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用明天皇

299

1

用明天皇と磐余

{1)用 明天皇 とは
用明天皇 (橘 豊日尊)は 蘇我稲目の娘堅塩媛

(き たしひめ)の 子であるとい

つ

(欽 明)二 年

(541年 )二 月、五妃を納

(い れ )る 。 (中 略)次 に

蘇我大 臣稲 目宿禰 の女を堅塩媛 という。七男六女を生む。其 の一 を
大兄皇子 という。是を橘豊 日尊 (用 明天皇 )と 為す。其 の二を磐隈
皇女 という。初め伊勢大神に侍 (つ か )へ 祀 る。後に皇子茨城に奸
されたるに座 (よ )り 解 けぬ 。其 の三 を臓嘴鳥 (あ と り)皇 子 とい
う。其 の四を豊御食炊屋姫尊 (推 古天皇 )と い う。 (後 略 )
『 日本書紀』
用明天皇 (橘 豊 日尊 )と 推古天皇 (豊 御食炊屋姫尊 )は 兄妹である。蘇我稲
目の娘堅塩媛 の子 であるとい う。
用明天皇は即位 して磐余に宮をつ くる。

(用

明)即 位前紀

(585年 )、

橘豊 日天皇は天国排開広庭天皇 (欽

明天皇 )の 第四子な り。母は堅塩媛 とい う。天皇は仏法を信 じ、神
道を尊ぶ。 (敏 達 )十 四年八月、淳中倉太珠敷天皇、崩ず。
九月、天皇、天皇位に即 く。磐余に宮をつ くる。名付 けて池辺 の双
槻宮 (な みつ きのみや )と い う。
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『 日本書紀』

用明天皇の宮は「磐余 の池辺の双槻宮」であるという。
「磐余 の池辺」については岩波書店 の『日本書紀』の補注に「『和名抄』の
大和国十市郡池上郷」とあ る。大和の磐余である。用明天皇 の池辺双槻宮 は大
和 の磐余にあるという。

(2)用 明天皇の本拠地
用明天皇は大和 の天皇であ り、磐余 の池辺は「大和国十市郡池上郷」である
といわれて いる。
しか し妹 である推古天皇は肥前 の三根郡葛木 の豊浦宮で即位 して いる。また
後には祖父蘇我稲 目の本拠地 である肥前の養父郡 の小墾 田宮に遷 っている。叔
父 の蘇我馬子 も肥前 の三根郡を本拠地に している。妹の推古天皇 も、祖父 も叔
父 もすべて肥前の人である。用明天皇だけが大和 の人であるとい うことは あ り
得 ないであろう。用明天皇 も肥前 の人ではないだろうか。

{3}肥 前 の磐余
用明天皇の宮 は大和 の磐余 であるという。 しか し「磐余」 は肥前にもある。
阿知使主が喚んで渡来 した漢人の中に「石寸 (い われ )村 主」が いる。「石寸
(い われ )」 は「磐余 (い われ )」 である。石寸村主は肥前に住んで いる。

また身狭村主青が呉か ら帰国 したときに も「磐余」が 出て くる。

(雄 略 )十 年

(466年 )九 月、身狭村主青等 、呉 の献 じた二つ の鶴

(が ち ょう)を もって筑 紫 に到 る。是 の 鶴 は水 間君 の大 に噛 まれて死

ぬ 。 (別 本 に云 う、是 の鶴 は筑 紫 の嶺 縣主泥麻 呂 の大 の 為 に噛 まれ
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て死 ぬ とい う。 )是 により水間君、恐 怖 し、憂愁 して 自ら黙する こ
とあたわず。鴻十隻 と養鳥人を献 じ、以て罪を贖 うことを請 う。天
皇、許 したまう。
冬十月、水間君が献 じた養鳥人等を以て軽村 。磐余村 の二所 に安置
『 日本書紀』

す。

466年 であるか ら倭王興の時代である。倭王興は筑紫君である。身狭村主
青等は呉 が献 じた二 羽 の鶴 (が ちょう)を もって筑紫君の待つ筑後に帰 って く
る。筑後川に上陸す ると水間君 (筑 後 の三瀦 )の 大に鶴は噛まれて死 ぬ。水間
君は罪を贖 うために鴻十隻 と養鳥人を献 じる。「養 鳥人等を以て軽村・磐余村
の二所に安置す」とある。軽村 と磐余村に養鳥人を安置 している。筑紫君王朝
の 出来事である。軽村 と磐余村は筑後か肥前にある。
軽村は肥前の養父郡である。大将軍大伴連狭手彦が高句麗を伐 ったとき戦利
品を蘇我稲 目に贈 る。そのときの美女を「軽の曲殿に居 らしむ」 とある。
(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 )甲 二領・ 金飾の刀二 日・ 銅
の鎮鐘 (か ね )三 日・ 五色の幡二竿・ 美女媛併せて其 の従女吾 田子
を以て蘇我稲 目宿禰大 臣に送 る。是に大臣、遂に二女を納めて妻 と
『 日本書紀』

為 し、軽の曲殿に居 らしむ。

蘇我稲 目の本拠地 は肥前 の養父郡である。妻は本拠地 に住まわせるであろ
う。「軽村」は肥前 の養父郡にあると思われる。
「磐余村」 も肥前にあるので あろう。「石寸村主」は肥前に住んで いる。
このよ うに肥前に磐余がある。用明天皇の「磐余 の池辺双槻宮」も肥前 の磐
余 (石 寸 )で はないだろ うか。
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2

穴穂部皇子の乱

(1}穴 穂部皇子とは
『 日本書紀 』 に「穴穂部皇子 の乱 」 といえ る事件 が ある。

■ (敏 達 )十 四年

(585年 )八 月、天皇、病 により大殿に崩ず。是 の時、

歿宮 を広瀬に起 つ。 (中 略 )穴 穂部皇子、天下を取 らむ とす。発憤 して
称 して曰 く、「何故、死 んだ王の庭 (朝 廷 )に 事えて、生 きて いる王の
所に事 えないのか」とい う。
■ (用 明)元 年

(586年 )五 月、穴穂部皇子、炊屋姫皇后を姦 さむ とし

て殖宮 に入る。三輪君逆、兵を集 めて防 ぐ。 (中 略)穴 穂部皇子、陰 に
天下 に王た らむ ことを謀 りて、日に詐 (い つ わ)り て逆君を殺 さむとす。
遂に物部守屋大連 と兵を率 いて磐余 の池辺を囲む。逆君、知 りて三諸岳
に隠れる。夜半にひそかに山より出て後宮に隠れ る。 (炊 屋姫皇后 の別
業を い う。 これを海石槽市宮 と名づ く。)(中 略)穴 穂部皇子、守屋大
連を遣わ して (或 本 にいう、穴穂部皇子 と泊瀬部皇子 と、相計 りて守屋
大連を遣わす とい う)曰 く、「汝、往きて逆君併せて其 の二子を討つべ
し」とい う。大連、遂に兵を率 いて去 (ゆ )く 。
蘇我馬子宿禰 は外で この計を聞いて皇子 の所へ 詣でて即ち門底 (か ども
と)に 逢 う。将 に大連の所へ行 こ うとす。時に諫めて曰 く、「王は刑人
(つ みびと)に 近づかず。 自ら往 くべ か らず」とい う。皇子、聴 かず に

行 く。馬子宿禰、即ち随 い去 (ゆ )き て磐余に到 り、 (行 きて池辺に至
る)切 に諫める。皇子、乃ち諫めに従 い止める。此の処に於 いて胡座 (あ
ぐら)を かき大連を待つ 。大連、久 しくして至る。衆を率 いて報命 して
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曰 く、「逆君等を斬 り言
乞 (お わ)り ぬ」とい う。 (或 る本に云 う、穴穂
部皇子、自ら行きて射殺すとい う。)

『日本書紀』

敏達天皇 の獲 (も が り)の 時に穴穂部皇子は「天下を取 らむ とす」 とある。
穴穂部皇子は王位を狙 っている。
穴穂部皇子は敏達天皇が死去 したとき皇后 の炊屋姫皇后を姦そ うとす る。三
輪君逆はそれを防 ぐ。穴穂部皇子は (物 部 )守 屋大連を遣わ して三輪君逆を伐
ったとい う。

(2}穴 穂 部皇 子 の 討伐
蘇我馬子は穴穂部皇子を誅殺する。
(崇 峻)即 位前紀

(587年 )六 月、蘇我馬子等、炊屋媛尊を奉 りて

佐伯連丹経手・ 土 師連磐村・ 的臣真噛を詔 して曰 く、「汝等、兵を
厳かに して速やかに往 きて穴穂部皇子 と宅部皇子を誅殺せ よ」とい
うo

『 日本:書 糸
己』

穴穂部 皇子 は蘇我 馬子 によ って 殺 され る。

(3)「 穴 穂 部 皇 子 の 乱 」 の 真 相
穴穂部皇子は「陰に天下に王たらむことを謀 りて、日に詐 (い つわ)り て逆
君を殺さむとす」とある。「口に詐 (い つわ)り て逆君を殺さむ」とい うこと
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は「逆君を殺すのは日実である」という意味であろう。目的は「陰に天下に王
たらむ ことを謀りて」とあるように「天下を取り、王になる」ことである。
穴穂部 皇子 は「逆君 を殺す と口に詐 (い つ わ )」 り、「磐余 の池辺 を囲む 」
とあ る。「磐余 の池辺 」は用明天皇 の 宮殿が あ る ところで あ る。穴穂部 皇子 は

逆君を殺すと偽 って用明天皇の宮殿を囲んでいる。宮殿を囲むのは王を殺すた
めである。穴穂部皇子は逆君を殺す と偽 って用明天皇を殺 したのではないだろ
うか。穴穂部皇子の 目的は「天下に王た らむ こと」である。穴穂部皇子 は用明
天皇 の宮殿を囲み、用明天皇を殺 したのであろう。
『 日本書紀』は穴穂部 皇子が物部守屋大連を遣わ して逆君を殺 したと書 いて
いる。 しか しこれは『 日本書紀』の捏造 であろう。物部守屋は阿毎 王権 の人物
である。阿毎王権は北部九州を支配 している。 しか も物部守屋は阿毎王権 の先
の天皇 (十 四世孫物部大市御狩連公 )の 弟であ り、今 の天皇 (十 五世物部大人
連公 )の 叔父である。物部守屋に命令 できる人は阿毎王権 の天皇以外 にはいな
い。天皇に対 して も物部守屋は横柄 な態度をとって いる人物 である。阿毎 王権
の天皇で さえ も物部守屋には命令す ることができない。このような人物に穴穂
場皇子が逆君を伐つ ように命令できるはずがな い。物部守屋が登場す ること事
態がおか しい。 『 日本書紀』の捏造であろう。
『 日本書紀』は「或 る本 に云 う、穴穂部皇子、 自ら行 きて射殺す とい う」 と
書 いている。これが史実であろう。逆君を射殺 したのではな い。穴穂部皇子は
自ら用明天皇の宮殿 (磐 余 の池辺 )へ 行 き、用明天皇を射殺 したのである。
穴穂部皇子は用明天皇の宮殿を囲み、自ら用明天皇を射殺 している。これが
「穴穂部皇子 の乱」 の真相 である。 『 日本書紀』 はこれを「穴穂部皇子 は物部
守屋を派遣 して逆君を殺 した」と書 いている。
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{4)用 明天皇と蘇我馬子
「穴穂部 皇子 の乱 」 は (用 明 )元 年

(586年 )五 月条 にあ る。穴穂 部皇 子

は 586年 5月 に用 明天皇 を殺 して いる。その一年 後 の 587年 6月 に蘇我 馬
子 に殺 され る。そ うで あれ ば穴穂部皇 子 は 1年 間は王 位 に即 (つ )い た ことに
な る。
ところが 「 日本 書紀 』も『古事 記 』も用 明天 皇 の崩年 は 587年 で あ る と し
て い る。

■ (用 明 )二 年

(587年 )四 月九 日、天皇、大殿 に崩ず。

七月、磐余の池上陵に葬す。

『 日本書紀』

■用明天皇の崩年千支 …丁末年四月十五 日崩

『古事記』

『古事記』の丁未年は 587年 である。用明天皇 は 587年 4月

15日 に死

去 している。『古事記』『 日本 書紀』ともに用明天皇の崩年は 587年 で一致
している。
穴穂部皇子は 587年 4月

15日 に用 明天皇を殺 したのであろ う。蘇我馬子

はその直後 の 587年 6月 に穴穂部皇子を誅殺 している。
○穴穂部皇子の乱
■ 587年 4月

15日 、穴穂部皇子、用明天皇を殺す。

■ 587年 6月 、蘇我馬子、穴穂部皇子を誅殺する。
「穴穂部皇子の乱」は 586年 5月 には じまり、用 明天皇は 587年 4月

1

5日 に殺 され、穴穂 部皇子は 587年 6月 に蘇我馬子 によ って誅殺 されてい
る。
用明天皇は蘇我馬子の甥 である。蘇我馬子は用明天皇の仇を討 ったのであ ろ
う。それを「誅殺」と書 いてい る。用明天皇は王位についているのであろ う。
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(5)肥 前 の磐 余
の である。「穴
蘇我馬子の本拠地は肥前の三根郡である。推古天皇も肥前 人
穂部皇子 の乱」は肥前で起きて いる。
三輪君逆 も九州 の人であろう。 (敏 達 )十 四年

(585年 )に 仏教受容 に反

の記事を
対 した物部守屋 は仏像を難波の堀江 に棄てるが、この とき「或 る本」
『 日本書紀』 は引用 して いる。

(敏 達 )十 四年

(585年 )六 月、或 る本に云 う、物部弓削守屋大連・

大三輪逆君 。中臣磐余連、倶 (と も)に 仏法を滅ぼす ことを謀 る。
寺塔を焼 き、併せて仏像を棄 てんと欲す。馬子宿禰 、諄 (言 い争 う)
『 日本書紀』

いて従わず。

大 三輪逆君 は物部守屋 と共に仏教 の受容 に反対 している。阿毎 王権 の 出来事
である。物部守屋 は阿毎王権 の天皇 の叔父である。大三輪逆君 も阿毎王権 の 臣
下である。三輪君逆は福岡県朝倉郡三輪町の豪族 (王 )で あろう。三輪町には
大三輪神 が いる。
(雄 略 )十 四年

(470年 )正 月、身狭村主青等、呉国の献 じた手末

の才伎、漢織・ 呉織及 び衣縫の兄姫・ 弟姫等を ひきいて住吉津に泊
まる。是月、呉 の客 の道を為 (つ く)り 、磯歯津路 に通 う。呉坂 と
名づ く。
二月、臣連 (お みむ らじ)に 命 じて呉の使 いを迎える。即ち呉人を
桧隈野 に安置す。因 りて呉原 と名 づ く。衣縫 の兄媛を以 て大三輪神
『 日本書紀』
に奉 (た てまつ )る 。
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身狭村主青は筑後に帰 って来 る。「住吉津」は筑後 の住吉である。「衣縫 の
兄媛を以て大三輪神に奉 (た てまつ )る 」とある。従来は「大三輪神」は大和
の「大三輪神社」であるとして きた。 しか し筑紫君の話である。大和の出来事
ではない。大三輪神は筑後に近 いところにあるのであろ う。福岡県朝倉郡三輪
町がある。 470年 ころ筑前の朝倉郡三 輪町に大 三輪神社があ ったので あろ
う。三輪君逆は大三輪神社を祀 る豪族であると思 われる。
また「 中臣磐余連」も出て くる。「磐余連」の「磐余」は地名であ ろう。磐
余に居 る中臣氏 とい う意味である。「 中臣磐余連」は肥前 の磐余にいる豪族で
あろう。用 明天皇はそこに宮殿を建てている。
この ように「穴穂部皇子 の乱」に登 場す る人物 はすべ て北部九州 の人であ
る。

○「穴穂部皇子 の乱 」 に登 場す る人物
■物部 守屋 …… 阿毎 王 権 の皇 子
■三 輪君逆 ……福 岡県朝倉郡三 輪 町の豪 族 (王 )で あろ う。
■ 中臣磐余連 … 肥前 の磐余 に居 る中臣氏
■蘇我 馬子 … …用 明天皇 の叔 父 (肥 前 の三 根郡 )
■推 古天皇 ……肥前 の三 根郡 、養父郡

「穴穂部皇子 の乱」に登 場する人物はすべ て北部九州の人である。用明天皇
も、穴穂部皇子 も北部九州の人で ある。
『古事記』には用 明天皇 の御陵は「石寸 (い われ )の 液上 (い けの うえ )に
在 り。後に科長の 中陵に遷す」とある。「石寸 (い われ )」 は「磐余 (い われ )」
であ り、「液上 (い けの うえ )」 は「池上 」であろ う。『 日本書紀』には
用明
天皇を「磐余 の池上陵に葬 る」とある。用明天皇は肥 前 の「磐余 の池辺の双槻
宮」で殺 され、「磐余 の池の上」に埋葬 されたのである。
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3

磐余 の 双槻 宮

(1)磐 余 の池辺
用明天皇の宮は「磐余 の池辺 の双槻宮」である。磐余 の池辺双槻宮は「 大和
国十市郡池上郷」であるといわれている。しか しこれまでみてきたように用明
天皇 は肥前 の人である。妹の推古天皇 も、祖父 の蘇我稲 日も、叔父 の蘇我馬子
も肥前 の人である。用明天皇 の「磐余の池辺 の双槻宮」は肥前 の磐余であろう。
「磐余 (石 寸 )(い われ )」 は阿知使主が喚んで渡来 した漢人 の「石寸 (い
われ )村 主」が住んでいたと ころであ り、水間君が献 じた養鳥人等を安置 した
「磐余村」である。すべて肥前 の磐余 である。「磐余 の池辺双槻宮」 は肥前 に
ある。

(2)神 功皇后 の磐余若桜宮
肥前 の磐余は神功 皇后 の「磐余 の若桜宮」 と同 じところではないだろうか。
神功皇后 は筑前 と肥前 の熊襲を征伐 して貴国を樹立 している。熊襲征伐 の途中
で「磐余 の若桜宮」を建てて いる。「磐余 の若桜宮」 は筑前か、肥前にある。
「神功紀」 は次 のよ うな順序で記述されて いる。
■ (神 功 )摂 政前紀、皇后は熊襲征伐をす る。
■ (神 功 )元 年 (新 羅を伐 った明年 )二 月、皇后、群卿及 び百寮を領 いて
穴門の豊浦宮に移 る。即ち天皇 (仲 哀 )の 喪を収 めて海路より京 に向か
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う。 (カ ゴ坂王 と忍熊王の叛乱があ り、忍熊王 を琵琶湖の瀬 田の済 (わ
た り)で 殺す )。
■ (神 功 )二 年十一月、 (仲 哀 )天 皇を河 内国長野陵に葬す。
■ (神 功 )三 年正月、誉 田天皇を立てて皇太子 と為す。因 りて以て磐余に
都す。是を若桜宮とい う。

『日本書紀』

(神 功 )三 年 正月条に「磐余に都す。是を若桜宮 とい う」とある。熊襲征伐

が終わ り、九州か ら大和へ移 った後に「磐余 の若桜宮」は出て くる。
従来は、「磐余 の若桜宮」は『住吉神代記』の文注にある「大和国十市郡磐
余里」、あるいは『大和志』の「 十市郡池内村 (今 、桜井市池之 内。磐余池付
近 )」 として きた (岩 波書店の 『 日本 書紀』補注 )。
しか し神功皇后は大和の磐余 (桜 井市 )へ は行 っていない。神功皇后は九州
か ら近畿へ逃げて来て、淀川を遡 り、宇治川か ら琵琶湖の瀬 田に来て忍熊王を
殺 して、奈 良県 の佐紀に住み着 く。墓は佐紀盾列古墳群である。神功皇后は大
和 の磐余には住んだことはない。「磐余の若桜宮」は大和の磐余ではな い。
「神功紀」には疑 間が多 い。 (神 功 )元 年条では淀川を遡 り、宇治川か ら瀬
田へ行 き忍熊王を殺 して、佐紀に住み着 く。ところが次の (神 功 )二 年条では
「 (仲 哀 )天 皇を河内国長野陵に葬 る」 とある。佐紀か ら河内へ行 って仲哀天
皇を埋葬 している。何故河内に仲哀天皇を埋葬 しているので あろうか。
神功皇后は仲哀 天皇が死去 した後に熊襲征伐を してお り、その後九州か ら近
へ
畿 逃げる。さらに琵琶湖で忍熊王 と戦 っている。仲哀天皇の遺骸は この 間ず
っと持ち運んで い るのであろ うか。
このよ うに「神功紀」には疑 間が多 い。「神功紀」の記述 をそのまま解釈す
るのは危 険である。「神功紀」を理解す るには神功皇后の行 動を正 しく把握す
る必要がある。
神功皇后 も仲哀天皇 も中国の東北地方か らの逃亡者である。日本列 島に安住
の地 を求めて渡来 した。神功皇后は九州に来て筑前か ら肥前をまわ り、先住民
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の熊襲 と戦 い、貴国を建国 している。貴国の領域 は筑前 と肥前である。その後
神功皇后 は近畿へ逃げて佐紀に住み着 いている。
このような大 きな流れを把握す る必要がある。それを踏まえて先ず神功皇后
の熊襲征伐を見 てみよう。

○神功皇后 の熊襲征伐
■仲哀天皇は香椎宮で熊襲 と戦い戦死す る。
■神功皇后 は橿 日宮 (香 椎宮 )を 出発 して熊襲征伐に出る。実際は橿 日宮
が安心 して住めな くな ったので安住 の地を求めて逃 げ出 したのであろ
つ。
■神 功 皇 后 は橿 日宮 か ら博 多 を経 て 御 笠 (筑 前 国御 笠 郡 御 笠

=太 宰 府 町水

城付近 )へ 来 る。
■安 (筑 前国夜須郡 =福 岡県朝倉郡夜須 )に 来 て熊鷲を伐つ 。
■肥前を通 り、山門縣 (筑 後国山門郡 山門)へ 行き、す ぐ引き返 して松浦
縣 (肥 前国松浦郡 )へ 行 く。
■伊親縣 (福 岡県前原市 )に 住み着 く。
これが神功皇后 の熊襲征伐 ル ー トである。 これが貴国の領 土にな っている。
次ぎに神功皇后は九州を追われて近畿へ逃げる。それが「 (神 功 )元 年」条
である。

■ (神 功 )元 年、忍熊王を瀬 田で殺 し、佐紀に住み着 く。
ところが次 の「 (神 功 )二 年」条 に仲哀天皇を「河 内国長野陵」に埋葬 した
とある。 この 間仲哀天皇 の遺骸を持 っていた ことになる。それはあ り得 ないで

あろう。遺骸はす ぐに埋葬するはずである。神功皇后は熊襲征伐に出てす ぐに
仲哀天皇の遺骸を埋葬 したのではないだろうか。
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仲哀天皇を埋葬 したところは「 河内国長野 陵」とある。 しか し当時はまだ
「 国、郡」は制定 されていない。「河内国長野陵」は単に「長野陵」であろう。
北部九州に「長野」がある。佐賀県三養基郡基 山町長野である。「長野陵」は
ここで はないだ ろうか。神功皇后は熊襲征伐に 出て間もな く仲哀天皇を基山町
の「長野陵」に埋葬 したのであろ う。
明治十五年 ころの調査資料にも「佐賀県基難郡長野村」とある。神功皇后が
熊襲征伐に出て御笠 。安 (夜 須 )を 通 り、肥前へ 向か う途中に「長野村」はあ
る。仲哀天皇を埋葬 した「長野陵」は肥前の基難郡「長野村」であろ う。
その二 ヶ月後 の (神 功 )三 年条に神功皇后は「磐余に都す。是を若桜宮とい
う」とある。「磐余 の若桜宮」は「長野村」か ら近いところにあるので あろう。
同 じ明治十五年 ころの調査資料によると佐 賀県基難郡神辺

(こ

うのえ )に 「若

桜」がある。ここが「磐余 の若桜宮」ではないだ ろうか。「長野」か ら西南西
へ 3kmほ ど行 ったところである。「長野」も「若桜」も背振山地の山裾にあ
る。当時の低地は湿地帯であろう。神功皇后は 山裾に沿 って筑前か ら肥前へ 向
か っている。そのルー トに仲哀天皇を埋葬 した「長野陵」があ り、神功皇后の
「磐余の若桜宮」がある。
図 25 長野 と神 辺

「若桜」とい う地名は現在は無 くなっているが、鳥栖市役所作製の地図には
「若桜」がある。図 26 参照
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図 25 長野 と神辺
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図 26 佐賀県基鉾郡神辺町 「都」 と「若桜」

(鳥 栖市役所作成
∈ た̲ノ
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)

若桜 の地 と推 定 され る ところには広 い平地 は無 い 。「磐余 に都す 。是 を若桜
宮 とい う」とあ るが 、神功皇后 は逃亡者で ある。大 きな宮殿 を造 る余裕 はな い 。
若桜 宮 は小 さな宮殿 (建 物 )で あ ろ うと思 われ る。
ここは高台 で あ り、東南方 向 に鳥栖市 や宝満川 が見渡せ る 日当た りの 良 い土
地で あ る。後 ろは 山 に囲 まれて い る。先住民 (熊 襲 )の 襲撃 を防 ぐのに適 して
い る。神功皇后 は ここに一 時期 滞在 したので あ ろ う。それを『 日本 書紀 』は「 因
りて以 て磐余 に都す 。是 を若桜 宮 とい う」 と書 いて い るので あ ろ う。

「神功紀」はこのように記述の順序が前後 している。「長野陵」や「磐余 の
若桜宮」は熊襲征伐 の途 中である。それを『日本書紀』は熊襲征伐が終わり、
近畿地方へ逃げて佐紀に住み着いた後のこととして書いている。

(3}磐 余 の池辺双槻宮
用明天皇 の「磐余 の池辺 の双槻宮」 も佐賀県基捧郡神辺にあるのであ ろう。
佐賀県基昇郡神辺に「都」「池 田」とい う地名がある。「都」は用明天 皇 の「磐
余 の池辺 の双槻宮」があ ったところではないだ ろうか。「都」と「池田」の 間
には広い台地がある。宮殿を建てるには最適な ところである。

「都」の南、「池田」の西には「池の内」という地名が今もある。この辺 り
は「池」が付 く地名が多い。「池」は「池辺の双槻宮」の「池」ではないだろ
うか。「都」や「池の内」の北は山である。用明天皇を「磐余の池上陵に葬す」
とある。「池の内」の北の山に埋葬 したのであろう。
「石寸村主」「磐余村」 も佐賀県基昇郡神辺 (今 の鳥栖市神辺町)付 近にあ
るのであろう。
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第 2章 豊王権の樹立
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1

用明天皇 とその王権

(1)用 明天皇 の 即位 問題
『日本書紀』は敏達天皇が死去 したので用明天皇が即位 したと書いている。
■ (用 明 )即 位前紀

(585年 )、

(敏 達 )十 四年

(585年 )八 月 、淳

中倉太 玉 敷天 皇 (敏 達天 皇 )崩 ず 。
九月 、 (用 明 )天 皇 、天 皇位 に即 く。磐余 に宮 をつ くる。名付 けて池辺
双槻宮 とい う。
■ (用 明 )元 年

(586年 )正 月 、穴穂部 間人皇女 と立 てて皇后 と為す 。
『 日本 書紀 』

敏達天皇は 585年 8月 に崩 じ、用明天皇は 9月 に即位 している。 (用 明 )
元年は 586年 である。在位は 586年 ‑587年 の 2年 間である。
ところが 『古事記』は用明天皇 の在位を 3年 として いる。
橘豊 日命、池辺宮に座 して天下を治めること参歳な り。 この天皇、
(蘇 我 )稲 目宿禰大臣の女、意富芸多志比売 (お おぎた しひめ)を 姿

り、御子多米 王 を生む。 (中 略 )
此の天皇 (丁 未年四月十五 日崩 )、 御陵は石寸 (い われ )の 液上 (い
けの うえ )に 在 り。後に科長 の 中陵に遷すな り。

『古事記』

「池辺宮に座 して天下を治めること参歳 (3年 )な り」とあ る。
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(587年 )」 とな って
い る。在 位 は 3年 で あ るか ら用 明天皇 の 即位 は 585年 にな る。用 明天 皇 の在
位 は 585年 ‑587年 で ある。
『古事記 』 に用 明天皇 の 崩年 千支 が あ り、「 丁末 年

○用明天皇 の在位 (『 古事記』 と『 日本書紀』 )
■『日本書紀』
■『古事記』

586年 ‑587年
585年 ‑587年

2年 間
3年 間

(585年 の )九 月 、天皇位 に即 く」 とあ る。
これ を入れ ると在位 は 585年 ‑587年 の 3年 間 とな る。『古事 記 』『 日本
『 日本 書紀 』 も用 明天皇 は「

書紀 』 と もに用 明天皇 の在位 は合 って い る ことにな る。
しか し『 日本 書紀 』の記述 には問題 が あ る。『 日本書紀 』は敏達天 皇 が 58

5年 に死 去 したので用 明天皇 が即位 した と書 いて い る。すで にみて きた よ うに
敏達天皇 は阿毎 王 権 の天皇 で あ る。十 四世大市御狩連公 で あ る。敏達天皇 が死
去 して即位 して い るの は十五世物部大 人連公 (押 坂彦人大兄皇子 )で あ る。

○阿毎王権 の王統
■初代

十二世物部尾輿

■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

用明天皇 は敏達天皇が死去 したので即位 したのではな い。 しか も『 日本書
紀』は敏達天 皇の死去を 585年 に しているが敏達天皇が死去 したのは 584
年 である。
『 日本書紀』の用明天皇 の即位記事 にはこのような誤 りがある。
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(2)王 権 の樹立
用 明天皇 が王 位 につ いたの は事実 で あ ろ う。穴穂部皇子 は「 陰 に天 下 に王 た
らむ こ とを謀 りて 」、用 明天皇 を殺 害 して い る。穴穂部皇子 は用 明天 皇か ら王
位 を奪 お うと して い る。用 明天皇 は王位 につ いて い るか らで あ る。
『襲 国偽僣 考 』の「九州年 号」を見 る と用 明天 皇 の年号 と思 われ る ものが あ
る。

■勝照
用 明帝之 時、和重 二 年 に終 わ る。

『襲国偽僣考』

用明天皇の時に「和重」とい う年号があり、「二年」で終わるとある。用明
天皇の在位は『古事記』では 585年 ‑587年 であ り、『日本書紀』では 5

86年 ‑587年 の 2年 である。「和重二年」と合 っている。「和重」年号は
用明天皇の年号ではないだろうか。用明天皇は 585年 に即位 し、年号を建て
たのが 586年 であるとすればすべてが うまく合う。用明天皇の在位は次のよ
うになる。
○用 明天皇 の在位
■ 585年

即位

■ 586年

和重元年

年号を建てる

■ 587年

和 重二年

穴穂部皇子に殺 される

この時期の北部九州は阿毎王権が支配している。「勝照」年号は阿毎王権の
年号である。「勝照」年号は 585年 ‑588年 である。「勝照」年号 と「和
重」年号は重なる。
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■阿毎王権 の年号

「 勝照 」

■用明天皇の年号

「 和重 」

585年 ‑588年
586年 ‑587年

二つの年号が重なるのは三権が併存 しているか らである。北部九州に阿毎 王
権 と用明天皇 の王権 が存在 して いる。用明天皇 は即位 して天子 とな り年号を建
てて いる。
当時の北部九州 は阿毎王権が完全に支配 していた。用明天 皇は阿毎王権 か ら
独立 して新 しい王権を樹立 している。
(注 )上 宮法皇が阿毎王権か ら独立す のは

591年 である。用明天皇の独立

の方 が早い。
阿毎 王 権では 584年 に敏達天皇が死去す る。敏達天皇は偉大な王であ っ
た。敏達天皇は阿毎王権 の領域を北部九州か ら瀬戸内海沿岸や 日本海沿岸まで
拡大 して いる。その敏達天皇が 584年 に死去 して息子の十五世物部大人連公
が王位を継 いだ。物部守屋は甥 の若 い天皇 に対 して横柄な振る舞 いをす るよう
になる。阿毎 王権 の内部は乱れ た。統率が利かな い状態にな ったのである。
用明天皇はそれを見て肥前に新 しい王権を樹立 したのであろう。阿毎 王権 の
統率 の乱れを突 いて用明天皇 は阿毎王権か ら独立 したのである。 585年 に用
明天皇 は阿毎 王権か ら独立 して王 とな り、その翌年に「和重」年号を建てて 自
ら天子にな ったのである。
『 日本書紀』は敏達天皇 が死去 したので用明天皇が即位 したと書 いているが
用明天皇は敏達天皇の王統を嗣 いだのではない。用明天皇は敏達天皇 の王権か
ら独立 して新 しい王権を樹 立 したのである。
穴穂部皇子 はその王位を狙 って用明天皇を殺害 して いる。
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2

用明天皇 と豊王権

(1)「 豊」の付 く天皇や皇子
用 明天皇 には「豊 」の字が付 く。「豊 」 の 字が付 く天 皇や皇 子 が い る。

○「豊」の付 く天皇および皇子
■豊御食炊屋姫天皇

・
・…・ 用明天皇
・…・
・ 推古天皇

■豊耳聰聖徳

・……
・ 厩戸皇子

■橘豊 日天皇

・…・ 皇極天皇
■天豊財重 日足姫天皇 ・
・…・
・ 孝徳天皇
・ 斉明天皇
■天豊財重 日足姫天皇 ・…・
■天萬豊 日天皇

「豊 」の付 く天皇や皇子の多 くは河内の磯長 陵に埋葬 される。
○磯長 陵 に埋 葬 され た人物
■ (崇 峻 )四 年

(591年 )、

訳語 田天皇 (敏 達 )を 磯長 陵 に葬す。

■ (推 古 )元 年 、橘豊 日天皇 (用 明 )を 河 内磯長 陵に改葬す 。
『 日本 書紀 』
■豊御 食炊屋 比責 命 (推 古 )。 御 陵 は大 野 の 岡 の上 に在 り。後 に科 長 の大
陵 に遷す。

『古事記 』

■ (推 古 )二 十九年 、上宮厩 戸豊聰耳太子 (厩 戸 皇子 )を 磯 長 陵 に葬す 。
■ (白 雉 )五 年 、天萬豊 日天皇 (孝 徳 )を 大 阪磯長 陵 に葬す 。
『 日本 書紀 』
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「科長 (し なが )」 と「磯長 (し なが )」 は同 じで あ る。敏達 天皇 ・ 用 明天
皇 ・ 推 古天 皇 ・ 厩 戸 皇子 ・ 孝徳天 皇が磯長 陵 に埋葬 されて い る。

(2)「 豊王権」
『 日本書紀 』 は厩戸皇子 を用 明天皇 の子 と書 いて い る。

明)元 年 (五 八六年 )正 月、穴穂部間人皇女を立てて皇后 と為す。
是四男を生む。其 の一を厩戸皇子 とい う。更 の名は豊耳聰聖徳。或
(用

いは豊聰耳法大王 と名 づ く。或 いは法主王 と云 う。是 の皇子、初 め
上宮に居す。後、斑鳩に移 る。豊御食炊屋姫 (と よみけか しきやひ
め)天 皇 の世に東宮 に位居す。萬機を線摂 し、天皇 の事を行 う。其
の二を来 目 (く め )皇 子 とい う。其 の三を殖栗 (え くり)皇 子 とい
う。其 の四を茨田 (ま むた)皇 子 という。

『 日本書紀』

用明天皇は穴穂部間人皇女を皇后 に して厩戸皇子を生んだ とある。しか しす
でに見てきたように厩戸皇子 は用明天皇 の子 ではない。上宮法皇 の子 である。
厩戸皇子 には「豊耳聰聖徳」や「豊聰耳法大 王」という別名があ り、「豊」
の字 が付 いている。 しか しこれは『 日本書紀』が厩戸皇子 を用明天皇 の子にす
るための捏造 であろう。厩戸皇子 が磯長陵に埋葬 されたとあるの も厩戸皇子 を
用明天皇の子に しているか らであろう。厩戸 皇子は上宮王家 の太子 である。磯
長陵に埋葬 されるはずがない。
敏達天皇 も「 (崇 峻)四 年

(591年 )、

訳語田天皇を磯長陵に葬す」とあ

るが、訳語 田 (お さだ)天 皇は敏達天皇である。敏達天皇は阿毎王権 の第二代
目の天皇 (十 四世大市御狩連公 )で ある。本拠地 は福岡県鞍手郡 である。敏達
天皇は北部九州 を支配 している天子である。敏達天皇が大阪の磯長陵に埋葬 さ
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れ るはずはない。厩戸皇子や敏達天皇が磯長陵に埋葬 されたとあるのは『 日本
書紀』の捏造であろう。
磯長陵に埋葬 された人 々の 中か ら厩戸皇子 と敏達天皇を除 くと用明天皇・推
古天皇・孝徳天皇の 3人 が残 る。この 3人 は同族であろう。用 明天皇 と推古天
皇は兄妹である。
用明天皇は王権を樹 立 している。この 3人 には「豊」の字が付き同 じ磯長陵
に埋葬 されている。 3人 は同 じ王権 であ ろう。この王権を「豊王権」と呼ぶ こ
とにす る。用明天皇は「豊王権」を樹立 した人物である。
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3

用 明天皇 と厩 戸皇子

(1)用 明天皇 と厩戸皇子 の 問題
『 日本書紀』 は、厩戸皇子 (聖 徳太子 )は 用明天皇 と穴穂部間人皇女 の間に
生 まれた皇子であると書 いている。これを疑 う人はいなか った。しか しこれま
で見てきたように厩戸皇子 (上 宮皇子 =聖 徳太子 )は 上宮法皇 の子 である。用
明天皇 の子 ではない。
『 日本書紀』は上宮法皇を抹殺 している。そのため厩戸皇子を用明天皇 の子
に しているのであろう。 『 日本書紀』は「神武東征」以来、「万世一系」に し
ている。大和以外には王権は存在 しないことを前提に している。そのため『 日
安国 (阿 毎王権 )も 、上宮王家 (上
本書紀』には「倭 の五王」も、『隋書』のイ
宮法皇 )も 出て こない。
厩戸皇子は聖徳太子 としてあまりにも有名である。『 日本書紀』が編纂 され
るときにはすでに厩戸皇子は広 く知 られていたのであろう。厩戸皇子は抹殺 で
きな い。そ こで『 日本書紀』は厩戸皇子を用明天皇 の子に して登場 させている
のであろ う。

(2}用 明天皇 と孝徳天皇
『 日本書紀』は厩戸皇子を用明天皇の子に している。そのため用明天皇 の本
来 の子 が消されているのではないだろうか。用明天皇 の本来 の名前は「橘豊 日
天皇」である。
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(用

明 )即 位前紀、橘豊 日天皇 (用 明天皇 )は 天国排開広庭天皇 (欽

明天皇 )の 第四子な り。母は堅塩媛 という。

『 日本書紀』

用 明天皇 の 名前 には「豊 日」が付 く。「豊 日」が付 く天皇 が もう一人 い る。
孝徳 天皇 で あ る。

(孝 徳 )即 位前紀、天萬豊 日天皇 (孝 徳天皇 )は 天豊財重 日足姫天皇
(皇 極天皇 )の 同母弟な り。

『 日本書紀』

孝徳天皇は皇極天皇 と姉弟 (同 母弟 )で あるとい う。皇極天皇 の記述 をみる
と次のようにな っている。

(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。
『 日本 書紀』

母は吉備姫王 とい う。

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。母 は吉備姫王で あ るとい う。
孝徳天皇 は皇極 天皇 と「 同母弟 」で あ るか ら母 は吉備姫王で あ りく父 は茅淳

王 とい うことになる。
しか し敏達天皇 (十 四世大市御狩連公 )や 押坂彦人皇子 (十 五 世物部大人連
公 )は 阿毎王権 の天皇である。皇極天皇は宝皇女であ り、上宮王家 の人である。
『 日本書紀』は皇極天皇の系譜を偽 っている。孝徳天皇 の系譜 も偽 っているこ
とになる。
『 日本書紀』では天皇の父母の名前は必ず記述 している。 しか し孝徳天皇 だ
けは父母 の名前を記述 していない。「同母弟」とあるだけである。
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■欽 明 天 皇 … … 男 大 逃 天 皇 (継 体 天 皇 )の 嫡 子 な り。母 を手 白香 皇 后 を い
つ。
■敏 達 天 皇 … … 天 国排 開広 庭 天 皇 (欽 明天 皇 )の 第 二 子 な り。母 を 石 姫 皇
后 とい う。
■用 明 天 皇 … … 天 国 排 開広 庭 天 皇 (欽 明天 皇 )の 第 四子 な り。母 を堅 塩 媛

という。
■崇崚天皇 ……天国排開広庭天 皇 (欽 明天皇 )の 第十 二子な り。母を小姉
君 という。
■推古天皇 ……天国排開広庭天皇 (欽 明天皇 )の 中女な り。橘豊 日天皇 (用
明天皇 )の 同母妹な り。
■舒明天皇 ……淳 中倉太珠敷天皇 (敏 達天皇 )の 孫、彦人大兄皇子 の子な
り。母を糠手姫 皇女とい う。
■皇極天皇 ……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。母を吉備姫 王 という。
■孝徳天皇 ……天豊財重 日足姫天皇 (皇 極天皇 )の 同母弟な り。
『 日本書紀』
孝徳天皇 だ けに父母 の名前 がない。父母 の名前を隠す ために「皇極天皇 と同
母弟な り」 と書いているのではないだ ろうか。
孝徳天 皇は「豊王権」の人である。皇極天皇、孝徳天皇、敏達天皇は王権 が
異 なる。
○皇極天皇 と孝徳天皇 の王権
■皇極天皇 ……上宮王家
■孝徳天皇 ……豊王権
■敏達天皇、押坂彦人皇子 …

阿毎王権
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3つ の異なる王権 である。それ を『 日本書紀』は皇極天皇 と孝徳天皇を姉弟
に している。 しか も阿毎王権 の系統に している。孝徳天皇の系譜を隠蔽す るた
めであろう。
孝徳天皇 の父母は誰であろうか。その手掛か りになるのは「豊 日」であろ う。
「豊 日」の付 く豊王権 の天皇は用明天皇である。
用明天皇は 587年 4月

15日 に穴穂部皇子 に殺 される。在位期間は 2年 で

ある。もし殺 されていなか ったと した ら 600年 以降まで在位 していたであろ
う。妹 の推古天皇は (推 古 )三 十六年

(628年 )に 死去 している。

当時の平均寿命は 50才 位であろう。1世 代 の平均を 24年 とす ると用明天
皇は 610年 ころに 50才 で死去 したことになる。用明天皇 の在位は 586年

‑610年

ということになる。

孝徳天皇 の在位は大化元年

(645年 )― 白雉五年 (654年 )で ある。用

明天皇 と孝徳天皇の間には約 50年 の開きがある。一世代を 23年 ‑25年 と
すると用明天皇 と孝徳天皇 とは二世代の開きがある。用明天皇 と孝徳天皇は祖
父 と孫 の関係になる。

○用 明天 皇 と孝徳天 皇 の 関係

用 明天皇 (橘 豊 日)
￨

(X)
￨

孝徳天皇 (天 萬豊 日)

孝徳天皇は用明天皇の孫ではないだろ うか。そのため名前に同 じ「豊 日」が
付 いているのであろ う。
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(3)田

日皇 子

用明天皇の子 に田目 (多 米)皇 子がいる。『古事記』『 日本書紀』は次のよ
うに書 いている。
■此の天皇 (用 明天皇)、 (蘇 我)稲 目宿禰大臣の女、意富芸多志比売 (お
『古事記』
ほぎたしひめ)を 要 り御子多米王を生む。
■ (用 明)元 年

(586年 )正 月、蘇我大臣稲 目宿禰の女石寸名を立てて

墳 と為す。是田日皇子を生む。 (更 の名は豊浦皇子)

『 日本書紀』

用明天皇は蘇我稲 目の娘を妾 り田日皇子 (多 米王 )を 生んだとある。しか し
『古事記』 『 日本書紀』は田日皇子 の子については記述を していな い。
『上宮聖徳法王帝説』 は田日皇子 の子 について次 のよ うに書 いている。
■聖王 (厩 戸皇子 )の 庶兄多米王 。其 の父池辺天皇が崩 じた後、聖王の母
穴太部間人王を要 り児佐富女王を生む。

『上宮聖徳法王帝説』

多米王は池辺天皇 (用 明天皇 )が 崩 じた後、厩戸皇子 の母を嬰 り佐富女王 を
生んだとある。
しか しこれは『 日本書紀』に合わせて厩戸皇子を用明天皇 と穴大部間人 の子
に している。誤 りである。
ただ多米王が佐 富女王を生んだというのは正 しいと考えてよいであろ う。多
米王は一女子を生んで いる。 しか し男子は生 んでいない。田日皇子は孝徳天皇
の父 ではない ことになる。
しか し『 日本書紀』には田日皇子 の「更 の名は豊浦皇子」 とある。「豊」が
付 いている。 しか も「豊浦」は推古天皇の本拠地である。用明天皇 と推古天皇
は兄妹である。田日皇子は「豊王権」の人 ということになる。
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田日皇子は用明天皇の子 であるか ら田日皇子は孝徳天皇 の父ではないだろ
うか。『古事記』『 日本書紀』はそれ を隠すために記述を避 けて いるので あろ
う。『上 宮聖徳法王帝説』は娘だけを記述 している。これ も男児が生 まれたこ
とを隠 しているのではないだ ろうか。
このよ うに考えると用明天皇の本来 の子は田目皇子であ り、田目皇子の子が
孝徳天皇であるということになる。『 日本書紀』は上宮王権を抹殺 しているの
で厩 戸皇子を用明天皇の子に している。そのため本来の用明天皇の子 である田
日皇子の子の記録 を抹消 しているのであ ろう。
○用 明天 皇 と孝徳天皇

用明天皇 (橘 豊 日)

田日皇子 (豊 浦皇子 )

孝 徳 天 皇 (天 萬 豊 日)
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4

「欽明紀」の系譜

(1)欽 明天皇 とその御子
欽明天皇には御子が多い。『古事記』は「凡そ此の天皇の御子等、併せて二
十 五王 な り」 と書 いて い る。 『 日本 書紀 』は次 の よ うに書 いて い る。

■ (欽 明 )元 年

(540年 )正 月、正妃武小広押盾天皇

(宣 化天皇 )の 女

石姫を立てて皇后 と為す。二男一女を生む。箭 田珠勝大兄皇子・訳語 田
淳 中倉太珠敷尊 (敏 達天皇)・ 笠縫皇女 という。
■ (欽 明)二 年

(541年 )二 月、五妃を納

(い れ )る 。

・ 元 の妃、皇后 の弟稚綾姫皇女 という。石上皇子を生む。
・皇后の弟 日影皇女 という。 (此 に皇后の弟 という。明 らかに是れ桧隈
高田天皇 の女な り。而るに后妃 の名を列ねて母 の妃 の姓 と皇女の名字 と
を見ず。何 の書に出るかを知 らず。後に勧える者之を知 らむ )是 、倉皇
子を生む。
・ 蘇我大臣稲 目宿禰 の女堅塩媛 という。七男六女を生む。 (略 )
。堅塩媛 の 同母弟を小姉君 という。四男一女を生む。茨城皇子・葛城皇
子・ 泥部穴穂部皇女・ 泥部穴穂部皇子・ 泊瀬部皇子 とい う。
(帝 王本紀に多 く古字有 り。撰集 の人 、屡 々遷 り易 (か )わ るを経 る。

後 の人習 い読み、意を以て刊 (け ず )り 改める。伝え写す こと既に多 く、
遂に舛雑 (た がいま じる =入 り乱れ る)を 致す。前後次 (つ いで )を 失
い、兄弟参差 (不 揃 い)な り。 (後 略 ))
。春 日日孤臣の女を糠手 という。春 日山田皇女と橘麻 呂皇子を生む。
『 日本書紀』
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欽明天皇には このよ うに御子が多 い。天皇にな った御子 も多い。
○天皇にな った欽明天皇 の御子
■敏達天皇 …天国排開広庭天皇 (欽 明天皇 )の 第二子な り。母を石姫皇后
とい う。
■用明天皇 …天国排開広庭天皇 (欽 明天皇 )の 第四子な り。母を堅塩媛 と
い う。
■崇峻天皇 …天国排開広庭天皇 (欽 明天皇 )の 第十二子な り。母を小姉君
とい う。
■推古天皇 …天国排開広庭天皇 (欽 明天皇 )の 中女な り。橘豊 日天皇 (用
明天皇 )の 同母妹な り。
これ らはすべ て欽明天皇 の御子であるとい う。
御子が このよ うに多 いのは異常である。日影皇女 の「注記」には「母の妃の
姓 と皇女の名字 とを見ず。何 の書に出るかを知 らず」と書いている。編纂者 自
身が この皇女 の記録を見ていないと述べ ている。『 日本書紀』の編纂者は書 く
べ き内容を強要 されているのではないだ ろうか。
「注記」があ り、
小姉君の記述の後にも
「帝王本紀 の撰集人が屡 々遷 り易 (か )
わ り、また後人が習 い読み して意を以て刊 (け ず )り 改める」とある。『 日本
書紀』の系譜は変更 されているという。『 日本書紀』の編纂者 自身が系譜は じ
ば しば変更 されていることを知 っている。それを「欽明紀」に書 いてい る。「欽
明紀」の系譜は信用できないのではないだ ろうか。
岩波書店 の『 日本書紀』の頭注には この「注記」は『漢書』の顔 師古注か ら
の 引用であると書 いている。漢文に精通 した人が「 注記」を書いている。
森博達氏は著書 『 日本書紀 の謎を解 く』 (中 公新書 )の 中で、 『 日本 書紀』
の巻十 四か ら巻 二 十 一の途 中までは唐人の続守言の述作 であろ うと述 べ てい
る。「欽 明紀」は巻十九である。「欽明紀」は唐人 の続守言が書 いているので

つ４
う０
Ｒｖ

あろう。続守言 は「欽明紀」を書 くときに資料にはない系譜を書か されたので
はな いだろうか。続守言は学者 として正確性を記す るために「注記」を入れて
読者 に警告 して いるのであろう。続守言 は唐人であるか ら中国の文献 には精通
している。 その知識を活か して「注記」を書 いているのであろう。
新羅 の連合に敗 られたとき百済の佐平福信 が 日本 に献上
続守言 は百済が唐 。
した唐人であるとい う。 『 日本書紀』に「 日本世記」か らの引用がある。
(斉 明)七 年

(661年 )十 一月、 日本世記に云う、十一月、福信が

獲 た唐人続守言等、筑紫 に至 るとい う。或 る本に云 う、辛酉年、百
済 の佐 平福信 が献 じるところの唐 の件 (と りこ)一 百六 日を近江国
『 日本書紀』

墾 田に居 らしむ。

続守言 は「福信が獲 た唐人続守言」とある。百済 と唐 との戦争で捕虜にな っ
たような記述である。 しか し続守言 の知識をみ ると一兵士ではな いであろ う。
「 日本世記」 にも「福信が獲 た唐人続守言等」 とある。「福信が獲 た唐人」 の
代表者 として続守言 の名前を書 いている。続守言は一兵士ではな く戦争 が始ま
る前か ら百済に派遣 されて いた唐 の学者 ではないだろうか。
続守言 は「帝 王本紀」や その他の記録を見なが ら「欽明紀」を書 いたのであ
ろう。 しか し一部は記録にもな いことを書か されたのであろう。「欽明紀」の
系譜 は特に問題が多 い。そのため続守言は特別 に「注記」を入れ たのであろう。
このよ うに欽明天皇 の系譜 は信用できない。む しろ間違 っているといえ る。

(2)「 欽明紀」の捏造
￨ 欽

明紀 」は二つ の王権 の記録で あ る。 (欽 明 )元 年

十 三年

(540年 )―

(欽 明 )

(552年 )五 月条 まで は物部王権 の記録で あ り、十月条 か らは阿毎 王

権 の記録 で あ る。
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○ 「欽 明紀 」 の 内容
■ (欽 明 )元 年

(540年 )―

(欽 明 )十 二 年

(552年 )五 月

・ 物部 王 権 の記 録
■ (欽 明 )十 三 年

(552年 )十 月 ―

(欽 明 )二 十 二 年

(571年 )九 月

・ 阿毎王権 の記 録

「欽明紀」は物部王権 と阿毎王権 の記録である。「欽明紀」には欽明天皇の
事績は無い。
「磐井の乱」後 の「安閑紀」「宣化紀」「欽明紀」はすべ て北部九州 の記 録
である。「安閑紀」の安閑天皇は『古事記』に崩年千支があ り、実在の人物で
ある。おそ らく河内の豪族であろう。「安閑紀」は北部九州の記録であるが『 日
本書紀』は万 世一系にするために河 内 (大 和 )の 豪族 の名前を持 ってきて「安
閑紀」に している。
宣化天皇 と欽 明天皇は『古事記』に崩年干支がな い。宣化天皇は実在 した人
物 とは思えない。欽明天皇 も実在が不明な人物である。欽 明天皇には御子が異
常に多 い。すべての天皇は欽明天皇か ら出ているよ うに書 いてい る。しか しそ
の天皇 の系統を見 ると皆異なる王権の人 々である。
○欽明天皇の御子で天皇になった人物
■敏達天皇 …欽明天皇の第二子 ・……阿毎 王権
■用明天皇 …欽明天皇の第四子 ・……豊王権
■崇峻天皇 …欽明天皇 の第十二子 ……雀部
■推古天皇 …欽明天皇の中女

・……豊王権

阿毎 王権 の敏達天皇、豊王権 の用明天皇・推古天皇、雀部 の崇峻天皇をすべ
て欽明天皇 の子に している。これ らの 4人 が 同 じ親 (欽 明天皇 )か ら生まれた
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のではないことは明 らかである。欽明天皇の御子 と思われる人物 はいな い。す
べて『 日本書紀』の捏造である。
それ どころか欽 明天皇 自身 が どの王権 に属す る人物で あるかが不 明で あ
る。欽明天皇は架 空 の人物 であろう。
『古事記』『 日本書紀』は架 空 の開化天皇を立てて それ以降の天皇はすべ て
開化天皇 か ら出て いるよ うに している。それ とまった く同 じ手 口である。架空
の欽明天 皇を立ててその後 の天皇はすべ て欽明天皇か ら出て いるよ うに捏造
している。
「欽明紀」は物部 王権 と阿毎 王権 の記録である。 「欽明紀」 は途中で王権 が
交代 して いる。『 日本書紀』はそれを一人の欽明天皇 として書 いている。『 日
本書紀』の捏造 である。
『 日本書紀』は大和王権に よる万世一系である。大和三権以外 の王権は存在
しない。 したが って物部 王権 も、阿毎王権 も、豊王権 も抹殺 して いる。
『 日本書紀』 は抹殺 した物部王権・ 阿毎 王権・ 豊王権 。上宮王家 の記録 で あ
る。これ らを大和三権による「万世一系」に しなければな らな い。そのために
欽明天 皇 とい う架 空の人物を造 り上 げて阿毎王権や豊 王権や 上 宮 王家 の人物
をすべ て欽明天皇 の御子 に して いる。
『 日本書紀』の 内容は「 北部九州 の歴史」である。『 日本書紀』は「北部九
州 の歴史」を「 日本の歴史 (大 和三権 の歴史 )」 として記述 している。
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