
第 4部 高市天皇と長屋親王
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第 1章  高市天皇
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1 持統天皇 と文武天皇

(1)持統天皇の即位

672年 の「壬申の乱」で日本列島を統一 した天武天皇は 686年 9月 に崩

御する。

(天武)朱鳥元年 (686年 )九月、天皇の病は遂に差 (い え)

ず。正宮に崩ず。               『 日本書紀』

皇后は直ちに称制する。

(持統)称制前紀 (686年 )、 朱鳥元年九月、天淳中原減真人

天皇崩じる。皇后、朝 (庭)に臨み称制す。   『 日本書紀』

天武天皇が死去すると皇后は直ちに「称制」している。皇后は持統天皇であ

る。 「称制」とは 「即位の式を挙げずに政務を摂ること」をいう。正式な天皇

ではない。持統天皇は690年 に正式に即位する。

(持統)四年 (690年 )正月、皇后、天皇位に即く。

『 日本書紀』

持統天皇は686年 9月 に称制して690年正月に即位している。

持統天皇は697年 8月 に孫の軽皇子 (後 の文武天皇)に譲位する。
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(持統)十一年 (697年)八月、天皇、策を禁中に定めて皇太

子に天皇位を譲る。              『日本書紀』

皇太子とは後の文武天皇である。

持統天皇は譲位 した 5年後の 702年 12月 に死去する。

(文武)大宝二年 (702年 )十二月、太上天皇 (持統天皇)、

不預。天下に大赦す。 (中 略)太上天皇崩ず。   『続 日本紀』

『日本書紀』は天武天皇の死去から持統天皇の称制。即位・譲位をこのよう

に書いている。

{2)大津皇子の謀反

持統天皇の姉である大田皇女は天武天皇の妃 とな り、大来皇女 と大津皇子を

生む。

『日本書紀』は大津皇子の人柄について次のように書いている。

(持統)称制前紀 (686年 )十月、皇子大津は天淳中原涼真人

天皇 (天武天皇)の第二子なり。容止 (威儀)は培 (た か)く 岸

(さ が)し く音辞 (こ とば)は俊 (す ぐ)れ朗 (あ きら)かなり。

天命開別天皇 (天智天皇)の為に愛される所 となる。長 (成長す

る)に及び、ガ辛(わきま)えて才学有 り。尤も文筆を愛す。詩賦

の興 り、大津より始まる。           『 日本書紀』
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大津皇子は 「天武天皇の第二子な り」とある。大津皇子は 「才学有 り。文筆

を愛す。」 とあ り、 「詩賦の興 り、大津よ り始まる。」 とまで書いている。学

問や文学に優れた人物である。

また『懐風藻』は次のように書いている。

壮に及び武を愛す。多力に して能 (よ )く 剣 を撃つ。 『 懐風藻』

大津皇子は壮午になると「武道を愛 し、剣の達人」になっている。大津皇子

は文武両面に優れている。

686年 9月 に天武天皇が崩御すると大津皇子は謀反を起こす。

(持統)称制前紀 (686年 )九月、天淳中原減真人天皇 (天武

天皇)崩ず。皇后 (持統天皇)朝 (庭)に臨み称制す。

十月二日、皇子大津、謀反が発覚す。皇子大津を逮捕 して併せて

皇子大津の為に誰誤 (あ ざむ)かれたる所の直広卑人口朝臣音

橿 。小山下壱岐連博徳と大舎人中臣朝臣臣麻呂・巨勢朝臣多益

須 。新羅沙門行心、及び帳内 (と ね り)砺杵道作等、三十餘人を

捕らえる。

三日、皇子大津を訳語田 (お さだ)の舎に於いて死を賜 う。時に

年二十四。妃皇女山辺、髪を被 (みだ)し て徒跳 (はだし)で奔

(は し)り 赴 (ゆ)き て殉 (死)す。      『 日本書紀』

謀反は発覚 して大津皇子は捕らえられて死を賜る。

持統天皇は 「称制」している。 「謀反」は持統天皇に対して行われたといわ

れている。

大津皇子の処刑はあまりにも早い。 10月 2日 に捕 らえられて翌 3日 には

「死を賜る」 とある。異常な早さである。 しかも捕らえられた人々はほとんど

がすぐに許されている。
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(持統)称制前紀 (686年 )十月二十九日、詔して曰く、「皇

子大津、謀反す。註誤 (あ ざむ)かれたる吏民・帳内 (と ね り)

は己むこと得ず。今皇子大津は已 (すで)に滅ぶ。従者は当 (ま

さ)に皇子大津に座 しているので皆赦 (ゆ る)せ。但し、砺杵道

作は伊豆へ流せ。」という。又詔して曰く、「新羅沙門行心は皇

子大津の謀反に興 (く み)すれども朕、法を加えるに忍びず。飛

騨国の伽藍に徒 (う つ)せ。」という。     『 日本書紀』

10月 2日 に 30余人が捕 らえられるが、 29日 には 「皆赦 (ゆ る)せ。」

とある。二人を除き皆許されている。死罪になった人はいない。これも異常で

ある。

従来は「大津皇子事件」について、持統天皇は息子の草壁皇子を次の天皇に

するために対抗馬である大津皇子を殺 したといわれている。 「大津皇子事件」

は持統天皇の陰謀であるという。

しかし草壁皇子は681年 に皇太子になっている。

(天武)十年 (681年)二月、草壁皇子尊を立てて皇太子と為

す。因りて以て万機を摂 (と ら)せ しむ。    『 日本書紀』

草壁皇子は皇太子となり、万機を委ねられている。次の天皇位は約束されて

いる。

ところが 683年 に大津皇子は朝廷の政治に加わるようになる。

(天武)十二年 (683年 )二月、大津皇子、始めて朝政を聴く。

『 日本書紀』
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大津皇子は文武両面に優れている。持統天皇は大津皇子の才能に脅威を懐い

たのであろう。草壁皇子は皇太子ではあるが才能豊かな大津皇子が即位するこ

とも考えられる。持統天皇はそれを心配 して天武天皇が死去すると直ちに大津

皇子を殺 した。これが従来から云われている 「持統天皇陰謀説」である。

{3)草壁皇子の死去

持統天皇の計画は突然破れる。草壁皇子が死去する。

(持統)三年 (689年 )四 月、皇太子草壁皇子尊莞る。

『日本書紀』

持統天皇は大津皇子を殺 してまで草壁皇子を天皇にしようとしていた。しか

しその草壁皇子が死去する。

草壁皇子には子が居る。軽皇子である。しかしまだ幼少である。持統天皇は

軽皇子が成長するのを待つことにした。そのため持統天皇は「称制」を止めて

「 (持統)四年 (690年 )正月」に天皇位に即く。持統天皇は天皇となり、

軽皇子が生長するのを待つ。そして軽皇子が 15才になった 「 (持統)十一年

(697年 )人月」に天皇位を譲る。

697年 8月 に軽皇子は持統天皇から天皇位を譲 り受けて文武天皇 とな

る。持統天皇は息子の草壁皇子が死去 したので孫の文武天皇に天皇位を譲っ

た。これが 「従来説」である。
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2 高市皇子

(1)高市皇子の出自

天武天皇は「初め鏡王の女額田姫王を嬰 り、十市皇女を生む。次に胸形君徳

善の女尼子娘を納れて高市皇子命を生む。」とある。天武天皇は最初に鏡王の

女額田姫王を要つている。 しかし額田姫王には皇子が生まれていない。

次に胸形 (宗像)君徳善の女尼子娘 (あまこのいらつめ)を姿 り、高市皇子

を生んでいる。高市皇子は天武天皇の第一皇子である。高市皇子は宗像で生ま

れている。

(2)高市皇子の生年

『公卿補任』に高市皇子の死亡時の年齢がある。

○持統天皇御世 治十年 元年丁亥

■太政大臣 浄広一 高市皇子

四年七月五 日任太政大臣。 (年二十七)。

十年七月十二日亮。 (年四十二。或四十二。在官七年 )

天武天皇第二息。母胸形君徳善女。尼子娘也。   『公卿補任』

「十年七月十三 日莞」とある。『 日本書紀』の 「 (持統)十年」のことであ

る。このときの年齢は42才、あるいは 43才であるという。

『日本書紀』は高市皇子の死去を次のように書いている。
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(持統)十年 (696年 )七月、後皇子尊、亮る。 『 日本書紀』

「後皇子尊」は高市皇子である。

高市皇子は 696年 7月 に「42才、或いは 43才」で死去 している。高市

皇子が生まれ るのは 696年 -42才 (43才)+1=655年 (654年 )

である。

死亡時の年齢を 42才 とす ると高市皇子の生涯は次のようになる。

〇高市皇子の生涯

■ 655年  生まれる

■ 661年  天武天皇即位

■ 672年  壬申の乱

■ 686年  天武天皇崩

■ 694年  藤原京遷都

■ 696年  高市皇子莞

1才

7才

18才

32才

40才

42才

高市皇子は655年 に生まれている。天武天皇の父が宗像から朝倉へ移るの

は 661年 であるから高市皇子は宗像で生まれている。

(3)高 市 皇子 と 「壬 申の乱 」

高市皇子は「壬申の乱」で活躍する。「壬申の乱」のとき高市皇子は 18才

である。

■ (天武)元年 (672年 )六月二十四日、即ち大分君恵尺・黄書造

大伴 。逢臣志摩を留守司高坂王に遣わして駅鈴を乞わ しむ。因 りて
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以て恵尺等に謂いて曰く、「若 (も )し 、鈴を得ずば廼 (すなわ)

ち志摩は還 りて覆奏せよ。恵尺は馳せて近江に往き高市皇子・大津

皇子を喚 (め)して伊勢に逢え。」という。

■二十六 日、先ず高市皇子を不破に遣わして軍事を監 (み)しむ。

■二十七 日、天皇、高市皇子に謂いて曰く、「其れ近江朝には左右大

臣、及び智謀の群臣が共に議を定める。今、朕は興 (と も)に事を

計る者無 し。唯幼少の儒子 (こ ども)が有るのみ。奈之何 (いかに)

かせむ。」という。 (高市)皇子、臀 (ひ じ)を脱ぎ攘 (は ら)い

剣の柄 (つ か)に手を掛けて奏 して言 う、「近江の群臣は多いと雖

も何ぞ敢えて天皇の霊に逆らわむや。天皇は独 りと雖も則ち臣高市

は神祇の霊に頼 り、天皇の命を請 (う )けて諸将を引率 (ひ きい)

て征討す。豊に距 (ふせ)ぐ こと有らむや。」という。ここに天皇、

誉めて手を携 (と )り 背を撫でて曰く、 「慎め。怠るべからず。」

という。因りて鞍馬を賜り、悉く軍事を授ける。   『日本書紀』

天武天皇は高市皇子に「悉く軍事を授ける」とある。天武天皇は高市皇子を

信頼して軍事を任せている。

(4)天武天皇の皇子の序列

高市皇子は天武天皇の第一皇子である。「壬申の乱」でも活躍 している。し

かし母は地方豪族の宗像氏の娘である。

一方、草壁皇子は皇后である持統天皇の子である。当時は母親の出自が皇子

の序列を決めるといわれている。

『 日本書紀』に序列に関する記事がある。 685年 に天武天皇は皇子に爵位

を授ける。
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(天武)十四年 (685年 )正月、更に爵位の琥を改める。例り

て階級を増し加える。明位三階、浄位四階、階毎に大 。広有り。

併せて十三階。これは諸王より上の位なり。 (中略)

是の日、草壁皇子尊に浄広壼位を授ける。大津皇子に浄大式位を

授ける。高市皇子に浄広式位を授ける。川鳴皇子・忍壁皇子に浄

大参位を授ける。               『 日本書紀』

序列は、草壁皇子が 1位、大津皇子が 2位、高市皇子は 3位、川嶋皇子・忍

壁皇子は共に4位 となっている。草壁皇子は681年 に皇太子になつているか

ら第 1位になるのは当然であろう。

ところが第 2位の大津皇子は謀反の罪で消え、第 1位の草壁皇子も死去す

る。残ったのは第 3位の高市皇子である。高市皇子は持統天皇とは血のつなが

りがない。そこで持統天皇は自分の孫である軽皇子の成長を待つて天皇位を譲

ったといわれている。これが 「従来説」である。
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3 「朱鳥」年号と「改元」

(1)「朱鳥」年号

686年 7月 に「朱鳥」年号に改元される。

■ (天武)朱鳥元年 (686年 )七月二十 日、元を改めて朱鳥元年 と

い う。 (朱鳥、此を阿訂美苔利 (あかみとり)と い う。)傷 りて宮

を名づけて飛鳥浄御原宮という。          『日本書紀』

686年 7月 20日 に年号を「朱鳥」に改元している。「改九」とあるから

その前にも年号は存在する。ところが『 日本書紀』はその年 (686年 )の正

月から「朱鳥」年号を使って書いている。

■ (天武)朱鳥元年 (686年)正月、大極殿に御して宴を諸王卿に

賜う。                      『 日本書紀』

『 日本書紀』は「改元」する前から「改元」された年号を用いて書いている。

「朱鳥」年号は 686年 7月 に改元されるので 「正月」はその前の年号で記述

されるはずである。何故、その年の正月から「 (天武)朱鳥元年 (686年 )

正月」と書いているのであろうか。

天武天皇はこの年 (686年 )の 9月 に崩御する。天武天皇は686年 7月

に「朱鳥」年号に改元して 9月 に崩御 している。「改元」は病気平癒を祈願 し

て行われたという。「朱鳥」年号は天武天皇の年号であるから「正月」から「朱

鳥」年号を用いて書いているといわれている。
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(2)「改元」 と九州年号

686年 7月 20日 に「朱鳥」年号に「改元」している。 「改元」とは 「年

号を改める」ことである。 「朱鳥」年号の前にも「年号」は存在 している。 し

かし『 日本書紀』はその年号を書いていない。その年の正月から「朱鳥」年号

を用いて書いている。 「朱鳥」年号は天武天皇の年号であるとしても「改元」

される前から「改元」 した年号で書くことはあり得ないであろう。

『 日本書紀』は何故、「正月」条に前の年号を書いていないのであろうか。

「朱鳥」年号の前は「朱雀」年号である。「朱雀」年号は「684年-68
5年」である。『海東諸国紀』の年号は次のようになつている。

○『海東諸国紀』の年号

■僧要 635年 -6
■命長 640年 -6
■ 常色 647年 -6

■ 自雉  652年 -6

■ 白鳳  661年 -6

■朱雀 684年 -6

■ :朱鳥  686年 -6

39年

46年

51年

60年

83年

85年

94年

「朱雀」年号の終わ りは 「685年 」である。 しかしこれは次の「朱鳥」年

号が 「686年 」からはじまるからであろう。 「686年 7月 20日 」に 「朱

鳥」年号に改元しているから「朱雀」年号は改元される前日の 「686年 7月

19日 」まで続くのであろう。 「686年 正月」は 「朱雀」年号である。

『日本書紀』の「朱鳥元年 (686年)正月」は「朱雀三年正月」になる。

『 日本書紀』は何故、「朱雀」年号を使って書いていないのであろうか。
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『日本書紀』は「朱雀」年号を隠蔽したいのではないだろうか。『日本書紀』

は、天武天皇が「壬申の乱」で勝利した「672年」を「天武天皇元年」とし

ている。天武天皇が帝位に即くのは翌673年である。

(天武)二年 (673年 )二月、天皇、有司に命 じて壇場を設け

て、飛鳥浄御原宮に於いて帝位に即く。     『日本書紀』

「朱雀」年号は「684年 -686年 7月 」である。天武天皇が即位 した「6

73年」よりも後である。したがって「朱雀」年号は天武天皇の年号というこ

とになる。

『 日本書紀』が 「朱雀」午号を用いて書けば天武天皇は年号を建てているこ

とになる。即位 した 「673年 」から「朱雀元年 (684年 )」 の間も年号は

存在するであろう。 「朱雀」年号の前は 「白鳳」年号である。 「白鳳」年号は

「661年 -683年 」である。この中に 「672年 」の 「壬申の乱」が含ま

れる。 「壬申の乱」以降に天武天皇以外の天皇は存在 しない。 「白鳳」年号は

天武天皇の年号ということになる。そうなると天武天皇は661年 に即位 して

いることになる。『 日本書紀』が記す「673年 」即位 とは異なってくる。『 日

本書紀』の捏造が発覚する。

このように「朱雀」年号を書けば年号を遡ることになり、『 日本書紀』の捏

造が暴露する。そのため『 日本書紀』は「朱鳥」年号の前の年号を書くのを避

けたのであろう。
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4 天武天皇 と譲位

(1)「 朱 鳥 」年 号

「朱鳥」年号は天武天皇が在位中の年号である。

■ (天武)朱鳥元年 (686年 )正月、大極殿に御 して宴を諸王卿に

賜 う。

■ (天武)朱鳥元年 (686年 )七月二十 日、元を改めて朱鳥元年 と

い う。 (朱鳥、此を阿詞美苔利 (あ かみとり)と いう。)例 りて宮

を名づけて飛鳥浄御原宮という。

■ (天武)朱鳥元年 (686年 )九月、天皇の病は遂に差 (い え)ず。

正宮に崩ず。                   『 日本書紀』

686年 7月 20日 に「朱鳥」に改元している。その 2ヶ 月後の 9月 に天武

天皇は崩御する。そのため「朱鳥」年号は天武天皇の年号であるといわれてい

る。

ところが『三中歴』を見ると「朱鳥」年号は9年間続くという。

○『三中歴』の年号

■朱雀二年 甲申

■朱鳥九年 丙戊
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『三中歴』では、「朱雀」年号は甲申 (684年 )-685年までの2年間

であり、 「朱鳥」年号は丙戊 (686年)-694年 までの 9年間であるとい

つ。

天武天皇は「朱雀」元年九月に死去している。「朱雀」年号はその後も続い

ている。「朱雀」年号は天武天皇の年号ではないであろう。

「朱鳥」年号は『本朝後胤紹運録』に使われている。『本朝後胤紹運録』は

草壁皇子の死亡年 を 「朱鳥四年」 と書いている。

■草壁皇子  朱鳥四年四月莞。 『本朝後胤紹運録』

朱鳥四年は689年である。『 日本書紀』も草壁皇子の莞去 (こ うきょ)を

次のように書いている。

■ (持統)三年 (689年 )四月、皇太子草壁皇子尊亮る。

『 日本書紀』

「朱鳥四年」は 「持統三年」であることがわかる。

持統天皇にも「朱鳥」年号が使われている。

■持統天皇  諄は菟野。又高天原広野姫と号す。治十一年。母は越

智娘。大臣蘇我山田石川丸の女。

孝徳元降誕。天武三年皇后と為る。朱鳥五正一即位。大化三年丁百八月

一日禅位。太上皇と尊号す。大宝二年十二月十二日崩。五十人。高市郡

桧隈安古岡陵に葬す。             『本朝後胤紹運録』

持統天皇は 「朱鳥五年即位」とある。

このように「朱鳥」年号は 「朱鳥四年」 「朱鳥五年」があり、実際に使われ

ている。
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「朱鳥」年号は『万葉集』にも引用されている。

■ 自波の 浜松が枝の 手向け草 幾代までにか 年の経ぬらむ

日本紀に云 う、朱鳥四年庚寅秋九月、天皇紀伊国に幸すなり。

『 万葉集』 (巻一)「 34番」

■吾が妹子を いざ見の山を 高みかも 日本 (やまと)の見えぬ 国

遠みかも

右、日本紀に曰く、朱鳥六年壬辰春二月、浄広卑広瀬王等を以て留

守官と為す。

『 万葉集』 (巻一)「 44番」

■   藤原宮の役民の作る歌

やすみしし わご大王 (お おきみ)高 照らす 日の皇子 (み こ) (後

略 )

右、日本紀に曰く、朱鳥七年癸未秋八月、藤原宮の地に幸す。八年

甲午春正月、藤原宮に幸す。冬十二月庚成の朔乙卯、藤原宮に遷 り

居す。            『万葉集』 (巻一)「 50番」

■敷拷 (し きたえ)の ネ由かえし 玉垂れの 越野 (お ちの)過 ぎゆ

く また も逢わめや も

右、或 る本に曰く、河嶋皇子を越野に葬する時、泊瀬部皇女に献 じ

る歌な り。

日本紀に云う、朱鳥五年辛卯秋九月己巳朔丁酉、浄大参皇子川嶋莞

る。             『万葉集』 (巻二)「 195番」

『万葉集』には『 日本紀』からの引用があり、その中に「朱鳥四年」「朱鳥

五年」「朱鳥六年」「朱鳥七年」「朱鳥八年」がある。

「朱鳥」年号は『三中歴』に「朱鳥九年」まであるという。 「朱鳥」年号は

やは り 「朱鳥九年」まであるのであろ う。
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「朱鳥」年号は天武天皇の年号であるといわれている。しかし天武天皇は「朱

鳥元年 (686年 )」 に死去 している。 「朱鳥」年号はそれから694年 まで

続 く。 「朱鳥」年号は天武天皇の年号ではない。

天武天皇が死去すると持統天皇が「称制」している。 「朱鳥」年号は持統天

皇の年号であろうか。

しかしそれもあり得ない。持統天皇は「 (持統)四年 (690年 )」 に正式

に即位 している。即位 しても「朱鳥」年号は改元されずにそのまま続いている。

即位すれば改元するはずである。

持統天皇は「697年 8月 」に軽皇子に天皇位を譲る。ところが「朱鳥」年

号は 「694年 」で終わっている。持統天皇の在位 と「朱鳥」年号は合致 して

いない。 「朱鳥」年号は持統天皇の年号でもない。

(2)皇太子草壁皇子

686年 に天武天皇が死去すると持統天皇が「称制」している。しかしこれ

はおかしい。 「681年 2月 」に草壁皇子は皇太子になっている。皇太子は次

の天皇である。皇太子を決めるということは次の天皇を決めたことになる。

天武天皇が崩 じたとき草壁皇子はすでに皇太子になっている。天武天皇が崩

御すると草壁皇子が即位するはずである。何故、草壁皇子は即位 しなかったの

であろうか。持統天皇が 「称制」しているのは何故であろうか。『 日本書紀』

にはこのような疑間がある。

「従来の解釈」では、草壁皇子は病弱だったから即位できなかったとしてい

る。しかし病弱であれば即位できないのであろうか。『 日本書紀』は皇太子草

壁皇子について 「因 りて以て万機を摂 (かわ)ら しむ。」と書いている。草壁

皇子はすでに天皇の代行をしている。天皇位に即けないはずはない。

草壁皇子が即位 していないのは何故であろうか。
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(3)天武天皇の譲位

天武天皇は 685年 9月 ころか ら病気になる。

(天武)十四年 (685年 )九月、天皇の体不預の為に三日、大

官大寺。川原寺・飛鳥寺に於いて経を誦える。   『日本書紀』

天武天皇の病気平癒のために「大官大寺 。川原寺・飛鳥寺に於いて経を誦え

る」とある。

686年 5月 ころから病状は悪化する。

■ (天武)朱鳥元年 (686年 )五月、天皇、始めて体が安からず。

因りて以て川原寺に於いて薬師経を説 (と )か しむ。宮中に安居す。

■六月、天皇の病を 卜うに草薙剣に祟れ り。即 日、尾張国の熱田社に

送 り置く。 (中 略 )

伊勢王及び官人を飛鳥寺に遣わし衆僧に勅 して曰く、「近頃、朕の身不

和。願 う、三宝の威に頼 りて以て身体安らぎ和むことを欲す。是を以て

僧正 。僧都及び衆僧は誓願に応 じるべし。」という。則ち珍宝を三宝に

奉る。 (中 略)勅 して、百官の人等を川原寺に遣わし燃燈の供養を為す。

傷 りて大斎の悔過 (かいか=過ちを悔いる)す。

■七月二 日、是の日、僧正 。僧都等、宮中に参赴きて悔過す。三日、

諸国に詔 して大解除 (は らい)す。四日、天下の調を半減す。傷 り

て悉 く格役を免ず。五日、幣を紀伊国に居す国懸神 。飛鳥の四社・

住吉大神に奉る。八 日、一百の僧を請い金光明経を宮中に於いて読

ましむ。

■ (七月)十五 日、勅 して曰く、 「天下の事、大小を問わず悉 く皇后

及び皇太子に啓 (も う)せ。」という。是の日、大赦す。
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■ (七月)二十 日、元を改めて朱鳥元年 と日う。例 りて宮を名づけて

飛鳥浄御原官という。

■ (七月)二十八日、浄行者七十人を選び出家せ しむ。乃ち宮中の御

窟院に於いて斎を設ける。是の日、諸王臣等、天皇の為に観世音像

を造 り、則ち大官大寺に於いて観世音経を説 (と )か しむ。

■八月一 日、天皇の為に八十人の僧を得度せ しむ。三 日、僧尼併せて

一百を得度せ しむ。因 りて百の菩薩を宮中に座 (す)えて観世音経

三百巻を読ましむ。九日、天皇の体不預の為に神祇に祈る。十二日、

秦忌寸石勝を遣わして幣を土佐大神に奉る。

■九月一 日、親王より以下、諸臣に逮 (いた)る まで悉く川原寺に集

まり、天皇の病の為に誓願す、云々。九日、天皇の病、遂に差 (い )

えず、正宮に崩ず。               『 日本書紀』

天武天皇の病状は 686年 5月 ころから悪化 して 6月 からはさらに悪くな

る。神仏に病気回復の誓願をしている。7月 に入ると危篤状態になるのであろ

う。ほぼ毎 日のように神仏に誓願 している。しかし遂に686年 9月 9日 に崩

御する。

「 (七月)十五 日」には、勅 して曰く、 「天下の事、大小を問わず悉く皇后

及び皇太子に啓 (も う)せ。」とある。天武天皇は死を覚悟 している。後事を

皇后と皇太子に任せると遺言している。

その 5日 後の「七月二十 日」に「朱鳥」年号に改元している。天武天皇の病

気平癒を願って改元したといわれている。しかし「朱鳥」年号は天武天皇の年

号ではない。 「朱鳥」年号は持統天皇の年号でもないし、草壁皇子の年号でも

ない。 「朱鳥」年号は誰の年号であろうか。

天武天皇は死を覚悟 している。天武天皇は「譲位」したのではないだろうか。

譲位 された人物が 7月 20日 に即位 して「朱鳥」年号を建てたのであろう。持

統天皇も、草壁皇子も譲位 されていない。譲位された人物は 「高市皇子」であ

ろう。高市皇子は天武天皇の第一皇子であり、「壬申の乱」でも活躍 している。

255



高市皇子以外に天皇位を嗣ぐ人物はいないであろう。 「朱鳥」年号は高市皇子

の年号ではないだろうか。

(4)高市天皇の宮

『日本書紀』は「朱鳥」年号へ改元するときの前後を次のように書いている。

■ (天武)朱鳥元年 (686年 )七月十五 日、勅 して曰く、 「天下の

事、大小を問わず悉く皇后及び皇太子に啓 (も う)せ。」という。

是の日、大赦す。

■七月二十 日、元を改めて朱鳥元年と日う。例 りて宮を名づけて飛鳥

浄御原宮という。                 『 日本書紀』

「七月十五 日」に天武天皇は臨終が近いことを覚 り、後事を皇后と皇太子に

委ねると遺言 している。その 5日 後の 「七月二十 日」に「朱鳥」午号に改元さ

れる。

従来は「朱鳥」年号は天武天皇の年号であるといわれてきた。しかし「朱鳥」

年号は天武天皇の死後も続いている。 「朱鳥」年号は天武天皇の年号ではな

い。また持統天皇の年号でもないし、草壁皇子の年号でもない。

即位 しているのは高市皇子であろう。その証拠に 「七月二十 日」の 「改元」

の記事に続いて 「例 りて宮を名づけて飛鳥浄御原宮という。」とある。

「朱鳥」年号への 「改元」が天武天皇であれば天武天皇の宮は 「飛鳥浄御原

宮」であることはすでにわかつている。改めて記述する必要はない。天武天皇

は「壬申の乱」が終わると後岡本宮の南に「飛鳥浄御原宮」を造 り、移 り住ん

でいる。天武天皇が移 り住んだ宮を「是を飛鳥浄御原宮という」と書いている。

天武天皇が「朱鳥」年号に改元 しているのであれば宮は同じであるから改め

て 「傷 りて宮を名づけて飛鳥浄御原宮という」という記述をする必要はない。
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「七月二十 日」の 「改元」の記事に続いて 「傷 りて官を名づけて飛鳥浄御原宮

という。」と書いているのは高市皇子が即位 しているからであろう。高市皇子

は天武天皇と同じ飛鳥浄御原宮で即位 しているのであろう。

高市皇子が「七月二十 日」に即位 しているとなると、「七月十五日」の 「天

下の事、大小を問わず悉く皇后及び皇太子に啓 (も う)せ。」という記事とは

合わなくなる。この記事は『日本書紀』の捏造であろう。天武天皇は「七月十

五 日」に譲位 す る とい う勅宣 を出 してい るのではないだろ うか。それ を受 けて

高市皇子 が 「七月二十 日」に即位 して年号 を 「朱鳥」に改元 してい るのであろ

つ。

「七月十五日」と「七月二十 日」の記事を復元すると次のようになる。

■七月十五日、天武天皇、勅して曰く、高市皇子に天皇位を譲ると。

■七月二十 日、高市天皇、即位する。元を改めて朱鳥元年 と日う。例

りて宮を名づけて飛鳥浄御原宮という。  復元された『日本書紀』

これが史実であろう。高市皇子は天皇になっている。『 日本書紀』は高市皇

子が即位 したことを隠蔽しているのではないだろうか。
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5 「高市天皇」の検証

(1)高市皇子の死 と継嗣

高市皇子は696年に死去する。

(持統)十年 (696年 )七月、後皇子尊亮る。  『 日本書紀』

「後皇子尊」は高市皇子である。696年に高市皇子が死去すると奇妙なこ

とが起きている。『懐風藻』は次のように書いている。

高市皇子莞後、皇太后引王公卿士於禁中、謀立継嗣。時群臣各挟

私好、衆議紛紙。           『懐風藻』葛野王伝

(訳)高市皇子が莞 (みまか)る 後、皇太后 (持統天皇)は王・

公・卿・士を禁中に引き入れて、継嗣を立てることを謀る。時に

群臣は各々私好を挟み、衆議は紛紙なり。

高市皇子が死去 したとき皇太后 (持統天皇)は「継嗣を立てることを謀る。」

とある。高市皇子が死去 したので次の天皇を立てることを議論 している。

高市皇子は天皇だったのである。「天皇」が崩御 したので次の天皇を誰にす

るかを議論 している。高市皇子は「高市天皇」である。高市皇子は即位 して天

皇になつている。
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(2)『万葉集』 と高市天皇 (そ の 1)

『万葉集』は高市皇子が「天皇」であることを伝えている。柿本人麿は高市

皇子を 「大王」と詠つている。

○高市皇子尊の城上の歿宮の時、柿本朝臣人麿の作る歌一首

瑞穂、(みずほ)の 国を 神ながら 太敷きまして やすみ しし

わご大王の 天の下 申し給へば 萬代 (よ ろずよ)に 然 しも

あらむ と 木綿花の 栄える時に わご大王 皇子の御門を

神宮に (中 略)城上の宮を 常宮 (と こみや)と  高くまつ りて

神ながら 鎮まりま しぬ 然れ ども わご大王の 高代 と 思

ばしめして 作らしし 香具山の宮 萬代に 過ぎむと思へや

天の如ふ り放 (さ )け見つつ 玉欅 (た またすき) かけて偲ば

む 恐 (か しこ)かれども   『万葉集』 (巻二)「 199番」

柿本人麿は高市皇子を「わご大王」と3回 も詠っている。題詞には「高市皇

子尊の城上の歿宮の時」とあり、「高市皇子」となつているが、歌の中では「大

王」である。 「大王」は天皇である。 「高市皇子尊」は「高市天皇」である。

題詞に「高市皇子尊」とあるのは『 日本書紀』に合わせて「高市天皇」を「高

市皇子尊」にしているのであろう。

(3)『万葉集』と高市天皇 (その 2)

『万葉集』には高市皇子の妃といわれている御名部皇女の歌がある。
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■御名部皇女の和 (こ た)え奉る御歌

吾 (わ )が大君 物な思 (お も)ほ し皇神 (す めかみ)の  つぎ

て賜えるわれ無けなくに

和銅三年二月、藤原宮より寧楽 (な ら)宮に遷 りましし時に、御興を

長屋原に停めてはるかに古郷を望みて作る歌   (一書に云 う、太上

天皇の御製)          『 万葉集』 (巻一)「 77番」

岩波書店の『万葉集』の頭注にはこの歌の大意を次のように書いている。

(大意)わが大君よ 心配なさいますな。皇祖神が大君に副えて

生命を賜った私がおりますのですから。

「吾 (わ)が大君」とは御名部皇女が夫の高市皇子に対して語 り掛けている

言葉である。高市皇子を「大君」と詠っている。 「大君」は 「皇 (おおきみ)」

「大王 (お おきみ)」 であり、 「天皇」である。

和銅三年 (710年 )に高市皇子は 「大君 (天皇)」 と詠われている。 71
0年 ころまでは高市皇子は 「天皇」であることを誰 もが認めていたことにな

る。その後『 日本書紀』は「高市天皇」を抹殺して「高市皇子」にしているの

であろう。

(4)高市天皇と筑紫

『日本書紀』「持統紀」には九州 (筑紫)に関する記事が多い。

■ (持統)元年 (687年 )四月、筑紫大宰、投化せ る新羅の僧尼及

び百姓男女二十二人を献 じる。武蔵国に居 らしむ。
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■ (持統)元年 (687年 )七月、隼人の大隅・阿多の魁帥等三百三

十七人に賞を賜る。

■ (持統)元年 (687年 )九月、新羅、王子金霜林・級冶金薩慕及

び級潰金仁述・大舎蘇陽信等を遣わし国政を奏請 し、且つ調賦を献

じる。学問僧智隆は付いて至る。筑紫大宰、便ち天皇の崩 じたこと

を霜林等に告げる。

■ (持統)二年 (688年 )二月、霜林等を筑紫館に於いて饗 (あ え)

る。

■ (持統)二年 (688年 )九月、耽羅の佐平加羅等を筑紫館に饗 (あ

え)る。

■ (持統)三年 (689年 )正月、筑紫大宰粟田真人朝臣等、隼人一

百七十四人、併せて布五十常、牛皮六枚、鹿皮五十枚を献 じる。

■ (持統)三年 (689年 )二月、詔 して、 「筑紫の防人、年限に満

る者は替えよ」という。

■ (持統)三年 (689年 )六月、衣裳を筑紫大宰等に賜 う。 (中 略)

筑紫大宰粟田真人朝臣等に詔 して、学問僧明聰・観智等が新羅の師

友に送る為の綿各一百四十斤を賜 う。 (中 略)筑紫の小郡に於いて

新羅の弔使金道那等に設 (あ え)る。

■ (持統)三年 (689年 )間八月、浄広肇河内王を以て筑紫大宰師

と為す。

■ (持統)三年 (689年 )九月、直広参石上朝臣麻呂・直広肇石川

朝臣虫名等を筑紫に遣わし位記を給送 (た ま)う 。

■ (持統)四年 (690年 )十月、使いを遣わし筑紫大宰河内王等に

詔 して曰く、 (後 略)

■ (持統)四年 (690年 )十月、軍丁筑後国の上陽畔 (かみつやめ)

郡の人大伴部博麻に詔 して曰く、 (後 略)
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■ (持統)五年 (691年)正月、詔して曰く、「直広鉾筑紫史益、

筑紫大宰府の典に拝して以来二十九年。清白・忠誠を以て敢えて怠

惰せず。是故、食封五十戸 (中略)を賜う」という。

『 日本書紀』

「持統紀」であるからこれ らの記事はすべて持統天皇であるといわれてい

る。 しかし持統天皇が即位するのは 690年 である。

天武天皇は686年 に死去している。天武天皇が死去 して持統天皇が即位す

るまでの「686年 -690年 」の間は『 日本書紀』では天皇は存在しない。

持統天皇が「称制」している期間である。ところがここには「献 じる」「賜る」

「詔 して」と出てくる。 「天皇」に関する用語である。 「称制」ではこれ らの

用語は用いないであろう。 「686年 -690年 」の間にも「天皇」は存在 し

ている。

これ らの記事はすべて九州の出来事である。九州を支配 しているのは天武王

権である。 「筑紫大宰」も出てくる。 「筑紫大宰」を派遣 しているのは「天武

王権」である。天皇は「天武王権」の天皇である。天武天皇は686年 に崩 じ

ている。その後を継いでいるのは高市皇子である。これらの記事の 「天皇」は

「高市天皇」であろう。

『 日本書紀』は「高市天皇紀」を「持統紀」に書き変えているのではないだ

ろうか。

{5) 「高市天皇」の在位期間

高市天皇の在位期間を調べよう。『 日本書紀』は690年に持統天皇が即位

したと書いている。しかし『懐風藻』は、高市皇子が死去した696年 7月 の

時点でも持統天皇は「皇太后」となつている。
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高市皇子亮後、皇太后引王公卿士於禁中、謀立継嗣。時群臣各挟

私好、衆議紛紙。            『懐風藻』葛野王伝

(訳)高市皇子が莞 (みまか)る 後、皇太后 (持統天皇)は王・

公・卿・士を禁中に引き入れて、継嗣を立てることを謀る。時に

群臣は各々私好を挟み、衆議は紛紙なり。

持統天皇は696年 7月 の時点でも即位 していない。690年 に持統天皇が

即位 したとい うのは『 日本書紀』の捏造である。

「朱鳥」年号は高市天皇の年号である。 「朱鳥」年号は 「686年 -694

年」である。高市天皇は「694年 」まで在位 している。 「690年 」に持統

天皇が即位することはあり得ない。

高市天皇が崩御するのは「696年 7月 」である。このとき次の天皇を誰に

するかについて議論 している。高市天皇は「686年 -696年 7月 」まで在

位 している。

『 日本書紀』は、697年に持統天皇は軽皇子に譲位 したと書いている。そ

うであれば持統天皇は高市天皇が崩じた後に即位しているのであろう。

高市天皇と持統天皇の在位は次のようになる。

○高市天皇と持統天皇の在位

■高市天皇  朱鳥元年 (686年 )7月 、即位

朱鳥四年 (689年 )

朱鳥五年 (690年 )

草壁皇子亮る

(持統天皇即位 )

■持統天皇

朱鳥九年 (694年 )

?  (696年 )7月 、高市天皇崩御

?  (696年 )8月 、持統天皇即位

?  (697年 )8月 、軽皇子に譲位
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「高市天皇」の在位は「朱鳥元年 (686年 )7月 -696年 7月 」である。

『 日本書紀』は持統天皇の即位を690年 としているが、690年は「朱鳥

五年 (690年 )」 であり、「朱鳥」年号の途中である。これを見ても690
年に持統天皇が即位したというのは『 日本書紀』の捏造であることがわかる。

持統天皇が天皇である期間は高市天皇が死去 した 696年 7月 か ら軽皇子

に譲位す る 「697年 8月 」までである。高市天皇 と持統天皇の在位は次のよ

うになる。

○高市天皇と持統天皇の在位

■高市天皇の在位  686年 7月 -696年 7月

■持統天皇の在位  696年 8月 -697年 8月

持統天皇が「天皇」である期間は1年だけである。

『 日本書紀』は高市皇子が「天皇」になつていることを抹殺している。この

期間は持統天皇が「称制」して、その後即位したと書いている。すべて『 日本

書紀』の捏造である。
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第 2章  藤原京の造営と遷都
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1 持統天皇の年号

(1)「 朱 鳥 」 以 降 の年 号

「朱鳥」年号は高市天皇の年号である。その後、年号はどうなるのであろう

か。

『三中歴』を見ると「朱鳥」年号の次に 「大化」年号が来る。

○『 三中歴』の年号

■朱鳥九年 丙戊

■大化六年 乙未

「朱鳥」元年の 「丙戌」は 686年 である。 「朱鳥」年号は 686年 -69

4年 の 9年間である。 これは高市天皇の年号である。

次に 「大化」年号が来るとい う。 「大化」元年の 「乙未」は 「695年 」で

ある。 「大化」年号は 695年 -700年 の 6年間であるとい う。

しか しこれはおか しい。文武天皇は 697年 8月 に即位 している。 「大化」

年号の途中で即位していることになる。『三中歴』は疑わしい。

『襲国偽僣考』は次のように書いている。

■ 大 和

持統天皇九年乙未、大和元年とす。此年号、麗気には見えず。『海東諸

国紀』にはのせたり。 (中略)一説に曰く、持統帝の時、大和。又曰く、

年数を審 (つ まびらか)にせず。
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■大長

文武天皇二年戊戊、大長元年とす。一説に曰く、文武帝の時、大長。又

曰く、按ずるに戊成を元年とす。

右大化以後の年号。九州年号ここに終わる。今、本文に引く所は九州年

号と題したる古写本によるものなり。        『襲国偽僣考』

『襲国偽僣考』には「持統天皇九年乙未、大和元年とす」とある。「 (持統)

九年乙未」は「695年」である。695年 を大和元年としている。 「年数を

審 (つまびらか)にせず。」とある。「大和」年号の年数は不明であるという。

「大和」年号については「此年号、麗気には見えず。『海東諸国紀』にはの

せたり。」とある。『海東諸国紀』を見ると次のようになっている。

○『海東諸国紀』  (句読点は著者が付す)

持統天皇。元年丁亥。九年乙未改元大和。三年丁酉人月、禅位干

文武。在位十年。

文武天皇、天武孫。母元明。元年丁酉。明年成戊改元大長。定律

令。四年辛丑改元大宝。           『海東諸国紀』

(訳)持統天皇。元年丁亥 (687年 )。 (持統天皇)九年乙未

(695年 )に大和に改元。 (大和)三年丁酉 (697年 )八 月、

文武に禅位。在位十年。

文武天皇は天武天皇の孫、母は元明天皇。元年は丁酉 (697

年)。 明年戊成 (698年 )大長に改元。律令を定める。大長四

年辛丑 (701年 )に大宝に改元。

『海東諸国紀』も「 (持統)九年乙未改元大和」と書いている。 「 (持統)

九年乙未 (695年 )」 に「大和」年号に改元するとある。

「 (持統天皇)九年乙未 (695年)に大和に改元」し、 「 (大和)三年丁

酉 (697年 )八月、文武に禅位。」とある。ところが持統天皇は695年に
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はまだ即位 していない。 「695年 」は高市天皇の在位期間である。高市天皇

の在位は「686年 -696年 」である。 「大和」に改元しているのは高市天

皇であろう。

『襲国偽僣考』と『海東諸国紀』は「695年」から「大和」年号が始まる

と書いている。「朱鳥」年号の次に「大和」年号が来るのであろう。

(2)「大和」年号について

『 海東諸国紀』は「持統天皇。元年丁亥。九年乙未改元大和。三年丁酉八月、

禅位予文武。」と書いている。 「 (大和)三年丁酉 (697年 )八月」に文武

天皇に禅位 したとある。 「大和」年号は「大和元年 (695年 )」 から「三年

丁酉 (697年 )」 まである。

○『海東諸国紀』の 「大和」年号

■大和元年  695午
■大和二年  696年
■大和三年  697年 八月、 (禅位干文武 )

高市天皇の「朱鳥」年号は「686年 -694年 」である。 「大和」年号は

「695年 」からはじまるから「大和」年号は高市天皇の年号であろう。

ところが高市天皇は 696年 に崩御 しているのに「大和」年号は「697年 」

まで続く。 「大和」年号は高市天皇の崩年 (696年 )を越えてしまう。これ

では高市天皇の年号ではないということになる。

『襲国偽僣考』は「大和」年号について「午数を審 (つ まびらか)にせず。」

と書いている。『海東諸国紀』は「大和三年」まであると書いているが、「大

和二年」で終わるのであれば高市天皇の年号ということになる。 「大和」年号

は 「二年」で終わるのか、それとも「二年」まで続くのであろうか。
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(3)「 大和 」 と 「大化 」年 号

「大和」年号と「大化」年号は混乱している。 「大和」年号と「大化」年号

について詳しく調べてみよう。

『渤海国記』に持統天皇の年号が出てくる。

○『渤海国記』

■丙申 (696年 )

■丁酉 (697年 )

■庚子 (700年 )

■辛丑 (701年 )

持統帝大化二年

文武帝大長元年

(大長)四年

文武帝大宝元年

『渤海国記』には「丙申年 (696年 )」 が「持統帝大化二年」とある。「大

化」元年は695年となる。『三中歴』も「大化」元年を695年にしている。

『本朝後胤紹運録』は「大化三年丁酉 (697年 )」 に持統天皇は軽皇子に

禅位したと書いている。

■持統天皇  諄は菟野。又高天原広野姫と号す。治十一年。母は越

智娘。大臣蘇我山田石川丸の女。

孝徳元降誕。天武二年皇后と為る。朱鳥五正一即位。大化三年丁西八月

一日禅位。太上皇と尊号す。大宝二年十二月十二日崩。五十八。高市郡

桧隈安古岡陵に葬す。             『本朝後胤紹運録』

「大化三年丁酉八月一 日禅位」とある。 「大化二年丁酉」は 697年 である

から「大化元年」は「695年 」である。

『三中歴』『渤海国記』『本朝後胤紹運録』の3文献は「大化元年」を69

5年に している。 しかも持統天皇の年号であるとい う。
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しかしこれはおかしい。高市天皇は696年 7月 まで在位 している。695

年は高市天皇の在位中である。 「大化元年」を「695年 」とする 3文献は間

違っている。

『渤海国記』には 「持統帝大化二年」とある。 「大化」年号は持統天皇の年

号という意味であろう。 「大化元年」は「695年 」ではなく持統天皇が即位

する「696年 」ではないだろうか。高市天皇の在位期間は686年 -696
年 7月 である。 「朱鳥」年号は「686年 -694年 」である。残る「695

年-696年 7月 」までが 「大和」であろう。

『 三中歴』『渤海国記』『本朝後胤紹運録』の 3文献には共通 して「大和」

年号がない。そのため 「大化元年」を「695年 」にしているのではないだろ

うか。

『 襲国偽僣考』は 「持統天皇九年 乙未、大和元年 とす」 と書いている。 「大

和元年」は 「695年 」である。 「大和」年号は 「695年 -696年 7月 」

とい うことになるのではないだろ うか。

「大化」年号は持統天皇の年号である。持統天皇は高市天皇の次に即位 して

いるか ら 「大化」年号は 「大和」年号の次に来るのであろ う。

「大和」年号 と 「大化」年号は次のよ うになるのであろ う。

○復元 された 「大和」 と 「大化」年号

■ 大和元午  695年   -695年 12月

二年  696年 1月 -696年 7月

■ 大化元年  696年 8月 -696年 12月

二年  697年 1月 -697年 8月

(高 市天皇崩御 )

(持統天皇即位 )

(文武天皇へ譲位 )

「大和」は高市天皇の年号であり、「大化」年号は持統天皇の年号である。
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2 藤原京の造営

{1)持統天皇と藤原京

『日本書紀』は持統天皇が飛鳥浄御原宮から藤原宮へ遷都したと書いている。

(天智)七年 (668年 )二月、蘇我山田石川麻呂大臣の女有 り、

遠智 (お ち)姫 という。一男二女を生む。其の一を大田皇女とい

う。其の二を島野皇女とい う。天下を有するに及び飛鳥浄御原宮

に居す。後に藤原に宮を移す。         『 日本書紀』

l鵠野皇女 (持統天皇)は 「藤原に宮を移す」とある。持統天皇は飛鳥浄御原

宮から藤原京へ遷都している。

『 日本書紀』は藤原京の造営から遷都までを次のように書いている。

■ (持統)四年 (690年 )正月、皇后、天皇位に即く。

■ (持統)四年 (690年 )十月、高市皇子、藤原の宮地を観る。公

卿 。百寮が従 う。

■ (持統)六年 (692年 )五月、浄広肇難波王等を遣わして藤原の

宮地を鎮め祭る。

■ (持統)六年 (692年 )六月、天皇、藤原の宮地を観る。

■ (持統)七年 (693年 )人月、藤原の宮地に幸す。

■ (持統)八年 (694年 )正月、藤原宮に幸す。

■ (持統)八年 (694年 )十二月、藤原宮に遷 り居す。

『 日本書紀』
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「690年 正月」に「皇后、天皇位に即く」とある。持統天皇が即位 してい

る。 「692年 六月」に 「天皇、藤原の宮地を観る。」とある。 「天皇」は持

統天皇である。

693年 8月 に「藤原の宮地に幸す。」とあり、694年 正月に「藤原官に

幸す。」とある。主語がないからすべて持統天皇である。694年 12月 に「藤

原宮に遷り居す。」とある。これも持統天皇である。『 日本書紀』は「694
年」に持統天皇が藤原京へ遷都したと書いている。

(2)藤原京の造営者

天武天皇以降の天皇とその年号は次のようになっている。

○復元された天武天皇以降の天皇と年号

■高市天皇 686年 -694年

695年 -696年 7月   (高 市天皇崩 )

696年 8月 -697年 8月 (文武天皇に譲位 )

697年 9月 -701年 2月

701年 3月 ―

『 日本書紀』によると、藤原京の造営は690年 -694年 である。「朱鳥」

午号の期間中である。 「朱鳥」年号は高市天皇の年号である。藤原京を造営し

ているのは高市天皇である。

『 日本書紀』は、690年に持統天皇が即位 したと書いている。これは『 日

本書紀』の捏造である。690年は「朱鳥」年号の途中である。高市天皇の在

位期間中である。持統天皇は690年 には即位 していない。

朱鳥

大和

大化

大長

大宝
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(3)藤原京遷都 と「大和」年号

高市天皇には「朱鳥」と「大和」の二つの年号がある。 「朱鳥」年号は 69

4年に終わ り、 「大和」年号は 695年 から始まる。

藤原京への遷都は 694年 12月 である。

■ (持統)八年 (694年 )十二月、藤原宮に遷り居す。

『 日本書紀』

694年 12月 の藤原官への遷都で「朱鳥」年号は終わ り、「695年 1月 」

から「大和」年号がはじまるのであろう。

高市天皇は「695年 正月」に「朱鳥」年号から「大和」年号に改元 してい

る。高市天皇は「藤原京へ遷都」したのを記念 して年号を改めているのであろ

う。藤原京は 「大和」年号からはじまる。

藤原京を造営 して藤原京へ遷都 したのは高市天皇である。年号もそれに合わ

せて改元 している。
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『 日本書紀』は高市天皇を抹殺 している。『 日本書紀』は、 686年 に天武

天皇が崩 じると持統天皇が直ちに「称制」し、その翌年の 687年 を「持統天

皇元年」にしている。 690年 に持統天皇は正式に即位 したとしている。その

ため 690年 -694年 の藤原京の造営は持統天皇になっている。『 日本書

紀』「天智紀」でも「天下を有するに及び飛鳥浄御原宮に居す。後に藤原に宮

を移す。」と書いている。これらはすべて『日本書紀』の捏造である。

「朱鳥」年号と「大和」年号は高市天皇の年号である。高市天皇は686年

-696年 まで在位 している。藤原京の造営から藤原京への遷都は 「高市天

皇」である。



○高市天皇の年号

■ 高市天皇 朱鳥

大和

686年 ―-694年 12月

695年 ‐-696年 7月

(藤原京遷都 )

(高 市天皇崩 )

高市天皇は 696年 に死去す る。高市天皇は 694年 12月 に藤原京に遷都

して 696年 7月 に崩 じているか ら高市天皇が藤原京に在位 していたのは 6

95年正月-696年 7月 までの約 1年半である。
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3 天武天皇 と藤原京

(1)「大君」 と天武天皇

『万葉集』に天武天皇を称える歌がある。

〇壬申の年の乱の平定以後の歌二首

■皇 (おおきみ)は 神にし座 (ま )せば 赤駒の 腹ばゆ田井を 京

師 (みやこ)と なしつ        『万葉集』 「4260番 」

右一首は大将軍贈右大臣大伴卿作れり。

■大王 (おおきみ)は 神にし座 (ま )せば 水鳥の すだく水沼を

皇都 (みやこ)と なしつ       『万葉集』 「4261番 」

右の件の二首は天平勝宝四年二月二 日に之を聞いてすなわちここ

に載せるなり。          『 万葉集』 (巻十九)

「壬申の乱の平定以後の歌」とあるから「天武天皇」を詠った歌である。「皇

(お おきみ)」 「大王 (お おきみ)」 は天武天皇である。

天武天皇は「神」であるから湿地帯を都 (京 師、皇都)に したと称えている。

(2)飛鳥浄御原宮

天武天皇が造営したのは飛鳥浄御原宮である。飛鳥浄御原宮は斉明天皇が造

営 した 「後飛鳥岡本宮」の南に造られた。
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斉明天皇が造営した「後飛鳥岡本宮」は飛鳥京の「内郭」といわれていると

ころである。天武天皇が造営 した 「飛鳥浄御原宮」は 「内郭」の南にある「エ

ビノコ郭」というところである。天武天皇は斉明天皇が造営 した後飛鳥岡本宮

(内 郭)の南に飛鳥浄御原宮 (エ ビノコ郭)を造つている。

図 3 飛鳥京 (内郭とエビノコ郭 )
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(3}「京師・皇都 (みやこ)」 とは

『 万葉集』の天武天皇を称える歌には 「神にし座 (ま )せば 赤駒の 腹ば

ゆ田井を 京師 (みやこ)と なしつ」とあり、また 「神にし座 (ま )せば 水

鳥の すだく水沼を 皇都 (みやこ)と なしつ」とある。 「神であるから湿地

帯を都にした」と詠つている。

天武天皇が造営 したエビノコ郭 (浄御原宮)は後飛鳥岡本宮 (内郭)の南に

あり、土地はなだらかに南へ上つている。エビノコ郭 (浄御原宮)の地域は高

台になってお り湿地帯ではない。『 万葉集』に詠われている「湿地帯を都にし

た」というところはエビノコ郭 (浄御原宮)ではない。

『万葉集』の歌には湿地帯を「京師 。皇都 (みやこ)」 にしたとある。 「京

師・皇都 (みやこ)」 は「京」である。「飛鳥浄御原宮」は「宮」である。『万

葉集』の歌は「京都 (みやこ)」 を造ったときの歌である。飛鳥浄御原官を造

ったときの歌ではない。

『 万葉集』の歌は 「藤原京」を造営したときの歌ではないだろうか。藤原京

は飛鳥川の川下にあり、湿地帯である。天武天皇は藤原京を造っているのでは

ないだろうか。

藤原京の発掘調査は何年にも渡って行われている。発掘した遺跡や遺物・木

簡からさまざまなことが判明している。その中でも重要なのは 「先行条坊遺

構」の発見である。人木充氏は『研究史 飛鳥藤原京』 (吉川弘文館)の中で

次のように述べている。

藤原京建造物の造営に先立ち、その下層で発見された京域内先行

条坊遺構の計画と施工をめぐる疑間である。北面中門・東面北門

付近で、それぞれ朱雀大路・三条大路計画線、大極殿院北半中央

地点でも朱雀大路計画線 とその東側溝 と東寄 りの大溝が検出さ

れた。また内裏東方の東方官衛地区でも東二坊坊間路と四条条間
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路の交差点、朝堂西方の西方官術地区で西二坊坊間路と五条条間

路の交差点などで、先行条坊遺構が発見されている。いずれも宮

の造営にともなって撤廃されたことが判明した。しかも宮内先行

朱雀大路側溝から出土 した土器の年代は七世紀第 4四 半期をさ

かのぼらず、朱雀大路やその側溝と一時併存 した大極殿院北の大

溝から壬午・癸未・甲申 (天武十一年―十二年)の紀年木簡や天

武十四年制定の冠位、進大肇の木簡が出土した。したがって条坊

地割の施工の時期は天武末年となる可能性が大きいという。また

大溝は条坊道路の側溝が埋められたのち廃され、その上に大極殿

北回廊が立てられた (奈文研『藤原京木簡二、解説』五十五年)。

人木充氏

現在の藤原京の下には「先行条坊遺構」があり、その溝から「壬午・癸未・

甲申」と記 した紀年木簡が出土したという。それ らは「天武十一年 (682年 )」

「天武十二年 (683年 )」 「天武十三年 (684年 )」 にあたるという。天

武天皇の時代の本簡である。

藤原京は天武天皇の時代から造営が始まっている。その上に現在の藤原京が

造られている。それが発掘調査で明らかになった。藤原京は天武天皇が最初に

造営 している。

藤原京の地は飛鳥京よりも川下にあり、湿地帯である。『 万葉集』の「神に

し座 (ま )せば」、 「赤駒の 腹ばゆ田井を 京師 (みやこ)と なしつ」や、

「水鳥の すだく水沼を 皇都 (みやこ)と なしつ」という二つの歌は天武天

皇が湿地帯に藤原京を造営 したときの歌である。
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(4)藤原京 と天武天皇

686年 に天武天皇は崩御 し、高市皇子が即位する。藤原京は未完成であっ

た。造営はその後も続けられる。高市天皇はしばしば藤原京造営の進捗を見に

行く。

■

■

■

(持統)四年 (690年 )十月、高市皇子、藤原の宮地を観る。公

卿 。百寮が従 う。

(持統)六年 (692年 )五月、浄広肇難波王等を遣わして藤原の

宮地を鎮め祭る。

(持統)六年 (692年 )六月、天皇、藤原の宮地を観る。

(持統)七年 (693年 )八月、藤原の宮地に幸す。

(持統)八年 (694年 )正月、藤原宮に幸す。   『 日本書紀』

これ らはすべて高市天皇である。持統天皇ではない。

『 日本書紀』は 「高市天皇」を抹殺している。 「高市天皇」を「高市皇子」

にしている。ここには「高市皇子」に「公卿・百寮が従う。」となつている。

しかし「皇子」に「公卿・百寮が従う。」ことはない。 「公卿・百寮が従う」

のは「天皇」である。『 日本書紀』は「高市天皇」を「高市皇子」に変更して

いる。

694年 12月 に高市天皇は藤原京へ遷 り、翌695年正月に年号を「大

和」に改元している。

『 日本書紀』には、これ以前に天武天皇が藤原京の造営を始めているときの

記述がある。

■ (天武)五年 (676年 )、 是年、将に新城を都 とす。而して限内

の田園は公私を問わず皆耕さずに悉く荒れる。然るに遂に都になら

ず。

279



■ (天武)十一年 (682年 )二月、小紫三野王及び宮内官大夫等に

命 じて新城に遣わして其の地形を見 しむ。例 りて将に都 とす。 (中

略)新城に幸す。

■ (天武)十二年 (683年 )七月、天皇、京師を巡行する。

■ (天武)十二年 (684年 )二月、天皇、京師を巡行 して宮室の地

を定める。                    『 日本書紀』

「 (天武)十一年 (682年 )」 「 (天武)十二年 (683年 )」 「 (天武 )

十二午 (684年 )」 のことである。出土した紀午木簡の「壬午・癸未・甲申」

と一致する。

672年 に「壬申の乱」が終わると天武天皇は斉明天皇が造営 した後飛鳥岡

本宮 (内 郭)の南に飛鳥浄御原宮 (エ ビノコ郭)を造って住み着くが、これに

は満足 しなかったのであろう。4年後の 676年 には新しい都を造営 しようと

計画 している。

従来は 「新城」を「新木 (に き)」 と解釈 して「奈良県大和郡山市新木 (に

き)」 に比定している。 しかし「新城」は 「新しい都 (城)」 という意味であ

ろう。藤原京のことである。天武天皇はすでに676年 に藤原京の土地を「都」

と定めている。 676年 には都 (京)の造営は行われなかったが 682年 から

再び「新城 (藤原京)」 の地形を見させて、そこを「都 (京 )」 に定めている。

このときの 「紀年木簡」が藤原京の 「先行条坊遺構」から出土している。

684年 には「京師を巡行 して宮室の地を定める。」とある。「藤原京を巡

行 して」という意味であろう。このときの木簡も出土している。すでに条坊の

地割 りはできてお り、工事が始まっていることがわかる。しかし「宮室 (宮殿 )」

の位置はまだ定まっていなかったのであろう。 684年 に「宮室 (宮殿)」 の

位置を定めている。

藤原京から紀年木簡が出土して「新城」が藤原京であることが判明した。そ

こは湿地帯である。天武天皇は「神であるから」湿地帯を京 (都)にすること

ができた。優れた土木技術を持っている。百済からの亡命者の技術ではないだ
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ろうか。天武天皇は百済の技術で 「水城」を造つている。土木工事は得意であ

る。湿地帯を都 (藤原京)にする事ができたのは百済からの亡命者が居たから

であろう。
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第 3章  長屋親王
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1 長屋王

(1)長 屋 王 の 出 自

長屋王は高市皇子の子である。天武天皇の孫にあたる。系図は次のようにな

つている。

図 4 長屋王家の系図  (『平城京と木簡の世紀』 (講談社))
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長屋王の年齢には二説がある。「54才死亡説」と「46才死亡説」である。

『懐風藻』は「54才死亡説」である。

左大臣正三位長屋王三首。 年五十四 『懐風藻』

長屋王は729年に自害する。『懐風藻』はそのときの年齢を54才 として

いる。生年を求めると「
(天武)五年 (676年 )」 の生まれとなる。

「46才死亡説」は『公卿補任』である。『公卿補任』には長屋王は神亀六

年 (天 平元年=729年 )に 「謀反の罪で誅を被り」とあり、そのときの年齢

は 「四十六才」とある。

神亀六年己巳 改八月五日為天平元年

左大臣 正三位 長屋王 四十六 二月十日謀反被誅。 (在官

九年) 天武天皇の孫、太政大臣高市親王の子也。

『公卿補任』

神亀六年 (729年 )は 8月 5日 に天平元年に改元されるとあり、「二月十

日に長屋王は謀反の罪で誅 される」とある。そのときの年齢は「四十六才」で

あるという。生年を求めると「 (天武)十三年 (684年 )」 となる。

『公卿補任』の 「四十六才」説は、初めて叙位 される年齢を 21才 として計

算 したものであるといわれている。長屋王は 704年 に初めて叙位を受ける。

「蔭位規定」では 21才以上になって初めて位階が与えられるという。『公

卿補任』はこれをもとにして長屋王は 704年 に 21才 であるとして、死去 し

た 729年 は 21+(729-704)=46才 としているといわれている。

704年 に長屋王が 21才であったという証拠はない。「四十六才」説は机

上で造られた説である。
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(注)後述するが「慶雲元年 (704年)正月、元 (無)位長屋王に正四位上
を授く。」は『続日本紀』の捏造である。これを基にしている「四十六才」説
は誤りである。

長屋王が死去 したのは 54才である。生まれたのは 「 (天武)五年 (676
年)」 である。

○長屋王の生年 と死亡年

生年

■ 長 屋 王  676年

死亡年

729年  (54才 )

(2) 「長屋 王 の変 」

729年に長屋王は「国家を傾けようとしている」という密告を受けて自害

する。

(聖武)天平元年 (729年 )二月十 日、左京の人従七位下漆部

造君足、無位中臣宮処連東人等、密かに告げて称す、「左大臣正

二位長屋王、私に左道を学び、国家を傾けんと欲す。」という。

其の夜、使いを遣わし固く三関を守る。因りて式部卿従三位藤原

朝臣宇合、衛門佐従五位下佐味朝臣虫麻呂、左衛士佐外従五位下

津嶋朝臣家道、右衛士佐外従五位下紀朝臣佐比物等を遣わし六衛

兵を将いて長屋王宅を囲む。

十一 日、大宰大蔦正四位上多治比真人県守、左大弁正四位上石川

朝臣石足、弾正ヂ従四位下大伴宿禰道足を権 (か り)に参議 と為

す。巳 (み)の時、一品舎人親王 。新田部親王は大納言従二位多

治比真人池守、中納言正三位藤原朝臣武智麻呂、右中弁正五位下
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小野朝臣牛養、少納言外従五位巨勢朝臣宿奈麻呂等を遣わして長

屋王の宅に就 (つ )いて其の罪を窮問す。

十二日、王を自ら尽 (し )な しむ。其の室二品吉備内親王、男従

四位下膳夫王、無位桑田王 。葛木王・鉤取王等、同じく亦自ら経

(く びくく)る 。乃ち悉く家内の人等を捉えて左右衛士・兵衛等

の府に禁 じ着く。

十二 日、使いを遣わして長屋王・吉備内親王の屍を生駒山に葬

る。例 りて勅 して曰く、「吉備内親王は罪無し。宜 しく例に准 じ

て送 り葬るべし。唯、鼓吹は停めよ。其の家令・帳内等は並びに

放免従えよ。長屋王は犯に依 り誅 (つみ)に伏す。罪人に准ずる

と雖も其の葬は醜 くすること莫 (な か)れ。」という。

長屋王は天武天皇の孫、高市親王の子、吉備内親王は日並知皇子

尊 (草壁皇子)の皇女なり。          『続日本紀』

729年 2月 10日 に密告があり、その夜に「長屋王宅を囲む。」とある。

11日 には長屋王は「窮問」を受けて、12日 に自害している。自害は「令王

自尽」とある。 「王をして自尽せしむ」であり、自害を命じられている。

あまりにも早い処分である。密告を受けて2日 後には長屋王は死を命じられ

ている。長屋王とともに自害したのは「其の室二品吉備内親王、男従四位下膳

夫王、無位桑田王・葛木王 。鉤取王等、同じく亦自ら経 (く びくく)る。」と

ある。妻の吉備内親王とその子だけである。

しかし吉備内親王については「吉備内親王は罪無し」とある。また「其の家

令・帳内等は並びに放免」せよとある。家臣は翌日には放免されている。他の

人々もすべて放免される。

十七 日、外従五位下毛野朝臣宿奈麻呂等七人は長屋王と交わり通

うに座 して並びに流される処となる。 自余の九十人は悉 く原免

(ゆ るし)に従 う。
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十八日、左大弁正四位上石川朝臣石足等を遣わし、長屋王の弟従

四位上鈴鹿王宅に就いて勅を宣して曰く、「長屋王の昆弟・姉

妹・子孫、及び妾等の縁座に合う者は男女を問わず咸 (こ とごと)

く皆赦除 (ゆ る)せ。」という。        『続日本紀』

流罪にあったのは「外従五位下毛野朝臣宿奈麻呂等七人」だけである。その

他の 「九十人」は放免されているし、長屋王の兄弟・姉妹・子孫・妾等も「男

女を問わず咸 (こ とごと)く 皆赦除 (ゆ る)せ。」とある。自害 した吉備内親

王とその子供以外は皆放免 されている。

国家を傾けるような陰謀であれば長屋王一人だけでは実行できない。ところ

が 「死罪」になったのは長屋王と吉備内親王、およびその子供だけである。そ

れ以外に 「死罪」になつた人はいない。

さらに不思議なことは皆が「無罪」として放免されているにもかかわらず密

告者は異例の昇進をしていることである。

二十一日、又、告人漆部造君足 。中臣宮処連東人に並びに外従五

位下を授け、封二十戸、田十町を賜 う。

二十六日、長屋王の弟・姉妹・併せて男女等、見る存る者は禄を

給う例に預かる。                『続日本紀』

「従七位下」の漆部造君足はいきな り「外従五位下」に昇格 している。また

「無位」の中臣宮処連東人は 「外従五位下」を授かつている。そのうえ 「封三

十戸、田十町を賜 う。」とある。

皆が無罪放免になつているということは「密告」は偽 りであったということ

になるであろう。そ うであれば何故嘘を言った密告者は罰せ られないのであろ

うか。逆に密告者は異例の昇進をしている。何故であろうか。

この事件には後日談がある。
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(聖武)天平十年 (738年 )七月十 日、左兵庫少属従八位下大

伴宿禰子 虫、刀 を以て右兵庫頭外従五位 下中臣宮処連東人を研

(き )り 殺す。初め子虫は長屋王に事 (つ か)えて頗 る恩遇を蒙

る。是に至 り適 (た またま)東人 と比寮に於いて任ず。政事の隙

に相共に碁を囲む。語が長屋王に及ぶ と憤 り発 して罵 り、遂に剣

を引き抜 き俊 り殺す。東人は即ち長屋王の事を証告 (ぶ こく=無

実の人をお としいれ よ うとして告訴す ること)した人な り。

『続日本紀』

長屋王を密告 した中臣宮処連東人 と長屋王に仕えていた大伴宿禰子虫は囲

碁を打っていた。話が長屋王に及ぶと大伴宿禰子虫は怒 り罵り、中臣宮処連東

人を研 (き )り 殺 したという。

中臣宮処連東人は「長屋王の事を証告 (ぶ こく=無実の人をおとしいれよう

として告訴すること)した人なり。」とある。 「長屋王の変」は証告だったの

である。長屋王は無実だった。中臣宮処連東人という証告者により、長屋王は

罪を着せ られて自害させ られたのである。

しかし問題がある。証告者は異例の処遇を受けている。何故であろうか。「証

告」であることが判明すれば直ちに捕らえられて処刑されるはずである。証告

者は処刑 されるどころか、異例の処遇を受けている。

「長屋王の変」は陰謀だったのではないだろうか。おそらく長屋王が邪魔だ

ったのであろう。そこで証告をさせて長屋王に罪を着せて殺 したのではないだ

ろうか。そのお礼として証告者に異例の処遇をしているのであろう。 「長屋王

の変」は誰かの陰謀であろう。
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2 「長屋親王」 と木簡

(1)長屋王の叙位

『続日本紀』は長屋王の叙位を次のように書いている。長屋王は無位から左

大臣正三位 という最高の地位にまで昇る。

■ (文武)慶雲元年 (704年 )正月、元 (無)位長屋王に正四位上

を授く。

■ (元 明)和銅二年 (709年 )十一月、従三位長屋王を以て宮内卿

と為す。

■ (元明)和銅三年 (710年 )二月、始めて平城に遷都す。

■ (元明)和銅二年 (710年 )四月、従三位長屋王を以て式部卿 と

為す。

■ (元明)和銅七年 (714年 )正月、二品長親王 。舎人親王、三品

志貴親王に封各二百戸を益す。従三位長屋王には一百戸。

日 (元正)霊亀二年 (716年 )正月、従三位長屋王に正三位を授く。

■ (元正)養老二年 (718年 )二月、正三位長屋王 。安倍朝臣宿奈

麻呂を並びに大納言と為す。

■ (元正)養老五年 (721年 )正月、正三位長屋王に従二位を授く。

(中 略)大納言従二位長屋王を以て右大臣と為す。

■ (聖武)神亀元年 (724年 )二月、一品舎人親王に封五百戸を益

す。二品新田部親王に一品を授 く。従二位長屋王に正三位。 (中 略)

又右大臣正三位長屋王を以て左大臣と為す。
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■ (聖武)天平元年 (729年 )二月十 日、左大臣正三位長屋王は私

に左道を学び国家を傾けむとす。 (長屋王は証告を受けて自害。 )

『続日本紀』

『続 日本紀』によると長屋王は無位からいきなり「正四位上」に叙位される。

その後も急速に昇位 して左大臣正三位という最高の地位にまで昇っている。

(2) 「長屋親王」木簡

1986年 から平城京の長屋王邸跡の発掘調査が行われて 3万 5千点以上

の木簡が出土した。これを「長屋王家木簡」と呼んでいる。長屋王邸は平城宮

の東南の一等地にある。

「長屋王家木簡」の中に 「長屋親王」と書かれた木簡がある。

■長屋親王宮飽大贄十編 「長屋王家木簡」

長屋王は「長屋親王」と書いてある。 「親王」は単なる「王」ではない。皇

位継承権を持っている。

『歴史誕生  1』 (角川書店)に国立公文書館内閣文庫所蔵の『 令義解』の

コピーが載つている。そこには 「親王」と「王」の違いを次のように書いてい

る。

天皇の兄弟・皇子を皆親王と為す。女帝の子も亦同じ。以外は並

びに諸王と為す。                『令義解』

「天皇の兄弟、皇子を皆親王と為す。」とある。それ以外は「王」である。
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「長屋親王」とある。長屋王の父か、あるいは兄弟が天皇であるということ

になる。長屋王は高市皇子の長子である。長屋王の兄弟に天皇になった人はい

ない。 「長屋親王」とあるのは長屋王の父高市皇子が「天皇」であることを示

している。

「長屋親王」という木簡は高市皇子が 「天皇」であったという物的証拠であ

る。高市皇子はやはり「高市天皇」である。その物的証拠が出土した。

(3) 「長屋親王」と学界

『続日本紀』はすべて「長屋王」と書いている。『 日本書紀』では長屋王の

父を「高市皇子」と書いている。『 日本書紀』も、『続日本紀』も史実を偽っ

て書いている。

しかし従来は『 日本書紀』『続日本紀』を信じてきた。『 日本書紀』『続日

本紀』の内容を疑った人は居ない。

ところが「長屋親王」と書かれた木簡が出土した。学界は驚き、戸惑ってい

る。『歴史誕生 1』 (角 川書店)の中で田辺征夫氏はその驚きを次のように

述べている。

■長屋親王宮飽大贄十編      「長屋王家木簡」

これは長屋親王の宮に献上品として飽 (あ わび)を届けたことを

示す荷札です。 このなかの二つの言葉がわれわれを驚かせまし

た。 「親王」 「宮」 「大贄」です。

長屋王は天武天皇の孫でふつ うの皇族なのですが、天皇の皇位継

承権をもつのは天皇の兄弟 。子供たちで、令 (り ょう)の決まり

では、それらに与えられる称号が 「親王」なのです。ところが長

屋王は孫ですからたんなる「王」のはずです。その常識からはず

れて、ここでは 「長屋親王」となっている。
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「宮」とい うのも天皇の住む屋敷のことで、長屋王の場合は「宅」

であるはずなのにそ うではない。また、「大贄」とい うのは神ま

たは天皇に捧げるものです。ふつ うの「王」である長屋王に捧げ

る飽を「大贄」と称するはずはないのです。これらは、歴史を書

きかえるほどの意味をもつわけです。つまり、長屋王はじつは皇

位継承権をもちうる人物であり、皇太子にも匹敵する地位にいた

のだろうか、という疑いが出てきたのです。   田辺征夫氏

田辺征夫氏は「長屋親王」という木簡の出土に「歴史を書きかえるほどの意

味をもつ」と驚いている。

しかし「日本の歴史学界」では「長屋親王」という木簡が出土しても「長屋

王」を「長屋親王」とは認めていない。

『 木簡が語る古代史 上』 (吉川弘文館)の 中で鬼頭清明氏は次のように述

べている。

天皇の子供が親王です。高市皇子は親王と呼んでもいいわけです

が、長屋王は親王と呼んではいけないというのが法律の建前で

す。ところが親王と書いてあるので、これは法律違反です。 (中

略)長屋王の屋敷では長屋王を親王扱いしていたことが内々行わ

れていたのではないか。            鬼頭清明氏

鬼頭清明氏は 「長屋親王」とあるのは 「令」の規定に反 してお り法律違反で

あると述べている。長屋王の屋敷内だけで内々に 「長屋親王」と呼んでいたの

ではないか とい う。

同じ『木簡が語る古代史 上』 (吉川弘文館)の 中で東野治之氏は概略次の

ように述べている。
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長屋王という人は天皇の孫で、当然 「王」でなければならないの

ですが、木簡には「親王」と書かれています。これを文字通 り受

け取って、長屋王は当時親王の扱いをされていたのだと言 う人も

最初のころにはいたわけです。そうではないにしても、親王と同

等の権勢を持っていたのだという受け取 り方もできますね。 (中

略 )

日本では大和言葉として昔から高貴な人の子供はみな「みこ」で

す。木簡には「長屋親王宮」 「長屋皇子宮」「長屋王子宮」とい

うのもあります。「親王」や「皇子」は天皇の兄弟、あるいは子

供というはっきり限定された意味があるわけですね。そういう漢

語が日本に入ってきた場合に、日本の方でどう対応 したのか。日

本の在来の言葉では、天皇の子供とか天皇の兄弟だけをあらわす

言葉はなく、 「みこ」という言葉しかないわけです。ですから、

それ らの漢語を大和言葉で読む場合には 「みこ」としか読めな

い。そういう読み方を対応 させたのです。いったん、そ ういう対

応が成立してしまいますと、物を書くときに、どの字を使っても

いいということになってしまいます。      東野治之氏

東野治之氏は大和言葉では「王」も「親王」も「みこ」であるから、それを

書くときにも区別がなくなり「王」と書くべきところを「親王」と書いている

のであろうと述べている。

しかし鬼頭清明氏や東野治之氏の説はあり得ないであろう。当時は律令時代

のはじまりであり、規定は厳格に守られている。長屋王は天皇に対 して「勅で

は藤原夫人を大夫人と称せよと言われたが、公式令では皇太夫人となってい

る」と詰め寄つている。天皇は困って先の勅を取 り消している。 「令」の規定

は厳格に守るという姿勢が見られる。

当時はこのように「令」の規定は厳格に守られている。それを指摘 している

長屋王自身が内々ではあっても「長屋親王」と呼ばせるようなことはしないで
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あろう。 「法律違反」になる。法律違反をしている人が天皇に対して「勅」が

「令」に合っていないという指摘はできないであろう。

「王」と「親王」との違いは「皇太夫人」の呼び名の違いよりもずっと厳格

に区別 されるはずである。皇位継承問題が発生するからである。長屋王の屋敷

内だけであっても「王」を「親王」とは言わせないであろう。それこそ重大な

法律違反になる。

「長屋親王」と書かれた木簡は荷札である。飽の特産地で荷札に「長屋親王」

「宮」 「大贄」と書いている。 日本列島の津々浦々では「長屋王」は「長屋親

王」であることを知っている。長屋王の屋敷内だけで内々に使われていたので

はない。

「長屋親王」と書かれた木簡は物的証拠である。 「長屋王」は「長屋親王」

である。『続 日本紀』は史実を偽って書いている。
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3 「長屋親王」の検証 (遺跡、木簡 )

(1)長屋王邸

長屋王が 「親王」であることは遺跡からもいえる。

平城京は条坊制をとつてお り、北から南ヘー条から九条まである。東西は中

央を通る朱雀大路を中心に左右にそれぞれ一坊から四坊まである。左京はさら

に三坊分だけ張 り出している。

長屋王邸は平城宮のす ぐ東南にあり、その位置は平城京左京三条二坊―・

二・七・八坪であるという。

「条」や 「坊」の境にはそれぞれ大路があり、その条坊大路で囲まれた区画

を「坊」という。「坊」はさらに十六等分され、その一つを「坪」という。「坪」

には一から十六までの番号が付いている。

長屋王邸は四分の一 「坊」であり、一・二・七・人の 「坪」からなる。一坪

は一辺が約 120mの 正方形である。その 4倍が長屋王邸の敷地である。

敷地の広さは身分によって決められる。平城京の場合はその規定が残ってい

ないが、藤原京の規定は『 日本書紀』にある。

(持統)五年 (691年 )十二月、詔して曰く、「右大臣に賜う

宅地は四町。直廣式より以上には二町。大参より以下は一町。勤

より以下、無位に至るはその戸口に随う。中戸は半町。下戸は四

分之一。王等は亦此に准ず。」という。     『 日本書紀』
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右大臣には四町とある。 「町」は 「坪」と同じである。 「直廣式」以上には

二町とある。 「直廣試」は 「従四位下」にあたる。従四位下以上には二町が与

えられる。

図 5 長屋王邸の位置   (『 木簡が語る古代史 上』 )

北一条大路

一条大路

二条大路

三条大路

四条大路

五条大路

六条大路

七条大路

八条大路

九条大路

＝
ｄ
Ｆ

十
羅城門

西

一
坊
大
路

西
二
坊
大
路

西
三
坊
大
路

西
四
坊
大
路

東
三
坊
大
路
　
一図坊

東
二
坊
大
路
　
・条」示

東

一
坊
大
路
　
城平

東
四
坊
大
路

0          1kin
L========」

297

東
七
坊
大
路

東
六
坊
大
路

東
五
坊
大
路



平城京への遷都は和銅三年 (710年 )で ある。『続日本紀』によると、長

屋王は平城京遷都の時期は 「従三位」である。

■ (文武 )

を授 く。

■ (元 明 )

と為す。

■ (元明 )

■ (元 明 )

為す。

慶雲元年 (704年 )

和銅二年 (709年 )

和銅三年 (710年 )

和銅三年 (710年 )

正月、元 (無)位長屋王に正四位上

十一月、従三位長屋王を以て宮内卿

二月、始めて平城に遷都す。

四月、従三位長屋王を以て式部卿 と

『続 日本紀』

従三位に与えられる宅地は二町 (坪)である。ところが長屋王の宅地は四町

(坪)で ある。規定の 2倍 の広さである。

平城京の時代は「律令の時代」である。藤原京の時よりも法律は厳格に守ら

れているであろう。違反は許されない。敷地の規模は身分により厳格に定めら

れている。 ところが長屋王の敷地は規定よりも広くなっている。

長屋王の敷地は「従三位」の人には広すぎる。長屋王が右大臣や左大臣にな

ってから敷地は広くなったのではないだろうか。ところが発掘調査により、長

屋王の敷地内には敷地を「坪」に分けるような道は造られていないという。平

城京を設計する時から長屋王には四町 (四 分の一坊)の広さを与えることが決

まっていたことになる。

長屋王の土地の広さを見ても長屋王は単なる「王」ではない。長屋王は敷地

の広さからみても「親王」である。

長屋王が平城京遷都の時期に「従三位」であつたというのは敷地の広さから

みても疑わしい。 「親王」は王や貴族とは異なり「一品―四品」である。 「長

屋王」は敷地の広さからみても「一品―二品」の 「長屋親王」である。
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(2)長屋王家の家政所職員

森田悌氏は『長屋王の謎』 (河出書房新社)の 中で長屋王邸の家政所 (家令 )

職員について次のように書いている。

律令には、「家令職員令」という編 目があり、貴族家においてさ

まざまな家務 (け む)を遂行するため官人を配属することを定め

ている。一品一四品までの親王 。内親王および一位一三位の貴族

家へ置くきまりである。

表にあるように、長官が「家令」、次官が「扶」、判官 (三等官 )

が 「従」、主典 (四 等官)が 「書吏」であり、 「従」と「書吏」

には 「大・少」がある場合がある。

「家令」の職掌は 「家事ヲ惣知 (そ うち)ス ル」ことで家務万般

の管理・掌握に当たり、いわば本主の秘書官である。次官の「扶」

は家令と職掌は同じ。判官の「従」は「家事ヲ検校 (け んぎょう)

スル」ことを掌 (つ かさど)り 、文書の審査に当た り、家務のう

ち小事については家令・扶に諮 (はか)る ことなく決定を行い、

「書吏」は 「文案ヲ勘署 (かんじょ)ス ル」ことを職掌とし、文

案の作成をこととすることになっている。

『長屋王の謎』 (河出書房新社 )

表 1 貴族の家令職員  (『長屋王の謎』 (河出書房新社)) 参照

親王や内親王は一品一四品であり、王や貴族は正一位―従八位まである。親

王や内親王の一品一四品までと、王や貴族の一位―三位までには官人が与えら

れるという。
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表 1 貴族の家令職員  (『長屋王の謎』 (河出書房新社))

貴族の家令職員

(注)1.員数は正三位の書吏二員を除き、いずれも一。

2.親王、内親王には文学一が配属されるが、表では省略している。

位  品 家令職員 (位階は官位相当位)

一  品
家令

従5位下
扶

従6位上
大従

従7位上
少従

従7位下
大書吏
従8位下

少書吏
大初位上

家令
正 6位上

扶 従 大書吏
大初位上

少書吏
大初位下正 7位上  従 7位下

家令
従6位上

扶
従7位上

従
正8位下

書吏
少初位上

四 品
家令

正7位上
扶 従 書吏

少初位上従 7位下  従 8位上

一  位
家令

従 5位下
扶

従 6位上
大従

従 7位上
少従   大書吏   少書吏

従 7位下  従 8位下  大初位上

位
家令    従

従6位上  正8位下
大書吏  少書吏
従8位下  少初位上

正三位
家令   書吏

従7位上  少初位下

従三位
家令    書吏

従 7位下  少初位下
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森田氏によると「長屋王家木簡」に出てくる家令職員を整理するといくつか

の組合せがあるという。

○ 「大 。少」書吏との組合せ

■家令―少書吏

■従―少書吏

■家扶―大書吏

○ 「大・少」の無い書吏との組合せ

■雑仕―書吏

「大 。少」の書吏がいるのは一品 。二品と一位 。二位に限られるとい う。「長

屋王邸」には 「大 。少」の書吏が居ることから親王・内親王の一品・二品であ

ることがわかる。さらに「従―少書吏」の組合せがあり、二品であることがわ

かるという。

また 「雑仕―書吏」の組合せもあり、「書吏」は三品 。四品に限られる。長

屋王邸には二品と二品・四品の二組みが居ることがわかるという。

森田氏はこれ らから二品は氷高内親王であり、三品は吉備内親王であるとし

ている。長屋王はこの時期は「従三位」であるとしている。 したがっていわゆ

る「長屋王邸」は長屋王の邸宅ではなく、氷高内親王を本主とする「氷高内親

王邸」であるという。

その娘である吉備内親王は同居 してお り、夫である長屋王は通つてきている

とい う。長屋王の邸宅は佐保にある佐保邸であるという。

これが森田悌氏の説である。

しかし長屋王は木簡に「長屋親王」とある。二品は長屋親王であろう。木簡

には「長屋親王」の他に「宮」「大贄」とある。長屋親王は天皇と同格の扱い
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を受けている。氷高内親王に対 して「宮」や「大贄」は使わないであろう。「長

屋王邸」はやは り長屋親王の邸宅 (宮 )である。

『続 日本紀』は 「長屋王」としているが、『続 日本紀』の捏造である。物的

証拠である木簡の方が史実であろう。

(3)帳内と資人

舎人 (と ね り)に は親王や内親王に仕える「帳内」と、王や貴族に仕える「資

人」がいるという。

「長屋王家木簡」には 「帳内」は出土しているが、 「資人」は 1点 も出土し

ていないという。長屋王邸の主はすべて 「親王」か、 「内親王」である。長屋

王は 「従三位」ではないことを木簡が証明している。

『続日本紀』は長屋王を「従三位」にしている。捏造である。

(4) 「幸行」木簡

森田悌氏は『長屋王の謎』 (河出書房新社)の 中で「幸行」と書かれた木簡

について次のよ うに述べている。

■泉幸行仕奉帳内米六升政人   「長屋王家木簡」

■幸行帳内給飯二斗七升     「長屋王家木簡」

幸行は行幸の意で、本来は天皇の外出のことであるが、ここは氷高内親

王か吉備内親王のいずれかの外出をさしている。内親王の外出に幸行の

文字は不適切であるが、より敬意を表すつもりで幸行なる文字を使用 し

ているのである。                    森田悌氏
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「幸行」は 「行幸」であり、天皇の外出をいう。森田氏は、内親王 (天皇の

娘)の外出に 「幸行の文字は不適切であるが」と述べている。森田氏は、長屋

王邸は氷高内親王の宅であるとしているために「幸行」は内親王の外出である

としている。

しかしそれは法律違反になるであろう。内親王に「幸行」という言葉は使わ

ないであろう。

長屋親王には「宮」 「大贄」という言葉が使われている。 「宮」 「大贄」は

天皇に対して使われる言葉である。「幸行」とい う天皇の外出に使われる言葉

が木簡に書かれているのは 「長屋親王」の外出をいうのであろう。 「宮」 「大

贄」と同様に「幸行」という天皇に使われる言葉が 「長屋親王」に対 して使わ

れている。 「長屋親王」はここでも天皇と同格の扱いを受けているといえる。

逆に、「内親王 (娘 )」 を天皇と同格にした例はない。森田氏の 「氷高内親

王邸説」は成立しないであろう。

長屋親王の邸宅は「長屋親王宮」といわれ、長屋親王に捧げる食料は「大贄」

といわれ、長屋親王の外出は「幸行」といわれている。長屋親王は 「天皇」と

同格である。

(5)氷室

「長屋王家木簡」の中に氷室に関するものがある。

■都祁氷室二処深各一丈 (廻各六丈)

半) 令被草千束 (一室各五百束 )

(裏)和銅五年二月一日火三田次

取置氷 (一室三寸、一室二寸

苅二十人 (一 人各五十東)

「長屋王家木簡」

長屋王は奈良県山辺郡都祁に氷室を二つも持つている。
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令制下では宮内省被官の主水司が氷室を管理しているという。『木簡が語る

古代史 上』の中で鬼頭清明氏は氷室について次のように述べている。

氷室は天皇が管理するもので、普通の貴族は使えなかったので

す。 (中 略)律令という奈良時代の法律の規定でも、やはり氷室

は天皇家が管理することになっています。特に飲んだ り食べたり

するということまでは書いてありません。むしろ、法律に書いて

あるのは、お葬式のときのことですね。 (中 略)夏であれば必ず

腐 りますので、遺体を守るために氷を使 う。そのために、天皇が

天皇の名前でその氷を下賜する。        鬼頭清明氏

律令には氷室は天皇が管理するとあり、普通の貴族は氷室を持つことはでき

ないという。氷は遺体が腐るのを防ぐために天皇から下賜されるものであると

いう。

その氷室を長屋王は二つも持つている。氷室を持つていることからみても長

屋王は天皇と同等の地位にある。長屋王が氷室を持つていることから見ても長

屋王は 「長屋親王」である。

このように遺跡や木簡をみると長屋王は「長屋親王」である。しかも天皇と

同等の扱いを受けている。文献の『続 日本紀』よりも物的証拠を信用すべきで

あろう。文献は時の権力者によつて歪められることがある。
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4 「長屋親王」の検証 (文献 )

(1)『 日本霊異記』

「長屋親王」は文献にも出てくる。『 日本霊異記』は弘仁十四年 (823年 )

ころに書かれた日本最古の説話集である。その中に「長屋親王」と出てくる。

諾楽宮御宇大八嶋国勝費応真聖武太上天皇 発大誓願 以天平

元年己巳春二月八日 於左京元興寺備大法会 供養三費 勅太

政大臣正三位長屋親王而任於供衆僧之司    『 日本霊異記』

(訳)諾楽 (な ら)宮御宇大八嶋国勝費応真聖武太上天皇 (聖武

天皇)は大誓願を発し、天平元年 (729年 )二月八日を以て、

左京の元興寺に於いて大法会を備 (も う)け て三賓を供養す。太

政大臣正三位長屋親王に勅して衆僧に供する司に任ず。

天平元年 (729年 )の記録に「長屋親王」と出てくる。長屋親王が自害す

る年である。

文献にも 「長屋親王」と出てくる。長屋王はやはり「長屋親王」である。

(2) 「殿下」

和銅五年の大般若経の写経の跛文 (ばつぶん)に次のよ うに書いている。
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藤原宮御高天皇、以慶雲四年六月十五 日登週、三光惨然、四海過

密、長屋殿下地極天倫、情深福報、乃為天皇、敬写大般若経六百

巻、用壷酸割之誠焉、

和銅五年歳次壬子十一月十五日庚辰党

用紙一十七張  北宮

『寧楽遺文 中巻』 (東京堂出版 )

「藤原宮御高天皇」とは文武天皇である。文武天皇は慶雲四年六月十五日登

選 (死去)したとある。『続日本紀』は次のように書いている。

(文武)慶雲四年 (707年 )六月辛巳 (十五 日)、 天皇崩ず。

『続日本紀』

707年 6月 15日 に文武天皇は崩御 している。

崩御 した文武天皇のために和銅五年 (712年 )に大般若経 を写経 してい

る。 「長屋殿下」は 「乃ち天皇の為に大般若経六百巻 を敬い写す。」 とある。

「長屋殿下」とある。 「殿下」について『歴史誕生 1』 (角 川書店)の 中

で志田諄一氏は令のなかに「庶民が三后 (太皇太后・皇太后・皇后)。 皇太子

に対 して、それぞれ上啓するときは殿下と称 したという規定がある」と指摘 し

ている。「長屋殿下」とあるのは長屋王が「皇太子」であることを示 している。

長屋親王は天皇と同じ扱いを受けている。長屋王は「皇太子」に相当する地

位にあるとして 「殿下」と書かれているのであろう。

712年 に「殿下」とあることからみても長屋王は皇位継承権を持つ「親王」

であることがわかる。

長屋王は物的証拠である遺跡や木簡を見ても、また文献を見ても 「長屋親

王」である。父高市皇子は 「高市天皇」である。
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