
第4章 物部王権の本拠地
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1  物部危鹿火と本拠地

(1}糟屋屯倉と難波

阿毎王権の本拠地は福岡県鞍手郡であろうと思われる。物部王権の本拠地は

何処であろうか。

(欽明)元年 (540年 )に物部王権の二代 目は難波へ行幸する。

(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。

『日本書紀』

難波に来て天皇は群臣に「どれだけの兵があれば新羅を伐つことができるだ

ろうか」と尋ねている。難波は多々良川の川口である。海の向こうは新羅であ

る。天皇は新羅の方を見ながら質問しているのであろう。

「難波祝津宮に幸す」とあるように「津 (港 )」 に来ている。内陸から難波

の海岸に行幸しているのであろう。物部王権の本拠地は難波の内陸にあると思

われる。多々良川を遡ったところに物部王権の本拠地はあるのであろう。難波

は物部王権の本拠地の海への玄関口であろう。

「磐井の乱」のとき物部危鹿火は糟屋屯倉を手に入れている。
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(継体)二十二年 (531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』



「磐井の乱」で筑紫君が伐たれた時、その子は死罪を免れるために糟屋屯倉

を献上している。糟屋屯倉は福岡県糟屋郡糟屋町である。多々良川の北側の地

域である。

(安閑)元年 (復元 531年)に物部木蓮子大連は娘の宅媛と難波屯倉を物

部危鹿火に献上している。

■ (安閑)元年 (復元 531年 )二月、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 (安閑)元年 (復元 531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』

「安閑紀」の天皇は物部鹿鹿火である。物部危鹿火は531年の「磐井の乱」

の直後に宅媛と難波屯倉を手に入れている。

難波屯倉は多々良川の川日の難波であろう。難波は物部王権の海への玄関口

である。ここから朝鮮半島や近畿地方へ船で行くことができる。難波は物部王

権にとってはもっとも重要な土地である。

物部危鹿火は「磐井の乱」 (531年)の直後に難波 (多 々良川の川日)と

多々良川の沿岸 (糟屋屯倉)を手に入れている。難波の港から安全に多々良川

を遡るルー トを確保している。物部王権の本拠地は多々良川の上流 (内陸)に

あるのであろう。
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(2)物部危鹿火の本拠地

難波は物部王権の本拠地へ行 く玄関日である。物部危鹿火は「磐井の乱」で

はじめて難波屯倉と糟屋屯倉を手に入れている。「磐井の乱」以前には物部危

鹿火の本拠地は多々良川の内陸には無かったと思われる。

「磐井の乱」で物部麓鹿火は難波屯倉と糟屋屯倉の地を得ている。これらの

土地は物部王権にとって特に重要な土地である。物部麓鹿火の方から献上する

ように要求 したのではないだろうか。物部危鹿火は多々良川の内陸に新 しく本

拠地を造るために難波屯倉と糟屋屯倉を要求 したのであろう。

物部角鹿火は「磐井の乱」 (531年 )の直後に物部王権の本拠地を新 しく

造っていると思われる。

(3)物部危鹿火の墓

物部鹿鹿火は536年に死去する。

(宣化)元年 (536年 )七月、物部色鹿火大連売る。是年、太歳丙辰。

『日本書紀』

物部危鹿火の墓は 536年 ころに造 られている。寿墓 (生前に造る墓)と し

て造 られたとしても本拠地は 531年 に新 しく造 られたと思われるか ら墓は

531年 以降に造 られている。

墓は本拠地に造られる。物部危鹿火の墓は多々良川を遡ったところにあるは

ずである。また物部危鹿火は物部王権を樹立した初代の天子 (天皇)である。

物部麓鹿火の墓はそれにふさわしい墓であろう。
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このような条件を満たす墓は福岡県嘉穂郡桂川町寿命にある「桂川 (けいせ

ん)王塚古墳」である。桂川王塚古墳の築造時期は 6世紀中葉であるという。

物部危鹿火が死去して 10年後ころに完成している。

『日本の古代遺跡 34 福岡県』 (保育社)に よると桂川王塚古墳は次のよ

うな古墳である。

□桂川王塚古墳  (福岡県嘉穂郡桂川 (けいせん)町寿命)

■前方後円墳 全長 78m、 周囲に10mの空堀と幅7mの外堤

■横穴式石室 長さ4.3m、 幅3.lm(遠賀川流域では最大の石室)

■奥壁の前には切石加工された石屋形がある。石屋形の上には石棚があ

る。

■装飾古墳一石室の全面に赤色が塗られており、石屋形や石室の下半には

赤 。黄色・緑・黒・自の 5色で、連続三角文を基調に各種の幾何学的装

飾文様が、石室側面には多数の配列された収、盾、大刀など、玄門の左

右の袖石には人が乗っている赤馬・黒馬が計 5頭、灯明台付近には双脚

輪状文と蕨手文等が描かれている。天丼には黄色の粘土で星座が描かれ

ている。

■副葬品  (未発掘のため当時のまま残っていた)

金環、銀鈴、鏡 1、 武器 (大刀、刀子、槍、桂甲小札)、 馬具 (鞍、輸

鐙、轡、杏葉、雲珠、辻金具)、 王類 (管玉、棗玉、切子工、丸玉)、

土器 (土師器、須恵器)等

■時期… 6世紀中葉

『探訪 日本の古墳 西日本編』 (有斐閣選書R)に は、桂川王塚古墳につ

いて「六世紀中頃の築造とみられる。系譜上前後に空白がある現時点では、遠

賀川水系に突如として出現したとしか言いようがない」とある。

桂川王塚古墳は突如として造られた墓であるという。まさに物部屁鹿火が新

しく本拠地に定めたことと一致する。しかも桂川王塚古墳は「遠賀川流域では
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最大の石室」であるという。物部王権を樹立した初代の物部危鹿火の墓にふさ

わしい。「王塚古墳」といわれるようにまさに王の墓であろう。

また最高の装飾古墳であるという。「石室側面には多数の配列された靭、盾、

大刀など」の武器が描かれているとある。武力を誇る物部氏の墓にふさわし

い。副葬品も武具・馬具が多い。「可畏天皇」といわれた物部角鹿火の墓にふ

さわしい。

桂川王塚古墳は物部危鹿火の墓であろう。物部鹿鹿火は福岡県嘉穂郡桂川

(けいせん)町に新しく本拠地を造ったのである。

図 17 物部危鹿火の本拠地 (福岡県嘉穂郡桂川町 )
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2  物部王権と秦王国

(1)物部王権 と阿毎王権の関係

552年に物部王権は阿毎王権によって滅ぼされる。しかし完全に滅亡した

のではないc物部王権は王権交代後も阿毎王権と関係を持っている。百済から

物部王権に人質が来ているが、その人質は阿毎王権に引き継がれている。

■ (欽明)八年 (547年 )四月、百済、前部徳率真慕宣文、奈率再麻等

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Y文休麻那

に代える。

■ (欽明)十五年 (554年 )二月、百済、 F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』

(欽明)八年 (547年 )は物部王権の時代である。東城子言は人質として

物部王権へ来ている。

(欽明)十五年 (554年 )は阿毎王権の時代である。東城子言は阿毎王権

の時代になって東城子莫古と交代して帰国している。物部王権の人質は阿毎王

権に引き継がれている。阿毎王権と物部王権は完全に対立した関係ではないこ

とがわかる。

それは遺跡からもいえる。物部王権の本拠地である嘉穂郡桂川町付近では大

きな古墳がその後も造り続けられる。桂川王塚古墳の後に天神山古墳・寺山古

墳が造られる。物部王権は存続している。
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(2)秦王国

『隋書』によると筑紫国の東に秦王国があるという。

明年上遣文林郎装清使於倭国。度百済行至竹島、南望熟羅国。経都

斯麻国廻在大海中。又東至一支国。又至竹斯国。又東至秦王国。其

人同於華夏。以為夷洲、疑不能明也。又経十餘国達於海岸。自竹斯

国以東皆附庸於倭。             『隋書』イ安国伝

(訳 )明年 (608年 )、 上 (天子)は文林郎表清を遣わし優国に使

いす。百済を渡り行きて竹島に至り、南熟羅国を望む。都斯麻国 (対

馬国)を経て廻り大海の中に在り。又東一支国に至る。又竹斯国 (筑

紫国)に至る。又東秦王国に至る。其人華夏 (中国)に 同じ。以て

夷洲と為すも疑うらくは明らかにすることあたわず也。又十餘国を

経て海岸に達す。竹斯国より以東は皆倭国に附庸す。

「又竹斯国に至る。又東秦王国に至る。」とある。竹斯国は筑紫国である。

博多湾一帯をいうのであろう。その東に「秦王国」があるという。さらにその

東には「又十餘国を経て海岸に達す」とある。豊前の海岸に出ている。「十餘

国」は筑前から豊前にかけての地域である。「十餘国」は筑前と豊前の屯倉で

あろう。 (安閑)二年 (535年 )に筑前と豊前に屯倉が設置されている。

(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、 (後略)を設

くo                      『日本書紀』

これらの屯倉が 608年の『隋書』では「十餘国」になっているのであろう。

図 18 北部九州の屯倉
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「又竹斯国に至る。又東秦王国に至る。」「又十餘国を経て海岸に達す」と

ある。「秦王国」は筑紫国 (博多湾)から東へ行ったところにあり、その先に

「十餘国」がある。「秦王国」は筑前や豊前の屯倉よりも手前にある。そこは

物部王権の本拠地である嘉穂郡桂川町付近ではないだろうか。「秦王国」は物

部王権であろう。「図 18 北部九州の屯倉」の穂波屯倉の東南である。

「秦王国」とあるように「王」が居るのであろう。物部王権は阿毎王権に王

権を奪われるがその後も存続している。「王」が存在 しているのであろう。阿

毎王権では天皇 (天子)の下に「王」が居る。難波には「大別王」が居る。「秦

王国」の「王」も阿毎王権の支配下にある「王」であろう。『隋書』には「竹

斯国より以東は皆優国に附庸す」とある。「秦王国」は阿毎王権 (優国)の支

配下にある。

物部王権は552年に阿毎王権に王権を奪われるが、その後は「秦王国」と

して存続 している。

図 19 秦王国 (穂波屯倉の東南付近)
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図 18 北部九州の屯倉

北九州の屯倉
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図 19 秦王国 (穂波屯倉の東南付近)

190



第5章 阿毎王権と物部氏
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1  物部氏の系図

(1)物部麓鹿火の系統

『先代旧事本紀』 (以下『旧事本紀』と略)に物部氏の系譜がある。物部危

鹿火に関係するところを抜き出すと次のようになる。

■十一世孫物部真椋連公   伊菖弗宿禰の子。

弟物部布都久留 (ふつくる)連公

■十二世孫物部木蓮子 (いたび)連公  布都久留大連公の子なり。

■十三世孫物部尾輿連公  荒山大連の子なり。

孫物部麻佐良 (ま さら)連公  木蓮子大連の子なり。

■十四世孫物部大市御狩 (みかり)連公  尾興大連の子

弟物部守屋大連公 亦曰く弓削大連

孫物部危鹿火連公  麻佐良大連の子なり。   『先代旧事本紀』

物部危鹿火の系譜を図示すると次のようになる。これを「物部鹿鹿火の系

統」と呼ぶことにする。

○物部鹿鹿火の系統

布都久留大連公

|

十二世孫物部木蓮子連公

|
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物部麻佐良連公

物部屁鹿火連公

(2)物部尾興の系統

『旧事本紀』の物部尾輿に関する系譜を抜き出すと次のようになる。

■十一世孫物部真椋連公   伊菖弗宿禰の子。

弟物部布都久留連公

弟物部目大連公

■十二世孫物部木蓮子連公

孫物部荒山連公  目大連之子。

■十二世孫物部尾輿連公  荒山大連之子。

■十四世孫物部大市御狩連公  尾輿大連之子。

弟物部守屋大連公 亦弓削大連という。

■十五世孫物部大人連公  御狩大連之子。

これを図示すると次のようになる。これを「物部尾輿の系統」と呼ぶことに

する。

○物部尾輿の系統

物部目大連公

|

荒山大連公
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十三世物部尾輿連公

十四世物部大市御狩連公

|

十五世物部大人連公

物部守屋大連

「物部麓鹿火の系統」と「物部尾輿の系統」は物部伊菖弗 (い こふつ)連公

から分かれている。

物部伊菖弗連

十一世物部真椋連  物部布都久留連    物部目大連

物部鹿鹿火 物部尾輿

物部麓鹿火の先祖は物部布都久留連であり、物部尾輿の先祖は物部 目大連で

ある。
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(3)物部氏の系図の復元

「安閑紀」の天皇は物部色鹿火である。物部危鹿火は三妃を立てている。そ

の一人は物部木蓮子の娘宅媛である。

(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』

三妃に屯倉を賜る。

(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』

物部木蓮子 (いたび)は物部氏の十二世である。物部氏の中で最高の位につ

いている。その十二世物部木蓮子が娘 (宅媛)と難波屯倉を物部危鹿火に献上

している。「磐井の乱」で物部危鹿火が天子になったからである。

十二世物部尾興も物部危鹿火に土地を献上している。

(安閑)元年 (534年)(閏十二月)是月、慮城部 (いおきべ)連

根菖喩 (き こゆ)の女幡媛、物部大連尾輿の壊略 (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。
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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、筑紫国の謄狭山部を献 じる。

『日本書紀』

物部尾輿は筑前の鞍手郡十市部、伊勢 (福岡県前原市)の来狭狭・登伊、筑

紫国の階狭山部を献上 している。

物部尾輿は 540年 に物部王権の二代 目の天皇に従って難波へお供 してい

る。

(欽明)元年 (540年 )九月、難波祝津宮に幸す。大伴大連金村 。

許勢臣稲持・物部大連尾輿等、従う。天皇、諸臣に問いて曰く、「幾

許 (い くばく)の軍卒をもて新羅を伐つことを得るや」という。物

部大連尾輿等奏して曰く、「少し許りの軍卒では易く征するべから

ず。 (後略)」 という。             『日本書紀』

物部尾輿は534年 (復元 531年 )、 540年に登場している。物部尾興

は530年-540年 ころの人である。

物部危鹿火は536年に死去している。物部尾輿は物部危鹿火に土地を献上

しているから物部尾輿と物部危鹿火は同世代であろう。

物部尾輿の子に物部守屋がいる。物部守屋は (崇峻)即位前紀 (587年 )

に蘇我馬子等に殺される。

ところが『旧事本紀』では物部危鹿火と物部守屋が同世代になっている。『旧

事本紀』の物部危鹿火の系統と物部尾輿の系統を対比すると次のようになる。
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□物部麓鹿火の系統と物部尾輿の系統の対比

○物部危鹿火の系図

布都久留大連公

|

十二世孫物部木蓮子連公

|

物部麻佐良連公

|

物部色鹿火

○物部尾輿の系図

物部目大連

|

荒山大連公

|

十三世物部尾輿連公

|

物部守屋大連

『旧事本紀』の系譜は『日本書紀』の記述と世代が合わない。

『旧事本紀』の系譜の方が間違っているのであろう。それを正しく復元しよ

う。糸口になるのは物部木蓮子の娘である。物部木蓮子は娘 (宅媛)を物部危

鹿火に差 し出している。物部危鹿火と宅媛は同世代であろう。ところが『旧事

本紀』では宅媛は物部木蓮子の娘であるから物部色鹿火の父物部麻佐良連公と

兄妹になる。宅媛は物部危鹿火の叔母である。叔母を妃に迎えるようなことは

しないであろう。

『旧事本紀』の間違いは物部危鹿火の系譜の方にあると思われる。そこで物

部危鹿火と宅媛は同世代であるとして物部危鹿火の系譜を復元しよう。

物部色鹿火と宅媛が同世代であるとすると物部危鹿火の父物部麻佐良連公

は十二世孫物部木蓮子連公と同世代になる。物部麻佐良連公は十二世孫物部木
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蓮子連公の子ではなく物部木蓮 子とは兄弟ということになる。このように修正

するとすべてがうまく解決する。

復元 した物部鹿鹿火の系統は次のようになる。

□復元 した物部鹿鹿火の系図

布都久留大連公

十二世孫物部木蓮子連公

|

宅媛

物部麻佐良連公

|

物部危鹿火

このように復元すると物部危鹿火と物部尾輿は同世代になる。物部尾輿が物

部危鹿火に土地を献上したということとも合う。『日本書紀』の記述とすべて

合う。

『旧事本紀」の物部氏の系図を復元すると次のようになる。
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図 20 復元 した物部氏の系図

物部伊菖弗連

十一世物部真椋連 物部布都久留連

十 世物部木蓮子連 物部麻佐良連

|

物部危鹿火

物部目大連

荒山大連

|

十三世物部尾輿連宅媛

十四世物部大市御狩連  物部守屋大連

(4)物部目大連

物部目大連は十三世物部尾輿連の祖父である。

物部目大連は筑紫君の臣下として『日本書紀』に登場する。
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(雄略)十三年 (469年 )二月、狭穂彦の玄孫歯田根命、ひそかに

采女 (う ねめ)の 山辺小嶋子を奸 (おか)す。天皇、聞いて歯田根

命を以て物部目大連に牧付 (さ づ)けて責譲 (せめ)さ せる。歯田

根命、馬八匹 。太刀八日を以て罪過 (つみ)を祓い除く。既にして

歌って曰く、「山辺の 小嶋子ゆえに 人ねらう 馬の八匹は 惜

しくもなし」。

目大連、聞いて之を奏す。天皇、歯田根命をして、資財を露 (あ ら

わ)に して餌香市辺の橘の本の土 (と ころ)に置かしむ。遂に餌香

(えか)の長野邑を以て物部目大連に賜う。    『日本書紀』

「雄略紀」は筑紫君王朝の記録である。筑紫君は倭王である。469年の天

皇は倭王興である。 (古代史の復元⑤『倭の五王と磐井の乱』参照)

歯田根命は采女 (う ねめ)を犯すが反省の様子がない。倭王興は土地を取り

あげて物部目大連に賜うとある。倭の五王の時代に物部目大連は筑紫君 (倭

王)の重臣である。また次のような出来事がある。
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(雄略)十八年 (474年 )八月、物部菟代宿禰・物部目連を遣わし

て、伊勢の朝日郎を伐たせる。 (中略)物部目連、自ら大刀を執り、

筑紫聞物部大斧手をして楯を執り軍中に叱 (た け)び しめて倶 (と

も)に進む。 (中略)物部目連、即ち朝日郎を獲 (と ら)えて斬る。

(中略)

天皇、侍臣に問いて曰く、「菟代宿禰は何故服命 しないのか」とい

う。ここに讃岐田贔別という人あり、進みて奏して曰く、「菟代宿

禰は怯 (臆病)な り。二日一夜の間、朝日郎を捨執 (と らえ)る こ

と能 (あたわ)ず。しかるに物部目連、筑紫聞物部大斧手を率いて

朝日郎を獲 (と ら)え斬る」という。天皇、之を聞いて怒る。すな

わち菟代宿禰の所有する猪使部を奪い物部目連に賜う。

F日 本書紀』



物部目大連は十三世物部尾輿連の祖父であり、北部九州を本拠地にしている

のであろう。筑紫聞物部大斧手の「聞」は『和名抄』の豊前国企救 (き く)郡

である。今の北九州市である。天皇は筑紫君である。すべて北部九州の人であ

る。これは北部九州の話である。「伊勢の朝日郎」の「伊勢」は「伊都国」で

あろう。「伊勢の朝日郎」とは福岡県前原市の朝日郎である。筑紫君の命令で

物部氏が伊都国の朝日郎を伐った事件である。

物部目大連はここでも手柄を立てている。筑紫君 (倭王興)か ら土地を賜っ

ている。物部目大連は筑紫君の重臣として活躍している。その孫の物部尾輿も

筑紫君王朝の臣下であったと思われる。

ところが 531年の「磐井の乱」で筑紫君王朝は滅びる。北部九州は物部麓

鹿火が支配するようになる。物部尾輿は物部色鹿火に鞍手郡や筑前の土地を献

上している。物部尾輿は物部屁鹿火の臣下になっている。

物部危鹿火の伯父である十二世物部木蓮子連も娘 (宅媛)と難波屯倉を物部

危鹿火に献上している。

「磐井の乱」以前は、物部氏は筑紫君 (倭王)の支配下にあった。物部目大

連 。物部尾輿・十二世物部木蓮子連は筑紫君の臣下である。物部目大連は筑紫

君の重臣である。

531年の「磐井の乱」で物部麓鹿火は筑紫君を伐ち物部王権を樹立する。

十二世物部木蓮子連や物部尾輿は物部色鹿火に娘や土地を献上している。物部

氏の中で物部色鹿火は最高の地位についている。
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2  物部氏の王権交代

(1)『 旧事本紀」と物部危鹿火

物部氏の系図を見ると十一世、十二世、十三世、十四世等が出てくる。物部

氏の中の首長であろう。首長の系統は移っている。十二世は十一世の弟の子で

あり、十三世は十一世の末弟の孫が継承している。図 20 参照

首長の系統が移っているということは物部氏の中でその世代における最高

の実力者が選ばれているのであろう。

物部麓鹿火は「磐井の乱」で筑紫君を伐ち物部王権を樹立して天子となり、

北部九州を支配している。十二世物部木蓮子連や十二世物部尾輿連は物部危鹿

火に娘や土地を献上している。物部危鹿火は物部氏の中で最高の権力者になっ

ている。

ところが『旧事本紀』には物部危鹿火は「物部鹿鹿火連公」とあるだけであ

る。「十三世、十四世」という肩書きはついていない。しかも物部色鹿火は「連」

とあり、「大連」にもなっていない。『古事記』の方では「物部荒甲之大連」

となっている。

『旧事本紀』は物部氏が書いた物部氏の歴史書であるといわれている。物部

鹿鹿火は物部氏の中で初めて天子になった人物である。物部氏の誇りであろ

う。そうであれば物部氏の歴史書である『旧事本紀』は物部危鹿火に最高位の

名誉を与えて記述するはずである。何故『旧事本紀』は物部危鹿火を評価して

いないのであろうか。
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(2) Effiotft
物部氏の系譜を見ると十二世物部木蓮子は物部危鹿火の系統である。次の十

三世は物部尾輿である。物部氏の首長は物部危鹿火の系統から物部尾輿の系統

に代わっている。

物部尾輿は (安閑)元年 (復元 531年 )に「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」の土地を物部危鹿火に献上 している。53

1年の時点では物部尾興は物部危鹿火の支配下であった。その人物が物部危鹿

火の系統をおさえて十三世になっている。物部尾輿は物部氏の首長 (王 )に な

っている。

物部危鹿火が樹立 した「物部王権」は552年 に滅びる。新 しく阿毎王権が

誕生 している。一方物部氏の中では首長が物部危鹿火の系統から物部尾興に移

っている。物部尾興は十二世になっている。物部尾輿は物部氏の中で最高の地

位についている。

物部尾輿が「物部王権」を滅ぼしたのではないだろうか。物部尾輿は物部王

権 (物部角鹿火の系統)を滅ぼ して阿毎王権を樹立 して十二世になったのでは

ないだろうか。

阿毎王権の本拠地は筑前の鞍手郡である。物部尾輿は物部鹿鹿火に筑前の

「鞍手郡十市部」を献上している。物部尾輿の本拠地は鞍手郡であろう。阿毎

王権の本拠地と一致する。物部尾輿は阿毎王権を樹立して自分の本拠地を阿毎

王権の本拠地にしているのではないだろうか。阿毎王権を樹立したのは物部尾

興であろう。

○物部王権と阿毎王権の樹立者

■物部王権の樹立者  物部麓鹿火

■阿毎王権の樹立者  物部尾輿
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王権は十二世の物部危鹿火の系統から十三世物部尾輿に移り、その後は物部

尾輿の系統が王統を継承している。十四世、十五世、十六世は物部尾輿の子、

孫である。

『旧事本紀』は物部氏の歴史書といわれているが、物部尾輿の系統が書いた

のではないだろうか。物部色鹿火は物部王権を樹立して天子になった人物であ

り、物部氏の誇りである。しかし物部尾輿の系統から見ると、物部王権の時代

には物部尾輿は物部危鹿火の臣下であったし、物部麓鹿火に土地を献上してい

る。物部氏の歴史書である『旧事本紀』にそのような不名誉なことは書けない。

そこで『旧事本紀』は物部危鹿火を「物部危鹿火連公」とだけ書き、物部危鹿

火の功績を抹消しているのであろう。

(3)物部尾興の即位

552年に王権は物部屁鹿火の系統 (「 物部王権」)か ら物部尾輿の系統 (「 阿

毎王権」)へ移っている。しかし物部尾輿はすぐに十三世になったのではない

ようである。物部王権を倒した直後の阿毎王権には天皇がいる。物部尾輿はそ

の臣下である。552年に阿毎王権が樹立したとき百済はそれを祝してお祝い

の品々を贈る。

(欽明)十二年 (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・幡蓋若干 。経論若干巻を

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、使者に認して云う、

「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、
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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。謹 (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。物部大連尾輿 。中臣連鎌子、

同じく奏して曰く、「 (中略)方 (ま さ)に今改めて蕃神を拝せば

恐るらくは国神の怒りを致すであろう」という。  『日本書紀』

百済は阿毎王権の樹立を祝して釈迦仏の金銅像一躯・幡蓋若干 。経論若千巻

を献上している。阿毎王権の天皇は「未だ曾 (かつ)て是の如き微妙之法を聞

くこと」はなかったと述べて「歓喜し、踊り跳ね」たとある。

天皇は仏教を受容するかどうかについては「朕、自ら決めえず」と述べて群

臣に問う。蘇我稲目は仏教を受容するように天皇に勧める。ところが物部尾輿

は仏教を受け入れると国神 (く につかみ)の怒りを受けるであろうと天皇に奏

上している。物部尾輿の上に天皇が居る。物部尾輿はこの時点では十三世には

なっていない。

この天皇とは誰であろうか。

阿毎王権の最初の年号は「貴楽」である。貴楽年号は552年 -569年 で

ある。貴楽年号がこの天皇の年号であるとすれば辻複が合わない。この天皇は

阿毎王権を樹立した初代の天皇であり、年号は552年-569年 まで続 く。

そうであれば当然十三世になっているはずである。ところが十三世になってい

るのは物部尾輿である。初代の天皇は十三世になっていない。

またこの初代の天皇の年号が貴楽年号であり、物部尾輿はこの天皇の後に王

位に即いて十三世になったとすれば物部尾輿が天皇になるのは570年であ

る。物部尾輿は (安閑)元年 (復元 531年 )に物部危鹿火に土地を献上して

いる。それから39年後に十三世になったことになる。土地を献上する権限を

持っているのは家長である。物部尾輿は531年にはすでに家長になってい

る。父の荒山大連はすでに死去しているのであろう。家長であれば30才 くら
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いにはなっているであろう。そうであれば物部尾輿が十三世になるのは 69才

を越える。当時の平均寿命をはるかに越えることになる。

このように考えると物部尾輿が十三世になるのは552年であり、「貴楽」

年号は物部尾輿の年号であろう。

物部大連尾輿と中臣連鎌子が天皇に対して仏教受容に反対したとあるのは

『日本書紀』の捏造であろう。物部尾輿は天皇になっている。しかし『日本書

紀』は物部尾輿を天皇とは書けない。『日本書紀』は物部王権も阿毎王権も抹

殺している。そこで『日本書紀』は架空の欽明天皇を天皇にして物部尾輿を欽

明天皇の臣下にしているのであろう。
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3  阿毎王権の本拠地

(1}物部尾興の本拠地

物部尾輿は (安閑)元年 (復元 531年 )に「十市部、伊勢国の来狭狭・登

伊の贄土師部、筑紫国の謄狭山部」を物部危鹿火に献上している。「十市部」

は筑前の鞍手郡である。『和名抄』の筑前国鞍手郡に「十市」がある。

筑前国鞍手郡   金生 (加奈布)・ 二田 (布多多)。 生見 (伊無

美)。 十市 (止布知)。 新分 (爾比岐多)・ 粥田 (加都多)

『和名抄』

物部尾輿は筑前の鞍手郡十市郷を物部危鹿火に献上している。物部尾輿は鞍

手郡を領有しており、その一部である「十市郷」を物部危鹿火に献上している

のであろう。物部尾輿の本拠地は筑前の鞍手郡である。

一方、『隋書』や『日本書紀』の表世清の来日記事から阿毎王権の本拠地は

筑前の鞍手郡であろうと推定した。物部尾輿の本拠地と阿毎王権の本拠地は一

致する。

物部尾輿は552年に阿毎王権の初代の天子になっている。物部尾輿は天子

になると自分の本拠地を阿毎王権の本拠地にしたのであろう。

阿毎王権の本拠地の手前に「阿斗」がある。「阿斗」は飯塚市であろうと推

定した。それも正しいであろう。飯塚市は鞍手郡の手前にあり、交通の要所で

ある。阿毎王権 (鞍手郡)へ行くには難波から三郡山地を越えて「阿斗」で一

泊し、翌日阿毎王権の都へ行 くことになる。宿泊するのに最適な所である。
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(2}物部氏と「天 (阿毎)」

阿毎王権は物部尾輿が樹立 した物部氏の王権である。その本拠地である鞍手

郡は昔か ら物部氏が住んでいたといわれている。

『旧事本紀』 (天神本紀)に は種々の物部氏が登場する。「天孫降臨」の時、

物部氏は天族に仕えて渡来 したという。

■五部の人を副 (そ )えて従と為し、天降り供奉 (つかえまつ)る。

物部造等の祖 天津麻良

笠縫部等の祖 天曽蘇

為奈部等の祖 天津赤占

十市部首等の祖 富々侶

筑紫弦田物部等の祖 天津赤星

■五部の造 (みやつこ)は伴領と為し、天つ物部を率いて天降り供奉る。

二田造

大庭造

舎人造

勇蘇造

坂戸造

■天つ物部等二十五人。同じく兵使を帯びて天降り供奉る。

二田物部、当麻物部、芹田物部、鳥見物部、 (中略)、 赤間物部、 (中

略)、 筑紫聞物部、播磨物部、筑紫贄田物部

『先代旧事本紀』

これらの人々は「天降り」来るとある。「天から降りて来た」とある。「天」

は朝鮮半島南部のことである。朝鮮半島からの渡来人である。

「物部造等の祖 天津麻良」とある。「天津麻良」は物部氏の先祖である。
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「十市部首等の祖 富々侶」とある。物部尾輿が物部危鹿火に献上した「十

市部」の先祖であろう。朝鮮半島から渡来 して鞍手郡十市郷に住み着いてい

る。

「二田造」「二田物部」とある。『和名抄』の鞍手郡二田郷であろう。二田

郷には物部氏が住み着いている。

筑前国鞍手郡   金生 (加奈布)。 二田 (布多多)。 生見 (伊無

美)・ 十市 (止布知)。 新分 (爾比岐多)・ 粥田 (加都多 )

『和名抄』

「赤間物部」は福岡県宗像市赤間であろう。鞍手郡の隣にある。

「筑紫聞物部」は (雄略)十八年 (474年 )に登場した筑紫聞物部大斧手

の祖先であろう。北九州市に住み着いている。

渡来人は筑前の鞍手郡やその近隣の北部九州に住み着いている。

これらの物部氏を「天つ物部」と記述している。「天 (あ ま)つ物部」の「天

(あ ま)」 は「阿毎 (あ ま)」 であろう。

『隋書』に「優王の姓は阿毎、字は多利思北孤、阿輩難爾と号す」とある。

倭国は阿毎王権である。優国 (阿毎王権)は物部尾輿が樹立した王権である。

イ晏国 (阿毎王権)は物部氏の王国である。『隋書』の「優王の姓は阿毎」は「天

つ物部」の「天 (阿毎)」 である。

□「天 (あ ま)」 =「阿毎 (あ ま)」

『隋書』は優国が物部氏の王権であることを伝えている。イ晏国は物部尾輿が

樹立 した国である。
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{3)物部氏と天孫降臨

物部氏の姓は「天」である。「天 (あ ま)」 は「天 (あめ)」 でもある。「天

(あ め)」 は天孫降臨をした天族の姓である。天族は「安見 (あめ)辰法氏」

であり、中国の呉地方から渤海沿岸をまわり、朝鮮半島を経て日本列島へ渡来

している。いわゆる「天孫降臨」である。 (古代史の復元①『倭人のルーツと

渤海沿岸』参照 )

物部氏は「天孫降臨」の時、天族に従い渡来したという。『旧事本紀』には

「天孫降臨」のとき迩迩藝命に「五部の人を副 (そ )えて、従者として降臨し、

仕えた」とある。物部氏は「天孫降臨」のとき天族の従者として日本に渡来 し

ている。

物部氏も「姓は阿毎 (天 )」 である。「安見 (あめ)辰法氏」であろう。天

族と一緒に中国の呉地方から渤海沿岸をまわり、朝鮮半島を経て日本列島へ渡

来したのである。

物部王権も同じ物部氏である。秦王国として存続 している。『隋書』は秦王

国の人について次のように書いている。

又東至秦王国。其人同於華夏。以為夷洲、疑不能明也   『隋書』

(訳 )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なり。

秦王国の人は「華夏 (中 国)に同じ」とある。「以て夷洲と為すも」とある。

「おそらく中国の夷洲 (東夷)の人であろう」という意味である。しかし「疑

不能明也 (そ のように疑ってもそれを明らかにすることはできない)」 とある。

『隋書』は秦王国の人々を見て中国の東夷の人であろうと書いている。天族

(物部氏)は中国の呉地方から渡来したという私の説を裏付けるものである。
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(4)二田物部と鞍手郡

渡来した「五部の造 (みやつこ)」 の中に「二田造」がいる。また「天つ物

部等二十五人」の中に「二田物部」がいる。「二田」は『和名抄』の鞍手郡二

田郷であろう。

『古文化談叢』第 11集 (九州古文化研究会 1983年 )に大神邦博氏は

「筑前鞍手郡若宮町の蔵骨器」について書いている。

○若宮町大字水原字釜底出土

山口川をはさんで大字竹原と対する丘陵で若宮町を見下ろす所であ

る。昭和 8年に同町在住の故清賀氏の採集になるもので、蔵骨器と

思われる須恵器の破片である。尚これには表面に「二田」のヘラ書

きが見られるが、竹内理三先生の御鑑定によれば、奈良後期―平安

初期の書体である。

又、『和名抄』には鞍手郡二田郷の名がみえていて、このヘラ書き

もそれに関係するものと考えられる。

鞍手郡若宮町から「二田」とヘラ書きされた須恵器の蔵骨器が出土 してい

る。「二田」は『和名抄』の鞍手郡二田郷であろうという。渡来した「二田物

部」が居住したところであろう。「二田」は鞍手郡若宮町にある。阿毎王権の

本拠地である。鞍手郡が阿毎王権 (物部氏)の本拠地であることを立証してい

る。
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図 21 「二田」とヘラ書きされた骨臓器
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(5}阿毎王権の王墓 (物部尾輿の墓)

鞍手郡鞍手町に新延 (に のぶ)大塚古墳がある。『新延大塚古墳』 (鞍手町

文化財調査報告書 第 3集 1985年 鞍手町教育委員会)は新延 (にのぶ)

大塚古墳について次のように書いている。

○新延大塚古墳  (鞍手郡鞍手町新延)

口新延大塚古墳は横穴式石室としては遠賀川流域では特別史跡王塚古墳

とならんで最大の規模を持つ。

■円墳  径 30m、 高さ7m。  10mほ どの周庭帯がめぐっていた可

能性もある。

■石室の構造

・複室の横穴式石室  石室全長 11.95m
・奥室  奥行 3,73m、 幅3.35-3.50m、 高さ4.00m

全室との間に巨大な袖石でかぎるが、その通路は幅 0.90m、 高さ

1.40m
。前室  奥行 2.50m、 幅2.50-2.66m、 高さ2.08m

巨大な袖石で玄間をつくる。幅0.80m、 高さ1.30m
。羨道  現状で長さ4.05m

奥室、前室とも、ほぼ正方形の平面形であること、また奥室が通例の古

墳より、きわめて広くて天丼も高く、ことに四壁の下半には巨岩を使用

していること、それらの石について、石材を選択していることなどが、

とくに注目される。

■出土遺物

・須恵器

・金属器

武器……鉄鏃、大刀
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新延大塚古墳は横穴式石室であり、遠賀川流域では桂川王塚古墳とならんで

最大規模であるという。また巨石を使用していることも新延大塚古墳の特徴で

あるという。

新延大塚古墳は 6世紀後半の築造である。阿毎王権は552年に樹立 してい

る。しかも阿毎王権の本拠地である鞍手郡鞍手町にこの古墳はある。新延大塚

古墳は阿毎王権の王墓であろう。

物部尾輿は阿毎王権を樹立した人物である。天子となり「貴楽」年号を建て

ている。在位は552年 -569年 である。新延大塚古墳は 6世紀後半の築造

であるという。新延大塚古墳は物部尾輿の墓ではないだろうか。

銀冠塚古墳は福岡県鞍手郡鞍手町八尋にあり、7世紀中頃の墓である。銀冠

塚古墳は『隋書』のイ安国 (阿毎王権)の多利思比孤の墓であろうと思われる。

阿毎王権の王墓は 6世紀後半から7世紀中頃まで鞍手郡に造られている。

物部王権の王墓は福岡県嘉穂郡桂川町に桂川王塚古墳 (物部危鹿火の墓)が

あり、天神山古墳・寺山古墳と続く。これらの王墓はすべて前方後円墳である。
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工具……刀子、のみ

馬具……鐙 (あぶみ)、 鞍、鏡板、杏葉、雲珠、辻金具、懸け金具、

飾 り鋲、留金具、有鋲鉄製品 (鐙片)、 引手

装身具…耳環 (7個… 5個金環、 2個は表面が不明)

その他…鉄環

■まとめ

・新延大塚古墳の築造時期はおよそ 6世紀後半と考えられる。

・鞍手地方では最大と思われる規模の石室で、 しか も巨石を用いてい

る。

たとえば奥室の東壁の巨石は長さ 3.5m、 高さ2.2mの壁面をつ くる

が、石そのものとしては長さが約 4.Om、 高さ2.5mで、奥行は平均

0.8mほ どと考えられる。



阿毎王権の王墓は円墳である。新延大塚古墳も銀冠塚古墳も円墳である。同

じ物部氏でありながら古墳の形式が異なる。王権が異なることを示している。

初代の物部尾輿は円墳を採用したのであろう。

阿毎王権の王墓である新延大塚古墳や銀冠塚古墳からは革金具が出土 して

いる。武具を留める金具ではないだろうか。革の鎧に使われているのであろ

つ。

『隋書』優国伝に次の記事がある。

■漆皮為甲 (皮に漆を塗って甲と為す ) 『隋書』優国伝

倭国 (阿毎王権)の 甲胃は皮に漆を塗って作るとある。その通りの遺物が出

土している。

『隋書』イ安国伝の記述は鞍手郡の遺跡と一致する。『隋書』の倭国はやはり

鞍手郡の阿毎王権である。
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4  阿毎王権の王統

(1)阿毎王権の二代目

阿毎王権を樹立したのは十三世物部尾輿である。物部尾輿の年号は「貴楽」

であり、在位は552年 -569年 である。

阿毎王権の王統を嗣いだのは物部尾輿の子の十四世大市御狩連公である。5

70年から「金光」年号が始まる。「金光」年号は十四世大市御狩連公の年号

である。

○阿毎王権の王と年号

■初代  十三世物部尾輿

■二代目 十四世大市御狩連公

貴楽 (552年 -569年 )

金光 (570年 -575年 )

『日本書紀』には物部尾輿は登場するが、二代目の十四世大市御狩連公は登

場しない。『日本書紀』は阿毎王権の二代目を抹殺 している。

初代の物部尾輿も王位につく前の記述はあるが、王位についた後の記述はな

い。『日本書紀』は物部尾輿が王権を樹立したことを隠蔽している。『日本書

紀』は大和三権による「万世一系」である。物部尾輿が天皇 (天子)になった

ことは記述できない。
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{2)物部守屋と阿毎王権の天皇

物部守屋は物部尾輿の子であり、十四世大市御狩連公の弟である。物部守屋

は阿毎王権の人である。

物部守屋は『日本書紀』の (敏達)十四年 (585年 )二月から突如登場す

る。 (敏達)十三年 (584年 )に蘇我馬子は「石川の宅」に仏殿をつくり仏

像を安置して修行する。その後疫病が流行する。そこで物部守屋が登場する。

(敏達)十四年 (585年 )二月、物部弓削守屋大連と中臣勝海大夫

と奏 して曰く、「何故、臣が言を用いることを肯定しないのか。考

天皇より陛下に及ぶまで疾疫流行 し、国民は絶えるべし。豊に専ら

蘇我臣の仏法を興こし行うに由るにあらずや」という。詔して曰く、

「灼然 (いやちこ)な り。仏法を断て」という。物部弓削守屋大連は

自ら寺に詣 り胡座 (あ ぐら)に鋸座 し、其の塔を研 り倒 し、火を縦

(つ )けて幡 (や )く 。併せて仏像と仏殿を播く。すでにして焼くと

ころの餘りの仏像を取りて難波の堀江に棄てしむ。  『日本書紀』

蘇我馬子は仏法を信仰する。ところが疫病が流行する。物部守屋と中臣勝海

は蘇我馬子が仏法を信仰 したからだと天皇に訴える。天皇は物部守屋の申し出

に従い「仏法を断て」という。物部守屋は寺へ行き仏像と仏殿を焼き、焼け残

った仏像を難波の堀江に棄てさせたという。

物部守屋はここに突然登場している。しかも天皇に対して「何故、臣の言 (意

見)を用いないのか」と詰め寄っている。天皇に対して横柄な口を利いている。

物部守屋は (敏達)十四年 (585年 )に突然現れて、天皇に対して横柄な

態度を取っている。何故であろうか。

阿毎王権の系図を見ると次のようになっている。
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○阿毎王権の王統

十三世物部尾輿

十四世大市御狩連公    物部守屋

十五

阿毎王権の年号をみると「鏡常」年号は584年に終わっている。

○阿毎王権の年号

口金光  570年 -575年

■賢棲 576年 -580年

■鏡常 581年 -584年

物部守屋は585年に突然現れて天皇に対して横柄な口を利いている。兄の

十四世大市御狩連公に対しては横柄な日は利けないであろう。十四世大市御狩

連公は584年に死去したのではないだろうか。その後を十五世物部大人連公

が嗣いだのであろう。十五世物部大人連公は物部守屋の甥である。物部守屋は

甥の十五世物部大人連公に対して横柄な口を利いているのであろう。

十四世大市御狩連公の年号は「金光」「賢棲」「鏡常」と3つ続くことにな

る。十五世物部大人連公は585年に即位しているので「勝照」年号 (585
年-588年 )は十五世物部大人連公の年号であろう。十四世、十五世の年号

は次のようになる。
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□阿毎王権の年号

○十四世大市御狩連公

○十五世物部大人連公

570年 -575年
576年 -580年

581年 -584年

585年 -588年

。金光

・賢棲

・鏡常

。勝照

物部守屋は甥が天皇位を継いだことに不満をもっているのであろう。それで

物部守屋は甥の十五世物部大人連公に横柄な口を利いて困らせているのであ

る。

(3)十四世大市御狩連公と敏達天皇

『日本書紀』の敏達天皇の在位は (敏達)元年 (572年 )― (敏達)十四

年 (585年 )である。

(敏達)十二年 (583年 )に 日羅の事件がある。敏達天皇の時代である。

日羅は百済から阿毎王権へ来ている。このときの阿毎王権の天皇は十四世大市

御狩連公である。年号は鏡常 (581年 -584年 )である。『日本書紀』は

阿毎王権の出来事を「敏達紀」として書いている。「敏達紀」は阿毎王権の記

録ではないだろうか。十四世大市御狩連公の在位は570年-584年 であ

り、敏達天皇の在位に近い。

『古事記』には敏達天皇の崩年千支がある。「甲辰年四月六日崩」とある。

甲辰年は584年である。『古事記』の敏達天皇の崩年は『襲国偽僣考』の九

州年号 (「鏡常」年号)と一致している。

敏達天皇の本来の名前は『古事記』では沼名倉太玉敷命 (ぬなくらふとたま

しき)であり、『日本書紀』でも淳中倉太珠敷天皇 (ぬなくらふとたましき)

である。『古事記』『日本書紀』ともに同じ名前である。『古事記』の敏達天
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皇は『日本書紀』の敏達天皇であろう。そうであれば『古事記』の崩年千支が

正しい。敏達天皇の崩年は584年である。『日本書紀』の敏達天皇の在位は

間違っている。

敏達天皇の崩年は『襲国偽僣考』の「九州年号」の「鏡常」年号と一致する。

「鏡常」年号は十四世大市御狩連公の年号である。敏達天皇は阿毎王権の十四

世大市御狩連公であろう。

『日本書紀』は阿毎王権を抹殺している。『日本書紀』は阿毎王権の十四世

大市御狩連公を「敏達天皇 (淳 中倉太珠敷天皇)」 として記述している。

阿毎王権の王統と年号は次のようになる。

○阿毎王権の王統と年号

■十三世物部尾輿   貴楽

■十四世大市御狩連公 金光

(敏達天皇)   賢棲

鏡常

■十五世物部大人連公 勝照

552年 -569年

570年 -575年
576年 -580年
581年 -584年
585年 -588年

初代

二代目

三代目

{4)阿毎王権と物部守屋

物部守屋の横柄な態度はさらに増大する。

(用明)二年 (587年 )四月、天皇、病を得て宮に還り入る。群臣

侍る。天皇、群臣に詔して曰く、「朕、三宝に帰らむと思う。卿等、

議 (はか)れ」という。群臣、入朝し議る。物部守屋大連と中臣勝

海連は詔の議に違いて曰く、「何ぞ国神に背き、他神を敬うや。自

来、斯 (か く)の若き事を識 (し )らず」という。蘇我馬子宿禰大
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臣曰く、「詔に随いて助け奉るべし。誰か異計を生づるや」という。

是に、皇弟皇子、豊国法師を引きいて内裏に入る。物部守屋大連、

邪晩 (に ら)みて、大いに怒る。

是の時、押坂部史毛屎、急に来て、密に大連に語りて曰く、「今、

群臣、卿を図る。また将に路を断ちてむ」という。大連、聞きて即

ち阿都に退き、 (阿都は大連の別業の在る所の地の名なり)人を集

衆 (あつ)む。                 『日本書紀』

天皇は「朕、三宝に帰らむ (仏教に帰依 したい)と思う。皆で協議してくれ」

という。物部守屋大連と中臣勝海連は「どうして国神に背き、他神を敬うのか。

これまでこのようなことは聞いたことがない」と言って反対する。皇弟皇子 (天

皇の弟)は天皇が仏教に帰依 したいというので豊国法師を内裏に入れる。する

と物部守屋は邪晩 (に ら)みつけて大いに怒るとある。天皇が帰依 したいとい

うのに強く反対している。

「用明紀」であるから天皇は用明天皇であると解釈されてきた。しかし物部

守屋が登場する。阿毎王権の出来事である。天皇は阿毎王権の天皇である。 5

87年であるから天皇は物部守屋の甥の十五世物部大人連公である。

押坂部史毛屎が飛んできて物部守屋に密かにいう、「群臣が物部守屋を殺そ

うとしている。また道を塞ごうとしている」という。物部守屋は急いで阿都に

退き、戦うために人を集めたという。

この事件は阿毎王権の宮殿で起きている。福岡県鞍手郡で起きている。物部

守屋は阿毎王権の群臣に殺されそうになり、鞍手郡から阿都へ退いている。阿

都は阿斗であり、飯塚市である。物部守屋は鞍手郡から飯塚市まで逃げて来

る。ここには物部守屋の別業 (別荘)があるという。物部守屋は飯塚市まで逃

げてきて一息つける状態になったのである。

従来は天皇は用明天皇であるとしてきたが阿毎王権の事件である。『日本書

紀』は阿毎王権を抹殺しているので阿毎王権の出来事を「用明紀」として書い

ている。「用明紀」は用明天皇の記録ではない。阿毎王権の記録である。天皇
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が病気になり「朕、三宝に帰らむと思う」と言ったのは阿毎王権の十五世物部

大人連公である。

(5)押坂彦人大兄皇子

『日本書紀』は続いて次のように書いている。

(用 明)二年 (587年 )四月、中臣勝海連は家に衆を集めて、大連

に随い助ける。遂に太子彦人皇子の像と竹田皇子の像を作り厭 (ま

じな)う 。俄 (し ばらく)して、事の済 (な )り 難いことを知り、

水派宮において彦人皇子に帰附す。舎人 (と ねり)の辺見赤梼 (と

みのいちひ)は勝海連が彦人皇子の所より退くのを伺い、刀を抜い

て殺す。                    『日本書紀』

中臣勝海は兵を集めて物部守屋を助けて戦おうとする。しかし勝つ見込みが

無いことを知り寝返る。「水派宮において彦人皇子に帰附す」とある。彦人皇

子の方についている。しかし水派宮を出たところを述見赤梼 (と みのいちひ)

に襲われて殺される。

「彦人皇子」は「押坂彦人大兄皇子」である。押坂彦人大兄皇子は敏達天皇

の子であるという。

(敏達)四年 (575年 )正月、息長真手王の女広姫を立てて皇后と

為す。是、一男二女を生む。其の一を押坂彦人大兄皇子という。其

の二を逆登皇女という。其の三を菟道磯津貝皇女という。

『日本書紀』

222



押坂彦人大兄皇子は「大兄」である。太子になる資格を持つ皇子である。こ

こにも「太子彦人皇子の像を作り」とある。押坂彦人大兄皇子は太子になって

いる。中臣勝海は最初は物部守屋に味方するが寝返って太子の押坂彦人大兄皇

子の方についている。

この事件は阿毎王権の出来事である。 (用 明)二年 (587年 )であるから

阿毎王権の天皇は十五世物部大人連公である。「太子彦人皇子 (押坂彦人大兄

皇子)」 は十五世物部大人連公の太子ということになる。

十五世物部大人連公も敏達天皇 (十四世大市御狩連公)の子である。押坂彦

人大兄皇子の方は敏達天皇の太子である。敏達天皇 (十四世大市御狩連公)が

死去すれば太子である押坂彦人大兄皇子が即位するはずである。ところが即位

しているのは十五世物部大人連公である。何故であろうか。

十五世物部大人連公と押坂彦人大兄皇子とはどのような関係にあるのだろ

うか。

敏達天皇 (十四世大市御狩連公)が死去して即位したのは十五世物部大人連

公である。十五世物部大人連公は太子の押坂彦人大兄皇子ではないだろうか。

押坂彦人大兄皇子は「大兄」であり、「太子」である。敏達天皇が死去すると

太子の押坂彦人大兄皇子が即位するはずである。584年に敏達天皇が死去し

て 585年に即位したのは押坂彦人大兄皇子であろう。それはまた十五世物部

大人連公であろう。『旧事本紀』は押坂彦人大兄皇子を十五世物部大人連公と

書いているのであろう。

『日本書紀』は阿毎王権を抹殺している。そのため「用明紀」としてこの事

件を書いている。天皇は用明天皇になる。したがって天皇になっている押坂彦

人大兄皇子 (十五世物部大人連公)を天皇とは書けない。そこで太子のときの

名前をそのまま用いて押坂彦人大兄皇子と書いているのであろう。

中臣勝海は「水派宮において彦人皇子に帰附す」とある。彦人皇子は即位し

て十五世物部大人連公になっている。「水派宮」は天皇の宮殿であろう。中臣

勝海は宮殿へ行って天皇 (彦人皇子)に帰附したのである。中臣勝海は物部守
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屋を裏切って天皇の方についた。そこで逃見赤梼 (と みのいちひ)に殺された

のである。

阿毎王権の王統は次のようになる。

○阿毎王権の王統

■初代  十三世物部尾輿

■二代 目 十四世大市御狩連公 =
■三代目 十五世物部大人連公 =

敏達天皇

押坂彦人大兄皇子

押坂彦人大兄皇子は阿毎王権の天皇である。

阿毎王権には「押坂部史毛屎」という人も居る。押坂部史毛屎は物部守屋に

「今、群臣、卿を図る。また将に路を断ちてむ」と告げた人物である。阿毎王

権の本拠地に「押坂」という地名があるのであろう。押坂彦人大兄皇子は「押

坂に居る彦人大兄皇子」であり、押坂部史は「その押坂部を管理する史 (ふ ひ

と)」 であろう。「押坂」という地名は阿毎王権の本拠地である鞍手郡にある

と思われる。

(6}十六世物部耳連公と茅淳王

『旧事本紀』は十六世物部耳連公は十五世物部大人連公の子と書いている。

十五世物部大人連公 御狩大連公の子なり。

十六世物部耳連公 今木連等の祖。大人連公の子なり。

『旧事本紀』

十四世大市御狩連公は敏達天皇であり、十五世物部大人連公は押坂彦人大兄

皇子である。
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『日本書紀』は皇極天皇の出自を次のように書いている。

(皇極)即位前紀、天豊財重日足姫天皇 (皇極天皇)は淳中倉太珠敷

天皇 (敏達天皇)の曽孫、押坂彦人大兄皇子の孫、茅淳王の女なり。

母は吉備姫王という。              『日本書紀』

皇極天皇は敏達天皇の曽孫であり、押坂彦人大兄皇子の孫であり、茅淳王の

娘であるという。

茅淳王は押坂彦人大兄皇子の子である。押坂彦人大兄皇子は十五世物部大人

連公である。茅淳王は十六世物部耳連公であろう。あるいはその兄弟である。

阿毎王権の王統は次のようになる。

○阿毎王権の王統

■初代  十三世物部尾輿

■二代目 十四世大市御狩連公

■三代目 十五世物部大人連公

■四代目 十六世物部耳連公

= 敏達天皇

= 押坂彦人大兄皇子

= 茅淳王 (ま たはその兄弟 )
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5  「蘇我氏と物部氏の争い」の真相

(1)蘇我馬子 と物部守屋の争い

(用 明)二年 (587年 )四月に物部守屋は群臣に殺されそうになり阿都へ

退く。物部守屋は阿斗から蘇我馬子に使いを出し、群臣が私を殺そうとしたの

で阿都 (阿斗)に退いたと伝える。

(用明)二年 (587年 )四月、舎人述見赤梼 (と みいちひ)、 勝海

連が彦人皇子の所より退くのを伺い、刀を抜きて殺す。大連、阿都

の家より物部八坂 。大市造小坂・塗部造兄を使わし、 (蘇我)馬子

大臣に謂いて曰く、「吾、群臣が我を謀ると聞く。我、故に退 く」

という。

馬子大臣、すなわち土師八嶋連を大伴毘羅夫連の所に使わし、具 (つ

ぶさ)に大連の語を述べる。是によりて、昆羅夫連、手に弓箭・皮

楯を執り、槻曲の家に就いて、昼夜離れず、大臣を守護す。

『日本書紀』

蘇我馬子は物部守屋が述べてきたことを大伴昆羅夫に伝える。すると大伴昆

羅夫は武器を持ち、昼夜蘇我馬子を守護したという。物部守屋が攻めてくると

考えたのであろう。

物部守屋は「群臣が我を謀る」と蘇我馬子に伝えている。群臣の中に蘇我馬

子は入っていない。群臣とは阿毎王権の臣下である。物部守屋は阿毎王権の群

臣から追い出されたのである。

この事件の3ヶ 月後に物部守屋は蘇我馬子に伐たれる。
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(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・難波皇子・春 日皇子・蘇我馬子宿禰大臣・紀男麻呂

宿禰 。巨勢臣比良夫・膳臣賀柁夫 。葛城臣烏那羅、ともに軍旅を率

いて進み大連を討つ。大伴連照 。阿倍巨人・平群臣神手 。坂本臣糠

手・春日臣、ともに軍兵を率いて志紀郡より渋河の家に到る。大連、

親ら子弟と奴軍を率いて稲城を築き戦う。 (中 略)

厩戸皇子は額に髪を束ねて軍の後ろに随う。 (中 略)乃ち白膠木 (ぬ

りで)を斬り取り疾く四天王像を作り、頂頭に置き、誓いを発 して

言う、「今若 (も )し、我を敵に勝たしめたまえば必ず護世四王の

奉り、寺塔を起こし立てむ」という。

蘇我馬子大臣、又誓いを発して言う、「凡そ諸天王 。大神王等、我

を助け衛り、利益を得さしむれば、願わくはまさに諸天王と大神王

のために寺塔を起こし立て、三宝を流通せむ」という。 (中 略)こ

こに述見首赤梼 (い ちひ)、 大連を枝の下に射堕し、大連ならびに

其の子等を誅す。

(中略)蘇我大臣、亦本願に依り、飛鳥の地に法興寺を起 (た )つ。

『日本書紀』

「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」とある。阿毎王権の重臣である蘇我馬子は諸皇子や群臣に物部守屋を滅ぼ

すことを勧めている。諸皇子や群臣は「ともに軍旅を率いて進み大連を討つ」

とある。物部守屋を討っている。

諸皇子の中に厩戸皇子もいる。「厩戸皇子は額に髪を束ねて軍の後ろに随

う」とある。厩戸皇子 (聖徳太子)も物部守屋討伐に参加 している。

これが「蘇我氏と物部氏の争い」といわれている。
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これにより物部氏は滅びたといわれている。しかしそれは誤りである。阿毎

王権は滅びていない。阿毎王権はその 13年後の600年に隋へ朝貢 してい

る。 607年にも再び隋へ朝貢してその国書に「日出処天子」と書いている。

阿毎王権の王は自らを「天子」と言っている。阿毎王権は健在である。阿毎王

権には「日出処天子」がおり、王統は続いている。隋王朝も阿毎王権を認めて

おり、608年には隋から表清等が来ている。

このように蘇我馬子による物部守屋討伐で物部氏は滅びたのではない。従来

の説は誤りである。

この事件はまた蘇我氏と物部氏による「仏教受容の争い」であるといわれて

いる。蘇我馬子が仏教受容に反対する物部守屋を伐った事件と考えられてい

る。しかしそれも誤りである。物部守屋は阿毎王権の天皇に横柄な口を利き阿

毎王権の統率を乱した人物である。阿毎王権にとってはもっとも邪魔な人物で

ある。阿毎王権の群臣が立ち上がり物部守屋を殺 したのである。蘇我氏と物部

氏の「仏教受容の争い」ではない。

物部守屋討伐のメンバーを見ると阿毎王権の群臣が物部守屋を伐っている

ことがわかる。物部守屋討伐メンバーの中に難波皇子と春日皇子がいる。難波

皇子と春日皇子は敏達天皇の子である。

(敏達)四年 (575年 )正月、息長真手王の女広姫を立てて皇后と

為す。是、一男二女を生む。其の一を押坂彦人大兄皇子という。更

の名は麻呂古皇子。其の二を逆登皇女という。其の三を菟道磯津貝

皇女という。

是月、一夫人を立つ。春日臣仲君の女老女子夫人という。更の名は

薬君娘。三男一女を生む。其の一を難波皇子という。其の二を春日

皇子という。其の三を桑田皇女という。其の四を大派皇子という。

『日本書紀』
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敏達天皇は十四世大市御狩連公である。難波皇子と春日皇子は敏達天皇の大

子押坂彦人大兄皇子 (十五世物部大人連公)と は異母兄弟である。押坂彦人大

兄皇子 (十五世物部大人連公)は天皇になっている。難波皇子と春日皇子は天

皇の代理として物部守屋討伐に参加しているのであろう。

討伐のメンバーは肥前や筑前の人々である。すべて北部九州の人である。

○物部守屋討伐のメンバー

・泊瀬部皇子  ・……後の崇峻天皇 肥前の養父郡

・竹田皇子   ・……豊王権 (肥前、後述)推 古天皇の皇子

・厩戸皇子   ・・・…上宮王家の皇子  肥前

・難波皇子   ・……阿毎王権の皇子 (敏達天皇の子 )

。春日皇子   ・̈ …阿毎王権の皇子 (敏達天皇の子)

・蘇我馬子   ・……肥前の三根郡

・紀男麻呂宿禰 ・……肥前の基昇郡

・巨勢臣比良夫 ・……肥前の佐嘉郡

・膳臣賀lt夫  ・……娘は厩戸皇子の妃 (『上宮聖徳法王帝説』)

・葛城臣烏那羅 ・… 肥̈前の三根郡葛木

。大伴連畷   ・……大伴金村と関係があれば筑紫 (博多湾沿岸か)

・阿倍臣人   ・……筑紫の博多湾沿岸か

。平群臣神手  ・……筑前の早良郡平群

・坂本臣糠手  ・……紀氏と同祖 (肥前の基昇郡か)

。春日臣    ・……筑前の春日か

北部九州を支配しているのは阿毎王権である。これらの人々を見ても阿毎王

権の群臣が物部守屋を討伐していることがわかる。

『日本書紀』は「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」と書いている。したがって従来は蘇我馬子が物部守屋を伐

ったと解釈してきた。しかしそれは『日本書紀』が阿毎王権を抹殺しているか
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らである。『日本書紀』は阿毎王権に替わって蘇我馬子が物部守屋を伐ったと

書いているのである。

『日本書紀』をよく読むと物部守屋を殺そうとしているのは群臣であること

がわかる。「今、群臣、卿を図る」とある。群臣が物部守屋を殺そうとしてい

る。その群臣の中に蘇我馬子は入っていない。

物部守屋を伐ったのは阿毎王権である。阿毎王権の群臣が天皇 (十五世物部

大人連公)の叔父である物部守屋を討伐したのである。この事件は阿毎王権内

部の争いである。

(2}物部守屋の子孫

「物部守屋討伐」のとき「 (物部守屋)大連、親ら子弟と奴軍を率いて稲城

を築き戦う」とある。物部守屋の子供も戦っている。この戦いで物部守屋一族

は絶えたといわれている。

しかし『肥前叢書』第一輯 (青湖社)に次の記述がある。

■用明天皇

○勝照二年、勅シテ、逆臣守屋ノ子、辰孤連ヲ松浦二配流ス、

遊方名所略日、三十二代用明天皇、勝照二年丁未、(丁未ハ即位ノニ年)

聖徳太子、誅守屋畢、其餘黛宥免寛死刑、則定遠流、守屋之次男片野田

連、四男辰孤連等被配流筑前州、鞍手、肥前松浦、   『肥前叢書』

(訳 )『遊方名所略』に曰く、三十二代用明天皇、勝照二年丁未、聖徳

太子、守屋を誅し畢 (おわ)り 、其の餘黛を宥免 (ゆ る)し、死刑を寛

(ゆ る)め る。則ち遠流を定め、守屋の次男片野田連、四男辰孤連等は

筑前州鞍手、肥前松浦に配流被 (さ )る 。
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「聖徳太子、守屋を誅 し畢 (おわ)り 、其の餘黛を宥免 (ゆる)し、死刑を

寛 (ゆ る)め る」とある。聖徳太子が物部守屋を伐ったかのような記述である。

『日本書紀』には「厩戸皇子は額に髪を束ねて軍の後ろに随う」とある。聖徳

太子 (厩戸皇子)は 15才の少年である。しかも上宮王家の人である。物部守

屋討伐は阿毎王権内部の争いである。聖徳太子が餘黛の罪を許したりするはず

はない。これは「聖徳太子信仰」が出来上がった後に記述されているのであろ

う。誤りである。

しかしここには重要な記述がある。物部守屋が討伐されたとき物部守屋の次

男は筑前の鞍手に配流され、四男の辰孤連は肥前の松浦に配流されたとある。

筑前の鞍手は阿毎王権の本拠地である。物部守屋の本拠地でもある。物部守

屋の次男は物部守屋の本拠地へ帰されている。物部守屋の後を継ぐために帰さ

れたのであろう。長男と三男は戦死 したのではないだろうか。

四男の辰孤連は肥前の松浦に流されたとある。これも「流罪」ではないであ

ろう。祖父の物部尾輿は531年に「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」を物部危鹿火に献じている。伊勢国は伊都国であり、

福岡県前原市である。物部尾輿は鞍手郡に居て前原市まで領土にしている。阿

毎王権は北部九州を支配しているから肥前の松浦は物部守屋が支配していた

領土ではないだろうか。物部守屋が殺されたので本拠地の鞍手郡は次男の片野

田連が継ぎ、肥前の松浦は四男の辰孤連が継いだのではないだろうか。

「物部守屋討伐」で物部守屋の一族は亡んでいない。『旧事本紀』にも物部

守屋の子が出てくる。

■十五世孫物部大人連公 御狩大連の子

・弟物部目連公

・孫内大紫冠位物部雄君連公 守屋大連の子

此の連公は飛鳥浄御原宮御宇天皇の御世に氏上の内大紫冠位を賜

り、神宮に斎 (いつ)き奉る。物部目大連の女豊媛を妻と為し二児を生

む。                       『旧事本紀』
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「内大紫冠位物部雄君連公」は物部守屋の子とある。

「飛鳥浄御原宮御宇天皇の御世」とある。天武天皇である。『日本書紀』に

よると物部雄君連公は (天武)五年 (676年 )六月に死去している。

■ (天武)五年 (676年 )六月、物部雄君連、忽ち病を発 して而して卒

す。天皇、之を聞いて大いに驚く。其の壬申年、車駕に従い東国に入り、

大功有るを以て恩 (め ぐみ)を降 (く だ)し、内大紫冠位を贈る。因り

て氏上を賜う。                  『日本書紀』

物部雄君は676年に死去している。物部守屋が殺されたのは587年であ

る。兄の敏達天皇は584年に死去している。この間は約 100年ある。3世

代、または4世代の開きがある。物部雄君が物部守屋の子であるというのは間

違いであろう。しかし物部守屋の子孫であることは間違いないであろう。

物部守屋の後を継いだのは次男の片野田連である。その子か、孫が物部雄君

ではないだろうか。物部守屋の一族は存続 しており、「壬申の乱」で活躍して

いる。

『肥前叢書』に「守屋の次男片野田連を筑前州鞍手に配流」するとある。そ

れが『旧事本紀』によって証明されるのである。

このことからも「物部守屋討伐」は物部守屋だけを排除しようとしたことが

わかる。物部守屋の一族を討伐したのではない。まして物部氏一族が討伐され

て滅亡したのではない。

(3)「勝照三年」

『肥前叢書』に引用された『遊方名所略』は「九州年号」で書かれている。

「勝照」は阿毎王権の十五世物部大人連公 (押坂彦人大兄皇子)の年号である。
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『遊方名所略』も昔の記録から引用しているのであろう。阿毎王権の事件を阿

毎王権の年号を使って記述している記録があったのである。

○十五世物部大人連公の年号

■「勝照」 585年 -588年

■「端政」 589年 -593年

ただし『遊方名所略』を引用した『肥前叢書』は内容を書き換えている。物

部守屋討伐事件は (崇峻)即位前紀 (587年 )である。勝照三年にあたる。

それを『肥前叢書』は「二十二代用明天皇、勝照二年丁未、 (丁未ハ即位ノニ

年)」 と書いている。「丁未」は587年である。「勝照三年丁未」としなけ

ればならない。

『肥前叢書』が「勝照二年」としているのは次の注記で「 (丁未ハ即位ノニ

年)」 と書いているように「勝照」年号を用明天皇の年号であると解釈 したか

らであろう。587年は (用 明)二年にあたる。用明天皇が即位して 2年 目で

ある。そこで『肥前叢書』は『遊方名所略』に「勝照三年丁未」とあるのを「勝

照二年丁未」に変更したのであろう。あるいは『遊方名所略』にすでにそのよ

うに記述されていたのかも知れない。

『遊方名所略』が引用しているように北部九州には「九州年号」を使って記

述した記録が存在 している。「九州年号」は九州の王権の正式な年号であり、

広く使われていたのである。「九州年号」は「偽年号」や「私年号」ではない。
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6  仏教伝来

(1)「仏教伝来」の二説

「仏教伝来」には二説がある。「552年説」と「538年説」である。

552年説は『日本書紀』の次の記事による。

(欽明)十二年 (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 。経論若干巻を

献ず。 (中略)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。 (中略)

天皇曰く、「情 (あつ)く 願う人 (蘇我)稲 目宿禰に付けて試みに

礼拝せ しむべし」という。大臣、脆きて受けて折悦 (よ ろこ)ぶ。

小墾田の家に安置する。 (中略)向原の家を浄め捨 (は ら)い寺と

為す。                     『日本書紀』

552年 10月 に百済の聖明王は阿毎王権の樹立を祝して「釈迦仏の金銅像

一躯・幡蓋若千 。経論若千巻を献」じるとある。蘇我稲目はそれを受け取り、

折悦 (よ ろこ)び、小墾田の家に安置する。さらに向原の家を浄め捨 (は ら)

い寺と為すとある。これが「仏教受容のはじまり」であるという。「552年
説」の根拠になっている。

「 538年 説」は『元興寺伽藍縁起並びに流記資財帳』 (以下『元興寺縁起』

と略)の次の記事による。

234



大倭国の仏法、創めて斯帰嶋宮治天下天国案春岐廣庭天皇の御世、

蘇我大臣稲目宿禰仕え奉る時、治天下七年歳次戊午十二月より度 (わ

た)り 来る。

百済国聖明王の時、太子像並びに潅仏の器一具及び説仏起書巻一筐

を渡 し、言 う、「まさに仏法 はすでに是世間無上の法、其の国亦修

行に応えると聞く」。

時に天皇受けて、諸臣等に告ぐ、「此、他国より送り渡 しの物、用

いるべきや否や。善く計るべ し」と言う。時に、餘臣等曰く、「我

等国は天社国社一百八神を一所に謹し奉る。我等国の神の御心は恐

ろしい。故に他国の神は謹拝すべからず。」という。但 し、蘇我大

臣稲目宿禰独り曰く、「他国に貴物となる物は我等国亦貴なるべし」

と。 (中略)三十余年後の已丑年 (569年 )、 稲目大臣死去。庚

寅年 (570年 )堂舎を焼き、仏像・経教を難波の江に流す。

『元興寺伽藍縁起並びに流記資財帳』

「斯帰嶋宮治天下天国案春岐廣庭天皇の御世」とある。欽明天皇である。大

倭国 (日 本)の仏法の始めは欽明天皇の御世であり、蘇我稲目が仕えている時

の「治天下七年歳次戊午十二月」に伝えられたとある。「歳次戊午」は538

年である。

『上宮聖徳法王帝説』にも「戊午年」とある
`

志癸島天皇の御世。戊午年十一月十二日、百済国主明王、始めて仏

像・経教並びに僧等を度らせ奉る。    『上宮聖徳法王帝説』

「志癸島天皇」は欽明天皇である。欽明天皇の御世の「戊午年 (538年 )」

に百済の (聖 )明王が「始めて像 。経教並びに僧等」を贈ったとある。
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「538年説」は『元興寺縁起』や『上宮聖徳法王帝説』の「戊午年 (53
8年 )」 によっている。

(2)「 552年説」の検討

「 552年説」は明らかに誤りである。 552年より前に僧が来ている。

554年に百済は日本に救援を求める。このとき人質として来ていた「奈率

東城子言」を「徳率東城子莫古」と交代させ、「僧道深等七人」を「僧曇慧等

九人」と交代させている。奈率東城子言は547年に来ている。交代している

僧道深等七人も奈率東城子言とともに547年に来ているのであろう。547

年に僧が 7人 も来ている。

これらの人々は百済が救援を求める見返りとして送られて来ている。国と国

の外交であるから僧等は国の代表として日本に仏法を伝えるために派遣され

ているのであろう。 547年に仏法は百済から日本にすでに伝えられている。

「 552年」よりも前である。「 552年説」は成立しない。

{3)「戊午年」と物部王権

次に「 538年 説」について検討 しよう。

『元興寺縁起』や『上宮聖徳法王帝説』は欽明天皇の御世に伝来 したと書い

ている。

■斯帰嶋宮治天下天国案春岐廣庭天皇の御世…治天下七年歳次戊午

『元興寺縁起』

■志癸島天皇の御世…戊午年        『上宮聖徳法王帝説』
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どちらも「欽明天皇の世」とある。欽明天皇の「治天下七年歳次戊午」に伝

わったという。

ところが欽明天皇の七年は「戊午年」ではない。「丙寅」年である。

○欽明天皇の七年

■ (欽明)元年 (540年 )

■ (欽明)七年 (546年 )

太歳庚申

丙寅

欽明天皇の「七年」は丙寅年であり、戊午年ではない。

さらに問題なのは欽明天皇の在位期間に「戊午年」がないことである。欽明

天皇の元年は庚申であり、540年である。戊午 (538年 )は欽明天皇の即

位よりも2年前 ((宣化)三年)である。

○「戊午年」と欽明天皇の在位

■戊午 538年   (宣 化)三年

目己未 539年   (宣 化)四年

■庚申 540年   (欽 明)元年 欽明天皇即位

口辛卯 571年   (欽 明)三十二年 欽明天皇崩ず。

「治天下七年歳次戊午」は「欽明天皇の世」ではない。『元興寺縁起』や『上

宮聖徳法王帝説』の記述は誤りである。

『元興寺縁起』や『上宮聖徳法王帝説』が「欽明天皇の御世」と書いている

のは『日本書紀』の影響であろう。『日本書紀』は (欽明)十二年に百済の聖

明王が仏像等を献じたと書いている。これに合わせて「欽明天皇の御世」と書

いているのであろう。しかし (欽明)十二年は552年である。
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『元興寺縁起』や『上宮聖徳法王帝説』は「欽明天皇の御世」と書いている

が「戊午年」は「欽明天皇の御世」ではない。「欽明天皇の御世」というのは

後に付け加えられたのであろう。引用した記録には「治天下七年歳次戊午」と

だけあり、「欽明天皇の御世」という記述は無かったと思われる。

「戊午年 (538年 )」 は物部王権の時代である。「治天下七年歳次戊午」

は物部王権のことではないだろうか。

物部王権の王統と年号は次のようになっている。

○物部王権の年号

■物部危鹿火  「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

538年は「僧聴」年号である。物部王権の二代目の年号である。ところが

元年は536年であるから538年は (僧聴)三年になる。二代目の天皇の「三

年目」である。「治天下七年歳次戊午」ではない。

「治天下七年歳次戊午」とは「天下を治めて七年」という意味であろう。物

部王権が初めて天下を治めて七年という意味ではないだろうか。初めて天下を

治めたのは物部危鹿火である。物部危鹿火は531年に「磐井の乱」で筑紫君

を伐ち初めて天下を治めている。「治天下七年歳次戊午」とは物部色鹿火が初

めて天下を治めた531年から数えて七年という意味であろう。

○物部王権と「治天下」

■治天下 1年  = 531年
■治天下 2年 = 532年

■治天下 7年 537年
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ところが「治天下七年」は537年 となる。538年 とは 1年のずれがある。

そこで「治天下 1年」を「治天下から1年 目」とすると次のようになる。

○物部王権と「治天下」

■治天下 1年 目 = 532年 (壬子)

■治天下 2年 目 = 533年 (癸丑 )

■治天下 7年 目 538年 (戊午年)

「治天下 7年 目」は「戊午年 (538年 )」 となる。「治天下七年歳次戊午」

と一致する。「治天下七年歳次戊午」とは物部鹿鹿火が「治天下 (天下を治め

る)」 となり「 7年目」という意味であろう。「治天下七年歳次戊午」は物部

王権の記録である。仏教は「戊午年 (538年 )」 に百済から先ず物部王権に

伝わったのである。

「治天下七年歳次戊午」は物部危鹿火が天下を取り、天子 (治天下人)に な

ったことを記録している。大和王権の話ではない。物部鹿鹿火が「天下人」に

なったことを立証する記録である。

また『元興寺縁起』には「蘇我大臣稲目宿禰仕え奉る時」とある。

大倭国の仏法、創めて斯帰嶋宮治天下天国案春岐廣庭天皇の御世、

蘇我大臣稲目宿禰仕え奉る時、治天下七年歳次戊午十二月より度 (わ

た)り 来る。       『元興寺伽藍縁起並びに流記資財帳』

蘇我稲目は戊午年 (538年 )に仕えていたとある。しかし蘇我稲目は阿毎

王権の重臣である。阿毎王権が樹立するのは552年である。蘇我稲目が仕え

るのも552年からである。『元興寺縁起』に538年に蘇我稲目が仕えてい

るとあるのは誤りである。「蘇我大臣稲目宿禰仕え奉る時」とあるのはこれも
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『元興寺縁起』を書 くときに勝手に付け加えたのであろう。引用 した記録には

「治天下七年歳次戊午」とだけあったと思われる。

(注 )「治天下七年歳次戊午 (538年 )」 とは「磐井の乱 (531年 )」

から数えて「七年 目」ということである。「磐井の乱」は「 531年 」である

ことを伝えているといえる。

(4)「仏教伝来」の新説

「仏教伝来」は「 538年説」が正しい。ところがそれよりも以前に仏教は

日本に伝来している。『襲国偽僣考』の「九州年号」に「僧聴」年号がある。

○僧聴

宣化天皇元年、丙辰。イ曽聴元年と改む。一説に曰く、宣化帝の時、

僧聴四年に終わる。欽明天皇元年、かれが僧聴五年。

『襲国偽僣考』

「僧聴」元年は丙辰年 (536年 )である。「僧聴」年号は物部王権の年号

である。物部麓鹿火は531年に「殷到」年号を建て、 (宣化)元年 (536
年)七月に死去 している。

(宣化)元年 (536年 )七月、物部危鹿火大連莞る。是年、太歳丙

辰〇                     『日本書紀』

『襲国偽僣考』には「宣化天皇元年、丙辰 (536年 )。 僧聴元年と改む」

とある。物部屁鹿火は丙辰年 (536年 )七月に死去したので同じ536年に

「僧聴」に改元している。
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「僧聴」とは「僧に聴く」という意味であろう。「僧聴」年号は「仏法につ

いて僧に聴く」ことを願って付けられた年号である。物部王権ではすでに仏法

がすばらしいものであることを認識している。536年より以前にすでに仏法

に関する知識をもっている。仏法はすでに伝来しているといえる。物部王権の

王はさらに深く仏法について聞きたいと願って「僧聴」年号に改元しているの

であろう。

536年以前といえば物部色鹿火の時代である。物部色鹿火の時代 (531

年-536年 )に仏教はすでに伝来している。仏教伝来は「 531年 -536

年」である。

(5)難波の堀江

(欽明)十三年 (552年 )に百済は阿毎王権に「釈迦仏の金銅像一躯・幡

蓋若千・経論若千巻を献」じる。それを蘇我稲目に礼拝させる。ところが疫病

が流行する。物部尾輿と中臣鎌子は天皇に「早く投げ棄てたまえ」と奏上する。

(欽明)十三年 (552年 )十月、 (中略)天皇曰く、「奏する依 (ま

ま)に」という。有司、乃ち仏像を以て難波の堀江に流し棄てる。

『日本書紀』

天皇の了承を得て仏像を「難波の堀江」に流し棄てたとある。

この事件は大和の出来事であると考えられてきた。「難波の堀江」は大阪湾

であるとしている。しかし地理的にみて大和と難波はあまりにも離れている。

仏像を棄てるために大和から大阪湾 (難波)ま で運ぶとは考えられない。

『日本書紀』はこれらを (欽明)十二年 (552年 )十月条に書いている。

すべて 552年の出来事のように思われる。しかしここには「向原に寺を造

る」とある。寺を造るには時間がかかる。また「後に国に疫病が流行 したので
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仏像を難波の堀江に棄てた」とある。疫病が流行するのは552年より後であ

ろう。仏像を棄てるのは552年 10月 よりももっと後である。

『元興寺縁起』をみると次のようになっている。

大倭国の仏法、創めて斯帰嶋宮治天下天国案春岐廣庭天皇の御世、

蘇我大臣稲目宿禰仕え奉る時、治天下七年歳次戊午 (538年 )十
二月より度 (わた)り 来る。 (中 略)

三十余年後の己丑年 (569年 )、 稲目大臣死去。庚寅年 (570
年)、 堂舎を焼き、仏像・経教を難波の江に流す。

『元興寺伽藍縁起並びに流記資財帳』

『元興寺縁起』では、仏法が伝わったのは538年であり、その三十余年後

の己丑年 (569年 )に蘇我稲目が死去し、庚寅年 (570年 )に「堂舎を焼

き、仏像 。経教を難波の江に流す」とある。仏像を難波の堀江に棄てるのは 5

70年である。

蘇我稲目は仏教に熱心であった。蘇我稲目が死去したのでその翌年に「堂舎

を焼き、仏像 。経教を難波の江」に棄てたのであろう。

蘇我稲目は阿毎王権の重臣である。これらは阿毎王権の出来事である。難波

は九州の難波であろう。福岡市東区の多々良川の川口 (難波の江)である。

仏教が伝来したのは九州の物部王権であり、また次の阿毎王権である。大和

にはこの時期には仏教はまだ伝来していない。百済が仏像や経論を献じている

のは高句麗と戦うための兵や兵器を要求する見返りとしてである。

『隋書』イ安国伝には「新羅 。百済は皆優国を以て大国と為す。恒に使いを通

し、往来す。」とある。優国は阿毎王権である。百済は阿毎王権を大国として

交流している。百済が交流 しているのは九州の倭国 (阿毎王権)である。百済

は大和とは交流をしていない。百済が贈った仏像を安置したのは九州の難波で

あり、その仏像が「難波の江 (多 々良川の川日)」 に棄てられたのである。

多々良川の難波には寺が造られている。
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(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。

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・造寺工、六人を献 じる。

遂に難波の大別王の寺に安置す。         『日本書紀』

大別王は阿毎王権の玄関日である難波を管理する王である。阿毎王権では天

子 (王 )の下に「王」が居る。

577年に「難波の大別王の寺に安置す」とある。577年にはすでに難波

には寺が建立されている。

「庚寅年 (570年 )、 堂舎を焼き、仏像 。経教を難波の江に流す」とある

のは大別王の寺であろう。この時期に難波に他の寺が建立されていたとは考え

られない。大別王は570年に焼かれた寺を577年までに再建しているので

あろう。

570年以前に難波 (福岡市東区)には寺が建立されていた。庚寅年 (57

0年)にその寺は焼かれ、仏像は難波の江に棄てられた。その後大別王は寺を

再建して 577年に百済から来た「律師 。禅師・比丘尼・呪禁師 。造仏工・造

寺工、六人」を住まわせたのである。

仏教伝来は九州である。大和ではない。
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