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第 1章 長屋親王と天智王権
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1 文武天皇と長屋親王

(1)文武天皇の即位

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。

(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。

『続 日本紀』は次のように書いている。

(文武)即位前紀、高天原広野姫天皇 (持統天皇)の十一年、立

ちて皇太子となる。

元年 (697年 )八月、禅を受けて即位す。   『続 日本紀』

『日本書紀』も、『続日本紀』も持統天皇は「皇太子」の軽皇子に譲位した

と書いている。

(2)軽皇子 と「皇太子」

高市皇子は 「高市天皇」である。長屋王は「長屋親王」である。長屋親王は

長子であるから高市天皇が崩御すると長屋親王が即位するはずである。

，
“
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ところが皇太后 (持統天皇)は陰謀を企てて自ら即位する。 「持統天皇」の

誕生である。持統天皇は自分が天皇になるかわりに長屋親王に天皇と同等の待

遇をすることを約束 したのであろう。長屋王邸跡の発掘調査はそれを立証 して

いる。長屋親王の宅は 「宮」と呼ばれ、食べ物は 「大贄」といい、外出は 「行

幸」であり、 「氷室」は二つも持つている。長屋親王は天皇と同格である。皇

太子以上の地位にある。次の 「天皇位」は約束されているといえるであろう。

そ うであれば長屋親王が生存中に「皇太子」を立てることはできないはずであ

る。 「皇太子」は次の天皇位が約束されているからである。

しかし『続 日本紀』は「 (軽皇子が)持統天皇の十一年に立ちて皇太子とな

る」と書いている。ところが『 日本書紀』の 「 (持統)十一年」条を見ても軽

皇子の立太子の記事はない。天皇になるべき軽皇子にとつては「立太子」の記

事はもっとも重要である。『日本書紀』は何故、軽皇子の立太子の記事を載せ

ていないのであろうか。

軽皇子が「皇太子」になる「 (持統)十一年」は持統天皇が軽皇子に譲位 し

た年である。軽皇子は天皇になる年に皇太子になっている。これは軽皇子に譲

位するための口実ではないだろうか。

『 日本書紀』の「譲位」の記事を再度見てみよう。

(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』

これは岩波書店の『 日本書紀』の訳文である。

これまでは持統天皇が軽皇子に譲位 したということを紹介するだけでよか

った。それで広く使われているこの訳文をそのまま採用してきた。しかし今は

この文章の正確な意味が重要になってくる。原文を見よう。

(持統)十一年 (697年)八月、天皇定策禁中、禅天皇位於皇

太子。                    『 日本書紀』
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原文は「定策禁中」となつている。 「定策」とは漢和辞典に「臣下が天子を

位につけること。」、 「はかりごとを決定する。」とある。 「禁中」は「天子

が住む宮城の うち」とある。

「定策禁中」とは 「宮殿において臣下が次の天皇を誰にするかについて謀を

決定する」という意味になる。

持統天皇を前にして、臣下が謀 (はかりごと)を して次の天皇を決定してい

る。これが 「定策」である。持統天皇の指示で行われたのであろう。

軽皇子が「皇太子」であるならば 「定策」をする必要はない。 「皇太子」は

次の天皇位が約束されている。「定策」により軽皇子が天皇位に即いたとい う

ことは軽皇子は 「皇太子」ではなかったということになる。

本来ならば長屋親王が次の天皇になるはずである。しかし持統天皇は長屋親

王とは血の繋がりがない。そこで持統天皇は禁中に臣下を集めて軽皇子を天皇

にするための策略を考えさせたのであろう。それが 「定策」である。

軽皇子は「皇太子」ではない。「皇太子」になっていない。長屋親王が居る

のに「皇太子」を立てることはできない。『 日本書紀』の「皇太子に天皇位を

譲る。」という記事も、『続日本紀』の「十一年、立ちて皇太子となる。」と

いう記事もすべて捏造である。
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2 聖武天皇 と長屋親王

(1)聖武天皇と皇太子

首 (おびと)皇子は文武天皇の皇子であり、後の聖武天皇である。『続日本

紀』は、首皇子は「皇太子」になったと書いている。

(聖武)即位前紀、天璽国押開豊桜彦天皇 (聖武天皇)は天之真

宗豊祖父天皇 (文武天皇)の皇子なり。母を藤原夫人と日う。贈

太政大臣不比等の女なり。和銅七年六月、立ちて皇太子となる。

時に年十四。                 『続日本紀』

「和銅七年六月、立ちて皇太子となる。」とある。首皇子は 「和銅七 (71

4年)年六月」に皇太子になっている。

ところが「和銅七年六月」条を見ても、首皇子が皇太子になったという記事

はない。あるのは次の記事である。

(元明)和銅七午 (714年 )六月二十五日、皇太子、元服を加

える。                    『続日本紀』

首皇子が元服 したという記事である。 r元服」よりも「立太子」の方が重要

であろう。何故、『続日本紀』は「元服」の記事を載せているのに「立太子」

の記事は載せていないのであろうか。
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この時期も長屋親王は生存している。長屋親王が居るのに首皇子を「皇太

子」にすることはできないであろう。軽皇子のときと同じく、首皇子が皇太子

になったというのも『続日本紀』の捏造であろう。

(2)元明天皇の即位 と皇太子

文武天皇は707年 6月 に崩御する。

(慶雲)四年 (707年)六月十五日、天皇崩ず。遺詔す、「挙

哀三日、凶服一月」とせよ。          『続 日本紀』

―ヶ月後の 707年 7月 に元明天皇が即位する。

(元明)慶雲四年 (707年 )七月十五 日、

殿に於いて即位す。

(元明)天皇、大極

『続日本紀』

元明天皇は文武天皇の母である。草壁皇子の妃である。

715年に元明天皇は娘 (文武天皇の姉)氷高内親王に譲位する。

(元明)霊亀元年 (715年 )九月、天皇、氷高内親王に禅位す。

『続日本紀』

ところが前年の「和銅七年 (714年 )六月」に首皇子は皇太子になったと

『続 日本紀』は書いている。皇太子が居るのに文武天皇の姉に譲位 している。

その理由を『続日本紀』は元明天皇の「詔」として次のように書いている。
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(元明)霊亀元年 (715年)九月、詔して曰く、「 (前略)因

りてこの神器を皇太子に譲らむとすれども、年葉幼くして未だ深

宮を離れず。 (後略)」 という。        『続日本紀』

「皇太子に譲位 しようと思うけれども、まだ幼少であるから」という理由を

挙げている。

ところが首皇子はこの時にはすでに 15才になつている。 15才 は「幼少」

とは言わないであろう。文武天皇は 15才で即位 している。父文武天皇が 15

才で即位 しているのに何故、首皇子は「幼少」という理由で即位できないので

あろうか。

やはり首皇子の「立太子」の記事が怪 しいということになる。首皇子はやは

り皇太子にはなっていないのであろう。首皇子が皇太子であるならば元明天皇

は息子の文武天皇が 15才で即位 していることを知つているから首皇子に譲

位 したのではないだろうか。この元明天皇の 「詔」も捏造であろう。

天皇と同格の長屋親王が居る限り「皇太子」を立てることはできない。『 日

本書紀』『続日本紀』は軽皇子も、首皇子も「皇太子」になったと書いている

が、「立太子」の記事はどちらにも無い。二人は「皇太子」にはなっていない。

『 日本書紀』も『続日本紀』も「皇太子」になったという記事を捏造している。

それは『続日本紀』が天皇と同格の「長屋親王」を抹殺して「長屋王」にし

ていることと関係があるのではないだろ うか。
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第 2章  長屋親王と天智王権の陰謀

389



1 「長屋親王の変」

(1)長屋王の変

(聖武)天平十年 (738年 )十月十 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 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

き研 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』

738年になって「密告」は「証告」であつたと『続日本紀』は書いている。

事件は「密告」で落着している。10年後に何故、『続日本紀』は証告であ

ったと改めて書いているのであろうか。「証告」であったとなれば10年前の

朝廷 (聖武天皇)の処置は間違つていたということになる。『続日本紀』は敢

えて朝廷に不利な記事を載せている。何故であろうか。
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長屋王は「長屋親王」である。天皇と同等の待遇を受けている。その長屋親

王に事件が起こる。 「長屋王の変」である。

長屋王は 729年 2月 10日 に下漆部造君足 。中臣宮処連東人等の密告を受

けて 2月 12日 に「自尽」する。

ところがこの密告は「証告」であったという。



(2)長屋親王と「供衆僧之司」

『続日本紀』は長屋親王を「長屋王」と書いている。ところが『日本霊異記』

は「長屋親王」と書いている。聖武天皇は長屋親王に「供衆僧之司」を任 じる。

諾楽宮御宇大八鳴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 時有一沙蒲 濫就飯

盛供養之虎 捧受飯 親王見之 以牙冊以罰沙爾之頭 頭破流

血 沙爾摩頭欄血  (中略)運之二日 有嫉妬人 識天皇奏 長

屋謀傾社稜 将奪国位 受天心瞑怒 遣軍兵陳之 親王自念

元罪而被囚執 此決定死 為他刑殺不如自死  『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)けて三費を供養す。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。

時に一人の沙爾有 り。濫れて飯盛供養之虎に就く。鉢を棒げて飯

を受ける。 (長屋)親王は之を見て牙冊で以て沙爾之頭を罰 (う )

つ。頭は破れ血が流れる。沙爾は頭を摩 (な )で血を欄 (ぬ ぐ)

う。 (中 略)之を選 (へ)る こと二日、嫉妬人有 り、天皇に識言

して奏す、「長屋は社稜 (く に)を傾けることを謀 り、将に国位

を奪わむとす。」という。天 (皇)は心に瞑怒 (いか)り 、軍兵

を遣わし、之と陳 (陣の誤 りか=たたか)う 。 (長屋)親王は自

ら念ず、「罪元 (無)く して囚執 (と らえ)られるは此れ決定 (さ

だ)めて死なむ。他に刑殺されるよりは如 (し )か不 (じ )、 自

ら死なむには」という。
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「長屋親王」と3ヶ 所に出てくる。長屋王は 「長屋親王」である。

729年 2月 8日 に元興寺で大法会が催 された。このとき聖武天皇は太政大

臣正三位の長屋親王に「供衆僧之司 (衆僧に供する司)」 を任 じている。

「衆僧に供する司」とは「一般の僧に食事をあたえる役 目」であろう。下級

官僚の役 目である。「長屋親王」は天皇と同等である。太政大臣でもあるとい

う。聖武天皇はその長屋親王に対 して「一般の僧に食事をあたえる役 目」を命

じている。考えられないことである。

このとき一人の沙爾 (僧)が濫れて鉢を捧げて飯を受ける。長屋親王はそれ

を見て 「牙冊」で僧の頭を打った。頭からは血が流れ出た。その二日後に、嫉

妬人が天皇に読言 して言 う、「長屋親王は国家を傾けようとしている。国位を

奪わむとす。」という。天皇は兵を出して長屋親王を討 とうとする。長屋親王

は殺 されるよりは自ら死ぬことを選んだとある。

『 続 日本紀』は 729年 2月 10日 に長屋王は「国家を傾けんとしている。」

とい う密告を受けたと書いている。『 日本霊異記』はその二日前の 2月 8日 に

聖武天皇は長屋親王に 「供衆僧之司」を命 じたと書いている。

長屋親王の自害は「衆僧に供する司」に任 じられたことと関係があるのでは

ないだろうか。「衆僧に供する司」は下級官僚の役 日である。天皇と同等の親

王がするような仕事ではない。長屋親王は「供衆僧之司」に任命されたことに

我慢ができなかったのではないだろうか。

『扶桑略記』も同じことを書いている。

神亀六年己巳 (729年 =天平元年)二月六日、公家於左京元興

寺修大法会、供養三宝。勅左大臣正三位長屋親王、任供衆僧之司。

干時有一沙爾、濫就供養之虎、捧鉢受飯。親王見之、自以牙笏、

罰沙爾頭。頭破血流。沙爾摩頭、押1血哭。忽不観、不知所去。道

俗老少、皆性言凶。運二箇 日、有嫉妬人、識奏天皇。例左大臣遂

被誅殺。 (己上異記)             『扶桑略記』
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(訳)神亀六年己巳 (729年 =天平元年)二月六 日、公家は左

京元興寺において大法会を修め、三宝を供養する。左大臣正三位

長屋親王に勅 して、供衆僧之司に任ず。時に一沙蒲有 り、濫 りて

供養之庭に就き、鉢を棒げ飯を受ける。親王は之を見て、自ら牙

笏を以て、沙爾の頭を罰つ。頭は破れ血が流れる。沙爾は頭を摩

り、血を押1(な で)て哭く。忽ち観えず、去る所を知らず。道俗

老少は皆性 (怪 し)み凶 (わる)く 言 う。二箇 日を選て、嫉妬人

有 り、天皇に読 (そ し)り 奏す。傷ち左大臣は遂に誅殺される。

(己上異記 )

『扶桑略記』も「長屋親王」と書いている。

『扶桑略記』は729午 2月 6日 に元興寺で大法会が行われて長屋親王を「供

衆僧之司」に任命したと書いている。その二日後の2月 8日 に嫉妬人が天皇に

読り奏して長屋親王は誅殺される。

『 日本霊異記』は 2月 8日 であるから『扶桑略記』とは二日ずれている。し

かし内容はまったく同じである。

『扶桑略記』も『 日本霊異記』も元興寺の大法会の時に聖武天皇が「長屋親

王」に「供衆僧之司」を任じたと書いている。『続日本紀』とは異なる内容で

ある。そのため『扶桑略記』はこの記事の最後に「己上異記」と書いている。

「異説」を書いたという意味である。

『扶桑略記』はこの後に『続日本紀』と同じ内容を載せている。『扶桑略記』

と『続日本紀』を併記すると次のようになる。
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○『扶桑略記』

■同月七日辛未、左京人従七位下漆部造君足、無位中臣宮虎連東人等

密称、左大臣長屋王、私学左道。欲傾国家。

○『続日本紀』

■ (聖武)天平元年 (729年)二月十日、左京人従七位下漆部造君

足、無位中臣宮処連東人等、告密称、左大臣正三位長屋王、私学左

道、欲傾国家。

「二月七日」と「二月十日」の違いがあるだけで内容はまったく同じである。

『続日本紀』からコピーしているのであろう。

『扶桑略記』は「長屋親王」の事件を最初は「異記」として書いている。そ

の後に『続日本紀』からコピーして書いている。「長屋親王」も「長屋王」に

している。

「異記」の方が史実であろう。『 日本霊異記』とも一致する。 「濫」がどの

ような不作法であるのかは不明であるが、長屋親王は牙笏 (冊)で僧の頭を叩

いた。頭から血が流れ出たとい う。その二日後に嫉妬人が天皇に識言 してい

る。そのため長屋親王は誅殺されたとい う。

『続日本紀』の「長屋王の変」とは内容が大きく異なる。そこでこれを「長

屋親王の変」と呼ぶことにする。

(3) 「長屋親王の変」の真相

長屋親王は天皇と同等の扱いを受けている。その長屋親王に対して聖武天皇

は「供衆僧之司」を命 じている。長屋親王にとつては侮辱である。長屋親王の

怒 りは心頭に達したであろう。その腹癒せからであろうか。一人の僧の不作法
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が日に付き牙笏で僧の頭を叩いた。それが原因で長屋親王は誅殺される。これ

が 「長屋親王の変」である。

聖武天皇は何故、長屋親王に「供衆僧之司」という下級官僚が行 うような任

務を命 じたのであろうか。それは長屋親王を早くこの世から消 したかったから

であろう。聖武天皇にとつては長屋親王は常に邪魔な存在であった。この 5年

前の 724年 に長屋親王は聖武天皇の誤 りを指摘 している。

(聖武)神亀元年 (724年 )二月、左大臣正三位長屋王等言 う、

「伏 して二月四日の勅を見るに、藤原夫人を天下皆大夫人と称せ

といえり。臣等謹みて公式令を検するに皇太夫人と云 う。勅の号

に依 らむと欲せば皇の字を失 う。令の文を須 (も ち)いむと欲せ

ば恐れるに違勅を作る。定める所を知 らず。伏 して進止を聴か

む。」という。詔 して曰く、「文には皇太夫人とし、語には大御

祖 とし、先の勅を追い収めて、後の号を頒 (わか)ち下すべ し。」

という。                   『続 日本紀』

長屋親王は聖武天皇の些細な誤りを指摘している。天皇を困らせるための嫌

がらせであろう。聖武天皇は仕方なく先の勅を取り消している。

長屋親王は高市天皇が死去したとき当然即位する地位にあつた。それを持統

天皇が陰謀を企てて強引に即位した。その後も、文武天皇・元明天皇・元正天

皇 。聖武天皇と即位している。長屋親王はそのたびに即位することができなか

った。長屋親王の怒りは常に天皇に向けられていた。

このような背景から724年に長屋親王は聖武天皇の誤 りを指摘している

のであろう。天皇に対する嫌がらせは常にあつたのではないだろうか。聖武天

皇にとつて長屋親王は邪魔な存在であった。

それは長屋親王と聖武天皇の年齢を見てもわかる。長屋親王と聖武天皇の年

齢は次のようになっている。
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○長屋親王 と聖武天皇の年齢

長屋親王

■ 701年  26才
■ 724年 :  49才

■ 729年   54才

(聖武天皇生まれる)

(天皇の誤 りを指摘)

「長屋親王の変」

聖武天皇

1才

24才

29才

724年 に長屋親王が聖武天皇の誤 りを指摘 したとき長屋親王は49才の

老巧な年であり、聖武天皇は 24才 という若い天皇である。親子の年齢差があ

る。

聖武天皇にとつて長屋親王は常に目の上の瘤 (こ ぶ)であった。聖武天皇は

早く長屋親王を亡き者にしたかつた。それを実行 したのが「供衆僧之司」の任

命であろう。54才 という年老いた長屋親王にとつてはこの命令は大変な侮辱

であろう。不満をぶちまけるに違いない。聖武天皇はそれを見通 していた。長

屋親王はその罠にまんまと引っ掛かったのである。

長屋親王は「供衆僧之司」に任 じられるとまわ りの人々に怒 りをぶちまけた

であろう。それを聞いた人の中から密告者が出た。これが「長屋親王の変」の

真相であろう。 「長屋親王の変」は聖武天皇の陰謀である。

ところが正史の『続日本紀』には聖武天皇の陰謀をそのまま載せるわけには

いかない。聖武天皇が長屋親王に対して「供衆僧之司」を命じたということは

記載できない。そこで「密告」は「証告」であったとしたのであろう。聖武天

皇の陰謀を「証告人」の罪にしたのである。これも正史『続日本紀』の陰謀で

ある。『続日本紀』は史実を隠蔽している。
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2 不改常典と天智王権

(1) 「不改常典」とは

「不改常典」についてはこれまでにも多くの研究がなされてきた。 しかしど

の説も納得できない。 「不改常典」の真意を解明していないからである。 「不

改常典」とはどのようなものであろうか。「不改常典」について調べてみよう。

「不改常典」の初出は元明天皇の即位宣命である。

(元明)慶雲四年 (707年 )七月十七日、天皇、大極殿に於い

て即位す。詔 して曰く、「 (前略)藤原宮御宇倭根子天皇 (持統

天皇)は丁酉人月に、此の食国天下の業を日並所知皇太子 (草壁

皇子)之嫡子、今御宇天皇 (文武天皇)に授け賜い、並び坐して

此の天下を治め賜いととのえ賜いき。是は関 (かけま)く も威 (か

しこ)き 近江大津宮御宇大倭根子天皇 (天智天皇)の、天地と共

に長く日月と共に遠く不改常典 (改めざる常の典)と 立て賜い敷

き賜える法を受け賜 り坐 して行い賜 う事と衆 (も ろもろ)受け賜

りて、恐 (か しこ)み仕え奉 りつらくと詔 りたまう命を衆は聞き

たまえと宣ぶ。 (後略)」 という。       『続 日本紀』

「並び坐して此の天下を治め賜い」とある。持統天皇と文武天皇は 「共治」

している。是は天智天皇が立てた「不改常典」の法を受けて行ったことである

と述べている。「不改常典」とは「並び座して天下を治める」ことを言うので

あろうか。
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「宣命」は続けて元明天皇が即位するに至った経緯を述べる。その後に即位

にあたつて親王・王・臣等に忠誠を求めている。ここに再び 「不改常典」が出

てくる。

故、是を以て親王を始め王臣 。百官人等の浄明 (き よ)き 心と以

て弥務 (つ と)め に (中 略)輔佐 (たす)け奉 らむ事に依 りてし、

此の食国天下の政事は平らけく長く在 らむとなも念 じ坐す。また

天地の共に長く遠い不改常典と立てたまはる食国の法も、傾 く事

無く、動く事無く、渡 り去るとなも念 じ行かさくと詔命を衆は聞

きたまえと宣す。               『続 日本紀』

親王・王・臣等の助け (協力)により「不改常典」として立てた食国の法は

永久に続くことを念 じると述べている。しかしこれでは「不改常典」の意味が

不明である。

次に「不改常典」が出てくるのは聖武天皇の即位宣命である。

(聖武)神亀元年 (724年 )二月四日、禅を受けて大極殿に於

いて即位す。天下に大赦す。詔 して曰く、「 (前略)倭根子天皇

(元正天皇)の大命に坐せ詔 りたまわく、 「此の食国天下は藤原

宮に天下を知らす所のみまし (あ なた)の父 (文武天皇)と 坐す

天皇のみましに賜いし天下の業」と詔す大命を聞いて恐れ受け賜

り、櫂れ座す事を衆は聞きたまえと宣す。 (中 略)

「みまし親王 (文武天皇)の齢の弱 (わか)き に荷重きは堪えら

れ じかと、念 じ座 して皇祖母 と座 しし畏き我が皇天皇 (元明天

皇)に授け奉 りき。 (中 略)霊亀元年に此の天 日嗣高御座の業食

国天下の政を朕に授け賜い譲 り賜いて教えて詔 し賜いつらく、

「淡海大津宮に御宇倭根子天皇 (天智天皇)の万世に不改常典と

立て賜い敷き賜える法の随 (ま ま)に後遂に我が子 (聖武天皇)
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にさだかに過 (あやま)つ事無く授け賜え」と (中 略)。 」とい

う。                     『続日本紀』

元明天皇が霊亀元年に天皇位を私 (元正天皇)に譲位 された。そのとき教え

て下さったことは「天智天皇が万世に不改常典として立てた法の随 (ま ま)に

後には遂に我が子 (聖武天皇)に間違いなく天皇位を授けよ」ということであ

る。このように述べている。

「不改常典」の意味がようやく明らかになった。 「不改常典」とは「天皇位

を元明天皇から元正天皇へ譲るからその後は間違いなくお前の子 (聖武天皇)

に授けよ」とい うことである。

〇 「不改常典」とは

■ 「不改常典」とは 「天皇位を文武天皇からその子の聖武天皇へ伝え

よ」とい うことである。

{2)「不改常典」と長屋親王

「不改常典」とは 「天皇位を文武天皇からその子の聖武天皇へ伝えよ」とい

う「典 (の り)」 であることが判明した。 「不改常典」の主旨に則って天皇位

は文武天皇・元明天皇 。元正天皇から聖武天皇へと引き継がれる。

高市天皇が崩御 したとき持統天皇は陰謀を企てて自ら即位する。そのかわ り

に長屋親王には天皇と同等の扱いをする約束をしている。長屋親王は 「皇太

子」以上の地位にある。次の天皇位は約束されている。ところが長屋親王は即

位 していない。 「不改常典」の方針通 りに天皇位は文武天皇・元明天皇・元正

天皇・聖武天皇へと引き継がれていく。長屋親王に天皇位は渡らない。
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「不改常典」を裏返せば「天皇位を長屋親王へ渡 してはいけない」というこ

とになる。これが「不改常典」の真意であろう。 「不改常典」とは 「長屋親王

を即位 させない」ための「典」ということになる。

持統天皇は文武天皇と「共治」 している。それを 「不改常典」としている。

その意味が不明であつた。しかし「不改常典」を「長屋親王を即位 させないた

めの典」であると考えれば解決する。持統天皇が文武天皇と「共治」している

のは長屋親王が文武天皇に対 して譲位を迫るおそれがあったからではないだ

ろうか。持統天皇はそれを阻止するために「共治」しているのであろう。 「共

治」は「長屋親王を即位 させないため」である。正に 「不改常典」ということ

になる。

「共治」を 「不改常典」としている 「謎」も、「不改常典」の真意が解明さ

れると理解できる。

(3)長屋親王即位の阻止

高市天皇が崩御すると長屋親王が即位するはずである。ところが持統天皇は

陰謀を企てて強引に即位する。この時、持統天皇は自分が即位するかわ りに長

屋親王を天皇 と同等の扱いをすることを約束 している。それは 「長屋王家木

簡」が証明している。

長屋親王にとつては次の天皇位は約束されている。ところが持統天皇は孫の

文武天皇に譲位する。

(持統)十一年 (697年 )人月、天皇定策禁中、禅天皇位於皇

太子。                    『日本書紀』

400



「定策」とは 「臣下が天子を位につけること」、 「はかりごとを決定する」

ことである。持統天皇は臣下に謀 (はかりごと)を させている。これにより持

統天皇は軽皇子に譲位する。持統天皇の陰謀により軽皇子が即位する。

長屋親王は陰謀によりまたも即位を阻止された。長屋親王にとつては三度 目

である。今度は持統天皇から孫への譲位である。長屋親王は不満である。長屋

親王は文武天皇に対 して譲位を迫ったのではないだろうか。持統天皇はそれを

阻止するために文武天皇と「共治」をしたのであろう。それが 「並び座 して天

下を治める」であろう。

持統天皇と文武天皇の「共治」は天智天皇が立てた 「不改常典」の法に従っ

て行われたと元明天皇は宣命で述べている。「不改常典」を持ち出して長屋親

王が即位するのを阻止している。「不改常典」は長屋親王から文武天皇を守る

ための「典」として使われている。

次ぎに文武天皇が死去 して元明天皇が即位する。

■ (慶雲)四年 (707年 )六月十五 日、 (文武)天皇崩ず。遺詔す、

「挙哀三 日、凶服一月」とせよ。

■ (元 明)慶雲四年 (707年)七月十五日、

に於いて即位す。

(元明)天皇、大極殿

『続日本紀』

文武天皇が死去したので長屋親王が即位するはずである。しかし『続日本

紀』は文武天皇の遺詔により元明天皇が即位したと書いている。

(元明)即位前紀、四年六月、豊祖父天皇 (文武天皇)崩ず。二

十四日、天皇、東楼に御 して詔して八省の卿及び五衛督率等を召

し、告げるに遺詔に依 り万機を摂る状を以てす。  『続 日本紀』

「遺詔に依 り万機を摂る」とある。 「万機を摂る」とは天皇位に即くことで

ある。元明天皇は臣下を集めて、遺詔により天皇位に即くと告げている。
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このとき文武天皇の子の首皇子は 7才である。長屋親王が居るのに 7才の首

皇子を即位 させるわけにはいかない。そこで「遺詔」という手段を使って文武

天皇の母阿閑皇女を即位 させたのであろう。これが元明天皇である。

「遺詔」は無かったと思われる。 「文武紀」には 「遺詔」の記述がない。文

武天皇が 「遺詔」しているのであれば 「文武紀」に「遺詔」の記述があるはず

である。ところが文武天皇の「遺詔」は 「元明天皇」の 「即位前紀」に書かれ

ているだけである。文武天皇の「遺詔」は無かったのであろう。 「遺詔」は元

明天皇が即位するための口実として述べているだけであろう。

文武天皇の母阿閑皇女は皇后でもない。皇后でもない皇女が即位するという

異例な事が起きている。長屋親王を即位 させないためであろう。そのため文武

天皇の「遣詔」を持ち出している。 「遺詔」以外に長屋親王を納得させる方法

が無かったのであろう。「遺詔」により即位 したというのは長屋親王を即位 さ

せないための策略である。

長屋親王は即位するチャンスをまたも逃 した。長屋親王は三度 目のチャンス

を逃 している。

715年 に元明天皇は娘 (文武天皇の姉)氷高内親王に譲位する。

(元明)霊亀元年 (715年 )九月、天皇、氷高内親王に禅位す。

『続 日本紀』

「禅位」は 「譲位」である。元正天皇の誕生である。 「禅位」であるから長

屋親王は異議を申し立てることができなかったのであろう。

氷高内親王は皇后でもない。内親王が即位 している。これも異例なことであ

る。しかし長屋親王はこれにも異議を申し立てることができなかった。長屋親

王は四度 目のチャンスを逃 した。

724年 に元正天皇は聖武天皇に譲位する。
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(元正)神亀元年 (724年 )二月四日、天皇、皇太子に禅位す。

(中略)禅を受けて大極殿に於いて即位する。  『続日本紀』

ここでも「禅位」という手を使っている。「皇太子」とあるのは前述のよう

に捏造である。長屋親王が居るのに「皇太子」を立てることはできない。

このとき聖武天皇は 24才、長屋親王は49才である。 「禅位」だけでは長

屋親王を納得させることはできないと考えたのであろう。ここで前述のように

「不改常典」を持ち出している。元明天皇が霊亀元年に天皇位を私 (元正天皇 )

に譲位 された。そのとき教えて下さったことは「天智天皇が万世に不改常典 と

して立てた法の随 (ま ま)に後には遂に我が子 (聖武天皇)に間違いなく天皇

位を授けよ」とい うことである。このように宣命 している。

「禅位」 と「不改常典」を持ち出して長屋親王を納得させようとしているの

であろう。納得はしないけれども長屋親王は異議を申し立てることができなか

った。長屋親王はまたも即位のチャンスを逃 した。五度 目である。長屋親王の

怒 りはおさまらない。聖武天皇が即位 した一月後の 「神亀元年 (724年 )三

月」に、長屋親王は天皇の誤 りを指摘 している。「天皇は勅では藤原夫人を大

夫人と称せよといわれたが、公式令を見ると皇太夫人となっている。どちらを

用いればよいのか」と詰め寄つている。腹いせであろう。

この指摘の 5年後に「長屋親王の変」があり、長屋親王は聖武天皇が仕掛け

た罠に掛かって誅殺される。

長屋親王は天皇と同等の待遇を受けている。しかし遂に即位することができ

なかった。すべて天智王権の陰謀である。天智王権は「不改常典」を考え出し

て長屋親王の即位を阻止 している。「不改常典」は長屋親王の即位を阻止する

口実として考案されたものである。
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(4)「不改常典」と持統天皇

「不改常典」は長屋親王を即位 させないために考え出した「典」である。天

智天皇が立てたとあるが、天智天皇の時代は天智王権と天武王権が併存してい

る。天皇位はそれぞれの王権で親から子へ、子から孫へと継承される。邪魔す

る人は居ない。 「不改常典」は必要ない。

「不改常典」は天智天皇が立てたのではなく天智天皇を持ち出すことにより

「不改常典」に「権威付け」をしているのであろう。

元明天皇は「天智天皇が万世に不改常典として立てた法の随 (ま ま)に後に

は遂に我が子 (聖武天皇)に間違いなく天皇位を授けよ」と元正天皇に教えて

いる。 「不改常典」は元明天皇が考え出したのであろうか。しかし持統天皇の

時にも「不改常典」が出てくる。持統天皇と文武天皇が「共治」したことを「不

改常典」としている。持統天皇の時から使われているのではないだろうか。「不

改常典」は持統天皇が考え出したのであろう。 「長屋親王の即位を阻止する」

ために持統天皇が考案 したと思われる。

持統天皇は長屋親王が即位するのを阻止 して自分が即位 している。その後も

「禁中に臣下を集めて孫の軽皇子に譲位すること」を謀っている。持統天皇は

常に長屋親王の即位を阻止 している。

このように長屋親王が即位 しないように常に策略を巡らしているのは持統

天皇である。 「不改常典」を考え出したのも持統天皇であろう。持統天皇だか

ら「天智天皇 (父 )が立てた不改常典」と言っているのであろう。

持統天皇は孫の軽皇子 (文武天皇)に天皇位を継がせることに成功 した。し

かしその後も心配である。文武天皇の後も必ず文武天皇の子に天皇位を継がせ

たい。これが持統天皇の願いであろう。持統天皇はそれを文武天皇の母阿閑皇

女 (元明天皇)に言い聞かせた。元明天皇は持統天皇の妹であり、持統天皇の

子草壁皇子の妃である。元明天皇にとっても持統天皇以上に我が子文武天皇の

子に天皇位を嗣がせたいと思つているであろう。

「不改常典」とい う用語まで持統天皇が考え出したのかは不明である。元明

天皇が考えたのかもしれない。元正天皇は 「元明天皇が私 (元正天皇)に教え
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て下さった不改常典」と言っている。 「不改常典」は持統天皇が考案 し、完成

させたのは元明天皇であろう。

このように「不改常典」は長屋親王の即位を阻止するための「陰謀」から生

まれたものである。

ただし「不改常典」という「典 (書き物)」 は無かったと思われる。即位の

宣命に 「不改常典」という用語を使っているだけであろう。

{5)持統天皇と天智王権の復活

持統天皇は天武天皇の皇后である。『 日本書紀』は「持統天皇の即位前紀」

に「皇后、始めより今に迄 (いた)る まで、天皇を佐 (たす)け、天下を定め

る。」と書いている。しかしこれは『 日本書紀』の捏造であろう。

持統天皇は政略結婚により、13才で天武天皇に嫁いでいる。父天智天皇を

怨むよりも夫の天武天皇を怨んでいたのではないだろうか。天智王権は常に天

武王権の脅威に怯えていた。天智天皇は4人の娘を天武天皇に献上している。

さらに父天智天皇は斉明天皇とともに理想の都として造った大和の飛鳥を捨

てて辺部な近江へ逃げている。そしてついに「壬申の乱」で天智王権は亡びる。

持統天皇はこれらをすべて見ている。

持統天皇は天武天皇の皇后ではあるけれども、常に父天智天皇の「天智王

権」の方を向いていたのではないだろうか。天武天皇は生存中に高市皇子に譲

位する。皇后である持統天皇は「天智王権」を復活させるために次の機会を狙

っていたのであろう。

高市天皇が崩御する。待っていた機会が到来した。持統天皇は陰謀を企てて

長屋親王の即位を阻上して自ら即位する。その後も長屋親王を即位させないた

めにいろいろと画策する。その一つが「不改常典」の考案であろう。「不改常

典」は次々と実行される。長屋親王はついに即位することができなかった。そ

して聖武天皇の時に罠に掛かって長屋親王は自害する。持統天皇の遠謀な計画
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は達成された。「天智王権」は積年の怨みを晴らしたといえる。これ以降は持

統天皇の願い通りに「天智王権」の世になる。 「天智王権」の復活である。
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