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第1145回（本年度 第33回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 4/6 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　
　小林 俊明 会員

♬SONG : 「日も風も星も」
●卓話　相続・贈与ほか
　木村 佳弘 会員

次年度の為に開催される地区研修協議会が4月15日に国際会議場
において開催されます。PETS、地区チーム研修セミナ―に続いて、次
年度の準備として行われる代表的な会合です。

出席対象者は、次年度の会長、幹事、SAA、各委員会委員長等、地区と



2016-17年度第1144回（第32回例会）
幹事報告 (3/23)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■3月23日（木）
本日は北村会員の卓話です。（代理卓話として木村
眞敏会員）ご準備よろしくお願いいたします。

例会終了後13：30より臨時総会を開催いたします。
会員の皆様全員のご出席を賜りますようお願い致
します。

■3月30日（木）
木村佳弘会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

■4月6日（木）
小林会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■4月13日（木）
2660地区IAC委員会 小池委員長に卓話を依頼し
ています。

例会前11：30より第3回ノミニー理事会を開催致
します。次年度理事・役員の皆様出席のご予定をお
願い致します。

クラブの活動の中心となるロータリアンが集まり、ガ
バナーからの活動方針に基づき、各地区委員会と各
クラブ委員会との活動を連携し、協力関係を築く為に
開催されます。

毎年開催されるこの様な会合に出席する事により、
ロータリー活動の意義や仕組みの理解に役立つと思
います、対象者の方は、出席をご予定下さい。

次年度の準備が着々と進んでいます。皆様のご理解
ご協力をお願い致します。

例会終了後、第11回5月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

■4月20日（木）
満村会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■4月27日（木）
村上会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

地区委員会、その他の報告です。

■地区研修・協議会　事前説明会
日時：3月30日（木）　14：30～16：30
会場：薬業年金会館
出席対象者：次年度クラブ各委員長・地区出向者

■米山奨学生オリエンテーション＆懇親会
日時：4月5日（水）　15：30～19：40
会場：ヴィアーレ大阪2階　クリスタルルーム
出席対象者：今年度・次年度米山奨学担当者

■紳士の料理教室
日時：4月6日（木）　17：45～20：00
会場：大阪ガスクッキングスクール（ガスビル1F）
会　費：8,000円　ビジター3,000円
※大阪天満橋ロータリークラブ様のお世話による
同好会です。

■2017-18年度 地区研修協議会
日時：4月15日（土）　13：00～17：00
会場：大阪国際会議場
出席対象者：次年度会長・幹事・各委員会委員長・

地区委員会出向者他

野球部に井戸本会員、米倉会員が入部されました



第1　日本は世界最古の国家

1. 日本は世界最古の国家

日本は、現存する国家の中で世界最古である。建国

年を最も新しく考える説でも7世紀であり（最も古

い説の建国年は紀元前660年）、2番以下を大きく

突き放している。ちなみに、2番目に古いのはデン

マークのゴーム王朝で10世紀、3番目はウィリアム

1世が建国したイギリスで11世紀である。

ところで、フランスの建国は1789年、アメリカは

1776年、中国は1949年である。フランスの上記以

前はブルボン王朝で、現在の共和国とは国体が断

絶している。中国は王朝ごとに、民族も国体も断絶

している。

ところで、日本は、神武天皇以来古墳、飛鳥時代を

通じて、天皇が「マツリゴト」、すなわち、祭祀と統治

の主体であったことは、記紀や古墳等で明確である。

遅くとも飛鳥時代の後期以降には、律令制度により

神祇官と太政官が設けられ、天皇は上記両官庁の

上に立つことにより、祭祀と統治の主体であること

が制度化された。但し、天皇親政の時期は短く、ほ

とんどは統治権の最終帰属主体として統治権の権

威者（象徴と言っていいかもしれない）に過ぎな

かった。

すなわち、神武以来、古墳、飛鳥、奈良時代を通じて、

天皇は祭主王としては国家と国民の安寧を祈り、統

治権者としては、その権限を蘇我氏や藤原氏等豪

族に委任して統治権の権威者として君臨していた。

はじまりの日本文明 　その2（日本国の起源）

木村 眞敏会員

これが、神武以来奈良時代までの我が国の国体で

あるが、摂政・関白が統治権を掌握していた平安時

代、武家が統治権を掌握していた鎌倉、室町及び

江戸時代、民定憲法になった現在、上記国体が断

絶したのではないかとの疑問生ずるかと思うので、

以下その点を論ずる。

2. 日本の国体は断絶していないのか

（1）国体の継続性について

平安時代には、藤原氏が摂政・関白として実質

的に統治することとなったが、上記摂政・関白

を任命したのは天皇である。従って、天皇は統

治権の帰属主体として権威者として君臨し、か

つ、祭祀も主宰された。よって、国体は維持され

ていた。

鎌倉、室町及び江戸時代においては、武家が統

治していたが、律令制度は明治18年まで続い

ているのである。

つまり、武家のトップである将軍の統治権の根

拠となる征夷大将軍の任命権は天皇にあり、歴

代の将軍は天皇によって任命されていたので

ある。つまり、この時代も、国の統治権の帰属主

体は天皇なのであった。

そもそも、武家自身も桓武平氏か清和源氏を

称しているところ、上記はいずれも先祖が桓武

天皇、清和天皇であり、そのことをもって統治権

の正当性の根拠としていたのである。

又、幕臣の荻生徂徠は、「大名は一応将軍の家

来ということになっていたが、その官位・官職は

天皇から授与されていたから、彼らは本当の君

主は天皇であると認識していた。」と述べてい

る。大岡越前守、大石内蔵助の棒線部分はい

ずれも官職名である。

以上いずれにしても、天皇は上記武家政権の

時代においても、権威として君臨し続けていた

のである。むろん、天皇はこの間も祭主王として、

国家、国民の安寧を祈り続けたのである。

明治治時代においては、大日本憲法第4条におい

て、「天皇は元首にして統治権を総攬し」と規定さ

れており、統治権を有していたことは明白難波崎と

は今の大阪城あたりであり、草香邑とは生駒山麓

の日下（石切）のあたりであり、上記描写は、今の地

形からして意味不明であった。

つまり、現在の地形では、大阪湾から陸上を船で

航行して大阪城あたり至り、更に、河内平野を船で

日下まで航行することになる。

ところが、大阪市立大学の地質学教室が、大阪平

野の発達史を研究したことにより上記謎が解けた

のである。

大阪平野形成の歴史は、以下の如くである。

①河内湾の時代　4000～5000年前

　（BC2000～BC3000）の状況

上町台地が岬のように南北に伸びた状態で、

西は松屋町筋から大阪湾であり、東は京橋、

森ノ宮、玉造から河内湾であり、南は八尾から

北は河内湾であった。上町台地の北は天神橋

筋あたりから江坂あたりまで、大阪湾と河内湾

の海水がイケイケの状態となっていた。

②河内潟の時代　2000～3000年前

　（BC0～BC1000）の状況

河内湾上町台地の北側は新大阪あたりまで

伸び、庄内との間は大阪湾と河潟湾の海水が

イケイケの状態であった。

河内湾内は、淀川と大和川の沖積作用により、

土砂が堆積し、潟を形成していた。

満潮時には大阪湾の海水が潟に流れ込み、

河内潟は海水で覆われている状況であった。

干潮時には、潟内の海水が大阪湾に流れ込

み、潟内は泥や川筋が露顕する状況となる。

③河内湖の時代　AD150年～350年の状況

河内湖から湖水が一方的に大阪湾に流れ込

んでいるだけで逆はあり得ない。

以上の結果、日本書紀の上記記述は②の時代で

あることは明白である。即ち、神武は満潮時に早い

潮の流れに乗って大阪湾から河内潟内の難波崎

に早く着いたのであり、干潮時に露顕した河内潟

内の川を遡って日下に着いたのである。

以上だとすれば、上記の時期は、BC0～BC1000年

の時代となる。

なお、生玉神社の社伝によれば、神武天皇が東征

の際、難波崎で足島、生島の神を祀ったことが生

玉神社の由来とされている。なお、同神社は秀吉

が大阪城築城の際、同神社の移転を命ずるまで上

記場所にあった。

3. 春秋2倍暦の修正による新紀年表による試算と考

古学等との整合性

日本書記の年数表示によれば、神武天皇建国年

（神武天皇が橿原宮で即位）は紀元前660年とな

るところ、允恭天皇まで100歳以上の天皇が半数

以上となり、極めて信憑性に問題があった。

ところで、魏志倭人伝において、上記記紀の年表に

ついて、「倭人は歳の数え方を知らない。春秋年を

採用し、1年を2年と計算している。」と記述されて

おり、日本でも明治時代の学者から同様の指摘が

あった。

そこで、上記春秋2倍暦を1年に修正し、神武天皇

から允恭天皇まで試算し直したところ、神武天皇

の即位年は紀元前37年となったのである。

新紀年表によって、日本書記の記述を読めば、い

ろいろな考古学的事実と日本書記の事実が整合

するのである。

例えば、日本書記によれば、崇神天皇、垂仁天皇及

び景行天皇らが、順次纏向に都を置いたとなって

いるが、その時期は、上記新紀年表で換算すれば、

紀元後176年となる。一方、考古学的には、1971

年の発掘調査により、紀元後180年頃に纏向に突

如、大宗教、政治都市が出現したことが判明してお

り、日本書記の記述と考古学上の発見と一致する

のである。又、日本書記によれば、上記各天皇の時

代に四道将軍を各地（西道、丹波、北陸、東海）に

派遣し、更に、日本武尊を西、東に派遣し、ほぼ九

州から東国まで全国的に統治権を及ぼしたと記述



である。

但し、天皇は議会の協賛、国務大臣の輔弼を

もって、統治していたのである。すなわち、実質

的な統治権は内閣や国会が行使しており、天

皇は権威として君臨していただけである。

明治憲法下で天皇が実質的に統治権を行使し

たのは、2度しかない。2・26事件の反乱軍の鎮

圧を命じた時と大東亜戦争の終戦を決定した

時で、前者は内閣が機能していなかったためで

あり、後者は政治的に已むえず為された措置

（クーデターの防止）である。

現憲法下においては、天皇は憲法1条において

「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の

象徴であって、この地位は主権の存する国民の

総意に基づく。」と規定され、第6条及び第7条

において、総理大臣や最高裁長官の任命、法律

や条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、外

国の大使及び公使の接受等は、天皇の国事行

為とされている。

天皇に上記権限を付与している現憲法は、統

治権が天皇の権威の下に行使されていること

は明白である。

なお、政府見解においても、天皇は日本国の元

首とされており、諸外国も天皇を元首として処

遇している。

又、明治憲法下及び現憲法下においても、天皇

は祭祀を主催されており、現在でも重要な祭祀

だけでも年間30回余り（四方拝、祈年祭、春季

皇霊祭、秋季皇霊祭、新嘗祭等）の祭祀を主催

されている。

要するに、天皇は古代から現在に至るまで、日

本国の統治権の権威者として、祭祀王として、

君臨し続けているのである。つまり、日本の国

体は、古代以来現在に至るまで断絶していな

いのである。

（2）国体の基本的理念の継続性

①国家には、それぞれ、それがなくなればその

国でなくなるような基本的な理念がある。

例えば、アメリカの基本理念は自由である。

プロテスタントが信教の自由を求めて作っ

た国なのである。自由の女神はその象徴で

ある。

フランスの基本理念は憲法第2条に規定さ

れているように平等である。平等求めて革命

を起こした国なのである。

中国は憲法第1条に規定されているように共

産党の1党独裁による社会主義国家である。

労働者の独裁的支配を目差して革命を起こ

した国なのである。

では、日本国の基本理念は、一体何なのであ

ろうか。

前回述べたように、日本には、古層として1万

5千年の縄文時代があり、その時代の宗教観

が日本人の精神の深層に甚大な影響を与え

ている。

その宗教観とは、自然信仰、すなわち、我々

を生かしてくれる自然、守ってくれる自然は

神であり、人は自然から生まれたものである

から、人と自然と神は身内であり、仲間なの

である。

記紀においても、自然から神が生まれ、その

神であるイザナギ、イザナミが、国土（自然）、

神及び人間を「生んだ。」と記述されている。

自然、神及び人は同胞であり、身内なのであ

る。ここから、和、調和という理念が生まれた

のである。

つまり、人と人との和。人と自然との和、国と

国との和。この和が日本の国体の基本的な

精神なのである。

聖徳太子の十七条憲法は上記理念から来た

ものである。それは、第一条で「和をもって尊

となす。」と規定し、「重大事は独断するべか

らず、必ず論ずべし（話合いをすべし）」。そう

すれば、道理にかなった結果が得られ、和が

実現できると説くのである。

②記紀よれば、神代の時代でも神々は、重要な

事柄を話合いで決めていた。例えば、天照大

御神が岩宿にお隠れになった際にも、神々

はその方策を神謀りして（話合）決めていた。

出雲の国譲りの際にも、大国主と天照大御

神の代理人タケミカヅチが話し合の結果、大

国主は高天原に届かんばかりの宮殿を建て

てもらうことを条件に国を譲ることを決めた

のである。

しかしながら、従来の通説は、記紀の神代編

は飽く迄も神話であるということで、上記物

語はもとより出雲国の実在すら否定していた。

ところが、出雲の荒神谷遺跡で358本の銅剣

が発掘され（今まで日本全国で発見された銅

剣の数より多い。）更に、加茂岩倉遺跡から

38個の銅鐸が発掘された（一か所の発掘数

として最大）等の事実から、出雲国の実在性

に疑いの余地はなくなった。

又、出雲大社の敷地内から、直径3メートル

に及ぶ柱跡が発掘されたことで、高さ48メー

トルの建物が立っていたことが推測されるに

至り、上記国譲り神話の実在性は確定したと

言うべきである。

そもそも、神道では、人は死ぬと、すべて神と

なるのであるから、神話の神はすべて実在し

ていたと考えるべきなのである。我々は、近

代になっても人が神になった例を知ってい

る（東郷神社、乃木神社、ポンぺ神社）。

神武東征の際、ナガスネヒコとの一戦はあっ

たが、最終的にはニギハヤヒの国譲りにより

大和王権が成立したが、これも和の精神の

賜物なのである。

そもそも、国家統一は戦争によって為される

のが世界の常識であるところ、大和王権は話

合いにより、それを実現したのであり、世界

史に類例がないのである。

平安（360年）、江戸（260年）の長期平和や

明治維新期の大政奉還、江戸城無血開城も

和の精神の賜物なのである。

要するに、和と話合いの理念は、縄文時代か

ら近代に至るまで連綿と続いているのである。

第2　地質学的知見に基づく日本建国の時期

1. では、上記のような国体の断絶の無い日本は何時

から始まったのであろうか。

どこの国でも、国民は建国記念日（年月日）を知っ

ており、盛大な行事が行われているが、日本では2

月11日であることは知られているが、それが、何年

であるかは一般に知られていない。

学説上、最も古く考える説は記紀の記載通りに紀

元前660年とする。最も新しく考えるは紀元7世紀

としている。

上記7世紀説は、律令制度の導入をもって国家の

成立とするのであるが、そう前提するなら聖徳太

子の時代に十七条憲法ができ、冠位十二階の制

ができたのであるから、その時点、つまり、六世紀

とすべきであろう。

そもそも、国家の建国の問題は、政治体制の導入

の問題ではなく、国体の断絶の無い日本において

は、創業者、つまり、初代天皇が何時統治を開始し

たのかという問題である。

つまり、初代天皇である神武天皇が何時即位され

たかの問題なのである。以下、上記の点について

論ずる。

2. 上記即位時期に関する唯一の一級資料は、日本書

紀・古事記であるが、左翼学者が支配する歴史学

会ではイデオロギー的に上記記紀が否定されて

いる事、神武の船による航行経路が現在の地形と

整合しないこと及び記紀の即位年（紀元前660

年）を前提とすると、允恭天皇迄100歳以上の天

皇が半数を超えてしまうこと等のため、神武天皇の

存在すら否定されている。

しかし、戦後多数の考古学的発見が記紀の記載内

容が事実であることを裏づけることになり、もはや、

記紀を無視することができなくなったのである。

そこで、日本書紀により、上記事実を検証すれば、

以下の如くである。

初代の神武天皇は、日向の高千穂を統治しておら

れたが、大和を統治する志を抱かれ、船で北九州、

瀬戸内海経由で大阪湾に入った。そこから「まさに

難波崎に至るとき、はやき潮ありて甚だはやきに

会いぬ。よって、名付けて浪速国とす。」「川を遡っ

て河内国の草香邑の白肩之津に至る。」と記述さ

れている。



である。

但し、天皇は議会の協賛、国務大臣の輔弼を

もって、統治していたのである。すなわち、実質

的な統治権は内閣や国会が行使しており、天

皇は権威として君臨していただけである。

明治憲法下で天皇が実質的に統治権を行使し

たのは、2度しかない。2・26事件の反乱軍の鎮

圧を命じた時と大東亜戦争の終戦を決定した

時で、前者は内閣が機能していなかったためで

あり、後者は政治的に已むえず為された措置

（クーデターの防止）である。

現憲法下においては、天皇は憲法1条において

「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の

象徴であって、この地位は主権の存する国民の

総意に基づく。」と規定され、第6条及び第7条

において、総理大臣や最高裁長官の任命、法律

や条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、外

国の大使及び公使の接受等は、天皇の国事行

為とされている。

天皇に上記権限を付与している現憲法は、統

治権が天皇の権威の下に行使されていること

は明白である。

なお、政府見解においても、天皇は日本国の元

首とされており、諸外国も天皇を元首として処
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又、明治憲法下及び現憲法下においても、天皇

は祭祀を主催されており、現在でも重要な祭祀

だけでも年間30回余り（四方拝、祈年祭、春季

皇霊祭、秋季皇霊祭、新嘗祭等）の祭祀を主催

されている。

要するに、天皇は古代から現在に至るまで、日

本国の統治権の権威者として、祭祀王として、

君臨し続けているのである。つまり、日本の国

体は、古代以来現在に至るまで断絶していな

いのである。

（2）国体の基本的理念の継続性

①国家には、それぞれ、それがなくなればその

国でなくなるような基本的な理念がある。

例えば、アメリカの基本理念は自由である。

プロテスタントが信教の自由を求めて作っ

た国なのである。自由の女神はその象徴で

ある。

フランスの基本理念は憲法第2条に規定さ

れているように平等である。平等求めて革命

を起こした国なのである。

中国は憲法第1条に規定されているように共

産党の1党独裁による社会主義国家である。

労働者の独裁的支配を目差して革命を起こ

した国なのである。

では、日本国の基本理念は、一体何なのであ

ろうか。

前回述べたように、日本には、古層として1万

5千年の縄文時代があり、その時代の宗教観

が日本人の精神の深層に甚大な影響を与え

ている。

その宗教観とは、自然信仰、すなわち、我々

を生かしてくれる自然、守ってくれる自然は

神であり、人は自然から生まれたものである
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すれば、道理にかなった結果が得られ、和が
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②記紀よれば、神代の時代でも神々は、重要な

事柄を話合いで決めていた。例えば、天照大
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のである。

しかしながら、従来の通説は、記紀の神代編

は飽く迄も神話であるということで、上記物
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として最大）等の事実から、出雲国の実在性

に疑いの余地はなくなった。
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に及ぶ柱跡が発掘されたことで、高さ48メー

トルの建物が立っていたことが推測されるに

至り、上記国譲り神話の実在性は確定したと

言うべきである。

そもそも、神道では、人は死ぬと、すべて神と

なるのであるから、神話の神はすべて実在し

ていたと考えるべきなのである。我々は、近

代になっても人が神になった例を知ってい

る（東郷神社、乃木神社、ポンぺ神社）。

神武東征の際、ナガスネヒコとの一戦はあっ

たが、最終的にはニギハヤヒの国譲りにより

大和王権が成立したが、これも和の精神の

賜物なのである。

そもそも、国家統一は戦争によって為される

のが世界の常識であるところ、大和王権は話
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第2　地質学的知見に基づく日本建国の時期
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2. 上記即位時期に関する唯一の一級資料は、日本書

紀・古事記であるが、左翼学者が支配する歴史学

会ではイデオロギー的に上記記紀が否定されて

いる事、神武の船による航行経路が現在の地形と

整合しないこと及び記紀の即位年（紀元前660

年）を前提とすると、允恭天皇迄100歳以上の天

皇が半数を超えてしまうこと等のため、神武天皇の

存在すら否定されている。

しかし、戦後多数の考古学的発見が記紀の記載内

容が事実であることを裏づけることになり、もはや、

記紀を無視することができなくなったのである。

そこで、日本書紀により、上記事実を検証すれば、

以下の如くである。

初代の神武天皇は、日向の高千穂を統治しておら

れたが、大和を統治する志を抱かれ、船で北九州、

瀬戸内海経由で大阪湾に入った。そこから「まさに

難波崎に至るとき、はやき潮ありて甚だはやきに

会いぬ。よって、名付けて浪速国とす。」「川を遡っ

て河内国の草香邑の白肩之津に至る。」と記述さ

れている。



第1　日本は世界最古の国家

1. 日本は世界最古の国家

日本は、現存する国家の中で世界最古である。建国

年を最も新しく考える説でも7世紀であり（最も古

い説の建国年は紀元前660年）、2番以下を大きく

突き放している。ちなみに、2番目に古いのはデン

マークのゴーム王朝で10世紀、3番目はウィリアム

1世が建国したイギリスで11世紀である。

ところで、フランスの建国は1789年、アメリカは

1776年、中国は1949年である。フランスの上記以

前はブルボン王朝で、現在の共和国とは国体が断

絶している。中国は王朝ごとに、民族も国体も断絶

している。

ところで、日本は、神武天皇以来古墳、飛鳥時代を

通じて、天皇が「マツリゴト」、すなわち、祭祀と統治

の主体であったことは、記紀や古墳等で明確である。

遅くとも飛鳥時代の後期以降には、律令制度により

神祇官と太政官が設けられ、天皇は上記両官庁の

上に立つことにより、祭祀と統治の主体であること

が制度化された。但し、天皇親政の時期は短く、ほ

とんどは統治権の最終帰属主体として統治権の権

威者（象徴と言っていいかもしれない）に過ぎな

かった。

すなわち、神武以来、古墳、飛鳥、奈良時代を通じて、

天皇は祭主王としては国家と国民の安寧を祈り、統

治権者としては、その権限を蘇我氏や藤原氏等豪

族に委任して統治権の権威者として君臨していた。

これが、神武以来奈良時代までの我が国の国体で

あるが、摂政・関白が統治権を掌握していた平安時

代、武家が統治権を掌握していた鎌倉、室町及び

江戸時代、民定憲法になった現在、上記国体が断

絶したのではないかとの疑問生ずるかと思うので、

以下その点を論ずる。

2. 日本の国体は断絶していないのか

（1）国体の継続性について

平安時代には、藤原氏が摂政・関白として実質

的に統治することとなったが、上記摂政・関白

を任命したのは天皇である。従って、天皇は統

治権の帰属主体として権威者として君臨し、か

つ、祭祀も主宰された。よって、国体は維持され

ていた。

鎌倉、室町及び江戸時代においては、武家が統

治していたが、律令制度は明治18年まで続い

ているのである。

つまり、武家のトップである将軍の統治権の根

拠となる征夷大将軍の任命権は天皇にあり、歴

代の将軍は天皇によって任命されていたので

ある。つまり、この時代も、国の統治権の帰属主

体は天皇なのであった。

そもそも、武家自身も桓武平氏か清和源氏を

称しているところ、上記はいずれも先祖が桓武

天皇、清和天皇であり、そのことをもって統治権

の正当性の根拠としていたのである。

又、幕臣の荻生徂徠は、「大名は一応将軍の家

来ということになっていたが、その官位・官職は

天皇から授与されていたから、彼らは本当の君

主は天皇であると認識していた。」と述べてい

る。大岡越前守、大石内蔵助の棒線部分はい

ずれも官職名である。

以上いずれにしても、天皇は上記武家政権の

時代においても、権威として君臨し続けていた

のである。むろん、天皇はこの間も祭主王として、

国家、国民の安寧を祈り続けたのである。

明治治時代においては、大日本憲法第4条におい

て、「天皇は元首にして統治権を総攬し」と規定さ

れており、統治権を有していたことは明白難波崎と

は今の大阪城あたりであり、草香邑とは生駒山麓

の日下（石切）のあたりであり、上記描写は、今の地

形からして意味不明であった。

つまり、現在の地形では、大阪湾から陸上を船で

航行して大阪城あたり至り、更に、河内平野を船で

日下まで航行することになる。

ところが、大阪市立大学の地質学教室が、大阪平

野の発達史を研究したことにより上記謎が解けた

のである。

大阪平野形成の歴史は、以下の如くである。

①河内湾の時代　4000～5000年前

　（BC2000～BC3000）の状況

上町台地が岬のように南北に伸びた状態で、

西は松屋町筋から大阪湾であり、東は京橋、

森ノ宮、玉造から河内湾であり、南は八尾から

北は河内湾であった。上町台地の北は天神橋

筋あたりから江坂あたりまで、大阪湾と河内湾

の海水がイケイケの状態となっていた。

②河内潟の時代　2000～3000年前

　（BC0～BC1000）の状況

河内湾上町台地の北側は新大阪あたりまで

伸び、庄内との間は大阪湾と河潟湾の海水が

イケイケの状態であった。

河内湾内は、淀川と大和川の沖積作用により、

土砂が堆積し、潟を形成していた。

満潮時には大阪湾の海水が潟に流れ込み、

河内潟は海水で覆われている状況であった。

干潮時には、潟内の海水が大阪湾に流れ込

み、潟内は泥や川筋が露顕する状況となる。

③河内湖の時代　AD150年～350年の状況

河内湖から湖水が一方的に大阪湾に流れ込

んでいるだけで逆はあり得ない。

以上の結果、日本書紀の上記記述は②の時代で

あることは明白である。即ち、神武は満潮時に早い

潮の流れに乗って大阪湾から河内潟内の難波崎

に早く着いたのであり、干潮時に露顕した河内潟

内の川を遡って日下に着いたのである。

以上だとすれば、上記の時期は、BC0～BC1000年

の時代となる。

なお、生玉神社の社伝によれば、神武天皇が東征

の際、難波崎で足島、生島の神を祀ったことが生

玉神社の由来とされている。なお、同神社は秀吉

が大阪城築城の際、同神社の移転を命ずるまで上

記場所にあった。

3. 春秋2倍暦の修正による新紀年表による試算と考

古学等との整合性

日本書記の年数表示によれば、神武天皇建国年

（神武天皇が橿原宮で即位）は紀元前660年とな

るところ、允恭天皇まで100歳以上の天皇が半数

以上となり、極めて信憑性に問題があった。

ところで、魏志倭人伝において、上記記紀の年表に

ついて、「倭人は歳の数え方を知らない。春秋年を

採用し、1年を2年と計算している。」と記述されて

おり、日本でも明治時代の学者から同様の指摘が

あった。

そこで、上記春秋2倍暦を1年に修正し、神武天皇

から允恭天皇まで試算し直したところ、神武天皇

の即位年は紀元前37年となったのである。

新紀年表によって、日本書記の記述を読めば、い

ろいろな考古学的事実と日本書記の事実が整合

するのである。

例えば、日本書記によれば、崇神天皇、垂仁天皇及

び景行天皇らが、順次纏向に都を置いたとなって

いるが、その時期は、上記新紀年表で換算すれば、

紀元後176年となる。一方、考古学的には、1971

年の発掘調査により、紀元後180年頃に纏向に突

如、大宗教、政治都市が出現したことが判明してお

り、日本書記の記述と考古学上の発見と一致する

のである。又、日本書記によれば、上記各天皇の時

代に四道将軍を各地（西道、丹波、北陸、東海）に

派遣し、更に、日本武尊を西、東に派遣し、ほぼ九

州から東国まで全国的に統治権を及ぼしたと記述
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されているが、考古学的には、3世記初頭に上記纏

向に造営された巨大な前方後円墳（箸墓古墳）と

同種の前方後円墳が、この時期急に全国に拡大し

ていったのであり、日本書記の記述と考古学上の

事実が一致するのである。

新規年表に基づく日本書記の記述と一致するの

は、考古学的事実だけではなく、中国の史書とも一

致するのである。更には、日本書記の記述中、従来

の春秋2倍暦では不自然な事実であったものが、

新紀年表では自然な事実として読めるようになる

のである。

日本書記の允恭天皇までの記述は新紀年表で読

むべきなのである。

要するに、神武天皇の橿原神宮での即位年は紀元

前37年ということになる。

従って、日本国の建国記念日は、紀元前37年2月

11日である。日本国は、建国後2000年余り経つ国

家であり、文字通り世界最古の国家なのである。

「12～13歳までに神話を教えない民族は例外なく滅

んでいる。」

アーノルド トィンビー

「近代日本の発達ほど世界を驚かしたものはない。そ

の驚異的発展には他の国と違ったなにものかが無く

てはならない。

果たせるかなこの国の歴史がそれである。この長い

歴史を通じて一系の天皇を頂いてきたという国体を

持っていることが、それこそ今日の日本をあらしめた

のである。

私はいつもこの広い世界のどこかに、一か所ぐらいこ

のように尊い国がなくてはならないと考えてきた。

なぜなら、世界は進むだけ進んでその間幾度も戦争

を繰り返してきたが、最後に闘争に疲れる時が来るで

あろう。

このとき人類は必ず真の平和求めて、世界の盟主を

挙げなければならない時が来るに違いない。

その世界の盟主こそは武力や金の力ではなく、あら

ゆる国の歴史を超越した、世界で最も古く尊い家柄

でなくてはならない。

世界の文化はアジアに始まってアジアに帰る。

それはアジアの高峰日本に立ち戻らなければならない。

我々は神に感謝する。

神が我々人類に日本という国を作って置いてくれたこ

とである。」

アルベルト アインシュタイン
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 23名 外国ゲスト 0名
欠席者 8名

出席率 74.19 %
3月2日の修正出席率 90.32 %

●メイクアップ
北村 　讓   3 月  4 日 IM6組インター
  シティーミーティング
嶽下 勇治   3 月  4 日 IM6組インター
  シティーミーティング

本日のメニュー

小鉢二種　春甘藍と馬鈴薯さらだ
 　蛍烏賊酢味噌
 　　分葱　若芽　蛇腹胡瓜

造　り 鯛へぎ造り
 　細魚と胡瓜の博多　あしらい

お凌ぎ 辛味大根蕎麦
 　かいわれ　糸賀喜

焚　物 金目鯛煮付け
 　桜長芋　独活　菜の花　桜麩
 　針生姜　木の芽

食　事 白御飯
 香の物（胡瓜浅漬け　昆布）
 赤出汁

村橋：本日の卓話、木村会員宜しくお願いします。

嶽下：ニコニコ

井戸本：IAC設立よろしくお願いします。

杉村：本日もよろしくお願いします。

西田：今年はいつまでも寒いですね。

吉田：ニコニコ

高島：ニコニコ

金森：お陰さまで家内は自立歩行が出来るようになり
ました。

下岡：ニコニコ

北村：結婚記念月祝

辻（一）：本日卓話、楽しみにしていました。

村上：ニコニコ

檜皮：井戸本年度の職業奉仕委員会では、早瀬委員
長に大変お世話になりました。

木村（佳）：ニコニコ

戸田：次週東京出張のため欠席します。井本会員にソ
ングをお願いします。

藤本：ニコニコ

米倉：先週、先々週とたくさんのプレゼントを有難うご
ざいました。

本日合計 : ￥38,000
累　計 : ￥1,674,220

6月1日（木）18：00～　柑子家（山本会員のお店）
にて会員研修委員会を行ないますので、ご出席
宜しくお願いします。


