第 5部

「 日本の歴史」 と『 日本書紀』
の捏造

これまでは王権 ごとにその歴史を見てきた。 ここでは時代の
流れに沿 ってそれ らを統合 して「 日本の歴史」を見てい くこ
とにする。『 日本書紀』が「 日本の歴史」を如何 に捏造 して
いるかがよ リー層鮮明に見えて来るであろう。
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第 1章

物部王権の時代
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1

物部王権 の樹立

1)物 部 危 鹿 火 と「 筑 紫 よ り以 西 」
〔
物部角鹿火は 531年 に「磐井 の乱」で筑 紫君 (倭 国 )を 伐ち「筑紫よ り以
西」 の地を手 に入れ る。 しか し筑紫君を伐 ったか らといって「 筑紫より以西」
の地が 自動的に物部危鹿火の手に入 ったのではない。筑 紫君 (倭 国)は 日本列
島と朝鮮半島南部を支配 していた。物部鹿鹿火は先ず朝鮮半島を支配 しよ うと
する。「磐井の乱」

(531年 )の 直後に毛野臣を朝鮮半 島へ派遣す る。 しか

し朝鮮半島の支配は失敗する。
物部危鹿火は国内の支配に乗 り出す。物部鹿鹿火は北部九州 の豪族か ら土地
を一つ一つ取 りあげてい く。その結果「筑紫より以西」の地 を手に入れたので
ある。
『 日本書紀』はそれ らを (安 閑 )元 年

(534年 )に 書 いている。朝鮮半島

の方は 531年 である。国内の対策 の方が 3年 も遅 くな っている。これはおか
しい。 国内の整備の方が優先 されるべ きであろ う。
『 日本 書紀』の年代を復元す ると (安 閑)元 年は 531年 になる。物部危鹿
火は「磐井の乱」

(531年 )の 直後に国内の対策 も実施 している。『 日本書

紀』の年代を復元す ることによって物部危鹿火の行動がは じめて納得できるよ
うになる。 『 日本書紀』の紀年は間違 っている。従来はそれをそのまま「 日本
の歴史」 としてきた。
物部鹿鹿火が「筑紫 より以西」 (北 部九州 )の 土地を手に入れて い く様子を
再度掲載する。
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(安 閑 )元 年 (復 元

531年 )に 雀部男人

(「 許勢男人」 とあるのは『 日本

書紀』の誤 り)は 二人 の娘 と土地を献上す る。物部木蓮子 も娘 と土地を献上 し
ている。
■ (安 閑)元 年 (復 元 531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。
■ (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
『 日本書紀』

に給わむ」 という。

雀部男人は肥前 の養父郡 の豪族 である。雀部男人が献上 した「小墾 田屯倉」
「桜井 屯倉」「茅淳山屯倉」は肥前の養父郡や二根郡の土地である。
物部木蓮子 は十二世物部木蓮子連公である。物部色鹿火 の伯父にあたる。伯
父 の十二世物部木蓮子連公は物部危鹿火に娘 と土地を献上 して い る。
(安 閑)元 年 (復 元

531年 )聞 十二月条にも物部麓鹿火が「筑紫よ り以西」

の地 を手に入れて い く様子がある。

(安 閑 )元 年 (復 元

531年 )閏 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 良田を間う。
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
『 日本書紀』

卑拾町を奉 り献ず。
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縣主飯粒 が献上 した「御野 」は肥前 の「三根 郡 」で あ ろ う。ある いは「 嶺縣
主 」 の「 みね =み の 」で あ ろ う。今 の佐 賀県 三 養 基郡三根 町か 、三養基郡上 峰
町で あ る。「桑原 」 は肥前 の三根 郡葛木 の「 桑原 」で あ ろ う。
物 部 色 鹿火 は肥前 の三 根 郡 や養 父郡 の土地 、お よび筑 前 の糟 屋郡 (糟 屋 屯
倉 )・ 難 波屯倉 の土地 を手 に入れて い る。
さ らに物部 麓 鹿火 は物部 尾 輿か らも「筑 紫 よ り以西 」 の地 を献上 させ て い
る。

(安 閑 )元 年 (復 元

531年 )(聞 十二月 )是 月、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』

物部尾輿は 552年 に十三世物部尾輿連公になる人物である。阿毎 王権 の初
代 の王である。物部尾輿は筑前国鞍手郡十市 (止 布知 )の 土地や伊勢 (福 岡県
前原市 )の 土地等を物部危鹿火 に献上 している。
物部危鹿火は こ うして「筑紫よ り以西」の地 (北 部九州 )を 手に入れて いる。
それ を『 日本書紀』は継体天皇が「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 う約束を したと書いている。継体天皇が「筑紫より以西」
の地 を物部色鹿火に与え たよ うな記述である。 しか しこれは『 日本書紀』の捏
造である。継体天皇は「磐井の乱」

(531年 )が は じまる 4年 前の 527年

に死去 している。
これ らは「安閑紀」に書かれている。従来は大和 王権 の安閑天皇 の事績であ
るとしてきた。 しか しすべ て北部九州の出来事である。献上 された土地はみな
北部九州 (筑 紫より以西 )の 土地である。
「安閑紀」は物部鹿鹿火 の記録である。「安閑紀」の天皇は物部危鹿火であ
る。「安閑紀」は「物部危鹿火紀」とすべ きである。
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(2)物 部王権 の完成
次 の「宣化紀」には物部危鹿火が手に入れた「 筑紫より以西」の土地を管理
し、有効に運用 している様子が記述 されている。

(宣 化 )元 年

(536年 )五 月、詔 して曰 く、「官家を那津の日に修

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 の日に衆めて非常 に備えて、永 く民
の命 とすべ し」という。
『 日本書紀』

七月、物部危鹿火大連莞 る。

物部危鹿火 は「磐井 の乱」で「筑紫より以西」の地 を手に入れ た。それが「筑
紫・ 肥・ 豊の三国」である。
物部色鹿火は筑紫・肥・豊 の三 国の屯倉か ら非常時に備えるために一部を那
津 (博 多 )に 集めるように命 じて いる。物部鹿鹿火は「筑紫・ 肥・ 豊の三国」
を完全に支配 している ことが わかる。
物部麓鹿火 はこの直後の (宣 化 )元 年

(536年 )七 月に死去す る。物部危

鹿火は「磐井 の乱」 の後 に「筑紫 より以西」の地を手に入れて王権を樹立 し、
基盤を固めて死去 している。
「宣化紀」 も物部危鹿火 の事績 である。「安閑紀」「宣化紀」 は「物部危鹿
火紀」とすべ きである。『 日本書紀』は実在が不明な宣化天皇を もってきて「宣
化紀」として書 いている。 『 日本書紀』の捏造である。
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2

物部王権の発展

(1)物 部王権 と九州年号
物部危鹿火 は物部王権を樹立 して 自ら天子 とな り年号を建てて いる。「殷
到」年号である。物部王権は三代続 く。
○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

物部危鹿火は 536年 7月 に死去 して二 代 目が 536年 に即位 している。
「僧聴」年号は 536年 か らは じまる。年の途 中で改元 している。そのため『襲
国偽僣考』の「九州年号」は物部危鹿火の在位を 535年 まで としている。
二代 目の年号「僧聴」は「僧に聴 く」である。僧はこれより以前に来て いる
ことがわかる。物部王権 では初代 の物部危鹿火の時にすでに仏教 は伝来 してい
る。「仏教伝来」は 531年 ‑535年 の間である。 (「 仏教伝来」の新説 )
三代 目の年号は「明要」である。物部王権は 3代 で終わる。
F日

本書紀』は「九州年号」 の存在を抹殺 している。『 日本書紀』は大和 王

権以外に王権が存在 して年号を建てていることは認め られな い。そ こで『 日本
書紀』は物部王権を抹殺 して「安閑紀」「宣化紀」「欽明紀」を設 けて物部危
鹿火の事績を安閑天皇 。宣化天皇の事績 として書いている。すべ て『 日本書紀』
の捏造 である。
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(2)物 部王権 の二代 目
物部王権 の本拠地は福岡県嘉穂郡桂川町寿命である。初代 の物部危鹿火 が桂
川町寿命に新 しく本拠地を造 っている。

540年 に二代 目の王
(欽 明)元 年

(天 皇 )は 難波津 (多 々良川 の川 日)へ 行幸す る。

(540年 )九 月、難波祝津宮に幸す。大伴大連金村 。

許勢臣稲持 。物部大連尾興等、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 し男大述 (継 体 )天 皇 の六年 に、百済、使いを遣わ し任那
の上じ嘲・ 下り呵・ 娑陀 。牟婁 の 四縣を表 して請 う。大伴大連金村
は輌 (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』
難波祝津宮 は「磐井 の乱」で十二 世物部木蓮子連公が物部危鹿火に献上 した
難波屯倉である。本拠地か らここへ来るには「磐井 の乱 」で筑紫君葛 の子が物
部麓鹿火に献 上 した糟屋屯倉を通る。難波屯倉・糟屋屯倉は「磐井 の乱」で物
部麓鹿火が手に入れ た「筑 紫 よ り以西」の地で ある。難波祝津宮へ の行幸 は北
部九州 の 出来事 である。
大伴金村は物部鹿鹿火 とともに「磐井 の乱」で筑紫君を伐 った人物である。
「磐井 の乱 」後、物部危鹿火 は天子 とな り、大伴金村 は物部鹿鹿火 の 臣下にな
っている。大伴金村は物部王権 の二代 目の天皇が難波津へ行幸するのにお供を
している。

393

物部 尾輿 もお供 して い る。物部尾輿 は筑前 国鞍手郡十市 (止 布知 )の 土地 や
伊勢 (福 岡県前原市 )の 土地等 を物部危鹿火 に献上 して い る。物 部尾輿 は筑前
の鞍 手郡 を本拠地 にす る豪族 で あ る。物部尾輿 は 552年 に物部王 権 を倒 して
鞍手郡 に阿毎王 権 を樹立 して十三 世物部尾輿連公 にな る人物 で あ る。
ここに登場す る大 伴金村 。物部尾輿 ・ 許勢 臣稲持 は物部王権 の重 臣 で あ る。
北部九州 の 出来事 で あ る。それ を『 日本 書紀 』は「欽 明紀 」 と して、あたか も
大 和 三 権 の話 で あ るか の よ うに記述 して い る。 『 日本書紀 』の捏造 で あ る。

(3)任 那 日本 府 問題
物部王権の三代 目か ら任那復興問題が浮上する。三代 目の年号は「明要」で
ある。明要元年は 541年 である。
(欽 明)二 年

(541年 )四 月、安羅 の次早岐夷呑尖・大不孫 。久取

柔利、加羅 の上首位古殿笑、卒麻 の早岐、散半笑 の早岐 の児、多羅
の下早岐夷他、斯 二 岐の早岐 の児、子他 の早岐等 と、任那 日本府吉
備臣と、百済に往赴きて、倶 (と も)に 詔書を聴 く。百済 の聖明王、
任那 の早岐等に謂 いて言 く、「 日本の天皇の詔す る所は、全てを以
って任那を復建せ よとな り。今、何 の策を用 いて任那を起 こ し建て
む」とい う。

『 日本書紀』

物部麓鹿火は任那支配に失敗す る。任那 日本府に居た筑紫君が派遣 した官吏
が物部危鹿火を支配者 と認めなか ったか らである。 (古 代史 の復元⑤『倭 の五
王 と磐井の乱』参照 )
三代 目は百済 の聖 明王に頼 って任那を復興 しようとする。「 日本 の天皇」と
は物部王権 の三代 目の王 (天 皇 )で ある。聖明王は任那諸国 の代表 と任那 日本
府 の官吏を集めて物部王権の王の詔を伝えている。しか し筑紫君が派遣 した任

394

那 日本府に居 る阿賢移那斯 と佐魯麻都はそれを妨害す る。(古 代史 の復元⑤『倭
の五王 と磐井の乱』参照 )
■ (欽 明)四 年

(543年 )十 二月、百済 の群臣等議 りて

(聖 明王に)日

く、「河内直・移那斯 。麻都等、猶安羅 に住めば、任那を建てるのは恐
らく難 しいであろう。故、亦上表 して本拠へ移すを乞 いたまえ 」という。
■ (欽 明 )五 年 (544年 )二 月、百済、奈率阿毛得文・許勢奈率奇麻・
物部奈率奇非等を遣わ して上表 して曰 く、「 (中 略)早 く任那を建てる
ために 日本府 と任那 とを召す。 (中 略)久 しくして も来ず。また使 いを
遣わ し召す。 (中 略)久 しくして来ず。また使いを遣わ し召す。しかる
に微 (い や )し き者を遣わすにより、同 じ計を得ず。それ任那の、召す
に来ないのはその意に非 (あ ら)ず 。これ阿賢移那斯・佐魯麻都のなす
によるな り。それ任那は安羅を以 って兄 と為 し、唯その意に従 う。安羅
人は日本府を以 って天 と為 し、唯その意に従 う。
今、的臣・吉備臣・河内直等、みな移那斯 。麻都 の指示に従 うのみ。移
那斯・麻都は是小家 の微 (い や )し き者 といえども、専 ら日本府の政を
『 日本書紀』

ほ しいままにす。

これ らはすべ て物部王権の話である。任那復興問題はすべ て北部九州の話で
ある。それを『 日本書紀』は「欽明紀」として書いている。そのため従来は大
和王権 の欽明天 皇の事績であるとしてきた。『 日本書紀』の捏造をそのまま信
じてきたのである。現在 の「 日本 の歴史」 は大 き く歪め られて いる。

(4}百 済救援
百済は高句麗と戦争になり、百済自身が危うくなる。百済は物部王権に救援
を求 め るよ うにな る。
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■ (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。例 りて良馬七十匹・船一十隻を賜 る。
■ (欽 明)八 年

(547年 )四 月、百済は前部徳率真慕宣文 。奈率奇麻等

を遣 わ し救 いの軍 を乞 う。
日 (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、麦種一千餅

(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』

とい う。

これ らは北部九州 の物部王権 の 出来事である。百済は物部王権 に救援を求め
ている。従来は これ も大和三権 のこととしている。

『 日本書紀』はこれ らを「磐井 の乱」後 の「 日本の歴史」として書いて いる。
しか しすべ て北部九州の出来事である。北部九州以外 の地についてはほとん ど
記述 していない。『 日本書紀』は「北部九州 の 出来事」を「 日本の歴史」とし
て書 いてい る。大和には「大和王権」は存在 しない。
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第 2章

阿毎王権 の時代
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1

阿毎 王 権 の 樹立

(1)阿 毎 王 権 と『 隋 書 』 の 倭 国
『隋書』優国伝には「倭王の姓は阿毎、字は多利思北孤」 とある。従 来は、
優国は倭国であると考えてきた。しか し倭国は倭国ではない。倭国は筑紫君王
朝であ り、 531年 の「磐井 の乱 」で亡びている。優国の方は 600年 に隋へ
朝貢 してお り、 608年 には表 世清が優国へ来て いる。
このよ うに倭国と倭国は異 なる国である。しか し「優 国 =倭 国」と考えてい
る人は多 い。「優国と倭国は異なる国である」と書 いて も「倭国」とあればそ
れを「 倭国」と考える人がいるであろ う。そ こで王の姓を取 り、優国を「阿毎
王権」 と呼ぶ ことに した。

552年 に阿毎王権は物部王権か ら王権を奪 う。北部九州に新 しく阿毎王権
が誕生 した。「欽明紀」の「 (欽 明 )十 三年 (552年 )十 月」条か らは阿毎
王権 の記録である。
百済 の聖 明王は阿毎 王権 の樹立を祝 い仏像等を贈 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 。経論若千巻を
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。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。謹 (う やま)う べ きや不や」という。
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蘇我大 臣稲 目宿禰奏 して曰 く、「西蕃 の諸国、一 に皆謹す。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。
天皇 曰 く、「情 (あ つ )く 願 う人 (蘇 我 )稲 目宿禰 に付 けて試 みに
『 日本書紀』
礼拝せ しむべ し」とい う。
。
百済 の聖明王は阿毎王権 に釈迦仏 の金銅像一躯・幡蓋若千 経論若千巻を贈
る。阿毎王権 の王は初めて仏教 に接 して喜ぶ とある。物部 王権 にはすでに仏教
は伝来 している。
物部 王権を倒 したのは物部尾輿 である。物部尾輿は阿毎 王権 の初代 王であ
る。 552年 に物部王権を倒 して即位 し、十三世物部尾輿連公 となる。
物部尾輿 も年号を建 てて いる。「貴楽」年号 である。物部王権 と阿毎 王権 の
年号は次 のよ うにな っている。
○ 阿毎 王 権 の年号

○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

)
)

・ 貴楽

)

。金光
・ 賢棲

(552年 ‑569年
(570年 ‑575年
(576年 ‑580年

)
)
)

物部王権の年号は 552年 で終わり、阿毎王権の年号は 552年 か らはじま
る。阿毎王権が物部王権を倒 している証拠である。
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(2}蘇 我稲 目の登場
(欽 明)十 二年

(552年 )十 月条に百済 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 。経論若千巻を贈 る。このとき蘇我稲 目は仏
教受容に賛成 して「西蕃の諸国、一に皆謹す。豊秋 日本、豊 (あ に)独 り背 か
むや」と述べ ている。蘇我稲 目の登場である。蘇我稲 目は阿毎王権 の樹 立 と同
時に登場 している。
蘇我稲 目は阿毎 王権 の天皇に次 ぐ地位にある。大将軍大伴狭手彦は高麗を伐
ち戦利品を持ち帰 り、天皇 と蘇我稲 目に贈 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。其の王、培 (か き)を 鍮

(こ

)え て

逃げる。狭手彦、遂に勝に乗 じて宮に入 り、蓋 く珍宝貨賂 (た か ら
もの)・ 七織帳・鉄屋を得て還 り来 る。七織帳を以て天皇に奉献 (た
てまつ )る 。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 と為 し、軽の曲殿に居 らしむ。
『 日本書紀』
戦利品は天皇よ りもむ しろ蘇我稲 目の方に多 く贈 られている。蘇我稲 目は阿
毎王権 の天皇に次 ぐ重臣である。

(3}蘇 我稲 目と阿毎王権
蘇我稲 目の 家 は「小墾 田」にあ る。百済 の聖 明 王 が贈 った仏 像 を「 小墾 田 の
家 に安置す 」 とあ る。
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蘇我稲 目の家は小墾 田と向原にあ り、小墾 田も向原 も肥前 の養父郡にある。
蘇我稲 目の本拠地は肥前の養父郡 である。
肥前の小墾田の地は物部王権 の領土であった。 (復 元 )531年 に雀部男人
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。

0531年

に雀部男人が物部危鹿火に献上 した土地

■小墾田屯倉 ……肥前 の養父郡
■桜井 屯倉 ・……肥前 の三根郡
■茅淳山屯倉 ……肥前 の三根郡か、養父郡
(復 元

)531年

に養父郡か ら三根郡にかけて の土地は物部色鹿火に献 上 さ

れて物部王権 の領 土にな っている。「筑紫より以西」の土地である。
ところが阿毎 王権 が樹立 された 552年 にはこれ らの土地は蘇我稲 日の本
拠地にな っている。蘇我稲 目は物部王権か らこれ らの土地 を奪 っている。
蘇我稲 日は阿毎 王権 の重 臣である。蘇我稲 目は肥前 の物部王権 の土地 を奪
い、阿毎王権 と手を握 り物部 王権を滅 ぼ したのではないだ ろうか。その功績が
認め られて蘇我稲 目は阿毎王権 の最高位 の重臣にな っているのであろう。
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2

阿毎王権の発展

(1)百 済 救 援
百済は阿毎王権に対 しても救援を乞 う。
(欽 明)十 五年

(554年 )二 月、百済、下方拝率将軍三貴、上部奈

率物部鳥等を遣 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。

『 日本書紀』

百済は五経博士や僧を送 って救 いの兵を要請 している。
百済は 552年 に阿毎 王権が樹立 したときお祝 いに「釈迦仏 の金銅像 一躯 。
幡蓋若千 。経論若干巻」を贈 っている。阿毎王権の天皇は「 歓喜 し、踊 り跳ね」
たとある。百済 は阿毎 王 権 の天皇が仏教 に興味を もって いることを知 ってい
る。そこで僧を送 り救援を要請 しているのであろう。
阿毎王権が派遣 した援軍は大活躍をする。

(欽 明 )十 五年

(554年 )十 二月、斯羅

(新 羅 )を 攻めに遣 (や )

る。 臣、先ず東方領物部莫奇武連を遣 り、其 の方 の軍 士を領 いて 函
山城を攻め じむ。有至臣が将 いて来 た所 の民竹斯 (筑 紫 )物 部莫奇
委沙奇、能 く火箭を射 る。 (中 略 )伏 して願 う、速やかに竹斯嶋の
上の諸軍士を遣 り、臣の国に来て助けたまえ。
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『 日本書紀』

阿毎 王権は物部 王権 と同族の物部氏である。派遣 した将軍は東方領物部莫奇
武連や竹斯 (筑 紫 )物 部莫奇委沙奇 とある。また「竹斯 (筑 紫 )物 部莫奇委沙
奇」 もいる。筑紫 の物部氏である。阿毎 王権 の将軍 であろう。百済は「竹斯嶋
の諸軍士」を派遣 して くれと要求 している。
このよ うに筑紫 の将軍や兵が百済 の要請 に応 じて派遣 されている。従来は、
大和 王権が派遣 した と考えてきた。 しか し皆筑紫 の人である。筑紫を支配 して
いるのは九州の王権である。大和王権 ではない。筑紫の将軍を派遣 しているの
は阿毎 王権 である。
『隋書』イ
晏国伝には「新羅 。百済は皆倭国を以て大国と為す。 (中 略 )恒 に
使 いを通わ し往来す」とある。百済は「優国を大国」とみてお り、「恒に使い
を通わ し往来す」とある。百済 が救援を要請 しているのは倭国である。優国 は
阿毎 王権 である。
百済 の聖 明王は新羅 との戦 いで戦死する。王子餘昌は阿毎 王権に王子恵を派
遣 してその事を伝 える。

(555年 )二 月、百済 の王子餘 昌、王子恵を遣わ し奏
して曰 く、「聖明王、賊 の為に殺 されぬ」という。十五年 (554年 )

■ (欽 明 )十 六年

に新羅のために殺 される。
■ (欽 明 )十 七年

(556年 )正 月、百済の王子恵、罷るを請 う。 (中 略)

阿倍臣・佐伯連・播磨直を遣わ して筑紫国の舟師を率 いて衛 (ま も)り
送 りて国へ達す。別に筑紫火君を遣わ し勇士一千を率 いて衛 り爾三 に送
『 日本書紀』

る。

百済 の王子恵 は国へ帰る。この時の護衛は「筑紫国の舟師を率 いて衛 (ま も)
り送 りて国へ達す」とある。また「筑紫火君を遣わ し勇士一 千を率 いて衛 り爾
三に送 る」とある。すべて筑紫 の兵士である。筑紫を支配 して いるのは阿毎 王
権 である。百済の王子恵は阿毎王権へ来て いる。
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百済救援は途絶える。そ して 562年 に任那は滅 びる。
■ (欽 明 )二 十 二 年

(562年 )正 月 、新 羅 、任那 の 官家 を打 ち滅 ぼす。
『 日本 書紀 』

百済 の聖 明 王が 新羅 に殺 されてか ら任那 諸国 にお ける百済 の力 は弱 ま り、遂
に任那 は新羅 に よ って 滅 ぼ され る。

(2}阿 毎王権 の領土拡大

554年 に百済の聖明王は新羅 との戦いで戦死す る。阿毎王権 の王は危険を
感 じたのであろう。新羅 が攻めて くるか もしれな い。新羅に対抗す るだ けの力
をつ けなければな らな い。それには経済基盤の強化が必要 である。北部九州だ
けでは十分な財力は得 られない。
阿毎 王権 の王は 555年 に蘇我稲 目を派遣 して瀬戸内海沿岸や大和を侵略
して屯倉を設置す る。

■ (欽 明 )十 六 年

(555年 )七 月、蘇我大臣稲 目宿禰 。穂積磐弓臣等を

遣わ し、吉備の五郡に 自猪屯倉を置か しむ。
■ (欽 明)十 七年

(556年 )七 月、蘇我大臣稲 目宿禰等を備前 の児嶋郡

に遣わ し、屯倉を置 く。
十月、蘇我大臣稲 目宿禰等を倭国高市郡に遣わ し、韓人大身狭屯倉 。高
麗人小身狭屯倉を置 く。紀国に海部屯倉を置 く。

『 日本 書紀』

阿毎王権は最高位 の重臣である蘇我稲 目を派遣 している。阿毎王権 が如何に
領 土の拡大に力を入れて い るかがわかる。
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蘇我稲 目は吉備 。大和・紀伊を侵略 して屯倉を設置 して いる。阿毎王権が支
配す る領域は近畿地方まで拡大す る。「筑紫より以西」を越え たのである。
ここで重要な ことは大和には「大和王権」は存在 していないことである。存
在 して いるな らば蘇我稲 目と激 しく戦 うはず である。ところが「倭国高市郡」
には蘇我稲 目に よって容易に屯倉 が設置 されて いる。抵抗があったとい う記録
はない。
蘇我稲 目を派遣 したのは阿毎王権 の初代 の十二世物部尾輿連公 である。

570年 に蘇我稲 目は死去す る。
(欽 明)三 十一年

(570年 )二 月、蘇我大臣稲 目宿禰嘉

(み う)せ

『 日本書紀』

ぬ。

570年 は阿毎王権の二代 日である。二代 目の年号 は金光 (570年 ‑57
5年 )で ある。初代 の十三 世物部尾輿連公は前年 の 569年 に死去 して いる。
初代 の貴楽年号 は 552年 ‑569年 である。
このよ うに「欽明紀」は前半は物部王権 の記録であ り、後半 は阿毎王権 の記
録 である。
○ 「欽 明紀 」 の 内容
■物部 王 権 の記録
(欽 明 )元 年

(540年 )―

(欽 明 )十 三 年

(552年 )五 月

日阿毎 王 権 の記 録
(欽 明 )十 二 年

(552年 )十 月 ―

(欽 明 )三 十 二 年

(571年 )九 月

「欽明紀」の前半は物部 王権 の二代 目と二代 目の記録であ り、後半 は阿毎王
権 の初代 と二代 目の記録 である。「欽明紀」は 4人 の王の記録である。それを
『 日本書紀』は一人 の欽明天皇に している。 『 日本書紀』の捏造である。
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3

敏達天皇

(1)敏 達 天 皇 とは
阿毎王権の二代 目の十四世大市御狩連公は『古事記』『 日本書紀』の敏達天
皇である。敏達天皇には年号が 3つ ある。
○阿毎王権 の二代 日と二代 目の年号
■十四世大市御狩連公
(敏 達天皇

)

金光
賢棲
鏡常

■十五世物部大人連公

勝照

570年
576年
581年
585年

‑575年
‑580年
‑584年
‑588年

二代 目

三代 目

『古事記』の崩年干支で も敏達天皇は 584年 に崩 じている。『
古事記』 と
『襲国偽僣考』の「九州年号」は一致 している。敏達天皇 (十 四世大市御狩連
公 )の 在位は 570年 ‑584年 である。

(2)阿 毎 王 権 と吉 備
敏達天皇の時、高句麗の使者が越
(敏 達 )二 年

(北 陸地方)の 海岸に流れ着 く。

(573年 )五 月、高麗 の使人、越の海の岸に泊まる。

船は破れて溺死す る者衆 (お お )し 。朝庭、頻 りに路に迷 うことを
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猜

(う

たが )い 饗 (も てな し)も せず 放 し還えす。例 りて吉備海部

直難波に勅 して高麗の使いを送る。

『 日本書紀』

吉備 の豪族 (吉 備海部直難波 )を 越 (北 陸地方 )へ 派遣 して高麗の使者を高
句麗まで送 らせて いる。海部 とあるか ら航海に長けて いるので あろう。
従来は、これを大和 王権 の 出来事 であるとしてきた。しか し吉備は阿毎 王権
が屯倉を設置 している。吉備を支配 しているのは阿毎王権である。
阿毎 王権はその後 も吉備 の屯倉 の管理を強化 している。
■ (欽 明 )三 十年

(569年 )正 月、詔 して曰 く、「田部を量 り置きてそ

の来 ること尚 (ひ さ)し 。年は じめて十餘、籍を脱 (も )れ 課 (え き)
を免 (の がれ )る 者衆 (お お )し 。脂津 (い つ )(脂 津は王辰爾 の甥な
り)を 遣わ し、自猪田部の丁の籍を検定せ しむべ し。」という。
■四月、脂津は自猪田部を検閲 して詔に依 り籍を定める。果 た して田戸を
成す。天皇、脂津が籍を定めた功を嘉 して姓を賜い白猪史 (し らいのふ
『 日本書紀』

ひと)と 為す。

蘇我稲 目が設置 した 自猪屯倉に脂津を派遣 して取 り立てを強化 している。
「年は じめて十餘」 とは蘇我稲 目が 555年 に自猪屯倉を設置 してか ら 569
年 まで「十餘年」 という意味である。
その 4年 後 の (敏 達 )二 年

(573年 )に 「吉備の海部直難波 に命 じて高麗

の使者を高句麗へ送 らせ」て いる。阿毎王権が吉備 の海部直難波 に命 じて高句
麗へ送 らせているのである。
その翌年

(574年 )に 阿毎王権は蘇我馬子を吉備 の 自猪屯倉へ派遣 して吉

備 の管理を さらに強化 している。
■ (敏 達 )三 年

(574年 )十 月、蘇我馬子大臣を吉備国に遣わ し、自猪

屯倉 と田部 とを増益せ しむ。即ち田部 の名籍を以て 自猪史 (し らいのふ
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ひと)脂 津 (い つ)に 授ける。船史 (ふ ねのふひと)王 辰爾の弟牛に詔
して姓を賜 り津史 (つ のふひと)と 為す。

『日本書紀』

蘇我馬子は父 の蘇我稲 目が設置 した自猪屯倉へ行き、その管理を強化 してい
る。
蘇我馬子 の本拠地は肥前 の三根郡である。阿毎王権は肥前か ら蘇我馬子を吉
備へ派遣 している。
このよ うに吉備を支配 しているのは阿毎王権である。越

(日

本海沿岸 )へ 吉

備海部直難波を派遣 しているのは阿毎王権 である。日本海沿岸を支配 している
のは阿毎 王権 である。
阿毎王権は瀬戸内海沿岸 。大和 の高市郡・紀国 (和 歌山県 )、 および 日本海
沿岸地域を支配 している。大和三権が支配 しているのではない。阿毎王権 は「筑
紫より以西」の地か ら西 日本地域へ と支配領域を拡大 している。現在の「 日本
の歴 史」は これ らを大和王権のこととしている。

(3)遷 都 と改元
敏達天皇は (敏 達)四 年
(敏 達 )四 年

(575年 )に 遷都する。

(575年 )、

是歳、 卜者に命 じて海部王の家地 と絲井

王の家地を占う。 卜は便 (す なわ )ち 吉な り。遂に宮を訳語 田 (お
さだ )に 営 (つ く)る 。是を幸玉宮 という。

『 日本 書紀』

敏達天皇は訳語田 (お さだ)に 宮殿 (幸 玉宮 )を 造 り移 り住 んだとい う。
従来は、「訳語 田」は奈良県桜井市であるといわれてきた。敏達天皇は大和
王権 の天皇であると考えて い るか らである。しか し敏達天皇は阿毎王権の十四
世大市御狩連公である。訳語田の幸玉宮は福岡県鞍手郡にあるのであろ う。
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敏達天皇 (十 四世大市御狩連公)に は年号が 3つ ある。
■十四世大市御狩連公
(敏 達天皇

)

金光
賢棲
鏡常

■十五世物部大人連公

勝照

570年 ‑575年
576年 ‑580年

二代 目

581年 ‑584年
585年 ‑588年

十四世大市御狩連公 (敏 達天皇 )は

三代 目

576年 に改元 している。遷都 した年 と

一致す る。訳語 田 (お さだ)の 幸玉宮に移 った年に改元 している。十四世大市
御狩連公に年号が 3つ あるのは遷都 した時に改元 しているか らである。
敏達天皇 の訳語 田幸玉宮へ の遷都 と阿毎 王 権 の十四世大市御狩連公の改元
は一致 している。また『古事記』の敏達天皇の崩年千支 と阿毎王権の十四世大
市御狩連公 の崩年 も一致 している。「敏達天皇」は阿毎 王権 の十四世大市御狩
連公である。また『隋書』のイ
安国の王 (天 皇 )で もある。
『襲国偽僣考』の「九州年号」は物部王権や阿毎 王権 の正式な年号である。
北部九州では筑紫君王朝 (倭 の五王 )の 時代か ら年号はすでに使われて い る。
今 の「 日本 の歴 史」では「年号 のは じま り」を間違 っている。

{4)日 羅 の事件
『 日本 書紀』は 日羅の事件を大き く取 りあげて いる。重要な出来事だか らで
ある。
阿毎王権 の天皇 (敏 達天皇 )は 百済の対外政策について知 りたいと思い、百
済 の高官 (達 率 )に なっている火 (肥 後 )の 芦北国造阿利斯登の子 日羅を喚ぶ。
(敏 達 )十 二年

(583年 )七 月、今百済に在 る火

(肥 後 )の 芦北国

造阿利斯登 の子達率 日羅、賢 く勇あ り。故、朕、その人 と相計 らむ
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と欲 す 。 (中 略)乃 ち紀国造押勝 と吉備海部直羽嶋を遣わ し、百済
￨こ

『 日本書紀』

喚ぶ 。

日羅 は大和 へ 来 た といわれて いる。 しか し日羅を喚んだ のは阿毎 王権 であ
る。 (古 代史 の復元⑤ 『倭 の五王 と磐井の乱』参照 )
日羅を喚びに行 った人物は紀国造押勝 と吉備海部直羽嶋である。紀国 も吉備
も阿毎 王権が蘇我稲 目を派遣 して屯倉を設置 したところである。紀国 も吉備 も
阿毎 王権 の支配下にある。紀国造押勝や吉備海部直羽嶋を派遣 したのは阿毎 王
権 である。
日羅は阿毎王権 に喚ばれて百済か ら五島列島を通 り、有明海 に入 り、筑後川
の武庫 (佐 賀県諸富町諸富津 )に 上陸 している。そ こか ら博多へ来て、さらに
難波 (多 々良川 の川 日)か ら多 々良川を遡 り、阿斗 (飯 塚市 )へ 来て いる。
阿毎 王権 の高官は阿斗 (飯 塚市 )に 居る日羅 に質問す る。日羅は百済 の機密
を漏 らす。そのため 日羅は帰国す る途中で百済 の従者に殺 される。

(日

羅を)小 郡の西の畔の丘の前 に収め葬す。其の妻子・水手を以て
『 日本書紀』

石川に居 らしむ。

日羅 は福岡県小郡市 の基 山の麓 に埋葬 され る。妻子は石川に滞留させ られ
る。「石川」は蘇我馬子 の「石川 の宅 」のある石川であ り、肥前 の三根郡を流
れる寒水川である。日羅は故郷 の熊本県葦北郡に立ち寄 り百済へ 帰ろうとして
いた。その途中で殺 されたのである。 (古 代史の復元⑤『倭 の五王 と磐井 の乱』
参照 )
日羅の事件は北部九州 の 出来事である。日羅を喚んだのは阿毎王権 の十四世
大市御狩連公 である。その翌年に十四世大市御狩連公 (敏 達天皇 )は 死去す る。
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(5)九 州 の統一
「磐井の乱」で物部危鹿火は筑紫君を伐ち筑紫君 王朝 (倭 国 )を 倒す。 しか
し筑紫君の王統は存続 している。年号 も継続 している。阿毎王権が物部王権か
ら王権を奪 った後 も筑後には筑紫君 の王統が存続 し、年号 も継続 している。
ところが阿毎王権 の金光年号か ら筑紫君 の年号は消える。九州年号は阿毎 王
権 の年号 のみとなる。九州は完全に阿毎王権 によって統一 されたのである。
九州 の三 つの王権 の年号 は次のようになる。
○筑 紫君 王 朝 の年 号

善記
正和
定和
常色

(522‑525)
(526‑530)
(531‑537)
(538‑545)

(不 明 )
法清 。兄弟 ・ 蔵 和 ・ 師安

和僧

○物部 王 権 の年号

殷到
僧聴
明要

(531‑535)
(536‑540)
(541‑552)貴

○ 阿毎 王 権 の年号

楽

(552‑569)

(565‑569)
金光
賢棲
鏡常

522年 に筑紫君王朝 (倭 国)の 倭王武

(570‑575)
(576‑580)
(581‑584)

(獲 加多支歯大王 )は 初めて年号を

建てる。「善記」である。

531年 に物部危鹿火は筑紫君王朝を伐 ち物部王権を樹立 して「殷到」年号
を建てる。物部 王権は三代続 く。

552年 に物部尾興は物部王権を破 り、阿毎王権を樹立 して「貴楽」年号を
建てる。
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筑 紫君 王 朝 の年号 は途 中で不 明な ところ もあ るが「 和僧 」年号

(565年

―

569年 )ま で 続 いて い る。 570年 か らは阿毎王権 の「金 光 」年号 の み とな
る。阿毎王権 が筑 紫君 の年号 を 中止 させ たので あ ろ う。阿毎 王 権 に よ って九州
は完全 に統一 され たので ある。
金光年号

(570年 一 )は 阿毎 王 権 の十 四世物部大 市御狩 の年 号 で あ る。十

四世物部大市御狩 (敏 達天皇 )は 即位す ると直 ちに筑紫君 が年号 を建 て る こと
を禁止 して い る。
日本 列 島 の 中で年 号 を建て る ことがで きるの は阿毎王権 だ けにな った。阿毎
王 権 の十 四世物部大市御狩 (敏 達天皇 )は 日本列 島にお ける唯 一 の天子 にな っ
たので あ る。
これ を見て も「大和 三 権 」は存在 しない ことが わか る。 570年 こ ろの 日本
安国で あ
列 島を代表す る王 権 は北部九州 の 阿毎 王 権 で あ り、 それ は『隋書 』のイ
る。

570年

こ ろで も大和 には「大和三権 」 は存在 しない。

{6)敏 達天皇の死

584年 に死去する。敏達天皇の「鏡常」
年号 は 581年 ‑584年 である。 585年 か らは阿毎王権 の三代 目十五 世物
部大人連公 の「勝照」年号 (585年 ‑588年 )が は じまる。
『古事記』の敏達天皇 の崩年 も 584年 である。 ところが 『 日本書紀』は敏
達天皇の崩年を 585年 としている。
十四世物部大市御狩 (敏 達天皇)は

(敏 達 )十 四年

(585年 )八 月、天皇、病輌留

(お も)り て大殿 に

『 日本書紀』

崩ず。
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『 日本書紀』が敏達天皇の崩年を 585年 に して い るのは次の用明天皇 の即
位を 586年 に しているか らである。『 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。

(用 明 )即 位前紀

(585年 )、

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。 (敏 達 )
十四年八月、淳中倉太珠敷天皇 (敏 達天皇 )、 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。

『 日本書紀』

敏達天皇は八月に死去 し、用 明天皇は九月に即位 している。
『 日本書紀』は用明天皇の即位を 586年 に しているか ら敏達天皇の死を 5

85年 に しているのであろう。ところが敏達天皇

(十 四世物部大市御狩 )は 阿

毎王権であり、用明天皇は豊王権である。二 人 の王権は異なる。阿毎王権 の敏
達天皇が死去 して豊王権の用 明天皇に天皇位を譲るはずはない。『 日本書紀』
は万世一系に しているか ら敏達天皇が死去 して用明天皇が 即位 した と書 いて
いる。『 日本書紀』は敏達天皇 も用明天皇 も大和三権の天皇 と しているか らで
ある。すべ て『 日本 書紀』の捏造 である。
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4

多利思北孤と押坂彦人大兄

(1)多 利 思 北孤 とは
『隋書』の優国は阿毎王権である。 600年 に阿毎王権は隋へ朝貢する。
■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。
日大業三年

(607年 )、

其 の王多利思北孤、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、朝を遣わ し
拝す。兼ねて沙門数十人、来 り仏法を学ぶ」という。其の国書に曰 く、
「 日出る処の天子、書を 日没す る処の天子に致す。恙 (つ つが )無 しや。
云 々」と云 う。帝は之を覧て悦ばず。
■明年

(608年 )、

上 (天 子 )は 文林郎表清を遣わ し優国に使いす。
『隋書』イ
晏国伝

600年 に阿毎王権は隋へ朝貢 している。そのときの王は「多利思北孤」で
ある。 607年 の朝貢 の時 も「多利思北孤」である。 600年 ‑607年 まで
阿毎 王権 の王は「多利思北孤」である。

600年 の阿毎王権 (優 国)の 年号は「告貴」である。607年 の年号は「光
元」である。「告貴」 。「願転」 。「光元」は「多利思北孤」の年号であるこ
とがわかる。
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○阿毎王権 (倭 国 )の 多利思北孤の年号
■告貴
■願転
■光元

594年 ‑600年
601年 ‑604年
605年 ‑610年

(2)十 五世物部大人連公

(押 坂彦人大兄 )

「告貴」の前には「勝照」「端政」年号 がある。十五世物部大人連公 (押 坂
彦人 )の 年号である。
○十五世物部大人 連公 (押 坂彦人大兄 )の 年号
■勝照
■政端

585年 ‑588年
589年 ‑593年

押坂彦人大兄 は十五世物部大人連公 とな り「勝照」「端政」年号を建ててい
る。ところが『 日本書紀』には押坂彦人大兄が死去 したときの記録がな い。十
五世物部大人連公が何時死去 したのか不明である。次 の十六世物部耳連公 が即
位 した年 も不明である。十五世物部大人連公 (押 坂彦人大兄 )の 在位期間は推
測する しかない。
十五 世物部大人連公の二つの年号 (勝 照、政端 )の 合計は 9年 である。当時
の一世代 の平均は 23年 ‑25年 である。「勝照」か ら「光元」までは丁度 2

5年 になる。一世代 の平均 の在位年数 に等 しい。十五世物部大人連公の年号は
「勝照」か ら「光元」まであるのではないだろうか。十五世物部大人連公は 5

85年 ‑610年

まで在位 したと思われる。

そ うであれば十五世物部大人連公 (押 坂彦人大兄 )は 『隋書』の「多利思北
孤」 ということになる。
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■十五世物部大人連公 (押 坂彦人大兄 )=多 利思北孤
十 五 世物部 大 人連公 (押 坂 彦 人大 兄 =多 利 思 北孤 )の 年 号 は次 の よ うに な
る。

()十 五世物部大人連公 (押 坂彦人大兄、多利思北孤 )の 年号

■勝照
■端政
■告貴
■願転
■光元

585年
589年
594年
601年
605年

‑588年
‑593年
‑600年
‑604年
‑610年

十五世物部大人連公 (押 坂彦人大兄、多利思北孤 )は 4回 も改元 しているこ
とになる。これは十四世大市御狩連公 (敏 達天皇 )が 訳語田 (お さだ)の 幸玉
宮に遷都 したとき改元 しているのを見習 っているのであろ う。何か大きな出来
事があるたびに改元 したと思われる。
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5

「 推古紀」 と阿毎王権

(1)「 推古朝」
「推古紀」の時代を「推古朝」という。推古天皇が在位 していた期間である。
推古天皇 は 592年 に天皇位に即き、翌年
る。推古天皇は (推 古 )三 十六年
■ (推 古 )即 位前紀

(593年 )が

(推 古 )元 年 であ

(628年 )に 死去す る。

(592年 )十 二月、皇后、豊浦宮に於 いて天皇位 に

貝pく 。

(593年 )
■ (推 古)三 十六年 (628年 )九 月、天皇、群臣に遺詔 して曰 く、「 (中
■ (推 古 )元 年

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。
『 日本書紀』
推古天皇 の在位 は 593年 ‑628年 である。この期間を「推古朝」とい う。

(2)阿 毎 王 権 と百 済 0新 羅
「推古朝」の出来事 は推古天皇の事績であるといわれている。 しか し「推古
紀」に書かれている内容は阿毎王権と上宮王家の記録である。「推古紀」に百
済や新羅 との交流がある。
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(597年 )四 月 、 百済 王 、王子 阿佐 を遣 わ し朝 貢す る。
ー
ト 月 、吉士磐金 を新 羅 に遣 わす 。

日 (推 古 )五 年
日 (推 古 )六 年

(598年 )四 月 、難 波吉士磐金 、新 羅 よ り至 り、而 して

鵠 二 隻 を献 じる。乃 ち難 波社 に養 わ しむ。
八 月 、新羅 、孔雀一隻 を貢 ぐ。

『 日本 書紀 』

百済は王 子を遣わ してお り、新羅は鵠や孔雀を献 じている。百済 。新羅 とは
友好な交流を している。
これ らは「推古紀 」に書かれているか ら「推古朝」の事 と している。
しか し600年 ころに百済 。新羅が交流 しているのは阿毎王権 (倭 国 )で あ
る。 600年 に阿毎王権 (優 国)は 隋へ 朝貢 している。そのころの新羅・ 百済
と優国の関係を 『隋書』f安 国伝は次のように書 いている。
新 羅 ・ 百済皆以 イ
安為大 国。多珍物 。並敬仰之 。恒通使往来 。
『 隋書 』優 国伝
。
(訳 )新 羅 百済 は皆倭 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。
新羅 と百済は「優 国を以て大国と為す」「恒に使いを通わ し往来す る」とあ
る。イ
安国は阿毎王権である。百済や新羅は優国 (阿 毎王権 )と 「恒に使いを通
わ し」交流 している。
百済が王子を遣わ しているのは大国である優国 (阿 毎王権 )で ある。新羅が
鵠や孔雀を献 じているの も阿毎王権である。「難波吉士磐金」は多 々良川 の川
回の難波の吉士磐金であ り、「難波社」 も多 々良川 の川 日にあるのであろ う。
従来はこれ らを「推古朝」のこととして大和三権 の推古天皇の事績 としてき
た。
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(3)阿 毎 王 権 の冠位
日本で最初の冠位制度は「推古朝」にできたといわれている。
(推 古 )十 一年

(603年 )十 二月、始めて冠位を行 う。大徳・小徳・

。
。
大仁 ・ 小仁 ・ 大祀 ・ 小 祀 。大信 ・ 小信 大義 小 義

大 智 ・ 小智 、

併 せ て十 二 階。

『 日本書紀 』

「 (推 古 )十 一年

(603年 )に 、始めて冠位を行 う」 とある。「推古朝 」

。
に初めて冠位制度 ができたとい う。冠位 は「徳・仁・謹・信・義 智」の大小
十 二 階がある。
推古天皇は即位す ると万機を聖徳太子 (厩 戸皇子 )に 委 ねて いる。
(推 古 )元 年

(593年 )四 月、厩戸豊聰耳皇子を立てて皇太子 と為

す。佛 りて摂政に録す。万機を以て悉 く委ね る。

『 日本書紀』

推古天皇はすべてを厩戸皇子 に委 ねたとある。そのため従来は
階の制度 は聖徳太子 (厩 戸皇子 )が 作 ったといわれて いる。

この冠位十二

しか し推古天皇は豊 王権 であり、厩戸皇子 は上宮 王家 である。王権が異な
る。推古天皇が厩戸皇子 に万機を委ねるはず はない。『 日本書紀』の捏造であ
る。
『隋書』イ
晏国伝 は優国の冠位制度 について次 のよ うに書 いている。
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。
『隋書』倭国伝
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(訳 )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 に大謹、次に小謹、次に大智、次
に小智、次に大信、次に小信。員に定数無 し。
優国には「徳・仁・ 義・謹・ 智 。信」の大小十二 階があるという。順序は異
なるが「推古紀」の冠位十二 階と同 じである。
『隋書』優国伝は阿毎王権 の記録である。冠位十二階は阿毎王権の
冠位制度
である。従来は「推古紀」に記述 されているか ら推古天皇 (聖 徳太子 )の 事績
であると してきた。 しか し「冠位十二階」は推古天皇の事績 ではない し、聖徳
太子 (厩 戸皇子 )が 作 った もので もない。阿毎王権 の冠位制度である。王は多
利思北孤である。冠位十二 階制度を作 ったのは十五 世物部大人連公 (押 坂彦人
大兄、多利思北孤 )で ある。
『 日本書紀』は これ らを大和王権 の推古天皇や聖徳太子 の事績 としている。
『 日本書紀』の捏造である。「推古紀」は推古天皇の記録ではない。ほとん ど
が 阿毎王権 と上 宮王家 の記録である。『 日本書紀』はそれ を一人の推
古天皇 と
して書 いている。

(4)「 聖徳太子」の見直し
聖徳太 子 は次 の よ うに い われて いる。

○現在の「聖徳太子」とは
日用明天皇の子で ある。
■推古天皇の皇太子 として万機を委ね られた。
■上宮法皇である。
■伊豫温泉の法王大 王で ある。
■「 日出処天子 (多 利思比孤 )」 である。
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■法隆寺を建立 した。
■憲法十七条を定 めた。
■冠位十二 階制度をつ くった。

聖徳太子 はこのような偉大な人物であるといわれている。その結果「聖徳太
子信仰」が生まれた。
しか しこれ らはすべて誤 りである。
○正 しい「聖徳太子」 とは
■上 宮法皇や法王大王は聖徳太子ではない。
■聖徳太子は上宮法皇の子である。用明天皇 の子 ではない。
■推古天皇 の皇太子 ではない。上宮法皇 の皇太子である。
■「 日出処天子 (多 利思 比孤 )」 は阿毎王権 の王であ り、十五世物部大人
連公 (押 坂彦人大兄 )で ある。聖徳太子 ではない。
■法隆寺 は聖徳太子 の寺ではない。上宮法皇 の寺 である。
■「憲法十七条」は後世 に作 られたといわれている。
■「冠位十二 階」 は阿毎王権 の冠位制度 である。
現在 の「聖徳太子」は早急に見直すべ きである。
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第 3章 蘇我馬子の台頭
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1

穴穂部皇子の乱

(1)「 豊 王 権 」 の樹 立
用明天皇は肥前 の人である。偉大な敏達天皇 (十 四世物部大市御狩 )が 死去
してその子 の十五 世物部大人連公 (押 坂彦人大兄皇子 )が 即位す る。物部守屋
は敏達天皇 の弟である。物部守屋は甥の十五世物部大人連公 (押 坂彦人大兄皇
子 )が 即位 したことを妬み、十五 世物部大人連公に辛 くあたる。十五世物部大
人連公は叔父には逆 らえずに叔父の言 うままになる。物部守屋が仏教受容に反
対 したときも天皇 (十 五 世物部大人連公 )は 「灼然 (い やちこ)な り。仏法を
断て」と言 って叔父 の意見に従 っている。
阿毎王権の統率は十四世物部大市御狩 (敏 達天皇 )の 死去により乱れた。用
明天皇はそれをみて 阿毎王権か ら独立す る。 585年 に肥前 の磐余 (佐 賀県基
難郡神辺 )に 王権を樹立 して池辺双槻宮を建てる。

(585年 )九 月、天皇、天皇位に即 く。磐余に宮を
つ くる。名を池辺双槻宮とい う。
̲,

■ (用 明)即 位前紀
日

(用

明)元 年

(586年 )

『日本書紀』

用 明天 皇 は天子 とな り、年号 を建て る。「 和重」年 号 で あ る。

■用明帝之時、和重二年に終わる。
「和重 」年号 は 586年

‑587年

『襲国偽僣考』

で あ る。 『 古事記 』 の崩年千支 は用 明天

皇 の崩年 を 587年 と して い る。用 明天皇 は 585年 に王 権 を樹立 し、 586
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年に年号を建てて 587年 に死去 している。『 日本書紀』『古事記』『襲国偽
僣考』の記述は一致 している。
用明天皇 の「和重」年号 は阿毎王権 の年号 と重なる。

■用 明天皇 の年号

「和重 」

■十五世物部大人連公 の年 号

「勝照 」

586年 ‑587年
585年 ‑588年

十四世物部大市御狩 (敏 達天皇 )は 北部九州を統 一 して年号を一つ に した。
年号は阿毎 王権 のみが建てることがで きるようにな っていた。ところが用明天
皇の時に年号は二つ併存 している。どちらも九州年号である。北部九州に二つ
の王権 が併存 している。用明天皇が阿毎王権か ら独立 して新 しい王権を樹 立 し
た証拠である。「豊王権」の誕生である。

{2)用 明天皇 の殺害
用 明天皇 は穴穂 部皇子 に殺 され る。
(用 明)元 年

(586年 )五 月、穴穂部皇子、炊屋姫皇后を姦さむとし

て歿宮に入る。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。 (中 略)大 連、久 し
くして至る。衆を率 いて報命 して曰く、「逆君等を斬 り詑 (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』
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穴穂部皇子は「 口に詐 (い つ わ )り て逆君を殺 さむとす」とある。そ して「磐
余 の池辺 を囲」んでいる。「磐余 の池辺 」には用明天皇 の宮殿「双槻宮」があ
る。穴穂部皇子は逆君を殺す と偽 って用明天皇を殺害 している。

(586年 )五 月条に書かれているが用明天皇 の崩
年は 587年 である。穴穂部皇子は 587年 に用明天皇を殺害 している。
この事件は (用 明)元 年

(3)用 明天皇 と欽明天皇
用 明天 皇 は欽 明天皇 と蘇我稲 目の 娘堅塩媛 との 間に生 まれ た とい う。

(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。 (中 略 )其 の
四を豊御食炊屋姫尊 (推 古天皇 )と い う。 (後 略 )
『 日本書紀』
「欽明紀」であるか ら天皇は欽明天皇である。 しか しこれまで見てきたよ う
に欽明天皇は実在が不明な人物である。む しろ架空 の人物 といえる。『 日本書
紀』は欽明天皇か ら次 のよ うな天皇が生まれ たと書 いている。
○欽明天皇の御子で天皇にな った人物 とその王権
■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
・……豊王権
■推古天皇 …欽明天皇 の 中女
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『 日本書紀』は敏達天皇・用明天皇・崇峻天皇・ 推古天皇を欽明天皇の子 と
して いる。 しか し敏達天皇は阿毎 王権 の十四世物部大市御狩公 であ り、用明天
皇は豊王権を樹立 した人物であ り、崇峻天皇は雀部の人であ り、推古天皇 は豊
王権 の人である。王権が皆異 なる。『 日本書紀』はそれを一つの王権 であるか
のよ うに捏造 している。
欽明天皇 はどの王権 の人物 であるか不明である。架空の人物である証拠 であ
ろう。『 日本書紀』は大和三権 による万世一系 である。『 日本書紀』は北部九
州 の複数 の王権をあたか も一つの大和 王権 であるかのよ うに記述 している。そ
のため阿毎王権や豊王権 の王 を一 人 の欽明天皇か ら生まれたとして いる。欽明
天皇は複数 の王権が一つで あるか のよ うに捏造す るために造 られた架空 の人
物 である。複数 の王権 の王はすべ て欽明天皇か ら出て いるよ うに して万世一系
に している。開化天皇を造 り上げた手 日と同 じである。
『 日本書紀』は、用明天皇 と推古天皇は欽明天皇 と蘇我稲 目の娘堅塩媛 の子
としている。用明天皇 と推古天皇 の父は抹殺 して いる。
また蘇我稲 目の娘堅塩媛 は「七男六女を生む」とある。13人 も生 んでいる。
この時代にはあ り得な いであ ろう。 13人 すべ てが堅塩媛の子 というのは疑問
である。

(4}穴 穂部皇子の誅殺
穴穂部皇子は天皇 (王 )に なろうとして用明天皇を殺害す る。蘇我馬子は直
ちに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 と宅部皇子を誅殺せよ」とい
『 日本書紀』

ぅ。
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用 明天 皇 を殺 害 した穴 穂 部 皇 子 は蘇 我 馬 子 に よ って

587年

に誅 殺 され

る。
『 日本書紀 』 は この事件 を 587年 の「六 月 」 と して い る。『 日本 書紀 』 の
「 月 日」 は信 用 で きないが 、 『 古事記 』 の用 明天皇 の崩年 干支 は「丁未 年 四月
十五 日」で あ る。用 明天皇 は丁未年

(587年 )四 月十五 日に殺 され 、蘇我馬

子 は「六 月 」に穴穂 部皇子 を誅殺 して い る。蘇 我馬子 は用 明天皇が殺 され る と
直 ちに甥 の用 明天皇 の仇 を討 って い る。
蘇 我 馬 子 は肥 前 に王 権 を樹 立 した用 明天 皇 の 後 ろ盾 に な って 活 躍 して い
る。
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2

物部守屋討伐

{1)仏 教受容の争 い
584年

に蘇 我馬子 は仏像 を得 る。

(敏 達 )十 三年

(584年 )九 月、百済 より来た鹿深臣、弥勒の石像

を有す。佐伯連、仏像一躯を有す。
是歳、蘇我馬子宿禰、其 の仏像二躯を請 い、鞍部村主司馬達等・ 池
辺直氷 田を遣わ し、四方に修行者を覚 (も と)め る。 (中 略 )馬 子
宿禰・ 池辺氷 田・ 司馬達等、仏法を深 く信 じて修行を憚 (お こた )
らず。馬子宿禰、亦石川 の宅に仏殿を修治 (つ く)る 。仏法 の初め
これよ り作 (お こ)れ り。

『 日本書紀』

蘇我馬子は仏像二躯を「石川の宅」に安置 して修行を したという。「仏法を
深 く信 じて修行を憚 (お こた)ら ず」とある。
翌年には仏塔を建てる。
(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 て大会の設斎 (お がみ)す 。

『 日本書紀』

ところが疫病 が流 行す る。

(敏 達 )十 四年

(585年 )二 月、 この時国に疫疾行

は死 ぬる者衆 (お お)し 。
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(お こ)り 、民

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 据座 し、其の塔を研 り倒 し、火を縦 (つ )け て播 (や )く 。
併せて仏像 と仏殿を幡 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』

物部守屋は疫病が流行 したのは仏教を受 け入れ たか らだとい う。天皇は物部
守屋 の奏言に従 い「 仏法を断て」と命 じている。物部守屋は寺へ行 き「塔や仏
殿を焼 き、焼き残 った仏像を難波の堀江に投げ捨てた」とある。仏教受容にお
ける対立がは じまる。
これ らは阿毎王権の出来事である。大和三権の出来事ではない。

(2}物 部守屋 の横暴
(用

明 )二 年

(587年 )に 仏教受容の対立は ピークに達す 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 (物 部大連 )が 登場す る。物部守屋は阿毎 王権 の皇弟である。ここに
出て くる「天皇」は阿毎 王権 の天皇 である。「天皇」は物部守屋の甥の十五世
物部大人連公 (押 坂彦人大兄皇子 )で ある。
天皇は「三宝 (仏 教 )に 帰依 したい」 という。叔父 の物部守屋は反対す 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。物部大連 と中臣勝海連
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と、詔の議に違 いて曰 く、「何 ぞ国神に背き、他神を敬 うや。由来、
斯 (か く)の 若 き事を識 (し )ら ず」 という。蘇我馬子宿禰大臣日
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
『 日本書紀』
呪 (に ら)み て、大 いに怒る。
物部守屋 と中臣勝海は反対 し、蘇我馬子は賛成す る。この時皇弟皇子 (天 皇
の弟、物部 目連公 か ?(『 旧事本紀』 より))は 天皇が仏教 に帰依 した いとい
うので法 師を内裏 に入れる。物部守屋 は自分の意見が無視 された ことに怒 り、
脱み付 ける。この時群臣は遂に立ち上がる。群 臣は物部守屋を殺 そ うとす る。
是 の時、押坂部史毛屎、急に来て、密 に語 りて曰 く、「今、群臣、
卿を図 る。また路を断ちてむ」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 る所の地な り)人 を集む。 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、水派官 において彦人皇子に帰附す。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
『 日本書紀』

抜きて殺す。

「今、群臣、卿を図 る。また路を断ちてむ」とある。群臣が物部守屋を殺 そ
うと している。また逃げる道を断とうとして いるとい う。物部守屋 の横暴に対
して遂に群臣が立ち上が り、物部守屋を排除 しようとしたのである。
物部守屋 は「阿都に退 く」とある。物部守屋は阿毎王権 の都 (鞍 手郡 )か ら
阿都 (阿 斗 =飯 塚市 )へ 退いて いる。
中臣勝海 は衆を集めて物部守屋を助けて戦お うとしたが「事 の済 (な )り 難
いことを知 り」、天皇 (押 坂彦人大兄皇子 )に 「帰附す」る。ところが天皇 の
家を出たところを舎人述見赤梼に襲われて殺 される。
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物部守屋は これ らのことを蘇我馬子に知 らせる。蘇我馬子は阿毎王権の重 臣
だか らであろう。物部守屋は助 けを求めようとしたのではないだ ろうか。
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、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 』

ところが蘇我馬子 の家臣 (大 伴毘羅夫 )は 「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」とある。物部守屋が攻めてきて蘇我
馬子を殺す のではないか と疑 って蘇我馬子を守護 している。物部守屋は阿毎王
権 の重臣等にも信用 されていないことがわかる。

(3}物 部守屋 の討伐
蘇我馬子は阿毎王権の重臣である。蘇我馬子は天皇を擁護す るために遂に物
部守屋を伐 つ決心をす る。蘇我馬子 は阿毎 王 権 の群 臣を集めて物部守屋を伐
つ。

(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 (は か )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lt夫・ 葛城臣烏那羅、倶に軍
旅を率 いて、進み大連 を討つ 。大伴連 暇・ 阿倍臣人・平群 臣神手・
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坂本臣糠手 ・春 日臣、倶に軍兵を率 いて、志紀郡 より渋河 の家 に到
る。大連、親 (み ずか )ら 子弟 と奴軍を率 いて、稲城を築 きて戦 う。
『 日本書紀』
蘇我馬子が呼びかける と多 くの群臣が集 まる。「倶に軍旅を率 いて、進み大
連を討つ 」とあ る。物部守屋は遂に これ らの群臣に伐たれる。
ここには「倶に軍兵を率 いて、志紀郡より渋河 の家 に到る」とある。従来は、
志紀郡は「大阪府南河内郡美陵町・八尾市南部、八尾市志紀町がある (岩 波書
店 の『 日本書紀』頭注 )」 とあるように、 この事件は大阪で起きたとされて い
る。 この後にも次 のよ うな記述があるか らである。
物部守屋大 連の資人 (つ かいびと)捕 鳥部 (と とりべ )萬 、一百人
を将 いて難波 の宅を守 る。而 して大連滅びると聞 いて馬に騎 りて夜
逃げて茅淳縣 の有真香 邑に向か う。

『 日本書紀』

資人 の捕鳥部萬 は物部守屋 の「難波の宅を守 る」とある。「難波」は大阪で
あると考え られてきた。 しか し難波は大阪ではない。難波は阿毎王権 の海 の玄
関口である多 々良川 の川口である。
難波 は「磐井 の乱」の時に十 二世物部木蓮子が物部危鹿火に献上 した「難波
屯倉」である。物部王権 の領 土にな っていた。阿毎王権が物部 王権を倒 したと
き物部守屋 の領 土にな ったのであろう。「難波」は阿毎 王権 の海 の玄関口であ
あ り、もっとも重要な地域である。そのため天皇の弟がそこを管理す るように
な ったのであろう。
このよ うに これ らは阿毎 王権 の 出来事 である。「 難波」 は北部九州 である。
大阪ではない。
物部守屋を討伐 して いる群臣は北部九州 の人 々であるL
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○物 部守屋 討伐 隊 の メ ンバ ー
・ 泊瀬部皇 子

・……後 の 崇 峻天皇

肥前 の養 父郡 (後 述 )

・ 竹 田皇子

… …豊王権

(推 古天皇 の子 )

・厩 戸 皇子

・……上 宮 王 家 の皇子

・ 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 )
・……肥前 の三 根郡

。蘇我 馬子

肥前

・ 紀男麻 呂宿禰 ・…… 上 宮 王 家

肥前

肥前 の基難郡

。巨勢 臣比 良夫 ・……
肥前 の佐 嘉郡
・ 膳 臣賀柁 夫

娘 は厩 戸皇子 の 妃 (『 上 宮聖徳法王帝説 』 )

・ 葛城 臣烏那羅 ・……上 宮 王 家
。大伴連 照
・……上 宮 王 家

肥前 の三 根郡 葛木
大伴金村 と関係 が あれ ば筑 紫 (博 多 湾沿

岸か)
。阿倍 巨人
。平群 臣神手

・……筑紫 の 博多 湾沿岸 か
・……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

物部守屋討伐隊のメ ンバ ーを見て も物部守屋討伐が北部九州で行われてい
ることがわかる。
難波皇子 と春 日皇子は阿毎王権 の天皇 (敏 達天皇 )の 皇子である。この時の
天皇 (十 五 世物部大人連公 (押 坂彦人大兄皇子 ))と は異母兄弟である。
(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。
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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』

押坂彦人大兄皇子は「大兄」とあるように即位 して十五世物部大人連公にな
っている。異母兄弟 の難波皇子 と春 日皇子は十五世物部大人連公 (押 坂彦人大
兄皇子 )の 為 に物部守屋討伐に参加 して いる。難波皇子 と春 日皇子は阿毎 王権
を支え る親族である。
竹 田皇子は推古天 皇 の子 であ り、豊王権 の人である。厩戸皇子 は上宮法皇 の
皇子であ り、紀男麻 呂宿禰・葛城臣烏那羅 。大伴連昭は上宮王家 の将軍 である。
その他筑前 の早良郡 か らも参加 している。阿毎 王権 の領域 (北 部九州 )か ら
多 くの群臣が参加 している。
「物部守屋討伐」 とは阿毎 王権 の統率を乱す物部守屋を阿毎王権 の群 臣が一
致団結 して排除 した事件 である。
従来は「仏教受容 の争 い」と言われてきた。真相はそ うではない。仏教 は阿
毎王権にはすでに伝来 している。この事件 は天皇が仏教 に帰依す ることが直接
のきっかけではあるが「仏教 の受容」で争 ったのではない。阿毎王権 の群臣が
物部守屋を排除 した事件である。
また「蘇我氏 と物部氏 の争 い」と言われて いる。これ も誤 りである。蘇我氏
と物部氏が争 ったのではな い。物部氏 (阿 毎 王権 )の 中の争 いである。阿毎王
権 の重 臣である蘇我馬子 が 中心 とな り群 臣を集 めて物部守屋を伐 ったので あ
る。蘇我氏が物部氏を伐 ったのではない。
また物部守屋 が伐たれた ことによ り物部氏 は滅びたと言われている。これ も
誤 りである。阿毎王権 (物 部氏 )の 王 (十 五世物部大人連公 (押 坂彦人大兄皇
へ
子 ))は 存続 している。阿毎王権 はこの 13年 後 の 600年 に隋 朝貢 してい
る。 607年 には自らを「 日出処天子」 と称 している。
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3

肥前の王権 と蘇我馬子

(1)上 宮法皇 の旗 揚 げ
物部守屋は先の天皇の弟であ り、強 い権力を持 っている。討伐するのは容易
ではない。物部守屋の討伐には天皇の異母兄弟が出陣 している。天皇に次 ぐ人
物である。阿毎王権は総力を挙げて物部守屋を討伐 している。
物部守屋 の討伐が難航 した ことは戦 いにおける蘇我馬子の誓願をみればわ
かる。

(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。 (中 略 )蘇 我馬子
大臣、又誓 いを発 して言 う、「凡そ諸天王 。大神二等、我を助 け衛
りて利益を獲 しめたまはば願 は くは営

(ま

さ)に 諸天 と大神 王 との

奉為 (た め )に 寺塔を起立 (た )て て三宝を流通 (つ た )へ む」 と
い う。 (中 略)蘇 我大臣、亦本願 に依 り飛鳥の地に法興寺を起 (た )
つo
『 日本書紀』
蘇我馬子は神仏に「 もし無事に物部守屋を討つ ことができたな らば寺塔を起
立てて三宝 を流通 させる」 と誓 っている。
物部守屋の討伐は当初か ら難航す ることが 予想 された。群臣は総力を挙 げて
いに
戦
臨んでいる。ところが上宮王家か らは厩戸皇子が出陣 している。厩戸皇
子は当時十五、六 才 の少年であるといわれて い る。上宮王家か らは上 宮法皇は
出陣 していない。少年が代わ りに出て いる。何故であろ うか。
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上宮法皇は阿毎王権 の権威 が失墜 しは じめて いることを見抜 いていたので
あろう。阿毎 王権にあまり義理立てす る必要はないと考えていたのではな いだ
ろうか。そのため十五才 の息子を出陣させたのであろう。その結果やは り阿毎
王権 か らのお咎めはない。阿毎王権 の権威は完全 に失墜 している。上宮法皇は
阿毎王権 か ら独立す る絶好 の機会であると捉えた。上宮法皇は肥前に新 しい王
権を樹 立 して 自ら天子 とな り、年号を建てる。「法興」年号である。
■法興年号

591年 ‑622年

上宮法 皇は物部守屋討伐 か ら4年 間の準備期間を おいて 591年 に阿毎王
権か ら独立 している。本拠地は「肥前 の飛鳥」 (今 の佐賀県三養基郡北茂安町
東尾 )で ある。

(2)阿 毎 王権 との対決
上宮法皇は 591年 に阿毎王権か ら独立する。しか し阿毎王権はそれを許す
はずはない。阿毎王権は必ず討伐 に来るであろう。阿毎王権の討伐隊は本拠地
の鞍手郡から多 々良川を下 って博多 に上陸するはずである。上宮法皇は先手を
打 って将軍を博多 (筑 紫)へ 派遣する。
(崇 峻 )四 年

(591年 )十 一月、紀男麻呂宿禰 。巨勢猿臣 。大伴連

嘱・ 葛城鳥奈良 (那 羅 )を 差 して大将軍 と為す。氏氏 の 臣連を率 い
て稗将 。部隊 として二萬餘 の軍を領 いて筑紫に出て居す。
『 日本書紀』
上宮法皇は「紀男麻呂宿禰・ 巨勢猿臣 。大伴連昭・ 葛城烏奈良 (那 羅 )」 を
大将軍 に任命 して いる。す べて肥前 の豪族 である。これ らの将軍は阿毎 王権 の
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群 臣であ り、物部守屋討伐にも参加 している。ところが上宮王家 の将軍にな っ
ている。上宮法皇が肥前に王権を樹立 したとき上宮法皇についてきた人物であ
る。これ らの豪族が上宮王家 の将軍になることによって肥前には上宮法皇を 中
心 とす る強力な王権が樹立 されたのである。
上宮法皇は「二 萬餘」とい う大軍を筑紫へ派遣 している。将軍等は筑紫 (博
多 )で 阿毎 王 権 の 討 伐 隊 を待 ち続 け る。 しか し阿 毎 王 権 は討 伐 隊 を派 遣 す る こ

とができなかった。阿毎王権はすでに衰退 してお り、「二萬餘」の大軍を討つ
だけの力が無か ったのである。
将軍等は戦わずに帰 って くる。
(推 古)三 年

(595年 )七 月、将軍等、筑紫より至る。
『 日本書紀』

将軍等は 4年 間も阿毎王権の討伐隊と戦 うために待 っていた。しか し阿毎 王
権か らの討伐隊は来なか った。 阿毎王権 は上宮王家 の独立を認めたことにな
る。上 宮王 家は阿毎 王権か ら完全に独立 したのである。北部九州に阿毎 王権 と
上宮王家 という二 つ の王権が併存す ることになる。
阿毎 王権 の年号 と上宮王家 の年号は併存 している。
○阿毎王権の年号
勝照
端政

○上宮王家 の年号

585年 ‑588年
589年 ‑593年

法興

591年 ‑622年

阿毎王権の「端政」年号 の時に上宮法皇は阿毎王権か ら独立 している。「端
政」年号は十五 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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(3)崇 峻天皇の殺害
上宮王家 が王権 を樹 立 した翌年

(592年 )に 蘇我 馬子 は崇 峻天 皇を殺害 す

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 く兵伎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 招き衆めて天皇を獄

(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
皇を私 (こ ろ)さ しむ。是 の 日、天皇を倉梯岡陵に葬 る。
『 日本書紀』

蘇我馬子は東漢直駒を派遣 して崇峻天皇を殺害 している。蘇我馬子 が天皇を
殺害 した事件 として有名である。
崇峻天皇 は『 日本書紀』では「泊瀬部天皇」であ り、『古事記』では「長谷
部若雀天皇」である。「若雀」とあるか ら「雀部」の人であろ う。
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」 は肥前の養父郡を本拠地に して いる。崇峻天皇
は雀部 の人であるか ら肥前 の養父郡 の豪族であろ う。
『古事記』 『 日本書紀』は崇峻天皇について次のように書 いている。
■長谷部若雀天皇、倉椅 の柴垣官 に座 して天下を治す こと卑歳な り。壬子
『古事記』
年十一 月十 三 日崩也。御陵は倉椅岡上に在 り也。

(587年 )八 月、是月、倉梯 に宮つ くる。
『 日本書紀』
(588年 )

■ (崇 峻 )即 位前紀
(崇 峻 )元 年
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『古事記』には崇峻天皇は「天下を治する こと四年」とある。崇峻天皇は王
位 についているとある。王権を樹立 していたのか もしれない。崇峻天皇は 59

2年 11月 に殺 されているか ら在位を四年 とす ると 588年 に王位 につ いた
ことになる。『 日本 書紀』の記述 と一致する。 588年 は物部守屋討伐

(58

7年 )の 翌年である。
崇峻天皇 (泊 瀬部皇子 )は 物部守屋討伐に参加 している。阿毎王権 の群 臣の
一人である。崇峻天皇は物部守屋討伐の時、阿毎王権 の力が衰退 していること
を察知 したのであろ う。そ こで肥前の養父郡に王権を樹立 したのか もしれな
い。
養父郡は蘇我稲 目の本拠地である。崇峻天皇はその地を奪 ったので はないだ
ろうか。蘇我 馬子はその地 を取 り戻 そ うとして崇峻天皇 と争い、崇峻天皇を殺
害 したのであろ う。蘇我馬子 と崇峻天皇の争 いは肥前 の養父郡の土地をめ ぐる
争 いであると思 われる。上宮法皇はそれを「内乱」と言 っている。
崇峻天皇は肥前 の養父郡に王権を樹立 したのか もしれない。しか しまわ りの
々
人 はそれを認めていなか ったのであ ろう。それで上 宮法皇は「 内乱」と言 っ
ているのであろ う。崇峻天皇は単に雀部の首長だ ったのではないだ ろうか。
崇峻天皇は「倉梯岡陵」に埋葬 されたとある。「倉梯」は奈良県桜井市であ
るといわれている。岩波書店 の『 日本書紀』の補注には「奈良県桜井市大字倉
橋字金福寺跡 (今 、桜井市倉橋 )と す る」とある。 しか し崇峻天皇は肥前の養
父郡 の人である。「倉梯岡陵」は肥前の養父郡にある。

(4)推 古天皇 の擁立
推古天皇は崇峻天皇が蘇我馬子に殺 されて空位が続 いたので即位 した とあ
る
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(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 王敷天皇崩ず。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』
蘇我 馬子 は崇 峻天皇 を 592年

11月 に誅殺 し、推 古天皇 は 12月 に即位 し

て い る。蘇 我馬子 が推 古天皇 の 即位 に関与 して い る こ とは明 らかで あ ろ う。
推 古天皇 は蘇我 馬子 の姪で あ る。蘇我 馬子 は崇 峻天皇 を殺害 して推 古天皇 を
天皇 に したので あ ろ う。推 古天皇 は肥前 の三 根郡葛木 の豊 浦で即位 し、後 に小
墾 田へ 遷 る。

(推 古 )十 一 年

(603年 )十 月 、小墾 田宮 に遷 る。

『 日本 書紀 』

小墾 田は蘇我稲 目の本拠地 である。その地を崇崚天皇に奪われ たので蘇我馬
子は崇峻天皇を伐 って小墾田の地を取 り返 した。そ して直ちにその地を姪の推
古天皇 の本拠地に したのであろ う。蘇我馬子が小墾田の土地 を推古天皇の本拠
地に したのではないだろ うか。

このよ うに「穴穂部皇子 の誅殺」、「物部守屋討伐」、「崇峻天皇の殺害」、
「推古天皇の擁立」 という大きな事件はすべ て蘇我馬子が 関与 している。蘇我
馬子は肥前における最大 の実力者である。
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