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正則

春一番も到来、九州は待ちにまった温かい日射しがのぞく今日この頃です。
本紀要は、むなかた電子博物館らしいテーマの取材経過をおぎない、活動の姿勢にかかる歩み
を記録することを留意して、つまり、博物館の裏方さんとして、あるときは紙媒体には掲載が
難しい大量の記事も掲載に努めました。樹木をむなかた電子博物館とすれば、この紀要は辺り
に伸びた地下根にあたる、決して、無視できない活動の部分を担ってきます。
今号では、これまでのこのむなかた電子博物館の活動をふまえ、賑やかな将来の発展を胸に、
その在り方の特集が組まれました。
また、特に、東海大学福岡短期大学 28 年の歴史の終わりにあたり、神山学長先生からの短大
の進展と終焉までの経緯を含む貴重な記事を頂きました。若干、内輪の話ですが、“箱もの”
博物館ではなく、国内でも珍しい、むなかた地域全体を博物館とする、というむなかた電子博
物館の発想と見解は、実は東海大学福岡短期大学スタッフの多大な努力、そのユニークな発
想、そして具体的な活動に多くを支えられてきた事実を忘れてはなりません。もちろん、スタ
ッフは宗像市で生活する市民でありますが、この地の特有な地勢、歴史的遺産、注目の沖ノ島
遺産、考古学的遺産など、文化・歴史の活きた博物館が、当地の文化的、教育的拠点のひと
つ、東海大学福岡短期大学の教職員・学生の皆さんから、多くの重い支援を頂いたことは、む
なかた電子博物館の宝にも等しいものだと認知し、ここに記録し語り続ける必要があります。
地域における文化・教育を語る際、大学・学校など教育機関の存在は、近年、特に重要な位置
を示しています。教育機関の活動がともすれば市民の不満、地域エゴと衝突する反面、これら
の教育機関がいかに文化・教育や市民への未来を明るくしているかを忘れてしまうことが多い
のではないでしょうか？市民の手作りだけで文化と教育を進展させるのは不可能です。教育機
関の日常的な永い歩みと活動が、いかに人・文化・教育を支えてきたかを確認することが常に
必要でしょう。
神山学長先生の寄稿から私たち市民は学ぶべきです。そうして、宗像市のさらなる発展を、全
国でも珍しいこのむなかた電子博物館の活動を前進させるべきと考えます。
今回の紀要は、改めて特集ばかりでなく視線を上げた紀要として、市民の皆様に提供できたも
のです。今後ともどうぞよろしくお願いします。
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市民主体による
「むなかた電子博物館」の運営
むなかた電子博物館運営委員会

宮川 幹平

(月刊 J-LIS 平成 26 年 6 月号掲載記事を一部修正の上、転載)

人口減少時代の近年においてもその人口を

宗像市の地域的特色

維持しています。
宗像市は、福岡市と北九州市という福岡県
また、豊かな海産・農産資源のほか、景勝地

の二大都市圏のほぼ中間（それぞれから 30km

として名高いさつき松原、四塚連山、貴重な

程度）に位置する地方都市です。北は日本海

動植物・昆虫など、海・山・川の多様性あふれ

玄界灘に接して大島・地島・沖ノ島・勝島を有

る自然環境に恵まれています。その歴史も深

し、残る三方は山に囲まれ、市内に源流を持
つ釣川が市域中央を流れて玄界灘に至ります。

く、ヤマト王権による国家的な祭祀の場であ
った沖ノ島をはじめとして、宗像大社、鎮国

市を東西に通る JR 鹿児島本線、国道 3 号及び

寺、八所宮、田熊石畑遺跡、桜京古墳など、歴

495 号を始めとした交通アクセスも充実して

史・伝統の息吹がそこかしこに感じられ、大

いることから、二大都市圏のベッドタウンと

陸との長い交流の歴史もあって、観光地とし

して、生活環境と都市基盤が整備され、平成

ても大きな可能性を秘めています。さらに、

の大合併を経ながら、大きく発展しました。

隣接する福津市や福岡県とともに官民挙げて
取り組んだ成果として、2017 年 7 月、“「神
宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群”が世界文
化遺産に登録され、その普遍的価値は国内外
からの注目を集めています。

図 1 宗像市周辺地域地図
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むなかた電子博物館の概要と
その理念
本稿で取り上げる「むなかた電子博物館」
は、2005 年 4 月に開設されたウェブ上のデジ
タルミュージアムです。その名称を「むなか
た」と平仮名表記にしていることには意味が
あり、現宗像市の市域に限らず、福岡県旧宗
像郡（現在の宗像市・福津市）を中心とした広
域むなかた地域全体をその対象としています。
表 1 むなかた電子博物館 主なコンテンツ

その設立コンセプトとしては、
『市民が「あつ
める・ためる」、デジタルで「そだてる・つな

むなかた電子博物館の最大の特徴は、実体

ぐ」、まちづくりに「いかす」』を掲げ、むな

としての収蔵物・展示施設を持たず、ウェブ

かた地域の歴史、芸術、民俗、産業、環境、自

上のデジタルコンテンツのみによって博物館

然科学等に関する共有知を、ウェブ上のデジ

としての教育・研究活動を展開しているとい

タルコンテンツとして構築することを使命と

うことです。この特徴は、実体としてある博

しています。

物館等が管理運用するウェブサイトと比較す
ると、施設や組織の垣根を超え、地域の財産
についてより幅広くかつ即時的に取り上げる
ことを可能としました。その代表例が、後ほ
ど紹介する「北斗の水くみ写真展」とそれに
関連する活動です。もちろん、百聞は一見に
如かずの言葉の通り、実物を目の当たりにす
ることの価値を否定するものではありません。
しかし、地域の大きな魅力でありながらも、
歴史背景や保全の問題などから実際に見るこ
と触ることが難しいもの、予算の問題や後継
者の問題などからその伝承が難しくなってい
る有形無形のものなどが、このむなかた地域

図 2 むなかた電子博物館（http://d-munahaku.com）

にはまだ多く眠っています。例えば、沖ノ島
は、先述した世界文化遺産の構成資産のひと
つですが、女人禁制ほか、厳しく立ち入りを
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制限しています。そこで、むなかた電子博物

と市、それぞれの強みを活かした博物館運営

館は、デジタルならでは表現力・伝達力・蓄積

を可能としているのです。

力を活かすことによって、幅広い方々に対し
て、これらについてさらに深く学びたいと思
ってもらえるような、地域学習のきっかけを
提供したいと考えているのです。
もう一つの大きな特徴は、むなかた地域近
辺の教育機関関係者、むなかた地域における
民間の学習グループ関係者、公募市民などか
らなる非営利の市民団体～「むなかた電子博
図 3 むなかた電子博物館 運営体制図

物館運営委員会」がその企画運営の主体を担
っているということです。現体制に至る経緯

なお、これらの取り組みの対外的評価とし

については後述しますが、現在、むなかた電

ては、2010 年度九州ウェブサイト大賞教育（一

子博物館は、宗像市が掲げる「協働」のひとつ

般）部門において優秀賞を得たほか、活発な

のモデルケースとして、宗像市からの事業委

生涯教育における市民主体の情報発信事例と

託「市民サービス協働化提案制度」に基づく

しても注目を得ています。

運営がなされています（参考：2014 年度～2017
年度の契約において、宗像市からの事業委託
費は年間約 200 万円。2018 年度以降も継続決

むなかた電子博物館設立から

定）。むなかた電子博物館は、この市民主体の

現体制に至る経緯

運営による機動力を活かした ICT 利活用を継
続的かつ多方面に展開することで、むなかた

2003 年当時、宗像市では、市内に総合的な

地域における多様な魅力を発見し、市民自ら

博物館施設の無い状況にあって、多様なむな

の学びの活性化に資するよう努めております。

かた地域の財産についてより深く知りたいと

また、宗像市としても、委託元として年度毎

考える市民に広く情報提供し、その文化創造

の事業報告を受けるだけに留まらず、
「協働」

活動を支援する方法の検討がなされていまし

の理念のもと、市民協働環境部郷土文化課が

た。検討の結果、インターネットと宗像市内

窓口となって、市が管理する知的財産の提供、

の地域イントラネット（現在は一部を残し廃

市各部局やその他企業との折衝調整、組織運

止）の活用を視野に、高機能・高画質のアプリ

営に関する助言など、積極的・恒常的な協力

ケーションとしてデジタル技術を駆使した仮

を行っています。このことにより、市民団体

想展示施設（電子博物館）を設立することが
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市の情報化計画に盛り込まれました（第３次

2010 年頃から、市は様々な市民サービスに

宗像市情報化計画）。

関する市民協働をさらに推し進めていきます。
その表れの一つとして、2013 年度からむなか

2003 年度、市が上記電子博物館の開発運用

た電子博物館の運営を市民団体「むなかた電
に関する事業入札を行う計画を立てた際、公
子博物館運営委員会」に委ね、設立の基本思

募市民、教育関係者、産業関係者からなる市

想の具現化を推し進めていくことになりまし
の諮問機関、宗像市情報化推進会議から、市
た。以後、現在に至るまで、市からの事業委託
民参画をベースとした計画に改めるよう提言
に基づき、市民が主体となって電子博物館の

がなされました。この提言を受け止めた市は、

企画・コンテンツ制作・管理運営を行ってい
当時の情報政策課と市民有志を中心とした
ます。

「むなかた電子博物館（仮称）構築準備委員
会」を招集しました。そこでの議論の結果、市
民委員が参加する企画運営会議（情報政策課

郷土文化学習交流館との連携

主催）が電子博物館の企画運営に関する検討
を行い、その内容を市や市と契約する委託事

2012 年、郷土文化学習交流館「海の道むな

業者が、適宜市民委員やその他有識者と連携

かた館」（以下、むなかた館）が市内にオープ

を取りながら、電子博物館上の活動・展示に

ンしました。むなかた館は、むなかた地域の

反映させるという運営体制を定め、2005 年 4

自然や歴史文化を結ぶコア施設と位置付けら

月の電子博物館開設に至りました。市が中心

れ、
“「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群”

となったこの運営体制は 2012 年度まで続き

のガイダンス機能や宗像遺産の展示、体験学

ます。委託事業者による全体的なコンテンツ

習等の機能を備えています。当時、むなかた

の整備は一気に進み、むなかた地域の歴史・

館独自のウェブサイトと、電子博物館との住

自然・文化に関する FLASH コンテンツも充実

み分けは大きな議論となりました。継続的な

が図られました。その一方、市民意見を即時

議論の結果、むなかた館における研究や展示

的・柔軟にコンテンツへ反映・更新させると

についてより深く詳細に学びたいときに有益

いう点では、いま一つその実効性に欠けてい

なコンテンツ（学術研究寄りの領域）を電子

たのも事実です。これは、後述するように、シ

博物館にて展示するという基本方針が定まり

ステムとコンテンツが契約的にも技術的にも

ました。現在も、むなかた館が主催するシン

一体化してしまっていたことが大きな原因だ

ポジウムの報告や、日々の研究成果（発掘・所

と私は考えています。

蔵品の写真）などが電子博物館にて展示され、
電子博物館のコンテンツ全体においても少な
からぬ比重を占めています。
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規性ある軽量なコンテンツを矢継ぎ早に展開
するよう意識して制作に臨んでいます。
次に、むなかた電子博物館の基盤をなすウ
ェブシステムについて、このシステムはイン
ターネット上の VPS に構築され、運営委員会
が契約する地元の ICT 企業がそのシステム開
発及び保守運用を担っています。現在のとこ
ろは、電子博物館開設当初の委託先企業が独

図 4 海の道むなかた館による研究成果のコンテンツ

自に開発したサーバプログラムを継続して用
いていますが、今後はオープンソースの CMS

むなかた電子博物館における ICT 利

を主軸として、コストの削減とカスタマイズ

活用の実践例

の柔軟性を両立するべく、検討を進めていま
す。

①

軽量・機動的なコンテンツ制作体制と
上記のように、コンテンツ制作とシステム

基盤システム

開発・保守運用の分離を志向している点はひ
現在のむなかた電子博物館において、コン

とつの特色でしょう。全て一括してどこかの

テンツ制作の主体をなすのは、むなかた電子

事業体に丸投げするのは、一見楽ではあるの

博物館運営委員会の委員です。委員全員がボ

ですが、我々委員や利用者の変化の激しい要

ランティアであり、このむなかた地域と何ら

望に応えきれず、却って関係者全員が苦労す

かの繋がりを持っています。まず、運営委員

るということを繰り返してきた経験からの選

会での企画に基づく特集については、委員会

択でもあります。

から中心となる委員が選出され、必要に応じ
②

て技術力のある企業等に業務委託して制作を
行っています。また、各委員自身や、それぞれ

北斗の水くみ写真展と関連する活動
むなかた電子博物館のメインコンテンツの

が所属する教育機関、民間の学習グループ等

ひとつが「北斗の水くみ」です。夜空に北斗七

での日々の活動とその成果を、電子博物館の

星の柄杓が海水を汲み上げているかのような

コンテンツとして提供しあうようにもしてい

姿を見るためには、北緯 33 度から 34 度にあ

ます。現在は特に、地域の魅力を多くの人々

って、北に向いた海岸線が必要になります。

に「まず気軽に知ってもらう」ことを第一と

しかし、その条件を十分に満たす場所は世界

して、網羅性や完結性よりも、荒削りでも新

の中でも極めて数少なく、九州の北部海岸は
その貴重なひとつなのです。むなかた電子博
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物館では、北斗の水くみ写真展を毎年開催し、
この事実を積極的に取り上げてきました。ま
た、海の道むなかた館、宗像ユリックス、福岡
県立少年自然の家「玄海の家」などの文化施
設・社会教育施設と協力しながら、北斗の水
くみ親子キャンプや星空観望会といったウェ
ブ以外でのイベントを企画・運営することに
図 6 北斗の水くみ親子キャンプ

よって、ウェブとの相乗効果を狙ってきまし
た。これらの活動をひとつのきっかけとして、
近年、北斗の水くみに対する認知度は高まり、
宗像市による「北斗の水くみ海浜公園」の整
備や、宗像市と企業による「北斗の水くみ」を
テーマとしたチョコレート菓子の共同開発に
も繋がりました。このように、むなかた電子
博物館は、
「北斗の水くみ」という地域の魅力
を縁として、市の各部署、文化施設、企業、市

図 7 北斗の水くみ海浜公園

民を結ぶ大きな成果を上げてきたと自負して
③ デジタル紀要の発行

います。

むなかた電子博物館ではデジタル紀要「む
なかた電子博物館紀要」を発行し、電子博物
館上に掲示しています。この紀要発行の狙い
は以下の 3 点です：
(1)むなかた地域に関する様々な分野の研究
成果や活動報告を論文誌としてまとめていく
ことにより、より広範な閲覧に繋げ、多面的
な立場からの学術的な議論や評価の対象とし
ていくこと。(2)専門的研究機関での取り組み

図 5 北斗の水くみ写真展

に限らず、在野研究家やその他多くの市民に
対して、その学習活動成果を公表する場を提
供すること。(3)この電子博物館の運営活動そ
のものについて、その省察とともに日々の活
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動や議論をアーカイブし、今後の運営や他へ

がら、適宜、既存コンテンツの修正や置き換

の参考資料となること。

えを進めていく漸進的なスタイルを採用して
対処したいと考えております。

これまで、2009 年度から毎年発行を続けて
います。編集作業を運営委員が担当すること

もう一つは人と組織の問題。電子博物館運

によって経費節減に努めているほか、著者に

営委員会の活動を、理念だけでなく実効ある

テンプレートに基づく原稿執筆をお願いする

ものとするには、その執行部だけでなく、そ

など、運営委員の作業負荷が過大とならない

の裾野としてより多くの市民が気軽に参加で

ように配慮しています。今後はモバイル環境

きるようにしなくてはなりません。そのため

での閲覧に適した電子書籍化を実現していき

にも、運営委員会自体の透明性を高め、特に

たいと思っています。

それぞれの委員の顔が電子博物館上から見え
るようにしていくことが肝要でしょう。また、
より多くの利用や連携の拡大を実現するため
には、この地域にある様々な文化施設、学校、

課題と今後に向けて

その他民間の学習グループ等に対して、電子
このむなかた地域の多様な魅力について素

博物館を利用することで何が出来るのか、電

早く情報発信するとともに、それぞれの魅力

子博物館とどのような協働が可能であるのか、

を縁として、むなかた地域の人やグループを

電子博物館側から具体的な提案を提示してい

繋げていくことについて、電子博物館はある

く積極性が必要と考えています。

程度の成果を示せたのではないかと実感して
はおりますが、まだまだ改善すべき点が多い
のも事実です。
一つは技術的な問題。ICT の進歩・変化のス
ピードは著しく、スマートフォンやタブレッ
ト等のモバイル端末での閲覧がウェブの中心
となりましたが、現在の電子博物館のシステ
ムやコンテンツは、それらに十全な対応がな
されていません。既存コンテンツの一部には
正常に動作していない部分も認められます。
このことに対しては、予算の集中投下が必要
な全面改装ではなく、まず入り口となる部分
に新規コンテンツを組み込むことを優先しな
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近 未 来 の むなかた電子 博物館
建 物 の ない博 物 館 の 存 在 意 義
東海大学福岡短期大学名誉教授

伊津

信之介

１．建物のない博物館
むなかた電子博物館は建物のない博物館が特徴だ。この思想的背景を探ると、国立民族学博物
館の初代館長梅棹忠夫の言葉が参考になる。梅棹は、『博物館の本質は、単に過去をめざし、過
去を復元することではありません。過去にあったもの、現に存在するものを、あたらしい観点か
ら、あたらしい文脈にくみなおして、未来におくりだす。これが博物館の仕事であります。（中
略）博物館は、ＳＦでいうところのタイム・トンネルの現実的な装置であるがということができ
るかもしれません。』と述べた。この文章は 1986 年に書かれたものなので、当然 WWW はなかっ
た。当然タイムトンネルを実現させるような仕組みは存在しなかった。しかし 21 世紀の博物館
には WWW とその発展系の WEB アプリケーションが無数に存在し、進化し、新たに作り出されてい
る。建物のなこのむなかた電子博物館は WWW の仕組みが建物の代わりで、タイム・トンネルを実
現させるのが近未来のむなかた電子博物館である。

１.１

時空を超えるむなかた電子博物館

(1)距離の壁を超える
博物館、美術館、水族館などの施設を訪れるには自宅から外出しなければならない。外出が難
しい人にとって、むなかた電子博物館は居ながらにして時空を超えることのできる装置だ。ICT
の進化に合わせて展示プログラムを更新することで存在感は増していく。また、国内外からの利
用も円滑に行える。2017 年に「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が世界遺産に登録される
と、世界遺産と関連する宗像への関心も高まることが予測される。距離の壁を超えて宗像を知る
ことができるのがむなかた電子博物館の存在意義の一つと言える。

(２)時間の壁を超える
社会が多様化する中で各種施設の営業時間が個人活動を阻害することが生じている。これを解
消するために銀行は ATM を充実させている。商店やサービスは 24 時間営業のコンビニに集約さ
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れつつある。それらはインターネット上のアマゾンのような巨大なネットショップになるのか、
分散して機能するのか過渡的な状況と言える。
もちろん、むなかた電子博物館は開館当初から 24 時間 365 日の来館・閲覧が可能だ。このこ
とが最も重要な存在意義の一つと言えるだろう。私が使っているアンドロイドＯＳのスマホを例
にすると、知りたいことや疑問は、ユーザーソフトに話しかけるとき、ユーザーの音声スペクト
ルは細かく切り刻まれ、世界中に広がるグーグルのサーバーネットワークのコンピューターに送
られる。その後、ニューラルネットワークモデルを利用して、この音声コマンドは処理される。
数秒後にテキストや音声でスマホに回答が回答が届く。
質問と回答の一つである音声翻訳が急速な進化を遂げている。ドラえもんの「ホンヤクコンニ
ャク」としてその仕組みは長く憧れであった。これが近年の技術の進歩の中で実用的音声翻訳機
として市販されつつある。 http://gotcha.alc.co.jp/によると個人用につぎの３機種が市販さ
れている。
ili イリー
目的：旅行・観光、長文翻訳：不向き、価格：19,800 円、対応言語数：3 言語、
翻訳方向：一方向、重さ：42 グラム、ネット接続：オフライン

POCKETALK ポケトーク
目的：旅行・観光・ビジネス・語学学習、長文翻訳：可ンゴ能、価格：24,800 円、
対応言語数：63 言語、翻訳方向：双方向、重さ：90 グラム、ネット接続：オンライン

IU アイ・ユー
目的：旅行・観光、語学学習、長文翻訳：不向き、価格：16,500 円、対応言語数：20 言語、
翻訳方向：双方向、重さ：34 グラム、ネット接続：オンライン、クラウドファンディングで開発中

むなかた電子博物館では、ミニマルテクノロジーのウェブサイト多言語化ツール『WOVN』（ウ
ォーブン）のテスト運用を重ねてきた。上記のような自動翻訳システムの開発競争の中でより実
用的な、多言語化が実現するものと思われる。これによって日本語以外の言語使用者の活用に貢
献できるものと思われる。

2.1

むなかた仙人に聞いてみよう

むなかた電子博物館には、むなかた仙人が閲覧者を誘導する試みが導入された。しかし、閲覧
者の複雑な疑問や質問に対応することが実現されていない。この解決として開館当初から『仙人
に聞いてみよう』という仕組みの導入が検討されてきた。それは『Yahoo!知恵袋』のように、ユ
ーザーの質問に他のユーザーが回答してくれる集合知型のウェブサイトだ。安田峰俊(2018)によ
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ると、中国では 2005 年から IT 大手・百度（バイドゥ）が運営する Q&A サイト『百度知道』など
が存在したが、ネタ質問やネタ回答・コピペ回答も多く、いまいち信用が置けなかった。
だが、2011 年にサービスを開始した『知乎』は署から、一部のユーザーが所属や身元を明ら
かにした上で書き込んでいることや（共産党青年団などが身元を明かして公式に回答を寄せてい
ることもある）、回答者を第三者が評価するシステムなどが奏功して、そこそこ真面目で信頼性
が高い情報がやりとりされるプラットフォームになっている。加えて、『知乎』は一種の大規模
掲示板としての役割も果たしており、むしろ回答の数よりも元の投稿に付く質問の数のほうが多
いくらいだ。
むなかた電子博物館では 2017 年に宗像の蝶特別展を開催するのにあわせて、「むなかた仙人
に聞くコーナー」が設けられ、博物館閲覧者が質問を投げかけ、それに専門家が回答し、博物館
で公開する試みが実施されている。

2.2

対面会話からＳＮＳへ

むなかた電子博物館運営委員会は、SNS の Facebook（フェイスブック）に『むなかた電子博物
館』のページを開いている。このページでは、2017 年７月の「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連
遺産群の世界遺産登録を知らせるメッセージが、約 34729 人の閲覧を得た。その閲覧者から約
2945 件の「いいね」（反響）があり、56 件のシェアそして 14 件コメントが寄せられた。このよ
うなＳＮＳのコミュニケーション手段としての重要性は無視できない。この他にインスタ映えで
知られている Instagram（インスタグラム）やアメリカ大統領が多用する Twitter（ツイッター）
などでの情報提供も心がけている。
むなかた電子博物館開館当時は、これらのＳＮＳコミュニケーションの可能性は予測できなか
った。むなかた電子博物館の開館時「IT」は情報通信関連の機器・技術の総称であり、 IT 技術
の発展と IT 革命が進行した。次いで 21 世紀に入ると「IT」に代わる言葉として「ICT」が使わ
れ、 時代は IT から ICT へと変化した。これは情報技術におけるコミュニケーション（通信）の
役割が大きくなることを表し、WEB（ウェブ）によって社会機能が激変することとなった。2015
年頃からモノがインターネットとつながる仕組み「IOT」が一般的になり始めた。

３ ． ICT か ら IOT に
むなかた電子博物館は、ICT の幕開けに開館した。インターネットを介した情報提供は、WWW
によって実現できたし、フラッシュによって興味深い展示も提供できた。しかし肝心の『C』
（コ
ミュニケーション）は脆弱なままである。これからのむなかた電子博物館は、W.W.W.（ウエブ）
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に中心となる博物館機能を置き、ＳＮＳで手軽なコミュニケーションを活発化させることが必要
だろう。このためにＳＮＳと親和性の高いスマホやタブレットを端末を中心とし、それらの端末
で動作するアプリケーションを想定した展示を行うことが重要である。
一方、産業界では ICT から IOT へ急速にその仕組みが遷移している。IOT では、モノから情報
を取得し、インターネットを介してクラウドに蓄積し、蓄積された情報をＡＩが解析し、結果を
アクチュエートする。テレビ CM のエアコンを例にとると、エアコンが室内環境を把握しＡＩが
解析し、ヒトに適切な温度・湿度環境を提供する．人は自ら求めることなしに快適な環境を得る
ことができるわけだ。
現在の我々は、理論的には数百円の月額で一人あたり約 43 億の 2 乗ものアドレス空間を取得
することができる。考えられる全てのモノがインターネットにつながり、情報を提供することが
可能なインターネットの時代に突入している。全ての社会システムがインターネットを介して結
びつくような時代になると、梅棹忠夫が「博物館は、ＳＦでいうところのタイム・トンネルの現
実的な装置であるがということができるかもしれません。」が当たり前のことになるであろう。
むなかた電子博物館では、実物の展示は行わないがインターネットで結びつけられた現実空間
と連携した展示やイベントが考えられる。例えば野外に各種センサーを設置することで、「今の
むなかた」をむなかた地域だけでなく世界に発信することができるだろう。

４．「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
2017 年７月「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が世界遺産に登録された。この世界遺産
の最も重要な構成要素である『宗像・沖ノ島』は、女人禁制だけでなく一般人の上陸が厳しく制
限されている。『宗像・沖ノ島』を世界遺産として世界に認知させるには、ＩＣとＩＯＴを抜き
に考えることはできないだろう。すでに公式サイトでは、構成資産である。宗像大社沖津宮（沖
ノ島）、宗像大社辺津宮、宗像大社中津宮、宗像大社沖津宮遙拝所、新原・奴山
古墳群の概略を知ることができる。今後３次元立体映像などの展示が作成されるだろう。しかし
世界遺産を国内外から訪ねてきた人々は、その時の沖ノ島に触れたいのである。だからインター
ネットを使った『今の沖ノ島』を体感できる仕組みが必要なのである。これはまさに、むなかた
博物館が設立されたのと同じ状況にあると言える。行きた実現くても行けない、見たくても見る
ことができない、これを解決するためにＩＣＴが一肌脱いできたのが宗像の「むなかた電子博物
館」であることを思い起こしていただきたい。
ＩＣＴの幕開けとともに開館した「むなかた電子博物館」、ＩＯＴの実用化の幕開けの時代に
登録された、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群。この世界遺産の価値を世界に知らしめ、
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その展示方法によって世界が注目するように、むなかた電子博物館は 2018 年度から大きく進化
するであろう。
現代のインターネット全盛は、Tim Berners-Lee がワールド・ワイド・ウェブ(W.W.W.)を発明
したことに端を発する。Lee は著書で WWW が「世界にひろがる織物」という意味であることを明
らかにし、一人一人が紡いで世界を覆うような布にしようと語った。だからインターネットは企
業の利益追求の道具ではない。個人の知的生活や個人の社会生活を豊かにするものとして作り出
された。ぜひワールド・ワイド・ウェブ(W.W.W.)誕生の初心に帰って、「沖ノ島」とインターネ
ットで結ばれる夢を実現させようではないか。しかし現在のむなかた電子博物館運営員会だけで
は実現は不可能だ。人の行けない沖ノ島とインターネットでつながるプロジェクトを実現すると
いう夢にチャレンジする人の参加を呼びかけたい。

参考文献：
[1]

安田峰俊: "日本のどこがダメなのかに対する中国ネット民の驚きの回答",
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/54234：(2018)

[2]

梅棹忠夫：「博物館は未来をめざす」，月刊みんぱく 1 月号， (1985)

[3]

音声翻訳機３種を比較：http://gotcha.alc.co.jp/entry/20180206-translation-device/(2018)

[4]

ウェブサイト多言語化ツール「wovn」：https://wovn.io/ja/ (2018)

[5]

ROBERT MCMILLAN：グーグルが脳をヒントに音声認識を向上させた方法とは、
https://wired.jp/2013/02/20/android-neural-network/ (2013.)

[6]

フェイスブック「むなかた電子博物館」：https://www.facebook.com/munahaku/（2018）

[7]

むなかた仙人に聞くコーナー：https://customform.jp/form/input/14225/(2017)

[8]

世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群公式サイト：http://www.okinoshima-heritage.jp/

[9]

Tim Berners-Lee、Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web by

its inventor (1999)

13

むなかた電 子 博 物 館 のリニューアルに向 けて
マージシステム株式会社

塘 将典

１．抱えている課題
2005 年に開館した「むなかた電子博物館」は、2007 年以降、大きなリニューアルをしないまま約 10 年
の月日が経過しました。IT、特に WEB 技術のトレンド変化は激しく、通常であれば 4～5 年でサイト全体
のリニューアルを行う必要があります。その様な状況下で、データの更新はされるものの、開設当初から
基本設計の変わらない「むなかた電子博物館」は、早急なリニューアルが必要な状況にあると言えま
す。

(1)スマートフォンの急速な普及
2010 年頃より急速に普及を遂げたスマートフォンは、一般家庭の情報通信端末として 2016 年にはイ
ンターネット利用者全体の約半数[1]を数えるほどに成長を遂げました。

図 1 （出典）総務省平成 29 年版情報通信白書

現在のむなかた電子博物館もスマートフォンに一部対応していますが、完全ではありません。多くの
スマートフォンで閲覧できない Flash コンテンツ[2]の存在も、スマートフォン対応できていない大きな理
由の一つです。
また、検索エンジンへの対策も重要なファクターです。現在の WEB アクセスの多くは、検索エンジン
からの流入が主流です。むなかた電子博物館内に存在するコンテンツを、検索エンジンの検索結果の
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上位にどれだけ表示させられるか、この結果がアクセス数の明暗を分けると言っても過言ではありません。
検索エンジン大手の google は 2015 年 4 月からモバイルフレンドリーアップデートを実施し、モバイル端
末に対応したページの順位を引き上げる施策[3]を行うと発表しています。
検索エンジンへの対策を含め、今後半数以上のユーザーがスマートフォンでむなかた電子博物館へ
アクセスする事を鑑みると、今回のリニューアルでのスマートフォン完全対応が一つの大きな効果をもた
らすと考えられます。

(2)モバイルデバイスへの完全対応
前述の通り、スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスへの完全対応は、むなかた電子博
物館が抱えている、多くの問題を横断的に解決する事ができる、最適解であると考えています。
具体的には来期のリニューアルでレスポンシブウェブデザインという手法を用いて、モバイルデバイス
への対応を行う予定です。この手法は、閲覧者の画面解像度やブラウザの種類に応じて、一つのウェ
ブページを各々が最適なデザインで閲覧できる仕組みを持っており、パソコンとモバイルデバイスで閲
覧した場合の情報の差を少なくというメリットも持っています。現時点で最も推奨されている方法です。

図2
レスポンシブデザインによる
PC ビュー(左イメージ)と
モバイルビュー(右イメージ)
（デザイン案）
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２．今後の展望
WEB 制作に限らず IT の現場においてはハードウェア・ソフトウェア共に、大きな予算をかけて作り上
げた物も、時代と共に数年で廃れてしまう事が少なくありません。変遷する WEB 技術に、柔軟に対応し
ていくためには、今回の様なリニューアルをして終わりではなく、継続的な修正を繰り返していくといった
姿勢が不可欠です。これには予算配分などの再検討も必要でしょう。
また、新しい取り組みにもチャレンジし続けなければなりません。むなかた電子博物館の運営委員会
会議では、様々な企画やアイデアが飛び交います。例えば、SNS を活用したアクセスアップ施策、教育
機関と連携したリアルイベントとの融合、IT 技術を駆使したものでは、端末の GPS と地図サービスの API
を組み合わせた観光マップの作成、ドローンを利用した自然観測、チャットボットを利用したむなかた仙
人に聞くコーナー刷新など、枚挙にいとまがありません。
限られた予算の中で実現できる事はそう多くありませんが、まずは土台となる、むなかた電子博物館
の問題点を着実に解決し、その土台の上で新しい事にチャレンジしていければと考えています。

引用文献：
[1]

総務省:「情報通信白書」, 第 2 部, p.283 (平成 29 年版)
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/pdf/29honpen.pdf

[2]

Adobe Systems Incorporated: Adobe Japan Corporate Communications Blog
http://blogs.adobe.com/japan-conversations/201707adobe-flash-update/（2018.2.28 閲覧）

[3]

Google LLC:ウェブマスター向け公式ブログ
https://webmaster-ja.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html（2018.2.28 閲覧）
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座談会

むなかた電子博物館を
あなたはどう思いますか？
司 会：宮川幹平
出席者 ：石黒 正紀、 伊津 信之介 、 黒川 康子、 薄一 郎、塘 将典、 西田迪 雄 、 平井正 則、
平松秋子、矢田浩、弓削篤史
宗像市市民協働環境部協働文化課 ：吉原課長、郷島係長、白木係長、井上 主任主事

この座談会で出していければと思ってお
司会：これより、むなかた電子博物館の 紀

ります。

要座談会を始めたいと思います。今回、お

どうぞよろしくお願いいたします。

忙しい中、お集まりいただきまして、誠に
ありがとうございます。
今回の座談会の 趣旨としましては、この

【自己紹介】

むなかた電子博物館について、皆様はどう

司会：私は今回、司会進行を務めます、東

お考えになっているか について、自由闊達

海大学福岡短期大学の宮川と申します。ど

なご意見を頂きたいというものでござい

うぞよろしくお願いいたします。

まして、何らかの結論を出した りとか、討
論したいといったことは考えておりませ

弓 削 ： 皆 様 、 よ ろ し く お願 い い た し ま す 。

ん。

私、マージシステムの弓削と申します。ホ

皆さんが思う 、電子博物館の良いところ、

ームページの制作をメインでやらせてい

もしくは悪いところ、もしくは分からない

ただいています。今回、よろしくお願いい

ところ。さらに言うならば、電子博物館は

たします。

これからこうあるべきだ、こういったこと
はやめたほうが 良いのではないか、といっ

塘：同じく、マージシステムの代表をして

たことも含めて、それぞれ皆さんのご意見

います塘と申します。ＩＴの側面からサポ

を頂ければと思います。

ートさせていただきますので、よろしくお

この電子博物館が 2005 年に開設してか

願いいたします。

ら 13 年、現運営体制になってから 5 年が
たとうとしています。また、2018 年度、今

黒川：宗像植物友の会に属しています、黒

年の 4 月からは、宗像市との新しい市民サ

川です。よろしくお願いします。

ービス協働化事業として、さらに４年間の
取り組みを進めていくということもあり

石黒：この電子博物館の運営委員長を、今

ますので、ここを一つの契機としまして、

年までやっております、石黒と言います。

これからのことを考える一つの種、素材を、

もともと教育大の出身で、平井先生から一
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緒に参加してくれということで、途中から

（石黒委員長の前に）長く委員長をやって

関わっていますので、十分この間、運営に

おりまして、きっと今日は耳の痛い話も出

貢献できたかというと、若干不明なのです

てくるのかなと期待しております。基本的

が、どういう形のものを、今後も続けてい

には、いろいろなこと については、宗像に

ったらいいかということについて、少し考

貢献すべくしたつもりであります。まず、

えてみたいなと思っております。よろしく

皆さんの活発な議論をお聞きして、素晴ら

お願いします。

しい議事になってほしいなと願っており
ます。平井です。よろしくお願いします。

伊津：電子博物館の運営委員会の事務局を
やっています、伊津と申します 。よろしく

井上：担当しております、市の郷土文化課

お願いします。

の井上と申します。よろしくお願いします。

薄：薄牧場の薄と申します。うちの牧場の

郷島：同じく市の郷土文化係長をしており

中に古墳があるのですけれども、その関係

ます、郷島と申します。よろしくお願い い

もありまして、今回お世話になります。よ

たします。

ろしくお願いします。
吉原：去年の４月に配属になりました郷土
平松：平松です。電子博物館ができる１年

文化課長をしております、吉原です。よろ

前の準備から携わってきました。よろしく

しくお願いいたします。

お願いします。
白木：市の協働文化課の文化財係長をして
西田：電子博物館の蝶を担当しております、

おります、白木と申します。よろしくお願

西田です。よろしくお願いします。

いします。

矢田：矢田です。引退して長くなるのです

西：電子博物館の記事更新や紀要の編集を

けれども、もとは理工系の研究者で、大学

携わらせてもらっています。西と言います。

で教えたりしていたのですが、宗像に戻っ

よろしくお願いします。

てから市の歴史観光ボランティアを立ち
上げて、今もそれに所属しております。電

司会： それでは、これから座談会の内容に

子博物館には去年から参加いたしました

入っていきたいと思います。大きなテーマ

ので、あまりよく分からないことも多いの

としては、電子博物館について、良いとこ

ですが、よろしくお願いします。

ろ・悪いところをお話しいただきたいとい
うことなのですが、これではあまりにもつ

平井：もう 40 年以上、福岡教育大学に 勤

かみどころがないということで、こちらか

めまして、現在、名誉教授ですけれども、

ら５つ話題を提示させていただければと

宗像在住ではないので、何となく申し訳な

思います。

い気もするのですけれども、もう 40 年も

お手元の資料にもございますが、①電子

お世話になっている宗像市ですから、基本

博物館の方向性、②電子博物館の 収蔵・展

的には支援したいということもありまし

示物、③電子博物館の技術的な話題・問題、

て携わりました 。もう 5～6 年ですかね、

④市をはじめとした他組織との連携のあ
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り方、⑤運営委員そのものについて 、とい

の存在意義が一番大きいのです。ですから、

ったことを切り口としながら、皆様のご意

今、高齢化社会に向かっています。そうす

見を頂ければと思っております。

ると、どんどん家から出ることが不自由に
なっていく方が、電子博物館があれば、そ

①

むなかた電子博物館が目指す方向性

れを接点にして、宗像市のさまざまなこと

について

を学んでいったり、知ったりすることがで

司会：それでは、私から幾つかお聞きした

きるという点が大きいと思うのです。

いというところを振りたいと思うのです

そこには、もちろん、障がいを持ってい

けれども、まず、①番目の「むなかた電子

る方も入りますから、そうすると、そうい

博物館が目指す方向性について」というこ

う方のために、いったい電子博物館はどう

とで、先日、宗像市の市民サービス協働化

あるべきかというと、目が少し不自由にな

i

事業として採択 されたということがあり

った方とか、あるいは耳が不自由になった

ますが、今後、むなかた電子博物館を運営

方とか、あるいは文字がなかなか読みづら

するにあたって、どういったところが電子

い方とか、いろいろな障害があるというこ

博物館ならではの意義である のか、市民に

とで、高齢者を含めて、障害を持っている

とっての価値があるのかといったところ

方のために建物の博物館では対応できな

について、まずその審査会に参加された伊

いことが電子博物館ではできるというこ

津さんからコメントを頂ければと思いま

とです。では、それに応えるためにどうし

す。いかがでしょうか。

ていったらいいのかということが、一番大
事なことだと思うのです。

伊津：今後について、幾つか指摘があった

それが宗像市民に限定かというと、どこ

のですけれども、それから紹介します。

も境界はないわけですから、主に宗像地域

まず、WEB という形式を取っている電子博

のさまざまな博物館要素を扱う。それを閲

物館の使いやすさ、この WEB サイトを更新

覧する方は、世界の果てにいようと、隣に

するということで、ぜひ早く実現してほし

いようと、距離に関係なくサービスが提供

いということ。もう１つは、 WEB サイト、

できるという点で、むなかた電子博物館が

電子的な表示だけではなくて紙媒体とい

一番大きな存在意義を持っていると思い

う、今、皆さんのお手元にパンフレットを

ます。

配布したのですけれども、こういう紙媒体

それで、これは異論があると思うのです

の資料も作った形で、一般への普及を目指

が、学校教育ということがあるのですけれ

してほしいということ。それから、学校教

ども、これは、学校は学校できちんと担う

育での適用というのを、もう少し考えてほ

べきで、例えば、子どものしつけを学校で

しいということが、主だった意見でした。

やってほしいと、最近の親が言うことも多

そういうことを踏まえて、これからどうし

いのですけれども、子どものしつけは家が

ていきたいか、あるいは今後どうするのか

一番大事で、それでできないことを学校が

ということを、むなかた電子博物館が出来

やるとしたら、この電子博物館は、もっと

上がった当時からの経緯を考えていきま

学校から要望等あって、それに対応してい

す。まず一番重要なことは、電子博物館が

くので、電子博物館が学校教育のためにこ

もし建物だったら、そこへ来られない方の

ういうものがありますよと言うよりも、私

ためにということが、むなかた電子博物館

としては、先ほどから繰り返して言うよう
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に、障害を持っている方、あるいは距離の

あるのですが、それに向けての提案という

壁を持っている方が、むなかた電子博物館

部分もあるのですが、流れとしては 、学校

にアクセスできるという点が、最も重要な

現場がもう１つこういった電子的な媒体

ことだと思います。

の教材化というところに、どこまでうまく

もう１つ言うと、今、設立した当時に設

コミットしていただけるかと いう、そうい

定した項目、分野が幾つかあるのですけれ

うところが現状ではないかと思っており

ども、この分野で宗像の全てが網羅できる

ます。

かというのを、今後、もう少し検討してい
く必要があるかと思います。

司会：ありがとうございます。電子博物館
は誰を利用対象にするのかということは、

司会：ありがとうございます。今、学校教

１つの大きな議論だと思うのですけれど

育の話がありましたので、その学校教育に

も、以前、それが不明確であるといったご

深く関わってこられた石黒さんからコメ

指摘もありました。矢田さんから、アカデ

ントを頂ければと思いますけれども、いか

ミックな視点から見て、この電子博物館の

がですか。

構成もしくは課題について何か思うとこ
ろがあれば、ご発言いただけますでしょう

石黒：学校教育の部分で、教材化という話

か。

を具体的にやってみようということで、昨
年度、玄海小学校の先生と少しお話をさせ

矢田：電子博物館というよりも、博物館を

ていただきました。ただ、ここで具体的な

いろいろ見てきて感じていることですが、

教材としてどこまで利用できるのかとい

やはりテーマがはっきりしている博物館

うところになると、やはり実際のペーパー

が印象に残ります。そういう目で今、電子

（紙媒体の教材）があり、宗像について書

博物館のコンテンツを見ますと、少しばら

かれているものを使うということになる

つきがあるような気がします。そういうこ

と、そちらのほうがより現場としては使い

とが１つ。だから、メインテーマをある程

やすいということがあって 、実際に教案を

度決めて、例えば「古代の輝き」というの

含めたところで２通りくらい一応作って

は、これがやはり宗像の一番の特徴ですか

いただいた授業の具体的な内容みたいな

ら、どうしてそうなったのかということを

ものもあったのですが、それをどう実践に

いろいろ求心的に説明する。例えば地形的

生かせるかというところまでは、なかなか

なこともあるし、地質的なこともあります。

うまくいっていないという現状もある。

そういうところから、いろいろな方面に展

伊津さんが言われたように、学校サイド

開するということにしたら、いいのではな

が、今、私たちが作っている電子博物館と

いかと思います。

いうものをどういう形で利用するのか 、利

もう１つ、従来のいきさつのことをいろ

用できる部分がどこにあるのか。そのこと

いろ書いてあるのを拝見しますと、最初は

を、もっとこういう部分を改善していただ

博物館が造れないから電子博物館にしよ

きたいみたいなことが、むしろご提案いた

うと。ところが、海の道むなかた館ができ

だかないと電子博物館のほうとしては動

て、それとのすみ分けをどうするかという

かしにくい。だから、こちらからもっと積

問題になってきていると思うのです。私の

極的に使ってくれという部分ももちろん

率直な考えでは、現在の海の道むなかた館
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は歴史資料館であって、文化財を展示し皆

り立ちとか、漁業の成り立ちとかは説明で

さんに見てもらうものだと思います。それ

きかねるのかなと。まだ、昔の暮らしとか、

に対して電子博物館は、博物館という名前

イメージするタイムカプセルといいまし

があるわけですから、もう少し総合的な、

ょうか、タイムマシン的なものをどう見せ

文化的な面とか、そういうことも含めては

ていくか、どう反映してもらうかというの

どうかと。例えば、宗像市史などを見ます

が我々の仕事だと思うのですが、それをい

と、随分最初から、地質のところから始ま

きなり古代まで飛ばすことができるのか

って、もちろん考古もあって歴史があって、

と疑問に思っております。

最後に現代どうなっているかというとこ

あと、電子博物館の件ですけれども、何

ろまで書いてある。豊かな自然があって、

回か WEB を通して見させていただいたので

しかも非常に便利な土地である。さらに、

すが、今、ご意見の中にありましたとおり、

歴史的伝統とまとまりがある。そういう豊

百貨店のような形で、品数は豊富ですけれ

かさのバランスが素晴らしいということ

ども、それが本当は何を伝えたいのかなと

で、我々も喜んでここに住んでいるわけで

いうのが、郷土文化課の職員ではなくて、

す。そういう現代の豊かさを表現するよう

見る一人の人間として分かりづらかった

な部分も、あっていいのではないかと考え

というのを実感しております。

ています。

それと、本日この座談会 が開かれて紀要
なのですけれども、紀要というもの自体、

司会：ありがとうございます。今、海の道

大学の紀要くらいしか私は知りませんの

むなかた館とのすみ分けという話があり

で、それとはちょっとかけ離れたものなの

ましたので、市からのご意見というか、も

かなと。紀要というよりも、電子博物館 便

しくは電子博物館に望むようなこととか、

りみたいな形にしたほうが、皆様方のいろ

そういったところをコメント頂ければと

いろな意見とか、見る人も巻き込んで情報

思いますけれども、吉原 課長、いかがです

発信できるのかなという気はいたしてお

か。

ります。

吉原：まず電子博物館の位置付け、それか

司会：ありがとうございます。では、続い

らむなかた館の位置付けですけれども、む

て、これまでの話の中で出てきた 電子博物

なかた館の位置付け自体は、世界遺産の登

館の中身（コンテンツ・展示物）について

録がありまして、郷土の文化から世界遺産

もう少しお話をしていきたいと思います。

の媒体施設もということになりまし た。そ
の辺、世界遺産を核として、点在する市内

②

の遺跡をどう結び付けていくか、どう活用

発・改修をどう進めていくべきか

していくかというのが、これからの大きな

司会：我々は箱物を持っていない、実物と

課題となっております。先ほどお話にもあ

しては持っていないわけですけれども、デ

りましたように、古代の 良い光り方という

ジタルとしての収蔵物および展示物とい

ことですけれども、じゃあ古代だけかと申

ったものについて、今のコンテンツはどう

しますと、今の私たちが生きていく上では、

であろうかということ、まずそれが１つ。

中世があり近世があると。そういうところ

そして、これからどのように展開していく

をご説明しないと、今の この地の農地の成

のかという、その方向性なりといったとこ
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コンテンツに関する課題、今後の開

ろについてのご意見をお願いしたいと思

が、前提としてありました。全て作り替え

います。皆さんのお手元のプリント右側の

ると相当なコストが掛かってしまう。だか

ほうに、現在の主なコンテンツということ

らといって、それを待つのは非常によくな

で一覧を提示させていただきました。

いであろうということもありましたので、
今、注目されている、もしくは面白いと思

表1 むなかた電子博物館の主なコンテンツ

われるトピックについて、それを別個の特

特設展示
北斗の水くみ写真展
むなかた電子博物館紀要
むなかたの蝶
むなかたの野鳥たち
むなかたシンフォニー「植物」
田熊石畑遺跡と古代のムナカタ展
遺跡発掘調査の報告書
むなかたヒストリー探検隊 ～沖ノ島特集～
探検！発見！むなかた
むなかたギャラリー 今＆昔
むかし発見！唐津街道むなかた赤間宿
宗像のわらべ歌

集ということで提示したらどうだろうか
ということが、思い付きでありました。そ
こで今回は、これは世界遺産の絡みもある
大島と、もう１つは宗像の蝶について、特
集記事として制作・展示 したという経緯が
あります。
特設サイトという体裁を取りましたの
で、全体とのつなが りがやや弱いというの
も弱点としてあるのかなと思うのですけ

2017年度特設サイト
宗像 大島を巡る
むなかたの蝶

れども、少なくとも最初の入口として、電
子博物館がどのように動いているのか。止

歴史コーナー
むなかた今昔（むなかたの歴史・日本の歴史）
ナゼ？ナニ？地名講座
くらしと共にあった道具
むなかた人物伝
ふぉとギャラリー

まっている WEB サイトではなくて、日々活
動しているサイトであるということを見
せることができたらというのが、私の担当
者としての考えです。薄さんは、大島で活

文化コーナー
文化財を守るしくみ
文化を楽しもう！（文化財あれこれ）
むなかた学びの案内所
収蔵品を調べる

動されているということがありますので、
大島特設サイトをご覧になりましたなら
ば、そのご感想なりを聞かせていただけれ
ばと思いますが、いかがでしょうか。

自然コーナー
自然と人々のくらし
（地形・山・川・星空・玄界灘・自然と産業）
宗像の生物たち
自然環境調査の報告書
むなかた日和
新着記事紹介
運営委員による取材記事

まず、今年度、2017 年度は特設コンテン
ツ「宗像 大島を巡る」と「むなかたの蝶」
という、それぞれトピックに対応する特設
のサイトを作ったということ から、主担当
だった私から 、お話をさせていただければ
写 真 ：「大 島 を巡 る 」サ イ トトッ プ

と思います。
こちらについては、今までの既存コンテ
ンツの整理が相当に難しいというところ
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薄：結構、ビデオとかも入って面白いとは
思います。お聞きしたかったのですけれど
も、このサイトのアクセス数というのはど
れくらいあったのですか。

弓削：現時点で、まだ特設については集計

要なので、これはあくまでざっくばらんと

をしていないので、数値としてはお示し で

したものだとお考えいただければと思い

きません。

ます。アクセスへの 呼び水になるためには
どうすればいいか、作っただけでは誘引で

薄：結構、映像とか、面白いものが出てい

きないだろうというのは私の実感として

るのですが、これをあまり皆さん、ほとん

もありますので、その方法はこれからの議

ど知らないのです。皆さんに見ていただけ

論の中でも必要なのではないかと思いま

ないというのが、もったいないなと思 いま

す。

す。ですから、実際にどうやってここにア
クセスされているのかとか、そういったと

司会：あと、もう１つの 特設サイトである

ころをつくらないと、せっかく作っていた

「むなかたの蝶」について、西田さんから

だいているものを、時間かけて学生さんも

コメントを頂ければと思うのですけれど

入られているし、もったいないと思うので

も、いかがでしょうか。

す。そういうのを感じました。

司会：ありがとうございます。通常の記事
更新と同じく SNS での案内はしているので
すが、特徴的なことはありません。それ以
外に一つ、工夫としてやったのは、実際の
リアルイベントに参加して、そこで電子博
物館の広告をしてきたということです。特
集記事の内容に興味を持ってくれそうな、
実際にそれに関わっている人たちにこう
いうサイトを作っていますということで、

写 真 ：「む な かた の 蝶」 ト ップ

紹介と一緒に具体的に提示するというこ
とをやってきた ii わけですけれども、実際、

西田：博物館は一般に常設展と特別展があ

その効果があったかどうかというのは、ま

ります。電子博物館でも私が担当している

だ検証できていないというのが正直なと

蝶をテーマとした特別展を、昨年企画して

ころです。

やらせていただきました。

これは全体のアクセス数推移なのです

電子博物館というからには、やはり動画

が、維持というか微減といいますか、サイ

を載せたい。通常の博物館でもそのような

ト全体でいうならば 、向上はしていないと

動画あるいは映画を上映しているところ

いうのが正直なところだとは思います。も

もありますが、電子博物館ではいつでも動

ちろん、それぞれのページによる分析は必

画が見られるというのが一つの強みだろ
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うと思います。昨年、さつき松原海岸のス

ントの話がありますけれど も、例えば、市

ナビキソウと織幡神社のスイゼンジナに

とどういう協力が望ましいかといったこ

飛来した多数のアサギマダラの飛翔の動

とについてのコメントはありますか。

画を特別展でやったことがありますが、そ
のような企画を今後もどしどし取り入れ

平井：現在、今までの時間的な経過も踏ま

ていきたいと思います。

えまして、市のほうで随分たくさん取り組

大島の特別展では、島内のいろいろな風

んでいただきました。特に、宗像のプラネ

景や海岸の漂着物などの映像が主体でし

タリウムと協働で観望会をやると。そうす

たが、それに連結して植物、昆虫、蝶など

ると、望遠鏡もありますし、あるいは星空

も含めて再度大島特別展を、また次の年に

を案内できるスタッフがいますし、そうい

地島特別展など企画すると良いものにな

うボランティアの方がおられますから、ど

っていくだろうと思います。

うしてもそういう人たちにお願いして、プ
ラネタリウムの楽しみを踏まえて、この水

司会：ありがとうございます。続いて、こ

くみが関わっていくということでやって

の電子博物館の中で恒常的な動きのある

きました。これは、ますます発展していく

コンテンツの代表として、北斗の水くみ

iii

のではないかと思っています。

関連のコンテンツがあるかと思いますけ
れども、平井さんから見ていかがでしょう

司会：続いて常設展に関して、黒川さんか

か。

らご覧になって、今の電子博物館のコンテ
ンツ、特に専門分野（植物）についてはい

平井：実は最近あまり成功していないので

かがでしょうか。

すけれども、しばらくくたびれていまして、
もちろん観望会は毎年やっています。ただ、

黒川：私が勘違いしていましたのは、まず

特に最近は、沖ノ島のこともありましたの

宗像「市」の植物に限定して書いていたの

で、行政の方も忙しいと。市民の方々の目

ですけれども、宮川さんが書かれた｟市民

も、とにかく世界遺産となっていましたの

主体による「むなかた電子博物館」の運営

で、そういう意味ではちょっと やり方など

｠（月刊 J-LIS 2017 年 6 月号）を読ませ

を変えてはいるのですが 。

ていただいたら宗像地区、福津とかそ の辺

水くみに関して いえば、当初からイベン

も入れて いる iv という こと で、それ はち ょ

トを踏まえてやっています。石黒先生が話

っと考え違いをしていましたので、私とし

をしていた教育関係の取り組みもやって

てはそちらのほうがうれしいのですが、宗

きました。今後としては、これは 1000 年

像地区として全体的に網羅していけたら

も続くような現象ですから、今年、来年と

なという気持ちはあります。

いうことはないのですけれども、やはり宗

それと、まだ私も本当に入ったばかりで

像の自然を構成する１つとして珍しいも

あまり分からないのですけれども、植物を

のですから、こつこつと 市民の方々と一緒

見るというのは、その地区を見るとき、例

に長く続けていってほしいなと心から思

えば宗像がどういうところかを見るとき

っています。

に、植物というのは１つ大きな基本になっ
ていると思うのです。その地区の特徴とな

司会：その中の観望会という、リアルイベ

っていると、常に思っています。だから、
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なるべくそういうのが、見られた方が分か

ことに関連して 、いま、水くみをテーマと

るような形で、植物の紹介がしていけたら

した絵本を校正していて、ある程度出来上

なと思っています。

がってきていて、どういうふうに出す かと

それと、植物はなかなか難しくて、全体

いうことと、電子博物館を通して楽しむか

をぱっと見ても分からないで、小さいとこ

ということがあります。

ろを見てよく分かることとか、そういうの

もう１つのニュースですけれども、去年

もありますので、そこら辺の工夫を、情報

の 12 月にルーマニアで、実は私は天文学

提供する植物友の会としても、技術的に提

者なので、国際天文学連合というのがあり

供する方法も考えないといけないかなと

まして、４年に１回、総会があるのですけ

思っています。

れども、その部門の中に自然の遺産という
パートがあるのです。つまり、宗像の例の

司会：ありがとうございます。その他、さ

沖ノ島は世界遺産ですけれども、天文学者

まざまなコンテンツがありますけれども、

の国際会議が提案している、自然の中の遺

何かここはという気づきなどありました

産、
「自然遺産」というのです。そのパート

ら・・・平松さん。

がずっと続いていまして、その１つを私の
友人が、そこで私も共同で話をして、この

平松：先ほどの平井先生のお話の続きです。

北斗の水くみについて議論を出してきま

北斗の水くみ写真展は、2008 年から毎年１

した。今年の８月に、IAU 総会というのが

回続けてきました。今年で 10 年になりま

あるのですけれども、そこの場面でも宗像

す。そして先日、といっても 12 月ですが、

の話を出そうかなと思っています。少し世

宗像市の小中学生を対象に環境啓発ポス

界遺産と同じようなものだけれども、セン

ターを環境課が募集しました。この中で、

スの違った自然での遺産ということで、オ

最優秀に選ばれたのが北斗の水くみ、これ

ーロラとか、いろいろな世界の地域の特異

なのです。ということは、やはり北斗 の水

な自然現象を評価して遺跡にしようとい

くみはかなり浸透している、そのように思

う取り組みです。そういうのが進行してい

いました。

るということだけお伝えして、宗像のみん
なで見ようねということです。

司会：ありがとうございます。今の ような、
アカデミックに注目されている内容とい
うのは、なかなか表に出てこないところで
す。そういったものを紹介するというのも、
電子博物館の役割の一つではないかと私
も思います。
同様に、海の道むなかた館が、今まで古
代について綿々と研究されているものを
「報告書」ということで電子博物館に掲載

写 真 ： 北斗 の 水く み 写真 展 トッ プ

させていただいておりますけれども、その
内容、もしくは今後こういったものを電子
平井：今、平松さんがおっしゃったような

博物館に掲載できるのではないかといっ
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たものについてのコメントを頂ければと

は、少しずつ特集記事であるとか コラムの

思います。

ようなものなど と、幅が広くなってきたと
いうのが経緯としてございます。ですので、

白木：むなかた電子博物館の中に、埋蔵文

例えば市民の方 や、むなかた地域について

化財の発掘調査報告書を入れております。

研究されている在野の研究家 に、気軽に自

これは非常に専門的なもので、あまり一般

分の活動している内容なり成果なりを発

受けはしないだろうと思っていたのです

表するツールとして使っていただくとい

けれども、それに対して短い、 100 文字く

う考え方もあるのではないかということ

らいのコメントを、遺跡の内容が簡単に分

です。

かるコメントを入れてアップするように

また、そういったさまざまな活動 内容全

しております。これは専門家にとっては、

てを電子博物館が責任を持って所蔵する

ことのほか好評なのです。こういった報告

必要はないわけで、そういったもの の一端

書の公表として出だしは割と早かったの

を紹介することでも、十分電子博物館とし

ですが、少し停滞していました。最近一気

ての価値になるのではないかと思います。

に進めましたので、今日までの報告書 は取

名称として「紀要」がよいかどうかという

りあえず入れることができております。

のは、また別の議論であるかとは思うので

今後は、やはり報告書だけではなくて、

すけれども、懐の広い電子博物館の紀要と

企画展の展示図録とかも、これは販売して

いうものを考えていきたいというのが、私

いるのですけれども、何年か 経たてばこう

の思いです。

いったところでアップして。デジタルアー

もう１つ、電子博物館の紀要 は、デジタ

カイブとしての側面というのも、市が電子

ルジャーナルといいながらも、今の段階で

博物館に期待することですよね。さまざま

は PDF ファイルというインターネット上で

なコンテンツ、写真とかはあるのですけれ

閲覧できる文書形式になっているにすぎ

ども、これをただ文化財の中でもきちんと

ないので、電子媒体ならではの、例えば先

整理できていないものがあるのです。これ

ほどの動画という話がありましたけれど

についても、公開できるもの、できないも

も、そういったものに組み込むというのも

のをきちんと調べて、より便利な電子博物

技術的には可能なのですが、手間の関係で

館というのが期待されるのかなと思いま

できていないというものもあり ます。最終

す。

的に紙媒体としても発行はしております
が、電子媒体のものが主であるということ

宮川：紀要について、先ほど吉原課長から

を念頭において、工夫というのはまだまだ

お話、ご提案もありましたけれども、紀要

できる余地があるのではないかと思って

編集を担当している私も思うところがあ

おります。

ります。紀要にはいろいろありまして、査
読のありなしとか、そういう区別があるわ
けですが、むなかた電子博物館 紀要は査読

矢 田 ： 先 ほ ど 言 い 忘 れ たの で す け れ ど も 、

のない紀要であって、ある意味、投稿その

例えば福岡市博物館とか、そういうような

ものはかなり気軽にできるものです 。

所に行くと、郷土の重要な人物をフィーチ

電子博物館紀要も、かつては学術的な投

ャーしています。宗像でいえば、古いとこ

稿論文が多くを占めていた のですが、最近

ろは高市皇子、高市皇子は出身とはいえな
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いかもしれないけれども、胸形君徳善とか
がありますが、人物像がはっきりしません
ので、もっとはっきりしているところでい
えば、大宮司氏貞とか早川勇、その辺かな
と。
しかし、最も重要なのは、やはり出光佐
三だと思います。沖ノ島、今は世界遺産に
子博物館が始まっている。

なりましたけれども、その調査を佐三が全
部金を出して、実弟をつけて全部管理させ

ところが、実はこれを更新していくとき

ている。だからこれ だけの遺産がきちんと

に、それを担当できる人が、実際の運営委

残されて、学術的価値が非常に明確である。

員会の中にどういうふうに参加できてい

そういうことで世界遺産になったと思い

ただろうかという問題があ ります。例えば、

ます。佐三は当時宗像大社に関することに

最近であれば、蝶の部分は西田さんが来ら

は、ほとんど全部お金を出しているような

れることによって、更新が可能になってい

ものです。昭和の大造営については、国の

くということになるのですが、歴史の部分

史跡で国の資金が出るため自分だけとい

に関していうならば、この運営委員会で歴

うわけにはいかなかったのですが。

史に関してきちんと精査できる方はどな

宗像大社だけのことではなくて、もう１

たもいらっしゃらない。そうすると、１回

つは、宗像に刑務所がもともとはできるは

上げたものが、確かに歴史だから、基本的

ずだったのです。それをいかんといってや

なものは変わらないかもしれないけれど

めさせて、土地は出光一族がかなり出して

も、そこで新たなものを入れ、それほど重

いると思うのですけれども、教育大学を誘

要ではないものを変えていくとか、そうい

致した。それで、今のような学園都市とい

った作業が実際可能になれば、もっといろ

いますか、文教都市になったので、そうい

いろな部分で新しくなっていけるのだろ

う功績も非常にあるわけです。先ほどの豊

うと思います。
やはり、博物館的なものであるという 部

かな宗像になったのにも、彼の功績が非常

分としての網羅性と、それらをバックアッ

に大きいと思います。
一般の人にはそういう実績があまりよ

プできるような体制。特色自体、それでは

く知られていないと思うので、そういう宗

宗像として出せるのかという部分がある

像市で誇りを持てる人物をフィーチャー

かもしれないのですが、大きな枠組みとし

することが、１つのコンテンツになるので

てのそういう対応性みたいなものは、この

はないかと思います。

間作ってきたもので変わっていない部分
はあるのですが、何 とか維持をしていかな

石黒：コンテンツに関する問題なのですが、

ければいけないだろうし、その辺の素質み

もともと電子博物館が箱物のないところ

たいなものが、これは後で問題になってき

から始まっている。ただ、博物館の主要な

ますけれども、まさに運営委員として、ど

機能として、１つは歴史的なもの、もう１

れだけ多くの人が関わっていただけるの

つは文化的なもの、もう１つは自然的なも

か。そういったところを、この間何回も、

の、それぞれ３つの分野 に関して、まず網

人集めも含めて議論はしてきたところで、

羅的に出してみようということで、この電

実際、なかなかうまくいっていない。
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だから、そういった形で、あらためて市

体、大きく様変わりしておりますので、そ

民がこういうものに主体的に関わってい

ういった潮流を踏まえながら、これはまだ

けるための仕組みづくりみたいなものが、

まだ価値があるというようなところ、もし

これからこういうものを継続していくた

くは、ここの部分は変えなければならない

めには、さらに必要になるのではないかな

だろうなといったところについて、特に専

というふうに思っています。

門家の立場から、塘さんからお話 をいただ
ければと思います。

西田：確かに、誰が担当するかというのは、
今、非常に曖昧になっており、私もその点

塘：基本設計が古いサイトですので、問題

は非常に危惧しています。普通の博物館で

は多々抱えております。一番は、現在多く

は館長の下に複数の部門があります。電子

の方が見ているパソコンの解像度、画面の

博物館に当てはめますと、一つの例として、

大きさに対応できていないということで

電子博物館館長の下に自然部門があり、自

す。スマートフォンの画面サイズ、スマー

然部門の中に「宗像の植物」室があり、そ

トフォン自体に完全に対応していない部

の室長が黒川さん。それから、
「北斗の水く

分があり、こういったものに最適化をして

み」室の室長は平井さん。
「むなかたの蝶」

いないというのが、大きな問題になってい

室の室長は私というふうに、この辺は決ま

ます。

っているのですが、あとのコンテンツは一

このようにコンテンツがたくさんあり

体誰が責任を持って担当し、更新はどのよ

ます。先ほどの百貨店のようだというお話

うにやっているかというと、これはほとん

もありましたけれども、いろいろな所から

ど更新ができていない状態です。それで、

コンテンツかき集めた結果、リンク切れが

この際、担当者、室長を決めて、その方が

存在している他、導線が不十分な状態がみ

いろいろな情報を収集し、それをまとめて

られます。どこからたどって、どこにどう

コンテンツを作成する。そのような担当者

たどり着くかという部分が、非常に分かり

を、追々決めていかなければならないかと

難く、閲覧者自身がどの階層を見ているの

思います。

か分からなくなる。こういったものが見ら
れます。これによって、見やすさ、分かり

司会：ありがとうございます。まさに、運

やすさというのが損なわれているのが、現

営委員としての役割分担といったところ

状であるという風に思っています。

の話になってくるかと思います。それはま

それから WEB サービスとして見たときの

た、後ほど、あらためてお話をしていきた

お話です。最近で言いますと 、特設サイト

いと思います。

の大島と蝶のページというのは、私たちが
制作に携わらせていただきました。動画コ

③

電子博物館のＩＴシステムとしての

ンテンツというのが、今、 WEB では流行っ

課題や今後の可能性

ております。ブロードバンドやスマートフ

司会：では、続いて 電子博物館は WEB サイ

ォンなどの再生環境が充実していますの

ト、WEB サービスであるわけですので、Ｉ

で、インターネットを通じて動画を見る機

Ｔシステムとしてみたときに、今、問題と

会が増え、より一般的になってきました。

なっているところはどこであろうかと。

ですので、動画を使っているサイトも非常

2005 年に開設して以降、WEB というもの自

に多い。動画はキャッチーですので、動画
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によって子どもさんであるとか、あまり専

機会損失してしまうということが言えま

門分野に明るくない方も理解しやすいと

す。これは必ずしていかなければならない

いう側面がございますので、これは継続し

ということです。

ていければなと考えております。

ここで、FLASH のコンテンツが問題にな
ります。FLASH というのは、動画とか、マ

司会：そういった、今の動線等の分かりに

ウスを動かすとアニメーションするなど、

くさといった所も含めてですけれども、今

動的な表現をするための技術で、一昔前に

後の新しいシステムというか、リニューア

流行したものです。電子博物館の中には

ルといったものを踏まえると、どういうこ

FLASH のコンテンツが非常にたくさんあり

とが現実的に考えられるかというところ

ます。2000 年代はこれが主流であった時代

のコメントを頂けますでしょうか。

もありましたので、仕方のないことなので
すが、現在において、皆さんご存じの、ス

塘：技術的なお話になりますけれども、今、

マートフォン、Apple の iPhone であると

CMS（Contents Management System）という

か、iPad というのは FLASH を見ることがで

ものが、現状の電子博物館に実装されてい

きません。また、Android の最新機種も、

るのですが、当時は汎用的なものが少なか

デフォルトで FLASH には対応していません。

ったものですから、オリジナルで開発され

というので、これは排除していかなければ

たものになっています。これが、非常に古

いけないということが言えます。

いもので、バージョンアップ等もできてい

Google は、一番シェアを大きく持ってい

ないので、セキュリティー的にも懸念され

る検索エンジンなので例として説明しま

るところがございます。

すと、FLASH のコンテンツが存在するとい

ですので、今回のリニューアルでは、汎

う時点で、モバイルに対応していないサイ

用的な CMS を導入しようと考えています。

トだという判定をすると言われています。

いわゆる記事を投稿するような仕組みで

ということは、WEB ではページランクと言

す。ホームページの業者だけが更新できる

って、何かの検索ワードでページが何番目

のではなく、一般的に皆さん、ワープロソ

に表示されるのかというのが非常に重要

フトが使えるような方が記事を更新でき

な指標のですが、この順位が下がってしま

るような仕組みというのが、今は主流です

うのです。つまり、サイト内に FLASH コン

ので、こういった汎用的なものを利用して

テンツがあるという時点で問題になる訳

いきたいと考えています。

です。リニューアルした際には FLASH のコ

他には、少し話が前後しますけれども、訪

ンテンツを隠してしまう、あるいは作り直

問してくる方がなかなか増えない理由の

せるものは作り直してということをして

１つが、検索エンジンの最適化というのが

いかなければいけないと考えています。

できていません。ＳＥＯ対策と呼ばれるも
のですけれども、これをしていくためには、

司会：ありがとうございます。モバイル対

必ずモバイルに対応する必要があります。

応というのは、今、盛んに言われているも

現状、多くのサイトでモバイルアクセスと

のでもありますが、限られた予算の中でど

いうのは、約半数以上あるといわれていま

のように対応していくのかというのを考

す。ですので、モバイルに対応しなければ、

えなければならないというのも課題であ

半数以上のお客様を失ってしまう。つまり

ろうとは思います。
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市の視点からご覧になって、いかがです

りました。ここで、市側から、特にこの電

か。実際、市の WEB サイトからリンクもい

子博物館に対して、期待していることとい

ただいているわけですけれども、そういっ

ったこと、こういったことを担ってほしい

たところからご覧になって、今、電子博物

といったことを、ぜひこの場でいろいろと

館の WEB サイトの見やすさというか、そう

コメント頂ければと思うのですけれども、

いったところの評価なり何なりがあれば、

いかがでしょうか。

井上さん、いかがですか。
郷島：先ほど、井上からも話をしておりま
井上：正直申しますと、少し古い型かなと

したが、協働化事業提案制度の審査会の中

いうイメージで見られるかなと思います。

で 、「 親 し み や す い 電 子 博 物 館 に し て く だ

なかなか自分が、このセクションの担当に

さい」という注文が非常に多くて、分かり

なって、これを見なきゃなと思うときに、

やすいと言いましょうか、中には電子博物

なかなか行き着きにくいというか、どうい

館という名称が堅いという話も出たりと

うふうにいけばいいのかなというふうに、

か、また、やはりアクセス数等々の問題も

分かりにくいというか、たどり着きにくい

挙がっていました。

のかなと。それで、行政の職員になると、

やはり私ども、郷土文化課としましては 、

おおまかここだろうなということは目星

いろいろな文化財、郷土の歴史文化を知る

が付くのですけれども、恐らく、それが一

ことで、郷土に誇りを持ってもらう 、郷土

般の方で、取りあえず見てみようかという

を愛する人に育っていただきたいという

方だと、なかなか行き着きにくいのではな

ところがありますので、ぜひその一翼を担

いのかなという感じは、率直に思っていま

っていただきたいというところはあろう

す。

かと思います。

今回リニューアルするということなの

北斗の水くみの例ですけれども、観望会

で、それは期待しているところですけれど

をしたときに、昨年からプラネタリウムで

も、今回の提案制度の中の審議会の中でも

やるようになりました。それで、プラネタ

意見が出ていたアクセスしやすいとか、一

リウムで平井先生のお話を伺って、内容と

般の方が見やすいとか、あと着きやすいと

しては、ここ（電子博物館）にも掲載され

いうところのハードルをまず下げるとい

ている内容だと思うのですけれども、やは

うのが必要なのかなという気はします。

り先生のお口から直接話を聞くと、ダイナ
ミックさというか、全然伝わり方も違って
くるし、
「あ、宗像のこういう現象というの

④

地域／市との連携について、その役割

は、世界でも珍しいことなんだな」という

分担など

こともそこで思えて、それからじゃあ、実

司会：では、今、井上さんからもお話があ

際現場に行ってみましょうという、非常に

りましたので、そこのつながりということ

面白い取り組みだったのではないかと。ま

で次の話題に入りたいと思います。電子博

ず勉強して、実際にその場所に行けるとい

物館は、もともと、市が中心となって、そ

うふうな取り組みができてくるというと

れに市民が参画するという運営だったの

ころ。

が、2013 年から完全に市民が主体となって、

だから、そういうのが WEB 上だけでのこ

市と協働しながら運営する立ち位置にな

とではなくて、今度はいろいろな、さまざ
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まな状況やイベントをミックスしながら

ども、そういったグループなり何なりを巻

やっていくというところも必要になって

き込むというか、この電子博物館と一緒に

くるだろうと。あとは、どうしても「北斗

活動できるような感じができるのではな

の 水 く み の 観 望 会 を や り ま す よ 」「 ア サ ギ

いかと、少し私は思うところ があるのです。

マ ダ ラ の 観 察 会 や り ま す よ 」「 蝶 の お 勉 強

そういったグループでの活動や電子博物

会やりますよ」というのは、広報誌に載せ

館との関わりについて、いかがでしょうか。

て、それから応募が来るという、やはり紙
媒体が強いということがありますので、そ
のあたりの、例えばイベントの場の設定で
あるとか、広報のやり方であるとか、それ
から例えばプラネタリウムなどの関係者
とのつなぎというものが 、行政が果たす役
割なのかなと思っております。
また逆に、先ほど白木が申しましたけれ

黒川さん、何かありましたら。

ども、遺物のデジタルアーカイブ 化であり
ますとか、あと海の道むなかた館と 金海博

黒川：そうですね。常に私たち、そういう

物館（韓国国立金海博物館）との、姉妹館

ことをしています。電子博物館に限らず、

ではないですが、連携もありましたので、

いろいろな所で実際展示をしたり、現地に

これからどういうことをしていかなけれ

行って勉強を常にしていますから、それが

ばいけないかということも、いろいろやは

当たり前になっています。

り行政としても課題があります。その課題
の中に、電子博物館 さんと一緒に直接的に

司会：そういった活動を電子博物館で紹介

何かできることもあれば、ここにお集まり

させていただくとか、グループの日常に、

の方々のノウハウを頂きながら、その行政

我々が飛び込んでいくような、まずそこか

の課題解決にもつなげていくことができ

ら始めていくというのも、私の一つの考え

るのではないか。そこら辺での連携という

としてあるのです。運営委員として入って

ことを今後やっていただいたほうがいい

くださいとなると、やはり少し敷居が高い

かなと思っています。

ように思うので、我々が少しフットワーク
を軽くして、そういったグループの中に、
一緒に活動していくのはどうだろうかと。

⑤

運営委員の役割とその拡大について

今回、私も蝶の特設サイト制作の関係で、

－参加の敷居をどう下げるか

西田さんをはじめとした蝶を専門とされ

司会：ありがとうございます。電子博物館

る方々と一緒に活動させていただいたの

は市民主体の運営である以上、運営委員の

ですけれども、そういったものを積み重ね

役割は非常に重要です が、電子博物館が取

ていくというのは、やや地道な話ではあり

り上げるべき内容に対応できるような人

ますけれども、委員を広げる ことにもつな

材確保の問題があります 。ここで実際に委

がるのかなと。

員の皆様が所属されている グループ、専門
的な研究活動なり、社会教育なりを担って

黒川：そうですね。ただ、私たち、植物の

いるグループがあるかと思うのですけれ

32

会に限って言えば、今度は担い手とか、い

くらいなるのですけれども、以前は教育委

ろいろな問題が出てきます。結構いろいろ

員会に文化協会というのがあって、そこの

仕事とかがだんだん増えてきて、だから、

団体の中に歴史関係の勉強分野があった

本当に電子博物館は電子博物館だけのと

り、何だかんだあったと思うのですけれど

ころにして、なるべく自分たちの意志をそ

も、今はどうかというと、それが大きな協

こに表すというか、なるべくなら、その辺

会の傘下で活動はせずに、自分たちで 独自

りにとどめておきたいなという気はあり

に活動している ところが多いです。協会の

ます。

中で、いろいろなパドックと申しましょう
か、いやこれは違うよ、こうでないよと言

司会：なるほど。率直なご意見、ありがと

われるのがあまり好きではないという時

うございます。

代の流れになって、そういったピラミッド

いかがでしょうか。どうぞ、平松さん。

構造の協会が崩壊して、今はそ れぞれでや
っている。

平松：歴史に関して、今、コミセンの中に

これがまた、お互い手を結んで、何かし

歴史のクラブができている所があります。

ましょうよという流れになると、また行政

１つは河東コミセンです。これは、歴史年

のほうもそれに何だかんだ支援とか、力を

表を自分たちで作っています。そして、吉

割ってやっていかなければいけませんけ

武コミセン、ここも歴史のサークルみたい

れども、今のところ、そういう部署は見当

なものがあります。だから、そういう地元

たらないのかなと。ただ、文化協会自体は

で実際に活動している人、そういう方に、

まだあると思います。

一度電子博物館に出してみませんかと声

それで、あと困っているのは、それぞれ

を掛けてみたらどうかなと思います。

の方々が一生懸命作られているのはうれ
しいですし、尊敬もいたしますけれども、
その内容的なものは、果たしてそれを他の
方々が見られてどうなのかと。自分たちは
良いものだよと思って いても、では、それ
を専門の方が見た場合、研究 として見た場
合どうなのかと。中には引用等あるのです
けれども、それはきちんと断ってやってあ
るのかとかいうのがありますので、そうい

司 会 ： あ り が と う ご ざ いま す 。 宗 像 市 は 、

う出典を明らかにしなければいけないと

そういった活動をされている学びのコミ

いうルールとか、いろいろなものを考えな

ュニティが多いと、私は個人的に思うので

ければいけない時期なのかなという気は

すけれども、その辺りは、例えば市側でそ

いたしております。

ういったものを管轄されている部署など
司会：ありがとうございます。そうですね。

はあるのでしょうか。

さまざまな学びの活動、そういったものを
取り上げていくということは、非常に興味
吉原：コミュニティの活動というのは、最

深いところですが、今、吉原さんから言わ

近と言いますか、最近と言いましても 10 年

れたように、学問的な妥当性であるとか、
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そういったところまで考えていくと、非常

ここでもう一度運営委員のお話しに戻し

に難しいところは確かだと思います。ロー

たいと思います。

カルでやっているからこそ、許容できるも

この運営委員が、なかなか増えていかな

のもあります。著作権の権利処理とかそう

い。今でも募集というものは、定期的に行

いったところまで含めてむなかた電子博

ってきたというところもあるわけですけ

物館という、公的なところと協働している

れども、なかなか手を挙げていただく方が

立ち位置から考えると、なかなか難しいと

少ないというの が、現状であります。今後、

ころもあるかもしれません。

むなかた電子博物館が持続可能なもので
あるためには、新しい顔というものが出て

伊津： SNS が大きなウェイトを占めるよう

くる必要があると思うのですが、そのため

になって、発言したい人が直接 WEB にアッ

にはどういうことが、今、ネックになって

プしたりという、さまざまな直接発言の場、

いるのか。どこを解消すれば、ある程度の

Facebook でもそうですし、Instagram でも

改善の方向性が見えるのではないかとい

そうですけれども、みんなそれぞれ自分の

ったアイデア、そういったものをこの場で

スタンスでアップしていて、責任は自分だ

頂ければと思います。

というので、一つのメディアが成り立って
きています。ですから、かつては、
ニュースはきちんとした検閲をして、それ

矢田：私は、新参者ですから、コンテンツ

なりの専門的評価を受けた上でニュース

をどうやって作るかという筋道がよく見

が流れている。ところがそうではないニュ

えていない。そこにはボランティアとして

ースが、アメリカの大統領でもやっている

は限界があると思うのです。今日私もいろ

ようなニュースなど、大っぴらに飛び交っ

いろ言いましたけれども、アイデアを出す

ています。

ことは簡単です。ただそれをどうやって電

だから、その辺りの時代が、先ほどピラ

子的なコンテンツに持っていくのか、そう

ミッド的なものをみんなが嫌うという、ま

いう技術をもった人が必要です。それと、

さにインターネット的な方向が、どんどん

それを勝手に作るのはいいけれども、市の

やみくもに進んでいる。その辺りを、電子

博物館というのだったら、それをオーソラ

博物館がどういうふうに考えていくかと

イズしないといけない。誰がオーソライズ

いうところですね。

するのか。そういう組織がないといったら

ですから、みんなに出してというのでは

失礼なのですけれども、そういう状態です。

なくて、僕が非常に良かったと思うのは、

一般の博物館であれば、館長がこうしよう

北斗の水くみ写真展で、一般の人に写真を

とか、これはやめておこうとか。それから

出してもらうという。それで、その写真は

学芸員がコンテンツ案を作って持ってく

それぞれの人の作品であって、こちら側が

ると、諮問委員会がこれはいいでしょうと

呼び掛けたわけではない。そうすると、そ

いうようなことで、内容が決まっていくの

こをどうやって交通整理していくかとい

だろうと思います。私はこの運営委員会が

うことで、いろいろな分野というのがもう

諮問委員会のようなものかと思っていた

少しできてくるのではないかと思います。

のですけれども、ボランティアの立場とし
ては、そういうものを自分で作って、勝手

司会：ありがとうございます。

に展示するというわけにはなかなかいか
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ないのではないか。とにかく、一番の問題

ば、この海の道むなかた館で、11 月初めに

点はそれで、専任の職員がいるわけではな

模型展というのがあったのですね。今回、

いということです。

模型展を見ることができて、こういうこと

それが普通の博物館とは一番違うとこ

に興味を持っている人がいるんだと。いろ

ろで、我々が何かアイデアを出しても、そ

いろなガンダムみたいな、地形の模型とか、

れを具体化して、市を代表するものとして

いろいろな模型があると。

提示することまで、どうやって持っていく

だから、そういう手作りのものを作ると

のか。その手順が、僕には全然分からない

いうことが、電子博物館の一番底辺であっ

のです。それが一番の問題点だと思います。

て、その中の、僕はもっとプログラムを、
例えば今だったら、スマホのアプリとか、

伊津：今のことに関連して、ちょっと矢田

LINE のアイコンの絵文字とか、いろいろな

さんの話を聞きながら思ったのですけれ

キャラクターとか、そういうのを作って、

ども、結局、どなたかが紀要に原稿を書い

ちょっとした小銭を稼いでいる人たちも

ている、というのが一つ電子博物館のコン

結構いるみたいです。むしろプログラムの

テンツができる重要なプロセスだと思う

ようなものが電子博物館でより確たる、次

のですね。それを、今は文章化したいなと

の世代へ引き継いでいくことができて、そ

思うのですけれども、場合によっては、電

ういう人たちが加わってくれると良いと

子博物館の紀要は印刷物ではなくて、本来

思います。例えば、この座談会は今ここで

は博物館上に電子的に置かれているもの

やるのが一番楽で、すぐ座談会が成立する

ですから、そこへ直接書くことを始めると

のですけれども、もし離れた人も参加した

か。あるいは、文章を持っていて書いたり

いとなったときにどういう方法があるの

すると。そこから、その文章ないしメディ

だろうかということも考えていったら、そ

アが電子博物館にもう少しなじむために

のプログラムというのに、もう少し近づけ

はどうしたらいいでしょうというの を、専

た電子博物館のコンテンツの在り方が見

門のプログラマーが作っていくことで、電

えてくるのではないかと思います。

子博物館のコンテンツができていくと思
うのですね。

司会：ありがとうございます。最初、矢田

ですから、これまでの 10 年の紀要の歴

さんの話にもあったオーソライズという

史の中で、多くの在野の、研究をしたり調

か、そういったところについての私の意見

査をしたりしている方々がいろいろな文

ですけれども、もともと は市として、まと

章を書いていますから、それがまだ紀要で

めてコンテンツ制作を発注していたとい

公開されたきり、そのまま電子博物館のコ

う経緯から、コンテンツについて 市として

ンテンツになってないと。そういうものを、

責任を持っていたというところがあった

取り上げていったらいいと思います。

と思うのですが、それに対して、近年の電

今、電子博物館の紀要というのはＰＤＦと

子博物館のコンテンツはそれぞれ委員の

いう、ただ紙の印刷物を電子的にしただけ

方、もしくは 委員の紹介する方による活動

のものなので、それがそうでないものへ向

記録であるとか、そういった より生々しい、

かうためには、博物館の一つの分野に、も

まさに今の研究活動の成果というのが出

っと小さい子からプログラムを作るとい

ているようになっていると思うのです。

うことがあってもいいのではないか。例え

一つ組織として責任を持つということ
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は、もちろん大事だと思うのですが、すぐ

かする場合は、発注元にこういったものを

できるということからすれば、誰が書いた

作りました、こういう手続きで確認しまし

のかというか、そういったところをもう少

た、いいですか、載せますよというのがあ

し前に出しても 良いように思います。最近、

って、ホームページ上にアップというのが

新聞記事に記者の名前が出ているわけで

本来の手続きなのですけれども、これも過

すけれども、電子博物館の 各コンテンツに

去のいきさつからしますと、そういう形で

ついても、運営委員の誰が、もしくは 海の

は行われていないのだなと。例えば、大島

道むなかた館のどなたかが作ったものだ

の映像がアップされて、いつからでしたか

ということ、いつ作っただということを、

ねとか、個人的に見ていて、初めてそこで

外から見て分かるようにしていけば、電子

上がっているのを知る状況なのです 。本来、

博物館とその運営委員の立ち位置といっ

この事業においては、それはあり得ない話

たものが、また見えてくるのではないかな

なのです。

と思います。

それで、もともと４年間であれば、４年

その上で、例えば、特に歴史であるとか、

間でこういった事業をやりますよ。今年は

もしくは古代に関わるものについて、その

こういった事業をやりますよと。この部分

コンテンツの妥当性を チェックする、査読

は、自分たちでできますけれども、ここの

とまではいかないですけれども 、そういっ

ところは行政のほうで何かできませんか

たことを市側にお願いするということも

というのがあって、事業計画を立てて、そ

一つの手段ではないかと。

の事業計画に沿ってやっていきますよと。
当然、毎年毎年、修正はかかると思うので

吉原：ちょっと誤解のないように したいの

すけれども、そういった設計になっている

ですけれども、そもそも、この市民協働委

制度かなと思っております。

託というのは、市のほうが こういう事業を

ただ、これは建前になっているだけで、

やっていただく団体はございませんかと、

そのとおり、今方向をボンと変えてやって

まず仕様が出るのです。それで、では、そ

くださいとは申しませんけれども、そこの

れは私どもが同じようなことをやりたい

ところを踏まえた上で考えていっていた

から一緒にやりましょうというのがそも

だいたほうが良いのかなと思っておりま

そもの協働で、今、ここで議論されてある

す。

いろいろなことは、夢があっていいのです
けれども、ちょっと本来の事業趣旨からは

伊津：今の話は、誤解して聞いていたかも

外れているのではないかなと思っていま

分からないけれども、むなかた電子博物館

す。それを過去のいきさつがございますの

は、一番最初、市民協働を目指していた。

で否定はしませんけれども、このまま 乖離

その当時宗像市に市民協働の体制ができ

がひどくなったら、これ自体が存在しなく

てなかったから、宗像市の情報政策課が担

なりますよということは、お伝えしておか

当して、その諮問委員会としてこういう運

なければいけないのかなと思っておりま

営委員みたいな集まりがあって、作ったコ

す。

ンテンツとか、あるいは計画をどうしよう

あと、本来であれば、協働委託ですから、

かとかいうことをやってきたのです。です

私どもは委託者で、皆さんは、関係上は受

から、運営委員会のようなものは、宗像市

託してもらっているのですね。それで、何

は外部委託している者に対して意見を言
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うということだったわけです。それがだん

も少なすぎるというので、 1,000 円になっ

だんに、そのレスポンスがあまりにも悪す

たと。交通費の実費だけで、これだけの人

ぎるし、何かとんでもない方向へどんどん

が集まるものが増えるかというと、僕は増

行ったりもするので、本来のものをもう少

えるはずがないと思っています。だから、

しきちんとするためにはどうしたらいい

どういうふうにしていくかということは、

かということで、むなかた電子博物館の運

根本的には宗像市と運営委員会との関係

営委員会というものの役割があるのでは

をもう少し詰めて考えるしか、方向性はな

ないかということで発足したのです。

いと思います。

ですから、その現在に至るいきさつが、

僕は、運営委員会を引き受けるつもりに

他の協働委託事業所とスタンスが違うと

なって、もう 70 歳だから、ぼちぼち区切

いうことがもしかしたらあるかもしれな

りをつけようと、僕自身は思っています。

い。それはこの電子博物館の設立の当時は、

次の人に受け継がれなければ、この集まり

情報推進会議というのがあって、そこに、

はなくなるだろうと。次の人に受け継ぐた

情報政策課からこういうものを作ります

めに、運営委員会として受け継ぐのか、宗

けれどもいいですかと上がってきたので

像市が後を引き継いでいくのか。

す。その時に、勝手にそんな博物館を業者

むなかた電子博物館というのがあって、

に委託して作っても、市民のためにならな

ある時からなくなりましたというのは、や

いのではないか、という過程が、多分、宮

はり市民感情として許されないと思うの

川さんの参考資料とか、あるいは、むなか

ですね。これをどういうふうに続けていく

た電子博物館の紀要の１号とか、そういう

かということを、もう少し市の担当課と運

ところに詳細が書かれている。

営委員会の主要なメンバーで考えていく

それで、情報推進会議の答申を市長に 提

べきだと考えています。

出して、そして、決済を受けて、むなかた

そういうこともあって、運営委員会の事

電子博物館というのが発足した。ある面で

務局をずっとやってきたし、これからも続

いうと、一番最初の段階から、宗像市から

けていこうとは思っているのですけれど

委託を受けたと。これをやってほしいとい

も、そのスタンスが、ちょっと認識が違う

うことで、この電子博物館というのは始ま

部分がありますので、その辺りをこの座談

っていたし、そのあとも、その流れという

会だけでは時間が足りないので、またの機

のは変わってないと思うのです。

会に検討をしていきたいと思います。

それで今、極端に言うと、宗像市だけで
やってきた事業が、民間委託になったこと

司会：ありがとうございます。今の最後の

によって、ある面でいうと、それを請け負

話は、非常に議論になっているところだと

っている運営委員会が非常に少ない予算

思います。これまでの経緯があっての今で

になっていて、運営委員が活動する予算は

はありますが、我々と市が担うべき役割に

現実的にはほとんどない。委員やボランテ

ついて、その境界はいまいち分か りにくい

ィアの人は無償、ないしは手 弁当で行って

ところが多くあ ります。私自身もそれを気

いるというのが事実です。

付かずに、市の方に対して、ついつい同じ

ですから、運営委員会があっても、最初

ボランティア仲間のようにお願いしてし

は 500 円。でも、500 円では往復の時間を

まったり、語ってしまっているところがあ

含め何時間も束縛しているのに、あまりに

るわけですが、そこを曖昧にせず 、話し合
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いをしながら、はっきりさせていく必要が

がますます発展することを願っておりま

あるのではないかと再認識いたしました。

す。

この座談会は 、何らかの 結論を出すもの

どうもありがとうございました。

ではありませんので、今後、議論をしてい
ければと思います。
さて、時間となってしまいましたので、
今回これで座談会を終わりにしていきた
いと思います。ここでの話し合いを今後の
活動を考えるきっかけにしていただけれ
ばと思います 。今後、むなかた電子博物館

i

宗 像 市市 民 サー ビ ス協 働 化提案 制 度 に基 づ く。 宗 像市 との協 働 の もと 、 むな か た電 子博物 館 の 企画 ・ 運営 に つい
て 、 市 民団 体 「む な かた 電子博 物 館 運営 委 員会 」 が担 う。 2014 年 度 ～ 2017 年 度 に引 き続き 、 2018 年度 ～ 2021 年 度
の 4 年 間 の 事 業が 採 択さ れた。
ii

例 ： 大島 に おけ る 漂着 ゴ ミ問題 の 特 集に 関 して 、 その 海岸清 掃 活 動に 参 加し つ つ、 その昼 食 時 に電 子 博物 館 を紹
介 し た 。小 学 生を 対 象と した蝶 の 観 察飼 育 教室 を 主催 し、そ の 指 導の 中 で電 子 博物 館活用 法 を 紹介 し た。 な ど

iii

夜 空 に北 斗 七星 の 柄杓 が 海水を 汲 み 上げ て いる か のよ うな姿 を 見 るた め には 、 北 緯 33 度か ら 34 度 に あっ て 、
北 に 向 いた 海 岸線 が 必要 になる が 、 むな か たの 海 岸部 はその 条 件 を満 た す世 界 でも 数少な い 場 所の ひ とつ で ある 。
こ の こ とを 、 むな か た電 子博物 館 で はそ の 設立 当 初よ り大き く 取 り上 げ てき た 。
iv

む な かた 電 子博 物 館は 、 現在の 「 宗 像市 」 市域 に 限ら ず、隣 接 す る福 津 市や 岡 垣町 を含む 、 よ り広 範 な「 む なか
た 地 域 」を 対 象と し てい る。名 称 が 「む な かた 」 と平 仮名表 記 で ある こ とも こ れに 由来す る 。
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宗像と宇佐の女神、そして卑弥呼
［付編］魏使の邪馬台国への行程
－ 宗 像 神 信 仰 の 研 究 (4)－
静岡理工科大学 名誉教授

矢田 浩
概要

宗像・沖ノ島の謎を解くため、全国の神社の祭神分布を手がかりに宗像神信仰の起源の解

明を行っている。三女神のうちこれまでに解明に到らなかった湍津姫について、史料や伝承が暗示す
る宇佐神宮の女神との接点について検討した。その結果、宇佐の女神の旧名「比咩（本来ヒミと発音）」
は「卑弥呼」への崇敬から生まれた神で、種々の事情で名を変え宗像の湍津姫にもそれが受け継がれ
ているという仮説が導かれた。卑弥呼が拠っていた邪馬台国の所在とその成立の経緯について、原典
史料と考古学的物証による検討を行い、この仮説を裏付けることができた。これで沖ノ島祭祀の謎解き
の土台が整った。

１．はじめに
宗像と宇佐とは、時を越えた因縁がある。
むなかた

このたび（平成 29 年（2017）7 月 9 日）、日本の世界遺産候補「『神宿る島』宗 像 ・沖ノ島と関連遺産
群」の登録がめでたく決定した。この遺産の中心は、もちろん沖ノ島古代祭祀遺跡の膨大な出土品であ
る。それが祭祀場所から動かされているのに拘わらず、厳格な学術的態度で調査・記録・保存されてい
るため、ユネスコの諮問機関イコモスは「真実性が証明され」ていると認めた。
この調査の企画・実施・管理の主体は、「宗像神社復興期成会」であった。これは「日本の石油王」と
言われた出光佐三が、出身地の名社の衰微状況を知って、その復興推進のため昭和 17 年（1942）に
創始したものである。この会の事業の重要な柱の一つが神社史の編纂であったが、その過程で沖ノ島
の神宝に散逸の危機が迫っていることを知り、「一木一草一石たりとも持ち出してはならない」という禁忌
に拘わらず、宗像大社の賛同を得て学術調査に踏み切った。佐三はこの事業の全資金を提供したばか
りではなく、昭和 29 年（1954）の立案から昭和 54 年（1979）の最終報告書完成まで長期に亘る全事業
について、会長の代理として実弟の出光泰亮他を派遣するなど、常時統括・監督させた[1]-[4]。実質的
に佐三の直轄管理のもとに実施したに等しい。このような揺るぎない管理体制があったからこそ、調査終
了の 46 年後においても、イコモスの高い評価を得ることができたのである。
佐三が出た宗像市赤間の出光家は、宇佐神宮の神官の末裔である。宇佐神宮に近い宇佐市出光を
本貫とする宇佐の出光家は、古代から宇佐神宮の神官を務めてきた宇佐氏の一族である。宗像神社に
対する佐三の深い崇敬の念は、その血が知っていたのではないかと思わせるものがある。
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宇佐神宮は、主祭神として宗像三女神をも祭る。これは『日本書紀』神代紀第六段第三の一書に、三
あしはらのなかつくに

う さ の しま

あまくだり ま

女神を「 葦 原 中 国 之宇佐嶋に 降 り 居さしむ」（訓読は岩波文庫版[5]による）とあることを根拠として
いる。すなわち三女神の最初の鎮座地を宇佐とするのである。宗像の出光氏は、まさにこのコースを辿
ったのである。
この「三女神宇佐誕生説」を支持する歴史家もいる[6]。しかし前報までに検討したように[7]-[9]、三女
神は神話が記すような同時誕生では決してなく、それぞれ異なる起源を持つ神々であると考えられる。
そして江戸時代初期の神道研究者たちは、宇佐神宮の神を三女神のうちの湍津姫と考えていた[9]。本
報は、このような宗像と宇佐の女神をめぐる謎を解明し、湍津姫の起源に迫ることを目的とする。
これまでの本研究の概要を、以下に示す。
本研究は、宗像・沖ノ島の謎を信仰史の面から明らかにするため、全国の神社に祭られる宗像の三
女神および関連神の分布の調査検討を中心に行ってきた。日本の神信仰では、一度祭られた神は原
則として捨て去ることをしないという慣習が根強い。このためそれを祭る神社の変遷に拘わらず、多くの
神社で古代以来の祭神を知ることができる。具体的には神社本庁の『平成「祭」データ』（以下『平成デ
ータ』と表記）の WINDOWS 版[10]を基礎資料として解析を行い、歴史資料による補強と考古学的事実
との対比と併せて古代の神信仰の姿の復元を試みてきた。
た

第一報 [7]では、主として宗像神を祭る神社の全国分布を検討した。宗像神（宗像大社の表記で田
ごり ひめのかみ た ぎ つ ひめのかみ いち き し ま ひめのかみ

心 姫 神 ・湍津 姫 神 ・市 杵島 姫 神 の三女神）には非常に多くの表記があるので、以下各神をそれ
ぞれタゴリ・タギツ・イチキシマで代表させる。宗像神を祭る神社は沖縄県を除く全国で、3500 社以上の
神社の本殿に祭られている。そのうち本来の宗像神信仰ではない八王子信仰社を除外した約 2900 社
について、都道府県別の分布を検討した。
宗像神がその誕生神話のように三神セットで祭られている場合は、全体の 28%に過ぎない。最も多い
のはイチキシマ一神を祭る神社で、全体の 60%を占める。その比率は関東・東海・近畿に多い。このよう
に多くの神社が宗像神を祭るにもかかわらず、ムナカタ（一部ムナガタ）の名を持つ神社は 69 社と少な
く、しかも全国に散在する。宗像神社は、千葉県印旛沼周辺の 13 社が最も多い。
胸肩、胸形、宗形、宗方などの古名を持つ社も遠方に多く、青森県津軽地方には 7 社（かつては 12
社）も残る。このように宗像神が集中して祭られている地域について歴史史料や考古学的知見などと対
比して考察した結果、宗像神の全国への普及は古代以前に遡ると推定され、特に弥生文化の日本海
に沿っての北上と、それに続く内陸から表日本への波及に対応する場合が多いと見られた。それ以降も、
古くからの繋がりのあったと見られる有力古代氏族の移住を先導するようにして、宗像神が集中的に祭
られることが多い。古代以前の宗像海人族が単に通商に従事していたばかりではなく、人口の少ない農
業適地への移住者に対する情報提供や先導など、今日の総合商社的な役割を担っていたことを示唆
する。しかしそのような広域活動は、ヤマト王権がほぼ全国を掌握すると制約を受けざるを得なかったと
思われる。沖ノ島祭祀の開始は、その時期に対応していると推定された。
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宗像神信仰の本拠地福岡県では、宗像神を祭る神社の存在比は全国の平均レベル程度である。こ
れは広域にまたがる福岡県内で、宗像神信仰が他神信仰と棲み分けしているためと考え、第 2 報[8]で
は北部九州諸県について旧郡単位で分布を調査し、他神信仰との関係についても調べた。
宗像神はムナカタ（注 1）から豊前・豊後に到る東部地域と、松浦半島から有明海に到る西部地域と
に高密度で祭られている。両地域の間には玉依姫と埴安神を祭る神社が集中するベルト地帯があり、
おかみ

宗像神およびその東部分布域に高密度で祭られる水神 龗 神（以下オカミ）のベルト地帯とは統計学的
に有意な棲み分け関係にある。これら分布域の起源は、弥生時代に遡ると推定された。九州北方海域
の宗像神分布から、朝鮮半島から日本列島に到る古代通商路として、沖ノ島を経由するムナカタルート
1 と、壱岐を経由するムナカタルート 2（佐賀県経由有明海方面と西海方面へも分岐）が推測された。
三女神のうちイチキシマは、特に高密度で祭られている遠賀郡域にルーツがあるように見える。このこ
とから地名ムナカタの語源についての新説を提出した。これは古代にはムナカタより広域の「大ムナカタ」
を考慮すべき場合が多いことを説明する。
第 3 報[9]では、沖ノ島祭祀と三女神信仰との接点を探るべく、沖ノ島の神信仰の歴史的変遷とその
背景を、記紀神話・歴史史料・祭神解析・考古学的知見などから総合的に検討した。
宗像海人族がおそらく縄文時代以来祭ってきたイチキシマを沖ノ島の神とする信仰は、近世に到るま
で根強い。
タゴリは弥生時代初めからのムナカタと出雲との深い繋がりを象徴する神で、特に弥生時代後半に沖
ノ島との繋がりが強まったようである。これは朝鮮半島の鉄が山陰に直接流入し始めた時期に、沖ノ島
がそのルートの中継地となっていたためと考えられる。古墳時代はじめ頃出雲の主神直系の子孫がヤ
マトからムナカタに入り宗像氏の祖となるが、この頃以来鉄に飢えていた畿内に鉄が多量に流入する。
これは南朝鮮諸国と結んで壱岐経由の交易路を確立していた博多湾岸諸国に対抗する瀬戸内海経由
の貿易の大動脈が確立されたためと思われ、沖ノ島祭祀はその誓約の祭りとして始まったと思われる。
うけい

誓約神話はそのことを象徴的に示す。
タギツはムナカタとの直接の接点が見えない。その祭られ方や祭神分布から、記紀に見えないが朝
廷の重要神であった瀬織津姫（以下セオリツ）と同神の可能性が示唆された。この神はムナカタでも重
要な位置にある４社に祭られてきた。そして宇佐の周辺には、三女神のタギツがセオリツに置き換わった
古社もある。この神の素性を探ることが、沖ノ島祭祀と宇佐降臨神話のある三女神誕生の謎を解くカギ
になると考えられた。
本報はその解明を目的とする。
その過程で、邪馬台国とその女王卑弥呼についての考察がどうしても必要である。そこで［付編］にお
いて、原典の『三国志』東夷伝倭人条（以下「魏志倭人伝」）の記述のみに基づき、実際の地勢と当時の
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交通事情を考慮して邪馬台国の位置を推定する（注 1）。その推論を用いて、邪馬台国の女王卑弥呼
に対する信仰の行方を探り、セオリツ・タギツ・オカミとの繋がりを追及する。

２．宇佐神宮の女神
２．１

宇佐神と大和朝廷

宇佐神は、大和朝廷にとって特別な神であった。図１に示すように宇佐の八幡大神と比咩神は、
てんぴょうしょうほう

ほんい

天 平 勝 宝元年（749）人間なら親王の位に当たる品位を授けられている（注 2）。以下神階に関する典
拠は主として岡田莊司らのデータベース[13]による。

図１ 神社の神階の推移 （黒：畿内有名社 青：九州島有名社 赤：宗像神社）

中でも両神が受けた一品は、皇太子の受ける位である。神に品位が授けられるのはきわめて珍しく、
他に備中の吉備津彦命社と淡路島の伊左奈伎神社の例があるが、いずれも 9 世紀であり、宇佐神の授
位は他の諸名社に先立つ 8 世紀半ばのことである（注 3）。図 1 に畿内の名社代表として京都の賀茂上
下 2 社を示したが、一般神社が最高位の正一位に到達したのは 9 世紀に入ってからである。筑紫の宗
像神社が他神を追い越し京中の宗像神を追って急速に昇叙された経緯は、別報で考察予定である。
最終的に正一位となったのは 10 世紀後半である[14]。筑前国の例で示すように、一般の有名地方神は
せいぜい従四位止まりで、肥後の健磐龍命神社（阿蘇神社）は例外的に厚遇された神社の一つである。
宇佐神にこのような厚遇が与えられたのは、聖武天皇発願の大仏造立を援助したためである。天平
17 年（747）朝廷は八幡神に遣使して大仏造立成就を祈願させた。八幡神はこれに答えて、「天神地祇
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そっ

いざない

を率 し 誘 いて」（『続日本紀』[15]）それを助けると託宣した。さらに完成間近い大仏の尊顔を拝すべく
神輿に乗って上京した。上記の品位はこのときに受けたものである。なお『延喜式神名帳』（既報[7]参照）
では、宇佐郡の神として八幡大菩薩宇佐宮神社・比賣神社（初出の『続日本紀』では比咩神）・大帯姫
廟神社の 3 社が挙げられている。大帯姫廟（大帯姫は神功皇后の名の一つ）が神階を受けていないの
は、宇佐神宮本殿に祭られたのが八幡神の上京以降の弘仁 14 年（823）であるからである。
このような八幡神の朝廷との縁の始まりは、養老 4 年（720）の隼人征伐である。それより前南九州の隼
人は大和朝廷に貢献するなど良好な関係を保っていたが、班田収受の強制に不満が高まり大隅国国
司を殺すに到った。このとき八幡神は征討軍の先頭に立ったと伝えられる。九州での律令制先進地豊
前から、多くの民を隼人の地に移住させていたためであろう。
このあと天平 9 年（737）に新羅の無礼を告げるため伊勢神宮他に遣使したときも、宗像を差し置いて
住吉・香椎とともに筑紫の三社に入っている。そして同 12 年（740）藤原広嗣の乱が起きたとき、朝廷は
征討に当たった大将軍大野東人にまず八幡神に祈らせている。国家有事の際の護国神との位置づけ
が確立していたのである。上記託宣に示されている自負は、このような背景から理解できる。

２．２

八幡神信仰の沿革

しかし八幡神信仰の成立は、それほど古くは遡らない。天平 12 年（740）の上記記事が、六国史に現
れる最初である。中野幡能によると[16]、同社については平安時代の 17 種の縁起が伝わっているとい
う。それらに示される最古の年代は 6 世紀中頃の欽明天皇の時代で、要約すると応神天皇の神霊とし
て八幡大御神が宇佐郡内に現れ、郡内各地を移り歩いた後最終的に現在の亀山に鎮座したというもの
である。
しかし比咩神信仰の起源は、より古いと考えられている。中野幡能は、原始八幡信仰が地元の豪族
宇佐氏の女神信仰に始まり、北部九州から南下してきた渡来系の辛島氏（辛＝加羅）がそれを引き継
おおがのひぎ

いだと考えている[17]。そこに 6 世紀大神比義と称する人物が現れ、応神天皇信仰を持ち込んだ。比義
おおみわ

の素性ははっきりしないが、大和の 大 神 氏の出と考える人が多い。
記紀の神功皇后説話では、応神天皇は妊娠中の神功が「三韓征伐」に渡海し、帰国後糟屋郡宇美
町で生んだ子とされる。神功説話は記紀に詳述されているばかりではなく、古代の各地風土記やその
逸文にも数多く登場することで分かるように、古代日本に広く浸透していた。その子の応神が九州生ま
れとされることから、応神信仰を持ち込むことにより大陸への玄関口九州の有力神となることで朝廷への
アピールを狙ったのであろう。あたかも欽明の時代には、新羅とのトラブルが頻発していた。
しかし八幡神を宇佐に定着させることは、それほど容易ではなかった。伝承によると、八幡神が現在
宇佐神宮の鎮座する南宇佐の小倉山に落ち着くまで、豊前各地を点々とした。八幡神の受け入れにか
なりの抵抗があったことを示す。天平勝宝元年（749）から行われていたという行幸会（近世に廃絶）という
こも

大規模な神事では、八幡神の神輿は中津市の薦神社（大貞八幡宮）を出発し、宇佐郡内に入ってから
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8 社の宇佐神宮摂社を廻ったのち本宮に入る。これは八幡神が小倉山に入るまでの遍歴の反映と思わ
れる。

２．３

宇佐の女神信仰の起こり

宇佐の女神信仰の起源は古い。記紀で初代天皇とされる神武天皇は、日向を出発しまず海路宇佐
う さ

に入った（以下『日本書紀』[5]の記述に従う）。このとき神武を宇佐で歓待したのが、菟狭（宇佐）国造の
あしひとつあがりのみや

祖菟狭津彦と菟狭津姫の兄妹である（注 4）。彼らは神武のために 一 柱 騰 宮 を造ってもてなした。宇
あ じ む

つまがけ

とも かき

佐市安心院町妻 垣 にある妻垣神社に伝わる伝承によると、同社背後の共鑰 山の中腹にあるその上宮
が一柱騰宮の跡であるという。その上宮の祭神は、宇佐神宮にはじめ祭られたと同じ比咩大神である
（注 5）。上記中野幡能[17]によると、宇佐神宮最古の伝承にも比咩神が安心院の都麻垣に住む神と記
すという。
ただし宇佐神宮の縁起には、はじめ宇佐氏は現れない。渡来系氏族は、はじめ福岡県田川市の香
春神社で女神を祭っていたと考えられている[17][19]。香春神社は宇佐神宮と並ぶ豊前国の式内社で、
『延喜式神名帳』では辛國息長大姫大目命神社・忍骨命神社・豊比咩命神社の 3 社からなる（注 6）。辛
か ら

國は加羅国であり、宇佐神宮の女神と同様渡来系の氏族が祭る。
ほうじょうえ

行幸会と並ぶ宇佐神宮の大規模な神事であった放生会（注 7）は、この豊比咩命神社から出発する。
この神社はかつて香春岳の三ノ岳の採銅所にあった。ここに古宮八幡宮があり、文字通り八幡信仰発
祥の地と考えられる（祭事には豊比咩命が下向する）。ここで鋳造された銅鏡が、途中さまざまな儀式を
経て最終的に宇佐神宮に奉納される。香春神社の神官も渡来系氏族が務めており、宇佐神宮の辛島
氏と繋がりがあると考えられている。この銅鏡奉納儀礼は、田川で銅鉱を開発した渡来系氏族が南下し
て同じく女神を祭っていた宇佐に入り、その祭祀権を獲得するまでの道筋を象徴しているように思われ
る。
嘉穂・田川・京都・築上郡に多い新羅神信仰からも、渡来人は福岡県東部に広く居住していたと考え
られている（注 8）。これは既報[8]で見たオカミベルトとほぼ一致している。

３．特別な女神「比咩」
３．１

「比咩」へのこだわり

それにしても古い女神の尊称に「比咩」の字が好んで当てられるのはなぜだろうか。宇佐神宮や香春
の女神は、比売と書かれることも多いが、本来は比咩と書かれた。この２女神が、いずれも渡来系の
人々が祭った神であることが注目される。
前報[9]で紹介した大祓詞中のセオリツ以下の祓戸四神（注 9）の他の二女神も、平安時代の『延喜式』
には比咩と書かれていた。『延喜式神名帳』（既報[7]参照）で社名から女神の名を全て拾い出すと、「比
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賣」が 60 例と圧倒的に優勢であるが、「比咩」も 29 例ある。しかし「姫」は 10 例しかなく、まだ十分普及
していなかったらしい。あとは「比女」が 7 例、「日女」が 4 例、「日賣」と「火賣」が各 1 例となっている。そ
の分布を見ると、畿内ではほとんどが比賣であり、比咩は全くない。比咩は、能登に 12 社、伊豆に 10 社
と特定の地方に集中し、いずれも畿内から離れたところにある。比咩が畿内を中心に比賣（比売）に変
えられたように見える。
「比咩」は、現在も多くの神社に受け継がれている。『平成データ』によると、祭神名に「比咩」のある神
社が全国で 916 社ある。県別に見ると、図 2 のように石川県に 208 社が集中し、次いで熊本県の 101 社
と岐阜県の 82 社の順となっている。複数の比咩神を祭る神社が 87 社あり、比咩神の総数は 1110 柱で
ある。表 1 は神社の系統別に見たもので、図 2 ではそれを県別に表示している。八幡系の神社が全国
で 29１社と最も多い。そのうち比咩の前に別の名の付かない単なる「比咩神」または「比咩大神」（以下
単比咩と書く）を祭るのが 259 社で、宇佐神宮創始のころの組み合わせが各地に根強く残っている。
表１ 比咩神を祭る系統毎の社数とその比率

比咩神を祭る社

神社数

うち

単比咩

単比咩率（％）

全比咩神

916

351

38

八幡系社

291

258

89

白山系社

289

1

0

阿蘇系社

95

16

17

春日社

79

76

96

八幡系社

春日系社

白山系社

阿蘇系社

その他

200

150
100

50

0

北青岩宮秋山福茨栃群埼千東神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和鳥島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖
海森手城田形島城木馬玉葉京奈潟山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌取根山島口島川媛知岡賀崎本分崎児縄
道県県県県県県県県県県県都川県県県県県県県県県県県府府県県山県県県県県県県県県県県県県県県島県
県
県
県

図 2 比咩神を祭る神社の系統別全国分布
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このうち、かつての宇佐神宮のように、単比咩を祭る社が 355 社ある。図 3 に示すように、このような社
はやはり石川県に最も多く 144 社もあり、中でも「比咩神社」という名で単比咩のみを祭る神社が河北郡
津幡町にある（注 10）。
次ぎに多い白山系の 289 社は、白山比咩を祭る 188 社とククリ系比咩を祭る神社の合計で、両神が
重複する例も 1 社ある（普通ククリは菊里と書かれるが、その他の表記もある）。白山系の神社では原則
として単比咩を祭ることはないが、石川県穴水町の白山神社には主祭神に幾具理比女命とともに比咩
神がある。白山は石川県の山であるが同県内にあるのは 34 社で、隣の岐阜県の方が 47 社と多く、東
海から関東にかけて多く分布する。
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図 3 比咩神のうち単比咩を祭る神社の全国分布
比咩神を祭る阿蘇系の神社は、全国 95 社のうち 92 社が熊本県にある。『延喜式神名帳』には
たけいわたつのみこと

健 磐 龍 命 神社とならんで阿蘇比咩神社が記されているが、この表記または阿蘇津比咩と書かれる社
は 12 社と少なく、単比咩が 36 社とより多い。比咩（大）神が本来の神だったのではないか。一社に比咩
神の数が多いのが特徴で、5 神が 21 社もあり、6 神も 2 社ある。単比咩以外はいわゆる阿蘇一二神の
中の他の四女神、すなわち比咩御子神、若比咩神、新比咩神、弥比咩神の一神以上が主祭神となっ
ている。固有名詞が附いていないこれらの神名は、単比咩から派生したと考えることができよう。
あめのこやねのみこと

次ぎに多いのが中臣の祖神天兒屋根命 （以下コヤネ）を主神とする春日系の 79 社で、これは春日
ひらおか

大社のある奈良県に 19 社と多い。コヤネの元社枚 岡 神社のある大阪府にも、15 社ある。春日大社と枚
岡神社の女神は現在いずれも「比売」であるが、地元の系列社の多くが比咩神を祭っていることから見
て、この「比売」はもともと「比咩」であったと推測される。春日系の場合は、八幡系以上に単比咩を祭神
とする傾向が強く、合祀された他神のある場合を除き、比咩の前に別の修飾語が付く女神は全く見られ
ない。
以上の比咩神の祭られ方から、中臣氏や渡来系氏族にとって、「比咩」は本来特定の神を指す固有
名詞であったことが推測される。
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３．２

「比咩」は一番「偉い」女神に附く

二柱以上の女神が祭られる神社では、「比咩」は原則としてそのうち一神のみに附く。「比咩」を祭る
916 社のうち 275 社が複数の女神を祭るが、うち 183 社は比咩が一柱で他は比売・姫・媛などと書かれ
ている。「比咩」が二柱以上祭られるのは、上記阿蘇系の神社のほか、セオリツなどの祓戸の三女神や
宗像の三女神など同格の神が並ぶ場合にほぼ限られ、合祀によると思われる場合もごく少数ある。
ほ む た わけのみこと

おきながたらしひめのみこと

実例を挙げよう。福井県武生市の八幡神社の主祭神は、誉田 別 尊 （応神天皇）、息 長 帯 比 売 命
、、
（神功皇后）、比咩大神となっているが、このような例は全国に多く見られる。ところが福島県双葉郡広野
おおたらし 、、
町の楢葉八幡神社では、その神功が 大 帯 比咩命（大帯は神功の別名の一つ）となっている。ほかに比
咩神が入っていないからである。
また上記のように白山ヒメと菊理ヒメにはほとんどに比咩が附くが、この両神が並んで祭られている場
、、
合は、福井県南条郡南越前町の白山神社のように、白山比咩大神、菊理媛神と一方だけに「比咩」
が附き、他方は比咩を譲った形となっている。白山比咩は菊理ヒメには強いが、愛知県豊田市の白山神
いざなみのみこと お お げ つ
、、
社では祭神が伊弉那美命、大宜津比売神、菊理比咩命となり、菊理ヒメも他ヒメ神に勝って「比咩」が附
く。白山神はおおむね他神に対して強力であるが、岐阜県本巣市（旧真正町）の八幡神社では、天児
、、
屋根神、比咩神、白山姫神（前後省略）と並んでいて、春日系の比咩神には勝てない。なおこれらの神
は配祠であって、主祭神の八幡神に続きそこにも比咩大神があって重複する珍しい例である。
セオリツなどの祓戸神の「比咩」も強い。和歌山県日高川町の下阿田木神社では、合祀社の中に丹
、、
生津姫・市杵島姫があるのに瀬織津比咩だけに「比咩」が附く。同格と思われる女神の間でも、愛媛県
、、
西条市（旧丹原町）の厳島神社では、主祭神が市杵島姫命、田凝比咩命、湍津姫命となっていて、タゴ
リだけが特別扱いとなっている。同様に、祓戸四神の中でもセオリツのみに「比咩」が附く例が見られる。
以上のように、ヒメ神の中で「比咩」神には特別の意味があるらしく、一社にはできるだけ一神だけに
する傾向が強い。その「比咩」が附く女神のなかでは、八幡神・春日神に伴う単なる比咩（大）神が最も
優先され、次いで白山神・セオリツが優先されている。
以上の傾向は、比咩神を祭る神社の中で、伝播の大元である八幡系神社の祭る単なる「比咩」の神
名が、最も尊ばれたことを示す。春日系神社の祭る女神がやはり単比咩であることは、中臣氏が渡来人
の圧倒的に多かった豊前出身の可能性が高いことを考えれば理解できる（注 11）。八幡系神社の祭る
「比咩」も、春日系神社の祭る「比咩」も、本来同じ神なのではないか（注 12）。このことは、長野県の二柱
神社と皇大神宮、岐阜県の六社神社などのように、主祭神に八幡神と春日神があって単比咩が一柱だ
け祭られている場合があることからも分かる。
以上のことから、宇佐を起源とする比咩神にあやかって、他の尊敬すべき女神にも「比咩」が用いられ
るようになったのではないかと思われる。そしてそれらを祭るグループや地域を明らかにし大元の比咩
神と区別するため、さまざまな修飾語を附けるようになったと解釈できよう。そのような「固有名詞＋比咩」
の神々の中で、白山神・祓戸神がより早く名付けられたため、八幡系および春日系神社の祭る単比咩
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に次いで序列が高かったと考えられる。いずれにせよ「比咩」が附く神名は、大元の宇佐の女神に対す
る崇敬の念に根ざしているように思われる。

３．３

「比咩」は渡来系氏族共通の女神か

宇佐神宮と香春神社の比咩神が、渡来系氏族の祭った神であることは先に見たとおりである。そのほ
かにも、渡来系氏族が比咩神を祭ったことが明らかな例がある。その一つは、朝廷が有事に奉弊してい
た「二二社」の一つ京都の平野神社（明神大）である。同社は、現在今木・久度・古開・比売の四神を祭
あいどのにいます

るが、この比売は『文徳天皇実録』仁寿元年（852）に合 殿 坐 須 比咩神と書かれているなど、古代には
比咩神と書かれることが多かった。この神社は、大和の今来郡（高市郡）に多く住んでいた百済系渡来
人の祭る神を、平安遷都に伴い高野新笠とその子の山部親王（後の桓武天皇）が京都に移したもので
ある[25]。高野新笠は百済系渡来人の娘で光仁天皇の後宮に入っていた。正一位に叙せられた今木
神は、滅亡した百済の王であるという。平野系であることが明らかな神社は、平野の名の付く 7 社を含め
全国に 10 社あるが、うち 9 社がヒメ神を祭る。そのうち 7 社が比売神を、2 社が比咩神を祭る。いずれも
別の名を冠しない単なるヒメ神であり、渡来人にとって単に比咩（比売）というだけで通じる神であったこ
とが推察される。起源が古いと考えられる「比咩神」を祭る平野神社は、大分市と松浦市にある。来日の
頃の因縁を示すものであろうか。
み ま な

他の例として、延喜式に載る能登国の美麻奈比古神社と美麻奈比咩神社が挙げられる。社名から明
みまな

らかなように、これらは朝鮮半島の任那（注 13）からの渡来人が祭った神と考えられる。志賀剛[26]も、
任那人の祖神を祭るとする。能登は渡来人の特に多いところとされる。
延喜式には能登国にそのほか比咩を名に持つ 10 社が載るが、これも渡来人が祭った神ではないか。
手速比咩、奈豆美比咩のようにいずれも地名あるいは氏族名を表す言葉が先に附いているが、これは
単に比咩神社とすると互いに区別ができないためそれぞれのグループゆかりの名を前に付けたものと
思われる。
伊豆の 10 社の比咩神も、同様に考えることができよう。これらの女神は、三島の三嶋大社の主神に対
おおやまつみ

し、その后神などと関連づけられている。この三嶋大社の主神は愛媛県の大三島神社の祭神 大 山 祇 と
事代主であるが、もともとの神は大山祇とされる。大山祇は、『伊予国風土記』（逸文）に百済から渡来し
、、
た神と記されている[20]。静岡県はセオリツを祭る神社が全国で最も多く 29 社あるが、瀬織津比咩の表
、、
記も 9 社と最多である。特に大井川の上流から河口付近にかけて 6 社の瀬織津比咩を祭る社が分布す
る。このあたりも渡来人の多いところと言われている。後に武蔵に渡来人の大居住地ができたことを考え
ると、太平洋に沿って東進する途中で、まず駿河・伊豆に根拠を求めたことは理解できる。
はじめに比咩神を祭った豊前の渡来人の出自は、『豊前国風土記逸文』[20]が記すように新羅系で
しらぎ

ある。加賀・越前で強い白山信仰は、新羅（半島での発音はシラ）の山岳信仰が入ったものと考えられて
いる（白山は、もともとシラヤマ）。白山比咩の神名は、新羅系渡来人が祭った神と考えると理解できる。
く く り

また、あまり指摘されていないようであるが、菊理比咩のククリは高句麗のことではないか。高句麗人がコ
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クリと呼ばれたことは、よく知られている。新羅と高句麗は隣接していたため相互に影響が大きく、渡来
後も助け合っていたのであろう。上記能登の美麻奈比古・比咩神社が白山系社の多い地方にあることも、
新羅が南下して任那を含む加耶地方を勢力下においたことを考えると納得できる。

３．４

「比咩」は本来ヒミと読み卑弥呼を指すか

このように様々な系統の渡来系氏族が共通して比咩神を祭っているのは、「比咩」が多くの人々の記
憶に残っていた偉大な渡来系人物の神格化だからではないだろうか。そして「比咩」という表記に対する
強いこだわりは、この表記が本来「ヒメ」とは違った読み方をされていたからではないかと思われる。「咩」
という珍しい字は、いずれの漢和辞典にも羊の鳴き声を表す字とあり、他の意味はない。その発音は、
「ミ」または「ビ」であって、「メ」という音は記されていない。すなわち、宇佐にもともと祭られていた女神は、
「ヒミ」という名であったのではないか。
この名は、直ちに邪馬台国の女王卑弥呼を連想させる。古代中国語の権威白川静によると、「呼」は
もと「乎」と同じで、神を呼ぶときの強く発音される声である[27]。日韓古代語の専門家金思燁は、「『呼』
は、古代の新羅人が男女の名前に添尾される美称、尊称」であるという[28]。いずれにせよ、卑弥呼の
固有名は「ヒミ」であって、尊敬の意を込めて「ヒミコ！」と呼んでいたのを、そのまま魏使が記録したので
はないか。
卑弥呼が渡来人かどうかは『魏志』からは読みとれないが、当時の日本に、魏帝と親書をやりとりして
その恩寵を受けることができるようなリテラシーを備えた人物が、渡来系以外にいたとは思われない。仮
に対外交渉がもっぱら渡来系官人によるものだったとしても、中国の皇帝や官人にこれほどの厚遇を受
けるような指導者は、古代の日中交流史を通じて見当たらない。後漢の皇帝から金印を受領した奴国王
や王侯並みの威信財を下賜された伊都国王の後継者たちに武力によらず推戴されたリーダーは、文明
社会で名の通った高貴な血統の人物としか考えられないのではないか。
後漢滅亡後の混乱時帯方郡を建てた公孫氏が景初 2 年（238）に滅び、郡が魏の直轄となるや否や、
卑弥呼が郡を通じて魏帝に遣使したことは、卑弥呼が中国と朝鮮半島の情勢に精通していたことを示し
ている。
［付編］で邪馬台国を宇佐あたりと推定した。また後述のように、宇佐神宮本殿のある亀山が、卑弥呼
ちょう

の「 冢 」と丁度大きさが一致する。卑弥呼がここに葬られたとすれば、亡くなったあともこの地の多くの人
（特に渡来人）の尊敬を集め、神として祭られたことは大いにあり得ることである。そして八幡神（応神）が
亀山に入るのにかなりの抵抗があったことが理解できるのである。
多くの神社が単に「比咩」と書く神を祭るのは、その神を指すのにそれだけで十分であったからなので
ある。セオリツなどの修飾語を付ける必要はもともとなかった。のち「ヒメ」という女神・女性の尊称が生じ
（注 14）、これが一般的になったため、「比咩」もこれと混同されてヒメと発音されることが多くなったので
あろう。そこで他の女神とはっきり区別する必要がある場合、「比咩」に修飾語を付けるようになったと思
われる。前報[9]で述べたように、瀬織津比咩の「セオリ」は、古代朝鮮語の「ソフル（＝ソウル）」を意味す
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ると考えられる。「ツ」は現在の「の」に当たる助詞である。これに倣って、セオリツ以外の比咩神にも他の
ヒメ神と同様に固有名を付加するようになったと思われる。
中でも卑弥呼との縁を大事にする伝統がある神社や、古くに本社から勧請された神社は、修飾語を
附けず単に「比咩（大）神」と表記してきた。これがヒメと発音されるようになっても、そのままの表記で遺
ったと考えられる。現在の春日大社などの「比売（大）神」や「姫（大）神」は、それが当時の発音通りに書
かれたものと考えられる。

３．５

比咩と瀬織津姫の謎が解ける

比咩（ヒミ）が卑弥呼（ヒミコ）のこととすると、これまで述べてきた瀬織津姫（セオリツ）と比咩神の謎がよ
く理解できる。卑弥呼が日本に渡来して倭国の王となったとすると、渡来人が共通して篤く崇敬するの
は当然のことと思われる。
そして、宇佐神宮が託宣などで中央の政治に大きな発言力を持っていた理由も、この文脈から理解
できるのではないか。そのころ朝廷を支えていたのは渡来人または渡来系の官僚であり、なによりも権
力の中枢にいた藤原氏（中臣氏）が、秦王国と呼ばれた渡来人の中心地豊前地方の出であったらしい
（注 11）。
現在中臣氏の氏神は奈良の春日大社とされるが、本来の氏神は東大阪市の枚岡神社で、中臣氏の
こやねのみこと

祖神児屋根命（コヤネ）と比売大神をここから勧請し、茨城県の鹿島大社と千葉県の香取大社の神に併
祭したものである。大阪府内には多くのコヤネを祭る子社（合祀された社を含む）があるが、女神が併祭
されている場合うち 15 社が比咩（大）神を祭り、比売（大）神を祭る 12 社より多いことは、女神の本来の
名が比咩であったことを示唆する。奈良県でも春日系社のうち 21 社が比咩（大）神で、20 社の比売（大）
神より多い。ここでは姫（大）神が 36 社もあって、比売が本来の表記ではなく、比咩が「ヒメ」と呼ばれるよ
うになってから姫や比売が当てられるようになったことを示している。
比咩が、次第に比売・姫・媛などと混同されてヒメと発音されるようになると、その他のヒメ神との区別が
つきにくくなる。このため本来比咩（ヒミ）という神であったことを明らかにするため、「ソウルの」という修飾
語を附けたのがセオリツ（瀬織津比咩）であったと考えられる。
しかし前報[9]で考察したように、文明世界に対し日本の主体性を主張する目的で創られた正史『日
本書紀』では、「ソウルの姫」の名を載せるわけに行かなかった。おそらくこのとき、その元の名に当たる
「比咩」も消し去ったと考えられる。そして女神の尊称の表記は、それまで一般的ではなかったと思われ
る「姫」にできるだけ統一しようと考えたようである。『日本書紀』には、「比咩」は全く現れない（注 15）。前
記のように後続の『日本後記』に宇佐の比咩大神が登場し、『延喜式神名帳』にも多くの比咩神が記さ
れているにも拘わらず、である。『日本書紀』成立以前に「比咩」の表記が存在したことは、『延喜式』に
収められた「大祓詞」からも分かる。
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前述のように『延喜式神名帳』に「姫」が少ないのは、まだ『日本書紀』の内容が一般に普及していな
かったためであろう。同神名帳で「比咩」が畿内に全くなく、畿内から離れた地方に多く見られるのも、こ
う考えれば納得できる。『日本書紀』編纂の時期に王権が神の表記（あるいは神名）の変更のキャンペ
ーンを行った痕跡があるが（注 16）、全国への周知徹底は難しかったようである。

４．瀬織津姫から湍津姫あるいはオカミ神へ
４．１

瀬織津から湍津へ

ひき
、、、、、
前報[9]で指摘したように、湍津の名は『大祓詞』の「高山の末 低 山の末よりさくなだり に落ちたぎつ
はやかわ

ま

速 川 の瀬に座す瀬織津比咩という神」のくだりから出たと思われる。ここで瀬織津比咩（以下セオリツ）
を修飾する語句がすべてセオリツを祭る神社の名になっている。そして滝の名を持つ神社のうち最多の
24 社がセオリツを祭り、19 社がタギツを祭る。石川県穴水町の滝津神社（祭神滝津姫）や福井県永平寺
町（旧上志比村）の多伎津神社（祭神多伎津姫）を見ると、滝の名をもつ神社がその社名を取って祭神
をタギツとしたことが推測される（注 17）。これらは元の祭神名がセオリツであった可能性が高い。
このようなことから、上記のような事情でセオリツの名を変えたとき、『大祓詞』のセオリツのイメージをそ
のまま残す修飾語の「タギツ」としたと考えられる（注 18）。セオリツが原則としてタギツと共に祭られること
がないのは、このためであろう。

４．２

比咩神からセオリツそしてオカミへ

さきに豊前に渡来人が多く、そこで八幡信仰の基盤となった比咩神が祭られたことを述べたが、豊前
はまた既報[8]で見たようにオカミ神が集中して祭られている「オカミベルト」の中心である。それではオカ
ミ神と比咩神（後セオリツ）とはどのような関係があるのだろうか。
その手がかりが、ムナカタにある。前報で見たように福津市津屋崎の波折神社の主祭神筆頭がセオリ
ツであるが、この神社の縁起を文政七年（1824）福岡藩の儒者青柳種信が書いている。その冒頭に、
「右当社に祭るところの神は瀬織津姫大神 また木船神とも称え申す 住吉大神志賀大神にておわしま
す（以下略）」と書かれている（『津屋崎町史資料編上』の解読文[29]による）。筑前三風土記の一つ『筑
前国続風土記拾遺』を著した種信は福岡藩を代表する国学者で、当時の学者の間では広くその見識
が認められていた。当時国学者の間では、セオリツと木船（貴船）神（＝オカミ神）が同神と考えられてい
たらしいのである。
と な み し しょうがわまち

お かみ

一方、どちらが先にあったのかを示すのは、富山県砺波市 庄 川 町 に近接して鎮座する雄 神 神社と
元雄神神社である。前者の主祭神はタカオカミ（高龗）・クラオカミ（闇龗）でこれにセオリツが配祠されて
おり、後者は逆にセオリツが主祭神で、タカオカミが配祠となっている。「雄神」とは、オカミ神のことであ
ることは言うまでもない。難しい字の龗を雄神などと書くのは、神名としても、社名としても、他にも多くの
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例がある。このような場合「元」の付いている方がもともとあった古社を意味するので、これらの祭神が正
しく伝承されているのであれば、セオリツ→オカミと変わったことになる。
一方先に示したようにセオリツはタギツにも変わっていると考えられるので、比咩神の変化には
比咩→セオリツ→タギツ
と、
（比咩）→セオリツ→オカミ
の二つのルートがあることになる。
しかしこのような変化は、全国一律に起こったわけではないようである。

４．３

セオリツとオカミの全国分布

比咩神の中で最も早く祭られたと考えられるのは「単比咩」であるが、これは図 3 に示したように八幡
系比咩神の発祥の地と考えられる福岡県と大分県には少ない。図 4 に単比咩から変化したと考えられ
るセオリツとタギツ単神を合わせて示した。両神は全国に分散するが、セオリツが福岡県にやや多いこと
を除けば、やはり北部九州にはそれほど多くはない。これに対してオカミ神は、既報で見たように福岡・
大分の両県にまたがって集中するが、図 5 に示すように海を渡って愛媛県にも多く祭られている。
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図 4 セオリツとタギツ単神を祭る神社数の全国分布
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図 5 オカミ神を祭る神社数の全国分布

このように西日本に多いオカミ神の分布を、郡単位で見たのが図 6 である。この図には、上記三神の
分布を重ねて示した。オカミ神は四国では愛媛県のみに集中して祭られ、北部九州のオカミベルトと繋
がっていることがわかる。一方中国地方では北九州に近い西端部と広島県と岡山県の県境を挟んだ地
域から鳥取県西部にかけてのベルトが見られるが、これは既報で見た宗像神集中域とほぼ重なってい
る。ここは中国山地の鉱物資源を北は日野川、南は芦田川と高梁川へと搬出する南北横断路であった
と推定される。

図6

北西九州と中国豊予地方におけるオカミ神を祭る神社の分布と
セオリツ・タギツ単・八幡系比咩の分布との比較
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八幡系の単比咩とセオリツおよびタギツ単神は、北部九州ではほぼオカミベルトの中に収まっており、
この四神の親近感が強いことが分かる。愛媛県では瀬戸内沿岸にセオリツが分布し、対岸の中国地方
と呼応している。上記中国横断路にもセオリツが一部他の二神と共に分布するが、山口県と岡山県にか
けての広い範囲のオカミ神空白地帯には八幡系比咩神が多少のセオリツやタギツ単神とともにかなりの
密度で分布する。
対応する地域の宗像神の分布を図 7 に示した。上記オカミ空白域は宗像神の濃厚な分布域（注 19）
に重なっていて、その約 60%が八幡神に共祭されている三女神である。この地域の宗像神は、対岸の宇
佐から八幡信仰と共に伝播した比咩神が、大部分が現在の宇佐神宮と同様最終的に三女神へ変化す
る途中で、一部がセオリツ・タギツの段階で止まったものと考えられる。四国でもおおむねオカミ神の分
布は宗像神と一致しているが、オカミ神の少ない宇和地方南部で宗像神の密度が高い。ここにタギツ単
神を祭る２社があり、対岸の豊前南部から日向北部にかけてのセオリツ神などの分布に対応する。豊予
水道を挟んでの宗像神を祭る海人族による交流が示唆される。

図 7 北西九州と中国豊予地方における宗像神を祭る神社の分布
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４．４

比咩神等の分布の統計学的解析

比咩神とこれから変化したと考えられる三神とについて、各県の全社数に対する比を求めこれらを一
括して図示したのが、図 8 である。四神を合計すると、それぞれの分布よりかなり均一化しているように
見える。
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図 8 比咩から派生したと考えられる四神を祭る神社併せた全国分布

これを統計学的な手法で数値化してみよう。変数のバラツキの大きさを示す量として標準偏差（

）

を 変数の平均（ ）で除した変動係数 CV が用いられる。
図 9 に国内の代表的な神々の都道府県分布の変動係数を、それぞれの神社数に対してプロットした
散布図として示した。一般的な傾向として、その神を祭る神社が多いほど変動係数が低下する、すなわ
ち分布が均一化する傾向が認められる。この傾向を対数関数の近似曲線で示した。天照大神（アマテ
ラス）や稲荷神社の祭神（倉稲魂などと表記）や全宗像神などがこの近似曲線上にあり、これらの神が祭
神分布の平均的挙動を示すことが分かる。一方八幡神（ここでは応神天皇とその別名の神を祭る神社）
はこの曲線の下にあり、最も普及しているこの神が国内で最も均一に祭られていることを示す。
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図 9 比咩神を祭る神社にこれから派生したと考えられる３神を祭る神社を加えたときの
変動係数の変化と主な他の祭神との比較

これに対して本報で検討して来た四神の分布を見ると、出発点と考えられる比咩神は、図 3 で見たよ
うにかなり偏った分布を示す。特に宇佐神宮で当初祭られていた比咩（大）神（単比咩として示す）の偏
りが大きい。ところが前報で推定した変化の順序に従って他の三神を加えて行くと、四神では近似曲線
からかなり下にプロットされる。図 8 で見た分布の均一化が、数値的に確認された。
宗像神について見ると、既報[7]のように栃木県に偏ったタゴリ単神（宗像神のうちタゴリのみを祭る神
社）の偏りが特に大きいが、三女神セットもバラツキがかなり大きく、宗像神の三女神化が全国的ではな
いことを示す。これは三女神がそれぞれべつの起源を持って各地に祭られていたものが記紀神話の成
立とその普及により三神化されてきたに拘わらず、旧来の祭神をそのまま伝えてきた神社がかなり残っ
ていることを示すと思われる。三神の中ではイチキシマが近似曲線の下にあり、この神が広く全国に普
及していたことを示す。
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５．邪馬台国連合の成り立ち
５．１

甕棺文化圏から銅矛埋納文化圏へ

既報[8]で九州北部の埴安神の分布が、旧甕棺文化圏と重なることを見た。そしてそれが、後年の邪
馬台国連合にほぼ特定されている国々と重なることを見た。しかし甕棺葬は弥生時代後期に入ると終息
に向かい、東への拡散は日田の辺りまでで止まって宇佐には届かない。
甕棺葬に続く博多湾岸地域から出発する代表的な文化は、銅矛の地中埋納である。弥生時代前期
に朝鮮半島から北部九州にもたらされた武器形青銅器は、列島に入ってから様々に形を変えながら西
日本全体に普及した。はじめは首長層の権威の象徴として墓に副葬されていたが、次第に共同体の祭
器として墓や生活遺跡と離れた場所に埋蔵されるようになった。出雲荒神谷の埋納銅剣はよく知られた
例である。
博多湾岸地域では銅矛が最も高位の祭器となり、その大型化が進んだ。この中広・広形銅矛を埋納
する文化圏は、図 10 に示すように甕棺文化圏からさらに拡がり、東方では豊前・豊後さらに四国に到達
する（この図は武末純一[30]の図を改変しその後の出土例を附け加えて作成した）。このように奴国を出
発点とする銅矛祭祀文化圏が豊前・豊後に広まったことによって、邪馬台国連合成立への道が開けた。
ところがこの図で明らかなように、ムナカタを中心とする筑前東部はこの波に呑み込まれことがなかった
（注 21）。ムナカタのこの独自性が、のちに沖ノ島祭祀による新交易連合の拠点となることに繋がる。

図 10 弥生中期後半から後期の埋納銅矛の出土分布
武末純一[30]のデータにその後のデータを加えて作成
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この図で、中国地方の大部分や四国中部・
東部はほぼ空白地帯となっている。弥生中期
後半を中心とする中広形銅矛が瀬戸内沿岸で
いくつか出土するが、それに続く後期の広形銅
矛は全く見られない（以下青銅器の年代観につ
いては北島大輔の整理による[32]）。この理由
は、図 11 を見れば分かる（注 22）。この図は、こ
の時代の各種青銅祭器の分布を総括して示し
たものである[33]。瀬戸内沿岸には、中期後半
から後期前半にかけて平形銅剣を祭器とする
文化圏が成立していたため、広形銅矛が入ら
なかったと考えられる。一方徳島県と高知県東
北部に銅矛が入らなかったのは、畿内の銅鐸
祭祀とその埋納を行う文化の波及によることが
読みとれる。
図 11 弥生中期後半から後期の西日本の
祭祀青銅記の分布（文献[33]の図を改変）

５．２

四国に伸びた「埴安ベルト」

既報[8]で埴安神が筑前西部を中心とする地域に集中し、ほぼ甕棺文化圏と重なることを指摘した。
この「埴安ベルト」はほぼ筑後で止まっているように見えたが、甕棺文化圏より拡大した銅矛埋納文化圏
にそれが引き継がれていないのだろうか。図 12 は、図 10 で埋納銅矛の集中する地域での埴安神の分
布を見たものである。記紀で埴安神と同一神と読みとれる埴山神（注 23）も併せて示した。北部九州以
外では埴山神の比率が多くなる。

図 12 弥生中期後半から後期の埋納銅矛の主な分布地帯における埴安・埴山神を祭る神社の分布
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この図を見ると、埴安神は少ないながら豊前にも祭られていて、豊後では大野郡を中心にかなりの数
の神社に祭られている。これは埋納銅矛の分布とある程度重なる。そして海を渡って四国南部特に高知
県西南部に多く、ここでも埋納銅矛の分布に重なる。高知県では東部に埴山神が分布し、埋納銅矛の
分布と一部重なっている。
銅矛埋納の分布を全体としてみると、筑前西部と筑後平野北西部にかけてのコアの地域は中広から
広形まで出土するが、そこからの拡散の段階では中広がまず面的に拡がり、広形になるとその周辺をフ
ロンティア的に縁取るように見える。埋納の目的が、農業共同体の祭祀から他文化圏との境界での勢力
圏を示す呪術的な意味に変化していったのではないか。
福永伸哉[34]は、この時期の銅矛文化圏と銅鐸文化圏のせめぎ合いは、当時瀬戸内海を通る交易
ルートが機能していなかったため、畿内の勢力が鉄などの輸入のため太平洋ルートの開拓を狙って四
国に進出したためと考えている。古墳時代に入り瀬戸内ルートの大動脈が開通すると太平洋ルートの構
築の必要性が失われ、同時にいずれの青銅器祭祀文化も衰退化することになった。既報[8]で触れたよ
うに、瀬戸内ルートの開通には沖ノ島祭祀開始との相関が考えられる。

５．３

邪馬台国への道は銅矛文化圏が用意した

［附論］で詳述した帯方郡から邪馬台国への道は、銅矛文化圏とほぼ重なる。まず朝鮮半島では、狗
ヨンドンニ

邪韓国の中心金海市で、2 世紀を中心とする大遺跡良洞里古墳群などから、日本製の中広形および広
形銅矛が計６点以上出土している[35]。
海を渡った対馬では、図 10 に見られるように埋納銅矛が大量に出土している。その中心は、「倭人伝」
あそう

の対馬国の中心と考えられている浅茅湾北岸であり、なかでも豊玉町の佐志賀黒島では、15 本の広形
銅矛が一括して出土している。図 10 に示されていない石棺等からの出土例では、北島西岸の木坂から
の 6 本が目立つ。東岸の比田勝湾を望む尾根先端にある塔ノ首石棺群では、4 本の広巾銅矛が、銅
剣・楽浪系の銅釧・朝鮮半島の土器・後漢鏡など、国際色豊かな副葬品に混じって出土している[36]。
明らかに銅矛埋納文化圏とは異なり威信財の一つとしての扱われ方で、既報[8]で触れたように邪馬台
国連合とは異なる交易ルート（ムナカタルート）の拠点が東海岸に存在していたことを示唆する。
壱岐では勝本で中広銅矛が出ているが、ここの熊野神社に埴山姫が配祠されている。原の辻周辺で
は銅矛が見付かっていないが、埴安神はその周辺の４社に祭られている。博多湾に渡って、湾口近くの
みょうばる

唐泊の海岸で広形銅矛が見付かっているが、それに続く旧海岸線に沿って西区の太郎丸・ 女 原 ・今
宿・姪浜と計５社の埴安神を祭る神社があり、糸島市や福岡平野部の多くの埴安神を祭る神社に繋がっ
ている。
博多湾岸から筑後北部にかけての埴安―銅矛文化の中心から豊前・豊後へ出るには、2 つのルート
が使われたようである。一つは、奴国勢力が筑豊に進出する足がかりとなった石包丁製作の立岩遺跡
群（飯塚市）附近から筑豊南部を通って香春―赤村から周防灘に出る道である。8 社の埴安神を祭る神
社が、飯塚市から東隣の嘉麻市にかけて分布し、その東の田川郡糸田町の 1 社に続くが、糸田町では
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10 本の銅矛が発見されていた。ここから英彦山川の支流御祓川の谷を赤村まで遡ると、峠らしい峠もな
しに周防灘に注ぐ今川の上流に移ることができる。この「赤回廊」が古代きわめて重要視された交通路
くわはらの み や け

であったことは、安閑天皇 2 年（533）にこの回廊に沿って 桑 原 屯倉 （田川郡大任町とされる）と
あかのみやけ

みさきの み や け

かとのみやけ

我鹿屯倉（同赤村とされる）が置かれ、周防灘側に勝碕 屯倉や肝等屯倉が置かれたことでも分かる（上
ほなみのみやけ

かまの み や け

記飯塚市と嘉麻市にもそれぞれ穂波屯倉と 鎌 屯倉が置かれた）。周防灘に出ると行橋市に 2 本の銅
矛が伝世されているが、ここでは 3 社が埴安神を祭る。
一方筑後平野では朝倉市（旧甘木市）で 3 本、うきは市で 4 本の中広銅矛が出土している。ここでは
埴安神を祭る神社がきわめて多く、朝倉市には 38 社（うち旧甘木市に 22 社）が残っている。［附編］図
21 では、周防灘沿岸に出る道筋について日田から峠を越えて山国川流域に入る道を陸行①とした。日
田では中広銅矛が 2 本伝世されているが、それから周防灘に向かう道筋がはっきりしない。むしろ筑後
川とその支流玖珠川の川筋に中広銅矛が出ていて、これから大分県側に出たように見える。これを陸行
②とした。ここから近い宇佐市の安心院盆地の 2 カ所で 9 本以上の銅矛が出土しており、ここから駅舘
川を下った宇佐神宮に近い法鏡寺の 2 カ所で計 3 本の広形銅矛が出土している。
一方別府湾に注ぐ大野川の上中流域には 13 社もの埴安神を祭る神社があって、これを下った大分
市内では 2 カ所で計 6 本の中広銅矛が出ている。そして大野川流域から東に山を越えた臼杵市井村
では、広形銅矛 7 本が出土した。ここは伊予へ渡る絶好の港である。そして対岸の宇和地方では多くの
銅矛が出土している。四国への進出はこの方面からがメインルートだったと思われる。
「魏志倭人伝」には「女王国の東、海を渡る千余里、また国あり。皆倭種なり」とある[11]。これは図 5 に
見るように、邪馬台国が四国の倭人の国と文化交流があったため記されたものであろう。「倭種」と書い
たのは、四国の倭人の国が邪馬台国連合に属さず魏に臣従していなかったからと考えられる。中国地
方やその先の近畿地方の国への言及がないのは、邪馬台国との交流がなかったためと考えられる。

５．４

銅矛埋納文化圏の拡大と宗像神の関与

前節のような海を越えての文化の拡散には、海人の関与が考えられる。既報[8]で、北部九州の海神
の中で宗像神の起源が最も古いと推定されることと、宗像三女神の中でもイチキシマ信仰の起源が古い
と考えられることを見た。図 13 は北部九州主要部と中国・四国西部のイチキシマ単神を祭る神社の分
布を旧郡単位で示したものである（比率表示が既報[8]の図と異なることに注意されたい）。この地域で
は八幡信仰が圧倒的に強いが、その場合宗像神としては殆ど三女神を祭るので、イチキシマのみを祭
る神社はそれ以前から祭られていた神社である可能性が強い（注 24）。
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図 13 北西九州と中国豊予地域のイチキシマ単神を祭る神社の分布

埴安神の多い大野郡には、既報[8]で指摘したように三女神のうちイチキシマのみを祭る神社が非常
に多い。そしてこれに呼応して対岸の宇和地方とこれに続く高知県幡多郡にも多い。宇和からは四万
十川流域に出る古代交通路があったと見られる。四万十川中流の高岡郡四万十町の窪川台地からは、
18 本もの銅矛が発見されている[37]。なおここには『日本書紀』で三女神と共に化生した五男神のうち
の二神天津彦根と活津彦根という珍しい神を祭る多くの神社もある（次報で詳述）。ここから太平洋に出
た旧高岡郡の土佐市には、古い宗像神社が現存する。なお神社明細帳（注 25）で調べると高岡郡には
明治初期には 45 社の宗像神を祭る神社があり、うち 33 社がイチキシマのみを祭っていた。
しかし図 13 から見るとイチキシマ信仰の拡散は日本海沿岸がメインであったようで、山口県西部を起
点に既報[7]で見たように江の川や日野川を遡って山陽に達したと見ることができる。その途中で河川交
通の重要な拠点のあった広島県旧三峪郡などに、イチキシマを祭る人々が集住していたのであろう（こ
こには現在も宗像神社がある）。
このように、イチキシマを祭る古代海人族は文化圏の違いを超え、沿海海運から内陸水運まで含めて
全国で活動していたと思われる。既報[7][8]で見たような全国的な広い分布と他神との分け隔てのない
親和性は、そのような総合商社的活動の結果と思われる。
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６．卑弥呼の鏡
６．１

銅鏡祭祀の始まり

「魏志倭人伝」には銅矛も銅鐸も出てこない。魏帝が「汝の好物」と言った下賜品には鏡 100 枚が含ま
つか

よ

れていた。「鬼道に 事 え、能く衆を惑わす。」と書かれた卑弥呼が祭祀に用いたのは、銅鏡である可能
性が強い。
たちゅうさいもんきょう

日本で鏡が珍重されるようになったきっかけは、弥生中期はじめ頃朝鮮半島からの多鈕細文鏡 の流
入であった。この鏡は凹面鏡で姿見には適さず、はじめから祭祀用品であったと考えられている。国内
で中期前半までに出土するのは、すべてこの鏡で、11 遺跡から 12 面が出土している（以下野内智一郎
はる

くんでん

らの報告[38]による）。出土時期の明確な例はすべて甕棺文化地帯にある。原 の辻・宇木汲田 （長崎）・
吉武高木（福岡）・梶栗浜（山口）の各遺跡では、朝鮮半島製の銅剣と共に出土している。同じく甕棺文
化圏内の佐賀県小郡若山遺跡（2 面出土）は、水辺の祭祀遺跡と考えられている。遠方の奈良県・大阪
府・長野県の例も墳墓からではないので祭祀品と考えられているが、埋納時期はいずれも明確ではな
い（注 26）。他地方の多鈕細文鏡は、北部九州からの人の移動にともなって後年に持ち込まれたと考え
るのがもっとも自然である。

６．２

古鏡の時期ごとの全国分布

古代遺跡からの出土鏡（以下古鏡と呼ぶ）については、国立歴史民俗博物館が行った全国調査が
1990 年に公表され[40]（以下『鏡データ集成』）、さらに 2002 年にその補遺が発行されている[41]（以下
『補遺 1』）。しかし目に触れる限り専門家による上記データの総合的な集計・解析が発表されていない
（巻末補注参照）。これはデータの精度の問題があるためと思われる。ここに集成されたデータは、正式
な発掘調査の報告に基づくものばかりではなく、古記録または伝聞に基づくものもあり、鏡の分類や出
土年代等については、あらかじめ基準は示されているものの、原則として各地方の報告者に任されてい
るため、地方差が見られる。このため学問的な解析には、さらに突っ込んだデータ吟味が必要と考えら
れているのであろう。しかし大まかな傾向を探るには十分なデータと思われるので、これを用いて解析を
試みた。関係分のデータを以下に示す。
この調査で収録された古鏡は、『補遺１』を含め 5025 面である。各県の出土時代別の面数を表 2 に
示した。弥生時代の区分は、集成者の指定により近畿地方の土器形式変化を基準としている。一般の
表示では、Ⅰ期が前期、Ⅱ～Ⅳ期が中期、Ⅴ期と庄内式並行期（近畿地方で庄内式と呼ぶ土器が作ら
れている時期）が後期に、それぞれほぼ相当する。このような時代区分を指定しているためか、特に弥
生時代には時期をⅢ－Ⅳのように範囲で示している場合が多い。ここでは整理の都合上その範囲のう
ち早い方の時期で分類した。
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表 2 古鏡の時期別の全国出土状況
弥生時代

Ⅰ

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
山城
丹波
丹後
京都府
大阪府
摂津
播磨
淡路
但馬
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
筑前西
筑前東
筑後
豊前
福岡県
北
南
佐賀県
本島
対馬
壱岐

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

古墳時代
庄
内

弥
生
時
代

弥生
時代
計

前
期

中
期

終
末
期

後
期

古墳
時代

古墳
時代
計

奈
良
時
代

平
安
時
代

中
世
以
降

不
明

1

1

1

1
3
1

3
3
1
1

1
1
1

1
1

1
5

10
1
1
5
1
1
10
4

1

2
1
2
3
1
3
1

85
10
3
98
1
1
1
1
4
8

29
3
4
2
38
2
10
2
1
2
2

1
9
4
65
26
16
28
135
3
22
3
7
4

2
8

1

1
2

2

2

1
2
1
1
1
7
6
3
1

2

3
6
1
4

2
1
1
4
3
1
2

5

3

1
2

1

13

3
1
5

8
3
2
6
1
5
1
1
7
14
1
6
1
2

1
1
8
6
8
3
25
5
20
5
4
5
2

1
2
1
1
4
16
8
9
1
18
1
3
7
1
17
11
18
3
4
18
5
193
46
34
40
313
13
62
13
6
20
16

6
5
12
39
5
47
9
16
4
1
8
23
12
11
76
25
48
29
31
118
14
15
147
137
60
44
1
23
128
264
4
42
23
55
34
16
21
60
17
1
51
19
16
27
113
15
14
15
2

4

3

1
1
8
23
8
7
19
3
3
15
1
11
21
9
36
3
66
15
17
24
33
17
16
66
67
4
23

2
5
3
9
45
16
17
3
2
4

4
31
75
22
17
9
92
44
23
15
5
13
3
37
65
15
15
132
19
14
19
2
2

11
26
16
8
4
9
10
5
4
6
5
12
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2
3
9
34
17
34
15
17
6
4
4
6
14
9
7
8

8
7
7
3
25
14
4
14
3
2
1

2

1
3

1
14

4

106
7
10

4

1
1
3
1

3

1

2

2
1
2
3

9
1
3
2
1
29
17
26
62
1
83
24
33
3
1
37
19
2
10
2
17
31
6
12
49
3
40
17
8
10
11
26
12
9
3
3
27
2
13
2
4
2
2

9
3
14
33
44
198
35
97
15
34
24
5
23
49
60
98
125
187
80
146
85
188
38
38
264
232
73
85
3
55
216
364
46
112
45
197
100
53
52
81
70
4
109
100
43
48
300
50
45
50
9
8
3

1

6

6
2
7

1

4
2
1
1
3
19
36
7
7
43
6
3

1

1
1

1
1
1

1

2
5
17
10
6
4
4
24
72
8
19
2
18

6
14
6
1

1

2

1

1

2
4

18
20
5
13
56
11
21
11
6
6
2

総計

0
0
1
10
0
3
20
33
44
204
40
108
16
39
26
7
32
50
63
118
164
194
89
189
92
193
39
41
273
266
91
101
8
59
259
438
58
138
48
233
111
71
61
99
94
9
324
166
82
103
675
74
128
74
21
34
21

長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
全国計

13

1

3
7 116

5

11
22
25
1
3

58 283

2
0
5

11
13
4
1

93 103

42
35
34
2
3

2
14
22
3
3

4
23
10
25
3

6
11
6
14
2

654 1543 1007

456

29

8
23
14
38
3

20
71
52
80
11

794

3829

4

1

14
15
14
43
7

4

1
8 523

76
121
100
125
22
4
5025

鏡の総数は、福岡県が最も多く 675 面、以下奈良県 438 面、京都府 273 面、大阪府 266 面、兵庫県
259 面の近畿四県が続く。
図 14 に、弥生時代から古墳時代前期への出土数の変化を都道府県別に示す。弥生時代には福岡
県とその他の九州北部諸県が断然多く、他の地方では非常に少ない。これが古墳時代に入ると近畿地
方に急増し、福岡県と肩を並べる。弥生時代は１面しか出ていない奈良県では、特に増加が急激である。
これを素直に解釈すると、鏡を珍重する人々が福岡県から奈良県を中心とする近畿方面に移動した、と
見ることができよう。その移動は、弥生時代と古墳時代前期との間に起こっていることが分かる。弥生時
代に多かった北部九州三県をより細かく地域別に見たのが図 15 である（時期が明示されている鏡のみ）。
Ⅱ期の少数の鏡（上述の多鈕細文鏡）を除くと、Ⅲ期に筑前西部に突然多量の出土が始まり、Ｖ期にま
た急増する。このあと見るように、これは特定の「王墓」に多数の鏡が集中したためである。ところがⅤ期
になると筑前東部・豊前（福岡県内）・坂県南部などの出土が増える。そして図 15 で見るように、少数な
がら西日本を中心に関東・北陸にまで分布が広がる。なかでも、愛媛県・広島県・大阪府の出土が目立
ち、瀬戸内海が他地方への流出の主ルートになっていることがわかる。なおⅣ期の愛媛県の二例と埼
玉県の一例を除き、北部九州以外の出土はすべてＶ期以降である。
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鏡面数

弥生時代計
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図 14 各都道府県の古鏡出土数の弥生時代と古墳時代前期との比較
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以上のようなデータを素直に解釈すると、弥生時代中期はじめに鏡を愛好する人々が筑前西部に現
れ、九州島内でその嗜好を東方や南方に広め、弥生時代の終わり頃瀬戸内を東進し古墳時代初めま
でに「畿内」に入り、そこからさらに全国にその嗜好を拡散させた、という図式が見える。

６．３

漢鏡の異常な集中出土

弥生中期後半以降北部九州の国々から漢への貢献が始まると、多種の洗練された前漢鏡が入ってく
る。漢は国直営の鏡の製作所（尚方）を持っていたので、品質の優れた鏡が多く作られ、臣下や貢献し
てくる化外の王たちに下賜された（以下主として高倉洋彰[42]による）。
みなみ し ょ う じ

日本ではまず糸島市の三雲 南 小路の 1 号甕棺墓に 35 面以上の前漢の鏡が埋葬される）。漢の皇
へき

帝が王侯級の人物に下賜したと考えられるガラスの璧 八個や金銅製の飾り金具など、豪華な副葬品も
い と

出土しているので、初代の伊都国王の墓と考えられている。このように多数の鏡が出土する墓は漢本国
でも見られないので、倭人の鏡に対する嗜好がいかに強かったかがわかる。1973 年からの発掘で 1 号
墓に隣接した 2 号墓が発見され、ここからも 22 面の前漢鏡が出土した。時期は 1 号墓に続くもので、武
器形青銅器がなく玉類のみが副葬されていたので王妃の墓と推測されている。
な

す ぐ

この両墓の中間と考えられる時期に、奴国王の墓と考えられている春日市須玖岡本Ｄ地点の甕棺墓
がある。ここからも 24 面以上の前漢鏡が 10 数口の武器形青銅器などと共に出土した。
これに続いて飯塚市の立岩堀田遺跡で、10 号甕棺から 6 面、他の甕棺と併せて合計 10 面の前漢鏡
が出土した。この遺跡は、甕棺文化圏から外れて突出しているが、その進出の動機は飯塚市と若宮市と
の間にある笠置山から出る石包丁の原石にあったことが定説になっている。この時期筑前東部では、ム
ナカタを含めこれ以外に鏡の出土はない。筑前西部と佐賀・長崎県では、そのほかの 14 以上の遺跡を
合わせ合計約 230 面の前漢鏡が出土している。弥生中期（Ⅲ・Ⅳ期）には、上記甕棺文化圏（立岩を含
めた）以外の出土はない。

６．４

弥生時代後半鏡の拡散が始まる

前述のように、後期（Ｖ期）に入ると筑前東部や豊前に鏡が拡散する。ここでムナカタとの関係が出て
くる。弥生時代中期後半、特に宗像市域では弥生遺跡が衰退する。これは海退により釣川入海の水運
なびきやま

が不可能になったためと見られる（続報で詳述予定）。この時期に、宗像市域の南の 靡 山 （296m）を
越えた遠賀川の支流山口川沿いに新しい交易集落ができたらしい。九州自動車道工事に伴って、
しお い がけ

今の若宮インター周辺で汐 井 掛 墓地遺跡が発見された[43]。ここでは弥生時代中期後半に始まり古
墳時代初めまで続く 371 基もの墓が見つかっている。大部分は木棺墓と土壙墓であるが、石棺墓や
石で蓋をした土壙墓もある。
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ここから、青銅鏡の破片が六面分も出土した。なかでも弥生後期の石棺墓などから長宜子孫鏡（「長
ないこうかもんきょう

ひきんきょう

宜子孫」の銘のある内行花文鏡）・飛禽鏡など四面の後漢鏡の破片が出たことが、考古学界を驚かせた。
ふじわら

国内では最古級の素環頭太刀などの鉄器も多い。宗像市の富地原 や名残の丘陵にも、いくつかの弥
とくしげ た か だ

生中期から後期を盛期とする遺跡群が発見されているが、その一つ徳重高田遺跡からも、内行花文鏡
の破片が出土している[44]。
そのほかにもこの周辺に、この時期急に鏡が出土するようになる。遠賀川河口近くの響灘に突き出し
た遠見ノ鼻の西岸北九州市若松区の岩屋遺跡から後漢鏡四面を含む５面の鏡が、また八幡西区の馬
ふ る

場山遺跡から後漢鏡 2 面を含む 4 面の鏡が出土している。古墳時代の土器布留式が混ざる次の時期
には、北九州市小倉北区郷屋遺跡とみやこ町の徳永川の上遺跡から後漢鏡の破片が出ている。後者
さんかくぶち

では、後漢の内行花文鏡と方格規矩鏡のほかに、続く時代の三角 縁 の画像鏡・盤龍鏡が出ている。
遠賀川河口域周辺と瀬戸内海に面した豊前地方とのつながりが推定され、交易ルートの変化を窺わ
せる。
Ⅱ期

さらに宇佐では、駅舘地域で出土していた後
漢～三国時代の特徴を備えた銘帯を持つ斜縁
六獣鏡（完鏡）が最近確認された[45]。前述の
安心院でも、後漢鏡 2 面の破片が見つかってい
る[46]。
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図 15 北部九州諸地域の弥生時代
時期別古鏡出土数の比較

６．５

「卑弥呼の鏡」の出土状況

「魏志倭人伝」の景初 2 年（3 年=西暦 239 年の誤りとされる）魏帝が卑弥呼に報じた詔書に記された
下賜品の中に「銅鏡百枚」があることから、これがどの鏡であるかについての議論が続いている。中国社
会科学院考古研究所所長を務めていた徐苹芳によると、魏は建国からまもなく、しかも戦乱の影響と魏
の領域内の銅材の不足により、銅鏡製造は不振であった [47]。この時期の魏鏡は後漢鏡を受け継ぐ形
式のものが多く、新しい様式のものは見られないという。もちろんそれまでの後漢鏡もかき集められたで
あろう。徐によると、時期的に卑弥呼に下賜された可能性が強い鏡は、
・方格規矩鏡
・内行花文鏡（特に蝙蝠鈕座）
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・獣首鏡
・蘷鳳鏡
・盤龍鏡
・双頭龍鳳文鏡（位至三公鏡）
・鳥文鏡
・鉄鏡
であるという（注 27）。
これらの鏡の殆どは日本でも出土し、『鏡データ集成』にこれらの名で示されている場合が多い。その
出土地を、図 16 に示した。この図には、同集成の後に明らかになった出土例も、知りうる限り示した。方
格規矩鏡類は前漢から作り始められ三国時代にも作られているので、後漢時代の代表的文様である方
格規矩四神鏡のみを示した。内行花文鏡も、蝙蝠鈕座と明記されているものと「長宜子孫」名を有するも
ののみ示した。鏡は伝世（しばらく保有されてから埋蔵されること）が多くその場合は最初の受領地から
の移動が考えられるため、この図では弥生時代（Ⅳ-Ⅴ期および庄内並行期）の出土例に絞った。この
ため該当鏡数が少なくなったが、おそらく舶載された鏡はより多く、そのうち古墳時代になって埋蔵され
たケースが多いと考えられる。

図 16 卑弥呼が受領した可能性のある中国鏡の弥生Ⅳ-Ⅴ期と庄内併行期における出土分布

図 16 に見るように、これらの鏡は弥生Ⅳ-Ⅴ期まではそれ以前と同じくほとんど筑前西部と佐賀県の
隣接する地域から出土しているが、筑前東部と筑後および豊前にも目立つようになり、散発的に中国・
四国にまで拡がっている。庄内並行期に入ると丹波・加賀にまで達している。このような遠方へのな伝播
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には、宗像などの海人族の広域活動との係わりが考えられる。いわゆる畿内では全く出土せず、「王権」
はおろか有力者も存在しなかったことが推測される。

６．６

超豪華な鉄鏡と「完璧」

後漢末から魏晋にかけて銅材不足の時代に王と周辺では鉄鏡が多く作られ、その中には宝石をちり
ばめた豪華なものも多く、後の魏帝曹操が後漢の献帝に献上したのもこのような鉄鏡である[47]。まさに
きんぎんさがん しゅりゅうもんてっきょう

そのような鉄鏡（金銀錯嵌朱 龍 文 鉄 鏡 ）が、日田市から出土している。これは古墳からの出土であるが
[50]、卑弥呼の時代にしか作られない重要な鏡と考えられるので、特に図 16 中に示した。
このような鏡は、上記曹操例のように特定の貴人に贈るため作られ、製作後直ちに贈与されたと考え
られる。この時代に日本でそのような贈り物を受け取る可能性のある実在の人物は、卑弥呼以外には見
あたらない。
ぎょくへき

鏡以外にも、当時王侯級の人物しか受領できない古代中国最上の宝物「 玉 璧 」（国宝）が、宮崎県
南端の串間市から出土している[51]。ガラス製の「璧」は伊都国の三雲南小路 1 号甕棺墓と須玖岡本Ｄ
かんぺき

地点甕棺墓から破片が出ているが、本物の玉でできた完形の璧、すなわち「 完 璧 」が、このような南九
州の僻地にあったのは驚くべきことである。どのような事情でこの地に運ばれたかは不明であるが、前漢
から後漢にかけての中国王朝と交流していた北部九州の国々の遺産を引き継いだものであることは間
違いないであろう。邪馬台国が九州東海岸にあったとすれば、壁がこの場所で出た意味も理解できるの
ではないか。

７．その後の卑弥呼と比咩信仰
７．１

卑弥呼の争い

「倭人伝」には倭国で女王に統属する 29 カ国を挙げた後、「その南に狗奴国あり、男子を王となす。
その官に狗古智卑狗あり。女王に属さず。」とする。この官の名はクコチヒクと読めるが、魏志の他の用
字例から見てキクチヒコ、すなわち菊池彦を表したと考えるのが自然であろう。
菊池川の流域には、弥生時代から古墳時代にかけて多くの遺跡が発見されている。なかでも中流域
かとうだひがしばる

山鹿市の方保田東原遺跡は、弥生時代後期から古墳時代前期にかけての 35 ㌶という全国屈指の規模
の拠点集落（国史跡）である[52]。ここからは合計 10 面に及ぶ青銅鏡のほか、巴形銅器など熊本県内
で最も多くの青銅器が出土している。数百点以上の鉄器と未製品、ベンガラ（赤色顔料で酸化第２鉄粉
末）の生産に使用された石臼や土器片が出土した。青銅器や多くの地域からの搬入土器などから、鉄
やベンガラで富強をなした勢力の存在が確実であり、強国狗奴国の高官菊池彦が治めていた土地と考
えて差し支えないであろう。
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この周辺には他にも多くの弥生遺跡が発見されていて、出土している青銅鏡からは、弥生後期初頭
から終末まで後漢鏡を含む鏡を継続して入手できていたことが推定されるという。最近はさらに出土数
が増え、熊本県の弥生時代の鏡出土は後半から始まり。舶載鏡（大陸から輸入）20 面、仿製鏡（国内製
作）44 面と福岡県に次ぐ数という。菊池川流域および南に接する白川流域、これを遡った阿蘇盆地は、
この当時日本最大の鉄器とベンガラの生産地帯であったことが明らかにされている[53] [54]。この地方
が鉄器とベンガラの生産によって、弥生時代後半急速に富と勢力を増してきたことが窺えるのである（注
28）。
この当時、鉄器の量は武力・農業生産の両面から国力のバロメーターと考えられる。従ってほぼ現在
の熊本県に当たるこの地域が、邪馬台国連合 29 カ国と張り合うことのできる強国狗奴国に相当すると考
えるのは、ごく自然である。そうすると、邪馬台国連合の九州西岸の南限は、福岡県の南端筑後地方に
なる。
つく

この 争 いに は 宗 主 国の 魏 も介 入し 、「 檄 を 為 り てこ れを 告 喩」 し た 。こ れを 伝え に 来 た 魏の官
さ い そう え ん し

「塞曹掾使」長政は卑弥呼の死後まで残り次代の台与の治世になって帰国したのであるから、一部始終
を見届けたのであろう。しかしその結末は記されていない。しかし先述のように阿蘇を中心に熊本県に
強い「比咩」信仰が残っていることを考えると、狗奴国側が卑弥呼の統治を受け入れる形で決着したの
ではないか。そうでなければ長政が卑弥呼の後継者台与の官人に送られて帰国することはできなかっ
たはずである。

７．２

卑弥呼の死と墓のありか
ちょう

上記「告喩」のあと、「倭人伝」は突然「卑弥呼以て死す。大いに 冢 を作る。径百余歩。殉葬する者、
奴婢百余人。」（冢は墓）と記す。この「以て」の意味について多くの議論がされている。争いが原因で死
んだのではないかと考える人も多いが、ここではこれについての詮索は行わない。
ここで注目したいのは、まず卑弥呼の墓である。古代中国の一歩は両足の一歩で、大体 1.4m という
のが一般的認識である。「径百余歩」は直径 140m 超の円墳を意味する。このように大きな円墳は、国内
に存在しない。そうするとこれは大型前方後円墳の後円部を指すのであろうか。古墳時代初頭、九州に
これほど大きな前方後円墳は存在しない。これが邪馬台国九州説の弱点である。邪馬台国畿内説では、
この墓を櫻井市の箸墓古墳と考える人が多かった。この古墳の後円部の径は、約 150m である。しかし
畿内説の考古学者の努力とマスコミの宣伝に拘わらず、これを卑弥呼の死んだ３世紀半ばに持っていく
ことは困難なようである。関川尚功によると、この古墳は 4 世紀後半を大きくは遡らないという[58]。関川
は、この古墳のある纒向遺跡の調査[59]で土器の編年を担当した考古学者である。比較的最近この近
くのホケノ山古墳（全長約 80m 後円部径約 60m）が調査され、箸墓古墳に先行すると考えられるため注
目を集めた。この古墳の埋蔵施設から出土した木材の 14C 測定を行った奥山誠義の報告によると、信頼
できる資料での測定結果からは 3 世紀―5 世紀の範疇に入り、中心は 4 世紀半ばという結果になった
[60]。ところが信頼性の落ちるサンプルの測定結果を含む概報が 1－3 世紀と先行して報告されたため、
大変古い古墳としてマスコミに報道され一人歩きをしてしまった。このようなことから古墳時代開始が 2 世
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紀にまで遡るというような言説が流布されたが、やはり 3 世紀後半以降に始まると考えるのが妥当のよう
である。とすると卑弥呼の墓が見当たらないことになる。

７．３

宇佐にあった卑弥呼の墓

しかし実は、その墓が宇佐にあると考えられるのである。
魏に貢献していた卑弥呼が、魏の薄葬令に従ったのではないかという指摘がある。『三国志』魏志の
、、、、、、、、、、、
文帝 3 年（222）に、寿稜（生前に作る陵墓）は「山を利用して本体を作り、土盛りや植樹をすることはなら
ぬ」（付点は筆者）[61]とある。魏皇帝に忠実な卑弥呼も、生前これに従うことを意識していたであろうし、
実際にそうしようと考えていたのではないか。ではなぜ「径百余歩」の墓を作ったのか。
この謎は、宇佐神宮の鎮座する亀山の地形を見ると解ける。図 17 に見るように、亀山はほぼ前方後
円墳の形をしていて、後円部の径を 20m の等高線で測ると、まさに径が 150m である。実際に周辺を歩
いてみると、岩山でもないのに形が整い、自然そのままの山とはとても思われない。かつての入り海と思
われる低地に突き出た半島状の尾根の先端が小山状となっている地形がもともとあって、この小山を多
少成形して半球状にすることは、薄葬令に反しないと考えられたのであろう。そしてこれに続く尾根の部
分を、多少削平して葬祭の場所としたと考えられる。こうして図らずも、前方後円墳の形が出来上がった。

図 17 宇佐神宮社殿のある宇佐市亀山の地形（国土地理院地図使用）

亀山が前方後円墳ではないかという考えは、以前からあった。松尾則男の『おおいたの古墳と神社』
[62]にそれまでの文献や伝承が紹介されている。なかでも宇佐国造直系の宇佐公康の『宇佐家伝承―
古代が語る古代史』に、亀山が三世紀前半期の古墳であることが明記されているという。また作家の高
木彬光も宇佐で調査を行いその結果を『邪馬台国推理行』に記しているが、推理小説として刊行されて
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いるので専門家に無視されたようである。さらに松尾は、これまでに亀山から三基の石棺が出土している
という（その一つは宇佐神宮で手水鉢として使われている）。この山が古墳であることは、間違いない。

７．４

ファッションとして広まった前方後円墳

九州の邪馬台国連合の有力者たちはおそらく卑弥呼の葬儀に参列したと考えられるから、この造墓
しもばる

法を直接見て真似たものと思われる。九州の初期の前方後円墳は、宇佐のすぐそば国東市の下原 古
つ こ

お ど う ぐ

墳をはじめ、小郡市の津古２号墳、福岡市博多区の那珂八幡古墳、糸島市の御道具 山古墳と魏使ル
く

り そうずい

ートを通って、唐津市の久里 双水 古墳にまで達している。久里双水古墳の調査報告書[63]には、九州
の初期前方後円墳が、大和地方のいわゆる纒向型前方後円墳とは形が異なり、しかも多様であることが
指摘されている。これは初期の古墳が「亀山古墳」の形を直接真似たためで、多様性があるのは自然地
形がそれぞれ異なるからと思われる。
では邪馬台国連合以外の国々、特に「畿内」などの遠方にまで急速に普及したのは、なぜなのか。
これを解く鍵は、日本の地形にあるのではないか。日本の多くの地域は、地質が比較的若く、従って
山地は急峻である。このため河川の勾配が急で、しかも降雨量が多いため、両側の山地を削って痩せ
尾根を作る。そしてその先端が、岬のように平野に出っ張る地形が日本各地に見られる。このような場所
に、古式の前方後円墳が造られていることが多い。少なくとも古墳群シリーズの最初の古墳は丘陵の先
端部分またはその尾根の頂上に造られているようである。
けいせんまちじゅめい

最近遠賀川流域の桂 川 町 寿命 で、九州大学と桂川町によって前期の前方後円墳金比羅山古墳が
調査された。計測結果では、全長 80m、後円部径 45m である（平成 26 年（2014）9 月 21 現地説明会資
料）。この古墳には葺石や埴輪がなく、墳形から前期でも古層に属する古墳と見られている。寿命には
装飾古墳として有名な王塚古墳（全長 86m、6 世紀前半）があり、ほかにもいくつかの古墳があるので、
この地方に根を張っていた豪族の奥津城の場所と見られるという。金比羅山古墳はその系列最古のも
ので、前期では遠賀川流域と宗像郡域を含めて最大の大きさである。調査担当の辻田淳一郎によると、
その尾根の標高 88m の最高点を後円部とし、前方部は尾根の地形をほとんどそのまま利用し、前方部
を成形するため削りだした土砂を、少し後円部に盛り土して造られたという。亀山古墳も、このようにして
造られたであろう。
ムナカタの前期の前方後円墳のいずれも、このような展望を持つ尾根先端の小山を利用して作られ
ている[9]。このことは、当時邪馬台国連合に属していなかったと考えられるムナカタが、宇佐と政治的な
つながりがあったことを、必ずしも意味するものではない。邪馬台国連合に属する諸国は造墓法を直接
見て真似たものと思われるが、その他の場合は、ファッションとしての伝播によるものではないか。
前史時代においても、律令制で人が土地に縛り付けられるまでは、現代と同様遠距離の文化交流が
盛んであった。情報やファッションの伝播が人や物の移動よりさらに早かったことは、多くの例に見ること
ができる。たとえば遠賀川式土器は、非常に短い時間の間に分布域を広げたが、縄文的製造法でその
形を真似た「遠賀川系土器」はさらに広く東北北部に到るまで拡散した。これは、直接の接触がなくとも、
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ファッションが急速に伝播した一つの例と言うことができよう。そしてそのような文化伝播の主役を担って
いたのが、宗像族に代表される海人であったであろう。早くから前方後円墳が築かれた東国の地方には、
いずれも海人族が到達していたと推定できる。
宇佐に拠っていた卑弥呼の動静は、直接の関わりはなくとも当時の多くの人々の関心事であったこと
は想像に難くない。その卑弥呼が、ほぼ円形の小山とそれに続く尾根を活用した墓に葬られたことが情
報として伝わると、財力のある豪族は競って真似をしたであろう。遠く離れた信濃で、千曲川を見下ろす
尾根上に作られた変形前方後円墳の森将軍塚古墳も、痩せ尾根を苦心して利用した例である。
「ヤマト王権」が全国に支配力を持ち、前方後円墳の築造とその形式を規制したという議論がよくされ
ている。しかしこの時期に、「ヤマト王権」の政治権力が、唐津市や糸島市などの僻地にまで浸透してい
たとは、とても考えられない。ましてや早い時期に前方後円墳が築かれた千葉県や会津盆地などには、
まだ「ヤマト王権」の勢力が及んでいたはずはない。
畿内の初期の古墳を見ても、既報[7]で紹介した桜井茶臼山古墳が、まさに両側が川で削られた尾
根の先端を利用して造られている。纒向でも少なくとも前記のホケノ山古墳は、扇状地の丘陵の先端部
おおやまと

に造られている。その他の畿内の古墳群を見ると、 大 和 古墳群の中山支群では丘陵の先端から順番
に中山大塚―西殿塚―東殿塚と築かれ、菅生支群でも真っ先に丘陵先端にノムギ古墳が築かれる。大
むこう

阪府の淀川流域西岸に築かれた多くの古墳群でも、ほとんど同様の順序になっている。向日丘陵尾根
上の古墳群でも、最先端の元稲荷前方後方墳が真っ先に築かれ、摂津三島奈良原丘陵の三島古墳
群でも先端にまず岡本山古墳が築かれ、それらの尾根の背後に続いて一連の古墳が築かれる。そして
いずれの場合でも、平野部に突き出す尾根という立地適地が一杯になって始めて、平地に古墳が築か
れるようになる。
前期後半以降有力者の古墳が巨大になっていくのは、すでに見晴らしのよい尾根上に築かれている
古墳に対抗して、それと同等以上の視覚的効果をねらったためではないだろうか。前記箸墓古墳も平
地に独立して造られていて、前方後円墳の本来の趣旨が忘れられた後世の古墳であることを思わせる。
前方後円墳出現の直前までは、大和盆地を含めて全国的に方形墓が卓越していた。九州でも伊都
国の「平原王墓」がそうであり、なにより宇佐にも多くの方形墓が造られていた。前方後円墳は、卑弥呼
の墓から突然に始まり、一挙にファッションとして全国に広まったように見える。これはもともと自然地形を
利用することで莫大な人力の投入を避けるためのものであったが、そのような適地は限られることもあり、
次第にその趣旨が忘れられ莫大な労力をかけて平地にも築くようになる。特にヤマトには、古墳出現の
時期に莫大な富が集中したため（注 29）、複数の広域豪族が競い合って本来の適地ではない場所にも
多数の大型前方後円墳を築くことになったと思われる。

７．５

殉葬から見える卑弥呼の出自

「倭人伝」で卑弥呼の死後に 100 人以上が殉死したという記事は、卑弥呼一派がかなり北方からの渡
来人であることを推測させる。朝鮮半島でも３世紀の金海市の大成洞古墳群から殉葬が始まる。それま
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では殉葬の習慣はなかったので、北方民族による王権簒奪があったことと考えられている。前記朴天秀
[35]は、扶余からの侵攻を考えている。
この記事以前の日本には、はっきりした殉葬の証拠は見あたらないようである。朝鮮半島中南部の文
化を取り入れた弥生文化には、殉葬の慣習はなかったと思われる。卑弥呼の一族は、北方系の慣習を
持つ地域の出身と考えられる。
この時期以降殉葬の慣習が継続していたことは、『書紀』の垂仁天皇 32 年に皇后の死に際して天皇
が野見宿弥の進言を容れて埴輪を以て殉葬に代えさせた記事から窺うことができる。
亀山で発掘された石棺からは顕著な副葬品の報告はないので、卑弥呼の墓の本体はまだ発掘され
ていないと考えられる。従ってこれらの石棺は殉葬者のものであった可能性がある。

７．６

卑弥呼の遺したもの

卑弥呼は、「倭国乱る。相攻伐すること暦年。」という時期に王に共立された（注 30）。衆を惑わした手
法は分からないが、平和をもたらした巫女王であったことは間違いない。
卑弥呼からの派生名と思われるセオリツが主役を演ずる『大祓詞』は、セオリツがあらゆる罪を「罪とい
う罪はあらじと」と山川の瀬から持ち出し、他の三神がそれを海で消してしまうというストーリーになってい
る。その罪としては、通常の刑法対象の傷害や近親との姦淫などの「国つ罪」のほかに、他者の田圃を
荒らすなどの「天つ罪」が特に重視されている。天つ罪は、『日本書紀』にもアマテラスに対するスサノオ
の所行としてほぼ同様の内容が描かれている。このように農地の争いなどから起きる事件を「水に流す」
のが「祓」であり、セオリツらはそれを司る神なのである。
日本では、原住縄文人に加えて、渡来人が幾次にも亘って来日し定住した。先着の氏族がよい条件
の土地を占有したであろうから、後続の氏族との間に争いが起きたのは当然であろう。その後遺症が残
らないように、祓えを行って平和を実現するのが大祓詞の思想である。これは卑弥呼がもたらした「和」
を、象徴的に示している。
邪馬台国があったと思われる豊前豊後では、幾波もの渡来の波に加え、弥生時代後半に銅矛を祭
器とする旧甕棺文化圏の人々が進出してきたため、先住の人々との間に摩擦が絶えなかったと思われ
る。これがエスカレートして「相攻伐」にまで到ったのではないか。
卑弥呼はこのような倭国に平和をもたらしたため、死後も「和」の神として多くの人の崇敬の対象となり、
比咩神として今も祭られることになったと思われる。この比咩のイメージを引き継ぐセオリツは、日本最古
の祝詞の一つ「大祓詞」で全ての罪を祓え流す、日本の統一原理「和」を体現する神と言えよう。
この後日本が大和朝廷を中心として統一国家を形成することができたのも、この「和」による連合国家
形成の成功体験があったからと言えよう。
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ただし卑弥呼の「和」は、徒手空拳の祈りだけで可能であったとは思われない。何らかの「もの」が必
要だったであろう。先に述べたように、弥生中期後半伊都国や奴国の王は大量の鏡を入手していた。と
ころが後期に入ると、旧甕棺文化圏への鏡の流入が細り、一方で筑前東部から豊前に多くは破鏡であ
ったが多くの鏡が流入するようになった。これは前漢末期から続く中国の混乱とこれに伴う朝鮮半島に
おける漢の拠点（楽浪郡など）の変遷で公的流入ルートが不安定になる一方、一般の交易ルートが活
性化するようになったためと理解される。卑弥呼は威信財の入手困難で不満が溜まっていた奴国や伊
都国の支配者層に、鏡などを提供できるルートを持っていたに違いない。
ひらばる

２世紀の終わり頃、伊都国の平原 に 40 面もの大形鏡を副葬した墳丘墓（方形周溝墓）が久しぶりに
現れる。しかもその中には、直径 46.5cm という世界最大の超巨大鏡３面が含まれる。柳田康雄の検討
によるとこの鏡の多くは国内製ということであるが[67]、そうだとすると精巧な鏡を製作できる工人が来日
していたことになる。卑弥呼はその招聘にも関わっていたのではないか。

７．７

比咩神から湍津姫への道とオカミ神

本報で追求してきたタギツの起源について整理し、解明の手がかりになったオカミ神についてその起
源を考えてみたい。
比咩から湍津姫に到る道を、改めて図式的に示すと次のようになる。

卑弥呼＝ ヒミ（本名）＋コ（尊敬の呼称）
↓
比咩（ヒミ）神・・・原始宇佐神→八幡系・春日系・阿蘇系・平野系社の女神
↓
女性・女神の尊称に「ヒメ」が普及→比咩もヒメと読まれるようになる
↓
他の女神との区別のため比咩を瀬織津比咩に→白山比咩なども派生
↓
ヒメと読まれるようになった比咩が比売・姫などとも表記される
（僻地や比咩信仰の強かった地域などには比咩が残る）
↓
『日本書紀』編纂時に瀬織津比咩を湍津姫に
（セオリツが「ソウルの」を意味し対外的に支障があるための改名。『大祓詞』で瀬織
津比咩を形容する「たぎつ」を新しい神名に）

もちろん途中の段階の神名も、各地に受け継がれて残っている。
お かみ

オカミ神は、前述のように富山県砺波市雄 神 神社と元雄神神社の例では、
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セオリツ→オカミ
と変化したようである。これが前述の津屋崎波折神社の由緒書き（青柳種信書）に繋がる伝承と思わ
れる。
くたみ

しかしオカミ神は、『豊後国風土記』の直入郡球覃郷（現在の竹田市直入町や久住町の辺りと考えら
れる）の項に、景行天皇巡幸説話として「この村に泉あり。・・・泉の水を汲ましめんとす。すなわち蛇龗あ
お か み

り。於箇美という。」[20]の記事があり、正にオカミ神の正体を説明している。これから見ると少なくとも大
分県では、セオリツからの転化以前にもオカミが水辺の龍蛇神として祭られていたらしい。白川静による
と[27]、オカミの「ミ」は甲類で、カミの「ミ」（乙類）とは古代の発音が異なり、ワタツミなどと同じく渡来系の
神に附く「ミ」である（注 20）。渡来系の人々が祭った水神と思われる。
一方日本古来の水神にミズハノメがある。これは水源を守る女性のイメージがある。ミズハノメは図 9
で見るようにオカミ神よりもやや多く、そして全国に比較的まんべんなく祭られている。そして一般にこの
二神が同時に祭られることは少ないが、福岡県ではミズハノメを祭る神社の 46%、大分県では 51%にオカ
ミ神が祭られている。もともと水神を祭っていた社に重複して別な水神を祭ることは考えにくいので、渡
来人の多いこの 2 県ではミズハノメを祭る社の多くに渡来人が自らの神比咩またはセオリツを併祭した
が、後にその名をオカミに変えたと推定される。神名の変更を迫られたのはセオリツであったので（比咩
神は宇佐神宮の神として 8 世紀の記録に残る）、このような場合併祭されていたのはセオリツであったと
考えられる。
豊前の渡来人の多くは秦氏系であるが（注 8）、『日本書紀』雄略 15 年（471 との説あり）に全国の「秦
はたのみやつこさけ

の民」が 秦 造 酒 の統制下に置かれたという記事が載る。この伝統があるため豊前では、中央の氏族
長の指示に忠実に従って、神社の祭神名を一斉に変えたと考えられる。これが比咩信仰の中心地の豊
前に、比咩神やセオリツが殆ど残っていない理由であろう。
以上のようにオカミ神には、はじめからこの名で祭られていた場合と、セオリツ経由でオカミになった
場合との両方のケースがあったようである。

８．終わりに
本報の研究の目的は、宗像三女神のうち前報までに解明ができなかったタギツ（湍津姫）信仰の起源
を探ることであった。
手がかりは、現在宇佐神宮に祭られている宗像神である。八幡神信仰成立以前から、宇佐附近では
「比咩」という名の女神が祭られていた。比咩の名が付く女神は、現在も広く全国に分布し、900 社以上
で祭られている。そしてこの女神には、姫・比売などが名に附く他の女神に比べ、特別の敬意が払われ
ているようである。なかでも、八幡系社・春日系社・阿蘇系社など 350 社以上では、かつての宇佐神宮と
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同じく比咩（大）神という名で祭られている。これは現在ヒメと読まれる「比咩」が、一般的な女神の敬称で
はなく、もともとある神格を示す固有名詞であったことを示唆する。
「咩」という珍しい字にはミまたはビという音しかないので、現在ヒメと読まれている「比咩」は、本来ヒミ
と読まれたと推定される。この表記に対する歴史的に強いこだわりも、このことを示唆する。
ヒミの名は、邪馬台国の女王卑弥呼を連想させる。呼（乎）はもと神を呼ぶとき強く発音される声で、崇
敬の意を込めて「ヒミコ！」と呼んでいたのが記録されたと考えることができる。この推論を裏付けるため、
［付編］で邪馬台国の位置の検討を行った。「魏志倭人伝」に記す魏使の邪馬台国への行程を先入観
なしに読み、地形や当時の交通事情、および魏使のミッションを考慮すると、宇佐付近が邪馬台国の中
心である可能性が強いことが示された。
既報で埴安神がベルト状に博多湾岸から筑後地方まで濃厚に分布し、これが弥生時代前半の甕棺
文化圏と重なることを示したが、この地域は邪馬台国連合の有力国奴国と伊都国を含む。弥生時代後
半に入ると、この文化圏は銅矛埋納文化圏となって、宇佐を含む豊前・豊後に拡がり、さらに四国に伸
びる。この拡大された文化圏が、邪馬台国連合成立の土台を築いたと考えられる。
伊都国と奴国には弥生時代中期後半多数の中国製の銅鏡を副葬する厚葬甕棺墓が出現し王権の
成立を示したが、後期に入るとこの地域の漢鏡流入は減少し、一方遠賀川流域から豊前地方での出土
が顕著になる。これは後漢末期の中国の混乱で倭の国王たちと中国王権との間の絆が断たれたことを
示し、倭の諸国の王権の不安定化を招いたと思われる。このため倭の諸国間の争いが起こり、その混乱
収拾のため卑弥呼が倭の連合国の王として共立されることになった。
後漢滅亡後建国された魏が、地方勢力公孫氏が支配していた楽浪郡と帯方郡を接収するやいなや、
卑弥呼は郡を通じて魏に遣使し朝献を求めた。魏帝はこれに答えて優渥な詔書と多量の豪華な品々を
下賜した。このことは卑弥呼の王権を盤石にしたと思われたが、数年のうちに倭国の最南端に位置する
狗奴国との争いが起きた。ほぼ熊本県に相当すると考えられる狗奴国は、阿蘇の豊富な鉄鉱資源をも
とに急速に経済力を高めていたと考えられる。
この争いの頃卑弥呼が長い生涯を閉じ、現在宇佐神宮のある亀山に葬られた。この小山は低地に突
き出した尾根の先端にあり、これを多少成形して円形の墓山としたと考えられる。これは魏の文帝がそれ
以前に発していた薄葬令に従ったためであろう。この小山の直径が、魏志倭人伝が記す墓の大きさと一
致している。そして葬祭のため続く痩せ尾根を削平したので、結果的に前方後円墳が出来上がった。こ
の墓形が、卑弥呼に対する強い崇敬の念のため多くの有力者に模倣され、ファッションとして瞬く間に
遠方まで拡がったと考えられる。
卑弥呼は、小国がひしめき合っていた倭国をまとめ、少なくとも 50 年以上にわたる平和をもたらした。
その後日本が一つの国家としてまとまったのも、卑弥呼のもたらした「和」の経験が記憶に残っていたか
らであろう。そして中国とのコミュニケーションが円滑で、先進的な文物の導入と日本の国際的地位の向
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上に大きな功績を残した。このような人物が、日本の歴史史料や神の名に見えないのは不思議であっ
た。
しかし本報の解析で、卑弥呼に対する崇敬が根強く残っていることが明らかになった。それは、本名
の「比咩」神として、派生名の瀬織津姫として、それからさらに名を変えて宗像三女神の湍津姫としても
残っている。宗像から筑豊・豊前にかけて数多く祭られてきた水神の龗神にも、その崇敬は受け継がれ
ている。
冒頭に述べた宗像三女神「宇佐嶋」降臨神話は、この湍津姫の由来を示すものだったのである。
うけい

これで沖ノ島祭祀の謎を解く土台が出来上がった。次報では、誓約神話の考察から宗像三女神とヤ
マト王権との係わりを追求し、沖ノ島祭祀開始の謎に迫りたい。

【注】
（注1）

よく知られているように、古代中国の晋の人陳寿が撰んだ『三国志』の魏志中に東夷伝がありその中に異
例の長文の倭（日本）の紹介（倭人条）がある。これを「魏志倭人伝」と通称するので、本報でもこれに倣っ
た。読み下し文は岩波文庫版[11]による。東夷伝中のほかの項目については、ちくま学芸文庫版の訳文
[12]によった。

（注2）

神に位を授けた最古の例は天武天皇元年(673) 壬申の乱で大海人皇子軍を助けたという大和の二神に
対するものが最初というのが通説であるが、このときは位階制度が整っていなかったので具体的な位階は
分からない。

（注3）

宗像神社史[14]によると、天元元年（979）の太宰官符に宗像神社が藤原純友の乱（974）平定後に正一
位勲一等に昇叙されたことが記されている。
せんだい くじ ほんぎ

（注4）

平安初期の成立とされる『先代舊事本紀』[18]中の国造本紀にも、神武天皇が宇佐津彦を宇佐国造に定
めたことが記されている。国造本紀は記紀にない独自の伝承を伝えている貴重な史料である。

（注5）

本宮は比咩大神とともに応神天皇と神功皇后を祭るが、いずれも宇佐神宮からの後年の勧請である。

（注6）

これら祭神は記紀にも現れないし、他神社に殆ど類例がないためその実像についてさまざまな説がある。
ここではその全てに触れることはできないが、忍骨命は既報[9]表１に見るように、皇室の祖先神正哉吾勝
勝速日天忍穂耳尊と同神であることが『日本書紀』から明らかである。また『豊前国風土記逸文』に田河郡
むかし

しらぎ

みずか

わた

き た

かわら

すなわ

かはる

鹿春郷の項に、「昔者、新羅の国の神、 自 ら 度 り到来りて、此の河原に住みき。便即ち、名づけて鹿春
い

の神と曰ふ。」[20] とあるのでいずれかが新羅からの渡来神であることは確実で、その名から辛國息長大
おきなが

姫大目命が最も確からしい。ただし 息 長 は神功皇后のもともとの姓であるので、神功に当てる人も多い。
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逸文はこれに続けて郷の北の三つの峯に竜骨（石灰石中の化石を示すと考えられる）があり、二の峯には
銅を産することを述べているので、この説話全体の信頼性は高い。
（注7）

放生会は養老４年（720）の隼人征伐後に多数の隼人殺害の滅罪のために始められたという伝承があるが、
中野幡能[17]は、それ以前から行われていた銅鏡奉上儀礼に仏教の放生儀礼が結びついたものと考え
ている。
ようだい

（注8）

はいせいせい

辛島氏は古代の渡来系最大氏族の秦氏系と考えられている。推古 16 年（608）に隋の煬 帝 が 裴 世 清 を
しん

倭国に使わしたが、その報告に「筑紫から東に行き秦 王国に至った」との記述がある [11]。秦の始皇帝
はた

の末裔と称する 秦 氏系の人々が多く住んでいたため、このような表現になったと考える人が多い。秦氏は、
古代最大の渡来氏族である。ハタという名は古代朝鮮語の海の意のパタから来たという説明が多いが、
はた

同じく古代朝鮮語の「多い」という意味の 幡 から来たという説もある[21]。この渡来氏族がまず落ち着いた
のが、福岡県東部から大分県北部にわたる豊前地方と見られている。この地方の大宝 2 年（702）の三つ
の里（50 戸からなる律令制の行政単位）の戸籍が残っている。それによると、旧上毛郡（福岡県の豊前市
など）の 2 つの里と仲津郡（現中津市付近）の一つの里で、秦氏系の姓が全体の実に 74 ないし 96％に達
するという。
はやあきつ

（注9）

いぶき ど ぬ し

はやさすら

『大祓詞』では、瀬織津比咩が川から海に流した諸々の罪を、速開都 比咩、気吹戸主、速佐須良比咩が
それぞれ役目を分担して処理してしまうということになっており、これらの神々を祓戸四神と称する。

（注10） 「比咩神社」は他に福井県に 1 社と長崎県に 2 社あるが、現在は比咩神を祭っていない。
（注11） 後に藤原氏となった中臣氏は、古代からきわめて重要な氏族でありながら、その出自が今ひとつはっきり
しない。中臣氏の中興の祖藤原鎌足が常陸から出たとされるので中臣氏が関東常陸の出自と考える人も
多いが、『和名抄』が豊前国仲津郡に中臣郷を載せていることなどから、太田亮は『姓氏家系大辞典』[22]
なかつおみ

において、中臣氏の発祥地がこのあたりであり、中臣は「仲津 臣 」のことであると断定している。大分県中
なかどん

津市の中心部に、 中 殿 という地名がある。ナカドンは中臣の訛とされている。吉田東伍[23]によると、ここ
の貴船神社は、上記の天種子命を祭っていたという（現在の祭神にはない）。『姓氏家系歴史伝説大事典』
[24]も、多くの例を挙げて中臣氏が豊前国中津郡の出であることを説いている。587 年の「蘇我・物部戦争」
う じ おさ

かつみのむらじ

に先立ち、中臣家の氏長中臣 勝 海 連 は物部守屋とともに廃仏棄釈を主張し、蘇我馬子の配下に殺され
ている。大和の中臣本宗家は、物部本宗家と同じく、このあと大和から関東の物部勢力圏に逃れたと思わ
れる[7]。
中臣（藤原）氏の氏神は奈良の春日大社であるが、春日四神がここに祭られたのはそれほど古くはない。
たけみかづちのみこと

社伝等によれば、和銅 2 年（709）、藤原不比等が茨城県鹿島神宮から 武 甕 槌 命 （以下タケミカヅチ）
ふつぬしのみこと

を勧請したのが創祠で、神護景雲二年（768）に社殿を造営した際千葉県香取神社の 經 津 主 命 （以下フ
あめのこやねのみこと

ひめがみ

ひらおか

ツヌシ）と中臣氏祖神である 天 兒 屋 根 命 （以下コヤネ）を比売神とともに大阪府枚 岡 神社から勧請して
合祀したとされる。
うさの

くにのみやつこ

（注12） 前出の『日本書紀』神武前紀に、「菟狭（宇佐） 国
みことのり

も

なず

うさつひこ

おもとまえつきみあまのたねのみこと

（中略）このときに、 勅 をもて、菟狭津媛を以て、 侍
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おやはべり

造 の 祖 有り 。 号 けて菟狭津彦・菟狭津媛といふ。
めあわ

臣 天 種 子 命 に賜妻せたまふ。天種子命

は、是中臣氏の遠祖なり。」と具体的な地名・人名（神名）を挙げて記されている。天種子命は、枚岡神社
の主祭神コヤネの孫に当たる。これも中臣氏と豊前との縁を示す記述である。中臣氏は宇佐の女神「比
咩」をよく知っていた、あるいは祭っていたのではないか。「中臣祓」とも呼ばれる『大祓詞』で、比咩神が
主役になる理由が分かる。
あ ら か や

あ ら

あ な

（注13） 『日本書紀』などによれば、任那には「日本府」があった。任那は加耶諸国の一つ阿羅加耶（安羅国・阿那
かんあん

加耶などとも書かれる）とされる。これは釜山の西約 60km の現在の 咸 安 （ハマン）市付近にあった国で、
３世紀から６世紀まで存続した。ここからは多くの渡来人が来日している。
（注14） 日本固有の女性または女神の名には「メ」が一般的である。『日本書紀』で「メ」で終わる女神名には、ミズ
ハノメ、ナキサワノメ、イワツツノメ、ヨモツシコメ、ヨモコヒサメ、アマノウズメ、イシコリドメ、アマノサグメなど
が挙げられる。これらはいずれも土着の古い神あるいは古来の日本語で表現された神名と考えられる。ミ
ズハノメは現在も多くの神社の祭神に残る水神である。古語辞典によると、「ヒメ」は男性（男神）の「ヒコ」と
同じく、この「メ」に「立派な」という意味の尊称「ヒ」が附いたものである。「ヒコ」は古い渡来系の神に多く附
いており、「ヒメ」の成立はそれ以降と考えられる。
ひ め こ そ

（注15） 『日本書紀』には、「比売」も少なく、崇神紀に一例のみである。垂仁記には渡来の女神比売語曽が現れ
る。これが「比売」の表記が普及するきっかけになったものか。「媛」は神代紀には 4 例に過ぎないが、神
武即位前紀以降にはかなり多く現れる。
（注16） 『日本書紀』持統紀六年（692）2 月 11 日に持統天皇が 3 月 3 日の伊勢行幸を宣言し盛大な準備をする
が、中納言の三輪朝臣高市麻呂がこれに対して農繁期のため止めるよう職を賭して繰り返し諌言する。し
かし持統は 3 月 6 日これを強行して同 20 日帰京する。この行幸の意味は謎である。3 月 3 日は今の暦で
おおみわ

3 月 28 日に当たり、まだ農繁期とは思われない。三輪朝臣は大和王権の崇める 大 神 神社を祭る氏族で
あり、前報[9]で述べたようにかつて王権の祭祀を司っていた。この挿話には宗教的な理由が隠されてい
ると思われる。
伊勢神宮の神天照大神の荒魂を瀬織津姫と記す古文献も多い。あるいは『日本書紀』の内容がほぼ固ま
ったと考えられるこの時期、伊勢神宮の祭神名の変更が行われたという推測もできる。続報でさらに考察
予定である。
（注17） 三女神を祭る神社では滝津姫も多伎津姫も湍津姫の位置に入るので、湍津姫の別表記として間違いな
いと思われる[7]。
（注18） 「たぎつ」は古語「たぎち（激ち）」の連体形で、滝・滾ると同根。
（注19） 山口県で宗像神の分布密度が 異常に高いのは、明治末期の大合祀の影響を強く受けたためもある。既
報[7]のように、『平成データ』の各県の全社数の明治 33 年調査に対する減少率は、山口県が 71%と福岡
県の 59%よりも高い。ただし旧郡毎のデータはないので、この図では修正は行っていない。
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（注20） ここに挙げた神々の多くは既報[8]で紹介しているが、そこで触れなかった主な神々について説明する。
ににぎのみこと

オオヤマツミ（『日本書紀』に大山祇）は神話では皇室の祖先瓊瓊杵尊 の岳父となっているので日本古来
の神のように見えるが、伊予国風土記逸文[20]に総本社の愛媛県今治市大三島の大山祇神社の神が
わたしの

「和多志大神」と紹介され、仁徳天皇の時代に百済から渡ってきたとする。比較的新しい渡来神である。ミ
の附く神はワダツミ（古代朝鮮語のパタ＝海の神から）などのように渡来系の神と考えられる。比咩（ヒミ）・
オカミも同じと考えられる。
オオヤマクイ（大山咋）は滋賀県の比叡山（日枝山）の神で、京都の松尾大社の祭神でもある。祭る神社
には日吉神社（これも本来はヒエと読む）の名が多い。松尾大社にはイチキシマが相殿として祭られており、
宗像との関係が見える。
たけみなかたの

諏訪神とは長野県諏訪市の諏訪大社の主祭神建御名方神で、記紀では出雲系の神となっている。
（注21） 宗像市でも釣川中流の河床から広形銅矛片が出土しているが、これは埋納物ではない[31]。
（注22） この図は埋納以外の出土例も含む。また原図には弥生後期と題されているが、現在の年代認識[32]では
中広銅矛・平形銅剣・出雲型銅剣は中期後半が中心とされるので、弥生時代後半とした。
いざなぎのみこと

いざなみのみこと

（注23） 埴安神は、神代紀第五段第六の一書に伊弉諾 尊 と伊弉冊 尊 が国土と共に生んだ諸神の一つの土の
神として出る。一方埴山神は同段の第二・第三・第四の一書に伊弉冊尊が難産で死ぬときに生まれた神
と書かれ、前２者は単に土の神と説明するが、第四の一書にはこのときの大便が化した神とする。ところが
は に や す び め の かみ

『古事記』は、第四の一書の説の埴山神を波邇夜須毘売 神 としている。
（注24） この地域はまた厳島信仰の強い地域であり、イチキシマ単神を祭る神社の多くは厳島系である。厳島神
社は安芸の宮島の本社が近世に三女神化したので、その影響を受け三女神化している神社も多い。
（注25） 明治神祇制度の整備に当たって官令で各地の神社の明細を提出させたものである。現在は一般には公
開されていないが、高知県ではそのコピーが県立図書館で閲覧可能である。
（注26） なおこの鏡は、「三角縁神獣鏡卑弥呼の鏡説」を鼓吹した小林行雄氏が「鏡信仰畿内発生説」のよりどこ
ろとした[39]。当時は出土が四面しかなく、そのうち二面が近畿の鏡で、北部九州ではまだ宇木汲田の一
面のみであった。このことから同氏は北部九州では鏡信仰は根付かなかったと考え、近畿地方で今後こ
の鏡の出土が増えるだろうとの希望的観測をしたが、その後の出土は全く逆で、増加したのは長野の一
例を除けばすべて北部九州であった。
（注27） かつての考古学の大御所が卑弥呼の受領した鏡を三角縁神獣鏡と主張した[39]ために、現在でもこれに
固執する研究者が存在しマスコミにもその信奉者が多い。しかしその後の日中考古学の進展によりその
主張は成り立たなくなっている。日本での三角縁神獣鏡の出土は卑弥呼の受領した 100 枚を遙かに超え、
『鏡データ集成』と『補遺１』とを合わせ 457 面に達しうち 384 面が「舶載」とされている。2011 年には 530
枚を越えているという[48]。しかも『鏡データ集成』と『補遺１』では全て古墳時代の出土である。なによりも、
中国本土での発見は、信頼できる発掘によるものでは、1 枚もない。これで数 100 枚が中国からもたらされ
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たという主張は、考古学の自己否定であろう。また科学的な分析でも、三角縁神獣鏡が中国製との主張
は成り立たない[49]。
（注28） 阿蘇山西麓の肥後・白川・菊池川流域および東麓の豊後・大野川上中流域は、鉄器を出土する集落が
弥生時代で最も密集する地域である。しかも、一遺跡あたりの出土点数が多く、鍛冶の際に生じた鉄片類
を除いても 2000 点に及ぶ鉄製品が出土する例がある[53]。そして鍛冶遺構は弥生時代後期中葉から終
末期にかけての集落址で数多く調査され、その分布密度は日本列島で最も濃いという。そのような遺跡の
一つ狩尾遺跡群の調査を担当した熊本県教育委員会 [55]は、「鉄製品の出土状況はほとんど使い捨て
であり、破損品を補修あるいは回収して再利用されていない」「これは生産地ならではの鉄製品の消費状
況であるが、仮に舶載品である鉄素材にすれば、あまりにも浪費的な消費にすぎ、また陸揚げ地点からも
かなりの遠隔の山間地で地金を鉄製品に加工する必然性は乏しい。こうした困難は、ただひとつ地金が
舶載品でなく在地で作られたと考えれば説明できる」とする。狩尾遺跡群のすぐ近くに現在も稼働する褐
鉄鉱（リモナイト）の明神山鉱山（戦前まで製鉄原料に使用）がある。「阿蘇谷湖」であった時期が長かった
阿蘇盆地には、芦のたぐいの植物が作った沼鉄鉱[56]の鉱床が全体に拡がっている。これから水分を追
い出した褐鉄鉱は高品位のベンガラの原料となり、容易に鉄に還元できる[57]。弥生時代の製鉄の可能
性については、別稿で論じたい。
（注29） ヤマトでは宇陀の水銀（辰砂）の大鉱床が弥生時代終り頃開発され、まもなく大和盆地勢力の支配下に
置かれたと思われる（別報で詳述予定）。有力者埋葬時の屍体施朱は西日本では既報[8]の山鹿貝塚で
始めて見られ、以降全国に拡がる[64]。「倭人伝」に「山には丹あり」と書かれ、魏帝への上献品にも丹が
あったように、火山国の日本では各所で辰砂が産出する[65]。北部九州でも各地に「ニ」や「アカ」の地名
にゅ う つひめ

が見られるが、なかでも佐賀県嬉野市には 7 社もの丹生神社（現在はタンジョウと読まれるが、丹生津姫
を祭る社も残っているので本来はニュウ）があり、有力な辰砂の産地であったと見られる。しかし一般に河
床に溜まった辰砂の採取に過ぎなかったため資源はすぐに枯渇し、常に新鉱床の探索が必要であった。
大分県にも地名・社名などから多くの古代産地が推定され、卑弥呼の勢力基盤の一つではなかったかと
思われる。本報で見たような弥生文化の中央構造線に沿った東方への進出の動機の中には、辰砂資源
の探索もあったと思われる。
最近南武志らが辰砂に含まれるイオウの同位体比分析による産地推定法を確立した[66]。その結果によ
ると、弥生時代後期から古墳時代初期にかけて北部九州と山陰で中国産の朱が使われるようになるが、
ヤマトの初期古墳（前記ホケノ山古墳を含む）から宇陀の丹生鉱山など関西系の朱が大量に使われはじ
め、それが全国に波及するという。
（注30） 『後漢書』にはこの乱が「桓・霊（後漢の桓帝と霊帝）の間」すなわち 147-188 年と書かれているので、共立
されたのは 2 世紀の終わり頃であろう。
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【補注】
本稿最終校正の段階で、国立歴史民俗博物館の 『弥生・古墳時代遺跡出土鏡データ集成』の増補改訂
版に当たる集成が出版されている（下垣仁志, 『日本列島出土鏡集成』, 同成社, 2016）ことに気が付い
た。かなりの鏡の追加があるが、全体の傾向を大きく変えるものではないので、本稿では国立歴史民俗博
物館の修正による解析をそのまま載せている。ただし図 16 では最新のデータを用いている。
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［付編］魏使の邪馬台国への行程
１．「魏志倭人伝」についての基礎的認識
最近の信頼できる研究によると、魏志倭人伝の記述は検証できる範囲ではかなり正確で信頼できるこ
とがわかってきている。たとえば倭の風俗、政治と外交が述べられているくだりには、ほとんどの人が信
頼を置いている。問題は邪馬台国連合（倭）を率いていた女王卑弥呼の「都する」邪馬台国の所在であ
る。
この問題を考える前に、あらかじめ心すべき基本的事項を挙げておこう。
① 『三国志』という書物は、中国の王朝の正史であって、王朝の記録である。したがって他国のこ
とを記すのにも、王朝が接触した範囲のことだけが書かれている。他にどんなに大きな国があ
ろうが、接触していない地域については触れていない。これは世界地理書ではないのである。
中国は自国が世界の中心と信じていたから、接触を求めてくる国以外は蛮族と見なして興味
を示していない。だから仮に日本列島に倭国（邪馬台国連合）以外に大きな勢力があったとし
ても、『三国志』の著者はもちろん知らないし、知ろうともしていない。これは、「女王国の東に
わた

海を度 ること千余里、また国あり、皆倭種なり」という一節からも分かる。倭人の国でも、朝貢し
てきた邪馬台国以外には関心を払わないのである。
考古学者とマスコミに多い「邪馬台国畿内説」信者は、多くこのことを誤解している。邪馬台国
問題は、決して考古学だけで決められるものではない（文字資料が出ない限り）。考古資料か
ら推定される当時日本の最大の勢力が、邪馬台国ということではない。仮に有力な「国」があっ
ても、魏使が通らなければ記述されていないのである。
② これに関連して、当時は誰も正確な地図を持っていなかったことを忘れてはならない。旅行の
行程を地図の上で線を引いたりして考えている人が多いが、近代以前の中国人が他国、特に
日本列島について非常にいい加減な地理的認識しかなかったことは、1000 年以上もあとでで
きた地図を見てもわかる。これらは魏志倭人伝などの記述に基づいているものが多いと思われ
る。ところがそれをもとに、畿内説論者が中国人の東に広がる日本列島を南に広がると昔から
信じていた根拠に挙げるのは本末転倒である。
③ 特に「魏使倭人伝」に関しては、著者が魏使の記録以外に倭国についての地理的情報を持ち
合わせていなかったことを注意しなければならない。この条の地理的叙述は、ほとんどすべて
が魏使の旅行記録に基づくものである。したがって、当時の自然・人文地理と、当時の旅行事
情を考慮しなければならない。現在の地図上の方角や距離などをもとに考えてはならないの
である。水行には当時の航海技術を考えなければならないし、陸行でも多くの荷物を持った正
使一行であることを忘れてはならない。
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④ 考古学者は一般に、もっとも顕著な出土品が出たところをその地方の中心地と考え、魏使がか
ならずそこを通った（または滞在した）と思いこんで議論しているが、これは必ずしも正しいとは
言えない。一般に正使は最終目的地にできるだけ早く到着するような行程をとるはずで、途中
の国の中心地を歴訪する必要は全くない。行程の都合で、各国の中心地から離れた（ある場
合は仮の）迎賓館のような建物で休憩することがあると思われる。江戸時代の朝鮮通信使は、
あいのしま

筑前国内では原則として玄界灘に浮かぶ 相 島 だけに立ち寄り、そこの仮ごしらえの館で饗
応を受けている。
⑤

『三国志』は、当時の中国人が自国語で書いた書物であり、中途半端な漢文知識しかない日
本人が素人解釈すると誤ることが多い。当時の中国語について十分な知識を持つ人、できれ
ば中国人の読解に基づいて考えるべきである。
たとえば、後に述べるように、倭国に上陸してからの魏国の使いの行程には一見謎が多い。
そこで、この行程を順次たどったのではなくて、倭国のある地点、たとえば伊都国からそれ以
降に書かれた国にそれぞれどのくらいかかるかを述べたものではないかとする論者がかなりい
る。これは「放射説」と呼ばれる。これに対して、中国人文献学者の謝銘仁は、中国文ではこの
ような読み方はあり得ないとする[68]。信頼できる国内の多くの文献学者も、同意見である[69]
[70]。
放射説の決定的な問題点は、邪馬台国連合の 29 国のうちなぜ 8 国だけを記述し、他の 21
国は名前を挙げるに止めたかの説明がつかないことである。8 国のすべてが大国というわけで
もないし、他の 21 国もすべて小国というわけでもないであろう。たとえば、かなり大きい国であ
った吉野ヶ里らしい国は全く出てこないのである。魏使が実際に見聞した 8 国についてのみ記
述した、と考えるほかには説明がつかないのである。
このことはまた、邪馬台国に至る道程で、途中の 7 国を連続して通ったこと、すなわちこの 8
カ国は「国境」を接している、ということを意味する。小国の壱岐・対馬でも通った国は詳細に
記述しているが、通らなかった国については全く記述がない。大国であっても記述がないこと
もあり得るのである。大きな遺跡が発見されたからといって、それを魏志倭人伝に記述のある
いずれかの国に当てはめようとする人が多いが、それは往々にして大きな思い違いにつなが
る。
また、いわゆる「邪馬台国畿内論者」は、表 3 の⑧⑨の方角、すなわち末盧国から伊都国へ
向かう方角と伊都国から奴国へ向かう方角の南東が、北東の誤記または誤写とし、これ以降
方角が実際と 90 度誤っているとする。しかしこのような恣意的で部分的な歪曲は、多くの文献
学者が強く否定しているところである[69][70]。
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表 3 帯方郡から邪馬台国に至る行程とその里程（魏志倭人伝による）
魏の使者の行程

里 程

推定距離（㎞）

１里の長さ（m）

①帯方郡→狗邪韓国

あるいは南あるいは東へ
七千余里（海岸によっ て水
行）

563

80.4

②狗邪韓国→對馬国（対馬）

千余里（海を渡る）

71

71

③對馬国→一大国（壱岐）

千余里（南海を渡る）

73

73

④一大国→末盧（マツロ）国

千余里（海を渡る）

56

56

水行（韓国）と渡海の全行程

一万余里

763

（平均）76.3

⑤末盧国→伊都（イト）国

東南陸行五百里（草木茂
盛、行くに前人を見ず）

43

86

⑥伊都国→奴（ナ）国

東南百里

11.5

115

⑦奴国→不彌（フミ）国

東行百里

11.5

115

全体の合計里程

一万七百里

829

（平均）77.5

⑧不彌国→投馬（トウマまたはツマ）国

（南水行二十日）

⑨投馬国→邪馬台国

100～140 [1300
～1800里}
（南水行十日、陸行一月）

全行程の合計里程（その他諸国の紹介
万二千余里
の後に記述）

⑥

（～930-970）

-

旅行の季節によって方位の認識のずれがあるという議論がある。当時の中国は、世界でも先
進的文明国であり、科学技術も発達していた。遠澤葆によれば[71]、すでに紀元前の文献に
正確な方位の決定法が記されているという。派遣されてくる魏使は、当時の最高の知識人であ
る官僚である。季節による日の出の方角の違いについて知識がない、ということはあり得ない。
ただし「草木茂盛し、行くに前人を見ず」と書かれた倭国の内陸部では、開発が進んで樹木
が少なく見通しがきく中国と違って、行き先の方位が分かるはずがない。このような場合は出
発時の方向を記載する他はなく、おそらくそうしたのではないかと推定される。

⑦

魏志倭人伝に出てくる倭国の地名を、現在または過去に記録されている地名に当てはめて
所在地を推定する論者が多い。たとえば、邪馬台国をヤマタイと読んで、奈良の大和や、筑後
の山門に宛てる議論が江戸時代以来多かった。しかし、当時の中国人がどのような発音を書
き取ったかについて、専門的な検討が十分なされていない段階での議論が多い。
古代中国語の専門家によると、邪馬台はヤマダイと発音した可能性が高く、決してヤマタイ
やヤマトを聞き取ったものではないという[72]。これがもし日本のどこにでもあるヤマダのことと
すれば、候補地を特定することは難しい。

２．邪馬台国の大体の位置
前節の基礎認識の上に立って、魏使の辿った行程を考えてみよう。魏国の使いが、朝鮮半島中西部
にあった魏の出張行政機関である帯方郡を出発して邪馬台国に至る途中で、朝鮮半島の 1 国と倭の 7
カ国を通る。そのうち倭の 6 番目の不彌（フミ、以下多くの人が採用する読み方に従う）国までは、「里」
を単位とした距離で書かれている。
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表 3 の最初の欄には魏国の使者の行程が、次の欄にその里程が示されている。これを見るだけで、
邪馬台国が大体どの範囲にあるかが大体分かる。
この中で、狗邪韓国、對馬国、一大国、伊都国にそれぞれ現在の韓国の金海市付近、対馬、壱岐、
糸島市の三雲附近をそれぞれ当てることには、誰にも異存がないところである。末盧国は呼子または唐
津付近などの説があるが、松浦半島にあることにはこれまた異存がないところであろう。そうすると、伊都
国の三雲までの合計は一万五百余里となる。
一方、行程記事の最後に「郡（帯方郡）より女王国に至る万二千余里」という文がある。すると、残りは
1500 里＋α程度となる。これがどのくらいの距離かというと、確実なところでは表 3 の②と③、すなわち
韓国金海市付近と対馬との間、対馬と壱岐との間それぞれの距離「千余里」の約 1.5 倍である。里程の
起点と到着点を、仮に当時の重要な遺跡のある位置と考え、対馬では三根湾付近、壱岐では原の辻付
近とすると、この二つの距離は直線でそれぞれ約 61km と約 66km となる。ただし航海には両島の海岸
に沿って多少迂回するから、潮流などで多少曲がった航路を取ることも考え、その 1.2 倍程度とすれば
安全であろう。
そうすると邪馬台国は、糸島市の三雲附近から直
線距離で最大
127×1.2×(1.5/2)＝114 km
以内にあることになる。これを地図上で示すと
図 18 のようになる。真東では豊後高田市付近、
真南では宇土半島あたりとなる。

図 18 伊都国を中心とした邪馬台国の存在範囲

以下次節からさらに詳しく里程の検討をしよう。

３．一里の長さ
以上のおおざっぱな検討でも分かるように、この「里」の長さは日本の里の長さとはまったく異なって
いる。ところが日本の里の観念につられて魏使の行程を誤解している人が多い。また当時中国で使わ
れたと考えられている里（漢代で一里が約 450m とされる）の長さを無批判に採用する人も多い。
しかしそれでは、どの里程を見ても全く地理と合わない。あくまで原文の叙述をもとに「里」という単位
を考えなければならない。すでに述べたように、幸い倭の 5 番目の奴国まではそのだいたいの所在につ
いてほとんどの人の意見が一致している。そしてこの間の行程が里で示されている。このような明確な手
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がかりがあるのに、里程がでたらめであるとする論者が多いのは不思議でならない。以下倭人伝の記述
をもとに、この書での一里がどのくらいであったかを割り出してみよう。
まず①は、船で南に行き、それから東に行って狗邪韓国に着いたとするのが多くの人が一致する理
解である。同じ魏志東夷伝中の韓（朝鮮半島南部全体を指している）の条に、「韓国は方四千里」と記し
ているのもこれをサポートする。中国の文献で「方」というとき、凹凸をまっすぐにして全体を正方形に修
正して面積を表す習慣があるという[69]。現在の地図上で見ると約 300km 四方程度で、一里が 100m 以
下であることが明らかである（以下図 19 参照）。

図 19 魏志倭人伝による帯方郡から末廬国までの水行記述と韓国の大きさ

その縦横四千里の正方形をまず南に四千里進み、次に東に三千里行って今の金海市のあたりに中
心のあったと考えられる狗邪韓国に達するとすると合計約七千里となり、魏使の行程とよくつじつまが合
っている。
現在の大韓民国の面積は約 98.000km2 であるが、これは島嶼部をも含む。またこのころの三韓の領
域は、現在の大韓民国よりやや小さいと考えられる。仮に古代三韓の面積が大韓民国の面積の 80%とし、
この面積を正方形で近似して四千里が何 km に相当するかを計算すると、ちょうど 280km になる。すな
わち一里は 70m ということになる。もしこの里が、通常信じられているように 450m 程度であったとすると、
三韓の面積は 1800×1800km、すなわち実際の大韓民国の面積の約 30 倍以上の 32.400.000km2 にも
なってしまう。
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ただし実際の朝鮮半島は南西の角が鋭角になった平行四辺形で近似されるので、正方形近似よりは
航路は長くなる。航海の専門家である前記遠澤[71]によると、出発点はソウル西方の西海岸に突き出た
泰安（テアン）半島の先端あたりと考えられるという。ここから半島の南西の角である海南角を経由して狗
邪韓国の港と考えられる多大浦までの海路の合計は 304 マイル、すなわち 563km になるという。これが
七千里に相当するので、一里は約 80m となる。
以上のように、韓国に関する東夷伝の記述からは、一致して一里が 70-80m 程度であると推定される。
この「里」は、東夷伝中の他の記述とも整合する。例えば、高句麗は「方二千里」と記述されている。高
句麗は、朝鮮半島北部にあり当時は四周を他国に囲まれているとされている。もし 1 里が 450m とする
と、900km 四方となり、朝鮮半島を大きく飛び出してしまう。帯方郡は朝鮮半島内で支配している地域の
地理はかなり正確に把握していたはずなので、このように中国に近い地域の数字は十分信頼してよい
であろう。
なお上記の計算は、帯方郡がソウル付近にあったという説に基づいて行ったが、考古学的には、楽
浪郡があったことがほぼ確実な平壌付近の南約 70km の智搭里土城の方が有力という[73]。もしここか
ら出発したとすると、行程はさらに 100km 以上伸び、1 里は 100m 近くになる。ただこれでは韓国の大き
さや、このあとの行程の記述とかなり食い違ってしまう。
それに、韓半島南部を支配するために楽浪郡の南に新しく創設した帯方郡が、そのように楽浪郡に
接近して設けられるのは理解できない、というのが素人の率直な疑問である。あるいは、上記泰安半島
のような、郡の境界にある港を起点に記述をしているのではないか、とも考えられる。ここでは出発地点
についての考古学的結論はまだ得られていないと考えて、次に進むことにしよう。

４．海を渡る千余里
わた

次に海を度 る（渡る）距離であるが、表 3 に示すように倭人伝には狗邪韓国から對馬国（対馬とされ
まつろ

る）、対馬から一大国（一支の写し違いで壱岐とされる）、壱岐から末盧 国（＝松浦：唐津付近とされる）
の間はそれぞれ海を渡る千余里とされている。前出の遠澤氏によれば、古代の航法で表２の②③④の
航海の最短距離は、それぞれ 32，33，25 マイル（海里）である。これはそれぞれ 59、61、47km である。
ただしこれには出発点と到着地の仮定があり、またその両者の間の距離は含まれていない。たとえば対
馬では北端の鰐浦港に到着し、出発はかなり南の小船越としている。「千余里」は魏使の記録に基づく
ものであるから、鰐浦港ではなくこの両港の間のどこかにあった国の中心地に到着したときの距離を記
したと考えるべきであろう。さらに実際の航海では海流・潮流や風向きの影響などで航行距離が多少長
くなることをも含めて考慮し、上の数字の 20%増と仮定すると表 3 に示した数字が得られる。③④につい
ても同様に計算した値を記した。
以上の一里の推定値は互いに大差なく、平均すると約 76m となり、先ほどの韓国の面積から得られた
ものとほぼ一致する。殷の頃の古い単位に１里 70 数 m の短里というのがあって、魏志が書かれた西晋
時代にはこれが使われていたのではないかという見解があるが、実測から中国本土では長里が用いら
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れていたらしいという反証もある。何らかの事情で、少なくとも東夷伝についてのみ短里が使われたので
あろうか。いずれにせよ、東夷伝に関する限り、実際の地理との対比からはこれに近い値であることは間
違いない。

５．「陸行」の問題
これから陸行に移るが、ここで大きな疑問がある。それは、なぜ末盧国から伊都国へ行くのに海路をと
らなかったかということである。
か ふ り

唐津沖から糸島半島の加布里 湾あたりに向かう航路は海上の見通しもよく、海図を見ても当時の船
の航海に危険な浅瀬も特に見あたらない。それなのになぜ「草木茂繁、行くに前人を見ず」というような
難路を通らされたのか。実はここに、宗像の勢力も関与していた当時の政治情勢が潜んでいるのではな
いかと思われる。
ここまで航海の方角については特に問題がなかったが、「東南して伊都国に至る」という段で引っかか
る人が多い。最近の発掘調査で、過去の記録にあった唐津市中心部の桜馬場遺跡を末盧国の王墓と
する考えが有力となってきた。このあたりが末盧国の重要な拠点であることは間違いない。ただしより南
ぐんが

の、後年郡衙（郡の役所）が置かれたと考えられている橋本地区の千々賀遺跡あたりを当時の伊都国の
中心と考える考古学者がいる[73]。しかし仮にそこに都があったとしても、先ほどの前提で議論したよう
に、伊都国に行くために大きく回り道してそのような不便な場所にわざわざ立ち寄ったということは考え
にくい。
いとしま

この桜馬場附近から伊都国の中心があったと考えられている糸島市三雲付近を地図上で見ると、真
東からやや北に振っている（以下図 20 参照）。これを魏志の著者の方位認識のずれ、あるいは写し間
違いとする人も多い。
しかし忘れていけないのは、当時の人は今日の地図を持っていなかったと言うことである。現在の感
覚での、机上の議論は意味がない。実際、唐津から三雲の方角には雷山を主峰とする脊梁山脈が切れ
目なく続いており、目的地は全く見えない。はっきりした地図がない時代には、目的地がどの方角にある
か分かりようがない。また、いったん山に入ったら、「行くに前人を見ず」という状態では方角のわかりよう
がない。したがって前述の通り、方角の一連の記述は出発したときに向かった方向以外には考えられな
い。
中国大陸では出発進行の方向がおおむね見通せるし、山地が少なく道路がほぼ直線的につけられ
ていることが多いので、中国の史書はこのような場合出発方向を目的地の方角として書いたはずである。
「倭人伝」も、その習慣に従って書いたものではないか。
う き

唐津市付近から陸路をとれば、途中どのようなコースを取るにしても、著名な弥生時代の遺跡宇木
くんでｎ

汲田付近を通る他はなく、確かに東南の方向に出発することになる。
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陸路もいろいろ考えられるが、現在筑肥線が通る唐津湾の海岸沿いは断崖絶壁の箇所が多く、当時
は通れる状態にはなかったというのが一般的認識である。従って、玉島川に沿って東行し、雷山の西方
せふり

にある長野峠のあたりで背振山系を越えて糸島市に出る、現在の国道 323 号に沿うルートが一つの候
補となる。山越えのルートはこのほかにいくつかあるが、いずれも距離に大差はないので仮にこのルート
を採用することとする。
桜馬場あたりから糸島市三雲あたりまでは、直線距離で約 29km に過ぎない。しかし上記のルートの
現在の自動車道路での距離は、53.6km もある。ただしこれは、町並みをバイパスで迂回したり、山道は
勾配が緩くなるように回ったりするので、古代の歩行用道路の距離はこれよりかなり短いと思われる。そ
こでこの距離を自動車道路の 80%程度と仮定すると、表 3 の数字が得られる。これから得られる一里の
長さも 86m で、これまでの水行の値と大きくは異ならない。

６．魏使は「奴国」のどこに立ち寄ったのか
しかしこれから先が難しい。もし奴国の中心が、多くの人が仮定するように、「王墓」や豊富な遺物が
す ぐ

ひなた

出土する春日市の須玖遺跡群のあたりにあったとすると、⑥は直線距離で約 19km、最短の日向峠を通
ったとして現在の自動車道路で 25.8km となる。これはだいたい⑤の行程の半分程度と見なすことがで
きよう。いくら里程の記述がおおざっぱであるとしても、⑥が⑤の 5 分の 1 という記述にはならないであろ
う。
こう考えると、魏使の休憩（おそらく宿泊）した地点（当時の奴国の政治的中心、あるいは使節の滞在
施設）は春日市よりかなり西の、福岡平野の中心部のどこかにあったのではないかと思われる。墳墓な
どから見る須玖遺跡群の全盛時代は弥生中期末までであり、その後は金属工房などが立ち並ぶ手工
業地帯としての色彩が強くなっているので、奴国の政治的中心を必ずしもここに考える必要はない。ま
たすでに議論したように、正使をそこまで連れて行って滞在させる必要は、もちろんない。
なお福岡平野中央部は地図上では三雲のほぼ真東になるが、三雲を出発して古代の（現在も）メイン
ひ な た とうげ

ルートと考えられる日向 峠 を超えようとすると、少し南寄りに出発しなければならない。昔の峠の入り口
は今の自動車道路よりかなり南寄りであったといわれているので、やはり東南の方向に出発したことにな
る。峠は当然樹木が繁茂した状態であったであろうし、もちろん到着地点を見渡すことは全く不可能な
ので、この場合も出発した方向を記したと考えて不思議はない。
こう考えると魏志倭人伝に記す方角は十分理解できる。多くの「邪馬台国論者」は、奴国と不彌国に
至る行程以降の方角を勝手に「間違い」としている。自説に都合のよいところだけ取って、自分の思いこ
みと合わないところを「間違い」としてしまうことは、少なくとも文献史学の立場から許されないことであろう。

７．「南水行二十日」の意味
奴国と不彌国の所在をこれ以上詰める前に、⑦の水行の意味を考えておく必要がある。魏志の記述
を見る限り、海を渡ることと水行とは分けて記述しているのは、多くの人が注意しているところである。水
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行とは、河川を通行するか、倭人伝の冒頭にあるように、海岸に沿って航行する場合に使われるようで
ある。
不彌国については、その音の類似から今の糟屋郡宇美町付近とするか、あるいは弥生中期に隆盛を
誇ったとされる立岩遺跡群のある飯塚市のあたりのいずれかに比定する人がほとんどである。最近では
弥生時代中期の武器形青銅器が多量に出土した宗像地方を挙げる人も多くなっている。いずれにして
も南へは水行できないと考えて、多くの人が魏志の記述が混乱しているか、あるいは「南」を東の書き誤
りとしてきた。
しかし実は、福岡平野から南に水行することが、少なくともその当時は可能であったと考えられるので
ある。
地質学的には、宝満山のある筑紫山地およびその支脈の大野城市の丘陵部分と、背振山地との間
は大きな地溝（二日市低地帯）となっていて、太古は海だったと考えられている。福岡県の御笠川以西
および佐賀・長崎両県は、福岡県の残りの部分ともとは別な島だったのである。これを埋めたのが、
90.000 年前の阿蘇４火砕流である。その後東西両山地から流れ込む河川からの土砂の堆積によって、
現在のような二日市低地帯ができた。この地峡帯の鞍部、すなわち福岡平野と筑紫平野との分水嶺の
標高は、現在でもたかだか 40 m 程度しかない。二日市のあたりをボーリングすると、津波によって運ば
れた有明海の泥の堆積層が見られるという。
この地峡帯は長い間湿地帯を形成していたらしく、歴史時代以前にはよい道路は造られていなかっ
たと思われる。一方両側の山地には、日本書紀の神功紀などに見るように、古墳時代以降になっても
「まつろわぬ」ものどもが群居していた。8 世紀に成立した『肥前国風土記』に、鳥栖市のあたりを通る人
が半分殺されるというような記述があるように[20]、山地の通行は危険を伴っていた。したがってこの地峡
帯を北流する御笠川と南流する宝満川の「水行」は、福岡平野と筑紫平野を結ぶ、上古代のもっとも重
要な交通路であったと考えられる。谷川健一も同様に考えている[74]。
ただし、必ずしも連続した水路の存在を仮定する必要もない。御笠川水系の高尾川上流の筑紫野市
二日市南から上古賀二丁目のＪＴ工場のあたりと、宝満川の流れている針摺二丁目までの距離は 1000
m ほどしかなく、その間は水田になっていて標高差はほとんどない。土砂の堆積が進んだ現在でもこの
ような状態なので、当時はその間の連絡はきわめて容易であったであろう。実際江戸時代にも筑後地方
の年貢米を博多港から積み出す時にはこのあたりで積み替えを行ってこの水路が用いられたという。積
み替えを省くために運河の掘削が何度か試みられ、実際に水路が開かれたこともあるという。

92

以上のことから、「南水行二十日」とは御笠川を遡上し、おそらく途中で船を乗り換えて宝満川を下る
こととして、全く無理な点はない（図 20）。

図 20 魏志倭人伝による末廬国から不彌国までの行程の推定（国土地理院地図使用）

８．奴国と不彌国
以上の考察から、「南に水行」するときの出発点は、御笠川下流に沿った地点と推定される。御笠川
かねのくま

東岸の月隈丘陵には、348 基の甕棺墓が出土した弥生中期から後半の 金 隈 遺跡がある。この丘陵の
背後が宇美地方である。この墓域は、対岸にあった奴国の人たちのものではなく、宇美を後背地に持つ
人たちのものではなかったのか。続く時代にも、宇美町とその周辺には古式の前方後円墳がいくつか築
かれている。川が異なる政治勢力間の境界になることは例が多い。
ささい

その後も御笠川の東岸に弥生時代の遺跡が多く発見され、調査されている。福岡空港構内の雀居遺
ほうまんｎお

跡、空港に隣接する下月隈遺跡群などである。後者の一つ宝満尾遺跡では、弥生時代後期にもたらさ
れたと思われる漢鏡や鉄斧などの舶来品が見つかっている。さらに最近、弥生時代後期の大型墳丘墓
も見つかっている。このあたりに、このころの「国」があったとして全く問題はない。
ほとんどの埋蔵文化財の調査担当者や歴史研究家は、福岡市東部とその周辺の弥生時代の遺構や
遺跡を、すべて短絡的に「奴国」に結びつけてしまう。しかし魏志の記述から見ると、弥生前半に隆盛を
極めた奴国は、邪馬台国時代には政治的に邪馬台国や伊都国の下風に立っていたと考えられる。小
沢佳憲によると[75]、奴国の中心と考えられてきた春日丘陵に弥生時代中期までに繁栄した集落の数
が、中期末から後期初頭にかけて激減するという。中期に王墓の発見された須玖岡本でも、このとき集
落が廃絶している。おそらくは御笠川や那珂川の水運の状況が変わったことによるのではないか。代替
拠点としては、このころ繁栄する西新地区と並んで、まず志賀島などの博多湾東部の港が利用されたと
し か の しま

考えられる。そうすると博多湾の東部を本拠地としていたと思われる志賀島の海人が、交易の担い手と
なるのは当然であろう（おそらくそれ以前からその役割を担っていたであろうが）。この海人族の本拠地
は、現在の糟屋郡であったと考えられている。この糟屋郡が、当時の不彌国であったのではないか。不
彌国の名も現在の糟屋郡宇美町に音が近い。そして海を連想させることは言うまでもない。
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神社の分布も、これを支持する。宇美のある糟屋郡は、北部九州の海人族の重要な根拠地であった。
御笠川の流域には、現在でも志賀系（ワタツミ系）の海神を祭る神社が多く分布している。上記の福岡空
むしろだ

しかのうみ

港のあるあたりのかつての席田 郡では、全 13 社中 4 社が志賀系の海神を祭る。この分布は、志賀海神
しかのしま

社のある志賀島 から二日市あたりまで続く。さらに宝満川が流れ込む筑後川の河口付近一帯にも、志
賀系の海神を祭る神社が非常に多い。このことは、博多湾から有明海に至るこの低地帯の水運を、不
彌国に属する志賀系の海人族が一貫して管理していたことを推測させる。
御笠川と那珂川との間の河口付近の微高地には、ほぼ弥生時代を通じて、比恵・那珂遺跡群が営ま
れていた。これらの集落からは、権力者の存在を示す武器型青銅器や鏡はほとんど出土せず、水田跡
も少ない。それにもかかわらず、大きな倉庫風の建物跡を含む計画的な町並みと幅の広い道路の跡な
どがあるので、交易通商都市であったのではないかと考えられている[76]。上述のように、この時期御笠
川の水運を支配していたのはその東岸の不彌国の人たちであったと推定できるので、この大集落にも
当時は不彌国の勢力が及んでいたのではないか。大きい道路が南北の大通りと直交して御笠川河岸
に達していることも、御笠川の水運を意識した街であることを窺わせる。
御笠川中流の春日市にある須玖遺跡群の甕棺から豪華な副葬品が出土しているため、奴国の「王」
が弥生時代を通じて現在の博多一帯を治めていたと考えられ、これまで疑う人はほとんどいなかった。
す ぐ

しかしこの「王墓」は魏使が通ったときより約 200 年以上も前のものである。この王墓以降も須玖遺跡群
で金属などの生産工房が引き続き盛んに営まれるが、次代の王墓は発見されていない。このころの春
日市付近は、引き続き工業生産の中心ではあっても、奴国の政治的中心ではなかったのではないか。
そしてすでに議論したように、魏使を政治的中心や生産工房のあるところにまで、連れて行く必要は
全くない。行程上便利なところに宿泊（または休憩）させればよいのである。日向峠を越えればもう「二万
余戸」とされる大きな奴国の中に入っているのであるから、どこか宿泊または休憩した場所を「奴国に至
る」と表現するのは当然である。
こう考えると、表 3 の⑥・⑦は無理なく理解できる。伊都国から御笠川河岸までが約二百里で、奴国で
の魏使の滞在地はそのほぼ中間にあったと解釈できる。この間の距離は、日向峠経由で現在の道路で
は 28.9km である。⑤と同様に考えてその 80%とすると約 23km になる（ちなみに直線距離は 22.3km で
ある）。奴国での宿泊地がこの距離のちょうど中間にあったとすると、一里は 115m になる。これはこれま
での航海などから割り出した短里の 76m よりはかなり長いが、その 1.5 倍以内なので許される近似とい
えよう。
伊都国からこの中間点までは室見川の渡河があり、中間点から御笠川河畔に出るには那珂川を渡ら
なければならないことを考えると、百里はたぶん魏使の一日の行程であり、記述を簡潔にするため、きり
のよい数字にしたのではないか。
以上の経路を考えると、帯方郡を出発して不彌国に至る行程の合計は 829km であり、倭人伝の記す
里程の合計一万七〇〇里で割ると、一里は 77.5m となる。この値は帯方郡を出発して以降一貫して大
きく変わることはなく、互いに矛盾するところは全くない。
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９．邪馬台国は九州東岸にあった
さて御笠川を南に水行して着く投馬国（ツマと読む人が多い）とはどこか。ここから行程の表現が日単
位になるので、推定が難しくなる。この疑問については、これまで納得の行く説明は見あたらないようで
ある。もし現代の感覚で南に 20 日＋10 日も水行するとそれこそ沖縄の方まで行ってしまう。それでは邪
馬台国の位置に関する魏志倭人伝中の他の記述と矛盾する。ではまずその言うことに耳を傾けてみよう。
（イ）先に述べたように、行程記事の最後に「郡（帯方郡）より女王国に至る万二千余里」という文があ
る。女王国とは、他の記述から卑弥呼のいる邪馬台国を指すと考えるのが自然な解釈であり、中国人の
文献史学者もそう読んでいる[68]。ところが、日本では卑弥呼は女王国の王であって、邪馬台国の王で
はなかったという詭弁を考えた人がいて、「畿内説」に有利であるというのでこれを信じている人も多いよ
うである。しかしそれではなぜこのような長い旅程ではるばる邪馬台国に行かねばならなかったのかが、
説明できないであろう。
自然に解釈すれば、前述のように伊都国までの距離合計一万五百里を差し引いて、邪馬台国は伊
都国から千五百余里、すなわち以上で推定した一里の長さでは約 11６km＋α 程度の距離にあることに
なり、九州島内を出ることはない。
（ロ）表１の 8 国以外の邪馬台国連合に属する 21 カ国については、名前だけを列挙していて、そのあ
とで「その南に狗奴（クナと読む人が多い）国ありて、男子を王となし、その官に狗古智卑狗あり、女王に
属さず。」と述べている。この狗奴国は後に単独で邪馬台国連合と争い、卑弥呼が魏に救いを求めるほ
どの強国である。官の名はクコチヒクと読めるが、魏志の他の用字例から見てキクチヒコ、すなわち菊池
彦を表したと考えるのが自然であろう。そして菊池川流域および南に接する白川流域、これをさかのぼ
った阿蘇盆地は、この当時日本最大の鉄器とベンガラの生産地帯であり、ほぼ現在の熊本県に当たる
この地域が弥生時代後半急速に富と勢力を増してきたことが窺える（本文７．１節参照）。邪馬台国に対
抗できる強国狗奴国と考えてよいであろう。
そうすると邪馬台国は熊本県以南ではあり得ない。
わた

（ハ）周辺の土地との位置を示す箇所には、「女王国の東に海を度 ること千余里、また国あり、皆倭種
なり」とある。東に 80km ほどの海を渡ると、同じ倭人の住んでいる国々がある、というのである。末盧国以
降この記述まで海を渡るという表現はないから、邪馬台国は九州島内に考える他はなく、しかも九州島
内で海を隔てて東側に別な大きな陸地（四国）がある（あるいは意識の中にある）土地を考えざるを得な
い。具体的に言えば、大分県または宮崎県ということになる。福岡県の東部では、海を渡った陸地は北
の山口県になってしまう。

１０．投馬国とはどこか
上の考察から表 3 の⑧と⑨の水行は途中で東か西に曲がらざるを得ないが、上記（ハ）からは東に向
かったとしか考えられない。しかし方角の誤りとする必要はない。
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魏使の乗った船は宝満川を下り筑後川に合流するが、筑後川は古来有名な暴れ川であって、大規
模な治水事業が行われる前は現在よりも著しく屈曲して流れていた。これは現在の川の流れと一致して
いない佐賀県と福岡県の屈曲した県境を見てもわかる。同じ平野内を流れる宝満川についても同様で
あったであろう。このようなところを水行する場合、川岸には木が茂っていたであろうから、先ほどの陸行
と同様、全体としてどちらの方角に進んでいるかはやはり分かりにくかったであろう。従ってこの「南水行」
とは、やはり出発時点での方角と考えてよいのではないか。
そう考えると、⑨の出発点の投馬国は、南流する宝満川の沿岸になる（以下図 21 参照）。この沿岸で
弥生時代の遺跡が密集し、人口密度が高かったと推定されているのが、小郡市付近である。投馬をツ
みづま

マと読むと、筑紫平野南部が古代にツマ国と呼ばれていたこととの関連が考えられる。ここは、旧三潴郡、
かみつま

しもつま

旧上 妻 郡、旧下妻郡に分かれ、いずれもツマがついていた。投馬国は五万余戸と記されている大国で
ある。当時はさらに広く、筑紫平野北部の小郡市・久留米市などの旧御井・御原郡、朝倉市などの旧
上座・下座・夜須郡あたりまで含まれていてもおかしくない。古代は政治の中心を大河の近くではな
く、安全でしかも全体が見渡せる高台に置くことが普通であったと考えられる。投馬国の場合、それが小
ぐんが

郡付近だったのではないか。小郡には歴史時代に郡衙 が置かれた。このあたりが、古来この地方を統
治する中心地だったと思われる。投馬国には、肥前の大環濠集落吉野ヶ里遺跡のあたりまでも含まれて
いた可能性もある。そうであれば、吉野ヶ里がツマ国の首都であった可能性も考えられよう。ここも筑後
川下流域全体を見渡せる高台である。もちろん魏使は、回り道してそこに立ち寄る必要はない。
福岡市の月隈付近から小郡市中心までは、直線近似では 25km 程度で、これに 20 日もかかるのは
現代の感覚からは納得しにくい。しかし当時は河川の屈曲がより大きかったと推定されるし、御笠川の
遡上はおそらく人力による曳き船によったことを考えると、かなり船足は遅いものであったであろう（倭人
伝には倭国に「牛馬なし」とある）。またこの間には二日市市内の現在陸地の部分が含まれる。分水嶺で
は船の乗りかえと荷物の積み替えにかなりの時間が費やされたであろう。日本列島は雨が多いことも忘
れてはならない。
魏使は大変多くの下賜品を持参していた。また正使となると、後年の朝鮮通信使の例でもわかるよう
に、途中の接待や天候待ちによる停滞がかなりあったと思われる。
そればかりではない。倭人伝には、卑弥呼に与えた魏の天子の詔書が載っているが、これには天子
が下賜する品々を「ことごとく以て汝の国中の人に示し、国家（魏）の汝をいつくしむを知らしむべし」と書
かれている。行程の先々で人々に見せびらかすよう命令されているのである。弥生時代人口稠密であっ
たと推定されている御笠川流域から小郡市あたりまでは、あちこちで展示する必要があったと思われる。
このようなわけで多少の誇大表現も加味した概数として、水行二〇日という記事になったのではないか。
この水行行程では、川の屈曲で船行の里程がつかみにくいばかりか、御笠川から宝満川への船の乗
り換えなど、里程に比べ不釣り合いなほど日数がかかったものと思われる。不彌国以降の行程を、これ
までの里程表示ではなく日程表示としたのは、実際の距離がよく分からないことばかりではなく、魏使が
帰国後報告する際に、意外なほど時間がかかったことを強調する目的もあったのではないか。
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１１．いよいよ邪馬台国へ
小郡市付近からは、まずまた南に水行し、やがて筑後川に合流するとこれを東に遡上することになる。
筑後川の屈曲が激しく最終的にどの方角に向かっているかがわかりにくいために、ここでも出発方向を
とって「南水行十日」としたと考えられる。
筑後川は朝倉市から大分県日田市へ入るあたりで大きく屈曲して急流となるばかりか、早瀬を作って
いるので、朝倉市杷木附近から先の遡上は難しかったであろう。従って魏使は北岸では杷木の辺りか、
あるいは南岸のうきは市内のどこかで上陸して陸路をとらざるを得なかったであろう。小郡付近からここま
での水行の距離は、現在の宝満川と筑後川の流路をほぼ直線でたどると、30km 程度である。実際には
屈曲が多く、また筑後川の遡上が長いので、上記の事情を考慮すると正使が水行に十日かかったのは
十分理解できる。
わた

この付近から陸行一月の邪馬台国とはどこか。これにはさきに述べた「女王国の東に海を 度 ること千
余里、また国あり、皆倭種なり」が手がかりになる。
九州東岸では、これまで宇佐市から豊前高田市のあたりに弥生時代の遺跡が多いことが知られてき
やっかん

た。宇佐の中央を流れる駅 館 川に沿って大規模な集落遺跡が発見されている。本文で述べたように、
問題の弥生時代終末期に後漢～三国時代の特徴を備えた斜縁六獣鏡が出土した。これは 3 世紀前半
代に駅館川に沿った地域の方形周溝墓に副葬されたと推定されている。そのほかにもこの地域には後
漢鏡片を出土した京徳遺跡など、副葬品を伴う集団墓が知られている。
あ じ む

また背後の安心院盆地で銅矛 9 本が発見され、弥生時代終末～古墳時代初めの大平石棺群から、
鉄製武器・後漢鏡片・玉などが出土している。さらに近年、国道 10 号線バイパスや東九州道の建設が
と う ばる

進むに伴い、豊前地域一帯で大型遺跡が次々と見つかっている[77]。なかでも山国川左岸の唐 原 遺跡
群は、弥生時代後期の環濠集落で、全体の面積は国内最大級の 30ha に達すると推定されている。

１２．広域国家の邪馬台国
以上のことから、山国川流域以南の豊前が、邪馬台国の有力な候補として浮かび上がってくる。それ
にしても、「魏志倭人伝」の七万余戸は多いように思われる。しかし大分県の内陸部でも、弥生時代の遺
跡の発見が近年相次いでいる。豊富な鉄器を持つ大野川流域の遺跡群は、その代表的な例である。
これらを考慮すると、大分県のほぼ全域、あるいはそれを超えて一部宮崎県北部や熊本県の北東部
を含むほどの領域が、邪馬台国であったのではないか。その中で卑弥呼の宮殿は、東岸に近い場所に
あったのであろう。先に述べたように、倭人伝で紹介されている国々はいずれも魏使の道程に沿ってい
て、互いに「国境」を接していたと考えられので、投馬国と邪馬台国は、いずれもかなり広域を支配して
いた大国と考えられる。
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魏志倭人伝の七万余戸という記述にたいして、日本内で人口収容力の多い特定の場所（具体的に
は特定の一平野）を邪馬台国に比定する考えの人が多い。しかし有力な候補地とされる筑紫平野や、
奈良県の大和盆地などにしても、人口 30 万人以上に相当すると考えられる七万戸を収容するのは難し
い。これは大きな謎の一つであった。
しかしこれは、末盧国や伊都国など典型的な弥生の「クニ」からの類推で、当時の「国」を地理的にま
とまった一河川の流域平野や一盆地のような限定された地域を考える、という罠にはまっているのでは
ないか。後漢代までの中国の史書に現れる倭国の「国」は、伊都国や奴国のような小地域であったが、
弥生時代も終末期となると、かなり広域的な国が成立していたと考えることができよう。それが、邪馬台
国が国家連合の盟主になった理由の一つであろう。そして魏使はその役目上、その広域国家の境界内
に入るだけではなく、さらに奥深く、卑弥呼の宮殿のある首都に赴かないわけにはいかなかったのであ
ろう。
なお「陸行１月」についてはいろいろな経路を考えることができる。図 21 の経路①は江戸時代の日田
往還に当たり、越えねばならない峠（大石峠）の当時の高さは当時おそらく 400m 台で比較的低いと考
えられる。しかしこの経路は山国川の水運が利用できたはずであるので、陸行とだけ書くかどうか疑問が
残る。
経路②は、重要な場所と考えられる安心院盆地と宇佐の亀山に直接出られるので、①より距離より近
そうである。しかし途中少なくとも 500m 以上の高さを超える必要がある。しかし前述の末廬国から伊都
国へも 500m 以上の峠を越えたと推定されるので、このルートもあり得るであろう。

図 21 魏志倭人伝による不彌国から邪馬台国までの行程の推定 （国土地理院地図使用）

以上のようにかなり苦労が多く時間のかかる行程をとらざるを得なかったのは、魏帝の命令で人口の
多い地域を通る必要があったことばかりではなく、邪馬台国連合に属していなかったと思われるムナカタ
を経由することを、安全のため避けたためではないかと思われる（本文５．１節参照）。
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宗像市にある東海大学福岡短期大学は、2018 年 3 月にその 28 年の歴史を閉じました。
情報処理学科・国際文化学科の二学科からなる同短大は、IT・語学・観光・スポーツ・地域
振興など、多岐にわたる分野において、地に足のついた、まさに教職員の顔が見える地域活
動を展開されてきました。地域からはその閉学の決定を惜しむ声が多く聞かれています。
同短大の閉学により、その最後の学長を務められました神山高行先生をはじめ、多くの教
職員の方々がこのむなかた地域を離れることになります。その別れを前に、神山学長から、
むなかた電子博物館へのご寄稿を頂きました。東海大学福岡短期大学のむなかた地域に対す
る貢献に感謝を示しつつ、掲載させて頂きます。どうもありがとうございました。
むなかた電子博物館紀要委員長

とりとめもなく
東海大学福岡短期大学
学長

神山 高行

専門：近代英文学（シェイクスピア劇）

「降る雪や明治は遠くなりにけり」
、あまりに有名なこの句は、俳人中村草田男が 1931（昭和
6）年、30 才の時に詠んだ句です。昭和に入り、古き良き時代として明治、大正が遠のいていく
郷愁を詠ったものとされています。昭和が平成になると、これを模して、明治は昭和に置き換え
られ、
「昭和は遠くなりにけり」
、と昭和への郷愁と同時に平成への批判も暗に込めた標語のよう
に昨今あちこちで詠われるようになりました。その平成もまもなく終わろうとしているわけです
が、平成生まれも「平成は遠くなりにけり」と詠う日もそう遠くはないかもしれません。いずれ
にしましても、古きを懐かしみ、新しきに戸惑いを覚えるのは、人の常でありましょう。冒頭の
句が浮かんだのは、50 代も後半になりますと、ふと自分の人生や時代を振り返ることもあり、
またここ宗像市にある、私が勤めている短大が今年の３月を以って閉校となる事情も手伝いまし
て、寄稿を承りましたこの紙面では、とりとめもなく、思いつくままに頭を過った雑感のような
ものを書き進めていくことになろうかと思います。まとまりもなく、結論もなく、落ち着く先も
わかりませんが、どうかしばしお付き合いいただけましたら幸いです。
簡単な自己紹介めいたものから始めます。私は 1961（昭和 36）年の生まれで、少年期を平々
凡々と日本の高度経済成長期の真っただ中で過ごしました。戦後生まれの方々が団塊の世代と呼
ばれ、1960 年代後半の大学紛争真っ盛りの頃、私はまだ小学校 3、4 年生でしたが、大学生の
お兄さんやお姉さんがいる、ませた級友たちがクラスを扇動して○○先生の授業はボイコットだ
といって、教室に机や椅子でバリケードを築いたのには驚かされた記憶があります。中学生にな
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ると、当時の社会や世相を反映してか、何事にも無気力・無関心を表す“しらける”という言葉
が流行し、私の世代は、しらけ世代、あるいは断層の世代と呼ばれるようになりました。長じて、
大学生の頃には、当時の中高年世代から感性や価値観、行動規範の相違により“新人類”と呼ば
れました。個人的には私よりも 2、3 年後輩の人たちに最も当てはまる呼び名ではないかと思い
ますが、まあ、世間とは何かと時代や世代に呼び名としてレッテルを貼るものです。いつの世代
の人も自分の世代がそう呼ばれていたことに確かに納得するところもあるでしょうし、いや、自
分はそうではないと思うところもあるでしょう。それは人それぞれというところでしょうか。
さて、前置きが長くなりましたが、私と宗像との出会いは、東京で数年間、大学と高校で英語
講師を経た後、1993（平成 5）年、東海大学福岡短期大学に勤務することになったのがきっか
けでした。本校は、情報処理学科と（私が所属する）国際文化学科の 2 学科を擁する男女共学
の短期大学で、前身の東海大学工学部福岡教養部（1966－1990）の後を受けて、1990（平成 2）
年 4 月に開学しました。短大が開学した当時、世の中はまさに高度情報化社会と新たな国際化
社会が到来しようとする時代でした。その後、情報化においては、瞬く間にパソコンや携帯電話
をはじめとする ICT 機器が社会に浸透してゆき、国際化においては、国際社会は国際化からグ
ローバル化へと名を変え、今や情報化とグローバル化は現代社会を表すキーワードとしてあらゆ
る分野において頻繁に使われる言葉となりました。一方、国内では少子高齢化が急速に進み、社
会問題として様々な分野に影響を及ぼし始めました。とりわけ、少子化である 18 歳人口の急激
な減少は、教育界にも大きな変化をもたらすことになりました。本稿の冒頭にも触れましたよう
に、私の勤務する短大は今年度を以って 28 年の歴史に幕を下ろすことになるわけですが、そこ
には個別の事情はさておき、大学全入時代や女子学生の短大離れ、専門学校との競合など、短大
をとりまく様々な環境の急速な変化が関係しています。短大の減少について数字を用いて状況を
簡単に紹介しますと、
短大への入学者数は 1993 年度の 24 万人をピークに減少の一途をたどり、
2017 年度にはおよそ 5 万 6 千人と 25 年の間に 4 分の 1 以下となりました。短大の数も 1995
年度の 596 校をピークに 2017 年度には 339 校と大きく減少しています。因みに、大学入学者
数のほうは、短大の入学者の減少とは逆に、1990（平成２）年度の 49 万人から 2017 年度はお
よそ 61 万 6 千人に増加。一方、大学数においては、1990 年度の 507 校から増加し続け、2012
年度には 783 校とピークを迎えましたが、この年を境に大学数も減少に転じ、2017 年度は 777
校となっています。大学の入学者数も 18 歳人口の減少にともない、今後は減少に転じると予測
されています。
以上、数字が端的に状況を物語っていると言えば、それまでですが、短大教育に関わった現場
の人間としましては、経済的メリットも含めて就学年数や実務教育の重視、卒業後の進路選択肢
の多様さなど四年制大学とはまた違う短大ならでは特色や強みがあり、まだまだ何らかの活路が
あるのではないかと思っています。将来的展望や経営的観点から撤退を余儀なくされる全国の短
大が後を絶たない状況の中、短大の復活には、制度としての改革も必要ですが、何よりも短大を
魅力あるものにすることが最も大事と言えるでしょう。もちろん、それが容易にできれば苦労は
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しないのですが…
どうやら、話の方向は短大教育に関することへと向かっているようですので、ここからは、私
が短大で、勤しんでまいりました英語教育と担当したある教養科目についての雑感と感慨めいた
ものをご披露して本紙面の責務を果たしたいと思います。まずは英語教育についてですが、長年
にわたり英語を教える立場ながら、英語という外国語を教える難しさを痛感しつつ、試行錯誤し
ながら学生に満足のいく授業を提供するためにこれまで英語教授に従事してきたつもりです。し
かしながら、結局のところ、英語（語学）の修得というのは、いわずもがなですが、学習するも
のの目的意識と努力次第ということが大きく学習効果に関係していると言えるでしょう。短大で
の英語の授業のガイダンスの際にアンケートをとりますと、およそ 9 割の学生が英語の必要性
に同意しています。その理由は、現在の国際化・グローバル化時代において英語は必要だから、
あるいは、将来、国内外での仕事などに役に立つからといった理由が主なものです。確かにそう
ですが、これらはごく一般的な理由づけに過ぎません。実はここから先が教員の役目で、英語学
習の意味付けやインセンティブをいかに学生たちに与えられるかということが大事になってき
ます。そして、学生が英語を学習するにつれ、学生自らが具体的な英語学習の目的やゴールを設
定するようになれば、しめたものです。ある意味、経済学の需要と供給が合致したところに適正
な経済効果が生まれるように、英語教育も同じで、学生が求めていることと教員が与えられるこ
とがうまくいけば、よりよい学習効果が生まれるものと思われます。
思えば、日本の英語教育は、明治以来今日まで、様々な紆余曲折を経て、現在にいたっていま
す。戦後から 1960 年代までの英語教育の大衆化、1970 年代の英語教育界で話題となった平泉・
渡辺論争（実用英語を重視すべきか、あるいは知的教養としての英語を重視すべきか、という論
争、－もちろん、実用も教養もどちらも大事です）
、1980 年代の目的別英語教育の提唱と推進、
そして 1990 年代から現在までの国際化・グローバル化への対応を視野に入れた英語教育の構築
というように、様々な変遷を経てきました。現在、文部科学省は「グローバル化に対応した英語
教育改革実施計画」に従い、小学校、中学校での英語の学習指導要領が 2020 年度から刷新され、
新たな英語教育カリキュラムが導入されることを視野に入れて、既に一部の小学校では、2018
年度より、これまで小学校 5、6 年生で行っていた英語（外国語活動）を 3、4 年生で行うこと
が予定されています。2020 年度以降は、小学校 5、6 年生で英語が正式な教科となり、これま
で中学校で行っていた授業内容をある程度小学校までにやってしまおうということになりそう
です。そして中学校からは、基本的により対話的な授業がオールイングリッシュで行われ、高校
ではディベートができるレベルまでの英語を学習させるという構想です。もちろん、早期からの
英語学習は言語能力の発達と獲得の面からいっても理にかなっています。私自身も早期から英語
を学習させることには異論はありません。しかし、生徒の適性も考えずに、必修として一律的に
学習させることには疑問があり、逆に英語嫌いを生み出す結果になりはしまいかという懸念もあ
ります（短大でも、中学や高校で英語が嫌いになったという学生の声をよく聞きます）。それか
ら教員への負担や適切な教員を配置できるのか、また他の教科への影響、特に国語（日本語教育）
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が疎かになるのではないか、という意見が英語を小学校で教科化するデメリットとして考えられ
ています。
ここからもう一つの話題に繋がりますが、私が短大で担当した、ある教養科目についてお話し
ます。こちらはある意味、日本語教育に関わる問題となります。短大で「文学と歴史」という科
目を担当して 20 年余り経ちます。内容は、専門の英文学をテーマとしていますが、いわゆる一
般教養の科目になりますので、あまり専門的にならないように、作家のエピソードや映画化され
た作品の画像などを講義の中に盛り込みながら、文学の楽しさや面白さを伝えること、また兎角、
難解なイメージに誤解されがちな文学というものが、実は意外と社会や生活の中で私たちの身近
に存在している、ということを学生に理解してもらうことを目的として講義を展開してきました。
おかげさまでこちらの目的は、学生による授業評価の感想などからみても概ね達成されているよ
うです。こちらの目的と言うからにはもう一つの目的があるわけですが、それは本講義を通じて、
（日本語で）読書する習慣を身につけてもらう、というものです。私の世代も既に先生や親から、
本を読まない、と言われたものですが、携帯やパソコン、ゲームや様々な映像機器が溢れた時代
に育った現在の学生の世代では、本を読まなくなったのも無理のないことと言えるかもしれませ
ん。しかし、人の思考力というのは、いつの時代も、活字を目で追って内容を頭の中にインプッ
トすることにより、鍛えられ培われるものであることには違いありません。読んだ本は課題とし
て、学生から読書感想文という形で提出してもらっていますが、この 10 年で、学生の感受性や
鑑賞する力についてはさほど変化はないものの、それを表現する日本語の語彙力や文章力は確実
に落ちてきているように感じます。表現したい感情や主張したい意見を言葉に置き換えられない、
というのはたいへんもったいないことです。読書する習慣を身につけてもらう、というテーマは
今後も様々なところで継続していきたいと考えています。読書と読書感想文をセットにして、日
本語による思考力と表現力を如何に向上させていくかが今後の課題です。

唐突に終わり申し訳ありませんが、以上、とりとめもなく、綴ってまいりました。冒頭でまと
まりもなく、結論もなく、落ち着き先もわからないと言っておきながら、教員稼業に従事するも
のの悪い癖で、あえてまとめさせていただきますと、短大事情、英語教育の問題、読書と日本語
教育への雑感と感慨ということになるでしょうか。このへんで筆を置かせていただきます。
末筆となりますが、宗像の地で長年にわたり大変お世話になりました。感謝の気持ちでいっぱ
いです。そして歴史と文化と自然豊かな宗像にとても愛着があります（2017 年「宗像・沖ノ島
と関連遺産群」の世界文化遺産への登録、誠におめでとうございます）。宗像の今後の益々のご
発展をご祈念いたしております。
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日和
2017 年度 むなかた電子博物館新着情報に掲載された主な記事から
2017 年

・ 4 月 10 日

電子博物館紀要の最新版 第 8 号を公開いたします。

・ 5月3日

むなかたシンフォニー「植物」を更新しました。
http://www.dmunahaku.com/culture/kiyou/kiyou_2
016.html

・ 5月9日

むなかたシンフォニー「植物」を更新しました。

・ 7月1日

今年度の北斗の水くみ写真を募集いたします

・ 7 月 14 日

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の世界遺産登録おめでとう！

・ 7 月 28 日

【特別展】むなかたの蝶 を公開しました。

・ 9月1日

電子博物館紀要の第 8 号 増刊を公開いたします。

・ 9月2日

「むなかたの蝶」を更新しました。

・ 10 月 4 日

むなかたシンフォニー「植物」を更新しました。

・ 10 月 10 日

遺跡発掘調査報告書を更新いたしました。

・ 10 月 27 日

【締め切り間近です！】北斗の水くみ写真展 2017

・ 11 月 7 日

北斗の水くみ写真展 2017 の受賞者が決定しました

・ 12 月 1 日

【特別展】宗像 大島を巡る を公開しました。

http://dmunahaku.com/sp/2017_oshima/
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http://www.dmunahaku.com/news/dtl.jsp?kid=923
80

http://www.dmunahaku.com/nature/hokutoPhotoR
eport/2017/2017index.html

編 集 後 記

むなかた電子博物館 紀要委員会
編集長 宮川 幹平

「むなかた電子博物館紀要」が目指すべき、このむなかた電子博物館の紀要ならではのユニー
クな特性とは何か、紀要の編集に携わりながら、いつも思い悩むところです。技術的なアイデア
はあります。電子書籍としての利便性を高めることもできるでしょう。ただ、それだけでは、こ
の地域全体を博物館とするというユニークさを表現できていないのではないかと思うのです。
無論、まず出来ることから始めるべきですし、そもそも電子媒体としての強みすら発揮できてい
ない状況で何の夢物語かと思われるかもしれませんが、何かが足りない・何かをやりたいのです。
そのひとつは、このむなかた地域に住まい、地域のことについてそれぞれの興味関心から学びを
続けているコミュニティを相互に緩く繋ぐ役割ではないかと、漠然とではありますが、その思い
を強くしているところです。つまり、それぞれの活動や成果を気軽に発表できる場であり続ける
とともに、関連する話題を違う立場から気軽に話し合える場を提供するということ。全体の統括
ではなく、誰でも使える対話の水飲み場を見える形で提供すること。これは紀要だけではなく、
電子博物館そのもので取り組むべき課題かもしれませんが、このアイデアに限らず、市民の皆様
に「むなかた電子博物館、そして電子博物館紀要があって良かった」と思えるようなサービスを
考え、実現していきたいと思っています。もし、一緒に紀要を作っていきたいと思って頂ける方
がいらっしゃれば、お気軽にご相談頂ければ大変嬉しく思います。なお、私は所属していた東海
大学福岡短期大学の閉学に伴い、今春から神奈川に異動となりますが、今後もこの電子博物館の
運営に関与していきたいと思っております。
紀要第 9 号発行にあたり、多くの皆さまからの御尽力を頂きました。紀要編集の立場からも、
ここに改めて御礼を申し上げます。まず、特集記事に関して、月刊 J-LIS の原稿再掲載を快諾し
て頂いた丸井工文社様、ご担当の同社佐藤様、また、お忙しい中、座談会にご参加頂き、熱く議
論頂いた海の道むなかた館関係者の皆様、マージシステム株式会社様、電子博物館運営委員会委
員の皆様、そして、本紀要に興味深い論文をご投稿頂いた矢田先生、東海大学福岡短期大学の歴
史を振り返る貴重なご寄稿を頂いた同短期大学学長 神山先生、そのほか、むなかた電子博物館
紀要編集・発行に関わって頂いたすべての方に厚く御礼申し上げます。どうもありがとうござい
ました。
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伊津 信之介（東海大学福岡短期大学 名誉教授）

紀要委員会委員長・「北斗の水くみ写真展」実行委員会 委員長
平井 正則（福岡教育大学 名誉教授）
会計監査
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塘 将典（マージシステム株式会社）

中村 郁夫（CGlabo）

中村 茂徳（精華女子短期大学）

西田 迪雄（博多昆虫同好会）

平松 秋子（むなかた歴史を学ぼう会）

星野 浩司（九州産業大学）

堀内 伸太郎（地質学研究家）

矢田 浩 （静岡理工科大学 名誉教授）

薄 一郎（株式会社すすき牧場代表取締役）

西 高志
▶ オブザーバー
井上 賢司（海の道むなかた館）

坂本 雄介（海の道むなかた館）

白木 英敏（海の道むなかた館）
※敬称略・肩書きは 2018 年 3 月 31 日現在のものである
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むなかた電子博物館紀要：投稿募集
むなかた電子博物館では、
「むなかた」の自然・文化・歴史に関する論文・研究報告・資料等
のご投稿を常時広く募っております。ご投稿頂いた原稿は、むなかた電子博物館紀要委員会によ
る形式審査・編集の後、むなかた電子博物館紀要（電子版・冊子版）に掲載されます。
電子博物館の紀要として、先行して Web 公開される電子版に力を入れておりますため、原稿
の形式は電子媒体（ワープロファイル、スライド資料等）に限らせて頂きますが、ハイパーリン
クやマルチメディア素材の組み込み等、多様なディジタル表現に出来る限り対応致します。
ご不明の点などがありましたら、むなかた電子博物館紀要委員会（kiyo@mdmn.info）までお問
い合わせ下さい。
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