
第 4章 蘇我氏と肥前
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1  蘇我氏と石川

(1)蘇我馬子と石川

蘇我馬子は仏教に熱心である。自分の家に仏像を安置して深く信仰したとい

つ 。

(敏達)十三年 (584年 )、 是歳、蘇我馬子宿禰、 (中略)仏殿を

宅の東方に経営 (つ く)り 、弥勒の石像を安置す。 (中略)是れ由

り、馬子宿禰・池辺氷田・司馬達等、仏法を深く信じ、修行をおこ

たらず。馬子、亦、石川の宅に仏殿を修治 (つ く)る 。仏法の初め、

これより作 (お こ)れ り。            『日本書紀』

蘇我馬子は「仏殿を造り、修行を怠らず」とある。また「石川の宅に仏殿を

修治す」とある。蘇我馬子は自分の家を仏殿にして修行を している。

蘇我馬子の家は「石川」にあるという。岩波書店の『日本書紀』の頭注には

「石川」は奈良県橿原市石川町であるとしている。蘇我馬子の本拠地は大和 (奈

良県)であるといわれている。

(2}河内の石川

蘇我氏の祖先は蘇賀石河宿禰である。貴国の将軍である。『古事記』は武内

(建内)宿禰の子であると書いている。
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建内宿禰の子、井せて九。男七、女二。 (中略)

次に、蘇賀石河宿禰は蘇我臣、川辺臣、田中臣、高向臣、小治田臣、

桜井臣、岸田臣等の祖なり。       『古事記』「孝元記」

蘇賀石河宿禰は「蘇我臣、川辺臣、田中臣、高向臣、小治田臣、桜井臣、岸

田臣等の祖なり」とある。蘇賀石河宿禰は蘇我氏の祖である。

『日本三代実録』 (元慶元年十二月条)に子孫の石川朝臣木村は蘇賀石河宿

禰は河内国の石川で生まれたと述べている。

始祖大臣武内宿禰の男宗我石川は河内国石川の別業で生まれた。

故、石川を以て名と為す。          『日本三代実録』

「宗我 (そ が)」 は蘇賀であり、蘇我である。宗我石川は蘇賀石河宿禰のこ

とである。蘇賀 (宗我)石河宿禰は河内国の石川で生まれたという。蘇我氏の

本拠地は河内ということになる。

蘇賀石河宿禰は「始祖大臣武内宿禰の男 (子 )」 とある。しかし蘇賀石河宿

禰は武内宿禰の男 (子 )ではなく武内宿禰の臣下 (将軍)である。武内宿禰や

蘇賀石河宿禰という「宿禰」や「和気 (別 )」 の称号が付いている人々は中国

東北地方からの渡来人である。蘇賀石河宿禰は日本で生まれたのではない。河

内国の石川で生まれたというのは誤りである。

{3}貴国と蘇我氏

蘇賀石河宿禰は貴国の将軍として百済へ派遣される。

(応神)三年 (392年 )、 是歳、百済の辰斯王、立ちて貴国の天皇

に礼を失す。故、紀角宿禰・羽田矢代宿禰 。石川宿禰・木菟 (つ く)
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宿禰を遣わして、其の虐の元 (な )い状を責める。是に由り、百済

国は辰斯王を殺して以て謝す。          『日本書紀』

石川宿禰は蘇賀石河宿禰である。蘇賀石河宿禰 (蘇我石川宿禰)は貴国の将

軍である紀角宿禰・羽田矢代宿禰 。木菟 (つ く)宿禰等とともに百済へ派遣さ

れている。

貴国の領域は筑前と肥前である。貴国の将軍の本拠地は筑前か肥前にある。

蘇我石川宿禰の本拠地も筑前か肥前にあるのであろう。

(4)日羅の事件と石川

(敏達)十二年 (583年 )に 日羅の事件がある。日羅は火 (肥後)国芦北

の国造阿利斯登の子であり、百済の高官 (達率)になっている。阿毎王権 (『 隋

書』のイ安国 (後述))の天皇は任那復興について意見を聞きたいと日羅を喚ぶ。

日羅は百済の従者を従えて来るが、帰りにその従者に殺される。

(敏達)十二年 (583年 )、 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。 (中略)遂に十二月の晦

(つ ごもり)に光を失うを候 (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る。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。                  『日本書紀』
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日羅は帰るとき阿毎王権の都 (福岡県鞍手郡)か ら難波 (福岡市東区の多々

良川の川日)へ 出て、そこから博多を経て福岡県小郡市を通 り、有明海に出て

故郷の熊本県芦北に立ち寄り、百済へ帰ろうとしていた。その途中の小郡市で

百済の従者に殺されて小郡の西の畔の丘の前に埋葬されたという。小郡市の基

山の麓に埋葬されている (古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』)。

図 6 日羅の帰国ルー ト

日羅の妻子は「其の妻子・水手等を以て石川に居らしむ」とある。日羅の妻

子は「石川」に滞留させ られている。「石川」は小郡市から有明海に出る途中

にあることがわかる。日羅等はおそらく「武庫」へ出るつもりだったと思われ

る。「石川」は小郡市と武庫 (佐賀県諸富町)の間にあるのであろう。「石川」

は肥前にある。

その一年後の (敏達)十二年 (584年 )に蘇我馬子の宅は「石川」にある

という。蘇我氏の祖は蘇賀石河宿禰であり、貴国の将軍である。本拠地は筑前

か、肥前にある。蘇我馬子の「石川の宅」も筑前か、肥前にあるのであろう。

蘇我馬子の「石川の宅」は日羅の事件の「石川」と同じであろう。蘇我馬子

の「石川の宅」も肥前にあると思われる。日羅の妻子は蘇我馬子の「石川の宅」

の近くに滞留させられたのである。
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(5)葛城

蘇我馬子は「葛城」は元は蘇我氏の本拠地であると主張する。

(推古)三十二年 (624年 )十月、 (蘇我馬子)大臣、阿曇連 。安

倍臣摩侶の二臣を遣わし天皇に奏さじめて曰く、「葛城縣は元 (も

と)臣の本居なり。故、其の縣に因りて姓名を為す。是を以て真 (ね

が)わ くば常に其の縣を得て、臣の封縣に為さむと欲す」という。

『日本書紀』

「葛城縣は元 (も と)は臣の本居なり」とある。葛城縣は元は蘇我氏の本居

(本拠地)であるという。

葛城縣は大和の葛城であるといわれている。岩波書店の『日本書紀』の頭注

にも「葛城」について「天皇の直轄領である大和の六縣の一つ。葛城氏代々こ

こを本居とし、蘇我氏またその同族の故を以て馬子は葛城を本居と主張したの

であろう」とある。葛城は大和の葛城 (今の奈良県御所市西南部)であるとし

ている。

しかしこの解釈はおかしい。いくら同族とはいえ他人の土地を「臣の本居な

り」と言うはずはない。「本居 (本拠)地」は一つである。「葛城縣は元 (も

と)臣の本居なり」とあるからには蘇我氏の本拠地は「葛城」である。大和の

曽我や、河内の石川ではない。

蘇賀石河宿禰は貴国の将軍である。本拠地は筑前か、肥前である。蘇我馬子

の「石川の宅」は肥前にある。蘇賀石河宿禰の「石河」も同じ「石川」であろ

う。蘇賀石河宿禰の本拠地は肥前の石川である。蘇我馬子がいう「葛城縣」は

肥前の三根郡葛木であろう。

肥前国三根郡 千栗・物部 。米多・財部・葛木 (加都良木)

『和名抄』
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葛木は葛城である。肥前の三根郡葛木が蘇我氏の本拠地であろう。

肥前の三根郡葛木は葛城長江曽都毘古 (葛城襲津彦)の本拠地であった。葛

城襲津彦は肥前の三根郡葛木の高宮に住んでいた。そこを追われて大和へ逃げ

る。その後蘇我氏がこの地を手に入れて本拠地にしたのであろう。

蘇我馬子が「元、臣の本居なり」と述べている葛城は「肥前の三根郡葛木」

である。

(6)石川とは

蘇我馬子の本拠地は肥前の「石川」である。蘇賀石河宿禰の「石河」も同じ

「石川」である。「石川 (石河)」 は川であろう。蘇賀石河宿禰 も蘇我馬子 も

「石川」に住んでいる。

蘇我馬子は「蘇我氏の本拠地は肥前の三根郡葛木である」と述べている。「石

川」は肥前の三根郡葛木を流れる川であろう。肥前の三根郡葛城 (葛木)地方

を流れる川は筑後川と寒水 (し ょうず)川である。筑後川の方は「葛城長江曽

都毘古」とあるように「葛城の長江」であり「大河」である。当時の筑後川は

堤防も造られていないので洪水がしばしば起こったであろう。そのような土地

に蘇我馬子が邸宅を建てるようなことはしないであろう。

また日羅の事件からみても「石川」は筑後川ではない。日羅は小郡市から有

明海へ向かっている。おそらく武庫 (佐賀県諸富町諸富津)に船を係留してい

たのであろう。その途中に「石川」がある。それは寒水川であろう。

古代の道と寒氷川が交わる地点が石川であろう。蘇我馬子の「石川の宅」は

寒水川にあった。日羅の妻子等も寒水川 (石川)の どこかに滞留させられたの

である。
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図 7 蘇我氏の本拠地と石川
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2  蘇我稲目と小墾田

(1)蘇我稲 目と大和の高市郡

蘇我稲目は蘇我馬子の父である。蘇我稲目の本拠地もやはり肥前であろう。

蘇我稲目は大和に派遣されて大和国高市郡に屯倉を設置している。

■ (欽明)十六年 (555年 )七月、蘇我大臣稲目宿禰・穂積磐弓臣等を

遣わし、吉備の五郡に自猪屯倉を置かしむ。

■ (欽明)十七年 (556年 )七月、蘇我大臣稲目宿禰等を備前の児嶋郡

に遣わし、屯倉を置く。

十月、蘇我大臣稲目宿禰等を倭国高市郡に遣わし、韓人大身狭屯倉 。高

麗人小身狭屯倉を置く。紀国に海部屯倉を置く。   『日本書紀』

蘇我稲 目は派遣されて吉備や倭国 (大和国)高市郡に屯倉を設置 している。

屯倉を設置するのはその地を征服 して支配するためである。蘇我稲 目は吉備を

征服 し、さらに大和の高市郡を征服 している。

従来は、大和の高市郡は蘇我氏の本拠地であるといわれている。そうであれ

ば蘇我稲 目は蘇我氏の本拠地を征服 したことになる。これは矛盾である。従来

の「蘇我氏大和説」は成立 しない。

蘇我稲 目の屯倉設置は西から東へ進んでいる。吉備の五郡、備前の児嶋郡、

倭国高市郡の順になっている。蘇我稲 目は吉備を征服 し、瀬戸内海ルー トを確

保 して、大和を征服 している。蘇我稲 目の派遣は九州か らであることがわか

る。蘇我稲 目の本拠地はやはり肥前であろう。
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蘇我氏は 556年 に初めて大和へ入っている。蘇我氏はそれまでは大和には

住んでいないのであろう。大和に曽我川や曽我 (蘇我)と いう地名ができるの

は蘇我稲 目が大和の高市郡に屯倉を設置 して以降のことであろうと思われ

る。

蘇我馬子も吉備へ派遣される。

■ (敏達)三年 (574年 )十月、蘇我馬子を吉備国に遣わし、自猪屯倉

と田部とを増益せしむ。              『日本書紀』

父の蘇我稲目が設置した吉備の白猪屯倉に派遣されている。蘇我馬子は肥前

の三根郡の石川を本拠地にしている。蘇我馬子は肥前から吉備へ派遣されてい

る。父の蘇我稲目も肥前から派遣されているのであろう。

{2)小墾田の家

552年に百済の聖明王は仏像を献じる。蘇我稲目はその仏像を受けて小墾

田の家に安置したという。

(欽明)十三 (552年 )十月、百済の聖明王、西部姫氏達率怒悧斯

致契等を遣わし、釈迦仏の金銅像一躯・幡蓋若干 。経論若千巻を献

じる。 (中略)天皇曰く、「情願する人 (蘇我)稲 目宿禰に付けて

試しに礼拝さすべし」という。 (蘇我稲目)大臣、脆き受けて悦ぶ。

小墾田の家に安置する。 (中略)向原の家を浄めて寺と為す。

『日本書紀』

蘇我稲 目は喜んで小墾田の家に仏像を安置 し、また向原の家を浄めて寺と為

すとある。
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小墾田は奈良県高市郡明日香村にある雷丘東方遺跡付近といわれている。平

安時代初期 (九世紀前半ころ)の井戸から出土した土器に「小治田宮」という

墨書があった。「小治田 (お はりだ)」 は「小墾田 (おはりだ)」 である。蘇

我稲目の小墾田は奈良県の明日香村であるといわれている。

しかし蘇我氏の本拠地は肥前の三根郡である。蘇我稲目の本拠地も肥前であ

る。蘇我稲目の家のある「小墾田」「向原」は肥前にあるのであろう。

佐賀県鳥栖市に朝日山がある。北から朝日山に向かって「向原川」が流れて

いる。「むこうばる川」と呼ぶようであるが、この近くに「向原 (む こうばる)」

がある。これが「向原の家」の「向原」ではないだろうか。地図をみると向原

川の東には三本松があり、西には一本柏という地名がある。

明治 15年ころの「佐賀県各町村字小名取調書」には佐賀県養父郡山浦村に

「向原」がある。「三本松 。上田 。中副 。日隈・向原 。町 。一本柏」の順に書

いてある。「向原」は「三本松」と「一本柏」の間にある。しかも「日隈」の

隣りに書いてある。「日隈」は朝日山の北にある「日の隈」であろう。「向原」

は「日の隈」や「向原川」の近くにあると思われる。蘇我稲目の「向原の家」

はこの近くにあるのであろう。

「小墾田」は「向原」の近くにあると思われる。蘇我稲目の本拠地 (小墾田、

向原)は肥前の養父郡山浦村 (今の鳥栖市山浦町)であろう。この西から西南

にかけては三根郡である。三根郡は蘇我馬子の本拠地である。

図 8 朝日山と向原川
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図 8 朝日山と向原川
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3  鞍部村主司馬達等

(1}司馬達等とは

司馬達等は蘇我馬子とともに仏法を修行する。

(敏達)十三年 (584年 )、 是歳、蘇我馬子宿禰、其の仏像二躯を

請い、乃ち鞍部村主司馬達等・池辺直氷田を遣わ し、四方に使い し

て修行者を訪い兌 (も と)め じむ。是に唯播磨国に僧還俗者を得る。

名は恵便という。大臣、乃ち以て師と為す。司馬達等の女嶋を度 (得

度)せ しむ。善信尼という。 (中 略)仏殿を宅の東方に経営 (つ く)

り、弥勒の石像を安置す。 (中略)是れ由り、馬子宿禰・池辺氷田・

司馬達等、仏法を深 く信 じ、修行をおこたらず。馬子、亦、石川の

宅に仏殿を修治 (つ く)る 。仏法の初め、これより作 (お こ)れ り。

『日本書紀』

蘇我馬子は仏像二躯を譲り受ける。鞍部村主司馬達等と池辺直氷田は僧を探

しに行き恵便という還俗の僧を得て還るとある。

司馬達等は蘇我馬子宿禰・池辺氷田とともに「仏法を深く信じ、修行をおこ

たらず」とある。「石川の宅に仏殿を修治る」とあるから修行を行っていると

ころは蘇我馬子の家である。蘇我馬子の家は肥前の三根郡にある。司馬達等は

肥前の三根郡の蘇我馬子の家で仏教の修行をしている。司馬達等も肥前の人で

あろう。

司馬達等は「鞍部村主司馬達等」とある。「鞍部」は「鞍作」と同じである。

「鞍部村主」は「鞍作村主」である。「鞍作村主」は阿知使主に喚ばれて肥前
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に渡来した30人の村主の中の一人である。司馬達等はその子孫であろう。3

0人の村主は肥前に住んでいる。鞍作村主も肥前に住んでいる。その子孫であ

る鞍部村主司馬達等も肥前に住んでいる。鞍作村主の代から鞍部村主司馬達等

まで鞍作部は肥前 (三根郡)を本拠地にしてる。

(2)桜井寺 と善信尼

司馬達等に嶋という娘がいる。嶋は得度して善信尼となる。百済へ行って仏

法を学びたいと蘇我馬子に申し出る。

■ (敏達)十二年 (584年 )、 是歳、司馬達等の女嶋を度 (と くど)せ

しむ。善信尼という。 (年十一歳 )

■ (崇峻)即位前紀 (587年 )六月、善信阿尼等、 (蘇我馬子)大臣に

謂いて曰く、「出家の途 (みち)は戎を以て本と為す。願わくは百済へ

向かい、戎法を学び受けむ」という。

■ (崇崚)元年 (588年 )、 善信尼等を以て百済国の使い恩率首信等に

付けて学問に発ち遣わす。

(崇崚)三年 (590年 )二月、学問尼善信等、百済より還りて、桜井

寺に住む。                   『日本書紀』

善信尼の願いは叶えられて百済へ渡る。百済から帰国した善信尼は桜井寺に

住んだとある。「桜井」は地名であろう。『元興寺伽藍縁起』には「桜井寺」

は「桜井ノ道場」となっている。

桜井寺は奈良県高市郡明日香村にある広厳寺 (向原寺)であるといわれてい

る。岩波書店の『日本書紀』の頭注にも「別名向原寺。豊浦寺。」とある。蘇

我稲目は (欽明)十二年 (552年 )に百済が献じた仏像等を「小墾田の家に

安置す。向原の家を浄め捨 (は ら)いて寺と為す」とある。この記事からその
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寺を「向原寺」と呼んだとされている。「向原寺」は「こうげんじ」と読める。

それを理由に広厳寺 (こ うげんじ)に比定 している。

しかし蘇我稲目の小墾田の家は肥前の養父郡にある。「向原の家」も肥前の

養父郡にある。「向原」は大和ではない。

善信尼は百済へ行きたいと蘇我馬子に請願 している。蘇我馬子の本拠地は肥

前の三根郡である。善信尼の父の司馬達等も肥前の人である。その娘の善信尼

も肥前の人であろう。善信尼が百済から帰国して住んだという桜井寺は肥前に

あると思われる。「桜井」という地名は肥前にある。
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4  蘇我馬子と桃原

(1)飛鳥と法興寺

蘇我馬子は物部守屋と仏教受容について争い、物部守屋を伐ち法興寺を建て

たという。

■ (崇峻)即位前紀 (587年 )七月、蘇我馬子宿禰大臣、諸皇子と群臣

に勧めて物部守屋大連を滅ぼすことを謀る。泊瀬部皇子・竹田皇子・厩

戸皇子 。 (中 略)、 ともに軍旅を率いて進み (物部守屋)大連を討つ。

(中略)蘇我大臣、亦本願に依り、飛鳥の地に法興寺を起 (た )つ。

■ (崇峻)元年 (588年 )、 是歳、飛鳥の衣縫造の祖樹葉の家を壊して

始めて法興寺を作る。此の地を飛鳥の真神原と名付く。亦は飛鳥の苫田

と名付く。                    『日本書紀』

「飛鳥の地に法興寺を起つ」とある。飛鳥は奈良県高市郡明日香村であり、

法興寺は現在の飛鳥寺であるといわれている。「飛鳥の真神原」は奈良県高市

郡明日香であるという。

しかし法興寺は蘇我馬子が建立している。蘇我馬子の本拠地は肥前の三根郡

である。法興寺は「肥前の飛鳥」に建立されたのではないだろうか。法興寺が

完成するのは (推古)四年 (596年 )である。

(推古)四年 (596年 )十一月、法興寺、造り党りぬ。則ち大臣の

男善徳臣を以て寺司に拝す。是の日、慧慈・慧聰の二僧を始めて法

興寺に住まわせる。               『日本書紀』
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法興寺が完成すると蘇我馬子大臣の長子善徳臣を寺司にしている。蘇我馬子

の本拠地は肥前の三根郡である。蘇我馬子の長子である善徳も肥前の三根郡に

住んでいるのであろう。善徳が寺司をつとめたという法興寺はやはり肥前にあ

る。

法興寺は |~飛鳥の真神原」に建てられたという。法興寺は肥前の三根郡に建

てられている。「飛鳥の真神原」は「肥前の飛鳥」であろう。

(2)真神原と桃原

「真神原」は (雄略)七年 (463年 )条にも出て くる。百済から連れてき

た「手末の才伎 (技術者)」 を最初は吾砺 (あ と)に安置するが、病死する人

が多 く出たので桃原・真神原に移 したとある。

(雄略)七年 (463年 )、 是歳、天皇は日鷹吉士堅磐 (かたしは)

固安銭 (こ あんぜん)を遣わし、共に復命させる。遂に倭国の吾砺

(あ と)の広津邑に安置す。病みて死ぬる者衆 (おお)し。是により

天皇、大伴大連室屋に詔して東漢直掬 (つか)に命じて新漢の陶部

高貴・鞍部堅貴・画部因斯羅我・錦部定安那錦・訳語卯安那等を上

桃原 。下桃原・真神原の三所に遷し居らしむ。   『日本書紀』

百済から連れてきた「手末の才伎」を「上桃原・下桃原・真神原の三所に遷

し居 らしむ」とある。

463年 は倭の五王の時代である。倭の五王は筑紫君である。百済から連れ

てきた「手末の才伎 (技術者)」 は筑紫君の本拠地の近 くに住まわせるであろ

う。桃原や真神原は九州にあると思われる。真神原は法興寺を建立 した「飛鳥

の真神原」であろう。肥前の三根郡付近にある。
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百済から連れてきた「手末の才伎」は最初は「倭国の吾砺 (あ と)の広津邑

に安置す」とある。「倭国の吾砺 (あ と)」 は河内であるという。岩波書店の

『日本書紀』の頭注に「『和名抄』に河内国渋川郡跡部郷。今の大阪府八尾市

植松町付近か。敏達十二年是歳条に阿斗、用明二年四月条に阿都とある。」と

ある。「倭国の吾砺 (あ と)」 とあるにもかかわらず「吾砺 (あ と)」 を河内

の跡部に比定している。大和に「あと」という地名がないからであろう。

463年は倭の五王の時代である。百済から連れてきた「手末の才伎」 (技

術者)を河内に安置するはずはない。「倭国の吾砺 (あ と)」 とあるが463

年にはまだ国や郡は制定されていない。「倭国」は『日本書紀』の編纂者が付

け加えたのであろう。「倭国」を除き「吾砺 (あ と)」 だけを考えればよい。

「吾砺 (あ と)」 は九州であろう。「吾砺 (あ と)」 は日羅が滞在した「阿

斗」ではないだろうか。福岡県飯塚市である (後述)。 百済から連れてきた「手

末の才伎」は最初は飯塚市付近に安置されたのであろう。才伎を連れて来た人

物は「日鷹吉士堅磐 (かたしは)固安銭 (こ あんぜん)」 とある。「堅磐固安

銭」は「堅磐の固安銭」であり、堅磐は地名であろう。『和名抄』の筑前国穂

波郡に「堅磐 (加多之萬)」 がある。

筑前国穂波郡  三坂・薦田・土師・堅磐 (加多之萬)・ 穂波

『和名抄』

「 日鷹吉士堅磐固安銭」 とは筑前国穂波郡堅磐 (加多之萬 )の 固安銭であろ

つ。

筑前国穂波郡は遠賀川の上流にある。福岡市東区の多々良川を遡り、三郡山

地を越えると福岡県嘉穂郡穂波町椿に出る。「穂波郡堅磐」はこの近くにある

のであろう。穂波町椿は日羅や装世清が阿毎王権へ来るときに通った「海石格

市」である。ここから北へ向かい遠賀川へ出ると「阿斗」 (飯塚市)である。

固安銭は「手末の才伎」を自分の本拠地に近い阿斗 (吾砺の広津邑=飯塚市 )

に住まわせたのである。
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その後病人が続出したので肥前の三根郡の方へ移した。三根郡には阿知使主

が喚んで渡来 した漢人が多 く住んでいる。漢人同士であれば言葉も通じるし、

病気の手当も適切にしてもらえる。「手末の才伎」等にとってはもっとも安心

できるところである。こうした理由から「手末の才伎」を肥前の三根郡の「桃

原・真神原」に遷したのであろう。

(3)新漢と桃原

百済から連れてきた「手末の才伎」は「東漢直掬 (つか)に命 じて」遷すと

ある。

東漢直掬 (つか)に命 じて新漢の陶部高貴・鞍部堅貴 。画部因斯羅

我・錦部定安那錦・訳語卯安那等を上桃原・下桃原・真神原の三所

に遷し居らしむo                『日本書紀』

「東漢直の掬 (つか)」 は阿知使主の子の「都加 (つか)使主」であるとい

われている。都加使主は阿知使主とともに (応神)二十年 (412年ころ)に

渡来 して肥前の三根郡の近くに住んでいる。東漢直掬は「手末の才伎」を吾砺

(あ と)か ら遷して自分の本拠地の近くに住まわせている。

阿知使主が喚んで渡来した 30人の村主等も肥前の三根郡の近 くに住んで

いる。倭王珍の時代 (427年 -442年 )である。阿知使主は「倭漢直 (あ

たい)の祖」とあり「倭漢」となっている。その子の掬使主は「東漢直掬」と

ある。「東漢」になっている。阿知使主や東漢直掬は漢人であるから「倭漢」

「東漢」といわれている。

百済から新 しく連れてきた「手末の才伎」は「新漢」となっている。「新 し

く渡来 した漢人」という意味であろう。412年ころに阿知使主と都加使主が

渡来して肥前の三根郡に住んだ。その後427年-442年 ころに阿知使主が

68



喚んで渡来した 30の村主 (漢人)が肥前の三根郡付近に住み着いた。そこへ

また新 しく漢人 (手末の才伎)が来た。そこで彼等を「新漢」と呼んでいるの

である。

「新 しく三根郡に来た漢人」を「新漢」と呼んでいることからみても阿知使

主等は肥前の三根郡に渡来していることがわかる。

「手末の才伎」は「上桃原 。下桃原・真神原の三所に遷し居らしむ」とある。

「桃原」も「真神原」も肥前の三根郡 (付近)に ある。

{4)蘇我馬子の桃原墓

蘇我馬子は (推古)三十四年 (626年 )に死去 し、「桃原の墓」に埋葬さ

れる。

(推古)二十四年 (626年 )五月、 (蘇我馬子)大臣莞る。例りて

桃原墓に葬す。大臣は (蘇我)稲 目宿禰の子なり。性は武略有り。

亦排才有り。以て三宝を恭み敬う。飛鳥河の傍らに家する。乃ち庭

の中に小さな池を開き、働りて小嶋を池の中に興す。故、時人、嶋

大臣という。                  『日本書紀』

蘇我馬子は飛鳥河の傍らに家を建て、庭に池を造りその中に小嶋を造ったの

で嶋大臣といわれたとある。

「桃原の墓」は奈良県明日香の石舞台古墳であるといわれている。しかし蘇

我馬子の本拠地は肥前の三根郡である。墓は本拠地に造られる。「桃原の墓」

は肥前の三根郡にあるのであろう。「桃原の墓」は石舞台古墳ではない。

桃原は百済から連れてきた「手末の才伎」を「上桃原・下桃原・真神原の三

所に遷し居らしむ」とある「上桃原・下桃原」であろう。蘇我馬子の「桃原墓」

は肥前の三根郡の桃原にある。
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5  蘇我蝦夷と肥前

(1)蘇我蝦夷 と葛城高宮

蘇我蝦夷 (えみし)は蘇我馬子の子である。蘇我蝦夷は葛城の高宮に祖廟を

建てて八倫 (やつら)の舞をしたという。

(皇極)元年 (642年 )、 是歳、蘇我大臣蝦夷、己が祖廟を葛城の

高宮に立て、而 して八倫 (やつら)の舞を為す。  『日本書紀』

「八倫の舞」とは8人・ 8列の計 64人が方形で群舞する舞である。「八倫

の舞」は中国の天子のみが行うことができるとされている。

蘇我蝦夷は葛城の高宮に祖廟を建てて八倫 (やつら)の舞をしている。天子

になった振る舞いをしている。蘇我氏の専横ぶりを示すものである。

祖廟を立てた「葛城の高宮」は大和の葛城であるといわれている。岩波書店

の『日本書紀』の頭注には「和名抄に葛上郡高宮郷とある。今の奈良県御所市

森脇・宮戸のあたりという」とある。

しかし蘇我蝦夷は蘇我馬子の子である。蘇我馬子は肥前の石川にいて肥前の

三根郡葛木を「元 (も と)臣の本居なり」と述べている。蘇我蝦夷の「葛城の

高宮」は肥前の三根郡の葛木であろう。

肥前の三根郡葛木の高宮は葛城襲津彦の家があったところである。葛城襲津

彦の娘磐之媛が「我が見が欲し国は葛城高宮、我が家のあたり」と詠んだ葛城

高宮である。葛城襲津彦は葛城高宮から大和へ逃げる。その後蘇我氏が「葛城

高宮」を領土にしているのであろう。
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(推古)三十二年 (624年 )に蘇我馬子は「葛城縣は元 (も と)臣の本居

なり」と主張し、 (皇極)元年 (642年 )に息子の蘇我蝦夷は「葛城 (葛木 )

の高宮」に祖廟を建てている。蘇我蝦夷の本拠地は肥前の三根郡葛木であろ

つ。

(2)高宮村主

阿知使主が喚んで渡来した村主の中に「高宮村主」がいる。肥前に渡来して

いるから「高宮」は肥前の「高宮」である。肥前の三根郡葛木の高宮であろう。

「高宮村主」は渡来して肥前の三根郡葛木の高宮に住んでいる。

葛城襲津彦は朝鮮半島南部から連れてきた漢人の停人 (と りこ)を高宮に住

まわせている。

(神功)五年二月、新羅王、 (中略)佛 りて先の質微叱許智伐早を返

したまわむの情有り。 (中略)因 りて葛城襲津彦を副 (そ )えて遣

わす。 (中略)襲津彦、即ち欺かれたことを知り、新羅の使者二人

を捉えて檻中に納めて火を以て焚き、而して殺す。乃ち新羅に詣り、

路輔 (たたら)津に次 (や ど)り 、草羅 (さ わら)城を抜いて還る。

この時の件人 (と りこ)等は今の桑原 。佐靡 。高宮 。忍海、凡そ四

邑の漢人等の始祖なり。             『日本書紀』

連れ帰った件人 (と りこ)は「今の桑原・佐靡 。高宮・忍海、凡そ四邑の漢

人等の始祖なり」とある。連れて来たとき「桑原 。佐靡・高宮・忍海」に住ま

わせている。葛城襲津彦が連れて来ているから高宮は「葛木の高宮」であろう。

葛城襲津彦は件人 (と りこ)を葛城襲津彦の本拠地である葛木の高宮に住まわ

せている。その他の「桑原・佐康・忍海」も「高宮」の近くにあるのであろう。
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阿知使主が喚んで渡来した漢人の中に「桑原村主」「佐味村主」「高宮村主」

「忍海村主」がいる。皆肥前に渡来している。これらは葛城襲津彦が件人 (と

りこ)を住まわせた「桑原」「佐味 (佐靡)」 「高宮」「忍海」と同じであろ

う。「桑原村主」「佐味村主」「高宮村主」「忍海村主」は肥前の三根郡葛木

地方に住み着いている。

〔3}錦部村主

阿知使主に喚ばれて渡来 した漢人の中に「錦部村主」がいる。錦部村主も肥

前に住み着いている。「錦部」は (仁徳)四十一年条に出て くる。

(仁徳)四十一年二月、紀角宿禰を百済に遣わして、始めて国郡の埋

場を分かち具 (つぶさ)に郷土所出を録す。是の時、百済王の族酒

君、嘘なし。是により紀角宿禰は百済王を責める。時に百済王はか

しこまり、鉄の鎖を以て酒君を縛り、襲津彦に附けて進上する。こ

こに酒君これに来て、則ち石川の錦織首許呂斯の家に逃げ匿 (か く)

れる。                     『日本書紀』

(仁徳)四十一年は復元 した年代では401年ころである。 (古代史の復元

④『四世紀の北部九州と近畿』参照)

401年は倭の五王の時代である。紀角宿禰は貴国の将軍であるが、この時

点では倭国の将軍として百済へ派遣されている。

百済王の一族である酒君が無礼であった。そこで百済王を責めると百済王は

酒君を鎖で縛り、襲津彦に付けて倭国へ渡したという。

日本へ来た酒君はすぐに「石川の錦織首許呂斯の家に逃げた」とある。石川

は河内の石川であるといわれている。しかし襲津彦は紀角宿禰とともに登場し

ている。襲津彦は葛城襲津彦であろう。葛城襲津彦の本拠地は肥前の三根郡葛

72



木である。「襲津彦に附けて進上する」とあるから葛城襲津彦は酒君を自分の

家に連れてきている。「石川の錦織首許呂斯の家」とある「石川」は肥前の三

根郡を流れる寒水川 (石川)である。

「錦織首」とは錦織を専業とする集団の長 (首 )であろう。石川 (寒水川 )

の近くで錦織を織っている集団である。それが「錦織」という地名になったの

であろう。阿知使主が喚んで渡来した「錦部村主」はこの「錦織」という土地

に住み着いたのであろう。

このように肥前の三根郡付近には渡来人が多く住み着いている。従来はこれ

ら阿知使主が喚んで渡来した人々は大和に来たと解釈してきた。それは誤りで

ある。皆肥前に来ている。

(4}蘇我蝦夷と翅岐

翅岐 (ぎ ょうき)は百済の王族であり、百済からの亡命者である。

(皇極)元年 (642年 )二月、百済の弔使等言う、「今年の正月に

(百済)国主の母莞る。又弟王子の児翅岐及びその母・妹女子四人、

内佐平岐味、高名ある人四十餘人、嶋に放たれる」という。 (中略)

二月、翅岐を召して阿曇山背連の家に安置す。 (中略)

四月、大使翅岐、其の従者を将いて朝 (廷 )を拝す。蘇我大臣、畝

傍の家に於いて百済の翅岐等を喚び親しく対し語り話す。

『日本書紀』

翅岐は追放されて母や妹とともに日本へ逃げて来ている。
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蘇我大臣は翅岐を喚び親 しく歓談 したとある。蘇我大臣とは蘇我蝦夷であ

る。蘇我蝦夷は「畝傍の家に於いて百済の翅岐等を喚び親 しく対 し語り話す」

とある。

蘇我蝦夷の本拠地は肥前の三根郡葛木である。「畝傍の家」は肥前の三根郡

葛木にあるのであろう (後述)。 蘇我蝦夷は「翅岐等を喚び親しく対し語り話

す」とあるから翅岐は肥前に来ている。

(5)翅岐の子と石川

翅岐の子が死去する。

(皇極)元年 (642)五月、翅岐の従者一人死去す。翅岐の児死去

す。この時、翅岐は妻と、児の死を畏れ忌みて果たして喪に臨まず。

凡そ百済 。新羅の風俗、死亡者ある時父母 。兄弟・夫婦・姉妹と雖

も永く自ら看ず。これを以て観れば慈無きの甚だしきこと豊に禽獣

と別ならむや。 (中略)翅岐、その妻子を将いて百済大井の家に移

る。乃ち人を遣わし石川に児を葬る。       『日本書紀』

翅岐は死去 した子供の病気が家族にうつるのを畏れて百済大井へ移ったと

ある。子供は人を遣わして「石川」に埋葬したという。石川は蘇我馬子の「石

川の宅」の石川であろう。翅岐は百済から渡来 して肥前の三根郡の石川 (寒水

川)に住んでいる。

蘇我蝦夷の本拠地は肥前の二根郡葛木である。石川と三根郡葛木は近い。蘇

我蝦夷は石川に滞在している翅岐を喚んで親しく歓談したのである。

74



(6)百済大井

翅岐は「百済大井」に移り住んだという。「百済大井」とは百済川に造られ

た大きな堰であろう。「百済大井」は肥前にあると思われる。

百済川は肥前の神埼郡を流れる城原川である (後述)。 城原川の上流には仁

比山 (にいやま)神社がある。その仁王門の下に城原川の堰がある。現在は 3

つあり、江戸時代に大改修工事が行われたという。「百済大井」はその中の一

つの堰であろう。この付近から筑後川にかけては田圃であり、堰から引いた水

が田を潤している。

現在、城原川の堰から水を引いた水路には幾つかの水車が架けられている。

水路に沿って道があり散策路になっている。「水車の里」という休憩所があり、

そこの説明板には次のように書いてある。

神崎水車 (群 )の 由来

明治 30年頃には (小渕、仁比山、的地区)60基 の水車が群をな

し、製粉業が盛んでした。神崎水車は直径4mで、落差を利用し、

7馬力から10馬力を出力し、製粉・精米・製材など幅広く活用さ

れ、なかでも水車で製粉された良質の小麦粉を原料とした神崎素麺

(そ うめん)は全国に知られるところです。 (中 略)

時代とともに姿を消してしまいました。現在、城原川の大井手堰か

ら取水 した水路に七基の水車を架け、内 2基については実際に製

粉・精米に活用しております。

平成 6年 3月  神崎町

城原川は水量が豊富であり、肥前の中でもっとも水車の多い地域である。

「城原川の大井手堰から取水 した水路」とある。「大井手堰」が「百済大井」

であろう。翅岐は石川 (寒水川)か ら仁比山神社付近に移り住んでいる。

大和には「大井 (大 きな堰)」 はない。翅岐は肥前に来ている。
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図 9 城原川と仁比山
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第 5章 推古天皇と肥前
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1  豊浦

(1)石河と豊浦

「仁徳紀」に、石河の水を引いて鈴鹿・豊浦の地を開墾して田にしたとある。

(仁徳)十四年、是歳、大道を京の中に作る。南門より直ちに指して

丹比邑に至る。又大溝を感玖 (こ むく)に掘る。乃ち石河の水を引

いて上鈴鹿・下鈴鹿 。上豊浦・下豊浦の四処の郊原を潤し、以て之

を墾 (ひ ら)いて四萬餘頃の日を得る。故、その処の百姓は寛 (ゆ

たか)に饒 (に ぎわ)い 凶年の患無し。      『日本書紀』

「石河」は「河内の石川」であるといわれている。岩波書店の『日本書紀』

の頭注には「羽曳野市古市付近を経て大和川に合流する川」とある。

しかし「石河」を河内の石川とすると次の「鈴鹿・豊浦」との関係がつかな

い。同書の頭注には「鈴鹿はどの地に当たるか未詳」とあり、「豊浦」につい

ても「『和名抄』に河内郡豊浦郷があり、今の大阪府枚岡市豊浦町付近と思わ

れるが、感玖や石川とははるかに離れているので不審」とある。「石河」を河

内の石川にすると「鈴鹿」や「豊浦」の地が比定できない。

(2)豊浦と蘇我蝦夷

蘇我蝦夷は豊浦大臣といわれている。
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■ (推古)十八年 (610年 )十月、蘇我豊浦蝦夷臣

■ (舒明)八年 (636年 )七月、豊浦大臣

■ (皇極)三年 (644年 )二月、豊浦大臣 『日本書紀』

蘇我蝦夷は「蘇我豊浦蝦夷」、「豊浦大臣」といわれている。「豊浦」は地

名であろう。蘇我蝦夷は「豊浦」に住んでいるから「豊浦大臣」といわれるの

であろう。

蘇我蝦夷の本拠地は肥前の三根郡葛木である。蘇我蝦夷は三根郡葛木の「高

宮」に祖廟を建てている。「豊浦」も肥前の三根郡葛木にあるのではないだろ

うか。

加藤謙吉著『大和の豪族と渡来人』 (吉川弘文館)に引用されている『紀氏

家牒』に「馬子宿禰の男、蝦夷宿禰、葛城縣豊浦里に家をれり。故、名づけて

豊浦大臣と日う。」とある6蘇我蝦夷は「葛城縣豊浦里」に住んでいるから「豊

浦大臣」といわれたとある。

「葛城縣豊浦里」となっている。大和の「豊浦」は高市郡明日香村豊浦であ

る。「豊浦」は高市郡にある。葛城 (葛上郡)にあるのではない。「葛城縣豊

浦里」という土地は大和にはない。

蘇我蝦夷の本拠地は肥前の三根郡葛木であり、豊浦に住んでいるから「豊浦

大臣」といわれた。蘇我蝦夷の本拠地は三根郡「葛木の豊浦」であろう。『紀

氏家牒』の「葛城縣豊浦里」と一致する。『紀氏家牒』は蘇我蝦夷の本拠地が

肥前の三根郡葛木の「豊浦」であることを伝えている。

肥前の三根郡葛木に「高宮」「豊浦」という地名が存在 した。

(3}肥前の豊浦

「仁徳紀」に「石河の水を引いて上鈴鹿・下鈴鹿・上豊浦・下豊浦の四処の

郊原を潤す」とある。「石河」は肥前の三根郡葛木を流れる寒水川であろう。
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蘇我蝦夷の本拠地は三根郡葛木の豊浦である。三根郡葛木を流れる川は「石

川 (寒水川)」 である。「石河から引いた水で豊浦の田を潤した」という記述

と一致する。「豊浦」は石川 (寒水川)に堰を造り水を引いて田圃を潤 してい

るところである。今の二養基郡北茂安町役場から北茂安小学校辺りが「豊浦」

であろう。

その北の丘陵地帯に蘇我蝦夷は住んでいたと思われる。その奥 (北 )が祖廟

を建てた「葛城の高宮」であろう。

図 10 肥前の豊浦

従来は、「石川」を河内の石川としてきた。そのため「豊浦」の比定ができ

なかった。「石河」を肥前の二根郡葛木を流れる寒水川とすれば「豊浦」とも

よく合う。

「感玖 (こ むく)_|や「鈴鹿」も肥前の三根郡葛木の近くにあったのであろ

つ。

80



一い
．

It i

ヽ

了´多

土
地
改
良
区

図 10 肥前の豊浦
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2  豊浦宮と小墾田宮

(1)推古天皇と豊浦宮

推古天皇は「豊浦宮」で即位する。

(推古)即位前紀 (592年 )十二月、皇后、豊浦宮に於いて天皇位

に即く。                    『日本書紀』

「豊浦宮」は奈良県高市郡明日香村豊浦であり、推古天皇は大和で即位した

といわれている。

推古天皇は息子の竹田皇子の墓に埋葬するように遺詔する。

(推古)三十六年 (628年 )九月、天皇、群臣に遺詔して曰く、「 (中

略)其れ朕の為に陵を興 (たて)て厚 く葬 (はぶ)る ことなかれ。

便 (ただ)に竹田皇子の陵に葬るべし」という。竹田皇子の墓に葬

る。                      『日本書紀』

推古天皇は628年に死去して竹田皇子の墓に埋葬されたという。

『古事記』には、推古天皇は大野の岡の上に埋葬されたとある。

豊御食炊屋比賣命 (推古天皇)。 御陵は大野の岡の上に在り。後に

科長の大陵に遷す。                『古事記』
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推古天皇は「大野の岡の上」に埋葬され、後に「科長の大陵に遷」されたと

いう。この記述から竹田皇子の墓は大野の岡の上にあることがわかる。

(2)大野の丘

蘇我馬子は「大野の丘の北」に塔を建てている。

(敏達)十四年 (585年 )二月、蘇我大臣馬子宿禰、塔を大野の丘

の北に起 (た )て 、大会 (だ いえ)の設斎 (おがみ)をする。即ち

(司馬)達等が前に獲た所の舎利を以て塔の柱頭に蔵 (お さ)む。

『日本書紀』

「大野の丘の北の塔」は奈良県高市郡明日香村豊浦の北にある和田廃寺であ

るといわれていた。「大野の丘」は橿原市和田町の南にある丘陵であるという。

しかし和田廃寺の発掘調査により、使用されていた瓦は7世紀中頃のものであ

ることが判明した。585年に蘇我馬子が建てた「大野の丘の北の塔」は奈良

県の和田廃寺ではないことが判明した。

仏塔は本拠地に建てられる。蘇我氏の本拠地は肥前の三根郡から養父郡にか

けての地域である。塔は三根郡か、養父郡に建てられたであろう。

塔は人々からよく見えるところに建てる。「大野の丘の北の塔」がよく見え

る所は「大野の丘の北の塔」よりさらに北側である。北から南の「大野の丘」

を見ることになる。

肥前の三根郡や養父郡で南に見える丘といえば鳥栖市の朝日山から三養基

郡北茂安町に至る丘陵である。JR長崎本線の肥前麓駅から中原駅の間にある

丘陵である。ここの何処かが「大野の丘」であろう。まさに蘇我稲目の小墾田

から蘇我馬子の石川に至る地域である。蘇我氏の本拠地である。塔はこのどこ

かに建てられたのである。
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推古天皇は「大野の岡の上」に埋葬されたとある。推古天皇はこの丘陵のど

こかに埋葬されている。したがって即位した「豊浦宮」も肥前であろう。

推古天皇は蘇我稲目の孫であり、蘇我馬子の姪である。

(欽明)二年 (541年 )二月、次に蘇我大臣稲目宿禰の女 (娘 )を

堅塩媛という。七男・六女を生む。其の一を大兄皇子という。是を

橘豊日尊 (用明天皇)となす。 (中略)其の四を豊御食炊屋姫尊 (推

古天皇)と いう。                『日本書紀』

蘇我稲目も、蘇我馬子も、蘇我蝦夷も肥前の人である。推古天皇も肥前の人

であろう。肥前に「豊浦」がある。蘇我蝦夷の本拠地である三根郡葛木の「豊

浦」である。推古天皇が即位 したという「豊浦宮」は肥前の三根郡葛木の豊浦

であろう。

(3)推古天皇と小墾田宮

推古天皇は小墾田宮へ遷る。

(推古)十一年 (603年 )十月、小墾田宮に遷る。 『日本書紀』

推古天皇は豊浦宮から小墾田宮へ遷っている。小墾田宮は大和の高市郡明日

香村の小墾田といわれている。

しか し推古天皇は肥前の養父郡か、三根郡の大野の岡の上に埋葬されてい

る。推古天皇は肥前の人である。小墾田宮は蘇我稲 目の「小墾田の家」の小墾

田であろう。肥前の養父郡である。推古天皇は蘇我稲 日 (祖父)の本拠地へ移

ったのである。
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豊浦はその後蘇我蝦夷の本拠地となり、蘇我蝦夷は「豊浦大臣」と呼ばれる

ようになるの

「豊浦」は次のような変遷をする。

○豊浦の変遷

■ (推古)即位前紀 (592年 )十二月、皇后、豊浦宮に於いて天皇位に

lpく 。

日 (推古)十一年 (603年 )十月、小墾田宮に遷る。

■ (推古)十八年 (610年 )十月、蘇我豊浦蝦夷臣…・  『日本書紀』

592年に推古天皇は豊浦宮で即位する。603年に推古天皇は豊浦から小

墾田へ移る。610年には蘇我蝦夷が豊浦を本拠地にしている。豊浦に住んだ

から豊浦大臣といわれている。

小墾田は552年 ころは蘇我稲目の本拠地であった。推古天皇は豊浦から蘇

我稲目の本拠地 (小墾田)へ移っている。一方、蘇我蝦夷は推古天皇が即位し

た豊浦の地を本拠地にしている。推古天皇と蘇我氏は土地を交換しているよう

に思われる。

それは「和州五郡神社神名帳大略註解巻四補閾」 (『 日本庶民生活史料集成

第二十六巻』三一書房)に記録されている。

推古天皇の御世に到り、大臣馬子宿禰に勅して曰く、「吾が都葛城

豊浦宮の処と汝の小治田の建興寺の地を互いに代え しめん」とな

り。馬子、勅命に随い、諸司は建興寺を毀し、豊浦宮を小治田の仏

地に遷さしむ。号して豊浦の小治田宮という。

亦、建興寺を豊浦宮の地に造作す。名を改め元興寺という。亦豊浦

寺といぅ。      『和州五郡神社神名帳大略註解巻四補閲』
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「豊浦宮を小治田の仏地に遷さしむ」とある。「小治田の仏地」とは蘇我稲

目が「小墾田の家に仏像を安置 したところ」をいうのであろう。蘇我稲目の本

拠地である。

推古天皇は蘇我馬子に「葛城の豊浦と汝の小治田の建興寺の地を交換 しろ」

と命じている。推古天皇は蘇我氏の小墾田の地と豊浦の地を交換している。

推古天皇の豊浦宮は「葛城豊浦宮」となっている。「葛城の豊浦宮」である。

大和の豊浦は高市郡にあり、葛城ではない。この「葛城豊浦宮」は肥前の三根

郡葛木の豊浦である。

前述の『紀氏家牒』にも「馬子宿禰の男、蝦夷宿禰、葛城縣豊浦里に家をれ

り。故、名づけて豊浦大臣と日う。」とあり、「葛城縣豊浦里」となっている。

「葛城の豊浦」である。二つの文書は豊浦が「肥前の三根郡葛木の豊浦」であ

ることを伝えている。推古天皇の豊浦宮は肥前の三根郡葛木の豊浦である。

推古天皇は三根郡葛木の豊浦の地と蘇我稲 目の本拠地である養父郡の小墾

田の地を交換 している。肥前の養父郡小墾田の地が推古天皇の本拠地になり、

推古天皇は死去すると養父郡の「大野の岡の上」に埋葬されたのである。「大

野の岡」は肥前の養父郡にある。
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第 6章 舒明天皇と肥前
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1  舒明天皇の宮所

(1)舒明天皇とは

舒明天皇は天智天皇の父である。

(舒明)二年 (630年 )、 宝皇女を立てて皇后と為す。后、二男一

女を生む。一を葛城皇子という。近江大津宮御宇天皇なり。こを間

人 (は じひと)皇女という。三を大海皇子という。浄御原宮御宇天

皇なりo                    『日本書紀』

葛城皇子は後の近江大津宮御宇天皇 (天智天皇)である。

舒明天皇の宮は飛鳥にあるという。

(舒明)二年 (630年 )十月、天皇、飛鳥岡の傍に遷る。是を岡本

宮という。                   『日本書紀』

舒明天皇は 629年 に即位 し、翌年の 630年 に飛鳥の岡本宮へ遷 ってい

る。

舒明天皇の「飛鳥岡本宮」は奈良県高市郡明日香 (飛鳥)であるといわれて

いる。 しか しその場所は未だ確定 していない。

(2}舒明天皇の葬儀

舒明天皇は (舒明)十三年 (641年 )に死去する。
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(舒明)十三年 (641年 )十月、天皇、百済宮に崩ず。宮の北に歿

(も がり)す。これを百済の大墳という。この時、東宮開別皇子、年

十六にして誅 (し のびごと)す。         『日本書紀』

舒明天皇が死去したとき東宮開別皇子 (後の天智天皇)は十六才で諫 (し の

びごと)を述べたという。

舒明天皇が崩じたとき百済へ使いに行っていた阿曇連 (あずみのむらじ)比

羅夫 (ひ らふ)は百済の弔使を連れて帰国する。

(皇極)元年 (642年 )正月、百済の使人大仁阿曇連比羅夫、筑紫

国より駅馬に乗り来たりて言う、「百済国、天皇崩ずと聞きて弔使

を奉り遣せり。臣、弔使に随いて共に筑紫に到る。しかるに臣、葬

に仕えむと望み、故に先に独り来たれり」という。  『日本書紀』

安曇連比羅夫は百済の弔使とともに筑紫まで来る。ところが葬儀に仕えたい

ので百済の使者を筑紫に残して駅馬に乗り独りで来たという。

安曇連比羅夫は筑紫から駅馬に乗って来ている。陸路である。舒明天皇の葬

儀の場所は筑紫から陸路で行けるところにある。舒明天皇の葬儀は九州で行わ

れている。

従来は、舒明天皇は大和の天皇であるといわれている。しかし大和へ行 くに

は筑紫から船に乗ることになる。船で筑紫から大和へ行 くのであれば安曇連比

羅夫だけではなく百済の弔使も一緒に乗れる。安曇連比羅夫は独りだけ先に駅

馬に乗り葬儀の場所へ来ている。舒明天皇の葬儀の場所は九州である。舒明天

皇は九州の人である。
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(3)阿曇連比羅夫

阿曇連比羅夫は (皇極)元年 (642年 )正月に舒明天皇の葬儀のために帰

国し、二月には百済の弔使のところへ遣わされる。

(皇極)元年 (642年 )二月、阿曇山背連比羅夫・草壁吉士磐金 。

倭漢書直縣を して百済の所へ遣わ し彼の消息を問わしむ。 (中略 )

百済の弔使等言う、「今年の正月に (百済)国主の母売る。又弟王

子の児翅岐及びその母・妹女子四人、内佐平岐味、高名ある人四十

餘人、嶋に放たれる」という。 (中略)

二月、翅岐を召 して阿曇山背連の家に安置す。 (中略)

四月、大使翅岐、其の従者を将いて朝 (廷 )を拝す。蘇我大臣、畝

傍の家に於いて百済の翅岐等を喚び親 しく対 し語 り話す。

『日本書紀』

「二月、翅岐を召して阿曇山背連の家に安置す」とある。翅岐は阿曇山背連

比羅夫の家に安置されている。

「四月」に蘇我蝦夷は翅岐を喚んで畝傍の家で歓談している。蘇我蝦夷は肥

前の三根郡葛木の人である。翅岐は肥前の三根郡の石川に住んでいる。阿曇山

背連比羅夫も肥前の人であろう。翅岐は百済から逃げて来たとき肥前の阿曇山

背連比羅夫の家に安置されている。

これらはすべて肥前の話である。百済の弔使も肥前に来ている。舒明天皇の

葬儀は肥前で行われている。舒明天皇も、阿曇山背連比羅夫も肥前の人であ

る。
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{4}宮虜

舒明天皇は「百済宮に崩ず」とある。舒明天皇は百済宮で死去 している。葬

儀は肥前で行われているから「百済宮」は肥前にあるのであろう。

舒明天皇は大宮と大寺を建てている。

(舒明)十一年 (639年 )七月、詔 して曰く、「今年、大宮及び大

寺を造作す」という。則ち百済川の側を以て宮虎 (みやどころ)と

為す。是を以て西の民は宮を造り、東の民は寺を作る。

『日本書紀』

「大宮」は「百済宮」であろう。『大安寺伽藍縁起井流記資財帳』 (以下『大

安寺縁起』と略)に 同じ記事があり、大寺の方は「百済大寺」となっている。

天皇位十一年歳次己亥春二月、百済川の側の子部社を切排し、院寺

家、九重塔を建て、三百戸を封じ入れ賜う。号して百済大寺という。

『大安寺縁起』

■ (舒明)十一年 (639年 )七月、詔して曰く、「今年、大宮及び大寺

を造作す」という。則ち百済川の側を以て宮庭 (みやどころ)と為す。

■ (舒明)十二年 (640年 )十月、百済宮に徒 (う つ)る。

■ (舒明)十三年 (641年 )十月、天皇、百済宮に崩ず。宮の北に獲 (も

がり)す。これを百済の大獲という。        『日本書紀』

「天皇位十一年歳次己亥」は 639年 である。『日本書紀』の (舒明)十一

年 (639年 )と一致する。内容も同じであるc

l~大寺」は「百済大寺」であるから「大宮」は「百済大宮 (百済宮)」 であ

ろう。舒明天皇は 639年 に「大宮 (百済宮)」 を建て、 640年 に移 り、 6

41年に百済宮で死去 している。
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舒明天皇は百済宮で死去 し、百済宮の北で歿が行われている。葬儀 もここで

行われたのであろう。

大宮 (百済宮)と 大寺は百済川の側に建てられたという。そこを「宮虎と為

す」とある。『和名抄』の肥前国神埼郡に「宮所 (美也止古呂 (みやところ))」

がある。

■肥前国神埼郡 蒲田。三根・神崎 。宮所 (美也止古呂)  『和名抄』

「宮所」は「宮庭」であろう。舒明天皇が大宮 (百済宮)や大寺を建てた「宮

虎」は肥前国神埼郡宮所である。

舒明天皇は肥前国神埼郡の宮虎に百済宮を建ててそこで死去している。葬儀

も百済宮で行われている。阿曇連比羅夫は筑紫から駅馬に乗り肥前の神埼郡に

来たのである。

(5)城原川と宮殿

「宮庭」は『肥前国風土記』にも出て くる。

○神埼郡  郷は玖 (九 )所 里は二十六 駅萱所 峰壼所 寺萱所

宮庭郷  郡の西南に在り

同じ天皇 (景行天皇)の行幸の時、此の村に於いて行宮 (か りみや)

を造り奉る。因りて宮虎郷という。          『風土記』

宮虎郷は神埼郡の西南にあるという。神埼郡の西南には城原川が流れてい

る。百済川は城原川であろう。郡の西南は城原川の下流である。「宮虎」は城
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原川の下流であろう。城原川が筑後川に合流する辺りが「宮庭」であろう。佐

賀県佐賀郡諸冨町辺りであろう。

諸富町の村中角遺跡からは奈良時代のものとみられる土師器が出土 してお

り、底には「宮殿」というヘラ書きがされている。「宮殿」は舒明天皇の大宮

(百済宮=宮殿)ではないだろうか。舒明天皇の宮殿 (宮虎)は佐賀県諸富町

付近にあったと思われる。

図 11 「宮殿」 とヘラ書 きされた土器 (アサ ヒグラフ コ989年 7月 ¬4日 )

底部左側に「宮殿」の文字がみえる。杯は口径 17."ン、高さ4.5ン。
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2  舒明天皇と津国

(1)津国の有間温湯

舒明天皇はしばしば津国の有間温湯へ行 く。

■ (舒明)三年 (631年 )九月、津国の有間温湯へ幸す。

十二月、天皇、温湯より至る。

日 (舒明)十年 (638年 )十月、有間温湯へ幸す。

■ (舒明)十一年 (639年 )正月、車駕、温湯より還る。

『日本書紀』

従来の解釈では有間温湯は神戸市兵庫区の有馬温泉であるといわれてい

る。しかし舒明天皇は肥前の人である。この時代に肥前からしばしば兵庫県の

有馬温泉へ行くとは考えられない。

「津国の有間温湯へ幸す」とある。有間温泉は津国にある。津国は阿知使主

が呉から帰るとき「津国に至り、武庫に及ぶ」とある「津国」であろう。阿知

使主は呉から長崎、島原半島をまわり、有明海に入り、筑後川の武庫 (諸富津)

に上陸している。「津国」はこの間にある。

津国は島原半島であろう。島原半島は温泉地帯であり、今も東有間町・南有

間町がある。

『万葉集』に、尼理願が死去したとき石川命婦は「餌薬の事に依りて有間の

温泉に往きて、この喪に会わず」とある。石川命婦は肥前の佐保の人である。

また坂上郎女は肥前の佐保に居て、尼理願が死去したのを悲しみ「わが泣く涙

有間山 雲いたなびき 雨に降りきや」と詠っている。泣く涙で有間山に雨が

降っているようだと詠っている。肥前の佐保から見える有間山は雲仙岳であろ
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う。「有間温湯」は島原半島の温泉である。「津国の有間温湯」とあるから「津

国」は島原半島である。

石川命婦は肥前の佐保 (佐賀県大和町佐保)か ら島原半島の有間温泉へ行っ

ている。舒明天皇も肥前から島原半島の有間温泉へ行っているのである。

(2)津嶋

島原半島は「津嶋」ともいわれた。日羅 (に ちら)の事件に津嶋が出てくる。

日羅は阿毎王権 (福岡県鞍手郡 (後述))の天皇に喚ばれて渡来するが、その

帰りに福岡県小郡市の基山付近で百済の従者に殺される。日羅は博多から小郡

市を通り、有明海に出て、故郷の熊本県芦北に立ち寄り、百済へ帰ろうとして

いた。 (古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』参照)

百済の従者である参官等は「血鹿 (ちか)に発途す」とある。血鹿 (ちか )

に向かって出発 している。血鹿は『和名抄』に「肥前国松浦郡値嘉 (ちか)」

とある。長崎県五島列島に今も小値嘉島がある。岩波書店の『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)」

は五島列島である。百済の従者は五島列島へ向けて出発 している。

大和から百済へ帰るのであれば筑前 (博多)か ら壱岐・対馬を通る。五島列

島は通らない。日羅等は五島列島へ向けて出発 しているから有明海に出て五島

列島を通り百済へ帰る予定だったのである。

日羅を殺した百済の高官等は逃げて帰る。

(敏達)十二年 (583年 )、 後に、海の畔の者言う、「恩率の船は

風に被 (あ )い海に没 し、参官の船は津嶋を漂泊して乃ち始めて帰

るを得る」という。               『日本書紀』
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百済の高官の一人である恩率の乗った船は風に遭い沈没している。もう一人

の高官である参官の船は「津嶋を漂泊して、やっと帰ることができた」とある。

急いで逃げ帰るために強風の中を無理に出航したのであろう。

百済の高官は有明海から長崎を回り、五島列島を通り、百済へ帰ろうとして

いた。参官の船は「津嶋で漂泊した」とある。有明海であろう。強風のために

島原半島 (津嶋)と天草の間を通り抜けることができずに漂泊したのである。

(3}狗奴国と津島

邪馬萱国の時代 (三世紀)に も「津島」が出て くる。

時狗奴人典女王相争。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。路を探すのは甚だ厳しい。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

韓国なり。

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

った。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。そこ

で筑後川を下り、有明海に出て、津島 (島原半島)や長崎を経由して朝鮮半島

の南岸へ渡った。その東に狗邪韓国があるという。五島列島を通り韓国へ渡る

ので狗邪韓国の西に到着している。(古代史の復元②『伊都国と渡来邪馬萱国』

参照)。
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3  舒明天皇と飛鳥

〔1}飛鳥岡本宮

舒明天皇の宮は飛鳥にある。

(舒明)二年 (630年 )十月、天皇、飛鳥岡の傍に遷る。是を岡本

官という。                   『日本書紀』

従来は、「飛鳥岡本宮」は奈良県の飛鳥であるといわれていた。しかし舒明

天皇の宮殿は肥前の神埼郡宮所にある。岡本宮も肥前にあるのであろう。舒明

天皇の官は次のような変遷をしている。

○舒明天皇の官の変遷

■ (舒明)二年 (630年 )十月、天皇、飛鳥岡の傍に遷る。是を岡本宮

という。

■ (舒明)八年 (636年 )六月、岡本宮に火災。天皇、遷りて田中宮に

居す。

■ (舒明)十一年 (639年 )七月、詔して曰く、「今年、大宮および大

寺を造作せよ」という。則ち百済川の側を以て宮虎 (みやどころ)と為

す。

■ (舒明)十二年 (640年 )十月、百済宮に徒 (う つ)る。

『日本書紀』
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舒明天皇は肥前の人である。舒明天皇が大和から肥前へ移ってきたという記

録はない。舒明天皇の宮はすべて肥前にあるのであろう。岡本宮も、田中宮も

肥前にあると思われる。

岡本宮は「飛鳥の岡の傍 ら」にあるという。飛鳥は「肥前の飛鳥」であろう。

「肥前の飛鳥」は蘇我馬子が「飛鳥の真神原に法興寺を建てる」とあるように

蘇我馬子の本拠地の近 くにある。肥前の三根郡の石川の近 くであろう。飛鳥の

岡本宮は肥前の三根郡付近にあると思われる。

(2)肥前の「天の香具山」

『万葉集』に舒明天皇の歌がある。

日高市岡本宮御宇天皇代  (息長足日広額天皇)

天皇、香具山に登り国を望みし時の御製歌

大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をす

れば 国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ うまし国そ 蜻蛉島

大和の国は              『万葉集』 (巻- 2番 )

この歌は『万葉集』の第 2番である。『万葉集』を紐解 くと必ず 目にする有

名な歌である。

「高市岡本宮御宇天皇代」とある。岡本宮天皇は舒明天皇であるといわれて

いる。注記にも「息長足日広額天皇」とある。舒明天皇である。

従来の解釈では「大和」は奈良県の大和であり、「天の香具山」は奈良県の

大和三山の一つの天の香具山であるといわれている。

しか しこの歌には「海原は 鴎 (か もめ)立ち立つ」とある。奈良県には海

は無い。鴎は飛んでいない。この歌は奈良県の歌ではない。この歌の「大和」

は奈良県ではないことがわかる。

98



舒明天皇は肥前の人である。「海原」は有明海であろう。有明海には鴎も飛

んでいる。肥前に「大和」や「天の香具山」があったのである。それが後に肥

前から大和へ人々が移住 して奈良県に「大和」や「天の香具山」ができたので

あろう。大和が「遠つ飛鳥」といわれたのと同じである。

大伴旅人も天の香具山を詠っている。

■ (大宰)帥大伴卿の歌 五首

わすれ草 吾が紐に付く 香具山の故 (ふ )り にし里を忘れむがため

『万葉集』 (巻三 334番 )

(大意)わすれ草を自分は紐につける。香具山のあたりのあの懐かしい

故郷をひとときでも忘れているために。 (岩波書店『万葉集』より)

「 (大宰)帥大伴卿」とは大伴旅人であるといわれている。

大伴旅人は大伴坂上郎女の兄であり、佐賀県大和町佐保に住んでいた。その

後大伴旅人は大納言となり、父大伴安麻呂が住んでいた奈良県佐保に住み、父

と同じように佐保大納言といわれるようになる。

大伴旅人は奈良県の飛鳥には住んでいない。奈良県の香具山を「懐かしい故

郷」というはずはない。この「香具山」は肥前の香具山である。

(3)肥前の畝傍 山

肥前には「畝傍」という地名もあり、「畝傍山」もある。

蘇我蝦夷は「畝傍の家」に翅岐を喚んで親しく歓談している。蘇我蝦夷の本

拠地は肥前の三根郡葛木の「豊浦」である。「畝傍」は肥前の三根郡葛木の豊

浦か、その近くにあるのであろう。

肥前には「畝傍山」もある。田村皇子 (舒明天皇)と 山背大兄王が天皇位を

争うところに畝傍山が出てくる。
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(舒明)即位前紀、 (推古天皇の)葬謹畢 (おわ)る 。嗣位 (次の天

皇)は未だ定まらず。 (中略)(蘇我蝦夷)大臣、独り境部摩理勢

臣に問いて曰く、「今天皇崩 じて嗣無 し。誰を天皇と為さむ」とい

う。対えて曰く、「山背大兄を挙げて天皇とせむ」という。 (中略)

この時にあたり蘇我氏の諸族等、悉く集まり、嶋大臣 (馬子)の為

に墓を造り、墓所に次 (や ど)る。ここに摩理勢臣、墓所の麿を壊

し蘇我の田家に退 く。時に大臣俎 (いか)り て身狭君勝牛・錦織首

赤猪を遣わし、・……。 (中略)大臣、境部臣を殺さむとして兵を興

し之を遣わす。 (中略)時に軍至りて、乃ち来目物部伊区比に令 し

て絞 (く びくく)ら しむ。父子共に死す。乃ち同虎に埋める。ただ

し兄子にあたる毛津のみ、尼寺の瓦舎に逃げ匿れる。 (中略)寺を

囲みて捕らえむとす。乃ち出て畝傍山に入る。因りて山を探す。毛

津、走り入る所無 し。頚を刺して山中に死ぬ。   『日本書紀』

蘇我蝦夷は田村皇子 (の ちの舒明天皇)を天皇にしようとした。境部摩理勢

臣は山背大兄 (厩戸皇子の子)を天皇に推す。両者は対立する。遂に蘇我蝦夷

は境部摩理勢臣を殺す。こうして舒明天皇が即位する。

蘇我蝦夷は肥前の人であり、舒明天皇 (田村皇子)も肥前の人である。大臣

(蘇我蝦夷)は「身狭君勝牛・錦織首赤猪を遣わし」とある。身狭君は「身狭

(牟佐)村主」の子孫であろう。「牟佐村主」は阿知使主に喚ばれて肥前に渡

来している。「錦織首赤猪」は「錦部村主」の子孫であろう。やはり渡来して

肥前に住んでいる。登場する人物はすべて肥前の人である。この話は肥前の出

来事である。そこに「畝傍山」が出てくる。「畝傍山」は肥前の畝傍山である。

肥前の三根郡葛木の豊浦の近くに「畝傍山」がある。

肥前に「香具山」や「畝傍山」があった。その山の名前が後に大和へ移った

のである。
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第7章 その他の古代肥前
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1  王仁

(1)阿直伎と王仁の渡来

百済から阿直伎や王仁が渡来する。『古事記』は次のように書いている。

百済国主の照古王は牡馬壱疋、牝馬壱疋を阿知吉士 (あ ちきし)に
付けて貢上 (みつぎたてまつ)る 。亦横刀及び大鏡を貢上る。又百

済国に、「 もし賢き人あらば貢上れ」と科 (お う)せ賜う。故、命

を受けて貢上れる人の名は和迩吉士 (わ にきし)と いう。即ち論語

十巻、千字文一巻、併せて十一巻をこの人に付けて貢ぎ進 (たてま

つ)る。                      『古事記』

百済の照古王は牡馬一頭、牝馬一頭を阿知吉士 (あ ちきし)に付けて日本に

献上する。天皇は百済に対して「賢者がいたら献上せよ」という。百済は和邁

吉士 (わにきし)を献上する。和迩吉士は論語十巻、千字文一巻をもってきた

という。和迩吉士は王仁である。

『古事記』は阿知吉士や和迩吉士が渡来したのは照古王の時としている。照

古王は近肖古王であり、在位は346年 -375年 である。神功皇后の時代で

ある。 (神功)四十六年 (366年 )条には神功皇后が斯摩宿禰を百済へ派遣

したとき肖古王は「深く歓喜し、厚く遇す」とある。

一方、『日本書紀』は阿直伎 (あ ちき)の渡来を (応神)十五年 (404年 )

としている。

(応神)十五年 (404年 )八月、百済王、阿直伎 (あちき)を遣わ

し、良馬二匹を貢ぐ。即ち軽の坂上の厩に養う。因りて阿直伎を以
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て掌 (つかさど)り 飼わせしむ。故、その馬を養う処を号して厩坂

という。阿直伎、亦能 (よ )く 経典を読む。即ち太子菟道稚郎子の

師としたまう。

ここに天皇、阿直伎に問いて曰く、「汝に勝れる博士、亦有りや」

と。対 (こ た)えて曰く、「王仁という者有り。これ秀れたり」と

いう。時に上毛野君の祖荒田別 。巫別 (かんなきわけ)を百済に遣

わし、よりて王仁を徴 (め )す。         『日本書紀』

(応神)十五年 (404年 )は倭の五王の時代である。阿直伎や王仁は倭国

(筑紫君王朝)へ来ている。

神功皇后の時代であれば王仁は肥前か、筑前に来ているし、倭の五王の時代

であれば筑後か、肥前に来ている。いずれにしても大和には来ていない。

(2)王仁神社

王仁は肥前に来ていると思われる。佐賀県神埼郡神崎町竹原 (たかわら)に

王仁神社がある。吉野ケ里遺跡の北北西 700mの ところにある。道の案内板

には「鰐 (王仁)大明神」とある。王仁神社の説明板には次のように書いてあ

る。

鰐大明神と王仁天満宮

この神社の創建は古く定かではないが、正面の鳥居は元禄十二年 (1

699年)に氏子三村から寄進されたものです。御祭神として鰐大

明神と熊野三社が祭られているところから渡海者の安全を祈願され

たものと思われますが、さらに当社には王仁天満宮と刻まれた小さ

な石碑が祭られています。王仁というのは今から千数百年前に応神

天皇に招かれて百済から多くの技術者集団をつれて渡来され、日本

103



に初めて漢字の手本である「千字文」と儒教の原典である「論語」

を伝えられた王仁博士ではないかと思われます。 (後略)

神崎町、神崎観光協会

王仁神社があるのは二仁が肥前に来ている証拠であろう。鳥居を建てた三村

の人々は王仁と共に渡来した王仁の従者の子孫かもしれない。

(3)軽

阿直伎が献上した 2頭の馬は「軽の坂上の厩に養 (か )う 。そこを厩坂とい

う」とある。「軽 (か る)」 は大和の軽であるといわれている。岩波書店の『日

本書紀』の頭注には「奈良県橿原市大軽町付近」とある。

しかし神功皇后は貴国の天皇であり、貴国は北部九州 (筑前、肥前)に ある。

献上した馬を飼うのは筑前か肥前であろう。

『日本書紀』の (応神)十五年 (404年 )に渡来したとすれば倭の五王の

時代である。倭の五王は筑紫君である。軽は筑後か肥前にある。

いずれにしても阿直伎や二仁は九州に来ている。「軽」は九州にある。

「雄略紀」に「軽村」が出てくる。

(雄略)十年 (466年 )九月、身狭村主青等、呉の献じた二つの鶴

(が ちょう)を もって筑紫に到る。是の鶴は水間君の大に噛まれて死

ぬ。 (別本に云う、是の鶴は筑紫の嶺縣主泥麻呂の大の為に噛まれ

て死ぬという。)是により水間君、恐怖し、憂愁 して自ら黙するこ

とあたわず。鴻十隻と養鳥人を献 じ、以て罪を贖うことを請う。天

皇、許したまう。

冬十月、水間君が献じた養鳥人等を以て軽村 。磐余村の二所に安置

すo                       『日本書紀』
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身狭村主青は呉が献じた二つの鶴 (がちょう)を もって筑紫君の待つ筑後へ

帰ってくる。三瀦に上陸している。水間 (三瀦)君の大に鶴は噛まれて死ぬ。

水間君は筑紫君から処罰されるのを恐れて「鴻十隻と養鳥人を献」じる。「水

間君が献じた養鳥人等を以て軽村・磐余村の二所に安置す」とある。「軽村・

磐余村」は筑後か、肥前にある。

王仁は渡来して肥前に住み着いている。阿直伎も肥前に渡来している。「磐

余村」も肥前にある。「磐余 (いわれ)」 は「石寸 (いわれ)」 とも書く。阿

知使主に喚ばれて渡来した漢人に「石寸 (いわれ)村主」がいる。「石寸村主」

は肥前に住み着いている。「磐余村」は肥前にある。「軽」も「磐余」と同じ

く肥前にあるのであろう。

{4)蘇我稲目と軽

蘇我稲目の家は「軽」にもある。

(欽明)二十二年 (562年 )八月、天皇、大将軍大伴連狭手彦を遣

わし、兵数万を領 (ひ き)いて高麗を伐たしむ。狭手彦、乃ち百済

の計を用いて高麗を打ち破る。其の王、培 (か き)を鍮 (こ )えて

逃げる。狭手彦は遂に勝ちに乗じて宮に入り、壺 (こ とごと)く 珍

宝・七織帳 。鉄屋を得て還り来る。

七織帳を以て天皇に奉献す。甲二領・金飾りの刀二日・銅の鎮鍾 (か

ね)三日・五色の幡二年・美女媛、併せて其の従女吾田子 (あたこ)

を以て蘇我稲目宿禰大臣に送る。是に大臣、二女を納め、以て妻と

す。軽の曲殿に居らしむ。            『日本書紀』
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蘇我稲日は大伴狭手彦が送った美女二人を妻と為し「軽の曲殿」に住まわせ

るとある。

蘇我稲目の本拠地 (小墾田、向原)は肥前の養父郡山浦村 (今の鳥栖市山浦

町)である。「軽」もこの近くにあるのであろう。

阿直伎 (あ ちき)が献上した良馬二匹を「軽の坂上の厩に養う」とあるから

阿直伎は養父郡へ来ているのであろう。
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2  西漢と東漢

(1)阿知使主と倭漢

阿知使主は中国の戦乱を避けて 日本へ逃げてきた漢人である。「倭漢直の

祖」といわれている。

(応神)二十年九月、倭漢直の祖阿知使主はその子都加使主、並びに

己が黛類十七縣を率いて来帰 (く )る。      『日本書紀』

(応神)二十年は412年ころである。

阿知使主は肥前に住み着くが、後に倭国 (筑紫君)に追われて履中天皇を助

けながら肥前から難波へ逃げ、さらに大和へ逃げる。

(履 中天皇)本 (も と)、 難波宮に座す時、大嘗 (おおにえ)に座し

て豊の明かりを為すとき、大御酒に酔い、大いに御寝したまう。こ

こにその弟の墨江中王 (住吉仲皇子)、 天皇を取ろうとして火を大

殿につける。ここにおいて倭漢直の祖阿知直は (天皇を)盗み出し

て御馬に乗せて倭 (や まと)へ幸 (い )でまさしむ。 (中略)

故、その地を号して「近つ飛鳥」と謂う。上りて倭 (や まと)に到

り詔して曰く (中略)。 故、その地を号して「遠つ飛鳥 (と おつあ

すか)」 という。故、石上神宮に参出て (中略)。 天皇、ここに阿

知直を始めて蔵官に任じ、糧地を給う。       『古事記』

『日本書紀』も次のように書いている。
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(履中)即位前紀、 (住吉仲皇子は)密かに兵を興し太子 (履中天皇)

の宮を囲む。時に平群木菟宿禰 。物部大前宿禰・漢直の祖阿知使主

の二人、太子に啓 (も う)す。太子、信ぜず。故、二人、太子を扶

(たす)けて馬に乗せて逃げる。          『日本書紀』

(履 中)即位前紀は426年である。阿知使主は426年ころに河内に逃げ

てきてさらに大和へ逃げている。その子孫の苅田麻呂は772年に次のように

述べている。

(宝亀)三年 (772年 )四月、正四位下近衛員外中将兼安藝守勲三

等坂上大忌寸苅田麻呂等言う、「桧隈忌寸を大和国高市郡司に任ず

る元の由は先祖の阿知使主が軽嶋豊明宮収宇天皇 (応神天皇)の御

世に十七県の人夫を率いて帰化す。詔して高市郡桧前村を賜いて居

らしむ。凡そ高市郡内は桧前忌寸及び十七県の人夫が地に満ちて居

す。他姓の者は十にして一二なり。        『続日本紀』

大和の高市郡は阿知使主と阿知使主が連れてきた十七県の人夫 (漢人)で満

ちているという。阿知使主は肥前に渡来している。桧隈は肥前である。

阿知使主はこれら大和 (倭 )の漢人の祖であるという。『古事記』『日本書

紀』は「倭漢直の祖」と書いている。「倭漢」は「大和 (倭 )の漢人」の意味

であろう。「大和」は『万葉集』の舒明天皇の歌にあった「大和」であり、肥

前の大和である。
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{2)都加使主と東漢

阿知使主の子都加使主は「東漢 (直 )」 といわれている。「都加 (つか)」

は「掬 (つか)」 である。掬 (つか)は百済から連れてきた「手末の才伎 (技

術者)」 を「上桃原・下桃原 。真神原の三所に遷 した」とある。

(雄略)七年 (463年 )、 是歳、天皇は日鷹吉士堅磐 (かたしは)

固安銭 (こ あんぜん)を遣わし、共に復命させる。遂に倭国の吾砺

(あ と)の広津邑に安置す。病みて死ぬる者衆 (おお)し。是により

天皇、大伴大連室屋に詔して東漢直掬 (つか)に命じて新漢の陶部

高貴・鞍部堅貴 。画部因斯羅我・錦部定安那錦・訳語卯安那等を上

桃原・下桃原・真神原の三所に遷し居らしむ。   『日本書紀』

百済から連れてきた「手末の才伎 (技術者 )」 は新 しく来た漢人であるから

「新漢」といわれている。

新 しく来た漢人を「新漢」と言っているのは「東漢直掬 (つか)」 がこの近

く (三根郡)に住んでいるからである。肥前の三根郡に居る漢人を「東漢」と

いっている。

{3)西漢

舒明天皇は大宮と大寺を建てる。

(舒明)十一年 (639年 )七月、詔して曰く、「今年、大宮及び大

寺を造作す」という。則ち百済川の側を以て宮庭 (みやどころ)と

為す。是を以て西の民は宮を造り、東の民は寺を作る。

『日本書紀』
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「西の民は宮を造り、東の民は寺を作る」とある。「東の民」は「東漢」を

言うのではないだろうか。「東漢直掬 (つか)」 や「新漢」の人々を言うので

あろう。肥前の東側にある三根郡に住んでいる漢人をいうのであろう。

「新漢」の人々は百済から連れてきた「手末の才伎 (技術者)」 である。舒

明天皇も先祖は百済人、あるいは百済にいた漢人であろう。舒明天皇は「百済

大宮」「百済大寺」を建てているし、死去したときも「百済の大獲」をしてい

る。

(舒明)十三年 (641年 )十月、天皇、百済宮に崩ず。宮の北に獲

(も がり)す。これを百済の大獲という。      『日本書紀』

舒明天皇はすべてが「百済方式」である。

「新漢」の「手末の才伎 (技術者)」 をみると「陶部高貴・鞍部堅貴 。画部

因斯羅我・錦部定安那錦 。訳語卯安那等」である。画部や錦部は寺の造営に必

要な技術者であろう。これら「東の民」に「大寺」を建築させたのであろう。

「東の民」に対する「西の民」は王仁を中心とする神埼郡の人々をいうので

はないだろうか。王仁は百済から来たとあるが「王仁」の姓は「王」である。

漢人であろう。中国から百済に来ていた学者ではないだろうか。

神埼郡に居る漢人の「西の民」に対して舒明天皇は「大宮」を建築させてい

る。完成すると舒明天皇は百済大宮へ遷っている。「西の民は宮を造り」に合

致する。

「東漢」とは肥前の東側の三根郡、あるいは養父郡に居る漢人を言い、「西

漢」とは肥前の西側にある神埼郡に居る漢人を言うのであろう。
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