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機の悉くを以て委ぬ。……内教を高麗僧慧慈に習い、外典を博士覚哿に学ぶ。並びに悉く達す。
○推古紀３年（５９５）条
五月戊午朔丁卯（１０日）、高麗僧慧慈帰化す。則ち皇太子、之を師とす。
是の歳、百済僧慧聰、来たり。此の両僧、仏教を弘演し、並びて三宝の棟梁と為る。

○推古紀１０年（６０２）条
冬十月、百済僧観勒来たり。仍りて暦の本及び天文地理の書、并びに遁甲方術の書を貢ず。是の
時、書生三四人を選び、以て観勒に学習せしむ。陽胡史（やごのふびと）の祖玉陳（たまふる）、
暦法を習う。大友村主高聰、天文遁甲を学ぶ。山背臣日立、方術を学ぶ。皆な学びて以て業を成
す。
潤十月乙亥朔己丑（１５日）、高麗の僧僧隆・雲聰、共に来帰す。

○推古紀１３年（６０５）条
夏四月辛酉朔、天皇、皇太子・大臣及び諸王・諸臣に詔し、共に同に誓願を発て、以て始めて銅
・繍の丈六仏像、各々一躯を造らんとす。乃ち鞍作鳥に命じて造仏の工と為す。是の時、高麗国
の大興王、日本国の天皇、仏像を造るを聞き、黄金三百両を貢上す。

大興王という王はいないが、年代的に嬰陽王の１６年であり、嬰陽王のことかとみられる。『元興
寺縁起』に引く丈六光銘にも「高麗大興王」の名がみえている。
なお、『北魏書』高句麗伝には、
歳ごとに黄金二百斤・白銀四百斤を致す。
とあり、北魏へ黄金・白銀を貢上していたことがわかる。

ただし、同書の後文に、
正始中、世宗、東堂に其の使 悉弗を引見す。悉弗進みて曰わく、「高麗、誠を天極に係け、累
葉純誠たり。地に産せる土毛、王貢を愆つ無し。但だ黄金は扶餘より出で、珂は則ち渉羅の産す
る所なり。今夫餘、勿吉の逐う所と爲り、渉羅、百濟の并す所と爲る。二品、王府に登せざる所
以は、實に兩賊是れ爲せり」と。
とあり、その言に従えば、黄金は夫餘の産であったことになる。

○推古紀１７年（６０９）
夏四月丁酉朔庚子（４日）、筑紫大宰奏上して言わく、百済僧道欣・恵彌を首と為す一十人、俗
七十五人、肥後国の葦北津に泊れり。是の時、難波吉士徳摩呂・船史龍を遣わし、以て之に問う
て曰わく、
何ぞ来たる
や、と。対
えて曰わく、
百済王命じ
て以て呉国
に遣わせり。
其の国に乱
有りて入る
を得ず。更
に本郷に返
らんとし、
忽ち暴風に
逢い、海中
に漂蕩す。
然るに大幸
有りて聖帝
の辺境に泊
れり。以て
歓喜せり、
と。
五月丁卯朔壬午（１６日）、徳摩呂等復た之を奏す。則ち徳摩呂・龍の二人を返して百済人等に
副い、本国に送らしむ。対馬に至るや、道人等十一を以て、皆な請うて留まらんと欲す。乃ち上
表して留む。因りて元興寺に住せしむ。

○推古紀１８年（６１０）
春三月、高麗王、僧曇徴・法定を貢上す。曇徴、五経を知る。且つ能く彩色及び紙墨を作り、并
せて碾磑を造る。蓋し碾磑を造ること是の時に始まるか。

○推古紀２３年（６１５）
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癸卯（１５日）、高麗僧慧慈、国に帰る。

○推古紀２６年（６１８）
秋八月癸酉朔、高麗、使を遣わし方物を貢ず。因りて以て言わく、隋の煬帝、卅万衆を興して我
を攻む。返りて我れの破る所と為る。故に俘虜貞公・普通二人、及び鼓吹・弩・抛石の類十物、
并せて土物・駱駝一匹を貢献す、と。

○推古紀２９年（６２１）
春二月己丑朔癸巳（５日）、半夜、廐戸豊聰耳皇子命、斑鳩宮に薨ず。
是の月、上宮太子を磯長陵に葬る。是の時に当たり、高麗僧慧慈、上宮皇太子の薨ずるを聞き、
以て大いに悲しむ。皇太子の為に僧を請うて斎を設け、仍りて親ら経を説くの日、誓願して曰わ
く、日本国に聖人有り。上宮豊聰耳皇子と曰う。固（まこと）に天の縦す攸なり。玄聖の徳を以
て日本の国に生まる。三統を苞み貫き、先聖の宏猷を纂（つ）ぎ、三宝を恭敬し、黎元の厄を救
う。是れ実に大聖なり。今、太子既に薨ず。我れ異国と雖も、心は断金に在り。其れ独り生くる
も何ぞ益あらん。我れ来年の二月五日を以て必らず死せん。因りて以て上宮太子に浄土に遇い、
以て共に衆生を化さん、と。是に於て、慧慈期日に当たりて死す。是を以て時の人の彼此共に言
わく、其れ独り上宮太子の聖なるのみにあらず、慧慈も亦た聖なり、と。

○推古紀３３年（６２５）
春正月壬申朔戊寅（７日）、高麗王、僧恵灌を貢ず。仍りて僧正に任ず。

この時期に倭も高句麗も隋に遣使している。日本の遣隋使について、高句麗との関係に関わる部
分があり、若干ふれておく。派遣回数について、論者によっていまだに意見が分かれるが、最大六
回であり、それは『隋書』に四回、『日本書紀』にそこにみえないものが二回あるのをすべて認めて
のことである。それを支持する場合、日本からの遣隋使の全てが『隋書』に記録されていたわけで
はないということになる。一般には、中国の史書が全ての外交記事を伝えているわけではなく、記
された限りでの検討、ということでやむを得ないのであるが、日本の場合は、幸いに、日本側の記
録が残っていたということになる。いっぽう朝鮮三国の遣隋使は、『隋書』はじめ中国の史書にみえ
るものに限った検討をしている。それしか方法がないのであるが、実際には日本と同様に、中国側
の記録に残されていない遣隋使があった可能性があるいうことである。そういう点に留意をしてお
く必要がある。
そうした倭国の遣隋使のなかで、倭国の国書が、高句麗僧慧慈によって作成されたという、李成

市が提起する問題がある。『隋書』倭国伝に、六〇七年の遣隋使がもたらした国書について「その国
書には、日がのぼるところの天子が、日が没するところの天子に書面をお届けする。元気でおられ
るでしょうか云云とあった。帝はそれを見て不快に思った。鴻臚卿に言った。蛮夷の書で礼の無い
ものがあれば、二度と奏上してくるな、と」と伝える、有名な国書である。国書は冒頭しか記録さ
れていないが、国書の内容のどこが、煬帝の不興をかったのかが議論されてきた。隋を「日沒する
処」としたことか、みずからも「天子」と呼んだことか、意見が分かれている。しかし最近では、
みずからを「天子」とする表現が問題であったという説が有力である。漢の皇帝や隋の皇帝との関
係が特別な場合に、匈奴や突厥にそのような用例があるが、特別な関係のない倭王が称した場合に、
不快感をもたれてもやむを得ないといえる。
問題はそのことではなく、この国書を誰が作成したのかである。李成市は、倭を「日出処」、隋を

「日沒処」と実感できるのは、倭ではなく、倭と隋との間にある地域ではないか、とみて、高句麗
をそれにあてるのである。そして聖徳太子の師とされる高句麗僧の慧慈が想定できるという。この
時期すなわち推古期の倭国の外交について、「四回におよぶ遼東の役（隋の高句麗征伐）は、すべて
この王の時代のことであり、慧慈の来日と帰国もまたこの王代のことであった。さらにいうならば
倭の六度におよぶ遣隋使は、すべて慧慈の在日中の出来事である。……こうした人物が推古朝の実
力者の背後にひかえていたことは疑いあるまい」（坂元）という指摘もあり、慧慈が作成したとみる
のはかなり説得的であると思われる。
しかし、李成市説はそれのみでなく、そのような国書には「倭と連携して隋を牽制しようとする

高句麗の戦略的な意図が反映されている」とする。『隋書』倭国伝には、「新羅・百済は、ともに倭
を大国と考えており、珍しいものが多いので敬い、つねに使者を往来させている」という一節があ
る。李成市説は、倭国が国書や使節の口頭で隋に伝えたことには、このような倭国が大国であるこ
とのアピールも含まれているとみるのである。
それについては、慧慈がどのような国書を作成することによって、そのような戦略的な意図が満

たされるのかを考えると、なかなか単純ではないように思える。もし「天子」表現も、隋に、倭国
が「大国」であると思わせる意図によるとすれば、そこで不興をかった煬帝が、さらに思惑通りに、
「大国」倭国にそれでも使者を派遣してくる、というような予測ができたのであろうか。あるいは、
「天子」表現が不興をかうことは予想外で、単に「大国」であると思わせるのみで、事足りると考
えたということであろうか。そうしたあたりが、もう少し説明される必要があるように思う。中間
にある地域という点では、百済でも可であり、百済僧の関与もすでにそれとは別次元で指摘されて
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もいる（清武雄二）。

○『隋書』倭国伝
大業三年（６０７）、其の王多利思比孤、使を遣わし朝貢せしむ。使者曰わく、聞くならく、海
西の菩薩天子、佛法を重興す。故に朝拜せしむ。兼ねて沙門數十人來たりて佛法を學ばんとす、
と。其の國書に曰わく、日出づる處の天子、書を日沒する處の天子に致す。恙無きや云云、と。
帝、之を覽て悅ばず。鴻臚卿に謂いて曰わく、蠻夷の書、禮無き者有あり。復た以聞する勿れ、
と。

隋帝煬帝は、この国書に怒ったにも拘わらず、翌年、倭国に使者を派遣している。
○『隋書』倭国伝
明年（６０８）、上、文林郎裴清を遣わし倭國に使せしむ。

○推古紀１６年（６０８）条
夏四月、小野臣妹子、大唐自り至る。唐国、妹子臣を号して蘇因高と曰う。即ち大唐の使人裴世
清・下客（しもべ）十二人、妹子臣に従い筑紫に至る。難波吉士雄成を遣わし、大唐客裴世清等
を召す。唐客の為に更に新しき館を難波の高麗館の上（ほとり）に造る。

『洛陽伽藍記』 北魏の使者宋雲と西域の烏場國王との問答
国王……魏語を解する人を遣わし宋雲に問わしめて曰わく、卿、是れ日出の人なるや、と。宋雲
答えて曰わく、我が國の東界に大海水有り。日、其の中より出づ。……と。

『魏志』東夷伝・序
景初中、大いに師旅を興し、淵を誅し、又た軍を潛めて海に浮かび、樂浪・帶方の郡を収む。而
る後ち、海表謐然たりて、東夷屈服せり。其の後ち、高句麗背叛す。又た偏師を遣わし討を致さ
しむ。窮追すること極遠にして、烏丸骨都を踰え、沃沮を過ぎ、肅愼の庭を踐み、東のかた大海
に臨む。長老説く、異面の人有り、日の出ずる所に近し、と。

煬帝は、大業３年（６０７）、突厥の啓民可汗のもとを訪れた。その時、高句麗の使者も、そこに
来ており、そのことに驚いた煬帝は、高句麗の使者に対して、隋が王の朝見を求めていることを伝え
させた。しかし、高句麗は、朝見しなかった。この、高句麗と突厥との連係が、煬帝に警戒意識をも
たせ、次の遠征へとつながったとみることができる。

○『隋書』卷３・煬帝帝紀上
大業三年（６０７）八月壬午（６日）、車駕、楡林を發し、乙酉（９日）、啓民、廬を飾り道を
清め以て乘輿を候つ。帝、其の帳に幸す。啓民、觴を奉じて上壽し、宴賜極めて厚し。上、高麗
の使者に謂いて曰わく、歸りて爾が王に語れ。當に早く來たりて朝見すべし。然らざれば、吾れ
啓民と與に彼の土を巡らん、と。

○『隋書』卷６７・裴矩伝
〔裴矩、〕帝の塞北を巡り、啓民の帳に幸すに從う。時に高麗、使を遣わし先に突厥に通ず。啓
民敢えて隱さず、之を引きて帝に見しむ。矩因りて奏狀して曰わく、「高麗の地は本と孤竹國な
り。周代、之を以て箕子に封ず。漢世、分かちて三郡と為す。晉氏も亦た遼東を統ぶ。今乃ち臣
たらず、別れて外
域と為る。故に先
帝焉を疾み、之を
征せんと欲するこ
と久し。但だ楊諒
不肖なるを以て師
出だすも功無きの
み。陛下の時に當
たり、安んぞ事と
せず、此の冠帶の
境をして、仍お蠻
貊の鄉と為さしむ
るを得んや。今、
其の使者、突厥に
朝し、親しく啓民
に見え、國を合わ
せて化に從わんと
す。必ず皇靈の遠
暢を懼れ、後伏の
先亡を慮らん。脅
して入朝せしめ、
當に致す可きな
り」と。帝曰わく
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「如何せん」と。矩曰わく、「請うらくは、其の使に面詔し、本國に放還し、語を其の王に遣り、
今速かに朝覲せしめよ。然らざれば、當に突厥を率い、即日之を誅すべし。」と。帝焉を納む。
高元、命を用いず。始めて征遼の策を建つ。

○『隋書』卷８４・突厥伝
高麗、私かに啓民の所に通ず。啓民、誠を推し國を奉じ、敢えて境外の交を隱さず。是の日、高
麗の使人を將いて見ゆ。勅して牛弘をして旨を宣べ之を謂いて曰わく、朕、啓民の誠心もて國を
奉ずるを以ての故に親ら其の所に至る。明年、當に涿郡に徃くべし。爾、還るの日、高麗王に語
り知らしめよ。宜しく早く來朝すべし。自ら疑懼する勿れ。存育の禮、當に啓民に同じかるべし。
如し或いは朝せざれば、必ず啓民を將いて彼の土を巡行せん、と。使人甚だ懼る。

新羅による「任那の調」は、５７５年・６００年・６１１年・６２２年。これも高句麗の牽制によ
る。

五 高句麗と百済との関係（642年以前）

高句麗と百済も、ずっと敵対関係であった。そもそも百済は遅れて 3世紀末に勃興するといえるが、
高句麗はすでに北の大国であり、その大国とどのように向き合うかが、存続に関わる問題であった。
新羅は高句麗に従属する道を選ぶのであるが、百済は当初より対立する道を選んだ。そのためもあっ
て百済は、4世紀に加耶南部と、さらに後半に倭と友好な関係を結ぶのである。
この高句麗・百済対立関係は、６４２年まで継続する。

7 世紀初めに、高句麗と百済が、対新羅を軸として同盟関係に入ったというみかたがあるが（今西
龍「百済史講話」『百済史研究』近澤書店、1934 年）、容易には信じがたい。それは、特には『日本
書紀』に、倭国から高句麗と百済に別々に派遣された使者が、いっしょに百済から戻ってきた、と記
している点と、『三国史記』に、602年に百済が、603年に高句麗が、別々にではあるが、どちらも新
羅を攻撃している、という点によって、倭が求めた対新羅同盟に加わった、というのである。しかし、598
年には、百済が隋の高句麗遠征に際して、その軍導となりたいと申し出たことに怒った高句麗が、百
済国境に侵略しているし、607 年には、高句麗が百済の松山城・石頭城を攻撃している。高句麗・百
済の対立関係は、前後つづいているとみなすべきである。その間に、百済と高句麗が、それぞれ新羅
を攻撃したとしても、とても連係してのことであると見ることはできない。

『日本書紀』推古９年（６０１）
三月甲申朔戊子（５日）、大伴連囓を高麗に遣わし、坂本臣糠手を百済に遣わし、以て之に詔し
て曰わく、急ぎ任那を救え、と。……
冬十一月庚辰朔甲申、新羅を攻めんことを議す。

『日本書紀』推古１０年（６０２）
春二月己酉朔、来目皇子（くめのみこ）もて新羅を撃つ将軍と為す。諸々神部（かむとものを）
及び国造伴造等、并せて軍衆二万五千人を授く。
夏四月戊申朔、将軍来目皇子、筑紫に到る。乃ち進みて島郡に屯して船舶を聚めて軍粮を運ぶ。
六月丁未朔己酉（３日）、大伴連囓・坂本臣糠手、共に百済より至る。是の時、来目皇子、病に
臥して以て征討を果たさず。

『三国史記』巻二七・百済本紀五・武王三年（六〇二）条
秋八月、王、兵を出だして新羅の阿莫山城【一に母山城と名づく】を圍む。羅王眞平、精騎數千
を遣わし之を拒ぎ戰わしむ。我が兵、利を失いて還る。新羅、小陁・畏石・泉山・甕岑四城を築
き、我が疆境を侵逼す。王、怒り、佐平解讎をして歩騎四萬を帥いて進み、其の四城を攻めしむ。
新羅の將軍乾品・武殷、衆を帥いて拒ぎ戰う。解讎、利あらずして軍を引き、泉山の西の大澤中
に退き、兵を伏せて以て之を待つ。武殷、勝ちに乘じて甲卒一千を領い、追うて大澤に至る。伏
兵發し、之を急撃す。武殷、馬より墜ち、士卒驚駭し、爲す所を知らず。武殷が子貴山、大いに
言いて曰わく、吾れ甞て教えを師より受くるに、曰わく、士、軍に當たりては退く無かれ、と。
豈に敢えて奔り退きて以て師の教えを墜とさんや、と。馬を以て父に授け、即ち小將箒項と與に
戈を揮い力鬪して以て死す。餘兵、此れを見て益々奮い、我が軍敗績す。解讎、僅かに兔れ單馬
して以て歸る。

『三国史記』巻二〇・高句麗本紀八・嬰陽王一四年（六〇三）条
王、將軍高勝を遣わし新羅の北漢山城を攻めしむ。羅王、兵を率いて漢水を過ぐ。城中鼓噪して
相應ず。勝、彼衆く我れ寡きを以て恐れ克たずして退く。

『三国史記』巻二〇・高句麗本紀嬰陽王九年（五九八）条
王、靺鞨の衆萬餘を率い遼西を侵す。營州惣管韋冲、之を撃退す。隋の文帝聞きて大いに怒り、
漢王諒・王世績に命じ並びに元帥と爲し、水陸三十萬を將いて來たり伐たしむ。夏六月、帝、詔
を下し王の官爵を黜す。漢王諒の軍、臨渝關を出づるや、水の潦るに値い、餽轉繼がず、軍中食
に乏し。復た疾疫に遇う。周羅睺、東莱より海に泛び平壤城に趣くも亦た風に遭い、舡多く漂沒
す。秋九月、師還る。死者十に八九。王も亦た恐懼し、使を遣わし罪を謝せしめ、上表して遼東
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糞土の臣某と稱す。帝、是に於て兵を罷め、之を待つこと初めの如くす。百濟王昌、使を遣わし
表を奉じて軍導を爲さんことを請う。帝、詔を下して諭すに高勾麗の罪に服せるを以てす。朕已
に之を赦す。伐を致すべからず、と。其の使を厚くして之を遣る。王、其の事を知り、百濟の境
を侵掠す。

『三国史記』巻二〇・高句麗本紀嬰陽王一八年（六〇七）条
初め煬帝の啓民の帳に幸ずるや、我が使者、啓民の所に在り。啓民敢えて隱さず。之と與に帝に
見ゆ。黄門侍郎裴矩、帝に説きて曰わく、「高勾麗本と箕子の封ぜられし所の地にして漢晉皆な
郡縣と爲す。今乃ち不臣たりて、別に異域と爲る。先帝之を制せんと欲すること久し。但だ楊諒
不肖にして、師出だすも功無し。陛下の時に當り、安んぞ取らず冠帶の境をして遂に蠻貊の郷と
爲さしむる可けんや。今、其の使者、親しく啓民に見ゆ。國を擧げて化に從わん。其の恐懼に因
りて脅して入朝せしむる可し」と。帝之に從う。牛弘に勅して旨を宣べて曰わく、「朕以うに、
啓民誠心もて國を奉ず。故に親しく其の帳に至る。明年當に涿郡に往くべし。爾還りし日に爾が
王に語れ、宜しく早く來朝し、自ら疑懼する勿れと。存育の禮、當に啓民の如くすべし。苟くも
或いは朝せざらば將に啓民を帥いて彼の土を徃巡せん」と。王懼れ藩禮頗る闕く。帝將に之を討
たんとす。啓民、突厥の可汗なり。夏五月、師を遣わし百濟の松山城を攻むるも下らず。移りて
石頭城を襲い、男女三千を虜にして還る。

あるいは、さらにさかのぼって、６世紀前半に、百済と高句麗の「通好」があったとみる意見もあ
る（徐甫京「百済を媒介とする高句麗と倭との交渉」『東京大学史料編纂所研究紀要』１８号、２０
０８年）。それは百済王の隆（武寧王）が梁にはじめて遣使した５２１年に、上表文で「累破句驪、
今始與通好（たびたび高句麗を破って、今初めて友誼を通じます）」と述べたこと（『梁書』百済伝）
をもとに、「通好」の相手が高句麗であると想定することによるのであるが、この場合の「通好」の
相手は、高句麗ではなく、その時「始めて」使者を送った先である梁を指していると考えるべきであ
る。４７５年に高句麗の攻撃を受けて、王都漢城が陥落し、王も殺されて、別のところで再興された
百済が、その記憶も新しい時期に、それほど容易に高句麗と「通好」したとは考えがたい。
６４２年に同盟関係に入るが、それは後述。

六 高句麗の対唐関係と蓋蘇文のクーデタ

６１８年に建国された唐が、高句麗に始めて侵攻したのは、６４５年のことであった。その前年に、
遠征を決めた太宗は、造船や兵糧調達など準備をすすめ、みずからも出陣する。６４５年の春に遼河
を越えて、高句麗領に入った唐軍は、蓋牟城・白巌城・遼東城をつぎつぎと落とし安市城に向かうが、
そこで苦戦し、結局、攻め落とすことができず、冬を迎える前に退却することになる。これは、唐に
よる第１次高句麗遠征であるが、この時の戦闘が最も華々しく「高麗を征討したのを総合して言えば、
玄菟・横山・蓋牟・磨米・遼東・白巖・卑沙・麥谷・銀山・後黄の十城を落とした。遼・蓋・巖三州
の戸口で中國に移し入れたのが七萬人。新城・建安・駐蹕で三度、大きく戰い、四萬餘級を斬首した」
（『資治通鑑』）と自賛するほどの戦いであった。しかし設置した遼・蓋・巌３州も維持することは
できず、その後の太宗代２回、高宗代４回と、くり返し遠征せざるを得ない事態に立ち入るのである。
唐が高句麗遠征を決めたのは、唐の対外戦略上のことであり、北・東辺境の安定化にとって不可欠

と考えたからである。新羅が出兵を要請をしているが、それを口実にすることはあっても、そのため
にというわけではない。
しかし唐が建国当初まず安定化の対象としたのは、

高句麗ではなく、突厥・吐谷渾・高昌など、北の諸勢力
であった。
６３０年、東突厥の内乱に乗じてそれを滅ぼすと、

唐は、６３１年、広州都督府司馬の長孫師を高句麗に
派遣し、隋の遠征の際に戦没した人々の遺骸を求め、
高句麗が立てた京観（遺骸をつみあげたもの）を壊さ
せている。これは、高句麗にとって大きな威圧になっ
た。『旧唐書』高麗伝には「建武（榮留王）は、討伐
されるのではないかと恐れ、千里余りの長城を築いた。
東北は扶餘城から、西南に向かって海にまで至った」
と記している。
『三国遺事』に「蓋金は長城を東北から西南まで築

くことを奏上した。男がその工事をおこない、女が農
耕をした。工事は十六年かかって完成した」（卷３・
寳藏奉老普徳移庵条）とあるように、長城を築くこと
を提言したのは蓋金すなわち蓋蘇文（淵蓋蘇文。淵は
姓）であった。
なお、この長城の痕跡とみられるものが、吉林省農

安市の郊外で確認されている。およそ２５㎞におよぶ


