
第 3章 推古天皇
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1  推古天皇と小墾田

(1)推古天皇の即位

推古天皇は豊浦宮で即位する。

(推古)即位前紀 (592年 )十二月、皇后、豊浦官に於いて天皇位

に即く。                    『日本書紀』

「豊浦宮」は肥前の三根郡葛木の豊浦である。推古天皇は肥前の三根郡葛木

で即位 している。

推古天皇が即位したのは崇峻天皇が蘇我馬子に殺されて空位が続いたから

であるという。

(推古)即位前紀 (592年 )、 幼い時は額田部皇女という。姿色は

端麗で、進み止めるに軌を制す (物事を処するのに乱れがない)。

年十八歳にして立ち淳中倉太玉敷天皇 (敏達天皇)の皇后と為る。

三十四歳のとき淳中倉太玉敷天皇崩ず。三十九歳のとき泊瀬部天皇

(崇峻天皇)五年十一月、天皇、大臣馬子宿禰の為に殺される。嗣位

は既に空。 (中略)十二月、皇后、豊浦宮に於いて天皇位に即く。

『日本書紀』

『日本書紀』は推古天皇は敏達天皇の皇后であると書いている。「年十八歳

にして立ち淳中倉太玉敷天皇 (敏達天皇)の皇后と為る」とある。
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しかし推古天皇は「豊王権」の人である。推古天皇は豊王権の王として即位

している。

敏達天皇は阿毎王権の天皇である。推古天皇が敏達天皇の皇后であるならば

敏達天皇が死去した後、豊王権の王として即位するはずはないであろう。阿毎

王権に対して反逆することになるからである。

推古天皇が敏達天皇の皇后であるというのは「万世一系」にするための『日

本書紀』の捏造である。

(2}小墾田宮へ遷る

推古天皇は小墾田宮へ遷る。

(推古)十一年 (603年 )十月、小墾田宮に遷る。 『日本書紀』

推古天皇は豊浦宮から小墾田宮へ遷る。小墾田宮は蘇我稲目の「小墾田の

家」のある肥前の養父郡の小墾田である。推古天皇は蘇我稲目 (祖父)の本拠

地へ移っている。

豊浦はその後蘇我蝦夷の本拠地となり、蘇我蝦夷は「豊浦大臣」と呼ばれる

ようになる。推古天皇は豊浦の地と蘇我氏の小墾田の地を交換している。

(3)推古天皇の墓

推古天皇は息子の竹田皇子の墓に埋葬するように遺詔する。
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(推古)三十六年 (628年 )九月、天皇、群臣に遺詔して曰く、「 (中

略)其れ朕の為に陵を興 (たて)て厚 く葬 (はぶ)る ことなかれ。

便 (ただ)に竹田皇子の陵に葬るべし」という。竹田皇子の墓に葬

るo                     『日本書紀』

『古事記』は大野の岡の上に埋葬されたと書いている。

豊御食炊屋比賣命 (推古天皇)。 御陵は大野の岡の上に在り。後に

科長の大陵に遷す。                『古事記』

推古天皇は「大野の岡の上」に埋葬されて、後に「科長の大陵に遷」された

という。蘇我馬子は「大野の丘の北」に塔を建てている。

(敏達)十四年 (585年 )二月、蘇我大臣馬子宿禰、塔を大野の丘

の北に起 (た )て、大会 (だ いえ)の設斎 (おがみ)をする。即ち

(司馬)達等が前に獲た所の舎利を以て塔の柱頭に蔵 (お さ)む。

『日本書紀』

蘇我馬子の本拠地は肥前の三根郡の石川であり、蘇我稲目の本拠地は肥前の

養父郡の小墾田である。塔は蘇我氏の本拠地に建てられる。「大野の丘」は肥

前の三根郡か、養父郡である。

推古天皇の小墾田宮は肥前の養父郡にある。墓は本拠地に造られる。推古天

皇が埋葬されたという「大野の岡」は肥前の養父郡であろう。「大野の丘」は

鳥栖市の朝日山から三養基郡北茂安町に至る丘陵であろう。

推古天皇はこの丘陵のどこかに埋葬されて後に磯長陵に改葬されたのであ

る。
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2  推古天皇と豊王権

(1)用明天皇以降の王位争い

584年 に敏達天皇が死去すると585年 に用明天皇が肥前の基昇郡の磐

余に王権を樹立する。586年 には天子となり和重年号を建てる。ところが和

重二年 (587年 )に穴穂部皇子に殺される。

○用明天皇の在位

■585年   即位

■586年   和重元年

■587年   和重二年

年号を建てる

穴穂部皇子に殺される

穴穂部皇子は用明天皇を587年 4月 15日 に殺すが、587年 6月 に蘇我

馬子に誅殺される。穴穂部皇子は王位を奪って 2ヶ 月後に殺されている。

〇穴穂部皇子の乱

■587年 4月 15日 、穴穂部皇子、用明天皇を殺す。

■587年 6月 、蘇我馬子、穴穂部皇子を誅殺する。

穴穂部皇子が殺されると崇峻天皇が即位する。

(崇峻)即位前紀 (587年 )八月、炊屋姫尊と群臣と天皇を勧めて

天皇位に即く。

(中略)是月、倉梯に宮つくる。
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(崇峻)元年 (588年 ) 『日本書紀』

崇峻天皇は587年 8月 に即位している。ところが崇峻天皇は592年に蘇

我馬子に殺される。

(崇峻)五年 (592年 )十月、山猪を献じる有り。天皇、猪を指し

て詔して曰く、「何時か此の猪の頸を断つ如く朕が嫌いな人を断つ」

という。多 く兵使を設けること常より異なること有り。蘇我馬子宿

禰、天皇の詔した所を聞いて己を嫌うことを恐れる。償者 (やから

びと)を招き衆めて天皇を就 (こ ろ)すことを謀る。

十一月、馬子宿禰、群臣を詐 (い るわ)り て曰く、「今日、東国の

調 (みつぎ)を進 (たてまつ)る 」という。乃ち東漢直駒をして天

皇を獄 (こ ろ)さ しむ。是の日、天皇を倉梯岡陵に葬る。

『日本書紀』

崇峻天皇の在位は588年 -592年 である。

崇峻天皇が殺されて空位が続いたので推古天皇が即位したという。

(推古)即位前紀 (592年 )、 幼い時は額田部皇女という。 (中略)

三十九歳のとき泊瀬部天皇 (崇峻天皇)五年十一月、天皇、大臣馬

子宿禰の為に殺される。嗣位は既に空。 (中略)十二月、皇后、豊

浦宮に於いて天皇位に即く。           『日本書紀』

推古天皇の在位は593年 -628年 である。

これらの事件をまとめると次のようになる。
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○用明天皇以降に起きた王位争奪事件

■585年、用明天皇、阿毎王権から独立して「豊王権」を樹立

■587年 4月 15日 、穴穂部皇子、用明天皇を殺す

■587年 6月 、蘇我馬子、穴穂部皇子を誅殺

■587年 8月 、崇峻天皇、即位

口592年 11月 、蘇我馬子、崇峻天皇を殺す

■592年 12月 、推古天皇、即位

すべて王位争いである。

これらの事件は用明天皇が「豊王権」を樹立したときからはじまる。用明天

皇は肥前に王権を樹立している。これらの事件は肥前の出来事である。崇峻天

皇も肥前の人であろう。

(2)肥前の養父郡の争い

崇峻天皇は『日本書紀』では「泊瀬部天皇」である。『古事記』では「長谷

部若雀天皇」である。「若雀」が付いている。「雀部」の人であろう。

「磐井の乱」後、雀部男人は物部危鹿火に二人の娘と「小墾田屯倉」「桜井

屯倉」「茅淳山屯倉」を献上している。「雀部」の本拠地は肥前の養父郡であ

る。崇峻天皇は雀部であるから肥前の養父郡の豪族であろう。崇峻天皇は肥前

の養父郡で王位についている。

肥前の養父郡はもともとは雀部の土地であり、「磐井の乱」の時に雀部男人

が物部危鹿火に献上している。それを蘇我稲目が奪い本拠地にしている。雀部

の崇峻天皇はその土地を奪い返したのであろう。先祖伝来の土地を取り戻した

のである。
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蘇我馬子にとっては養父郡は父蘇我稲目の本拠地である。それを崇峻天皇に

奪われたことになる。蘇我馬子は養父郡の土地を取り戻すために592年に崇

峻天皇を殺したのであろう。蘇我馬子が崇峻天皇を殺害した主な原因は肥前の

養父郡の土地をめぐる争いであると思われる。その証拠に上宮法皇はこの事件

を「内乱」と言っている。

(崇峻)五年 (592年 )十一月、 (蘇我)馬子、東漢直駒を使わし

天皇を獄す。 (中略)駅使 (はいま)を筑紫の将軍の所に遣わして

曰く、「内乱に依り外事を怠るなかれ」という。  『日本書紀』

蘇我馬子が崇峻天皇を殺害したのを「内乱」と言っている。天皇を殺害した

のであれば「内乱」とはいわない。崇峻天皇は天皇ではなく蘇我氏と同じ肥前

の豪族であろう。崇峻天皇が天皇位に即いたというのは『日本書紀』の捏造で

あろう。

『古事記』に崇峻天皇の崩年千支がある。「壬子年十一月十三日」である。

「壬子年」は592年である。崇峻天皇は592年 11月 13日 に蘇我馬子に

殺されている。『日本書紀』にも崇峻天皇は592年 11月 に蘇我馬子に殺さ

れたとある。

養父郡の土地は再び蘇我氏の領土になったのであろう。

(3}推古天皇の即位と蘇我馬子

推古天皇は蘇我馬子の姪である。

(欽明)二年 (541年 )二月、五妃を納 (いれ)る 。 (中略)次に

蘇我大臣稲目宿禰の女を堅塩媛という。七男六女を生む。其の一を

大兄皇子という。是を橘豊日尊 (用 明天皇)と為す。其の二を磐隈
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皇女という。初め伊勢大神に侍 (つか)へ祀る。後に皇子茨城に奸

されたるに座 (よ )り 解けぬ。其の三を臓嘴鳥 (あ とり)皇子とい

う。其の四を豊御食炊屋姫尊 (推古天皇)という。 (後略)

『日本書紀』

推古天皇は蘇我稲目の娘堅塩媛の子である。蘇我馬子の姪にあたる。用明天

皇とは兄妹である。

用明天皇は肥前に「豊王権」を樹立するが穴穂部皇子に殺される。「豊王権」

の王統は中断する。蘇我馬子は穴穂部皇子を誅殺するが、そのときには姪の推

古天皇を「豊王権」の王にしようと考えていたようである。

(崇峻)即位前紀 (587年 )六月、蘇我馬子等、炊屋媛尊 (推古天

皇)を奉りて佐伯連丹経手 。土師連磐村・的臣真噛に詔して曰く、

「汝等、兵を厳かにして速やかに往きて穴穂部皇子と宅部皇子を誅殺

せよ」という。                『日本書紀』

蘇我馬子は「炊屋媛尊 (推古天皇)を奉りて」とある。後の推古天皇を旗印

に掲げて穴穂部皇子を伐っている。

ところが崇峻天皇の方が先に養父郡の王になったことを宣言した。おそらく

このとき養父郡の土地が奪われたのであろう。そのため推古天皇の即位を取り

やめたのであろう。

592年に蘇我馬子が崇峻天皇を伐つと推古天皇は直ちに即位している。

○推古天皇の即位と蘇我馬子

■592年 11月 13日 、蘇我馬子、崇峻天皇を殺す

■592年 12月 、推古天皇、即位
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592年 11月 13日 に蘇我馬子が崇峻天皇を殺すと 12月 には推古天皇

が即位している。蘇我馬子が推古天皇の即位に関与しているのは明らかであろ

う。推古天皇は蘇我馬子によって「豊王権」の王になったと思われる。

○豊王権の王統

■585年 、用明天皇、「豊王権_|を樹立

■587年 、用明天皇、穴穂部皇子に殺される

■587年 8月 、崇峻天皇、即位

(豊王権の空位 )

■592年 11月 13日 、蘇我馬子、崇崚天皇を殺す

■592年 12月 、推古天皇、即位  (豊王権の再興 )

豊王権は 592年 に推古天皇によって再興されたといえる。

(4)推古天皇の年号

推古天皇は592年に肥前に「豊王権」を再興する。北部九州には阿毎王権

と上宮王家がすでに存在 している。北部九州に 3つ 目の王権が誕生したのであ

る。

『襲国偽僣考』はこれら3つの王権の年号を伝えている。

■端政

崇峻天皇二年甲寅。端政元年とす。如是院年代記に端改に作る。一説に

曰く、崇峻帝の時、端政五年に終わる。

■吉貴

推古天皇二年甲寅、吉貴元年とす。海東諸国記。従貴に作る。一説告貴

に作る。いわく推古帝の時、告貴十年に終わる。又曰く、按ずるに一説

346



に推古元年を喜楽と為す。二年を端正と為す。三年を始哭と為す。始哭

は一に始大に作る。四年より十年に至り法興と為す。 (後略 )

■願転

推古七年辛酉。願転元年とす。海東諸国記に煩転に作る。一説に曰く、

願転四年に終わる。               『襲国偽僣考』

(注 )「端政」年号の「崇峻天皇二年甲寅」は「己酉」の誤りである。『二

中歴』では「己酉」になっている。

これらの年号は次のようになる。

○『襲国偽僣考』の九州年号

・端政  589年 -593年
・吉貴  594年 一 (603年 )

・願転  601年 -604年

「告貴 (吉貴)十年に終わる」とある。吉貴は594年-603年 までとな

り、次の「願転」年号と重なる。「告貴 (吉貴)十年に終わる」は間違いであ

ろう。『二中歴』を見ると次のようになっている。

○『三中歴』

■端政五年 己酉

■告貴七年 甲寅

■願転四年 辛酉 『三中歴』

『二中歴』では「告貴 (吉貴)」 は「七年」になっている。次の「願転」年

号とも合う。『襲国偽僣考』は誤りであり、『三中歴』の方が正しいであろう。

『二中歴』によって修正された「九州年号」は次のようになる。
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○修正された「九州年号」

■端政  589年 -593年

■吉貴  594年 -600年

■願転  601年 -604年

これらの九州年号を見ると「端政」年号は阿毎王権の十五世物部大人連公の

年号である。

○十五世物部大人連公 (押坂彦人大兄皇子)の年号

■「勝照」 585年 -588年
■「端政」 589年 -593年

九州年号は「端政」から「吉貴」、「願転」へとつながっている。「吉貴 (告

貴)」 、「願転」も阿毎王権の年号であろう。阿毎王権の年号は552年 -6
04年まで連続しており、さらに続いている。

591年に上宮法皇は阿毎王権から独立して上宮王権を樹立する。その年号

は「法興」である。「法興」年号は591年 -622年 である。上宮王家の年

号はその後も続 く。阿毎王権と上宮王家の年号はその後も継続している。

F襲国偽僣考』はこれらの年号の他に「始哭 (始大)」 年号が存在したこと

を伝えている。

■吉貴

推古天皇二年甲寅、吉貴元年とす。 (中略)

又曰く、按ずるに一説に推古元年を喜楽と為す。二年を端正と為す。三

年を始哭と為す。始哭は一に始大に作る。四年より十年に至り法興と為

すo                      『襲国偽僣考』

348



「喜楽」は「貴楽」であり、「端正」は「端政」であろう。ところが今まで

には出てこなかった「始哭」年号がある。推古天皇の時代であるから「始哭 (始

大)」 年号は推古天皇の年号であろう。

推古天皇の在位は593年-628年 である。阿毎王権や上宮王権と重な

る。北部九州には阿毎王権と上宮王家と豊王権が存在 している。「始哭 (始大)」

年号は「豊王権」の年号であろう。推古天皇の年号である。

○推古天皇の年号

■「始哭 (始大)」 年号

「始哭 (始大)」 年号は何年から何年まであるのかは不明である。しか し推

古天皇は王権を樹立 して天子となり年号を建てている。「始哭 (始大)」 年号

の存在がそれを証明 している。

推古天皇は「豊王権」の王となり、年号を建てている。

{5)推古天皇と田日皇子

用明天皇の子に田日皇子がいる。

(用明)元年 (586年 )正月、蘇我大臣稲目宿禰の女石寸名を立て

て濱と為す。是れ田目皇子を生む。 (更の名は豊浦皇子)

『日本書紀』

田日皇子の「更の名は豊浦皇子」とある。「豊浦」は地名であろう。推古天

皇は肥前の三根郡葛木の豊浦で即位 している。田日皇子はこの三根郡葛木の

「豊浦」に住んでいたから「豊浦皇子」というのではないだろうか。

349



用明天皇は 587年 に殺害される。このとき妹の推古天皇が田日皇子を引き

取り、豊浦で育てたのではないだろうかc田 日皇子が「更の名を豊浦皇子」と

いうのはそのためであろうc

推古天皇は 603年 に豊浦から小墾田へ移っている。田目皇子が豊浦で育っ

たのは 587年 -603年 の間ということになる。

田目皇子の子は孝徳天皇である。孝徳天皇は 645年 の 「乙巳の変」の後、

肥前から大阪の難波へ移る。

(孝徳)大化元年 (645年 )十二月、天皇、都を難波長柄豊碕に遷

す3                     『日本書紀』

孝徳天皇は難波へ移り、河内の磯長まで領土を拡大している。孝徳天皇は祖

父の用明天皇の墓と父田目皇子を育ててくれた推古天皇の墓を河内の磯長陵

へ移す。

■ (推古)元年、橘豊日天皇 (用 明)を河内磯長陵に改葬す。

『日本書紀』

■豊御食炊屋比責命 (推古)。 御陵は大野の岡の上に在り。後に科長の大

陵に遷す。                      『古事記』

用明天皇の墓は肥前の基難郡神辺町の「磐余の池上陵」にあり、推古天皇の

墓は肥前の養父郡の「大野の岡の上」にあった。それらを河内の磯長陵へ遷し

ている。孝徳天皇が遷したのであろう。用明天皇 。推古天皇 。孝徳天皇は「豊

王権」である。
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第4章 皇極天皇と孝徳天皇
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1  皇極天皇と飛鳥

(1)皇極天皇とは

舒明天皇が死去すると皇后 (皇極天皇)が即位する。

■ (舒明)十三年 (641年 )十月、天皇、百済宮に崩ず。

■ (皇極)元年 (642年 )正月、皇后、天皇位に即く。

『日本書紀』

皇后は宝皇女であり、皇極天皇である。

宝皇女は上宮王家の皇女であり、上宮法皇の孫である。

ところが『日本書紀』は皇極天皇の系譜を次のように書いている。

(皇極)即位前紀、天豊財重日足姫天皇 (皇極天皇)は淳中倉太珠敷

天皇の曽孫、押坂彦人大兄皇子の孫、茅淳王の女なり。母は吉備姫

王という。                   『日本書紀』

淳中倉太珠敷天皇は敏達天皇 (十四世大市御狩連公)である。押坂彦人大兄

皇子は十五世物部大人連公である。阿毎王権の天皇である。皇極天皇は敏達天

皇の曽孫であり、押坂彦人大兄皇子の孫であるという。皇極天皇は阿毎王権の

人ということになる。

しかし皇極天皇 (宝皇女)は上宮王家の皇女であり、上宮法皇の三男殖栗皇

子か、四男茨田皇子の娘である。『日本書紀』は上宮王家を抹殺しているから

宝皇女を敏達天皇の系統に結びつけている。『日本書紀』の捏造である。
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(2}飛鳥板蓋宮

皇極天皇 (宝皇女)は即位すると小墾田宮に遷る。

(皇極)元年 (642年 )十二月、天皇、小墾田宮に遷移 (う つ)る 。

或る本に云う、東宮の南の庭の権宮 (か りみや)に遷る。

『日本書紀』

舒明天皇は神埼郡の百済宮で死去し、歿も百済宮の北で行われている。皇極

天皇は百済宮で即位したのであろう。ところが皇極天皇はすぐに小墾田宮へ遷

っている。小墾田は蘇我稲目の本拠地であった。推古天皇は蘇我氏の土地と交

換して小墾田に宮殿を建てている。小墾田は豊王権の本拠地である。

皇極天皇はその小墾田へ移っている。小墾田の土地は上宮王家の土地になっ

ているのであろう。舒明天皇の時代に小墾田の土地は豊王権から上宮王家の領

土になったのではないだろうか。舒明天皇が豊王権から小墾田の土地を奪った

のであろう。

しかし皇極天皇 (宝皇女)は翌年には飛鳥に宮殿を建てる。

(皇極)二年 (643年 )四月、権宮 (か りみや)よ り移り、飛鳥板

蓋新宮に幸す。                 『日本書紀』

宝皇女は飛鳥に新しく板蓋宮 (いたぶきみや)を建てている。従来は、飛鳥

板蓋官は奈良県高市郡明日香村であるといわれてきた。しかし皇極天皇は肥前

の人である。これらはすべて肥前の出来事である。飛鳥は「肥前の飛鳥」であ

る。板蓋宮は肥前の飛鳥に建てられている。

飛鳥には夫の舒明天皇の岡本宮がある。
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(舒明)二年 (630年 )十月、天皇、飛鳥岡の傍に遷る。是を岡本

宮という。                  『日本書紀』

舒明天皇は即位した翌年に飛鳥の岡本宮へ遷っている。飛鳥岡本宮はもとも

とは上宮法皇の宮殿である。

(推古)十四年 (606年 )七月、天皇、皇太子に請い、勝重経 (し

ょうまんきょう)を講 (と )か しむ。三 日で之を説 (と )き おえる。

是歳、皇太子、亦法華経を岡本宮に於いて講 (と )く 。天皇、大い

に喜び、播磨国の水田百町を皇太子に施 (お く)る。因りて斑鳩寺

に納める。                   『日本書紀』

上宮法皇は皇太子 (上宮皇子、厩戸皇子)を奈良の斑鳩から喚んで飛鳥の岡

本宮で法華経を講義させている。飛鳥は上宮法皇が王権を樹立した肥前の飛鳥

である。上宮王家の本拠地である。

宝皇女は自分の故郷である上宮王家の本拠地 (肥前の飛鳥)に宮殿を新 しく

造って住んだのである。それが飛鳥板蓋宮である。

舒明天皇は肥前の神埼郡に百済宮を建てて移り住んだが、皇極天皇は自分の

故郷に帰って来ている。

飛鳥板蓋宮は佐賀県三養基郡北茂安町東尾の川原付近に建てられた。
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2  孝徳天皇と難波長柄豊碕宮

(1)孝徳天皇の即位

皇極天皇は孝徳天皇 (軽皇子)に天皇位を譲る。

(皇極)四年 (645年 )六月、軽皇子に位を譲る。

『日本書紀』

皇極天皇は軽皇子 (後の孝徳天皇)に位を譲ったとある。これが「天皇譲位」

の最初であるといわれている。

孝徳天皇は皇極天皇の同母弟であるという。

■ (皇極)即位前紀、天豊財重日足姫天皇 (皇極天皇)は淳中倉太珠敷天

皇 (敏達天皇)の 曽孫、押坂彦人大兄皇子の孫、茅淳王の女なり。母は

吉備姫王という。

■ (孝徳)即位前紀、天萬豊日天皇 (孝徳天皇)は天豊財重日足姫天皇 (皇

極天皇)の 同母弟なり。              『日本書紀』

皇極天皇は敏達天皇の曽孫であり、押坂彦人大兄皇子の孫である。孝徳天皇

は皇極天皇の同母弟であるから皇極天皇は天皇位を弟に譲ったことになる。従

来はこれをそのまま信じてきた。

しかし敏達天皇や押坂彦人大兄皇子は阿毎王権の天皇であり、皇極天皇は上

宮王家の皇女である。王権が異なる。皇極天皇は阿毎王権の敏達天皇の曽孫や

押坂彦人大兄皇子の孫ではない。
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また孝徳天皇は豊王権の人である。用明天皇の孫である。孝徳天皇も敏達天

皇の曽孫や押坂彦人大兄皇子の孫ではない。

皇極天皇は上宮王家の王であり、孝徳天皇は豊王権の人である。上宮王家の

皇極天皇 (宝皇女)が豊王権の孝徳天皇に天皇位を譲るはずはない。皇極天皇

が「軽皇子に位を譲る」とあるのは『日本書紀』の捏造である。

(2)難波長柄豊碕宮

孝徳天皇は難波へ移 る。

(孝徳)大化元年 (645年 )十二月、天皇、都を難波長柄豊碕に遷

すo                      『日本書紀』

難波長柄豊碕宮は大阪市東区法円坂にある前期難波宮であるといわれてい

る。

図 27 前期難波宮

孝徳天皇は豊王権の人である。豊王権の本拠地は肥前の養父郡である。孝徳

天皇は肥前から大阪の難波へ移っている。

前期難波宮は大規模な宮殿である。豊王権の人々が大量に難波へ移って難波

宮を造ったのであろう。『日本書紀』に「旧本」からの引用がある。

(皇極)四年 (645年 )、 旧本に云う、是歳、京を難波に移す。而

して板蓋宮の墟と為る兆なりという。       『日本書紀』
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板蓋宮は皇極天皇 (宝皇女)の宮殿である。孝徳天皇が難波へ移るので上宮

王家の板蓋宮は廃墟になるであろうとある。多くの人々が難波へ移るからであ

ろう。

この記述からみても豊王権の本拠地 (養父郡)と上宮王家の本拠地 (飛鳥)

は近いことがわかる。豊王権の本拠地は肥前の養父郡小墾田にあり、上宮王家

の本拠地は肥前の飛鳥 (養父郡北茂安町東尾)にある。同じ養父郡である。
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(3)飛鳥板蓋官と難波宮の併存

皇極天皇が孝徳天皇に天皇位を譲 ったというのは『日本書紀』の捏造であ

る。皇極天皇は天皇位を譲ることなく在位 し続けている。板蓋宮は上宮王家の

宮殿として存続 している。

一方、豊王権は肥前から難波へ本拠地を移 している。孝徳天皇は宮殿を難波

に新 しく造 り、豊王権を難波に再興 している。孝徳天皇は天子となり、年号を

建てている。

■ (孝徳)即位前紀 (645年 )、 天豊財重日足姫天皇 (皇極天皇)の 四

年を改めて大化元年と為す。

■ (孝徳)大化元年 (645年 )七月、息長足日広額天皇 (舒明天皇)の

女間人皇女を立てて皇后と為す。          『日本書紀』

孝徳天皇は645年に難波へ移り、「大化」という年号を建てている。近畿

地方における最初の年号である。孝徳天皇は難波に王権を樹立すると祖父の用

明天皇や大叔母の推古天皇に見習って年号を建てている。

(4)難波移住の真相 (その 1)

皇極天皇は即位するとす ぐに小墾田へ移っている。

(皇極)元年 (642年 )十二月、天皇、小墾田宮に遷移 (う つ)る 。

或る本に云う、東宮の南の庭の権宮 (か りみや)に遷る。

『日本書紀』
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小墾田は推古天皇が蘇我氏と土地を交換 して本拠地にしたところである。小

墾田は豊王権の本拠地である。ところが皇極天皇は即位すると小墾田へ移って

いる。小墾田の土地は上宮王家の領土になっている。

推古天皇が豊浦の土地と小墾田の土地を交換 して小墾田へ移るのは (推古 )

十一年 (603年 )である。

○推古天皇と小墾田

■ (推古)即位前紀 (592年 )十二月、皇后、豊浦宮に於いて天皇位に

貝pく 。

日 (推古)十一年 (603年 )十月、小墾田宮に遷る。

■ (推古)十八年 (610年 )十月、蘇我豊浦蝦夷臣……

『日本書紀』

603年に小墾田は豊王権の本拠地になっている。ところが 642年に皇極

天皇は小墾田へ移っている。642年には小墾田は上宮王家の領土になってい

る。

『日本書紀』の「推古紀」の次は「舒明紀」である。舒明天皇は上宮王家の

入り婿である。舒明天皇の時代に小墾田の土地は上宮王家の土地になってい

る。舒明天皇が豊王権から小墾田の土地を奪ったのであろう。

豊王権は舒明天皇に本拠地を奪われた。豊王権は他所へ逃げるしかない。そ

れが難波への移住であろう。難波への移住は逃亡である。

『日本書紀』は孝徳天皇は645年に難波へ移ったと書いている。

(皇極)四年 (645年 )、 1日本に云う、是歳、京を難波に移す。而

して板蓋宮の墟と為る兆なりという。       『日本書紀』
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前期難波宮はすばらしい宮殿である。これほどの宮殿を造るには相当の期間

を要するであろう。642年には豊王権の本拠地である小墾田は上宮王家の領

土になっている。豊王権が難波へ逃げるのは642年より前であろう。舒明天

皇は641年に死去 しているから舒明天皇が豊王権を追い出して小墾田の土

地を奪うのは641年よりも前である。

豊王権は上宮王家との争いに敗れて肥前の土地を棄てて 640年までには

難波へ逃げている。孝徳天皇は難波へ遷り前期難波宮を造り、645年に豊王

権を再興して「大化」年号を建てたのである。

(注 )『新唐書』には「永徽の初め、其の王孝徳即位す。改元して白雉とい

う。」とある。永徽元年 (650年 )は 自雉元年である。孝徳天皇は自雉元年

に即位 したとある。しかし「白雉に改元する」とあるからすでに即位 している

のであろう。改元は前期難波宮がほぼ完成したからではないだろうか。実際に

移るのは自雉二年 (651年 )である。「天皇、大郡より遷りて新宮に居す。

号して難波長柄豊碕官という」とある。前期難波宮が完成するまでには640
年ころ-650年 までの 10年以上を費やしている。

{5)難波移住の真相 (その2)

孝徳天皇が難波へ移住した理由はもう一つ考えられる。『日本書紀』は皇極

天皇が小墾田へ遷ったと書いているが、異説を載せている。

(皇極)元年 (642年 )十二月、天皇、小墾田宮に遷移 (う つ)る 。

或る本に云う、東宮の南の庭の権宮 (か りみや)に遷る。

『日本書紀』
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「或る本」によれば皇極天皇は小墾田へ遷ったのではなく「東宮の南の庭の

権宮 (か りみや)に遷る」とある。前述の「難波移住の真相 (その 1)」 では

小墾田へ遷ったことを前提にしたが、ここでは異説の方を前提にして考えてみ

よう。

『日本書紀』によれば孝徳天皇は「乙巳の変」の後に難波へ移っている。「乙

巳の変」は中大兄 (後の天智天皇)が蘇我入鹿を伐った事件である。「大化改

新」である。「乙巳の変」は (皇極)四年 (645年 )六月に起きている。

「乙巳の変」後、直ちに兵器を徴集している。

(孝徳)大化元年 (645年 )九月、或る本に云う、六月より九月に

至るまで使者を四方の国に遣わして種々の兵器を集める。

『日本書紀』

「乙巳の変」が起きた六月から九月に至るまで種々の兵器を徴集している。

中大兄が徴集しているのであろう。蘇我氏による反撃を避けるためである。

しかしやはり叛乱は起きた。

(孝徳)大化元年 (645年 )九月、古人皇子、蘇我田口臣川堀 。物

部朴井連椎子・吉備笠臣垂・倭漢文直麻呂・朴市秦造田来津と謀反

す。 (中略)中大兄、即ち菟田朴室古 。高麗官知をして、兵若千を

将いて古人大市皇子を討たしむ。         『日本書紀』

古人皇子が叛乱を起こす。それを中大兄 (天智天皇)が討伐している。

古人皇子は蘇我馬子の娘の子である。

(舒明)二年 (630年 )正月、夫人蘇我嶋大臣の女法提郎媛、古人

皇子を生む。                  『日本書紀』
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蘇我嶋大臣とは蘇我馬子である。古人皇子の母 (法提郎媛)は蘇我蝦夷と従

兄弟である。

「乙巳の変」で蘇我馬子の子の蘇我蝦夷とその子の蘇我入鹿が殺された。古

人皇子は蘇我氏が討たれたことに反発して叛乱を起こしたのであろう。

孝徳天皇も蘇我氏の血を引いている。孝徳天皇の父は田目皇子である。

(用 明)元年 (586年 )正月、蘇我大臣稲目宿禰の女石寸名を立て

て濱と為す。是れ田日皇子を生む。 (更の名は豊浦皇子 )

『日本書紀』

田日皇子は蘇我稲目の娘の子である。孝徳天皇は蘇我氏の血を引いている。

孝徳天皇は次は自分が中大兄に殺されると考えたのであろう。孝徳天皇は肥前

から難波へ逃げた。

(孝徳)大化元年 (645年 )十二月、天皇、都を難波長柄豊碕に遷

す。                      『日本書紀』

645年 9月 に古人皇子は中大兄に伐たれる。孝徳天皇は 12月 に難波へ移

っている。

これが孝徳天皇が難波へ移った真相 (その 2)である。

(6)孝徳天皇と磯長陵

孝徳天皇は難波に豊王権を再興する。立派な宮殿も完成した。しかし孝徳天

皇には心に残る問題があった。豊王権の天皇の墓である。用明天皇と推古天皇

の墓は肥前にある。「豊王権」は難波へ移ったが豊王権を樹立した王の墓は肥
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前に残されたままである。墓を守る人も居ない。孝徳天皇は用明天皇と推古天

皇の墓を河内へ遷した。

■ (用明)二年 (587年 )四月九日、 (用明)天皇、大殿に崩ず。七月、

磐余の池上陵に葬す。

(推古)元年 (593年 )、 橘豊日天皇 (用 明天皇)を河内磯長陵に改

葬す。                      『日本書紀』

■豊御食炊屋比賣命 (推古)。 御陵は大野の岡の上に在り。後に科長の大

陵に遷す。                      『古事記』

用明天皇は穴穂部皇子に殺されて肥前の磐余の池上陵に埋葬されている。そ

れを河内の磯長陵に改葬している。

『日本書紀』はそれを「 (推古)元年 (593年 )」 としている。推古天皇

が即位 した年に用明天皇の墓を磯長陵に遷したとしている。しかし推古天皇は

肥前の人であり、河内は推古天皇の領土ではない。推古天皇が河内の磯長陵に

用明天皇の墓を改葬することはあり得ない。孝徳天皇が遷 したのを『日本書

紀』は推古天皇の事績として書いているのであろう。

推古天皇は竹田皇子の墓 (大野の岡の上)に埋葬される。それを磯長陵に改

葬している。

用明天皇も推古天皇も豊王権の王である。用明天皇は孝徳天皇の祖父であ

り、推古天皇は大叔母であり父を育ててくれた恩人である。豊王権の本拠地が

肥前から難波へ移ったとき孝徳天皇は用明天皇と推古天皇の墓を肥前から河

内の磯長陵に遷したのである。豊王権は完全に肥前から難波へ移った。

磯長陵は今の大阪府南河内郡太子町の磯長谷古墳群であるといわれてい

る。孝徳天皇は難波へ移ると南河内郡太子町までの広大な領域を支配してい

る。孝徳天皇は用明天皇や推古天皇の墓を造るために大阪府南河内郡太子町ま

で領土を拡大したのであろう。

用明天皇陵と推古天皇陵に比定されている古墳は方墳である。
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今の用明天皇陵・推古天皇陵が本当に用明天皇・推古天皇の墓であるならば

豊王権の墓は方墳ということになる。

ところが孝徳天皇陵に比定されている古墳は円墳である。孝徳天皇陵は豊王

権の墓ではないことになる。孝徳天皇陵は比定が間違っているのではないだろ

うか。

(7)聖徳太子墓

大阪府南河内郡太子町の磯長谷古墳群に聖徳太子墓 (円墳)がある。聖徳太

子の墓であるといわれている。「太子町」の名はこれから付けられたのであろ

つ。

しか し聖徳太子は上宮王家の太子である。磯長谷古墳群に埋葬されるはずは

ない。斑鳩で死去 しているから聖徳太子は斑鳩に埋葬されたのであろう。ある

いは太子として肥前の飛鳥に埋葬されたのかも知れない。

『日本書紀』は聖徳太子を用明天皇の子にしている。そのため用明天皇と同

じ磯長に埋葬されたとしているのであろう。

聖徳太子墓は孝徳天皇の墓ではないだろうか。孝徳天皇は難波に豊王権を再

興し、すばらしい難波長柄豊碕宮を造営している。聖徳太子墓はその王にふさ

わしい墓である。

なお、磯長谷古墳群に敏達天皇陵がある。これもおかしい。敏達天皇は阿毎

王権の天皇である。磯長谷古墳群に埋葬されるはずはない。『探訪 日本の古

墳 西日本編』 (有斐閣選書R)に は敏達天皇陵は五世紀後半ころのものであ

るとある。敏達天皇の崩年は584年である。磯長谷古墳群の敏達天皇陵は敏

達天皇の墓ではない。敏達天皇が磯長陵に埋葬されていないことは遺跡からも

いえる。
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3  斉明天皇

(1)斉明天皇 とは

皇極天皇 (宝皇女)は天皇位を弟の孝徳天皇に譲り、孝徳天皇が死去すると

再び天皇位に即いたという。これを重詐 (ち ょうそ)と いう。皇極天皇 (宝皇

女)は重詐 して斉明天皇になったといわれている。

孝徳天皇は645年に即位して 654年に死去する。

■ (皇極)四年 (645年 )六月、軽皇子に位を譲る。

■ (白雉)五年 (654年 )十月、 (孝徳)天皇、正寝に崩ず。

斉明天皇はその翌年の655年に即位している。「斉明紀」はその経緯を次

のように書いている。

■ (斉明)即位前紀、十二年 (641年 )正月に息長足日広額天皇 (舒明

天皇)、 崩ず。明年 (642年 )正月、皇后 (皇極天皇、宝皇女)、 天

皇位に即く。

元を改めた四年 (645年 )六月、位を天萬豊日天皇 (孝徳天皇)に譲

る。天豊財重日足姫天皇 (皇極天皇)を称して皇祖母尊と日う。天萬豊

日天皇、後の五年 (白雉五年、654年 )十月、崩ず。

■ (斉明)元年 (655年 )正月、皇祖母尊、飛鳥板蓋宮に於いて天皇位

|こ 貝口く。

■ (斉明)七年 (661年 )七月、天皇、朝倉宮に崩ず。

『日本書紀』
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天皇位は次のように移る。

□皇極、孝徳、斉明天皇の在位

○皇極天皇/斉明天皇

・ 641年
。642年

|

。645年 皇極天皇、譲位

孝徳天皇即位

・ 654年 孝徳天皇崩

・ 655年 斉明天皇即位 (重昨)

|

。661年  斉明天皇崩

これが『日本書紀』が書いている天皇位の変遷である。

(2)重詐問題

皇極天皇は孝徳天皇に天皇位を譲り、孝徳天皇が死去すると再び天皇位に即

いた (重詐)という。しかしこれは疑間である。

皇極天皇は宝皇女であり、上宮王家の皇女である。孝徳天皇は豊王権の人で

ある。上宮王家の皇極天皇が豊王権に天皇位を譲るはずはない。

舒明天皇崩

皇極天皇即位

年ｒЭ
”
４

ハ
０
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上宮王家と孝徳天皇の豊王権は併存している。上宮王家は肥前の飛鳥に本拠

地があり、豊王権は難波に本拠地がある。王権の所在地も異なる。

『日本書紀』は万世一系にしているから二つの王権が併存しているとは書け

ない。そこで二つの王権を一つにしている。上宮王家の皇極天皇は豊王権の孝

徳天皇に天皇位を譲り、孝徳天皇が死去すると再び重詐して斉明天皇になった

としたのである。『日本書紀』の捏造である。

従来はこれをそのまま信じてきた。これが現在の「日本の歴史」になってい

る。

{3)斉明天皇と板蓋宮

皇極天皇は 642年 に即位 して 643年 に板蓋宮に移る。

■ (皇極)二年 (643年 )四月、権宮 (か りみや)よ り移り、飛鳥板蓋

新宮に幸す。                   『日本書紀』

645年に孝徳天皇は難波へ移る。この時板蓋宮は廃れるであろうという噂

が流れる。

■ (皇極)四年 (645年 )正月、旧本に云う、是歳、京を難波に移す。

而して板蓋宮の墟と為る兆なりという。       『日本書紀』

「京を難波に移す」とある。しかし難波へ移ったのは豊王権だけである。皇

極天皇は645年以降も板蓋宮に居る。

『日本書紀』は、皇極天皇 (皇祖母尊)は 655年に板蓋宮で即位 (重詐)

して斉明天皇になったと書いている。
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■ (斉明)元年 (655年 )正月、皇祖母尊、飛鳥板蓋宮に於いて天皇位

に即くo                         『日1本書糸己』

『日本書紀』は孝徳天皇が死去したので皇極天皇が再度天皇位について斉明

天皇になったと書いている。しかし皇極天皇は孝徳天皇に天皇位を譲っていな

い。皇極天皇 (宝皇女)は 643年に板蓋宮に移って以来、ずっと板蓋宮に在

位 している。

一方、孝徳天皇は肥前から難波へ移り豊王権を再興している。難波には新 し

く豊王権が誕生している。豊王権と上宮王家は併存 している。天皇位は次のよ

うになる。

□上宮王家と豊王権

○上宮王家 (肥前の飛鳥) 〇豊王権 (大阪の難波)

・ 641年  舒明天皇崩

・ 642年  宝皇女 (皇極)即位

・ 645年 孝徳天皇難波で即位

654年 孝徳天皇崩

・ 661年 宝皇女 (斉明)崩
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宝皇女は642年 -661年 まで連続して在位している。『日本書紀』は皇

極天皇が孝徳天皇に天皇位を譲ったとしているから宝皇女 (皇極天皇)は再び

「 655年に飛鳥板蓋宮に於いて即位した」としているのである。

皇極天皇は飛鳥板蓋宮で天皇位に即いたまま在位し続けている。「譲位」は

無かったのである。したがって「重詐」も無い。

○宝皇女 (皇極天皇、斉明天皇)の在位期間

■ (皇極)元年 (642年 )― (斉明)七年 (661年 )

(4}斉明天皇の大和への移住

斉明天皇は大和へ移る。

(斉明)二年 (656年 )九月、是歳、飛鳥岡本に更に宮地を定める。

(中略)遂に宮室を起こす。天皇、乃ち遷る。号して後飛鳥岡本宮と

日ぅ。                       『日本書紀』

「後飛鳥岡本宮」とある。「後の飛鳥の岡本宮」である。「後の飛鳥」とは

「前の飛鳥=肥前の飛鳥」に対応している。肥前の飛鳥が「前の飛鳥」であり、

大和の飛鳥が「後の飛鳥」である。

斉明天皇は656年に肥前の飛鳥から大和の飛鳥へ移っている。これ以降、

大和には斉明天皇の宮殿や関連施設が造られる。

大和の飛鳥の宮殿関係の遺跡はそのほとんどが 7世紀後半以降のものであ

る。656年に斉明天皇が大和に移住してから建造されたものである。肥前の

飛鳥から上宮王家、および関係する多くの人々が大和へ移住して大規模な開発

を行ったのである。
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第 5章 推古天皇と植山古墳
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1  推古天皇の墓

(1)推古天皇の遺詔

推古天皇は息子の竹田皇子の墓に埋葬するように遺詔する。

(推古)三十六年 (628年 )九月、天皇、群臣に遺詔して曰く、「此

の年、五穀登 (みな)らず。百姓大いに飢える。其れ朕の為に陵を

興 (たて)て厚く葬 (はぶ)る ことなかれ。便 (ただ)に竹田皇子

の陵に葬るべし」という。竹田皇子の墓に葬る。  『日本書紀』

推古天皇は臨終にあたり、「今年は五穀が実らなかった。百姓は飢えている。

私のために陵を造るようなことは止めよ。竹田皇子の墓に埋葬してくれ」と遺

詔する。推古天皇は628年に死去して竹田皇子の墓に埋葬される。

竹田皇子は推古天皇の長男である。

(敏達)五年 (576年 )二月、有司 (つかさ)、 皇后を立てること

を請う。詔して豊御食炊屋姫尊 (推古天皇)を立てて皇后と為す。

是、二男五女を生む。其の一を菟道貝鮪皇女という。是東官聖徳に

嫁す。其の二を竹田皇子という。其の三を小墾田皇女という。是彦

人大兄皇子に嫁す。其の四を鵬鵜守皇女という。其の五を尾張皇子

という。其の六を田日皇女という。是息長足日広額天皇に嫁す。其

の七を桜井弓張皇女という。           『日本書紀』

推古天皇は息子の竹田皇子の墓に埋葬される。
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(2)大野の岡

『古事記』には、推古天皇は大野の岡の上に埋葬されたとある。

豊御食炊屋比賣命 (推古天皇 )。 御陵は大野の岡の上に在 り。後に

科長の大陵に遷す。                『古事記』

推古天皇は「大野の岡の上」に埋葬され、後に「科長の大陵に遷」されたと

いう。この記事から竹田皇子の墓は大野の岡の上にあることがわかる。

蘇我馬子は「大野の丘の北」に塔を建てている。

(敏達)十四年 (585年 )二月、蘇我大臣馬子宿禰、塔を大野の丘

の北に起 (た )て、大会 (だ いえ)の設斎 (おがみ)をする。即ち

(司馬)達等が前に獲た所の舎利を以て塔の柱頭に蔵 (お さ)む。

『日本書紀』

「大野の丘の北の塔」は奈良県高市郡明日香村豊浦の北にある和田廃寺であ

るといわれていたが、発掘調査により和田廃寺に使用されていた瓦は7世紀中

頃のものであることが判明した。585年に蘇我馬子が建てた「大野の丘の北

の塔」は奈良県の和田廃寺ではない。

「大野の丘」は鳥栖市の朝日山から三養基郡北茂安町に至る丘陵であろう。

蘇我稲目の小墾田から蘇我馬子の石川に至る地域である。蘇我氏の本拠地であ

る。塔はこのどこかに建てられている。

推古天皇はこの丘陵のどこかに埋葬され、後に磯長 (科長)陵に遷されたの

である。推古天皇の墓 (竹田皇子の墓)は肥前にある。
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2  植山古墳

(1)植山古墳 とは

2000年 8月 18日 の各新聞は一面に奈良県の植山古墳を取りあげてい

る。推古天皇の墓ではないかという。

(見 出し)奈良・植山古墳 推古帝母子の合葬陵か 扉付き巨大双室

確認

奈良県橿原市五条野町の植山古墳を調査 していた同市教委は十七

日、六世紀末と七世紀前半の巨大な横穴式石室二つが東西に並んだ

双室の方墳であると発表した。うち一つから、わが国では例のない

精巧な扉跡も確認された。場所や埋葬時期、構造などから、西側が

現 。大阪府太子町に改葬前のわが国初の女帝・推古天皇 (五五四―

六二八)、 東側が長男 。竹田皇子 (生没不明)で、両者の合葬陵の

可能性が高いとしている。           読売新聞

奈良県橿原市の植山古墳は推古天皇の陵である可能性が高いという。

植山古墳は方墳である。

植山古墳は東西 40メ ー トル、南北 27メ ー トル以上、高さ3-6
メー トルの方墳。三方には濠が巡っている。横穴式石室はともに花

商岩で組まれ、入口部分の羨道とそれより幅の広い玄室がある両袖

式。                     読売新聞
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(2}植山古墳の年代

朝日新聞 (2000年 8月 18日 )は和田晴吾氏のコメントを掲載してい

る 。

この当時のすべての有力者が (『 日本書紀』や『古事記』などの)

文献に記載されているわけではなく、推古天皇や竹田皇子と短絡的

に結びつけるのは疑問だ。石棺の材質から見ると、古墳の築造時期

は橿原市教委の発表よりも古いと私は考える。そうすると、二人が

亡くなった時期に合わなくなる。        和田晴吾

和田晴吾氏は、植山古墳は竹田皇子や推古天皇が死去した時期より古い古墳

であるという。

しかし朝日新聞は植山古墳について次のような記事を載せている。

西側の石室については、出土土器などから、推古天皇が亡くなる前、

六二五年までに造られたとみる研究者もいる。だが、推古天皇が、

生前から自分の入る石室を準備していたとすれば、矛盾はしないと

いぅ。                    朝日新聞

植山古墳の西側の石室は出土土器からみても推古天皇が亡くなる前に造ら

れたとみる研究者がいるという。しかし墓が生前に造られたとすれば矛盾はな

いとしている。

自石太一郎氏は読売新聞 (2000年 8月 29日 )に植山古墳の年代につい

て次のように書いている。

東石室は西石室に比べるとやや小型の石材が用いられ、玄室は五一

六段積みの壁面が復元できよう。奈良県内では営麻町平林古墳や斑
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鳩町藤ノ木古墳の石室の形式に近 く、六世紀の第 4四半期のものと

思われる。 (中略)

これに対して西石室は、玄室の壁面が四―五段積みでやや単純とな

る。開閉式の扉を設置するためか、玄門部の構造はこの時期の他の

石室と違って大きな袖石を持たないが、その形式は全体として七世

紀の初頭のものと想定することができよう。このことは、西石室か

ら出土している須恵器が奈良県広陵町の牧野 (ぼ くや)古墳のもの

と同じ型式のものであることからも裏付けられる。  自石太一郎

推古天皇の陵と考えられる西石室の年代を自石氏は七世紀初頭としてい

る。推古天皇の没年代とは合わない。しかし自石氏も次のように言う。

東西の石室については先にもふれたように東石室がやや古く西石室

がやや新 しいことが知られる。ただ新 しい西石室も推古天皇の没年

まで下らないことは確実である。このことから、少なくとも①竹田

皇子が崇峻朝か推古朝のごく初期の段階に没 していること、②推古

が自らの墓室を推古朝の前半期に竹田皇子の古墳に造っていた、と

の二つの前提に立つことが可能であるとすれば、植山古墳が最初の

推古陵である蓋然性は否定できない。       自石太一郎

自石氏も、推古天皇が死去する前 (即位した頃)に墓を造ったとすれば植山

古墳は推古陵である可能性はあると述べている。

しかし『日本書紀』には、推古天皇は臨終の時に竹田皇子の墓に埋葬するよ

うに遺詔している。

此年は五穀登 (みな)らず。百姓は大いに飢える。其れ朕の為に陵

を興 (たて)て厚 く葬 (はぶ)る ことなかれ。便 (ただ)に竹田皇

子の陵に葬るべし。               『日本書紀』

376



「今年は五穀が実らず百姓は大いに飢えている」。だから私のために大きな

陵を造るようなことはするなと遺詔している。推古天皇の墓は生前から竹田皇

子の隣りに造ることが決まっていたのではない。臨終のときにはじめて竹田皇

子の墓に埋葬するように遺詔している。

したがって推古天皇の墓が生前に造られたと仮定すれば植山古墳は推古天

皇の墓である可能性があるという説は成立しない。

植山古墳は築造年代から見て推古天皇の墓ではない。

(3)植山古墳の双室

下原幸裕氏は『古文化談叢』第49集所収の「後・終末期方墳の検討」の中

で植山古墳について次のように述べている。

大型石室墳のなかで、奈良・植山古墳とコロコロ山古墳の 2例が双

室墳である。植山古墳で両石室とも墳丘の両側に均等に配置されて

おり当初から双室にすることを想定していたが、コロコロ山古墳で

は大型石室が中央にあり墳丘東側に小型の石室があるため当初から

双室墳とする予定ではなかったようである。    下原幸裕

植山古墳は下原氏が指摘 しているように当初から双室墳にする計画で設計

されている。植山古墳を推古天皇と竹田皇子の墓であるとすれば竹田皇子が死

去したときに推古天皇の墓もここに造ることを決めていたことになる。それは

推古天皇の遺詔とは合わない。

二つの石室が均等に配置されていることからみても植山古墳は推古天皇の

墓ではない。
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3  植山古墳と肥後

(1)植山古墳の石棺 と扉

読売新聞(2000年 8月 18日 )は植山古墳の石室について次のように述

べている。

(見出し)巨大な横穴式石室 精巧な石の扉

ユニーク植山古墳 墳丘のサイズの割に巨大な横穴式石室、わが国

初の精巧な石の扉、約五百キロ離れた熊本県宇土市周辺の阿蘇石 (溶

結凝灰岩)を使った家形石棺………。植山古墳は考古学の常識を越

えるユニークな特色を備えている。 (中略)扉は幅 1.1メ ー トル、

高さ 1.5メ ー トルの凝灰岩製とみられ、しきみ石にほぞ穴が開いて

いたことから、扉本体にほぞがあり、簡単に開閉できたと考えられ

る。 (中略)ま た、家形石棺の材質である阿蘇石は、乾燥時は薄い

ピンクで水にぬれると濃い小豆色に変わる。五世紀末から六世紀前

半の大王級の古墳にも使われている。      読売新聞

東側石室の家形石棺の石材は阿蘇ピンク石であるという。阿蘇ピンク石は熊

本県の宇土半島に産出する石材である。 (古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の

乱』参照)

東側石室の家形石棺は熊本県宇土市から運ばれている。

西側石室の玄室の入口には石の扉があり、開閉できるようになっているとい

う。朝日新聞は次のように書いている。
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西側の石室には玄室と羨道を仕切る扉がついていたことを示す「敷

居石」が、床にあった。全長 2.5メ ー トル、幅 1.3メ ー トルの類を

見ない大きさ、溝とともに直径 21セ ンチのくぼみがあり、ここに

扉の軸を差 し込んで開閉したらしい。      朝日新聞

図28 植山古墳西側石室の扉の復元模式図 (橿原市教委提供)

(2)椿原古墳

植山古墳と関係があると思われる古墳に椿原古墳がある。椿原古墳は熊本県

宇土市椿原町にある。『椿原古墳』 (宇土市埋蔵文化財調査報告書第20集、

熊本県宇土市教育委員会 1997)に よると椿原古墳は次のような古墳であ

る。
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○椿原古墳  (熊本県宇土市椿原町)

■方墳…長辺 (石室主軸側)19m、 短辺 18m
■周溝…山側で確認

■列石…列石確認 (安山岩 )

■横穴式石室…単室、石室石材 (安山岩 )

■玄室…幅 2.24m、 奥行 3.80mの長方形プラン

■羨道…長さ 2.9m、 幅 1.7m
■玄門…コの字形に今」り抜かれた 2枚の板石を組み合わせて造った、いわ

ゆる奮」抜玄門 玄門の入回部分は幅 0.5m、 高さ 0.7m、 厚さ28c
m-34cm

■石材…石室の石材は大半が安山岩、玄門部は阿蘇溶結凝灰岩、今」抜玄門

は阿蘇 ピンク石

■築造時期… 7世紀前半ころ

図 29 椿原古境の書1抜玄門

玄門とは石室への出入り口である。

椿原古墳の玄間はコの字に制り抜かれた 2枚の板石を組み合わせていると

いう。石材は阿蘇ピンク石である。

石室の石材は大半が安山岩である。玄門部は阿蘇溶結凝灰岩をつかい、玄門

だけは阿蘇ピンク石であるという。玄門には特別な石を使っている。
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る

図 29 椿原古墳の奪」抜玄門

(3)剖抜玄門

『椿原古墳』の中で蔵冨士寛氏は「剖抜玄門について」次のように述べてい

菅」抜玄門とは板状の石材の中央を有」り抜き、石室入日としたもの

で、一枚石の中央を今」り抜いたものや、二枚の板石をコの字・ L字

状にそれぞれ加工 し、それらを組み合わせてつくったものがある。

(中略)

九州において育」抜玄門を有する古墳は肥後地域にのみ存在し、現在

では21例が知られている。主体部の構造としては、 1)妻入横口

式家形石棺 2)通有の横穴式石室 3)玄室各壁体が 1石 もしく

は数石で構成され、玄室が石椰状を呈するもの の 3種に分けるこ
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とができる。この中で、最初に出現するのは、 1)の妻入横口式家

形石棺である。出土遺物から、江田船山古墳や石之室古墳は 5世紀

後半―末葉に位置付けられる。現在、妻入横口式家形石棺は肥後地

域で 10例存在し、その存続期間も江田船山古墳・石之室古墳の 5

世紀後半から下益城郡城南町塚原古墳群中に存在する北原 1号墳の

6世紀後半までと、ほぼ 1世紀にわたる。 (中 略)

続いて横穴式石室に今」抜玄門が採用されるわけであるが、年代があ

る程度推測されるもので、最も古くさかのぼるものは大野窟古墳で

あり、石室構造から6世紀中葉―後半の年代が考えられる。そして

3)の江田穴観音古墳や鬼の釜古墳にみられるように7世紀前葉―

中葉まで今」抜玄門を有する古墳は築造され続ける。  『椿原古墳』

弯1抜玄門についてこのように述べている。「九州において奪」抜玄門を有する

古墳は肥後地域にのみ存在」するという。

(4)宇土半島の剖抜玄門

『椿原古墳』は宇土半島の制抜玄間について次のように述べている。

宇土半島基部の横穴式石室において、玄室壁面に腰石を用いるもの

は多く見られるが、この腰石を使う古墳としては、凝灰岩の切石を

用いるものと、安山岩などの自然石を用いるものの 2種類がある。

前者は国越古墳に代表されるもので、後者は塚原古墳や桂原・椿原

古墳その他相当数にのぼる。 (中略)

後期・終末期古墳において剖抜玄間に凝灰岩切石を用いる例がこの

地域に多い。その場合、凝灰岩切石は玄門部ないしは閉塞石にだけ

限定的に用いられる。 (中略)
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宇土半島基部では凝灰岩切石を横穴式石室に多用するのは前方後円

墳に限られるらしいという点と、円墳や方墳などにおいて凝灰岩は

今」抜玄門だけに限定的に用いられるという点である。 『椿原古墳』

「後期・終末期古墳において剖抜玄門に凝灰岩切石を用いる例がこの地域に

多い」とある。また「円墳や方墳などにおいて凝灰岩は奪」抜玄門だけに限定的

に用いられる」とある。

植山古墳は方墳である。しかも「扉は幅 1.1メ ー トル、高さ 1.5メ ー トル

の凝灰岩製とみられ」るとある。扉は育」抜玄門と同じ機能である。石室への入

口である。扉は今」抜玄門の改良型といえるであろう。「割抜玄門に凝灰岩切石

を用いる」のは宇土半島に多いとある。

また東側の石室の石棺には阿蘇の凝灰岩 (阿蘇ピンク石)が使われている。

宇土半島から石棺は運ばれている。植山古墳は宇土半島の古墳と同じである。

{5}植山古墳と宇土半島

植山古墳の東側石室の家形石棺の石材は阿蘇ピンク石である。この家形石棺

は宇土半島から運ばれている。植山古墳は宇土半島との関係が強い。

石棺を宇土から運んでいるということは植山古墳の主は宇土半島の出自で

はないだろうか。故郷の石で造った石棺に埋葬してもらいたいためにわざわざ

宇土から石棺を運ばせたのであろう。

「古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』」に私は継体天皇の阿蘇ピンク石

製石棺について次のように書いた。

継体天皇の墓といわれる今城塚古墳からも阿蘇ピンク石製石棺が出

土している。継体天皇の石棺であろうといわれている。継体天皇の

石棺は熊本県宇土市から運ばれている。おそらく継体天皇の父が宇
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土付近の出自であり、継体天皇は故郷の阿蘇ピンク石製石棺に埋葬

されることを望み、石棺を宇土から運ばせたのであろう。

古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』

近畿地方には石棺に加工しやすい石材は各地にある。たとえば竜山石や二上

山石等である。わざわざ九州の、しかも八代海の宇土半島から石棺を運ぶ必要

はない。

継体天皇や植山古墳の主はわざわざ宇土から石棺を運ばせている。故郷の石

棺に埋葬してもらいたいからである。

さらに植山古墳の西側の石室には扉があり、開閉するために「 しきみ石にほ

ぞ穴が開いている」という。これは肥後の考」抜玄間が発展 した姿であろう。板

石を奪」り抜いて出入り口にしていたのを止めて扉にしたのである。植山古墳の

西側の石室の扉は肥後地方の剖抜玄間が発展 したものと考えてよいであろ

つ。

このように植山古墳は肥後の出身者の墓である。推古天皇や竹田皇子の墓で

はない。
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