
第 4章   「天武王権時代」の復元

「天武王権」が解明された。 「天武王権」は天武天皇の父が樹立し、王統は

天武天皇から高市天皇へと引き継がれる。ところが次の長屋親王は持統天皇の

陰謀により即位することができなかった。天武王権は長屋親王の死をもって終

わるといえる。

『 日本書紀』は天武王権を抹殺 している。天武王権を天智王権にす り替えて

いる。天武天皇の父は斉明天皇にす り替え、天武天皇は天智天皇の弟にしてい

る。 「日本の歴史」は偽 りの歴史になっている。ここで 「天武王権時代」を復

元して 「正 しい歴史」を再確認 してもらうことにしよう。
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1 天武王権の樹立

(1)阿 毎 王権 か ら天 武 王権 ヘ

552年 に阿毎王権が樹立する。阿毎王権は高麗。百済・新羅と交流をする。

630年 に高麗と百済から使者が来る。

(舒明)二年 (630年 )二月、高麗の大使宴子抜・小使若徳、

百済の大使恩率素子 。小使徳率武徳、共に朝貢す。

人月、大仁犬上君三田組 。大仁薬師恵 日を以て大唐に遣わす。高

麗 。百済の客を朝 (庭)に於いて饗 (あ )え る。

九月、高麗 。百済の客、国に帰る。       『 日本書紀』

630年 3月 に高麗 と百済の使者が阿毎王権に朝貢に来る。 9月 に帰国す

る。

その間の 8月 に阿毎王権は遣唐使を派遣 している。遣唐使には「大仁」の冠

位が付いている。 「大仁」は阿毎王権の冠位である。遣唐使は阿毎王権が派遣

している。大仁犬上君三田相・大仁薬師恵 日は阿毎王権の人である。

632年 に唐は高表仁等を派遣 してくる。

(舒明)四年 (632年 )十月、唐国の使人高表仁等、難波の津

に泊まる。則ち大伴連馬養を遣わし、江口に迎える。

(舒明)五年 (633年)正月、大唐客高表仁等、国へ帰る。送

る使いの吉士雄摩呂・黒麻呂等、対馬に到り、而して還る。

『 日本書紀』
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高表仁等は「難波の津に泊まる」とある。 「難波津」は阿毎王権の海の玄関

口である多々良川の川 口である。高表仁等は阿毎王権に来ている。

633年 に高表仁等は唐へ帰る。阿毎王権の記録はここで終わる。

634年 に阿毎王権から天武王権に交代する。天武天皇の父が 「天武王権」

を樹立する。天武天皇の父は翌 635年 に 「僧要」年号を建てる。

635年 6月 に百済が朝貢する。

(舒明)七午 (635年)六月、百済、達率柔等を遣わし朝貢す

る。七月、百済の客を朝 (庭)に於いて饗 (あ )え る。

『 日本書紀』

従来は「舒明紀」であるから百済の使者は舒明天皇のところへ来たと解釈 し

ている。しかし百済が正式に国交を開いているのは阿毎王権である。阿毎王権

は天武王権に交代 している。百済は新 しく樹立したばかりの天武王権を祝福に

来たのであろう。 630午 の阿毎王権の時代は 「恩率」が朝貢に来ている。 6

35年の天武王権が誕生したときは「達率」を派遣 している。百済の官位は「左

平・達率・恩率・徳率・……」の順である。百済は「恩率」よりも高い位の「達

率」を派遣 している。

「635年 」の朝貢から百済と天武王権の正式な交流がはじまる。

(2)阿毎王権か ら上宮王家へ豪族の移動

591年に上宮法皇は阿毎王権から独立して王権 (上宮王家)を樹立する。

天子となり、「法興」年号を建てる。本拠地は肥前の飛鳥である。

634年 に阿毎王権から天武王権へ交代する。このとき阿毎王権の豪族の多

くは上宮王家へ移る。天武王権を嫌ってのことであろう。上宮王家は昔の仲間
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である。阿毎王権の豪族達は天武王権の臣下になるよりも上宮王家の方を選ん

だのであろう。

632年 に大唐が高表仁を派遣 したとき大伴連馬養は阿毎王権の重臣とし

て難波津まで出迎えている。 ところが小徳大伴連馬養は舒明天皇の喪のとき

(蘇我)大臣に代わって誅を述べている。

大伴連馬飼には「小徳」という阿毎王権の冠位が付いている。大伴連馬養は

632年 までは阿毎王権の重臣であつた。ところが舒明天皇の噴の時には「(蘇

我)大臣に代わりて誅す」とある。舒明天皇の重臣になっている。小徳大伴連

馬養は「632年 -641年 」の間に阿毎王権から舒明天皇 (上宮王家)へ移

っている。阿毎王権から天武王権に交代する時期である。

同様に 「小徳巨勢臣徳太」も阿毎王権から舒明天皇の上宮王家へ移ってい

る。大仁阿曇連比羅夫も阿毎王権から舒明天皇へ移つている。

このように阿毎王権の豪族は阿毎王権から天武王権に交代するとき舒明天

皇 (上宮王家)に移っている。
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2 天武王権 と舒明天皇

(1)舒明天皇 と上宮王家の発展

舒明天皇は上宮王家の入り婿である。宝皇女と婚姻して天智天皇を生んでい

る。

舒明天皇は「639年 」に肥前の「神埼郡宮処」に「百済大宮」「百済大寺」

を建てる。ところが百済大寺は火災に遭い焼失する。皇極天皇 (宝皇女)はそ

れを再建する。

(皇極)元年 (642年 )九月、天皇、大臣に詔 して曰く、「朕、

大寺を起こし造らむと思欲 (お も)う 。宜しく近江と越の丁を発

せよ」という。 (中 略 )

天皇、大臣に詔 して曰く、 「是月から起こして十二月以来を限

り、宮室を営 (つ く)ら むと欲す。国々に殿屋材を取らせるべ し。

然 るに東は遠江を限 り、西は安芸を限 りて宮を造る丁を発せ

ょ。」という。                『 日本書紀』

百済大寺を再建するときの詔に「近江と越の丁を発せよ」とある。近江や越

を支配 している。573年 までは越は阿毎王権の支配下にあった。舒明天皇は

「近江」と「越」を阿毎王権 (天武王権)か ら奪ったのであろう。

さらに 「東は遠江を限り、西は安芸を限りて」とある。舒明天皇は安芸 (広

島県)か ら遠江 (静岡県)ま でをも支配 している。
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舒明天皇は日本海側では越 。近江まで、太平洋側では瀬戸内海から静岡県ま

でを支配 している。舒明天皇は領土を拡大している。舒明天皇の時代に上宮王

家 (舒明天皇)は大いに発展 している。 日本列島のほとんどを支配 している。

阿毎王権から天武王権に交代 したとき阿毎王権の多くの豪族は舒明天皇ヘ

移っている。その豪族等は領土を持って舒明天皇へ寝返ったのであろう。舒明

天皇は天武王権と戦 うこともなく阿毎王権の領土を手に入れている。

(2)天武王権 と百済の関係

641年 に百済の義慈王は王子豊章を天武王権に人質に出す。百済は天武王

権が日本列島を代表する王権であると認識している。

643年に王子豊章は三輪山で養蜂をはじめる。三輪山は福岡県朝倉郡三輪

町にある。天武王権は人質を朝倉郡三輪町に住まわせている。643年には天

武王権は福岡県朝倉郡までを領土にしている。

642年 2月 に舒明天皇の葬儀に来た百済の弔使は次のような話をする。

(皇極)元年 (642年 )二月、弔使、報 (こ た)え て言う、「百

済国主、臣に謂いて言う、『塞上は恒に悪をなす。還使に付ける

ことを請う。天朝は許さず。』という。」という。

『日本書紀』

塞上 (城)は王子豊章の弟である。 「自雉」に改元するときに「百済の君豊

障 。其の弟塞城・忠勝」と出てくる。王子豊章と共に弟の「塞城 (上 )。 忠勝」

も列席 している。塞城 (上)は王子豊章と共に天武王権に人質に来ているので

あろう。

舒明天皇の葬儀に派遣された百済の弔使は百済王から聞いた話 として、百済

国主が天朝に「塞上 (城)は恒に悪をなすから返 して欲 しい。」と要請 したが
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「天朝」は許さなかったと皇極天皇に伝えている。皇極天皇 (上宮王家)は 「天

朝 (天武王権)」 と「百済」の間の出来事を百済の弔使から聞いている。これ

をみても百済が正式に交流をしているのは天武王権であることがわかる。

642年 2月 に百済の弔使は「百済王が天朝に塞上を返して欲 しいと要請 し

たが許されなかった」と話 している。王子豊章・塞上は642年 2月 よりも前

に日本へ来ている。王子豊章はやはり「641年 」に人質に来ている。

(3)上官王家と百済の関係

百済の弔使は続けて次のように言 う。

(皇極)元年 (642年 )二月、百済の弔使の嫌人等言 う、 「去

年十一月、大佐平智積卒す。 (中 略)今年正月、国主の母亮る。

又弟王子の児翅岐及び其の母妹女子四人、内佐平岐味、高名有る

人四十餘、嶋に放たれる。」とい う。      『 日本書紀』

翅岐は「嶋に放たれる」とある。翅岐は百済国を追放されている。

翅岐は後に「安曇山背連の家に安置す」とある。安曇山背連は阿曇山背連比

羅夫であろう。翅岐は舒明天皇の臣下である阿曇連比羅夫の家に預けられてい

る。

百済国を追放された翅岐は舒明天皇 (上宮王家)の ところへ助けを求めて逃

げて来ている。百済が正式に国交を結んでいる王権へは逃げて行かないであろ

う。舒明天皇 (上宮王家)と 百済は正式な国交は結んでいないといえる。

(注)歴史学者の中には 「翅岐=豊環」説を唱える人が居る。 しかし名前を見

ても二人は明らかに別人である。豊章は天武王権へ人質に来ている。翅岐は百

済を追放されて上宮王家へ逃げてきている。 「翅岐≠豊章」である。
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(4)天武王権 と高麗

同じ時期に高麗国は天武王権に朝貢する。

(皇極)元年 (642年 )二月、高麗の使人、難波津に泊まる。

諸大夫を難波郡に遣わし、高麗国が貢ぐ所の金銀等、井せて其の

献物を検察す。 (中 略 )

高麗 。百済の客を饗 (も てな)す。高麗の使人・百済の使人、並

びに罷 り帰る。                『 日本書紀』

高麗の使者は「難波津に泊まる。」とある。難波津は阿毎王権の海の玄関口

である。今は天武王権の玄関になっている。高麗の使者も百済の使者も、共に

天武王権のもてなしを受けて帰国している。

高麗国も百済国と同様に 「天武王権」と正式に交流をしている。
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{1}蘇我氏の横暴

641年 に舒明天皇が死去すると蘇我氏の専横がはじまる。蘇我氏は上宮王

家の重臣であるが上宮王家を無視するようになる。

(皇極)元年 (642年 )、 是歳、蘇我大臣蝦夷、己が祖廟を葛

城の高宮に立て、而して八倫 (やつら)の舞を為す。

『 日本書紀』

蘇我蝦夷は人倫 (やつら)の舞をしている。 「人倫 (やつら)の舞」は天子

のみが行うことのできる舞である。蘇我蝦夷は上宮王家を無視して自らが天子

になったような振る舞いをしている。

さらに蘇我蝦夷は上宮王家を無視して自分たちの墓を「陵」と呼んでいる。

(皇極)元年 (642年 )、 また、壺 (こ とごと)に国を挙げ、

並びに百八十部曲を発 して、予め双墓を今来に造る。一つを大陵

といい、大臣の墓と為す。一つを小陵といい、入鹿臣の墓と為す。

(中 略)さ らに、ことごとくに上宮の乳部の民を衆めて墓所に役

さす。是に、上宮大娘姫王、発憤 して嘆きて曰く、 「蘇我臣、専

ら国の政をほしいままにし、多いに行い無礼。天に二つの 日無

く、国に二つの王無 し。何によりてか、意の任 (ま ま)に ことご

とに封せる民を役さす」という。        『 日本書紀』
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蘇我蝦夷の墓を「大陵」と言い、蘇我入鹿の墓を「小陵」と言っている。「陵」

は天皇の墓をいう。蘇我蝦夷はここでも天皇であるかのような振る舞いをして

いる。上宮王家の王 (皇極天皇)を無視 している。

「上宮の乳部の民を衆めて墓所に役 さす」とある。上宮王家 (天皇)の民を

勝手に使って墓を造らせている。上宮大娘姫王 (皇極天皇)は怒 り、「国に二

つの王無 し」と憤慨 している。

舒明天皇の死後、蘇我氏はこのように上宮王家を無視するようになる。

(2)山背大兄 と上宮王家

山背大兄は上宮王家の直系であり、上宮王家の天皇になるべき人物である。

古人大兄は舒明天皇と蘇我馬子の娘法提郎媛の間に生まれた皇子である。

642年 に蘇我入鹿は古人大兄を天皇にしようとして小徳巨勢徳太臣・大仁

土師娑婆連を派遣 して山背大兄を殺害する。

蘇我入鹿は「古人大兄を立てて天皇にせむ」として「山背大兄王」を殺害 し

ている。山背大兄王は 「天皇」だったのではないだろうか。蘇我入鹿は 「天皇

(山 背大兄王)」 を殺害 したので、翌 643年 に蘇我氏は天皇位に即いたよう

なことをしている。

(皇極)三年 (643年)十一月、蘇我大臣蝦夷 。児入鹿臣、家

を甘梼 (う まかし)岡 に双べ起つ。大臣の家を呼びて、上の宮門

という。入鹿の家を谷の宮門という。男女を呼びて王子という。

『 日本書紀』

蘇我蝦夷と入鹿は自分達の家を「上の宮」 「谷の宮」といい、 「宮殿」の扱

いをしている。 「宮」は天皇が住むところである。子供は「王子」と呼ばせて

いる。
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蘇我氏は山背大兄を殺害して自ら「天皇」になっているのであろう。山背大

兄は上宮王家の 「天皇」であったと思われる。

『 日本書紀』では舒明天皇が崩御すると皇極天皇が即位 している。 しかし蘇

我入鹿は 「古人大兄を立てて天皇にせむ」として 「山背大兄王 (天皇)」 を殺

害 している。上宮王家の天皇は山背大兄だつたのではないだろうか。それは舒

明天皇が死去 した後に上宮王家の年号が途絶えていることからもいえる。皇極

天皇には「年号」が無い。皇極天皇は即位 していないのではないだろうか。舒

明天皇が崩御 した後は上宮王家では斑鳩の山背大兄が即位 しているのであろ

う。 「天皇位」は肥前から斑鳩へ移つている。山背大兄は「年号」を建ててい

るのであろう。しかし九州ではないから「九州年号」には記録されていないの

であろう。

蘇我氏は 「山背大兄 (天皇)」 を殺害 して自ら天皇になつている。

(3) 「乙巳の変」

645年に中大兄 (天智天皇)は専横を極める蘇我入鹿を討つ。「乙巳の変」

である。

(皇極)四年 (645年 )、 中大兄、密かに倉山田麻呂臣に入鹿

を斬る謀 りを陳 (の )ぶ。 (中 略)佐伯連子麻呂 。稚犬養連網田、

入鹿臣を斬る。 (中 略)古人大兄、見て私の宮に走り入 りて人に

謂いて曰く、「韓人、鞍作臣を殺す。吾が心痛 し」という。 (中

略)中大兄、即ち法興寺に入 り、城 と為 し而して備える。

『日本書紀』

317



「鞍作」は蘇我入鹿である。蘇我入鹿は殺され、蘇我蝦夷も死ぬ。蘇我氏は

亡びる。蘇我氏が天皇になっていたのは 2年間くらいである。蘇我氏の夢は終

わる。

(4)古人大兄の謀反

蘇我氏が亡びると古人大兄が謀反する。

(孝徳)大化元年 (645年 )九月、古人皇子、蘇我田口臣川掘・

物部朴井連椎子・吉備笠臣垂・倭文直麻呂。朴市秦造田来津と謀

反する。 (或る本に云う、古人太子)(中略)中大兄、即ち菟田

朴室古・高麗宮知をして兵若干を将いて古人大市皇子等を討たし

む。                     『 日本書紀』

蘇我入鹿は 「上宮の王等を廃 して、古人大兄を立てて天皇にせむ」とある。

「或る本」には 「古人太子」となっている。蘇我氏は天皇になり、古人皇子を

太子にしていたのではないだろうか。

蘇我氏が討伐 されたので蘇我氏に擁立されていた古人太子は謀反を企てた

のであろう。 しかし中大兄に討たれる。

上宮王家はこれ らの一連の出来事により弱体化する。

{5)孝徳天皇の難波遷都

「乙巳の変」は 645年 6月 である。 9月 には古人大兄の謀反がある。孝徳

天皇は 645年 12月 に大阪 (難波)へ遷 る。
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(孝徳)大化元年 (645年)十二月、天皇、都を難波長柄豊碕

に遷す。                   『 日本書紀』

孝徳天皇は 「乙巳の変」の後に大阪の難波へ遷っている。何故であろうか。

孝徳天皇の祖母は蘇我稲 日の娘である。孝徳天皇は蘇我氏の血を引いてい

る。孝徳天皇は 「乙巳の変」で蘇我蝦夷 。蘇我入鹿が伐たれるのを見て、今度

は自分の身が危ないと思ったのであろう。肥前から難波へ逃げている。

孝徳天皇は難波に豊王権を再興 して自ら天子 とな り、 「大化」年号を建て

る。このとき上宮王家は廃れるであろうとい う噂が流れる。

(皇極)四年 (645年)正月、1日 本に云う、是歳、京を難波に

移す。而して板蓋宮の墟と為る兆なりという。  『 日本書紀』

「板蓋宮」とは上宮王家 (皇極天皇)の宮殿である。 「上宮王家の宮殿は廃

墟になるであろう」という。孝徳天皇 (豊王権)が肥前から難波へ逃げたこと

により上宮王家の本拠地である肥前は廃れるであろうという。肥前は争乱と逃

亡により、人口は激減 し、弱体化する。
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4 天武王権 による九州統一

(1)蘇我倉山田石川麻呂事件

蘇我倉山田石川麻呂は「乙巳の変」で中大兄が蘇我入鹿を討つときに協力を

した人物である。

(皇極)四年 (645年 )六月、中大兄、密かに (蘇我)倉山田

麻呂臣に謂いて曰く、「三韓の調を進む 日に必ず将に卿をしてそ

の表を読唱せ じめよ。」とい う。遂に (蘇我)入鹿を斬らんと欲

する謀を陳べる。麻呂臣、許 し奉る。      『 日本書紀』

645年 に中大兄は蘇我倉山田石川麻呂の協力を得て蘇我入鹿を討つこと

が出来た。

ところが 649年 に 「蘇我倉山田石川麻呂事件」が起きる。

(孝徳)大化五年 (649年 )二月、蘇我臣日向 (字は身刺 (む

さし))、 (蘇我)倉山田大臣を皇太子に諧 (そ し)り て曰く、

「僕の異母兄 (倉 山田)麻呂は皇太子が海辺で遊んでいるのを伺

い将に害を加えようとした。反 (そ む)く こと久しからず。」と

いう。皇太子、之を信 じる。天皇は大伴狛連・三国麻呂公・穂積

噛臣を蘇我倉山田麻呂大臣の所に使わし、反 (そ む)く ことの虚

実を問わしむ。大臣、答えて曰く、「問われたところの報 (返答)

は僕、面して天皇の所で陳べる。」という。
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天皇、更に三国麻呂公・穂積 1歯 臣を遣わしその反 (そ む)く 状を

審 (つまびらか)にす。麻呂大臣、亦前の如く答える。天皇、乃

ち軍を興 し、将に大臣の宅を園 (か こ)ま んとす。大臣、乃ち二

子、法師と赤猪を将 (ひき)いて茅淳道より逃げて倭国 (やまと)

の境に向かう。

大臣の長子の興志は是より先に倭 (やまと)に在 りて、その寺を

営造する。今、忽ちに父が逃げて来ることを聞いて今来の大槻に

迎える。 (中 略)大臣、例 りて山田寺に於いて衆僧及び長子興志、

数十人に陳べ説いて曰く、 「 (中 略)今、我れ身刺に譜 (そ し)

られて横 しまに誅 (こ ろ)さ れることを恐れる。 (中 略)寺に来

た所以は終わりの時を易 (やす)ら かしめんとするなり」という。

(中 略)誓い詑 (お わ)り て自ら経 (く びくく)り て死ぬ。妻子、

死に殉 う者八。               『 日本書紀』

皇太子は蘇我臣日向の識言を信じて蘇我倉山田麻呂を攻めて自害させる。

従来は「孝徳紀」であるから「天皇」は孝徳天皇であり、「皇太子」は中大

兄であるとしている。しかし「古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』」

に書いたように孝徳天皇は「豊王権」であり、中大兄は上宮王家である。王権

が異なる。しかも孝徳天皇は645年 に難波へ移っている。中大兄は肥前に居

る。二人は遠く離れている。従来の解釈は誤りである。

『 日本書紀』は同じ事件を次のように書いている。

是 日、大伴狛連 と蘇我 日向臣を以て将軍と為 し、衆を領いて大臣

を追わしむ。将軍大伴連等、黒山に到るに及び、土師連身・釆女

臣使主麻呂が山田寺より馳せて来た り告げて曰く、「蘇我大臣、

既に三男一女とともに自ら経 (く びくく)り て死ぬ。」とい う。

(中 略 )
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穂積臣噛は大臣の伴黛 (と もがら)田 口臣筑紫等を捉え衆 (あ つ )

めて枷 (く びかし)を着け反 (う しろで)に縛る。是夕、本臣麻

呂・蘇我臣日向・穂積臣噛は軍を以て寺を国む。物部二田造塩を

喚んで大臣の頭を斬らしむ。 (中 略)蘇我山田大臣に座 して致 (こ

ろ)さ れる者は田口臣筑紫・耳梨道徳・高田醜雄・額田部湯座連・

秦吾寺等、凡そ十四人。絞 (く びくく)られる者九人。流される

者十五人。                  『 日本書紀』

天皇は「物部二田造塩を喚んで大臣の頭を斬 らしむ。」とある。「物部二田」

は筑前の鞍手郡にある。阿毎王権の本拠地である。 (古代史の復元⑥『 物部氏

と蘇我氏と上宮王家』参照 )

「物部二田造塩」は阿毎王権の豪族である。阿毎王権は 635年 から天武王

権の支配下になる。 「物部二田造塩」を派遣 しているのは天武天皇の父であ

る。 「皇太子」は天武天皇である。

「蘇我倉山田石川麻呂事件」とは、皇太子の天武天皇が海岸で遊んでいると

ころを蘇我倉山田石川麻呂が殺そ うとしたと蘇我臣日向が識 (そ し)っ て進言

したことを利用して天武天皇の父が蘇我倉山田石川麻呂を討った事件である。

「乙巳の変」で上宮王家の味方をして蘇我入鹿を斬 り、肥前に於いて権力を

持ってきた蘇我倉山田石川麻呂を天武天皇の父が討伐 した事件である。これに

より天武王権は蘇我倉山田石川麻呂が持っていた肥前の土地を手に入れる。

(2)筑紫の統一

蘇我臣日向は 「筑紫大宰帥」に任命 される。

即ち日向臣を筑紫大宰帥に拝す。世人、相謂いて曰く、「是、隠

流 (し のびながし)か」という。        『 日本書紀』
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「筑紫大宰帥」は筑紫を治める長官であろう。

「蘇我倉山田石川麻呂」の本拠地は肥前か、あるいは肥前に近い筑前にある

のであろう。上宮王家の本拠地は肥前の三根郡の飛鳥にある。蘇我倉山田石川

麻呂の本拠地はその近くにあるのであろう。『 和名抄』に「肥前国基難郡山田」

がある。 「蘇我倉山田石川麻呂」の本拠地は「肥前国基難郡山田」ではないだ

ろうか。

蘇我臣日向は「筑紫大宰帥」に任命される。蘇我倉山田石川麻呂の家臣が叛

乱を起こさないように監視をさせ られたのではないだろうか。 「筑紫大宰帥」

という官名には相応 しくない役 目である。そのため「是、隠流 (し のびながし)

か」と言われているのであろう。

「筑紫大宰帥」は 「肥前国基難郡 (山 田)」 に近い筑前に設置されたのでは

ないだろうか。福岡県筑紫野市に「武蔵」がある。肥前国基難郡に近い。蘇我

臣日向は「字は身刺 (む さし)」 である。 「身刺 (む さし)=武蔵」である。

蘇我臣日向は筑紫野市武蔵を本拠地にしているのではないだろうか。あるいは

「筑紫大宰帥」として 「武蔵」に住んだので 「字は身刺 (む さし)」 と言われ

るようになったのではないだろうか。

649年 に天武天皇の父は肥前国基難郡までを領土にする。

(3)天武王権と安芸

舒明天皇が建てた百済大寺が焼失すると宝皇女 (皇極天皇)は百済大寺の再

建を計る。このとき「国々に殿屋材を取らせるべし。然るに東は遠江を限り、

西は安芸を限 りて宮を造る丁を発せよ。」という。安芸は上宮王家の領土であ

る。

ところが 650年 には安芸は天武王権の領土になっている。
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(孝徳)自 雉元年 (650年 )、 是歳、倭漢直縣・白髪部連鐙・

難波吉士胡座を安芸国に遣わし百済の船二隻を造らしむ。

『 日本書紀』

「難波吉士」は筑前の多々良川の川 口の豪族である。天武王権の臣下である。

百済と正式に交流をしているのも天武王権である。「安芸国」に百済の船を造

らせているのは天武王権である。

天武王権は 650年 には安芸まで領土にしている。

(4)上宮王家の「政略結婚」

649年 に天武王権は蘇我倉山田石川麻呂を伐って肥前の基難郡までを領

土にする。上宮王家の本拠地 (肥前の飛鳥)は近い。斉明天皇は天武王権の脅

威におびえることになる。

655年 ころに斉明天皇は中大兄 (天智天皇)の娘大田皇女を天武天皇の父

に差 し出して大海皇子 (天武天皇)の妃にする。 「政略結婚」である。大田皇

女は 13才ぐらいである。上宮王家は天智天皇の娘を差 し出して 「天武王権」

と婚姻関係を結び、上宮王家の安泰を計ろうとする。

(5)上宮王家の逃 亡

656年に斉明天皇 (宝皇女)は肥前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』
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「後飛鳥」は 「後の飛鳥」であり、大和の飛鳥をいう。

斉明天皇は孫娘大田皇女を天武王権へ差 し出 して上宮王家の安泰を願 う

が、天武天皇の父はそれでは満足しない。天武天皇の父は九州を統一すること

を目指 している。天武天皇の父はその後も斉明天皇に臣下になるように要求し

続けたのであろう。斉明天皇は平安な暮らしができる土地へ移住することを決

心する。大和への移住である。天武王権からの逃亡である。

しかし斉明天皇は大和へ移住 してもまだ不安であった。移住 した翌 657年

に 13才の孫娘持統天皇を天武王権に差 し出している。

上宮王家 (斉明天皇)が肥前を捨てて大和へ逃げたことにより肥前はすべて

天武王権の領土になる。

656年 に「天武王権」は北部九州を統一する。

(6)天武王権 と筑後

660年 に百済は亡びる。百済の残存勢力は天武天皇の父に救援を要請す

る。 661年 に天武天皇の父は唐・新羅 と戦 う決心をして宗像から筑紫へ移

り、朝倉 (天山)に本営 (朝 倉宮)を置く。 しかしすぐに崩御する。

後を継いだ天武天皇は663年 に百済の要請に応えて救援隊を派遣する。

(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』

「三高七千人」の兵を派遣 している。こうして「白村江の戦い」がはじまる。
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「二萬七千人」の兵を派遣するのは容易ではない。兵はどこから集めたので

あろうか。このとき派遣された一人の兵が 30年後に帰国する。筑後の人女の

大伴部博麻である。

(持統)四年 (690年 )九月、大唐の学問僧智宗 。義徳・浄願、

軍丁筑紫国上陽畔郡 (八 女)の大伴部博麻、新羅の送る使い大奈

末金高訓等に従い筑紫に還 り至る。 (中 略)十月、軍丁筑後国上

陽畔郡の人大伴部博麻に詔 して曰く、「天豊財重 日足姫天皇の七

年 (661年 )に百済を救 う役に、汝、唐軍の為に捕虜となる。

天命開別天皇三年 (664年 )に泊 (お よ)びて土師連富梓・氷

連老 。筑紫君薩夜麻 。弓削連元費の児、四人、唐人の計る所を奏

聞せむ と思い欲すれ ども衣根無 しによ り達する能わざるを憂

う。是に博麻は土師富抒等に謂いて曰く、『 我、汝 と共に本朝に

還 り向か うとすれ ども衣根無きにより倶に去ること能わず。願

う、我が身を売り、以て衣食に充てよ。』という。富抒等は博麻

の計に依 り、天朝に通ずるを得る。汝は独 り他界にひさしく滞

り、今に三十年なり。朕、その朝 (庭)を尊び国を愛して己を売

り、忠を顕すことを嘉 (よ ろこ)ぶ。故に務大肇、井せて絶五匹・

綿一十屯・布三十端・稲一千束・水田四町を賜う。其の水田は曾

孫に及び至るなり。三族の課役を免じて以て其の功を顕す。」と

いう。                    『 日本書紀』

「筑紫国上陽畔郡の大伴部博麻」とある。大伴部博麻は筑後の人女の人であ

る。

「筑紫に還 り至る」とある。筑紫から出発 しているから「筑紫に還 り至る」

となつているのであろう。 「自村江の戦い」は天武王権である。大伴部博麻を

出兵させたのは天武天皇である。
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ここには 「天豊財重 日足姫天皇の七年 (661年 )に百済を救 う役に、汝、

唐軍の為に捕虜 となる。」とあるが、661年 には兵を出していないであろう。

663年 の誤 りではないだろうか。

唐の捕虜となった人の中に筑紫君薩夜麻がいる。筑紫君 (倭国王)の子孫で

あろう。筑紫君薩夜麻も筑後の人である。

天武天皇は「白村江の戦い」で筑後の筑紫君薩夜麻や八女の大伴部博麻を出

兵させている。 663年 ころには天武王権は筑後までも支配 している。

『 日本書紀』は大伴部博麻の帰還を持統天皇の 「 (持統)四年 (690年 )」

としているが、690年 は高市天皇の時代である。大伴部博麻に「務大肇、井

せて絶五匹・綿一十屯・布三十端 。稲一千束・水田四町を賜 う。」とあるのは

高市天皇である。天武天皇が出兵 し、高市天皇の時代に帰国している。

656年 に上宮王家が大和へ逃げたことにより天武王権は筑後まで支配 し

ている。
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5 天武王権 と「遣唐使」

(1)阿毎王権 と遣隋使

『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 )、 倭王の姓は阿毎、字は多利思北孤、阿輩

難爾と号す。使いを遣わし閥に詣る。

■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』倭国伝

607年 に阿毎王権 (倭国)は再度隋へ朝貢する。608年 に隋は表世清を

派遣する。表世清が帰国するとき学生や学問僧を唐 (隋の誤 り)へ派遣 してい

る。

(推古)十六年 (608年 )九月、唐の客表世清、罷 り帰る。則

ち小野妹子臣を以て大使 と為す。吉士雄成を小使 と為す。 (中

略)是時、唐国に遣わす学生倭漢直福因 。奈羅訳語恵明 。高向漢

人玄理 。新漢人大囲、学問僧新漢人 日文 。南淵漢人請安・志賀漢

人慧隠 。新漢人広済等、井せて八人なり。    『 日本書紀』
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(舒明)四年 (632年 )八月、大唐、高表仁を遣わし三田紹を

送る。共に対馬に泊まる。是時、学問僧霊雲 。僧曼及び勝鳥養、

新羅の送る使い等は之に従 う。         『 日本書紀』

高向漢人玄理や南淵漢人請安は 640年 に帰国する。

(舒明)十二年 (640年)十月、大唐の学問僧請安 。学生高向

漢人玄理は新羅を伝わり之に至る。例りて百済・新羅の朝貢の使

いは共に従い来る。              『 日本書紀』

阿毎王権が派遣 した高向漢人玄理や南淵漢人請安は天武王権になって帰国

している。中国も隋から唐へ代わつている。

百済 。新羅の朝貢の使いと共に帰国している。百済 。新羅が交流しているの

は天武王権である。高向漢人玄理や南淵漢人請安は天武王権に帰って来てい

る。

(2)天武王権 と高向玄理・僧長法師

高向漢人玄理と新漢人日文 (僧曼)は国博士になる。
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畏)、 南淵漢人請安」等が居る。彼 らは阿毎王権の人である。 「漢人」とある

から中国からの渡来人であろう。

新漢人 日文 (僧長)は 632年 に唐が派遣する高表仁に従って帰国する。



(孝徳)即位前紀 (645年 )、 沙門曼法師 。高向史玄理を以て

国博士と為す。                『 日本書紀』

僧長はさらに寺主となり、「十師」の一人になる。

(孝徳)大化元年 (645年)八月、故、沙門狛大法師・福亮・

恵雲・常安・霊雲・恵至・寺主僧畏・道登 。恵隣・恵妙を以て十

師と為す。別に恵妙法師を以て百済寺の寺主と為す。

『 日本書紀』

「別に恵妙法師を以て百済寺の寺主と為す」とある。 「百済寺」の寺主であ

るから舒明天皇側 (上宮王家)の ことである。恵妙法師は舒明天皇 (上宮王家 )

の僧である。再建 した百済大寺の寺主になっている。

僧曼等の「十師」の中に「沙門狛大法師」が居る。 「狛」は「高麗」である。

高麗は天武王権と正式な国交を開いている。 「狛大法師」は高麗国から天武王

権へ派遣 された僧であろう。 「十師」は天武王権の僧である。僧長は天武王権

の僧である。同じく共に国博士に任命 されている高向漢人玄理も天武王権の国

博士である。

国博士の高向漢人玄理 と僧曼に対 して天武天皇の父は次のように命 じてい

る。

(孝徳)大化五年 (649年)二月、是月、博士高向玄理と釈僧

曼に詔して人省 。百官を置かしむ。       『 日本書紀』

「博士高向玄理 と釈僧晏に詔 して人省 。百官を置かしむ。」とある。中国か

ら新 しい制度を学んできた博士高向玄理 と釈僧畏を起用 して天武王権は政治

体制を整えている。
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翌月の 3月 に天武王権は蘇我倉山田石川麻呂を討ち、肥前の基難郡までを領

土にしている。天武天皇の父は内部体制を整えると同時に領土の拡大にも力を

入れている。

(3)天武天皇の父 と僧曼法師

僧曼法師は天武天皇の父が「白雉」年号に改元する時にも出てくる。

(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)僧曼法師曰く、「伏 して聞く、

王は四表に芳 (あまね)く 流れるとき則ち白雉が見える。・……。」

という。                   『 日本書紀』

「僧晏法師曰く、」とある。また僧晏法師とともに百済の君豊障・其の弟塞

城・忠勝 。高麗の侍医毛治も参列 している。天武王権である。僧長法師は天武

王権の僧である。

{4}天武王権と新羅の関係

651年 に新羅の貢調使 (朝 貢使)が唐の服装をしてやって来る。

(孝徳)自雉二年 (651年 )、 是歳、新羅の貢調使知萬沙潰等、

唐国の服を着て筑紫に泊まる。朝庭、恣 (ほ しいまま)に俗を移

すを悪 (に く)みて訂噴 (せ)めて追い還す。時に、巨勢大臣、

奏聞して曰く、「方 (ま さ)に今新羅を伐たずば後に必ず営るに

悔い有 り。其の伐つ状は挙力をもちいない。難波津より筑紫の海
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裏に至るまで相接して艦舶 (ふね)を浮かべ盈 (み)て て新羅を

徴召 (め)して其の罪を問えば易く得るべし。」という。

『 日本書紀』

新羅が朝貢するのは天武王権である。天武王権は新羅の使者が唐の服装をし

てきたのを見て「詞噴 (せ)めて追い還す。」とある。新羅に対 してこのよう

な態度を取ることができるのは天武王権である。

この事件は天武王権 と新羅国との上下関係をよく表 している。

(5)天武王権 と遣唐使

653年 に天武王権は遣唐使を派遣する。

(孝徳)自雉四年 (653年)五月、大唐に遣わす大使小山上吉

士長丹、副使小乙上吉士駒、学問僧道厳 。道通 。道光・恵施・覚

勝 。耕正・恵照 。僧忍・知聰 。道昭・定恵 (定恵は内大臣の長子

なり)。 安達 (安達は中臣渠毎連の子)。 道観、学生巨勢臣薬 。

氷連老人、 (或本に、学問僧知排・義徳、学生坂合部連磐積を以

て増す。)井せて一百二十一人、倶に一船に乗る。 『 日本書紀』

「或本」に「学生坂合部連磐積等を増す。」と出てくる。遣唐使の中に追加

された人物である。坂合部連磐積は665年に再び唐へ派遣される。

(天智)四年 (665年 )、 是歳、小錦守君大石等を大唐に遣わ

すと、云々。 (等は小山坂合部連石積 。大乙吉士岐爾 。吉士針間

を謂 う。蓋し唐の使人を送るか)        『 日本書紀』
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「学生坂合部連磐積」は 665年 には 「小山坂合部連石積」になっている。

「小山」とい う「冠位」を授かっている。

665年 の唐への派遣は泰山で行われた封禅の儀に参列するためである。

「自村江の戦い」に敗れて敗戦国として参列 している。天武天皇が派遣 してい

る。小錦守君大石や小山坂合部連石積 。大乙吉士岐蒲・吉士針間は天武王権の

臣下である。

「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」に昇進 している。 「坂合部」

は 「境部」である。

大山下境部連石積等は泰山での封禅の儀に参列 した後、唐から百済を経て

「筑紫都督府」まで送 られている。 「筑紫都督府」は唐が筑紫を支配するため

に設置 した唐の統治機関である。 「百済の鎮将劉仁願」は百済を統治 している

最高責任者である。百済の鎮将劉仁願は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 り届けている。唐本土から筑

紫都督府まですべて唐が支配している領域である。

「 (孝徳)自 雉四年 (653年 )五月」に「学生坂合部連磐積 (境部連石積 )」

等を遣唐使 として派遣 しているのは天武王権である。
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{6)天武王権と中臣鎌足

「 (孝徳)自雉四年 (653年 )五月」の遣唐使の中に「定恵」が居る。 「定

恵は内大臣の長子なり」という (注)が付いている。 「内大臣」とは中臣鎌足

であるという。

中臣鎌足の長子「定恵」は天武王権が派遣する遣唐使の一人として唐へ渡っ

ている。遣唐使の大使である小山上吉士長丹は 654年 7月 に帰国する。

(孝徳)自 雉五年 (654年)七月、西海使吉士長丹等、百済 。

新羅の送る使いと共に筑紫に泊まる。是月、西海使等が唐国の天

子に奉対 (も うむか)いて多くの文書・宝物を得るを褒めて小山

上大使吉士長丹に授けるに少花下を以てす。   『 日本書紀』

「西海使吉士長丹等、百済 。新羅の送る使いと共に筑紫に泊まる。」とある。

筑紫を支配 しているのは天武王権である。遣唐使等は天武王権に帰ってきてい

る。天武天皇の父は小山上大使吉士長丹に「少花下」の位を授けている。 「小

山上」は天武王権の冠位であり、「少花下」も天武王権の冠位である (後 述)。

「645年 」の 「乙巳の変」の時には中臣鎌足は中大兄に協力 している。中

臣鎌足は「天智王権」の人である。ところが「653年 」には長子の定恵は天

武王権が派遣する遣唐使になつている。何故であろうか。

645年 の「乙巳の変」の後か、あるいは「649年 」に蘇我倉山田石川麻

呂が天武王権に討たれたとき中臣鎌足は「天武王権」へ移ったのではないだろ

うか。中臣鎌足の娘は天武天皇の妃になつている。中臣鎌足は娘を天武天皇の

父に差 し出して天武王権の臣下になったのではないだろうか。

(天武)二年 (673年 )二月、又夫人藤原大臣の女氷上娘、但

馬皇女を生む。                『 日本書紀』

「藤原大臣」は中臣鎌足であるという。
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但馬皇女は和銅元年 (708年 )に死去 している。 50才代で死去 している

とすれば 650年 ころに生まれている。氷上娘が天武天皇に嫁ぐのは 650年

ころであろう。時期的にも合つている。

中臣鎌足は「664年 」に郭務保が筑紫を割譲するように要求 してきたとき

には天武王権の重臣として対応 している。

(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 )べるも是日、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』

「十月、是 日、中臣内臣は沙門智祥を遣わし物を郭務保に賜 う。」とある。

「中臣内臣」は中臣鎌足であるといわれている。

「中臣内臣は沙門智祥を遣わ し」とある。天武王権の重臣であることがわか

る。

中臣鎌足は649年 ころに「天智王権」から「天武王権」へ寝返 り、664

年には「天武王権」の重臣になっている。そのため定恵は天武王権が派遣する

遣唐使の一人となり、653年 に唐へ渡っているのであろう。

(7)百済滅亡直前の遣唐使

654年に高向史玄理は遣唐使として唐へ渡る。高向史玄理は天武王権の国

博士である。
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(孝徳)白 雉五午 (654年 )二月、大唐に遣わす押使大錦上高

向史玄理 (或本に云 う、五月、大唐に遣わす押使大花下高向玄

理。)、 大使小錦下河邊臣麻呂、副使大山下薬師恵 日、判官大乙

上書直麻呂 。宮首阿弥陀・小乙上岡君宜・置始連大伯 。小乙下中

臣間人連老 。田邊史鳥等、二船に分かれて乗らしむ。 (中 略)遂
に京に到 り、天子に親 (み)え奉 (た てまつ)る 。 『 日本書紀』

高向史玄理等は中国の天子に謁見している。大使の小錦下河邊臣麻呂は65
5年 8月 に帰国する。

(斉 明)元年 (655年 )人月、河邊臣麻呂等、大唐 よ り還 る。

『日本書紀』

655年 は百済滅亡の 5年前である。百済滅亡の直前まで天武王権は遣唐使

を派遣 して唐 と交流をしている。

このように「遣唐使」を派遣 しているのは「天武王権」である。
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6 冠位制度 と天武王権

(1)阿毎王権の冠位制度

日本に冠位制度ができるのは 603年 である。

(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 。大駐 。小趙・大信・小信・大義 。小義 。大智・

小智、併せて十三階。             『 日本書紀』

「 (推古)十一年 (603年 )に 、始めて冠位を行う。」とある。冠位は「徳

仁 。濃・信・義・智」の大小十三階があるという。

『隋書』倭国伝にも同じ記述がある。

開皇二十年優王姓阿毎、字多利思比孤、号阿輩難爾。遣使詣閾。

(中 略)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、次大詰、次小趙、次大智、次小智、次大信、次小

信。員無定数。 (中略)至隋其王始制冠。以錦繰為之金銀銭花為

飾。                   『隋書』優国伝

(訳)開皇二十年 (600年)、 倭王の姓は阿毎、字は多利思北

孤、阿輩難爾と号す。使いを遣わし開に詣る。 (中略)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、次に大祀、次に小程、次に大智、次に小智、

次に大信、次に小信。員に定数無し。 (中略)隋に至り其の王は
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始めて冠を制す。錦繰 (に しきあやぎぬ)を以て之を為 し、金銀

を錢 (ち りば)め花を飾 りと為す。

優国には「徳・仁 。義 。證 。智・信」の大小十二の官があるという。順序は

異なるが 「推古紀」の冠位十三階と同じである。

『隋書』の優国は 「阿毎王権」である。 「優王の姓は阿毎」とある。 「隋に

至り其の王は始めて冠を制す。」とある。 「冠位十三階」は阿毎王権の冠位で

ある。推古天皇の冠位制度ではない。また聖徳太子が制定したのでもない。

(2)天武王権の冠位制度

635年に阿毎王権から天武王権に交代する。天武王権は阿毎王権の冠位制

度をそのまま踏襲している。637年に天武天皇の父は蝦夷討伐のために「大

仁上毛野君形名」を派遣している。 「大仁」は阿毎王権の冠位である。天武王

権は阿毎王権の冠位制度をそのまま踏襲している。

その 10年後の「 (孝徳)大化三年 (647年 )」 に「七色の一十三階」の

冠位が制定される。

(孝徳)大化三年 (647年 )、 是歳、七色の一十三階の冠を制

(定)す。一に曰く、織冠。大小三階有 り。織 (お りもの)を以

て為る。 (中 略)三に曰く、繍冠。大小三階有 り。 (中 略)三に

曰く、紫冠。大小三階有 り。 (中 略)四 に曰く、錦冠。大小三階

有 り。五に曰く、青冠。大小三階有 り。 (中 略)六に曰く、黒冠。

大小三階有 り。 (中 略)七に曰く、建武。    『 日本書紀』

ところが 2年後の 「 (孝徳)大化五年 (649年 )二月」にす ぐに改訂 して

「冠位十九階」が制定 され る。
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(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。十二に曰く、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』

はじめの六階 (大織・小織 。大繍 。小繍 。大紫 。小紫)は 「七色の一十三階」

の「織冠、大小三階有 り。繍冠、大小三階有 り。紫冠、大小三階有 り。」とま

ったく同じである。 「七色の一十三階」と「冠位十九階」は同じ王権が制定し

ていることがわかる。

「孝徳紀」であるから「七色の一十三階」や 「冠位十九階」を制定している

のは孝徳天皇であると言われている。

しかし「冠位十九階」の「小花下 。大山上」は天武王権の使者に付いている。

■ (孝徳)大化五年 (649年)二月、小花下三輪君色夫 。大山上掃

部連角麻呂等を新羅に遣わす。

■是歳、新羅王、沙曝部沙冶金多遂を遣わし質と為す。従者三十七人。

『 日本書紀』

「649年 2月 」に 「冠位十九階」が制定される。 「5月 」には 「小花下三

輪君色夫・大山上掃部連角麻呂等を新羅へ派遣する」とある。 「是歳」とある

けれ ども天武王権の使いに応えているのであろう。新羅王は「沙味部沙喰金多

遂」を人質に出している。「従者二十七人」とあるから新羅国の重臣であろう。

その 2年後の 651年 に新羅の朝貢使が唐の服装をして来る。そのとき天武

王権は追い返 している。
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新羅が人質を出しているのは 「天武王権」であろう。

「小花下 。大山上」は天武王権の冠位である。 「冠位十九階」を制定してい

るのは 「天武王権」である。

また 654年 に中臣鎌足に 「紫冠」が授けられる。

(孝徳)自雉五年 (654年)正月、紫冠を以て中臣鎌足連に授

ける。封を増すこと若干戸。          『 日本書紀』

「孝徳紀」であるから中臣鎌足に「紫冠」を授けているのは孝徳天皇である

といわれている。しかし孝徳天皇は645年 に難波へ逃げている。中臣鎌足は

難波へは行っていない。鎌足に 「紫冠」を授けているのは孝徳天皇ではない。

中臣鎌足に「紫冠」が授けられる前年の 「 (孝徳)白雉四年 (653年 )五

月」に中臣鎌足の長子定恵は遣唐使 となり唐へ渡っている。遣唐使を派遣 して

いるのは天武王権である。653年 には中臣鎌足は天武王権の臣下になってい

る。「654年 」に中臣鎌足に「紫冠」を授けているのは天武王権である。「紫

冠」は天武王権の冠位である。 「紫冠」は 「七色の一十三階」 「冠位十九階」

の冠位である。 「七色の一十三階」や 「冠位十九階」を制定しているのは 「天

武王権」である。

(3}天智王権と冠位制度

飛鳥京跡の東側周辺の発掘調査で土墳状遺構 SX7501か ら出土した木

簡には「大花下」「小山上」という冠位が書かれていた。「大花下」「小山上」

は 「649年 」に制定された 「冠位十九階」である。

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。これ らは天智王権の木簡である。それに「冠
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位十九階」が書かれている。 「冠位十九階」は天武王権の「冠位」である。天

智王権は何故、天武王権の冠位制度を使つているのであろうか。

天智王権は「649年」に蘇我倉山田石川麻呂が天武王権に討たれたとき天

武王権の支配下に入つたのではないだろうか。この時期に中臣鎌足は天武王権

へ寝返っている。

天智王権を見ると舒明天皇の後に「年号」は無い。宝皇女 (皇極天皇、斉明

天皇)は正式には即位していないのではないだろうか。『襲国偽僣考』にも、

『 二中歴』にも舒明天皇の後に上宮王家の年号は無い。再び年号を建てるのは

天智天皇である。

○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

■四代 日 皇極天皇

斉明天皇

■五代目 天智天皇

591年 -6

623年 -6

629年 -6

641年 -6

656年 -6

667年 -6

法興

仁王

聖聴

,

9

中元

22年

28年

41年

55年

67年

71年

(肥前)

(肥前 )

(肥前 )

(肥前 )

(大和)

(近江 )

舒明天皇が死去すると蘇我氏は横暴を極める。蘇我氏は上宮王家の直系山背

大兄 (天皇)を殺害し、自ら天皇位に即いたような振る舞いをしている。「宅

(家)」 を 「宮」と言わせ、子供を「王子」と呼ばせている。 「天皇」が居な

いからであろう。上宮王家には「天皇」が居ない。そのため年号は無いのであ

ろう。

「 (皇極)元年 (642年 )」 条には宝皇女は「上宮大娘姫王」となってい

る。「上宮大娘姫王」は「姫王」であり、即位 していない。舒明天皇が崩御し

た後、宝皇女 (皇極天皇、斉明天皇)は即位 していないのであろう。

645年の「乙巳の変」で蘇我氏は討たれる。孝徳天皇は肥前から難波へ逃

げる。板蓋官 (皇極天皇の宮)は廃墟になるであろうという噂が流れる。
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649年 2月 に天武王権は「冠位十九階」を制定する。その翌月 (3月 )に
天武王権は蘇我倉山田石川麻呂を討つ。上宮王家はさらに力を失 う。

天武王権は蘇我倉山田石川麻呂の本拠地である肥前の基難郡までを領土に

する。上宮王家の本拠地は近い。天武王権は天智王権 (宝皇女)に対して臣下

になるように迫ったのであろう。宝皇女は天智天皇の娘大田皇女を差 し出して

いる。臣下になることを承諾 したのではないだろうか。このとき天武王権から

天智王権の臣下に 「冠位十九階」の位階が与えられたのであろう。

656年 に宝皇女 (斉明天皇)は肥前から大和の飛鳥へ逃げる。翌年 (65
7年 )には 13才の持統天皇を天武王権に差 し出して天武天皇の妃にしてい

る。大和へ逃げてきたが、天武王権の臣下であることを示すためではないだろ

うか。

その飛鳥京跡から天武王権が制定した「冠位十九階」が書かれた木簡が出土

している。天智王権が天武王権の冠位制度を使っている証拠である。

宝皇女は即位 していない。 「皇極天皇」 。「斉明天皇」は『 日本書紀』が捏

造 した天皇である。

上宮王家では舒明天皇までは年号がある。皇極天皇・斉明天皇 (宝皇女)に

は年号が無い。

天智天皇は667年 2月 に斉明天皇が死去すると3月 に近江へ遷都 し、翌 6

68年正月に 「中元」年号を建てている。

「中元」年号とは 「中興の元年」という意味ではないだろうか。 「中興」と

は「おとろえた王権を再び栄えさせる」という意味である。天智天皇は近江ヘ

遷都 して上宮王家 (天 智王権)の 「中興」を計ろうとしたのであろう。そのた

め天武王権から独立して天子となり、「中元」年号を建てて 「中興の元年」と

したのであろう。

(4)天智天皇 と 「中元」年号
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(5)遣唐使 の冠位

653年に遣唐使が派遣される。

(孝徳)白雉四年 (653年)五月、大唐に遣わす大使小山上吉

士長丹、副使小乙上吉士駒、学問僧道厳 。道通 。道光・恵施・覚

勝 。耕正 。恵照 。僧忍 。知聰・道昭 。定恵 (定恵は内大臣の長子

なり)。 安達 (安達は中臣渠毎連の子)。 道観、学生巨勢臣薬・

氷連老人、 (或本に、学問僧知排 。義徳、学生坂合部連磐積を以

て増す。)井せて一百二十一人、倶に一船に乗る。 『 日本書紀』

遣唐使を派遣しているのは天武王権である。大使には「小山上」、副使には

「小乙上」という冠位が付いている。 649年に天武王権が制定した 「冠位十

九階」の冠位である。

遣唐使に「冠位十九階」の冠位が付いているのを見ても「冠位十九階」は天

武王権が制定した 「冠位制度」である。

(6) 「冠位二十六階」

663年 の 「白村江の敗戦」の翌年に 「冠位二十六階」が制定される。

(天智)三年 (664年)二月、天皇、大皇弟に命 じて冠位の階

名を増し換えること、及び氏上 。民部 。家部等の事を宣ぶ。其の

冠は二十六階有り。大織・小織 。大縫 。小縫 。大紫 。小紫 。大錦

上 。大錦中。大錦下。小錦上 。小錦中。小錦下。大山上 。大山中 。

大山下 。小山上 。小山中 。小山下 。大乙上 。大乙中 。大乙下・小
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乙上 。小乙中 。小乙下 。大建・小建、是を二十六階と為す。前の

花を改めて錦という。錦より乙に至るまでに十階を加える。又前

の初位一階を加え換えて大建・小建、三階と為す。 『 日本書紀』

「 (天智)天皇が大皇弟 (天武天皇)に命 じて冠位の階名を増 し換えること

……」とある。天智天皇を「天皇」とし、天武天皇を弟 (大皇弟)に している。

『 日本書紀』の捏造である。

天智天皇が即位するのは667年 3月 である。「664年 」には即位もして

いない。即位 していない中大兄 (天智天皇)が 「冠位二十六階」を制定するは

ずがない。

「前の花を改めて錦とい う。」とある。 649年 の 「冠位十九階」には 「大

花上 。大花下 。小花上 。小花下」等がある。それを「大錦上 。大錦中 。大錦下 。

小錦上 。小錦中 。小錦下」に改めている。 649年 の「冠位十九階」は天武王

権である。 664年 の 「冠位二十六階」も天武王権である。

「自村江の戦い」は天武天皇である。 「白村江の戦い」に敗れた百済人は大

勢 日本へ逃げて来る。天武天皇はそれらの百済人に冠位を与えるために冠位を

増や している。 「冠位二十六階」を制定しているのは天武天皇である。

「冠位制度」についてまとめると次のようになる。

603年 に阿毎王権が始めて「冠位」を制定する。その後を受けて天武王権

は次々と「冠位」制度を制定している。阿毎王権 と天武王権以外に「冠位」を

制定している王権は無い。

日本の 「冠位制度」の制定は次のようになつている。

○ 日本の冠位制度の制定

■ 603年  冠位十三階

■ 647年  七色の一十三階

■ 649年  冠位十九階

■ 664年  冠位二十六階

阿毎王権

天武王権 (天武天皇の父)

天武王権 (天武天皇の父)

天武王権 (天武天皇)
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7 「称制」について

(1)天智天皇の「称制」

『 日本書紀』によると、斉明天皇は百済救援のために筑紫へ行き、朝倉宮で

崩じる。皇太子 (天智天皇)は直ちに「称制」する。

(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。 『 日本書紀』

「称制」 とは 「即位の式を挙げずに政務を摂 ること」をい う。

しかしこれは『 日本書紀』の捏造である。斉明天皇は百済救援をしていない。

筑紫へも来ていない。朝倉宮で崩御したのは天武天皇の父である。天武天皇の

父が崩御すると天武天皇が直ちに即位している。

斉明天皇が死去するのは667年 2月 であり、天智天皇は 3月 に即位してい

る。 「称制」などしていない。

『日本書紀』では、661年に斉明天皇は朝倉宮で死去し、天智天皇は66
8年正月に即位している。661年から668年まで「天皇位」は空位である。

7年近くも空位が続く。これは問題であろう。そこで考え出したのが 「称制」

制度である。皇太子 (天智天皇)は即位 していないが、天皇と同等の地位にあ

るとした。これが 「称制」である。

天智天皇の「称制」は『日本書紀』が天武天皇の父を斉明天皇にすり替えた

ために生じた不都合を補うために考え出したものである。

天智天皇の 「称制」は無かった。 「称制」は『 日本書紀』の捏造である。

345



(2)持統天皇の 「称制」

686年 9月 に天武天皇が崩御する。皇后は直ちに称制する。

(持統)称制前紀 (686年 )、 朱鳥元年九月、天淳中原減真人

天皇崩じる。皇后、朝 (庭)に臨み称制す。   『 日本書紀』

持統天皇も「称制」している。しかしこれも『 日本書紀』の捏造である。天

武天皇は高市皇子に譲位している。高市皇子は天武天皇が生存中に即位してい

る。持統天皇は「称制」などしていない。

『 日本書紀』は、高市天皇を抹殺している。高市皇子は即位 していないこと

にしている。そのため天武天皇が崩御すると持統天皇が即位するまで 「称制」

したとしている。

このように日本の古代には「称制制度」などは無かった。「称制」制度は『 日

本書紀』の捏造を隠蔽するために『 日本書紀』の編纂者が考え出したものであ

る。
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第 5章  高市天皇と柿本人麿
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1 柿本人麿について

(1)柿本人麿

柿本人麿について『新版 世界人名辞典 日本編』 (東京堂出版)は次のよ

うに書いている。

柿本人麿 (生没年不詳) 7世 紀後半の宮廷歌人。伝記は不詳。

持統 。文武両天皇行幸の時の従駕の作や、皇族の死を悼む挽歌を

作つてお り、また近江・筑紫 。四国での詠歌や、石見国で詠んだ

臨終の歌 (巷 2)な どがあるから、おそらく下級官僚として中央

に仕え、時には国司の任をおびて地方に使 し、晩年は石見国の地

方官 としてその生涯を閉じたものであろう。没年はおそらく70

7年 (慶雲 4)年の石見地方に疫病がはやったときではないかと

いわれているが、いずれにせよ、その死はおそくとも平城遷都以

前であろう。長歌にすぐれ、構想雄大で気塊に充ちた作風。特に

皇室をテーマとしたものは天地開開から説き起こし、記紀歌謡の

諧調をもって表現した傑作で、絶品と賞賛されている。 (中 略)

山部赤人と共に万葉集中第一の大家 (山柿)で、彼が「歌聖」 (古

今集序)と よばれる理由がここにある。 (後略)

『新版世界人名辞典』 (東京堂出版)

柿本人麿は「歌聖」といわれ、「万葉集中第一」の歌人であるという。とこ

ろが 「生没年不詳」とある。何故、このような有名な歌人の生没年が不詳なの

であろうか。 「持統・文武両天皇行幸の時の従駕の作や、皇族の死を悼む挽歌
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を作ってお り」とある。天皇の行幸に随行 しているし、皇族の死を悼む挽歌も

作つている。そのような歌人の 「生没年」が不詳なのは何故であろうか。また

父母や兄弟のこともまったくわからないという。柿本人麿は謎に包まれた人物

である。

「生没年不詳」とあるが、 「没年はおそらく707年 (慶雲 4年)の石見地

方に疫病がはやったときではないかといわれているが、いずれにせよ、その死

はおそくとも平城遷都以前であろう」という。

柿本人麿は 710年 の平城京遷都以前に死去 しているという。

(2)柿本人麿の出自

『万葉集』には「柿本朝臣人麿」と出てくる。柿本氏が「朝臣」の姓を賜る

のは 684年 である。

(天武)十二年 (684年)十一月、大三輪君 。大春日臣・阿倍

臣 。膳臣・紀臣・波多臣。物部連 。平群臣・雀部臣・中臣連 。(中

略)柿本臣 。(中略)上毛野君 。(中 略)胸方君 (中略)、 凡 (す

べ)て五十二氏に姓を賜いて朝臣という。    『 日本書紀』

「柿本臣」は天武天皇から「朝臣」の姓を賜つている。五十二氏族の中の一

氏族である。

柿本氏について『新撰姓氏録』は次のように書いている。

柿下朝臣

大春 日朝臣と同祖。天足彦国押人命の後也。敏達天皇の御世。家

の門に柿樹が有るに依 り、柿本臣氏と為す。

『新撰姓氏録』大和国皇別 (第七巷)
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柿本氏は 「天足彦国押人命の後也」とある。 「足彦 (た らしひこ)」 は「多

羅の彦」であり、「多羅族」である。中国東北地方からの渡来人であろう。景

行天皇や神功皇后も多羅族である。景行天皇か、神功皇后と共に中国の東北地

方から日本列島へ渡来 してきた氏族ではないだろうか。 (古代史の復元④『 四

世紀の北部九州と近畿』参照)

「敏達天皇の御世」とある。敏達天皇は筑前の鞍手郡を本拠地にしている「阿

毎王権」である。柿本氏は中国東北地方から逃げてきて北部九州に住み着いた

のではないだろうか。柿本人麿の本拠地は北部九州であろう。

(3)作歌年次と柿本人麿の死亡時期

柿本人麿の歌には「作歌年次」が判明するものがある。その中でもっとも早

い時期 ともっとも遅い時期の歌は次の歌である。

■

日並皇子尊の歿宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首

天地の 初めの時 ひさかたの 天の河原に 人百萬 千高神の 神

集い  (中略)高照らす 日の皇子は 飛鳥の 浄の宮に 神ながら

太敷きまして 天皇の 敷きます国と (中 略)わ ご王 皇子の命の

天の下 知らしめしせば 春花の  (後略)

『万葉集』「167番」

明日香皇女木砲の歿宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首

飛鳥 (と ぶとり)の 明日香の河の 上つ瀬に 石橋渡し 下つ瀬に

打橋渡す 石橋の 生い靡ける 玉藻もぞ (中略)明 日香河 万代ま

でに 愛 (は)しきやし わご王の 形見かここを

『 万葉集』 「196番」
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「作歌年次」がわかる歌の中で最も早いのは 「167番 」の「日並皇子尊の

歿宮の時」の歌である。「日並皇子尊」とは草壁皇子である。草壁皇子は68

9年に亮去 している。 「167番 」の歌は689年 の作であることがわかる。

「196番 」の歌は天智天皇の娘の明日香皇女が死去したときに柿本人麿が

詠った挽歌である。明日香皇女は 700年 に死去しているから「196番 」の

歌は 700年 に作られたことがわかる。

これ らから柿本人麿は「689年 -700年 」の間は作歌活動をしているこ

とがわかる。

柿本人麿の「没年はおそらく707年 (慶雲 4年)の石見地方に疫病がはや

ったときではないかといわれている」とある。おそくとも710年 の平城京遷

都の前までには死去しているといわれている。柿本人麿が死去するのは「70

7年-710年 」の間であろう。

○柿本人麿の活動時期と死亡推定時期

■柿本人麿の確実な活動時期  689年 -700年
■柿本人麿の死亡推定時期   707年 -710年

{4)柿本人麿の官位

柿本人麿は石見で死に臨んだという。

柿本朝臣人麿、石見国に在 りて臨死の時、自ら傷 (いた)みて

作る歌一首

鴨山の岩根し枕けるわれをかも知らにと妹が待ちつあらむ

『万葉集』 「223番」
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■ 柿本朝臣人麿の死す時、妻依羅娘子の作る歌二首

今日今日とわが待つ君は石川の貝に交じりてありといわずやも

直 (た だ)の逢いは逢いかつましじ石川に雲立ち渡れ見つつ偲ばむ

『 万葉集』 「224番」

「臨死 (死 に臨み)」 とある。また 「死す時」とある。柿本人麿の死亡には

「死」の字が使われている。

「大宝律令」の「喪葬令」には「凡そ百官の身亡くは親王及び三位以上は「亮」

を称 し、五位以上及び皇親は「卒」を称 し、六位以下庶人に達するまでは「死」

を称す。」とある。

柿本人麿には「死」の字が使われている。柿本人麿は「六位以下」の下級官

僚であろうといわれている。

ただし、これらの題詞は歌が作られたときではなく『 万葉集』が編纂された

ときに書かれている。史実は曲げられている可能性がある。例えば「高市天皇」

を「高市皇子尊」にしている。柿本人麿に「死」の字を使つているのも柿本人

麿の出白を抹消していることと関係があるのかもしれない。

しかし一般には柿本人麿は「六位以下」の下級官僚であろうといわれている。
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2 柿本人麿と「従駕」

(1)柿本人麿 と持統天皇

『新版 世界人名辞典 日本編』 (東京堂出版)には柿本人麿は「持統 。文

武両天皇行幸の時の従駕の作や、皇族の死を悼む挽歌を作っており」とある。

柿本人麿は持統天皇や文武天皇の行幸に随行 (従駕)しているという。柿本人

麿は持統天皇や文武天皇に仕えている。これが 「従来説」である。

持統天皇は702年 12月 に崩御する。柿本人麿は「707年-710年 」

の間に死去したといわれている。持統天皇が崩御した702年は柿本人麿はま

だ生存している。

ところが柿本人麿は持統天皇の「歿宮挽歌」を詠っていない。何故、柿本人

麿は持統天皇の 「殖宮挽歌」を作っていないのであろうか。

柿本人麿は持統天皇に仕えているという。柿本人麿は持統天皇の行幸にも随

行しているという。そうであれば柿本人麿は持統天皇が崩御したとき当然その

死を悼み「歿宮挽歌」を詠うはずである。何故、柿本人麿は持統天皇の「殖宮

挽歌」を作っていないのであろうか。

(2)柿本人麿 と文武天皇

文武天皇は707年 6月 に崩御する。ところが柿本人麿は文武天皇の「歿宮

挽歌」も作っていない。柿本人麿は文武天皇にも仕えているという。何故、柿

本人麿は文武天皇の「残宮挽歌」を作っていないのであろうか。
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707年 は柿本人麿が死去 した年であるのかもしれない。そのため文武天皇

の「噴宮挽歌」を作ることができなかったのかもしれない。そ うであるとすれ

ば持統天皇の「噴宮挽歌」が無いのはやはりおかしい。
「持統 。文武両天皇行幸の時の従駕の作」があるならば「持統・文武両天皇

の噴宮挽歌」が無いのは不思議である。

(3) 「従駕」の歌

持統天皇が吉野宮へ行幸するとき柿本人麿は随行 したという。そのときの歌

を「従駕の歌」という。

吉野宮に幸 (みゆき)する時、柿本朝臣人麿の作る歌

やすみ しし わご大君の 間こし食 (め)す 天の下に 国はじ

も 多 (さ わ)に あれども 山川の 清き河内と 御心を 吉野

の国の 花散 らふ 秋津の野辺に 宮柱太敷きませば 百磯城

の 大宮人は 船並 (な )め て 朝川渡 り 舟競い 夕河渡る

この川の 絶ゆることなく この山の いや高知らず 水激 (た

ぎ)つ 瀧の都は 見れど飽かぬかも   『 万葉集』「36番」

これには「反歌」がある。最後の反歌の後に『 日本紀』からの引用がある。

(最後の)反歌

山川も依りて仕える神ながらたぎつ河内に船出せすかも

右、『 日本紀』に曰く、「三年己丑正月、天皇、吉野宮に幸す。

人月、吉野宮に幸す。四年庚寅二月、吉野宮に幸す。五月、吉野

宮に幸す。五年辛卯正月、吉野宮に幸す。四月、吉野宮に幸す」
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といえれば未だ詳 (つまび)らかに何月の従駕に作る歌なるかを

知らずといえり。            『万葉集』「39番」

「36番」に「吉野宮に幸 (み ゆき)する時、柿本朝巨人麿の作る歌」とあ

る。ところが「反歌」の後にある説明には、『 日本紀』によると吉野への行幸

は「二年己丑正月、人月」、「四年庚寅二月、二月」、「五年辛卯正月、四月」

の 6回 もあるという。これでは「何月」のときの「従駕」を詠っているのかわ

からないとある。

従来は、この「従駕」の歌は「持統天皇が吉野へ行幸した」とき柿本人麿が

随行して作ったと解釈してきた。ところが「行幸」した年は「三年己丑」 「四

年庚寅」「五年辛卯」である。柿本人麿が作歌活動をしている確実な時期は「6

89年-700年 」である。千支から見て「三年己丑」は「689年」であり、

「四年庚寅」は690年であり、 「五年辛卯」は691年である。この時期に

は持統天皇はまだ即位していない。高市天皇の時代である。持統天皇が即位す

るのは高市天皇が崩御した696年である。

「吉野への行幸」は持統天皇ではなく「高市天皇」である。柿本人麿は高市

天皇が吉野へ行幸したとき「従駕」して「吉野宮に幸 (みゆき)する時、柿本

朝臣人麿の作る歌」を詠つている。

従来の 「持統天皇が吉野へ行幸するのに従駕した」というのは誤りである。

柿本人麿は高市天皇に随行している。柿本人麿は高市天皇に仕えている。
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(4)柿本人麿 と高市天皇

柿本人麿は高市天皇が崩御したとき絶品といわれる「噴宮挽歌」を詠ってい

る。



○高市皇子尊の城上の残宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首

かけまくも ゆゆしきかも  (中略)やすみ しし わご大君の

きこしめす  (中略)瑞穂 (みずほ)の国を 神ながら 太敷き

ま して やすみ しし わご大王の 天の下 申し給へば 高代

(よ ろずよ)に 然 しもあらむと 木綿花の 栄える時に わご

大王 皇子の御門を 神宮に (中略)天の如ふ り放 (さ )け見つ

つ 玉欅 (た またすき) かけて偲ばむ 恐 (か しこ)かれ ども

『万葉集』 (巻二)「 199番」

柿本人麿は高市皇子を「わご大王」と詠っている。 「大王」は 「天皇」であ

る。題詞には 「高市皇子尊」とあるが「高市天皇」である。

この挽歌は『 万葉集』の中でも最長であり、最高傑作の歌である。柿本人麿

はこの歌に全能力を傾注している。柿本人麿は高市天皇に仕え、高市天皇を心

から尊敬 していたからであろう。

ところが 702年 に持統天皇が崩御 したとき柿本人麿は持統天皇の「残宮挽

歌」を作っていない。柿本人麿は持統天皇には仕えていないからであろう。

(5)柿本人麿 と左遷

高市天皇は「己丑 (689年 )年」「庚寅 (690年 )午」 「辛卯 (691
年)年」に2回ずつ計 6回 も吉野へ行幸している。飛鳥からの行幸である。

694年 に高市天皇は飛鳥京から藤原京へ遷都する。二年後の696年 に高

市天皇は崩御する。柿本人麿は高市天皇の死を悼み「高市皇子尊の城上の殖宮

の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首」を詠っている。柿本人麿は高市天皇に仕え

ているから最高傑作の 「歿宮挽歌」を作つているのであろう。

700年に明日香皇女が死去する。柿本人麿は「歿宮挽歌」を作つている。
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明日香皇女木砒の歿宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首

飛鳥 (と ぶとり)の  明日香の河の 上つ瀬に 石橋渡 し 下つ

瀬に 打橋渡す 石橋の 生い靡ける 玉藻もぞ  (中略)明 日

香河 万代までに 愛 (は)し きや し わご王の 形見かここを

『万葉集』 (巷二)「 196番」

柿本人麿は藤原京に居てこの挽歌を作つているのであろう。700年 までは

柿本人麿は藤原京に居る。ところが柿本人麿は石見で臨死の時の歌を作ってい

る。

柿本朝臣人麿、石見国に在 りて臨死の時、自ら傷 (い た)み

て作る歌一首

鴨山の岩根 し枕けるわれをかも知らにと妹が待ちつあらむ

『万葉集』 (巷二)「 223番」

「石見国に在 りて臨死の時」とある。柿本人麿は石見で死去 している。柿本

人麿はいつ頃石見へ行ったのであろうか。また柿本人麿は何故、石見へ行った

のであろうか。

柿本人麿は高市天皇に仕えている。高市天皇を尊敬 しているから最高傑作の

「歿宮挽歌」を詠っている。 ところが持統天皇や文武天皇が崩御 したときには

「歿宮挽歌」を作っていない。 「天武王権」の天皇には最高の 「歿宮挽歌」を

作っているのに 「天智王権」の天皇には 「殖官挽歌」を作っていない。

柿本人麿は「天武王権」に仕えた歌人であろう。「天智王権」の持統天皇に

は仕えていない。

持統天皇は陰謀により長屋親王が即位するのを阻止 して自ら即位する。持統

天皇はその後「天武王権」を排除したのではないだろうか。柿本人麿は「天武

王権」に仕える歌人である。持統天皇は柿本人麿を排除したのではないだろう

か。
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「700年 」に柿本人麿は天智天皇の娘明日香皇女の「挽歌」を詠っている。
「天智王権」の娘の 「歿宮挽歌」を作つている。 ところが「702年 」に持統

天皇が崩御 したとき持統天皇の「歿宮挽歌」は作っていない。柿本人麿は「7

00年-702年 」の間に石見へ左遷 されたのではないだろうか。

持統天皇は柿本人麿を左遷 しただけではない。柿本人麿に関する記録はすベ

て抹消したのであろう。父母や兄弟さえも不詳であるという。柿本人麿の記録

はすべて廃棄されている。

(6)柿本人麿 と天武天皇

柿本人麿は天武天皇の「噴宮挽歌」も作っていない。柿本人麿は「天武王権」

に仕える歌人である。何故、天武天皇の 「噴宮挽歌」を作っていないのであろ

うか。

天武天皇は 686年 9月 に崩御する。天武天皇の噴は 2年以上も続き、68
8午 11月 に埋葬される。

(持統)二年 (688年 )十一月、皇太子、公卿・百寮人等と諸

蕃の賓客とを率いて噴宮に適 (ゆ)き て働哭す。 (中 略)畢 (お

わ)り て大内陵に葬す。            『 日本書紀』

「大内陵」は天武天皇陵である。

「皇太子」とある。 「皇太子」は草壁皇子ではない。皇太子は「高市天皇」

である。高市天皇は天武天皇が崩御する前に即位 している。 「皇太子」とある

のは『 日本書紀』の捏造である。皇太子が「公卿・百寮人等と諸蕃の賓客とを

率いて」ということはあり得ない。『 日本書紀』は「高市天皇」を「皇太子」

と書き、あたかも草壁皇子であるかのように記述している。
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天武天皇が埋葬 された 688年 11月 から5ヶ 月後の 689年 4月 に草壁

皇子が莞去する。柿本人麿は「日並皇子尊の歿宮の時、柿本朝巨人麿の作る歌

一首」を作つている。 「689年 4月 」に草壁皇子の 「噴宮挽歌」を作ってい

るのにその 5ヶ 月前の「688年 11月 」には天武天皇の「噴宮挽歌」を作っ

ていない。何故であろうか。

柿本人麿は「天武王権」に仕える歌人であるが、高市皇子に仕えていたので

はないだろうか。天武天皇に仕えていたならば天武天皇の 「歿宮挽歌」を作っ

ているはずである。

柿本人麿は高市皇子に仕えているから天武天皇は雲上人である。天武天皇の

「噴宮挽歌」は恐れ多くて作れなかったのであろう。柿本人麿は 「高市皇子尊

の城上の噴宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首」の最初に天武天皇を次のよう

に詠つている。

○高市皇子尊の城上の獲宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首

かけまくも ゆゆしきかも 言はまくも あやに畏 (か しこ)き

明日香の 真神の原に ひさかたの 天つ御門 (みかど)を  か

しこくも 定めたまひて 神さぶと 磐隠 (いわがく)り ます

(後略)           『万葉集』 (巷二)「 199番」

岩波書店の『万葉集』は「大意」として 「心にかけて思うことも慎むべく、

日に言うこともまことに恐れ多い、 (中略)わが天武天皇が、」と訳している。

柿本人麿にとって天武天皇は「心にかけて思うことも慎むべき」、「口に出

して言うことも恐れ多い」天皇である。柿本人麿は天武天皇の「殖宮挽歌」を

作るような身分ではなかったのであろう。

柿本人麿が作歌活動をはじめるのは高市皇子が即位 した686年ころから

であろう。柿本人麿は高市皇子から歌人として認められたのではないだろう

か。そのため天武天皇の「殖宮挽歌」は恐れ多くて作っていないのであろう。
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689年に草壁皇子が亮去したときから「噴宮挽歌」を作るようになったの

ではないだろうか。

柿本人麿は高市皇子に仕えている。柿本人麿は高市皇子が北部九州に居ると

きからの臣下だったのであろう。柿本人麿は高市皇子とともに大和に来たので

はないだろうか。大和に来て「壬申の乱」にも参加 して高市皇子とともに天智

王権と戦つたのであろう。柿本人麿は「高市皇子尊 (高 市天皇)」 の「噴宮挽

歌」で「壬申の乱」に半分以上の句数を使って高市皇子の活躍を褒め称えてい

る。そのため「天智王権」の持統天皇から排除されたのではないだろうか。
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3 高市天皇の 「噴宮挽歌」 と天武王権

{1)高市天皇の「歿官挽歌」

柿本人麿は高市天皇の「歿宮挽歌」を詠つている。題詞には「高市皇子尊の

城上の噴宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首」とあるが、「高市皇子尊」では

なく「高市天皇」である。

柿本人麿は高市天皇の「噴宮挽歌」に「天武王権」の歴史を詠っている。「殖

宮挽歌」をすべて載せてそれを検証 しよう。

高市天皇の「噴宮挽歌」は 149句 からなっている。これらは 4段に分けら

れるであろう。 (第 1段)(第 2段)等は著者が説明のために付けている。

○高市皇子尊の城上の噴宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首

(第 1段 )

かけまくも ゆゆしきかも 言はまくも あやに畏 (か しこ)き

明 日香の 真神の原に ひさかたの 天つ御門 (みかど)を  か

しこくも 定めたまひて 神さぶと 磐隠 (い わがく)り ます

(第 2段 )

やすみ しし わご大君の きこじめす 背面 (そ とも)の 国の

真木立つ 不破山越えて 高麗剣 和暫 (わ ざみ)が原の 行宮

(か りみや)に 天降 り座 (いま)して 天の下 治め給ひ 食

(お )す国を 定めたまふと 鶏 (と り)が 鳴く 吾妻の国の 御

軍士 (みいくさ)を 召 し給ひて ちはやぶる 人を和 (やは)

せと 服従 (ま つろ)わぬ 国を治 (お さ)め と 皇子 (み こ)

ながら 任 (ま )け給へば 大御身 (おおみみ)|こ 太刀取 り帯
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(お)ば し 大御手に 弓取 り持たし 御軍士を あどもひたま

ひ 斎 (と との)ふ る 鼓の音は 雷の 馨 (お と)と 聞くまで

吹き響 (な )せる 小角 (く だ)の音も 敵 (あ た)見たる 虎

か吼 (ほ)ゆ ると 諸人 (も ろひと)の  おびゆるまでに 捧げ

たる 幡 (はた)の靡 (なびき)は 冬ごもり 春さり来れば 野

ごとに 着 (つ)き てある火の 風の共 (むた)靡 くがごとく

取 り持てる 弓弾 (ゆはず)の騒 (さ わき) み雪降る 冬の林

に 1麗風 (つむじ)かも い巻き渡ると 思ふまで 聞きの恐 (か

しこ)く  引き放つ 矢の繁 (し げ)け く 大雪の 乱れて来た

れ 服従 (ま つろ)はず 立ち向ひしも 露霜の 消 (け )なば

消ぬべく 行く鳥の あらそふ間 (は し)に 渡会の 齋 (い つ

き)の宮ゆ 神風に い吹き惑はし 天雲を 日の目も見せず

常闇 (と こやみ)|こ 覆ひ給ひて 定めてし

(第 3段 )

瑞穂 (みずほ)の 国を 神ながら 太敷きま して やすみ しし

わご大王の 天の下 申し給へば 萬代 (よ ろづよ)に  然しも

あらむと 木綿 (ゆふ)花の 栄える時に わご大王 皇子 (み

こ)の御門 (みかど)を 神宮 (かみみや)に 装ひまつ りて 使

はじし 御門の人も 白拷 (し ろたへ)の 麻衣 (あ さごろも)

着 (き )埴 安の 御門の原に 茜さす 日のことごと 鹿 (し

し)じ もの い旬 (は )ひ伏 しつつ ぬばたまの 夕 (ゆ うべ)

になれば 大殿を ふ り放 (さ )け見つつ 鶉 (う づら)なす い

旬 (は)ひ もとほり 侍 (さ もら)へ ど 侍ひ得ねば 春鳥の さ

まよひぬれば 嘆きも いまだ過ぎぬに 憶 (お も)ひ も いま

だ壷きねば 言さへく 百済の原ゆ 神葬 (はぶ)り  葬 りいま

して 麻喪よし 城上 (き のへ)の宮を 常宮 (と こみや)と  高

くまつ りて 神ながら 鎮 (しづ)ま りましぬ
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(第 4段 )

然れども わご大王の 高代 (よ ろづよ)と  思ほじめして 作

らしし 香具山の宮 萬代 (よ ろづよ)に 過ぎむと思へや 天

の如ふ り放 (さ )け見つつ 玉欅 (た またすき) かけて偲ばむ

恐 (か しこ)かれども    『 万葉集』 (巷二) 「199番 」

これが高市天皇の 「残宮挽歌」のすべてである。

(第 1段) ・̈ 天武天皇の治世と崩御

(第 2段) ・・・「壬申の乱」

(第 3段) ・…高市天皇の治世と埋葬

(第 4段) ・…高市天皇を偲ぶ

高市天皇の 「残宮挽歌」はこのような構成になっている。

(2) 「壬申の乱」の真相

(第 1段 )は天武天皇が飛鳥に御門 (宮殿)を定めて天下を治められ、崩御

されたと称えている。

(第 2段)は 「壬申の乱」である。

高市天皇の「残宮挽歌」は 149句 から成つている。柿本人麿は「壬申の乱」

に「75句」を使つている。半分以上を「壬申の乱」に充てている。 「壬申の

乱」が高市皇子にとつて如何に重大な出来事であつたかがわかる。

「壬申の乱」では天武天皇は 「和暫 (わ ざみ)が原 (不破の関ヶ原)」 の行

宮 (か りみや)に陣を敷いたとある。

■不破山越えて 高麗剣 和暫 (わ ざみ)が原の 行宮 (か りみや )

に 天降 り座 (いま)して 天の下 治め給ひ 食 (お)す国を 定

めたまふと
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「天の下 治め給ひ 食 (お)す国を 定めたまふと」とある。岩波書店の

『 万葉集』の頭注の 〔大意〕には 「天下を平らかになさり、国をお定めになろ

うと」 とある。 「壬申の乱」の目的が詠われている。

「壬申の乱」の目的は 「天下を平安にし、国を定めること」であるとい う。

「国を定める」とは日本列島を統一することであろう。これまで述べてきた「壬

申の乱の真相」と同じことが詠われている。 「壬申の乱」の目的は 「日本列島

の統一」である。「壬申の乱」は大友皇子と天武天皇が天皇位を争った事件で

はない。柿本人麿は 「壬申の乱」の目的は「天の下 治め給ひ 食 (お)す国

を 定めたまふと」と詠つている。

(3)東国の協力

次に東国の協力を得たことを詠つている。

■吾妻の国の 御軍士 (みいくさ)を 召し給ひて

「召 し給ひて」 とあるから天武天皇は東国の軍兵を呼び寄せている。東国は

天武王権の支配下にあることがわかる。

阿毎王権の物部氏が筑紫の鞍手郡から東国 (美濃・尾張)に移っている。天

武王権は阿毎王権の上に立つ王権である。天武天皇は東国の物部氏やその他の

氏族の協力を得て「壬申の乱」に勝つことができた。柿本人麿も東国の戦力を

用いて天智王権を討ったと詠っている。
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(4)服従しない天智王権

次に天智王権 との対立を詠っている。

■服従 (ま つろ)わぬ 国を治 (お さ)め と

「服従 しない国を平定せよ」とある。 「服従 しない国」とは天智王権である。

天智王権は天武王権とは「別の国」である。天武王権 と天智王権の二つの国が

存在 した。柿本人麿もそれを詠っている。

『日本書紀』は「万世一系」にしている。天智天皇と天武天皇を兄弟にして

いる。天武天皇と大友皇子は同じ国の天皇位を争ったとしている。『日本書

紀』の捏造である。天武王権と天智王権は別の王権 (国 )である。天武天皇も、

天智天皇も天子であり、年号を建てている。

「服従 (ま つろ)わぬ国」とある。天武天皇は天智王権に対 して度々臣下に

なるように申し入れた。しかし天智王権はそれを拒否 した。その一つが「長槍

事件」である。天武天皇にとつて天智王権は「服従 しない国」である。

「服従 しない国を平定せよ」とある。天智王権を討ち、日本列島を統一せよ

とい う意味である。これが 「壬申の乱」の真の目的である。高市天皇の「噴官

挽歌」には「壬申の乱」の真の目的が詠われている。

{5) 「壬申の乱」と高市皇子

「服従 しない国を平定せよ」と天武天皇は高市皇子に言 う。

■服従 (ま つろ)わぬ 国を治 (お さ)め と 皇子 (み こ)ながら 任

(ま )け給へば
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「皇子 (み こ)ながら 任 (ま )け給へば」とある。天武天皇は天智王権を

討つことを高市皇子に「任せた」という意味であろう。天武天皇は若千 18才
の高市皇子に天智王権を討つ大役を 「任せ」ている。

『 日本書紀』も、天武天皇は高市皇子に「悉 く軍事を授ける」 と書いている。

天武天皇は若い高市皇子を信用 している。高市皇子は戦術にも長けていたので

あろ う。重責を負わされた高市皇子は身を引き締めて期待に応 える。

■大御身 (おおみみ)に 太刀取り帯 (お)ば し 大御手に 弓取り

持たし 御軍士を あどもひたまひ 斎 (と との)ふる

「服従 しない国を平定せよ」 と天武天皇から言われた高市皇子は太刀を帯

(腰)に差 し、手に弓を持つてあどもひ (かけ声をかけて)、 軍を整えるとあ

る。

次からは 「壬申の乱」の戦いの様子が書かれている。

■鼓の音は 雷の 書 (お と)と 聞くまで 吹き響 (な )せる 小角

(く だ)の音も 敵 (あ た)見たる 虎か吼 (ほ)ゆ ると 諸人 (も

ろひと)の おびゆるまでに 捧げたる 幡 (はた)の靡 (な びき)

は 冬ごもり 春さり来れば 野ごとに 着 (つ)き てある火の 風

の共 (むた)靡 くがごとく 取 り持てる 弓弾 (ゆはず)の騒 (さ

わき) み雪降る 冬の林に 腱風 (つむ じ)かも い巻き渡ると

思ふまで 聞きの恐 (か しこ)く  引き放つ 矢の繁 (し げ)け く

大雪の 舌Lれて来たれ 服従 (ま つろ)はず 立ち向ひしも 露霜

の 消 (け )なば消ぬべく (後略 )

「戦い」の様子が格調高く詠われている。柿本人麿は高市皇子の臣下として

「壬申の乱」をともに戦っているのであろう。柿本人麿は「壬申の乱」の戦い

366



に44句 も使つている。「壬申の乱」は柿本人麿にとつても重大な事件だった

のであろう。

(6)高市天皇の治世

次は (第 3段)の 「高市天皇の治世と埋葬」である。

柿本人麿は「高市天皇」を次のように詠っている。

■瑞穂 (みずほ)の国を 神ながら 太敷きまして やすみ しし わ

ご大王の 天の下 申し給へば 萬代 (よ ろづよ)に

「瑞穂の国 (日 本)」 を神ながらしつかりと治めて、わが大王 (高市天皇 )

は天下の政治を取 り行われたという意味であろう。

高市皇子尊を「大三」と詠つている。 「大王」は「天皇」である。また 「天

の下 申し給へば」と詠っている。高市皇子は「天下を治める天皇」である。

『 万葉集』を読めば高市皇子が 「天皇」であることは明白である。

高市天皇が崩御すると「城上 (き のへ)の宮」に残をする。

■侍 (さ もら)へど 侍ひ得ねば 春鳥の さまょひぬれば 嘆きも

いまだ過ぎぬに 憶 (お も)ひも いまだ蓋きねば 言さへく 百

済の原ゆ 神葬 (はぶ)り  葬 りいまして 麻喪よし 城上 (き の

へ)の宮を 常宮 (と こみや)と  高くまつ りて 神ながら 鎮 (し

づ)ま りましぬ

「高市皇子尊の城上の歿宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首」とあるように、

柿本人麿は高市天皇の「城上の殖宮」で高市天皇の「残宮挽歌」を詠っている。
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「神葬 (はぶ)り  葬 りいまして」とあり、 「高くまつ りて 神ながら 鎮

(し づ)ま りましぬ」とある。埋葬 したのであろう。

(7)高市天皇と藤原京

次は (第 4段)「高市天皇を偲ぶ」である。高市天皇は藤原京を造つている。

■然れ ども わご大王の 高代 (よ ろづよ)と  思ほじめして 作ら

しし 香具山の宮

わが大王 (高市天皇)が萬代までもと願って「作られた香具山の宮」とある。
「香具山の宮」とは藤原京である。藤原京は天香具山のすぐ西にある。天香具

山は藤原京の中にあるともいえる。まさに藤原京は「香具山の宮」である。柿

本人麿は高市天皇が藤原京を造ったと詠つている。

『 日本書紀』では持統天皇が藤原京を造つたとしている。『 万葉集』は史実

を伝えている。『 日本書紀』よりも『万葉集』の方が信用できる。 「歌」は改

変できないからであろう。 「歴史書」の方は時の権力者によって史実が曲げら

れることがある。

最後に次のように詠つている。

■萬代 (よ ろづよ)|こ 過ぎむと思へや 天の如ふり放 (さ )け見つ

つ 玉欅 (た またすき) かけて偲ばむ 恐 (か しこ)かれども

「藤原宮は高代までも過ぎるであろう。」と詠い、「偲ばむ 恐 (か しこ)

かれども」と締めくくつている。 「お偲び申し上げます」、「恐れ多いことで

はありますが」という意味であろう。

以上が柿本人麿が詠った高市天皇の「噴宮挽歌」である。
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高市天皇の「噴宮挽歌」にはこのように史実が詠われている。 「噴」のとき

に詠われているから史実がそのまま詠われているのであろう。これらをまとめ

ると次のようになる。

○高市天皇の 「噴宮挽歌」に詠われた天武王権

■高市皇子は 「高市天皇」である。

■天智王権は 「服従 しない」別の国である。 日本列島に二つの国が存

在 した。

■天智王権を討ち日本列島を統一した。これが 「壬申の乱」である。

■藤原京を造ったのは高市天皇である。

『万葉集』にはこのように史実が正確に詠われている。
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4 『万葉集』の「藤原宮御宇天皇の代」

(1)『万葉集』 (巻一)「藤原宮御宇天皇の代」

『万葉集』の (巻一)と (巻二)に 「藤原宮御宇天皇の代」の歌がある。と

ころが題詞や「注記」に間違つているものがある。そのため「従来の解釈」も

間違っている。ここではそれらを指摘して「誤り」を正していこう。

『万葉集』の (巻一)と (巻二)|ま 「年代順」に書かれているという。 (巻

一)は次のような順になっている。

○『 万葉集』 (巻一)

■ 泊瀬朝倉宮御宇天皇の代

■ 高市岡本宮御宇天皇の代

■ 明日香川原宮御宇天皇の代

■ 後岡本宮御宇天皇の代

「注記」

大泊瀬稚武天皇

息長足 日広額天皇

天豊財重 日足姫天皇

天豊財重 日足姫天皇、後に

後岡本宮に即位す

天命開別天皇、論 して天智天皇

とい う

天淳中原減真人天皇、論 して

天武天皇という

高天原広野姫天皇

■ 近江大津宮御宇天皇の代

■ 明日香清御原宮御宇天皇の代

■ 藤原宮御宇天皇の代

それぞれの「御宇天皇の代」には「注記」がある。「天智天皇」「天武天皇」

という「漢風論号」も書かれている。 「漢風論号」は淡海御船が光仁天皇の時
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代 (770年-780年 )に考案したものと考えられる。したがって「注記」

は『万葉集』が編纂されたときに書かれたのではなく、後世に写本する人が付

けたのであろう。

最後の 「藤原宮御宇天皇の代」には「高天原広野姫天皇 (持統天皇)」 とい

う「注記」がある。 「藤原宮御宇天皇の代」は 「持統天皇の御代」であるとい

う意味で「注記」を付けているのであろう。

しかし藤原宮で天下を治めた天皇は高市天皇・持統天皇 。文武天皇・元明天

皇の 4人が居る。 「藤原宮御宇天皇の代」は持統天皇だけではない。 「藤原宮

御宇天皇の代」を「高天原広野姫天皇 (持統天皇)」 としている「注記」は間

違っている。

(2)『万葉集』「28番」の歌

『万葉集』 (巻一)の 「藤原宮御宇天皇の代」の歌は 「28番」からはじま

る。 「28番」は有名な次の歌である。

天皇の御製歌

春過ぎて夏来 (き た)る らし白拷 (しろたへ)の衣乾 (ほ)した

り天の香具山         『万葉集』 (巻一)「 28番」

『万葉集』の「注記」には「藤原宮御宇天皇の代」は「高天原広野姫天皇 (持

統天皇)」 とある。そのためであろう。この歌は「持統天皇の歌」であるとい

われている。

「藤原宮御宇天皇の代」の歌は 「28番」一 「83番」である。その中に柿

本人麿の歌がある。次の「29番」が柿本人麿の歌である。
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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 橿原の 日知の御代ゆ 生れ

ましし (中略)大 宮は 此処と聞けども 大殿は 此処と言

えども 春草の 繁く生ひたる 霞立ち 春 日の霧れる もも

しきの 大宮処は見れば悲しも     『 万葉集』 「29番」

「近江の荒都」とは天智天皇 。大友天皇が居た近江の大津宮である。 「壬申

の乱」に破れて廃墟 となった大津宮を柿本人麿が通 り過ぎるときに詠った歌で

ある。

柿本人麿の 「従駕の歌」も「36番」にある。

吉野宮に幸 (い でま)す時、柿本朝臣人麿の作る歌

やすみ しし わご大君の 間し食す 天の下に 国は しも 多

にあれ ども 山川の 清き河内の 御心を 吉野の国の 花散

らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば  (後略 )

『万葉集』「36番」

反歌

見れ ど飽 くかぬ吉野の河の常滑の絶ゆることな くまた還 り見む

『万葉集』「37番」

やすみしし わご大君 神ながら 神さびせすと 吉野川

(後略)               『万葉集』「38番」

反歌

山川 も依 りて仕ふる神なが らたぎつ河内に船出せすか も

『万葉集』「39番」

右、『日本紀』に曰く、三年己丑正月、天皇吉野宮に幸す。人

月吉野宮に幸す。 (中 略)未だ詳らかに何月の従駕に作る歌か

を知らずといえり。

つ
乙

７

・

３



柿本人麿が仕えたのは高市天皇である。柿本人麿は高市天皇の吉野行幸に随

行 している。「39番」は柿本人麿が高市天皇の行幸に随行 したときの歌であ

る。 「高市天皇の御代」の歌である。

歌は年代順になつているという。「29番」と「39番」は柿本人麿の歌で

あるから「29番」一 「39番」は「高市天皇の御代」の歌である。

「藤原宮御宇天皇の代」は高市天皇からはじまる。 「藤原宮御宇天皇の代」

の最初の歌は「28番」である。 「29番」― 「39番」までは「高市天皇の

御代」の歌であるから「28番」も「高市天皇の御代」の歌でる。

「28番」は 「題詞」に 「天皇の御製歌」とある。 「28番」は 「高市天皇

の歌」である。持統天皇の歌ではない。

『万葉集』が研究されるようになって以来、今日までこの歌は「持統天皇の

歌」であるとされてきた。しかしそれは誤りである。「高市天皇の歌」である。

{3)『万葉集』 (巻一)「藤原宮御宇天皇の代」の歌

『 万葉集』 (巻一)の 「51番」には題詞に 「明日香宮より藤原宮に遷 り居

すの後、志貴皇子御作の歌」とある。藤原京への遷都は高市天皇である。 「5

1番」までは 「高市天皇の御代」の歌である。

「52番」には 「藤原宮の御井の歌」とあり、 「やすみしし わご大君 高

照らす 日の皇子」とある。 「日の皇子」とあるからこれも「高市天皇」であ

り、持統天皇ではない。

「53番」には「短歌」とあり、「藤原の大宮仕へ生れつぐや処女 (を とめ)

がともは羨 (と も)しきろかも」とある。これだけでは「高市天皇の御代」か、

次の 「持統天皇の御代」かは不明である。
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次の 「54番」は 「大宝元年辛丑秋九月、太上天皇の紀伊国に幸す時の歌」

とある。「大宝元年」は「701年 」である。「文武天皇の御代」である。「太

上天皇」は持統天皇である。

「54番」から「文武天皇の御代」である。持統天皇は 「54番」 「57番」
「66番」 「70番」 |こ 「太上天皇」として出てくる。すべて 「文武天皇の御

代」である。 「持統天皇の御代」と言える歌は無い。持統天皇の在位は一年で

ある。 「持統天皇の御代」の歌は無いのではないだろうか。

『万葉集』 (巻一)の 「藤原宮御宇天皇の代」の「28番」―「53番」ま

では「高市天皇の御代」であり、その後は「文武天皇の御代」の歌である。

○『万葉集』 (巻一)「藤原宮御宇天皇の代」

■ 「28番」― 「53番」・……高市天皇の御代

■  「54番」― 「83番」……文武天皇の御代

(4)『万葉集』 (巻二)「藤原宮御宇天皇の代」の歌

『万葉集』 (巻二)には「相聞」と「挽歌」があり、ここにも「藤原宮御宇

天皇の代」の歌がある。「相聞」の方は「藤原宮御宇高天原広野姫天皇の代」

となつている。「持統天皇」と限定している。しかしその最初は大伯皇女の歌

である。

大津皇子、病 (ひそ)かに伊勢の神宮に下りて上り来ま

しし時の大伯皇女の御作の歌二首

わが背子を大和へ遣 (や)る とさ夜深 (ふ)けて暁露にわが立

ち濡れし         『万葉集』 (巻二)「 105番」
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「107番 」には次の歌がある。

大津皇子、石川郎女に贈る御歌一首

あしひきの 山のしづくに 妹待つと われ立ち濡れぬ 山

のしづくに        『 万葉集』 (巻二)「 107番」

大津皇子が生存中の歌である。大津皇子は天武天皇が崩御すると直ちに謀反

を起こして捕 らえられて死を賜っている。したがってこれらの歌は天武天皇が

在位中の歌である。 「天武天皇の御代」の歌である。 「注記」に「藤原宮御宇

高天原広野姫天皇の代」とあるのは誤 りである。

「相間」の最後の歌は 「140番 」である。

柿本朝臣人麿の妻依羅 (よ さみ)娘子、人麿 と相別るる歌

一首

な思ひと 君は言へども 逢はむ時 何時と知 りてか わが恋

ひざらむ          『万葉集』 (巻二)「 140番」

柿本人麿 との別れの歌であるから「高市天皇の御代」であろう。柿本人麿が

活躍するのは高市天皇の時代である。あるいは「持統天皇の御代」か、「文武

天皇の御代」であるかもしれない。確実なことは言えない。

大津皇子に関する歌は「105番 」一 「109番 」まであるから「相聞」の

「藤原宮御宇天皇の代」は次のようになるであろう。

〇『万葉集』 (巻二)「相聞」の歌

■  「105番 」一 「109番 」

■  「110番 」一 「140番 」

天武天皇の御代

高市天皇の御代
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次に『万葉集』 (巻二)の 「挽歌」の「藤原宮御宇天皇の代」の歌について

見てみよう。これにも「高天原広野姫天皇 (持統天皇)」 という「注記」があ

る。

最初の歌は大津皇子の死去後の歌である。

大津皇子亮る後、大来皇女伊勢の斎宮より京に上る時の御

作の歌二首

神風の伊勢の国にもあらましを なにしか来けむ 君もあら

なくに           『万葉集』 (巻二)「 163番」

大津皇子の死去後の歌であるから「高市天皇の御代」である。

「167番 」は「日並皇子尊の噴宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首」であ

り、草壁皇子の挽歌である。 「高市天皇の御代」である。

「199番 」は「高市皇子尊の城上の噴宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首」

である。高市天皇の「残宮挽歌」である。 「高市天皇の御代」と言ってよいで

あろう。

「207番 」は 「柿本朝臣人麿、妻死の後、泣血哀働 して作る歌二首」であ

る。 (巻二)が 「年代順」になつているとしたら高市天皇の死後であるから次

の「持統天皇の御代」か、 「文武天皇の御代」であろう。持統天皇の在位は 1

年であるから「文武天皇の御代」の歌と言えるのではないだろうか。

「217番 」は「吉備津釆女の死しし時、柿本朝臣人麿の作る歌一首」であ

る。これも「文武天皇の御代」と言ってよいであろう。

「220番 」は「讃岐の狭琴島に、石の中に死人を視て柿本朝臣人麿の作る

歌一首」である。これも「文武天皇の御代」でよいであろう。

「223番 」は「柿本朝巨人麿、石見国に在 りて臨死の時、自ら傷 (いた)

みて作る歌一首」である。柿本人麿の死去は 「707年 」頃と言われている。

これも「文武天皇の御代」であろう。あるいは「元明天皇の御代」かもしれな

い。
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「挽歌」は 「227番 」まで続 く。 「227番 」までは 「文武天皇の御代」

であろう。

「挽歌」の 「藤原宮御宇天皇の代」は次のようになる。

○『万葉集』 (巻二)「挽歌」の「藤原宮御宇天皇の代」の歌

口 「163番」― 「199番」・……高市天皇の御代

■ 「200番」一 「227番」・……文武天皇の御代

『 万葉集』の (巻一)と (巻二)には「藤原宮御宇天皇の代」の歌がある。

「藤原宮御宇天皇」は高市天皇・持統天皇 。文武天皇・元明天皇の4人が居る。

歌を見るとそのほとんどは「高市天皇の御代」と「文武天皇の御代」の歌であ

る。

『万葉集』の編纂者は4人の天皇を含めて 「藤原宮御宇天皇の代」としてい

たのであろう。ところが『万葉集』を写本する人が間違って「注記」に「持統

天皇の御代」としてしまったのであろう。それが今日まで信 じられてきた。「2

8番」の「春過ぎて夏来 (き た)る らし白拷 (し ろたへ)の衣乾 (ほ)したり

天の香具山」を持統天皇の歌としてきた。

『万葉集』を写本する人は『 日本書紀』を見て「注記」を付けているのであ

ろう。 「藤原宮御宇天皇の代」をすべて「持統天皇」にしている。高市皇子が

「天皇」になつていることを知らないで 「注記」をしている。
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