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始めのくり言～列島の古代史～

きょくとう

日日本本はは 極極 東東 とといいわわれれるる。。
フファァーーイイーースストトのの訳訳とと思思わわれれるるがが、、
「「遠遠東東」」のの意意味味かかららすすれればば適適訳訳でで
ははなないい。。
島島崎崎藤藤村村はは、、
「「黒黒船船」」をを「「極極東東へへのの道道をを拓拓くくもものの」」とといいっってて、、ははじじめめ
ててここのの語語をを使使っったた。。朝朝鮮鮮・・日日本本・・満満州州をを含含めめてて言言っったたかかもも知知れれなないいがが、、
「「夜夜明明けけ前前」」をを書書いいたた藤藤村村ににししててみみれればば、、事事実実上上日日本本のの代代名名詞詞ののつつもも
りりだだっったたででああろろうう。。太太平平洋洋戦戦争争後後はは、、日日本本にに極極東東軍軍事事委委員員会会がが置置かかれれ、、
極極東東軍軍事事裁裁判判ももああっったたかからら、、日日本本人人ははななんんととななくくここのの「「極極東東」」のの語語をを、、
日日本本をを指指すす言言葉葉ののよよううにに思思っってていいるる。。
原原義義はは「「遠遠東東」」ででああるるかからら、、世世界界かかららみみるるここのの語語のの意意味味はは、、ひひたたすす
らら具具体体的的ででああるる。。広広くくはは東東アアジジアア一一帯帯をを指指ししたた。。アアジジアアをを西西・・中中央央・・
東東南南・・東東、、ああるるいいはは近近東東・・中中東東・・遠遠東東ななどどにに分分けけるるすすここしし狭狭いい視視点点でで

はは、、ととくくにに東東中中国国・・東東シシベベリリアア・・朝朝鮮鮮・・日日本本をを指指ししてて言言っったた。。東東南南アア
ジジアアのの東東端端にに位位置置すするるベベトトナナムム半半島島ややフフィィリリピピンンもも含含むむここととももああっったた。。
つつままりりフファァーーイイーースストトははつつねねにに「「遠遠東東」」ででああっったた。。極極東東はは誤誤訳訳ででああ
るる。。
そそののたためめかか、、日日本本語語のの「「極極東東」」はは現現在在ででもも語語義義ががああいいままいいででああるる。。
朝朝鮮鮮・・日日本本ををととくくににそそうう呼呼ぶぶここととががああるる。。ニニュュアアンンスス的的にに日日本本ををののみみ
指指すすここととももああるる。。そそれれ以以上上のの広広ががりりはは、、語語感感のの上上かかららははああままりり感感じじらら
れれなないい。。辞辞書書ををひひいいてて初初めめてて何何事事かか了了解解ししたた氣氣ににななるるがが、、ここのの納納得得もも

せつり

いいううななれればば二二重重のの誤誤謬謬ででああろろうう。。正正ししいいののははつつねねににななんんととななくくとといいうう
感感覚覚のの方方ででああるる。。
言言葉葉ががここののよよううにに一一人人歩歩ききすするるののはは殆殆どど摂摂理理とといいっっててももいいいいがが、、そそ
のの後後押押ししををししたたののはは、、ここのの「「極極東東」」とといいうう文文字字ののももつつ、、ななににかかししらら光光
輝輝をを感感じじるる語語呂呂ななののででははなないいかか。。背背景景ににはは輪輪郭郭ののくくっっききりりししたた近近代代史史
ががああるる。。
わわれれわわれれもも西西欧欧人人とといいうう言言葉葉ををよよくくつつかかっっててききたた。。西西洋洋人人とといいうう言言
いい方方ももああるる。。概概念念ははそそれれぞぞれれ異異ななるるがが、、いいまま西西ヨヨーーロロッッパパ人人とといいうう言言
いい方方にに違違和和感感ががなないいののはは、、アアジジアアにに対対比比すすべべききヨヨーーロロッッパパをを、、ああききらら
かかにに東東西西にに分分けけてていいるるかかららににほほかかななららなないい。。よよっっててたたつつ文文化化のの差差違違のの
たためめででああるる。。
くびき

そそれれででももここのの差差はは僅僅少少ででああっったた。。ヨヨーーロロッッパパはは一一つつとといいうう概概念念ははそそ
れれよよりりつつよよいいももののががああっったた。。キキリリスストト教教文文明明とといいうう、、大大いいななるる 軛軛 のの
たためめででああるる。。ここのの教教義義がが排排他他的的にに佇佇立立すするるたためめにに、、以以外外のの大大地地とと民民族族
をを異異教教徒徒とと呼呼びび、、厳厳ししくく対対峙峙すするるここととににななっったた。。
ヨヨーーロロッッパパとといいうう言言葉葉がが、、ここのの種種のの文文化化的的なな均均一一性性をを前前提提ととすするるなな
らら、、アアジジアア世世界界ははととててもも均均一一ととははいいええなないい。。文文化化的的ににももそそれれぞぞれれ独独自自
ななももののををももつつ。。ななにによよりりヨヨーーロロッッパパでではは根根幹幹ででああっったた宗宗教教文文化化はは、、アア
ジジアアでではは一一つつののままととままりりももももたたななかかっったた。。ととくくにに東東アアジジアア、、ととりりわわけけ
中中国国中中原原でではは、、宗宗教教ははいいわわばば枝枝葉葉のの文文化化ででああっったた。。
古古代代的的なな視視点点ででみみるるとと、、ここののここととがが奇奇妙妙なな暗暗号号にに思思ええるる。。

そそうう思思ええるるののがが当当然然でで、、そそももそそもも世世界界をを東東西西にに分分けけるるとといいうう概概念念がが
存存在在ししななかかっったた。。東東アアジジアアのの例例かかららすすれればば、、唯唯一一中中国国中中原原のの文文明明だだけけ
がが世世界界のの中中心心ににああっったた。。そそのの余余ははすすべべてて辺辺境境ででああるる。。
日日本本のの古古代代史史ににつついいてて語語るるとときき、、ここののここととががいいわわばば普普遍遍的的なな背背景景条条
件件ででああっったたとといいっってていいいい。。ここれれにに従従ええばば、、中中国国中中原原たたるる大大陸陸をを起起点点とと
すするる周周辺辺地地域域はは、、そそれれぞぞれれ的的確確なな呼呼称称でで呼呼ばばれれるる。。かかっってて満満州州とといいっっ
たた地地域域はは「「東東北北」」ででああっったた。。朝朝鮮鮮はは「「半半島島」」ででああっったた。。日日本本はは「「列列島島」」
ででああっったた。。
ここれれららがが単単にに地地理理的的概概念念ででななくく、、歴歴史史的的ななそそれれででああるるここととはは、、古古代代
おんたく

くさび

ににああっってていいかかななるる政政治治的的・・文文化化的的なな活活動動もも、、文文明明のの枠枠組組かからら逃逃れれよようう
ががなないいかかららででああるる。。恩恩 沢沢でであありり 楔楔 ででももああるる。。
大大陸陸・・東東北北・・半半島島・・列列島島とといいうう水水平平的的なな概概念念ににおおいいてて、、ななおおととくくにに
日日本本のの列列島島ととししててのの特特殊殊性性ががああるるととすすれればば、、一一海海をを隔隔てて、、そそののたためめにに
人人的的・・文文化化的的なな伝伝播播なないいしし交交流流ががひひととつつののククッッシショョンンををももつつとといいううここ
ととででああろろうう。。
ここれれはは中中央央文文化化のの影影響響のの濃濃淡淡のの差差にに過過ぎぎなないいがが、、高高文文化化のの直直接接支支配配
がが起起ここららななかかっったたとといいうう点点だだけけはは、、留留意意さされれてて然然るるべべききででああろろうう。。現現
在在ももままたた極極東東のの名名でで東東アアジジアアかからら峻峻別別さされれるる根根拠拠ででああるる。。生生いい立立ちちのの
差差違違とといいっっててももいいいい。。
はんちゅう

ここのの評評価価のの見見積積りりはは、、ししかかししででききるるだだけけ正正確確ででななけけれればばななららなないい。。
すうせい

古古代代日日本本をを列列島島とといいうう 範範 疇疇 ででみみれればば、、ままずずももっってて中中国国中中原原のの動動向向、、
ななららびびにに東東北北・・半半島島のの趨趨 勢勢ががももたたららすす事事態態とと密密接接不不可可分分ででああっったた。。そそ
れれがが前前提提ににああっってて、、ななおお独独自自性性とといいううももののがが、、列列島島のの生生態態的的なな環環境境とと
そそれれがが育育むむ様様式式にに由由来来ししたたののででああるる。。
日日本本のの古古代代史史のの研研究究対対象象がが、、ととりりああええずず東東北北・・半半島島ののそそれれとと併併せせてて
こうく り

くだら

しらぎ

行行わわれれははじじめめたたとといいうう現現在在のの状状況況ははよよろろここぶぶべべききここととででああるる。。ととくくにに
一一部部のの考考古古学学者者たたちちのの、、古古代代高高句句麗麗・・百百済済・・新新羅羅のの考考古古学学的的なな究究明明とと
並並行行ししつつつつ列列島島のの曙曙ををみみつつめめてていいくく姿姿勢勢はは、、古古代代史史のの維維新新ををみみるる想想いい
ががすするる。。

古古代代ににおおけけるる列列島島はは、、従従来来思思うう以以上上にに半半島島かかららのの影影響響ををつつよよくく受受けけ
たたとと思思うう。。就就中中文文化化ののみみななららずず人人的的なな流流入入にによよるるそそれれもも、、国国家家的的なな影影
か ら

響響ががああっったた。。邪邪馬馬臺臺国国ももふふくくめめるる黎黎明明のの時時代代ははももちちろろんん、、四四世世紀紀かからら
七七世世紀紀ににいいたたるる大大和和のの時時代代ににおおいいててはは、、百百済済人人・・加加羅羅人人・・新新羅羅人人のの大大
量量のの渡渡来来ががああっったた。。
そそれれららががいいずずれれもも国国家家のの基基盤盤とと体体制制ををつつくくるるにに力力ととななっったたここととはは議議
論論のの余余地地ががなないい。。そそのの上上ででいいううののだだがが、、日日本本列列島島ののススタタンンススはは、、ここれれ
をを直直裁裁にに受受容容すするるののででななくく、、ななににかかししらら独独特特ののフフィィルルタターーをを通通ししてて受受
けけ入入れれてていいっったたたたららししいい。。オオリリジジナナリリテティィーーとといいううももののががつつととにに保保たた
れれつつづづけけてていいたたとといいうう感感触触ははつつよよいいももののががああるる。。
ちちななみみににここれれららのの文文化化をを間間断断ななくく受受けけ入入れれたた列列島島のの意意識識ののレレベベルルとと
ししててはは、、少少ななくくとともも七七世世紀紀ままででののそそれれはは、、高高文文化化にに対対すするる限限りりななきき憧憧
憬憬ででああっったた。。百百済済・・加加羅羅・・新新羅羅のの文文化化とと人人にに対対すするる、、つつねねにに継継続続的的なな
尊尊重重ををととももななっってていいたた。。
たたととええばば大大王王氏氏ににああっっててははそそのの尊尊重重のの度度合合ははととくくににつつよよいいももののががああ
おきながたらしひめ

っったたがが、、既既にに草草期期のの四四世世紀紀中中葉葉かからら半半島島出出自自のの女女子子をを尊尊貴貴のの血血筋筋ととしし
こうし

ててみみななししてて遇遇ししたた事事実実ががああるる。。そそのの嚆嚆矢矢がが気気 長長 足足 姫姫ででああっったた。。
気気長長足足姫姫はは、、おおそそららくく四四世世紀紀のの後後半半ははじじめめてて半半島島にに渡渡っったた大大和和のの武武
おきながのすくね おう

あめのひ ほこ

将将がが、、現現地地のの貴貴種種ななるる女女をを略略奪奪ししててかかつつここれれをを生生んんだだ。。気気長長足足姫姫のの系系
そ ら つ ひ め

譜譜ははそそのの父父をを息息 長長 宿宿 禰禰 王王とといいいい、、そそのの母母はは新新羅羅王王子子天天 日日 矛矛のの後後裔裔葛葛
かつらぎ

か ら ぎ

城城高高額額比比売売とといいうう。。ししかかししそそのの子子息息長長垂垂比比売売のの妹妹ににままたた虚虚空空津津比比売売がが
いいるるととこころろををみみるるとと、、ここのの葛葛 城城もも虚虚空空津津ももひひととししくく加加羅羅ままたたはは加加羅羅城城
のの転転ににほほかかななららなないい。。
ひむか

かみながひめ

もろがたのきみうし

そそのの半半島島出出自自のの第第二二のの例例はは、、仁仁徳徳がが応応神神とと争争っってて手手にに入入れれたたとといいうう
おほくさかの み こ

はたびのひめみこ

妃妃日日向向のの髪髪 長長 媛媛ででああるる。。書書紀紀はは日日向向 諸諸 県県 君君 牛牛のの娘娘とといいううがが、、仁仁徳徳とと
そそのの髪髪長長媛媛のの子子はは、、大大 草草 香香皇皇子子とと幡幡 梭梭 皇皇 女女のの兄兄妹妹とと伝伝ええるる。。ここのの二二人人
はは仁仁徳徳のの子子のの履履中中紀紀・・允允恭恭紀紀にに出出現現すするるがが、、そそのの孫孫安安康康・・雄雄略略のの時時代代
ににもも出出ててくくるるかからら、、後後者者ははそそのの後後をを繋繋いいででききたた第第三三世世代代のの兄兄妹妹ででああろろ
うう。。

はた

いいずずれれににししててもも、、ここのの兄兄妹妹のの名名はは特特徴徴的的ででああっったた。。書書紀紀・・古古事事記記でで
もも類類例例ののすすくくなないい「「幡幡」」をを冠冠すするるののででああるる。。

に に ぎ

大大草草香香皇皇子子のの大大草草香香はは大大日日下下のの意意でで地地名名ををいいううかからら、、本本名名ははそそのの妹妹
とと同同様様、、幡幡梭梭皇皇子子ででああっったた。。
よろづはたとよあきつしひめ

たくはた ち ぢ ひ め

はた

はた

ここのの「「幡幡」」をを冠冠すするる書書紀紀・・古古事事記記のの初初出出はは、、すすななわわちち瓊瓊瓊瓊杵杵のの母母でで
ああるる万万幡幡豊豊秋秋津津師師比比賣賣（（栲栲 幡幡千千々々姫姫））ででああっったた。。幡幡はは要要すするるにに「「秦秦」」
にに通通じじ、、
「「ははたた」」ああるるいいはは「「ぱぱたた」」はは半半島島のの言言葉葉でで海海をを意意味味すするるののででああ
るる。。ちちななみみにに万万幡幡豊豊秋秋津津媛媛はは瓊瓊瓊瓊杵杵のの母母ででああるるがが、、忍忍穂穂耳耳のの妃妃ででああるる
ののででははなないい。。本本書書がが全全編編をを通通じじてて主主張張すするるととこころろででああるるがが、、書書紀紀・・古古
事事記記ががああええてて系系譜譜ををいいじじららななけけれればばななららなないい状状況況でで、、ななにによよりり残残すすべべ
くく心心ししたたののはは、、該該当当すするる人人物物のの母母のの名名ででああっったた。。
そそのの理理由由はは大大王王家家をを継継ぐぐべべきき血血統統がが、、ももっっぱぱらら姻姻族族（（特特定定婚婚姻姻氏氏族族））
のの母母のの貴貴種種性性ににああっったたたためめででああるる。。大大王王家家のの血血ををつつななぐぐここととはは衆衆知知のの
ここととででああっってて、、そそのの格格式式ははひひたたすすらら母母のの血血筋筋ににああっったた。。ししたたががっってて例例
ええばば兄兄弟弟をを父父子子ととししたた時時、、兄兄たたるる父父のの后后妃妃ととししてて記記録録さされれたたももののはは、、
実実ののそそのの后后妃妃ででななくく弟弟王王のの母母后后をを示示すすももののででああっったた。。
ひひるるががええっってて東東アアジジアアすすななわわちち中中国国・・東東北北・・半半島島・・列列島島ににおおいいてて、、
互互いいにに共共通通すするる文文明明のの顔顔とといいううももののははああっったたででああろろううかか。。共共通通性性はは疑疑
問問ががああるるがが、、おおおおままかかなな原原点点たたるるべべききももののはは二二つつああっったた。。むむろろんん中中国国
中中原原にに発発生生ししたたそそれれとと、、北北アアジジアアにに拠拠っったた騎騎馬馬民民族族文文化化ででああるる。。
後後者者ににつついいててはは匈匈奴奴ののそそれれがが、、圧圧倒倒的的なな影影響響をを及及ぼぼししたたででああろろうう。。
ここれれははととくくにに王王権権のの由由来来ににかかかかわわるる。。
前前者者ににつついいててはは西西周周・・東東周周（（春春秋秋・・戦戦国国））のの八八世世紀紀ににわわたたるる、、いいわわ
ゆゆるる封封建建時時代代ののそそれれがが基基本本的的なな文文化化的的性性向向をを築築きき上上げげたた。。ここのの衰衰微微しし
たた王王家家をを背背景景ととすするる列列国国競競合合のの時時代代にに対対ししてて感感じじるる自自然然なな親親近近感感はは、、
日日本本のの文文化化的的基基盤盤へへのの無無意意識識のの影影響響をを示示唆唆すするるももののででああるる。。
ぼくか

ここのの時時代代ははいいわわゆゆるる諸諸子子百百家家のの時時代代ででああっったた。。孔孔孟孟老老壮壮ばばかかりりでではは
なないい、、墨墨家家・・史史家家のの時時代代ででももああっったた。。
墨墨家家がが報報わわれれるるここととすすらら求求めめぬぬ、、博博愛愛とと献献身身にによよるる救救済済活活動動にに徹徹しし

てていいたたここととははよよくく知知らられれてていいるる。。ままたた史史家家がが司司馬馬遷遷のの時時代代ににいいたたっってて

たいし

もも、、父父子子兄兄弟弟でで家家業業をを繋繋ぎぎ、、真真実実のの記記録録ののたためめににはは死死ししててななおおここれれをを
さいじょ

厭厭わわななかかっったたこことともも周周知知ののここととででああっったた。。
しぎゃく

崔崔 抒抒とといいうう権権臣臣がが斉斉のの荘荘公公をを殺殺ししたた時時、、斉斉のの大大史史（（史史家家））ががここれれをを
「「弑弑 逆逆」」とと書書いいてて殺殺さされれ、、後後をを継継いいだだ弟弟たたるる大大史史ももままたたそそうう書書いいてて殺殺
さされれ、、ささららににそそのの弟弟がが立立っってて「「弑弑逆逆」」とと書書いいたた時時、、つついいにに崔崔抒抒ははここれれ
をを生生かかししたたとといいうう。。ちちななみみににここれれをを風風聞聞ししたた地地方方のの南南史史（（史史家家））がが、、

ほんき

こ う そ りゅうほう

大大史史悉悉くく死死んんだだとと聞聞いいてて竹竹簡簡をを執執っってて駆駆けけつつけけたたがが、、「「すすででにに書書けけりり」」
とと聞聞いいてて帰帰っってていいっったた。。
せんてい

ろ たいこう

司司馬馬遷遷ももままたた皇皇帝帝にに立立ててるる「「本本紀紀」」をを、、高高祖祖 劉劉 邦邦 のの後後にに立立ててるるべべ
きき「「宣宣 帝帝本本紀紀」」をを立立ててずず、、「「呂呂大大 后后本本紀紀」」をを立立てててていいるる。。実実質質帝帝国国をを
運運営営ししたたののはは宣宣帝帝ででななくくそそのの母母たたるる呂呂大大后后ででああっったたとと主主張張ししてていいるるのの
ででああるる。。
宗宗教教ははここれれををををももつつここととななくく、、理理性性ををののみみももっってて築築きき上上げげてていいっったた
ここのの多多岐岐多多様様なな文文明明ののあありりかかたたはは、、率率直直にに感感嘆嘆すするるばばかかりりででああるる。。ギギ
ぼくせん

リリシシャャががつつくくっったた文文明明ががここれれにに比比肩肩すするるででああろろうう。。そそここににははおおそそららくく
じゅじゅつ

殷殷がが拠拠っっててたたっったた 呪呪 術術 とと卜卜 占占のの政政治治ははななかかっったた。。メメソソポポタタミミアアややエエ
ジジププトトのの非非人人間間的的なな偶偶像像崇崇拝拝ももななかかっったた。。
いいわわゆゆるる愚愚かかなな因因習習ささええここれれをを除除けけばば、、わわれれわわれれははそそここのの現現代代ととおお
ななじじ理理性性とと感感性性ををみみててももいいいいののででああるる。。
使使命命感感ももままたた同同様様ででああるる。。史史家家のの使使命命感感ははすすななわわちち個個人人のの信信念念ののもも
ととににああっったた。。そそのの上上でで国国家家ののああるるべべきき態態度度にに及及んんだだ。。ささららにに天天下下のの理理
想想のの観観念念とといいううももののががああっったた。。漢漢のの四四〇〇〇〇年年ににわわたたるる時時代代をを通通じじてて、、
ここのの西西周周・・東東周周のの時時代代のの文文化化はは至至上上ののももののででああっったた。。そそのの思思想想とと観観念念
がが、、文文化化のの核核ととししてて東東北北・・半半島島・・列列島島ををたたええままななくく洗洗っってていいたた。。
すすべべてて文文明明はは辺辺境境ににそそのの古古様様式式がが残残るる。。列列島島ににああっっててははそそれれががととくく
にに顕顕著著ででああっったたとと思思うう。。

第一章 斯麻宿禰

第第一一節節 書書紀紀のの紀紀年年

書書<紀紀のの編編纂纂方方針針 >
日日本本のの古古代代史史はは、、旧旧式式のの写写真真機機をを扱扱ううののにに似似てていいるる。。ここのの種種のの機機械械
はは露露出出計計ががななかかっったたりりシシャャッッタターー速速度度ににばばららつつききががああっったたりりでで、、めめっっ
たたににううままくく動動かかなないい。。いいわわゆゆるる機機械械のの癖癖ををののみみここみみ、、そそれれななりりにに蓄蓄ええ
たた知知識識をを駆駆使使ししててややっっとと思思いいにに近近いい作作画画ががいいくくつつかか出出来来るる。。そそのの余余はは
すすべべてて実実像像ででああるるがが真真実実ででははなないい。。
実実像像ででああっってて真真実実ででははなないいももののはは、、いいくくららででももああるる。。古古代代史史ににああっっ
ててはは、、金金石石文文ががそそううででああるる。。ほほととんんどど絶絶対対的的なな存存在在にに思思ええるるがが、、解解釈釈
じ こ どうちゃく

はは、、全全くく一一つつととこころろにに収収斂斂ししてていいかかなないい。。不不確確定定なな要要素素がが拭拭いいききれれなな
いい。。いいちちどど解解釈釈をを誤誤れればば、、際際限限ののなないい自自己己 撞撞 着着 ににおおちちいいるる。。
そそれれなならら文文献献にに頼頼るる方方ががははるるかかににままししででああろろうう。。文文献献ははととももかかくくもも
体体系系的的にに存存在在ししてていいるる。。点点ででななくく線線でであありり、、そそれれもも時時間間のの経経過過ののななかか
ににああるる。。虚虚像像もも多多いいがが、、実実像像もも多多くくああるる。。整整理理ががつつくくももののなならら、、そそのの
ななかかかからら真真実実へへ至至るる途途ももああるるででああろろうう。。
ももととももととここううししたた事事情情はは、、わわれれわわれれにに遺遺さされれてていいるる古古代代のの文文献献史史料料
ががききわわめめてて数数少少ななくく、、ままたた内内容容がが不不備備ででああるるとといいうう点点にに起起因因すするる。。日日
本本書書紀紀そそししてて古古事事記記ででああるる。。そそのの成成立立のの時時期期とと背背景景ののたためめにに、、ここのの二二
しょうとくたいしでん

くじほん き

書書ににすすぐぐれれてて参参考考ににすすべべきき史史料料ははほほかかにになないい。。現現在在にに残残るる、、ああるるいいはは
にほんしょき

こ じ き

逸逸文文ととししてて伝伝ええるるそそのの他他のの史史料料（（聖聖 徳徳 太太 子子 伝伝・・旧旧事事本本紀紀ななどど））もも、、要要
ぎ し わじん

はは日日本本書書紀紀・・古古事事記記をを、、辛辛ううじじてて補補足足すするるににたたりりるるだだけけででああるる。。
そうしょ わ こくでん

きんかぎょくじょう

かかとといいっってて同同時時代代史史料料ととししてて価価値値ののたたかかいい、、中中国国のの史史書書（（魏魏志志倭倭人人
でん

伝伝・・宋宋 書書倭倭国国 伝伝ななどど））をを 金金 科科 玉玉 条条 ととすするるこことともも適適切切ででははなないい。。視視線線
りんかく

もも異異ななるるしし、、そそれれぞぞれれかかけけ離離れれたた時時代代をを点点でで捉捉ええてて記記述述すするるたためめにに、、
ここれれをを連連綿綿ととししてて理理解解すするるここととははででききなないい。。歴歴史史のの輪輪 郭郭をを把把握握すするるここ
ととがが不不可可能能ででああるる。。輪輪郭郭をを描描かかずずししてて歴歴史史をを繰繰るるここととはは、、つつままりりはは枝枝

葉葉をを見見てて木木をを語語るるここととにに等等ししいい。。
わわれれわわれれがが古古代代史史ををししてて知知ろろううととすするるなならら、、どどれれだだけけ不不備備ででああろろうう
ととひひたたすすらら日日本本書書紀紀つついいでで古古事事記記かからら始始めめ、、ままたたそそここへへ帰帰っってていいかかなな
けけれればばななららなないい。。ここれれががもものののの道道理理ででああるるとと思思うう。。
日日本本書書紀紀ををひひららいいててみみよようう。。ととりりああええずず輪輪郭郭をを掴掴むむたためめににははいいちちどど
全全編編をを通通読読ししたたいい。。そそののたためめににはは現現代代語語訳訳ののほほううががいいいいがが、、ここれれはは宇宇
治治谷谷孟孟氏氏のの文文庫庫本本のの訳訳がが適適当当ででああるるとと思思うう。。細細部部はは岩岩波波のの日日本本古古典典文文
学学大大系系をを参参照照すすれればばいいいい。。文文庫庫版版もも出出てていいるる。。
史史書書ととししててここれれをを通通読読すするるとと、、むむろろんんいいくくつつもものの疑疑念念がが湧湧いいててくくるる
ちょくせん

がが、、そそここかかららししだだいいにに問問題題のの焦焦点点もも絞絞らられれててくくるる。。
そそももそそもも日日本本書書記記（（以以下下書書紀紀））はは 勅勅 撰撰 のの正正史史ででああっったた。。そそししててなな
ががくく虚虚妄妄のの書書とといいわわれれててききたた。。
ここのの見見解解ははももちちろろんん正正ししいいがが、、異異論論ががままっったたくくなないいわわけけででははなないい。。
いいわわゆゆるる津津田田史史学学ははそそれれにに先先だだつつ時時代代のの非非科科学学的的なな評評価価をを徹徹底底的的にに否否
定定ししたた。。ひひととつつのの時時代代のの清清算算でであありり、、そそのの後後のの穏穏当当でで科科学学的的なな史史料料批批
判判ががここここかからら始始ままっったたののででああるるかかららここれれはは了了ととししたたいい。。たただだここのの他他者者
をを圧圧倒倒すするる影影響響力力ののななかかでで、、書書紀紀ははいいっっとときき外外国国史史料料のの補補完完的的なな引引用用
物物ににななりりささががっったた。。いいまま辛辛ううじじてて復復権権ががははかからられれよよううととししてていいるるがが、、
動動ききはは散散発発的的ででままととままっったた方方向向ををももっってていいなないいよよううにに見見ええるる。。
あいまい

ここううししたた背背景景ににはは、、書書紀紀のの紀紀年年はは信信じじががたたいいがが記記事事ははいいかかほほどどかか史史
実実をを反反映映ししてていいるるだだろろううとといいうう、、かかななりり曖曖 昧昧なな観観念念がが存存在在すするるとと思思うう。。
何何にによよららずず曖曖昧昧ささとといいううももののはは放放っってておおいいてていいいいももののででははなないい。。
こくせん

そそももそそもも歴歴史史書書とといいううももののはは、、仮仮にに正正確確無無比比なな記記述述ををももっっててししててもも、、
ななおお記記述述者者もも一一部部ででああるる時時代代のの影影響響をを受受けけるる。。ままししてて国国 撰撰のの史史書書ででああ
れればば、、ささららにに色色濃濃くく権権力力のの影影響響をを受受けけるる。。ここのの受受けけかかたたにに濃濃淡淡ががああっっ
たたととししてて本本質質ははすすここししもも変変わわららなないい。。ここのの点点でではは書書紀紀もも同同等等ででああっってて、、
けいたい

ゆうりゃく

史史書書とといいううなならら書書紀紀もも全全しし史史書書ででああるる。。虚虚妄妄のの書書とといいわわれれるるののはは、、そそ
のの紀紀年年、、ととくくにに継継 体体なないいしし 雄雄 略略 以以前前のの紀紀年年にに巨巨大大なな引引きき延延ばばししががああ
りり、、そそれれがが一一縷縷のの整整合合性性ををももももたたぬぬよよううにに見見ええるるかかららででああるる。。

曖曖昧昧ででなないい態態度度とといいううももののはは、、論論理理的的ににここれれをを全全否否定定すするるかかああるるいい
はは論論理理的的ににそそのの理理由由ををみみつつけけててここれれをを肯肯定定すするるかかののどどちちららかかででああるる。。
きょもう

へんさん

否否定定すするるののはは簡簡単単ででああるる。。ととりりああええずず肯肯定定ししててみみよようう。。つつままりり書書紀紀
ににああっっててここのの虚虚 妄妄のの紀紀年年のの引引きき延延ばばししはは、、基基本本的的かかつつ重重要要なな編編 纂纂方方針針
ででああっったたとと、、ままずず認認めめててししままおおうう。。そそししててささららにに一一つつ、、時時のの書書紀紀のの編編
者者ににししててここのの引引ききののばばししををすするる際際にに原原典典ととししたた正正確確なな紀紀年年ががああっったたとと
仮仮定定ししよようう。。
ここのの議議論論ははどどここににいいききつつくくだだろろううかか。。ここれれががここのの節節のの課課題題ででああるる。。
おうか

七七、、八八世世紀紀とといいうう時時代代はは、、日日本本がが国国際際化化のの一一歩歩ををああゆゆみみつつつつ、、一一方方
きょうじ

でで半半島島かからら孤孤立立ししてていいくくとといいうう切切迫迫ししたた認認識識ががああっってて、、王王化化思思想想ああるる
ゆうきゅう

いいはは小小中中華華思思想想ににののめめりりここんんででいいるる時時代代ででああっったた。。矜矜 持持ののたためめにに万万世世

さんごく し き

一一系系のの大大王王ととそそのの始始源源のの大大王王のの即即位位をを、、 悠悠 久久 ののかかななたたへへ追追いいややるる必必
要要ががああっったた。。
書書紀紀ばばかかりりででははなないい。。十十二二世世紀紀ににででききたた朝朝鮮鮮のの史史書書三三 国国史史記記（（以以下下
しんこうおう

史史記記））ででもも、、同同じじくくそそのの始始祖祖王王をを遥遥かかなな過過去去へへひひきき延延ばばししたた。。そそのの編編
纂纂のの実実際際的的なな始始ままりりはは、、新新羅羅のの中中興興のの祖祖真真 興興 王王のの時時代代ででああっったた。。六六世世
きんめい

紀紀後後葉葉、、日日本本でではは欽欽 明明のの治治世世時時ででああるる。。そそれれががすすななわわちちそそれれぞぞれれ時時代代
う よ き ょく せ つ

のの要要請請ででああっったたののだだろろうう。。書書紀紀のの紀紀年年がが不不毛毛のの紆紆余余曲曲折折ををみみたたののはは一一
ににここののたためめででああっったた。。
ここれれをを編編纂纂のの思思想想とといいおおうう。。ああええててそそうう言言うう。。
ここののとときき書書紀紀のの編編者者ががももっってていいたた記記録録がが何何でであありり、、どどのの程程度度ののもものの
ででああるるかかははむむろろんんははかかりり知知れれなないい。。ししかかししななががらら正正史史とといいうう位位置置づづけけ
ででここのの編編纂纂ににかかかかっったた編編者者たたちちににととっってて、、そそのの使使命命ははままずずももっってて史史実実
のの正正確確なな年年表表ををつつくくるるここととににああっったた。。ここののここととにに大大ききなな重重みみががああるるここ
ととはは、、いいままもも日日々々にに多多くくのの企企業業のの社社史史がが生生ままれれててくくるるここととをを想想起起すすれれ
ばばよよいい。。
社社史史のの編編纂纂のの最最初初のの仕仕事事ははままずず年年表表のの作作成成ででああるる。。記記録録やや事事実実のの取取
けいい

材材ははすすべべてて断断片片ででああっってて、、当当初初はは相相互互ににななんんのの関関りりももももたたなないいかかににみみ
ええるる。。年年表表ののななかかにに位位置置づづけけるるここととにによよっってて、、ははじじめめてて経経緯緯がが格格別別のの

意意味味ををももっってて見見ええててくくるる。。歴歴史史のの誕誕生生ででああるる。。
ここののここととはは現現在在にに生生ききてていいるる事事象象をを記記述述すするるににああたたっっててももそそううななのの
げんてん

でであありり、、数数百百年年のの歴歴史史をを語語るるたためめににははいいっっそそうう自自明明ののここととででああろろうう。。
書書紀紀がが原原 典典ととししたた、、おおそそららくく国国家家のの力力量量ででああららゆゆるる史史料料をを一一度度すすべべ
てて昇昇華華ささせせててひひととつつのの原原典典ととししたたももののがが存存在在ししたたとと思思うう。。そそれれがが紀紀年年
ぼうだい

ににおおいいてて、、正正確確をを期期ししたたももののででああっったたかかどどううかかはは測測りり知知れれなないいがが、、国国
撰撰ななららででははのの膨膨 大大なな史史料料をを精精査査ししつつくくしし、、そそれれななりりのの水水準準をを超超ええるるにに
そうわ

いいたたっったたももののにに違違いいなないい。。書書紀紀のの編編者者ははここれれをを編編纂纂とと記記述述のの基基礎礎にに置置
いいたた。。多多くくのの伝伝承承やや挿挿話話ももそそのの中中にに含含ままれれてていいたた。。
留留意意すすべべききはは、、ここののままととままっったた原原典典ににととりりああええずず思思想想のの入入るる余余地地はは
わいぞう

ねつぞう

かたく

なないいとといいううここととででああるる。。思思想想がが歪歪めめるるののはは、、そそここにに実実在在すするるテテキキスストト
ななののでであありり、、そそれれをを作作為為ああるるいいはは歪歪 像像しし、、関関係係をを捏捏 造造ままたた仮仮託託すするるのの
ででああるる。。テテキキスストト以以前前にに思思想想がが伝伝承承をを、、ああるるいいはは史史実実をを創創るるとといいうう推推
測測はは穏穏当当ででなないい。。現現実実的的ででももなないい。。
ここのの辺辺のの事事情情はは単単純純にに今今日日的的問問題題ととししてて考考ええてていいいい。。日日本本人人のの生生真真
面面目目ささとといいうう国国民民的的性性格格もも健健在在ででああるる。。古古代代ににああっっててもも文文化化のの幹幹とといい
ううももののはは、、そそのの本本質質がが変変わわるるここととががなないい。。現現在在のの感感性性がが捉捉ええるる、、ああるる
ももののをを見見るる姿姿勢勢・・態態度度とといいううももののはは、、ほほととんんどど古古代代人人ののそそれれとと変変わわらら
なないいででああろろうう。。時時代代とと場場所所をを超超ええててななおお編編者者やや執執筆筆者者がが事事実実をを歪歪めめるる
ここととははなないい。。そそれれはは個個人人にに拠拠っっててたたつつ責責務務感感にに由由来来すするる。。そそのの責責務務のの
よよっっててたたつつととこころろがが国国家家ででああれればば、、ななおおささららののここととででああろろうう。。
歪歪めめるるののはは事事実実のの解解釈釈ででああっってて、、ままたた過過去去ににすするる願願望望のの投投影影ででああっっ
てて、、本本筋筋ででははなないい。。ままししててやや先先にに創創作作ががああっってて、、ここれれをを史史実実ににととりりここ
むむよよううななここととはは起起ここりり得得なないい。。
ふしん

わわれれわわれれははだだかからら、、ここのの種種のの書書紀紀のの原原典典のの存存在在をを前前提提ととししてて、、ここのの
記記事事とと不不審審なな係係年年ももままたたどどここかかでで合合理理的的なな、、ああるるいいはは後後世世のの人人間間ががここ
れれをを復復元元ででききるる痕痕跡跡ををののここししたたかかもも知知れれなないいとといいうう可可能能性性をを考考ええるるべべ
ききだだとと思思うう。。犯犯罪罪ががままままそそのの痕痕跡跡をを残残すすののはは、、不不可可知知的的なな理理由由にによよるる
ののででははななくく、、発発見見せせらられれるるののをを望望んんででそそううすするるののででああるる。。

ささてて本本題題ででああるる。。
書書紀紀とと古古事事記記をを通通読読すするるとと、、ままずずいいくくつつかかのの基基本本的的ななフフィィルルタターーがが、、
ここここににかかかかっってていいるるここととがが見見ええててくくるる。。真真っっ先先にに感感じじるるここととはは、、むむろろ
んん紀紀年年のの引引きき延延ばばししににほほかかななららなないいがが、、たたととええばば紀紀年年をを引引きき延延ばばししたた
ののはは、、大大王王ばばかかりりででななくくたたぶぶんん編編纂纂時時ににああっってて朝朝廷廷にに重重ききののああっったた一一
部部のの豪豪族族たたちちのの紀紀年年もも、、そそれれななりりににひひききののばばさされれたたららししいいここととででああるる。。
ままたたひひききののばばすすににああたたっっててはは、、書書紀紀・・古古事事記記とともも記記事事にに互互換換性性ががあありり、、
ななににかかそそれれにに先先立立ちち、、そそうういいううススタタイイルルのの影影響響ををううけけたた、、よよりり旧旧きき編編
纂纂史史書書ががああっったたららししいいここととででああるる。。
後後者者のの点点ににつついいててはは、、そそももそそももひひききののばばすす方方法法にに、、書書紀紀・・古古事事記記とと
もも、、共共通通のの方方法法・・手手段段ををももちちいいたたよよううにに見見ええるるかかららででああるる。。有有体体ににいい
ええばば、、大大王王のの紀紀年年のの、、特特ににそそのの即即位位元元年年をを前前王王、、前前々々王王へへとと統統一一的的にに
仮仮託託ししてていいっったたとと思思うう。。ここれれがが事事実実ででああれればば、、ここれれだだけけででもも編編纂纂方方法法
にに、、ももととももととひひととつつのの確確ととししたた方方向向性性ががああっったたここととをを意意味味すするるここととにに
ななるる。。
共共通通のの方方向向・・手手段段とといいううここととのの意意味味をを具具体体的的にに説説明明ししよようう。。書書紀紀とと
ぼつねん か ん し

古古事事記記のの没没 年年干干支支ががそそのの典典型型ででああるる。。

古古<事事記記のの没没年年干干支支 >
古古事事記記ににはは、、ののべべ一一五五ヶヶ所所にに大大王王のの没没年年干干支支がが記記録録さされれてていいるる。。書書
紀紀ののよよううにに編編年年体体でで書書かかれれてていいなないいたためめにに、、古古事事記記でで年年代代をを推推定定すするる
ののはは、、ここのの干干支支ししかかなないい。。書書紀紀のの干干支支とと単単純純にに比比較較すするるとと、、一一見見書書紀紀
ほほどどひひききののばばさされれてていいなないいよよううにに見見ええるる。。
ふえん

ここのの古古事事記記のの没没年年干干支支はは、、従従来来ここれれをを正正確確ああるるいいははほほぼぼ正正確確ととみみらら
れれててききたたとといいうう経経緯緯ががああるる。。定定説説とといいっってていいいい。。ひひろろくく敷敷衍衍ししてていいてて、、
中中国国のの四四世世紀紀のの同同時時代代史史料料ととししてて価価値値のの高高いい宋宋書書のの紀紀年年とと比比較較さされれるる
ののはは、、たたいいてていいここのの干干支支ででああるる。。ここれれははししかかししままっったたくくのの誤誤解解だだとと思思

うう。。
ああららかかじじめめ留留意意ししてておおくくべべききここととででああるるがが、、ここのの説説ののととおおりり古古事事記記
のの紀紀年年ががほほぼぼ正正確確でで、、書書紀紀ののそそれれががひひととりり大大幅幅ににひひききののばばさされれてていいるる
ととすすれればば、、逆逆にに書書紀紀とと古古事事記記ははああるる程程度度のの類類似似以以上上のの互互換換性性なないいしし補補
完完性性ををももたたなないい。。そそののみみななももととにに、、統統一一ししたたひひととつつのの方方向向性性ををももたたずず、、
参参照照ししたた同同一一のの旧旧きき編編纂纂史史書書ななどどももももたたなないい。。ひひいいててはは同同一一のの王王化化思思
想想なないいしし小小中中華華主主義義ななどどををももたたなないい。。
ここう

編編纂纂物物とといいううももののはは、、ももととももととそそうういいううももののででああるる。。
そそううででななかかっったたらら、、書書紀紀とと古古事事記記ははそそれれぞぞれれ孤孤高高をを保保ちち、、輪輪郭郭もも細細
部部のの文文脈脈のの類類似似ももももたたずず、、むむろろんんそそのの編編者者のの王王統統ににかかかかわわるる記記述述態態度度
ごかんせい

ほ か ん せい

もも必必ずず隠隠さされれたたままままででああろろうう。。実実際際ははそそううででははなないい。。書書紀紀とと古古事事記記はは
要要すするるにによよくく似似てていいてて、、いいわわばば相相互互にに互互換換性性・・補補完完性性ををももつつ。。そそのの似似
てていいるる程程度度ももかかななりり高高度度でで、、つつままりりはは編編纂纂のの始始ままっったた時時期期がが近近接接すするる
かかららとといいううよよううなな事事情情にによよるるののででななくく、、参参照照ししたた同同一一史史料料のの編編纂纂方方針針
をを遵遵守守すするるとといいうう基基本本的的なな性性格格にによよるるののだだとと思思うう。。
書書紀紀とと大大ききなな違違いいががああるるとといいうう古古事事記記のの大大王王没没年年干干支支もも、、どどうう見見ええ
よよううとと、、要要はは記記載載さされれたた王王名名のの前前王王・・前前々々王王ののそそれれななののでであありり、、ここのの
いいわわばば先先験験的的なな前前提提ののももととでで、、書書紀紀ととははわわずずかかにに手手法法をを変変ええてて援援用用しし
たた結結果果ななののだだとと思思うう。。古古事事記記がが書書紀紀ほほどどひひききののばばさされれてていいなないいとといいうう
ののはは、、決決ししてて正正確確なな話話ででははなないい。。
書書紀紀とと古古事事記記ののそそれれをを対対照照ししななががらら、、ここのの証証拠拠をを見見ててみみよようう。。

書書紀紀・・古古事事記記係係年年比比較較表表
-----------------------------------------------書書紀紀
古古事事記記
-----------------------------------------------大大王王
即即位位元元年年
治治世世
没没年年
没没年年

安安康康

允允恭恭

反反正正

履履中中

仁仁徳徳

応応神神

神神功功

仲仲哀哀

成成務務

景景行行

垂垂仁仁

崇崇神神

開開化化

考考元元

考考霊霊

考考安安

考考昭昭

愨愨徳徳

安安寧寧

綏綏靖靖

丁丁酉酉

甲甲午午

壬壬子子

丙丙午午

庚庚子子

癸癸酉酉

庚庚寅寅

辛辛巳巳

壬壬申申

壬壬未未

辛辛未未

壬壬辰辰

甲甲申申

甲甲申申

丁丁亥亥

辛辛未未

己己丑丑

丙丙寅寅

辛辛卯卯

癸癸丑丑

庚庚申申
320
353
331
306
329
311
327
324
324
332
371
371
372
321
390
433
400
406
412
454
457

庚庚
5 戌戌
4癸癸
2 巳巳

8己己
7 亥亥
乙乙
6 巳巳

6己己
9 丑丑
4庚庚
1 午午

6庚庚
0 午午
庚庚
9 辰辰

9庚庚
9 午午
6庚庚
0 午午

6癸癸
0 未未
6辛辛
8 卯卯

7丙丙
6 戌戌
5癸癸
7 未未

8戊戊
3 子子
10庚庚
2 午午

3庚庚
8 寅寅
3乙乙
4 丑丑

7丙丙
6 子子
3壬壬
3 子子

479

453

405

430

380

370

331

323

370

304

352

456

410

399

389

370

370

323

326

328

330

丙丙
3 申申
2己己
3 未未

己己巳巳

甲甲午午

丁丁丑丑

壬壬申申

丁丁卯卯

甲甲午午

壬壬戌戌

乙乙卯卯

戊戊寅寅

489

454

437

432

427

394

362

355

318

-----------------------------------------------神神武武
辛辛酉酉 301
316

雄雄略略

-------------------------------------------------

ゆうりゃく

じんむ

ここのの 書書<紀紀・・古古事事記記係係年年比比較較表表 はは> 雄雄 略略 かからら神神武武ににいいたたるる二二二二王王のの、、
書書紀紀とと古古事事記記のの没没年年をを、、特特にに干干支支をを基基本本ととししてて並並べべたたももののででああるる。。
単単純純なな認認識識ととししてて（（仮仮定定とといいっっててももいいいい））、、書書紀紀のの雄雄略略没没年年（（四四七七九九））、、
すいにん

こうしょう

応応神神没没年年（（四四三三〇〇））ははここれれをを正正ししいいととすするる。。ももししかかししてて正正ししいいかかもも知知
れれなないいももののととししてて、、垂垂 仁仁没没年年（（三三七七〇〇））、、考考 昭昭 没没年年（（三三二二八八））、、神神武武
没没年年（（三三一一六六））ををととるる。。
そそのの他他のの書書紀紀のの大大王王紀紀年年ににつついいててはは、、そそのの記記述述すするる干干支支のの絶絶対対年年代代
ははここれれをを無無視視すするる（（ここのの後後もも無無視視すするる））。。ああるる時時代代ににおおいいててはは、、一一代代のの
大大王王ににののみみ係係年年ははここれれをを通通年年ととしし、、そそのの余余はは穏穏当当なな年年代代ににああててははめめてて
考考ええてて差差ししつつかかええなないい。。ななにによよりり簡簡便便ででああるる。。
すすななわわちちここのの没没年年干干支支のの西西暦暦表表示示はは、、書書紀紀のの雄雄略略没没年年以以下下二二王王かからら
五五王王のの係係年年ををととりりああええずずベベーーススととししてて、、おおおおままかかにに穏穏当当とと思思わわれれるる係係
年年ををああててははめめたた。。むむろろんん書書紀紀のの記記述述上上ののそそれれととはは合合致致ししなないい。。異異同同がが
起起ここりりううるるののはは六六〇〇年年単単位位ででああるるののでで、、決決定定的的ににはは間間違違わわなないい筈筈ででああ
るる。。
ここううししててみみるるとと、、書書紀紀とと古古事事記記のの紀紀年年はは確確かかにに一一見見かかけけ離離れれてていいるる
よよううにに見見ええるるがが、、ここれれはは次次ののよよううにに論論理理的的なな修修正正がが容容易易ににででききるる。。大大
王王紀紀年年ががひひききののばばさされれてていいるる、、とといいうう前前提提にに立立ててばば、、ああたたりりままええのの結結
論論ととももいいええるる。。

おうじん

せい む

ちゅうあい

じんぐう

修修正正をを説説明明ししややすすいいよよううにに 古古<事事記記修修正正 比比>較較表表をを参参照照すするる。。
修修正正のの論論理理的的根根拠拠はは単単純純ででああるる。。
書書紀紀のの応応 神神紀紀はは事事実実上上成成務務・・ 仲仲 哀哀 ・・神神 功功・・応応神神のの四四王王のの治治世世ををカカ
ババーーししてていいるるとと思思うう。。そそししてて書書紀紀ははそそのの没没年年をを応応神神ののももののととししてて正正確確
にに記記述述しし、、即即位位年年ををおおななじじくく成成務務ののそそれれにに仮仮託託ししたた。。
古古事事記記もも同同じじくくそそのの即即位位年年をを成成務務にに仮仮託託ししたたがが、、編編纂纂上上そそのの没没
年年ししかか記記述述すするるここととががななかかっったたたためめにに、、応応神神のの没没年年ももままたた成成務務にに仮仮託託
ししたた。。
ここれれだだけけででああるる。。ききわわめめてて論論理理的的なな手手法法ででああるる。。

書書紀紀・・古古事事記記係係年年比比較較表表 古古事事記記修修正正
----------------------------------------------------------書書紀紀
古古事事記記
----------------------------------------------------------大大王王
即即位位元元年年
治治世世
没没年年
没没年年
修修正正没没年年

丙丙寅寅
306
329

8戊戊
3 子子
10庚庚
2 午午
328
370

乙乙卯卯

355

----------------------------------------------------------神神武武
辛辛酉酉 301
戊戊寅寅 318
7丙丙
6 子子 316
綏綏靖靖
安安寧寧
考考昭昭
己己丑丑

愨愨徳徳
考考安安
考考霊霊
考考元元
開開化化

370

362

9庚庚
9 午午

318 壬壬戌戌

332
371

戊戊寅寅
壬壬辰辰

崇崇神神
垂垂仁仁
辛辛未未

394

景景行行

355 甲甲午午
362

427
432

437
454 甲甲午午

489

454

437

489 己己巳巳

432

394 壬壬申申
427 丁丁丑丑

丁丁卯卯

乙乙卯卯

430

389

成成務務

390

丁丁卯卯

甲甲午午

壬壬戌戌
庚庚寅寅
433

6己己
9 丑丑
4庚庚
1 午午

仲仲哀哀
応応神神
癸癸酉酉

神神功功
仁仁徳徳

壬壬申申

己己巳巳

履履中中

456
479

丁丁丑丑
丙丙
3 申申
2己己
3 未未

反反正正

457

甲甲午午
丁丁酉酉

允允恭恭
安安康康
雄雄略略

-----------------------------------------------------------

細細部部のの説説明明ををししよようう。。
典典型型的的なな紀紀年年がが応応神神ののそそれれででああるる。。
けいこう

そそのの元元年年はは、、書書紀紀にによよれればば三三九九〇〇年年、、書書紀紀のの文文脈脈をを詳詳細細にに辿辿るるとと、、
景景行行のの没没年年ととみみななさされれるる、、神神功功没没年年六六九九年年（（三三八八九九年年））ななららびびにに景景 行行
五五六六年年（（おおななじじくく三三八八九九年年））のの翌翌年年、、すすななわわちち成成務務元元年年ででああろろうう。。成成
務務のの没没年年はは、、治治世世四四年年後後のの垂垂仁仁紀紀（（書書紀紀のの記記載載はは景景行行紀紀））六六〇〇年年（（三三
九九三三年年））ででああるる。。
ここのの辺辺のの説説明明ははああええててささららりりとといいくくここととににすするる。。ここのの章章をを通通じじてて明明
ららかかににししてていいくくとといいううここととでで了了解解さされれたたいい。。ひひととつつだだけけ言言っってておおけけばば、、
たかあなほのみや

書書紀紀のの景景行行のの治治世世六六〇〇年年ののううちち、、最最後後のの四四年年間間はは、、実実はは成成務務ののそそれれでで
ああっったた。。書書紀紀はは近近江江のの高高 穴穴 穂穂 宮宮とと書書きき、、成成務務のの宮宮をを記記ししてていいなないいがが、、
古古事事記記はは高高穴穴穂穂宮宮のの治治世世はは成成務務ののももののででああっったたとと記記録録ししてていいるる。。書書紀紀
のの意意図図的的なな作作為為でであありり、、そそううすするるににああたたっっててはは、、そそれれななりりのの理理由由ががああ
っったた。。
いいずずれれににせせよよ書書紀紀とと古古事事記記がが、、どどうういいうう視視点点でで大大王王紀紀年年ををああつつかかっっ
たたののかかががここここにに明明ららかかににななるる。。すすななわわちち応応神神紀紀はは事事実実上上、、そそのの治治世世四四
一一年年をを成成務務・・仲仲哀哀・・神神功功・・応応神神のの四四王王をを通通じじ四四三三〇〇年年にに没没ししてていいるる。。
古古事事記記もも同同じじくくここれれをを成成務務元元年年にに仮仮託託ししたた。。たただだ前前述述ののよよううににそそれれとと
同同時時にに応応神神のの没没年年もも成成務務治治世世四四年年没没にに仮仮託託ししたた。。
没没年年干干支支ししかか記記ささななかかっったた古古事事記記ににはは、、そそううすするる以以外外ほほかかにに方方法法はは
なないい。。そそのの結結果果がが古古事事記記のの応応神神没没甲甲午午（（三三九九四四））ででああっったたとと思思うう。。書書
紀紀でで算算出出すするるととここれれはは三三九九三三年年ににななりり、、両両書書のの記記述述はは事事実実上上一一年年異異なな
るる。。
あんこう

雄雄略略没没年年ににつついいててはは、、書書紀紀（（四四七七九九））とと古古事事記記（（四四八八九九））でで一一〇〇年年
いんぎょう

違違うう。。ししかかしし書書紀紀がが雄雄略略元元年年ととすするる丁丁酉酉（（四四五五七七））はは、、安安 康康没没年年にに仮仮
き なし

託託ししたた允允 恭恭 のの没没年年ででああるる丙丙申申（（四四五五六六））のの翌翌年年ををいいううののででああろろうう。。
すするるととそそここにに即即位位ししたたののはは木木梨梨ででああるる。。

いちのべ

くれ

以以下下木木梨梨・・安安康康・・市市 辺辺ととつつづづきき、、雄雄略略はは四四六六五五年年にに即即位位ししたた。。雄雄略略
紀紀ももののべべ四四王王かかららででききてていいるる。。雄雄略略紀紀ににああるる、、呉呉のの使使いいをを接接待待すするる記記
事事はは雄雄略略一一四四年年でであありり、、ここれれはは文文脈脈かかららししてて雄雄略略没没年年のの前前年年のの記記事事でで
ああるる。。ししたたががっってて古古事事記記ははそそのの元元年年をを事事実実上上のの雄雄略略元元年年ととししててここれれをを
記記述述ししたた。。伝伝承承はは治治世世二二三三年年ででああっったたかからら、、そそここかからら起起算算ししてて、、没没年年
己己巳巳（（四四八八九九））をを記記録録ししたたののででああろろうう。。実実際際ははそそのの二二三三年年はは四四八八七七年年
ににななるる。。二二年年のの差差はは允允恭恭のの没没年年にに書書紀紀とと二二年年のの差差ががああるるこことととと関関係係すす
るるででああろろうう。。
ちちななみみにに後後述述すするる、、立立太太子子没没年年（（立立太太子子年年のの翌翌年年がが当当王王没没年年））とといい
うう仮仮定定ををここここにに援援用用すするるとと、、事事態態ははささららにに明明ららかかににななるる。。すすななわわちち允允
恭恭紀紀にによよるる木木梨梨のの立立太太子子はは二二三三年年、、允允恭恭没没年年ははそそのの二二四四年年でであありり、、ここ
のの允允恭恭のの立立太太子子没没年年をを西西紀紀四四五五六六年年ととすするる允允恭恭元元年年はは四四三三三三年年ででああるる。。
立立<太太子子没没年年修修正正 をを>参参照照ししててほほししいい。。
書書紀紀・・古古事事記記係係年年比比較較表表 立立太太子子没没年年修修正正
----------------------------------------------------------書書紀紀
古古事事記記
----------------------------------------------------------大大王王
即即位位元元年年
治治世世
没没年年
没没年年 修修正正没没年年

癸癸酉酉
433

丁丁卯卯

437
454 甲甲午午

489

454

437

489 己己巳巳

432

394 壬壬申申
427 丁丁丑丑

----------------------------------------------------------応応神神
庚庚寅寅 390
4庚庚
1 午午 430 甲甲午午
432
仁仁徳徳

己己巳巳

甲甲午午

壬壬申申

456

履履中中

24

479

456

丙丙
3 申申
2己己
3 未未

丁丁丑丑

457

（（ 4））
33
丁丁酉酉

反反正正
允允恭恭
安安康康
雄雄略略

----------------------------------------------------------2立立
4 太太子子没没年年

ここここでで允允恭恭元元年年とといいうう四四三三三三年年はは応応神神のの没没四四三三〇〇年年のの三三年年後後（（没没年年
にんとく

かかららはは四四年年後後））でであありり、、ここれれはは応応神神のの没没後後にに「「三三年年のの空空位位」」ががああっったた
りちゅう

はんぜい

とといいうう書書紀紀のの記記述述かかららししてて、、允允恭恭ででななくく仁仁 徳徳のの元元年年にに違違いいなないい。。すすなな
わわちち允允恭恭のの治治世世はは、、仁仁徳徳、、履履 中中、、反反 正正、、允允恭恭のの四四王王かかららななっってていいるる。。
四四王王とといいううののはは、、応応神神、、雄雄略略のの場場合合ととおおななじじででああるる。。
神神武武紀紀ももままたた書書紀紀とと古古事事記記のの紀紀年年をを表表ののよよううにに適適当当にに当当ててははめめたた結結
す じん

果果をを、、そそののまままま理理解解すすれればばよよいい。。神神武武のの即即位位がが紀紀元元前前六六六六〇〇年年辛辛酉酉とと
信信ずずるる人人ははいいなないいとと思思ううがが、、古古事事記記のの崇崇神神没没年年干干支支ののたためめにに、、二二世世紀紀
末末かからら三三世世紀紀初初頭頭ににかかけけてて存存在在ししたたとと思思うう人人ははいいるるだだろろうう。。ししかかしし古古
事事記記ののそそれれもも要要すするるにに崇崇神神ででななくく、、書書紀紀ととおおななじじくく神神武武没没年年のの仮仮託託なな
ののででああるる。。書書紀紀のの神神武武没没年年はは三三一一六六年年、、古古事事記記でではは三三一一八八年年ででああるる。。
二二年年違違うう。。
しんい

ととこころろでで神神武武のの没没年年ががそそのの十十六六年年（（三三一一六六））なならら、、即即位位はは辛辛酉酉（（三三
〇〇一一））ににななるる。。辛辛酉酉ははいいわわゆゆるる讖讖緯緯思思想想のの「「革革命命」」にによよっってて神神武武元元年年
ををそそれれににななぞぞららええたた。。ししたたががっっててここのの三三〇〇一一年年はは、、そそのの前前後後三三〇〇年年以以
内内かかららそそここへへももっっててききたた筈筈ででああるる。。三三〇〇一一年年以以降降のの可可能能性性はは、、書書紀紀のの

す う り ぶんけんがく

王王代代ををととりりああええずず遵遵守守すするる限限りりははあありり得得なないいかからら、、神神武武のの即即位位はは二二七七
一一年年かからら三三〇〇一一年年のの間間ににああるるとと思思っってていいいい。。
ここのの点点、、安安本本美美典典氏氏ははそそのの著著「「神神武武東東遷遷」」ににおおいいてて、、数数理理文文 献献 学学をを
びんたつ

援援用用ししたた大大王王のの治治世世年年数数をを割割りりだだししてて一一定定のの解解決決ををみみてていいるる。。飛飛鳥鳥・・
奈奈良良時時代代のの二二〇〇代代でで平平均均治治世世がが一一〇〇 三三･三三年年、、敏敏 達達かからら雄雄略略のの九九代代でで
一一〇〇 四四･四四年年ででああるるかからら、、安安康康かからら神神武武ににいいたたるる二二〇〇代代はは永永くくてて一一〇〇年年、、
おおそそららくく一一〇〇年年ををききるるだだろろううとといいうう。。
ここれれにに関関係係ししてて、、そそももそそもも応応神神以以前前のの大大王王位位のの継継承承ががすすべべてて父父子子間間
にに限限るるとといいうう記記述述にに、、ままずずももっってて無無理理ががああるる。。氏氏のの計計算算でではは、、三三二二代代
用用明明かからら現現在在ままででのの父父子子継継承承率率はは四四五五．．九九パパーーセセンントトででああるる。。応応神神以以
前前神神武武ままででのの父父子子継継承承はは、、すすくくななくくととももそそのの半半ばば程程度度はは兄兄弟弟継継承承ででなな
けけれればばななららなないい。。

そそここでで氏氏のの結結論論はは、、神神武武のの即即位位をを三三世世紀紀のの二二八八〇〇年年代代ににおおいいたた。。きき
わわめめてて適適切切なな主主張張ででああるるとと思思うう。。つついいででににいいううなならら、、ここのの点点でで考考昭昭のの
没没年年もも同同様様ででああるる。。書書紀紀ににおおけけるる考考昭昭元元年年ととさされれるる三三〇〇六六年年はは、、係係年年
のの見見当当かかららははかかっっててたたぶぶんん綏綏靖靖のの即即位位元元年年ででああろろうう。。垂垂仁仁ののそそれれもも考考
霊霊元元年年へへのの仮仮託託にに違違いいなないい。。
書書紀紀とと古古事事記記はは、、編編纂纂ににああたたっってて結結局局同同じじ種種類類のの史史料料、、特特にに編編纂纂物物
をを参参照照ししてていいるる。。係係年年はは基基本本的的にに同同一一のの手手法法にに負負っってていいてて、、たただだ微微妙妙

こくき

ににそそのの試試算算のの視視点点がが異異ななるるだだけけななののだだろろうう。。

てんのうき

天天<皇皇記記・・国国記記等等のの影影響響 >
ここのの対対照照表表でで、、書書紀紀とと古古事事記記ととににどどのの大大王王代代ででもも数数年年のの差差ががああるる。。
ここれれににつついいててはは今今後後のの確確実実をを期期すすたためめにに、、触触れれてておおかかななけけれればばななららなな
いい。。
そそももそそもも古古事事記記ににはは、、王王代代のの起起算算ににおおいいてて異異同同ががああっったた。。「「 書書<紀紀・・
古古事事記記係係年年比比較較表表 古古>事事記記修修正正」」でで応応神神（（記記載載はは履履中中））のの没没をを、、古古事事記記
はは四四三三二二年年ととししてていいるるがが、、書書紀紀でではは四四三三〇〇年年ででああるる。。二二年年違違うう。。書書紀紀
う ぢ の わ き いらつこ

ににおおけけるる四四三三二二年年はは菟菟道道稚稚朗朗 子子のの没没年年でであありり、、古古事事記記ははおおそそららくく、、そそ
のの翌翌年年のの仁仁徳徳元元年年のの指指示示ののたためめにに、、ここのの没没年年ををももっっててききたたののででああろろうう。。
允允恭恭のの没没もも四四五五四四年年ととすするるがが、、書書紀紀（（修修正正））でではは四四五五六六年年ででああるる。。雄雄
略略ににつついいててはは前前にに言言っったた。。
ゆ ねんがんねん

理理由由ははししかかししここううししたた起起算算のの異異同同ののたためめだだけけででももなないい。。大大王王のの元元年年
ぼつねんしょうげん

のの設設定定とといいうう概概念念ががそそももそそもも異異ななっってていいたた可可能能性性ももああるる。。踰踰年年 元元 年年制制
（（前前王王没没年年践践祚祚、、翌翌元元年年））とと 没没 年年 称称 元元 制制（（前前王王没没年年即即位位元元年年、、ここれれ
はは三三国国史史記記がが遵遵守守ししてていいるる））のの差差異異ででああるる。。
書書紀紀はは基基本本的的にに踰踰年年元元年年をを遵遵守守ししてていいるる。。事事実実上上崩崩れれるる場場合合もも係係年年
をを変変更更ししててままででここれれにに対対処処ししてていいるるららししいい。。ここれれにに対対ししてて、、古古事事記記はは
かかななららずずししももここれれにに従従っっててははいいずず、、没没年年称称元元制制をを基基本本ととしし、、一一部部にに踰踰

年年元元年年制制をを用用いいてていいるるよよううにに思思うう。。異異同同のの原原因因ははおおおおむむねね書書紀紀ののほほうう
ににああるるよよううででああるる。。
さんだっ

ちちななみみにに書書紀紀ににおおいいててはは、、基基本本ととすするる踰踰年年元元年年制制がが崩崩れれややすすかかっったた。。
特特殊殊例例とといいううににははほほどど遠遠くく、、譲譲位位やや弑弑逆逆ああるるいいはは纂纂 奪奪ななどどいいくくつつかかのの
ケケーーススでで没没年年称称元元制制をを余余儀儀ななくくさされれたた筈筈ででああるる。。
ととこころろででここのの二二制制はは、、言言葉葉ととししてて分分かかりりににくくくく説説明明上上混混乱乱ののももととにに
ななりりそそううででああるる。。どどのの場場合合もも践践祚祚年年にに年年号号ををかかええるるののだだかからら、、ここれれをを
祚祚年年元元年年ととししてて統統一一ししてておおここうう。。踰踰年年（（改改元元））はは即即位位年年元元年年すすななわわちち
践践祚祚翌翌年年、、祚祚年年（（改改元元））はは践践祚祚年年元元年年とといいうう区区別別ででああるる。。
ささててここううししたた微微妙妙なな異異同同をを除除いいててはは、、書書紀紀とと古古事事記記はは、、基基本本的的にに同同
てい き

きゅうじ

こ き

でんき

一一のの思思想想ののみみななららずず、、同同一一のの方方法法なないいしし手手段段ををももっってて記記述述ししたた。。ここのの
えんぎ

くだら

場場合合、、そそのの史史料料ととななっったたののはは、、帝帝紀紀、、旧旧 辞辞、、諸諸氏氏のの古古記記、、地地方方のの伝伝記記、、
そがのうまこ

そそのの他他のの記記録録、、縁縁起起そそししてて百百済済のの史史書書（（百百済済記記、、百百済済新新撰撰、、百百済済本本記記））
しょうとく

ななどどででああるるがが、、問問題題のの編編纂纂方方法法のの根根幹幹史史料料ととななっったたののはは、、曽曽我我馬馬子子とと
聖聖 徳徳 ととがが編編集集ししたたとといいうう「「天天皇皇記記及及びび国国記記・・臣臣連連伴伴造造国国造造百百八八十十部部
并并公公民民等等本本記記（（天天皇皇記記・・国国記記等等））」」ででああっったたででああろろうう。。
「「天天皇皇記記・・国国記記等等」」はは、、推推古古二二八八年年（（六六二二八八年年））制制作作のの記記事事ががああるる
がが、、ここれれはは古古事事記記のの完完成成とといいわわれれるる和和銅銅七七年年（（七七一一二二年年））、、書書紀紀のの完完成成
ととすするる養養老老四四年年（（七七二二〇〇年年））ののおおよよそそ一一世世紀紀弱弱のの前前ででああるる。。
ちちななみみににここのの時時代代ここそそ、、日日本本がが世世界界、、少少ななくくとともも環環中中国国大大陸陸国国家家世世
界界のの一一員員ととししててのの立立場場をを自自他他ととももにに認認識識しし、、かかつつここれれをを小小帝帝国国主主義義にに
ままでで昇昇華華ししたた時時代代でであありり、、先先ののふふたたりりはは、、そそのの先先駆駆者者ででああっったたののだだとと
思思うう。。
ここののここととがが大大ききなな意意味味ををももつつ。。冒冒頭頭にに述述べべたたよよううにに、、書書紀紀もも古古事事記記
ももととももににそそのの編編纂纂をを天天武武朝朝にに始始めめたた。。
「「大大王王はは神神ににししああれればば」」とといいっったた
天天武武のの勅勅令令ででああるる。。大大和和のの過過去去三三〇〇〇〇年年以以上上のの歴歴史史ののななかかでで、、絶絶対対のの
権権威威をを築築ききああげげたた最最初初のの大大王王でであありり、、こことと編編纂纂ににああっったたっっててももそそのの意意
向向はは絶絶大大ななももののががああっったたにに違違いいなないい。。ししかかしし結結果果ととししててそそのの影影響響はは小小
ささななももののででああっったたとと思思うう。。

書書紀紀をを通通読読すするるとと、、特特にに天天武武つついいでで持持統統のの影影響響ををううけけたたとと思思わわれれるる
いいくくつつかかのの筋筋だだててがが見見ええるる。。ししかかししそそれれ以以上上ででもも以以下下ででももなないい。。
「「現現人人
神神」」たたるる天天武武ににああっっててななおお、、書書紀紀やや古古事事記記のの編編纂纂ににつついいててははささほほどど強強
いい圧圧力力をを行行使使ししななかかっったた。。すすくくななくくとともも編編纂纂方方針針にに口口をを出出ささななかかっったた。。
そそのの根根拠拠ががああるる。。
書書紀紀・・古古事事記記のの基基本本的的なな編編纂纂方方針針のの最最たたるるももののはは、、ほほかかななららぬぬ大大王王
紀紀年年のの引引きき延延ばばししででああっったた。。ううちちそそのの典典型型ととししててつつととにに指指摘摘さされれるるのの
はは、、むむろろんん神神武武のの建建国国紀紀元元年年辛辛酉酉ででああるる。。ここれれはは那那珈珈通通世世氏氏以以来来、、推推
古古九九年年辛辛酉酉（（六六〇〇一一））のの一一蔀蔀一一二二六六〇〇年年ををささかかののぼぼるる、、西西紀紀前前六六六六〇〇
年年ととさされれてていいたた。。
かくめいかんもん

代代表表的的なな論論客客ととししてて大大和和岩岩雄雄氏氏ををああげげれればば、、氏氏ははここれれをを批批判判しし、、一一
〇〇世世紀紀のの文文章章博博士士三三善善清清行行のの「「革革 命命 勘勘 文文」」をを引引用用しし、、一一蔀蔀をを一一三三二二〇〇
年年ととししてて、、斉斉明明七七年年辛辛酉酉（（六六六六一一））すすななわわちち天天智智称称制制元元年年をを起起点点ととすす
るる、、そそのの一一三三二二〇〇年年前前（（前前六六六六〇〇））をを建建国国紀紀元元ととししたた。。ここのの議議論論はは讖讖
緯緯論論ととししててままっったたくく正正当当だだがが、、書書紀紀をを検検証証すするるとといいうう立立場場でではは決決ししてて
そそううででははなないい。。
さいめい

議議論論のの骨骨子子はは、、一一にに「「革革命命」」とといいううべべきき重重要要事事件件がが、、ここのの斉斉 明明七七年年
すいこ

ににああっってて推推古古九九年年ににははなないいとといいうう事事実実ででああるる。。そそのの通通りりでで、、斉斉明明七七年年
はは、、斉斉明明がが新新羅羅侵侵攻攻途途中中のの七七月月にに筑筑紫紫にに没没しし天天智智がが事事実実上上ここのの後後をを襲襲
っったた年年ででああるる。。形形式式上上のの天天智智即即位位ははそそのの六六年年後後ででああるる。。神神武武のの建建国国元元

いかるが

年年革革命命のの年年をを算算出出すするる起起点点ととすするるににはは、、ううっっててつつけけのの事事件件ででああっったた。。
ううっっててつつけけのの事事件件ででああるるここととがが作作為為的的ででももああるる。。
推推古古九九年年ににはは、、特特別別なな記記事事ははななににももなないい。。聖聖徳徳がが斑斑 鳩鳩にに宮宮をを興興ててたた
ととああるるばばかかりりででああるる。。たただだしし一一〇〇年年ににはは、、来来目目王王子子をを新新羅羅征征討討将将軍軍とと

よ

しし筑筑紫紫にに至至っったた、、ととああるる。。つついいででここうういいうう記記事事ももああるる。。

かんろく

とんこうほうじゅつ

冬冬一一〇〇月月、、百百済済のの僧僧観観 勒勒来来けけりり。。仍仍りりてて暦暦本本及及びび天天文文地地理理
のの書書、、并并せせてて遁遁 甲甲 方方 術術 のの書書をを貢貢るる。。是是のの時時にに、、書書生生三三、、四四

てんもんとんこう

れきほう

ほうじゅつ

人人選選びびてて観観勒勒にに学学びび習習わわししむむ。。陽陽胡胡史史のの祖祖玉玉陳陳暦暦 法法をを習習うう。。
大大友友村村主主高高聡聡天天 文文 遁遁 甲甲をを学学ぶぶ。。山山背背臣臣日日立立 方方 術術 をを学学ぶぶ。。皆皆
学学びびてて業業をを成成ししつつ。。

「「皆皆学学びびてて業業ををななししつつ」」とといいうう、、ここのの推推古古一一〇〇年年のの記記事事をを率率直直にに評評
価価すすべべききだだとと思思うう。。暦暦はは六六世世紀紀のの欽欽明明のの時時代代ににすすででにに入入っってていいたた。。もも
っっとといいううなならら五五世世紀紀ののたたぶぶんん雄雄略略のの時時代代ににすすででににそそのの根根幹幹がが伝伝わわっってて
いいたた。。ししかかしし、、そそれれはは暦暦博博士士とといいうう人人をを導導入入ししたたののででああっってて、、暦暦のの運運
用用ももそそのの人人にに任任せせたたののででああるる。。
おくりな

とよ み か し き や ひめ

観観勒勒ははそそれれととはは違違いい、、暦暦のの技技術術つついいでで思思想想をを大大和和にに伝伝ええたた。。推推古古とと
いいうう漢漢風風 謚謚 をを改改めめててみみななおおささななけけれればばななららなないい。。豊豊御御食食屋屋姫姫とといいうう
そがのうまこ

和和風風謚謚ををももつつここのの大大王王はは、、そそのの多多様様なな事事績績ににかかかかわわららずず推推古古とと謚謚さされれ
たたののででああるる。。ここれれがが聖聖徳徳とと曽曽我我馬馬子子のの編編んんだだとといいうう天天皇皇記記・・国国記記等等とと
関関係係ししてていいなないいははずずははなないい。。
思思ううににそそののとときき玉玉陳陳がが習習得得ししたた暦暦法法はは技技術術にに習習得得のの比比重重ががああっってて、、
讖讖緯緯のの思思想想はは形形骸骸的的かかああるるいいはは簡簡略略ななももののででああっったた。。聖聖徳徳とと曽曽我我馬馬子子
ははここれれをを概概要要ににおおいいてて援援用用しし、、大大和和のの暦暦法法実実施施のの年年をを起起点点にに、、一一二二六六
〇〇年年ささかかののぼぼっったた神神武武建建国国元元年年辛辛酉酉をを算算出出ししたたにに違違いいなないい。。ここれれがが素素
ゆうきゅう

直直なな考考ええかかたたででああるる。。
大大王王紀紀年年をを 悠悠 久久 ののかかななたたへへ追追いいややっったたののもも、、建建国国元元年年をを前前六六六六〇〇
年年ににささかかののぼぼららせせたたののもも、、要要すするるにに天天皇皇記記・・国国記記等等のの編編者者ででああっったたとと
思思うう。。書書紀紀とと古古事事記記ははここのの方方針針をを基基本本的的にに遵遵守守ししたた。。建建国国元元年年のの設設定定
はは、、そそももそそもも大大王王紀紀年年ののひひききののばばししとと密密接接なな関関係係ががああっったた。。いいわわばば編編
纂纂方方針針そそののももののででああるるとといいっってていいいい。。そそれれででななおお、、書書紀紀おおよよびび古古事事記記
のの基基本本的的骨骨格格はは、、推推古古のの時時代代のの天天皇皇記記・・国国記記等等にに拠拠っってていいるるののででああるる。。
天天皇皇記記・・国国記記等等はは逸逸文文すすらら残残ららなないいかからら、、むむろろんんここののここととはは確確実実にに
証証明明すするるここととははででききなないい。。だだかからら、、わわれれわわれれははややははりり書書紀紀とと古古事事記記をを
ももっってて、、ここのの話話ををつつづづけけるるししかかなないい。。たただだそそのの編編纂纂方方針針ににおおいいてて、、そそ

ううししたた過過去去のの史史書書にに決決定定的的なな影影響響をを受受けけたたここととをを認認識識ししつつつつああららたためめ
てて検検討討ををつつづづけけれればばよよいい。。
話話ををももととにに戻戻そそうう。。
書書記記かかららそそのの紀紀年年をを復復元元すするる手手掛掛かかりりはは、、ななおおははっっききりりししなないい。。しし
かかしし本本来来途途方方ももななくく複複雑雑なな筈筈ももなないい。。いいくくつつかかのの根根拠拠ののあありりそそううなな記記
事事とと、、根根拠拠ののなないい記記事事ととををつつききああわわせせてて、、意意図図的的にに仮仮託託さされれてていいるるかか
もも知知れれなないい文文脈脈ををととりりああええずず挙挙げげててみみるる。。そそのの上上ででここれれららのの文文脈脈ががどど
れれだだけけ体体系系的的ににつつかかわわれれてていいるるかかをを調調べべててみみるる。。ここうういいうう作作業業ののくくりり
返返ししでで、、たたぶぶんんそそううかかもも知知れれなないいとといいうう書書記記のの編編者者のの意意図図ししたたススタタイイ
ルルががいいくくつつかか想想定定ででききるるででああろろうう。。
ススタタイイルルののううちちでで、、ここのの後後のの記記述述ののたためめにに、、ここここででととりりああええずずいいくく
つつかかのの仮仮定定をを提提起起ししてておおききたたいい。。以以下下のの記記述述ははここれれららのの仮仮定定ののううええにに
ななりりたたつつがが、、そそののたためめにに、、再再構構成成さされれたたそそれれははつつままるるととこころろ、、古古代代史史

りっこう

さいぐう

のの結結構構壮壮大大なな虚虚構構ととももななりり得得るるここととををああららかかじじめめ注注意意ししてておおききたたいい。。

りったいし

立立<太太子子没没年年・・立立 后后元元年年・・斎斎 宮宮元元年年とといいうう仮仮定定 >
仮仮定定ははままずず、、つつぎぎのの三三項項目目ででああるる。。

立立后后元元年年

斎斎宮宮記記事事のの翌翌年年をを当当王王元元年年ととすするる

立立后后記記事事のの前前年年をを当当王王元元年年ととすするる

---------------------------------------------------立立太太子子没没年年
立立太太子子記記事事のの翌翌年年をを当当王王没没年年ととすするる
斎斎宮宮元元年年

斎斎宮宮記記事事のの当当年年はは斎斎宮宮践践祚祚年年
--------------------------------------------------次次いいででササブブ的的なな援援用用仮仮定定ででああるる。。

陵陵葬葬記記事事のの翌翌年年をを当当王王元元年年ととすするる

----------------------------------------------遷遷宮宮元元年年
遷遷宮宮記記事事のの当当年年をを当当王王元元年年ととすするる
陵陵葬葬元元年年
------------------------------------------------

簡簡単単にに意意味味だだけけ述述べべてておおくくここととににししたたいい。。そそれれががななぜぜそそううななののかかとと
いいうう理理由由ににつついいててはは、、ここのの種種のの仮仮定定のの成成りりたたちちかかららししてて、、繁繁雑雑ででももああ
りり省省略略ししたたいい。。仮仮定定ととそそのの検検証証はは当当然然そそのの相相互互のの対対照照ののくくりり返返ししにによよ
るるののでで、、以以下下ののすすべべててのの記記述述ががいいわわばばここのの理理由由のの拠拠っってて立立つつととこころろでで
ああるる。。
立立太太子子没没年年ととはは、、書書記記のの立立太太子子記記事事ののああららわわれれたた年年がが、、そそのの記記事事をを
通通じじてていいるる大大王王のの事事実実上上のの没没年年でであありり、、没没年年とと記記録録さされれてていいるる紀紀年年はは
そそのの紀紀年年のの延延長長線線上上ににあありり、、該該当当すするる後後代代のの大大王王（（例例ええばば四四代代後後のの大大
王王））のの没没年年ででああるる。。
ちちななみみにに雄雄略略とと応応神神ははここのの立立太太子子没没年年とと没没年年がが一一致致すするる。。垂垂仁仁はは一一
年年違違いいででおおおおままかかにに一一致致すするる。。先先にに述述べべたた大大王王紀紀年年のの基基本本的的なな構構造造がが、、
たたととええばば四四代代以以上上前前のの大大王王のの元元年年かからら当当王王没没年年ままででをを通通ずずるるなならら、、そそ
のの際際ののここれれをを記記録録すするる手手法法ももああるる程程度度想想像像ででききるる。。他他のの重重要要項項目目でで事事
実実上上のの没没年年等等をを仮仮託託すするるののででああるる。。立立太太子子没没年年とといいうう概概念念ははななかかででもも
ももっっとともも穏穏当当なな手手法法にに違違いいなないい。。
立立后后元元年年ととはは、、立立后后記記事事ののああららわわれれたた年年ががすすななわわちち当当王王のの二二年年ででああ
りり、、ししたたががっってて当当王王のの即即位位元元年年ははそそのの前前年年ででああるる。。雄雄略略かからら神神武武ににいい
たたるる二二二二王王ののかかななりりのの大大王王はは二二年年立立后后ととししてていいるる。。
斎斎宮宮とといいううののはは、、書書紀紀のの基基本本的的なな観観念念ののななかかでで、、大大王王のの践践祚祚（（即即位位
ののここととででああるるがが書書紀紀のの扱扱いいののななかかでではは、、即即位位ははここれれをを元元年年一一月月ななどどとと
ししてて、、践践祚祚とと区区別別ししてていいるる））のの儀儀礼礼ののひひととつつででああるる。。ししたたががっってて斎斎宮宮
のの記記事事ののああららわわれれたた年年がが当当王王践践祚祚のの年年でであありり、、翌翌年年がが元元年年ででああるる。。斎斎

宮宮記記事事はは雄雄略略以以前前ににおおいいてて、、次次のの四四条条ががああるる。。

景景行行二二十十年年

垂垂仁仁二二五五年年
斎斎宮宮のの栲栲幡幡皇皇女女自自刃刃

五五百百野野皇皇女女をを斎斎宮宮にに（（倭倭姫姫替替ららずず））

倭倭姫姫をを斎斎宮宮にに（（豊豊鍬鍬にに替替ええ））

--------------------------------------------------崇崇神神六六年年
豊豊鍬鍬入入姫姫をを斎斎宮宮にに

雄雄略略三三年年
----------------------------------------------------

たくはた

雄雄略略三三年年のの記記事事はは特特殊殊だだがが、、栲栲 幡幡をを伊伊勢勢にに派派遣遣ししたた大大王王ままたた王王子子がが
罪罪をを得得てて没没しし、、ここれれにに連連座座ししてて自自刃刃ししたたよよううにに読読めめるる。。雄雄略略紀紀がが木木梨梨
軽軽元元年年かからら始始ままるるたためめにに、、ここれれはは木木梨梨のの廃廃嫡嫡ににととももななうう事事件件ででああろろうう。。
やまとひめ

ひめん

景景行行二二十十年年のの記記事事はは景景行行ががそそのの皇皇女女をを斎斎宮宮ととししてて派派遣遣ししたた記記事事ででああ
るるがが、、前前王王垂垂仁仁のの派派遣遣ししたた 倭倭 姫姫をを罷罷免免ししてていいなないい。。罷罷免免はは原原則則ととしし
てて派派遣遣のの主主のの没没ままたた罪罪ににととももななううももののでで、、ここここででははそそううででははなないいかからら、、
垂垂仁仁のの没没にによよるるののででななくくほほかかのの事事情情ががああるる。。
垂垂仁仁のの倭倭姫姫はは異異論論ののなないい践践祚祚事事例例でで、、かかつつ伊伊勢勢斎斎宮宮のの嚆嚆矢矢ででああっったた。。

とよすき

し き みずかきのみや

二二五五年年ににはは大大和和にに次次いいでで忍忍坂坂ささららにに適適地地をを辿辿っってて二二六六年年にに伊伊勢勢にに至至っっ
たた。。
かさぬひのむら

崇崇神神のの豊豊 鍬鍬はは斎斎宮宮記記事事のの初初出出でで、、当当初初はは磯磯城城 瑞瑞 垣垣 宮宮 のの宮宮城城ののななかか
ににああっったた。。次次いいでで 笠笠 縫縫 邑邑 にに祀祀っったた。。
つつづづいいててササブブ的的なな仮仮定定ととししたた遷遷宮宮元元年年はは、、書書紀紀にによよれればばほほぼぼ即即位位元元
年年ととととももにに宮宮ををたたててるるととああるるかからら、、基基本本的的ににはは元元年年のの記記事事ででああるる。。践践
祚祚年年（（即即位位元元年年のの前前年年））のの場場合合ももああるる。。特特殊殊なな例例ととししててはは崇崇神神三三年年のの
磯磯城城瑞瑞垣垣宮宮遷遷宮宮ががああるる。。
同同じじくく陵陵葬葬元元年年もも編編者者のの観観念念ととししてて、、没没年年のの翌翌年年ををそそのの年年ととすするる記記
事事がが一一般般的的ででああるる。。陵陵墓墓のの築築造造にに期期間間をを要要ししたたここととををいいううののででああろろうう。。
ままたたここのの場場合合、、陵陵葬葬のの記記事事はは即即位位ししたた当当王王ににかかかかわわるるかからら、、当当王王元元年年
をを意意味味すするるここととととななるるがが、、実実際際はは没没年年ががすすななわわちち陵陵葬葬のの年年ででああっったたでで

ああろろうう。。
ここれれららのの仮仮定定にに加加ええてて、、ささららににひひととつつのの派派生生的的なな仮仮定定をを述述べべてておおかか
ななけけれればばななららなないい。。先先にに述述べべたたよよううにに、、紀紀年年をを特特定定すするるににああたたっっててはは、、
書書紀紀ににああっってていいくくつつかか本本来来のの踰踰年年元元年年ににももととるるとと見見らられれるる記記事事ががああるる。。
一一見見隠隠さされれてていいてて、、そそののつつどど混混乱乱すするるがが、、見見過過ごごすすわわけけににははいいかかなないい。。
たたととええばば敏敏達達元元年年四四月月即即位位のの記記事事ななどどははそそのの典典型型ででああるる。。

雄雄<略略～～推推古古紀紀年年表表 >
----------------------------------------------書書紀紀
古古事事記記
----------------------------------------------大大王王
即即位位元元年年
治治世世 没没年年
没没年年

祟祟峻峻

用用明明

敏敏達達

欽欽明明

宣宣化化

安安閑閑

継継体体

武武烈烈

仁仁賢賢

顕顕宗宗

清清寧寧

癸癸丑丑

戊戊申申

丙丙午午

壬壬辰辰

庚庚申申

丙丙辰辰

甲甲寅寅

丁丁亥亥

己己卯卯

戊戊辰辰

乙乙丑丑

庚庚申申
480
485
488
499
507
534
536
540
572
586
588
593

1乙乙
4 巳巳
丁丁
2 未未

己己
4 未未
3辛辛
2 卯卯

2辛辛
5 亥亥
乙乙
2 卯卯

1戊戊
1 辰辰
己己
8 卯卯

甲甲
5 子子
丁丁
3 卯卯

628

587

571

535

506

487

592

585

539

531

498

484

壬壬
5 子子
3戊戊
6 子子

戊戊子子

壬壬子子

丁丁未未

甲甲辰辰

乙乙卯卯

丁丁未未

628

592

587

584

535

527

----------------------------------------------雄雄略略
丁丁酉酉 457
2己己
3 未未 479 己己巳巳 489

推推古古

-----------------------------------------------

ままずず敏敏達達のの没没年年がが書書紀紀でではは乙乙巳巳（（五五八八五五））、、古古事事記記でではは甲甲辰辰（（五五八八四四））
ででああるるここととにに注注意意ししたたいい。。
こうらいし

書書紀紀にによよれればば、、敏敏達達はは壬壬辰辰（（五五七七二二））四四月月にに即即位位しし、、そそのの五五月月のの条条
きんめい

にに、、高高麗麗使使ははいいまま何何処処ににいいるるかかとと曽曽我我馬馬子子にに訊訊ねねてていいるる。。そそのの記記事事にに
注注ししてて、、ここのの高高麗麗使使はは前前年年越越のの国国にに漂漂着着ししたたととああるるがが、、欽欽 明明紀紀ににははここ
のの漂漂着着ははそそのの三三一一年年ととあありりそそのの二二年年前前ででああるる。。ししたたががっってて、、敏敏達達元元年年
ののここのの記記事事はは、、前前年年のの欽欽明明三三二二年年（（五五七七一一））、、すすななわわちち欽欽明明没没年年ののそそれれ
ととみみれればば文文脈脈がが通通るる。。欽欽明明没没年年のの三三二二年年ここそそ敏敏達達元元年年ででああっったたとと思思うう。。
つつままりり壬壬辰辰（（五五七七二二））ででななくく辛辛卯卯（（五五七七一一））ででああるる。。敏敏達達のの即即位位がが例例
外外的的にに四四月月ででああるるとと述述べべてていいるるののもも、、ここれれをを示示唆唆ししてていいるるよよううにに見見ええ
るる。。
ちちななみみにに書書紀紀ににはは、、欽欽明明ががそそのの死死にに先先だだっってて敏敏達達にに譲譲位位ししたたかかののよよ
ううなな記記事事ももああるる。。
ししかかしし書書紀紀ははそそのの基基本本的的見見解解かからら践践祚祚元元年年ををととららななかかっったた。。敏敏達達がが
乙乙巳巳（（五五八八五五））にに没没ししてていいるるなならら、、そそのの治治世世はは一一五五年年だだがが、、踰踰年年元元年年
をを遵遵守守ししたたたためめ、、そそのの治治世世はは一一四四年年ででああっったた。。すするるとと古古事事記記ががここれれをを
どどうう処処理理ししたたかかがが分分かかるる。。践践祚祚元元年年すすななわわちち辛辛卯卯（（五五七七一一））をを敏敏達達元元
年年ととししたたののででああるる。。たただだしし治治世世ははここれれをを書書紀紀とと同同じじくく一一四四年年ととししたた。。
ここれれがが書書紀紀がが敏敏達達没没をを乙乙巳巳（（五五八八五五））ととしし、、古古事事記記がが甲甲辰辰（（五五八八四四））
ととししたた理理由由ででああっったた。。ししたたががっってて結結果果にに一一年年のの異異同同ががああるるののはは古古事事記記
のの方方がが粗粗雑雑ででああっったたたためめででああるる。。ししかかしし即即位位のの背背景景をを記記録録すするる姿姿勢勢にに
じゅぜん

おおいいててはは、、古古事事記記ががよよりり適適切切ででああろろうう。。
ととににかかくく敏敏達達ににおおいいててはは、、受受 禅禅にによよるる祚祚年年元元年年のの伝伝承承がが確確ととししててああ
っったた。。そそれれででななおお、、治治世世年年だだけけはは両両書書にに共共通通ににししてて重重いい伝伝承承ででああっったた
ととすすれればば、、係係年年にに冠冠すするる今今後後のの検検討討にに、、ひひととつつのの材材料料ががああたたええらられれたた
ここととににななるる。。
ようめい

ちちななみみにに古古事事記記はは、、即即位位元元年年はは統統一一的的ににここれれをを記記ささなないい。。没没年年をを書書
くくばばかかりりででああるる。。ししかかしし即即位位元元年年をを記記録録すするるととすすれればば、、ここここにに用用 明明即即
位位元元年年をを書書紀紀とと同同じじくく丙丙午午（（五五八八六六））とと書書いいたたとと思思うう。。敏敏達達没没年年のの二二

年年後後ででああるる。。事事実実とと異異ななるる二二年年後後のの即即位位とといいうう、、ここのの不不規規則則なな記記述述のの
仕仕方方はは、、践践祚祚元元年年をを扱扱うう書書紀紀・・古古事事記記のの編編纂纂方方針針のの一一つつででああっったたとと思思
うう理理由由ががああるる。。
古古事事記記はは検検証証ししよよううががなないいがが、、書書紀紀ににははここのの時時代代をを除除くく前前代代のの大大王王
のの記記録録にに多多くくここのの記記述述法法ががみみらられれるる。。
ももととももとと受受禅禅ををははじじめめととすするる祚祚年年元元年年制制はは、、以以外外ににもも弑弑逆逆ああるるいいはは
女女王王のの退退位位ななどどいいくくつつかかのの理理由由でで行行わわれれたた。。ここれれががつつねねにに書書紀紀とと古古事事
記記のの対対照照でで解解かかれれれればば問問題題ははなないいがが、、古古事事記記のの没没年年干干支支はは記記載載例例ががああ
ままりりにに乏乏ししいい。。書書紀紀のの記記述述のの背背後後ににかかくくれれてていいるるここのの記記述述法法をを、、ああらら
かかじじめめ整整理理ししてておおかかななけけれればばななららなないい。。
ここれれをを仮仮にに、、特特殊殊月月即即位位ななららびびにに特特殊殊年年即即位位とといいううここととににすするる。。書書
紀紀全全編編をを通通じじてて、、ここのの特特殊殊月月即即位位・・特特殊殊年年即即位位ととみみらられれるる記記述述はは一一二二
条条ああるる。。

特特<殊殊月月即即位位とと特特殊殊年年即即位位ににつついいてて >
ままずず一一覧覧ししよようう。。

履履中中元元年年

仁仁徳徳元元年年

仲仲哀哀元元年年

景景行行元元年年

考考昭昭元元年年

愨愨徳徳元元年年

十十二二月月特特殊殊月月即即位位 特特殊殊年年即即位位（（二二年年））

二二月月特特殊殊月月即即位位

一一月月即即位位

一一月月即即位位

七七月月特特殊殊月月即即位位

一一月月即即位位

二二月月特特殊殊月月即即位位

特特殊殊年年即即位位（（三三年年））

特特殊殊年年即即位位（（二二年年））

--------------------------------------------------綏綏靖靖元元年年 一一月月即即位位
特特殊殊年年即即位位（（三三年年））

允允恭恭元元年年

一一月月即即位位

特特殊殊年年即即位位（（三三年年））

特特殊殊年年即即位位（（二二年年））

安安閑閑元元年年

てんむ

天天武武二二年年

考考徳徳元元年年

敏敏達達元元年年
二二月月特特殊殊月月即即位位

六六月月特特殊殊月月即即位位

四四月月特特殊殊月月即即位位
特特殊殊年年即即位位（（二二年年））

---------------------------------------------------

簡簡単単なな説説明明をを加加ええるる。。
天天武武はは前前年年にに践践祚祚しし翌翌年年をを踰踰年年元元年年ととししてていいるる。。通通常常ととおおななじじででああ
るる。。ここここにに即即位位とといいううののはは事事実実条条即即位位式式ででああるるかからら、、天天武武ををももっっててはは
こうとく

じじめめてて即即位位とと即即位位儀儀礼礼をを分分けけたたののででああるる。。ししたたががっっててここれれはは特特殊殊なな表表
記記ででははああるるがが、、異異常常なな記記事事ででははなないい。。ままたた考考 徳徳はは己己巳巳のの変変（（太太化化のの改改
新新））のの起起ききたた、、そそのの六六月月にに皇皇極極のの譲譲位位ををううけけてて即即位位ししたたののででああるるかからら、、

あんかん

明明確確なな受受禅禅にによよるる祚祚年年改改元元ででああるる。。書書紀紀ももここれれままでで踰踰年年元元年年制制をを当当てて
ははめめたたりりししなないい。。
敏敏達達はは先先述述ししたた。。安安 閑閑ももそそのの経経緯緯かかららししてて継継体体のの譲譲位位でであありり、、そそのの
趣趣旨旨のの記記事事ももああるる。。特特殊殊年年即即位位ととししてて操操作作ががししててああるるででああろろうう。。係係年年
のの修修正正がが必必要要ででああるる。。
いんぎょう

允允 恭恭 はは病病ののたためめ即即位位がが遅遅れれたたとといいいい異異常常ははなないい。。履履中中はは敏敏達達とと同同
じじくく、、そそのの元元年年のの記記事事がが即即位位前前期期ののそそれれとと重重複複がが見見らられれるるかからら、、理理由由
はは分分かかららなないいがが祚祚年年改改元元ななののででああろろうう。。ここれれもも修修正正をを要要すするる。。

すいぜい

仁仁徳徳はは菟菟道道王王子子とと位位をを譲譲りりああいい、、即即位位前前のの空空位位ににはは然然るるべべきき理理由由がが
ああっったた。。
仲仲哀哀・・考考昭昭・・綏綏 靖靖ににはは然然るるべべきき説説明明ががなないいがが、、景景行行ははそそのの即即位位ににああ
さんだつ

たたっってて「「年年号号をを変変ええるる」」とと明明記記さされれてていいるるかからら、、先先述述ののよよううににここれれはは
譲譲位位ななどど祚祚年年改改元元ににああたたるるとと思思うう。。纂纂 奪奪かかもも知知れれなないい。。
ささてて、、ここここでではは特特殊殊月月即即位位ののああっったた大大王王のの次次王王ままたた次次々々王王ににああっってて、、
かかななららずず特特殊殊年年即即位位がが起起ここっってていいるるここととにに留留意意ししたたいい。。敏敏達達のの例例ととおお
ななじじくく、、治治世世のの年年数数にに確確ととししたた伝伝承承ががああっっててななおおここれれをを没没年年称称元元ととすす
れればば、、当当王王のの没没年年はは一一年年遡遡るるここととににななりり、、次次王王等等のの即即位位はは前前王王没没年年のの

翌翌々々年年つつままりりここここにに一一年年のの差差違違をを生生ずずるるここととににななるる。。
敏敏達達のの没没年年をを、、書書紀紀がが乙乙巳巳（（五五八八五五年年））、、古古事事記記がが甲甲辰辰（（五五八八四四年年））
じょうぐうしょうとく

ととししてていいるるののはは、、先先述述ののよよううににここのの理理由由にによよるるででああろろうう。。
ほうおうていせつ

ちちななみみにに推推古古のの治治世世をを書書紀紀がが三三六六年年ととしし、、他他のの 上上 宮宮 聖聖 徳徳 関関係係記記事事
す しゅん

（（法法 王王 帝帝 説説ななどど））がが三三七七年年ととししてて、、ととももにに没没年年はは戊戊子子（（六六二二八八年年））とと
ししてていいるるののももここののたためめかかもも知知れれなないい。。つつままりりはは前前王王崇崇 峻峻 がが弑弑逆逆にによよ
っったたたためめにに、、例例外外的的にに祚祚年年改改元元をを宣宣ししたたとといいうう可可能能性性ががああるる。。
書書紀紀はは結結局局譲譲位位ははここれれをを除除いいてて、、ととももかかくくもも全全編編をを通通じじてて踰踰年年元元年年
のの制制をを遵遵守守ししてていいるるよよううにに見見ええるる。。（（古古事事記記ははここのの点点微微妙妙なな揺揺れれががああ
るる））ししたたががっってて書書紀紀ににおおいいててはは、、ここここにに見見らられれるるいいくくつつかかのの譲譲位位等等のの
修修正正をを勘勘案案すするるととすすれればば、、特特殊殊月月即即位位ははここれれをを祚祚年年改改元元おおよよびび元元年年とと
しし、、特特殊殊年年即即位位のの紀紀年年ももままたたそそのの一一年年をを遡遡っってて復復元元ししななけけれればばななららなな
いいとと思思うう。。
以以上上がが書書紀紀ををししてて、、紀紀年年のの復復元元ををすするる基基本本的的仮仮定定のの概概要要ででああるる。。そそ
うう複複雑雑ででももなないい。。
ささてて歴歴史史はは一一国国のの歴歴史史ででははなないい。。他他のの国国家家ととののかかかかわわりりががああっってて成成
立立すするる。。記記録録のの存存在在ししなないい歴歴史史ががあありりええなないいよよううにに、、歴歴史史はは記記録録とといい
うう意意識識とと概概念念ののももととにに誕誕生生すするるででああろろうう。。本本題題ををささららにに進進めめるる前前にに、、
列列島島にに間間断断ななくく影影響響をを与与ええつつづづけけたた大大陸陸とと半半島島のの情情勢勢ををみみてておおかかななけけ
れればばななららなないい。。

第第二二節節 大大陸陸とと半半島島

鳥鳥<瞰瞰すするる視視点点 >
岡岡田田英英弘弘氏氏のの「「倭倭国国」」とといいうう本本ががああるる。。ここれれ以以上上ははなないい簡簡潔潔なな題題名名
ををももつつここのの本本はは、、つつねねにに書書店店のの棚棚ににああるる静静かかななベベスストトセセララーーののひひととつつ
ななののだだがが、、古古代代史史とといいうう分分野野ででははままずず手手ににととっっててみみるるべべきき一一冊冊ででああるる
とと思思うう。。分分かかりりににくくくくととももすすれればば恣恣意意的的ににななりりががちちなな古古代代史史論論ののななかか
でで、、簡簡ににししてて要要をを得得たた通通史史ででああるる。。
印印象象的的ななののはは、、歴歴史史ををししてて小小気気味味よよくく鳥鳥瞰瞰すするる視視野野ななののだだとと思思ううがが、、
そそのの視視野野ののももととととななるるレレンンズズががいいいい。。氏氏ははそそのの題題ににかかかかわわららずず、、日日本本
のの古古代代史史にに先先だだっっててままずず中中国国のの歴歴史史かかららははじじめめ、、そそのの影影響響のの多多寡寡をを半半
島島でで計計りりつついいでで日日本本列列島島へへのの波波及及をを計計測測すするる。。
そそのの計計るる距距離離計計ははたたととええばば人人口口とといいうう秤秤ででああるるがが、、ここううししたた定定規規をを
いん

しゅう

せんごく

しゅんじゅう

ああててててみみるるとと、、歴歴史史そそののもものの輪輪郭郭ががよよくくみみええててくくるるららししいい。。
か

ぜんかん

中中国国のの人人口口はは夏夏・・殷殷・・ 周周 のの時時代代ははととももかかくく、、戦戦 国国・・ 春春 秋秋 ままでではは
しん

せせいいぜぜいい数数百百万万ににととどどままっってていいたた。。秦秦（（前前二二二二一一年年））次次いいでで前前 漢漢（（前前
二二〇〇二二年年））がが勃勃興興すするるににおおよよんんでで急急激激なな膨膨張張ががははじじままりり、、わわずずかか半半世世
ごかん

紀紀後後のの漢漢のの武武帝帝のの時時代代にに至至っってて、、人人口口はは一一挙挙にに五五千千万万をを超超ええたた。。前前漢漢
のの末末かからら後後漢漢ののははじじめめにに一一時時期期一一千千万万台台ままでで減減じじるるここととががああっったたがが、、

さんごく じ だ い

ささららににそそのの後後にに再再びび五五千千万万台台にに回回復復ししてて後後漢漢のの末末ままででかかわわららななかかっったた
とといいうう。。
こうきん

延延べべ四四〇〇〇〇年年間間ででああるる。。「「漢漢のの平平和和」」ででああっったた。。
さんごくていりつ

後後漢漢末末のの一一八八四四年年、、黄黄 巾巾のの乱乱がが興興りり、、四四〇〇年年後後にに三三 国国時時代代にに入入るる。。
人人口口もも激激減減しし、、三三 国国 鼎鼎 立立のの時時代代ののそそれれはは五五百百万万ででああっったたとといいうう。。二二六六
ご こ じゅうろくこく じ だ い

なんぼくちょう じ だ い

五五年年晋晋がが統統一一ししたたとときき一一時時一一千千万万台台ににももどどししたたがが、、三三〇〇〇〇年年ににはは八八王王
のの乱乱ががおおここりり、、つついいでで五五胡胡 十十 六六 国国時時代代ささららにに 南南 北北 朝朝 時時代代にに突突入入すするる
にに及及んんでで、、ここれれをを通通ずずるる延延べべ三三〇〇〇〇年年のの間間、、人人口口はは数数百百万万台台でで推推移移しし

ずい

てて回回復復すするるここととががななかかっったた。。
おそ

とう

五五八八九九年年にに隋隋がが統統一一をを果果たたしし、、六六一一八八年年ににはは隋隋をを襲襲っったた唐唐のの建建国国がが
成成るるとと、、中中国国のの人人口口はは再再びび五五千千万万台台をを擁擁すするるにに至至っったた。。後後漢漢末末以以来来四四
世世紀紀ぶぶりりののここととででああっったた。。

こうが

ちゅうげん

唐唐ははそそのの後後九九〇〇七七年年ままでで王王朝朝をを続続けけののべべ三三〇〇〇〇年年余余のの勢勢威威をを誇誇っったた。。
「「唐唐のの平平和和」」ででああるる。。
そそのの中中国国文文明明のの発発祥祥はは黄黄河河中中流流域域ののいいわわゆゆるる 中中 原原 のの地地ででああっったた。。
特特筆筆すすべべききははそそのの後後一一九九世世紀紀にに至至るるおおよよそそ四四〇〇〇〇〇〇年年のの間間、、ひひたたすす

がいえん

ららアアジジアアのの文文明明のの中中心心地地ととししてて存存在在ししつつづづけけたたここととででああるる。。アアララブブ世世
界界ややヨヨーーロロッッパパとと比比べべてて特特異異ななそそれれとといいっってていいいい。。
そそししててそそののたためめにに中中国国はは悠悠久久のの歴歴史史をを通通じじてて、、そそのの外外 延延のの国国家家ままたた
とゆう

都都邑邑にに対対しし強強くく永永続続的的なな影影響響力力をを行行使使ししつつづづけけたた。。中中国国自自体体のの国国家家的的
なな変変動動ととここれれににととももななうう人人口口のの増増減減はは、、直直ちちにに外外延延のの支支配配・・被被支支配配のの
度度合合をを決決めめ、、ままたたはは国国家家興興亡亡のの引引ききががねねととななっったた。。そそのの東東北北部部にに位位置置

いん

ししたた東東北北（（東東北北三三省省））とと半半島島ににおおいいててはは、、つつままりりははここののここととががととくくにに
顕顕著著ででああっったた。。
東東北北とと半半島島にに焦焦点点ををああててななががららここのの悠悠久久のの経経緯緯ををみみててみみよようう。。
か

ぎょうしょう

王王朝朝のの始始ままりりはは夏夏とといいううがが、、そそのの存存在在はは確確認認さされれてていいなないい。。たただだ殷殷のの
りゅうざん

遺遺跡跡のの下下層層にに 竜竜 山山 文文化化、、ささららにに下下層層にに 仰仰 韶韶 文文化化がが認認めめらられれるるかからら、、
しばせん

そそれれららががそそのの痕痕跡跡ででああるるかかもも知知れれなないい。。
ご てい

司司馬馬遷遷はは史史記記のの記記述述をを五五帝帝かからら始始めめてて夏夏・・殷殷・・周周へへとと続続けけてていいるる。。
三三皇皇五五帝帝とといいううがが三三皇皇をを無無視視ししてていいるるかからら、、史史家家司司馬馬遷遷はは五五帝帝かかららがが
歴歴史史だだととみみななししたたよよううででああるる。。すするるとと夏夏はは竜竜山山にに五五帝帝はは仰仰韶韶にに比比定定ささ
れれるるとといいうう説説ががああるるがが、、どどううででああろろううかか。。
しょう

せつ

甲甲骨骨文文ををももつつ殷殷かからら真真のの歴歴史史時時代代がが始始ままるるととししよようう。。
殷殷はは 商商 ととももいいうう。。元元々々はは商商がが正正ししくく、、そそのの始始祖祖のの契契がが夏夏にによよっってて
かなん

河河南南のの商商とといいうう地地にに封封じじらられれてていいたたここととにによよるる。。甲甲骨骨文文ももおおししななべべてて
とうおう

けつおう

商商ととああるる。。自自ららそそうう名名乗乗っったた。。
殷殷のの湯湯 王王がが夏夏のの傑傑 王王をを伐伐っってて王王朝朝をを始始めめたたののはは、、おおよよそそ前前一一八八世世紀紀

あんよう

いんきょ

ととみみらられれるるがが、、いいくくどどかか遷遷都都ををくくりり返返ししたた後後、、前前一一四四世世紀紀にに第第一一九九代代
般般庚庚王王がが安安 陽陽（（殷殷 墟墟））にに遷遷都都ししてて、、以以降降都都はは滅滅亡亡（（前前一一〇〇二二七七））ままでで

こうこつぶん

ここのの地地をを動動かかななかかっったた。。ここのの安安陽陽ががももとと殷殷とといいうう地地ででああっったたたためめにに傍傍
かかららはは殷殷とと呼呼ばばれれるるよよううににななっったた。。史史記記もも殷殷ととすするる。。
ここのの安安陽陽のの時時代代がが事事実実上上殷殷のの興興隆隆期期ででああっったた。。出出土土すするる甲甲 骨骨 文文もも般般
庚庚王王以以降降のの記記録録をを残残しし、、史史記記のの記記載載とともも整整合合すするるここととがが分分かかっってていいるる。。
すすででにに文文字字ををももっってていいたたここのの高高文文化化がが、、外外延延ののどどのの地地域域ままでで影影響響をを
及及ぼぼししてていいたたののかかはは明明ららかかででははなないい。。実実際際的的なな勢勢力力版版図図ははそそのの興興隆隆期期
そ

なんばん

えん

ににおおいいててもも、、せせいいぜぜいい黄黄河河中中流流域域一一帯帯にに過過ぎぎななかかっったたがが、、文文化化のの及及んん
だだ範範囲囲はは広広くく、、南南はは後後世世のの楚楚・・南南 蛮蛮、、北北もも後後世世のの燕燕のの版版図図にに迫迫るる勢勢いい
ででああっったたららししいい。。
ししかかししそそここままででででああるる。。文文明明のの波波及及すするるかかたたちちはは一一律律ででなないいかからら一一
概概ににははいいええなないいがが、、殷殷のの文文化化がが東東北北・・半半島島ににままでで到到達達ししたたととははととててもも
けい

ぺきん

思思ええなないい。。おおそそららくく殷殷滅滅亡亡後後西西周周がが北北方方にに封封じじたた燕燕のの立立国国とと、、そそのの首首
都都・・薊薊（（北北京京））のの誕誕生生ととにに深深くくかかかかわわるるででああろろうう。。
すすななわわちち殷殷はは安安陽陽遷遷都都（（前前一一四四世世紀紀））のの後後、、いいくくぶぶんん版版図図をを後後退退しし
しゅう

ななががらら悠悠久久のの三三世世紀紀をを経経世世しし、、前前一一一一世世紀紀新新興興のの 周周 にに攻攻めめらられれ滅滅亡亡
（（前前一一〇〇二二七七年年））すするる。。
き

しょうこう

殷殷にに代代わわっったた西西周周（（前前一一〇〇二二七七～～前前七七七七〇〇））はは、、建建国国ににととももなないい封封
建建制制をを敷敷いいてて各各地地にに諸諸侯侯をを封封じじたたがが、、北北方方ににはは同同姓姓（（姫姫））のの 召召 公公 をを
封封じじたた。。
ここれれがが燕燕ででああるる。。そそのの首首長長はは「「侯侯」」ででああっったたがが「「公公」」ささららにに「「王王」」
をを称称ししたた。。
召召はは周周とと同同じじくく姫姫姓姓ななががらら周周ととはは別別のの国国ででももととももとと周周のの南南方方ににああっっ
てて自自立立ししてていいたたがが、、周周がが殷殷をを攻攻めめるるににああたたっっててここれれをを取取りり込込みみ同同盟盟国国
ととししたたとといいうう。。殷殷のの制制圧圧はは周周召召同同盟盟のの成成果果とといいうう評評価価ががああるる。。薩薩長長同同
こ

あら

盟盟ののよよううななももののででああるる。。ちちななみみににここのの殷殷周周革革命命はは「「周周はは旧旧邦邦とと雖雖もも其其
のの命命はは維維れれ新新たたななりり」」とと修修辞辞さされれたたがが、、革革命命のの語語をを嫌嫌っったた明明治治政政府府はは
ここれれにに倣倣っってて「「維維新新」」ととししたたののででああるる。。

燕燕はは西西周周のの時時代代をを通通じじささららにに東東周周のの春春秋秋（（前前七七七七〇〇～～前前四四〇〇三三））戦戦
ばんきょ

国国（（前前四四〇〇三三～～前前二二二二一一））をを経経てて、、秦秦のの成成立立（（前前二二二二一一））ににととももななっっ

けい

てて滅滅亡亡すするるままでで、、おおよよそそ八八〇〇〇〇年年とといいうう長長大大なな期期間間ををそそのの北北方方にに播播 拠拠
しし続続けけたた。。
史史記記のの文文脈脈かかららすするるとと燕燕がが侯侯都都ととししたたののはは、、薊薊（（北北京京））ででははななかかっっ
たたよよううででああるる。。薊薊にに遷遷都都ししたた時時期期ははよよくく分分かかららなないいがが、、燕燕がが直直ちちにに自自
主主性性をを発発揮揮すするるここととががああれればば、、建建国国かかららままももななくくででああっったたかかもも知知れれなな
いい。。西西周周のの膨膨張張・・興興隆隆ととここれれににととももななうう黄黄金金時時代代とと機機をを一一ににすするるののでで
がいぜんせい

ああれればば、、少少ななくくとともも前前一一〇〇世世紀紀ににはは遷遷都都ししてていいたた筈筈ででああるる。。ここののほほうう
がが蓋蓋 然然 性性がが高高いい。。
たただだここのの点点ににつついいてて、、岡岡田田英英弘弘氏氏はは、、燕燕がが封封ぜぜらられれるる以以前前にに薊薊ははすす

らん が

へいせん

ででにに殷殷人人のの都都市市でであありり、、東東北北かからら半半島島にに至至るる交交易易をを一一手手ににすするる貿貿易易セセ
ンンタターーででああっったたとといいっってていいるる。。
りょうげん

りょう が

ちょうよう

薊薊（（北北京京））かからら東東北北方方へへのの交交通通路路はは、、欒欒河河のの渓渓谷谷かからら平平 泉泉県県にに入入りり
りょう が

りょうせい

山山をを越越ええてて 凌凌 源源 県県にに至至るる。。そそここかからら大大 凌凌 河河をを下下っってて 朝朝 陽陽県県をを経経てて
りょうとう

りょうよう

遼遼 河河デデルルタタにに出出るる。。ここここままででをを 遼遼 西西とといいいい、、ここここかからら北北にに迂迂回回ししてて
しんよう

瀋瀋 陽陽ああたたりりでで遼遼河河をを渡渡りり、、そそここかからら南南下下すするるとと 遼遼 東東のの都都 遼遼 陽陽ででああるる。。
こ ちくこく

話話ははすすここしし迂迂回回すするるがが、、そそのの欒欒河河かからら平平泉泉県県ああたたりりにに孤孤竹竹 国国とといいうう
ぶ おう

はく い

しゅくせい

きょうぞく

国国ががああっったたららししいい。。孤孤竹竹国国とといいううののはは、、周周がが殷殷をを攻攻めめるる時時ここれれをを反反逆逆

かくさ

からちん

ととししてて武武王王をを諫諫めめたたとといいうう伯伯夷夷・・ 叔叔 斉斉のの出出身身地地ででああるる。。姜姜 族族 のの国国とと
いいうう。。
ままたたそそのの先先大大凌凌河河流流域域一一帯帯はは咯咯左左県県（（咯咯喇喇沁沁左左翼翼蒙蒙古古族族自自治治県県））とと
きこう

いいううがが、、ここここかからら殷殷後後期期・・西西周周前前期期ととみみらられれるる青青銅銅器器がが出出土土すするる。。そそ

ちゅうおう

のの銘銘文文にに「「箕箕候候」」がが見見ええままたた「「孤孤竹竹」」とと読読めめるるももののががああっったた。。「「燕燕侯侯」」
き し

のの銘銘ののああるるももののもも出出るる。。
箕箕侯侯はは箕箕子子のの後後裔裔ででああろろうう。。そそのの箕箕子子はは殷殷のの滅滅亡亡をを招招いいたた 紂紂 王王のの
血血縁縁ららししくく、、記記録録でではは殷殷のの末末期期にに登登場場ししてていいるる。。孤孤竹竹国国ももそそううででああるる。。
隋隋書書ににはは「「箕箕子子のの朝朝鮮鮮はは孤孤竹竹国国ののこことと」」ととももああるるかかららここれれはは事事実実ででなな
くくとともも、、ももととももとと欒欒河河流流域域かからら大大凌凌河河上上流流域域ににかかけけててはは、、時時のの西西周周のの

勢勢威威ととはは別別のの交交易易的的・・文文化化的的ななああるる勢勢威威がが発発祥祥ししてていいたたここととをを示示唆唆すす
るる。。
つつままりり殷殷後後期期かからら西西周周前前期期のの時時代代にに遼遼西西一一帯帯ににああるる勢勢威威がが存存在在すするる
かんしょう

なならら、、当当初初ははそそれれをを許許すす程程度度ににそそのの地地はは燕燕とと隔隔たたっってていいたた。。たたととええばば
燕燕ととのの間間にに 緩緩 衝衝 地地帯帯ががああっったたののででああるる。。そそししててそそのの後後燕燕とと接接ししててそそ
はんと

のの管管轄轄下下ににおおかかれれたた。。燕燕のの膨膨張張ののたためめででああるる。。
ししたたががっってて燕燕のの当当初初のの版版図図はは薊薊ににままでで及及んんででいいななかかっったた。。薊薊にに及及べべ
ばばそそののすすぐぐ北北はは遼遼西西ででああるる。。支支配配とと干干渉渉とと影影響響とといいうう三三つつののレレベベルルをを
想想定定すすれればば、、隣隣接接すするる地地域域ははすすででにに干干渉渉ののレレベベルルででああろろうう。。遼遼西西のの文文
化化がが一一時時期期ににししててもも独独自自性性ををももっったたののはは、、そそれれががままだだ影影響響のの範範囲囲ででああ
っったたたためめででああるるとと思思うう。。
ししたたががっってて文文脈脈ととししててはは、、ここううななるる。。燕燕がが立立国国ししたたとときき薊薊ははままだだそそ
のの支支配配ににははいいっってていいずず、、交交易易をを旨旨ととししたた殷殷人人がが築築いいたた中中継継地地点点のの一一つつ
にに過過ぎぎななかかっったた。。薊薊はは燕燕ががここれれをを摂摂取取ししてて後後、、ここれれをを主主体体的的にに遼遼西西・・
遼遼東東ささららにに東東北北・・半半島島へへのの交交易易拠拠点点ととししたた。。改改めめてて首首都都ととししたたののははささ
ららににそそのの後後ででああろろうう。。
そそのの時時燕燕はは遼遼西西にに接接ししももっってて箕箕侯侯にに干干渉渉ししたた。。
史史記記のの文文脈脈ももここれれをを物物語語るる。。そそももそそもも燕燕はは西西周周のの封封国国ののううちちでではは中中
原原にに全全くく関関心心をを払払わわななかかっったた特特異異なな国国ででああっったた。。史史記記ににももそそのの初初期期のの
そうこう

王王代代のの記記録録すすららななくく、、おおよよそそ九九世世をを経経たた前前九九世世紀紀後後半半頃頃かかららそそのの王王代代
せい

かんこう

名名だだけけがが顕顕れれるる。。具具体体的的なな記記事事ははささららにに九九世世をを経経たた壮壮 公公かかららでで、、ここれれ
そう

えい

はは斉斉のの桓桓 公公がが春春秋秋のの覇覇者者ででああっったた前前七七世世紀紀中中葉葉ででああるる。。壮壮公公のの時時にに侯侯
さんじゅう

かんし

をを公公にに改改めめたた。。宋宋・・衛衛とと語語ららっってて周周のの恵恵王王をを伐伐っったたこことと、、ままたた北北方方のの
山山 戎戎 がが侵侵攻攻ししててききたたここととななどどをを記記録録すするる。。
かんちゅう

はしゃ

同同時時期期のの前前七七世世紀紀中中葉葉にに採採録録ししたたととみみらられれるる記記録録がが、、
「「管管子子」」にに載載っっ
てていいるる。。斉斉のの宰宰相相管管 仲仲 がが覇覇者者斉斉のの桓桓公公にに「「（（周周王王ののほほかかにに））いいまま陰陰なな
るる王王のの国国三三つつあありり」」とと言言っったたとといいううがが、、そそのの意意ははすすななわわちち渠渠展展のの塩塩をを
ももつつ斉斉、、汝汝漢漢のの黄黄金金ををももつつ楚楚、、遼遼東東のの煮煮（（塩塩））ををももつつ燕燕のの三三国国ののこことと
ででああっったた。。

ぶんこう

ちょうじ

しん

実実際際にに桓桓公公にに続続いいてて中中原原のの覇覇者者ととななっったたののはは、、ここここにに出出ててここなないい晋晋
のの文文 公公（（重重 耳耳））ででああるるかからら、、事事実実はは燕燕のの勢勢威威がが斉斉にに並並びび立立つつとといいううほほ
どどのの意意味味ははももっってていいなないい。。そそれれででもも七七世世紀紀ににすすででににそそのの雄雄国国のの可可能能性性
をを予予測測さされれ、、かかつつ遼遼東東のの塩塩をを交交易易ししてていいたたとといいうう事事実実ははいいかかににもも興興味味
深深いい。。
遼遼東東がが支支配配下下ににああるるよよううににはは受受けけととれれなないいかからら、、燕燕ににととっっててそそここはは
干干渉渉ももししくくはは影影響響ののレレベベルルででししかかなないい。。つつままりり前前七七世世紀紀のの段段階階ででははまま
だだ遼遼西西をを完完全全にに支支配配ししててははいいななかかっったたののででああろろうう。。
燕燕のの基基本本的的なな理理念念ととエエネネルルギギーーのの源源泉泉ははああききららかかででああるる。。
燕燕ははそそももそそもものの立立国国のの時時かからら、、ももっっぱぱらら東東北北・・半半島島方方面面ととのの交交易易なな
ららびびににそそここへへのの漸漸次次のの進進出出をを希希求求ししたたののででああろろうう。。燕燕のの歴歴史史はは絶絶ええざざ

し き

るる北北進進ののそそれれでであありり、、ここれれににととももななうう殷殷のの遺遺族族のの吸吸収収ああるるいいはは一一部部のの
ささららななるる東東北北方方へへのの追追放放ででああっったた。。
そそのの先先にに朝朝鮮鮮ががああるる。。
ととこころろでで前前漢漢のの前前一一世世紀紀初初頭頭、、司司馬馬遷遷がが太太史史公公書書すすななわわちち「「史史記記」」
をを著著ししたた。。おおよよそそ五五帝帝・・夏夏・・殷殷・・周周かからら漢漢のの武武帝帝のの時時代代ままででをを書書くく、、
中中国国嚆嚆矢矢たたるる史史書書ででああっってて、、以以降降ここれれをを正正史史のの範範ととししてて中中国国ににおおけけるる
誇誇るるべべきき歴歴史史がが誕誕生生すするるここととににななっったた。。
そそのの「「司司馬馬遷遷・・史史記記」」にによよれればば、、周周がが殷殷をを滅滅ぼぼししたたとときき、、そそのの殷殷のの
血血縁縁ででああるる箕箕子子ははここれれをを重重んんじじてて臣臣下下ととせせずず、、ももっってて朝朝鮮鮮にに封封じじたたとと
き し ちょうせん

ああるる。。前前一一一一世世紀紀ででああるる。。
箕箕子子 朝朝 鮮鮮 のの名名ははそそのの後後五五世世紀紀をを経経たた西西紀紀三三世世紀紀にに至至っってて、、儒儒教教のの
影影響響をを受受けけつつつつ中中国国本本土土でで成成立立すするる。。魏魏略略ににああるるよよううなな箕箕子子のの治治世世やや
こうらい

り ちょう

そそのの後後裔裔とといいうう箕箕準準ななどどのの物物語語ははおおそそららくく欺欺瞞瞞ででああろろうう。。半半島島ででははささ
ららにに後後代代高高 麗麗つついいでで李李 朝朝 朝朝鮮鮮がが改改めめててここれれをを認認知知ししてて伝伝承承をを自自ららのの
ももののととすするる。。そそれれららももすすででにに修修辞辞のの世世界界ででああるる。。
ここのの箕箕子子がが、、時時のの大大凌凌河河上上流流域域一一帯帯ににああっったたららししいい「「箕箕候候」」のの銘銘文文
ををももつつ在在地地のの氏氏族族ととかかかかわわるるなならら、、史史記記ののいいうう文文脈脈だだけけはは正正確確ででああろろ
うう。。箕箕子子ははおおそそららくく殷殷王王朝朝のの後後期期ににははそそのの北北辺辺ののどどここかかににああっってて、、殷殷

のの滅滅亡亡ととととももにに遼遼西西方方面面にに移移動動ししたたののででああるる。。立立国国ししたたばばかかりりのの燕燕のの
領領域域ががままだだ薊薊ににもも届届いいてていいなないいととすすれればば、、そそのの燕燕のの外外徼徼ここそそ朝朝鮮鮮とといい
っったたででああろろうう。。
すすななわわちち熱熱河河かからら遼遼西西にに至至るる一一帯帯ででああるる。。
曖曖昧昧ののよよううだだががそそううででももななくく、、朝朝鮮鮮のの地地名名のの固固定定化化はは一一にに後後のの箕箕子子
とうごくよちしょうらん

朝朝鮮鮮のの伝伝説説にによよるるららししくく、、当当初初はは陽陽のの出出るる「「東東海海」」ななどどをを指指示示ししてて半半
島島ににははかかかかわわりりががななかかっったた。。「「東東国国與與地地勝勝覧覧」」がが「「日日出出るるのの地地にに居居るる、、
ちょうよう

しんよう

りょうよう

故故にに朝朝鮮鮮とと名名づづくく」」とといいううののががももっっとともも適適切切ででああろろうう。。遼遼西西かからら遼遼東東
にに至至るる地地名名にに 朝朝 陽陽・・瀋瀋 陽陽・・ 遼遼 陽陽ななどど特特異異ななそそれれががああるるののももここれれをを示示
唆唆すするる。。
燕燕はは立立国国かからら五五世世紀紀をを経経たた前前五五世世紀紀かからら前前四四世世紀紀にに至至っっててよよううややくく
膨膨張張をを始始めめたたがが、、前前四四世世紀紀末末ににはは熱熱河河かからら大大凌凌河河流流域域へへ至至るる版版図図すすなな
わわちち遼遼西西をを一一括括獲獲得得ししてて、、いいわわゆゆるる戦戦国国のの雄雄国国のの一一ととななっったた。。前前三三世世
紀紀ににいいたたっっててははささららにに拡拡大大ししてて遼遼東東のの一一帯帯をを支支配配ししたた。。
さんかいきょう

しょうしょだいでん

ここのの時時期期すすななわわちち前前四四世世紀紀かからら前前三三世世紀紀ににかかけけてて、、中中国国のの文文献献ににはは
おうりょく

じじめめてて地地名名ととししててのの朝朝鮮鮮ががああららわわれれててくくるる。。
「「山山 海海 経経 」」
「「 尚尚 書書 大大 伝伝」」
せんごくさく

りん こ

ろうはん

「「史史記記」」
「「管管子子」」
「「戦戦 国国 策策」」ななどどがが数数ええらられれるるがが、、ここれれららははすすででにに鴨鴨 緑緑
こう

そ しんれつでん

江江以以南南のの半半島島をを示示唆唆すするる。。
うんちゅう

きゅうげん

こ た

えきすい

史史記記「「蘇蘇秦秦 列列 伝伝」」ににはは「「燕燕はは東東にに朝朝鮮鮮・・遼遼東東、、北北にに林林胡胡・・楼楼 煩煩、、西西
にに 雲雲 中中 ・・ 九九 原原、、南南にに呼呼沱沱・・易易 水水ががああるる」」ととああるる。。ここれれはは前前三三三三四四年年
のの記記事事ででああるるかからら、、ここのの時時のの燕燕のの版版図図はは遼遼西西ままでで、、すすななわわちちそそのの外外徼徼
はは遼遼東東、、そそのの東東がが朝朝鮮鮮ででああっったた。。
ここれれをを燕燕のの時時代代でで分分類類すすれればば、、燕燕建建国国のの前前一一一一世世紀紀ににはは遼遼西西がが朝朝鮮鮮
ででああっったた。。薊薊遷遷都都のの前前一一〇〇世世紀紀かかららはは遼遼東東ががそそうう呼呼ばばれれたた。。前前四四世世紀紀

ぜんじ

とうせん

かかららよよううややくく鴨鴨緑緑江江以以東東すすななわわちち半半島島そそののももののがが朝朝鮮鮮とと呼呼ばばれれたたののでで
ああるる。。
ちちななみみににここれれをを遼遼西西ににああっったた箕箕候候のの漸漸次次のの 東東 遷遷 ととみみななすす必必然然性性はは
なないい。。箕箕侯侯のの族族はは燕燕がが遼遼西西にに進進出出すするるにに及及んんでで取取りり込込ままれれたたででああろろうう。。
箕箕侯侯のの東東遷遷ををととももななわわななくくとともも殷殷のの遺遺民民のの移移動動ははああっったた。。燕燕のの外外徼徼をを

ぜんよう

指指すす地地名名・・朝朝鮮鮮そそののももののがが、、燕燕のの膨膨張張及及びび殷殷人人のの植植民民ととととももにに移移動動しし
てていいっったたととみみななすすここととががででききるる。。
こうよう

燕燕ははそそのの後後先先述述ののよよううにに前前三三世世紀紀前前 葉葉にに最最大大のの版版図図ををももつつにに到到りり、、
勇勇躍躍遼遼東東ままででををそそのの版版図図ととししたた。。前前三三世世紀紀後後 葉葉のの時時点点ににおおいいてて燕燕はは秦秦
しんばん

にに滅滅ぼぼさされれるるがが（（前前二二二二四四年年））、、燕燕ななららびびににそそのの後後のの統統一一王王朝朝秦秦のの記記録録
がいきょう

にに「「そそのの領領域域はは、、ここれれ東東はは朝朝鮮鮮・・真真 番番にに接接すするる」」とといいいい、、「「朝朝鮮鮮・・真真
番番はは遼遼東東のの 外外 徼徼 にに属属すす」」ととああるる。。
真真番番のの名名がが現現れれるるののももここれれがが嚆嚆矢矢ででああるる。。外外徼徼のの一一つつ先先ままででをを記記録録
すするるののはは、、ここここににははじじめめてて知知らられれたたたためめででももああろろううがが、、外外徼徼をを説説明明すす
るるつつねねのの倣倣いいででももああっったたららししいい。。
つつままりり燕燕ははここのの時時支支配配ははここれれをを遼遼東東ままでで、、干干渉渉はは朝朝鮮鮮ままでで、、影影響響はは
ここれれをを真真番番ままでで及及ぼぼししたたののででああるる。。
りょうねい

しせき

ちちななみみにに丁丁度度同同じじここのの時時代代、、前前五五世世紀紀かからら三三世世紀紀ににかかけけてて遼遼東東半半島島
ぼ

はく

をを中中心心ととししてて鴨鴨緑緑江江のの下下流流域域かからら中中流流・・上上流流域域にに、、遼遼 寧寧式式銅銅剣剣やや支支石石

墓墓・・積積石石塚塚・・土土器器ななどどのの考考古古学学的的出出土土物物がが頻頻出出すするる。。ここれれはは貊貊族族のの遺遺
跡跡ととみみるる説説がが一一般般的的ででああるる。。殷殷人人のの一一部部ががここここにに定定着着ししてて影影響響をを与与ええ
たたとといいううここととももああっったたかかもも知知れれなないい。。
そそれれににししててももここのの鴨鴨緑緑江江のの遺遺跡跡はは画画然然ととししたたオオリリジジナナリリテティィーーががああ
っったた。。すすででにに殷殷化化さされれたた燕燕のの文文化化をを漸漸進進的的にに取取りり込込んんでで独独自自にに発発祥祥ささ
せせたた文文化化ななののででああるる。。
ちちななみみにに鴨鴨緑緑江江はは、、地地勢勢がが歴歴史史ををつつくくるる倣倣いいににおおいいててそそのの典典型型たたるる
河河川川ででああっったた。。歴歴史史的的起起源源かからら数数千千年年をを通通じじてて中中国国とと朝朝鮮鮮のの領領土土をを分分
けけたたここのの国国境境線線はは、、明明・・清清のの時時代代ももそそししてて現現在在もも厳厳然然ととししてて生生ききてていい
るる。。海海原原にに国国境境線線ををももつつ日日本本人人ににはは、、絶絶対対的的なな体体感感にに欠欠けけるる点点ででああるる。。
真真番番ははむむろろんんそそのの南南ををいいううででああろろうう。。すすででにに後後のの漢漢のの四四郡郡のの一一ででああ
っったた漢漢江江以以南南をを指指示示すするるかかどどううかかはは定定かかででははなないい。。ししたたががっってて仮仮にに半半
せいせんこう

だいどうこう

島島にに貊貊族族のの国国家家ららししききもものののの存存在在がが比比定定さされれるるととししててもも、、そそのの最最終終段段
階階はは鴨鴨緑緑江江流流域域譲譲っっててもも清清 川川 江江流流域域にに土土着着ししたたももののででああるる。。大大 同同 江江のの
平平壌壌ででははなないい。。

れいめい

半半島島をを正正確確にに鴨鴨緑緑江江以以南南をを指指すすももののととすすれればば、、すすななわわちちそそここはは悠悠久久
しこうてい

かからら前前三三世世紀紀にに至至るるここのの時時代代をを通通じじてて、、いいままだだ永永くく黎黎 明明のの時時ににああっったた。。
前前二二二二四四年年秦秦がが燕燕をを滅滅ぼぼしし、、そそのの翌翌前前二二二二三三年年にに始始皇皇帝帝のの中中国国全全土土
ろわん

のの統統一一ががななっったたがが、、わわずずかか後後のの前前二二〇〇六六年年ににそそのの秦秦もも滅滅亡亡、、前前二二〇〇二二
年年にに至至っってて漢漢のの高高祖祖劉劉邦邦がが漢漢王王朝朝をを創創始始ししたた。。ここののとときき漢漢はは盧盧綰綰をを燕燕
きょうど

ぼ く と つぜ ん う

にに封封じじたたがが、、前前一一九九五五年年漢漢ははそそのの盧盧綰綰のの燕燕もも滅滅ぼぼしし、、ああららたためめてて遼遼東東
と う こ おう

ままででをを直直轄轄ししたた。。盧盧綰綰はは出出奔奔ししてて匈匈 奴奴にに走走りり匈匈奴奴のの冒冒頓頓単単于于ははここれれをを
遇遇ししてて東東胡胡王王ととししたた。。
ここここにに四四世世紀紀以以降降正正ししくく朝朝鮮鮮とと呼呼ばばれれたた地地域域すすななわわちち半半島島にに、、最最初初
にに国国家家のの名名をを刻刻んんだだ名名高高いい朝朝鮮鮮国国王王・・衛衛満満がが登登場場すするる。。正正確確ににははそそのの

らくろう

名名はは満満ととだだけけ知知らられれるる。。

えいまん

衛衛< 満満王王国国とと楽楽 浪浪 >
しばせん
司司馬馬遷遷のの「「史史記記・・朝朝鮮鮮列列伝伝」」ももままたたここのの前前一一九九五五年年（（頃頃））ととししてて、、
満満のの半半島島王王国国建建国国をを語語っってていいるる。。すすななわわちち「「燕燕人人満満はは千千余余人人をを連連れれてて
へいじょう

東東方方にに亡亡命命しし、、朝朝鮮鮮・・真真番番ななららびびにに燕燕・・斉斉かからら流流れれたた族族をを糾糾合合ししてて、、
おうけん

つついいににそそのの国国にに王王ととななりり、、王王 険険（（ 平平 壌壌 ））にに都都ししたた」」ととああるる。。半半島島のの

けっぱつ

ばん い ふ く

歴歴史史的的なな首首都都でであありり、、そそののたためめにに半半島島のの初初めめててのの国国家家ででああるるべべきき平平壌壌
ののははじじままりりででああっったた。。
ここここにに燕燕人人ととああるる満満はは「「結結 髪髪・・蛮蛮夷夷服服」」をを装装っってて走走っったたとといいううかからら、、
燕燕人人ででははななくくももととももとと東東胡胡ななりり匈匈奴奴ななりり北北方方人人のの出出自自ででああっったたののだだろろ
うう。。結結髪髪・・蛮蛮夷夷服服はは北北方方東東夷夷のの習習俗俗ででああるる。。司司馬馬遷遷ががああええててそそうう語語っっ
たたここととにに意意味味ががああるるとと思思うう。。
ほくてき

ももととももとと燕燕のの地地はは北北方方ににおおいいてて直直接接、、東東胡胡つついいでで草草原原のの覇覇者者ととななっっ
たた匈匈奴奴とと接接ししてていいたた。。そそれれららののももととはは北北 狄狄とといいうう。。燕燕はは先先述述ののよよううにに
前前四四世世紀紀末末にに戦戦国国のの雄雄国国のの一一ととななりり、、前前三三世世紀紀前前葉葉ににはは遼遼東東一一帯帯にに至至
るるままででにに膨膨張張ししたたがが、、ここれれににととももななっってて北北方方のの遊遊牧牧民民ととのの衝衝突突がが激激しし

じょうへい

ぞうよう

くくななっったた。。燕燕中中興興のの時時代代とといいうう前前三三世世紀紀ににはは 襄襄 平平かからら造造 陽陽ににいいたたるる
長長城城をを築築いいてていいるる（（前前二二八八四四年年））。。そそのの後後ももいいくくどどもも増増改改築築ををみみるるこことと
ににななるる万万里里のの長長城城ののいいわわゆゆるる燕燕長長城城とといいううももののががここれれででああるる。。
ととくくにに匈匈奴奴のの冒冒頓頓単単于于がが東東胡胡をを討討っってて中中国国北北方方草草原原をを統統一一ししたた前前三三
世世紀紀後後半半かからら、、そそのの進進入入はは過過激激化化すするる。。秦秦ももままたたここのの時時期期にに巨巨大大なな秦秦
長長城城をを築築いいててここれれにに対対処処ししたた。。そそのの圧圧迫迫ははままささにに脅脅威威ででああっったた。。
つつままりりここのの前前三三世世紀紀前前葉葉かかららのの燕燕はは、、不不断断にに匈匈奴奴ああるるいいははそそのの配配下下
げっ し

ににああっったた東東胡胡のの侵侵入入をを受受けけつつづづけけてていいたた。。ののみみななららずずそそのの地地にに定定住住すす
るる北北方方人人のの存存在在もも当当然然ああっったた。。そそししてて前前二二〇〇一一年年ににはは、、月月氏氏ををははじじめめ
西西方方一一帯帯をを征征服服ししたた冒冒頓頓がが画画期期たたるる南南下下をを開開始始ししてて、、高高祖祖劉劉邦邦のの創創始始
ししたたばばかかりりのの漢漢帝帝国国とと激激突突ししたた。。
ととこころろででここのの匈匈奴奴のの文文明明をを北北狄狄ののそそれれととししてて過過小小にに評評価価すするるここととはは
ででききなないい。。北北方方ユユーーララシシアア文文明明ははススキキタタイイにに発発しし、、地地中中海海とともも中中国国とと
もも異異ななるる独独自自のの文文明明をを築築いいたた。。ここれれををいいううななららばば、、中中国国中中原原文文明明がが最最
たいじ

ちょりつ

初初のの巨巨大大帝帝国国ををかかたたちちづづくくっったた時時にに機機をを一一ににししてて、、匈匈奴奴のの北北方方ユユーーララ
シシアア文文明明帝帝国国ももここれれにに対対峙峙かかつつ佇佇 立立ししたたののででああるる。。
後後にに衛衛氏氏をを名名乗乗っったた満満がが、、そそのの出出自自をを東東胡胡ままたた匈匈奴奴にに負負ううべべきき理理由由
えいまんちょうせん

のの一一端端ががここここににああるる。。ままたた並並立立ししたた文文明明のの一一方方、、すすななわわちち北北方方ユユーーララ
かたん

シシアア文文明明にに強強くく荷荷担担ししたた筈筈だだとといいうう根根拠拠ももここここににああるる。。衛衛 満満 朝朝 鮮鮮 とと
こおう

いいうう半半島島ににおおけけるる最最初初のの国国家家はは、、結結局局単単にに中中国国中中原原のの帝帝国国誕誕生生ににとともも
ふ か ぎ ゃく て き

ななうう辺辺境境のの呼呼応応とといいううももののだだけけででははななかかっったた。。中中原原文文明明とと北北方方文文明明のの
成成立立とといいうう、、二二重重のの大大膨膨張張ののななかかでで不不可可逆逆的的にに誕誕生生ししたた衛衛星星国国家家ででああ
っったた。。
えいうきょ

ここのの王王朝朝はは前前一一九九五五年年頃頃かからら三三代代八八〇〇余余年年続続いいたた。。そそししてて前前一一〇〇九九
年年漢漢のの武武帝帝のの攻攻略略にによよっってて滅滅亡亡すするる。。滅滅亡亡のの決決定定的的要要因因はは、、時時のの衛衛右右渠渠

がが自自ららをを漢漢にに劣劣ららぬぬ王王権権ととししてて、、身身をを高高くく持持ししてて徹徹底底交交戦戦をを求求めめたたたた
めめとと伝伝ええらられれるる。。ここのの文文脈脈ははかかっってて匈匈奴奴のの冒冒頓頓単単于于がが漢漢ののままええにに立立ちち
ふふささががっったたととききとと通通ずずるる、、一一様様のの姿姿勢勢をを感感じじるる。。つつままりりはは中中原原のの王王権権
とと対対峙峙すするる独独自自ののそそれれをを主主張張ししてていいるるののだだとと思思うう。。ここのの八八〇〇余余年年をを経経

世世ししたた衛衛満満王王国国のの興興亡亡をを、、半半島島ににおおけけるる一一大大画画期期のの時時代代ととししたたいい。。
えいしちょうせん

ささてて先先述述ののよよううににここのの武武帝帝ののとときき漢漢のの人人口口はは五五千千万万をを超超ええたた。。富富国国
強強兵兵をを標標榜榜ししたた武武帝帝はは、、そそのの膨膨張張策策のの一一つつととししてて衛衛 氏氏 朝朝 鮮鮮をを攻攻めめててここ
れれをを滅滅ぼぼししたた。。
殷殷・・燕燕のの時時代代ははむむろろんん、、北北方方出出自自のの衛衛満満王王国国のの時時代代をを通通じじててななおお中中

りんとん

国国中中原原かかららはは独独立立ししてていいたた半半島島はは、、ここここにに初初めめてて中中国国のの直直接接支支配配ののもも
らくろうぐん

ととにに入入るる。。ままささにに大大陸陸のの膨膨張張ががももたたららししたた。。
楽楽 浪浪 郡郡のの誕誕生生ででああるる。。
げんと

しぐん

漢漢のの武武帝帝はは翌翌前前一一〇〇八八年年、、半半島島にに楽楽浪浪郡郡・・臨臨 屯屯郡郡・・真真番番郡郡をを置置きき前前
しんひん

一一〇〇七七年年、、玄玄菟菟郡郡をを置置いいたた。。いいわわゆゆるる四四郡郡ででああるる。。ししかかしし前前八八二二年年にに

こうそん

臨臨屯屯・・真真番番はは廃廃止止、、玄玄菟菟郡郡もも前前七七五五年年にに新新 賓賓にに移移動動ししたた。。ここののここととはは
後後のの高高句句麗麗のの建建国国にに直直接接かかかかわわっったたとと思思わわれれるる。。
ぎ

しん

平平壌壌にに郡郡治治ししたた楽楽浪浪郡郡ののみみがが、、そそののままままそそのの後後四四〇〇〇〇年年（（漢漢・・公公 孫孫
し

氏氏・・魏魏・・晋晋をを含含んんでで））をを経経世世ししたた。。漢漢のの人人口口もも後後漢漢末末にに至至るるそそのの四四〇〇
〇〇年年弱弱、、そそのの巨巨大大なな人人口口をを維維持持ししたた。。
直直轄轄ままたた郡郡制制とといいううののはは、、そそももそそもも封封国国のの制制ととはは本本質質的的にに異異ななりり、、
本本来来直直接接支支配配のの体体制制ををいいうう。。ししかかしし中中原原かかららはは遠遠隔隔ににああっったた半半島島のの地地
勢勢的的なな条条件件はは、、ここのの間間のの本本来来のの中中国国支支配配ののあありりかかたたをを変変ええてていいっったた。。
中中央央かかららのの派派遣遣官官たたるる支支配配層層ははよよくくそそのの勢勢威威をを維維持持ででききななかかっったたよようう
ででああるる。。土土着着ししてて自自らら中中国国系系のの現現地地人人ととななりり、、ああるるいいははももととかからら所所在在
ししたたそそれれとと混混在在ししたた。。中中央央ももししだだいいににここれれをを容容認認ししてて現現地地人人をを官官人人にに
らくろうかんじん

任任命命ししてていいっったた。。
ここれれがが楽楽 浪浪 官官 人人とといいうう支支配配者者ででああるる。。すすででにに封封国国とといいっってていいいい。。そそ
らくろう おう し

ここかからら先先はは現現地地ににおおけけるる実実力力主主義義ででああっったたののででああろろうう。。
楽楽浪浪のの時時代代をを通通じじてて強強力力なな勢勢力力ををももっったた 楽楽 浪浪 王王 氏氏はは斉斉のの出出自自とといい
わわれれ、、前前一一七七〇〇年年代代にに斉斉のの内内乱乱をを逃逃れれてて楽楽浪浪のの山山中中にに入入植植ししたたももののとと
いいうう。。そそももそそもも前前一一九九五五年年のの衛衛満満のの建建国国ののとときき「「真真番番・・朝朝鮮鮮のの蛮蛮夷夷・・
故故のの燕燕・・斉斉のの亡亡命命すするるもものの」」をを糾糾合合ししたたととああるるかからら、、燕燕人人ばばかかりりででなな
くく斉斉人人ももすすででににそそここににああっったた。。楽楽浪浪官官人人のの主主たたるる出出自自はは衛衛満満のの時時代代のの

中中国国人人ででああっったたののででああるる。。
楽楽浪浪がが衛衛満満朝朝鮮鮮のの滅滅びびたたそそのの真真上上にに立立っったた事事実実をを重重くくみみてておおくくべべきき
ででああろろうう。。ささららにに前前漢漢とと後後漢漢でではは状状況況そそののももののがが異異ななりり、、ととくくにに後後漢漢
のの時時代代ににはは中中原原のの半半島島にに対対すするる関関心心がが薄薄くく、、ささららにに在在地地のの勢勢力力ののそそここ
しん

にに自自由由にに統統治治すするるののをを黙黙認認ししたた。。
つつままりり一一時時期期天天下下をを領領ししたた「「新新」」をを滅滅ぼぼししてて立立っったた後後漢漢のの朝朝廷廷はは、、
内内政政のの確確立立ののたためめにに軍軍備備をを縮縮小小しし、、ももっってて辺辺境境のの諸諸国国にに対対ししててもも治治世世
おうちょう

のの権権限限をを許許すすここととががああっったた。。半半島島ででははたたままたたまま西西紀紀三三〇〇年年楽楽浪浪在在地地のの
王王 調調 がが反反乱乱をを起起ここしし、、後後漢漢ははここれれををかかななりりのの自自治治をを認認めめるるここととででよよ
ううややくく収収拾拾ししたたららししいい。。ししかかししそそれれ以以降降後後漢漢はは正正式式ににはは遼遼東東郡郡ままででをを
直直轄轄ととしし、、楽楽浪浪にに対対ししててはは関関心心ををううすすめめてていいっったたかからら、、楽楽浪浪ははほほぼぼ完完
全全なな在在地地豪豪族族にによよるる支支配配がが進進むむここととににななっったたののででああるる。。楽楽浪浪官官人人ははそそ
ののよよううなな環環境境ののななかかでで成成立立ししたた。。
そそのの担担っったた文文化化のの質質がが中中原原ののそそれれとと異異ななっってていいたたここととはは当当然然ででああろろ
うう。。そそのの言言語語もも北北方方化化ししたた殷殷・・燕燕ののそそれれでであありり、、文文化化ととししててはは燕燕にに加加
ええてて斉斉人人のの担担っったたそそれれががああっったた。。前前漢漢のの時時代代ままでではは漢漢のの文文化化とと言言語語がが
ここのの上上にに重重層層ししてていいっったたででああろろうう。。そそのの後後ははいいわわばば楽楽浪浪のの独独自自のの文文化化
がが定定着着すするる。。
ここここででははささららににはは議議論論をを進進めめなないいがが、、楽楽浪浪官官人人がが担担っったたここのの文文化化ここ
そそ、、そそのの後後のの半半島島そそししててそそのの背背後後ににああっったた列列島島、、すすななわわちち倭倭のの地地にに対対
ししててもも、、大大ききなな影影響響をを与与ええたた筈筈ななののででああるる。。
こうきん

らん

話話をを続続けけよようう。。楽楽浪浪はは王王調調のの乱乱以以降降一一五五〇〇年年余余のの楽楽浪浪文文化化をを謳謳歌歌しし
こうそんど

たた。。そそししてて一一八八四四年年にに起起ここっったた黄黄 巾巾のの乱乱はは、、中中国国全全土土のの騒騒乱乱にに止止ままらら
こう

ずず半半島島をを荒荒波波でで洗洗っったた。。五五年年後後のの一一八八九九年年、、遼遼東東にに公公孫孫度度がが自自立立ししてて
ぜんじ

たいほう

一一国国をを建建ててたた。。そそのの継継嗣嗣のの康康がが立立つつとと間間をを置置かかずず南南下下ししてて楽楽浪浪をを接接収収
ぎ

ご

しょく

しし、、漸漸次次楽楽浪浪のの南南をを割割いいてて帯帯 方方郡郡をを置置いいたた。。二二〇〇四四年年ででああるる。。
ここののこころろ中中国国はは大大乱乱をを収収めめてて魏魏・・呉呉・・ 蜀蜀 のの三三国国がが鼎鼎立立ししたたがが、、遼遼
東東以以東東のの公公孫孫氏氏をを含含めめてて一一時時はは四四国国のの時時代代ををななししたたとといいっってていいいい。。
ししかかしし公公孫孫氏氏はは永永くくははつつづづかかずず、、二二三三八八年年三三国国のの一一、、魏魏がが攻攻勢勢にになな

りり、、公公孫孫氏氏をを攻攻めめ落落ととししてて半半島島すすななわわちち楽楽浪浪・・帯帯方方のの二二郡郡ををふふたたたたびび
直直轄轄すするる。。魏魏ははややががてて晋晋ににかかわわりり、、中中国国のの半半島島のの支支配配ははささららにに半半世世紀紀
余余続続いいたたがが、、三三〇〇〇〇年年のの八八王王のの乱乱のの後後、、そそれれままでで四四〇〇〇〇年年のの間間つつづづきき、、
わわずずかかずずつつ緩緩んんででききてていいたた中中原原のの圧圧倒倒的的優優位位はは、、急急速速ににそそのの幕幕をを下下ろろ
ししてていいっったた。。中中国国のの人人口口はは激激減減ししつつつつややががてて数数百百万万ままでで落落ちちここみみ、、回回
復復のの余余地地ののなないいまままま数数世世紀紀をを経経てていいっったたののででああるる。。

せんぴ

ぼ よう

ここののとときき楔楔をを解解かかれれたた東東北北辺辺境境ににああっってて、、二二つつのの国国家家がが膨膨張張ししははじじ
めめたた。。
北北方方かからら進進入入ししてて燕燕にに入入っったた鮮鮮卑卑のの一一部部族族でで遼遼西西にに成成長長ししたた慕慕容容氏氏
こうく り

とと、、鴨鴨緑緑江江中中流流域域かからら出出てて下下流流域域ままでで進進出出しし、、ししだだいいにに地地歩歩をを固固めめたた
高高句句麗麗ででああるる。。
手手薄薄ににななっったた遼遼東東平平原原をを互互いいにに争争奪奪ににかかかかりり、、数数年年のの後後、、勢勢力力のの伸伸
張張ししたた慕慕容容氏氏はは遼遼東東をを占占拠拠ししたた。。高高句句麗麗ははややむむななくく遼遼東東かからら手手をを退退きき、、
ご こ じゅうろくこく

そそのの代代わわりりにに南南進進をを意意図図ししてて行行動動をを開開始始ししたた。。
そそししてて、、五五胡胡 十十 六六 国国のの乱乱をを機機にに、、高高句句麗麗ははつついいにに大大挙挙ししてて楽楽浪浪をを
攻攻めめたた。。楽楽浪浪・・帯帯方方ははここれれにに先先立立つつ洛洛陽陽陥陥落落（（三三一一一一））のの混混乱乱ののななかか、、
ちょうとう

一一時時 張張 統統とといいうう将将軍軍がが自自立立ししてていいたたがが、、高高句句麗麗のの圧圧力力ををかかわわししききれれ
ずず、、千千余余家家をを率率いいてて遼遼東東のの慕慕容容氏氏にに亡亡命命ししたた。。よよっってて楽楽浪浪ははそそののかかたた
ちちをを消消滅滅ししたた。。三三一一三三年年ででああるる。。
ここのの楽楽浪浪滅滅亡亡ここそそ画画期期ででああっったた。。
半半島島のの自自立立ななららびびににああららたたなな国国家家形形成成へへのの開開幕幕ででああっったた。。東東北北・・半半
島島そそししてて列列島島のの四四世世紀紀はは事事実実上上ここのの年年かからら始始ままっったた。。

ふ よ

たいこうあん れい

しょう

夫夫<餘餘・・高高句句麗麗とと百百済済 >
話話ははすすここしし戻戻るるがが、、衛衛満満のの朝朝鮮鮮王王国国のの滅滅亡亡ががああっったた前前一一〇〇八八年年をを前前
かこう

きつりん

ふ よ こく

後後すするる時時期期、、すすななわわちち前前二二世世紀紀後後半半かからら末末ににかかけけてて 大大 興興 安安 嶺嶺 のの 松松

花花江江流流域域のの吉吉 林林にに夫夫餘餘国国のの建建国国ががああっったた。。伝伝承承にによよれればばそそのの先先ははささらら

さ く り こく

にに北北方方のの索索離離国国（（黒黒龍龍江江））でであありり、、天天帝帝のの子子東東明明がが南南下下ししてて夫夫餘餘（（北北
夫夫餘餘））をを建建ててたたとといいうう。。
わい

夫夫餘餘はは後後二二世世紀紀前前半半かからら三三世世紀紀後後半半ににかかけけてて最最盛盛期期をを迎迎ええ、、ととくくにに
わ い お うの い ん

二二世世紀紀前前半半のの尉尉仇仇台台のの時時代代ににはは、、濊濊族族のの盟盟主主ととししてて後後漢漢のの玄玄菟菟郡郡にに通通
じじ、、ここれれをを援援けけてて鮮鮮卑卑やや高高句句麗麗とと戦戦っったたとといいうう。。漢漢がが「「濊濊王王之之印印」」をを
与与ええたたののももここのの時時期期ででああるる。。ままたた公公孫孫度度がが遼遼東東にに立立っったた後後はは、、ここれれとと
きゅうだい

姻姻戚戚関関係係をを結結んんだだららししくく、、魏魏志志夫夫餘餘伝伝ににはは「「妻妻以以宗宗女女」」ととあありり、、ここれれ
い きゅうだい

はは「「度度がが 仇仇 台台のの宗宗女女をを以以っってて妻妻ととすす」」とともも読読めめるるとといいうう。。
よけい

ここのの尉尉 仇仇 台台はは後後にに百百済済のの王王家家ががそそここかからら出出たたとと伝伝ええ（（周周書書））、、百百済済
がが「「臣臣とと高高句句麗麗はは源源夫夫餘餘にに出出ずず（（百百済済王王餘餘慶慶のの上上表表文文））」」とと主主張張すするる根根
拠拠ののひひととつつととみみらられれるる。。
だんいせきかい

夫夫餘餘はは二二五五八八年年にに至至っってて鮮鮮卑卑のの慕慕容容氏氏にに討討たたれれ、、以以降降急急速速にに衰衰退退しし
き か
よ し

てていいくくがが、、三三四四六六年年にに至至っってて再再びび鮮鮮卑卑（（前前燕燕））のの 檀檀 石石 槐槐 にによよっってて討討
たたれれそそのの麾麾下下にに降降っってて完完全全にに滅滅びびたた。。
よ せい

夫夫餘餘のの王王族族ははそそのの直直後後かからら、、夫夫餘餘氏氏ままたたはは餘餘氏氏をを名名乗乗っったたととみみらられれ
るるがが、、ここのの後後にに餘餘姓姓のの記記録録のの残残るるののはは、、三三七七〇〇年年のの前前燕燕のの滅滅亡亡ににとともも
よ い

きんしょう こ お う

ななっってて反反旗旗をを翻翻ししてて前前秦秦にに組組みみししたたとといいうう餘餘蔚蔚ななるる人人物物、、そそししてて三三七七
よ く

二二年年にに東東晋晋にに朝朝貢貢ししたた百百済済王王餘餘句句（（ 近近 肖肖 古古王王））ななるる人人物物ででああっったた。。
前前者者ははそそれれでで記記録録がが跡跡絶絶ええたた。。
後後者者ははそそのの後後三三韓韓のの一一国国百百済済のの王王統統のの祖祖ととななっったたららししいい。。
かんじん

高高句句麗麗ももままたた夫夫餘餘のの系系統統ととみみらられれるる。。三三国国史史記記にによよれればば前前三三七七年年にに
そつほん

しゅもう

か

卒卒 本本（（桓桓 仁仁））にに建建国国ししたた。。玄玄菟菟郡郡移移動動のの三三〇〇余余年年後後ででああるる。。中中国国史史書書
はく

にによよれればば、、そそのの祖祖はは夫夫餘餘のの出出でで朱朱 蒙蒙とといいいい、、天天帝帝のの孫孫ににししてて「「日日とと河河

伯伯女女」」のの子子でで、、卵卵生生のの不不祥祥をを疎疎ままれれてて捨捨ててらられれたたがが、、獣獣ななどどのの保保護護をを
ぎょ

受受けけてて援援かかりり、、母母ののももととにに返返さされれてて人人ととななっったた。。成成長長すするるにに弓弓矢矢ををよよ
べつ

くくししたたがが、、そそのの英英邁邁をを夫夫餘餘人人がが怖怖れれてて殺殺そそううととししたたたためめ、、逃逃げげててままたた魚魚
がんと

しゅうあん

鼈鼈のの援援助助をを得得てて一一水水をを渡渡りりつついいにに卒卒本本にに至至っったたとといいうう。。
そそのの後後三三年年ままたたはは二二〇〇四四年年（（二二説説ああるる））にに丸丸都都（（ 集集 安安 ））にに遷遷都都しし、、
鴨鴨緑緑江江中中流流域域一一帯帯にに勢勢力力をを張張るるにに至至っったた。。

しん

おうもう

文文脈脈ととししててはは妥妥当当ななそそれれととみみらられれるるがが、、中中国国のの記記録録にによよれればば時時代代がが
わわずずかかにに異異ななるる。。すすななわわちち新新のの王王 莽莽はは即即位位後後のの西西紀紀一一二二年年、、遼遼東東とと楽楽
こうくりおうすう

すうむ

浪浪をを分分断断すするる高高句句麗麗のの勢勢力力をを嫌嫌っってて兵兵をを出出ししたた。。ここののとときき王王莽莽のの攻攻撃撃
ししたた相相手手はは高高句句麗麗王王鄒鄒とといいっったた。。ここれれはは鄒鄒牟牟のの意意でであありり鄒鄒牟牟ははすすななわわ
ちち高高句句麗麗のの始始祖祖朱朱蒙蒙ののここととででああるる。。四四一一四四年年建建立立ととみみらられれるる著著名名なな広広
開開土土王王碑碑ににもも「「始始祖祖鄒鄒牟牟王王」」ととああるる。。そそのの建建国国はは前前一一世世紀紀前前半半ででははなな
くく、、西西紀紀前前後後とと思思わわれれるる。。
ししたたががっってて高高句句麗麗はは西西紀紀前前後後にに冬冬家家江江流流域域のの桓桓仁仁にに建建国国ししてて、、そそのの
後後鴨鴨緑緑江江中中流流域域のの集集安安にに都都をを移移ししたた。。ここのの集集安安遷遷都都はは高高句句麗麗ににああっってて
中中央央集集権権的的なな国国家家へへ変変貌貌すするる契契機機ででああっったたとといいわわれれるるかからら、、おおそそららくく
さんじょうおう

二二〇〇四四年年がが適適切切ででああろろうう。。高高句句麗麗ででははここののとときき五五部部族族のの争争いいにによよりり、、
二二人人のの王王がが立立っったたがが、、集集安安にに即即位位ししたた 山山 上上 王王ががそそのの後後のの正正当当なな高高句句
麗麗王王ととななっったた。。
満満州州のの地地ににああっったた夫夫餘餘のの南南にに位位置置しし、、集集安安遷遷都都以以降降ははままささにに半半島島をを
指指すす鴨鴨緑緑江江流流域域にに立立っったた王王国国でであありり、、建建国国かからら徐徐々々ににそそのの威威をを広広げげてて
いいっったたがが、、つつねねにに遼遼西西とと楽楽浪浪のの勢勢力力ととにに対対峙峙ししてて一一進進一一退退をを繰繰りりかかええ
ししてていいたた。。一一一一八八年年ににははすすででにに夫夫餘餘とと並並びび立立つつ東東北北のの雄雄国国ででああっったたがが、、
一一三三二二年年ににはは鴨鴨緑緑江江のの河河口口にに進進出出ししてて数数十十年年維維持持すするるここととももああっったた。。
二二世世紀紀末末ににはは公公孫孫氏氏とと争争いい三三世世紀紀ににはは魏魏とと戦戦っってて大大敗敗すするるがが、、国国力力をを
消消耗耗すするるここととななくく拡拡大大をを続続けけ、、夫夫餘餘がが慕慕容容氏氏にに討討たたれれたた二二八八五五年年以以降降
はは、、つついいにに東東北北随随一一のの強強国国ととななっったた。。
そそししてて、、慕慕容容氏氏のの前前燕燕とと衝衝突突すするるななかか、、南南にに膨膨張張ししてていいっっててつついいにに
三三一一三三年年楽楽浪浪・・帯帯方方をを接接収収ししててここれれをを滅滅ししたた。。
ささてて半半島島のの激激動動のの四四世世紀紀にに入入るる前前にに、、三三一一三三年年のの楽楽浪浪滅滅亡亡以以降降のの半半
ようらん

島島のの約約半半世世紀紀間間のの情情勢勢ををひひととままずず鳥鳥瞰瞰ししててみみよようう。。
ここのの間間ががいいわわばば今今日日にに至至るる半半島島国国家家のの揺揺 藍藍のの時時代代ででああるる。。ここのの揺揺藍藍
のの時時代代をを経経てて、、百百済済がが立立ちち、、新新羅羅がが出出現現しし、、高高句句麗麗ととととももにに半半島島のの三三
国国時時代代ををつつくくるるののででああるる。。
先先述述ののよよううにに、、三三一一三三年年ををももっってて楽楽浪浪一一帯帯はは高高句句麗麗のの影影響響下下ににおおかか

れれたた。。遼遼東東かからら鴨鴨緑緑江江流流域域のの一一帯帯はは、、おおななじじくく高高句句麗麗ととすすででにに遼遼西西にに
ぜんえん

立立っったた慕慕容容氏氏ととのの紛紛争争ががししばばららくく続続くく。。そそののまままま二二〇〇数数年年をを過過ぎぎてて、、
三三三三七七年年にに慕慕容容氏氏がが遼遼西西とと遼遼東東にによよっってて燕燕王王をを称称すするるとと（（前前 燕燕誕誕生生））、、
かかっっててのの玄玄菟菟をを本本拠拠ととすするる高高句句麗麗ととのの衝衝突突もも激激ししくくななっったた。。五五年年後後のの
びせん

三三四四二二年年ににいいたたっってて、、前前燕燕はは高高句句麗麗をを急急撃撃ししここれれをを破破りり、、首首都都丸丸都都城城
（（集集安安））をを落落ととししたた。。高高句句麗麗王王美美川川ははかかろろううじじてて逃逃れれたたがが、、打打撃撃はは大大
ききくく、、そそのの後後おおよよそそ十十余余年年のの間間国国力力をを回回復復すするるここととがが出出来来ななかかっったた。。
ししたたががっってて楽楽浪浪にに対対すするる勢勢威威もも減減じじたた。。
高高句句麗麗ががふふたたたたびび楽楽浪浪にに威威ををははるるここととににななっったたののはは、、三三五五五五年年にに至至
りり燕燕にに取取りり入入っってて楽楽浪浪公公のの称称号号をを得得ててかかららででああるる。。ししたたががっってて丸丸都都落落
城城後後のの十十数数年年はは、、燕燕のの勢勢力力がが楽楽浪浪ににままでで及及んんででいいたたここととににななるる。。
つつままりり三三一一三三年年以以降降のの楽楽浪浪はは、、高高句句麗麗（（三三一一三三年年かからら三三四四二二年年））
・・前前
燕燕（（三三四四二二年年かからら三三五五五五年年））
・・高高句句麗麗（（三三五五五五年年以以降降））のの支支配配がが交交互互しし
たいほう

たた。。三三五五五五年年以以降降はは高高句句麗麗ががここれれをを恒恒常常的的にに支支配配ししたたののででああるる。。
ささてて楽楽浪浪のの先先、、帯帯 方方ででああるる。。
ここのの時時楽楽浪浪のの南南にに拠拠っってていいたた帯帯方方のの動動静静ははつつままびびららかかででなないい。。
こうそん し

帯帯方方はは公公 孫孫氏氏がが二二〇〇四四年年、、楽楽浪浪南南部部をを割割いいてて置置いいたた。。そそのの後後魏魏・・晋晋
がが管管理理しし、、三三一一三三年年ままででのの百百有有余余年年をを経経過過ししたた。。そそのの後後ががははっっききりりしし
なないい。。
こうく り ぼ ん き

ここれれををままずず半半島島最最古古のの勅勅撰撰史史書書「「三三国国史史記記」」にによよっってて見見れればば、、史史記記
れいき

麗麗記記（（高高句句麗麗本本記記））のの三三一一三三年年条条にに「「侵侵楽楽浪浪虜虜二二千千口口」」ととあありり、、翌翌年年
のの条条にに「「南南侵侵帯帯方方」」ととあありり、、三三一一五五年年のの条条にに「「攻攻破破玄玄菟菟」」ととああるる。。ここ
のの文文脈脈かかららすするるとと、、楽楽浪浪（（とと、、ももししかかししたたらら玄玄菟菟））はは「「虜虜・・破破」」とといい
ううかかららここれれをを支支配配ししたたののはは明明ららかかででああるる。。楽楽浪浪のの地地のの遺遺跡跡にに、、高高句句麗麗
のの使使っったた後後趙趙のの年年号号（（建建武武九九年年、、三三四四五五年年））もも残残るるとといいうう。。
帯帯方方ににつついいててははたただだ「「侵侵」」とといいううだだけけででああるる。。つつままりり帯帯方方のの趨趨勢勢はは
ままだだそそここままででいいっってていいなないい。。高高句句麗麗のの国国力力はは鴨鴨緑緑江江かからら大大同同江江ままでででで、、
おおそそららくくはは漢漢江江ままででをを維維持持すするるほほどどににはは充充実実ししてていいななかかっったたののかかもも知知
れれなないい。。ししかかしし三三〇〇年年とといいうう歳歳月月はは二二世世代代ににわわたたるる。。楽楽浪浪ににああっったた高高

らくろうそう

たいほうたいしゅ

句句麗麗のの派派遣遣官官がが帯帯方方ににもも手手をを伸伸ばばすすにに十十分分なな期期間間ででももああっったた。。
とう じゅ

ちちななみみにに高高句句麗麗のの派派遣遣ししたた楽楽 浪浪 相相ににししてて帯帯 方方 太太 守守たたるる官官人人はは冬冬 寿寿
とといいいい、、ももとと漢漢人人ででははじじめめ慕慕容容氏氏にに仕仕ええののちち亡亡命命ししてて高高句句麗麗王王にに仕仕ええ
たたももののででああるる。。冬冬寿寿はは三三四四〇〇年年にに死死んんででいいるるかからら、、彼彼ももままたたそそのの後後のの
帯帯方方のの動動静静にに関関りりををももたたなないい。。
ば かん

たいどう

三三一一三三年年のの楽楽浪浪滅滅亡亡以以来来、、高高句句麗麗のの影影響響ののももととににああっったた帯帯方方はは、、動動
静静ががははっっききりりししなないいまままま、、いいわわゆゆるる馬馬韓韓のの諸諸国国ののゆゆるるややかかなな胎胎 動動ががああ
っったた筈筈ででああるる。。
三三四四二二年年燕燕がが高高句句麗麗をを討討伐伐しし、、ここののたためめ楽楽浪浪ににおおけけるる高高句句麗麗のの影影響響
ははああっっとといいううままにに後後退退すするる。。帯帯方方ももままたたいいううままででももなないい。。そそのの後後十十年年
をを経経てて、、高高句句麗麗ははよよううややくく国国力力をを充充実実しし、、先先述述ののよよううにに前前燕燕かからら楽楽浪浪
公公のの称称号号をを得得るる。。三三五五五五年年ででああるる。。
ここのの時時高高句句麗麗はは支支配配のの事事実実ををももっってて、、正正当当にに帯帯方方のの領領有有をを主主張張すするる
権権利利ははななかかっったた。。たただだしし、、帯帯方方ははももととももとと楽楽浪浪のの一一部部ででああっってて、、前前一一
こ こ く げんおう

八八九九年年にに公公孫孫氏氏ががそそのの南南をを裂裂いいてて置置いいたたののででああるる。。三三五五五五年年ををももっってて
高高句句麗麗王王ににししてて楽楽浪浪公公ととななっったた高高句句麗麗故故国国原原 王王ににととっっててはは、、帯帯方方ははもも
ととももとと楽楽浪浪のの付付帯帯ししたた領領土土のの一一部部ととししてて、、辛辛ううじじててここれれをを主主張張ででききたた。。
ししかかしし、、そそのの主主張張のの重重みみははたたぶぶんん低低かかっったた。。
ししたたががっっててままととめめるるととここううななるる。。帯帯方方のの地地はは、、楽楽浪浪とと違違っってて、、三三一一
三三年年のの滅滅亡亡のの後後一一時時期期高高句句麗麗のの侵侵略略をを受受けけたたもものののの、、そそのの影影響響はは継継続続
せせずず、、すすななわわちち三三十十年年間間（（前前期期））とといいううああいいだだ、、いいわわゆゆるる馬馬韓韓のの小小国国
のの胎胎動動ををつつづづけけたた。。三三四四二二年年以以降降ふふたたたたびび前前燕燕のの侵侵略略をを受受けけたたがが、、前前
燕燕ももままたたここのの地地ををももちちききれれずず、、三三五五五五年年ににいいたたっってて高高句句麗麗王王をを楽楽浪浪公公
にに任任じじてて楽楽浪浪かかららもも撤撤退退ししたたののででああるる。。ここのの間間十十数数年年間間（（後後期期））ででああ
るる。。いいずずれれもも決決定定的的なな支支配配ははここれれをを受受けけななかかっったた。。
結結果果ととししてて楽楽浪浪をを異異ななるる二二つつのの勢勢力力がが支支配配ししたたここのの期期間間がが、、帯帯方方以以
南南のの都都邑邑国国家家ををししててししだだいいににここれれららのの勢勢力力かからら自自立立ししてていいきき、、ひひいいてて
はは領領域域国国家家にに変変貌貌ささせせてていいくく契契機機ににななっったた。。
ままずず馬馬韓韓すすななわわちち後後のの百百済済ののここととででああるる。。

こうし

百百済済のの登登場場ままででいいろろいいろろ迂迂回回ししたたののはは、、ここのの半半島島のの国国家家がが倭倭国国ににとと
っってて外外国国ととのの交交流流のの嚆嚆矢矢ででああっったたににももかかかかわわららずず、、そそのの出出現現とと経経緯緯がが
不不分分明明ななたためめででああるる。。そそのの拠拠っってて立立つつ由由来来はは倭倭のの王王権権のの思思想想ににももかかかか
わわりり得得るる。。ああるるいいはは文文化化のの根根幹幹ににかかかかわわるる。。つつままりり百百済済はは列列島島のの国国家家
たたるる倭倭国国のの海海外外のの世世界界をを拓拓いいたた国国ななののででああるる。。
う ぶん

百百済済のの建建国国はは、、丸丸都都落落城城のの三三四四二二年年かからら三三四四五五年年のの間間ににああっったたとと思思
だんぶ

ぼうよう

わわれれるる。。三三四四五五年年はは、、前前燕燕のの記記録録にに捕捕虜虜ととししてて「「高高句句麗麗・・百百済済・・宇宇文文・・

はくさいこく

段段部部」」とといいうう文文字字がが見見らられれ、、中中国国のの記記録録ににははじじめめてて現現れれたた百百済済のの茫茫 洋洋
ととししたた姿姿がが垣垣間間見見らられれるる。。
い れいじょう

百百済済ははももとと魏魏のの三三世世紀紀中中葉葉、、馬馬韓韓五五五五国国のの一一ででああっったた伯伯 済済 国国ででああっっ
たた。。帯帯方方のの故故地地のの南南、、漢漢江江下下流流域域のの慰慰礼礼 城城 にに都都しし、、急急速速にに新新興興国国家家
ととししててののししああががっったた。。中中国国史史料料かからら見見てて、、建建国国のの王王とと見見らられれるるののはは三三
ひなりゅうおう

四四六六年年即即位位とと伝伝ええらられれるる近近肖肖古古王王ででああるる。。たただだししここのの王王のの父父王王たたるる
比比 流流 王王はは「「推推さされれてて立立っったた」」とと伝伝承承さされれ、、近近肖肖古古のの系系統統ががももととももとと
のの伯伯済済のの王王家家ととはは違違っってていいたた可可能能性性がが示示唆唆さされれてていいるる。。すすななわわちち百百済済
のの王王家家はは、、馬馬韓韓にに拠拠っってていいたた地地在在のの伯伯済済をを襲襲っってて、、ここここにに立立国国ししたたのの
ででああろろうう。。
百百済済がが先先述述ののよよううにに当当初初かからら王王統統のの源源をを「「高高句句麗麗とと同同じじくく源源、、夫夫余余
ふつりゅう

おんそ

ゆうだい

にに出出ずず」」とといいっってていいるるににもも関関ららずず、、そそのの後後ににはは「「高高句句麗麗のの始始祖祖朱朱蒙蒙のの
子子 沸沸 流流 ・・温温祚祚ああるるいいははそそのの妃妃をを娶娶っったた北北夫夫餘餘のの優優 台台ななどどとといいっってて混混

ぶ ねいおう

乱乱すするるののはは、、七七世世紀紀以以降降滅滅亡亡にに瀕瀕ししたた百百済済がが高高句句麗麗にに歩歩みみ寄寄るるこことととと
関関連連すするるででああろろううとといいうう。。
つ ぼ

「「続続日日本本紀紀」」桓桓武武紀紀にによよれればば、、滅滅亡亡後後日日本本にに亡亡命命ししたた百百済済武武寧寧 王王のの
後後裔裔ははそそのの遠遠祖祖をを「「都都慕慕王王」」とと伝伝ええてていいたたとといいうう。。桓桓武武のの母母ででああるる和和
ちゅうむ

新新笠笠ははそそのの百百済済王王家家後後裔裔のの出出ででああっったた。。ちちななみみにに書書紀紀のの天天智智紀紀でではは、、
高高句句麗麗のの建建国国神神はは「「仲仲 牟牟王王」」とと伝伝ええるるとと記記録録ししてていいるる。。
百百済済のの始始祖祖伝伝承承ははつつままるるととこころろ馬馬韓韓出出自自・・夫夫餘餘出出自自・・高高句句麗麗出出自自のの
三三つつののそそれれががああるるがが、、馬馬韓韓出出自自とといいううののはは、、夫夫餘餘にによよるるそそのの伯伯済済のの王王
家家のの纂纂奪奪ででああっったた。。高高句句麗麗はは後後世世のの政政治治的的仮仮託託ででああるるかからら、、要要すするるにに

夫夫餘餘出出自自だだけけががオオリリジジナナルルででああろろうう。。
そそのの祭祭祀祀もも祖祖をを仇仇台台（（尉尉仇仇台台））とといいいい永永くく仇仇台台廟廟をを祀祀っったたののででああるる。。
ここれれがが夫夫餘餘中中興興のの王王ででああるるたためめにに、、そそここかからら出出たた百百済済王王家家のの意意識識的的なな
崇崇拝拝対対象象ととななっったたののででああろろうう。。
ここれれららととはは別別にに、、百百済済ににははそそのの建建国国ににああたたっってて「「遼遼西西建建国国説説」」とといい
ううももののががああるる。。ここれれはは宋宋書書・・梁梁書書・・南南史史ななどどににここのの時時期期「「百百済済はは遼遼西西
地地方方にに進進出出」」ししたたとといいうう記記事事にに由由来来すするる。。
ここれれはは全全くくのの誤誤謬謬ととさされれてていいるるがが、、筆筆者者はは考考ええるるととこころろががああるる。。
ここのの記記事事のの本本質質はは、、四四世世紀紀後後半半のの遼遼西西にに百百済済領領がが存存在在ししたたここととををいい
ううののだだがが、、ここれれはは先先述述のの夫夫餘餘のの王王族族のの後後裔裔でで三三七七〇〇年年のの前前燕燕のの滅滅亡亡時時
にに活活動動ししたたとといいうう餘餘蔚蔚ににかかかかわわるるででああろろうう。。夫夫餘餘国国ははそそれれにに先先立立つつ三三
四四六六年年にに滅滅んんででいいたた。。
すすななわわちち夫夫餘餘滅滅亡亡ににととももなないいおおそそららくくそそのの後後裔裔のの一一部部がが残残っってて前前燕燕
のの手手下下にに入入りり、、一一部部がが逃逃亡亡南南下下ししててそそのの先先馬馬韓韓のの地地にに入入っったたののででああるる。。
前前者者のの後後がが餘餘蔚蔚でであありりそそのの一一族族郎郎党党ととととももにに、、前前燕燕のの版版図図（（遼遼西西））のの
ななかかでで行行動動ををととももににしし、、ささららにに遺遺民民をを糾糾合合ししてていいっったたででああろろうう。。ちちなな
ぜんしん

みみににそそのの活活動動はは前前 秦秦にに荷荷担担ししたたももののででああっったたがが、、前前秦秦のの遼遼西西のの地地ははそそ
ほくえん

のの後後三三二二年年をを経経てて北北 燕燕ににととっっててかかわわるる。。ここのの間間にに餘餘蔚蔚のの一一族族がが遼遼西西にに
勢勢威威ををももっったた可可能能性性はは高高いい。。
後後者者はは史史記記にに三三四四六六年年即即位位とといいうう餘餘句句すすななわわちち近近肖肖古古王王ににほほかかなならら
なないい。。史史記記のの語語るる近近肖肖古古はは、、そそのの父父比比流流王王ををははじじめめ父父祖祖ととととももににそそのの
地地のの豪豪族族かからら出出たたとと記記録録すするるがが、、ここのの系系譜譜はは在在地地のの馬馬韓韓のの王王ののそそれれをを
繋繋いいだだももののででああろろうう。。
ここれれららをを総総じじてて、、中中国国のの史史書書はは三三四四六六年年のの前前後後ををももっってて夫夫餘餘ななるる国国
家家のの名名称称をを捨捨ててたたかかもも知知れれなないい。。
そそししててここのの二二派派にに分分かかれれたた夫夫餘餘族族のの後後裔裔をを、、後後ににそそのの後後継継者者をを標標榜榜
こう か い ど おう ひ

ひゃくざん

ししたたららししいい百百済済のの首首長長にに拠拠っってて、、ととももにに百百済済とと称称ししたたののででははなないいかかとと
思思うう。。百百済済がが広広開開土土王王碑碑にに「「 百百 残残 」」とと書書かかれれるるここととがが関関係係すするるかかもも
知知れれなないい。。三三四四六六年年にに滅滅んんでで各各地地にに四四散散ししたた夫夫餘餘のの残残党党ををいいううののででああ

るる。。
そそううととすすれればば、、遼遼西西にに一一時時期期ににもも領領土土ををももっったた百百済済（（百百残残））ととはは、、
う ぶん

だんぶ

むむろろんん餘餘蔚蔚のの族族のの仮仮託託ににほほかかななららずず、、ままたた先先のの慕慕容容氏氏のの秘秘書書官官がが三三四四
五五年年のの日日付付でで出出ししたた意意見見書書にに「「高高句句麗麗・・百百済済・・宇宇文文・・段段部部のの人人」」とと記記
りょうねいしょうちょうようけん

さされれてていいるる百百済済ももままたたそそのの伝伝ででああろろうう。。宇宇文文・・段段部部ははいいずずれれもも鮮鮮卑卑のの
一一部部族族ででああるる。。そそれれららのの捕捕虜虜がが時時のの前前燕燕のの都都（（ 遼遼 寧寧 省省 朝朝 陽陽 県県））にに
一一〇〇万万人人もも溢溢れれてていいたたとといいうう。。
ささてて百百済済のの話話をを続続けけよようう。。
しん

そう

せい

りょう

ちん

百百済済はは半半島島のの国国家家ののななかかででははももっっとともも中中国国をを崇崇拝拝ししたた国国家家ででももああっっ
たた。。建建国国以以来来、、意意識識的的にに正正統統ととみみらられれたた南南朝朝のの晋晋・・宋宋・・斉斉・・ 梁梁 ・・陳陳にに
朝朝貢貢ししてて、、北北朝朝ににははままれれににししかかここれれををししななかかっったた。。
とう

百百済済はは建建国国かからら三三〇〇〇〇年年余余、、半半島島のの中中央央西西部部一一帯帯をを領領ししてて王王統統ををつつ
かんざん

かんこう

づづけけ、、六六六六〇〇年年にに唐唐・・新新羅羅連連合合軍軍にに滅滅ぼぼさされれるる。。そそのの王王都都はは最最初初のの二二
ゆうしん

〇〇〇〇年年間間はは漢漢 山山（（漢漢 江江流流域域））ににあありり、、高高句句麗麗のの南南下下にによよっってて漢漢江江をを追追
わわれれたたそそのの後後のの一一〇〇〇〇年年間間はは、、熊熊 津津以以南南にに後後退退ししたた。。
三三〇〇〇〇年年のの百百済済のの歴歴史史をを鳥鳥瞰瞰すするるとと、、一一にに高高句句麗麗ととのの絶絶ええ間間なないい戦戦
いいででああっったたとといいええるる。。
百百済済がが優優勢勢ででああっったたののはは、、建建国国ののししばばららくく後後のの一一期期間間ののみみででああっったた。。
そそのの後後はは次次第第にに圧圧迫迫さされれ、、高高句句麗麗がが中中国国のの前前燕燕・・前前秦秦・・後後燕燕とと交交戦戦をを
つつづづけけたた後後、、つついいにに大大同同江江のの平平壌壌にに遷遷都都ししてて（（四四二二七七年年））半半島島にに根根をを
張張るるここととととししたた後後はは、、圧圧倒倒的的なな高高句句麗麗のの抑抑圧圧をを受受けけつつづづけけてていいっってて、、
国国力力をを疲疲弊弊ししてていいっったた。。
ここのの国国のの歴歴史史はは尋尋常常ででははなないい。。出出発発点点かからら特特殊殊ででああっったた。。
すすななわわちち建建国国二二〇〇余余年年後後ととみみらられれるる三三六六九九年年、、百百済済はは高高句句麗麗のの最最初初
のの意意図図的的なな南南下下をを迎迎ええ、、ここれれををううちち破破っったた。。つついいでで二二年年後後のの三三七七一一年年、、
兵兵をを送送っってて平平壌壌をを襲襲いい、、高高句句麗麗のの故故国国原原王王をを敗敗死死ささせせたた。。帯帯方方にに胚胚芽芽
ししたた勢勢力力がが楽楽浪浪のの支支配配者者をを伐伐っったたののででああるる。。栄栄光光のの勝勝利利ででああっったた。。
ししかかししここのの高高句句麗麗にに対対すするる画画期期のの勝勝利利はは、、小小国国のの百百済済ににととっってて最最初初
ににししてて最最後後ののももののででああっったた。。画画期期のの自自負負心心ををそそのの後後もも連連綿綿ととももちちつつづづ

けけたたここととがが、、百百済済ののそそのの後後のの歴歴史史のの不不幸幸をを決決めめたたかかににみみええるる。。
ささててここのの事事件件のの因因果果がが、、倭倭のの国国際際舞舞台台へへのの登登場場とと深深くくかかかかわわるる。。
そそももそそももここのの事事件件はは史史記記ににおおいいてて唐唐突突でで前前後後のの脈脈絡絡ががなないい。。三三五五五五
年年高高句句麗麗がが楽楽浪浪公公ととししてて楽楽浪浪にに復復活活ししたたとときき、、百百済済はは建建国国一一〇〇余余年年をを
わい

はく

経経てていいたたとと思思わわれれるるがが、、高高句句麗麗ととのの衝衝突突のの記記録録ははなないい。。そそれれにに、、百百済済
とと楽楽浪浪のの間間ににはは濊濊やや貊貊とといいうう部部族族ががああっったた。。国国境境をを接接ししなないい緩緩衝衝地地帯帯
ででああるる。。同同じじくく高高句句麗麗とと後後のの新新羅羅ととののああいいだだににももそそれれががああっってて、、高高句句
麗麗ははほほぼぼ四四世世紀紀末末にに至至るるままでで新新羅羅ととのの戦戦闘闘的的交交渉渉ははなないい。。すすくくななくくとと
もも史史記記ににおおいいててははそそううででああっったた。。
すするるととここのの唐唐突突なな戦戦闘闘はは、、どどちちららかかににななににかか主主体体的的なな動動機機ががああっったた
ののででああろろううかか。。画画期期のの行行動動ののエエネネルルギギーーににはは、、ここれれをを発発揮揮すすべべきき強強いい
原原動動力力ががななけけれればばななららなないい。。
百百済済のの方方ででははそそのの出出自自たたるる滅滅びびたた夫夫餘餘のの栄栄光光のの再再興興とと、、ここれれににとともも
ななっっててたたぶぶんん同同族族ででああっったた前前燕燕麾麾下下のの餘餘蔚蔚一一族族ととのの連連携携をを考考ええたたとといい
うう文文脈脈ががあありり得得るるででああろろうう。。高高句句麗麗ととのの最最初初のの衝衝突突三三六六九九年年はは、、前前燕燕
のの滅滅亡亡とと餘餘蔚蔚のの自自立立のの前前年年ででああっったた。。
一一方方高高句句麗麗ににおおいいててももここのの時時期期、、遼遼東東とと帯帯方方のの故故地地のの二二方方面面がが膨膨張張
すすべべきき対対象象ででああっったた。。前前者者ににつついいててはは滅滅亡亡目目前前ににああっったた前前燕燕のの足足元元をを
狙狙っってていいたたののでであありり、、後後者者ににつついいててはは本本来来楽楽浪浪公公ととししててのの権権益益をを有有すす
るる帯帯方方のの故故地地にに胎胎動動ししたた百百済済はは、、早早々々にに除除いいてておおききたたいいとと思思っったた。。十十
分分なな理理由由ででああるる。。
遼遼西西ににああっったた余余蔚蔚ととのの関関連連がが強強けけれればば、、ここのの戦戦闘闘はは百百済済のの側側にに仕仕掛掛
けけるる動動機機ががよよりりささららにに大大ききかかっったたととみみるるべべききかかもも知知れれなないい。。そそししててここ
のの場場合合兵兵威威のの比比較較かかららすすれればば百百済済はは圧圧倒倒的的にに不不利利でであありり、、いいわわばば徹徹底底
抗抗戦戦をを要要ししたたででああろろうう。。
どどちちららににししろろ百百済済はは結結局局そそのの激激突突をを始始めめかからら承承知知ししてておおりり、、そそののたた
めめのの準準備備のの期期間間ががああっったた。。
か ら しょこく

最最初初のの戦戦闘闘（（三三六六九九年年））にに先先立立つつ五五年年前前のの甲甲子子（（三三六六四四年年））にに、、百百
済済がが加加羅羅諸諸 国国 にに使使いいししたたとといいうう史史実実ににははここううししたた背背景景ががああっったたとと思思

うう。。ここのの甲甲子子年年のの記記録録はは重重要要ででああるる。。
帯帯方方のの地地ははかかくくししててゆゆるるややかかにに推推移移しし、、ゆゆるるややかかにに国国家家のの成成立立をを育育
んんだだ。。そそししてて中中国国のの永永いい支支配配のの後後、、東東アアジジアアのの諸諸民民族族ののううちちでではは、、四四
しんかん

四四五五年年以以降降、、ははじじめめてて百百済済ががここのの地地をを本本貫貫ととしし領領有有ししたた国国家家ででああっったた。。
し ら こく

時時にに、、四四世世紀紀後後半半。。ここのの時時新新羅羅ははままだだ国国家家ととししててはは存存在在ししなないい。。辰辰 韓韓
や ま ど こく

ど よ

一一二二国国のの一一、、斯斯廬廬 国国 とといいうう都都邑邑にに過過ぎぎななかかっったた。。そそししてて倭倭ももままたた、、
邪邪馬馬臺臺国国のの臺臺与与のの晋晋へへのの朝朝貢貢（（二二六六六六年年））以以降降ほほぼぼ一一世世紀紀をを経経てて、、いい
ままだだ東東アアジジアアのの世世界界にに登登場場ししてていいなないい。。
ししかかししそそれれはは、、中中国国史史料料及及びび朝朝鮮鮮史史料料ににおおいいててそそううななののでであありり、、書書
こつぜん

紀紀にによよれればば、、神神功功紀紀四四六六年年条条（（四四六六六六年年））にに、、大大和和のの出出自自ととみみらられれるる
一一人人のの人人物物がが、、忽忽 然然とと半半島島にに姿姿ををああららわわすす。。
斯斯摩摩宿宿禰禰とといいうう。。

第第三三節節 大大和和のの進進出出

しまのすくね

斯斯<摩摩宿宿禰禰のの登登場場 >
「「おおももししろろそそうう紀紀」」とと名名づづけけるるここのの書書をを、、斯斯摩摩宿宿禰禰かかららははじじめめるるのの
はは、、ごごくく個個人人的的なな思思いいいいれれののたためめででああるる。。書書紀紀をを通通読読ししたたここととののああるる
人人なならら、、たたぶぶんん分分かかっっててくくれれるるとと思思ううがが、、神神功功紀紀にに突突如如ととししてて登登場場しし、、
ななんんのの挨挨拶拶ももななくく退退場場ししててししままううここのの人人物物はは、、そそのの舞舞台台ででのの役役柄柄のの割割
ににはは、、出出自自ももそそのの後後のの動動静静もも不不祥祥ででああるる。。そそのの舞舞台台ははももちちろろんん半半島島なな
ののででああるるがが、、文文脈脈かかららすすれればばここのの時時、、神神武武以以来来のの大大和和のの朝朝廷廷ががははじじめめ
てて半半島島とと交交渉渉ををももっったた、、そそのの嚆嚆矢矢ででああっったた。。
ここれれははむむろろんん同同時時にに倭倭ののそそのの後後のの、、半半島島ままたた大大陸陸ととのの交交渉渉のの複複雑雑にに
輻輻湊湊ししてていいくく端端緒緒ででももああるるがが、、いいううななれればば叙叙事事ににおおけけるるププロロロローーググがが
なないい。。ここだだわわっっててししかかるるべべきき注注ががなないい。。いいききななりり記記述述だだけけがが放放りりだだささ
れれてて無無為為にに浮浮いいてていいるる。。書書紀紀ととししててはは異異常常ででああるる。。
通通常常書書紀紀はは初初出出のの人人物物ににつついいててははそそのの係係累累をを記記述述すするる習習いいででああるる。。
かつらぎのたかぬかひめ

書書紀紀ににそそれれががなないいわわずずかかなな例例ににおおいいててもも、、古古事事記記ににおおいいててわわかかるるこことと
さ ほ ひめ

へんりん

がが多多いい。。狭狭穂穂姫姫やや 葛葛 城城 高高 額額 媛媛ななどどががそそれれででああるる。。古古事事記記ででもも分分かからら
なないい特特殊殊なな例例ががここのの斯斯摩摩宿宿禰禰でであありり、、出出自自のの片片 鱗鱗すすらら語語らられれなないい。。
時時代代はは文文字字通通りり画画期期のの時時代代ななののででああるる。。書書紀紀のの文文脈脈ににししたたががええばば、、
大大和和にに生生ままれれたた倭倭のの王王権権がが悠悠久久のの時時ををかかけけててよよううややくく日日本本列列島島のの西西端端
ににととどどきき、、いいままままささにに東東アアジジアアのの歴歴史史にに参参画画ししよよううととししてていいたた。。時時代代
にに区区分分をを必必要要ととすするるなならら、、ここれれををももっってて書書紀紀のの第第二二章章がが始始ままるるべべききでで
ああっったた。。
斯斯摩摩宿宿禰禰はは書書紀紀のの神神功功紀紀にに登登場場すするる。。
ここのの間間のの経経緯緯をを把把握握すするるたためめにに、、ままずず神神功功紀紀のの年年譜譜をを一一覧覧ししててみみよよ
うう。。
神神功功紀紀はは辛辛巳巳のの年年をを元元年年ととしし、、摂摂政政治治世世六六九九年年をを経経てて己己丑丑のの年年にに没没

ししたたとといいうう。。干干支支をを適適当当にに西西暦暦にに当当ててははめめれればば、、元元年年はは辛辛巳巳（（三三二二一一
年年））ままたたはは辛辛巳巳（（三三八八一一年年））ででああるる。。没没年年ははそそれれぞぞれれ己己丑丑（（三三八八九九年年））
ままたたはは己己丑丑（（四四四四九九年年））ででああるる。。
どどちちららかかとといいううここととににななれればば、、応応神神元元年年（（事事実実上上成成務務元元年年））がが庚庚寅寅
（（三三九九〇〇年年））ででああるるかからら、、書書紀紀のの表表記記上上もも、、神神功功没没年年はは辛辛巳巳（（三三八八九九
年年））ででななけけれればばななららなないい。。すするるととここれれはは神神功功紀紀のの三三〇〇年年代代以以上上がが、、成成
務務以以前前のの大大王王ののそそれれをを仮仮託託ししたたとといいうう状状況況をを示示唆唆すするる。。成成務務のの父父ににしし
てて一一代代前前ののそそれれははすすななわわちち景景行行ででああろろうう。。神神功功没没年年ははままずずはは景景行行没没年年
をを指指示示すするるももののででああっったたとと思思うう。。
神神功功紀紀ははここののたためめ事事実実上上のの即即位位前前記記ななららびびにに元元年年かからら一一三三年年ままでではは
実実神神功功紀紀でであありり、、むむろろんん辛辛巳巳（（三三二二一一年年））にに始始ままるるののででははなないい。。応応神神
紀紀治治世世四四一一年年ののななかかののどどここかかかからら始始ままるるののででああるる。。
以以下下記記事事のの存存在在ししなないい神神功功一一四四年年かからら三三七七年年ままでではは、、ここれれをを省省略略しし
たた。。

-----------------------------------------------------神神功功紀紀年年譜譜

大大和和帰帰還還 忍忍熊熊・・籠籠坂坂をを伐伐つつ ここのの年年太太歳歳

326

325
7

6

4
5 新新羅羅のの使使毛毛麻麻利利をを殺殺すす

2 仲仲哀哀陵陵葬葬
3 応応神神立立太太子子

327
8

324

328
9

334 14

332 12
333 13 応応神神のの敦敦賀賀儀儀礼礼

331 11

330 10

329

323

322

320
321元元

-----------------------------------------------------庚庚辰辰
仲仲哀哀没没 熊熊襲襲をを伐伐 新新羅羅をを伐伐つつ 応応神神生生るる
辛辛巳巳
壬壬午午
癸癸未未
甲甲申申
乙乙酉酉
丙丙戌戌
丁丁亥亥
戊戊子子
己己丑丑
庚庚寅寅
辛辛卯卯
壬壬辰辰
癸癸巳巳
甲甲午午

365 45
366 46 斯斯摩摩宿宿禰禰卓卓淳淳にに至至るる

364 44

362 42
363 43 卑卑彌彌呼呼没没（（二二運運前前））

361 41

358 38
359 39 卑卑彌彌呼呼朝朝貢貢（（二二運運前前）） ここのの年年太太歳歳
360 40 親親魏魏倭倭王王（（二二運運前前））

-----------------------------------------------------戊戊午午
己己未未
庚庚申申
辛辛酉酉
壬壬戌戌
癸癸亥亥
甲甲子子
乙乙丑丑
丙丙寅寅

丁丁卯卯
戊戊辰辰
己己巳巳
庚庚午午
辛辛未未
壬壬申申
癸癸酉酉
甲甲戌戌
乙乙亥亥
丙丙子子
丁丁丑丑
戊戊寅寅
己己卯卯
庚庚辰辰
辛辛巳巳
壬壬午午
癸癸未未
甲甲申申
乙乙酉酉
丙丙戌戌
丁丁亥亥
戊戊子子
己己丑丑

367 47
368 48
369 49
370 50
371 51
372 52
373 53
374 54
375 55 百百済済肖肖古古王王没没・・貴貴須須王王立立
376 56
377 57
378 58
379 59
380 60
381 61
382 62 襲襲津津彦彦新新羅羅をを伐伐つつ
383 63
384 64 百百済済貴貴須須王王没没・・枕枕流流立立
385 65 百百済済枕枕流流王王没没・・辰辰斯斯立立
386 66 臺臺与与朝朝貢貢（（二二運運前前））
387 67
388 68
389 69 神神功功没没・・陵陵葬葬 ここのの年年太太歳歳

ど よ

------------------------------------------------------

ひ み こ

卑卑彌彌呼呼とと臺臺与与にに関関係係すするる記記事事はは、、当当然然ののここととななががらら、、二二運運（（一一二二〇〇
年年））前前ををここここにに仮仮託託ししてていいるる。。百百済済王王関関係係のの記記事事ははここのの係係年年ののままままでで
順順当当ででああるる。。ここれれはは百百済済滅滅亡亡後後にに日日本本でで書書かかれれたたとといいうういいわわゆゆるる「「百百

済済三三書書」」かかららのの参参照照記記事事にに違違いいなないいがが、、朝朝鮮鮮のの「「三三国国史史記記」」ででもも保保証証
さされれるる。。
景景行行ああるるいいははそそのの前前王王垂垂仁仁にに関関るるかかもも知知れれなないい記記事事はは、、ししたたががっってて
神神功功四四六六年年条条かからら始始ままるる。。
そそのの四四六六年年条条ににははここうう書書かかれれてていいるる。。

--------------------------------------------------神神功功四四六六年年条条
斯斯摩摩宿宿禰禰至至卓卓淳淳、、斯斯摩摩遣遣従従者者百百済済
斯斯摩摩帰帰還還
--------------------------------------------------神神功功四四七七年年条条
百百済済使使久久氐氐来来倭倭、、遣遣千千熊熊長長彦彦新新羅羅
--------------------------------------------------神神功功四四八八年年条条
--------------------------------------------------神神功功四四九九年年条条
荒荒田田別別・・鹿鹿我我別別・・木木羅羅斤斤資資・・沙沙沙沙
奴奴跪跪、、伐伐新新羅羅、、百百済済王王とと交交歓歓
千千熊熊長長彦彦、、百百済済王王とと交交歓歓
--------------------------------------------------神神功功五五十十年年条条
荒荒田田別別等等帰帰還還、、千千熊熊帰帰還還（（久久氐氐同同行行））
--------------------------------------------------神神功功五五一一年年条条
百百済済使使久久氐氐来来倭倭、、遣遣千千熊熊百百済済（（久久氐氐
同同行行））
--------------------------------------------------神神功功五五二二年年条条
千千熊熊帰帰還還（（久久氐氐同同行行））、、百百済済王王贈贈倭倭
七七枝枝刀刀
---------------------------------------------------

ままととめめててししままっったたがが、、概概略略ををいいっってておおここうう。。

とくじゅん

ままずず神神功功四四六六年年にに、、大大王王（（神神功功））はは突突然然、、斯斯摩摩宿宿禰禰とといいうう
くてい

人人物物をを北北加加羅羅のの卓卓 淳淳 国国にに派派遣遣すするる。。すするるととそそのの卓卓淳淳王王がが、、
斯斯摩摩宿宿禰禰にに「「二二年年前前のの甲甲子子年年（（神神功功四四四四年年））にに、、百百済済のの使使久久氐氐
等等三三人人がが来来てて、、百百済済王王（（肖肖古古））がが倭倭国国にに朝朝貢貢ししたたいいがが、、道道をを
知知ららぬぬ。。ももしし倭倭国国のの使使人人がが来来たたらら知知ららせせてて欲欲ししいいとと言言いいつつかか
っったた」」とといいうう。。
斯斯摩摩宿宿禰禰ははすすぐぐ従従者者をを百百済済にに派派遣遣ししたたがが、、百百済済王王ははおおおおいい
にに悦悦びび珍珍宝宝をを奉奉っったた。。斯斯摩摩宿宿禰禰とと従従者者ははそそれれをを持持っってて倭倭にに帰帰
還還ししたた。。
そそのの翌翌年年のの神神功功四四七七年年、、道道をを知知っったた百百済済はは、、改改めめてて久久氐氐をを
使使者者ととしし朝朝貢貢ししててききたた。。ここののとときき新新羅羅のの使使者者もも何何故故かか同同行行しし
たたがが、、貢貢物物がが貧貧ししくく百百済済ののそそれれとと強強引引にに取取りり替替ええてて奉奉っったた。。
ここれれをを知知っったた大大王王（（神神功功））はは、、新新羅羅をを責責めめるるたためめ兵兵をを派派遣遣すす

たけしうちのすくね

るるここととをを決決めめ、、天天神神にに占占うう。。

ち くま ながひこ

天天神神ははここうう言言っったた。。「「 武武 内内 宿宿 禰禰 ををししてて議議をを行行ななははししめめよよ。。
因因りりてて千千 熊熊 長長 彦彦 をを以以っってて使使者者ととせせばば、、当当にに所所願願のの如如くくなならら
むむ」」

か がわけ

ここここにに千千熊熊長長彦彦をを新新羅羅にに派派遣遣ししここれれをを問問責責ししたた。。
あ ら た わけ

もくらこんし

さ さ な こ

次次いいでで二二年年後後のの神神功功四四九九年年、、突突然然、、荒荒田田別別・・鹿鹿我我別別をを将将軍軍
ととしし、、卓卓淳淳にに至至っってて、、ささららにに木木羅羅斤斤資資とと沙沙沙沙奴奴跪跪をを強強力力ににつつ
けけ、、新新羅羅をを攻攻めめるる。。七七国国をを平平定定ししててここれれをを百百済済にに賜賜いい、、百百済済
王王とと交交歓歓すするる。。千千熊熊長長彦彦ももままたた別別のの場場所所でで交交歓歓すするる。。

神神功功五五〇〇年年、、荒荒田田別別等等がが帰帰還還。。次次いいでで千千熊熊長長彦彦がが帰帰還還すするるがが、、
ここれれにに久久氐氐ががつついいててくくるる。。大大王王はは「「今今何何事事あありりててかか頻頻にに復復来来るる」」
ととききいいてていいるる。。
翌翌五五一一年年再再びび久久氐氐がが使使者者ととししてて来来朝朝。。ここれれをを受受けけててままたた千千熊熊
長長彦彦をを久久氐氐にに付付けけてて百百済済へへややっったた。。久久氐氐もも千千熊熊もも何何ををししたたののかか
不不明明だだがが、、滞滞在在一一年年後後にに二二人人がが連連れれ立立っってて帰帰還還。。
くてい

久久氐氐ははここのの時時、、百百済済王王のの特特注注品品「「七七枝枝刀刀」」をを倭倭王王にに贈贈っったた。。
神神功功五五二二年年ののここととででああるる。。

批批判判ににははいいりりたたいい。。
ここのの神神功功四四六六年年条条かからら五五二二年年条条のの七七年年間間のの記記事事ににおおいいてて、、文文脈脈ににどど
ううししててもも矛矛盾盾がが見見らられれるるののはは、、つつととにに指指摘摘さされれるる四四九九年年条条のの荒荒田田別別・・
き す

鹿鹿我我別別・・木木羅羅斤斤資資・・沙沙沙沙奴奴跪跪のの四四人人のの活活動動ででああるる。。新新羅羅ととのの戦戦にに勝勝っっ
しょう こ

てて、、百百済済王王 肖肖 古古おおよよびび王王子子貴貴須須とと交交歓歓すするる話話ししはは、、同同年年ののすすぐぐ後後のの
記記述述にに、、千千熊熊長長彦彦とと百百済済王王ととがが戦戦勝勝のの交交歓歓ををすするる話話ししががあありり、、記記事事内内
容容自自体体がが重重複複すするる。。ここのの重重複複はは書書紀紀のの基基本本的的性性格格ののひひととつつででああるる。。
そそももそそもも木木羅羅斤斤資資はは書書紀紀がが百百済済記記をを引引用用すするるととこころろ、、木木満満智智のの父父とと
にった

あしかが

いいいい、、そそのの活活動動年年代代ははすすくくななくくとともも五五世世紀紀代代とと見見らられれるる。。荒荒田田別別・・鹿鹿
と よ き いり び こ

我我別別ににししててもも、、そそのの出出身身がが新新田田・・足足 利利とと比比定定さされれ、、書書紀紀のの伝伝承承ででもも、、
崇崇神神のの子子ににししてて初初代代東東国国都都督督ででああっったた豊豊城城入入彦彦のの五五代代のの後後とといいいい、、王王
代代をを勘勘案案ししててももままずず五五世世紀紀ををささかかののぼぼるるここととははなないい。。
ししたたががっっててここのの四四名名のの存存在在とと活活動動ととはは、、そそここののととこころろののみみ、、例例ええばば
一一運運（（六六十十年年））ままたたはは二二運運（（百百二二十十年年））ばばかかりり意意図図的的ににささかかののぼぼりりがが
ああるるででああろろうう。。

もく ま ち

そ が

事事実実はは一一運運ででああるるとと思思うう。。ここのの意意図図的的なな作作為為はは、、大大王王のの治治世世年年代代のの
そそれれとと同同じじくく、、おおそそららくくはは木木満満智智ををととおおししてて曽曽我我氏氏のの祖祖ででああっったた木木羅羅
斤斤資資をを、、遠遠きき故故にに貴貴きき悠悠久久のの彼彼方方へへ追追いいややっったたたためめにに違違いいなないい。。聖聖徳徳
とと曽曽我我馬馬子子がが書書紀紀にに先先だだっってて「「天天皇皇記記・・国国記記等等」」をを編編纂纂ししたたここととをを思思
いいだだせせばばよよいい。。
ちちななみみにに木木羅羅斤斤資資はは百百済済のの将将軍軍ででははなないいとと思思うう。。ここれれをを大大和和のの派派遣遣
官官ででああるるとと明明確確にに述述べべたたののはは、、池池内内宏宏氏氏ででああるるがが、、氏氏のの見見解解はは証証拠拠のの
き

提提出出ををととももななわわななかかっったた。。書書紀紀のの文文脈脈かかららししてて、、そそううななののだだとといいっってて
いいるるよよううにに見見ええるる。。そそののととおおりりででああろろうう。。要要はは木木羅羅氏氏ははののちちのの紀紀氏氏でで
あざな

あありり、、斤斤資資はは「「ここににしし」」ままたた「「ここににししきき」」でであありり、、百百済済語語のの「「国国主主」」
のの類類をを意意味味すするるででああろろうう。。 字字 ででああるる。。
ここのの四四名名のの存存在在とと活活動動をを削削除除すするるとと、、神神功功紀紀のの一一連連のの条条ににはは、、斯斯摩摩
宿宿禰禰とと千千熊熊長長彦彦のの二二人人のの存存在在だだけけがが残残るる。。
ち く ま な な が ひ こ

ここれれがが第第一一のの関関門門だだがが、、複複雑雑にに考考ええるる必必要要ははなないい。。
けだ

これ

千千熊熊長長彦彦ににつついいてて書書紀紀はは注注ししてて「「百百済済記記にに識識麻麻那那那那加加比比跪跪とと云云ええるる
はは蓋蓋しし是是かか」」とといいうう。。ししかかしし、、識識麻麻那那那那加加比比跪跪はは要要すするるにに「「斯斯摩摩之之長長
彦彦」」ででああろろうう。。ここれれをを書書紀紀編編纂纂のの原原典典ででああっったた「「百百済済記記」」にに忠忠実実たたるる
べべくく、、千千熊熊長長彦彦とと訳訳ししたただだけけななののででははなないいかか。。
いいままははここのの辺辺ををささららりりとと言言っってておおくくがが、、書書紀紀のの編編者者はは結結局局、、斯斯摩摩宿宿
禰禰長長彦彦がが百百済済記記でで識識麻麻那那那那加加比比跪跪とと表表記記さされれてていいたたここととをを知知っってていいたた。。
ししかかしし斯斯摩摩宿宿禰禰のの名名はは倭倭のの記記録録にによよっってていいたた。。ここのの二二者者のの関関連連はは、、編編
纂纂のの方方針針ととししててははああええてて説説明明すすべべかかららざざるるももののででああっったた。。そそののたためめにに
識識麻麻那那那那加加比比跪跪ををししてて千千熊熊長長彦彦とと訳訳ししてておおいいたた。。
神神功功紀紀四四七七年年条条にに「「武武内内宿宿禰禰ををししてて議議をを行行わわししめめよよ。。因因りりてて千千熊熊長長
彦彦ををたたてて使使者者ととせせばば、、當當にに願願うう所所のの如如くくななららんん」」ととああるる。。思思ううににここのの
武武内内宿宿禰禰ととのの関関りりももああっってて、、書書紀紀はは千千熊熊長長彦彦ななるる人人物物ををああええてて登登場場ささ
せせたたののででああろろうう。。

神神<功功紀紀のの復復元元 >
改改めめてて神神功功四四六六年年かからら五五二二年年ままででのの記記述述をを整整理理しし、、ここれれにに関関りりああるる
そそのの前前記記をを加加ええててままととめめててみみよようう。。

-----------------------------------------------------甲甲子子（（三三六六四四））神神功功四四四四年年
百百済済使使来来加加羅羅卓卓淳淳
丙丙寅寅（（三三六六六六））神神功功四四六六年年
百百済済使使来来倭倭、、遣遣千千熊熊新新羅羅

斯斯摩摩宿宿禰禰訪訪卓卓淳淳

乙乙丑丑（（三三六六五五））神神功功四四五五年年
丁丁卯卯（（三三六六七七））神神功功四四七七年年

辛辛未未（（三三七七一一））神神功功五五一一年年

庚庚午午（（三三七七〇〇））神神功功五五十十年年

己己巳巳（（三三六六九九））神神功功四四九九年年

千千熊熊帰帰還還、、百百済済贈贈七七枝枝刀刀

百百済済使使再再来来、、遣遣千千熊熊百百済済

千千熊熊帰帰還還、、百百済済使使来来

百百済済王王与与千千熊熊交交歓歓

戊戊辰辰（（三三六六八八））神神功功四四八八年年

壬壬申申（（三三七七二二））神神功功五五二二年年

-------------------------------------------------------

三三国国史史記記（（史史記記））のの百百済済紀紀（（済済紀紀））・・新新羅羅紀紀（（羅羅紀紀））・・高高句句麗麗紀紀（（麗麗
紀紀））かからら並並行行ししたた紀紀年年のの事事項項をを取取りりだだししててみみるる。。主主体体はは百百済済ととすするる。。
史史料料はは東東史史年年表表かからら採採っったた。。

送送馬馬羅羅

遣遣使使羅羅

-----------------------------------------------------甲甲子子（（三三六六四四））近近肖肖古古一一九九年年
遣遣使使加加羅羅 書書(記記 )
乙乙丑丑（（三三六六五五））近近肖肖古古二二十十年年
丙丙寅寅（（三三六六六六））近近肖肖古古二二一一年年
丁丁卯卯（（三三六六七七））近近肖肖古古二二二二年年
戊戊辰辰（（三三六六八八））近近肖肖古古二二三三年年

己己巳巳（（三三六六九九））近近肖肖古古二二四四年年
庚庚午午（（三三七七〇〇））近近肖肖古古二二五五年年
辛辛未未（（三三七七一一））近近肖肖古古二二六六年年
壬壬申申（（三三七七二二））近近肖肖古古二二七七年年

麗麗来来侵侵、、太太子子破破麗麗
麗麗兵兵来来、、伏伏兵兵撃撃破破、、王王輿輿
太太子子攻攻麗麗平平壌壌、、射射中中麗麗王王
遣遣使使晋晋

-----------------------------------------------------甲甲子子年年（（三三六六四四））ににつついいててはは、、書書紀紀のの神神功功紀紀ばばかかりりででななくく、、欽欽明明紀紀
ににもも百百済済聖聖明明王王のの言言ととししてて「「昔昔我我がが先先祖祖速速古古（（肖肖古古））王王・・貴貴首首（（貴貴須須））
王王のの世世にに、、安安羅羅・・加加羅羅・・卓卓淳淳とと厚厚くく親親交交をを結結べべりり」」とといいうう記記事事ががああるる
かからら事事実実ででああろろうう。。散散逸逸ししたた百百済済記記等等にに記記録録さされれてていいたた筈筈ででああるる。。
ここれれはは神神功功四四六六年年（（三三六六六六））条条のの「「二二年年前前（（甲甲子子年年））にに百百済済使使がが卓卓
淳淳にに来来てて倭倭へへのの道道をを尋尋ねねたた」」とといいううののとと機機をを一一ににすするる。。尋尋ねねたたとといいうう
ののははむむろろんん道道ででななくく紹紹介介のの意意ででああろろうう。。
そそのの後後のの記記事事ははままっったたくく一一致致ししなないい。。ししかかしし百百済済使使のの来来朝朝記記事事がが三三
六六七七年年・・三三七七一一年年・・三三七七二二年年ででああっったたととすするるののがが、、ももととももとと倭倭にに残残るる
「「百百済済記記」」ににああっったた記記述述ででああるるととすすれればば、、ここのの間間のの史史記記とと百百済済記記をを援援
用用ししたた書書紀紀ととのの記記述述のの内内容容はは、、ああるる共共通通のの係係年年にによよるるここととがが推推測測でできき
るる。。
三三国国史史記記とと書書紀紀のの記記事事をを併併せせててみみよようう。。

------------------------------------------------------甲甲子子（（三三六六四四））神神功功四四四四年年
百百済済使使至至卓卓淳淳（（加加羅羅和和親親））
斯斯摩摩宿宿禰禰至至卓卓淳淳

乙乙丑丑（（三三六六五五））神神功功四四五五年年
丙丙寅寅（（三三六六六六））神神功功四四六六年年

百百済済使使来来倭倭、、遣遣千千熊熊新新羅羅
百百済済王王千千熊熊交交歓歓、、（（麗麗来来侵侵

丁丁卯卯（（三三六六七七））神神功功四四七七年年
戊戊辰辰（（三三六六八八））神神功功四四八八年年
己己巳巳（（三三六六九九））神神功功四四九九年年

庚庚午午（（三三七七十十））神神功功五五十十年年
百百済済使使再再来来、、遣遣千千熊熊百百済済

千千熊熊帰帰還還、、百百済済使使来来

太太子子破破麗麗））
辛辛未未（（三三七七一一））神神功功五五一一年年
壬壬申申（（三三七七二二））神神功功五五二二年年 （（麗麗兵兵来来、、伏伏兵兵撃撃破破、、王王輿輿
太太子子攻攻麗麗平平壌壌、、射射中中麗麗王王））
千千熊熊帰帰還還、、百百済済贈贈七七枝枝刀刀
（（百百済済遣遣使使晋晋））
------------------------------------------------------ここのの係係年年ののみみ一一致致すするるそそれれぞぞれれのの事事項項をを、、直直裁裁にに結結びびつつけけるるここととはは
むむろろんんででききなないい。。ししかかしし書書紀紀ににああっっててここのの時時代代のの記記録録がが不不備備でであありり、、
ももっっぱぱららののちちのの「「百百済済記記・・百百済済新新撰撰・・百百済済本本紀紀」」ののいいわわゆゆるる百百済済三三書書
にに依依存存しし、、かかつつそそのの記記事事にに忠忠実実ででああるるととすすれればば、、ここここににああるる互互いいのの記記
録録のの異異同同ににはは疑疑問問をを抱抱いいてて然然るるべべききででああろろうう。。一一歩歩進進んんででそそのの相相関関をを
復復元元すすれればば、、過過大大なな解解釈釈ににななりりかかねねなないい。。ししかかししああええててややっっててみみたたいい。。
三三六六九九年年にに造造らられれ三三七七二二年年にに贈贈らられれたた百百済済のの七七枝枝刀刀がが、、ここれれをを援援けけ
るるよよりりどどこころろととななるるかかもも知知れれなないい。。七七枝枝刀刀はは後後述述すするるよよううにに、、百百済済がが
倭倭ととのの結結好好のの証証ししととししてて贈贈っったたももののとと思思わわれれるる。。ここのの結結好好のの実実態態ががなな
ににかかとといいううここととがが、、前前後後のの文文脈脈ののあありりううべべきき関関連連をを示示唆唆すするるここととにになな
るる。。ちちななみみにに七七枝枝刀刀はは金金石石文文ととししててはは「「七七支支刀刀」」ででああるる。。
ささてて、、百百済済使使はは三三六六七七年年・・三三七七〇〇年年・・三三七七一一年年・・三三七七二二年年のの延延べべ四四
回回倭倭王王ののももととにに来来てていいるる。。ここのの密密度度ののああるる訪訪問問はは史史記記のの済済紀紀ががままっったた
くく記記述述ししてていいなないいかかららここそそ、、信信憑憑性性ががああるるののだだとと思思うう。。百百済済関関係係史史料料
はは、、思思ううにに七七世世紀紀にに百百済済がが滅滅びびててののちち倭倭にに渡渡っってて編編纂纂さされれたた「「百百済済三三
書書」」にによよりり確確かかななももののがが残残っってて、、半半島島ににははそそのの滅滅亡亡ととととももににおおおおくくをを
散散逸逸ししたたももののととみみななけけれればばななららなないい。。半半島島のの最最初初のの統統一一国国家家がが新新羅羅でで
ああっったたこことともも考考慮慮すすべべききででああろろうう。。
けっこう

密密度度ああるる訪訪問問ととそそのの結結果果ととししててのの七七枝枝刀刀のの贈贈与与はは、、かかななりりたただだなならら
ぬぬ結結 好好関関係係ででああるるとと思思うう。。すすななわわちち書書紀紀のの記記述述にに反反ししてて、、ままたた史史記記のの

記記録録ににもも反反ししてて、、ここのの結結好好のの意意味味はは結結局局政政治治的的なな同同盟盟のの意意味味ををももちち、、
ここれれににととももななっったた軍軍事事のの行行動動すすららああっったたののだだとと思思うう。。一一連連のの文文脈脈ははしし
たたががっってて次次ののよよううにに展展開開すするるででああろろうう。。

に は や

三三六六六六年年、、斯斯摩摩宿宿禰禰はは卓卓淳淳にに至至りり、、百百済済のの意意向向をを聞聞いいてて、、従従
者者のの爾爾波波移移をを百百済済にに使使いいささせせたた。。百百済済王王ははよよろろここびび倭倭へへ遣遣使使しし
たたいいとといいいい、、爾爾波波移移をを帰帰ししたた。。斯斯摩摩宿宿禰禰とと爾爾波波移移はは卓卓淳淳かからら帰帰
還還ししたた。。
くてい

三三六六七七年年、、百百済済王王はは久久氐氐をを遣遣わわしし倭倭にに至至りり貢貢物物をを献献じじたた。。倭倭
王王ははよよろろここびび、、千千熊熊長長彦彦すすななわわちち斯斯摩摩宿宿禰禰をを遣遣わわしし、、久久氐氐をを送送
ららししたた。。
（（新新羅羅のの記記事事はは略略、、ままたたここのの年年斯斯摩摩宿宿禰禰のの帰帰還還はは述述べべてて
いいなないいかからら、、斯斯摩摩ははそそののまままま半半島島ににいいたたここととににななるる））
三三六六九九年年、、前前燕燕のの内内紛紛にによよりり、、よよううややくく後後方方のの脅脅威威かからら解解きき
ははななたたれれたた高高句句麗麗がが、、一一気気にに南南下下すするる。。国国力力はは高高句句麗麗にに及及ばばなな
き す

いい百百済済はは、、ししかかしし王王とと太太子子がが善善戦戦ししててここれれをを撃撃ちち破破っったた。。百百済済
きんしょう こ

王王はは 近近 肖肖 古古、、太太子子はは貴貴須須ででああるる。。
そそのの翌翌年年のの三三七七〇〇年年、、千千熊熊（（斯斯摩摩））はは久久氐氐をを連連れれてて倭倭にに帰帰還還
しし、、倭倭王王ははここののとときき「「何何事事ががああっっててままたた来来たたののかか」」とと久久氐氐にに問問
ううてていいるる。。（（ここのの文文脈脈はは注注意意をを要要すするる））果果たたししてて翌翌三三七七一一年年百百
済済王王ははままたた久久氐氐をを遣遣わわししたた。。倭倭王王はは歓歓待待しし、、再再びび千千熊熊（（斯斯摩摩））
ををつつけけてて久久氐氐をを百百済済にに送送ららせせたた。。
三三七七二二年年、、高高句句麗麗はは雪雪辱辱をを濯濯ぐぐべべくく南南下下をを図図るる。。百百済済はは計計をを
こ こ く げんおう

案案じじ、、伏伏兵兵をを置置いいてて高高句句麗麗をを破破りり、、ささららにに平平壌壌をを攻攻めめてて高高句句麗麗
のの故故国国原原 王王をを射射殺殺ししたた。。（（ここれれがが百百済済ににととっってていいかかにに栄栄光光のの勝勝

す

が い ろ おう

けん

利利ででああっったたかかとといいううここととににつついいてて、、後後のの百百済済のの蓋蓋鹵鹵王王四四七七二二年年
きょうざん

にに北北魏魏にに送送っったた上上表表文文にに「「祖祖のの須須（（太太子子貴貴須須））はは剣剣（（故故国国原原王王））
のの首首をを 梟梟 斬斬 すす」」ととししててここれれをを誇誇っってていいるる））
そそししててここのの年年久久氐氐ははままたた千千熊熊（（斯斯摩摩））とと連連れれだだっってて倭倭にに到到りり、、
七七枝枝刀刀とと七七子子鏡鏡をを倭倭王王にに贈贈っったた。。百百済済ははままたたここのの年年晋晋にに遣遣使使しし、、
晋晋かからら「「鎮鎮東東将将軍軍百百済済王王、、領領楽楽浪浪太太守守」」のの称称号号ををももららっってていいるる。。

ここれれをを要要すするるにに、、百百済済ははここのの時時期期すすででにに高高句句麗麗ととのの衝衝突突をを予予想想しし、、
計計画画的的にに兵兵力力のの増増強強をを図図るるべべくく、、周周辺辺諸諸国国にに接接触触ををははじじめめたた。。そそれれがが
甲甲子子年年ででああるる。。人人口口ははすすななわわちち兵兵力力でであありり、、百百済済ののそそれれはは明明ららかかにに高高
句句麗麗にに劣劣っってていいたた。。百百済済がが加加羅羅諸諸国国にに和和親親をを求求めめたたとといいうう伝伝承承もも、、百百
済済がが倭倭へへのの道道をを尋尋ねねたたとといいうう書書紀紀のの記記述述もも、、要要はは兵兵力力をを頼頼んんだだののにに違違
いいなないい。。
ししたたががっってて三三六六六六年年かからら三三七七二二年年ににいいたたるる一一連連のの百百済済とと倭倭ととのの交交渉渉
はは、、対対高高句句麗麗援援兵兵のの要要請請（（百百済済））とと応応諾諾のの派派兵兵（（倭倭））のの経経緯緯とと読読めめるる。。
斯斯摩摩宿宿禰禰はは三三六六七七年年かからら三三六六九九年年のの間間百百済済ままたたはは加加羅羅にに留留ままっったた。。
そそのの後後三三七七一一年年かからら三三七七二二年年ままでで、、再再びび半半島島にに留留ままっったた。。ここののすすべべてて
のの往往還還ににはは百百済済のの使使者者久久氐氐がが同同行行ししてていいるる。。ひひるるががええっってて百百済済ははここのの
時時代代加加羅羅やや新新羅羅とと争争乱乱ははなないい。。加加羅羅ととはは和和親親とと言言いい、、新新羅羅ととはは倭倭へへのの
貢貢物物ののここととでで争争っったたとと書書紀紀ににああるるがが、、大大勢勢にに影影響響ははなないい。。従従っってて百百済済
はは当当時時そそのの東東辺辺・・南南辺辺ととももにに後後慮慮ををももたたななかかっったた。。
要要すするるににここののとときき斯斯摩摩宿宿禰禰がが百百済済にに強強力力すするるたためめににはは、、いいくくばばくくかか
のの兵兵ををももっってて百百済済軍軍にに合合流流すするるししかかななんんららのの意意味味ををももたたなないい。。かかくくしし
てて百百済済はは三三六六九九年年とと三三七七一一年年のの対対高高句句麗麗戦戦にに、、倭倭のの援援兵兵ををととももななっってて
出出撃撃ししたた。。そそれれがが事事実実ででああっったたののだだとと思思うう。。
しんこうおう

ちちななみみににそそのの兵兵のの規規模模ははももととよよりり大大ききななももののででははなないい。。ここののケケーースス
ににももっっとともも近近いい、、後後のの七七世世紀紀のの新新羅羅真真 興興 王王がが百百済済にに救救援援ししてて高高句句麗麗をを

撃撃ちち破破っったたととききのの派派遣遣兵兵力力はは三三〇〇〇〇名名ででああっったた。。歴歴代代のの半半島島ににおおけけるる
軍軍事事行行動動がが千千人人をを超超ええるるののはは希希ででああっったたとといいっってていいいい。。
斯斯摩摩宿宿禰禰のの軍軍勢勢はは、、国国家家ののそそれれででななくく斯斯摩摩宿宿禰禰ののいいわわばば家家のの子子郎郎党党
ででああっったたででああろろうう。。
書書紀紀のの参参照照ししたた百百済済記記ににははたたぶぶんんそそののここととがが書書かかれれてていいたた。。ああるるいい
はは結結果果をを予予想想ででききるるよよううにに断断片片的的にに記記述述さされれてていいたた。。書書紀紀ががここれれをを改改
竄竄ししたた。。ああるるいいはは事事実実関関係係をを復復元元すするるににはは、、倭倭のの側側のの史史料料がが寡寡少少にに過過
ぎぎてて、、断断片片ののみみここれれをを記記載載ししてて後後世世ににゆゆだだねねたた。。
書書紀紀のの思思想想のの問問題題ももああっったたかかももししれれなないい。。百百済済記記にに示示唆唆さされれてていいたた
ここととのの主主筋筋はは明明ららかかでであありり、、百百済済のの栄栄光光のの勝勝利利ににほほかかななららなないい。。そそのの
勝勝利利にに付付帯帯ししてて倭倭ととのの同同盟盟ががああっったた。。倭倭のの朝朝廷廷ははすすででにに五五世世紀紀ににはは、、
百百済済ををししてて倭倭のの従従属属国国ととみみななししたた形形跡跡ががああるる。。ここれれははむむろろんん事事実実とと相相
違違すするるがが、、従従属属国国ととみみななすすもものののの栄栄光光ののたためめにに、、倭倭がが付付帯帯的的にに援援軍軍をを
出出ししたた事事実実はは、、書書紀紀のの基基本本的的方方針針ににももととっったた可可能能性性ががああるる。。ししかかももそそ
のの兵兵はは国国家家ののそそれれででははななかかっったたかかもも知知れれなないいののででああるる。。
いいままひひととつつのの問問題題はは、、ここのの一一連連のの書書紀紀のの記記述述ががももっっぱぱらら新新羅羅ととののみみ
関関っってていいるるここととででああるる。。そそのの趣趣旨旨がが単単純純にに高高句句麗麗のの仮仮託託ででああっったたととはは
思思ええなないい。。斯斯摩摩宿宿禰禰ががそそのの二二度度のの対対高高句句麗麗共共同同戦戦のの合合間間にに、、加加羅羅諸諸国国
やや新新羅羅にに干干渉渉ししたたここととははああっったたかかもも知知れれなないい。。木木羅羅斤斤資資ななどどのの記記事事をを
削削除除すするるとと、、加加羅羅やや新新羅羅ととのの関関りりもも消消ええててししままううがが、、ここのの記記事事をを後後代代
かかららももっっててききたたとときき、、そそここにに加加羅羅・・新新羅羅ににつついいててのの伝伝承承ががああれればば、、そそ
のの後後代代のの記記事事ををももっってて吸吸収収さされれててししままううででああろろうう。。
ここのの記記事事ががそそももそそもも百百済済ととのの同同盟盟ああるるいいはは対対高高句句麗麗戦戦ななどどのの趣趣意意をを、、
髪髪のの毛毛一一筋筋すすららももたたなないいののはは、、ひひととええにに木木羅羅斤斤資資をを後後代代かかららここここにに仮仮
託託ししたた、、無無謀謀なな結結果果ののももたたららししたたももののにに違違いいなないい。。
ししたたががっっててここここででははここれれ以以上上状状況況をを推推測測ででききるる余余地地ははなないい。。斯斯摩摩宿宿
禰禰ががななぜぜここののとときき半半島島にに進進出出ししたたののかか、、とといいうう問問題題をを問問わわななけけれればばなな
ららなないい。。そそのの背背景景のの一一端端ももままたたここれれをを七七支支刀刀がが語語っっててくくれれるる。。

ななさやのたち

七七<支支刀刀のの由由来来 >
しち し と う
百百済済王王がが三三七七二二年年にに久久氐氐をを遣遣ししてて倭倭王王にに贈贈っったた七七支支刀刀はは、、間間違違いいなな
こくな

くく現現在在もも石石上上神神宮宮のの神神宝宝ととししてて祀祀らられれてていいるる、、いいわわゆゆるる 七七 枝枝 刀刀（（書書
かねのむれ

紀紀のの表表記記））にに違違いいなないい。。久久氐氐のの言言葉葉にに「「百百済済のの河河のの水水源源ででああるる谷谷那那のの
鉄鉄 山山 のの鉄鉄をを採採っってて作作るる」」ととあありり、、そそのの制制作作のの年年もも七七支支刀刀のの銘銘文文にによよ
っってて三三六六九九年年とと見見らられれるる。。
七七支支刀刀ははそそのの刀刀ににここうう刻刻ままれれてていいるる。。

泰泰和和四四年年＊＊月月一一＊＊日日丙丙午午正正陽陽、、造造百百練練鋼鋼七七支支刀刀。。＊＊辟辟百百兵兵宣宣
供供侯侯王王、、＊＊＊＊＊＊＊＊作作。。
先先世世以以来来未未有有此此刀刀。。百百済済王王世世子子奇奇生生聖聖晋晋、、故故為為倭倭王王旨旨造造。。伝伝
示示後後世世。。

きちしょう

字字のの解解釈釈ににつついいててはは異異論論ががいいくくつつかかああっったた。。作作のの字字はは宮宮崎崎一一定定氏氏がが
しょう

ここれれをを 祥祥 とと読読んんだだ。。吉吉 祥祥 のの祥祥ででああるる。。そそのの文文字字ままででがが片片側側のの文文章章でで
たいわ

ああるるののでで、、氏氏のの見見解解はは正正ししいい。。作作者者等等ははそそのの裏裏面面ににああるるべべききででああるる。。
とうしん

泰泰和和のの和和がが読読解解ででききずず、、前前秦秦のの太太初初四四年年（（三三八八九九））やや北北魏魏のの太太和和四四
年年（（四四八八十十））のの可可能能性性もも検検討討さされれててききたたがが、、時時代代のの文文脈脈かかららししてて、、東東 晋晋
のの太太和和（（泰泰和和））四四年年ででああろろうう。。西西紀紀三三六六九九年年ででああるる。。
しん

ままたた奇奇生生聖聖晋晋のの晋晋はは「「音音」」とと読読めめるる。。ししかかしし全全文文ををししてて鳥鳥瞰瞰すするるとと、、
こうおう

ここのの銘銘文文のの文文字字ははどどれれもも縦縦線線ががよよくく消消ええてていいるるららししいい。。音音ででななくく晋晋とと
読読むむべべききででああろろうう。。そそももそそもも東東晋晋のの年年号号をを用用いいてて、、侯侯 王王とといいうう言言葉葉をを
使使うう文文ののななかかでではは、、晋晋とと読読ままざざるるををええなないい。。侯侯王王とといいうう言言葉葉ははよよくく百百
済済王王のの権権威威をを上上ととししてて、、倭倭のの王王ををここうう呼呼ぶぶとといいううがが、、侯侯王王のの意意味味はは文文
脈脈かかららししてて「「百百済済王王もも倭倭王王もも同同じじくく晋晋のの侯侯王王たたるるべべきき立立場場ににてて」」とといい

うう意意ででああるる。。
せ し

ままたた百百済済王王世世子子のの後後はは中中国国風風をを順順守守すすれればばかかななららずず一一字字のの名名ががくくるる
べべききででああるる。。反反対対にに倭倭王王ににつついいててはは、、倭倭王王ととししててそそのの名名ががああっっててははなな
ららなないい。。贈贈りり手手はは名名をを明明記記ししななけけれればばななららなないいがが、、贈贈りり先先にに実実名名をを入入
れれるるののははそそももそそもも礼礼をを逸逸すするるここととににななろろうう。。
従従っっててここのの銘銘文文ははここうう読読むむ。。

泰泰和和四四年年（（東東晋晋年年号号・・世世紀紀三三六六九九年年））．．．．．．百百練練鋼鋼のの七七支支刀刀をを造造
るる。。百百兵兵をを辟辟くく．．．．．．宣宣ししくく侯侯王王にに．．．．．．吉吉祥祥
先先世世以以来来、、未未だだここのの刀刀有有ららずず。。百百済済王王世世子子奇奇、、聖聖晋晋にに生生ままれれ、、
故故、、倭倭王王のの為為にに旨旨ししてて造造るる。。後後世世にに伝伝示示せせよよ。。

ここのの後後半半のの文文にに飾飾りりのの補補填填をを付付けけれればば、、次次ののよよううににななるる。。

先先世世以以来来、、未未だだ此此のの（（如如きき））刀刀有有ららずず。。百百済済王王世世子子奇奇（（貴貴須須））
（（奇奇ししくくもも））倭倭王王とと時時をを同同じじくくししてて））
（（世世界界のの盟盟主主ににししてて））聖聖ななるる
晋晋（（のの世世にに））生生ままれれ、、（（かかくく倭倭王王とと出出会会っったた今今日日ががああるる））故故、、（（いい
まま好好みみをを通通じじ、、共共にに晋晋のの侯侯王王たたるる））倭倭王王のの為為にに、、
（（工工人人にに））旨旨ししてて
造造ららししめめるる。。（（来来るるべべきき））後後世世にに（（ここのの結結好好のの証証ししをを））伝伝示示せせよよ。。

ちちななみみににここここにに贈贈りり手手がが肖肖古古王王（（句句ままたたはは余余句句））ででななくく太太子子貴貴須須（（奇奇））
りょうが

ででああるるののはは、、貴貴須須ががすすででにに百百済済軍軍のの実実質質的的なな指指揮揮者者ででああっってて、、かかつつ高高
句句麗麗撃撃退退のの英英雄雄ででああっったたたためめででああろろうう。。ももっっとといいええばば父父王王をを陵陵 駕駕すするる
声声明明ををももちち、、倭倭ととのの同同盟盟ににああたたっっててももそそのの当当事事者者ででああっったたかかもも知知れれなな

いい。。
ここのの文文はは基基本本的的にに倭倭王王をを対対等等にに扱扱っってていいるる。。対対等等なな同同盟盟者者ととししてて扱扱
っってていいるる。。強強いいてていいええばば、、文文明明をを知知ららぬぬ倭倭王王にに教教ええ諭諭すす意意味味がが含含ままれれ
てていいるるかかもも知知れれなないい。。すすででにに独独自自のの文文化化ををももちち人人口口のの少少なないい百百済済がが、、
文文化化度度はは低低くく兵兵力力はは巨巨大大なな倭倭にに礼礼をを尽尽ししてていいるるののででああるる。。時時にに倭倭王王がが
大大和和のの朝朝廷廷ににああっってて九九州州近近くくままでで（（すすななわわちち列列島島のの半半ばば））そそのの威威をを広広
げげてていいたたととししてて、、列列島島ががつつねねにに半半島島のの三三倍倍のの人人口口をを擁擁ししたたととすすれればば、、
半半島島のの一一国国のの百百済済にに対対ししてて、、優優にに四四倍倍のの人人口口をを有有ししてていいたたにに違違いいなないい。。
ここのの人人口口はは観観念念的的ににししろろ潜潜在在兵兵力力ととししてて強強いい意意味味ををももつつででああろろうう。。
ししかかししここここにに登登場場すするる倭倭王王はは神神功功ででははなないい。。
倭倭のの大大和和のの朝朝廷廷がが斯斯摩摩宿宿禰禰ををももっってて半半島島にに介介入入ししたた、、時時のの半半島島側側のの
状状況況ででああっったた。。斯斯摩摩宿宿禰禰ががななぜぜここのの時時期期半半島島にに入入っったたかかとといいうう倭倭のの側側
のの背背景景はは、、ここれれをを違違っったた側側面面でで明明ららかかににししななけけれればばななららなないい。。

神神功功紀紀にに仮仮託託さされれたた景景行行紀紀 >
<
ひもと
書書紀紀をを紐紐解解いいてていいくくとと、、そそれれぞぞれれのの大大王王紀紀年年ははそそのの元元年年ががほほぼぼそそのの
数数代代前前のの大大王王のの即即位位元元年年かからら始始ままるるここととがが分分かかるる。。同同時時にに当当王王のの没没年年
ははままたた当当王王ののももののかか、、ああるるいいははそそのの前前後後のの数数代代のの大大王王のの没没年年ででああるる。。
そそのの詳詳細細はは順順次次検検証証すするるととししてて、、ここここでではは四四世世紀紀のの後後半半にに焦焦点点ををああてて
てて、、垂垂仁仁・・景景行行・・神神功功のの三三人人のの大大王王のの紀紀年年をを、、並並行行ししてて例例示示ししててみみよよ
うう。。
垂垂仁仁紀紀はは二二五五年年条条にに斎斎宮宮記記事事ががああるるかからら、、二二六六年年がが事事実実上上のの元元年年でで、、
立立太太子子没没はは三三八八年年ででああるる。。景景行行紀紀ははそそのの二二〇〇年年にに斎斎宮宮記記事事ががああるるがが、、
七七月月特特殊殊月月即即位位ででああるるとと同同時時にに「「そそのの年年、、年年号号をを代代ええるる」」とといいっってていい
るるかからら、、祚祚年年改改元元ででああろろうう。。書書紀紀ににししたたががっっててここれれをを辛辛未未（（三三七七一一））
ととすするる。。
垂垂仁仁のの没没年年もも辛辛未未ととしし、、書書紀紀のの紀紀年年はは一一年年異異同同ががああるるととみみるる。。ももっっ

ととももここのの垂垂仁仁没没年年イイココーールル景景行行元元年年をを庚庚午午（（三三七七〇〇））ととみみるるこことともも可可
能能でで、、ここのの点点異異論論ががあありりううるるがが、、先先おおくくりりししててここここでではは辛辛未未元元年年ととしし
てて話話ししををすすすすめめるる。。
次次のの神神功功・・垂垂仁仁・・景景行行のの「「三三王王紀紀年年譜譜」」をを参参照照すするる。。
ここのの係係年年でで、、垂垂仁仁紀紀ははそそのの元元年年をを三三三三四四年年ととしし、、事事実実上上考考霊霊紀紀ででああ
りり、、景景行行紀紀はは元元年年をを三三五五二二年年ととしし、、事事実実上上崇崇神神紀紀ででああるる。。
神神功功紀紀ははそそのの即即位位前前記記かからら神神功功十十三三年年ままでではは、、五五世世紀紀前前半半のの記記事事（（四四
〇〇〇〇年年かからら四四一一三三年年ままでで））、、そそのの後後かからら神神功功六六九九年年ままででははそそれれをを遥遥かかにに
ささかかののぼぼるる四四世世紀紀後後半半のの記記事事のの二二つつにに分分かかれれるる。。

神神功功紀紀・・垂垂仁仁紀紀・・景景行行紀紀 紀紀年年譜譜
---------------------------------------------------------神神功功紀紀
垂垂仁仁紀紀 考考(霊霊紀紀 景景
) 行行紀紀 崇崇(神神紀紀 )

361

360

359

42

41

40

38
3卑卑
9 彌彌呼呼太太歳歳

29
3兄兄
0 弟弟試試験験
1景景
2 行行征征西西
1伐伐
3 熊熊襲襲

377

376

375

374

373

372

370

369

58

57

56

55

54

53

5斯斯
1 摩摩派派遣遣
5七七
2 支支刀刀

50

48
4斯斯
9 摩摩帰帰還還

46

45

44

43

42

41

40

38
3石石
9 上上

36
3立立
7 太太子子

29

28

27

26

25

24

23

22

21

11

9

8

362
43
31
14

26

363
44
32
15

10

364
45
33
16

2敦敦
7 賀賀
2日日
8 矛矛

365
34

378

59

47

30

368

379

60

48

1大大
9 和和帰帰還還
2五五
0 百百野野姫姫

380

61

371

381

367

366

4斯斯
6 摩摩卓卓淳淳
4斯斯
7 摩摩派派遣遣
35

17
1筑筑
8 紫紫

---------------------------------------------------------戊戊午午 358
2倭倭
5 姫姫
7
己己未未
庚庚申申
辛辛酉酉
壬壬戌戌
癸癸亥亥
甲甲子子
乙乙丑丑
丙丙寅寅
丁丁卯卯
戊戊辰辰
己己巳巳
庚庚午午
辛辛未未
壬壬申申
癸癸酉酉
甲甲戌戌
乙乙亥亥
丙丙子子
丁丁丑丑
戊戊寅寅
己己卯卯
庚庚辰辰
辛辛巳巳

壬壬午午
癸癸未未
甲甲申申
乙乙酉酉
丙丙戌戌
丁丁亥亥
戊戊子子
己己丑丑

387

386

385

384

383

382

67

66

65

64

63

62

55
5景景
6 行行没没

54

53

52

51

50

49

38

36

35

34

33

32

31

37

388

68
69神神功功没没

389

------------------------------------------------------------

重重ねねてていいううがが、、神神功功紀紀はは書書記記のの係係年年にによよれればば西西紀紀二二〇〇一一年年をを元元年年とと
すするる。。事事実実上上干干支支二二運運ささかかののぼぼっってていいるるかからら、、書書紀紀ににああっっててももオオリリジジ
ナナルルはは三三二二一一年年元元年年ででああるる。。そそのの四四六六年年はは三三六六六六年年、、五五二二年年はは三三七七二二
年年ででああるる。。
とよすきいりひめ

一一方方垂垂仁仁紀紀はは考考霊霊紀紀ででででききてていいるる。。以以下下重重複複すするるがが、、考考霊霊二二五五年年はは
やまとひめ

すすななわわちち垂垂仁仁二二五五年年でで、、ここのの年年伊伊勢勢のの祭祭祀祀をを 倭倭 姫姫ををししてて豊豊 鋤鋤 入入 姫姫とと
替替ええたた、、ととああるる。。斎斎宮宮記記事事はは書書紀紀ににおおいいてて践践祚祚のの儀儀礼礼ののひひととつつととみみなな
さされれてていいるる。。
（（第第一一節節参参照照））従従っっててそそのの年年がが垂垂仁仁のの践践祚祚のの年年でで、、翌翌二二六六
年年がが垂垂仁仁元元年年ででああるる。。
ひ み こ

ここのの垂垂仁仁二二六六年年はは、、ここのの三三王王紀紀年年譜譜ののととおおりり、、並並行行すするる神神功功紀紀のの神神
ぎ

ちょうこう

けいしょ

功功三三九九年年にに相相当当すするるがが、、ここれれはは神神功功紀紀がが（（二二運運ををささかかののぼぼっってて））卑卑彌彌呼呼

のの魏魏へへのの最最初初のの 朝朝 貢貢 ととすするる年年ででああるる。。すすななわわちち景景 初初三三年年（（二二三三九九年年））
たいさい

でで、、事事実実上上三三五五九九年年ででああるる。。垂垂仁仁紀紀二二六六年年条条ににははなないいがが、、神神功功三三九九年年
条条ににはは「「ここのの年年太太 歳歳己己未未」」ととああるる。。太太歳歳記記事事はは原原則則大大王王のの即即位位ににとともも

じょじゅ

ななうう。。例例外外がが神神武武とと神神功功でで即即位位とと没没年年のの両両方方にに、、ここのの太太歳歳がが記記さされれてて
しん ぎ わ おう

いいるる。。例例外外中中のの例例外外ががここのの神神功功三三九九年年条条のの太太歳歳ででああるる。。
書書紀紀のの基基本本的的姿姿勢勢かかららすするるとと、、ここのの太太歳歳記記事事がが「「親親魏魏倭倭王王」」のの除除 授授

にに係係るるののはは、、倭倭のの五五王王のの朝朝貢貢とといいうう史史実実ををままっったたくく無無視視ししたた編編者者のの記記

述述ととししててはは意意外外ででああるる。。要要すするるににここここでではは述述べべなないい（（述述べべらられれなないい））
垂垂仁仁のの即即位位元元年年太太歳歳ををここここにに仮仮託託ししたたののででああろろうう。。ちちななみみにに倭倭のの五五王王
にに関関ししてて書書紀紀ははそそのの貢貢献献ににつついいててははままっったたくく述述べべなないいがが、、そそのの除除授授にに
ととももななうう宋宋のの使使者者のの来来朝朝はは、、ここれれをを倭倭へへのの朝朝貢貢ととししてて記記録録ししてていいるるよよ
ううだだ。。（（仁仁徳徳紀紀・・雄雄略略紀紀））
ここ ここ かか らら がが重重要要 だだ がが 、、そそ のの すす ぐぐ 後後 のの 垂垂 仁仁 三三 〇〇 年年のの 条条 にに、、 垂垂 仁仁 がが
い に し き

五五十十瓊瓊敷敷とと景景行行にに欲欲ししいいももののをを問問うう話話ししががああるる。。兄兄王王はは弓弓矢矢をを、、弟弟王王
はは王王位位をを求求めめてて、、垂垂仁仁がが景景行行にに「「必必ずずわわがが後後をを継継げげ」」とと言言っったたとといいうう
がが、、ここのの話話ししはは立立太太子子記記事事ののよよううににもも見見ええるる。。
ししかかしし書書紀紀のの立立太太子子記記事事はは事事実実上上没没年年をを仮仮託託ししてていいるるたためめ、、立立太太子子
記記事事そそののももののははままっっすすぐぐ書書けけなないい。。王王位位をを継継ぐぐべべきき話話ししはは、、後後にに景景行行
がが継継いいだだかかららここううななっってていいるるだだけけでで、、実実際際はは反反対対にに五五十十瓊瓊敷敷がが王王位位をを、、
景景行行がが弓弓矢矢ををももららっったたののかかもも知知れれなないい。。要要ははここのの時時、、景景行行のの将将来来ににつつ
せいせい
ととく

しゅっせい

とうすい

いいててああるる重重大大なな決決定定ががななさされれたたここととをを特特にに示示唆唆すするるののででああろろうう。。
西西 征征ででああるる。。
景景行行はは垂垂仁仁かからら西西国国都都督督ととししててそそのの 出出 征征 ・・統統 帥帥をを命命じじらられれたた。。そそ
うう読読みみととれれるるののはは、、並並行行すするる崇崇神神紀紀ががそそれれをを示示唆唆すするるかかららででああるる。。
景景行行紀紀はは崇崇神神紀紀かかららででききてていいるる。。すすななわわちち崇崇神神二二〇〇年年がが景景行行二二〇〇年年
い お の ひめ

でであありり、、ここのの年年「「五五百百野野姫姫をを伊伊勢勢斎斎宮宮ととししたた」」とといいうう記記事事ががああるる。。従従
っってて景景行行二二〇〇年年がが景景行行践践祚祚のの年年でであありり、、翌翌二二一一年年がが即即位位元元年年のの筈筈ででああ
るるがが、、景景行行のの場場合合はは特特殊殊なな例例ととししてて祚祚年年改改元元ををととっったた。。ここれれがが譲譲位位にに
よよるる祚祚年年改改元元ででああっったたここととはは、、
「「倭倭姫姫ににつつけけてて」」とといいうう意意味味ににととれれるる記記
事事（（事事実実上上触触れれてていいなないい））とと「「そそのの年年元元号号をを改改めめたた」」とといいうう特特別別なな記記
事事ががああるるここととでで分分かかるる。。触触れれてていいなないいとといいううここととはは豊豊鋤鋤入入姫姫をを更更迭迭しし
ななかかっったたここととをを意意味味しし、、そそのの父父垂垂仁仁がが没没ししてていいなないい、、ままたたはは罪罪せせらられれ
けいたい

ててももいいなないいとといいううここととをを説説明明ししてていいるるののででああろろうう。。
六六世世紀紀のの欽欽明明はは、、百百済済本本紀紀ののいいうう継継 体体二二五五年年辛辛亥亥（（五五三三一一年年））にに世世
あんかん

せんか

きんめい

子子ととししてて実実権権をを奪奪っったたののだだとと思思うう。。ししかかしし即即位位ははここれれををししななかかっったた。。
安安 閑閑・・宣宣化化とと即即位位ししてて欽欽 明明はは伝伝承承通通りり五五四四〇〇年年にに即即位位ししたたののででああろろうう。。

ししかかしし、、実実権権をを握握っったたののはは、、時時のの半半島島ととのの関関りりででああっったた。。継継体体ははそそのの
半半島島政政策策をを失失敗敗ししたた。。ここれれにに代代わわるるべべきき強強力力なな求求心心力力がが欽欽明明にに集集ままっっ
たたららししいい。。
さんだっ

半半島島ととのの関関りりはは倭倭王王のの出出所所進進退退をを決決めめるるののででああるる。。景景行行ののももししかかしし
たたらら一一種種のの纂纂 奪奪ははここううししたた根根拠拠にによよるるかかもも知知れれなないい。。
話話ししををももととにに戻戻そそうう。。そそのの崇崇神神（（景景行行））紀紀一一二二年年のの条条にに、、すすななわわちち
景景行行のの西西征征開開始始のの記記事事ががああるる。。先先にに述述べべたた、、景景行行とと五五十十瓊瓊敷敷のの兄兄弟弟試試
くまそ

つくし

験験のの記記事事ののああるる考考霊霊（（垂垂仁仁））紀紀三三〇〇年年ででああるる。。ととももにに西西紀紀三三六六三三年年。。
ふぜんながを

そそのの年年「「十十二二年年秋秋七七月月、、熊熊襲襲ががそそむむいいたた。。八八月月、、天天皇皇（（景景行行））はは筑筑紫紫
おほき た

ひむか

にに向向かかっったた」」ここのの後後景景行行はは九九月月ににはは周周防防のの佐佐麼麼つついいでで豊豊前前長長峡峡にに、、十十
だかやのみや

月月ににはは 碩碩 田田にに、、十十一一月月にに日日向向にに入入りり、、十十二二月月かからら翌翌年年のの五五月月ににかかけけ
こ ゆ

くまのあがた

ひのくに

たま き な

み け

てて熊熊襲襲をを討討っったた。。そそここ日日向向高高 屋屋 宮宮にに一一七七年年ままででのの六六年年をを滞滞在在すするる。。一一
いくは

八八年年三三月月、、子子湯湯かからら発発っってて筑筑紫紫をを巡巡幸幸しし、、熊熊 県県 ・・火火 国国・・玉玉杵杵名名・・御御木木・・
的的 をを巡巡るる。。一一九九年年九九月月ににいいたたっっててよよううややくく大大和和にに帰帰還還すするる。。
神神功功四四六六年年（（三三六六六六年年））はは崇崇神神（（景景行行））一一五五年年ででああるる。。熊熊素素をを討討っっ
たた二二年年後後、、一一七七年年ままででのの六六年年間間のの意意味味不不明明のの滞滞在在のの中中間間のの年年ででああるる。。
そそししててそそのの年年斯斯摩摩宿宿禰禰がが半半島島にに現現れれたた。。
ここれれをを要要すするるにに、、大大和和のの朝朝廷廷ととししててははじじめめてて筑筑紫紫をを攻攻めめ、、そそののももつつ
益益権権をを、、ととくくにに半半島島へへのの益益権権をを握握っったたののはは、、ままだだ太太子子ああるるいいはは王王子子とと
ししててのの景景行行ででああっったた。。
景景行行はは日日向向ににはは入入ららななかかっったた。。筑筑紫紫をを巡巡幸幸ししななかかっったた。。おおそそららくく
す は の さ ば

周周防防佐佐麼麼ににああっってて筑筑紫紫のの勢勢力力とと対対峙峙しし、、大大和和のの勢勢力力ととししててははははじじめめてて
ここれれにに打打撃撃ををああたたええ、、半半島島へへのの既既得得権権のの一一部部をを冒冒ししたたののででああるる。。
斯斯摩摩宿宿禰禰はは周周防防ににいいすすわわっったた景景行行ががここれれをを派派遣遣ししたた。。
そそのの九九州州滞滞在在最最後後のの年年とといいうう崇崇神神（（景景行行））一一八八年年はは、、神神功功四四九九年年（（三三
六六九九年年））、、そそししてて七七支支刀刀をを贈贈らられれたた神神功功五五二二年年（（三三七七二二年年））はは、、大大和和帰帰
還還のの二二年年後後、、景景行行のの受受禅禅即即位位ととみみらられれるる崇崇神神（（景景行行））二二〇〇年年（（三三七七一一
年年））のの翌翌年年、、すすななわわちち崇崇神神（（景景行行））二二一一年年ななららびびにに考考霊霊（（垂垂仁仁））紀紀三三
九九年年ななののででああるる。。

い に し き

ち ぬ

かわかみのみや

ち

ぢ

ちちななみみににここのの年年、、垂垂仁仁紀紀ににししてて三三九九年年にに一一つつのの符符合合ががああるる。。ここのの年年
おしさか

のの冬冬十十月月にに、、「「五五十十瓊瓊敷敷はは茅茅淳淳のの 川川 上上 宮宮 にに行行きき、、剣剣一一千千口口をを造造ららせせ、、
いそのかみ

石石上上にに納納めめたた。。一一説説にによよるるとと先先にに 忍忍 坂坂 にに納納めめ、、ののちち忍忍坂坂かからら移移ししてて
石石 上上 にに納納めめたた」」とと書書かかれれてていいるる。。
特特徴徴的的ななここととはは、、書書紀紀ののここのの文文がが一一読読ししてて大大王王のの指指示示にによよるるののででなな
いいここととででああるる。。五五十十瓊瓊敷敷はは自自らら単単独独にに動動いいてていいるるよよううにに見見ええるる。。ししかか
ししそそのの動動機機もも意意図図もも語語らられれてていいなないい。。つつままりり書書紀紀のの文文脈脈ででははここのの時時垂垂
仁仁のの治治世世三三九九年年ででああっったたがが、、事事実実ははすすででにに景景行行ががここれれをを襲襲っってていいてて、、
発発令令ははここれれをを景景行行かからら出出てていいたたののででああるる。。
書書紀紀のの月月日日をを比比較較すするるののははほほととんんどど無無意意味味だだがが、、たたままたたまま神神功功紀紀五五
二二年年条条のの久久氐氐にによよるる七七支支刀刀のの倭倭王王へへのの献献上上はは、、そそのの年年秋秋九九月月ででああっったた。。
五五十十瓊瓊敷敷のの話話はは冬冬十十月月ででああるる。。要要はは神神功功五五二二年年のの七七支支刀刀とと垂垂仁仁三三九九年年
のの五五十十瓊瓊敷敷のの剣剣一一千千口口のの製製造造ととはは同同年年のの関関連連事事項項（（合合祀祀ななどどののたためめ））
でであありり、、どどちちららもも石石上上にに納納めめらられれたた。。
七七支支刀刀ののそそのの後後ににつついいててはは書書紀紀のの記記事事ににななくく、、わわれれわわれれははそそれれをを現現
在在、、石石上上神神宮宮のの神神宝宝ととししててそそここにに鎮鎮座座すするるののをを知知っってていいるる。。半半島島にに対対
すするる事事績績ををししてて神神功功とと応応神神にに集集約約ししたた書書紀紀のの編編者者のの、、ななかかばば隠隠ししてて隠隠
ししききららななかかっったた実実情情ががここここににああるるででああろろうう。。
ももうう一一つつ背背景景ががみみええるる。。
景景行行がが征征西西ののたためめ派派遣遣さされれたたののががここのの時時期期ででああっったたここととににつついいててはは
考考慮慮がが必必要要ででああるる。。書書紀紀のの文文脈脈でではは、、大大和和のの朝朝廷廷がが崇崇神神のの四四道道将将軍軍のの
派派遣遣ななどどかからら続続くく拡拡張張政政策策ののひひととつつととししてて、、ここれれをを行行っってていいるるよよううにに
みみええるる。。そそれれももひひととつつででああるる。。だだががここののおおななじじ崇崇神神のの時時代代にに、、すすででにに
そ な か し ち

おおぼぼろろげげなな半半島島ととのの交交流流ののははじじままりりががああっったた。。
すすななわわちち崇崇神神のの治治世世のの終終りりこころろ加加羅羅のの人人蘇蘇那那曷曷叱叱智智がが来来たたとと。。ここれれ
つ ぬ が が あ ら し と

あめのひほこ

はは 思思 うう にに 垂垂 仁仁 紀紀 にに おお けけ るる 都都 怒怒 我我 阿阿 羅羅 斯斯 等等 とと 同同 一一 人人 物物 でで ああ ろろ うう 。。
都都怒怒我我阿阿羅羅斯斯等等のの伝伝承承はは天天 日日 矛矛ののそそれれにに酷酷似似すするるがが、、文文脈脈かかららすすれればば
「「加加羅羅にに帰帰っったた」」とと記記さされれてていいるる点点でで、、蘇蘇那那曷曷叱叱智智ののそそれれににささららにに近近
いい。。いいずずれれもも加加羅羅のの出出自自でで日日矛矛がが新新羅羅のの出出ととししてていいるるののととはは違違っってていい

るる。。
つついいでで翌翌年年のの垂垂仁仁三三年年ににははそそのの天天日日矛矛がが来来たた。。一一連連のの記記事事はは崇崇神神五五
年年（（三三五五六六年年））ままたたはは七七年年（（三三五五八八年年））かからら垂垂仁仁二二年年（（三三六六〇〇年年、、都都

し ら

怒怒我我阿阿羅羅斯斯等等のの加加羅羅帰帰還還））、、垂垂仁仁三三年年（（三三六六一一年年、、天天日日矛矛渡渡来来））ああたたりり
にに集集中中すするる。。
な こ つ おう

日日矛矛はは新新羅羅のの王王子子とといいううがが、、時時にに新新羅羅ははままだだ斯斯廬廬のの都都邑邑にに過過ぎぎずず、、
しんぺいおう

新新羅羅のの建建国国のの王王とと思思わわれれるる奈奈勿勿王王のの即即位位はは三三五五六六年年とと伝伝ええらられれるる。。そそ
ももそそもも新新羅羅はは、、六六世世紀紀のの真真 平平 王王がが隋隋にに上上表表ししたたななかかにに「「王王ははももとと百百済済

せき し

きん し

人人。。海海かからら逃逃げげてて新新羅羅にに入入りり、、つついいににそそのの国国にに王王ととななっったた」」とといいうう記記
ぼく し

事事ががああるる。。
新新羅羅はは朴朴氏氏・・昔昔氏氏・・金金氏氏とと王王統統をを継継ぎぎ、、真真平平王王はは金金氏氏ででああるるがが、、昔昔
ほうこうおう

ぼ しん

ぼ せい

氏氏のの神神話話ににはは「「海海かからら逃逃げげてて（（一一時時加加羅羅にに留留ままりり、、入入れれらられれずず））新新羅羅
ににははいいっったた」」ととももああるる。。真真平平王王のの二二代代前前のの法法 興興 王王はは慕慕秦秦とと伝伝ええ慕慕姓姓（（慕慕
韓韓すすななわわちち馬馬韓韓））をを称称ししたたかからら、、ここれれららのの記記事事はは十十分分示示唆唆的的ででああるる。。
すすななわわちちここのの文文脈脈はは、、百百済済のの建建国国（（三三四四二二年年かからら三三四四五五年年のの間間））にに
ととももななうう新新羅羅のの祖祖のの百百済済かかららのの逃逃亡亡ででああろろうう。。奈奈勿勿のの先先代代がが斯斯廬廬にに入入
っってて、、斯斯廬廬のの王王ととそそのの地地位位をを争争っったたああたたりりととみみらられれるる。。大大和和へへのの加加羅羅
やや斯斯廬廬かかららのの渡渡来来ははままささににここのの時時期期でであありり、、天天日日矛矛のの渡渡来来もも新新羅羅建建国国
前前史史のの紛紛争争のの波波及及ででああっったた可可能能性性ががあありりええるる。。
斯斯廬廬のの王王子子とといいうう伝伝承承がが正正ししけけれればば、、ここのの年年ののわわずずかか前前にに斯斯廬廬はは
代代々々のの朴朴氏氏かからら昔昔氏氏なないいしし慕慕氏氏（（ののちち金金氏氏にに改改称称））にに替替わわっったたののかかもも
知知れれなないい。。
ももううひひととつつ別別のの側側面面ももああるる。。
加加羅羅のの人人蘇蘇那那曷曷叱叱智智はは結結局局ののととこころろ、、加加羅羅のの人人とといいううよよううなな意意味味にに
べんしん

てつ

感感じじるるしし、、そそのの斯斯廬廬ととのの争争いいはは、、時時期期的的にに加加羅羅とと斯斯廬廬ととのの、、時時にに羨羨望望
のの的的ででああっったた、、弁弁 辰辰のの鉄鉄をを巡巡るる衝衝突突のの始始ままりりかかもも知知れれなないい。。
蛇蛇足足ににななるるがが、、ここのの蘇蘇那那曷曷叱叱智智なないいしし都都怒怒我我阿阿羅羅斯斯等等はは、、天天日日矛矛とと
類類似似のの伝伝承承ををももつつがが、、同同じじ一一つつのの伝伝承承ににななるるののでではは決決ししててなないい。。都都怒怒
我我阿阿羅羅斯斯等等とと違違っってて天天日日矛矛がが天天のの称称号号をを負負っってていいるるののはは、、丁丁度度神神武武がが

大大和和平平定定のの際際、、降降伏伏ししててききたた饒饒速速日日をを天天孫孫ととここれれをを認認めめたたここととにに呼呼応応
ししてていいるる。。日日矛矛ははすすななわわちち天天孫孫のの伝伝承承ををももっってていいたたののででああろろうう。。ここれれ
をを認認めめるるににややぶぶささかかででははなないい点点にに、、欽欽明明ああるるいいはは聖聖徳徳以以降降のの朝朝廷廷のの基基
本本的的認認識識とと異異ななるるおおおおららかかささをを見見ててももいいいい。。
いいずずれれににししててもも崇崇神神かからら垂垂仁仁のの治治世世ののははじじめめ、、大大和和のの朝朝廷廷ととししててはは
ははじじめめてて半半島島のの情情報報にに直直接接接接ししたた。。たたととええばば弁弁辰辰のの鉄鉄もも大大和和朝朝廷廷のの直直
にに採採るるととこころろででああっったた筈筈ははなないい。。山山陽陽・・山山陰陰・・九九州州ののどどここかかのの豪豪族族をを
ももっっててししてて、、間間接接的的ににここのの益益権権をを享享受受ししてていいたたででああろろうう。。
そそのの権権利利のの糸糸ががここのの時時脅脅かかさされれそそううににななっったた。。或或ははここのの種種のの益益権権をを
ももととももとと持持たたずず、、たただだそそれれをを有有すするる筑筑紫紫のの豪豪族族のの有有利利をを、、ここのの時時よよくく
承承知知すするるととこころろととななっったた。。
垂垂仁仁がが景景行行ををししてて西西征征にに派派遣遣ししたた背背景景ににはは、、ここううししたた現現実実的的なな理理由由
ががああっったたののだだとと思思うう。。
景景行行のの治治世世ははそそのの二二〇〇年年（（垂垂仁仁三三八八年年））かからら垂垂仁仁六六〇〇年年ままででにに至至るる。。
ここのの間間景景行行紀紀ははそそのの係係年年をを垂垂仁仁紀紀とと並並行行しし、、ああるるととききはは景景行行紀紀年年、、別別
ににはは垂垂仁仁紀紀年年ををつつかかっってて記記述述さされれるる。。同同様様ののここととがが垂垂仁仁紀紀ににももああるる。。
垂垂仁仁三三九九年年のの五五十十瓊瓊敷敷のの記記事事のの後後、、垂垂仁仁紀紀はは八八七七年年にに飛飛びび、、石石上上のの祭祭
もののべのむらじ

祀祀をを 物物 部部 連連 にに授授けけたた、、ととああるる。。三三九九年年条条のの五五十十瓊瓊敷敷のの話話のの後後ににもも物物
おびと

部部 首首 にに授授けけたたととああるるかからら、、ここれれはは重重複複ででああるる。。重重複複だだがが、、先先祖祖由由来来
かすが

ととししててはは石石上上氏氏にに二二系系統統ああっったたここととをを意意味味すするるののかかもも知知れれなないい。。物物部部
首首氏氏はは物物部部氏氏ででななくく春春日日氏氏のの出出ででああっったたととももいいうう。。ここのの八八七七年年はは一一運運
（（六六〇〇年年））引引いいてて二二七七年年ととななるる。。景景行行二二七七年年（（三三七七八八年年））ででああるる。。
た ぢ ま もり

次次のの年年八八八八年年条条のの日日矛矛のの神神宝宝をを争争うう話話ががああるるがが、、ここれれもも景景行行二二八八年年
ででああろろうう。。そそのの後後ははままたた九九九九年年、、一一〇〇〇〇年年にに飛飛ぶぶ。。田田道道間間守守とと常常世世国国
のの話話だだがが、、ここれれははままたた垂垂仁仁紀紀にに帰帰っってて、、三三九九年年（（三三七七二二年年垂垂仁仁没没））、、四四
〇〇年年（（三三七七三三））をを意意味味すするる。。垂垂仁仁はは譲譲位位ののああとと、、一一年年生生ききてて没没ししたたとと
思思うう。。
斯斯摩摩宿宿禰禰がが神神功功四四六六年年（（三三六六六六年年））にに半半島島にに出出現現すするる大大和和のの背背景景はは、、
以以上上ののよよううででああっったた。。半半島島はは景景行行がが自自らら伐伐ちち拓拓きき、、そそれれををももっってて権権勢勢

をを専専ららににししてて、、王王位位をを継継いいだだ。。そそううだだととすすれればば景景行行ののよよっってて立立つつ立立場場
もも明明ららかかででああるる。。
背背景景ががみみええててききててななおお、、斯斯摩摩宿宿禰禰がが何何者者ででああるるかかはは、、依依然然ととししてて分分
かかっってていいなないい。。

第第四四節節 斯斯摩摩のの由由来来

す だ はちまんしゃ が ぞ う きょう

隅隅<田田八八 幡幡 社社画画像像 鏡鏡 のの解解読読 >
斯斯摩摩宿宿禰禰はは書書紀紀にに「「何何姓姓のの人人かか知知ららずず」」とと注注ががああるる。。ここれれをを見見るるとと
ここのの注注ははいいつつのの時時代代ののそそれれかかとと迷迷うう。。ひひょょっっととししてて原原典典ににあありり、、書書紀紀
のの編編者者はは知知っってていいててととぼぼけけてていいるるよよううなな気気ががししててななららなないい。。斯斯摩摩宿宿禰禰
ははむむろろんん斯斯摩摩とと宿宿禰禰ととにに分分けけらられれるる。。斯斯摩摩がが姓姓ででああるる。。
そそももそそもも斯斯摩摩とといいうう名名称称はは、、表表記記のの仕仕方方はは別別ととししてて書書紀紀ににもも何何ヶヶ所所
かか出出ててくくるるがが、、ここここにに得得難難いい金金石石文文がが一一つつああっったた。。隅隅田田八八幡幡社社人人物物画画
像像鏡鏡ででああるる。。

おしさかのみや

し ま ね なが

隅隅田田八八幡幡社社画画像像鏡鏡にに刻刻ままれれるる全全文文はは以以下下のの通通りりででああるる。。

おほきみのとし を おとおう

癸癸未未年年八八月月日日十十大大 王王 年年乎乎弟弟 王王在在意意柴柴沙沙加加宮宮時時斯斯麻麻念念長長

奉奉遣遣開開中中費費直直穢穢人人今今州州利利二二人人等等所所白白上上同同二二百百悍悍所所此此鏡鏡

を

文文字字のの解解釈釈にに異異論論ががああるるののはは、、乎乎（（孚孚））字字、、等等（（尊尊））字字、、所所（（作作））
字字ななどどででああるる。。文文脈脈かかららすすれればば乎乎字字はは乎乎でで男男のの意意ででああろろうう。。等等がが尊尊でで
ああれればば「「たたっっととびびてて」」とと読読めめばばいいいいがが、、文文脈脈にに合合わわなないい。。所所のの字字はは作作
のの誤誤字字ででああろろうう。。癸癸やや弟弟ななどどのの字字がが誤誤字字にに近近くく字字体体にに修修飾飾ががああるるこことと
ををみみれればば、、総総じじててここのの銘銘文文ににはは線線のの過過剰剰ががああるる。。所所もも取取、、ままたた作作とと見見
たたいい。。
ぶねいおう

し ま おう

癸癸未未のの年年はは五五六六三三年年・・五五〇〇三三年年・・四四四四三三年年・・三三八八三三年年がが考考ええらられれるる。。
関関連連をを問問ううべべきき第第一一のの人人物物、、ままずず六六世世紀紀百百済済のの武武寧寧王王一一名名斯斯麻麻王王でで
ああるる。。ここのの人人物物はは近近来来武武寧寧王王陵陵のの発発掘掘にによよっってて、、百百済済のの高高度度なな文文化化とと

ととももにに知知らられれてていいるる。。陵陵誌誌石石文文ももあありり、、ここれれにによよっっててもも史史記記・・書書紀紀のの

が い ろ おう

こんし

ここのの辺辺のの記記述述ががほほぼぼ正正確確ででああるるここととがが分分かかるる。。書書紀紀はは雄雄略略紀紀にに記記録録ささ
れれるる。。
雄雄略略紀紀にによよれればば、、斯斯麻麻はは蓋蓋鹵鹵王王のの子子でで、、蓋蓋鹵鹵王王がが弟弟昆昆支支をを倭倭にに送送るる
とときき姙姙んんだだ妻妻ををここれれににつつけけたたがが、、筑筑紫紫のの加加羅羅島島にに至至っってて男男子子をを産産みみおお
ととししたた。。故故ににここれれをを嶋嶋（（斯斯麻麻））君君とといいいい、、そそのの島島をを主主島島とといいううとといいうう。。
斯斯麻麻ははたただだちちにに百百済済にに送送還還さされれ、、後後王王位位をを継継いいでで謚謚もも武武寧寧王王とといいっったた。。
ちちななみみににここのの話話はは書書紀紀ののななかかででもも奇奇妙妙なな話話ででああるる。。ここここでではは直直接接関関りり
ががなないいかからら省省略略すするるがが、、要要はは倭倭にに生生ままれれたた王王子子ををももっってて王王ととすするる意意図図
がが百百済済ににああっったたここととをを示示唆唆すするる。。
ここのの斯斯麻麻王王はは書書紀紀にによよっっててもも武武寧寧王王のの碑碑文文にによよっっててもも、、そそのの誕誕生生はは
四四六六一一年年でであありり、、治治世世はは五五〇〇一一年年かからら五五二二三三年年ででああっったた。。該該当当すすべべきき
五五〇〇三三年年のの時時四四三三歳歳。。贈贈りり主主ととししてて問問題題ははなないいがが、、贈贈りり先先もも含含めめてて百百
済済王王ががそそううすするる理理由由がが推推測測ででききなないい。。五五〇〇三三年年にに倭倭王王ででああっったたののはは書書
紀紀にによよれればば武武烈烈ででああるる。。
斯斯麻麻即即位位三三年年目目ででああるるかからら、、斯斯麻麻自自身身のの即即位位にに比比重重ののかかかかるる贈贈答答とと
ととれれなないいここととははなないいがが、、そそれれににししててはは文文面面がが食食違違うう。。だだいいたたいいここれれがが
くだらおうし ま

斯斯麻麻王王ででああるるななららどどううああっっててもも「「百百済済王王斯斯麻麻」」ででななけけれればばななららなないい。。
かはち

おしさかのみや

同同じじくく五五〇〇三三年年ととししてて、、ここのの男男弟弟王王をを継継体体ととみみるる説説ももああるる。。書書紀紀にに

うぢのわきいら つこ

よよれればば継継体体はは五五〇〇七七年年にに河河内内にに即即位位ししてていいるる。。そそのの即即位位前前にに 忍忍 坂坂 宮宮
ににいいたた可可能能性性をを考考ええるるののででああるる。。

かかっっててはは三三八八三三年年ととししてて、、男男弟弟王王をを応応神神のの子子菟菟道道稚稚郎郎子子にに比比定定すするる
説説ももああっったた。。詳詳細細はは繁繁雑雑だだかからら避避けけるるがが、、ここのの文文脈脈かからら受受けけるるととこころろ
ははいいずずれれもも適適切切ででははなないい。。男男弟弟王王とと忍忍坂坂宮宮、、そそししてて河河内内直直とと癸癸未未年年、、
ここれれららがが整整合合的的にに関関連連づづかかななけけれればばななららなないい。。ししかかしし文文脈脈はは単単純純ででああ
るる。。贈贈主主はは姓姓名名をを記記ささねねばばななららなないいしし、、贈贈先先ははそそのの地地位位のの呼呼称称をを記記すす。。
贈贈先先ははままたた唯唯一一人人ででななけけれればばななららなないい。。ここうういいううもものののの基基本本的的礼礼儀儀でで
ああろろうう。。
問問題題はは大大王王とと男男弟弟王王のの二二人人にに数数ええるる点点ででああっったた。。従従っってて大大王王のの存存在在

がが分分かかららななくくななるる。。むむろろんん特特定定ももででききなないい。。ここれれははししかかししそそのの必必要要がが
なないいののだだろろうう。。
大大王王とと男男弟弟王王ははここのの場場合合同同格格でであありり、、言言いい替替ええにに過過ぎぎなないいののだだとと思思
うう。。
従従っっててここのの文文ははここうう読読むむ。。

を おとおう

癸癸未未（（四四四四三三年年））八八月月日日はは十十日日（（すすぐぐささきき））大大王王（（たたるるべべきき））
年年のの男男弟弟 王王、、忍忍坂坂宮宮ににああるる時時、、斯斯麻麻のの念念長長、、奉奉つつるるにに河河内内直直とと
穢穢人人（（西西漢漢））今今州州利利二二人人等等をを遣遣わわしし、、白白上上銅銅二二百百悍悍をを取取りりてて此此
のの鏡鏡をを作作るる。。

四四四四三三年年ははすすななわわちち書書紀紀のの允允恭恭紀紀をを復復元元すするるにに、、允允恭恭元元年年ににああたたるる。。
ここのの点点 允允<恭恭紀紀年年譜譜 をを>参参照照さされれたたいい。。
前前年年のの四四四四二二年年にに反反正正がが没没しし、、翌翌四四四四三三年年一一二二月月にに允允恭恭がが即即位位すするる。。
さいりょう

允允恭恭はは仁仁徳徳のの子子でで履履中中、、反反正正のの弟弟でであありり、、男男弟弟王王とと呼呼ばばれれてて問問題題ががなな
おしさかのおおなかつひめ

いい。。ままたたそそのの后后はは 忍忍 坂坂 大大 中中 姫姫でで、、忍忍坂坂にに 宰宰 領領 ををももっってていいたた。。允允恭恭
をあさづまわくごのすくね

のの名名はは雄雄朝朝津津間間稚稚子子宿宿禰禰でで朝朝津津間間はは葛葛城城のの地地だだかからら、、出出身身はは葛葛城城だだがが、、
王王子子ののとときき妃妃をを立立てててて忍忍坂坂にに移移っったたとといいうう見見解解はは分分かかりりややすすいい。。
詳詳細細はは後後述述すするるがが、、允允恭恭紀紀はは仁仁徳徳紀紀かかららななりり、、仁仁徳徳・・履履中中・・反反正正・・
允允恭恭のの四四王王のの治治世世をを一一貫貫すするる。。ううちち仁仁徳徳はは四四三三三三年年をを元元年年ととしし治治世世八八
年年ででああっったた。。履履中中紀紀もも仁仁徳徳紀紀かかららででききてていいてて、、履履中中治治世世はは三三年年ででああるる
（（履履中中紀紀のの治治世世六六年年がが仁仁徳徳治治世世ににああたたるる））。。反反正正はは同同じじくく履履中中紀紀かかららなな
りり、、治治世世二二年年、、そそのの後後にに允允恭恭のの治治世世ががああるる。。允允恭恭紀紀はは先先ののよよううにに全全体体
でではは仁仁徳徳紀紀かかららななりり、、細細部部でではは履履中中紀紀をを援援用用すするる。。

允允恭恭紀紀年年譜譜
--------------------------------------------------允允恭恭紀紀（（ 仁仁徳徳紀紀・・履履中中紀紀））
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44 仁仁徳徳元元年年（（允允恭恭紀紀）） （（履履中中紀紀））
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54（（隅隅田田八八幡幡社社画画像像鏡鏡）） 允允恭恭元元年年
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履履中中没没

仁仁徳徳没没
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--------------------------------------------------庚庚午午 430応応神神（（成成務務））
応応神神没没
辛辛未未
壬壬申申
癸癸酉酉
甲甲戌戌
乙乙亥亥
丙丙子子
丁丁丑丑
戊戊寅寅
己己卯卯
庚庚辰辰
辛辛巳巳
壬壬午午
癸癸未未
甲甲申申
乙乙酉酉
丙丙戌戌
丁丁亥亥
戊戊子子
己己丑丑
庚庚寅寅
辛辛卯卯
壬壬辰辰
癸癸巳巳

甲甲午午
乙乙未未
丙丙申申
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23
2允允
3 恭恭没没
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-------------------------------------------------

允允恭恭はは特特殊殊年年即即位位でであありり、、特特殊殊月月即即位位ででももああるる。。そそのの理理由由をを書書紀紀
はは病病にによよるる固固持持とといいううがが、、妃妃ででああっったた忍忍坂坂大大中中姫姫ががここれれをを説説得得ししててよよ
ううややくく王王位位ににつついいたたののだだとといいうう。。特特殊殊年年即即位位はは一一年年繰繰りり上上げげるるべべききでで
ああるるかからら即即位位はは反反正正没没のの翌翌年年ででああるるがが、、十十二二月月即即位位のの伝伝承承はは然然るるべべきき
事事実実でであありり、、そそのの八八月月ははむむろろんん即即位位ししてていいなないい。。
かつらぎのそつ びこ

たまだのすく ね

たただだここのの変変則則的的なな継継承承はは、、要要すするるにに王王位位のの争争奪奪にに伴伴ううももののででああろろうう。。
允允恭恭五五年年七七月月条条にに葛葛城城襲襲津津彦彦のの孫孫玉玉 田田 宿宿禰禰をを討討伐伐すするる話話ががああるる。。允允恭恭
五五年年はは事事実実上上反反正正没没年年すすななわわちち允允恭恭即即位位前前年年ににああたたりり、、反反正正のの没没ししたた

あんとんしょうぐん

月月はは一一月月とと記記ししてていいるるかからら、、ここのの紛紛争争はは允允恭恭がが自自らら立立ちちああががっったた傍傍証証
ののひひととつつででああるる。。
わ おうさい

ちちななみみにに四四四四三三年年はは倭倭王王 済済がが宋宋にに朝朝貢貢ししてて、、安安 東東 将将 軍軍 倭倭国国王王をを除除
授授さされれたた年年ででああるる。。済済がが允允恭恭でであありり、、允允恭恭のの即即位位がが一一二二月月なならら、、ここのの
朝朝貢貢はは允允恭恭のの即即位位前前にに行行わわれれてていいるるここととににななるる。。即即位位前前ににししてて対対外外的的
ににははすすででにに倭倭王王ででああっったたととすすれればば、、時時のの朝朝廷廷ににああっっててそそのの合合意意がが存存在在
ししたたここととをを意意味味すするるででああろろうう。。
ささららにに玉玉田田宿宿禰禰のの討討伐伐はは、、ののちちにに述述べべるるよよううにに極極めめてて政政治治的的なな事事件件
ででああっったたとと思思うう。。そそれれはは時時にに玉玉田田宿宿禰禰のの存存在在のの重重ささにによよるるがが、、允允恭恭がが
し まの ね なが

即即位位すするるたためめのの条条件件ののひひととつつででああっったたとと思思うう。。
斯斯麻麻念念長長とといいうう人人物物ははととりりああええずず不不祥祥ででああるる。。ここれれがが斯斯麻麻一一字字がが贈贈
主主ででああるる可可能能性性ははなないい。。斯斯麻麻だだけけでではは分分かかららなないい。。とといいううよよりり、、ここれれ
がが豪豪族族ででああれればばななおお、、姓姓名名のの両両方方がが必必要要ででああるる。。
念念だだけけ又又はは念念長長がが官官名名ででああれればば斯斯麻麻はは姓姓だだけけででいいいい。。読読みみかかたたはは「「斯斯
麻麻、、長長くく奉奉（（つつかか））ええんんとと念念じじ」」とと読読めめなないいここととははなないいがが、、そそれれでではは

人人名名はは斯斯麻麻一一字字ににななっっててししままうう。。念念がが名名とといいうう可可能能性性ももああるるがが「「長長奉奉」」
のの意意味味がが難難ししくくななるる。。
ももううひひととつつここううししたた文文ににはは贈贈るるべべきき言言葉葉自自体体がが記記載載さされれななけけれればばなな
ららなないい。。すすななわわちち奉奉献献ででああるる。。奉奉献献をを意意味味すするる言言葉葉はは「「奉奉」」にに違違いいなな
いい。。
「「斯斯麻麻念念長長、、奉奉るるにに遣遣ししてて作作るる」」とと読読むむ。。要要すするるにに斯斯麻麻はは地地名名にに由由
ね

ねのおみ

来来すするる豪豪族族でであありり、、ここのの表表記記ははああくくままでで斯斯麻麻念念長長ななののででああるる。。
さかもとのおみ

念念長長のの念念はは根根のの意意かか。。後後のの雄雄略略のの時時代代にに根根 臣臣とといいうう人人物物もも登登場場すするる。。
そそのの出出自自はは葛葛城城氏氏のの一一系系でであありり、、後後裔裔はは坂坂 本本 臣臣 とといいっったた。。長長はは長長彦彦
のの意意かかもも知知れれなないい。。時時のの豪豪族族ととししててはは、、忍忍坂坂ああるるいいはは忍忍坂坂のの出出自自ららしし
いい気気長長氏氏・・葛葛城城氏氏・・平平群群氏氏・・紀紀氏氏・・巨巨勢勢氏氏ままたた大大伴伴氏氏・・物物部部氏氏ななどどがが
ああるる。。斯斯麻麻とといいうう氏氏族族ははいいなないい。。
ここここにに問問題題のの焦焦点点ががああるる。。
鏡鏡をを作作るるとといいうう行行為為はは莫莫大大なな経経費費をを投投ずずるるここととだだとといいうう。。允允恭恭がが王王
位位ににつつくくここととがが明明ららかかととななっったたそそのの年年八八月月、、鏡鏡ををももっってて事事実実上上践践祚祚をを
祝祝っったた豪豪族族はは、、書書紀紀ににもも知知らられれななかかっったた氏氏族族ととはは思思わわれれなないい。。話話をを戻戻
しし、、書書紀紀・・古古事事記記にに散散見見すするる斯斯摩摩類類似似のの名名称称ををみみててみみよようう。。
しま

しまだいじん

一一つつはは洲洲ででああるる。。

あ き つ しま

秋秋<津津洲洲とと嶋嶋 大大 臣臣 >
斯斯麻麻やや斯斯摩摩とといいっっててももここれれはは島島やや洲洲とと同同じじででああろろうう。。洲洲とといいうう語語でで
ははすすででにに神神武武紀紀にに現現れれるる。。秋秋津津洲洲ででああるる。。神神武武三三一一年年掖掖上上のの丘丘にに国国見見
ををしし、、蜻蜻蛉蛉（（ああききつつ））のの交交尾尾ののよよううにに山山々々がが連連ななっってていいるる様様をを賛賛ええ、、
ここれれよよりり秋秋津津洲洲とと言言ううよよううににななっったたとといいうう。。地地名名説説話話ででああるる。。
おわり

ししかかしし神神武武紀紀をを詳詳細細にに分分析析すするるとと、、神神武武三三一一年年はは考考安安元元年年ででああるるここ
ととががわわかかるる。。そそのの詳詳細細はは後後ののここととととすするるがが、、考考安安はは尾尾張張（（高高尾尾張張））連連
のの祖祖のの妹妹世世襲襲足足媛媛をを母母ととしし、、秋秋津津洲洲宮宮にに都都ししたたとといいうう。。書書紀紀・・古古事事記記
ににああっってて、、母母のの血血はは后后ののそそれれよよりりもも遥遥かかにに意意味味ががああるる。。王王統統のの根根幹幹をを

そそれれがが保保証証すするるたためめででああろろうう。。
お ほ や まと ひ こ

考考安安のの和和風風謚謚名名はは日日本本足足彦彦とといいうう。。足足（（たたららしし））のの名名ははそそのの後後景景行行
おほやまと ね こ

にに至至るるままででああららわわれれずず、、神神武武以以来来のの九九代代のの大大王王のの名名はは、、大大日日本本彦彦ままたた
はは大大日日本本根根子子ででああるる。。ここのの特特異異性性はは、、考考安安のの母母とと同同じじくく高高尾尾張張のの地地にに
因因むむ。。後後のの葛葛城城のの地地ででああるる。。景景行行以以下下、、成成務務・・仲仲哀哀・・神神功功・・応応神神そそしし
てて舒舒明明・・斉斉明明ままででのの謚謚にに「「足足」」ととつつくくののはは、、どどううああっっててもも半半島島ととののかか

うねび

いわれ

かかわわりりででああろろうう。。すすななわわちち葛葛城城のの地地とと半半島島はは書書紀紀ににああっっててイイメメーージジ的的
にに重重複複すするる。。
み わ や ま さんろく

し き し

おわり し

かも し

かつらぎ し

神神武武のの大大王王氏氏ととししててのの本本居居はは畝畝傍傍かからら東東のの磐磐余余ままででででああっったた。。磐磐余余
のの先先、、三三輪輪山山山山 麓麓はは磯磯城城氏氏がが領領しし、、西西はは尾尾張張氏氏・・鴨鴨氏氏・・葛葛 城城氏氏ががここれれ
くにみ

をを本本貫貫地地ととししてていいたたののででああるる。。ししたたががっってて神神武武三三一一年年条条のの記記述述はは、、ここ

まくら こ と ば

しきしま

のの地地のの制制覇覇をを意意味味すするるかかもも知知れれなないい。。ももととももとと国国見見ににははそそうういいうう主主旨旨
がが含含ままれれてていいたた。。
ちちななみみにに大大和和のの 枕枕 言言葉葉をを敷敷 島島とといいうう。。三三輪輪山山山山麓麓のの磯磯城城のの宮宮かからら
ここのの言言葉葉がが出出来来、、大大和和のの国国号号ににななっったたとといいうう。。ししかかししここれれははむむししろろ磯磯

しまだいじん

城城とと秋秋津津洲洲、、すすななわわちち大大和和盆盆地地のの東東西西をを指指示示ししてて大大和和そそののももののをを号号しし
たたののででははなないいかかとと思思うう。。
しま

ささららにに進進むむ。。一一つつはは「「嶋嶋」」ででああるる。。
そがのうまこ

そそののももっっとともも有有名名ななののはは、、曽曽我我馬馬子子でで、、通通称称をを嶋嶋 大大 臣臣とといいっったた。。そそ
ののいいわわれれはは推推古古三三四四年年条条ににここうう記記さされれてていいるる。。

（（嶋嶋大大臣臣））はは飛飛鳥鳥川川のの傍傍にに家家せせりり。。乃乃ちち庭庭のの中中にに小小ななるる池池をを
開開れれりり。。仍仍りりてて小小ささなな嶋嶋をを池池のの中中にに興興くく。。故故れれ時時のの人人嶋嶋大大臣臣
とと曰曰うう。。

ししかかししここれれはは、、大大概概のの地地名名説説話話ががそそううででああるるよよううにに、、ままととももなな理理由由
ででははなないい。。嶋嶋のの原原義義はは別別ににああるるだだろろうう。。呼呼びび名名ははよよくく地地名名をを冠冠すするるここ

しまのしょう

あ す か がわ

ととがが普普通通だだかからら、、いいまま島島 之之 庄庄とといいうう飛飛鳥鳥川川のの上上流流ががそそれれかかもも知知れれなないい。。
ここれれにに関関係係すするる記記事事ががももううひひととつつああるる。。推推古古三三二二年年条条のの次次のの記記事事でで
ああるる。。

あづみのむらじ あ べ の お み ま ろ

もと

うぶすな

か

大大臣臣（（曽曽我我馬馬子子））阿阿 雲雲 連連 阿阿部部臣臣摩摩侶侶二二臣臣をを遣遣わわししてて、、天天皇皇にに
こひねが

たまは

奏奏ささししめめてて曰曰、、
「「葛葛城城県県はは元元臣臣のの本本 居居ななりり。。故故れれそそのの県県にによよりりてて

かつらぎ

姓姓名名ををななすす。。ここここををももてて 冀冀 わわくくはは、、常常ににそそのの県県をを 得得 りりてて、、臣臣
のの封封県県ととななささんんとと欲欲すす」」とと。。

うぶすな

うまこ

さかいべのおみま り せ

きたしひめ

をあねの

葛葛城城ははももとと臣臣のの本本 居居とといいうう馬馬子子はは、、曽曽我我稲稲目目のの子子でで、、そそのの母母はは葛葛 木木
きみ

（（葛葛城城のの宗宗家家後後裔裔））のの出出ででああるる。。馬馬子子・・境境 部部 臣臣 摩摩理理勢勢・・堅堅塩塩媛媛・・小小 姉姉

君君をを生生んんだだととみみらられれるる。。子子はは原原則則ととししてて母母ののももととでで育育つつ。。ああるるいいはは大大
王王氏氏ままたた母母のの所所管管すするる、、氏氏族族のの勢勢力力ののななかかのの養養育育氏氏ののももととでで育育つつ。。馬馬
子子がが自自分分のの本本居居とと言言っってて指指ししたた葛葛城城はは、、そそのの母母のの血血筋筋にによよっってていいるるがが、、
そそのの血血筋筋をを誇誇っってて言言っってていいるるよよううにに見見ええるる。。
そそももそそもも大大王王家家にに后后ととししてて入入るる家家柄柄はは決決ししてて多多くくははななかかっったた。。神神武武
以以来来のの磯磯城城氏氏そそししてて葛葛城城氏氏ででああるる。。ここれれにに加加わわるるののはは気気長長氏氏ででああろろうう。。
以以外外はは原原則則ととししてて后后ででははななかかっったた。。一一時時代代威威勢勢ののああっったた和和珥珥氏氏もも、、そそ
いなめ

のの出出ししたた女女はは妃妃ででああっったた。。ここのの点点はは曽曽我我氏氏ににももああててははままるる。。曽曽我我氏氏はは

ようめい

すい こ

あな ほ べ

す しゅん

稲稲目目のの時時欽欽明明にに対対ししてて二二人人のの妃妃をを出出ししたたがが、、后后ははああくくままでで宣宣化化のの女女石石
姫姫ででああっったた。。
そそのの堅堅塩塩媛媛とと小小姉姉君君ははそそれれぞぞれれ用用 明明とと推推古古ままたた穴穴穂穂部部とと崇崇 峻峻 をを生生
とじこのいらつめ

んんだだ。。三三人人がが大大王王ととななっったたののででああるる。。ししかかししそそのの大大王王たたちちのの后后ははいいずず
ほ て の いら つ め

れれもも王王族族かからら出出てて、、曽曽我我氏氏はは妃妃すすらら出出ししてていいなないい。。馬馬子子のの女女刀刀自自古古郎郎女女

はは聖聖徳徳のの、、法法提提郎郎媛媛はは舒舒明明のの妃妃ととななっったたがが、、いいずずれれもも太太子子のの時時ででそそのの
子子はは王王位位をを継継ぐぐここととががななかかっったた。。結結果果論論かかもも知知れれなないいがが、、馬馬子子とと物物部部
守守屋屋のの妹妹ととのの間間にに生生ままれれたた血血筋筋がが、、稲稲目目とと葛葛木木のの女女ととのの間間のの血血統統よよりり

低低くく見見らられれたた可可能能性性ががああるる。。
かいざん

えみし

くらつくり

書書紀紀ははそそのの成成立立ままででのの間間、、ああるるいいはは成成立立ししてて後後もも、、幾幾度度かか大大王王並並びび
いる か

にに氏氏族族ののあありりよよううをを改改 竄竄ししたた。。曽曽我我氏氏ににつついいててはは毛毛人人とと 鞍鞍 作作 をを蝦蝦夷夷
ひ

ひん

とと入入鹿鹿にに書書きき換換ええたた。。書書きき換換ええたたののはは天天武武・・持持統統朝朝のの史史官官ででああろろうう。。

ていせつ

たいこう

ささららににそそのの後後天天智智のの曽曽我我石石川川氏氏出出のの妃妃ををああええてて嬪嬪とと書書きき換換ええてていいるるらら
ししいい。。
そそれれででもも上上宮宮聖聖徳徳法法王王帝帝説説（（以以下下帝帝 説説））ににはは、、堅堅塩塩媛媛はは大大 后后ででああっっ
たたららししいい記記述述ががああるる。。書書紀紀ににもも堅堅塩塩媛媛にに対対すするる尊尊重重がが反反映映さされれたたららしし
いいいいくくつつかかのの記記事事ももああるるかからら、、ここのの方方がが事事実実にに近近いい。。そそししててそそのの後後にに
大大后后ららししきき曽曽我我氏氏出出身身のの妃妃ははいいなないいかからら、、堅堅塩塩媛媛のの独独自自性性ははややははりりそそ
のの母母ななるる葛葛木木のの血血にに求求めめるるべべききででああろろうう。。
いいずずれれににせせよよ曽曽我我氏氏はは新新興興のの氏氏族族ででああっったた。。稲稲目目とと馬馬子子のの二二代代はは大大
臣臣ととししてて朝朝政政にに威威をを張張りり、、大大和和のの国国家家規規模模のの脱脱皮皮にに巨巨大大なな足足跡跡をを残残しし
たたがが、、そそのの子子のの毛毛人人とと鞍鞍作作のの二二代代ははそそのの栄栄光光のの残残照照をを曳曳いいてて大大臣臣にになな
っったた。。曽曽我我とといいうう氏氏族族名名ももそそうう古古いいももののででははなないいかかもも知知れれなないい。。

嶋嶋<のの地地ははどどここにに >
曽曽我我馬馬子子はは後後のの記記録録にに、、宗宗我我馬馬背背宿宿禰禰・・馬馬子子宿宿禰禰・・明明子子宿宿禰禰・・故故蓮蓮

しま

とようら

公公・・嶋嶋大大臣臣・・還還活活大大臣臣ななどどととああるる。。曽曽我我毛毛人人はは、、喇喇加加大大臣臣・・蘇蘇我我大大臣臣・・
豊豊浦浦大大臣臣ななどどででああるる。。
地地名名にに由由来来すするるとと見見らられれるるののはは嶋嶋やや豊豊 浦浦ででああるるがが、、そそももそそもも曽曽我我もも
地地名名でであありり、、曽曽我我川川のの流流域域ののそそれれ（（橿橿原原市市曽曽我我町町））でで飛飛鳥鳥ととはは距距離離がが
ああるる。。翻翻っってて豊豊浦浦ももままたたそそのの発発祥祥はは現現在在のの飛飛鳥鳥のの豊豊浦浦ででははなないい。。河河内内
のの豊豊浦浦でで毛毛人人のの母母たたるる物物部部のの裁裁量量すするる土土地地ででああっったた。。毛毛人人ははそそここかからら
世世にに出出てて豊豊浦浦大大臣臣とと呼呼ばばれれたたののででああるる。。従従っってて飛飛鳥鳥のの豊豊浦浦はは毛毛人人ががそそ
ここにに第第（（邸邸宅宅））をを構構ええてて、、かかくく称称さされれたたののででああろろうう。。
皇皇極極二二年年条条ににここうういいうう記記事事ががああるる。。

なづら

つかえまつ

曽曽我我大大臣臣蝦蝦夷夷、、病病にに縁縁りりてて 朝朝 ららずず。。私私にに紫紫冠冠をを子子入入鹿鹿にに
授授けけてて、、大大臣臣のの位位にに 擬擬 うう。。復復たたそそのの弟弟（（第第））をを呼呼びびてて、、物物部部
大大臣臣とと曰曰うう。。大大臣臣のの祖祖母母はは物物部部弓弓削削大大連連のの妹妹ななりり。。故故れれ母母がが財財
にに因因りりてて、、威威をを世世にに取取れれりり。。

弟弟のの字字はは第第のの元元字字とといいうう。。第第はは邸邸宅宅ををいいうう。。ここのの文文ははそそのの邸邸宅宅がが物物
部部のの差差配配地地ににあありり、、かかつつ物物部部のの血血筋筋ををももつつががたためめにに、、物物部部大大臣臣とといいっっ
たたののででああろろうう。。入入鹿鹿ののここととででああるる。。
ととももああれれここここににひひととつつのの推推論論がが立立ててらられれるる。。曽曽我我馬馬子子がが嶋嶋大大臣臣とといい
っったたののはは、、毛毛人人のの豊豊浦浦とと同同じじくく、、そそここかからら世世にに出出たた嶋嶋とといいうう地地名名をを被被
っったたののででああろろうう。。島島之之庄庄ははそそここにに第第をを建建てててて後後そそうう言言わわれれるるよよううにになな
っったた。。
すすななわわちち嶋嶋のの地地のの所所在在はは明明ららかかででああろろうう。。

しまのわくご

いちのべのおし は

馬馬子子がが「「元元臣臣のの本本居居」」とと言言っっててそそのの領領有有をを望望んんだだ葛葛城城のの地地ででああるる。。
を け

いいくくつつかか収収斂斂すするるももののががああるる。。
けんそう

はえひめ

顕顕 宗宗はは諱諱をを弘弘計計とといいいい、、嶋嶋 稚稚 子子ととももいいっったた。。そそのの父父はは 市市 辺辺 押押 磐磐、、
母母はは葛葛城城蟻蟻臣臣のの女女荑荑 媛媛ででああるる。。顕顕宗宗がが嶋嶋のの名名ををももつつののはは、、そそのの母母のの地地
にに由由来来すするるかかもも知知れれなないい。。
葛葛城城がが嶋嶋すすななわわちち斯斯摩摩なならら、、隅隅田田八八幡幡社社画画像像鏡鏡のの斯斯麻麻念念長長ななるる人人物物
ももままたた、、葛葛城城のの一一族族ででああろろうう。。そそししてて神神功功紀紀にに「「そそのの何何姓姓のの人人かかをを知知
ららずず」」とといいうう斯斯摩摩宿宿禰禰はは必必ずず葛葛城城宿宿禰禰にに違違いいなないい。。
神神功功紀紀ににあありり、、実実はは時時にに太太子子ででああっったた景景行行にに随随行行ししてて戦戦いい、、そそのの後後
更更ななるる利利権権をを求求めめてて半半島島にに渡渡っったた人人物物はは、、要要すするるにに葛葛城城のの豪豪族族、、ああるる
いいはは豪豪族族ととななららんんととししたた氏氏族族のの突突出出ししたた最最初初のの一一人人ででああっったたとと思思うう。。
葛葛城城のの姓姓ははおおおおくくのの氏氏族族のの姓姓とと同同じじくく、、後後世世のの付付会会ななののででああろろうう。。
そそれれががいいつつごごろろななののかかはは分分かかららなないい。。ももとと斯斯摩摩でで、、そそのの後後葛葛城城とと称称

しし、、或或ははここれれをを並並行行ししてて呼呼称称ししててききたたののなならら、、そそのの由由来来もも明明ららかかにに思思
ええるる。。すすななわわちち加加羅羅城城のの意意味味でであありり、、そそのの始始めめもも半半島島にに交交渉渉ををももっったた
斯斯摩摩宿宿禰禰にに由由来来すするるののででああろろうう。。加加羅羅ははももとと弁弁韓韓ままたた弁弁羅羅とといいいい、、弁弁
ははカカルルとと訓訓むむ。。カカルルララででああろろうう。。カカルルララギギののギギはは新新羅羅ををシシララギギとと訓訓むむ
ののにに等等ししいい。。
葛葛城城のの一一族族はは知知らられれてていいるる限限りり葛葛城城襲襲津津彦彦をを始始祖祖ととすするる。。そそれれ以以前前
ににはは前前後後のの関関連連ななくく、、気気長長足足姫姫のの母母とといいうう葛葛城城高高額額媛媛とと、、古古事事記記のの開開
化化記記ににいいうう葛葛城城垂垂水水宿宿禰禰、、そそししててももううひひととりり、、武武内内宿宿禰禰のの弟弟ととすするる甘甘
かつらぎのそつび こ

いはの ひ め

美美内内宿宿禰禰のの母母、、葛葛城城高高千千那那毘毘売売ががああるる。。書書紀紀のの襲襲津津彦彦はは古古事事記記ににはは
葛葛城城曾曾都都毘毘古古ととああるる。。そそのの女女石石之之日日賣賣はは仁仁徳徳のの后后でであありり、、履履中中・・反反正正・・
允允恭恭をを生生んんだだ。。
古古代代そそのの地地はは斯斯摩摩（（嶋嶋））とと呼呼ばばれれててききたた。。神神武武がが大大和和にに入入っったた時時かか
らら、、そそのの本本拠拠ととししたた畝畝傍傍周周辺辺かからら見見てて、、東東にに磯磯城城、、西西にに斯斯摩摩のの勢勢力力がが
ああっったたののででああるる。。

第第五五節節 斯斯摩摩宿宿禰禰とと襲襲津津彦彦

襲襲<津津彦彦のの活活動動時時代代 >
葛葛城城ががももとと斯斯摩摩ででああれればば、、葛葛城城のの始始祖祖とと目目さされれるる葛葛城城襲襲津津彦彦とと斯斯摩摩
宿宿禰禰ととののかかかかわわりりををああききららかかににししななけけれればばななららなないい。。
斯斯摩摩宿宿禰禰をを葛葛城城とと結結ぶぶももののはは、、ととりりああええずず地地名名ででししかかななかかっったた。。ここ
ののままままででははいいくくつつもものの矛矛盾盾がが噴噴出出すするるででああろろうう。。
書書紀紀にによよれればば襲襲津津彦彦のの活活躍躍はは次次ののよよううにに整整理理さされれるる。。

襲襲津津彦彦渡渡行行加加羅羅

新新羅羅王王子子人人質質

神神功功征征伐伐新新羅羅

征征新新羅羅、、伐伐加加羅羅

-------------------------------------------------壬壬午午（（三三八八二二））神神功功紀紀六六二二年年
襲襲津津彦彦（（沙沙至至比比跪跪））
庚庚子子（（四四〇〇〇〇））神神功功即即位位前前期期
癸癸卯卯（（四四〇〇三三））応応神神紀紀一一四四年年

襲襲津津彦彦帰帰還還

三三年年不不帰帰
乙乙巳巳（（四四〇〇五五））応応神神紀紀十十六六年年

新新羅羅王王子子逃逃亡亡
襲襲津津彦彦酒酒君君護護送送

襲襲津津彦彦伐伐新新羅羅

（（四四〇〇五五））神神功功紀紀五五年年
甲甲戌戌（（四四三三四四））仁仁徳徳紀紀四四一一年年

---------------------------------------------------

先先にに指指摘摘ししてておおけけばば、、甲甲戌戌のの事事項項はは実実はは葛葛城城襲襲津津彦彦にに関関係係ししなないい。。
ここここににはは神神功功紀紀とと応応神神紀紀とと仁仁徳徳紀紀がが並並行行ししてて流流れれてていいるる。。そそののううちち

神神功功紀紀はは三三二二一一年年ににははじじままるる第第一一紀紀とと三三九九〇〇年年のの第第二二紀紀（（事事実実上上成成務務
紀紀））ななららびびにに四四〇〇一一年年ににははじじままるる第第三三紀紀ととががああるる。。第第三三紀紀はは考考証証のの余余
地地ががああるる。。
詳詳細細はは次次編編ににままわわししてて、、そそれれがが四四〇〇一一年年ににははじじままるるででああろろうう根根拠拠がが、、
ほほかかななららぬぬそそのの前前年年ででああるる神神功功即即位位前前記記にに、、新新羅羅のの王王城城をを落落ととししたたとと
いいうう、、画画期期のの征征討討のの次次第第がが書書かかれれてていいるるかかららででああるる。。
半半島島ににおおいいてて二二度度ははななかかっったたででああろろううここのの新新羅羅城城陥陥落落はは、、ののちちにに述述
べべるる広広開開土土王王碑碑のの一一〇〇年年甲甲子子（（四四〇〇〇〇））条条のの記記すす「「倭倭新新羅羅城城にに満満つつ」」
とといいうう事事件件とと機機をを一一ににすするるとと思思うう。。仮仮託託ででははなないい、、事事実実上上のの神神功功紀紀でで
ああるる。。
ささてて応応神神紀紀はは成成務務紀紀かかららななりり、、そそのの元元年年はは庚庚寅寅年年（（三三九九〇〇））ででああっっ
たた。。従従っってて応応神神一一四四年年はは四四〇〇三三年年ににななるる。。ここのの年年秦秦氏氏のの祖祖弓弓月月のの民民がが
百百済済かからら倭倭にに来来よよううととししてて新新羅羅にに邪邪魔魔さされれたた。。そそここでで大大王王はは襲襲津津彦彦をを
遣遣わわししたたがが、、襲襲津津彦彦はは三三年年のの間間帰帰ららななかかっったたとといいうう。。そそのの理理由由をを書書紀紀
ははままるるでで述述べべてていいなないい。。応応神神一一六六年年（（四四〇〇五五））、、平平群群とと的的戸戸田田ををししてて襲襲
津津彦彦をを迎迎ええにに遣遣わわししたた時時ににもも、、新新羅羅がが邪邪魔魔ししてて帰帰れれなないいののだだろろううとといい
っってていいるる。。
神神功功紀紀ははささききほほどどのの通通りりそそのの第第三三紀紀がが四四〇〇一一年年ににははじじままるる。。そそのの即即
も ま り し ち

位位前前記記にに、、新新羅羅のの王王都都をを攻攻めめ、、ここれれをを開開城城ししてて王王子子をを人人質質にに捕捕っってて凱凱
旋旋ししたたとといいうう。。そそししててそそのの五五年年、、新新羅羅王王はは毛毛麻麻利利叱叱智智をを遣遣ししてて王王子子をを
逃逃亡亡ささせせたた。。襲襲津津彦彦ははここれれをを追追っってて新新羅羅にに入入りり、、そそのの地地をを蹂蹂躙躙ししててかか
らら帰帰っったた。。四四〇〇五五年年ででああるる。。
従従っってて神神功功紀紀・・応応神神紀紀とともも、、襲襲津津彦彦のの帰帰還還はは一一致致ししてていいるるののででああっっ
てて、、そそのの半半島島滞滞在在はは四四〇〇三三年年かからら四四〇〇五五年年ににわわたたるる。。神神功功のの新新羅羅征征討討
にに従従軍軍ししたたととすすれればば、、四四〇〇〇〇年年ににももそそここにに渡渡っってていいるる。。
ここのの間間のの、、ととくくにに高高句句麗麗とと倭倭のの戦戦いいをを広広開開土土王王碑碑にによよっってて見見ててみみよよ
うう。。広広開開土土王王碑碑のの細細かかいい検検証証ににつついいててはは後後ののここととととししてて、、そそのの倭倭ににかか
かかわわるるエエッッセセンンススだだけけ取取りり出出ししててみみるる。。

昔昔新新羅羅＊＊錦錦未未有有身身来来

-------------------------------------------------------一一〇〇年年庚庚子子（（四四〇〇〇〇）） 教教遣遣歩歩騎騎五五万万、、往往救救新新羅羅。。至至新新羅羅城城
倭倭其其中中満満
朝朝＊＊＊＊ 僕僕勾勾＊＊＊＊＊＊＊＊朝朝貢貢
一一四四年年甲甲辰辰（（四四〇〇四四）） 倭倭不不軌軌ににもも帯帯方方界界にに侵侵入入すす。。＊＊＊＊
石石城城連連船船＊＊＊＊＊＊平平壌壌＊＊＊＊＊＊相相遇遇＊＊＊＊
倭倭寇寇壊壊敗敗
十十七七年年丁丁未未（（四四〇〇七七）） 遣遣歩歩騎騎五五万万＊＊＊＊＊＊還還破破沙沙溝溝城城
-------------------------------------------------------

高高句句麗麗のの広広開開土土王王はは四四〇〇〇〇年年、、新新羅羅のの要要請請をををを受受けけてて南南下下ししたた。。
新新羅羅にに至至るるとと倭倭はは新新羅羅城城ののななかかにに満満ちちてていいたた。。王王はは倭倭をを追追っってて加加羅羅にに
至至りり、、ここれれをを伐伐っったた。。ししかかししここのの四四〇〇〇〇年年のの戦戦いいはは決決定定的的ななももののでではは
ななかかっったた。。
双双方方にに満満をを持持すすももののががあありり、、そそのの四四年年後後のの四四〇〇四四年年、、平平壌壌かからら帯帯方方
にに至至るる海海上上でで、、高高句句麗麗対対倭倭・・百百済済連連合合軍軍がが衝衝突突ししたたののででああるる。。一一七七年年
（（三三〇〇七七））のの紛紛争争はは高高句句麗麗対対百百済済ののももののででああるるかからら、、高高句句麗麗とと倭倭ととのの
戦戦いいはは四四〇〇〇〇年年ととここのの四四〇〇四四年年ののそそれれででああるる。。
四四〇〇〇〇年年のの戦戦闘闘はは神神功功親親征征ででああるるたためめにに、、筑筑紫紫ににああっったた倭倭のの全全軍軍がが
出出征征ししたたででああろろううかからら、、襲襲津津彦彦ももいいううままででももなないい。。そそのの後後にに、、葛葛城城襲襲
津津彦彦がが四四〇〇三三年年かからら四四〇〇五五年年ままででのの延延べべ三三年年間間、、半半島島にに滞滞在在ししてて、、所所
在在不不明明ななののはは、、丁丁度度斯斯摩摩宿宿禰禰がが神神功功四四七七年年（（三三六六七七））かからら神神功功四四九九年年
（（三三六六九九年年））のの三三年年間間半半島島ににああっってて行行動動がが明明ららかかででなないいののとと軌軌をを一一にに
すするる。。つつままりり四四〇〇四四年年のの倭倭百百済済連連合合軍軍のの倭倭軍軍をを率率いいたたののはは襲襲津津彦彦ででああ
ろろうう。。
前前後後すするるがが、、ここれれにに関関係係すするるここんんどどはは倭倭のの記記事事がが史史記記百百済済本本紀紀ににああ
るる。。

倭倭使使来来厚厚遇遇

-----------------------------------------阿阿辛辛一一一一年年（（四四〇〇二二））
遣遣使使倭倭求求大大球球
阿阿辛辛一一二二年年（（四四〇〇三三））
-----------------------------------------たたんんななるる和和親親のの記記事事ででああるる。。
ししかかしし広広開開土土王王碑碑をを信信ずずれればば、、ここれれはは結結局局事事実実のの糊糊塗塗ででああろろうう。。百百
済済ににははそそううすするる理理由由ががああっったた。。そそのの意意味味ででははここのの種種のの糊糊塗塗はは新新羅羅ににもも
ああっったた。。
ととりりああええずず復復元元すすべべきき全全体体のの文文脈脈ははつつぎぎののよよううににななるる。。
四四〇〇二二年年百百済済はは改改めめてて倭倭にに援援軍軍をを求求めめ、、倭倭はは翌翌四四〇〇三三年年、、襲襲津津彦彦をを
遣遣わわししたた。。
「「倭倭使使来来たたりり、、厚厚くくここれれをを遇遇ししたた」」とといいうう済済紀紀のの記記事事はは、、ここ
のの援援軍軍をを多多ととししたたももののででああっったた。。斯斯摩摩宿宿禰禰のの時時代代のの記記述述ににおおききたたこことと
とと同同じじここととががここここにに起起ききてていいるる。。
三三国国史史記記ははここれれをを全全体体をを通通ずずるるにに、、信信頼頼にに値値すするる史史書書ででああるる。。三三国国
ととももそそのの建建国国ととみみらられれるる時時代代をを除除いいててはは、、特特ににここれれをを参参照照ししてて間間違違いい
なないいとと思思うう。。ししかかししななががらら史史記記ににはは書書紀紀ととはは違違っったた意意味味でで、、ああるる特特殊殊
なな作作為為ががああるるののもも事事実実ででああろろううとと思思うう。。
そそのの一一つつがが決決定定的的なな敗敗北北ははここれれをを記記ささなないいとといいうう消消極極的的改改竄竄ででああるる。。
広広開開土土王王碑碑をを信信じじれればば、、新新羅羅本本記記はは四四〇〇〇〇年年のの倭倭にによよるる敗敗北北ははここれれ
をを記記録録ししななかかっったた。。百百済済本本紀紀ももままたた三三九九六六年年のの高高句句麗麗にによよるる敗敗北北ははここ
れれをを無無視視ししてていいるる。。どどちちららもも壊壊滅滅的的なな敗敗北北ででああっったたここととはは、、共共にに王王子子
ままたた王王弟弟をを人人質質にに取取らられれてていいるるここととででもも推推測測ががつつくく。。
百百済済本本紀紀がが倭倭へへのの出出兵兵依依頼頼をを「「大大球球をを求求むむ」」とと書書くくののはは、、ここれれととはは
異異ななるる意意味味かかもも知知れれなないい。。倭倭のの記記録録ががここれれをを無無視視すするるこことととと関関りりががああ
るるののかかもも知知れれなないい。。いいずずれれににせせよよ新新羅羅とと百百済済のの、、倭倭とと高高句句麗麗かからら被被っっ
たた、、三三九九一一年年かからら四四一一〇〇年年にに至至るる二二〇〇年年間間のの敗敗退退続続ききのの時時代代はは、、かかなな
りり整整合合的的なな作作為為がが施施さされれてていいるるののだだとと思思うう。。

ささてて葛葛城城襲襲津津彦彦のの以以上上のの活活動動かかららすするるとと、、冒冒頭頭のの壬壬午午（（三三八八二二年年））
のの沙沙至至比比跪跪のの記記事事はは年年次次ががすすここしし離離れれてていいるる。。百百済済記記をを引引用用ししたたとと述述
べべてていいるるがが、、ここのの、、襲襲津津彦彦ででななくく註註ししてて沙沙至至比比跪跪ととすするる壬壬午午年年のの記記事事

もくらこんし

さ さ な こ

はは、、通通説説とと違違っってて干干支支一一運運（（六六〇〇年年））のの後後、、すすななわわちち四四四四二二年年のの壬壬午午
ででああろろうう。。
さ ち ひ こ

百百済済記記かからら引引くくとといいううここのの記記事事はは要要すするるにに木木羅羅斤斤資資とと沙沙沙沙奴奴跪跪すすなな
わわちち沙沙至至比比跪跪のの話話ででああるる。。木木羅羅斤斤資資のの初初出出はは神神功功紀紀四四九九年年（（三三六六九九））
でで、、ここれれもも先先述述のの通通りり一一運運のの後後四四二二九九年年とと見見らられれるる。。壬壬午午年年ははそそのの一一
四四年年後後ににああたたるる。。
沙沙至至比比跪跪ははここれれをを襲襲津津彦彦にに当当ててててここれれままでで疑疑問問ががななかかっったたがが、、そそのの
一一因因はは書書紀紀ががそそうう考考ええてていいるるののがが明明白白だだっったたかかららででああるる。。ししかかしし書書紀紀
ははここのの辺辺にに出出ててくくるる襲襲津津彦彦やや沙沙至至比比跪跪或或はは沙沙沙沙奴奴跪跪ななどどのの人人物物をを、、かか
ななりり整整理理ししてて扱扱っってていいるる。。木木羅羅斤斤資資ななどどのの活活動動時時期期をを繰繰上上げげるるとときき、、
ああええてて一一緒緒にに繰繰上上げげてていいるる。。
沙沙至至比比跪跪ははここれれをを木木羅羅斤斤資資とと同同時時代代にに比比定定ししななけけれればばななららなないい。。
神神功功紀紀にによよれればば、、沙沙至至比比跪跪ははそそのの加加羅羅ででのの差差配配をを大大王王にに叱叱責責さされれ、、
大大王王にに仕仕ええるる妹妹にに取取りり成成ししをを頼頼んんだだがが、、許許さされれずず岩岩穴穴にに入入っってて死死んんだだ

みもがり

とといいうう。。そそのの壬壬午午年年（（三三八八二二））はは前前述述ののよよううにに一一運運降降っったた壬壬午午（（四四四四
た ま た のす く ね

二二））すすななわわちち允允恭恭紀紀五五年年、、事事実実上上反反正正没没年年ででああるる。。
允允恭恭紀紀にによよれればばそそのの五五年年、、葛葛城城のの玉玉田田宿宿禰禰がが反反正正のの 殯殯 をを敬敬わわずず、、
允允恭恭ががここれれをを責責めめるるととそそのの使使をを殺殺しし、、武武内内宿宿禰禰のの室室のの墓墓域域にに逃逃げげ隠隠れれ
たたとといいうう。。
玉玉田田宿宿禰禰ははそそのの後後家家にに匿匿れれ、、允允恭恭のの手手にによよりり攻攻めめ滅滅ぼぼさされれるるがが、、ここ
ここにに武武内内宿宿禰禰のの墓墓域域ととああるるののはは、、すすななわわちち沙沙至至比比跪跪のの岩岩穴穴ででああろろうう。。

あ し た のす く ね

沙沙至至比比跪跪はは玉玉田田宿宿禰禰ののここととでであありり、、おおそそららくく「「幸幸彦彦」」をを意意味味すするるののでで
ああろろうう。。
つぶらのおほおみ

くろひめ

玉玉田田宿宿禰禰はは葛葛城城襲襲津津彦彦のの男男葦葦田田宿宿禰禰ままたたははそそのの兄兄弟弟のの一一子子とと見見らられれ、、
ありのおみ

蟻蟻 臣臣・・ 円円 大大 臣臣・・黒黒 媛媛（（履履中中妃妃））とと兄兄弟弟ああるるいいははいいととここででああるる。。葛葛
城城のの一一族族ののななかかでではは正正系系のの、、かかつつ時時のの実実力力者者ででああっったたとと思思うう。。

神神功功紀紀六六二二年年のの記記事事はは、、襲襲津津彦彦のの新新羅羅出出兵兵とと沙沙至至比比跪跪のの記記事事ととががああ
りり、、沙沙至至比比跪跪のの記記事事をを以以上上のの理理由由でで分分離離ししかかつつ削削除除すすれればば、、ここここににはは
襲襲津津彦彦のの新新羅羅出出兵兵だだけけがが残残るる。。
残残るるがが、、ここれれががああくくままでで壬壬午午年年（（三三二二八八））ででああれればばややははりり活活動動期期がが
かかけけ離離れれてていいるる。。ここのの検検討討ははああええてて後後回回ししににししてて、、ととりりああええずず葛葛城城襲襲
津津彦彦のの活活動動をを半半島島史史料料とと並並行行ししててままととめめててみみよようう。。

昔昔新新羅羅＊＊錦錦未未有有身身来来

済済紀紀（（遣遣使使倭倭求求大大球球））

朝朝＊＊＊＊僕僕勾勾＊＊＊＊＊＊＊＊朝朝貢貢））

倭倭其其中中満満

碑碑（（遣遣歩歩騎騎五五万万、、往往救救新新羅羅。。至至新新羅羅城城

新新羅羅王王子子人人質質

----------------------------------------------------庚庚子子（（四四〇〇〇〇））神神功功即即位位前前期期
神神功功征征伐伐新新羅羅

阿阿辛辛（（四四〇〇二二））

襲襲津津彦彦渡渡行行加加羅羅三三年年不不帰帰

碑碑（（倭倭不不軌軌ににもも帯帯方方界界にに侵侵入入すす。。＊＊＊＊

済済紀紀（（倭倭使使来来厚厚遇遇））

癸癸卯卯（（四四〇〇三三））応応神神紀紀一一四四年年

甲甲辰辰（（四四〇〇四四））

石石城城連連船船＊＊＊＊＊＊平平壌壌＊＊＊＊＊＊相相遇遇＊＊＊＊
倭倭寇寇壊壊敗敗））
乙乙巳巳（（四四〇〇五五））応応神神紀紀十十六六年年 襲襲津津彦彦帰帰還還
新新羅羅王王子子逃逃亡亡
襲襲津津彦彦伐伐新新羅羅
碑碑（（遣遣歩歩騎騎五五万万＊＊＊＊＊＊還還破破沙沙溝溝城城））

神神功功紀紀五五年年

丁丁未未 （（四四〇〇七七））

以以上上ででああるる。。ここれれををううままくく咀咀嚼嚼ししたたいい。。
根根本本的的なな問問題題だだがが、、書書紀紀がが記記すす葛葛城城襲襲津津彦彦のの半半島島ででのの活活動動はは、、ももっっ
ぱぱらら新新羅羅ににののみみかかかかわわるる。。四四〇〇〇〇年年ののそそれれはは神神功功のの新新羅羅征征討討にに従従軍軍しし
たたももののででああるる。。四四〇〇五五年年のの出出兵兵はは新新羅羅王王子子のの逃逃亡亡にに対対処処ししたたそそれれででああ
っったた。。
そそれれででいいてて、、四四〇〇三三年年かからら四四〇〇五五年年ににかかけけててのの半半島島ででのの活活動動はは、、ここ
れれををわわざざとと糊糊塗塗ししててああるる。。広広開開土土王王碑碑とと三三国国史史記記のの文文脈脈かかららすすれればば、、
ここれれここそそ百百済済がが対対高高句句麗麗戦戦ののたためめにに要要請請ししたたももののでであありり、、ここのの三三年年とと
いいうう期期間間はは、、つつままりり襲襲津津彦彦がが百百済済軍軍をを援援けけてて高高句句麗麗とと戦戦っったたももののななのの
ででああるる。。

広広<開開土土王王碑碑のの辛辛卯卯年年とと神神功功六六二二年年（（壬壬午午））条条 >
先先ににここのの時時神神功功六六二二年年ははそそののまままま壬壬午午（（三三八八二二年年））ででははななかかっったたとと
いいっったた。。干干支支一一運運（（六六〇〇年年））をを降降っったた壬壬午午（（四四四四二二年年））ででああっったた。。
ししかかしし神神功功六六二二年年のの記記事事全全ててががそそのの壬壬午午（（四四四四二二年年））のの仮仮託託ででああるる
ののかかとといいええばば、、必必ずずししももそそううででははなないい。。ああくくままでで神神功功六六二二年年条条のの意意図図
のの問問題題ででああるる。。沙沙至至比比跪跪をを除除いいててもも新新羅羅出出兵兵のの記記事事はは残残りりううるる。。
そそももそそもも神神功功紀紀はは前前述述ののよよううにに三三つつのの紀紀年年がが並並行行すするる。。そそののううちち第第
二二紀紀はは成成務務（（応応神神））元元年年庚庚寅寅（（三三九九〇〇））をを元元年年ととすするる。。神神功功のの立立太太子子
没没年年ががそそのの四四年年でであありり、、ここれれがが成成務務のの没没年年とと見見らられれるるたためめででああるる。。すす
ななわわちち神神功功紀紀のの全全六六九九年年はは、、景景行行・・成成務務・・仲仲哀哀・・神神功功・・応応神神のの五五人人のの
大大王王のの治治世世のの、、特特にに半半島島にに関関すするる記記事事をを一一身身にに集集約約ししてていいるるののだだとと思思
うう。。
改改めめてて次次表表、、三三王王紀紀年年譜譜（（修修正正））をを見見ててみみよようう。。

神神功功紀紀・・垂垂仁仁紀紀・・景景行行紀紀年年譜譜（（修修正正））
----------------------------------------------------神神功功紀紀
景景行行紀紀 垂垂(仁仁紀紀 )

388

387

386

385

384

383

382

381

67

66

65

64

63

62

61

54

53

52

51

50

49

48

389
390

394

5

4

3

10

9

8

7

6

6

5

4

3

2

4 成成務務没没
5 仲仲哀哀元元年年

7

2
神神
3 功功立立太太子子

395

6

11

8

39辛辛
1 卯卯年年倭倭渡渡
39新新
2 羅羅人人質質麗麗

39麗麗
6 征征討討百百済済
39百百
7 済済人人質質倭倭

7

12

9

神神功功立立后后

398

8

13

10

神神功功摂摂政政元元年年
402
40襲襲
3 津津彦彦加加羅羅

401

仲仲哀哀没没

2

14

399
400 新新羅羅征征討討

3

393

55
56 景景行行没没
応応神神紀紀 成成(務務紀紀 )

68
6神神
9 功功没没
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景景行行ははそそのの六六〇〇年年にに没没ししたたがが、、書書紀紀のの記記述述ははそそのの五五七七年年かかららはは事事
実実上上成成務務のの近近江江高高穴穴穂穂宮宮ででのの治治世世ででああるる。。成成務務紀紀ににははそそのの宮宮をを記記載載しし
てていいなないいがが、、古古事事記記はは成成務務のの宮宮がが近近江江高高穴穴穂穂ににああっったたここととをを伝伝ええてていい
るる。。従従っってて景景行行のの没没年年はは考考霊霊（（垂垂仁仁・・景景行行））紀紀のの五五六六年年でであありり、、五五七七
年年がが成成務務元元年年ででああるる。。
そそここでで神神功功六六二二年年はは、、第第一一にに景景行行六六二二年年とと見見るるここととががででききるる。。
ままたたここれれをを一一運運省省略略ししてて成成務務二二年年（（応応神神二二年年））とと見見るるここととももででききるる。。
ここのの二二者者はは同同一一年年（（三三九九一一））ににななるる。。
別別途途にに神神功功二二年年とと見見るるここととももででききるる。。ここのの場場合合はは四四〇〇二二年年ででああるる。。
最最後後ににむむろろんん壬壬午午（（三三八八二二年年））とと見見るる余余地地もも依依然然ととししてて残残っってていいるる。。
書書紀紀ががややややここししいいののはは、、ここうういいうう操操作作ににつついいてて統統一一的的なな方方法法をを推推測測
ししががたたいい点点ででああるる。。周周辺辺のの記記事事、、神神功功五五五五年年（（肖肖古古没没））やや同同六六四四年年（（貴貴
須須没没））のの記記事事ががそそれれぞぞれれ三三七七五五年年、、三三八八四四年年とと見見らられれるる点点もも壬壬午午（（三三
八八二二年年））とと見見るるののがが妥妥当当にに感感じじるる。。
たただだしし神神功功三三年年立立太太子子はは、、前前述述ののよよううにに「「立立太太子子没没年年」」とといいうう仮仮定定
ののななかかでではは、、そそのの四四年年没没とと見見らられれるる。。ここのの四四年年はは神神功功ののももののででははあありり

ええなないい（（神神功功没没ははそそのの九九年年））。。ままししててやや三三二二一一年年にに始始ままるる神神功功紀紀ででももなな
いい。。すすななわわちちここれれはは応応神神紀紀にに仮仮託託すするるももののでであありり、、事事実実上上成成務務のの没没をを
いいううにに違違いいなないい。。
ちちななみみにに仲仲哀哀ははそそのの治治世世九九年年とといいうう。。事事実実上上七七年年ででああるる。。ここれれはは神神
功功がが仲仲哀哀のの后后ととししてて仲仲哀哀即即位位前前年年すすななわわちち成成務務没没年年にに立立后后ししてていいるるたた
めめででああろろうう。。仲仲哀哀紀紀はは神神功功のの立立后后をを元元年年ととししてて特特別別のの起起算算ををししてていいるる
ののだだとと思思うう。。周周辺辺のの大大王王のの治治世世ののみみななららずず、、ああららゆゆるる事事象象をを神神功功のの名名
声声ののななかかにに凝凝縮縮すするるとといいううののがが、、ここのの時時代代ににたたいいすするる書書紀紀のの編編者者のの意意
図図ででああっったた。。
神神功功六六二二年年条条のの葛葛城城襲襲津津彦彦のの新新羅羅征征討討はは、、結結局局、、成成務務応応神神紀紀年年二二年年
すすななわわちち西西紀紀三三九九一一年年のの出出来来事事ででああっったたとと思思うう。。
広広開開土土王王碑碑ににここううああるる。。

百百残残新新羅羅舊舊是是属属民民、、由由来来朝朝貢貢。。而而倭倭、、以以っってて辛辛卯卯のの年年（（三三
九九一一））来来（（よよりり））、、海海をを渡渡っってて百百残残＊＊＊＊新新羅羅をを破破りり、、以以っってて臣臣
民民とと為為すす。。

倭倭がが海海をを渡渡っってて百百済済（（加加羅羅））新新羅羅をを伐伐っったたとといいうう辛辛卯卯のの年年ででああるる。。
ちちななみみにに冒冒頭頭のの注注ししてておおいいたた、、仁仁徳徳紀紀四四一一年年条条ににああるる襲襲津津彦彦のの記記事事

こきしのやからさけのきみ

ももままたた葛葛城城襲襲津津彦彦ででははなないい。。

仁仁徳徳四四一一年年条条
ここのの年年百百済済のの 王王 族族 酒酒 君君がが無無礼礼あありり、、紀紀角角宿宿禰禰ををししてて責責
めめささせせ、、百百済済王王はは酒酒君君をを縛縛りり、、襲襲津津彦彦にに附附けけてて進進上上ししたた。。
仁仁徳徳紀紀ははそそのの治治世世六六年年をを八八七七年年ままでで増増幅幅ししたた。。そそのの係係年年はは要要すするるにに

仁仁徳徳紀紀・・応応神神紀紀・・神神功功紀紀・・仲仲哀哀紀紀・・倭倭建建紀紀（（日日本本武武尊尊））ななどどのの延延長長紀紀
年年をを利利用用ししてて、、そそのの六六年年のの中中にに多多重重にに分分散散ささせせたたももののででああるる。。
詳詳細細はは別別途途ととししてて、、仁仁徳徳四四〇〇年年代代はは仲仲哀哀紀紀にによよるるとと見見らられれ、、三三九九四四
年年をを元元年年ととすするるそそのの四四一一年年はは四四三三四四年年ででああるる。。仁仁徳徳のの即即位位元元年年はは四四三三
三三年年ででああるるかからら、、ここれれはは仁仁徳徳二二年年ででああるる。。
ここのの前前年年のの四四三三三三年年、、史史記記のの百百済済本本紀紀にによよれればば「「遣遣使使羅羅講講和和」」ととああ
りり、、新新羅羅本本記記ににもも「「済済講講和和従従之之」」ととああるるかからら、、百百済済はは建建国国かかららははぼぼ一一
世世紀紀をを経経ててここのの年年初初めめてて新新羅羅とと和和ししたた。。互互いいにに共共同同でで高高句句麗麗にに当当るるたた
めめででああるる。。そそのの翌翌年年のの仁仁徳徳紀紀四四一一年年条条がが「「百百済済王王族族にに無無礼礼あありり」」とといい
ううののはは、、ここののここととをを言言ううののででああろろうう。。
書書紀紀のの「「無無礼礼」」ななるる用用語語はは、、高高句句麗麗にに敗敗れれああるるいいはは人人質質をを出出ししたたここ
ととををももっってて特特にに言言うう。。倭倭とと敵敵対対すするる新新羅羅ととのの講講和和はは、、ここれれにに等等ししいい。。
酒酒君君ははおおそそららくくそそのの講講和和をを成成ししたた百百済済側側のの当当事事者者ででああっったた。。百百済済王王とと
百百済済のの罪罪をを問問ううここととががででききずず、、当当事事者者ををししててここれれをを問問責責ししたたののででああるる。。
従従っってて、、ここのの記記事事のの場場合合もも襲襲津津彦彦のの名名はは元元来来沙沙至至比比跪跪ででああっったたののだだ
ろろうう。。書書紀紀のの編編者者もも係係年年のの複複雑雑化化ににととももなないいいいくくつつかかのの誤誤解解がが生生じじたた、、
ああるるいいはは意意図図的的にに誤誤っったたののででああるる。。壬壬午午年年（（四四四四二二））のの沙沙至至比比跪跪のの記記
事事ははそそのの九九年年のの後後ででああるる。。
検検証証ははだだいいたたいいここれれでで終終わわっったた。。
要要すするるにに葛葛城城襲襲津津彦彦はは、、三三九九一一年年・・四四〇〇三三年年・・四四〇〇五五年年、、そそししててたた
ぶぶんん四四〇〇〇〇年年ににもも半半島島にに登登場場すするる葛葛城城のの首首長長ででああっったた。。
斯斯摩摩宿宿禰禰がが三三六六六六年年かからら三三七七二二年年にに活活動動すするるののとと比比較較すすれればば、、ざざっっ
とと二二〇〇有有余余年年のの開開ききががああるる。。察察すするるにに二二人人とともも百百済済ととのの共共同同軍軍事事作作戦戦
ををととっってて、、主主ととししてて高高句句麗麗とと戦戦っったたとと思思わわれれるるがが、、そそのの具具体体的的なな記記事事
はは書書紀紀にになないい。。
葛葛城城のの地地ががももとと斯斯摩摩のの地地でであありり、、葛葛城城のの初初代代がが葛葛城城襲襲津津彦彦とといいいい半半
島島にに将将軍軍でであありり、、斯斯摩摩のの名名ををももつつ斯斯摩摩宿宿禰禰がが倭倭のの最最初初のの半半島島派派遣遣将将軍軍
ででああっったたととすすれればば、、斯斯摩摩宿宿禰禰とと葛葛城城襲襲津津彦彦のの一一世世代代、、二二〇〇有有余余年年のの違違
いいににななかかににここのの名名称称のの転転換換ががああっったたののででああるる。。

結結論論ははああききららかかででああるる。。
葛葛城城襲襲津津彦彦はは斯斯摩摩宿宿禰禰のの男男でであありり、、そそのの嫁嫁っったた母母のの血血筋筋ににそそのの姓姓名名
をを由由来来すするるののででああるる。。葛葛城城はは加加羅羅城城のの意意、、ままたたはは加加羅羅紀紀或或はは加加羅羅木木のの
意意ととももととれれるる。。
書書紀紀のの記記述述とと系系譜譜ででここここかからら先先をを確確認認ででききるるだだろろううかか。。
急急ぎぎすすぎぎててははいいけけなないいがが、、ここここままででのの経経過過かかららししててここのの節節のの行行ききささ
ききもも明明ららかかででああるる。。当当然然、、斯斯摩摩宿宿禰禰とと武武内内宿宿禰禰ととのの関関係係をを問問わわななけけれれ
ばばななららなないい。。武武内内宿宿禰禰ははすすななわわちち葛葛城城襲襲津津彦彦のの父父ででああるるとと、、書書紀紀とと古古
事事記記がが述述べべてていいるるかかららででああるる。。
そそのの武武内内宿宿禰禰はは景景行行・・成成務務・・仲仲哀哀・・神神功功・・仁仁徳徳のの五五代代にに仕仕ええ、、長長命命
のの人人とと言言わわれれたた。。そそのの後後裔裔はは書書紀紀ににはは記記述述がが不不備備だだがが、、古古事事記記ににはは次次
のの七七氏氏のの祖祖ににししてて二二名名のの女女のの父父ととああるる。。

-----------------武武内内宿宿禰禰のの子子女女
-----------------波波田田八八代代宿宿禰禰
居居勢勢小小柄柄宿宿禰禰
蘇蘇賀賀石石河河宿宿禰禰
平平群群都都久久宿宿禰禰
木木角角宿宿禰禰
久久米米能能摩摩伊伊刀刀比比売売
怒怒能能伊伊呂呂比比売売
葛葛城城長長江江曾曾都都毘毘古古
若若子子宿宿禰禰
------------------

第第六六節節 斯斯摩摩宿宿禰禰のの出出自自

＜たけしうちのすくね

武武
< 内内 宿宿 禰禰 ととはは誰誰かか >
武武内内宿宿禰禰ににつついいててししばばららくく調調べべててみみよようう。。
や ぬし お し を たけをこころ

きのあたひ

ひこ ふつ おしの まこと

う ぢひこ

武武内内宿宿禰禰はは書書紀紀にによよれればば考考元元とと妃妃のの伊伊香香色色謎謎ととのの子子彦彦 太太 忍忍 信信 のの
かげひめ

孫孫ででああるる。。彦彦太太忍忍信信のの子子屋屋主主忍忍男男武武 雄雄 心心はは、、 紀紀 値値 のの先先祖祖菟菟道道彦彦のの女女
影影 媛媛をを娶娶っってて武武内内宿宿禰禰をを生生んんだだ。。
たけうちのすくね

古古事事記記にによよれればば考考元元とと妃妃のの伊伊香香色色謎謎ととのの子子比比古古布布都都押押之之信信がが、、木木国国
造造のの祖祖宇宇豆豆比比古古のの妹妹山山下下影影日日売売をを娶娶っってて建建 内内 宿宿 禰禰をを生生んんだだ。。比比古古布布都都
お ほ な び

た か ち な び め

うまし う ち の す く ね

押押之之信信かかららはは孫孫ででななくく子子ででああるる。。比比古古布布都都押押之之信信はは別別にに尾尾張張連連のの祖祖
う ぢ

う づ

う ぢ

うち

意意富富那那毘毘のの妹妹葛葛城城のの高高千千那那毘毘売売をを娶娶っってて味味師師内内宿宿禰禰をを生生んんだだとといいうう。。
つづきぐん

う ち ごう

菟菟道道やや宇宇豆豆はは山山城城のの宇宇治治ままたたはは内内ででああろろうう。。山山城城国国ににはは紀紀伊伊郡郡紀紀伊伊
郷郷・・宇宇治治郡郡のの宇宇治治郷郷ががあありり、、綴綴喜喜郡郡ににはは有有智智郷郷ががああっったた。。宇宇治治のの元元もも
綴綴喜喜郡郡のの有有智智すすななわわちち内内ででああっったたかかもも知知れれなないい。。後後にに葛葛城城郡郡ににもも有有智智
郷郷がが出出現現すするる。。
そそれれなならら紀紀やや木木はは「「気気」」のの意意でで、、実実際際はは気気長長氏氏ででああるる。。尾尾張張並並びびにに
葛葛城城ははそそのの字字のの通通りりででああるるがが、、太太忍忍信信のの出出自自はは仮仮託託にに違違いいなないいかからら、、
ここれれはは太太忍忍信信とといいううああるる人人物物がが、、気気長長氏氏のの女女をを娶娶っってて武武内内宿宿禰禰をを、、葛葛
城城氏氏のの女女をを娶娶っってて味味師師内内宿宿禰禰をを生生んんだだとといいううここととででああるる。。
彦彦太太忍忍信信がが葛葛城城氏氏、、ああええてて言言ううなならら斯斯摩摩氏氏ででああるるととすすれればば、、気気長長氏氏
とと縁縁をを結結んんでで武武内内宿宿禰禰をを、、斯斯摩摩氏氏のの同同族族のの女女かからら味味師師内内宿宿禰禰をを生生んんだだ。。
検検証証はは後後ととすするるがが、、ここのの場場合合葛葛城城高高千千那那毘毘売売はは一一世世代代後後ででああるるかかもも
知知れれなないい可可能能性性ががああるる。。甘甘美美内内宿宿禰禰はは武武内内宿宿禰禰のの子子ででああるるかかもも知知れれなな
いい。。
ここのの二二人人はは後後にに応応神神九九年年（（三三九九八八年年））にに争争うう。。

応応神神九九年年条条
す

ざんげん

四四月月、、武武内内宿宿禰禰をを筑筑紫紫にに遣遣わわしし百百姓姓をを監監察察せせししむむ。。時時ににそそ
のの弟弟甘甘美美内内宿宿禰禰、、兄兄をを廃廃ててむむととししてて、、讒讒 言言すす。。「「武武内内宿宿禰禰、、
たも
くかたち

独独りり筑筑紫紫をを裂裂ききてて、、三三韓韓をを招招いいてて己己ににししたたががわわししめめてて、、遂遂にに
天天下下をを有有たたむむととすす」」とと。。
きのあたひ

武武内内宿宿禰禰はは無無実実をを明明ららかかににすすべべくく、、朝朝廷廷ににてて探探 湯湯ををししててここ
れれにに勝勝つつ。。味味師師内内ははここれれをを殺殺ささずず 紀紀 値値 ららのの祖祖にに賜賜っったた。。

ここここにに「「紀紀値値ららのの祖祖」」ととああるるののはは、、そそのの後後葛葛城城氏氏にに比比肩肩ししてて半半島島にに
関関りりがが深深かかっったた紀紀氏氏のの出出自自がが、、ここととにによよるるとと味味師師内内宿宿禰禰にに発発すするる可可能能
性性をを示示唆唆すするる。。
あなととゆら

二二人人のの争争うう応応神神九九年年はは、、むむろろんん応応神神のの時時代代ででははなないい。。事事実実上上三三九九八八
かしひのみや

年年ににししてて仲仲哀哀七七年年ででああるる。。仲仲哀哀ががそそれれままででいいたた穴穴門門豊豊浦浦かからら立立っってて、、
ながあがた

筑筑紫紫のの儺儺 県県 のの橿橿 日日 宮宮にに入入っったた年年でであありり、、ちちななみみににここれれはは大大和和朝朝廷廷がが
たらしなかつひこ

時時にに筑筑紫紫のの根根幹幹ででああっったた儺儺のの地地をを治治めめたた始始めめででああろろうう。。
いみな

おくりな

たらし

なか

仲仲哀哀はは 足足 仲仲 彦彦 とといいうう。。ここれれをを普普通通名名詞詞とと解解ししててははななららなないい。。足足仲仲
な か

な の つ

彦彦はは 諱諱 ででははななくく 謚謚 でであありり、、「「 足足 」」はは多多羅羅（（加加羅羅））ととのの関関りり、、「「仲仲」」
くまそ

はは、、儺儺処処つつままりり儺儺之之津津のの意意ででああろろうう。。儺儺征征服服王王ででああるる。。
仲仲哀哀のの目目的的はは熊熊襲襲のの討討伐伐ででああっったたがが、、ここここででいいうう熊熊襲襲はは論論理理的的ににはは
儺儺県県でであありり実実際際的的ににはは新新羅羅そそののももののののここととにに違違いいなないい。。半半島島ににととももなな
うう事事象象ををすすべべてて神神功功にに帰帰ししたた書書紀紀のの編編者者のの仮仮託託ででああるる。。
武武内内宿宿禰禰ははつつままりりここのの時時新新羅羅征征討討のの前前線線基基地地ににいいたた。。
景景行行にに仕仕ええ、、成成務務つついいでで仲仲哀哀とと神神功功ににもも仕仕ええたたとといいうう武武内内宿宿禰禰はは、、

えみし

書書紀紀をを通通じじててここここににははじじめめてて半半島島ととかかかかわわりりををももつつここととににななるる。。
文文脈脈ととししててははおおかかししいい。。
ここのの人人物物はは、、景景行行ののとときき東東国国にに派派遣遣さされれてて、、蝦蝦夷夷のの動動向向をを探探索索しし、、

成成務務のの時時代代はは大大臣臣ででああっったたとといいうう。。そそのの後後もも応応神神とと仁仁徳徳のの治治世世にに活活躍躍
ししたたがが、、ととりりわわけけ神神功功がが新新羅羅征征討討ののああとと大大和和ににははいいっってて仲仲哀哀のの遺遺児児をを
討討っったたととききはは、、神神功功のの側側のの総総指指揮揮官官ででああっったた。。
武武内内宿宿禰禰はは書書紀紀ににもも古古事事記記ににもも頻頻繁繁ににででててくくるる。。ししかかししそそのの登登場場のの
たけをこころ

ししかかたたはは決決ししてて親親切切ででははなないい。。景景行行ととののかかかかわわりりもも、、景景行行にに代代わわっってて、、
紀紀伊伊にに神神祇祇をを祀祀っったた武武 雄雄 心心のの子子ととししてて、、理理由由ももななくく登登場場すするる。。そそのの子子
孫孫のの伝伝承承ももままたた不不透透明明ででああるる。。先先にに記記ししたた後後裔裔氏氏族族のの祖祖たたちちもも、、実実はは
一一概概にに武武内内宿宿禰禰のの子子のの世世代代ととははいいええなないい。。
葛葛城城襲襲津津彦彦はは子子のの世世代代でであありり、、混混乱乱ははなないい。。襲襲津津彦彦のの女女磐磐之之姫姫はは仁仁
はたのやしろ

徳徳のの后后ととななっってていいるるかからら、、磐磐之之姫姫はは孫孫のの代代ででああるる。。
へ ぐ り つ く

波波田田八八代代ははそそのの女女がが仁仁徳徳のの子子履履中中にに嫁嫁ししてていいるるかからら、、波波田田はは磐磐之之姫姫
とと同同じじ世世代代でで、、武武内内宿宿禰禰ににととっっててはは孫孫のの代代ででああるる。。平平群群木木莵莵（（都都久久））

きの つの

は た

ははそそのの誕誕生生のの時時、、時時をを同同じじくくししてて生生ままれれたた仁仁徳徳とと名名をを交交換換ししたたととああるる
かからら、、ここれれもも磐磐之之姫姫とと同同世世代代ででああるる。。
いしかわ

一一 方方 応応 神神紀紀三三 年年条条にに百百 済済にに 派派遣遣 ささ れれ たた将将軍軍とと しし てて、、 紀紀 角角 ・・ 羽羽田田
やしろ

矢矢代代・・石石 川川・・平平群群木木莵莵のの四四人人がが出出ててくくるるかからら、、ここのの四四人人もも同同世世代代とと見見
いくは と だ

てていいいいででああろろうう。。ままたた応応神神十十六六年年条条にに平平群群木木莵莵とと 的的 戸戸田田がが加加羅羅にに派派
遣遣さされれてていいるる。。的的戸戸田田はは葛葛城城襲襲津津彦彦のの後後とといいううかからら、、ここれれもも上上記記のの四四
人人ととととももにに同同世世代代ででああろろうう。。
ここれれととはは別別にに、、襲襲津津彦彦ににはは葦葦田田宿宿禰禰とといいうう子子ががあありり、、一一方方でで干干支支一一
運運をを戻戻ししててここここにに位位置置すするる木木羅羅斤斤資資・・荒荒田田別別・・鹿鹿我我別別ががいいるる。。四四二二〇〇
年年代代ででああるる。。
すするるとと武武内内宿宿禰禰後後裔裔氏氏族族ととそそのの関関連連氏氏族族のの世世代代ははここううななるる。。

---葦葦
- 田田宿宿 ﾈ

---紀紀
- 角角

平平群群木木莵莵

曽曽我我石石川川

武武内内宿宿禰禰 ------葛葛
--城城襲襲津津彦彦 -------的的
- 戸戸田田
羽羽田田八八代代

（（味味師師内内宿宿禰禰））

-味味
-(師師内内宿宿禰禰 )-----木木
- 羅羅斤斤資資
荒荒田田別別
---鹿鹿
- 我我別別

言言ううななれればばここのの伝伝承承はは世世代代をを意意図図的的にに混混乱乱ささせせたた。。そそのの理理由由はは主主とと
ししてて葛葛城城襲襲津津彦彦とと木木羅羅斤斤資資のの二二人人ををししてて、、いいくくつつかかのの事事績績のの主主役役ににしし
たたててたたここととにによよるる。。同同時時ににそそのの活活躍躍年年代代ももささかかののぼぼっったた。。要要すするるにに大大
王王氏氏ががそそううししたたよよううにに、、ここのの二二つつのの氏氏族族もも自自ららのの出出自自をを悠悠久久ににささかかのの
ぼぼららせせるるべべくく編編集集にに作作為為をを施施ししたたののででああろろうう。。
ここののここととかからら、、そそのの後後ののととくくにに五五世世紀紀のの書書紀紀のの記記録録ははここれれをを理理解解しし
ややすすくくななるる。。ししかかししここのの後後裔裔氏氏族族ををももっっててししててもも武武内内宿宿禰禰そそののももののはは
ななんんらら明明ららかかににななららなないい。。
武武内内宿宿禰禰ににつついいてて、、ここれれ以以上上のの考考証証ににたたるる史史料料ははなないい。。ししたたががっってて
どどここかか別別のの視視点点ででここれれをを見見直直ささななけけれればばななららなないい。。武武内内宿宿禰禰をを追追求求すす
るるここととがが、、斯斯摩摩宿宿禰禰ににままでで到到達達ししううるるののかかとといいうう点点はは、、依依然然ととししてて不不
分分明明ででああるる。。
発発想想をを転転換換ししよようう。。

ここここにに二二人人のの人人物物をを登登場場ささせせるる。。
気気長長宿宿禰禰王王とと葛葛城城高高額額媛媛ででああるる。。

おきながのすくねおう

息息< 長長 宿宿 禰禰 王王 >
気気長長宿宿禰禰王王はは書書紀紀・・古古事事記記にによよれればば、、ととももにに開開化化のの曽曽孫孫ででああるる。。
かつらぎのたかぬかひめ

そ ら つ ひ め

葛葛 城城 高高 額額 媛媛 はは書書紀紀にに出出自自ががななくく、、古古事事記記にに新新羅羅のの王王子子天天日日矛矛のの子子孫孫
とといいうう。。
おき な が ひ こ おう

ここのの二二人人のの間間にに息息長長帯帯比比売売がが生生ままれれるる。。古古事事記記ははほほかかにに虚虚空空津津比比売売
とと息息長長日日子子王王のの二二人人をを数数ええるる。。事事績績ははななににももなないい。。ここのの二二人人はは気気長長足足
姫姫すすななわわちち神神功功のの両両親親ととししててののみみここここにに登登場場すするる。。
つ げ

気気長長氏氏はは謎謎のの氏氏族族とと言言わわれれてていいるる。。確確かかななののはは允允恭恭のの時時、、すすででにに近近
江江坂坂田田ああるるいいはは都都祁祁にに播播拠拠ししてて、、允允恭恭のの后后忍忍坂坂大大中中姫姫ががそそここかからら出出たた。。
お み の いら つ め

ささ げ

ひろ

そそ のの 後後 継継 体体 もも そそ のの 類類 縁縁 かか らら 出出 たた 。。 まま たた 継継 体体 のの 時時 息息 長長 真真 手手 王王 のの 女女
ひめ

麻麻績績郎郎女女をを妃妃ととししてて荳荳角角皇皇女女をを生生んんだだ。。敏敏達達ももままたた息息長長真真手手王王のの女女広広
姫姫をを立立てててて后后ととししたた。。

ここのの最最後後のの伝伝承承ははととくくにに混混乱乱ししてていいるるよよううにに見見ええるるがが、、正正ししいいととすす
おしさかのひこひとの お ほ え

れればば広広姫姫のの方方でであありり、、王王室室ににおおいいててはは初初めめててのの大大后后ででああっったた可可能能性性がが
てんち

てんむ

じょめい

指指摘摘 ささ れれ てていいるる 。。 そそ のの敏敏 達達 とと 広広姫姫 のの 子子 がが 押押 坂坂 彦彦 人人 大大兄兄でで ああ りり 、、
おしさか

おしさかのおほなかつひめ

天天智智・・天天武武ににととっっててはは、、そそのの父父舒舒 明明をを通通じじてて祖祖父父ににああたたるる。。
押押 坂坂はは忍忍坂坂でであありり、、先先のの允允恭恭のの大大后后 忍忍 坂坂 大大 中中 姫姫のの本本拠拠地地ででああるる。。
ここのの地地はは一一時時允允恭恭ももいいたたとと思思わわれれるるかからら（（隅隅田田八八幡幡画画鏡鏡））、、そそのの後後代代々々

こうぎょく

じゅうそ

大大王王家家でで管管掌掌さされれててききたた可可能能性性ももああるるがが、、要要すするるにに気気長長氏氏のの所所領領ででああ
おきながたらしひろぬか

りりつつづづけけたた可可能能性性ももああるる。。
さいめい

たから

あめとよたからいかしひたらしひめ

舒舒明明がが息息 長長 足足 広広 額額とといいいい、、そそのの后后でで舒舒明明のの没没後後、、皇皇 極極 次次いいでで重重 祚祚

ししてて斉斉 明明ととななっったた 宝宝 皇皇女女はは、、諡諡ししてて天天 豊豊 財財 重重 日日 足足 姫姫とといいうう。。足足はは
神神功功以以来来のの半半島島ととのの関関りりでであありり、、舒舒明明ののそそれれははささららにに気気長長氏氏のの名名をを残残
ししたたももののででああるる。。
朝朝廷廷のの気気長長氏氏にに対対すするる扱扱いいははそそのの後後もも丁丁重重でで、、天天武武一一三三年年（（六六八八四四））

まひと

るい

ににはは息息長長公公にに八八草草のの姓姓のの最最高高にに位位置置すするる真真人人のの姓姓をを与与ええてていいるる。。ししかか
しし葛葛城城氏氏やや曽曽我我氏氏ののよよううにに大大臣臣ででああっったたここととははなないい。。誄誄ななどどををよよくくすす
るるののはは、、天天智智・・天天武武系系のの大大王王のの時時代代ででああっったたかかららでで、、そそのの政政治治力力やや武武
力力がが多多ととさされれたた訳訳ででははなないい。。強強いいてていいううなならら血血筋筋をを珍珍重重さされれたたよよううにに
見見ええるる。。
気気長長氏氏ははここれれををよよくく咀咀嚼嚼ししてておおかかななけけれればばななららなないい。。
ひ ば す ひ め

気気長長氏氏ははももととももとと近近江江ででははななくく山山城城のの豪豪族族ででああっったたとと思思うう。。そそのの姻姻
族族ととししててのの嚆嚆矢矢がが、、たたぶぶんん垂垂仁仁のの后后日日葉葉酢酢媛媛ででああっったた。。彦彦坐坐のの子子丹丹波波
ぬはたにいりひめ

道道主主王王のの女女とといいううがが、、そそのの出出自自にに関関ししててここうういいうう話話ががああるる。。
あざみにいりひめ

たかのひめ

日日 葉葉 酢酢 姫姫 がが 先先 にに 妃妃 とと しし てて 入入 っっ たた 時時 、、 そそ のの 妹妹 のの 淳淳葉葉田田瓊瓊入入媛媛 ・・
ま と の ひ め

かづの

こし

おちくに

真真砥砥野野媛媛・・薊薊 瓊瓊 入入 媛媛・・竹竹野野媛媛もも後後宮宮にに入入れれたたがが、、竹竹野野媛媛だだけけはは不不器器量量
をを理理由由にに里里にに帰帰さされれたた。。葛葛野野でで自自らら輿輿よよりり落落ちちてて死死にに、、そそのの地地をを堕堕 国国
とといいいい、、後後ににななままっってて弟弟国国とといいううととああるる。。葛葛野野もも弟弟国国もも山山城城ででああるる。。

うぶすな

古古事事記記ででははここれれをを円円野野日日売売（（真真砥砥野野媛媛））のの話話ししととししてて、、山山代代のの相相楽楽にに
至至っってて死死んんだだとといいうう。。
日日葉葉酢酢媛媛ととそそのの姉姉妹妹のの本本 居居がが山山城城ででああっったた証証拠拠ででああるる。。ももっっとともも丹丹
波波道道主主のの系系統統だだけけがが山山城城ににああっったたののででははなないい。。
がりはた と べ

おほまたのおう

わ に

を け

そそのの父父とといいうう彦彦坐坐はは、、開開化化とと和和珥珥氏氏のの女女ととのの王王子子でで、、古古事事記記にによよれれ
つ ひ め

おほつつきのおう

さ ほ

おほくら み と め

さ ほ び

ばば（（書書記記ににははなないい））山山代代のの苅苅 幡幡戸戸弁弁をを娶娶りり 大大 俣俣 王王をを、、同同族族丸丸邇邇のの袁袁祁祁
こ

さ ほ び め

おき な が み ず よ り ひ め

ひ こ た た す み ち の う し の

都都比比売売をを娶娶っってて山山代代のの大大 筒筒 木木 王王をを、、沙沙本本のの大大 闇闇見見戸戸売売をを娶娶りり、、沙沙本本毘毘
おう

ち ぬしのおう

み ず の ほの ま わかのおう

古古・・沙沙本本毘毘売売をを、、近近近近江江のの息息長長水水依依比比売売をを娶娶っってて比比古古多多多多須須美美知知能能宇宇斯斯

王王（（道道 主主 王王））・・水水之之穂穂真真 若若 王王をを生生んんだだとといいうう。。
そそのの道道主主王王のの子子がが日日葉葉酢酢媛媛姉姉妹妹でで、、山山城城にに本本拠拠ををももちち、、水水穂穂真真若若王王
はは近近近近江江のの安安値値のの祖祖ででああるるとといいうう。。
ここのの文文脈脈ははおおかかししななととこころろががああるる。。狭狭穂穂姫姫とと日日葉葉酢酢媛媛のの関関係係ででああるる。。
後後のの垂垂仁仁ははははじじめめ狭狭穂穂姫姫をを后后ととししたたがが、、狭狭穂穂彦彦のの乱乱でで狭狭穂穂姫姫ががそそのの兄兄
とと燃燃ええるる稲稲城城ののななかかでで死死んんだだ後後はは、、日日葉葉酢酢をを立立てててて后后ととししたたとといいうう。。
ととこころろががそそのの狭狭穂穂姫姫はは彦彦坐坐のの子子でで、、日日葉葉酢酢媛媛はは彦彦坐坐のの子子丹丹波波道道主主王王のの
女女ででああっったたとといいううののででああるる。。

ここれれをを鑑鑑みみるるにに彦彦坐坐とと丹丹波波道道主主ははおおそそららくく父父子子ででななくく兄兄弟弟ででああろろうう。。
水水穂穂真真若若ももままたたそそのの弟弟ででああるる。。
すするるととここここにに出出ててくくるる彦彦坐坐・・丹丹波波道道主主・・水水穂穂真真若若のの三三人人はは、、狭狭穂穂彦彦・・
狭狭穂穂姫姫ののいいたた添添下下ああるるいいはは長長狭狭、、日日葉葉酢酢媛媛ののいいたた南南山山城城、、そそししてて近近江江
安安のの地地にに基基盤盤ををももつつ。。ささららにに道道主主王王のの本本貫貫とといいうう丹丹波波ももそそのの係係累累のの及及
ぶぶととこころろととすすれればば、、ここれれららのの併併せせたた勢勢威威はは、、すすななわわちち添添・・山山城城かからら近近
江江・・越越・・丹丹波波にに至至るる広広域域のの勢勢力力をを、、ほほぼぼ一一通通りりのの系系統統でで結結びびつつけけてていい
るるここととににななるる。。
ここのの系系統統がが気気長長氏氏ででああっったたとと思思うう。。
うち

う ぢ

そそのの立立場場ををももううすすここししははっっききりりささせせてておおききたたいい。。おおそそららくく三三人人ととみみ
おく き

らられれるるここのの兄兄弟弟のの出出自自はは、、南南山山城城のの内内（（有有智智））ああるるいいはは宇宇治治でで、、そそここ
にいき

ははたたととええばば奥奥城城（（瀛瀛））とと呼呼ばばれれたた。。
「「奥奥磯磯城城」」のの意意ででああるる。。神神武武のの時時代代、、
添添ににはは新新城城とといいうう氏氏族族ももいいたた。。
そそのの祖祖ははここここでではは問問ええなないいがが、、彦彦坐坐・・丹丹波波道道主主・・水水穂穂真真若若のの三三人人はは、、
時時にに勢勢威威ああるる氏氏族族のの第第二二世世代代ににああたたるるののででああろろうう。。考考霊霊・・考考元元とと同同世世
代代ななののででああるる。。そそししてて垂垂仁仁のの時時代代にに、、彦彦坐坐のの女女とと丹丹波波道道主主のの女女がが王王后后
のの座座をを相相次次いいでで襲襲っったたがが、、彦彦坐坐のの女女はは反反乱乱をを理理由由にに攻攻めめ滅滅ぼぼさされれたたのの
ででああるる。。
ここのの事事件件がが日日葉葉酢酢媛媛のの登登場場のの契契機機ででああれればば、、ここれれはは丹丹波波道道主主ががそそのの
勢勢威威でですすででにに彦彦坐坐をを陵陵駕駕ししたたここととをを意意味味すするるででああろろうう。。ももっっとともも彦彦坐坐
がが早早世世ししてていいるる可可能能性性もも考考ええらられれるる。。ここれれははそそのの被被葬葬者者ららししいい巨巨大大古古
墳墳のの築築造造時時期期かからら推推測測さされれるるがが、、詳詳ししくくははここここでで述述べべなないい。。
すするるととここここにに丹丹波波道道主主がが山山城城のの奥奥城城のの一一族族のの宗宗家家ととななっったた。。ここのの人人
物物はは古古事事記記でではは「「丹丹波波比比古古多多多多須須美美知知能能宇宇斯斯」」とと書書かかれれるる。。ここのの「「比比
古古多多多多須須」」はは要要すするるにに「「彦彦立立」」ででははなないいかかとと思思うう。。そそししてて気気長長とと称称しし
たた。。奥奥城城長長ででああるる。。長長のの称称はは添添のの長長狭狭にに由由来来すするるででああろろうう。。
大大王王氏氏ににおおいいててははそそのの姻姻族族（（特特定定婚婚姻姻氏氏族族））ははままずず磯磯城城氏氏ででああっったた。。
そそのの後後はは十十市市氏氏ででああっったた。。ここのの間間一一時時期期尾尾張張氏氏とと穂穂積積氏氏ががああっったたがが大大
勢勢ははかかわわるるここととななくく、、気気長長氏氏つついいでで葛葛城城氏氏へへととつつななががるる。。十十市市氏氏かからら

気気長長氏氏へへ交交替替ししてていいくく契契機機はは、、おおそそららくく垂垂仁仁のの即即位位ででああるる。。
そそのの宗宗家家ももははじじめめ彦彦坐坐でで、、垂垂仁仁のの后后にに狭狭穂穂姫姫をを出出ししたた。。狭狭穂穂姫姫はは皇皇
族族ででかかつつ春春日日のの出出とといいううがが、、文文脈脈かかららすすれればばむむろろんんそそううででははなないい。。彦彦
坐坐のの豪豪族族ととししててのの勢勢威威にに、、おおそそららくく春春日日のの一一族族がが荷荷担担ししたたそそれれでであありり、、
兄兄狭狭穂穂彦彦がが垂垂仁仁とと王王位位をを争争っったたとといいうう挿挿話話もも本本筋筋がが違違っってていいたたででああろろ
うう。。
垂垂仁仁ははここれれをを滅滅ぼぼししてて王王位位ににののぼぼっったた。。垂垂仁仁のの和和風風謚謚、、活活目目入入彦彦五五
にぎはや ひ し

十十狭狭茅茅のの名名ははすすななわわちち生生駒駒入入彦彦のの意意味味ででああろろうう。。生生駒駒ととはは後後のの矢矢田田のの
地地でで、、饒饒 速速日日氏氏（（物物部部氏氏））のの本本拠拠地地ででああっったた。。生生駒駒征征服服王王ででああるる。。五五

さ き たたなみ

十十狭狭茅茅のの名名はは、、添添すすななわわちち狭狭穂穂彦彦・・狭狭穂穂姫姫ののああっったた長長狭狭のの地地をを席席捲捲しし
たた事事績績にによよるる。。
垂垂仁仁のの宮宮城城ははむむろろんん磯磯城城ににああっったたがが、、王王陵陵はは狭狭城城盾盾列列（（佐佐紀紀楯楯 列列））
にに営営ままれれたた。。ここれれははととくくにに留留意意ししてておおききたたいい。。そそのの後後のの狭狭城城のの巨巨大大墳墳
墓墓群群はは大大和和盆盆地地北北部部いいわわゆゆるる添添のの地地ににああるる。。ここのの王王陵陵のの地地をを管管掌掌ししたた
ののがが和和珥珥・・春春日日氏氏ででああっったたととすするるののはは適適切切ででははなないい。。
ここれれだだけけのの規規模模のの墳墳墓墓をを築築きき得得るる豪豪族族はは、、磯磯城城氏氏やや十十市市氏氏ああるるいいはは
葛葛城城氏氏にに匹匹敵敵ししななけけれればばななららなないい。。山山城城をを地地盤盤にに近近江江・・越越へへとと触触手手をを
延延ばばししてていいたた気気長長氏氏がが辛辛ううじじててここれれががででききるる豪豪族族のの一一にに違違いいなないい。。
気気長長氏氏はは垂垂仁仁のの時時代代、、磯磯城城氏氏やや十十市市氏氏にに替替わわっってて登登場場しし、、新新たたなな姻姻
族族ととししててのの地地位位をを確確立立ししたたののだだとと思思うう。。ここのの画画期期をを強強くく注注視視すすれればば、、
気気長長氏氏のの背背景景ももああるる程程度度明明ららかかにに思思ええるる。。
書書記記のの神神武武紀紀ににここうう書書かかれれてていいるるここととがが参参考考ににななるる。。神神武武即即位位前前記記、、

は た の おか さき

にいき と べ

大大和和平平定定のの終終わわっったた翌翌年年己己未未のの年年三三月月のの記記事事ででああるる。。

そ ほ

こ せ はふり

ほそ み ながらのおかさき

い はふり

ここのの時時にに層層富富県県のの波波多多丘丘 岬岬 にに新新城城戸戸畔畔とといいうう者者あありり。。ままたた
わ に の さかもと

和和珥珥坂坂 下下にに居居勢勢 祝祝 とといいうう者者あありり。。臍臍見見長長 柄柄 丘丘 岬岬にに猪猪 祝祝 とといい
かたいくさ

うう者者あありり。。ここのの三三処処のの土土蜘蜘蛛蛛ななおおそそのの勇勇刀刀をを恃恃みみてて不不背背来来庭庭。。
天天皇皇すすななわわちち偏偏 帥帥 をを遣遣わわしし皆皆誅誅ささししたたももうう。。

臍臍見見はは穂穂積積ででああろろうう。。ここのの文文脈脈がが山山のの辺辺をを北北かからら南南へへ辿辿っってていいるるたた
めめにに、、長長柄柄はは大大和和山山のの辺辺のの長長柄柄にに違違いいなないい。。ままたた和和珥珥坂坂下下はは和和珥珥のの本本
貫貫地地とといいううべべきき地地でで、、現現在在もも変変わわららなないいがが、、居居勢勢のの音音ははここととにによよるるとと
春春日日かかもも知知れれなないい。。層層富富のの波波多多のの地地はは不不祥祥ででああるるがが、、文文脈脈かかららししてて和和
珥珥のの北北すすななわわちち添添下下郡郡ののううちちででああろろうう。。ここのの記記述述ははああききららかかにに北北かからら
南南へへとと下下っってていいるる。。注注目目すすべべききはは新新城城とといいうう呼呼称称ででああろろうう。。磯磯城城のの城城
ががここのの氏氏族族のの本本来来のの姓姓氏氏ででああれればば、、新新城城ととははそそのの分分かかれれにに違違いいなないい。。
そそももそそもも磯磯城城氏氏はは三三世世紀紀半半ばば以以来来、、三三輪輪山山山山麓麓ににああっってて吉吉備備とと深深いい
から こ

かぎ い せ き

まきむく

関関りりががああっったた。。直直載載ににいいええばば吉吉備備のの一一族族がが大大和和にに侵侵出出ししてて、、弥弥生生以以来来
そそここにに勢勢力力ををももっってていいたた唐唐古古・・鍵鍵遺遺跡跡のの主主宰宰者者をを追追っってて、、纒纒 向向にに巨巨大大
なな拠拠点点ををつつくくっったたののででああるる。。三三世世紀紀のの半半ばばのの出出来来事事ででああろろうう。。銅銅鐸鐸のの
文文化化をを滅滅ぼぼししたたののもも磯磯城城氏氏だだとと思思うう。。
せっつ

はりま

そそののたためめにに磯磯城城氏氏ははそそのの発発生生ののととききかからら吉吉備備ととのの不不断断のの交交流流ががああっっ
たた。。そそのの交交通通はは当当然然山山のの辺辺かからら山山城城をを経経てて摂摂津津・・播播磨磨をを抜抜けけてていいくく道道
ででああっったた。。従従っっててそそここそそここのの交交通通のの要要地地にに磯磯城城氏氏のの拠拠点点ももああっったた。。
新新城城とといいううままつつろろわわぬぬ部部族族はは、、磯磯城城氏氏ががそそのの弟弟磯磯城城（（黒黒速速））ををももっっ
てて大大王王氏氏とと結結んんだだとときき、、ここれれをを了了ととししなないい、、ああるるいいははすするる必必要要ががななかか
っったた磯磯城城氏氏のの分分流流ででああっったたとと思思うう。。特特にに大大和和のの北北部部ににいいたた者者ををそそうう言言
っったた。。当当然然そそのの時時、、そそここをを越越ええたた他他のの分分かかれれもも、、山山城城かからら摂摂津津ににかかけけ
てて存存在在ししたたののででああろろうう。。気気長長氏氏はは必必ずずししもも新新城城氏氏そそののももののででははなないいとと
思思ううがが、、一一つつのの例例ににははななるる。。
そそれれがが先先にに触触れれたた「「奥奥城城」」ででああるる。。奥奥磯磯城城のの意意ででああろろうう。。書書紀紀ににはは
「「瀛瀛（（おおきき））」」とともも書書かかれれてていいるる。。気気長長氏氏ののイイメメーージジがが湧湧いいててききたたよようう
にに思思うう。。
そそももそそもも気気長長氏氏がが単単にに南南山山城城つついいでで近近江江坂坂田田のの豪豪族族のの一一ででああっったたらら、、
葛葛城城氏氏ややそそのの後後のの曽曽我我氏氏ととわわたたりりああっってて王王統統にに繋繋ががるるここととはは出出来来ななかか
っったた。。磯磯城城氏氏はは大大王王氏氏のの大大和和にに入入っったたそそのの画画期期以以来来のの姻姻族族でであありり、、そそ

ののたためめににそそのの後後裔裔はは結結局局七七世世紀紀のの天天智智・・天天武武のの時時代代ままでで姻姻族族でであありりつつ
づづけけたたののにに違違いいなないい。。ちちななみみにに継継体体ははそそのの近近江江坂坂田田のの気気長長氏氏のの擁擁ししたた
大大王王氏氏かからら出出たた。。
姻姻族族とといいううののはは、、王王家家にに独独占占的的にに后后をを出出すす特特権権氏氏族族ををいいうう。。因因みみにに
ここのの姻姻族族のの概概念念ににももととづづけけばば、、磯磯城城氏氏やや葛葛城城氏氏にに比比肩肩ししてて曽曽我我氏氏がが大大
王王家家のの大大臣臣ととししてて政政務務をを管管掌掌ししつつつつ、、そそのの外外戚戚ととななっってて威威をを張張っったた事事
実実もも納納得得ががいいくく。。いいわわゆゆるる中中国国風風のの外外戚戚ななののででははなないい。。王王族族とと姻姻族族とと
いいうう相相互互依依存存のの思思想想ななののででああるる。。曽曽我我氏氏ははすすななわわちち稲稲目目のの時時代代、、葛葛木木
のの女女をを娶娶っってて馬馬子子・・堅堅塩塩媛媛・・小小姉姉君君をを生生んんだだ。。馬馬子子のの権権勢勢もも、、堅堅塩塩媛媛
とと小小姉姉君君がが欽欽明明のの妃妃ととななりりええたたののもも、、そそのの母母のの出出自自がが葛葛木木氏氏ででああっったた
かかららだだとと思思うう。。
ささてて、、気気長長宿宿禰禰王王にに戻戻ろろうう。。

加加<羅羅のの地地のの伝伝承承 >
気気長長宿宿禰禰王王はは書書紀紀にによよれればば開開化化のの曽曽孫孫でであありり、、古古事事記記のの息息長長宿宿禰禰王王
はは、、開開化化のの子子日日子子坐坐のの子子山山代代大大筒筒木木真真若若王王のの子子伽伽邇邇米米雷雷のの子子ででああるる。。
日日子子坐坐とと大大筒筒木木のの母母はは丸丸迩迩、、伽伽邇邇米米雷雷とと息息長長宿宿禰禰王王のの母母はは丹丹波波ででああるる。。

息息長長宿宿禰禰王王
-----息息
- 長長帯帯比比売売

-----息息
- 長長日日子子王王

------------------虚虚
- 空空津津比比売売

葛葛城城高高額額比比売売

息息長長宿宿禰禰王王がが天天之之日日矛矛のの末末裔裔ででああるる葛葛城城高高額額比比売売をを娶娶っってて、、息息長長帯帯
比比売売・・虚虚空空津津比比売売・・息息長長日日子子王王をを生生んんだだ。。息息長長帯帯比比売売ははすすななわわちち神神功功
ででああるる。。
た か ぎ ひ め

か に め

ここのの伝伝承承はは山山代代とと丹丹波波ととがが輻輻湊湊すするるがが、、丹丹波波のの出出とといいうう息息長長宿宿禰禰王王
のの母母高高材材比比売売のの名名はは山山代代のの地地名名でであありり、、伽伽邇邇米米ももままたたそそううでであありり、、筒筒
木木はは言言ううままででももなないい。。従従っっててここのの一一連連のの姓姓名名ははほほぼぼ山山代代にに限限るる。。
一一方方葛葛城城高高額額比比売売はは天天之之日日矛矛がが多多遅遅摩摩にに定定着着ししてて後後、、そそのの地地ででのの土土
着着婚婚にによよっってて五五世世のの孫孫ででああるる高高額額比比売売がが生生ままれれるる。。ここのの場場合合葛葛城城のの名名
ははそそのの血血筋筋にに由由来来ししなないいかからら、、すすななわわちち後後世世のの謚謚ででああるる。。
ここのの謚謚がが一一つつのの論論拠拠でであありり、、高高額額比比売売はは必必ずずやや葛葛城城襲襲津津彦彦ととかかかかわわ
るるででああろろうう。。史史実実ととししててのの葛葛城城のの名名のの嚆嚆矢矢はは葛葛城城襲襲津津彦彦ににほほかかななららなな
いい。。書書紀紀ににおおけけるる襲襲津津彦彦とと気気長長足足姫姫ととのの関関連連記記事事がが、、同同世世代代ののそそれれにに
見見らられれるるここととをを加加味味ししててここれれをを見見れればば、、すすななわわちち高高額額比比売売はは襲襲津津彦彦のの
母母のの世世代代ににああたたるるののででああるる。。
高高額額比比売売がが気気長長足足姫姫のの母母ととししてて記記録録さされれ、、かかつつそそのの出出自自がが半半島島ででああ
っったたここととをを仮仮託託すするるたためめにに、、天天之之日日矛矛ををももちちだだししたたののででああろろうう。。同同じじ
くく息息長長宿宿禰禰王王ははそそのの出出自自がが山山代代ににああっったたここととをを仮仮託託ししてていいるるののにに違違いい
なないい。。
ししててみみれればばここれれららのの関関係係はは一一言言でで片片付付くく。。
葛葛城城襲襲津津彦彦のの父父がが武武内内宿宿禰禰ででああれればば、、比比古古布布都都押押之之信信がが木木国国造造のの祖祖
宇宇豆豆比比古古のの妹妹山山下下影影日日売売をを娶娶っってて武武内内宿宿禰禰をを生生んんだだ、、とといいうう伝伝承承ががここ
ここにに生生ききるる。。すすななわわちち山山下下影影比比売売はは木木氏氏ななららぬぬ宇宇治治（（内内））のの息息長長氏氏でで
あありり、、武武内内宿宿禰禰ははそそのの母母のの血血ののななかかにに息息長長氏氏ののそそれれををももっってていいたた。。
古古来来、、人人ににととっっててはは本本居居（（産産土土））のの地地名名ここそそ諱諱ででああっったた。。本本名名ののここ
ととででああるる。。
いみな

すすべべててのの大大王王のの王王子子がが、、そそのの母母のの地地たたるる本本居居ままたた養養育育さされれたた氏氏族族のの
名名ををももっってて 諱諱 ととししたたここととをを想想ええばばいいいい。。曽曽我我馬馬子子ももままたた曽曽我我大大臣臣でで

ななくく嶋嶋大大臣臣とと呼呼ばばれれたたののででああるる。。武武内内宿宿禰禰はは、、そそのの本本居居ををももっってて、、気気
長長宿宿禰禰とともも名名告告っったたののだだとと思思うう。。そそのの元元名名ここそそ内内宿宿禰禰ででああっったた。。武武はは
むむろろんん武武威威ををいいうう美美称称ででああるる。。
そそのの後後武武内内宿宿禰禰はは葛葛城城にに還還っってて本本拠拠ととししたた。。葛葛城城のの宇宇智智郡郡はは山山城城綴綴
喜喜のの内内にに由由来来すするるででああろろうう．．
事事態態はは収収斂斂ししてていいくくとと思思うう。。
武武内内宿宿禰禰はは気気長長宿宿禰禰でであありり、、すすななわわちち気気長長足足姫姫そそのの人人のの父父ででああっったた。。
ささささややかかなな傍傍証証だだがが、、息息長長宿宿禰禰王王のの子子ととししてて、、息息長長帯帯比比売売ととととももにに
古古事事記記にに併併記記さされれるる虚虚空空津津比比売売はは、、ソソララツツででななくくカカララツツとと訓訓むむべべききでで
ああろろうう。。加加羅羅津津比比売売のの意意ででああるる。。気気長長足足姫姫のの母母、、葛葛城城高高額額比比売売ももままたた
加加羅羅城城のの高高額額比比売売のの意意ででああろろうう。。
ああららたためめてていいううがが、、襲襲津津彦彦以以前前ににおおいいててのの葛葛城城のの名名称称はは書書紀紀とと古古事事
記記をを通通じじてて、、三三者者ししかかいいなないい。。葛葛城城高高額額比比売売とと古古事事記記のの開開化化記記ににいいうう
葛葛城城垂垂水水宿宿禰禰、、そそししてて葛葛城城高高千千那那毘毘売売ででああるる。。
葛葛城城垂垂水水宿宿禰禰ははそそのの子子にに鷲鷲比比売売ががあありり、、開開化化ととののああいいだだにに建建豊豊波波豆豆
羅羅和和気気をを生生んんだだ。。波波豆豆羅羅はは弁弁羅羅（（カカルルララ））ででああろろうう。。但但馬馬のの垂垂水水にに、、
ののちちのの葛葛城城のの勢勢力力がが進進出出ししてていいたたここととをを示示唆唆すするる。。ししたたががっっててここのの葛葛
城城はは後後世世かかららのの仮仮託託とといいっってていいいい。。
葛葛城城高高千千那那毘毘売売はは、、味味師師内内宿宿禰禰のの母母ででああるる。。武武内内宿宿禰禰のの異異母母弟弟とといい
ううがが、、ここここにに葛葛城城高高千千那那毘毘売売とといいううののはは、、前前後後のの文文脈脈ととししてて分分かかりりにに
くくいい。。古古事事記記ははむむろろんん説説明明ももししなないい。。高高千千那那毘毘売売ははつつままりりはは高高額額比比売売
ののここととかかもも知知れれなないい。。ととすすれればば味味師師内内宿宿禰禰はは武武内内宿宿禰禰のの弟弟ででななくく子子でで
ああるる。。
ししかかしし、、ここのの二二つつのの葛葛城城のの名名をを棚棚ににああげげれればば、、葛葛城城高高額額比比売売とと葛葛城城
襲襲津津彦彦のの名名はは、、書書紀紀とと古古事事記記ののななかかにに唐唐突突ににああららわわれれるる。。前前者者ががととくく
にに唐唐突突でであありり、、かかつつ後後者者のの葛葛城城のの姓姓がが、、
「「弁弁羅羅城城」」にに由由来来ししててままたたそそのの
母母のの出出自自ををいいううなならら、、ここのの二二者者はは必必ずずかかかかわわりりががああるるででああろろうう。。
息息長長宿宿禰禰すすななわわちち武武内内宿宿禰禰ははししかかししいいつつ半半島島にに交交渉渉ををももっったたののででああ
ろろううかか。。

先先述述ののよよううににそそれれはは応応神神九九年年すすななわわちち仲仲哀哀七七年年（（三三九九八八））ででああっったた。。
神神功功がが仲仲哀哀のの后后ととななっってて七七年年ののととききででああるる。。ここのの時時神神功功がが二二〇〇代代前前半半
ででああるるととすすれればば、、そそのの誕誕生生はは三三七七〇〇年年代代ででななけけれればばななららなないい。。葛葛城城高高
額額比比売売をを娶娶っったたももののはは三三六六〇〇年年代代にに半半島島ににいいななけけれればばななららななかかっったた。。
武武内内宿宿禰禰ははそそののとときき半半島島ににいいなないい。。
当当然然のの帰帰結結ととししててそそのの時時代代半半島島でで活活躍躍ししたた大大和和出出身身のの人人物物はは、、ほほかか
ななららぬぬ斯斯摩摩宿宿禰禰おおよよびびそそのの亦亦名名ととみみらられれるる千千熊熊長長彦彦ででああっったた。。
斯斯摩摩宿宿禰禰はは神神功功四四六六年年（（三三六六六六））かからら五五二二年年（（三三七七二二））ににかかけけててとと、、
ままたたそそれれ以以後後もも半半島島でで軍軍事事的的にに干干渉渉ししたた人人物物ででああるる。。ししたたががっってて、、葛葛
城城襲襲津津彦彦のの葛葛城城がが「「加加羅羅城城」」にに、、すすななわわちちそそのの母母ででああるる「「加加羅羅」」姫姫にに
由由来来すするるなならら、、そそのの父父ははそそのの加加羅羅姫姫をを半半島島でで娶娶っったた斯斯摩摩宿宿禰禰ににほほかかなな
ららなないい。。
ささららににいいええばばそそのの斯斯摩摩宿宿禰禰のの斯斯摩摩はは後後のの葛葛城城のの地地名名ででああっったた。。すすなな
わわちち斯斯摩摩宿宿禰禰はは葛葛城城氏氏のの祖祖ででああっったた。。ここここにに同同じじくくそそのの祖祖ででああっったたとと
記記録録さされれるる武武内内宿宿禰禰ととののかかかかわわりりももままたたああききららかかででああるる。。
斯斯摩摩宿宿禰禰はは武武内内宿宿禰禰ででああっったた。。
論論理理的的なな結結論論ででああるる。。空空論論のの怖怖れれももななくくははなないいののででこここころろししてて噛噛みみ
くくだだいいててももららいいたたいい。。
そそのの母母のの血血ののたためめにに息息長長宿宿禰禰ととももいいっったた。。神神功功即即位位前前年年記記（（四四〇〇〇〇））
にに現現れれるる神神功功とと葛葛城城襲襲津津彦彦はは、、斯斯摩摩宿宿禰禰がが加加羅羅のの地地かからら娶娶っったた女女かからら
生生ままれれたた兄兄妹妹ででああっったた。。三三七七〇〇年年代代前前半半にに誕誕生生ししたたととすすれればば、、四四〇〇〇〇
年年前前後後ににはは二二〇〇代代後後半半のの年年齢齢ででああるる。。神神功功ははそそのの九九年年前前にに仲仲哀哀のの后后とと
ななっったたかからら、、一一〇〇代代のの後後半半にに当当たたるる。。古古事事記記のの記記述述ののししかかたたかかららすすれれ
ばば、、神神功功がが姉姉でで襲襲津津彦彦がが弟弟ででああっったたかかもも知知れれなないい。。
すすななわわちち斯斯摩摩宿宿禰禰はは四四つつのの名名ををももつつ。。斯斯摩摩宿宿禰禰・・千千熊熊長長彦彦・・武武内内宿宿
禰禰・・気気長長宿宿禰禰ががそそれれででああるる。。そそししてて気気長長足足姫姫とと葛葛城城襲襲津津彦彦をを生生んんだだ。。
補補足足ししななけけれればばななららなないいここととががああるる。。
識識麻麻那那那那加加比比跪跪はは斯斯摩摩宿宿禰禰ここととででああるるとといいうう前前提提をを、、すすららりりとと流流しし
ててししままっったた。。書書紀紀はは斯斯摩摩宿宿禰禰ににつついいててはは「「そそのの姓姓をを知知ららずず」」とといいいい、、

千千熊熊長長彦彦ににつついいててはは「「百百済済記記ににいいうう識識麻麻那那那那加加比比跪跪はは蓋蓋ししここれれかか」」とと
いいっってて、、ここれれをを区区別別ししてていいるる。。ここのの文文脈脈でではは斯斯摩摩宿宿禰禰はは千千熊熊長長彦彦ななのの
ででははなないいがが、、そそももそそもも書書紀紀はは百百済済記記のの人人名名をを大大和和ののそそれれにに当当ててははめめるる
ここととををししななかかっったた。。「「蓋蓋ししここれれかか」」とといいうう註註はは例例外外的的とといいっってていいいい。。
たたととええばば沙沙至至比比跪跪すすらら葛葛城城襲襲津津彦彦とといいっってていいるるわわけけででははなないい。。そそのの
類類似似をを利利用用ししてて、、一一運運ささかかののぼぼららせせるる手手だだててににししてていいるるののででああっってて、、
事事実実はは襲襲津津彦彦ででななくく幸幸彦彦すすななわわちち玉玉田田宿宿禰禰ででああっったた。。ししたたががっってて書書紀紀
はは百百済済記記のの大大和和出出自自のの人人物物はは、、ここれれををそそのの記記載載ののままままににつつかかううののをを原原
則則ととししてていいるる。。識識麻麻那那那那加加比比跪跪ににつついいててはは百百済済記記ののみみななららずず大大和和ににもも
伝伝承承ががあありり、、重重要要なな人人物物ととししててそそのの動動向向をを描描かかななけけれればばななららななかかっったた。。
ととりりああええずず和和訳訳がが必必要要でであありり、、ももっっとともも字字面面ににああうう千千熊熊長長彦彦をを選選んんだだ。。
つつままるるととこころろここここにに千千熊熊長長彦彦ととししてて出出ててくくるる名名はは、、書書紀紀のの編編者者ににああ
っってて識識麻麻那那那那加加比比跪跪とと書書いいてていいるるこことととと同同じじななののででああろろうう。。本本来来はは斯斯
摩摩中中彦彦ままたたははせせいいぜぜいい濁濁点点ををつつけけてて斯斯摩摩長長彦彦とと訳訳すすべべききででああっったた。。
だだかからら筋筋道道ははここううななるる。。半半島島にに突突出出ししたた大大和和のの最最初初のの将将軍軍はは斯斯摩摩宿宿
禰禰とといいっったた。。ししかかししそそのの後後のの動動勢勢はは大大和和のの記記録録にに薄薄くく、、ももっっぱぱらら百百済済
記記をを援援用用ししたた。。援援用用すするるににああたたっっててはは、、書書紀紀のの編編者者のの史史料料にに忠忠実実たたるる
べべきき思思想想ををももっってて、、識識麻麻那那那那加加比比跪跪のの名名ででここれれをを一一貫貫ししたたののででああるる。。
宿宿禰禰とといいうう称称号号ももかかななららずず後後ののももののででああろろうう。。ここのの時時代代のの「「宿宿禰禰」」
がが書書紀紀・・古古事事記記をを通通じじてて葛葛城城ももししくくはは武武内内宿宿禰禰後後裔裔氏氏族族にに限限らられれてていい
るるここととをを思思いいだだせせばばよよいい。。そそのの例例外外のの一一つつがが息息長長宿宿禰禰王王でであありり、、そそのの
たためめにに武武内内宿宿禰禰ととのの具具体体的的なな関関係係がが問問わわれれたたののででああるる。。
宿宿禰禰はは少少兄兄（（すすくくななええ））かかららききたたとといいうう。。ししかかししととくくにに葛葛城城氏氏にに後後
代代ままででそそのの名名がが残残るるここととをを考考ええれればば、、ここれれはは韓韓語語のの村村（（すすくく））ににかかかか
わわりりががああろろうう。。村村主主ののよよううなな意意味味ででああるる。。葛葛城城のの名名とと宿宿禰禰のの名名はは半半島島
由由来来とといいうう根根ををももつつここととににおおいいてて、、一一体体ののももののななののででああろろうう。。
関関連連記記事事かかひひととつつ残残っってていいるる。。
はかりこと

神神功功紀紀四四七七年年条条にに神神功功がが天天神神にに「「百百済済とと新新羅羅へへのの問問責責をを誰誰ににすするるかか」」
ににつついいててのの神神意意をを問問ううたた時時、、天天神神はは「「武武内内宿宿禰禰ををししてて 議議 をを行行わわしし

よ

まさ

ねがひ

めめよよ。。因因りりてて千千熊熊長長彦彦をを以以っってて使使者者ととせせばば、、當當にに所所願願のの如如くくななららんん」」
とといいっったた。。千千熊熊長長彦彦がが斯斯摩摩宿宿禰禰でであありり、、斯斯摩摩宿宿禰禰ががいいまま考考証証をを進進めめるる
ととおおりり武武内内宿宿禰禰ででああれればば、、ここのの文文脈脈はは、、斯斯摩摩宿宿禰禰にに半半島島のの全全権権をを与与ええ
つづき

たたここととをを表表明明すするる。。
内内はは山山城城綴綴喜喜のの地地名名とといいっったた。。内内臣臣とといいうう言言葉葉はは別別のの起起源源ででああろろうう
ががももととももとと地地名名ととのの連連動動ががああっったたののででははななかかろろううかか。。斯斯摩摩宿宿禰禰のの斯斯摩摩
ははそそのの父父系系ををいいいい、、武武内内はは母母系系のの出出自自ををいいうう通通称称でであありり、、そそのの名名はは中中
彦彦ままたたはは長長彦彦とといいっったた。。千千熊熊とといいうう名名のの人人物物はは存存在在ししなないい。。葛葛城城のの名名
ももいいままだだななかかっったた。。
ひひととつつ留留意意すすべべききはは、、葛葛城城襲襲津津彦彦ががそそのの母母のの血血筋筋ををももっってて葛葛城城とと称称
ししたたののででああれればば、、葛葛城城のの姓姓はは襲襲津津彦彦一一代代ののももののでで、、そそのの後後裔裔のの一一族族はは
元元のの斯斯摩摩をを姓姓ととししたたののででああるる。。
斯斯摩摩宿宿禰禰ににつついいててのの追追跡跡ははここれれでで終終ええよようう。。正正直直ななととこころろいいくくつつかか
のの問問題題ををああええてて迂迂回回ししててここここにに至至っったた感感ももああるる。。大大枠枠でで有有為為のの結結論論にに
いいたたっったたかかもも知知れれなないいここととででひひととままずず満満足足ししたたいい。。
ここここでで第第一一章章をを終終わわるるととすすれればば、、ここのの大大和和ああるるいいはは斯斯摩摩宿宿禰禰とと半半島島
ととののかかかかわわりりののななかかでで、、ももううひひととつつ先先のの時時代代のの情情景景がが髣髣髴髴ととししててくくるる。。
気気長長足足姫姫のの新新羅羅征征討討とといいうう伝伝承承ででああるる。。史史実実ととししててのの可可能能性性がが疑疑わわ
えいゆうたん

れれてていいるる書書紀紀ののももっっとともも有有名名なな伝伝承承ででああるる。。
気気長長足足姫姫のの話話そそののももののはは単単純純なな古古代代英英 雄雄 潭潭にに過過ぎぎなないい。。文文脈脈はは仲仲哀哀
のの后后ととししてて、、熊熊襲襲のの征征伐伐にに筑筑紫紫へへ向向かかっったたがが、、神神託託ががあありり、、熊熊襲襲ににかか
かかわわりりおおららずず、、黄黄金金のの国国新新羅羅をを攻攻めめよよととあありり、、仲仲哀哀ははここれれをを信信じじずず神神
霊霊ににううたたれれてて死死んんだだ。。
気気長長足足姫姫ははここのの神神託託をを信信じじ、、仲仲哀哀のの喪喪をを秘秘ししてて熊熊襲襲をを平平ららげげ、、そそのの
足足でで新新羅羅をを攻攻めめるる。。そそのの城城をを落落ととしし、、新新羅羅王王をを降降伏伏ささせせててそそのの王王子子をを
人人質質ににししてて凱凱旋旋すするる。。
ここのの文文脈脈にに唯唯一一動動機機がが語語らられれるるととすすれればば、、神神託託ししかかなないいがが、、むむろろんん
そそううななののででははなないい。。新新羅羅城城ままでで攻攻めめここむむとといいうう神神功功ののエエネネルルギギーーはは、、
前前後後のの文文脈脈かかららししてて常常軌軌をを逸逸ししてていいるるよよううににみみええるる。。行行動動にに異異常常ががみみ

らられれるる。。だだかかららここれれにに史史実実ががふふくくままれれるるととすすれればば、、必必ずずそそれれななりりのの理理
由由ががななけけれればばななららなないい。。
黄黄金金のの国国ははすすななわわちち鉄鉄ををいい出出すす国国でであありり、、気気長長足足姫姫のの動動機機ははそそのの益益
権権をを奪奪取取すするるここととににああっったたとと思思うう。。そそのの益益権権ははししかかしし時時のの大大和和のの政政権権
ととししててはは、、ななききにに等等ししいいかか又又はは突突出出すするるももののででははななかかっったた。。大大和和ののそそ
れれはは、、せせいいぜぜいい九九州州のの倭倭人人がが古古来来そそここにに参参画画しし、、そそれれをを支支配配しし始始めめたた
部部外外者者のの後後追追いいででししかかななかかっったた。。
だだかからら気気長長足足姫姫のの行行動動はは、、ここれれととはは一一線線をを画画すすででああろろうう。。あありりううべべ
べんしん

きき唯唯一一のの動動機機はは、、すすななわわちちそそのの母母のの血血にに由由来来ししたた。。
斯斯摩摩宿宿禰禰がが娶娶りり、、気気長長足足姫姫のの母母ととななっったた弁弁 辰辰のの血血筋筋ででああるる。。気気長長足足
姫姫ははここのの血血筋筋のの故故にに、、むむろろんん存存在在すするる継継承承者者ととししてて、、弁弁辰辰のの地地ににおおけけ
るる新新羅羅のの專專往往にに対対しし強強硬硬なな主主張張ががででききたたののででああるる。。
そそれれがが神神功功のの、、不不可可解解ににししてて異異常常ななエエネネルルギギーーににつついいててのの解解ででああるる
とと思思ううののででああるる。。

