
第 2部 獲加多支歯大王
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第 1章 獲加多支歯大王とは
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1  稲荷山古墳と鉄剣銘

(1)稲荷山古墳

埼玉県行日市に埼玉 (さ きたま)古墳群がある。稲荷山古墳をはじめ、二子

山古墳・愛宕山古墳・瓦塚古墳・鉄砲山古墳・奥の山古墳 。中の山古墳・将軍

山古墳等の古墳がある。

図 7 埼玉古墳群模式図

(『辛亥銘鉄剣と金石文』 (埼玉県史刊行協力会 昭和五十八年)よ り)

埼玉古墳群の中で稲荷山古墳は最初に造られた古墳であるという。

○稲荷山古墳

■前方後円墳 全長 120m、 前方部幅 74m、 後円部径 62m
■長方形の周濠。周濠にはテラス (別区)がある。

■埋葬施設 2基 (礫椰 (れきかく)、 粘土椰)

■粘土椰は盗掘にあっている。

■礫椰の副葬品…図 8参照。金象嵌銘のある鉄剣が出土

図 8稲荷山古墳 (礫柳)の出土品  (『幸亥銘鉄剣と金石文』 (埼玉県))
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図7 埼玉古墳群模式図
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図 8稲荷山古墳 (礫椰)の 出土品  (『辛亥銘鉄剣と金石文』 (埼玉県))

ｎ
＝
＝
Ⅲ
ＩＩＩ
脚
Ⅲ出

ｎ

翻

Ⅲ

榊

皿

善

驚

Ｌ

喘
α
岡̈
国
７ ヽ

―
′
‐
‐
プ
０

蟄

＝
ＩＩ

＝
ミ

扁
―――
赳

ゐＷ
幽

|||1暇

“

||||||

0◎ 国

□ 園 旦
⑪①の凰

“

b

Ａ

Ⅲ

Ｉ ＩＩＩ

Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ

Ⅲ

側

”
　
Ａ
ｍｍ‐ｖＭ
ⅢｍｍШⅢⅢⅢｗ

にコ1蠣コ藝コ建江C  O  O

42



|ハ

ｎ
＝
Ｕ

Q◎a

‖|ll

llll{

_ョ==コ
ー

皿理皿
皿鵬
幽】圃

□
Ⅷ
Ｗ
ｖ
２

升

ヽ

一
も

　

一

Ｊ
じ

Ａ
＝
ｎ
ｌ，
１１
■
■
＝
ロ
ロロ
■
ｒ
ロロ
〓
”

鳥
冊
”
＝

＝
＝

盟
１

１
・

ｎ
Ｗ
＝
＝
Ｕ
鳳
日

，

■
＝
＝
＝
Ｈ
＝
＝
１

ｎ
＝
＝
＝
＝
Ｕ
Ｉ
Ｌ

ｎ
＝
＝
＝
饉
□
１
７

∝ O錮 爆=F ノ
‐
椰

・̀″電〕 だ
｀

剛

43



白石太一郎氏は「有銘刀剣の考古学的検討」(『新 しい史料学を求めて』(吉

川弘文館))の 中で稲荷山古墳について次のように述べている。

稲荷山古墳では、墳頂部で 2基の埋葬施設が検出されている。一つ

は墳頂部平坦面の西よりの部分に営まれた礫椰で、いま一つはやは

り墳頂平坦面の南よりに営まれた粘土椰で、ともに墳頂部から比較

的浅い位置で検出されている。「辛亥年」銘鉄剣は前者の礫椰から

出土しているが、この礫椰も南の粘土椰も、いずれも墳頂平坦部の

中央ではなく、その縁辺部に営まれており、ともにこの古墳の中心

的な埋葬施設と考えがたいことは、この二つの埋葬施設の性格を考

える上で重要である。この古墳では墳頂部の中央にもトレンチが掘

られているが、きわめて浅い位置で礫椰や粘土榔が検出されたため

か、わずか深さ lmほ どしか掘られておらず、中心的な埋葬施設、

いいかえればこの古墳の墓主の埋葬施設自体は、まだ墳頂部中央に

埋まっている可能性がきわめて高いと思われる。

(白 石太一郎氏「有銘刀剣の考古学的検討」 (『新しい史料学を求め

て』 (吉川弘文館)))

稲荷山古墳には本来の埋葬施設が発掘されずにそのまま残っているとい

つ 。

{2)稲荷山古墳の鉄剣銘

稲荷山古墳の礫椰から出土した鉄剣には金象嵌の銘文が刻まれていた。銘文

は鉄剣の表と裏にある。
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(表 )

辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意冨比塊其児多加利足尼其児名三已

加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半二比

(裏 )

其児名加差披余其児名乎獲居臣世 為々杖刀人首奉事来至今獲加多支

歯大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根原也

銘文の読みは人により異なるが、『稲荷山古墳と埼玉古墳群』 (三一書房 )

に岸俊男氏等による読みがある。

(表の訳 )

辛亥の年七月中、記す。オワケの臣。上祖、名はオホヒコ。其の児、

(名 は)タ カリのスクネ。其の児、名はテヨカリワケ。其の児、名は

カタヒ (ハ )シ ワケ。其の児、名はタサキワケ。其の児、名はハテ

ヒ。

(裏の訳 )

其の児、名はカサ ヒ (ハ )ヨ 。其の児、名はオワケの臣。世々、杖

刀人の首と為 り、奉事 し来 り今に至る。ワカタケ (キ )ル (口 )の

大王の寺、シキの宮に在る時、吾、天下を左治 し、此の百練の利刀

を作 らしめ、吾が奉事の根原を記す也。

「辛亥年七月中」に乎獲居臣がこの鉄剣を作ったとある。上祖 (先祖)か ら

乎獲居臣までの8代の名前が「その児の名は……。」と書かれている。

「獲加多支歯大王」は「ヮカタケル」と読んでいる。
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(3)江田船山古墳の鉄刀銘

熊本県玉名郡菊水町に江田船山古墳がある。江田船山古墳から鉄刀が出土

し、銀象嵌の銘文が刻まれていた。

治天下獲□□□歯大王世、奉事典曹人名元□三、八月中、用大鉄釜

井四尺廷刀、八十練、□十振、三寸上好□刀、服此刀者、長寿、子

孫洋々、得□恩也、不失其所統、作刀者名伊太□、書者張安也

(訳 )治天下獲□□□歯大王の世、奉事する典曹人、名は元利三。八

月中、大鋳釜を用いて四尺廷刀を八十練、三寸の上好□を六十練す

るなり。此の刀を服する者は長寿、子孫は三恩を得るなり。其の統

ぶる所を失わず。作刀者、名は伊太加、書者は張安也

「江田船山古墳鉄刀銘」

(注 )□……読み取れない文字。 (訳文)に は一部の文字が読める文字とし

て入れてある。

江田船山古墳の鉄刀には読み取れない文字があり「治天下獲□□□歯大王」

としか読めなかった。

『江田船山古墳』 (熊本県玉名郡菊水町発行 1980年 )に よれば、江田

船山古墳は地主により明治 6年 (1873年 )に発掘されている。遺物は後の

帝室博物館が買い取り、昭和40年に国宝に指定され、現在は東京国立博物館

が所蔵 している。鉄刀は東京上野の国立博物館 (平成館)に常設展示されてい

る。

鉄刀の銘文は多くの人々によって解読されたが読み取れない文字が多いた

め諸説があった。その中で「獲□□□歯大王」は福山敏男氏の説である「反正

天皇」が有力で、定説になっていた。

稲荷山古墳の発掘が行われたのは昭和43年である。出土した鉄剣は錆びて

おり銘文があることはわからなかった。昭和 53年に保存処理をしているとき
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に金象嵌の銘文が発見された。鉄剣の銘文には「獲加多支歯大王」と刻まれて

いた。これにより江田船山古墳の「獲□□□歯大王」も「獲加多支歯大王」で

あることが判明した。

(4)稲荷山古墳の年代

白石太一郎氏は稲荷山古墳の年代について次のように述べている。

筆者は稲荷山古墳の造営年代について、くびれ部から出土している

高蔵 47型式の須恵器群をこの古墳の最初の、言い換えればまさに

その人のためにこの古墳が造営された墓主のための葬送儀礼にとも

なうものと考え、その年代を 5世紀の第 4四半期に求めている。

一方、稲荷山鉄剣を出した礫椰の年代については、その副葬品のう

ちに高蔵 47型式に後続する陶器山 15型式期の馬具などをともな

うところから、明らかにくびれ部出土の須恵器の年代よりは新 しい

時期のものととらえている。その年代は471年に製作されたこと

の明らかな稲荷山鉄剣を副葬 していることからも5世紀末ないし6

世紀初頭に下るものと考えている。

(白石太一郎著『古墳の語る古代史』 (岩波現代文庫))

稲荷山古墳の築造時期は 5世紀の第 4四半期 (476年-500年 )こ ろで

あるという。また鉄剣を出した礫椰の年代は 5世紀末ないし6世紀初頭ころと

考えている。
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(5)辛亥年

鉄剣には「辛亥年七月中記」とある。鉄剣は「辛亥年」に作られてぃる。

辛亥年については471年説と531年説があるが、現在では471年説が

定説になっている。文献学者も考古学者も、ほとんどが「辛亥年=471年 」

説を採用 している。自石太一郎氏も辛亥年は471年 として稲荷山古墳の礫椰

の年代や鉄剣が製作された時期、および埋葬された時期を求めている。
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(1)獲加多支歯大三と大和政権

稲荷山古墳の被葬者は杖刀人として獲加多支歯大王に仕えている。江田船山

古墳の被葬者も典曹人として獲加多支歯大王に仕えているとある。関東と九州

から獲加多支歯大王に仕えているという銘文が出土している。獲加多支歯大王

は九州から関東までを支配していることになる。

5世紀に九州から関東までを支配しているのは大和政権である。したがって

獲加多支歯大王は大和政権の天皇である。これが定説である。

○現在の定説

■獲加多支歯大王 大和政権の天皇

{2)獲加多支歯大三と雄略天皇

定説では、稲荷山古墳の鉄剣が作られた辛亥年は471年である。この時期

の大和政権の天皇は雄略天皇である。「雄略紀」の年代は次のようになってい

る。

(雄略)元年……457年

(雄略)二十三年 (479年 )、 雄略天皇崩ず。

49

2  獲加多支歯大王と現在の定説



雄略天皇の在位は457年-479年 である。辛亥年の471年は雄略天皇

の在位期間中にある。これらの理由により獲加多支歯大王は雄略天皇である。

これが定説である。

○現在の定説

■獲加多支歯大王 雄略天皇

雄略天皇の『記』『紀』の名前をみると次のようになっている。

■大泊瀬幼武天皇 (おおはつせわかたけ天皇)

「幼武」は「ワカタケル」と読める。

■大長谷若建命 (おおはつせわかたけ)・ …・…

「若建」はやはり「ワカタケル」と読める。

『糸己』

『言己』

雄略天皇の名前は「ワカタケル」と読める。「獲加多支歯大王」の「ワカタ

ケル」と同じである。名前からみても雄略天皇は獲加多支歯大王である (定

説)。

(3)獲加多支歯大王と倭王武 (定説)

定説によれば、稲荷山古墳の鉄剣の辛亥年は471年である。鉄剣銘には

「 (乎獲居臣は)獲加多支歯大王が天下を治めるのを左 (たす)けた」とある。

獲加多支歯大王は471年には「天下を治め」ている。

5世紀のこの時期に日本列島を支配しているのは『宋書』に出てくる倭王で

ある。倭王武は478年に朝貢して、上表文に「東は毛人を征すること五十五

国」と書いてる。倭王武は関東まで支配している。
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一方、獲加多支歯大王は471年には天下を治めているとあるから獲加多支

歯大王は倭王武である。

定説では、このように獲加多支歯大王は倭王武であり、雄略天皇であるとし

ている。

○現在の定説 (ま とめ)

■辛亥年 = 471年
■獲加多支歯大王 〓 倭王武 雄略天皇
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第 2章 獲加多支歯大王と筑紫君



1  江田船山古墳と筑紫君

(1)有明海文化 圏

江田船山古墳の石棺は入口が妻入りに付いている妻入の横口式家形石棺で

ある。妻入横日式家形石棺は筑後・肥前・肥後の有明海沿岸にのみ分布 してい

る。その中心は筑後の八女古墳群である。

江田船山古墳からは武装石人・石製腰掛・小形家形石棺が出土している。こ

れらを石製表飾品という。石人・石馬ともいう。石製表飾品 (石人・石馬)は
有明海沿岸地域に集中している。

石人・石馬や妻入の横日式家形石棺は有明海文化である。有明海文化は筑紫

君の文化である。筑紫君を中心に有明海沿岸地域には「有明海文化圏」が形成

されていた。

(2)江田船山古墳と有明海文化

江田船山古墳は妻入横口式家形石棺であり、石人・石馬がある。江田船山古

墳は有明海文化圏に属している。有明海文化圏の中心は筑後である。有明海文

化は筑紫君の文化である。江田船山古墳の被葬者は筑紫君の勢力下にあるとい

える。『紀』も「 (筑紫君)磐井は火 (肥 )・ 豊の二国におそいよりてつかえ

まつらず」と書いている。筑紫君は肥後を支配している。

江田船山古墳の被葬者は筑紫君に仕えているのであり大和政権に仕えてい

るのではない。

54



2  江田船山古墳と獲加多支歯大王

(1)典曹人と獲加多支歯大王

江田船山古墳から出土 した鉄刀の銘には、江田船山古墳の被葬者は典曹人と

して獲加多支歯大王に仕えているとある。江田船山古墳の被葬者は獲加多支歯

大王を主君として仕えている。

一方、江田船山古墳の被葬者は筑紫君に仕えている。江田船山古墳の被葬者

は筑紫君に仕えており、また獲加多支歯大王に仕えている。獲加多支歯大三は

筑紫君だからである。

□獲加多支歯大王=筑紫君

{2)江田船山古墳と倭王

筑紫君は倭王である。江田船山古墳の被葬者は筑紫君である倭王に仕えてい

るということになる。

江田船山古墳の被葬者は獲加多支歯大王に仕えており、筑紫君である倭王に

仕えている。獲加多支歯大王は筑紫君であり、倭王である。

□獲加多支歯大王 筑紫君 = 倭王
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第 3章 治天下



1  倭王武と辛亥年

(1)「治天下」とは

江田船山古墳の鉄刀銘には「治天下獲加多支歯大王」とある。「治天下」と

は「天下を治める」という意味である。天下を治めるのは天子である。獲加多

支歯大王は天下を治める「治天下人 (天子)」 である。

天子は天下の頂点にいる。獲加多支歯大王は天子であるから誰からも支配さ

れることはない。

■臣雖下愚

■臣亡考済

(臣は下愚なりと雖も)

(臣の亡くなった父 。済は)

また皇帝を「帝」と呼び、皇帝に対 して忠節を勤むと述べている。

58

(2)倭王武の上表文 と「 臣」

稲荷山古墳の鉄剣銘には「左治天下」とある。乎獲居臣は獲加多支歯大王が

「天下を治めるのを左 (たす)けた」とぁる。獲加多支歯大王は辛亥年にはす

でに「天下を治める人=治天下人=天子」になっている。

定説では、辛亥年は471年である。獲加多支歯大王は471年にはすでに

天子になっていることになる。

定説ではまた獲加多支歯大王は倭王武であるか ら倭王武は471年 にはす

でに天子になっている。

ところが 478年 の倭王武の上表文では自分のことを「臣」と述べている。



■以帝徳  (帝の徳を以て )

■以勤忠節  (以て忠節を勤む )

倭王武の上表文では倭王武はあくまでも一将軍である。中国王朝に対して臣

下の礼をつくしている。中国王朝の皇帝が天子であり、倭王武は「臣」である。

倭王武は478年の時点でも「臣」であり、「治天下人」ではない。

定説では「辛亥年=471年 」である。倭王武は471年には治天下人にな

っているはずである。それと矛盾する。「辛亥年〓471年」説は成立しない。

□辛亥年 ≠ 471年

{3)倭王武の将軍号

倭王武はその後も中国王朝から将軍号を授与される。

■建元元年 (479年 )、 六国諸軍事安東将軍倭王武に除し、号して鎮東

大将軍と為す。                    『南齊書』

■天監元年 (502年 )、 鎮東大将軍倭王武を進めて征東将軍に進号せ し

む。                         『梁書』

建元元年 (479年 )、 および天監元年 (502年 )に倭王武は将軍号を授

与されている。479年、および502年は中国で新王朝が誕生 した年であ

る。479年に齊王朝、502年に梁王朝が樹立している。

定説では、倭王武は雄略天皇である。雄略天皇の崩年は『紀』では479年、

『記』の崩年千支では489年である。 502年には雄略天皇はすでに死去 し

ている。死去 している雄略天皇が中国王朝から将軍号を授与されるはずはな
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い。そこで従来は、479年や502年の倭王武の将軍号の除正は新王朝が倭

王武の生存を確認もしないで勝手に与えたものであるとしてきた。

しかし中国王朝が倭王の生存も確認しないで将軍号を与えるだろうか。当時

の中国は複数の王朝が併存している。新王朝は誕生 したばかりであり、倭国が

臣下になるかどうかもわからない時点である。そのようなときに将軍号を勝手

に与えるようなことはしないであろう。将軍号が授与されているのは倭国が新

王朝に祝賀の朝貢をしたからであろう。当時の周辺諸国は新王朝の誕生に素早

い対応をしている。

倭王武は479年や 502年にはまだ天子 (治天下人)になっていない。中

国王朝の一将軍 (臣 )である。
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2  倭王武と治天下

(1)『襲国偽僣考』

鶴峰戊申 (しげのぶ)の『襲国偽僣考』に「九州年号」がある。

口継体天皇十六年、武王、年を建て善記という。是九州年号のはじめなり。

■年号  九州年号。けだし善記より大長にいたりて、およそ一百七十七

年。其の間、年号連綿たり。 (略 )

■善記  襲の元年。継体天皇十六年壬寅。梁の普通三年にあたる。 (中

略)善記四年に終わる。

日正和  継体天皇二十年丙午。正和元年とす。 (中略)正和五年に終わ

る。

■殷到 継体天皇二十五年辛亥。殷到元年とす。 (中略)如是院年代記、

教到に作る。同書に、教到元、始めて暦を作る、とあるもまた襲人のし

わざなるべ し。                  『襲国偽僣考』

武王は年号を建てている。九州年号の始まりであるという。武王とは倭王武

であろう。「善記」という年号を建てている。それは継体天皇十六年壬寅であ

り、中国の梁王朝の普通三年にあたるという。 522年である。

(注 )鶴峰戊申は『九州年号』と題する古写本より写したと書いている。

倭王武は522年に年号を建てている。倭王武は522年まで生存してい

る。『梁書』に「 502年に倭王武を征東将軍に進号せしむ」とあるのはやは

り史実である。中国王朝は倭王武の生存を確認もしないで勝手に将軍号を授与

するようなことはしていない。
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年号を建てることができるのは天子である。倭王武は522年に天子 (治天

下人)に なっている。

(2)辛亥年=531年

江田船山古墳の鉄刀銘には「治天下獲加多支歯大王」とある。獲加多支歯大

王は「治天下人」であり、天子である。

獲加多支歯大王は倭王である。倭王の讃・珍・済・興の4人は中国王朝に朝

貢しており、中国王朝の臣下である。倭王武も中国王朝に朝貢し、自分を「臣」

と称 している。倭王武もやはり中国王朝の臣下である。しかし522年に年号

を建てている。倭王武は天子 (治天下人)になっている。倭王の中で「治天下

人 (天子)」 になっているのは倭王武だけである。したがって獲加多支歯大王

は天子 (治天下人)である倭王武であろう。定説も「獲加多支歯大王=倭王武」

である。この定説は正しいといえる。

銘文によれば獲加多支歯大王は辛亥年にはすでに「治天下人 (天子)」 にな

っている。定説では「辛亥年=471年 」であるから471年の時点で獲加多

支歯大王 (倭王武)はすでに「治天下人」になっていることになる。しかし倭

王武は478年でも、502年でもまだ中国王朝の一将軍であり、天子ではな

い。天子になるのは522年である。定説は誤りである。辛亥年は471年で

はない。60年後の531年である。

■辛亥年 531年

(3)倭王武 と中国王朝

倭王武は何故天子になったのであろうか。
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倭王武は478年 5月 に宋王朝に朝貢し、すばらしい上表文を差し出して宋

王朝に忠誠を誓っている。ところが宋王朝はその 1年後の479年 4月 に滅亡

する。

倭王武は新王朝 (南斉)に直ちに朝貢して祝賀を述べたのであろう。その年

(479年 )に将軍号が授与されている。

ところが 502年にふたたび南斉王朝は亡びて、新しく梁王朝が誕生する。

倭王武はまた直ちに朝貢して祝賀を述べたのであろう。将軍号が授与される。

中国王朝は頻繁に交代する。そのたびに倭王武は中国王朝に朝貢して将軍号

を除正されるように要求している。それが当時の中国王朝と近隣諸国の関係で

あった。しかし倭王武は中国王朝の権威が薄れてきたことを感じ取った。将軍

号は意味を持たなくなってきたことを悟ったのである。中国王朝に頼る必要は

無 くなった。倭王武は自ら天子になり、年号を建て、日本列島と朝鮮半島南部

を治めることを考えた。倭王武は中国王朝から独立したのである。それが 52

2年である。

倭王武の朝貢 (478年 )以後、倭国は中国の史書から消える。倭王武は天

子になり、中国から独立して朝貢をしなくなったからである。
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第4章 従来の問題点
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1  倭王武の即位年

(1)倭王興 と倭王武の朝貢

定説では「辛亥年=471年」である。辛亥年に「獲加多支歯大王」とある

から獲加多支歯大王は471年にはすでに即位して (獲加多支歯)大王になっ

ていることになる。一方「獲加多支歯大王=倭王武」であるから倭王武も47
1年には即位しているはずである。

しかし「辛亥年=471年 」には倭王武はまだ即位していない。倭王武は4

71年にはまだ獲加多支歯大王にはなっていないのである。それを確認しよ

つ。

倭王武の前の王は兄の倭王興である。『宋書』帝紀は倭王興 と倭王武の朝貢

を次のように書いている。

■ (孝武帝、大明六年)二月、壬寅、以倭国王世子興為安東将軍。

(訳 )大明六年 (462年 )二月、倭国王世子興を安東将軍と為す。
■ (順帝、昇明元年)十一月、倭国遣使献方物。

(訳 )昇明元年 (477年 )十一月、倭国使いを遣わし方物を献ず。

■ (順帝、昇明二年)五月戊午、倭国王武遣使献方物、以武為安東大将軍。

(訳 )昇明二年 (478年 )五月、倭国王武、使いを遣わし方物を献ず。

武を以て安東大将軍と為すo           『宋書』帝紀

倭王興は462年に安東将軍に除正されている。次の朝貢は昇明元年 (47
7年 )である。ところがこれには倭王の名前がない。倭王興の朝貢か、次の倭
王武の朝貢かが問題である。
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従来の解釈では、獲加多支歯大王である倭王武は471年にはすでに即位し

ている。したがって昇明元年 (477年 )の朝貢は倭王武である。これが定説

である。

(2)倭王興と倭王武の在位

『宋書』倭国伝の方は次のように書いている。

■世祖大明六年、詔日、倭王世子興突世戴忠作藩外海稟化寧境恭修貢職新

嗣辺業c宜授爵号可安東将軍倭国王。興死、弟武立。自称使持節都督倭 。

百済 。新羅 。任那 。加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王。

(訳 )世祖の大明六年 (462年 )、 詔して曰く、「倭王の世子興は突

世戴 (すなわ)ち忠、藩を外海に作 (な )し、化を稟 (う )け、境を寧

(やす)ん じ恭しく貢職を修め、新たに辺業を嗣ぐ。宜 しく爵号を授 (う )

け、安東将軍倭国王たるべし」と。

興死し、弟の武立つ。自ら使持節都督倭 。百済 。新羅・任那・加羅・秦

韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王を称す。

■順帝昇明二年、遣使上表日、封国偏遠作藩子外。自昔祖禰身弓 甲胃跛渉

山川不邊寧処、東征毛人五十五国、西服衆夷六十六国、渡平海北九十五

国。王道融泰廓土還幾累葉朝宗不徳子歳。臣雖下愚泰胤先緒駆率所統帰

崇天極道逓。百済装治船肪而高句麗無道……

(訳 )順帝の昇明二年 (478年 )、 (倭王武)使いを遣わし上表して

曰く、「封国は偏遠であり、藩を外になしている。昔より祖禰婦 (みず

か)ら 甲冑をつらぬき、山川を城渉し、寧処 (安心 して生活する)に違

(い とま=ゆとり)あ らず。東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷

を服すること六十六国、渡りて海北を平らげること九十五国。 (後略)

『宋書』倭国伝
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『宋書』倭国伝には「興死 し、弟の武立つ」とだけある。「倭国伝」の方に

も倭王武が即位 した年は記述していない。

そこで昇明二年 (478年 )の倭王武の上表文の内容をみてみよう。上表文

の中に次のような文章がある。

■「封国偏遠作藩子外」・……「封国は偏遠の地にある」と述べている。倭

国は中国から遠いところにあると説明している。倭王武にとって最初の

朝貢だからであろう。三度目の朝貢であるならばこのような説明はしな

いであろう。

■「自昔祖禰身弓環甲胃跛渉山川不違寧処」・……先祖の活躍を述べている。

如何にして現在の領土を獲得したかを説明している。これも初めての朝

貢だからであろう。

■「東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡

りて海北を平らげること九十五国」……倭国が支配する領域を述べてい

る。これもはじめての朝貢だからであろう。

このように昇明二年 (478年 )の倭王武の上表文は朝貢がはじめてである

ことを表している。昇明二年 (478年 )は倭王武にとって最初の朝貢である。

したがって昇明元年 (477年 )十一月の朝貢は倭王興である。

昇明二年 (478年 )五月の朝貢は倭王武であるから倭王興は477年 11

月の朝貢から478年 4月 の間に死去していることになる。

□倭王興と倭王武の在位

■倭王興の最後の朝貢

■倭王興の死去、倭王武の即位

■倭王武の最初の朝貢

477年 11月

477年 11月 -478年 4月

478年 5月
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従来は、「辛亥年=471年 」とし、倭王武は471年にはすでに即位 して

おり、獲加多支歯大王になっているとしてきた。しかし478年の倭王武の上

表文は初めての朝貢であることを示 している。倭王武の即位は478年であ

る。471年にはまだ獲加多支歯大王にはなっていない。

定説の「辛亥年=471年 」はやはり成立しない。
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2  雄略天皇と倭王武

(1)雄略天皇の崩年

定説では「雄略天皇〓倭王武」である。定説が正しければ雄略天皇の崩年と

倭王武の崩年は一致するはずである。

雄略天皇の崩年は『紀』では479年である。

■ (雄略)二十三年 (479年 )八月、天皇、疾爾 (い よいよ)甚だし。

(中略)大殿に崩じぬ。                 『紀』

一方、『記』には雄略天皇の崩年千支が書かれている。

■天皇御年、壼百式拾歳。己巳年八月九日崩也。 『記』

己巳年は489年である。雄略天皇は489年 8月 9日 に死去している。

『紀』の崩年は机上で造られていることが多い。「万世一系」にするためで

ある。『記』の崩年千支の方は記録があり、それを『記』にそのまま記載して

いると思われる。『記』の崩年干支は信用できる。雄略天皇の崩年は489年
であろう。

(2)倭王武の崩年

『襲国偽僣考』によると、倭王武は522年に年号を建てている。「善記」

である。
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■善記  襲の元年。継体天皇十六年壬寅。梁の普通三年にあたる。 (中

略)善記四年に終わる。

■正和  継体天皇二十年丙午。正和元年とす。 (中 略)正和五年に終わ

る。

「善記」は4年で終わるとある。525年に終わる。

■善記

■]E不ロ

522年  一

526年  一

525年

530年

倭王武の年号である「善記」は525年で終わる。倭王武は525年に死去

しているのであろう。倭王武は478年に即位し、 525年に死去している。

実に47年間も在位している。「獲加多支歯大王 (ヮ カタケル)」 といわれる

ように若いときに即位しているのであろう。

このように倭王武の崩年は525年である。雄略天皇の崩年は489年であ

る。崩年はまったく異なる。崩年からみても雄略天皇は倭王武ではない。

(3)雄略天皇の実在

雄略天皇は実在した人物である。研究者の中には架空の人物であるとする人

もいる。しかし崩年千支がある。実在 した証拠である。

『記』『紀』は大和の初瀬地方に居た天皇であると書いている。これも史実

であろう。雄略天皇は大和の東南部を支配している地方の王である。従来いわ

れているような大和全域や、日本列島全体を支配している王ではない。雄略天

皇は葛城地方の王よりも弱い。『記』は次のように書いている。
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又一時 (あ るとき)、 (雄略)天皇が葛城山に登るとき、百官の人

等に悉 く紅の紐をつけた青摺りの衣服を給わる。彼の時、向こうの

山の尾根より山の上に登る人有り。 (中略)天皇、望みて問わしめ

て曰く、「この倭国に吾を除いて亦王は無し。今誰人ぞ此の如く行

く」という。答えて日う状 (さ ま)は天皇の如し。ここに天皇大い

に念り、矢を刺 し、百官の人等も悉く矢を刺す。ここに其の人等も

また矢を刺す。 (中略)故、吾先に名を告げむ、「吾は悪事と雖も

一言、善事と雖も一言、言い離 (はな)つ神、葛城の一言主大神ぞ」

という。 (雄略)天皇、ここに於いて'腟畏 (か しこ)みて (中略)

大御刀、及び弓矢を始め百官の人等の着ている衣服を脱がせて拝が

みて献ずo                      『記』

雄略天皇は葛城の王に降伏し、刀や弓矢や着ている衣服まで脱がせて献上 し

ている。雄略天皇は葛城地方さえも支配していない。初瀬地方の小さな王であ

る。

『紀』の編纂者は「万世一系」にするために大和にいる初瀬の王を天皇に仕

立てている。しかも日本列島を支配しているかのように捏造 している。

雄略天皇の名前である「幼武」や「若建」も獲加多支歯大王の名前を借りて

付けたのであろう。雄略天皇をあたかも獲加多支歯大王であるかのようにみせ

るためである。『紀』は「万世一系」にするために大和の一地方の王を偉大な

獲加多支歯大三であるかのように記述している。
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3  「雄略紀」と倭王興

{1)「雄略紀」の年代

「雄略紀」の年代は (雄略)元年が 457年 であり、雄略天皇が死去 した (雄

略)二十三年は479年 である。

(雄略)十九年は475年 であり、高句麗が百済を一時滅ぼ した年である。

この年代は実年代と合っており、「雄略紀」のこの時期の内容は信頼できると

いえる。

「雄略紀」の主な出来事は次のようになっている。

■ (雄略)元年 (457年 )

■ (雄略)六年 (462年 )四月、呉国、使いを遣わし貢献す。

■ (雄略)七年 (463年 )八月、吉備下道臣前津屋の事件。物部の兵士

30人を派遣して吉備の下道臣前津屋を伐つ。

■ (雄略)七年 (463年 )、 田狭を任那国司に任命して派遣する。

■ (雄略)八年 (464年 )二月、身狭村主青・檜隈民使博徳を呉国に遣

わす。

■ (雄略)九年 (465年 )二月、天皇、新羅を伐つため紀小弓宿禰・蘇

我韓子宿禰 。大伴談連・小危火宿禰等を派遣する。

■ (雄略)十年 (466年 )九月、身狭村主青等、呉の献じた 2羽の鶴を

もって筑紫に到る。

■ (雄略)十二年 (468年 )四月、身狭村主青と檜隈民使博徳を呉に使

わす。
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■ (雄略)十四年 (470年 )正月、身狭村主青等、呉国の使いと共に呉

の献じた手末の才伎、漢織・呉織及び衣縫の兄媛・弟媛等をひきいて住

吉津に泊まる。

■ (雄略)十八年 (474年 )八月、物部菟代宿禰 。物部目連を遣わし、

伊勢の朝日郎を伐たしめたまう。

■ (雄略)二十年 (476年 )高麗王、大いに軍兵を発 し、伐ちて百済を

滅ぼす。

■ (雄略)二十一年 (477年 )二月、天皇、百済が高麗のために破れぬ

と聞いて、久麻那利を以て 洲王に賜い、其の国を救い興す。

■ (雄略)二十三年 (479年 )八月、天皇、大殿に崩ず。

従来は、「雄略紀」に書かれているからこれらは雄略天皇の事績であるとし

てきた。

(2}「雄略紀」は倭王興

(雄略)八年 (464年 )、 (雄略)十年 (466年 )、 (雄略)十二年 (4

68年 )に呉と交流をしている。この時代に呉国 (宋王朝)と交流ができるの

は倭王である。

倭王興は462年に即位し、朝貢して安東将軍に除正される。

■ (孝武帝、大明六年)二月、壬寅、以倭国王世子興為安東将軍。

『宋書』

(訳 )大明六年 (462年 )二月、倭国王世子興を安東将軍と為す。

宋王朝は462年 3月 に倭王興を安東将軍に除正する。それを伝える使者が

4月 に呉国から来ている。『紀』は次のように記録 している。
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■ (雄略)六年 (462年 )四月、呉国、使いを遣わ し貢献す。 『紀』

宋王朝と交流を持っているのは倭王である。倭王興の在位は462年-47
7年である。呉からの使者は倭王興のところへ来ている。

また (雄略)十年 (466年 )九月に身狭村主青等は呉の献 じた 2羽の鶴を

もって筑後に帰って来る。倭王興は筑紫君であるから身狭村主青等は筑後に帰

ってきている。

「雄略紀」には朝鮮半島や中国との交流や吉備王国の討伐等が書かれてい

る。これらは従来は雄略天皇の事績であるとしてきた。しかし大和政権の出来

事ではない。筑紫君 (倭王)の事績である。

「雄略紀」は457年-479年 である。「雄略紀」のほとんどは倭王興の

在位期間 (462年 -477年 )と重なる。「雄略紀」は倭王興の記録である

といえる。

従来は、「雄略紀」は雄略天皇の記録であり、雄略天皇は倭王武であるから

「雄略紀」は倭王武の事績を記録 していると考えられてきた。しかし倭王興や

倭王武の在位期間を調べると「雄略紀」は倭王興の時代である。倭王武ではな

い。

『紀』は、倭王興の事績をあたかも大和政権の雄略天皇の事績であるかのよ

うに記述している。

□「雄略紀」は倭王興の事績を記録 したものである。
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