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 )

115

{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。

(『 襲 国偽僣考 』 の「九州年 号 」 よ り)
531‑535年
536‑539年
541‑552年

○九州年号
■殷 到
■僧聴
■明要

「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
(お

(534年 )二 月、有司

(つ かさ)、 天皇 のために億計

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。
(安 閑 )元 年 は 534年 で あ る。「磐井 の乱 」

で あ る。
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『 日本書紀』

(531年 )の 3年 後 の こ と

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
『古事記』

り。

「 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
『 日本書紀』

拾町を奉 り献ず。
「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
『 日本書紀』
ぅ。
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

標菖喩 (き こゆ)の 女幡媛、物部大 連尾輿の瑛略

(く

(い おきべ )連

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
『日本書紀』
の緑野 屯倉、駿河国の稚贄 屯倉を設 く。
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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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に支配
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
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。
ー
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
「
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
読売新聞
か ら、同遺跡一帯を那津官家跡 と推定 していた。
。
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

(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

か と問 う。物部尾輿は「継体天皇の六 年

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
『 日本書紀』

む」とい う。
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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
。僧聴
・ 明要

531年 ‑535年
536年 ‑540年
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 」

『 日本書紀』

とぃぅ。

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。

(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
「磐井 の乱」

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
『隋書』優国伝
銀鎮花為飾。 (中 略)戸 可十萬。
。
(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
『隋書』イ
安国伝

数は十萬戸 ばか り。

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
『隋書』

火起。

(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

141

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。
(訳 )明 年

(608年 )、

『隋書』倭国伝
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。

142

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
晏国はやは り北
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
部九州である。
図

12

倭 国 の領域

領

域
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(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。
『 日本書紀』では推古天皇 の時代 である。
表世清が来たのは 608年 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
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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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図 15 阿毎王権の本拠地
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椿

(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
『 日本書紀』

し、国政を 日羅に問う。

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
『 日本書紀』
遷る。徳爾等、昼夜相計 りて殺さむとす。
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

963年

1

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。

(福 岡県鞍手郡鞍手 町八尋 )

□銀冠 塚 古墳
(D外 形

円墳 (径

○石 室の構造

18m、

高 さ 3m)、 葺石 や埴輪 は発 見 されず。

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

■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 )

154

2‑3体 。

○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
■殷 到
■僧聴
■明要

(『 襲 国偽僣考 』 よ り)

531‑535年
536‑539年
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
恵
曽用
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
■殷到
■僧聴
■明要

(復 元 した年号 )

531‑535年
536‑540年
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
■宣化天皇
■欽 明天皇

534年 ‑535年
536年 ‑539年
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
■ 巨化天皇
■欽 明天皇

531年 ‑535年
536年 ‑539年
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。

(531年 )か ら3年 後 のことである。 しか し復元 した
(安 閑 )元 年は「 531年 」である。物部危鹿火は「磐井 の乱」 (5

これ らは「磐井 の乱」
年代 では

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
■僧聴
■明要

531‑535年
536‑540年
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。
○物部 王 権 の年号

○筑 紫君 王 朝 の年号
■善記
■正 和
■定和
■常色

522年
526年
531年
538年

‑525年
‑530年
‑537年
‑545年

・殷 到
。僧聴
。明要

■ (不 明 )

■法清

531‑535年
536‑540年
541‑552年

554年 ‑557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
『襲国偽僣考』

いは云 う、二年。

「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。

○ 「 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

「 二年説」 の方は筑紫君 王朝 の年号 である「法清」年号
年 )が

(554年 ‑557

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
■「貴楽」年号

541年 ‑552年
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
○法清年号

552年 …… ・……・569年
554年 … 557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
■貴楽年号

541年 ‑552年
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
は「貴楽」年号 の元年

(552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。

(552年 ‑569年 )に 注 目してみる

『 日本書紀』の 中の貴楽年号 の時代
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。
「 (欽 明 )二 十三年

『 日本書紀』

(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
「 (欽 明 )二 十一年

(560年 )」

(562年 )」

か、

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
︐

■ (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
(欽 明)二 十三年

(562年 )正 月」以降をみると次の記事がある。

(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
『 日本書紀』

らず。

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
(欽 明)二 十二年

(562年 )条 に次の記事がある。

(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。
同 じ「 (欽 明 )二 十三年

(562年 )」

『 日本書紀』

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

(562年 )の ことであろう。「元年」は
(552年 )」 と一致す る。「一本 に云 う、十一

る。「十一年」は (欽 明 )二 十二年

552年 である。「貴楽元年

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。

(562年 )」 の方にはさらに問題がある。「明要」年
(541年 )」 ―「明要十二年 (552年 )」 までである。明

「 (明 要 )二 十一年
号は「明要元年

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。
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(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
『 日本書紀』
休麻那 に代える。
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。

人

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
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

(欽 明)六 年

(545年 )に も仏教に関す る記事がある。

(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。

(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
(欽 明 )十 二 年

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。
々
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 良川を
この 4
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。
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
『 日本書紀』
の寺に安置す。

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
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

王は「命を奉

(う

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。

179

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。

(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。
(欽 明)十 三年

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。

(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
「 (宣 化 )元 年

である。
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