
第 4部  『日本書紀』の復元
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第 1章  「神功紀」の復元
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「神功紀」の問題点

(1)空白期間

「神功紀Jに は長い空白期間がある。

いるc

□「神功紀」の構成

。   元年

。    二年

・   三年

・   五年

・   十二年

・  四 十六年

・  四十七年

・  四十九年

・  五十年

・  五十一年

・  五十二年

・  六 十二年

・  六十九年

1神功紀 |の構成は次のようになって

「神功紀Jは (神功)十二年から四十六年まで空白である。 33年間も記述

がないcま た五十二年から六十二年までの 10年間も神功皇后に関する記述は

ない。何故、このような空白期間があるのだろうか。
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(2)神功皇后 の在 位年数

「神功紀Jは六十九年条まである。神功皇后の在位は69年間ということで

ある。あまりにも長い。

(神功)元年は仲哀天皇が熊襲に伐たれて戦死 した翌年であるc神功皇后は

その時 20才前後であるとしても神功皇后は90才で死去したことになる。11

時の平均寿命は50才 くらいであるから在位年数が 69年 もあるのは史実で

はないであろう。

(3}仲哀九年条の問題点

仲哀天皇は (仲哀)九年二月に死去し、神功皇后は二月に熊襲征伐と新羅征

伐をしている。

■ (仲哀)九年二月、仲哀天皇死去

■    九年二月、熊襲征伐

■    九年十月、新羅征伐

熊襲征伐は筑紫と肥前を討伐してまわる。これだけでも一年以上はかかるで

あろう。ところが一年足らずで熊襲征伐と新羅征伐をしている。これは無理で

はないだろうか。 (仲哀)九年条はあまりにも異常である。

「神功紀Jは このように疑問点が多いc
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2  神功皇后の逃亡

(1)忍熊王との戦い

(仲哀)九年の翌年は (神功)元年である。神功皇后は九州を離れて京へ向

かう。

(神功)元年二月、皇后、群卿及び百寮を領 (ひ き)いて穴門の豊浦

宮に移る。則ち (仲哀)天皇の喪を収めて海路より京へ向かうЭ

『糸己』

神功皇后は九州から穴門の豊浦宮へ移り、仲哀天皇の喪の儀礼を行い、御子

を連れて京へ向かう。京は大和であろう。

仲哀天皇には神功皇后と婚姻する前に二人の子がいた。香坂 (か ごさか)皇

子と忍熊 (お しくま)皇子である。二人の皇子は神功皇后が御子を連れて京へ

来ると聞き密かに謀りて日う、 1今、 (神功)皇后に子あり。群臣はみな従うЭ

必ず共に議りて幼い主 (義弟)を王に立てるであろう。吾等は何ぞ兄を以て弟

に従わむやJと いう。

二人の皇子は神功皇后の御子 (義弟)に従うことはできないという。神功皇

后と戦うことになる。

(2)だまし討ち

神功皇后の軍はだまし討ちをする。
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時に武内宿禰、三軍に令して悉く椎結 (かみあ)げせしむcよ りて

号令して曰く、「各儲弦 (う さづる=弓 の控えの弦)をその髪の中

に蔵 (お さ)め、且つ木刀を侃 (は )け Jと いう。忍熊王を誘いて

曰く、「吾は天下を貪 (む さぼ)らず。唯幼い王を懐きて君王に従

うのみ。あに距 (も、せ)ぎ戦うことあらむや。願わくば共に弦を絶

ち、兵 (器 )を捨て、ともに和をなさむc君王は天業に登り、 (中

略)専 ら万機を制せよJと いう。則ち (武内宿禰は)軍中に令して

悉く弦を裁ち刀を解き、河水に投げる。

忍熊王はその誘い言を信じて軍衆に令して兵器を解き、河水に投げ

る。而 して弦を裁つ。ここに武内宿禰は三軍に令 して儲弦 (う さづ

る)を 出して張り、真刀を侃き、河を渡り進撃する。忍熊王は欺か

れたことを知る。 『糸己』

神功皇后の軍はだまし討ちをして忍熊王の軍を破る。『記』の方でも同じよ

うに書いている。

各退かずに相戦う。ここに建振熊命 (た けも、るくま)、 権 (はか )

りて云わしむ、「息長帯日売命 (神功皇后)は既に崩 じぬ。故、さ

らに戦 うべきこと無 し。」と。即ち弓弦を絶ち、欺陽 (いつわ)り

て帰服す。

ここにその将軍、詐 (いつわり)を信じて弓をはずし、兵器を蔵 (お

さ)める。ここに頂髪の中から弦を取り出しそれを張り、追い撃ち

き。 (中 略)悉 くその軍を斬る。 『言己』

『記』『紀』はともに神功皇后の軍はだまし討ちをしたと書いている。だま

し討ちをするのは兵力が弱いからである。

187



:  
一

一

― ―

{3)喪船と逃亡

『記』は神功皇后が九州を出発するときのようすを次のように書いている。

ここに息長帯日売命 (神功皇后)、 倭に還り上る時、人の心は疑わ

しきにより、喪船を一つ用意して、御子をその喪船に載せ、先ず
「
御

F・ は既に崩 じぬJと言い漏 らさしむc 『記』

御子を喪船に乗せ「御子はすでに崩じぬ」と言いも、らしたとある。異常な行

動をしている。

喪船は死体を乗せる船である。喪船を襲う人はいない。神功皇后は襲われな

いように御子を喪船に乗せたのであろう。

神功皇后は御子が襲われるのを心配している。神功皇后の兵力が弱いからで

あろうc

神功皇后は熊襲征伐をし、さらに新羅征伐をしている。何故、神功皇后は兵

力を心配しているのであろうか。御子を守るだけの兵力がないのであろうかc

神功皇后は御子を喪船に乗せて心配しながら九州から大和へ向かってい

る。これは逃亡であろう。神功皇后は九州から故郷へ向かったのではなく九州

から逃げ出したのであろう。そのため兵力が少ないのである。

神功皇后の本拠地は筑紫 (伊都国)である。神功皇后は大和に住んだことも

ない。『紀』は「京へ向かうJと書き、『記』は「倭に還るJと書いているが

神功皇后の本拠地は大和にはない。九州から逃げ出したことを「京へ向かうJ

とか、「倭に還るJと書いているのであろう。これも「万世一系Jにするため

であろう。

仲哀天皇の遺体を九州から運び出し穴間で葬儀をしているのも九州を捨て

る覚悟だからであろう。九州には二度と戻ってこないつもりなのである。
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新羅征伐の二重記述

(1)逃亡後の新羅征伐

神功皇后は (神功)元年に九州から京へ行 くcし たがってその後の「神功紀 |

はすべて大和でのできごとであろう。

ところが (神功)四十六年条に「斯摩宿禰を卓淳国に遣わす 」とあり、 (神

功)四十九年条には「ともに卓淳国に集い新羅を撃ち破るJと あるc神功皇后

はバ、たたび新羅征伐をしている。神功皇后の新羅征伐は (仲哀)九年条と (神

功)四十九年条の二度ある。

二度 目の新羅征伐は神功皇后が大和へ逃げて 48年後のことである。48年

後に神功皇后は新羅征伐を しているという。九州か ら大和へ逃げたのは (神

功)元年である。このとき神功皇后は 20才 くらいだったとしても (神功)四

十九年では 70才になる。この年齢では新羅征伐はできないであろう。

二度目の新羅征伐のとき斯摩宿禰を卓淳国へ派遣 している。斯摩宿禰は伊都

国の隣りの福岡県糸島郡志摩町の人である。九州の宿禰を朝鮮半島へ派遣 して

いる。神功皇后はス、たたび九州へ来たのであろうか。

(仲哀)九年十月の新羅征伐では「和珂津より発つ |と ある。和耳津は対馬

であるc対馬から出発 し、 1風が順調に吹き、海中の魚が浮かび船をたすけ、

櫂を漕 ぐ労もいらずに新羅に到るJと ある。朝鮮半島の南部に到着 している。

そこから新羅征伐をしているc

ところが (神功)四十六年条では斯摩宿禰が卓淳国に着 くと卓淳国の王は神

功皇后の貴国がどこにあるかを知 らないというc卓淳国は朝鮮半島南部にあ

る。 (神功)四十九年条では神功皇后の軍は「ともに卓淳国に集いて新羅を撃

ち破る |と あるから卓淳国は新羅征伐の拠点になっている。 (仲哀)九年の最

初の新羅征伐の時もおそらく卓淳国は拠点になっているであろう3:li7享 国の協
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力を得て新羅征伐をしていると思われる。ところが卓淳国王は神功皇后の国

(貴国)を知らないという。何故であろうか。

このように神功皇后の新羅征伐には多くの疑間と矛盾がある。

(2)仲哀九年条と『記』

『記』の方の「神功記」の構成は次のようになっている。

□「神功記」 (『 古事記』)

a.訂志比宮 (橿 日宮)に座して熊曽国を撃たむとす。

b.新羅を征討する。御杖を新羅の国主の間に突き立てて還る。

c.筑紫国に渡り御子を生む。

d.亦筑紫の末羅縣の王島里に到る。

e.倭に還り上るとき、香坂王・忍熊王と戦う。 (九州からの逃亡)

『記』の方では神功皇后は熊襲征伐や新羅征伐をした後に九州から近畿へ逃

げている。九州へもどることはない。『記』の方には矛盾はない。

『記』と『紀』の内容を比較してみると『記』は『紀』の (仲哀)九年条と

(神功)元年条のみに対応 していることがわかる。『紀』のその後に対応する

記述がない。

□「神功紀」 (『 日本書紀』)

a.(仲哀)九年二月、熊襲征伐

b.(仲哀)九年四月、肥前国松浦縣の王嶋里へ行く。

C.(仲哀)九年十月、新羅征伐

d.(仲哀)九年十二月、御子生まれる。
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e.(神功)元年二月、二月、九州から京へ向かう。かご坂皇子・忍熊皇

子と戦う。

『紀』の (仲哀)九年条 。 (神功)元年条の 2年間と『記』の記述は一致す

る。

『記』の方でも神功皇后の一生を記述 しているはずである。神功皇后の主な

事績は漏れなく書いているはずである。神功皇后が九州から大和へ逃亡 した後

にバ、たたび九州に来て新羅征伐をしているのであれば『記』の方にもそれが記

録されているはずである。

(3)「神功紀」の構成

『紀』では神功皇后は 2回 も新羅征伐を している。 しかし『紀』の記述をみ

ると神功皇后が新羅征伐を 2回 も行ったという認識はない。■回も行ったので

あれば二度目のときにはそれなりの記述があるはずである。しか しそのような

記述はまったくみられない。逆に卓淳国王は三度 目の新羅征伐のときに神功皇

后の国 (貴国)が何処にあるのかを知らないと答えている。新羅征伐はこのと

きがはじめてだったのではないだろうか。神功皇后の新羅征伐は一度であり、

それが二重に記述されているのではないだろうか。

(仲哀)九年条に書かれている新羅征伐は史実とは思えない。イ中哀天皇は (イ中

哀)九年二月に死去 し、二月から十二月までの 10ヶ 月間に熊襲征伐と新羅征

伐を行 っている。この短期間に熊襲征伐と新羅征伐をするのは無理であろう。

(仲哀)九年条の熊襲征伐と新羅征伐は疑わしい。

神功皇后の新羅征伐は (神功)四十九年条の「ともに卓淳国に集いて新羅を

撃ち破る」であろう。新羅征伐はこの一度だけであると思われる。それが (仲

哀 )九年条にも記述されているのであろう。それは次のような理由からではな

いだろうか。

―~
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仲哀天皇は (仲哀)ノL年 二月に熊襲に撃たれて戦死 しているc仲哀天皇の記

述をこのままで終わらせると仲哀天皇の山i目 が立たない。そこで i紀』の編纂

者はその直後に神功皇后が熊襲征伐をして仲哀天皇の仇をとったことを載せ

たのであるのそれが (仲哀)九年二月条の熊襲征伐である。

ところがlξ襲征伐は新羅征伐と深い関係にある。

(仲哀)八年九月、群臣に詔 して以て熊襲を討つことを議 (は か)る 3

時に神有り、皇后に託 して曰く、 |(仲哀)天皇よ、何ぞ熊襲が服

さざるを憂うや。これは空国である。この国よりも宝のある国があ

る。金銀、彩色が多くその国にある。それは新羅国という。吾を祭

れば刀に血を塗らずにその国は自ら服するであろう。また熊襲も服

するであろうの」という。 『紀』 (概略 )

仲哀天皇は群臣と熊襲征伐について協議していたcそ のとき神が神功皇后に

のりうつり、熊襲征伐をする前にまず新羅征伐をしろというの新羅を撃つと熊

襲は自然に服するであろうという。

このように熊襲征伐と新羅征伐は対になっているc熊 襲征伐を書くと新羅征

伐も書かなければならない。このような関係にある。

『紀』は熊襲征伐をして仲哀天皇の仇を討ったことを記述した。そのため新

羅征伐も記述せざるを得ない。こうして (仲哀)九年条に熊襲征伐と新羅征伐

が書かれることになったのであろう。

「新羅征伐Jは神功皇后の事績であるから「神功紀Jに記述される。それが

(神功)四十九年条である。しか し仲哀天皇の仇を討ったことを仲哀天皇が戦

死したすぐ後に載せたいのこうして「新羅征伐Jが (仲哀)九年条にも記述さ

れることになった。その結果「新羅征伐Jは 11重 に記述されたのである。

このように解釈するとすべての矛盾が解決する。
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神功皇后の新羅征伐は一度である。神功皇后は熊襲征伐や新羅征伐をした後

に九州から大和へ逃げている。大和へ逃げた後にも、たたび九州に来るようなこ

とはない。

斯摩宿禰を卓淳国に派遣 したとき卓淳国王が貴国の位置を知らないと答え

たのもこのときがはじめての新羅征伐だったからである。

(仲哀)九年条にあまりにも多くの事件が集中しているのもその後の事績が

まとめて書かれているからである。

(4}復元された「神功紀」

「神功紀」はこのように種々の問題を含んでいる。そこで「神功紀 Jを正し

く復元してみよう。

まず (イ中哀)九年条の熊襲征伐と新羅征伐は史実ではない。したがってこれ

を除く。

次に (神功)元年条の九州から大和への逃亡は (神功)四十九年条の新羅征

伐よりあとになる。 (神功)五十二年条は百済との交流であるcこ のH寺点まで

は神功皇后は九州にいたのであろう。 (神功)五十二年条から (神功)六十二

年条までの 10年間は神功皇后に関する記述がない。空白期間である。(神功)

六十二年条には武内宿禰が責国の天皇になっている。したがって神功皇后はこ

の間に九州から大和へ逃げているのであろう。

このような前提で「神功紀Jを復元する。復元される「神功紀Jを「神功本

紀Jとする。「神功本紀」の元年は神功皇后が貴国を建国した364年である。

それ以前は (即位前紀)になる。
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□復元された「神功本紀」

■ (即位前紀)           福井県敦賀市から穴門へ来る。

穴門から橿 日宮へ来る。

■  (362年 ) (仲 哀)九年   仲哀天皇、熊襲との戦いて戦死

■元年 (364年 )          熊襲を討ち貴国を建国

■三年 (366年 ) (神 功)四十六年、斯摩宿禰を卓淳国へ派遣

■四年 (367年 ) (神 功)四十七年

■六年 (369年 ) (神 功)四十九年、新羅征伐

■九年 (372年 ) (神 功)五十二年、百済、七枝刀を献ずc

:      (神 功)元年   九州から大和へ逃亡

■二十六年 (389年 )(神功)六十九年、神功皇后死去

「神功本紀Jでは神功皇后は 1元年」から |二十六年二までの 26年間の在

位となる。

「神功紀Jでは神功皇后は 69年間も在位 している。この問題も解決する。

また「神功本紀」は 364年 ((神功)四十四年にあたる)か らはじまるので

(神功)十二年から (神功 )四十六年までの 33年間も空白という問題 も解決

する。

4  神功皇后の年齢

{1}神功皇后の崩年

神功皇后は (神功)六十九年に死去するc
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(神功)六十九年四月、皇太后、稚桜宮において崩ず。時に年一百歳。

(中略)是年己丑。                    『紀』

(神功)六十九年は2運 くり下げると389年である。

(神功)六十九年条には「是年己丑」とある。「己丑年Jは 389年である。

年代が一致する。「神功紀Jは干支に基づいて正確に記述されているといえる。

神功皇后が (神功)六十九年 (389年 )に死去したのは史実であろう。

(2}神功皇后の年齢

神功皇后の年齢について考えてみよう。

『記』『紀』はともに神功皇后は「一百歳Jで死去したと書いている。神功

皇后は389年に死去 しているから100才で死去 したとすれば 289年に

生まれたことになる。

しかし当時の平均寿命は50才 くらいである。100才まで生きたとは思え

ない。「一百歳」は 2倍年暦であろう。神功皇后は50才で死去したとすれば

丁度当時の平均寿命である。

神功皇后は389年に50才で死去したのであろう。そうであれば生まれた

のは339年である。

仲哀天皇は 362年 に死去 しているから神功皇后はそのとき23才であ

る。

□神功皇后の年齢

■ 339年  ……・

■ 362年 ・……

■ 389年  ……・

生まれる (0才 )

23才 仲哀天皇の死

50才 神功皇后死去
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(3)(仲哀)九年条と神功皇后

神功皇后は 339年 に生まれている3339年 は (神功 )1・九年にあたる。

(神功)元年には神功皇后はまだ生まれていないЭ

(仲哀)九年 ((神功)元年の前年)条で、神功皇后は熊襲征伐や新羅征伐

を しているが神功皇后は生まれる前である。やはり (仲哀)九年条の熊襲征伐

や新羅征伐は史実ではない。

いわゆる「三韓征伐」について

(1)「三韓征伐」とは

(仲哀)九年十月条の新羅征伐の記事の最後に |こ れいわゆる三韓なりJ

ある。

(仲哀)九年十月、 (神功)皇后の所杖 (つ )け る矛を新羅王の間に

樹 (た )て後葉の印と為す。故、その矛は今 も猶、新羅王の間に樹

てり。ここに新羅王波沙来錦 (は さむきん)、 即ち微叱己知波珍千

岐 (み しこちはとりかんき)を以て質と為す。 (中略)新羅王、常

に八十船の調 (みつぎ)を以て日本国に貢 ぐ。ここに高麗・百済の

二国王、新羅が日本に降ると聞き、密かにその軍勢を伺わしむ。す

なわち勝つことの無いことを知 り、叩頭 (の )みて曰く、「今より
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以後は西蕃と称 し、朝貢を絶た じJと いう。よりて内官家屯倉 (う

ちつみやけ)を定める。これいわゆる三韓なりЭ      「紀』

この記事は「新羅征伐」といわれているが「これいわゆる三韓なりJと ある

ことから「三韓征伐Jと もいわれている。

ところが後半には新羅を含めて高麗・百済も日本に帰服 したとあるc新羅・

高麗 (高句麗)。 百済は「三国」であり、「三韓Jではない。「三韓」は馬韓・

辰韓・弁韓である。

「是れいわゆる三韓なり」とあるから
「
三国」ではなく「三韓Jの ことであ

ろう。神功皇后 (日 本)が高句麗を征伐するはずはない。

(2}三韓 とは

(仲哀)九年十月条の新羅征伐 (三韓征伐)は (神功)四十九年条の新羅征

伐のことである。 (神功)四十九年条には平定した国名が書かれているc

(神功)四十九年 (369年 )二月、荒田別・鹿我別を以て将軍と為

す。則ち久氏等と共に、兵をととのえ渡り、卓淳国に至り、将に新

羅を襲わんとす。 (中 略)と もに卓淳国に集い新羅を撃ち破るのよ

りて比自体 。南加羅・IIF国 。安羅・多羅・卓淳・加羅の七国を平定

す。 『糸己̀
l

平定 した国は比自体・南加羅・味国 。安羅 。多羅・卓淳・加羅の七国である。

『紀』はこれを「卓淳国に集い新羅を撃ち破るJと 書いている。これが 1新羅

征伐Jである。

ところが平定 した国の中には新羅はない。新羅征伐とはいえないc「新羅征

伐」ではなく「七国平定」である。
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七国は朝鮮半島南部の国々である。任那といわれた地域である。任那が滅亡

したときの記事にこれらの国々の名前が出て くる。

(欽明)二十三年 (562年 )、 新羅、任那の官家を打ち滅ぼす。

一に云う、二十一年に任那滅ぶ。総 じて任那という。別 (わ け)て

は加羅国 。安羅国・斯二岐国 。多羅国・卒麻国 。古嵯国 。子他国・

散半下国・乞詮国 。稔膿国というの合わせて十国なり。 『糸己l

任那の中に加羅国・安羅国 。多羅国がある。「七国」の中にも安羅 。多羅

加羅がある。「七国」はやはり任那であり、新羅ではないことがわかる。

(欽明)五年条にも任那の国々が出てくる。

(欽明)五年十一月、百済、使いを遣わし日本府・任那の執事を召し

て曰く、「今、日本府の臣、および任那国の執事、来たりて勅を聴

き、同じく任那を議 (はか)れ」という。日本の吉備臣、安羅の 下

早岐大不孫・久取柔利、加羅の上首位古殿笑・卒麻君・斯二岐君・

散半笑君の児、多羅の二首位詑乾智、子他の早岐、久嵯の早岐、よ

りて百済へ行 く。 1糸己|

日本府と任那の執事が出てくる。日本府の臣は吉備臣である。それ以外はす

べて任那の国々である。その中に安羅 。加羅・多羅・卒麻・斯三岐・散半笑・

子他等がある。朝鮮半島南部の国々である。ここにもやはり新羅はない。

(仲哀)九年条の 1新羅征伐 (三韓征伐)|や (神功)四十九年条の「新羅

征伐」は誤りである。「新羅征伐Jではなく任那の「七国平定Jである。
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(3)「六 国平定 」

「七国Jの 中に多羅国が含まれている。ところが『日本書紀』の版本の中に

は「七国Jの 中に「多羅国Jが入っていないもの (北野本・熱田本・伊勢本 )

があるという (岩波書店の『日本書紀』の註)。 信頼性の高い北野本・熱田本・

伊勢本に多羅国がないのは重要である。

神功皇后は多羅族である。多羅族が同じ種族の多羅国を伐つはずはない。し

かも多羅国は内陸にある。他の国々は朝鮮半島の南岸にある。多羅国のような

内陸まで進撃するとは思われない。貴国は364年に新 しく建国されたばかり

の国であり、中国東北地方から逃げてきた人々が樹立した国である。朝鮮半島

の内陸部まで侵攻するだけの軍事力や経済力があるとは思えない。平定したの

は朝鮮半島南部の海岸よりの地域であろう。 |七国Jか ら多羅国は除くべきで

ある。「七国平定Jではなく「六国平定Jが史実であろう。北野本・熱田本・

伊勢本の方が史実を正しく伝えていると思われる。

6  「七支刀」

(1)七支刀 とは

(神功)五十二年条に百済は七枝刀と七子鏡を献じるとある。

(神功)五十二年九月、久氏等、千熊長彦に従い詣る。則ち七枝刀一

日・七子鏡一面、及び種々の重宝を献じる。        『紀』
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このときの七枝刀と思われる刀が奈良県天理市の石上神社に伝えられてい

る。表裏には金象嵌の銘がありこれに「七支刀Jと ある。

図 18七支刀  (『稲荷山古墳と埼玉古墳群』 (三一書房)よ り)

銘文には判読不能な文字があり、多 くの学者がそれを補いながら解釈 してい

る。そのため異説が多い。宮崎市定氏は『謎の七支刀』 (中公新書)の 中で銘

文やその解釈、および自説を紹介 している。

〇七支刀の銘文

(表面 )

■泰□四年五月十六 日正陽 造百練鋼七支刀 □辟百兵 宜供供侯王□□

□□□

(裏面 )

■先代以来未有此刀 百涼世子奇生聖徳 故為倭王□造 伝示後世

〇宮崎氏の解釈

(表面 )

■泰始四年 (468年 )夏の中月なる五月、夏のうち最も夏なる日の十六

日、火徳の旺んなる丙午の日の正午の亥1に、百度鍛えたる鋼の七支刀を

造る。これを以てあらゆる兵器の害を免れるであろう。恭謹の徳ある侯

王に栄えあれ、寿命を長 くし、大吉の福祥あらんことを。

(裏面 )

■先代以来未だ此のごとき刀はなかった。百済王世子は奇 しくも生まれな

がらにして聖徳があったcそ こで倭王の為に嘗 (は じ)めて造った。後

世に伝示せんかな。

200



図 18七支刀

{2)年号の問題

七支刀の銘文には最初に年号がある。第 1字

は「泰Jであるが第 2字は判読できないという。

そのためいろいろな説が出されている。宮崎氏は

それらを整理して紹介している。

■「泰始四年」説     西晋  268年
菅政友、高橋健自

口「泰初 (=始 )四年」説 西晋  268年
喜田貞吉、大場巌雄

■「泰 (=太 )和四年」説 東晋  369年

福田敏男、枢本社人、西田長男、三品彰英、

栗原朋信

■「泰 (=太 )和四年」説 北魏  480年
李進熙

■「泰和四年」説      百済年号

金錫亨

現時点では「太和四年」説が最有力である。「太和四年 (369年 )Jに製

作 し、3年後の (神功)五十二年 (372年 )に献 じたということになり、『紀』

の年代とも合う。
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この説では年号の「太和」を七支刀では「泰和Jに変更していることになる。

第 1文字の「泰」を「太」の字の借字とする。

これについては「泰Jと「太」は字音も意味もまったく同じであり、古来相

通じて用いられたという。栗原朋信氏は「太和Jを「泰和」としている例をあ

げているという。

○東晋の海西公の年号 …… 1太和J

■『晋陽秋』 ……泰和

■『晋起居注』……・泰和

■『隋書』「経籍志J… …・『晋泰和起居注』

(3)私の説 と七支刀

七支刀の年号が「太和四年 (369年 )」 であるとすれば私にとっては大き

な問題である。七支刀に「倭王」とあるからである。私は「倭Jのはじまりは

398年からであると考えている。369年に 1倭王Jが出てくると私の説は

根底から崩れる。

(神功)五十二年条の「七枝刀 |が石上神宮の i七支刀」であり、しかも「太

和四年 (369年 )Jに作 られて (神功)五十二年 (372年 )に 日本に献 じ

られたのであれば私の説は再検討 しなければならない。

(4)宮崎市定説

宮崎氏は同書の中で「太和」説に異議を唱えている。
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a.泰和年号について

中国の年号は「大和」である。その「太和」年号を七支刀では「泰

和」にしていることになる。百済は中国王朝からみると藩国である。

その藩国が中国王朝の年号を書き換えて後世まで証拠に残る金石の

上に「泰和Jと彫らせるとは常識では考えられない。

b.「五月十六日Jの意味

七支刀には「五月十六 日正陽」とある。銅鏡では「五月丙午Jが慣

用句となっている。火力がもっとも盛んな時をいう。旧暦の夏は4

月、5月 、 6月 である。中の月である5月 がもっとも火気が旺んな

月である。その中で「丙午」の日は「丙」が「ヒノエ=火の兄」で

あり、「午」は正南方、すなわち太陽の方角にあたる。夏の日の中

でもっとも夏日である日時をいう。

「五月十六日」が問題である。十六日は夏二月 (4、 5、 6月 )の中

日をいうのであろう。十六日が夏二月の中日になる年号を調べれば

よい。月には大 (月 )月 (ヽ月 )がある。

○「五月十六日」が夏二月の中国になる年号

■南朝宋の泰始四年 (468年 )

4月 (小月)、 5月 (大月)、 6月 (大月)

二月間の日数は89日 であり、その中日は五月十六日である。それ

以前に44日 、以後に44日 がある。

その他の説では中日はすべて「五月十五日」になる。東晋の大和四

年も中日は五月十五日である。

■東晋の太和四年 (369年 )

4月 (大月)、 5月 (大月)、 6月 (小月)
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c.諄を避ける風習

銘文には百済が「百濾」となっている。「濾Jは字書にも無い字で

ある。何故自国の国名を「百済Jとせずにわざわざ字書にもない字

を使っているのであろうか。宮崎氏は倭王済の諄を避けるために「百

済の済」を「濾Jに したのであろうという。

「太和四年 (369年 )J説ではこの説明ができない。

d.百済の朝貢のはじまり

百済がはじめて晋王朝に朝貢するのは咸安二年 (372年 )である。

太和四年 (369年 )はそれより3年 も前である。朝貢する前から

晋の年号を使っていることになる。

宮崎氏はこのような理由を挙げて 1大和四年」説に反対 し、 1泰始四年 (4

8年 )J説を唱えている。

(5)金廷鶴説

金廷鶴氏は『百済と倭国』 (六興出版)の 中で次のように述べている。

a.中国年号の使用

泰和 (大和)四年説では 369年 に百済は東晋の年号を使ったこと

になる。 しか し百済が初めて東晋に遣使 し、その爵号をもらったの

はそれより3年後の 372年 であるの中国の慣例は中国王朝の研封

を受けた時に暦書を授けられ、その年号を使用することになってい

る。中国王朝の年号を使用することはその王朝の勝封を受けたしる

しである。
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b.3年 間の保留

百済は369年 に七支刀をつくり3年後 (372年 )に 日本へおく

ったことになる。ところが『紀』によると369年の翌年の二月に

「荒田別等が百済より還ったJと あり、また夏五月に「千熊長彦・久

氏等、百済より至る」とある。また、その翌年 (371年 )に 「百

済王、亦久氏をつかわし朝貢すJと ある。 369年に七支刀が作 ら

れているとすれば 370年、 371年 と続けて日本へ使いをつかわ

していながら何故七支刀をおくらなかったのであろうか。

(6)鈴文化日と長剣文化圏

七支刀とともに「七子鏡」が献じられている。七子鏡は銅鏡の周囲に7個の

鈴をつけたものであろう。

(神功)五十二年九月、久氏等、千熊長彦に従い詣る。則ち七枝刀 ‐

口・七子鏡一面、及び種々の重宝を献 じる。        「紀」

森浩一氏は『甦る古代への道』 (徳間書房)の中で「鈴文化圏J

化圏Jについて次のように述べている。

1長剣文

a.長剣文化圏

埼玉県行田市の稲荷山古墳出土の鉄剣は日本では数少ない長剣で

す。栃木県小山市の桑五七号墳か らも73cmと いうほぼ同寸法の

長剣が出ている。長野県の諏訪神社に近いフネ古墳からは蛇行鉄剣

(72.5cm)が 出ています。この 3本は奇 しくも73cm内 外で形

も変わっていたり、金象嵌されていたりで、いうなれば異様な貪」な

のです。七支刀も74.8cmと ほぼ 73cmに 近い。
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埼玉、栃木、長野にまたがる異形の「長剣文化圏Jがあるc

b.鈴付き馬具

稲荷山古墳からは鈴付きの帯金具、鈴付き杏葉 (馬の胴につり下げ

る飾り)や環鈴が出土 している。杏葉の古い例は 5世紀後半とみら

れる和歌山市の大谷古墳から出土したものです。

c.鈴文化圏

稲荷山古墳からは鈴付帯金具・鈴付杏葉・環鏡のほかに、鈴鏡を腰

につけた女性の埴輪が濠から出ています。「鈴」を非常に大切にす

る文化があったことをあらわしています。栃木県小山市の桑五七号

墳からは鈴そのものが出ていますc

鈴鏡とは銅製の鏡の周囲に鈴をつけたものをいう。鈴鏡や鈴杏葉は

長野・群馬・栃木・埼玉などにかたまっている。これを 1鈴文化圏J

と呼びたい。

d.長剣と鈴文化圏

鈴文化圏は重要な問題を内包 している。一つは長剣の問題です。 7

3cm内外の異様な長貪1の分布は鈴鏡を必要とした地域と重なりま

す。時期もほぼ同じです。

e.百済との関係

百済のテリトリーにあたる全羅北道の金城里の石椰墓から75cm
の蛇行鉄剣が出土しており、そのくねり方がフネ古墳や兵庫県泉町

の亀山古墳のものと酷似しており、桑五七号墳のものとも類似 して

います。

また鈴鏡と一脈通 じる八鈴の銅製品がのちの百済のテリトリー (全

羅南道の大谷里)か ら出土しています。日本の文化圏の問題を考え

る場合、百済の地が重要になってきます。

f.七支刀の年代

石上神宮の七支刀について、年代は泰和四年を東晋の太和四年とし

て369年 にあてることも再検討の必要性がおこりそうです。とい
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うのは73cm前 後の異様の長剣がいずれも5世紀中頃から6世紀

の前半の古墳に副葬されているからですc

森浩一氏はこのように述べているЭ

宮崎市定氏や金廷鶴氏や森浩一氏の研究から 1太和四年 (369年 )J説は

成立しないであろう。七支刀の年代は 5世紀中頃とするのがよいと思われる。

宮崎説の「泰始四年 (468年 )」 説が可能性は高い。

そうであれば (神功)五十二年条は捏造されたことになる。七支刀は (神功)

五十二年 (372年 )に献じられたのではない。「七支刀」に「倭王Jと ある

のも369年ではないということになる。私の説も影響を受けない。

しかし (神功)五十二年条はその前の記述と関連があり、捏造されたとも思

えないところがある。 (神功)五十二年条は自説とは矛盾するが完全には捨て

きれない。七支刀の銘文には判読不明な文字もあるので現時点では (神功)五

十二年条は残された課題としておきたい。
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第2章  「応神紀」と「仁徳紀」の年代問題

l
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『日本書紀Jの年代問題

(1)「応神紀」の実年代

「神功紀」の紀年は 2運 (120年 )く り下げると実年代に合う。「神功紀 J

の次は「応神紀」である。「応神紀Jも 2運 (120年 )く り下げると実年代

と合う。

「神功紀Jは (神功)六十九年 (389年 )で終わるから (応神)元年は 3

90年になる。

(応神)三年条に次の記事がある。

(応神)三年、是歳、百済の辰斯王立ちて貴国の天皇に礼を失す。故、

紀角宿禰 。羽田矢代宿禰・石川宿禰 。木菟宿禰を遣わ し、其の礼な

き状を噴譲 (せ )める。是により百済国は辰斯王を殺 して謝す。紀

角宿禰等は阿花王を立て王と為 し帰るc 『糸己』

(応神)三年条に「阿花王を立てて王と為し帰るJと ある。阿花王の即位は

(応神)三年である。 (応神)元年は390年であるから (応神)三年は39
2年になる。『三国史記』をみると阿華王 (阿花王)の即位はやはり392年
である。

(応神)十六年条も実年代と合っている。

(応神)十六年、是歳、百済の阿花王莞る。天皇、直支 (と き)王を

召して謂いて曰く、「汝、国へ返り位を嗣げ」という。   『紀』
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(応神)十六年に「百済の阿花王が莞るJと ある。 (応神)元年が 390年

であるから (応神)十六年は405年 になる。『二国史記』をみると阿華王 (阿

花王)の死去は405年 である。

このように「応神紀」も2運 (120年 )く り下げると実年代に合う。

(2)「応神紀」の年代のずれ

「応神紀」の年代は (応神)十六年までは実年代に合っているのところがそ

の後は実年代と合わなくなる。

(応神)十六年 (405年 )に阿花王は死去し、直支 (と き)王が即位する。

その直支王は (応神)二十五年条に死去するとある。

(応神)二十五年、百済の直支王莞る。 『糸己』

(応神)十六年は405年 であるから (応神)二十五年は414年 になる。

ところが直支王の死は『三国史記』によると420年 である。420年 は (応

神)三十一年になる。『紀』の紀年は (応神)二十五年になると6年のずれを

生 じている。

(3)(雄略)二十年条

『紀』の紀年は (神功)四十六年 (366年 )か ら (応神)十六年 (405

年)ま では 2運 (120年 )く り下げると実年代に合う。ところが (応神)十

六年以降は実年代とずれている。歴史を復元するには年代の復元からしなけれ

ばならない。どこからどのようにずれているかを究明し復元する必要がある。
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それを調べるには実年代の確実な記事を探し、前後から絞っていくのがよい

であろう。

『紀』の中で実年代と『紀』の紀年が一致している確実な記事は (雄略)二

十年条である。

■ (雄略)二十年冬、高麗王、大いに軍兵を発し、百済をことごとく伐つ。

(中略)

『百済記』に云う、蓋歯王の乙卯年 (475年 )冬、狛 (高句麗)の大

軍が来て、大城を攻めること七日七夜。王城降陥 (やぶ)れて遂に尉膿

を失う。国王、及び大后・王子等、皆敵の手に没す。     『紀』

百済は高句麗 (高麗)に攻められて城は落ち、国王 。大后・王子等が敵の手

に落ちたという。百済はこのとき一時滅びている。475年のことである。

(雄略)二十年条には前年の事が書かれている。 (雄略)十九年が乙卯年 (4

75年 )に あたる。

(雄略)十九年は『紀』の紀年でも475年である。『紀』の紀年と実年代

が一致している確実な年代である。

■ (雄略)十九年 = 475年

(4)天皇の在位年数と実年代

実年代が確実なのは (応神)十六年 (405年 )と (雄略)十九年 (475
年)であるcこ れをもとにして年代のずれを探して行けばよいc

関係のある天皇は 15代応神天皇から21代雄略天皇である。これらの天皇

の在位年数は次のようになっている。
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□天皇の在位年数

■

■

■

■

■

■

■

15代

16代

17代

18代

19代

20代

21代

天皇

応神天皇

仁徳天皇

履中天皇

反正天皇

允恭天皇

安康天皇

雄略天皇

在位年数

41年

87年

6年

5年

42年

3年

23年

(応神)十六年 (405年 )か ら (雄略)十九年 (475年 )ま での『紀』

の紀年 (天皇の在位年数)に よる年数は次のようになる。

○『紀』の紀年による (応神)十六年から (雄略)十九年までの年数

15代

16代
17代
18代

19代

20代
21代

応神天皇

仁徳天皇

履中天皇

反正天皇

允恭天皇

安康天皇

雄略天皇

合計

26年  (十六年から四十一年まで)

87年
6年

5年

42年
3年

19年  (十九年まで)

188年

(応神)十六年から (雄略)十九年までは『紀』の紀年では 188年 になる。

ところが (応神)十六年は405年 であり、 (雄略)十九年は475年 であ

るからこの間は475-405+1=71年 である。

71年が『紀』の紀年では 188年 になっている。『紀』の年代は「応神紀」

から「雄略紀Jの間で大きく狂っているc
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2  『古事記Jの崩年干支と『日本書紀」

(1)崩年干支のある天皇

『古事記』には一部の天皇に崩年干支が書かれている。水野裕氏は崩年干支

から崩年を求めている。水野裕氏の『日本古代の国家形成』 (講談社現代新書)

の表に天皇名を追加 したのが次の表である。

□『古事記』の崩年千支のある天皇と崩年

漢風誼号   (天 皇名 ) 崩年千支

■崇神天皇 (御真木入日子印恵)  戊寅

■成務天皇 (若帯日子)      乙卯

壬成

甲午

可
^J日

壬申

丁―ll

己巳

「
未

乙卯

甲FFK

丁未

壬子

崩年

318年

355年

362年

394年

427年
432年

437年

454年

489年

527年

535年

584年

587年

592年

628年

■允恭天皇 (男浅津間若子宿禰)  甲午

■仲哀天皇 (帯 中日子 )

■応神天皇 (品陀和気 )

■仁徳天皇 (大雀 )

■履中天皇 (伊邪本和気 )

■反正天皇 (水歯別 )

■雄略天皇 (大長谷若建 )

■継体天皇 (衰本抒 )

■安閑天皇 (廣国押建金日)

■敏達天皇 (沼名倉太玉敷 )

■用明天皇 (橘豊日)

■崇峻天皇 (長谷部若雀 )

■推古天皇 (豊御食炊屋比売)   戊子
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(2)「安康紀」の実年代

(雄略)十九年は475年である。これから遡り『紀』の紀年のずれている

ところを探していこう。

(雄略)十九年は475年であるから (雄略)元年を求めると457年にな

る。

■ (雄略)元年  …… 「457年 J(推定)

■ (雄略)十九年 ……  475年

第 21代雄略天皇の前は第 20代安康天皇である。安康天皇の実年代を調べ

よう。

安康天皇には崩年千支がない。しかし雄略天皇の元年は457年であろうと

推定される。安康天皇は457年か、その前年に死去していると思われる。

安康天皇の即位年は第 19代允恭天皇の崩年がわかればよい。允恭天皇には

崩年千支があり、その崩年は454年である。次の第 20代安康天皇は第 19
代允恭天皇が死去 した翌年に即位 したとすると安康天皇の即位は455年に

なる。

第 21代雄略天皇の (雄略)元年は457年であると推定されるので安康天

皇の在位は455年-457年 の 3年間となる。

『紀』は安康天皇の在位期間を 3年と記している。『記』の崩年千支から求

めた安康天皇の在位期間と『紀』の在位期間は一致する。

■第 19代 允恭天皇の崩年  ……  454年
■第 20代 安康天皇の即位  ……  455年  (推定)

■第 20代 安康天皇の崩年  ……  457年  (在位 3年 )

■第 21代 雄略天皇の即位  ……  457年
■第 21代 雄略天皇十九年  ……  475年
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第 19代允恭天皇の崩年 (454年 )か ら (雄略)十九年 (475年 )ま で

見事につながることが判明した。これによって (雄略)元年は457年でよい

ことが立証された。

「安康紀」の実年代は次のようになる。

□「安康紀 |

(安康 )

(安康 )

(安康)

の実年代

元年

二年

二年

455年
456年
457年

(注 )安康天皇の即位年は允恭天皇の崩年の 454年 でもよい。この場合

は安康天皇の在位は454年 から456年 の 3年間となり、雄略天皇は

翌年の 457年 に即位 したことになる。しか し安康天皇は眉輪王によっ

て殺されている。異常な事態である。このような場合は雄略天皇は安康

天皇が殺された年に即位 したと考えてよいであろう。

「安康紀」は実年代に合っているといえる。「安康紀Jに は年代を狂わせる

要素はない。

(3)履 中 0反正天皇の在位と崩年干支

さらに遡り第 17代履中天皇 。第 18代反正天皇・第 19代允恭天皇の実年

代について調べてみよう。

『紀』は履中天皇と反正天皇の在位年数を 6年、 5年と書いている。

第 16代仁徳天皇の崩年は427年 である。次の第 17代履中天皇の崩年は

432年 である。履中天皇は427年 に即位 し、432年 に死去 したとすれば
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履中天皇の在位は427年 -432年 の 6年間となる。『紀』の記す在位年数

(6年 )と一致する。

。第 16代仁徳天皇

。第 17代履中天皇

○履中天皇の在位期間

崩年干支   崩年

丁卯   427年
壬申   432年
427年 -432年 (6年間)

次の第 18代反正天皇の崩年は437年である。第 17代履中天皇が死去し

た翌年 (433年 )に即位 したとすると反正天皇の在位期間は433年 -43
7年の 5年間となる。これも『紀』の記す在位年数と一致する。

「履中紀Jと「反正紀Jの実年代は次のようになる。

[∃「履中紀」

(履中)

(履中)

(履中)

(履中)

(履中)

(履中)

□「反正紀 J

(反正 )

(反正 )

(反正 )

(反正 )

(反正 )

の実年代

元年

二年

二年

四年

五年

六年

の実年代

元年

二年

二年

四年

五年

427年
428年
429年
430年
431年
432年

433年
434年
435年
436年
437年

次に第 19代允恭天皇は第 18代反正天皇が死去 した翌年 (438年 )に 即

位 したとする。允恭天皇の崩年は454年 であるから允恭天皇の在位期間は 4

38年 -454年 となる。
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これまでに判明した天皇の在位期間と在位年数は次のようになる。

在位期間      在位年数

日 16代 仁徳天皇      -427年
■ 17代  履中天皇  427年 -432年   (6年 間)

■ 18代 反正天皇  433年 -437年   (5年 間)

■ 19代 允恭天皇  438年 -454年  (17年 間)

■20代 安康天皇  455年 -457年   (3年 間 )

■21代 雄略天皇  (即 位=457年 )

『記』の崩年干支は第 16代仁徳天皇から第 19代允恭天皇までのすべてを

使用 している。

○使用 した『記』の崩年干支

■ 16代 仁徳天皇  丁卯  427年
■ 17代 履中天皇  壬申  432年
■ 18代 反正天皇  丁丑  437年
目 19代 允恭天皇  甲午  454年

『記』の崩年千支から『紀』の実年代を求めることができた。『記』の崩年

千支は正 しいといえる。

(4)允恭天皇の在位年数の問題

第 17代履中天皇から第 21代雄略天皇までをみてきた。「履中紀 J、 「反

正紀J、 「安康紀 」は『紀』の在位年数と一致 しているのここには『紀』の年

代を狂わせる要素はないc「雄略紀Jに も問題はない。
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ところが「允恭紀」には問題がある。『紀』の允恭天皇の在位年数は42年

である。『記』の崩年干支から得られた允恭天皇の在位は438年-454年

の 17年間である。42年-17年 =25年間の誤差がある。「允恭紀Jは『紀』

の年代を25年狂わせている。

「允恭紀」には空白期間が多い。

○「允恭紀Jの構成

・  元年

・  二年

・  三年

・  四年

・  五年

・  七年

・  八年

・  十年

・ 十一年

・ 十四年
。二十三年

・四十二年

「允恭紀」は (允恭)十四年から (允恭)二十二年までの 10年間が空自で

あり、 (允恭)二十三年から (允恭)四十二年までの20年間も空自である。

42年間の在位期間のうち30年間が空白である。

30年間の空白は『紀』の在位年数 (42年 )と『記』の崩年千支から求め

た允恭天皇の在位年数 (17年 )の差である25年に近い。「允恭紀」の在位

期間は実際は 17年間ではないだろうか。『紀』はそれを42年間に水増しし

ているのであろう。そのため30年間の空自期間ができていると思われる。
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(5)4世紀-5世紀の天皇の在位期間

4世紀-5世 紀の人 lilに ついてその在位期間をまとめると次のようにな

る c

■

ロ

■

■

■

■

ロ

■

■

■

■

■

ロ

10代

11代

12代

13代

14代

15代

16代

17代

18代

19イt

20代

21代

崇神天皇

垂仁天皇

景行天皇

成務天皇

仲哀天皇

神功皇后

応神天皇

仁徳天皇

履中天皇

反正天 lil

允恭天皇

安康人 lil

雄略大 11

285年 頃

319年

310年 頃

333年 頃

364年

400年 頃

427年

433年

438年

455年

457年

318年

340年 頃

333年 頃

355年

362年

389年

394年

427年

432年

437年

454年

457年

489年

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一
　

一

一
　

一
　

一

(注 )仁徳天皇の即位年は応神天皇の崩年とつながっていないc fi徳天皇

の即位年が 400年 頃であることは後述する。

(6)問題は「応神紀」と「仁徳紀」

(応神)十六年 (405年 )か ら (雄略)|‐九年 (475年 )の 71年を「紀 J

の紀年は 188年 に しており 117年 の誤差を生 じている。そのうち「允恭

紀 |では 25年を狂わせているc
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残るのは「応神紀」と「仁徳紀」である。『紀』の年代を大きく狂わせてい

るのは「応神紀」と「仁徳紀」であろう。

(応神)十六年 (405年 )ま では実年代に合っているから (応神)十七年

から仁徳天皇の崩年 ((仁徳)八十七年)ま でを調べればよい。この間の『紀』

の年数は次のようになる。

○ (応神)十七年から (仁徳)八十七年までの年数

■「応神紀」 (応神)十七年一四十一年条  25年
■「仁徳紀」 (仁徳)八十七年条まで    87年

■       合計           112年

『紀』の紀年では (応神)十七年から (仁徳)八十七年までは 112年であ

る。

実年代は (応神)十六年条が405年であり、仁徳天皇の崩年は427年で

あるから (応神)十七年から427年までは22年である。

427-405 = 22年

22年が『紀』の紀年では 112年になっている。『紀』の年代を大きく狂

わせているのは「応神紀」と「仁徳紀」である。
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