
第 3章  『 日本紀』と『 日本書紀』
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1 『古事記』『 日本書紀』の成立

(1)『 日本書紀』と『続日本紀』の関係

高市皇子は即位して「高市天皇」になっている。しかし『 日本書紀』は「後

皇子尊、莞る」と書いている。「高市天皇」は死去するとき「皇子」となって

いる。天皇になっていない。

その子の「長屋親王」は『続日本紀』では「長屋王」となっている。「親王」

ではない。しかし『扶桑略記』や『 日本霊異記』は「長屋親王」と書いている。

また「長屋親王」と書かれた木簡も出土している。物的証拠である。長屋王は

「長屋親王」である。父高市皇子は「高市天皇」である。

ところが『 日本書紀』は高市天皇を「高市皇子」と書き、『続日本紀』は長

屋親王を「長屋王」と書いている。『 日本書紀』と『続日本紀』はともに「高

市天皇」を「天皇」とは認めていないことになる。『 日本書紀』と『続日本紀』

は同じ意図のもとで作られているのであろう。しかも史実を偽つている。『 日

本書紀』と『続日本紀』の成立には大きな謎が隠されている。『 日本書紀』と

『続日本紀』の成立について詳しく調べてみる必要がある。

(2)『古事記』の成立

『日本書紀』『続日本紀』の成立を調べる前に、まず『古事記』の成立から

見てみよう。

『古事記』は和銅五年 (712年)に成立したと『古事記』序文に書いてい

る。
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臣、安萬侶言う。 (中 略)飛鳥清原 (き よみはら)大宮に大八洲

を御す天皇の御世にいたり、 (中略)。 是に於いて天皇、詔す、

「朕聞く、諸家のもつている所の帝紀及び本辞は既に正実を違

い、多くの虚偽を加える。今の時に当たり其の失を改めないなら

ば未だ幾年を経ずに其の旨は滅びなんとす。 (中略)故、惟 (こ

れ)、 帝紀を撰録し、旧辞を討豪 (と うかく=き びしくしらべる)

し、偽を削り、実を定めて後葉に流 (つたえ)む と欲す。」とい

う。 (中略)

和銅四年九月十八日を以て臣安萬侶に詔して、稗田阿證の誦する

所の勅語の旧辞を撰録して以て献上せしむといえれば、謹みて詔

旨の随に子細に採 りひろう。 (中略)

井せて三巻を録して謹みて以て献上す。臣安萬侶、誠慢誠恐、頓

首頓首。

和銅五年正月二十八日    正五位上勲五等太朝臣安萬侶

『古事記』序文

「飛鳥清原 (き よみはら)大宮に大八洲を御す天皇の御世に至り」とある。

「飛鳥清原 (き よみはら)」 は「飛鳥浄御原宮」であり、天武天皇である。

天武天皇は「諸家が持つている帝紀や本辞は史実と違い、多くの虚偽が加え

られている。帝紀や旧辞を厳 しく調べて『 偽 りを削り、実を定めて』後世に伝

えたい。」という詔を出している。

『古事記』は天武天皇の詔により編纂がはじまつている。しかしすぐには完

成しなかった。和銅四年 (711年)九月十八日に元明天皇は太朝臣安萬侶に

「稗田阿礎が暗誦している旧辞を撰録して献上せよ」という詔を出している。

上中下の三巻に記録して安萬侶が献上したという。献上した日は和銅五年 (7

12年)正月二十八日である。序文にはこのように書いている。

『古事記』は712年に成立している。
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しかし『古事記』の成立に問題が無いわけではない。『古事記』は天武天皇

の詔勅により作られる。当然、天武天皇の業績を最大に記述するはずである。

ところが『古事記』は「推古天皇」で終わつている。「天武天皇の記」は無い。

何故、推古天皇で終わっているのであろうか。

推古天皇の次は「舒明天皇」である。舒明天皇は上宮王家 (天智王権)であ

る。『古事記』の成立をみると、天武天皇の詔勅により作り始めるが、完成す

るのは元明天皇の時である。「天武王権」により編纂がはじまり、「天智王権」

の時に完成している。作成開始と完成時では王権が異なっている。

『 古事記』は当初 「天武王権」側の歴史書として作られる。それを天智王権

によつて「天智王権」の歴史書に変えようとしたのではないだろうか。しかし

この時期には長屋親王はまだ生存 している。長屋親王は天皇と同格である。天

智王権の思 うようにはいかない。天智王権と長屋親王の間で対立があったので

はないだろうか。調整がつかない。そこで天武王権や天智王権とは関係が無い

「推古天皇」で『 古事記』を終わらせたのであろう。

『古事記』は元明天皇の詔勅からわずか四ヶ月で完成している。『古事記』

の原本はすでに完成していたのであろう。それは「稗田阿證が暗誦している旧

辞」であろう。「天武天皇の記」まで記述されていたと思われる。それを「推

古記」までにして献上している。

{3)『 日本書紀』の成立

『 日本書紀』の成立は720年であるという。『続日本紀』は次のように書

いてい る。

(元正)養老四年 (720年)五月、是より先、一品舎人親王、

勅を奉りて『 日本紀』を修む。是に至り功成り奏上す。紀三十巻、

系図一巷。                 『続日本紀』
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『 日本書紀』は元正天皇の養老四年 (720年 )に成立したという。

ところがここには『日本紀』とある。『日本書紀』ではない。『日本紀』と

『 日本書紀』は同一なのであろうか。「日本の歴史学」はこれを同一とみなし

て『 日本書紀』の成立を720年としている。

岩波書店の『 日本書紀』の「解説」でも『日本紀』と『 日本書紀』は同一で

あるとし、両者の関係について次のよ うに解説 している。

一 書名

『 日本書紀』は一に『 日本紀』 ともい う。その命名の由来や、二

つの名前の関係については、古来いろいろの説があって、まだ決

着 していない。

一般に行われている説は、伴信友が『 日本書紀考』において述ベ

たものである。かれは言う。『日本紀』が本来の名である。その

理由は、 (中略)『続日本紀』に「修日本紀」とあり、『続日本

紀』以下の国史の名がみな『日本紀』をとって、『 日本書紀』を

とっていないことから明白である。『本朝月令』所引「高橋氏文」

にのせた延暦十一年 (792年 )二月十八日の太政官府、『 日本

後紀』延暦十六年 (797年)二月、弘仁三年 (812年)六月

等の記事なども『 日本紀』といっている。

これに対し、『 日本書紀』とあるのは、『弘仁私記』序、延喜・

天慶の『 日本紀寛宴和歌』の序文、『朝野群載』にのせた承和三

年 (836年 )の 「広隆寺縁起」、『釈日本紀』に引いた「延喜

講記」などである。だから、弘仁年中から文人たちが『日本紀』

に「書」の字を加えて『日本書紀』と称したのが、ついに題名と

なったのであろう。          岩波書店『日本書紀』
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『 日本紀』と『 日本書紀』は同一であるという。これが現在まで続いている。

「その命名の出来や、二つの名前の関係については、古来いろいろの説があっ

て、まだ決着していない」とある。

果たして『 日本紀』と『 日本書紀』は同一なのであろうか。
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2  『 日本紀』とは

(1)『 日本紀』の復元

『日本紀』と『日本書紀』は同一であるという。『日本紀』について調べて

みよう。『日本紀』は『万葉集』に引用されている。

■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、浄広津広瀬王等を以て留

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 袖かえし 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。
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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』の (春一)、 (巻二)にだけ『 日本紀』からの引用がある。

引用文を年代順に並べると次のようになる。

『日本紀』をみると「朱鳥」年号で書かれている。『日本紀』は「年号」を

用いて書いている。

『 日本書紀』では 「孝徳紀」だけが 「大化」年号と「自雉」年号を用いて書

いている。

「朱鳥」年号の時代は『 日本書紀』では 「持統紀」であるが、 「持統紀」は

「朱鳥」年号を用いて記述 していない。『 日本紀』 と『 日本書紀』は明らかに

異なる。

○『 日本紀』と『日本書紀』の相違

■『日本紀』・・…。「年号」による記述

■『日本書紀』・…天皇の即位年による記述

『日本紀』と『日本書紀』は同一ではない。
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○『万葉集』に引用されている『日本紀』

■朱鳥四年庚寅 (690年 )秋九月、天皇紀伊国に幸すなり。

■朱鳥五年辛卯 (691年 )秋九月己巳朔丁酉、浄大参皇子川嶋莞る。

■朱鳥六年壬辰 (692年)春二月、浄広卑広瀬王等を以て留守官と

為す。

■朱鳥七年癸未 (693年 )秋八月、藤原宮の地に幸す。

■朱鳥八年甲午 (694年)春正月、藤原宮に幸す。冬十二月庚戌の

朔乙卯、藤原宮に遷り居す。       復元された『 日本紀』



(2)『 日本紀』の「朱鳥」年号

復元された『 日本紀』の「朱鳥」年号をみると問題がある。「朱鳥四年庚寅」

となっている。 「朱鳥元年」は「686年 (丙戊)」 であるから「朱鳥四年」

は「己丑」である。何故、「朱鳥四年庚寅」になっているのであろうか。

「朱鳥四年庚寅」はおそらく「庚寅」の方が正しいのであろう。 「庚寅」は

「690年 (庚寅)」 である。 「朱鳥四年庚寅」は「朱鳥五午庚寅」の誤 りで

はないだろうか。『本朝後胤紹運録』と『 日本書紀』の草壁皇子の亮去年を比

較すればそれは明らかである。

■草壁皇子  朱鳥四年四月莞。        『本朝後胤紹運録』

■ (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 (689年 )」 は「持統三年 (689年 )」 である。したがつて

「690年」は「朱鳥五年庚寅 (690年 )」 になる。

『万葉集』に引用されている「朱鳥」年号はすべて「一年」ずれている。

『 日本紀』は正史であるからそのような誤りはしないであろう。引用してい

る『万葉集』の方で誤りを犯しているのではないだろうか。

しかし『 万葉集』の編纂者は『 日本紀』を見て引用 している。引用するとき

はそのまま引用するであろう。「朱鳥五年庚寅」は「朱鳥五年庚寅」のままに

なつているはずである。

『万葉集』を写本する人は『 日本書紀』を見ているのではないだろうか。「朱

鳥五年庚寅 (690年 )」 は「持統四年 (690年 )」 にあたる。そこで「朱

鳥」年号は持統天皇の年号であると考えたのであろう。「一年」のズレは『万

葉集』が引用するときに間違えたのであろうと考えて「朱鳥五年庚寅」を「朱

鳥四年庚寅」に書き換えたのではないだろうか。そのため『万葉集』に引用さ
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れている「朱鳥」年号はすべて「一年」ズレている。個々の引用時の誤りでは

ない。統一した考えのもとにすべて書き換えている。

○「朱鳥」年号と「持統紀」紀年と『 万葉集』の「朱鳥」年

■ 「朱鳥四年己丑」=「持統三年 (689年)」 → 「朱鳥三年己丑」

■ 「朱鳥五年庚寅」=「持統四年 (690年 )」 → 「朱鳥四年庚寅」

『万葉集』の編纂者は『 日本紀』を見て引用している。『万葉集』を写本す

る人は『日本書紀』を見ているのであろう。『 日本紀』の方が先にあり、『 日

本書紀』は後に成立しているのではないだろうか。

(3)『 日本紀』と「高市天皇紀」

『万葉集』に引用されている『 日本紀』は「朱鳥」年号を用いて書いている。
「朱鳥」年号は高市天皇の年号である。『 日本紀』は高市皇子を「天皇」とし

ている。『 日本紀』には「朱鳥」年号を用いて記述した「高市天皇紀」が存在

したはずである。

一方、『日本書紀』は高市天皇を「高市皇子」にしている。高市皇子は即位

していない。『日本書紀』は「高市天皇」を「高市皇子」と偽つている。『 日

本書紀』は史実を偽って書いている。

高市天皇の「朱鳥」年号の時代は『日本書紀』では「持統紀」である。『 日

本紀』の「高市天皇紀」は『 日本書紀』では「持統紀」になっているのではな

いだろうか。

『万葉集』に引用された『 日本紀』は『日本書紀』「持統紀」の内容とほぼ

同 じである。

『万葉集』に引用された『 日本紀』は次のようになつている。「朱鳥」年は

「一年」のズレを元に戻して復元している。

416



○『万葉集』に引用された『 日本紀』

■朱鳥五年庚寅 (690年 )秋九月、天皇、紀伊国に幸すなり。

■朱鳥六年辛卯 (691年 )秋九月己巳朔丁酉、浄大参皇子川嶋莞る。

■朱鳥七年壬辰 (692年)春二月、浄広鉾広瀬王等を以て留守官と

為す。

■朱鳥八年癸未 (693年 )秋人月、藤原宮の地に幸す。

■朱鳥九年甲午 (694年 )春正月、藤原宮に幸す。

■朱鳥九年甲午 (694年)冬十二月庚成の朔乙卯、藤原宮に遷 り居

す。                 復元された『 日本紀』

『日本書紀』 (巷第二十)「持統紀」は次のようになっている。

最後の3行はまったく同じである。『日本紀』と『日本書紀』「持統紀」は

同 じものである。

『 日本紀』は「朱鳥」年号で書かれている。「朱鳥」年号は高市天皇の年号

である。『万葉集』に引用されている『 日本紀』は「高市天皇紀」であろう。

417

○『 日本書紀』 (巷第二十)「持統紀」

■ (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)二月、浄広肇難波王等を遣わして藤原の

官地を鎮め祭る。

■ (持統)六年 (692年 )六月、天皇、藤原の官地を観る。

■ (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』「持統紀」



『 日本紀』「高市天皇紀」は『 日本書紀』 (巷第二十)「持統紀」に書き換え

られているのであろう。

『 日本紀』は「朱鳥」年号で書かれているが、『 日本書紀』には「朱鳥」年

号が無い。『 日本紀』から『 日本書紀』に書き換えるとき「朱鳥」年号を削除

しているのであろう。

『 日本紀』から『 日本書紀』を作っている。

(4)『 日本書紀』への改変

『 日本書紀』は「高市天皇」を抹殺している。『日本紀』「高市天皇紀」は

『 日本書紀』では「持統紀」になつている。

その改変は実に巧妙である。『日本書紀』「持統紀」は「 (持統)四年 (6

90年)正月、皇后、天皇位に即く。」と書いている。そのため次に出てくる
「天皇」はすべて「持統天皇」になる。

○『 日本書紀』 「持統紀」

■ (持統)四年 (690年 )

■ (持統)四年 (690年 )

卿 。百寮が従 う。

■ (持統)六年 (692年 )

宮地を鎮め祭る。

■ (持統)六年 (692年 )

■ (持統)七年 (693年 )

■ (持統)八年 (694年 )

■ (持統)八年 (694年 )

正月、皇后、天皇位に即く。

十月、高市皇子、藤原の宮地を観る。公

五月、浄広肇難波王等を遣わして藤原の

六月、天皇、藤原の宮地を観る。

人月、藤原の宮地に幸す。

正月、藤原宮に幸す。

十二月、藤原宮に遷 り居す。

『日本書紀』「持統紀」
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「690午」に持統天皇は即位 しているから「 (持統)六年 (692年 )六

月、天皇、藤原の宮地を観る。」とある「天皇」は「持統天皇」ということに

なる。

最後の 3行には主語がない。すべて「天皇」である。すべて「持統天皇」と

いうことになる。「藤原宮に遷 り居す」も「持統天皇」である。そのため現在

の「日本の歴史」では「持統天皇が藤原京へ遷都 した」としている。

『 日本紀』では「朱鳥」年号を用いて書いている。「朱鳥」年号は高市天皇

の年号である。『 日本紀』の「天皇」はすべて高市天皇である。『 日本紀』は

次のように復元される。

○『日本紀』「高市天皇紀」の復元

■朱鳥五年庚寅 (690年 )秋九月、 (高市)天皇、紀伊国に幸す な

り。

■朱鳥六年辛卯 (691年 )秋九月己巳朔丁酉、浄大参皇子川嶋亮る。

■朱鳥七年壬辰 (692年)春二月、浄広卑広瀬王等を以て留守官と

為す。

■朱鳥八年癸未 (693年 )秋八月、 (高市天皇)藤原宮の地に幸す。

■朱鳥九年甲午 (694年 )春正月、 (高市天皇)藤原官に幸す。

■朱鳥九年甲午 (694年)冬十二月庚戌の朔乙卯、 (高市天皇)藤

原宮に遷 り居す。            復元された『 日本紀』

「天皇」はすべて高市天皇である。藤原京へ遷都したのも「高市天皇」であ

る。『 日本書紀』は『 日本紀』の高市天皇を持統天皇にすり替えている。

持統天皇は「天智王権」の復活に力を注いでいる。持統天皇は「天智王権」

の人である。『 日本書紀』は「天武王権」の高市天皇を抹殺して「天智王権」

の持統天皇にすり替えている。『 日本書紀』は「天智王権」が作ったのではな

いだろうか。
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『 日本紀』は天武天皇の発案で作られている。当然、「高市天皇紀」があっ

た。それを「天智王権」は改変して『 日本書紀』を作り、「高市天皇紀」を「持

統紀」にすり替えている。『 日本書紀』は「天智王権」の歴史書になつている。

これを見ても『 日本紀』と『 日本書紀』はまったく異なるものである。

『 日本紀』には「系図一巻」があった。

(元正)養老四年 (720年)五月、是より先、一品舎人親王、

勅を奉りて『日本紀』を修む。是に至り功成り奏上す。紀三十巻、

系図~巷o                 『続日本紀』

『 日本紀』は「紀二十巻、系図一巷」から成つている。ところが『 日本書紀』
には「系図一巻」が無い。それは『 日本書紀』が天智天皇と天武天皇を兄弟に

しているからであろう。『日本紀』の「系図一巻」とは異なる系図にしている。

そのため「系図一巻」は削除せざるを得なくなったのであろう。

『 日本書紀』に「系図一春」が無いのを見ても『 日本紀』と『 日本書紀』は

同一ではない。

○『 日本紀』と『日本書紀』

■『 日本紀』 ・・・ 天武天皇の発案による「天武王権」の歴史書

■『日本書紀』・・・『 日本紀』を「天智王権」の歴史に改変したもの
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第4章  『日本紀』から『日本書紀』ヘ
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1 『 日本書紀』の成立

(1)『 日本書紀』の出現時期

『日本書紀』は『日本紀』を改変したものである。『日本紀』の成立は72
0年である。『日本書紀』の成立はいつ頃であろうか。

『日本書紀』の成立時期について岩波書店の『日本書紀』の「解説」を再度

見てみ よ う。

一 書名

『 日本書紀』は一に『 日本紀』ともいう。 (中 略)『本朝月令』

所引「高橋氏文」にのせた延暦十一年 (792年)二月十八日の

太政官府、『 日本後紀』延暦十六年 (797年 )二月、弘仁二年

(812年)六月等の記事なども『 日本紀』といっている。

これに対し、『日本書紀』とあるのは、『弘仁私記』序、延喜。

天慶の『 日本紀責宴和歌』の序文、『朝野群載』にのせた承和三

年 (836年 )の 「広隆寺縁起」、『釈日本紀』に引いた「延喜

講記」などである。だから、弘仁年中から文人たちが『日本紀』

に「書」の字を加えて『 日本書紀』と称したのが、ついに題名と

なったのであろう。         岩波書店『 日本書紀』

『日本紀』と『日本書紀』は同一であり、720年に成立したが、792年、

797午、812年にも『日本紀』と書かれているという。『日本紀』はこの

時期まで存在していることがわかる。
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一方、『 日本書紀』の方は「弘仁 (810年-822年 )」 午間や836年

ころから現れるという。『 日本書紀』は9世紀の初めころには成立している。

しかしこの「解説」では『 日本紀』と『 日本書紀』は同一であると見ている

し、『 日本書紀』が文献に出てくる時期についての記述である。『 日本書紀』

の成立時期は不明である。

『 日本書紀』はいつ頃成立したのであろうか。

(2)『万葉集』の成立と『日本紀』

『万葉集』の (春一)、 (告二)にのみ『 日本紀』からの引用がある。『万

葉集』の編纂者は『 日本紀』を見て引用している。『万葉集』の (巻一)、 (巷

二)の成立時期が判明すればその時期までは『 日本紀』があり、『 日本書紀』

はまだ成立していないことがわかる。

『万葉集』の (巷一)、 (巻二)の成立は奈良時代であるという。岩波書店

の『万葉集』の「解説」は次のように書いている。

成立と編纂

徳田浄氏の「万葉集撰定時代の研究」には、大伴家持の用いた卑

敬称法を軸に国史の編纂や懐風藻の成立を照合して、巻一 。巷二

の大部分が慶雲 。和銅 。養老年間に順次成立、巻一―十六が天平

十八年から天平勝宝五年までの間に成立 (万葉集第一回撰)、 巷

十七以下が天平宝字三年六月から八年正月までに成立、 (後略)。

岩波書店『 万葉集』

『万葉集』の (巻一)、 (巻二)の大部分は慶雲 (704年-707年 )。

和銅 (708年-714年 )。 養老 (717年-723年 )年間に順次成立し、
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(春一)― (巻十六)は天平十八年 (746年 )から天平勝宝五年 (753年 )

までの間に成立したという。

『 日本紀』は746年-753年ころまで引用されている。この時期までは

『日本紀』は存在する。『日本書紀』の方はまだ成立していない。『日本書紀』

が成立する時期は「746年-753年」以降である。

○『 日本書紀』の成立時期

■『万葉集』巷一、二が成立する時期  746年-753年
■『 日本書紀』の成立時期  「746年-753年」以降

(3)『 日本書紀』の成立時期と『続日本紀』

『 日本紀』には「高市天皇紀」があった。『日本書紀』はそれを「持統紀」

に改変している。『 日本書紀』では持統天皇が「天皇」になつているから「高

市天皇」は即位していないことになり、『日本書紀』では「高市天皇」は「高

市皇子」になっている。

『続日本紀』はこれに呼応して「長屋親王」を「長屋王」にしている。『 日

本書紀』と『続日本紀』は同じ思想 (方針)の もとで作られているといえる。

『続日本紀』は『日本書紀』を見て書いている。『続日本紀』には『日本書

紀』の内容が引用されている。

(持統)十一年 (697年 )八月、天皇、禁中に定策 して皇太子

に天皇位を譲る。               『日本書紀』

『続日本紀』はこれを受けて次のように書いている。
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(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』

「高天原広野姫天皇 (持統天皇)の十一年」とある。『 日本書紀』の「 (持

統)十一年 (697年 )」 である。

「 (持統)十一年」とあるが、持統天皇が即位するのは高市天皇が崩御した

「696年」である。「697年」は「持統二年」のはずである。『 日本書紀』

は高市天皇を抹殺している。686年に天武天皇が崩御すると持統天皇が称制

して、翌 687年 を「持統元年」に している。 したがつて 「697年 」は 「持

統十一年」になる。『続日本紀』は『日本書紀』のこの捏造記事を使って書い

ている。『続日本紀』は『日本書紀』を見て書いている。『続日本紀』よりも

『 日本書紀』の方が先に成立している。

『続日本紀』の成立は797年である。『日本後紀』は次のように書いてい

る。

(桓武)延暦十六年 (797年)二月己巳 (十二日)、 (重ねて

菅野朝臣真道、秋篠朝臣安人、中科宿禰巨都雄等に勅して)『続

日本紀』を撰ぶ。是に至り而して成る。     『 日本後紀』

『続日本紀』は797年に成立している。『日本書紀』は797年よりも前

に成立している。

一方、『 日本書紀』が成立する時期は「746年-753年 」以降である。

『 日本書紀』が成立するのは「746年-753年 」-797年 の間というこ

とになる。

○『日本書紀』の成立時期 (概略)

■『日本書紀』の成立  746年-797年の間
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2 『続日本紀』の成立

(1)『続日本紀』の進上

『続日本紀』は797年に成立する。その成立過程は複雑である。しかし『続

日本紀』の成立過程を知ることは『 日本書紀』の成立時期を知る手がかりにな

る。複雑ではあるが『続日本紀』の成立過程を見ていくことにしよう。

『続日本紀』は「四十巻」から成る。『類衆国史』の「延暦十三年八月癸丑

(十二日)」 条には「十四巻」を進上したとある。これが後に『続日本紀』の

「巻二十一」一「巻三十四」になるという。

『類衆国史』は次のように書いている。

〇『類衆国史』「延暦十三年 (794年)人月癸丑 (十三日)」 条

右大臣従二位兼行皇太子博中衛大将藤原朝臣継縄等、勅を奉りて

国史を修めるなり。 (中略)

文武天皇より降り、聖武天皇に詑る。記注不味 (明 らか)。 余烈

(古人が遺した功業)存する焉。

但し宝字より起こし宝亀に至る。 (中略)是を以て故中納言従三

位兼行兵部卿石川朝臣名足・主計頭従五位下上毛野公大川等、詔

を奉りて編緯する。合わせて二十巻を成す。唯、案贖存す。 (中

略)

臣等、更に天勅を奉りて重ねて以て討論す。 (中略)勒 して十四

巻を成す。                  『類衆国史』

これを箇条書きにすると次のようになる。
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○「延暦十二年 (794年 )人月癸丑 (十二日)」 条の概要

■藤原朝臣継縄等は勅を奉り、国史を修む。

■文武天皇から聖武天皇までを記述したという。これは「記注不味 (明

らか)。 余烈 (古人が遺した功業)が存す。」とある。

■天平宝字 (757年-763年 )か ら宝亀 (770年-780年 )

については石川名足 。上毛野公大川等が編輯して合わせて「二十春」

を成したという。

■藤原朝臣継縄等はそれを「十四巻」にまとめて進上した。

『類衆国史』

『続日本紀』の「文武天皇」から「聖武天皇」までが最初に書かれている。

当然であろう。歴史書は年代順に書いていく。

次に「天平宝字 (757年-763年 )」 から「宝亀 (770年-780年 )」

までを「二十巻」にまとめたという。聖武天皇の次の「孝謙天皇」から「光仁

天皇」までを書いている。それを「十四巻」にまとめて進上したという。これ

が『続日本紀』の「巻二十一―巻二十四」である。794年に『続日本紀』の

「巻二十一―巻二十四」が成立している。

次に『 日本後紀』の「延暦十六年二月己巳 (十二日)」 条に『続日本紀』が

完成するときのことが書かれている。

○『 日本後紀』「延暦十六年 (797年 )二月己巳 (十二日)」 条

先是、重勅従四位下行民部大輔兼左兵衛督皇太子学士菅野朝臣真

道、従五位上守左少弁兼行右兵衛佐丹波守秋篠朝臣安人、外従五

位下行大外記兼常陸少嫁中科宿禰巨都雄等、撰続日本紀。至是而

成。上表日、 (中略)

夫自宝字二年、至延暦十年。二十四年二十巻、前年勒成奏上。
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但初起文武天皇元年歳次丁酉。蓋宝字元年丁酉。惣六十一年。所

有曹案二十巻。語多米塩。事亦疎漏。

前朝、詔故中納言従三位石川朝臣名足・刑部卿従四位下淡海真人

三船 。刑部大輔従五位上当麻真人永嗣等、分峡修撰。以継前紀。

而因循旧案。党元刊正。其所上者、唯二十九巻而已。宝字元年之

紀、全亡不存。

臣等、捜故実於司存。 (中略)凡所刊削二十巻。井前九十五年四

十巻。始自草創、迄干断筆、七年於姦。 (後略)  『 日本後紀』

これを箇条書きにすると次のようになる。

○ 「延暦十六年 (797年 )二月己巳 (十二日)」 条の概要

■ 「撰続 日本紀。至是而成。」とあり、 「謹以奉進。」とある。 79

7年に『続日本紀』は完成して奉進されている。

■ 「宝字二年」から「延暦十年」までの 「三十四年」の 「二十巻」は

すでに前年に奏上 している。

■文武天皇元年 (697年 )か ら「宝字元年」までの 「六十一年」は

「曹案三十巻」が存在 した。しかし疎漏があった。これを修訂 して「二

十九巻」を奏上した。 「宝字元年の紀」は亡失 したという。

■ 「二十九巻」と亡失 した「宝字元年の紀」を種々調べて刊を削 り「二

十巻」とし、前の「二十巻」と合わせて 「九十五年」間を「四十巻」

として奉進する。                 『日本後紀』

「撰続日本紀。至是而成。」とある。797年に『続日本紀』は完成してい

る。

「宝字二年から延暦十年までの 「三十四年」の「二十巻」はすでに前年に奏

上している」とある。『続日本紀』の後半の「淳仁天皇から桓武天皇」までの

「二十巻」の方が先に完成 して前年 (796年 )に奏上 している。
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『類衆国史』にあつた「十四巻」に「六巻」が追加されて「二十巻」になっ

ている。これが『続日本紀』の後半の「二十巻」である。

「文武天皇元年 (697年)か ら「宝字元年」までの 「六十一年」は「曹案

三十巻」が存在した。」という。『続日本紀』の最初の部分である。「曹案三

十巻」を修正して前半の「二十巻」ができている。

『 続 日本紀』の 「四十巻」は後半の 「二十巻」が先に完成 し、前半の 「二十

巻」が後に完成 している。歴史書の成立としては前後が逆転 している。何故で

あろうか。

(2)長屋親王と『続日本紀』

『続日本紀』の前半の「二十巻」は「文武天皇」から「孝謙天皇 (聖武天皇

の次)」 までである。『類衆国史』には「文武天皇より降り、聖武天皇に詑る。

記注不味 (明 らか)。 余烈 (古人が遺した功業)存する焉。」とある。最初に

「文武天皇から聖武天皇」までが書かれている。

ところが成立するのは後半の「二十巻」が先である。何故、前半の「二十春」

は後に完成 しているのであろうか。

さらに不思議なことは『類衆国史』は「文武天皇から聖武天皇」までは「記

注不味 (明 らか)。 余烈 (古人が遺した功業)存する焉。」と書いている。「古

人が遺した立派な業績である。」と絶賛している。ところが『 日本後紀』の方

は同じ「文武天皇から孝謙天皇 (聖武天皇の次)」 までは「曹案三十巻」が存

在したが、「曹案二十巻」は「語多米塩。事亦疎漏。」と書いている。「米塩

が多い」とは「細かく面倒なことが多い」という意味である。「事亦疎漏」は

「手落ち、もれ」があるという意味である。

同じ記録がこのように評価が分かれている。何故であろうか。

「文武天皇から聖武天皇」までの時代は「長屋親王」が生存している時期で

ある。『類衆国史』の方では「長屋親王」として記述しているのではないだろ
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うか。史実がそのまま記録されている。そのため「記注不味 (明 らか)。 余烈

(古人が遺した功業)存する焉。」と高く評価しているのであろう。

『 日本後紀』の方では「曹案二十巻」は「語多米塩。事亦疎漏。」としてい

る。 「長屋親王」を「長屋王」に変更することになったのではないだろうか。

叙位等については捏造しなければならない。それは大変な作業である。そのた

めこのような評価をしているのであろう。

『続 日本紀』は後半の「二十春」が先に成立し、前半は後に成立している。

前半の「二十巻」は「長屋親王」を「長屋王」に変更するために時間が必要だ

つたのではないだろうか。そのため最初の二十巷が後に成立しているのであろ

つ。

前半の「二十巻」は誰が、いつ頃改変しているのであろうか。『続日本紀』

の成立過程をさらに詳しく調べる必要がある。

{3)『続 日本紀』の編纂 と改訂

○『続日本紀』の編纂段階

第 1段階 (淳仁朝)・ 文̈武元年 (697年 )か ら天平宝字二年七

月までの曹案二十巻の作成。

第Ⅱ段階 (光仁朝)・ …曹案二十巻の改定作業。不徹底に終わり、

しかも天平宝字元年紀を亡失する。

第Ⅲ段階 (光仁朝)・ 淳̈仁朝以降の国史編纂に着手。二十巻にま

とめたが案順のままであった。
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『続日本紀』の編纂過程は『類衆国史』や『 日本後紀』の記事を読んでも不

明なことが多い。中西康裕氏は『続日本紀と奈良朝の政変』 (吉川弘文館)の

中で笹山晴生氏の研究を紹介している。それによると『続日本紀』は次のよう

な段階を経て完成しているという。



第Ⅳ段階 (桓武朝)・…第Ⅲ段階の光仁朝の二十巻を改訂し、十四

巻にまとめて延暦十三年八月に完成した (現行『続日本紀』の巻

二十一―巻三十四)。

第V段階 (桓武朝)・ …第Ⅳ段階の事業を継続 し、宝亀九年から延

暦十午を対象とした六巻を完成 した。延暦十五年までに行われた

(現行『続 日本紀』の巻三十五一巻四十)。

第Ⅵ段階 (桓武朝)…第Ⅱ段階で放置されていたものを延暦十三

年以降に修訂 し、かつ巻二十を再編集する。二十巻 として延暦十

六年二月に完成 した (現行『続 日本紀』の巻一―巻二十)。

笹山晴生氏の説

これが『続日本紀』の成立に関する最新の研究であるという。

『続日本紀』は先ず「文武天皇元年 (697年 )か ら「宝字元年 (757年)」

まで」の「六十一年」間が書かれている。「曹案二十巻」である。

ところが最初に完成するのは『続日本紀』の「巻二十一―巻三十四」である。

次に『続日本紀』の「巻二十五一巻四十」が完成して後半の「二十巻」になる。

最後に「曹案二十巻」を修訂して「巻一―巻二十」が完成する.

○『続日本紀』の成立順序

(1)『続日本紀』「巻二十一―巻二十四」

(2)『続日本紀』「巻三十五一巻四十」

(3)『続日本紀』「巻一―巻二十」

「巻一一巻二十」は「曹案二十巻」を修訂したものである。 「曹案二十巻」

は三度の修訂が行われている。

「巻一一巻二十」は「長屋親王」が生存している時期である。 「曹案三十巻」

には「長屋親王」となっていたのであろう。それを三度の修訂を行って「長屋

王」にしている。「曹案二十巻」が『続日本紀』の「巻一一巻二十」になって

431



いく過程が重要である。それを見ていこう。『 日本後紀』の原文を再度見てみ

よう。

○『日本後紀』「延暦十六年 (797年 )二月己巳 (十二日)」 条

但初起文武天皇元年歳次丁酉。蓋宝字元年丁酉。惣六十一年。所

有曹案三十巻。語多米塩。事亦疎漏。

前朝、詔故中納言従三位石川朝臣名足・刑部卿従四位下淡海真人

三船 。刑部大輔従五位上当麻真人永嗣等、分峡修撰。以継前紀。

而因循旧案。寛元刊正。其所上者、唯二十九巻而已。宝字元年之

紀、全亡不存。

臣等、捜故実於司存。 (中 略)凡所刊削二十巻。井前九十五年四

十巻。始自草創、迄干断筆、七年於姦。 (後略)  『日本後紀』

「但初起文武天皇元年歳次丁酉。蓋宝字元年丁酉。惣六十一年」とある。「文

武天皇元年 (697年 )」 から「宝字元年丁酉 (757年 )」 までは 61年あ

る。この間は「曹案二十巻」としてすでに存在 していたという。 しか し「曹案

三十巻」は 「語多米塩」、 「事亦疎漏」とある。

次に「前朝」に「石川朝臣名足・淡海真人三船 。当麻真人永嗣等」が「修撰」

したとある。 「前朝」とは、今は「延暦十六年」であり、桓武天皇の時代であ

るから「前朝」は「光仁天皇」の時代である。光仁天皇の在位は「770年 一

780年 」である。

光仁天皇の時代に「石川朝臣名足・淡海真人三船 。当麻真人永嗣等」によっ

て 「曹案三十巻」を「修撰」 したという。第一回目の 「修撰」である。

「以継前紀」とある。「前紀」とは『 日本紀』であろう。『 日本紀』を「継

いでいる」から『続日本紀』というのであろう。「修撰」は『 日本紀』の後を

継いで行われている。

『 日本紀』では「高市天皇」になつている。「曹案二十巻」の「修撰」は『 日

本紀』の「高市天皇」をそのまま「継いで行われた」とあるから「曹案二十巻」
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には「長屋親王」となっているのであろう。それを「長屋王」に改変するよう

なことはしていない。

それは次に「而因循旧案」とあることからも言える。「旧案」とは「曹案三

十巻」である。「因循 (いんじゅん)」 とは「改めないこと」である。 「而し

て「曹案三十巻」を改めない」とある。さらに「党元刊正」とある。 「刊正」

は「書物の誤りを削つて正す」という意味である。 「党元刊正」とは「書物の

誤 りを削って正すことなく終わった」という意味である。

光仁天皇の時代 (770年-780年 )に 「石川朝臣名足・淡海真人三船 。

当麻真人永嗣等」によつて「曹案二十巻」の第一回目の「修撰」が行われたが、

改変するようなことはしていない。「長屋親王」は「長屋親王」のままである。

「長屋親王」は「長屋親王」のままであるから光仁天皇の時代までは『 日本

書紀』はまだ成立していない。

(4)『続日本紀』の改変者

『続 日本紀』は「菅野朝臣真道、秋篠朝臣安人、宿禰巨都雄等」が完成させ

ている。「凡所刊削二十巻」とは「曹案二十巻」を削って「二十巻」にしたと

いう意味である。「井前九十五年四十巻」とある。前の「九十五年」の「二十

巻」と併せて「四十巻」にして完成している。それを「延暦十六年 (797年 )

二月己巳 (十二日)」 に進上している。

「始自草創、迄干断筆、七年於姦」とある。 「延暦十年 (791年 )一延暦

十六年 (797年 )」 の 7年間をかけて完成している。

「曹案三十巻」はすでに存在していた。 「石川朝臣名足・淡海真人三船 。当

麻真人永嗣等」は「曹案二十巻」を一度「修撰」しているが改変はしていない。

その後に「菅野朝臣真道、秋篠朝臣安人、宿禰巨都雄等」は 7年間かけて『続

日本紀』を完成させている。 2回 目の「修訂」である。このとき「長屋親王」

を「長屋王」に改変しているのであろう。
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「曹案二十巻」では 「長屋親王」となっている。それを「長屋王」に変更す

るとあらゆるところに影響が出てくる。例えば、長屋王とその他の人々の「位

階」のバランスがとれなくなる。そのため長屋王に対する「叙位」や 「昇叙」

を捏造 しなければならなくなる。これは大変な作業である。不整合が生じない

ようにするために 7年間を要したのであろう。

しかしそれでも整合性はとれていない。肝心な長屋王の死亡時の位階が異な

つている。

○長屋王の死亡時の位階

■ (聖武)天平元年 (729年 )二月、左大臣正三位長屋王、私に左

道を学び、国家を傾けむと欲す。

■ (淳仁)天平宝字七年 (763年 )十月、弟貞は平城朝左大臣正三

位長屋王子の子なり。

■ (光仁)宝亀五年 (774年 )十二月、正三位円方王莞る。平城朝

左大臣従一位長屋王の女なり。          『続 日本紀』

同じ『続 日本紀』でありながら長屋王の死亡時の位階は「正三位」と「従一

位」の二つがある。このようなことは本来は起こらないはずである。捏造 して

いるから整合性がとれなくなつているのであろう。 「長屋王」の位階は捏造で

ある。整合性を保つために度々変更している。これはその痕跡である。

『 続 日本紀』で 「長屋親王」を「長屋王」に改変 しているのは 「菅野朝臣真

道、秋篠朝臣安人、宿禰巨都雄等」である。その時期は「791年 -797年 」

である。

○『原・続日本紀』の改変

■ 791年 -797年 に「長屋親王」を「長屋王」に変更している。

■改変者 菅野朝臣真道、秋篠朝臣安人、宿禰巨都雄等
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(5)『 日本書紀』の成立時期

『 日本書紀』は「高市天皇」を「高市皇子」にしている。『続日本紀』はそ

れに合わせて「長屋親王」を「長屋王」にしている。『日本書紀』はいつ頃成

立したのであろうか。『続日本紀』はそれに合わせて改変している。その改変

は「菅野朝臣真道、秋篠朝臣安人、宿禰巨都雄等」によつて「791年 -79

7年」になされている。『日本書紀』は「791年-797年」よりも前に成

立している。

『 日本書紀』の成立時期をさらに詳しく調べてみよう。中西康裕氏は『続日

本紀と奈良朝の政変』 (吉川弘文館)の中で『続日本紀』が成立する時期を詳

しく追求している。

中西康裕氏は石川朝臣名足について次のように述べている。

石川名足は宝亀六年七月十一 日に大宰大弐となる。延暦七年六月

十 日の亮伝には「出為大宰大弐。居二年徴入歴左右大弁。」とあ

るので、実際に大弐として赴任 している。したがつて、遅くとも

宝亀六年七月以前に編纂事業は一応終了したことになる。

中西康裕氏

石川名足は「宝亀六年七月以前」に担当した編纂事業は終了していると言

う。 「宝亀六年」は775年である。

石川名足は淡海真人三船 。当麻真人永嗣等とともに「曹案二十巻」を「修撰」

している。第 1回 目の「修撰」である。それは「宝亀六年 (775年 )七月」

までには終わっているという。「775年」までは『 日本書紀』はまだ成立し

ていないことがわかる。
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石川名足はさらに上毛野公大川等とともに「宝字 (淳仁天皇、757年 -7
63年 )」 ― 「宝亀 (光仁天皇、 770年 -780年 )」 を「二十巻」にまと

めている。 「上毛野公大川」について中西康裕氏は次のように述べている。

こちらの方は大川が遣唐使の任を果た して帰朝 した宝亀九年十

月以降に開始されたことがほぼ確実である。   中西康裕氏

石川朝臣名足 。上毛野公大川等が「宝字 (淳仁天皇、757年 -763年 )」

― 「宝亀 (光仁天皇、 770年 -780年 )」 を「二十巻」にまとめているの

は「宝亀九年 (778年 )十月」以降であるという。

しかしこれは「長屋親王」が死去 した後の時代である。 「長屋親王」を「長

屋王」に改変することとは関係がない。

「菅野朝臣真道、秋篠朝臣安人、宿禰巨都雄等」は「延暦十年 (791年 )

一延暦十六年 (797年 )」 の 7年間をかけて『続 日本紀』を完成 している。

このとき「長屋親王」を「長屋王」に変更している。『日本書紀』はすでに成

立している。

「石川朝臣名足・淡海真人三船 。当麻真人永嗣等」が 「曹案三十巻」を「修

撰」した「宝亀六年 (775年 )七月」までは『 日本書紀』はまだ成立してい

ない。「延暦十年 (791年 )」 から『日本書紀』に合わせて『続日本紀』は

「長屋親王」を「長屋王」に改変している。『日本書紀』が成立するのは「7

75年-791年」の間ということになる。

『 日本紀』、『 日本書紀』、『続日本紀』の成立は次のようになる。

○『 日本紀』、『日本書紀』、『続日本紀』の成立

■『 日本紀』の成立   720年
■『 日本書紀』の成立  775年-791年
■『続日本紀』の成立  797年
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(6)『 日本書紀』の企画者

『 日本書紀』が作られるのは 「775年-791年 」である。『 日本書紀』

は光仁天皇の時代から作り始めている。『 日本紀』を廃して『 日本書紀』を作

ることを考えたのは光仁天皇であろう。光仁天皇は天智天皇の孫である。しか

も光仁天皇からは完全に「天智天皇」の血統になる。天武天皇の血は混じって

いない。

『 日本紀』は「天武王権」の歴史書である。 「天武王権」はすでに亡びてい

る。これからは「天智王権」の世が続く。『 日本紀』は「天智王権」の世には

相応しくない。「天智王権」の世に相応しい歴史書を作ろう。光仁天皇はこの

ように考えたのであろう。

しかし「天智王権」は常に「天武王権」の脅威に怯えて逃げている。そして

遂には「天武王権」に滅ぼされる。「天智王権」の歴史をそのまま書けば天智

王権の不名誉な歴史を書くことになる。それは好ましくない。そこで光仁天皇

は「天武王権」の「歴史」を「天智王権」の「歴史」にすり替えることを考え

たのであろう。「天武天皇の父」を「斉明天皇」にすり替え、「天武天皇」は

「天智天皇」の弟にして「天武王権」の業績をすべて「天智王権」の業績にす

り替えた。こうして『 日本書紀』が生まれた。

『日本書紀』は史実ではない。「偽りの歴史」である。光仁天皇はそれを「天

智王権」の「歴史書」として後世に伝えた。それが今日まで正史として読まれ

てきた。

『 日本書紀』の作成は「天智王権」の最大の陰謀であろう。

(7)『懐風藻』と『 日本書紀』

最後に『日本書紀』の成立時期について再度検証しよう。
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『懐風藻』は天平勝宝三年 (751年)に成立している。『懐風藻』に次の

二つの記事がある。

■ 淡海朝大友皇子  二首

皇太子は淡海帝の長子なり。 (中 略)年二十二、立ちて皇太子 となる。

(中略)壬申の乱に合いて天命遂げず。時に年二十五。

■ 高市皇子尊が莞 (みまか)る 後、皇太后は王 。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。                 『懐風藻』

『懐風藻』は、大友皇子は670年に「皇太子」になったと書いている。『 日

本書紀』では672年の「壬申の乱」の時でも「皇太子」は天武天皇である。

次の記事は「高市皇子亮後」とあるが「高市天皇」である。高市天皇は69
6午に崩御している。このとき持統天皇は「皇太后」となっている。『日本書

紀』では持統天皇は「690年」に即位して「持統天皇」になつている。

『懐風藻』と『 日本書紀』は内容が大きく異なる。『 日本書紀』の方は史実

を偽って書いている。『懐風藻』は『日本書紀』の影響を受けていない。『懐

風藻』は『 日本書紀』が成立する前に書かれているからであろう。『日本書紀』

が成立するのは『懐風藻』が成立する「751年」より後である。

『懐風藻』と『日本書紀』を比べてみても『 日本書紀』の成立は「751年」

以降である。『 日本紀』は「720年」に成立しているから『 日本紀』と『日

本書紀』は同一ではない。

(注)『懐風藻』に「高市皇子尊」とあるのは後世に写本する人が『 日本書紀』

を見て 「高市天皇」を「高市皇子尊」に書き換えているのであろう。
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第 5章  『 日本紀』の復元
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1 『 日本紀』の述作者

(1)『 日本書紀』の述作者

森博達氏は『 日本書紀の謎を解く』 (中公新書)の 中で『 日本書紀』の二十

巻は「α群」「β群」と「巻三十」の 3グループに分けられるとい う。「β群」

は「巻一―十二、二十二一二十三、二十八一二十九」であり、「α群」は「巻

十四一二十一、二十四一二十七」であるという。 「巻三十」だけは別であると

いう。

「α群」は完璧な漢文で書かれてお り、中国からの渡来人が書いたのであろ

うという。 「β群」は日本人が書いてお り、「倭習」がみられるとい う。 「倭

習」とは日本語的発想に基づく漢語 。漢文の誤用や奇用をい う (森氏)。

森氏は「α群」は続守言と薩弘格の二人が述作 していると推定 している。二

人とも唐人である。続守言は百済の鬼室福信が獲た捕虜であり、「百済救援」

を要請する見返 りとして日本へ差 し出された人物である。

(斉明)七年 (661年 )十一月、日本世記に云う、十一月、 (鬼

室)福信が獲た所の唐人続守言等、筑紫に至る。  『 日本書紀』

天武天皇の父は661年 7月 に崩御 しているので続守言等は天武天皇に献

上されている。

薩弘格の渡来は不明である。

森博達氏は『 日本書紀』の「春十四」―「巻二十一」を続守言が述作し、「巻

二十四」― 「巻二十七」を薩弘格が述作しているという。二人とも唐からの渡

来人である。音博士となり、恩賞を受けている。
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■ (持統)三年 (689年)六月、大唐の続守言・薩弘格等に稲を賜

つ。

■ (持統 )五年 (691年 )九月、音博 士大唐 の続守言・ 薩弘格 、書

博士百済末士善信に銀を人ごとに二十両を賜う。

■ (持統)六年 (692年)十二月、音博士続守言・薩弘格に水田を

賜う。                      『 日本書紀』

「大唐の続守言・薩弘格」とある。二人とも唐人である。

(2)『 日本紀』復元の対象

続守言は「巷十四」一 「巷二十一」を担当しているが、「巷二十一」は「用

明天皇 。崇峻天皇」である。「天武王権」が樹立される前の時代である。した

がって「巷十四」― 「巻二十一」までは『 日本紀』から『 日本書紀』へ改変す

るとき大幅な変更はしていないであろう。

『 日本書紀』の「巻二十四」一 「巻二十七」は薩弘格が述作しているという。

「巻二十四」一 「巻二十七」の天皇は次のようになつている。

■巻二十四

■巻二十五

■巻二十六

■巻二十七

皇極天皇

孝徳天皇

斉明天皇

天智天皇

(642年 -645年 )

(645年 -654年 )

(655年 -661年 )

(662年 -671年 )

「天武王権」は 「635年 」に樹立している。 「巻二十四」― 「巻二十七」

は天武王権が樹立した後である。 しかも孝徳天皇を除くとすべて「天智王権」

の天皇である。『 日本書紀』は「天智王権」によつて改変されている。 「巷二
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十四」―「巻二十七」は大幅に改変されているであろう。『 日本紀』を復元す

るには「巻二十四」―「巻二十七」以降を復元すればよい。

森博達氏は『 日本書紀の謎を解く』 (中公新書)と あるように『 日本書紀』

から述作者を割り出している。しかし続守言や薩弘格が述作したのは『 日本

紀』である。『 日本紀』は720年に成立している。その後『 日本紀』は『 日

本書紀』に改変される。森博達氏は書き換えられた『 日本書紀』から『 日本紀』

の述作者を推定している。すばらしい研究である。
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2 『 日本紀』 (巻二十三)以降の復元

(1)『日本紀』と『 日本書紀』の対応

『 日本紀』は「二十巻、系図一巻」から成つている。『 日本書紀』も「三十

巻」である。『日本書紀』の各巻は『日本紀』の同じ巻と対応しているのであ

ろう。例えば『 日本書紀』の最後の巻は (巻三十)「持統紀」である。『 日本

紀』の最後は (巻三十)「高市天皇紀」であろう。

『 日本書紀』は「高市天皇」を「持統天皇」にすり替えている。 (巻二十)

は大幅な改変がなされているであろう。森博達氏は『日本書紀の謎を解く』 (中

公新書)の中で『 日本書紀』の三十巻を「α群」「β群」「巻二十」の3グル

ープに分けてお り、「巻二十」だけは特別であるという。その特殊性について

次のように書いている。

『 日本書紀』の中には特異な巻がある。巻三十「持統紀」である。

(中略)文章に倭習が少ないので、この点ではα群に近い。 (中

略)しかし成立の経緯を考えれば、α群に帰属させるのは無理が

ある。 (中略)

実際、巻二十には特殊な語句や文体が見られる。たとえば「群臣」

は百九例あり、α・β両群に広く分布するが、巻二十には現れな

い。逆に「公卿百寮人」は九例すべてが巻二十に偏在している。

中村啓信「日本書紀巻第二十について」 (1961年)はさらに

多くの例を加えている。たとえば、「大津皇子」 。「高市皇子」

等が巻三十では「皇子大津」 。「皇子高市」等のように前後した

表記になる。また、「奉幣干四所伊勢 。大倭・住吉・紀伊大神」
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等のように、並列する名詞の上にその数を冠する文体も、巻三十

に独特のものという。              森博達氏

『 日本紀』は720年に成立している。『 日本書紀』は「775年-791
年」に成立している。50年の開きがある。「用語」の使用法も違ってきてい

るのであろう。「巻三十」だけが特異であるのは『 日本紀』「高市天皇紀」を

50年後に大幅に改変しているからである。

『 日本書紀』 (巷二十八)は 「壬申の乱 (672年)」 である。『日本紀』

(巷二十人)も 「壬申の乱」であろう。

天武天皇は「白鳳元年 (661年 )」 に即位 している。 「661年 」― 「壬

申の乱 (672年 )」 の前までが (巻二十七)であろう。 「壬申の乱」の後の

(巻二十九)も『 日本書紀』は「天武天皇紀」であるから『 日本紀』 (巷二十

七)一 (巻二十九)も 「天武天皇紀」であろう。

「天武天皇の父」は「斉明天皇」にすり替えられている。『 日本書紀』 (巻

二十六)は『 日本紀』 (巻二十六)「天武天皇の父の紀」であろう。

『 日本書紀』と『日本紀』は次のような対応になるであろう。

○『 日本書紀』と『 日本紀』の対応

睡塑垂述 l■⊇塗上X皇
■巻二十六  斉明天皇

■巻二十七  天智天皇

■春二十八  天武天皇

■舎二十九  天武天皇

■巷三十   持統天皇

『日本組』_⊇天皇

天武天皇の父

天武天皇

天武天皇  (壬申の乱)

天武天皇

高市天皇
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(2)『 日本紀』 (巻二十六)の復元 (前半)

『 日本書紀』は「天武天皇の父」を「斉明天皇」にすり替えている。『 日本

紀』 (巻二十六)「天武天皇の父の紀」は大幅に改変されているであろう。ま

ず『日本紀』 (巻二十六)を復元してみることにしよう。

『 日本書紀』 (巷二十六)「斉明紀」は斉明天皇が「661年 7月 」に朝倉

宮で死去 したことで終わる。 しかし朝倉宮で死去 したのは天武天皇の父であ

る。

天武天皇の父の「白雉」年号は「660年 」で終わっているが、次の「自鳳」

年号が 661年 からはじまるからである。「白雉」年号は天武天皇の父が崩御

した 「661年 7月 」まで続くのであろう。

『日本書紀』「斉明紀」の終わりは「自雉」年号の終わりと一致する。『日

本紀』 (巻二十六)「天武天皇の父の紀」は「自雉」午号で書かれていること

がわかる。『日本紀』 (巻三十)「高市天皇紀」は「朱鳥」年号で書かれてい

る。『日本紀』はすべて「年号」を用いて記述しているのであろう。

『日本紀』 (巻二十六)「天武天皇の父の紀」の最初の部分を復元してみよ

つ。

『 日本書紀』 (巻二十六)「斉明紀」の「はじまり」は「655年」である。

これは孝徳天皇が654年 10月 に死去しているからである。天皇位は孝徳天

皇から斉明天皇へ移ったと『 日本書紀』は書いている。

しかし「古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』」で述べたように斉

明天皇 (皇極天皇)は上宮王家であり、孝徳天皇は豊王権である。王権が異な

る。皇極天皇が孝徳天皇に天皇位を譲るはずはないし、654年に孝徳天皇が

死去したので655年に皇極天皇が再び天皇位に即いて斉明天皇になる (重

確)と いうこともあり得ない。これらは『日本書紀』の捏造である。「重詐」

は無かった。「斉明紀」のはじまりが「655年」になっているのは『 日本書

紀』の捏造である。
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「斉明紀」の終わりは「自雉」年号の終わりと一致している。『 日本紀』 (巻

二十六)「天武天皇の父の紀」は「白雉」年号で書かれている。「天武天皇の

父の紀」のはじまりは「白雉元年」であろう。

「自雉元年」は「652年」である。『 日本書紀』の「652年」条を見る

と次のよ うになつている。

(孝徳)自雉三年 (652年)正月、元日の種詑り、車駕、大郡

に幸す。

正月より是月に至り、班田既に詑る。凡そ田は長さ二十歩を段と

為す。十段を町と為す。

二月、車駕、宮に還る。

四月、 (中略)是月、戸籍を造る。凡そ五十戸を里と為す。里毎

に長一人を置く。 (後略)          『 日本書紀』

「正月」条に、 「正月より是月に至 り、班田既に詑る」という記述がある。

「是月」は 「正月」ではないはずである。何故、 「正月」条にこのような文章

があるのであろうか。

「班田既に詑る。」とあり、「凡そ田は長さ二十歩を段と為す。十段を町と

為す。」とある。また「四月」条には「是月、戸籍を造る。凡そ五十戸を里と

為す。里毎に長一人を置く。」とある。これらは「大化改新」と同じ内容であ

る。 「大化二年 (646年 )」 の「改新の詔」は次のようになっている。

(孝徳)大化二年 (646年 )正月、賀正の濃がおわ り、即ち「改

新之詔」を宣 (のべ)て 曰く、「其の一に曰く、昔在る天皇等の

立てる所の子代の民・処々の屯倉、及び別に臣・連・伴造 。国造・

村首の所有する部曲の民 。処々の田荘を罷 (や)め よ。 (中 略)

其の三に曰く、初めて戸籍・計帳・班田収授之法を造る。凡そ五

十戸を里と為す。 (中 略)
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其の四に曰く、 (中 略)凡そ仕丁は旧の三十戸毎に一人を改め、

五十戸毎に一人、以て諸司に充てよ。五十戸を以て仕丁一人の糧

に充てよ。 (後略)」 という。         『 日本書紀』

「大化二年 (646年 )」 の 「改新之詔」とその 6年後の 「 (孝徳)自雉三

年 (652年 )正月」条に書かれている内容は同じである。

「大化二年 (646年 )」 の 「改新之詔」は「 (孝徳)自雉三年 (652年 )

正月」条にあつたのではないだろうか。 「 (孝徳)自雉二年 (652年 )」 条

は抜き取られた痕跡が残つているのであろう。「652年 」は天武天皇の父の

「白雉元年 (652年 )」 である。 「改新之詔」は天武天皇の父によつて 「自

雉元年 (652年 )」 に出されたのではないだろうか。

『 日本書紀』は天武天皇の父の業績を孝徳天皇にすり替えているのであろ

う。『 日本書紀』では「乙巳の変」により、皇極天皇は孝徳天皇に天皇位を譲

つている。孝徳天皇は譲位を受けて新しい政治を行ったとしている。その印象

を強く与えるために天武天皇の父が出した「改新之詔」を孝徳天皇の業績にし

ているのであろう。

『 日本書紀』は「自雉」年号を孝徳天皇の年号にしている。 しかも「白雉元

年=650年 」にしている。 「自雉」年号は天武天皇の父の年号である。それ

を孝徳天皇の年号にするためにこのような細工をしているのであろう。

『日本書紀』 (巻二十六)「斉明紀」の「始まり」が「655年」になって

いるのは『日本書紀』の捏造である。『 日本紀』 (巻二十六)「天武天皇の父

の紀」の「始まり」は「白雉元年 (652年 )」 であろう。

天武天皇の父は「652年二月」に「改新之詔」を出している。それを記念

して「2月 」に「白雉」年号に改元しているのであろう。

天武天皇の父は次々と改革を行つている。「天武天皇の父の紀」の前半を復

元すると次のようになる。
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○『 日本紀』 (巻二十六)「天武天皇の父の紀」の前半の復元

■ (天武天皇の父)自雉元年 (652年)正月、賀正の祀畢 (おわ)

る。 「改新の詔」を宣して曰く、「 (いわゆる大化改新の内容)」

という。

二月、「自雉」に改元。正月より是月に至るに班田すでに詑る。凡そ田

は長さ三十歩を段と為す。十段を町と為す。

二月十九日、東国の朝集使等に詔して曰く、「……去午の人月を以て朕

親 (みずか)ら誨 (お しえ)て 曰く、「……」という。 (中略)是に朝

集使等は具さに其の状を陳 (も う)す、穂積臣咋が犯した罪は……。」

という。

二月二十日、皇太子 (天武天皇)、 使いを使わし奏請して曰く、「 (中

略)天に双つの日なし。国に二人の王無し。 (中略)故、入部五百二十

四口・屯倉一百八十一所を献じる。」という。

二月二十二日、詔して曰く、「 (大化の薄葬令)」 という。

四月、 (中略)是の月、戸籍を造る。凡そ五十戸を里と為す。里毎に長

一人を置く。 (後略)

■自雉二年 (653年 )、 五月、大唐に遣わす大使小山上長丹、副使

小乙上吉士駒、学問僧道厳 。道通 。 (中 略)。 定恵・道観、学生巨

勢臣薬、氷連老人、井せて一百二十一人、倶 (と も)に一船に乗る。

■自雉三年 (654年)二月、大唐に遣わす押使大錦上高向史玄理、

大使小錦下河邊臣麻呂、副使大山下薬師恵日、判官大乙上書直麻呂 。

(中 略)。 田邊史鳥等、二船に分かれて乗る。

七月、西海使騎士長丹等、百済 。新羅の送使と共に筑紫に泊まる。

是月、小山上大使吉士長丹に授けるに少花下を以てす。

復元された『 日本紀』 (巻二十六)前半
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「自雉二年 (653年 )」 条に定恵が学問僧として唐へ派遣されている。天

武天皇の父が派遣している。

(3)『 日本紀』 (巻二十六)後半の復元

『日本書紀』 (巻二十六)「斉明紀」は捏造記事が多い。「捏造記事」を整

理しよう。

656年に斉明天皇は肥前の飛鳥から大和へ移る。『 日本書紀』はそれを「斉

明二年」としている。ここでは大和へ移った後の時代から復元することにしよ

つ。

『 日本書紀』 「斉明紀」を「上宮王家」の記録か、「天武王権」か、それと

も「捏造記事」かに分ける。

○『日本書紀』「斉明紀」の分析

■ (斉 明)二年 (656年 )、 是歳、飛鳥岡本に於いて更に宮地を定

める。 (中 略)遂に宮室を起こす。天皇、乃ち遷る。号して後飛鳥

岡本宮という。 (「狂心の渠」を造る)    (上 宮王家)

■ (斉明)四年 (658年 )、 是歳、越国司阿倍引田臣比羅夫、粛慎

を討ち生黒二つ、黒皮七十枚を献ず。     (天 武王権)

■ (斉明)五年 (659年)七月、小錦下坂合部連石布 。大仙下津守

連吉祥を遣わし唐国に使いせしむ。      (天 武王権)

■ (斉 明)六年 (660年)二月、皇太子 (天智)、 初めて漏剋を造

る。                     (上 宮王家)

九月、百済、達率沙爾覚従等を遣わし来て奏して曰く、「 (新羅と唐が

百済を滅ばした)」 という。          (天 武王権)
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十月、百済の佐平鬼室福信、佐平貴智等を遣わし来て唐の件一百餘人を

献ず。 (中 略)又、師を乞い救いを請 う。井せて王子豊章を乞い曰く、

「王子豊章を迎えて国主と為さむ」という。   (天 武王権)

十二月、天皇、難波宮に幸す。天皇、福信が乞 う意に随い筑紫に幸 して

救軍を遣わさむと思い、初めて斯 (こ こ)に幸して諸軍器を備える。

(天武王権 )

■ (斉 明)七年 (661年 )正月、御船にしに征 (ゆ)き 、始めて海

路に就 くo                    (捏 造)

二月、御船、還 りて郷大津に至る。磐瀬行官に居す。 (捏造 )

五月、 (斉明)天皇、朝倉橘広庭宮に遷 り居す。   (捏 造 )

七月、 (斉明)天皇、朝倉宮に崩ず。        (捏 造 )

十一月、 (斉明)天皇の喪を以て、飛鳥の川原に歿す。 (捏造 )

「斉明紀」の「百済救援」はすべて捏造である。百済救援をしているのは「天

武王権」である。

これらの記事を『 日本紀』に復元しよう。『 日本紀』 (巻二十六)の後半が

復元される。捏造記事は除く。

○『 日本紀』 (巷二十六)の後半の復元

■自雉五年 (656年 )、 是歳、 (斉明天皇)飛鳥岡本に於いて更に

宮地を定める。 (中 略)遂に宮室を起こす。 (斉明)天皇、乃ち遷

る。号して後飛鳥岡本宮という。 (「狂心の渠」を造る)

(上宮王家)

■自雉七年 (658年 )、 是歳、越国司阿倍引田臣比羅夫、粛慎を討

ち生黒二つ、黒皮七十枚を献ず。        (天 武王権)

■白雉八年 (659年)七月、小錦下坂合部連石布 。大仙下津守連吉

祥を遣わし唐国に使いせしむ。          (天 武王権)

■自雉九年 (660年 )二月、皇太子 (天智)、 初めて漏剋を造る。
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(上宮王家)

九月、百済、達率沙爾覚従等を遣わし来て奏して曰く、「 (新羅と唐が

百済を滅ぼした)」 という。           (天 武王権)

十月、百済の佐平鬼室福信、佐平貴智等を遣わし来て唐の件一百餘人を

献ず。 (中略)又、師を乞い救いを請う。井せて王子豊障を乞い曰く、

「王子豊障を迎えて国主と為さむ」という。     (天 武王権)

■十二月、天皇、難波宮に幸す。天皇、福信が乞う意に随い筑紫に幸

して救軍を遣わさむと思い、初めて斯 (こ こ)に幸して諸軍器を備

える。                      (天 武王権)

■白雉十年 (661年)二月、 (天武の父)天皇、朝倉橘広庭宮に遷

り居す。七月、 (天武の父)天皇、朝倉宮に崩ず。  (天 武王権)

復元された『 日本紀』 (巻二十六)の後半

(注)「 自雉九年 (660年 )十二月」条に「天皇、難波宮に幸す。」とある。

天武天皇の父が宗像から難波 (多々良川の川口)に来て「初めて斯 (こ こ)に

幸 して諸軍器を備える。」とい うことである。斉明天皇が大和から難波 (大阪)

に来ているのではない。

これが『 日本紀』 (巷二十六)の後半である。前述の『日本紀』 (巻二十六)

の前半と合わせると『日本紀』 (巷二十六)が復元される。

「自雉十年 (661年)七月」に天武天皇の父が崩御して『日本紀』 (巷二

十六)は終わる。『日本紀』 (巻二十六)はすべて「自雉」年号で書かれてい

る。
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{4)『 日本紀』 (巻二十七)の復元

次に『日本書紀』 (巻二十七)「天智紀」を『日本紀』 (巻二十七)に復元

しよう。

『日本書紀』「天智紀」では661年 7月 に斉明天皇が朝倉宮で死去すると

天智天皇が直ちに「称制」 している。

(天智)即位前紀、七年 (661年)七月、 (斉明天皇)崩ず。

皇太子 (天智天皇)は素服 (麻衣)を着て称制す。

『 日本書紀』

しかしこれは『 日本書紀』の捏造である。661年 7月 に天武天皇の父が崩

御すると天武天皇が直ちに即位 して「白鳳」年号を建てている。「自鳳」年号

は「661年-683年 」である。

天武天皇は「白鳳」年号の次に「朱雀」年号を建てている。686年に天武

天皇は高市皇子に譲位する。高市皇子は即位 して「朱鳥」年号に改元する。

「天武王権」の王と年号は次のようになつている。

○ 「天武王権」の王 と年号

■僧要 635年 -639年

■命長 640年 -646年

■ 常色 647年 -651年

■ 白雉  652年 -660年

■ 白鳳  661年 ―-683年

■朱雀  684年 -685年

■朱鳥  686年 -694年

■1大和  695年 ‐-696年

初代 天武天皇の父

(661年 7月 崩御 )

二代目天武天皇

(686年 7月 譲位、 9月 崩御 )

三代日高市天皇 (686年 7月 即位 )

(696年 7月 崩御 )
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天武天皇の「白鳳」年号は「661年-683年 」であり、次の「朱雀」年

号は「684年-685年 」である。

『 日本書紀』 (巻二十七)「天智紀」は『 日本紀』 (巻二十七)「天武紀」

に復元される。

『 日本書紀』は「天武王権」を抹殺している。天武天皇を天智天皇の弟にし

て「天武紀」を「天智紀」に書き換えている。

『 日本書紀』 (巻二十八)は 「天武紀 (壬 申の乱)」 (672年)である。

したがってその前年である「671年」までが (巻二十七)と いうことになる。

『 日本書紀』 (巻二十七)「天智紀」の「661年」一 「671年」までを

「自鳳」年号で記述すると『日本紀』 (巻二十七)「天武紀」が復元される。

(5)『 日本紀』 (巻二十三)一 (巻二十)

『日本書紀』の「巻」の年代と天武王権の年号を対比すると次のようになる。

「天武王権」は「僧要」年号の「635年 」からはじまる。

○『 日本書紀』と天武王権の年号

『』セ埜:菫組上

■ (巻二十三)629年 -641年
■ (巻二十四)642年 -645年
■  (巻二十五)645年 -654年
■ (巻二十六)655年 -661年

■  (巻二十七)662年 -671年

■  (巻二十八)672年

天菫王権の年号

僧要 (635年-639)

命長 (640年-646年 )

常色 (647年-651年 )

自雉 (652年-660年 )

自鳳 (661年-683年 )

朱雀 (684年-685年 )

『 日本書紀』の各巻の年代は天武王権の「年号」とほぼ合っている。『 日本

書紀』は「天武王権」を「天智王権」の歴史にすり替えている。多少のズレは
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そのために生じたのであろう。例えば『 日本紀』 (巻二十六)「天武天皇の父
の紀」の始まりは「白雉元年 (652年 )」 であるのを『 日本書紀』では「6

55年」にしている。

『 日本紀』の各巻は「年号」と対応している。『 日本紀』 (巻二十三)一 (巷

三十)は次のように復元されるであろう。

○復元された『日本紀』の「巻」とその「天皇」と「年号」

」狙埜壺劃壼2窒  天皇   年号

■巻二十三  天武天皇の父   「僧要」

■巻二十四  天武天皇の父   「命長」

■巻二十五  天武天皇の父   「常色」

■巻二十六  天武天皇の父   「自雉」

■巻二十七  天武天皇    「自鳳」

■巻二十人  天武天皇    「自鳳十二年 (壬申の乱)」

■巻二十九  天武天皇    「自鳳」、「朱雀」

■巷二十   高市天皇    「朱鳥」、「大和」

『 日本紀』はすべて「年号」で書かれている。

『 日本紀』は天武天皇の企画で作られている。天武天皇自身には「三巻」を

充てている。ところが父には「四巻」を充てている。天武天皇が初代の父を如

何に尊敬 していたかがわかる。天武天皇の父は「天武王権」を樹立 して大きな

改革を次々と行っている。 「年号」が 4つ もあるのはその証拠であろう.

天武天皇は父の業績を「年号」ごとに「巻」を分けて詳細に記述 している。
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第 6章 天智王権の勝利
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1 天智天皇 と百済

(1)舒明天皇 と百済

天智天皇の母は宝皇女 (皇極天皇、斉明天皇)である。宝皇女は上宮王家の

皇女であり、祖父は上宮王家を樹立した上宮法皇である。天智天皇は上宮法皇

の曾孫である。天智天皇は上宮王家の皇子である。

天智天皇の父は舒明天皇である。舒明天皇は上宮王家の入り婿である。上宮

王家に皇子が絶えるので上宮王家に迎えられた人物である。

舒明天皇は百済系の人であろう。舒明天皇は「百済大宮」「百済大寺」を造

り、崩御すると「百済の大歿」をしている。すべて「百済的」である。舒明天

皇は百済人ではないだろうか。

(2)舒明天皇と百済川

上宮王家の本拠地は肥前の (三根郡)飛鳥である。今の佐賀県三養基郡北茂

安町である。ところが舒明天皇は「百済大宮」を「百済川」の「宮処」に造っ

ている。『和名抄』の肥前国神埼郡に「宮所 (美也止古呂)」 がある。「百済

川」は佐賀県神埼郡を流れる「城原川」であろう。 (「古代史の復元⑥『物部

氏と蘇我氏と上宮王家』」参照)

「百済川 (城原川)」 の上流には「百済大井」がある。百済からの亡命者翅

岐 (ぎ ょうき)が移り住んでいる。 (「古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上

宮王家』」参照)
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「百済川」「百済大井」とあるように城原川には多くの百済人が住んでいた

のであろう。舒明天皇は上宮王家の入り婿として上宮王家の本拠地である肥前

の飛鳥に宝皇女と暮らしていた。しかし晩年には「百済川」に「百済大宮」を

建てて移 り住んでいる。上宮王家 (飛鳥)から離れて百済人が多く居るところ

へ移つている。舒明天皇は百済人と一緒に住むのを欲したのであろう。舒明天

皇はやはり百済人である。

『 日本書紀』は、舒明天皇は「淳中倉太珠敷天皇 (敏達天皇)の孫、彦人大

兄皇子の子なり。」と書いている。しかしこれは『 日本書紀』の捏造である。

(「古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』」参照)

(3)天智天皇と百済人 (韓人)

天智天皇は斉明天皇の子であり、上宮王家の皇子である。ところが周囲は上

宮王家よりも舒明天皇の百済系の人とみていたようである。「乙巳の変」で天

智天皇 (中大兄)は蘇我入鹿を討つ。そのとき古人大兄は次のように言う。

(皇極)四年 (645年)六月、古人大兄、見て私の官に走り入

りて、人に謂いて曰く、「韓人、鞍作臣を殺す。 (韓政に因りて

誅せらるるを謂 う。)吾が心痛し。」という。   『 日本書紀』

「韓人、鞍作臣を殺す」と言っている。古人大兄は中大兄 (天智天皇)を「韓

人」と言つている。「韓人」とは百済人をいう。「 (欽明)十七年 (556年 )」

条に次ぎの記事がある。

(欽明)十七年 (556年)十月、蘇我大臣稲日宿禰等を倭国高

市郡に遣わし、韓人大身狭屯倉 (韓人というは百済也)。 高麗人

小身狭屯倉を置く。紀国に海部屯倉を置く。   『 日本書紀』
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「韓人」の (注)に 「韓人というは百済也」とある。 「中大兄 (天智天皇)」

を「百済人」と言っている。

中大兄は舒明天皇の子として見られている。上宮王家の皇子とは見られてい

ない。舒明天皇も、天智天皇も百済人として見られている。

{4)中大兄と巨勢臣徳陀

蘇我入鹿は巨勢徳太臣等を派遣 して山背大兄王を殺す。

(皇極)二年 (642年)、 蘇我臣入鹿、独り謀りて、上宮の王

等を廃して、古人大兄を立てて天皇にせむとす。 (中 略)蘇我臣

入鹿、小徳巨勢徳太臣。大仁土師娑婆連を遣わして、山背大兄王

等を斑鳩に掩 (おそ)わ しむ。         『 日本書紀』

蘇我入鹿の命令で小徳巨勢徳太臣は山背大兄王を殺す。山背大兄王は上宮王

家の直系の皇子である。蘇我入鹿は「上宮の王等を廃して、古人大兄を立てて

天皇にせむ」として山背大兄王を殺害している。山背大兄王は上宮王家の「天

皇」であろう。

ところが同じ上宮王家の中大兄はその巨勢徳太臣を将軍に起用している。

「乙巳の変」である。

(皇極)四年 (645年)六月、佐伯連子麻呂・稚犬養連網田、

入鹿を斬る。 (中略)中大兄は将軍巨勢徳陀臣を使わし、天地開

開より君臣始めて有るを以て賊の業に説かしめ、赴く所を知らし

めす。                    『 日本書紀』
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「将軍巨勢徳陀臣」は巨勢徳太臣である。 「中大兄は将軍巨勢徳陀臣を使わ

し、」とある。

中大兄は上宮王家の山背大兄王を殺 した巨勢徳陀臣を将軍に起用してい

る。中大兄 (天智天皇)は 自分が「上宮王家」の皇子であるという認識は薄い

ようである。

天智天皇は「上宮王家」とは言えないであろう。そこで天智天皇から上宮王

家を「天智王権」と呼んでいる。

459



2 天智王権の反撃

(1)大津皇子の謀反

天智王権は天武王権を畏れて肥前から大和へ逃げ、さらに大和から近江へ逃

げている。天智天皇は娘を4人 も天武天皇に献上 している。しかしその甲斐も

なく「壬申の乱」で天智王権は天武王権に滅ばされる。

天智王権の人々にとつては屈辱の日々が続く。いつかは天武王権を倒そ うと

機会を狙っていたのであろう。686年 に天武天皇が崩御すると直ちに「大津

皇子の謀反」が起きる。大津皇子は天武天皇と天智天皇の娘大田皇女との間に

生まれた皇子である。

「大津皇子の謀反」について『 日本書紀』は次のように書いている。

(持統)称制前紀 (686年 )九月、天淳中原涼真人天皇 (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

皇子大津の為に謹誤 (あ ざむ)かれたる所の直広撃人口朝臣音

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)の合に於いて死を賜 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』
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『 日本書紀』では天武天皇が崩御すると持統天皇が「称制」している。謀反

は持統天皇に対して行われたと考えられてきた。しかし持統天皇は「称制」し

ていない。天武天皇は死去する前に高市皇子に譲位している。高市皇子は天武

天皇が崩御する前に即位 している。大津皇子の「謀反」は「高市天皇」に対し

て行われた。

何故、大津皇子は高市天皇に対して謀反をしたのであろうか。それは大津皇

子が天智天皇に寵愛されていたからであろう。『日本書紀』は大津皇子の人柄

を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減真人

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、排 (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』

「天命開別天皇 (天智天皇)の為に愛される所となる。」とある。大津皇子

は天武天皇の子というよりも大田皇女の子 (天智天皇の孫)と いう認識を強く

持っていたのであろう。

それは大津皇子が天智天皇の娘山辺皇女を婆つているからでもあろう。

(天智)七年 (668年 )二月、古人大兄皇子の女倭姫王を立て

て皇后と為す。遂に四嬢を納れる。 (中略)次に蘇我赤兄大臣の

女有 り。常陸娘という。山辺皇女を生む。    『 日本書紀』

天智天皇は蘇我赤兄大臣の娘常陸娘を姿って山辺皇女を生んでいる。山辺皇

女は大津皇子が謀反を起こして死を賜るとき「髪を被 (みだ)して徒跳 (はだ

し)で奔 (は し)り 赴 (ゆ)き て殉 (死)す。」とある。
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大津皇子は天智天皇の孫であり、山辺皇女は天智天皇の娘である。天智天皇

の娘と孫が婚姻 している。天智天皇が大津皇子を寵愛するのは当然であろう。

大津皇子が天武天皇よりも天智天皇の方を向いているのも当然である。

大津皇子は天武天皇が崩御するとチャンスと見て即位 したばか りの高市天

皇に対 して謀反を起こした。「大津皇子事件」は天武王権に対する「天智王権」

の最初の反撃である。

(2)持統天皇の反撃

「天武王権」に対する最大の反撃は持統天皇の即位であろう。高市天皇が崩

御すると当然長屋親王が即位するはずであつた。それを阻止 したのは持統天皇

である。

持統天皇は天武天皇の皇后である。 しかし持統天皇は夫よりも父を選んだ。

持統天皇は「天武王権」に対してさらなる打撃を与える。長屋親王が永久に即

位 しないように「不改常典」を考え出して天皇位は文武天皇からその子の聖武

天皇に引き継がれるように画策 している。

「天武王権」は持統天皇によつて滅ぼされたと言っても過言ではない。 「天

智王権」は持統天皇によつて復活 した。

(3)聖武天皇と「長屋親王の変」

持統天皇が考え出した「不改常典」により聖武天皇が即位する。聖武天皇は

「不改常典」の思想に則って長屋親王を自害させる。天皇位を「天武王権」に

渡さないという「不改常典」の最後の仕上げをしている。

こうして「天武王権」は滅びる。「天智王権」はついに積年の恨みを晴らし

たといえる。これ以降は「天智王権」の世が続く。「天智王権」の勝利である。
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3 「天智王権」の名誉回復

(1)天智天皇の名誉回復

「天智王権」が復活すると先祖の名誉を回復 している。

文武天皇は持統天皇の子草壁皇子の子である。天智天皇の曾孫にあたる。文

武天皇は「天智王権」の子孫であるという意識を強く持つている。持統天皇が

「共治」をしながら文武天皇を教育 したのであろう。

文武天皇はまず「天智王権」の初代である天智天皇の名誉を回復する。文武

天皇は 「 (文武)大宝二年 (702年 )」 に天智天皇が崩 じた日を 「国忌」に

定める。

(文武)大宝二年 (702年)十二月二日、勅して曰く、「九月

九日・十二月二日は先帝の忌日なり。諸司はこの日に当たり宜し

く廃務すべし」という。            『続日本紀』

「廃務すべ し」とは「国忌」として職務を休むことをい う。

「九月九 日」は天武天皇が崩御 した 日であり、「十二月二 日」は天智天皇が

崩御 した日である。

天武天皇の方はすでに 「国忌」になっている。

(持統)元年 (687年)九月九日、国忌の斎を京師の諸寺に設

ける。                    『 日本書紀』
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「持統紀」であるが、高市天皇の時代である。高市天皇は天武天皇が崩御 し

た一年後の「九月九日」に「国忌」の斎を設けている。高市天皇は天武天皇が

崩御 した日を翌年には 「国忌」にしている。

天智天皇が死去したのは 671年 である。天智天皇の「国忌」は「702年 」

になってはじめて定めている。しかも天智天皇が崩御 した「十二月二 日」の前

日の「十二月二日」に定めている。天智天皇の命 日の前 日になつてあわてて「国

忌」にしている。

それを思いついたのは持統天皇ではないだろうか。持統天皇は夫の天武天皇

よりも、父天智天皇の方を向いている。自ら即位 して「天智王権」を再興 して

いるし、長屋親王が即位するのを阻止するために「天智天皇が定めた不改常

典」まで考案 している。持統天皇は常に父天智天皇のことを念頭に置いてい

る。持統天皇が文武天皇に天智天皇の命 日を「国忌」にするようにア ドバイス

をしたのであろう。

持統天皇は天智天皇の「国忌」を定めた 20日 後に死去する。持統天皇は父

天智天皇の「国忌」を定めて名誉を回復 して死去 している。持統天皇が父天智

天皇に対 して行った最後の親孝行であろう。

(2)草壁皇子の復活

文武天皇は父草壁皇子の莞去の日も「国忌」にする。

(文武)慶雲四年 (707年 )四月、日並知皇子命の莞 日を以て

始めて国忌に入れる。             『続日本紀』

「日並知皇子命」は草壁皇子である。
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天皇ではない草壁皇子の莞去日を「国忌」にしている。草壁皇子を天皇と同

等の扱いにしている。持統天皇はすでに死去しているから文武天皇が考えたの

であろう。

草壁皇子の名誉回復はさらにエスカレー トする。草壁皇子を「天皇」にする。

(淳仁天皇)天平宝字二年 (758年)八月九日、勅して 「日並

知皇子命は未だ天皇を称さず。尊号を追宗するは古今の恒の典な

り。今より以後は宜しく岡宮御宇天皇と奉り称すべし」という。

『続日本紀』

758年に淳仁天皇は草壁皇子に天皇号を追尊している。岩波書店の『続日

本紀』の脚注には「天皇号の追尊の初見」とある。

『 日本書紀』は草壁皇子を「皇太子」と書いている。皇太子の莞去日を「国

忌」にするのは特例として認めてもよいかもしれない。しかし草壁皇子は皇太

子にはなっていない。皇太子になっているのは「高市皇子」である。

『大安寺縁起』に次の記録がある。

■繍菩薩像一張

右以丙戌年 (686年 )七月、奉為浄御原宮御宇天皇皇后井皇太子奉造

請坐者                      『大安寺縁起』

「丙戌年 (686年 )七月」とある。 7月 15日 に天武天皇は臨終を悟 り、

高市皇子に譲位 している。これはその直前であろう。

天武天皇のために「皇后井皇太子」が「繍菩薩像一張」を大安寺に奉納 して

いる。病気平癒の祈願であろう。「皇后」は持統天皇であり、「皇太子」は「高

市皇子」である。この数 日後に天武天皇は高市皇子に譲位 している。高市皇子

は「皇太子」だからである。皇太子に譲位するのは当然であろう。
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『 日本書紀』は「681年」に草壁皇子は皇太子になったと書いている。こ

れは『 日本書紀』の捏造である。

『 日本書紀』はまた「 (天武)十四年 (685年 )正月」条に「草壁皇子尊

に浄廣萱位を授け、大津皇子に浄大式位を授け、高市皇子に浄廣式位を授け

る。」と書いている。これも『 日本書紀』の捏造である。高市皇子は「皇太子」

である。高市皇子に最高位が授けられるはずである。

「天智王権」は皇太子にもなっていない草壁皇子の亮去日を「国忌」にし、

「天皇号」まで追尊している。

{3)阿閉皇女の即位

阿閉皇女は草壁皇子の妃である。単なる皇女であり、天皇位に即くことはで

きない。

ところが707年 「六月十五日」に文武天皇が崩じると阿閉皇女は「七月十

五日」に即位 して元明天皇になっている。元明天皇の即位は文武天皇の遺詔で

あるという。しかし阿閉皇女 (元明天皇)が天皇位に即くことができたのは「遺

詔」だけではないであろう。その二ヶ月前の「 (文武)慶雲四年 (707年 )

四月」に草壁皇子の莞去日を「国忌」にしている。草壁皇子は天皇と同等にな

ったことを意味する。阿閉皇女は皇后に准じる地位になった。これが阿閉皇女

の即位を認めることになった最大の理由であろう。

長屋親王は元明天皇の即位に異議を申し立てることができなかった。それは

「遺詔」だけではなくこのような背景があったからであろう。

草壁皇子の名誉回復は阿閉皇女や氷高内親王の即位をもたらすことになっ

た。それは長屋親王の即位を阻止する日実にもなった。

あるいは長屋親王の即位を阻止するために草壁皇子の亮去日を「国忌」にし

たのかもしれない。
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4 「天智王権」による『 日本書紀』の作成

{1)『 日本書紀』の作成

「天智王権」は遠大な陰謀を企てる。『 日本書紀』の作成である。

720年に成立した『 日本紀』は天武天皇によって企画された「天武王権」

の歴史書である。今は「天智王権」の世である。『 日本紀』は「天智王権」の

世には相応しくない。『 日本紀』を廃して「天智王権」に相応しい歴史書を作

ろう。それを「正史」として後世に伝えよう。このような遠大な陰謀が計画さ

れた。それを考えたのは光仁天皇であろう。

『 日本紀』を改変して『 日本書紀』を作ることにした。それは秘密裏に行わ

れた。そのため『続日本紀』等には『 日本書紀』についての記述は一切ない。

「歴史」を「天智王権の歴史」に捏造するという遠大な陰謀は内密に行われた。

(2)『 日本書紀』の編纂方針

『日本書紀』を編纂するにあたり、次のような方針が出されたのではないだ

ろうか。

○『 日本書紀』の編纂方針

(1)「天武王権」は抹殺する。天武天皇の父は斉明天皇にす り

替える。

(2)「天智王権」による「万世一系」にする。天武天皇は天智

天皇の弟にする。
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(3)「高市天皇」は抹殺する。持統天皇にす り替える。

(4)「高市天皇」は即位 していないことにする。完成 している

『原・続日本紀』は「長屋親王」を「長屋王」に書き直す。

このような編纂方針が打ち出されたのであろう。

『 日本紀』は『 日本書紀』に改変され、『原・続日本紀』は修正されて『続

日本紀』が完成する。

(3)天智天皇を兄に、天武天皇を弟に

日本列島には「天武王権」と「天智王権」という二つの国が存在した。『 日

本書紀』はこれを隠蔽している。『 日本書紀』は「天武王権」を抹殺して「天

智王権」による「万世一系」にしている。

「天武天皇の父」は抹殺されて斉明天皇にす り替えている。 661年に斉明

天皇が死去すると天智天皇が称制して、668年に即位 している。天武天皇が

即位するのは672年の「壬申の乱」の翌年 (673年)である。『 日本書紀』

では天智天皇が先に即位 している。そのため天智天皇を兄に、天武天皇を弟に

しているのであろう。

しかし年齢を調べると天武天皇の方が先に生まれている。天武天皇の方が年

長である。『 日本書紀』はそれが発覚しないように天智天皇の年齢は記述して

いるが、天武天皇の年齢は隠蔽している。
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5 光仁天皇 と百済系 「天智王権」

{1)光仁天皇とは

聖武天皇以降の皇位継承は複雑である。本書とはあまり関係がないので割愛

する。 ここでは光仁天皇について見ていくことにしよう。

光仁天皇は即位する前は自壁王である。

(光仁天皇)即位前紀、天皇、講は自壁王、近江大津宮御宇天開

別天皇 (天智天皇)の孫、田原天皇 (志紀親王)の第六の皇子な

り。母は紀朝臣橡姫と日う。贈太政大臣正一位諸人の女なり。

『続日本紀』

「詳 (いみな)は自壁王」とある。自壁王は天智天皇の孫であり、志紀親王

の第六皇子であるという。志紀親王は天智天皇の第七皇子であるし

自壁王の母は「紀朝臣橡 (と ち)姫 という。贈太政大臣正一位諸人の女なり。」

とある。自壁王 (光仁天皇)は天武天皇の血が混じっていない純粋な天智系の

最初の天皇である。光仁天皇から純粋な「天智王権」となる。この「天智系天

皇」が今日まで続いている。光仁天皇はまさに「天智王権」を象徴する天皇で

ある。
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(2)光仁天皇の即位

自壁王は「天智王権」の天皇として期待されて天皇になったのではない。複

雑な皇位継承争いの中からたまたま即位することになった。称徳天皇が崩御 し

て白壁王が皇太子になるときの様子を『続 日本紀』は次のように書いている。

(称徳)宝亀元年 (770年)八月四日、天皇、西宮の寝殿に崩

ず。春秋五十三。

左大臣従一位藤原朝臣永手 。右大臣正二位吉備朝臣真吉備 。参議

兵部卿従三位藤原朝臣宿奈麻呂。参議民部卿従三位藤原朝臣縄麻

呂。参議式部卿従三位石上朝臣宅継 。近衛大将従三位藤原朝臣蔵

下麻呂等、禁中に定策し、諄を立てて皇太子と為す。

左大臣従一位藤原朝臣永手、遺宣を受けて曰く、「今詔 (の)り

たまわく、事卒然に有るに依りて諸臣等議 (はか)り て、自壁王

は諸王の中に年歯も長なり。又先帝の功も在る故に太子と定め

て、奏 (も う)せるまにまに宣りたまうと勅すと宣す。」という。

使いを遣わし三関を固く守らしむ。       『続日本紀』

770年 8月 4日 に称徳天皇が崩御する。諸臣は「定策禁中、立諄為皇太

子。」とある。「定策」とは「臣下が天子を位につけること」である。天皇が

突然崩じたので「臣下が次の天皇を誰にするかを議論」している。その結果、

「諄を立てて皇太子と為す」とある。 「諄」とはここでは「自壁王」のことで

ある。 「自壁王を立てて皇太子と為す」とある。

天皇が死去しているのに何故「皇太子」を立てているのであろうか。「天皇」

を立てるべきであろう。自壁王を「皇太子」にしているのは自壁王が天皇にな

るような人物ではなかったからであろう。そのため一度「皇太子」にして、天

皇になる資格を付けてから天皇にしているのであろう。自壁王は皇太子になっ

た年に即位している。自壁王は770年 8月 4日 に皇太子になり、10月 に即

位 している。
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(光仁)宝亀元年 (770年)十月、大極殿に於いて天皇の位に

即く。宝亀と改元する。            『続日本紀』

このような複雑な手順を踏んでいるのは自壁王が天皇になるのを望まない

人々が居たからであろう。『 日本紀略』によると藤原朝臣永手等と吉備朝臣真

吉備の対立があったという。藤原朝臣永手等は称徳天皇の「遺宣」を持ち出し

て白壁王の即位を決定したという。しかし「遺宣」は偽物であったといわれて

いる。

「三関を固く守らしむ」とある。これも対立があつた証拠であろう。

このような複雑なことがあり、光仁天皇は誕生する。

(3)自壁王の叙位問題

光仁天皇には謎が多い。無位から突然「従四位下」に叙位される。

(聖武)天平九年 (737年)九月二十八日、元位諄 (天宗高紹

天皇也)・ 道祖王並従四位下。         『続 日本紀』

「諄」は自壁王である。後の「天宗高紹天皇 (光仁天皇)」 である。「元 (無 )

位」から突然 「従四位下」に叙位される。

「無位」から突然「従四位」以上の高い位階が与えられたのは長屋王である。

しかしこれは捏造である。長屋王は親王であり、一品から四品である。長屋親

王に「従四位」が叙位されるはずがない。

自壁王の突然の「無位」から「従四位」の叙位も捏造であろう。このような

叙位はあり得ないであろう。

光仁天皇の「即位前紀」に次のような記述がある。
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(光仁)即位前紀、嘗て龍潜の時、童謡に曰く、「葛城寺の前在

る也 豊浦寺の西在る也 於志とど 刀志とど 桜井に自壁 し

づく也 好き壁しづく也 於志とど 刀志とど 然 (し か)して

為すは国ぞ昌 (さ か)ゆる也 吾家らぞ昌ゆる也 於志とど 刀

志とど。」という。              『続日本紀』

「嘗龍潜之時」とある。 「龍潜」とは 「天子となるべき人が位につかないで

いること」をい う。白壁王は長い間 「位」についていないとある。叙位されて

いなかったのではないだろうか。

『続日本紀』は自壁皇子の叙位を次のように書いている。「諄」は自壁王で

ある。

■ (聖武)天平九年 (737年 )九月二十八日、元位諄 (天宗高紹天

皇也)。 道祖王並従四位下。

■ (聖武)天平十八年 (746年 )四月二十二日、従四位下諄従四位

上。

■ (孝謙)天平宝字元年 (757年 )五月二十 日、従四位上詳 。従四

位上船王並正四位下。

■ (淳仁)天平宝宇二年 (758年 )八月一 日、正四位下詳 (平城宮

御宇高紹天皇)正四位上。

■ (淳仁)天平宝字三年 (759年 )六月十六 日、正四位上諄従三位。

■ (淳仁)天平宝字四年 (760年 )六月七 日、従三位諄・文室真人

智努 。 (中 略)等十二人を以て山作司と為す。

■ (淳仁)天平宝字六年 (762年 )十二月一 日、従三位氷上真人塩

焼、従三位諄、従三位藤原朝臣真楯を中納言と為す。

■ (淳仁)天平宝字八年 (764年 )八月十二 日、従三位諄・藤原朝

臣真楯並びに正三位を授ける。
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■ (称徳)天平神護元年 (765年 )

並びに勲二等を授ける。

■ (称徳)天平神護元年 (765年 )

前次第司長官と為す。

■ (称徳)天平神護二年 (766年 )

原朝臣真楯並びに大納言と為す。

■ (称徳)神護景雲二年 (768年 )

御浄朝臣清人に各一万屯。

正月七 日、正三位詳、 (中略 )

十月十三日、正三位諄を以て御

正月八日、中納言制三位諄 。藤

十月二十四日、大納言詳・弓削

『続日本紀』

○自壁王の叙位

■ 757年 従四位上から正四位下

■ 758年 正四位下から正四位上

■ 759年 正四位上から従三位

これらの「叙位」は疑わしい。毎年の昇位はあり得ないであろう。自壁王の

叙位は長屋親王と同じく捏造であろう。

「嘗龍潜之時」とは「天子となるべき人が位につかないでいること」をいう。

自壁王は皇太子になる前までは「龍潜之時」であり、「無位」だったのではな

いだろうか。

自壁王 (光仁天皇)が死去するのは781年 12月 である。

(桓武)天応元年 (781年 )十二月二十三 日、太上皇崩ず。春

秋七十有三。                 『続日本紀』
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や授位の記録だけである。業績などは一切書かれていない。

問題は 757年 以降である。自壁王は毎年昇位 している。



「太上皇」とは光仁天皇 (自壁王)である。自壁王は 781年 に 73才で死

去している。 770年 に皇太子になるときは 62才である。 62才で皇太子に

なつている。異常であろう。これをみても叙位・昇位の記事は捏造であること

がわかる。

自壁王は「嘗て龍潜の時」とあるように世間から忘れ られた存在だったので

あろう。ところがたまたま天皇になった。『続 日本紀』はあわてて「叙位」「昇

位」の記事を捏造 したのであろう。天皇になるのに相応 しい地位にするために

毎年昇位 している。

(4)自壁王と肥前の自壁

自壁王はどこで育ったのであろうか。天智天皇の孫であるから平城京で育っ

ておれば「叙位」されるであろう。「嘗て龍潜の時」とあるように自壁王は叙

位 もされない忘れ られた存在だったのであろう。地方に居たのではないだろう

か。

光仁天皇の 「即位前紀」の童謡を再度見てみよう。

(光仁)即位前紀、嘗て龍潜の時、童謡に曰く、「葛城寺の前在

る也 豊浦寺の西在る也 於志 とど 刀志 とど 桜井に自壁 し

づく也 好き壁 しづく也 於志とど 刀志とど 然 (し か)して

為すは国ぞ昌 (さ か)ゆる也 吾家らぞ昌ゆる也 於志とど 刀

志とど。」という。              『続 日本紀』

「嘗て龍潜の時、童謡に曰く」とある。自壁王が即位する前のことである。

「桜井に自壁 しづく也」とある。 「自壁」は「自壁王」と関係があるのでは

ないだろうか。「自壁」は地名であろう。「自壁」に住んでいるから「自壁王」

という名前が付いたのではないだろうか。
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「葛城寺の前在る也 豊浦寺の西在る也 於志とど 刀志とど 桜井に自壁

しづく也 好き壁 しづく也」とある。

「葛城寺」 「豊浦寺」が出てくる。 「桜井」 「白壁」は地名であろう。 「桜

井」は「葛城寺の前」、 「豊浦寺の西」に在るという意味ではないだろうか。

「葛城寺」 「豊浦寺」や 「桜井」は大和にある。 しかしお互いにあまりにも

遠 く離れている。また奈良県「桜井」は「葛城寺の前に在る」とは言えないし、

「豊浦寺の西に在る。」とも言えない。桜井は逆に豊浦寺の東にある。この童

謡は大和 (奈良県)の歌ではない。

「葛城」と「豊浦」が近くにあるのは肥前の三根郡である。『紀氏家牒』に
「葛城縣豊浦里」と出てくるし、『和州五郡神社神名帳大略註解巻四補閲』に

も「葛城豊浦宮」と出てくる。「葛城」の中に「豊浦」がある。「葛城 (葛木)」

「豊浦」は今の佐賀県三養基郡北茂安町東尾である。 (「古代史の復元⑥『 物

部氏と蘇我氏と上宮王家』」参照)

北茂安町東尾の東隣に北茂安町「自壁」がある。 「桜井に自壁 しづく也」と

ある。 「自壁」は北茂安町の 「白壁」ではないだろうか。

「桜井」は「葛城の前、豊浦の西」に在るという。 「葛城寺」「豊浦寺」と

「桜井」 「自壁」の位置は図のようになる。

図 6 葛城寺・豊浦寺と桜井・白壁

「自壁之豆久也 (しづくや)」 を岩波書店の『続日本紀』では「自壁が沈む」

と訳している。「桜井に自壁が沈む」という意味であるから「桜井」の方が栄

えており、「自壁」の方は貧しいという意味であろう。「自壁王」は肥前の「自

壁」という貧しい土地に育ったという意味ではないだろうか。

北茂安町「自壁」は丘陵地帯であり、平野が少ない。一方、桜井は丘陵の西

南の端にあり、西と南は平野である。そこには石川 (寒水川)が流れている。

農耕に適している。桜井は豊かである。

その隣の豊浦は石川 (寒水川)から水を引いて開墾している。
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(仁徳)十四年、是歳、大道を京の中に作る。南門より直ちに指

して丹比邑に至る。又大溝を感玖 (こ むく)に掘る。乃ち石河の

水を引いて上鈴鹿・下鈴鹿 。上豊浦 。下豊浦の四処の郊原を潤 し、

以て之を墾 (ひ ら)いて四萬餘頃の田を得る。故、その処の百姓

は寛 (ゆたか)に饒 (に ぎわ)い凶年の患無し。  『 日本書紀』

「石河の水を引いて上鈴鹿・下鈴鹿・上豊浦・下豊浦の四処の郊原を潤 し、

以て之を墾 (ひ ら)いて四高餘頃の日を得る。」とある。 「石河」は石川であ

り、肥前の三根郡を流れる寒水川である。 (「古代史の復元⑥『物部氏と蘇我

氏と上宮王家』」参照)

豊浦はすでに 5世紀に石川 (寒水川)か ら水を引いて開墾 して水田を作って

いる。その東隣の「自壁」は小さな川 しかない。開墾 しても水田はあまり期待

できない。やはり貧 しいのであろう。

「嘗て龍潜の時、童謡に曰く」 とあるから自壁王は即位する前は肥前の 「自

壁」に住んで居たのであろう。祖父の天智天皇は葛城 (葛木)の隣の肥前の飛

鳥に住んで居た。自壁王は天智天皇の故郷の近くで育ったのであろう。

(5)自壁王と貴国

白壁王は「近江大津宮御宇天開別天皇の孫、田原天皇 (志紀親王)の第六の

皇子なり。母は紀朝臣橡姫 と日う。贈太政大臣正一位諸人の女なり。」とある。

父は天智天皇の第七皇子志紀親王である。母は紀朝臣橡姫であり、紀朝臣諸

人の娘であるという。母方は「紀朝臣」である。

「紀朝臣」は 「紀氏」である。 「紀氏」の先祖は貴国の宿禰である。 「応神

紀」に紀角宿禰は貴国の将軍として百済へ派遣される。
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(応神)三年 (三九二年)、 是歳、百済の辰斯王立ちて貴国の天

皇に礼を失す。故、紀角宿禰・羽田矢代宿禰・石川宿禰 。木菟宿

禰を遣わし、其の礼なき状を噴譲 (せ)める。是により百済国は

辰斯王を殺 して謝す。紀角宿禰等は阿花王を立てて王と為 し帰

る。                     『 日本書紀』

百済の辰斯王が即位して貴国の天皇に礼を失した。そこで「紀角宿禰・羽田

矢代宿禰・石川宿禰・木菟宿禰」を派遣して責めると百済国は王を殺して謝っ

たという。「紀角宿禰等は阿花王を立てて王と為し帰る。」とある。「紀角宿

禰」は貴国の将軍の中でも最高の地位にある人物である。

「紀角宿禰」は『古事記』では「木角宿禰」である。 「紀=木」である。

波多人代宿禰 (はたや しろすくね)は波多臣、林臣、波美臣、星

川臣、淡海臣、長谷部君の祖なり。 (中 略)

次に、木角宿禰 (き のつののすくね)は木臣、都奴臣、坂本臣の

祖なり。 (後略)                『古事記』

「木 (紀 )角宿禰は木 (紀)臣、都奴臣、坂本臣の祖なり」とある。 「紀角

宿禰」は 「紀臣」の祖であるという。光仁天皇の母方は 「紀臣」である。紀角

宿禰の子孫であろう。

「紀角宿禰」の本拠地は『和名抄』の肥前国基難 (き い)郡 「基難 (木伊)」

である。 「木伊 (き い)」 は「紀伊 (き い)」 であり、「紀伊」は「紀」であ

る。 「紀臣 (朝臣)」 の本拠地は肥前国基難郡である。今の佐賀県三養基郡基

山町付近であろう。 (「古代史の復元④『 四世紀の北部九州 と近畿』」参照 )

肥前国基難郡基難 (木伊)(三養基郡基山町付近)は北茂安町「自壁」に近

い。自壁王の母「紀朝臣橡姫」は紀角宿禰の子孫であり、肥前国基難郡から白

壁にいる志紀親王に嫁いでいるのではないだろうか。自壁王は肥前の北茂安町

「自壁」で生まれ育ったのではないだろうか。
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(6)志紀親王の出生

光仁天皇の父は志貴親王である。志貴親王は 716年 に莞去する。

(元正)霊亀二年 (716年)人月、二品志貴親王亮。 (中略)

親王は天智天皇の第七の皇子なり。      『続日本紀』

志貴親王が亮去したときの年齢は不明である。そこで志貴親王の生年を推定

してみることにしよう。

当時の平均寿命は「45才-50才 」くらいであろう。生年は716-(4
5-50)+1=「 667年-672年 」となる。

天智天皇が近江へ遷都するのは「667午 3月 」である。志貴親王は天智天

皇が近江へ遷都した後に生まれているのであろう。

志貴親王の母は「越の道君の娘」である。

(天智)七年 (668年)二月、又越の道君伊羅都売有り、施基

皇子を生む。                 『 日本書紀』

「施基皇子」は志貴親王のことである。天智天皇は越の道君の娘 (伊羅都売)

を嬰って施基皇子を生んでいる。近江と越は近い。天智天皇が越の道君の娘を

妃に迎えるのは近江へ遷都 した後であろう。

近江遷都は 667年 3月 である。天智天皇は 667年 3月 以降に越の道君の

娘を婆 り、671年 12月 に死去 している。施基皇子が生まれるのは「670

年」前後であろう。
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(7)施基皇子と肥前

施基皇子は 670年 ころに生まれたと推定される。翌 671年 12月 に父天

智天皇は死去する。さらにその半年後の 672年 6月 に「壬申の乱」があり、

「天智王権」は亡びる。施基皇子は生まれたばか りである。母は施基皇子を連

れて越へ帰ったのであろうか。

ところが越は天武王権の支配下になつている。

(斉明)四年 (658年)、 是歳、越国守の阿倍引田臣比羅夫は

粛慎を討ち、生黒二つ、黒皮七十枚を献じる。  『日本書紀』

越国守の阿倍引田臣比羅夫は天武天皇の父が粛慎征伐に派遣 している。越は

天武王権の支配下にある。施基皇子の母は天智天皇の妃であるから皇子を連れ

て越へ帰ることはできないであろう。施基皇子の母は夫の天智天皇の故郷であ

る肥前へ行ったのではないだろうか。

天智天皇は死去する前に病気になり、肥前の法興寺へ病気平癒を祈願 してい

る。

(天智)十年 (671年 )九月、天皇、寝疾不豫。 (或 る本に云

う、八月、天皇疾病。)

十月、是月、天皇、使いを遣わし袈裟 。金鉢 。象牙・沈水香・加

檀香、及び諸珍財を法興寺の仏に奉る。     『日本書紀』

天智天皇は死去する二ヶ月前の「671年 10月 」に肥前へ使いを遣わして

法興寺の仏に珍財を奉納 している。肥前の飛鳥には上宮王家に関わりのある

人々が居るのであろう。法興寺を守 り続けている。

施基皇子の母はそれを見ている。施基皇子の母は施基皇子を育てるために肥

前へ行ったのであろう。
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施基皇子は無事に成長し、同じ肥前の基難郡の紀朝臣諸人の娘橡 (と ち)姫

を要り、自壁王を生んだのではないだろうか。

自壁王は自壁に住んでいるから自壁王と言うのであろう。自壁には施基皇子

の母が住んでいる。自壁は肥前の飛鳥に近い。肥前の飛鳥には法興寺や法隆寺

がある。その南は葛木である。その南に桜井 。豊浦がある。桜井は「葛城寺の

前、豊浦寺の西」に在り、栄えている。白壁は貧しい土地である。施基皇子の

母は乳飲み子を連れて独 り、肥前の夫 (天智天皇)の故郷 (飛鳥)に来たが、

「白壁」の貧しい土地が与えられたのであろう。自壁王はこの「自壁」で 「嘗

て龍潜の時」を過ごしたのである。

ところが突然、天皇位に即くことになる。それまで叙位はなかったのであろ

う。『続日本紀』はあわてて叙位の記録を捏造している。

(8)白壁王と百済

光仁天皇 (自壁王)は天応元年 (781年 )四 月二日に山部親王に譲位する。

(光仁)天応元年 (781年 )四月二日、詔 して曰く、「 (前略)

故、是を以て皇太子と定め賜 う山部親王に天下の政は授け賜 う。

(後 略)」 という。

是 日、皇太子、禅を受けて即位す。       『続 日本紀』

山部親王は即位して桓武天皇となる。

桓武天皇は光仁天皇と高野新笠の間に生まれた皇子である。高野新笠につい

て『続日本紀』は次のように書いている。

(桓武)延暦八年 (789年)十二月十五日、 (高野新笠を)大

枝山稜に葬す。皇太后、姓は和氏、講は新笠。贈正一位乙継の女
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也。母は贈正一位大枝朝臣真妹。后の先は百済武寧王の子純陀太

子より出る。 (中 略)

天宗高紹天皇龍潜の日、鳩 (め ま)き て (嫁にもらいたいと申し

込んで)、 納 (い)れる。今上 。早良親王 。能登内親王を生む。

『続日本紀』

桓武天皇の母 (高野新笠)は百済の武寧王の子純陀太子より出るとある。百

済王の子孫である。

天宗高紹天皇 (光仁天皇)は「龍潜の日」に「嫁にもらいたいと申し込んだ」

とある。自壁王は 「肥前の自壁」に居て高野新笠と婚姻 している。

肥前には多くの百済人が住んでいる。神埼郡を流れる城原川は「百済川」と

言い、その上流には「百済大井」がある。城原川には多くの百済人が住んでい

る。 「百済大井」には後に百済からの亡命者翅岐が移 り住む。多くの百済人が

住んでいたからである。

肥前の三根郡を流れる寒水川 (石川)には「石川百済村」や「下百済河田村」

がある。ここにも多くの百済人が住んでお り、村を形成 している。

高野新笠は百済の武寧王の子孫であり、肥前の白壁に居る白壁王に嫁いでい

る。自壁王が結婚を申し込んだとあるから高野新笠も肥前に住んでいたのであ

ろう。

光仁天皇は天智天皇の孫である。天智天皇の父舒明天皇も百済人である。桓

武天皇は父方も、母方も百済人である。桓武天皇から完全に百済系の天皇にな

る。天武王権の血はまったく流れていない。 日本列島は百済系の 「天智王権」

が統治することになる。それが今 日まで続いている。 「天智王権」の完全な勝

利である。
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(9)泉涌寺 (御寺)と 天智王権

京都市東山区に泉涌寺 (せんにゆうじ)がある。皇室の菩提寺であり、「御

寺」とも言われている。ここに祀られている天皇は次の天皇である。

○泉涌寺に祀られている天皇

■天智天皇

■光仁天皇

■桓武天皇

■嵯峨天皇

■淳和天皇

(以下略)

天智天皇から祀られている。次は光仁天皇である。光仁天皇の次は桓武天皇

である。 「天智王権」の天皇ばか りが祀られている。天武天皇や 「天武王権」

の天皇は祀られていない。

「天智王権」の中でも天武天皇の血が混 じつている文武天皇や聖武天皇は祀

られていない。 ここに祀 られているのは光仁天皇からはじまる純粋な 「天智

系」の天皇ばかりである。

泉涌寺は建保六年 (1218年 )に創建されたという。鎌倉時代になっても

「天智王権」と「天武王権」は異なる王権であることを認識 しているのであろ

う。また「天智王権」の中でも天武天皇の血が混じっている天皇は区別 してい

る。純粋な「天智系」の天皇だけが祀られている。

泉涌寺に祀られている天皇を見れば「天智王権」と「天武王権」が存在 し、

「天武王権」は天智王権と敵対する王権であつたことがわかる。

天皇家の寺である泉涌寺 (御寺)には純粋な「天智系」の天皇しか祀られて

いない。泉涌寺 (御寺)は 「天智王権」の勝利を伝える寺である。
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おわりに

私の研究対象は『 古事記』と『 日本書紀』である。本書には『 日本

書紀』の「終わ り」までを書くので、これをもって「古代史の復元シ

リーズ」は終えるつもりでいた。 ところが書いてみるとページ数が膨

大になった。三分冊にして主に考古学に関するものは次に出版するこ

とにした。

「年代順」に書いてきたので「年代順のシリーズ」としては一応これ

で終わりになる。 「終わ り」にあたり、「日本の歴史学」に対 して一

言述べたい。

歴史を解明するには「時間 (年代)」 と「空間 (場所)」 を確定す

ることが基本であろう。 「時間」を確定するには「時間の定点」にな

る「資料」が必要である。文献で言えば、それは『古事記』の「崩年

干支」であり、『襲国偽僣考』や『二中暦』等の「 (九州)年号」で

ある。

ところが「日本の歴史学」ではこれらを「偽書」として研究の対象

から除外している。そのため「日本の歴史 (古代史)」 には「定点」

が無い。「曖味な年代」になっている。その結果「誤りの歴史」を作

っている。

例 えば 「日本の歴史」では 「雄略天皇=倭王武 =ワ カタケル大王」

としている。 しか し雄略天皇の崩年干支は 「己巳=489年 」であ り、

一方、倭王武は『梁書』に「天監元年 (502年 )、 鎮東大将軍倭王

武を進めて征東将軍に進号せしむ。」とある。倭王武は502年まで

生存している。「雄略天皇≠倭王武」である。



『襲国偽僣考』でも「武王、年を建て善記という。是九州年号のはじ

めなり。」とあり、年号は「善記 (522年-525年 )」 「正和 (5

26年-530年 )」 「定和 (531年-537年 )」 と続く。倭王

武は「525年」までは生存している。『梁書』の「天監元年 (50
2年 )」 の記事とも合致する。

ところが「日本の歴史学」では倭王武 (雄略天皇)は『 日本書紀』

の「479年」、あるいは『古事記』の「489年」に死去したとし

ており、『梁書』の「天監元年 (502年 )」 の記事は「中国側が倭

王武はすでに死去 しているのを知 らずに将軍号を進めた」 としてい

る。これでは「学問」とは言えないであろう。 「時間の確定」を曖味

にしているからである。

埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄剣の銘に「辛亥年、ワカタケル

大王」とある。これを「辛亥年=471年 」にしている。 しかしワカ

タケル大王 (倭王武)が初めて朝貢するのは「昇明二年 (478年 )」

である。上表文に 「封国は偏遠であり、藩を外になしている。昔より

祖禰射 (みずか)ら 甲冑をつらぬき、山川を跛渉 し、寧処に違 (い と

ま)あ らず。」とある。倭国の位置や先祖の活躍 (倭国の歴史)を紹

介している。倭王武の最初の朝貢であることは明白である。ワカタケ

ルが「大王」になるのは「478年」である。 「辛亥年=471年 」

にはまだ「大王」になっていない。 「辛亥年=531年 」である。

『襲国偽僣考』の「九州年号」は「九州の王権」が実際に使っていた

年号である。『古事記』の「崩年干支」と『襲国偽僣考』の「九州年

号」を採用しない限り、「日本の歴史」は解明できない。


