第 5部「磐井の乱」後の朝鮮半島
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第 1章

近江毛野臣
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1

毛 野 臣 とは

(1)毛 野臣と朝鮮半島
『紀』は近江毛野臣 について次 のよ うに書 いている。
(継 体 )二 十一年、近江毛野臣は衆六萬を率 いて任那へ往き、新羅 に破 られ

た南加羅・ 味 己呑を復興 しようと した。筑紫君磐井はそれを妨害 して「磐井の
乱」がは じまる。 (継 体 )二 十二年、筑紫君磐井 は伐たれて「磐井 の乱 」は終
わる。
筑紫君磐井 が伐たれたので毛野臣は無事に朝鮮半島へ行 くことがで きた。
(継 体 )二 十 三年四月、毛野臣、熊川 に次 (や ど)り て新羅 。百済 の

二 国の王 を召 し集む。新羅王 は佐利遅は久遅布礼を:i置 わ し、百済 は
恩率輌騰利を遣わ し、毛野臣の所 へ赴 き集 う。二王は 自ら来 り参 ら
ず。毛野臣は大 いに怒 り、二 国の使 いに責め間 う、「小を以て大に
事 (つ か )え るは天の道な り。何故、二 国の王は 自ら来 り集 い、天
皇 の勅を受 けずに軽 く使 いを遣わすや。 (中 略 )」 とい う。久遅布
礼・ 恩率爾騰利、心に畏れを懐き、各帰 り、王を召す。
(継 体 )二 十三年は「磐井 の乱」の翌年 であ り、

『紀』

532年 である。毛野臣は

朝鮮半島南部 の熊川に来て、新羅 と百済 の王を呼ぶ。ところが新羅 王は久遅布
礼を、百済 王は恩率 の爾騰利を遣わ して王は来ない。毛野臣はこれに怒 り、王
が来 るように命 じる。

これにより、新羅 は改めて其 の上 臣の伊叱夫礼智千岐を遣わ し、衆
三千を率 いて来た り勅を聴 かむ と請 う。毛野臣、遥かに兵使 (兵 士 )
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が囲み続 (め ぐ)り 、衆数千人あるをみて熊川より任那 の己叱己利
城に入る。伊叱夫礼智千岐は多 々羅原に次 りて帰 らず、待つ こと三
月。頻 りに勅を聞かむと請う。ついに宣せず。 (中 略)
上臣、四村を抜き掠 (と )り 、 (金 官 。背伐 。安多・委陀、是れ四
村と為す。一本 に云う、多 々羅 。須那羅・和多・費智を四村 と為す
な り)こ とごとく人物を将いて其の本国に入る。或 (あ るひと)の
曰 く、「多 々羅等 の四村の掠 (か す )め られ しは毛野臣の過 (あ や
『紀』

ま)り なり」という。

新羅は上 臣の伊叱夫礼智干岐を遣わす。3千 の兵を率 いて来 る。それをみた
毛野臣は驚 いて逃 げて熊川か ら任那 の己叱己利城に入 り出て こないとい う。
伊叱夫礼智千岐 は 3ヶ 月待つ が、毛野臣は長れて宣勅を述べ ることができな
いでいる。待 ち くたびれた上臣 (伊 叱夫礼智千 岐)は 四村を掠 (と )り 、人 々
を将 いて本国に帰 ったとい う。

4村 の 中に金官国がある。金官国は新羅に取 られたとある。『三国史記』に
も同じことが書かれている。
■ (法 興 王 )十 九年

(532年 )、

金官国主が妃および三子 と、国の宝物
『三 国史記』

を もって来降 した。

金官国は 532年 に新羅 に降伏 している。 『紀』 の記述 と一致す る。 『紀』
は「多 々羅等 の 四村 の掠 (か す )め られ しは毛野臣の過 (あ やま)り な り」と
書 いている。金官国が新羅に降伏 したのは毛野臣の責任であるという。
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(2)毛 野 臣へ の疑問
従来は、朝鮮半島南部を支配 していたのは大和政権であるとしてきた。毛野
臣は大和政権が派遣 した将軍である。磐井の乱で勝利をおさめた毛野臣は意気
揚 々と朝鮮半島へ渡 ってきたはず である。さっそ く百済 王 と新羅王を呼びつ け
る。 ところが二 国の王は来な い。毛野臣は怒 り、再度王が来 るように命 じる。
新羅は上 臣の伊叱夫礼智千岐を遣わす。衆三千を率 いて来る。す ると毛野臣
は恐れをな して逃げている。毛野臣は「衆六萬を率いて任那へ往き、新羅に破
られた南加羅・ 曝 己呑を復興 しよ うとした」とある。毛野臣は 6万 の兵を率 い
ているはずである。何故、新羅の 3千 の兵をみて恐れ て逃 げて いるので あろう
か。

(3)毛 野臣と磐井の乱
『紀』は磐井 の乱 のは じまりを、毛野臣は「衆六萬を率いて任那へ往 き、新
羅 に破 られた南加羅・ 味 己呑を復興 しようとした」と書いている。 しか し磐井
の乱がは じまる 530年 よ り以前 に朝鮮半島南部が新羅に破 られた とい う記
録はな い。金官国が新羅に破 られるのは「磐井 の乱」の翌年 の 532年 である。
磐井 の乱 よ り前 に、毛野臣が朝鮮半島へ行 く理由はない。『紀』の「磐井 の
乱」のは じま りの記事は捏造 であろう。毛野臣は朝鮮半島南部 の地を復興す る
ために朝鮮半島へ行 ったのではない。
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(4)毛 野臣と物部危鹿火
『紀』は、継体天皇が物部色鹿火を派遣 して筑紫君を伐 った (磐 井 の乱 )と
書 いている。 しか し継体天皇 は磐井の乱がは じまる 3年 前 に死去 している。筑
紫君を伐 ったのは継体天皇ではな い。
磐井 の乱は筑紫君 の 臣下 である物部麓鹿火 が主君である筑紫君を伐 った叛
乱である。毛野臣は磐井 の乱の翌年 (532年 )に 朝鮮半島へ行 っている。「磐
井 の乱 」の後 であるか ら近江毛野臣を朝鮮半島へ遣わ したのは物部 王権 であろ
う。毛野臣は物部鹿鹿火 の命令 で朝鮮半島へ行 ったのである。大和政権 (継 体
天皇 )の 命令 で行 ったのではない。『紀』は、任那復興 のために「衆六萬 の兵
を率 いて 」朝鮮半島へ行 ったと書 いているがそれは『紀』の捏造 である。毛野
臣は新羅 の兵 3千 人をみて驚 いて逃 げて いる。毛野臣の兵 は 3千 以下 だ ったの
であろう。
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2

毛野臣と物部王権

(1)毛 野 臣 の 目的
毛野臣が朝鮮半島へ行 った 目的は「勅」を告げるためである。
■二 国 (新 羅 と百 済 )の 王 は 自 ら来 り集 い 、天 皇 の 勅 を受 けず に軽 く使 い
を遣 わす や。
日新羅 は改めて 其 の上 臣の伊 叱夫礼 智千 岐 を遣 わ し、衆 三 千 を率 いて来 た

り勅を聴かむと請う。
■待つこと二月。頻 りに勅を聞かむと請う。ついに宣せず。

『紀』

新羅の使 い (上 臣の伊叱夫礼智干岐)は 頻 りに「勅を聞かせよ」と要求 して
いる。毛野臣は「勅を宣

(の

)べ る」ために朝鮮半島へ行 っていることがわか

る。
毛野臣は任那を復興するために朝鮮半 島へ行 ったのではない。

(2)「 勅」とは
「勅」とは「天皇のみことの り」である。天皇の言葉である。
「磐井 の乱」以前には、筑紫君が朝鮮半島南部を支配 していたので朝鮮半 島
南部 の国 々を集めて「勅」を宣 (の )べ ている。
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■ (継 体 )七 年

(513年 )十 一月、朝庭に、百済 の姐爾文貴将軍、斯羅

の波 徳至、安羅 の辛 已尖及び責 巴委佐、伴跛 の既殿笑及 び竹波至等を引
き列 (つ ら)ね て、恩勅を奉 り宣す。己波 。滞沙を百済 に賜 う。 『紀』

513年 は倭王武の時代である。倭王武 (獲 加多支歯大王 )は 百済や新羅や
安羅等 の代表を「朝庭 に引き列ねて」、「恩勅を奉 り宣す」 とある。天皇 (倭
王武 )の 「勅」を告げている。
倭王武は「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 自称 している。倭王武は百済や新羅や安羅 (加 羅 )を
軍事的に支配 している。倭王武は百済や新羅 (斯 羅 )や 安羅等 の代表を筑後 の
朝庭 (朝 廷 =寺 )に 集めて「勅」を宣べ るだけの力を持 っていた。
(継 体 )二 十三年は「磐井 の乱」の翌年 である。毛野臣を朝鮮半島へ派遣 し

た天皇は物部鹿鹿火 である。物部危鹿火は王権が筑紫君 (倭 王 )か ら角鹿火に
交代 したことを朝鮮半島の国 々へ伝えようとしたのであろ う。それが このとき
の「勅」である。毛野臣は物部鹿鹿火 の「勅」を百済や新羅 に告げ るために朝
鮮半島へ行 ったのである。

(3)毛 野臣の失敗
毛野臣は新羅の 3千 の兵を見て恐れて逃げ、勅を告げる ことがで きな いでい
る。それをみた新羅の使いは物部王権の実力を見て取 ったのであろ う。 4村 を
奪 い、帰国す る。
倭王 時代にはあ り得な いことで ある。新羅は偉大な倭 王の支配下 にあ ったか
らである。毛野臣は倭王 時代 のよ うに百済や新羅は物部王権 の言 いな りになる
と思 っていた。百済や新羅 の王は呼びつ ければす ぐに来 ると思 っていたのであ
る。それが毛野臣の失敗である。
毛野臣は帰国を命 じられ、対馬まで来て死去する。
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■毛野臣は召されて対馬に到 り、疾に逢 いて死す。
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『糸
己』

第 2章

任那復興 と妨害者
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1

百済 と任那復興

(1)百 済聖 明王 と任 那復興
任 那復 興 の 詔 は百済 の聖 明王 を通 して 伝え られ る。
(欽 明 )二 年

(541年 )四 月、安羅の次早岐夷呑尖 。大不孫 。久取

柔利、加羅 の上首位古殿笑、卒麻の早岐、散半笑の早 岐 の児、多羅
の下早岐夷他、斯 二 岐 の早岐 の児、子他 の早岐等 と、任那 日本府 吉
備臣と、百済に往赴きて、倶 (と も)に 詔書を聴 く。百済の聖明王、
任那の早岐等に謂 いて言 く、「 日本 の天皇 の詔す る所は、全て を以
って任那を復建せ よとな り。今、何の策を用 いて任那を起 こ し建て
む」 とい う。

『欽明紀』

百済 の聖明王 は任那 諸国 と任那 日本府 の吉備臣を呼び集めて 日本の天皇 の
詔 (み ことの り)を 伝えて いる。「 日本 の天皇の詔す る所は、全てを以 って任
那を復建せ よとな り」とある。任那復興の命令を百済の聖明王が伝えて い る。
何故、任那復興の命令を百済 の聖明王が伝えて いるので あろうか。任那 日本
府には吉備 臣が いる。吉備臣は百済へ行 き百済の聖 明王か ら日本 の天皇 の詔を
聞 いている。 日本 の天皇は何故、任那 日本府の吉備 臣に直接詔 (み ことの り)
を伝えないのであ ろうか。
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(2)任 那復興 と 日本 の天皇
任那復興 は百済が中心 とな り行われ る。しか しなかなか進 まない。日本 の天
皇は百済を責める。
(欽 明 )四 年

(543年 )十 一月、津守連を遣わ して、百済に詔 りし

て曰 く、「爾 (な ん じ)、 しば しば表 して、まさに任那を建てると
称 して十余年 になる。 しか し未だ成 らず。それ任那は爾 の国 の棟梁
な り。 もし棟梁を折 らば、誰が屋字を成 さむ。爾、早 く (任 那を )
建て るべ し。 (後 略)」 という。

『欽明紀』

百済は任那を復興す ると言 って十余年になるとい う。金官国等が新羅 に敗れ
たのは 532年 である。今は 543年 であるか ら 11年 後 である。まさに「十
余年」である。任那復興は 532年 に金官国等が新羅に奪われ たときか らは じ
まって いる。
任那復興 は未だな らない。日本 の天皇 はそれを責めて いる。何故、日本の天
皇は自ら任那復興をせずに百済を責めて いるのであろ うか。
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2

任那復興に関する疑問

(1)任 那 日本 府 の官 と新 羅
百済が任那復興に苦心 しているとき安羅日本府は新羅と通 じる。
(欽 明 )二 年

(541年 )七 月、百済、安羅 日本府 と新羅 と計を通 じ

ると聞 いて、前部奈率鼻利莫古 。奈率宣文 。中部奈率木励昧淳・ 紀
臣奈率爾沙 等を遣わ して、安羅 へ使 い し、新羅に到れる任那 の執事
を召 し、任那を建てることを謀 る。
別に、安羅 日本 府 の河内直が新羅 と計を通 じるを以 って、深 く責め
之を罵る。

『欽 明紀』

安羅 日本 府 とは任那 日本府のことで ある。任那 日本府が安羅にあったので安
羅 日本 府 ともい う。
安羅 日本府は新羅 と計 を通 じているとい う。任那復興は新羅に奪われた任那
の地 を復興す ることである。 日本 と新羅は敵対関係 にあるはずである。何故、
安羅 日本府 (任 那 日本府 )の 河内直は新羅 と通 じているので あろうか。

(2)任 那 日本府と日本の天皇
百済 の聖明王は天皇 の言葉を任那 日本府 の官に伝え る。
(欽 明)二 年

(541年 )七 月、聖明王、更に任那 日本府に謂いて日

く、「天皇、詔 りして称す、「任那若 し滅 びなば、汝則ち資
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(よ す

が )無 し。任那若 し興 らば、汝則ち援有 らむ。今、任那を興 し建て、
旧 日の如 くして、以 って汝の助けと為 し、黎民を撫 で養 うべ し」 と
『紀』

い う。 (後 略)」 という。

「 汝」 とは任那 日本府 の 官を指す。天皇は、 もし任那 が滅びた ら任那 日本府
の官 (汝 )は 資 (よ すが =頼 るところ)が 無 いと述べ ている。なん と冷たい天
皇であろうか。日本の天皇は任那 日本府 の官が任那復興 に失敗 して も温か く迎
えて労をねぎらお うと しないので あろうか。

(3)河 内直 とは
天皇は任那日本府の河内直が任那日本府から出てい くことを願 っている。
(欽 明 )四 年

(543年 )十 一 月 、津守連 を遣 わ して、百済 に詔 り し

て 曰 く、「 任那 の下 韓 に在 る百済 の 郡 令・ 城 主 を 日本 府 に付 けるべ
し」 と い う。併 せ て詔 書 を持 たせ て宣 して 曰 く、 「爾 (な ん じ)、
しば しば表 して、 ま さに任那 を建 て る と称 して十 余年 にな る。 しか
し未 だ 成 らず 。 それ 任 那 は爾 の 国 の棟 梁 な り。 も し棟梁 を折 らば 、
誰 が屋 字 を成 さむ 。爾 、早 く (任 那 を )建 て るべ し。汝若 (も
早 く任那 を建てれ ば河 内直等 は 自 ら退 くべ し。 」 とい う。

)し

『紀 』

任那復興が成功すれば任那 日本府 の 官である河内直等 は 自ら退 くであろ う
と述べ ている。任那復興が成功すれば何故、任那 日本府 の河 内直等 は自ら任那
を退 くのであろ うか。何故、百済 も天皇 も河内直 が退 くことを願 っているので
あろうか。
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任那 日本府 の官等 (河 内直等 )が 任那 日本府か ら出て行 って欲 しいのであれ
ば、何故天皇は直接本人に言わないのであろ うか。
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3

任那復興の妨害者

(1)阿 賢移那斯と佐魯麻都
河 内直 は任那復 興 を妨害 して い る。阿賢移那 斯 (あ け いな し)と 佐魯 麻都 (さ
ろまつ )も 任那復 興 を妨害す る。

(543年 )十 二月、百済の群臣等議りて

(欽 明)四 年

(聖 明王に)

曰く、「河内直・移那斯・麻都等、猶安羅に住めば、任那を建てる
のは恐 らく難 しいであろう。故、亦上表 して本拠へ移すを乞いたま
え」というo

『紀』

百済 の群 臣等は聖明王に対 して、「河内直・移那斯・麻都等が猶安羅に住め
ば任那の復興は難 しいであろ う」と述べ ている。さらに「天皇に上表 して本拠
へ移す よ うに頼め」と言 っている。
何故、任那 日本府の人 々は任那復興を妨害す るのであろ うか。

(2)河 内直 と筑紫君
百済は、河内直が任那に来て不善を為 したので任那は敗れたという。
(欽 明 )五 年

(544年 )二 月 、百済 、施徳 馬武 ・施 徳 高分屋 ・施 徳

斯 那 奴 次 酒 等 を遣 わ して 、 日本 府 と任 那 の 早 岐 等 に謂 りて 曰 く、
「 (略 )」 。
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別に河内直 に謂 う、「昔 より今 まで、唯汝 の悪を 聞 く。汝 の先祖 は
倶 に奸偽を懐 (い だ)き 誘 い説 く。為腎可君 は専 ら其 の言を信ず。
国難を憂 えず。 (中 略 )汝 等、来 た りて任那 に住み、恒 に不善を為
す。任那、 日々損 (そ こな)わ るること、汝 の 由 (ゆ え )な り。汝
の行悪 により、まさに任那は敗 る。今、天皇に奏 して、汝等を移 し、
其 の本虚 に還 るを乞 う。汝等、亦往きて聞け」とい う。
『糸
己』
河内直が任那に来 たので任那 は 日々損なわれてついに敗れたとある。河内直
は任那が敗れる前か ら任那に来て いる。
任那 (金 官国 )が 敗れ るのは「磐井 の乱」が終わ り、毛野臣が任那 に来てか
らである。河内直はそれ以前か ら任那に来て いる。倭王 (筑 紫君 )の 時代 であ
る。河内直は筑紫君によ って派遣 された官である。
「汝 の先祖 は倶に奸偽を懐 (い だ)き 誘 い説 く」 とある。先祖 のときか ら不
善を為 しているとい う。先祖 の代か ら任那へ派遣 されて来て いる。任那 日本府
の官である河内直は筑紫君が派遣 して いる。

(3)移 那斯・ 麻都 と任那 日本府
百済 は続 けて次 の よ うに述 べ る。

また、 日本府 の卿・ 任那 の早岐等 に謂いて曰 く、「任那国を建て る
こと、天皇 の威を仮 りずば、誰かよ く建てむ。故、我、天皇に就き、
将士を請 い、任那国を助 けむ と思 う。 (中 略 )そ れを天皇に奏 さむ
とす。故、頻 りに召せ ども汝猶来ず。議 ることを得ず」とい う。 (中
略 )こ こに任那 の早岐等 曰 く、「使 いが来て召す によ り往き参ろ う
とすれ ども、 日本府の卿、発遣を許 さず」とい う。
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二 月 、百済 、奈率 阿 毛 得 文・ 許 勢奈 率奇麻 。物部 奈 率奇 非等 を遣 わ
して上 表 して 曰 く、「 (中 略 )早 く任 那 を建 て るため に 日本 府 と任

那 とを召す。 (中 略 )久 しくして も来ず。また使 いを遣わ し召す。
(中 略 )久 しくして来ず。また使 いを遣わ し召す。しかるに微 (い や )

しき者を遣わすにより、同 じ計を得ず。それ任那の、召すに来な い
のはその意 に非 (あ ら)ず 。 これ阿賢移那斯 ・佐魯麻都 のなすによ
るな り。 それ任那 は安羅を以 って兄 と為 し、唯その意に従 う。安羅
人は 日本府を以 って天 と為 し、唯その意に従 う。
今、的臣・ 吉備臣 。河内直等、みな移那斯・麻都 の指示に従 うのみ。
移那斯・ 麻都は是小家 の微 (い や )し き者 といえ ども、専 ら日本府
『欽明紀』

の政を ほ しいままにす。

百済は再 三 に渡 り任那復興を計 るために任那諸国 と日本府の代表者を呼ぶ
が来ない。それは任那 日本府 の阿賢移那斯 と佐魯麻都が妨害 しているか らだと
い う。「的臣・吉備臣・ 河内直等、みな移那斯・ 麻都 の指示に従 うのみ」とあ
る。河内直 も移那斯 と麻都の指示で動いている。妨害の張本人 は阿賢移那斯 と
佐魯麻都である。「移那斯 と麻都は専 ら日本府の政をほ しいままにす」とある。
阿賢移那斯 と佐魯麻都は任那 日本府の最高責任者である。

(4)阿 賢移那斯・ 佐魯麻都 と筑紫君
「任那諸国は安羅を以 って兄 とし、その意に従 う。安羅人は日本府を以 って
天 と為 し、その意に従 う」とある。任那諸国は安羅国に従 い、安羅国は任那 日
本府に従 うとい う。任那 日本府の最高官は阿賢移那斯 と佐魯麻都である。任那
諸国 は阿賢移那斯 と佐魯麻都の命令に したが っている。
阿賢移那斯や佐魯麻都を任那 日本府の最高官と して派遣 したのは筑紫君で
ある。阿賢移那斯や佐魯麻都および河内直等は筑紫君に恩を感 じている。その
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ようなときに物部危鹿火は筑紫君を伐 った。阿賢移那斯や佐魯麻都 にとって物
部危鹿火 は主君を伐 った憎 い相手である。謀反を起 こした物部鹿鹿火 に対 して
反感を持 っている。任那復興を妨害す るのはそのためであろう。
このよ うに理解すれ ば疑間であった次の文章 も解決す る。
(欽 明)二 年

(541年 )四 月、安羅・加羅・卒麻・散半尖 。多羅・

斯二 岐 。子他 と、任那 日本府吉備臣 と、百済 に往赴きて、倶 (と も)
に詔書を聴 く。百済 の聖 明王 、任那 の早岐等 に謂 いて言 く、「 日本
の天皇 の詔す る所 は、全てを以 って任那を復建せ よとな り。今、何
の策を用 いて任那を起 こし建てむ」とい う。

『紀』

任那 日本府の吉備臣は百済へ赴 き、百済 の聖 明王か ら日本天皇 の詔を聞 いて
いる。日本 の天皇は筑紫君が派遣 した任那 日本府の吉備臣に直接命令を出す こ
とができないのである。
(欽 明 )二 年

(541年 )に 、「任那若 し滅びなば、汝

(任 那 日本府の官 )

は則 ち資 (よ すが =頼 るところ)無 し。」とある。任那 日本府 の官は筑紫君に
よ り派遣 されてきて いる。その筑紫君は磐井 の乱で亡びた。任那 日本府 の官等
は帰るところが無 くな ったのである。任那 日本府に居 る しかない。そのことを
述べ ている。
この記事は任那 日本府 が筑 紫君 により開設 されたことを示 している。任那 日
本府 は大和政権が設置 した府ではない。
「磐井の乱」により、朝鮮半島南部の支配は筑紫君か ら物部色鹿火 (物 部 王
権 )に 替わろうとして いた。混乱はそのために起きて いる。

(5)物 部 危 鹿 火 と佐 魯 麻 都
佐魯麻都は大連であるという。
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(欽 明 )五 年

(544年 )二 月、佐魯麻都は是韓の腹な りといえ ども、

位は大連にあり。 日本の執事 の 間にあ り、栄班貴盛 の例に入 る。今、
反 して新羅の奈麻謹冠を着 る。 (中 略 )今 も猶、他 の服を来て、日々
新羅 の域に赴 き、公私に往還 して憚 るところ無 し。

『紀』

佐魯麻 都 は韓 の腹 で あ る とい う。韓 国 の 女性 との 間に生 まれて い る。位 は大
連 で あ る とい う。物部危鹿火 も大連 で ある。 日本 の天皇 (危 鹿火 )と 佐魯 麻都
は同格 で あ る。これで は 日本 の天 皇が佐魯 麻都 へ 直接 命令 を 出す ことはで きな
いで あ ろ う。

物部物部危鹿火 は 536年 に死去 している。544年 は物部色鹿火の後継者
が天皇になっている。この天皇はおそらく「大連」にはなっていないであろう。
佐魯麻都の方が位は上である。天皇は大連の佐魯麻都へ命令を出す ことはで き
ない。佐魯麻都が 日本の天皇 (物 部王権)の 命令を聞 こうとしないのもそのた
めである。

(6)毛 野臣 と任那 日本府
毛野臣は安羅へ行 き熊川に次 (や ど)る とある。次に新羅の 3千 の兵を見て
恐れをな し、逃げて任那の己叱己利城に入るとある。毛野臣は一度 も任那 日本
府へ行 かない。
日本か ら安羅へ行 けば当然任那 日本府か ら迎えが来て、任那 日本府に入 るは
ず である。毛野臣が任那 日本府へ行かな いのは、任那 日本府は筑紫君 王朝が開
設 した府であ り、そこには筑 紫君が派遣 した官が居 るか らである。毛野臣は筑
紫君を伐 った物部危鹿火が派遣 した使人である。任那 日本府には入れな いので
ある。
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毛野 臣が任那復興 に失敗 したの も任那 日本府 には筑 紫君が派遣 した官が 居
り、任那復興を妨害 したか らである。任那諸国は「磐井の乱」後 も任那 日本府
の命令に従 っていたのである。
「磐井 の乱」後、朝鮮半島南部ではこのよ うな大混乱が起 きて いた。「欽明
紀」はそれを延 々と記述 している。ところが従来は誰 もこれを取 り上 げて いな
い。 この混乱の意味がわか らなか ったのであ ろう。
朝鮮半 島南部 での混乱は筑紫君 王 朝を倒 した物部 王権が筑紫君 王朝に匹敵
す るだけの実力を持 っていなか ったか らである。任那 日本府にいる官 さえ も追
い出す ことができないでいる。それは「磐井 の乱」が正 当な討伐ではな く「叛
乱 (謀 反 )」 だ ったか らである。「磐井 の乱」が、従来いわれているように大
和政権による筑紫国造 (一 地方長官 )の 討伐 であるな らば朝鮮半島ではこのよ
うな混乱は起 きないで あろう。
朝鮮半島南部での混乱は「磐井の乱」で倭国 (筑 紫君 王朝 )が 滅亡 したこと
を裏付 けるものである。
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第 3章

日本 国 と任那 日本府
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1

「 日本」

(1)「 日本府」の存在
『紀 』 には「 日本府 」や「任那 日本府 」がた びた び 出て くる。 しか し歴史 学
者 は これ らの実在 を否定す る。「任那 日本 府 」 は存在 しなか った とい う。
「 日本 府 」 の初見 は (雄 略 )八 年
(雄 略 )八 年

(464年 )、

(464年 )で あ る。

新 羅 王 、人 を任那 王 の もとに使 わ し曰 く、

「 高麗 王 、我 が国 を征伐す 。 (中 略 )伏 して救 い を 日本 府 の行 軍 元 帥
『紀 』

等 に請 う」 とい う。

「 日本府」について岩波書店『 日本書紀』の頭注は次 のよ うに説明 している。
日本 府 とい う文字 の初 見。 しか し当時 は 日本 とい う国号 もな い し、
任那統 治 の 政庁 も特 に置 かれ て いた わ けで はな く、 ヤマ トノ ミコ ト
モチ と も呼ぶ べ き任那 派遣 の 官 または軍 が あ った にす ぎな い と考 え
る。

「任那統治 の政庁 も特に置かれて いたわけではな く」とある。 これが歴史学
者 の見解 である。
しか し前年 の (雄 略 )七 年

(463年 )に 、倭王興は吉備上道臣田狭を任那

国司に任命 している。 日本府には国司である田狭が いたはず である。
451年 に倭国は中国王朝か ら「使持節都督倭 。新羅・任那 。加羅 。秦韓・
慕韓六国諸軍事安東将軍」の称号を得て い る。倭国は任那や新羅を軍事的に支
配 していることを 中国王朝は正式に認めて い る。463年 に倭国が派遣 した任
那国司は 日本府に居て朝鮮半島南部 の国 々を統治 しているはずである。
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(欽 明 )五 年

(544年 )条 には「任那 は安羅を以 って兄 と為 し、唯その意

に従 う。安羅人は 日本府を以 って天 と為 し、唯その意に従 う」とある。任那諸
国は 日本府の意に従 うとある。 日本府は任那諸国を統治 している。 日本府 (政
庁 )は 存在 している。

(2)「 任那 日本府」の存在
「 任那 日本 府 」 の初見 は (欽 明 )二 年
(欽 明 )二 年

(541年 )で あ る。

(541年 )四 月、安羅 の次早岐夷呑笑 。大不孫 。久取

柔利、加羅 の上首位古殿霙、卒麻 の早岐、散半尖 の早岐 の児、多羅
の下早岐夷他、斯 二 岐 の早岐 の児、子他 の早岐等 と、任那 日本府吉
備臣と、百済に往赴 きて、倶 (と も)に 詔書を聴 く。百済の聖明王、
任那 の早岐等に謂 いて言 く、「 日本の天皇の詔す る所は、全てを以
って任那を復建せ よとな り。今、何 の策を用 いて任那を起 こ し建て
む」 とい う。

『紀』

「任那 日本府の吉備臣」とある。「任那 日本府」は存在 している。
任那 日本府について、岩波書店『 日本書紀』の頭注は次のように説明 してい
る。

任那支配 のための朝廷 の 出先機関.七 年条に安羅 日本府 とあ り、当
時は安羅にあった とみ られるが、 ミコ トモチ (使 臣)だ けで一定 の
政庁 があ ったわ けではないとの説 もある。
任那 日本府は (大 和 )朝 廷 の 出先機関であるとい う。他 の説 として、そのよ
うな政庁があったのではないとす る説 もあると紹介 している。
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「政庁が存在 しなか った 」 とい う説は前述 のよ うに誤 りである。 国司が派遣
され、任那諸国はその統治に従 っている。政庁は存在 している。ただそれは大
和朝廷 (政 権 )の 政庁ではな い。筑紫君の政庁である。

(3)「 日本」 の文字
岩波書店 『 日本書紀』の「補注」に「「 日本」の文字」と題 して次のような
解説がある。
わが国は古 く倭 とよばれた。従 って前漢書・三 国志・後漢書・宋書・
隋書 までは、 日本及 び 日本人を、倭・ 倭国・ 倭人などと書 く。 1日 唐
書 の東夷伝 にいた って、倭国 と日本国を併記 して「 日本 国者、倭国
之別種也、以其国在 日辺、故以 日本為名、或 日、倭国 自悪其名不雅、
改為 日本、或 日、 日本 旧小国、併倭国之地」 と説 き、長安三年 (7

03年 )の 朝臣真人の来貢か ら歴史事実を記 している。

(中 略 )け

だ し日本 という国号は大化以後に定まった ものと考え られる。
岩波書店 『 日本書紀』補注
「 日本 」 とい う国号 は大 化

(645年 )以 後 に定 ま った もので あ る とい う。

「 日本 国」が で きる の は 7世 紀後 半以 降 で あ り、 それ以 前 には「 日本 国 」は存
在 しな い とい う。

(4)「 日の本 」
「神功紀」に「日本貴国」が出てくる。
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■ (神 功 )四 十 六 年

(366年 )、

百済 王 、東 方 に 日本 貴 固有 りと聞 く。
『糸
己』

「 日本貴国」とある。神功皇后 の貴国である。国名は「貴国」であるか ら「 日
本」は国名ではな く「 日の本」の意であろう。「太陽の 出る方向」とい う意味
である。 朝鮮半 島南部か らみて太陽 の 出る方 向 に貴国 があるとい う意味であ
る。 366年 にはまだ 日本国は存在 しない。
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2

「 日本国」

(1)6世 紀 の「

日本 国 」

従来は、「 日本国」ができるのは大化改新

(645年 )以 降であるといわれ

ている。 しか し6世 紀にはすでに「 日本国」は存在する。
■ (継 体 )三 年

(509年 )二 月、使 いを百済に遣わす。

に云 う、久羅麻致支悧、 日本 よ り来る。 )

(『 百済本記』

『糸
己』

『百済本記』は「久羅麻致支爾は 日本 よ り来 る」と書 いている。この「 日本」
は「 日の本」ではない。「久羅麻致支爾が 日本国よ り来 る」とい う意味である。

509年 に「 日本国」は存在 している。
次 の例 も「 日本国」である。
■ (継 体 )六 年

(512年 )、

百済、使 いを遣わ し調を貢 ぐ。 (中 略 )穂

積臣押 山奏 して曰 く、「此の四縣は近 く百済に連な り、遠 く日本を隔て
る。 (中 略)」 という。
■ (継 体 )八 年

(514年 )、

伴跛、城を子呑・ 帯沙に築 き、満尖に連ね

て蜂候・邸閣を置き、 日本に備える。
■ (継 体 )十 年

(516年 )、

百済、灼莫古将軍 。日本 の斯那奴阿比多を

遣わ し、高麗 の使 い安定等に副えて来朝 し好を結ぶ。
■ (継 体 )二 十四年
を息

(う

(533年 )、

)む を以て、諦訟

■ (欽 明 )十 一年

ここに 日本人 と任那人 との、頻 りに児

(あ らそ )い が決めがたい。

(550年 )、

使 いを遣わ し百済に詔 して

(『 百済本記』

に云 う、「二月十二 日辛酉、日本 の使人阿比多、三舟を率いて来て都下

に至る。」曰く、・……。

『紀』
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「 日本国か ら遠 く離れて いる」とか、「 日本国に備える」とある。 また「 日
本人」 も出て くる。「 日本国」が存在 している証拠であろう。

(509年 )に は存在 してお り、その後 も 550
年 まで「 日本国」は出て くる。「 日本国」は大化改新 (645年 )よ りも 14
「 日本国」は (継 体 )三 年

0年 も前に存在 している。

(2)筑 紫君 と日本国
『百済本 記 』 は、辛亥年

(531年 )の 「 磐井 の乱 」 を次 の よ うに書 いて い

る。

■辛亥 二月、又聞 く、 日本天皇及び太子・ 皇子、倶 に崩莞る。
『百済本記』
「 日本の天皇及び太子・ 皇子が ともに崩 じた」とある。「 日本」は「 日本国」
である。「 日本国の天皇」とは筑紫君である。「 日本国」は筑紫君王朝 (倭 国 )
であることがわかる。

(509年 )に 「 日本国」の ことを記録 してい
る。 509年 は倭王武 の時代 である。『百済本記』は (継 体 )三 年 (509年 )
か ら筑紫君 王朝 (倭 国 )を「 日本国」と書いて いる。倭国は 509年 ころに「 日
『百済本記』は (継 体 )三 年

本国」にな っている。
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(3)「 倭」か ら「 日本」ヘ
『百済本記』は 509年 の倭国 (筑 紫君王朝 )を 「 日本国」 と書 いている。
倭国は国名を 日本国に変更 している。
『旧唐書』に「 日本国者、倭国之別種也、以其国在 日辺、故以 日本為名。或
日、倭国 自悪其名不雅、改為 日本」とある。其の国は 日辺

(日

の本 )に あるか

ら「 日本 (国 )」 に したとある。或 いは「 倭国」の名が雅 (み やび)で はない
か ら「 日本 国」に改めたとある。
倭国が 自ら国名を 日本 国に変更 した ことを記録 している。倭国 (筑 紫君王
朝 )は 自ら国名を「 日本国」に変更 している。
倭国はいつ か ら国名を変更 したので あろうか。倭王武は 502年 に征東将軍
にな っている。
■ (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』

「 倭 王 武 を征東将 軍 に進 め る」 とあ る。「 倭 王 武 」 とあ るか ら倭 国 の王 で あ

る。 502年 はまだ倭 国で ある。

509年 に 『百済本 記 』は「 日本 (国 )」 と書 い て い るか ら 502年 か ら 5
09年 の 間 に「 倭 国」か ら「 日本 国」 に変更 して い る。
502年 も 509年 も倭 王 武 の在位期 間で あ る。倭 王 武が「 倭 国」か ら「 日
本 国」 に変 更 して い る。
倭 王 武 は 502年 に朝 貢 して 中国王 朝 の将軍 にな って いるが 、その後朝貢 を
中止 して い る。 自 ら「治 天 下人」す な わ ち「天 子 」 にな って い るか らで あ る。
年号 を建 てて 中国か ら独立 して い る。
倭 王 武 は 中国か ら独 立 す る こ とを決意 した とき「 倭 国」か ら「 日本 国」に変
更 したので あ ろ う。 502年 か ら 509年 の 間に倭 王 武 は 中国か ら独 立す る こ
とを考 え て 「 日本 国」 に改めた と思 われ る。
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その 20年 後 の「磐井 の乱」で「 日本国」は亡びる。「 日本国」は約 20年
間 しか存在 して いない。この 間は中国との交流を していないので中国の史書 に
「 日本国」は出て こないのである。百済はこの間も倭国

(日

本国 )と 密接に交

流を して いる。そのため百済の歴史書 (『 百済本記』)に は「 日本国」が記録
されて いる。

■一

興」は「倭王 」であるが、武は「倭王 」か ら「 日本国王」にな っている。

済 葛

(注 )筑 紫君王朝 の王を「倭 の六王」と書いたが、正確には「讃・珍・

倭王ではな く「 日本国王 」である。
□筑紫君 の「 日本 国」 の存在 期 間

509年

こ ろ ‑531年

(注 )筑 紫君 王朝は磐井 の乱後 も存在す る。「 日本国」も継続 している。 (欽

明)十 一年

(550年 )に 「 日本

(国 )の 使人阿比多」が出て くる。筑紫君王

朝 の使 い人で ある。 しか し「 日本国」は衰退 しなが ら次第 に歴史か ら消える。
「 日本国」は磐井 の乱 と同時に消滅 したと考えて もよいであろ う。
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3

任那 日本府

(1)任 那 日本府 の記事
「任那 日本府」は任那復興の記事にさかんに 出て くる。最初 に出て くるのは
(欽 明 )二 年

(541年 )四 月で ある。百済の聖明王は任那復興 のため に任那

諸国の人 々 と任那 日本府の官を呼ぶ。
(欽 明 )二 年

(541年 )四 月、安羅 の次旱岐夷呑尖 。大不孫 。久取

柔利、加羅 の上首位古殿笑、卒麻の早岐、散半笑 の早岐 の児、多羅
の下早岐夷他、斯 二 岐 の早岐 の児、子他の早岐等 と、任那 日本府吉
備臣と、百済に往赴きて、倶 (と も)に 詔書を聴 く。百済の聖明王、
任那の早岐等に謂 いて言 く、「 日本の天皇の詔す る所は、全て を以
って任那を復建せ よとな り。今、何の策を用いて任那を起 こ し建て
む」 とい うo

『紀』

任那 日本府には吉備臣が居る。
次に安羅 日本府が出て くる。安羅 (任 那)日 本府の官は新羅と通 じて、任那
復興を妨げる。

(541年 )七 月 、百済、安羅 日本 府 と新羅 と計 を通 じる
と聞 い て、前 部奈 率鼻利莫 古 。奈率宣文 。中部 奈率木 易 昧淳・ 紀 臣奈 率

■ (欽 明 )二 年

爾沙等 を遣 わ して、 安羅 へ 使 い して 、新羅 に到 れ る任那 の執事 を召 し、
任那 を建て る ことを謀 る。
別 に、安羅 日本 府 の河 内直 が新 羅 と計 を通 じるを以 って 、深 く責 め之 を
罵 る。
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■聖明王、更に任那 日本府に謂いて曰 く、「天皇、詔 りして称す、「任那
若 し滅 びなば、汝則ち資 (よ すが )無 し。任那若 し興 らば、汝則 ち援有
らむ。今、任那を興 し建て、 1日 日の如 くして、以 って汝 の助 けと為 し、
黎民を撫 で養 うべ し」 という。

『紀』

百済 の聖明王は任那 日本府に対 して、「天皇は任那が滅 びた ら汝等は頼 ると
ころが無 いぞと言 っている」 と伝える。
「天皇」 とは物部王権 の天皇 であ り、任那 日本府は筑紫君王朝 の「府」であ
る。任那 日本府の官は物部王権に反抗す る。
■ (欽 明)五 年

(544年 )二 月、また、 日本府 の卿・任那の早岐等に謂

いて曰 く、「任那国を建てる こと、天皇 の威を仮 りずば、誰かよ く建て
む。故、我、天皇に就 き、将士を請 い、任那国を助 けむ と思 う。 (中 略 )
それを天皇に奏 さむ とす。故、頻 りに召せ ども汝猶来ず。議る ことを得
ず」とい う。 (中 略 )こ こに任那の早 岐等 曰 く、「使 いが来て召す によ
り往 き参 ろうとすれ ども、 日本府の卿、発遣を許 さず」とい う。
百済は任那復興 の計画を任那 の早岐等に伝えようと して 呼ぶが 、任那 日本府
が百済へ行 くことを許 さない。
■ (欽 明)五 年

(544年 )二 月、百済、奈率阿

得文・許勢奈率奇麻 ・

物部奈率奇非等を遣わ して上表 して曰 く、「 (中 略 )早 く任那を建てる
ために 日本府 と任那 とを召す。 (中 略 )久 しくして も来ず。また使 いを
遣わ し召す。 (中 略 )久 しくして来ず。また使 いを遣わ し召す。 しか る
に微 (い や )し き者を遣わすにより、同 じ計を得ず。それ任那 の、召す
に来ないのはその意に非 (あ ら)ず 。これ阿賢移那斯・佐魯麻都のなす
によるな り。それ任那は安羅を以 って兄 と為 し、唯その意に従 う。安羅
人は 日本府を以 って父 と為 し、唯その意に従 う。今、的臣・ 吉備臣・河
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内直等、みな移那斯・麻都 の指示に従 うのみ。移那斯・麻都は是小家 の
微 (い や )し き者 といえ ども、専 ら日本府 の政を ほ しいままにす。
任那 日本府の高官が任那復興を妨げている。こうした状況が (欽 明 )十 三年

(552年 )ま で続 く。その後「任那 日本府」は『紀』か ら消え る。 552年
ころに任那 日本府は消滅 したと思われる。
「任那 日本府」は このよ うに存在 して いる。筑紫君王朝が消滅 した後 も存在
して いる。「磐井 の乱 」後に、朝鮮半島南部 で このよ うな混乱 が起きて いるの
は筑紫君王朝が開 いた任那 日本府が存在 して いるか らである。任那 日本府が存
在 しないな らば このよ うな混乱は起 きて いない。

(2)再 度「 日本府」について
倭 国が 日本 国 にな るの は 509年 こ ろで あ る。ところが前 述 の よ うに 464
年 に「 日本 府 」が 出て くる。

■ (雄 略 )八 年

(464年 )、

新羅王、人を任那 王の もとに使わ し曰 く、

「高麗王、我が国を征伐す。 (中 略 )伏 して救いを 日本府 の行軍元帥等
『紀』

に請 ぅ」 といぅ。

「 日本府」は「 日本 (国 )の 府」であろ う。 464年 に「 日本国」が存在 し
たことになる。これまで述べてきた ことに矛盾す る。これについては次のよう
に考える。
倭国は 464年 以降 も中国王朝に朝貢 して いる。倭 王は 中国王朝 の一将軍 で
ある。将軍が「

(日

本 )府 」を設置す るには中国の承認が必要 である。一将軍

が勝手に「府」を開 くことはできない。「府」を開 くには中国王朝 か ら「開府」
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の称号をもらわなければならない。東夷諸国では高句麗が一番早 く「開府」の
称号をもらっている。 577年 である。
○高句麗の将軍号

(491年 )、 車騎大将軍
■神亀 中 (519年 )、 車騎大将軍
■天平 中 (534‑537年 )、 原騎大将軍
■大統十二年 (546年 )、 標騎大将軍
■建徳六年 (577年 )、 上 開府義同大将軍遼東郡公、遼東王。
■太和十五年

『北史』
高句麗は 577年 に「開府」の称号を得ている。百済は隋の開皇 の初め (5

81年 以降)に や っと「開府」の称号を得ている。
日本列島では 478年 の倭 王武 の上表文に「 自ら開府義同三司を仮 し」とあ
る。 自称 しているだ けである。中国王朝か らはついに「 開府」の称号はもらえ
なか った。
「 日本府」が初めて出て くる 464年 は倭 王興が即位 して 2年 目である。 倭
王興は「安東将軍」に除せ られているだけであ り、「開府」の称号はもらって
いない。「府」を開 くことはできない。 したが って (雄 略 )八 年

(464年 )

条 の「 日本府」は史実ではな いといえる。
前年 の (雄 略 )七 年

(463年 )に も「 日本」が出て くる。田狭の事件であ

る。田狭が任那へ派遣 された後、子 の弟君 も新羅を伐つ ために朝鮮半島へ派遣
され る。親子 は朝鮮半島で出会 う。そのときの言葉に「 日本」が 出て くる。

■ (雄 略)七 年

(463年 )、

吾が児汝は日本にな帰 りそ。吾は、任那に
拠 りて、日本に通わ じ、という。
『紀』
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田狭は息子に「お前は 日本へ 帰るな。私 も任那に居 り、 日本 へ は行かな い」
と述べ て いる。
倭 王興が即位 した翌年である。倭 王興は倭国の王であ り、日本国の王ではな
い。 日本国はまだ存在 して いない。
『紀』 は倭王興を雄略天皇に仕立てて いる。「雄略紀」 は倭王興 の事績 であ
る。『紀』は倭国を大和政権であるか のよ うに見せかけている。そのため『紀』
は倭国 とは書 けな い。そ こで『紀』は「倭国」を「 日本」と書いているのであ
ろう。
(雄 略 )七 年

(463年 )の 「 日本」は「倭国」であ り、

(雄 略 )八 年

(4

64年 )の 「 日本府」は「倭国の政庁」である。「 日本府」が存在 したのでは
ない。

(3)「 日本府」 の開設
(継 体 )三 年

(509年 )に 「 日本 国」 と「任那 日本 の縣 邑」が 出て くる。

■ (継 体 )三 年

(509年 )二 月、使 いを百済に遣わす。

(『 百済本記』

に云 う、久羅麻致、日本 より来 る。未詳。)任 那 の 日本 の縣 邑に在 る百
済 の百姓で、逃げて貫を絶え、三四世者 も括 (ぬ )き 出 して百済 へ遷 し、
『紀』

貫 に付 ける。

「 日本 よ り来 る」 とある。「 日本国」の初見 である。また「任那の 日本 の縣
邑」とある。任那にある日本国の領 土であろ う。
この時点で「 日本府」が存在 したか どうかは不明である。「任那 日本府」の
初見は (欽 明 )二 年

(541年 )で ある。約 30年 後である。
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■ (欽 明 )二 年

(541年 )四 月、安羅 の次早岐夷呑笑 。大不孫 。久取柔

利、加羅 の上首位古殿笑、卒麻 の早岐、散半笑 の早岐の児、多羅 の下早
岐夷他、斯二 岐の早岐の児、子他 の早岐等 と、任那 日本府吉備臣と、百
済に往赴 きて、倶 (と も)に 詔書を聴 く。

『紀』

任那 日本府は 509年 ころ‑541年 の 間に設置 されている。倭 王武は 50

9年 ころに倭国を「 日本国」に変更 している。このとき任那 日本府 も開府 した
と考えてよいであろう。倭王武は「開府」を 自称 している。「 開府」をす るた
めに中国か ら独立 したとも考え られる。
あるいは倭王武は 522年 に「治天下人」とな り、年号を建てて いる。中国
か ら独立 している。 この とき任那 日本府を開いたのか もしれない。
「任那 日本府」の開府 は 509年 ころに国名を変更 した ときか、あるいは 5

22年 に年号を建てて中国か ら独立 したときであろう。
従来は、「任那 日本府」は存在 しないといわれてきた。 しか し『百済本記』
や『 日本書紀』は「 日本国」や「任那 日本府」が存在 したことを伝えている。
ただ し、従来いわれているよ うに大和政権 の「任那 日本府」ではない。筑紫
君 の「任那 日本府」である。
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4

『旧唐書』倭国伝と日本国伝

(1)『 旧唐書』倭国伝
『旧唐書』には「倭国伝」と「 日本国伝」がある。日本列島が「倭国」と「 日
本国」に分 けて記述 されている。
「倭国伝」 の 冒頭は次 のよ うにな っている。
倭国者古倭奴国也。去京師一 萬四千里。在新羅東南大海 中。依 山島
而居。東西五月行、南北二月行。世興 中国通。
『旧唐書』倭国伝
(訳 )倭 国は古 (い に しえ )の 倭奴国な り。京師 (長 安 )を 去 ること

一 萬四千里。新羅 の東南大海 の 中に在 り。山や島に依 り居す。東西
は五月の行程、南北は二月の行程である。世 々中国と通ず。
「倭国は古 (い に しえ )の 倭奴国な り」とある。 これは「倭国 =倭 奴国」 と
い う意味ではない。倭国と倭奴国は別 々の国である (シ リーズ②『伊都国と渡
来邪馬壼国』)。
「倭国は古の倭奴国也」 とは「倭国は昔倭奴国があったところ (九 州 )に あ
る国」という意 味である。
次 の文章 の「在新羅東南大海 中。依 山島而居」か らもそれはいえ る。この記
述形式は『三 国志』以来、九州を表現す る文章である。中国の史書は九州 の こ
とを次のように記述 している。

304

■倭人在帯方東南大海之 中。依 山島為国邑。

『三国志』

■倭在韓東南大海中。依 山島為居。

『後漢書』

■倭人在帯方東南大海 中。依 山島為国。

『晋書』

■倭国在高麗東南大海中。
『宋書』
。
■優国在百済 新羅東南水陸三 千里於大海之 中。依 山島而居。
■在新羅東南大海 中。依 山島而居。

『隋書』

『旧唐書』倭国伝

倭人国・倭国 。優国はみな九州にある。『旧唐書』倭国伝 も倭国は九州にあ
ると書いているのである。
次 に「 世典 中国通」とある。「世 々中国と通 じて」いるという。九州 と中国
が通 じているのである。九州の支配者 (王 権 )は 次 々に交代 している。伊都国
王朝、邪馬萱国 (倭 国)、 熊襲国、貴国、筑紫君王朝 (倭 国)と 交代す る。こ
れ らの国 々をまとめて「倭国伝」として記述 している。『 旧唐書』倭国伝は「九
州伝」である。

(2)『 旧唐書』日本国伝
『旧唐書』 日本国伝 の 冒頭文は次 のよ うにな っている。
日本国者倭国之別種也。以其国在 日辺 故以 日本為名。或 日、倭国 自
悪其名不雅、改為 日本。或云、 日本 旧小国併倭国之地。
『旧唐書』 日本国伝
(訳 )日 本国は倭国の別種な り。其 の国は 日辺に在 るを以て、故に 日

本を以て名 と為す。或 は日う、倭国は 自ら其 の名が雅 (み やび)で
ないのを悪 (に く)み 、改めて 日本 と為す。或は云 う、日本 は旧 (も
と)小 国、倭国の地を併わす。
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「 日本 国」 の成立 につ いて 説 明 して い る。 (こ れ につ いて は後 述 )
「 日本 国伝 」 の「 日本 国 」 は何処 にあるので あ ろ うか。 『 旧唐 書 』 日本 国伝
は 日本 国 の位 置 を次 の よ うに書 いて い る。

其国界東西南北各数千里。西界南界咸至大海。東界北界有大 山為限
『旧唐書』 日本国伝

山外即毛人之国。

(訳 )其 の国の界は東西 。南北各数千里。西界 。南界は咸 (み )な 大

海に至 る。東界・ 北界は大 山有 りて限 りと為す。 山の外 は即 ち毛人
の国な り。
『旧唐書』 日本国伝 の「 日本国」は大和地方である。西界 。南界 の海は大阪
湾や和歌 山県 の西や南 の海 であ ろう。 「東界・ 北界 は大 山があ り限 りと為す」
とある。大 山は鈴鹿山脈 ・布引山地・ 高見山地 。紀伊 山地 であろ う。その外 は
「毛人の国」であるという。東海・ 関東地方である。
『旧唐書』倭国伝は九州のことであ り、 『旧唐書』 日本国伝は大和 のことで
ある。 『 旧唐書』は九州 と大和を別の国として分 けて書 いている。
□ 『旧唐書』倭国伝 と日本国伝
・ 九州のこと
■『旧唐書』倭国伝 ・¨¨
口『旧唐書』 日本国伝 ……・ 大和 のこと

(3)「 日本 国 」 の は じま り
『旧唐書』倭国伝は唐時代に中国との交流が二回あったことを伝えている。
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■貞観五年

(631年 )、

使 いを遣わ し方物を献 じる。 (中 略)又 新州 の

刺史高表仁を遣わ し節を持 って往 き之を撫 (な ぐさ)む 。表仁は絵遠 (す
いえん )の 才無 く王子 と礼を争 い、朝命を宣べずに還 る。
■貞観二 十二年

(648年 )、

又新羅に附けて表を奉 り、以て起居 に通 じ

る。
『旧唐書』倭国伝は九州伝 である。 2回 の交流は中国 と九州の交流である。

631年 に高表仁が来たのは九州である。大和 に来たのではない。
『紀』 も次 のよ うに記述 している。
■ (舒 明 )四 年

(632年 )八 月、大唐、高表仁を遣わ し、三 田相を送 る。

共に対馬に泊まる。 (中 略 )十 月、唐国 の使人高表仁等、難波津 に泊ま
る。則ち大伴連馬養を遣わ し江 口に迎える。

『紀』

高表仁等は「難波津に泊まる」とある。従来は、大阪に来 たと解釈 してきた。
しか し「難波津」は福岡県 の多 々良川 の川 日である。「難波津」は阿毎 王権 の
玄関口である。高表仁等は「阿毎王権」へ来て いる。

608年 に装世清等が「阿毎王権」に来 た ときも「難波津に泊まる」とある。
(推 古 )十 六年

(608年 )四 月、小野妹子、大唐 より至 る。唐国、

妹子臣を号 して蘇因高という。即ち大唐の使人表世清・下客十二 人、
妹子臣に従 い筑紫 に至 る。難波吉士 (き し)雄 成 (お な り)を 遣わ
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。
六月、客等、難波津に泊まる。 この 日飾 り船 二十艘を以て客等を江
口に迎えて新館に安置す。 (中 略 )八 月、唐 の客京に入 る。 この 日
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 ま
た)に 迎える。

『推古紀』
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(注 )高 表仁等が来 たのは『旧唐書』では

631年 であ り、『紀』では 63

2年 である。年代に 1年 の違 いが ある。
貞観二十二 年

(648年 )も「倭国伝」であるか ら九州 と中国の交流である。

一方、 『旧唐書』 日本国伝は次 の記事か ら中国との交流がは じまる。

■長安三年

(703年 )、

其の大臣朝臣真人来 り方物を貢 ぐ。

703年 か ら中国 との交流 が記録 されて い る。「 日本 国伝 」は大和 で あ るか
ら大和政権 は 703年 か ら中国 との交流が は じま る。
『続 日本紀 』 の方 は次 の よ うに書 いて い る。

■ (大 宝 )二 年

(702年 )六 月、遣唐使等、去年筑紫 より海に入 る。風

浪暴れ険 しく海を渡る ことを得ず。是に至 り乃ち発す。
■ (慶 雲 )元 年

(704年 )七 月、正四位下粟 田朝臣真人、唐国より至 る。
『続 日本紀』

栗 田朝 臣真人 は 702年 に出発 し、 703年 に唐 王 朝 に朝貢 し、 704年 に
帰 国 して い る。大和政権 と唐 との交流 が『続 日本紀 』に この よ うに記録 されて
い る。

703年

は文武天皇 の時 代 で あ る。『 旧唐書 』日本 国伝 は大和政権 の文武天

皇 の時か ら記録 が は じま って い る。
粟 田朝 臣真 人 等 が唐 に着 いた とき唐 の 人か らの 質 問に次 の よ うに答 え て い
る。

308

■ (慶 雲 )元 年

(704年 )七 月、正 四位下粟 田朝臣真人、唐国より至る。

初め唐に至 りし時、人有 り、来 た りて間う、「何処 の使人か」。答えて
曰 く「 日本国の使いな り」 とい う。

『続 日本 紀』

粟田朝臣真人等は自分 たちを「 日本国の使 い」であると述べ ている。大和政
権 の文武天皇は「 日本国」を称 している。

(4)「 倭国」 と「 日本 国」
『旧唐書』「倭国伝」 は 648年 の記事で終わる。 F旧 唐書』「 日本国伝」
は 703年 か らは じまる。従来は、「或 日、倭国自悪其名不雅、改為 日本」と
あ り「倭国か ら日本国に改めた」とあるのは「 倭国伝」か ら「 日本国伝」に変
わるときであるといわれてきた。「倭国伝」の 648年 か ら「 日本国伝」の 7

03年 の間に「倭国か ら日本国に変わ った」 と解釈 してきたのである。
しか し「倭国」は筑紫君王朝である。倭国は 531年 の「磐井の乱」で滅び
ている。倭国はその後 も王統は続 くがふたたび覇権を握 ることはない。倭国 (筑
紫君王朝 )の 後 には「物部王権」、「 阿毎 王権」が誕生 して九州を支配す るが、
これ らは「倭国」ではない。 日本列島の中で「 倭国」を称 したのは卑弥呼の倭
国と筑紫君 の倭国だけである。
『旧唐書』の「倭国伝 (九 州 )」 か ら「 日本国伝 (大 和 )」 に替わる時期 に
倭国は存在 しない。九州最後 の王権 は「阿毎王権」であ り、「優国」 である。
貞観五年

(631年 )に 高表仁が来たのは優国

(阿 毎王権 )で あ り、倭国では

ない。 したが って文武天皇 の時代に「倭国」か ら「 日本国」に替わる ことはあ
り得な い。
「 日本国」を称す るのは 6世 紀に筑紫君 王朝が倭国を「 日本国」 に改めた と
きと、文武天皇以降である。「 日本国伝」に「或 日、倭国 自悪其名不雅、改為
日本」 とあるのは筑紫君王 朝が倭国を「 日本 国」に改めた ときの ことで ある。
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『旧唐書』の編纂者 はそれを文武天皇の「 日本国」 と間違えてその記事を 『 旧
唐書』「 日本国伝」に載せたのである。本来は「倭国伝 (九 州伝 )」 の方に載
せ るべ きである。
『旧唐書』は九州 の王権をすべ て「倭国伝」 として書いている。そのため唐
の時代まで「倭国」が存在 していたかのよ うな誤解を与えてきた。『隋書』の
方 では正確に「倭国」ではな く「優国」 と書 いている。
『旧唐書』は「倭国 (阿 毎 王権 )」 を「倭国伝」の中に入れて書いているか
ら従来は優国を倭国 と誤解 してきたのである。

6世 紀に「 日本国」 も、「任那 日本府」 も存在 していたのである。

310

おわりに
5世 紀か ら 6世 紀 のは じめにかけて、 日本列 島を支配 していたのは
筑後 の筑紫君 (倭 国)で ある。倭国は西 日本 の 66ヵ 国 と東 日本 の 55
ヶ国を征服 し、朝鮮半島南部 の 95ヶ 国を平定 している。
倭国は 日本列 島を い くつ かの地域 に分 けて王 (翁 )を 置 いて支配 し
ている。筑紫君を頂点 とす る ピラ ミッ ト型 の支配体制 が確 立 されてい
る。 日本列島最初 の古代統一 国家 は筑後 に樹立 されていた。
ところが『古事記』『 日本書紀』は これを抹殺 している。『古事記』
『 日本書紀』は大和政権 が 日本列島を支配 していると書 いている。稲荷
山古墳か ら鉄剣が出土 して以来、
獲加多支歯大王である雄略天皇 が 日本
列島を支配 していたのは間違 いないといわれるよ うにな った。
「磐井 の乱」 も、『古事記』『 日本書紀』は筑紫君磐井 (国 造 )が 叛
乱を起 こ したので大和政権 が討伐 したと書 いている。
現在 の 日本 の歴史は これ らをそのまま受 け入れ てつ くられ ている。

5世 紀 の 日本列島の歴史 は大 き く曲げ られている。早 く正 しい歴史に訂
正 される ことを望む。

