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序
『北海道教育大学紀要』 三十一巻二号， 拙稿 「大化前代の紀年」 （昭和５６年３月発行） で， 私は
成務 －－ 敏達間の紀年について論じた．
今雄略以前について修正すべき点が出てきたので修正して第二章とし， 私の紀年論の方法に関す
るものを新たに書いてその前に置き第一章とし， 更に第三章で記紀 の信悪性についても新たに論じ
た，

第一章

方法について

この問題を，私は『国史と国語』二十一巻二号， 「辛酉起点半年一年の紀年」 （昭和５４年３月発行）
で最初に発表した． そこで私は記紀等の 継体 －－ 敏達期記事に辛酉起点半年一年の紀年（６ケ月 で
１年） がある事を， 通常紀年と幸酉起点半年一年の紀年との両方が同一事件について存在するもの
８例をあげて証した．
私のに一月遅れ， 山本武夫氏が『日本書紀の新年代解読』を発表し， 仲哀 －－ 雄略の紀年を， 半
年を１年として計算し直された．
山本氏は 「半年１年で何天皇何年何々の事件という記録が存在し始めると書記はそれによらざる
を得なくなる」 として， その様な編年の数字を重視された．
『日本国家の起源』 で， 井上光貞氏は 「秦氏の帰化について， 『応神紀』 十四年条に， （－） 弓月
君が百済から来て， 自分は本国の人夫百二十県を率いて帰化しようとしたが， 新羅人が邪魔するの
で， みな加羅に留っていると奏した． そこで朝廷は葛城ソツ彦を加羅に遣したが， 三年たってもも
どってこなかっ た， そこで （二） 翌々 年， 平群木菟宿弥らに精兵をつけて加羅に赴かせたところ，
新羅の王は驚いて謝罪したので弓月の人夫とソツ 彦をつれて戻ったとある， この応神の巻の記事は
それだけでは信用出来ない． しかし， 例の 『百済記』 に３８２年のこととして， （三） 新羅がそむいた
ので日本は沙至比脆 （＝ソツ彦） をしてこれを討たせたところ， 彼は新羅のためをはかって加羅を
討った． そこ で日本は木羅斤資を遣してその社穫を復したとしている， （一） 及び （二） と， （三）
とは同工異曲であるから， 弓月君来朝の史的背景を物語る （一）
， （二） と （三） とは， 前者は日本
に， 後者は百済に伝わった一つの史実の異伝 であろうとおもわれるの である． したがって， 葛城ソ
ツ彦や木羅斤資をつかわした３
８０年代の朝鮮経営史上の一前 に，日本の将軍が，秦氏の祖とその党類
をひきいて帰還したという史実があったのであろう．」 とされた．
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これは氏が先に 『古事記大成歴史考古篇』 所収 「帝紀からみた葛城氏」 でとりあげ， （一）
， （二）
と （三） との関係について， 仮説として三つの場合をあげられた第三の場合である．
６年の記事が， 同一事件
山本武夫氏は独自に， 神功６２年の 『百済記』 （注） と， 『応神紀』１４年１
を示 しているとされた． そして 「神功紀』 の方は， 『百済記』 の紀年壬午を虚構の 『神功紀』 紀年の
０５
４
６年の葵卯． 乙巳を同様に考えて元へ戻すと４０３年，４
壬午に貼り付けたものであるが， 応神１
，１
年となり， 『百済記』の方の３８２年と離れすぎるとし， 雄略元年を４６２年とし， 書紀の治世年数を半
６年をそれぞ
７１年に， 応神１４年，１
減し， 先帝の崩年と新帝の元年を同一年として出した応神元年３
３７１
４年， １
６年の 真の紀年とされた． （
れ半減した７年， ８年を足した３７８年， ３７９年 を 『応神紀』１
年の後半が紀の応神元年に なるの で， ７年， ８年足 しただけでよいのである．） そして「襲津彦事件
というのは， 後で述べる様に， かなり経過を伴う事件 であるから， 『百済記』の記事の年次は， どの
時点でこの事件を取上げて３８２＝壬午年としたのか， はっきりしない点もある， この程度の差は－
応の一致と見なすことにするよりほかないのである．」 とされた．
４
しかし書紀の史料が干支の紀年をも っていたとし， 応神１
， 応神１６の干支紀年発卯， 乙巳が元来
起点半年一年の紀年だとすると， 辛酉
たとし
その干支紀年が辛酉
いた紀年だ
その下の記事に付
っ
，
起点半年一年の奨卯は通常紀年 では壬午か壬子， 乙巳は葵 未か葵丑 であるから， 神功６２年壬午と
ぴっ たり一致するの である． 一応の一致どころ ではない．
同様の例は次々 とあげうる．
どう してそうなるのか．

大宝以前の紀年は一般に干支が 吏用されていた．
『藤原京』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第２
５冊， 奈良県教育委員会編） 所収藤原京木簡
） の１例を除くと， 他の６例は藤原京時代のもので， その中５
紀年７例中， 平城遷都後の辛酉（
７２１
） １例
） ４例， 文武３年己亥 （
６
９９
６
９５
例を占める大宝以前の紀年は皆干支 である． 持統９年乙未 （
である． 大宝以後のは大宝三年の１例がある． つまり大宝以前は皆干支 である．
４年）
金石文は隅田八幡鏡銘奏未， 稲荷山古墳鉄剣銘辛亥， 御物金銅弥勤菩薩造像記丙寅（推古１
，

５年）
法隆寺金銅薬師仏造像記丙午（用明元年）
， 法隆寺金銅釈迦三尊造像記葵末（推
， 丁卯（推古１
６年）
古３
１年）
， 御物法隆寺旧蔵金銅観音菩薩造像記辛亥
， 法隆寺金銅釈迦三尊造像記戊子 （推古３
阿弥陀仏造像記戊午（斉明４
御物金銅釈迦仏造像記甲寅
河内観心寺金銅
（白維２年）
）
白錐５年
（
，
，
３年）
年）
， 戊辰 （天
， 船首王後墓誌辛丑 （解明１
， 河内野中寺金銅弥勤菩薩造像記丙寅 （天智５年）
智７年）
， 妥女氏筆域碑己丑 （持
， 山名村碑辛巳 （天武１０年）
， 小野朝臣毛人墓誌丁丑 （天武６年）

統３年）
， 法隆寺観
， 妙心寺鐘銘戊戎（文武２年）
， 出雲鰐淵寺金銅観音菩薩造像記壬辰（持統６年）
音菩薩造像 記甲午 （持統８年） と大宝以前は干支のみ記したものが多い．
しからざるものは伊橡温湯碑 （釈日本紀） 法興６年１０月歳在丙辰 （推古４年）
， 法隆寺金銅釈迦
金銅阿弥陀仏造像記（
之歳
西
三尊造像記法興元３１年歳次辛巳（推古２９年）
宇治橋碑大化２年丙午
，
，
琳寺縁起） 宝元５年己未 （斉明５年）
， 那須国造碑永昌元年己丑 （持統３年） の如く， 年号何年に干
支を合せ記している．
これらを通じて干支が使 われ， 何々 天皇の何年という紀年はひとつもない． 特に法興以前は年号
があっ た様 でもないから， 隅田八幡鏡銘や稲荷山古墳鉄剣銘の様に単なる干支のみが使われていた
であろう．
書紀は， それら干支を紀年とした史料をもとにして， 作られ， 編纂当時の制度に近い何々 天皇の
何年という紀年に書きかえたのである．
したがって書紀の数字紀年を山本氏の様にそのまま検討していては駄目である． 数字紀年を元の
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干支に戻して検討してみてはじめて， 干支の段階で生じた粗酪が分るの である．
山本氏はその手つづきを踏まなかったのでしく じられたのである．
つぎになぜ異種の紀年 法が通常の紀年法の中に混在するのかという事に ついて述べたい，
友田吉之助氏が， 『日本歴史』２
８６号 「仏教公伝の年代と異種の干支紀年法」 で， 通常紀年より前
２年ずつずれた紀年のある事をあげて， 仏教公伝の紀年を考えられたのに対し， 川口
後にそれぞれ１
勝康氏が， 『日本古代の社会と経済』上巻所収 「紀年論と 『辛亥の変』について」 で， 「『帝説』や 『縁
起』 の他の干支がすべて現行紀年法に一致しているのに， 戊午のみを何故に異種の干支紀年法によ
る所伝と見なしうるのか． 御都合主義という他はないであろう．」 と批評された． しかし『縁起』 に
は異種の干支紀年法の干支が別にある． 私が 「辛酉起点半年一年の紀年」 で発表した例の一つに，

『縁起』庚寅年焼切堂舎， 仏像， 経教， 流於難波堀江， 『帝説』庚寅年焼滅仏殿仏像流却於難波堀江
の庚寅がある． これは辛酋紀点半年一年の干支である． その通常紀年は『敏達紀』の十四年（乙巳）・・
焼仏像典仏殿． 既而取焼除仏像， 令棄難波堀江， 『縁起』 乙巳年 （敏達十四年） 仏像殿破焼露の乙巳
であ る．

かかる例が出てくるのは， 異種の紀年法の干支でも， それを史料とする者が， それと識別出来ね
ば， そのまま取入れられる事もありうるという事である． 殊に史料が少く断片的な上代史では十分
あり得る事 である．
半年一年の暦は知られているが， どの史料がそれによる史料か必ずしも分らぬ状態があった事を
示す史料が若干ある．
私は昭和五十四年十一月 『文化史学』３５号に 「上代天皇の長寿」 についてを発表， 三例をあげ半
年一年で年齢が倍増した為に長寿に見えるのだと論じた． その一例 で述べた如く， 雄略天皇の宝算
は記にのみあるが， それは辛酉 起点半年一年 の紀年法による允恭７年誕生より允恭治 世間は半年
一年で， それ以後は通常の紀年法で計算した６
２歳を， 通常紀年と見て二倍し， 半年一年の宝算とし
２
４歳を， 更に通常の一年を一年とする宝算として記したものである． 半年一年の紀年或
て出した １
２４歳を出した計算の
は年齢計算が行われていなければ， この様な計算が行われる筈はない． かつ１
元となった， 当時通常紀年の宝算と思われていた６２歳は， 雄略天皇崩御間もなくの間知られていた
様なものではなく， 『允恭紀』 の部分は辛酉起点半年一年の紀年， 『安康紀』
， 『雄略紀』 の部分は通
常紀年だと言う事を知 らずに， 『允恭紀』の部分も通常紀年と間違え単純に計算して出したものであ
る． 『允恭紀』の部分は， 辛酉起点半年一年と見なければ， 第二章で述べる如く大陸史料と合わない
の であ る．

これは異種の紀年が， それと知られずに混在していた事のよい資料であるが別にもある，
後述する如く書紀の呉との通交記事６例はすべて 『宋書』 と一致する．
その中， 『雄略紀』 ８年より１
０年にかけての遣使は， 後述する様 『雄略紀』
， 『安康紀』 紀年は６
年くり上っているので，逆に ６年くり下げると雄略１４年より１６年にかけての遣使という事になる．
雄略１
４年より１６年にかけての干支は庚戎， 辛亥， 壬子となる． これを辛酉起点半年一年の紀年と
して通常紀年に直すと乙卯， 丙辰となる． この乙卯， 丙辰を， 実は辛酉起点半年一年の紀年だのに，
通常紀年と間違え， もう一度辛酉起点半年一年の紀年に直した紀年が， 書紀の紀年より６年くり下
げて出した先の庚戎， 辛亥， 壬子だとすると， 乙卯， 丙辰を辛酉起点半年一年との紀年として， 出
した通常紀年の戊午が， 『雄略紀』８年より１０年にかけての遣使の真の紀年となる． この戊午は４７
８
年で， 『宋書』倭国伝の昇明２年， 倭王武の遣使の年である． ここにもすでに辛酉起点半年一年の紀
年なのに， それを通常紀年と間違え， もう一度辛酉起点半年一年の紀年を出した例がある． これも
どれが通常紀年か辛西起点半年一年の紀年か分らなくなって生じた誤解である．
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又 『古事記』 崩年干支の允恭崩年甲午は， 第二章 で説明する様に， 『雄略紀』『安康紀』 の６年く
り上った紀年につづく書紀の允恭崩年庚巳を６年くり下げ元に戻した己亥の辛酉起点 半年一年の紀
年丁丑， 戊寅を， 通常紀年と間違え， それに対する辛酉起点半年一年の紀年として出てきたもので
ある． 辛酉起 点半年一年の允恭崩年丁丑が通常紀年か， 辛酉起点半年一年の紀年の どちらか分らぬ
状態に置かれていた為にそうなっ たの である．
これら三史料は， 一方では半年一年の暦が行われて居り， その為， 通常紀年より辛酉起点半年一
年の紀年， 又は半年一年の宝算を出そうとして失敗した例であるが， 記紀編纂の頃は半年一年の暦
があっ た事すら忘れられていた． したがって記紀に異種の紀年が存在しても仕方がないの である．
そこで記紀から辛酉起点半年一年の紀年を抽出する事が出来るのである．

第二章

修正紀年

雄略崩年干支は， 記の己巳を辛西起点半年一年の紀年とすると， その通常紀年は別表によ って乙
丑（
） となる． それは書紀雄略崩年より６年くり下 っているが， そのまま紀の雄略治世の２
４８５
３年
） で， 『宋書』 倭国伝
をさかのぼると， 雄略７年葵卯となる． その前年壬寅は， 紀の雄略６年 （
４６２
） 詔日， 倭王世子興， 変世載忠， 作藩外海， 票化寧境， 恭修貢職， 新嗣辺業，
の世祖大明六年 （
４６２
宜授爵携， 可安東将軍倭国王の年である． それにひきつづき興死， 弟武立， 自称使持節都督， 倭百
済新羅任那加羅秦韓慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王とある． 奨卯， 紀の雄略７年を雄略元年とし
て 『宋書』 と矛盾しない．
） を雄略
４
８５
７８年で， 乙丑 （
無論， 『宋書』 の順帝昇明元年及び昇明二年の武の遣使は， ４７７年， ４
） を雄略元年として矛盾 しない．
崩年， 葵卯 （
４６３
） より 安康の治世とみ， 紀の安康治世３年をとると， 庚子， 紀の
紀の雄略６年（
４６２
ついで壬寅，
）１２月丁末， 倭国遣
４６
０
） が安康元年となる． この年は 『宋書』 孝武帝紀大明４年 （
雄略四年 （
４６
０
世子興遣使貢献に相当する
』
倭国伝の済死
『
宋書
この遣使は
である
使献方物の年
． 允恭天皇崩
，
．
後間もなく だから世子なのである．
４５９
） が允恭崩年と なる． この己亥の辛酉起点半年一年の干支丁丑を通常紀年と誤
その前年己亥 （
り， もう一度辛酉起点半年一年の干支を計算して出したのが 『古事記』 允恭崩年干支甲午であるこ
とは第一章で述べた．
８年 となる． するとその間
２年を通常紀年 での計算と解すると， 允恭元年は４１
さて紀の允恭治世４
一年の計算での４
２年という
てしまう
そこでこれは半年
倭の五王の中讃， 珍， 済の三王が皆はいっ
．
４日， 記では正
事になる． すると通常紀年では２１年という事になる． 所が允恭崩年の紀 では正月１
が
通常紀年の１年とな
月１５日に天皇が崩ぜられたの で， 允恭崩年は， 半年一年の紀年の１年 ，
って
おり， 允恭元年は， したがって， 半年一年の紀年では， 元年の前の空年を合せて通常紀年の１年と
）より２２年とると，
４５
９
なっている． したがって通常紀年の允恭治世は実は２２年である． 允恭崩年（
） が允恭元年と なる，
紀の允恭２７年 （
４３８
）是歳， ……倭国並遣使献方物， 『宋書』倭国伝元嘉２０年，
４４３
この間に『宋書』文帝紀元嘉２０年（

）秋七月甲辰， 安東将軍
４
１
８年（
５
倭国王済遣使奉献， 復以為安東将軍倭国王， 『宋書』文帝紀元嘉２
倭王倭済， 進号安東大将軍， 『宋書』 元嘉２８年， 加使持節都督， 倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍
） の両方とも， ４３８年
）
４５１
４４３
事， 安東将軍如故・・の記事がある． この元嘉２０年 （
， 元嘉２８年 （
と４５
９年の間の允恭治世におさまって問題がない．
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１

反正崩年は紀の允恭２７年， 戊寅が真の允恭元年になるので， その前年丁丑となる これは『古事
，
記』 の反正崩年である．
戊寅 （
４３８
） は上述の如く前半は空年， 後半は允恭元年に当る． この戊寅は 『宋書』 文帝紀元嘉 １５
年（
４
） 夏四自 己巳， 以倭国王珍為安東将軍． 是歳・・倭国・・遣使献方物の年 である これは 『宋
３８
，

書』 倭国伝には讃死， 弟珍立， 遣使貢献， 自称使持節都督倭百済新羅任那秦韓慕韓六国諸軍事安東

大将軍倭国王， 表求除正， 詔除安東将軍倭国王とある． 丁丑（
）珍即反正が宋 へ使を出した後崩
４３７
御， 使は翌戊寅 （
） 宋に着き， 四月珍は安東将軍に除正されたのである，
４３８
ここまでは辛酉起点半年一年の紀年を考慮する事によ って，記紀漢史の矛盾を一つも無く出来る
．
上述した様に 『允恭紀』 は， 『雄略紀』 『安康紀』 につづき６年くり上った允恭崩年葵巳から 辛
，
酉起点半年一年の紀年を１６年くり下げた紀年となり４
２年さかのぼって允恭元年壬子となる． 紀の
允恭崩年葵巳で， それ以前の辛酉起点半年一年の紀年を １６年くり下げた紀年と それ以後の６年く
，
り上った通常紀年とがつぎ木されている． しかしあたかもつぎ木されていないかの如く干支 配列の
順序に不自然のない様にしている． 允恭崩年の己亥の辛西起点半年一年の干支は丁丑 で， 丁丑は己
亥より２
２年さかのぼる． 紀の紀年は６年くり上り 葵巳になっているから， 丁丑との差は１
６年であ
る． この差をつづめて奨巳でつづけたから， 『允恭紀』の紀年は辛酉起点半年一年の紀年と並 行して
１
６年遅れているのである． 葵巳は通常の紀年でもあり， 半年一年の紀年でもあ る．
書紀の紀年は， 安康元年甲午以後は１年を１年とする通常の紀年で， 允恭以前は原則 的に辛酉起
点半年一年の紀年を中心とす る紀年で， 『允恭紀』 はその最も新しい部分である
．
『允恭紀』の， 辛酉起点半年一年の紀年より １
６年くり下る紀年は， 書紀紀年の構造としてはその
ままさかのぼり神武元年ま でつづいているの ではないかと思う
．
天皇崩年 でそれがたどれるのは， 仲哀崩年庚辰 である． これは 『古事記』 仲哀崩年壬戎を 『允恭
紀』 と同様に１
６年くり下げた戊寅を， 後述の理由で更に２年くり下げたもの である，
更に成務紀崩年庚午は， 『古事記』 の成務崩年乙卯より１
５年くり下っている． 所が 『仲哀紀』 に
「成務天皇の４
８年， 立ちて皇太子と為りたまふ． 時に３１
」とあり， 又「９年， 崩りましぬ． 時に年
２
」とある． 成務天皇の治世は６０年で， 崩後空年が１年あるので， 成務４８年， 立太子の時 ３１より
５
計算すると， ５
３歳崩となり， ５２歳崩と合わぬ． もし成務と仲哀との間の空年を除き， 成務崩年を１
年くり下げると， 立太子の年も１年くり下り， ５
２歳崩の計算となり， 立太子年の御年と宝算との辻
つまが合う様になる． 空年を除き， 成務崩年庚午を空年の辛未にくり下げると， 記の成務崩年乙卯
と辛未との間は１６年あるから， 『允恭紀』 と同じ差となる， 成務辛未崩というのが書紀紀年完成の
もう一つの前の紀年で， それは 『古事記』 の乙卯を， 『允恭紀』 で行われている様に１６年くり下げ
た も の であ る．

崇神崩年に ついては， 記の戊寅と紀の辛卵との間には１３年の差がある これは
『允恭紀』の１
・
６年
．
の差に対し３年短い． その差の理由は分らぬ． 書紀編者があちこち修正してい る中にそうなったの
で， もとは１６年の差だっ たのではないかと思う．
この仲哀， 成務， 崇神の 『古事記』 崩年干支の中， 仲哀ののみ， 例の 『好太王碑』 倭以辛卯年来
渡海破百残云々の辛卯を通常紀年とした辛酉起点半年－年の壬戎なので 辛酉起点半年一年の紀年
，
と言いうる． 他は比較する外国史料 等がなくてなんとも言えぬが， 多分辛酉起点半年一年の紀年で
あろう． そして紀のそれら天皇崩年はほぼ１６年の差をもって平行しているの である
．
反正と仲哀との間の応神， 仁徳， 履中の『古事記』崩年干支， 甲午３９４
丁卯４
２
７
，
， 壬申 ４３２ をと
り， 『宋書』記事と比較してみると， 讃の４
２５の遣使は， 『古事記』仁徳崩年と応神崩年との間になっ
て， 讃を仁徳とすれば矛盾しない． 又 『宋書』 には， 元嘉７年春正月の倭国王 の遣使記事がある
．
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元嘉七年は４３０年 である．『宋書』には倭国王の名 が記されていないから，履中の遣使と見る事が出来
る． 履中の遣使と見ると 『古事記』 履中崩年４３２と仁徳崩年４２７年との間に あるので矛盾しない．
この時の倭国王 は珍ではあるまい．『宋書』の日宋通交は， 我国が百済を含む諸軍事の官職を自称し，
宋にその承認を要求しつ づけたが， 百済については最後まで成功しなかっ たという事でもある， 元
嘉７年の遣使の時も， その様な問題があって倭国王の除授が行われず， 懸案として後にのこされた
のであろう． やがて履中は崩御， ついで即 位された反正がその５年遣使， 崩後宋について 『宋書』
の珍の遣使記事になっ たの であろう． 『宋書』にこの時， 珍は百済等諸軍事を自称して居り， その承
認を求めている． この時す ぐ安東将軍に除せられているのは， 履中遣使にともなう長い交渉検討期
間があっ た為 ではあるまいか． そして問題の讃死， 弟珍立は， 讃死， 世子履中立， 履中死， 弟珍立
とでもすべき史料を， 履中遣使記事に授爵が行われなかった等の通常 でない内容もあって漢史に時
に見られる一種の合理化が行わ れ世子履中立， 履中死の部分が削られたのであるまいか．
寒９年は４１
３年であるから，
『晋書』 安帝紀， 義無９年１２月， 高句麗， 倭夷 … 並献方物の義！
前述仁徳崩年４２７
， 応神崩年３９４の間にはいっている． その倭夷が『梁書瀞こ出ているように倭王賛
であっても， その質が仁徳天皇であれば矛盾しない．
１とすると， 先述書紀の紀年より１８年
又『好太王碑』倭以辛卯年来渡海破百残云々は， 辛卯を３３
さかのぼり書紀とあう 『古事記』 仲哀崩年壬戎を辛酉起点半年一年の紀年とした普通紀年が３３１年
なので合う． 仲哀崩年は同時に三韓征伐の年だからである．
『三国史記』 については， 那珂通世氏が 『上世年紀考』 で， 書紀の百済背古以下五王の莞年が，
『三国史記』 のそれら諸王の莞年と干支が一 致しているのを指摘されてより， その資料価値が高く
買われているが， これは三品彰英氏が， 『日本書紀研究』 第ー 冊所収 「日本書紀所載の百済王暦」 で
述べられた如く，「このような彼我史籍の 一致の部分は文献の系統が同系であることを意味するもの
であって， 必ずしも史実の正誤を判ずる規準とならない」 と考えるべきなの である．
その百済五王の莞年が史実と言う為には， 漢史との間に矛盾のない事力樗証明されねばならない．
しかるにかなり矛盾があるのである．
） 夏４月， 以百済王世子鉄陣為使持節都督鎮東将軍百済王の 瞳
『晋書』 孝武帝紀大元１１年 （
３８
６
は， 『三国史記』 では， その前年即位した辰斯が相当するが， 彼は前王の弟 で世子ではない．
） の百済王除句の遣使貢献は， 句を近肖古とすると
もう一ヶ所の 『晋書』 簡文帝紀威安２年 （
３７２
『三国史記』 と合 っている．
つまり５０％合わない．
０年の
しかも五王につづく直支の場合， 書紀 では４１４年の莞になっているのに， 『三国史記』は４２
）
４１６
莞になっている． これを漢史に 比較するに， 『宋書』 によると， 百済王徐映は義塵１２年 （
，永
『
三国史記
は，
映は直支なの
』
で
）
）
初元年 （
４２０
４２４ の３回， 宋に朝貢しているが，
，
， 景平２年 （
『宋書』 に合わない．
『応神紀』３
９年戊辰に，「百済直支王， 遣其妹新斉都媛以令仕． 髪新斉都媛， 率七婦女， 而来帰薦．」
とある． 戊辰は書紀及び『三国史記』の直支の治政期間に ない． これを通常紀年 で干支二運くり上っ
比が復貢職を修め， 映の爵統
） 百済徐ｍ
４３
０
ているとみれば４２
８年と なる． 『宋書』 には， 元嘉７年 （
３０年ま で映が在位していたとも見られるの で，そうだと
を以って之に授くとあるので，４２
９年又は４
すれば新斉都媛来帰が４２８年 で矛盾はしない． もし戊辰が辛酉起点半年一年の紀年だとすると４２４
年になり， 『宋書』 の映の３回目の遣使の年である． どちらにしても 『三国史記』 の直支４２０年藁の
記事には合わない． 又『宋書』では， 『三国史記』書紀にある久爾辛は在位してい なかった事になる．
三品彰英氏は前掲 「日本書紀所載の百済王暦」 で， この事をとりあげ， 外交上名 目的にだけ直支
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の名が使われていたのであろうとされた．
しかし宋朝ではともかく， 我国は直支が人質として来ていた国で， 直支は天皇によっ て王位を得
た人物である． そ して我国にゆかりのある木満致 が我国に往還して百済の政治を執り， 直支の妃と
相姪けていた． 百済王が実際に久爾 辛に変っていたら， 我国にはその情報が伝り， す でに莞じてい
る直支の名 を使う事は出来なかっ たのであろう． まして直支の妹 の我国への来帰の記事 であるから
猶更である，
これはやはり 『宋書』 と合わない 『三国史記』 を誤りとすべき である
．
結局 『三国史記』 の近肖古より腰支 （直支） にいたる諸王中， 漢史と合うのは 『三国史記』 書紀
，
によると３７５莞 じた近肖古が，３７２年晋に遣使した句だとすると，３７２年は３７５年より前 であるから
矛盾しないということだけである．
結局 『三国史記』 をこの時期の紀年等をただす為に 『宋書』 など漢史の様に使う事は出来ない
．
前述した如く， 紀の反正， 仲哀崩年は， 辛西起点半年一年の紀年を修正した紀年であるから そ
，
の間の紀年は巨視的には辛酉起点 半年一年の紀年である．
しかし一々の紀年は必ずしも そう ではない．
先述記の履中崩年干支壬申の辛酉起点半年一年の紀年， 甲申， 葵未の中， 葵未をとるとこれは紀
の仁徳７１年の干支である． （記では正月 ３日崩御． 前半年発未）
記の応神崩年３９４年と仁徳崩年４２
７の間の仁徳治政３３年を半年一年の年数に直すと ６
６年にな
る．

仁徳紀を見るに， ６７年に河内石津原に幸し給い， 陵地の工を起させ給う の記事があっ て， それ以
後は８７年崩御の記事があるだけである． これは元来６６年仁徳崩御，６７年陵を作りはじむとあっ た
のが， 後２１年つけ加 ったのである．
その６６年に， 記の仁徳崩年４２７年と履中崩年４３２年の間の履中治世５年を 仁徳治世６６年と同
，
種の数字と誤解し （本来なれば２倍して１
０年としてから足すべきなのに） そのまま足して７１年と
し， さきの履中崩年発末より７１年とると， 紀の仁徳元年発酉となる
．
履中紀に， 仁徳３１年春正月， 立ちて皇太子になりたまふ ［時に年１５
］ とある． 仁徳３１年は奨卯
である． その通常紀年の干支は壬 子で，４１２年である． この年１５歳だと， 履中崩年４
３２年では３５歳
である． それを半年一年の年数に直すと ７
０歳となる． これは履中紀の宝年 ７
０歳の宝算に合う．
記の反正崩年丁丑 （
） と記の履中崩年壬申 （
４
３７
） の間の５年が反正治世年数であるが， その
４３２
５年を， 他の辛酉起点半年一年の 治世年数と同種のものと間違え， 先述した如く記の反正崩年丁丑
の辛酉起点半年一年の紀年甲午より紀の允恭崩年の， 辛酉起点半年一年の紀年と紀の紀年との差１６
年をくりさがらせ ると， 紀の反正崩年庚戎となるが その庚戎より５年さかのぼらせると 紀の履
，
，
中崩年乙巳となる．
反正治世を半年一年ならば１０年なのを， 通常紀年を半年一年の紀年と間違えた為に浮いた ５年
と，仁徳紀で允恭紀よりの１
６年くり下った干支紀年を清算しているため浮いた１６年を合せた２１年
が， 仁徳紀 で元来の治世年数６６年に追加されて８７年となっている
．
履中紀は反正紀と同じく， 通常の年数と半年一年の年数との区別がつかなくなって 通常の年数
，
５年をそのまま反正紀の前においたの であるが， 更に１年加 っている その意味はよく分らない
．
．
応神紀３
７年の宋への遣使は，４１年に帰国している． その３７年の干支は丙寅，４１年は庚午で， こ
の間の干支を辛西起 点半年一年の干支とすると， その通常紀年は奨亥， 甲子， 乙丑である その乙
．
丑は， ４
２５年， 『宋書』 元嘉２年讃遣使の年 である．
この記事は応神崩年甲午 （
） と仁徳崩年丁卯 （
３９４
４
） の間にある仁徳朝の記事だっ たのである．
２７
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８年冬１
０月， 呉国， 高麗国並朝貢とある所である． 仁
この片割れの記事が仁徳 紀に残っている．５
徳５８年の 干支は庚午で応神４１年と同じである． この庚午は辛酉起点半年一年の紀年で， 通常紀年
に直すと乙丑４２５年 である． 応神４１年の遣使は高麗をへているので， 高麗の使が宋国のと一緒に来
朝したのである．
０年
又この使節は倭漢直の祖， 阿知使主， その子都加使主であったが， その来帰の記事が応神紀２
に出ている． この年は己酉 で， その通常紀年は乙卯又は乙酉 である． もしこの乙卯， 乙酉が紀にあ
る様に応神朝の だとすると， 乙酉３８５年である． すると使節に出るま で４０年程たっている． 阿知使
主は己之纂類十七県を率いて来帰しているの であるから２０歳はこえていたろう．その子都加使主も
０歳位になっていたろう． すると
十七県の民の引率者と して名 を連ねているの であるから実際は４
８０歳程に なってとても外国へ使出来る年齢ではない． したがってこれは仁徳朝の乙卵４１５年に違い
云 し、
．

７年己酉の
つまり応神紀 ２０年己西ではなく， 仁徳紀３７年己酉の出来事だったの である． 仁徳紀３
来帰４
たとしても
宋への遣使は５
０歳で
０歳だっ
０年後，
通常紀年乙卯４１５年だと， 遣使は１
，
， 手頃
な年齢となる．
元来仁徳紀の記事が応神紀になったのは， 秦氏や阿直岐史の来朝が応神朝なので， それにひかれ
たのであろう． 阿知使主の来帰が応神朝になると， 宋への遣使が仁徳朝末期 では， 使節の年齢に不
自然さが出てくるので， 遣使の方も応神朝に移されたのであろう，
かくて 『古事記』 応神崩年干支甲午３９４年の辛酉起点半年一年の紀年， 丁卯， 戊辰の戊辰より２
年後の干支の同じ庚午の帰国という事に なっ たのであろう． それにつられて庚午応神崩御になった
のであろう．
その結果仲哀崩年も同 じ様に２年くり下げられて庚辰となり， 辛酉起半年一年の紀年との正常な
差１
６年が１８年になったのである．
９４年である．
仲哀崩年壬戎 （記）
， これを通常紀年に直すと辛卵３３１年 である， 応神崩年は甲午３
書紀によると， 仲哀崩御の年に，応神天皇がお生れになっているので，仲哀崩年に１歳として応神崩
年ま でかぞえると応神天皇の宝算が出る． それは１年を１年とする通常の数 え方で６４年 である． こ
れを半年一年にする為に２倍すれば１２８歳， それに 呉への道使記事にひかれて応神崩年が２年引伸
ばされたとすると１３０歳になる． これが 『古事記』 の応神天皇宝算１３０歳である．
６年くり下っている， その上上述の
しかし紀の仲哀崩年は， 構造上辛酉起点半年一年の紀年より１
理由 で２年くり下 っている． 所が上述した如く紀の応神崩年は， 過常の応神崩年の辛酉起点半年一
０歳の計算とは
年の紀年を２年くり下げたもの である． 当然通常の応神宝算より１６歳短くなる．１３
別に仲哀崩年辛卯３３１年と応神崩年甲午３９４年の差６３年を半年 一年の勘定に直した１２６歳，それよ
０歳となり， 書紀の応神宝算となる． （記紀天皇宝算は年表風の資料より逆算した
り１６歳引くと１１
ものがあるのは， 先述雄略天皇宝算にみる如く である． したがって崩後自然に伝えられていた真の
宝算とは必ずしも一致しない． その様な逆算の２例を考えてみたのである．）
かくて一部を辛酉起点半年 一年の干支とみた 『古事記崩年干支』 は， 漢史及び好太王碑と矛盾せ
ずとし， かつそれから紀の紀年 が出て来た跡をたどる事が出来たのである，
かくて漢史との矛盾， 記紀相互， 記紀内部の矛盾から記紀の紀年をうたがわしいとする事は根拠
がないという事になる．
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第三章

記紀の信悪性

記紀の信悪性については， 第二章でのべた記紀相互， 漢史との紀年の矛盾がない事をまずあげる
べきであるが， ついで， 書紀の呉への遣使記事６例 が， すべて 『宋書』 の記事と一致するという事
をあげねばならない．
その６例をあげてみたい．
第一 応神紀３
７年の呉への遣使は， 那珂通世氏の『上世年紀考』の方法では， 干支二運１２
０年引
下げて４２６年となる． 応神紀の呉への遣使記事は応神天皇の４１年に及び， ４年たっ て４１年に使が
帰って来ている． 那珂氏の方法では４３０年に帰国した事になる， これを 『宋書』 元嘉２年 （
４２
）讃
５
遣使と比較すると， 出発の年宋についたとしても １年違う
．
応神紀の４
０年，４１年の干支は己巳， 庚午である． これを辛酉起点半年一年の干支とみると 通常
，
の紀年は別表によって乙丑となる． これは４２５年で， 『宋書』讃遣使の年 である つまり５年の半分
，
，
２年半 で往復， 最後の１年で宋に到り， す ぐ帰っ たとするとぴっ たり合う
．
第二 仁徳紀５
８年冬１
０月， 呉国， 高麗国並びに朝貢は， 仁徳５
８年は， 書紀の干支 では庚午 で，
これを辛西起点半年一年の干支とみると，第一の 呉国への遺使の帰国の年 応神４１年と同じ干支なの
で， 通常干支は乙丑となり， ４２５年『宋書』の讃遣使と同年になる つまり それに答える使が宋より
．
来たのである． 高麗の使は， 応神紀３９年の記事をみると， 高麗を経て宋に使が行っているので 呉
，
の使と共に我国にくるはこびになったのである，
第三 雄略紀６年夏４月， 呉国遺使貢献也は， 紀の雄略６年は そのまま で壬寅４６
２年 で，『宋書』
，
の興冊封の年であり， その為の宋使が来たの である．
第四 雄略紀１２年より１４年にかけての遣使． 雄略紀は前述した様に ６年くり上っているの で６
年くり下げると，１２年より１
４年にかけての遣使は，１
８年より２０年にかけての遣使と言う 事になる，
１
８年より２
０年にかけての干支は甲寅，乙卵，丙辰 である これを辛酉起点半年一年の紀年とすると
．
，
通常干支に直して丁 巳， 戊午となる． この丁巳は４
７７年で， 『宋書』 順帝紀昇明元年冬１１月己西，
倭 国遣使献方物の年 である． 戊午は『宋書』倭国伝 順帝紀の昇明２年 倭王武の遣使の年である
，
，
．
この第四の書紀記事は， 『宋書』 では２回になっている記事が併されているのだと思う
．
第五 雄略紀１４年， 呉国使が来たとあるのは， その年は第四の遣使の帰っ た年で（
４７
８
）
， 『宋書』
倭国伝武冊封の年なので， その為の使が来たのである
．
第六 雄略紀のもう一つの遣使， 雄略８年より １
０年にかけての遣使は， 第四の遣使のと同じ様に
６年引下げると，１
４年より１
６年にかけての遣使という 事になる．雄略１
４年より１
６年にかけての干
支は庚戎， 辛亥， 壬子となる． これを辛酉起点半年一年の紀年として通常紀年に直すと 乙卯 丙辰
，
になる． この乙卯， 丙辰を， 実は辛酉起点半年一年の紀年なのに， 通常紀年と 間違え もう一度辛
，
酉起点半年一年の紀年に直した紀年 が， 庚戎， 辛亥， 壬子だとすると， 真の通常紀年は戊午となる
，
この戊午は４７８年で， 『宋書』倭国伝順帝紀の昇明２年， 倭王武の遺使の年である つまり第四の後
，
半の別史料である． 第四も第六も使 者の名は身狭村主青 等で共通なのはその為 である （別表参照）
．
かくて書紀に見られる３度の呉への遣使， ３度の呉よりの来使のすべてが 『宋書』 と合い 呉と
，
は宋であった事が分る，
更に 我国で書かれた史料をどこま でさかのぼり得るかという事について論じたい
．
三品彰英氏は 『増補上世紀考』 の 「紀年新考」 で， 上古紀年の史料価値にふれ 干支の確実性を
，
，
その時代に実際に使用された例 があるかないかで決めようとされた そして我国最古の金石文の「江
．
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田船山古墳大刀銘」 と 「隅田八幡鏡銘」 を， 福山敏男氏 『日本建築史研究』 所収 「江田古墳発掘大
０３年の製作とし，
刀と隅田八幡神社歳鏡の銘文」の読解と考証とによ って， 夫々 反正天皇の御代と５
われはじめたとされた
その間
で干支が使
一方は干支がなく， 一方は干支 が使われているので，
．
さてその隅田八幡鏡銘について考えてみ たい．
その銘文は， 福山氏の読解によると発未年八月日十， 大王年， 男弟王， 在意柴沙加宮時， 斯麻，
念長 奉 ， 遣開中費直今州利 二人 等， 所目上 同 二百早， 所此覚である．

（）
…
もが 上宮記の乎富等王 眼”ち古事
素早ぷ
福篭敏男氏は 「男弟王はヲとホ の携書上房相違が難
，
ラ
ラホト

ラホト

ホト

記の哀本拝命， 日本書紀の男大逃 天皇， 筑後風土記の雄大逃 天皇， 継体天皇の護） であろう． 意柴
沙加宮は， 大和のオシサカの宮であろう． 応神天皇の御孫のオシサカの大中ツヒメ （允恭皇后） の
オシサカは， その生地では なく成長後の名と 思われる． （ヒメの同母妹は， 田井， 田宮， 藤原とその
名に成長後の住居と思われる地名 を冠している．）又敏達天皇の御 子オシサカのヒコヒト王は， 妃の
墓がオシサカに あり， 御子骨明天皇の 陵もオシサカにあるの でオシサカの宮に いたと思われるゞ そ
の間オシ サカの宮が何らかの形でつづいていた事は考え得る． 一方継体天皇即 位前の居地は記には

近江， 紀には越前とあり， 十分の確実性を持たないから， 葵未の年にオシサカの宮にいたと推定す
３年， 大王を仁賢天皇か武烈 天皇， 男
る事も不可能ではあるまい． したがって鏡銘の葵未は西紀５０
弟王を継体天皇に擬したい．」 （要旨） とされた．
００年以上経って
しかし允恭天皇の御代より， 敏達天皇の御子オシサカのヒコヒト王の時代まで１
建の必要があ
たから
２
０年に１度は再
ったろ
いる． 上代の建築は今の伊勢神宮の様に堀立てであっ
，
う． 允恭天皇の頃の宮はオシサカのヒコヒト王の頃には崩 れ落ちてしまっていたであろう， オシサ
カのヒコヒト王は新に宮 を作っ て住まれたに違いない． その間に 空屋の宮があって居住可能だっ た
とは言えぬの ではあるまいか． 又継体天皇が葵未の年 どこにおられたか分らぬにしても， その年オ
シサカの宮 （大和） に居られたという事は， ほとんど必然性のない事である． 又男弟王とはゞ 漠然
と使っ てあれば， 天皇の弟王に解すべきである． ここは 大王年とあるのを， 承けているか ら， 大王
の弟王の意 である． 仁賢天皇， 又は武烈天皇に対 し即位前の継体天皇を男弟 王とよぶのは不自然で
ある． つまり福山氏の比定はオとホとの発音上の相違は別に しても少し無理と思われる．
所が今葵未を辛酉起 点半年一年の 干支とすると， 西紀４３２年， 普通の干支では壬申の年の前半が
それに当る． その年は記の履中天皇 の崩年 で， 紀の履中天皇６年に 当る． 大王は崩前であれば履中
天皇， 崩後であれば反正天皇となる． 大王年は大王の御代の 意である， 男弟王は履中天皇を大王と
すると， その弟王の後の 反正天皇， 又は允恭天皇， 大王を反正天皇とするとその弟王の允恭天皇に
なる． その中允恭天皇は， さきに引用 （抄） した福山氏論文中の オシサカの大中ツヒメを即位前か
ら妃にして居られた．（允恭即位前紀に，妃忍坂大中姫の 記事がある．）福山氏の説かれた如くオシサカ
３２年頃後の允
の大中ツヒメのオシサカは姫のおられた宮の名から出ていると思われるので， 発末４
恭天皇がオシサカ の宮に居られた可能性 が大きい．これで隅田八幡鏡銘 を矛盾なく解きうると思う．
奨未を通常の干支とすると， 履中， 反正両天皇の御代には葵未の年 がないので， こうはうまく 行
かない． （紀の紀年でも， 記つまり私の修正紀年でも葵来年はない．）
半年一年の 干支 で， 履中， 反正両天皇の治世中に 葵未を入れるには， 辛酉だけでなく， 壬子より
辛未に至る２０年間のいずれかの 年に起点を置いた半年１年の紀年法であればよい．いずれの場合も
允恭天皇を男弟王と考え得るのでほぼ同じ条件である．
唯辛酉起点半年 一年の紀年は例が多いが， それ以外の例はほと んどないので， この場合と， 辛酉
起点半年一年の奨未， 通常紀年で壬申， 記の履中天皇崩御の年とすべきである．
したがっ て干支が， 特に辛酉起 点半年一年の干支が確実に使われは じめたのは， 履中， 反正期と
１０
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なり， 三品氏が上 限と考えられた時期 が実は下限だと言う事になる
．
隅田八播鏡銘と同じ時期に， 隅田八播鏡銘を補強出来る史料が若干ある
．

『履中紀』 ４年秋８月辛〃
ｎ朔幾蔑， 始之於 諸 国 置 国史ノ 記 言 事 達 四 方志 ・
－，
－
同紀６年正月葵未朔宰妥， 始建 歳職 因定 薮 部
－
」
．

『古事記』 （履中） 天皇於 是， 以 阿知直 ， 始任 歳官
， 亦給 綬地 ．
『古語拾遺』 至 於後磐余稚桜朝 （履中天皇） 三韓貢献 突 世無 絶 斎歳之傍 更建 内蔵
，
，
，
，
一
，
分 収官物 ． 偽令 阿知使主与 百済博士王仁 ， 記中其出納上 始更定 歳部
．
下
．
二
一
一
で あ る．

その中に国史， 歳職， 歳官といっ た記録を作る官庁の設置が出ている．
ここに４
３０年頃に， 記録の実物， それを作る官庁の設置を伝える記事， 漢史と紀年が合い当時作
られた史料から出ていると考えられる史料の三つがそろって居り， 当時以後の記紀史料 は原則的に
は信用すべき ではないかと思う．
猶上述６例の書紀の宋への遣使記事は， 『宋書』 と紀年はぴっ たり合うが， 内容は 『宋書』 は， 倭
は百済等諸軍事を自称しつつ， 宋にその追認を求めたのに， 宋は中々許さなかったという様な軍事
的， 政治的内容なのに， 書紀の方は専ら経済的内容 で， 工女兄媛， 弟媛， 呉織， 穴織を得たとか
，
手末才伎， 漢織， 呉織及衣織兄媛， 弟媛等を得たとか， 時には鶴を得ただけとかという 記事しか記
されていない． 我国にとっ ても三韓経営は大事だったに違いないから， これはたまたま経済問題を
専ら記した史料のみ我国に残っていた為に， 宋への遣使記事が経済記事になってしまっ ていたので
あ る．

遣使記事６例中５例まで辛西起点半年一年の紀年またはそれより出たと思われる紀年を持ってい
るのは， それが我国でそれらの紀年が使 われていた頃またはそれ以前に作られた為であろう
．
『宋書』 に全然ない宋よりの遺使が３回も記されているのも我国で作られた資料から出た記事だ
からであろう．
又書紀の使者が阿知 使主， 都加使主， 身狭村主青， 槍隈民使博徳といっ た名 で， 我国の姓 又は
，
身狭， 槍隈といった我国大和国高市郡の地名 が付いている． 『宋書』の方は司馬曹達といっ た宋での
官職名の漢風の名 である． これも書紀の遣使記事が我国の史料より出て いる為であろう．
これらの史料を見ると書紀 の宋との通好記事は我国の国内史料より出ているというべ き であろ
つ．

又宋との通好記事の第一と第二とは， 阿知使主等が高麗に 案内を頼み， 久礼波， 久礼志を導者
として宋と通好し， 又宋よりの使者を案 内して高麗の使者が来たという記事である． 百済が我国と
宋との直接の通好を喜ばず， 高麗に案内をたのむ事になっ たの である， その様な記事が 『百済記』
より出ているとは思えない． その他の遣使記事には百済はもとより， 三韓は全く 出ていない やは
．
りそれらは国内史料より出ていると思われる．
結局書紀 の呉への遣使記事は国内史料より出ているの で， その遣使記事が 『宋書』 と一致してい
るという事を， ４３０年頃より記紀記事を一応信頼出来るという事の材料に使って差支えないの であ
る．

さて記録が行われ出すと， 湖って記録が作られるのである． 記事の内容によって差があるが 近
，
い頃の記事であれば信用出来るであ，
ろう．
天皇の崩年， 系譜， 三韓征伐の如き大事件は大分溺れるのではないかと思う．
特に仲哀崩年は， 応神生年である．４２
７年ま では仁徳治政下で， 応神天皇は父天皇であっ た． 当今
の父天皇の宝算位は当時正確に知られていた であろう．又それは三韓経営の発端をなす年であっ た
．
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まず記の仲哀崩年壬戎は正しいの ではないかと思う．
又現天皇の父天皇は言うに及ばず， 祖母神功皇后， 祖父仲哀天皇の御名位は正確に知り得た であ
ろう． それは我々の日常でも普通に見られる所である．
ここにおいて壬戎を辛酉起点半年一年の紀年とすると， 通常紀年は辛卯となる． 第二章で述べた
所によってそれは３３１年である．
一方例の好太王碑の倭以辛卯年来渡海破百残◆・以為臣民の 辛卯は一般に３９１年とされる． しか
し以辛卯年来は辛卯よりこのかたとよめる． 辛卯よりはじめて段々に百済等を臣民としたと文脈で
はとれる． 又末松保知氏が 『史学雑誌』４６巻１号「好太王碑の辛卵年につ いて」
， 三品彰英氏が『増
たのであるから
三韓と関りがあ
っ
補上世年紀考』で述べられた如く，『醜志』の頃， 我国は
， それより
段々 と百済等との関りが深まって行っ たと解しうるの である．
そこで好太王碑の辛卯を３３１年とすると， 『古事記』の仲哀崩年， 応神生年， 三韓征伐の年にピッ
タリ合うの である． 渡海破云々 と三韓征伐とは事実が合う から， 壬戎記事は好太王碑で裏付けられ
るのである． つまり 史実とみてよいと思う．
それより２０年下って，書紀の我国と百済との 交りの始原を述べた３６４年より３７２年にいたる記事
永の従者が百済に
がある．３
６４年百済の使者が卓淳に来て我国へ接触の方法を求め，３６６年， 斯摩宿ネ
６９年， 荒田別， 鹿我別を
７年百済朝貢， ３
いたり， 百済肖古王は珍宝を多量に貢 したいと述べた． ３６
遣して新羅を伐ち， 其他の三韓を平定し， 千熊長彦と百済王父子 が群支山等で盟約した．３７２年， 久
氏等が来り 七枝刀等を献じた．
この記事は石上神社七支刀 で裏付けられている．
）造とあるのは， その年百済は我国と盟約して居り， その盟約を記念す
３６９
七支刀銘に泰和４年（
９年の紀年で， ３７２年献上の年造っ たのであろう．
る為に， その年３６
日帯方郡 より移 った帯方僑郡に地方官
百済は高句麗と同族であったが， 前燕に臣従して， 恐らく１
の地位を得， それを元に旧帯方郡を入手したが， 前燕に亡国のき ざしが現れて我国に近づいたのが，
７０年に亡んだの で， その前年の盟約通り我国の
神功４６年よりの出来事 であろう． 予想通り前燕は３
保護下に入り， 家後３００年の日済関係が始まったのであろう．３７２年には一方 では晋に朝貢してその
属国と なっている．
この書紀の３６６一一３７２年の一連の記事は， 日本貴国， 貴国といっ た 『百済記』 又はその引用文
と思われる文に出て いる表現が使われているので，『百済記』を参考にして 書かれたと思われる． し
かし又千熊長彦， 荒田別， 鹿我別の様 な和訓 （千＝チ， 荒＝アラ， 鹿＝力） を利用 した表記の人名
が出ているのは， 国内史料も参考に していると見る べ き である． （書紀編者の造作と考えるのは間
違っ ていると思う．）
． ただ神功紀 では 『百済記』 の紀年がいかされている．
さて 『百済記』 の百済王暦は漢史と合わない点があって， 『百済記』 を必ずしも信頼出来ない事を
上述した． 唯 『百済記』 は全く手がつけられないかと言うにそう でもない． １０年くり下げればよい
２４発とすれば，『宋書』映＝直支の貢献はその 中におさまる（阿
のでは ないかと思う． 直支４１４幕を４
花莞直支即位は４１５と なる） 又書紀の直支妹貢上の修正紀年（上述）４２４もその中におさまる． これ
だと上述三品彰英氏の外交上の措置と して直支在位中という事に してあっ たのだろうという 説も
成立つ． 我国への直 支妹貢上は直支が真に在世した時期という事に なって矛盾しないからである．
） まで， 映が毎歳
４３０
ヒが修貢， 映の爵号を授けられた元嘉７年（
士
こ の 場 合 に は ４２５ より， 百済王除田
遣使奉表， 方物を献 じたという記事につ いて三品氏説が成立するという事になる． 『百済記』３７６
，
前王肖古の
なる
貴須は
『
晋書
』の陣は貴須に
０年くり下 げられると， ３８６即位となり，
貴須即 位が１
．
１２

大化前代の紀年 １
１

子であるから世子で矛盾しない． 『百済記』のままでは世子でなく叔父が 瞳という事になり 矛盾する
８５以前となる， 『晋書』 では肖古は３７２年に遣使している外に３８４年，
のである， 肖古王の治世は３
名の分らぬ百済王が貢献しているが， これも肖古になる， かくてうまく納るの である．
『百済記』は適当に直す事で一応利用出来る様になる様だが， 神功紀所引又は所引と思われる『百
済記』 は王暦を除くと， そのままの干支紀年で一応よい様に思われる， それは石上神社七支刀 紀年
が， 『書紀』 と一致するからである．
これは神功５２年記事より１０年下げて， 神功６２年， 葛城襲津彦新羅征伐記事注の『百済記』に及
ぼすべき である．
この『百済記』壬午年記事が， 応神紀１４年， １
６年秦氏帰化記事と紀年がピッタリ一致する事は第
一章で述べ た， この応神紀の方は辛酉起点半年一年の紀年で， その干支葵卯 乙巳を通常紀年に直
，
すと， 壬午， 奏未となり， 神功紀６２年記事所引 『百済記』 の壬午とぴっ たり一致する 『百済記』
．
の紀年は事件発端の年のである． 『百済記』は百済中心に書いてあって秦氏は出て来ない． 応神紀を
みて， 『百済記』 の新羅不奉貴国とは新羅が秦 氏の帰化をさまたげた事だっ た事が分る． 又応神紀
の襲津彦が 『百済記』 では沙至比脆になっている等表記法に相違があり， 応神紀が 『百済記』 を寓
したものとは思えない． 応神紀のは国内で作られた史料 である，
更に秦 氏帰化と相前後して起っ た阿直岐， 王仁の帰化について考えたい．
『応神紀』１５年， 百済王遣 阿直岐 ， 貢 良馬二匹 ． 即養 於軽坂上厩 因以 阿直岐 令 掌飼 ・
．・
一
ノ
ニ
二
一 二
一
阿直岐亦能読 経典 ． 即太子菟道稚郎子師馬． 於是， 天皇間 阿直岐 日， 如勝 汝博士亦有耶 対
．
一
一
日 有 王仁者 ． 是秀也， 時遣 上毛野君祖， 荒田別， 躯別於百 済 ， 優徴 王仁 也 其阿直岐者， 阿
．

直岐史之始祖也．

ついで『応神紀』１６年， 王仁来之， 則太子菟道稚郎子師之． 習 諸典籍於王仁 ． 莫 不 通達
． 所

謂王仁者， 是書首等之始祖也．

『古事記』には亦百済国主照古王， 以牡馬賞疋， 牝馬賞疋， 付Ｊ
～
可知吉師 以貢上。 （此阿知吉師者，
阿直史等之祖。）亦貢－上横刀及大鏡 。又科；賜百済国， 若有 賢人 者貢上 。 故 受 命以貢上人 名
，
，
和迩吉師。 卸論語十巻， 千字文一巻， 弁十一巻， 付 非ヒ人 卸賞進。 （此和述吉師者文首等祖。） と応
神天皇の御代の事として出て いる．
『応神紀』１
５年， １６年は甲辰， 乙 巳で， こ れを干 支二巡く り下 げると４０４
０５年となり， 第二
，４
章で出した修正紀年で仁徳天皇の御代になってしまう． これを辛酉起点半年一年とすると， 壬午，
奨未となる， これは３
８２
３年となり， 第二章修正紀年の応神天皇の御代となる．
， ３８
この年は 『百済記』 『三国史記』 では貴須王の時代 で， 照古王の時代ではない． そこで 『古事記』
とは合わないが， 上述した様に 『百済記』 『三国史記』 を十年くり下げると合うのである．
つまり 『応神紀』 のこの記事も辛西起点半年一年の紀年なのである．
阿直岐， 王仁の帰化については井上光貞氏は 『日本国家の起源』 で 『例の百済記から出た神功紀
には， （一）３６６年， 斯麻宿祢が従者を百済につかわすと， 肖古王が深くこれを喜んで， 種々 の珍宝
をみせ， 近いうちに日本にこれを献上するといっ たと述べてある． また， （二）３６９年には日本が新
羅の不信をとがめて荒田別， 鹿我別らの遠征軍を新羅に送ったと記してある． また古事記の王仁貢
上の段と対応する書紀の応神１５年の条には， （三） 阿直岐の良馬の貴上とならんで， 荒田別， 服別
らを百済にやって王仁を召 した， と記してあるのである． このニつの中で， 百済記を材料と したら
しいのは （一） と （二） とであって， （三） は旧辞によ ったものらしい． したがって， （一）．（二）
と （三） とは同列には扱いかねるのである． しかし （二） の荒田別， 鹿我別は， （三） の荒田別， 座
別と同一人物らしいから，３６
９年につかわされた将軍たちが，王仁を百済から召 したとみてさ しつか
１３
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えなさそう である．」とし西文首の氏族伝承が旧辞に取入れられたもので， 歴史の事実であろうとさ
れた．

井上氏がこの記事を事実だろうとさ れるのは， 『百済記』 系の記事と合う点があるからである．
しかし （二） の荒田別の記事は国内史料より出ていると思う．
そして阿直岐， 王仁帰化記事の荒田別，墾別と関る所がある様に見えるのは，どちらも国内史料よ
り出ているという事である． それは３８２年， 秦氏帰化史料と阿直岐史氏， 西文首氏祖の帰化史料が
並んで出て居る， そこより更に同種の国内史料が十数年にわ たってさかのぼって存在したという事
に なる．

３８２年神功６２年に対応する辛酉起点半年一年紀年の国内史料が応神紀にあるのであるから， それ
から十数年前にも， それと同種の紀年の史料がなかったとは言えない． 辛酉起点半年一年でかかれ
た帰化諸氏族についての記事の起源をなす一連の事件だけに， その様な史料が国内で作られ残って
いた可能性がかなり大きい． 国内史料だから荒田別， 鹿我別の様 な 人名 表記があるのである．『神功
紀』 編輯者は 『百済記』 と国内史料の両方を参考として， 『百済記』 の干支紀年を付して記事を書い
た の であ る．

神功６２年， 葛城襲津彦撃新羅記事は， 対応記事が， 『応神紀』 にあるのだが， その対応する事に
気付かなかったか， 或はその干支から， 応神紀の史料に入れられてしまって利用出来なかったので
ある．
国内史料が如何なる紀年であっ たか， 或は全くなかっ たかは史料が無いので分らぬが， 辛酉起点
半年 一年の紀年で紀と合っていたであろう．
３
８２年阿直岐， ３８３年王仁の帰化は， 文筆をとり記録を残せる者が我国に住み着いたと言う事で，
彼等は自らの帰化の事情はもとより色々 の事を記録して残したであろう．３８２
， ３年は記録が確実に
行われていたと思われる４３
０年より５０年前で， 湖って記した記録が残りうる時期 であるが， 王仁等
帰化の記事はそ れだけとどまらず， 当時色々の記録を残した者の存在をも示しているのである．
結局３６６年より３８３年に至る時期は， 漢史のように良質のものではないが， 金石文や 『百済記』
と紀年が合い，又官司 ではないが記録と作うる者の存在 を示す史料がある．唯当時の国内史料が残っ
て い な い．

つまり４３
０年頃の様に確かにとは言えぬにしても一応信用 してよい時期 ではあるまいか．
さて津田左右吉氏は 『日本古典の研究』 下で， 「古事記に物語のある時代 （崇神 － 顕宗・仁賢）
の書紀には， 古事記に見えない多くの記事があっても， それは決して古くから伝えられた史料から
日辞， 及び其の帝紀旧辞の異本の外
出たものではなく， 古事記， もしくは其のもとになった帝記， １
抄
古事記の史料とな
百済史籍は別
）
」
（
とされた
た（
）
には何もなか っ
った帝紀旧辞は６世紀中葉，
．
欽明紀の中頃作られたものとし， 帝紀には履中頃からは文献が残っていたろうが， 旧辞については
近い頃の大事件についてぼんやりとした記憶があるだけ で材料を欠く状態で作り上げられたとされ
た． 更に氏は 「外国に関する書紀の記載は， 欽明紀の中ごろ以前に於いては， すべて日本人の手に
なった当時の記録から出たものではない， 其のうち高句麗及び呉に関するものは， 全く後の修史家
の虚構で」 あるとされた． しかしそう ではなく， 正確な比較材料のある呉に関するものの紀年がす
べて正しいのである． 虚構などではさらさらない． 一方津田氏が歴史的事実らしく ないとされた事
も， よく考えると人間の作る社会の出来事として理解出来るものが多く， 三韓征伐及び三世紀後半
以後の記紀記事の中， 津田氏によ って抹殺されたものを原則的には復活せ しめるべきである．
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別表
西暦 通常 天皇 書紀 辛酉起
記
事
干支 名数 干支，点半年
一
年干支
字紀年
３
１ 辛卯 仲哀 ８ 乙卯 辛酉
３
〃 ９ 庚辰 壬戎 仲哀崩御 三韓征伐 応神誕生 「好大玉碑」 倭渡海破百残…
。
。
３６
６ 丁卯 神功４６ 丁“
＝ ／ 斯麻宿称を卓淳に遣すっ斯宿称は従者を百済に遣す。 百済王珍宝貢上を申出る。 日
済 関係 始る。

３
６
９ 庚午 神功４
９ 庚午
３
２ 壬申 神功５
２ 壬申
７
３
８ 戊寅 応神 ６ 乙末
７
７ 丙申
２ 壬午
３８
２ 壬午 神功６
応 津１４ 葵卯

／

荒田別、 鹿我別を遣し新羅を伐たしむ。 千熊長彦、 百済王と盟約。
百済七枝刀を献ず。 百済普に朝貢。

／
乙末
丙申 高麗人、 百済人、 任郡人、 新羅人来朝。 韓人地を作らしむ。
奏卯

葛城襲津彦新羅を討つ。 百済王縫衣工女を貢す。 真毛津。 来目衣縫の始祖。 弓月君来
賜。

１
５ 甲辰 甲辰 百済王阿直岐を遣し良馬二匹貴上。 阿直岐史始祖。
３８３ 葵末 応神１
６ 乙巳 乙巳 王仁帰化。 太子の師。 西文首の始祖。 加羅に出兵。 新羅を抑えて弓月の人夫を蹄化せ
しむ。

３８９ 乙丑

３９
０ 庚寅
３９
４ 甲午
３
８ 戊戊
９
４
０
０ 庚子

１７ 丙午
応神２８ 丁巳
２９ 戊午
応神３０ 己末
３
１ 庚申
応神４
０ 己巳
４１ 庚午
仁徳 ３ 乙亥
４ 丙子
仁徳 ７ 乙卯

丙午
丁巳
戊午
己末
庚申
丁卯
戊辰
乙亥
丙子
乙卯

８ 庚辰 庚辰

高麗国朝貢。
諸国船５
００隻貢上。
応神崩。
三年の課役を免す。
壬生部、 葛城部を定む。

４０
１ 辛丑 仁徳 ９ 辛巳 辛巳 課役を科す。
１０
壬 午 壬午

４
０
２ 壬寅 仁徳１
１ 発末
１
２ 甲甲
４０
３ 発卯 仁徳１
３ 乙酉
１４ 丙戎

葵末
甲甲
乙酉
丙戎

４１５ 乙卯 仁 徳３７ 己酉 己酉

茨田堤を築く。
高麗国鉄盾、 鉄的を貢す。 山背栗隈県に大溝を掘る。
茨田屯倉を立つ。 春稲部を定む。 和理池を造る。 横野堤を築く。
猪甘津に橋をつくる。 大道を京中に作り、 丹比邑に至る。 感玖に大溝を掘る。

３８（応神２０） 阿知使主父子１７県の人民をひきいて帰化。
庚皮 庚戎 八田皇女皇后となる。
４
１７ 丁巳 仁徳４１ 葵丑 葵丑 紀角宿称を百済につかはして始めて国郡の壇場を分ちて、 具に郷土所出を録す 百済
。
王酒 を
君

４２ 甲寅 甲寅
４２
３ 発亥 仁徳５
３ 乙丑 乙丑
５４ 丙寅 丙寅
（応神３
７）
４
２
４ 甲子 仁徳５
５ 丁卯 丁卯
５６ 戊辰 戊辰
（応 神３９）

縛して 進 上。

新羅朝貢せず。 上毛野君祖竹葉瀬、 その弟田道を遣す。 四邑の人民をとらへて蹄る
。
阿知使主、 都加使主を呉につかはす。
田道蝦夷を征して敗れ死す。
直支王妹、 新斉都媛を我国に遺して仕へしむ。

４
２
５ 乙丑 仁徳５
７ 己巳 己巳
５８ 庚午 庚午 阿知使主宋より蹄る。 呉国高麗の使来る。 讃遣使 「宋書」
。
（応神４
１）
７
４
２
７ 丁卯 仁徳８
仁徳崩。
４
３
２ 壬申 履中 ６
履中崩。 隈田八幡鏡銘。 蔵職をおき蔵部を定む。
反正 崩。
４３
７ 丁丑 反正 ６
４５９ 己亥 允恭４２

允 恭 崩。

４６
２ 壬寅 安康 ３
安康崩。
３ 己未 己巳 雄略崩。
４
８
５ 乙丑 雄略２
庚午
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注 七支刀銘文中， 奇生聖音は， くしくも， 聖なる言葉をなしと読むべきであって， 日本との神聖な盟約の言葉
を述べたという事であろう．
（本学 教授・ 旭川 分校）
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