしろ景行天皇の方

が年齢は上になる。垂仁天皇と景行天皇は親子ではない。

(4}垂仁天皇 と景行天皇の子供

垂仁天皇と景行天皇の子供同士は婚姻している。日本武尊 (やまとたけるの

みこと)は景行天皇の子である。

大帯 日子於斯呂和気天皇 (景行天皇)は若建吉備津日子の女、針間

之伊那昆能大郎女を要りて生みませる御子、櫛角別王。次に大碓命 c

次に小碓命。亦の名は倭男具名命。            『記』

小碓命 (亦の名は倭男具名命)は 日本武尊 (倭建命)である。日本武尊は景

行天皇の子として生まれている。

日本武尊は垂仁天皇の女 (娘 )を要 り仲哀天皇を生むという。
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倭建命 (日 本武尊)は伊玖米天皇 (垂仁天皇)の女、布多遅能伊理

毘売命 (バ、たじのいりひめ)を姿りて生みませる御子、帯中津日子

命 (仲哀天皇)                     『記』

景行天皇の子である日本武尊 (倭建命)は垂仁天皇の子である布多遅能伊理

昆売命を姿り仲哀天皇を生んだという。図示すると次のようになるc

垂仁天皇

|

布多遅能伊理毘売命

一丁
嘩

景行天皇

|

日本武尊 (倭建命 )

垂仁天皇と景行天皇は子供同士が婚姻 しているЭ垂仁天皇と景行天皇はやは

り同世代である。親子ではないの系統も違うЭ

(5)崇神系の衰退

垂仁天皇は実の子である五十瑣敷入彦命を王位継承者に選ばずに別系統の

景行天皇を王位継承者に選んでいる。 しかも『記』『紀』は同世代である垂仁

天皇と景行天皇を偽って親子にしているc「記』『紀』はなぜこのようなこと

をしてまで景行天皇を次の王位継承者にしているのであろうか。

これ以降の天皇をみると夫餘族の天皇がいない。天皇の名前に |五十 (イ )J

のつ く天皇が出てこない。崇神王統は衰退 しているのであろう。
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垂仁天皇の後は「タラシ」系が王位継承者になっている。第 12代景行天皇

(大足彦忍代別天皇)に も第 13代成務天皇にも「タラシ」が付く。「タラシ」

系が次の天皇になっている。天皇は夫餘族 (イ )か ら「タラシJ系に交代 して

いるのであろう。

崇神系は衰退 し、景行天皇の系統が台頭してきたのであろう。『記』『紀』

はそれを「万世一系Jにするために垂仁天皇と景行天皇を親子にし、天皇位は

垂仁天皇から景行天皇へ継承されたかのようにしているのである。

景行天皇の本拠地

(1)崇神天皇と組向

(崇神)三年条に崇神天皇は都を磯城に遷すとある。

(崇神)三年九月、都を磯城に遷す。是を瑞離宮 (みずかきのみや )

という。                                『糸己』

磯城の瑞籐宮は奈良県桜井市金屋付近であるといわれている。

(崇神)十年九月に崇神天皇は武埴安彦を討つ。崇神天皇の軍は都の桜井市

金屋から木津川の西側の祝園に居る武埴安彦を討ちに行 くことになる。ところ

が木津川を挟んで対峙している。一度木津川を渡り、木津川の東へ行き、木津

川を挟んで対峙 したことになる。

磯城 (桜井市金屋付近)か ら祝園へ討伐に行 くには木津川を渡る必要はな

い。直接祝園へ行ける。川を渡ると敵の攻撃を受けやすい。り||を 渡ると兵力は

疲労 し、勢力は減退する。川を渡るのはもっとも不利な戦法である。このよう
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な戦法を取るはずはない。このような理由から私は崇神天皇の本拠地は大和

(磯城)ではなく、山城 (椿井)に あったと考えている。 (シ リーズ0参照)

崇神天皇は「三年九月Jに磯城に都を遷したとあるが、崇神天皇が磯城に都

を移すのは武埴安彦を討伐 した後であろう。崇神天皇が磯城へ移るのは (崇

神)十年より以降である。

(崇神)十一年に崇神天皇が派遣 した四道将軍が各地を平定したことを報告

している。 (崇神)十二年には「はじめて安定した政治がはじまるJと ある。

この時税制も定めている。

(崇神)十二年九月、始めて人民を校 (かんが)

此を男の彊調 (ゆ はずのみつぎ)、 女の手未調

という。 (中略)風雨は順調、百穀は用 (も )

り、人は足りて、天下は大いに平らかなり。

え、更に調役を科す。

(た なすえのみつぎ)

て成る。家は給 (た )

『糸己』

税制を確立 し、人々の生活は安定する。新 しい政治体制が整う。これらは磯

城へ移った後のことであろう。 (崇神)十一年に四道将軍が日本列島の各地を

平定 したことを報告 している。それを受けて崇神天皇は磯城へ移 り、新 しい政

治をはじめたのではないだろうか。

『紀』は「三年九月に都を磯城に遷す」と書いているが、それは |十 一年」

以降であろう。

(注 )「男の弧調 (ゆはずのみつぎ)Jと あるc弓矢によって得た獲物を

税として納めることである。狩猟民族の税制である。崇神天皇が 餌調 |

を定めているのは崇神天皇が夫餘族である証拠であろう。

垂仁天皇も纏向に都をつ くるとある。

(垂仁)二年十月、更に纏向に都すc
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垂仁天皇は崇神天皇と同じ纏向 (磯城の領域内)に都を定めている。

{2)景行天皇と組向

『記』『紀』は「タラシJ系の景行天皇も纏向に都をつ くると書いている。

■ (景行)四年十一月、美濃より還る。則ち更に纏向に都す。是を日代宮

とぃぅ。                              F糸 己』

■大帯日子洪斯呂和気天皇、纏向の日代宮に座して天下を治めるなり。

『言己』

景行天皇も纏向で天下を治めたとある。

しかし垂仁天皇と景行天皇は同時代の人である。二人は種族が異なる。それ

ぞれ別の種族の王であろう。二人が同時に同じ纏向に都をつくるはずはない。

景行天皇が纏向に都を定めたというのは「万世 一系Jにするためであろう。

第 10代崇神天皇と第 11代垂仁天皇は磯城 (纏向)に都をつくっている。そ

こで垂仁天皇の子であるとした第 12代景行天皇も纏向に都を定めたように

しているのであろう。『記』『紀』の編纂者の捏造である。

(3}景行天皇と近江の志賀

景行天皇は晩年を近江の志賀 (滋賀県大津市)で暮らす。

■ (景行 )五十八年二月、

穂宮という。

■ (景行)六十年十一月、

近江国に幸す。志賀に居ること三歳。是を高穴

天皇、高穴穂宮において崩ず。    『紀』
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景行天皇は晩年を近江国の志賀で過ごし、志賀で死去する。Fの成務天皇は

志賀の高穴穂宮で天下を治めたという。

若帯 日子天皇 (成務天皇)、 近つ淡海の志賀の高穴穂宮に座 して天

下を治めるなり。                    「記』

成務天皇の本拠地は近江の志賀である。景行天皇が晩年を過ごしたところを

本拠地にしている。

景行天皇は九州で熊襲征伐をするが晩年は近江の志賀に住み、そこで死去 し

ている。景行天皇の本拠地は近江の志賀であろう。景行天皇には近江の志賀以

外には本拠地はなかったのである。そのため子の成務天皇は近江の志賀で天下

を治めているc

景行天皇の熊襲征伐は安住の地を求めての移動ではないだろうか。景行天皇

の熊襲征伐をみると周芳 (山 口県防府市)か ら「筑紫へ幸すJと ある。筑紫へ

熊襲征伐に行 くのであれば山口県防府市から船で関門海峡を通り筑紫へ行け

ばよい。ところが景行天皇は行橋市に L陸 して陸路を選び、熊襲ではない土蜘

蛛と戦い、苦労しながらやっと博多湾へ出ている。熊襲征伐が目的ではなかっ

たからである。

景行天皇は安住の地を求めて行橋市に上陸したのであろうのしかし安住の地

を得られずに博多湾へ出たのである。景行天皇は熊襲征伐をするが九州にも安

住の地を得ることができずに近江へ来たのではないだろうか。そしてやっと近

江に安住の地を得たのであろう。

(4)景行天皇陵

景行天皇陵は山辺の道の上にあるという。
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■ (成務)二年十一月、大足彦天皇を倭国の山辺の道の上に葬す。 『紀』

■此の大帯日子天皇の御年、壱百参拾漆歳。御陵は山辺の道の上に在るな

り。 『言己』

『紀』は景行天皇陵は「倭国の山辺の道の上Jに あると書いている。奈良県

の山辺の道であるといわれている。この記述から景行天皇陵は現景行天皇陵古

墳 (渋谷向山古墳)に比定されている。

しかし景行天皇は志賀で死去している。子の成務天皇も志賀で天下を治めて

いる。しかも景行天皇は一度も大和 (纏向)に住んだことはない。そのような

人の墓を大和に造るだろうかの

纏向は垂仁天皇が都を定めているところである。崇神王権の本拠地である。

崇神系の本拠地である「山辺の道Jに景行天皇の墓を造るはずはない。

『紀』は「倭国の山辺の道Jに あると書いているが『記』の方は単に「山辺

の道」とあり「倭国の」がない。『紀』の「倭国の」は『紀』の編纂者が勝手

に付け加えたのではないだろうか。

『記』『紀』はともに景行天皇陵は「山辺の道の上にあり」と書いている。

ところが現景行天皇陵古墳である渋谷向山古墳は「山辺の道の下」にある。現

景行天皇陵は『記』『紀』の記述に合わない。「山辺の道Jは奈良県の山辺の

道ではないと思われる。

「山辺の道」は固有名詞ではなく普通名詞であろう。「山辺の道」とは「山

のバ、もとの道」という意味である。景行天皇は晩年を志賀の高穴穂宮で過ごし

ている。その子の成務天皇も志賀の高穴穂宮で天下を治めている。景行天皇陵

は志賀にあるのではないだろうか。
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(5)皇子 山古墳

滋賀県大津市錦織町に皇子山古墳がある。ここは景行天皇が晩年を過ごした

「近江の志賀Jであるc

『大津皇子山古墳群 調査概要』 (1971年 3月 、志賀県教育委員会)は

皇子山古墳について概略次のように報告している。

□皇子山古墳

日皇子山山頂の最高部を利用して側面を琵琶湖に向けた前方後方墳

■全長 60m、  後方部の一辺 35m、  前方部 25m

きわめて不定型な葺石の敷設がみうけられ、その間より古式土師器・■

重回縁壺、長頚壺が検出された。

■埴輪がないこと。出土した土師器の年代は編年が未だ確立されていない

問題の時期ではあるが、近江の終末弥生式土器と呼ばれるS字状口縁壺

が四世紀後半で消滅し、畿内で生まれた土師器へと交替するため、その

古式土師器は四世紀前半に遡り得ないものと想定される。

○内部構造

■前方部

全長 7.7m、 巾 1.2mの礫敷き粘土椰とその堀方全長 9.5m、 巾 2.

5mが確認された。この内部については調査の目的が達成できたため発

掘調査は行わなかった。

■後方部

墳頂部南北 10m、 東西7mの主体部の堀方を検出した。

中心主体部……小規模で木口積みからなる数枚の天丼石を架設 した竪

穴式石室を想定することが許されるであろう。

■他に 3.5m× lm、 3.5m× 1.lm、 4m× lmの 土墳 3棺が確認さ

れた。第 2次埋葬 (追葬)を示す。組合式の木棺を直接埋置する木棺直

葬形式か、石材を組み合わせて棺をする箱式棺のいずれかてあろうc

O副葬品等は発掘していない。
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■「位置と現状」の中で、文献、伝承等によると、かって当丘陵より壷・

直刀など数点の出土遺物が確認されている。

図 15皇子山古墳 (推定復元図 )
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皇子山古墳の時期については |四世紀前半には遡り得ないと想定されるJと

書いている。しかし調査報告書が作られたのは 1971年であり、約 30年 も

前である。報告書にもあるように当時はまだ「出土した土師器の年代は編年が

未だ確立されていない問題の時期Jである。

現在では土器の編年が進み、皇子山古墳の年代は四世紀前半の中頃になって

いる。『全国古墳編年集成』 (雄山閣出版)の「近江の湖西」。

図 16近江の湖西古墳

景行天皇が死去したのは332年ころである。皇子山古墳の年代と一致す

る。場所も「近江の志賀」である。皇子山古墳は急な山の山頂にあり、その下

には道がある。皇子山古墳は「山辺の道の上にJあ る。『記』『紀』の記述と

一致する。景行天皇陵は皇子山古墳であろう。
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二人の太子

(1)日 本武 尊

景行天皇には80人の子がおり、太子も3人いるというc

凡そ此の大帯日子天皇 (景行天皇)の御子等、録 (じ る)せるは二

十一王、入れ記さざるは五十九二、併せて八十王の中で若帯日子命

と倭建命、亦五百木之入日子命と、此の三王は太子の名を負いたま

いき。それより餘の七十七王は悉く国々の国造、亦和気、及び稲置、

県主を賜うなり。 『言己』

若帯日子命 (成務天皇)と倭建命 (日 本武尊)と五百木之入日子命は「太子

の名を負った」とある。二人は太子になっている。

一人の天皇に太子が二人いるはずはない。この中で天皇になったのは成務天

皇だけである。なぜ他の二人は太子になったと書かれているのであろうか。日

本武尊 (や まとたけるのみこと)か ら調べてみよう。

日本武尊は天皇と同等の扱いを受けている。天皇の死去には「崩Jの字が用

いられる。皇族には「莞」の字である。ところが日本武尊は天皇でもないのに

「崩」の字が使われている。

□天皇の死去 (『紀』)

。 (神武)天皇崩干橿原宮。
。 (絵靖天皇)崩。
。 (安寧)天皇崩。
。 (威徳)天皇崩。
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。 (孝昭)天皇崩。

・ (孝安)天皇崩。

・ (孝霊)天皇崩。

。 (孝元)天皇崩。

・ (開化)天皇崩。

。 (崇神)天皇崩。

・ (垂仁)天皇崩。

・ (景行)天皇崩。

・ (成務)天皇崩。

天皇以外の皇族は「売」の字が使われる。

□皇族の死去

・五瀬命莞子軍。            (神 武天皇の兄)

・ (絵靖)四年四月、神八井耳命売。   (綬 靖天皇の兄)

。 (垂仁)二十八年十月、天皇母弟倭彦命売。  (垂 仁天皇と同母弟)

。 (垂仁)三十二年七月、皇后日葉酢媛命莞。  (垂 仁天皇の皇后)

・ (景行)五十二年五月、皇后播磨太郎姫莞。  (景 行天皇の皇后)

天皇と皇族とではこのように厳密に区別されている。ところが日本武尊には

「崩」の字が使われている。

■ (景行)四十年是歳、 (日 本武尊)既而崩千能褒野。

さらに『紀』は日本武尊の妃を 1皇后 |と書いている。

■ (仲哀)即位前紀、足仲彦天皇、日本武尊第二子也。母皇后日両道人姫

命。                             『紀』

(訳 )足仲彦 (仲哀)天皇は日本武尊の第二子なり。母の皇后は両道人

姫命という。
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日本武尊は太子になったとあるが、実際は天皇になっているのではないだろ

うか。

(2)五百木之 入 日子 命

五百木之入日子命も太子の名を負ったとある。五百木之入日子命は「五百木

(イ ホキ)」 であり、「五 (イ )Jがつく。また「入」の字もある。名前に「イJ

や「入」がつくのは崇神系であり、夫餘族である。五百木之入日子命は崇神系

であろう。

垂仁天皇の子である五十瑣敷入彦命にも「五十 (イ )Jと「入Jがついてい

る。垂仁天皇、五十1Fm敷入彦命、五百木之入日子命はみな親子ではないだろう

か。

『記』『紀』は五百木之入日子命は景行天皇の子と書いている。しかしこれ

は「万世一系Jにするためであろう。『記』『紀』は垂仁天皇から景行天皇に

王位が継承されたとしている。そのため五百木之入日子命を景行天皇の子にし

ているのであろう。実際は五百木之入日子命は五十瑣敷入彦命の子であろうの

崇神王統は次のようになる。

□崇神王統

崇神天皇 (御間城入彦五十瑣殖天皇)

|

垂仁天皇 (活 日入彦五十狭茅天皇 )

|

五十瑣敷入彦命

|

五百木之入日子命

「人J、  |イ ,

1人」、「イ J

「イJ、 「入」

「イJ、 「入 J
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{3)二人 の太子 とは

『記』は若帯日子命 (成務天皇)と 日本武尊と五百木之入日子命は景行天皇

の子であり、二人とも太子であると書いている。しかし太子が二人もいるはず

はない。景行天皇の太子は成務天皇である。日本武尊と五百木之入日子命は景

行天皇の子ではない。五百木之入日子命は崇神系の太子である。日本武尊も別

の王権の太子であろう。日本武尊は若建吉備津日子の女、播磨之伊那昆能大郎

女との間に生まれたとある。日本武尊は吉備系であろう。

○二人の太子

■若帯日子命 (成務天皇) …… 景行天皇 (タ ラシ系)の太子

■倭建命 (日 本武尊)   …… 吉備系の太子

■五百木之入日子命    …… 崇神系 (夫餘族)の太子

3人はそれぞれ別系統の太子である。

日本武尊は天皇と同等の扱いを受けている。日本武尊は吉備の王だったので

あろう。

景行天皇の時代は4世紀前半である。日本列島にはまだ統一王朝は存在 して

いない。日本列島には少なくとも3つ の王権が併存 していたのである。『記』

『紀』はそれを二人の太子として書いている。

(4)80人 の子

景行天皇には80人の子がいるという。

3人の太子を除いた77人の王子は国造、和気、稲置 (いなぎ)、 県主 (あ

がたぬし)となり全国各地に配置されたとある。
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一人の天皇に子供が 80人 もいるのは疑わしい。景行天皇の前後の天皇の子

どもの数は次のようになっている。景行天皇だけが突出しているc

子供の数

■垂仁天皇 …… 16人 (男 13、 女 3)

■景行天皇 …… 80人
■成務天皇 ……  1人

■仲哀天皇 ……  4人

■応神天皇 …… 26人 (男 11、 女 15)

■仁徳天皇 ……  6人 (男 5、 女 1)

子供の数は多 くて 20人 くらいである。

80人の子の中には 3人の太子も含まれている。3人の太子のうち景行天皇

の子は成務天皇だけである。他の二人は景行天皇の子ではない。80人の子の

中にも同じように景行天皇の子ではない人が含まれているのであろう。併存 じ

ていた別の王権の子が混 じっている。『記』『紀』は「万世一系」にするため

にすべて景行天皇の子にしている。
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第 2章 景行天皇と多羅族
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1 「帯 (タ ラシ)」 とは

(1)「帯」=「多羅斯」

景行天皇と成務天皇の名前には「帯 (タ ラシ)」 が付く (『 記』)3

■景行天皇……大帯日子洪斯呂和気  (おおたらしひこおしろわけ)

■成務天皇……若帯日子  (わかたらしひこ)

「帯Jは「タラシJと読む。『紀』の方は「足 (タ ラシ)」 である。

■景行天皇……大足彦忍代別  (おおたらしひこおしろわけ)

■成務天皇……稚足彦  (わかたらしひこ)

「帯Jの字は『記』が編纂される以前から用いられていたようである。『記』

の序文に次のように書いている。

亦姓に於いて日下を玖沙詞 (く さか)と謂い、名に於いて「帯Jの

字を多羅斯 (た らし)と謂う。此の如き類は本 (も と)に随いて改

めず。                      『記』序文

名前に「帯Jの字を使い「多羅斯 (タ ラシ)」 という。これはもとのままに

したがい改めないとある。『記』が編纂される前から名前に 1帯 (た らし)J

が用いられていた。

景行天皇・成務天皇の他にも「帯Jを用いている例がある。大国主神の子で

ある。
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此の神 (大国主神)、 天狭霧神の女、遠津待根神を姿りて生む御子、

遠津山岬多良斯神。

右の件の八島士奴美神以下、遠津山岬帯神以前を十七世の神と称

すo                          『記』

「遠津山岬多良斯神」を「遠津山岬帯神Jと も書いている。「帯」は「多羅

斯 (多良斯)Jと書いている。

■「帯」 「多羅斯 (多 良斯)J = 「タラシ J

(2}「多羅斯 (タ ラシ)」 とは

景行天皇と成務天皇は 1帯 日子 (足彦)Jである。「帯日子 |は 1帯彦 (タ

ラシ彦)Jであり、「タラシ彦」は「タラの彦Jであろう。

「遠津山岬多良斯神Jの 「多良斯 (た らし)神Jも 「タラの神」であろう。

「斯 (し )Jは格助詞の「のJではないだろうか。

言語学者の村山七郎氏は「韓国語の語源―「上Jを表す語源を中心に」(『 韓

国文化』 1986年 5月 号)の 中で、 (継体)六年十二月の記事の中の任那国

の上り嘲 (ォ コシタリ)、 下り悧 (ア ロシタリ)について次のように述べてい

る。

県名のオコシ

タリ (地名)、

本語で言えば、

とである。

タリ、アロシ タリというのはオコ (上 )シ (の )

アロ (下 )シ (の )タ リ (地名)と いうことで、日

上 (カ ミ)ッ・タリ、下 (シ モ)ツ・タリというこ
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村山氏は、オヨシタリ、アロシタリの「シJは「のJであり、日本語の「ツ」

に相当すると述べている。

「シ」は「ツJ、 または |の Jであるc「帯 (タ ラシ)彦Jは「タラの彦J

であろう。

■「斯 (シ )J = 「の」 (格助詞)

(3)従来の「斯」の解釈

『記』『紀』には格助詞の 1斯 (し )Jと思われる例があるc従来はそれを

格助詞とはみていない。

a.1遠 岐斯 (お きし)J

天孫降臨の時、天照大神は迩迩藝命に「遠岐斯八尺の勾玉、鏡、及び草那芸

剣を副へ賜う」とある。「遠岐斯Jについて岩波書店の日本古典文学大系『古

事記』の (注 )には、「招 (お )き しで、天照大御神を石屋戸から招き出した

の意Jと している。

1遠 岐斯 (オ キシ)|は 1招 (お )き じiであり、 1招 き出す lと いう意味

であると解釈 しているcしか し天の石屋戸物語には「遠岐斯 |と いう[:葉 も、

「招きしJと いう言葉も出てこない。 |(天照大神を)招 き出す勾玉 |と いう

ものは出てこない。それなのに天孫降臨の場面になって「遠岐斯八尺の勾王
|

を天の石屋戸物語で天照大神を 1招 き出した勾玉」と解釈 している()

「遠岐斯Jは 「
遠岐のJであろう。「遠岐地方のJと いう意味であるの i遠

岐地方で作 られた八尺の勾玉 |と いう意味であろう。

『紀』の稲羽 (因幡)の 白兎の物語に「濃岐島 (おきのしま)Jが出て くるc

「遠岐 (お き)Jは「洪岐 (おき)Jで あろう。島根県の隠岐島であるc l遠

岐斯八尺の勾玉Jと は「隠岐島でつ くられた勾玉 Jと いう意味であろう。運運
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藝命は天照大神から隠岐島で作 られた勾王を授けられて天孫降臨 したのであ

る。

b。 「宇都志 (う つ し)」

大国主命には五つの名前があるという。その一つに「宇都志国玉神Jがある。

岩波書店の『古事記』の (注 )では「宇都志Jを「現 (う つ)し国の御魂、即

ち現実の国土の神霊の意Jと している。「宇都志Jを 「現 (う つ)し Jと し、

「現実の」と解釈 している。

『紀』では「顕 (う つ し)国王神」とあり、やはり「現実の」と解釈 してい

る。

「宇都志」は「宇都の」であろう。『記』は大穴牟遅神に対 して「 (汝は )

大国主神となり、亦宇都志国玉神となれJと 書いている。大国主神は 1大国の

主」であり、大国地方 (石見国)の主 (神 )であろう。宇都志国王神は「宇都

の国玉神」であり、「宇都地方の神」という意味であろう。大国地方、および

宇都地方の神になれと述べているのである。「現実の神になれJでは意味が通

じない。

c.「運岐志 (に ぎし)」

『記』は、通迩藝命を「名は天運岐志国通岐志、天津日高日子番能迩迩藝命」

と書いている。岩波書店の『古事記』の (注 )に は「迩岐志国邁岐志は未詳」

とある。

「迩岐志国」は国名である。次の「適岐志」は地名であろう。「迩岐志Jは

「運岐のJであり、「運岐地方のJと いう意味であろう。迩邁藝命は迩岐国の

中の適岐の出自ということになる。それが何処であるかは不明である。高天原

は朝鮮半島南部であるからおそらく朝鮮半島南部の何処かであろう。
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2  「帯」と多羅国

{1)多羅 (タ ラ)と は

景行天皇・成務天皇は「帯 (タ ラシ)日 子 |であり、 |タ ラの彦 Jで ある。

「タラ」は二人の名前についているか ら個人名 (固 有名)ではない。 |タ ラJ

は「地名 (国名)Jか、「種族名Jであろう。「タラ (地方)の彦 J、 または

「タラ族の彦Jと いう意味であろう。

「帯Jは「多羅斯 (多良斯)Jと書かれている。「タラJは「多羅Jであるc

「タラの彦Jは「多羅の彦Jであろう。「多羅地方の彦」、または「多羅族の

彦Jではないだろうか。

朝鮮半島の慶尚南道陳川に多羅という地名が今 もある。古代の多羅国であ

る。「多羅の彦」は多羅国と関係があるのではないだろうか。

(2)多羅国の建国

多羅国は任那の中の一国である。 562年 に任那は新羅によって滅ぼされ

る。

■ (欽明)二 十三年 (562年 )正月、新羅、任那の官家 (みやけ)を打

ち滅ぼす。

■一本に云う、二十一年、任那滅びる。絶 (すべ)ては任那という。別て

は加羅国 。安羅国・斯二岐国・多羅国 。卒麻国 。古嵯国・子他国・散半

下国 。乞瞼国・稔謹国という。合わせて十国なり。      『紀』

任那は 10国からなる。その中に多羅国がある。

150



安羅国の方は『三国遺事』に「阿羅、一に耶に作る。伽耶今の咸安なりJと

ある。

安羅国 。多羅国の位置については田中俊明氏の『大加耶連盟の興亡と 1任

那」』 (吉川弘文館)に図がある。

図 17安羅国・多羅国の位置

多羅国の建国のようすが『桓檀古記』に書かれている。

是より先、陳父は南韓に奔り、馬韓山中に居す。従い出居する者数

百餘家。未だ幾歳もならざるに、大款を連ね流離遍路すc陳父、乃

ち知将革は衆を誘い、糧舟を裏 し、漫水に従いて下り、海浦を経由

し、潜航 し、直ちに狗邪韓国に到る。乃ち加羅海の北岸なり。数カ

月居し、転 じて阿蘇山に徒り而して之に居す。是を多婆羅国の始祖

と為す。後、任那を併せ聯政し、以て治す。三国は海に在り、七国

は陸に在る。初め弁辰狗邪国人、先に国衆して在る。是を狗邪韓国

と為す。多婆羅は一に多羅韓国と称す。忽本より来たり高句麗と早

く親を定む。故、常に烈帝の制する所となる。多羅国は安羅国と同

隣にして同姓。旧熊襲城有り。今九州熊本城是なり。

『桓檀古記』高句麗本紀

要約すると次のようになる。

a.多羅国は多婆羅国ともいう。陳父 (知将革)は多羅国の始祖である。

b.陳父は忽本から逃げてきて狗邪韓国に上陸し、数ヶ月居たが陳川へ移

り、多羅国を建国する。

c.忽本は高句麗に近いところにあるのであろう。多羅国は移ってくると

高句麗とすぐに親しくなり、高句麗の烈帝に支配されるようになったと

ある。
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d.多羅国は安羅国と同隣 (隣同士)であり、しかも同姓であるという。

く〉fT(

図 17安羅国・多羅国の位置

(注 )最後に熊襲城について、 1今の九州熊本城是なり」とある.「桓檀

古記』が編纂されたのは 1911年 である。これはこの時点で追加され

た文である。しかも内容は間違っている。朝鮮半島南部について述べて

いるのに九州 (日 本)の ことであると勘違いしているc熊襲城という城

(村落)が朝鮮半島南部にあったのである。
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陳父は「忽本より来たりJと ある。忽本については卒本であるという人もい

る。卒本であれば高句麗の発祥の地といわれる桓仁であろう。

しかし「浪水に従いて下り」とある。この時期の演水は楽浪郡にあった。今

の平壌市である。「演水に従いて下り」とあるから大同江を下っているのであ

ろう。したがって忽本は大同江の上流にあると思われる。多羅国の建国者は大

同江の上流から来ている。

(3)多羅国の建国時期

多羅国は建国すると間もなく「常に烈帝の制する所となる」とある。烈帝と

は高句麗の好太王である。この文章の前に次の文がある。

廣開土境好太皇隆功聖徳卓越百王。四海之内、咸称烈帝。

『桓檀古記』

(訳 )廣開土境好太皇 (好太王)は功が隆 (たか)く 、聖徳があり、

百三を卓越す。四海の内は咸 (み )な烈帝と称す。

好太王は烈帝と称されたとある。好太王の在位は391-412年 である。

好太王は「廣開土境 (領土を廣く開いた人)」 であり、好太王の時代に高句麗

は朝鮮半島南部へ侵略して領土を拡大している。多羅国も侵略されたのであろ

う。「常に烈帝の制する所」とある。

好太王の時代にはすでに多羅国は建国されていることがわかる。多羅国の建

国は好太王の時代よりも前である。

一方、この文章には「南韓」、「狗邪韓国Jと いう三韓時代 (馬韓・辰韓・

弁韓)の地名が出てくる。馬韓や辰韓は290年 ころまでは晋王朝へ朝貢して
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いる。陳父が狗邪韓国に上陸した時はまだ馬韓・辰韓の地名が使われている時

期である。

朝鮮半島南部は三韓時代から三国時代へ移るc三国時代は高句麗・百済 。新

羅の時代であるc弁韓の地には安羅国が建国される。

馬韓。辰韓の朝貢は 290年 ころで終わるから三国時代がはじまるのは 29

0年ころであろう。安羅国の建国も290年 ころと思われる。

多羅国が建国されるときには安羅国はすでに存在 しているか ら多羅国が建

国されるのはそれよりも少 し遅れる。

多羅国の始祖である陳父は「沢水に従いて下るJと ある。この時期の「演水」

は楽浪郡を流れている。楽浪郡は高句麗によって 313年 に滅亡する。もし楽

浪郡が存在 している時期であれば 1漫水に従いて下る |と は書かずに 1楽浪郡

を経てJと書 くであろう。楽浪郡の方がよく知 られているからであるc楽浪郡

が滅亡 しているから「浪水に従いて下る」と書いているのではないだろうか。

多羅国の建国は楽浪郡が滅びた 313年 より後であろう。

290年 ころに滅びた三韓時代の地名を使 っていることを考えると多羅国

が建国されるのは 313年 の直後ころと考えてよいであろうc

■安羅国の建国時期 …… 290年 ころ

■多羅国の建国時期 …… 313年 の直後ころ

3  安羅と多羅
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(1}安羅 国 とは

「多羅国は安羅国と同隣にして同姓cJとある。「同姓 |と は多羅国と安羅

国は同じ種族という意味である。

「安羅」は鮮卑、または烏桓人の名前に出てくる。「冊府元亀』に次の記事

がある。

景初元年 (237年 )秋、遣幽州刺史母丘倹率衆軍討遼東。右北平

烏丸軍子冦婁敦、遼西鳥丸都督率衆王護留等、昔随衰尚奔遼西間。

倹軍至。率衆五千餘人降。冦婁敦遣弟阿羅槃等、詣閾朝貢。封其渠

帥二十餘人。                   『冊府元亀』

右北平鳥丸軍予冦婁敦は「弟の阿羅槃等を遣わしJと ある。弟の名前は阿羅

槃等である。「阿羅」がつく。次の例もある。

(咸寧)二年 (276年 )七月、鮮卑阿羅多等、冦辺西域。

『冊府元亀』

鮮卑の「阿羅多等Jが出てくる。やはり名前に「阿羅Jがつく。

鳥丸と鮮卑は東胡である。同じ東胡族である鳥丸と鮮卑に「阿羅」のつく人

がいる。237年 -276年 ころである。

290年 ころに名前に「阿羅」が付 く鳥桓か鮮卑人が朝鮮半島南部に移 り阿

羅国を建国 したのではないだろうか。その人の名前から 1安羅国Jが生まれた

のであろう。

多羅国は安羅国と同姓であるという。多羅国も鳥丸か鮮卑人 (東胡)が建国

した国であろう。
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{2)景行天皇と多羅国

景行天皇は「タラシ彦」であるc「 タラシ彦」は「多羅の彦Jである。多羅

人 (多羅族)の彦という意味である。景行天皇は多羅人であろう。「多羅は安

羅と同姓Jと あるから景行天皇は東胡 (`鳥桓、鮮卑)である。中国東北地方の

出自であろう。

景行天皇の在位は310年 -333年 ころである。多羅国が建国される時期

は313年の直後ころである。時期もよく合っている。景行天皇は多羅国を建

国した人々と同じ時期に楽浪郡 (沢水の上流)か ら日本列島へ渡来して来たの

ではないだろうか。

(3)「別 (わ け)」 とは

景行天皇の名前は「大帯日子訪

'斯

呂和気 (大足彦忍代別 )」 である。名前に

「別 (和気)Jと いう称号が付いている。景行天皇の御子にも
「
和気 (別 )|

が付いている人が多い。

■ (景行)四年、 (二人の太子を除き)

国へ如 (ゆ )か しむ。今、諸国の「月1

け)王」の苗裔なり。

■それより餘の七十七王は悉く国々の国造、亦和気、

(わ )け賜いき。

LI‐余の子は皆国郡に封 じ、その

(わ け)|と いうのはその 1別 (わ

『糸己』

及び稲置、縣主に別

『言己』

「和気 (別 )Jの称号は景行天皇の時代からはじまるc「和気Jの称号は鳥

丸や鮮卑人等が中国東北地方からもたらしたのではないだろうかc「契丹古

伝』に 1和気」が出て くる。
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秘府録に曰く、神祖は地を幹浸過区に拓き五原と為す。伯屹濃和気

は馬姑的に治すc是を西原と為すなり。決汰辰憂和気は羊姑崎を治

めるなり。是を東原と為すなり。納競呂峻戸栂はヂ楽洪を治めるc

是を中原と為すなり。湮吸太墜和気は柵房喜を治める。是を北原と

為すなり。法再瀾墜和気は相llt貌を治める。これを南原と為すなり。

『契丹古伝』

これらの地名が何処であるかは不明である。しかし『契丹古伝』は中国東北

地方の歴史を中心に記述している。これらの地名は中国東北地方の何処かにあ

るのであろう。

ここでは国を中央と東西南北の 5つ に分け、それぞれを「和気 |と いう称号

のつく人が治めている。和気は中国の制度で言えば 1侯王 |ま たは 1太守 |ク

ラスであろう。『紀』は「別 (わけ)と いうのはその別 (わ け)王の苗裔なり ,

と書いているc

「和気 (昇1=わ け)Jは 中国東北地方で使われていた称号である。『記J『紀』

の中で「和気」の付く人は中国東北地方からの渡来人であろう(〕

「和気 |が付

く景行天皇はやはり中国東北地方からの渡来人であるc

.1  1  1…
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第3章 中国東北地方の戦乱
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鮮卑慕容魔と遼東・楽浪郡

(1)慕容魔とは

景行天皇は中国東北地方から日本列島へ渡来 してきたと思われる。景行天皇

は何故 日本列島へ渡来 してきたのであろうか。

この時期の中国東北地方は混乱の時代である。その中で勢力を伸ばしてきた

のが鮮卑の慕容魔である。

『晋書』に、慕容廃は「昌黎・棘城 (き ょくじょう)の鮮卑人なりJと ある。

鮮卑族は中国東北部の内蒙古自治区の大興安嶺付近に居た。曽祖父の莫護跛が

魏の初めに部衆を率いて遼西に入り、昌黎の境の棘城の北に建国したというc

後漢時代末は遼西には鳥丸が居た。『三国志』に
「
漢末、遼西鳥丸丘力居、

衆五千餘落。上谷,鳥丸大人難楼、衆九千餘落。各称王。Jと ある。遼西には丘

力居が居て王を称 していた。そこへ鮮卑の莫護跛が入ってきた。莫護跛だけで

はないの中国東北地方には鮮卑族が次々と南下 して くる。鳥丸と鮮卑の戦いが

始まる。鮮卑同士の戦いも起こる。五胡十六国の時代に入る。中国東北地方は

激変の時代になる。その中で活躍 したのが慕容魔であるc

慕容魔の父・渉帰は遼東の北に遷るが、その後昌黎を襲い、そこに住み着く。

慕容「2~は宇文鮮卑との戦いで太康十年 (289年 )に大凌河の下流の徒河の青

山に遷るが、元康四年 (294年 )に は棘城にもどるc宇文鮮卑を討ち、永嘉

元年 (307年 )に 自ら 1鮮卑大軍千Jを称するЭ
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(2)慕容魔と遼東

慕容魔は中原ばかりではなく、遼東にも関心を持つ。

(太康)七年 (286年 )夏、慕容魔、冦遼東。

309年には遼東を掌中にする。

『資治通鑑』

永嘉初 (307年 -309年 )、 遼東太守鹿本は私憾 (私怨)に よ

り東夷校尉李殊を殺 し、塞を鮮卑素連と木津等に附け、李葉の為の

儲 (かたきうち)に報 (む く)い ることを託す。そのため乱となり、

遂には諸縣を攻め陥 (お と)し、士庶を殺掠す。 (中略)連歳、冦

掠す。百姓は失業 し、流亡 したり、帰附 (な つき従う)者が 日月相

継 ぐ。 (中 略)慕容魔は騎 (兵 )を率いて素連と木津を討ち、大い

に敗 り、これを斬る。二部 (鮮卑素連と木津)は悉 く降る。これを

棘城に徒 (う つ)し、遼東郡を立てて帰る。 『晋書』

遼東大守は私怨により東夷校尉を殺す。それがもとで遼東は戦乱の世にな

る。「連歳、冦掠す。百姓は失業し、流亡す」とある。遼東郡から多くの人々

が逃げ出している。

慕容魔は遼東郡の戦乱を収拾し、「遼東郡を立てて帰るJと ある。遼東郡は

完全に慕容魔の支配下に入るc

この戦いで鮮卑の素連や木津等は敗れて棘城へ徒(う つ)さ れる。多くの人々

は「流亡すJと あるように遼東郡からさらに先 (東 )へ逃げたのであろうの高

句麗や楽浪郡へ逃げてきたと思われるЭ
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4年後の 313年 に高句麗は楽浪郡を滅ぼす。楽浪郡にいた逃亡者達 (鮮卑

や鳥丸人)は さらに「漫水を下 り 朝鮮半島南部へ逃げたのであろうcその中

の陳父は狗邪韓国に上陸し、陳川へ移 り、多羅国を建国したのであるc

一部の人々は日本列島へ逃げてきた。それが景行天皇 (多羅の彦)ではない

だろうか。時期も合う。景行天皇の在位は 310年 -332年 ころである。

{3)逃亡者景行天皇

景行天皇が逃亡者であることは熊襲征伐の記事からうかがえる。景行天皇は

武器が不足 していた。土蜘蛛と戦うのに椿の木で椎 (つ ち)を作 りそれを兵器

にしたとあるc

則ち海石格 (つばき)の樹を採り、椎 (つ ち)に作 り兵器と為す。『紀』

景行天皇は木で作った椎で戦っている。

熊襲征伐に出たのであれば武器は十分にあるはずである。景行天皇は逃亡者

であるから鉄の武器が不足 していたのであろう。武器を補充することはできな

い。そこで仕方なく椿の本で椎 (武器)を作ったのであるc

景行天皇は中国東北地方から逃げて来て日本列島で安住の地を求めていた

のである。
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朝鮮半島南部への渡来 (遺跡より)

{1)金海大成洞古墳

申敬激氏は『巨大古墳と伽耶文化』 (角川選書)の 中で金海大成洞古墳を中

心に朝鮮半島南部 (伽耶)の文化の変化を概略次のように述べているc

O金海大成洞古墳の発掘により、次の点が明らかになった。

■第 1に 、三韓時代と三国時代の画期・時代区分、つまり狗邪韓国と金官

伽耶の画期を考古学的に明らかにできた。狗邪韓国時代は木棺墓の時代

であり、伽耶時代から木椰墓になる。

■第 2に 、木椰墓時代から支配者と被支配者の墓に明確な差があらわれ

る。支配者の墓は大型化し、副葬品埋納の専用施設である副椰まで登場

し、特定の個人に財産が集中する。

■第 3に、木椰墓の登場後、騎乗用甲冑、馬具類、各種の鉄製武器類が多

量に、普遍的にでてくるcこ の時期から比較的に大規模な征服戦争を行

うことができたことを示唆する。

■第 4に、木椰墓から殉葬の風習が確認されたこと。

■第 5に、狗邪韓国時代は環濠集落と共同墓地が隣接していた。木椰墓時

代には墓地は丘陵に移る。

申敬漱氏は木椰墓を I類、Ⅱ類、Ⅲ類に分けているc

■ I類木椰墓は墓墳の深さが 150cm前 後と浅く、長さと巾の比率は 3

対 2く らいで、平面プランの方形に近い。木椰は板で組み立てられたも

のが主で、殉葬は確認されていない。
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■Ⅱ類は I類より深く、幅が狭い。墓墳の平面プランは長方形である。殉

葬の風習が現れる。主椰では四隅に丸木柱を立て、丸木材を横に積み上

げて木椰を組み立てるc

■Ⅱ類は床面に何も施 していないⅡ類 a型 と、床面に板石状の割石を敷い

たⅡ類 b型、床面に礫石を敷いたり等間隔に石を敷いて棺台にしたⅡ類

c型の 3つ に分けられる。

■ I類は 2世紀後半から後葉までの時期

Ⅱ類 a型は4世紀前半

Ⅱ類 b型は4世紀後半

Ⅱ類 c型は 5世紀前葉

と推定される。

申氏は金官伽耶文化のルーツは北方文化に見出すことができるという。

■ I類木椰墓は中国の漢の木椰墓、直接的には楽浪の木椰墓と深い関係に

あるといえる。

■4世紀以降のⅡ類木椰墓はその系譜や性格をまったく異にしている.Ⅱ

類木椰墓は必ず丸木柱を立て、丸木材を横に積み上げて木椰をつくるc

南シベリア、あるいは蒙古北部のノイン・ウラ古墳のような北方遊牧民

族の墓制である木椰墓と特徴を同じくしている。

■Ⅱ類木椰墓から初めて殉葬習俗が認められる。

口Ⅱ類木椰墓から突然、多量に騎乗用の鉄製甲冑、馬具類が出土するよう

になる。

申氏はこのようにⅡ類木椰墓である4世紀前半から突然北方文化が伽耶地

方に現れるという。
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(2)北方文化の源流

申氏はこの北方文化の源流を夫餘に求めている。

■まず銅鎮があげられる。大成洞29号墳と47号墳から出土した銅銭は

北方式の中でもオル ドス型の銅銭に属します。しかし細かい形、あるい

は製法などの面で、オル ドス式のものとはかなり違う面があって、中国

吉林省で出土したものと非常によく似ています。大成洞の銅鎮は吉林省

で造られたものとみています。銅鍍の存在は、金海大成洞古墳群にみら

れる北方文化の直接のルーツは夫餘にあるという私の考えを裏付ける

立派な根拠であると思っています。

■Ⅱ類木椰墓の時期、すなわち3世紀の末、あるいは4世紀初めから伽耶

地域の全域に現れる北方文化は吉林省地域、すなわち夫餘の文化と関連

している。たとえば金海礼安里や金海七山洞古墳群から出土した蒙古鉢

型胃は中国吉林省楡樹老河深で出土したものと極めてよく似ている。東

莱福泉洞古墳群出土の轡や鉄矛もやはり吉林省楡樹老河深のものとま

ったく同じものです。

申氏はⅡ類木椰墓のはじまりを「 3世紀末、あるいは4世紀初め |と し、そ

の原因は夫餘が285年に鮮卑慕容魔に滅ぼされ、朝鮮半島の東海岸を南 ドし

て金海地域に上陸したのであろうと考えている。

『晋書』に夫餘国の滅亡が書いてあるの

至太康六年 (285年 )、 慕容魔のために破られる所となり、その

王依慮は自殺し、子弟は沃温を保つ。           F晋 書J

夫餘は慕容魔に敗られ朝鮮半島の東岸にある沃温へ逃げたとあるc
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(3)Ⅱ 類木榔墓は東胡か

申氏は、夫餘の人々が沃温から朝鮮半島の東海岸を南 ドして金海地方に L陸

したと考えているcし かし朝鮮半島南岸の海流は西から東へ流れている。沃温

から逃げて朝鮮半島の東岸を南下 して くると海流の関係か ら西へは進めずに

東へ行 くことになる。日本海へ向かう。よほどの目的がない限りjLlへ行 くこと

はないであろうc

四隅突出型墳丘墓が日本列島に伝わるときがそうであるc ttrllや 減の地域か

ら朝鮮半島東岸を南 下して、日本海へ出て、島根県をはじめ山陰・北陸の日本

海沿岸に上陸 している。逃亡者が朝鮮半島の東岸を下ると日本列島の山陰地方

や北陸地方に着 くはずである。 (シ リーズ②参照 )

多羅国の始祖は「演水に従いて ドるJと ある。黄海に出ている。朝鮮半島の

西岸を南下 している。朝鮮半島の西岸を南下するから海流の関係から金海地方

に流れ着 くのである。

永嘉初 (307年 )に遼東では戦乱が起こり、「百姓は流亡し、日月相継 ぐ |

とある。鮮卑慕容魔は鮮卑素連 。木津等を伐ち、遼東郡を平定 している。人々

は遼東よりさらに東へ逃げている。楽浪郡へ逃げた人も大勢居るであろう3あ

るいは直接朝鮮半島南部や日本列島へ逃げてきた人もいたであろう。

313年 に高句麗が楽浪郡を滅ぼすと鮮卑や鳥丸人の逃亡者達は朝鮮半島

南部へ逃げたの金海地域のコ類木椰墓は 3世紀の末、あるいは 4世紀初めから

伽耶地域の全域に現れるという。伽耶地方に 3世紀末ころ建国されるのは安羅

国である。安羅国は 290年 ころに建国される。金海地域の Ⅱ類木椰墓は鮮卑

や鳥丸の逃亡者がもたらしたものであろう。

申氏によると「木椰墓時代には墓地は丘陵に移る |と いう。景行天 lilの 墓で

ある皇子山 i打 墳はまさに丘陵の上にある。
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第4章 神功皇后
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神功皇后と多羅族

(1)帯 日売 (た ら しひめ )

神功皇后は息長帯日売命 (おきながたらしひめ)である (『 記』)c『紀』

は気長足姫尊 (おきながたらしひめ)と 書いている。「帯 (た らし)日 売Jは

「多羅の姫Jであろう。景行天皇と同じように神功皇后も多羅族である。神功

皇后も鮮卑か鳥丸人であり、中国東北地方からの渡来人であろう。

(2}神功皇后と宿禰王

神功皇后は「稚日本根子彦大日日天皇 (開化天皇)の曽孫、気長宿禰上の女

なり。母は葛城高額媛Jと ある (『紀J)。 「気長宿禰上の女 (娘)|と ある

から神功皇后は工女である。神功皇后は渡来人であるから父の気長宿禰王も渡

来人であろう。

『紀』は気長宿禰王を開化天皇の曽孫としているcあ たかも日本列島で生ま

れたかのように書いている。しかし開化天皇は実在性の疑わしい人物である。

気長宿禰王を開化天皇に結びつけているのは気長宿禰王が渡来人であること

を隠そうとしているからであろう。

そのやり方は崇神天皇を開化天皇の子にしているのと同様である。崇神天皇

は夫餘からの渡来人であるのそれを隠すために架空の人物である開化天皇をつ

くり、その子にしている (シ リーズ③参照)c

神功皇后の母は葛城高額媛であるという。葛城高額媛は人の日矛の子孫であ

ると『記』は書いているc
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是に天の日矛、 (中略)多遅摩 (た じま)国 に泊まる。即ちその国

に留まり、多遅摩の俣尾 (ま たお)の女、名は前津見を要りて生め

る子、多遅摩母呂須玖 (も ろすく)。 この子、多遅摩斐泥 (ひね)。

この子、多遅摩比那良岐 (ひならき)。 この子、多遅摩毛理 (も り)。

次に多遅摩比多訂 (ひたか)の (中略)多遅摩比多訂、その姪の由

良度美 (ゆ らどみ)を要りて生む子、葛城高額比売命。 (此 は息長

帯比売命の御祖なり。) 『言己』

天の日矛は渡来人であるから葛城高額比売命は渡来人の子孫ということに

なる。神功皇后は両親がどちらも渡来人ということになる。

(注 )ただし、ここに出てくる葛城高額比売命は神功皇后よりも後の時代

になる。天の日矛は崇神天皇、または垂仁天皇の時代の人である。30
0年から340年 ころの人である。『記』は葛城高額比売命は天の日矛

から5代 目であるとしている。天の日矛から5代 目は約 100年後であ

る。400年-450年 頃の人ということになる。神功皇后は389年
に50才で死去しているから神功皇后の方が葛城高額比売命よりも先

に死去していることになる。葛城高額比売命を神功皇后の母親とするこ

とはできない。

(3)「宿禰」のはじまり

気長宿禰王には「宿禰Jと いう称号がついている。気長宿禰王は渡来人であ

るから「宿禰Jは渡来人の称号であろう。

「宿禰Jが最初に登場するのは安寧天皇のときである。
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(安寧)二年正月、一書に云う、大間宿禰の女、糸井媛c [糸己i

安寧天皇は第 3代天皇である。第 3代天皇は第 12代景行天皇よりも当然前

の天皇として『記』『紀』は書いているcしか し iシ リーズ③=で述べたよう

に第 2代絵靖天皇は第 10代崇神天皇と同世代であり、第 3代安寧天皇は第 1

1代垂仁天皇と同世代である。

第 12代景行天皇は第 11代垂仁天皇と同世代であるから安寧天皇・垂仁天

皇・景行天皇は同世代であるc

「安寧紀」に「大間宿禰」が出て くる。それは景行天皇と同じ時代であり、

4世紀前半ころである。神功皇后の父 (息長宿禰王)も 同じ時代になる。

次に宿禰が登場するのは崇神天皇の時代である。大水口宿禰は「崇神紀」と

「垂仁紀Jに 出て くる。

■ (崇神)七年八月、穂積臣の遠祖、大水口宿禰

■ (垂仁)二十五年、一に云う、倭姫命 (やまとひめのみこと)、 天照大

神を神のおしえのままに丁巳年に伊勢国の渡遇宮に遷 しまつるcこ の時

倭大神、穂積臣の遠祖大水口宿禰にかかりて曰く、 (後略)  『紀』

(垂仁)二十五年の「丁巳年」は357年 である。大水口宿禰は 4世紀前半

の人である。神功皇后の父と同じ時代である。

次に野見宿禰が登場する。

(垂仁)七年七月、営麻邑 (た ぎまむら)に力の強い営麻販速 (た ぎ

まのくえはや)と いう人がいる。天皇曰く、「朕聞く、営麻販速は

天下の力士なり。この人と比べる人はいないか。」という。 一(ひ

とり)の 臣進みて曰く、「臣聞く、出雲国に勇士有り。野見宿禰と

いう。 (後略)J。
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二人は相撲を取り野見宿禰が勝つ。野見宿禰はその後大和に住み着く3野見

宿禰はまた埴輪をはじめて造った人としても有名であるc

(垂仁)三十二年七月、皇后日葉酢媛命 (ひばすひめ)莞 (み まか)

る。天皇は群臣に詔して日く、「殉死の風習はよくない。どうすれ

ばよいか。Jと いう。野見宿禰が進み出て曰く、「君王の陵に生き

たまま人を埋め立てるのはよくないc」 といい、出雲国から百人の

土部 (は じべ)を連れてきて、埴 (土 )で人・馬、および種々の物

の形を作り天皇に献じる。その土物を始めて日葉酢媛命の墓に立て

る。この土物を号 して埴輪という。 (中略)野見宿禰は土部連 (は

じのむらじ)等の始祖なり。 『糸己』

垂仁天皇の時代は王が死ぬと人を生きたまま墓に埋める殉死の風習があっ

た。垂仁天皇は夫餘族である。夫餘には殉死の風習があったことを『三国志』

は伝えている。

野見宿禰は殉死の代わりに埴輪を墓に立てた。これ以降殉死の風習は無くな

ったという。

野見宿禰は「垂仁紀」に出てくる。垂仁天皇の在位は319年 -341年 こ

ろであり、やはり4世紀前半である。

「宿禰」が登場するのを年代順に並べると次のようになる。

■崇神天皇の時代

大水口宿禰

(285年 -318年 )

■垂仁天皇の時代  (安寧天皇、景行天皇の時代)319年 -341年

大間宿禰、野見宿禰、武内宿禰

■神功皇后の時代  (364年 -389年 ころ)

斯摩宿禰
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「宿禰」は崇神天皇の時代 (4世紀初めころ)か ら登場する。それ以前の日

本列島には宿禰の称号は無い。宿禰の称号は 4世紀初めころから突然、しかも

各地に一斉に現れる9野見宿禰は出雲であり、大間宿禰は磯城であり、武内宿

禰や斯摩宿禰は九州である。

4世紀の初め頃は日本列島にはまだ統一王朝は存在 していないcし たがって

「宿禰 Jと いう称号は日本列島の王権がつけたものではない。宿禰の称号は渡

来人の称号である。渡来人が渡来する前にすでに付いていた称号である。した

がって「宿禰Jの称号は渡来人がもたらしたものである。「宿禰Jがついてい

る人は渡来人である。野見宿禰 も、神功皇后の父親である虐、長宿禰王も、武内

宿禰 も、斯摩宿禰 もみな渡来人である。

2  四世紀の渡来人

(1)崇神天皇の時期の渡来人

1記』『紀Jに は多 くの渡来人が出てくる。ここでは 4世紀の渡来人につい

てみてみようc

まず崇神天皇の時代 (4世紀初頭)の渡来人である。

■ (垂仁)二年、一に云う、御間城天皇 (崇神天皇)の世に額に角有る人、

一船に乗 り、越国の笥飯 (け ひ)浦に泊まれりc故、その処を号 して角

鹿 (つぬが)と いうなりc問いて日く、「どこの国の人か Jと ,対えて

日く、「意富加羅国王の了‐、名は都怒我阿羅斯等 (つ ぬがあらしと)|

という3
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■ (中 略)その神石は美麗な童女に化 (な )る。 (中略)童女忽ちに失せ

ぬ。 (中 略)求める所の童女は難波に詣で、比売語曽社神 (ひめごそし

ゃの神)と為る。且つ、豊国国前郡に至りまた比売語曽社の神と為る。

並びに二処に祭られる。                  『紀』

御間城天皇 (崇神天皇)の世に角鹿 (つぬが =福井県敦賀市)に 加羅の王子

である都怒我阿羅斯等 (つぬがあらしと)が渡来 している。

新羅からは比売語曽社 (ひめこそ社)の神が渡来 して、難波と豊前の国東 (く

にさき)に祭られたとある。

崇神天皇の在位は 285年 -318年 であるか らこれ らの渡来人が渡来 し

たのは 318年 より以前である。 4世紀のはじめころである。この時期に朝鮮

半島南部から盛んに日本列島へ渡来人がきている。

永嘉初 (307年 )に遼東は戦乱となり、 |百姓は失業 し、流亡す _と あるc

この時多 くの人々が朝鮮半島南部へ逃げてきている。朝鮮半島南部の先住民は

これらの渡来人に追い出されて日本列島へ逃げて来たのではないだろうか。日

本列島へ渡来 してきた人の中には
「
意富加羅国王の子、名は都怒我阿羅斯等 |

がいる。「意富加羅Jは「大加羅 :であり、伽耶地方のことであろうc l「」羅

斯等 (あ らしと)」 は「安羅人 (あ らひと)Jである。安羅人は 290年 ころ

に安羅国を建国 しているcそ の安羅人が今度は追い出されて日本列島へ逃げて

きているのである。

{2)垂仁天皇の時期の渡来人

垂仁天皇の時代になると天日槍 (あ めのひぼこ)が渡来する。

日 (垂仁)三年二月、新羅の王子、天日槍 (あ めのひばこ)来帰 (も うけ)

り。



■一に云う、初め天日槍、艇に乗り、播磨国に泊まり、穴栗邑に在り。(中

略)天 日槍、菟道 (う じ)河 よりさかのぼり北の近江国の吾名 (あ な)

邑に入り暫く住む。また近江より若狭国を経て西の但馬国に到り、則ち

住むところを定める。                   『紀』

新羅の王子である天日槍は播磨へ来る。そこから宇治・琵琶湖をまわり、若

狭から但馬に移る。 (垂仁)三年とあるから320年 ころのことであろう。

313年に高句麗は楽浪郡を滅ぼす。この時多くの逃亡者が朝鮮半島南部ヘ

来て先住民を追い出したのであろう。「新羅の王子、天日槍Jと あるが神功皇

后が「新羅征伐」をしたのは新羅ではなく朝鮮半島南部の地域である (第 4

部)。 この新羅も朝鮮半島南部であろう。 1天 日槍Jとあり、「天Jは天孫民

族 (天族)を表す。天族は朝鮮半島南部にいた (シ リーズ①参照)。

天日槍は楽浪郡からの逃亡者に追い出されて日本列島へ逃げてきて安住の

地を求めて播磨へ来たのであろう。しかし安住の地を得られずに日本列島をめ

ぐり最後に但馬国に落ち着いたのであろう。

景行天皇が渡来してきたのもこの時期である。

(3)4世紀後半の渡来人

仲哀天皇・神功皇后 。応神天皇の時代にも多 くの渡来人が来ているc和気

(別 )・ 宿禰の称号が付 く人は渡来人であるc

(仲哀)  元年……慮髪の蒲見別王 (仲哀天皇の異母弟 )

(仲哀)  九年……武内宿禰、中臣鳥賊津使主、鴨別、田裳見宿禰

(神功)  元年……倉見別、五十狭茅宿禰

(神功)四十六年……斯摩 (志摩)宿禰

(神功)四十九年……荒田別、鹿我別

■

■

■

■

■
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■ (応神)  三年……大濱宿禰、紀角宿禰、羽田矢代宿禰、石川宿禰、

平群木菟宿禰

■ (応神)  九年……甘美内宿禰

■ (応神)十 五年……巫別

■ (応神)十 六年……的戸田宿禰

■ (応神)二 十年………阿知使主、都加使主、他 (多数 )

■ (応神)二十二年……御友別、稲速別、浦凝別

仲哀天皇・神功皇后 。応神天皇の時代にはこのように多くの「宿禰Jや「和

気 (別 )Jの称号のつく渡来人が来ている。

阿知使主は十七縣の人々を連れて渡来 したとある8上記の渡来人達も一人で

逃げて来たのではなく多くの人とともに来ているのであろう。

仲哀天皇の崩年千支は壬成年であり、崩年は362年である。応神天皇の崩

年千支は甲午年であり394年である。4世紀中ごろから後半にかけても多く

の渡来人が来ている。

神功皇后と鮮卑

(1)慕容鋭 と高句麗の戦い

4世紀前半から中ごろにかけて中国東北地方では鮮卑と高句麗が争う。

333年に鮮卑の慕容魔が死去し、慕容針が後を継ぐと、慕容鋭はさかんに

遼東方面へ侵出し、高句麗を攻める。
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(故国原王)九年 (339年 )、 燕王銚来たり侵す。

『三国史記』高句麗本紀

燕王銚とは慕容銚のことである。 342年 に慕容銚はまた高句麗を撃つЭ

高句麗王91謂慕容鋭軍之従北路也、乃遣其弟武統精鋭五萬距北置、

窮率弱卒以防南陳。翰興金」戦千木底、大敗之、乗勝遂入丸都c釧単

馬而遁。銚掘ell父 利墓、載其F井其母妻珍宝、掠男女五萬餘日、焚

其宮室、毀丸都而帰。

明年、91遣使称臣於銚、貞其方物、乃帰其父
「

1。 1晋書 J

(訳 )高句麗王911は慕容鋭の軍は北路より攻めてくるであろうとい

う。乃ち其の弟の武を遣わし、精鋭五萬を統いて北置を距がしむ。

身]ら は弱卒を率いて以て南陳を防ぐ。慕容翰は釧と木底で戦い、大

いにこれを敗る。勝に乗 じ遂に丸都 (高句麗の都)に入る。,1は単

(ひ と)り 馬で遁げる。慕容鋭はellの 父乙弗利の墓を掘り、其のF(し

かばね)井せて其の母、妻、珍宝を戴き、男女五萬餘口を掠え、其

の宮室を焼き、丸都を毀して帰る。

明年、91は使いを遣わし、慕容鋭に臣と称 して、其の方物を貢き、

乃ち其の父のFを もらって帰る。

高句麗は慕容鋭の侵略に敗れ、王はひとり逃げる。慕容挑は高句麗上の墓を

暴き王の父の屍を取り出し、王の母や妻を略奪して帰るとあるc

慕容銚はその後も高句麗、および夫餘を攻める。

慕容烙攻高句麗南蘇、克之、置成 1籠 帰.(永和)14F、 造共 lli子 偶

興烙率騎萬 L千、東襲夫餘、克之、慮其王、及部衆五高餘日以還 c
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(訳 )慕容悟は高句麗の南蘇を攻め、これに克ち、成 (じ ゅ=国境を

守る兵)を置き而して帰る。 (永和)三年 (347年 )、 其の世子

儒と烙を遣わし、騎萬七千を率いて、東に夫餘を襲う。これに克ち、

其の王、及び部衆五萬餘口を慮にして還る。

鮮卑の慕容氏はさかんに遼東の東 (高句麗や夫餘)ま で攻めている。

{2)百済人と「木」姓

百済に「木J姓の人がいる。

(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、木満到は是れ木羅斤資、新羅を討つときその国の

婦人を要り生む所なり。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』

木満到は木羅斤資の子であり、木羅斤資が新羅を討った時に新羅の婦人に生

ませた子であるという。新羅を撃つときのことは (神功)四十九年条にある。

(神功)四十九年二月、荒田別・鹿我別を以て将軍と為す。則ち久氏

等と共に兵を勒 (と との)へ渡り、卓淳国に至り、将に新羅を襲う↑

(中 略)即ち木羅斤資 (百済の将なり)。 沙沙奴脆に命 じて精兵を領

いて沙白・蓋慮と共に遣わす。ともに卓淳に集まり新羅を撃ち、こ

れを破る。
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木羅斤資は「百済の将軍なりJと ある。木羅斤資は百済人である。

「木羅Jと 「木Jは姓であろう。木満到は木羅斤資の子であるから 1木羅 J

と「木」は同じ姓であろう。百済に「木 (羅)Jを姓とする人がいる。

{3}鮮卑 と「 木 」姓

鮮卑族には「木Jを姓とする人が多い。鮮卑・慕容l■

~の
祖父の名は木延であ

る。「木」姓であろう。

『晋書』には「木津」が出てくる。

永嘉初、慕容魔自称鮮卑大革千。遼東太守魔本以私憾殺東夷校尉李

葉、附塞鮮卑素連、木津等託為葉報灘、 (中 略)是 日、率騎討連・

津、大敗斬之。 (後略)             F晋 書』載記

「素連J「木津 Jは「連J「津Jと 略されているから名前が「連」 1津 Jで

あり、姓は「素J「木Jであろう。やはり鮮卑に「木」姓の人がいる。「永嘉

の初めJと あるから307年 ころである。

(注 )『資治通鑑』には「素喜連」「木丸津Jと なっている。「木Jは 「木

丸」ともいわれたのであろう。「木丸Jは「木羅」と同じではないだろ

うか。

鮮卑人「木堤Jも いる。

咸和九年、鋭遣其司馬封奔攻鮮卑木堤千白狼、 (後略)  『晋書』
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咸和九年は 334年 である。鮮卑の木堤が出て くる。鮮卑の慕容鋭は同じ鮮

卑の木堤を攻撃 している。鮮卑同十の戦いである。

「木」姓の人をまとめると次のようになる。

■鮮卑慕容魔の祖父 木延      「木 J姓

■鮮卑       木津 (木丸津) 「木 1姓

■鮮卑       木堤      「木」姓

「木」姓は鮮卑族に多い。 1木Jは 「木羅_と 同じであるから 1木羅Jも鮮

卑族であろう。

木羅斤資は鮮卑族であり、中国東北地方から百済へ逃げてきたのであろう3

中国東北地方から朝鮮半島へ鮮卑や鳥桓の 1木 (羅)| ・「阿羅J・ 「多羅 J

を姓とする人が逃げてきている。日本列島にも「多羅」を姓とする人が来てい

る。景行天皇や神功皇后である。

{4}神功皇后の渡来時期

仲哀天皇と神功皇后は最初は角鹿 (つぬが)に来ている。仲哀天皇は巡狩に

出るがその途中で熊襲征伐をすることを決め神功皇后を角鹿から穴門へ呼び

寄せる。

(仲哀)二年二月、角鹿に幸す。二月、天皇、南国を巡狩する。 (中

略)熊襲、叛きて朝貢せず。 (中 略)使いを角鹿に遣わ し、皇后に

勅 して曰く、「その津より発 して穴門で逢おう」という。  『糸己』

「角鹿に幸すJと ある。 しか し何処から角鹿に来たのかが書かれていない。

仲哀天皇や神功皇后は何処から「角鹿Jへ来たのであろうか。
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神功皇后は 1多羅の姫 1で あり渡来人である。おそらく中国東北地方から角

鹿へ来たのであろう。『紀』はそれを隠しているのである。

仲哀天皇は穴門の豊浦に来て神功皇后と出会い豊浦宮に 7年 もいる。

■ (仲哀)二年六月、皇后、角鹿より発 して行き、淳田門 (ぬたのみなと)

に至1り 、船上にて食す。 (中 略)七月、皇后、豊浦津に泊まる。 (中 略)

九月、宮室を穴門に興 して居すЭこれを穴門豊浦宮というc

■ (仲哀)八年正月、筑紫へ幸す。 (中 略)俳縣に到り以て橿 日宮に居す c

『紀』

神功皇后は (仲哀)二年七月に穴門の豊浦に来て、九月には仲哀天皇と穴門

に豊浦宮を建てて居すとある。ところが熊襲征伐のために筑紫の橿 日宮に行 く

のは (仲哀)八年である。 7年間も穴門豊浦宮にいるの

仲哀天皇は巡狩の途中で熊襲征伐をすることを決めている。それほど早急に

熊襲を撃つ必要があったのであろう。ところが 7年間も穴門の豊浦宮にいて熊

襲征伐をしていない。それは熊襲征伐が目的ではないからであろうc仲哀人皇

は安住の地を探 していたのではないだろうか6

神功皇后は中国東北地方から逃げてきている。角鹿に来たが安住の地を得る

ことができずに穴門へ行ったのであろう。穴門に 7年間住み着いたがここでも

永住することをあきらめたのであろう。さらに九州へ行 く。そこでたまたま熊

襲と戦うことになったのであろう。

仲哀天皇は 362年 に熊襲との戦いで戦死 している。その前に穴門の豊浦宮

に 7年居るから神功皇后が角鹿に来たのは350年 ころであろうc慕容鋭が高

句麗や夫餘を攻めていた時期 (342年 、347年 )に近い。神功皇后は慕容

既に伐たれて日本列島へ逃げてきたのではないだろうかc中国東北地方から逃

げてきて角鹿に流れ着いたのであろうЭその後北部九州に安住の地を求めて熊

襲と戦い 364年 に貴国を建国 したのであろうの
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