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日本古代史研究の過去と現在

佐 伯

1 

われわれは，日本において原始的な国家が，この$iU しはじめる 2-3営紀から，

幕府が成立する前の腕政の時代，すなわち 12世紀の後半までの，およそ 1，000年のあいだ乞

日本の古代として，一般的に時代区分をおこなっている。しかし，ここでは 2-3世紀の邪馬台

雪の時弐から 7後紀の大化改新以前までの，いわゆる京大化前代グの時代の主要な問議選lこかぎつ

て，その研究のあゆみと動向とを境観していくことにしたい。われわれが，日 として，

とくにこの時期にかぎ?って，その研究のありさ~i をとりあげるのは，古代国家の形成にともなっ

て，県天皇制'がどのようにして成立し，それがどのような佳格をもち，またそれが，いかに現

代にまで阪本人に影響をおよぼしているのかという，葉大な鰐題喪心が，われわれのやにある

からである。

第2次世界大戦後における日本古代史の研究は，著しく進畏した。数多くのすぐれた研究カヘ

この 30年聞に，とくに戦後の学界で発設で怒るようになった若い世代の研究者によって，集積

された。そして，数多くの新しい見解が提組され，不明であった問題で解明された部分も，けっ

して少なくはない。

こうした状況になったのは，それまでの研究者が怠慢であったためではなしまたカが不足

していたためでもない。すでに 82ドのiま没，すなわち江戸幕悲の持代において， 日本古代交

の研究についても，科学的な研究の芽はみられた。とくに暁治縫新以後，日本が泣代的な国家

となると，臨史学の分野においても， 日本史を科学的に，合理的に，笑証的に研究する学詩的

な姿勢は，さらに強まって，今日における日本の躍史学研究の基盤の一つが形成されたのであっ

た。

とくに，文献史料の少ない日本古代史の分野においては，史料批判を厳?官、におこない，東ア

ジアの態史の流れの中で，日本の援史を新しく構成しなおす動きが顕著にみられたのである。

その校表的な鍔は， 720年に麗襲された r8ョド警紀iの編年的記述の初期の部分において年代

となづている紀年への批判的な研究でみるのこの研究において，第 1代の天泉とされる

神武夫患の即放の年は， 660年ほどおくさかのぼらされているとし，また穀鮮やや罷め藤史書と

対比できる歴史的事柄の記載に関しては，笑際よりも 120年も古い時代のこととされているこ

とをあ冬らかにしたのである。これを，われわれは水上代紀年論勿とよんでいる(1)。この言舎の代

であった那珂通世(1851-1908)は， w日本書紀jの利年には，この書を編纂
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日本市代史研究の過米と淡後 {主的

した歴史家たちの昨為が加えられており，また仲哀米畿の患盾であり，かっ朝鮮半鼠

軍隊を派遣し，みずからもその軍に加わり，新羅を勝伏させたという伝承をもっ神功泉院，お

よび第 15 るその子の応神の持f1;)土， f日 ではなく輯鮮の腫

毘史記jなどによって，その年先を証明すべきであると論じた問。

このれ上代紀年輪々は 1880王手ttから護んになされるが，ニの言議禽は， 8本古代史の-主守f>イ{

準を新しく設主定E2さFせた点iにこだ'tけ十意義があつためてでや;はまなしい、、亀~。 呂本め古典として，合くから移譲さ

れてきた『日本議紀Jの記述に疑いをさしはさみ，史料批判の必要性を認識させた点でも大き

な意味をもってい

したがって，こうした研究をとおして，人び、とのあいだに確信をいだカ通せたのは.r日
の古い部分の記述は，信用できないということであった。これに反して，朝鮮の膝史番，すな

わち-譲受記jなどの記載は{言頼できるということであり，竪史書としての価値札あらた

めて認識させたのであった。そしてま

兵などの衿話紙ゑなどは，墨史的事実

としてあっかわれてき

てはいないということでわった。 it:ニ f日

において神功線踏をや閣の史書である f貌志jのf愛人伝にみえる務馬台爵の女王卑弥持にあて

ていることについても，年代のうえから，ぞれを隣人としなければならぬということとなり宅

ひいては，ぞれ以前から問題になっていた邪馬台間は，大和にあったのか，それとも九州にあっ

たのかという部題について，以後，邪馬台開会九州にあった固とする説を有力にさせたのであ

る。

しかし，

究者たち

うしたすすんだ古代史の研究に対して，近世に輿睡した「国学Jの系統をひく研

明治政府が採思した当時めま支治的な万策の線に沿って，反対する動きを活発に展

関したc 彼らは， u日本書記jの記述は絶対に器用できること，それに反し

世の編築物で、あるから信轄できないこと，などをと強調した。また後らは，明治政府が日本の国

の代表者として位置づけた天皇の権威を守るために，そして朝鮮への穫量際政策に襲史的な裏づ

けをあたえるために，あくまでも神功患后伝説などの物語を塵史的事実としてあつかった。明

治政時は白日の政策をおしすすめていくうえで，そうした主張を教育の分野にもちこみ，思想

はかろうとした。そして科学的な宙代史研究者に対して圧迫を加えはじめた。

その…つめ典撃的な侠jが，久米邦武(1839-1931)の事件であった。この毒事件は 1892年に起っ

ている。彼がf持道は祭天の古詩jと鑓する論文を発表したところ則，保守的な神道家や研究者

たちから，彼の主張する日本の神道i主主宗教ではなく，東アジアにおける天を祭る古い習俗の一

つであるという解釈が，非難・攻撃さ予れた。彼らが久米邦武の読を攻撃したのは 82ドの神道

が朝鮮など東アジアのれ劣ったか悶ぐにのおい祭天の習指と同じものとしてならべられたこと

に我慢できなかったからである。そのため，ついに彼は東京大学教筏の地位から追放されてし

まったのである (4)
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以後の日本では， を絶対化し，朝鮮や中国 していく政府の政策が， ますま

されていった。こうした時代においては，天皇の間鱗にかかわる学問的な研究は不可能となヮ

た。とくに，ただちに夫議鰐の問題にふれざ、るをえない日本の紳話や古代史の分野において研

究者たちは，その発誌を抑制せざるをえないという状詑においこまれたのである。

とりわけて 1920年花以蜂の 20年揮は，ファシズムの訟11普段治のもとで，

は著しかっ

事記H日

そうしたやで， 1913年から，はじめられていた津田左右吉(1873-1961)の

の文献学的研究と，そのうえに立った日本の神話・伝説および、合代史め批判

的研究は丘“世以米めそうした方向での研究を飛躍的に高めた画期的な研究であった。彼の研

究があきらかにした点は，天皇制の起源に関する物持は後代，すなわち古代の天皇制が擁立し

た持点での遺作であり， r古事記jや f日本書紀jの応神天皇以前の記載は，

とはいえないと畿とた。またそれ以後の時代の記述にも措沼できない部分のあることを明快に

説いた(5)。

このような研究は，天皐。を唯一絶対なものとして，政治をすすめ，思想を統時揮してきていた

日本ブァシズム政府の弾正を受けることは必黙であったJ幸田左右吉の著書は 1940

分となり，出版法違反で起訴された向。そして彼は学縮図大学教読め地設を辞設させられたので

あった。

しかし，津国の蒔いた種子は死ななかった。彼のあげた成果は，彼が信条としていた明批判

がなければ，学問もなく，人関もないJという学問的精神の継承とともに，第2次世界大戦後

の日本古代史学界に主主かされたのである。

2 

きさにも述べたように，第 2 次世界大戦後の日本合代史研究の進展は，め~.ましかった。そ

れは夫議務Jjの束縛から解放され，学問研究め自由が，われわれのものとなったからである。

すでに 1930年前後から，日本の歴史学界で、は，マルクス主義史学の影響会受けて，日本古代

とらえる研究が，はじまっていた。階級の発生や，国家の成立の問題を文献

とあわせて，当時，輿接しつつあった日本考古学の研究成果を活用しながら，理論的

に解明していく気運がみられた。しかし，津留左右さの事件でも， うかがわれるように，この

さらに一段と尖鋭に天議関との対決をきiするわけにはいかない性震のもので

あったし，またこうした研究方法による研党者に対する当時の殺辞め弾EEは，激しかづたため，

この方向で、の研究が本格的に開花するのは，戦後の 1945年以後を持たなければならなかった。

そのさきがけとなったのは，戦時中の不自由な研究状況の中で，たゆまず研究をつづけてい

-石母田正の研究成果であったれ)。彼らの研究成果に学び， 主とおすの文献学的研
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究を批判的に畏取した戦後に輩出した若い世代の研究者たちの研究成果カヘこんにちの日

代史研究の基盤となっているといってよいのであるの

その第ーにあげられるのは，邪馬台留の研究についてである。こんにち， 日本ではれ

冨ブームグといわれて，日本愚民のあいだでは，邪馬台頭鰐題への関心が，とりわけ強い。そ

の場合に，ともすれば女王が君臨していた器馬台認が，大和{現在の奈良察}にあったのか，

それとも北部九1'¥>11こあったのかという所在論だけに限が向けられ，研究者たちも，そうした所

在論をめぐって論争しているように思われがちである。しかし， 日本古f¥史の研究者は，もち

ろん，そうした を無視はしていないが，問題関心の中心部分は， 2-3世紀め部馬会留め性

格がどのようなものであったのか，その当時め社会構造はどうなっていたのか，そしてまた女

王卑弥呼めま識はいかなるものであったのか，などの解明にカを入れてきたのである。

そうした続究め欝で，本格的な追究の口火を切ったのは藤間生大であった。彼が主張した点

はつぎのとおりであるo 水稿農業の成立と発幾にともない，弥生文化時f¥の中期である西暦紀

元前後のころには，かなりはっきりした生産力の地域的な不時等があらわれ，文化の笛でも顕

著な差が生まれてきた。そして部分的には奴隷が主主じ身分割もできてきたが，全体的にL:i:，

まだ共同体的な社会構成が支配的であった。奴隷制的な生産関探l:t，まだ支配的なものとはなっ

ておらず，組服2'れた土地は征服者と被征服務との連合のかたちで統轄され，務小閣の主たち

の勢力の均衡のゆで，卑弥呼が国家連合の況に共立怒れた。したがって，卑弥時は閣家連合の

体棋に君臨していたのではなしそうした体制会構成していた人びとによって制約されていた。

そして藻欝抜大は，諸小留め王たちによって制約を受けていた女王卑弥呼の姿会比較民族学の

成果にもとづいて浮き影りにしてみせたのである{へ

この藤間の鋭に対して，上田正紹は，琴s主義合躍と，それに統嘉していた態ぐにめ鶏係は，けっ

してノレ…ズな連合体ではなく" という邪馬台震からの派遣宮が諮小器に対して続みを

きかせていたことや，邪馬台国の内部におかれていた各穫の官職からもあきらかなようにう身

分と時級とをはらむ支配者集団の統属関係が，邪馬台国と，それに統属していた欝ぐにのあい

だに存夜していたのであり，そこには，すでに専制君主制の萌芽的形態がみうけられると指擁

した。そして卑弥呼が玉に共立されたのは，務小閣の王たちによってではなし邪馬台闘の内

によってであって，この段諮では，すでに王権が，父権を中心に，特定の支配者集

しつつあったとし，そして，権力め基盤としての共同体は，原始的形態の共同体で

はなしいわゆるアジア的形態の共時体であって，女王卑弥呼は，アジア的形態の共間体を銃

2'せた敗治的統一体の君主にほかならなかったと説いた問。

ゅのよ閉め説を批判したのが井上光貞であった。井上は，上回が邪馬会留め内部の諸勢力に

よって卑弥呼が王に共立されたと論じたのに対して， r貌志jの倭人依め記事の解釈を拠りどこ

ろにして，卑弥呼は，地方の諸小閣のまたらの共立によって女王となったという。また卑弥呼

nu 
oo 
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の死後に男性の去がなてられたが，たちまち戦乱が蹴ったことにもうかがわれるように争

留の王たちのあいだの均衡が成立することなくしては，邪馬台国の宗主権の安定などはありえ

なかったから，務馬会器をや心とした連合体は，それぞれ主体性をもっ諸国の連合であった。

したがってそこには等李総君主棋の萌芽は，まだみられないとした。そして井上は，地方の諸小

冨の王たちは，まだ滋級的支記者の域には達しておらず，共詩体の代表者のような存夜であっ

たらしいから 3世紀の社会は英雄時代であり，その故治体鱗は原姶的畏主義Ijの段鰻にふさわ

しいと論じた(10)。井上が， 3世紀の日本の社会を英雄時代と規定したのは，

大の仕事をふまえてのことであった(川。

この時題についての最近に至るまでの論争の推移の詳細は，佐伯有清の著書を参照されたい

が{!2J 近時，王子野邦雄が邪罵台屈を中心とする倭関連合の存者Eを指摘し，女王卑弥H乎を王とし

て共立した主体は，その連合体を構成していた国ぐにであったと論じ，あらためで上田正昭の

考えを批判した。そして務馬台富論iム大和と九チトjの故治関係を，古代菌家の発騰の鰭段階に

長Eし ゆく方法論を中心にすえなけれ誌ならないことを主張していること --， ~~ 

に付記しておこう。

いずれにしても，この方面の研究の主題は， 3t設総の日本における盟家形態がどのようなも

のであったのか，また王権のありょうが，いかなるものであったのかという点にし諮られる。

これは，王宮代夫長急務Ijの成立の問題と，そしてその形態や性格の問題と官、接にかかわっており，

日本古代史に必ける重要な研究課題の一つなのである ο こうした問題が論争されはじめた当初

;ネ日本におけるアジア的古究導部罷家の成蕊時点は，いつであったのか， という問題の究明

も一つの大きなテーマであったが，最近では，日本におけるアジア的古代専制問家の確立時点

は. 8 t陸続初頭の律令富家の確立の時点にまでひきさげる意見が有力となりつつある(lへ

3 

日本;の 2 3世紀の歴史は，中国 る『貌志Jの倭人伝によって，ある誼慶まで構

成できることは，上記の邪馬台国誌からもうかがえるであろうが，それにつづく 4世紀の時代

は，まったく文獄的に空白である G われわれは f古事記jr日本書記Jの文献史料はもっている

治三この時代iニ結当する部分は，まったく鵠沼できないことは，津田左右容の研究を紹介した

ところからでも察しられよう。われわれは， しばし;まホ謎の4t詮紀'という諮築をもちいて，

その恕白状態をあらわすが，日本め考古学の成果とならんで 5世紀訟蜂にかかわる文献史料

と批判とをとおして，醸史を祥構成させ，その空白を埋める努力がなされている c その

らも 5世紀以降の歴史の再構成が議撃をな課題であったのである。

われわれが5世紀の日本の麗史告と考える場合の史料として， きわめて有効なものは，中匿の
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慶史書の一つである花巻iの霞盟伝の記載である。ただし，この史料には，讃という名

が421年以緯，ラ徒主税に朝索してから.478年に武といっ名の王が朝貢するまで，いわゆる 6人

の倭の王たちが，宋との通交によって将軍号を譲与された動向が語られているだけであるから

もちろん全体的な日本め嬢史後はこの史料からは浮びあがってこない(l5)。

そこで〉この史料に加えて， r古事記Jr日本番記jなどの日本側の文献を批判的にあっかう

とともに，考古学による問時代の古墳の遺構や分布や古墳に溺葬されている遺物などの研究成

果を援用して 5世紀代の歴史を構築するのである。

このようにしておこなわれた研究の成果には，みるべきものがあった。その第一は， ら世紀

代のお本の王戦は，前代の王朝とは異賓な王朝であって， r古事記』や『日本欝紀jが法えてい

る第 15代の応神夫議のときに，そうした王朝の交代があったのではないかという般論が有力な

ものとなったのである。

こうした主戦交代論的挺りどころとなっ 江上波夫iJ{1948年に捷鳴し 日

本征服説グと{lべ水野祐が 1952年に発表した*五三日立更迭議'とがあった(1九これらの仮説

をふまえて，神天皇の王朝が前王朝とは系議的につながらない新しいま較であったことを論

じたのが，井上光貞であった。井上は，応、神米議の身近かには，九州地方に関係めふかい人物

カfいること， では，第 12代の天皇とされる殺行天長以前の王統につながらないこと，また

花、神天皇は，九州の鮫回の地で生まれ， f訟の神功去最股といっしょに九州より大和に帰漉したと

弘 法 承

いるグリま，

て， 豪正し

もとは九州にいた豪族そあって，大和の地方にあった政権を打ち倒し

したものであると

まだこの井上の説とはやや違うが，恵子永孝次郎による露、持新王朝読もある。

即位のきいの儀式の議後に難波の地方でおこなわれる八十島の祭畿の性携や，あるいは態衿天

皐や彼のあとを織いだ仁穂天皇に仕え

多いことなどから考えると，応神の王朝は，

まった新しい王朝で、あるというのである(19)。

ちの出身地が，難波の地方会中心とする地域に

難波の地方に足場を築冬，その地方から始

このような新王朝説の裏づけとなっているものは， r古事記Jr日本書紀Jの記述の史料批判

とならんで，いま一つは，ささにもふれたように古墳の考古学的研究による成果であ

る。日本における古墳の或立は 4 と考えられるが 4世紀末から S世記前半にな

ると，宙墳の規模はさらに一段と巨大{ちする。ぞればかりではなし古墳の翻葬品の性格も違っ

たものとなってくる。 4世紀末以前の翻葬品は，鑓や碧玉製め続飾りなどがや心であって，そ

れらは娯閥的な要素を強く示している。しかるに 4世紀末からの市壌からは，鉄畿とよばれ

ている鉄の地合や，鉄甲・鉄剣・欽i7・鉄織などの鉄製の武器具類め削葬品が多量に出土し，

もめから箪事的要素をもつものに変ってきている。このことから，当時の王たちは，
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司祭者的な性格から脱皮し，箪率的な指揮者としての性格をおびる者となったことがわかるの

である。それは，単にまたまうの性格が，時代の変還にともなって変ったことを示すのではなく，

軍事的な寵絡を強く持っていた新しい王者が，大和め地方へ入り込んできたことをも暗示して

いるのでみる。これも新しい王襲が成立した一つめ拠りどころとされるわけである。

すでにE詳し 1888年の、上代紀年論グめ論争に恕かっていた南部弘蔵 (?-1914)によって，

神功皇后のホ征緯'物語は，実は神功皇居が九州から怒って，大和の地方に入札大和め人び、

とにうち勝った事5誌をとさすものであると指摘されていたカがベ最近の新王穀読は，そのような

阿部の説を，怒らに精搬なものにしたということができる。戦後の新王朝説のもつ意報i丸、万

世一系。というれ を打破した点にあったのであって， 日本の古代史像合大きく変

えたものと評鱗できるのである。

一方，応持叉患の実名はホ誉回。といい，サ日かという称号をとなえていたこと，また彼の系

譜につらなるまだちには，このマV という称号をどなえている者が多しさらに米議ばかり

でなく，地方め豪族たちも"Jilj"の称号をもっていたことに業冒して 5世紀の時代の支権の

あり方，間家の性格を考えようとした佐伯有j警の読がある(21)。すなわち，天議やそのま族たち

ばかりでなし地方の豪族たちが，

が，王者として，その支配下においた

と同じ"JJIj"という称号をもっているの

たちから，飛びぬけて絶対的 会もつ

には至っていないことを示しているのではないか，つまり，この時点では， ;iだ日本で、は，ア

ジア的合我等学術i箆家め段階には達していなかったと考えたのである。

そうした考えを裏づけるもののーっとして佐伯は『栄書jの倭国伝にみられる 6人の倭の王

たちが，宋の王績に対して，教識に、大将主事'め字予を授与されることを要請していることをと

りあげた。倭めまたちの額いはかなえられれ宋の玉事詩;ま，後らに{委め地方め豪族たちと考え

られる者たちと開列の*将軍号汐をあたえたにすiぎなかった。これからすると，米の王朝は，

倭の::Eも，また倭の中の地方の豪族たちと問列の立場にあったことを認識していたことになる。

この事笑は日本の王や豪族たちが，当時，称していた"JJIj"の称号のあり方と，まことによく

持合するのである。

しかしながら，最近発表された の研究によると，宋の王朝が， たちに授与し

た 繁 号 ' は ， r湾じ品階にあるとはいっても，その品階の中には，さらに序列があって，倭

だちにあたえた称号と， f患の有力者たちにあたえた京将軍号8 とにはやはり援等があり，

しかも佐伯が指識した地方の豪族と患われる者たちは，実は，宋めま朝からあたえられた京将

の性婚からみて，それは実嬢的な内容をともなう称号であることからして，地方め豪族

たちであったとみなすよりも倭の王の王族の者たちであった可能性の方が強いという (22)。この

宋の時代の，他の東アジア，あるいは東北アジアの麗ぐにの主だち，ならぴに王

ちと，宋の王朝とのホ冊封関係グをと視野のうちに入れたものであって，当時の日本の
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日本古代史研究のi路公と f衣f自

王と王族，あるいは あり方iこ再検討をせまらせる性質のものである。この研究は今後の

5本の 5世紀伐についての盤史研究に新しい親野告とひらくものとして注目させられる。

4 

以上のような 5-1:仕組における日本の王轄のあり方の研究を，一つの定点として，ま

的研究による成果にもとづいて，いわゆる水識の4世紀。という日本史の空白部分をと捜めよう

とするいくつかの仮説，たとえば市イリ王朝論。、崇神王朝論。なども出されてきている{23らま

た戦後の古代史研究の反動として， ~古事記J ゃ f 日本書紀J の、皇統譜。を，そめままみとめ

たうえでで、め姦穂の露議義議カヘこんにち克られだしてし、るカが，(

石窃芳究にiは主i懐漠3譲義でで‘あり， また批判的である。

きて 6-1:佼結妥とになると，にわかに

って指描したように， r古事記iや 5日

の系譜およびそれぞれの重要な事項の記録}や

なる。その理由の一つは，

め原変料のーっとなった

〈神代の諾f云設・

か

関す

る説話や物鱒)の記録化が6世紀の時代になされたと考えられることに，はっきりみとめられ

るように，あらゆる商において記錨イじがすすみ， r日本書紀jのこの時代にかかわる記述にあっ

ても，ある緯度総頼性が増しているからである。第ニは 8世紀の奈良時代以障の鵠配結合分析 e

整理することによって 6世紀ごろの制度の実態をある程度復原できるからである。そして第

三の埋ま討は斡蘇鈎のかなり正確な記録が3まになっている rEi済本記jがそのまま 6世紀にかか

わる f日本番紀jの各記事にきi沼され，議うるいは，その書をもとにして f日本勢紀jの対外関

られているからである G

とはL、っても， 6世紀に始まる -欽ElJ!天皇の時代の rB
かなりの礎改め手が加わっているようでみる。日本めれ皇統藷。によれば〉

29代の天皇とされ，その問に，第 27代の安閑，第 28

ては，

26ft， 

平君主

裡に議伎の継殺そおこなっているが，事実は， 531年に継体天皇が死ぬと，または，その死に先

立って，この王手に欽i潟天皇が天皐の伎に附いたのである。これについては， r古事記Jの継体天

f吾済本記jにもとづく f日本書記iの本文がしるしているそれについて

また f日本書紀jの分注に引用されている惣或る本'のそれについての記載の異同，

あるい試製徳太子の家族の系認や遺徳太子の主主設などについてしるされている f上富霊籍法王

じみられる欽明天皇の在位年数と f日本番記iにしるされている若手数との食い違い，さ

らには『元興寺縁起jにみられる欽明天議時代の百済からの仏教詰来の年代と， r B本書記jに

しる怒れているその伝来年代と

531年であったと

などについての史料の批判と

るのである。
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こうした関惑に闘して，平子鐸嶺(1877-1911)は 1905年に， w日本書紀j

おることを主張じ25) つづいて喜奪回貞吉 (1871-1939)は 1928年に，この問題を発展さ

531年に継体天議め死後，皇室内に重大な事変が諮り，継体天皇の死ぬ前に欽明天皇が即位し，

その在イ立は 41王子鰐であったが，この皇設の議室ゑには，欽鶴夫議の郎{立をみとめない…派があっ

て， 534年に，継体天患の愛子である安欝天皇が，そして 536年には後の弟でJうる

位し，欽明夫患の朝挺と，安関・宣化指天患の輯認とが立主立する状態となった。そし

皇が死んだ 539年以後は，欽明天皇の地位が公にみとめられるようになったと論と

第 2次世界大戦後の 1952年には，林屋辰三郎によって，この興味ぶかしかっ 6

で重大な問題は，さらに深められた。林屋は，日本悶家成立のかげには，国家権力によって，

内蓄しのあった事笑を永久に葬り去られようとしたものも 1， 2にとどまらなかったであろう

から，そうした内乱を撮り慈し，それを顎範的に静{衡することによって，古代史研究は，はじ

めて新しい局面をひらくことができるのではないか，という開題関心から，この間閥会、継体・

欽明朝の内乱'と名づけて，つぎのように説いたのである。

継体天患が死ぬ 6年前の 527年に起った筑紫留め磐井の長蓄しに典型的にみられるように朝鮮

侵略による民衆の負扱の増大が，大和の国家権力に対するいろいろな形での皮抗となってあら

われ，そうした動きが大和朝廷を構成する中央め豪族にも反映し，それが設治的態折をどうけて，

ただちに大和悶家を打倒jするというような腹接的な表現をとらないでそれぞれの豪族を背景

とした皐伎の争奪という形態となって噴出するのであると彼はいう。そして林躍は，欽明天皇

の蒋設をはかったのは，そのころf台頭してきた蘇我Eたであり，安閑・霊化の朝磁を支持したの

が大伴氏であって，欽明天皇の襲廷と安穏・ 3芝f己満天皇の較廷の対立';1:，根本的には，朝鮮問

騒をめぐる政策上の報違にもとづく

論じた(27)。

なく，蘇我・大洋高豪族の政治的対立であったと

この 6世紀の前半期には，百済から仏教が椋えられ，以後，世界的宗教の…つである仏教の

信仰閣内に日本も組みこまれる。蘇我氏を中心として受容された仏教およびそれにともなう文

fちは，やがて飛鳥文化として開花する o そのさいに朝鮮より渡米した文化人の果たした投書評jは

みのがせない。朝鮮より渡来した人び、との日本の政治・社会・宗教・文化にあたえた影響は大

きしこれらの人びとをめぐる問題に関しでも，戦後，飛躍的に研究が滋臆した(28)。

またのちの律令患家の毒Ij震の母体ともなった宮司畿の成立の賭題も議繋である。この方面の

研究仏戦後，著しく発遺したむその代表的研究者は，井上光貞・直木孝次郎・平野邦雄らで

ある o井上の国造語Ij.部民帝f]などの研究(29乙夜ヌドの人命f].箪事務め研究(30) 平野の社会鑑識の

研究(3りなどは，最近でも日本古代史め研究に大きな影響をあたえている。

たとえば，井上光貞による部民制の研究をとりあげてみよう。井上は古代関係の史料にみえ

る部民令くまなくあたって，部民には，品部，すなわち大和朝廷に所属する手工業その飽の特
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殊な技櫛者の集団，

である吋学'

-子代，すなわち朝廷に出仕して，いろいろな面での仕事をする

させる者として設澄された都民，そして部曲，すなわち豪族の私有

民の三種類があること，そしてさらにそれぞれの部践の成立時期や，性格を明織にした。また

名ttのやで，主幹に「装部jとあるものをA禁， r茶会人部Jr莱繕部Jr菜鞍負部」などとあるも

のをB裂とし，このB型が子代とも呼ばれたと考えた。ニの井上の論は，のちに平野邦雄(32)や

直木孝次郎(33)らによって一部分修正されたが，都民の研究として，いまなお不動の佼畿をしめ

ている。最近の研究では，薗国香融や(34)狩野久(35)め業績が注毘されている Q

こうした方面の研究は， 5 -6世紀， とくに 6t仕組の出家構造や社会組織を明確にしようと

する関心からばかりではなく， 645年の大化の改新以後に成立する律令国家の性格や社会の構

造を究明するための，詰号史として研究がなきれたといってよいのである。

5 

1954年に『統日本紀研究』という 8世紀め3基本的史料の一つであり， r 8本書記jにつづ、く編

年史である f統日本紀Jに関する専門の学術雑誌が大夜歴史学会の中の一部会である畿日本紀

研究会から発刊され，こんにちまでその雑誌が統刊されていることに象徴きれているように，

古伐史研究殺は， 1950年代から，あらためで数少ない古代史の関係史料の基礎的な研究を，古

代史研究そのものと併行しておこなうようになった。

もちろん f続日本紀jは，前述めように 8殻紀にかかわる基本史料であるから，大化の改新

以前の経史史料としては，直接的な史料とはならない。しかし， w続日本記iのさFまぎまな記事

や，その他，この時抗以隆の諸史料を分析・繋穣することによって，大化改新読め轄史を再構

成させることができる。したがって，古代史研究者が f続日本記iを批判的に検討したことが，

いかに 6-7世紀史およびそれ以前の瞭史の検討に役立ったかは，はかりしれないものがある。

そのようなうえに立つての研究成果は，

品{制らの務欝に，はっきりとみられる。

や直木孝次郎(訂}そして -吉田

また占tt交の研究者は， r続B本紀jのみに肢を向けたのではなしその他の文献史料につい

ても基礎的な研究を行なった。たとえば，家永三郎の f上宮聖語法::E帝説jの研究(40) 田中卓

の lii主主主犬社衿代記jの研究(41)鎌E謀総ーの f先代拐事本紀iめ研究(42) そして佐拍手ま清の『新

の研究(43)などが，そのtt表的な文獄学的研究の成果である。また 9世紀弘前の藷史

料にみられる人名を伝記的に網羅した竹内理五・ ul毘英雄・平野邦議によるぢfえの人名辞典の

刊行は(44) 大化前代史の研究に大冬な指針をあたえた。

ところで，近年， 日本の古代史学界で控目をあつめているのは， 4-5設紀にかかわる基本

的な史料で、ある、七支刀かの錨文と，商勾簡のれ広開士王の碑。の勝文など金石文に対する再
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検討の動きである 0

414年にあたる昭

もつものである窃

これら

369年にあたる中固め東鷲の泰和 4年の年紀をしるし，まだ

られたものであり， ともに問時代の史料として第一級の側伎を

る再検討は， 1971年からはじまり，いまなお継続している o 明

の碑文ググ〉拓本が，はじめて日本にもち込まれたのは， 1883年であり，その翌年から

が中心、となって，この碑文の研究が行なわれて冬た。こめ研究が，当初，参謀本部でなされた

のは，拓本を日本にもたらした人物が，広間てとミE碑が立っている現地にスパイに入ったこと，

および、参謀本部が，当時，朝鮮・満州、I(現在の中関東北部)を護略する自的で，それらの地域

の政誌や地壊を詳織に研究していたためであった。こうした事情については，最近めホ広間土

玉砕の碑文'の再検需の中であきらかにされはじめ，その拓本を日本に将来した人物の名が，

沼匂禁信であることも，はじめて佐泊有清によっ

また在臼朝鮮人で考古学者である李滋熊は

されたのである付へ

と，明治時代の参謀本部とが

深い関係にあったことから，語匂景{言が，現地で泳法関士玉石患のE奉文グを見いだすやいなや，

彼はただちに，その碑文をすり換え，さらにその事実を認すために， 1900主手ごろに，

が"石氏後布作戦。を行なって，広関士五の碑の会議;こ石炭を塗りつけたと識とた。この学進

は. t皮が， くまなく蒐集した碑文の拓本と，碑丈の写真資料の嬬年約な研究

があるのである{州。彼の仮説に対しては，日本古代史学界では批判的であるが，碑文の拓本ι
・研究とに関しては"広関士碑の碑文かについての研究史的うえで姻期をな

すものと

こうし

~れしている。

とあわせて， 1i奉文の読み方についても，いく人かの研究者が， L， 

をより深めた{向。しかし，この穏の研究は，さらに今後，研究が議壊するであ

ろうし，また，われわれは. 4 -5i後紀の日朝関係史の正しい方向での究燐のためにも，研究

を発騰さ分てゆかなけれは、ならない。

" L 中 "''1の銘文も， 4 -5世紀の日朝関係史を究明するのに，欠かせない史料であるが，

m広閥でi二五碑の碑文H の再検討とともに，研究がふかまってきている G 上田正日誌は，朝鮮民主

な学者である金錫奈の、七支刀'の銘文に関する研究を参照しながら，

とは，百済の王に邸機していた者を意味するから，また銘文には「後世

というように，上の者が下の者にくだす文章でつづられているから，ホ七支刀'は

倭(白本)の王に一月号した刀であると議とた(48)。

正Bstま，ホ七支万かの銘文のしるすところは，吉済の王の立場から倭の支へ与え

たものとみなすべきであって，ぞれはゐくまで、も百済の王の立場を したものであって，倭

これをどう認識したかは，別の問題であるというように，ややその考え方を変えてき

ている (49)。
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ホ七支万。の銘文をめぐって，上回の考え方が慎援になってきたのは，おそらく神保公子特例

や平野邦雄(51)の指識があったからであろう。平野は，神保が快七支刀グの銘文は中悶風な常用

匂・吉持勾でつづられていると指講じたことにそって，その銘文には，百済の王が倭の主に下

賜したとか，あるいは， 日本で明治時代からいわれてきたところの苔済の王が楼めまに献上し

たとかを示す文替は，まったく使われておらず，単に蕊済の王と倭の玉とのあ

実があったことを?示?のみであると論じている。

ところ亡、七支刀H の銘文には，、供供m という文句がみられる。これま

ては，すなわち，献上競をとる研究者は，この翻勾を「たてまつるJIささげるJなどと訳し，

また下賜説に怠つ研究者は「あたえるJと解釈し，いずれも， I供供jを動詞と解してきた。し

かし f供供jにみられるように f供J られていることは， どの研究者も解釈す

るのにさいして，心のうちでは苦しんできていたのである。

最近， f:左i8有j都立，この詩題の解鳴に立ちi勾い， I供jの字は， I恭JI挟j などの字と

同じ字で， rうやうやしいJという意味をも 1)， I恭恭j という熟読さえみ t人この諾

は， Iうやうやしいきま」とか「札髄正しいよう寸Jとかの意味をもち， I供鉄jとまったく関

じ言葉であると断定した。これでゆくと「供供jをふくむ銘文の文章は， I供挟{恭器}たる侯

玉を3ましくすJ(うやうやしい侯王がくこの刀を帯びる〉のにふさわしい)と ることカぎで

きることになる。したがって，この箇所の文殺をもって「侯王にあたえるJとか?犬惑にさし

あげるjとかと解設するわけにはいかない。すなわち，献上説と下賜説とがともに成立しない

明確な援拠の一つがこの新しい読み方によって，えられたのである (52与なお，ついでにふれて

おくと， 771年の新羅の。聖護大王禅議'め銘文仏「恭恭たる孝提言，業を継ぎJ(礼儀正しい孝

行者のあと 父王の遺志を継いで、という とあることが判明し，さらに、七支刀。

の銘文の「供供Jは r恭恭j と関諾であることが議案となった。

こうした金石文についての再検討は.一見控締なことのように思われるカ三実は 4 5世紀の

日朝関保史，ひいては日本古代史の研究にとって大きな意義があるのである。いま，日本の古

代史研究は， ~らに今後の研究の発壌を期して，史料の根本的な読みなおしをふまえながら，

あらたなる方向への出発点に立っているどいうことができる。
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i主

mミ、と代紀主手議かについての絞究史は丸山二郎 fB本紀年総批判(東京.火八州出版， 1947年)を著書日現分よ。

(2) 郵弥Jl議後 IBドよ泌王子代考J(r文J1-8-9， 1888王手} きまよぴ rJ二世年紀考J(r史学雑誌J8-8 -12， 

1897年〉著書照。な主主戦後，三品彰英によって線対i浸食の論文がま誉議され， r増字書上t詮年紀三雪J(奈良，議後

干士， 1948年)と題されて刊行されている。

(3) 久米邦武「神滋は然災の古俗J(r史学会雑誌J2 -23-25， 1891王手入翌年，この論文はaDJJP後任855

-1905)の主主務ずる雑誌 f史j制 第8号iこ事記載されたれ ;これが後をめぐる事件の委主総となった。

(4) 久米邦武の馴ゃについては大久保利謙「神道警警災前俗議論一一久米邦武の大学追放…-J(協のね明

百年一一学問機院小説~--j 東京，動尊重手努， 1952年)会著書照。

(5) 湾問友:ti主主 f神代史の新しい研究.1(東京，ニ松;弘 19134'-)， r古事記及び日本書紀の総研究J(東京，

i各務主主， 1919 f手入 f神代史の研究J(東京，岩波幾1鼠 19244'-)， r古事記及日本書紀の研究J(東京，岩波

書o，1924匁)， r日本上代史研究J(東京，岩波主義l蕊 1号30f芋)， r上代日本の社会及び思想jOIU礼治 波

警1糸沿33f料。

紛 この容の 2R1こj家協グ)r古事記及 8本書紀の研究J事事代交の研究1r B本上代史研究HJ二代日本の社会

及び窓怒iの4寺普が発霊祭とな?人 民主t:31'1Iこ，者支は出絞主長途反で是主訴された。この摘異議については，家永

三郎 f記紀批判機Ef童文学j考jげヒストワアj17，ぬ57f手入のちに fB2ドの近代史学jく家族， お本評論新

社， 1957明年〉所収) ?:参照せよ。

(7) 藤間主主大 f日本主主代間家J(東京，伊藤喜善底，汐46年入浴f量感正 r<tl主主守没界グ〉彩認定以来氏伊藤喜寄宿舎

1946年)がその代表的な研究成果である。

(8) 酬 E主火の邪馬台閣に関する研究は， r政治的社会成立についての序論一一「アジア的役緩綴却射の呉

体fじのためにー仰JU康史学研究j134， 1948机慨もれた金印一一女王卑弥呼と段本の警察有毒… J
{東京， を当淡警察!瓦 1950年)などにみられる。

(9) j二aIE昭「号事馬台関問題の再検討J(r B 2ド史省庁予eJ39， 1958年，のちに『臼本前代国家成立史の研究』

く東京， 資*議事o，1959年〉所収著書男君。

立場 手宇j二1ttt 臼ヨド滋雪誌の起源J(東京， 寺苦波喜善1色 1960 年)。

鉛 ;fi王寺涜IEriぢ代食室長グ〉英雄雲寺代J(r稔楽史学j去三宅雪支払 1948 4'-)， 藤間生大 f総本民族の形成J(東京，

岩波幾o，19514'-)など参照。

ClZl f家偽有機 f研究交号事j馬台国J(東京，苦言}昨夜、文書室. 1971年)必よび?研究交戦後め務総合間J(東京.吉

)11初、文館. 1972年〉。

ω) 平野邦雄「九州における古代豪族と火隊jげ古代アジアと九外IJ.東京，司王丸投， 1金73年}。

Q4) Jj京秀三三郎事議『大系日本臣家史j第 1巻古代(東京，東京大学出版会.1975ゐ幸子〉所絞めき審議交を参照せよ。

Q5) いわゆる日人の倭の王たちの問題についての研究史は，笠井倭人 I研究史僚のまiミ日(J在家，後)11弘文鎮，

19734'-)を参照せよ。

Q6) i.IJュ滋夫の*騎馬民族日本征服説。はその竜野『騎馬民族国家j(東京，中央公論校， 19674'-) ，こ主義大成さ

れている。

郡 水野袴 B本古代王朝史論序説J(東京，水聖子叙建築恥 1952年)。その増訂版として『幡宮T日本古代王朝

要ミ議議序説(東京， /J、富山害警窓， ぬ54量子}が出絞されている α

む務 委事ょう也氏注総論箸，および 5神話から苦護処へJ(fぉ本の歴史 1，東京，中央公論札 1965年)。

立豊 後本家次郎「応、神玉事号論序説J(襲撃?皮浅ままの研究j 葬~ 5，大阪， 1吉64年、のちに f日本tif"tの氏族と天

主義1J転式務審Eゑ 1964年所収入

ω 阿部弘滋 f彼緯考J(r文.J 1 -11. 1888年)。な必後の所論については.i友18夜後「毒装勾藤広顕土玉砕文

研究と紀年論争Ja朝鮮史研究論文緩J11， 1宮九年}を参照されたい。

。J) 佐伯有精「日本古代の別(和気)についてJ(r懸史評論j137-138. 1962若手，のちに Bヱド古代のま主治

と社会.1.東京.吉)11弘文館. 1970年， s骨収入
間武図書lf;~号「平間将軍・倭隙の解釈…… 5t世紀の倭国政権にふれて一一 J (f新鮮学綴J77， 1975年九

5め たとえば幸吉井巌 f天皇の系譜と神綴J(東京，塙書房， 1967年)を参照せよ。
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制 たとえばお滋賀繁郊!神々と天皇の間一一一大和朝媛目立:ll.の前夜 j(東京，朝日新開校， 1971王子)会

参要望。

{2号 卒予護憲議 fa法体以下三塞紀の鋒簡を弁ずJ(r史学雑誌;j 16~ 6 -7. 1905年)。

喜善 義ffi良資比議長孝夫幾以下三三叉皐皇f立総承iこ関する疑問Jm室長ミt也埋j52-1， 1928年)。

立1) 林農家三長H卒後手本・欽司尊重寒冷乱の史的分析j仔立命館大学 88，1952 if..のちに f古代演雪誌の解{本l.s夜

ゑ東京大学的絞ゑ汚55王子，戸別佼〉。

居場 たとえば関発r1様化人J(東京，至文堂. 1956年). J:E設ぶ詩Br，iiJ'化人j(東京ド炎公務毛主， 1965若手)

など参照。な:t:;労苦終文化時代の仏教に関する学問的成条としてさ主自されている霊徳太子緩めいわぬる 5三
経義統J(i，夫総意主義議総・唯摩経義疏・勝髪経畿税]1こついては，その作者・撰述持基芸などを吟ぐる鋭話会ぎ多

いが. jtJニプ乙《はその成立時期は推古較のものであるとは後笑て、み 1). その作者は朝鮮系タ{畿の主義だし

た役割が大義いとみなしている。これについては井上の f院本古代仏教の展開j(東京，主主JlI弘文書案. 1975 

年)を参燃のこと。この本は帰化人の問題を知るのにも符設である。

ω) 芥上光貞仲間近主語IJの成立Ja史学雑誌、;j60-11， 1951年)および f日本古代史の諸問題J(東京， ，思索札

ぬ49年)など。

機 夜オミ孝次長H臼ヨドまな代堕雪震の構造J(東京，資本語審J，s， 1ヲ58if.)および『日本古代兵市1]史の研究j(後乳

王寺川弘文総. 1968年)など。

(31) 乎華子学長主義去、-化策代社会組織の研究(築家令官JlI弘文章ゑ 1969年)。

(3器 不聖子郊ま最「穏に隠するま三干の修蕊的統ぎ¥:J(i1t.，'Hこζ若返火宅学研究報告・人文社会科守主.1 3. 1954年)。

俄 緩ま;;;j立学次郎 f日本主主代兵藷Ij史の絞究(主主 <30>Iニ捻葬送}。

倒 議船H雲南出 11議後大兄繍1名入誌について一 二大化建立代における皇室私有民の存主主形室長… J(r段本警紀

研究j 3， 策fi(，格著書房， 1968年)。

(3日狩野久[都民需11J(門脇禎二綴「講座日本史J1， r5f~， :iit主主，東京大学出級会.1970年)。

棚 井上光殿 f日本お代悶家の研究j(東京，務総漆jみ 1965主判。

(37) 益支;;;j主語学次長r¥r日本古代の氏族と天主義j(注 19Iニ術総)。

(3番縁後!，I:lr B 木市f~政治史研究j (東京， ~高裁Eゑ 1966 i判。

機 三台E首長為 Bヰ主主旨代渓i家成立史論j(東京， 賞芝3京二大均投出版会， 1974年)。

縦書記永平安芸?と寓墾慾法王帝説の研究J(各論議ゑ言転恥三三省堂， 1951年，総論語気東京， 1953年)。ただ

し，雪長ァ主めこの続発{ま， 1943-44主f-Iこかit-r:均二なわれたものである。

長n I't議 HE"iぎ大全土争率代言eJ(大絞， 位三宮大手土手議代記刊行会， 1951年)。

総縁関純一?先代i自尊基本最己の研究.1(校卒の表s，:iit広三ぎ)11弘文豊富， 1960年，研究の葉氏主主氏 1962年)o

(43) f2¥:la挙以資?等号機室生氏録の研究j(本文総東京， 務111弘文章喜， 1962王子，研究議， J築家， 1963正予}。

制竹内線三.úJ田英雄・平聖子邦雄 f 日本r51~人名辞典ぷ務 1 著書~義~6 巻，東京， "'ぎ111弘文章露 1958-73if.， 

終7著書lま統制IJ)。

附{投1a平fi資『広間土主碑と参謀本部j(東芝九百首)11弘文紘 1976年)。

(4日 夕i幾燃『広開ゴ-玉陵碑の研究j(東京，資111弘文総， 1972年)および f好太ミEli専の滋J(東京，言葉談役，

1973年)。

臼ちたとえば浜凶秘策「高句麗広関士五隊隊3たの段像と笑f象J(r日本歴史J304， 1973年)著書Jffiしなおこの碑

3むこ関ナる 90年におよぶ研究史については， f怠f自~ì脅『研究史広開土J:碑.1 (J!t)ji:，百官川sL父宮富， 19741f.) 

を議委実現せよ。

線上ffiIEIlBr右上神宮と七支刀J(r毘ヨドのなかの朝鮮文化J9. 1971年)。

織だとえd;f，上ffiIE絡め最近の著書である?後留の汲界J(東京，講談社， 1976年)会.ltよ。

鱒 きや係公子 f七支刀絞究グ〉歩みJ(r B 2ド滋妥ミ 301，1973年}。

(51) 荻野手自殺「ヤマト王権と報室季j仔務総意葬祭装滋本塁塁史 1，1975年〉。

防) 12¥:1浅草干潟「七支万の銘文を読むー…*笈告さ供佼玉グジ〉新毒事事実一-J(間j鈴週刊淡ヲ制特集ゑ f古代玉

粉の議選lニ挑むeJ.1976年}参照。

〔付記〕

;本許認は ACTAASJATlCA， No， 32， 19761ニf掲載された "Studieson Ancient ]apanese History --Past and 

Present一一"の日本語原稿である。日l本文としては未発表のものであるので1刺繍に掲載さ
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