第 3章

推古天皇
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1

推古天皇 と小墾田

(1)推 古天皇 の 即位
推古天皇は豊浦宮で即位する。
(推 古)即 位前紀

(592年 )十 二月、皇后、豊浦官に於いて天皇位

に即 く。

『 日本書紀』

「 豊浦宮」は肥前の三根郡葛木の豊浦 である。推古天皇は肥前 の三根郡葛木
で即位 している。
推古天皇が即位 したのは崇峻天皇が蘇我馬子に殺 されて空位が続 いたか ら

であるという。
(推 古)即 位前紀

(592年 )、

幼 い時は額 田部皇女 という。姿色は

端麗で、進み止めるに軌を制す (物 事を処す るのに乱れがない)。
年十八歳に して立 ち淳 中倉太玉敷天皇 (敏 達天皇 )の 皇后 と為る。
三十四歳 の とき淳 中倉太玉敷天皇崩ず。三十九歳 の とき泊瀬部天皇
(崇 峻天皇 )五 年十一月、天皇、大臣馬子宿禰の為に殺 される。嗣位

は既に空。 (中 略 )十 二月、皇后、豊浦宮に於いて天皇位に即 く。
『 日本書紀』
『 日本書紀』は推古天皇は敏達天皇の皇后であると書いている。「年十八歳
に して立ち淳中倉太玉敷天皇 (敏 達天皇 )の 皇后 と為る」とある。
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しか し推古天皇は「豊王権」の人である。推古天皇は豊王権 の王 として即位
している。
敏達天皇は阿毎 王権 の天皇である。推古天皇が敏達天皇 の皇后であるな らば
敏達天皇が死去 した後、豊王権 の王 として即位するはずはな いであろ う。阿毎
王権に対 して反逆す ることになるか らである。

推古天皇が敏達天皇の皇后であるというのは「万世一系」にするための『日
本 書紀 』 の捏造 で あ る。

(2}小 墾田宮へ遷る
推 古天皇 は小墾 田宮 へ 遷 る。

(推 古)十 一年

(603年 )十 月、小墾 田宮に遷 る。

『 日本書紀』

推古天皇は豊浦宮か ら小墾 田宮へ 遷 る。小墾 田宮は蘇我稲 目の「小墾 田の
家」の ある肥前 の養父郡 の小墾田である。推古天皇は蘇我稲 目 (祖 父 )の 本拠
地へ移 っている。
豊浦はその後蘇我蝦夷 の本拠地 とな り、蘇我蝦夷 は「豊浦大臣」と呼ばれる
ようになる。推古天皇は豊浦 の地 と蘇我氏の小墾 田の地 を交換 して いる。

(3)推 古天皇 の墓
推古天皇は息子 の竹田皇子 の墓に埋葬す るように遺詔す る。
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(推 古 )三 十六 年

(628年 )九 月、天皇、群臣に遺詔 して曰 く、「 (中

略 )其 れ朕の為に陵を興 (た て )て 厚 く葬 (は ぶ )る ことなかれ。
便 (た だ)に 竹 田皇子 の陵に葬るべ し」とい う。竹田皇子 の墓に葬
るo

『 日本書紀』

『 古事記 』 は大 野 の 岡 の上 に埋葬 された と書 いて い る。

豊御食炊屋比賣命 (推 古天皇 )。 御陵は大野の岡の上に在 り。後に
科長の大陵に遷す。

『古事記』

推 古天 皇 は「 大野 の 岡の上 」に埋葬 され て、後 に「 科長 の大 陵 に遷 」され た
とい う。蘇我 馬子 は「大 野 の丘 の北 」 に塔 を建 てて い る。

(敏 達 )十 四年

(585年 )二 月、蘇我大臣馬子宿禰、塔を大野の丘

の北に起 (た )て 、大会 (だ いえ )の 設斎 (お がみ)を する。即 ち
(司 馬 )達 等が前に獲た所の舎利を以て塔の柱頭に蔵 (お さ)む 。

『 日本書紀』
蘇我馬子 の本拠地は肥前 の三根郡 の石川であ り、蘇我稲 目の本拠地は肥前 の
養父郡の小墾田である。塔は蘇我氏 の本拠地に建て られる。「大野 の丘 」は肥
前 の三根郡か、養父郡 である。
推古天皇 の小墾田宮は肥前の養 父郡にある。墓は本拠地に造 られる。推古天
皇が埋葬 されたという「大野 の 岡」は肥前 の養父郡であろう。「大野の丘」は
鳥栖市 の朝 日山か ら三養基郡北茂安町に至る丘陵であろ う。
推古天皇は この丘 陵 のどこかに埋葬 されて後に磯長陵に改葬 されたのであ
る。
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2

推古天皇 と豊王権

(1)用 明天皇以降の王位争 い

584年

に敏 達天 皇 が死 去す る と 585年 に用 明天皇 が 肥前 の基 昇郡 の 磐

余 に王権 を樹 立す る。 586年 には天子 とな り和重年号 を建て る。と こ ろが和
重二年

(587年 )に 穴穂部皇子 に殺 され 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

穴穂部皇子は用明天皇を 587年 4月 15日 に殺すが、587年 6月 に蘇我
馬子に誅殺 される。穴穂部皇子は王位を奪 って 2ヶ 月後に殺されている。
〇穴穂部皇子 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。

穴穂部皇子が殺 されると崇峻天皇が即位す る。
(崇 峻 )即 位前紀

(587年 )八 月、炊屋姫尊 と群臣と天皇を勧めて

天皇位 に即 く。
(中 略)是 月、倉梯 に宮つ くる。
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(崇 峻 )元 年

(588年 )

『 日本 書紀 』

崇峻天皇は 587年 8月 に即位 している。ところが崇峻天皇は 592年 に蘇
我馬子に殺 される。

(崇 峻 )五 年

(592年 )十 月、山猪を献 じる有 り。天皇、猪を指 し

て詔 して曰 く、「何時か此の猪の頸を断つ如 く朕が嫌 いな人を断つ 」
とい う。多 く兵使を設 けること常 よ り異なる こと有 り。蘇我馬子宿
禰、天皇 の詔 した所を聞いて 己を嫌 うことを恐れ る。償者 (や か ら
びと)を 招き衆めて天皇を就

(こ

ろ)す ことを謀る。

十一月、馬子宿禰、群 臣を詐 (い るわ )り て曰 く、「今 日、東国の
調 (み つ ぎ)を 進 (た てまつ )る 」 とい う。乃ち東漢直駒を して天
皇を獄 (こ ろ)さ しむ。是の 日、天皇を倉梯岡陵に葬 る。
『 日本書紀』
崇峻天皇 の在位は 588年 ‑592年 である。
崇峻天皇が殺 されて空位が続 いたので推古天皇が即位 したとい う。
(推 古)即 位前紀

(592年 )、

幼 い時は額 田部皇女 という。 (中 略 )

三十九歳 の とき泊瀬部天皇 (崇 峻天皇 )五 年十一月、天皇、大臣馬
子宿禰 の為に殺 される。嗣位 は既に空。 (中 略 )十 二月、皇后、豊
浦宮に於 いて天皇位に即 く。

『 日本書紀』

推古天皇 の在位は 593年 ‑628年 である。
これ らの事件をまとめると次 のよ うになる。
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○用明天皇以降に起きた王位争奪事件
■ 585年 、用明天皇、阿毎王権か ら独立 して「 豊王権」を樹立
■ 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
■ 587年 8月 、崇峻天皇、即位
口 592年

11月 、蘇我馬子、崇峻天皇を殺す
■ 592年 12月 、推古天皇、即位
すべ て王位争いである。
これ らの事件は用明天皇が「豊王権」を樹立 したときか らは じまる。用明天
皇は肥前に王権を樹立 している。これ らの事件は肥前 の 出来事 である。崇峻天
皇 も肥前 の人であろう。

(2)肥 前 の養父郡 の争 い
崇峻天皇は『 日本書紀』では「泊瀬部天皇」である。『古事記』では「長谷
部若雀天皇」である。「若雀」が付 いている。「雀部」の人であろう。
「磐井の乱」後、雀部男人は物部危鹿火に二人の娘 と「小墾 田屯倉」「桜井
屯倉」「茅淳山屯倉」を献上 している。「雀部」の本拠地は肥前の養父郡であ
る。崇 峻天皇 は雀部であるか ら肥前の養父郡の豪族であろう。崇峻天皇は肥前
の養父郡で王位についている。
肥前 の養父郡はもともとは雀部 の土地であ り、「磐井 の乱」の時に雀部男人
が物部危鹿火に献上 して いる。それを蘇我稲 目が奪 い本拠地に している。雀部
の崇峻天皇 はその土地を奪い返 したのであろう。先祖伝来の土地を取 り戻 した
ので ある。
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蘇我馬子 にとっては養父郡は父蘇我稲 目の本拠地である。それを崇峻天皇に
奪われたことになる。蘇我馬子は養父郡の土地を取 り戻すために 592年 に崇
峻天皇を殺 したのであろう。蘇我馬子が崇峻天皇を殺害 した主な原因は肥前の
養父郡の土地をめ ぐる争いであると思われる。その証拠に上宮法皇はこの事件
を「内乱」と言 っている。
(崇 峻)五 年

(592年 )十 一月、 (蘇 我)馬 子、東漢直駒を使わ し

天皇を獄す。 (中 略)駅 使 (は いま)を 筑紫の将軍の所に遣わ して
曰 く、「内乱に依 り外事を怠 るなかれ」という。

『日本書紀』

蘇我馬子が崇峻天皇を殺害 したのを「 内乱」と言 っている。天皇を殺害 した
ので あれば「内乱」とはいわない。崇峻天皇は天皇ではな く蘇我氏 と同 じ肥前
の豪族 であろ う。崇峻天皇が天皇位に即 いたとい うのは『 日本書紀』の捏造 で
あろう。
『古事記』に崇峻天皇の崩年千支がある。「壬子年十一月十三 日」である。
「壬子 年」は 592年 である。崇峻天皇は 592年

11月 13日 に蘇我 馬子 に
殺 されている。『 日本書紀』にも崇峻天皇は 592年 11月 に蘇我馬子に殺 さ
れたとある。
養父郡 の土地は再び蘇我氏 の領 土にな ったのであろう。

(3}推 古天皇 の即位 と蘇我馬子
推 古天 皇 は蘇我馬子 の姪で あ る。

(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
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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』
推古天皇 は蘇我稲 目の娘堅塩媛 の子である。蘇我馬子 の姪にあたる。用明天
皇 とは兄妹である。
「豊王権」
用明天皇 は肥前に「豊王権」を樹立す るが穴穂部皇子に殺 される。
の王統は中断する。蘇我馬子は穴穂部皇子を誅殺す るが、そのときには姪 の推
古天皇を「豊王権」の王に しようと考えていたようである。

(崇 峻)即 位前紀

(587年 )六 月、蘇我馬子等、炊屋媛尊

(推 古天

皇)を 奉 りて佐伯連丹経手 。土師連磐村・的臣真噛に詔 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
『日本書紀』

せよ」という。

蘇我馬子は「炊屋媛尊 (推 古天皇 )を 奉 りて」とある。後の推古天皇を旗印
に掲げて穴穂部皇子を伐 っている。
ところが崇峻天皇 の方が先に養父郡 の王にな ったことを宣言 した。おそ らく
この とき養父郡 の土地が奪われ たのであろ う。そのため推古天皇の即位を取 り
やめたのであろ う。

592年 に蘇我馬子が崇峻天皇を伐つ と推古天皇は直ちに即位 している。
○推古天皇 の即位 と蘇我馬子
■ 592年

11月 13日 、蘇我馬子、崇峻天皇を殺す
■ 592年 12月 、推古天皇、即位
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592年 11月 13日 に蘇我馬子が崇峻天皇を殺す と 12月 には推古天皇
が即位 している。蘇我馬子が推古天皇 の即位に関与 しているのは明 らかであろ
う。推古天皇は蘇我馬子によ って「豊王権」の王にな ったと思われ る。
○豊王権 の王統
■ 585年 、用 明天皇 、「豊王権 ̲￨を 樹 立
■ 587年 、用 明天皇 、穴穂部皇子 に殺 され る
■ 587年 8月 、崇 峻天 皇、即位
(豊 王 権 の空位 )

■ 592年

11月 13日

■ 592年

12月 、推 古天皇 、即位 (豊 王 権 の再興 )

、蘇我 馬子 、崇 崚天皇 を殺す

豊王権 は 592年 に推 古天皇 に よ って再興 され た といえ る。

(4)推 古天皇 の年号
推古天皇は 592年 に肥前に「豊王権」を再興する。北部九州には阿毎王権
と上 宮王家がすでに存在 して いる。北部九州に 3つ 目の王権が誕生 したのであ
る。
『襲国偽僣考』は これ ら 3つ の王権 の年号を伝えて いる。
■端政
崇峻天皇二年甲寅。端政元年 とす。如是 院年代記に端改に作 る。一説に
曰 く、崇峻帝 の時、端政五年に終わる。
■吉貴
推古天皇二年 甲寅、吉貴元年 とす。海東諸国記。従貴に作る。一説告貴
に作 る。いわ く推古帝 の時、告貴十年に終わる。又曰 く、按ず るに一説
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に推 古元年 を喜楽 と為す 。二 年 を端 正 と為す。三年 を始哭 と為す 。始哭
は一 に始大 に作 る。 四年 よ り十年 に至 り法興 と為す。 (後 略 )
■願転
推 古七年辛酉。願 転元年 とす 。海東 諸国記 に煩転 に作 る。一説 に 曰 く、
『襲 国偽僣考 』

願 転 四年 に終 わ る。

(注 )「 端政」年号 の「 崇峻天皇二年 甲寅」は「 己酉」の誤 りである。 『二

中歴』では 「己酉 」にな っている。

これ らの年号は次 のよ うにな る。
○ 『襲国偽僣考』の九州年号
・ 端政
・ 吉貴
・ 願転

589年 ‑593年
594年 一 (603年 )
601年 ‑604年

「告貴 (吉 貴)十 年に終わる」とある。吉貴は 594年 ‑603年 までとな
り、次の「願転」年号 と重なる。「告貴 (吉 貴)十 年に終わる」は間違 いであ
ろう。『二 中歴』を見ると次のようにな っている。
○ 『三 中歴』
■端政五年

己酉

■告貴七年

甲寅

■願転四年

辛酉

『三 中歴』

『二 中歴』では「告貴 (吉 貴 )」 は「七年」にな っている。次 の「願転」年
号 とも合 う。『襲国偽僣考』は誤 りであ り、『三 中歴』の方が正 しいであろう。
『二 中歴』に よって修正 された「九州年号」は次 のよ うになる。
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○修 正 され た「九州 年号 」
■端政
■吉貴
■願 転

589年 ‑593年
594年 ‑600年
601年 ‑604年

これ らの九州年号を見ると「端政」年号は阿毎王権 の十五世物部大人連公の
年号である。

○十五世物部大人連公 (押 坂彦人大兄皇子 )の 年号
■「勝照」
■「端政」

585年 ‑588年
589年 ‑593年

九州年号は「端政」か ら「吉貴」、「願転」へ とつ なが っている。「吉貴 (告
貴 )」 、「願転」 も阿毎王権の年号であろう。阿毎王権の年号は 552年 ‑6

04年 まで連続 してお り、さらに続 いている。

591年 に上宮法皇は阿毎王権か ら独立 して上宮王権を樹立す る。その年号
は「法 興」である。「法興」年号は 591年 ‑622年 である。上宮王家 の年
号はその後 も続 く。阿毎 王権 と上宮王家 の年号はその後 も継続 している。
F襲 国偽僣考』は これ らの年号の他に「始哭 (始 大 )」 年号が存在 したこと

を伝えている。

■吉貴
推古天皇二年 甲寅、吉貴元年 とす。 (中 略 )
又曰 く、按ずるに一説に推古元年を喜楽 と為す。二年を端正 と為す。三
年を始哭 と為す。始哭は一に始大に作 る。四年 よ り十年に至 り法興 と為
すo

『襲国偽僣考』
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「喜楽」 は「貴楽」であ り、「端正」は「端政」であろ う。 ところが今 まで
には出て こなか った「始哭」年号がある。推古天皇 の時代であるか ら「始哭 (始
大 )」 年号は推古天皇の年号であろう。
推古天皇 の在位は 593年 ‑628年 である。阿毎王権や上宮王権 と重な
「始哭 (始 大 )」
る。北部九州には阿毎王権 と上宮王家 と豊王権が存在 している。
年号は「豊王権」の年号 であろ う。推古天皇の年号である。
○推古天皇 の年号
■「始哭 (始 大 )」 年号
「始哭 (始 大 )」 年 号 は何年 か ら何年 まで あ るのか は不 明で あ る。 しか し推
古天 皇 は王権 を樹立 して天子 とな り年号 を建てて い る。「始哭 (始 大 )」 年 号
の存在 が それ を証 明 して いる。

推古天皇は「豊王権」の王となり、年号を建てている。

{5)推 古天皇 と田日皇子
用 明天皇 の子 に田 日皇子 が い る。

(用 明 )元 年

(586年 )正 月、蘇我大臣稲 目宿禰 の女石寸名を立て

て濱 と為す。是れ田目皇子を生む。 (更 の名は豊浦皇子 )
『 日本書紀』

田 日皇子 の「 更 の 名 は豊浦皇子 」とあ る。「豊浦 」は地 名 で あ ろ う。推 古天
皇 は肥 前 の三 根 郡 葛木 の豊 浦 で 即位 して い る。 田 日皇 子 は この三 根 郡 葛木 の
「豊 浦 」 に住 んで いたか ら「 豊浦皇子 」 とい うので はな いだ ろ うか。
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用 明天 皇 は 587年 に殺害 され る。この とき妹 の推 古天皇が 田 日皇子 を引 き
取 り、豊浦 で 育て たので はないだ ろ うか c田 日皇子 が「更 の 名 を豊浦皇子 」 と
い うの はそのためで あ ろ うc
推 古天 皇 は 603年 に豊浦か ら小墾 田へ 移 って いる。田 目皇子 が豊浦で育 っ
たの は 587年

‑603年

の 間 とい う ことにな る。

田 目皇子 の子 は孝徳天 皇で あ る。孝徳天皇 は 645年 の 「乙 巳の変 」 の 後 、
肥前 か ら大 阪 の難 波 へ 移 る。

(孝 徳 )大 化元年

(645年 )十 二 月 、天皇 、都 を難 波長柄豊碕 に遷

す3

『 日本 書紀 』

孝徳天皇は難波へ移 り、河内の磯長まで領土を拡大 している。孝徳天皇は祖
父 の用明天皇 の墓 と父 田 目皇子を育てて くれ た推古天皇 の墓 を河内の磯長陵
へ移す。
■ (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
『古事記』

陵に遷す。

用明天皇 の墓は肥前の基難郡神辺町の「磐余 の池上 陵」にあり、推古天皇 の
墓は肥前の養父郡の「大野 の岡の上 」にあった。それ らを河内の磯長陵へ遷 し
ている。孝徳天皇が遷 したのであろ う。用明天皇 。推古天皇 。孝徳天皇は「豊
王権」である。
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第 4章 皇極天皇 と孝徳天皇
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1

皇極天皇 と飛鳥

(1)皇 極 天皇 とは
舒明天皇が死去すると皇后

(皇 極天皇)が 即位する。

(641年 )十 月、天皇、百済宮に崩ず。
(642年 )正 月、皇后、天皇位に即 く。

■ (舒 明)十 三年
■ (皇 極 )元 年

『 日本書紀』
皇后は宝皇女であ り、皇極天皇である。
宝皇女は上宮王家 の皇女であ り、上宮法皇 の孫である。
ところが『 日本 書紀』は皇極天皇の系譜を次 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 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』

淳 中倉太珠敷天皇は敏達天皇 (十 四世大市御狩連公 )で ある。押坂彦人大兄
皇子は十五世物 部大人連公である。阿毎王権の天皇である。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るとい う。皇極天皇は阿毎王権 の
人 ということになる。
しか し皇極天皇 (宝 皇女 )は 上 宮王家 の皇女であ り、上宮法皇 の三男殖栗皇
子か、四男茨田皇子の娘である。『 日本書紀』は上宮王家を抹殺 しているか ら
宝皇女を敏達天皇の系統に結 びつ けて い る。『 日本書紀』の捏造である。
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(2}飛 鳥板蓋宮
皇極天皇 (宝 皇女 )は 即位す る と小墾 田宮 に遷 る。

(皇 極 )元 年

(642年 )十 二月、天皇、小墾田宮 に遷移

(う

つ )る 。

或 る本に云 う、東宮の南 の庭 の権宮 (か りみや )に 遷 る。
『 日本書紀』
舒明天皇 は神埼郡 の百済宮で死去 し、歿 も百済宮 の北で行われている。皇極
へ
天皇は百済宮で即位 したのであろう。ところが皇極天皇はす ぐに小墾田宮 遷
っている。小墾 田は蘇我稲 目の本拠地であった。推古天皇は蘇我氏 の土地 と交
換 して小墾 田に宮殿を建てている。小墾田は豊王権 の本拠地である。
皇極天皇はその小墾田へ移 っている。小墾 田の土地は上宮王家 の土地にな っ
ているのであろ う。舒明天皇 の時代に小墾田の土地は豊王権か ら上宮王家 の領
土にな ったのではないだ ろうか。舒明天皇が豊王権か ら小墾 田の土地を奪 った
のであろ う。
しか し皇極天皇 (宝 皇女 )は 翌年には飛鳥に宮殿を建てる。

(皇 極 )二 年

(643年 )四 月、権宮

(か りみや )よ り移 り、飛鳥板

『 日本書紀』

蓋新宮に幸す。

宝皇女は飛鳥に新 しく板蓋宮 (い たぶきみや )を 建てて いる。従来は、飛鳥
板蓋官 は奈良県高市郡明 日香村であるといわれてきた。しか し皇極天皇は肥前
の人である。これ らはすべ て肥前 の 出来事 である。飛鳥は「肥前 の飛鳥」であ
る。板蓋宮は肥前 の飛鳥に建て られて いる。
飛鳥 には夫の舒明天皇 の 岡本宮がある。
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(舒 明 )二 年

(630年 )十 月、天皇、飛鳥岡の傍に遷 る。是を岡本

宮 という。

『 日本書紀』

舒明天皇は即位 した翌年に飛鳥の 岡本宮へ遷 っている。飛鳥岡本宮はもとも
とは上宮法皇の宮殿である。
(推 古 )十 四年

(606年 )七 月、天皇 、皇太子 に請 い 、勝重経

(し

ょうまん き ょう)を 講 (と )か しむ。三 日で之 を説 (と )き おえ る。
是歳 、皇太 子 、亦法華経 を 岡本 宮 に於 いて講 (と )く 。天皇 、大 い
に喜 び、 播 磨 国 の水 田百 町を皇太 子 に施 (お く)る 。 因 りて斑鳩 寺
に納 め る。

『 日本 書紀 』

上宮法皇は皇太子 (上 宮皇子、厩戸皇子 )を 奈良の斑鳩か ら喚んで飛鳥の 岡
本宮で法華経を講義 させている。飛鳥は上宮法皇が王権を樹立 した肥前 の飛鳥
である。上 宮王 家 の本拠地である。
宝皇女は自分の故郷である上宮王家の本拠地 (肥 前 の飛鳥 )に 宮殿を新 しく
造 って住ん だので ある。それが飛鳥板蓋宮である。
舒明天皇は肥前の神埼郡に百済宮を建てて移 り住んだが、皇極天皇は自分の
故郷に帰 って来て いる。
飛鳥板蓋宮は佐賀県三養基郡北茂安町東尾 の川原付近に建て られた。
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2

孝徳天皇 と難 波長柄豊碕 宮

(1)孝 徳天皇 の即位
皇極 天皇 は孝徳天皇 (軽 皇子 )に 天 皇位 を譲 る。

(皇 極 )四 年

(645年 )六 月、軽皇子に位を譲る。
『 日本書紀 』

皇極天 皇 は軽皇子 (後 の孝徳 天皇 )に 位 を譲 った とある。これが「 天皇譲位 」
の 最初 で あ る といわれて い る。
孝徳天 皇 は皇極天皇 の 同母 弟 で あ る とい う。

■ (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。
■ (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
『 日本書紀』

極天 皇 )の 同母弟 な り。

皇極天皇は敏達天皇 の 曽孫であ り、押坂彦人大兄皇子 の孫である。孝徳天皇
は皇極天皇 の 同母弟 であるか ら皇極天皇は天皇位を弟に譲 ったことになる。従
来は これをそのまま信 じてきた。
しか し敏達天皇や押坂彦人大兄皇子は阿毎王権 の天皇であ り、皇極天皇は上
宮王家 の皇女である。王権が異なる。皇極天 皇は阿毎王権 の敏達天皇 の 曽孫や
押坂彦人大兄皇子 の孫ではない。
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また孝徳天皇は豊王権 の人である。用明天皇 の孫である。孝徳天皇 も敏達天
皇の曽孫や押坂彦人大兄皇子 の孫ではない。
皇極天皇は上 宮王家 の王で あ り、孝徳天皇は豊王権の人である。上 宮王家 の
皇極天皇 (宝 皇女 )が 豊王権の孝徳天皇に天皇位を譲るはずはない。皇極天皇
が「軽皇子に位を譲 る」とあるのは 『 日本書紀』の捏造である。

(2)難 波長柄豊碕宮
孝 徳 天 皇 は難 波 へ 移 る。

(孝 徳)大 化元年

(645年 )十 二月、天皇、都を難波長柄豊碕に遷

すo

『日本書紀』

難 波 長柄 豊碕 宮 は大 阪市東 区法 円坂 にあ る前 期 難 波宮で あ る といわ れ て い
る。
図

27

前期 難波宮

孝徳天皇は豊王権の人である。豊王権の本拠地は肥前 の養父郡である。孝徳
天皇は肥前か ら大 阪の難波へ移 っている。
前期難波宮は大規模な宮殿である。豊王権の人 々が大量に難波へ移 って難波
宮を造 ったので あろう。『日本書紀』に「 旧本」か らの引用がある。
(皇 極 )四 年

(645年 )、

旧本に云 う、是歳、京を難波に移す。而

して板蓋宮 の墟 と為る兆な りとい う。

356

『 日本書紀』

板蓋宮は皇極天皇 (宝 皇女)の 宮殿である。孝徳天皇が難波へ移るので上宮
王家の板蓋宮は廃墟 になるであろうとある。多 くの人 々が難波へ移るか らであ
ろう。
この記述か らみても豊王権の本拠地 (養 父郡)と 上宮王家の本拠地 (飛 鳥)
は近いことがわかる。豊王権の本拠地は肥前の養父郡小墾田にあり、上宮王家
の本拠地は肥前の飛鳥 (養 父郡北茂安町東尾)に ある。同じ養父郡である。
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(3)飛 鳥板蓋官 と難波宮の併存
皇極 天 皇が孝 徳天 皇 に天 皇位 を譲 った とい うの は 『 日本 書紀 』 の 捏 造 で あ
る。皇極天皇 は天皇位 を譲 る ことな く在 位 し続 けて い る。板蓋 宮 は上宮王家 の
宮殿 と して存続 して い る。
一 方 、豊王権 は肥前か ら難 波へ 本 拠地 を移 して い る。孝徳天皇 は宮殿 を難 波
に新 しく造 り、豊 王 権 を難 波 に再興 して い る。孝徳 天皇 は天子 とな り、年号 を
建 てて い る。

■ (孝 徳 )即 位前紀

(645年 )、

天豊財重 日足姫天皇 (皇 極天皇 )の 四

年を改めて大化元年 と為す。
■ (孝 徳 )大 化元年

(645年 )七 月、息長足 日広額天皇

(舒 明天皇 )の

『 日本書紀』

女間人皇女を立てて皇后 と為す。

孝徳天皇は 645年 に難波へ移 り、「大化」とい う年号を建てて いる。近畿
地方における最初の年号である。孝徳天皇は難波に王権を樹 立す ると祖父の用
明天皇や大叔母 の推古天皇に見習 って年号を建てて い る。

(4)難 波移住 の真相

(そ の

1)

皇極天 皇 は即位す る とす ぐに小墾 田へ 移 って い る。

(皇 極 )元 年

(642年 )十 二月、天皇、小墾 田宮に遷移

(う

つ )る 。

或 る本に云 う、東宮の南 の庭 の権宮 (か りみや )に 遷 る。
『 日本 書紀』
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小墾 田は推 古天 皇が蘇我氏 と土地 を交換 して本拠地 に した ところで あ る。小
墾 田は豊 王 権 の本拠地 で あ る。と こ ろが皇極天皇 は即位す る と小墾 田へ 移 って
い る。小墾 田の土地 は上 宮 王 家 の領 土 にな って い る。
推 古天皇 が豊浦 の土地 と小墾 田の土地 を交換 して小墾 田へ 移 るの は (推 古 )
十一年

(603年 )で あ る。

○推古天皇 と小墾田
■ (推 古 )即 位前紀

(592年 )十 二月、皇后、豊浦宮に於 いて天皇位に

貝pく 。
日 (推 古)十 一年
■ (推 古)十 八年

(603年 )十 月、小墾田宮 に遷 る。
(610年 )十 月、蘇我豊浦蝦夷臣……
『 日本書紀』

603年 に小墾田は豊王権の本拠地にな っている。ところが 642年 に皇極
天皇は小墾 田へ移 っている。 642年 には小墾田は上宮王家 の領 土にな ってい
る。
『 日本書紀』の「推古紀」の次は「舒明紀」である。舒明天皇は上宮王家 の
入 り婿 である。舒明天皇の時代に小墾田の土地 は上 宮王 家 の土地にな ってい
る。舒明天皇が豊王権か ら小墾田の土地を奪 ったのであろう。
豊王権は舒明天皇に本拠地を奪われた。豊王権は他所へ逃げる しかない。そ
れが難波へ の移住 であろ う。難波へ の移住は逃亡である。
『 日本書紀』は孝徳天皇は 645年 に難波へ移 ったと書 いている。

(皇 極 )四 年

(645年 )、

1日

本に云 う、是歳、京を難波 に移す。而

して板蓋宮の墟 と為 る兆な りとい う。
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『 日本書紀』

前期難波宮はすば らしい宮殿 である。これほどの宮殿を造 るには相当の期間
を要す るであろう。642年 には豊王権の本拠地である小墾田は上宮王家の領
土にな っている。豊王権が難波へ逃げるのは 642年 より前 であろ う。舒明天
皇は 641年 に死去 しているか ら舒明天皇が豊 王権を追 い 出 して小墾 田の土
地を奪 うのは 641年 よりも前である。
豊王権 は上宮王家 との争いに敗れて肥前の土地を棄てて 640年 までには
難波へ逃げている。孝徳天皇は難波へ遷 り前期難波宮を造 り、 645年 に豊王
権を再興 して「大化」年号を建てたのである。
(注 )『 新唐書』 には「永徽の初め、其 の王孝徳即位す。改元 して 白雉 とい

う。」とある。永徽元年

(650年 )は 自雉元年である。孝徳天皇は自雉元年

に即位 したとある。 しか し「 白雉に改元す る」とあるか らすでに即位 している
のであろ う。改元は前期難波宮がほぼ完成 したか らではな いだ ろうか。実際に

(651年 )で ある。「天皇、大郡より遷 りて新宮に居す。
号 して難波長柄豊碕官 という」とある。前期難波宮が完成す るまでには 640
年 ころ‑650年 までの 10年 以上を費や している。
移 るのは自雉 二年

{5)難 波移住の真相

(そ の 2)

孝徳天皇が難波へ移住 した理由はもう一つ考え られる。『 日本書紀』は皇極
天皇が小墾 田へ遷 ったと書 いて い るが、異説を載せている。

(皇 極 )元 年

(642年 )十 二月、天皇、小墾 田宮に遷移

(う

つ )る 。

或 る本に云 う、東宮の南 の庭 の権宮 (か りみや )に 遷 る。
『 日本 書紀』
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「或 る本」によれば皇極天皇 は小墾 田へ遷 ったのではな く「東宮 の南 の庭 の
権宮 (か りみや )に 遷 る」とある。前述 の「 難波移住 の真相 (そ の 1)」 では
小墾 田へ遷 ったことを前提に したが、ここでは異説の方を前提に して考えてみ
よう。
『 日本書紀』によれば孝徳天皇は「乙巳の変」の後に難波へ移 っている。「乙
巳の変」は中大兄 (後 の天智天皇 )が 蘇我入鹿を伐 った事件 である。「大化改
新」である。「乙巳の変」は (皇 極 )四 年

(645年 )六 月に起きている。

「乙巳の変」後、直 ちに兵器を徴集 している。

(孝 徳 )大 化元年

(645年 )九 月、或 る本 に云 う、六月 より九月に

至るまで使者を四方の国に遣わ して種 々の兵器を集める。
『 日本書紀』

「乙巳の変」が起きた六月か ら九月に至るまで種 々の兵器を徴集 している。
中大兄が徴集 しているのであろう。蘇我氏による反撃を避けるためである。
しか しやはり叛乱は起きた。
(孝 徳 )大 化元年

(645年 )九 月、古人皇子、蘇我 田口臣川堀 。物

部朴井連椎子・ 吉備笠 臣垂・ 倭漢文直麻呂・ 朴市秦造 田来津 と謀反
す。 (中 略 )中 大兄、即ち菟 田朴室古 。高麗官知を して、兵若千を
将 いて古人大市皇子を討 た しむ。

『 日本書紀』

古人皇子が叛乱を起 こす。 それを 中大兄 (天 智天皇 )が 討伐 している。
古人皇子 は蘇我馬子の娘の子である。
(舒 明 )二 年

(630年 )正 月 、夫人蘇我 嶋大 臣 の女法提郎媛 、古人
『 日本 書紀 』

皇子 を生 む。
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蘇我嶋大臣とは蘇我馬子である。古人皇子 の母 (法 提郎媛 )は 蘇我蝦夷 と従
兄弟である。
「 乙巳の変」で蘇我馬子の子の蘇我蝦夷 とその子 の蘇我入鹿が殺 された。古
人皇子は蘇我氏 が討たれたことに反発 して叛乱を起 こしたので あろう。
孝徳天皇 も蘇我氏 の血 を引 いている。孝徳天皇の父は田目皇子である。
(用 明 )元 年

(586年 )正 月、蘇我大臣稲 目宿禰 の女石寸名を立て

て濱 と為す。是れ田 日皇子を生む。 (更 の名は豊浦皇子 )
『 日本書紀』
田日皇子は蘇我稲 目の娘 の子である。孝徳天皇は蘇我氏 の血 を引いている。
孝徳天皇は次は自分が中大兄に殺 されると考えたのであろ う。孝徳天皇は肥前
か ら難波へ逃げた。
(孝 徳 )大 化元年

(645年 )十 二 月 、天皇 、都 を難 波長柄豊碕 に遷
『 日本 書紀 』

す。

645年

9月 に古人皇子 は 中大兄 に伐 たれ る。孝徳天皇 は

12月 に難 波 へ 移

って い る。
これが孝 徳天皇 が難 波 へ 移 った真相 (そ の 2)で ある。

(6)孝 徳天皇 と磯長陵
孝徳天皇は難波に豊王権を再興す る。立派な宮殿 も完成 した。しか し孝徳天
皇には心に残る問題があった。豊王権 の天皇 の墓である。用明天皇 と推古天皇
の墓は肥前にある。「豊 王権」は難波へ移 ったが豊王権を樹立 した王の墓 は肥
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前に残 されたままである。墓を守 る人 も居ない。孝徳天皇は用明天皇 と推古天
皇の墓を河内へ遷 した。
■ (用 明)二 年

(587年 )四 月九 日、 (用 明)天 皇、大殿に崩ず。七月、

磐余 の池上 陵に葬す。
(推 古 )元 年

(593年 )、

橘豊 日天皇 (用 明天皇 )を 河内磯長陵に改
『 日本書紀』

葬す。

■豊御食炊屋比賣命 (推 古 )。 御陵 は大野の岡の上に在 り。後に科長 の大
『古事記』

陵に遷す。

用明天皇は穴穂部皇子に殺 されて肥前の磐余の池上陵に埋葬 されている。そ
れを河内の磯長陵に改葬 して いる。
『 日本書紀』はそれを「 (推 古)元 年

(593年 )」

として いる。推古天皇

が即位 した年に用明天皇の墓を磯長陵に遷 したとして いる。しか し推古天皇は
肥前 の人であ り、河内は推古天皇の領 土ではない。推古天皇が河内の磯長陵に
用明天皇 の墓を改葬す ることはあ り得 ない。孝徳天皇が遷 したのを 『 日本書
紀』 は推古天皇の事績 として書いて いるので あろう。
推古天皇は竹 田皇子 の墓 (大 野 の岡の上 )に 埋葬 される。それを磯長陵に改
葬 している。
用明天皇 も推古天皇 も豊 王権 の王である。用明天皇は孝徳天皇の祖父であ
り、推古天皇 は大叔母であり父を育てて くれ た恩人である。豊王権の本拠地が
肥前か ら難波へ 移 った とき孝徳天皇は用明天皇 と推古天皇の墓を肥前か ら河
内の磯長陵に遷 したのである。豊王権は完全 に肥前か ら難波へ移 った。
磯長陵 は今 の大 阪府南河 内郡太子町 の磯長 谷古墳群 で あるといわ れて い
る。孝徳天皇は難波へ 移 ると南河内郡太子町までの広大な領域を支配 してい
る。孝徳天皇は用明天皇や推古天皇 の墓を造るために大阪府南河内郡太子町ま
で領 土を拡大 したのであろう。
用明天皇陵 と推古天皇陵に比定されて いる古墳は方墳である。
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今 の用明天皇陵・推古天皇陵が本当に用明天皇・推古天皇 の墓で あるな らば
豊王権の墓は方墳 ということになる。
ところが孝徳天皇陵に比定 されている古墳 は円墳 である。孝徳天皇陵は豊王
権 の墓ではないことになる。孝徳天皇陵は比定が間違 っているのではないだろ
うか。

(7)聖 徳太子墓
大阪府南河内郡太子町の磯長谷古墳群に聖徳太子墓 (円 墳)が ある。聖徳太
子の墓であるといわれている。「太子町」の名はこれか ら付けられたのであろ
つ。
しか し聖徳太子 は上 宮 王 家 の太子 で あ る。磯 長谷 古墳群 に埋葬 され るはず は
な い。斑鳩で死 去 して い るか ら聖徳太子 は斑鳩 に埋 葬 され たので あ ろ う。あ る
い は太子 と して肥前 の 飛 鳥 に埋 葬 され たのか も知れ ない。

『 日本書紀』は聖徳太子を用明天皇の子に している。そのため用明天皇 と同
じ磯長に埋葬 されたとしているのであろ う。
聖徳太子墓は孝徳天皇の墓ではないだろうか。孝徳天皇は難波に豊王権を再
興 し、すば らしい難波長柄豊碕宮を造営 している。聖徳太子墓はその王にふ さ
わ しい墓である。
なお、磯長谷古墳群に敏達天皇陵がある。これ もおか しい。敏達 天皇は阿毎
王権 の天皇である。磯長谷古墳群 に埋葬されるはずはない。『探訪

日本の古

墳 西 日本編』 (有 斐閣選書 R)に は敏達天皇陵は五世紀後半 ころのものであ
るとある。敏達天皇 の崩年は 584年 である。磯長谷古墳群の敏達天皇陵は敏
達天皇の墓ではない。敏達天皇が磯長陵に埋葬 されていないことは遺跡か らも
いえる。
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3

斉明天皇

(1)斉 明 天 皇 と は
皇極天皇 (宝 皇女 )は 天皇位を弟 の孝徳天皇に譲 り、孝徳天皇が死去す ると
再 び天皇位 に即 いたとい う。 これを重詐 (ち ょうそ)と い う。皇極天皇 (宝 皇
女 )は 重詐 して斉明天皇にな ったといわれて いる。
孝徳天 皇は 645年 に即位 して 654年 に死去す る。

■ (皇 極 )四 年
■

(白 雉)五 年

(645年 )六 月、軽皇子に位を譲 る。
(654年 )十 月、 (孝 徳)天 皇、正寝 に崩ず。

斉明天皇はその翌年の 655年 に即位 している。「斉明紀」はその経緯を次
のように書いている。

(641年 )正 月に息長足 日広額天皇 (舒 明
(642年 )正 月、皇后 (皇 極天皇、宝皇女 )、 天

■ (斉 明 )即 位前紀、十二年
天皇 )、 崩ず。明年
皇位に即 く。
元を改めた四年

(645年 )六 月、位を天萬豊 日天皇

(孝 徳天皇 )に 譲

る。天豊財重 日足姫天皇 (皇 極天皇 )を 称 して皇祖母尊 と日う。天萬豊
日天皇、後 の五年 (白 雉五年、 654年 )十 月、崩ず。
■ (斉 明)元 年
￨こ

(655年 )正 月、皇祖母尊 、飛鳥板蓋宮 に於 いて天皇位

貝口く。

■ (斉 明 )七 年

(661年 )七 月、天皇、朝倉宮に崩ず。
『 日本書紀』
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天 皇位 は次 の よ うに移 る。

□皇極 、孝徳 、斉 明天皇 の在位
○皇極天 皇 /斉 明天皇

・ 641年
。642年

○孝徳天皇

舒明天皇崩
皇極天皇即位

￨

。645年

皇極天皇 、譲位
年

４

Э
ｒ

ハ０

・
・ 655年

654年

孝徳天皇即位

孝徳天皇崩

斉明天皇即位 (重 昨 )

￨

。661年

斉 明天皇崩

これが 『 日本 書紀』が書 いている天皇位 の変遷である。

(2)重 詐問題
皇極 天皇は孝徳天皇に天皇位を譲 り、孝徳天皇が死去す ると再 び天皇位 に即
いた (重 詐 )と い う。 しか しこれは疑 間である。
皇極天皇は宝皇女であ り、上 宮王家 の皇女である。孝徳天皇は豊王権の人で
ある。上宮王家 の皇極天皇が豊王権に天皇位を譲るはずはない。
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上宮王家 と孝徳天皇 の豊王権は併存 して いる。上宮王家は肥前 の飛鳥に本拠
地があ り、豊王権は難波 に本拠地があ る。王権 の所在地 も異な る。
『 日本書紀』は万世一系 に して いるか ら二つの王 権が併存 して いるとは書 け
ない。そ こで二 つの王権を一つに して いる。上宮王家 の皇極天皇 は豊王権 の孝
徳天皇に天皇位を譲 り、孝徳天皇が死去すると再 び重詐 して斉明天皇にな った
としたのである。 『 日本書紀』の捏造である。
従来は これをそのまま信 じてきた。これが現在 の「 日本 の歴史」にな ってい
る。

{3)斉 明天皇と板蓋宮
皇極天皇 は 642年 に即位 して 643年 に板 蓋宮 に移 る。

■ (皇 極 )二 年

(643年 )四 月、権宮

(か りみや )よ り移 り、飛鳥板蓋

『 日本書紀』

新宮 に幸す。

645年 に孝徳天皇は難波へ移 る。この時板蓋宮は廃れるであろうとい う噂
が流れる。

■ (皇 極 )四 年

(645年 )正 月、旧本 に云 う、是歳、京を難波 に移す。

而 して板蓋宮 の墟 と為 る兆な りという。

『 日本書紀』

「京を難波 に移す」とある。 しか し難波へ移 ったのは豊王権 だ けである。皇
極天皇は 645年 以降 も板蓋宮に居 る。
『 日本書紀』は、皇極天 皇 (皇 祖母尊 )は
して斉明天皇にな ったと書 いている。
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655年 に板蓋宮で即位

(重 詐 )

■ (斉 明)元 年

(655年 )正 月、皇祖母尊、飛鳥板蓋宮に於いて天皇位

に即 くo

『 日1本 書糸
己』

『 日本 書紀』は孝徳天皇が死去 したので皇極天皇が再度天皇位について斉明
天皇にな ったと書 いている。しか し皇極天皇は孝徳天皇に天皇位を譲 っていな
い。皇極天皇 (宝 皇女 )は

643年 に板蓋宮に移 って以来、ず っと板蓋宮に在

位 している。
一方、孝徳天皇は肥前か ら難波へ移 り豊王権を再興 している。難波には新 し
く豊 王権が誕生 している。豊王権 と上宮王家は併存 している。天皇位は次のよ
うになる。

□上 宮 王 家 と豊王権

○上宮王家 (肥 前 の飛鳥 )
・
・

641年
642年

〇豊王権 (大 阪の難波 )

舒 明天皇崩
宝皇女 (皇 極 )即 位

・

・

661年

宝皇女 (斉 明)崩
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645年

孝徳天皇難波で即位

654年

孝徳天皇崩

宝皇女は 642年 ‑661年 まで連続 して在位 して いる。『 日本書紀』は皇
極天皇 が孝徳天皇に天皇位を譲 ったとして いるか ら宝皇女 (皇 極天皇 )は 再 び
「 655年 に飛鳥板蓋宮に於 いて即位 した」としているのである。
皇極天皇は飛鳥板蓋宮で天皇位 に即いたまま在位 し続けている。「譲位」は
無 か ったのである。 したが って「重詐」 も無 い。
○宝皇女 (皇 極天皇 、斉 明天皇 )の 在位期 間
■ (皇 極 )元 年

(642年 )―

(斉 明 )七 年

(661年 )

(4}斉 明天皇 の大和 へ の移住
斉明天皇は大和へ移る。
(斉 明 )二 年

(656年 )九 月、是歳、飛鳥岡本 に更に宮地を定める。

(中 略 )遂 に宮室を起 こす。天皇、乃ち遷る。号 して後飛鳥岡本宮 と

『 日本書紀』

日 ぅ。

「後飛鳥岡本宮」 とある。「後 の飛鳥の 岡本宮」である。「後 の飛鳥」 とは
「前 の飛鳥 =肥 前 の飛鳥」に対応 している。肥前の飛鳥が「前 の飛鳥」であ り、
大和 の飛鳥が 「後 の飛鳥」である。
斉明天 皇は 656年 に肥前 の飛鳥か ら大和 の飛鳥へ移 っている。 これ以降、
大和には斉明天皇 の宮殿や関連施設が造 られる。
大和 の飛鳥 の宮殿関係 の遺跡はそのほとん どが 7世 紀後半以降 の もので あ
る。 656年 に斉明天皇が大和に移住 してか ら建造 された ものである。肥前 の
飛鳥か ら上宮王家、お よび関係す る多 くの人 々が大和へ移住 して大規模な開発
を行 ったのである。
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第 5章 推古天皇と植山古墳
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1

推古天皇の墓

(1)推 古 天 皇 の 遺 詔
推古天皇は息子の竹田皇子の墓に埋葬するように遺詔する。
(推 古)三 十六年

(628年 )九 月、天皇、群臣に遺詔 して曰 く、「此

の年、五穀登 (み な )ら ず。百姓大 いに飢える。其れ朕 の為に陵を
興 (た て )て 厚 く葬 (は ぶ )る こ となかれ。便 (た だ)に 竹 田皇子
の陵に葬 るべ し」とい う。竹 田皇子の墓に葬 る。

『 日本書紀』

「今年は五穀が実 らなか った。百姓は飢えて いる。
推古天皇は臨終にあた り、
私 のために陵を造 るようなことは止めよ。竹 田皇子の墓に埋葬 して くれ」と遺
詔す る。推古天皇は 628年 に死去 して竹 田皇子の墓に埋葬 される。
竹 田皇子は推古天皇の長男である。
(敏 達 )五 年

(576年 )二 月、有司

(つ か さ)、 皇后を立てること

を請 う。詔 して豊御食炊屋姫尊 (推 古天皇 )を 立てて皇 后 と為す。
是、二男五 女を生む。其の一 を菟道貝鮪皇女 とい う。是東官聖徳 に
嫁す。其 の二 を竹 田皇子 とい う。其 の三 を小墾田皇女 という。是彦
人大兄皇子に嫁す。其の四を鵬鵜守皇女 という。其の五を尾張皇 子
という。其の六を田 日皇女 とい う。是息長足 日広額天皇 に嫁す。其
の七を桜井 弓張皇女 とい う。

『 日本書紀』

推 古天 皇 は息子 の竹 田皇子 の墓 に埋葬 され る。

︵
∠
７︐
へ
０

(2)大 野 の 岡
『古事記』には、推古天皇は大野の岡の上に埋葬されたとある。
豊御食 炊屋 比賣命 (推 古天皇 )。 御 陵 は大野 の 岡 の上 に在 り。後 に
『古事記 』

科長 の大 陵 に遷す 。

推古天皇は「大野 の 岡の上 」に埋葬 され、後に「科長 の大陵に遷」された と
い う。 この記事 か ら竹田皇子 の墓は大野 の 岡の上にあることがわかる。
蘇我馬子は「大野 の丘の北」に塔を建てて いる。
(敏 達 )十 四年

(585年 )二 月、蘇我大臣馬子宿禰 、塔を大野の丘

の北に起 (た )て 、大会 (だ いえ )の 設斎 (お がみ )を す る。即 ち
(司 馬 )達 等が前に獲 た所の舎利を以て塔の柱頭に蔵 (お

さ)む 。

『 日本書紀』
「大野 の丘の北の塔」は奈良県高市郡明 日香村豊浦 の北にあ る和田廃寺であ
るといわれて いたが、発掘調査により和田廃寺に使用されて いた瓦は 7世 紀中
頃の ものであることが判明 した。 585年 に蘇我馬子が建てた「大野 の丘の北
の塔」 は奈良県 の和田廃寺ではない。
「大野 の丘」は鳥栖市の朝 日山か ら三養基郡北茂安町 に至る丘陵であろう。
蘇我稲 目の小墾 田か ら蘇我馬子 の石川 に至る地域である。蘇我氏 の本拠地であ
る。塔はこの どこかに建て られて いる。
推古天皇 はこの丘陵の どこかに埋葬され、後に磯長 (科 長 )陵 に遷 されたの
である。推古天皇 の墓 (竹 田皇子 の墓 )は 肥前にある。
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2

植山古墳

(1)植 山古 墳 とは

2000年 8月

18日 の各新聞は一面に奈良県の植 山古墳を取 りあげてい

る。推古天皇の墓ではないかとい う。
(見 出 し)奈 良・ 植山古墳

推古帝母子の合葬陵か 扉付 き巨大双室

確認
奈良県橿原市五条 野町 の植 山古墳を調査 していた 同市教委 は十七
日、六 世紀末 と七 世紀前半 の 巨大な横穴式石室二つが東西に並んだ
双室の方墳 であると発表 した。 うち一つか ら、わが国では例 のない
精巧な扉跡 も確認 された。場所や埋葬時期、構造 などか ら、西側が
現 。大阪府太子町に改葬前 の わが国初 の女帝 ・推古天皇 (五 五四 ―
六二八 )、 東側が長男 。竹 田皇子 (生 没不明 )で 、両者の合葬陵の
可能性が高 いとしている。

読売新聞

奈良県橿原市の植山古墳は推古天皇の陵である可能性が高いとい う。
植山古墳は方墳である。
植 山古墳は東西 40メ ー トル 、南北 27メ ー トル以上、高 さ 3‑6
メー トルの方墳。 三方には濠が巡 っている。横穴式石室はともに花
商岩で組まれ、入 口部分の羨道 とそれよ り幅 の広い玄室がある両袖
式。

読売新聞
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(2}植 山古墳 の年代
朝日新聞

(2000年 8月

18日 )は 和田晴吾氏のコメントを掲載してい

る。

この 当時のすべての有力者が (『 日本書紀』や『 古事 記』な どの )
文献に記載 されて いるわ けではな く、推古天 皇や竹田皇子 と短絡的
に結びつ けるのは疑 問だ。石棺 の材質か ら見 ると、古墳 の築造時期
は橿原市教委 の発表よ りも古 いと私は考え る。そ うす ると、二 人が
亡 くな った時期に合わな くな る。

和 田晴吾

和 田晴吾氏は、植山古墳 は竹田皇子や推古天皇が死去 した時期 より古 い古墳
であるという。
しか し朝 日新聞は植 山古墳 について次 のよ うな記事を載せている。

西側 の石室については、出土土器などか ら、推古天皇が亡 くなる前、
六 二五 年までに造 られたとみる研究者 もいる。だが、推古天皇が、
生前か ら自分 の入 る石室を準備 して いたとすれば、矛盾 は しないと
朝 日新聞

い ぅ。

植 山古墳 の西側 の石室は出土土器か らみて も推古天皇が亡 くなる前 に造 ら
れ たとみる研 究者がいるとい う。しか し墓が生前に造 られたとすれば矛盾はな
いとしている。
自石太一 郎氏 は読売新聞

(2000年 8月 29日 )に 植 山古墳の年代 につい

て次のように書 いている。
東石室 は西石室に比べ るとやや小型 の石材 が用い られ、玄室は五 一
六段積みの壁面が復元できよう。奈良県内では営麻町平林古墳や斑
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鳩町藤 ノ木古墳 の石室 の形式に近 く、六 世紀 の第 4四 半期 の もの と
思われる。 (中 略 )
これに対 して西石室は、玄室の壁面が四―五段積みでやや単純 とな
る。 開閉式 の扉を設置す るためか、玄門部 の構造は この 時期 の他 の
石室 と違 って大きな袖石を持たな いが 、その形式は全体 として七世
紀 の初頭 の ものと想 定す ることができよう。 この ことは、西石室か
ら出土 している須恵器が奈良県広陵町の牧野 (ぼ くや )古 墳 の もの
と同 じ型式のものであることか らも裏付けられる。

自石太一 郎

推古天皇 の 陵 と考え られ る西石室の年代 を 自石氏 は七世紀初頭 と して い
る。推古天皇の没年代 とは合わない。 しか し自石氏 も次 のよ うに言 う。

東西 の石室については先にもふれたよ うに東石室がやや古 く西石室
がやや新 しいことが知 られる。ただ新 しい西石室 も推古天皇の没年
まで下 らな いことは確実である。 この ことか ら、少な くとも①竹 田
皇子が崇峻朝か推古朝のご く初期 の段階に没 していること、②推古
が 自らの墓室を推古朝の前半期に竹田皇子 の 古墳に造 っていた、 と
の二つの前提に立 つ ことが可能であるとすれば、植 山古墳が最初 の
推古陵である蓋然性は否定できない。

自石太一郎

自石氏 も、推古天皇が死去する前 (即 位 した頃)に 墓を造 ったとすれば植山
古墳は推古陵である可能性はあると述べている。
しか し『 日本書紀』には、推古天皇は臨終の時に竹田皇子の墓に埋葬するよ
うに遺詔 している。
此年は五穀登 (み な)ら ず。百姓は大 いに飢える。其れ朕の為に陵
を興 (た て )て 厚 く葬 (は ぶ )る ことなかれ。便 (た だ )に 竹 田皇
『 日本書紀』
子 の陵に葬 るべ し。

376

「今年は五穀が実 らず百姓は大 いに飢えて いる」。だか ら私 のために大きな
陵を造 るような ことはするなと遺詔 している。推古天皇の墓は生前か ら竹田皇
子 の隣 りに造 ることが決まって いたのではない。臨終 のときには じめて竹田皇
子 の墓に埋葬す るように遺詔 している。
したが って推古天皇 の墓が生前に造 られたと仮定すれば植 山古墳は推古天
皇 の墓である可能性があるとい う説は成立 しない。
植 山古墳は築造年代 か ら見て推古天皇 の墓ではない。

(3)植 山古墳の双室
下原幸裕氏は『古文化談叢』第 49集 所収 の「後・終末期方墳 の検討」の 中
で植山古墳について次のように述べている。
大型石室墳 のなかで、奈良・ 植山古墳 とコロ コロ山古墳 の 2例 が双
室墳である。植 山古墳 で両石室 とも墳 丘の両側に均等に配置 されて
お り当初か ら双室にす ることを想定 していたが、 コロコ ロ山古墳で
は大型石室が中央にあ り墳丘東側に小型 の石室があるため当初か ら
双室墳 とす る予定ではなか ったよ うである。

下原幸裕

植 山古墳は下原氏が指摘 しているように当初か ら双室墳 にす る計画で設計
されている。植 山古墳を推古天皇 と竹田皇子の墓であるとすれば竹 田皇子が死
去 したときに推古天皇の墓 もここに造 ることを決めていたことになる。それは
推古天皇 の遺詔 とは合わない。
二つの石室が均等に配置 されていることか らみて も植 山古墳 は推古天皇の
墓ではない。

377

3

植山古墳 と肥後

(1)植 山古墳 の 石棺 と扉
読売新聞 (2000年 8月 18日 )は 植山古墳の石室について次のように述
べ て い る。

(見 出 し)巨 大な横穴式石室

ユニー ク植 山古墳

精巧な石 の扉

墳 丘のサイズの割に巨大な横穴式石室、わが国

初 の精巧 な石の扉、約五百キロ離れた熊本県宇土市周辺 の阿蘇石 (溶
結凝灰岩 )を 使 った家形石棺 …… …。植 山古墳は考古学 の常識を越
えるユニー クな特色を備えて いる。 (中 略 )扉 は幅 1.1メ ー トル 、
高 さ 1.5メ ー トルの凝灰岩製 とみ られ、 しきみ石にほぞ穴が開 いて
いたことか ら、扉本体 にほぞがあ り、簡単に開閉できた と考え られ
る。 (中 略 )ま た、家形石棺 の材質 である阿蘇石は、乾燥時は薄 い
ピンクで水 にぬれ ると濃い小豆色 に変わ る。五世紀末か ら六世紀前
半 の大王級 の古墳にも使われている。

読売新聞

東側石室 の家形石棺 の石材は阿蘇 ピンク石であるとい う。阿蘇 ピンク石は熊
本県 の宇土半島に産 出す る石材 である。 (古 代史 の復元⑤『倭 の五王 と磐井 の
乱』参照 )
東側石室の家形石棺 は熊本県宇土市か ら運ばれて いる。
西側石室の玄室の入 口には石 の扉 があり、開閉できるようにな っているとい
う。朝 日新聞は次のように書 いている。
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西側 の石室 には玄室と羨道を仕切 る扉がついていたことを示す「敷
居石」が、床にあった。全長 2.5メ ー トル 、幅 1.3メ ー トルの類を
見な い大きさ、溝 とともに直径 21セ ンチの くぼみがあ り、 ここに
扉 の軸を差 し込んで開閉 した らしい。

朝 日新聞

図 28 植山古墳西側石室の扉の復元模式図 (橿 原市教委提供)

(2)椿 原 古 墳
植山古墳 と関係があると思われる古墳に椿原古墳がある。椿原古墳は熊本県
宇土市椿原町 にある。『椿原古墳』 (宇 土市埋蔵文化財調査報告書第 20集 、
熊本県宇土市教育委員会 1997)に よると椿原古墳は次 のよ うな古墳であ
る。
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○椿原 古墳

(熊 本 県宇 土 市椿原 町 )

■方墳 … 長辺 (石 室主軸側 )19m、 短辺

18m

■周溝 … 山側 で確 認
■列 石 …列石確 認 (安 山岩 )
■横 穴式石室 …単 室、石室石材 (安 山岩 )

3.80mの 長方形 プラ ン
1.7m

■玄室 … 幅 2.24m、 奥行
■羨道 …長 さ 2.9m、 幅

■玄門 … コの 字形 に今」り抜 かれ た 2枚 の板石 を組 み合 わせ て造 った、い わ
ゆ る奮」
抜 玄門

玄門 の入 回部分 は幅 0.5m、 高 さ 0.7m、 厚 さ 28c

m‑34cm
■石材 …石 室の石材 は大 半が安 山岩 、玄門部 は阿蘇溶結 凝灰 岩 、今」
抜 玄門
は阿蘇 ピンク石
■築造 時期 … 7世 紀前半 こ ろ

図 29 椿原古境の書1抜 玄門
玄門とは石室へ の 出入 り口である。
椿原古墳 の玄 間は コの字に制 り抜かれた 2枚 の板石を組み合わせていると
い う。石材は阿蘇 ピンク石である。
石室 の石材は大半が安山岩である。玄門部は阿蘇溶結凝灰岩をつかい、玄門
だけは阿蘇 ピンク石であるとい う。玄門には特別な石を使 っている。
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抜玄門
図 29 椿原古墳 の奪」

(3)剖 抜玄門
『椿原古墳』の 中で蔵冨 士寛氏は「剖抜玄門について」次のように述べ て い
る

抜玄門 とは板状の石材 の 中央を有」り抜 き、石室入 日と した もの
菅」
で、一枚石 の 中央を今」り抜 いた ものや 、二枚 の板石を コの字・ L字
状にそれぞれ加工 し、それ らを組み合わせてつ くった ものがある。
(中 略 )

九州にお いて育」
抜玄門を有す る古墳 は肥後地域にのみ存在 し、現在
では 21例 が知 られて いる。主体部 の構造 と しては、 1)妻 入横 口
式家形石棺

2)通 有 の横穴式石室 3)玄 室各壁体が 1石 もしく

は数石で構成 され、玄室が石椰状を呈するもの
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の 3種 に分 ける こ

とがで きる。 この 中で、最初 に出現す るのは、 1)の 妻入横 口式家
形石棺 である。 出土遺物か ら、江 田船 山古墳や石之室古墳は 5世 紀
後半 ―末葉 に位置付 け られる。現在、妻入横 口式家形石棺は肥後地
域で 10例 存在 し、その存続期間 も江 田船 山古墳・ 石之室古墳 の 5
世紀後半 か ら下益城郡城南町塚原古墳群 中に存在す る北原 1号 墳 の
6世 紀後半 まで と、ほぼ 1世 紀にわたる。 (中 略)
続 いて横穴式石室に今」
抜玄門が採用 されるわけであるが、年代があ
る程度推測 されるもので、最 も古 くさか のぼる ものは大野窟古墳で
あ り、石室構造か ら 6世 紀中葉 ―後半 の年代が考え られ る。そ して

3)の 江田穴観音古墳や鬼 の釜 古墳 にみ られ るように 7世 紀前葉 ―
抜玄門を有す る古墳 は築造 され続 ける。
中葉まで今」

『椿原古墳』

抜玄門を有す る
弯1抜 玄門について このよ うに述べている。「九州において奪」
古墳は肥後地域 にのみ存在」す るという。

(4)宇 土 半島の剖抜玄門
『椿原 古墳 』 は宇土 半 島 の制 抜 玄間 につ いて次 の よ うに述 べ て い る。

宇土半島基部 の横穴式石室において 、玄室壁面に腰石を用 いる もの
は多 く見 られるが、 この腰石を使 う古墳 としては、凝灰岩 の切石を
用 いる もの と、安 山岩な どの 自然石を用 いる ものの 2種 類 がある。
前者は国越古墳に代表 されるもので、後者 は塚原 古墳や桂原・ 椿原
古墳 その他相当数にのぼる。 (中 略)
後期・終末期古墳 において剖抜玄間に凝灰岩切石を用 いる例 がこの
地域に多 い。その場合、凝灰岩切石は玄門部な い しは閉塞石 にだけ
限定的に用 い られる。 (中 略 )
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宇土半島基部では凝灰岩切石を横穴式石室に多用す るのは前方後 円
墳 に限 られ るらしいとい う点 と、円墳や方墳などにお いて凝 灰岩は
抜玄門だ けに限定的 に用い られるとい う点である。 『椿原古墳』
今」
「後期・終末期古墳にお いて剖抜玄門 に凝灰岩切石を用 いる例が この地域 に
抜玄門だ けに限定的
多 い」とある。また「円墳 や方墳などにおいて凝灰岩は奪」
に用 い られる」 とある。
植 山古墳 は方墳である。 しか も「扉は幅 1.1メ ー トル、高さ 1.5メ ー トル
の凝灰岩製 とみ られ」るとある。扉 は育」
抜玄門と同 じ機能である。石室へ の入
口である。扉は今」
抜玄門の改良型 といえるであろう。「割抜玄門に凝灰岩切石
を用 いる」のは宇土半島に多 いとある。
また東側 の石室 の石棺 には阿蘇 の凝灰岩 (阿 蘇 ピンク石 )が 使われて いる。
宇土半島か ら石棺 は運ばれて いる。植 山古墳 は宇土半島の古墳 と同 じである。

{5}植 山古墳 と宇土半島
植 山古墳 の東側石室の家形石棺 の石材は阿蘇 ピンク石 である。この家形石棺
は宇土半島か ら運ばれて いる。植 山古墳は宇土半島 との関係が強い。
石棺を宇土か ら運ん でいるとい うことは植 山古墳 の主 は宇土半島の 出自で
はないだろうか。故郷 の石で造 った石棺に埋葬 して もらいたいためにわざわざ
宇土か ら石棺を運ばせたのであろう。
「古代史 の復元⑤ 『倭 の五王 と磐井の乱』」に私は継体天皇 の阿蘇 ピンク石
製石棺 について次 のよ うに書いた。

継体天皇の墓といわれる今城塚古墳か らも阿蘇 ピンク石製石棺が出
土 している。継体天皇 の石棺であろうといわれている。継体天皇の
石棺 は熊本県宇土市か ら運ばれて いる。おそらく継体天皇の父が宇
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土付近の 出自であ り、継体天皇は故郷の阿蘇 ピンク石製石棺 に埋葬
され ることを望み、石棺を宇土か ら運ばせたのであろ う。
古代史 の復元⑤『倭の五王 と磐井の乱』
近畿地方には石棺 に加工 しやすい石材は各地にある。たとえば竜 山石や二上
山石等である。わざわざ九州の、しか も八代海の宇土半島か ら石棺を運ぶ必要
はない。
継体天皇や植 山古墳 の主はわざわざ宇土か ら石棺を運ばせている。故郷 の石
棺 に埋葬 して もらいたいか らである。
さらに植 山古墳 の西側 の石室には扉があ り、開閉するために「 しきみ石にほ
ぞ穴が 開 いている」とい う。 これは肥後の考」
抜玄間が発展 した姿 であろ う。板
石を奪」り抜 いて出入 り口に していたのを止めて扉に したのである。植 山古墳 の
西側 の 石室 の扉 は肥 後地方 の 剖抜 玄間が発展 した もの と考 えて よいであ ろ
つ。
このよ うに植 山古墳は肥後の 出身者 の墓で ある。推古天皇や竹 田皇子の墓で
はない。
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