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第3章  「応神紀」の復元
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「応神紀」の問題点

(1)直支王 とその妹

『紀』の年代を大きく狂わせているのは「応神紀Jと「仁徳紀Jである。「応

神紀Jか らその原因を調べよう。

「応神紀」は (応神)十六年条までは実年代に合っているが (応神)二十五

年にはすでに狂っている。

口 (応神)|六年 (405年 )、 足歳、百済の阿花王売る。天皇、直支 三

を召して謂いて曰く、 1汝、国へ返り位を嗣げ_と いう。    1紀 』

■ (応神)二十五年、百済の直支王莞る。           「紀』

(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。 6年のずれがあ

る。

さらに問題なのは (応神)二十五年条に 1直支王売るJと あるのに直支王は

(応神)三十九年条で妹を日本へ遣わしている。

(応神)三十九年二月、百済の直支王、その妹、新斉都媛 (し せつひ

め)を遣わ し仕えせ しむ。ここに新斉都媛、七人の婦女を率いて来

帰 (く )る 。 『糸己』

直支王は (応神)二十五年に死去 しているはずである。ところが (応神)三

十九年条では妹を日本へ遣わ している。『紀』の記述は順序 も狂っている。(応

神)三十九年条は (応神)二十五年条よりも前になければならないの
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(2)太子菟道稚郎子 (う じのわきいらつこ)

(応神)十五年 (404年 )に百済から阿直岐 (あ ちき)が来る。天皇は太

子 (菟道稚郎子)の師にしたとある。

(応神)十五年八月、百済王、阿直伎 (あ ちき)を遣わし、良馬二匹

を貢ぐ。即ち軽の坂上の厩 (う まや)に養う。因りて阿直伎を以て

掌 (つかさど)り 飼わせしむ。故、その馬を養う処を号して厩坂と

いう。阿直伎、亦能 (よ )く 経典を読む。即ち太子菟道稚郎子の師

としたまう。 『糸己』

天皇は阿直伎を太子菟道稚郎子の師にしたとある。ところが (応神)四十年

条では菟道稚郎子はまだ太子になっていない。

(応神)四十年正月、 (前略)天皇、常に菟道稚郎子を立てて太子と

為す情有り。(中 略)菟道稚郎子を立てて嗣 (ひつぎ)と 為す。 『紀』

(応神)四十年条では天皇は菟道稚郎子を太子にしたいと思っているとあ

る。菟道稚郎子は (応神)四十年の時点でもまだ太子になっていない。

このように「応神紀」では年代が狂っているだけではなく記述の順序も狂っ

ている。

2  「応神紀」の修正
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{1)阿知使主の年齢

(応神)二十年に阿知使主 (あ ちおみ)が渡来する。

(応神)二十年九月、倭漢直 (や まとのあやのあたい)の祖、阿知使

主はその子、都加使主 (つかおみ)、 並びに己が掌類十七縣を率い

て来帰 (く )る 。 『糸己1

阿知使主は (応神)二十年に子の都加使主や十七県の人々を連れて日本へ来

ている。阿知使主は「履中紀」にも出てくる。住吉仲皇子が履中天皇 (当時は

太子)を襲撃する場面である。

(履 中即位前紀)(住吉仲皇子は)密かに兵を興し太子 (履 中天皇 )

の宮を囲む。時に平群木菟宿禰・物部大前宿禰 。漢直の祖阿知使主

の二人、太子に啓 (も う)す。太子、信ぜず。故、二人、太子を扶

(たす)けて馬に乗せて逃げる。              『紀』

漢直の祖である阿知使主は平群木菟宿禰等とともに履中天皇を助けてい

る。

阿知使主が渡来したのは (応神)二十年である。『紀』の紀年では (応神 )

二十年から履中天皇の (履 中即位前紀)ま では約 100年以上もある。

○ (応神)二十年から (履中前紀 )

。15代 応神天皇   22年
。16代 仁徳天皇   87年
。17代 履中天皇    0年

合計    109年

まで

(応神)二十年一四十一年

阿知使主は渡来してから100年以上も生きていたことになる。阿知使主は

実在の人物であると思われる。 (応神)二十年から (履中)元年まではもっと
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年代が接近 しているのではないだろうか。これもやはり「応神紀Jと「仁徳紀 J

の年代が狂っているからであろう。

ところがそればかりではない。阿知使主は (応神)三十七年に呉へ派遣され

る。

(応神)三十七年二月、阿知使主・都加使主を呉に遣わし、縫工女を

求めしむ。                       『紀』

呉は中国の宋王朝である。阿知使主は (応神)二十年に渡来して (応神)三

十七年に呉国 (宋 )へ派遣されている。この間は 17年ある。阿知使主が渡来

したとき息子の都加使主は少なくとも10才 くらいにはなっているであろ

う。阿知使主の年齢は30才-35才以上である。 (応神)二十七年はその 1

7年後であるから阿知使主は47才 -52才以上になっているcすでに当時の

平均寿命である。そのような高齢の人を呉へ派遣するだろうか。 (応神)三十

七年条は (応神)二十年条にもっと近いのではないだろうか。

(2)「応神紀」の訂正

(応神)三十七年条に着 目してその前後をみると、 (応神)三十一年から三

十七年までは空自である。 (応神)三十七年条は前の記述とは関係がないであ

ろう。

一方、後ろをみると (応神)三十九年条がある。 (応神)二十五年に死去し

たはずの直支王が妹を日本に遣わすという記事である。この (応神)三十九年

条は (応神)二十五年条よりも前になければならない。

(応神)三十七年条は (応神)三十九年条の2年前である。年代が接近して

いる。これらはまとめて取り扱うべきであろう。
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そこで (応神)三十七年条と (応神)三十九年条をまとめて応神二十五年条

よりも前にもっていく。

一方、 (応神)三十七年条は阿知使主が呉へ派遣される記事である。阿知使

主は (応神)二十年に渡来しているから (応神)三十七年条は (応神)二十年

条よりも後になければならない。このように考えると「応神紀」は次のような

順序になる。

□訂正された「応神紀」の順序

■ (応神)二十年        阿知使主の渡来

■ (応神)三十七年       阿知使主を呉へ派遣

■ (応神)三十九年       直支王、妹を日本へ遣わす。

口 (応神)二十五年 (420年 )直 支王莞る

(応神)二十七年条と (応神)二十九年条は (応神)二十年条と (応神)二

十五年条の間に入る。

(応神)二十五年は直支王が死去した年であり420年であるc(応神)二

十年条の方は年代が不明である。そこで (応神)1+年条の年代を推定しよう。

(応神)二十年条は (応神)十六年 (405年 )と (応神)Il十五年 (42

0年 )の丁度中間にある。その中央値をとると (応神)二十年は412年とな

る。

■ (応神)十六年    405年
■ (応神)二十年   「412年J (推定)

■ (応神)二十五年   420年

阿知使主が渡来した (応神)二十年は412年 ころと考えてよいであろうc

(応神)三十七年と (応神)三十九年は412年 と420年の間にある。 し

たがってこれらの年代は次のように推定される。
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■ (応ネ申)

■ (応ネ申)

■ (応ネ申)

二十年

二十七年

二十九年

二十五年

一一
　

一一
　

一一
　

〓

412年

413年 -417年 ころ (推定 )

415年 -419年 ころ (推定 )

420年

阿知使主が呉へ派遣された (応神)二十七年条は413年-417年 ころに

なる。阿知使主は (応神)二十年 (412年ころ)に渡来しているからその 1

-5年後に呉へ派遣されたことになる。そのときの阿知使主の年齢は 30才―

40才 くらいであろう。阿知使主の年齢問題も解決する。

(3)阿知使主と倭王讃

呉へ派遣された阿知使主は (応神)四十一年に帰る。

(応神)四十一年二月、天皇、明宮に崩ず。

是月、阿知使主等、呉より筑紫に至る。 (中 略)既にその二婦女を

率いて津国に至り、武庫に及ぶ。而して天皇、崩ず。及ばず。 『紀』

阿知使主は呉から筑紫へ帰ってくる。そこから「津国に至り、武庫に及ぶ J

とある。従来は、「武庫Jと あるから兵庫県の武庫川付近であろうと解釈して

きた。しかし阿知使主が渡来した (応神)二十年 (412年 )こ ろは「倭の五

王」の時代である。阿知使主を呉 (宋 王朝)へ派遣できるのは日本列島の中で

は倭国しかないであろう。倭国が阿知使主を呉へ派遣しているc

倭国は筑後にある。阿知使主は筑後へもどってきたのである。呉から筑紫ヘ

もどり、筑紫から筑後へ帰ってきている。したがって「津国」は筑紫から筑後

の間にあるはずである。

「津国Jと は島原半島であろう。『桓檀古記』に「津島Jが出てくる。
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時に狗奴人は女王と相い争う。路を探すのが甚だ厳しい。其の狗邪

韓国へ往こうと欲する者は、蓋し津島・加羅山・志加島を経由して、

始めて末慮戸資の境に到るを得る。其の東界は則ち狗邪韓国なり。

1桓檀古記』

「シリーズ②Jに書いたように狗奴国は筑後川の北側にあり、邪馬壼国によ

って博多湾へ出る道を塞がれた。狗奴国の人たちは筑後川を下り、有明海に出

て島原半島をまわり、長崎を経て狗邪韓国へ行った。

ここに「津島」が出てくる。「津島Jは島となっているが島原半島である。

『肥前国風土記』に景行天皇は熊本県玉名市長洲から島原半島をみて「あれは

島に似ている。陸についている半島か、それとも島かJと尋ねているc島原半

島は陸とつながっているところが狭いので島に見える。そのため「津島」と呼

ばれていたのであろう。

阿知使主は筑紫から筑後へ帰ってくる。「津国に至り、武庫に及ぶJと ある。

筑紫から長崎をまわり、島原半島を通り、有明海に入ってきている。

「武庫」は (応神)三十一年条にも出てくる。

(応神)三十一年八月、諸国、一時に五百船を貢上する。ことごとく

武庫水門に集める。この時にあたり、新羅の調使、共に武庫に宿す。

ここに新羅停から出火す。そこから集まれる船に (火が)及ぶ。多

くの船を焼 く。これにより新羅人を責める。新羅王は大いに驚きよ

い匠を貢ぐ。 |'糸己J

(応神)二十一年は倭国の時代である。倭国は筑後にある。筑後の中で五百

艘もの船を集めて係留できるのは筑後川であろう。「水門Jと あるから川口で

ある。「武庫水門Jと は筑後川の川日であろうc身狭村主青が呉へ派遣された

ときも筑後に帰ってくるがそのときも水間 (福岡県二瀦郡)に上陸しているЭ

230



目  ^_止

筑後川の川口である。筑後の中で渡海するような大型船が停泊できるのは筑後

川の川日だけである。

420年ころの倭王は倭王讃である。「天皇、崩ず」とあるから倭王讃が死

去 したのであろう。『宋書』によれば倭王讃は425年に朝貢している。42
5年にはまだ生存している。

一方、阿知使主は (履中即位前紀)に履中天皇 (太子)を助けて住吉仲皇子

の襲撃から逃れている。 (履 中)元年は427年である。阿知使主は427年
にはすでに九州から近畿へ移っている。したがって (応神)四十一年条は42
5年より後であり、427年よりも前である。426年ということになる。

■ (応神)四十一年 = 426年

「天皇、崩ず」とあるから倭王讃は426年に死去している。

『宋書』「倭国伝」は倭王讃と次の倭王珍について次のように書いている。

太祖の元嘉二年 (425年 )、 讃、また司馬曹達を遣わし表を奏り

方物を献ず。讃死 し、弟の珍立つ。使いを遣わし貢献し、自ら使持

節 。都督・倭・百済 。新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将

軍倭国王を称し、表して除正されんことを求む。詔して安東将軍、

倭国王に除す。                『宋書』倭国伝

倭王讃は425年に朝貢している。その後倭王讃は死去して弟の珍が即位し

ている。珍は「六国諸軍事安東大将軍Jに除正されることを求めたが「安東将

軍」に除正されたとある。

『宋書』「文帝紀」をみると珍は430年に朝貢し、438年に「安東将軍」

に除正されている。

■ (元嘉)七年 (430年 )正月、是月、倭国王使いを遣わし方物を献ず。
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■ (元嘉)十五年 (438年 )四月、倭国王珍を安東将軍と為すc

ド宋書』文帝紀

(元嘉)七年 (430年 )の朝貢は倭王珍が 千六国諸軍事安東大将軍Jに除

正されることを求めたときである。 (元嘉)十五年 (438年 )に倭王珍は「安

東将軍Jに 除せ られている。

この記事か ら倭王讃は 425年 か ら430年 の間に死去 したことがわか

る。

『紀』の解明により倭王讃の死去は426年 であることが判明 した。倭王讃

は 398年 に武内宿禰を追い出して即位 しているか ら倭王讃の在位は 398

年-426年 である。

{4)復元された「応神紀」

「応神紀Jの年代は次のように復元できる。

■「応神紀Jは元年から十六年までは実年代に合っているc

■ (応神)十六年条の次は (応神 )|・九年条であるcこ こには吉野の話が

出て くるc「応神紀 |は九州の記録であるc(応神)十九年条に突然吉

野の話が挿入されている。これは年代の推定ができない。

■次の (応神)二十年条は前述のように412年 ころであろうc

■次の (応神)二十二年条には突然難波の話が出て くる。これも年代の推

定はできない。

日次は (応神)二十五年条である。百済の直支王が死去 した年であり42

0年である。

口次の (応神)二十八年と (応神)三十一年条は (応神)二十五年 (42
0年 )か らそのまま数えてよいであろう。(応神)二 十八年は423年 、

(応神)三十一年は426年 となる。
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■ (応神)二十七年条と (応神)三十九年条は前述のように (応神)二十

年と (応神)二十五年の間に入る。

■ (応神)四十一年は426年である。

このように復元できる。ところが問題がある。 (応神)二十一年と (応神 )

四十一年が同じ426年になっている。そこで に応神)三十一年を426年よ

りも少し前にもっていく。 (応神)二十五年は420年であるから (応神)二

十八年を422年ころとし、 (応神)二十一年を424年 ころにする。

こうして復元された「応神紀」の年代は次のようになる。

□復元された「応神紀」の年代

■ (応神)元年    =  390年

■ (応ネ申)十六年    =   405年
■ (応神)二十年   =  412年 ころ

■ (応神)三十七年  =  413年 -417年

■ (応神)三十九年  =  415年 -419年

■ (応神)二十五年  =  420年
■ (応神)二十八年  =  422年 ころ

■ (応神)三十一年  =  424年 ころ

■ (応神)四十一年  =  426年

「応神紀Jは 390年から426年の記録である。この間は37年間である。

『紀』の紀年は41年である。「応神紀Jでは4年の誤差が生じているc
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(5)「応神紀」の内容

「応神紀」は日本の歴史にとって重要な記録である。 (応神)八年までは貴

国のことが書かれており、 (応神)九年からは倭国のことが書かれている。貴

国は筑紫と肥前であり、倭国は筑後である。どちらも九州である。「応神紀 J

は九州の歴史を書いている。

○「応神紀」の主な内容

■ (応神)三年 (392年 )、 辰斯王立ちて貴国の天皇に礼を失す。

■ (応神)八年 (397年 )、 阿花王立ちて貴国に虚なし。

■ (応神)九年 (398年 )、 武内宿禰は『独り筑紫を裂き、……』

■ (応神)十一年、日向国に嬢子 (お とめ)有 り。名は髪長媛。

■ (応神)十三年、天皇、髪長媛を徴 (め )す。

■ (応神)十五年、百済王、阿直伎 (あ ちき)を遣わし、良馬二lyEを貢ぐ。

■ (応神)十六年 (405年 )、 天皇、直支王を召し「汝、国へ返り…」

■ (応神)二十年、阿知使主、己が黛類十七縣を率いて来帰 (く )る 。

■ (応神)二十五年 (420年 )、 木満到、国政を執る。

■ (応神)二十一年八月、諸国、五百船を貢上。武庫水門に集める。

■ (応神)三十七年二月、阿知使主を呉に遣わす。

■ (応神)三十九年二月、百済直支王、その妹新斉都媛を遣わす。

■ (応神)四十年、天皇、常に菟道稚郎子を立てて太子と為す情有り。

■ (応神)四十一年、天皇、明宮に崩ず。阿知使主等、呉より筑紫に至る。

:応神紀」はすべて九州の出来事である。
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間違っている従来の解釈

(1)「応神紀」と応神天皇

「応神紀」は応神天皇の記録であると考えられている。 しか し『記』の崩年

千支によると応神天皇の崩年は 394年 である。 394年 は (応神)五年であ

る。「応神紀」は四十一年条まであるのに応神天皇は (応神)五年に死去 して

いる。「応神紀Jの ほとんどは応神天皇が死去 した後のことであるといえるの

『記』『紀』は [応神紀」を応神天皇の記録であるかのように書いているが、

「応神紀Jに は応神天皇の事績はほとんど書かれていないら「応神紀」は前半

は貴国のことであり、後半は倭国のことが書かれている。「応神紀Jは応神人

皇のことを書いているのではない。

{2)神功皇后と応神天皇

応神天皇は神功皇后の御子であると F記』『紀』は書いている。しか し神功

皇后と応神天皇は同時代の人である。親子ではない。

神功皇后は 389年 に 50才で死去 している。応神天皇は 394年 に死去 し

ている。崩年の差は 5年 しかない。これでは親子とはいえない。

応神天皇が死去 したときの年齢を『記』『紀』は次のように書いている。

■『記』 ……・ 130才

■ 『糸己』  ………  1 1 0ニタ
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これは三倍年暦であろう。応神天皇は65才、あるいは55才で死去 してい

る。応神天皇の崩年は394年であるから生まれたのは330年 -340年 こ

ろになる。

神功皇后と応神天皇を比較すると次のようになる。

誕生年

■神功皇后   339年
■応神天皇 330-340年

死去年

389年  (50才 で死去 )

394年  (55-65才 で死去 )

神功皇后も応神天皇も340年 ころに生まれて 390年前後に死去 してい

る。ほぼ同じ時代の人である。神功皇后と応神天皇はやはり親子ではない。

(3)神功皇后と宇美

神功皇后は応神天皇を生んだと「記』「紀』は書いている。

■懐妊して産まれそうになる。すなわち御腹を鎮めるために石を取り、御

裳の腰にまき筑紫に渡り、その御子を生むc故、その御子の生まれた地

を宇美という。亦その御裳をまいた石は筑紫国の伊斗村に在るなり。

■誉田天皇を筑紫で生む。

というc

『言己』

故、時人、其の産むところを号 して宇瀬 (う み )

『記』は、神功皇后は「御子」を生んだと書いている

いていない。産んだところは宇美であるという。

『糸己』

「応神天皇Jと は書
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『紀』の方は神功皇后は誉田天皇 (応神天皇)を筑紫の宇瀾 (宇美)で産ん

だと書いている。どちらも宇美で産んだとある。宇美は福岡県糟屋郡宇美町で

あろうといわれている。

しかし鎮懐石は「伊斗村Jにあるとある。『紀』の方でもその石は「今、伊

親縣の道の辺に在るJと ある。鎮懐石は産んだところにあるはずである。神功

皇后がお産をしたところは伊斗村 (伊都国)であろう。伊都国は神功皇后の本

拠地である。本拠地でお産をするのが自然である。神功皇后が宇美でお産をし

たとあるのは不自然である。

神功皇后と応神天皇は親子ではない。神功皇后が応神天皇を生むはずはな

い。『記』『紀』の編纂者は神功皇后と応神天皇は親子であると考えているか

ら「御子」と「応神天皇」を混同しているのであろう。神功皇后は伊都国で「御

子Jを生んだのであり「応神天皇Jを生んだのではない。

一方、「紀』には「誉田天皇を筑紫で生む。故、時人、其の産むところを号

して宇瀾 (う み)と いうJと ある。応神天皇が産まれたところは宇美であると

いう。応神天皇は宇美で生まれている。

「応神紀」にはまた次の文章がある。

(応神)即位前紀、天皇は (神功)皇后が新羅を討った年に筑紫の蚊

田で生まれる。                     「紀J

応神天皇は筑紫の蚊田で生まれたとある。宇美とは異なる記録であるc

「筑紫の蚊田」については岩波書店の『日本書紀』の (注 )に 1鈴木重胤は

筑前国恰土郡長野村蚊田 (今、福岡県糸島郡前原町長野)を あげるが確かでな

い」とある。蚊田は伊都国にあるという。鎮懐石のあるところである。神功皇

后の本拠地である。鈴木重胤氏の説は正しいと思われる。ただしこれは応神天

皇ではなく「御子」が生まれたところであろう。

『記』『紀』には応神天皇、あるいは御子が生まれた場所は宇美・伊都国・

蚊田の三ヶ所が書かれている。しかし蚊田が筑前国恰土郡長野村蚊田であると

マ
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すれば宇美と伊都国の二ヶ所になる。やはり御子は伊都国で生まれたのであ

り、応神天皇は宇美で生まれたのであろう。

○応神天皇と御子が生まれた場所

■応神天皇  …… 宇美

■御子

『記』『紀』は神功皇后と応神天皇は親子であるかのように書いているが年

代を復元すると親子ではないことが判明する。

応神天皇は330年 -340年 頃に宇美で産まれたのであり、神功皇后は 3

39年に中国の東北地方か、大同江の上流で産まれている。

(4)王仁と阿直伎

王仁 (わに)は 日本に論語や千字文をもたらした人として有名であるЭ

百済国主の照古王は牡馬壱疋、牝馬壱疋を阿知吉士 (あ ちきし)に

付けて貢上 (みつぎたてまつ)る 。亦横刀及び大鏡を貢上るc又百

済国に、「もし賢き人あらば貢上れJと科 (お う)せ賜う。故、命

を受けて貢上れる人の名は和迩吉士 (わ にきし)と いう。即ち論語

十巻、千字文二巻、併せて十一巻をこの人に付けて貢ぎ進 (たてま

つ)る 。 『言己』

百済の照古王は牡馬一頭、牝馬一頭を阿知吉士 (あ ちきし)に付けて日本に

献上 したとある。天皇は百済に対 して 1賢者がいたら献上せよJと いう。百済

は和迩吉士 (わにきし)を献上する。和迩吉士は論語 10巻、千字文 1巻をも

ってきたという。
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和迩 (わ に)吉士は王仁 (わに)で あるc『紀』の方は次のように書いてい

る。阿直伎 (あ ちき)は阿知吉士のことである。

(応神)十五年 (404年 )八月、百済王、阿直伎 (あ ちき)を遣わ

し、良馬二匹を貢 ぐ。即ち軽の坂上の厩に養う。因りて阿直伎を以

て掌 (つかさど)り 飼わせ しむ。故、その馬を養 う処を号 して厩坂

という。阿直伎、亦能 (よ )く 経典を読む。即ち太子菟道稚郎子の

師としたまう。

ここに天皇、阿直伎に問いて曰く、「汝に勝れる博士、亦有 りや J

と。対 (こ た)えて曰く、「王仁という者有り。これ秀れたり|と

いう。時に上毛野君の祖荒田別・巫別 (かんなきわけ)を百済に遣

わしよりて王仁を徴 (め )す。 『糸己』

従来は、王仁は大和に来たと考えられてきた。阿直伎がもってきた 2頭の馬

を「軽の坂上の厩に養 (か )う 。そこを厩坂というJと ある。
「
軽 (か る)|

は大和の軽であるという。岩波書店の『日本書紀』の頭注には 1奈良県橿原市

大軽町付近Jと している。しかし 1応神紀」は九州の歴史である。阿直伎や王

仁が来たのは九州であろう。

それを検討する前にまず年代を確定する必要がある。『記』と『紀』では阿

直伎や王仁が来た時代が違う。『記』は照古王の時としている。照古王は近肖

古王であり、在位は346年 -375年 である。一方の『紀』は (応神)十五

年条であり404年である。 30年-60年の差がある。

『記』の照古王 (肖 古王)の時とすれば神功皇后の時代である。 (神功)四

十六年 (366年 )条に斯摩宿禰を百済へ派遣したとき肖古王は「深く歓喜し、

厚く遇すJと ある。

一方、『紀』には (応神)十五年 (404年 )条に「上毛野君の祖荒田別・

巫別を百済に遣わし、よりて王仁を徴 (め )す Jと ある。ところが荒田別は (神

功)四十九年 (369年 )条に「荒田別・鹿我別を以て将軍と為す 1と ある。
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荒田別は369年から404年 まで第一線で活躍していることになる。369
年に30才-40才であったとすれば404年には65才-75才である。こ

のような高齢で百済へ派遣されることはないであろう。『紀』の方が間違って

いると思われる。

一方、『記』の方は肖古王と神功皇后と荒田別の二人がセットで出てくるc

こちらの方が史実であろう。阿直伎や王仁が来たのは神功皇后の時代であろ

う。

肖古王が交流をもっていたのは神功皇后の貴国である。貴国の領域は筑紫と

肥前である。阿直伎や王仁は筑紫か、肥前に来ている。「軽」や「厩坂Jは筑

紫か肥前にあるのであろう。大和にあるのではない。

また仮に (応神)十五年 (404年 )条の方が正しいとしても阿直伎が来た

のは404年であり、「倭の五王」の時代である。百済が馬や学者を献上する

のは倭国以外にはないであろう。倭国は筑後である。阿直伎や王仁は筑後の倭

国に来たことになる。「軽Jや「厩坂Jは筑後にあることになる。やはり九州

である。

どちらにしても阿直伎や王仁が来たのは九州であり、大和ではない。

このように従来の解釈には多くの間違いがある。
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第4章  「仁徳紀」の復元
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「仁徳紀」の問題点

(1)「仁徳紀」と紀角宿禰

「仁徳紀」に紀角宿禰が登場するの

(仁徳)四十一年二月、紀角宿禰を百済に遣わし、始めて国郡の埋場

を分けて具 (つぶさ)に 郷土の出る所のものを録 (じ る)さ す。 F紀 J

紀角宿禰は (応神)三年 (392年 )に 百済へ派遣される。その時のリーダ

ーである。

(応神)三年から (仁徳)四十一年までは80年ある。紀角宿禰は80年間

も第一線の将軍 (宿禰)と して活曜していることになる。これはおかしいc(仁

徳)四十一年条は (応神)三年 (392年 )に もっと近いのではないだろうか。

(2)的戸 田宿禰

「仁徳紀Jに的戸田宿禰 (い くはのとだのすくね)が登場するc

■ (仁徳)十二年、高麗国、鉄の盾と鉄の的を貢ぐ。 (中 略)群臣及び百

寮を集めて高麗の献じた鉄の盾・的を射 しむ。諸人、的を射通すことを

得ずc唯、的臣の祖盾人宿禰のみ鉄の的を射て通す。 (中 略)盾人宿禰

を美 (ほめ)て名を賜い的戸田宿禰 (い くはのとだのすくね)と いうc
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同じ日に小泊瀬造 (おはつせのみやつこ)の祖宿禰臣に名を賜い賢遣臣

(さ かのこりのおみ)と いう。

■ (仁徳)十七年、新羅、朝貢せず。九月、的臣の祖砥田 (と だ)宿禰・

小泊瀬造 (おはつせのみやつこ)の祖賢遣臣 (さ かのこりのおみ)を遣

わし、朝貢 しないことを問わしむ。             『紀』

砥田 (と だ)宿禰は戸田宿禰である。 (仁徳)十二年条で 1的戸田宿禰Jと

いう名前を賜ったとある。ところが的戸田宿禰は (応神)十六年条に出てくる。

(応神)十六年 (405年 )、 平群木菟宿禰・的戸田宿禰を加羅に遣

ゎす。                         『紀』

(仁徳)十二年にはじめて賜ったという「的戸田宿禰」という名前が (応神 )

十六年 (405年 )条ではすでに使われている。 (仁徳)十二年条・十七年条

と (応神)十六年 (405年 )条は記述の順序が逆になっている。 (仁徳)十

二年条と十七年条は (応神)十六年 (405年 )条よりも前になければならな

い。

(3)「応神紀」と「仁徳紀」の関係

平群木菟宿禰は的戸田宿禰とともに (応神)十六年に加羅に派遣されている

が、平群木菟宿禰は (応神)三年に紀角宿禰とともに百済へ派遣されている。

紀角宿禰・平群木菟宿禰は国の代表者として派遣されているから (応神)三

年 (392年 )の 時点ですでに 30才 -40才 くらいにはなっているであろ

う。 (応神)十六年 (405年 )には40才 -50才 になっているcすでに当

時の平均寿命である。それにもかかわらず (仁徳)四十一年条で紀角宿禰は百

済へ派遣されている。 (応神)十六年から66年後のことである。紀角宿禰は
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100才を越える。年齢からみてもあり得ないことである。 (仁徳)四十一年

条は (応神)十六年 (紀角宿禰が40-50才 )よ りも前にあるべきであろう。

(仁徳)十二年条・十七年条、および (仁徳)四十一年条は (応神)十六年

条よりも前にあるべきである。これを年代順に並べると次のようになる。

○「応神紀」と「仁徳紀Jの 関係

「応神紀J     「仁徳紀 |

■392年  (応神)三年条

:       :     (仁 徳)十二年条

:       :     (仁 徳)十七年条

:       :     (仁 徳)四十一年条

■405年  (応神)十六年条

「応神紀」と「仁徳紀Jは ほぼ同時代のことである。

2  「仁徳紀」の年代問題

(1}「仁徳八十七年」とは

「仁徳紀」は (仁徳)八十七年条まである。仁徳天皇は 87年間も在位 した

ことになる。当時の平均寿命から考えてあり得ない。

「仁徳紀Jをみると (仁徳)六十 七年条から八十七年条までは空自であるの

20年間も記述がない。87年間も在位 しているとしながら20年間も記録が

ないのは何故であろうか。

(仁徳)元年をみると太歳年が書かれているc
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(仁徳)元年正月、 (中略)是歳、太歳癸酉。 『糸己』

仁徳天皇の次は履中天皇である。「履中紀」にも (履 中)元年に太歳年があ

る。

(履 中)元年、 (中略)是歳、太歳庚子。 『糸己』

(仁徳)元年は癸酉年であり、 (履中)元年は庚子年である。仁徳天皇の在

位は癸酉年から履中天皇の元年である庚子年の一つ前までであるc

癸酉から庚子の一つ前までは27年である。千支は 1巡 (60年 )しても同

じ千支になる。 27年に60年を加えると87年になる。 87年は「仁徳紀 J

の在位年数と同じである。千支も同じになる。仁徳天皇の在位は実際は癸酉年

から庚子年の前までの27年間ではないだろうか。それを『紀』は60年を加

えて87年間に引き伸ばしているのではないだろうか。20年間の空白期間は

在位年数を無理に87年に伸ばしたためにできたのであろう。

(2)仁徳天皇の即位年

『記』の崩年千支によると仁徳天皇の崩年は427年 である。履中天皇の即

位年も427年 である。仁徳天皇の崩年と履中天皇の即位年は重なる。

『紀』は仁徳天皇の在位は癸酉年から庚子年の前までとしており、
「

1徳天皇

の崩年と履中天皇の即位年は重なっていない。そのため仁徳天皇の在位は 27

年間となる。しか し実際は重なっているので仁徳天皇の在位は 27‐ 1=28

年間とすべきであろう。仁徳天皇は400年 -427年 までの 28年間在位 し

ていたことになる。

400年 -427年■仁徳天皇の在位
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(3}「仁徳紀」の年代訂正

仁徳天皇の在位は400年から427年である。ところが「仁徳紀Jの (仁

徳)四十一年条は (応神)十六年 (405年 )条よりも前になければならない。

400年から405年の間に (仁徳)元年条から (仁徳)四十一年条までが入

ることになる。

一方、「仁徳紀」の最後は (仁徳)八十七年条であるが (仁徳)六十七年条

から (仁徳)八十七年までの20年間は空自である。 (仁徳)八十七年条には

仁徳天皇が崩 じた記事があるがこれは仁徳天皇の死を次の履中天皇の元年で

ある「庚子年Jに合わせるためであろう。史実ではないと思われる。実際の「仁

徳紀」の最後の記事は (仁徳)六十七年条であろう。

仁徳天皇は427年に死去しているから (仁徳)六十七年条は427年より

も前になければならない。

このような条件から本来の「仁徳紀Jである「仁徳本紀」を復元しよう。

「仁徳本紀」は (仁徳)四十一年条前後から (仁徳)六十七年条までとなる。

まず「仁徳J元年を考える。 (仁徳)四十一年ころが元年になるからこのあ

たりの記事に着目すると次のような事件が起きている。

■ (仁徳)三十五年六月、皇后磐之媛、筒城宮に莞る。

■ (仁徳)三十七年十一月、皇后を乃羅山 (な らやま)に葬る。

■ (仁徳)三十八年正月、八田皇女を立てて皇后と為す。

■ (仁徳)四十年二月、隼別 (はやぶさわけ)皇子の叛乱、および播磨の

佐伯直 (さ えきのあたい)阿俄能胡 (あ がのこ)の「足玉手玉Jの窃盗

事件がある。

「仁徳」元年の候補になるのは (仁徳)三十八年の八田皇女が皇后になる年

か、あるいは (仁徳)四十年の叛乱を平定した年であろう。
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「仁徳紀」

(仁徳)即位前紀

(仁徳)三十八年

(仁徳)四十年

(仁徳)四十一年

(仁徳)五十三年

(仁徳)五十五年

(仁徳)六十七年

口

■

■

■

■

■

一一
　

一二

二

一　

　

〓

(仁徳)元年から (仁徳)三十八年までは「仁徳本紀Jの (即位前紀)に な

る。

(注 )こ の表は「仁徳紀」の記述から「仁徳本紀Jへ年代をそのまま機械

的に対応させたものである。「仁徳紀Jは 27年間を87年間に引き伸

ばしているから内容もかなり動かしているのであろう。 (仁徳)四十年

条以前をすべて「仁徳本紀」の (即位前紀)と考えるのは問題であろう。

(即位前紀)をはじめ、「仁徳紀」はすべて難波を中心とした近畿地方

の記録である。ところが後述するように仁徳天皇は405年ころまでは

(仁徳)三十八年を「仁徳」元年 (400年 )とすると最後の (仁徳)六十

七年は429年 になる。仁徳天皇の崩年は427年 であるからそれを越える。

(仁徳)二十八年は「仁徳J元年の候補から除かれる。

(仁徳)四十年は反対勢力 (隼別皇子)を平定 して安定 した治政がはじまる

年である。 (仁徳)四十年を「仁徳」元年 (400年 )と すると (仁徳)六十

七年は丁度 427年 になる。仁徳天皇の崩年と一致する。「仁徳J元年は (仁

徳)四十年と考えてよいであろう。

「仁徳本紀」は次のようになる。

40

40

41

41

42

0年

1年

3年

5年

7年

「仁徳本紀」

(仁徳即位前紀 )

「仁徳J元年

「仁徳J二年

「仁徳J十四年

「仁徳」十六年

「仁徳」二十八年
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九州にいる。仁徳天皇が 400年 に即位 したとすれば九州で即位 してい

ることになる。

3  「応神紀」と「仁徳紀」の関係

(1)「応神紀」と「仁徳紀」の年代

復元された「応神紀Jは 390年 から426年 であるの復元された「仁徳本

紀Jは 400年 から427年 である。

日 「月ゝネ申糸己J      3 9 0左 F                     4 2 6生 F

I 
¨ ・ ― ・ ― ・ ― ・  

… … ・ … ・ … ・ … ・ … … … …
 

… ・
 |

■「仁徳紀 」     400年         427年

|―・ …・ … …・ …・ …・ …・ … …・ … … ‐

「応神紀Jと「仁徳紀」は同じ時代のことが書かれているということになる。

{2)「応神紀」と「仁徳紀」の内容

「応神紀 |は九州の記録である。 (応神)八年 (397年 )条までは貴国の

ことが書かれており筑紫・肥前の歴史である。 (応神)九年 (398年 )条以

降は倭国の記録であり筑後の歴史であるcどちらも九州の歴史であるc

一方、 1仁徳紀Jは難波を中心とした近畿地方の記録であるc
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「応神紀Jと 「仁徳紀」は同じ時代の記録であるが、「応神紀Jは九州のこ

とを書いており、「仁徳紀」は近畿地方のことを書いている。同じ時代の九州

と近畿の歴史を「応神紀」と「仁徳紀Jに分けて書いているといえる。

『日本書紀』の構成は次のようになる。

□復元された『日本書紀』の構成

○九州の出来事   「神功紀」……・「応神紀」

〇近畿の出来事         「仁徳紀J… …「履中紀」……「反正紀J

九州の歴史として「仲哀紀」…・「神功紀J… 。「応神紀」があり、「仁徳紀」

から近畿地方の歴史になり「履中紀」…・「反正紀Jと続く。
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第 5章  『日本書紀』の紀年と実年代
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1  「神功紀」と120年の差

(1)こ れまで解明してきたこと

「紀Jの紀年は「神功紀Jになると実年代と 120年 の誤差がある。その誤

差はどこで生 じているのかを追求 してきた。これまでに判明したことを整llllす

ると次のようになる。

a 『紀』の (神功)四十六年条から (応神)十六年までは実年代と 12
0年の差があるc

b 「紀』の紀年と実年代が合っているのは (雄略)十九年 (475年 )

である。これを基点にして実年代を検討していけばよい。

c 検討の対象は 1応神紀 _、 
‐
仁徳紀 |、 1履中紀 |、

「
反正紀 |、 「允

恭紀 |、 「安康紀Jである。

d。
「
履中紀J、 1反正紀 J、 1安康紀」には年代を狂わせる要素はない3

e.1允 恭紀Jは 25年の誤差を生 じている。

f 「応神紀Jは 4年の誤差を生 じているc

残るのは 1仁徳紀コである。 仁徳紀 |が もっとも年代を狂わせているとい

えるの

252



{2}「仁徳紀」の年代

「応神紀」は390年 -426年 である。復元された「仁徳紀J、 すなわち

「仁徳本紀Jは 400年から427年である。「仁徳本紀」の中で400年か

ら426年までは「応神紀Jと重なる。重ならないのは 1年だけである。

「仁徳紀」は八十七年条まである。「応神紀」と重ならないのは 1年だけで

あるから87年が実質は 1年である。実年代との差は86年であるc

O「仁徳紀」における『紀』の紀年と実年代との差

87-1=86年

『紀』の紀年と実年代の差の合計は次のようになるの

○『紀』の紀年と実年代との差

■ 「応ネ申糸己1         4年

■「
仁徳紀J

■「允恭紀」

合計

86年

25年
115年

差は 115年 になる。 120年 に近づいたがまだ 5年の差がある3

(3)解決 された 120年 の差

何故、差が 120年にならないのであろうか。検討の対象は第 15代応神天

皇から第21代雄略天皇までである。そのすべての天皇について調べてきた。

整理すると次のようになる。
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()F紀Jの紀年と誤差のある天皇

日 15代 応神天皇

■ 16代 仁徳天皇

■ 17代 履中天皇

口 18代 反正天皇

■ 19代 允恭天皇

口20代 安康天皇

■21代 雄略天皇

在位年数

41年

87年

6年

5年

42年

3年

23年

誤差

4年

86年

(無 し)

(無 し)

25年

(無 し)

(無 し)

これまでは個々の天皇の在位年数に注目してみてきた。すべての天皇を通 し

てみていない。通 してみるとどうなるのであろうか。

(応神)元年 (390年 )か ら (雄略)十九年 (475年 )ま でを通 してみ

ると次のようになる。

○ (応神)元年から (雄略)十九年までの天皇の在位年数

・ 15代 応神天皇   41年
。16代 仁徳天皇   87年
・ 17代 履中天皇    6年
・ 18代 反正天皇    5年
。19代 允恭天皇   42年
・ 20代 安康天皇    3年
・ 21代 雄略天皇   19年  (十九年条まで )

合計    203年

『紀』の紀年では (応神)元年から (雄略)十九年までは 203年 になる。

実年代では (応神)元年が 390年 であり、 (雄略)十九年は475年 であ

るか ら475-390+1=86年 になる。「紀』の紀年と実年代の差は次の

ようになる。
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■203-86=117年

117年 の差となり、115年 よりも2年増えている。何故 2年増えたので

あろうか。それはある天皇の崩年と次の天皇の即位年が重なっているからであ

る。これまでは在位年数を個々にみてきた。すべて重なっていないことを前提

にしている。実際は 2年重なっている。

〇天皇の在位

■神功皇后

■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

○重なっている天皇

a.履中天皇

■仁徳天皇の崩年

■履中天皇の即位年

b 雄略天皇

■安康天皇の崩年

■雄略天皇の即位年

崩年

389年

394年

427年  (。 )

432年  (○ )

437年

454年

457年  (・ )

489年  (○ )

即位年

364年

400年

427年

433年

438年

455年

457年

42

42

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一
　

一

7年

7年

457年

457年

二人の天皇 (履中天皇、雄略天皇)が重なっている。これが 2年の差である。
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(注 )安康天皇の崩年を雄略天皇の即位年と重ならないようにすると安康

天皇は 454年 に即位 したことにな り今度は允恭天皇の崩年 と重な

る。

『紀』の紀年と実年代との差は 117年 になるの しか しまだ 120年 にはな

らないc3年足りない。この差はどこでおきているのであろうか。

実年代の方には誤差を生 じさせる要素はない。誤差を生む原因は
'紀

』の紀

年にある。『紀』の紀年の中にまだ 3年の誤差を含んでいる。

考えられるのは空位期間である。これまでは在位年数のみをみてきたΦ空位

期間は対象にしていないc

『紀』には各天皇の元年に太歳年が干支で書かれている。

○各天皇の元年の太歳年と在位年数

太歳年  在位年数

■応神天皇  元年   庚寅   41年
■仁徳天皇  元年   癸酉   87年
■履中天皇  元年   庚子    6年
■反正天皇  元年   丙午    5年
■允恭天皇  元年   壬子   42年
■安康天皇  元年   甲午    3年
■雄略天皇  元年   丁酉

天皇が即位 したときの大歳年の千支から崩御 した年の干支を調べて、それが

次の天皇の元年の太歳年 (干支)につながるかを調べればよい。

調べてみると空位期間のある天皇が二人いる。仁徳天皇と允恭天皇である。

O仁徳天皇の即位前の空位期間

太歳年

■ (応神)元年    庚寅
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(応神)二年

(応神)四十一年

ヨ]J「

庚午

(辛未 )

(壬申)

癸酉

「
空位期間J

「空位期間 |

■ (仁徳)元年

(応神)四十一年から (仁徳)元年までの間に (辛未)年と

2年の空位期間がある。

同じく允恭天皇の即位前にも空位期間がある。

○允恭天皇の即位前の空位期間

■ (反正)元年

■ (反正)二年

■ (反正)五年

■ (允恭)元年

○『紀』の紀年で「神功紀」

■ 「月Iネ申糸己J

■「仁徳紀J

■「允恭紀J

丙午

丁未

庚成

(辛亥)  「空位期間J

壬子

允恭天皇の前には 1年の空位期間がある。

二人の空位期間を合計すると3年になる。この 3年は『紀』の紀年に誤差を

生 じさせている。 117年にこれを加えると120年になるc

『紀』の紀年と実年代との間で 120年の誤差を生じている原因がこれです

べて解明された。まとめると次のようになる。

までに12 0年の誤差を生 じる原因

4年

86年

25年
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■崩年と即位年の重なり   ……   2年
■即位前の空位期間     ……   3年

合計           120年

(注 )仁徳天皇と允恭天皇に空位期間があるのは『紀』に次のようが記述

があるからであろう。

■仁徳天皇の (即位前紀)には、仁徳天皇は菟道稚郎子と天皇位を譲り合

い「三載 (とせ)を経るJと ある。3年とあるが『紀』は 2年の空位期

間をもうけているc

■允恭天皇も天皇位につくことを長く辞退している。 1紀』は「すでに年

月を経るJと 書いているcそ のため 1年の空位期間をもうけているので

あろう。

2  『日本書紀Jの紀元元年との差

(1)神武天皇の即位年

『紀』は神武天皇が橿原宮で即位した辛酉年をもって紀元元年にしている。

紀元元年は紀元前 660年になるという。

神武天皇が東征に出るのは255年 -265年 ころである。6年-11年か

けて東征を終え、270年 ころに即位 している。 (シ リーズ③参照 )

『紀』の紀元元年は紀元前 660年になるが実際は270年 ころである。そ

の差は930年である。
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930年の差は (神武)元年から (雄略)十九年 (475年 )ま での間で生

じている。

(神功)四十六年 (366年 )か ら (雄略)十九年までの間に 120年の差

を生 じているから (神武)元年から (神功)四十六年までの間に930-12

0=810年 の差を生じていることになる。この810年の差はどこでつけら

れているのであろうか。

(2)初代神武天皇

「神武紀Jは七十七年条まである。神武天皇は77年間在位したことになる。

実際の在位数は24年間である。神武天皇の一生は次のようになっているの

(シ リーズ③参照)

○神武天皇の一生 (年齢 )

東征出発  東征の期間

■『記』……・33才   33才 -44才

■『紀』…… 33才   33才 -39才

即位

44才

39才

死去

68才

63才

実際は 24年間の在位が 77年になっている。神武天皇は 270年 ころに即

位 して 24年間在位 しているか ら294年 ころまで在位 していたことにな

る。

第 10代崇神天皇の在位は 285年 -318年 である。神武天皇の在位期間

と重なる。『紀』の紀年では天皇の在位期間は重ならないようになっているの

で重なる年数は誤差になるの

崇神天皇には『記』に崩年千支があるので推定 した神武天皇の在位期間より

も正確である。崇神天皇の在位年数の方を基礎にする方がよい。
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神武天皇の在位で崇神天皇と重ならないのは 285-270=15年 間で

ある。したがって「神功紀Jに おける実年代との誤差は77年 -15年 間=6

2年 となるc

O第 1代神武天皇の紀年と実年代との差

■62年

(3)開史八代 (第 2代―第 9代 )

閾史八代の天皇の在位年数は次のようになっている。

○天皇の在位年数

■絵靖天皇   33年
■安寧天皇   38年
■諮徳天皇   34年
■孝昭天皇   83年
■孝安天皇  102年
目孝霊天皇   76年
目孝元天皇   57年
■開化天皇   60年

イト言+       4 8 3左 F

これらの天皇は年代が確実な崇神天皇 (285年 -318年 )、 垂仁天皇 (3

19年 -332年 )と 併存 している (シ リーズ③参照 )。 したがってこれらの

天皇の在位年数はすべて実年代との差になる。
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○第 2代絵靖天皇から第 9代開化天皇までの『紀』の紀年と実年代との差

■483年

{4)第 10代崇神天皇から第 13代成務天皇

第 10代崇神天皇の在位は285年 -318年 である。在位年数は34年で

ある。『紀』の在位年数は68年であるからその差は34年である。

○第 10代崇神天皇の実年代との差

・ 34年

第 10代崇神天皇と第 13代成務天皇には『記』に崩年干支がある。崩年は

それぞれ318年 と355年である。したがって第 11代垂仁天皇から第 13

代成務天皇までの実年数は次のようになる。

○第 11代垂仁天皇から第 13代成務天皇までの実年数

・ 355-318 = 37年

『紀』の紀年の年数は次のようになる。

○第 11代垂仁天皇から第 13代成務天皇までの『紀』の年数

。第 11代 垂仁天皇   99年
・第 12代 景行天皇   60年
。第 13代成務天皇    60年

合計      219年

37年が 219年になっている。差は219-37=182年 である。

第 10代崇神天皇から第 13代成務天皇までの実年代との差は次のように

なる。

261



1   1 」

○第 10代崇神天皇から第 13代成務天皇までの実年代との差

■34年 + 182年  ‐ 216年

(5}仲哀天皇

第 14代仲哀天皇にも『記』に崩年千支があり、崩年は 362年 である。仲

哀天皇は熊襲と戦い戦死 している。

神功皇后は熊襲征伐をして (神功)四十四年 (364年 )に 貴国を建国 して

いる。 (神功)四十四年 (364年 )以降はすでに 120年 の差があることが

判明している。 したがって (神功)四十四年までを調べればよい。

仲哀天皇は 362年 に死去 しているが神功皇后は (神功)四十四年 (364

年)に即位 しているから2年の空白期間がある。これを仲哀天皇の在位期間に

入れて計算することにしよう。そうすると仲哀天皇の在位は 356年 -363

年までとなり在位年数は 8年となる。

一方、『紀』の紀年の在位年数は次のようになる。

○『紀』の紀年による仲哀天皇の仮の在位年数
。仲哀天皇の在位数      9年
。 (神功)元年一四十三年  43年

合計        52年

実年代との差は 52-8=44年 となる。

○第 14代仲哀天皇の実年代との差

■44年
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(6)「紀 Jの紀 元元年 と実年代 との差

第 1代神武天皇から第 14代仲哀天皇までの『紀』の紀年と実年代の差は次

のようになる。

○神武天皇から仲哀天皇前の『紀』の紀年と実年代との差

■第 1代神武天皇              62年
■第 2代絵靖天皇―第 9代開化天皇     483年
■第 10代崇神天皇―第 13代成務天皇   216年
■第 14代仲哀天皇             44年

合計              805年

『紀』の紀年と実年代との差は805年になる。

この間に空位期間がある。

○第 1代から第 14代までの空位期間

■絵靖天皇の即位前   3年
■孝昭天皇の即位前   1年
■仲哀天皇の即位前   1年

合計      5年

805年に空位期間の 5年を加算すると810年になる。

(神武)元年から (神功)四十六年までの実年代との誤差は810年である。

それと一致する。

『紀』の紀元元年が紀元前 660年になる原因はすべて解明できた。

この解明に用いたのは『記』の崩年千支である。『記』の崩年千支はすべて

正しいといえる。
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第 6章  「万世一系」と幻の「大和政権」
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仁徳天皇と履中天皇

(1)仁徳天皇と履中天皇の崩年

仁徳天皇の子に履中天皇 。住吉仲皇子・反正天皇・允恭天皇がいるという。

(仁徳)二年二月、磐之媛を立てて皇后と為す。皇后、大兄去来穂別

天皇 (履 中天皇)。 住吉仲皇子・瑞歯別天皇 (反正天皇)。 雄朝津

間稚子宿禰天皇 (允恭天皇)を生む。           『紀』

仁徳天皇は磐之媛を皇后として履中天皇 。住吉仲皇子・反正天皇・允恭天皇

を生んだとある。

ところが仁徳天皇と履中天皇・反正天皇の崩年はあまりにも接近 しているc

O『記』の崩年千支による崩年

口仁徳天皇

■履中天皇

■反正天皇

■允恭天皇

427年

432年

437年

454年

仁徳天皇と履中天皇の崩年の差は 5年 しかない。仁徳天皇と反正天皇の間も

10年 しかない。仁徳天皇が特に長寿であり、履中天皇や反正天皇が特に早死

にしたということでもない。『記』『紀』の記す天皇の死去時の年齢は次のよ

うになっている。
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○天皇の死去時の年齢

『糸己』

20歳

40歳

06歳

07歳

52歳

00歳

10歳

70歳

若千

『言己』

68歳

53歳

37歳

95歳

52歳

00歳

30歳

83歳

64歳

60歳

78歳

崩年

318年■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

■反正天皇

■允恭天皇

1

1

1

1

1

1

1

35

36

39

42

43

43

45

5年

2年

4年

7年

2年

7年

4年

仁徳天皇は 83才であり、履中天皇は 70才、または 64才であるcほ とん

ど差はない。仁徳天皇と履中天皇の崩年の差が 5年 しかないということは親子

ではなく同世代であろう。

それは仁徳天皇と履中天皇の子供同士が婚姻 していることからもいえる。

(雄略)(即位前紀)、 去来穂別天皇 (履 中天皇)の女 (娘 )を 中帝

(な か し)姫皇女という。またの名は長田大娘皇女なり。大鶴鵜天皇

(仁徳天皇)の子、大草香皇子は長田皇女を要 りて眉輪王を生むな

り。 『糸己』

仁徳天皇の子である大草香皇子は履中天皇の娘である中帝姫皇女 (長 田皇

女)を要り眉輪王を生んだとある。子供同士が婚姻 しているc

『記』「紀』は仁徳天皇と履中天皇は親子であると書いているが実際は同世

代であり、親子ではない。
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(2)履中天皇の即位

『紀』をみると、天皇が死去すると次の天皇はその年に即位する場合と翌年

に即位する場合がある。しか しいずれの場合も翌年が新 しい天皇の元年になっ

ている。

○成務天皇

■ (景行)六十年 十 一月、大足彦天皇崩ず。

■ (成務)元年正月、皇太子、1'位すの

○反正天皇

■ (履 中)六年 (432年 )二月、去来穂別天皇 (履 中天皇)崩ずc

■ (反正)元年 (433年 )正月、儲君 (反正天皇)、 天皇位に即 く。     |

○安康天皇

■ (允恭)四十 二年正月、 (允恭)天皇崩ず。十二月、穴穂皇子 (安康天

皇)天皇位に即 く。

■ (安康)元年二月、天皇、大泊瀬皇子のために……。

安康天皇は允恭天皇が死去 した年に即位 しているがその翌年が元年であ

る。

仁徳天皇が死去すると履中天皇が即位する。そのときのことを i紀』は次の

ように書いている。

■ (仁徳)八十七年正月、大鶴鵜天皇 (仁徳天皇 )、 崩ず。太子 (履中天

皇)、 諒闇 (喪に服する期間)よ り出て未だ尊位 (天皇位)に即 (つ )

かぬうちに羽田矢代宿禰の女、黒媛を妃にしようと欲す3(後略 )

■ (履 中)元年二月、 lil太子 (履中天皇)、 磐余椎桜宮においてIμ位す c

l糸己J
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仁徳天皇は正月に死去している。仁徳天皇の喪に服する期間が過ぎると、太

子 (履 中天皇)は羽田矢代宿禰の娘、黒媛を妃にしようとする。吉日を定め、

弟の住吉仲皇子を派遣してその旨を告げさせる。ところが仲皇子は黒姫を淫

す。これがもとで履中天皇と仲皇子の争いがはじまるcその結果、履中天皇は

仲皇子を殺して「元年二月、馴1位すJと あるc喪の期間を過ぎてからの事件で

あるから「元年二月 |は仁徳天皇が死去した翌年であろう。「紀』の人歳年も

(仁徳)八十七年は己亥年、 (履中)元年は翌年の庚子年になっているc

ところが実年代では仁徳天皇の崩年は427年であり、履中天皇の元年も4

27年である。履中天皇の元年は仁徳天皇が死去した年であるcこ れは天皇の

日嗣 (ひつぎ)の制度からみると異常である。履中天皇の即位は異常だったの

ではないだろうか。

『紀』をよく見ると、仁徳天皇が死去したのは「八十七年二月」とあり、履

中天皇の即位は 1元年二月 |と なっているcこ れは同じ年ではないだろうか。

『紀』は履中天皇の即位は仁徳天皇が死去した翌年であるかのように書いてい

るが、実は『紀』の編纂者はこれが同じ年であることを知っていたのであろう。

正史として同じ年に次の天皇の元年がはじまるのはまずいので履中天皇の元

年を翌年としたが「正月Jと |二月Jに分けて暗に同じ年であることを示して

いるのではないだろうか。

仁徳天皇から同世代の履中天皇へ王位が継承されているcこ れは異常であ

る。『紀』はそれを隠すために同世代の履中天皇を仁徳天皇の子にしてJl位継

承は親から子へ正常に行われたかのようにしているのであろう。
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(3}履 中天皇と住吉仲皇子 (墨江中王)

履中天皇は住吉仲皇子を殺 して即位 している。履中天皇と住吉仲皇子の争い

の中にこの問題を解 く鍵がありそうである。『記』によると履中天皇は難波に

住んでいる。

(履 中天皇)本 (も と)、 難波宮に座す時、大嘗 (おおにえ)に座 し

て豊の明か りを為すとき、大御酒に酔い、大いに御寝 したまう。こ

こにその弟の墨江中王 (住吉仲皇子)、 天皇を取ろうとして火を大

殿につける。ここにおいて倭漢直 (や まとのあやのあたい)の祖、

阿知直は (天皇を)盗み出して御馬に乗せて倭 (や まと)へ幸 (い )

でまさしむ。 「言己』

難波宮は仁徳天皇の宮である「難波の高津宮 Jと 同じところであろう。履中

天皇は仁徳天皇の宮に住んでいると思われる。

『記』『紀Jは墨江中王 (住 吉仲皇子)は仁徳天皇の子であると書いているc

名前が住吉仲皇子であるから住吉に住んでいる仁徳天皇の皇子であろうc

『紀』の方では履中天皇は「太子Jとなっている。ところが「記」の方では

「天皇Jになっている。履中天皇は即位 している。履中天皇は仁徳天皇を殺 し

て難波宮に住んでいるのではないだろうか。子の住吉仲皇子は難波を逃げて住

吉に住んでいるのであろう。

墨江中王は「 (履 中)天皇を取ろうとして大殿に火をつけた」とある。原文

は「欲取天皇Jである。「天皇を取ろうと欲 してJと ある。「取るJは一般に

は「殺す」と訳 している。「天皇を殺そうとして火をつけた |と いう意味であ

る。 しか しその真意は「天皇位を取るJこ とであろう。

住吉仲皇子は履中天皇を襲っているc父 (仁徳天皇)の仇討ちをしようとし

たのではないだろうか。あるいは住吉仲皇子は仁徳天皇の後を継いで天皇にな

るはずであったが履中天皇に天皇位を奪われたのではないだろうか。 1天皇位

を取り戻そう」として履中天皇を襲ったのであろう。
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履中天皇の即位は異常である。それは履中天皇が仁徳天皇を殺 して天皇にな

ったからであろう。そのため仁徳天皇の死去 した年 (427年 )に履中天皇は

即位 している。

(4)履中天皇・反正天皇の陵

履中天皇は反正天皇とともに難波から大和へ逃げる。

上りて倭 (や まと)に到り詔して曰く (中略)。 故、その地を号し

て「遠つ飛鳥 (と おつあすか)」 という。故、石上神宮に参出て (中

略)。 天皇、ここに阿知直を始めて蔵官に任じ、糧地を給う。 『記』

「遠つ飛鳥」、「石上神宮Jが出てくる。いずれも大和である。履中天皇は

大和に住み着いている。ところが御陵は毛受 (もず)に あるという。毛受は大

阪府堺市百舌鳥 (も ず)である。仁徳天皇と同じところに履中天皇の陵がある。

■

　

　

■

(仁徳天皇)御陵は毛受の耳原に在るなり。

(履 中天皇)御陵は毛受に在るなり。

『言己』

『記』

次の反正天皇は河内の丹比 (た じひ)で天下を治めている。反正天皇も住吉

仲皇子の襲撃を受けたとき履中天皇とともに大和へ行 くが、大和から河内へも

どっている。

(反正)元年十月、河内の丹比 (た じひ)に都す。これを柴離宮 (し

ばかきみや)と いう。                  『紀』

反正天皇の陵も毛受にあるという。
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第11図 五 世 紀 の 大 阪

(笠井敏光原図,梶 山彦太郎・市原実著『続大阪平野
発達史」,1985年 〉より作成,一部加筆)

図 19難波 と丹比
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■ (反正天皇)御陵は毛受野に在るなり。

履中天皇も反正天皇も御陵は毛受 (百舌鳥)に あるという。仁徳天皇と同じ

百舌鳥に埋葬されている。

仁徳天皇と履中天皇・反正天皇は本来は同じ仲間であろう。仁徳天皇と履中

天皇は子供同士が婚姻している。

難波、住吉、丹比、百舌鳥の位置は「図 19難波と丹比」を参照。丹比は大

和へ行く道にある。百舌鳥にも近い。

図 19難波と丹比

(『 古代を考える 河内飛鳥』 (吉川弘文館)よ り)

{5)応神天皇と履中天皇

『記』『紀』は仁徳天皇と履中天皇は親子であると書いているが実際は親子

ではない。履中天皇は誰の子であろうか。

履中天皇の名前は「去来穂 (イ ザホ)別天皇」である。名前に「去来 (イ ザ)J

が付く。「去来」がつく天皇は応神天皇である。応神天皇は「誉田天皇Jであ

るが名前を取り替えている。

(応神即位前紀)、 一に云う、初め天皇、太子となり越国に行 く。角

鹿 (つぬが)の笥飯 (け ひ)大神を拝 (おが)み祭る。時に大神と

太子は名を相易 (か )えたまう。故、大神を号して去来紗 (イ ザサ)

別神という。太子を誉田別尊と名づく。然るに則ち大神の本の名は

誉田別神、太子の元の名は去来紗別尊というべし。然れども見ると

コ
Ｌ

ころ無 く、未だ未詳。
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応神天皇は福井県敦賀市の笥飯 (け ひ=気比)大神と名前を取り替えてい

る。元の名前は「去来紗 (イ ザサ)別尊Jである。名前に 1去来 (イ ザ)|が
つく。履中天皇と同じ名前である。応神天皇と履中天皇は親子か、近い関係に

あるのであろう。二人の崩年を見ても親子とみてよいであろう3

■応神天皇の崩年    394年
■履中天皇の崩年    432年

仁徳天皇と履中天皇は名前からみても別系統の人であり、親子ではない。

「応神系」    「仁徳系 J

応神天皇

履中天皇     仁徳天皇

住吉仲皇子

2  安康天皇と眉輪王

{1)大草香皇子と中帝姫

仁徳天皇の子の大草香皇子は履中天皇の娘中帝姫 (な か しひめ)を姿り、眉

輪王を生む。
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(雄略)(即位前紀)、 去来穂別天皇 (履中天皇)の女 (娘 )、 中帝

(な か し)姫皇女という。またの名は長田大娘皇女なりc大鶴鵜天皇

(仁徳天皇)の子、大草香皇子は長田皇女を要 りて眉輪王を生むな

り。

図示すると次のようになる。

『糸己』

履中天皇

中帝姫

   1   

大草香皇子 幡俊皇女 (妹 )

眉輪王

仁徳天皇

眉輪王は仁徳天皇と履中天皇の孫である。

{2)根使主 (ねのおみ)の事件

(安康)元年、大草香皇子に事件が起こる。

■安康天皇は大草香皇子の妹幡稜皇女 (はたびおうじょ)を雄略天皇の妃

にしようと思い、坂本臣の祖根使主 (ねのおみ)を大草香皇子のもとへ

遣わす。大草香皇子は快諾 し、喜びの気持ちを示すために宝物を捧げ
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る。ところが根使主はそれが欲 しくなり、自分のものにしようとして天

皇に嘘を言う。「大草香皇子は命令を奉 (う けたまわ)らずにLlに 曰く、

「其れ同族と雖もどうして吾が妹を妻とすることができようか 」と言 っ

た」という。

安康天皇は根使主の議言 (ざんげん)を信 じて大いに怒り、兵を起こし

て大草香皇子を殺すcその上、大草香皇子の妻、中帝姫を奪い皇后にす

る。

■ (安康)二年正月、中帝姫を立てて皇后と為すc 1糸己|

安康天皇は眉輪王の父である大草香皇子を殺 してその妻を皇后に してい

るc

眉輪王は父大草香皇子の仇討ちをするc

(安康)二年八月、天皇、眉輪王のために殺されるの    『紀』

安康天皇は眉輪王によって殺される。 (安康)三年は457年 であるc

(3)大草香皇子の誕生

大草香皇子は仁徳天皇と日向の髪長媛との間に生まれている。

(仁徳)二年 二月、又妃日向の髪長媛、大草香皇子・幡俊皇女を生むじ

F糸己」

日向は「筑紫の日向 Jで ある。仁徳天皇は九州に居て大卓香皇 Fと 幡俊皇女

を生んでいる。大草香皇子は九州で生まれているc

仁徳天皇と日向の髪長媛の出会いは (応神)十三年 (402年 )である。
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■ (応神)十一年 (400年 )、 是歳、人有 り、奏 して曰く、「日向国に

嬢子 (お とめ)有 り。名は髪長媛。諸縣君牛諸井の女なり。これ国色の

秀者 (国 中でもっとも美人)な りJと いう。

日 (応神)十二年 (402年 )九月、髪長媛、日向より至る。すなわち桑

津邑に安置す。ここに皇子大鶴鵜尊 (仁徳天皇)、 髪長媛を見て其の形

の美麗を感 じて常に恋情有 り。ここに天皇、大鶴鵜尊に配せむと欲す。

『糸己』

仁徳天皇は 402年 に髪長媛と出会い大草香皇子 と幡lll皇 女を生んでい

る。

{4}仁徳天皇の移住

仁徳天皇は平群木菟宿禰と同じ日に生まれており (仁徳即位前紀)、 平群木

菟宿禰は住吉仲皇子の襲撃から履中天皇を助けている。仁徳天皇と履中天皇は

子供同士 (大草香皇子と中帝姫)が婚姻している。このように仁徳天皇 。履中

天皇 。平群木菟宿禰は幼少から互いに関係がある。

平群木菟宿禰は405年に加羅に派遣される。倭国による九州からの派遣で

ある。

(応神)十六年 (405年 )八月、平群木菟宿禰・的戸田宿禰を加羅

に遣わす。                       『紀』

平群木菟宿禰は405年 ころまでは九州にいる。履中天皇は平群木菟宿禰に

助 けられているか ら履中天皇 もこの時期までは九州にいたのであろう。
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仁徳天皇は (応神)十三年 (402年 )に髪長媛を見初めているから仁徳天

皇も402年 ころまでは九州にいる。その後大草香皇子が生まれている。大草

香皇子は405年ころに九州で生まれたと考えてよいであろう。

O大草香皇子の年齢

405年ころ =  0才   (仮定)

(5)眉輪王の誕生

大草香皇子と中帝姫の間に眉輪王が生まれる。

1世代の平均を 23年 とすると大草香皇子が 23才のころに眉輪王は生ま

れている。大草香皇子は405年 ころに 0才であるとすれば 23才は428年
である。

大草香皇子    眉輪王

■405年    0才      ―――

■428年   23才       0才

眉輪王は428年 ころに生まれている。

(6)中帝姫の年齢

大草香皇子は22才、中帝姫は 17才の時に婚姻 し、翌年に眉輪王が生まれ

たとする。

中帝姫は安康天皇の皇后になっている。安康天皇は (安康)三年 (457年 )

に眉輪王によって殺される。その時の中帝姫の年齢は次のようになる。

1   11-

278



▲́           JIJ「
‐
_ ▲旦   」 _

大草香皇子

■428年    23才

■457年   (52才 )

中帝姫  眉輪王

18才    0才
47才   29才

安康天皇が殺されたとき中帝姫は47才 くらいである。安康天皇を殺した眉

輪王は29才前後である。

(7)安康天皇と中帯姫の年齢

安康天皇の元年は455年である。中帝姫は45才 くらいである。45才は

当時の平均寿命に近い。すでに年老いている。『紀』は (安康)二年 (456
年)に安康天皇は中帝姫を皇后にしたと書いている。46才の女性を皇后にし

ている。これはあり得ないであろう。

『記』に安康天皇と中帝姫の会話がある。

ここに其の大后 (中帝姫)の先の子、日弱王 (眉 輪 111)は是年七歳。

この王その時殿の下で遊ぶ。ここに (安康 )天皇、其の少 (お さな)

き王が殿の下で遊べるを知 らずに詔す、 1吾は恒に思うところあり。

何ぞといえば、汝の子 目弱王、人と成 りし時、吾、其の父王を殺す

を知れば還 りて邪心を有するか |と いうcこ こに其の殿の下で遊ん

でいた目弱王、この言を聞きてすなわちひそかに天皇の御寝るを伺

い、其の傍の大刀を取 り、天皇の頸を打ち斬 りて、都夫良意富美の

家に逃げ入りき。 『言己』
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「

眉輪王は 7才の時に安康天皇と中帝姫皇后の話を聞いている。眉輪王が 7才

の時は中帯姫はすでに安康天皇の皇后になっている3眉輪上が 7才の時は 43

5年であるの中―~3姫はその時は 25才であるc

■
　
　
■
　
　
■

眉輪王

428年   0才
431年  3才
435年   7才

中帝姫

18才

21才

25才

大草香皇子

23才

26才

中帝姫はこのときよりも数年前に皇后になっている。眉輪上の方もまだ幼く

て父が殺されたことを知らないとある。その年齢は 3才 -4才以下であろう。

大草香皇子が安康天皇によって殺されたのは431年 ころであろう。

この時の中帝姫は21才-22才である。安康天皇は21-22才 の中帝姫

を皇后にしている。この年齢であれば納得できる。もっとも美 しい時期であ

る。

大草香皇子は26才で殺されている。

(8)安康天皇の即位

『紀」は、 (安康)元年 (455年 )に安康天皇は大卓香皇子を殺して中帝

姫を皇后にしたとある。ところが実際は中帝姫は131年ころにはすでに皇后

になっている。安康天皇が即位したのは431年 ころであろう。

■安康天皇の即位  431年 ころ

(大草香皇子を殺 し、中帯姫を皇后にする)

■安康天皇の在位  431年 -457年  (27年 間 )
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安康天皇の在位は431年-457年 となり、安康天皇の在位期間は27年

となる。

『紀』は安康天皇の在位期間は 3年としている。『紀』の記述は史実とはま

ったく異なる。

3  創られた「万世一系」

(1}天皇の併存

反正天皇の在位は433年-437年 であり、允恭天皇の在位は438年一

454年である。新 しく求めた安康天皇の在位は431年-457年 であるの

安康天皇の在位期間は反正天皇や允恭天皇の在位期間と重なる。

■反正天皇の在位  433年 ……437年
■允恭天皇の在位         438年 ……………454年

■安康天皇の在位 431年 ……………………………………………457年

安康天皇は反正天阜や允恭天皇と併存 していたことになるc

{2)天皇と治天下の地域

反正天皇・允恭天皇・安康天皇は併存 していたと思われる。それは天皇の都

や御陵の場所が異なることからもいえる。
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○反正天皇

■「河内の丹比 (た じひ)に都すJと ある。大阪府羽曳野市丹比付近であ

ろうといわれている。

■御陵は「耳原陵 1と あるぃ堺市の百舌鳥占墳群にあるc

O允恭天皇

口『記』に「遠飛鳥宮で天下を治めるなリロとあるc大和国高市郡であろ

うといわれている。

■御陵は「河内の長野原陵Jに ある。河内国志紀郡であり、古市古墳群で

あろう。

○安康天皇

■「都を石上に遷すJと ある。奈良県天理市である。

日御陵は「菅原伏見陵Jと あるc大和国添下郡といわれている。奈良市付

近であろう。

これらをまとめると次のようになる。

天皇    都     御陵

■反正天皇  丹比  耳原 (百舌鳥古墳群 )

■允恭天皇  飛鳥  河内の長野原 (古市古墳群)

■安康天皇  石上  菅原伏見 (奈良市)

反正天皇・允恭天皇・安康天皇は都も違うし、御陵の場所も違うcそれそれ

の地域の独立した王ではないだろうか。

系統も異なる。履中天皇 (去来穂別天皇)と 反正天皇 (瑞歯別天皇)に は
「
別

(和気)Jの称号がつく。御陵も同じ百舌鳥である。同じ系統の人であろう。

履中天皇は応神天皇の子と考えられるから反正天皇も応神天皇の子である可

能性がある。
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允恭天皇は「雄朝津間稚子宿禰天皇」である。 1宿禰Jの称号がついているc

「和気 (別 )Jとは別系統の人であろう。

安康天皇の名前は「穴穂天皇Jである。「別 (和気)Jや「宿禰Jの称号が

ついていない。これもまた別の系統の人であろうc

『記』『紀』は反正天皇 。允恭天皇・安康天皇は兄弟や親子としているが、

それぞれ別系統の王であろう。それぞれの地域には独立 した王が存在 していた

のである。近畿地方は一人の天皇によって支配されていたのではない。

(3)「万世一系」とは

『記』『紀』は神武天皇以来「万世一系」にしている。親から子 (ま たは兄

弟)へ天皇位は継承されたようにしている。

しかし反正天皇・允恭天皇 。安康天皇は併存している。「万世一系Jではな

い。『記』『紀』はこれを一系に造り替えている。

その方法はまず一人の天皇を定める。各地には王が居るがその中から有力な

一人を選ぶ。その天皇が生存 している期間は他の王 (次の天皇)は即位 しない

ことにする。天皇が死去 してはじめて次の天皇が即位する。

それ以前の出来事はすべて (即位前紀)に入れる。図示すると次のようにな

る。

□実際の天皇の在位期間

■A天皇

■B天皇

■C天皇

AAAAAAAA

BBBBBBBBBB

CCCCCCCCCCCCCCC
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.   1  」

A天皇は「AAAAAA」 の期間を在位 しているとする。B天皇は別の地域

で IBBBBBBBJの 期間を在位 している。C天皇もまた別の地域で「CC

CCCCCCJの 期間を在位 しているとする。

これを万世一系にする方法はまず重なっている期間は一人の天皇だけが在

位 しているようにする。他の王はまだ即位 していないことになるのそれを小文

字の「 a, b, cJで表すと万世一系にした図は次のようになるc

□「万世一系」に作 り替えた天皇の在位

■A天皇   aaaaaAAA

■B天皇       bbbbbBB

■C天皇    cccccCCCC

(大文字が在位期間となる )

BB

ccCCCC

A天皇は「AAAJの 期間だけ在位したことになる。「aaaaalの 期間

はその前の天皇が在位していることを示す。B地域ではB天皇はその地域です

でに即位して王になっているが |万世 ‐系」にするために即位 していないこと

にする。それが lbbbbb」 であるcC天皇も同様であるc

こうして『記』『紀』の「万世一系 Jはつくられているc

安康天皇は実際には431年 ころに即位しているcし かし允恭天皇はまだ在

位中である。「万世一系Jにするには安康天皇を即位させることはできない。

允恭天皇が死去してはじめて安康天皇が即位したようにしたのである。その結

果、安康天皇は431年に大草香皇子を殺しているが455年に殺したように

書かれているのである。これが「万世一系Jの実体である。

反正天皇の即位年も允恭天皇の即位年も、すべての天皇の即位年は「万世一

系Jの ために変えられているc即位年は史実ではないと考えるべきであろう3
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(4)「大和政権 」 は存在 しない

従来は、大和政権 (ヤマ ト王権)はすでに4世紀末には存在 しているといわ

れてきた。すでに紹介したように鎌田元一氏は『日本の古代 6 王権をめぐる

戦い』 (中央公論社)の 中で次のように述べている。

ヤマ トの王が大王を称するようになった五世紀は、ヤマ ト政権によ

る国内の政治的統合が進み、一つの段階を画するにいたった時期で

ある。 (中略)(倭王)讃による確実な最初の遣使は四二一年 (武

帝永初二)年のことであるが、すでにヤマ トの王は倭国を代表する

唯一の主体として、外交権を独占的に掌握しており、 (中略)四世

紀末にはヤマ トの王権は百済と結び、朝鮮半島に出兵 して、高句麗・

新羅と戦っている。

これが一般的な理解である。しかし4世紀はおろか 5世紀になっても大和政

権というような統一王権は大和には存在しない。近畿地方には各地域にそれぞ

れの王が居た。『記』『紀』はそれをあたかも統一王権が存在 しているかのよ

うに「万世一系」に創り上げている。

これまでみてきたように『記』『紀』に書かれている5世紀ころの天皇はす

べて北部九州から逃げてきた人々である。仁徳天皇も、履中天皇も、反正天皇

もみな北部九州から逃げて来ている。それを従来は大和政権の天皇と呼んでき

たのである。

大和には 5世紀中ごろになっても大和政権というような王権は成立してい

ない。 5世紀に中国や朝鮮半島と交流をもっていたのは筑後の「倭の五王Jで

ある。
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