
'  は じめに

4世紀は『空白の四世紀』と言われている。 3世紀のことは『三国

志』にあり5世紀は『宋書』にあるが、4世紀は中国の史書に記述がな

いからである。

日本には『古事記』、『日本書紀』がある。 4世紀のことも書かれ

ている。ところが津田左右吉の研究により、『古事記』 。『日本書紀』

の 6世紀以前は信用できないといわれている。そのため4世紀を学問的

に研究する人はほとんどいない。 4世紀の解明は進まずに『謎の四世

紀』と言われている。

『古事記』には一部の天皇に崩年千支が書かれている。これをもとに

『日本書紀』の年代を復元することができる。『日本書紀』の「神功紀 J

では 2運 (120年 )の誤差を生じているがこの問題も解決する。

『日本書紀』の年代が確定すると4世紀の日本の歴史が見えてくる。

北部九州は激動の時代である。中国東北地方からたびたび多くの逃亡者

が渡来する。景行天皇・神功皇后、武内宿禰 。平群木菟宿禰等は中国東

北地方からの渡来人である。

渡来人は先住民である熊襲を伐ち貴国を建国するが筑後の倭国に追

い出されて近畿地方へ逃げる。仁徳天皇・履中天皇・反正天皇、武内宿

禰・葛城襲津彦 。平群木菟宿禰等は北部九州からの逃亡者である。4世

紀は日本の歴史にとって重要な時期である。

2000年 3月
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第 1部 熊襲征伐と狗奴国
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第 1章 景行天皇と熊襲征伐
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熊襲征伐の目的地

(1)景行 天皇 の熊襲征 伐 とは

景行天皇 。日本武尊・仲哀天皇・神功皇后は熊襲征伐をするc最初に熊襲征

伐をするのは景行天皇である。

熊襲は背いて朝貢しないという。景行天皇は熊襲征伐に出る。まず周芳 (山

口県防府市)へ来るのここから先発隊を豊前 (大分県)に派遣するc

(景行)卜二年秋七月、熊襲反きて朝貞せずっ

八月、筑紫へ幸 (いでま)す。

九月、周芳の娑願に至る。時に天皇、南を望みて群卿に詔して日く、

「南方に姻気 (けむり)が多く起つ。必ず賊在らむJと いう。

先ず多臣の祖武諸木 。国前臣の祖菟名手 。物部君の祖夏花を遣わし

て、其の状を察 (み )じめたまう。

先発隊は豊前 (大分県)に上陸して賊を討つ。

1糸己]

ここに女人有り。神夏磯媛という。 (中略)啓 して曰く、「願わく

は兵を下 (つかわ)すな。我が属類 (と もがら)、 必ず違 (そむ )

く者あらず。今将に帰徳 (し たが)ひなむ。

唯あしき賊有り。―は鼻垂という。みだりに号を仮りて山谷に響き

衆いて、菟狭の川上に屯結 (い は)め り。二1は耳垂という。 しばし

ば人民を略 (かす)む。御木の川上に居す。三は麻景」という。潜か

に徒黛 (と もがら)を衆 (あ つ)めて高羽の川上に居す。四は土折

.. 1 ` 1_  _  111 ._11  |́ | : 1_ 1 1.´ 」 __ュ 11_
¬
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猪折という。緑野の川上に隠れて住み、独り山川の険 (けわ)し き

を侍 (たの)みて多 (さ わ)に人民を掠 (かす)む。是の四人はそ

の拠する所並びに要害の地なり。故、各春属 (やから)を領 (ひ き)

いて一庭の長と為る。皆曰く、「皇命に従わじ」と。 (中略 )

ここに武諸木等、先ず麻剥が徒を誘う。よりて赤い衣、揮および種

種の奇 (めずら)しき物を賜ひて、かねて服さざる二人をめさしむ。

すなわち己が衆を率いて参い来る。ことごとに捕 らえて誅す。

天皇、遂に筑紫へ幸す。豊前国の長峡縣に至 り、行宮 (か りみや )

を興てて居す。故、其の虎を号けて京 (みやこ)と いう。  『紀』

賊の鼻垂は「菟狭 (う さ)の川上Jに居るとある。菟狭は宇佐であり、大分

県宇佐市であろう。先発隊は宇佐市付近に上陸 している。賊を討ちながら北上

して豊前国の京 (みやこ)に来ている。京 (みやこ)は 『和名抄』の「豊前国

京都 (みやこ)郡 Jであろう。今の福岡県行橋市である。先発隊のルー トは図

のようになる。

図 1先発隊のルー ト

先発隊は京 (行橋市)に 来て景行天皇を周芳から迎える。いよいよ熊襲征伐

へ向かう。土蜘蛛と戦いながら目的地の日向へ行 く。

天皇、遂に筑紫へ幸す。豊前国の長峡縣に至 り、行宮を興てて居す。

故、其の庭を号けて京という。

冬十月、碩田国に到る。其の地形広大にして亦麗わ し。因りて碩田

(おほきた)と名づ く。

速見邑に到る。女人有 り。速津媛という。一庭の長なり。それ天皇

車駕すと聞きて、自ら迎え奉 りて諮 して言わ く、「この山に大きな

石窟有 り。鼠の石窟という。二つの土蜘蛛有 り。一を青といい、二

を自という。又、直入縣の禰疑野に三つの土ttn蛛 有 り。一を打猿と

ｂ́
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いい、二を八田といい、三を国摩侶という。この五人は強力にして、

亦衆類多し。皆いわく、「皇命に従わじ|と 。

天皇、進行すること得ず。 (中略)来田見邑 (く たみむら)に留ま

り、かりに宮室を興 (た )てて居す:(中略)則 ち海石相 (つ ばき)

の樹を採り、椎 (つ ち)に作り兵器と為す。 (中 略)石室の 土蜘蛛

を襲ひて稲葉の川上に破り、悉く其の掌 (と もがら)を殺す。血流

れて躁 (つぶなき)に至る。故、時人、其の海石欄の椎を作りし処

を海石相市 (つばきいち)と いう。亦、血の流れし処を血田 (ち た)

という。

(中 略)八 田を禰疑野 (ねぎの)に撃ちて破る。 (中 略)打猿、え勝

つまじとおもいて
「
服すJと いう。しかるに聴きたまわず。皆自ら

谷に投じて死ぬc天皇、初め賊を討たむとして柏峡 (か しわきょう)

の大野に次 (や ど)る 。 (中略)

十一月、日向国に到りて、行宮を起てて居す。これを高屋宮という。

十二月、熊襲を討たむことを議 (はか)る 。      『紀』

景行天皇は土蜘蛛 (賊 )と戦いながら日向国に到着する。ここで高屋宮を建

てて熊襲を討つことを協議するとある。熊襲征伐の目的地は日向国である。熊

襲は日向にいる。

6
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図 1先発隊のルー ト

(2)熊襲征伐ルー ト (従来説)

従来は、熊襲征伐ルー トを次のように解釈 してきた。出発地の周芳は山口県

防府市である。目的地の日向国は宮崎県である。景行天皇は京 (行橋市)に上

陸して宮崎県へ向かった。「碩田国に到る」とある。碩田 (おおきた)は大分

市であり、景行天皇は行橋市から大分市へ向かい、大分市から日向国 (宮崎県 )

へ行 ったと解釈 した。従来の熊襲征伐ルー トは図のようになっている。

図 2従来の熊襲征伐ルー ト

(1景行の九州遠征行路図 |(古田武彦氏『盗まれた神話』 (朝 日新聞社 )

より)

Ll
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古田武彦氏は『盗まれた神話』 (朝 日新聞社)の 中で景行天皇の熊襲征伐ル

ー トについて次のように述べている。

景行の遠征路は九州東岸一帯 (大分 。宮崎県)と九州南岸 (襲の国

―鹿児島県)と九州西岸 (熊本県、長崎県<島原半島>)と いう風

に、ほぼ九州の全域にわたっている。

景行天皇は行橋市から大分市を経て宮崎県へ来たという。

(3)日 向国高屋宮とは

熊襲征伐の目的地は日向である。従来は日向は宮崎県であると解釈 してき

た。ところが景行天皇が熊襲征伐に出発するとき「筑紫へ幸すJと ある。

十二年七月、熊襲反きて朝貢せず。八月、筑紫へ幸 (いでま)す。 F紀』

景行天皇は熊襲征伐に「筑紫Jへ向かっている。

先発隊が景行天皇を京 (行橋市)に迎える時も「天皇、遂に筑紫へ幸す」と

ある。三度までも「筑紫へ行くJと書いている。景行天皇の熊襲征伐の目的地

は筑紫であろう。

日向は筑紫にもある。「筑紫の日向Jである。天孫降臨の地であり、神武東

征の出発地でもある。 (拙著古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』、古

代史の復元③『神武・崇神と初期ヤマ ト王権』参照、以下シリーズ①、シリー

ズ③と略)。

筑紫の日向に「高屋」という地名もある。

9
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彦火火出見尊崩ず。日向の高屋山の上の陵に葬す。    「紀
`]

彦火火出見尊は天孫降臨 した運迩藝命の子である。天孫降臨の地は筑紫の日

向であり、福岡市西区であるЭ

筑紫の日向に「日向の高屋 |と いう地名がある。ここが「日向の高屋宮 1で

あろう。

景行天皇は熊襲征伐のために 1筑紫へ幸すJと あるように「筑紫の日向の高

屋 (福岡市西区)Jに来ている。

(注 )『紀』には「日向国」とあるが、国が制定されるのは 7世紀末以降

である。景行天皇の時代 (4世紀 )に はまだ国は制定されていないc『紀 J

の編纂者が「筑紫の日向」を「日向国 Jと勝手に書き改めたのであろうc

そのため従来は熊襲征伐の目的地を宮崎県であると解釈 してきたので

ある。

2  景行天皇の熊襲征伐ルー ト

(1)碩 田 (おおきた)

熊襲征伐の目的地は筑紫の日向である。景行天皇は京 (行橋市)か らどのよ

うなルー トを通り筑紫の日向 (福岡市西区)へ行ったのであろうか。

景行天皇は周芳から京 (行橋市)に上陸して碩田 (お おきた)へ向かう。

天皇、遂に筑紫に幸 (いでま)す c豊前国の長峡縣に到 りて行宮を

興てて居す。故、其の庭を号けて京という。
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十月、碩田国に到る。其の地形廣大にして麗 し。よりて碩田と名ず

く。碩田、これを於保岐陀 (オホキタ)と いう。      『紀』

碩田国 (於保岐陀)を従来は「オホキタ=オオイタ」と解釈し、大分市に比

定してきた。その結果、景行天皇は京 (行橋市)か ら大分市へ向かうことにな

った。

景行天皇の目的地は筑紫である。周芳から筑紫へ行くには一般には船で関門

海峡を通るであろう。ところが景行天皇は京 (行橋市)に上陸している。行橋

市から陸路で筑紫へ向かっている。碩田は行橋市と筑紫 (福岡市)の 間にある

はずである。北部九州の内陸部にあるのであろう。

「碩田Jと は「広大な地形だから名付けた」とある。内陸部にある広い平野

であろう。行橋市から内陸部へ入り、広大な平地といえば田川市付近であろ

う。田川市は昔の田河郡である。『和名抄』の豊前国田河郡に「香春・雉恰・

位登・城田」がある。城田は「キタ」である。広大な地形の城田を「大きい城

田=オホキタ (於保岐陀)」 といい、碩田と書いたのではないだろうか。

■碩田 (おおきた) = 大きい城田 (き た)

景行天皇の一行は行橋市から現在の国道 201号線とほぼ同じ道を通り、香

春町を経て田川市 (城 田)へ来ている。

図 3景行天皇の熊襲征伐ルー ト

(2)鼠の石窟 (いわや)

景行天皇は碩田から鼠の石窟 (ねずみのいわや)へ行く。
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速見邑 (は やみむら)に到る。女人有り。速津媛というc一庭の長

なり。それ天皇車駕す (来 る)と 聞きて、自ら迎え奉りて諮して言

わく、「この山に大きな石窟有り。鼠の石窟というc二つの上蜘蛛

有り。一を青といい、■を自というc |'糸己』

(行橋市 )

図 3景行天皇の熊襲征伐ルー ト

12



「速見邑に到る」とある。従来は『和名抄』の豊後国に「速見郡Jがあるこ

とか らこれに比定 してきた。 しか し景行天皇は田川市か ら筑紫へ向か ってい

る。豊後へは行かないはずである。

速見邑に鼠の石窟があるという。福岡県田川郡糸田町に「鼠ヶ池Jと いう地

名がある。この一帯は石灰岩の産地である。三井鉱山や麻生セメント等の会社

が石灰岩を採掘 している。山が消えて しまうほどである。

石灰岩の山は雨水により無数の穴があく。人々はそれを「鼠の石窟」と呼ん

だのであろう。その近くに池があり、「鼠ヶ池Jと 名付けたのではないだろう

か。その地名が今も残っているのであろう。

景行天皇は碩田 (田川市城田)か ら糸田町へ来ている。

(3)海石溜 (つばき)

景行天皇は鼠の石窟から来田見邑 (く たみむら)へ来る。ここで海石格 (椿 )

の樹で椎 (つ ち=木槌)を作 り、これを兵器にして上蜘蛛と戦ったという。

天皇、進行すること得ず。 (中略)来田見邑 (く たみむら)に留ま

り、かりに宮室を興 (た )てて居す。 (中略)則 ち海石楷 (つばき)

の樹を採 り、椎 (つ ち)に作 り兵器と為す。 (中略)石室の土蜘蛛

を襲ひて稲葉の川上に破り、悉 く其の黛 (と もが ら)を殺す。血流

れて課 (つぶなき)に至る。故、時人、其の海石格の椎を作 りし処

を海石槽市 (つばきいち)と いう。亦、血の流れ し処を血田 (ちた)

というo                                『糸己』

土蜘蛛と戦うために海石槽 (椿 )の樹を切り、椎 (つ ち)を作 り、武器にし

たとある。そこを「海石格市Jと いうとある。

13
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福岡県嘉穂郡穂波町に「椿Jと いう地名がある。ここが「海石格市」ではな

いだろうか。

景行天皇は鼠の石窟から嘉穂郡穂波町椿へ来ている。

図 3景行天皇の熊襲征伐ルー ト (12ページ)参照

(4)柏峡の大野

景行天皇は海石相市から大野へ来る。賊 (打猿)と 戦い、賊は谷へ身を投じ

て死ぬ。

八田を禰疑野に撃ち破る。 (中略)打猿、え勝つまじとおもいて「服

す」という。 しかるに (天皇は)聴きたまわず。皆自ら谷に投 じて

死ぬ。天皇、初め賊を討たむとして柏峡 (か しわきょう)の大野に

次 (や ど)る 。                    『紀』

福岡県嘉穂郡筑穂町に「大野」がある。多々羅川の水源地付近の三郡山地に

ある。「柏峡の大野」はこの筑穂町大野ではないだろうか。

図 3景行天皇の熊襲征伐ルー ト (12ページ)参照

(5)熊襲を討つ

大野か ら博多へ出て博多湾沿岸を通 り筑紫の日向へ来る。福岡市西区であ

る。景行天皇は筑紫の日向に高屋宮を建てて居 し、熊襲を討つ。

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。

14
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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。是を熊襲の八十泉帥 (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)

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。Jという。 『糸己』

一人の家臣の進言により、熊襲泉帥の二人の娘 (市乾鹿文 (い ちス、かや)と

市鹿文 (い ちかや))を編 して、熊襲臭帥に酒を飲ませて酔わせ、弓の弦を切

らせる。そこへ兵を派遣 して熊襲臭帥を殺す。こうして熊襲征伐は終わるc

(景行)十二年五月、悉く襲国を平定す。

でに六年なり。

因りて高屋宮に居すことす

『糸己』

景行天皇は熊襲征伐を終えて 6年も筑紫の日向 (福岡市西区)に住み着いて

いる。

これが景行天皇の熊襲征伐である。

15
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第 2章 日本武尊と熊襲征伐
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日本武尊 (ヤマトタケルノミコト)とは

(1)日 本武尊の系譜

日本武尊は景行天皇の子であるという。「記』『紀』は次のように書いてい

■ (景行)二年二月、播磨稲 日大郎姫 (は りまのいなびのおおいらつめ )

を立てて皇后と為す。后、 1男を生む。第一を大碓皇子 (お おうすおう

じ)と いう。第二を小碓皇子 (お うすおうじ)と いう。 (中略)是の小

碓尊は亦の名は日本童男 (や まとおぐな)。 亦は日本武尊という。

『糸己』

■大帯 日子沸

'斯

呂和気天皇 (景行天皇 )、 纏向の日代宮に座 して天 Fを治

めるなり。此の天皇、吉備臣等の祖・若建吉備津日子の女、名は針間之

伊那毘能大郎女 (は りまのいなびのおおいらつめ)を妾りて生みませる

御子、櫛角別王。次に大碓命 (お おうすのみこと)。 次に小碓命 (お う

すのみこと)、 亦の名は倭男具那命 (や まとおぐな)。 次に倭根子命 c

次に神櫛王。 『言己J

日本武尊の本来の名前は小碓命 (お うすのみこと)、 または日本童男 (倭男

具那=やまとおぐな)と いう。

る。

18
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(2)日本武尊と英雄伝説

日本武尊は熊襲征伐をすると出雲へ行き出雲建 (いずもたける)を殺す。さ

らに東方十二道を巡り賊を討伐する。尾張・相武 (さ がむ=相模)。 足柄・甲

斐 。新治 (にいばり)。 筑波 。科野 (し なの=信濃)を廻る。尾張へ戻るとす

ぐに近江の伊吹山へ行き、ついに病気になる。尾張へ還り、伊勢へ行き、そこ

で死去する。日本武尊は自鳥となり、河内の古市邑へ飛んで行き白鳥陵が造ら

れたという。

日本武尊は天皇の命令のままに日本列島を駆けめぐり、ついに病死する。悲

劇の英雄といわれている。

2  日本武尊の熊襲征伐

(1)日 本武尊の熊襲征伐とは

日本武尊は天皇の命令により熊襲征伐に行く。

ここに天皇詔りたまう、「西の方に熊曽建 (く まそたける)二人有

り。これ伏せず礼なき人等なり。故、其の人等を取れJと いう。

日本武尊は髪を額に結い、叔母の倭比責の衣装をかりて、剣を懐に

入れて出かける。熊曽建 (く まそたける)の家に着くと軍が二重に

囲み、厳重な警戒をしている。故、その傍らを遊行 して其の楽日を

待つ。其の楽日に臨み、童女に化け、女人の中に交じり、室内に入

る。熊曽建の兄弟二人は、その乙女をみて、己が中に座らせ、盛ん

¬
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に楽 (う たげ)す る。そのたけなわになった頃を見計らって、懐よ

り剣を取り出し、熊曽建を刺殺す。

この時熊曽建は御名を献上する。「汝は誰か二の問いに日本武尊は

「吾は大帯日子潰斯呂和気天皇 (景行天皇)の御子、名は倭男具那王

なりJと答える。これに対し熊曽建は 1西の方に吾二人を除いて建

けく強いものはいないのしかるに大倭には吾二人より建 (た )け き

男あり。ここをもって御名を献らむ。今より後、倭建御子 (や まと

たけるのみこ)と 称すべし:と いう。 1記』 (概略)

これが 日本武尊の熊襲征伐である。小碓命は熊襲から「日本武尊 (倭建御

子)Jという名前をもらう。

『紀』の方も次のように書いている。

(景行)二十七年八月、熊襲また反きて、辺境を侵すことやまず。

十月、日本武尊を遣わし熊襲を撃たしむの時に年十六。 (中 略 )

十二月、熊襲国に到る。因りてその消息および地形の瞼易を伺う。

時に熊襲に魁帥者有り。名は取石鹿文 (と ろしかや)、 または川上

臭帥 (た ける)と いう。ことごとに親族を集めて宴す。ここに日本

武尊、髪を解き、童女の姿になり、宴の部屋に入る。川上泉帥、そ

の童女の容姿をめでて、席を同じうす。時に更 (よ )深け、人うす

らぐ。川上泉帥、且つ酒に酔う。ここに日本武尊、剣を抜き、川上

泉帥の胸を刺す。

熊襲は尊号を奉る。「今より以後、

のみこ)と称すべしJと いう。小碓命

ばれるようになる。

『糸己』

皇子を号 して日本武皇子 (や まとたける

(倭男具那命)は こうして日本武尊と呼

20
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第 3章 仲哀天皇と熊襲征伐
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仲哀天皇

(1)仲哀天皇とは

仲哀天皇は日本武尊の子であるという。

■倭建命 (や まとたけるのみこと=日 本武尊 )、 伊玖米天皇 (垂仁天皇 )

の女、布多遅能伊理毘売命 (ぶ、た じのいりひめ)を要 りて生みませる御

子、帯中津日子命 (た らしなかつひこ=仲哀天皇)。

帯中日子天皇 (仲哀天皇 )、 穴門の豊浦宮、および筑紫の訂志比宮 (か

『言己Iしひのみや)に座して天下を治めるなり。

■足仲彦天皇 (た らしなかつひこ=仲哀天皇)

母の皇后は両道入姫命 (も、たじのいりひめ)

天皇 (垂仁天皇)の女なり。

は日本武尊の第二子なり。

というの活目入彦五十狭茅

『糸己」

仲哀天皇は日本武尊と、垂仁天皇の娘である両道入姫命との間に生まれたと

いう。

(2)仲哀天皇と神功皇后

仲哀天皇は神功皇后を皇后にする。

22
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日

■ (仲哀)二年正月、気長足姫尊 (神功皇后)を立てて皇后と為す。是よ

り先、叔父彦人大兄の女、大中姫を妾りて妃と為す。かご坂皇子・忍熊

皇子を生む。                       「紀』

■帯中日子天皇 (仲哀天皇)、 大江王の女、大中津比売命を要りて生みま

せる御子、香坂王・忍熊王。

また息長帯比売命を要りて生みませる御子、品夜和気命、次に大輌和気

命、亦の名は品陀和気命。                 『記』

仲哀天皇は大中津姫を姿り香坂 (か ごさか)王・忍熊 (お しくま)王という

二人の子をもうけている。その後に神功皇后を皇后にしている。

熊襲征伐

(1)熊襲征伐へ出発

仲哀天皇と神功皇后は角鹿 (つ ぬが =福井県敦賀市)へ「幸すJと ある。敦

賀市へ来ている。仲哀天皇はそこから南国を巡狩する。その途中で熊襲征伐に

出る。

(仲哀)二年二月、角鹿 (つ ぬが)へ幸す。即ち行宮 (か りみや)を

興 (た )てて居す。是を笥飯宮 (けひのみや)と いう。

二月、天皇、南国を巡狩す。是に皇后および百寮を留め、駕に従え

る二二の卿大夫および官人数百、軽く行くc紀伊国に到り、徳勒津

宮 (と ころつのみや)に居す。

23



是時に当たり、熊襲、叛 (そ む)きて朝貢せず。天皇、是において

将に熊襲を討たんとす。

則ち徳勒津より発ちて、海に浮き、穴間に幸す。即日、角鹿に使い

を遣わし、皇后に勅して曰く、「すなわち其の津より発ちて穴門で

逢おう」という。 (中 略)

七月、皇后、豊浦津に泊まる。

九月、宮室を穴門に興てて居す。是を穴門の豊浦宮という。  F紀』

仲哀天皇は角鹿から南へ巡狩に出るがその途中で熊襲が朝貢 しないことを

聞き、直ちに熊襲征伐を決意する。神功皇后には角鹿から日本海をまわり穴門

(山 口県)へ来るように伝える。

(2)「徳 勒津 (と ころつ )」 とは

仲哀天皇は南国を巡狩し、「紀伊国に至り、徳勒津宮に居すJと ある。従来

は「徳勒津」を和歌山市新在家に比定している (岩波書店『日本書紀』)。

仲哀天皇は角鹿 (福井県敦賀市)に居て「南国の巡狩」に出ている。従者は

「二三の卿大夫および官人数百、軽く行 く。Jと ある。「巡狩 Jであるから従

者も少なく軽装であろう。食料も少ない。敦賀市から和歌山市まではあまりに

も遠い。巡狩の範囲を越えているのではないだろうか。

『和名抄』の山城国に「紀伊郡紀伊」がある。

■山城国紀伊郡……岡田 。大里・紀伊 。鳥羽・石原・拝志・深草・石井

『和名抄』

24
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図 4仲哀天皇の巡狩と徳勒津

111 _     __                    _1虫

25



||'|      ,

紀伊郡は現在の京都市伏見区と宇治川を挟んだ対岸の地域である。「紀伊国

の徳勒津」とはこの山城国紀伊郡 (京都市伏見区あたり)ではないだろうか。

「徳勒津」は宇治川が淀川に合流する付近に設置された船着場であろう。

「紀伊国の徳勒津Jと あるが、「国Jが制定されるのは 7世紀末以降である。

仲哀天皇の 4世紀には国はまだ制定されていない。もとは「紀伊 Jだけであろ

う。『紀』の編纂者が勝手に「紀伊国Jと書いたのではないだろうか。

仲哀天皇の「南の巡狩Jは敦賀市から南へ行き、琵琶湖を通り、京都へ出て、

山城国の紀伊へ来たのであろう。あるいは琵琶湖から宇治川を通り紀伊へ来た

のであろう。

仲哀天皇はここから熊襲征伐に出る。
「
則ち徳勒津より発ち、海に浮き、穴

門へ幸すJと ある。淀川から瀬戸内海へ出ている。

図 4仲哀天皇の巡狩と徳勒津

(3)仲哀天皇の戦死

仲哀天皇は穴門の豊浦で神功皇后と会う。

七月、皇后、豊浦津に泊まる。

九月、宮室を穴門に興てて居す。是を穴門の豊浦宮という。

仲哀天皇と神功皇后は橿 日宮 (香椎宮 =福 岡市東区)へ行き熊襲を撃つ。

(仲哀 )八年正月、俳縣 (な のあがた)に到るの因りて橿 日宮に居すc

九月、群臣に詔して熊襲を討つことを議 (はか)る 。 (中略 )

天皇、猶信 じずに強引に熊襲を撃つ。勝たずに還る。

九年二月、天皇、忽ち痛身有りの明日、崩ず。

『糸己』
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一に云う、天皇、親 (みずか)ら熊襲を伐ち、賊の矢に中り崩ずな

り。                                            『糸己』

橿日宮は福岡市東区にある香椎宮であろう。『和名抄』に「筑前国糟屋郡香

椎」がある。

仲哀天皇は橿日宮にいて熊襲を撃っている。熊襲は香椎 (橿 日宮)の近くに

いるのであろう。仲哀天皇は熊襲と戦って「勝たずに還る」とある。しかも「忽

ち痛身有り。明日、崩ずJと ある。仲哀天皇は熊襲と戦い急死 している。

「一書」には、仲哀天皇は熊襲を伐ち、賊の矢にあたり戦死 したとある。「一

書」の方が史実であろう。『紀』は「痛身有り。明日崩ず」と書いているが戦

死を隠すためであろう。「勝たずに還る」とあるように熊襲との戦いで負けて

いる。『紀』にはまた「皇后、および大臣武内宿禰、天皇の喪をかくして天下

に知らさず」とある。熊襲に撃たれて戦死 したことを隠している。

『記』の方も次のように書いている。

故、天皇、訂志比 (か しひ)宮に座して将に熊襲を撃たんとする時、

天皇は御琴を控えて、建内宿禰大臣沙庭に居り、神の命を請うc(中

略)未だ幾久しくもあらずに御琴の音聞こえず。火を挙げて見れば

既に崩 (かむさ)り ましぬ。 『記』

仲哀天皇は熊襲を撃とうとして琴を弾いているうちに死去したとある。急死

を伝えている。やはり敵の矢にあたり戦死 したことを隠しているのであろう。

27
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第4章 神功皇后と熊襲征伐
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神功皇后と橿日宮

(1)角鹿 よ り豊浦ヘ

神功皇后は角鹿に居て仲哀天皇が南国の巡狩から帰るのを待っていたcす る

と突然仲哀天皇から熊襲征伐へ行くので穴門の豊浦 (山 口県豊浦郡)へ来るよ

うにとの連絡が入る。

(仲哀)二年六月、皇后、角鹿より発して行き、淳田門 (ぬたのみな

と)に到り、船上にて食す。 (中略)七月、皇后、豊浦津に泊まる。

(中略)九月、宮室を穴門に興して居す。これを穴門豊浦宮という。

『糸己』

神功皇后は (イ中哀)二年に角鹿から日本海を通り山口県豊浦郡に来て仲哀天

皇と出会う。

(2)橿 日宮ヘ

神功皇后は (仲哀)七年まで穴門の豊浦宮で過ごし、 (イ中哀)八年に仲哀天

皇とともに筑紫へ向かう。

(仲哀)八年正月、筑紫へ幸す。 (中 略)灘縣に到り以て橿日宮に居

す。                          『紀』

30
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「筑紫へ幸す」とある。熊襲征伐のために筑紫へ向かっている。熊襲はやは

り筑紫に居る。

「 (仲哀)八年正月、橿日宮に居す」とある。神功皇后は仲哀天皇とともに

橿日宮 (福岡市東区の香椎宮)に来ている。

(仲哀)九年二月、仲哀天皇は橿日宮で熊襲と戦い戦死する。

神功皇后の熊襲征伐

(1)熊襲征伐ルー ト

仲哀天皇が死去したので神功皇后は自ら熊襲征伐を行う。

(仲哀九年二月)然かる後、吉備臣の祖鴨別 (か もわけ)を遣わし、

熊襲国を撃たしむ。未だしばらくも経ずして自ら服す。

且つ、荷持田村 (の とりたむら)に羽白熊鷲 (は しろくまわし)と

いう者有り。其の人強く健し。また身に翼有り。能 (よ )く 飛び高

く翔 (か け)る 。是を以て皇命に従わず。毎 (つね)に人民を略盗

(かす)む。

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。左右に謂いて曰く、「熊鷲を取り得て、我が心は則ち

安 (やす)し Jと。故、其の処を号して安 (やす)と いう。

―

…
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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、北へ火前国 (肥前国)の松浦縣に到る。而 して玉嶋里の小河

の側で進食す。 (中略)其の処を号 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。     『紀』

仲哀天皇は (仲哀)九年 1■月に戦死するc二月に神功皇后は「吉備臣の祖鴨

別を遣わし熊襲国を撃たしむJと ある。神功皇后は仲哀天皇を殺 した熊襲を撃

っている。「自ら服すJと あり、熊襲は降服 している。

ところが「且つ荷持田村に羽白熊鷲有 り」とある。熊鷲は熊襲であろうc「 橿

日宮を出て松峡宮へ遷るJと あり、神功皇后は橿 日宮を出てさらに熊襲征伐に

向かっている。

突風が吹き御笠が飛んだ。そこでその地を「御笠Jと いうとある。「和名抄』

に「筑前国御笠郡御笠Jがある。今の太宰府市御笠であろう。神功皇后は橿 日

宮 (香椎)か ら御笠 (太宰府市)へ来ている。

さらに層増岐野へ来て羽白熊鷲を撃ち |′心が安まった Jと ある。そこで「安

(やす )」 という地名が付いたというЭ「安 (やす)|は『和名抄』の 1筑 前

国夜須 (やす)郡」であろう。今の福岡県朝倉郡夜須町である。

そこから転 じて山門縣へ行き土蜘蛛の田油津媛を撃つ。山門 (や まと)は『和

名抄』に「筑後国山門郡山門Jがある。今の福岡県山門郡山門であろう。

そこから北へ向かい肥前国松浦縣の玉嶋里へ行 く。玉嶋は今の佐賀県東松浦

郡浜玉町であろう。浜玉町は昭和 31年に浜崎町と玉嶋村が合併 して浜崎玉嶋

町となり、昭和 41年に浜玉町に改称 している。

神功皇后の熊襲征伐ルー トは図のようになる。

図 5神功皇后の熊襲征伐ルー ト
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{2)述驚岡 (と どろきのおか )

熊襲征伐を終えた神功皇后は福岡市の那珂川沿岸に水田を作る。

みずから西 (新羅)を征服せんと欲す。ここに神田を定めて佃 (つ

く)る 。時に俳の河 (那珂川)の水を引いて神田を潤さんと欲して

溝を掘る。辺驚岡 (と どろきのおか)に および大磐これを塞 ぐ。溝

を穿つことを得ず。皇后、武内宿禰を召して剣・鏡を捧げて神祇を

祈らしめ溝を通すことを求む。則ち時にあたりて、雷電が露歴 (ヘ

きれき=引 き裂くようにはげしく)して其の磐を蹴 (け )り 裂き、

水を通さしむ。故、時人其の溝を号して裂田溝 (さ くたのうなで)

という。皇后、橿 日浦に還り詣る。 『糸己』

神功皇后は水田を作るために那珂川の水を引く溝 (灌漑用水)を掘る。大磐

があり、溝を通すことができない。そこで武内宿禰に命じて神祇を祈らせると

雷が落ち、磐を砕いたというのこれを「裂田溝 (さ くたのうなで)と いう」と

ある。

神功皇后は福岡平野に水田をつくっている。博多湾沿岸一帯は神功皇后の支

配する領域になっている。神功皇后は熊襲征伐を行い筑前・肥前を領土にして

いる。
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1  熊襲征伐の地

(1)景行天皇 の熊襲 征伐 の地

景行天皇の熊襲征伐ルー トは京 (行橋市)に上陸し、国道 201号線とほぼ

同じ道を通り田川市へ行き、遠賀川を渡って椿 (海石相市)か ら多々良川に沿

って下り、博多湾へ出て福岡市西区 (筑紫の日向)に来ている。

この間にいるのは土蜘蛛である。筑紫の日向に到着するまでは熊襲はいな

い 。

■鼠の石窟……二つの土ttl蛛有り。

■直入縣禰疑野……二つの土蜘蛛有り。

■海石相 (椿 =来田見邑)……土蜘蛛

景行天皇は筑紫の日向の高屋宮で熊襲を撃っている。日向の高屋宮は福岡市

西区である。景行天皇が熊襲征伐をしたのは筑紫の日向である。景行天皇の熊

襲征伐の地は福岡市西区である。

図 6熊襲征伐の地

(2)日 本武尊の熊襲征伐の地

日本武尊の熊襲征伐には地名が出てこない。熊襲征伐がどこで行われたのか

は不明である。推察するしかない。
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手がかりになるのは熊襲の名前である。熊襲の名前は取石鹿文 (と ろしか

や)、 亦の名前は「川上泉帥 (かわかみたける)」 とある。「川上泉帥Jと は

川上という土地にいる泉帥 (首長)と いう意味であろう。「川上」は「川の上

流Jと いう意味であろうが、この場合の「川上泉帥」は特定の人物を指してい

る。「川上」は固有名詞である。「川上」という地名があるのであろう。

『和名抄』を見ると川上という地名は北部九州に二ヶ所ある。

■肥前国基昇郡 (き いぐん)り |1上……佐賀県三養基郡基山町

■肥前国小城郡 (お ぎぐん)り |1上……佐賀県小城郡

日本武尊は瀬戸内海を通り九州へ来ている。おそらく博多湾に上陸したので

あろう。そこから熊襲を撃ちに行く。最初に通るのは基舞郡の川上である。東

には夜須町がある。神功皇后が熊襲 (熊鷲)を撃ったところである。日本武尊

は神功皇后よりも先に熊襲征伐をしている。肥前国基昇郡にも熊襲が居たので

あろう。日本武尊の熊襲征伐の地は肥前国基昇郡川上であろうの佐賀県三養基

郡基山町である。

図 6熊襲征伐の地

(3)仲哀天皇の熊襲征伐の地

仲哀天皇は橿日宮で熊襲と戦い戦死 している。熊襲が居たのは福岡市東区の

香椎 (橿 日宮)の近くであろう。仲哀天皇の熊襲征伐の地は福岡市東区香椎で

ある。

図 6熊襲征伐の地
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図 6熊襲征伐の地
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(4)神功皇后 の熊襲 征伐 の地

神功皇后は橿日宮で熊襲を撃ち、さらに御笠を経て安 (夜須)で熊鷲を撃っ

ている。熊襲は太宰府市から福岡県朝倉郡夜須町にかけての地域に居たのであ

ろう。

そこから筑後川に沿って下り、筑後へ来て土蜘蛛の田油津媛を撃っている。

これは土蜘蛛であり熊襲ではない。

転じて北へ向かい佐賀県東松浦郡の玉嶋へ来る。ここにも熊襲は居ない。

神功皇后が熊襲征伐をした地は橿日宮 (香椎)と御笠から夜須にかけての地

域である。

図 7神功皇后の熊襲征伐の地

{5)熊襲の領域

景行天皇 。日本武尊・仲哀天皇・神功皇后は熊襲征伐をしている。これ以外

に熊襲は出てこない。4人が熊襲征伐をした地域が熊襲の領域であろう。熊襲

の領域は図のようになる。

図 8熊襲の領域
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2  熊襲と狗奴国

(1)熊襲征伐の時期

『記』には一部の天皇に崩年十支が書かれている。成務天皇と仲哀天皇にも

崩年千支があり、西暦に直すと次のようになる。

崩年千支   崩年

■成務天皇   乙卯   355年
■仲哀天皇   壬成   362年

景行天皇は成務天皇の父である。1世代の平均を 23年とすると成務天皇の

在位は 333年 -355年 となり、景行天皇の在位は 310年 -332年 とな

る。景行天皇が熊襲征伐を したのは 310年 -332年 の間ということにな

る。

仲哀天皇は熊襲と戦い戦死 している。仲哀天皇の崩年は362年 であるから

熊襲征伐は 362年 に行われている。神功皇后はその直後ころに熊襲征伐を し

ている。

熊襲征伐は景行天皇の 310年 ころから神功皇后の 362年 ころまでの間

に行われている。熊襲征伐の時期は 4世紀前半から中ごろということになる。

(2)3世紀の北部九州

3世紀の北部九州は激動の時代である。3世紀初頭ころまでは伊都国が北部

九州を支配 していた。

42
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210年-230年 ころに朝鮮半島南部にあった倭国の人々は逃げてきて

邪馬萱国を建国する。伊都国との間で戦争が始まる。邪馬萱国が勝利し、景初

二年 (238年 )に卑弥呼は魏王朝へ朝貢して「親魏倭王」となる。倭国の王

になったのである。朝鮮半島にあった倭国が消滅して北部九州に再興されたと

いえる。これ以降日本列島 (北部九州1)が倭国となる。 (シ リーズ②参照)

図 9伊都国と邪馬萱国と狗奴国

邪馬萱国は伊都国王朝の国々 (女王国より以北の国々)ヘー大率を派遣して

支配・監察する。卑弥呼が死去すると伊都国との間で再び戦争が始まる。しか

しまたもや邪馬壼国の勝利に終わる。伊都国は国を捨てて大和へ逃げる。これ

が「神武東征」である。255年 -265年 ころのことである。 (シ リーズ③

参照)

邪馬萱国が建国された地域は狗奴国の本拠地であった。狗奴国は邪馬壼国に

追われて南の福岡県朝倉郡や甘木市へ移る。狗奴国は故地を回復するために邪

馬萱国と戦う。『三国志』は次のように伝えている。

(正始)八年、倭女王卑弥呼は狗奴国の男王と素 (も と)よ り不和。

倭載斯、烏越等を遣わし、郡に詣でて相攻撃の状を説く。 (魏 は)

塞曹橡史 (さ いそうえんじ)の張政等を遣わし、因りて詔書と黄色

の瞳 (旗 )を もたらし、難升米に拝仮 し、檄 (げ き=も、れぶみ)に

より之 (両国が和解すること)を告喩 (こ くゆ=告げ論す)す。卑

弥呼以て死す。 『三国志』

正始八年は247年である。邪馬萱国と狗奴国は「相攻撃する」とある。魏

王朝は和解するように告諭するがその最中に卑弥呼は死去する。「卑弥呼以

死」とある。「以て」とは「相攻撃」のことをいうのであろう。卑弥呼は狗奴

国との戦いで戦死 している。その後男王が立つが「国中不服Jと ある。さらに

萱典が立ち「国中遂定」とある。
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図 9伊都国と邪馬壺国と狗奴国

邪馬壼国は安定 し、萱興は泰始二年 (266年 )に晋王朝へ朝貢 している。

しか しその後は中国の史書から消える。日本の史書にも出てこないЭ邪馬萱国

は滅亡 している。

44



(3)狗奴国=熊襲

邪馬萱国は春日市から筑紫野市付近にあり、女王国より以北の国々 (伊都

国・奴国・不爾国等)を支配していた。ところがこれらの地域はすべて熊襲の

領域になっている。

狗奴国は故地を回復するために邪馬萱国と戦っている。邪馬壼国は不利にな

り、魏王朝へ応援を頼んでいる。戦況からみると狗奴国が邪馬壼国を滅ぼした

のであろう。

そうであれば狗奴国が熊襲であろう。狗奴国の地も邪馬萱国の地も熊襲の領

域になっている。狗奴国が邪馬萱国を滅ぼし、狗奴国は熊襲と呼ばれるように

なったのであろう。

狗奴国 (ク ナ)と熊襲 (ク マ (そ ))は発音がよく似ている。「クナJが「ク

マ」になったのであろう。

■狗奴 (ク ナ) = 熊襲 (ク マ)

「狗奴国」は『三国志』に出てくる。「熊襲Jは 『記』『紀』に出てくる。

日本人は「クマ」と発音していたのを中国人は「クナ」と聞き取ったのかもし

れない。あるいは『三国志』が書かれた 3世紀は「クナ」と発音していたのが

4世紀には「クマJと変化 したのかもしれない。

狗奴国は邪馬壼国を滅ぼし、狗奴国の故地 (筑紫野市隈が本拠地)を取り戻

し、さらに博多湾沿岸まで領域を拡大したのである。
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(4)「隈」のつく地名

福岡県には「隈 (く ま)」 の付く地名が多い。『新日本分県地図 (1976
年版)』 (国際地学協会)に 出ている「隈」のつく地名を表にすると次のよう

になる。

表 1 「隈」のつく地名

「隈」の付く地名は熊襲の領域と重なる。 「隈」の付く地域は熊襲が住んで

いたのであろう。「隈」は「熊襲Jの 「くま」であろう。

■狗奴 (く な)=熊襲 (く ま)=隈 (く ま)

(5)「熊」のつく地名

「熊」という字のつく地名もある。これも熊襲の「くま」から付けられた地

名ではないだろうか。「熊」の字のつく地名は筑紫の周辺に多いの

表 1 「熊」のつく地名

熊襲征伐により熊襲の人々は筑紫からその周辺部へ逃げたのであろう。そこ

に「くまJという地名を付けたのである。そのため筑紫の周辺部に「熊Jの付

く地名が多いのであろう。

「隈」の付く地名は狗奴国 (熊襲)が筑紫を支配していたときの領域であり、

「熊Jの付く地名は熊襲征伐により熊襲の人々が逃げて住み着いたところであ

ろう。

従来は、熊襲は南九州であるといわれてきた。しかし熊襲征伐の地は北部九

州である。熊襲が居たのは北部九州であり、南九州ではない。
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佐賀郡富士町……………………………………上熊川・下熊川

表 1「 クマ」のつ く地名

福岡市からその内陸部にかけて

福岡市西区および糸島郡 (景行天皇の日向国)

粕屋郡から嘉穂郡・鞍手郡         (仲 哀天皇 と神功皇后の征伐地 )

北九州市から行橋市にかけて        (「 熊」の付く地名)

熊本県

佐賀県
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(6)熊襲 国 の建 国時期

熊襲国の建国は狗奴国が邪馬萱国を滅ばしたときであろう。萱興は266年

に朝貢しているから邪馬萱国はこの時期までは存在 している。その直後ころに

邪馬萱国は滅びたのであろう。

北部九州を支配していた伊都国も255年-265年 ころに大和へ逃げて

いる (神武東征)。 北部九州を支配していた邪馬萱国と伊都国が相次いで居な

くなり、狗奴国が北部九州を支配するようになる。これが熊襲国の建国であろ

う。熊襲国の建国の時期は270年 -280年 ころであろう。

○熊襲国の建国時期

日270年 -280年 ころ
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