
はじめに

『 日本書紀』は天智天皇と天武天皇を兄弟にしている。しかし兄の天

智天皇は娘を4人 も弟の天武天皇に嫁がせている。兄弟であれば考え

られないことである。

天智天皇は常に母宝皇女 (皇極天皇、斉明天皇)と 行動を共にして

いる。宝皇女は上宮王家の皇女である。天智天皇も上宮王家の皇子で

ある。

一方、天武天皇は「壬申の乱」のとき二重県に来ると伊勢の天照大

神を望拝 しているし、神武天皇陵に戦勝祈願をしている。天武天皇は

天孫降臨した天孫族の子孫であろう。天智天皇と天武天皇は出自が異

なる。天智天皇と天武天皇は兄弟ではない。

平城京の長屋王邸跡から「長屋親王」と書かれた木簡が出土した。

父高市皇子は「天皇」である。『万葉集』の「高市皇子尊の城上の歿

宮の時、柿本朝巨人麿の作る歌一首」でも題詞には「高市皇子尊」と

なっているが、歌の中では高市皇子を「わご大王」と詠っている。「大

王」は「天皇」である。『万葉集』でも高市皇子は「高市天皇」であ

る。高市皇子は即位して「天皇」になっている。高市皇子は天武天皇

の第一皇子であるから天武天皇の次に即位しているのであろう。

ところが『 日本書紀』では天武天皇が崩御すると「持統天皇」が即

位 している。高市皇子は「天皇」になっていない。『続日本紀』はそ

れに合わせて「長屋親王」を「長屋王」と書いている。『 日本書紀』

と『続日本紀』は呼応して史実を偽って書いている。



『続日本紀』を見ると720年に成立しているのは『日本紀』である。

『日本書紀』ではない。『日本紀』と『日本書紀』は同一ではない。

『日本紀』は天武天皇の企画によつて作られている。「天武王権」の

歴史書と言える。高市皇子は「天皇」になつているから『日本紀』に

は当然「高市天皇紀」があったであろう。

ところが『日本書紀』には「高市天皇紀」は無い。天武天皇の次は

天智天皇の娘の「持統紀」になっている。『 日本紀』「高市天皇紀」

は『 日本書紀』では「持統紀」にすり替えられているのではないだろ

うか。

『 日本書紀』は高市天皇を高市皇子にし、天武天皇を天智天皇の弟に

して「天武王権」を抹殺している。抹殺しているのは「天智王権」で

あろう。「高市天皇紀」を「持統紀」にすり替えているのも「天智王

権」であろう。

「天智王権」は「天武王権」が作った『日本紀』を廃棄して新しく「天

智王権」の歴史書として『日本書紀』を作ったのではないだろうか。
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第 1部 天武王権



第 1章  天智天皇と天武天皇
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1 天武天皇の妃 と天智天皇

(1)葛 城 皇子 と大海 皇 子

天智天皇と天武天皇は兄弟であるという。父は舒明天皇であり、母は宝皇女

である。

(舒明)二年 (630年 )、 宝皇女を立てて皇后と為す。后、二

男一女を生む。一を葛城皇子という。近江大津宮御宇天皇な り。

二を間人 (は じひと)皇女という。三を大海皇子という。浄御原

宮御宇天皇なり。               『 日本書紀』

舒明天皇は宝皇女を皇后にして三男一女を生む。第一子は葛城皇子であり、

近江大津宮御宇天皇 (天智天皇)である。第二子は大海皇子であり、浄御原宮

御宇天皇 (天武天皇)である。

『 日本書紀』は天智天皇 (葛城皇子)と 天武天皇 (大海皇子)は兄弟であり、

天智天皇が兄であり、天武天皇は弟であると書いている。

(2)天武天皇の妃

天武天皇には多くの妃がいる。

(天武)二年 (673年)二月、正妃を立てて皇后と為す。后、

草壁皇子尊を生む。先に皇后の姉大田皇女を納れて妃と為す。大
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来皇女と大津皇子を生む。次の妃大江皇女、長皇子と弓削皇子を

生む。次の妃新田皇女、舎人皇子を生む。又夫人藤原大臣の女氷

上娘、但馬皇女を生む。次の夫人氷上娘の弟五百重娘、新田部皇

子を生む。次の夫人蘇我赤兄大臣の女太慕娘、一男二女を生む。

其の一を穂積皇子という。其の二を紀皇女という。其の三を田形

皇女という。

天皇、初め鏡王の女額田姫王を姿り、十市皇女を生む。次に胸形

君徳善の女尼子娘を納れて高市皇子命を生む。次に宍人臣大麻呂

の女椴媛娘、二男二女を生む。其の一を忍壁皇子という。其の二

を磯城皇子という。其の三を泊瀬部皇女という。其の四を託基皇

女という。                  『 日本書紀』

皇后は持統天皇である。草壁皇子尊を生んでいる。

「先に皇后の姉大田皇女を納れて妃と為す」とある。皇后の姉大田皇女は持

統天皇よりも先に天武天皇の妃となり、大来皇女と大津皇子を生んでいる。持

統天皇・大田皇女はともに天智天皇の娘である。

「次の妃大江皇女、長皇子と弓削皇子を生む。次の妃新田皇女、舎人皇子を

生む。」とある。大江皇女も新田皇女も天智天皇の娘である。『 日本書紀』は

次のように書いている。

(天智)七年 (668年 )二月、古人大兄皇子の女倭姫王を立て

て皇后と為す。遂に四噴を納れる。蘇我山田石川麻呂大臣の女有

り。遠智娘という (或 る本に云 う、美濃津子姫という)。 一男二

女を生む。其の一を大田皇女という。其の二を鶴野皇女という。

天下を有するに及び飛鳥浄御原官に居す。後に宮を藤原に移す。

其の三を建皇子という。

次に遠智娘の弟有 り、姪娘 とい う。御名部皇女 と阿倍皇女を生

む。阿倍皇女は天下を有するに及び藤原宮に居す。後に乃楽に都
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を移す。次に阿倍倉梯麻呂大臣の女有 り。橘娘とい う。飛鳥皇女

と新田部皇女を生む。次に蘇我赤兄大臣の御阿有 り。常陸娘とい

う。山辺皇女を生む。又宮人の男女を生む者は四人有 り。忍海造

小龍の女有 り。色夫古娘という。一男二女を生む。其の一を大江

皇女 という。其の二を川嶋皇子という。其の三を泉皇女という。

又栗隈首徳萬の女有 り。黒媛という。水主皇女を生む。又越道君

伊羅都売有 り。施基皇子を生む。又伊賀采女宅子の娘有 り。伊賀

皇子を生む。後の字を大友皇子という。     『 日本書紀』

天智天皇は蘇我山田石川麻呂大臣の娘遠智娘を「嬢」として「一男二女を生

む。其の一を大田皇女という。其の二を鶴野皇女という。」とある。大田皇女

と鴎野皇女 (持統天皇)は天武天皇の妃になつている。

次に「阿倍倉梯麻呂大臣の女有り。橘娘という。飛鳥皇女と新田部皇女を生

む。」とある。新田部皇女も天智天皇の娘であり、天武天皇の妃になつている。

次に「忍海造小龍の女有り。色夫古娘という。一男二女を生む。其の一を大

江皇女という。」とある。大江皇女も天武天皇の妃になつている。

天智天皇の娘である大田皇女・持統天皇 。新田部皇女 。大江皇女の四人は天

武天皇の妃になっている。

『 日本書紀』は天智天皇と天武天皇は兄弟であると書いている。兄である天

智天皇は何故娘を4人も弟の妃にしているのであろうか。このようなことは現

実には考えられないであろう。天智天皇と天武天皇はほんとうに兄弟なのであ

ろうか。

＾
０



2 天智天皇 と天武天皇の年齢

(1)天智天皇の年齢

天智天皇 と天武天皇は兄弟であるとい う。天智天皇が兄であ り、天武天皇は

弟であるとい う。それを確かめるには天智天皇 と天武天皇の年齢を調べればよ

レ`。

天智天皇の年齢は『 日本書紀』から知ることが出来る。父の舒明天皇が死去

したとき天智天皇 (東宮開別皇子)は課 (しのびごと)を述べている。

(舒明)十二年 (641年)十月、天皇、百済宮で崩ず。宮の北

に残 (も がり)す。是を百済の大残という。是時、東宮開別皇子

は年十六で誅 (しのびごと)す。        『 日本書紀』

東宮開別皇子とは天智天皇である。舒明天皇は641年に死去する。このと

き天智天皇は 16才であるという。

天智天皇の生年を求めると641年 -16才 +1=626年 となる。天智天

皇は626年に生まれている。

天智天皇は671年に死去する。

(天智)十年 (671年 )十二月、天皇、近江宮で崩ず。

『 日本書紀』

天智天皇は「 (舒明)十三年 (641年 )」 に16才であるから671年に

は46才である。天智天皇は671年に46才で崩御している。
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天智天皇の年齢は次のようになる。

○天智天皇の生年と崩年

生年

■天智天皇  626年 (『 日本書紀』)

(2)『本朝皇胤紹運録』の天智と天武の年齢

■天智天皇 諄は葛城。又中大兄皇子。又天命開別尊と号す。治十午。

母は皇極天皇

推古二十二年降誕。孝徳大化元年六月立太子。 (二代太子。)七年正月

即位。十年辛未十二月二日崩。五十八。

■天武天皇 諄は大海人。天淳名原減真人天皇と号す。又浄御原天皇

と号す。治十五年。母は同じ。

推古二十一年誕生。天智七年戊辰二月皇太弟と為る。自鳳二年正月二十

六日即位。朱鳥元年丙戌九月九日崩。六十五。   『本朝皇胤紹運録』

天智天皇は推古二十二年 (614年 )に生まれ、辛未年 (671年)十二月

に58才で崩じたとある。

『 日本書紀』とは異なる内容である。崩年だけは合っている。『 日本書紀』

と『本朝皇胤紹運録』は次のようになっている。

崩年

671年 (46才 )

６
０

次ぎに天武天皇の年齢について調べてみよう。天武天皇の年齢は『 日本書

紀』には記載がない。後世の書である『本朝皇胤紹運録』に二人の年齢が載っ

ている。

『本朝皇胤紹運録』には歴代の天皇の生年と崩年、および死亡時の年齢が載

っている。天智天皇と天武天皇については次のように書いている。



○天智天皇

■『 日本書紀』

■『本朝皇胤紹運録』

崩生  匹
=壁

2生螢

671年   46才

671年   58才

生年

626年

614年

天智天皇の年齢は『 日本書紀』に記載されている。何故、後世の『本朝皇胤

紹運録』は『 日本書紀』とは異なる記述をしているのであろうか。『 日本書紀』

よりも正しいという確信があったのであろうか。

これについては後に再度検討することにして、天武天皇の年齢をみてみよ

つ。

『日本書紀』は天武天皇の崩年を次のように書いている。

(天武)朱鳥元年 (686年)九月丙午 (九 日)、 天皇の病、遂

に差 (い)えず。正宮に崩ず。         『 日本書紀』

天武天皇は686年 9月 9日 に崩御している。年齢の記載はない。

『本朝皇胤紹運録』は天武天皇の崩年を「朱鳥元年丙戊九月九日崩」と書い

ている。『本朝皇胤紹運録』の天武天皇の崩年は『 日本書紀』と一致している。

『本朝皇胤紹運録』によると、天武天皇は「推古三十一年 (623年 )」 に

生まれて、朱鳥元年 (686年 )九月に65才で崩御している。「母は同じ」

とあるから天智天皇と天武天皇は兄弟である。『 日本書紀』と同じである。

『本朝皇胤紹運録』によると天智天皇と天武天皇の年齢は次のようになる。

○『本朝皇胤紹運録』による天智天皇と天武天皇の年齢

生生    崖生  匹
=生

2生螢

■天智天皇  614年    671年    58才
■1天武天皇   623年    686年    65才

Ｑ
〉



天智天皇の方が天武天皇よりも 9年前に生まれている。天智天皇が兄であ

り、天武天皇は弟である。

『神皇正統記』にも天智天皇と天武天皇の年齢が載つている。天智天皇の年

齢は『本朝皇胤紹運録』と同じ58才である。ところが天武天皇の年齢は73
才であるという。

■御三十九代、第二十五世、天智天皇は舒明天皇の御子。御母は皇極

天皇為 り。 (中 略)

天下を治め給 うこと十年。五十八歳おましましき。

■第四十代、天武天皇は天智同母の弟為 り。 (中 略)

天下を治め給うこと十五年。七十三歳おましましき。 『神皇正統記』

天武天皇の死亡時の年齢は 73才 とあるから生年は 686年 -73才 +1

=614年 となる。

『本朝皇胤紹運録』と『神皇正統記』の天武天皇の年齢は次のようになる。

○天武天皇の年齢

■『本朝皇胤紹運録』

■『神皇正統記』

生年

623年

614年

死亡時の年齢

65才

73才

天武天皇の年齢についても種々の記録があることがわかる。天智天皇と天武

天皇の年齢はどれが正しいのであろうか。
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(3)天智天皇の生年 (再考)

『本朝皇胤紹運録』と『神皇正統記』は天智天皇の生年は614年であると

している。ところが『神皇正統記』では天武天皇の生年も614年である。こ

れでは天智天皇と天武天皇は双子の兄弟ということになる。

『日本書紀』によると天智天皇は第一子であり、第二子は間人 (は じひと)

皇女である。天智天皇と天武天皇の間には間人 (は じひと)皇女が生まれてい

る。天智天皇と天武天皇は双子の兄弟ではない。

614年 に生まれたのは天智天皇であろ うか、それ とも天武天皇であろ う

か。

そこでまず天智天皇の生年から再度検討してみよう。天智天皇の生年と死亡

時の年齢は『 日本書紀』と『本朝皇胤紹運録』『神皇正統記』では次のように

なつている。

○天智天皇

■『 日本書紀』

■『本朝皇胤紹運録』『神皇正統記』

生年

626年
614年

死去時の年齢

46才

58才

天智天皇は舒明天皇と宝皇女の子である。舒明天皇は上宮王家に婿養子に迎

えられた人物である。舒明天皇の即位前の名前は田村皇子である。上宮王家の

婿養子になると田村皇子は病床の上宮皇子 (厩戸皇子)を見舞う。上宮皇子は

上宮法皇の長子 (皇太子)である。

初め飛鳥岡基 (おかもと)宮御宇天皇の未だ極位に登らぎると

き、号 して田村皇子という。 (中 略)(田村)皇子、私に飽波に

参 り、御病状を問う。ここに於いて上宮皇子命、田村皇子に謂い

て曰く、「愛わしきかな。善かな。汝、姪男。自ら来たり吾が病

を問うや。・……」 (中 略)
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(X)天皇、臨崩の日に、田村皇子を召 して遺詔す。 「朕、病篤

し。今、汝、極位に登れ。宝位を授け上宮皇子と朕の黒凝寺を譲

る。例 りて天皇位に即く。   『大安寺伽藍縁起井流記資財帳』

「 (田 村)皇子は私に飽波に参 り、御病状を問 う。」とある。

「飽波」は『和名抄』に「大和国平群郡飽波郷」がある。当時の上宮皇子 (厩

戸皇子)は大和の斑鳩に住んでいる。斑鳩も大和国平群郡 (今は生駒郡斑鳩町)

にある。飽波と斑鳩は同じ地域にあるのであろう。田村皇子は肥前から斑鳩 (飽

波)に居る上宮皇子を見舞つている。

上宮皇子 (厩戸皇子=聖徳太子)は 621年 2月 5日 に死去する。田村皇子

が見舞ったのはその直前のころであろう。上宮皇子は田村皇子を「姪の男」と

呼んでいる。 「姪」は宝皇女である。田村皇子は宝皇女と婚姻 したばかりであ

ろう。そのため「姪の男」と呼んでいるのであろう。

田村皇子は婚姻するとすぐに上宮皇子を見舞 うために斑鳩へ行つている。し

たがって田村皇子 (舒明天皇)が上宮王家の入 り婿になるのは上宮皇子が死去

する621年 よりも前である。天智天皇が生まれるのはその後ということにな

る。

『本朝皇胤紹運録』と『神皇正統記』は天智天皇の生年を614年としてい

る。614年は上宮王家には長男 (皇太子)の上宮皇子がまだ元気で生存して

いる。田村皇子を婿養子に迎える必要はない。『本朝皇胤紹運録』や『神皇正

統記』のいう天智天皇の生年「614年」は成立しない。

一方、『日本書紀』では天智天皇が生まれるのは626年である。621年
より後である。『日本書紀』の方は田村皇子が宝皇女の婿養子に迎えられた後

となり、史実に合う。天智天皇の生年はやはり「626年」である。『日本書

紀』が正しい。
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(4)天武天皇の年齢

次に天武天皇の生年について検討しよう。『本朝皇胤紹運録』は天武天皇の

誕生を「推古二十一年 (623年)誕生」としている。天智天皇と天武天皇の

生年は次のようになる。

○天智天皇と天武天皇の生年

■天智天皇の生年  626午
■天武天皇の生年  623年

『 日本書紀』

『本朝皇胤紹運録』

これを見ると天武天皇の方が天智天皇よりも3年前に生まれている。天武天

皇の方が兄であり、天智天皇は弟ということになる。『 日本書紀』の記述と合

わない。

ところが『本朝皇胤紹運録』は天智天皇の生年を614年にしている。『本

朝皇胤紹運録』では天智天皇は兄であり、天武天皇は弟となる。

しかしこれまで見てきたように天智天皇が614年に生まれたというのは

誤りである。『 日本書紀』の「626年」が正しい。後世の『本朝皇胤紹運録』

は何故、天智天皇の生年を614年にしているのであろうか。

『本朝皇胤紹運録』は『 日本書紀』の記述に合わせて天智天皇を兄にするた

めに細工をしているのであろう。『本朝皇胤紹運録』では天武天皇の生年は6

23年である。これはそのままにして天智天皇の生年の方を変えている。天智

天皇を兄にするためではないだろうか。天智天皇の生年を干支で 1巡 (12

年)早めて614年にしているのであろう。そのため死亡時の年齢も12年増

えて「46才」を「58才」にしている。

『 日本書紀』と『本朝皇胤紹運録』の天智天皇の年齢は次のようになる。

○天智天皇

■『 日本書紀』

■『本朝皇胤紹運録』

生年

丙戊 (626年 )

甲戌 (614年 )

死亡時の年齢

46才

58才
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これを見ると『本朝皇胤紹運録』が『日本書紀』の生年より12年繰り上げ

ていることは明らかであろう。

『本朝皇胤紹運録』の著者は『 日本書紀』を読んでいる。天智天皇の生年が

「626年」であることも知つている。ところが『 日本書紀』には天智天皇が

兄となっている。そこで天智天皇の生年を12年繰 り上げて「丙戌」を「甲戌」

にしているのであろう。

問題は『本朝皇胤紹運録』が天武天皇の生年の方を変更していないことであ

る。天武天皇の生年を変更すれば『 日本書紀』の天智天皇の生年は変更しない

で済む。何故、あえて『 日本書紀』の天智天皇の生年の方を変更しているので

あろうか。

天武天皇の生年の方は変更ができない理由があったのであろう。おそらく当

時は、天武天皇の生年は「推古二十一年 (623年 )誕生」であることが広く

知られていたのではないだろうか。天武天皇は「壬申の乱」で勝利している。

天武天皇の記録は多く残っているのであろう。そこには天武天皇の生年も記録

されている。そのため天武天皇の年齢を操作することはできなかったのであろ

つ。

『本朝皇胤紹運録』は仕方なく天智天皇の生年を変更することにした。その

ため『日本書紀』の記す天智天皇の生年とは異なることになったのであろう。

『本朝皇胤紹運録』は『日本書紀』の記す天智天皇は兄であり、天武天皇は弟

であるということの方を重視したのであろう。

『本朝皇胤紹運録』は天智天皇の生年を12年繰り上げた。その結果天智天

皇の死亡時の年齢も58才になった。『神皇正統記』も同じ操作をしているの

であろう。

天武天皇の生年は「623年 」である。天智天皇と天武天皇の生年は次のよ

うになる。
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○天智天皇と天武天皇の生年

■天智天皇 626年   『 日本書紀』

■天武天皇 623年   『本朝皇胤紹運録』の「推古二十一年誕生」

天智天皇と天武天皇の生年が判明した。それによると天武天皇の方が天智天

皇よりも3年前に生まれている。天武天皇が兄で天智天皇は弟になる。

(5)天武天皇の生年 (再考)

天武天皇の生年は『本朝皇胤紹運録』により「623年」であることが判明

した。 しかし問題がある。

『 本朝皇胤紹運録』は天武天皇の誕生を「推古二十一年 (623年 )誕生」

としているが、天武天皇の死亡時の年齢は 65才 となっている。65才から生

年を算出すると天武天皇の生年は686年 -65+1=622年 となる。「推

古二十一年 (623年 )誕生」とは 1年の違いが生じる。天武天皇の生年は「推

古三十一年 (623年 )」 か、あるいは「622年 」ということになる。

ここでは記録 として書かれている「推古二十一年 (623年 )誕生」の方を

採用 しておくことにする。死亡時の年齢は 64才になる。

天武天皇の生年は判明したが、死亡時の年齢には二説がある。

『本朝皇胤紹運録』は天武天皇の死亡時の年齢を65才 としているが、『神

皇正統記』は73才 としている。『神皇正統記』による天武天皇の生年は68

6年-73+1=614年 となる。

○天武天皇

■『本朝皇胤紹運録』

■『神皇正統記』

生年

623年 (ま たは 622年 )

614年

死亡時の年齢

65才

73才
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天武天皇の生年はどちらが正 しいのであろうか。再び天武天皇の生年が問題

になる。

当時の平均寿命は 50才 くらいであろう。73才は当時としては長寿過ぎる

のではないだろうか。

『公卿補任』に天武天皇の子である高市皇子の年齢がある。

○持統天皇御世 治十年 元年丁亥

■太政大臣 浄広一 高市皇子  四年七月五日任太政大臣。 (年二

十七)。  十年七月十二日亮。 (年四十二。或四十三。在官七年)

天武天皇第二息。母胸形君徳善女。尼子娘也。   『公卿補任』

「十年七月十三日莞」とある。『 日本書紀』の「 (持統)十年 (696年 )」

のことである。そのときの年齢は42才、あるいは43才であるという。高市

皇子が生まれるのは696年 -42才 (43才)+1=655年 (654年 )

である。

天武天皇の生年を「614年」とすれば高市皇子が生まれるときは41才 と

なる。高市皇子は第一皇子である。41才で第一皇子が生まれるというのはあ

り得ないであろう。天武天皇の死亡時の年齢は『本朝皇胤紹運録』の「65才」

が正しい。

天智天皇と天武天皇の正しい年齢は次のようになる。

○天智天皇と天武天皇の正しい年齢

生年   崩年  死亡時の年齢

■天智天皇 626年 671年  46才
■天武天皇  623年 686年  65才

『 日本書紀』

『本朝皇胤紹運録』

天武天皇は天智天皇よりも3年前に生まれている。
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第 2章  天武天皇



1 天武天皇 と阿毎王権

(1)「壬 申の乱」 とは

天智天皇は671年に死去する。その翌年に「壬申の乱」が起きる。『日本

書紀』によると、天智天皇の子の大友皇子と天智天皇の弟の大海皇子 (天武天

皇)が天皇位を争ったという。 「壬申年 (672年 )」 に起きているから「壬

申の乱」という。

天智天皇は死去する4年前の 667年 に大和の飛鳥から近江 (滋賀県)へ遷

都する。

(天智)六年 (667年 )二月、都を近江へ遷す。 『 日本書紀』

「壬申の乱」の時、天武天皇は奈良県の吉野から出発して二重県をまわり、

不破 (関 ヶ原)を通り、近江 (滋賀県)に居る大友皇子を伐つ。翌年 (673
年)に天武天皇は即位する。これが『 日本書紀』の記す「壬申の乱」である。

(2) 「壬申の乱」と物部雄君

「壬申の乱」がは じまるきつかけになったのは朴井 (え のい)連雄君等の進

言である。

(天武)元年 (672年 )五月、是月、朴井連雄君は天皇に奏 し

て曰く、「臣、私事有るを以て独 り美濃へ至る。時に朝庭は美濃・
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尾張の両国司に宣して曰く、『 山陵を造る為に予め人夫を差し定

めよ』という。則ち人別に兵を執らしむ。臣、以為 (お も)う に

山陵を造るに非ず。必ず事有るか。 (中 略)」 という。

或るいは人有りて奏して曰く、「近江京より倭京に至る処々に候

(監視人)を置く。亦菟道の橋を守る者に命じて皇大弟宮の舎人

が私糧を運ぶ事を遮へしむ」という。 (中略)是に詔して曰く、

「 (中略)然るに今、已むこと獲ずして禍を承 (う )ける。何ぞ

黙して身を亡ぼさむや」という。        『 日本書紀』

朴井連雄君は私事で美濃へ行 く。すると近江朝廷 (大友皇子)は美濃・尾張

の国司に「山陵 (天智天皇の墓)を造るために人を集めよ」と言い、集めた人々

に兵器を持たせているという。きつと戦争をするつもりであると進言する。

大友皇子が美濃 。尾張から吉野に居る天武天皇を伐つ計画をしているという

意味である。

またある人は近江京より倭京 (大和)に至る処々に候 (監視人)を置いて皇

大弟宮 (天武天皇)の舎人 (と ね り)が私糧 (食料)を運ぶのを遮っていると

い う。

天武天皇はこれを聞いて大友皇子を伐つことを決心する。直ちに吉野を出発

する。

(天武)元年 (672年)六月二十二日、村国連男依 。和珂部臣

君手 。身毛君広に詔して曰く、「今聞く、近江朝庭の臣等は朕の

為に害を謀る。是を以て汝等二人は急いで美濃国に往き安八磨郡

の湯沐令多臣品治に告げて機要 (重要な事柄)を宣 (の )べ示し、

而して先ずその郡の兵を発せよ。例 りて国司等に経 (ふれ)て諸

軍を差し発して急いで不破の道を塞げ。朕は今発路せむ。」とい

ぅ。                     『 日本書紀』
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天武天皇は先ず美濃国の安八磨郡に使いを遣わして軍を出発させる。また近

江軍が不破を越えて攻めてこないように不破の道を塞ぐように命 じる。そ して

遂に天武天皇は672年 6月 22日 に出発する。「朕は今発路せむ。」とある。
「壬申の乱」のはじまりである。

一緒に出発 しているのは次の人々である。

(天武)元年 (672年 )六月、元 (は じめ)よ り従 う者は草壁

皇子・忍壁皇子、及び舎人朴井連雄君・縣犬養連大伴 。(中 略)・

安斗連智徳 。 (中 略)二十有餘人、女襦 (こ ども)十有餘人なり。

『日本書紀』

草壁皇子・忍壁皇子とともに進言 した朴井連雄君も天武天皇に従つて出発 し

ている。

朴井連雄君は 「壬申の乱」の 4年後の 676年 に死去する。

(天武)五年 (676年 )六月、物部雄君連、忽ち病発 して卒す。

天皇、之を聞いて大いに驚く。其の壬申年に車駕 (天皇)に従い

東国に入 り、大功有るを以て恩を降 (く だ)し、内大紫位を贈る。

因 りて氏上を賜 う。              『 日本書紀』

物部雄君連 とある。朴井連雄君のことである。朴井連は物部一族である。「壬

申の乱」の功績により天武天皇から「内大紫位」が贈られている。

物部雄君連は『先代旧事本紀』にも出てくる。

十五世の孫物部大人連公   (御 狩大連の子なり)

孫内大紫冠位物部雄君連公

此の連公は飛鳥浄御原宮御宇天皇の御世に氏上内大紫冠位

を賜り、神宮を斎き奉る。        『先代旧事本紀』
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物部雄君連は十五世物部大人連公の孫であるという。飛鳥浄御原宮御宇天皇

(天武天皇)の御世に内大紫冠位を賜るとある。

十五世物部大人連公は阿毎王権の天皇である。その孫が「壬申の乱」で天武

天皇に従い大友皇子を伐つている。その功績により天武天皇から「内大紫位」

が贈 られている。

阿毎王権は天武天皇に味方 している。しかも天武天皇から阿毎王権の天皇の

孫に「内大紫位」が授けられている。阿毎王権の天皇の孫は天武天皇の臣下に

なっている。

(3) 「壬申の乱」 と阿毎王権の豪族

「壬申の乱」で天武天皇に従ったのは物部雄君ばかりではない。安斗連智徳

も「元 (は じめ)よ り従う者」の中に入っている。「安斗」は「阿斗」であろ

う。阿毎王権の本拠地 (鞍手郡)の手前にある阿斗 (飯塚市)である。 (古代

史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』参照)

安斗連智徳は阿斗を本拠地にする豪族であろう。次の人々も天武天皇に従っ

ている。

(天武)元年 (672年 )六月二十六日、朝明郡 (二重県)の述

太川の辺に於いて天照大神を望拝す。是時、益人到 りて曰く、 (中

略)。 便ち益人に従い参い来る。大分君恵尺・難波吉士三綱・駒

田勝忍人・山辺君安麻呂 。小墾田猪手・泥部眠袂 。大分君稚臣・

根連金身 。塗部友背の輩、従 う。天皇、大いに喜ぶ。 (中 略)

山背部小田 。安斗連阿加布を遣わし、東海の軍を発す。

『日本書紀』
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難波吉士三綱が出てくる。「難波吉士」は阿毎王権の海の玄関口である「難

波 (多々良川の川 口)」 の豪族であろう。 (古代史の復元⑥『 物部氏と蘇我氏

と上宮王家』参照)

阿毎王権の天皇の孫や、阿毎王権の京への入口にある阿斗の豪族や、阿毎王

権にとって重要な海の玄関日の豪族が天武天皇の臣下となり、「壬申の乱」で

活躍 している。

さらに大分君恵尺・大分君稚臣が出てくる。『 日本書紀』は「大分」を「お

ほきだ」と読ませている。 「大分 (おほきだ)」 は今の大分県であると言う。

しかし物部雄君連 (朴井連雄君)も 、安斗連智徳も、難波吉士三綱も阿毎王権

の豪族である。大分君恵尺 。大分君稚臣も阿毎王権の豪族ではないだろうか。

福岡県嘉穂郡筑穂町に「大分 (だいぶ)」 がある。阿毎王権の領域である。

大分君恵尺 。大分君稚臣は大分 (だいぶ)の豪族であろう。ここには大分廃寺

がある。豪族が居た証拠である。

このように「壬申の乱」に出てくる人物は阿毎王権の豪族が多い。阿毎王権

は天武天皇の味方をしている。味方というよりも天武天皇の臣下として働いて

いる。阿毎王権は天武天皇の支配下になつている。阿毎王権は日本列島を代表

する王権であった。阿毎王権に何が起きたのであろうか。
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2 天武天皇 と北部九州

(1)天武天皇 と宗像

天武天皇は宗像君徳善の娘を婆り高市皇子を生んでいる。

(天武)二年 (673年 )二月、天皇、初め鏡王の女額田姫王を

要 り十市皇女を生む。次に胸形君徳善の女尼子娘を納 (いれ)て

高市皇子を生む。               『 日本書紀』

胸形君 (宗像君)は福岡県宗像の豪族であろう。天武天皇は宗像君の娘と婚

姻して高市皇子を生んでいる。高市皇子は天武天皇の第一皇子である。

天武天皇は最初に鏡王の女額田姫王を嬰り「十市皇女」を生んでいる。「十

市」は地名であろう。 「十市」は筑前の鞍手郡にある。

筑前国鞍手郡

金生 。二田 。生見 。十市 。新分・粥田 『不口名1少』

鞍手郡は阿毎王権の本拠地である。「十市 (郷 )」 は阿毎王権の本拠地とは

遠賀川を挟んで反対側にある。鏡王は阿毎王権の天皇を支える王ではないだろ

うか。阿毎王権には天皇の下に多くの王が居る。

阿毎王権は天武天皇の支配下になっている。天武天皇は最初に阿毎王権の鏡

王の娘を嬰 り、次に筑前の宗像郡の娘を姿っているのであろう。天武天皇は青

年時代には宗像や鞍手郡の近くに住んでいたのではないだろうか。
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(2)天武天皇と奈良県桜井市の宗像神社

天武天皇は「壬申の乱」のとき神武天皇陵に戦勝祈願をしている。

これより先、金綱井 (かなつない)に軍 (い くさだち)したまう

時、高市郡の大領高市縣主 (た かいちのあがたぬし)許梅 (こ め)

はにわかに口を閉じ、ものを言 うことができなくなつた。三 日

後、まさに神にかかりて言 う、「吾は高市社に居す名は事代主神

(こ としろぬしかみ)な り。又、身狭 (む さ)社に居す名は生霊

神 (い くみたまかみ)な り。」という。乃ち之 (神意)を顕 (あ

らわ)して曰く、「神 日本磐余彦天皇の陵に、馬及び種々の兵器

を奉 (た てまつ)れ。」という。 (中 略)故、是を以て、便 (た

だち)に許梅を遣わして、御陵を祭 り拝 して因 りて馬及び兵器を

奉る。                    『 日本書紀』

許梅 (こ め)を遣わして、「神日本磐余彦天皇 (神武天皇)の陵を祭り拝し

て馬及び兵器を奉る」とある。神武天皇陵に戦勝祈願をしている。

許梅 (こ め)は 「高市郡の大領高市縣主」とある。許梅 (こ め)は高市郡の

縣主である。神武天皇陵は高市郡 (桜井市)に ある桜井茶臼山古墳である (古

代史の復元③『神武・崇神と初期ヤマ ト王権』参照)。 そのため許梅 (こ め)

は神武天皇陵が何処にあるのかを知つているのであろう。

桜井茶臼山古墳の近くに宗像神社がある。現在はやや離れたところにある

が、昔はもっと桜井茶臼山古墳の近くにあつたという。

『奈良県の地名』 (平凡社)は宗像神社について次のように書いている。
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□桜井市宗像神社

■鳥見山北麓に鎮座

多紀理毘売命・市寸嶋比売命・田寸津比売命を祀る。

式内宗像神社は『類衆三代格』所収の寛平五年 (893午 )一〇

月二九日の太政官符によれば、現福岡県の宗像大社と同神で、氏

人高階真人忠峰の祖、高市皇子が神舎を修理 したとある。高市皇

子は胸形君徳善の娘尼子娘と天武天皇との間に生まれてお り、天

武朝頃に胸形君の一族が本拠地筑前国の氏神を勧請 したものと

考えられる。

また『類衆三代格』元慶五年 (881年 )一〇月一六日の太政官

符には「座大和国城上郡登美山」とある。 (中 略)天武朝より氏

人の奉る神宝・園地も多く、高階真人が累代社務をつかさどって

いたが、時を経るにしたがつて神宝の紛失や祭事の開怠があった

ので、しばしば祟 りがあった。 (中 略)しかし、年を経て神舎は

破壊 し、氏賤が蕃息して相当の数に及んだ。そこで高階真人忠峰

らが、筑前国宗像郡金崎の 16人の賤を良民として調庸を奉らし

め、代わりに当社随近の格丁を永く修理料にあてるよう官裁を請

うたところ、寛平五年一〇月二九 日、これらの格丁を修理料にあ

て、他役に使用することを禁じ、死開 。老衰・交代の時にも請を

待って補充、永く例とするよう定めた。

『奈良県の地名』 (平凡社)

奈良県桜井市の宗像神社は天武朝の頃に福岡県の宗像大社から勧請され、そ

の後天武天皇の第一皇子である高市皇子が修理をしている。

「壬申の乱」の時、天武天皇は神武天皇陵に戦勝祈願をして勝利 している。

宗像神社はそのお礼として建てたのではないだろうか。天武天皇が建てたので

あろう。そのため第一皇子である高市皇子が修理をしているのであろう。高市
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皇子は「壬申の乱」で活躍 している。神武天皇陵に戦勝祈願をしたことも知っ

ている。

天武天皇は宗像君徳善の娘を要 り高市皇子を生んでいる。天武天皇は宗像と

関係がある。 「壬申の乱」で勝利 したお礼に神武天皇陵に宗像神社を創建 して

いるのであろう。宗像神社は筑前の宗像大社から勧請 している。天武天皇は宗

像大社を祀る宗像の住人ではないだろうか。

「高階真人忠峰 らが、筑前国宗像郡金崎の 16人の賤を良民として調庸を奉

らしめ」て桜井市の宗像神社の修理料にあてたという。高階真人忠峰は「筑前

国宗像郡金崎」の人を支配 している。高階真人忠峰の本拠地は「筑前国宗像郡

金崎」であろう。

「高階真人忠峰の祖、高市皇子」とある。高市皇子は高階真人忠峰の祖であ

るという。高市皇子の本拠地も「宗像」であろう。天武天皇は胸形君 (宗像君 )

徳善の娘を姿 り、高市皇子を生んでいる。高市皇子は宗像で生まれたのであろ

う。天武天皇も、高市皇子も本拠地は宗像であろう。その子孫である高階真人

忠峰の本拠地も宗像郡金崎である。

天武天皇の本拠地は「筑前の宗像」であろう。

{3)天武天皇と「淳中」

天武天皇の正式な名前は「天淳中原涼真人天皇」である。天武天皇の名前に

「淳中原」が付いている。敏達天皇の名前は「淳中倉太珠敷天皇」である。 ど

ちらにも「淳中」が付いている。 「淳中」は地名であろう。天武天皇も敏達天

皇も本拠地は同じ「淳中」ではないだろうか。

敏達天皇は阿毎王権の「十四世大市御狩連公」である。 (古代史の復元⑥『物

部氏と蘇我氏と上宮王家』参照)

敏達天皇の本拠地は筑前の鞍手郡である。「淳中」は鞍手郡を含む地域をい

うのであろう。そ うであれば天武天皇も本拠地は鞍手郡に近いところにあると
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いうことになる。宗像は鞍手郡の隣である。天武天皇の本拠地はやはり宗像で

あろう。 「淳中」は宗像郡 と鞍手郡を含む地名ではないだろうか。

『 日本書紀』「神功紀」に「淳中倉」が出てくる。

(神功)元年二月、亦表筒男 。中筒男 。底筒男の三神、誨 (お し)

えて曰く、「吾が和魂 (に ぎたま)を大津の淳中倉の長峡 (なが

お)に居 (お ら)しむべし。便 (すなわ)ち因りて往来の船を看

(み)さ しむ。」という。            『 日本書紀』

「大津の淳中倉の長峡」とある。 「淳中倉」はやはり地名である。

「淳中倉の長峡 (ながお)」 に居ると「往来の船」をみることができるとあ

る。「淳中倉の長峡 (ながお)」 は海岸にある。「淳中倉」は敏達天皇の名前

にも付いているから鞍手郡に近い海岸であろう。「大津」とは博多湾である。

「表筒男 。中筒男・底筒男」の三神も博多湾に居る。

(神功)摂政前紀、則ち対 (こ た)えて曰く、「日向国の橘の小

門の水底に所居 (お)り 、而して水葉も稚いのが出ている神、名

は表筒男 。中筒男・底筒男の神有り。」という。  『 日本書紀』

「表筒男 。中筒男 。底筒男」は「日向国の橘の小門」に居るとある。 「日向

国の橘の小門」は伊美諾尊が黄泉 (よ み)国 (死者の国=出雲)へ行き、汚れ

た身体を楔 (みそ)ぎ した所である。そこは博多湾である。

則ち往きて筑紫の日向の小戸の橘の憶原 (あはきはら)に至り、

祓 (みそ)ぎ除 (は ら)いたまう。   『 日本書紀』第五段
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「筑紫の 日向」とある。福岡県である。福岡市西区姪浜の西北に「小戸」が

ある。ここが「筑紫の日向の橘の小戸 (小門)」 である。 (古代史の復元③『神

武 。崇神 と初期ヤマ ト王権』参照)

「表筒男 。中筒男・底筒男」の三神は博多湾の西側の姪浜に居る。敏達天皇

は博多湾の東側にいる。 「大津の淳中倉の長峡 (ながお)」 は博多湾の東側に

あることがわかる。そこには難波がある。 「淳中倉の長峡」は阿毎王権の海の

玄関口である多々良川の川日付近ではないだろうか。そこは糟屋郡である。

「淳中」は宗像郡と鞍手郡を含む地域をいうのであろう。さらに糟屋郡も含

まれる。 「淳中」は「宗像郡」「鞍手郡」「糟屋郡」を含む博多湾の東側一帯

をい う地名であろう。

「神功紀」の 「大津の淳中倉の長峡」は難波付近である。 「淳中倉」には鞍

手郡 と糟屋郡が含まれる。 「淳中」は宗像郡、鞍手郡、糟屋郡であるから「淳

中」から「淳中倉」の鞍手郡と糟屋郡を除くと「宗像郡」が残る。 「淳中原」

は「宗像郡」であろう。

「淳中」は「淳中原」と「淳中倉」に分かれる。

○ 「淳中」と「淳中原」 。「淳中倉」の関係

■ 「淳中」=「淳中原 (宗像郡)」 +「淳中倉 (鞍手郡と糟屋郡)」

天武天皇の名前は「天淳中原温真人天皇」である。天武天皇の名前からみて

も天武天皇の本拠地は「宗像」である。
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3 天武天皇 と天族

(1} 「壬申の乱」と天照大神

天武天皇は天族 (天孫降臨した天孫族)である。名前にも「天」が付いてい

る。

「壬申の乱」は 672年 6月 22日 にはじまる。天武天皇は大野 (奈良県宇

陀郡室生村大野)、 隠 (なばり)(二重県名張市)、 伊賀を通 り、伊勢の鈴鹿

(二重県鈴鹿郡)に来る。

6月 26日 の朝、天武天皇は天照大神を望拝する。

丙戊 (二十六日)、 旦 (あ した)に朝明郡の述太川 (朝 明川)の

辺に於いて天照大神を望拝する。        『日本書紀』

天照大神は伊勢神宮に祭 られているのであろう。伊勢神宮は神武天皇の父

(神皇)が埋葬 されたところである。伊勢神宮のはじまりである。 (古代史の

復元③『神武 。崇神 と初期ヤマ ト王権』参照)

天照大神は迩邁藝命を天孫降臨させている。迩迩藝命の子孫が神武天皇であ

る。天武天皇は「壬申の乱」のとき神武天皇陵に戦勝祈願をしている。天武天

皇は神武天皇の子孫であるとい う認識を持つているのであろう。天武天皇は天

孫降臨した天族の子孫であろう。
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(2)『万葉集』の天武天皇

『万葉集』にも天武天皇は天族の子孫であると詠われている。

天武天皇と持統天皇の間に生まれた草壁皇子が死去したとき柿本人麻呂は

次のような「歿宮挽歌」を詠っている。日並皇子とは草壁皇子のことである
`

日並皇子尊の残宮の時、柿本朝臣人麻呂の作る歌一首

天地の初めの時、 (中 略)天照らす 日女の命、天をば知らしめす

と (中略)神の命 (み こと)等は 天雲の人重かき別けて 神

下し 座 (いま)せまつ り 高照らす 日の皇子は 飛鳥の浄 (き

よみ)の宮に 神ながら 太敷きまして 天皇の 敷き座 (ま

す)国 と (中略)吾が王 皇子の命 (み こと)の 天の下 知

らしめしせば 春花の (後略)    『 万葉集』 「167番 」

天照大神 (天照らす日女の命)の命令により、「神の命 (み こと)等」は天

孫降臨をしたとある。天孫降臨 した人々は「神の命 (尊)」 と言われている。

これが 「天族」である。

その子孫である「日の皇子」は「飛鳥の浄 (き よみ)の宮に 神ながら 太

敷きまして」とある。 「飛鳥の浄 (き よみ)の宮」とは飛鳥浄御原宮であり、

天武天皇である。天武天皇は「日の皇子 (天族の子孫)」 と言われている。柿

本人麻呂は、天武天皇は天孫降臨した天族の子孫であると詠つている。

また天武天皇は「神ながら」とある。天孫降臨した人々は「神の命 (尊)」

である。柿本人麻呂は天孫降臨した天族を「神」と言つている。天武天皇は「神

の子孫」であるから「神」である。

柿本人麻呂以外の歌人も天武天皇を「神」と詠つている。
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○壬申の年の乱の平定以後の歌二首

■皇 (おおきみ)は 神にし座 (ま )せば 赤駒の 腹ばゆ田井を 京

師 (みやこ)と なしつ         『万葉集』「4260番 」

右一首は大将軍贈右大臣大伴卿作れり。

■大王 (おおきみ)は 神にし座 (ま )せば 水鳥の すだく水沼を

皇都 (みやこ)と なしつ        『万葉集』 「4261番 」

右の件の二首は天平勝宝四年二月二日に之を聞いてすなわちここ

に載せるなり。             『万葉集』 (巻十九)

「皇 (おおきみ)」 「大王 (おおきみ)」 とある。天皇である。題詞に「壬

申の乱の平定以後」とあるから天武天皇である。二首とも「神にし座 (ま )せ

ば」とある。天武天皇は「神であるから」と詠つている。柿本人麻呂の「神な

がら」と同じである。天武天皇は「神であるから湿地帯を都にすることができ

た」と詠っている。

天武天皇は天孫降臨した天族の子孫である。
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4 天武天皇の本拠地

(1)七社神社

天武天皇の本拠地は筑前の宗像郡である。

『宗像郡誌』 (昭和十九年 臨川書店刊)に 「七社神社」についての記述が

ある。

○七社神社  宗像郡赤間村大字石丸字宮ノ下にあり。

■祭神 国常立尊 慢根尊 大己貴尊 伊弊諾尊 国狭槌尊 忍穂耳

尊 瑣々杵尊

■由緒 人皇四十代天武天皇御宇自鳳年中始テ此地二斎祭ス ト。

『宗像郡誌』

「七社神社」の祭神は国常立尊・伊弊諾尊 。国狭槌尊 。忍穂耳尊・竣々杵尊

であるとい う。天孫降臨した天族の先祖を祀つている。 7人 を祀つているから

「七社神社」というのであろう。

天武天皇の時代に始めて 「国常立尊・慢根尊 。大己貴尊 。伊弊諾尊 。国狭槌

尊・忍穂耳尊 。竣々杵尊」を祭ったとある。 「七社神社」を創建 している。

「天武天皇御宇白鳳年中」とある。天武天皇が天下を治めている 「白鳳年間

に」創建 されたという意味である。 「自鳳」は天武天皇の年号であることがわ

かる。 「七社神社」は天武天皇が天皇である「自鳳年間」に創建されている。

天族である天武天皇が創建 したのであろう。
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七社神社の前を釣川が流れている。その下流に宗像大社がある。天武天皇は

宗像神社を大和の神武天皇陵に勧請している。天武天皇の本拠地は七社神社の

近くではないだろうか。

(2)高市皇子と金崎

天武天皇は奈良県桜井市の神武天皇陵に宗像神社を勧請 している。その宗像

神社を天武天皇の第一皇子である高市皇子が修理 している。

高市皇子の子孫である高階真人忠峰は「筑前国宗像郡金崎の 16人の賤を良

民として調庸を奉らしめ」て「代わりに当社随近の格丁を永く修理料」に充て

ている。高市皇子の子孫である高階真人忠峰は筑前国宗像郡金崎が本拠地であ

ろう。

「筑前国宗像郡金崎」は釣川の川 口にある。七社神社の前の釣川を下ると宗

像大社があり、その川下に金崎がある。 「七社神社」「宗像大社」 「金崎」は

釣川でつながっている。釣川の何処かに天武天皇の本拠地があるのであろう。

七社神社のある「宗像郡赤間村石丸」の隣は鞍手郡である。鞍手郡には「十

市」郷がある。天武天皇は最初に十市郷の鏡王の娘を姿って 「十市皇女」を生

んでいる。

天武天皇の本拠地は鞍手郡に近い「七社神社」のある「宗像郡赤間」付近で

あろう。

(3)天智 と天武は兄弟ではない。

『日本書紀』は天智天皇と天武天皇は兄弟であるとしている。父は舒明天皇

であ り、母は宝皇女であるとい う。
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しかし舒明天皇は上宮王家の入 り婿であり、宝皇女は上宮王家の皇女であ

る。天智天皇は母宝皇女 (斉明天皇)と 常に行動を共にしている。天智天皇は

上宮王家の皇子である。本拠地は肥前の飛鳥である。

一方、天武天皇は天族であり、本拠地は筑前の宗像である。天智天皇と天武

天皇は本拠地が異なる。出自も違う。天智天皇と天武天皇は兄弟ではない。

年令も天武天皇の方が 3才年上である。天智天皇が兄で、天武天皇が弟とい

うのは『 日本書紀』の捏造である。
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第 3章   「天武王権」の誕生
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1 阿毎王権の異変

(1)阿毎王権の王統

531年に物部色鹿火は「磐井の乱」で筑紫君 (倭国)を破り、物部王権を

樹立する。ところが552年に同じ物部氏の物部尾輿に王権を奪われる。物部

尾輿は物部氏の十三世となり、阿毎王権 (『隋書』の優国)を樹立する。天子

となり、年号を建てる。本拠地は筑前の鞍手郡である。

阿毎王権の王統と年号は次のようになつている。 (古代史の復元⑥『物部氏

と蘇我氏と上宮王家』参照)

○阿毎王権の王統と年号

■十二世物部尾輿

■十四世大市御狩連公

(敏達天皇)

■十五世物部大人連公

(多利思比孤)

(押坂彦人大兄 )

■十六世物部耳連公

(茅淳王)

552年 -5

570年 -5

576年 -5

581年 -5

585年 -5

589午 ‐-5

594年 -6

601年 ‐-6

605年 -6

611年 -6

617年 ‐-6

貴楽

金光

賢棲

鏡常

勝照

端政

告貴

願転

光元

定居

倭京

9年

5年

0年

4年

8年

3年

0年

4年

0年

6年

2年

初代

二代目

三代 目

四代 目

6

7

8

8

8

9

0

0

1

1

2
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{2)天武天皇と阿毎王権

『旧事本紀』は阿毎王権の十五世・十六世。十七世について次のように書い

ている。

■十五世孫物部大人連公  御狩大連の子なり

弟物部目連公  大貞連等の祖

孫内大紫冠物部雄君連公  守屋大連の子

此連公は飛鳥浄御原宮御宇天皇の御世に氏上内紫冠位を賜る。

■十六世孫物部耳連公  今木連等の祖 大人連公の子なり

孫物部馬古連公   目大連公の子なり

■十七世孫物部連公麻侶 馬古連公の子

此連公は浄御原朝の御世に天下の萬姓を人色に改定した 日に連公を

改めて物部朝臣の姓を賜る。同朝の御世に改めて石上朝臣の姓を賜

る。                     『先代旧事本紀』

十五世孫物部大人連公の孫である物部雄君は「壬申の乱」の功績により天武

天皇より「内大紫冠」を賜るとある。

十七世の物部連公麻侶は浄御原朝の御世 (天武天皇の時代)に 「天下の高姓

を八色に改定した日」に「物部朝臣」の姓を賜るとある。

天武天皇は「 (天武)十三年 (684年 )」 に「人色の姓」を制定している。

(天武)十二年 (684年 )九月、詔 して曰く、「更に諸氏の族

姓を改めて人色の姓を作 り、以て天下の高姓を混ぜる。一に日

う、真人。二に日う、朝臣。三に日う、宿禰。四に日う、忌寸。

五に日う、道師。六に日う、臣。七に日う、連。人に日う、稲置。」

とぃ ぅ。                   『 日本書紀』
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「天下の萬姓を混ぜる」とある。古来、種々の王権が設定してきた称号 (姓 )

を統一 している。十七世の物部連公麻侶は「朝臣」という二番 目に高い姓を賜

つている。

天武天皇から「朝臣」の姓を賜るということは十七世物部連公麻侶は天武天

皇の臣下である。十七世物部連公麻侶は阿毎王権の天皇である。阿毎王権の天

皇が天武天皇の臣下になつている。日本列島を代表する阿毎王権の天皇の上に

天武天皇が居る。

阿毎王権の天皇である十七世物部連公麻侶や十五世孫物部大入連公の孫の

物部雄君連公は天武天皇の臣下になつている。阿毎王権は天武天皇の支配下に

入つている。阿毎王権に何が起きたのであろうか。天武天皇と阿毎王権とは如

何なる関係にあるのであろうか。
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2 「天武王権」の樹立

{1〕 阿毎王権の年号

阿毎王権の十六世物部耳連公の年号は「定居」「倭京」である。ところが「倭

京」年号から混乱が起きている。『襲国偽僣考』は次のように書いている。

○『襲国偽僣考』の「九州年号」

■定居

推古十九年辛未 (611年 )。 定居元年とす。 (中 略)

■倭京

推古二十六年戊寅 (618年 )。 倭京元年とす。 (中 略)一説に曰く、

和京五年に終わる。一に和景縄に作る。又曰く、按ずるに和京元年を定

居元年と為す。定居七年に終わる。和京五年に終わる。則ち仁王元年。

則ち定居六年と為す。蓋し是二年琥。又互いに相行なりか。

■仁王

推古三十一年癸未 (623年 )。 仁王元年とす。一説には仁王の次に節

中という年号あり。いわく仁王六年に終わる。節中五年に終わる。

■聖聴

舒明天皇元年己丑 (629年 )。 聖聴元年とす。如是院年代記に聖徳に

作る。一説に曰く、舒明帝の時、聖聴三午に終わる。

■僧要

舒明七年己未 (635年 )。 僧要元年とす。一説に曰く、僧安五年に終

わる。                      『襲国偽僣考』
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「倭京」元年は 618年 である。 「和京五年に終わる。」とある。 「倭 (和 )

京」年号は 618年 から622年 である。次の 623年 から「仁王」年号がは

じまる。

ところが「又曰く、按ずるに和京元年を定居元年と為す。定居七年に終わる。

和京五年に終わる。則ち仁王元年。則ち定居六年 と為す。」とある。

「定居」と「倭 (和)京」と「仁王」年号は混乱している。『 襲国偽僣考』

も「この三つの年号は相行 (併存)しているのであろうか」と書いている。

「仁王」年号は元年が 623年 であり、「仁王六年に終わる。」とあるから

「仁王」年号は 623年 -628年 である。翌年の 629年 から「聖聴」年号

がはじまる。ところがこの間に「節中」年号があるという。 しかし「仁王」年

号の期間内には他の年号が入る余地は無い。 「仁王」年号と「節中」年号は併

存 しているのであろう。

『三中歴』の方は次のようになっている。

○『 三中歴』

■定居七年

■倭京五年

■仁王十二年

■僧要五年

辛未

戊寅

癸未

己未 『三中歴』

『三中歴』には「節中」「聖聴 (徳)」 の年号が無い。その分として「仁王」

年号は十二年間になっている。

「仁王」と「聖聴 (徳)」 は上宮王家の年号である。 「定居」「倭京」は阿

毎王権の年号である。『襲国偽僣考』は阿毎王権の年号と上宮王家の年号を混

同して一つの王権の年号としている。そのため混乱している。

上宮王家の年号は「法興」から「仁王」「聖聴」と続く。『襲国偽僣考』に

は 「聖聴三年に終わる。」とあるが、「聖聴五年」「聖聴六年」の記録がある。
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「聖聴」年号は 629年 から舒明天皇が死去する 641年 まで続 くのであろ

う。上宮王家の年号は 591年 -641年 まで連続 している。

一方、これと並行 して阿毎王権の年号がある。「定居」「倭京」は阿毎王権

の年号である。 「節中」年号も阿毎王権の年号であろう。

上宮王家の「聖聴」年号は629年 -641年 まで続く。 「僧要 (634年
-639年 )」 年号と重なる。 「僧要」年号は阿毎王権の年号であろう。

阿毎王権と上宮王家の年号は次のようになる。

阿毎王権の年号

口端政 589年 -5

■告貴 594年 -6

■願転 601年 -6

■光元 605年 -6
■定居 611年 -6
■倭京 618年 -6

■ (節中)

■僧要 635年 -6

上宮二家の年号

法興 591年 -622年93年

00年

04年

10年

17年

22年

仁王

聖聴

623年 -628年

629年 ―-641年39年

阿毎王権の年号と上宮王家の年号は併存している。『襲国偽僣考』や『三中

歴』はそれを一つの王権の年号としているために混乱している。

「定居」 「倭京」年号は阿毎王権の十六世物部耳連公の年号である。

四代 目

ところが十七世物部連公麻侶は天武天皇から「八色の姓」の「物部朝臣」を

賜っている。阿毎王権の天皇は天武天皇の臣下になつている。十六世物部耳連

■十六世物部耳連公

(茅淳王)

定居 611年 -616年

倭京 617年 -622年
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公の時に阿毎王権は天武天皇の支配下に入つたのではないだろうか。そのため

「倭京」年号以降が不確実になつているのであろう。

(2)天武天皇の王権 と九州年号

阿毎王権の年号をみると「倭京」と「僧要」の間で年号が途絶えている。

○阿毎王権の年号

■ 定居  611年 -617年

■倭京 618年 -622年

■ (節 中=5年 間 )

■僧要  635年 -639年

「倭京 (618年-622年 )」 年号と「僧要 (635年 -639年 )」 年

号の間は12年ある。『襲国偽僣考』はこの間に「節中」年号があるという。

「節中」年号は「五年」であるという。

不明な 12年間の中で「節中」年号で埋まるのは 5年間だけである。残りの

7年間の年号は不明である。年号は存在しなかったのではないだろうか。

「僧要」以降の年号は連続 している。『襲国偽僣考』は「僧要」以降の年号

を次のよ うに書いている。

■命長

舒命十二年庚子 (640年 )。 命長元年 とす。一説に曰く、明長五年に

終わる。一に命長に作る。 (中 略 )

■常色

孝徳天皇三年丁未 (647年 )。 常色元年とす。 (中 略)
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■ 自雉

孝徳六年庚戊 (650午 )。 白雉元年とす。 (中 略 )

■朱雀

天武天皇元年壬申 (672年 )。 朱雀元年 とす。 『襲国偽僣考』

年号は「命長」「常色」「自雉」「朱雀」となつている。

『襲国偽僣考』には「自鳳」年号が無い。しかし「自鳳」年号は存在してい

る。『続日本紀』に次の記事がある。

(聖武)神亀元年 (724年 )十月、詔して報 (こ た)えて曰く、

「自鳳以来、朱雀以前は年代玄遠にして尋問明らかにすること難

し。 (中略)」 という。            『続日本紀』

「自鳳以来、朱雀以前」とある。「白鳳」年号は「朱雀」の前に存在してい

る。『襲国偽僣考』には「自鳳」年号が抜けている。

『三中歴』をみると次のようになっている。

■僧要

■命長

■常色

■ 白雉

■ 自鳳

■朱雀

■朱鳥

■大化

七年

二年

九年

二十三

二年

九年

六年

五年 乙未 (635年 )

庚子 (640年 )

丁未 (647年 )

壬子 (652年 )

年 辛酉 (661年 )

甲申 (684年 )

丙戌 (686年 )

乙未 (695年 ) 『 中歴』

『三中歴』では「白鳳」年号は661年から23年間続くとある。
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『海東諸国紀』を見ても「自鳳」年号が存在する。

■舒明天皇

元年己丑 (629年 )、 聖徳 と改元する。七年乙未 (635年 )僧要と

改元する。 (中 略)六年庚子 (640年 )、 命長と改元する。 (中 略)

■孝徳天皇

元年は乙巳 (645年 )。 三年丁未 (647年 )、 常色と改元する。 (中

略)

六年壬子 (652年 )、 自雉と改元する。

■斉明天皇

元年は乙卯 (655年 )。 七年辛酉 (661年 )、 自鳳 と改元する。 (中

略)

■天武天皇

元年は壬申 (672年 )。 (中 略)十二年甲申 (684年 )、 朱雀と改

元する。三年丙戊 (686年 )、 朱鳥と改元する。

■持統天皇

元年は丁亥 (687年 )。 九年乙未 (695年 )、 大和と改元する。

『海東諸国紀』

「七年辛酉 (661年 )、 自鳳 と改元する。」とある。 661年 から「自鳳」

年号がはじまるとある。

『海東諸国紀』をみると「天皇の在位」と年号の「改元」は合致 していない。

「元年」の改元はなく、在位の途中で改元している。 「年号」がこれらの天皇

の年号ではないことを示 している。

「年号」は「九州年号」である。九州の天皇の年号である。『海東諸国紀』

は「九州年号」を『日本書紀』の天皇に合わせて書いている。そのため天皇の

在位期間と年号の改元が合っていない。
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『海東諸国紀』から年号だけを抜き出すと次のようになる.

○『海東諸国紀』の年号

■僧要 635年 -6

■命長 640年 -6
■常色 647年 -6
■自雉 652年 -6
■白鳳‐ 661年 -6

■朱雀 684年-6
■ 朱 鳥 686年 -6

■ 大 和  695年 ―

39年

46年

51年

60年

83年

85年

94年

『三中歴』と『海東諸国紀』の年号は「僧要」から「朱鳥」年号まで一致し

ている。「朱鳥」年号以降は『三中歴』では「大化」とあり、『海東諸国紀』

では「大和」となつている。

「僧要」年号から年号は連続している。王統は安定しているといえる。

「壬申の乱」は672年である。 「壬申の乱」は「白鳳 (661年-683

年)」 年号の途中にある。「自鳳」年号は天武天皇の年号である。「七社神社」

にも「天武天皇御宇白鳳年中」とある。

「僧要 (635年-639年 )」 から「自鳳」まで年号は連続しているから

同一王権の年号であろう。 「僧要」から始まる王権は天武天皇の王権である。

阿毎王権の年号は「倭京 (618年 -622年 )」 年号の後に「節中」年号

が 5年間続き、その後は途絶えている.627年 までは阿毎王権は存続してい

るのであろう。

635年から「僧要」年号がはじまる。「天武王権」の年号である。阿毎王

権は627年-635年 の間に「天武王権」に王権を奪われたのであろう。 6

35年から新しい「天武王権」がはじまる。
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(3)阿毎王権の王統交代

阿毎王権は王統が交代 している。

『 旧事本紀』は阿毎王権の王統を次のように書いている。初代が十三世孫物

部尾輿連公である。

■十二世孫物部尾輿連公

■十四世孫物部大市御狩連公  尾輿大連の子なり

■十五世孫物部大人連公  御狩大連の子なり

弟物部目連公  大貞連等の祖

孫内大紫冠物部雄君連公  守屋大連の子

此連公は飛鳥浄御原宮御宇天皇の御世に氏上内紫冠位を賜る。

■十六世孫物部耳連公  今木連等の祖 大人連公の子なり

孫物部馬古連公   目大連公の子なり

■十七世孫物部連公麻侶  馬古連公の子

此連公は浄御原朝の御世に天下の高姓を八色に改定 した 日に連公を

改めて物部朝臣の姓を賜る。同朝の御世に改めて石上朝臣の姓を賜る。

十三世物部尾興連公の子が十四世孫物部大市御狩連公であり、十四世の子が

十五世孫物部大人連公であり、十五世の子が十六世孫物部耳連公である。工統

は親から子へと受け継がれている。

ところが十七世は十六世の子ではない。十七世は十五世の弟の孫である。王

統は交代 しているといえる。

図示すると次のようになる。
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○阿毎王権の王統

十三世物部尾輿連公

十四世物部大市御狩公

十五世孫物部大人連公 物部 目連公

十六世孫物部耳連公 守屋大連 物部馬古連公

物部雄君    十七世孫物部連公麻侶

阿毎王権の年号を見ても十六世物部耳連公で途絶えている。

○阿毎王権の年号

■十六世物部耳連公

(茅淳王)

定居

倭京

節中

611年 -616年

617年 -622年

623年 -627年

四代 目

僧 要 635年 -639年■ (天武王権 )
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阿毎王権の午号は十六世物部耳連公の「節中 (623年-627年 )」 年号

で終わつている。 「僧要」年号からは「天武王権」がはじまる。

十七世物部連公麻侶は天武天皇から「朝臣」の姓を授かっている。物部雄君

は「壬申の乱」の功績により天武天皇から「内大紫」位を賜っている。十七世

物部連公麻侶や物部雄君の代から阿毎王権は天武王権の支配下に入っている。

阿毎王権は十六世の時に王権を奪われたのであろう。天武王権は阿毎王権か

ら王権を奪い、新 しい王権を樹立して 「僧要」年号を建てているのであろう。

ただし阿毎王権は完全に亡びたのではない。「十七世」が存在する。「十七

世」は阿毎王権の最高位の称号である。阿毎王権は存続 している。しかし「十

七世」は称号だけであり、年号を建てることはできない。阿毎王権は存在する

が天武王権の支配下にある。
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3 「天武王権」と阿毎王権

(1)天武天皇の即位 と「白鳳」年号

『 日本書紀』は、 672年 の 「壬申の乱」で天武天皇は大友皇子を伐ち、翌

673年 に天武天皇は即位 したと書いている。ところが「壬申の乱」の 672

年や即位 したという673年 に年号は改元していない。672年 や 673年 は

「自鳳 (661年 -683年 )」 年号の途中にある。天武天皇が673年 に即

位 したというのは疑わしい。

「七社神社」の由緒には 「天武天皇御宇自鳳年中」とある。 「自鳳年号」は

天武天皇の年号である。

「白鳳」年号は 「661年 -683年 」である。天武天皇は「661年 」に

即位 して 「自鳳」年号を建てているのであろう。

○天武天皇の即位と年号

■天武天皇の即位  661年
■天武天皇の年号  自鳳 (661年-683年 )

(2)天武天皇の父

「自鳳」年号は天武天皇の年号である。そうであれば「僧要」年号から「自

鳳」年号の前までは天武天皇の父の年号であろう。

「僧要 (635年 -639年 )」 年号から「自鳳 (661年-683年 )」

年号の前までは 635年 -660年 の 25年間である。丁度、一世代の平均年
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数である。 「僧要」「命長」「常色」 「白雉」は天武天皇の父の年号であろ う。

「天武王権」は 「僧要」か らは じまる。 「天武王権」を樹立 したのは天武天皇

の父であろ う。

(注)「天武王権」は天武天皇の父が樹立した王権である。しかし天武天皇の

父の名前は不明である。そこでこの王権を「天武王権」と呼ぶことにする。

「天武王権」は635年からはじまる。 「天武王権」の王と年号は次のよう

になる。

○ 「天武王権」の王 と年号

■僧要 635年 -639年

■命長 640年 -646年

■ 常色  647年 -651年

■ 自雉  652年 -660年
■ 白鳳  661年 ・-683年

初代 (天武天皇の父 )

二代 目 天武天皇

阿毎王権の十六世物部耳連公から王権を奪ったのは 「天武天皇の父」であ

る。天武天皇の父は635年 に「天武王権」を樹立 して 「僧要」年号を建てて

いる。天武天皇は二代 日である。

(3)阿毎王権の最後

阿毎王権の年号は 「節中 (623年-627年 )」 で終わる。 「天武王権」

は「僧要 (635年-639年 )」 年号からはじまる。ところがこの間に日本

列島から中国へ使者を派遣 している。

ｎ
ｖ
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(舒明)二年 (630年)八月、大仁犬上君三田紹 。大仁薬師恵

日を以て大唐へ遣わす。            『 日本書紀』

630年に大仁犬上君三田相 。大仁薬師恵日を唐へ遣わしている。 「大仁」

は阿毎王権の冠位である。阿毎王権が唐へ使者を派遣しているのであろう。

犬上君三田紹は「 (推古)二十二年 (614年 )」 にも唐へ派遣されている。

(推古)二十二年 (614年)六月、犬上君御田鍬・矢田部造を

大唐に遣わす。

(推古)二十二年 (615年)九月、犬上君御田鍬 。矢田部造、

大唐より至る。百済の使、則ち犬上君に従い来朝す。

『 日本書紀』

犬上君御田鍬 (みたすき)は大上君三田紹 (みたすき)の ことである。

614年 は阿毎王権の時代である。犬上君御田鍬を派遣 しているのは阿毎王

権である。 630年 にも同じ犬上君御田鍬 (三 田相)を派遣 している。同じ阿

毎王権が派遣 しているのであろう。

630年 に大上君三田相を唐へ派遣すると632年 に中国 (唐)か ら使者高

表仁が来る。

(舒明)四年 (632年 )十月、唐国の使人高表仁等、難波の津

に泊まる。則ち大伴連馬養を遣わし、江口に迎える。船三十二艘

及び鼓・吹 (ふえ)。 旗峨、皆具 (と も)に整え飾る。便 (すな

わ)ち高表仁等に告げて曰く、「天子の命ずる所の使い、天皇の

朝に到るので迎える。」という。 (中 略)是に於いて難波吉士小

槻 。大河内直矢伏に令 じて導く者 と為 し館の前に到る。乃ち伊岐

史乙等・難波吉士入牛を遣わし、客等を引きいて館に入る。即 日、

神酒を給 う。
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(舒明)五年 (633年 )正月、大唐客高表仁等、国へ帰る。送

る使いの吉士雄摩呂・黒麻呂等、対馬に到 り、而して還る。

『日本書紀』

高表仁等は「難波の津に泊まる」とある。阿毎王権の海の玄関口である難波

(多々良川の川 口)に来ている。また 「難波吉士小槻」や 「難波吉士入牛」が

案内役をしている。難波の豪族であろう。高表仁等は阿毎王権に来ている。

632年 でも唐は阿毎王権を日本列島を代表する王権として高表仁を派遣

している。高表仁等は 633年 に帰国する。阿毎王権は 633年 までは存在 し

ている。

それでは何故、阿毎王権の年号は627年 で途絶えているのであろうか。お

そらく阿毎王権は「節中」年号の次にも年号を建てているのであろう。ところ

がその年号の途中で阿毎王権は消滅する。そのため「終わりの無い」年号は後

世まで伝わらなかったのではないだろうか。

635年 から「天武王権」がはじまる。阿毎王権はその前の 634年 に天武

天皇の父によって王権を奪われたのであろう。天武天皇の父は阿毎王権から王

権を奪 うと翌 635年 に「僧要」年号を建てているのであろう。

阿毎王権は「634年 」の途中まで存在 している。 「阿毎王権」が存在 した

期間は 552年 -634年 である。

○阿毎王権 (『隋書』の優国)が存在した期間

■阿毎王権  552年 -634年

52



第 4章  舒明天皇と天武王権
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1 舒明天皇 と阿毎王権の豪族

(1)舒明天皇 と大仁阿曇連比羅夫

舒明天皇は上宮王家の宝皇女と婚姻 して上宮王家の三代日の天皇になる。舒

明天皇は629年に即位 して641年 10月 に死去する。

その翌年 (642年 )に葬儀がある。

(皇極)元年 (642年)正月、百済の使人大仁阿曇連比羅夫、

筑紫国より駅馬に乗 り来たりて言う、「百済国、天皇崩ずと聞き

て弔使を奉り遣せ り。臣、弔使に随いて共に筑紫に到る。しかる

に臣、葬に仕えむと望み、故に先に独 り来たれり」という。

『 日本書紀』

百済へ使者として派遣されていた「大仁阿曇連比羅夫」は舒明天皇の葬儀に

仕えようとして筑紫より独 り、駅馬に乗って葬儀の場所である肥前の神埼郡に

帰って来る。大仁阿曇連比羅夫は舒明天皇の臣下である。

ところが「大仁阿曇連比羅夫」には「大仁」という阿毎王権の冠位が付いて

いる。阿曇連比羅夫は阿毎王権の臣下であったことがわかる。

大仁阿曇連比羅夫は阿毎王権から舒明天皇へ移つている。阿曇連比羅夫は阿

毎王権を捨てて舒明天皇に仕えるようになったのであろう。

阿曇連比羅夫は「629年 -641年 」の間に阿毎王権から舒明天皇の上宮

王家に移つている。
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(2}大伴連馬養

632年 に唐は高表仁を派遣す る。この とき大伴連馬養は阿毎王権の重臣 と

して難波津まで出迎える。

(舒明)四年 (632年 )十月、唐国の使人高表仁等、難波の津

に泊まる。則ち大伴連馬養を遣わし、江口に迎える。

『 日本書紀』

ところが小徳大伴連馬養は舒明天皇の喪のとき (蘇我)大臣に代わって誅を

述べている。

(皇極)元年 (642年 )、 初めて息長足日広額天皇の喪を発す。

是日、小徳巨勢臣徳太、大派皇子に代わりて誅す。次に栗田臣細

日、軽皇子に代わりて誅す。次に小徳大伴連馬飼、大臣に代わり

て誅す。息長足日広額天皇を滑谷間に葬る。   『 日本書紀』

小徳大伴連馬飼は大伴連馬養である。

大伴連馬養には「小徳」という阿毎王権の冠位が付いている。大伴連馬養は

632年までは阿毎王権の重臣であった。ところが舒明天皇の歿の時には「(蘇

我)大臣に代わりて誅す」とある。大伴連馬養は舒明天皇の重臣になっている。

小徳大伴連馬養は「632年-641年 」の間に阿毎王権から舒明天皇の上

宮王家に移っている。

(3)小徳巨勢臣徳太

舒明天皇の喪のとき「小徳巨勢臣徳太、大派皇子に代わりて誅す。」とある。
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「小徳巨勢臣徳太」にも「小徳」という阿毎王権の冠位が付いている。阿毎

王権の臣下であったことがわかる。舒明天皇の喪で誅を述べているから巨勢臣

徳太も阿毎王権から舒明天皇の上官王家へ移つている。

642年 に小徳巨勢臣徳太は蘇我入鹿の命令により山背大兄王等を殺害す

る。 「蘇我臣入鹿、小徳巨勢徳太臣 。大仁土師娑婆連を遣わして、山背大兄王

等を斑鳩に掩 (おそ)わ しむ。」とある。小徳巨勢臣徳太にも、大仁土師娑婆

連にも「小徳」「大仁」という阿毎王権の冠位が付いている。小徳巨勢臣徳太

も大仁土師娑婆連も阿毎王権から上宮王家へ移つている。

(4}舒明天皇の発展 と阿毎王権の衰退

阿曇連比羅夫 。大伴連馬養 。巨勢臣徳太・土師娑婆連という阿毎王権の重臣

は舒明天皇の時代に阿毎王権から舒明天皇 (上宮王家)へ移っている。

舒明天皇の在位は「629年 -641年 」である。大伴連馬養が移ったのは

「632年 -641年 」の間である。阿毎王権から天武王権に交代する時期 (6

33年-634年 )である。

天武王権が樹立されたとき阿毎王権の重臣の多くは天武王権の支配下にな

るのを嫌って舒明天皇の上宮王家へ移ったのではないだろうか。
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2 舒明天皇の領土拡大

(1)阿毎王権 による越 の支配

阿毎王権は552年に樹立すると「越」を支配している。573年に高句麗

の使者が越 (北陸地方)の海岸に流れ着く。

(敏達)二年 (573年)五月、高麗の使人、越の海の岸に泊ま

る。船は破れて溺死する者衆 (おお)し。朝庭、頻 りに路に迷う

ことを猜 (う たが)い饗 (も てなし)もせず放し還えす。例 りて

吉備海部直難波に勅して高麗の使いを送る。   『 日本書紀』

阿毎王権は吉備海部直難波を越 (北陸地方)へ派遣して高麗の使者を高句麗

まで送り返している。吉備を支配しているのは阿毎王権である。 (古代史の復

元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』参照)

573年 ころ阿毎王権は 「越」を支配しているといえる。

(2)舒明天皇の領土

639年に舒明天皇は百済大宮と百済大寺を建てる。ところが百済大寺は火

災に遭い焼失する。皇極天皇 (宝皇女)はそれを再建する。
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(皇極)元年 (642年 )九月、天皇、大臣に詔して曰く、「朕、

大寺を起こし造らむと思欲 (お も)う 。宜 しく近江と越の丁を発

せよ」という。 (中 略)

天皇、大臣に詔 して曰く、 「是月から起こして十二月以来を限

り、宮室を営 (つ く)ら むと欲す。国々に殿屋材を取らせるべ し。

然るに東は遠江を限 り、西は安芸を限 りて宮を造る丁を発せ

よ。」という。                『 日本書紀』

百済大寺を再建するときの詔に「近江と越の丁を発せよ」とある。舒明天皇

の時代に上宮王家は近江や越を支配 している。

573年 ころは越は阿毎王権が支配していた。舒明天皇の時代には「近江」

と「越」は舒明天皇 (上宮王家)の支配下になつている。

さらに「東は遠江を限り、西は安芸を限りて」とある。舒明天皇は安芸 (広

島県)から遠江 (静岡県)ま でも支配 している。

舒明天皇は日本海側では越 。近江まで、太平洋側では瀬戸内海から静岡県ま

でも支配 している。舒明天皇は領土を拡大している。舒明天皇の時代に上宮王

家 (舒明天皇)は 日本列島の大部分を支配 している。

舒明天皇は領土を大きく拡大している。その実力は阿毎王権を凌ぐほどであ

る。そのため阿毎王権の重臣は阿毎王権から天武王権に交代するとき舒明天皇

へ移ったのであろう。
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第 5章  天武天皇の父
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1 天武王権 と阿毎王権の関係

(1)天武王権 の冠位

635年に天武天皇の父は「天武王権」を樹立する。637年に天武王権は

蝦夷を征伐するために大仁上毛野君形名を派遣する。

(舒明)九年 (637年 )、 是歳、蝦夷叛 (そ む)き て朝 (も う)

でず。即ち大仁上毛野君形名を拝 して将軍と為 し、討たしむ。還

りて蝦夷のために敗れて走 (に)げて塁 (砦)に入る。遂に賊の

為に囲まれる。                『 日本書紀』

派遣された「大仁上毛野君形名」には「大仁」という冠名が付いている。「大

仁」は阿毎王権 (優国)の冠位である。天武王権は阿毎王権の冠位をそのまま

使っている。

「 (皇極)元年 (642年 )」 にも次のような記事がある。

(皇極)元年 (642年)人月、小徳を以て百済の質達率長福に

授ける。中客以下に位一級を授ける。物を賜うこと各差有り。

『 日本書紀』

百済から人質として達率長福が来ている。長福に「小徳」の位を授けるとあ

る。 「小徳」も阿毎王権の冠位である。ところが「642年 」は天武王権の時

代である。
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天武王権は 635年 に樹立す るが、637年 、642年 に阿毎王権の冠位 を

使 っている。天武王権は阿毎王権の冠位制度 をそのまま踏襲 している。

天武王権は阿毎王権 とは敵対す る関係ではな く、親 しい関係にあるのであろ

,。

(2)天族 と物部氏

天武王権は天孫降臨した天族の子孫である。阿毎王権は物部氏である。物部

氏は 「天火明命」が天孫降臨する時の従者である。

「天火明命」の天孫降臨について『 旧事本紀』は概略次のように書いている。

(注)「天照国照彦天火明櫛玉饒速日」に「櫛玉饒速日」が付いているのは誤

りである (後述)。

天照大神は正哉吾勝勝速 日天押穂耳尊を天降 りさせようとして

いたとき天照国照彦天火明 (櫛玉饒速 日)尊が生まれる。そこで

天照国照彦天火明 (櫛玉饒速 日)尊を降臨させる。このとき二十

二人が護衛 として付けられる。その人々も天族である。名前に皆

「天」が付いている。これらの人々にはさらに従者が付く。それ

が物部氏である。

○五部の人を副 (そ )えて従と為 し天降 り仕え奉 (た てまつ)る。

・物部造等の祖  天津麻良

・笠縫部等の祖  天曽蘇

・為奈部等の祖  ・天津赤占

。十市部首等の祖 富々侶

・筑紫弦田物部等の祖 天津赤星
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「天つ物部を率いて天降 り仕え奉る。」とある。 「天つ物部」は「天つ物部

等二十五部人」とある。「天つ物部」の「天」は「あま (阿毎)」 であり、「阿

毎王権」のことである。阿毎王権を樹立したのは「天つ物部」である。

阿毎王権の本拠地は鞍手郡である。「二田物部」は鞍手郡の 「二田」に住み

着いている。阿毎王権の本拠地である。 「赤間物部」は「宗像市赤間」に住み

着いている。 「筑紫聞物部」は「 (雄略)十八年 (474年 )」 条に登場する

「筑紫開物部大斧手」の祖先であろう。 「聞 (き く)」 は「企救 (き く)」 で

あり、『和名抄』の「豊前国企救郡」であろう。今の北九州市小倉区あたりで

ある。「筑紫聞物部」は「北九州市」に住み着いている。

「十市部首等の祖 富々侶」とある。鞍手郡十市郷に住み着いたのであろう。

天武天皇は最初に鏡王の女額田姫王を嬰 り「十市皇女」を生んでいる。 「富々

侶」は鏡王の先祖ではないだろうか。

このように物部氏は北九州に渡来 している。これらの物部氏が阿毎王権を樹

立する。 (古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』参照)

物部氏は天孫降臨する天族を護衛する従者である。天武王権と阿毎王権 (物

部氏)の主従関係は次のようになつている。
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○五部の造を伴領 と為 し天つ物部を率いて天降り仕え奉る。

・二田造

・大庭造

・舎人造

・勇蘇造

・坂戸造

○天つ物部等二十五部人。同じ兵使を帯びて天降り仕え奉る。

二田物部 。当麻物部・芹田物部・鳥見物部 。(中 略)。 赤間物部・

(中 略)。 筑紫聞物部・播磨物部・筑紫贄田物部

『 旧事本紀』



○天火明命と物部氏の主従関係   (『 旧事本紀』より)

天火明命  (天武王権の祖先)

|

32人の天族

|

5部の造

|

5部の物部

|

物部氏 (25部の物部氏)

天火明命は従者の物部氏から見ると雲上人である。天火明命は「王」であり、

物部氏は従者の、その又従者である。

天武王権は天族である。天武王権は天孫降臨した「天火明命 (天照国照彦天

火明尊)」 の子孫であろう。『 古事記』には「高木神の女 (娘)に御合いして

生まれた子、天火明命。次に運邁藝命。二柱なり。」とある。迩運藝命は筑紫

の日向に天孫降臨している。天火明命は北九州に天孫降臨している。天武天皇

の祖先であるから宗像に降臨したのであろう。

天武天皇は宗像神社を大和に勧請 している。天武王権は宗像の三女神 とも関

係があるのであろう。

阿毎王権は天族の従者であるから天族を支配するようなことはできない。そ

れが 「天孫降臨」以来の天族と物部氏の関係であろう。

天つ物部氏は北部九州に王権を樹立する。そのときも阿毎王権は天族を支配

するようなことはできなかったであろう。阿毎王権 (物部氏)に とつて「天族」

は主君であり、特別な存在である。

天武天皇の父の代になって天族は急に政治に関心を持つようになったので

あろう。天武天皇の父は天皇位に即くことを望んだ。阿毎王権では当然混乱が
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起きたであろう。しかし「天族 と物部氏」の主従関係は生きている。阿毎王権

は仕方なく天武天皇の父に天皇位を譲ったのではないだろうか。

このとき多くの豪族は阿毎王権に失望して阿毎王権を去 り、舒明天皇 (上宮

王家)へ移ったのであろう。

こうして「天武王権」が樹立する。そのため冠位制度は阿毎王権の制度をそ

のまま踏襲 しているのであろう。

天武王権 と物部氏の上下関係は次のようになつている。

○天武王権と阿毎王権 (物部氏)の関係

天武王権

|

阿毎王権

(王、天族 )

(従者、物部氏)

天武王権は阿毎王権の上に支配者として居座った王権である。

(注記)「天照国照彦天火明櫛玉饒速 日尊」について

『 旧事本紀』は天孫降臨 した人物を 「天照国照彦天火明櫛玉饒速 日尊」と書

いている。しかし「饒速 日尊」は神武東征の時に出てくる人物であり、 3世紀

の人である。 「天孫降臨」は紀元前 2世紀ころである。時代が異なる。天孫降

臨したのは「天照国照彦天火明命」であり、「饒速 日尊」ではない。

饒速 日尊は河内国に渡来して大和の鳥見 (奈良県桜井市)に来ている。 (古

代史の復元③『神武・崇神と初期ヤマト王権』参照) 『旧事本紀』は「饒速

日尊」の渡来を次のように書いている。

饒速日尊は天神の御祖の詔を受けて、天の磐船に乗り、河内国の

河上の嗜峯 (い かるがのみね)に天降る。  『先代旧事本紀』
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「天神の御祖」「天の磐船」 「天降る」等が出てくる。皆 「天」が付いてい

る。これをみた『 旧事本紀』の編纂者は饒速日尊は「天孫降臨」していると解

釈したのであろう。

『古事記』には天忍穂耳命の子に「天火明命と迩迩藝命」がおり、迩迩藝命

は筑紫の日向に天孫降臨している。『旧事本紀』では「天火明命」は北九州に

天孫降臨している。『旧事本紀』の編纂者は「饒速日尊」も天孫降臨している

が迩迩藝命ではないから「天火明命」であると考えたのであろう。 「天照国照

彦天火明命」と同一人物であるからとして 「天照国照彦天火明命」に 「櫛玉饒

速日尊」を付けて「天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊」とした。『旧事本紀』の

編纂者の誤 りである。
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2 天武天皇の父による領土拡大

(1)蝦 夷 討 伐

635年に王権を樹立した天武天皇の父は637年に蝦夷討伐をはじめる。

(舒明)九年 (637年 )、 是歳、蝦夷叛 (そ む)き て朝 (も う)

でず。即ち大仁上毛野君形名を拝 して将軍と為 し、討たしむ。

『 日本書紀』

「大仁上毛野君形名」は豊前の上毛郡の豪族であろう。『和名抄』に「豊前

国上毛郡、下毛郡」がある。

蝦夷討伐は一時中断 され る。658年 ころか ら再び東北地方の蝦夷征伐がは

じまる。

■ (斉 明)四年 (658年 )四月、阿倍臣、船師一百八十般 を率いて

蝦夷 を伐つ。鰐 田 (あ ぎた)・ 淳代の二郡の蝦夷は望み怖れて降る

ことを乞 う。

■ (斉明)四年 (658年)、 是歳、越国守の阿倍引田臣比羅夫は粛

慎を討ち、生黒二つ、黒皮七十枚を献じる。

■ (斉 明)五年 (659年)二月、是月、阿倍臣を遣わし、船師一百

八十艘を率いて蝦夷国を討つ。阿倍臣は飽田・淳代の二郡の蝦夷二

百四十一人、その虜三十一人、津軽郡の蝦夷一百十二人、その虜四

人、謄振銀の蝦夷二十人を一所に簡 (え ら)び集めて大いに饗 (う

たげ)し、禄を賜う。 (中 略)時に問菟の蝦夷膳鹿嶋 。菟穂名の二
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人が進み出て曰く、 「後方羊蹄を以て政所とすべ し」とい う。謄鹿

嶋等の語に随い遂に郡領を置き、而して帰る。道奥と越の国司に位

各三階、郡領 と主政に各一階を授ける。 (或 る本に云 う、阿倍引田

臣比羅夫は粛慎と戦い、帰る。虜四十九人を献 じるという。 )

『 日本書紀』

阿倍引田臣比羅夫が出てくる。阿倍引田臣比羅夫を派遣 しているのは天武王

権であり、天武天皇の父である。

「 (斉明)四年 (658年 )四月、阿倍臣、船師一百八十艘を率いて蝦夷を

伐つ。」とある。同じ年に「是歳、越国守の阿倍引田臣比羅夫は粛慎を討ち」

とある。 658年 4月 の「阿倍臣」は「越国守阿倍引田臣比羅夫」であろう。

阿倍引田臣比羅夫は越の国守に任命されてお り、658年 に船師一百八十艘

を率いて蝦夷を伐つと鰐田 (あぎた)。 淳代の二郡の蝦夷は怖れて降ることを

乞 うたとある。阿倍引田臣比羅夫は越国から東北地方の最北端まで征伐 してい

る。

天武王権は 637年 から蝦夷討伐をはじめるが、その後中断 している。丁

度、舒明天皇が領土拡大を行っている時期である。舒明天皇は死去する641

年までに近江と越を支配 している。皇極天皇は「百済大寺」を再建するために

「近江と越の丁を発せよ」と命 じている。

天武王権が樹立されたとき阿毎王権の多くの豪族が舒明天皇 (上宮王家)に

移っている。その中に近江や越を征伐 した阿毎王権の豪族が居たのではないだ

ろうか。舒明天皇は天武王権 と戦 うこともなく近江や越を手に入れている。

『 日本書紀』には天武王権 と舒明天皇が戦ったという記録はない。

658年 から天武王権による東北の蝦夷討伐が再開される。それは上宮王家

が 656年 に肥前の飛鳥から大和へ遷ったからであろう。上宮王家は越や近江

の支配を放棄 したのではないだろうか。その直後から天武王権による東北地方

の蝦夷討伐が行われる。
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天武天皇の父は656年に上宮王家が大和へ移ると東北地方の蝦夷や粛慎

を征伐して東北地方の領土を拡大している。天武天皇の父は領土拡大に力を入

れている。

(2)天武王権 と征伐

天武王権は東北地方の征伐をさかんに行っている。ところが阿毎王権は征伐

をしない国であるという。『隋書』は次のように書いている。

有兵無征戦。

(訳)兵はあるが征戦は無い。

『隋書』優国伝

600年 ころの阿毎王権 (優国)は 「兵は有るが征戦は無い」とある。阿毎

王権は征伐をしない王権である。

しか し阿毎王権 も樹立 した直後の 555年 -556年 ころは蘇我稲 目を派

遣 して吉備や大和や紀伊を征伐 している。

■ (欽 明)十六年 (555年)七月、蘇我大臣稲目宿禰・穂積磐弓臣

等を遣わし、吉備の五郡に自猪屯倉を置かしむ。

■ (欽明)十七年 (556年)七月、蘇我大臣稲目宿禰等を備前の児

嶋郡に遣わし、屯倉を置く。

十月、蘇我大臣稲目宿禰等を倭国高市郡に遣わし、韓人大身狭屯倉 。高

麗人小身狭屯倉を置く。紀国に海部屯倉を置く。   『 日本書紀』

阿毎王権は 552年 に樹立すると直ちに瀬戸内海や大和・紀伊を征伐 して屯

倉を設置 している。領土の拡大を行っている。
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しかし600年 ころになると征戦をしない国になつている。政策は大きく転

換している。そのきつかけになったのはおそらく上宮王家の独立であろう。上

宮王家は591年に阿毎王権から独立する。独立を宣言すると直ちに筑紫 (博

多)へ二萬餘の軍を出している。阿毎王権が上宮王家の独立を阻止するために

鞍手郡から討伐隊を派遣するであろうと考えたからである。しかし阿毎王権は

討伐隊を派遣しなかった。おそらく三高餘の軍を討伐するだけの力が無かった

のであろう。 (古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』参照)

阿毎王権はこれ以降は征戦をしない王権になつている。

天武王権は阿毎王権から王権を譲り受けると直ちに蝦夷征伐をしている。天

武王権は征伐をする王権である。

(3)阿毎王権の領土と天武王権

635年に天武王権は阿毎王権から王権を奪うが、阿毎王権の領土は長い問

阿毎王権がそのまま保持している。646年になってようやく天武王権に献上

する。

(孝徳)大化二年 (646年)二月壬午 (二十日)、 皇太子、使

いを使わして奏請して曰く、「昔在る天皇等の世は天下を混斉

(ま ざり、ととのえる)して治める。今に逮及 (お よび)、 分離

して業を失う (国の業を謂う也)。 天皇我が皇 (き み)、 高民を

牧 (や しな)う 可き運に属 (つ)き天も人も合い応 (こ た)えて

蕨 (そ )の政 (まつりごと)は惟 (これ)新 しい。 (中略)現為

明神御八嶋国天皇、臣に問うて曰く、『其の群臣・連及び伴造・

国造の所有の、昔在る天皇の日に置く所の子代入部、皇子等の私

有の御名入部、皇祖大兄の御名入部 (彦人大兄を謂う也)、 及び

其の屯倉は猶 (なお)古代の如くして置くや不 (いな)や。』と
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いう。臣、即ち恭 (つつし)みて詔する所を承りて答え奉 りて日

く、『天に双 (ふた)つの日無し。国に二王無し。是故に、天下

を兼ね併せて萬民を使 う可きは唯天皇のみ。別に入部及び所封せ

る民を以て仕丁に簡 (え ら)び充 (あて)る ことは前の処分に従

う。自餘以外は私に駈役 (く えき=人 を追いたてて使 う)を恐れ

る。故、入部五百二十四口。屯倉一百八十一所を献じる。』とも

うす」という。                『 日本書紀』

「孝徳紀」であるから天皇は「孝徳天皇」であり、「皇太子」は中大兄皇子

(天智天皇)であるといわれている。 しかし孝徳天皇は「豊王権」であり、中

大兄皇子 (天智天皇)は 「上宮王家」である。王権が異なる。従来の解釈は誤

りである。

「大化二年 (646年 )二月」であるから「天武王権」の時代である。 「天

皇」は天武天皇の父であり、皇太子は天武天皇である。

「昔在る天皇の 日に置く所の子代入部、皇子等の私有の御名入部、皇祖大兄

の御名入部 (彦人大兄を謂 う也)」 とある。阿毎王権の領土のことである。「昔

在る天皇」とは阿毎王権の天皇である。

「皇祖大兄の御名入部 (彦人大兄を謂 う也)」 とある。 「彦人大兄」は阿毎

王権の十五世物部大人連公であり、『 隋書』に出てくる「多利思比孤」である。

阿毎王権の天皇である十五世物部大人連公 (彦人大兄)の 「御名入部」を含む

「入部五百二十四口・屯倉一百八十一所」を献上するとある。阿毎王権が所有

している領土 (入部、屯倉)を天武王権に献上している。

阿毎王権から天武王権に領土が移るのは天武王権が樹立された 635年 か

ら10年後の 646年 である。阿毎王権は天武王権が樹立した後も領土はその

まま保持 していた。これをみても天武王権は阿毎王権の上に乗つているだけの

王権であることがわかる。

しかし天武王権は 646年 に阿毎王権から領土を取 り上げている。実力を付

けてきたといえる。
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3 「大化改新」 と天武王権

{1) 「大化改新」の「其の一」条

「大化二年 (646年 )正月」に 「改新之詔」が出る。 「大化改新」である。

(孝徳)大化二年 (646年 )正月、賀正の證がおわり、即ち「改

新之詔」を宣 (のべ)て 曰く、「其の一に曰く、昔在る天皇等の

立てる所の子代の民・処々の屯倉、及び別に臣・連 。伴造 。国造・

村首の所有する部曲の民 。処々の田荘を罷 (や)め よ。 (中 略 )

其の三に曰く、初めて戸籍・計帳・班田収授之法を造る。凡そ五

十戸を里と為す。 (中 略)

其の四に曰く、 (中 略)凡そ仕丁は旧の三十戸毎に一人を改め、

五十戸毎に一人、以て諸司に充てよ。五十戸を以て仕丁一人の糧

に充てよ。 (後略)」 という。          『 日本書紀』

「孝徳紀」であるから「大化改新」は孝徳天皇が行ったといわれている。

しかし「大化改新」の「其の一」に「音在る天皇等の立てる所の子代の民 。

処々の屯倉、及び別に臣・連・伴造 。国造 。村首の所有する部曲の民 。処々の

田荘を罷 (や)め よ。」とある。 「昔在る天皇」とは阿毎王権の天皇である。

阿毎王権の天皇や臣・連・伴造 。国造・村首が所有する部曲の民・処々の田荘

を罷 (や)めよとある。

この詔を受けて阿毎王権は「大化二年 (646年 )二月」に「入部五百二十

四口・屯倉一百八十一所」を天武王権に献上 している (前述)。
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そこには「昔在る天皇の日に置く所の子代入部、皇子等の私有の御名入部」

とある。 「大化改新」の「其の一」と同じである。

「大化改新」の詔を受けて阿毎王権は所有 している土地を天武天皇の父に献

上 している。皇太子は天武天皇であり、天皇は天武天皇の父である。「改新の

詔」を出しているのは「天武天皇の父」である。

{2〕
「大化改新」の「其の四」 (「仕丁」)

「大化改新」の 「其の四」 |こ 「凡そ仕丁は旧の三十戸毎に一人を改め、五十

戸毎に一人、以て諸司に充てよ。五十戸を以て仕丁一人の糧に充てよ。」とあ

る。

先に引用した 「大化二年 (646年 )二月」条の「皇太子 (天武天皇)」 か

ら父天皇への報告には「仕丁に簡 (え ら)び充 (あて)る ことは前の処分に従

う」とある。 「前の処分」とはこの「大化改新」の 「其の四」をいう。

「大化二年 (646年 )二月」条の王権と「大化改新」の詔を出している王

権は同一王権である。「大化二年 (646年 )二月」条は天武王権である。「大

化改新 (「 改新之詔」)」 を出しているのも「天武王権」である。天武天皇の

父が 「改新之詔」を出している。

「大化改新」の 「其の三」には「班田収授之法」がある。 「班田収授之法」

も天武王権が出している。

また「凡そ五十戸を里 (さ と)と 為す」とある。 「五十戸 (さ と=里)」 は

木簡に盛んに書かれてお り、各地から出上している。天武王権が支配 している

領域から出土しているといえる。
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(3) 「大化の薄葬令」と天武王権

「大化二年二月」には続いて「薄葬令」が出される。

(孝徳)大化二年 (646年 )二月甲申 (二十二日)、 詔 して日

く、 「朕聞く、西土の君、其の民を戒めて曰く、古 (いにしえ)

の葬は高きに因りて墓と為す。 (中 略)

夫れ王以上の墓は其の内の長さ九尺、濶 (ひろ)さ五尺。其の外

の域は方九尋 (ひろ)、 高さ五尋。役 (えき)は一千人、七 日で

詑 (おわ)ら しめよ。 (中 略)

大仁 。小仁の墓は其の内の長さは九尺、高さ潤 (ひろ)さ 各四尺。

(中 略)大濃より以下、小智より以上の墓は皆大仁に准 (なず ら)

へ。 (後略)」 という。            『 日本書紀』

いわゆる「大化の薄葬令」である。

従来はこれも「孝徳紀」であるから「大化の薄葬令」を出しているのは孝徳

天皇であると言われてきた。

しかしここには「大仁・小仁」や「大證」「小智」という『隋書』に出てく

る阿毎王権の冠位が出てくる。阿毎王権は天武王権に交代している。天武王権

は阿毎王権の冠位制度をそのまま踏襲している。「大化の薄葬令」を出してい

るのも「天武王権」である。

「大化改新」や「大化の薄葬令」を出しているのは天武天皇の父であり、「天

武王権」である。『 日本書紀』は阿毎王権や天武王権を抹殺している。これら

を上宮王家や孝徳天皇にすり替えている。
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4 天武天皇の父による九州統一

(1)蘇我倉山田石川麻呂の討伐

蘇我倉山田石川麻呂は「乙巳の変」で中大兄が蘇我入鹿を討つときに協力を

した人物である。

(皇極)四年 (645年)六月、中大兄、密かに倉山田麻呂臣に

謂いて曰く、「三韓の調を進む日に必ず将に卿をしてその表を読

唱せしめよ。」という。遂に (蘇我)入鹿を斬らんと欲する謀を

陳べる。麻呂臣、許し奉る。          『 日本書紀』

645年 に中大兄は蘇我倉山田石川麻呂の協力を得て蘇我入鹿を討つこと

が出来た。

ところが 649年 に「蘇我倉山田麻呂事件」が起きる。

(孝徳)大化五年 (649年 )二月、蘇我臣日向 (字は身刺 (む

さし))、 (蘇我)倉山田大臣を皇太子に譜 (そ し)り て曰く、

「僕の異母兄 (倉山田)麻呂は皇太子が海辺で遊んでいるのを伺

い将に害を加えようとした。反 (そ む)く こと久しからず。」と

いう。皇太子、之を信 じる。天皇は大伴狛連 。三国麻呂公 。穂積

噛臣を蘇我倉山田麻呂大臣の所に使わし、反 (そ む)く ことの虚

実を問わしむ。大臣、答えて曰く、「問われたところの報 (返答)

は僕、面して天皇の所で陳べる。」という。
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天皇、更に三国麻呂公 。穂積噛臣を遣わしその反 (そ む)く 状を

審 (つまびらか)にす。麻呂大臣、亦前の如く答える。天皇、乃

ち軍を興 し、将に大臣の宅を固 (か こ)ま んとす。大臣、乃ち二

子、法師と赤猪を将 (ひき)いて茅淳道より逃げて倭国 (やまと)

の境に向かう。

大臣の長子の興志は是より先に倭 (やまと)に在 りて、その寺を

営造する。今、忽ちに父が逃げて来ることを開いて今来の大槻に

迎える。 (中 略)大臣、例 りて山田寺に於いて衆僧及び長子興志、

数十人に陳べ説いて曰く、「 (中 略)今、我れ身刺に譜 (そ し)

られて横 しまに誅 (こ ろ)されることを恐れる。 (中 略)寺に来

た所以は終わりの時を易 (やす)ら かしめんとするなり」という。

(中 略)誓い詑 (おわ)り て自ら経 (く びくく)り て死ぬ。妻子、

死に殉 う者八。                『 日本書紀』

蘇我臣日向は蘇我倉山田麻呂を皇太子に謗りて言う、「蘇我倉山田麻呂は皇

太子が海岸で遊んでいるのを見て殺そうとした。」という。「皇太子」は中大

兄であり、天皇は孝徳天皇であるといわれている。

「乙巳の変」では蘇我倉山田麻呂は中大兄に協力をしている。その蘇我倉山

田麻呂が中大兄を殺そうとしたという。皇太子 (中大兄)はこの識言を信じて

蘇我倉山田麻呂を攻めて自害させる。これが従来の解釈である。

ところが『 日本書紀』は同じ事件を次のように書いている。

是 日、大伴狛連と蘇我 日向臣を以て将軍と為 し、衆を領いて大臣

を追わしむ。将軍大伴連等、黒山に到るに及び、土師連身 。釆女

臣使主麻呂が山田寺より馳せて来た り告げて曰く、「蘇我大臣、

既に三男一女とともに自ら経 (く びくく)り て死ぬ。」という。

(中 略)穂積臣噛は大臣の伴黛 (と もがら)田 口臣筑紫等を捉え

衆 (あつ)めて枷 (く びかし)を着け反 (う しろで)に縛る。是
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夕、木臣麻呂・蘇我臣日向・穂積臣噛は軍を以て寺を国む。物部

二田造塩を喚んで大臣の頭を斬らしむ。 (中略)蘇我山田大臣に

座して致 (こ ろ)される者は田口臣筑紫 。耳梨道徳・高田醜雄 。

額田部湯座連 。秦吾寺等、凡そ十四人。絞 (く びくく)られる者

九人。流される者十五人。           『 日本書紀』

「天皇」は孝徳天皇であり、 「皇太子」は中大兄であるという。 しかし孝徳

天皇は「豊王権」であり、中大兄は「上宮王家」である。王権が異なる。 しか

も孝徳天皇は 645年 に難波へ移っている。

(孝徳)大化元年 (645年 )十二月、天皇、難波長柄豊碕 に遷

るo                     『日本書紀』

一方、上宮王家は656年 に肥前から大和へ移る。649年 はまだ肥前にい

る。 「蘇我倉山田石川麻呂事件」のとき中大兄は肥前にお り、孝徳天皇は難波

(大阪)に居る。これを見ても従来説は誤 りであることがわかる。

蘇我倉山田石川麻呂は肥前に居る。この事件では、 「天皇、乃ち軍を興 し、

将に大臣の宅を国 (か こ)ま んとす。大臣、乃ち二子、法師と赤猪を将 (ひき)

いて茅淳道より逃げて倭国 (やまと)の境に向か う。」とある。蘇我倉山田石

川麻呂は肥前から大和の山田寺へ逃げている。

天皇は「物部二田造塩を喚
・
んで大臣の頭を斬 らしむ。」とある。「物部二田」

は筑前の鞍手郡にある。 (古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』参照)

「物部二田造塩」は阿毎王権の豪族である。阿毎王権は635年から天武王

権に交代している。「物部二田造塩」は天武王権の臣下であろう。「物部二田

造塩」を派遣しているのは天武天皇の父である。「皇太子」は天武天皇である。

「蘇我倉山田石川麻呂事件」とは、「乙巳の変」で上宮王家の味方をして蘇

我入鹿を斬 り、肥前に於いて権力を持ってきた蘇我倉山田石川麻呂を天武天皇

の父が討った事件である。
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天武王権は蘇我倉山田石川麻呂を討って蘇我倉山田石川麻呂が所有 してい

る肥前の土地を手に入れる。

(2)筑紫の統一

蘇我倉山田石川麻呂を討つ策謀を進言した蘇我臣日向は「筑紫大宰帥」に任

命される。

即ち日向臣を筑紫大宰帥に拝す。世人、相謂いて曰く、「是、隠

流 (しのびながし)か」という。        『 日本書紀』

「筑紫大宰帥」は筑紫を治める長官であろう。

「蘇我倉山田石川麻呂」の本拠地は肥前か、あるいは肥前に近い筑前にある

のであろう。『和名抄』に「肥前国基難郡山田」がある。「蘇我倉山田石川麻

呂」の本拠地は「肥前国基津郡山田郷」ではないだろうか。

蘇我臣日向は「筑紫大宰帥」に任命される。「蘇我倉山田石川麻呂」を支持

する者が叛乱を起こさないように監視をさせたのではないだろうか。「筑紫大

宰」は「肥前国基難郡」に近い、筑前に設置されたのであろう。

蘇我臣日向は「字は身刺 (む さし)」 とある。身刺 (む さし)は地名ではな

いだろうか。筑紫野市に「武蔵 (む さし)」 がある。「肥前国基難郡」に近い。

蘇我臣日向の本拠地は「武蔵」ではないだろうか。あるいは「筑紫大宰帥」に

任命されて「武蔵」に住んだのではないだろうか。

649年に天武天皇の父は肥前国基難郡までを領土にする。
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(3)三国麻呂公 と「白雉」年号

蘇我倉山田石川麻呂の討伐に派遣された人物の中に三国麻呂公がいる。三国

麻呂公は「白雉」年号に改元するときにも出てくる。 「自雉」年号は天武天皇

の父の年号である。

(孝徳)自雉元年 (650年 )二月、穴戸国司草壁連醜経、自雉

を献 じて曰く、「……」。 (中 略 )

左右大臣、乃ち百官及び百済の君豊章・其の弟塞城・忠勝 。高麗

の侍医毛治 。新羅の侍学士等を率いて中庭に至る。三国公麻呂 。

猪名公高見 。三輪君甕穂・紀臣平麻呂岐太、四人をして代わ りて

雉の典を執 り、殿前に進む。 (中 略)

詔 して曰く、「穴戸国の中に此の嘉き瑞有 り。所以 (ゆえ)に天

下に大赦す。自雉に改元する。」という。    『 日本書紀』

穴戸国から白雉が献上された。雉を入れた典を「三国公麻呂・猪名公高見・

三輪君甕穂 。紀臣乎麻呂岐太、四人」が担ぎ、殿前に進み出るとある。これに

より「自雉」年号に改元される。 「自雉年号」は天武天皇の父の年号である。

これは天武王権の記録である。

ここに「百済の君豊章」が出てくる。天武王権に人質に来ている人物である

(後 述)。 これを見ても「白雉」年号への改元は天武王権であることがわかる。

「自雉」年号は孝徳天皇の年号ではない。

「雉の輿」を担いだ 「三国公麻呂・猪名公高見・三輸君甕穂・紀臣乎麻呂岐

太」の 4人は天武王権の臣下である。

明治 15年ころの佐賀県基難郡に「小倉村三国」がある。「三国公麻呂」は

基難郡の豪族ではないだろうか。

「三輪君甕穂」は今の福岡県朝倉郡三輪町の豪族であろう。百済の王子豊環

の世話をした豪族かもしれない (後述)。
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「紀臣平麻呂岐太」の「紀」は「紀伊」であり、「基昇」であろう。 「紀臣

乎麻呂岐太」は肥前の基捧郡の豪族であろう。

「基昇」は「蘇我倉山田石川麻呂」の本拠地である。 「三国公麻呂」や 「紀

臣乎麻呂岐太」は蘇我倉山田石川麻呂と同様に上宮王家の臣下だったのではな

いだろうか。蘇我倉山田石川麻呂とは同じ仲間ということになる。しかし「三

国公麻呂」と「紀臣乎麻呂岐太」は上宮王家から寝返って天武王権の臣下とな

り、蘇我倉山田石川麻呂を討ったのではないだろうか。

(4)斉明天皇の逃亡

656年 に斉明天皇は肥前の飛鳥から大和の飛鳥へ遷る。

(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

鳥岡本宮と日う。               『 日本書紀』

斉明天皇が肥前から大和へ移るのは「天武王権」を恐れたからではないだろ

うか。

649年 に天武王権は「蘇我倉山田石川麻呂」を滅ぼしてその本拠地である

肥前の基津郡までを領土にする。上宮王家の本拠地 (肥前の飛鳥)はそのすぐ

近くである。天武王権は何時上宮王家を襲ってくるかわからない。斉明天皇は

毎 日、そ ういう不安な日々を過ごしていたのであろう。

斉明天皇は遂に肥前を捨てて大和へ遷る決心をする。656年 に斉明天皇は

肥前の飛鳥から大和へ遷る。天武王権からの逃亡である。

656年 に斉明天皇が肥前から大和へ逃げたことにより、肥前には王権が存

在 しなくなった。肥前はすべて天武王権の支配下になる。天武天皇の父は北部

九州のすべてを支配するようになる。
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656年に天武天皇の父は北部九州を統一したといえる。

(5)蘇我倉山田石川麻呂と山田寺

蘇我倉山田石川麻呂は「乙巳の変」 (645年 )の 4年前から大和へ移る計

画をしていたようである。『上宮聖徳法王帝説』の「裏書」に次のような記述

があるという。

有本云、誓願造寺恭敬三宝、十三年辛丑春二月十五日始浄土寺云々。注

云、辛丑年始平地。癸酉年立金堂之代……。

『上宮聖徳法王帝説』 「裏書」

(訳)あ る本に云う、寺を造ることを誓願し、三宝を恭敬す。十二年辛

丑 (641年 )春二月十五日、始めて浄土寺を云々。注に云う、辛丑年、

始めて地を平らにす。癸酉年 (673年 )、 金堂を立てる。・……

浄土寺は「山田寺」の別名であるという。舒明十二年 (641年 )二月十五

日に山田寺の建立が始まつている。

蘇我倉山田石川麻呂は「乙巳の変」よりも前に大和に山田寺を造 り始めてい

る。九州から出て行く決心をしている。

643年 ころには朝倉郡三輪町に天武王権の人質である百済の王子豊章が

住んでいる (後述)。 三輪町まではすでに天武王権の領土になつている。基難

郡は近い。蘇我倉山田石川麻呂は天武王権の脅威に怯え、641年 から大和に

山田寺の建立をはじめたのであろう。完成すれば大和へ移る予定であった。と

ころが 645年 に上宮王家の中大兄が蘇我入鹿を討つ 「乙巳の変」が起きる。

蘇我倉山田石川麻呂はその手助けをすることになる。蘇我倉山田石川麻呂は大

和へ逃げる機会を逸 した。その結果 649年 に天武王権に伐たれて滅びる。
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天武天皇の父は「天武王権」を樹立して北部九州から豊王権や上宮王家を追

い出して北部九州を統一した。東北地方の征伐も行い領土を拡大している。こ

うして 「天武王権」は確立された。

天武王権の王と年号は次のようになる。

○ 「天武王権」 の王 と年号

■僧要 635年 -639年

■命長  640年 -646年

■常色 647年 -651年

■ 白雉 652年 -660年
■ 自鳳  661年・-683年

初代  (天武天皇の父 )

二代 目 天武天皇
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