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倭国大乱のうち懿徳～孝昭期の混乱に関する小考
（煩雑を避けるため「大王」或いは「天皇」の記載を省略する不敬をお許し願います）

要旨

後漢書・梁書に記されるいわゆる「倭國大亂」）は神武歿後の混乱（手研耳命との抗争，

綏靖・安寧・懿徳の短期在位）を指す。本考は、このうち、懿徳から孝昭への皇位継承に

おける混乱について小考を纏めたものである。

懿徳から孝昭への交替においては以下のような事象があったものと推察する。

- 懿徳の御代に出雲神族と天日槍の両勢力間で大きな争いがあった。

- 出雲神族の支持のもと皇位についていた懿徳は、この争いのなか不幸のうちに薨去。

- この混乱による空位一年ののち、天日槍の勢力と融和した孝昭が即位した。

以下、順を追って上記推定の経緯を示す。根拠の薄い推理を含むが、興味を持って下さる

方がおられれば幸いである。

1. 孝昭の外祖父 息石耳命と生母 天豐津媛命

先ず、孝昭の外祖父であり安寧の第一子として伝わる息石耳命、及び、孝昭の生母であ

る天豐津姫命について考える。此処での結論として、息石耳命・天豐津媛命ともに但馬・

出石に所縁があると推定する。

1.1 息石耳命

息石耳命は亦名「常津彦命」（天皇本紀）と伝わる（古事記では「常根津日子伊呂泥命」）。

「常根津」の「常」「根」は「常世国」「根国」に通じるもので、「常世への入口にある港」

を意味であろう。更に「常津彦（常根津日子）」～「常世国」～「田道間守」～「天日槍」

～「出石」と連想を拡げると、「常根津」は「出石」に繋がってくる。但馬・出石地方は嘗

て入江湖であり、天日槍が瀬戸の岩戸を切り開いて耕地にされたと伝えられており（「出石

神社由来記」）、「常根津」は出石の入江湖畔を示すものであると考えられる。

一方、「息石」という語からも、「いきし」～「いっし」～「いづし」～「出石」が連想

される。「息石耳命」は「出石耳命」であり、亦名として、「出石」を暗示する「常根津日

子」を持つものと考える。ここで、亦名「常根津日子」から、息石耳命は早世であったと

も想像出来るが、これは、息石耳の子は天豊津媛命のみで後継ぎが無い（「無後」：天皇本

紀）とされていることと符合する。

尚、「出石」を名に持つ人物は、出石心大臣命（天孫本紀・天火明命の三世孫・孝昭の御

代の大臣、丹後 熊野郡 伊豆志彌神社の祭神）や葛木出石姫命（勘注系図・天火明命の三

世孫・天登目命の母）など、孝昭以前にもみえ、年代的には息石耳命と出石とを結びつけ

ることに無理はない。叉、但馬には息石耳命と同様に「但馬國出嶋人太耳」「其（但馬）國

前津耳」（いずれも垂仁紀）のように「耳」を持つ人名もみえる。
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1.2 天豊津媛命

綏靖・安寧・懿徳には多数の皇后名が記されているが（表-1⒜～⒞）が、孝昭の母 天豊

津媛命は、その名に「天」や「豊」を冠しており、他の皇后と際立った差がある。これは、

孝昭という天皇が、特別な存在（神武の創業の跡を継ぐもの）であるがゆえに尊称を与え

られているものと解する。「息石耳」=「出石耳」との推定から、天豊津媛命の「豊津」（豊

かな港）は「出石」（入江湖畔）の美称であると考えたい。

尚、天豊津媛の「豊津」が「出石」を指すと推論した視点で、同じく懿徳后として伝わ

る飯日媛・泉媛の名を視ると、何れも「出石」に因む名ではないかとの想像も出来る。

飯日（いひひ）～いっし～出石

泉（いずみ）～いづみ～出石（注）

（注）垂仁紀に「但馬國出嶋人太耳」という名がみえ、一般に「出嶋」は「出石」と解釈されている。

「出嶋」にこの解釈を許すのであれば、「出嶋」と発音の似る「泉」も同様の推定が許されるであろう。

本考では、懿徳后である天豊津媛命・飯日媛・泉媛は同一人であり、いずれも「出石」に

因む名を持つものとして一旦整理しておく。もし、天豊津媛命 = 飯日媛 = 泉媛であれば、

磯城縣主葉江の男弟 猪手（泉媛の父）と息石耳命（天豊津媛命の父）は同一人ということ

になる。この整理のもと、4 章（後述）で更に推理を進める。

2. 孝昭と天日槍及び但馬・出石との関連

次に、天日槍との関連を軸に、孝昭と但馬・出石との関連について整理したい。

2.1 綏靖～孝昭の世代数

他氏族と天皇家との世代比較（表-2）から、綏靖・安寧・懿徳・孝昭の四代は実際には二

～三世代と考えるのが妥当である。尾張氏の大禰命・出雲醜大臣命・出石心大臣命の三兄

弟が安寧・懿徳・孝昭の三代に仕えたとされる（旧事本紀）ことから、安寧・懿徳・孝昭

が三世代に渡ることはないから、在りうるのは次のいずれかということになる。

⒜ ①綏靖 ②安寧・懿徳 ③孝昭（三世代）

⒝ ①綏靖 ②安寧 ③懿徳・孝昭（三世代）

⒞ ①綏靖・安寧・懿徳 ②孝昭（二世代）

⒟ ①綏靖・安寧 ②懿徳・孝昭（二世代）

記紀の天皇家系譜を磯城縣主・事代主神を基準にした整理（表-3 の⒝及び⒞）からは、

二世代ではなく三世代とする方がより確からしいように思うが、本考の主題からは外れる

ので、此処では更なる絞込みは行わず、ここ迄で一旦措いておく。尚、綏靖～孝昭まで三

世代であれば、孝昭の祖父にあたる息石耳命は綏靖と同世代となるが、神武の皇子がその

名に「耳」を有している（手研耳・神淳名川耳・神八井耳）ことなど、息石耳命が彼らと

同世代であっても違和感は無い。

（書紀本文）息石耳命               天豊津媛命－孝昭

（書紀一書）磯城縣主葉江男弟 猪手－泉媛
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2.2 孝昭と天日槍は同世代

垂仁の御代、天皇の勅命を受け常世国に派遣された田道間守は天日槍の玄孫とされる。

(1)天日槍 (2)但馬諸助 (3)但馬日楢杵 (4)清彦 (5)田道間守（垂仁紀）

日本書紀では、天日槍を垂仁の御代に来朝したとする一方で、その玄孫の田道間守も垂

仁期に活動しており、明らかな矛盾がある。

一方、天皇家の世代については、孝霊と孝元、開化と崇神はいずれも父子継承では無い

と考えられること（筆者私見による）や、他氏族との世代数比較（表-2）から、以下のよう

に推定される。

⒜ (0)懿徳 (1)孝昭 (2)孝安 (3)孝霊・孝元 (4)崇神 (5)垂仁、叉は

⒝ (1)懿徳・孝昭 (2)孝安 (3)孝霊・孝元 (4)崇神 (5)垂仁

田道間守と垂仁を同世代として逆算すれば、天日槍は懿徳・孝昭とほぼ同世代ということ

になる。

2.3 播磨国風土記における天日槍及びミマツヒコの記述

播磨国風土記（揖保郡・宍禾郡・神前郡）は、神代の葦原志挙乎命（葦原志許乎命）・伊

和大神（大国主神と同一視される）と天日槍の争いを伝え、特に神前郡多駝里は「八千軍」

の地名は天日槍の軍兵が八千あったことが由来であるとしている。天日槍が孝昭と同世代

と解すれば、この記事は孝昭の御代の出来事を映していると云える。

播磨国風土記には孝昭の和風諡号「観松彦」と同じ「ミマツヒコ」（飾磨郡：大三間津彦

命、讃容郡 邑宝里：彌麻都比古命）の名がみえることから、孝昭と天日槍との播磨での繋

がりが示唆される。

2.4 孝昭と但馬・出石の繋がり

第 1 章で考察の通り、孝昭の外祖父 息石耳命（亦名 常根津彦命）は、但馬・出石に所

縁がありそうだということを考え合わせ、孝昭は天日槍の勢力と結びついた天皇であった

ものと推理する。孝昭の御代に「出石心大臣命」（物部氏嫡流の祖）という名を持つ大臣が

供奉していることも孝昭と但馬・出石の関連を示すものであろう。

3. 懿徳と孝昭との不連続性

孝昭へのこれ迄の考察に、懿徳に対する以下事例を考え合わせると、懿徳と孝昭の皇位

継承には不連続があったものと推定出来る。

3.1 懿徳と出雲神族の繋がり

懿徳の母は事代主神の孫・鴨王の女である淳名底仲媛命（書紀本文）とされており、綏

靖・安寧・懿徳の母系は出雲神族（事代主神の系統）であり（表-1⒜～⒞）、孝昭の母 天豊

津媛の出自との連続性は薄い。皇后をみても、孝昭は綏靖～懿徳の皇后（事代主神・磯城

縣主の系統）とは異なる系統（尾張連祖 瀛津世襲の妹 世襲足媛[紀]）を皇后に迎えており

（書紀本文）、懿徳と孝昭の支持勢力の差を示している。
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また、懿徳の御代に「出雲醜大臣命」という、懿徳と出雲との絆を窺わせる名の大臣が

供奉している。この出雲醜大臣命の後裔には三河国造などが伝わるが物部嫡流とはなって

いない（孝昭に仕えた出石心大臣命の系統が嫡流となっている）。懿徳の支持層が孝昭以降

の支持層と連続していないことが示唆される。

尚、懿徳と出雲の関係を示唆するものとして、懿徳が出雲に行幸し素戔嗚尊に出会うと

いう逸話がある（「古今和歌集序聞書三流抄」）。

3.2 懿徳の不幸を暗示する諡号

懿徳の漢風諡号（則天武后に死を賜った李重潤（中宗の長男）が追封された諡号「懿徳

太子」を彷彿とさせる）や和風諡号（「耜友」は高皇産霊神の与えた天羽々矢に射抜かれた

天稚彦（味耜高彦根命の神友）を想起）から、懿徳は不慮の死を遂げたとの推理が出来る。

3.3 懿徳歿後の空位一年

日本書紀では、懿徳歿後（懿徳三十四年九月）～孝昭即位（元年一月）の間に一年間の

空位期間があり、懿徳～孝昭の継承に不連続がある。

4. 息石耳命に関連する系譜の修正

これ迄の検討を踏まえ、以下大胆に過ぎるかも知れないが、息石耳命に関する記紀系譜

の修正を試みる。

4.1 長国造系図からの推定

天八現津彦命は阿波 長国造系図や意岐国造系図に現われる。大国主神の御孫とされ、孝

昭を連想させる「観松比古命」「観松彦伊呂止命」の父である。以下、近藤敏喬「古代豪族

系図集覧」1より転載する。

ここで、再度、記紀の系譜をみてみる。表-3⒝⒞は初期天皇の系譜を事代主神・磯城縣主

を基準に纏めたものであるが、ここに一部抜粋して再掲する。

太田亮は著書「姓氏家系大辭典」3にて「磯城彦は三輪氏に外ならず」と看破しているが、

筆者はこの「神武～懿徳期の磯城縣主は地祇系賀茂族」を肯定・支持したい。この前提に

立てば、ⓐとⓓの対比から、

ⓐ 大国主命－事代主命   天日方奇日方命

天八現津彦命－(観松比古命)－(三代略)  (五代略)-韓背宿禰(長国造)

                                    (四代略)-小立宿禰(都佐国造)

（「長公又都佐国造」2 によると天八現津彦命は一云 観松比古命）

ⓑ 大国主命－阿遅鉏高日子根命－天八現津彦命－観松彦伊呂止命－(八代略)－十挨命（意岐国造）

ⓒ 事代主神     天日方奇日方命－淳名底仲媛命－息石耳命

ⓓ 磯城縣主     磯城縣主 葉江

弟磯城黒速   磯城縣主 葉江の男弟 猪手－泉媛

        ⓔ              息石耳命                  天豐津媛命－観松彦香殖稲尊(孝昭)
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「天日方奇日方命 = 磯城縣主 葉江」

「天八現津彦命 = 磯城縣主 葉江の男弟 猪手」

更にはⓓとⓔに比較から（懿徳后である泉媛と天豐津媛命が同一人と比定することにより）、

「磯城縣主 葉江の男弟 猪手 = 息石耳命」

となる。そういう視点でみれば、「現津（うつ）」「猪手（いて）」「息石（いきし）」の音は

互いに似て無くもない気もする。

4.2 息石耳命に関連する系譜の修正

これ迄の考察を踏まえ、本考では、息石耳命について、表-4 に示す修正系譜を提案する。

記紀では息石耳命は磯城津彦玉手看尊（安寧）の皇子とされているが、実際は磯城縣主（弟

磯城黒速）の子であったものと推理するものである。「安寧」という漢風諡号が与えられた

のは後世のことであり息石耳命は「磯城津彦の御子」として伝わっていたのであろうから、

記紀は意図してかせずにか「磯城彦」を違えて記したものと解する。

4.3 結論－修正系譜から云えること

この修正系譜から、本考の推定結論を纏めておく。

⒜ 懿徳は、磯城縣主 葉江（天日方奇日方命）の系譜に連なり地祇系賀茂族嫡流との関

係が深い。

⒝ 孝昭は、磯城縣主 葉江の男弟 猪手（息石耳命・天八現津彦命）の系譜に連なる。こ

の系統は地祇系賀茂族としては傍流。但馬・出石にも勢力を持ち、天日槍命の勢力と

繋がりをもったと推定。

⒞ 倭国大乱末期の出雲神族と天日槍命の争いはこの両系統の争い。争いの結果、懿徳は

不幸のうちに薨去。葉江の系統の勢力は後退し（のち崇神の御代に後裔である大田田

根子命が捜し出され大物主神を祀る祭主となる）、「磯城縣主」の称号は物部氏に簒奪

されていくことになる。

⒟ 孝昭（観松彦香殖稲尊）と観松彦伊呂止命（長国造祖、阿波 名方郡 御間都比古神社

の祭神）は叔父・甥あるいは兄弟の関係にあると推定される。（但し、この推定は、

旧事本紀 天皇本紀に「息石耳の子は天豐津媛命のみで後継ぎ無し（無後）」とされて

いることと矛盾するため更に検討が必要である）。

5. 但馬故事記による補足

「但馬故事記」という古史がある。偽書との烙印を押す先学もおられるようであり、本

書への近づき方については慎重でありたいと思うが、出処不明な一地方史として切り捨て

るべきではないと考える。

ここ迄の拙考は但馬故事記とは独立に検討を進めたものであるが、導かれた推論は同書

の近似するものがある。一致している訳ではないので、更に検討は必要であるが、大外れ

は無いのではないかと思う。以下、吾郷清彦「但馬故事記」4に基づき補足する。
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5.1 息石耳の出石との関係

出石郡・城崎郡故事記は、出石郡 御出石縣主の系譜を以下のように伝える。

この系譜において、神武期の天国知彦命は小田井県（城崎郡）の県主 生石饒穂命の女 饒

石耳命を娶ったとするが、この「生石饒穂命」の「生石」は「息石耳命」の「息石」に通

じる。本考における「息石 = 出石」の推論はあながち的外れではないのではないか。

5.2 息石耳命と磯城縣主との関係

美含郡故事記に「河内師木県主息石耳命」とある。これは、息石耳命 = 磯城縣主 葉江

の男弟 猪手であるという推論と矛盾しない。「河内師木県主」とあるので、大和の磯城縣

主（葉江の系統；嫡流）に対し、葉江の男弟猪手の系統は河内 志紀郡（志貴縣主神社）に

展開したのではないか（のち多氏が継承）といった想像もしてみたくなる。

同 第六巻 城崎郡では前述の「生石饒穂命」は「瞻杵磯
い き し

丹杵穂命」としてあらわれるが、

神武の御代に「のち山跡
や ま と

国に遷る」とあり、神武前後のころから大和～但馬・出石を往還

する人物がいたことが示唆される。尚、「瞻杵磯
い き し

丹杵穂命」は旧事本紀 天神本紀における

饒速日命降臨の際の三十二随行神の一柱「伊岐志邇保命（山代國造等祖）」である。

5.3 天八現津彦命と但馬との関係

美含郡故事記に以下の記述がある。

- 大宝二年 安来我孫を以て美含郡主政に任ずる

- 安来我孫は大国主神の孫 天八現津彦命の裔

- 天八現津彦命は玉櫛入彦命（事代主命）の御子

新撰姓氏禄に、摂津國神別「我孫 大己貴命孫天八現津彦命之後也」との記述があることか

ら、「安来我孫が天八現津彦命の裔」というのは出鱈目とは云えない。天八現津彦命は但馬

に所縁があるようである。

5.4 天日槍の来朝時期

出石郡故事記は天日槍の来朝時期について「孝安五十三年 新羅王子天日槍命帰化」と記

す（「但州一覧記」では「孝安御宇三年」とされている）。本考での推定（天日槍の活動時

期を懿徳・孝昭の御代）と比較して一世代のずれがあるが、垂仁の御代の来朝とする記紀

に比べれば相当に近い。

6. おわりに

本考では、相当に粗い推理のもと、息石耳命と天日槍を中心に懿徳・孝昭の御代に皇統

不連続があったことについて検討した。

【出石郡故事記】               （神武）     （綏靖）    （懿徳）   （孝昭）

大己貴命－御出石櫛甕玉命－天国知彦命   天多他知命－天波賀麻命－天太耳命

              生石饒穂命－饒石耳命                          
【城崎郡故事記】

    天火明命－瞻杵磯
い き し

丹杵穂命
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孝昭との何らかの関係を示唆する阿波の観松彦色止命に纏わる伝承（阿波 名東郡 御間

都比古神社など）との関連、天日槍の来朝時期についての但馬故事記との一世代の不一致、

息石耳命に関する旧事本紀 天皇本紀の記載との矛盾（「後無」）など、多くの未解決事項が

ある素描に過ぎないが、同好者の一考に供することが出来れば幸いである。

参考文献

1 近藤敏喬「古代豪族系図集覧」東京堂出版

2 中田憲信編「諸系譜 第六冊」国立国会図書館蔵

3 太田亮「姓氏家系大辭典」角川書店

4 吾郷清彦「竹内文書・但馬故事記」新国民社

5 溝口睦子「古代氏族の系譜」吉川弘文館

6 奈良県教育会「大和志料 下巻」
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⒞ 懿徳（天豊津媛命・泉媛・飯日媛）
出典 出自 名 児
書紀本文 安寧の第一子

息石耳命の女
天豐津媛命 観松彦香殖稲尊

（一書）
武石彦奇友背命

書紀一書 磯城縣主 葉江の男弟
猪手の女

泉媛

書紀一書 磯城縣主
太眞稚彥の女

飯日媛

古事記 師木縣主の祖 賦登麻和訶比賣命
（亦名 飯日比賣命）

御眞津日子訶惠志泥尊（孝昭）
多藝志比古命

旧事本紀
天皇本紀

息石耳命（亦名 常津彦命）
の女

天豊津媛命 観松彦香殖稲尊（孝昭）
武彦奇友背命

表-1 綏靖・安寧・懿徳・孝昭の皇后

⒜ 綏靖（五十鈴依媛命・川派媛・絲織媛・河俣毘賣）

出典 出自 名 児

書紀本文 事代主神の女 五十鈴依媛命 磯城津彦玉手看天皇（安寧）

書紀一書 磯城縣主の女 川派媛

書紀一書 春日縣主 大日諸の女 絲織媛

古事記 師木縣主の祖 河俣毘賣 師木津日子玉手見命（安寧）

旧事本紀

地祇本紀

都味歯八重事代主神の女

天日方奇日方命の妹

五十鈴依姫命 磯城津彦玉手看天皇（安寧）

旧事本紀

天皇本紀

事代主神の少女 五十鈴依媛命 磯城津彦玉手看尊（安寧）

⒝ 安寧（淳名底仲媛命・川津媛・糸井媛・阿久斗比賣）

出典 出自 名 児

書紀本文 事代主神の孫・鴨王の女 淳名底仲媛命

（亦名 淳名襲媛）

息石耳命

大日本彦耜友天皇（懿徳）

（一書）

常津彦某兄

大日本彦耜友天皇（懿徳）

磯城津彦命

書紀一書 磯城縣主 葉江の女 川津媛

書紀一書 大間宿禰の女 糸井媛

古事記 師木縣主 波延（河俣毘賣

の兄）の女

阿久斗比賣 常根津日子伊呂泥命

大倭日子鉏友命（懿徳）

師木津日子命

旧事本紀

地祇本紀

都味歯八重事代主神の児

の天日方奇日方命（亦名

阿田都久志尼命）の女

淳中底姫命 大日本根子彦耜友天皇（懿徳）

常津彦命

磯城津彦命

研貴彦友背命

旧事本紀

天皇本紀

事代主神の孫・鴨王の女 淳名底中媛命 息石耳命（亦名 常津彦命）

日本彦耜友尊（懿徳）

磯城津彦命（猪使連等祖）

⒟ 孝昭（世襲足媛・淳名城津媛・大井媛）
出典 出自 名 児
書紀本文 尾張連祖 瀛津世襲の妹 世襲足媛 天足彦國押人命

日本足彦國押人天皇（孝安）
書紀一書 磯城縣主葉江の女 淳名城津媛
書紀一書 倭國豐秋狹太媛の女 大井媛
古事記 尾張連祖 奥津余曾の妹 余曾多本毘賣命 天押帶日子人命

大倭帶日子國押人命（孝安）
旧 事 本 紀
天孫本紀

瀛津世襲命（亦名 葛木彦
命 尾張連祖）の妹

世襲足姫命
（亦名 日置姫命）

大足彦國押人命
日本足彦國押人天皇（孝安）

旧事本紀
天皇本紀

尾張氏 大臣 瀛津世襲命
の妹

世襲足姫命 天足彦國押人命（大春日凡等の
祖）
日本足彦國押人尊（孝安）
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表-2 天皇家と各氏族の系譜比較

(懿徳・孝昭の御代の供奉が明記されている氏族に限る)
代 天皇（在位） 大神氏（*1） 尾張氏（*1） 物部氏（*1） 大伴氏（*2）
－ － 事代主神

都味歯八重
事代主神

饒速日命 饒速日命

1 神武
（19 年）

①天日方奇日方命
［兄］（神武）
①姫鞴五十鈴姫
[妹]（神武后）

①天香具山命
（神武）

①宇摩志麻治命
（神武）

①道臣命
（神武）

2 綏靖
（8.25 年）

①五十鈴依姫命
[妹]（綏靖后）

②天村雲命 ②彦湯支命
（綏靖）

②味日命

3 安寧
（9.5 年)

②健飯勝命[兄]
（安寧）(*5)
②淳中底姫命[妹]
（安寧后）

③天忍人命 ③大禰命
（安寧）

4 懿徳
（8.5 年）

③出雲魂大臣命
（懿徳）

③推日命

5 孝昭
（20.75 年）

③健甕尻命 ④天戸米命
④瀛津世襲[兄]
（孝昭）
④世襲足媛[妹]
（孝昭后）

③出石心大臣命
（孝昭）

④大日命
（孝昭）

6 孝安
（25.5 年）

⑤建斗米命 ④三見宿禰命
（孝安）

⑤角日命
（孝安）

7 孝霊
（19 年）

⑥建田背命
（孝霊）

④大矢口宿禰命
（孝霊）

⑥豊日命
（孝霊・開化）

8 孝元
（14.25 年）

④豊御気主命
（孝元）(*5)

⑤欝色雄命
（孝元）
⑤欝色謎命
（孝元后）
⑤大綜杵命
（孝元）

9 開化
（15 年）

⑤大御気主命
（開化）(*5)

⑦建諸隅命
（開化）
⑦大海姫命
（崇神后）

⑤大峯大尼命
（開化）
⑥伊香色謎命
（開化后・崇神妃）

10 崇神
（17 年）

⑥阿田賀田須命
⑦大田々禰古命
（崇神）

⑧倭得玉彦命
（崇神）

⑥伊香色男命
（開化・崇神）

⑦武日命
（崇神）

（*1）旧事本紀（地祇・天神）

（*2）古屋家家譜（溝口睦子「古代氏族の系譜」吉川弘文館）5

（*3）安房國洲宮小野氏所傳齋部宿禰本系帳（太田亮 姓氏家系大辭典）3

（*4）多氏注進状草案（奈良県教育会「大和志料 下巻」）6

（*5）（参考）ホツマツタエ（ほつまつたゑ解読ガイド http://gejirin.com/index.html）
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表-3 綏靖～孝昭の系譜
⒜ 天皇を基準にした系譜

第一世代 二 三 四 五 六
神武 綏靖 安寧 息石耳命

懿徳 孝昭
磯城津彦命

⒝ 事代主神を基準にした系譜（書紀本文・旧事本紀 [地祇・天皇] による）

事代主神
（都味歯八重

事代主神）

天日方
奇日方命（鴨王）

淳名底仲媛命
（淳名襲媛）
（安寧后）

息石耳命 天豐津媛命 孝昭

懿徳
磯城津彦命

媛蹈鞴
五十鈴媛命
（神武后）

綏靖

五十鈴依媛命
（綏靖后）

安寧

⒞ 磯城縣主を基準にした系譜（古事記・書紀一書による）（「 」は筆者により同一人と推定するもの）（注 1）

師木縣主波延
（河俣毘賣兄）

阿久斗比賣
（安寧后）

懿徳

磯城縣主葉江 川津媛
（安寧后）
淳名城津媛
（孝安后）
長媛
（孝霊后）

師木縣主の祖
河俣毘賣
（綏靖后）

安寧

   
磯城縣主 川派媛

（綏靖后）
弟磯城黒速

師木縣主の祖
賦登麻和訶比賣
命（飯日比賣命）
（懿徳后）

孝昭

磯城縣主
太眞稚彥

飯日媛
（懿徳后）

  
磯城縣主 葉江
の男弟 猪手

泉媛
（懿徳后）

（注 1）太眞・大間・大目・大日・飯日

綏靖・安寧・懿徳・孝霊の皇后にみえる「太眞」⇔「大間」⇔「大目」⇔「大日」⇔「飯日」は全て
同語であると推定する。記紀・旧事本紀が旧辞・帝紀などを基に編集される過程で、「太」⇔「大」、「目」
⇔「日」の誤写や、「ま（ma）」⇔「め（më）」、「おほ（oho）」⇔「いひ（ihi）」の転化があったもの
と考えられる。これは、これら五つの語の両端に位置する「太眞」と「飯日」が、「賦登麻和訶比賣命
亦名飯日比賣命」（懿徳記）として繋がっていることからも示唆される。
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表-4 息石耳命に関する修正系譜

（本系譜における「 」は筆者にて同一人と推定・比定したもの）

磯城縣主（弟磯城黒速）     磯城縣主 葉江       健甕尻命（大神氏へ）

都味歯八重事代主神         天日方奇方命        淳名底仲媛命（安寧后）－大日本彦耜友天皇（懿徳）

河俣毘賣（綏靖后）－磯城津彦玉手看尊（安寧）           

磯城縣主 葉江の男弟 猪手        泉媛

磯城縣主 太眞稚彥               飯日媛

息石耳命（常根津比古伊呂泥命）－天豐津媛命－観松彦香殖稲尊（孝昭）

天八現津彦命                    観松彦伊呂止命


