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版築土塁の基礎部である。そこから西南に、遼河の河口まで延びていたと考えられ、直線で４００㎞、
実数としても千里といえるものであった。当時の高句麗北西の国境は、およそ遼河であり、その少し
内側に土築の長城を築いたのである。ただし、唐の侵攻において、長城をめぐる攻防戦の記録はなく、
防禦にそれほど有用ではなかったのではなかろうか。わたしは、唐の脅威を人々に意識させ、徹底抗
戦の姿勢を示し、戦意の高揚をはかるための工事ではなかったかと想像している。
６３５年に吐谷渾が滅び、６４０年に高昌が滅ぶと、高句麗の危機意識はいっそう高まった。そこ

で世子桓権を送り、従順な姿勢を示そうとした。それに対して唐は、職方郎中の陳大徳を派遣してき
た。職方郎中とは、尚書省の兵部に属する職方の役人であり、外国の国情・地理について扱う。それ
が高句麗に派遣されたのは、要するに高句麗をスパイすることが目的であると考えられる。「大徳が
高句麗の境域に入ると、山川風俗を知りたいと考え、行った先の城邑を守っている人に綾綺を贈って、
わたしはもともと山水が好きである、ここに景勝地があれば見たい、と持ちかけ、案内をしてもらっ
た。遊歴して至らないところは無かった」という。
陳大徳は、唐に帰国し、太宗に復命しているが、その報告が、両唐書にみえる「奉使高麗記一卷」

である。現存しないが、張楚金『翰苑』の原註に引用されて、いくつかの佚文が残っている。それに
よれば、鴨緑江について「高驪の中でこの川が最大である。波瀾清澄で、通過する渡し場は、どこも大船を
貯えることができる。その国では、それに頼って、天然の塹壕としている」、また大遼水（遼河）について「そ
の川は、幅が百余歩ある。平流で清く深い。また湾曲し、沼や支流が多い。両岸には長柳が生えている。家
ごとに密かに兵馬を隠すことができる」と述べている。戦争を意識した観察になっているのである。
大徳はさらに太宗に「高昌の滅んだのを聞いて、その大対盧が三回やってきました。」（『新唐書』

高麗伝）と伝えた。大対盧は蓋蘇文であり、大徳が滞在している客館を訪れたのである。
みるところ、唐に対して最も危機意識をいだいていたのが、蓋蘇文であった。クーデタは、そのよ

うな中で起きるのである。
蓋蘇文に関する記録は、ほぼ唐側のものである。『三国史記』にも、オリジナルな内容はほとんど

ない。前後に、独自な記事もあるのに、なぜ蓋蘇文の記事が伝わらなかったのか不思議である。そし
て、残された唐側の記録によれば、蓋蘇文は、悪逆非道な人物である。確かに多くの大臣達を殺害し、
王の廃立を行ったのであり、非難は無理のないところもあるが、唐にとってみれば、太宗・高宗の７
次にわたる遠征にも拘わらず、攻略しきれなかったのは、蓋蘇文のためであり、憎むべき相手であっ
た。そのことが、筆を曲げている点もあるとみるべきである。

さてそのクーデタであるが、『日本書紀』卷２４・皇極元年（６４２）条によれば、その年の正月
壬辰（６日）に難波津に到着した高句麗の使者が、「去年六月、弟王子が薨じました。秋九月、大臣
の伊梨柯須弥が大王を弑し、同時に伊梨渠世斯等百八十余人を殺し、弟王子の児を王にして、自分の
同姓の都須流金流を大臣にしました」と報告した。大臣伊梨柯須彌とは、伊梨（iri）が淵の訓を表記
したもの、柯須彌（kasumi）が蓋蘇文をそのまま音読したもので、つまり淵蓋蘇文である。これによ
れば、クーデタは、６４１年９月に起こったということになる。しかし、『資治通鑑』卷１９６によ
れば、貞觀１６年（６４２）１１月丁巳（５日）に、營州都督の張儉が「高麗の東部大人泉蓋蘇文が
その王の武を弑しました」と報告したという。営州は、現在の朝陽であり、唐の高句麗国境に最も近
い位置にあった。その任務は、高句麗の動静をうかがうこともあったはずで、それが１年も遅れてク
ーデタの情報を得たとは考えにくいから、『日本書紀』の記述は、１年のずれがあるのではないかと
みられる。『三国史記』は、１０月のこととしているが、月については、『日本書紀』の詳しい情報
が信頼できる。すなわち、クーデタは、６４２年の９月のことであった。
蓋蘇文は、それ以前にすでに最高の執政者としての大対盧の地位にあり、クーデタは、権力を一手

に集中させるためのものであったと理解されている。それは、上記のような危機意識にもとづき、唐
の侵攻に対して即座に対応できるような強い基盤と、擢んでた権力が必要であったためと考えられる。
そしてその点は、成功したようである。唐の度重なる侵攻を、蓋蘇文の生きているあいだは、防ぎき
ったのであるから。
蓋蘇文の大きな対外政策の改革は、百済との連係である。高句麗と百済は、長い間、仇敵関係にあ

った。百済が興起したころに、高句麗はすでに北の大国であり、百済が成長していくためには、先進
の高句麗と対立し、その圧力をはね返す必要があった。そのためずっと強い敵であり、憎むべき相手
として意識しつづけてきたのであった。

しかし６４２年には、まちがいなく両者同じ側に立ったのであり、しかもそれが最後まで維持され
ることになる。それは、百済・高句麗の歴史において最初のことであり、いわば外交革命といえる事
態である。
百済とすれば、高句麗と連係することによって、安心して新羅領へと進出し、その領土を奪取でき

るというおもわくがあったのであろう。実際にも、これ以後、百済は頻繁に新羅領へ侵攻していく。
ただし、唐がいずれ高句麗に侵攻するであろうことは、百済も認識していたであろうし、高句麗と連
係することは、唐と対立することになるという認識もあったはずである。それにも拘わらず、高句麗
との連係を選択したのは、新羅領奪取という目先の目的もさることながら、唐が百済を攻撃するとし
ても、高句麗を滅ぼしてからあとであるという見通しがあったからではなかろうか。そして、隋の４
回にわたる侵攻をしのいだ高句麗に対して、容易には滅ぼされないという楽観があったのではないか
と思う。
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そして百済は、６４２年に、新羅領の西よりの地域に大きく侵攻し、４０城余りを奪取した。それ
は７月のことであった。また８月には、百済は高句麗と謀って新羅の唐への遣使のための港に近い党
項城を奪っている。さらに百済将軍允忠が、新羅の大耶城を攻陥し、都督品釈が夫人を殺して自害す
るが、その夫人が金春秋のむすめ古陁炤娘であったことによって、金春秋に強い復讐の意志を生み出
させた、というように、劇的に推移していくのである。百済は、その後も６４３年・６４５年・６４
７年・６４８年・６４９年と、連年のように新羅領に侵攻する。
先にあげた６４２年のできごとは、９月のクーデタの前ということになるが、すでに執政者であっ

た蓋蘇文の意向とも合致していたことは、その後の対応から確認することができる。新羅では、その
年の冬に、金春秋を使者として高句麗に派遣し、救援を求めた。それに対して高句麗は金春秋を拘束
し、蓋蘇文が擁立した寶臧王が、竹嶺以北の旧高句麗領を返せ、というように迫っているが、同じこ
とを蓋蘇文も唐からの使者相里玄奬に対して言っている。「高麗と新羅が互いに恨みをいだくように
なってから、すでに久しくなります。かつて隋朝と侵攻しあいましたが、その時に新羅はすきに乗じ
て高麗の五百里の地を奪い、新羅はその城邑をみな保有するようになりました。みずからその地や城
を返してくるのでなければ、このたびの兵事は、恐らくやめることにはなりません」と（『旧唐書』
高麗伝）。
このように、６４２年は、東北アジア史における、大きな転換点となった。
６４４年、太宗が高句麗遠征の詔書を発したあと、蓋蘇文は、唐に白金を貢いで、回避をはかろう

としたが、とうてい受け入れられるものではなかった。

『旧唐書』卷１９９上・高麗伝
貞觀五年（６３１）、詔して廣州都督府司馬長孫師を遣わし往きて隋時に戰亡せる骸骨を瘞（う
ず）めしを収め、高麗の立てし所の京觀を毀たしむ。建武、其の國を伐たんとするを懼れ、乃ち
長城を築く。東北、扶餘城より、西南して海に至ること千有餘里。

『三國遺事』巻３・寳藏奉老普徳移庵条
蓋金又た長城を東北より西南まで築かんことを奏す。時に男役し女耕やす。役、十六年に至りて
乃ち畢る。

『新唐書』卷２２０・高麗伝
使者陳大徳に詔し、節を持して答勞せしむ。大徳其の國に入り、厚く官守に餉り、悉く其の繊曲
を得。華人の流客せる者を見、爲に親戚の存亡を道う。人人垂涕す。故に至りし所の士女、道を
夾みて觀ゆ。建武盛んに兵を陳べ使者に見しむ。大徳還りて奏す。帝悦ぶ。大徳又た言えらく、
「高昌の滅ぶを聞き、其の大對盧三たび至り、館に禮を加う有り」と。帝曰わく、「高麗の地は
四郡に止まるのみ。我れ卒數萬を發し遼東を攻めなば諸城必ず救わん。我れ舟師を以て東莱より
飄海し平壤に趨くは、固より易し。然らば天下甫めて平らかなり。人を勞するを欲せざるのみ」
と。

『翰苑』高麗条・分註所引「高麗記」
馬訾水、高驪、一に淹水と名づく。今、鴨淥水と名づく。其の國、相傳えて云わく、水源は東北
靺鞨國の白山より出づ。色鴨頭に似たり。故に俗に鴨淥水と名づく。遼東を去ること五百里。國内城の
南を経て。又た西し、一水と合す。即ち鹽難水なり。二水合流し、西南して安平城に至りて海に入る。高
驪の中、此の水最大なり。波瀾清澈。経る所の津済、皆な大船を貯う。其の國、此れに恃みて以て天塹と
為す。今案ずるに、其の水闊三百歩。平壌城の西北四百五十里に在り。

『三国史記』卷５・新羅本紀５・善徳王１１年（６４２）条
秋七月、百濟王義慈、大いに兵を擧げ、國西の四十餘城を攻取す。八月、又た高句麗と謀り党項
城を取り以て歸唐の路を絶たんとす。王、使を遣わし急を太宗に告ぐ。是の月、百濟將軍允忠、
兵を領して大耶城を攻抜す。都督伊湌品釋・舎知竹竹・龍石等、之に死す。冬、王、將に百濟を
伐ちて以て大耶の役に報いんとす。乃ち伊湌金春秋を高句麗に遣わし以て師を請わしむ。初め、
大耶の敗るるや、都督品釋の妻死す。是れ春秋の女なり。春秋、之を聞き、柱に倚りて立つ。終
日、瞬きせず。人物前を過ぐるも之を省みず。既にして言いて曰わく、「嗟乎、大丈夫。豈に百
濟を呑するあたわざらんや」と。便ち王に詣りて曰わく、「臣、願わくは高句麗に奉使して兵を
請い、以て怨みを百濟に報いん」と。王、之を許す。高句麗王高臧、素より春秋の名を聞けり。
兵衞を嚴にして後ち、之に見ゆ。春秋、進み言いて曰わく、「今、百濟無道にして、長虵封豕（チ
ョウダホウシ）と爲り、以て我が封疆を侵軼す。寡君、願わくは大國の兵馬を得て以て其の恥を
洗がん、と。乃ち下臣をして命を下執事に致さしめり」と。麗王、謂いて曰わく、「竹嶺、本と
是れ我が地分なり。汝、若し竹嶺西北の地を還さば、兵出だすべし」と。春秋、對えて曰わく、
「臣、君命を奉じて師を乞う。大王、患いを救い以て善隣たらんとするの意無し。但だ威もて行
人を劫やかし、以て地を歸さんことを要むるのみ。臣、死あるのみにして、其の他を知らず」と。
臧、其の言の不遜なるに怒り、之を別館に囚う。春秋、潜かに人をして本國の王に告げしむ。王、
大将軍金庾信に命じ、死士一萬人を領して之に赴かしむ。庾信、行軍して漢江を過ぎ、高句麗の
南境に入るや、麗王之を聞き、春秋を放ちて以て還らしむ。

『資治通鑑』卷１９６・唐紀１２・太宗中之中
〔貞觀十六年（６４２）十一月〕丁巳（５日）、營州都督張儉奏すらく、「高麗の東部大人泉蓋
蘇文、其の王武を弑せり」と。蓋蘇文は凶暴にして不法多し。其の王及び大臣、之を誅さんこと
を議す。蓋蘇文、密かに之を知り、悉く部兵を集め、校閲する者の若くし、并せて盛んに酒饌を
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城南に陳ぶ。諸大臣を召し、共に臨視し、兵を勒して盡く之を殺す。死せる者百餘人。因りて馳
せて宮に入り、手づから其の王を弑し、斷ちて數段と爲し、溝中に棄て、王の弟の子藏を立てて
王と爲す。自ら莫離支と爲る。其の官、中國の吏部兼兵部尚書の如きなり。是に於て、遠近に號
令し、國事を專制す。蓋蘇文、状貌雄偉、意氣豪逸、身に五刀を佩ぶ。左右、敢えて仰ぎ視るも
のなし。馬を上下する毎に、常に貴人・武將をして地に伏せしめ、而して之を履む。出行するに
必らず隊伍を整え、前導者長呼すれば則ち人皆奔迸し、坑谷を避けず。路、行者を絶つ。國人、
甚だ之に苦しむ。

七 高句麗・百済連携前後の高句麗と倭通交

６３０年に高句麗からの遣使があったあと、高句麗から倭国への使者は、しばらくみられない。
『日本書紀』によれば、皇極元年（６４２）の２月壬辰（６日）条に「高麗の使人が難波津に来着し
た」とある。高句麗から倭国へ使者が派遣されたのは、記録の限りでは１２年ぶりであった。ただし
その使者は、先にも述べたように、蓋蘇文のクーデタを「去年」のこととして伝えており、係年に間
違いがある可能性が高い。「去年」が正しいとすれば、翌６４３年に到着したと考えなければならな
い。
ところが、翌年の皇極２年の６月条には「辛卯（１３日）、筑紫大宰が早馬を馳せて、高麗が遣使

来朝したことを奏上してきた。群卿がそれを聞いてみんなで言い合った。高麗は己亥年以来、来朝し
ていないのに、今年朝してきた、と」とある。これに従えば、高句麗使は己亥年以来、来ていないこ
とになる。己亥年は６３９年にあたるが、『日本書紀』には、その年の高句麗使の記事はなく、何ら
かの誤りがあるとみなければならない。その場合、群卿の発言が間違いであると見ることも可能であ
るが、前年条に係年の問題があることとあわせて考えれば、この年に久しぶりの高句麗使来倭があっ
て、その前は、己亥年ではないけれども、何年か前のことになる、とみるのが無理がないであろう。
つまり、皇極元年の高句麗使来倭記事はまちがいで、２年条が正しく、その時は久しぶりであり、か
つその使者が、蓋蘇文のクーデタを伝えた、と考えられるのである。
皇極元年の使者は金銀を貢いだと記されているが、それも２年のことであったと見れば、唐に白金

を貢いだという点と類似しており、蓋蘇文の発案によるものかと思われる。クーデタを伝えた表現内
容からみると、決して伊梨柯須弥＝蓋蘇文を評価しているようには見えず、蓋蘇文の意向を受けた使
者であったのかどうかに疑問も残るが、２年の遣使ということであれば、間違いなく蓋蘇文執権のも
とでの使者である。高句麗は、この時に、百済との連係について伝えたであろう。
いっぽう高句麗と連係した百済も、倭国に使者を派遣している。こちらも、皇極紀に記事の錯乱が

あって、明確ではないが、おそらく６４３年には到着しており、その時の使者は、やはり高句麗との
連係について伝えたものと思われる。
ここで問題とすべきは、そうした連係を知った倭国として、高句麗に対して何らかの対応をしたか

どうか、である。しかし、特別な働きかけをした、というような記事はみられない。高句麗から倭国
に使者が派遣された、というのは、『日本書紀』によれば、６４５年・６４６年・６４７年で、あと
は５０年代になってしまう。しかも、６４５年７月丙子「高麗・百済・新羅、並遣使進調」、６４６
年２月「高麗・百済・任那・新羅、並遣使貢献調賦」、６４７年正月壬寅「是日、高麗・新羅、並遣
使貢献調賦」というように、いずれも他の国と並記されている。中国史書における遣使記事の場合、
別々に来た使者をまとめて記す例はあるが、『日本書紀』では、到着した時・場所から始まって、都
にやってくる状況などを詳細に記す例が少なくない。それに対してこれらの記事は、６４５年の例を
除けば、具体的な記事を全く伝えておらず、実際にやって来たのかどうかさえ、疑わしい。白雉元年
（６５０）４月条の分註に「ある本には、この天皇の世に、高句麗・百済・新羅の三国は毎年、遣使
貢献したと伝える」とするが、著しく具体性に欠けるのである。
このように高句麗が百済と連係した直後においては、高句麗から、また倭国からも、それ以前と異

なる特別な外交姿勢が示されたと見ることは難しい。

八 ６４５年前後の倭国の外交姿勢

では、その時期における倭国の外交は、どのように推移したのであろうか。
倭国でも、６４５年にクーデタが起こっている。それまで長らく権力の中枢にあった蘇我氏一族の

若き頭領である入鹿を内殿で暗殺し、さらにその父蝦夷を邸宅で自殺においこむという事件であり、
首謀者は皇極の子である中大兄という王子（のちの天智天皇）であった。ただし、首謀者については、
軽皇子（孝徳天皇）であるという意見もある。皇極は弟の孝徳に譲位し、中大兄は皇太子となった。
そうした結果から見て、首謀者軽皇子説も出されているのであり、中大兄を補佐した中臣鎌足と、中
大兄とが実権を握るのは、もうしばらくあとのことである。大化の政変・乙巳の変などと呼ばれてい
る。
クーデタの日は「三韓進調之日」であるといい、「三韓表文を読唱する」場での暗殺であった。そ

こに臨席した中大兄の異母兄である古人大兄が逃げて私宮にもどり、「韓人が鞍作臣を殺した」と言
ったという。鞍作臣とは入鹿のことである。「三韓」とは、一般には高句麗・百済・新羅を指すが、
実際に三国の使者が関わる場であったのか、単に口実とされたのかは意見がわかれており、「韓人が
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殺した」というのも、その通りとはいえない。『日本書紀』では註で「韓政に依って誅されたことを
言っているのである」と説明している。それについて「百済の政治問題が原因なのだから」「百済人
に殺されたも同然だ、の意味」というように理解する見解もある（山尾幸久『古代の日朝関係』塙書
房）。しかし果たしてこの時点で、百済外交をめぐる意見の対立が、クーデタの大きな背景になって
いたのかどうか、それが理由のクーデタであったといえるのかどうか、疑問が残る。
蘇我本宗家は、伝統的に親百済の立場であった。それはそのように認めてもよい。いっぽう中大兄

は、唐に留学した経験をもつ高向玄理や薬師の恵日らを側近としており、親唐的な考えを持っていた
とされる。ところが孝徳は、親百済の立場であったようで、クーデタ以後にも、親百済的外交が継続
される。その点からみても、クーデタの背景として、外交方針をめぐる対立を最重視するのは疑問が
残るのである。
そもそも６４５年の時点で、倭国において、親百済的立場と親唐的立場とが両立しえないものであ

ると認識されていたかどうか、検討してみる必要がある。６４２年に、現実に百済と高句麗とが連係
した、ということと、そこから引き起こされることになる２極構造についても予測する、ということ
とは、まったく異なるのである。そのころ高句麗に対して、何ら特別な働きかけがみられないという
ことについては、前項でふれたとおりである。
では、唐と百済との関係は実際にはどうであったか。百済は、唐が成立して以後、６２１年に初め

て遣使し、６２４年・６２５年・６２６年・６２９年・６３１年・６３２年・６３５年・６３６年・
６３７年・６３８年・６４１年・６４３年・６４４年と、ほぼ連年のように唐に遣使している。その
間にあって、６２７年には、三国相互の対立をめぐって、太宗から説諭の璽書がもたらされているが、
それは三国ともにもたらされているものであり、三国ともに謝罪の使者を派遣している。特に百済に
対して強く対処したということではない。
６４１年の百済の武王の死の際にも「その子の義慈が使者を派遣し上表文を奉じて告哀した。太宗

は素服して哭し、光禄太夫を贈り、物二百段を贈った。そして使者を派遣して義慈を柱國・帶方郡王
・百濟王に册封した」（『旧唐書』百済伝）というように、通例どおりの対応ということができる。
それが変わるのは、やはり６４２年の百済による新羅領侵攻が転機になると言ってさしつかえないが、
それがすぐに反映するわけではない。その時の新羅の救援要請を受けて、唐では、翌年、司農丞の相
里玄奬を高句麗に派遣し、「汝と百済は兵を修めよ。そうしなければ、明年兵を出して汝の国を撃つ
ぞ」と脅しているが、百済に派遣したわけではない。百済は、上記のように６４３・６４４年にも、
唐に朝貢しているのである。また、６４４年には唐から「百済王を撫慰する詔」が出され、高句麗に
対して出兵を求めている。
このように、６４５年の時点ではなお、唐と百済が一触即発の緊張状態になっていたとはいいがた

く、表面的には、それまでの関係が維持されているといってもいい。
いっぽう唐と新羅との関係であるが、新羅では６４７年に毗曇の乱が起こっている。それは新羅内

において、唐との関係をどのようなかたちで維持していくかについて、意見の対立があったことによ
る。つまり唐の意向を受けて、女王を廃すべきだとする毗曇に対して（唐に対抗すべく男王を立てよ
うとした、とみる意見もある）、それに反対した金春秋・金庾信らの戦いであり、勝利したのは後者
であった。彼らは依然として、唐への完全な服属を考えていたわけではなく、乱の渦中で死んだ善徳
女王のあとに、さらに女王の真徳を擁立しているのであった。
結局、６４５年の時点においては、唐も、百済を敵視し、新羅とのみ友好関係を築こうとしていた

わけではなかったのである。とすれば、倭国が、親百済的立場と親唐的立場とを対立的なものととら
えていなくても、何らおかしいことではなかった。

九 ６５０年以後の倭国の対新羅外交

新羅が、唐への従属を進めるのは、６４９年以後のことである。その年に新羅はそれまでの固有の
衣冠制を廃して、唐の衣冠制を採用し、６５０年には唐の年号を使用している。唐が新羅との関係を
深め、百済との対決姿勢を強めるのは、このころからである。
唐に従属姿勢をとるようになった新羅は、６５０年、金春秋の長男の法敏（のちの文武王）を派遣

して太平頌を献じ、また翌年には次男の仁問を唐に送って、高宗のそば近くに仕えさせた。唐は、そ
うした新羅の対応を受けて、百済に対して強硬な姿勢で臨んだ。その年、百済からの使者に対して璽
書を賜り、「王は兼併した新羅の城をみなその本国に返せ。新羅も獲得した百済の捕虜を、王に返さ
せよう。そのあとに、うれいを解いて、紛争をやめて、戈をつつんでよろいもしまってしまえば、民
は休息する願いを得ることができ、三つの藩国としても戦争に労する必要がなくなろう。……王がも
しこのような指示に従わないというのであれば、朕はもやは法敏の要請に従って、王と決戦するしか
ない。また高麗を拘束して、遠くから助けることを許さない。高麗ももし命に応じないのであれば、
契丹などの諸藩に命じて、遼河を渡って高麗に入り、侵攻させよう。王は深く朕の言葉を考え、自ら
の多福を求め、良策を審議すべきである。後悔をのこすことの無いようにしろ」（『旧唐書』百済伝）
と威圧している。
では、倭國は新羅に対してどのような方針をもっていたか。６５１年に、新羅使が倭国に来ている

が「唐國の服を着て」いた。唐制を採用したばかりの新羅が、唐服を身につけた使者を派遣したので
あった。ところが、倭国では、「俗を変えたのを憎んで、譴責して追い返した」。唐への従属を示す
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その姿勢を、倭国でどのように認識したかは不明ながら、新羅に対して強圧的な態度で臨んでいると
いえる。
６５３年、倭国は、唐に使者を派遣している。いわゆる第２次遣唐使である。ところが、同年か、

あるいは翌年初、先に派遣した遣唐使がまだ帰国する前に、次の遣唐使を派遣した（第３次遣唐使）。
その違いが何かについて、明確ではないが、６５３年末に、孝徳と中大兄との間で対立が顕在化し、
中大兄は、母の皇極と、妹の間人（孝徳の皇后）らを伴って、難波から飛鳥に移っている。第３次遣
唐使は、中大兄と親しい黒向玄理が大使とされていることもあって、中大兄が主導したものと考えら
れ、それは、孝徳が主導した第２次遣唐使とは異なる方針にもとづく、とみる意見がある（山尾前掲
書）。孝徳が親百済の立場で派遣したのに対して、中大兄は親新羅・親唐の立場で派遣したというの
である。その理由は、後者は、「新羅道」を取って莱州に至ったと記録されているが、前者について
は、往路で２船のうちの１船が「薩摩の曲・竹嶋の間」で沈没したことを記しており、それは「百済」
に向かって流されたと解釈できる、ということによる。しかし、「百済」に向かったことを明言する
史料はなく、果たしてその通り、外交方針の違いにもとづいて、間をおかずに派遣したといえるのか
どうか、明確ではないのである。
新羅は、６５２年・６５３年・６５４年と唐に遣使して関係を深め、６５４年の真徳王の卒去に際

しては、高宗は挙哀の礼をとったうえで、弔祭使を派遣している。そのような関係のなかで、６５４
年の１２月に使者を送り琥珀・瑪瑙を献上してきた倭に対して、高宗は「王の国と新羅とは接近して
いる。新羅は高句麗や百済に侵されることが多い。もし危急なことがあれば、王は兵を出して救って
欲しい」という書を渡している（『唐会要』卷９９・倭国）。
その倭からの使者とは、上記の第３次遣唐使と考えなければならない。『日本書紀』によれば、そ

の年の７月に第２次遣唐使の吉士長丹が筑紫に着いており、「唐国天子に奉対し、多く文書宝物を得
た」というが、その文書にも、同様な要求があった可能性が高い。しかし、それをうけて、新羅寄り
の姿勢をとったというように見ることのできる材料はない。
もし、第３次遣唐使が、親唐・親新羅に立場から、中大兄らが派遣したのであれば、その後、次第

に実権を掌握していく中大兄らは、その通り、新羅寄りの姿勢をつづけることができたはずであるが、
そのように見ることはできないのである。
このような状況から考えれば、倭は、結局、唐と新羅が深く結びつくようになったあとにおいても、

唐・新羅の側に立つことがあったとは考えられない。

一〇 ６５０年以後の高句麗と倭

さて、高句麗であるが、見てきたように、６４２年以後、高句麗からの使者を受けて、倭が高句麗
に対して特別な対応をした、ということはみられなかった。しかし高句麗が百濟と連係したことは知
らされているのであり、倭国の百濟に対する友好策は前代からひきつづいてとられているため、結果
として、高句麗とも、同じ側に立っている、という状況であった。
その後高句麗は、倭国に対して、６５４年「是歳、高麗・百済・新羅、並遣使奉弔」、６５５年「是

歳、高麗・百済・新羅、並遣使進調」というように、それ以前と同じような一括の遣使記事がつづく。
遣使がその通りあったとしても、重大な使者として対応したのかどうか、疑わしく思える。
それが６５６年になって「秋八月癸巳朔庚子、高麗が達沙等を遣わし進調してきた」とあり、分註

に「大使達沙・副使伊利之、あわせて八十一人である」と具体的な情報を伝える。この遣使の事実に
は信頼性がもてる。
この間、唐の太宗は、６４７年と６４８年に高句麗を攻撃したが、ともに失敗し、その後の再征を

意図しながら６４９年に薨去した。あとをついだ高宗は、しばらく内政の立て直しをすすめ、６５５
年になって侵攻を再開した。その時点で唐は、上記のように、新羅の従属姿勢が明確になり、またそ
れにともなって、百済に対する対決姿勢も明確になっていたのであり、２極対立の構図が鮮明になっ
ていた。そのような状況のなかで、百済・高句麗が新羅の北境に侵攻して３０余城を奪ったため、新
羅の武烈王（春秋）は唐に遣使して救援を求めた。それに対して唐は、すぐに程名振・蘇定方らに命
じて高句麗を攻撃させたが、それが侵攻の再開であった。高句麗の６５６年の倭国遣使は、そのこと
と関わりがあるのではないかと思われる。ただ、それに応じた動きがみられるわけではない。
いっぽう新羅は、上記の６５５年の「高麗・百済・新羅」同時の遣使とは別に「及湌の弥武を質と

し」ており、唐に対してと同様に、倭国へも救援を求めたのではないかとみられている。唐も、上記
のように、倭国からの遣唐使に対して、新羅を救援するように命じていた。しかし倭国は、何の対応
もしていない。ようやく６５７年になって、新羅に使者を送り、「沙門智達らを、汝の国使に付して、
大唐に送らせたい」と伝えたが、新羅はそれを拒否し、智達らは帰国した。それは、倭国の新羅に対
する態度の反映であるというみかたもあるが、智達らは、翌年に、新羅の船で唐に渡っており、新羅
としては完全に倭国との関係を断とうとしているわけではない。ただし新羅は、その後、倭国に使者
を送るのをやめている（６６８年に再開）。
６５９年に倭国は、唐に使者を派遣した（第４次遣唐使）。その時一行は、新羅路を通らずに、南

海に向かい越州に到着しており、新羅を避けたことがうかがわれる。そして唐は、一行を幽閉し、勅
書で「来年、海東の政がある。汝ら倭の客は、東帰することができない」と告げられた。この年に、
唐は、翌年の百済遠征を決め、蘇定方を神丘道惣管に任命している。「海東の政」とはその百済遠征


