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第 41回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会 『天孫降臨の夢』（大山 誠一著）  

平成 24年９月 15日  報告者 広瀬知衛 

 

 「明治を境にして天皇制は違う。」と言うと、工藤さんから「司馬史観か」と返される。確

かに、「天皇制」と呼ぶべき日本政治の特質が秩序、権力、政策の形成、行使過程において、

歴史的に一貫している事は否定しない。ただし、近代の中央集権化の過程で生まれ、ナショナ

リズムと結びついた、顕教としての「国体」という体制神話は歴史的に特殊な「天皇制」であ

ったと私は受け止めている。この事が言えるのではと思いこの本を選んだ。 

 これまで古代史を若干ながら齧って来て、邪馬台国論争や倭の五王、古墳時代から継体朝の

成立、聖徳太子の出現、大化の改新、白村江の戦い、壬申の乱、不改常典の謎、「記紀」の成

立、国分寺造営等々についていくつかの書で個別に接してもどうにもしっくりしないものがあ

った。今回、この本に接し、これらを歴史として捉える事に成功していると思えた。 

 この本は、『日本書紀』のフィクションを暴きながら、継体王朝から聖武天皇の時代までを

文献（特に『隋書』倭人伝）や考古学の成果によって、歴史として検証を試みている。その結

果、第一に聖徳太子が歴史上の人物ではない事、天皇制の確立が『日本書紀』編纂時にある事、

その『日本書紀』が当時の政治的状況によって作られていると述べる。加えて、今日まで生き

続けている『日本書紀』によって作られた天皇制の特徴を民族性から解き明かしている。 

ただ、人物を通して描いているだけに、藤原陰謀史観の印象は逃れられないが。 

 

第 1章＜聖徳太子＞の誕生 

１．著者は、「もともと数々の伝説に彩られていて、正体不明の人物である聖徳太子は架空の

人物である。」とする。そのことを「明治時代に史料主義によって近代史学の基礎を築いた久

米邦武が確実性において甲種と分類した聖徳太子関係史料を検証して」証明する。 

 『日本書紀』の憲法一七条は江戸時代後期の考証学者狩谷棭斎（えきさい）によって偽物と

断定されており、昭和になってからは津田左右吉が条文に使用された用語や時代背景から否定

している。津田は「1２条にある「国司」は大宝律令以前にはない事、中央集権官僚制の理念

で書かれているが、当時は氏族制の時代でありえない事、中国の古典から語を引用していて奈

良時代の他の文章に似ている事」を指摘し、ここから「憲法一七条は『日本書紀』編纂に携わ

った奈良初期の為政者によって作られたもの」としている。 

法隆寺金堂の薬師像光背の銘文は文中の天皇号が問題となる。今日では、天皇号は６８９年

に編纂された飛鳥浄御原令（きよみはられい）において正式に採用されたというのが定説で、

三度も天皇号を使用したこの銘文は 607年のものとしては偽物である。第二にこの当時にはな

かった皇太子を表す東宮の語も問題で 689年の皇太子制成立以降のものだ。又、銘文の書体が

新しい事、彫刻様式が後から作られるはずの釈迦像より新しく、むしろそれを模倣して作られ

たものと言われている。従って薬師像が太子によって作られた可能性はない。 

法隆寺金堂釈迦像光背の銘文については福山敏夫が「法興などいう年号は存在しないから後

代に書かれたものである事、法皇の語は天皇号の影響を受けたもので天皇号成立以後のことで

なければならない事、文体も新しいなどの点を挙げ推古朝の成立を否定」している。 

又、最近の発掘により、今日の法隆寺は雷火で焼失し、後に再建されたものとされているの

で、傷一つない状態で釈迦像が残っているなど考えられない。 

天寿国繍帳（てんじゅこくしゅうちょう）の銘文にも天皇号がある事、歴代天皇の諡号があ

るが、それは「記紀」以前に使用例がない事、太子とその母の亡くなった日にちを表す干支の

記載は 690年以降の暦である事等から飛鳥時代のものではない。 

『三経義疏』（さんぎょうぎしょ）は法華、勝鬘（しようまん）、維摩、三経の注釈書で古来
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太子の高度な仏教理解を証明する書とされてきた。ただ、これは 747年に突然出現したもので

成立の由来は明らかではない。このうち、行信が天平年間に太子の遺品を探し出して法隆寺に

寄進したとされている法華義疏は現存しているが、643年に太子の子孫が滅亡したときに太子

の居住した斑鳩宮は焼失しており、670年に法隆寺も落雷で全焼しているので、これは行信が

捏造した偽物に違いあるまい。三経義疏について多くの学説があるが敦煌出土の勝鬘（しよう

まん）義疏と７割同文であること、『法華義疏』の教学理解と太子の師とされる慧慈のそれが

異なることから太子撰ではありえないといわれている。中国からの輸入品だ。 

 金石文の伊予湯岡碑文は伊予の国の温泉に太子が出掛け、この詩文を作ったとされている。

ただ、金石文は後世に偽造されたものも多く、これも恐らく 13世紀以降のもので偽物である。 

 

２．聖徳太子信仰という呪縛 

聖徳太子が実在の人物でないと結論した著者は、と、すれば誰が何のために作ったのか、太

子がいなかった飛鳥時代の歴史はどんなものだったかに答える。 

太子の実像を探るために、『日本書紀』と法隆寺系の聖徳太子関係の史料を分類し、比較す

るとそれらが無関係なことがわかる。『日本書紀』にある伝記が法隆寺史料になく、法隆寺史

料の薬師像、釈迦像、天寿国繍帳、『三経義疏』が『日本書紀』に出てこない。この事から『日

本書紀』は太子の人物像をト－タルに記し、法隆寺系史料は太子の人物像を前提としてその人

物に仏像の製作や経典の注釈をさせている、と考えられる。 

元来『日本書記』編纂の目的は大王を中心とする有力氏族の祖先伝承を記すことにより、国

家を構成する氏族秩序を明らかにすることであった。又、それとは別に各氏族の上に君臨する

王様の超越性を明確にすることも重要な任務であった。ところが、中国の皇帝のように政治・

文化・社会のすべての場で唯一絶対な権力者は日本の歴史・風土にそぐわず過去にもその後も

登場していないので当時の日本人には想像すら困難であった。そこで、理想的な聖天子のよう

な人物像を想定し、過去の皇族の一人、厩戸をそれに見立てて『日本書記』の中に据えた。こ

れを最終的な聖徳太子像として完成させたのが、『日本書記』完成の１年半前に帰国した遣唐

使道慈だ。 

勿論道慈だけではない。ことは、この国家秩序の頂点にあるべき＜天皇＞をどのような人物

像として描くかという問題である。その描かれ方しだいで国家の権力の性格、その運用の仕方

が見えてくるだけに、『日本書記』完成時の権力者の藤原不比等と長屋王が方向性を左右した。 

結局のところ儒仏道の聖人である、『日本書記』の太子の人物像に大きな影響を与えた人物

としては、儒教関係は不比等、道鏡関係は長屋王、仏教と中国的聖天子の表現は道慈と考えて

よいであろう。 

 『日本書記』完成三ケ月後に不比等が亡くなり、藤原一族の武智麻呂、光明子と長屋王が対

立して長屋王の変に至る。その後、光明子は皇后になるが生母の死後自身が病気となり、地震、

疫病の蔓延に見舞われ苦境に陥る。さらに不比等の四子がことごとく亡くなり、光明皇后だけ

が残され、新政権は滅ぼされた長屋王に近いものが担う事になる。この時期に行信は 120年前

に亡くなり一族が滅亡している厩戸王の遺品を法隆寺東院（夢殿）に集めた上で、聖徳太子を

祀る廟堂とし、歴史的人物としての聖徳太子の実在を確保し、聖徳太子信仰を確立しようとし

た。つまりは『日本書記』で成立した聖徳太子像を苦境に陥った光明皇后が利用したと言える。 

 この後も、太子信仰は広く、深く展開して行った。結果、日本の歴史の中で、第一に皇室と

いうものの存在感が確立したこと、第二に藤原氏が光明皇后を媒介にして皇室を政治的に利用

するシステムを確立したこと、第三にそういう皇室も藤原氏も、儒仏道、なかんずく仏教とい

う中国思想をうまく利用して権威と権力を確立したこと。つまり、聖徳太子信仰は、そういう

役割をもって誕生し、その後も発展した。 
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３．疫病流行と王権の変容 

 著者は太子信仰が作られた、疫病流行と政治的混乱に見舞われた光明皇后時代の政治状況を

述べ、そこに現れた天皇制の特徴を述べる。同時に日本仏教の成立、藤原支配に言及する。 

735年から 7年の疫病流行は日本歴史上最大級の事件であった。正倉院に残された古文書の

浜名湖西側地域で作付出来なかった田の記録から疫病の被害で人口の 14％が亡くなっている

と推測できる。この事が全国的な事と言えないとしても、疫病流行はとてつもなく巨大だった。 

この疫病流行で、藤原氏の権力が揺らぎ、鈴鹿王、橘諸兄の政権、長屋王一族の復権、藤原

広嗣の反乱、遷都や行幸の繰り返しという不安定な政治状況を招いた。ただ、この動きは、そ

れまで藤原絶対支配のもとで隠れていた天皇を中心とする日本の政治システムの特徴が顕在

化したと言える。その特徴とは第一は強大な権力が消え、政治が混迷すると、その中心にいつ

も天皇がいること、第二にそれでいて、天皇には、神仏に祈り、行幸と遷都を繰り返すだけで、

局面を打開するリ－ダ－シップというものはみられないことである。 

 日本の天皇制は、いちおう、中国の皇帝制度を模倣して成立したものである。しかし、模倣 

したのは形式だけで中身は全く違う。中国の皇帝は絶対権力そのものであり、少なくとも、そ

ういうタテマエで政治が動いている。ところが日本の天皇は、形式上は中国と同じく至高の存

在であるが、現実に権力を行使しない。藤原氏優勢の時代には長屋王の変を受け入れ、藤原氏

が弱体となると長屋王の遺児の復権を喜んで認める。権力争いも天皇を巻き込まずに外側でお

こなわれる。と、いうのが特徴だ。 

 疫病流行という危機の中で、天皇が行ったのが神仏に対する祈りであり、危機の時代に国分

寺の造営、大仏の造立という国家事業がなされる。これが日本文化への仏教の浸透、国家仏教

の成立に至り、その後の日本の歴史と文化に多大な影響を与えた。 

 インドに始まる仏教は中国化して日本に伝わる。その仏教を教学として抽象的哲学として理

解する者、中国的死生観、つまり道教思想として理解する者があり、そして一般的には日本の

伝統的思想から中国仏教を理解する者があった。日本の世界観は森羅万象一木一草にカミが宿

るというものであり、神霊魂などが万物に宿っているという呪術信仰だ。仏教が伝来して以来、

仏教の呪術的力に気付き、天皇皇后が疫病流行という未曽有の危機の克服を願って国分寺の建

立、大仏の造立を宣言したが、それは取りも直さず、呪術の頂点という地位を仏教に与え、そ

の威力の最大の支持者にして享受者となることを宣言したことを意味している。  

つまり、天皇は仏教の呪力を利用し、仏教は天皇の権威を利用し、両者が融合する形で日本

仏教が成立した。しかも、仏教の外来性を薄めると同時に、皇室の正当性を確保するために聖

徳太子信仰をも構想した。この結果として天皇制＝国家＝仏教というイデオロギーが確立した。 

 ただし、この天皇制＝国家＝仏教は表向きであり、もう少し子細にみると天平時代において

皇位にかかわる人間はすべて藤原一族であり、皇室は天皇を中心とする血族集団ではなく、藤

原氏という集団の一部として存在していたのだ。長屋王の変以降対抗軸が消滅した結果、皇室

は藤原氏に吸収されてしまった。聖武は、藤原氏の傀儡であり、それに対して実質的な権力が

黒幕として存在する。それが命令を発する場が談合である。こうして談合、黒幕、傀儡という

役割分担のシステムがその後の日本の政治構造全体を象徴することになる。天皇という存在そ

のものが、藤原氏の中で純粋培養されていく。そのシステムこそが天皇制なのだ。これを可能

にしたのが、７世紀以前の伝統的日本の王権が専制権力ではなく、合議制に支えられていたか

らであるが、その合議のシステムを利用してユニークな独裁を実現したのが藤原氏だったのだ。 

 

第２章 『日本書紀』の虚構 

 著者は『日本書紀』の虚構の論理の確認として仏教伝来記事に関する吉田一彦、北条勝貴の

研究を取り上げる。その上で『日本書紀』の聖徳太子と推古女帝の虚構を述べる。 



4 

 

１．仏教伝来記事の虚構 

 『日本書紀』は、全体として、天皇を頂点とする国家秩序の形成を描こうとした書である。

その中では仏教の伝来とその後の軋轢、そしてその到達点としての聖徳太子の登場と律令制の

受容が描かれている。編者がもっとも重視して描いたのが＜聖徳太子＞と大化の改新であり、

両者は補い合って中国的古代国家の成立を表現している。ただ、聖徳太子は虚構であり大化の

改新もどのような改革があったのか明確ではない。結局『日本書紀』は、怪しげで不思議な謎

に満ちた書ということになる。しかし、古代史研究は『日本書紀』がなくては成り立たない。

そこで、『日本書紀』に流れる虚構の論理を確認し、それを排除する、ということを繰り返し、

『日本書紀』に潜む断片を発見し、そこから全体像を復元するという作業をする。  

吉田一彦は『日本書紀』の記述が隋唐の末法思想の影響を受けている事に注目する。第一に

は全体の記述が仏法護持の立場から書かれている。報の思想、仏罰が書かれていて、こうした

記述は熱心な仏法護持者か僧侶のものである。第二は一連の記述が中国の仏教文献を参照、模

倣している。第三に個々の事象や表現だけではなく、『日本書紀』の一連の話の展開全体が中

国の仏法興廃の歴史の模倣である。加えて、吉田氏は『日本書紀』の記事が、どの中国の文献

をどのように利用しているかも論証しており、『日本書紀』の記す、仏教の伝来とその後の展

開は事実ではなかったことになる。 

 北条勝貴は『日本書紀』の仏教伝来以後の蘇我稲目・馬子の崇仏、物部守屋・中臣勝海の 

廃仏を軸とする論争記事の枠組みが、廃仏、仏神の祟り・疫病流行の繰り返しであることを指

摘した上で、これらの物語の典拠として道世の『法苑珠林』を上げる。この『法苑珠林』は史

実ではなく、仏教側から歴史の歪曲を行っている。『日本書紀』の編者はこれを参照して崇仏、

廃仏論争記事を書いたのだ。つまり、『日本書紀』に書かれた思想は、大規模な廃仏を経験し

た隋唐仏教、とくに末法思想から学んだものであり、記述が歴史的事実にもとづくものではな

いのは明白である。隋唐の末法思想の論理によって、崇仏と廃仏との間を揺れながら卜占と仏

神の祟りに導かれつつ推古と聖徳太子の三宝興隆に向かう。祟れば疫病流行となる仏法の霊威

にたくみに取り入って、かろうじて王権の正当性を確立するという筋書きだ。王権は隋唐仏教

の論理の中に飲み込まれ、王権が仏法を保護するのではなく、仏法によって王権が正当化され

ているのだ。 

『日本書紀』の仏教伝来年次も虚構で、本格的仏教伝来は 588年であり、太子を創作する都

合などから、中国文化受容をできるだけ早める必要があって 552年としている。 

 

２．『隋書』の倭王は誰なのか 

聖徳太子が虚構であれば、太子を皇太子・摂政として「万機を以ちて悉くに委ねた」推古女

帝の存在も危うい。『日本書紀』のどこを読んでも推古が大王として実在したことを具体的に

示す記事はなく、固有の冶績は何もない。推古という女帝は聖徳太子という存在を引き立てる

ために存在しているに過ぎないのではないか、 

虚構に満ちている『日本書紀』も考古学や『隋書』によって事実を確認できるものもある。

冠位十二階とか小野妹子の遣隋使や飛鳥寺、小墾田（おわりだ）宮等々だ。 

しかし、そうしたなかで大きな謎がある。『隋書』には推古朝時代の 608 年、国司として遣

わされた裴世清（はいせいせい）が会った倭王は男性であったと書かれている。では、その倭

王は誰だったろうか、新羅と任那の使者に対する『日本書紀』の歓迎行事の記事には都合が悪

くて書かなかったが、それは蘇我馬子だ。 

 

第３章 実在した蘇我王朝 

 著者は「推古だけでなく、聖徳太子の父用明も馬子に殺された崇峻も歴代大王ではなかった」
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とし、「蘇我馬子こそ大王だったする。」 

１．虚構の王権  

歴代大王の死後和風諡号が贈られたとされているが、和風諡号の表記は古韓音とよばれそれ

らは７世紀末に渡来人によってもたらされものであり、記紀編纂過程での成立と言える。つま

りそれによってそれまでの大王実在の証明にはならない。 

『記紀』は大王家の系譜を父系の出自系譜として伝えている。しかし、日本の古代は父系原

理ではなく、母系を含めた双系制とするのが妥当とされる。父系原理になったのは律令制下の

戸籍作成によるところが大きかった。和風諡号を有する歴代大王が、父系の出自集団、すなわ

ち大王家を形成しているようにみえるが、それは記紀編者による虚構だった可能性がある。 

 敏達は亡くなって、すぐに殯が行われたにもかかわらず埋葬されたのは六年後であった。大

王は先王の埋葬が終わってから即位するのが原則であったのだが、用明と崇峻は敏達の殯の 

間に相次いで即位したことになっている。しかも、敏達没の翌月に即位したことになっている

用明は、施策らしいものが皆無のまま２年後に没している。つまり、大王としての存在感が全

くない。系譜も定かではない崇峻も、崇仏廃仏の争いとされている蘇我・物部の権力闘争に勝

利した馬子によって擁立されたが、大王としての施策もないまま馬子に殺されたとしている。 

用明にしろ崇神にしろ、『日本書紀』の中で大王としての資質も役割も与えられていない。

その上、新しい大陸文化を象徴する飛鳥寺は馬子の権力を象徴している。現実の政治状況と大

王の存在がまったくかみあっていない。王権の歴史を描くはずの『日本書紀』の自己矛盾だ。 

 

２．蘇我王朝 

用明、崇峻の時代、飛鳥に都があったのは確かである。と、するとその飛鳥に大王として君

臨していたのは誰だったのか、論点は、多々ありうるが墓の位置を重視する。飛鳥の西、山を

越えた河内の磯長は本来蘇我氏の本拠地であったのだが、そこに推古以前の敏達、用明、来目

王、厩戸王等の多くのマイナーな人物が埋葬されている。磯長には数多くの小古墳があり、今

日では被葬者を特定するのは難しく、王者の風格のある墓はない。当時の中心地、大和の飛鳥

には蘇我稲目、馬子、蝦夷、入鹿の墓と言えるものがある。そこには稲目の巨大な古墳だけで

なく、馬子建立の飛鳥寺の塔、嶋宮、蝦夷、入鹿の邸宅が作られている。それだけでなく、飛

鳥を中心とした道路網が作られている。これらの事から、飛鳥の支配者として君臨していたの

は蘇我氏としか言いようがない。 

 それでも、『日本書紀』の編者は馬子という現実を排除して、聖徳太子と推古女帝という虚

構を記した、それは何故か、そういう虚構が必要だったからだ。 

本来、仏教伝来と興隆の功績は蘇我氏のものだっただけに、『日本書紀』の編者も稲目と馬

子の功績を語らざろう得なかった。だが、『日本書紀』編者は聖徳太子を捏造し、馬子の事績

を太子との共同事業とし、最後に推古を登場させ、馬子の功績を横取りしたのである。 

これは『日本書紀』編纂の段階での王権のあり方に関わる問題であろう。一つは蘇我馬子の 

王権という現実を排除、抹殺する必要。もう一つは世俗的権力とほど遠い聖徳太子と推古女帝

こそが王権として望ましいという『日本書紀』の編者にとっての現実である。 

この全過程を通じて一貫して実権を掌握していたのが藤原不比等であった。不比等は２１歳

で持統が生んだ草壁皇子の舎人となり、天武の没後その擁立を策する。しかし草壁は即位を待

たずに亡くなってしまい、持統を中継ぎとして擁立し、その後草壁の遺児文武の即位を実現し、

その後宮に娘の宮子を入れ、首（おびと）皇子を得る。文武も早世し、首皇子を擁して元明、

元正の女帝を中継ぎとして擁立する。 

草壁と不比等の交点に成立した一系の血筋、つまり、草壁、軽、首の血筋を、父系をたどっ

て遠く神代まで遡らせていくと高天原・天孫降臨に始まる万世一系の神話にいたる。こうして
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不比等が作った神話こそ、『日本書紀』の論理の中核になる。しかし、この父系の血筋は蘇我

馬子とは交わらない。それゆえ過去の歴史に蘇我王朝が存在してはならなかったのである。 

『日本書紀』編纂の時代は女帝の存在は顕著であった。文武を挟んで、持統と元明・元正、

書紀の完成は元正の時代であった。その時代の実質的権力は不比等にあり、彼は娘の子首皇子

の即位を望んだはずだ。しかし、幼少のため代わって元明・元正が即位している。不比等にと

って、女帝の役割は無事、皇位を皇太子に伝えることだけであった。それにより、万世一系の

神話を維持し、同時に皇位を不比等自身の子孫で独占できるからである。女帝と皇太子という

組み合わせ、これこそ、不比等にとって宿命的な現実であった。  

中継ぎ女帝が無事役割を果たすためには、皇太子に将来の天皇にふさわしい人格と学識がな

ければならなく、女帝が、その皇太子に将来を託すという細やかな愛情と強い意志を持ってい

なければならない。これを説話的に作成し、『日本書紀』の中に描いたのが、推古女帝と聖徳

太子の物語ではなかったのではないか、そのためにも聖徳太子を超えるような人物の存在であ

る「蘇我馬子」という現実は書き直されねばならなかった。 

 父系原理を前提とすれば蘇我馬子には大王位は伝わらない。現に稲目から入鹿までの四代は 

父系であるし、５世紀の倭の五王の系譜は男系的要素が濃厚だけにその要素は無視すべきでは

ない。しかし、それを絶対視しなければ別の考えもありうる。七世紀初頭、欽明はいったん別

の場所に埋葬された後、改葬されて蘇我氏以外では例外的に飛鳥に葬られる（梅山古墳）。最

初父の稲目に葬られた堅塩媛（きたしひめ）も 611年改葬され夫欽明に合葬される。蘇我氏の

権力の中枢に必ずしも出自が明確でない欽明が移されたということは、欽明を蘇我一族に包摂

する意図があったと考えるべきであろう。堅塩媛と一体になった欽明を稲目の子と認知するこ

とにより、欽明の霊を蘇我氏の祖に合流させようとしたのである。『日本書紀』の記事が事実

かは怪しいが、堅塩媛の葬儀で「氏姓之本」を誄（るい）したのは欽明の王権を馬子が継承し

たことを宣言するものではなかったか、加えて、蘇我一族に包摂された欽明の諡号が天地開闢

の英雄とされているのは蘇我王朝の始祖として位置付けられていることを意味していたので

はないだろうか。これらの事からも蘇我馬子を大王と考えて良いだろう。 

 

第４章 王権の諸問題 

 著者は、日本の気候や地理的条件を基に成立した日本民族の文化を記した上で、西から来た

海外先進文化を以て、豊かな東日本を支配する、河内平野に作られた王権の成立から展開の歴

史を記す。 

１．王朝の成立と展開 

 渡辺誠氏によると日本人が民族性を持ち始めたのは約１万2千年前に始まり１万年続いた縄

文時代においてであったらしい。今から６千年前頃の縄文海進により、それまで朝鮮半島やサ

ハリンとつながっていた日本列島が大陸と離れ、朝鮮海峡から日本海に暖流が流れ込み、その

暖流がシベリア寒気団とぶつかり、日本の脊梁山脈に豪雪をもたらすようになった。雪は春に

融け、さらに梅雨があり、秋には台風も来る。こうして年間を通して豊かで清らかな水に恵ま

れ、温暖化した豊かな森林が生長する。巨大な黒潮のお蔭で、外敵もなく、疫病さえ到達でき

ない。そういう平和で豊かな島国が奇跡的に成立した。そういう風土と季節感、そこに成立し

た自然観、それが日本文化である。同時にその自然の中で食生活の基本も成立して、主食はド

ングリやトチの実、そして米などの穀類になる。副食の動物性タンパク質は漁業によるもので、

日本民族は森林を破壊し、草原を砂漠化する牧畜とは無縁だった。1万年続いた縄文時代に日

本文化、民族性が成立したと考えてもよい。その縄文文化には東西に大きな格差があり圧倒的

に東日本が優勢だった。 

 縄文時代に成立した日本の基層文化に対し、西の中国・朝鮮から稲作を中心とする農耕、続
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いて金属器をもった文化が伝来する。それが弥生文化だが、その始まりは最近では千年に及ぶ

と考えられるようになっている。コメは食料としてばかりではなく、備蓄と交換が可能なため

貨幣の役割を果たすことになった。こうして地域集団を超えた政治的、経済的秩序の形成が進

み、ヤマト政権が成立する。ただし、大化の改新以前の王権は、西暦 500年頃に即位したとさ

れる継体を境に性格が異なっている。ここでは仮に 500年以前の前期政権をヤマト、継体以降

を大和王権と呼ぶ。 

 ヤマト王権が何故三輪山山麓の纏向に成立したかの説明は多様であり得るが、日本列島の地

理的条件が大きいと考える。第一に弥生以降の文化は朝鮮半島から北九州に上陸し、瀬戸内

海・日本海を東に向かう。ただ、古代においては西日本には平野が少なく、安定した広い平野

の大和盆地、隣接して山背の盆地、河内平野もある地域に西からきた文化は定着した。第二に

文化がさらに東に進むには親不知から飛騨・立山・白山・伊吹・鈴鹿・伊賀山脈、紀伊山に続

く、長く高い山並みが壁となって阻んだ。つまり、纏向は日本列島全体の西と東の接点だった。 

 元来、東日本は平野に恵まれ人口も多く、潜在的には豊かであった。しかし、この時代文化

的に遅れており、大和は多くの労働力と軍事力を東日本から手に入れることになった。ヤマト

権力の源泉は東日本に対する支配にあり、それを可能にしたのは西から来た先進文化であった。 

 その文化の源泉たる大陸・朝鮮との外交こそ王権の生命線であった。それを大和盆地の内陸

部のヤマト王権の勢力ではなしえることではなく、４世紀中頃から大和盆地西南部の葛城の力

を必要とした。ヤマトは葛城の力を得て、百済、新羅から多くの渡来人とともに、文化や技術

を手に入れる。５世紀の中葉にはヤマト王権は新たに高度な文化と権威を求めて、中国南朝に

朝貢することになる。それが、倭の五王の外交である。 

 この時期、国内外の政治社会状況は大きく変わろうとしていた。筑紫・吉備などの西日本勢

力、ヤマト王権を構成したはずの葛城・紀伊などの勢力が、ヤマト王権の意向と関係なく朝鮮

の伽耶地域に進出する。かくして、ヤマトの西からの文化独占が事実上解体する。第二に朝鮮

半島からの技術が直接東日本にもたらされるようになる。と同時にヤマト王権の南朝朝貢を保

障していた百済が滅び、倭王武が朝貢していた宋朝も滅亡する。ヤマト王権が期待していたの

は中国南朝の権威であったから、それが消滅すれば王権そのものの存続も困難になる。変化の

第三として、五世紀を通じて新しい技術が浸透した結果、農村の生産力が向上し、全国的に大

きな社会変動が生じた。かくして蘇我、巨勢、平群などの新しい村落を基盤とする豪族が登場

し、葛城氏などは消滅し、王権は空白となり、新しい王として継体が登場する。 

五世紀から六世紀にかけて、列島の盟主も畿内を束ねる存在もいなくなっていた頃、激動期

を迎えた朝鮮半島では百済や伽耶が新羅を牽制するためにも日本の強力な王権を求めた。又朝

鮮半島に進出していた西日本勢力も情報を集積し、的確に判断する権力の中枢を必要とし、日

本列島全体もスム－ズな交通の確保のためには安定した権力の存在が必要とされた。又、外交

を制御し、朝鮮半島から安定的に技術を移入する能力があり、渡来人を組織し、王権のもとに

再編する能力も必要であった。こうした中で葛城氏の下から台頭してきたのが蘇我氏だ。 

六世紀になり交通の発達と開発の進行により東日本を支配下に置く王権の基盤は畿内の周

辺に拡大し、とりわけ近江が注目され、そこを出身地とする継体が登場する。纏向の大王と葛

城は対立により滅び、新しい勢力となった大和盆地西南部の葛城の蘇我と磐余（いわれ）の継

体勢力の中間の地である飛鳥が政権所在地となる。継体は西の筑紫君磐井を倒し、安定した航

路を確保して、朝鮮外交に重要な意味を持つ「任那日本府」という歴史的存在を成立させる。

又、次の安閑朝の時代、東国の武蔵を舞台とした戦乱で、上毛野君小熊（かみつけぬきみ）に

勝利し、日本列島全体の軍事的支配者の地位を固めた。 

『記紀』は継体の後を継いだのが尾張連目子媛（めのこひめ）所生の安閑、宣化とする。事

実とすれば尾張の存在感が大きかったことを示している。その次の欽明は旧王朝の血筋を母と
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するが、日本書紀の万世一系論理を実現するために捏造されたもので、おそらく蘇我氏と近い

か、蘇我氏そのものであったろう。この場合、大王位は、継体直系から蘇我氏に移ったことに

なるが、本来、継体支持勢力と蘇我氏は協力ないし補完関係にあった。 

欽明の次の王位は欽明と宣化の娘石姫との間に生まれた敏達とされている。この場合、欽明

は蘇我氏で、宣化は継体直系と見て良いので、厳密な意味での継体勢力と蘇我氏の合流と考え

て良いだろう。大和盆地の未開地広瀬郡の開発を手掛けた敏達によって東国支配はより強化さ

れた。彼の妻は３人いて、第一は東国に通じる、その後天智、天武、持統、草壁へと推移する

息長系（おきなが）の広媛、第二は伊勢勢力の娘、第３は後に息長系王族を支える春日臣仲君

の娘だ。敏達の時代に王家の中に息長系という勢力が成立し、これが東日本を支配する継体人

脈となり、それを背景に結果的に最終勝利者になった。この敏達のあと、実際に大王になった

のが蘇我馬子であった。 

 

２．馬子以後 

馬子以後、645年に乙巳の変が起こり、中大兄や藤原鎌足らによって蘇我入鹿が暗殺され、

そこに大化の新政権が成立したとの『日本書紀』の記述は確かであろう。だが、この間の 20

年間はどのような歴史が展開したか、それを知る確たる史料は存在しない。 

 天皇というと万世一系と考えやすいが、現実的には、王権はより流動的に運営され、この時

代もそうであった。第一に考えるべきは、当時の王権は、もともと継体の血を引く東国を支配

する息長氏と外交と渡来人を管理する蘇我氏の協力関係によって成立していた。彼らは補完関

係にあり運命共同体のようなものであった。と、すれば大王の地位は、両者の合議によらねば

ならなかったろう。第二に蘇我氏と息長氏の現実の人間関係は、きわめて密接であり、ほとん

ど融合していた可能性がある。第三に『日本書紀』によれば即位後の舒明の王宮は飛鳥寺と嶋

宮の中間の地、飛鳥岡本宮である。これらは馬子の権力を象徴する建物である。これ自体両者

の緊密さを表している。 

 『日本書紀』では舒明が亡くなった翌年皇極が即位したことになっている。舒明の殯で、 

16歳の中大兄王が誄（しのびごと）をしたとされる。ここでも推古と聖徳太子同様、女帝と皇

太子のセットで登場する。つまりは皇極の即位は事実ではなかったのではないか、現に外交の

場で活躍していたのは蘇我蝦夷であり、王宮も馬子の勢力圏にあった。 

 では何故乙巳の変が起こったのか、『日本書紀』の王位を僭称する逆賊として、中大兄や鎌

足らが懲罰するというストーリーは虚妄で、王位にあった蝦夷・入鹿に対するクーデターであ

ったはずだ。唐の高句麗征討が始まって以来、朝鮮三国で政変が続き、いずれの国でも権力の

集中が進み、反対派が粛清された。そうした権力集中の動きが日本でも始まったのではないか。 

朝鮮半島に積極的に関ろうとする派と多様な出自を持つ多くの渡来人を抱えて身動きのと

りづらい蘇我氏との間で外交方針での亀裂が入ったのではなかろうか、そうした中で 643年の

斑鳩王家の滅亡とこのクーデターがあったのであろう。 

『日本書紀』は、馬子の存在を矮小化し、馬子の周辺にいた厩戸王に功績を移し替え、崇神

天皇暗殺の濡れ衣を馬子に着せ、太子の子孫を滅ぼした首謀者を入鹿とすることによって、そ

れを退治し、大化の改新により太子の理想を実現した中大兄や鎌足が英雄になる、というスト

ーリーにしているがそれは歴史的事実ではないのだ。 

又、実際は厩戸が蘇我一族の人物で、息長系の天智、天武とも系譜上意外と近い存在であっ

たりする事から、従来の蘇我対非蘇我の対立という先入観から脱するべきだ。 

 

第Ⅱ部 天孫降臨の夢 

著者は、氏族連合によって作り上げられた日本の権力、古代国家における天皇制の特質を述
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べ、天皇の権威を作り上げるために＜聖徳太子＞像と万世一系の神話が創出されたとする。 

 

第１章 ＜天皇制＞成立への道 

１．皇帝になれなかった大王 

元来天皇という地位は、大化の改新後、中国の中央集権を模倣する過程で、中国の皇帝の相

当するものとして措定されたものだ。中国の歴代王朝は、天命を受け、天子として天下万民を

支配すると称しているが、もちろんタテマエで、実際には、どの王朝も前王朝を武力で制した

征服王朝であり、直属の軍事力と独自の財力を保持し、国家に対して支配者として君臨してい

る。国家意思決定に際しても、皇帝は唯一絶対の専制君主であり、官僚制は、その皇帝の意志

を執行するための機関である。 

これに対して、日本の場合は、征服王朝ではなく、何世紀も前に大和盆地に成立した大王の

権力が、諸豪族の折り合いの中で継承されてきたものである。一般に氏族連合体と言われるよ

うに、合議を前提としていた。天皇は大王の延長線上にあったから、その権力は明確なもので

はなく、権力の基盤となるような独自の軍事力も財力も存在しなかった。異民族の支配を知ら

ない島国だったから、都に城壁もなければ、常備軍の必要もなかった。もともと中国のような

唯一絶対の専制権力が成立する基盤がなかったのだ。 

では、日本の古代国家において、天皇はいかなる存在だったのか、又国家の最高の意思決定

はどのようになされたか。唯一絶対な専制君主である中国皇帝という存在に違和感を感じた日

本の支配層は本来国家あるいは皇帝の政治そのものを意味する「太政官」を天皇権力の外側に

置き、諸豪族との合議の場として成立させた。しかも、大宝令の段階になると、天皇の公務と

後宮を管轄する中務（なかつかさ）省、皇室の生活一般を管轄する宮内省が、ともに太政官の

被官とされる。ここにおいて天皇は広い意味で、太政官を中心とする国政の中の一つの機関に

なったと言ってよい。もちろん天皇は法を超えた存在ではあるが、通常の国政の場にいないの

であるから、権力行使は限定された形をとらざるを得ない。 

天皇権力がもっとも有効に行使されるのは人事の場だ。この人事を通じて間接的に太政官を

コントロールする。この人事で優先されるのは、天皇自身の擁立に関わった勢力との婚姻関係、

娘を後宮に入れた人物となる。『日本書紀』編纂の時代は文武と聖武に宮子と光明子を嫁がせ

た藤原不比等だ。不比等が天皇に期待したのは、自身の権力の源泉となり得る天皇の権威であ

った。 

この天皇の権威が安定するには模範的な天皇、皇太子像が必要であり、そのために作られた

のが、＜聖徳太子＞像だった。ただ、現実の天皇に豊かな学識とすぐれた人格の持ち主とは限

らない。と、すればそれ以前に天皇の権威が確立されていなければならず、そこで草壁、軽、

首の血筋を、父系をたどって遠く、神代まで遡らせ、高天原、天孫降臨に始まる万世一系の神

話が創造された。 

 

２．強大な王権の創造 

律令国家下の天皇について壬申の乱と天武を評価してみる。天武が壬申の乱に勝利した事は

確かだ。ただ、大海人に動員可能な兵力はなく、吉野を出発するが伊賀の山中を逃げまどうば

かりだったし、天智の子大友皇子も戦う意思はなかっただろう。結局壬申の乱は、大友、大海

人両者の意向とは別次元で始まり、その趨勢の中で決着したと考えねばならない。 

乱の趨勢を決したのは唐と新羅を軸とする緊迫する国際情勢であろう。白村江で敗北した日

本は国内防衛と改革に励んでいた。ところが、敵対する唐と新羅から協力要請の使者が相次い

で来日する。この情勢に対して出兵すれば犠牲が大きく、傍観すればキャスティングボートを

握り、国際的立場は有利になるというものだった、と思われる。大友皇子の近江王朝は、明ら
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かに唐に加担しつつあった。問題は、国内の反応、とくに、畿内豪族の動向にあった。かつて

中大兄は百済救済のため出兵し、白村江で大敗した。それでも大友皇子は半島情勢に介入しつ

つあった。豪族たちはこれに反対した。といって、近江王朝に対する反乱という評価はまずく、

大義名分を必要とした。そのために大海人の挙兵が本人の意志と無関係に進行した。大海人の

挙兵は覚悟に１ヶ月もかかり、吉野を脱出するのに 3～40 人でしかも半分は女、子供だった。

ところが初めこそが伊賀の山中を逃げまどうばかりだったが、たちまち大軍になり、１ヶ月後

には大友皇子の自殺により近江朝廷は崩壊する。天武が壬申の乱を勝利できたのは、白村江の

敗北のトラウマのお蔭と言ってよく天武を英雄視できない。 

その天武を政治家としてみると前半と後半ではまったく異なっている。前半の天武は近江朝

廷の行政機構をそのまま継承し、政権の方向性も出していない。中央集権化の流れに沿ってい

るが、豪族たち有力氏族への配慮に欠いたのできわめて不安定であった。結局、天武は壬申の

乱の英雄でもなく政治家として凡庸であった。 

ところが、後半には天皇と皇后が皇子たちに結束を呼びかけた「吉野の誓い」を行い、歴史

書の編纂、藤原京、難波京の造営が計画され、氏族秩序に改革、新冠位制を含む礼的秩序の形

成も進む。これらは超越的王権・中央集権国家の確立を見すえつつ、伝統的氏族秩序を全面的

に再編するという遠大な構想にもとづく改革といえる。官人の考選に際して、実績よりも家柄

を重視し、前半の能力主義から有力諸豪族との妥協、優遇になった。伝統的氏族秩序を再編し

つつ中央集権国家を構築しようとするものであった。この方針を担ったのは天武の妻持統と子

草壁であったろう。といっても草壁の評価は高くなく、持統を支えたのは斬新かつ遠大な政治

理念を持つ有能な人物、つまり藤原不比等であったろう。天武と固い友情があった鎌足の二男

不比等は「吉野の誓い」があった頃 21歳で、それ以前に草壁、持統の側近となっていたのだ。 

 

第２章 藤原不比等のプロジェクト 

天皇の即位に関わっていた不比等が立てた計画とその展開を描く。同時にこの間において、

不比等は天皇の系譜を藤原氏の系譜とする事を実現し、その正統性の神話として『日本書紀』

を完成させた。 

１．藤原不比等の役割 

古代国家における不比等の果たした役割の大きさをいち早く論じたのは上山春平で、古代国

家は天皇の権威を中心に成立したようにみえて、実は藤原中心になっているとして、藤原ダイ

ナスティ（王朝）とまで称した。本稿はこれを踏まえていている。もちろん国家権力をめぐる

複雑な人間関係が、たった一人の思惑で動かされるということはありえない。しかし、日本の

古代国家の場合、思惑がはずれたり、失敗に終わったり、紆余曲折、波乱に満ちた歴史があっ

たものの、不比等の構想が実現したのは確かである。 

この間の政治過程を象徴する上山の重視する史料に黒作懸佩刀（くろづくりかけはきのかた

な）の由緒書がある。これによればこの刀は草壁が亡くなった後、持統の時代は不比等に、 

その後文武が即位すると文武に献じられ、文武の死後元明、元正の時代は不比等のもとに預け

られて、不比等が亡くなった時に聖武に献上されたとする。つまり中継ぎの女帝の時代には不

比等が守って、聖武に伝えたということになる。そこに不比等の努力と力量があり、出発点に

は草壁を即位させたいとした持統の願望があった。 

 

２．プロジェクトＸ－草壁皇子の擁立 

持統は息子草壁の即位を念願し、その実現を不比等に託す。これが、王権に関する不比等の

最初のプロジェクトであり、これをプロジェクトＸとよぶ。 

持統と不比等の改革は順調に進行していたようにみえるが、686 年天武が亡くなる。ただち
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に皇后は実権を掌握して、草壁のライバル大津皇子を謀反の疑いで逮捕し、翌日死を賜う。持

統の謀略とするのが常識的理解だが、上山は、不比等の協力を強調する。大津皇子を葬ったも

のの、健康状態に問題があり草壁の即位はなかなか実現しなかった。天武の殯は丸 2年以上続

き、誄（しのびごと）が繰り返されて埋葬された。ところが翌年草壁が亡くなり、プロジェク

トＸは幻に終わる。ただ、飛鳥淨御原令が完成し、律令制度が確立し、それにより天皇号と皇

太子制も成立した。古代国家のいちおうの到達点となった。 

草壁の死を乗り越えて、さまざまな思惑を飲み込みながら改革が進行する。天皇は征服者で

もなく、通常は国政審議の場にもいない。太政官の実力者が天皇の名において政治すべてを行

う。その場合、形式上とは言え、天皇は「至高」の存在であるという前提があってこそ政治が

動く。至高でない存在を至高とみなす暗黙の根拠が必要であった。そこで、不比等は天皇の神

格化を構築することを考えていた。天皇の権威を殯や即位の儀礼の場で示すために、それを伝

統的な和語を用いて文学的に表現する必要が生じ、柿本人麻呂らによって「高照らす日の皇子」

「大君は神にしませば」「神ながら」などの句が考案された。 

 

３．プロジェクトＹ－軽皇子の擁立 

草壁の死後 7歳の遺児軽皇子を即位させるプロジェクトＹが始まる。それを無事実現するた

め 45歳の祖母持統が即位する。草壁が亡くなった時点で天武の 10人の息子の内大津と草壁を

除く 8人が健在だった。この場合、天武が偉大な天皇でその意向が尊重されるような情勢であ

ったら、８人の息子のだれかが即位したはずである。しかし、天武は凡庸で存在感は乏しかっ

た。それに対して持統と、不比等の存在は重きをなしつつあり、中継ぎとはいえ持統の即位に

大きな障害はなかったはずだ。 

ただし、天武の長男として重きをなし、天武 14 年の新冠位制で、草壁、大津に次ぐ位階を

授かった高市皇子がいた。不比等はこの高市を太政大臣にすると同時に大幅な増封をした。高

市の実力を認め、不比等がまだ若輩で高市の協力を必要とし、又軽皇子に健康の問題があった

りして、草壁に代わる持統の即位を実現するためにこのような妥協が必要であったのだろう。 

軽皇子の元服前年に高市皇子が亡くなる。この時代まで明確な皇位継承法が存在せず、天皇

といえども後継者を指名する権限がなかったが、軽皇子の即位が決定する。ここには、持統と

不比等の権勢には及ばないものの、直系相続なら太政官の長男で 21 歳の長屋王が皇位に相応

しいだけに彼の協力があったとみるべきだろう。現に長屋王が軽皇子の妹と不比等の娘との婚

姻が数年足らずで成立していることから十分想定して良いと思う。 

文武が即位の詔では、「高天原」という語が初めて使われる。「天原」だけでは地上において

遠く空をながめる意味しかなかったのが、空を越えたかなたに天上世界を現出させ、持統を「日

女の神」すなわち太陽とした。つまり「高天原」という概念の成立により、単なる「日女の神」

から「天照大神」へのイメージの展開が可能になった。その上で天皇が高天原に始まる皇位を

遠・中・今にいたるまで「いや継々に」受け継いだとして文武の正当性を成り立たせた。この

持統から文武への皇位継承宣言の根拠として、万世一系の神話が必要となった。 

 

４．プロジェクトＺ－首皇子の擁立 

文武が即位し、不比等の娘の宮子が首皇子を生む。同じ年不比等と県犬養美千代との間に 

首の妻となり光明皇后となる光明子が生まれる。この頃、不比等の権勢は強大であった。し

かし、702年持統が亡くなり、４年後病に倒れた文武は首が幼いので、母阿閉皇女への譲位を

申し出る。ただ、阿閉皇女は即位せずになくなった草壁皇子の妃であったに過ぎず、皇后とし

ての実績はない。しかも、この時期、不比等には父が天武天皇の長子高市皇子である長屋王が

強力なライバルとして出現していた。そこで不比等は遷都の発議をさせ大事業の展開を図る。
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草壁の命日にあたる日を国忌にして、妃の阿閉皇女を皇后に準じる扱いとする。文武の死後阿

閉皇女を元明として即位させる。ただ、天武の皇子たちが生存しているので、元明即位の不自

然さを解消するために、遠い昔天智天皇が立てた法として「不改常典」を用意する。この「不

改常典」の研究は多々あるが、この時不比等が創作したもので、中身はなく天智の名を出して

元明の即位を正当化したものにすぎない。 

 

第３章 天孫降臨神話の成立 

１．天孫降臨神話への道 

大化の改新後、中央集権国家を目指す改革が始まった過程で、形だけ中国の制度を受容し、

もともとはない無粋な概念を想定し、あたかもそれらしいものを創造して、それを十分堪能す

る。そういうものとして出現したのが「天皇制」で、そうした天皇制を説明するものとして聖

徳太子と天皇神話が作られた。 

その構想の途中で、草壁、文武が死し、そのつど急遽臨時の中継ぎ女帝が即位する事により

ストーリーが二転三転し、アマテラスが出現し、高天原が構想され、天孫降臨というモチーフ

が成立した。この間、持統と草壁のためであった神話を、不比等は主人公を自分に作り替えた。 

天照の孫のニニギが地上の葦原中国を支配するために日向の高千穂に天下るという天孫降

臨神話は『日本書紀』の巻二冒頭部分にあるが、本文のほかに異説として「一書」がある。こ

れらの書の違いをみると、天孫降臨の司令神としてアマテラス系とタカミムス系に分類できる。 

 

２．プロジェクトＸ・Ｙの神話 

草壁の即位を企図していた段階では、高天原もアマテラスもまだなく、八百万千万神が天の

河原で神分り（かみはかり）して、「日の皇子」を地上に派遣するというものであった。せい

ぜい草壁の即位を天上の神々の意志とするだけであった。ただし天上の支配者として「天照ら

す日女の命」が登場し、それが持統を指している。プロジェクトＸであり天皇神話の始まりだ。 

草壁が亡くなった後、文武の即位を目的とした頃は、司令神がアマテラス＝持統で降臨神 

がオシホミミ＝草壁からニニギ＝文武に交替する。この間、国家の形成とともに法や行事、

儀礼が整い、それに伴い、随伴神など神話もつぎつぎと生まれる。そして、決定的意味をもつ

のが、アマテラスが君臨し、天孫降臨の出発となる日本神話固有の「高天原」の成立である。

これが皇室の尊厳を象徴することになる。 

 

３．プロジェクトＺの神話 

707 年文武が亡くなり、不比等は中継ぎとして元明を立て、次に首皇子の即位をみこした神

話を構想する。その「プロジェクトＺ」の神話では持統の没後、降臨の場にアマテラスも草壁

を連想させるオシホミミもいない。タカムスヒが単独で、直接ニニギに降臨を命じている。こ

のタカムスヒは高皇産霊尊で、万物生成の根源にある、最高の存在でありこれは不比等を指し

ている。この段階では降臨地や神武東征、随伴神も作られ、記紀神話の全体像が出来上がった。 

 

４．古事記の神話 

古事記の降臨神話は神話の母体となる政治状況が異なるアマテラス系とタカミムス系の両

方の要素を備えている。一方は文武であり、他方は聖武擁立であった。古事記の神話全体を見

るとプロジェクトＺの段階に踏み込んでいながら、アマテラス系神話の基本構造を残している。

しかも、不比等を意味するタカムスヒの神名を高木神とした。これは不比等の権勢に動ぜず、

不比等を快く思わなかった長屋王の意向が『古事記』の最終段階に及んだのであろう。 

                                     終わり 


