第 4章

継体天皇
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1

継体天皇 とは

1)継 体天皇 の出自
〔
武烈天皇 には継嗣がいない。『紀』は「小泊瀬 (武 烈 )天 皇崩ず。元よ り男
女無 く、継嗣絶えるべ し」と書 いている。そこで男大述王 (継 体天皇 )を 三 国
か ら迎えて天皇にす る。継体天皇の擁立で ある。
継体天皇の出 自について 『紀』は次のように書 いている。
男大辺天皇 (継 体天皇 )は 誉 田天皇 (応 神天皇 )の 五 世 の孫、彦主
人王の子な り。母は振 媛 と日 う。振媛は活 目天皇 (垂 仁天皇 )の 七
世 の孫 な り。天皇の父は振媛が顔 容姿がきれいで甚 だ麗 しいと聞 い
て近江 国高嶋郡三尾の別業 よ り使 いを遣わ し三 国の坂 中井に聘 (む
か )え て、納れて妃 となす。遂に天皇を産む。天皇、幼年の とき父
王亮 る。振媛、嘆きて曰 く、「余、高向に帰 り、天皇を奉養 (そ だ)
てむ」 とい う。

『紀』

継体天皇は誉 田天皇 (応 神天皇 )の 五世 の孫であ り、彦主人 (ひ こ うし)王
の子 であるとい う。父の彦主人王は近江 国高嶋郡三尾の別業 (な りどころ =別
荘 )か ら三国の坂 中井 の振媛を迎えて妃に したとある。
継体天皇の父は近江 国高嶋郡三尾の別業 (別 荘 )に 居 たとあ り、別荘だけが
書かれて い る。本拠地の記載はない。
母は三国の坂 中井に居たとある。『和名抄』に「 越前 国坂井郡」がある。今
の福井県坂井郡の三 国で あろうといわれている。母は越前の
出身である。
『記』の方は継体天皇の擁立について簡単に書 いている。
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品太天 皇の五世 の孫、衰本 抒命 (お ほどみ こと =継 体天皇 )を 近 つ
淡海 (お うみ )国 より上 り坐 さじめ、手 白髪命 (た しらがのみ こと)
に合わせて天下を授け奉 (た てまつ )り き。

『記』

近つ淡海国、すなわち近江国か ら呼び寄せて天皇に したという。『記』『紀』
ともに継体天皇は近江の出自であると書いている。

{2)継 体天皇の遷都
『紀』 によると、男大述 王 (継 体天皇 )は 三 国か ら樟葉官 (く すはのみや )
に来て即位す る。樟葉は『和名抄』に河内国交野郡葛野 とあ り、今 の大阪府枚
方市楠葉 であろうといわれている。
その後都を山城 の筒城へ遷 し、さらに弟国に遷す。
■ (継 体 )元 年、樟葉宮 に行 き至る。 (即 位 )
■ (継 体 )五 年、都を山背 の筒城 に遷す。
■ (継 体 )十 二年、遷 りて弟国に都す。
■ (継 体 )二 十年、遷 りて磐余の王穂に都す。

『糸
己』

山背 の筒城 は山城国綴喜郡 (今 の京都府京田辺市 )で あ り、弟国 は山城国乙
訓郡 (今 の京都府長岡京市 )で あ り、磐余 は奈良県桜井市 であるといわれて い
る。
継体天皇 は (継 体 )元 年に樟葉 に来 るが大和へ入 るのは (継 体 )二 十年 であ
る。大和には大和政権 の勢力 があるため継体天皇は 20年 間 も大和 の 中心地へ
入 ることができなか った といわれて いる。

121

{3)継 体天皇陵
継体天皇陵について『記』『紀』は次のように書いている。
■ (継 体 )二 十五年二月、天皇、磐余の玉穂宮に崩ず。十二月、藍野陵に
葬す o

『紀』

■御陵は三 島の藍の御陵な り。

『記』

三 島 の藍 野 陵は 『延喜 式』 に「三 島藍野 陵 磐余 玉穂 宮御 宇継体 天 皇 在 摂
津国嶋上郡 」とあ り、大 阪府 高槻市 にあ る今城塚 古墳 が 継体 天皇 の 陵で あ る と
いわ れて い る。
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2

継体天 皇 と九州

{1}阿 蘇 ピンク石製石棺
継体天皇陵 といわれて いる今城塚古墳か ら最近石棺 の破片 が見つか った。森
田克行 ・宮崎康雄氏 は「今城塚古墳 の石棺」 (『 継体大王 と越の国』 (福 井新
聞社 ))で 次 のよ うに述べ て いる。
今城塚古墳 は淀川 中流域 の北側にひろがる三島平野 のほぼ 中央部 に
あ り、六世紀前半 の 巨大前方後円墳で ある。全長 350m、 全幅 1

86m、

後 円部直径

100m。

(中 略 )平 成九年 か ら調査を開始。

(中 略 )六 世紀前半 の円筒や朝顔形 などの埴輪 も数多 く出土 した。多

数を しめる円筒埴輪 の一部に はヘ ラで二本 のマス トの船を描 いた も
の も含 まれて いて 、す べ て新池遺跡で焼かれ た ものであ った。 (中
略)な お今 回の調査で特筆す べ きは、埋積 土層上部か ら阿蘇 ピンク
凝灰岩 の破砕 された小片数点 と二上 山自石 の小片一 点が 出土 した こ
とであろう。近畿地方 で発見 され る阿蘇 ピンク凝灰岩 はすべ て石棺
材 として搬入 された ものであることか ら、二上 山白石を含 めたこれ
らにつ いて もその可能性 が高 く、大 いに注意が 喚起 され ることとな
った。 さらに内堤側 の裾部 で播磨産凝灰岩、 いわゆる竜 山石 の石塊
が発見 されたのである。
翌年 一 月には高木恭 二 氏が赤色顔料を塗布 した石棺 の蓋 とみ られ る
ピンク凝灰岩を採集 し、その後の探査で、 190点 の ピンク凝灰岩
片をは じめ、 7点 の二上 山白石片、 2点 の竜 山石片 が次 々と採集で
きた。

123

今城塚古墳か ら阿蘇 ピンク凝灰岩製石棺 の小片が出土 したという。阿蘇 ピン
ク凝灰岩は熊本県宇土市付近で産 出されるものである。今城塚古墳 の石棺 は熊
本県宇土市か ら運ばれて いる。

(2)継 体 天皇 の石棺
同書はまた石棺の変遷や時期について説明している。
二上 山白石 の家形石棺 は剖抜式 と組合わせ式の二 者が知 られて い
る。今」
抜式は六世紀前半か ら畿内を中心に分布 し、 これ まででは奈
良県市尾墓 山古墳が最 も早 い事例 としてあ り、畿外 では滋賀県鴨稲
荷 山古墳 の一例 が著名 である。また組 合わせ式については、大和・
河内を中心 に分布 し、摂津三島では南塚古墳の二 例が早 くか ら知 ら
れて いるが、最近にな って、梶原

D一 号墳 の例が加わ った。時期的

には六 世紀 中頃か ら七世紀代におよぶ。
今城塚古墳 の二上 山白石 の家形石棺 は鴨稲荷 山古墳に匹敵す る規模
を もつ奪U抜 式 とみるのが順当で、二上 山白石 の家形石棺 の最古の部
類に属す るのは間違いないだろう。
次に竜 山石製家形石棺 は奈良県狐井城 山古墳をは じめと して、六世
紀前半 か ら七世紀代にかけて盛行す る。摂津三島では六世紀 中頃か
ら後半 にか けて の耳原古墳 の 資料が早 くか ら知 られて いるが 、今城
塚古墳 出土 の竜 山石 の石材を家形石棺 と考えた場合は、摂津ではか
な り早 い時期で の採用 とい うことになる。 (中 略 )
近畿地方における (古 墳時代 )中 期 。後期 の主 要な石棺 の変遷は大
略次 のよ うな順になる。
①竜山石製長持形石棺
②阿蘇灰色石製舟形石棺
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③阿蘇 ピンク石製舟形石棺
④阿蘇 ピンク石製家形石棺
⑤二上 山自石製家形石棺・ 竜山石製家形石棺
今城塚古墳 の石棺材は④ と⑤ に該 当す ることになる。 (中 略 )や は
り今城塚古墳 においては、 阿蘇 ピンク石製石棺 が い ち早 く納 め ら
れ、二上 山白石 と竜山石で作 られた石棺は追葬時に搬入 された もの
とみたい。

今城塚古墳は継体天皇の陵である。その後追葬が行われている。継体天皇の
棺 は阿蘇 ピンク石製の家形石棺であるとい うことになる。

(3)近 畿地方 の阿蘇 ピンク石製石棺 の分布
同書は阿蘇 ピンク石製石棺 の分布について次のように述べ ている。
阿蘇灰黒色石 とピンク石を組み合わせた恰好 の舟形石棺 の部材 (棺
身「長持 山古墳二 号墳」と棺蓋「峯 ヶ塚古墳」 )と して、は じめて
阿蘇 ピンク石が畿内に搬 出され た と考え られている。 この種 の舟形
石棺 は棺蓋上部に二対 四個の縄掛 け突起をもつ タイプで、そ の直後
には身 も蓋 も阿蘇 ピンク石で仕上げた舟形石棺が岡山県築 山古墳を
は じめ、五世紀の末か ら六世紀の河内古市古墳群や大和 (野 神古墳・
兜塚古墳・別所罐子塚古墳など)で 確認 されている。
家形石棺 と して認定 され る部類が、大和の東乗鞍古墳や近江 の 円山
古墳・ 甲山古墳な どの横穴式石室に納め られ るようになる。 とくに
近江の二例 では棺蓋小 日にも縄掛 け突起を もつ型式に変化す るとと
もに、阿蘇 ピンク石 の分布が琵琶湖地方にまで拡大 してい ったこと
が検証 されて いる。
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阿蘇 ピンク石製舟形石棺 は岡山県をは じめ、五世紀の末か ら六世紀の河内古
市古墳群 や大和に搬入 されて いる。その後家形石棺 が大和の東側や近江 にまで
搬入 されるとい う。
熊本県宇土 市産 の 阿蘇 ピンク石製 の舟形石棺や家形石棺 が岡山県をは じめ
畿内や近江 にまで運ばれて いる。
表

3

宇 土 半 島産 の阿蘇 石製石棺

(高 木恭 二 氏「 阿蘇 石製石棺 の分布 とその意義 」 (『 継体 大 王 と越 の 国』 (福

井新 聞社 )よ り)

宇 土 半 島産 の 阿蘇 石 製 石棺 (今 城 塚 石 棺 をその後 追 加 )
恥

古墳・ 石棺 名

所

在

墳形・ 規模

地

造山古墳前方部 岡山市新庄下
築 山 古 墳 岡山県邑久郡長船町
長持 山 2号 石棺 大阪府藤井寺市沢田
10 峯 ケ 塚 古 墳 大阪府羽曳野市軽里
11 今 城 塚 古 墳 大阪府高槻市郡家新町
12 野 神 古 墳 奈良市京終町

前方後円墳360
前方後 円墳 90

埋置施 設 石棺形 式
明 舟形石棺
竪穴式石椰 舟 形 石 棺
不

前方後 円墳 190

竪穴式石榔 舟 形 石 棺
竪穴式石榔 舟形石棺 7
横穴式石室 P 家 形 石 棺

前方後 円墳

竪穴式石椰 舟 形 石 棺

円墳 20
前方後 円墳 98

奈良県天理市別所町

前方後円墳47

竪穴式石椰 舟 形 石 棺

東 乗 鞍 古 墳 奈良県天理市 乙木町
15 金 屋 ミ ロ ク 谷 奈良県桜井市金屋

前方後円墳72

横穴式石室 家 形 石 棺

不明

不

16 兜

前方後 円墳50

竪穴式石椰 舟 形 石 棺
明 舟 形 石 棺
不

13 別所鏡子塚古墳
14

塚

古

墳 奈 良県桜井市浅古

17 慶 雲 寺 石 棺 奈良県桜井市大三輪町 不 明
18 円
19

甲

明 舟 形 石 棺

古

墳 滋賀県野洲郡野洲町

前方後円墳37

横穴式石室 家 形 石 棺

山 古

墳 滋賀県野洲郡野洲町

円墳

横穴式石室 家 形 石 棺

不明

不

山

20 四天王寺礼拝石 大阪市天王寺 区
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明

転 用材

P

(4)継 体天皇と宇土市
今城塚古墳 か ら出土 した阿蘇 ピンク石製石棺 は熊本県宇土市付 近か ら運ば
れて いる。宇土市の高木恭 二氏は「阿蘇石製石棺 の分布 とその意義」 (『 継体
べ
大王 と越の国』 (福 井新聞社 ))の 中で次 のように述 て いる。
これ ら (阿 蘇 ピンク石製 )の 石棺 は、地元や岡山の ものは 5世 紀 中
ごろか ら後半にか けての ものですが、近畿地方 の ものはいずれ も五
世紀末 か ら六世紀前半 にかけての、 限 られ た時期 に集 中 しているの
です。 (中 略 )産 地付近 の地元にある鴨籠古墳 の一例は五世紀 中 ご
ろの もので、近畿に運ばれて いる五世紀末か ら六世紀前半、な い し
は中葉 の頃 には、地元 では石棺 には使 っていないとみて よ く、きわ
めて特異なあ りかたを示 しています。
わた しは このあ り方 は今で い う特注品 のよ うな ものであ ったか らこ
そ、 この 石を地元で使 う ことが許 されて いなか った と思 って いま
す。 (中 略 )大 王 を含む近畿地方 のヤマ ト政権を ささえ る豪族だけ
が使 うことを許 された石棺 です。
今城塚古墳 に阿蘇 ピンク石製石棺 が運び込 まれた六世紀前半頃 には地元 の
宇土市やその近辺では阿蘇 ピンク石製石棺は使われて いないという。高木氏は
阿蘇 ピンク石製石棺 は特注品であろうと考えて いる。
しか し何故、大和政権 の大 王や豪族 が宇上のような地方 の石材 で作 る石棺を
欲 したのであろうか。畿内の近 くには二上 山白石 や播磨 の竜 山石 がある。九州
か らわざわざ石棺を運ぶ必要はな い。大和政権 にはそのよ うな困難を してまで
熊本県 の宇土か ら石棺を運 ぶ必要性はな い。
石棺 は葬儀 の必要品である。被葬者 自身 が故郷 の阿蘇 ピンク石製 で作 られた
石棺 に埋葬 される ことを強 く望ん だのであろう。九州か ら派遣 された被葬者 が
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異境 の地 に骨を埋めるとき、せめて石棺 だ けは故郷の ものに したいと望んだの
であ ろう。
高木恭 二氏は阿蘇 ピンク石製 石棺 は
「大王 を含む近畿地方 のヤマ ト政権をさ
さえ る豪族 だ けが使 うことを許 された石棺」であ り、特注品であろ うとい う。
しか し 5世 紀末か ら 6世 紀前半は倭王武の時代である。倭 王武 の在位は 478
年‑525年 である。阿蘇 ピンク石製石棺が近畿地方へ運ばれる時期はまさに
倭王武 の時代である。倭 王武は筑紫君であ り、筑紫君は九州を支配 している。
筑紫君 (倭 王武 )が 支配 している地域 (肥 後 )か ら大和政権が特注の石棺を造
らせて取 り寄せ ることは不可能であろ う。
阿蘇 ピンク石の石棺 に埋葬 されている人 々は中肥後 (熊 本県宇土市近辺 )の
出身者であろ う。継体天皇 も阿蘇 ピンク石製石棺に埋葬 されている。継体天皇
も熊本県宇土市付近の出自ではないだ ろうか。
『紀』は、継体天皇 の 出自につ いて応神天皇 の五 世 の孫 と書 いてい るだ
けで
系譜を曖味に している。出身地 も『紀』には、継体天皇の父は「近江国高嶋郡
三尾の別業 (別 荘 )」 に居たと書 いてい るだ けで別荘の地名 しか記述 していな
い。本拠地は隠 している。
継体天皇の本 貫 の地は 中肥後の宇土市付近ではないだ ろうか。継体天皇は近
江で産 まれたとあるか ら継体天皇 の父が宇土市付近 の人であろ う。筑紫君によ
り近江に派遣 されて継体天皇を生んだのではないだろ うか。そのため継体天皇
は父の故郷 (本 貫地 )で ある宇土市か ら石棺を取 り寄せたのであろ う。
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3

継体天皇と筑紫

(1)今 城塚古墳 の埴輪
森 田克行氏は「継体大 王の陵 と筑紫津」 (『 継体大 王 とその時代』 (和 泉選
書 ))の 中で今城塚古墳 の埴 輪 に付 いて述べ ている。
図書館 や博物館 の展示 で よ くご覧 になる埴輪は、豊かな造形美を も
つ人物、大・ 猪・ 馬な どの動物、 さらには舟や家 などをか た どった
形象埴輪 とよばれ るものです。 しか し古墳に立て並

べ られる大半 の

埴輪は、筒形や筒形 の上に壺を載せ た朝顔 などの円筒埴輪です。 (中
略)今 城塚古墳か ら採集 された円筒埴輪 はいずれ も窯で焼 かれた も
ので、六世紀前半 の埴 輪 です。今城塚古墳 の埴輪は この時期 の基 準
資料 と して扱 っています。
円筒埴輪 の一 つ には、 ヘ ラで船 の絵を描 いた ものがあ り、船 の舶先
に二本 の碇綱を垂 らして、真 ん中に二本 マス トを立て た 帆船 で、今
城塚古墳 のブラン ドマー クのよ うなものと考えて います。 (中 略 )
新池遺跡 では C群 窯 の 18号 窯などか ら、船絵 のある円筒埴輪が出
土 して います。埴輪 に描かれ た船絵 は、奈良県 の東殿塚古墳 を嗜矢
として、 い くつか の古墳 でみ られ ますが、それぞれ個性があ って、
形が違 います。
「三 日月 の船体に、二本 マス トを立てて、二本 の碇綱を垂下 した」と
い うパ ター ンの船絵 は、今城塚古墳、新 池遺跡、川西 四号墳か ら都
合 13点 出土 して います。川西 四号墳 の ものは埴輪棺 と して 二次的
に転用 されて いた もので、基本的 には今城塚古墳 と、今城塚古墳 に
埴輪を供給 して いた新池遺跡 に限 って、この船絵 が出土 して いるの
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です。 これだけの出土 点数がみ られることであ り、おそ らく古墳全
体 としては百点にのぼ ると考え られます。
これ らの船絵は、 同一パ ター ンで 、必ず円筒埴輪 の最上段に描かれ
るなど、その描 出にあた って 強 い規範が認め られます。 (中 略 )今
城塚古墳のなかの百本以上の円筒埴輪 に船絵が描かれてあ り、 しか
もその船絵 はけっして二人の思いつ きではな く、今城塚古墳 の被葬
者 (継 体 )の 思い、あるいは今城塚古墳の祭祀体系 の一つの構成要
素 として描かれたのだ ろう、 と考えています。
今城塚古墳ではおそ らく百本以上の 円筒埴輪の最上段に、三 日月の船体 と二
本 のマス ト、および二本の碇綱を垂下 した同一パ ター ンの船絵がヘ ラ書きされ
ていたであろうと述べ ている。

(2)筑 紫津
森 田氏 は続 けて次 の よ うに述 べ て い る。

今城塚古墳や新池遺跡 出土 の 円筒埴輪 のなかに描かれた二本 マス ト
の「船絵」には帆を張 った ものが一つ もあ りません。舶先には碇 綱
が垂下 してお り、停泊 している帆船です。マス トを下 ろ して停泊 し
ている船を モチーフに、新池埴輪 工場 の工 人が描いた ものと考え ら
れます。おそ ら くそれは何十隻 もあって、戦前 の軍港 の ようにな っ
ていた と想 像 します。大和川 には大きな船、外航 船はけっして奥深
く遡 ることはで きません。
ヤマ トか ら直接船 団を仕立てていこ うと思 って も無理です。 ところ
が淀川 を政権の基軸 と した継体大王は、この三 島あた りに多数 の外
航船 の入港が可能な港津を整備 したと考えて いるわけです。
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いまもっとも注 目 しているのは古代歌謡 の一 つで ある『催馬楽』 の
なか の「難 波の海」です。「難波 の海 難波の海 漕ぎもて上る 小
舟大船 筑紫津 までに 今少 い上れ 山崎 までに」と、歌われてお
ります。
普通 に考えます と、「 難波 の海」 は大阪湾、筑紫は現在 の福岡県 で
す。山崎 は淀川右岸にあ った古代 の 山崎津です。 ところが難波か ら
筑紫へ行 って、そ こか ら山崎へ行 くわけはあ りません。「難波の海」
か ら「 漕ぎ もて上 る」のは淀川 とみて間違 いな く、「筑紫津」か ら
「今小 い上れ」ば「 山崎」の津に至 るので しょう。「筑紫津」が「 山
崎」のす ぐ下流 にある ことを示唆す るもので あ り、淀川中流 域 の三
島沿岸 に「筑紫津」とよばれる河港 があったと考えざるを得 ません。
もう一つ注 目して います のは、高槻市 に所在す る「筑紫津神社」で
す。芥川 の西、今城 塚古墳 の南東に津之江 とい うところにあ ります。
「津」と「江」です。 これは港津以外 の地 名 とは考え られません。 し
か も神社 の周辺に は弥生・ 古墳時代 か ら律令時代 にいたる大規模 な
集落跡である津之江南遺跡が展開 して いるのです。
淀川 中流域 の三 島に「筑紫津」とよばれる河港があ った とい う。今城 塚古墳
の 円筒埴輪に描 かれた二本 マス トを もち、二本 の碇綱を垂下 した船絵は筑紫津
に停泊 して いる外航船であろうとい う。
「筑紫津」や「筑紫津神社」がある ことについて森田氏は次 のよ うに考 えて
いる。
継体 と筑紫を結びつ ける歴史的事件 は「磐井 の乱」である。近江毛
野臣は「衆六萬」を組織 して新羅討伐 に向かお う としたところ筑紫
君磐井が それを阻止 した。「衆六萬」を輸送す るには外航可能な大
形 の構造船 です。帆船 で しょう。「磐井 の乱」を成功 させた物部麓
鹿火は帆船を主体 と した船団であったと考えて います。
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このス トー リーの なかに、三 島の「筑紫津」、「筑紫津神社」の存
在理 由がみつかるものと思います。
森 田氏は「筑紫津」や「筑紫津神社」が存在す るのは「磐井 の乱 」に関係が
あるのであろうと述べ ている。
継体天皇は阿蘇 ピンク石製石棺に埋葬 されている。熊本県宇土市付近を本貫
地 とす る人物である。おそ らく継体天皇の父が宇土市付近か ら近畿へ派遣 され
たので あろう。その時期は筑紫君が吉備 王 国を滅ぼ し、近畿地方へ侵攻 した時
であろ う。 5世 紀後半頃であり、倭王興の時代である。
その子 の継体天皇は近江か ら淀川水系に 出て来て近畿地方を平定 したので
あろう。それは筑 紫君 (倭 王武 )の 命令によるものと思われる。討伐にあた り
筑紫か ら兵や食料が運ばれたであろ う。 それが「筑紫津」ではな いだ ろうか。
筑紫君は近畿地方を征討する拠点と して摂津の三 嶋を選んだので あろう。「筑
紫津」は「筑紫 の津」である。筑紫の勢力が居 るか ら「筑紫津」 といわれたの
であろ う。
筑紫か ら派遣 されてきた人 々は神社を建てた。それが「筑紫津神社」であろ
う。「筑紫津神社」は「筑紫津」にあるか ら「筑紫津神社」といわれるのであ
ろうが、あるいは「筑紫つ神社」の意 味であ り、「 つ 」は格助詞ではないだろ
うか。古代 の格助詞「 つ 」は格助詞「の」と同 じである。「筑紫津神社」は「筑
紫 の神社」であ り、筑紫の神を祀 る神社 ではないだ ろうか。
「筑 紫津」や「筑紫津神社」があるのは筑紫君が淀川流域を支配 している証
拠である。それはまた継体天皇が筑紫君 の支配下にある ことを意味する。
継体天皇は淀川水系に都を置いている。樟葉 (大 阪府枚方市楠葉 )・ 山背 の
筒城 (京 都府京 田辺市 )。 弟国 (京 都府長岡京市 )で ある。 これ らの都か ら瀬
戸内海へ 出るには必ず「筑紫津」を通 る。逆にこれ らの都を攻めようとすると
必ず「筑紫津」を通 らなければな らない。「筑紫津」は淀川水系 の交通 の要所
である。この「筑紫津」に継体天皇の墓が造 られている。継体天皇が「筑紫津」
を重視 している証拠である。

132

そこには「筑紫 の神社」が祭 られて いる。継体天皇が「筑紫 の神社」を祭 っ
たのであろう。継体天皇は筑紫君 の 臣下 である。
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第 5章 大伴金村
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1

大伴金村と継体天皇

(1)大 伴 金 村 とは
大伴金村は継体天皇を擁立 した人物として有名である。
小 泊瀬 (武 烈 )天 皇崩 ず。元 よ り男女無 く、継 嗣絶 え るべ し。 大 伴
金村 大連 、議 (は か )り て 曰 く、「方 (ま さ)に 今 絶え て継 嗣無 し。
(中 略 )今 、足仲 彦天 皇 の五 世 の孫倭彦 王 、丹 波 国桑 田郡 に在 す。 (中

略 )迎 えて 奉 り、立 てて人 の 主 とな さむ 」 とい う。大 臣 。大 連等 、
一 に皆 随 い 、迎え 奉 る こと計 の如 し。是 に倭 彦 王 、遥 か に迎 え る兵
を望 みて燿 (お そ )れ を な し、色 を失 う。 よ りて 山墾 (や また に )
に遁 (に げ )て 詣 る所 を知 らず 。
(継 体 )元 年

(507年 )、

大伴金村大連 、更に議 りて曰 く、「男大
述王 、性は慈仁あ り、孝 (お や )に 順 う。天の緒を承 (つ た )う べ
し。翼 (ね が )わ くは慇懃 (い ん ぎん )に 勤進 (す す )め て帝業を
紹隆 (さ か )え じめよ。」 とい ぅ。
『紀』
武烈天皇が死去 して継嗣が絶えた。大伴金村は仲哀天皇の五世 の孫である倭
王
彦 を天皇に しよ うとす る。ところが倭彦王は迎えの兵をみて燿 (お そ)れ て
逃げる。そこで男大逃王を迎えて継体天皇に したとい う。
大伴金村は天皇の擁立 を仕切 ってい る。大伴金村は常に大和政権 の 中心人物
として描かれている。

136

(2)大 伴金村 と「 磐井 の乱」
「磐井の乱」のとき天皇は派遣す る将軍を選ぶ。そのときも大伴金村が中心
である。
天皇、大伴大連金村・ 物部大 連危鹿火・ 許勢大臣男人等 に詔 して 日
く、「筑紫 の磐井反 き掩 (お そ)い て西の戎 (ひ な)の 地に有 る。
今、誰か将たるべ き者は ?」 という。大伴 (金 村 )大 連等みな曰 く、
「正直 。仁勇 で、兵事 に通 じるのは今危鹿火 の右 に出る者は無 し」と
『糸
己』

ぃ ぅ。
大伴金村 は継体 天皇 の重 臣 と して書 かれて い る。

(3)大 伴 金 村 に 関 す る疑 間
『紀』は、大伴金村が継体天皇を擁立 したと書いている。また「磐井の乱」
のときも大伴金村が物部色鹿火を将軍に推薦 したと書いている。
『記』の方は次のようになっている。
この御世 に、竺紫君石井 (い わ い )、 天皇 の命に従わず に多 く礼無
し。故、物部荒 甲 (あ らかひ)大 連、大伴金村連 の二 人を遣わ し石
井 (い わい)を 殺す也。

『記 』

『記』は、継体天皇が物部荒 甲 (能 鹿火 )大 連 と大伴金村連を派遣 して磐井
(石 井 )を 殺 したと書 いている。

ところが継体天皇は「磐井 の乱」がは じまる 3年 前 に死去 している。継体天
皇が物部鹿鹿火や大伴金村を派遣 して磐井を伐 つ ことは あ り得 ない。 『記』
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『紀』は大和政権が万世一系であるかのよ うにみせ るためにこのよ うに書 いて
いるので あろう。大伴金村が継体天皇を擁立 したとい う話 も再検討する必要が
ある。
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2

大伴金村 と筑紫

{1)大 伴磐
大伴金村は大和政権 の 中心人物 であり、大和の豪族であるといわれている。
ところが大伴金村 の息子について 『紀』は次 のよ うに書 いている。
(宣 化 )二 年

(537年 )、

天皇、新羅が任那 に寇 (攻 め入 )る ので、

大伴金村大 連に詔 してその子 の磐 と狭手彦を遣わ し以て任那を助 け
しむ。 この時磐は筑紫に留ま り其 の国政を執 り、以 て三韓に備える。
『紀』

狭手彦は往きて任那を鎮め、加えて百済を救 う。

天皇 は大伴金村に対 し、任那を救 うために息子の磐 と狭手彦を派遣せ よと命
「国
じる。磐 は筑紫に留ま り国政を執 るとある。息子の磐は筑紫に住んで いる。
政を執 る」とあるか ら磐は筑紫 (国 )の 政治を行 っている。
磐井 の乱は 531年 であ り、筑紫 (九 州 )は 物部危鹿火が支配す るようにな
る。物部麓鹿火は 536年 に死去 して いるか らこのとき

(537年 )の 天皇は

物部鹿鹿火 の後継者 であろ う。その九州の支配者 (天 皇 )が 大伴金村に命 じて
いる。息子 の磐は筑紫 に居て国政を執 っている。大伴金村 も磐 も九州 の支配者
の下にいる。
筑紫 (九 州 )を 支配 している物部氏を「物部王権」と名付 けよう。大伴金村
も息子 の磐 も物部 王権が支配す る筑紫 (九 州 )に 居る。大伴金村 も息子 の磐 も
筑紫 の人 である。大和の豪族ではない。
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(2)大 伴 狭手 彦
大伴狭手彦は『肥前国風土記』の「松浦郡」に出て くる。
鏡 の渡 り

郡 の北にあ り

昔、桧隈の鷹入野宮御宇武少広国押楯 (宣 化 )天 皇の世、大伴狭手
彦連を遣わ して任那の国を鎮め、また百済 の国を救 いたまい き。 (狭
手彦は)命 を奉

(う

けたまわ )り て到 り来て、 この村に至る。即ち、

篠原村 の弟 日姫子を婢 (つ まど)い て、婚を成す。 (中 略 )分 別 の
日に鏡を取 りて婦 に与え る。婦 は悲 しみ泣 きなが ら栗川 を渡 ると
き、与え られた鏡の緒が絶えて川に沈みき。因 りて鏡 の渡 りと名 づ

『肥前国風土記』

く。

肥前国松浦郡 にある「鏡の渡 り」は佐賀県唐津市付近 であるといわれてい
る。大伴狭手彦は佐 賀県唐津市付近か ら朝鮮半島へ 出発 して い る。九州を支配
しているのは物部王権 である。狭手彦は物部王権により派遣 されて朝鮮半島へ
渡 っている。大伴狭手彦 も九州 の人である。

(3)大 伴金村と住吉
大伴 金 村 の息 子 は二 人 と も九州 に住 んで い る。大 伴金 村 も筑 紫 に住 ん で い
る。

(欽 明 )元 年

(540年 )九 月、難波祝津宮に幸す。大伴大連金村 。

許勢臣稲持 。物部大連尾輿等、従 う。天皇、諸臣に問いて曰 く、「幾
許 (い くば く)の 軍卒を もて新羅を伐 つ ことを得 るや」 とい う。物
部大連尾興等奏 して曰 く、「少 し許 りの軍卒 では易 く征す るべ か ら
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ず。むかし男大透 (継 体)天 皇の六年に、百済、使いを遣わし任那
の上じ悧・下り悧・娑陀 。牟婁の四縣を表 して請う。大伴大連金村
は轍 (た やす )く 表 して請 うに依 り求める所を許 し賜 う。是 によ り
新羅 の怨 みは積年な り。軽 く伐つべ か らず」 とい う。 ここにお いて
大伴大連金村は住吉 の宅に居て疾 と称 して朝 (つ かえまつ )ら ず。
『紀』
(欽 明 )天 皇は難波の祝津宮に行幸す る。大伴大連金村・許勢臣稲持 。物部

大連尾輿等は皆従 うとある。天皇は新羅を伐つ にはどれほどの軍 兵が必 要 だ ろ
うか と問う。物部尾輿は、継体天皇 の六 年

(512年 )に 百済が四縣を要求 し

てきた とき大伴金村は容易にそれを与えて しまった。新羅は これを積年怨んで
お り、簡単には伐 つ ことがで きないで あろうと答える。大伴金村は過去 の失敗
を指摘 され、「住吉の宅」に居て、病気を称 して朝廷には出なか ったとい う。
従来は、難波は大阪であ り、「住吉」も大阪の住吉であると している。 しか
し (継 体 )六 年

(512年 )に 日本列 島を支配 しているのは倭王で あ り、倭王

は筑紫君である。百済に四縣を与えたのは筑紫君王朝である。大伴金村は筑紫
君に仕えて いる。大和政権に仕えて い るのではない。

(512年 )の 百済 の使者は九州 (筑 紫)に 来て いる。大伴金
村 も筑紫に居たのであろう。 (欽 明 )元 年 (540年 )に 出て くる「住吉」は
(継 体 )六 年

博多 の住吉である。大伴金村 は筑紫の人であ り、息子 の磐 も筑紫に住んで い
る。
大伴金村が九州の人であるとなれば大伴金村が継体天皇を擁立 した とい う

話は疑わしくなる。やはり『紀』の捏造であろう。
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3

難波

(1)難 波祝 津宮
「難波」は『記』 『紀』 に しば しば出て くる。「難波」の地を どこに比定す
るかで古代史の解釈は大 き く変わ る。「難波」について詳細に検討 してみよう。
(欽 明 )元 年

(540年 )に 、天皇は「難波の祝津宮に幸す」 とある。天皇

は難波に来て「幾ば くの軍兵を以て新羅を伐 つ ことができるだろ うか」と大伴
金村等に問 うて いる。従来は難波は大阪であると解釈 してきた。しか し 540
年は「磐井 の乱」の直後 である。朝鮮半島の支配権は倭王 (筑 紫君 )か ら物部
王権に移 っている。朝鮮半島問題は物部 王権 の 問題 である。大和の王権が勝手
に介入す ることはできないであろう。
天皇は「難波 の祝津宮に幸す」とあ る。従来 は、「欽明紀 」であるか ら「天
皇」は欽明天皇であると解釈 してきた。 しか し「磐井の乱」の直後であ り、朝
鮮半島問題は物部 王権に移 っている。「天皇」とは物部王権 の王であろ う。物
部王 権 の天皇が難波 の祝津宮に来て大伴 金村等 に朝鮮半島の ことについて質
問 している。大伴金村は筑紫 の人であるか ら「難波の祝津宮」は筑紫にあるの
であろ う。

(2)日 羅 と難波
「難波」は 日羅の事件に出て くる。天皇は任那を復興させ ようとして百済の
高官 (達 率 )に な っている肥後 の芦北国造阿利斯登 の子 日羅に相談す るため 日
羅を呼ぶ。『紀』は次 のよ うに書 いている。
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(敏 達 )十 二年

(583年 )、

朕、当 (ま さ)に 神 の謀を助 け奉 りて

任那を復興 せむ。今、百済 に在 る火 (肥 後 )の 芦北国造阿利新登 の
子 日羅、賢 く勇有 り。故、朕、その人 と相計 らむ と欲す」という。
『紀』

日羅は百済の従者を したがえて来る。
日羅 ・ 恩率・ 徳爾 。余怒・ 奇奴知・ 参 官・ 柁 師徳率次千徳 ・水 手等 、
若千 の人 を以 てす 。 日羅等 、吉備 児 嶋屯倉 に行 き到 る。朝廷 、大 伴
糠手 子 連 を遣 わ し慰労 す 。 また大 夫等 を難 波 の館 に遣 わ し日羅 を訪
ね じむ。
(中 略 )乃 ち館を阿斗 (あ と)の 桑市に営み、日羅を住 まわせ欲す る

『紀』

ままに供給す。

日羅等は吉備の児嶋屯倉 に到 るとある。大伴糠手子連を遣わ し慰労 して い
る。
大夫等は「難波 の館」へ行 き 日羅を訪ね たとあるか ら日羅は「難波」へ来て
いる。
日羅は予定の仕事を終えて帰るとき百済の従者に殺 される。
ここに恩 率・ 参官、国へ 罷 (ま か )る 時に臨み、ひそかに徳爾等 に
語 りて言 う、「吾、筑紫を過ぎるとき許 (ば か り)を 計 りて、汝等、
ひそかに 日羅を殺せば、吾はともに王 にもうしてまさに高い爵を賜
らむ。」 という。
参官等、遂 に血鹿 に発途す。 ここに、 日羅、桑市村 より難波の館 に
遷 る。徳爾等、昼夜相計 りて殺 さむ とす。
時に、 日羅の身は光 り、火焔 の如 く有 り。 これにより徳爾等、恐れ
て殺 さず。遂に十 二月 の晦 (つ ご もり)に 光を失 うを候
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(う

かが )

い殺す。 (中 略)天 皇、贄子大連 ・糠手子連 に詔 して、小郡の西 の
畔の丘の前 に収め葬す。其の妻子・ 水手等を以て石川に居 らしむ。
徳爾等を収縛 し、下百済河田村に置 く。 (中 略 )徳 爾等、罪に伏 し
て言 う、「信な り。 これ恩率 。参官が教えて為 さ しむるな り。僕等
は人の下にあ り、敢えて違わず」 とい う。
これにより獄に下 して朝廷に復命す。乃ち使 いを芦北に遣わ し、悉
くに 日羅の春属 (や か ら)を 召 して徳爾等を賜い、情に任せて罪を
決す。 この時、芦北君等、受 け取 りて皆を殺 し、爾売島に投げすて
る。 日羅を以て、芦北に移 し葬す。
後に、海 の 畔の者言 う、「恩率 の船は風に被 (あ )い 海に没す。参
官 の船は津嶋を漂泊 して乃ち始めて帰るを得 る。

『紀』

恩率 と参官は徳爾等に 日羅を殺せ と命 じる。そのとき「筑紫を過ぎる時を計
りて」 と命 じている。 日羅は筑紫を過ぎるときに殺 されることになる。
殺 された 日羅は「小郡の西 の畔の丘の前に収め葬 る」とある。小郡の西の丘
に埋葬 され る。「小郡」について、岩波書店 の『 日本 書紀』の頭注には「今 の
大阪市 の 中心部 で上町台地 の西側」 とある。
上町台地 の西は大阪湾である。上町台地 の西に丘はな い。日羅が埋葬 された
という地形 とは合わない。
そればか りではない。日羅は「筑紫を過ぎるころに」殺 されることにな って
いる。大阪で殺 されるはずはない。徳爾等は上司の命令 どお りに実行す る人物
である。尋間の時に「信な り。 これ恩率・参官が教えて為 さ しむるな り。僕等
は人の下にあ り、敢えて違わず」 と述べ ている。
小郡は福岡県小郡市付近であろ う。小郡市 の西には基山がある。背振山地が
続 く。「小郡 の西 の丘 」とい う記述に合致する。また ここは筑紫である。まさ
に筑紫を過ぎるころに殺 されている。日羅が殺 されたのは福 岡県小郡市付近 で
あろう。
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「参官 の船 は津嶋を漂泊 した」とある。従来 は、津嶋は対馬 に比定 してきた。
しか し日羅は小郡市を通 っている。有明海へ 向か っている。有明海か ら長崎を
通 り百済 へ帰る予定 だ ったのであろう。
「津嶋」は対馬ではな く島原半島であろう。 シリーズ②『伊都国と渡来邪馬
萱国』や シリーズ③ 『神武・ 崇神 と初期ヤマ ト王権』で も引用 したが『桓檀古
記』に次 の文章 がある。
時狗奴人興女王相争。索路甚厳。其欲往狗邪韓者蓋 由津島、加羅 山、
志加島、始得到末慮戸資之境。其東界、則乃狗邪韓国也。
『桓檀古記』高句麗本紀
(訳 )時 に狗奴人は女王 と相 い争 う。路を探す のに甚 だ厳 しい。其 の

狗邪韓国へ 往 こうと欲す る者は、蓋 し、津島、加羅 山、志加 島を経
由 して、始めて末慮戸資之境に到 るを得 る。其 の東界 は則乃 ち狗邪
韓国也。
狗奴国 は筑後川 の北岸 (甘 木市付近 )に あ り、邪馬壼国は筑紫野市付 近にあ
る。狗奴国の人 々は博多湾へ 出る道を女王 国 (邪 馬萱国 )に 塞がれ たので筑後
川を下 り、有明海 に出て、津嶋 (島 原半島)を 周 り、長崎を通 り、朝鮮半島の
南岸へ 渡 っている。その東に狗邪韓国があるとい う。津島は島原半島である。
参官 は日羅 とともに博多か ら小郡市を通 り、有明海に向か っている。おそ ら
く日羅 は帰 りに故郷 の熊本県芦北 に寄ろうとして いたのではないだろうか。
また「血鹿に発途す」 とある。血鹿 (ち か )は 『和名抄』に「肥前国松浦郡
値嘉 (ち か )」 がある。長崎県五島列島に今 も小値嘉島がある。岩波書店 『 日
本書紀』の頭注 には「 中通島を大値嘉、福江島を遠値嘉 といった」とあ る。「血
鹿 (ち か )」 は五島列島であろう。 日羅等 は五島列島を通 って百済へ 帰る予定
だ ったのである。 そのため「血鹿に向か って出発す」とな っている。
大阪か ら百済へ 帰 るのであれば五島列島を通 るはずはな い。壱岐・対馬を通
り百済へ 帰 るのが一般的なルー トである。
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従来は、日羅等は大阪の「難波」へ来たと解釈 して きた。 しか しそれは誤 り
で ある。
『紀』は、日羅は「吉備 の児嶋屯倉に行き到 る」と書 いているが これは『紀』
の捏造であろ う。同 じ手 口をシリーズ④ 『四世紀の北部九州 と近畿』の「
髪長
媛」で も指摘 した。「髪長媛を貢上す。始め播磨に至 る」と書 いている。 しか
しこれは九州内の 出来事であ り、播磨へ は行 っていない。あたか も大和政 の
権
ことで あるかのよ うに見せるためにこの よ うな記述を している。同様に、日
羅
が瀬戸内海を通 り、大和 へ来 たかの ように見せ るために「吉備 の児嶋屯倉に
行
き到 る」 とい う文章を挿入 しているので ある。
「吉備の児 嶋屯倉に行 き到る」 とい う文章だけで 日羅は大阪に来たと判断 し
てはい けな い。総合的に判断す る必要がある。
日羅 の事件は九州 内である。「難波」は九州にある。

(3)表 世清 と難波
「難波」は装世清が来たときに も出て くる。『隋書』は 600年 ころの 日
本
列島につ いて次 のよ うに記述 している。
優国在 百済新羅東 南水陸三千里 於大海之中。依 山嶋而居。 (中 略 )
開皇二 十年倭王姓阿毎、字多利思比孤、号阿輩難爾。 (中 略 )王 妻
号難爾。後宮有女六七百人。名太子為利 歌爾多弗利。 (中 略 )大 業
三年、其王多利思比孤遣使 朝貢。使者 日間海西菩薩天子重興仏法。
故遣朝拝兼沙門数十人来学仏法。 其国書日日出処天子到 書 日没処天
子、無恙云云。帝覧之、不悦。謂鴻臆卿日蛮夷書有無礼者勿復以聞。
『隋書』優国伝
(訳 )優 国は百済 。新羅 の東南水陸三千里 の大海の 中に在

依 りて居す。 (中 略 )開 皇二 十年
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(600年 )、

り。山嶋に

優王の姓は阿毎、

字は多利思北孤、阿輩難輌 と号す。使 いを遣わ し閾に詣ず。 (中 略 )
王の妻 は難爾 と号す。後宮女六七百人有 り。太子 を名付 けて利歌爾
多弗利 と為す。 (中 略 )大 業三年

(607年 )、

其 の王多利 思北孤、

使 いを遣わ し朝貢す。使者 の曰 く、「 聞 く海西 の菩薩天子、重ねて
仏法を興す と。故、朝を遣わ し拝す。兼ねて沙門数十人、来 り仏法
を学ぶ 」とい う。其 の 国書に 曰 く、「 日出る処 の天子、書を 日没す
る処の天子に致す。恙 (つ つ が )無 しや。云 々」 と云 う。帝 は之を
覧て悦 ばず。鴻膿卿に謂 いて曰 く、「蛮夷 の書、無礼有 り。復 た以
て聞 くことなかれ」という。
日本列島には優国があ り、優 王がいる。「優王の姓は阿毎 (あ ま)。 字 (あ
ざな)は 多利思 比孤 (た りしひこ)。 阿輩難爾 (あ わけみ)と 号す」 とある。
王の姓は「 阿毎 (あ ま)」 である。
倭 の五王の姓は「倭」である。開皇二十年

(600年 )こ ろの 日本列 島の王

の姓は「阿毎」である。王の姓が「倭」か ら「阿毎」に替わ っている。王権が
交代 して いる。 この王権を「 阿毎 王権」 と名付 ける。
阿毎 王権は 日本列島の どこにあるのであろうか。『隋書』は倭国の所在 地の
特徴を次 のよ うに書 いている。
水多陸少以小環桂鶴鵜項令入水捕魚。 (中 略 )有 阿蘇 山。其石無故
『隋書』倭国伝

火起。

(訳 )水 (海 )多 く、陸少な し。小環を以て鶴鵜 の項 (く び)に 桂 (か )

け、水 に入れて魚を捕 らしむ。 (中 略 )阿 蘇 山有 り。其 の石、故無
くして火を起す。
阿毎 王権 の近 くには阿蘇 山があ るという。九州である。「水多 く、陸少 な し」
とある。島や半島が多 いのであろ う。やは り九州 であろう。大和ではな い。さ
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らに鵜飼いを しているとある。大和には鵜飼いをす るよ うなところはない。阿
毎王権 は九州である。
『隋書』は表清が優国 (阿 毎王権 )へ 来 るル ー トを書 いてい る。
明年上遣文林郎表清使於倭国。度百済行至竹島、南望熟 羅国。経都
斯麻国廻在大海 中。又東至一 支国。又至竹斯国。又東至 秦 王 国。其
人同於華夏。以為夷洲、疑不能明也。又経十 餘国達於海岸。 自竹斯
国以東皆附庸於優。
(訳 )明 年

(608年 )、

『隋書』倭国伝
上 (天 子 )は 文林郎表清を遣わ し優国に使

いす。百済を渡 り、行 きて竹島に至 り、南熟羅国を望む。都斯麻国
(対 馬国)を 経て廻 り大海 の 中に在 り。又東一支国に至る。又竹斯国
(筑 紫国 )に 至る。又東、秦 王 国に至る。其人華夏 (中 国 )に 同 じ。

以て夷洲 と為す も疑 うらくは明 らかにすることあたわず也。又十餘
国を経て海岸に達す。竹斯国より以東は皆優国に附庸す。
表清等は百済を通 り筑紫へ来て いる。竹斯国 (筑 紫 )か ら「又 、東へ行 き秦
王 国に至 る。また十餘国を経て海岸に達す」とある。
従来は、筑紫か ら瀬戸内海を通 り難波 (大 阪湾 )に 到着 したと解釈 してきた。
しか し「十餘国を経て海岸に達す」とある。秦王国を通 り、十餘国を経て海岸
に出ている。 「海岸 に達す」とは陸路を通 り海岸に出たことを表現 している。
筑紫か ら東へ 向か い、陸地を通 り、豊前 の海岸へ 出て いるので あろう。
従来の解釈のように瀬戸 内海を通 り大阪湾に着 いたので あれば「海岸 に達
す」とはいわない。瀬戸内海を通るときは常に海岸に沿 って航海す る。海岸に
沿 って航海を しなが ら大 阪湾に着 いたとき「海岸に達す」とはいわない。表清
等は瀬戸内海を通 っていない。
「 竹斯国よ り以東は皆イ
安国に附庸す」とある。筑 紫か ら東の豊前までが優 国
に属 しているとい う意味である。優国の領域は北部九州である。筑紫か ら豊前
までが阿毎 王権 の領域 である。
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いる。『紀』は表清を表世
『
表清等 が 日本列島へ来 たことは 紀』 も記録 して
清 と書 いている。
(推 古 )十 六年

(608年 )四 月、小野妹子 、大唐 より至 る。唐国、

・下客十 二人、
妹子臣を号 して蘇因高 という。即ち大唐 の使人表世清
)を 遣わ
妹子臣 に従 い筑紫 に至 る。難波吉 士 (き し)雄 成 (お な り
し大唐 の客表世清等を召す 。唐 の客 の為にまた新館を難 波

の 高麗館

の上に造 る。
て客等を江
六月、客等 、難波津 に泊ま る。 この 日飾 り船 二十艘を以
この 日
口に迎 えて新館 に安置す。 (中 略 )八 月、唐 の客京 に入 る。
ま
飾 り騎 七十五匹を遣わ し唐客を海石摺市 (つ ばき いち)の 術 (ち
『推古紀』
迎える。
た

)に

「難波 の津」で
表世清等 は筑紫 に来る。その後「難波津 に泊まる」 とある。
あるか ら難波 に来て いる。
は北部九州 に
表世清等 は優国 に来て いる。優国 は北部九州 にある。表世清等
来て いるか ら「難波」 は北部九州 にある。
は奈良県桜井市
難波か ら海石招市 (っ ばきいち)へ 来 る。従来は、海石招市
井
金屋 であるとしてきた。表世清等 は難波 (大 阪)か ら大和川を遡 り奈良県桜
市金屋へ来 たというのである。
である。推古天皇 の在位
表世清 が来 たのは 608年 である。推古天皇 の時代

5年 前 に都を小治 田官
は 593年 ‑626年 である。推古天皇は表世清 が来 る
に遷 している。
■ (推 古 )十 一年

(603年 )十 月、小治 田宮 に遷 る。

『推古紀 』

へ
は大和川
小治田宮は奈良県高市郡飛鳥にあるといわれている。飛鳥 行 くに
を遡 り支流 の飛鳥川 に入ることになる。
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ところが桜井市金屋は飛 鳥川よりさらに先の初瀬川 の上流にある。飛鳥へ 入
る地点 を通 り越 して金屋へ行 くことになる。これは地理的におか しい。海石格
市を奈良県桜井市金屋付近に比定 したか らである。
図
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海石摺市 (金 屋 )と 小治田宮 (飛 鳥)

従来の解釈にはさ らに大 きな問題がある。推古天皇は女帝である。『隋書』
の優 王は男 王で ある。優王の多利思比孤には妻が居 る。表清は推古天皇の とこ
ろへ来たので はない。
従来の解釈では、「推古紀」に書かれているか ら天皇は推古天皇であると し
ている。 中国 の史書を無視 している。
『紀』は万世一系に書 いてお り、史実を曲げていることが多 い。中国の史
書
の方を重視す べ きであろう。表世清等が来たのは推古天皇 のところではない。
阿毎王権に来て い る。阿毎 王権は北部九州にある。
海石楷市は福岡県嘉穂郡穂波町椿であろ う。海石格市は景行天皇が熊襲征伐
の時に通 ったところである (シ リーズ④ 『四世紀 の北部九州 と近畿』 )。
表世清等は筑紫 (博 多湾 )か ら難波へ来て海石格市 (嘉 穂郡穂波町椿 )に 来
ている。景行天皇は逆に京 (行 橋市)か ら田川 市・飯塚市を通 り、海石槽市 (椿 )
に来て嘉穂郡筑穂町の大野を通 り、多 々良川を下 り、博多へ来て いる。
表清等は この逆を行 ったので あろう。博多か ら多 々良川 の川 日へ行 き、多 々
良川を遡 り、椿 (海 石槽市 )へ 来 たので ある。
「客等、難波津に泊まる」とある。また「客等を江 口に迎えて新館に安置す」
とある。難波津は川 口である。「難波津」は多 々良川 の川 口であろう。「 難波」
は多 々羅川 の川 日付近である。
図 20 難波 と海石招市 (椿 )
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海石相市 (金 屋 )と 小治田宮 (飛 鳥 )
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(4)阿 斗と難波
日羅が来たとき、日羅等 は難波か ら「阿斗 の桑市村」に宿 るとある。「 阿倍
目臣 。物部贄子 連 。大伴糠手子連を遣わ し国政を問う」とあるか ら阿斗 の桑市
村 は阿毎王権 の都 に近 いところにあ る。
(推 古 )十 八年

(610年 )条 にも阿斗が出て くる。新羅 と任那 の使人が来

たときである。
(推 古 )十 八年

(610年 )十 月、新羅・任那 の使人、京 に錬

(い た )

る。 この 日額 田部連比羅夫 に命 じて新羅の客を迎える荘 (か ざり)
馬 の長 とす。膳臣大伴を以 て任那の客を迎え る荘馬 の長 とす。即 ち
『推古紀』
阿斗 の河辺の館に安置す。
新羅 。任那 の使人 は「京に到る」とある。阿斗 の館に安置す とあるか ら阿斗
は京 (都 )に 近 いところにある。
額 田部連比羅夫 はその 2年 前 の表世清等 も迎えて いる。
(推 古 )十 六年

(608年 )八 月、唐の客

(表 世清等 )、 京に入 る。

この 日飾馬七十五匹を遣わ し唐 の客を海石格市 の術 (ち また )に 迎
える。額 田部連比羅夫、以 て礼を告 ぐ。

『推古紀』

表世清 は阿毎王権に来て いる。額田部連比羅夫はそれを迎えている。額田部
連比羅夫は阿毎 王権 に仕える人である。表世清 のときは海石摺市 まで出迎えて
いる。
新羅・任那 の使人等を「阿斗の河辺 の館」に安置す るとある。日羅 も「阿斗
の桑市村」に居て国政について質問を受 けて いる。海石楷市 より阿斗の方が都
に近いところにある。 日羅や新羅・ 任那 の使人 は難波か ら海石摺市へ来 て、阿
斗へ来 ている。
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新羅・任那の使人は「阿斗の河辺の館に安置す」とある。阿斗は川辺にある。
海石楷市は福岡県嘉穂郡穂波町椿であ り、
.山 裾である。「河辺」は遠賀川であ
ろう。都は遠賀川 の 中流域 の鞍手郡付近にあると考えて い る。
図 20 難波 と海石槽市 (椿 )参 照
日羅 は帰 る とき阿斗 の桑市村 か ら海石格市 (椿 )を 経て難 波 (多 々良川 の 川
日)へ 来 て い る。そ こか ら博 多 へ 来 て、筑 紫野市 。小郡市 を通 り、有 明海 に 出
よ うと して殺 され たので あ る。

{5)大 伴金村 と難波
(欽 明 )元 年

(540年 )に 、天皇は大伴大連金村・ 物部大連尾輿等を従え

「難波 の祝津宮」に来て、「幾許 (い くば く)の 軍卒を もて新羅 を伐つ ことを
得 るや」と問 うて い る。難波は多 々良川 の川 口である。天皇、および大伴金村
等は博多湾に来て い る。海 の向 こ うは新羅である。新羅 の方を向いて質問 して
い るのであ ろう。 これが大阪湾では緊迫感がな い。
物部尾輿は大伴金村 の過去の失政を責める。大伴金村は「住吉 の宅に居て疾
と称 して朝 (つ かえまつ )ら ず」とある。多 々良川の川 口に来ているか ら住吉
は博多 の住吉であろう。
大伴金村の本拠地は博多 (住 吉 )で ある。大伴金村は筑紫にいて倭 王 (筑 紫
君 )に 仕えていたが「磐井 の乱」で倭国が亡びた後 は物部王権に仕えている。
物部尾輿は物部王権の人物だか ら大伴金村を責めて い るのであろ う。
大伴金村は大和政権の人ではない。大伴金村が継体天皇を擁立 したとい う話
はやは り『紀』 の捏造であろう。
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(6)大 伴金村 と継体天皇
大伴金村は筑紫君 王朝 の人であ り、大和政権 の人ではな い。しか し大伴金村
が継体天皇を擁立 したという可能性は考え られ る。
継体天皇 の父は肥後 中部 (宇 土市付近 )を 本貫 とす る人である。筑紫君の命
令により近畿地方へ 派遣され近江 (滋 賀県 )ま で侵攻 している。
一 方、大伴金村は肥後 の芦北地方を統治 している。日羅は次のように述べ て
いる。
■檜 隈宮御 寓天 皇 (宣 化天皇 )の 世 に、我 が君大伴 金村大連 が国家 の 奉為
に、海表 に使 わ しし火 の芦 北 国造刑部収部 阿利斯登 の子 、臣、達 率 日羅
・¨
・
・
・
『紀 』

日羅の父は肥後国芦北の国造であ り、大伴金村によ り海外へ派遣 された とあ
る。日羅は大伴金村を「我が君」と呼んでいる。大伴金村は肥後 の南部地方 (芦
北 )を 支配 している。肥後を支配 しているのは倭王 (筑 紫君 )で ある。大伴金
村は筑紫君 の 臣下 として肥後国芦北地方を統治 している。
日羅 の父 は海表 に派遣 された とあるか ら朝鮮半 島へ 派遣 されたので あろ
う。一 方、中肥後 の宇土市付近 の人 々は近畿地方へ派遣 されている。大和盆地
の東側 には阿蘇 ピンク石製 の石棺 が運ばれている。大伴金村が宇土市付近の
人 々を率 いて近畿地方へ侵攻 したのか もしれな い。
大伴金村が これ らの人 々を指揮 していた とすれば大伴金村 は大和の東側を
支配 していることになる。継体天皇を近江か ら呼び寄せ、淀川水系を統率す る
責任者 に任命す ることも可能 になる。大伴金村が継体天皇を擁立 した といえ
る。ただ しそれは筑 紫君 の支配下 でのことであ り、大和政権 による継体天皇の
擁立ではない。
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第 6章 「 磐井の乱」の原因
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1

物部王権

(1)物 部危鹿火 と年号
「磐井 の乱」の主役は物部色鹿火 である。物部危鹿火は筑紫君磐井を殺す。
「ついに磐井を斬 り、果 た して彊場を定む」 とある。「彊場を定む」とは境界
を定める ことである。「長門よ り以東は朕之を制す。筑紫 よ り以西 は汝之を制
せ よ」とある。物部鹿鹿火は「筑紫より以西」を手に入れる。物部危鹿火は九
州を支配す るよ うになる。
物部麓鹿火は年号を建てて いる。『襲国偽僣考』は九州年号について次のよ
うに書 いている。
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。
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 』

「 殷 到 」 は「継体天 皇 二 十 五 年辛亥 を元年 とす 」 とあ る。 (継 体 )二 十五 年
辛亥年 は 531年 で あ り、「磐井 の乱 」の年 で あ る。「 日本 の天皇 お よび太子・
皇子 が と もに崩 じた」年 で あ る。 『如是 院年代記 』には「 殷到 」で はな く「教
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到」とあ り、「教到元 、始めて暦を作 る」とある。年号が始めてつ くられてい
る。新 しい王権が誕生 している。
九州年号であるか ら九州に新 しい王権 が樹立 している。531年 に新 しい王
権が誕生 している。それは「磐井 の乱」であろう。物部麓鹿火は 531年 に筑
紫君を伐 ち九州を支配す るようになる。物部色鹿火 が新王権を樹立 したのであ
る。
物部色鹿火 は「筑紫より以西 (九 州 )」 を手に入れ て、年号を建てて いる。
物部危鹿火 は天子にな っている。筑紫君に代わ って九州を支配 している。これ
が「物部王権」である。

{2)危 鹿火 の死 と改元
「殷到」年号 は物部能鹿火が建てた年号である。その年号は宣化天皇の元年
(丙 辰年 =536年 )に 改元 される。「殷到」の次は「僧聴」年号である。

僧聴
宣化天皇元年丙辰。僧聴元年 と改める。一説に 曰 く、宣化天皇 の時、僧
『襲国偽僣考 』

聴四年 に終わる。

「殷到」年号は「宣化天皇元年丙辰」 に「僧聴」年号に改元 されるとある。
丙辰年 は 536年 である。殷到年号は辛亥年 (531年 )に は じまり、丙辰年
(536年 )の 途中で改元 されて いる。物部物部危鹿火が死去 したか らであろ
う。『紀』 は (宣 化 )元 年

(536年 )条 に次のように書 いている。

■ (宣 化 )元 年七月、物部危鹿火大連莞せ ぬ。是年、太歳丙辰。
物部危鹿火 は大歳丙辰年

(536年 )七 月に死去 して いる。
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『紀』

鹿鹿火が建てた「殷到 (教 到 )」 年号は鹿鹿火が死去 した年に改元 されてい
る。「殷到 」年号は危鹿火が筑紫君を伐 った年に始ま り、危鹿火が死去 した年
に改元 されている。「殷到」年号 はやは り物部危鹿火 の年号である。
物部危鹿火は天子 とな り、筑紫 (九 州 )を 支配 したのである。
(注 )「 九州年号」は、従来は「偽年号」や「逸年号」、あるいは「私年号」

といわれてきた。正式な年号とはみなされて いない。「九州年号」を学問的に
研究す る学者はいない。
しか し九州年号は『紀』の記述 と一致する。物部危鹿火の在位期間と「殷到」
年号は一致 している。これが偶然でないことは「 始めて暦を作 る」とあること
か らも明 らかであろう。
倭王武が年号を建てた こと も「治天下獲加多支歯大王」と刻 まれた鉄剣や鉄
刀が出土 していることか らも明 らかである。獲加多支歯大王 (倭 王武 )は 治天
下人 (天 子 )に な っている。「治天下人 (天 子 )」 は年号を建てる ことができ
る。倭王武は初めて「治天下人」とな り、年号を建てて いる。物部危鹿火は倭
王武をまねて 自分 も天子 とな り年号を建てて いるので あろう。
九州年号は「偽年号」や「私年号」ではない。九州 王権 の正 式な年号である。
古代史 の研究に「九州年号」は欠かせない。
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2

筑紫君 と物部氏

{1}磐 井 の乱 と物 部危鹿火
「磐井の乱」が起きたとき継体天皇はすでに死去している。磐井の乱は継体
天皇 が物部危鹿火 に命 じて筑 紫君 を伐 った事件 で はない。

物部危鹿火 に命 じた人が いれば「磐井の乱」後はその人が天子 にな っている
はずである。物部鹿鹿火 が天子にな っているとい うことは危鹿火に命 じた人は
いないとい うことになる。「磐井 の乱」は物部鹿鹿火が 自ら起 こした事件 であ
ろう。

(2)筑 紫君 と危鹿火 の関係
「磐井 の乱 」は物部角鹿火 が 自ら筑紫君を伐 った事件 であろうと思われ る。
物部色鹿火には筑紫君を伐つ だ けの理 由があ ったのであろう。
筑紫君 と物部氏 との間にはどのよ うな問題 があったのであろうか。『紀』の
中に記述 されて いるはず である。『紀』の 中の物部氏に関す る記述を洗 い 出 し
てみよう。
■ (雄 略 )七 年

(463年 )八 月、吉備下道臣前津屋 の事件で「物部 の兵

士三十人を遣わ し、前津屋井 (あ わ )せ て族七十人を誅殺す」とある。
■ (雄 略 )十 二年

(468年 )十 月、天皇、御田を、その釆女をおかせ り

と疑い刑 (こ ろ)そ うと思 い、物部に付 ける。
■ (雄 略)十 三年

(469年 )二 月、狭穂彦 の玄孫歯田根命、ひそかに釆

女 の 山辺小嶋子をおかせ り。天皇、聞 いて歯田根命を物部 目大連に付 け
て責 めさ しむ。
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■ (雄 略)十 三年
て野に刑

(こ

(469年 )九 月、天皇、木工章那部真根を物部 に付 け

ろ)さ しむ。その後赦 したま う。

■ (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。物部 目連、筑紫の間物部大斧手を率 い
て朝 日郎を獲 (と ら)え て斬 る。
■ (継 体 )六 年

(512年 )十 二月、百済、使いを遣わ し調を貢 ぐ。別に

表をたてまつ り任那国の四縣を請 う。物部大連危鹿火を以て勅を宣す る
使 いに宛 つ。物部大連、方 (ま さ)に 難波 の館に発 ち向かい百済 の客に
宣勅せん と欲す。
■ (継 体 )九 年

(515年 )二 月、百済の使者文貴将軍等、罷

(ま か )ら
む と請 う。よりて勅 して物部連を副 (そ )え て遣わす。物部連、舟 師五
百を率 いて直ちに帯沙江に詣る。

これ らは「 雄略紀」、「 武烈紀」、「継体紀」に書かれている。 5世
紀か ら

6世 紀初頭である。この時期 の 日本列島は倭国 (筑 紫君王朝 )が 支配 している。
「天皇」 とあるのは倭王 (筑 紫君 )で ある。
物部氏は重大な任務ばか りを負わされている。物部氏以外に この よ うな任務
を負わされてい る氏族 はない。物部 氏は吉備王国の討伐や伊 勢 の朝 日郎 の討
伐、百済の使 者が国へ帰るときは舟 師五百を率いて朝鮮半島までの護衛を して
いる。物部 氏は倭王 (筑 紫君 )か ら常に困難な任務を負わされている。

(3)「 磐井 の乱」は物部氏 の叛乱
倭王は筑紫君である。物部氏は倭王に仕えて い るか ら筑紫君に仕えている。
物部氏は筑 紫君の重臣として 困難な仕事を負わ されている。
物部危鹿火 も物部氏 の一員 として筑紫君に仕えていたのであ ろう。「磐井 の
乱」の時代は倭王が 日本列島を統一 し、支配 している。日本列島には他に王権
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は存在 しない。大和政権 も存在 しない。大和 は筑紫君 の支配す る領域にな って
いる。阿蘇 ピンク石製 の石棺 が大和に運 び込まれている。 このよ うに物部危鹿
火は倭王である筑紫君に仕えて いる。
「磐井の乱」は物部危鹿火 が筑紫君を伐 った事件 である。「磐井 の乱 」は臣
下である物部角鹿火 が主君である筑紫君 (倭 王 )を 伐 った事件であるとい うこ
とになる。「磐井 の乱」は「物部危鹿火 の謀反」である。
従来は、「磐井 の乱」は筑紫君が大和政権 に対 して起 こした叛乱 であるとい
われてきた。大和政権は物部危鹿火を派遣 して反逆者 の筑紫君を伐 った と解釈
してきた。真相はま った く逆 である。叛乱を起 こ したのは物部麓鹿火 である。
叛乱 によって主君 の筑紫君 は殺 されたのである。まさに「謀反」である。

{4)叛 乱 の理 由
色鹿火は何故筑紫君を伐 ったのであろうか。危鹿火は筑紫君 に対 して不満を
持 っていたのであろう。物部氏 は吉備王国の討伐や伊勢の朝 日郎の討伐、百済
の使者の護衛 という危険な任務ばか りをや らされている。ところが筑紫君 は物
部氏をあまりよく思 っていなかったようである。
■ (雄 略 )二 年、唯愛寵す るのは史部 の身狭村主青・檜隈民使博徳等な り。
『紀』
筑紫君 (倭 王 )が 寵愛す るのは身狭村主青 と檜隈民使博徳だけであるとい
つ。
物部氏 は重大な、しか も危険な任務をや らされて いるに もかかわ らずあまり
よ く思われて いない。物部氏一族 はそれに不満を持 っていたのであろう。それ
がつ もりつ もって物部鹿鹿火 の叛乱 とな ったのではな いだ ろうか。物部危鹿火
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は物部一族を代表 して筑紫君を伐 ったので あろう。「磐井 の乱」は明智光 秀が
織 田信長を伐 った「謀反」に似て いる。
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第 7章

倭王武 と岩戸山古墳
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1

八女古墳群

(1)岩 戸 山古墳 とは
福岡県八女市 と広川町の境に八 女丘陵がある。大小

150基 ほどの古墳が確

認 されているとい う。八女古墳群である。前方後 円墳は 11基 あるという。
岩戸 山古墳は八女丘陵の中央部にあ り、福岡県最大 の前方後 円墳である。八
女古墳群の中で も中心的な古墳である。『 日本の古代遺跡

34福 岡県』

(保

育社 )は 岩戸 山古墳について次のよ うに書 いてい る。
○岩戸 山古墳
■全長

(福 岡県八女市吉 田)

132m

■空濠 と外堤がめ ぐる。 これを入れると 185mに なる。
■東北 の外堤に一辺 43mの 平坦なテラスがつ く。 (別 区)
■墳丘や外堤、東北 の平坦部 (別 区)か らは、円筒埴輪や各種 の形象埴輪
とともに、多数 の石造物が発見 されている。円体石人、扁平石人、収 (ゆ
ぎ)、 盾、刀、刀装具、馬、鶏、壺などがある。いわゆる「石人石馬」
と総称 されるものである。
■岩戸 山古墳は「筑紫君磐井 の墓 として、被葬者 と実年代を知 りうる希有
の古墳 と して考古学上 じつ に重要である」。
図 1 岩戸 山古墳 (7ペ ージ)参 照

『筑後国風土記』は岩戸山古墳について次のように書 いている。
上 妻県 。県 の南 二里 に筑 紫君磐井 の墓 有 り。墳 高 は七丈 、周 は六 丈 。
墓 田は南北 各六 十 丈 、東西各 四十 丈 。 石人 、石盾各六 十枚 。 交 陣 し
行 を成 し、 四面 を周 匝せ り。東北 角 に あた り、 一 別 区あ り。 号 して
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衝頭 という。 (中 略)一 石人有 り。前 に一人有 り。石猪 四頭有 り。
の
石馬三匹、石殿三間、石蔵二 間有 り。 (中 略)生 平の時、予め此
『筑後国風土記』

墓を造る。

岩戸山古墳は筑紫君磐井の墓であるという。東北に一辺 43mの テラスがあ
いたとある。
り「別区」というとある。そこには石人・石馬・石殿等が置かれて
『筑後国風土記』は続けて磐井の乱について次のように書 いている。
俄 (に わか )に 官軍動発す 。襲わん と欲す る間に、勢 いの勝 たざる
の
を知 り、独 り自ら豊前国上膳縣に遁 (の が )れ る。南山の峻嶺 曲
に終わ る。 ここに官軍追 い尋ねて跡を失 う。 士、怒 り止 まず、石人
『風土記』
の手を折 り、石馬 の頭を打 ち落す。

へ
い
筑紫君磐井 は戦 いに勝てないと判断す ると豊前国上膳縣 逃げたと う。官
軍は筑紫君を見失 った ことに怒 り、石人の手を折 り、石馬の頭を打ち落 とした
とある。
『紀』は「遂に磐井を斬 る」と書いている。磐井は斬 られている。『風土記』
へ
では、英雄を殺 した くないとい う心情か らであろうか、磐井は豊前国 逃げた
とある。磐井 は物部危鹿火 に殺されている。筑紫君磐井は墓 には埋葬されてい
ないであろう。豊前へ逃げたとしてもやはり墓には埋葬 されていない。岩戸山
古墳が筑紫君磐井 の墓であるとすれば岩戸山古墳 には筑紫君磐井 は埋葬 され
ていないと思われる。
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(2)石 人 山古墳
八 女古墳群は八女丘陵の西か ら東へ年代順に古墳が造 られているとい う。四
世紀代 の古墳は確認 されてお らず、もっとも早 い時期 の古墳は五世紀前半 の石
人 山古墳であるという。
石人 山古墳は全長

110mの 三段築成 の前方後 円墳である。妻人 の横 口式家

形石棺があ り、その蓋には直弧文が刻まれている。有明海文化圏にお ける中心
的な古墳 である。
八女 古墳群 は筑 紫君 の墓である。筑紫君は倭王である。5世 紀前半頃の倭 王
は倭王讃 である。倭王讃は貴国を追い 出 し、筑後に倭国を築 いた初代 の倭 王で

ある。在位は 398年‑426年 と長い。立派な古墳が築かれて いるはずであ
る。石人山古墳 の 時期は 5世 紀前半 で あ り、倭王讃 の年代 ともよ く合 う。石棺
も優れて いる。石人 山古墳は倭王讃の墓であろ う。
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2
(1〕

岩戸山古墳の被葬者

「磐井の乱」後の筑紫君王朝

『襲国偽僣考』 によると、倭 王武は 日本列島では じめて年号を建てて いる。
「善記」である。
善記 の次は正和 である。正和は 526年 ‑530年 である。正和 の次は定和
である。定和は 531年 ‑537年 である。
「殷
一方、物部角鹿火 も筑紫君を伐 って治天下人 とな り、年号を建てて いる。
到 (教 到 )」 である。殷到は 531年 ‑536年 である。物部危鹿火は 536
年 に死去 しているか ら殷到年号 も 536年 に終わる。殷到 の次は僧聴 で ある。
僧聴年号 は 536年‑540年 である。
『襲国偽僣考 』の九州年号 か ら筑紫君 王朝 と物部王権 の年号を復 元す ると次
のよ うになる。
□物部王権 の年号

□筑紫君 王朝 の年号
善記
正和
定和
常色

522‑525年
526‑530年
531‑537年
538‑545年

殷到
僧聴
明要

531‑536年
536‑540年
541‑551年

『襲国偽僣考』か らこのよ うに二つの王権 の年号が復元できる。
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「定和」は筑紫君王朝の年号 である。「定和」は 531年 か ら始 まる。 53

1年 は筑紫君磐井が殺 された年である。
葛子は父の罪に座 して殺 されることを逃れたとある。『百済本記』には「 日
本 の天皇及び太子・ 皇子、ともに崩ず」とあるか ら「磐井 の乱」では筑 紫君一
族 のほぼ全員が殺 されているが葛子 だ けは生き残 ったので あろう。定和は葛子
の年号であろう。
筑紫君王 朝は戦 いに敗れ たが年号は続 いてい る。筑 紫君王朝は「磐井の乱」
後 も続 いている。
森浩一氏は「継体大三の古墳 と磐井戦争」 (『 大王 陵と古代豪族の謎』 (学
生社 ))の 中で次のように述べている。
磐井 の勢力 は、『 日本書紀』に書 いてあるよ うに磐井が殺 されて、
それで 抹殺 されたのではない。子 孫達はえんえん と墓をつ くり続 け
ている。 (中 略)八 女古墳群か らいえることは、磐井戦争のあと も、
立派な 古墳を古墳時代の終わ りまでず っとつ くり続 けて いる。童男
山古墳が八女古墳群 のほぼ終末に近 い六 世紀末 ころの古墳である。
岩戸 山古墳 に並べ てある石人には立体 的に彫 った 肉付 きのよい もの
と、蒲鉾板 のよ うな平面的表現の もの と二種 類ある。蒲鉾板のよ う
な偏平な彫刻のほ うが新 しいといわれてい る。 (中 略)磐 井 の死後
も墓の整備が続 いている。 (中 略 )磐 井勢力 は一 気に戦争で抹殺 さ
れたのではな く、子孫が墓の整備を している。 (中 略 )『 日本 書紀』
に書 いて ある ことは、かな り事実 とは違 うので はないか とい うこ と
は、十分考え られることである。
森浩一氏は考古学か らみて筑 紫君王朝は継続 しているとい う。九州年号が磐
井 の乱後 も継続 していることと一致す る。筑紫君王朝は「 磐井 の乱」後 も続い
ている。
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{2)倭 国

(筑 紫君王朝)の 年号

善記は 522年 ‑525年 である。倭王武 の年号は 525年 に終わる。倭王
武 は 525年 に死去 している。倭王武の在位は 478年 ‑525年 である。
次 の正和は葛子 の父 の年号 であろ う。正和 は 530年 に終わる。磐井 の乱は

531年 であるか ら正和は 531年 の磐井 の乱で筑紫君 (倭 王 )が 殺 されるま
で続いていたのであろう。 531年 の途 中か ら葛子の年号である定和が始まる
ので正和 の年号は 530年 で終わるようにな っているのであろ う。
倭 王武は 525年 に死去 し、葛子 の父は磐井 の乱によ り 531年 に殺 されて
いる。正和は葛子 の父 の年号 であろ う。倭王 とその年号 は次のようになる。
□倭国 (筑 紫君 王朝 )の 年号
・ 善記 …… 522年 ‑525年

倭 王武

・ 正和 …… 526年 ‑530年

葛子 の父

・ 定和・……531年 ‑537年

葛子

この年号 か ら「磐井 の乱 」で殺 された筑紫君磐井は葛子の父であることがわ
か る。

(3)岩 戸 山古墳 の被葬者
岩戸山古墳は筑紫君磐井の墓であるとい う。ところが筑紫君磐井は磐井の乱
で殺されている。墓には埋葬されていないであろう。謀反を起 こした物部危鹿
火は主君を憎んでいるはずである。墓に埋葬することを許さないであろう。
『風土記』の方では豊前国へ逃げている。『風土記』でも墓には埋葬されて
いない。筑紫君磐井は墓には埋葬されていない。
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『風上記 』は、筑紫君磐井 の墓は寿墓 であるとい う。生前に造 られている。
岩戸 山古墳が筑紫君磐井の墓であるな らば筑紫君磐井は殺 されているか ら岩
戸 山古墳には遺体 は埋葬 されていないはずである。
ところが森浩一氏が指摘 しているよ うに岩戸 山古墳は
「磐井 の死後 も墓 の整
備 が続 いている」とい う。石人 まで作 り、祀 り続 けて いる。岩戸山古墳 に誰 も
埋葬 されて いな いので あれば子孫は祀 り続 けるよ うな ことは しないで あ ろ
う。岩戸 山古墳には敬愛す る人物が埋葬 されているか ら子孫は墓を整備 し、祀
り続 けて い るのである。
「磐井 の乱」で殺 された倭王は岩戸 山古墳には埋葬 されていない。次 の葛子
の墓 は年代か らみて岩戸 山古墳 の次 に築かれた といわれ る乗場古墳 であろ う
といわれている。
岩戸 山古墳に埋葬 されている人物は倭王武 であろ う。倭王武は獲加多支歯大

王であり、日本列島をはじめて統一 し、「治天下人」となり、年号を建てた人
物である。人 々が祀 り続 けるのにふ さわ しい人物である。
一方、岩戸 山古墳は福岡県では最大 の古墳 であ り、政所 といわれる別区もあ
る。政所は朝廷 であろ う。政治が行われた場所である。岩戸 山古墳は倭王武 の
墓にふ さわ しい。
問題は岩戸山古墳が「筑紫君磐井の墓」と書かれていることである。磐井 の
乱で伐たれた磐井の墓 とな っている。
ところが「磐井 (い わい)」 について森浩一氏は同書で さらに重要なことを
述 べ ている。
八女 古墳群か ら東北に行 った ところに高良山がある。そ の麓 に「 イ
ワイ」 とい う井戸があ り、地域 の信仰を集めて い る。その井戸の横
を岩井川 (イ ワイ川 )が 流れてお り、高良山の 中腹にある戦国時代
のお城 はイ ワイ城である。磐井勢力 の信仰の 中心 は高良 山で あろ
う。

『大 王陵 と古代豪族 の謎』 (学 生社 )
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磐井

(イ

ワイ )は 地名である。岩井川があ り、イワイ城があ り、イワイ井戸

がある。「筑紫君磐井」は王の名前 (固 有名詞 )で はな く、筑紫 の磐井地方 の
君 (王 )と い う意味である。磐井の乱で殺 された王 も筑紫君磐井 であ り、倭 王
武 も筑紫君磐井 である。
『風土記』は、岩戸山古墳 は筑紫君磐井の墓であると書 いているが、倭 王 武
の墓であると考えて もよいことになる。
倭王武 の在位は 478年‑525年 と長 い。47年 もある。当然生前 に墓を
造 るであろう。 525年 ごろの九州で最大 の墓は岩戸山古墳 である。筑後にこ
れより立派な古墳はな い。岩戸 山古墳は倭 王武 の墓である。
磐井 の乱で殺 された筑紫君磐井 の墓は造 られて いないで あろう。即位

6年 )し てまもな く

(52

(531年 )殺 されている。在位は 5年 余 りである。 5年

では寿墓は造 らないで あろう。また筑紫君磐井は物部鹿鹿火に殺 されて いる。
物部危鹿火は筑紫君磐井 の墓 を造 ることを許 さないであろう。また岩戸 山古墳
のよ うな立派な墓を「磐井 の乱 」で殺 された人のために造 るはずはない。岩戸
山古墳はやは り倭王武 の墓で ある。

(4)倭 の六 王
磐井 の乱で葛子は父の罪に座 して死罪になるのを免れるために糟屋屯倉を
献上 している。原文は次のようになっている。
■筑 紫君葛子 、恐坐父誅 、献糟屋 屯倉 、求贖死罪 。

『糸
己』

従来は、「葛子」は死罪を免れ た皇子 の名前 であると考えてきた。しか し原
文には「筑紫君葛子」とある。「磐井の乱」直後であるか ら皇子はまだ即位 し
ていない。皇子は「筑紫君 (王 )」 にはな っていない。
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「筑紫君」とあるか ら子 (皇 子 )で はな く親であろう。「筑紫君」とは「葛」
であ り、 その子が「筑紫君葛 の子 (葛 子 )」 ではないだろうか。「磐井の乱」
で殺 された倭王は「倭王葛」であ り、その子が「葛の子」であろう。
歴代の倭王の名前はすべて一字である。讃 。珍・済・ 興・武 である。次 の倭
王 も一 字 であろ う。倭王武 の次 の王は「倭王葛」である。
□倭王 とその年号
・ 倭王武
「善記」・……522年 ‑525年
・ 倭王葛
「 正和」・…… 526年 ‑530年
・ 葛 の子

「定和」・……531年 ‑537年

「倭 王 葛 」は 531年 に磐井 の乱 で 殺 され る。「筑 紫君磐井 」 とは「 倭 王 葛 」
で あ る。倭王葛 の年号 は「 正 和 」で あ る。倭王 は讃・ 珍 。済 ・ 興・ 武・ 葛 の 6
人 いた ことにな る。倭王 の在位 と年号 を ま とめ る と次 の よ うにな る。

□倭王 の在位 と年 号
倭王
・ 倭王讃
・ 倭 王珍
・ 倭王済
・ 倭王 興
・ 倭王武
・ 倭王葛
・ 葛 の子

在位

398年
427年
443年
462年
478年
526年
531年

年号

‑426年
‑442年
‑461年
‑477年
‑525年
‑530年
‑537年

「善記」
「正和」
「定和」
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