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法隆寺
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第 1章

法隆寺 の移築
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1

法隆寺の再建・ 非再建論争

(1)法 隆寺 の創建 と再建
法 隆寺 は上宮法皇 の病気平癒 を願 い建立 された寺で あ る。法 隆寺金 堂 の釈迦
三 尊像 の光 背 には次 の よ うな銘文 が あ る。

○法隆寺金堂 の釈迦三尊像光背銘 (概 要 )
■法興元三十一年、歳次辛 巳
■明年

(621年 )十 二月、鬼前太后崩ず。

(622年 )正 月二十二 日、上宮法皇枕病 して念

(よ

)か らず。

■千食 王后、佛 りて以て労疾 し、並びに床に若 く。
■時に王后・王子等、及 び諸臣 と深 く愁毒を懐 き、共に相発願す。仰 いで
三宝に依 り、当に釈像尺寸 の王身を造 る。此の願いの力を蒙 り、病を転
じ、寿を延ば し、世間に安住 されん ことを。 (中 略 )
■二月二十一 日、王后、即世す。
■翌 日 (二 月二十二 日)、 法皇、登題す。
■癸未年

(623年 )二 月中、願 の如 く釈迦尊像井 びに侠侍及 び荘厳の具

を造 り党 (お わ)る 。 (中 略)
「法隆寺金堂釈迦 三尊像光背銘」

■使司馬鞍作止利仏師造 る。

上 宮法 皇 は病 床 につ いた 。「王 后・ 王 子等 、及 び諸 臣 と深 く愁毒 を懐 き、共
に相発願す 。仰 いで三宝 に依 り、当に釈像尺寸 の王 身 を造 る」 とあ る。その願
い とは「病 を転 じ、寿 を延 ば し」 とあ る。上宮法皇 の病気 平癒 を祈願 して「 釈
像尺寸 の王 身 」 は造 られ た。
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「 釈像尺寸 の王 身 」 は法 隆寺金 堂 にある釈迦三尊像 で あ る。釈迦三尊像 は法
隆寺金 堂 の 中央 に安置 されて い る。法 隆寺 は上宮法皇 の病気 平癒 を祈願 して建
立 され た 寺 で あ る。
「 釈像尺寸 の王 身 」 は 623年 3月 に完成 して い る。法 隆寺 は 623年 に創
建 され た といえ る。
ところが法 隆寺 は 670年 に火災 に遭 い、一屋 も余す ことな く燃 え尽 きた と
い う。
(天 智)九 年

(670年 )四 月、夜半の後、法隆寺に火災。一屋も餘
『日本書紀』

る無 し。
法隆寺は全焼 している。
法隆寺が再建 されるのは和銅年間である。

○『七大寺年表』
■和銅元年

(708年 )戊 申、依詔造太宰府観世音寺、又作法隆寺

〇 『伊 呂波字類抄』巷二
■法隆寺、七大寺内、和銅年中造立
法 隆寺 は和銅年 間

(708年 ‑714年 )に 再建 されて い る。

(2)法 隆寺 と飛鳥様式
法隆寺 の五重塔や金堂および仏像は飛鳥様式 であるといわれている。

(670年 )こ ろを境に「飛鳥様式」
か ら「 自鳳様式」になるという。法隆寺は飛鳥様式であ り、 670年 よ りも前
美術史では法隆寺が焼失 した天智九年
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に建造 されているという。美術史・建築史か らみると法隆寺は「飛鳥様式」で
あるか ら再建されて いないことになる。いわゆる「非再建」である。
文献学者は火災に遭 って全焼 しているので「再建」を主張す る。法 隆寺は和
銅年間に再建されて いるか ら「 白鳳様式」とい うことになる。ところが美術史
や建築史の学者は法隆寺は飛鳥様式であるという。そこで再建論者は白鳳時代
に飛鳥様式を真似て造 ったと言 う。
明治以来、法隆寺 の「再建」「非再建」をめ ぐる論争があ った。「法隆寺 の
再建・ 非再建論争」である。

{3)法 隆寺の再建非再建論争
法 隆寺 の再建 ・ 非再 建論争 の歴 史 を足立康氏 は 『法 隆寺再建非再建論争 史 』
(龍 吟社 、 昭和十六年 )に 要領 よ くま とめて い る。

○法隆寺論争第一期 (明 治 20年 ころ―明治 38年 )
■再建論

1 『日本書紀』の法隆寺焼失の記事は絶対正確である。
2『 七大寺年表』、『伊呂波字類抄』・ 『法隆寺資財帳』の記事によ
り和銅再建 の事は疑 いない。

3
4

尺度論を初め実物上の證擦 (証 拠 )は 絶対的の ものでない。
様式論は一種の仮定で方法論的にも重大な疑間がある。

■非再建論

1
2
3

今 の伽藍敷地に焼土はな く礎石に焼損の形跡 もな い。
使用尺度は飛鳥時代の高麗尺である。
建築様式は純然たる飛鳥式である。
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4『 日本書紀』の一条は必ず しも絶対的でない。あるいは千支一運の
誤りで推古天皇十八年の僧房雑合のそれを伝えたるものである。
このよ うな論点で「法隆寺の再建・ 非再建論争」 はは じまったとい う。
足立康氏は第 一期 の最 も有力な証拠 と見 るべ きは次 の点であろうと書 いて
い る。

■再建論

『 日本書紀』 に見える法隆寺焼失 の記事

■非再建論

敷地に焼土焼瓦な く礎石に焼損 の形跡 なき こと

これはどちらにとって も致命的な反証 とな っている。この二 つの矛盾す る事
柄を調和す るように腐心 したのが法隆寺論争 の第二期である。
○法隆寺論争第二期 (明 治 38年 一昭和
■再建論

13年 ころ)

当初 の法 隆寺は斑鳩宮の宮殿を転用 した ものである。天智天

皇九年焼失後敷地を今 の所 に移 し寺院建築 の形式 によって再建 した。
■非再建論
天智天皇九年に炎上 したのは太子 の御為 に法隆寺内に建立
された伽藍 である。今 の伽藍 は本来 の法隆寺が創建 のままで残存 して い
るのである。

足立康氏はこれに対 して次のような批判を している。「斑鳩宮起源説は根拠
薄弱であり、論者自身が これを放棄 している。また非再建論の二寺説 も若草伽
藍阻より出土す る古瓦は却 って今の伽藍地より出土するものよ り古い形式を
もっているとい う事実がある」と述べている。
第二期は足立康氏 の論文発表か らは じまるとい う。足立氏 自身 これを「新非
再建論」 と呼んで いる。
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○足立康説「新非再建論」 (昭 和

14年 )

■天智天皇九年焼失 したのは、本来 の法隆寺であ って、その位置は今の若
草伽藍阻にあった。
■現存 の伽藍は、飛鳥時代末期聖徳太子 の御為に、法隆寺の西北 隅 (即 ち
現在 の場所にあたる)に 創建 された釈迦堂一廓 の後身である。
喜 田貞吉氏 は足立康 説 を非難 した。法 隆寺論争第二期 の は じま りで あ る。

○喜 田貞吉氏説 (昭 和

14年 )

■天智天皇九年焼失の法隆寺の位置は若草伽藍阻にあった。
■現存 の伽藍は、焼失後その敷地を今の所に移 して再建 し和銅に完成 した
もので ある。

第 二 期 に入 って天智天皇九年 の 法 隆寺 の罹 災 を再建論・新 非再 建論 も認 め る
ことにな る。 今後 の課題 と して残 され たのは次 の 点で ある とい う。

○法隆寺論争第二期 (昭 和

14年 一)

■現存伽藍は、本来 の法隆寺が 自鳳時代にその敷地を替えて再建 された も
ので あるか。
■現存伽藍は、飛 鳥末期創建 の太子御為の釈迦堂一廓 の後身であるか。
足立康 氏 は この よ うに書 いて い る。

{4)若 草伽藍址の発掘
法 隆寺 論争 の 第 二 期 に入 った 昭和

14年 12月 に若 草伽 藍址 の 発掘 調査 が

行 われ た 。 そ して次 の こ とが判 明 した。
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○若草伽 藍址 の発掘調 査 に よ り判明 した こと
■焼跡 が認 め られ た。
■伽藍形式 は四天 王 寺式 で あ る ことが 判 明 した。
)「 四天 王 寺式 」 とは 中門・ 塔 。金堂が南北 に縦 一 直線 に配置 され
(注

る形式
■若草伽 藍 は古 い伽藍配置 の 形式 で あ り、その寺地 が現法 隆寺 と互 いに重
な る ことか ら、この両 寺 は同 じころに併存 した とは認 め られ な い ことが
判 明 した。

若草伽藍は焼失 し、その近 くに現法隆寺が再建 され たことが判明 した。法隆
寺は再建 されて いる。喜田貞吉説 は正 しか った。「法隆寺 の再建非再建論争」
には終止符が打 たれた。
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2

法隆寺 の年代

(1}五 重塔の心柱の年代
法隆寺の再建非再建論争は「再建論」が勝利を収めたと思 われた。ところが
最近重大な研究発表があった。法隆寺の五重塔 の心柱は 594年 に伐採 された
桧

(ヒ

ノキ)で あるという。 2001年 2月

21日 の朝 日新聞は次のよ うに報

じている。

現存 す る 日本 最 古 の仏 塔で、 世界遺産 に登 録 され て い る法 隆寺 (奈
良県 斑鳩 町 )の 国 宝・ 五重 塔 の 中心 を通 る心 柱 (し ん ば しら)と し
て、五 九 四年 に伐 採 され た ヒノキが使 われて い る こ とが 判 明 した 、
と奈 良 国立文化財研 究所 が二 十 日、発 表 した。五 重塔 は八 世紀初 め
の 建立 とされて きたが 、心柱 の伐採年 はそれ を百年以 上 さか のぼ る
こ とにな る。
法 隆寺 は六 〇七年 ご ろに聖徳 太子 が創 建 し、六 七 〇年 に焼失 、場所
を少 し移 して再 建 された とい うのが 定説。
図

30

五 重塔 の断 面図

朝 日新 聞

(朝 日新 聞社 )

法隆寺は和銅年間 (八 世紀初め)に 再建されたとい うのが定説とある。「再
建論」は定説になっている。
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1法 隆寺五重塔の断面図(解 体修理前)
‐‐

心柱 継ぎ 目

李

￨

14.3m

切り取 ら れ た 標 本

321m

17.8m

図 30 五重塔の断面図

(朝 日新聞社 )

法隆寺は 670年 に焼失 して再建 されているに もかかわ らず現存す る法隆
寺五重塔 の心柱は 594年 に伐採 された ヒノキであることが判明 した。五重塔
は焼失 していない。そうであれば「非再建」である。
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定説を打ち砕 くような発表に対 して次のよ うな解釈が提出された。2001
年 3月 2日 の朝 日新聞 (夕 刊 )は 「法隆寺心柱 のなぞ」と題 して三つの説を紹
介 している。
■再利用説
若草伽藍か、または他 の寺 の塔 の心柱を再利用 したのであろ う。
■貯木説
心柱は元 々転用 して使 うものではない。貯木場に原木 のまま置 いて
いたので あろう。
■二寺併存説
五重塔 の一 番下、初層にある釈迦涅槃像などの塑像が、七一一年に
完成 したことがわか っている。だが、一九四三年か ら五四年にか け
ての解体修理 の際、塑像が造 られたときには、すでに心柱が腐 りか
か っていた可能性を指摘す る報告書が作成 されている。 こ うした理
由か ら若草伽藍 と西院伽藍に二 つの寺が同時に建 っていたとの推測
も成 り立つ 。だが、それを裏付 ける証拠は今 のところ見 つか ってい
ない。
どの説 も納得できるものではない。
法隆寺はふたたび大きな謎に包 まれたといえる。

(2)五 重塔 の木材 の年輪年代

2003年

7月

16日 の朝 日新聞

(夕 刊 )は「法隆寺「再建」裏付 け」とい

う見 出 しで次のような記事を掲載 した。
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奈良県 斑鳩町の法隆寺五重塔 (国 宝 )に 使われていた木材に、 66

3年 ごろ伐採 された木がある ことが、奈良文化財研究所

(奈 文研 )

の年輪年代法 による調査でわか った。 (中 略 )奈 文研は五重塔の ヒ
ノキの部材

14点 を調 べ 、 うち 4階 な どの屋根の垂木 2点 と化粧裏

板 1点 の 3点 に樹皮に近 い外側 の 白い部分 (白 太 (し らた))が 残
っていた。それぞれ の最 も外側 の年輪を測定 した結果、垂木は 66

3年 と 631年 、化粧裏板は 624年 だ った。自太 の残 り具合か ら、

663年 の垂木は この ころ伐採 されたと考え られ るとい う。 この結
果か らは、五重塔 の建設は 7世 紀後半 とみ られる。
法隆寺 の再建非再建論争 は、 1939年 に境内南東の若草伽藍か ら
金堂 と塔跡が発掘 され、再建説が支配的にな ったが、五重塔の中心
を通る心柱 の年輪年代 が 594年 と判明 した ことで、学界に衝撃を
与え た。 (中 略)
五重塔 は 8世 紀初 めに完成 したとす る説が有力だが、 7世 紀後半説
朝 日新聞

もあ り、論議が続いていた。

五重塔の 4階 (層 )の 屋根 の木材には 624年 、 631年 、 663年 に伐採
された ものがあるとい う。それにより五重塔は 7世 紀後半 に建設 されたとみ ら
れるとある。
法隆寺 の再建論 には「 7世 紀後半再建説」があるという。これ らの木材 の年
代により法隆寺 は「 7世 紀後半 に再建された」とい う「再建説」の裏付 けにな
ったとしている。

(3)法 隆寺 の新 しい「 謎」
法隆寺は 670年 に焼失 し、和銅年間

(708年 )に 再建 された。これが定
説 であった。ところが五重塔 の心柱は 594年 に伐採 された ものであ り、五重
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塔 の 4層 (階 )の 屋根には 624年 、 631年 、 663年 に伐採 された木材が
使用 されているという。いずれ も 670年 の焼失以前 の木材である。法隆寺 の
五重塔は焼失 していないことが判明 した。焼失 していないな らば「非再建」で
ある。
朝 日新聞は「 7世 紀後半再建説」を紹介 しているが、心柱は 594年 に伐採
されている。それを 7世 紀後半まで貯木 していたというのであろ うか。それは
あ り得な いで あろう。「 7世 紀後半再建説」は成立 しない。
法隆寺 の「再建・ 非再建論争」は再 び 出発点に戻 ったといえる。
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3

法隆寺は移築された

(1)法 隆寺 の移築
法隆寺は 670年 に火災に遭 うが再建 された五重塔の心柱は 594年 に伐
採 された ものであるとい う。法隆寺 は和銅年間に再建されるが、五重塔は新築
したのではな く移築 したのではないだろ うか。
五重塔 の初層 (1階 )の 釈迦涅槃像は再建時の 711年 (和 銅年間)に 完成
す るが、この時すでに心柱は腐 りかけて いたとい う。腐 りかけた心柱を用 いて
新 しい五重塔を造 るようなことは しないであろう。
五重塔は心柱を 594年 に伐採 してす ぐに造 られたのであろう。心柱は 2m
も土 の 中に埋め られる。腐るのは早い。和銅年間の再建は新築ではな く移築で
あろう。法隆寺の心柱は 594年 に伐採 され、す ぐに五重 塔 の心柱に使われ、
和銅年間

(710年 ころ)に 移築 されたのではないだろうか。このように考え

るとすべ てが解決す る。

(2}米 田良三説
法隆寺が移築 されたとい う説はすでに米田良三氏が『法隆寺は移築 された』
(新 泉社 )で 書 いている。建築家 の 目か ら見た鋭 い指摘がある。

『七
法隆寺は太宰府の観世音寺か ら移築 されたとしている。しか し
米田氏は、
大寺年表』には「和銅元年

(708年 )戊 申、依詔造太宰府観世音寺、又作法

隆寺」とある。観世音寺 と法隆寺は同時に造 られている。観世音寺か ら法隆寺
へ の移築はあ り得な い。
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しか も観世音寺 の絵図では金堂は平屋である。法 隆寺 の金堂は二層 である。
金堂は明 らかに異なる。法隆寺は観世音寺か らの移築ではな い。

3)法 隆寺 の建築尺度
〔
平井進氏 は『古代文化を考える』 40号 (東 アジアの古代文化を考える会 の
「 同人誌」)に 法隆寺 の建築尺度について研究成果を発表 している。それによ
ると法隆寺 の建築尺度は次 のよ うにな っているという。
(注 )「 尺度」については「古代史の復元③『神武・崇神 と初期 ヤマ ト王権』」

参照

(平 井進氏 の研 究 よ り)
26。 85cm

○法 隆寺 の建築尺度
■五 重塔 の主屋
■金 堂 の主屋

27.Ocm

■中間、回廊 、塔 ・ 金堂 の 配置

24.7cm

法隆寺 の建築尺度をみると建物によ って尺度が異 な っている。五重塔 と金堂
の尺度はほぼ同 じであるが、中間・ 回廊 の尺度 とは大き く異 なる。
寺院を建築す る場合、 (五 重 )塔・ 金堂 。中間・ 回廊は同 じ設計者によ って
設計 されるであろう。尺度は同 じになるはずである。
法隆寺 の 中門と回廊 の尺度はどち らも 24.7cmで あるという。同 じ設計
者によ って設計されて いる。ところが五重塔 と金堂は中間 。回廊 の設計者 とは
異 なることを示 している。法隆寺は複数の設計者によって設計 されている。
五重塔 と金堂は飛鳥様式である。飛鳥時代に造 られて いる。五重塔は心柱が
伐採 された 594年 ころに造 られたのであろ う。
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一方、中門 と回廊は和銅年間に造 られて いる。中間の金 剛力士像は『法隆寺
伽藍縁起井流 記資財帳』 (以 下『法 隆寺資財帳』と略)に よると和銅四年に造
られて いる。

■合金 剛力士形式躯
右和銅 四年歳 次辛亥

在 中間
寺造者

『法隆寺伽藍縁起井流記資財帳』

中間の金 剛力士像は和銅四年

(711年 )に 造 られている。中間と回廊は和

銅年間に新 しく造 られて いる。
金堂・五重塔は飛鳥時代に造 られてお り、中間・ 回廊は和銅年間に造 られて
いる。 したが って尺度は異なるので あろう。
五重塔 と金堂を配置 している尺度は 24.7cmで あるとい う。中門・ 回廊
の建築尺度 と同 じである。五重塔 と金堂は再建時の和銅年間に配置 されてい
る。移築であろう。 それ以前には現在 の場所には無 か ったのである。
五重 塔 と金堂は飛鳥時代 に造 られて い る。 670年 の火災に も遭 っていな
い。五重塔や金堂は今 の奈良県斑鳩 に創建 されたのではな く別 のところに造 ら
れて和銅年間に今 の斑鳩に運ばれて設置 されたのである。法隆寺は移築 されて
いる。
法隆寺 は和銅年間に再建 されるが五重塔 と金堂は新 しく造 ったのではな く
移築 している。新 しく造 ったのは 中間と回廊である。

491

第 2章

法隆寺の創建
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1

法隆寺の建築尺度

(1)平 井進氏の「法隆寺の建築尺度」
平井進氏は『古代文化を考える』 40号 に「法隆寺 の建築尺度」を発表 して
いる。そ こには法隆寺 の あらゆる建築尺度が示 されて いる。その一部は次 のよ
うにな っている。
()平 井進氏 の 「法 隆寺 の建築尺度 」

22.6cmの 尺度
。22.6cm… …若草伽 藍 、金 堂の阿弥陀像 台座
■② 25。 lcmの 尺度 の系統
・ 24.7cm… … 中間、 回廊 、塔 ・ 金堂 の 配置 、金堂壁 画
<尺 度 の 関係 > (24.7:25。
1=拒 :1.44)
■③ 27.lcmの 尺度 の系統
。27.Ocm… …金 堂の主屋 、天蓋
・ 27.lcm… …塔 の基壇 ・ 裳 階 (も こ し)、 金 堂 の基壇 ・ 裳 階 、
口①

塔 の 肘木 (初 重 )、 塔 の心 柱 (八 角形 断面 )、 釈迦 三 尊像光背
・

26.6cm…

…金 堂 の釈迦 三 尊像 ・ 薬 師像 の台座

<尺 度の関係 >

(26.6:27.1〓

√

:1.44)

■④ 26.85cmの 尺度の系統
・ 26。

85cm・ … …塔 の 主 屋

法隆寺は実に多 くの建築尺度によって造 られている。法隆寺は複雑な過去を
持 っていることを示 している。
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(2)釈 迦 三 尊像 の尺 度
平井進氏は法隆寺金堂の釈迦三尊像の光背銘の尺度について次のように述
べ て い る。

銘は光背 の下か ら 65cmの ところを底辺 と して 34.2cmの 正

X14行 で書かれている。 この 1字 あた りの縦横
の大きさは 2.44cmで あ り、これ と下か らの高さの 65cmは 2

方形 の 内に 14字

7.1の 尺度で次 のよ うに表す ことができる。
2.4
日 65
27.1×
■ 2.44 27.1× 10.09
平井進氏 『古代文化を考える』 40号
法隆寺金堂 の釈迦三尊像の光背銘の尺度は 27.lcmで あるとい う。法隆
寺金堂 の釈迦三尊像は上宮法皇の「尺寸 の王身」である。釈迦像および銘文は
上 宮王 家 で造 られて いる。上宮王 家 の尺度は「 27.lcm」 ということにな
る。

○上宮王家 の尺度
■上宮王家 の建築尺度

27.l crn

(3)法 隆寺 と斑 鳩 寺
法隆寺金堂の釈迦三尊像 は上宮法皇の病気平癒を祈願 して造 られた。上宮王
家の本拠地は肥前の飛鳥である。法隆寺は肥前の飛鳥で造 られている。それが
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現在 は奈 良県 の斑 鳩 にあ る。法 隆寺 は肥前 の飛 鳥か ら和銅年 間に奈 良県 の斑 鳩
へ 移築 され たので あ る。

(天 智 )九 年

(670年 )四 月 、夜半 の後 、法 隆寺 に火 災 。一屋 も餘

る無 し。

『 日本 書紀 』

670年 に「法隆寺」は全焼 したとある。 しか しこれは「斑鳩寺」の誤 りで
あろう。法隆寺は焼けて いない。五重塔 の心柱は 594年 に伐採 された もので
あ り、 4層 の木材は 624年 、 631年 、 663年 に伐採 された もので ある。
『 日本書紀』の編纂者は「斑鳩寺」と書 くべ きと ころを「法隆寺」と書いた
ので あろう。当時はすでにそこには法 隆寺が再建 されてお り、「法隆寺」と呼
ばれていたか らであろう。

670年 には法 隆寺 は肥前の飛鳥にあった。それ を和銅年間 (710年 こ
ろ)に 奈良県 の斑鳩に移築 したのである。
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2

上宮王家 と法隆寺 の創建

(1)法 隆寺の基壇と裳階

(も

こし)

和銅年間に法隆寺は今 の斑鳩に移築 された。五重塔 と金堂は移築 され、24.
7cmの 尺度で配置 された。中門 。回廊は新 しく造 られた。その建築尺度 は 2
4。

7cmで ある。和銅年間の移築時の建築尺度 は 24.7cmで ある。
ところが平井氏 の研究 によると五重塔および金堂の基壇 と裳階 の尺度 は 2

lcmで あるとい う。

7。

■五重塔 の基壇・裳階の尺度
■金堂の基壇・ 裳階の尺度

… 27.l

CFn
・27.l crn
…

五重塔や金堂は基壇 の上に建て られる。基壇 の尺度は五重塔や金堂が移築 さ
れたときの尺度

(24.7cm)と

は異な っている。基壇 は和銅年間に斑鳩 で

新 しく造 られ た ものではない。

27.lcm」

は上宮王家 の尺度である。基壇は上宮王家で造 られて いる。
それを斑鳩 まで運んだのである。和銅年間 に金堂 と五重塔を斑鳩 へ移築 した
「

が、基壇 も一緒に肥前 の飛鳥か ら斑鳩へ運んで いる。

(2)五 重 塔 の 創 建
法隆寺は上宮法皇の病気平癒を願 って 623年 に肥前 の飛鳥 に建立 され
た。金堂の中央には上宮法皇の「尺寸の王身」である釈迦三尊像が安置されて
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lcmで ある。上宮王家の尺度である。金堂・
五重塔の基壇の尺度 も 27.lcmで ある。法隆寺はこの基壇の上に建て られ
いる。釈迦三尊像の尺度は 27。

ている。法 隆寺は「上 宮王家 の尺度」で建て られているといえる。
ところが五重塔 の主屋の尺度は 26.85cmで あるという。上宮王家 の尺
度

(27.lcm)と

は異なる。五重 塔は上 宮王家 で造 られたのではないこと

を示 している。五重塔は他所 で創建 されて上宮王家 (肥 前 の飛鳥 )へ 運んだの
で あろう。
五重塔 の心柱は 594年 に伐採 されている。五重塔は伐採 されてす ぐに造 ら
れたのであろう。それが どこで造 られたのかは現時点では不明であるが、それ
を解体 して上宮王家 (肥 前 の飛鳥 )ま で運んでいる。基壇は上宮王家で新 しく
造 っている。
釈迦三尊像は上宮法皇が 622年 1月

22日 に病気にな り、その病気平癒を

願 って造 られた。完成す るのは 623年 3月 である。それが法隆寺 の金堂 の 中
央に安置 されている。法 隆寺は この時に完成 したのであろ う。法隆寺 の創建は

623年 である。
法隆寺 の完成までは発願か ら約 1年 である。1年 では五重塔を造 るのは無理
であ ろう。五重塔は当初か ら移築することを前提に していたのではないだろ う
か。 622年 に上宮法皇の病気平癒を祈願 した時か ら五重塔は移築することを
前提に していたと思われる。
法隆寺の五重塔は次 のよ うな変遷を している。

○法隆寺五重塔の変遷
■ 594年

創建、場所は不明 (北 部九州であろう)

■ 623年

肥前 の飛鳥へ移築

■ 710年

奈良県斑鳩へ移築

(法 隆寺 の創建 )
(法 隆寺 の再建 =移 築 )

五 重塔 は この よ うな複雑 な変遷 を して い る。
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(3)金 堂 の創建
釈迦三尊像を造ることが決
金堂は釈迦三尊像を安置するための建物である。
まった時点で金堂を建てる こと も計画され たであろう。
ところが建築史 の研究に よると金堂 の雲形肘木 と五重塔 の雲形肘木を比較
す ると五重塔 の肘木 の方が省略形であり、新 しいとい う。金堂 の方 が五重塔 よ
りも先 に造 られて いる。金堂は 594年 よりも前に創建 されて いることにな
る。金堂 も 623年 に新 しく造 られたのではな く移築 している。
平井氏 の尺度 の研究によると金堂の建築尺度は次 のよ うにな っている。
■ 27.Ocmの 尺度
■ 27.lcmの 尺度

¨金堂 の主屋、天蓋
¨金堂の基壇・ 裳階、釈迦三尊像光背

。
金堂の主屋 と天蓋 の尺度は 27.Ocmで あ り、金堂の基壇 裳階 の尺度 は

27.lcmで ある。
尺度が 27.Ocmと 27.lcmで は lmmの 差である。誤差 の範囲である
といえる。 ところが平井氏 の研究 では系統が異なるとい う。

027.Ocmの 系統
■ 22.5cm… …金堂の部材
雲肘木 … 22。 1‑22.2cm
枠肘木 … 22.5cm
<尺 度 の関係 > 22.5:27.0=1:1.2
027.lcmの 系統
■ 26.6cm… 釈迦三尊像・ 薬師像 の台座
■ 22.6cm… 阿弥陀像 の台座
<尺 度 の関係 > 22.6:26.6:27.1=1.2:拒
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:1.44

金堂の主屋 と部材 (肘 木 )は 27.Ocmの 系統である。金堂の建物 自体 は
27.Ocmの 尺度で造 られている。天蓋 も 27.Ocmで ある。金堂 と天蓋は
創建時に同時に造 られている。
ところが金堂に納め られて いる釈迦三尊像や台座は 27.lcmの 上宮王 家
の尺度 で造 られている。釈辺三尊像 と台座は 623年 に上宮王家で造 られてい
る。銘文に上宮法皇 の病気平癒を願 って「釈像尺寸 の王身を造 る」とあるがそ
れが立証 されたことになる。
金堂の建物 自体 は上宮王家で造 ったのではない。金堂 も 623年 に他所か ら
移築 している。金堂 も 1年 では造 ることができないのであ ろう。金堂 も当初か
ら移築することを前提に している。
法隆寺 は 623年 に肥前 の飛鳥に建立 され るが 中心の建物である金堂 と五
重塔は他所か ら移築 している。
さらに重要な ことは金堂の建築尺度は 27.Ocmで あり、五重塔の建築尺
度は 26.85cmで ある。金堂 と五重塔は別 々に設計されて いる。金堂 と五
重塔はそれぞれ別のところで創建 されている。それを上宮王家が 623年 に肥
前 の飛鳥に運 び、法隆寺 として新 しい寺に している。こ うして肥前の飛鳥に「法
隆寺」が創建 されたのである。
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3

法 隆寺 創建 時 の手入 れ

{1)五 重塔の心柱
法 隆寺 五 重塔 の心柱 は上方 が 円形 で あ り、下方 は八角形 で あ る。心柱 は 59

4年 に伐採 され た桧 で あ る。
平井氏 の研究 に よれば八 角形 の辺 長 の尺 度 は 27.lcmで あ る とい う。 上
宮 王 家 の尺 度 で あ る。心柱 は上宮王家 によ って八角形 に削 られて い る。
心柱 の上側 の 円形 は段差 が あ り、そ こには当初相輪 の伏 鉢 が載 って いた とい
う。 その 円形 の径 の 尺度 は 23.Ocmで あ る とい う。
尺度 が

23.Ocmと 27.lcmと

の 間 に は次 の よ うな 関係 が あ る とい

つ。

■五重塔の心柱の尺度の関係

23.0:27.1=1.2:イ ワ
23.Ocmも 上宮王家の尺度であるということになる。
心柱は上側の円形 も下側 の八角形 も 27.lcmの 系統 で削 られて いる。心
柱は上宮王家 に運ばれてか ら加工 されている。
平井氏 はさらに心柱について興味深 いことを述べ ている。
現在 の心柱 の高さに O.52mを 加えると次 のよ うになる。

32.06m
32.06+0.52=32.58

○心柱頂部

23.0×
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100× 」唖

32.45m
32.45+0.52=32.97

○相 輪頂部

22.9× 100〉 く 1.44

これ を見 る と、心 柱 の 基準 は基壇 の上 の礎 石 の上 面か ら 52cm下
で あ ったか 、 あ るいは心柱 は 当初 に計画 され た長 さか ら 52cm切
断 されて立 て られ た もの と見 られ る。

(平

井進氏 )

尺度 23.Ocmは 尺度 27.lcmの 系統であ り、上宮王家 の尺度である。
五重塔 の心柱 は尺度 23.Ocmの

100倍 (× 拒 、または ×1.44)の 長 さで
切断されて いるといえる。心柱は 623年 に上宮王家に運ばれてか ら切断され

ている。おそ らく土中に埋め られていた部分が腐 っていたので あろう。

(710年 )に 現在 の斑鳩に移築 したときさらに 52cm切 断 した
ので あろう。そのため尺度 23.Ocmの 100倍 よ りも 52cm短 くな って
和銅年間

いる。
五重塔 の初層 (1階 )の 釈迦涅槃像は 711年 (和 銅年間)に 完成 している
が、この時点で心柱はすでに腐 りかけて いた とい う。心柱 の下方は腐 っていた
ので 52cm切 断 したがその上方 もかな り腐朽 していたので ある。

(2)五 重塔の初重の高さ
五重塔は上宮王家に運ばれてか ら心柱は切 断されて い る。心柱を切断す ると
五重塔 の高さは低 くなる。五重塔の高さを調節 しな ければな らない。
五重塔 の高さに注 目すると、五重塔の初重 (層 )の 柱 の高さは上宮王家 の尺
度にな っている。

○五 重塔 の初重 の柱 の 高 さ
■側柱

2,977m

27.06Xll

ハυ
Ｆ０

■四天柱

3.191m

27.05×

(11+0。 8)

五重塔の初重 の尺度は 27.05‑27.06で
五重塔 の初重 の高 さは上宮 王家 の尺度

ある。 27.lcmに 近い。

(27.lcm)で

調節 されて いるとい

える。心柱が上 宮王家 の尺度 で切断 されて いるか らそれに合わせて初重 の高さ
を調節 したのであろう。

{3)金 堂 の天蓋
金堂には天蓋が三つ ある。尺度は次 のよ うにな っている。
○金堂 の天蓋 の尺度
■中天蓋 (釈 迦三尊像 )
■西天蓋 (阿 弥陀像 )
■東天蓋 (薬 師像 )

27.O crn
27.Ocm
26.6 crn

薬師像 の天蓋 だ けは他 と異なる尺度 である。薬師像 は釈迦三尊像 よりも後に
造 られて いる。天蓋 もそのときに造 られたのであろ う。尺度 が異なるのは造 ら
れた時代が異な るか らである。
中天蓋 (中 央 の天蓋 )と 西天蓋 の尺度は 27.Ocmで ある。金堂 の主屋の
尺度 と同 じである。天蓋は主屋 と一緒 に造 られて いる。天蓋 は金堂 の創建時に
二つ造 られた。東天蓋 と薬師像は後に追加 されたのである。
金堂は他所か ら上宮王家に運 ばれて いる。中天蓋 の下にも仏像 が安置 されて
いたはずである。それを取 り除 いて釈迦三尊像を安置 している。そのため天蓋
と釈迦三尊像 の尺度は異 な っている。
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○金 堂の天 蓋 と釈迦三 尊像 の尺度
■金 堂 の 中央 の 天蓋 の尺度

27.O crn

■金 堂 の 中央 の釈迦三尊像 の尺度

27.lcm(上

宮 王 家 の尺度 )

金 堂 と天 蓋 は創建 時の尺 度 27.Ocmで 造 られ て お り、釈迦三尊像 は上 宮
王 家 で造 られて い る。尺度 の違 いが それを示 して い る。

{4}裳 階
法隆寺の金堂と五重塔 の裳階の尺度はどちらも 27.lcmで あるという。
上宮王家 の尺度である。
■五 重塔 の基壇・ 裳 階 の尺度 …… 27.lcm
■金堂 の 基壇・ 裳 階 の尺度 ・……27.lcm

金堂 も五重塔 も裳階は上宮王家で造 られている。
裳階は風雨か ら建物を守 るために造 られたのであろ う。金堂 と五重塔が上宮
王家に運ばれてきたとき初層 (1階 )は 風雨によってかな り傷んで いたので あ
ろう。そこで初層 の腐朽を防 ぐために裳階を付けたのであろ う。 したが って金
堂 も五重塔 も裳階は同 じ27.lcmの 上宮王家 の尺度で造 られている。

(5)法 隆寺創建時の手入れ

(ま

とめ)

622年 1月 に上宮法皇 の病気平癒を願 って釈迦三尊像を作 り始めるが 6
22年 2月 22日 に上 宮法皇は死去す る。釈迦三尊像が完成す るのは 623年
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3月 で ある。釈迦 三尊 像 を安置す るため に金 堂が移築 され 、五重塔 も運 ばれ て
きた。 こ う して法 隆寺 は創建 され た。法 隆寺 は上宮法 皇 の死 を悼 み創 建 され た
寺 で あ る。
創 建 に際 して上宮 王 家 で は種 々の手 を加 えて い る。

○法隆寺 の創建
■金堂 と五重塔を他所か ら運ぶ。
■五重塔 の心柱は腐 っていたので一部を切断す る。 さらに上側は円形に、
下側は八角形に削る。
■五重塔 の初層 も腐 っていたので心柱に合わせて切断す る。
■風雨を避 けるために金堂 と五重塔に裳階を付ける。
■釈迦三尊像を設置す るための台座を造 る。台座は建物 の扉を転用 して い
る。そ こには「辛 巳年

(621年 )」

の墨書があ る。 621年 に造 られ

た新 しい扉を 623年 に台座に転用 している。釈迦三尊像 の台座を造 る
ことは計画か ら漏れて いたのではないだろ うか。像が完成す る間近にな
って急遠扉を転用 した ものと思われる。

法 隆寺 は こ う して肥前 の飛 鳥 に創 建 された。
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第 3章

法隆寺 の再建 (移 築 )
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1

法隆寺の移築

(1)肥 前か ら斑鳩 ヘ
法隆寺は 623年 に肥前の飛鳥に創建 された。それが今は奈良県 の斑鳩にあ
る。法 隆寺は肥前 の飛鳥か ら斑鳩へ運ばれたのである。

670年 に「斑鳩寺」が焼失す る。それに替わ って和銅年間に「法隆寺」を
建立す る。
○ 『七大寺年表』
■和銅元年

(708年 )戊 申、依詔造太宰府観世音寺、又作法隆寺

○ 『伊呂波字類抄』巻二
■法隆寺、七大寺内、和銅年 中造立

法隆寺は新築 したのではな く肥前の飛鳥か ら移築 したのである。
『七大寺年表』には「造太宰府観世音寺、又作法隆寺」とある。観世音寺は
「造」とあ り、法隆寺は「作」とな っている。同 じ「つ くる」で も異なる文字
を使 って い る。観世 音寺 は新築 で あ り、法 隆寺 は移築 だか らで あ ろ う。それ を
区別 して書 いて い る と思 われ る。

(2)移 築 時 の 配 置
法隆寺を移築するとき先ず配置を決めなければな らない。配置は 24.7c

mの 尺度で設計されている。金堂と五重塔はこの尺度で配置された。
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次にそれ らを取 り囲む回廊 と中間が造 られる。回廊 と中間は同 じ 24.7c

mの 建築尺度 で設計 されて いる。回廊 と中間は和銅年間に新 しく造 られて い
る。
金堂 と五重塔は肥前 の飛鳥か ら移築 し、回廊 と中間は新築 して いる。

{3}須 爾山

(釈 迦涅槃像等)

五重塔を移築 したとき心柱は腐 っていた。そこで 52cm切 断 した。
五重塔の初層 (1階 )の 心柱 のまわ りには須爾山 (釈 迦涅槃像等 )が ある。

711年

(和 銅年間)に 造 られて いる。五重塔を斑鳩に移築 した後に心柱のま

わ りに須爾山を新 しく造 っている。
この時心柱はすでに腐 りかけて いたとい う。心柱は 52cm切 断 したがその
上まで腐 りかけていた。その心柱のまわ りに新 しく須爾山を造 ったのである。

(4)礎 石
法隆寺金堂の礎石は 28個 あるが、その造 りはバ ラバラであるという。
○法隆寺金堂 の礎石
・ 表面を平に した 自然石礎
■ 15個 ・¨¨
■
■

7個
6個

・…・
・ 柱座造 り出 しの礎石
。
¨¨
・ 表面を削 って柱座造 り出 しの痕のある礎石

(石 田茂作著 『法隆寺雑記帳』 (学 生社 )よ り)
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法隆寺金堂の礎石は統一 されていな い。種 々の礎石が使われて いる。礎石は
あわててかき集めたので あろう。金堂は新築 されたのではな く移築 されたこと
を示 している。
礎石は金堂 と共に肥前か ら運んだのであ ろう。しか し途 中で礎 石を海 の 中に
落 としたのではないだろうか。そこでやむを得ず 自然石を使 った り、近 くの廃
寺 の礎石を再利用 したのであろう。礎石の成分を分析すれば肥前 (北 部九州 )
の石であることがわかるのではないだろ うか。
また基壇は上宮王家の尺度で造 られて いる。基壇 の石は若草伽藍 の石を再利
用 し、不足分は二上 山の凝灰岩を使 っているといわれている。しか し基壇の石
も調べ れば肥前か ら運ばれて いる ものが あるのではないだ ろうか。
礎石や基壇 の石を是非調査 して欲 しい。

(5}斑 鳩寺と法隆寺
奈 良県 斑鳩 の地 に当初 は斑鳩宮 と斑鳩寺 (若 草伽藍 )が 建立 された。

(601年 )、 皇太子、初めて宮室を斑鳩に興す。
■ (推 古 )十 三年 (605年 )、 皇太子、斑鳩宮に居す。
■ (推 古 )十 四年 (606年 )、 天皇、大 いに喜 び播磨国の水 田百町を皇
■ (推 古 )九 年

太子に施す。因 りて斑鳩寺 に納める。

『 日本書紀』

(注 )天 皇 とは上宮法皇であ り、皇太子 とは上宮皇子 (厩 戸皇子 )で ある。

601年 に上宮皇子によって斑鳩宮が建て られる。斑鳩寺 も建立 された。若
草伽藍である。
若草伽藍 の配置は中門・ 塔・金堂が南北に縦一直線に並ぶ「四天王寺式」で
ある。最 も古 い形式である。若草伽藍 の 中心線は西に 20度 傾 いてい る。今の
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法隆寺は正 しく南北を向いている。若草伽藍 と法隆寺は造 られた時代が違 うこ
とを示 している。
斑鳩寺 (若 草伽藍 )は 三度 も火災に遭 う。

■ (天 智 )八 年
口 (天 智 )九 年

(669年 )、 是冬 、時 に斑鳩寺 に火災。
(670年 )四 月 、夜半 の後 、法 隆寺 に火 災。一屋 も餘 る

無 し。

『 日本 書紀 』

(670年 )の 「法隆寺に火災」は「斑鳩寺」の誤 りである。
法隆寺は焼 けて いない。 670年 の法隆寺は肥前 の飛鳥にある。
斑鳩寺が全焼 したので法隆寺は和銅年間 (710年 ころ)に 再建 (移 築 )さ
(天 智 )九 年

れ る。

○ 『七大寺年表』
■和銅元年

(708年 )戊 申、依詔造太宰府観世音寺、又作法隆寺

○ 『伊呂波字類抄』巷二
■法隆寺、七大寺内、和銅年中造立
奈良県斑鳩 の地に斑鳩寺 (若 草伽藍 )に 替わ って法隆寺が建立 された。新築
ではな く肥前 の飛鳥か らの移築 である。
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2

移築時の手入れ

(1)須 輌 山
五重塔の 1階 の心柱のまわりには塑像がある。須爾山といわれている。須爾
山が造 られ た年代 は『法 隆寺 資財 帳』に記録 されて い る。

■合塔本卑面具掃
一具涅槃像 土

一具弥勒仏像土

一具維摩詰像 土

一具分舎利仏 土

右和銅四年歳次辛亥

須爾山は和銅四年

『法 隆寺伽藍縁起井流記資財帳』

寺造者

(711年 )に 造 られている。法隆寺が斑鳩の地に移築さ

れたとき新 しく造 っている。

{2)中 門と金剛力士像
中間 は新 しく造 って い る。中間の金 剛力士像 も新 しく造 られて い る。『法 隆
寺 資財 帳』 は次 の よ うに記録 して い る。

■合金剛力士形式躯
右和銅四年歳次辛亥

在 中間
『法 隆寺伽 藍縁起 井流 記 資財 帳』

寺造者
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中門の金剛力士像 も和銅四年

(711年 )に 造 られている。中間と金剛力士

像を新 しく造 り、金剛力士像を中間に安置 している。

(3)金 堂 の壁画
金堂にも手を加えている。金堂の壁画の尺度は 24.7cmで あるという。
和銅年間の移築時の尺度である。金堂の壁 画は和銅年間の再建 (移 築 )時 に新
しく描 いている。 したが って金堂の壁画は飛鳥様式ではない。
移築 時 に この よ うな手 を加 えて現在 の法 隆寺 は完 成 した。

(4)五 重塔 の年代

(710年 ころ)に 再建 される。しか し新築 されたのでは
な く移築 されたのである。したが って五重塔 の心柱が 594年 に伐採 されてい
ることとも矛盾 しない し、 4層 (階 )の 木材が 624年 、 631年 、 663年
法隆寺は和銅年間

に伐採 された もので あることとも矛盾 しない。
法隆寺は移築 されたと見なさない限 り、「法隆寺 の再建・ 非再建論」は解決
しない。

(注 )五 重塔の 4層 (階 )の 木材 の 中には

624年 に伐採 された ものがある

とい う。 624年 は上宮王家に五重塔を移築 した時であ ろう。 4層 の木材が腐
朽 していたので 624年 に伐採 して取 り替えたのであろう。 623年 に釈迦二
尊像が完成す るので法 隆寺 の創建は 623年 として きたが、五重塔 の移築が完
了す るのは 624年 とい うことになる。
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631年

、

663年

に伐 採 され た 木 材 は腐 朽 した 部 分 を 修 理 した の で あ ろ

つ。

平井進氏の「法隆寺の建築尺度の研究」があってはじめて法隆寺の創建や移
築時のことを解明することができた。平井進氏感謝 したい。
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第 4章

法隆寺 に関する問題
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1

法隆寺に関する記録

(1)法 隆寺 で の 仁 王 会
持統天皇の時、法隆寺で仁王会が行われる。『法隆寺資財帳』は次のように
記録 している。
■合蓋萱拾壼具
仏分卑具

一 具紫

法分漆具

萱具紫者

右癸 巳十月二十六 日仁王会、納賜飛鳥宮御宇天皇者
■黄帳壼帳
緑帳萱帳
右癸 巳年十月二十六 日仁王会、納賜飛鳥宮御宇天皇者
『法隆寺伽藍縁起井流記資財帳』
「飛鳥宮御宇天皇」は持統天皇である。癸巳年は 693年 である。 693年
に法隆寺で仁王会が催 されている。
ところが法隆寺は 670年 に全焼 して いる。再建され るのは和銅年間 (71

0年 頃)で ある。 693年 は法隆寺はまだ肥前の飛鳥にある。
従来は、法隆寺 (斑 鳩 )に は金堂か、小 さなお堂が造 られてお り、そこで仁
王会は行われ たと解釈 してきた。 しか し法隆寺が移築 されるのは和銅年間 (7

10年 ころ)で ある。 693年 の仁 王会は肥前 の飛鳥 の法隆寺 で行 われて い
る。

516

(2〕

法隆寺への食封

『法 隆寺 資財 帳』 には法 隆寺 へ の食封 の記 録 が あ る。

■小治田天皇大化三年歳次戊 申九月二十一 日己亥、
許世徳陀高臣宣命為而、食封三百姻入賜岐
■合食封参百戸
右本記云、又大化三年歳次戊 申九月二十一 日己亥、
許世徳陀高臣宣命納賜、 己卯年停止
『法隆寺伽藍縁起井流記資財帳』
大化三年は四年 の誤 りであろ うといわれて いる。戊 申年は 648年 である。

648年 に法隆寺に食封三百戸が施入 されている。己卯年 (679年 )に は停
止 されたとある。
従来 は これ も奈良県斑鳩 の法隆寺 であると解釈 してきた。 しか し和銅年間

(710年 )ま では法隆寺 は肥前の飛鳥にある。食封三百戸の施入や停止は肥
前 の法隆寺 である。
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2

「 法隆寺」 と「 法興寺」

(1}法 興寺 と上宮法皇
『 日本書紀』は法興寺を建立 したのは蘇我馬子であると書いている。 しか し
それは誤 りである。法興寺を建立 したのは上宮法皇である。
上宮法皇はその名前が示す とお り「法皇 =法 王大 王 =仏 法界 の王 (皇 )」 で
ある。上宮法皇は「仏法を興す」 ことに力を注 いだ。そのため 591年 に阿毎
王権か ら独立 して肥前の飛鳥に王権を樹立 したとき年号を「法興」 と してい
る。「仏法を興す」という願いを込めた年号である。
さらに「法興寺」を建立 している。「仏法を興す寺」である。上宮法皇は仏
法を興隆させる ことに熱心である。上宮法皇は法興寺 の完成を待たずに仏堂が
できると上宮皇子 (厩 戸皇子 )と 蘇我馬子に三宝の興隆を命 している。
上宮法皇は このよ うに「仏法 の興隆」に熱心である。「仏法の興隆」は「法
興」である。

○上宮法 皇 と「法興 」
■法 興年 号

上 宮法皇が建 てた年号

■法 興寺

上 宮法皇が建立 した寺
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(591年 か らは じま る)
(596年 に完成 )

{2)法 隆寺 と上宮法皇

622年 1月 に上宮法皇は病床に着 く。王后をは じめ、人 々は上宮法皇の病
気平癒を願 って釈迦 三尊像を造 る。しか しその願 い もむな しく上宮法皇は 62
2年 2月 22日 に他界す る。釈迦三尊像は翌 623年 3月 に完成す る。
釈迦三尊像は法隆寺 の金堂の 中央に安置 されている。釈迦三尊像は上宮法皇
の「尺寸 の王身」である。法隆寺は上宮法皇 のために創建 された寺である。
従来は、法隆寺 は聖徳太子 (厩 戸皇子 )の 寺 であるといわれてきた。しか し
それは誤 りである。法隆寺は上宮法皇を祀 る寺である。
「法
上宮法皇は「仏法を興す」ことに力を注 いだ。その結果仏法 は興隆 した。
隆 (寺 )」 とは「仏法は興隆 した」という意味である。「法興寺」は仏法を興
す寺であった。「法隆寺」はすでに「仏法は興隆 した」という意味で付 けられ
ている。「法隆寺」は「法興寺」と対応 して いる。「法隆寺」は仏法 の興隆 に
力を注 いだ上 宮法皇 の孝徳を称 えて付けられた名前である。
〇法興寺 と法隆寺
■法興寺

仏法を興隆させ る寺

(上 宮法皇が建立 )

■法隆寺

仏法はす でに興隆 した

(上 宮法皇を称 え祀 る寺 )

このよ うに法興寺 も、法隆寺 も上宮法皇 の寺 である。それを従来は法興寺は
蘇我馬子が建立 した寺であるとしてきた し、法隆寺は聖徳太子 (厩 戸皇子 )の
寺 であると してきた。
法隆寺 は肥前の飛鳥に王 権を樹 立 した上宮法皇を称えて祀 るために創建 さ
れた寺である。
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おわりに

「 磐井 の乱」後 の北部九州には物部王権・ 阿毎 王権 (優 国 )。 上宮王
家・豊王権が次 々と誕生す る。これ らの王権は年号を建 てている。年号
は『古事記』 の崩年干支 と一致する。
しか し『 日本書紀』は これ らの王権をすべ て抹殺 して いる。『 日本
書紀』は「神武東征」以来、大和王権 による「万世一 系」である。大和
三権以外 には王権は存在 しない。これが『 日本書紀』の基本である。そ
のため大和王権以外 の王権はすべ て抹殺 している。
ところが『 日本書紀』の 内容をみ るとすべ て北部九州 の記録である。
『 日本書紀』は「北部九州 の歴史」を「 日本 の歴 史」 (大 和王権 の歴 史 )
と して書 いている。複数 の王権を「一系」に統合 してそれを「大和王権」
に している。『 日本書紀』 の最大 の捏造であろう。
大和 には「大和王権」 といわれるような王権 は存在 しなか った。 6

56年 に斉明天皇が肥前 の飛鳥か ら大和 の飛鳥へ移 り、は じめて大和 に
「大和王権」が誕生す る。
現在 の「 日本の歴史」は『 日本書紀』 によって「造 られた歴史」 に
な っている。早急 に正 さねばな らな い。それには『古事記』の崩年千支
と『襲国偽僣考』の「九州年号」を認 める ことである。それによっては
じめて「 日本 の歴史」 は正 しく復元 される。

