
3 

沖ノ島を起点とする社殿・古墳の直線配置研究Ⅲ 

平井 正則 

概 要 

『「宗像・沖ノ島と関連遺産群」を世界遺産に』という活動により注目される宗像三女神

の沖ノ島・沖津島社殿、宗像大島・中津宮社殿、宗像大社辺津宮社殿の配置が直線であるこ

とは良く知られる。 

本論文では、この謎の直線配置に興味をもち、直線配置の設置法、直線配置の意味を調査、

研究する中で、これは沖ノ島を起点として、宮若市竹原装飾古墳を貫き、飯塚市川島古墳群

１号装飾古墳まで、全長 85kmに至る非常に正確な東南向き直線（東南線）上にあることを

明らかにした。この精度ある直線配置を七世紀後半までに実現する技術には天測が欠かせな

いことを指摘する。また、この東南線の意味とは孤高の考古学者故原田大六氏の著書「磐井

の反乱」で指摘される有明海東岸地帯、遠賀川流域、宗像地域をつなぐ、主に六世紀大和中

央政府による韓半島、大陸進出に係る筑紫君・火君・水沼君・磐井君と宗像三女神祭祀の関

係の歴史的、政治的、文化的事象を示し、海の回廊に続く陸の文化の回廊ではないかと推量

する。 

 

１．序  

本論文は最近日本比較文明学会九州支部会誌「文明研究・九州」掲載の「沖ノ島を起点と

する社殿・古墳の直線配置の研究」[8]（『文明研究・九州』2014）をもとに、12月 22日-23

日「海の道むなかた館」にて開催の立命館グローバル・イノベーション研究機構主催「年縞

を軸とした環太平洋文明研究拠点」九州・宗像シンポジウム「対馬海峡と古墳文明」（海の

道むなかた館講義室）という長い題のシンポでの講演「宗像沖ノ島を起点とする直線配置」

を行った。その内容に、加筆訂正した「沖ノ島を起点とする社殿・古墳の直線配置研究Ⅱ」

[9]（日本暦学会 22号）に続く、「沖ノ島を起点とする社殿・古墳の直線配置研究Ⅲ」である。

この 2014年初出の論文に上述のシンポでの議論や最近の調査研究資料をふまえた改訂版で

ある。 
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宗像三女神を祀る田心姫神（たごりひめのかみ）の沖ノ島・沖津宮を起点に湍津姫神（た

ぎつひめのかみ）の宗像大島・中津宮、市杵姫神（いちきしまひめのかみ）の宗像大社辺津

宮の地理上の位置がほぼ直線状に並んでいることが知られている。本論文では４世紀から８

世紀日本の歴史に登場する宗像三女神の三社殿の配置に注目した。特に、最も活発な７世紀

の沖ノ島祭祀の社殿配置から遠賀川流域の装飾古墳配置に注目し、日本の“シュリーマン”

原田大六氏の著「磐井の反乱」[5]（原田 1963）に議論のある「七世紀大陸への出口は有明海

東岸にあり、冷水峠を越えて遠賀川流域から宗像地域への人、物、文化の流れがあった」と

いう原田説のひとつの物証になるのではないかと考えた。もちろん、彼の著作にはここで指

摘する社殿、古墳の直線配置の言及はない。 

この直線配置とは実際にどんなものか？どのようにして直線配置は作られたか？その意味

は何かを検討する。著者は飯塚市桂川の王塚装飾古墳の天井画が高句麗装飾古墳の眞波里３

号墳天井画（北斗七星と二十八宿）と似ているという意見を論述した[6]（平井 2003）。大陸、

特に韓半島北部高句麗の文化が遠賀川流域の装飾古墳建造に伝搬しているのではないかと考

えている。 

装飾古墳は九州では九州北岸から有明海沿岸、熊本、鹿児島に分布し、主にほぼ五世紀か

ら七世紀末に築造されたという。このような宗像三女神に係る社殿配置の東南直線を南に延

長すると宮若市竹原装飾古墳、飯塚市川島古墳群に当たることがわかったので、宗像大社三

社殿ばかりでなく、装飾古墳の配置も含めて検討した。 

 

２．宗像大社の社殿配置と装飾古墳を含む東南線の検証  

まず、Google Maps[11]の航空写真を利用して以下の社殿、古墳の中心の位置の緯度・経

度を求め、直線の最小二乗法を施す。 

採用した社殿、装飾古墳の概略は以下の通り。表２は採用した装飾古墳資料[1]（大塚

2004）。 

 

＜宗像大社三宮＞  

HTTP://WWW.MUNAKATA-TAISHA.OR.JP/HTML/SANGU_SYOSAI.HTML 

沖ノ島・沖津宮 

http://www.munakata-taisha.or.jp/html/sangu_syosai.html
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沖ノ島から韓国釜山へ 145km、宗像大島へ 49km、周 4kmの孤島で南西側の中腹に沖津宮

社殿があり、この社殿の北辺に有名な岩上信仰の巨石群遺跡が散在する[10]（安川 2002）。 

古事記・日本書記にある宗像三女神降臨の地である。 

  

宗像大島・中津宮 

上述、沖ノ島より南東に 49km、周囲約 15km、次の宗像大社から中津宮は 11kmにある。

宗像中津宮社殿は大島の南側の山の中腹にある。また、社殿登り口には“天の川”を渡る橋

や織女、彦星の小さな祠があり、毎年、七夕祭が行われている。島の北海岸には沖ノ島遥拝

所がある。 

 

宗像大社・辺津宮 

宗像市田島に方形 300mほどの広大な社域をもち、宗像三女神祭祀の中心をなす。 

ここでは本殿中央を宗像大社本殿位置に採用した。 

 

＜桜京装飾古墳＞  

HTTP://KYUHAKU.JMC.OR.JP/KOFUN_FLASH/2009/SAKURAKYO/INDEX.HT

ML 

全長約 41ｍの前方後円墳。後円部西側に横穴式石室が開口、全長約 9ｍ、前・後室からなる複室構造で、

後室奥壁には石屋形が設置されている。奥壁腰石や石屋形の支柱石には線刻と彩色による連続三角文が描

かれている。六世紀後半にかけての中国・朝鮮半島との交易活動を行った宗像氏を中心とする

有力な豪族の築造した古墳と考えられる。[10]（安川 2002） 

 

＜竹原装飾古墳＞  

HTTP://WWW.CITY.MIYAWAKA.LG.JP/HP/PAGE000000800/HPG000000749.HTM 

宮若市竹原、諏訪神社の境内の中にある。全長 18mほど、前方後円墳可能性があり、西

南に向かって開口横穴式石室は 6.7m、主に花崗岩割石で前室奥壁、後室奥壁のみに装飾が

http://kyuhaku.jmc.or.jp/kofun_flash/2009/sakurakyo/index.html
http://kyuhaku.jmc.or.jp/kofun_flash/2009/sakurakyo/index.html
http://www.city.miyawaka.lg.jp/hp/page000000800/hpg000000749.htm
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ある。前室奥壁の右側に建てた頁岩に黒と赤で鳥が描かれている。後室奥壁中央に葬送にお

ける大陸的要素を表現する壁画がある。 

「欽明紀」15年筑紫国造の一族筑紫鞍橋君の名称に係る鞍手に関連か？[2]（小林 1964の

森貞次郎氏の記事） 

 

＜川島装飾古墳＞  HTTP://OBITO1.WEB.FC2.COM/IIDUKAKAWASIMA.HTML 

川島古墳群は飯塚市川島にあり、13 基の円墳からなり、１号墳、２号墳、３号墳が整備、

公開され、七世紀後半築造とされている。古墳群は航空写真ではほぼ北西線上にあるように

見え、古墳群の中心と見える大きな川島１号装飾古墳に注目した。直径17mの円墳、羨道、

奥室があり、奥室中央に装飾がある。この古墳中央を古墳位置に採用した。 

 

   

図１ 川島古墳群（飯塚市）（写真は著者撮影、左上部は公園説明板） 

 

表１ 装飾古墳資料[1]（大塚 2004） 

http://obito1.web.fc2.com/iidukakawasima.html
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良く知られるように沖ノ島・大島・田島の本殿が直線配置にあることは伝説や祭祀の観点

からみればその意味を考えやすいかもしれない。そこで、まず、三社のみを結ぶ直線を引い

てみると傾き 44°31’、この全長 60 kmの直線からの誤差は 143m（沖ノ島）、－886m（大

島）、743m（本殿）となり、約 1km以内で三社は確かにきわめて良く直線上にある。 

 

しかし、後述に議論（≪補遺３≫）のあるように祭祀の場所の近くに社殿が置かれるとか、

社殿の遷宮や修復などを考えると社殿位置を地図の上のどこにするか？は確定できない。た

とえば、特定の範囲を考えると沖ノ島は周囲4kmていどの孤島であり、大島を見ると現在の

沖津宮社殿は南岸寄りにあり、島はこの中津宮をつらぬいて南 2.4kmで北岸に至る。また、

田島の宗像大社社殿域は 300mていどのほぼ方形で、この地域に祭祀地点は複数散在する。

したがって、三社のみにより作った平均直線に各社は 1.6km以内のずれで一致し、それ以上

の社殿位置の特定は難しい。この三社のみで決めた直線をそのまま南に延長してみると竹原

古墳は引いた線からたった 752mしかずれない。本殿から 25km離れた川島古墳の場合は大

きく 1.7kmずれる。しかし、これは川島１号墳を含む川島古墳群の存在する丘の大きさ程度

である。 

ここでは４世紀にはじまるらしい宗像三女神祭祀の三社、一方、６世紀～７世紀つくられ

たとみられる装飾古墳と建設年代の違いもあるように見えるが、とにかく、社殿、古墳の配

置を合わせて検討してみた。 

各社殿・古墳位置を航空写真で決めて緯度による経度を一次式とし最小二乗法を施す。表

２にその解析結果を示す。 

第１欄は社殿・古墳名（名称）、第２、３欄は位置（緯度、経度）、第４欄は沖ノ島から

の概略の距離（km）、最後の欄は簡単に緯度を変数とする経度を表す最小二乗法の直線（平

均直線）で近似した時の平均直線からのずれ値（km）で＋は東、－は西を意味し、経度・緯

度から地球長を考慮した概数である。ここで標高は無視している。 
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表 2 社殿・古墳の位置と平均直線のずれ 

名称 北緯(°′″)  東経(°′″) 距離(km) ずれ(km) ＋:東 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

沖ノ島沖津宮 34°14′31″ 130° 6′14″ 0   ＋0.7 

大島中津宮 33°53′50″ 130°25′54″ 49 －1.5 

桜京古墳 33°50′30″ 130°29′41″   58 －0.5 

宗像大社辺津宮 33°49′52″ 130°30′51″  60 ＋0.3 

竹原古墳   33°43′59″ 130°36′38″  74 ＋0.01 

川島古墳   33°39′39″ 130°41′33″ 85 ＋1.0 
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図２ 直線配置 

 

一次式の最小二乗曲線の結果は 

傾き値 -1.007(45°12‘) °E/°N ±0.017° 

傾きほぼ 45°の東南線である。ここでこれらの地域の経度、緯度に対する 1′（分角）あた

りの実距離はそれぞれ 1.6km、1.8kmである。 

経度(°) 

緯度（°） 

沖ノ島沖津宮 

大島中津宮 

宗像大社本宮 

桜京古墳 

竹原古墳 

川島古墳 
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表２、図２に示すように、社殿、古墳は全長 85km の直線上に配置されていると結論する。

これは望遠鏡や測量器具のない時代に、肉眼精度１分角を考えれば、驚くべき配置精度とい

える。 

表２、図２を見ると、これらの古墳を含む社殿・装飾古墳の直線配置の根拠は不明なのだ

から結果を悪く解釈すると、次の見解も可能である。 

古墳は普通かなり散在して見つかるから、たまたま都合の良い古墳を選んだ結果という可

能性もある。古墳はどれも装飾古墳で桜京古墳は大島と田島宗像大社の大社に接近している

のにずれが大きい。一方、竹原古墳はずれ30mで円墳の大きさていどで非常に良く一致する。

以上、ここで取り上げた装飾古墳の資料を特に表２を参照してほしい。 

 

３．東南線を引く方法  

解析で得た傾き 45°（東南）の方位は南北か東西の線が正確に引ければ配置位置の決定は

比較的やさしいかも知れない。 

当時、磁石はあったかどうかは不明だが外洋を行く帆船にはコンパスにあたるものはあっ

たかも知れない。この時代の羅針盤らしき星座盤の研究は平井・藤原[7]（2009）にある。ほ

ぼ６世紀飛鳥時代（592-710）には遣隋使はじめ遣唐使が派遣されたから帆船にはコンパスが

あった可能性は高い。しかし、後述するようにここで直線に配置されたとする古墳の築造は

六世紀末まで、遣隋使（600-618）、遣唐使の時代より少し古いだろうか？ 

起点の沖ノ島が見える場所では直線は簡単に引ける。しかし、大島・中津宮を見ると社殿

は小高い南側斜面の中腹にあって直接、沖ノ島は見えない。まして、竹原古墳、川島古墳か

らは沖ノ島は見えないだろう。ではどうしてこんなに精度よく配置できたのであろうか？ 

夜空の北極星の動きを知っていれば、天測により任意の場所で北極星を使って南北線（子

午線）は引くことは簡単にできる。ただし、650年頃の北極星は地球の歳差や固有運動で現

在より天の北極から離れている。そこで測定（観測）時期に北極星の動きを観察し、北極星

の高度が最も高い時、すなわち、上方子午線通過時に方位を測れば、望遠鏡や精密な測量器

がなくても、目視の精度は 1′角だから 1′角程度の精度で子午線は引けるであろう。 

直線の向き（方向）はこの子午線からの傾き東へ 45°（正確には北から東へ 45°12′）

だから直角等辺三角形定規があれば東南線は引ける。天測で簡単な錘のついた紐（垂直線）

が二組みあれば夜半、北極星の一番高い時（上方子午線通過）に、いわゆる、トランシット
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の方法（北極星の南中方位測定）で南北線が引け、東南線は南北に直交するから簡単に求め

られる。 

残る問題は沖ノ島を通る東南線を知る必要がある。宗像大社から沖ノ島は水平線上にあり、

海には視界の障害物はなく、また、当時の航海で方位線の測定や使用は頻繁に行われただろ

うから問題なく東南線を引くことは容易であったろう。 

問題は沖ノ島の見えない、たとえば、85km離れた飯塚・川島ではどうして任意の場所の

東南線を沖ノ島の東南線にまでずらしたのだろうか？これは不明である。 

たとえば、宗像大社社殿に高い旗を立てて竹原古墳でその旗の方位を測る、次に、竹原古

墳で同じ高いポールを立てて、飯塚の川島古墳で測ったのであろうか？ 

あるいは水平に移動した任意の点で子午線を得て、水平距離を測定して同じだけ南北に

（子午線）に沿って移動する（今の場合、たまたま、子午線に 45°傾いているから）。 

精度は水平距離の測定精度が大きいほど大きいだろう。（歩度だと起伏があるから） 

 

 

図３ 東西線上に設置する方法 
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４．東南線の意味  

宗像大社の三社殿の位置が直線に配置されている意味は宗像三女神の祭祀など宗教的な意

味をもつのであろう。図４に沖ノ島を中心とした朝鮮半島南岸、九州北岸の関係を示す。大

陸-九州北岸には４世紀には宗像三女神祭祀をもとにした大陸進出の航路として“海北道中”

（≪補遺１≫）が知られている。（海流も重要だが今は無視する）朝鮮半島南岸からは宗像

は南東にあり、日本海の南東風を利用して帆船で航行したと思われる。実際、現代探検家の

航海に関するきわめて興味ある見解があり、≪補遺２≫に示す。 

 

図４ 宗像三女神社殿と玄界灘（原田大六著「磐井の叛乱」141ページ第 24図より著者作画） 

問題の直線配置の東南線は大陸との交易に欠かせない安全な航行を祈るほぼ 200kmにも

なる“海北道中”の南延長線であり“陸の回廊”という意味かも知れない。 

前述（１．序）のシンポジウムにて「祭祀の場所と神殿の位置は必ずしも一致しない」と

いう重要な指摘があった（≪補遺３≫）。祭祀が行われる場所近くに後になって社殿は建設

されるというのであれば確かに厳密な社殿位置は社殿敷地内ていどの意味しかないかもしれ

ない。しかし、ここでの扱いでは結果的に計算結果は個々の社殿敷地、祭祀の場の周辺が精

度内に入り、議論には問題ないと考える。 

では、それに連なる古墳を含む直線配置については 

1） この直線はたまたま一致していて相互に関係はない。 

2） ７世紀末までの政治・宗教・文化に関わる何らかの要因から引かれた意味ある直線配

置である。 
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1)は論外である。2)について、桜京古墳、竹原古墳、川島古墳群は七世紀末の古墳時代末

までに築造され、いずれも装飾古墳であり、また、宗像地域、遠賀川流域地域にこの時代の

多くの装飾古墳が分布することに注目する。 

 

原田大六氏の議論に従えば、五世紀～七世紀に大陸への有明海東岸に水沼氏などの豪族を

中心とする日本船師（日本海軍）があり、百済や中国南朝への航路があった。そして、水沼

氏は航海の守護神としての宗像三女神結びつけるため、有明海東岸の港から飯塚、遠賀川流

域、玄海に達する陸路のルートが開かれた。それを証拠立てるものとして有明の石人石馬・

装飾古墳から装飾古墳への分布がある。当時の移動の手段は船であるから遠賀川は輸送に重

大な役割を果たしたであろう。多くの装飾古墳には船や波が描かれている。したがって、こ

の東南の直線は宗像‐遠賀川‐有明海のルートに接続する人、物の交流を象徴するものでは

なかろうか？このルートに沿って、大胆に言えば、宗像・鞍手・飯塚・甘木・有明・熊本に

つながり、筑紫君、水沼君、磐井君、火君などの豪族に係る古墳の築造が盛んであった結果

ではなかろうか？ 

直線配置は何らかの航海の安全祈願に始まり宗教的な葬送に係ることまでを意味している

のではないか？さらに、原田大六氏の議論を前提とすれば、この直線の意味とは歴史的な宗

教、政治、文化於いての宗像地域と遠賀川流域、有明海東岸との結びつきを実証するちょっ

と違った形での歴史的証拠のひとつではなかろうか。 

 

５．結論  

宗像三女神に係る沖ノ島・沖津宮社殿、宗像大島・中津宮社殿、宗像大社・辺津宮本殿は

殆ど東南に向かう直線状に配置されていることを明らかにした。この線上に桜京装飾古墳が

存在する。さらに、この東南線を宗像大社より南に延長すると若宮市竹原装飾古墳、飯塚市

川島古墳群１号墳を貫くことを明らかにした。 

沖ノ島を起点とするこの東南線は傾きほぼ 45°12′、総延長 85kmにも及ぶ。南の二つの

古墳は宗像大社の北 2㎞の桜京古墳を含み、いずれも、装飾古墳であり、それは古墳時代末

期７世紀後半までに築造された三社直線配置の南への延長である。 

この直線をこれほど良い精度で配置するには天測が重要であることを示した。 
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また、四世紀宗像三女神の祭祀の活発な時代に始まり、大陸との北部九州を結ぶ“海北道

中”とは 200kmに及ぶ朝鮮南岸と宗像海岸を結ぶ重要な海の回廊であり、さらに、ここで

指摘する東南線とは海の安全を祈った宗像三女神の海の回廊につながる陸の回廊と云えるの

ではないだろうか？何の実証もないが、この陸の回廊の先は有明湾沿岸に位置し、活発な大

陸への関心があったのかもしれない。 

また、原田大六氏の議論をふまえ、宗像地域・遠賀川流域地域・有明海沿岸地域の六～七

世紀に於ける宗像海人族と有明湾沿岸の豪族水沼氏との活発な宗教的、政治的、文化的活動

を意味し、その歴史的証拠の重要なひとつではないかとも推量する。 

 

≪補遺１≫  

『日本書記』には「日神の生まれませる三の女神を以ては、葦原中国の宇佐嶋に降り居さ

しむ。今、海の北の道の中に在す。号けて道主貴と曰す。此筑紫の水沼君等が祭る神、是な

り。」（太字は著者）[3]（「日本書記」 1994）と「海北道中」の語句がみえ、早期この“海

北道中”を東南の風（海流は無視して）に乗り、帆船で航海し、大陸から九州北岸に至る海

上ルートの航海安全祈願することから発祥したのが宗像三女神であろう。したがって、ここ

で指摘する陸の東南線とは古くからの航海の安全を祈る宗教的海の回廊(200km)を南端に延

長する宗教的陸の回廊（85km）にみえる。そこには宗像海人族と密接な関係をもつ水沼氏を

つなぐ宗教的、政治的、文化的連結の証拠であろうか。[4]（澤田 2011） 

 

≪補遺２≫  

海洋冒険家八幡 暁氏のシンポ（2014）（１．序参照）講演によると“人は見えるところ

までは行くという動機が生まれる”らしい。 

では沖ノ島沖津宮、大島中津宮、宗像大社本殿の配置に関して、どのくらいか海上で遠く

の島が見えるかの検討する、八幡氏は「玄海から沖ノ島（ほぼ 50kmていど）は見えます。」

（目標が見えることは渡航者の意思に大きく影響するとの発言の際のコメント）。 

そこで、単純な幾何学的取扱いで考える。 

高さ 200m（沖ノ島を想定）の島では地球が球形のために 51kmまで見える。 



15 

だから、八幡氏の述べる通り、大島から沖ノ島は見える。 

51kmは大気透過率を考えてもこれが見える理論的最大距離値となる。 

見えやすさを考えると大気の屈折による浮き上がりが（視高度 0.0°）34分 24秒（角）も

あるから、天気なら（透過率の良い晴天には）地平線の上に沖ノ島は確かめやすい。 

上の２点から、宗像海岸から沖ノ島は見えることになる。 

実際、天候の良い日は沖ノ島が玄海海岸から見えるのというのが住人の通説である。 

 

≪補遺３≫  

社殿は祭祀の行われる時や祭祀発生後神官や参拝者のために建造されるために必ずしも社

殿位置が祭祀場所とはならないという意見がある。したがって、社殿配置が祭祀場所ではな

いかも知れない。現在の社殿位置の“直線”の精度は大幅に大きいので問題ないが厳密の位

置は興味ある問題である。 

 

謝辞 図 4の制作に関し編集子宮川幹平氏にご援助を頂きました。記して感謝申し上げま

す。 
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