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第 5章 初期八代の天皇

215



第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第5章 初期八代の天皇

1  開史八代

(1)「 開史 八代 」 とは

井上光貞氏は『日本の歴史 1』 (中央公論社)の 中で、『記』『紀』のもと

になる資料について次のように述べている。

『古事記』と『日本書紀』のもとになったのは、六世紀につくられた

「帝紀Jと「旧事Jである。帝紀は皇室の系図であり、旧事は宮廷の

物語である。この二つを、それぞれの天皇の巻ごとに組み合わせた

形で、『古事記』・『日本書紀』の記述は成り立っている。

『記』『紀』は系図 (系 譜)と物語 (事績)か ら成り立っているというcと

ころが第 2代綬靖天皇から第 9代開化天皇までの 8人 の天皇には事績がな

い。第 1代から第 10代までの天皇は次の通り。

漢風誼号   歴代天皇名

■第 1代 神武天皇  神日本磐余彦天皇

(じんむ) (カ ムヤマ トイワレヒヨ)

■第 2代 絵靖天皇  神淳名川耳天皇

(すいぜい)(カ ムヌナカワミミ)

■第 3代 安寧天皇  磯城津彦玉手看天皇

(あ んねい)(シキツヒコタマテミ)

■第 4代 諮徳天皇  大日本彦紹友天皇

(い とく) (オオヤマ トヒコスキ トモ)
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■第 5代 孝昭天皇  観松彦香殖稲天皇

(こ うしょう)(ミ マツヒコカエシネ)

■第 6代 孝安天皇  大日本足彦国押人天皇

(こ うあん)(ヤマ トタラシヒコクニオシヒト)

■第 7代 孝霊天皇  大日本根子彦太lFf天皇

(こ うれい)(オオヤマ トネコヒコフトニ)

■第 8代 孝元天皇  大日本根子彦国牽天皇

(こ うげん)(オオヤマ トネコヒヨクニクル)

■第 9代 開化天皇 稚日本根子彦大日日天皇

(かいか) (ワカヤマ トネコヒコオオヒヒ)

■第 10代 崇神天皇 御間城入彦五十瑣殖天皇

(す じん)(ミ マキイリヒコイニエ)

(注 )「漢風誼号 (し ごう)Jは『記』『紀』の成立後 (8世紀後半)に淡海

御船 (三船)(お うみのみも、ね)が選定したものであるという。『記』『紀』

ができたときにはなかった名前である。「歴代天皇名Jの方が正式な名前であ

る。以後の説明では漢風誼号を使う。

第 2代絵靖天皇から第 9代開化天皇までの 8人の天皇は帝紀 (系譜)だけが

書かれており、旧事 (事績)がない。それは事績の伝わらない時代であるから

といわれてきた。事績の伝わらない時代を「闘史 (け っし)時代 (史を開 (欠 )

く時代)」 という。 8人の天皇を「閾史八代Jと 呼んでいる。

(2)開史八代の実在性

閾史八代の天皇は架空の人物であるという。井上光貞氏は同じ『日本の歴史

1』 の中で概略次のように述べている。
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第5章 初期八代の天皇

■津田氏がほのめかし、水野祐氏が研究したところによると、この八代の

天皇の名は、はなはだしく後世的であるЭたとえば「大日本 (倭 )彦紹

友J、 「大日本 (倭 )根子彦太瑣J、 「大日本 (倭 )根子彦国牽 J、 「稚

日本 (倭 )根子彦大日日Jは 7、 8世紀に天皇に奉った国風誼号にいち

じるしく類似 している。

・持統天皇……大倭根子天之広野日女

・文武天皇……倭根子豊祖父

・元明天皇……日本根子天津御代豊国成姫

閾史 8代の天皇の名前は『記』『紀』が成立する頃 (8世紀はじめ)に

つくられたものであることはほぼ確実であろう。

■八代についてもう一つおかしいのは、それぞれの天皇はみな父子の関係

にあるということである。応神以後では、七世紀にいたるまで皇位の継

承はきわめて複雑で、父子継承というような単純なものではない。

古代日本には独特の皇位継承法があった。兄弟が次々と位をR・lぐ という

傍系相続の原則と、次の世代には嫡長子たる大兄 (おおえ)の子が優先

権を持つという原則との二つの原則に立つ皇位継承法である。

ところが八代はこれとはまったく異なる父子相続であることは、たんに

異質であるばかりではなく、歴史の逆行ではあるまいか。だからこの八

代を父子継承でつないだこともまた、事実の伝えではないと疑うのであ

るの

このように述べ、次のように締めくくっている。

あきらかに神話上の人物である神武天皇の後の八代は日本民族が文

字や暦をもつ文明の段階に達 したのち、その王名表である帝紀のな

かに、架空につくりあげた天皇群ではないだろうか。
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初期八代天皇の系譜

(1)磯城縣主葉江の女

『記』『紀』では、第 1代神武天皇から第 10代崇神天皇まではすべて直系

であり、父子継承である。井上光貞氏はそれを問題にして初期 8代の天皇は実

在性が疑わしいとしている。

ところが『紀』は「一 (書 )に云う」として次のような伝承を載せている。

■ (安寧天皇)三年正月、淳名底仲媛命 (亦は淳名襲媛という)を立てて

皇后とす。

(一書に云う、磯城縣主葉江の女川津媛という。一書に云う、大間宿禰

(お おますくね)の女糸井媛という。)

■ (諮徳天皇)二年二月、天豊津媛命を立てて皇后と為す。

(一書に云う、磯城縣主葉江の男弟猪手の女泉媛という。 ^書に云う、

磯城縣主太真稚彦の女飯日媛という。)

■ (孝昭天皇)二十九年正月、世襲足媛を立てて皇后と為す。

(一書に云う、磯城縣主葉江の女淳名城津媛という。一書に云う、倭国

の豊秋狭太媛の女大井媛という。)

■ (孝安天皇)二十六年二月、姪押媛を立てて皇后と為すc

(一書に云う、磯城縣主葉江の女長媛という。一書に云う、十市縣主五

十坂彦の女五十坂媛という。)
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第3部  『初期ヤマ ト王権」の実体 第5章 初期八代の天皇

磯城縣主葉江 (し きのあがたぬしはえ)の娘は 3人の天皇 (第 3代安寧天皇、

第 5代孝昭天皇、第 6代孝安天皇)の后になっている。葉江の弟の娘は第 4代

諮徳天皇の后になっている。 3代から6代までの4代にわたリー人の男が娘、

あるいは姪を天皇の后にしている。4世代では約 100年になる。 100年に

渡り、一人の男が 4代の天皇に娘や姪を嫁がせるということはあり得ない。

『紀』は何故このように「一 (書 )に 云う」として磯城縣主葉江の記録を載

せているのであろうか。

井上光貞氏は占代においては父子継承ばかりが続 くことはあり得ないと述

べている。父子継承ではない「一に云うJの系譜が載せてあるのはこちらの方

が史実だからではないだろうか。

第 3代安寧天皇 。第 4代諮徳天皇 。第 5代孝昭天皇・第 6代孝安天皇は同じ

人物の娘、あるいは姪を后にしている。これが事実とすれば4人の天皇は同世

代ということになる。

『記』『紀』では第 3代安寧天皇は第 2代絵靖天皇の太子である。それをそ

のまま受け入れて父子継承であると仮定しよう。第 3代安寧天皇・第 4代諮徳

天皇 。第 5代孝昭天皇 。第 6代孝安天皇は第 2代綾靖天皇の次の世代である。

第 2代綬靖天皇は三輪を追われて葛城へ逃げている。第 5代孝昭天皇と第 6

代孝安天皇は葛城で天下を治めている。

(孝昭天皇)葛城の技上宮に座して天下を治すなり。    『記』

(孝安天皇)葛城の室の秋津嶋官に座 して天下を治すなり。 『記』

この二人の天皇は第 2代綾靖天皇の次の世代である。同じ葛城で天下を治め

ているから二人は第 2代絵靖天皇の子ではないだろうか。第 5代孝昭天皇と第

6代孝安天皇は兄弟であり、父とともに葛城へ逃げてきたのであろうЭ

■
　
　

■
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□葛城系

第 5代孝昭天皇  第 6代孝安天皇

(2)第 3代安寧天皇

第 3代安寧天皇は磯城津彦玉手看天皇であり、名前に「磯城Jが付いている。

磯城で天下を治めた天皇であろう。死去すると畝傍山に埋葬される。

ILL

■畝傍山の南の御陰井上陵に葬す。

日御陵は畝火山の美富登 (みほと)に在り。

『糸己』

『記』

畝傍山は桜井市外山にある鳥見山である。鳥見山は磯城にある。安寧天皇は

神武天皇の本拠地である磯城 (畝傍山=鳥見山)で天下を治めており、死去す

ると畝傍山 (鳥見山)に埋葬されている。第 3代安寧天皇の本拠地は磯城であ

ろう。

第 2代綬靖天皇は崇神天皇の侵略を受けて葛城へ逃げているが、安寧天皇は

磯城に居る。綾靖天皇は磯城の地を太子の安寧天皇に任せて、自分は幼い子供

を連れて葛城へ逃げたのであろうか。

あるいは安寧天皇は綬靖天皇の太子ではなく、絵靖天皇の兄の神八井耳命の

子ではないだろうか。神八井耳命は畝傍山に埋葬されている。

(絵靖天皇)四年四月、神八井耳命莞る。即ち畝傍山の北に葬す。

『糸己』

第 2代綾靖天皇
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第 3部  「初期ヤマ ト王権Jの実体 第5章 初期八代の天皇

神八井耳命は死去すると畝傍山の北に埋葬されている。安寧天皇も畝傍山に

埋葬されている。神八井耳命は第 2代絵靖天皇の兄である。神八井耳命と安寧

天皇は親子の世代である。神八井耳命と安寧天皇は親子ではないだろうか。

『記』『紀』は綬靖天皇と安寧天皇を親子にしているが、綾靖天皇は葛城で

天下を治めている。一方、兄の神八井耳命の墓は畝傍山にある。神八井耳命と

安寧天皇を親子にした方が根拠がある。

綾靖天皇の子は第 5代孝昭天皇と第 6代孝安天皇であり、神八井耳命の子は

安寧天皇であろう。神八井耳命の子供達は崇神天皇に追われて各地へ逃げた

が、第 3代安寧天皇は磯城に残ったのであろう。

□磯城の系統

神八井耳命

□葛城の系統

第 2代絵靖天皇 (神淳名川耳命 )

第 3代安寧天皇   第 5代孝昭天皇、第 6代孝安天皇

(3)第 4代諮徳天皇

第 4代諮徳天皇は都を軽に遷すとある。

■二年正月、都を軽の地に遷す。是を曲峡宮 (ま がりおのみや)と いう。

口「1月 、天豊津媛命を立てて皇后と為す。

(‐書に云う、磯城縣主葉江の男弟猪手の女泉媛。 ‐書に云う、磯城縣

主太真稚彦女飯日媛也。)                 『紀』

諮徳天皇は磯城縣主葉江の弟猪手の娘を后にしている。安寧天皇は葉江の女

川津媛を后にしている。安寧天皇と認徳天皇は同世代である。『記』『紀』は
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安寧天皇 と諮徳天皇は親子であると しているが、兄弟、 または従兄弟であろ

つ。

絵靖天皇は孝昭天皇と孝安天皇を連れて葛城へ逃げている。諮徳天皇の父も

おそらく崇神天皇に追われて軽の地へ逃げたのであろう。軽は橿原市大軽町付

近といわれている。第 4代諮徳天皇は纏向の後裔である磯城縣主葉江の弟の娘

を后にしているから纏向勢力の支援を得て、軽の地で天下を治めているのであ

ろう。

軽の地で天下を治めた天皇に第 8代孝元天皇がいる。

四年二月、都を軽の地に遷す。是を境原宮と請う。  『紀』

ここにも「都を軽の地に遷すJと ある。しかしこの時点で遷したのではない

と思われる。『記』『紀』は万世一系 (父子継承)に しているから第 8代孝元

天皇の前には第 5代孝昭天皇、第 6代孝安天皇、第 7代孝霊天皇がおり、これ

らの天皇は軽の地以外の地で天下を治めている。そのため『記』『紀』は第 8

代孝元天皇の時に再度「都を軽の地に遷す」と書かざるを得なかったのであろ

う。第 8代孝元天皇は第 4代諮徳天皇の子であり、諮徳天皇の後を継いで軽の

地に住んでいたと思われる。

□軽の系統

(X)

|

第 4代諮徳天皇

|

第 8代孝元天皇
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第5章 初期八代の天皇

(4)第 7代孝霊天皇

第 7代孝霊天皇は片丘に埋葬される。

■御陵は片岡の馬坂の上に在 り。              『記』

■大日本根子彦太瑣天皇を片丘の馬坂陵に葬す。       『紀』

片岡 (片丘)は綬靖天皇 (神淳名川耳尊)の ところにも出て くる。

■神淳名川耳尊、手研耳命を射殺さんと欲す。たまたま手研耳命は片丘の

大室の中に有り、独り大体 (大床)に臥す。        『紀』

手研耳命は神武天皇が死去した後、天皇の位を嗣いで磐余に住んでいる。片

丘で独りで休んでいるところを神淳名川耳尊に襲われ殺されている。このよう

に片丘は磐余に在る。第 7代孝霊天皇は磐余の片丘に埋葬される。

第 3代安寧天皇も磯城 (磐余)の畝傍山に埋葬されている。第 7代孝霊天皇

は第 3代安寧天皇の後裔ではないだろうか。安寧天皇の子であろうと思われ

る。

□磐余 (磯城)の系統

第 3代安寧天皇

|

第 7代孝霊天皇
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(5}初期八代の天皇の系譜

初期8代の天皇の系譜は次のようになる。

一代

(磐余)

第 1代神武天皇

二代

三 代

(葛城 )

第 5代孝昭、第 6代孝安

四代

第 4代諮徳天皇の父 (「 X」 )は不明である。しかし三代目はすべて磯城縣

主の娘、あるいは姪を后にしている。磯城縣主は纏向勢力である。纏向勢力と

関係が深いことがわかる。

二代目の絵靖天皇と神八井耳命は三輪勢力であるが纏向勢力の協力を得て

手研耳命を伐っている。「X」 の子である第 4代諮徳天皇も磯城縣主 (纏向勢

力)の娘を后にしている。「XJも神淳名川耳命や神八井耳命と同じく三輪勢

力であり、纏向勢力と深い関係にあるのではないだろうか。

しかも絵靖天皇と神八井耳命の父は神武天皇であるの「X」 も同じく神武天

皇の子ではないだろうか。『紀』は神淳名川耳命と神八井耳命は兄弟二人であ

るとしているが、『記』の方では「日子八井命、神八井耳命、神沼河耳命 (神

淳名川耳命=絵靖天皇)、 三柱。」となっている。兄弟は 3人である。「XJ

(三輪、葛城)

第 2代絵靖天皇

(磐余 )

(神八井耳命)

(磐余 )

第 3代安寧

|

第 7代孝霊

(X)

(軽 )

第 4代諮徳

|

第 8代孝元
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第 3部  「初期ヤマ ト王権Jの実体 第5章 初期八代の天皇

は日子八井命ではないだろうか。日子 (彦 )八井命は実在している。『新撰姓

氏録』に次の記述がある。

■下家連…彦八井耳命の後なり。

■江首。江人付く。・…彦八井耳命の七世の孫、来目津彦の後なり。

■尾張部…彦八井耳命の後なり。

『新撰姓氏録』河内国皇別

(X)は 日子八井命であろう。 3人は兄弟である。

(6)崇神 天皇 と開化天皇

『記』は崇神天皇の母について次のように書いている。

■大倭根子日子国玖琉命(お おやまとねこひこくにくるのみこと=孝元天

皇)、 軽の境原宮に座して天下を治すなりc(中略)又内色許男命の女、

伊伽賀色許売命 (いかがしこめのみこと)を要りて生みませる御子、比

古布都押之信命 (ひ こも、つおしのまことのみこと)。  『孝元記』

■若倭根子大昆昆命 (開化天皇)、 春日の伊邪河宮に座して天下を治すな

り。 (中 略)

又、庶母 (ま まはは)伊迦賀色許売命 (いかがしこめのみこと)を要り

て生みませる御子、御真木入日子印恵命。      『開化記』

第 8代孝元天皇は伊伽賀色許売命を姿り、比古布都押之信命を生んでいる。

ところが第 9代開化天皇も伊伽賀色許売命を姿り、崇神天皇 (御真木入日子印

恵命)を生んでいる。崇神天皇の母の伊迦賀色許売命は第 8代孝元天皇と第 9

代開化天皇の后になっている。

『紀』の方でも同様である。
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■七年、 (大 日本根子彦国牽天皇)鬱色謎命 (う つしこめのみこと)を立

てて皇后と為す。后、二男一女を生むc第一を大彦命という。第二を稚

日本根子彦大日々天皇。第二を倭逃々姫命 (や まとととひめのみこと)

という。妃伊香色謎命 (いかがしこめのみこと)、 彦太忍信命 (ひ こバ、

『孝元紀』

(是庶母なり。)后御間

『開化紀』

『紀』でも、伊香色謎命 (伊伽賀色許売命)は孝元天皇と開化天皇の后にな

っている。そして開化天皇との間に崇神天皇 (御間城入彦五十瑣殖天皇)を生

んでいる。

『記』『紀』では孝元天皇と開化天皇は親子である。伊香色謎命は親子 2代

の后になっている。しかも子の開化天皇との間で崇神天皇を生んでいる。この

ようなことはあり得ないであろう。

伊香色謎命の弟は伊香色雄命 (いかがしこお=伊迦賀色許男命)である。崇

神天皇は伊香色雄命に命じて土器を作らせている。

又伊迦賀色許男命に仰 (おス、)せて天の八十昆羅詞 (やそひらか)を作

り、天神地祇の社 (や しろ)を定め奉りたまいき。      『記』

崇神天皇は伊香色雄命と同世代である。伊香色謎命とも同世代ということに

なる。同世代の伊香色謎命が崇神天皇を生むはずはない。

『記』『紀』は、開化天皇が伊香色謎命を后にして崇神天皇を生んだと書い

ているが、渡来人である崇神天皇を神武天皇の系譜につなぐために創り出した

人物ではないだろうか。開化天皇は実在の天皇ではないと思われる。

つおしのまことのみこと)を生む。

口六年春正月、伊香色謎命を立てて皇后と為す。

城入彦五十瑣殖天皇を生む。
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第5章 初期八代の天皇

『記』『紀』はこれ ら8代の天皇を万世一系にしている。おそらく皇室の起

源を古くさかのぼらせるためであろう。 8代の天皇は直列 (父子継承)ではな

く、並列である。神武天皇の 3人の子の系譜を父子継承 (一系)に変えて書い

ているのである。

第 2代絵靖天皇と第 10代崇神天皇は同世代である。第 3代安寧、第 4代諮

徳、第 5代孝昭、第 6代孝安は次の世代であるから崇神天皇の子の垂仁天皇と

同世代ということになる。

3  饒速日命の系譜

(1}伊香色雄

伊香色雄は『先代旧事本紀』にも出てくる。伊香色雄は饒速日命の六世の孫

と書かれている。『先代旧事本紀』の饒速 日命の系譜は次のようになっている。

■天照国照彦天火明櫛玉饒速 日尊 (一云う、饒速 日命 )

■ (児 )天香語山命

(弟 )宇摩志麻治命 (う ましまじのみこと)

■ (孫 )味饒田命 (う ましにぎたのみこと)―・宇摩志麻治命の子

(弟 )彦湯支命

■ (三世の孫)大禰命 (お おねのみこと)¨・湯支命の子

(弟 )出雲醜大臣命

■ (四世の孫)大木食命 (おおきくいのみこと)… 出雲醜大臣の子

■ (五世の孫)鬱色雄命 (う つ しこおのみこと)

(妹 )鬱色謎命 (う つ しこめのみこと)
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(弟 )大綜杵命 (おおへそぎのみこと)

■ (六世の孫)武建大尼命 (た けたつおおねのみこと)…・鬱色雄命の子

(孫妹)伊香色謎命 (いかがしこめのみこと)一大綜杵命の子

(弟)伊 香色雄命 (いかがしこおのみこと)

六世の孫の伊香色雄命は五世の孫である大綜杵命の子である。

{2)大彦命と鬱色謎命

孝元天皇は鬱色謎命 (う つしこめ=内色許売命)を姿り、大彦命 (大昆古命)

を生んでいる。

■ (孝元)天皇、穂積臣等の祖、内色許男命 (う つしこおのみこと)の妹、

内色許売命 (う つしこめのみこと)を要り、生みませる御子、大昆古命の

次に少名日子建猪心命 (す くなひこたけいごころのみこと)。 次に若倭

根子日子大昆毘命 (わかやまとねこひこおおひひのみこと)。

『記』

■ (孝元天皇)七年二月、鬱色謎命 (う つしこめ)を立てて皇后とす。后、

二男一女を生む。第一を大彦命と日う。第二を稚日本根子彦大日日天皇

と日う。第二を倭述述姫命 (やまとととひめ)と 日う。   『紀』

第 8代孝元天皇と鬱色謎命 (う つしこめ)の間に大彦命が生まれている。『先

代旧事本紀』も同じく鬱色謎命が大彦命を生んだと書いている。

■五世の孫、鬱色雄命の妹、鬱色謎命

此の命は軽の境原宮御宇天皇 (孝元天皇)立ちて皇后と為す。三皇子を

生誕す。則ち大彦命。次に春日宮御宇天皇 (開化天皇)。 次に倭跡命是

也。
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第5章 初期八代の天皇

崇神天皇は大彦命を四道将軍として派遣している。

■ (崇神天皇)十年九月、大彦命を以て北陸へ遣わす。   『崇神紀』

大彦命は崇神天皇と同時代の人である。

伊香色雄命は五世の孫の大綜杵命の子であり、大彦命も五世の孫の鬱色雄命

の妹、鬱色謎命 (内色許売命)の子である。どちらも5世の孫の子であり伊香

色雄命と大彦命は同世代である。

崇神天皇は伊香色雄に命じて物部の八十平貧を作らせ、大彦命を北陸へ派遣

している。崇神天皇・伊香色雄・大彦命の二人は同世代である。

{3)造られた饒速日命の系譜

神武天皇は饒速日命の子の宇摩志摩治命と同世代であり、第 2代綾靖天皇は

崇神天皇と同世代である。したがって崇神天皇は饒速日命の孫 (彦湯支命)と

同世代ということになる。

一代      饒速日命

|

二代 (子)  宇摩志摩治命    神武天皇

|   |
三代 (孫)   彦湯支命     絵靖天皇    崇神天皇

一方、崇神天皇は伊香色雄命や大彦命と同世代である。伊香色雄命や大彦命

は饒速日命の 6世の孫と書かれている。崇神天皇は饒速日命の孫 (3世 )と 同

世代であり、また 6世の孫 (7世)と も同世代ということになる。
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そこで『先代旧事本紀』の饒速日命の系譜をみると、各世代間は「XXXの

子なり」という記述で結ばれている。例えば、3世の孫の大禰命は「湯支命の

子也」とある。

■ (孫 )味饒田命

(弟 )彦湯支命 (ひ こゆきのみこと)

■ (三世の孫)大禰命 (おおねのみこと)…・湯支命の子也。

三世の孫の大禰命 (4世)は「湯支命の子也。Jと あり、孫 (3世 )と二世

の孫 (4世 )は「XXXの子なり」という記述で結ばれている。

ところが五世の孫にはどこにも四世の孫とのつながりが書かれていない。す

なわち五世の孫である鬱色雄命・鬱色謎命 。大綜杵命には「 (4世の孫の)X
XXの子なり」という記述がない。「四世の孫Jと はつながりがないのではな

いだろうか。

そこで四世の孫と五世の孫の間で切り、6世の孫を同世代同士で並べると次

のようになる。

一代 饒速 日命  長髄彦

二代 神武天皇 宇摩志摩治命 鬱色雄命 鬱色謎命  大綜杵命

三代 絵靖天皇 彦湯支命 崇神天皇 大彦命 伊香色謎命、伊香色雄命

三代目にあたる人物はすべて同世代である。『記』 F紀 `]の記述と矛盾しな

い。鬱色雄命・鬱色謎命 。大綜杵命は饒速日命の子の世代 (2世)になる。宇

摩志摩治命と同世代である。宇摩志摩治命とは兄弟、または従兄弟なのかもし

れない。これが正しい系譜であろう。
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『先代旧事本紀』には、鬱色雄命・鬱色謎命 。大綜杵命は「軽の境原宮御宇

天皇 (孝元天皇)の御世」の人と書いている。しかし神武天皇と同世代である。

『記』『紀』に「 (孝元天皇)鬱色謎命を立てて皇后とす。大彦命を生む。J

とあるのをみて、『先代旧事本紀』は鬱色雄命・鬱色謎命 。大綜杵命を四世の

孫の後につなぎ、五世の孫として孝元天皇の御世に合わせたのであろう。

ところが『記』『紀』の「 (孝元天皇)鬱色謎命を立てて皇后とす。大彦命

を生む。Jも 間違いである。

大彦命は崇神天皇と同世代である。孝元天皇が大彦命を生んだのであれば孝

元天皇は神武天皇と同世代ということになる。それはあり得ないであろう。

『記』『紀』の記述も間違っている。万世一系にしたためこのような矛盾が出

てきている。
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4  「初期ヤマ ト王権」のまとめ

(1)初期ヤマ ト王権の交代

「初期ヤマ ト王権」は第 1期から第 4期まで交代している。各工権のおよそ

の年代は次のようになる。

■初期ヤマ ト王権 (第 1期 )「纏向王権」

饒速日命         210-235年 ころ

宇摩志摩治命          -270年
■初期ヤマ ト王権 (第 2期)「磐余王権」

神武天皇         270-295年 ころ

多藝志美美命 (手研耳命) 295-300年 ころ

■初期ヤマ ト王権 (第 3期 )「三輪王権」

綾靖天皇 (神淳名川耳命) 300-305年 ころ

(そ の後葛城へ移る)

■初期ヤマ ト王権 (第 4期 )「 山城王権J

崇神天皇         305-318年
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第 6章 尺度からみた初期ヤマ ト王権
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第6章 尺度からみた初期ヤマ ト王権

古代の尺度

(1)尺度の歴史

岩田重雄氏は :計量史研究 :∨ o11、 N02、 1979年 所収の 1中 |]に おけ

る尺度の変化 |で、占代の物ガ:(も のさし)を実際に計洪1し て、尺度の長さは

時代が経つにつれ次第に大きくなることを実証している。時代別の 1尺の長さ

の平均は次のようになるというぃ

・般

・西周

・春秋

・戦国

・μЧ漢 (前漢 )

。東漢 (後漢 )

・魏

・西晋

・東晋

・北魏

・梁

・ 1惰

・唐

(注 )隋日寺代から/1ヽ 尺、

16 37 cm

19。 68 cm

23.16 cm

22.94 cm

23.09 cm

23 49 cm

24.20 cm

21.l cm

24.47 cm

28.,10 cm

24.39 cm

27 31 cm

24.7‐l cm(/1ヽ 尺 )

30.07 cm (大 尺 )

大尺ができるという。

236

１
■



日本にある物差についても正倉院 (唐時代)の 5点をはじめ、多 くの物差を

計測 している。

平井進氏は尺度の長さの変化に注目して、『古代文化を考える』34号に次

のような例をあげている。

■『史記』に春秋時代の子し子の身長が九尺六寸とあり、長人と言われたと

ある (孔子世家)cこ の尺度が 19 6cmで あったとすると、その 9

尺 6寸は 188cmと なる。

19.6× 9.6 二 18.8× 10

これは 18.8cmの 10尺 (=1丈 )であり、西周代以来、身長が一

丈もあるという意味で長身の男子のことを「丈夫J(『易経』随)と い

い、その一丈を 188cmと していたものと推測される。

■『史記』に戦国時代の韓の韓王信は身の丈が八尺五寸とあり (韓信慮結

列伝)、 当時の漢の尺を23 1cmと すると、

23.1× 8.5 = 19.6× 10

である。

■『三国史記』では百済の武寧王 (6世紀初)の身長は八尺とあるのここ

では 19.6cmの 10尺が中国南朝の 24.5cmの 尺度で書かれて

いたと考えられる。

24.5× 8 = 19.6× 10

尺度は時代によって変化している。これを使えばどの時代のものであるかが

判明する。
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第3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第6章 尺度からみた初期ヤマ ト王権

(2}単位尺度√

平井進氏は『古代文化を考える』34号に「尺度単位におけるのの使用と周

の尺度システムについて」と題 して概略次のように述べているc

中国の矩 (目 盛の付いた直角定規)である曲尺 (かね じゃく)は 長

短二本のものさしを L字形に組み合わせたものである。これには長

手のものさしの裏に表の単位 (表 目)の糎倍の長さの単位の目盛 (裏

目)が刻み込まれており、春秋時代の魯国の名匠である公輪班が編

み出したとされる (小泉袈裟勝『ものさし』 1977年 )。 これは

両方を尺度の単位として用いていたことを示 している。

このように述べて次のような例をあげている。

■平城宮の内裏

1991年 の奈良国立文化財研究所 ド平城宮発掘調査報告書 XⅢ 』で

は、平城宮の内裏などの地割 りの設計に辺が用いられていたとしてい

る。

。前期 (8世紀前半)の第二次大極殿院の南北

0.296× 240×
～Q

・内裏の内郭の東西

0.295× 180× ″

■始皇帝の騒山陵

中国の秦・前漢代の尺度の単位 (尺 )が 23cm程 度であったことはす

でに知られている。始皇帝の騒山陵を囲む内城の壁と墓墳 (外 国)の規

模は次の通り (工学理『秦始皇陵研究』 1994年 )。 これらを 23c
mに近い尺度で五十の倍数として表 してみると例えば次のようにな

る。
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内城 東西  580  0.232× 2500

南Jヒ  1355  0.230× 5900

墓墳  東西   485  0.231× 2100

南北  515 0.229× 2250

東西と南北の尺度が一致 しておらず、またそれぞれの尺数が単純な比

率となっていない。

一方、尺度に拒の乗数を考えてみると、 22.8ま たは22.9cmの

尺度として次のように内城は 600(× 拒 )、 墓壌は750(× 糎 )の

倍数として表すことができる。 (括弧内は基本単位の倍数 )

■内城

東西

南北

■墓壌

束西

南北

580 0.228× 1800× の  (600× √ × 3)

1355 0.228× 4200× の  (600× 糎 ×7)

485  0.229×  1 500× マ0  (750× Vワ ×2)

515 0.229× 2250   (750× 3)

このように辺が用いられていたと考えることによって、始皇帝陵がシン

プルかつ綺麗な数字のプランによって正確に設計されていたことを示

すことができる。

平井氏はこのように述べ、多くの例をあげて論証している。その中に前方後

円墳の例がある。

■奈良県桜井市メスリ山古墳……24.4cm前後の晋尺を用いた例

(『前方後円墳集成 近畿編』 1992年より)

墳長     250  0.2455× 720× 拒  (120× 6)

後円部径  165  0.243× 480× 崚   (120× 4)

後円部頂部径 29  0.242× 120     (120× 1)
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前方部長さ 104

甫Tプテ音

`中

冨    1 1 0

0245× 300×マワ

0244× 450
(150× 2)

(150× 3)

■奈良県桜井市箸墓古墳 …… 26.6cm前 後の周尺を用いた″1

墳長    280 0264× 750× 拒   (150× 5)

後円部の径  165

前方部の幅 125

前方部長さ 120

0262× 600

0.260× 480

(150× 4)

(160× :〕 )

0.265× 320× の   (160× 2)

このように,lf墳 は異なる尺度で設 :i「 されているc

2  纏向遺跡の尺度

(1)木村房之説

宮大工で奈良県文化財保護指導委員の木村房之氏は『歴史と人物』 146

号、 1983年 (中央公論社)の 中の 「考古建造物の尺度の発見 |で、纏向遺

跡の建物から「魯般尺」を発見 したと書いている。魯般尺は 1尺 =32cmで

あるという。

纏向遺跡の建物 SB101は 図のようになっている。

図 35 纏向遺跡建物推定復元図 (『歴史と人物』中央公論社より)

建物 SB101は 縦 2間 、横 3間であり、縦 1間の長さは 2m20cm、 横

1間の長さは lm76cmで あるという。
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図 35 纏向遺跡建物推定復元図
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1      木村氏は魯般尺 (1尺 =32cm)を 用いて、縦は 1間が 7尺、横は 5.5

尺であるとしているの

縦  220cm÷ 32=6.875 7尺

横   176cm■ 32=5.5    55尺

しか しこれには疑間があるc第 1の疑間は、 6.875尺 を 7尺 としている

ことである。誤差が大きすぎるのではないだろうか。

第 2の疑間は、 1間の長さを 5.5尺 としていることであるc柱の間は 1尺

の整数倍になるのではないだろうか。建物を建てるとき整数倍にしていないと

誤差が生 じやすい。柱間の長さは特に重要である。 1間 の長さは 1尺の整数倍

にするのが基本であろう。

| ´ _..´ ■___・ 11=―‐ ._1111i_,1...´
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第6章 尺度からみた初期ヤマ ト王権     |

(2)池上曽根遺跡の建物の尺度

平井進氏は『古代文化を考える」34号の中で、弥生時代の建物にも花が用

いられているとして池上曽根遺跡の例をあげている。

大阪府和泉市に弥生中期後半の池 L曽 根遺跡があり、弥生時代最大

級の建物がある (大阪府立弥生文化博物館「弥生倶楽部』 9巻 (1      1
995年 )、 宮本長二郎『日本原始古代の住居建築』 1996年 )。

桁行方向で建物 2は建物 1の″倍であり、候補尺度は 155前 後で

あるЭ

■大型建物 1(東西方向)

桁行 (10間 )

19.6 0.154× 90× 力  (90× 1) (45× 2)

梁行 (1間 )

6.9 0.153× 45          (45× 1)
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棟持柱間の距離

21.9 0.155× 100× 拒  (100× 1)

■大型建物 2(南北方向)

桁行 (6-7間 )

28.2 0.157× 180 (90× 2) (12× 15)

梁行 (1間 )

7.4 0.154× 48         (12× 4)

棟持柱間の距離

31.0 0.155× 200  (100× 2)

平井氏は弥生時代の建物には 1尺 =15.5cmと いう尺度が用いられてい

たのではないかという。柱間の間はきれいな整数倍になっている。

{3)組向遺跡の建物の尺度

纏向遺跡の建物 SB101は 横の 1間 は 176cm、 縦の 1間 は 220cm

である。尺度はこれらが整数倍になる値であろうと思われる。

176と 220の 最大公約数は 44である。1尺 =44cmと いう尺度は存

在 しないから 1尺 =22cmで はないだろうか。纏向遺跡の建物は次のように

なる。

■縦 (1間 ) 220÷ 22 = 10尺

■横 (1間 ) 176÷ 22 =  8尺

縦 10尺、横 8尺というきれいな数字になる。纏向遺跡の建物は 1尺 =22

cmの尺度で建てられているといえるであろうc
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ところが 1尺 =22cmで は池上曽根遺跡の大型建物 1、 2と もに梁行が整

数倍にならないc

()池上曽根遺跡の建物

■大型建物 1(東西方向)

梁行 (1間 ) 6.9 = 0.22× 31.36
■大型建物 2(南北方向)

梁行 (1間 )  7.4 = 0.22× 33.64

31.36倍、33.64倍 という中途半端な数字になる。

ところがつを使うと、22cmは 15.5cmの確倍である。

・ 15.5× √ = 21.92cm=約 22cm

纏向遺跡の建物の 1間 は次のようになる。

■縦 (1間 ) 220

■横 (11昔1)  176

1 5.56× Vワ × 1 0

15.56×～0× 8

一一
　

〓

縦も横も、 1尺 =15.56cmと いうきれいな数字になる。 1尺 =15.5
cmの尺度で造られているのであろう。池上曽根遺跡と同じ尺度になる。つは

纏向遺跡でも使われている。

纏向遺跡の大型建物 も池上曽根遺跡の建物も 1尺 =15.5cmと いう尺度

で建てられているといえる。
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3  初期ヤマ ト王権の尺度

(1)纏向遺跡 の古墳 の尺度

寺沢薫氏は纏向遺跡の古墳を 1纏向型前方後円墳Jと 名付け、その特徴を『考

古学と技術』 (同志社大学考古学シリーズⅣ)所収の「纏向型前方後円墳の築

造Jの 中で次のように述べている。

□「纏向型前方後円墳」

■纏向型前方後円墳は墳丘の企画性や築造技術に一貫性がある。

■纏向型前方後円墳の特徴 (主に墳丘の築造計画による)は次のようにな

る。

①後円丘に比べて著しく小さく低平な前方部をもち、全長 :後 円丘径 :前

方部長の比は正しく、3:2:1を 原則としていること

②後円丘は正円形のものは少なく、扁球形、倒卵形、あるいは不整円形を

呈すること

③後円丘から前方部まではきわめてゆるやかなスロープを作って移行す

るため、平面的には後円部と前方部間に「連結部J(図 にαで表示)を

形成する場合が多いこと (図 36 纏向型前方後円墳の企画性 参照 )

④周濠を有するものは、前方部前面を欠くか、きわめて狭小であること

などがあげられるc

■造営年代は畿内の庄内式―布留 0式併行期に限られる。

このように述べて纏向型前方後円墳を大きく二つの類型に分けている。
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■第 1の類型は、前方部から後円丘に至る連結部を明確に造作せず、した

がって後円丘は扁球形、不整円形を呈すること、また前方部端がバチ形

に開くために前方部前面幅が広くなる形式である。

さらに前方部端が極端に開く石塚古墳の形式 (Ia形 )と 、徐々に小さ

く開いていく矢塚古墳、那珂八幡古墳の形式 (Ib形 )が存在するc

■第 2の類型は、連結部が形成されるために後円丘は倒卵形となる形式で

ある。これも前方部が直線的に開く東田大塚古墳、ホケノ山古墳、神円

四号墳の形式 (Ⅱ a形 )と 、平行直線的にのびる勝山古墳の形式 (Ⅱ b

形)が存在する。

図 36 纏向型前方後円墳の企画性

纏向遺跡の建物は 1尺 =15.5cmの 尺度で設計されている。占墳も同じ

尺度で造られているのではないだろうか。

纏向遺跡の古墳の規模 (サイズ)は『考古学と技術』 (同志社大学考古学シ

リーズⅣ、 1988年 )の 中に寺沢薫氏が表にして掲載 している。それをもと

に尺度を求めるとつぎのようになる。

○石塚古墳

全長

後円部径

前方部長

前方部幅

○矢塚古墳

全長

後円部径

前方部長

前方部幅

91.2m

60.8m

30.4m

60.8m

96m

64m

32m

416m

600× 0.

400× 0.

200× 0.

400× o.

600× 0.16

400× o.16

200× 0.16

190× ～0× 0.1548

つ
ι

　

９

し
　

，
し
　

９

“

５

５

５

一ｂ
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第6章 尺度からみた初期ヤマ ト王権

()東田大塚占墳

全長    96m

後円部径  64m

前方部長  32m
itプテ音「中高    28.8m

Oホ ケノ山古墳

全長    86.4m

後円部径  57.6m

前方部長  28.8m

前方部幅  28.8m
O勝山古墳

全長   107.2m

後円部径  60.8m

前方部長  46.4m

前方部幅  16m
()箸墓古墳

全長   280m

後円部径  160m

前方部長 120m

前方部幅 144m
CP長   80m

600× 0.16

400× 0.16

200× 0.16
130× 016

390× Nワ ×0.1567
260×νワ×0.1567
130×

～|× 0.1567
130×

～9× 0.1567

700× 0.1531

400× 0152

300× 0.1547

100× 016

1800× 0.1556

1000× 0.16

780× 0.1538

900× 0.16

500× 0.16

石塚占墳、矢塚占墳、束 FH大塚占墳は 1全 長 :後 円部径 :前 方部長 |が  6
00:400:200]で あり、ホケノ山古墳は [390:260:130:
であるc l纏向型前方後円墳 |の比率である 13:2:11に なっているc

248



―

  ▲ n―    
・

r_

1尺の長さは 15.2-16cmと 開きはあるが、一つの古墳についてみる

とほぼ統一された尺度で造られている。どの古墳もきれいな整数倍で設計され

ていることがわかる。纏向遺跡では古墳も建物も同じ尺度で造られているとい

える。

平井進氏は箸墓古墳の尺度は 1尺 =26.6cmで あるとしているが、 1尺

=15.5cmの 方がよりきれいな整数倍になっている。このような違いが生じ

たのは用いたデータの値が異なるからである。

巨平井進氏が用いたデータ

C)奈 良県桜井市箸墓古墳 cm前後の周尺を用いた例

×750× Vワ   (150×墳長 280m

後円部の径  165m

前方部の幅  125m

前方部の長さ 120m

□寺沢薫氏の表にあるデータ

………26.6

0.264

0.262

0.260

0.265

600

480

(150

(160

×

　

×

　

×

×

　

×

　

×

×

×

×

×

×

320×拒  (160

5)

4)

3)

2)

○箸墓古墳

全長

後円部径

前方部長

前方部幅

CP長

280m

160m

120m

144m

80m

1800

1000

780

900

500

556

6

538

6

6

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

古墳のサイズはこのように計測する人や、計測する時の条件等によって異な

る。それを解消するには同じグループの古墳をなるべく多く集めて尺度を求め

ることが必要である。纏向遺跡はそれができたよい例であろう。これだけ多く

のデータが集まると正確な尺度が得られる。
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第6章 尺度からみた初期ヤマ ト王権

(2)椿井大塚山古墳の尺度

椿井大塚山古墳は崇神天皇の陵であるの崇神天皇は夫餘族であるから纏向遺

跡とは異なる尺度で造 られているのではないだろうか。

「探訪 日本の古墳 (西 日本編)』 (河出書房選書 R)に記載されているデ

ータにより椿井大塚山古墳の尺度を求めると次のようになる。

□椿井大塚山占墳

全長    185m     1000× 0.185

後円部径   75m    400× 0.1875

前方音「幅    72-73m
72       270× 拒 ×0.1886

1尺 =18.8cmの 尺度で造 られているといえる。

『椿井大塚山古墳と三角縁神獣鏡』 (京都大学文学部、 1989年 )に は設

計時のデータが推測されているの後円部径の長さが上記のデータとはかなり異

なる。

○企画上の規模 (復元 )

全長   184m    1000× 0.184

後円部径  104m     550× 0.189

これも 1尺 =18.8cmに 近 くなる。

全長はどちらも誤差が大きいЭ当時の測量技術のレベルによるものであろ

う。椿井大塚山古墳は傾斜が厳 しく正確に測量するのは難 しいのであろう。
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石室は次のようになるc

〇石室

長さ    6.9m  26× 純×0.1877

幅 (北端) 1.15m  6× 0.1917

幅 (南端)1.03m 4× √×0.1821

高さ  約 3m  16× 0.1875

1尺 =18.2-19.2cmと なり、誤差が大きい。しかし石室では長さを

正確に計るのではないだろうか。長さに注目するとやはり1尺 =18.8cmで

造られているといえる。

椿井大塚山古墳からは中国製といわれる素環頭大刀が出土しているc

○素環頭大刀

長さ  93.3cm 500× 0.1866

1尺 =18.66cmで ある。93.3cmは 5尺になる。素環頭大刀は五尺

刀である。

卑弥呼は魏王朝から「五尺刀、二日」をもらっている。刀は五尺に作る習わ

しがあったのであろう。

(注)93.3cmに 最も適している尺度は 15.5cmで ある。

93.3 = 600× 0.1555

1尺 =15.5cmの 尺度で作 られているとすれば「六尺刀Jになる。

この場合は素環頭大刀の尺度が古墳や石室と異なる。夫餘族 (崇神天皇系 )

とは異なる尺度で作 られているということになる。
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第6章 尺度からみた初期ヤマ ト王権

椿井大塚山古墳が造られた 318年 ころは晋の時代である。晋朝の尺度は 1

尺 =24.4cmで あるからこの素環頭大刀は晋朝が作って夫餘族へ下賜 した

ものではない。

l尺 =15.5cmの 尺度は殷時代の尺度である。 4世紀になっても殷時代

の尺度を使い続けている民族は中央ではなく周辺の少数民族であろう。この素

環頭大刀は周辺の小国が夫餘に献上した大刀ということになる。しか しこれほ

どすばらしい素環頭大刀を作る技術は中央 (中原地域)と の交渉がなければ作

れないであろう。したがってこの素環頭大刀はたまたま 1尺 =15 5cmに 近

い数値になったのであり、やはり「五尺刀Jと考え、古墳や石室と同じ尺度で

作られているとした方がよいと考える。

このように椿井大塚山古墳は墳丘も、石室も、副葬品の素環頭大 /」 も、すべ

て 1尺  18.8cmで 造 られている。

椿井大塚山古墳は夫餘族の墓である。遼西の夫餘族 (伽葉原夫餘)は 1尺 =

18.8cmの 尺度を使用 していたのであろうの纏向遺跡とは異なる尺度を用い

ている。

(3)桜井茶臼山古墳の尺度

桜井茶臼山古墳は神武天皇の陵であるの神武天皇陵は神淳名川耳命 (綾靖天

皇)が築いているc

神 日本磐余彦天皇崩ずcH寺 にれ1淳名川耳尊は考性 (お やにしたがう

ひととなり)純 (も っぱら)に深 く、悲 しみ慕うこと巳 (や )ま す ()

特に心を喪葬の事に留めたまえり。 (中 略)其の庶兄、手研耳命は

(中 略)二 (ス、たり)の弟を害することを図 (はか)る c(中略 )

山陵の事、畢 (おわ)る に至 り、乃ち弓部稚彦に F」 を造 らせ、 (後

‖略)
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神淳名川耳命は神武天皇の死を悼み、葬儀のことに心を留めたとある。また

「山陵の事が終わるに至り」手研耳命を伐つ準備 (弓 矢を作ること)を はじめ

たとある。「山陵の事Jと は神武天皇の陵を築くことであろう。神武天皇陵 (桜

井茶臼山古墳)は神淳名川耳命が築いている。

桜井茶臼山古墳は纏向遺跡の勝山古墳に類似しているという。寺沢薫氏は

『橿原考古学研究所論集 第六』 (吉川弘文館)所収の「纏向遺跡と初期ヤマ

ト政権」の中で次のように述べている。

(勝山古墳の)墳丘に接する勝山池が周濠の一部であれば、その形状

は逆台形周濠であったのではないかと思われる。このことは時期的

に後出する定型化 した大形前方後円墳とされる桜井茶臼山古墳がよ

り完成された柄鏡形を呈し、しかも、逆台形の特徴的な周辺区画を

もっているという指摘と考えあわせると、発展系譜上きわめて興味

深い。

寺沢氏は『考古学と技術』 (同志社大学考古学シリーズⅣ)所収の「纏向型

前方後円墳の築造」の中でも次のように述べている。

定型Ⅱb形の桜井茶自山古墳はⅡb形の勝山古墳の約 2倍であるだ

けでなく、逆台形の特殊な区画 (周 濠)を もつ点でも共通している。

桜井茶臼山古墳は纏向遺跡の勝山古墳と同じ企画で造られている。神淳名川

耳命は纏向勢力の力を借りて手研耳命を撃っている。神淳名川耳命は神武天皇

陵を築くとき纏向勢力の協力を得ているのではないだろうか。そのため桜井茶

臼山古墳は経向遺跡の勝山古墳と似ているのであろう。
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第6章 尺度からみた初期ヤマ ト王権

古墳のサイズは測量するときの環境や条件によって違いが生じる。桜井茶臼

山古墳も人によってデータが大きく異なる。それぞれのデータについて検討し

てみると次のようになる。

□桜井茶臼山古墳

(例 1) 「寺沢氏の表によるJ

O墳丘

■ (1尺 =15.5cmの 場合)

全長   208m  950× の×0.1548
後円部径  121.6m 780× 0.1559
前方音『長   86.4m  400× の ×0.1528

日『方部幅   60.8m 400× 0.152

CP長    60.81v1 400× 0.152

■ (1尺 =2

全長

後円部径

前方部長

前方部幅

CP長

4.4cmの 場合 )

208m 600× v2× 0.2452
121.6m  500× 0.2432
86.4m  250×

～ワ
×0.2444

60.8m 250× 0.2432

60.8 Pv1 250× 0.2432

どちらも綺麗な整数倍になるのしかし1尺 =24.4cmの 方がよりきれい

な整数倍である。特に全長や後円部径が綺麗な整数倍になっていることが重要

であろう。

誤差も24.4cmの 方が少ない。「 1尺 =15.5cmJの 場合は 15.2c
m-15.59cmの 開きがあるが、「 1尺 =24.4cmlの 方は24.3-2
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4.5cmの 間にある。桜井茶臼山古墳は 1尺 二24.4cmの 尺度で造 られて

いるといえる。

(例 2)『探訪 日本の古墳 (西 日本編)](有 斐閣選書 R)の データ (『 桜

井茶臼山古墳』奈良県史跡天然記念物調査報告書第 19冊 1961年 より)に

よる場合は次のようになる。

■ (1尺 =24.4の 場合 )

全長    207m   600× の×0.244

後円部径 約 110m  450× 0.2444

前方部幅 約 61m   250× 0.244

こちらはさらにきれいな 1尺 =24.4cmの 尺度になる。桜井茶臼山古墳

は 1尺 =24.4cmの 尺度で造られているといえる。

1尺が24cm台 は魏・晋時代の尺度である。桜井茶臼山古墳は魏 。晋朝の

尺度で造られている。

邪馬萱国は魏・晋朝に朝貢している。邪馬萱国は魏・晋朝の尺度を採用して

いるのであろう。魏の使いはしばしば北部九州を訪れており、その都度伊都国

に滞在 している。伊都国は邪馬壼国の支配下にある。伊都国も同じく魏 。晋朝

の尺度を採用したのではないだろうか。

神淳名川耳命は纏向勢力の協力を得て古墳を築いている。しかし尺度は纏向

勢力の 1尺 =15.5cmで はなく、魏・晋朝の尺度を用いている。

次に墓墳や石室を調べてみよう。

○墓壌

長さ 10.6m   48× 糎×0.1562

幅  5.4m  24× √×0.1591
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第 3部  「初期ヤマ ト王権」の実体 第6章 尺度からみた初期ヤマ ト王権

()石室

長さ   6.75m  30× 糎 ×01592

幅 (Jヒ端)128m   8× 0.16

幅 (中央) 1.13m    5× 拒 ×0.1598

幅 (南端) 097m    6× 0.1617

高さ    1.6m   10× 0.16

石室や墓墳は 1尺 =15.6-16.2cmの 尺度で造 られている。纏向遺跡

の尺度である。

墳丘は 1尺 =24 4cmで 造 られているのに石室は 1尺 =15.5cmで 造

られている。何故であろうか。

古墳を造る手順は次のようになるという。先ず墳丘を造 り、その後に遺体を

入れる石室を造る。そのためにせっか く築いた墳丘に墓墳を掘 り、その穴の中

に石室を築 くcそ こに遺体を安置 して、石蓋で覆い、上を被せて固めて占墳は

完成する。

桜井茶自山古墳は魏晋朝の尺度で墳丘を造っているcと ころが石室を造る段

階になって纏向遺跡の尺度を用いている。纏向勢力の影響が強 くなってきたの

であろう。神淳名川耳命 (絵靖天皇)や、その兄弟の子はすべて磯城縣■1(纏

向勢力)の娘を后にむかえている。纏向勢力が強 くなってきた証拠である。そ

れが尺度にあらわれている。

桜井茶臼山占墳はこのように初期ヤマ ト王権の複雑な力関係で造 られてい

るといえる。

(4)メ ス リ山古墳の尺度

メスリ山古墳も1尺 =15.9-16cmの尺度で造られている。
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ロメスリ山古墳

データは寺沢薫氏の表によるc

O墳丘

全長    224m   1000× ψ×0.1584

後円部径  128m    800× 0.16

前方部長   96m    600× 0.16

前方部幅   80m    500× 0.16

0石室

長さ    約 8m   50× 0.16

幅   1.14-1.35m   5× の×0.161

6× の×0.159

高さ (南側)  1.76m   8× 糎×0.1556

墳丘も、石室も1尺 =15.5-16.lcmの 尺度で造られている。

平井進氏は『前方後円墳集成 近畿編』 (1992年 )のデータを使い 1尺

,24.4cmの 晋尺であるとしているが、用いたデータが異なるからである。

メスリ山古墳は墳丘も、石室もすべて纏向遺跡と同じ尺度で造られている。

メスリ山古墳は桜井茶臼山古墳よりも後に造られている。磐余地方では桜井茶

臼山古墳の石室以降は纏向遺跡の尺度が用いられている。

メスリ山古墳の被葬者は大久米命であり、神武天皇系である。神武天皇の直

系 (嫡子)である手研耳命は神淳名川耳命 (絵靖天皇)に殺され、それ以降は

神武天皇系の勢力は衰退していく。代わって纏向勢力が力を強めてくる。それ

が古墳の築造にあらわれている。
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初期ヤマ ト王権に関する諸問題

(おわりにかえて)

箸墓古墳と邪馬台国

(1)「箸墓二卑弥呼の墓」説

箸墓古墳について『紀』は概略次のように書いている。

倭逃逃日百襲姫命 (や まとととひももそひめ)は大物主神の妻とな

る。ところが大物主神は昼は来ないで夜にのみ来る。一度も顔を見

たことがない。そこで顔を見たいと願うと、実は小蛇であった。倭

辺辺日百襲姫命は驚いて叫ぶ。大物主神は俺に恥をかかせたと言い

御諸山へ逃げる。倭逃逃日百襲姫命は悔いて箸で陰部を刺 して死

ぬ 。

乃ち大市に葬す。故、時人、その墓を箸墓という。この墓は日 (昼 )

は人が作り、夜は神が作る。故、大阪山の石を運びて造る。 『紀』

箸墓古墳は倭述辺日百襲姫命の墓であるという。

倭逃逃日百襲姫命は神がかりして崇神天皇に大物主神を祭るように教えて

いる。巫女的な女性である。

「箸墓=卑弥呼の墓」説の人々は、倭逃辺日百襲姫命の巫女的な要素を卑弥

呼の「鬼道Jと結びつけ、倭述述日百襲姫命は卑弥呼であるという。

また卑弥呼の墓は「径百余歩Jと あり、円墳である。箸墓古墳は全長 280
mの前方後円墳であるが、後円部の径は 160mである。魏・晋朝の尺度は 1

尺=24cmで あり、 1歩は 6尺であるから「百余歩」は 144mになる。こ
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れは箸墓古墳の後円部の長さに近い。このような理由から箸墓は卑弥呼の墓で

あるという。

しかし卑弥呼は247年ころに死去 している。箸墓古墳は布留 0式期であ

り、280-300年 ころの古墳である。30年以上の差がある。箸墓を卑弥

呼の墓とするのは無理であろう。

(2)「箸墓 =萱典の墓」説

萱興は250年 ころに 13才で女王になる。

復立卑弥呼宗女萱興、年十三為王、国中遂定。    『三国志』

(訳 )ま た卑弥呼の宗女の萱興、年 13才を立てて王と為す。国中、

遂に定まる。

卑弥呼が死去 したのは247年ころである。その後男王が立つが「国中不

服。更相誅殺。」とある。その後に萱興は即位している。萱興の即位は250

年ころであろう。

当時の平均寿命は40-50才 くらいであろうと言われている。萱興が死去

するのは277-287年 ころになる。箸墓古墳は280-300年 ころに築

造されているから箸墓は壼興の死亡年代によく合っている。 1箸墓 =萱興の

墓J説は年代からみるともっとも可能性が高い。

しかし箸墓古墳には北部九州 (邪馬萱国)の文化がない。箸墓古墳の特徴に

ついて『探訪 日本の古墳 西日本編』 (有斐閣選書R)は次のように書いて

いる。

■後円部から特殊器台。特殊壺形埴輪が出土している。これらは吉備地方

に起源をもつと考えられている。
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遺体が収められているもっとも重要な後円部に特殊器台・特殊壺形埴輪が置

かれている。箸墓古墳は吉備地方の影響を受けている。

纏向遺跡にある石塚古墳からは弧文円板が出土している。これも岡山県倉敷

市 (吉備)の楯築墳丘墓から出土している弧帯石の模様に似ている。纏向遺跡

(箸墓古墳)は築造当初より吉備地方との関係が強いといえる。

北部九州には特殊器台や特殊壺形埴輪は無い。しかも邪馬萱国が吉備地方と

交流を持っていたという記述も『三国志』にはない。

箸墓は邪馬萱国 (北部九州)の文化とは異質である。箸墓を邪馬萱国の女王

の墓とすることはできない。

(3)「邪馬台国東遷J説

弥生時代の北部九州の文化や風習が古墳時代の近畿地方に移っている。和辻

哲郎は『日本古代文化』 (岩波書店)の 中で次のように述べている。

即ち三世紀以後の大和朝廷を中心とする文化圏が、銅鉾・銅剣の文

化の系統を引くものではないかとの推測に達するのである。即ち筑

紫地方に於いて急激に発展 した勢力……銅鉾・銅剣を徴証とすれ

ば、その勢力範囲は朝鮮南部、四国、中国西部を含んでいる……が、

三世紀よりも前に、東方の大和に移り、そこを中心として関東平野

以西を統一したのではなかろうかという推測である。 (中 略)

弥生式文化は筑紫地方を中心として東方へ拡がったのであって、こ

れを『東征』と考えても何ら差し支えはないのまた武器崇拝は筑紫

地方から起こって東方へひろがったのであって、銅鐸尊崇がそのた

めに消滅したことを『東征』と考えても、同じく差し支えはない。

和辻哲郎は「銅鉾・銅剣と銅鐸の対峙Jと いう観点から北部九州の文化が東

方へ移ったとしている。
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銅矛・銅剣ばかりではない。銅鏡の大量副葬や勾玉・管玉の副葬も北部九州

から東方へ拡がっている。

これを邪馬萱国と結びつけて「邪馬台国が東遷したJと いわれている。「邪

馬台国東遷」説である。

しかし邪馬萱国は弥生時代には存在 していない。邪馬萱国は弥生時代末に朝

鮮半島南部から渡来してきている。したがって銅矛・銅剣、銅鏡、勾玉は邪馬

萱国の文化ではない。 (古代史の復元②『伊都国と渡来邪馬萱国』参照 )

弥生時代の銅矛・銅剣、銅鏡、勾玉は「三種の神器」といわれている。伊都

国の文化である。近畿地方に武器 。鏡・王の副葬の習慣が広がるのは伊都国が

移ったからである。「伊都国の東遷」であり、「邪馬台国の東遷Jではない。

2 黒塚古墳と初期ヤマ ト王権

(1)黒塚古墳 と三角縁神獣鏡

1998年 1月 10日 付の全国の新聞は一斉に黒塚古墳から大量の三角縁

神獣鏡が出土したことを伝えている。

黒塚古墳は奈良県天理市柳本町にある。全長 130m、 後円部径 72m、 前

方部幅60mの前方後円墳である。その後の調査で銅鏡は34面出土し、うち

33面が三角縁神獣鏡であるという。

考古学者のコメントが当日の奈良新聞に掲載されている。

■ついに出たかという感じ。三角縁神獣鏡を配布した政権中枢が大和東南

部にあったことが確認された。政権は邪馬台国から大和政権へと連続し

ている。
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■三角縁神獣鏡が大和東南部から見つかったのは大発見。ここが邪馬台国

の中心地であることがより明らかになった。三輪山のも、もと (纏向)に

鏡の集積地があって、卑弥呼によって黒塚の被葬者はじめ各地に配られ

た 。 (考古学者 B)

■椿井大塚山古墳の被葬者とともに、同盟関係の印として地方の豪族に三

角縁神獣鏡を配った「鏡大臣Jだ ったかもしれない。 (考古学者C)

小林行雄氏は 1同箔鏡の分有関係Jで、三角縁神獣鏡は大和政権が椿井大塚

山古墳の首長を通 して地方の首長に従属の証として配布 したものであると述

べている。

この説の弱点は、山城の椿井大塚山古墳から大量の三角縁神獣鏡が出上して

いるが、肝腎の大和政権の中枢部である大和東南部から三角縁神獣鏡が大量に

出土していないことである。それが今回の黒塚古墳からの大量出土により、三

角縁神獣鏡はやはり大和政権が大量に持っており、大和政権から地方の首長に

配布されたことが証明されたと喜んでいる。

(2)辟邪の鏡

黒塚古墳の三角縁神獣鏡はすべて木棺の外にある。棺の中にあったのは画文

帯神獣鏡 1面である。三角縁神獣鏡は被葬者の上半身を取り囲むように置かれ

ていた。 (鏡の表を遺体に向けて立て掛けてあった。)

図 37 黒塚古墳の石室内出土状況

(『 卑弥呼の鏡』サンデー毎日臨時増刊平成 10年 3月 4日 号より)

これは遺体を邪気 (鬼 )か ら守るためであろう。邪を避ける「辟邪の思想 J

である。鏡を邪気から守る道具として使用している。

椿井大塚山古墳の鏡も遺体を取り囲むように立てて並べられていたとい

う。鏡の裏を遺体の方に向けているのは黒塚古墳とは異なるが、同じ辟邪の思
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想であろ う。備前車塚古墳で も遺体を取 り巻 くように鏡が置かれていた とい

つ。

椿井大塚山古墳・備前車塚古墳・黒塚古墳には共通点が多い。

■玉類 (勾玉)が無い。

「三種の神器Jを祭器としない人たちの墓である。

■鉄製小札革綴胃が出土している。

中国からの渡来人の墓であろう。

■副葬品は武器・武具が中心である。

先住民 (倭人)を平定した将軍の墓であろう。

■鏡は遺体を取り巻くように置かれている。

辟邪の思想である。

■4世紀前半の古墳である。

椿井大塚山古墳は崇神天皇陵である。崇神天皇は日本列島を統一した王であ

る。備前車塚古墳は崇神天皇が派遣した将軍 (吉備津彦)の墓である可能性が

強い。

黒塚古墳の被葬者も崇神天皇と関係があるのであろう。崇神天皇が派遣 した

将軍ではないだろうか。崇神天皇は三輪山まで侵略している。絵靖天皇は葛城

へ逃げている。この時の将軍かもしれない。

一方、神武天皇は天族である。天族にとっては鏡はもっとも大切な祭器であ

る。天孫降臨の時、天照大神は「この鏡は専ら我が御魂と為し、吾が前を拝す

るように伊都 (いつ)き奉 (ま つ)れ。」と命じている。鏡は天照大神自身で

ある。鏡を辟邪の道具に使うようなことはしない。

神武天皇系の古墳と崇神天皇系の古墳では鏡の取り扱いが違う。
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崇神天皇は夫餘族である。夫餘族には鏡を大量に副葬する習慣はなかったと

思われる。崇神天皇系の墓に鏡が大量に副葬されるようになるのは
「
崇神天皇

の改宗Jに よるものであろう。崇神天皇が改宗したので人民は安心 し、逃げた

り背反 したりすることを止めた。その改宗の中に鏡を尊崇することがあったの

ではないだろうか。崇神天皇は鏡を祭祀 (葬儀)に使うことを決めた。そのた

め鏡が必要になるc崇神天皇は鏡を大量に作らせた。その結果、三角縁神獣鏡

が大量につくられるようになったのであろう。

しかし崇神天皇は鏡そのものを信仰したのではない。辟邪の道具として使用

した。それが「垂仁紀』に「崇神天皇は神祇を祭祀するとはいえども、微細に

は未だその源根を探りたまわず。粗 (お ろそか)に枝葉に留まる。Jと 書かれ

ているのであろう。
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図 37 黒塚古墳の石室内出土状況
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