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「ロータリーの理念と精神の追求」

卓話 「私の職業　ホテルサービスについて」　勝会員
Weekly No. 1455は水間副委員長が担当しました。
Weekly No. 1456は宮川委員が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 阪本会長

先週内容

次週 第1456回 例会予告　平成24年5月14日

Weekly No.1455／ 平成24年5月7日

卓話 「エンバーミングにつてい（遺体衛生保全）」
  公益社　関西エンバーミングセンター
  センター長　宇屋　貴 様
  本田会員ゲスト
今週の歌「君が代」「奉仕の理想」

第1455回例会　平成24年5月7日

出席報告
●会　員　数 49名 ●来　　　　客 1名
●出席会員数 37名 ●本日の出席率 82.22％
●4月2日の出席率（メーキャップを含む） 100％

阿部副幹事幹事報告

先週例会でご案内の通り、盛岡西RCの移動
バス贈呈のプロジェクトに当クラブは協賛し、
本日の贈呈式に阪本会長、紙谷幹事をはじめ、
５名の方々が出席されています。
本年度のIMは茨木東RCがホストクラブとし
て開催されました。次年度IMは吹田RCのホス
トクラブが決定しています。気になるのは、
次々年度のIMは我がクラブがホストクラブと
して迎えることになるかも知れないと皆さん
が言っています。その年度の会長予定者が私
ということです。
私なりに調べてみました。前回我々のホス
トクラブは2002～2003年度（栢本会長、由上
幹事）新井IM実行委員長のもと、2003年2月1
日に開催しています。その時は「職場体験」の
テーマで豊津西中学校を主に、子供達には夢
と感動を、そして私達にはロマンを与えてく
れました。一年半かけての集大成で地区役員
から賞賛を受けたことを思い出します。
ところで、当クラブのIMホストクラブは逆
算していくと、12RCですから、2014～2015
年の3年後ではないかと思いますが…？

ロータリー雑誌月間

◦次週４月30日㈪は振替休日となっており、
例会はありませんのでお間違いのなきよう
よろしくお願い致します。

阿部次年度幹事次年度幹事報告
◦2012～13年度のための地区協議会も今週
土曜日4月28日とせまって参りました。最後
のご案内をBOXへお配りしましたので、出
席予定者の方はお忘れなきよう、よろしく
お願い致します。
◦本日例会終了後、次年度理事会を開催致し
ますので次年度理事の方はお残り下さい。

日本の現存する書物で一番古いのが古事記
で西暦712年に書かれていますが、次の日本書
紀は7年後の720年に完成しています。今年は
西暦2012年で、古事記が書かれてから丁度
1300年に当たりますので、この古事記と日本
書記の裏話をさせて頂きます。

第一部は古事記や日本書紀を誰が何のために
作らせたか、第二部は記紀に使われている言
葉から古代史を探求します。
この書物を制作するように命じたのは40代
天武天皇で、稗田の阿礼や親王にこれらの書
物の作成を命じています。その事は古事記の
序文に太安万侶が記載していますし、日本書
紀には詳細に編纂者の名前まで記載されてい
ます。

それではなぜ天武天皇が改めて日本の歴史書
の作成を命じたのか、その本音に迫ります。
この天武天皇（40）は兄の天智天皇（38）の
子の大友皇子（弘文天皇39代）を倒して天武
天皇として672年に即位しています。日本の歴
史の中では前天皇を殺して自分が天皇に即位
したケースは非常に珍しいケースです。天皇
に成る前の競争相手の皇太子や天皇の子を殺
す事はこの時代では当たり前の事ですが、天
皇を殺して天皇になったケースはありません。
　そこで、先帝を滅ぼした事実を後世の歴史
家に任すとどのように書かれるか心配で、天
武天皇が即位して10年たった681年に親王や
家臣に命じて、大友皇子を倒して自分が天皇
に即位をした事には十分な理があるように歴
史書を書かせたのが日本書紀です。古事記も
天武天皇が稗田の阿礼にそのように編纂を命
じていましたが途中でとん挫しており、三代
後の元明（43）天皇が太安万侶に命じて古事
記を完成させましたが、この古事記には推古
（33）天皇までの記述しか記載されていませ
ん。ですからこの古事記は聖徳太子が蘇我馬
子と共につくった天皇記の写本ではないかと
思われます。（この天皇記の原本は乙巳の変で
焼失したと言われています）

簡単に古事記と日本書記について説明します。

𠮷田委員長

古事記には日本の国土がまだドロドロした
状態で国土として固まっていなかった時に
神々が淡路島を作る神話から始まり、高天原
から天照大御神の孫の瓊瓊杵尊が天下り、そ
のひ孫の神武天皇が初代天皇となり、33代の
推古天皇までの各天皇の業績が書かれていま
すが、天武天皇の事は書かれていません。
一方日本書紀の方は30巻の大作で、この制
作には時間がかかり、30数年後には天武天皇
（40）の皇后の持統天皇（41）もなくなり、後
の元明天皇（43）の時代に完成しました。内容
は古事記と同じように神代の時代から始まり、
最後は天武天皇と皇后の持統天皇の御代まで
の事が克明に書かれています。しかし先帝の
弘文天皇（39）が即位していた事は書かれて
おらず、即位前の大友皇子との戦で天武天皇
（40）は正当防衛のために戦ったと書かれてい
ます。

それでは大友皇子は誰に何時、天皇として認
められたのか。
日本書紀に書かれていた皇統を訂正すると
言う事がどれだけ大変なことかは皆さまにも
ご理解いただけると思いますが、明治政府は
明治三年（1870年）に日本書紀の記載は事実
ではないと、大友皇子を39代天皇と認め弘文
天皇と追号しました。この事により天武天皇
（40）の目論見は1200年後に見破られました。

それではなぜ兄の子の天皇を殺してまで自分
が天皇になったのか。
天皇家の系譜を参考にして頂きたいのです
が、天智天皇（中大兄皇子）と天武天皇（大海
人皇子）は、舒明天皇（34）とそのお妃で後に
皇位を継がれた皇極天皇（35）のお子さんで
本当の兄弟です。その兄弟が争うにはそれな
りの原因がありました。
第一の原因は面子をつぶされた天武天皇

（40）の弟の恨みです。具体的には天智天皇（中
大兄皇子）が即位したときに次期天皇候補と
して大海人皇子（天武天皇）を皇太子として指
名していましたが、自分の子供が大きくなっ
てくると天皇を息子（大友皇子）に譲りたくな
り太政大臣（671年1月）の位に付け、皇太子
としての大海人皇子の実務の仕事を取り上げ
て、その挙句大海人皇子を皇太子から下ろし
ました。この名誉を傷つけられた恨みです。
第二の原因はもっとドロドロした男女の問
題です。天智天皇は弟の大海人皇子（天武天皇）
の妻になっていた絶世？の美人の額田王に横
恋慕をして、大海人皇子との間に子供がいる
にも関わらず額田王を天智の妃にしてしまっ
た。さすがにこの問題は根が深く、天武が天智
に恨みを抱いたのも尋常では有りません。

壬申の乱。天皇に対するクーデターがなぜう
まく成功したのか。
天皇に対するクーデターが成功するにはよ
ほどの状況が無いとうまくいきません。しか

し　この時の情勢は天武天皇（40）に味方し
ていました。天智天皇（38）は百済が唐と新羅
の連合軍に滅ぼされていたにも関わらず、百
済の再興の為に日本から4万の大軍を800艘の
船に乗せて百済に送り、白村江（ハクスキノエ）
の戦いで大惨敗しました（663年）。各豪族も
大勢の武将を失い、おまけに大変な出費をし
た負け戦で大変な痛手を被っており、この戦
いに対する報奨も無く、天智天皇（38）に対す
る不満がたまっていました。また、西国の豪族
は新羅と唐の連合軍が日本に攻めてくるとの
情報から、その進軍に備えて山城を築いて戦々
恐々としておりました。この状況の中で天智
天皇（38）が崩御したので、大海人皇子は日頃
よりよしみを通じておりました東海地方の豪
族を味方につけてクーデターを起こし一気に
勝利を得ました。西国地方の豪族が大友の皇
子を支援できる状態で無いと読んだ天武（40）
の勝利です。

第一部の結論として、この古事記や日本書紀
は天武天皇が自分の行為を正当化するために
自作自演で作らせた歴史書と言えます。

第二部としてこの古事記や日本書紀に使われ
ている言葉から日本の古代史を探求します。

古代の日本ではどんな言葉が使われていたの
か。
12000年前の縄文時代から我が国に言葉が
ありましたが、これは北方から日本列島に入っ
てきたツングース語と南方から日本列島に
入ってきたオーストロネシア語が数千年かけ
てまじりあって日本語の話し言葉が出来たと
言われているが定かではありません。
その縄文語とも言うべき日本言葉に、稲作
を持ち込んだ中国大陸から朝鮮半島を経由し
て渡来した人たちが話し言葉としての古代朝
鮮語を持ち込み、これが当時の縄文語とまじ
りあって弥生語が形成されていったと思われ
ます。
次に大陸から渡来した支配者層が漢字文化
を持ち込んできました。その証拠に西暦57年
と西暦107年に倭国から後漢の皇帝に親書を
出し貢物をしているが、この頃既に一部の大
王たちは漢字を使っていたと思われる。　
三世紀後半、卑弥呼の時代の銅鏡には漢字
が書かれています。勿論中国で作られた銅鏡
であれば漢字が書かれているのは当然ですが、
多くの古墳から発見された日本製の銅鏡にも
漢字が使われていますので、一部の渡来系上
流階級では漢字が使用されていたものと考え
られています。

漢字の音読みに呉音と漢音とがある理由。
日本の漢字は音読みと訓読みがあります。
音読みは漢字を輸入したままの発音、訓読み
は日本語に当てはめて使用した読み方。しか
し、音読みにも二通りあり、呉音と漢音の発音

があります。（下の漢字の太字は呉音で後者が
漢音です）

　日　にち　じつ　／　力　りき　りょく

　役　やく　えき　／　万　まん　ばん

　米　まい　べい　／　乙　おつ　いつ

　大　だい　たい　／　神　じん　しん

　男　なん　だん　／　女　にょ　じょ

　老若男女　ろうにゃくなんにょ　

日本の漢字が呉音で発音される理由。
漢字がいつ日本に来たのかと言うと、三世
紀に中国から文字を使える高級貴族が一族郎
党で日本に渡来し、すぐれた文化と武力で先
住部族を服従させて大王としての地位を築き、
その後初期王朝として歴史を築いていきます。
彼らは祖国からもち込んだ漢字で自分たちの
歴史を書き残し（先代旧事本紀）、その漢字文
化が脈々と伝わり各地に漢字が広がって行き
ました。
具体的には中国の呉の国が晋に滅ぼされる
寸前に一部の王族が郎党を引き連れて江南地
方から船団を作って脱出したと、三国志の「呉
書」に書かれています。古事記・日本書記に記
載されている瓊瓊杵尊は現在の上海から黒潮
にのって宮崎県の御沙の碕に上陸しました。
　現実にこの地に呉の王族だけが持つ事を許
された玉穀璧が宮崎県から出土しています。
また各地に作られた前方後円墳から沢山の呉
の様式の銅鏡が出土している事も動かぬ証拠
です。また黒潮の流れにのって北九州を経由
し、その後対馬海流にのって丹後にたどりつ
き、その後奈良県に到達した饒速日命は32人
の武将と25の部族を引き連れてきたと先代旧
事本紀に記載されており、その遺跡として磐
船神社が残っています。
この渡来した呉の国の部族は呉音を使用し
た漢字でそれぞれの歴史書を書き残し、それ
らが綿々と受け継がれていた。それらが聖徳
太子の時代に天皇記としてまとめられ、それ
を受け継いだ古事記も当然、呉音で表記され
ています。その後も朝廷では呉音を使ってい
たのですが、遣唐使として中国に送った使節
団たちが漢字を呉音で発音したところ、当時
の唐の人達に江南地方の田舎弁と笑われて、
当時の長安で使われていた漢音を覚えて帰り
その普及に努め、日本書記は漢音で書かれた
のです。しかし既に定着している呉音はご存
じの通り現在でも通用しています。

以上のように古事記（天皇記）が呉音の漢字
で書かれているという事は、呉の国からの渡
来者が日本の初期王朝を創成し、その時以来
呉音の漢字が歴代王朝に引き継がれてきたと
言えます。

誕生御祝－4月
会員
 昭和 28 年 5 月 2 日   岡  会員
 昭和 15 年 5 月 13 日 宮川会員
 昭和 41 年 5 月 14 日 清水会員
         以上3名
会員夫人
    5 月 17 日 長屋会員夫人
    5 月 26 日 永田会員夫人
    5 月 26 日 伊藤会員夫人
         以上3名

ゲ　ス　ト 西村委員

 大阪西南RC 深田 紹雄 様
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◆石﨑会員
家内の誕生日祝いのお礼。

◆岡会員
あたたかくなってきました。

◆新井会員
第3回阪本会長杯ゴルフコンペで家内が
大変お世話になりありがとうございまし
た。

◆元田会員
野村證券江坂支店にはセミナールーム
がありますが、あまり使っていません。空
いている時は打ち合わせ等にお気軽に
お使い下さい。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 12,000円
 累計のニコニコ箱 1,115,000円

ニコニコ箱 元田副SAA

鈴木会員

卓　　話卓　　話
「日本昔噺  第五話  古事記と日本書記の裏話」

日本の現存する書物で一番古いのが古事記
で西暦712年に書かれていますが、次の日本書
紀は7年後の720年に完成しています。今年は
西暦2012年で、古事記が書かれてから丁度
1300年に当たりますので、この古事記と日本
書記の裏話をさせて頂きます。

第一部は古事記や日本書紀を誰が何のために
作らせたか、第二部は記紀に使われている言
葉から古代史を探求します。
この書物を制作するように命じたのは40代
天武天皇で、稗田の阿礼や親王にこれらの書
物の作成を命じています。その事は古事記の
序文に太安万侶が記載していますし、日本書
紀には詳細に編纂者の名前まで記載されてい
ます。

それではなぜ天武天皇が改めて日本の歴史書
の作成を命じたのか、その本音に迫ります。
この天武天皇（40）は兄の天智天皇（38）の
子の大友皇子（弘文天皇39代）を倒して天武
天皇として672年に即位しています。日本の歴
史の中では前天皇を殺して自分が天皇に即位
したケースは非常に珍しいケースです。天皇
に成る前の競争相手の皇太子や天皇の子を殺
す事はこの時代では当たり前の事ですが、天
皇を殺して天皇になったケースはありません。
　そこで、先帝を滅ぼした事実を後世の歴史
家に任すとどのように書かれるか心配で、天
武天皇が即位して10年たった681年に親王や
家臣に命じて、大友皇子を倒して自分が天皇
に即位をした事には十分な理があるように歴
史書を書かせたのが日本書紀です。古事記も
天武天皇が稗田の阿礼にそのように編纂を命
じていましたが途中でとん挫しており、三代
後の元明（43）天皇が太安万侶に命じて古事
記を完成させましたが、この古事記には推古
（33）天皇までの記述しか記載されていませ
ん。ですからこの古事記は聖徳太子が蘇我馬
子と共につくった天皇記の写本ではないかと
思われます。（この天皇記の原本は乙巳の変で
焼失したと言われています）

簡単に古事記と日本書記について説明します。

古事記には日本の国土がまだドロドロした
状態で国土として固まっていなかった時に
神々が淡路島を作る神話から始まり、高天原
から天照大御神の孫の瓊瓊杵尊が天下り、そ
のひ孫の神武天皇が初代天皇となり、33代の
推古天皇までの各天皇の業績が書かれていま
すが、天武天皇の事は書かれていません。
一方日本書紀の方は30巻の大作で、この制
作には時間がかかり、30数年後には天武天皇
（40）の皇后の持統天皇（41）もなくなり、後
の元明天皇（43）の時代に完成しました。内容
は古事記と同じように神代の時代から始まり、
最後は天武天皇と皇后の持統天皇の御代まで
の事が克明に書かれています。しかし先帝の
弘文天皇（39）が即位していた事は書かれて
おらず、即位前の大友皇子との戦で天武天皇
（40）は正当防衛のために戦ったと書かれてい
ます。

それでは大友皇子は誰に何時、天皇として認
められたのか。
日本書紀に書かれていた皇統を訂正すると
言う事がどれだけ大変なことかは皆さまにも
ご理解いただけると思いますが、明治政府は
明治三年（1870年）に日本書紀の記載は事実
ではないと、大友皇子を39代天皇と認め弘文
天皇と追号しました。この事により天武天皇
（40）の目論見は1200年後に見破られました。

それではなぜ兄の子の天皇を殺してまで自分
が天皇になったのか。
天皇家の系譜を参考にして頂きたいのです
が、天智天皇（中大兄皇子）と天武天皇（大海
人皇子）は、舒明天皇（34）とそのお妃で後に
皇位を継がれた皇極天皇（35）のお子さんで
本当の兄弟です。その兄弟が争うにはそれな
りの原因がありました。
第一の原因は面子をつぶされた天武天皇

（40）の弟の恨みです。具体的には天智天皇（中
大兄皇子）が即位したときに次期天皇候補と
して大海人皇子（天武天皇）を皇太子として指
名していましたが、自分の子供が大きくなっ
てくると天皇を息子（大友皇子）に譲りたくな
り太政大臣（671年1月）の位に付け、皇太子
としての大海人皇子の実務の仕事を取り上げ
て、その挙句大海人皇子を皇太子から下ろし
ました。この名誉を傷つけられた恨みです。
第二の原因はもっとドロドロした男女の問
題です。天智天皇は弟の大海人皇子（天武天皇）
の妻になっていた絶世？の美人の額田王に横
恋慕をして、大海人皇子との間に子供がいる
にも関わらず額田王を天智の妃にしてしまっ
た。さすがにこの問題は根が深く、天武が天智
に恨みを抱いたのも尋常では有りません。

壬申の乱。天皇に対するクーデターがなぜう
まく成功したのか。
天皇に対するクーデターが成功するにはよ
ほどの状況が無いとうまくいきません。しか

し　この時の情勢は天武天皇（40）に味方し
ていました。天智天皇（38）は百済が唐と新羅
の連合軍に滅ぼされていたにも関わらず、百
済の再興の為に日本から4万の大軍を800艘の
船に乗せて百済に送り、白村江（ハクスキノエ）
の戦いで大惨敗しました（663年）。各豪族も
大勢の武将を失い、おまけに大変な出費をし
た負け戦で大変な痛手を被っており、この戦
いに対する報奨も無く、天智天皇（38）に対す
る不満がたまっていました。また、西国の豪族
は新羅と唐の連合軍が日本に攻めてくるとの
情報から、その進軍に備えて山城を築いて戦々
恐々としておりました。この状況の中で天智
天皇（38）が崩御したので、大海人皇子は日頃
よりよしみを通じておりました東海地方の豪
族を味方につけてクーデターを起こし一気に
勝利を得ました。西国地方の豪族が大友の皇
子を支援できる状態で無いと読んだ天武（40）
の勝利です。

第一部の結論として、この古事記や日本書紀
は天武天皇が自分の行為を正当化するために
自作自演で作らせた歴史書と言えます。

第二部としてこの古事記や日本書紀に使われ
ている言葉から日本の古代史を探求します。

古代の日本ではどんな言葉が使われていたの
か。
12000年前の縄文時代から我が国に言葉が
ありましたが、これは北方から日本列島に入っ
てきたツングース語と南方から日本列島に
入ってきたオーストロネシア語が数千年かけ
てまじりあって日本語の話し言葉が出来たと
言われているが定かではありません。
その縄文語とも言うべき日本言葉に、稲作
を持ち込んだ中国大陸から朝鮮半島を経由し
て渡来した人たちが話し言葉としての古代朝
鮮語を持ち込み、これが当時の縄文語とまじ
りあって弥生語が形成されていったと思われ
ます。
次に大陸から渡来した支配者層が漢字文化
を持ち込んできました。その証拠に西暦57年
と西暦107年に倭国から後漢の皇帝に親書を
出し貢物をしているが、この頃既に一部の大
王たちは漢字を使っていたと思われる。　
三世紀後半、卑弥呼の時代の銅鏡には漢字
が書かれています。勿論中国で作られた銅鏡
であれば漢字が書かれているのは当然ですが、
多くの古墳から発見された日本製の銅鏡にも
漢字が使われていますので、一部の渡来系上
流階級では漢字が使用されていたものと考え
られています。

漢字の音読みに呉音と漢音とがある理由。
日本の漢字は音読みと訓読みがあります。
音読みは漢字を輸入したままの発音、訓読み
は日本語に当てはめて使用した読み方。しか
し、音読みにも二通りあり、呉音と漢音の発音

があります。（下の漢字の太字は呉音で後者が
漢音です）

　日　にち　じつ　／　力　りき　りょく

　役　やく　えき　／　万　まん　ばん

　米　まい　べい　／　乙　おつ　いつ

　大　だい　たい　／　神　じん　しん

　男　なん　だん　／　女　にょ　じょ

　老若男女　ろうにゃくなんにょ　

日本の漢字が呉音で発音される理由。
漢字がいつ日本に来たのかと言うと、三世
紀に中国から文字を使える高級貴族が一族郎
党で日本に渡来し、すぐれた文化と武力で先
住部族を服従させて大王としての地位を築き、
その後初期王朝として歴史を築いていきます。
彼らは祖国からもち込んだ漢字で自分たちの
歴史を書き残し（先代旧事本紀）、その漢字文
化が脈々と伝わり各地に漢字が広がって行き
ました。
具体的には中国の呉の国が晋に滅ぼされる
寸前に一部の王族が郎党を引き連れて江南地
方から船団を作って脱出したと、三国志の「呉
書」に書かれています。古事記・日本書記に記
載されている瓊瓊杵尊は現在の上海から黒潮
にのって宮崎県の御沙の碕に上陸しました。
　現実にこの地に呉の王族だけが持つ事を許
された玉穀璧が宮崎県から出土しています。
また各地に作られた前方後円墳から沢山の呉
の様式の銅鏡が出土している事も動かぬ証拠
です。また黒潮の流れにのって北九州を経由
し、その後対馬海流にのって丹後にたどりつ
き、その後奈良県に到達した饒速日命は32人
の武将と25の部族を引き連れてきたと先代旧
事本紀に記載されており、その遺跡として磐
船神社が残っています。
この渡来した呉の国の部族は呉音を使用し
た漢字でそれぞれの歴史書を書き残し、それ
らが綿々と受け継がれていた。それらが聖徳
太子の時代に天皇記としてまとめられ、それ
を受け継いだ古事記も当然、呉音で表記され
ています。その後も朝廷では呉音を使ってい
たのですが、遣唐使として中国に送った使節
団たちが漢字を呉音で発音したところ、当時
の唐の人達に江南地方の田舎弁と笑われて、
当時の長安で使われていた漢音を覚えて帰り
その普及に努め、日本書記は漢音で書かれた
のです。しかし既に定着している呉音はご存
じの通り現在でも通用しています。

以上のように古事記（天皇記）が呉音の漢字
で書かれているという事は、呉の国からの渡
来者が日本の初期王朝を創成し、その時以来
呉音の漢字が歴代王朝に引き継がれてきたと
言えます。

☆第3回吹田西RC阪本会長杯ゴルフコンペ報告
日時　4月18日㈬
場所　ジャパンメモリアルゴルフ
優勝　紙谷会員
２位　小林会員ご夫人
３位　榎原会員
４位　矢倉会員

☆次回 第11回クラブ対抗戦ゴルフコンペのご案内
日時　6月6日㈬
場所　山の原ゴルフクラブ

阿部会員ゴルフ同好会

日時　平成24年６月８日㈮18:30～
場所　「大阪船場　吉野寿司」
　　　大阪市中央区淡路町3-4-14
　　　TEL 06-6231-7181
　　　http://www.yoshino-sushi.co.jp/
内容　寿司会席
費用　約10,000円（実費精算　割り勘！）

＊＊＊＊＊＊　お店紹介　＊＊＊＊＊＊

創業天保12年　大阪船場の老舗
7代目専務と知り合いなので美味しいもの
を提供頂けます。是非ご参加ください。
申し訳ありませんが、定員は最大28名と
なりますのでご了承ください。

伊藤会員お値打ちグルメ会
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日本の現存する書物で一番古いのが古事記
で西暦712年に書かれていますが、次の日本書
紀は7年後の720年に完成しています。今年は
西暦2012年で、古事記が書かれてから丁度
1300年に当たりますので、この古事記と日本
書記の裏話をさせて頂きます。

第一部は古事記や日本書紀を誰が何のために
作らせたか、第二部は記紀に使われている言
葉から古代史を探求します。
この書物を制作するように命じたのは40代
天武天皇で、稗田の阿礼や親王にこれらの書
物の作成を命じています。その事は古事記の
序文に太安万侶が記載していますし、日本書
紀には詳細に編纂者の名前まで記載されてい
ます。

それではなぜ天武天皇が改めて日本の歴史書
の作成を命じたのか、その本音に迫ります。
この天武天皇（40）は兄の天智天皇（38）の
子の大友皇子（弘文天皇39代）を倒して天武
天皇として672年に即位しています。日本の歴
史の中では前天皇を殺して自分が天皇に即位
したケースは非常に珍しいケースです。天皇
に成る前の競争相手の皇太子や天皇の子を殺
す事はこの時代では当たり前の事ですが、天
皇を殺して天皇になったケースはありません。
　そこで、先帝を滅ぼした事実を後世の歴史
家に任すとどのように書かれるか心配で、天
武天皇が即位して10年たった681年に親王や
家臣に命じて、大友皇子を倒して自分が天皇
に即位をした事には十分な理があるように歴
史書を書かせたのが日本書紀です。古事記も
天武天皇が稗田の阿礼にそのように編纂を命
じていましたが途中でとん挫しており、三代
後の元明（43）天皇が太安万侶に命じて古事
記を完成させましたが、この古事記には推古
（33）天皇までの記述しか記載されていませ
ん。ですからこの古事記は聖徳太子が蘇我馬
子と共につくった天皇記の写本ではないかと
思われます。（この天皇記の原本は乙巳の変で
焼失したと言われています）

簡単に古事記と日本書記について説明します。

古事記には日本の国土がまだドロドロした
状態で国土として固まっていなかった時に
神々が淡路島を作る神話から始まり、高天原
から天照大御神の孫の瓊瓊杵尊が天下り、そ
のひ孫の神武天皇が初代天皇となり、33代の
推古天皇までの各天皇の業績が書かれていま
すが、天武天皇の事は書かれていません。
一方日本書紀の方は30巻の大作で、この制
作には時間がかかり、30数年後には天武天皇
（40）の皇后の持統天皇（41）もなくなり、後
の元明天皇（43）の時代に完成しました。内容
は古事記と同じように神代の時代から始まり、
最後は天武天皇と皇后の持統天皇の御代まで
の事が克明に書かれています。しかし先帝の
弘文天皇（39）が即位していた事は書かれて
おらず、即位前の大友皇子との戦で天武天皇
（40）は正当防衛のために戦ったと書かれてい
ます。

それでは大友皇子は誰に何時、天皇として認
められたのか。
日本書紀に書かれていた皇統を訂正すると
言う事がどれだけ大変なことかは皆さまにも
ご理解いただけると思いますが、明治政府は
明治三年（1870年）に日本書紀の記載は事実
ではないと、大友皇子を39代天皇と認め弘文
天皇と追号しました。この事により天武天皇
（40）の目論見は1200年後に見破られました。

それではなぜ兄の子の天皇を殺してまで自分
が天皇になったのか。
天皇家の系譜を参考にして頂きたいのです
が、天智天皇（中大兄皇子）と天武天皇（大海
人皇子）は、舒明天皇（34）とそのお妃で後に
皇位を継がれた皇極天皇（35）のお子さんで
本当の兄弟です。その兄弟が争うにはそれな
りの原因がありました。
第一の原因は面子をつぶされた天武天皇

（40）の弟の恨みです。具体的には天智天皇（中
大兄皇子）が即位したときに次期天皇候補と
して大海人皇子（天武天皇）を皇太子として指
名していましたが、自分の子供が大きくなっ
てくると天皇を息子（大友皇子）に譲りたくな
り太政大臣（671年1月）の位に付け、皇太子
としての大海人皇子の実務の仕事を取り上げ
て、その挙句大海人皇子を皇太子から下ろし
ました。この名誉を傷つけられた恨みです。
第二の原因はもっとドロドロした男女の問
題です。天智天皇は弟の大海人皇子（天武天皇）
の妻になっていた絶世？の美人の額田王に横
恋慕をして、大海人皇子との間に子供がいる
にも関わらず額田王を天智の妃にしてしまっ
た。さすがにこの問題は根が深く、天武が天智
に恨みを抱いたのも尋常では有りません。

壬申の乱。天皇に対するクーデターがなぜう
まく成功したのか。
天皇に対するクーデターが成功するにはよ
ほどの状況が無いとうまくいきません。しか

し　この時の情勢は天武天皇（40）に味方し
ていました。天智天皇（38）は百済が唐と新羅
の連合軍に滅ぼされていたにも関わらず、百
済の再興の為に日本から4万の大軍を800艘の
船に乗せて百済に送り、白村江（ハクスキノエ）
の戦いで大惨敗しました（663年）。各豪族も
大勢の武将を失い、おまけに大変な出費をし
た負け戦で大変な痛手を被っており、この戦
いに対する報奨も無く、天智天皇（38）に対す
る不満がたまっていました。また、西国の豪族
は新羅と唐の連合軍が日本に攻めてくるとの
情報から、その進軍に備えて山城を築いて戦々
恐々としておりました。この状況の中で天智
天皇（38）が崩御したので、大海人皇子は日頃
よりよしみを通じておりました東海地方の豪
族を味方につけてクーデターを起こし一気に
勝利を得ました。西国地方の豪族が大友の皇
子を支援できる状態で無いと読んだ天武（40）
の勝利です。

第一部の結論として、この古事記や日本書紀
は天武天皇が自分の行為を正当化するために
自作自演で作らせた歴史書と言えます。

第二部としてこの古事記や日本書紀に使われ
ている言葉から日本の古代史を探求します。

古代の日本ではどんな言葉が使われていたの
か。
12000年前の縄文時代から我が国に言葉が
ありましたが、これは北方から日本列島に入っ
てきたツングース語と南方から日本列島に
入ってきたオーストロネシア語が数千年かけ
てまじりあって日本語の話し言葉が出来たと
言われているが定かではありません。
その縄文語とも言うべき日本言葉に、稲作
を持ち込んだ中国大陸から朝鮮半島を経由し
て渡来した人たちが話し言葉としての古代朝
鮮語を持ち込み、これが当時の縄文語とまじ
りあって弥生語が形成されていったと思われ
ます。
次に大陸から渡来した支配者層が漢字文化
を持ち込んできました。その証拠に西暦57年
と西暦107年に倭国から後漢の皇帝に親書を
出し貢物をしているが、この頃既に一部の大
王たちは漢字を使っていたと思われる。　
三世紀後半、卑弥呼の時代の銅鏡には漢字
が書かれています。勿論中国で作られた銅鏡
であれば漢字が書かれているのは当然ですが、
多くの古墳から発見された日本製の銅鏡にも
漢字が使われていますので、一部の渡来系上
流階級では漢字が使用されていたものと考え
られています。

漢字の音読みに呉音と漢音とがある理由。
日本の漢字は音読みと訓読みがあります。
音読みは漢字を輸入したままの発音、訓読み
は日本語に当てはめて使用した読み方。しか
し、音読みにも二通りあり、呉音と漢音の発音

があります。（下の漢字の太字は呉音で後者が
漢音です）

　日　にち　じつ　／　力　りき　りょく

　役　やく　えき　／　万　まん　ばん

　米　まい　べい　／　乙　おつ　いつ

　大　だい　たい　／　神　じん　しん

　男　なん　だん　／　女　にょ　じょ

　老若男女　ろうにゃくなんにょ　

日本の漢字が呉音で発音される理由。
漢字がいつ日本に来たのかと言うと、三世
紀に中国から文字を使える高級貴族が一族郎
党で日本に渡来し、すぐれた文化と武力で先
住部族を服従させて大王としての地位を築き、
その後初期王朝として歴史を築いていきます。
彼らは祖国からもち込んだ漢字で自分たちの
歴史を書き残し（先代旧事本紀）、その漢字文
化が脈々と伝わり各地に漢字が広がって行き
ました。
具体的には中国の呉の国が晋に滅ぼされる
寸前に一部の王族が郎党を引き連れて江南地
方から船団を作って脱出したと、三国志の「呉
書」に書かれています。古事記・日本書記に記
載されている瓊瓊杵尊は現在の上海から黒潮
にのって宮崎県の御沙の碕に上陸しました。
　現実にこの地に呉の王族だけが持つ事を許
された玉穀璧が宮崎県から出土しています。
また各地に作られた前方後円墳から沢山の呉
の様式の銅鏡が出土している事も動かぬ証拠
です。また黒潮の流れにのって北九州を経由
し、その後対馬海流にのって丹後にたどりつ
き、その後奈良県に到達した饒速日命は32人
の武将と25の部族を引き連れてきたと先代旧
事本紀に記載されており、その遺跡として磐
船神社が残っています。
この渡来した呉の国の部族は呉音を使用し
た漢字でそれぞれの歴史書を書き残し、それ
らが綿々と受け継がれていた。それらが聖徳
太子の時代に天皇記としてまとめられ、それ
を受け継いだ古事記も当然、呉音で表記され
ています。その後も朝廷では呉音を使ってい
たのですが、遣唐使として中国に送った使節
団たちが漢字を呉音で発音したところ、当時
の唐の人達に江南地方の田舎弁と笑われて、
当時の長安で使われていた漢音を覚えて帰り
その普及に努め、日本書記は漢音で書かれた
のです。しかし既に定着している呉音はご存
じの通り現在でも通用しています。

以上のように古事記（天皇記）が呉音の漢字
で書かれているという事は、呉の国からの渡
来者が日本の初期王朝を創成し、その時以来
呉音の漢字が歴代王朝に引き継がれてきたと
言えます。
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日本の現存する書物で一番古いのが古事記
で西暦712年に書かれていますが、次の日本書
紀は7年後の720年に完成しています。今年は
西暦2012年で、古事記が書かれてから丁度
1300年に当たりますので、この古事記と日本
書記の裏話をさせて頂きます。

第一部は古事記や日本書紀を誰が何のために
作らせたか、第二部は記紀に使われている言
葉から古代史を探求します。
この書物を制作するように命じたのは40代
天武天皇で、稗田の阿礼や親王にこれらの書
物の作成を命じています。その事は古事記の
序文に太安万侶が記載していますし、日本書
紀には詳細に編纂者の名前まで記載されてい
ます。

それではなぜ天武天皇が改めて日本の歴史書
の作成を命じたのか、その本音に迫ります。
この天武天皇（40）は兄の天智天皇（38）の
子の大友皇子（弘文天皇39代）を倒して天武
天皇として672年に即位しています。日本の歴
史の中では前天皇を殺して自分が天皇に即位
したケースは非常に珍しいケースです。天皇
に成る前の競争相手の皇太子や天皇の子を殺
す事はこの時代では当たり前の事ですが、天
皇を殺して天皇になったケースはありません。
　そこで、先帝を滅ぼした事実を後世の歴史
家に任すとどのように書かれるか心配で、天
武天皇が即位して10年たった681年に親王や
家臣に命じて、大友皇子を倒して自分が天皇
に即位をした事には十分な理があるように歴
史書を書かせたのが日本書紀です。古事記も
天武天皇が稗田の阿礼にそのように編纂を命
じていましたが途中でとん挫しており、三代
後の元明（43）天皇が太安万侶に命じて古事
記を完成させましたが、この古事記には推古
（33）天皇までの記述しか記載されていませ
ん。ですからこの古事記は聖徳太子が蘇我馬
子と共につくった天皇記の写本ではないかと
思われます。（この天皇記の原本は乙巳の変で
焼失したと言われています）

簡単に古事記と日本書記について説明します。

古事記には日本の国土がまだドロドロした
状態で国土として固まっていなかった時に
神々が淡路島を作る神話から始まり、高天原
から天照大御神の孫の瓊瓊杵尊が天下り、そ
のひ孫の神武天皇が初代天皇となり、33代の
推古天皇までの各天皇の業績が書かれていま
すが、天武天皇の事は書かれていません。
一方日本書紀の方は30巻の大作で、この制
作には時間がかかり、30数年後には天武天皇
（40）の皇后の持統天皇（41）もなくなり、後
の元明天皇（43）の時代に完成しました。内容
は古事記と同じように神代の時代から始まり、
最後は天武天皇と皇后の持統天皇の御代まで
の事が克明に書かれています。しかし先帝の
弘文天皇（39）が即位していた事は書かれて
おらず、即位前の大友皇子との戦で天武天皇
（40）は正当防衛のために戦ったと書かれてい
ます。

それでは大友皇子は誰に何時、天皇として認
められたのか。
日本書紀に書かれていた皇統を訂正すると
言う事がどれだけ大変なことかは皆さまにも
ご理解いただけると思いますが、明治政府は
明治三年（1870年）に日本書紀の記載は事実
ではないと、大友皇子を39代天皇と認め弘文
天皇と追号しました。この事により天武天皇
（40）の目論見は1200年後に見破られました。

それではなぜ兄の子の天皇を殺してまで自分
が天皇になったのか。
天皇家の系譜を参考にして頂きたいのです
が、天智天皇（中大兄皇子）と天武天皇（大海
人皇子）は、舒明天皇（34）とそのお妃で後に
皇位を継がれた皇極天皇（35）のお子さんで
本当の兄弟です。その兄弟が争うにはそれな
りの原因がありました。
第一の原因は面子をつぶされた天武天皇

（40）の弟の恨みです。具体的には天智天皇（中
大兄皇子）が即位したときに次期天皇候補と
して大海人皇子（天武天皇）を皇太子として指
名していましたが、自分の子供が大きくなっ
てくると天皇を息子（大友皇子）に譲りたくな
り太政大臣（671年1月）の位に付け、皇太子
としての大海人皇子の実務の仕事を取り上げ
て、その挙句大海人皇子を皇太子から下ろし
ました。この名誉を傷つけられた恨みです。
第二の原因はもっとドロドロした男女の問
題です。天智天皇は弟の大海人皇子（天武天皇）
の妻になっていた絶世？の美人の額田王に横
恋慕をして、大海人皇子との間に子供がいる
にも関わらず額田王を天智の妃にしてしまっ
た。さすがにこの問題は根が深く、天武が天智
に恨みを抱いたのも尋常では有りません。

壬申の乱。天皇に対するクーデターがなぜう
まく成功したのか。
天皇に対するクーデターが成功するにはよ
ほどの状況が無いとうまくいきません。しか

し　この時の情勢は天武天皇（40）に味方し
ていました。天智天皇（38）は百済が唐と新羅
の連合軍に滅ぼされていたにも関わらず、百
済の再興の為に日本から4万の大軍を800艘の
船に乗せて百済に送り、白村江（ハクスキノエ）
の戦いで大惨敗しました（663年）。各豪族も
大勢の武将を失い、おまけに大変な出費をし
た負け戦で大変な痛手を被っており、この戦
いに対する報奨も無く、天智天皇（38）に対す
る不満がたまっていました。また、西国の豪族
は新羅と唐の連合軍が日本に攻めてくるとの
情報から、その進軍に備えて山城を築いて戦々
恐々としておりました。この状況の中で天智
天皇（38）が崩御したので、大海人皇子は日頃
よりよしみを通じておりました東海地方の豪
族を味方につけてクーデターを起こし一気に
勝利を得ました。西国地方の豪族が大友の皇
子を支援できる状態で無いと読んだ天武（40）
の勝利です。

第一部の結論として、この古事記や日本書紀
は天武天皇が自分の行為を正当化するために
自作自演で作らせた歴史書と言えます。

第二部としてこの古事記や日本書紀に使われ
ている言葉から日本の古代史を探求します。

古代の日本ではどんな言葉が使われていたの
か。
12000年前の縄文時代から我が国に言葉が
ありましたが、これは北方から日本列島に入っ
てきたツングース語と南方から日本列島に
入ってきたオーストロネシア語が数千年かけ
てまじりあって日本語の話し言葉が出来たと
言われているが定かではありません。
その縄文語とも言うべき日本言葉に、稲作
を持ち込んだ中国大陸から朝鮮半島を経由し
て渡来した人たちが話し言葉としての古代朝
鮮語を持ち込み、これが当時の縄文語とまじ
りあって弥生語が形成されていったと思われ
ます。
次に大陸から渡来した支配者層が漢字文化
を持ち込んできました。その証拠に西暦57年
と西暦107年に倭国から後漢の皇帝に親書を
出し貢物をしているが、この頃既に一部の大
王たちは漢字を使っていたと思われる。　
三世紀後半、卑弥呼の時代の銅鏡には漢字
が書かれています。勿論中国で作られた銅鏡
であれば漢字が書かれているのは当然ですが、
多くの古墳から発見された日本製の銅鏡にも
漢字が使われていますので、一部の渡来系上
流階級では漢字が使用されていたものと考え
られています。

漢字の音読みに呉音と漢音とがある理由。
日本の漢字は音読みと訓読みがあります。
音読みは漢字を輸入したままの発音、訓読み
は日本語に当てはめて使用した読み方。しか
し、音読みにも二通りあり、呉音と漢音の発音

があります。（下の漢字の太字は呉音で後者が
漢音です）

　日　にち　じつ　／　力　りき　りょく

　役　やく　えき　／　万　まん　ばん

　米　まい　べい　／　乙　おつ　いつ

　大　だい　たい　／　神　じん　しん

　男　なん　だん　／　女　にょ　じょ

　老若男女　ろうにゃくなんにょ　

日本の漢字が呉音で発音される理由。
漢字がいつ日本に来たのかと言うと、三世
紀に中国から文字を使える高級貴族が一族郎
党で日本に渡来し、すぐれた文化と武力で先
住部族を服従させて大王としての地位を築き、
その後初期王朝として歴史を築いていきます。
彼らは祖国からもち込んだ漢字で自分たちの
歴史を書き残し（先代旧事本紀）、その漢字文
化が脈々と伝わり各地に漢字が広がって行き
ました。
具体的には中国の呉の国が晋に滅ぼされる
寸前に一部の王族が郎党を引き連れて江南地
方から船団を作って脱出したと、三国志の「呉
書」に書かれています。古事記・日本書記に記
載されている瓊瓊杵尊は現在の上海から黒潮
にのって宮崎県の御沙の碕に上陸しました。
　現実にこの地に呉の王族だけが持つ事を許
された玉穀璧が宮崎県から出土しています。
また各地に作られた前方後円墳から沢山の呉
の様式の銅鏡が出土している事も動かぬ証拠
です。また黒潮の流れにのって北九州を経由
し、その後対馬海流にのって丹後にたどりつ
き、その後奈良県に到達した饒速日命は32人
の武将と25の部族を引き連れてきたと先代旧
事本紀に記載されており、その遺跡として磐
船神社が残っています。
この渡来した呉の国の部族は呉音を使用し
た漢字でそれぞれの歴史書を書き残し、それ
らが綿々と受け継がれていた。それらが聖徳
太子の時代に天皇記としてまとめられ、それ
を受け継いだ古事記も当然、呉音で表記され
ています。その後も朝廷では呉音を使ってい
たのですが、遣唐使として中国に送った使節
団たちが漢字を呉音で発音したところ、当時
の唐の人達に江南地方の田舎弁と笑われて、
当時の長安で使われていた漢音を覚えて帰り
その普及に努め、日本書記は漢音で書かれた
のです。しかし既に定着している呉音はご存
じの通り現在でも通用しています。

以上のように古事記（天皇記）が呉音の漢字
で書かれているという事は、呉の国からの渡
来者が日本の初期王朝を創成し、その時以来
呉音の漢字が歴代王朝に引き継がれてきたと
言えます。

－クラブ俳句同好会－
第二百九十八回句会
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用明（31）－祟竣（32）－舒明（34）－孝徳（36）－天智（38）
推古（33）　　　　　　皇極（35）
　　　　　　　　　　 斉明（37重）

　　　弘文（39）－天武（40）－文武（42）－ 元明（43）
　　　　　　　　持統（41）　元正（44）

中大兄皇子→天智（38）天皇
大友皇子　→弘文（39）天皇
大海人皇子→天武（40）天皇

天皇系図（下段は皇后が即位・下線は女性）

万葉仮名の紹介に万葉集から天武天皇と
額田王の有名な歌

茜指す  紫野行き標野行き  野守は見ずや  君が袖振る
茜草指　武良前野逝標野行　野守者不見哉　君之袖布留

紫の匂える妹を  憎くあらば  人妻ゆえに  我恋ひめやも
紫草能保敞類妹乎　尓苦久有者　人嬬故尓　　吾戀目八方
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