
第 2部  「白村江の戦い」と天武王権
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第 1章  百済滅亡 と自村江の戦い
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1 百済滅亡

(1)『 日本書紀』の「百済滅亡」記事

660年に百済は唐と新羅の連合軍に敗れる。百済は唐の占領地になる。

戦争に敗れると国はどのようになるのであろうか。それを「百済滅亡」から

学ぶことにしよう。

(斉明)六年 (660年)七月、高麗の沙門道顕の『 日本世記』

に日う、七月云々。春秋智、大将軍蘇定方の手を借 りて百済を挟

み撃ちにして亡ぼす。 (中略)

『伊吉連博徳書』に云う、庚申年 (660年)八月、百済はすで

に平らげられた後、九月十二日、客を本国に放す。十九日、西京

自り発す。十月十六日、還りて東京に到り、始めて阿利麻等五人

と相見るを得る。十一月一日、将軍蘇定方等の為に捉えられた百

済王以下、太子隆等、諸王子十二人、大佐平沙宅千福 。國排成よ

り以下三十七人、併せて五十許 りの人、朝堂に奉り進む。 (中 略)

九月、『或本』に云う、今年七月十日、大唐の蘇定方、船師を率

いて尾資の津に軍 (い くさだち)す。新羅王春秋智は兵馬を率い

て怒受利の山に軍す。百済を挟み撃ちにして相戦うこと二日。我

が王城を陥 (お と)す。同月十三日、始めて王城を破る。

『 日本書紀』

「春秋智」は新羅の将軍であり、「大将軍蘇定方」は唐の将軍である。 「百

済を挟み撃ちにして亡ぼす」とある。
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660年 7月 13日 に百済は唐と新羅の連合軍に敗れる。唐の将軍蘇定方は

百済王や太子隆をはじめ50名 以上を捕虜にして唐へ連れて行ったという。敗

戦国の王や太子は唐へ連行されている。

(2)

『 旧唐書』

『旧唐書』の「百済滅亡」

「本紀」は 「百済滅亡」を簡単に記述 している。

顕慶五年 (660年 )八月、蘇定方等、百済を討ち平らげ、其の

王扶餘義慈を面縛 (う しろ手にしばりあげること)す。國は分か

れて五部、郡二十七、城二百、戸七十六萬となる。其の地を以て

分けて熊津等五都督府を置く。      『 旧唐書』 「本紀」

百済王は「扶餘義慈」とある。百済の最後の王は「義慈王」である。

「其の地を以て分けて熊津等五都督府を置く」とある。百済は五つに分割さ

れてそれぞれに「都督府」が置かれた。唐は敗戦国 (百済)を支配するために

「都督府」を設置している。

『旧唐書』「百済国伝」は百済滅亡を詳しく書いている。

顕慶五年 (660年 )、 命左衛大将軍蘇定方統兵討之、大破其國。

虜義慈及太子隆、小王孝演、偽将五十人人等送於景師、上責而宥

之。其國旧分為五部、統郡二十七、城三百、戸七十六萬。至是乃

以其地分置熊津、馬韓、東明等五都督府、各統州縣、立其酋渠為

都督、刺史及縣令。命右衛郎将王文度為熊津都督、絶兵以鎮之。

『 旧唐書』百済国伝

(訳)顕慶五年 (660年 )、 左衛大将軍蘇定方に兵を統べ之を

討つことを命じる。大いに其國を破る。義慈 (王)及び太子隆、
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小王孝演、偽将五十八人等を捕虜にして京師に送る。上 (皇帝)

は責めて而 して之を宥 (ゆ る)す。其の國は旧 (も と)分れて五

部を為 し、郡三十七、城三百、戸七十六萬を統べる。是に至り乃

ち其地を以て分けて熊津、馬韓、東明等五都督府を置き、各州縣

を統べるに其の酋渠を立てて都督、刺史及び縣令と為す。右衛郎

将王文度に命 じて熊津都督と為 し、兵を総べて以て之を鎮める。

660年 に百済は唐に討たれて亡びる。義慈王や太子隆は捕らえられて京師

へ連れて行かれたとある。百済の地は熊津、馬韓、東明等の五つに分割されて

「都督府」が置かれた。

「右衛郎将王文度に命 じて熊津都督 と為 し、兵を線べて以て之を鎮める。」

とある。 「兵力」で以て百済を「鎮める」という。 「都督府」は武力によつて

支配するための統治機関である。敵国を支配するのであるから当然であろう。

唐が設置 した「都督府」は敵国を武力によつて支配するための統治機関であ

る。

{3)『三国史記』の「百済滅亡」

『三国史記』「百済本紀」は「百済滅亡」を次のように書いている。

(義慈王)二十年 (660年 )六月、高宗 (唐の皇帝)は左衛大

将軍蘇定方に詔 して神丘道行軍大線官と為 し、左衛将軍劉伯英、

右武衛将軍凋士貴、左駿衛将軍龍孝公を率いて兵十三高を統べて

以て来たり征す。同時に新羅王金春秋を以て嶋夷道行軍総官と為

し、其の國の兵と勢力を合わせる。 (中 略)

我が軍大敗す。 (中 略)死者萬餘人。 (中 略)こ こに於いて王及

び太子孝と諸城は皆降る。蘇定方は王及び太子孝、王子泰、隆、

88



演及び大臣将士八十八人、百姓一高二千人百七人を以て京師に送

る。國には本 (も と)五部、三十七郡、三百城、七十六萬戸有 り。

ここに至 り熊津、馬韓、東明、金連、徳安の五都督府を置く。

『三国史記』

660年に唐は十二萬人の兵を出して百済を滅ばしたとある。百済の死者は

「萬餘人」であるという。多くの犠牲者を出している。まさに国を挙げての戦

いである。

百済王や太子ばかりではない。 「百姓一萬二千人百七人を以て京師に送る」

とある。百済の多くの人民が唐へ連行されている。おそらく奴隷として使われ

たのであろう。戦争をすれば国民が犠牲になる。『三国史記』には戦勝国の歴

史書には無い敗戦国のことが詳細に書かれている。敗戦国の歴史書を見ること

が如何に重要であるかがわかる。

『 日本書紀』『 旧唐書』『 三国史記』は「百済滅亡」と敗戦国の様子をこの

ように伝えている。
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2 「白村江の戦い」

(1)百済国の再興

660年 7月 に百済国は滅亡する。しかし一部の残存勢力は百済国の再興を

計る。『 日本書紀』は次のように書いている。

(斉明)六年 (660年 )九月、百済、達率、沙蒲覚従等を遣わ

し、来たり奏 して曰く、「今年七月、新羅、力を侍 (たの)み勢

を作 り、隣と親 しまず。唐人を引き構えて百済を傾け覆す。君臣

すべて件 (と りこ)と なり、ほぼ残れる者無 し。是に西部恩率鬼

室福信、赫然 (いか)り 発憤 して任射岐山に抜 (よ )る。達率餘

自進は中部久麻怒利城に抜る。各一所に営み、散 りし卒 (兵士)

を誘い衆める。 (中 略)福信等、遂に同国を集めて共に王城を保

つ。国人、尊びて曰く、左平福信、左平自進 と。唯、福信は神武

の権 (はか りごと)を起こし、既に亡んだ國を興す。」という。

十月、百済の左平鬼室福信、左平貴智等を遣わし、来た り唐の件

一百餘人を献ず。今、美濃国の不破 。片縣の二郡の唐人等なり。

又師 (兵士)を乞い、救いを請 う。併せて王子余豊環を乞いて日

く、「唐人は (中 略)我が社稜 (く に)を覆 し、我が君臣を件 (と

りこ)にす。 (中 略)方 (ま さ)に今、謹み願い、百済国が天朝

に遣わ し侍る王子豊障を迎えて将に国主と為 さむ。」 とい う。

云々。王子豊障及び妻子と、其の叔父忠勝等を送る。其の正 しく

発ち遣わす時は七年に見える。或る本に云 う、天皇、豊障を立て
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て王と為し、塞上を立てて輔 (すけ)と 為し、而して證を以て発

ち遣わすという。               『 日本書紀』

660年 7月 に百済は滅びる。しかし9月 には思率鬼室福信 と達率餘 自進が

それぞれ百済国の再興を計る。

10月 に鬼室福信は日本へ「師 (兵士)を乞い、救いを請 う」とある。 日本

へ救援を要請 している.さ らに百済が日本へ人質に出していた王子豊障を迎え

て國主 (王)に したいと申し出る。 日本は「王子豊章及び妻子と、其の叔父忠

勝等を送る」とある。人質に来ていた王子豊障を百済へ送 り返 している。百済

へ帰った王子豊章は百済王になる。

(2)『 日本書紀』の「白村江の戦い」

日本は百済の要請に応えて兵を出す。「自村江の戦い」がはじまる直前のこ

とである。

(天智)二年 (663年)二月、前将軍上毛野君稚子・間人連大

蓋、中将軍巨勢神前臣訳語 。三輸君根麻呂、後将軍阿倍引田臣比

羅夫。大宅臣鎌柄を遣わし、二萬七千人を率いて新羅を打たしむ。

『 日本書紀』

663年 3月 、日本は百済救援のために二萬七千人の兵を出してまず新羅を

討 とうとする。ところが百済王豊環は鬼室福信を殺 してしまう。

(天智)二年 (663年)六月、百済王豊障、鬼室福信に謀反の

心が有るのを嫌い革を以て掌を穿ち、而して縛る。 (中略)斬 り

て首を醜 (す し)にする。           『 日本書紀』
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鬼室福信は百済国再興の中心人物である。新羅はそれを開いて好機到来とば

か りに百済を攻める。こうして 「自村江の戦い」がはじまる。

(天智)二年 (663年 )八月、新羅は百済王が己れの良将を斬

るを以て直ちに百済国に入 り、先ず州柔を取ることを謀る。百済

は賊の計るところを知 り諸将に謂いて曰く、「今聞く、大 日本国

の救いの将慮原君臣、健児萬餘を率いて正に海を越えて至る。願

わくば諸将軍等、予め之を図り応えるべ し。我は自ら往きて自村

に待ち饗 (あ)えむ。」という。

賊の将は州柔に至 り其の王城を続 (か こ)む。大唐の軍将は戦船

一百七十艘を率いて自村江に陣烈す。日本の船師で初めに至る者

は大唐の船師と合戦す。日本不利。而 して退く。大唐は陣を堅く

守る。 日本の諸将は百済王と気象を観ずに相謂いて曰く、 「我

等、先を争えば彼等は自ら退くであろう。」という。更に日本は

伍を乱し、中軍の卒 (兵士)を率いて進み大唐の堅陣の軍を打つ。

大唐は便ちに左右より船を爽み続 (か こ)み戦 う。官軍は敗れ続

ける。水に赴きて溺死する者衆 (おお)し。鮨 (と も)や舶 (へ )

を廻旋 (かいせん)することもできない。 (中略)是時、百済王

豊樟は数人と船に乗 り高麗へ逃げ去る。九月、百済の州柔城は始

めて唐に降る。                『 日本書紀』

663年 8月 、新羅は百済を攻める。「大唐の軍将は戦船一百七十艘を率い

て自村江に陣烈する」とある。唐は 170艘 の軍船を自村江に浮かべて陣を張

る。 日本の諸将軍と百済王は「気象を観ずに」、「大唐の堅陣の軍を打つ」と

ある。「大唐は便ちに左右より船を爽み続 (か こ)み戦 う。官軍は敗れ続ける。

水に赴きて溺死する者衆 (おお)し。」とある。 「自村江の戦い」はこうして

敗北に終わる。百済王豊章は高麗へ逃げる。
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「百済国の再興」は失敗に終わる。日本は「白村江の戦い」で完敗する。こ

れが「白村江の戦い」である。

{3)『旧唐書』の「白村江の戦い」

『 旧唐書』 「本紀」には「自村江の戦い」の記述はない。『 旧唐書』 「百済

国伝」は次のように伝えている。

(龍朔)二年七月、仁願、仁軌等率留鎮之兵、大破福信餘衆於熊

津之東、抜其支羅城及ヂ城、大山、沙井等柵、殺獲甚衆、例令分

兵以鎮守之。福信等以真蜆城臨江高険、又営衝要、加兵守之。 (中

略)仁願乃奏請益兵。詔発洛、青、莱、海之兵七千人、遣左威衛

将軍孫仁師統衆浮海赴熊津、以益仁願之衆。

時福信既専其兵権、興扶餘豊漸相猜式。福信称疾、臥於窟室、将

候扶餘豊問疾、謀襲殺之。扶餘豊覚而率其親信掩殺福信、又遣使

往高麗及倭国請兵以拒官軍。 (中 略)於是仁師、仁願及新羅王金

法敏帥陸軍進、劉仁軌及別帥社爽、扶餘隆率水軍及糧船、自熊津

江往白江以会陸軍、同趨周留城。仁軌遇扶餘豊之衆於自江之口、

四戦皆捷、焚其舟四百艘、賊衆大潰、扶餘豊脱身而走。偽王子扶

餘忠勝、忠志等率士女及倭衆並降、百済諸城皆復帰順、孫仁師興

劉仁願等振旅還。          『 旧唐書』 「百済国伝」

(訳)(龍 朔)二年 (662年 )七月、仁願、仁軌等は留鎮の兵

を率いて大いに福信の餘衆を熊津の東に破 り、其の支羅城及びヂ

城、大山、沙井等の柵を抜き、獲 (と らえ)て殺すこと甚だ衆 (お

お)し。例 りて兵を分けて以て之を鎮守せ しむ。

福信等は真幌城が江に臨み、高く険 しく、又要衝の地に営るた

め、兵を加えて之を守る。 (中 略)仁願は乃ち奏 して兵を益すこ
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とを請 う。詔 して巡、青、莱、海の兵七千人を発 し、左威衛将軍

孫仁師を遣わし、衆を統べて海に浮び熊津に赴き、以て仁願の衆

を益す。

時に福信は既に其の兵権を専らにしている。そのため扶餘豊と漸

く相い猜 (う たが)い式 (そむ)く 。福信は疾を称 して窟室に臥

し、将に扶餘豊が疾を問 うのを候 (う かが)い、襲い殺すことを

謀る。扶餘豊はそれを覚 り、而して其の親信掩を率いて福信を殺

し、又使いを遣わし、高麗及び倭国に往きて兵を請い以て官軍を

拒ぐ。 (中 略)是に於いて仁師、仁願及び新羅王金法敏は陸軍を

帥いて進み、劉仁軌及び別帥社爽、扶餘隆は水軍及び糧船を率い

て、熊津江より自江に往きて以て陸軍と会い、同じく周留城に趨

(は し)る 。仁軌は扶餘豊の衆と自江の口で遇 う。四戦 して皆な

捷 (か)ち、其の舟四百艘を焚き、賊衆は大いに潰れ、扶餘豊は

身を脱 して而して走る。偽王子扶餘忠勝、忠志等は士女及び倭衆

を率いて並びに降る。百済の諸城は皆復た帰順す。

鬼室福信は 662年 7月 から唐 と戦 う。唐は鬼室福信を破ることができな

い。 「仁願は乃ち奏 して兵を益すことを請 う。詔 して巡、青、莱、海の兵七千

人を発 し、左威衛将軍孫仁師を遣わし、衆を統べて海に浮び熊津に赴き、以て

仁願の衆を益す。」とある。唐は仁願の要請に応えて 7千人を増強 している。

鬼室福信の勢力が如何に強力であったかがわかる。

ところが「鬼室福信は既に其の兵権を専らにしている。」とあるように百済

王豊障は鬼室福信を警戒するようになる。それを知った鬼室福信は病気と称 し

て百済王豊障が見舞いに来るところを利用 して殺そうとたくらむ。しかし発覚

して鬼室福信は殺 される。

良将鬼室福信が殺されたのを知ると唐 と新羅は一斉に百済を攻める。「自村

江の戦い」がはじまる。唐は「四戦 して皆な捷 (か)ち 、其の舟四百艘を焚き、

賊衆は大いに潰れ、扶餘豊は身を脱 して而して走る。」とある。 日本軍は「白
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村江の戦い」で「四戦四敗」している。 「四百艘」が焚かれたという。完敗で

ある。

「百済の諸城は皆復た帰順す」とある。 660年 の「百済滅亡」の時に再び

もどっている。 「百済国の再興」は失敗に終わる。

(4)日 本への亡命

「白村江の戦い」で敗れた百済の人々は日本へ逃げて来る。

(天智)二年 (663年)八月、是時、百済王豊章は数人と船に

乗り、高麗へ逃げ去る。

九月、百済の州柔城は始めて唐に降る。是時、國人相謂いて曰く、

「州柔は降る。事奈何 (いかに)と いうこと元 (な)し。百済の

名は今日に絶える。 (中略)」 という。遂に本より枕服岐城に在

る妻子等に教えて國を去る心を知らしむ。牟ユを発途す。三濃に

至る。日本の船師及び佐平余自信・達率木素貴子 。谷那晋首 。憶

濃福留、並びに国民等、三磋城に至る。明日、船を発し、始めて

日本へ向かう。                『 日本書紀』

663年 8月 に「百済王豊障は数人と船に乗 り、高麗へ逃げ去る。」とある。

9月 には「百済の名は今 日に絶える。」とある。 663年 9月 をもって百済国

は完全に消滅する。

「日本の船師及び佐平余 自信 。達率木素貴子・谷那晋首・憶程福留、並びに

国民等、三證城に至る。明日、船を発 し、始めて日本へ向か う。」とある。 6

60午の「百済滅亡」や、663年 の「自村江の戦い」の敗北により、多くの

百済人が日本列島へ逃げて来る。亡命者等はその後 日本列島で活躍する。
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3 『日本書紀』の記す「百済救援」

(1)斉明天皇の筑紫行き

660年 7月 に百済は滅亡する。百済の鬼室福信は百済国を再興しようとし

て日本に救援を求める。日本は百済の要請に応えて兵を出す。これを「百済救

援」という。『 日本書紀』は次のように書いている。

(斉明)六年 (660年 )十月、百済の左平鬼室福信、左平貴智

等を遣わし、来たり唐の停一百餘人を献ず。今、美濃国の不破 。

片縣の二郡の唐人等なり。

又師 (兵士)を乞い、救いを請 う。併せて王子余豊環を乞いて日

く、「唐人は (中 略)我が社稜 (く に)を覆 し、我が君臣を件 (と

りこ)にす。 (中 略)方 (ま さ)に今、謹み願い、百済国が天朝

に遣わし侍る王子豊章を迎えて将に国主と為さむ。」 とい う。

云々。王子豊章及び妻子と、其の叔父忠勝等を送る。其の正 しく

発ち遣わす時は七年に見える。或る本に云 う、天皇、豊環を立て

て王と為し、塞上を立てて輔 (すけ)と 為 し、而して稽を以て発

ち遣わすという。               『 日本書紀』

660年 10月 に百済の左平鬼室福信は「師 (兵士)を乞い、救いを請 う」

とある。 日本は「要請」に応えて直ちに救援の準備を始める。
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(斉明)六年 (660年 )十二月、天皇、難波宮に幸す。天皇は

方 (ま さ)に福信が乞 う意に随い、筑紫に幸して将に救軍を遣わ

さんと思い、初めて斯 (こ こ)に幸して諸軍器を備える。

『 日本書紀』

「斉明天皇の六年 (660年 )十二月」条である。斉明天皇は百済救援のた

めに筑紫へ行く決心をする。まず難波に来て「諸軍器を備える」とある。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から大和から難波

(大阪)に来ているのであろう。斉明天皇は難波 (大阪)へ来て諸軍器を備え

る。翌年の正月に斉明天皇は筑紫へ向かう。

(斉明)七年 (661年)正月、御船西へ征 (ゆ )き 、始めて海

路に就 (つ)く 。御船、大伯海に到る。時に大田姫皇女、女を産

む。例りて是女を名付けて大伯皇女という。御船は伊豫の熟田津

(に ぎたつ)の石湯行官に泊まる。

二月、御船、還りて郷大津に至る。磐瀬行宮に居す。天皇は此を

改め長津という。               『 日本書紀』

斉明天皇は661年正月に難波から筑紫へ向かう。途中、伊豫に泊まり、三

月には妍『大津 (博多)に到着する。「磐瀬行宮に居す」とある。斉明天皇は「百

済救援」のために大和から筑紫 (博多)に来ている。

筑紫に来た斉明天皇は朝倉宮を建てて移 り住む。

(斉明)七年 (661年)四月、或る本に云う、四月に天皇は朝

倉宮に遷 り居すという。

二月、天皇、朝倉橘広庭官に遷り居す。
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是時、朝倉社の本を斬 り除き、此の宮を作る故に、神は恋 り殿を

壊す。亦宮中に鬼火を見る。是により大舎人及び諸近侍は病みて

死ぬ者衆 (おお)し。 (中 略)

七月、天皇、朝倉官に崩ず。          『日本書紀』

斉明天皇は661年 4月 に朝倉宮を建てて移 り住む。朝倉宮は福岡県朝倉郡

朝倉町に造られたといわれている。

斉明天皇は三ヶ月後の 7月 に死去する。斉明天皇は「百済救援」を行う前に

死去する。

(2)天智天皇の 「百済救援」

母の斉明天皇が死去したので皇太子である中大兄 (天智天皇)がその後を継

ぐ,

(天智)即位前紀、七年 (661年 )七月、 (斉 明天皇)崩ず。

皇太子 (天智天皇)は素服 (麻衣)を着て称制す。 (中 略 )

皇太子、長津宮に遷 り居す。総 (よ うやく)、 水表の軍政を聴く。

人月、前将軍大花下安曇比選夫連・小花下河辺百枝臣等、後将軍

大花下阿倍引田臣比選夫 。大山上物部連熊 。大山上守君大石等を

遣わし百済を救わしむ。例 りて兵伎・五穀を送る。 『 日本書紀』

中大兄 (天智天皇)は 「称制」したという。 「称制」とは「即位の式を挙げ

ずに政務を摂ること」をいう。

中大兄は「長津官に遷 り居す」とある。中大兄は朝倉宮から長津宮 (郷大津

=博多の海岸)に移 り住んでいる。
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中大兄は直ちに救援軍を百済へ派遣する。661年 8月 に「前将軍大花下安

曇比選夫連・小花下河辺百枝臣等、後将軍大花下阿倍引田臣比選夫 。大山上物

部連熊 。大山上守君大石等を遣わし百済を救わしむ。」とある。

百済の鬼室福信は日本に人質に来ている王子豊章を返して欲しいと願い出

る。「百済国が天朝に遣わし侍る王子豊障を迎えて将に国主と為さむ。」とあ

る。中大兄 (天智天皇)はこれに応える。

(天智)即位前紀、七年 (661年)九月、皇太子、長津宮に御

す。織冠を以て百済の王子豊環に授ける。 (中略)乃ち大山下狭

井連積榔・小山下秦造田来津を遣わし、軍五千餘を率いて本郷に

衛り送らしむ。是に豊障が國へ入るとき福信は迎え来て稽首 (け

いしゅ=頭を地に近づける最高の敬礼)して國の朝政を奉じて皆

悉く委ねる。                 『 日本書紀』

皇太子 (天智天皇)は長津官で「織冠を以て百済の王子豊環に授け」て、「軍

五千餘を率いて本郷に衛 り送らしむ」とある。王子豊章を百済へ送 り届けてい

る。

ところが同じ話が翌年 (662年 )に もある。

(天智)元年 (662年 )五月、大将軍大錦中安曇比選夫連等、

船師一百七十艘を率いて豊環等を百済国に送 り、宣勅 して豊障等

を以て其の位を継がしむ。又金策を福信に予 (たま)いて其の背

を撫でて褒めて爵禄を賜 う。時に豊障等と福信 と稽首 (おが)み

て勅を受け、衆、為に沸を流す。        『 日本書紀』

662年 5月 に「大将軍大錦中安曇比選夫連等、船師一百七十艘を率いて豊

障等を百済国に送り、宣勅して豊障等を以て其の位を継がしむ。」とある。
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661年 と662年 の記事はどちらが正 しいのであろうか。「百済救援」に

はこのような問題がある。

663年 に中大兄 (天智天皇)は 「二萬七千人」を派遣する。

(天智)二年 (663年 )二月、前将軍上毛野君稚子・間人連大

蓋、中将軍巨勢神前臣訳語 。三輪君根麻呂、後将軍阿倍引田臣比

羅夫。大宅臣鎌柄を遣わし、二萬七千人を率いて新羅を打たしむ。

『日本書紀』

663年 3月 に前将軍 。中将軍・後将軍を派遣して「新羅を伐たしむ」とあ

る。ところが 6月 に百済王豊環は鬼室福信を謀反の疑いで殺してしまう。新羅

は好機到来とばかりに百済を攻める。 「白村江の戦い」がはじまる。

百済と日本の軍は唐 。新羅の連合軍に滅ぼされる。「自村江の戦い」は敗北

に終わる。

『 日本書紀』は「百済救援」をこのように書いている。
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4 『 日本書紀』の記す「百済救援」への疑問

(1)百済 と阿毎王権の交流

百済は日本へ救援を要請する。このとき百済は日本列島のどの王権に救援を

要請したのであろうか。『 日本書紀』は斉明天皇が百済の要請を受けて筑紫ヘ

行ったと書いている。しかし百済が交流をしているのは阿毎王権である。

552年 に物部尾輿は物部色鹿火から王権を奪い阿毎王権 (優国)を樹立す

る。 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・幡蓋・経論等を献 じる。阿毎王権の天皇 (物部尾輿)は 「歓喜 し、踊 り跳

ね」たという。百済と阿毎王権の交流がはじまる。

その直後に百済は新羅と戦争を始める。百済は樹立したばかりの阿毎王権に

軍兵を乞 う。

■ (欽明)十四年 (553年 )正月、百済は上部徳率科野次酒 。「F

率程塞敦等を遣わし軍兵を乞 う。

■ (欽明)十五年 (554年 )二月、百済は下部拝率将軍三貴・上

部奈率物部鳥等を遣わし、救いの兵を乞 う。

■ (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

函山城を攻めしむ。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。

十二月、 (百済の聖明王、新羅との戦いで戦死)
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■ (欽明)十六年 (555年 )二月、百済の王子餘昌は王子恵を遣

わし、奏 して曰く、「聖明王は賊のために殺された。」という。

■ (欽明)十七年 (556年 )正月、百済の王子恵は罷 (ま かる=
帰る)こ とを請 う。例 りて兵伎・良馬を賜 うこと甚だ多し。 (中

略)こ こに於いて阿倍臣・佐伯連・播磨直を遣わし、筑紫国の舟

師を率いて衛 り送 りて国に達す。別に筑紫火君を遣わし、勇士一

千を率いて衛り、爾三に送る。          『日本書紀』

百済の要請に応えて日本は兵を派遣する。

「竹斯 (筑紫)物部莫奇委沙奇、能 く火箭を射る」とある。筑紫の物部氏が

活躍 している。筑紫の物部氏は阿毎王権である。「竹斯 (筑紫)物部莫奇委沙

奇」は阿毎王権が派遣 した将軍であろう。

百済は「竹斯嶋の上の諸軍士を遣 り、臣の国に来て助けたまえ」と助けを求

めている。 「竹斯嶋」は「筑紫」である。百済は筑紫の軍を派遣 してくれと要

請 している。筑紫を支配 しているのは阿毎王権である。百済は阿毎王権に「筑

紫の軍」を派遣 してくれと要請 している。

554年 に百済の聖明王は新羅との戦いで戦死する。555年 に王子餘昌は

王子恵を日本へ遣わして報告する。王子恵が帰国するとき「筑紫国の舟師を率

いて衛 り送 りて國に達す」とある。「筑紫国の舟師」が護衛 している。「筑紫

国」を支配 しているのは阿毎王権である。王子恵が聖明王の死を報告に来てい

るのは阿毎王権である。百済は阿毎王権に救援を求めている。百済は阿毎王権

を頼 りにしている。

このように百済が交流をしているのは筑紫を支配 している阿毎王権である。

『 隋書』倭国伝は 600年 ころの優国 (阿毎王権)と 百済 。新羅の関係を次

のように書いている。

新羅・百済皆以優為大国。多珍物。並敬仰之。恒通使往来。

『隋書』優国伝
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(訳)新羅 。百済は皆優国を以て大国と為す。珍物多し。並びに

之を敬い仰ぐ。恒に使いを通わし往来する。

新羅と百済は阿毎王権 (優国)を大国として恒に交流しているという。60

0年ころになっても百済は阿毎王権を大国として頼 りにしている。百済が救援

を要請 しているのは筑紫の「阿毎王権」である。

(2)阿毎王権 と中国

中国は日本列島を代表する国は阿毎王権 (撥国)であると認識している。6

08年に隋は阿毎王権に表世清を派遣する。

明年上遣文林郎表清使於優国。度百済行至竹島、南望弟羅国。経

都斯麻国廻在大海中。又東至一支国。又至竹斯国。又東至秦王国。

其人同於華夏。以為夷洲、疑不能明也。又経十餘国達於海岸。自

竹斯国以東皆附庸於優。           『隋書』優国伝

(訳)明年 (608年 )、 上 (皇帝)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、南に弟羅国を望む。

都斯麻国 (対馬国)を経て廻り大海の中に在る。又東一支国に至

る。又竹斯国 (筑紫国)に至る。又東秦王国に至る。其人華夏 (中

国)に同じ。以て夷洲と為すも疑うらくは明らかにすることあた

わず也。又十餘国を経て海岸に達す。竹斯国より以東は皆優国に

附庸す。

「竹斯国より以東は皆優国に附庸す」とある。「以東」とは豊前の海岸まで

である。「筑紫から豊前の海岸」までは優国 (阿毎王権)が支配しているとい

つ。

103



|

|

優国 (阿毎王権)の本拠地は筑紫の鞍手郡である。優国 (阿毎王権)は筑紫   |
から豊前までを支配している。北部九州 (筑紫、豊前)は 「優国 (阿毎王権)」   |

唐は 632年 に高表仁を派遣する。                      |

(舒明)四年 (632年 )八月、大唐は高表仁を遣わして三田紹     l
を送る。共に対馬に泊まる。是時、学問僧霊雲 。僧晏及び勝鳥養、      l
新羅の送使等も之に従 う。                       |

十月、唐国の使人高表仁等は難波の津に泊まる。則ち大伴連馬養      |
は江口に迎える。               『 日本書紀』     |

高表仁等は「難波の津に泊まる。」とある。「難波の津」は福岡市東区の多々   |
良川の川 口である。阿毎王権の海の玄関口である。高表仁等は阿毎王権に来て   |

高表仁が日本へ来たことは『 旧唐書』にも載っている。             |

貞観五年 (631年 )使いを遣わし方物を献 じる。 (中 略)又新     |
州の刺史高表仁を遣わし、節を持って往き之を撫 (な ぐさめ)る 。      |
表仁は級遠の才が無く、王子と證を争い朝命を宣べずに還る。       |

高表仁は阿毎王権の王子と「證を争い朝命を宣べずに還る」とある。       i
600年 -632年 まで隋や唐は阿毎王権 (倭国)が 日本列島を代表する国   l

であると認識 して交流している。
                        |

その 28年後の 660年 に百済は滅亡する。百済は日本に救援を要請する。    l
百済が救援を要請 しているのは阿毎王権である。大和の斉明天皇 (上宮王家)   l
ではない。                                   l

i
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5 上宮王家による 「百済救援」の問題点

(1)上宮王家とは

『 日本書紀』は「百済救援」のために斉明天皇が大和から筑紫へ行ったと書

いている。斉明天皇は上宮王家の皇女 (宝皇女)である。

上宮王家や斉明天皇については「古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王

家』」に詳述 している。ここでは概略を述べる。

上宮王家は 591年 に上宮法皇が樹立した王権である。上宮法皇は阿毎王権

から独立して天子となり年号を建てている。 「法興」年号である。本拠地は肥

前の飛鳥 (三根郡)である.

上宮法皇には四人の皇子が居た。上宮皇子 (厩戸皇子)。 来日皇子・殖栗皇

子・茨田皇子である。ところが長男の上宮皇子 (厩戸皇子)と 次男の来日皇子

は上宮法皇よりも先に死去する。上宮法皇の後を継いだのは三男の殖栗皇子

か、四男の茨田皇子であろう。どちらかは不明である。それをX天皇としよう。

X天皇の娘が宝皇女である。宝皇女は上宮法皇の孫である。

上宮王家には王位を継承する皇子が居なくなるのであろう。舒明天皇を婿養

子に迎える。

舒明天皇と宝皇女の間に中大兄 (天智天皇)が生まれる。

(舒明)二年 (630年 )、 宝皇女を立てて皇后と為す。后、二

男一女を生む。一を葛城皇子とい う。近江大津宮御宇天皇なり。

二を間人 (は しひと)皇女という。三を大海皇子という。浄御原

宮御宇天皇なり。               『 日本書紀』
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二代 目の X天皇が崩 じると婿養子の舒明天皇が即位する。三代 目である。

上宮王家の王と年号は次のようになつている。

○上宮王家の王と年号

■初代  上宮法皇

■二代 目 X天 皇

■三代 目 舒明天皇

591年 -622年

623年 ‐-628年

629年 ―‐641年

法興

仁王

聖聴

舒明天皇の即位は 629年 である。舒明天皇の本拠地は肥前である。

641年 に舒明天皇が崩 じると宝皇女が即位する。皇極天皇である。皇極天

皇は上宮王家の四代目の天皇ということになる。

皇極天皇は孝徳天皇に天皇位を譲 り、孝徳天皇が崩 じると再度宝皇女が即位

して斉明天皇になると『 日本書紀』は書いている。これを「重詐」という。

しかしこれは『 日本書紀』の捏造である。孝徳天皇は「豊王権」である。皇

極天皇と孝徳天皇は王権が異なる。宝皇女 (皇極天皇)が孝徳天皇に天皇位を

譲るはずがない。宝皇女は即位すると死去するまで天皇位に即いている。「重

詐」は無かった。 (古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』参照)

(2)斉明天皇の大和移住

656年 に斉明天皇 (宝皇女)は肥前の飛鳥から大和の飛鳥へ移る。天武王

権を恐れての逃亡である。九州を捨てている。

天武王権を恐れて大和へ逃げた斉明天皇に対 して百済が救援を要請するで

あろうか。

九州は天武王権が支配 している。斉明天皇は天武王権が支配 している筑紫に

軍を率いて入ることことができるだろうか。
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斉明天皇が百済の要請を受けたということも、斉明天皇が筑紫へ来たという

ことも疑間である。

(3)斉明天皇の浪費

斉明天皇は大和の飛鳥に移ると大規模な開発を行う。

(斉明)二年 (656年 )、 是歳、田身嶺に於いて周囲を垣 (根 )

で巡らして冠のようにする。復 (ま た)、 嶺の上の両槻樹の辺に

観 (楼観)を起こす。号して両槻宮という。亦天宮という。

時に興事を好む。すなわち水工に渠を穿 (ほ ら)せる。香山の西

より石上山に到る。舟二百隻を以て石上山の石を載せて流れに順

(したが)い控引 (ひ)いて、宮の東の山に石を塁 (か さ)ねて

垣 と為す。

時人謗 (そ し)り て曰く、「狂心渠 (たぶれこころのみぞ)」 と

いう。功夫を損ない費やすこと三高餘。垣を造る功夫を費や し損

なうこと七萬餘。宮材は爛 (ただ)れ、山椒 (山 頂)は埋もれる。

又謗 りて曰く、「石の山丘を作る。作るに随い自ら破 (こ われ )

る。」という。                『 日本書紀』

斉明天皇は新 しい土地に来るとすばらしい都を造ろうとする。肥前よりも立

派な都を造ろうとしたのであろう。あるいは天武王権には負けない都を造ろう

としたのではないだろうか。斉明天皇は莫大な費用をかけて種々の建造物を造

っている。その遺跡が最近続々と飛鳥から発掘されている。

しかし当時は「功夫を損ない費やすこと三高餘。垣を造る功夫を費や し損な

うこと七萬餘。」とある。斉明天皇の「浪費 (損費)」 は異常である。人々は

それを謗 (そ し)り 「狂心渠 (た ぶれこころのみぞ)」 と言っている。
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斉明天皇はこのように浪費をしている。斉明天皇が「百済救援」の要請を受

けたとしても百済を救援するだけの力は残っていないのではないだろうか。

(4) 「筑紫行き」への疑問

661年 正月に「百済救援」のために斉明天皇は大和から筑紫へ行く。しか

しこのときの記述は疑わしい。戦争へ行くのであれば将軍や兵士の数、あるい

は軍船等についての記述があるはずである。 しかしそれらは一切無い。

(斉明)七年 (661年)正月、御船西へ征 (ゆ)き 、始めて海

路に就 (つ)く 。御船、大伯海に到る。時に大田姫皇女、女を産

む。傷りて是女を名付けて大伯皇女という。御船は伊豫の熟田津

(に ぎたつ)の石湯行官に泊まる。

二月、御船、還りて郷大津に至る。磐瀬行宮に居す。天皇は此を

改め長津という。               『 日本書紀』

斉明天皇はまるで遊興にでも行 くかのように「伊豫の温泉」に泊まってい

る。話題の中心は大田皇女が娘を生んだということである。戦争に行くのに何

故 「臨月の大田姫皇女」を乗せているのであろうか。これも疑間である。

「三高七千人」もの大軍団を率いているのであれば兵力を誇るような記述が

あるはずである。 しかしそれらは一切無い。

斉明天皇が「百済救援」のために大和から筑紫へ行ったというのは疑わしい。
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第 2章  天武天皇の父と「百済救援」
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1 王子豊章 と天武天皇の父

(1)百済 と天武天皇の父

天武天皇の父は635年に「天武王権」を樹立して天子となり、「僧要 (6

35年-639年 )」 年号を建てる。

百済の義慈王は即位すると直ちに王子豊障を日本へ人質に出す。

(舒明)三年 (631年 )二月、百済王義慈、王子豊章を入れて

質となす。                  『日本書紀』

『 日本書紀』は「 (舒明)三年 (631年 )」 としている。しかし義慈王が

即位するのは641年である。『三国史記』は次のように書いている。

(武王)四十二年 (641年)二月、 (武)王が莞る。詮 (お く

り名)を武という。

(義慈王)即位前紀 (641年 )、 (義慈王は)武王の元子なり。

武王の在位二十二年 (632年 )に立ちて太子となる。 (中 略)

武王亮る。太子位を嗣ぐ。 (中 略)

(義慈王)二十年 (660年 )、 (百済亡びる。義慈王は捕虜と

なり唐へ連れて行かれる。)          『三国史記』

義慈王の在位は641年 -660年 である。
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王子豊章が 日本へ人質に来るのは義慈王が即位 した 641年 以降であろ

う。 「 (舒明)三年」は「 (舒明)十二年 (641年 )」 の誤 りではないだろ

うか。

「 (皇極)元年 (642年 )」 に百済から人質に来ている達率長福に「小徳」

の冠位を授ける。

(皇極)元年 (642年 )八月、小徳を以て百済の質達率長福に

授ける。中客以下に位一級を授ける。物を賜 うこと各差有 り。

『日本書紀』

「百済の質」とあるから百済はすでに「達率長福」を人質に出している。「達

率」は百済の最高の官位である。

642年 であるから天武王権の時代である。「小徳」は阿毎王権の冠位であ

るが天武王権はそれを踏襲 している。百済の人質達率長福に「小徳」の冠位を

授けているのは天武天皇の父である。

百済は天武王権に人質を出している。王子豊章も天武王権に人質として出し

ているのであろう。百済は天武王権を大国とみている。百済は人質を出して天

武王権 と交流 している。

(2)王子豊章と二輪山

王子豊章は人質に来ると三輪山で養蜂をはじめる。

(皇極)二年 (643年 )、 是歳、百済の太子餘豊は蜜蜂の房四

枚を以て三輪山に放し養 う。          『 日本書紀』
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「太子餘豊」は王子豊章のことである。百済王の姓は 「餘」である。 「王子

豊章」は「姓は餘、名は豊章」であろう。

643年 に王子豊環は三輪山で養蜂を始めている。王子豊障 (餘豊)が 日本

へ来たのは 643年 より前であることがわかる。王子豊障は641年 -643
年の間に日本へ来ている。

王子豊環は三輪山の近くに住んで居るのであろう。「三輪山」は奈良県桜井

市の三輸山であると言われている。しかし百済が交流をしているのは天武王権

である。王子豊障は九州に住んでいる。三輪山は九州にあるのであろう。

福岡県朝倉郡に三輪町がある。三輪町は明治 41年に大三輪村と栗田村が合

併 して三輪村となり、のちに三輪町になる。

「大三輪村」には「大三輪神」が祀られているのであろう。 「倭の五王」の

時代に「大三輪神」が出てくる。倭国は「筑紫君王朝」であり、本拠地は筑後

である。中国の宋王朝 (呉)から倭国に使者が来る。

(雄略)十四年 (470年)二月、臣連に命 じて呉の使いを迎え

る。即ち呉人を桧隈野に安置す。因りて呉原と名づける。衣縫の

兄媛を以て大三輪神に奉 (た てまつ)る。弟媛を以て漢衣縫部と

為す。漢織・呉織の衣縫は是飛鳥衣縫部・伊勢衣縫の先なり。

『 日本書紀』

宋 (呉)からの使者を「桧限野に安置す」とある。 「桧隈 (野)」 は肥前で

ある。宋からの使者は倭国の都 (筑後)へ行くために有明海から筑後川に入つ

ている。肥前に停泊しているのは肥前には中国からの渡来人が多く住んでいる

からである。 (古代史の復元⑥『 物部氏と蘇我氏と上宮王家』参照)

兄媛を「大三輪神に奉る」とある。大三輪神は筑後川の近くにあるはずであ

る。「大三輪神」は大三輪村にある神社であろう。その裏山に「三輪山」があ

るのであろう。
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649年 に天武天皇の父は蘇我倉山田石川麻呂を討って肥前の基難郡まで

を領土にしている。三輪山のある朝倉郡はそれ以前にすでに領有している。天

武天皇の父は 643年 に王子豊章を朝倉郡の三輪山の近くに住まわせている。

{3) 「白雉」改元と天武王権

650年 に天武天皇の父は年号を「白雉」に改元する。

(孝徳)自雉元年 (650年 )二月、穴戸国司草壁連醜経、自雉

を献 じて曰く、「……」。 (中 略 )

左右大臣、乃ち百官及び百済の君豊環 。其の弟塞城 。忠勝 。高麗

の侍医毛治 。新羅の侍学士等を率いて中庭に至る。三国公麻呂 。

猪名公高見 。三輪君甕穂・紀臣乎麻呂岐太、四人をして代わりて

雉の典を執 り、殿前に進む。 (中 略)

詔 して曰く、「穴戸国の中に比の嘉き瑞有 り。所以 (ゆえ)に天

下に大赦す。自雉に改元する。」という。    『 日本書紀』

「左右大臣や百官」が列席する中に「百済の君豊障」や「其の弟塞城・忠勝」

が参列 している。これは天武王権の記録である。「天皇」は天武天皇の父であ

る。孝徳天皇ではない。

「三国公麻呂・猪名公高見 。三輪君甕穂 。紀臣平麻呂岐太の四人は雉の典を

殿前に進む。」とある。穴戸国司が献上した「白雉」を天皇の前に運んでいる。

「三国公麻呂」は基難郡の豪族であり、 「三輪君甕穂」は朝倉郡三輪町の豪

族であろう。三輪君甕穂は百済の王子豊章の世話をしているのではないだろう

か。 「紀臣乎麻呂岐太」も基難郡の豪族であろう。皆、天武天皇の父の臣下で

ある。
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天皇は「白雉は嘉き瑞なり」ということで「自雉」年号に改元する。「自雉」

に改元 しているのは天武天皇の父である。「白雉」年号は天武天皇の父の年号

である。孝徳天皇の年号ではない。

(注)『 日本書紀』は 「白雉」年号への改元を650年 としているが652年
である (後述)。

この 10年 (8年 )後の660年 に百済は滅びる。百済の鬼室福信は百済国

の再興を計るために救援を要請する。そのとき「百済国が天朝に遣わし侍る王

子豊章を迎えて将に国主と為さむ。」と言 う。百済は天武王権に人質に出して

いる王子豊障を返 してもらいたいと願い出ている。百済の鬼室福信が救援を要

請 しているのは天武王権である。大和の斉明天皇ではない。

{4) 「百済救援」と『 日本書紀』の捏造

『 日本書紀』は百済救援のために斉明天皇が大和から筑紫へ行ったと書いて

いる。しかし筑紫を支配しているのは天武天皇の父である。九州を一度捨てた

斉明天皇が筑紫へ入ることは難しいであろう。斉明天皇が天武王権の了解もな

く博多に上陸しているのは疑間である。

斉明天皇が死去すると中大兄 (天智天皇)がその後を継ぎ百済救援を行った

と書いている。そこには 「織冠を以て百済の王子豊章に授ける。」とある。

王子豊章は天武王権に人質に来ている。中大兄が王子豊環に冠位 (織冠)を

授けるようなことはできない。

斉明天皇が筑紫へ来たというのも、中大兄が百済救援をしたというのも『 日

本書紀』の捏造である。斉明天皇も、天智天皇も筑紫へは来ていない。「百済

救援」をしているのは「天武王権」である。
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2 朝倉宮

(1)朝倉宮と天武天皇の父

『 日本書紀』は、斉明天皇が朝倉宮へ遷 り、そこで死去したと書いている。

しかし斉明天皇は筑紫へは来ていない。朝倉宮にも住んでいない。朝倉宮に遷

り住んだのは天武天皇の父である。『日本書紀』は天武王権を抹殺している。

天武天皇の父を斉明天皇にすり替えている。

朝倉宮は筑紫の朝倉郡であると言われている。しかし発掘調査が度々行われ

たが遺跡は発見されていない。

天武王権の本拠地は宗像である。天武天皇の父は宗像から朝倉宮へ遷ったの

であろう。朝倉宮へ遷ると悪いことばか りが起きている。 「神は念 り殿を壊

す」とある。また「大舎人及び諸近侍は病みて死ぬ者衆 (おお)し。」とある。

天武天皇の父は住民からは受け入れられていないことがわかる。よそ者 として

扱われている。おそらく朝倉官は本拠地の宗像から遠く離れたところに造られ

ているのであろう。

(2)朝倉宮の役割

朝倉宮は「朝倉社の木を斬 り除き」造られたとある。そのため神の怒りを買

い、殿は壊れたのであろう。

朝倉宮は朝倉社 (神社)に造られている。新たに土地を整地して宮を造るだ

けの時間的な余裕が無かったのであろう。660年 7月 に百済は滅びる。66

0年 9月 に残存勢力は百済の再興を計り、天武天皇の父に「救援」を要請する。
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朝倉宮へ遷るのは 661年 4月 (ま たは 5月 )である。朝倉宮は半年で造られ

ている。朝倉宮は急いで造られている。

百済を「救援」するということは唐や新羅を敵にまわすことである。天武天

皇の父は唐 。新羅と戦 うことを覚悟 したのであろう。唐 。新羅の軍が日本へ攻

めてくることを想定して朝倉宮は造られたであろう。朝倉宮は唐 。新羅と戦 う

ための 「本営」である。

天武王権の本拠地は宗像である。海に近い。しかも土地は狭い。唐 。新羅の

軍が上陸して攻めて来ると防御するのが難 しい。天武天皇の父は敵が攻めて来

たとき幾重にも防御網を張ることができるような広い土地に本営を置いたの

ではないだろうか。おそらく筑前から筑後に至る筑紫平野に本営を置いたので

あろう。天武天皇の父は649年 に蘇我倉山田石川麻呂を討伐 し、656年 に

は上宮王家を追い出している。筑前から肥前までの北部九州はすべて天武天皇

の父の領上になっている。

天武天皇の父は北部九州の中でもっとも本営にふさわしい土地を選び、朝倉

宮を建てたのではないだろうか。

(3)朝倉宮と福岡県朝倉町

朝倉宮は正式な名前は「朝倉橘広庭宮」である。朝倉宮は福岡県朝倉郡朝倉

町に造られたといわれている。朝倉宮は「朝倉社の本を斬り除き」造られたと

あることから岩波書店の『 日本書紀』の頭注には「朝倉社」は「朝倉町山田に

ある麻氏良布 (ま てらめ)神社。朝倉宮背後の麻氏良山を神体としたらしい。」

とある。朝倉宮は福岡県朝倉郡朝倉町山田に造られたとしている。

しかしこの地域は度々発掘調査が行われたが朝倉宮の遺跡は出土していな

い。また「朝倉町」ではあまりにも内陸に入りすぎている。博多湾に上陸した

敵と戦うにはあまりにも海岸から離れている。朝倉宮は唐 。新羅の軍と戦うた
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めに造られている。朝倉宮はもっと博多湾に近いところに造られたのではない

だろうか。

(4)籠門神社 と高良神社

661年 7月 に天武天皇の父は崩御する。天武天皇の父は唐 。新羅と戦 うこ

とを覚悟 して本営の朝倉宮を建てるが、戦 う前に死去する。皇太子である天武

天皇は直ちに即位する。天子となり、「白鳳」年号を建てる。

天武天皇は即位 した翌年の自鳳二年 (662年 )に神社を建てている。竃門

(かまと)神社 と高良 (こ うら)神社である。

竃門神社は太宰府天満宮の奥の 「宝満山」の麓にある。宝満山は 「御笠山」

「竃門山」とも呼ばれたとい う。宝満山からは御笠川 と宝満川が流れている。

御笠川は北に流れて博多湾に注ぎ、宝満川は筑紫平野を流れて筑後川に合流す

る。宝満山は筑紫平野を潤す源になっている。

竃門神社の由緒には次のように書いている。

宝満宮竃門神社

祭神 玉依姫命  相殿 神功皇后、応神天皇  (中略)

御祭神は神武天皇の御聖母玉依姫命であります。 (中 略)

天武天皇自鳳二年に神殿が創建されたのがはじまりで、以来皇室

の御信仰も篤く『延喜式』「神名帳」に名神大社に列すとあり、

(中略)お社は上下の両官にわかれ上宮は宝満山頂の大磐石の上

に鎮座せられています。 (後略)        竃門神社

竃門神社は「天武天皇自鳳二年 (662年 )に神殿が創建された」とある。

「天武天皇自鳳二年」とは「天武天皇の自鳳二年」という意味である。 「白鳳」
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年号は天武天皇の年号であることを示 している。九州では実際に天武天皇の年

号 (「 白鳳」年号)が使われている。それが記録 として残つている。

竃門神社の祭神は「神武天皇の御聖母玉依姫命」である。神武天皇の母を祀

っている。天武天皇は「天族」である。竃門神社は天族である天武天皇が創建

したのであろう。

筑後の三井 (御井)の高良山には高良神社がある。ここも「天武天皇自鳳二

年」の創建であるという。『古事類苑』「神祇部 四」には次のように書いて

いる。

高良神社

高良神社ハ筑後国御井郡高良山二在 り、高良玉垂命ヲ祭ル (中 略)

[諸神紀]一高良社 筑後国三井郡

天武二年二月八日託宣に依 り之を勧請する。 (後略)

[延喜式神名帳頭註]筑後三井郡 高良玉垂 武内宿禰也。人皇

四十代天武天皇自鳳二年二月八日、高良神託云、 (後略)

『古事類苑』「神祇部四」

高良神社は [諸神紀]には 「天武二年二月八 日託宣に依 り之を勧請す る。」

とある。 しか し「天武二年二月八 日」は [延喜式神名帳頭註]に よ り「天武天

皇 自鳳二年二月八 日」であることがわかる。

従来は『 日本書紀』の記述通 りに解釈 して、「壬申の乱 (672年 )」 を天

武元年とし、「天武天皇自鳳二年二月八日」は「天武二年」のことであり、「天

武二年=673年 」としている。 「自鳳」年号は無視 している。

しかし高良神社は「天武天皇自鳳二年二月八 日」に勧請 したとある。「自鳳

二年」は 662年 である。高良神社の創建は「天武天皇白鳳二年 (662年 )」

である。九州では「天武天皇自鳳二年二月八日」とあるように「年月 日」まで

記録 している。それが今 日まで残つている。
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竃門神社も、高良神社も「天武天皇白鳳二年」の創建である。同じ目的を持

って造 られているのであろう。

天武天皇の父は唐や新羅 と戦 うことを覚悟 して 661年 4月 に朝倉宮を建

てて移 り住んでいる。その翌年の 「自鳳二年 (662年 )二月」に高良神社 と

竃門神社が創建されている。高良山には山城 (神籠石)も造られている。有明

海から侵入する敵を防ぐためであろう。竃門神社や高良神社は敵と戦 うために

造られている。天武天皇の父が計画して、天武天皇がその後を引き継いで建設

したのであろう。

朝倉宮は本営である。朝倉宮は竃門神社 と高良神社によつて敵から守られる

ような位置に造られているのではないだろうか。

(5)朝倉宮と天山

宝満 山の西の大城 山には後に大野城が築かれ る。宝満山 (竃門神社)の南の

宮地岳にも後に山城 が築かれ る。 これ らの山城 は敵 と戦 うための ものであろ

つ。

高良神社や籠門神社は敵と対戦するための施設ではなく敵の侵入を見張る

ために造られたのではないだろうか。竃門神社は見晴らしの良い山奥にある。

敵と直接戦 うようなところではない。高良神社は有明海からの侵入を見張り、

竃門神社は博多湾からの侵入を見張るために造られたのであろう。

天武天皇の父は朝倉宮を造るとき博多湾からの侵入と有明海からの侵入を

想定している。朝倉宮は「本営」であるからどちらからの侵入に対してもいち

早く察知できるような見晴らしの良いところに造られたのであろう。どちらに

も見晴らしが利くところは宮地岳である。「朝倉宮」は宮地岳に造られたので

はないだろうか。
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図 1 宮地岳 と天山
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宮地岳の西南の麓に「天山 (あまやま)」 という地名がある。福岡県筑紫野

市天山である。この地域では珍 しい地名である。特別な理由から付けられた地

名ではないだろうか。

「天山」から北西を見ると博多湾から侵入 してくる敵を見ることができる。

南は有明海から侵入 してくる敵を見ることができる。「天山」は本営として最

適な位置にある。

「天山」の「天 (あま)」 は「天族 (あま族)」 の「天」ではないだろうか。

天武王権は天孫降臨した「天族」の子孫である。天武天皇も、天武天皇の父も

天族である。天武天皇の父が造った「朝倉宮」は 「天山」に造られたのではな

いだろうか。 「天山」は「天族 (あま族)の山」という意味であろう。天武天

皇の父が宗像から移って来て住み着いたのでその地を「天山」と呼ぶようにな

ったのではないだろうか。

「天山」の東には宮地岳の尾根があり、朝 日が射すと蔭になる。 「朝倉」は

「朝闇 (あ さくら)」 ともいわれている。 「朝だけが暗い」という意味であろ

う。 「天山」はまさにそのような土地である。 「天山」は「朝倉 (朝闇)」 と

いう地名だったのではないだろうか。そこに建てられている神社は「朝倉社」

という。 「朝倉宮」は朝倉社に建てられている。

天武天皇の父が移ってきて「朝倉 (朝闇)」 は「天山」という地名になった

のではないだろうか。

『続日本紀』に次の記事がある。

(元明)和銅二年 (709年 )六月乙巳 (二十一 日)、 筑前国御

笠郡大領正七位下宗形部堅牛に益城連の姓を賜 う。『 続 日本紀』

709年に筑前国御笠郡の大領である「宗形部堅牛」に益城連という姓を賜

うとある。
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筑前国御笠郡は今の筑紫野市付近である。太宰府から宮地岳の地域までが含

まれる。宮地岳の麓のほぼ真南に宝満宮神社がある。その由緒略記には次のよ

うに書いている。

宝満宮由緒略記

主祭神 玉依姫命

境内地 夜須町大字二字峯古野八番地

本神社は寛文五年 (1665年 )九月十九日に建立されました。

この地にはむかし十二塚が東西に並んでいましたが、それを崩 し

て寛文元年に町を作 り、村名も十三塚と称 しました。はじめ、町

の南側は夜須郡に属 し、北側は三笠郡に属 していましたので、こ

れを一村とし、二村 (ふたむら)と 称するようになりました。そ

の後、寛文五年、山家宝満宮を勧請 し、産土神として祭 り、今 日

に至っています。               宝満宮神社

宮地岳の南の麓は北側が御笠郡 (三笠郡)であり、南側は夜須郡であるとい

う。天山は北西にあり御笠郡である。

「筑前国御笠郡大領の宗形部堅牛」とある。 「宗形」は「宗像」であろう。

「宗形部堅牛」は宗像の出自ではないだろうか。天武天皇の父は661年 に本

拠地の宗像から本営の朝倉宮 (天山)に移っている。そのとき宗像の人々を大

勢連れてきているはずである。 「宗形部堅牛」はその子孫ではないだろうか。

「天山」は御笠郡である。 「宗形部堅牛」は「天山」に連れてこられた宗像氏

の子孫であろう。

「益城連」の姓を賜つたとある。 「益城」とは「城を益し造った」という意

味ではないだろうか。 「自村江の戦い」の後、大野城や基難城や水城が造られ

る。唐 。新羅との戦いを覚悟 して造つている。宮地岳にも山城が造 られている。

「宗形部堅牛」は宮地岳の山城を築いたのではないだろうか。宮地岳の山城は
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まだ正式な調査は行われていないが、700年 前後の築造となれば「宗形部堅

牛」が 「城を益 し造った」ということになる。

肥後国に「益城郡益城」がある。

肥後国益城郡

当麻 。子按・加西・坂本・益城・麻部・富神・宅部 勝口名抄』

「益城郷」は「益城連」の姓を賜ったという「筑前国御笠郡大領の宗形部堅

牛」と関係があるのではないだろうか。『和名抄』は承平四年 (934年)に

成立している。「肥後国益城郡」はそのころに存在している郷名であろう。7

09年に宗形部堅牛が「益城」姓を賜り、その子孫が肥後国へ移り、「益城郷」

ができたのではないだろうか。
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3 天武天皇の父の墓

(1)天武天皇の父 と宮地嶽古墳

天武天皇の父は天武王権を樹立 した初代の天皇 (王)である。他の王権を追

い出し、九州を統一している。天武天皇の父の墓は九州一の立派な墓であろう。

天武天皇の父は661年 7月 に朝倉宮で死去する。墓は朝倉宮の近くに造 ら

れたのであろうか。しかし「天山」付近には初代の王にふさわしい立派な墓は

ない。また従来いわれている朝倉宮が造られたという朝倉町付近にも大きな古

墳はない。墓は故郷 (本拠地)の宗像に造られたのではないだろうか。天武天

皇の父が朝倉宮に居たのは 661年 4月 -7月 までの 4ヶ 月足らずである。し

かも朝倉宮は本営であり、本拠地ではない。墓は本拠地の宗像に造れたのであ

ろう。

661年 ころ宗像に造られた最大の墓は「宮地嶽古墳」である。宮地嶽古墳

は福岡県宗像郡津屋崎町にある。宮地嶽古墳は宗像君徳善の墓であろうといわ

れている。天武天皇の妃尼子娘の父である。

しかし宗像君は宗像地方の一豪族である。宮地嶽古墳は九州最大・最高の墓

である。地方の豪族がこのような墓を造るはずがない。天武王権は九州を支配

している。宗像君の上に天武天皇の父が居る。宗像君が天皇よりも立派な古墳

を造るはずがない。宮地嶽古墳は天武天皇の父の墓ではないだろうか。

宮地嶽古墳について『 探訪 日本の古墳 西 日本編』 (有斐閣選書R)は次

のように書いている。
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□宮地嶽古墳  (福岡県宗像郡津屋崎町)

○円墳 径 34m
O石室の構造

■横穴式石室…長さ22m(長 大)

■天丼の高さ…約 3m、 石室幅… 2.5m-2m

■石材…高さ 3m、 幅 4mに達する巨石がある。天丼にも長さ5mに

及ぶものが構架されている。

■寵状の構造 (仏像を安置する室)・ …奥室と玄室の左右に小室と左右

を切 り込んだ構造がある。

出土遺物

金銅鞍金具残欠 (一背)、 金銅壺鐙 (一双)、 金銅鏡板付轡 (一

箇分)、 金銅杏葉残欠 (二枚分)、 銅鎖 (一連)、 金銅装頭椎大

刀 (大形)残欠 (一 口分)、 金銅装頭椎大刀 (小形)残欠 (一 口

分)、 金銅透彫冠残欠 (一括)、 金環 (一個)、 緑瑠璃丸玉 (一

連)、 緑瑠璃丸玉 (一括)、 蓋付銅鈍 (一 口)、 銅盤残欠 (一枚

分)、 土師器盤 (一 口)、 長方形緑瑠璃板残欠 (三枚分)、 緑瑠

璃板断片 (一括)、 附各種金具等残欠 (一括)

(解説)金銅馬具類の製作はきわめて優れた技法のものである。

金銅透彫冠は流雲文の間に竜形を加え、表面には点刻がみ られ

る。流麗細微なすぐれた技巧を示 している。

特記すべきものに緑色ガラス板がある。近年韓国全羅北道益山の

弥勒寺東塔跡の発掘で同様なガラス板が発見されていて、その経

路についての重要な示唆が与えられている。

〇年代

■籠状の構造…終末期古墳にみられる横 口石棺式石椰 と似た機能が考

えられる。

125



■蓋付銅銃 と銅盤…一具をなすもの。同種のものは千葉県金鈴塚古墳

や群馬県八幡観音塚か らも出土 していて終末期の古墳に伴ってい

る。

■年代…これ らを総合 して七世紀中ごろから後半代にかけてのあた り

と推定される。 『探訪 日本の古墳 西日本編』 (有斐閣選書 R)

宮地嶽古墳の年代は「七世紀中ごろから後半代にかけてのあたりと推定され

る。」とある。 661年 に死去 した天武天皇の父の年代とよく合っている。

埋葬品を見ても最高級の品々ばかりである。宮地嶽古墳の「説明板」には次

のように書いている。

(前略)と りわけ地下の正倉院 といわれるこの古墳は奈良県南飛

鳥の石舞台古墳に匹敵する程長大で、一つの石が高さ幅とも約 5

m、 奥行き数mに及ぶ巨石八つで左右を囲み、その全長約 23m
という九州で最大の石室であります。 (中 略)

中でも金銅製透彫冠は精巧な冠残欠純金の歩揺がついた跡が

残っている我国第一級の国宝であり、金鋼製頭椎大刀は全長 2m
にも及ぶ全国最大級の大刀で類まれなるこれ等の優れた品々は

飛鳥時代美術工芸興隆の先駆 として注目されてお り、当時この一

帯を治めた埋葬者の絶大な威勢を示 して余 りあります。 (後略)

宮地嶽古墳の説明板

「宮地嶽古墳は九州最大の石室であ り」、 「この一帯を治めた埋葬者の絶大

な威勢を示 して余 りある」とある。天武王権を樹立 した初代の王墓にふ さわ し

υ`。
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(2)天武天皇の父と「大化の薄葬令」

筑前は古墳時代の終末期になると円墳になる。宮地嶽古墳も円墳である。円

墳は阿毎王権の墓制である (古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』)。

天武王権は阿毎王権の墓制を踏襲しているのであろう。天武王権は阿毎王権

の冠位制度を踏襲している。宮地嶽古墳を天武天皇の父の墓として問題はな

い。

しかし天武天皇の父は「大化の薄葬令」を制定している。それには適合しな

い。「大化の薄葬令」は次のようになっている。

(孝徳)大化二年 (646年 )二月、夫れ王以上の墓は其の内の

長さ九尺、濶 (ひろ)さ五尺。其の外の域は方九尋 (ひろ)、 高

さ五尋。役 (え き)は一千人、七 日で詑 (おわ)ら しめよ。 (中

略)

大仁 。小仁の墓は其の内の長さ九尺、高さ濶 (ひろ)さ 各四尺。

封 (土)せず平らかにせよ。役一百人、一日に詑 (おわ)ら しめ

よ。大證より以下、小智より以上の墓は皆大仁に准 (な ら)え。

役五十人、一日に詑 (おわ)ら しめよ。     『 日本書紀』

「王以上」の墓の墳形は「方九尋」とある。 「方墳」である。ところが宮地

嶽古墳は円墳である。天武天皇の父自身が出している「大化の薄葬令」に反し

ている。これはどうしたことであろうか。

「天皇」の墓はこの規定には適用されないのではないだろうか。天武天皇の

墓である「檜隈大内陵 (天武 。持統陵)」 は「八角墳」であり、「方墳」では

ない。文武天皇陵といわれている「中尾山古墳」も「八角墳」である。

天武天皇の皇子 (親王)の墓であろうといわれている高松塚古墳 。キ トラ古

墳は円墳であり、マルコ山古墳は六角墳である。 「皇子 (親王)」 の墓も「方

墳」ではない。「天皇」の墓も「皇子」の墓も「大化の薄葬令」に合っていな

い。
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宮地嶽古墳が円墳であり、「大化の薄葬令」の「方墳」には合致 していない

けれども「宮地嶽古墳」は天武天皇の父の墓であろう。

(3)宮地嶽古墳 と宮地岳

天武天皇の父は「宮地岳」の天山に朝倉宮 (本営)を造 り、宗像から遷 り住

んでいる。死去すると宗像の「宮地嶽古墳」に埋葬されている。

「宮地岳」と「宮地嶽 (古墳)」 は地名が一致 している。 どちらも天武天皇

の父と関係がある。 「宮地岳」と「宮地嶽古墳」という地名の一致から見ても

「宮地嶽古墳」は天武天皇の父の墓であろう。

天武王権の本拠地は宗像の釣川付近である。墓は本拠地に造られる。ところ

が 「宮地嶽古墳」は宗像の津屋崎に造られている。海岸である。本拠地からは

遠く離れている。何故であろうか。

天武天皇の父は唐 。新羅が攻めてくるのを常に意識 している。津屋崎の海の

向こうは新羅 (朝鮮半島)である。 「宮地嶽古墳」は唐 。新羅の船が攻めて来

るのをいち早く察知できるような位置に造られている。

「神功紀」に 「大津の淳中倉の長峡」に居らせて 「往来の船を看 (み)さ し

む」とある。 「大津の淳中倉の長峡」は博多湾の難波付近 (福岡氏東区)であ

る。そのすぐ北に津屋崎がある。 「宮地嶽古墳」からは「往来の船」がよく見

える。

天武天皇の父は唐 。新羅との対戦を覚悟 して宮地岳の天山に本営 (朝倉宮 )

を造 り、唐 。新羅との対戦に備えた。死去すると墓は唐 。新羅が攻めて来るの

を見張る位置に造られている。

「宮地嶽古墳」が津屋崎の海岸に造られているのを見ても唐 。新羅との戦い

を覚悟 した天武天皇の父の墓であろう。
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4 天武天皇 と「白村江の戦い」

(1)天武天皇と山城

661年 7月 に天武天皇の父は崩御する。天武天皇は直ちに即位する。天武

天皇は翌年の 「自鳳二年 (662年 )二月」に竃門神社と高良神社を造る。敵

の侵入を見張るための施設である。

北部九州には「白村江の戦い」の後に山城 (大野城 。基昇城)や水城が築か

れる。百済の亡命者に築かせている。そのため百済の山城 と同じ本格的な山城

が築かれている。これらは天武天皇が築かせたのであろう。

九州にはこれらの山城の他に「神籠石 (こ うごういし)」 と呼ばれる山城が

ある。こちらは石垣の高さが 1メ ー トルほどしかない。「神籠石」の方は百済

の技術者が造った山城 と比べると劣っている。 「神籠石」は日本人が造ったの

であろう。

「神籠石」は高良山・帯隈山 (肥前)に築かれている。高良山には天武天皇

が高良神社を造っている。 「神籠石 (山城)」 はこのとき一緒に築いたのでは

ないだろうか。 「自村江の戦い」の前である。天武天皇はこれらの「神籠石」

を築いて唐 。新羅 との戦いに備えたのであろう。

(2)天武天皇 と「百済救援」

天武天皇は防御の備えが整うと百済の要請に応えて663年 3月 に「二萬七

千人」の兵を出している。
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(天智)二年 (663年 )二月、前将軍上毛野君稚子・間人連大

蓋、中将軍巨勢神前臣訳語 。三輪君根麻呂、後将軍阿倍引田臣比

羅夫。大宅臣鎌柄を遣わし、二萬七千人を率いて新羅を打たしむ。

『日本書紀』

従来は「天智紀」であるから天智天皇がこれ らの兵を派遣 したとしている。

しかしこれは『 日本書紀』の捏造である。

派遣された将軍の中に「前将軍上毛野君稚子」がいる。「上毛野君」は豊前

の「上毛」である。 637年 に天武天皇の父により蝦夷征討に派遣された「大

仁上毛野君形名」の子であろう。 663年 は 637年 の 26年後である。丁度

1世代の年数に当たる。「大仁上毛野君形名」は天武天皇の父により蝦夷討伐

に派遣された。その子の「前将軍上毛野君稚子」は天武天皇により新羅へ派遣

されている。

「中将軍巨勢神前臣訳語 。三輪君根麻呂」とある。 「巨勢神前臣」は 「巨勢

臣」であろう。巨勢氏の本拠地は佐賀市の巨勢である。 「神前」は 「神埼」で

あろう。 「神埼」は舒明天皇が百済大宮 。百済大寺を造つたところであり、舒

明天皇の本拠地である。656年 に斉明天皇は大和へ逃げる。その後に巨勢氏

が神埼郡を手に入れたのであろう。天武天皇の父は北部九州を統一する。その

とき巨勢氏も天武王権の支配下に入つたのであろう。天武天皇は巨勢神前臣訳

語を百済救援に派遣 している。

中将軍にはもう一人の「三輪君根麻呂」がいる。三輪君根麻呂は三輪を本拠

地にする豪族であろう。三輪君甕穂の子ではないだろうか。643年 に王子豊

環は三輪山で養蜂を始める。そのとき三輪君甕穂が世話をしている。 663年
の百済救援はその 20年後である。丁度、 1世代後になる。王子豊障は天武王

権に人質に来ているから「中将軍巨勢神前臣訳語 。三輪君根麻呂」は天武王権

の将軍である。

「後将軍阿倍引田臣比羅夫」は 「自村江の戦」の直前の 658年 -660年
まで天武天皇の父により東北地方の蝦夷征伐に派遣された人物である。
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これらの人々はすべて天武王権の将軍である。「二萬七千人」の兵を派遣 し

ているのは天武天皇である。

663年 3月 に天武天皇は「二萬七千人」の兵を派遣する。663年 8月 に

「白村江の戦い」がはじまる。 「自村江の戦い」で唐 。新羅と戦ったのは天武

天皇である。天智天皇ではない。

天武天皇は663年 8月 の 「自村江の戦い」で敗北する。
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第 3章   「白村江の敗北」と筑紫都督府
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1 筑紫都督府

(1) 「筑紫都督府」とは

660年 に百済は亡びる。唐は百済の地を統治するために「五つの都督府」

を置く。「乃ち其地を以て分けて熊津、馬韓、東明等五都督府を置く」とあり、

「右衛郎将王文度に命 じて熊津都督 と為 し、兵を線べて以て之を鎮める。」と

ある。

「都督府」には都督を任命 して兵力でもって鎮めるという。 「都督府」とは

「占領地を兵力によって鎮める」ために唐が設置 した統治機関である。

筑紫にも「筑紫都督府」が置かれた。

(天智)六年 (667年)十一月、百済の鎮将劉仁願、熊津都督

府熊山縣令上柱国司馬法聰等を遣わして大山下境部連石積等を

筑紫都督府に送る。              『 日本書紀』

百済を統治している鎮将の劉仁願は「熊津都督府」の熊山縣令馬法聴等を遣

わして境部連石積等を「筑紫都督府」に送るとある。

「都督府」は唐が占領地を兵力で鎮めるために設置した統治機関である。「筑

紫都督府」は唐が筑紫を占領して統治するために置いたのであろう。

日本は自村江の戦いで唐に敗れている。唐は筑紫を占領して「筑紫都督府」

を置いている。筑紫は唐の占領地になつている。

ところが「日本の歴史学」は日本列島が唐に占領されたことはないと考えて

いる。岩波書店の『 日本書紀』の頭注には「筑紫都督府」について「筑紫大宰

府をさす。原史料にあつた修飾がそのまま残ったもの。」と書いている。
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「筑紫都督府」は日本が設置した「筑紫大宰府」であると解釈している。歴

史学者は何故「筑紫都督府」とあるのに「筑紫大宰府」と解釈するのであろう

か。これでは正しい「日本の歴史」は解明できないであろう。

百済は唐に敗れて五つの都督府が置かれた。日本も同じく唐に敗れているか

ら「筑紫都督府」が置かれたのであろう。

667年には筑紫に「筑紫都督府」が置かれている。唐によつて「兵を絶ベ

て以て之 (筑紫)を鎮める」ために置かれたのであろう。

(2} 「筑紫都督府」の証明

「筑紫都督府」は『 日本書紀』に一度だけ出てくる。中国の史書には出てこ

ない。そのため「日本の歴史学」では「筑紫都督府」を「筑紫大宰府」と解釈

している。

しかし「筑紫都督府」が置かれたことは文献からも推察できる。「小山坂合

部連石積」は「 (天智)四年 (665年 )」 に唐へ派遣される。

(天智)四年 (665年 )、 是歳、小錦守君大石等を大唐に遣わ

す、云々。 (等 と謂 うのは小山坂合部連石積 。大乙吉士岐蒲・吉

士針間を謂 う。)               『 日本書紀』

小山坂合部連石積は「 (天智)六年 (667年)十一月」に帰国する。

(天智)六年 (667年 )十一月、百済の鎮将劉仁願、熊津都督

府熊山縣令上柱国司馬法聰等を遣わ して大山下境部連石積等を

筑紫都督府に送る。              『 日本書紀』

「小山坂合部連石積」は「大山下境部連石積」と同一人物である。
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境部連石積は665年 に唐へ派遣されて、667年 11月 に「熊津都督府」

の熊山縣令上柱国司馬法聰等により「筑紫都督府」に送られて帰国している。

唐は境部連石積等を唐から百済 (「熊津都督府」)を経由して「筑紫都督府」

まで送つている。すべて唐が支配 している領域である。そのため「熊津都督府」

の馬法聴等は安心 して 「筑紫都督府」まで送 り届けている。

「筑紫都督府」が従来の解釈のように 「筑紫大宰府」であるならば「筑紫大

宰府」は日本の役所であるから唐は敵の役所へ送 り届けることになる。馬法聰

等にとつては戦争になるかもしれないという心配が生 じるであろう。ところが

『 日本書紀』には単に「大山下境部連石積等を筑紫都督府に送る。」とあるだ

けである。唐の使いは筑紫の軍と戦争になるような心配はまったくしていな

い。 「筑紫都督府」が唐の統治機関であるからである。

(3) 「筑紫都督府」の設置

「筑紫都督府」はいつ頃設置されたのであろうか。

663年 8月 の「白村江の戦い」で日本は唐に敗れる。唐は9ヶ 月後の66
4年 5月 に郭務綜等を日本へ派遣する。

(天智)三年 (664年)二月、百済の鎮将劉仁願は朝散大夫郭

務保等を遣わし表函と献物を進む。

十月、郭務保等を発 (た)て遣わす勅を宣 (の)べる。是日、中

臣内臣は沙門智祥を遣わし物を郭務保に賜 う。郭務保等に饗

(あ)え賜う。

十二月、郭務保等罷 (ま か)り 帰る。      『 日本書紀』

百済を統治 している「百済の鎮将劉仁願」は郭務保等を日本へ派遣する。「自

村江の戦い」で敗れた日本へ 「表函と献物」を「進む」とある。
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「表函」の中身は降服を呼びかけているのではないだろうか。日本は「表函」

を受け取ると動揺 している。郭務保等は 5月 に来ているのに 10月 まで待たさ

れている。「十月、郭務保等を発 (た )て遣わす勅を宣 (の)べる。」とある。

日本側は降服するか、対戦するかを議論 していたのではないだろうか。江戸末

期に黒船が来たときと同様である。しかしこのときは戦いに負けている。黒船

の時よりももっと厳 しい状況下にあったはずである。

十月に「物を郭務保に賜 う。郭務保等に饗 (あ)え賜 う。」とある。 日本側

の態度が決定したのであろう。物を賜 り、もてなしをしている。日本側は唐に

降伏することを決めたのではないだろうか。十二月に郭務粽は役目を果たして

帰国する。

次に唐の本国から使いが来る。

(天智)四年 (665年)九月、唐国は朝散大夫折州司馬上柱国

劉徳高等を遣わす。 (等 と謂うのは右戎衛郎将上柱国百済禰軍・

朝散大夫柱国郭務踪を謂う。凡て三百五十四人。七月二十八日に

対馬に至る。九月二十日に筑紫に至る。二十二日に表函を進む。)

十一月、劉徳高等に饗 (あ)え賜う。

十二月、物を劉徳高等に賜う。是月に劉徳高等罷 (ま か)り 帰る。

『 日本書紀』

唐からの使者は 9月 20日 に筑紫に来て、22日 に「表函を進む」とある。

「表函」は天皇に渡されている。天皇は「筑紫」に居ることがわかる。天皇は

天武天皇である。

「表函」は筑紫に到着すると直ちに日本側に渡されている。日本側はためら

うこともなく唐本国からの書状を受け取っている。おそらく前回の使者との間

で唐と日本との関係が取り決められていたのであろう。日本側は「筑紫」を唐

に割譲することに同意したのではないだろうか。唐は「三百五十四人」を連れ
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てきている。筑紫を統治するための人々であろう。兵や文官ではないだろう

か。このとき「筑紫都督府」が設置されたのであろう。

その 2年後に 「筑紫都督府」が出てくる。

(天智)六年 (667年 )十一月、百済の鎮将劉仁願、熊津都督

府熊山縣令上柱国司馬法聴等を遣わして大山下境部連石積等を

筑紫都督府に送る。              『 日本書紀』

667年 11月 には「筑紫都督府」が存在 している。おそらく665年 9月

に劉徳高が 「表函」を持ってきて 「二百五十四人」を連れてきたとき「筑紫都

督府」は設置されたのであろう。

「筑紫都督府」の設置は天武天皇が唐に破れたことを認めたからである。「筑

紫」は唐の占領地になった。

(4)泰山での封禅の儀

666年 正月に唐の高宗により泰山で封禅の儀が行われる。日本からも参列

している。

麟徳二年 (665年 )、 封泰山、仁軌領新羅及び百済、耽羅、倭

四国酋長赴会、高宗甚悦、擢拝大司憲。  『 旧唐書』劉仁軌伝

(訳)麟徳二年 (665年)、 泰山に封ず。 (劉 )仁軌は新羅及

び百済、耽羅、倭の四国の酋長を領 (ひき)いて会に赴く。高宗

は甚だ悦び、擢 (あ)げて大司憲に拝す。

封禅の儀が行われる前年の665年に劉仁軌は「新羅及び百済、耽羅、倭の

四国の酋長」を領いて「会に赴く」とある。
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封禅の儀が行われるようになるのは皇后の発案による。『 旧唐書』「本紀」

の 「麟徳二年 (665年 )十月」条に次のような記事がある。

麟徳二年 (665年 )十月、皇后請封禅、司證太常伯劉祥道上疏

請封禅。 (中 略)将封泰山、発 自東都。

十二月、命有司祭泰山。           『 旧唐書』本紀

(訳)麟徳二年 (665年 )十月、皇后は封禅を請 う。司趙太常

伯劉祥道は上疏 (天子に事情を書いた文書を奉ること)して封禅

を請 う。 (中 略)将に泰山に封ず。東都より発す。

十二月、有司に命 じて泰山を祭る。

665年 10月 に皇后は封禅の儀を行 うように要請する。それが天子 (高

宗)に伝えられて、翌 666年 正月に封禅の儀が行われる。

封禅の儀に参列するために劉仁軌は「新羅及び百済、耽羅、倭の四国の酋長」

を領いて「会に赴く」とある。 665年 10月 以降のことである。

劉仁軌は 「白村江の戦い」で百済 。日本の軍を破った将軍である。

龍朔二年 (662年 )七月、仁願、 (劉)仁軌等は留鎮の兵を率

いて大いに (鬼室)福信の餘衆を熊津の東に破 り、其の支羅城及

びヂ城、大山、沙井等の柵を抜き、獲 (と らえ)て殺すこと甚だ

衆 (おお)し。例りて兵を分けて以て之を鎮守せしむ。 (中略)

是に於いて仁師、仁願及び新羅王金法敏は陸軍を帥いて進み、劉

仁軌及び別帥社爽、扶餘隆は水軍及び糧船を率いて、熊津江より

自江に往きて以て陸軍と会い、同じく周留城に趨 (は し)る。仁

軌は扶餘豊の衆と自江の口で遇 う。四戦して皆な捷 (か)ち、其

の舟四百艘を焚き、賊衆は大いに潰れ、扶餘豊は身を脱して而し

て走る。偽王子扶餘忠勝、忠志等は士女及び倭衆を率いて並びに

降る。百済の諸城は皆復た帰順す。   『 旧唐書』「百済国伝」
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劉仁軌は「扶餘豊の衆と自江の口で遇 う。四戦 して皆な捷 (か)ち、其の舟

四百般を焚き、賊衆は大いに潰れ、扶餘豊は身を脱 して而して走る」とある。

劉仁軌は百済と日本の軍を破った将軍である。

663年 に「白村江の戦い」で百済 。日本の軍を破った劉仁軌は 665年 に

「新羅及び百済、耽羅、倭の四国の酋長」を領いて封禅の儀に参列 している。

新羅は勝者の国である。百済と倭 (日 本)は敗者の国である。劉仁軌に破 ら

れた百済と倭はその本人に連れ られて泰山へ行っている。敗戦国の代表として

参列させ られている。 「高宗は甚だ悦ぶ」とある。敗戦国が参列 していること

に高宗は満足 している。

このときの日本の代表者が小錦守君大石等であろう。

(天智)四年 (665年 )、 是歳、小錦守君大石等を大唐に遣わ

す と、云々。 (等 と謂 うのは小山坂合部連石積 。大乙吉士岐蒲 。

吉士針間を謂 う。)              『 日本書紀』

665年 に小錦守君大石等を唐へ派遣 している。日本は唐に敗れた直後であ

るから遣唐使のような交流のために派遣 しているのではない。小錦守君大石等

は封禅の儀に参列するために派遣されたのであろう。 「 (天智)四年 (665
年)、 是歳」とあるが 「665年 10月 以降」であろう。

敗戦国が勝者の国の儀式に参列 している。日本側は敗戦を認めている。日本

は敗戦国として参列 している。 日本は唐の支配下に入つている。

封禅の儀への参列は「筑紫都督府」の設置の時期とも一致する。「筑紫都督

府」の設置は「665年 9-11月 」である。敗戦国として封禅の儀に参列す

るのは「665年 10月 -12月 」である。
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○「筑紫都督府」の設置と封禅の儀

■ 664年 10月     筑紫の割譲が決定

■ 665年 9月 -11月  劉徳高等による「筑紫都督府」の設置

■ 665年 10月 -12月 守君大石等は劉仁軌と泰山ヘ

■ 666年 二月      敗戦国として封禅の儀に参列

■ 667年 11月     境部連石積等を筑紫都督府まで送る

(5) 「筑紫都督府」の廃止

665年 11月 に筑紫には「筑紫都督府」が設置される。ところが668年
7月 には 「筑紫率」が任命 され る。

(天智)七年 (668年 )七月、栗前王を以て筑紫率に拝す。

『 日本書紀』

「王」を任命 しているから「筑紫率」は筑紫を統治する最高責任者であろう。

「自鳳年間」であるから天武天皇が任命 している。筑紫は天武天皇が支配する

土地になっている。

「664年 10月 」に筑紫は唐に割譲 したが、再び天武天皇の領土になって

いる。 「筑紫都督府」はどうなったのであろうか。

671年 11月 に唐は 2千人を「筑紫大宰府」に派遣 してくる。

(天智)十年 (671年)十一月、対馬国司、使いを筑紫大宰府

に遣わして言う、「沙門道久・筑紫君薩野馬 。韓嶋勝娑婆・布師

首磐の四人が唐より来たりて曰く、『唐国の使人郭務保等六百

人、送る使い沙宅孫登等一千四百人、総合して二千人、船四十七

隻に乗りてともに比知嶋に泊まり、相謂いて曰く、今吾輩 (われ
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ら)の人や船の数は衆 (おお)い。忽然と彼に到れば恐れるに彼

の防人は驚き骸 (と よ)み射戦 うであろう。乃ち道久等を遣わし

預 (あ らかじ)め稔 (よ うやく)に来朝の意を抜 (ひ ら)き 陳 (も

うさ)む。』という」という。         『 日本書紀』

対馬国司は唐が「二千人、船四十七隻」を派遣 してきたことを「筑紫大宰府」

に伝えている。唐は「二千人、船四十七隻」がこのまま筑紫へ行くと防人と戦

争になるであろうと心配している。筑紫は日本の領土であることがわかる。

「道久等を遣わし預 (あ らかじ)め稀 (よ うやく)に来朝の意を披 (ひ ら)

き陳 (も うさ)む。」とある。 「来朝」とある。日本の朝廷に会いに来た理由

を述べたいと言っている。唐は筑紫が日本の領土であることを認識している。

筑紫には「筑紫大宰府」があり、 「筑紫都督府」はすでに無い。

「 (天智)四年 (665年)九月」のときは劉徳高は「筑紫都督府」を設置

するために「三百五十四人」を連れてきている。敵国の筑紫に「筑紫都督府」

を設置するときでさえ「三百五十四人」で足 りている。日本側 との約束が取 り

決められているからである。

今回は 「二千人、船四十七隻」という大軍団である。しかも筑紫 (日 本)と

戦争になるかもしれないと危惧 している。 「筑紫都督府」が無いからである。

「 (天智)六年 (667年 )十一月」のときは 「百済の鎮将劉仁願、熊津都

督府熊山縣令上柱国司馬法聰等を遣わ して大山下境部連石積等を筑紫都督府

に送る。」とある。このときは「筑紫都督府」があるから唐の使いは心配する

こともなく筑紫へ来ている。ところがその翌年の 668年 7月 に栗前王を「筑

紫率」に任命 している。筑紫には「筑紫大宰府」が設置されたのであろう。「筑

紫都督府」はこの時点ですでに無くなつている。

唐からの使者は「筑紫大宰府」に行こうとしている。 「筑紫大宰府」は日本

の統治機関である。そのため日本と戦争になるかもしれないと心配 して大船団

を送ってきたのであろう。
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「 (天智)四年 (665年 )九月」に設置された 「筑紫都督府」は 667年
11月 までは存在 している。ところが「筑紫率」が任命 された 668年 7月 に

は無くなっている。「筑紫都督府」は 668年 7月 に栗前王が筑紫率に任命 さ

れる前に廃止されている。 「筑紫都督府」が存在 した期間は665年 11月 か

ら668年 6月 ころまでである。

○「筑紫都督府」が存在した期間

■ 筑紫都督府  665年 11月 -668年 6月 ころまで

(6) 「筑紫都督府」廃止の理由

「筑紫都督府」は667年 11月 から668年 6月 までの間に廃止されてい

る。何故廃止されたのであろうか。

この時期には唐は高句麗と戦つている。『 日本書紀』は唐が高句麗を滅ばし

たことを簡単に記述している。

(天智)七午 (668年)十月、大唐の大将軍英公、高麗を打ち

滅ぼす。                   『 日本書紀』

『旧唐書』は高句麗との戦いを詳細に書いている。

乾封元年 (666年 )十一月、命司空、英国公李動為遼東道行軍

大線管、率稗将郭待封等以征高麗。

二年 (667年 )二月、 (李)動度遼至新城、謂諸将日、「新城

是高麗西境鎮城、最為要害、若不先図、餘城未易可下。」遂引兵

於新城西南、拠山築柵、且攻且守、城中箸迫、数有降者、自此所

向克捷。 (中略)
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線章元年 (668年 )九月、 (李)動又移営於平壌南、男建頻遣

兵出戦、皆大敗。 (中略)十一月、抜平壌城、虜高蔵、男建等。

『旧唐書』高麗伝

(訳)乾封元年 (666年 )十一月、司空に命 じて英国公李動を

遼東道行軍大線管と為 し、稗将郭待封等を率いて以て高麗を征

つ。

二年 (667年 )二月、 (李)動は遼水を渡 り新城に至 り、諸将

に謂いて曰く、「新城は是れ高麗の西境の鎮城なり、最も要害と

為す。若 し先に図らずば餘城は容易には下りないであろう。」と

いう。遂に兵を新城の西南に引き、山に拠 り柵を築き、且つ攻め

且つ守る。城中は倉迫 (き んぱく)し 、降る者数有 り。此れ 自 (よ )

り向う所克ち捷つ。 (中 略)

線章元年 (668年 )九月、 (李)動は又営を平壌の南に移す。

男建は頻 りに兵を遣わし出て戦 うが、皆大敗す。 (中 略)十一月、

平壌城を抜き、高蔵、男建等を捕虜にする。 『 旧唐書』高麗伝

666年 11月 に唐は高句麗の征討に向けて兵を出している。667年 2月

から唐による攻撃が始まる。 668年 11月 に高句麗は亡びる。

「筑紫都督府」が廃止されるのは唐 と高句麗が戦つている最中である。唐は

筑紫に配備 している兵を高句麗征討に充てたのではないだろうか。唐は百済か

ら筑紫までを支配 している。その間にある対馬・壱岐にも唐の兵士が配備 され

ているはずである。これ らの兵をすべて高句麗 との戦いに充てたのであろう。

そのため筑紫 (日 本列島)の支配を断念 したと思われる。

「筑紫都督府」の廃止は高句麗 との戦いが激 しくなり、兵力を高句麗に向け

るためであろう。
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(7) 「筑紫都督府」の再設置

668年 11月 に高句麗は亡びる。671年 11月 に唐は「二千人、船四十

七隻」を 「筑紫大宰府」に派遣 して来た。

唐は何故、「二千人、船四十七隻」という大軍団を筑紫へ派遣 してきたので

あろうか。それは筑紫に再び「筑紫都督府」を設置するためではないだろうか。

高句麗 との戦いが決着 して兵力に余裕ができたのであろう。

唐は新羅と組んで百済の次に高句麗を滅ぼした。朝鮮半島を占領 した。残っ

ているのは日本列島である。日本は「自村江の戦い」で百済と共に唐の敵にな

っている。唐 としては日本列島を占領 したい。これが唐の計画だったのであろ

う。そのため高句麗を滅ぼして兵力に余裕ができると671年 に再び 日本ヘ

「筑紫都督府」を設置するために 「二千人、船四十七隻」を派遣 してきたので

ある。

しかし「筑紫都督府」は設置されなかつた。日本は備えを十分にしていたか

らである。
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2 天武天皇 と筑紫防衛

(1)筑紫率 と天武天皇

661年 7月 に天武天皇の父は朝倉宮で崩 じる。天武天皇は直ちに朝倉宮で

即位する。朝倉宮は福岡県筑紫野市の宮地岳の麓の「天山」に造られた。天武

王権の本営である。

ところが 663年 の「自村江の戦い」に破れて、唐は665年 11月 に「筑

紫都督府」を設置する。 「筑紫都督府」の位置は不明であるが、おそらく博多

の海岸近くに設置されたのであろう。太宰府のある内陸までは入つてきていな

いと思われる。

このとき天武天皇は何処に居たのであろうか。朝倉宮に居たとは思えない。

朝倉官は 「筑紫都督府」とはあまりにも近い。唐の支配を直接受けることにな

る。それはあり得ないであろう。天武天皇は唐 と直接戦争をしたのではない。

百済の救援をしただけである。唐の支配を直接受けるようなことはしないであ

ろう。

668年 7月 に天武天皇は栗前王を筑紫率に任命 している。筑紫率は「筑紫

大宰府」に居て筑紫 (九州)を統治する役 日であろう。

天武天皇は筑紫率を任命 している。天武天皇自身は筑紫に居ないことがわか

る。天武天皇は何処に居たのであろうか。天武天皇は朝倉宮から筑紫以外の地

へ移っている。
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(2)大野城・基難城の築造

『 日本書紀』 「天智紀」には二重記載が多い。大野城 。基難城の築造記事も

二ヶ所にある。

(天智)四年 (665年 )人月、達率答体春初を遣わして城を長門

国に築かしむ。達率憶濃福留・達率四比福夫を筑紫国に遣わして大

野及び橡の二城を築かしむ。

(天智)九年 (670年 )二月、又高安城を修 り穀 と塩を積む。又、

長門城一つ、筑紫城二つを築く。       『 日本書紀』

665年に「大野及び橡の二城を築かしむ」とあり、670年にも「筑紫城

二つを築く」とある。「筑紫城二つ」とは「大野城」と「橡 (基昇=き い)城」

のことである。これらの二つの記事は二重記載である。 「天智紀」には「二重

記載」が多い。665年 と670年に「大野城と基昇城を築く」とあるのはど

ちらが正しいのであろうか。

「 (天智)四年 (665年)八月」の記事は誤りであろう。唐は天武王権に

対して「自村江の戦い」の翌年の664年 5月 に筑紫を明け渡すように郭務保

等を派遣している。665年 9月 には唐は「筑紫都督府」を設置するために「二

百五十四人」を派遣している。665年 9月 -11月 に「筑紫都督府」は設置

される。

筑紫を明け渡すことは664年 10月 に合意している。その後に「 (天智)

四年 (665年 )八月、達率答体春初を遣わして城を長門国に築かしむ。達率

憶證福留 。達率四比福夫を筑紫国に遣わして大野及び橡の二城を築かしむ。」

となる。

これは「唐との合意」に反する。665年 8月 に筑紫に「大野城と基難城を

築く」ということはあり得ない。

668年 7月 に筑紫率が任命される。その前の 6月 ころには「筑紫都督府」

は廃止される。筑紫は日本の領土になっている。「大野城や基難城を築く」こ
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とができる。 「大野城や基難城」の築造は「 (天智)九年 (670年 )二月」

であろう。

筑紫率の任命は大野城や基難城を築くためであろう。唐がまた攻めてくるの

を想定して備えをしているのであろう。

(3)水城 の築造

664年に「水城」を築いたとある。

(天智)三年 (664年 )、 是歳、対馬嶋 。壱岐嶋・筑紫国等に

防 (さ きもり)と 峰 (の ろし)を置く。又筑紫に大堤を築いて水

を貯める。名を水城 という。          『 日本書紀』

水城は福岡県太宰府市水城に今も残つている。

しかしこれも年代に問題がある。664年 5月 には百済の鎮将劉仁願が郭務

保等を遣わして天武天皇に降服を呼びかけている。664年 10月 には筑紫を

明け渡すことに同意 している。 665年 11月 には「筑紫都督府」が設置され

て筑紫は唐の占領下になる。このような時に筑紫に「水城」を築けるはずがな

い。

この記事は 「 (天智)四年 (665年 )八月」条に「大野及び稼の二城」を

築くとある記事と同様に年代が間違つている。

「大野及び橡の二城」では 「 (天智)九年 (670年 )」 の記事を 「 (天智 )

四年 (665年 )」 にしている。5年も早めている。水城を築いたという「 (天

智)三年 (664年 )」 条も5年後の「 (天智)八年 (669午 )」 ではない

だろうか。 668年 に筑紫率が任命 されている。その後に水城や大野城 。基難

城を築いているのであろう。
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○筑紫率の任命 と水城や大野城 。基難城の築造

■ 筑紫率の任命     668年
■ 水城の築造      669年
■ 大野城・基鼻城の築造 670年

(4) 「筑紫大宰府」の位置

668年 7月 に天武天皇は筑紫率を任命 して 「筑紫大宰府」を設置 してい

る。 671年 11月 に唐は「二千人、船四十七隻」を派遣 してくる。対馬国司

は唐の大軍団が来たことを「筑紫大宰府」に伝えている。対馬は筑紫率の配下

にあることがわかる。

「筑紫大宰府」は何処に設置されたのであろうか。天武天皇は668年 に筑

紫率を任命 して、669年 には水城を築き、670年 には大野城・基難城を築

いている。唐が攻めてくるのを防ぐためであろ う。その予想通 りに唐は 671

年に大軍団を派遣 して来る。

水城や大野城 。基難城はこれ らを予想 して築いているのであろう。「筑紫大

宰府」は水城や大野城 。基難城によつて敵の攻撃から守られる場所に造られた

であろう。 「筑紫大宰府」は水城よりも内陸に造られたと思われる。

最近宮地岳にも山城があることが判明した。麓には天武天皇の父が本営とし

て築いた朝倉官がある。 「筑紫大宰府」は水城や大野城・基難城・宮地岳の山

城によつて守られる位置に設置されたのであろう。 「筑紫大宰府」は今の「太

宰府」付近に設置されたと思われる。今の「太宰府」は「筑紫大宰府」の設置

からはじまるのではないだろうか。668年 に「筑紫率」が任命されてから「太

宰府」の歴史は始まるのであろう。
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図 2 水城・大野城・基鉾城・宮地岳城  (『古代の日本 3 九州』 (角
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(5)太宰府の発掘調査

森弘子氏は『太宰府発見』 (海鳥社)の中で太宰府の発掘について次のよう

に述べている。

一番大事な正殿は発掘技術や周辺の調査研究の進展を見ながら

調査時期を決めようとい うことになった。そして平成九年十二月

にその鍬入れ式が行われた。 (中 略)Ⅱ・Ⅲ期の正殿の真下から、

ほぼ重なる形で掘立柱の建物が検出された。またその北には東西

に延びる柵列と思われる柱穴も見つかった。 (中 略)今回検出さ

れた建物の立派さや、その方角が東西 。南北に整つていることか

ら、政庁 I期の性格が軍事的なものか、外交・儀式などに使われ

たものか、新聞紙上を賑わしたが、実は、過去に検出した遺構も

合わせると、正殿付近では I期遺構 として四棟の掘立柱建物、柵

四条、暗渠遺構 と竪穴遺構一基が検出されている。それらは同時

期にあつたとい うのではなく、さらに三時期に細分されるとい

う。この うち一番古いのは、正殿東南部で検出した四×三間の南

北棟 とその北にある柵列で、これが自村江の戦いの敗戦により水

城 。大野城が築造されたことと密接な関係がある時期、つまり大

宰府成立の建物と考えられている。

政庁 I期の初めから政庁中枢部の建物はこの位置にあつたと考

えられ、それがΠ期、さらにⅢ期へと踏襲されるのである。

森弘子氏

太宰府政庁跡の遺構は I期 。Ⅱ期・Ⅲ期に分けられる。 I期 はさらに三時期

に細分されるという。その一番古い遺構が「自村江の戦いの敗戦により水城・
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大野城が築造されたことと密接な関係がある時期、つまり大宰府成立の建物と

考えられている」とある。

「筑紫大宰府」は今の 「太宰府」に造られていることが発掘調査によつて確

認 された。天武天皇が設置 した「筑紫大宰府」は「太宰府」のはじまりである。

(6) 「筑紫都督府」の再設置要求

天武天皇は668年 に筑紫率を任命 して 669年 に水城を造 り、670年 に

大野城・基難城を築いている。

そこへ唐からの使者が来る。 671年 11月 に唐は 「二千人、船四十七隻」

を「筑紫大宰府」に派遣 してくる。 「使人郭務保等六百人」とある。郭務保は

7年前の 664年 に筑紫を明け渡すように天武天皇 と交渉をした人物であ

る。天武天皇は「自村江の戦い」で唐に敗れた直後であり、筑紫を明け渡すこ

とに同意 している。

唐は再び郭務保を派遣 してきた。おそらく「筑紫都督府」を再度設置するこ

とを要求 しに来たのであろう。

しかし今回は天武天皇はきつぱりと断つた。天武天皇は唐の侵攻に備えて 6

69年に水城を造 り、670年 に大野城や基難城を築いている。各地には城を

造 り、食料も貯えている。唐は簡単には攻めて来れないであろうという自信が

あった。天武天皇は自信を持って唐の要求を断った。

唐の使者は水城や山城を見聞したであろう。天武王権を滅ぼすのは容易では

ないことを知つたはずである。唐はその後 日本へ使者を派遣するのを止めてい

る。

唐は「筑紫都督府」の設置 (日 本列島の支配)を断念 した。天武天皇の防衛

政策が功を奏 したといえる。
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第 4章  天武天皇と大和
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1 天武天皇の大和入 り

(天智)六年 (667年)二月、都を近江に遷す。是の時、天下

の百姓は都を遷すことを願わず。諷諫 (ふ うかん=遠まわしに諫

める)する者多し。童謡 (わ ざうた)ま た衆 (おお)し。日々、

夜々、出火するところ多し。          『 日本書紀』

天智天皇が大和から近江へ移るとき「天下の百姓は都を遷すことを願わず」

とある。多くの人々は反対 している。 「日々、夜々、出火するところ多し。」

とある。「出火」は遷都に反対する人々による放火であろう。「近江への遷都」

は民衆には歓迎されていない。

大和の飛鳥には立派な都を造っている。天智天皇は何故大和を捨てて近江ヘ

遷都 したのであろうか。

{2)高安城の築造

天智天皇が近江へ遷都 した 8ヶ 月後に高安城が築かれ る。
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(1)天 智天 皇 と近 江遷 都

656年に斉明天皇は肥前から大和の飛鳥へ移る。飛鳥にはすばらしい都を

つくる。ところが667年 3月 に天智天皇は近江へ遷都する。



(天智)六年 (667年 )十一月、是月、倭国の高安城・讃吉 (さ

ぬき)国の山田郡の屋鳴城 。対馬国の金田城を築く。

(天智)九年 (670年 )二月、又高安城を修り穀と塩を積む。又、

長門城一つ、筑紫城二つを築く。      『 日本書紀』

「天智紀」であるから高安城を築いたのは天智天皇であるといわれている。

高安山は大阪府八尾市の東にあり、標高は487mで ある。その東には信貴

山がある。高安城は高安山に築かれている。高安城は大和を敵の攻撃から守る

ために築かれたといわれている。

ところが天智天皇は667年 3月 に大和から近江へ遷都 している。近江へ遷

都 した後に高安城を築いている。近江へ遷都 した後であるから大和を守る必要

はない。何故、天智天皇は大和を守るために高安城を築いているのであろうか。

高安城を築くとき同時に讃岐の屋嶋城 と対馬の金田城を築いている。敵が対

馬から瀬戸内海を通 り、大和へ侵入 して来るのを防ぐためであろう。

天智天皇は 667年 3月 に大和から近江へ遷都 しているから瀬戸内海や大

和を守る必要はない。高安城 。屋嶋城・金田城を築いたのは天智天皇ではない

であろう。

対馬を支配 しているのは天武天皇である。天武天皇は668年 に筑紫率を任

命 して 「筑紫大宰府」を設置 し、水城や大野城・基難城を築いている。 671

年 11月 に唐は「二千人、船四十七隻」の大軍団を日本へ派遣 してくる。対馬

国司は 「筑紫大宰府」にそれを伝えている。 「筑紫大宰府」は天武天皇が設置

している。対馬国司は天武王権の支配下にある。対馬国司は「対馬の金田城」

を守っているであろう。対馬の金田城を築いているのは天武天皇である。

667年 11月 に「対馬国の金田城」と同時に「讃吉 (さ ぬき)国の屋嶋城」

「倭国の高安城」を築いている。高安城を築いているのは天武天皇である。

天武天皇は 667年 11月 に対馬の金田城・讃吉の屋嶋城 。倭国の高安城を

築き、668年 7月 に「筑紫率」を任命 している。 「対馬の金田城」 「讃吉の

屋嶋城」 「倭国の高安城」の築城と筑紫率の任命は一連の政策である。
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「讃吉の屋嶋城」は瀬戸内海から敵が攻めてくるのを阻止するためであろ

う。何故、天武天皇は瀬戸内海から攻めてくる敵を阻止 しようとしているので

あろうか。天武天皇は 「讃吉の屋嶋城」よりも奥地に居るからであろう。

天武天皇は「倭国の高安城」を築いている。 「倭国の高安城」は敵が難波か

ら大和へ侵入 してくるのを防ぐための城であろう。天武天皇は「高安城」より

もさらに奥に居るということになる。天武天皇は大和に居るのではないだろう

か。

「讃吉の屋嶋城」や 「倭国の高安城」を築いているのは667年 11月 であ

る。天武天皇は667年 11月 には大和に居ることになる。天武天皇は 667

年 11月 以前に筑紫から大和へ移つている。

(3) 「筑紫都督府」が設置された期間 (再考)

「筑紫都督府」が存在 したのは665年 11月 -668年 6月 までである。

ところが 667年 11月 には対馬に金田城を築き、屋嶋城や高安城を築いてい

る。

対馬は中国や朝鮮半島から筑紫へ行 くときに必ず立ち寄るところである。

「筑紫都督府」が設置されているときは対馬も壱岐も中国の支配下にあるはず

である。

ところが 667年 11月 に対馬に金田城を築いている。天武天皇が築いてい

る。対馬は天武天皇の支配下になっている。中国はすでに対馬の支配を放棄 し

ている。 「筑紫都督府」は667年 11月 よりも以前に廃止されている。

「筑紫都督府」が存在 した期間は次のように短くなる。

○ 「筑紫都督府」が存在した期間

■ 筑紫都督府  665年 11月 -667年 10月 ころまで
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「筑紫都督府」が存在した期間は約 2年である。「筑紫都督府」は 2年で廃

止されている。そのため中国の史書にも「筑紫都督府」は出てこないのであろ

つ。

(4)大和へ向か う時期

天武天皇は筑紫の朝倉宮から大和へ移っている。いつ頃移ったのであろう

か。

663年 の「白村江の戦い」で天武王権は唐に破れる。唐は664年 に郭務

保を派遣 して筑紫を明け渡すように要求する。天武天皇は仕方なく同意する。

翌 665年 9月 に唐は「筑紫都督府」を設置するために「三百五十四人」を派

遣する。

(天智)四年 (665年 )九月、唐国は朝散大夫折州司馬上柱国

劉徳高等を遣わす。 (等 と謂 うのは右戎衛郎将上柱国百済禰軍・

朝散大夫柱国郭務保を謂 う。凡て三百五十四人。七月二十八日に

対馬に至る。九月二十 日に筑紫に至る。二十二日に表函を進む。)

十一月、劉徳高等に饗 (あ )え賜 う。

十二月、物を劉徳高等に賜 う。是月に劉徳高等罷 (ま か)り 帰る。

『日本書紀』

665年 9月 22日 に「表函を進む。」とある。この時点では天武天皇は筑

紫に居る。 11月 に「劉徳高等に饗 (あ )え賜 う」とある。この時点までは天

武天皇はまだ筑紫に居るのであろう。

12月 に 「劉徳高等罷 (ま か)り 帰る」とある。劉徳高等は 「筑紫都督府」

の設置を見届けて帰国しているのであろう。
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天武天皇はそれ以前に筑紫を明け渡している。天武天皇は 665年 11月 に

は筑紫から大和へ向かつているのであろう。

○天武天皇が筑紫か ら大和へ向か う時期

■ 665年 11月

{5)大和入りの時期

天武天皇は 665年 11月 に筑紫から大和へ向か う。しかし大和には天智王

権 (上宮王家)が存在 している。天智天皇が大和から近江へ移るのは 667年
3月 である。

天武天皇は大和へ入ることが出来ない。天武天皇は難波 (大阪)に上陸して

難波の何処かに住み着いたのであろう。

667年 3月 に天智天皇は近江へ遷る。 667年 11月 に天武天皇は高安

城・屋嶋城 。対馬の金田城を築いている。高安城を築いているのは大和を守る

ためである。天武天皇は 667年 11月 には大和に入っている。

667年 11月 には対馬から瀬戸内海、および大和までが天武天皇の支配下

になっている。天智天皇が 667年 3月 に近江へ遷ると天武天皇は直ちに大和

へ入っているのであろう。

天武天皇は 665年 11月 -667年 11月 までの約 2年間は難波に居た

ことになる。

○天武天皇の大和入 り

■ 天武天皇、大和へ向かう

■ 天武天皇、難波に滞在

■ 天智天皇、近江へ遷都

■ 天武天皇、大和入 り

665午 11月

665年 11月 -667年 4月 頃

667年 3月

667年 4月 -11月
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2 高安城

(1)天 武 天 皇 と唐・ 新 羅 対 策

天武天皇は常に唐・新羅との戦いを意識 している。天武天皇の対唐・新羅対

策を整理すると次のようになる。

○天武天皇の対唐 。新羅対策

■ 663年 8月  「白村江の戦い」で敗北

■ 664年 5月   唐は筑紫の割譲を要求

■ 665年 11月  唐は筑紫都督府を設置

天武天皇は難波 (大 阪)へ移る。

■ 667年 3月   天智天皇は近江へ遷都

■ 667年 10月  唐は筑紫都督府を廃止

■ 667年 11月  天武天皇は大和に入る。金田城・屋島城・高安

城を築く。

■ 668年 7月   筑紫率を任命

■ 669年     水城の築造

■ 670年 2月   大野城・基難城の築造

■ 671年 11月  唐は筑紫都督府の再設置を要求。天武は拒否。

天武天皇は「白村江の戦い」に敗れ、筑紫を割譲する。それを教訓にして天

武天皇はその後は常に唐 。新羅の侵攻に備えている。
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(2)高安城 とは

665年 11月 に天武天皇は筑紫を明け渡して難波へ移る。667年 3月 に

天智天皇が近江へ遷都すると天武天皇は直ちに大和へ入る。天武天皇は早速

「唐の侵攻」に備える。 667年 11月 に金田城・屋島城 。高安城を築く。 6

68年 7月 には筑紫率を任命 して 「水城」や 「山城」の築造に取 りかかる。

668年 11月 に唐は高句麗を滅ぼす。唐はやがて日本列島を占領 しに来る

であろう。天武天皇は水城・山城の完成を急がせる。669年 に水城は完成 し、

670年 2月 に大野城・基難城 と長門城が完成する。同時に高安城に備蓄する。

(天智)九年 (670年 )二月、又高安城を修り穀と塩を積む。又、

長門城一つ、筑紫城二つを築く。      『日本書紀』

「高安城を修理 して穀 と塩を積む」とある。高安城に食料を備蓄している。

天武天皇は唐が大和へ侵攻 して来るのに備えている。

高安城は何処に築かれたのであろうか。

高安城は高安山の山頂に築かれている。高安山の標高は487mで ある。そ

の山頂は現在では 「気象 レーダー観測所」になっている。その説明板には次の

ように書いている。

○大阪管区気象台 高安山気象 レーダー観測所

高安山気象 レーダー

この観測所は、 1968年 (昭 和 43年 )に建設され、名称は大

阪管区気象台高安山気象 レーダー観測所 と呼ばれます。

観測は通常 1日 8回 3時間毎に行われ、南は四国の室戸岬のはる

か洋上、西は広島、北は若狭湾北方海上、東は富士山麓と半径約

300kmの 範囲にわたって観測されています。 (中 略 )

またレーダーは生駒縦走歩道からも見渡すことができ、広く中河

内地域の人々や登山者に親 しまれています。     大阪府
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高安山の山頂は見晴らしが良い。四方が見渡せる。大阪湾は眼下に見える。

観測所の脇に 「高安城跡」という石碑があり、次のように書いている。

○石碑 「高安城跡」

西暦 667年 天智天皇が対馬国金田城、讃岐国屋島城 とともに築

造された古代の山城、自村江の戦後、百済領に進出した唐の勢力

の侵攻に備えたもの。当時、畿内の田の税である籾と塩を倉庫に

貯蔵 した。

城域は高安山から信貴山にかけての山地に広がる。大阪府側の急

ながけは自然の防塁、高安山頂は高安峰跡、奈良県側の緩傾斜地

には「高安城を探る会」によって昭和五十二年四月倉庫跡の礎石

群が発見されている。          ノヽ尾市教育委員会

天智天皇が築造したとあるが『日本書紀』の記述通りの解釈である。築造し

たのは天武天皇である。

「大阪府側の急ながけは自然の防塁」であると書いている。急斜面である。

高安山の山頂の「高安城跡」には大阪府人尾市の方からは登ることは出来ない。

「高安城」は敵と戦 うための城ではなく唐・新羅の船が瀬戸内海から大阪湾

に入つて来るのを見張るためのものであろう。

(3)高安城の倉庫群

高安山の山頂からかなり離れた奈良県側に「高安城を探る会」によつて倉庫

群の礎石が発見された。その説明板には次のように書いている。
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○高安城址 倉庫礎石群

昭和五十二年 (1978年 )発見

奈良県平群町久安寺宇金ヤ塚 奈良時代前期

西暦 660年 、唐 と新羅は連合して百済を攻め滅ばした。救援を

求められた斉明天皇や皇太子中大兄皇子は九州へ向かつたが、天

皇は九州で急死、百済へ向かつた日本の水軍も白村江の戦いで唐

の水軍に完敗 した。この緊迫 した状況のもと、天智天皇は 667
年、近江大津宮に遷都、そのいっぽ う、ここ高安山に高安城を築

いた。対馬の金田城、九州太宰府を守る大野城や基難城、瀬戸内

海の屋島城などと並ぶ、日本防衛のための大規模な古代山城であ

る。

この高安城を 1300年 たった今、高安城を探る会が倉庫跡礎石

六棟分を発見、城の所在地を確認 した。 (中 略)

672年 の壬申の乱で倉庫は炎上、その後天武・持統天皇の時代

に修築され、文武天皇の 701年 に廃城 となったと、『 日本書

紀』や『続 日本紀』に見える。

この倉庫跡は 6棟の内、2棟で橿原考古学研究所が昭和五十七年

二月に発掘 した。このとき礎石の下から平城京跡で発見されてい

るものと同じ暗文 (あ んもん)入 りの盤 (大 皿)や杯 (つ き)が

多数出土 した。この土器の年代からこれ らの礎石は奈良時代前

期、 720年 -730年 代のものと判明した。 (後略 )

平成八年二月          高安城を探る会

「高安城を探る会」が発見した倉庫礎石群は 720年 -730年 代に造られ

たものであるという。天武天皇とは関係がないことがわかる。天武天皇が築い

た 「高安城」は高安山の山頂の遺跡であろう。

その後高安城は次のような変遷をする。
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■

(文武)二年 (698年 )八月、高安城を修理する。 (天智天皇五

年築城也 )

(文武)三年 (699年 )九月、高安城を修理する。

(文武)大宝元年 (701年 )八月、高安城を廃 し、其の舎屋、雑

儲物を大倭 。河内の二国に移 し貯える。

(元明)和銅五年 (712年 )正月、河内国高安峰を廃 し、始めて

高見峰、及び大倭国春 日峰を置き、以て平城に通ぜ しむ。

(元明)和銅五年 (712年 )八月、高安城に行幸す。

『続 日本紀』

『続 日本紀』にある高安城に関する記録である。712年 以降の記録はない。

720年 -730年 代に造 られたとい う倉庫群はこれらの記録 とも関係が

ない。倉庫群は果た して 「高安城」と関係があるのであろうか。

ただし、701年 に「高安城」を廃止 し、712年 正月には「高安 '1筆」も廃

止 しているのに712年 8月 に元明天皇が「高安城に行幸す」とある。 「高安

城」は再度築かれたのであろうか。その倉庫群が 720年 以降に造られたので

あろうか。不明である。

701年 に「高安城を廃 し」、712年 正月に「河内国高安峰を廃 し」たと

ある。 701年 に高安城は廃止するが「高安峰=のろし」は残 している。 「高

安峰」は瀬戸内海から進入 してくる敵を見張る役 目を持っていたのであろう。

「高安峰」は 「河内国高安峰」 とある。 「河内国」にある。 「高安城」はや

はり大阪側の高安山の山頂に造られている。倉庫礎石群は奈良県側にある。高

安山の山頂からはかなり離れている。倉庫群は『 日本書紀』に出てくる 「高安

城」とは関係がない。

天武天皇は敵 (唐 。新羅)の船が瀬戸内海から大阪に入って来るのを見張る

ために高安城を築いている。
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3 近江遷都の真相

(1)斉 明天 皇 の噴 (も が り)

『 日本書紀』は、斉明天皇は 「百済救援」のために筑紫へ行き、661年 7

月に筑紫の朝倉宮で崩じたと書いている。斉明天皇の遺体は大和へ運ばれる。

(斉明)七年 (661年 )十月、天皇の喪、帰りて海に就 (つ )

く。 (中略)天皇の喪、還りて難波に泊まる。

十一月、天皇の喪を以て飛鳥の川原に噴す。此より発哀すること

九日に至る。                 『 日本書紀』

斉明天皇は661年 7月 に筑紫の朝倉宮で崩御 して、10月 には遺体は瀬戸

内海を通 り難波に帰ってくる。 11月 には飛鳥の川原で噴 (も がり)を したと

ある。 「発哀」は 9日 に及んだという。斉明天皇の遺体は661年 11月 には

大和の飛鳥に帰つている。

ところが埋葬されるのは667年 2月 である。

(天智)六年 (667年 )二 月、天豊財重 日足姫天皇 (斉 明天皇)

と間人皇女とを小市岡の上の陵に合わせ葬す。  『 日本書紀』

斉明天皇の遺体は 661年 11月 から667年 2月 まで大和の飛鳥にその

まま置いてあるのであろうか。この間は噴をしたとあるが、「発哀すること九

日」とある。噴は「9日 」だったのではないだろうか。噴の期間が 5年以上も

あるのは疑間である。
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『 日本書紀』は天武天皇の父を斉明天皇にすり替えている。斉明天皇は筑紫

には来ていない。そのためこのようなことになったのであろう。これらはすベ

て『 日本書紀』の捏造である。

(2)斉明天皇の墓

斉明天皇は5年以上の噴の期間が過ぎてから間人皇女と合葬している。

(天智)六年 (667年 )二月、天豊財重日足姫天皇 (斉 明天皇)

と間人皇女とを小市岡の上の陵に合わせ葬す。  『 日本書紀』

間人皇女は斉明天皇 (宝皇女)の娘であり、天智天皇の妹である。間人皇女

|ま 66 5年 |こ 夕iE去する。

(天智)四年 (665年 )二月、間人大后亮る。

二月、間人大后の為に三百三十人を度 (と くど)せ しむ。

『日本書紀』

「間人大后」とあるのは孝徳天皇の皇后になっているからである。

間人皇女は665年 2月 に死去する。ところが 667年 2月 に斉明天皇と合

葬 している。何故、間人皇女は直ぐに埋葬されなかったのであろうか。斉明天

皇と合葬するために 2年間の歿をしたのであろうか。

ところが斉明天皇は間人皇女との合葬を望んでいない。斉明天皇は孫の建王

を合葬するように遺言している。
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(斉明)四年 (658年)五月、皇孫建王、年人歳にして莞る。

今城谷の上に噴を起こして収める。 (中略)群臣に詔して曰く、
「万歳千秋の後に、要 (かなら)ず朕の陵に合葬せよ。」という。

『 日本書紀』

斉明天皇は孫の建王が死去したのを悼み、「必ず朕の陵に合葬せよ」と遺言

している。

天智天皇は斉明天皇の遺言を無視 して間人皇女と合葬している。何故であろ

うか。

斉明天皇は自分の墓は当然造られるものと考えている。 「朕の陵に合葬せ

よ」と遺言 している。ところが斉明天皇の墓は造られていない。文武天皇は斉

明天皇の陵を新たに造つている。

(文武)三年 (699年 )十月甲午 (十二日)、 詔す、「天下の

罪ある者を赦す。但し十悪 。窃盗の二盗は赦の限りに在らず」と

い う。越智・山科の二つの山陵を造ろうと欲する為である。

辛酉 (二十 日)、 浄広撃衣縫王・直大壼当麻真人国見・直広参土

師宿禰根麻呂・直大肇田中朝臣法麻呂、判官四人、大工二人を越

智山陵に、浄広肇大石王・直大式粟田朝臣真人・直広参土師宿禰

馬手 。直広肇小治田朝臣当麻、判官四人、主典二人、大工二人を

山科山陵に遣わし、並びに功を分けて修め造る。  『続 日本紀』

「越智の山陵」とは斉明天皇陵であり、 「山科の山陵」とは天智天皇の陵で

ある。

699年 に文武天皇は越智と山科の二つの山陵を造るために恩赦を出して

いる。如何に大事業であるかがわかる。任命された人々を見ても大規模な墓造

りであることがわかる。
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原文には「為欲営造越智・山科二陵也」とある。 「越智・山科の二陵を営造

せんと欲するため也」とある。「営造」は「造る」という意味である。 「修理」

ではない。斉明天皇と天智天皇の墓を新しく造つている。斉明天皇の墓は無か

ったからである。

『 日本書紀』は「天豊財重日足姫天皇 (斉 明天皇)と 間人皇女とを小市岡の

上の陵に合わせ葬す。」と書いている。このとき墓は新たに造られたことにな

る。しかしこれは『 日本書紀』の捏造であろう。斉明天皇の墓は造られていな

い。墓は間人皇女の墓であろう。間人皇女は665年 2月 に死去するとすぐに

墓が造られて埋葬されたのであろう。斉明天皇は間人皇女の墓に「追葬」され

たのではないだろうか。そのため斉明天皇の墓は存在しないのであろう。『 日

本書紀』は「合葬」と書いているが「追葬」であろう。

『 日本書紀』では、斉明天皇の噴は5年以上にも及んでいる。天智天皇は何

故、斉明天皇の墓を造らなかったのであろうか。

(3)斉明天皇の崩年

『 日本書紀』は、斉明天皇は 661年 7月 に筑紫の朝倉宮で崩御 したと書い

ている。ところが埋葬されるのは 667年 2月 である。この間は 6年近くもあ

る。立派な墓を造るだけの十分な時間がある。しかし墓は造 られていない。何

故であろうか。

『 日本書紀』の「斉明紀」は捏造である。 661年に朝倉宮で死去したのは

天武天皇の父である。『 日本書紀』は天武天皇の父を斉明天皇にすり替えてい

る。斉明天皇は筑紫へは来ていない。斉明天皇は大和に居て、大和で死去して

いるのであろう。斉明天皇はいつ死去したのであろうか。

天智天皇は斉明天皇を埋葬すると翌月には近江へ遷都している。
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■

(天智)六年 (667年 )二月、天豊財重 日足姫天皇 (斉明天皇)

と間人皇女とを小市岡の上の陵に合わせ葬す。 (中 略 )

二月、都を近江に遷す。是の時、天下の百姓は都を遷すことを願わず。

諷諫 (ふ うかん=遠まわしに諫める)す る者多し。童謡 (わ ざうた)ま

た衆 (お お)し。 日々、夜々、出火するところ多し。

(天智)七年 (668年 )正月、皇太子、天皇位に即 (つ )く 。 (或

る本に云 う、六年の歳次丁卯二月、位に即く。) 『 日本書紀』

天智天皇は 667年 2月 に斉明天皇を問人皇女の墓に追葬すると翌 3月 に

は近江へ遷都 している。

近江へ遷都 した天智天皇は翌 668年 正月に即位 している。ところが「或る

本」には 「丁卯 (667年 )二月」に即位 したとある。斉明天皇を2月 に埋葬

すると翌月に即位 している。

斉明天皇は667年 2月 に死去 したのではないだろうか。斉明天皇は 667
年 2月 に死去 したので間人皇女の墓に追葬 して翌 3月 に天智天皇は即位 して

いるのであろう。

斉明天皇が死去 したとき「発哀すること九日に至る」とある。噴の期間は「9

日」だったのであろう。斉明天皇は死去 して 9日 後に間人皇女の墓に追葬され

たのであろう。そのために墓は造られていないのであろう。

斉明天皇は 667年 2月 に崩御 したので天智天皇は 3月 に即位 している。

○斉明天皇の崩年と天智天皇の即位

■ 斉明天皇の崩御  667年 2月

■ 天智天皇の即位  667年 3月

■ 近江へ遷都    667年 3月
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{4)近江遷都の真相

天智天皇は 667年 2月 に斉明天皇を埋葬すると3月 には近江へ遷都 して

いる。天智天皇は何故、慌ただしく近江へ遷っているのであろうか。

665年 11月 に天武天皇は筑紫を唐に明け渡すと難波へ来ている。おそら

く高安山の麓の何処かに住み着いているのであろう。今の人尾市付近である。

斉明天皇はまだ死去 していない。斉明天皇は肥前に居るとき天武王権の脅威

に怯えて、656年 に肥前から大和へ逃げている。大和の飛鳥にはすばらしい

都を造る。

ところが天武天皇は筑紫を割譲 して難波へ逃げて来る。難波から大和へ入ろ

うとする。難波では唐が攻めてきたとき阻止するのが難 しいからであろう。天

武天皇は斉明天皇に大和を明け渡すように要求 したのではないだろうか。斉明

天皇は再び天武王権の脅威にさらされた。

そのようなときに斉明天皇は死去する。『本朝皇胤紹運録』は斉明天皇の年

齢を次のよ うに書いている。

斉明天皇 皇極重詐。

元年乙卯 (655年 )正月即位。七年七月二十四日崩。六十人。

『本朝皇胤紹運録』

即位も、崩年も『日本書紀』と同じである。「七年七月二十四日崩」は「斉

明天皇七年 (661年 )崩」である。『本朝皇胤紹運録』は『日本書紀』の捏

造記事に合わせて書いている。死亡時の年齢は68才であるという。

しかし斉明天皇が死去するのは 667年 2月 である。そのときの年齢が 68

才ではないだろうか。

667年 2月 に斉明天皇は 68才で崩御する。天智天皇は待っていたかのよ

うに間人皇女の墓に追葬 して、翌 3月 に近江へ遷都する。老齢な斉明天皇を連

れて近江へ移るのは無理だったのであろう。あるいは斉明天皇はすでに寝たき

りになっていたのかもしれない。
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天智天皇は天武天皇の脅威から早く逃げたかったのであろう。天武天皇は難

波に居て大和を明け渡すように要求 している。いつ攻めてくるかわからない。

天智天皇は斉明天皇が死去するのを待っていたのであろう。斉明天皇が死去す

ると直ちに埋葬 して難波とは反対の近江へ逃げている。天智天皇の 「近江遷

都」は天武王権の脅威からの逃亡である。

近江の大津京は飛鳥の都に比べると狭い土地に無理に都を造っている。飛鳥

とは比べものにならないほどのお粗末な都である。天智天皇が大和から逃げて

来た証拠である。

柿本人麿は 「近江の荒都を過ぎる時」の歌で次のように詠っている。

近江の荒都を過ぎる時、柿本朝臣人麿の作る歌

玉欅 (た またすき)畝 火の山の 日知の御代ゆ  (中略) 天

にみつ 大和を置きて あをによし 奈良山を越え いかさま

に 思ほじめせか 天離 (あ まさか)る  夷 (ひな)に はあれど

石走る 淡海の国の 楽浪 (さ さなみ)の  大津の宮に 天の下

知 らしめしけむ 天皇の 神の尊の 大宮は 此処と聞けども

大殿は 此処 と言へども 春草の 繁 く生ひたる 霞立ち 春

日の霧れる ももしきの 大宮処 見れば悲 しも

『万葉集』「29番」

柿本人麿は 「いかさまに 思ほじめせか 天離 (あ まさか)る  夷 (ひな)

にはあれど」と詠っている。天智天皇はどのように思われたのであろうか。遠

く離れた夷 (ひな=田舎)の大津に移られたとある。大津は 「夷 (田舎)」 で

ある。柿本人麿は、天智天皇はどうして大和を捨てて辺部な大津へ移ったので

あろうかと詠つている。

天智天皇は母斉明天皇とともに飛鳥にすばらしい理想の都を造 り、子々孫々

が繁栄することを願っていた。 しか しそれ らを捨てて辺部な近江へ逃げてい

る。それほど天武天皇は脅威だったのである。
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667年 2月 に斉明天皇が死去すると天智天皇は3月 に即位 して、天武天皇

の脅威から逃れるために大和から近江へ逃げている。これが「近江遷都」の真

相である。 「近江遷都」は 「近江への逃亡」である。

従来は、唐 。新羅の侵攻を避けるために天智天皇は近江へ遷都 したと考えら

れてきた。 しかし天智天皇は 「百済救援」もしていないし、 「白村江の戦い」

にも関与していない。唐や新羅に攻められる理由はない。
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第 5章  飛鳥の天智王権と天武王権
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1 後飛鳥岡本宮 と飛鳥浄御原宮

(1)斉明天皇の後飛鳥 岡本宮

斉明天皇は肥前の飛鳥から大和の飛鳥へ移る。

(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 う。               『 日本書紀』

「後飛鳥岡本宮」は 「後の飛鳥の岡本宮」である。 「後の飛鳥」とは大和の

飛鳥であり、 「前の飛鳥」は肥前の飛鳥である。

宮殿の名前は上宮法皇の肥前の「岡本宮」を取 り、同じ「岡本宮」にしてい

る。斉明天皇が初代の祖父上宮法皇を如何に尊敬 しているかがわかる。

(2)飛鳥浄御原宮

天武天皇の官は飛鳥浄御原宮である。『日本書紀』は「壬申の乱」で勝利し

た後に天武天皇は後飛鳥岡本宮の南に飛鳥浄御原宮を造った と書いている。

(天武)元年 (672年 )九月、倭京に詣り、嶋宮に御す。嶋宮

より岡本宮へ移る。

是歳、岡本宮の南に宮を営 (つ く)る 。即冬に、遷り居す。是を

飛鳥浄御原宮という。             『 日本書紀』
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飛鳥浄御原宮は 「岡本宮の南に宮を営 (つ く)る 。即冬に、遷 り居す。是を

飛鳥浄御原宮という。」とある。飛鳥浄御原宮は 「後飛鳥 (大 和の飛鳥)の岡

本宮」の南に造られている。

「天智王権」と「天武王権」は同じところに宮殿を造っている。天武天皇は

斉明天皇の宮殿を利用して飛鳥浄御原宮を造っている。

「後飛鳥岡本宮」は伝承飛鳥板蓋宮であろうといわれている。その周辺を含

めて現在は 「飛鳥京」という。飛鳥京は 「内郭」と「外郭」と「エビノコ郭」

からなっている。 「後飛鳥岡本宮」は内郭であり、「飛鳥浄御原宮」はエビノ

コ郭であろう。エビノコ郭は内郭の南にある。 「岡本宮の南に宮を営 (つ く)

る」という記述に合っている。これ らを含めて 「飛鳥浄御原宮」とい うのであ

ろう。
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2 「天智王権」の遺跡

(1)飛鳥京の発掘

伝承飛鳥板蓋宮 (飛鳥京)の発掘調査が行われて三つの時期の遺構が出土し

た。下層からI期遺構、Ⅱ期遺構、Ⅲ期遺構と呼んでいる。

Ⅲ期遺構は内郭、外郭、エビノコ郭からなつている。林部均氏は『古代宮都

形成過程の研究』 (青木書店)の中で次のように述べている。

Ⅲ期遺構は内郭・エビノコ郭・外郭といった空間から構成されて

いる。内郭・エビノコ郭の廃絶を示す土器群は飛鳥Ⅳ (土器編年 )

に位置付けられ、持統八年 (694年 )の藤原宮への遷居が、そ

の廃絶の要因であつたとして矛盾はない。いつぽう、外郭の廃絶

を示す土器群は、平城 I(土器編年)を中心としたものであり、

藤原宮の時代から平城遷都までのあいだに廃絶 したものと考え

られる。そ うすると、Ⅲ群土器の年代から、Ⅲ期遺構を斉明天皇

の後飛鳥岡本宮である可能性を指摘 したが、その廃絶を示すⅣ群

土器の年代から、Ⅲ期遺構は、藤原宮へ遷居まで存続 していたこ

とになり、天武天皇・持統天皇の飛鳥浄御原宮 (672年一)も 、

必然的に、この地におかれたと考えざるをえない。さらに、Ⅲ期

遺構を大規模に改作 した痕跡は、いまのところ認められないの

で、斉明天皇の後飛鳥岡本宮が、そのまま引き続いて、天武天皇 。

持統天皇の飛鳥浄御原宮となったと考えるのが自然である。おそ

らく、斉明天皇の後飛鳥岡本宮がⅢ期遺構の内郭部分であり、天
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武天皇の飛鳥浄御原宮において、エビノコ郭が付加され、内郭 と

一体として利用された。 (中略 )

エビノコ郭が付加 された年代は、飛鳥Ⅲ前後、すなわち670年

前後の年代が想定できる。Ⅲ期遺構は後飛鳥岡本宮として造営さ

れ、エビノコ郭が付加 され、飛鳥浄御原宮となったと考えられる。

『 古代宮都形成過程の研究』

「エ ビノコ郭が付加 された年代は、飛鳥Ⅲ前後、すなわち 670年 前後の年

代が想定できる。Ⅲ期遺構は後飛鳥岡本宮 として造営 され、エ ビノコ郭が付加

され、飛鳥浄御原宮 となった と考えられ る。」 とある。

『 日本書紀』の記述通りである。斉明天皇は656年に肥前から大和の飛鳥

に移住して後飛鳥岡本宮 (内郭)を造り、天武天皇は「壬申の乱 (672年 )」

の後に「エビノコ郭」を付加して飛鳥浄御原宮にしている。『 日本書紀』の記

述と遺跡は一致している。

(2)飛鳥京出土の木簡

昭和 50年度に飛鳥京跡第 51次発掘調査が行われた。日本の古代史にとつ

て重要な木簡が出土している。『奈良県遺跡調査概報』 (1976年度、奈良

県立橿原考古学研究所)の 「飛鳥京跡第51次発掘調査出土木簡概報」は次の

ように書いている。

本報告は昭和 50年度に実施 した飛鳥京跡第 51次発掘調査に

おいて、SX7501と 名付けた土墳状遺構から出土した木簡の

概要を述べたものである。 (中 略)

調査地点によって分類すると「②内郭周辺とくに東方丘陵裾部の

調査―東外郭と周辺の調査」である。調査地点は奈良県高市郡明
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日香村大字岡小字仁田 (に だ)であり、飛鳥寺の東から岡寺に通

ずる道路の西側ぞいに当たり、史跡伝飛鳥板蓋宮跡の東方約 10
0m、 酒船石の南方約 250mの ところである。 (中 略 )

SD7410(石 組みの大溝)は SA7405の 東約 8mに あ

り、側壁・底面を川原石を用いて構築 した石組み溝で、底幅は 1.

lm、 深 さ0.7-0.8mを 測る。溝はゆるやかに南から北へ流

れている。溝の中からは 7世紀後半の遺物とともに 8世紀代の遺

物が多量に出土する。 (中 略 )

このため SD7410の 築造年代は掘 り方出土遺物より古くは

遡ることがないので、 7世紀後半の うちでも遅い時期 としてよ

い。 (中 略)

土塘状遺構 SX7501は 東西 トレンチの西端部分で検出した

木片類のぎっしりと詰まった落ち込み状遺構で、その一部は第 2

図に示すようにSD7410の 下部におよんでいる。 (中 略 )

SX7501出 土の土器 と木片類は同時期に一括投棄 されたも

のであるから、本簡を含めていずれも7世紀中頃すぎに編年でき

るとしてよい。つまりSX7501の 土器・櫛の特徴が、 7世紀

前半から中頃にかけてに位置付けられている坂田寺 SG100

や川原寺下層などの諸遺物より新 しく、670年 前後に時期が限

られる大津京関係の諸遺物より古い特色を示 しているものとい

える。 (中 略 )

SX7501か ら採集 された多量の木片類を洗浄整理 した結

果、その中から約 30点の墨付きのある木簡が見付け出された。

『奈良県遺跡調査概報』 (1976年度、奈良県立橿原考古学

研究所 )

飛鳥京跡の東側周辺の発掘調査である。そこは「史跡伝飛鳥板蓋宮跡の東方

約 100m、 酒船石の南方約 250mの ところ」であるという。
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土墳状遺構 SX7501か らは「同時期に一括投棄 した土器 と木片類」が出

土したという。その中に重要な木簡が含まれている。

土墳状遺構 SX7501は SD7410(石 組みの大溝)の下部にあるとい

う。 SD7410の 築造年代は 「7世紀後半のうちでも遅い時期」であり、そ

の下の土墳状遺構 SX7501の 「一括投棄」のものは「670年 前後に時期

が限られる大津京関係の諸遺物より古い特色を示 している」という。 「一括投

棄」されたものは 667年 3月 に近江へ遷都 した「天智王権」のものであろう。

その後に「7世紀後半の うちでも遅い時期」にあたるSD7410(石 組み

の大溝)が築造されている。これは 「天武王権」が築いたのであろう。

土墳状遺構 SX7501か ら出土した木簡には「大花下」 「小山上」という

文字が墨で書かれていた。 「大花下」 「小山上」は 「大化五年 (649年 )」

に制定された冠位である。

(孝徳)大化五年 (649年 )二月、冠の一九階を制す。一に日

く、大織。二に曰く、小織。三に曰く、大繍。四に曰く、小繍。

五に曰く、大紫。六に曰く、小紫。七に曰く、大花上。人に曰く、

大花下。九に曰く、小花上。十に曰く、小花下。十一に曰く、大

山上。十二に曰く、大山下。十三に曰く、小山上。十四に曰く、

小山下。十五に曰く、大乙上。十六に曰く、大乙下。十七に曰く、

小乙上。十人に曰く、小乙下。十九に曰く、立身。 『 日本書紀』

649年に制定された「冠位」が飛鳥から出土している。『 日本書紀』に記

述されている「冠位」が史実であることを木簡が証明した。
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(3)天智王権から天武王権ヘ

667年 3月 に天智天皇は飛鳥から近江へ遷都する。逃亡である。土器や木

片類はそのままにして逃げたのであろう。

天武天皇は「壬申の乱」 (672年 )で勝利すると再び飛鳥に帰 り、飛鳥浄

御原宮を造る。このとき天智王権が残 して行ったものをすべて捨てる。土噴状

遺構 SX7501を 掘 り、一括投棄する。木簡も一緒に捨てる。それが発掘調

査で出土したのであろう。

飛鳥京跡から出土 した木簡は 667年 3月 に天智天皇が飛鳥から近江へ逃

げたことを示す物的証拠である。

次に再び重要な木簡が出土した。『飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報 (十

三)』 (奈良文化財研究所、1998年 9月 )は飛鳥池遺跡の北、飛鳥寺東南

隅の南の地点から「庚午午 (670年 )」
「丙子年 (676年 )」

「丁丑年 (6

77年 )」 の木簡が出土している。天武天皇の時代の本簡である。

「庚午年 (670年 )」 には天武天皇はすでに飛鳥に居ることがわかる。「壬

申の乱」よりも前に天武天皇はすでに飛鳥に住んでいる。

天武天皇は 「667年 4月 -11月 」の間に大和に入つたと述べてきたが、

木簡がそれを立証 した。

667年 4月 に大和は 「天智王権」から「天武王権」へ交代 している。
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