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ABSTRACT 

A dynasty change theory is a theory to assume the intermittent continuation of the Imperial line and the 
change of plural dynasties in Burial Mound age in Japan.The opinion of Yu Mizuno is Sujin dynasty (Miwa 
dynasty) (Iri dynasty), Ojin dynasty (Kawachi dynasty) (Wake dynasty) and a succession to the throne dynasty 
about a dynasty (Oomi dynasty). The opinion of Hidehiro Okada has an opinion of a Japan theory, dynasty 
change theory, the founding of a country of Japan. The opinion of Kenzaburo Torigoe has a Katsuragi dynasty 
theory. 
The researcher who calls "Kawachi dynasty" is Hidehiro Okada of the Orient historian, Yoshinobu Tsukaguchi 

of the scholar of Japanese history.  The researcher of the Nanba dynasty is Tokutaro Yamane of the 
archeologist. The theory by Hidehiro Okada is to the Emperor Jinmu-Emperor Ojin saying to "the Japanese 
Chronicle of Japan". The reason assumes it the imaginary existence by circumstances of the current 
administration where I gave an order for editing of "the Japanese Chronicle of Japan". Thus, to each 
generation Emperor of "the Japanese Chronicle of Japan", it may be said that it is the Emperor Nintoku to be 
certain. 

Five King of Japan written to "the Soong book" of "Soong Era" in 5th century in China is a child and 
grandchildren of the Emperor Nintoku in " Kawachi Heian period". A child of the Emperor Nintoku is three 
people of Emperor Richu, Emperor Hanzei and Emperor Ingyou. The child of the Emperor Ingyō is Emperor 
Anko and Emperor Yuryaku. Thus, in "Kawachi dynasty" corresponding to a five king of this Japan, 
international negotiations are accepted. In the Emperor Yūryaku era of the fifth century, there is the 
inscription of an iron sword of Inari-yama-kohun (Saitama) and the dirk of Etahuna-yama-kohun 

(Kumamoto). Furthermore, letter called "Ookimi" and "Ame-no-shita-shiro-shimesu" is quoted in Gwanggaeto 
Stele of Goguryeo. Thus, I show that the Emperor of this time ruled the world. 

The main subject considered an origin of the Kawachi area of the ancient " Kawachi dynasty" times and 
future tourism development. The contents are activity of "Kawachi dynasty" of the Burial Mound age and 
international relations of neighboring countries. As an inflection example of the sightseeing, the consideration 
of the tourism development is intellectual discovery, infrastructure maintenance and neighboring environment. 
The strategic program of the sightseeing practice is evolution of an external factor, an internal factor, the 
viewpoint of the external factor and the internal factor. 
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Keywords：Kawachi Dynasty, Activity of the 15-26 Emperor, Kawachi Area, Origin, Tourism Development   
［洞窟環境 NET 学会 紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.4 (2013),  xx-xxpp］ 
 



2 

 

目次 

1.はじめに 

2.河内王朝論 

2-1.考古学からみた河内王朝論(白石太一郎講演要旨)    2-2.河内王朝論を考える（上田正昭講演要旨) 

3.河内王朝時代の北東アジアとの関係 

3-1.三世紀の北東アジアとの関係        

4.河内王朝、天皇由来と国際関係（新羅・高句麗・百済と中国） 

4-1.第 15 代応神天皇、4-2.第 16 代仁徳天皇、4-3.第 17 代履中天皇、4-4.第 18 代反正天皇、4-5 第 19 代允恭天皇、4-6.第 20 代安康

天皇、4-7.第 21 代雄略天皇、4-8.第 22 代清寧天皇、4-9.第 23 代顕宗天皇、4-10.第 24 代仁賢天皇、4-11.第 25 代武烈天皇、4-12.第

26 代継体天皇、4-13.河内王朝と新羅・高句麗・百済と中国との関係、4-14. 第 15 代～26 代天皇の統計分析 

5.仏教伝来 

5-1.仏教伝来年の 2 説について  5-2.仏教はいつ日本に入ってきたか?     5-3.仏教は飛鳥から広まったか? 

6.河内地域の観光開発 

６-1.河内王朝の観光資源の活用 事例、  ６-2. 河内王朝陵 の実践戦略 、  ６-3. 河内王朝陵 を 目立たせる方案  

７.おわりに  

別表 1. 河内王朝の 15 代（270 年）～18 代（410 年）天皇御陵の規模 

別表 2. 河内王朝の 19 代（412 年）～22 代（484 年）天皇御陵の規模 

別表 3. 河内王朝の 23 代（485 年）～26 代（531 年）天皇御陵の規模 

別表 4. 河内王朝の 15 代～26 代天皇に関する統計資料 

別表 5. 今から 1400～200 年前、百済時代の出来事と日本との関係  

別表 6. 古墳・飛鳥・奈良時代と北東アジアの国際関係の謎         参考文献 

1.はじめに 

河内王朝は、四世紀の後半に成立した王朝である。本拠地は、現在の大阪市にある上町台地であるとされ、日本の前身

である倭国の有力氏族の本拠もこの地域に点在している。この王朝の痕跡は、河内地域に分布する巨大な前方後円墳であ

る。河内王朝については、日本書紀にある記載を含め諸説あるが、本稿では、西暦 270 年から 531 年の第 15 代応神天皇か

ら第 26 代継体天皇までを整理してその歴史的背景と共に考察した。 

 

系図 1-1 河内王国の天皇系図 
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それぞれの天皇の経歴と陵墓の他、新羅・高句麗・百済・中国といったアジア地域との国際関係についても論考している。

本稿では河内王朝の天皇として、第 15 代応神天皇（270-310）、第 16 代仁徳天皇（313-399）、第 17 代履中天皇（400-405）、

第 18 代反正天皇（406-410）、第 19 代允恭天皇（412-453）、第 20 代安康天皇（454-456）、第 21 代雄略天皇（456-479）、

第 22代清寧天皇（480-484）、第 23代第顕宗天皇（485-487）、第 24代仁賢天皇（488-498）、第 25代武烈天皇（489-507）、

第 26 代継体天皇（507-531）を定義している。河内王朝説を提起する東洋史学者の岡田英弘によると、歴史上で存在したこ

とが確かな天皇は仁徳天皇からであるとして、この王統を河内王朝と称している(系図 1-2)。 

 

 

河内王朝の強い政治勢力は、巨大な古墳群から想定することができる。円形と方形の墳丘を組み合わせた日本独自の前

方後円墳は、圧倒的な存在感があり、強大な王権を誇示することに利用されたであろうことは間違いない。中でも大阪府堺

市にある仁徳天皇陵古墳（大仙古墳）は、墓域面積が世界最大規模である。エジプトのクフ王ピラミッド、中国の始皇帝陵と

並ぶ規模であり、世界 3 大墳墓のひとつと言われている。 

仁徳天皇陵古墳は、周囲の古墳と共に百舌鳥古墳群と呼ばれ、大阪府が世界遺産への登録を目指している。これは、大

阪府と堺市、羽曳野市、藤井寺市が一体となって推進している「百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進事業」で、平成

22年 11月にユネスコ世界遺産暫定リストに入っている。世界遺産に登録されれば、河内地域は大きな観光地となるが、観光

資源を有効に活用するためには官民一体となって観光開発を行う必要があるだろう。本稿後半では、この方法論について整

理し提言を行っている。 

 

2.河内王朝論 

 河内王朝論は、戦後に提唱された歴史解釈である。四世紀後半から河内（大阪府）にある勢力が大きな力を持ち政治的

な拠点を築いたとされる。大和（奈良県）にある王朝勢力が河内に進出したという説の他、大和に替わって河内勢力が政治

的中心になったという説、大和と河内で協力しながら政治を行ったという説など様々あるが、強大な王権が河内の地にあった

ことは間違いないだろう。その根拠となるのは、河内地域に点在する巨大な前方後円墳である。王や有力者の墓である前方

後円墳は、円形と方形の墳丘を組み合わせた日本独自の形状で、規模は巨大であることが特徴である。特に、日本の王で

ある天皇の陵墓は巨大なものが多い。四世紀までは、巨大なものは大和に築かれていたが、五世紀からは河内に築かれる

ようになった。 

 

系図 1-2.河内王国の仁徳天皇系図（16 代 313 年～25 代 507 年=194 年） 
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このような巨大古墳は、権力を誇示する象徴として利用されたはずであり、この周辺に当時の優勢な王権の拠点が存在し

たことは、日本の歴史を考察する上で重要な視点であると言える。 

 

 大阪府立近つ飛鳥博物館では、平成 24年度「出かける博物館」事業として、上田正昭氏（京都大学名誉教授）と白石太一

郎氏（大阪府立近つ飛鳥博物館館長）の講演会「河内王朝論をめぐって」を大阪市内で開催した。開催日時は、平成24年9

月 9 日（日曜日）で、 会場はりそな銀行大阪本店地下講堂（大阪市中央区備後町 2－2－1）で行われた。講演は、 上田正

昭氏の『河内王朝論を考える』と、白石太一郎氏の『考古学からみた河内王朝論』である。世界文化遺産登録を目指す「百

舌鳥・古市古墳群」に関連する講演会を開催し、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を目指す意義や、古代史におけ

る大阪の重要性を広く知ってもらうことが目的である。 

 

2-1.考古学からみた河内王朝論(白石太一郎講演要旨の中 良紀記録)   

この論題は大阪府立近つ博物館館長 白石太一郎氏「考古学からみた河内王朝論」の要点（中 良紀記録）である。はじ

めに上記した世界遺産申請中の百舌鳥古墳群（堺市）（図 2-1）と古市古墳群（羽曳野・藤井寺市）（図 2-2）の説明があった。

大和古王朝時代には大和三輪山の箸墓古墳等の大和・柳本古墳群や奈良北部の佐紀古墳群が出来、その後河内に巨大

な古墳群が次々と築造された。大和古王朝では古墳祭祈を重点として造営されたが、河内王朝では河内の開発で豊かにな

り大王の権力が大きくなったことを現すモニュメント的な意味合いが増し、古墳は巨大化していった。この古墳は、４世紀の日

本と朝鮮半島に深い関係があった（図 2-3）。 

 

   

図 2-1.百舌鳥古墳群（堺市） 図 2-2.古市古墳群（羽曳野・藤井寺市） 図 2-3. ４世紀の日本と朝鮮半島 

 

墳墓全長 350ｍをこす大型の応神天皇陵や履中天皇陵が造営されたが、仁徳天皇陵は墳墓全長 486ｍの世界最大の前

方後円墳で秦の始皇帝の古墳より大きい。大林組の試算では延べ 680 万人 15 年の歳月を要したとある。 

なおこの時代の河内は大阪平野に大きな河内湖があり淀川以南の上町台地や河内湖から和泉地方までの大きな地域を

さす。モニュメントとしての必要性は九州吉備地方等国内へのアッピールだけでなく、中国・朝鮮半島等国外に威信を示す

ためでもあった。応神天皇の時代以降河内王朝時代には九州 吉備地方 朝鮮半島 中国との関わりが多くなり河内は政

治交易の中心地としての役割を増していった時代である。そして百済より七支刀を贈られたりして多くの渡来人がやってきた

時代であった。 

河内に王朝があった証しとしての話があった。天皇が執り行われる新嘗祭の前に行われる相嘗祭が河内の枚岡社、恩智

社、弓削社で執り行われた。また、農地の運営や管理を行う屯倉が河内地方で増大していったことは河内王朝も存在を示す

ものである。但し、河内王朝は常に大和との連携を維持しながら両地区を総合的に治めていったのである。なお仁徳天皇が

難波高津宮に王宮を営んでいたことはその建物跡が調査発見されており大王の本拠が広義河内にあったことは確かであ
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る。 

 

2-2.河内王朝論を考える（上田正昭講演要旨の中 良紀記録)   

京都大学名誉教授上田正昭氏の講演内容の要旨は下記のとおり（中 

良紀記録）である。 

①大和三輪山の王権の天皇の和風名は、そこにはいるということで「い

り 入り｣という文字が入る名前がつけられた。一方河内王朝の天皇の

和風名には「わけ 別」という文字が入る名前がつけられた。これは以

前と違う 前とわけるという意味から名すけられたと考えられる。 

②すでに述べられたとおり河内の天皇陵古墳の大きさは大和より巨大

化され大きさが違うことより、王朝が河内に移ったことを現している。 

③5 世紀半ば過ぎの雄略天皇時代の稲荷山古墳(埼玉県)の鉄剣の銘

文、江田船山古墳(熊本県)の大刀の銘文及び 5 世紀初めの高句麗好

太王の碑文のこれらには｢大王｣と｢治天下｣という文字が引用されており、

この時代の天皇が天下を治めたことを現している。 

④5 世紀の中国の宋の時代の史書｢宋書｣に書かれている倭の五王は、

河内王朝時代の仁徳天皇の子供の履中天皇、反正天皇、允恭天皇、

この允恭天皇の子供の安康天皇、雄略天皇がこの倭の五王に対応す

るもので河内王朝は国際的な交渉もおこなったことがわかる。 

⑤王権と言う時は内廷(宮廷で祭りごとをおこなうこと)であり、王朝と言う

時は内廷に加えて外廷（朝廷で政務をおこなうこと）まで行なわれた時

に使う。大和三輪山の時代は王権であり河内の時代は王朝であった。 

 好太王碑は、高句麗 の第 19 代 好太王 （広開土王：在位 391～412 年）の業績を 

称えた石碑 である。広開土王碑（こうかいどおうひ）とも言われ、付近には陵墓と見られる将軍塚・大王陵があり、合わせて広

開土王陵碑も言われる。没した翌年（413 年）に、子の長寿王（413～491 年）が建てた。この陵碑の複製である高句麗・広開

土王碑は写真 2-1 のように大阪経済法科大学にて聳えている。 

写真 2-2 は写真 2-1 の碑文を拡大したものである。写真 2-3 は写真 2-1 の碑文に倭の漢字がある。写真 2-4は同

大学の要約文である。約 1800 字の碑文には「倭」に字が 10 余所に見られる。 

高句麗 は、長寿王 15 年（427 年）に平上壤へ遷都した。倭との交戦も百済への南征に伴ったものである。 

 

   
写真 2-2.写真 2-1の碑文を拡大 写真 2-3. 碑文を拡大 写真 2-4. 碑文の倭の数 

 

3. 河内王朝時代の北東アジアとの関係 

3-1.三世紀の北東アジアとの関係  

 

写真 2-1.好太王 （広開土王陵）碑 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8F%A5%E9%BA%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%BD%E5%A4%AA%E7%8E%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%A2%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8F%A5%E9%BA%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%BD%E5%A4%AA%E7%8E%8B
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黎明期、第 14 代仲哀（ちゅうあい）天皇在位 192～200 年間。神功皇后在位は 200～270 年、仲哀天皇の皇后。姫島では

新羅皇子である「天日矛」の妻である阿迦留姫（あかるひめ）との伝説がある。花川・御幣島・佃には、三韓出征および凱旋

時の伝説。ここで、三韓とは古代の南朝鮮の称。群小国の分立状態が続いた馬韓(ばかん)、辰韓(しんかん)、弁韓(べんか

ん)（弁辰）の総称である。馬韓(ばかん)は BC37 年高句麗(こうくり)に、BC18 年百済(くだら)に、辰韓(しんかん)は BC57 年新

羅(しらぎ)に、弁韓(べんかん)は AD42 年駕洛国に降る（地図 3-1）。 
  

神功皇后は大三輪（おおみわ）の神に剣と矛を奉り、諸国に命令して兵

と船を集め筑紫（ちくし）で兵を整えた。皇后は男装し神に戦勝を祈って船

団を組み、住吉大神（大阪市住吉区住吉）の荒御魂（あらみたま）を召して

先鋒とした。 

黎明期、第 14代神功（じんぐう）皇后在位（200-270年）の時代。天皇の

急死（仲哀 9 年（200）年）後、住吉大神の神託により、お腹に子供（のちの

応神天皇）を宿したまま海を渡った。その時、神功皇后は何もしないのに、

海の魚たちは船団を背負って運び、順風が吹き、浪は新羅の半ばまで押

しあがり、朝鮮半島に上陸して新羅の国を攻めた。すなわち、新羅征討で

ある。邪馬台国女王の卑弥呼。魏に遺使。女王卑弥呼は大夫難升米らを

遣わし、魏に入貢した。明帝は卑弥呼に金印紫綬を授け、さらに銅鏡 100

枚を下賜品として与えたという。この「卑弥呼の鏡」が現在三角縁神獣鏡

(さんかくぶちしんじゅうきょう)と呼ばれている。古墳時代、第 15 代応神

（おうじん）天皇在位 270～310 年は、仲哀天皇と神功（じんぐう）皇后の子

である。倭の五王の最後の天皇と思われる雄略天皇の時代には大和から

河内に拠点を置く伝統のある物部氏と新興豪族の大伴氏を大連に重用し

組織的な政治で拡大発展していった。 

この二代あとの継体天皇は樟葉の宮で政務を一時とったことがある。こ

の時期朝鮮半島では日本と関係の深い加耶国が新羅に攻められたため、これを助けようと軍を派遣したが九州で磐井氏の

反乱にあいこれを討つため物部氏と大伴氏を派遣しこれを平定し九州での勢力を拡大し発展した。渡来人も大いに登用し

ていった。次の安閑、宣化天皇の時代も祭官や屯倉の組織を全国に拡大し、渡来人の知識や技術を活用し政権を強力なも

のにしていく。 

 

4. 河内王朝、天皇由来と国際関係（新羅・高句麗・百済と中国） 

本章では、河内王朝における天皇について整理し、アジア地域との関係も含めた情報を表とグラフを用いて考察し、多項

式によって決定係数を求めて分析した。 

 

4-1.第 15 代 応神天皇 

古墳時代、第 15 代応神（おうじん）天皇在位は 270～310 年、在位期間は 40 年、父：仲哀天皇と母：神功（じんぐう）皇后

の子である。生没年は 201～310 年。 

陵名:蓬蔂丘の誉田陵、古墳名:誉田御廟山古墳、墳形:前方後円墳、所在地:大阪府羽曳野市誉田六丁目、標高：56ｍ、

陵高:36ｍ、全長）：425ｍ、堀の形態:二重、子女:仁徳天皇、額田大中彦皇子、大山守皇子、菟道稚郎子皇子、八田皇女、

稚野毛二派皇子、隼総別皇子、草香幡梭皇女他多数である。応神天皇の諱は誉田別尊・大鞆和気命・誉田天皇・胎中天皇

称される。実在性が濃厚な最古の天皇とも言われ、応神・仁徳同一説などがある。その年代は、『古事記』の干支崩年に従え

ば、4 世紀後半となる。 

 

地図 3-1 四世紀末の古代朝鮮 
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201 年、応神天皇が生年、     

204 年、百済、新羅の腰車城を攻撃する 

204 年、百済第 6 代仇首王（214-234）の死去により、第 7 代の幼少の沙伴王（234）が即位するが、第 8 代古屋爾王

（234-286）が王位に就く。 

239 年、邪馬台国の女王卑弥呼が魏に使臣を派遣。 

246 年、百済、第 8 代古屋爾王が 左将真忠を遣わし楽浪郡を攻撃 

260 年、百済、6 佐平や 16 官職制度を定める。 

262 年、百済、官使不正の罰則を定める、律令頒布。  

270 年、応神天皇が即位、     

286 年、百済、帯方郡を高句麗の攻撃から救う。 

296 年、百済、第 9 代責稽王（286-298）が漢の攻撃で戦死。 

286-298 年、百済 第 9 代責稽王（286～298）、阿旦城と蛇城修理。 

298-304 年、百済第 10 代汾西王（298-304）、軍を送り楽浪太守を奪う。楽浪太守が送った刺客により汾西王が殺害。 

310 年、応神天皇が崩御と没年、写真 4-1 は応神天皇の御陵である。 （http://ja.wikipedia.org/wiki/応神天皇 と別表 1） 

 

応神天皇は当時の王統の有力者を合成して作

られた説がある。邪馬台国東遷説にまつわり皇室

の先祖として祭られている神（宇佐八幡）とする説、

河内王朝の始祖と見なす説もある。また、日本国外

の史料との相対比較から、『宋書』や『梁書』に見え

る倭の五王の讃に比定する説（ほかに仁徳天皇や

履中天皇を比定する説もある）、「広開土王碑」に

見える倭国の朝鮮進出を指揮した可能性も指摘さ

れている。 

◎倭の五王（わのごおう）とは、5 世紀に、南朝の東

晋や宋に朝貢して「倭国王」などに冊封された倭国の五人の王、すなわち讃、珍、済、興、武をいう。『日本書紀』などの天皇

系譜から「讃」→履中天皇、「珍」→反正天皇、「済」→允恭天皇、「興」→安康天皇、「武」→雄略天皇等の説がある。朝貢の

主な目的は、いずれも朝鮮半島での倭国の軍事行動権や経済的利益の国際的承認にあったとされる。 

◎岡田は倭王禰（でい）について、『宋書』にいう倭王賛・珍・済の三兄弟の父、『日本書紀』にいう履中天皇・反正天皇・允恭

天皇の三兄弟の父仁徳天皇に比定する。また、済の二子興・武を日本書紀にいう安康天皇・雄略天皇の兄弟に比定してい

る。「禰(でい)」を、倭の五王に先立つ「最初の倭国の王」、「河内王朝の開祖」の名だとみなしている。 

応神天皇は、河内王朝の始祖とする説がある。また、当時の王統の有力者を合成して作られたという説や邪馬台国東遷

説から皇室の先祖として祭られている神（宇佐八幡）とする説もある。日本国外の史料との相対比較から、『宋書』や『梁書』に 

見える倭の五王の讃に比定する説（ほかに仁徳天皇や履中天皇を比定する説もある）、「広開土王碑」に見える倭国の朝

鮮進出を指揮した可能性も指摘されている。 

◎倭の五王（わのごおう）とは、５世紀に、南朝の東晋や宋に朝貢して「倭国王」などに冊封された倭国の五人の王、すなわ

ち讃、珍、済、興、武をいう。『日本書紀』などの天皇系譜から「讃」→履中天皇、「珍」→反正天皇、「済」→允恭天皇、「興」

→安康天皇、「武」→雄略天皇等の説がある。朝貢の主な目的は、いずれも朝鮮半島での倭国の軍事行動権や経済的利益

の国際的承認にあったとされる（表 4-1）。 

 

 

  

写真 4-1.第 15 代応神天皇陵の航空写真 
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表 4-1. 倭の五王と日本書紀の歴代天皇 

禰(でい)（16代 仁徳天皇 ） 賛（さん）（17代 履中天皇 ）第 1 皇子  

 珍（ちん）（18代 反正天皇 ）第 2 皇子  

 済（さい）（19 代 允恭天皇 ）第 3 皇子 興（20代 安康天皇 ）第 3 皇子 

  武（21代 雄略天皇 ）第 5 皇子 

 

◎岡田英弘は、倭王禰（でい）について、『宋書』にいう倭王賛・珍・済の三兄弟の父、『日本書紀』にいう履中天皇・反正天

皇・允恭天皇の三兄弟の父仁徳天皇に比定する。また、済の二子興・武を日本書紀にいう安康天皇・雄略天皇の兄弟に比

定している。「禰(でい)」を、倭の五王に先立つ「最初の倭国の王」、「河内王朝の開祖」の名だとみなしている。 

 

4-2.第 16 代 仁徳天皇 

古墳時代、第 16 代仁徳（にんとく）天皇、在位は 313～399 年、在位期間は 86 年、応神天皇と仲姫之命（なかつひめ）の

子。生没年は 257～399 年。 

陵名:百舌鳥耳原中陵、古墳名:大仙陵古墳、墳形:前方後円墳、所在地:大阪府堺市堺区大仙町、標高:44m、陵高:33m、

全長:486ｍ、子女:履中天皇、住吉仲皇子、反正天皇、允恭天皇、大草香皇子、草香幡梭姫皇女である。 

大伴金村、任那は古代に存在した朝鮮半島の南部地域」の四県（任那の上多利・下多利・娑陀・牟婁）を百済に割譲。日

本では任那を伽耶諸国全域と現在の全羅南道を含む地域とみなしてきたが、今日では伽耶諸国の中の金官伽耶を主とす

る外交機関を後世「任那日本府」と呼んだと主張し、百済に割譲した四県は倭人が移住した地域。銘のある七支刀が百済か

ら倭にもたされる。 

仁徳天皇の名は大雀命（『古事記』）、大鷦鷯尊・大鷦鷯天皇・聖帝（『日本書紀』）・難波天皇（『万葉集』）である。応神天

皇の崩御の後、最も有力とされた皇位継承者の菟道稚郎子皇子と互いに皇位を譲り合った。皇子の薨去（『日本書紀』は仁

徳天皇に皇位を譲るために自殺）により即位したという。 

人家の竈（かまど）から炊煙が立ち上っていないことで租税を免除し、屋根の茅さえ葺き替えなかったとの逸話がある。仁

徳天皇の治世は仁政として知られ、「仁徳」の漢風諡号もこれに由来する。記紀には好色な天皇として皇后の嫉妬に苛まれ

る人間臭い一面も描かれている。なお、『宋書』倭国伝に記される「倭の五王」中の讃（さん）または珍（ちん）に比定する説が

あるが、確定していない。我が渡海して新羅・百済を破ったと高句麗好太王碑にみえる（写真 2-1）.。 

 

257 年、仁徳天皇が生年。     

313 年、仁徳天皇が即位。 

344 年、百済、第 11 代比流王が死去し、 第 12 代契王が即位。 

346 年、百済、第 13 代近肖古王が即位。 

364 年、百済、第 13 代近肖古王（346-375）､倭に遺使を図る。  

367 年、百済、第 13 代近肖古王、使者来る。   

369 年、百済、第 13 代近肖古王、高句麗、百済を攻め雉壌の戦いで敗北する。漢水の南側で査閲の実施時、全軍にお

いて黄色の旗を使用。 

369 年、百済、第 13 代近肖古王と通交、倭軍出兵、半島南部を勢力下におく。  

371 年、百済、第 13 代近肖古王、高句麗の平壌城を攻撃。漢山へ遷都。東晋から寧東将軍領楽浪太守に冊立。   

372 年、百済、第 13 代近肖古王、倭王に七支刀を送る。 

375 年、百済、高興が書記編纂。 

383 年、淝水の争い。五胡十六国の前秦と東晋の決戦。肥水とも書く。北方諸民族を制覇して華北を統一，内政も充実。 

383 年、百済、第 15 代枕流王、東晋から来た胡僧摩羅難陀が仏教を伝来。 

385 年、百済、漢山仏寺を建立して僧侶 10 人を出家させる。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E5%BE%B3%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%A5%E4%B8%AD%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E6%AD%A3%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%81%E6%81%AD%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%BA%B7%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%84%E7%95%A5%E5%A4%A9%E7%9A%87
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386 年、百済、青木嶺において八坤城と西海に繋がる長城を築造。 

392 年、百済、高句麗に漢水以北の多くの城を奪われる。高句麗により関弥城陥落。 

396 年、百済、高句麗により 58 城陥落。 

397 年、百済、第 17 代阿莘王（392-405）、太子腆支を倭に派遣。     

398 年、北魏の建国。                                 

399 年、仁徳天皇が崩御と没年。写真 4-2～4 は仁徳天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/仁徳天皇 と別表 1） 

 

   

写真 4-2. 仁徳天皇陵案内板 写真 4-3. 仁徳天皇陵鳥居 写真 4-4.仁徳天皇陵の博物館写真 

 

4-3.第 17 代 履中天皇 

古墳時代、第 17 代履中（りちゅう）天皇、在位は 400～405 年、在位期間は 5 年、父：仁徳天皇と母：葛城磐之媛（かずらき

のいわのひめ）の子である。生没年は 336 年?～405 年。  

陵所は 百舌鳥耳原南陵、異称は 大兄去来穂別尊・大江之伊邪本和気命・大兄伊射報本和気命である。皇后は 草香

幡梭皇女、夫人は 葛城黒媛・太姫郎姫・高鶴郎姫、子女は磐坂市辺押・磐皇子・御馬皇子・青海皇女・中磯皇女である。 

 

   

写真 4-5. 履中天皇陵案内板 写真 4-6. 履中天皇陵石碑と鳥居 

 

336 年、履中天皇が誕生。 

400 年、住吉仲皇子が皇位を奪に叛するが、弟の瑞歯別皇子（後の反正天皇）に命じて誅殺させ、履中天皇が即位。高句

麗 18 代好太王（391-412）軍南下、伽耶国を攻撃。 

401 年、蘇我満智（まち）・物部伊莒弗（いこふつ）・平群木菟（つく）・円大使主（つぶらのおおおみ）らを国政に参画。 

403 年、諸国に国史（ふみひと）と呼ばれる書記官を設置し、国内の情勢を報告させた。 

404 年、倭軍、帯方郡の故郷に出兵、高句麗軍と争う。 
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405 年、履中天皇が崩御。蔵職（くらのつかさ）と蔵部を興し、病気のため稚桜宮で崩御した。 

写真 4-5 と 4-6 は、履中天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/履中天皇 と別表 1） 

 

4-4.第 18 代 反正天皇 

古墳時代、第 18 代反正（はんぜい）天皇在位は

406～410 年で、在位期間は 4 年、父；仁徳天皇第 2

皇子と母：葛城磐之媛の子であり、17 代履中天皇の

弟である。生没年は 336 年～410 年。 

反正天皇 多遅比瑞歯別尊・水歯別命（古事記）。

『宋書』・『梁書』に記される「倭の五王」中の倭王珍

（彌）である可能性が高い。系譜には、仁徳天皇の第

三皇子。母は葛城襲津彦の女・磐之媛命。履中天皇

の同母弟、允恭天皇の同母兄に当たる。略歴では、

淡路宮（不詳、淡路島？）で生まれ、容姿美麗であっ

た。生まれながらにしてきれいな歯並であったので、

瑞歯別の名があるという。父の仁徳天皇の崩後、叛乱を起こした同母兄の住吉仲皇子を誅殺した。 

336 年、天反正皇が誕生。 

406 年、反正天皇が即位。兄弟継承はここに始まる。河内丹比を都とする。 

410 年、反正天皇が崩御。皇太子を定めずに崩御したため群臣達が相談して雄朝津間稚子宿禰尊を天皇（大王）に推挙。

写真 4-7 は反正天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/反正天皇と別表 1） 

 

4-5.第 19 代 允恭天皇 

古墳時代、第 19 代允恭（いんきょう）天皇、在

位は 412～453 年、在位期間は 41 年、父は仁

徳天皇の第四皇子。母は葛城襲津彦の女・磐

之媛命の子である。生没年は 376～453 年。 

雄朝津間稚子宿禰尊、男浅津間若子宿禰王

（古事記）。中国の歴史書『宋書』・『梁書』に記

される倭の五王中の倭王済に比定されている。

系譜では、履中天皇、反正天皇の同母弟であ

る。皇后：忍坂大中姫（稚渟毛二派皇子の女）。

第一皇子：木梨軽皇子 皇太子、第一皇女：名

形大娘皇女、第二皇子：境黒彦皇子、第三皇子：穴穂皇子、第二皇女：軽大娘皇女、第四皇子：八釣白彦皇子、第五皇子：

大泊瀬稚武皇子（雄略天皇）、第三皇女：但馬橘大娘皇女、第四皇女：酒見皇女である。 

皇太子の木梨軽皇子には近親相姦の前科が有ったために群臣は皆従わず、弟の穴穂皇子の側に付いた。軽皇子は穴穂

皇子を討ち殺そうとして兵を集めるが、群臣が離反していく不利な現況を悲嘆して、物部大前宿禰の家に潜んだ。穴穂皇子

が率いる兵に包囲され、大前宿禰の計らいで戦は避けられたが、軽皇子は自裁した（『古事記』では伊余湯に流罪となったと

記される）。こうして、穴穂皇子は 12 月に践祚した。  

新羅 17 訥祇王（417-458）はこれを悲しみ、弔使を送る。『古事記』『旧事紀』に 78 歳、『愚管抄』『神皇正統記』に 80 歳、

北野本『日本書紀』に 81 歳（一本 68 歳）とする。 

  

写真 4-7.第 18 代反正天皇陵の航空写真 

  

写真 4-8.第 19 代允恭天皇陵の航空写真 

http://ja.wikipedia.org/wiki/履中天皇%20と別表1
http://ja.wikipedia.org/wiki/反正天皇と別表1
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376 年、允恭天皇が生年  

412 年、忍坂大中姫の強い要請を受け天皇が即位。 

413 年、百済第 18 代直支王（405-420）、東晋に使臣を派遣。 

413 年、新羅第 16 代寛聖王（402-417）から医者を招聘、天皇の病気を治療する。 

415 年、諸氏族の氏姓の乱れを正すため、飛鳥甘樫丘にて盟神探湯（くがたち）を実施する。 

416 年、玉田宿禰（葛城襲津彦の孫）の叛意が露顕、これを誅殺する。 

418 年、皇后の妹・衣通郎姫を入内させるが、皇后の不興を買い、藤原宮（橿原市）に住まわせる。 

419 年、衣通郎姫が皇后の嫉妬を理由に茅渟宮（泉佐野市）へ移る。天皇は遊猟にかこつけて郎姫の許に行幸を継続。 

421 年、百済 19 代久尓辛王（420-427）、倭王讃が宋に使臣を派遣。皇后に諌められ、その後の茅渟行幸は稀になった。 

421 年、宋に朝献し、武帝から除綬の詔をうける。おそらく安東将軍倭国王。（『宋書』倭国伝）  

425 年、宋、司馬の曹達を遣わし、宋の文帝に貢物を献ずる。（『宋書』倭国伝）  

427 年、高句麗 19 代寛聖王（413-491）軍、平壌に遷都。 

430 年、宋 1 月、宋に使いを遣わし、貢物を献ずる。（『宋書』文帝紀）  

433 年、百済、20 代毗有王（427-455）、新羅と同盟（羅済同盟）。 

435 年、皇太子の木梨軽皇子と同母妹の軽大娘皇女の近親相姦が発覚。軽大娘皇女を伊予に配流（→衣通姫伝説）。 

438 年、宋に朝献し、自ら「使持節都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王」と称し、正式の任

命を求める。（『宋書』倭国伝）。 

439 年、北魏、江北を統一。天下二分にして南北朝となる。  

443 年、宋、倭隋ら 13人を平西・征虜・冠軍・輔国将軍にされんことを求め、許される。（『宋書』倭国伝） 

453 年、允恭天皇が崩御。写真 4-8 は允恭天皇の御陵である。 

 （http://ja.wikipedia.org/wiki/允恭天皇と別表２） 

 

4-6.第 20 代 安康天皇 

古墳時代、第 20 代安康（あんこう）天皇、在位は 454～456 年、在位期間は 2 年、父親:允恭天皇と母親:忍坂大中の第 3 皇

子である。生没年は 401?～456 年。 

陵所は菅原伏見西陵。皇居は 石上穴穂宮。穴穂天皇・穴穂皇子（あなほのみこ）。中国の『宋書』・『梁書』に記される「倭の

五王」中の倭王興に比定されている。安康天皇陵比定地（奈良市）允恭天皇の第二皇子。雄略天皇の同母兄。皇后：中磯

皇女（中蒂姫命。履中天皇の皇女） 、皇子女なしである。  

 

401 年、安康天皇が誕生。 

454 年、安康天皇が即位。根使主の讒言を信じ

て大草香皇子（仁徳天皇の皇子）を誅殺し、翌

年にその妃であった中蒂姫を皇后に立てた。 

456年、天皇が崩御。天皇は中蒂姫の連れ子眉

輪王により暗殺された。『古事記』『旧事紀』に享

年56、『帝王編年記』に享年 54と伝えられる。皇

太子を指名することなく崩御したが、従兄弟の

市辺押磐皇子（履中天皇の皇子）を皇位継承者

に立てる腹積もりであったとされる。写真 4-9 は

安康天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/安康天皇と別表 2） 

 

  

写真 4-9.第 20 代安康天皇陵の航空写真 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
http://ja.wikipedia.org/wiki/
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4-7.第 21 代 雄略天皇 

古墳時代、第 21 代雄略（ゆうりゃく）天

皇在位は 456～479 年、在位期間は 23

年、父親:允恭天皇と母親：忍坂大中姫

（安康天皇の同母弟）の第 5 皇子である。

生没年は 419～479 年。 

雄略天皇は、大泊瀬幼武尊（おおは

つせわかたけるのみこと）、大長谷若建

命、大長谷王（古事記）、大悪天皇、有

徳天皇ともいう。また『宋書』、『梁書』に

記される「倭の五王」中の倭王武に比定

される。ワカタケル大王と解してその証と

する説が有力である。『日本書紀』の暦法が雄略紀以降とそれ以前で異なること、『万葉集』や『日本霊異記』の冒頭に雄略

天皇が掲げられていることから、朝廷組織は未熟ではあったものの雄略朝をヤマト王権の勢力が拡大強化された歴史的な

画期であっ 

たと古代の人々が捉えていたとみられる。 

皇居は、皇后：草香幡梭姫皇女（仁徳天皇の皇女）、近畿の泊瀬朝倉宮（はつせのあさくらのみや）。稲荷山古墳出土金

象嵌鉄剣銘に見える「斯鬼宮（しきのみや ・磯城宮）」も朝倉宮を指すと言われる（別に河内の志紀（大阪府八尾市）とする

説もある）。  

略歴記紀によれば、安康天皇が幼年の眉輪王（『古事記』では 7 歳とあるが誤記と思われる）により暗殺されたとする。安康天

皇が、仁徳天皇の子である大草香皇子に、妹の草香幡梭姫皇女を同母弟である即位前の雄略天皇の妃に差し出すよう命

令した（大草香皇子と草香幡梭姫皇女は父系の叔父と叔母）際に、仲介役の坂本臣等の祖である根臣が、大草香皇子の

「お受けする」との返答に付けた押木玉鬘（おしきのたまかつら：金銅冠とも）を横取りするために、天皇に「大草香皇子は拒

否した」と偽りの讒言をする。安康天皇は大草香皇子を殺害し、その妃である中蒂姫命（長田大郎女）を奪って自分の皇后と

した。中蒂姫は大草香皇子との子である眉輪王を連れており、これが眉輪王に安康天皇が殺害される直接の原因となった。 

暗殺の事実を知った大泊瀬皇子は兄たちを疑い、まず八釣白彦皇子を斬り殺し、次いで坂合黒彦皇子と眉輪王をも殺そ

うとした。この 2 人は葛城氏の葛城円宅に逃げ込んだが、大泊瀬皇子は 3 人共に焼き殺してしまう。さらに、従兄弟にあたる

市辺押磐皇子（仁賢天皇 ・顕宗天皇の父）とその弟の御馬皇子（みまのみこ）をも謀殺し、政敵を一掃して、11 月にヤマト王

権の大王の座に就いた。即位後、草香幡梭姫皇女に求婚する道の途中で、志貴県主（参考：志貴県主神社）の館が鰹木を

上げて皇居に似ていると何癖をつけ、布を掛けた白犬を手に入れる。それを婚礼のみやげ物にして、草香幡梭姫皇女を皇

后にする。 

平群真鳥を大臣に、大伴室屋と物部目を大連に任じて、軍事力で専制王権を確立した大泊瀬幼武大王（雄略天皇）の次

の狙いは、連合的に結び付いていた地域国家群をヤマト王権に臣従させることであった。 特に最大の地域政権吉備に対し

て反乱鎮圧の名目で屈服を迫った（吉備氏の乱）。 

具体的には、吉備下道臣前津屋（463 年）や吉備上道臣田狭（463 年）の「反乱」を討伐して吉備政権の弱体化を進め、さ

らに雄略天皇の死後には星川皇子（母が吉備稚媛）の乱を大伴室屋らが鎮圧して（479年）、ヤマト王権の優位を決定的にし

た。『日本書紀』には他に、播磨の文石小麻呂（469 年）や伊勢の朝日郎（474 年）を討伐した記事がある。 

 

419 年、雄略天皇が生年。 

456 年、雄略天皇が即位。 

略歴記紀によれば、安康天皇が幼年の眉輪王（『古事記』では 7 歳とあるが誤記と思われる）により暗殺されたとする。安康

 
 

写真 4-10.第 21 代雄略天皇陵の航空写真 
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天皇が、仁徳天皇の子である大草香皇子に、妹の草香幡梭姫皇女を同母弟である即位前の雄略天皇の妃に差し出すよう

命令した（大草香皇子と草香幡梭姫皇女は父系の叔父と叔母）際に、仲介役の坂本臣等の祖である根臣が、大草香皇子の

「お受けする」との返答に付けた押木玉鬘（おしきのたまかつら：金銅冠とも）を横取りするために、天皇に「大草香皇子は拒

否した」と偽りの讒言をする。安康天皇は大草香皇子を殺害し、その妃である中蒂姫命（長田大郎女）を奪って自分の皇后と

した。中蒂姫は大草香皇子との子である眉輪王を連れており、これが眉輪王に安康天皇が殺害される直接の原因となった。 

暗殺の事実を知った大泊瀬皇子は兄たちを疑い、まず八釣白彦皇子を斬り殺し、次いで坂合黒彦皇子と眉輪王をも殺そ

うとした。この 2 人は葛城氏の葛城円宅に逃げ込んだが、大泊瀬皇子は 3 人共に焼き殺してしまう。さらに、従兄弟にあたる

市辺押磐皇子（仁賢天皇 ・顕宗天皇の父）とその弟の御馬皇子（みまのみこ）をも謀殺し、政敵を一掃して、11 月にヤマト王

権の大王の座に就いた。即位後、草香幡梭姫皇女に求婚する道の途中で、志貴県主（参考：志貴県主神社）の館が鰹木を

上げて皇居に似ていると何癖をつけ、布を掛けた白犬を手に入れる。それを婚礼のみやげ物にして、草香幡梭姫皇女を皇

后にする。 

平群真鳥を大臣に、大伴室屋と物部目を大連に任じて、軍事力で専制王権を確立した大泊瀬幼武大王（雄略天皇）の次

の狙いは、連合的に結び付いていた地域国家群をヤマト王権に臣従させることであった。 特に最大の地域政権吉備に対し

て反乱鎮圧の名目で屈服を迫った（吉備氏の乱）。 

具体的には、吉備下道臣前津屋（463 年）や吉備上道臣田狭（463 年）の「反乱」を討伐して吉備政権の弱体化を進め、さ

らに雄略天皇の死後には星川皇子（母が吉備稚媛）の乱を大伴室屋らが鎮圧して（479年）、ヤマト王権の優位を決定的にし

た。『日本書紀』には他に、播磨の文石小麻呂（469 年）や伊勢の朝日郎（474 年）を討伐した記事がある。 

458 年、百済 21 代蓋鹵王（455-475）、宋に使者を送り、臣下の叙授を求める。 

462 年、雲岡の石窟掘り開始。 『三国史記』新羅本紀によれば倭人が新羅の活開城を攻め落とした。                                                  

462 年、宋 孝武帝、済の世子の興を安東将軍倭国王とする。（『宋書』孝武帝紀、倭国伝）  

463 年、侵入したが、最終的に新羅が打ち破ったと記載されている。 

472 年、百済 21 代蓋鹵王（455-475）、北魏に使者を送り、高句麗出兵を求める。 

474 年、日本府軍が高句麗を破った。 

475 年、高句麗 19 代長寿王（413-491）、百済の漢城を陥落させ、百済 21 代蓋鹵王を殺す。 中期‐熊津時代 

475 年、百済 22 代文周王即位し、熊津（現・忠清南道公州市）に遷都。 

475 年、百済、新羅 18 代慈悲王（458-479）に攻め込んだが、将軍の紀小弓が戦死してしまい敗走した。 

477 年、宋、武は自ら「使持節都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王」と称する。（『宋

書』倭国伝）  

477 年、雄略大王は百済に任那を与えて復興したという。大王は病気のため崩御した。 

478 年、白髪皇子（後の清寧天皇）を皇太子とした。百済 23 代三斤王（477-4795）、倭王武が宋に使臣を派遣。 

479 年、百済 23 代三斤王（477-479）が亡くなると、入質していた昆支王の次子未多王に筑紫の兵 500 をつけて帰国。 

479 年、百済の 24 代東城王（478-501）として即位させた。兵を率いた安致臣・馬飼臣らは水軍を率いて高句麗を討った。 

479 年、雄略天皇が崩御と没年。写真 4-10 は雄略天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/雄略天皇と別表２） 

 

4-8. 第 22 代 清寧天皇 

古墳時代、第 22代清寧（せいねい）天皇在位は 480～484年、在位期間は 4年、父親は雄略天皇と母親は葛城韓媛の子で、

后妃なし、皇子女もなしである。生没年は 444?～484 年。 

異称は白髪皇子、白髪武広国押稚日本根子天皇、白髪大倭根子命である。皇居は 磐余甕栗宮である。御名は白髪皇

子。和風諡号は白髪武広国押稚日本根子天皇、白髪大倭根子命（古事記）である。陵墓・霊廟 は河内坂門原陵（かわちの

さかとのはらのみささぎ）に葬られた。大阪府羽曳野市西浦六丁目の西浦白髪山古墳（前方後円墳・全長 112m）に比定され

ている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
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444 年、清寧天皇が誕生。 

475 年、高句麗軍、百済に侵入、百済、熊津に遷都。  

479 年、雄略天皇崩御。吉備氏の母を持つ星川稚宮皇子が

大蔵を占拠し、権勢を縦にしたため、大伴室屋・東漢直掬ら

にこれを焼き殺させる。 

480 年、清寧天皇が正月に即位。皇子がいなかったことを気

に病んでいた。 

481 年、市辺押磐皇子の子である億計王（後の仁賢天皇）・

弘計王（後の顕宗天皇）の兄弟を播磨で発見したとの情報

を得、勅使を立てて明石に迎えさせる。 

482 年、王を宮中に迎え入れ、億計王を東宮に、弘計王を皇子とした。 

484 年、清寧天皇が崩御。『水鏡』には 41 歳、『神皇正統記』には 39 歳との記載がある。 

写真 4-11 は清寧天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/清寧天皇と別表 2） 

 

4-9.第 23 代 顕宗天皇 

古墳時代、第 23 代顕宗（けんぞう）天皇、在位は

485～487 年、在位期間は 2 年、父親：市辺押磐皇

子、母親：荑媛の子で、第 17 代履中天皇の孫であ

る。生没年は 450～487 年。陵所は 傍丘磐坏丘南

陵。 異称は 弘計天皇、来目稚子、袁祁王、袁祁

之石巣別命、袁奚天皇 である。皇后は 難波小野

王、皇居は近飛鳥八釣宮である。  

 系譜では、市辺押磐皇子（履中天皇の長子）の第

3 子。母は葛城蟻臣の女・荑媛（はえひめ、荑は草

冠＋夷）。飯豊女王は同母姉、仁賢天皇は同母兄

に当たる。皇后：難波小野王（難波王。丘稚子王の

女、石木王の女とも） 。『日本書紀』に皇子女の記載なし。『古事記』にも「子無かりき」とある。 皇居には、都は近飛鳥八釣

宮（現在の奈良県高市郡明日香村八釣、あるいは大阪府羽曳野市飛鳥の地か）。『古事記』は単に「近飛鳥宮」とする。 

 

450 年、顕宗天皇が誕生。 

456 年、父市辺押磐皇子が雄略天皇に殺されると、兄の億計王（後の仁賢天皇）と共に逃亡して身を隠した。丹波国与謝郡

（京都府丹後半島東半）に行き、後に播磨国明石や三木の志染の石室に隠れ住む。兄弟共に名を変えて丹波小子（たにわ

のわらわ）と名乗り、縮見屯倉首（しじみのみやけのおびと）に使役され、長い間牛馬の飼育に携わっていた。 

481 年、弘計王自ら新室の宴の席で、歌と唱え言に託して王族の身分を明かした。子がなかった清寧天皇はこれを喜んで迎

えを遣わした。 

482 年、王を宮中に迎え入れて、4 月 7 日（5 月 10 日）に兄王を皇太子に、弘計王を皇子とした。 

484 年、清寧が崩御した後、皇太子の億計は身分を明かした大功を理由として弟の弘計に皇位（王位）を譲ろうとするが、弘

計はこれを拒否。皇位の相譲が続き、その間は飯豊青皇女が執政した。 

485 年、天顕宗皇が即位。兄の説得に折れる形で、引き続き億計が皇太子を務めたが、天皇の兄が皇太子という事態は、こ

れ以降も例がない。罪無くして死んだ父を弔い、また父の雪辱を果たすべく雄略への復讐に走ることもあったが、長く辺土で

  

写真 4-11.第 22 代清寧天皇陵の航空写真 

  

写真 4-12.第 23 代清寧顕宗天皇陵の航空写真 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
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苦労した経験から民衆を愛する政治を執ったと伝えられる。 

487 年、紀生磐、百済に反乱。 『古事記』に 38 歳（但し治世 8 年という）、『一代要記』に 48 歳。なお、即位前に志毘臣（し

びのおみ、平群氏）との恋争いのもつれから、これを夜襲して誅殺したという話もある（『古事記』）。 

487 年、顕宗天皇が崩御。写真 4-12 は顕宗天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/顕宗天皇と別表 3） 

 

4-10.第 24 代 仁賢天皇 

古墳時代、第 24 代仁賢（にんけん）天皇在位は 488～

498 年、在位期間は 10 年、父親：市辺押磐皇子と母親：

荑媛の子で、第 17代履中天皇の孫（顕宗天皇の兄）であ

る。生没年は 449～498 年。 

名は億計天皇（おけのすめらみこと）・大石尊（おおし

のみこと）、意祁命・意富祁王（おおけのみこ）。諱は大脚

（おおし）または大為（おおす）、字は嶋郎（しまのいらつ

こ）である。 系譜では履中天皇の孫、市辺押磐皇子の子。

母は荑媛（葛城蟻臣の女）。顕宗天皇の同母兄。（ただし、

『播磨国風土記』は母を手白髪命とする。）。 

皇后：春日大娘皇女（雄略天皇皇女）、高橋大娘皇女

（『古事記』の高木郎女か）。 朝嬬皇女（『古事記』の財郎女か）。  

手白香皇女（継体天皇皇后、欽明天皇母）、樟氷皇女、橘仲皇女（橘皇女） - 宣化天皇皇后、石姫皇女母）、小泊瀬稚

鷦鷯尊（武烈天皇）、真稚皇女（『古事記』は真若王で男性）とする。 皇居の都は石上広高宮（奈良県天理市石上町、あるい

は同市嘉幡町か）である。 

 

449 年、仁賢天皇が生年  

456 年、父の市辺押磐皇子が雄略天皇に殺されると、弟の弘計王（後の顕宗天皇）と共に逃亡して身を隠した。まず丹波国

与謝郡（丹後半島東半）に逃げ、後には播磨国明石や三木の志染の石室に隠れ住む。兄弟共に名を変えて丹波小子（たに

わのわらわ）と称した。 

462 年、竜門の石窟掘り開始。 

479 年、南斉 南斉の高帝、王朝樹立に伴い、倭王の武を鎮東大将軍（征東将軍）に進号。（『南斉書』倭国伝）  

481 年、縮見屯倉首に雇われて牛馬の飼育に携わっていた、弟王が宴の席で王族の身分を明かした。 

482 年、清寧天皇は、子がなかったため喜んで迎えを遣わし、王を宮中に迎え入れた。4 月に億計王が皇太子となった。 

484 年、清寧天皇が崩じたときに皇位（王位）を弟王と譲り合い、その間飯豊青皇女が執政した。翌年、弟王が即位（顕宗天

皇）したが、わずか在位 3 年で崩御した。         

488 年、仁賢天皇が即位。  

490 年、石上部（いそのかみべ）舎人。百済の 24 代東城王（478-501）、北魏、数十万騎百済を攻める（南斉書）。     

492 年、佐伯造（さえきのみやつこ）を置いた 

493 年、高麗（こま）へ日鷹吉士を遣わし、皮の工匠などの手工業者を招いた。仁賢天皇の時代は国中が良く治まり、人民か

ら「天下は仁に帰し、民はその生業に安んじている」と評された。 

494 年、皇子の小泊瀬稚鷦鷯尊を皇太子に定め、崩御。『水鏡』に 50 歳、『帝王編年記』には 51 歳とある。 

皇后は雄略天皇の皇女である春日大娘皇女であるが、父を殺された雄略天皇の皇女を皇后とした理由として、仁賢天皇

自身が傍系の出身であるため、直系の皇女を皇后に迎え入れ正当性を強めたと考えられている。これは娘の手白香皇女も、

傍系出身の継体天皇の皇后となった事で繰り返されている。 

 
 

写真 4-13.第 24 代仁賢天皇陵の航空写真 
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495 年、高句麗 20 代文咨明王（492-519）、百済 24 代東城王（478-501）の、雉壌城を攻め、新羅 19 代しょう知王（492-519）

が百済を救援する。 

498 年、仁賢天皇が崩御と没年。 写真 4-13 は仁賢天皇の御陵である。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/天皇と別表３） 

 

4-11.第 25 代 武烈天皇 

古墳時代、第 25 代武烈（ぶれつ）天皇、在位は 498

～507 年、在位期間は 18 年、父親：仁賢天皇と母親：

春日大娘皇女で、第 17 代履中天皇の曾孫である。生

没年は 489?～507 年。天皇には子がなかった。御子代

として小長谷部（小泊瀬舎人）を置いたという。  

陵所は 傍丘磐坏丘北陵。異称は 小泊瀬稚鷦鷯尊、

小長谷若雀命である。皇后は春日娘子、子女 なし、泊

瀬列城宮。 名は小泊瀬稚鷦鷯尊・小泊瀬稚鷦鷯天皇

（『日本書紀』）、小長谷若雀命（『古事記』）。実在した

人物かどうかについては議論がある。同母姉妹に、手

白香皇女（継体天皇の皇后・欽明天皇の母）・橘仲皇女

（宣化天皇の皇后）らがいる。皇居の都は泊瀬列城宮。奈良県桜井市出雲の十二柱神社に「武烈天皇泊瀬列城宮跡」の石

碑がある。『古事記』では「長谷之列木宮」と記す。 

『扶桑略記』『水鏡』などに崩御は 18歳とあるが不明な点が多い。『日本書紀』には、物部麁鹿火の娘の影媛（かげひめ）を

めぐって、平群臣鮪（へぐりのおみしび）と歌垣で争ったことが記され、それに敗れた太子は大伴金村に命じて鮪を討ち取ら

せたという。ところが、この歌垣の場面は『古事記』に、袁祁王（をけのみこ、後の顕宗天皇）が菟田首（うだのおびと）の娘の

大魚（おうお）をめぐって、志毘臣（しびのおみ、『日本書紀』の平群臣鮪に相当）と争ったこととして記されている。つまり、歌

垣に出てくる皇子も女も、全く別の設定になっているのである。何れが原伝承かの判断は分かれるが、少なくとも『古事記』と

『日本書紀』とでは、武烈天皇の伝承にかなりの食い違いが見られており、武烈天皇自身が実在したかどうかについても疑問

が残る。 

 

489 年、武烈天皇が生年。百済 25 代武寧王（501-523）、東城王暗殺され、武寧王即位。 

494 年、武烈天皇が立太子する。王族、皇族が皇位(王位)継承者となること。  

498 年、武烈天皇が即位。 

仁賢天皇が崩御した後、大臣の平群真鳥が国政をほしいままにした。大伴金村などは、それを苦々しく思っていた。皇太子

は、物部麁鹿火の娘の影媛（かげひめ）との婚約を試みるが、影媛は既に真鳥大臣の子平群鮪（へぐりのしび）と通じていた。

海柘榴市（つばいち、現桜井市）の歌垣において鮪との歌合戦に敗れた太子は怒り、大伴金村をして鮪を乃楽山（ならやま、

現奈良市）に誅殺させ、11 月には真鳥大臣をも討伐させた。そののち同年 12 月に即位して、泊瀬列城に都を定め、大伴金

村を大連とした。 

502 年、梁の武帝は雄略天皇に比定される倭王武を征東大将軍に進号する。（『梁書』武帝紀） 

503 年、百済 25 代武寧王（501-523）、倭国に遣使。 

506 年、生涯 [編集]『古事記』、『日本書紀』によると継体天皇は応神天皇 5 世の子孫であり、父は彦主人王である。近江国

高嶋郷三尾野（現在の滋賀県高島市あたり）で誕生したが、幼い時に父を亡くしたため、母の故郷である越前国高向（たか

むく、現在の福井県坂井市丸岡町高椋）で育てられて、男大迹王として 5 世紀末の越前地方（近江地方説）を統治。 

506年、『日本書紀』によれば、武烈天皇が後嗣定めずして崩御したため、大連・大伴金村、物部麁鹿火、大臣巨勢男人らが

協議した。まず丹波国にいた仲哀天皇の 5 世の孫である倭彦王（やまとひこおおきみ）を抜擢したが、迎えの兵士をみて恐

  

写真 4-14.第 25 代武烈天皇陵の航空写真 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
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れをなして、倭彦王は山の中に隠れて行方不明となってしまった。そこで、次に越前にいた応神天皇の 5 世の孫の男大迹王

にお迎えを出した。男大迹王は心の中で疑いを抱き、河内馬飼首荒籠（かわちのうまかいのおびとあらこ）に使いを出し、大

連大臣らの本意を確かめて即位の決心をした。翌年 58 歳にして河内国樟葉宮（くすばのみや）において即位し、武烈天皇

の姉（妹との説もある）にあたる手白香皇女を皇后とした。 

507 年、武烈天皇が崩御と没年。 写真 4-14 は武烈天皇の御陵である。 

『扶桑略記』『水鏡』などに 18 歳とあるが不明な点が多い。『日本書紀』には、物部麁鹿火の娘の影媛（かげひめ）をめぐっ

て、平群臣鮪（へぐりのおみしび）と歌垣で争ったことが記され、それに敗れた太子は大伴金村に命じて鮪を討ち取らせたと

いう。ところが、この歌垣の場面は『古事記』に、袁祁王（をけのみこ、後の顕宗天皇）が菟田首（うだのおびと）の娘の大魚

（おうお）をめぐって、志毘臣（しびのおみ、『日本書紀』の平群臣鮪に相当）と争ったこととして記されている。つまり、歌垣に

出てくる皇子も女も、全く別の設定になっているのである。 

何れが原伝承かの判断は分かれるが、少なくとも『古事記』と『日本書紀』とでは、武烈天皇の伝承にかなりの食い違いが

見られており、武烈天皇自身が実在したかどうかについても疑問が残る。蘇我稲目、506 年～570 年間は飛鳥時代の大臣。

蘇我高麗の子、蘇我馬子ら 4 男 3 女の父。娘 3 人を天皇に嫁がせた。 

（http://ja.wikipedia.org/wiki/武烈天皇と別表３） 

 

4-12.第 26 代継体天皇 

古墳時代、第 26 代継体（けいたい）天皇、在位

は 507～530 年、在位期間は 24 年、父親：彦主人

王と母親：振媛で、第 15 代応神天皇の玄孫の子

（家でいえば 6 代目子孫）である。生没年は 450～

531 年。 

異称は、 袁本杼命、男大迹王、彦太尊、雄大

迹天皇、乎富等大公王の 5種。皇后は 手白香皇

女（子は 29欽明天皇）。夫人は 尾張目子媛（子は

27安閑天皇と28宣化天皇）。子女は 27安閑天皇、

28宣化天皇、29欽明天皇の3名、他多数。越前の

三国から迎えられ、河内の樟葉宮で、大伴金村ら

に推戴され即位する。大伴金村、越前より男大述

王を迎え、継体天皇として、樟葉宮で即位。陵所は三島藍野陵、皇居は樟葉宮、筒城宮と弟国宮である。 

皇子の勾大兄（安閑天皇）に譲位（記録上最初の譲位例）し、その即位と同日に崩御した。『日本書紀』では、『百済本記』

（「百濟本記爲文 其文云 大歳辛亥三月 軍進至于安羅 營乞乇城 是月 高麗弑其王安 又聞 日本天皇及太子皇子 倶

崩薨 由此而言 辛亥之歳 當廿五年矣」）を引用して、天皇及び太子と皇子が同時に亡くなったとし、政変で継体以下が殺

害された可能性（辛亥の変説）を示唆している。 

品太（ほむだ）王の五世（いつせ）の孫（みこ）、袁本杼（をほどの）命、伊波禮（いわれ）の玉穂宮に坐しまして、天の下治ら

しめしき（この後は、何人かの妻を娶って産ませた子供が 19人でこれらの子から後の 3人の天皇が出たことを書いている。即

ち欽明、安閑、宣化の 3 天皇である）。  

 

450 年、継体天皇が生年      

507 年、継体天皇が即位。越前の三国から迎えられ、河内の樟葉宮で、大伴金村らに推戴され即位する。大伴金村、越前よ

り男大述王を迎え、継体 天皇として即位させる。 

日本書紀の記述では継体が即位してから大和に都をおくまで約 20年もかかっており、皇室（実態はヤマト王権）内部もしくは

地域国家間との大王位をめぐる混乱があったこと、また、継体（ヤマト王権）は九州北部の地域国家の豪族を掌握できていな

  

写真 4-15.第 26 代継体天皇陵の航空写真 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
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かったことを示唆している。 

512 年、古墳時代 26 代継体天皇（507～530）年、大伴金村は任那の四県を百済に割譲。百済 25 代武寧王（501-523）に任

那４県を割譲した問題が再燃して失脚する。 

513 年、百済に己汝・帯沙を与う。 伽耶の金官国、新羅に降る。百済、五経博士を献ず。 

520 年、インド、グブタ朝滅亡。      

522 年、司馬達等帰化、仏教崇拝。 

523～554 年、百済の聖王（聖明王）。 

525 年、百済 26 代 聖王（523-554）、天百済 25 代武寧王（501-523）を武寧王陵に安置。百済聖王（聖明王）。 

526 年、継体は、ようやく即位 19 年後、大倭（後の大和国）に都を定めることができたが、その直後に百済から請われて救援

の軍を九州北部に送った。しかし新羅と結んだ磐井によって九州北部で磐井の乱が勃発して、その平定に苦心している（磐

井の乱については諸説ある）。 

527 年、百済 26 代 聖明王（523-554）。死去年に関しては、『古事記』では継体の没年としており、そうであれば都を立てた

翌年に死去したことになる。『古事記』では没年齢は約 40 歳だが、『日本書紀』に従うと約 80 歳の長寿であった。 

近江臣毛野、６万人の兵を卒いて任那に向かおうとするが、築柴国造の磐井、新羅 21 代安蔵王（519-531）と通じ、肥・豊の

兵を動員して妨げる。朝鮮半島南部へ出兵しようとした近江毛野を率いる王権軍の進軍を筑紫君磐井（つくしのきみいわい）

がはばみ。筑柴国造磐の乱。磐井の反乱、翌年鎮圧。 

528 年、新羅 21 代安蔵王（519-531）と密約を結んだ筑紫国造、磐井が反乱を起こし、派遣軍の渡海を妨害した。物部麁鹿

火、磐井を斬殺する。めて仏教を行う。   

530 年、継体天皇が崩御。   

531 年、継体天皇が没年。 写真 4-15 は継体天皇の御陵である。 

 

皇子の勾大兄（安閑天皇）に譲位（記録上最初の譲位例）し、その即位と同日に崩御した。『日本書紀』では、『百済本記』

（「百濟本記爲文 其文云 大歳辛亥三月 軍進至于安羅 營乞乇城 是月 高麗弑其王安 又聞 日本天皇及太子皇子 倶

崩薨 由此而言 辛亥之歳 當廿五年矣」）を引用して、天皇及び太子と皇子が同時に亡くなったとし、政変で継体以下が殺

害された可能性（辛亥の変説）を示唆している。 

品太（ほむだ）王の五世（いつせ）の孫（みこ）、袁本杼（をほどの）命、伊波禮（いわれ）の玉穂宮に坐しまして、天の下治ら

しめしき（この後は、何人かの妻を娶って産ませた子供が 19人でこれらの子から後の 3人の天皇が出たことを書いている。即

ち欽明、安閑、宣化の 3 天皇である）。  

この御世に竺紫君石井（いはい）、天皇の命（みこと）に従わずして、多くの禮無かりき。故、物部荒甲（もののべのあらか

ひ）の大連（おほむらじ）、大伴の金村（かなむら）の連二人を遣わして、石井を殺したまひき。大伴金村、任那の四県を百済

に割譲。筑柴国造磐の乱。  （http://ja.wikipedia.org/wiki/継体天皇と別表３） 

 

538 年、百済、26 代 聖明王（523-554）、泗沘に遷都し、国号を南夫餘に変更。仏像と経論を朝廷に贈り、仏教が伝来。   

556 年、百済、倭に滞留していた恵王子が帰国。 

557 年、百済、陵山里に王室願刹を創建。 

588 年、百済の技術者によって飛鳥寺完工。  

593 年、 聖德太子の摂政。  

595 年、法興寺創建。 

602 年、百済僧侶である観勒が倭に渡り、天文•地理•易書•陰陽道を伝える。 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/


19 

 

4-13.河内王朝と新羅・高句麗・百済と中国との関係 

 
 

歴代天皇 天皇初～終 歴代天皇 天皇初～終 

15 応神 270-310 21 雄略 456-479 

16 仁徳 313-399 22 清寧 480-484 

17 履中 400-405 23 顕宗 485-487 

18 反正 406-410 24 仁賢 488-498 

19 允恭 412-453 25 武烈 489-507 

20 安康 454-456 26 継体 507-531 
 

表 4-2.第 15～26 代天皇の初と終年の統計 図 4-1.第 15～26 代天皇の初と終年のグラフ 

 

表 4-2 は第 15～26 代天皇の初と終年の統計であり、図 4-1 は第 15～26 代天皇の初と終年のグラフである。Ｘ軸は第 15

～26 代天皇の順位であり、Ｙ軸は第 15～26 代天皇の初と終年である。図 4-2 の上線は天皇の没年で、下線は天皇の即位

年である。ここでは、代数方程式の曲線から解析するため、2 変数の 2 次方程式の多項式を用いた。 

 

Ｙ＝ -1.333X2 + 70.597X - 419.39・・・・・・・・・R2=0.9353・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4-1） 

Ｙ＝ -2.295X2 + 111.03X - 895.05・・・・・・・・・R2=0.9592・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4-2） 

 

ここで、Ｒは相関係数で、Rは決定係数である。式 4-1 と式 4-2 の決定係数は、それぞれR2=0.9353 とR2=0.9592 である。歴

代天皇の第 20-23 代の間は接近していることが確認できる。ゆえに、式（4-2）のバラツキは式（4-1）より僅かに大であることが

認められる。 

表 4-3 は第 15～26 代天皇陵の標高であり、図 4-2 は第 15～26 代天皇陵の標高グラフである。天皇陵の標高を分析す

れば、最大値は 94 年（第 20 代安康天皇）、平均値は 48.5 年と最小値は 28 年（第 21 代雄略天皇）である。 

 

 

歴代天皇 陵標高 歴代天皇 陵標高 

15 応神 50 21 雄略 28 

16 仁徳 44 22 清寧 43 

17 履中 37 23 顕宗 53 

18 反正 44 24 仁賢 38 

19 允恭 39 25 武烈 67 

20 安康 94 26 継体 45 
 

表 4-3.第 15～26 代天皇陵の標高 図 4-2.第 15～26 代天皇陵の標高グラフ 

 

表 4-4 は第 15～26 代天皇陵の高さであり、図 4-3 は第 15～26 代天皇陵の高さのグラフである。Ｘ軸は第 15～26 代天皇

の順位であり、Ｙ軸は第 15～26 代天皇の順である。ここでは、代数方程式の曲線から解析するため、2 変数の 2 次方程式の

多項式を用いた。 
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歴代天皇 標高 歴代天皇 標高 

15 応神 36 21 雄略  

16 仁徳 33 22 清寧  

17 履中 25 23 顕宗  

18 反正 14 24 仁賢  

19 允恭  25 武烈  

20 安康  26 継体 20 

 

表 4-4.第 15～26 代天皇陵の高さ 図 4-3.第 15～26 代天皇陵の高さのグラフ 

 

Ｙ＝  0.685X2 – 29.778X + 331 ・・・・・・・・・・R2=0.9109・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4-3） 

 

ここで、Ｒは相関係数で、Rは決定係数である。式 4-3 の決定係数は、それぞれR2=0.9109 である。歴代天皇の第 15 から

18 代迄の天皇陵の高さは漸次に低くなっている傾向であることが認められる。 

 

表 4-5 は第 15～26 代天皇陵の全長であり、図 4-4 は第 15～26 代天皇陵の全長のグラフである。Ｘ軸は第 15～26 代天

皇の順位であり、Ｙ軸は第 15～26 代の全長である。ここでは、代数方程式の曲線から解析するため、2 変数の 2 次方程式の

多項式を用いた。 

 

ｙ＝ 0.709X3 –35.01X2 +502.5X -1579 ・・・・・・・・R2=0.8393・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（4-4） 

 

 

歴代天皇 陵全長 歴代天皇 陵全長 

15 応神 425 21 雄略 76 

16 仁徳 486 22 清寧 112 

17 履中 365 23 顕宗  

18 反正 148 24 仁賢  

19 允恭 228 25 武烈  

20 安康  26 継体 277  

表 4-5.第 15～26 代天皇陵の全長 図 4-4.第 15～26 代天皇陵の全長グラフ 

 

ここで、Ｒは相関係数で、Rは決定係数である。式 4-4 の決定係数は、それぞれR2=0.8393 である。歴代天皇の第 15 から

22 代迄の天皇陵の高さは漸次に低くなっている傾向であることが認められる。 
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歴代天皇 子女数 歴代天皇 子女数 

15 応神 8 21 雄略  

16 仁徳 6 22 清寧  

17 履中 4 23 顕宗  

18 反正 4 24 仁賢 8 

19 允恭 11 25 武烈  

20 安康  26 継体 4 

 

表 4-6.第 15～26 代天皇の子女数 図 4-5.第 15～26 代天皇の子女数グラフ 

 

表 4-6 は第 15～26 代天皇の子女数であり、図 4-5 は第 15～26 代天皇陵の標高グラフである。天皇陵の子女数を分析

すれば、最大値は 11 人（第 19 代允恭天皇）、平均値は 6.25 人と最小値は 4 人（第 17 代履中天皇、第 18 代反正天皇と第

21 代雄略天皇）である。 

 

  

図 4-6.日本古墳時代の天皇期間 図 4-7.日本古墳時代の新羅の王位期間 

 

図 4-6 は第 15～26 代天皇の在任期間のグラフである。最短在任期間は 2～5 年で、5 天皇である。これは暗殺や毒殺の

ような不自然な感じが想像できる。在任期間を分析すれば、最大値は 87 年(第 16 代仁徳天皇)、平均値は 22.6 年と最小値

は 2 年(第 20 代安康天皇と第 23 代顕宗天皇)である。河内王朝の天皇数は 12 である。 

 

図 4-7 は日本の古墳時代の新羅王位期間である。在任期間を分析すれば、最大値は 47 年(第 16 代 訖解泥師今と 17

代奈勿麻立干)、平均値は 22.6 年と最小値は 15 年(第 22 代 智證王)である。河内王朝の天皇数は 8 である。 

 

図 4-8 は日本の古墳時代の高句麗の王位期間、最大年数は 79 年（第 20 代長寿王）、平均年数は 26 年、最小年数は 8

年（第 18代故国壌王）である。図 4-9 は日本の古墳時代の百済の王位期間、最大年数は 30年(第 13代近肖古王)、平均年

数は 14 年、最小年数は 2 年(第 15 代枕流王）である。 
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図 4-8.日本古墳時代の高句麗の王位期間 図 4-9.日本古墳時代の百済の王位期間 

 

表 4-7.第 15～26 代天皇陵の所在地 表 4-8.第 15～26 代天皇陵の古墳名 
 

歴代天皇 所在地 歴代天皇 所在地 

15 応神 羽曳野市誉田 21 雄略 羽曳野市島泉 

16 仁徳 堺市堺区 22 清寧 羽曳野市西浦 

17 履中 堺市西区 23 顕宗 香芝市北今市 

18 反正 堺市堺区 24 仁賢 藤井寺市青山 

19 允恭 藤井寺市国府 25 武烈 香芝市今泉 

20 安康 奈良市宝来 26 継体 茨木市太田 

 

歴代天皇 古墳名 歴代天皇 古墳名 

15 応神 誉田御廟山古墳 21 雄略 高鷲丸山古墳 

16 仁徳 大仙陵古墳 22 清寧 西浦白髪山古墳 

17 履中 上石津ミサンザイ古墳 23 顕宗  

18 反正 田出井山古墳 24 仁賢 野中ボケ山古墳 

19 允恭 国府市野山古墳 25 武烈  

20 安康 古城 1 号墳 26 継体 太田茶臼山古墳 

 

表 4-7 は第 15～26 代天皇陵の所在地、羽曳野市と堺市は 3 ヶ所、藤井寺市と香芝市は 2 ヶ所、奈良市と茨木市は 1 ヶ所

である。表 4-8 は第 15～26 代天皇陵の古墳名である。 

 

表 4-9 は表 7-1.第 15～26 代天皇の陵名である。表 4-10 は.第 15～26 代天皇陵の墳形、前方後円墳羽 8 ヶ所で、円墳は

1 ヶ所で、後の 3 ヶ所は不明である。 

 

表 4-9.第 15～26 代天皇の陵名 表 4-10.第 15～26 代天皇陵の墳形 
 

歴代天皇 陵 名 歴代天皇 陵 名 

15 応神 蓬蔂丘の誉田陵 21 雄略 丹比高鷲原陵 

16 仁徳 百舌鳥耳原中陵 22 清寧 河内坂門原陵 

17 履中 百舌鳥耳原南陵 23 顕宗 傍丘磐坏丘南陵 

18 反正 百舌鳥耳原北陵 24 仁賢 埴生坂本陵 

19 允恭 恵我長野北陵 25 武烈 傍丘磐坏丘北陵 

20 安康 菅原伏見西陵 26 継体   

歴代天皇 墳 形 歴代天皇 墳 形 

15 応神 前方後円墳 21 雄略 円墳 

16 仁徳 前方後円墳 22 清寧 前方後円墳 

17 履中 前方後円墳 23 顕宗 前方後円墳 

18 反正 前方後円墳 24 仁賢 前方後円墳 

19 允恭  25 武烈  

20 安康  26 継体 前方後円墳 
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4-14. 第 15 代～26 代天皇の統計分析 

①天皇陵の標高を分析すれば、最大値は 94 年（第 20 代安康天皇）、平均値は 48.5 年と最小値は 28 年（第 21 代雄略

天皇）である。 

②天皇陵の子女数を分析すれば、最大値は 11 人（第 19 代允恭天皇）、平均値は 6.25 人と最小値は 4 人（第 17 代履中

天皇、第 18 代反正天皇と第 21 代雄略天皇）である。 

③天皇の在任期間を分析すれば、最短在任期間は 2～5 年で、5 天皇である。これは暗殺や毒殺のような不自然な感じが

想像できる。在任期間を分析すれば、最大値は 87 年(第 16 代仁徳天皇)、平均値は 22.6 年と最小値は 2 年(第 20 代安康

天皇と第 23 代顕宗天皇)である。河内王朝の天皇数は 12 である。 

④日本の古墳時代の新羅王位期間である。在任期間を分析すれば、最大値は 47 年(第 16 代 訖解泥師今と 17 代奈勿

麻立干)、平均値は 22.6 年と最小値は 15 年(第 22 代 智證王)である。河内王朝の天皇数は 8 である。 

⑤日本の古墳時代の高句麗の王位期間、最大年数は 79 年（第 20 代長寿王）、平均年数は 26 年、最小年数は 8 年（第

18 代故国壌王）である。 

⑥日本の古墳時代の百済の王位期間、最大年数は 30 年(第 13 代近肖古王)、平均年数は 14 年、最小年数は 2 年(第 15

代枕流王）である。 

⑦第 15～26 代天皇の陵名は.第 15～26 代天皇陵の墳形、前方後円墳羽 8 ヶ所で、円墳は 1 ヶ所で、後の 3 ヶ所は不明

である。 

⑧表 4-11 は日本の古墳時代、新羅・高句麗・新羅の王位期間を比較した。この 4 ヶ国の最大年数年数において、最大・

平均・最小はそれぞれ 87 年・51 年・30 年である。平均年数年数において、最大・平均・最小はそれぞれ 30 年・19 年・14 年

である。最小年数年数において、最大・平均・最小はそれぞれ 15 年・4 年・2 年である。 

この 4 ヶ国において長期政権年数は、日本 87 年、高句麗 79 年、新羅 47 年と百済 30 年である。百済 30 年の理由は 

新羅と高句麗による影響である。日本は百済との国際関係は陵である。 

この 4 ヶ国において短期政権年数は、日本 3 年、、新羅 15 年、高句麗 8 年と百済 2 年である。百済 2 年と日本 3 年の理

由は国内に権力闘争が多く、殺害や毒薬による影響と考えられる要因である。新羅 15 は他の国への侵略のためのため一致

団結した要因が見られる。 

 

表 4-11.日本の古墳時代、新羅・高句麗・新羅の王位期間（年） 

 日本 新羅 高句麗 百済 MAX AVG MIN 

最大年数 87 47 79 30 87 51 30 

平均年数 7 30 61 14 30 19 14 

最小年数 3 15 8 2 15 4 2 

 

5.仏教伝来 

5-１.仏教伝来年の 2 説について 

六世紀半ば欽明天皇の時代に百済の聖明王から仏教が伝わった。聖徳太子と蘇我氏はこの仏教を受け入れ広めようとし

たが、八尾渋川に拠点をおく物部氏がこれに反対し次の敏達天皇、用明天皇の時代まで争いが続き、用命天皇の死後物部

氏は渋川衣摺で聖徳太子と蘇我氏に敗れた。八尾には聖徳太子の聖勝軍寺や物部守屋の墓がある。なお敏達天皇の時

代は百済との交流が一層深まり、百済王朝と関わりの深い日羅上人(将軍)を招き日本最古の仏教寺院の一つといわれる日

羅寺を建立した。現在は八尾樟本神社内におかれている。また南河内郡太子町には、聖徳太子御廟（叡福寺北古墳）と御

廟を守る叡福寺がある。聖徳太子はこの地を愛し亡きあとの墓はここに造るよう生前に指示をだしていたという。聖徳太子御

廟から周囲 1ｋｍ内には、縁のある敏達天皇陵（欽明天皇の子）、用明天皇陵（欽明天皇の子、太子の父）、推古天皇陵（用

明天皇の妹、敏達天皇の后、太子が摂政を執る）があり、聖徳太子の聖地と言える。 
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その後戦いに勝った聖徳太子と蘇我氏は政務の中心を大和斑鳩、飛鳥に移し、四世紀初めの応神天皇の頃より敏達天

皇用明天皇の六世紀後半まで続いた河内王朝時代は終わる。なお王宮はこの間も仁徳天皇の時代を除き大和に置かれて

いたので、政務は大和と河内を連携しながらおこなわれていたと考えられる。 

『日本書紀』によると 552 年、欽明（きんめい）天皇 13 年（欽明天皇の即位は 539 年としているので西暦 552 年。）百済の

聖明王（せいめいおう）が朝廷に遣いを送った。その一人が怒利斯到契（ぬりしちけい。「り」の字は正しくは口偏に利を書く）

で、釈迦仏（金銅製）一体、幡蓋（はたきぬがさ。「幡」「蓋」とも仏前に置かれた）、経論数巻を献上した。8 世紀初めに成立し

たとされ日本書紀と並ぶ書物で、主として聖徳太子の伝記が書かれている。これによれば、仏教が日本に伝来したのは欽明

天皇の時代、戊午（つちのえうま）の年 10 月 12 日、百済国の主明王（聖明王）が初めて渡ってきて仏像・経教、僧等を奉る。

欽明天皇が即位した年を 531 年としているので、仏教伝来は 538 年となる。『元興寺縁起』は元興寺（飛鳥寺）創建の由来が

書かれた書物である。現在は、仏教公伝を 538 年とするのが通説である。 

 

5-2.仏教はいつ日本に入ってきたか?  

６世紀、日本（当時の国名は倭国）に仏教が伝来し、日本人の文化や精神世界に深く入り込んだのは聖徳太子によるもの

であると言える。しかし、仏教に興味を示し最初に受け入れたのは蘇我氏であった。 

日本に仏教が伝わった理由としては、百済の聖明王の政策や、百済系氏族から中国や朝鮮半島情勢を入手していた蘇

我氏が要請したことが考えられる。当時は、百済から多くの渡来人が日本に来ており、仏像や経文など仏教に関わるものを

私的に持ち込んできたことも考えられる。つまり、 仏教がいつ伝来したのかを特定するのは難しい。 

肉体保存のエネルギー源は、万生万物を含め動物・植物・鉱物である。自己の心・意識のエネルギー源は、調和のとれた

生活の中に神仏より与えられる。自己の精神が苦しめば肉体は不調和になり、自己の肉体が苦しめば心が脳乱する。自己

保存・自我我欲の煩悩を捨てる生活の中に、神仏の光明がえられ、心に安らぎが生じられ、三昧の境涯に到達することがで

きる。まさに、末法万年の神理であるから日々の生活の師とすべきと考えられる。 

仏教においての中心人物は、釈迦・十大弟子と龍樹である。信仰対象は、様々な仏である。分類は、原始仏教・部派仏

教・大乗仏教・密教・神仏習合と修験道の 6 類があり、地域別では、インド・中国・日本・朝鮮・スリランカ・タイ・東南アジア・チ

ベット・台湾 9 地域である。 

北インドの地で生まれた世界宗教としての仏教は、主として東南アジア方面に伝播した上座部仏教（南伝仏教・小乗仏

教）と西域（中央アジア）を経由して中国から朝鮮半島などへ広がった大乗仏教（北伝仏教）に分かれる。古代の倭に伝えら

れたのは後者の流れである（地図 3-2）。 

  

隋と飛鳥時代の仏教では、岡本精一は、中国と

日本との文化の交流が始まったのは、飛鳥時代

以前であるとする。『魏志倭人伝』によると、倭国

の女王卑弥乎（呼）のことが記されてあり、また倭

王武（雄略天皇）が 478 年に中国へ使者を送っ

た記事も見える。さらに時代が下がって書かれた

『隋書倭国伝』には、「天がまだ夜の明けぬうちに、

倭王は政庁に出て政務を開き、日が出ると仕事

を止めて弟に政務を委ねた」とある。これはおそら

く卑弥乎とその弟のことを述べたものであろうと述

べている。 
中国において紀元一世紀頃に伝えられた仏教

は、原始インド仏教の忠実な継承にこだわること

なく、戒律や教義解釈などで独自の発展を遂げた。朝鮮半島への仏教の伝来は、五胡十六国時代と南北朝時代の中国か

 

地図 3-2.アジアの仏教伝来（538年、552年に日本へ） 
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ら伝えられ、三国時代では、律令制度の整備に伴い、国家建設の理念としての役割を果した点である。 

高句麗へは小獣林王（372 年）に伝来し、百済へは枕流王（384 年）に伝来、高句麗から伝えられた新羅では法興王（528

年）に公認された。倭と盟友関係となる百済では、枕流王（384 年）が東晋から高僧の摩羅難陀を招来し、阿莘王（392 年）が

仏教を信仰せよとの命を国内に布告している。6 世紀初頭は、百済国内に本格的に仏教が普及するのである。法興王時代

に公認された後は、南朝梁との交流もあり、国家主導の仏教振興策がとられた。古くから多くの渡来人（帰化人）は 、朝鮮半

島の出身者で、日本への定住にあたり氏族としてグループ化し、氏族内の私的な信仰として仏教をもたらし、信奉する者もい

たと思われる。この使者は、難波より大和川をさかのぼり飛鳥京へ入った。 

継体天皇（522年）の時代に、渡来人の司馬達等は飛鳥に来住し、仏像や経典がもたらされていたようである。すでに大和

国高市郡において本尊を安置した仏教公伝と当時の国際環境があった。仏教公伝を受け入れるため仏崇者の曽我氏と排

仏者の物部氏との対立・論争がなされた。すでに曽我稲目は、飛鳥豊浦の自宅でひそかに仏像を祭り、進行していた。東方

伝播の仏教がシルクロ－ドから通って日本へ到着したのは日本最初である。 

 

5-3.仏教は飛鳥から広まったか? 

8 年、（日本書紀によると 552 年。元興寺縁起などでは 538 年。）、百済の聖明王の使いで訪れた使者が欽明天皇に金銅の

釈迦如来像や経典、仏具などを献上したことが仏教伝来の始まりと言われている。その後、推古天皇の時代に「仏教興隆（こ

うりゅう）の詔（みことのり）」が出され、各地で寺院建設が始まった。命ある者がこの世で受ける恩の中でも最も大切な親の恩

に対して、感謝し冥福を祈るために仏像を身近に置きたいと考え、仏教信仰が始まった。難波津（大阪府）に着いた聖明王

の使者は、大和川を船で上り、初瀬川河畔の海柘榴市（つばいち。現在の奈良県桜井市金屋。）に上陸した。7 世紀頃、こ

の辺りに大きな市が開かれていた。藤原京時代には、大阪湾から入ってきた船の港として大きく発展した。 

 

6.河内地域の観光開発 

現在、大阪府は百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を目指している。今後、これらが世界遺産に登録されれば河内地域

は大きな観光地となる可能性を秘めている。この観光資源を有効に活用していく方法を考えねばならない。そのためには、こ

の地域の歴史を深く知り、観光開発を行う必要がある。観光開発の効果を十分に発揮させるには、観光立地の条件、観光投

資の効果等について、あらかじめ調査することが重要である。 

河内王朝の歴史は、大和三輪山の王権時代から河内王朝を経て、大和斑鳩、飛鳥の王朝へと続いた古代日本の姿のひ

とつである。広義の意味で河内(和泉を含む)は、政治交易の中心地であり、大和での王権、王朝時代の中で重要な役割を

果たし、豊かに発展していたのである。 

このような時代の流れを勘案すると、大和三輪山の王朝(王権)や飛鳥の王朝がある大和地域と連携した歴史的なＰＲを行

うことが重要ではないかと考えられる。これによって、日本の黎明期の歴史の流れが理解でき、世界の人々にとっても魅力的

で理解しやすい歴史のドラマを感じさせることができるだろう。聖徳太子などにも縁のある八尾市などの周辺地域も重要な観

光拠点になる可能性があるのでないだろうか。 

 観光は「地域の光り」を観ることであるとすれば、その地域の歴史と史跡の数々は地域固有の資源で、観光の貴重な対象

になる。しかも大地に根ざした資源であることから、その個性を生かした観光事業としなければならない。さらに、その経営に

おいて大切なのは、観光客に「満足してもらうこと」と「ホスピタリティー（思いやり、心からのおもてなし）」である。その点を無

視してしまうと、一時的に観光客が多くなっても、長期的で持続可能な観光地とはなり難い。観光事業の永続性という視点

は、観光 経営においては非常に重要である。 

経営の基本は、人（Man）、物(material）、金（money）と、顧客の求める様々な観点からの「情報」である。経営とは、顧客が

いて初めて成り立つものであり、目的と使命をもって“価値”を生み出すものである。この実現のためには、自分の立場、相手

の立場、第三者の立場、そしてグローバル社会の地球環境的な立場が必要である。いずれの立場にあっても、顧客の視点か

ら考える意味を忘れてはならない。 
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6-1.河内王朝の観光資源の 活用事例  

河内王朝の観光の歩あり方とその発展を考えた場合、少なくとも次の3つの観点からの検討を行うべきである。 

第1の「河内王朝の知的発見」は、河内王朝の成立過程とその歴史を広く理解してもらうことである。とりわけ河内王朝陵は、

自然環境と歴史の生きたテキストであり、この知的発見を観光の目玉にすることの意義は大きい。例として、CGを利用して河

内王朝陵の形成プロセスを再現するなどして、動態的な発見にもつながることとなろう。河内王朝陵は静態的存在ではあるが、

その存在意義は極めて大きく重要である（表5-1の左側）。 

第2の「河内王朝陵のインフラ整備」は、魅力ある河内王朝陵の観光にするための基本的な整備条件である。それぞれの

河内王朝陵のもつ独自性は多様であるが、それらの実体を可能な限り間近で見るための整備が求められる。そして忘れては

ならないのは、資源としての河内王朝陵をどのように保存していくかで、見学ルートや人数制限なども考慮すべきであろう（表

5-1の中央）。 

第3の「河内王朝陵周辺の環境」は、観光が点（河内王朝陵)から面(周辺地域)へと連動することで、より魅力ある観光事業

が展開されることである。例えば、河内王朝陵だけではなく、周辺の史跡などの観光資源といった環境とのネットワークを図る

ことで、相乗効果が生まれることであろう。（表5-1の右側）。 

 
表 5-1.河内王朝陵の観光と活用事例 

 
河内王朝陵の知的発見 

（研究者） 

河内王朝陵インフラ整備 

（事業体） 

河内王朝陵周辺の環境 

（自治体・住民、レストラン） 

1 
由来説明書、絵はがき、天皇陵写真 ライトアップ、トロッコ ホームページ、公園（石・植物） 

2 
CD・DVD 鑑賞、スタンプ、体験学習 子供用の車、ベンチ 記念撮影台、観光飛行機 

3 
四季ギャラリー、ビデオ鑑賞 休憩所、携帯説明機 周辺地図、駐車場、展望台 

4 
見学修了書、王朝書籍 障害者用の車 特産物店、博物館、天皇陵地図 

 

6-1.河内王朝陵の保全と活用事例 

河内王朝陵の 保全と活用 事例について、次の 3 つの観点を中心に調査と検討すべきである。 

第 1 の「河内王朝陵の知的発見」としては、①由来説明書、②絵はがき、③天皇陵写真、④CD・DVD 鑑賞、⑤スタンプ、

⑥体験学習、⑦四季ギャラリー、⑧ビデオ鑑賞、⑨見学修了書、⑩王朝書籍などの 10 項目がある。進化する河内王朝陵の

前で古代の音楽饗宴や結婚式もユニークである。 

第 2 の「河内王朝陵観光と保存の基盤整備」としては、①ライトアップ、②トロッコ、③子供用の車、④ベンチ、⑤休憩所、

⑥携帯説明機、⑦障害者用の車などの 7 項目がある。 

第 3の「河内王朝陵観光、その周辺とのネットワーク」としては、例えば、地表の地形景観および他の資源との連動である。

①ホームページ、②公園（石・植物）、③記念撮影台、④観光飛行機、⑤周辺地図、⑥駐車場、⑦展望台、⑧特産物店、⑨

博物館、⑩天皇陵地図などの 10 項目がある。 

 

 6-2. 河内王朝陵の実践戦略   

 6-2a. ＰＤＣＡ計画、観光事業の目的 

近年の観光は、名所遺跡を見学する学習遊覧形から自己開発、異文化交流、実地体験のような主体的体験との交流など

を要求する傾向にある。また、シルバー層、女性層、外国人といった観光客が増大し、観光に対する要求の多様化が起きて

いる。このような現状から 観光事業 の目的を達成するためには、次のような方法が考えられる。 

1.観光客が自ら商品を作る、工芸に深酔する、訪問地の現地人との交流を大切にする交流形・体験形の 観 光。  
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2.長期滞在を可能にする拠点型、滞在型の観光 。  

3 花、祝祭つくり運動を背景とする花テーマのフラワー観光 。  

4.世界自然遺産地域において自然を楽しむエコ観光 、グリーンツーリズム。 

この他、多様な観光欲求に対応するために新しい観光方法を創出する必要がある。 

 

6-2ｂ. ＰＤＣＡ計画における観光事業の戦略 

河内王朝陵観光の発展には 観光客の誘致増大を通して観光消費を増やすことを目的とする。このように地域経済の効

果を高めるには、具体的な数値目標として定めなくてはならない。①観光客は、△◎万名を誘致すること。②実行目標上の

戦略事業の着手率△◎80％、観光収入△◎兆円を達成することなどである。この実現のためには、外的要因と内的要因を

分析することが必要であり、外的要因の視点と内的要因の先進化をＰＤＣＡサイクルの過程を用いて考察する必要がある。 

ここで ＰＤＣＡサイクル(計画にそって繰り返す)とは、Plan(計画)、Do(実行)、See・Check(確認・評価・点検)、Action(改善・改

革・改良)の頭文字である。つまり、ＰＤＣＡとは、計画（P）を実行し（D）、それが計画（P）通りかを確認して（C）、問題点があれ

ば改善し（A）、次の計画に生かすという繰り返しのことである。そのためには、表 5-2 のような 戦略プログラムの要素を考慮し

て議論すべきである。  

 

表 5-2. 河内王朝陵観光実践の戦略プログラム 

外的要因 内的要因 外的要因の視点 内的要因の先進化 

高齢化社会の進展 情報発信体系の未洽 交流/発信による観光活性化 道民の生活が向上 

年金生活者の増加 地域住民歓待精神不足 地域別の観光魅力の活動 安楽し快適な観光地を助成 

旅行形態の変化 観光産業効果的な認識不足 東北アジア観光拠点の役割  

地域間の競争時代 観光魅力の未活動   

 

6-3. 河内王朝陵を 目立たせる方案 

6-3a. 世界に注目してもらう 

世界には様々な歴史遺跡があり、様々な方法で PR を行っている。河内王朝も世界の人々に向けて、様々な情報を発信

することが重要である。他にはないオンリーワンの魅力を世界の人々に知ってもらうとする熱意と、長期的なビジョンを持って

取り組む必要があるだろう。 

 

6-3b. 多言語で世界に向けて発信をする 

河内王朝陵を世界の人々に知ってもらうには、英語をはじめとした様々な外国語での PR が欠かせない。近年は、アジア

地域の発展がめざましく、アジア地域の言語での PR も重要である。日本の近隣諸国である中国や韓国とは、歴史認識など

の問題もあるが、新しいアジアの時代を見据えたより良い関係を築くためには、観光が有効となる可能性があるだろう。 

 

6-3c. 独自のブランドを確立する 

 エジプトのピラミッドと言えば、世界の人々は巨大な三角の立体遺跡を思い描くであろう。それと同様に、河内地域における

前方後円墳の巨大な規模と、ユニークな形状を世界の人々に知ってもらうことである。円形と方形の墳丘を組み合わせた形

状は、日本独自のものであり鍵穴を彷彿とさせる形状は、この地域のシンボルでありブランドとなり得るであろう。 

 

6-3ｄ. 人と人との関係を大切にする 
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河内地域を含む近畿圏は、人と人との関係を大切にする文化や習慣が、都市化された地域でも強く残っている傾向が強

い。このように、人と人が円滑にコミュニケーションを行える文化は大きな魅力である。観光に訪れた人々が、この地域の人々

との交流に良い印象を持ち、帰国後に口コミで PR することは大きな利益となるだろう。 

 

6-3e.人材を育成する 

多様化した現代社会では、新しいものを創造していく力、自ら問題を解決する力が求められる。さらに、年齢や

性別、様々な人種の人々との協力によって物事を進めていくことのできる人材が求められている。 

これらを実現するためには、理論と実践および実社会とフィードバックする教育が有効である。この地域に根差

す企業や大学、自治体が連携して人材を育成していく必要がある。日本人だけにとどまらず、外国人の留学生が学

びやすい環境を整え、働いていく環境も整えば、世界から優秀な人材も集まってくるはずである。このような好循

環を作り出し、観光開発だけにとどまらない地域発展の仕組みを構築する視点と構想が重要である。 

 

7.おわりに 

河内地域の発展には、河内王朝の歴史的流動性を重視した大和との観光資源の開発が重要である。日本の歴史は、大

和三輪山の王権時代から河内の王朝時代を経て、大和斑鳩、飛鳥の王朝時代へと流れていったのである。広義の河内(和

泉を含む)は、大王を中心に豊かに発展していた時代があり、政治交易の中心地であった。河内地域は、歴史的に重要な役

割を果たしていたのである。 

今後、河内王朝陵である「百舌鳥・古市古墳群」が世界遺産に登録されれば、河内地域は大きな観光地になる。この地域

の観光資源を有効に活用するには、将来を見据えて早い段階から議論を深めて実行していく必要があるだろう。それには、

5 の「河内地域の観光開発」で述べた事例、戦略、方案を活用し実践していくことが必要である。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

別   表 

別表 1.河内王朝の 15 代（270 年）～18 代（410 年）天皇御陵の規模 

天皇名 15 代応神天皇 16 代仁徳天皇 17 代履中天皇 18 代反正天皇 

在 位 270～310 年 313年～399年 400年～405年 406年～ 410年 

父 親 仲哀天皇 応神天皇 仁徳天皇 仁徳天皇 

母 親 神功皇后 仲姫命 磐之媛 磐之媛命 

陵 名 蓬蔂丘の誉田陵 百舌鳥耳原中陵 百舌鳥耳原南陵 百舌鳥耳原北陵 

古墳名 誉田御廟山古墳 大仙陵古墳 上石津ミサンザイ古墳 田出井山古墳 

墳 形 前方後円墳 前方後円墳 前方後円墳 前方後円墳 

所在地 大阪府羽曳野市誉田六丁目 
大阪府堺市堺区大仙

町 

大阪府堺市西区上野

芝町 

大阪府堺市堺区北

三国ヶ丘町二丁目 

郵便番号 583-0857 590-0035 593-8301 590-0021 

緯 度 34 度 33 分 45.36 秒 34 度 33 分 50.16 秒 34 度 33 分 16.69 秒 34 度 34 分 32.69 秒 

経 度 135 度 36 分 33.16 秒 135 度 29 分 14.32 秒 135 度 28 分 40.83 秒 135 度 29 分 18.26 秒 

標高（m） 56 44 37 44 

陵高（ｍ） 36 33 25 14 

全長（ｍ） 425 486 365 148 

堀の形態 二重   二重 
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子女 

仁徳天皇、額田大中彦皇子、大山守

皇子、菟道稚郎子皇子、八田皇女、

稚野毛二派皇子、隼総別皇子、草香

幡梭皇女他多数 

履中天皇、住吉仲皇

子、反正天皇、允恭

天皇、大草香皇子、

草香幡梭姫皇女 

磐坂市辺押磐皇子、

御馬皇子、青海皇女、

中磯皇女 

香火姫皇女、円皇

女、 

財皇女、高部皇子 

 

別表 2. 河内王朝の 19 代（4120 年）～22 代（484 年）天皇御陵の規模 

天皇名 19 代允恭天皇 20 代安康天皇 21 代雄略天皇 22 代清寧天皇 

在 位 412年～453年 454 年～456 年 456 年～479 年 480 年～484 年 

父 親 仁徳天皇 允恭天皇 允恭天皇 雄略天皇 

母 親 磐之媛命 忍坂大中姫 忍坂大中姫  葛城韓媛 

陵 名 恵我長野北陵 菅原伏見西陵 丹比高鷲原陵 河内坂門原陵 

古墳名 国府市野山古墳 古城 1 号墳 高鷲丸山古墳 西浦白髪山古墳 

墳 形 前方後円墳  円墳 前方後円墳 

所在地 大阪府藤井寺市国府一丁目 
奈良県奈良市宝

来 4 丁目 

大阪府羽曳野市島泉 大阪府羽曳野市西浦

六丁目 

郵便番号 583-0006 631-0845 583-0881 583-0861 

緯 度 34 度 34 分 25 秒 34 度 41 分 1 秒 34 度 34 分 35.66 秒 34 度 32 分 55 秒 

経 度 135 度 36 分 59 秒 135 度 46 分 8 秒 135 度 35 分 5.67 秒 135 度 36 分 1.3 秒 

標高（m） 39 94 28 43 

全長（ｍ） 228  76 112 

子 女 

木梨軽皇子、名形大娘皇女、境黒彦皇

子、安康天皇、軽大娘皇女、八釣白彦

皇子、雄略天皇、但馬橘大娘皇女、酒

見皇女、皇居 遠飛鳥宮 

 白髪皇子、栲幡姫皇

女、磐城皇子、星川

稚宮皇子、春日大娘

皇女 

 

 

別表 3.河内王朝の 23 代（485 年）～26 代（531 年）天皇御陵の規模 

天皇名 23 代顕宗天皇 24 代仁賢天皇 25 代武烈天皇 26 代継体天皇 

在 位 485年～487年 488 年～ 498 年 498 年～507 年 507 年～531 年 

父 親 市辺押磐皇子 市辺押磐皇子 仁賢天皇 彦主人王 

母 親 荑媛 荑媛 春日大娘皇女 振媛 

陵 名 傍丘磐坏丘南陵 埴生坂本陵 傍丘磐坏丘北陵 三島藍野陵 

古墳名  野中ボケ山古墳  太田茶臼山古墳 

墳 形 前方後円墳 前方後円墳  前方後円墳 

所在地 
奈良県香芝市北今

市 
大阪府藤井寺市青山 3丁目 奈良県香芝市今泉 

大阪府茨木市太田三

丁目 

郵便番号 639-0242 583-0015 639-0264 567-0018 

緯 度 34 度 33 分 2.5 秒 
34 度 33 分 23 秒 34 度 33 分 37 秒 34 度 50 分 40.571 秒 

 

経 度 135 度 42 分 1.5 秒 135 度 35 分 47 秒 135 度 41 分 41 秒 135 度 34 分 42.364 秒 

標高（m） 53 38 67 45 

陵高（ｍ）    19.8 
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全長（ｍ）    227 

堀の形態     

子  女  

高橋大娘皇女、朝嬬皇女、手白香

皇女、樟氷皇女、橘仲皇女、武烈

天皇、真稚皇女、春日山田皇女  

 安閑天皇、宣化天皇、

欽明天皇、他多数 

 

別表 4. 大和時代(古墳時代)の 15 代～26 代天皇に関する統計資料 

 天皇名  天皇名 代 終年 始年 期間 標高 陵高 全長 子女数 

応神天皇    おうじん 15 310 270 40 50 36 425 8 

仁徳天皇 にんとく 16 399 313 86 44 33 486 6 

履中天皇 りちゅう 17 405 400 5 37 25 365 4 

反正天皇  はんぜい 18 410 406 4 44 14 148 4 

允恭天皇   いんぎょう 19 453 412 41 39  228 11 

安康天皇 あんこう 20 456 454 2 94    

雄略天皇 ゆうりゃく 21 479 456 23 28  76 5 

清寧天皇 せいねい 22 484 480 4 43  112  

顕宗天皇  けんぞう  23 487 485 2 53    

仁賢天皇  にんけん 24 498 488 10 38   8 

武烈天皇 ぶれつ 25 507 489 18 67    

継体天皇 けいたい 26 531 507 24 45 20 277 4 

MAX      86 94 36 486 11 

AVG      22 49 26 264 6.25 

MIN      2 28 14 76 4 

 

別表 5.今から 1400～200 年前、百済時代の出来事と日本との関係 

代 王名 年代 百済の出来事 日本との関係 

  ＢＣ   

  ＢＣ66 ヨンタパルの娘・召西奴(ソソノ)が誕生。  

  ＢＣ37  朱蒙(チュモン)が鉄本で高句麗を建国する。  

  ＢＣ19  類利が礼氏と共に扶余から高句麗に亡命する。沸流と温祚が卒本

から南下する。 

 

1 温祚王 ＢＣ18  初代王温祚が慰礼城で十済国を建国する。国号を百済と定める。

(B.C.18〜A.D.28)。 

弥生時代 紀元前後 
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18 河南慰禮城に百済建国、東明廟の建立。 

  ＢＣ15 楽浪郡に使者を送り国交を開く。  

  ＢＣ08 楽浪郡が靺鞨に瓶山棚を攻撃させる。  

  ＢＣ06 王母の召西奴(ソソノ)が死去。  

  ＡＤ   

  06  熊川棚を建て、馬韓と対立する。  

  08 馬韓を攻撃してその都を併合する。  

  09 馬韓を滅亡する。  

1 温祚王 18-28 温祚王が死去。  

2 多婁王 28〜77 63 使者を新羅に送る。 

64 新羅の蛙山城や狗壤城を攻撃するが敗北する。 

57 倭の奴国王が漢に

使臣を派遣。 

3 己婁王 77〜128   

4 蓋婁王 128-166   

5 肖古王 166-214   

6 仇首王 214-234   

7 沙伴王 234 幼少のため。  

8 古尓王 234-286 239 邪馬台国の女王卑弥呼が魏に使臣を派遣。 

246 左将真忠を遣わし楽浪郡を攻撃。佐平 16 官等制定。律令頒布。 

9 責稽王 286-298 阿旦城と蛇城修理。    

10 汾西王 298-304 軍を送り楽浪の西の県を奪う。楽浪太守が送った刺客により汾西王

が殺害される。 

 

11 比流王 304-344   

12 王契王 344-346   

13 近肖古王 346-375 369 高句麗、百済を攻め雉壌の戦いで敗北する。 

371 百済、高句麗の平壌城を攻め、高句麗故国原王戦死。 

372 倭王に七支刀を

送る。 

14 近仇首王 375-384   

15 枕流王 384-385 晋から百済に仏教伝来。  

16 辰斯王 385-392   

17 阿莘王 392-405 高句麗、百済北部を攻め、十余城を落とす。高句麗、百済を撃ち、

58 城を奪い、百済王弟を人質とする。 

397 太子腆支を倭に

派遣。 

18 腆支王 405-420 413 東晋に使臣を派遣。  

19 久尓辛王 420-427 421 倭王讃が宋に使臣を派遣。  

20 毗有王 427-455 433 百済、新羅と同盟（羅済同盟）。   

21 蓋鹵王 455-475 高句麗、百済を撃ち、新羅が百済を救う。 

458 百済余慶（蓋鹵王）、宋に使者を送り、臣下の叙授を求める。 

472 百済王余慶、北魏に使者を送り、高句麗出兵を求める。  

 

22 文周王 475-477 高句麗長寿王、百済の漢城を陥落させ、百済蓋鹵王を殺す。  

中期‐熊津時代 

475 百済文周王即位し、熊津（現・忠清南道公州市）に遷都。 

 

23 三斤王 477-479 百済兵官佐平解仇、文周王を殺し、三斤王を立てる。 478 倭王武が宋に使

臣を派遣。 
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24 東城王 479-501 490 北魏、数十万騎百済を攻める（南斉書）。 

495 高句麗、百済の雉壌城を攻め、新羅が百済を救援する。  

 

25 武寧王 501-523 東城王暗殺され、武寧王即位。 

512 年古墳時代、26 代継体天皇（507～530）年大伴金村、任那の

四県を百済に割譲。 

503 年百済武寧王、倭

国に遣使。 

26 聖 王 523-554 525 武寧王を武寧王陵に安置。百済聖王（聖明王）。 

527 磐井の反乱。538 百済の聖明王、仏像と経論を朝廷に贈り、仏教が公伝される。 

538 泗沘に遷都し、国号を南夫餘に変更。倭に仏教を伝える。 

541 梁に毛詩博士•『涅槃経』•工匠 •画師などを要請。 

538 国家間の公的な交渉として、欽明天皇時代、百済から倭への仏教公伝。その背景には、

百済による「新羅征討の援軍要求」という強い思惑。 仏教の後押しをする「蘇我稲目」が登場

し、日本神道を守り続けてきた物部の対立。 

26 聖 王 523-554 551 漢江流域を回復。552 怒利斯致契が倭に仏教を伝える。 

551蘇我稲目は、欽明13年百済より仏像経論が献じられた時、物部尾輿の反対を押し切り、仏

教を擁護。飛鳥時代の大臣。 

552 『日本書紀』、百済（くだら）の聖明王（せいめいおう）から、釈迦仏の金剛像 1体と仏具・経

典をセットにして贈られてきた。高句麗（こうくり）や新羅（しらぎ）に圧迫された百済としては、日

本との交易を密に、味方にする思惑が感じられる。 

553 新羅の奇襲で漢江流域を奪われる。羅済同盟の決裂。554 管山城の戦いにおいて聖王

戦死。 

27 威徳王 554-598 百済聖王、新羅の管山城を撃ち敗死。百済威徳王即位。 

584 年 高句麗、百済を攻撃し、新羅が百済を救援する。 

556 倭に滞留していた恵王子が帰国。 

557 陵山里に王室願刹を創建。 

561 難波大郡にて百済と新羅の使者の次席を定める時、新羅を百済の下に置き、新羅使者は

怒り、船に乗って帰国。 

27 威徳王 554-598 572 現八尾市、敏達天皇即位に伴い、物部氏守屋は大連に任じられた。物部氏は日本に伝

来した仏教に対しては強硬な排仏派で、崇仏派の蘇我氏と対立した。用明・崇峻・推古の四代

天皇にわたり大臣職で蘇我氏全盛時代を築いた。仏教の信仰に篤く、富浦に日本最初の仏塔

を造営した。 

27 威徳王 554-598 574 聖徳太子の生涯は 574～622 年。 

577 百済王、経論・造仏工ら 6 人を献上、難波の大別王の寺に安置。 

577百済に派遣された使者大別王らが帰国のさい、百済王が経論と僧侶・造仏工ら 6人を献上

したので、難波の大別王の寺に安置する。  
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27 威徳王 554-598 583 百済から来日した日羅を難波宮に泊らせる、日羅は大和朝廷に行き、帰途再び泊って百済の官人に

暗殺される。583 敏達天皇（583)勅命により、百済から帰国した日羅を招き、阿斗の桑市(大阪府八尾市)に

すまわす。我が国最古寺院である日羅寺を建立した。 

584 蘇我馬子、敏達天皇 13 年（584 年）百済から来た鹿深臣が石像一体、佐伯連が仏像一体を持ってい

た。それを馬子が請うてもらい受け、仏法に帰依し、石川宅に仏殿を造り、仏法を広めた。 

585 安倍臣目、物部贄子連とともに、阿斗の桑市の館(大阪府八尾市)に滞在中の日羅のもとに出向き、国

政を問う。その後、暗殺された日羅を難波小郡の西(大阪市北区同心町)に葬る。 

588 百済の技術者によって飛鳥寺完工。 

593 聖德太子の摂政。595 法興寺創建。 

28 恵 王 598-599   

29 法 王 599-600 599 禁殺令を下し、猟具を燃やす。烏含寺創建。  600 初めて遣隋使を派遣。 

30 武 王 600-641 602 百済僧侶である観勒が倭に渡り、天文•地理•易書•陰陽道を伝える。 

616 百済、新羅の母山城を攻撃。 

632 義慈王子を太子として冊封。 

607 遣隋使小野妹子派遣。 

630 初めて遣唐使を派遣。 

638 百済、新羅の独山城を攻撃。  

31 義慈王 641-660 百済、高句麗と同盟（麗済同盟）。 

655 新羅、百済の刀比川城を攻撃。 

657 百済王の庶子 41 人を佐平の官に任命。百済からの移住：本姓 百済王。家祖 百済王善

光（百済国第 31 代義慈王の王子）。種別 諸蕃。主な根拠地 河内国難波と北河内交野郡中

宮郷。支流、分家 菅野朝臣と和朝臣など 

  660-663 642 新羅を攻撃して大耶城を含めて 40 城余を陥落させる。 

643 国主母死亡。義慈王親衛政変を断行して権力改編。 

645 大化改新。 

657 王の庶子 41 人に佐平を除授。羅•唐連合軍の百済侵攻、泗沘城陥落、百済滅亡。 

663 年 倭国の百済救援軍 2800 兵、白村江で唐軍に大敗。   

  892 甄萱（キョンフォン）が農民一揆に乗じて挙兵。  

  922 後百済は、日本に参戦を要請したが拒絶された。後唐にも朝貢した

が、名ばかりの官職しか得られず、実質的な援助はなかった。 

 

  929 後百済は、慶尚北道で快進撃を収め、再び日本に援助を要請した

が、再び拒絶された。 

 

  930 高麗は反撃に転じ、古昌郡において後百済を大敗させた。  

 王 建 936 王建は甄萱と共に後百済を滅ぼした。旧百済地域からの人材登用

の忌避は後々まで悪影響をもたらし、全羅道差別という地域差別と

なって後代まで残った。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/百済。 洞窟環境ＮＥＴ学会紀要 3 号（2012） を参照 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/百済。　洞窟環境ＮＥＴ学会
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