
第 2部 物部王権と阿毎王権

「磐井の乱」後の「日本の歴史」については研究がほとんどな

されていない。「磐井の乱」で倭国 (筑紫君王朝)は滅亡す

る。倭国滅亡後の「 日本の歴史」はどのようになっているの

であろうか。それを解明していこう。
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第 1章 物部王権
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1  物部王権の樹立

{1)「磐井の乱」と物部危鹿火

「磐井の乱」については「古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』」で詳述

している。要点は次の通 りである。

5世紀から6世紀の前葉まで日本列島を支配 していたのは倭国である。倭国

は筑紫君王朝である。本拠地は筑後にある。

倭国は「磐井の乱」で物部色鹿火 (も ののべあらかひ)に滅ぼされる。

(継体)二十二年十一月、大将軍物部大連危鹿火、親 (みづか)ら賊

帥の磐井と筑紫の御井郡で交戦する。 (中略)遂に磐井を斬り、果

たして彊場を定める。              『日本書紀』

物部危鹿火は筑紫君磐井を斬るとある。倭国 (筑紫君王朝)は物部危鹿火に

よって滅ぼされる。

「磐井を斬り、果たして彊場を定める」とある。「彊場を定める」とは境界

を定めることである。境界は「磐井の乱」がはじまる前に決められている。

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。

『日本書紀』

筑紫君 (倭王)を伐てば物部危鹿火は「筑紫より以西」の地がもらえる約束

になっている。その約束どおりに物部色鹿火は「筑紫より以西」の地 (九州 )

を得たという。これが「彊場を定める」である。
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物部危鹿火は約束通りに「筑紫より以西」の地を得ている。物部危鹿火は九

州を支配する王になっている。

筑紫君の子は死罪を逃れるために物部危鹿火に「糟屋屯倉」を献上する。

(継体)二十二年十二月、筑紫君葛の子、父のつみに座 して誅される

のを恐れて糟屋屯倉を献 じ、死罪を贖 (あ がな)われんことを求む。

『日本書紀』

物部危鹿火に伐たれた「筑紫君磐井」は「筑紫君葛 (倭王葛)」 である。そ

の子が糟屋屯倉を献上して死罪を免れるように求めたという。

原文には「筑紫君葛子」とある。従来は筑紫君の名前が「葛子」であるとし

ている。それを私は「筑紫君葛の子」と解釈した。 (「古代史の復元⑤『倭の

五王と磐井の乱』」参照)

糟屋屯倉は福岡県糟屋郡である。「筑紫より以西」の地である。「磐井の乱」

でこの地は物部鹿鹿火の領土になっている。それにもかかわらず糟屋屯倉につ

いては特別に記述している。それはこの地が物部危鹿火にとって特に重要な土

地だからである (後述)。 「筑紫君葛の子」は物部危鹿火がもっとも欲しがっ

ている土地を献上して死罪を逃れたのである。

ところで『日本書紀』の「磐井の乱」の年代は間違っている。『日本書紀』

の紀年では「磐井の乱」は (継体)二十二年であり、527年である。それを

正しく復元すると (継体)二十二年は531年になる。「磐井の乱」は531

年である。物部危鹿火は531年に筑紫君を伐ち「筑紫より以西」の地を手に

入れている。 (古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』参照)
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{2)「物部王権」とその年号

筑紫君は倭王である。倭王武 (獲加多支歯大王)は 日本列島ではじめて天子

となり年号を建てている。 「善記」である。 (古代史の復元⑤『倭の五王と磐

井の乱』参照 )

物部危鹿火は筑紫君 (倭王)を伐ち王権を樹立すると倭王武にならって年号

を建てている。「殷到」年号である。「磐井の乱」は 531年 であるから「殷

到」年号は 531年 からはじまる。

『襲国偽僣考』の「九州年号」は次のようになっている。

○九州年号   (『 襲国偽僣考』の「九州年号」より)

■殷到  531-535年
■僧聴  536-539年
■明要 541-552年

「殷到」年号は531年からはじまり、「僧聴」「明要」と続く。

物部危鹿火は536年に死去する。

(宣化)元年七月、物部危鹿火大連莞せぬ。是年、太歳丙辰。

『日本書紀』

(宣化)元年は「太歳丙辰」とある。 536年 である。物部危鹿火は 536
年 7月 に死去 している。

ところが物部鹿鹿火の年号である「殷到」年号は 535年 で終わっている。

それは次の「僧聴」年号が 536年 か らはじまるか らである。実際は「殷到」

年号は 536年 7月 まで続き、次の「僧聴」年号は 536年 8月 からはじまる

のであろう。即位年の方を優先 して「僧聴」年号のはじまりを 536年 にして
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いるので年号が重ならないように「殷到」年号の終わりを535年にしている

のである。

このように「殷到」年号は物部危鹿火の年号である。物部危鹿火は筑紫君を

伐ち新しい王権を樹立して天子となり、年号を建てている。

天子は誰からも支配されることはない。物部籠鹿火は九州を支配する天子

(王 )になっている。物部危鹿火が樹立した王権を「物部王権」と名付けるこ

とにする。

(注 )「物部王権」は大和王権の支配下にあるのではない。大和にはこの時

期に年号はない。大和には天子は存在 していない。物部麓鹿火が日本列島にお

ける唯一の天子である。
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2  物部王権の基盤づくり

{1)朝鮮半島の支配

倭国 (筑紫君王朝)は 日本列島ばかりではなく朝鮮半島南部も支配 してい

た。「磐井の乱」で物部麓鹿火は倭国を伐つと先ず朝鮮半島の支配に乗り出す。

毛野臣を朝鮮半島南部に遣わし、朝鮮半島の支配者が筑紫君から物部危鹿火に

代わったことを告げさせようとする。しかし筑紫君が派遣していた任那日本府

の官吏は毛野臣が任那日本府に入ることを拒否する。毛野臣は役目を果たすこ

とができずに帰国する。その途中で死去している。物部危鹿火の朝鮮半島支配

は失敗に終わる。

物部王権はその後百済の力を借りて朝鮮半島を支配しようとする。これがい

わゆる「任那復興」である。 (古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』参照 )

(2)「筑紫より以西」の土地

「磐井の乱」で物部危鹿火は「筑紫より以西」 (九州)の地を得ている。そ

れは「磐井の乱」がはじまる前に継体天皇との間で約束がなされていたという

(『 日本書紀』)。

しかしこれは『日本書紀』の捏造である。『古事記』によると継体天皇の崩

年は527年である。「磐井の乱」は531年である。継体天皇は「磐井の乱」

の4年前 (527年 )に死去している。「磐井の乱」の時に「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」というような約束をすることはで

きない。
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約束は無かったのである。筑紫君を伐っても「筑紫より以西」の土地が自動

的に物部色鹿火の手に入るようなことはない。

九州は長い間筑紫君の支配下にあった。物部危鹿火が筑紫君を伐ったからと

いって九州の豪族が簡単に物部危鹿火の支配下に降るはずはない。朝鮮半島の

支配が失敗 したのも筑紫君が派遣 した官吏が物部危鹿火を新 しい支配者とは

認めなかったからである。

物部麓鹿火は九州の豪族と掛け合い「筑紫より以西」の土地を一つずつ獲得

していった。その結果「筑紫より以西」の地を手に入れることができたのであ

る。

しかし物部危鹿火は筑紫君ほどの力はなかった。そのため九州以外の地 (中

国 。近畿・北陸・関東、朝鮮半島南部)を支配することはできなかった。物部

危鹿火が支配した領域は「筑紫より以西」の地 (北部九州)だけである。

(3)小墾田屯倉と桜井屯倉の獲得

「安閑紀」は物部色鹿火が「筑紫より以西」の地を獲得していく様子を書い

ている。

安閑天皇は皇后の他に三妃を立てるとある。

(安閑)元年 (534年 )二月、有司 (つかさ)、 天皇のために億計

(お け)天皇の女春日山田皇女を納采 (お さめ)て皇后と為す。別に

三妃を立てる。許勢男人大臣の女紗手媛、紗手媛の弟香香有媛、物

部木蓮子大連の女宅媛を立てる。         『日本書紀』

(安閑)元年は534年 である。「磐井の乱」 (531年 )の 3年後のこと

である。
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安閑天皇は『古事記』に崩年千支があり、535年に没している。安閑天皇

は実在の人物である。皇后は「億計 (おけ)天皇の女 (むすめ)」 とある。億

計 (お け)天皇は大和の豪族であろう。安閑天皇は億計 (お け)天皇の女 (む

すめ)を皇后にしているとあるが、『日本書紀』には「天皇を河内の旧市高屋

丘陵に葬す」とあり、『古事記』にも「御陵は河内の古市の高屋村に在るなり」

とある。安閑天皇は河内に埋葬されている。墓は本拠地に造られる。安閑天皇

は河内の豪族であろう。『日本書紀』は河内の豪族を大和三権の天皇として書

いている。万世一系にするための捏造であろう。『古事記』には皇后の記述は

ない。安閑天皇が億計 (おけ)天皇の女 (むすめ)を皇后にしたというのは疑

わしい。

三妃は「許勢男人大臣の女紗手媛、紗手媛の弟香香有媛、物部木蓮子大連の

女宅媛」とある。許勢男人大臣の許勢は巨勢であり、肥前の巨勢 (佐賀市巨勢

町)であろう。岩波書店の『日本書紀』の頭注には「補任に『武内宿禰之子巨

勢小柄 (おがら)宿禰四世孫、父河上臣也』とある。」と書いている。巨勢小

柄宿禰は貴国の将軍である。佐賀市巨勢町を本拠地にしている。巨勢氏は肥前

の人である。許勢 (巨勢)男人はその四世の孫とあるからやはり肥前の巨勢を

本拠地にしている豪族であろう。

三妃に屯倉を賜うとある。

(安閑)元年 (534年 )十月、大伴大連金村、奏して称 (も う)す、

「小墾田屯倉と国毎の田部とを以て紗手媛に給 (たま)わむ。桜井屯

倉 (一本に云う、茅淳山屯倉を加えて肌 (た ま)う という。)と 国

毎の田部とを以て香香有媛に給わむ。難波屯倉と郡毎の鑽丁とを以

て宅媛に給わむ」という。            『日本書紀』

三妃に小墾田屯倉、桜井屯倉、難波屯倉をそれぞれ給わったとある。

三妃に屯倉を賜るように奏言しているのは大伴金村である。「大伴大連金

村、奏して称す」とある。「安閑紀」であるから大伴金村は安閑天皇に奏言し
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ているように思われる。しかし大伴金村は物部鹿鹿火と共に「磐井の乱」で筑

紫君を伐った人物である。『古事記』も次のように書いている。

此の御世に、竺紫君石井、天皇の命に従わずして多く確元 (な )し。

故、物部荒甲之大連、大伴之金村連の二人を遣わして石井を殺すな

り。                        『古事記』

「竺紫君石井」は「筑紫君磐井」であり、「物部荒甲」は「物部危鹿火」で

ある。

「此の御世に」とあり、継体天皇の世に「二人を遣わして石井を殺す」とあ

る。継体天皇が二人を遣わして石井 (筑紫君磐井)を殺したかのように記述し

ている。しかし前述のように継体天皇は「磐井の乱」の4年前に死去している。

「磐井の乱」は継体天皇が物部危鹿火に命じて筑紫君を討ったのではない。

「磐井の乱」は物部危鹿火が計画 して自ら実行 したのである。その証拠に「磐

井の乱」後、物部鹿鹿火は天子になっている。天子は誰からも支配されない。

継体天皇の支配下にあるのではない。

『古事記』には物部麓鹿火は「大連」、大伴金村は「連」となっている。「大

連」の方が位は上である。「磐井の乱」後、物部鹿鹿火は王権を樹立して天子

となり、年号を建てている。大伴金村は物部危鹿火の臣下になっている。した

がって大伴金村が奏言している天皇とは物部危鹿火である。

大伴金村は福岡市の住吉 (博多)に住んでいる豪族である (古代史の復元⑤

『倭の五王と磐井の乱』)。 物部危鹿火は九州を支配している王 (天子)であ

る。この話は九州の出来事である。「安閑紀」であり、しかも皇后は「億計天

皇の女春日山田皇女」とあるから大和の出来事であるかのように思われるが、

それは『日本書紀』の捏造である。「安閑紀」には物部危鹿火の事績が書かれ

ている。

三妃の内の二妃は許勢男人の娘である。許勢男人は肥前の人である。肥前は

筑紫君の支配下にあった。「磐井の乱」で筑紫君は物部危鹿火に伐たれて許勢
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男人の新 しい主君は物部色鹿火になった。そこで許勢男人は新 しい主君の物部

危鹿火に二人の娘を差 し出しているのであろう。

紗手媛に賜った「小墾田屯倉」は蘇我稲目が仏像を「小墾田の家に安置す」

とある肥前の養父郡の小墾田であろう。「桜井屯倉」は善信尼が百済から帰国

して住んだ「桜井寺」の桜井であろう。肥前の三根郡にある。

「一本に云う、茅淳山屯倉を加えて賜わる」とある「茅淳山 (ち ぬやま)屯

倉」は阿知使主に喚ばれて渡来した「茅沼山村主」の「茅沼山 (ちぬやま)」

であろう。「茅沼山村主」は肥前に住んでいる。茅沼山屯倉も肥前にある。

このように「許勢男人大臣の女紗手媛、紗手媛の弟香香有媛」に賜った「小

墾田屯倉」「桜井屯倉」「茅淳山屯倉」はすべて肥前の土地である。

物部危鹿火は三妃に屯倉を賜ったとあるが、「磐井の乱」以前には物部危鹿

火はこれらの土地を所有していなかった。これらの土地を三妃に賜ることはで

きない。物部色鹿火はこれらの屯倉を「磐井の乱」後に手に入れている。

許勢男人は物部危鹿火に娘を差し出している。そのとき屯倉を付けて献上し

たのではないだろうか。娘が生活に困らないようにと肥前の土地 (屯倉)を付

けて献上したのであろう。それを『日本書紀』は天皇 (物部危鹿火)が三妃に

屯倉を賜ったと書いているのであろう。

『日本書紀』は大伴金村が三妃に屯倉を賜るように奏言 したと書いている

が、実際は物部危鹿火が大伴金村に命じて許勢男人に娘と屯倉を献上させたの

であろう。

こうして「磐井の乱」の 3年後に物部危鹿火は先ず肥前の土地を手に入れて

いる。
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(4)許勢男人と雀部男人

許勢男人大臣は佐賀市巨勢町を本拠地にしている。小墾田屯倉は肥前の養父

郡にある。両者はあまりにも離れている。佐賀市巨勢町の豪族が養父郡の土地

を支配することは当時としてはあり得ないであろう。

この疑間は『続日本紀』で解決する。

(天平勝宝)三年 (751年 )二月、典膳正六位下雀部 (さ さきべ )

朝臣真人等言う、「磐余玉穂宮 (継体天皇)・ 勾金椅宮 (安閑天皇)

御宇天皇の御世、雀部朝臣男人は大臣となり、供え奉 (たてまつ )

る。而るに誤りて巨勢男人大臣と記す。真人等の先祖は巨勢男柄宿

禰の男二人有り。星川建日子は雀部朝臣等の祖なり。伊刀宿禰は軽

部朝臣等の祖なり。乎利宿禰は巨勢朝臣等の祖なり。 (中略)今の

聖運にあたりて改正することを得ずば遂に骨名 (かばねな)の緒を

絶ち、永 く源の無い氏となる。望み請う、巨勢大臣を改めて雀部大

臣と為し、名を長き代に流 (つた)え、栄えを後胤に示すことを」

という。

大納言従二位巨勢朝臣名三麿も亦その事を証明す。是に於いて治部

に下知して請いに依り之を改正する。       『続日本紀』

「継体紀」や「安閑紀」に「巨勢男人」とあるのは「雀部男人」の誤りであ

るという。それを巨勢氏である大納言の巨勢朝臣名三麿が証明している。『日

本書紀』の誤りを『続日本紀』が訂正している。『日本書紀』に「許勢男人大

臣の女紗手媛、紗手媛の弟香香有媛」とあるのは「雀部男人大臣の女紗手媛、

紗手媛の弟香香有媛」である。

「雀部 (さ さきべ)」 も巨勢氏と同じく巨勢男柄 (小柄)宿禰の子孫である

という。雀部も肥前の豪族であろう。
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仁徳天皇は「大雀 (お おさざき)命」である。「大雀」は「雀部」の「首長

(王 )」 であろう。仁徳天皇は肥前の三根郡葛木の葛城襲津彦の娘磐之媛を皇

后にしている。仁徳天皇は肥前の三根郡か、養父郡の豪族であろう。「雀部」

も肥前の三根郡か、養父郡の豪族であろう。

三養基郡北茂安町には仁徳天皇を祀る神社が多い。『北茂安町の史話伝説』

(三養基郡北茂安町、昭和 58年 )に よると次のような神社で仁徳天皇を祀 っ

ている。

■江口天満宮

江口にある。祭神には菅原道真公を祀 り、応神天皇、仁徳天皇、大己貴

命、保食神を合祀 してある。

■御嶽神社

白壁字六の幡 (石貝)に あり、国常立尊、大名持命、少彦名命を祀る。

明治四十二年に字平林の若宮神社 (祭神仁徳天皇)と 、字三本松天萬神

社 (祭神菅原道真公)も合祀されている。

■白壁若宮八幡神社

仁徳天皇を祀 っている。明治四十二年に天萬二社、稲荷神社二社、字一

本松の猿田彦神社一社を合祀 した。    『北茂安町の史話伝説』

北茂安町にはこのように仁徳天皇を祀る神社が多い。仁徳天皇がこの地域の

出自である証拠であろ.う 。仁徳天皇は肥前の三養基郡北茂安町の人であると思

われる。

これらの神社の近くに三根郡葛木 (高宮)がある。今は三養基郡北茂安町東

尾である。仁徳天皇の皇后である磐之媛の故郷である。仁徳天皇と磐之媛は同

じ北茂安町の人であろう。二人は近くに住んでいたのである。

雀部朝臣男人も二養基郡の豪族であろう。雀部朝臣男人は物部危鹿火に「小

墾田屯倉」「桜井屯倉」「茅淳山屯倉」を献上している。「小墾田屯倉」は肥

前の養父郡であり、「桜井屯倉」は三根郡である。「茅淳山屯倉」も肥前の三
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根郡か、養父郡であろう。雀部朝臣男人は自分の領地を物部危鹿火に献上 して

いる。

次に「難波屯倉と郡毎の鑽丁とを以て宅媛に賜う」とある。「難波屯倉」は

福岡市東区を流れる多々良川の河口である。「難波屯倉」を献上している物部

木蓮子は福岡県鞍手郡の豪族である (後述)。

これら四つの屯倉は肥前と筑前にある。「筑紫より以西」の土地である。物

部色鹿火はこうして九州の土地を手に入れている。

(注 )「安閑紀」に「天皇のために億計 (おけ)天皇の女春日山田皇女を納

采 (お さめ)て皇后と為す」とある。『古事記』にはその記述はない。「安閑

紀」のこの皇后の記事以外はすべて北部九州の話である。「安閑紀」の天皇は

物部鹿鹿火である。

(5}御野・桑原の獲得

『日本書紀』は続いて次のように書いている。

(安閑)元年 (534年 )聞十二月、三嶋に行幸す。大伴大連金村従

う。天皇、大伴大連を使わし縣主飯粒 (いいぼ)に良田を問う。縣

主飯粒、慶悦 (よ ろこ)ぶこと限りなし。謹み敬いて誠を壺す。例

りて上御野・下御野・上桑原・下桑原併せて竹村の地、合わせて肇

拾町を奉り献ず。                『日本書紀』

「三嶋に行幸す。大伴大連金村従う」とある。

三嶋は大阪府三島郡であろうといわれている。「安閑紀」であるから安閑天

皇が大伴金村を従えて大阪府三島郡へ行幸 したといわれている。しか し大伴金
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村は物部危鹿火の臣下である。大和 (河内)の豪族 (安閑天皇)に従って大阪

の三嶋へ行くはずはない。「安閑紀」であるから天皇は物部危鹿火である。こ

の話も九州の出来事であろう。

大伴金村は物部危鹿火の命令で縣主飯粒に良田を献上するように申し入れ

る。飯粒は悦んで「上御野・下御野・上桑原・下桑原」の地を献上している。

「桑原」については岩波書店の『日本書紀』の頭注に「地名辞典に大阪府三

島郡石河村桑原 (今、茨木市桑原)の地とする。」とある。「三嶋に行幸す」

とあるから「桑原」を大阪府三島郡の桑原に比定している。

しかし大伴金村は物部危鹿火の使者として遣わされている。九州の話であ

る。「桑原」は九州の桑原であろう。肥前に「桑原」がある。葛城襲津彦が新

羅から件人 (と りこ)を連れて来て住まわせたところである。「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」

とある。「桑原・佐靡・高宮・忍海」は肥前の三根郡葛木地方にある。

また阿知使主が喚んで渡来した漢人の中に「桑原村主」がいる。「桑原村主」

は肥前に住んでいる。

このように肥前に「桑原」がある。縣主飯粒が献上した「上桑原・下桑原」

は肥前の三根郡葛木地方の「桑原」であろう。

「御野」についても岩波書店の『日本書紀』の頭注には「和名抄に摂津国西

成郡三野郷。今の大阪市西淀川区姫島町・御幣島町か。」とある。やはり大阪

市に比定している。

しかし「御野」も九州であろう。「御野」は肥前国三根郡の「三根」であろ

う。『魏志』倭人伝には「其餘芳国」として「爾奴国」がある。「爾奴 (みぬ)

=みの=みね」と変化したのであろう。

「雄略紀」に嶺縣主が登場する。

(雄略)十年 (466年 )、 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。
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別本に云う、この鶴は筑紫の嶺縣主泥麻呂の大に噛まれて死ぬとい

ぅ。                       『日本書紀』

身狭村主青は肥前の人である。阿知使主に喚ばれて渡来した「牟佐村主」の

子である。牟佐村主も身狭村主青も肥前に住んでいる。身狭村主青は筑紫君の

命令で呉へ派遣され、呉から筑後に帰って来る。有明海を通り筑後川に上陸し

ている。この時「鶴を筑紫の嶺縣主泥麻呂の大に噛まれた」とある。「嶺縣主」

の「嶺 (みね)」 は「三根」であろう。

「爾奴 (みぬ)」 が「御野 (みの)」 になり、「嶺 (三根)」 になったので

ある。「御野」は肥前国三根郡である。今も佐賀県三養基郡に三根町がある。

あるいは同じ三養基郡に上峰 (かみみね)町がある。

飯粒が献上した土地はすべて肥前の土地である。物部麓鹿火の命令で大伴金

村が肥前の三根郡の豪族である飯粒に土地を献上するように要求したのであ

る。

(6)十市部と伊勢

『日本書紀』はさらに次のように書いている。

(安閑)元年 (534年 )(閏十二月)是月、慮城部 (いおきべ)連

標菖喩 (き こゆ)の女幡媛、物部大連尾輿の瑛略 (く びたま=首飾

り)を盗み取り、春日皇后に献 じる。事が発覚するに至り、標菖喩

は女幡媛を以て采女丁に献 じる。井せて安藝国の過戸の慮城部屯倉

を献じて、女の罪を贖う。

物部尾輿は事の己に由ることを恐れて自ら安きを得ず。乃ち十市

部、伊勢国の来狭狭 。登伊の贄土師部、筑紫国の脂狭山部を献じる。

『日本書紀』
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春日皇后が出てくる。億計 (お け)天皇の娘である。『日本書紀』は大和の

出来事として書いている。

この話は不可思議である。理略 (首飾り)を盗まれた物部尾輿の方が恐れて

土地を献上している。理屈に合わない。

この話の目的は「嬰略 (首飾り)を盗まれた」ということではなく、後半の

物部尾輿が「十市部、伊勢国の来狭狭・登伊の贄土師部、筑紫国の脂狭山部」

を献上したということであろう。この話も土地の献上話である。

春日皇后が出てくるから大和の出来事であると解釈してきた。岩波書店の

『日本書紀』の頭注にも「十市は大和国十市郡 (今、磯城郡・桜井市)。 十市

部は十市首 (と おちのおびと)の官する部民であるが、物部氏の配下にあった

のであろう。」としている。「十市部」を大和国十市郡に比定している。

「伊勢国の来狭狭・登伊の贄土師部」については岩波書店の『日本書紀』の

頭注には「通釈は伊勢国とあるのは摂津の誤りで、 (中略)摂津の来狭狭は大

阪府豊能郡能勢町」としている。「伊勢国」とあるにもかかわらずそれを誤り

として「摂津」に比定している。

物部尾輿は「筑紫国の脂狭山部」も献上している。この天皇が大和の豪族 (安

閑天皇)であるならば大和の豪族が物部尾輿から筑紫の土地を手に入れたこと

になる。それは「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」

という記述に反する。『日本書紀』は「遂に磐井を斬り、果たして彊場を定め

る」と書いている。境界は堅く守られているはずである。「筑紫より以西」の

土地を大和の豪族 (天皇)が手に入れるはずはない。九州の土地が九州以外の

王権の領土になっているのであれば『日本書紀』は「果たして彊場を定める」

とは書かないであろう。

「安閑紀」の天皇は物部麓鹿火である。物部尾輿は物部鹿鹿火に「筑紫国の

脂狭山部」を献上しているのである。

その他の土地も九州の土地であろう。「十市部」は九州にもある。『和名抄』

に「筑前国鞍手郡十市 (止布知)」 がある。
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筑前国鞍手郡 金生 。二田・生見・十市 (止布知)・ 新分・粥田

『和名抄』

物部尾輿は福岡県鞍手郡の土地を物部危鹿火に献上している。物部尾輿は鞍

手郡の豪族である (後述)。

物部尾輿は「伊勢国の来狭狭 。登伊の贄土師部」も献上している。これも九

州の土地であろう。伊都国は伊勢国とも云われた (古代史の復元②『伊都国と

渡来邪馬萱国』)。 伊都国は福岡県前原市である。「伊勢国の来狭狭・登伊」

は福岡県前原市であろう。物部尾輿は物部危鹿火に筑前の鞍手郡十市や恰土郡

(伊都国=伊勢)、 および筑紫国の脂狭山部の土地を献上している。

物部色鹿火はこうして筑前の土地を手に入れている。物部危鹿火は「筑紫よ

り以西」の地のほぼ全域を手に入れたことになる。

(7)屯倉の設置

(安閑)二年 (535年 )に全国に屯倉が設置される。

(安閑)二年 (535年 )五月、筑紫の穂波屯倉 。鎌屯倉、豊国の膝

碕屯倉・桑原屯倉 。肝等屯倉 。大抜屯倉・我鹿屯倉、火国の春日部

屯倉、播磨国の越部屯倉 。牛鹿屯倉、備後国の後城屯倉 。多禰屯倉・

来履屯倉・葉稚屯倉・河音屯倉、刺妍F国の脂殖屯倉・脂年部屯倉、

阿波国の春日部屯倉、紀国の経滞屯倉・河辺屯倉、丹波国の蘇斯岐

屯倉、近江国の葦浦屯倉、尾張国の間敷屯倉・入鹿屯倉、上毛野国

の緑野屯倉、駿河国の稚贄屯倉を設く。      『日本書紀』
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これらの屯倉の中に筑紫・豊国 。火国 (肥前・肥後)の屯倉がある。「筑紫

より以西」 (九州)の地である。物部危鹿火が支配した領域である。535年
であるからこれらは物部危鹿火が設置した屯倉であろう。

「宣化紀」に次の記事がある。

(宣化)元年 (536年 )五月、詔して曰く、「官家 (みやけ)を那

津の日に修造せよ。又其の筑紫・肥・豊の三国の屯倉は散在 して隔

離している。運輸に遥かに阻なり。必要なときににわかに備えるこ

とは難 し。亦、諸郡に課して分けて移 し、那津の口に衆めて非常に

備えて、永く民の命とすべし」という。

七月、物部鹿鹿火大連莞るo           『日本書紀』

「筑紫・肥・豊の三国の屯倉は散在 して隔離しているから那津の日 (博多 )

に集めて非常時に備えよ」とある。「筑紫・肥・豊の屯倉」は物部色鹿火が支

配した領域である。物部危鹿火が命じているのであろう。宣化天皇 (大和の豪

族)が命じているのではない。この記事も九州の出来事である。

その他の屯倉は「長門より以東」である。これらは物部色鹿火が支配する領

域ではない。したがって物部危鹿火が設置した屯倉ではない。

屯倉の設置は全国に及んでいる。535年 ころに全国を支配している王権は

存在 しない。古代において九州から四国 。中国地方をはじめ、丹波国、近江国、

尾張国、上毛野国、駿河国というほぼ日本列島の全域を支配した王権は筑紫君

王朝 (倭国)だけである。この全国の屯倉の設置は筑紫君時代のことであろう。

「磐井の乱」より前の話である。それを『日本書紀』は大和王権中心にしたい

ために「宣化紀」に挿入しているのであろう。

ここで重要なことは「筑紫・肥・豊の三国の屯倉は散在 して隔離しているか

ら那津の日 (博多)に集めて非常時に備えよ」と物部危鹿火が命じていること

である。物部麓鹿火はこの時点で北部九州のほぼ全領域を支配していることが

わかる。 536年 5月 のことである。その二ヶ月後に物部麓鹿火は死去する。
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物部鹿鹿火は死の直前にようやく「筑紫より以西」の地 (九州)を完全に支配

することができたのである。

「物部王権」の基盤はこうして確立した。物部危鹿火は安心して永眠したの

であろう。

(8)那津の倉庫群

2000年 8月 25日 の読売新聞は那津官家 (みやけ)の倉庫群が発掘され

たことを報 じている。

(見 出し)那津官家の大倉庫群

福岡市教委は二十四日、『日本書紀』に記されている「那津官家」

跡とされる比恵遺跡 (福岡市博多区博多駅南)で、六世紀半ばから

七世紀にかけての大型倉庫群五棟と柵列の遺構が出土したと発表 し

た。 (中略)隣接地では八四年に同じような倉庫群五棟、柵列の遺

構を確認。今回の遺構と合わせると、六十メー トル四方に、今回出

土の二棟を中心に十棟の倉庫群が整然と並び、周囲に柵がめぐらさ

れていたことが分かった。

市教委は①比恵遺跡が那津の日 (博多湾)に近い、②周辺四百メー

トル四方の遺跡から大型倉庫群や大型建物遺構が出土した、③「官

田」「三宅田」など「那津官家」と関連する地名が残る一
―こと

から、同遺跡一帯を那津官家跡と推定していた。   読売新聞

物部危鹿火は筑紫・肥 。豊の三国の屯倉から那津の官家 (みやけ)に集めて

非常時に備えたとある。その倉庫群であろう。『日本書紀』の記述が史実であ

ることが立証されたのである。
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3  物部王権と百済

(1)物部王権 と大伴金村

(欽明)元年 (540年 )に天皇は大伴大連金村・許勢臣稲持 。物部大連尾

輿等を従えて難波の祝津宮へ行幸する。

(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

部大連尾輿等奏 して曰く、「少し許りの軍卒では易く征するべから

ず。むかし男大逃 (継体)天皇の六年に、百済、使いを遣わし任那

の上り悧 。下じ悧 。娑陀・牟婁の四縣を表 して請う。大伴大連金村

は輛 (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。

『日本書紀』

天皇は難波の祝津宮に来て、新羅を伐つにはどれほどの軍兵が必要であろう

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政
を指摘され、「住吉の宅」に居て、病気と称して出廷しなかったという。

従来は、難波は大阪であり、「住吉」は大阪の住吉であると解釈 してきた。

しかし「古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』」でも述べたように「難波」
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は福岡市東区の多々良川の川口である。「住吉」は福岡市の博多である。大伴

金村は福岡市の住吉を本拠地にしている。そこから福岡市東区の難波へ来てい

る。

物部尾輿は物部危鹿火に筑前の鞍手郡十市、恰土郡 (伊都国=伊勢)、 およ

び筑紫国の謄狭山部の土地を献上している。筑前 (鞍手郡)の豪族である。

したがってこれは九州の話である。九州を支配 しているのは物部王権であ

る。天皇は物部王権の天皇 (王 )である。大伴大連金村・許勢臣稲持・物部大

連尾輿等は物部王権の天皇に従って難波へ来ている。皆九州の豪族である。

従来は「欽明紀」であるから天皇は大和の天皇 (欽明天皇)であるとしてき

た。しかし『日本書紀』をこのように論理的に見ていくとすべて九州の記述で

あることがわかる。天皇は物部王権の王である。物部危鹿火は536年に死去

しているからこの天皇は物部王権の二代目である。

{2}物部王権と任那復興

「欽明紀」は任那復興問題が中心になる。

「磐井の乱」後、物部危鹿火は毛野臣を派遣して朝鮮半島南部を支配しよう

としたが失敗する。そこで物部王権は百済の力を借りる。物部王権の天皇は任

那復興の詔を百済の聖明王を通して伝える。

(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。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。                 『日本書紀』
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百済の聖明王は任那諸国と任那日本府の吉備臣を集めて日本の天皇 (物部王

権)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。任那復興に全力をつ くせとある。その命

令を百済の聖明王が伝えている。

541年 であるから年号は「明要」である。物部王権の三代 目の天皇である。

■物部王権の年号

・殷到 531年 -535年
。僧聴 536年 -540年
・明要 541年 -552年

初代物部危鹿火

二代目

三代 目

『日本書紀』の任那復興問題は 541年 から本格化する。物部王権の三代 目

は任那復興に力を入れている。

(注 )「 日本天皇」とある。「日本」は北部九州を指す。大和を指している

のではない。神功皇后の貴国も『日本書紀』は「日本貴国」と書いている。貴

国の領域は筑前と肥前である。朝鮮半島南部から見て北部九州は「日の本」に

あたる。それを「日本 (日 の本)」 と言っているのである。

(3)物部王権と百済救援

高句麗に内乱があり、その後高句麗は百済を攻めるようになる。百済は日本

に救援を求める。
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■ (欽明)6年 (545年 )、 是歳、高麗大いに乱れて誅殺される者衆 (お

お)し。 (『百済本記』に云う、十二月、高麗国の細群と危群は宮門で

戦う。 (中略)狛国の香岡上王は莞る。

■ (欽明)七年 (546年 )正月、百済の使人中部奈率己連等、罷 (ま か)

り帰る。佛りて良馬七十匹・船一十隻を賜る。

六月、百済、中部奈率掠葉膿等を遣わし調を献じる。

■ (欽明)八年 (547年 )四月、百済、前部徳率真慕宣文・奈率奇麻等

を遣わし救いの軍を乞う。

■ (欽明)九年 (548年 )正月、百済の使人前部徳率真慕宣文等、罷ら

むと請う。因りて詔して曰く、「乞う所の救いの軍は必ず遣わし救うで

あろう。宜しく速やかに王に報じたまえ」という。

六月、使いを遣わし百済に詔して曰く、「徳率 (真慕)宣文、帰りて以

後、如何か。消息如何に。朕聞く、汝の国は狛の賊の為に害を受けてい

ると。宜しく任那と共に策を励み謀を同じくして前の如 く防ぎ距 (こ

ば)め」という。

十月、三百七十人を百済に遣わし城を得爾辛に助け築く。

■ (欽明)十二年 (551年 )二月、麦種一千斜 (さ か)を以て百済王に

賜う。

(欽明)十三年 (552年 )五月、百済 。加羅・安羅、中部徳率木励今

敦・河内部阿斯比多等を遣わして奏して曰く、「高麗と新羅と通和して

勢を併せて臣が国と任那を滅ぼさんと謀る。故、謹みて救いの兵を求め

請 (う )けて先に不意を攻めむ。軍の多少は天皇の勅の随 (ま ま)に 」

とぃぅ。                    『日本書紀』

百済は狛 (高麗=高句麗)に攻められて物部王権に救援を願い出るようにな

る。物部王権は百済に良馬七十匹や船十隻を贈ったり、三百七十人を派遣して

城を築かせたりしている。
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高句麗はさらに新羅と手を握り、百済や任那を滅ぼそうとする。百済はそれ

を物部王権の天皇に訴える。天皇は次のように応える。

(欽明)十三年 (552年 )五月、詔して曰く、「今、百済王・安羅

王・加羅王、日本府臣等と倶に使いを遣わし奏する状は聞き詑 (お

え)ぬ。亦任那と共に心を併せ力を一つにすべし。猶このようにす

れば必ず上天の擁護の福を蒙る。亦可畏天皇の霊に頼るなり」とい

うo                        『日本書紀』

百済王 。安羅王 。加羅王と任那日本府の臣も加わり物部王権に救援を求めて

いる。任那日本府は「磐井の乱」の直後は物部王権に反抗している。それから

21年が経過している。任那日本府も力を失ってきたのであろう。物部王権に

救いを求めている。

物部王権の天皇は「可畏天皇の霊に頼るなり」と応えている。「可畏天皇」

とは「畏るべき天皇」であろう。「その霊に頼る」とあるからすでに死去 して

いる。死去している天皇で「畏るべき天皇」とは初代の物部危鹿火であろう。

物部鹿鹿火は主君である筑紫君を伐った人物である。まさに「畏るべき天皇」

である。『古事記』は物部鹿鹿火を「物部荒甲」と書いている。「荒甲」は「荒々

しい甲胃を付けた人」という意味であろう。「磐井の乱」で筑紫君を伐った物

部危鹿火にふさわしい名前である。

「可畏天皇の霊に頼るなり」という文章からみても、この王権が物部危鹿火

が樹立した物部王権であることがわかる。

「磐井の乱」 (531年 )後に物部角鹿火は朝鮮半島南部を支配しようとす

るが失敗する。その20年後に「百済 。安羅・加羅、および任那日本府」は物

部王権に救いを求めている。物部王権は大きく成長し、また発展 している。
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第 2章 阿毎王権
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1  阿毎王権とは

(1)『隋書」の優国

『隋書』は 600年 ころの日本列島に優国 (たいこく)が存在 したことを伝

えている。

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)

開皇二十年優王姓阿毎、字多利思比孤、号阿輩難爾。遣使詣闘。 (中

略)王妻号難爾。後宮有女六七百人。名太子為利歌輌多弗利。無城

郭。内官有十二等。一日大徳、次小徳、次大仁、次小仁、次大義、

次小義、次大膿、次小膿、次大智、次小智、次大信、次小信。員無

定数。有軍尼一百二十人。猶中国牧宰。八十戸置一伊尼翼。如今里

長也。十伊尼翼属一軍尼。 (中略)至隋其王始制冠。以錦総為之金

銀鎮花為飾。 (中略)戸可十萬。        『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り。山嶋に

依りて居す。 (中略)開皇二十年 (600年 )、 優王の姓は阿毎、

字は多利思北孤、阿輩難爾と号す。使いを遣わし閾に詣る。 (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輌

多弗利と為す。城郭無 し。内官に十二等有り。一を大徳という。次

に小徳、次に大仁、次に小仁、次に大義、次に小義、次に大駐、次

に小膿、次に大智、次に小智、次に大信、次に小信。員に定数無し。

軍尼有り。一百二十人。猶、中国の牧宰のようである。八十戸に一

伊尼翼を置 く。今の里長の如 し也。十伊尼翼が一軍尼に属す。 (中

略)隋に至り其の王は始めて冠を制す。錦総 (に しきあやぎぬ)を
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以て之を為し、金銀を錢 (ち りば)め花を飾りと為す。 (中略)戸

数は十萬戸ばかり。              『隋書』イ安国伝

600年に優国 (たいこく)は隋へ朝貢している。倭国の王の姓は「阿毎 (あ

ま)」 とある。官位が十二階あり、官位制度も整っている。また80戸毎に 1

つの伊尼翼を置き、 10伊尼翼が 1軍尼に属しているという。支配体制も整っ

ている。戸数は 10萬戸ばかりとある。優国は大国である。

優国は倭国であると考えられている。しかし倭国は筑紫君王朝であり、筑紫

君王朝は「磐井の乱」で 531年に亡んでいる。600年 ころには倭国は存在

しない。したがって優国は筑紫君王朝 (倭国)ではない。優国と倭国は別の国

である。

しかしここに「優国」と書けば読む人は「倭国」と解釈するかもしれない。

そこで王の姓「阿毎」を採ってこの王権を「阿毎王権」と呼ぶことにする。「阿

毎王権」は優国のことである。

(2)百済・新羅と阿毎王権

『隋書』優国伝は優国と百済 。新羅との関係を次のように書いている。

敬仏法。於百済求得仏経、始有文字。 (中略)新羅 。百済皆以優為

大国。多珍物。並敬仰之。恒通使往来。     『隋書』倭国伝

(訳 )仏法を敬う。百済に仏経を求め得て、始めて文字あり。 (中略)

新羅・百済は皆優国を以て大国と為す。珍物多し。並びに之を敬い

仰ぐ。恒に使いを通わし往来する。

優国は仏法を敬うとある。百済に仏教の経典を求めて始めて文字が伝えられ

たという。
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新羅 。百済は倭国を大国として恒に使いを通わし往来するとある。600年
頃の日本列島には優国 (阿毎王権)があり、新羅や百済は大国とみて恒に交流

をしているという。

{3)阿毎王権と官位制度

「百済に仏経を求め得て、始めて文字あり」とある。この記述から従来は日

本人はそれまでは文字を知らなかったと解釈 してきた。

しかしこの文章はそういう意味ではないであろう。日本人はまったく文字を

知らなかったのではない。5世紀の倭の五王の時代にはすばらしい上表文を書

いている。上表文は渡来人に書かせたと思われるが上層部の人は文字の読み書

きはできたはずである。「文字が無かった」のではない。

ただし一般人は文字を使用していなかったのであろう。「始めて文字あり」

とは仏教が伝来して一般人が仏典を読むようになり、はじめて読み書きができ

るようになったという意味であろう。一般人についての記述である。

阿毎王権では官位制度が整っている。官吏は文字の読み書きが必須である。

600年頃には一般人でも文字の読み書きができるようになっている。
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2  阿毎王権の本拠地

(1)イ安国の所在地

優国の所在地について『隋書』は次のように書いている。

優国在百済新羅東南水陸三千里於大海之中。依山嶋而居。 『隋書』

(訳 )イ安国は百済 。新羅の東南水陸三千里の大海の中に在り。山嶋に

依りて居す。

この記述形式は優国が北部九州にあることを示している。『三国志』以来の

記述形式である (古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』)。 優国は北部九州

にある。

『隋書』は倭国が所在する地域の特徴を次のように書いている。

水多陸少以小環桂鵬鵜項令入水捕魚。 (中略)有阿蘇山。其石無故

火起。                       『隋書』

(訳 )水多く、陸少なし。小環を以て鵬鵬の項 (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。

「水多く、陸少なし」とある。島や半島が多いのであろう。九州と思われる。

大和はすべて陸である。「陸少なし」とはいわない。

また鵜飼いをしている。大和には鵜飼いをするような所はない。やはり九州

であろう。決定的なことは優国の近くに阿蘇山があることである。優国 (阿毎
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王権)は九州である。600年ころの日本列島を代表する倭国 (阿毎王権)は

北部九州にある。

(2}表清の渡来ルー ト

608年 に隋から使者が来る。表清 (はいせい)である。表清は次のようなル

ー トで優国に来ている。

明年上遣文林郎表清使於優国。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。              『隋書』倭国伝

(訳 )明年 (608年 )、 上 (皇帝)は文林郎表清を遣わし倭国に使

いす。百済を渡り、行きて竹島に至り、南に熟羅国を望む。都斯麻

国 (対馬国)を経て廻り大海の中に在る。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、対馬・壱岐を経て竹斯国 (筑紫)へ来ている。筑紫か

ら「東へ行き秦王国に至り、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)に来たと解釈してきた。「海

岸に達す」とは難波 (大阪)に到着したことであるという。

しかし瀬戸内海を通るときは海岸に沿って航海する。海岸に沿って進み大阪

湾に到着したとき「海岸に達する」とは言わない。
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また大海を航海して陸地に着いたときは「陸地に達す」とはいうが「海岸に

達す」とは言わないであろう。陸路を通り、海岸に出たときにはじめて「海岸

に達す」という。

阿毎王権は北部九州にある。瀬戸内海は通らない。「一支国 (壱岐)か ら竹

斯国 (筑紫)に至る」とある。筑紫国は博多付近であろう。そこから「又東秦

王国に至る」とある。博多から東へ向かっている。博多の東には海はない。陸

路である。秦王国は陸の中にある。

さらに「十餘国を経て海岸に達す」とある。秦王国や十餘国を経て海岸に出

ている。東へ向かって海岸に出ているので海岸は豊前の海岸であろう。

「竹斯国より以東は皆優国に附庸す」とある。筑紫から東の豊前までは優国

に属しているという。優国の領域は筑前から豊前までである。イ晏国はやはり北

部九州である。

図 12 倭国の領域

領  域

143



(3)難波 と海石溜市

『日本書紀』にも表清等が来たときの記録がある。表清は『日本書紀』では

表世清 (はいせいせい)となっている。

(推古)十六年 (六〇八年)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。この日飾り船三十艘を以て客等を江

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楷市 (つばきいち)の術 (ち ま

た)に迎える。                 『日本書紀』

表世清等は「筑紫に至る」とある。筑紫は博多であろう。その後「難波津に

泊まる」とある。難波津は多々良川の河口であろう。「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」とある。船で迎えている。博多から船

で難波 (多 々良川の川口)に来ている。

『隋書』ではこの行程が省略されている。竹斯国 (筑紫国)か ら「又東秦王

国に至る」と書いている。難波は出てこない。あるいは『隋書』は難波も含め

て「又竹斯国 (筑紫国)に至る」と書いているのであろう。

表世清等は「京に入る」とある。いよいよ優国 (阿毎王権)の都に入る。「唐

客を海石楷市 (つばきいち)の術 (ち また)に迎える」とある。表世清等は難

波から海石楷市 (つばきいち)へ来ている。

従来の解釈では、海石楷市は奈良県桜井市金屋付近であるとしている。表世

清等は難波 (大阪)か ら大和川を遡り奈良県桜井市金屋へ来たというのであ
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る。しかし大阪の難波を出発して桜井市へ向うとき「唐の客京に入る」とはい

わないであろう。難波から桜井市まではあまりにも遠い。

表世清が来たのは608年である。『日本書紀』では推古天皇の時代である。

表世清等は推古天皇のところへ来たといわれている。推古天皇の在位は593

年-626年 である。推古天皇は表世清が来る5年前に都を小治田宮に遷して

いる。

(推古)十一年 (603年 )十月、小治田宮に遷る。 『日本書紀』

従来の解釈では表世清等は小治田宮へ来たとしている。小治田宮は奈良県高

市郡明日香であるという。大和川を遡り支流の飛鳥川に沿って行 くことにな

る。

ところが海石相市を桜井市金屋付近であるとすると表世清等は飛鳥川へ入

るところを通り過ぎて初瀬川へ来ていることになる。これでは飛鳥へは行けな

い。飛鳥へ行くには引き返すことになる。海石格市を桜井市金屋に比定するの

は誤りであることがわかる。

図 13 海石櫂市 (金屋)と 小治田宮 (飛鳥)

「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相市の術 (ち

また)に迎える」とある。はじめて飾り騎七十五匹を出して表世清等を海石櫂

市に出迎えている。

従来の解釈にしたがえば難波から桜井市 (海石槽市)へ来るときは唐客のた

めに馬を出していない。唐客は歩いて難波から桜井市へ来ることになる。国賓

をそのような扱いはしないであろう。

このように従来の解釈には多くの疑間がある。

さらに重要な問題は推古天皇が女帝であることである。『隋書』の優国は男

王である。王には妻が居るとある。表清等は推古天皇のところへ来たのではな

い。従来の解釈は間違っている。
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図 13 海石格市 (金屋)と小治田宮 (飛鳥)

装世清等は阿毎王権へ来ている。阿毎王権の領域は筑前から豊前の海岸まで

である。「海石楷市」はこの範囲にある。

『隋書』では装清等は筑紫から東へ向かっている。『日本書紀』では筑紫か

ら難波へ行き、難波から海石相市に来ている。難波 (多 々良川の川回)の東に

海石格 (つばき)があるのであろう。

福岡県嘉穂郡穂波町椿がある。海石摺市 (つばきいち)はこの椿であろう。

装世清等は難波から多々良川を遡り、福岡県嘉穂郡穂波町椿に来ている。

(注 )景行天皇はこの逆を行っている。海石格市から多々良川を下り博多湾

へ出ている。 (古代史の復元④『四世紀の北部九州と近畿』参照 )
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図 14 難波 と海石梱市 (椿 )
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(4}阿毎王権と阿斗 (あ と)

海石槽市では額田部連比羅夫が表世清等を迎える。

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

相市 (つばきいち)の術 (ち また)に迎える。額田部連比羅夫、以

て膿の辞を告ぐ。唐の客を朝庭に召して使いの旨を奏さしむ。

『日本書紀』

「唐の客を朝庭に召す」とある。唐の客は宮殿に来ている。宮殿 (朝庭)は

海石楷市の近 くにあるのであろう。

ところが海石楷市と京の間には「阿斗 (あ と)」 というところがある。外国

の客はここで宿泊 して京へ入る準備をしたようである。表世清等が来た 2年後

の 610年 に新羅と任那の客が来る。

(推古)十八年 (610年 )七月、新羅の使人沙味部 (さ たくほう)

奈末竹世士 (な まちくせいし)、 任那の使人味部 (た くほう)大舎

(た さ)首智売 (す ちばい)と筑紫に到る。

十月丙申 (八 日)、 新羅・任那の使人、京に錬 (いた)る 。是の日、

額田部連比羅夫に命じて新羅客を迎える荘馬 (か ざりうま)の長と

為す。膳臣 (か しわでのおみ)大伴を以て任那客を迎える荘馬の長

と為す。即ち阿斗の河辺の館に安置す。

丁酉 (九 日)、 客等、朝庭に拝す。        『日本書紀』

新羅の客が来たときも額田部連比羅夫は荘馬の長となり、馬を出して出迎え

ている。出迎えたところは海石格市であろう。海石梱市 (椿 )は三郡山地を越

えて来たところにある。三郡山地は道が狭いし、急な山道である。三郡山地を
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越えるときは馬は使えないのであろう。そのため海石相市 (椿 )に馬を用意し

て出迎えている。

十月八日に新羅客等を「阿斗の河辺の館に安置す」とある。海石相市 (椿 )

から阿斗に来ている。一日の行程である。その翌日の十月九日に宮殿へ行く。

「九日、客等、朝庭に拝す」とある。「阿斗」は京の手前にあり、外国の使者

が宿泊するところである。

「阿斗の河辺の館」とある。阿斗は川の側にある。川は遠賀川であろう。海

石相市 (福岡県嘉穂郡穂波町椿)は三郡山地の麓にある。椿から北へ向かい遠

賀川に出たところに阿斗があるのであろう。阿斗は穂波川が遠賀川に合流する

地点あたりであろう。今の飯塚市である。飯塚市は交通の要所であり、客を宿

泊させるには最適な場所である。阿斗は飯塚市であろう。

装世清等は難波 (福岡市東区の多々良川の河日)か ら嘉穂郡穂波町椿 (海石

格市)を通り、阿斗 (飯塚市、遠賀川の河辺)に来て、翌日京に入っている。

阿毎王権の都は阿斗 (飯塚市)のすぐ先にある。阿毎王権 (倭国)の本拠地は

福岡県鞍手郡であろう。

図 15 阿毎王権の本拠地
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(5}日 羅と阿斗

日羅は阿毎王権の天皇に喚ばれて来る。日羅は阿斗に滞在する。

(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)の芦北国造阿利斯登

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。

(中略)

また大夫等を難波の館に遣わし日羅を訪ねしむ。 (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ままに供給す。

復 (ま た)、 阿倍目臣 。物部贄子 (にえこ)連 。大伴糠手連を遣わ

し、国政を日羅に問う。             『日本書紀』

日羅は難波から阿斗の桑市に来ている。阿毎王権の使者は阿斗の桑市に居る

日羅を訪ねて国政について質問している。日羅は帰りも阿斗の桑市から難波へ

もどる。

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。     『日本書紀』

日羅は「 (阿斗の)桑市村より難波の館に遷る」とある。日羅は阿斗に滞在

したままで京には入っていない。

阿毎王権は何故日羅を京に入れなかったのであろうか。日羅は百済の高官で

ある。百済は日本列島を侵略しようと狙っていた。阿毎王権はその対策のため
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に百済の高官になっている日羅を喚んだのである。しかし日羅は百済の高官で

ある。日羅は百済のために阿毎王権の様子を探るかも知れない。日羅には京は

見せられない。このような理由から日羅を京には入れなかったのであろう。

日羅は百済にとって不利になるような助言をする。そのため日羅は百済の従

者に殺される。

(敏達)十二年 (583年 )、 阿倍目臣・物部贄子 (に えこ)連・大

伴糠手連を遣わし、国政を日羅に間う。日羅、対えて言う、「多 く

の船舶を造り、津毎に列ね置き、客人 (百済の)に観せ じめて恐怖

させよ。 (中略)」 という。また奏して言う、「百済人は謀りて言

う『船三百有り。筑紫を請う (要求する)』 と。もしそれが実にな

れば偽って与えたまえ。百済は新たに国を造ろうとして、必ず先ず

女人。小子を以て船に載せて至る。この時、壱岐。対馬に多くの伏

兵を置き、至るをうかがい殺したまえ。 (中略)」 という。

『日本書紀』

日羅はこのようなア ドバイスをしている。これを聞いた百済の従者は日羅を

殺すことを考えたのであろう。あるいは渡来する前から日羅の言動次第では日

羅を殺せという命令を受けていたのかも知れない。そのため百済の従者は日羅

の言動を監視していたのであろう。

日羅は博多から小郡市に来たところで殺される。

(6)阿毎王権と遠賀川

阿毎王権の本拠地は福岡県鞍手郡であろう。阿毎王権へ行 くには難波 (福岡

市東区)から多々良川を遡り、三郡山地を越えて嘉穂郡穂波町椿に出る。ここ

から阿斗 (飯塚市)を経て阿毎王権の本拠地である鞍手郡へ行 く。
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このルー トはかなり厳しい。三郡山地を越えねばならない。何故、遠賀川を

利用しないのであろうか。遠賀川を遡ればすぐに鞍手郡である。

しかし遠賀川は浅くて大型船は通れないのであろう。大型船を長期間係留す

るところも無いのであろう。

『福岡県の新しいすがた 新福岡県の地理』 (光文館)に は遠賀川流域の地

理について次のように書いている。

直方から下流の直方平野は、広い三角州性の低地となっている。そ

して海抜約 5mの直方市植木より下流には、低地の縁辺に点々と貝

塚が分布して、縄文時代にはこの一帯まで、現在の響灘が湾入して

いたことを物語っている。

植木から川日の芦屋まで約 15kmあ り、この人江を遠賀川は数千

年の歳月で埋積したことになる。もっとも芦屋海岸には最大巾3k

m、 長さ約 10kmの三里松原砂丘があり、湾口をふさいで埋積作

用を促進 したと考えられる。

『福岡県の新 しいすがた 新福岡県の地理』 (光文館)

遠賀川を遡ると直方市がある。そのまわりは鞍手郡である。阿毎王権の本拠

地である。川日からは約 15kmと 近い。しかし遠賀川の下流は低地であり、

川日の芦屋海岸には三里松原砂丘ができているほどである。浅瀬になってお

り、大型船は航行できないのであろう。また船を係留するところも無いのであ

ろう。

外国からの客が阿毎王権へ行 くには博多から難波へ行き、大型船を係留して

多々良川を遡り、三郡山地を越えたのである。
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(7)阿毎王権の遺跡

阿毎王権の本拠地は鞍手郡である。鞍手郡には阿毎王権の王墓にふさわしい

古墳がある。新延 (にのぶ)大塚古墳や銀冠塚古墳である。

銀冠塚古墳については『銀冠塚』 (福岡県文化財調査報告書 第 28集 1
963年 福岡県教育委員会)と いう報告書がある。概略は次の通りである。

□銀冠塚古墳  (福岡県鞍手郡鞍手町八尋 )

(D外形  円墳 (径 18m、 高さ3m)、 葺石や埴輪は発見されず。

○石室の構造 複室の横穴式石室 (全長 8m)
■主として花商岩の巨石と塊石で構築…奥室、前室ともに 1-2枚 の巨石

を腰におき、その上に塊石またはやや小さい石を積み重ね、奥室にあっ

ては 2枚の天丼石をおいている。

■奥室に沿って一段高い屍床が作られている。高さ30cm、 幅 lm、 全

面に石列をつ くって、上縁まで土を置き、その上に平石を敷いている。

勿論、前室、奥室とも全面に平石を敷いている。

■各室の境には大きな袖石をたてて室をくぎり、通路には敷居石がおかれ

ている。

○出土遺物

■奥室…屍床上から金環 3個、西南隅から金環 2個、その横から大小 2個

の金環、奥室外の捨て土から金環 1個、計 8個の金環

(金環は中実の銅環に金の薄板を被せたもの )

(注 )追葬が行われている。屍床上に 2体、西の壁に沿って 2-3体 。

■前室…銀製天冠  (図参照 )

武器類 (刀、刀子、鉄鏃 )

馬具類 (杏葉、雲珠、帯金具、他 )

土器類 (土師器、須恵器 )
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○銀製天冠について

■厚さlmmほどの薄い銀の板製。幅約 2cm、 長さ28cmく らいの透

彫結紐文の帯状の冠台部の中央に、宝珠と花文をいただき、内部に忍冬

唐草文の透彫を有する二等辺三角形の前立を鐘付けしたものである。総

高 15.7cm。 頭を一周せずに、前額ばかりを飾る方式。

■これまでわが国古墳発見の冠は、30例位あると思われるが、すべて今

回の例とは相当異なった形式のものである。すなわち細い冠台の上に大

きな出字状の立飾を有する朝鮮金冠塚の系統に属するものか、或いは広

帯形式のものである。ただ、宗像郡宮地嶽神社の奥の院の大石室に副葬

されたと考えられる一例だけは、今回発見例と、例えば透かし彫り珠文

などで極めて近い。

しかしながら、今回のものに最も近いものは、次に列記する法隆寺関係

の諸尊の天冠である。

1.法隆寺金堂金銅釈迦三尊像脇侍 (推古31年 623年 )

2.東京国立博物館蔵旧法隆寺献納御物金銅弥勒菩薩半助田像

(7世紀前半)

3.法隆寺夢殿木造救世観世音菩薩像 (7世紀中葉)

4.法隆寺金堂木造四天王像 (白雉元年 650年 )

5。 東京国立博物館蔵旧法隆寺献納御物辛亥銘金銅観音菩薩像

(白雉 2年 651年 )

6.東京国立博物館蔵旧法隆寺献納御物金銅弥陀三尊像脇侍

(7-8世紀 )

これらはすべて、今回のものとは異なり、冠台部の細帯の上に、広く全

面に唐草の飾文を置いているが、その正面には、今回のと同性質の二等

辺三角形の文様が、その中心をなしている。すなわち、三角形内には、
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忍冬唐草文が入り、その上に花形あるいは輪状の文様があり、一番上に

宝珠をいただく。

勿論、たとえば、これら諸尊の花形あるいは輪状部が著しく大きく且つ

繁華であるに対 し、今回の銀の冠が、極めて小さく、あっさりしている

等の大差の外に、細部においてもかなり異なってはいる。しかし、これ

は同一モチーフにおける繁簡の差で、文様としては全く同型のものと考

えられる。とくに両者にわたり、三角形の縁に見られる透かし彫りによ

る珠文の手法は、極めて特徴的と言わねばならない。この点は、従来の

古墳発見例では、上記のとおり宮地嶽の天冠にのみ見られていたもので

ある。

さて上記の法隆寺の諸尊が 1及び 2の推古仏をのぞいては、他はすべて

白鳳仏と考えられており、この天冠様式の盛行の時期が自ら推定され

る。

■小結

銀製天冠は、7世紀の前葉から中葉にわたる時期より本古墳が古いこと

を許さないようであるが、 (中略)恐 らく寿墓と思われるので、古墳の

営造は7世紀中葉頃と思われる。(金環の数と出土状態から追葬が行わ

れているので)後葉の頃まで使用されたであろう。
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図 16 銀製天冠

銀 製 天 冠 復 原 実 測 図

銀冠塚古墳は7世紀中葉頃に造営されたという。また 7世紀後葉の頃まで使

用されたとある。まさに阿毎王権の時代である。阿毎王権は600年に隋へ朝

貢しており、装世清は608年に来ている。

銀冠塚古墳からは銀製天冠が出土しており、金環が 8個 も出土している。銀

冠塚古墳は王墓であろう。時期から見て、表世清が来たときの王の墓ではない

だろうか。多利思比孤の墓であろうと思われる。
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銀製天冠は法隆寺関係の仏像の天冠と極めて近いという。『隋書』は阿毎王

権 (倭国)の仏教受容について次のように書いている。

大業三年 (607年 )、 其の王多利思比孤、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、

遣わし朝拝させ、兼ねて沙門数十人来たり、仏法を学ぶ。」という。

『隋書』イ安国伝

阿毎王権は中国 (隋 )へ沙門数十人を派遣 して仏法を学ばせている。銀製天

冠の様式が仏像の天冠に近いのは阿毎王権が仏教を受容 しているか らであろ

う。銀製天冠の様式は中国の仏教の影響によるものではないだろうか。

(8)物部王権と阿毎王権

531年の「磐井の乱」で物部危鹿火は「物部王権」を樹立する。物部王権

は「筑紫より以西」 (北部九州)を領土にしている。「筑紫・肥 。豊」の国で

ある。

600年には阿毎王権 (優国)があり、筑前から豊前までを領域にしている。

物部王権と阿毎王権の領土は一致する。物部王権と阿毎王権は同じ王権なので

あろうか。それとも異なる王権であろうか。
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第3章 物部王権から阿毎王権へ
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1  九州年号と『日本書紀』

(1)物部王権の年号

『襲国偽僣考』の「九州年号」に物部王権の年号がある。

○物部王権の年号  (『襲国偽僣考』より)

■殷到 531-535年
■僧聴  536-539年
■明要  541-552年

『襲国偽僣考』の「九州年号」では540年は空位である。『襲国偽僣考』

は次のように書いている。

■イ曽用恵

宣化天皇元年丙辰。僧聴元年と改む。一説に曰く、宣化帝之時、僧聴四

年に終わる。

欽明天皇元年、かれが僧聴五年、襲の人、衆を率いて帰附す。欽明紀に

曰く、元年二月、蝦夷・隼人、並びに衆を率いて帰附す。

『襲国偽僣考』

宣化天皇元年の丙辰年に僧聴元年に改めるとある。丙辰年は 536年 であ

る。 536年 に年号を「僧聴」に改元 している。物部危鹿火は 536年 7月 に

死去 している。二代 目が即位 して改元 しているのであろう。
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僧聴年号は「一説に曰く、僧聴四年に終わる」とある。僧聴年号は536年

-539年 の四年間ということになる。540年は空位である。

ところが次に「欽明天皇元年、かれが僧聴五年、襲の人、衆を率いて帰附す」

とある。「僧聴五年」の記録を載せている。「僧聴」年号は五年まであるので

はないだろうか。

『襲国偽僣考』はこの記事を『日本書紀』の (欽明)元年二月条の「蝦夷・

隼人、並びに衆を率いて帰附す」と同じであるとしている。そのため「僧聴五

年」は欽明天皇の元年であるから「僧聴五年」はあり得ないとして「 (一説に

曰く、)宣化帝之時、僧聴四年に終わる」としているのであろう。『日本書紀』

の記事を見て「 (一説に曰く、)宣化帝之時、僧聴四年に終わる」という文章

にしたと思われる。

『襲国偽僣考』は「僧聴五年、襲の人、衆を率いて帰附す」と書いている。

『襲国偽僣考』が引用した記録には「僧聴五年」と書かれていたのであろう。

「僧聴」年号は「僧聴五年」まであると思われる。

『二中歴』を見ると「僧聴五年 元丙辰」とある。「僧聴年号は五年あり、

元年は丙辰」とある。『二中歴』は「僧聴」年号は五年まであると書いている。

僧聴年号は536年 -540年 の 5年間となる。次の「明要」年号ともつなが

る。『三中歴』の方が正しい。

物部王権の年号は次のようになる。

○物部王権の年号  (復元した年号)

■殷到 531-535年
■僧聴  536-540年
■明要 541-552年
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(2)「安閑紀」と九州年号

『日本書紀』の |~安 閑紀 _1「宣化紀 _|「 欽明紀」の天皇の在位は次のように

なっている。

○安閑・宣化 。欽明天皇の在位

目安閑天皇 534年 -535年
■宣化天皇 536年 -539年

■欽明天皇 540年 -571年

『日本書紀』の天皇の在位は九州年号とよく似ている。「宣化紀」は536
年からはじまる。「僧聴」年号と同じである。

その前の「安閑紀」は534年からはじまる。物部王権の「殷到」年号は 5

31年からはじまる。「安閑紀」のはじまりは九州年号 (「殷到」年号)と合

っていない。しかしその前の「継体紀」は『百済本記』を見て 3年繰り上げて

いる。『日本書紀』がほぼ完成した時期に3年繰り上げたために安閑天皇の即

位前には 3年間の空位ができている。(古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』

参照 )

この 3年間の空位を安閑天皇の在位期間とすれば (安閑)元年は531年に

なる。物部危鹿火の「殷到」年号と一致する。531年は「磐井の乱」の年で

ある。安閑天皇は「磐井の乱」で即位した天皇ということになる。それは物部

色鹿火である。

『日本書紀』はやはり物部危鹿火を安閑天皇として記述 しているのであろ

つ。

『 日本書紀』の天皇の在位を復元す ると次のようになる。
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○復元した安閑天皇・宣化天皇・欽明天皇の在位

口安閑天皇 531年 -535年
■巨化天皇  536年 -539年

■欽明天皇 540年 -571年

『日本書紀』は大和王権の天皇の記録として「安閑紀」「宣化紀」「欽明紀」

を立てている。しかしその内容はすべて北部九州の出来事である。

『日本書紀』は「九州年号 (物部王権の年号)」 を参考にしながら「九州の

出来事」を大和三権の出来事であるかのように書いているといえる。

(安閑)元年 (534年 )に物部危鹿火は小墾田屯倉・桜井屯倉 。難波屯倉

や上御野・下御野・上桑原・下桑原、および十市部、伊勢国の来狭狭 。登伊の

贄土師部、筑紫国の脂狭山部を手に入れている。「筑紫より以西」の地である。

これらは「磐井の乱」 (531年 )から3年後のことである。しかし復元した

年代では (安閑)元年は「 531年」である。物部危鹿火は「磐井の乱」 (5

31年 )の直後にこれらの土地を手に入れていることになる。こちらの方が史

実であろう。復元した「 (安閑)元年は531年」である。

(3)安閑天皇とは

『日本書紀』の安閑天皇は535年に死去している。次の「宣化紀」は53

6年からはじまる。これは九州年号と一致 している。

○物部王権の年号

■殷到  531-535年
■僧聴  536-540年
■明要 541-552年
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ところが「殷到」年号は物部危鹿火の年号である。物部鹿鹿火は536年 7

月に死去 している。 535年に死去しているのではない。

『日本書紀』は「九州年号」を参考にしながら書いている。物部危鹿火の「殷

到」年号を見て「殷到」年号の天皇 (王 )は 535年に死去したと解釈 したの

であろう。『日本書紀』の編纂者は535年に死去 した人物を探した。そして

安閑天皇を見つけたのである。『古事記』には安閑天皇の崩年千支があり、「乙

卯年二月十三日崩」とある。乙卯年は535年である。安閑天皇は535年 3

月 13日 に死去している。実在の人物である。

しかし安閑天皇は河内に埋葬されている。河内の人であろう。『日本書紀』

の編纂者は河内の人を安閑天皇に仕立てて、あたかも大和王権の天皇であるか

のように記述している。しかし「安閑紀」の内容はすべて物部鹿鹿火の事績で

ある。『日本書紀』は物部鹿鹿火の記録を「安閑紀」として書いている。

{4)「宣化紀」の捏造

「宣化紀」は完全に捏造である。「宣化紀」の内容は次のようになっている。

□「宣化紀」の内容

■ (宣化)元年 (536年 )二月、大伴金村を大連に、物部鹿鹿火を大連

に、蘇我稲目を大臣に、阿倍大麻呂を大夫に任命する。

(注 )形式的な記述である。内容は捏造である。物部鹿鹿火は物部王権

の天子である。物部危鹿火を大連に任命するような人物は存在しない。

■ (宣化)元年二月、皇后を立て、その子供等について記述している。

(注 )『 日本書紀』の形式的な記述である。

■(宣化)元年五月、蘇我稲目や物部鹿鹿火に屯倉の米を運ばせたとある。

(注 )『 日本書紀』の捏造である。天子である物部麓鹿火に命令できる

人はいない。
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次に筑紫・肥・豊の屯倉の穀物の一部を博多の那津に集めよと命じてい

る。命じているのは物部危鹿火である。宣化天皇ではない。大和の天皇

の領域は「長門より以東」である。九州の屯倉について命令することは

できない。

■ (宣化)二年 (537年 )十月、大伴金村に対してその子の磐と狭手彦

を遣わし、任那を助けよと命じている。

(注 )物部王権の話である。大伴金村は博多の住吉を本拠地にしており、

540年には物部王権の天皇に従って難波の祝津宮に来ている。

■ (宣化)四年 (539年 )二月、天皇、桧隈の慮入野宮に崩ず。

「宣化紀」はこれがすべてである。「宣化紀」には宣化天皇の事績は一つも

無い。大和地方の記録もない。「宣化紀」の内容はすべて物部王権のことであ

る。「宣化紀」は九州の出来事をあたかも大和王権の出来事であるかのように

捏造している。

宣化天皇は『古事記』に崩年干支もない。宣化天皇は実在の人物であるとい

う証拠はない。

『日本書紀』の「安閑紀」「宣化紀」はすべて九州の物部王権の記録である。
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2  王権交代

(1)筑紫君王朝と物部王権

「磐井の乱」で筑紫君は物部鹿鹿火に伐たれるが、筑紫君王朝はその後も存

続している。物部王権と筑紫君王朝は併存している (古代史の復元⑤『倭の五

王と磐井の乱』)。

「九州年号」は二つの王権の年号を記録している。『襲国偽僣考』の「九州

年号」を筑紫君王朝と物部王権の年号に分けると次のようになる。

○筑紫君王朝の年号

■善記 522年 -525年

■正和 526年 -530年

■定和 531年 -537年

■常色  538年 -545年

■ (不明 )

■法清 554年 -557年

○物部王権の年号

・殷到

。僧聴

。明要

531-535年

536-540年

541-552年

「磐井の乱 」は 531年 である。物部危鹿火は筑紫君を伐ち、新 しい王権を

樹立 して年号を建てている。「殷到」年号である。物部鹿鹿火の「殷到」年号

は 531年 からはじまる。

筑紫君王朝は 531年 に「磐井の乱」で王が伐たれて新 しい王が即位 してい

る。 531年 から新 しい年号 |‐ 定和」が始まる。

531年 から二つの年号が始まっている。九州に二つの王権が併存 している

証拠であるc
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(2)「明要」年号と「貴楽」年号

『襲国偽僣考』の「九州年号」では「明要」年号の次に「貴楽」年号が来る。

■明要

欽明天皇二年辛酉、明要元年とす。 (中略)明要三年に終わる。或いは

云う、十二年。

■貴楽

欽明十二年壬申、貴楽元年とす。一説に曰く、貴楽十八年に終わる。或

いは云う、二年。                『襲国偽僣考』

「明要」年号には二説がある。 |~明 要三年に終わる」という説と、「十二年」

に終わるという説であるc

○「明要」年号の二説

■「明要」年号 (三年説)

■「明要」年号 (十二年説)

541年 -543年
541年 -552年

『日本書紀』の任那復興問題をみると、任那復興は「明要」元年の541年

からはじまる。それが 552年まで続く。「明要」元年に即位した天皇は任那

復興に力を入れている。「明要」年号は「十二年説」の方が正しいのであろう。

「明要三年説」は「明要三年に終わる」に該当する天皇がいない。『日本書

紀』に543年に死去した天皇はいないし、541年 -552年 の間に死去 し

た天皇もいない。「明要」年号は552年まで続くのであろう。「明要」年号

は「或いは云う、十二年」の方が正しいと思われる。
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『如是院年代記』によってそれは確かめられる。『如是院年代記』の「明要」

年号は「辛西年 (541年 )」 から「壬申年 (552年 )」 までとなっている。

「十二年説」と一致する。「明要」年号は「十二年説」の方が正しい。

「貴楽」年号にも二説がある。

「二年説」の方は筑紫君王朝の年号である「法清」年号 (554年 -557

年)が 554年からはじまるからであろう。それに合わせている。「貴楽」年

号の次に「法清」年号が来ると考えたのである。王権が二つ併存するとは考え

られなかったのである。「或いは云う、二年」は三権が一つしか存在 しないこ

とを前提にしている説である。史実ではない。「二年説」は誤りであろう。

「貴楽」年号は「貴楽十八年に終わる」が正しい。「貴楽」年号は552年
-569年 である。「明要」年号と「貴楽」年号は次のようになる。

○「明要」年号と「貴楽」年号

■「明要」年号  541年 -552年
■「貴楽」年号  552年 -569年

(3)貴楽年号と新王権

貴楽年号と法清年号をみると両者は重なっている。

○「貴楽」年号の二説

■「貴楽」年号 (二年説 )

■「貴楽」年号 (十八年説 )

552年 -553年
552年 -569年

・……・569年

557年
○貴楽年号

○法清年号

552年 ……

554年 …
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法清年号は筑紫君王朝の年号である。貴楽年号は筑紫君王朝の年号ではない

ことがわかる。貴楽年号は物部王権の年号であろうか。

ところが物部王権の年号である (明要)十二年 (552年 )と (貴楽)元年

(552年 )は重なる。

○明要年号と貴楽年号

日明要年号 541年 -552年

■貴楽年号      552年 -569年

一つの王権の年号であれば重ならないようにするはずである。物部危鹿火は

536年 7月 に死去している。次の王は536年 8月 に即位している。それを

物部危鹿火の「殷到」年号は「 531年 -535年 」にしている。536年が

重ならないようにしている。『襲国偽僣考』の「九州年号」は在位は重ならな

いようになっている。

○物部王権の年号

■物部鹿鹿火  「殷到」年号

■二代目   「僧聴」年号

■三代目   「明要」年号

531年 -535年

536年 -540年

541年 -552年

「明要」年号と「貴楽」年号がともに同じ物部王権の年号であるならば在位

が重ならないようにするはずである。「明要」年号と「貴楽」年号が重なって

いるのは王権が異なるからであろう。「明要」年号と「貴楽」年号は異なる王

権の年号であろう。
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(4}任那滅亡と「明要」年号

「明要」年号は物部王権の年号である。「明要」年号の最後の年 (552年 )

は「貴楽」年号の元年 (552年 )と重なっている。したがって「貴楽」年号

は物部王権の年号ではない。貴楽年号は筑紫君王朝の年号でもない。「貴楽」

年号は新 しい王権の年号であろう。

552年に新 しい王権が樹立されている。『日本書紀』の中にそれが記述さ

れていないのだろうか。

『日本書紀』の中の貴楽年号の時代 (552年 -569年 )に注目してみる

と562年に任那滅亡の記事がある。

(欽明)二十二年 (562年 )正月、新羅、任那の官家を打ち滅ぼす。

一本に云う、二十一年、任那滅ぶ。        『日本書紀』

「 (欽明)二十三年 (562年 )正月」に新羅は任那を滅ぼすとある。任那

滅亡の記録である。そこには「一本に云う、二十一年」という異説がある。

従来は、任那滅亡は「 (欽明)二十三年」か、それとも「 (欽明)二十一年」

の二説があるとしてきた。

しかしそれはおかしい。『日本書紀』は任那復興を最重要課題として詳細に

記述している。任那滅亡という大事件が「 (欽明)二十二年 (562年 )」 か、

「 (欽明)二十一年 (560年 )」 か、不明ということはあり得ないであろう。

任那滅亡が「 (欽明)二十一年」であるとするとその直後の (欽明)二十一

年、 (欽明)二十二年は新羅との関係が悪化しているはずである。ところが新

羅はいつものように朝貢している。日本側も特に変わった様子はない。

■ (欽明)二十一年 (560年 )九月、新羅、爾至己知奈末を遣わし、調

賦 (みつぎもの)を献ず。饗 (あえ)賜うこと常より邁 (すぎ)た り。

７
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■ (欽明)二十二年 (561年 )、 新羅、久謹叱及伐千 (く れしきゅうば

っかん)を遣わし、調賦を貢ぐ。司賓 (接待役)の饗遇 (も てなし)の

謹の数、常に減 (お と)る。及伐千、念り恨みて罷 (ま か)る。

『日本書紀』

新羅との関係に変わりはない。 (欽明)二十二年 (561年 )条に新羅の使

者はもてなしが少し減ったので怒って帰国したとあるくらいである。日本側は

もてなしをしている。任那滅亡後であれば饗遇 (も てなし)は しないであろう。

一方、「 (欽明)二十三年 (562年 )正月」以降をみると次の記事がある。

(欽明)二十三年 (562年 )七月、新羅、使いを遣わし調賦を献じ

る。その使い人、新羅が任那を滅ぼすと知り(国が恩に背くを恥 じ

て敢えて罷 (ま か)らむと請 (も う)さず。遂に留まりて本土に帰

らず。                     『日本書紀』

任那滅亡は「 (欽明)二十三年正月」である。その年の七月に新羅は使者を

遣わしている。その使者は新羅が任那を滅ぼしたことを知り、新羅は恩に背い

たと恥じて新羅へは帰らなかったとある。任那滅亡はその直前であることがわ

かる。任那滅亡は「 (欽明)二十二年 (562年 )」 である。任那滅亡は「 (欽

明)二十一年」ではない。

任那滅亡の年が「 (欽明)二十三年 (562年 )」 であるならば何故「一本

に云う、二十一年」という記録があるのだろうか。

「一本に云う、二十一年」は「 (欽明)二十三年」条に書いてある。「二十

一年」は「 (欽明)二十二年」のことではないだろうか。任那滅亡は九州の王

権に関する出来事である。「二十一年」は九州の王 (天皇)が即位して「二十

一年目」という意味ではないだろうか。任那滅亡は562年である。即位して

「二十一年目」が 562年であるとすれば元年は541年 になる。541年に

即位した天皇がいるのではないだろうか。
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筑紫君王朝の年号は「常色年号 (538年 -545年 )」 である。541年

は常色年号の中間にあたる。「一本に云う、二十一年」は筑紫君王朝ではない。

「明要」年号は物部王権の年号である。「明要」元年は541年である。「一

本に云う、二十一年」は「明要」年号であることがわかる。「一本に云う、二

十一年」とは「明要二十一年」のことである。「一本に云う、二十一年」は物

部王権の「明要」年号を用いて記述している。

(5)(欽明)二十三年と「 貴楽年号」

同じ (欽明)二十二年 (562年 )条に次の記事がある。

(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。 (中略)

一本に云う、十一年、大伴狭手彦連、百済国と共に高麗王陽香を比

津留都に駆 (お )い却 (し りぞ)く という。    『日本書紀』

同じ「 (欽明)二十三年 (562年 )」 条である。ところが今度は「一本に

云う、十一年」とある。

岩波書店の『日本書紀』の頭注には「集解 。通釈は二十一年、標註は二十二

年の誤りとする」とある。「十一年」は「 (欽明)二十一年」か、「 (欽明)

二十三年」の誤りであるという。任那滅亡と同じ「 (欽明)二十三年 (562
年)」 条であるから任那滅亡記事の異説である「一本に云う、二十一年」にも

関連させて「十一年」は「 (欽明)二十一年」や「 (欽明)二十三年」の誤り

であるとしている。「十一年」とあるにもかかわらず「二十一年」の誤りとし

ている。原文を安易に誤りと決めつけている。
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「一本に云う、十一年」は「 (欽明)二十二年 (562年 )」 条に書いてい

る。「十一年」は (欽明)二十二年 (562年 )のことであろう。「元年」は

552年である。「貴楽元年 (552年 )」 と一致する。「一本に云う、十一

年」は「貴楽十一年」のことである。

「貴楽十一年」に大伴狭手彦は百済とともに高句麗を伐っている。それを貴

楽年号を用いて記録している。

『日本書紀』の編纂者は「明要年号」や「貴楽年号」を用いて記録している

文書を見ている。そこには「明要二十一年」とか、「貴楽十一年」と書いてあ

った。しかし『日本書紀』には「明要」年号や「貴楽」年号は書けない。九州

に王権が存在 したことを認めることになるからである。そこで年号だけを抹消

して年だけを書いたのである。それが「一本に云う、二十一年」、「一本に云

う、十一年」である。

{6)王権の交代

同じ「 (欽明)二十二年 (562年 )」 を一方では「明要」年号を用いて「一

本に云う、 (明要)二十一年」と書き、もう一方では「貴楽」年号を用いて「一

本に云う、 (貴楽)十一年」と書いている。何故であろうか。

「 (明要)二十一年 (562年 )」 の方にはさらに問題がある。「明要」年

号は「明要元年 (541年 )」 ―「明要十二年 (552年 )」 までである。明

要年号には「 (明要)二十一年」は存在しない。何故存在しない「 (明要)二

十一年」を用いて書いているのであろうか。

「 (明要)二十一年 (562年 )」 は貴楽年号の時代である。本来ならば貴

楽年号を使って記述するはずである。存在 しない「 (明要)二十一年」を用い

て書いているのには理由があるのではないだろうか。

「 (明要)二十一年」と書いた人は貴楽年号を使いたくなかったのではない

だろうか。明要年号と貴楽年号は552年が重なっている。王権が同じであれ
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ば年号は重ならないはずである。年号が重なっているということは王権が異な

ることである。

明要年号は552年で終わる。明要年号の王権 (物部王権)は 552年に滅

亡したのではないだろうか。同じ552年から貴楽年号が始まる。明要年号の

王権は貴楽年号の王権に滅ぼされたのではないだろうか。そのため「 (明要 )

二十一年」と書いた人は敵の年号を使って記述するのを嫌ったのであろう。

明要年号は物部王権の年号である。貴楽年号の王権が物部王権を滅ばしたの

であろう。貴楽年号は筑紫君王朝の「法清」年号とも重なる。貴楽年号は筑紫

君王朝の年号でもない。貴楽年号は新 しい王権の年号である。九州に新 しい王

権が誕生している。

552年に物部王権を滅ぼして新 しい王権が誕生している。
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3  阿毎王権の誕生

{1)新王権の誕生

552年 に新 しい王権が誕生 している。『日本書紀』にそれが記録されてい

ないだろうか。 (欽明)十三年 (552年 )条を見てみよう。

(欽明)十三年 (552年 )五月、百済 。加羅 。安羅、中部徳率木励

今敦・河内部阿斯比多等を遣わして奏 して曰く、「高麗と新羅と通

和して勢を併せて、臣が国と任那を滅ぼすことを謀 (はか)る。故、

謹みて救いの兵を求め請い、先ず不意を攻める。軍の多少は天皇の

勅の随 (ま ま)に」という。

詔して曰く、「今、百済王 。安羅王・加羅王、日本府の臣等と倶に

使いを遣わし奏する状は聞き詑 (おえ)る 。亦任那と共に心を併せ

力を一つにすべし。猶尚 (なお)、 舷 (か く)の ごとくせば、必ず

上天は擁護の福を蒙り、亦可畏天皇の霊に頼らむ」という。

『日本書紀』

(欽明)十三年 (552年 )五月条には百済 。加羅・安羅が日本へ救援を要

請している。日本の天皇は「亦可長天皇の霊に頼らむ」と述べている。「可畏

天皇」は物部危鹿火である。物部危鹿火の霊に頼ろうと述べている。五月条は

物部王権の記録である。552年 5月 は物部王権はまだ健在である。新王権は

誕生していない。

次は十月条になる。
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(欽明十三年 (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・幡蓋若千・経論若千巻を

献ず。別に表して、流通し礼拝の功徳を讃して云う、「是法は諸法

の中においても最も殊勝なり。 (中略)」 という。

天皇、聞き已 (おわ)り て、歓喜し、踊り跳ね、使者に詔して云う、

「朕、昔より来 (こ のかた)、 未だ曾 (かつ)て是の如き微妙之法を

聞くことを得ず。然るに、朕、自ら決めえず。」という。すなわち、

群臣に問いて曰く、「西蕃の献じた仏相の貌 (かたち)端厳。全 く

未だかって有らず。融 (う やま)う べきや不や」という。蘇我大臣

稲目宿禰奏して曰く、「西蕃の諸国、一に皆膿す。豊秋日本、豊 (あ

に)独 り背かむや」という。           『日本書紀』

百済から「釈迦仏の金銅像一躯 。幡蓋若干 。経論若千巻」が贈られる。天皇

は「朕、昔より来 (こ のかた)、 未だ曾 (かつ)て是の如き微妙之法を聞くこ

とを得ず」と語り、「歓喜し、踊り跳ね」たとある。天皇ははじめて仏教に接

して喜んでいる。

ところがこれ以前に百済から僧が来ている。 554年に次の記事がある。

(欽明)十五年 (554年 )二月、百済、下方拝率将軍三貴、上部奈

率物部烏等を遣わ し救いの兵を乞う。よりて徳率東城子莫古を貢

ぎ、前の番奈率東城子言に代える。五経博士王柳貴を固徳馬丁安に

代え、僧曇慧等九人を僧道深等七人に代える。内臣、船師を率いて

百済に詣る。                  『日本書紀』

「東城子莫古を貢ぎ、東城子言に代える」とある。また「僧曇慧等九人を僧

道深等七人に代える」とある。東城子言は人質として554年 より前に来てい

る。東城子言が来たのは (欽明)八年 (547年 )である。

176



(欽明)八年 (547年 )四月、百済、前部徳率真慕宣文、奈率可麻

等を遣わし、救いの軍を乞う。よりて下部東城子言を貢ぎ、徳率波

休麻那に代える。                『日本書紀』

東城子言は547年に来ている。その7年後の (欽明)十五年 (554年 )

に「東城子言と僧道深等七人」を「東城子莫古と僧曇慧等九人」に代えるとあ

る。547年に東城子言と共に僧の道深等七人が来ている。547年は物部王

権の時代である。

東城子言や僧道深等七人は百済が「救いの軍」を乞うかわりに派遣された

人々である。国と国の交渉である。これらの人々が来たことは天皇もよく知っ

ているはずである。

「救いの軍」の代わりに僧が派遣されているということは天皇が仏教に興味

を持っているからであろう。百済は天皇が興味を持っているものを献上 して

「救いの軍」を乞うはずである。天皇は547年にはすでに僧から仏教につい

て話を聞いているはずである。

さらにその前の (欽明)六年 (545年 )に も仏教に関する記事がある。

(欽明)六年 (545年 9月 )、 是月、百済、丈六の仏像を造る。そ

の願文に曰く、「丈六の仏像を造る功徳は甚大なり。この功徳を以

って、願わくは、天皇、勝善の徳を獲たまえ。天皇の所用する爾移

居国ともに福祐を蒙らむ。……」という。     『日本書紀』

545年に百済は丈六の仏像を造る。このとき日本の天皇にその功徳を伝え

ている。これも物部王権の時代である。

このように物部王権では545年や547年に仏教は伝来している。天皇は

仏教についてよく知っている。

ところが (欽明)十三年 (552年 )十月条では、天皇は「未だ曾 (かつ )

て是の如き微妙之法を聞くことを得ず」と述べ、「歓喜し、踊り跳ね」たとあ
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る。天皇ははじめて仏法に接 している。新 しい王権の天皇であることがわか

る。

(欽明)十三年 (552年 )十月条の「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 。幡蓋若千 。経論若千巻を献ず」とある

のは百済が新王権の誕生を祝 して献上 しているのであろう。

(欽明)十二年 (552年 )五月までは物部王権である。 552年 10月 か

らは新王権になっている。新王権は 552年 の 5月 -10月 の間に誕生 してい

る。

それは年号をみてもわかる。物部王権の「明要」年号は 541年 -552年
であり、 552年 で終わっている。一方、新王権の「貴楽」年号は 552年 か

らはじまる。新王権は 552年 に物部王権を倒 して誕生 している。

(2)新王権 とは

新王権は難波で外国の賓客をもてなしている。

(欽明)二十二年 (561年 )、 新羅、久膿叱及伐千 (く れしきゅう

ばっかん)を遣わし、調賦 (みつぎもの)を貢ぐ。

是歳、復 (ま た)奴氏大舎 (ぬてださ)を遣わし、前の調賦を献 じ

る。難波の大郡に於いて諸蕃に次序 (順番)をつけ、掌客 (接待役 )

の額田部連・葛城直等は百済の下に列せじめて導 く。大舎怒りて還

るo                      『日本書紀』

561年は新王権の時代である。

新王権は「難波の大郡」でもてなしをしている。新王権は物部王権を滅ぼし

て樹立された王権である。九州の王権であろう。難波は福岡市東区を流れる
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多々良川の川口である。難波の大郡は外国から来た賓客を最初にもてなすとこ

ろである。本拠地はその先にあるのであろう。

難波は外国の賓客を迎える海の玄関口である。新王権の本拠地は多々良川を

遡ったところにあると思われる。新王権は阿毎王権ではないだろうか。この4

0年後の 608年に表世清等は難波から多々良川を遡り、海石楷市 (福岡県嘉

穂郡穂波町椿)に 出て阿毎王権へ来ている。新王権は阿毎王権であろう。

(3)阿毎王権の支配体制

新王権 (阿毎王権)は支配制度が物部王権とは異なっている。阿毎王権では

天子 (天皇)の下に「王」が居る。

(敏達)六年 (577年 )五月、大別王と小黒吉士を遣わ し、百済国に

宰 (み こともち)とす。 (王の人、命を奉 (う けたまわ)り 三韓に使い

と為り、自ら称 して宰と為す。 )

十一月、百済国王、還る使いの大別王等に付けて経論若千巻、併せて律

師・禅師・比丘尼 。呪禁師・造仏工、六人を献じる。遂に難波の大別王

の寺に安置す。                  『日本書紀』

577年に「大別王と小黒吉士を遣わし」とある。王を派遣している。大別

王は「命を奉 (う けたまわ)り 三韓に使いす」とある。大別王は「王」であり

ながら阿毎王権の天子 (天皇)の命令で三韓に使いしている。阿毎王権では天

子の下に「王」が居る支配制度を採っている。

「難波の大別王」とある。難波は多々良川の川口である。阿毎王権の玄関口

である。阿毎王権にとってはもっとも重要な場所である。そのため「大別王」

を置いて管理させているのであろう。
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物部王権では天子の下に「王」はいない。物部王権の重臣は「大伴大連金村・

許勢臣稲持 。物部大連尾輿等」とある。「大連」や「臣」である。

(4)阿毎王権と蘇我稲 目

新王権になると蘇我稲目が登場する。

(欽明)十三年 (552年 )十月に百済の聖明王が「釈迦仏の金銅像一躯・

幡蓋若千 。経論若千巻を献」じたとき蘇我稲目は「西蕃の諸国、―に皆膿す。

豊秋日本、豊 (あ に)独り背かむや」と述べている。これが蘇我稲目の初見で

ある。蘇我稲目は新王権になって初めて登場している。ただし『日本書紀』は

「宣化紀」や「欽明紀」で蘇我稲目を大臣に任命したと書いている。

■ (宣化)元年 (536年 )二月、大伴金村大連を以て大連とし、物部鹿

鹿火大連を大連と為すこと並びに故の如し。又蘇我稲目宿禰を以て大臣

と為す。阿倍大麻呂臣を大夫と為す。

■ (欽明)即位前紀 (539年 )十二月、大伴金村大連・物部尾輿大連を

大連と為 し、蘇我稲目宿禰大臣を大臣と為す、並びに故の如 し。

『日本書紀』

しかしこれは前述の通り『日本書紀』の形式的な記述であり、史実ではない。

(欽明)元年 (540年 )に物部王権の天皇が難波へ行幸したとき大伴金村

や物部尾輿は天皇に従うが、蘇我稲目は登場していない。

「 (宣化)元年 (536年 )二月条」や「 (欽明)即位前紀 (539年 )十
二月条」に「蘇我稲目宿禰大臣を大臣と為す」とあるのは『日本書紀』の捏造

である。
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