
 
     『徐福渡来の真相は疫病対策だった』 
 
                    たかみやしんじ 
 
 令和２年は穏やかに希望に満ちて明けた。 

前の年に新天皇が即位され、初めての新年の一般参賀は皇居・宮殿の東庭で晴々とした

中に行われた。そして夏には日本国として第２回目となる東京オリンピック・パラリン

ピックの開催が国をあげて迎えようとしていたのであった。 

 

 ところが、夢にも思わなかった中国武漢市に発した新型コロナウイルスが、全世界を

震撼させる事態となってしまったのである。厚生労働省の発表では、３月７日現在、国

内の感染者数は４２０人、死亡者数は６人。WHOの発表では、３月６日現在、世界の

感染者数９７，１４７人、死亡者数３，３６８人となっている。中でも群を抜いて感染

者数の多いのが中国であるが、他ではイタリア、イラン、韓国、次いで日本となってい

る。 

 

 中国は発生源であるから感染者数が多いのは理解できるが、イタリア、イランは何故

感染者が多いのか、はっきりとしたことが未だ解明されていない。対策の遅れなども言

われているが明確なところはわかっていない現状である。韓国については「クラスター

感染」が大きく取り上げられ、日本については豪華客船「ダイアモンド・プリンセス号」

のことが話題の中心となってきている。 

 ２月中旬頃から世界各国において感染対策がとられてきているものの、感染者数の増

勢は峠がみえない。今後の世界規模での感染拡大が大いに危惧されるところである。 

日本においては、小・中・高校の休校措置、不要・不急の外出を自粛などが要請され、

各地イベント・行事・諸会議の中止、遊園地・テーマパークの休園などが相次いでいる。

３月中に収束に向かうことができるのか、正念場を迎えつつある。 

又、その後の情報によれば、イタリアの感染拡大の理由が明確にされつつある。それ

によると、感染発生の中心となっているイタリア北部地方は中国系企業の進出が多く、

春節（今年は１月２４日～１月３０日が春節連休）に里帰りした多くの中国人が感染し

てイタリアに戻ってきたことが指摘されているのである。 

  

 近年、異常な自然現象が多発している。そして、それらは経験した人が少ないことか

ら５０年に一度とか１００年に一度とかの言葉をもって表現されることが多い。それら

の多くは風水害など自然現象によるものである。社会に大きな影響を及ぼした自然現象

については、地震・噴火・洪水・日食など歴史書に記されるものは結構あるようである。 

 

 では、今回のような感染症（疫病）についてはどうであろうか。日本古代史に関して



疫病といえば、誰でも想起するのが崇神天皇紀に記述される“出雲の祟りになる疫病の

流行”ということであろう。 

 崇神朝時代に疫病が蔓延した。しかしながら、この時代、医薬の対策が施されること

ができなかった。従って、疫病の原因を出雲の祟りとなし、これを鎮めるために三輪山

に神を祀り祈りを奉げることしかできなかった。そして、記紀の記述ではやがて疫病は

収束することになる。 

 

 日本には「縄文時代」と時代区分される時代があった。そこでは、狩猟・漁業・木の

実の採取・原始的農業が営まれ、豊かにゆっくりとした時間が流れていた。四方を海に

囲まれている地勢から海外との交流もそれほど頻繁なものではなかったと思われる。 

 そして、そこに中国江南地方などから稲作や先進文化が渡来して、日本史は縄文時代

から弥生時代へと徐々に移行していったのである。 

  

 弥生時代の海外からの渡来は稲作や先進文化を日本にもたらして、以降の日本は大い

に発展してゆくのであるが、人々の渡来や交流が頻繁になることによって、先進の文化

や技術をもたらしただけでなく、様々なものが日本に入ってくることになった。その一

つが疫病ということになろう。 

 縄文時代の日本は海外との交流があまりなかったことから、疫病に対しては言わば

“隔離”状態が形成されていた。ところが、弥生時代に入り海外との交流が頻繁になるこ

とによって、疫病の流入も避けられない状態になっていったということではないだろう

か。 

 

 「後漢書」の記述。興平２年（１９７年）、“蝗あり”（イナゴの異常発生）、“漢水溢れ

民人を害す”。建安１８年（２１３年）、“大水あり”、建安１９年（２１４年）、“旱あり”。

建安２２年（２１７年）、“大疫あり”と記される。 

 この「後漢書」の後漢時代末期の記述、近年の日本の状況に似ていて驚かされるので

あるが、本稿では建安２２年（２１７年）の“大疫あり”に着目して論を進めてみたい。

何故ならば、この“大疫”が単発ということではなく、それ以前にもそれ以後にも多くの”

大疫“が発生していたからである。そして、その中国の”大疫“がどうも崇神朝時代の疫病

の流行と重なるように思えてならないからである。 

 若し大陸の疫病が崇神朝時代の疫病と連鎖していたとすれば、そのことは紀年論にも

関わってくるものと考えられるのであるが、果たしてどういうことだったのか・・・。 

 

序章 神仙思想と縄文時代 
 
 中国における疫病流行については、歴史書に記述される以前から甲骨文に刻まれてい

るという。それらの甲骨文から確認できる殷や周の時代の古代人の疫病は１６種から２

０種あると言われている。そして、周の時代から漢の時代に至る“大疫”の記録では、“死



者万数”、“人多死”、“士卒多死”などの表現をもって、疫病により多くの死者がでたこと

が記されているのだという。 

 

 秦の時代に著された「礼記・月礼」の記述。“春に夏の政令を施せば、風雨が不調にな

り草木が枯れ国は恐慌に陥ってしまう。春に秋の政令を施せば、百姓は疫病に見舞われ

強風と暴雨が襲いかかる。春に冬の政令を施せば、洪水や雹が降りかかり作物が不作に

なってしまう。” 

 

 以上のことから読み取れるのは、中国においては大きな疫病が殷や周の時代から発生

しており、それが漢の時代においても同様に多発していたということである。そして、

それは秦の時代においても同様であった。しかしながら、これを対策する術がなく、ひ

たすら祈るしかなかったのであろう。 

 

 「後漢書」東夷伝倭人条の記述。“会稽郡の海外に東鯷人がいる。分かれて二十余国を

作っている。又、夷州と澶州がある。こう言い伝えられている。秦始皇帝は方士の徐福

を派遣し、子供の男女数千人を率いて海に入り、蓬莱神仙を求めさせたができなかった。

徐福は罪に問われるのを恐れ敢えて帰らず、ついにこの島に止まった。代々受け継がれ

て数万戸がある。その人民時折会稽の市にやってくる。会稽東冶県の人で、海に入り、

風に流されて澶州に着いた者がいるが、所在地はあまりにも遠く往来することはできな

い。” 

 

 この徐福一行の目指した島と目指した理由について、本欄の小稿「邪馬台国は蓬莱の

地だった」（令和元年９月２８日）において論じた。詳しくはこちらをご参照いただき

たいが、徐福一行の目指した島、即ち蓬莱神仙の地とは縄文時代の日本列島のことだっ

た。そこには、仙人のような長寿の人々が溢れており、正しく不老不死の国に思えたの

だった。 

 既述のように、秦国においても疫病の蔓延は悩みの種だったのであろう。西に「万里

の長城」を築き外敵の侵入を防御した。しかしながら、始皇帝をもってしても疫病に対

策できるものがなかった。そこで徐福に命じて、疫病を治癒できる医薬、即ち不老不死

の仙薬を求めさせたということではないだろうか。 

  

 前稿において徐福一行の渡来の目的を「鉄材を探すこと」と推論した。不老不死の仙

薬を求めて、在るか無いか分からない遠い東の海の彼方の地に、数千人が出帆するとい

うことに現実性が乏しいと思われることから、先哲の推論も加味しながらそのように推

論したのである。 

 しかしながら、この推論は見直しが必要であろう。今、我々が新型コロナウイルスの

蔓延に直面していると同様に、秦始皇帝をはじめとして秦の時代の人々が疫病の蔓延に

直面していたとすれば、不老不死の仙薬（＝疫病の治癒薬）を求めることは喫緊の課題



であったろうと考えられるからである。 

 縄文時代の日本列島には疫病の蔓延がなかった。そして、人々は長寿で豊かに暮らし

ていた。その地に不老不死の仙薬があるのではないかと考えるのはそれほど非現実的な

ことではないように思えるのである。 

 

 では、“子供の男女数千人を率いて蓬莱神仙を求めさせた”という記述はどのように理

解すればいいのだろうか。 

 このことについて、徐福は次のように考えたのではないだろうか。即ち、蓬莱神仙の

地（＝日本列島）には本当に疫病の蔓延という事態が起こっていなかったか。それを知

るには長期間、何代にも亘って暮らしてみないと分からない。そして、疫病が発生した

時にどのような仙薬を用いてこれに対処するのか。これも疫病に遭遇しないことには分

からない。 

 そう考えて徐福は日本列島を目指した。そして、日本列島各地に赴き疫病とそれを対

策する仙薬を探し続けることになるのである。 

 

第一章 倭国大乱と卑弥呼 
 

 序章においては徐福一行の渡来の目的について見直しを行った訳であるが、疫病の蔓

延という観点で古代史をお浚いすると、他にも幾つかの見直しが必要と思われるできご

とがあるように思うのである。 

 

 中国の後漢末期に「黄巾の乱」という事件があった。 

 大辞林の解説は次のように記述する。“中国、後漢末の農民反乱。「太平道」という新

興宗教で貧窮農民の心をとらえた張角は信徒を組織して、１８４年に蜂起。衆徒は目印

をして黄巾を着用した。乱は鎮定されたが、これをきっかけに群雄割拠を招来、後漢は

滅亡し三国鼎立の時代となる。” 

 

 この「黄巾の乱」に関して、京都大学（学術情報リポジトリ 紅）が、「黄巾の乱の

宗教性」（秋月觀暎）という論文を NETに掲載している。本稿に関連する要点を抜粋さ

せていただくと次の如くである。“さて、斯の如く療病法に加えるに長生福祥の恩寵を

以てする太平道は、確に人々の心を牽き付けるに足る新教説として民衆の前に出現した

であろう。併し、太平道が彼ら民衆を容易に吸収し、極めて短期間に驚くべき発展を遂

げ、厖大な社会的勢力を形成している事実は、必ずしも斯かる教説の魅力をもってして

は理解し難いものがあるのであって、後漢末の民衆を太平道に結び付ける何らかの直接

的な機縁、より身近な具体的な契機の存在が予想されなければならない。・・・そのよ

うな観点から注目すべき事は、太平道の生成発展の時期である後漢末期が中國史上稀に

みる疫病の大流行期に当たっており、両者が時期的な一致を示していることである。” 

 



 以上記述した後、以下のような後漢書に現れる年代の明瞭な疫病流行の記録を摘出さ

れている。（一部略） 

  ・元初６年（１１９年）    会稽大疫（孝安帝本紀） 

  ・延光４年（１２５年）    京師大疫（孝安帝本紀） 

  ・永建元年（１２６年）    １１月疾疫（孝順帝本紀） 

・元嘉元年（１５１年）    京師疾疫（孝桓帝本紀） 

  ・延熹４年（１６１年）    正月大疫（孝桓帝本紀） 

  ・延熹９年（１６７年）    有旱水疾疫之困（孝桓帝本紀） 

・建寧４年（１７１年）    大疫（孝霊帝本紀） 

・熹平２年（１７３年）    春正月大疫（孝霊帝本紀） 

・光和２年（１７８年）    春大疫（孝霊帝本紀） 

・光和５年（１８２年）    二月天下大疫（孝霊帝本紀） 

・中平２年（１８５年）    春正月大疫（孝霊帝本紀） 

・建安２年（２１７年）    是歳大疫（孝献帝本紀） 

 

 さて、日本の古代には「倭国大乱」と言われる時期があった。 

「後漢書」東夷伝倭条の記述では、“後漢の桓帝・霊帝の時代（１４６年～１８９年）倭

国が乱れた。長いこと王が居なかったが卑弥呼を共立して王に立てた。これによって収

まった。” 

又、「三国志」東夷伝倭人条の記述では、“其の国、本亦男子をもって王となす。住ま

ること７０～８０年、倭国乱れ相攻伐すること歴年、すなわち共に一女子を立てて王と

なす。名を卑弥呼という。” “鬼道に事え能く衆を惑わす。年已に長大なるも夫壻なし。

男弟ありて佐けて国を治む。王となりてより以来見る有る者少なし。婢千人をもって自

ら侍らしめ、ただ男子一人ありて飲食を給し辞を伝え居るところに出入りす。宮室は楼

観・城柵厳かに設け、常に人あり、兵を持して守衛す。” 

 

 以上の記述から、倭国が大いに乱れたのは概ね１４６年頃から１８９年頃であり、卑

弥呼が倭国王に共立されたのが１９０年前後のことであったものとしていいのではな

いだろうか。 

 では、７０～８０年男子王によって治められていた倭国が大いに乱れたのは何が原因

であったのか。その答えは鬼道に事える卑弥呼の共立によって収束したことにあるもの

と考えられる。強力な軍事力を背景にしたものでなく、鬼道によるものであった。とな

れば、疫病の蔓延しか答えは求められないだろう。 

 中国のこの時期は大疫が頻発した時期だった。そして、日本と中国・朝鮮半島との交

流が盛んになってきた時期だった。そして、先進文化と共に日本に疫病が入ってきて蔓

延してしまったのだろう。このことによって生存をかけた戦いが、隣国から隣国へ更に

又隣国へと広範に繰り広げられることになったものと推論されるのである。 

 この頃、疫病を治療する医薬は未だなかった。従って、祈りに期待するしかなかった



のであろう。そこで“鬼道に事え衆を能く惑わす”卑弥呼が女王として共立されたのであ

る。 

 

 では次に、この漢籍に記述される倭国とは日本列島のどこのことかという問題である。

表現は不適切かもしれないが、この時期疫病を帯同して中国から多くの人々が渡来して

きた。この渡来先は当時の玄関口ともいうべき九州地区しか考えられないだろう。九州

地区や山陰・瀬戸内を越えていきなり畿内ということは考えにくいのである。 

 ということは、共立されたのであるから卑弥呼も九州地区の女王とされなくてはなら

ない。即ち、邪馬台国は九州に所在したということになるのである。 

 

 本章の終わりに卑弥呼の実像について少し記述しておきたい。本欄の小稿「邪馬台国

は蓬莱の地だった」で論じたように、卑弥呼の原像を沖縄に残る「斎場御獄（せいふぁ

うたき）」を管掌する「聞得大君（きこえおおきみ）」に求めた。「聞得大君」は、琉球の

信仰において最高位の呼称であり、琉球国王に並び、琉球王国全土を霊的に守護するも

のとされていたのである。 

 これが卑弥呼と重なってくる。魏志の伝える“鬼道に事え、能く衆を惑わす”というこ

とであるが、邪馬台国一国のことなら容易に理解できるが、九州地区広域で認知され、

女王に共立されたということは何を意味するのだろうか。それこそ、九州地区の多くの

国々が同様の宗教観を有していたということになるのだろう。だから、人々にも受け入

れられた。 

  

 しかしながら、出雲（オオクニヌシ）は違っていた。見たこともないような四隅突出

型墳丘墓を造るような異教の集団だからである。その人たちが九州に進出してきた。だ

から、到底受け入れられるようなものでなく、遂には戦争状態になってしまうのである。

このことを魏志は“倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず”と記述する

のである。 

 この狗奴国の比定地をめぐっても、邪馬台国の比定地と同様に諸説が展開されている

ところであるが、卑弥呼の共立に組みしなかったことから疫病の蔓延した九州地区とは

し難いのではなかろうか。中国・朝鮮からの渡来から離れた南部九州地区の可能性は残

るものの、「後漢書」に記述される“女王国より東、海を千里渡ると狗奴国に至る”の方に

軍配があがるのではないだろうか。 

 

第二章 崇神と垂仁 
 
 崇神天皇と疫病に関する「古事記」の記述。“ミマキイリヒコイニエ（崇神天皇）の時

代、国内に疫病が流行った。神の意志を知るために神牀
かんどこ

に入った何日目かの夜、夢の中

にオオモノヌシが現れ「オホタタネコに私を祀らせなさい。そうすれば疫病は鎮まるだ

ろう」と告げた。ミマキイリヒコは早速オオタタネコを探し出して、三輪山の神オオモ



ノヌシを祀らせた。すると、疫病は収まり国に平和が戻った。” 

 「日本書紀」の記述。“崇神天皇の時代、国内に疫病が流行した。占いをしたところ、

孝霊天皇の娘で崇神天皇の叔母にあたる倭迹迹日百襲姫に大物主が依り憑き「災いは私

の意である。私を我が子オオタタネコに祀らせれば災いは鎮まる」と語った。天皇が大

物主の言葉どおりにすると、疫病が収まった。” 

  

 この倭迹迹日百襲姫、邪馬台国畿内説にとっては重要人物で、卑弥呼ではないかとさ

れている。色々と議論の多いところではあるが、時代の認識は卑弥呼の時代のこととし

て考えて異論はなさそうである。 

序章で記述したようにこの頃、建安２年（２１７年）献帝の時代に後漢では大疫が発

生している。又、「三国志」に記述される赤壁の戦い（２０８年）の時に曹操軍が疫病

に悩まされた記述がある。２２２年、魏が呉を攻めて呉を苦しめていた時も疫病が流行

して魏は退却している。更に司馬炎が呉朝を滅ぼして西晋朝がおこった５年前（２７５

年）、洛陽に疫病が流行した。この時司馬炎も重病で倒れているという。 

 

 一方、倭国女王卑弥呼が朝貢し「親魏倭王」の称号を受けたのは魏朝明帝の時代（２

２７年～２３９年）だった。とすれば、疫病が流行した崇神天皇の時代は、卑弥呼が立

った１９０年から卑弥呼が朝貢した２４０年頃と重なってくる。この頃に中国で疫病が

多発しているからである。 

 又、魏志倭人伝では伊都国に一大卒が設置されていた。そして、中国（或いは公孫氏

朝鮮）からの遣使は伊都国に駐在し、文物は一大卒が検閲していた模様である。即ち、

当時の海外との交流の窓口は伊都国であった。 

 このように考えてくると、疫病が蔓延した崇神朝が畿内（大和）にあったのだろうか

という疑問が生じてくるのである。もう何度も記述したように、疫病は海外から渡来し

たものであり、海外とのルートがない地域に発生することが考えにくいからである。九

州地区を経由して畿内に転移した可能性も考えられなくはないが、そうだとすると、崇

神天皇が九州から大和に東遷したということが考えられるがそういうことだったのだ

ろうか。若しそうだとするならば、イワレヒコ（神武天皇）が東征したようなプロセス

が語られなければならないはずであるが、そのような記述は記紀には見当たらないので

ある。 

 以上のことから、崇神朝は九州にあったのではないかということが濃厚となってくる。 

 

 記紀の記述では、崇神天皇（第１０代）は開化天皇（第９代）の子で、開化天皇の兄

弟の大彦命の娘である御間城姫を皇后としている。そして、二人の子である垂仁天皇（第

１１代）が即位している。 

 この垂仁天皇について、「古事記」には唐突とも思える興味深い逸話を伝えている。

“この頃、常世国には食べれば不老不死になるトキジクノカクの木の実があると考えら

れていた。イクメイリビコ（垂仁天皇）はこの実を探すべくタジマモリを常世国に派遣



した。長い苦難の末木の実を手に入れたタジマモリは、木の実を縄に下げて輪にしたも

のを八つと、串に実を刺したものを八つ作り、常世国から持ち帰った。しかし都につい

てみると、天皇はすでにこの世を去り、菅原の御立野に葬られていた。” 

 

 この一文、従来唐突感が先に来てしまい理解が困難であったのだが、疫病という観点

でこれを読むと実に重要なことを伝えているのではないだろうか。 

 一つは、タジマモリに命じて不老不死の仙薬を探すよう命じたのであるから、垂仁天

皇の時代にあっても崇神天皇の時代に続いていた疫病が収束していなかったというこ

とである。とすれば、垂仁朝についても崇神天皇と同様、九州地区にあったということ

になってくるのである。そしてもう一つは、垂仁天皇が常世国に不老不死の仙薬を探す

という神仙思想を信奉していたということである。このことの示唆するのは、垂仁天皇

が徐福系の人物であったのではないかということである。 

 記紀の編纂者たちは紀元八世紀前後の最優秀な吏官の集まりだったはずである。これ

らの人達が何の意味もなく神仙思想を差し入れるはずがなく、そこには大いなる仄めか

しがあったのではないだろうか。 

 

 さて崇神朝の所在地を検討するにあたって、次の「日本書紀」の記述に注目しなくて

はならないと考えている。 

 「日本書紀」崇神紀６年の記述では、“天皇の住む宮殿には、天照大神と倭大国魂神の

二柱が並べて祀られていた。この二柱の神は勢いが強くて畏れ多くて共に住むのが落ち

着かなくなる。そこで天皇は、天照大神を豊鍬入姫命につけて倭の笠縫邑に祀る。倭大

国魂神には淳名城入姫をつけて祀ることにする。しかし淳名城姫は髪が抜け落ちて祀る

ことができなかった。” 

 続いて崇神紀７年の記述では、“（国内の災害を憂えた）天皇は八十萬に占いで問う

と、倭迹迹日百襲姫神が憑かりて言った。「若しも私を敬い祀れば、必ず国を平穏にし

よう」。天皇がそのように教えてくれるのはどこの神かと問うと、「私は倭の域内にいる

神、大物主神という」と答えた。（しかし、教えの通りにしたが効果は出なかったので）

天皇が夢の中で教えを請うと、大物主神が現れて、若し我が子オオタタネコに私を祀ら

せれば国は平穏になる。又、海外（わたのほか）の国があり自然と従うであろう。” 

 

 天皇の宮殿に住んでいた一柱・天照大神は、孫のニニギからイワレヒコ（神武天皇）

に連なる系統だから特段の疑問はないのであるが、問題は倭大国魂神である。これを神

話時代の大物・スサノオとしていいものかどうかである。本欄の幾つかの小稿において

スサノオと大山津見神の子・神大市比売との子である大歳尊について論じてきた。大歳

尊はスサノオの意志を継いで九州を出て瀬戸内海を制し、ニギハヤヒと名乗って畿内に

降臨し、ナガスネヒコを破り「大和国」を建てたのだった。 

 以上のことを別の表現をするならば、記紀の記述の上での初代天皇はイワレヒコ（神

武天皇）で、その祖先神が天照大神である。史実の上では、「大和国」を建国した大歳



尊が初代天皇であり、その祖先神がスサノオということになる。 

 

 いずれにしても、天皇の宮殿に住んでいた二柱を追い出したことは、その二柱に代わ

る大神、即ち、卑弥呼が現れたことを述べているのである。そして、天照大神が徐福系

であり、卑弥呼も又その系統を汲んでいたとすれば、こちらはそれほど問題ではない。

しかしながら、スサノオ（出雲）を追い出したことが大問題であったのだろう。 

 どういうことか。この頃、卑弥呼（倭国）と狗奴国（出雲・オオクニヌシ）とは“素よ

り和せず、相攻伐”していた。やがて、卑弥呼が亡くなると宗女・台与を立てて王となし

た。これで国中が遂に定まったのである。 

 魏志倭人伝では卑弥呼が亡くなった後、“大いに冢を作る。更に男王を立てしも国中

服さず、更に相誅殺す。”と記述される。 

 以上を分かりやすく記述すると次の如くである。即ち、女王・卑弥呼が亡くなったの

で、大きな墓を造って祀った。このことを記紀では天照大神を宮殿の外にだしたと記述

する。つまりは皇室の信奉する主祭神が天照大神から卑弥呼に移った。その後、男王を

立てたが、倭国と狗奴国の戦いは収まらない。そこで、女王に台与を立てたら国中が定

まったのである。卑弥呼に屈しなかった狗奴国が台与であっさりと屈するはずがない。

ここにこそ、倭大国魂神を外に出した意味があるのではないだろうか。記紀や魏志に記

述がないのであるが、倭国・台与により狗奴国が壊滅的に征討されたことが示唆されて

いる。だから、出雲の祟りで疫病が蔓延するという事態になったことが記述されたので

はないだろうか。 

 

 では、卑弥呼は誰であったのか。台与とは誰のことだったのか。この質問に答えるに

は、もう少し記紀の記述の構造を検討しなければならない。次章以降において記紀の構

造に迫ってみたい。 

 

第三章 蘇我氏と物部氏（中臣氏） 
 

 日本古代史の中で、疫病が大きくクローズアップされる事件がもう一つある。それは、

仏教伝来をめぐる蘇我氏と物部氏の対立の中に著される。 

 欽明１３年（５５２年）、百済の聖明王から金銅の仏像と経典などが献上される。天

皇が仏を祀るべきか臣下に聞いたところ、大臣・蘇我稲目はこれに賛成するが、大連・

物部尾興は神の怒りを恐れてこれに反対する。そこで天皇は蘇我氏に仏像を与える。早

速蘇我氏は寺を建てて仏像を祀るのだが、その後国内に疫病が流行する。これを尾興は

異国の神を祀ったためとし、蘇我氏の建てた寺を焼き払い、仏像を海に投げ捨ててしま

うのだった。 

 この疫病の流行も史実であると認定されよう。この頃中国での大疫の流行についての

記述が不明ではあるが、それまでの中国からの大疫の伝播から察するに、中国→百済→

大和というルートで大疫が仏像などの運搬と共に運ばれてきた可能性が大きいのでは



ないだろうか。 

 

 さて、その後も蘇我氏と物部氏の対立は続くのであるが、本質は仏教導入派の蘇我氏

と日本古来の神道の祭祀権を握っていた物部氏との政治の主導権をめぐる争いだった

ことに注意が必要であろう。 

 そして又、蘇我氏は武内宿禰に発する家系とされることにも注意が必要である。武内

宿禰といえば、神功皇后に寄りそっていた忠臣である。そしてまた、中臣氏は神道系の

家柄からして物部氏側についていたことである。これらのことが次に起こる事件の極め

て重要な背景となってくるのである。 

 

 蘇我蝦夷・入鹿親子の時代になると、甘樫丘に邸宅を築き、「宮門
み か ど

」と呼ばせるなど

権力は集中し、専横がますます激しさを増し、人々の恨みも募るばかりだった。 

 これに反発したのが中臣鎌足だった。中大兄皇子（後の天智天皇）と謀り、皇極天皇

４年（６４５年）、三韓（新羅・百済・高句麗）から三国の調の進貢の使者が来日した

際、蘇我入鹿が暗殺されたのだった（乙巳の変）。その翌日、蘇我蝦夷は館に火を放ち

自殺する。こうして長年にわたり強盛を誇った蘇我本宗家は滅びたのであった。 

 

 次の記紀の記述は天智天皇と天武天皇の確執へとステージが変わってゆく。大化の改

新など国政改革を進める一方、中大兄皇子（天智天皇）は政敵を次々と倒し中央集権国

家へと歩んでいく。これを助けたのが中臣鎌足で藤原姓をいただくことになる。 

６６７年近江大津宮に遷都した後、天智７年（６６８年）に天智天皇（第３８代）が

即位する。そして、大海人皇子（後の天武天皇）を皇太弟とする。その一方で天智天皇

は御子の大友皇子を太政大臣に任命する。そして、病の床で天智天皇の本心を聞いた大

海人皇子は出家して吉野に去っていくのであった。 

 ６７２年１月に天智天皇が崩御する。大友皇子が弘文天皇（第３９代として追号）と

して歴代天皇に列せられる。 

 ここに勃発したのが古代最大の内乱と言われる「壬申の乱」である。６７２年７月吉

野を出発した大海人皇子は、美濃に入り、東国の兵力などを背景に連戦連勝し、８月瀬

田橋の戦いで近江軍が大敗すると、翌日に大友皇子が首をつって自決し乱が収束した。

この後、天武２年（６７３年）２月、大海人皇子は飛鳥浄御原宮を造って、天武天皇（第

４０代）が即位するのである。 

  

 こうして天皇に即位した天武天皇は、皇親政治と言われる皇族中心の中央集権体制を

固めていくのである。そのことを示す一つに天武天皇の遷都計画というものがある。 

        「日本書紀」の記述。“天武天皇即位１２年に都城・宮室は１箇所ではない。必ず二つ

か三つ作るものだ。だから、まず、難波に都を作ろうと思う。百寮の者たちはそれぞれ

が行って家地を請願しなさいと詔がされた。”又、“即位１３年２月に浄広肆広瀬王・大

伴連安麻呂・判官・録事・陰陽師・工匠たちを派遣して、都を作るべき土地を視察させ



た。この日に、三野王・采女臣筑羅たちを信濃に派遣して地形を視察させた。この土地

に都を作ろうとしたのか。”とある。更に、“即位１３年４月に三野王たちは信濃国の地

図を献上した。”とある。 

 

 皇族中心の天武天皇の詔のりした遷都計画はいわば複都構想というものであろう。自

身は飛鳥浄御原宮にあって、難波と信濃に複都を構え、ここに皇族を配し政治体制をよ

り盤石なものにすることが構想されたものと考えられる。 

 では、これら難波と信濃とは一体どこのことであったのか。畿内難波には孝徳天皇（第

３６代 ６４５年～６５４年）が遷都した難波長柄豊崎宮があった。従って、天武天皇

が詔のりした難波はこの地のことではなさそうである。古代難波は北九州の博多界隈も

そのように言われていたという。とすればこちらの方が有力となってくるのである。こ

の地は神功皇后が橿日宮を構えた地でもあった。 

 又、信濃の諏訪地方は建御名方神を祖とする諏訪軍神が勢力を張る地であった。諏訪

軍神は神功皇后の三韓征伐の折、これに参戦し皇后軍として大いに戦ったのだった。こ

の皇后軍に参戦したのは諏訪軍神だけでなく、住吉海神族も参戦している。実は建御名

方神は宗像海神族系と目されており、宗像海神族と住吉海神族がオオヤマツミ系だとす

れば、全ての糸が繋がってくる。 

 住吉神社は全国各地に鎮座するが、宗本社は大阪市住吉区にある「住吉大社」とされ、

摂津国一之宮として高い社格を有し崇められていた。この住吉海神（底筒男・中筒男・

表筒男）が神功皇后の新羅遠征において大活躍した。瀬戸内海の大三島に大山祇神社が

鎮座する。「伊予国風土記」によれば、祭神の別名を“和多志之神”といい、百済から摂津

の御島に渡ってきたのを伊予の国に遷座したのだという。これらのことは、宗像海神族

や住吉海神族がオオヤマツミ系であることを語っているといえないだろうか。 

 

 このように推論を進めてくると、天武天皇の志向した皇親政治の姿が少し見えてこな

いだろうか。自身は大和にあり、九州はオオヤマツミ系の勢力が残る北九州に複都を築

き、東国はオオヤマツミ系の諏訪軍神が勢力を張る信濃の諏訪に複都を築いて、その中

央集権体制を盤石なものにしようとしたのである。 

 では、何ゆえにオオヤマツミ系であったのかという疑問の答えが次に用意されなくて

はならない。その答えは天武天皇がオオヤマツミ系であったということでなくてはなら

ないのだが、記紀にそのような記述が残されることは考えられない。何故なら、後に論

ずるのだが記紀は天武天皇が描こうとした皇統譜を大きく覆した皇統譜を作り上げた

からである。 

 従ってここは極く極く細い糸を手繰り寄せるしか手がないのである。天武天皇と宗形

徳善の娘・尼子姫との子、高市皇子が壬申の乱において近江大津京を脱出して天武天皇

に合流、美濃国不破で軍事の全権を委ねられ活躍した。その後持統天皇の太政大臣とし

てこれを支える。又、高市皇子の長男である長屋王も、皇親勢力の巨頭として政界の重

鎮となっている。 



 この宗形徳善は、飛鳥時代の福岡県宗像地方の豪族であったとされるのだが、父母を

はじめ詳細が不詳である。しかしながら、宗形徳善の姫を天武天皇が嬪に迎えたとすれ

ば、そしてそれが本当だったとすれば、天武天皇が宗像海神族（オオヤマツミ系）と地

縁か血縁があったと考えなくてはならない。そして、それが畏れ多くも天皇の嬪である

ならば、それは血縁と考えるべきではないだろうか。 

 このことを更に深読みするならば、記紀では天智天皇の鸕野讃良皇女（後の持統天皇）

を天武天皇の皇后とするのであるが果たしてどうであったか。後の高市皇子や長屋王の

重用を鑑みると、尼子姫こそ正室であったのではないかという観点も必要ではないかと

思われてくるのである。 

 

第四章 天武天皇と藤原不比等 
 

 前章においては記紀編纂の背景について論じてきたが、本章においてはいよいよ記紀

編纂がどのように進められたかということについて記述していきたい。 

 

 「古事記」はその序によれば、天武天皇（第４０代 ６７３年～６８６年）の命によ

り「帝紀」や「旧辞」を稗田阿礼に誦み習わせた。そして、元明天皇（第４３代 ７０

７年～７１５年）の時代に太安万侶が編纂し、和銅５年（７１２年）に元明天皇に献上

したとされている。一方、「日本書紀」は、６８１年に天武天皇から勅命が下されて、

編纂に４０年を要し、７２０年に完成したとされている。 

 この両書、ほぼ同じ時期に編纂され内容も大筋同じような内容であることから、先に

完成した「古事記」は偽書ではないかという説があるくらい、疑問が多い。どのように

考えても両書が同時に編纂されていたとは思えないのである。 

 そこで考えられるのは、「原古事記」とでも言うべき物が天武天皇の時代に既に完成

しており、その後改ざんの手が加えられて、「古事記」を完成させた。又、「日本書紀」

は、天武天皇の崩御後に藤原不比等によって編纂が始められたと考えることによって両

書編纂の疑問が解消されるのである。 

 畏れ多くも天皇家が編纂した「原古事記」を改ざんするには理由が必要であった。そ

こで編纂が始められたのが「日本書紀」だった。そして、「日本書紀」の記述に合わせ

る形で「原古事記」に修正が加えられたのである。 

 

イ）  建御名方神（タケミナカタ）の復権 

 建御名方神は「古事記」の国譲りの段に登場する。「古事記」の記述では、オオクニ

ヌシの子として国譲りに反対し、建御雷之男神（タケミカヅチ）との闘いに敗れ、諏訪

の地に蟄居させられるのであった。しかしながら、これらの記述は史実ではなかった。

建御名方神は、大歳尊の版図拡大に呼応して宗像海神族の軍事力を背景に日本海側から

諏訪に入りこの地に拠点を築き、東国（＝関東）を窺っていたのだった。 



 又、建御名方神は「日本書紀」にその名をみせない。それは何故なのだろうか。国譲

りは神話として描かれるのであるが、大きなできごととして扱われている。そこにも建

御名方神が登場しないのは一体どういうことなのだろうか。 

 その答えは大歳尊にあるものと考える。大歳尊はオオヤマツミの娘の神大市比売とス

サノオの子である。大歳尊は北九州を制覇して地盤を築いた後瀬戸内海を上り、畿内に

入りニギハヤヒと名乗り大和の支配者ナガスネヒコの妹を妻とし、「大和国」を建国し

たのだった。そして、この「大和国」にイワレヒコが婿入りし初代神武天皇となるので

ある。 

 これが史実であるならば、初代天皇は大歳尊ということになる。天武天皇の志向した

皇統譜はそういうことだったのではないだろうか。しかしながら、これを認めたくない

藤原氏によって史実は書き換えられてしまった。九州から瀬戸内海を上って畿内を目指

したのはイワレヒコにしてしまった。そして、ナガスネヒコの抵抗に合ったため紀ノ国

から大和を目指しこれを制覇する物語にしたのである。 

 

 では、藤原氏は何故に大歳尊を初代とする皇統譜を嫌ったかという問題になる。その

答えはオオヤマツミ系の皇統譜にしたくなかったということになる。では、何故オオヤ

マツミ系の皇統譜にしたくなかったのか。それは、既述のように天武天皇がオオヤマツ

ミ系の出自だからではないだろうか。記紀では天智天皇と天武天皇は舒明天皇と皇極天

皇（斉明天皇）の子であり兄弟ということになっている。しかしながら、この関係に異

議を唱える諸説も提出されている。若し、天智天皇と天武天皇が兄弟でなく、天武天皇

がオオヤマツミ系だとしたらどういうことになるのであろうか。 

 天武天皇は既述のように複都計画を詔した。その複都の候補地は難波と信濃であった。

この難波は畿内の難波のことなのだろうか。古代難波は北九州の博多界隈もそのように

言われていた。そして、それはオオヤマツミ系の豪族の取り仕切る九州王朝だったので

はないだろうか。一方、信濃の候補地の諏訪もオオヤマツミ系の建御名方神の後裔が取

り仕切る地だった。天武天皇は自身の唱えた皇親政治を盤石なものにするために、同系

の地に複都を構えようとしたのではないだろうか。そのように考えることで複都の場所

の意味も明確になるのである。 

 

 ここまで記述してくると、建御名方神が記紀の記述に疎んじられた意味も明らかとな

ってくる。建御名方神は大歳尊と並んで、オオヤマツミ系の英雄だった。日本海側から

東征し、諏訪の地に確固とした地盤を築いたのだった。しかしながら、このことは藤原

氏に疎んじられた。「古事記」の国譲りでは敗戦の将に貶められ、「日本書紀」にはその

名すら登場させてもらえなかったのである。 

 そして、天武天皇が崩御するや諏訪遷都計画は藤原氏によって頓挫させられ、殆ど痕

跡が残らないように消し去られてしまったのである。 

 

ロ） 崇神天皇の祀った神 



崇神天皇（第１０代）は開化天皇（第９代）を受けて即位し、磯城瑞籬宮（奈良県桜

井市に推定されている）に皇居を構えた。皇后は、開化天皇の兄（大彦命）の子の御間

城姫となっている。和風諡号は御間城入彦五十瓊殖天皇であり、御間城姫に入り婿した

のではないかとも言われるが、即位の経緯などは明らかではない。 

 崇神５年、疫病が流行して多くの人々が亡くなった。そこで、祭祀で疫病を収めよう

とした天皇は翌年に天照大神と倭大国魂神を宮中の外に出すことにしたのである。そし

て、天照大神は豊鍬入姫命（崇神天皇の皇女）に託して檜原神社（奈良県桜井市、大神

神社摂社）に祀らせた。倭大国魂神は淳名城入媛命（崇神天皇の皇女）に託して長岡岬

に祀らせた。しかしながら、淳名城入媛は身体が痩せ細り倭大国魂神を祀ることができ

なかった。 

 即位７年、倭迹迹日百襲姫命（孝霊天皇の皇女）に大物主神が乗り移り、自分を祀る

よう託宣する。“災いは私の意である。私を我が子の大田田根子に祀らせれば災いは鎮

まる”。そこでお告げに従い、大物主神の祭主を大田田根子にして三輪山（大神神社）に

祀り、倭大国魂神の祭主を市磯長尾市にして大和神社に祀った。すると、疫病は終息し

五穀豊穣となったのである。 

 

さて、問題は本章冒頭で記述したように、「日本書紀」編纂によって天武天皇が志向

した「古事記」の内容が藤原氏によって都合よく作り替えられてしまったことである。

では、崇神紀について天武天皇が志向した内容がどのように作り替えられたのだろうか。 

 

 上記に著された崇神紀は文面の内容はそれとして理解できるのであるが、史実に置き

換えた時に何が起こっていたのかということが皆目分からない。それを理解するには、

先ずは天武天皇がどのような皇統譜を築こうとしていたかを推定することである。既述

のように天武天皇がオオヤマツミ系だとすれば、築こうとしていた皇統譜はオオヤマツ

ミ系で纏めようとしていたのではないかということが推論されるのである。そして、そ

の主軸に据えられるのは神功皇后であったものと考えられる。 

 神功皇后は、記紀の記述から類推できるように朝鮮半島から日本列島を初めて纏めた

のだった。又、仲哀天皇の皇后と描かれるのであるが、それは記紀の改ざんであって、

史実はオオヤマツミ系の北九州王朝の大王であったろう。従って、神功皇后こそ“ハツ

クニシラススメラミコト”に位置付けようとしたのではないだろうか。そして、その前

史に日本列島を纏めたオオヤマツミ系の大歳尊が居た。大歳尊は北九州を出て瀬戸内海

を制し、大和に入りニギハヤヒと名乗り「大和国」を建国したのだった。その弟と思わ

れる建御名方神は日本海側を上り、諏訪の地に地盤を築いたのだった。こうしたオオヤ

マツミ系の古代建国史こそ天武天皇の描こうとした皇統譜だったのではないだろうか。 

 

 しかしながら、天武天皇は「古事記」改ざんや「日本書紀」の完成をみる前に崩御す

る。これらによって歴史を大きく作り替えてしまったのが藤原氏だったのである。 



 先ずは天照大神を祖神と位置づけ、初代を神武天皇とする皇統譜を構想した。そして、

続く八代を曖昧なものにして、“ハツクニシラススメラミコト”として第１０代に崇神天

皇を据えたのである。しかしながら、崇神天皇は徐福系のためその出自を明らかにする

ことができなかった。この頃の勢力図は徐福系の卑弥呼（南九州朝）、オオヤマツミ系

（北九州朝）、大国主命（出雲朝）、大和朝（奈良）が主力であったはずである。そして、

卑弥呼をバックとする崇神が大国主命（出雲）を征討して大和において覇権を確立した

とすれば、崇神紀に記述される事柄は史実を大きく外してはいないかと思われる様相で

ある。 

しかしながら、問題は卑弥呼を消してしまったことである。天照大神や倭大国魂神を

皇室から出したとすれば、その代わりに皇室に祀られるべきは卑弥呼しかいないはずで

ある。しかしながら、皇室に祀られた神については記述がない。では、その理由は何だ

ったのかという問題が次に検討されなくてはならない。 

 

記紀の編纂方針として基本に据えられたのが、大和国は中国の冊封体制の下にはなか

ったということが言われている。だから、初代神武天皇は前６６０年に即位したことに

された。このことの意味するのは、弥生時代を形成した中国などからの渡来人以前から

の、皇統譜を示すということであったろう。この論理からすれば、崇神天皇が徐福系の

卑弥呼の流れを汲む者であることは許されることではない。ここに記紀に記述において

卑弥呼を消す根本の理由があったのではないだろうか。 

 そして又、７１０年に完成したとされる平城京に、藤原氏が建てた春日大社も多くの

ことを語っている。春日大社には祭神として鹿島神（藤原氏の守護神・武甕槌命）、香

取神（同・経津主命）、天児屋根命（藤原氏の祖伸・河内枚岡神）、比売神（同・天児屋

根命の妻）が祀られている。これらの祭神の構成から藤原氏が主張せんとしたことが浮

かび上がってくる。即ち、記紀に記述される「天孫降臨」に活躍した神や「国譲り」で

活躍した神々が藤原家の祖神であることを宣言しているのである。このことは、藤原家

が皇統譜に連なる家柄ではないものの、古えより、皇室を支える重臣の家柄であったこ

とを主張しているのである。 

 そして、天照大神を皇祖伸に据えた。これは、“オオヤマツミ系”に代わる神として天

照大神しかいなかったということであろう。しかしながら、天照大神を祖伸とする万世

一系の皇統譜を作りながら、崇神時にはこれを皇室から外に出してしまうのである。そ

うはしてみたところで、天照大神の代わりに据える神が卑弥呼以外には見つからない。

卑弥呼にするわけにはいかない。そこで止む無く、垂仁紀において伊勢神宮に祀ること

したのである。 

 

 終章 神功皇后が台与か 

 



 第４章の記述で分かるように、崇神紀垂仁紀においてその記述が迷走している。一つ

は宮殿に祀っていた天照大神を一旦宮殿から出して、最終的には伊勢神宮に祀っている

こと。二つは倭大国魂大神も宮殿から出して、大物主を三輪山に祀っていることである。 

 これらの背景に“出雲の祟り”があったことは文面から読み取れるのであるが、その実

態というものが記述されないので理解ができないのである。この実態が記述されない、

或いは実態を記述できなかったということにこそ史実が隠されているのではないだろ

うか。 

 

 魏志倭人伝の記述では、卑弥呼が亡くなった後、男王を立てたが国中服さず、更に戦

いが続く。そこで、卑弥呼の宗女台与（１３歳）を立てて王としたら国中が遂に定まっ

た。その後、台与は台（魏の官庁）に詣り貢物を献上している。 

 又、６２９年に成立したとされる「梁書」には、卑弥呼の宗女台与が王となり、その

後男王が立ち、西晋の王朝に２６６年に朝貢し、共に中国の爵位を受けたという記事が

ある。 

 そして、「日本書紀」神功紀６６年の条には、引用として２６６年に倭女王が晋の武

帝に貢献したということが記述されている。 

 

 これだけはっきりと書面に記述されているのであるから、これらのことは史実として

認定してもよいものと考えられる。しかしながら、これらのことは記紀の記述には著さ

れないのである。どういうことか。それは記紀のスタンスが大和朝の皇統譜の記述であ

るという建前からということであろう。 

 そうだとすると、邪馬台国女王・卑弥呼と倭女王・台与は九州朝のこととなってくる

のである。結論を先に言えば、台与とは神功皇后であり、男王とは武内宿禰ということ

になる。先に記述のように天武天皇が描こうとした皇統譜は、“ハツクニシラススメラ

ミコト”に神功皇后を据えることだった。そして、神功皇后が台与だったとすれば、諸々

のことに筋が通ってくる。以降の記述で順次検討していきたい。 

 

イ） 崇神朝時代の疫病の蔓延は九州で起こったこと 

先ず最初に確認しておきたいことは、崇神朝時代に国内で蔓延した疫病は九州で起

っ 

たということである。このことについては第２章で論じたとおりであり、卑弥呼の共立

で一旦は収まったようである。しかしながら、卑弥呼が亡くなった後、男王を立てたの

だが国中は収まらなかった。つまりは再度の疫病の流行が発生してしまったということ

であろう。そこで１３歳の台与を立てて漸く収まるのである。この１３歳の台与の擁立

というのも、卑弥呼の共立と同様軍事力を背景としたものではなく、祈祷に頼ったとい

うことであろう。１３歳という年齢と宗女ということがそのことを示している。 

 

ロ） 出雲の祟りとは何か 



 出雲を中心に山陰地区ではこの頃（２００年前後）、四隅突出型墳丘墓が盛んに築造

されていた。これは他地区とは異なる宗教観が存在していたことを示している。そして、

古墳時代（３世紀半ば頃から７世紀頃）に入ると突然のようにこの四隅突出型墳丘墓は

出雲地区で築造されなくなっていくのである。 

 この出雲における四隅突出型墳丘墓が盛んに築造された時期は卑弥呼の時代と同時

代である。このことから、出雲朝こそ魏志倭人伝に記述される狗奴国のことであろうと

既述した。ところが、出雲では古墳時代に入ると突然のように四隅突出型墳丘墓が築造

されなくなる。このことは、出雲朝が別王朝に倒壊されたことを示していると言えない

だろうか。それも相当酷いやり方だったのだろう。だから崇神朝に至り出雲の祟り（疫

病の蔓延）が発生するのだった。 

 この出雲朝を倒壊させたのは１３歳の台与ではないだろう。少女の祈りで一大王朝を

倒壊などできる訳がない。とすれば、それは、台与を支えた次に立つ男王であったとい

うことになる。 

 

ハ） 神功皇后は台与か 

さて神功皇后であるが、記紀の記述では畿内を発って日本海経由で豊浦津に至り筑 

紫の香椎宮を建てる。夫の仲哀天皇は紀ノ國を発って瀬戸内海経由で豊浦津にて合流す

るのだが、この天皇の西征ということが史実とは考えにくい。特にこの頃は疫病が流行

していた地であり、そのようは所に天皇が赴くはずがないのである。基本的には、新し

い田畑を求めて、九州の疫病を逃れて東に向かうということであったはずである。 

 とすれば、神功皇后は九州に居していたとしなければならない。そして、神功皇后が

香椎宮遷都を目指したというのは、皇后の援軍が集合してきた経路と考えた方が自然な

のである。卑弥呼は既に亡くなっていたのであるから、この頃の九州の大物は台与しか

いないのであり、神功皇后＝台与説が濃厚となってくる。 

 では、神功皇后は卑弥呼の宗女であったのか。卑弥呼の時代、卑弥呼の楼閣のあった

場所はともかくとして、香椎宮は伊都国にあったろう。そして、伊都国には一大卒が設

置されており、卑弥呼女王国でも重要な拠点であり国でもあった。そして、神功皇后が

伊都国の姫だったとすれば、それは卑弥呼女王国にとっては宗女と名乗ってもそれほど

不自然なことではないのではなかろうか。 

 

ニ） 武内宿禰は誰か 

次に解決しなくてはならないのが武内宿禰とは誰かという問題である。彼こそ、「梁 

書」に記述されるところの、２６６年に晋に朝貢し台与と共に爵位をいただいた男王と

いうことになる。 

 神功皇后は卑弥呼の宗女なのであり、祈祷をもって世の中を治めたのであり、記紀に

描かれる神功皇后の治績は台与の行ったこととは考えられないのである。それは、台与

を助けた忠臣武内宿禰の治績としなければならないのである。そして、神功皇后を大王



とするならば、それを継ぐ男王である武内宿禰もまた大王と位置づけなければならない

のではないだろうか。 

 

ホ） 卑弥呼の墓の場所 

 卑弥呼の墓の場所を推論するにあたって、宇佐神宮のことを置いては語れないであろ

う。宇佐神宮は多くを説明するまでもないとは思うが、大分県宇佐市に鎮座する豊前国

一之宮であった。現在祭神として祀られているのは八幡大神（応神天皇）、比売大神（宗

像三女神）、神功皇后の三柱である。 

 この宇佐神宮、「八幡宇佐託宣集」によれば大分八幡宮（福岡県飯塚市）が本宮と言

われる。又、大分八幡宮は筥崎宮（福岡県福岡市）の元宮とも言われる。これらの伝承

が示すことは、宇佐神宮の本貫地が北九州地区から宇佐地区に移ってきたことを言って

いるのであろう。そして、それはどうも神功皇后（台与）と関係するのではないかとい

うことが伺われるのである。 

 

 どういうことであったのか。それは神功皇后が伊都国を離れ、宇佐に遷都したのでは

ないかと考えることである。疫病が流行する北九州を逃れるということが一つの目的で

あり、もう一つ考えなくてはならなかったのが卑弥呼の墓を造ることだった。 

 宇佐の地は天照大神を仰ぐ勢力が残る地であり、この地を席巻することで九州地域を

纏めようとしたのであろう。そして、旧来の勢力を京都の丹後地方に追いやるのである。

このことを記紀は天照大神を宮殿から出したと既述したのであろう。実は豊後と丹後に

は多くの地名が一致することが研究されており、このこともこの推論を後押しするので

ある。この辺りのことは、澤田洋太郎氏の著「ヤマト国家成立の秘密」に詳しいのでご

参照願いたい。 

 一方、神功皇后（実務は武内宿禰）は倭大国魂大神をも追い出すのであるが、こちら

は大国主出雲を倒壊させたことを言っているのであろう。記紀の記述では、オオクニヌ

シの国造りの段において少彦名命が常世国に去った後、大物主が現われて大和の御諸山

（三輪山）に祀れと託宣するのだが、このことがそれらのことを物語っているものと考

えられるのである。 

 

 さて、神功皇后（台与）の一番の課題は卑弥呼の墓を築造することだった。その場所

はそれまで天照大神を祀っていた場所、即ちそれまでの宇佐神宮ということになる。そ

して、それは宇佐神宮の上宮が鎮座する亀山ということになる。卑弥呼の墓＝宇佐神宮・

亀山説については、全国邪馬台国連絡協議会前会長の鷲崎弘朋氏が NET に「邪馬台国

の位置と日本国家の起源」という論文を掲載されており、そちらに詳しいのでご参照い

ただきたい。 

 

 これまでの論述により、魏志倭人伝に記述される台与とは、記紀に記述されるところ

の神功皇后であることが推論された。又、台与が築造したであろう卑弥呼の墓の場所も



推論できた。更には邪馬台国の場所についても、疫病の流行から倭国大乱の記述を通じ

て九州地区が濃厚であり、祈祷士・卑弥呼の原像から卑弥呼は方士・徐福の後ではない

かということも推論された。 

 これらのことは、おそらく天武天皇が「原古事記」において著したかったことではな

いかと考えられるのであるが、それらは藤原不比等によって修正が加えられ、崇神朝・

垂仁朝の治績に置き換えられてしまったのだということを指摘して本稿を終わりたい。 

                                   了 

  

  


