
はじめに

「磐井の乱」後の「日本の歴史」については研究があまりなされてい

ない。「磐井の乱」 (復元 531年 )に より物部色鹿火は筑紫君 (倭国)

を伐ち「筑紫より以西」 (北部九州)の地を支配する。天子になり「殷

到 (531-535年 )」 年号を建てている。

敏達天皇も物部氏であり、『先代旧事本紀』の十四世物部大市御狩

連公である。その子の十五世物部大人連公 (押坂彦人大兄皇子)は『隋

書』倭国伝に「倭王の姓は阿毎、字は多利思北孤」と出てくる。

物部氏は『先代旧事本紀』の「天つ物部」であり、「天 (あ ま)」

は「阿毎 (あ ま)」 である。倭国 (敏達天皇)の本拠地は福岡県鞍手

郡。「日出処天子」は倭王の多利思北孤であり、聖徳太子ではない。

物部守屋は十四世大市御狩連公 (敏達天皇)の弟である。 587年

に蘇我馬子に殺される。蘇我馬子の本拠地は肥前の三根郡である。「石

川の宅」の「石川」は三根郡を流れる寒水川 (し ょうずがわ)である。

その東を山ノ内川が流れている。「飛鳥河」である。その東の丘陵

(養父郡北茂安町東尾)が「古代の飛鳥」である。飛鳥の岡本宮 。川原

宮・板蓋宮は「肥前の飛鳥」にあった。上宮王家の本拠地である。

591年 に上宮王家は肥前の飛鳥に王権を樹立する。法隆寺金堂の

釈迦三尊像光背銘にある上宮法皇である。聖徳太子は上宮法皇の長子で

あり、宝皇女 (皇極天皇、斉明天皇)は上宮法皇の孫である。

「乙巳の変」は「肥前の飛鳥」で起きている。

2004年 1月
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第 1部 古代の肥前



第 1章 肥前の貴国



1  熊襲征伐と貴国

(景行)十二年十一月、日向国に到り、行宮 (か りみや)を起 (た )

てて居す。是を高屋宮という。

十二月、熊襲を討つことを議 (はか)る。是に天皇、群卿に詔して

曰く、「朕聞く、襲国に厚鹿文 (あ つかや)・ 進鹿文 (さ かや)と
いう者有り。是の両人は熊襲の渠帥 (ひ とごのかみ=首長)な り。

衆類多 し。是を熊襲の八十集帥 (た ける)と いう。その鋒 (ほ こさ

き=戦力)はあたるべからず (勢いが盛んであること)。 (中略)

４

，

(1)熊襲 征伐

現在の「日本の歴史」は「貴国」を認めていない。国民は貴国が存在 したこ

とも知らない。貴国は日本の古代国家形成の基盤となる重要な国である。

貴国は神功皇后が熊襲征伐をして樹立した国である。「古代史の復元④『四

世紀の北部九州と近畿』」に詳述している。その要点は次の通りである。

『古事記』『日本書紀』によると景行天皇・日本武尊・仲哀天皇・神功皇后

の4人は熊襲征伐をする。

景行天皇の熊襲征伐は福岡県行橋市に上陸して国道 201号線とほぼ同じ

陸路を通り田川市へ行き、飯塚市から三郡山地を越えて博多湾へ出ている。こ

の間には土蜘蛛は出てくるが熊襲は出てこない。土蜘蛛と熊襲は民族が異なる

のであろう。

博多湾から日向国へ来る。日向国は福岡市西区である。景行天皇はここに高

屋宮を建ててはじめて熊襲を伐つ。



何か鋒刀 (武器)の威をかりずに座して其の国を平定する方法はな

いだろうか。」というO             『日本書紀』

一人の家臣の進言により、熊襲臭帥の二人の娘 (市乾鹿文 (いちふかや)と

市鹿文 (いちかや))を編して熊襲集帥に酒を飲ませて酔せ、弓の弦を切らせ

る。そこへ兵を派遣 して熊襲泉帥を殺す。これが景行天皇の熊襲征伐である。

景行天皇の熊襲征伐は師し討ちである。

(景行)十二年五月、悉く襲国を平定す。因りて高屋宮に居すことす

でに六年なり。                 『日本書紀』

景行天皇は熊襲征伐をして日向の高屋宮 (福岡市西区)に住み着いている。

景行天皇の熊襲征伐の地は福岡市西区である。

日本武尊 (やまとたけるのみこと)は熊襲の川上泉帥 (た ける)を伐つ。川

上は地名であり、『和名抄』にある肥前国基昇郡 (佐賀県三養基郡基山町)の

「川上」である。

■肥前国基難郡  姫社・山田・基婢 (木伊)。 川上 。長谷  『和名抄』

日本武尊も少女に変装して熊襲の川上泉帥を編し討ちにしている。

仲哀天皇は福岡県の橿日宮で熊襲と戦い戦死 している。

景行天皇 。日本武尊・仲哀天皇は中国の東北地方から戦乱を避けて逃げてき

た渡来人である。日本列島に永住する土地を探して先住民と戦った。これが「熊

襲征伐」である。

渡来人は逃亡者であるから兵器が不足する。鉄製の武器は補充することがで

きない。そこで景行天皇は椿の木で木槌を作り、これを兵器にしている。この

ような状態であるから先住民 (土蜘蛛や熊襲)と正面から戦うことはできな

い。そこで蝙し討ちをしている。



(2)神功皇后の熊襲征伐

神功皇后 も中国東北地方か らの逃亡 者である。角鹿 (つぬが 二福井県敦賀

市)に渡来 してその後筑紫の橿 日宮に来 る()と ころが橿 日宮では仲哀天皇が熊

襲に殺 される。神功 ::L后 は安全な土地を求めて橿 日宮を出る。

(仲哀九年 二月)皇后、熊鷲を撃たんと欲し、橿日宮より松峡宮 (ま

つおのみや)に遷る。時に瓢風 (つむじかぜ)が忽ち起こり、御笠

が風に堕 (お と)さ れる。故、時人、其の処を号して御笠 (みかさ)

という()

層増岐野 (そ そきの)に至り、即ち兵を挙げて羽白熊鷲を撃ち、こ

れを滅ぼすc左右に謂いて日く、 1熊鷲を取り得て、我が心は則ち

安 (やす)じ サとc故、其の処を号して安 (やす)と いう。

転じて山門縣 (や まとのあがた)に至り、則ち土蜘蛛の田油津媛 (た

ぶらつひめ)を誅す。時に田油津媛の兄夏羽 (な つは)、 軍を興し

迎え来る。然るに其の妹が誅されたことを聞いて逃げる。

四月、北へ火前日 (肥前日)の松浦縣に到る。 1雨 して王 ll自 里の小河

の側で進食す(,(中 略)共の処を号して梅豆羅国 (めずらのくに)

という。今、松浦というのは訛 (な ま)れるなり。  『日本書紀』

橿 日宮を出て御笠 (筑 前の御笠郡御笠)を通り、安 (福 岡県朝倉郡夜須)で
熊襲を伐つのさらに筑後へ来て上蜘蛛を伐つ()そ の後北へ向かい佐賀県の松浦

に来る。熊襲を伐ったのは安 (夜須)だけである。

景行天皇・日本武尊・仲哀天皇・神功皇后の 4人はチi員 襲征伐をするがその範

囲は筑前と肥前である。熊襲はこの範囲に居た。熊襲は北部九州に居た先住民

である。熊襲は南九州にいたのではない。



熊襲が居たところは地名として残っている。地名に 1隈」が付くのは熊襲が

居たところである3筑前と肥前に多い。

○熊襲が居た地域 (「 隈」の付 く地名 )

・福岡県糟屋郡……大隈

。福岡市………金隈・月隈・ 七隈・千隈

。大野城市……雑倉向隈

・筑紫野市……隈  (熊襲 =狗奴国の中心地 )

。朝倉郡………篠隈・山隈

・甘木市・̈・……小隈・隈江

・小郡市………乙隈・山隈・横隈

・三井郡………山隈

・佐賀県三養基郡……中津隈

・佐賀県神埼郡……松隈

景行大 11・ 日本武尊・仲哀天皇 。神功皇后による熊襲征伐の地は図に示す地

域であるc

図 1 景行天皇・日本武尊・仲哀天皇・神功皇后の熊襲征伐の地
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{3)貴国の建国

神功皇后は熊襲征伐をして貴国を建国する。朝鮮半島南部の情報からそれを

知ることができる。

(神功)四十六年 (366年 )二月、斯摩宿禰 (し まのす くね)を卓

淳国に遣わす。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、東方に日本責国有りと聞く。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。   『日本書紀』

神功皇后は斯摩宿禰(し まのすくね=筑前国志摩郡)を朝鮮半島の卓淳国(た

くじゅん)に遣わす。すると卓淳国王は「甲子年 (364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」とある。神功皇后は熊襲を伐ち「責国」を建国して

いる。建国されたばかりであるから朝鮮半島南部の卓淳国でさえも貴国がどこ

にあるかを知らないと答えている。貴国は甲子年 (364年 )に神功皇后が熊

襲征伐をして北部九州に建国した国である。 (古代史の復元④『四世紀の北部

九州と近畿』参照)

しかし現在の「日本の歴史」は「貴国」が存在したことを認めていない。



(4)貴国の将軍

貴国は百済へ将軍を派遣する。

(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。 日本書紀』

百済王は貴国の天皇に礼を失 した。貴国は将軍を派遣 して責める。すると百

済国は王を殺 して謝すとある。貴国は強力な国である。それにもかかわらず現

在の「日本の歴史」は「貴国」を認めていない。

このときの貴国の天皇は武内宿禰である。『古事記』は派遣 した将軍等を武

内 (建内)宿禰の子としている。

建内宿禰の子、井せて九。男七、女二。

波多八代宿禰は波多臣、林臣、波美臣、星川臣、淡海臣、長谷部君

の祖なり。

次に、許勢小柄宿禰は許勢臣、雀部臣、軽部臣の祖なり。

次に、蘇賀石河宿禰は蘇我臣、川辺臣、田中臣、高向臣、小治田臣、

桜井臣、岸田臣等の祖なり。

次に、平群都久宿禰は平群臣、佐和良臣、馬御機連等の祖なり。

次に、木角宿禰は木臣、都奴臣、坂本臣の祖なり。 (中略)

次に、葛城長江曽都毘古は玉手臣、的臣、生江臣、阿芸那臣等の祖

なり。 (後略)             『古事記』「孝元記」

貴国の将軍の名は『古事記』と『日本書紀』で次のようにな っている。
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□貴国の将軍

『古事記』

・波多八代宿禰

・許勢小柄宿禰

。蘇賀石河宿禰

・平群都久宿禰

。木角宿禰

貴国は364年に神功皇后が建国した国である。ところが 372年 ころに武

内宿禰は神功皇后を追い出して自ら責国の天皇 (最高実力者)になる。

神功皇后は逃げて瀬戸内海を通り、淀川を遡り、奈良県の佐紀に住み着く。

後に佐紀盾列古墳群に埋葬される。

『古事記』は貴国の将軍等を武内宿禰の子としているが、武内宿禰の子では

なく武内宿禰の臣下 (将軍)である。

将軍等は神功皇后とともに中国東北地方から戦火を避けて逃げてきた人々

である。日本列島に永住する土地を求めて渡来した。先住民である熊襲と戦い

その領土を奪って「貴国」を建国した。したがって貴国の領域は熊襲が居た筑

前と肥前である。将軍等は筑前と肥前に住み着いている。

平群 (へ ぐり)都久 (つ く)宿禰は『古事記』に「平群 (へ ぐり)臣、佐和

良 (さ わら)臣、馬御機連等の祖」とある。『和名抄』の筑前国早良郡に「早

良 (さ わら)。 平群」がある。

■筑前国早良郡  毘伊・能解 。額田・早良・平群 。田部   『和名抄』

平群都久 (木菟)宿禰は筑前国早良郡を本拠地にしている豪族 (将軍)であ

る。今の福岡市西区である。景行天皇が熊襲征伐をしたところである。熊襲が

居た地域が貴国の将軍の本拠地になっている。
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『日本書紀』

羽田矢代宿禰

巨勢小柄宿禰

蘇我石川宿禰

平群木菟宿禰

紀角宿禰



紀角宿禰 (木角宿禰)は肥前国基昇 (き い)郡の将軍 (豪族)であろう。『和

名抄』の肥前国基難郡に基昇 (木伊)がある。

■肥前国基昇郡  姫社・山田・基昇 (木伊)。 川上 。長谷  『和名抄』

基昇 (木伊 =き い)は「紀伊」であり、「紀」である。紀角宿禰の「紀」で

ある。今の佐賀県三養基郡基山町が紀角宿禰 (木角宿禰)の本拠地であろう。

近 くに「川上」がある。川上は日本武尊が熊襲征伐をしたところである。や

はり熊襲が居た地域が貴国の将軍の本拠地になっている。

許勢 (こ せ)小柄宿禰は肥前国佐嘉 (佐賀)郡 巨勢の豪族であろう。許勢 (こ

せ)は巨勢 (こ せ)である。

■肥前国佐嘉郡  城埼・巨勢・深溝・小津・山田 『和名抄』

許勢 (こ せ)小柄宿禰の本拠地は今の佐賀市巨勢町であろう。

石川宿禰 (蘇賀石河宿禰)の本拠地は肥前の三根郡である (後述)。

このように貴国の将軍は筑前と肥前に本拠地がある。筑前と肥前が貴国の領

域である。

○貴国の将軍と本拠地

■紀角宿禰 (木角宿禰)・ …………肥前国基婢郡基昇郷

■羽田矢代宿禰 (波多八代宿禰)・ ……肥前国三根郡、また養父郡

■蘇我石川宿禰 (蘇賀石河宿禰)・ ……肥前国三根郡 (後述)

■木菟宿禰 (平群都久宿禰)・ ……筑前国早良郡平群郷

■許勢 (巨勢)小柄宿禰…………肥前国佐嘉郡巨勢郷

貴国の将軍には「宿禰」の称号が付いている。「宿禰」は中国東北地方で用

いられていた称号である。宿禰の称号が付いている将軍は中国東北地方から逃
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げてきた渡来人である。日本列島に渡来して先住民 (土蜘蛛、熊襲)を伐ち、

住み着いてそこを本拠地にしている。 (古代史の復元④『四世紀の北部九州と

近畿』参照)

貴国の将軍は肥前に多い。武内宿禰の時代には肥前が貴国の中心である。

図 2 神功皇后の熊襲征伐ルー トと貴国の宿禰

玄  界

日宮

い【、
9ヽ/

CO

ヽ

筑後川

図 2 神功皇后の熊襲征伐ルー トと貴国の宿禰
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2  葛城襲津彦と肥前

(1)葛城襲津彦の本拠地

葛城襲津彦 (そ つひこ)も武内宿禰 (建内宿禰)の子であるという。

建内宿禰の子、井せて九。男七、女二。 (中略)

次に、葛城長江曽都毘古は玉手臣、的臣、生江臣、阿芸那臣等の祖

なりo                       『古事記』

葛城長江 (ながえ)曽都毘古 (そつひこ)は葛城襲津彦である。葛城襲津彦

は新羅へ派遣される。

■ (応神)十四年 (403年 )、 是歳、弓月君、百済より来帰 (く )る。

因りて奏して曰く、「臣、己の国の人夫百二十縣を領いて帰化す。然る

に新羅人の拒ぐにより皆加羅国に留まる。」という。ここに葛城襲津彦

を遣わし弓月の人夫を加羅に召す。然るに三年を経ても襲津彦は帰って

来ない。

日 (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。 (中略)こ こに木菟宿禰等、精兵を進めて新羅の境に荏 (のぞ)

む。新羅王、愕 (お じ)て其の罪に服す。乃ち弓月の人夫を率いて襲津

彦と共に来るo                 『日本書紀』
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葛城襲津彦は貴国の将軍等とともに帰国している。葛城襲津彦は貴国の将軍

の一人として活躍している。葛城襲津彦の本拠地は肥前にあるのであろう。『和

名抄』をみると肥前に葛木がある。

■肥前国三根郡  千栗 。物部 。米多 。財部 。葛木 『和名抄』

葛木は葛城である。

葛城長江曽都昆古の「長江」は中国の長江 (楊子江)と同じように大きな川

をいうのであろう。筑後川である。葛城長江曽都昆古の本拠地は筑後川の近く

の肥前の三根郡葛木であろう。葛城襲津彦は肥前の三根郡葛木の人である。

(2)葛城襲津彦と宿禰

貴国の将軍には「宿禰」という称号が付いている。ところが葛城長江曽都毘

古 (葛城襲津彦)に は「宿禰」の称号がない。

□貴国の将軍

。波多八代宿禰 (羽 田矢代宿禰 )

。許勢小柄宿禰 (巨勢小柄宿禰 )

・蘇賀石河宿禰 (石川宿禰 )

。平群都久宿禰 (木菟宿禰)

。木角宿禰 (紀角宿禰 )

・葛城長江曽都昆古 (葛城襲津彦)

「宿禰」は中国東北地方の称号である。葛城長江曽都昆古 (葛城襲津彦)に

「宿禰」の称号が付いていないのは葛城襲津彦は渡来人ではなく在地の豪族で

あろう。「襲津彦」の「襲」は「熊襲」の「襲」である。葛城襲津彦は肥前国
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三根郡葛木地方に居た熊襲ではないだろうか。神功皇后が熊襲征伐をした時に

葛城襲津彦は神功皇后に服従したのではないだろうか。その後貴国から信頼さ

れて貴国の将軍となり活曜したのであろう。 (古代史の復元④『四世紀の北部

九州と近畿』参照 )

(3)葛城襲津彦と高宮

葛城襲津彦は (神功)五年に新羅へ派遣される。

(神功)五年二月、新羅王、汗膿斯伐 (う れしほつ)。 毛麻利叱智 (け

まりしち)。 富羅母智 (ほ らもち)等を遣わし朝貢する。例 りて先

の質微叱許智伐早を返 したまわむの情有り。 (中略)因 りて葛城襲

津彦を副 (そ )えて遣わす。共に対馬に到り、鉦海 (さ ひのうみ)

の水門に宿る。時に新羅の使者毛麻利叱智等、ひそかに船及び水手

(か こ)を分 (く ば)り 、微叱 (許智)伐早を載せて新羅に逃がしむ。

(中 略)襲津彦、即ち欺かれたことを知り、新羅の使者二人を捉えて

檻中に納めて火を以て焚き、而して殺す。乃ち新羅に詣り、踏輔 (た

たら)津に次 (や ど)り 、草羅 (さ わら)城を抜いて還る。この時

の件人 (と りこ)等は今の桑原・佐靡 (さ び)。 高宮・忍海、凡そ

四邑の漢人等の始祖なりo           『日本書紀』

新羅は微叱許智伐早を人質に出していた。その人質を返 して欲 しいと要求す

る。そこで葛城襲津彦をつけて送 り返すことにした。ところが対馬まで来ると

新羅の使者は微叱許智伐早を新羅へ逃がす。襲津彦はそれを知 り、新羅の使者

二人を捕 らえて檻に入れて火をつけて焼き殺す。さらに新羅へ渡り草羅 (さ わ

ら)城を抜いて件人 (と りこ)を連れて還ったという。「この時の件人 (と り

こ)等は今の桑原・佐靡・高宮・忍海、凡そ四邑の漢人等の始祖なり」とある。
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これらの四邑は大和であるといわれている。大和に「高宮」「桑原」「忍海」

という地名があるc

■大和国葛上郡  日置 。高宮 。牟婁・桑原・上鳥・下鳥 。太坂 。楢原・

神戸・餘戸

■大和国忍海郡                     『和名抄』

大和国には「忍海郡」があり、葛上郡 (奈良県葛城地方)に は「高宮」「桑

原」がある。葛城襲津彦は存人 (と りこ)を大和に連れて帰ったといわれてい

る。

この話は「神功紀」にある。しか し「神功紀」の年代は (神功)四十六年 (3

66年 )以降でないと信頼できない。それ以前は記述も前後 しているし、年代

も定かではない。 (神功)五年の年代は不明である。 (古代史の復元④『四世

紀の北部九州と近畿』参照)。

ところが幸いにも同じ話が『三国史記』にある。

■ (実聖尼師今)元年 (402年 )二月、倭国と好 (よ しみ)を通ず。以

て奈勿王の子未斯欣 (み しきん)を質と為す。

(訥祇麻立千)二年 (418年 )秋、王の弟未斯欣、倭国より逃げて還

るc                       ['三 国史記』

未斯欣は『日本書紀』の微叱許智伐早であるという。『三国史記』により「 (神

功)五年」は418年であることが判明する。

418年は倭の五王の時代である。倭の五王は筑紫君である。葛城襲津彦は

筑紫君の命令により新羅へ派遣されている。したがって葛城襲津彦は筑紫君の

本拠地である筑後へ帰ってくるはずである。

葛城襲津彦の本拠地は肥前の三根郡葛木である。筑紫君の本拠地は筑後であ

る。葛城襲津彦が連れ帰った仔人 (と りこ)は肥前か、筑後に住まわせるであ
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ろう。件人が最初に安置された「桑原・佐靡・高宮・忍海」は筑後か肥前にあ

ると思われる。

葛城襲津彦はその後肥前の三根郡葛木から大和へ移住する。大和に葛城とい

う地名が誕生するのはそのためである。葛城襲津彦が大和へ移住 したとき「桑

原 。佐靡・高宮・忍海」の件人等も一緒に移住したのであろう。そのため大和

に「桑原・佐靡・高宮・忍海」という同じ地名ができたのである。「この時の

件人 (と りこ)等は今の桑原・佐靡 。高宮・忍海、凡そ四邑の漢人等の始祖な

り」とある。「今の桑原 。佐靡 。高宮・忍海」とは大和の四邑のことである。

{4)葛城襲津彦と仁徳天皇

仁徳天皇の皇后は葛城襲津彦の娘磐之媛である。

■ (仁徳)二年二月、 (仁徳天皇)磐之媛命を立てて皇后と為す。

(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。母は磐之媛命という。         『日本書紀』

■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。此の天

皇、葛城之曽都昆古の女石之日売命を嬰りて御子大江之伊邪本和気命を

生む。                       『古事記』

『古事記』には「大雀命」とあり、『日本書紀』には「大鰐鵜天皇」とある。

仁徳天皇である。「葛城之曽都昆古」は葛城襲津彦であり、「石之日売」は磐

之媛である。「伊邪本和気 (い ざほわけ)」 は「去来穂別 (い ざほわけ)」 で

あり、履中天皇である。仁徳天皇は葛城襲津彦の娘磐之媛を要り、履中天皇を

生んだとある。

仁徳天皇は葛城襲津彦の娘を妾り、肥前に住んで居た。その後倭国に追われ

て難波 (大阪)へ移り高津宮を建てて住み着く。仁徳天皇は肥前から難波 (大
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阪)へ逃げて来た人である。 (古代史の復元④『四世紀の北部九州と近畿』参

照 )。

{5)磐之媛と葛城高宮

仁徳天皇は肥前から逃げて来て難波 (大阪)に住み着く。その後まもなく八

田皇女を姿り宮中に入れる。皇后の磐之媛は怒り、仁徳天皇と離別して淀川を

遡り木津川に来る。そこで次の歌を詠む。

■ (仁徳)三十年、即ち那羅山を越えて葛城を望み、歌って曰く、

つぎねふ 山背河を 宮のぼり 我がのぼれば 青丹よし 那羅を過ぎ

小楯 (おだて)倭 (や まと)を過ぎ 我が見が欲し国は 葛城高宮 我

が家のあたり                    『日本書紀』

山背河は木津川である。磐之媛は仁徳天皇と別れて淀川を遡り木津川まで来

るが寂 しさから故郷を思い「葛城の高宮にある我が家を見たい」と詠ってい

る。

「葛城高宮」は奈良県御所市の葛城であるといわれている。しかし磐之媛は

奈良県の葛城には一度も住んだことはない。磐之媛は葛城襲津彦の娘である。

故郷は肥前の三根郡葛木である。磐之媛は仁徳天皇と共に肥前から難波へ来て

いる。しかし近畿地方へ来ても難波以外には住んでいない。磐之媛が言う「葛

城高宮の我が家」とは肥前の三根郡葛木である。

磐之媛の「我が家」は肥前の三根郡の「葛城高宮」にある。父葛城襲津彦の

本拠地は「肥前の三根郡葛木の高宮」であることが判明する。

「高宮」は葛城襲津彦が新羅から連れてきた件人を安置したところである。

「桑原・佐靡・高宮・忍海」とある。葛城襲津彦は存人を自分の家の近 くに住

まわせている。そのため葛城襲津彦が大和 (葛城)へ逃げたとき件人も一緒に
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大和へ移ったのである。その他の「桑原・佐靡・忍海」も肥前の三根郡葛木の

「高宮」の近くにあるのであろう。このように肥前の三根郡葛木地方に「桑原・

佐靡・高宮・忍海」がある。

(注 )磐之媛の歌にある「那羅山 (な らやま)」 も従来の比定地は間違って

いる。岩波書店の『日本書紀』の頭注には「那羅山」は「奈良市北郊、奈良坂

付近の丘陵」とある。しかし那羅山は石清水八幡神社のある男山である。崇神

天皇は「那羅山に登り軍 (い くさだち)す」とある。崇神天皇は中国東北地方

から逃げてきて定住する土地を求めて淀川を遡って来た。次にどちらへ行こう

かと判断するために一番見晴らしのよい那羅山 (男 山)に登ったのである。『和

名抄』の山城国久世郡に「那羅」がある。男山の麓には今も京都府八幡市上奈

良、下奈良がある。ここが「那羅」である。 (古代史の復元③『神武・崇神と

初期ヤマ ト王権』参照 )

磐之媛も崇神天皇と同じく淀川を遡って来て、住むところを何処にしようか

と判断するために那羅山 (男 山)に登ったのである。
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第2章 肥前の桧限
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1  阿知使主と肥前

(1)阿知使主の渡来

『日本書紀』によると阿知使主 (あ ちおみ)は (応神)二十年に渡来する。

■ (応神)二十年九月、倭漢直の祖阿知使主が其の子都加使主、並びに己

の黛類 (と もがら)十七縣を率いて来帰 (く )る。   『日本書紀』

阿知使主 (あ ちおみ)はその後中国の呉 (宋王朝)へ派遣される。

■ (応神)二十七年二月、阿知使主・都加使主を呉に遣わし、縫工女を求

めじむ。

■ (応神)四十一年二月、天皇、明宮に崩ず。是月、阿知使主等、呉より

筑紫に至る。時に胸形大神、工女等を乞う有り。故、兄媛を以て胸形大

神に奉る。是則ち、今筑紫国に在る御使君の祖なり。すでにして其の三

婦女を率いて以て津国に至り、武庫に及ぶ。而して天皇、之に崩じ、及

ばず。                     『日本書紀』

阿知使主は (応神)四十一年に帰って来る。

『日本書紀』の「応神紀」の年代は間違っている。「古代史の復元④『四世

紀の北部九州と近畿』」でその年代を復元した。

■ (応神)二十年  =
■ (応神)四十一年 二

412年 ころ

426年
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「応神紀」の天皇とは倭王讃である。阿知使主は412年ころに渡来 し、そ

の後呉 (宋王朝)に派遣される。阿知使主は中国からの渡来人であるから中国

語が話せる。そのため宋王朝へ派遣されたのであろう。

阿知使主は426年に帰国する。その直前に倭王讃は崩 じる (古代史の復元

④『四世紀の北部九州と近畿』)。

阿知使主等が帰国した所が問題である。「津国に至り、武庫に及ぶ」とある。

津国は摂津国であり、武庫は『和名抄』の「摂津国武庫郡武庫郷」であるとい

われている。今の兵庫県尼崎市付近である。阿知使主等は摂津を通り、難波を

経て大和へ帰ってきたという。

しかし5世紀は倭の五王の時代である。倭の五王は筑紫君である (古代史の

復元⑤『倭の五王と磐井の乱』)。 阿知使主は倭王讃の命令で呉へ派遣されて

いる。帰ってくるところは筑後である。「武庫」は筑紫君の本拠地の近くにあ

るはずである。

(2)武庫

武庫 (む こ)は (応神)三十一年条にも出てくる。

(応神)三十一年八月、因りて船を造らしむ。是を以て諸国は一時に

五百船を貢上げる。悉く武庫水門に集める。

是時に当たり、新羅の調使、共に武庫に宿す。ここに新羅の亭に忽

ち出火す。即ち之を引いて衆める船に及ぶ。而して多くの船を焚く。

是により新羅人を責める。新羅王、之を聞いて恐れ大いに驚き、乃

ち能き匠者を貢ぐ。是、猪名部等の始祖なり。   『日本書紀』
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(応神)三十一年は復元した年代では424年 ころである。倭の五王の時代

である。倭の五王は筑紫君である。献上された五百艘の船は筑紫君の本拠地で

ある筑後付近に集められるであろう。筑後付近で五百艘の船を停泊できるのは

筑後川である。武庫は筑後川にあると思われる。

(3)武庫の港

『万葉集』に武庫の歌がある。

住吉 (すみのえ)の得名津 (えなつ)に立ちて見渡せば武庫の泊ゆ、出

づる船人             『万葉集』 (巻三 二八三番)

「住吉の得名津に立って見渡すと、武庫の泊まりを出る船人が見える」とい

う意味であろう。「武庫の泊まり」とあるから港である。住吉から武庫の港を

出る船人が見えるという。

従来の解釈では住吉は大阪であり、得名津は大阪市住吉南部としている。岩

波書店の『万葉集』の頭注には「『和名抄』の摂津国住吉郡に榎津 (以奈豆 )

とある。」として、さらに「武庫の泊ゆ」について「榎津から大阪湾を隔てて

直線距離三里。従ってよく見渡される」とある。

三里は 12kmで ある。12km先の船人を見ることができるだろうか。大

阪の住吉から兵庫県の武庫川に居る人は見えない。従来はこのような非科学的

な解釈をして地名を比定している。このような解釈が「日本の古代史」を歪め

てきたといえる。

筑後川の左岸の福岡県大川市に住吉町があった。現在はその地名は無くなっ

ているようであるが、ここには今も榎津 (えなつ=得名津)がある。「住吉」

は大川市の住吉であろう。筑後川の対岸の少し上流に佐賀県佐賀郡諸富町諸富
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津 (も ろどみつ)がある。港として有名である。「武庫」は諸富津であろう。

住吉の榎津から諸富津は見渡すことができる。

図 3 住吉町 (榎津)と諸富津  「佐賀南部」 (国土地理院 平成 ¬0年 7月

28日 発行 )

図4 江戸時代の筑後の住吉  (『郷土資料事典 福岡県』 (人文社))

住吉には今も住吉神社があり、筑後川に向かって鎮座している。その側に川

があり、少し入ったところに榎津 (得名津)がある。『万葉集』のこの歌は筑

後川の左岸の筑後の住吉の榎津から右岸の肥前の諸富津 (武庫)を詠った歌で

ある。

倭王 (筑紫君)に献上された五百艘の船はこの諸富津 (武庫)付近に係留さ

れていたのであろう。

阿知使主が呉から帰るとき「津国に至り、武庫に及ぶ」とある。阿知使主は

肥前の武庫 (佐賀県諸富町)に上陸している。筑紫君の本拠地は筑後である。

何故阿知使主は肥前に上陸したのであろうか。それは帰国の報告をするべき天

皇 (筑紫君=倭王讃)が直前に死去したからであろう。阿知使主はひとまず自

宅に帰ったのである。阿知使主は肥前の人であろう。阿知使主は渡来して肥前

に住み着いている。
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(4)津国

阿知使主が呉から帰るとき「津国に至り、武庫に及ぶ」とある。「津国」は

摂津国であるといわれてきた。しかし阿知使主は有明海を通り、筑後川に入

り、武庫 (諸富津)に上陸している。瀬戸内海は通らない。津国は摂津国では

ない。

阿知使主は呉から長崎に来て、島原半島を回り、有明海に入り、筑後川の佐

賀県諸富町諸富津 (武庫)に上陸している。「津国」はこの間にある。

津国は島原半島であろう (後述)。 阿知使主等は「津国に至り、武庫に及ぶ」

とある。島原半島 (津国)をまわり筑後川に入り、武庫に上陸している。
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2  阿知使主と村主 (す ぐり)

(1)阿知王

阿知使主は『新撰姓氏録』 (逸文)では阿智王となっている。阿智王は漢人

であり、中国から戦火を逃れて渡来している。中国の戦乱を避けて多くの漢人

が朝鮮半島の高句麗・百済 。新羅に逃げてきた。阿智王はそれらの人々を日本

列島に喚ぶように天皇に奏言する。『新撰姓氏録』逸文は次のように書いてい

る。

姓氏録第二十三巻に曰く、阿智王

誉田天皇の御世、本国の乱を避け、母並びに妻子、同母弟迂興徳、

七姓の漢人等を率いて帰化する。 (中略)天皇、その来たる志を衿

(あ われ)み、阿智王を号して使主と為す。働りて大和国桧隈郡郷を

賜り、之に居す。時に阿智使主、奏して言う、臣、入朝の時、本郷

の人民は往きて離散す。今聞く、遍 (あ まね)く 高麗 。百済 。新羅

等の国に在りと。望むらくは使いを遣わし、喚び来るを請う。天皇、

即ち使いを遣わし之を喚ぶ。

大鶴鵜天皇の御世、落 (村落)を挙げて随い来る。今の高向村主 。

西波多村主・平方村主 。石村村主・飽波村主・危寸村主 。長野村主・

倅加村主・茅沼山村主・高宮村主・大石村主・飛鳥村主・西大友村

主・長田村主・錦部村主・田村村主 。忍海村主・佐味村主・桑原村

主 。白鳥村主・額田村主・牟佐村主・甲賀村主・鞍作村主・播磨村

主・漢人村主 。今来村主 。石寸村主・金作村主・尾張吹角村主等、

是其の後なり。             『新撰姓氏録』逸文
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阿智王は誉田天皇 (応神天皇)の御世に中国の戦乱を避け、母・妻子・弟、

L姓の漢人を率いて日本に帰化 し、阿知使主になったとある。

|~仙 りて大和国桧隈郡郷を賜 り、之に居す |と ある。阿知使主は大和に居住

地を与えられて住み着いたという。

(2)大和の桧隈

阿知使主が渡来したのは大和の桧隈であるといわれている。『和名抄』をみ

ると大和国高市郡に桧隈 (比乃久木 =ひのくま)がある。

■大和国高市郡

賀美

巨勢・波多・遊部・桧隈 (比乃久末)。 久米・雲梯・

『和名抄』

『続 日本紀』も阿知使主について次のように書いている。

(宝亀)三年 (772年 )四月、正四位下近衛員外中将兼安藝守勲三

等坂上大忌寸苅田麻呂等言う、「桧隈忌寸を大和国高市郡司に任ず

る元の由は先祖の阿知使主が軽嶋豊明宮駅宇天皇 (応神天皇)の御

世に十七県の人夫を率いて帰化す。詔して高市郡桧前村を賜いて居

らしむ。凡そ高市郡内は桧前忌寸及び十七県の人夫が地に満ちて居

す。他姓の者は十にして一二なり。        『続日本紀』

大忌寸 (おおいみき)の坂上苅田麻呂が言うには、先祖の阿知使主が応神天

皇の御世に十七県の人々を率いて帰化し、大和国高市郡桧前村を賜り居住 し

た。高市郡内は桧前忌寸 (いみき)と十七県の人々で満ちており、他姓の人は
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10の内 1、 2であるという。高市郡は中国からの渡来人で 8割から9割 を占

めているとあるc

阿知使主の 予孫である坂上苅田麻呂は、阿知使主は十七県の人々を率いて大

和国高市郡桧前 (ひのくま)村に渡来 したと述べている。阿知使主が大和国 (奈

良県)高市郡桧隈に渡来 したというのは歴史学の常識になっている。

しか し阿知使主は呉へ派遣されて帰るとき「津国に至り、武庫に及ぶ」とあ

る。阿知使主は佐賀県諸富町諸富津 (武庫)に上陸しているc阿知使主は肥前

の人である。阿知使主は渡来 して肥前に住んでいるc

(3)肥前の桧隈

「桧隈」という地名は肥前にもある。身狭村主青は呉 (宋王朝)へ派遣され

て筑後へ帰ってくる。

■ (雄略)八年 (464年 )二月、身狭村主青・檜隈民使博徳を呉国に使

わす。

■ (雄略)十年 (466年 )九月、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泥麻呂の大の為に噛まれて死ぬとい

う。)是により水間君、恐怖し、憂愁して自ら黙することあたわず。鴻

十隻と養鳥人を献じ、以て罪を贖うことを請う。天皇、許したまう。

冬十月、水間君が献じた養鳥人等を以て軽村・磐余村の二所に安置す。

■ (雄略)十二年 (468年 )、 身狭村主青と檜隈民使博徳を呉に使わす。

日 (雄略)十四年 (470年 )正月、身狭村主青等、呉国の献じた手末の

才伎、漢織・呉織及び衣縫の兄姫・弟姫等をひきいて住吉津に泊まる。

是月、呉の客の道を為 (つ く)り 、磯歯津路に通う。呉坂と名づく。
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二月、臣連 (おみむらじ)に命 じて呉の使いを迎える。即ち呉人を桧隈

野に安置す。因りて呉原と名づ く。         『日本書紀』

464年-470年 の出来事である。倭の五王の時代である。倭王は筑紫君

である。身狭村主青は呉に派遣されて筑後に帰って来る。筑後川に上陸したの

であろう。水間君 (筑後の三瀦)の大に鶴を噛まれている。身狭村主青は筑紫

君の本拠地である八女へ行くために三瀦に上陸している。

二回目の呉からの帰国では「住吉津に泊まる」とある。大阪や博多にも住吉

はあるが、これは筑後川の住吉であろう。ここから真っ直ぐ東へ行 くと八女市

である。筑紫君の本拠地である。身狭村主青は筑後川の住吉に上陸して筑紫君

の待つ八女へ向かったのである。

同じ年の (雄略)十四年 (470年 )二月に呉から使者が来る。「呉人を桧

隈野に安置す」とある。呉 (宋王朝)か らの使者を「桧隈」に住まわせている。

呉 (宋王朝)と 交流しているのは倭の五王であり、筑紫君である。呉 (宋 )の

使者は筑紫君のところへ来ている。使者を迎えて最初に泊めるところは筑後の

住吉か、肥前の武庫であろう。「桧隈野」は筑後か、肥前にあるはずである。

「桧隈野」は大和ではない。

身狭村主青とともに呉へ派遣された人に「檜隈民使博徳」がいる。「桧隈」

が付く。「桧隈」は地名であろう。「桧隈の住民である使者の博徳」という意

味であろう。檜隈民使博徳もやはり筑後か、肥前の人であろう。

470年ころ「桧隈」という地名は筑後か、肥前にあった。

『新撰姓氏録』逸文をよく見ると、阿知使主は「働りて大和国桧隈郡郷を賜

り、之に居す」とある。「桧隈郡郷」となっている。大和国の「桧隈」は「郷」

であり、「郡」ではない。桧隈は「大和国高市郡桧隈郷」である。これを「郡

郷」でいえば「高市郡郷」となる。「桧隈郡郷」とはいわない。『新撰姓氏録』

の「佛りて大和国桧隈郡郷を賜り、之に居す」という記述はおかしいことにな

る。この文章は疑わしい。
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「桧隈」のように「隈 (く ま)」 の字がつく地名は筑前や肥前に多い。熊襲

が居たところである。熊襲は狗奴国であり、狗奴 (ク ナ)が「隈 (ク マ)」 と

なり、「熊襲 (ク マソ)」 になったのである。 (古代史の復元④『四世紀の北

部九州と近畿』参照 )

熊襲は筑前と肥前に居た。「桧隈」も熊襲が居たところの地名であろう。筑

前か、肥前にあるはずである。呉からの使者は筑後川に上陸している。したが

って「桧隈」は肥前であろう。

「桧隈 (ひのくま)」 は「桧前 (ひのくま)」 とも書く。坂上苅田麻呂の奏

言にも「桧前村」とある。「前」を「くま」と読んでいる。しかしこの読みは

漢和辞典にはない。

「桧前」は「肥前」ではないだろうか。 5世紀には「桧隈」であった。後に

「肥前 (国 )」 となる。人々は正式な地名としては「肥前 (ひぜん)」 と書く

ようになったが、音のまま「桧隈 (ひのくま)」 と言ったのであろう。「肥前」

と書いて「ひのくま」と解釈したのである。しかし「肥前」は「ひのくま」と

は読めない。そこで「肥前」のことを「桧前」と書いて「ひのくま」と読んだ

のではないだろうか。

阿知使主は渡来して「桧隈」の地を賜り、そこに居住したとある。阿知使主

は渡来して肥前に住んでいる。「桧隈」は肥前の桧隈である。

F新撰姓氏録』逸文には「働りて大和国桧隈郡郷を賜り、之に居す」とある

が、当時は「国や郡」は制定されていない。「大和国」は存在しない。したが

って本来は「佛りて桧隈を賜り、之に居す」となっていたのではないだろうか。

それを『新撰姓氏録』の編纂者が勝手に「大和国」と「郡郷」を付け足し、「働

りて大和国桧隈郡郷を賜り、之に居す」としたのであろう。その結果「大和国

桧隈郡郷」というおかしな記述になったのある。

阿知使主は渡来して「肥前の桧隈」に住んでいる。阿知使主は肥前の人であ

る。
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(4)身狭村主と牟佐村主

阿智王 (阿知使主)が喚んで渡来 した人の中に「
牟佐 (む さ)村主」がいる。

呉へ派遣された使者は身狭村主青である。身狭村主青の 1身狭 (む さ)」 と 1牟

佐 (む さ)_|は同じであろう。
1牟佐村主 等は大鶴鶏天皇 (仁徳天皇)の御世に渡来 したとある。仁徳天

皇は応神天皇の次の天皇である。
「
応神紀_1の 天皇は倭王讃であるから「牟佐

村主型等は次の倭王珍の時代 (427年 -442年 )に渡来 したと思われる3

(倭の五王の在位年代については「古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』」

参照 )

身狭村主青は (雄略)八年 (464年 )に呉へ派遣される。牟佐村主が渡来

して 30年後ころのことである。「牟佐村主」とは「牟佐 (村 )」 の村長であ

るの身狭村主青も「身狭 (牟佐)村」の村長であろう。身狭村主青は渡来 した

牟佐村主の Fではないだろうか。「牟佐村主」は漢人である。その子である身

狭村主青も中国語が話せるから呉へ派遣されたのであろう。

阿知使主は肥前に居住 している。阿知使主が喚び寄せた渡来人は阿知使主を

頼って肥前に渡来 したのであろうc I新撰姓氏録」|に は「大鶴鵜天皇の御世、

落 (村落)を挙げて随い来る |と ある。渡来人は阿知使主を頼って随い来てい

るc

渡来人は 1落 (村落)を挙げて随い来る」とあるから渡来前の「落 (村落)|

単位に肥前の地に配置されたのであろう。村ごとに村長である「XX村主」が

置かれたc「 XX村 ~ヒ

」は 30人いる。 30のすべてが「Xx村主」に統一さ

れているから IXX村主 」は渡来 したときに付けられた呼称であろう。それが

i'新撰姓氏録
`」

が編纂される時期まで継承されていたのである。

17 X X村 主」は
「XX村」の村長である。 「XX(村 )」 は地名である。肥

前に 30の 1~XX(村
)」 という地名が存在 したのであるc
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第 3章 肥前の飛鳥
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1  肥前の佐保と春日

(1)大伴坂上郎女

大伴坂上郎女 (おおとものさかのうえのいらつめ)は有名な歌人であり、『万

葉集』に多くの歌がある。大伴坂上郎女は大伴旅人の妹である。大伴旅人の子

に大伴家持が居る。

大伴坂上郎女の父は大伴安麻呂である。慶雲二年 (705年 )に大納言にな

り、同年十一月に大宰帥 (だ ざいのそつ)を兼任している。

『万葉集』に次のような大伴坂上郎女の歌がある。

■ (天平)七年乙亥 (735年 )、 大伴坂上郎女、尼理願の死去を悲嘆し

て作る歌一首  (巻三 四六〇番)

拷組 (た くづの)の新羅の国ゆ 人言を よじと聞きして 問い放 (さ )

くる 親族兄弟 無き国に 渡り来まして (中略)里 家は 多 (さ

わ)にあれども いかさまに 思いけめかも つれもなき 佐保の山辺

に 泣く児なす 慕い来まして布細 (し きたえ)の 宅 (いえ)をも造

り (中略)草 枕 旅なるほとに 佐保河を 朝川わたり 春日野を

背向 (そがい)に見つつ あしひきの 山辺を指して (中略)嘆 き

つつ わが泣く涙 有間山 雲いたなびき 雨に降りきや

■反歌   (巻三 四六一番)

留め得ぬ命にしあれば敷拷 (し きたえ)の家ゆは出でて雲隠りにき

右は、新羅国の尼、名を理願という。遠く王徳に感じて聖朝に帰化す。

時に大納言大将軍大伴卿の家に寄住して、既に数紀を運 (へ )た り。こ
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こに天平七年乙亥を以て忽 (に わか)に 運病に沈みて、既に泉界に趣 く。

ここに大家石川命婦、餌薬の事に依 りて有間の温泉に往きて、この喪に

会わず。

新羅から理願という尼が大伴安麻呂 (坂上郎女の父)の家に寄住していた。

その尼が死去した。大伴坂上郎女はその悲しみを歌にしている。その歌に「佐

保河」や「春日野」や「有間山」が出てくる。

大家 (大姑)の石川命婦は薬草取りか、あるいは病気療養のために「有間の

温泉」に行っていたとある。

(2)佐保

『万葉集』に「佐保」という地名が出てくる。すべて大和 (奈良県)の佐保

に比定されている。この歌も岩波書店の『万葉集』の頭注には「奈良の佐保の

あたりに大伴氏の家があった」としている。

坂上郎女は佐保に居て、尼理願が死去したのを悲しみ「わが泣く涙 有間山

雲いたなびき 雨に降りきや」と詠っている。「私の泣く涙で有間山に雲が棚

引いて雨が降っているように見える」という意味であろう。坂上郎女は佐保か

ら有間山を見ている。

奈良県の佐保からは兵庫県の有馬山 (有間山)は見えない。この歌は奈良県

で詠った歌ではない。

「有間山」は長崎県の島原半島にある雲仙岳であろう。大家 (大姑)の石川

命婦は「餌薬の事に依りて有間の温泉に往きて、この喪に会わず」とある。「有

間の温泉」は島原半島の有間温泉であろう。島原半島には今も東有間町 。南有

間町がある。大伴安麻呂の家は島原半島の有間山 (雲仙岳)が見える有明海沿

岸地域にあると思われる。
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佐賀県に 1佐保」があるc佐賀県佐賀郡大和町大字池の上字佐保である。こ

こが F万葉集」に歌われた 1佐保 |ではないだろうか。ここから雲仙岳 (有間

山)はよく見えるの近 くに嘉瀬川が流れている。 1佐保河 」は嘉瀬川であろう。

図 5 佐賀県の佐保と春日 (「佐賀北部」 (国土地理院 平成 ¬0年 7月 2

8日 発行))

(3):春 日

「春日=も F万葉集』によく出て くる。これも従来はすべて奈良県の春 日に

比定されているcしか し大伴坂上郎女の歌に出て くる「春日野」はやはり肥前

であろう。佐賀県佐賀郡大和町大字久池井 (く ちい)字春日がある。北には「春

日山」もあるc

島原半島の有間温泉へ行き、尼理願の葬儀に間に合わなかったという大家の

石川命婦も
~春

日野 を歌っている。

()石川郎女の歌 ‐首 (即 ち佐保大伴の大家ぞ)  (巻 四 五 ‐八番)

■春日野の山辺の道を恐 (お そり)な く通いし君が見えぬころかも

1佐保大伴 とは大伴安麻呂であるの大伴家は佐賀県大和町佐保にあり、そ

の東北に春 日がある。石川郎女 (命婦)は佐保から春日野を詠っている。

春 日には後に肥前国府が置かれる。肥前国分寺や国分尼寺も建立される。肥

前の一等地であるc
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図 5 佐賀県の佐保と春 日 (「佐賀北部」 (国土地埋院 平成 10年 7月 2

8日 発行))
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(4}奈良県佐保と佐賀県佐保

大伴安麻呂の妻は巨勢郎女である。巨勢は『和名抄』の肥前国佐嘉郡巨勢で

あろう。今の佐賀市巨勢町である。佐賀市巨勢町の北西に大和町があり、佐保

や春日がある。大伴家の近くに妻の実家がある。

大伴安麻呂は705年に大納言に任命されて奈良県の佐保に住む。そこで

「佐保大納言」といわれるようになる。

「佐保」という地名が奈良県と佐賀県にある。どちらも大伴安麻呂が居住 し

たところである。これは偶然の一致ではないであろう。奈良県の佐保は『古事

記』『日本書紀』に「沙本昆古王の乱」がある。「沙本 (さ ほ)」 は「佐保」

であろう。四世紀前半ころの事件である。奈良県の佐保の方が地名としては早

くからある。

佐賀県の佐保はもともとは佐保という地名ではなかったのであろう。大伴安

麻呂が奈良に上京して「佐保大納言」といわれるようになり、佐賀県の大伴安

麻呂の家を「佐保大納言の家」というようになったのであろう。その後そこが

「佐保」という地名になったのではないだろうか。

大伴安麻呂は平城京遷都 (710年 )後に奈良県の佐保に住むので佐賀県大

和町の佐保は710年以降に付けられた地名であろう。

(注 )大伴安麻呂は和銅七年 (714年 )に死去する。大伴安麻呂が奈良県

佐保に住んでいたのは 5年たらずである。その後大伴旅人、大伴家持がそこに

住む。
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2  『万葉集」の飛鳥

(1)大伴坂上郎女の上京

大伴坂上郎女の父大伴安麻呂は慶雲二年 (705年 )に大納言となり、同年

十一月に大宰帥 (だ ざいのそつ)を兼任する。大伴安麻呂は京へ上る。娘の坂

上郎女も同行する。『万葉集』に次の歌がある。

□ (慶雲二年)冬十一月、大伴坂上郎女、 (大宰)帥の家を発ち、上道じ

て筑前国宗形郡名児山を越える時、歌一首を作る。 (巻六 九六二番)

■大汝 (おおなむち)少 彦名 (す くなひこな)の 神こそは 名づけ始

(そ )めけめ 名のみを 名児山と負いて わが恋いの千重の一重も慰

めなくに

□同じく坂上郎女、京へ向かう海路に浜の員を見て作る歌一首  (巻六

九六四番 )

■わが背子に恋いせば苦 し 暇あらば拾いて行かむ恋忘貝

□ 冬十二月、大宰帥大伴卿が京へ上る時、娘子の作る歌二首   (巻 六

九六五、九六六 )

■凡 (おお)な らばかもかも為 (せ )むを恐 (か しこ)み と振り痛き袖を

忍びてあるかも

■倭道 (やまとじ)は雲隠りたり然 (しか)あれどわが振る袖を無謹 (な

め)し と思うな

右は、大宰帥大伴卿、大納言を兼任 して京に向かい上道す。 (後略)
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□大納言大伴卿の和 (こ た)える歌二首  (巻六 九六七、九六八)

■倭道の吉備の児嶋を過ぎて行かば筑紫の児嶋思ほえむかも

■大夫と思えるわれや水茎の水城の上に涙払わむ

「大伴坂上郎女、 (大宰)帥の家を発ち、上道して筑前国宗形郡名児山を越

える時、歌一首を作る」とある。大伴坂上郎女は父 (大宰帥)の家を発ち、筑

前国宗形郡名児山を越えている。九州からの上京である。父の大伴安麻呂も

「 (筑紫の)水城」を通り、「吉備の児嶋」を経て上京している。やはり九州

からの上京である。父の大伴安麻呂の家は九州にある。大伴坂上郎女は父の伴

をして佐賀県佐賀郡大和町佐保から奈良へ上京している。

{2)肥前の飛鳥

上京した坂上郎女は奈良の都を見物する。元興寺を見て次の歌を作る。

□大伴坂上郎女、元興寺の里を詠む歌一首   (巻 六 九九二番 )

■故郷 (ふるさと)の飛鳥はあれど あおによし平城 (な ら)の明日香を

見らくし好 (よ )し も

(訳 )故郷の飛鳥はあるけれども平城 (奈良)の明日香を見るのは好い

ものだ

大伴坂上郎女は肥前から上京して奈良県の明日香に来ている。このとき「故

郷の飛鳥はあるけれども」と歌っている。肥前に「飛鳥」があるという。

大伴坂上郎女は705年に奈良へ上京している。肥前の飛鳥はそれよりも前

から存在 している。肥前の飛鳥が奈良の飛鳥よりも先に存在 しているのであろ

う。河内の飛鳥は「近つ飛鳥」であり、大和の飛鳥は「遠つ飛鳥」である。肥
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前から見て大和は「遠い飛鳥」という意味であろう。肥前の飛鳥が本 (も と)

の飛鳥「本飛鳥」ではないだろうか。

{3)明 日香の島

『万葉集』に「明日香」を詠った歌がある。

□長屋王の故郷の歌一首  (巻三 二六八番)

■わが背子が古家の里の明日香には千鳥鳴くなり島待ちかねて

右、今案ずるに明日香より藤原宮に遷りし後に、この歌を作るか。

岩波書店の『万葉集』の頭注にこの歌の大意がある。

(大意)あ なたの古い家のある明日香の里には、千鳥が鳴いているの

が聞こえる。美しい林泉を求めかねて。 (都が移って家々が荒れは

ててしまったから。)

「明日香」は奈良県飛鳥 (明 日香)であるとしている。

しかしここには「千鳥鳴くなり島待ちかねて」とある。「島を待ちかねる」

とは「島が出現するのを待っている」という意味である。千潮により海や川の

水が引いて干潟 (島 )が出現する。それを待っているのである。千潟には鳥の

餌が沢山ある。千鳥は千潟が出現するのを待ちかねて鳴いているという意味で

ある。

この歌は海の無い奈良県の歌ではない。「右、今案ずるに明日香より藤原宮

に遷りし後に、この歌を作るか」とあるが、これは誤りであろう。歌の真意を

掴んでいない。『万葉集』が編纂されるときにはすでにこの歌がどこで詠われ
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た歌かもわからなくなっている。「長屋王の故郷の歌」とあるが、これさえも

あやしい。

有明海は千満の差が激しい。奈良時代には現在の筑後川よりもかなり上流ま

で海であった。筑後川には多くの千潟ができたであろう。「古家の里の明日香」

とは肥前の明日香 (飛鳥)である。この歌もまた肥前に「飛鳥 (明 日香)」 が

あったことを伝えている。
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3  近つ飛鳥・遠つ飛鳥と本飛鳥

{1)近つ飛鳥・遠つ飛鳥の誕生

河内の飛鳥は「近つ飛鳥」であり、大和の飛鳥は「遠つ飛鳥」である。『古

事記』に「近つ飛鳥」、「遠つ飛鳥」の誕生が書いてある。

(履 中天皇)本 (も と)、 難波宮に座す時、大嘗 (おおにえ)に座し

て豊の明かりを為すとき、大御酒に酔い、大いに御寝したまう。こ

こにその弟の墨江中王 (住 吉仲皇子)、 天皇を取ろうとして火を大

殿につける。ここにおいて倭漢直 (や まとのあやのあたい)の祖阿

知直は (天皇を)盗み出して御馬に乗せて倭 (や まと)へ幸 (い )

でまさしむ。 (中 略)

故、その地を号して「近つ飛鳥」と謂う。上りて倭 (や まと)に到

り詔して曰く (中 略)。 故、その地を号して 1遠つ飛鳥 (と おつあ

すか)」 という。故、石上神宮に参出て (中 略)。 天皇、ここに阿

知直を始めて蔵官に任じ、糧地を給う。       『古事記』

阿知直とは阿知使主である。阿知使主は肥前の人である。阿知使主は肥前か

ら河内 (住吉)に逃げて来ている。

河内を「近つ飛鳥」と名付け、大和へ逃げるとそこを「遠つ飛鳥」と名付け

ているc肥前の飛鳥を元にして名付けているのであろう。肥前の飛鳥が「本飛

鳥」である。

『日本書紀』では阿知使主は平群木菟宿禰等と共に登場する。
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(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。          『日本書紀』

平群木菟宿禰は貴国の将軍である。筑前の早良郡平群 (福岡市西区)の豪族

である。筑紫君 (倭の五王)に追われて阿知使主や履中天皇 (太子)と共に九

州から河内へ逃げて来る。

阿知使主はおそらく貴国と親密な関係をもっていたのであろう。そのため貴

国の将軍とともに河内へ逃げて来たのであろう。

河内を「近つ飛鳥」と名付け、大和を「遠つ飛鳥」と名付けている。おそら

く履中天皇か、阿知使主が肥前の飛鳥に住んでいたのであろう。その地名に因

み「近つ飛鳥」、「遠つ飛鳥」と名付けたのである。

このように『古事記』を見ても肥前の飛鳥が「本飛鳥」であることがわかる。

肥前の飛鳥から「近つ飛鳥」、「遠つ飛鳥」が生まれたのである。

(2)本飛鳥と飛鳥村主

阿知使主が喚んで渡来した漢人の中に「飛鳥村主」がいる。飛鳥村の村長で

ある。肥前に「飛鳥」村が存在 している。

阿知使主はこれらの漢人を呼び寄せた後に肥前から河内へ逃げてさらに大

和へ逃げている。大和の飛鳥は肥前の飛鳥よりも後にできている。やはり肥前

の飛鳥が「本飛鳥」である。

大伴坂上郎女は705年 ころにこの肥前の飛鳥を「故郷の飛鳥」と詠んでい

る。
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{3)幻の大和三権

従来は、4世紀末にはすでに大和には大和王権が存在 したとしている。大和

三権は日本列島を支配しているという。そうであれば大和には大和王権の都が

あるはずである。

ところが履中天皇や阿知使主は河内から大和へ逃げて来て大和を「遠つ飛

鳥」と名付けている。「遠つ飛鳥」とは「都から離れた遠い地方 (田舎)の飛

鳥」という意味であろう。大和王権の都が存在していたのであれば大和を「遠

つ飛鳥」とは名付けないはずである。大和を「遠つ飛鳥」と名付けているとい

うことは大和には大和王権といわれるような王権が存在 していなかった証拠

である。

『古事記』には「故、石上神宮に参出て (中略)。 天皇、ここに阿知直を始

めて蔵官に任じ、糧地を給う」とある。阿知使主は蔵官に任命されて領地を与

えられている。

大和王権が存在 しているのであれば大和は大和王権の領上である。逃亡者で

ある履中天皇が領土を奪い、それを阿知使主に与えるようなことはできないで

あろう。この記述からみても大和には王権は存在 していなかったことがわか

る。

履中天皇や阿知使主が大和へ逃げて来たのは 5世紀の前半ころである。5世

紀前半ころでも大和には大和王権と言われるような王権は存在 していない。

仁徳天皇・履中天皇・允恭天皇等は北部九州からの逃亡者である (古代史の

復元④『四世紀の北部九州と近畿』)。 それを『古事記』『日本書紀』はあた

かも大和王権の天皇であるかのように書いている。従来はそれをそのまま信 じ

て仁徳天皇・履中天皇・允恭天皇を大和王権の天皇であるとして 5世紀前半に

は大和王権が存在していたと解釈してきたのである。
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