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    2014 年 4 月 14 日(月) 
 
 
  「天孫降臨」 
 
                              佃   收 
 

 
 

第１章  「天孫降臨」 
 
 
１ 「天孫降臨」の地 
 
（1）「天孫降臨」とは 

天孫降臨は『古事記』『日本書紀』に概略次のように書かれている。 
 

天照大神（あまてらすおおみかみ）は葦原中国（日本列島）を統治させるため

に子の天の忍穂耳命（おしほみみのみこと）を派遣しようとしていた。ちょう

どその時忍穂耳命に子供が産まれた。天の邇邇藝命（ににぎのみこと）である。

天照大神は邇邇藝命を葦原中国に派遣する。これが天孫降臨である。 
 

天孫とは天照大神の孫である邇邇藝命をいう。またはその子孫をいう。 
天孫降臨した地について『古事記』は次のように記す。 

 
竺紫の日向の高千穂の久士布流多気（くしふるたけ）に天降（あも）りましき。

（中略）此の地は韓国に向かい、笠沙の御前（みさき）に真来（まき）通り、

朝日の直刺す国、夕日の日照る国なり。故、此の地は甚だ吉（よき）地。                

『古事記』 
 

『日本書紀』は次のように記す。「本文」と「別伝」があり、別伝の方は「一書に曰く」

として複数の伝承を載せている。 
 

 日向の襲の高千穂峯に天降りましぬ。          本文 
 筑紫の日向の高千穂の・觸（くしぶる）の峯に到る。   一書第一 
 日向の・日（くしひ）の高千穂の峯に降り到る。     一書第二 
 日向の襲の高千穂の・日の二上峯の天の浮橋に到る。   一書第四 
 降り到る処を日向の襲の高千穂の添山（そほりやま）の峯という。 
                           一書第六 
                          『日本書紀』 
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（2）筑紫の日向 

天孫降臨の地は「日向」とある。従来は「日向＝宮崎県」と解釈して、天孫降臨の地

は宮崎県であるとしてきた。しかし『古事記』や『日本書紀』「一書第一」には「筑紫の

日向」とある。「筑紫の中の日向」という意味であろう。「日向」は筑紫の中にある。 
天孫降臨した「筑紫の日向」について『古事記』は次のように記す。 
 
〇「天孫降臨」した「筑紫の日向」の地とは 

ａ．韓国に向かい 
ｂ．笠沙の御前に真来通り 
ｃ．朝日の直刺す国 
ｄ．夕日の日照る国 

 
（ａ）は「韓国に向かい」とある。韓国に向かって開いている土地であろう。やはり「筑

紫」である。宮崎県は「韓国に向かっている」とはいえない。むしろ韓国に背を向けて

いる。 
次に（ｃ）は「朝日の直刺す国」とある。朝日が出ると直ちに射すという意味であろ

う。東側には朝日をさえぎる高い山がなく、平地が広がっている土地をいうのであろう。

「筑紫」の中では「福岡平野」しかない。 
「久士布流多気（くしふる岳）」や「高千穂峯」に天降るとある。近くに山があるので

あろう。 
「筑紫」の中で（ａ），（ｃ）の条件を満たすところは福岡市の西側である。 
地図を見ると福岡市西区に室見川が流れており、その支流に「日向川」がある。「飯盛

山」の麓を流れる川である。そこから前原市へ向かうところに峠があり、「日向峠」とい

う。福岡平野の西側には今もこのように「日向」という地名がある。ここが「筑紫の日

向」ではないだろうか。「筑紫の日向」の推定地は福岡市西区の飯盛山付近であろう。「飯

盛山」が「久士布流多気（くしふる岳）」や「高千穂峯」であろう。 
 
〇天孫降臨した地は福岡市西区の飯盛山付近であろう。 
 
 

（3）長屋の笠狭の碕 
『古事記』には次に、「ｂ．笠沙の御前に真来通り」とある。『日本書紀』には「吾田の

長屋の笠狭碕」とある。「笠沙の御前」とは「笠狭碕」であり、岬のことであることがわ

かる。「御前＝みさき」である。 
笠狭碕は「吾田の長屋」にあるという。従来は吾田とあるから、吾田（あた）＝阿多

（あた）であり、『和名抄』の薩摩国阿多郡阿多郷であろうとしてきた。しかし鹿児島県

は韓国に向かっていない。韓国に背を向けている。吾田を鹿児島県に比定するのは誤り

であろう。 
笠狭碕は筑紫の日向から「真来（まき）通る」とある。筑紫の日向から真っ直ぐに通

じているという意味であろう。天孫降臨の推定地である福岡市西区の飯盛山付近から笠

狭碕は見えるところにあるのであろう。 
飯盛山付近は高地になっており、博多湾が一望できる。「岬」は博多湾に在るのではな

いだろうか。 
しかし、博多湾には「岬」は無い。 
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これが私の長年の課題であった。ところがたまたま博多で時間があり、住吉神社に寄

った。参道に鎌倉時代に描かれた「博多古図」を江戸時代に筆写したという絵馬が展示

されていた。 
図 １ 博多古図 
  
この絵図は海側（北側）から博多を見ている。中央に岬が描かれている。岬のほぼ中

央に「平尾村」がある。現在の「平尾霊園」あたりであろう。その下側（北側）に「北

警固村」がある。現在の警固町であろう。福岡城址のすぐ南である。 
岬の尖端は福岡城あたりであろう。岬はそこから南へ、現在の南公園、動物園・植物

園、平尾霊園、さらにその奥まで続いている。両側には海が入り込んでいる。右手の入

り海は今の大濠公園や草香江（くさかえ）である。 
これが「長屋の笠狭碕」であろう。 
 
博多湾の埋積状況を知りたい。いろいろ探してやっと福岡県立図書館に、瓜生二成著

『福岡県の地理（西日本地理集成第一巻）』（光文館）を見付けた。この中に「博多湾の埋

積過程」図がある。 
図 ２ 博多湾の埋積過程 
（瓜生二成著『福岡県の地理（西日本地理集成第一巻）』（光文館）） 
 

「博多湾の埋積過程」図から「縄文期～弥生期」の「陸化地域」を取り出すと、「長屋

の笠狭碕」と思われる岬が現れる。「図 ３」の「平尾」とあるところである。 
 図 ３ 縄文期～弥生期の博多湾 

 
今でも福岡市西区の飯盛山付近からこの岬のある福岡城址公園の森はよく見える。 

『古事記』は「ｂ．笠沙の御前に真来通り」と書き、最後に「故、此の地は甚だ吉（よ

き）地なり」としている。 
「天孫降臨」のとき邇邇藝命は最初にこの岬に到着したのであろう。そのためこの岬が

見える飯盛山付近を「甚だ吉（よき）地」と述べているのであろう。 
 
 
 

２  天孫降臨と吉武高木遺跡 
 
（1）吉武高木遺跡 

福岡市西区の飯盛・吉武地区の第四次発掘調査が「１９８３年７月～１９８４年３月」

に行われて「吉武高木遺跡」が発掘された。飯盛山と室見川の間にあり、飯盛山から派

生する標高２０～３０メートルの扇状地にある。 
図 ４ 吉武高木遺跡 

 
ここはまさに天孫降臨の推定地である。「日向川」が流れている。 

『吉武高木』（福岡市埋蔵文化財調査報告書第１４３集 １９８６年 福岡市教育委員

会）によれば、吉武高木遺跡はほぼ次のような遺跡である。 
 

 吉武高木遺跡は弥生時代前期末から中期初頭にかけての特定集団の甕棺墓・木棺墓
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地である。 
 甕棺墓３４基と木棺墓４基が出土している。甕棺墓２基以上と木棺墓３基の上には

花崗岩・安山岩礫が『標石』として載せてあった。 
 ４基の木棺墓の中では２号木棺墓が中心的な位置を占め、墓壙長４ｍ５０ｃｍ、木

棺長２ｍ５０ｃｍ、幅１ｍを測る。木棺底面はＵ字形を呈しており割竹形木棺と考

えられる。１号木棺墓、４号木棺墓も棺床がＵ字形となっている。 
 ３号木棺墓は両小口板を深く埋め込む組合式木棺墓で、他の木棺墓と形式が異なる。

吉武高木遺跡では多鈕細文鏡をはじめ最も副葬品の多い木棺墓である。 
 ２号、３号木棺墓には一枚板からなる花崗岩の標石、４号木棺墓には花崗岩・変成

岩の礫を組み合わせた標石が載っていた。 
 出土遺物では、２号木棺墓の首と推定される部分に０・８ｃｍ前後の管玉を配し、

手首付近には長さが１ｃｍを越える管玉を巻いていたのではないかと思われる。 
 ３号木棺墓は、多鈕細文鏡をはじめ３種４口の青銅利器、玉類が集中している。そ

の中で銅矛と銅戈の片面には布が遺存していた。布目順郎氏の鑑定によると、これ

らの繊維は絹布で、しかも国産の可能性がつよいとのことである。 
 
特に３号木棺墓からは多鈕細文鏡、細形銅剣（２）、細形銅矛、細形銅戈、および勾玉、

管玉（９５）が出土している。これらの副葬品から３号木棺墓は「日本最古の王墓」で

あるといわれている。 
吉武高木遺跡で特に注目したいのは「鏡・剣・玉」の「三種の神器」が出土している

ことである。三種の神器が出土した最古の遺跡であろう。 
天孫降臨の時、天照大神は邇邇藝命に三種の神器を授ける。 

 
八 坂 瓊 の 曲 玉 、 及 び 八 咫 鏡 、 草 薙 剣 の 三 種 の 宝 物 を 賜 う 。         

『日本書紀』一書第一 
 

邇邇藝命はこれらの宝物を持って天孫降臨する。吉武高木遺跡から出土した多鈕細文

鏡・銅剣・勾玉はその三種の神器ではないだろうか。 
 
 

（2）吉武高木遺跡と大型建物跡 
１９８５年２月にさらに驚くべき発掘があった。吉武高木遺跡から東へ５０～６０メ

ートルの地に大型建物跡が発掘されたのである。現地の説明板には次のように書かれて

いる。 
 

  『吉武高木遺跡 大型建物跡』 
 １９８５年（昭和６０年）２月、第６次調査。 
 弥生時代中期はじめ（紀元前２世紀頃）の大型建物跡。 
 建物跡は東西（梁行き）の柱間が４間（９．６ｍ）、 
 南北（桁行き）の柱間が５間（１２．６ｍ）。 
 四面に５柱間づつの廻り縁らしいものがつく。 
 床面積は１２０㎡以上で我が国で最古・最大の大型建物の跡と 
 考えられる。 
    平成６年３月          福岡市教育委員会 
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吉武高木遺跡の墓は列をなしており、それが磁北より東へ３０～４５度程度ふれる方

向に整然と配置されている。大型建物跡の柱列もこれとほぼ同じ方向に並んでいる。吉

武高木遺跡と大型建物は互いに強い関係があることを示している。 
大型建物跡と吉武高木遺跡の位置関係は『吉武遺跡群 Ⅶ』（１９９５年 福岡市教育

委員会）に載っている。吉武高木遺跡は大型建物跡のほぼ真西にある。 
図 ５ 吉武高木遺跡と大型建物跡 

 
 

（3）大型建物跡と「長井宮」 
『富士 宮下文書』という古文書を集大成した史書がある。山梨県富士吉田市の宮下家

が代々保管してきた富士山の浅間神社秘蔵の古文書を三輪義・氏が調査・研究し、大正

十年に『神皇紀』として出版したものである。復刻版が『神皇紀』（日本国書刊行会）と

して出版されており、簡略本としては鈴木貞一著『日本古代文書の謎』（大陸書房）があ

る。私は『神皇紀』を『宮下文書』と呼ぶことにする。その中に次のような記述がある。 
 

火照須尊は高天原の金山の陵より吾父母即ち天孫二柱の御霊・剣・鏡を日向の

可愛の山裾の長井宮に遷し祀り奉りき。後、霊・剣・鏡をその宮の西の可愛の

山陵に葬りぬ。            『宮下文書』 
 

火照須尊（ほてるすのみこと）とは『古事記』の火照命であり、海佐知毘古（海幸彦）

である。邇邇藝命と木花之佐久夜毘賣（このはなのさくやひめ）との間に生まれた子で

ある。 
火照須尊は高天原の金山の陵より父母（邇邇藝命と木花之佐久夜毘賣）の二柱の御霊・

剣・鏡を日向の可愛の山裾の長井宮に遷し祀り、その後、霊・剣・鏡をその宮の西の可

愛の山陵に埋葬したとある。 
邇邇藝命は韓国の「高天原」に埋葬されている。 

『日本書紀』は次のように記す。 
 

天津彦彦火瓊瓊杵尊（ににぎのみこと）崩ず。因りて筑紫の日向の可愛の山陵

に葬す。                      『紀』 
 

『日本書紀』は「邇邇藝命」を「筑紫の日向の可愛の山陵に葬す」と記す。 
邇邇藝命が埋葬された場所は異なるが、『宮下文書』も後に「日向の可愛の山陵」に埋

葬したとしている。その場所は一致している。 
重要な点は、高天原の金山から邇邇藝命と木花之佐久夜毘賣の二柱の御霊・剣・鏡を

日向の可愛の山裾の「長井宮」に遷し祀り、のちに「長井宮の西」の可愛の山陵に葬し

たと書いていることである。 
「長井宮」は東にあり、「陵（墓）」は西にある。大型建物跡と吉武高木遺跡の位置関係

にピッタリである。 
『宮下文書』には「御霊・剣・鏡」を埋葬したとある。これは「三種の神器」であろう。

「御霊」は「勾玉」であることが判明する。 
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歴史学者も、考古学者も「勾玉」は「何を現しているのか」不明であった。それが『宮

下文書』により判明する。 
吉武高木遺跡の３号木棺墓から出土した「勾玉・細形銅剣・多鈕細文鏡」が「邇邇藝

命と木花之佐久夜毘賣」の「御霊・剣・鏡」であろう。 
 
 

（4）「長井宮」と「３号木棺墓」 
吉武高木遺跡からは甕棺墓３４基と木棺墓４基が出土している。副葬品が多いのは木

棺墓である。木棺墓の方が身分の高い人の墓であろう。４つの木棺墓のうち、３号木棺

墓以外はすべて割竹形木棺墓である。墓の底面にＵ字形の跡が残っている。ところが３

号木棺墓だけは両小口板を深く埋め込む組合式木棺墓である。現在の棺桶に脚が付いて

いると考えればよい。何故棺桶に脚を付ける必要があるのだろうか。現在の棺桶のよう

に箱形にする方が棺桶は安定する。脚を付けると下の地面との間に隙間ができる。かえ

って安定しない。 
３号木棺墓には遺体は埋葬されていなかったのではないだろうか。『宮下文書』に書か

れているように、三種の神器のみが埋葬されていたのではないだろうか。 
３号木棺墓の実測図がある。 

図 ６ ３号木棺墓の実測図 
 
この実測図を見ると、管玉・勾玉、剣、鏡等は実にきれいに置かれている。３号木棺

墓に遺体が入れられていたとすれば副葬品は当初から遺体の横にきちんと並べて置かれ

ていたことになる。そうであれば木棺墓の大きさが気になる。３号木棺墓の幅は７０ｃ

ｍしかない。これらの副葬品を遺体に立て掛けたりしないで遺体の脇に並べて置くこと

はできない。左の戈と右の矛の間は２５ｃｍ位しかない。 
またこの木棺墓に遺体を入れるとすれば、遺体は重いから棺長が２ｍもあればよほど

丈夫な底板を使用しないと底が抜けるし、横板にも脚をつけないと倒れやすくなる。遺

体を入れるのであれば棺には脚が無い方がよい。現在の棺桶を見れば明らかである。 
３号木棺墓には遺体は無かったのであろう。３号木棺墓に脚があるのは両小口板の脚

だけで棺を支える設計になっているのであろう。 
おそらく神殿（長井宮）に祀るために脚の付いた台を作り、それを神前に安置し、そ

れをそのまま埋葬したのではないだろうか。 
『宮下文書』に、火照須尊が父母（邇邇藝命と木花之佐久夜毘賣）の「御霊・剣・鏡」

を「長井宮」に祀り、のちに「日向の可愛の山陵に埋葬した」という記述は遺跡と完全

に一致する。これほど「記録」と「発掘」が一致した例は無い。 
天孫降臨の地は『古事記』から推定した。その場所から『宮下文書』に書かれた「神

殿（長井宮）」と「墓」が出土している。『古事記』も『宮下文書』も史実を正確に伝え

ているからである。 
 
 
 

第２章 『宮下文書』の「天孫降臨」 
 
 

１ 『古事記』『日本書紀』『宮下文書』の始まり 
 



 
 

7

（1）『古事記』と『日本書紀』の始まり 
『古事記』は次の文章から始まる。 
 

天地初めて発（ひら）けし時、高天原に成る神の名は天之御中主神。次に高御

産巣（むす）日神。次に神産巣（むす）神。此の三柱の神は並（みな）独り神

と成り坐（ま）して身を隠すなり。 
次に、（中略）宇摩志阿斯訶備比古遲神。次に天之常立神。 
 上件の五柱神は別天神。        『古事記』 

 
『古事記』は「天之御中主神」から始まる。この「五人」を「別天神」というとある。 
次に「神世七代」の記述がある。 
 

次に成る神の名は国之常立神。次に豊雲野神。（中略）次に成る神の名は宇比

地邇神。（中略）次に伊邪那岐神。次に妹伊邪那美神。 
 上件の国之常立神より以下、伊邪那美神以前、并神世七代と称す。 
         『古事記』 

 
「国之常立神」から始まり、「伊邪那岐神（いざなぎ）、伊邪那美神（いざなみ）」まで

を「神世七代」という。 
『日本書紀』は次の記述から始まる。 
 

古（いにしへ）に天地未だ剖（わかれ）ず、（中略）。天地の中に一物生まれ

る。（中略）国常立尊と号す。      『日本書紀』 
 

『日本書紀』は「国常立尊」から始まる。『日本書紀』には『古事記』の「五柱の別天

神」の記録がない。 
 
 

（2）『宮下文書』の始まり 
『宮下文書』は『古事記』の「天之御中主神」よりも前の時代から記録している。 
 
〇『宮下文書』の目次 

第一節 天之世天之神七代 
 第一 天之峰火夫神 
 第二 天之高火男神 
 第三 天之高地火神 
 第四 天之高木比古神 
 第五 天之草男神 
 第六 天之高原男神 
 第七 天之御柱比古神 
第二節 天之御中世火高見神十五代 
 第一 天之御中主神 
 第二 高皇産穂男神 
 第三 宇津峰比古神 
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 第四 宇摩志宇加彌比古神 
 第五 天之常立比古神 
    ： 
        ： 
  第十五 高皇産霊神 

                     『宮下文書』目次 
 

『宮下文書』では「天之御中主神」の前に「七代」があったという。 
 

開闢元始の時、初めて成りませる神の御名は、天之峰火夫神、次に……。此の

七柱の神を天之神という。凡そ三十萬日。之を天之世と称しにき。  『宮下

文書』 
 
この時代を「天之世」というとある。「天之世、天之神七代」である。これは『古事記』

には無い。 
『宮下文書』は『古事記』よりも古い時代のことを記録している。 
 
 

２ 「天之御中主神」 
 

（1）「天之御中世、十五代」 
『宮下文書』は「天之御中主神」から始まる「十五代」を「天之御中世」と称すとある。

「天之御中主神」は「天之御中世の十五代」の始祖である。 
「第十五 高皇産霊神」の子が「国常立尊」と「国狭槌尊」である。 
 

国常立尊、諱を農立比古尊といひ、天之御中世十五代高皇産霊神、諱農作比古

神の第五の御子にまします。（中略） 
国狭槌尊は、諱を農佐比古尊といひ、高皇産霊神の第七の御子にまします。  

『宮下文書』 
 
この二人が朝鮮半島南部に「高天原」を建国する。 
したがって「第十五代 高皇産霊神」は「医巫閭山」の近くの国を卑弥氏に譲った人

物ということになる。 
それは「前２００年」ころである。 
 
 

（2）「天之御中世」の始まり 
「第一代 天之御中主神」はいつ頃の人物であろうか。 
中国の書に「３０世代、７００年」とある。「一世代」は「約２３年」になる。「１５

代」では「１５×２３年＝３４５年」である。 
「第十五代 高皇産霊神」は「前２００年」ころの人物である。「前２００年」よりも

「３４５年」前は「前５４５年」ころになる。 
しかし「十五代」は「十五世代」ではない。「十五代」は「親子」関係ばかりではなく、

「兄弟」継承もあるのではないだろうか。そう考えると「前５００年」ころと考えてもよ

いであろう。「呉越の戦い」の時期である。 
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「第一代 天之御中主神」は「呉越の戦い」で越に追われて呉地方から「東表」へ逃げ

てきた人物ではないだろうか。「東表」の初代ということになる。 
『古事記』は、「天地初めて発（ひら）けし時、高天原に成る神の名は天之御中主神。

次に高御産巣（むす）日神。次に神産巣（むす）神」と書いている。 
「天之御中主神」の次に「高御産巣（むす）日神」、「神産巣（むす）神」が出てくる。 
一方、『契丹古伝』には「東表の牟須氏」が出てくる。「産巣（むす）」＝「牟須（むす）」

であろう。「高御産巣（むす）日神」、「神産巣（むす）神」は「東表」に居た人物という

ことになる。「天之御中主神」が「東表」の初代であることを補強している。 
『古事記』も『契丹古伝』も『宮下文書』も、史実を伝えているからこのように合致す

るのであろう。 
 
〇『古事記』は「東表」時代の「天氏（安冕辰・氏）」から記録している。 

 『古事記』は「天之御中主神」、「高御産巣（むす）日神」「神産巣（むす）神」

から始まる。 
 「高御産巣（むす）日神」「神産巣（むす）神」は『契丹古伝』の「東表の牟須氏」

と一致する。 
 『宮下文書』の「天之御中主神」は「東表」時代の「初代」であると推定される。 
 『宮下文書』はその前の「天之世、天之神七代」を記録している。「呉」の時代で

あろう。 
 『宮下文書』は『論衡』とも一致する。『宮下文書』は「倭人」の記録の初めから

記録している。 
 
 
 

３ 高天原の時代 
 

（1）高天原の建国 
『宮下文書』は「高天原」の建国を概略次のように記す。 
 

農作比古神（第十五代高皇産霊神）は国常立尊と国狭槌尊に「日の本の海原に

蓬莱山がある。天降りて蓬莱国を治せ」という。最初に国常立尊が出発するが、

便りがない。次に国狭槌尊は父母二柱を守護して蓬莱山を目標に出発する。 
朝鮮半島の南西部に上陸して、今の国道二号線に沿って泗川郡泗川に着き、「高

天原」を建国する。      『宮下文書』の要約 
 

『宮下文書』は「国狭槌尊」が父母二柱を守護して天孫降臨するときのことを次のよう

に記す。 
 

農佐比古尊、乃ち旅装を脩め、一族三千五百神を率いて、御父母二柱の大御神

を守護ましまして、亦蓬莱山の煙を目標として天降り遂に大海原に天降りまし

ましき。            『宮下文書』 
 

「農佐比古尊」は「国狭槌尊」である。父は「第十五代高皇産霊神」である。 
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「蓬莱山の煙を目標として天降り」とある。さらに「遂に大海原に天降りましましき」

とある。海に出るまでにかなりの移動をしていることがわかる。「大海原」は「渤海」で

あり、「黄海」であろう。 
「第十五代高皇産霊神（天氏）」は「医巫閭山」の近くで国を「卑弥氏」に譲り、「渤海」

へ向かったのであろう。 
「国狭槌尊」は「渤海」、「黄海」の「大海原」を航海して朝鮮半島南部に着いている。 
『宮下文書』の記録は『契丹古伝』の記録と合致する。どちらも史実を記録しているか

らである。 
図 ７ 高天原の建国 
（古代史の復元①『倭人のルーツと渤海沿岸』 ｐ３９） 
 
 

（2）邇邇藝命（ににぎのみこと） 
邇邇藝命は国常立尊の曾孫（ひまご）である。 
 
      国常立尊 
       ｜ 
      真心武命 
      （諱 阿和武男命） 
       ｜ 
      忍穂耳尊 
       ｜ 
      邇邇藝命 
 
邇邇藝命の神后は「木花咲夜毘女」である。 
邇邇藝命の時代に「西北大陸」から大軍が「附地見島（筑紫）」を攻める。 
 

一日、西国より豊玉武毘古命馳せ来たり奏すらく、「西北大陸より、大軍附地

見島に攻め来たれり」と。乃ち尊（邇邇藝命）は高天原の大御宮に神后初め諸々

の天つ神、国つ神、八百萬神を神集に集へて、言向けまさむことを議り給ひき。

即ち尊は神后と親ら言向けまさむことに決しぬ。乃ち武知男命を惣軍司令頭長

となし、経津主命・武甕槌尊・玉柱屋命・建御名方命の四軍神を軍大将となす。       

『宮下文書』 
 
続けて次のように記す。 
 

尊は神霊の御玉を玉體（身体）に副え、室雲の宝剣を奉持し、神后は、内持所

の御鏡を玉體に副へ、軍勢一〇八千神を率いて作田毘古命を御前に立して、遂

に天降り給ひき。         『宮下文書』 
 
邇邇藝命は「西北大陸」の大軍と戦うために「筑紫」に「天孫降臨」する。多数の戦

死者を出すが、遂に平定する。「是に於いて積日の兵乱初めて言向和平しにき」とある。 
皇后（木花咲夜毘女）は先に高天原に帰り、三皇子（火照須命、火須勢理命、火遠理

命）を生む。その後、死去する。 
邇邇藝命も高天原に帰る。 
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尊は神后が西国より還り上りまして、宮守の宮の神殿に納め置きませる御鏡と、

自ら斎らして還り上りませる御霊と宝剣とを併せて神祖神宗天つ大御神を祀

りませる阿祖山太神宮に納め奉り、神軍勝利の天拝を奉り給ひき。   『宮

下文書』 
 
邇邇藝命は「三種の神器」を奉納し、戦勝の報告をしている。 
邇邇藝命も「高天原」で死去する。 
 

遂に神避りましぬ。寿一萬五千八百十五日。神后と同所の陵に葬る。天日子火

瓊々杵尊と諡し奉る。     『宮下文書』 
 
邇邇藝命（瓊々杵尊）は神后「木花咲夜毘女」の陵に追葬される。 

『古事記』『日本書紀』と異なるところは、邇邇藝命は高天原に還り、高天原で死去し

て「高天原」に埋葬されていることである。 
 
 
 

４ 「天孫降臨」 
 

（1）日子波瀲武鵜葺不合尊の「天孫降臨」 
邇邇藝命の第三の皇子が「日子火々出見（ほほでみ）尊（火遠理尊）」である。 
 

日子火火出見尊は、火遠理尊といい、天日子火瓊々杵（ににぎ）尊の第三の皇

子にまします。        『宮下文書』 
 
日子波瀲（なぎさ）武鵜葺不合（うがやふきあえず）尊は日子火々出見尊（火遠理尊）

の第一の皇子である。神后は玉依毘女命である。 
図 ８ 邇邇藝命の系図 

 
  邇邇藝命の系図 
 
        邇邇藝命＝木花咲夜毘女 
            ｜ 
     ――――――――――――――――― 
    ｜       ｜        ｜ 
   火照須命    火須勢理命    火遠理命 
                  （日子火火出見尊） 
                     ｜ 
                  日子波瀲武鵜葺不合尊 
 
日子波瀲武鵜葺不合尊は「天孫降臨」する。『宮下文書』は次のように記す。 
 

今や、天つ神・国つ神・八百萬神の決議に基づき、将に神都を附地見島に遷さ

むとし給う。発するに臨み、伯父神海佐知毘古、諱火照須命の勘気を勅免まし
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まして、海伊国の国造となし、且つ西征の惣元帥となし給う。又、武甕槌命・

経津主命・建御名方命・稚武王命の四軍神を副帥となし、二萬餘神の軍勢を率

いて天降らしめ給ひき。（中略） 
則ち、軍勢を二手に分ち、附地見島、東の水門より攻むる大将は、元帥火照須

命、副帥武甕槌命・稚武王命、軍勢五萬餘神とし、他の一軍は、附地見島、南

の水門より攻むる大将は、元帥火須勢理命、副帥経津主命・建御名方命、軍勢

五萬餘神とす。（中略） 
即ち、南軍は南水門より上陸し、賊の大軍と戦い、奮撃轉鬪六百五十日にして、

遂に賊軍を西北方面に撃攘しぬ。      『宮下文書』 
 

「附地見島」が出てくる。附地見島は「筑紫」である。軍勢を二手に分ける。 
 
〇附地見島（筑紫）の征伐隊 

 東軍…「附地見島（筑紫）」の東の水門 
 南軍…「附地見島（筑紫）」の南の水門 

 
「南軍」は「南水門より上陸し、賊の大軍と戦い、奮撃轉鬪六百五十日にして、遂に賊

軍を西北方面に撃攘しぬ」とある。 
附地見島を征伐して「日子波瀲武鵜葺不合尊」が「天孫降臨」する。 
 

乃ち神皇は、左右大神初め、天つ神・国つ神の諸役神を支り加えて、高天原よ

り附地見島の新宮に天降りましまし給う。然るに、宮殿の屋根猶未だ鵜茅にて

葺き終らさりしも、遂に入御ましましき。事、高天原に復奏せしめませば、父

大御神の命以ちて、神皇に諱を鵜茅葺不合（うがやふきあえず）尊と授け賜う。

而して其の新に都を築きしに因り、附地見島を筑市（ちくし）島（後世、作筑

紫）と改め給ひ、其御舟の初めて着きましし水門を津久始（つくし）初古崎（は

こさき）とそ名つけける。        『宮下文書』 
 

「神皇」とは「日子波瀲武鵜茅不合尊」である。 
「神皇」は「高天原より附地見島の新宮に天降りましまし給う」とある。「天孫降臨」

している。 
『宮下文書』では「日子波瀲武鵜茅不合尊」が「天孫降臨」している。 
「附地見島を筑市（ちくし）島（後世、作筑紫）と改め給ひ」とある。「筑紫」に「天

孫降臨」している。 
「御舟の初めて着きましし水門を津久始（つくし）初古崎（はこさき）とそ名つけける」

とある。今の箱崎に上陸している。 
 
 

（2）元帥火照須命と「吉武高木遺跡」 
『宮下文書』は「天孫降臨」の軍勢について「附地見島、東の水門より攻むる大将は、

元帥火照須命、副帥武甕槌命・稚武王命、軍勢五萬餘神」と記す。 
「火照須命」は「海佐知毘古（海幸彦）」である。邇邇藝命の第一の皇子である。 
 

火照須尊は高天原の金山の陵より吾父母即ち天孫二柱の御霊・剣・鏡を日向の

可愛の山裾の長井宮に遷し祀り奉りき。後、霊・剣・鏡をその宮の西の可愛の
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山陵に葬りぬ。            『宮下文書』 
 

「火照須命」は父母（邇邇藝命、木花咲夜毘女）の「御霊・剣・鏡を日向の可愛の山裾

の長井宮に遷し祀り奉りき」とある。「高天原」から「邇邇藝命、木花咲夜毘女」の「御

霊・剣・鏡」を福岡市西区の「吉武高木遺跡」の「大型建物跡（長井宮）」に遷し祀って

いる。 
その後、「宮の西の可愛の山陵に葬りぬ」とある。「吉武高木遺跡」の「３号木棺墓」

に埋葬している。 
「吉武高木遺跡」を造ったのは「元帥火照須命（海幸彦）」である。それが『宮下文書』

から判明する。 
 
 
 

５ 吉野ヶ里遺跡と「天孫降臨」 
 

（1）「南の水門」とは 
『宮下文書』は「南軍」について「附地見島、南の水門より攻むる大将は、元帥火須勢

理命、副帥経津主命・建御名方命、軍勢五萬餘神とす」と記す。 
「附地見島（筑紫）」の「南の水門」から攻めている。「南軍は南水門より上陸し、賊の

大軍と戦い、奮撃轉鬪六百五十日にして、遂に賊軍を西北方面に撃攘しぬ」とある。 
「南の水門」とは「有明海」であろう。「南軍」は長崎を廻り、有明海に入り、「佐賀県

南部」に上陸している。 
「賊軍を西北方面に撃攘しぬ」とある。先住民は「佐賀県南部」から「西北方向」に逃

げている。 
土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム館長の松下孝幸氏は九州の弥生人について次のよ

うに述べている。 
 
〇九州の弥生人の地域差の由来 
ａ．「北部九州・山口タイプ」の弥生人 縄文人の特徴がまったく認められない。 
  （大陸からの渡来人） 
ｂ．「西北九州タイプ」の弥生人    縄文人の特徴  
 （この地域の縄文人の子孫であろう） 

ｃ．「南九州・南西諸島タイプ」の弥生人 縄文人と連続しない 
  （渡来人の可能性がある） 
 

「南軍」に追われて「西北方面」へ逃げた人々が「西北九州タイプの弥生人」であろう。 
「縄文人の特徴」を持つという。佐賀県南部には「縄文人」が住み続けていたことがわ

かる。 
 
 

（2）吉野ヶ里遺跡の墳丘墓 
吉野ヶ里遺跡の墳丘墓は南北約４０ｍ、東西約２７ｍ、高さは推定で約４.５ｍあり、

甕棺１４基が発掘されている。 
『吉野ヶ里・藤ノ木・邪馬台国』（１９８９年 読売新聞社）に次のような解説がある。 
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墳丘墓の中央から出土したこの甕棺は、これまで出土した墳丘内のほかの甕棺

より直径が大きく、古い型式に属する。長さ２.５メートルもあり、現在国内最

大の大きさを持つ。この周辺から出土した甕棺は、いずれも墳丘の中心に顔を

向けており、この甕棺の被葬者を王族墓の“王の中の王”とする見解が強い。 
         『吉野ヶ里・藤ノ木・邪馬台国』 

 
吉野ヶ里遺跡の墳丘墓の中心の甕棺墓は「長さ２.５メートルもあり、現在国内最大」

であり、「古い型式に属す」とある。 
吉野ヶ里遺跡の墳丘墓の中心に埋葬された人物は「王の中の王」であろうという。「吉

野ヶ里遺跡」の創設者であろう。 
『宮下文書』は「南軍」の大将のその後について次のように記す。 
 

火須勢理命は、本島諸々の萬の諸務惣司令神となりませるや、不二山高天原に

帰り、小室の家基都の宮に止りましまして、元宮阿祖山太神宮なる宮守の宮に

於いて、神祖神宗を初め八百萬の大御神を守護し奉りき。   『宮下文書』 
 

「南の水門より攻むる大将は、元帥火須勢理命、副帥経津主命・建御名方命、軍勢五萬

餘神とす」とある。ところが「元帥火須勢理命」は高天原に戻っている。 
したがって吉野ヶ里遺跡の墳丘墓の中央にある甕棺墓は「副帥経津主命・建御名方命」

のどちらかの墓であろう。 
「天孫降臨」の戦いにより、「吉野ヶ里遺跡」は出来ている。佐賀県南部の甕棺墓は同

じくこの時期に高天原から渡来した人々の墓であろう。 
「佐賀県千代田町託田西分（たくたにしぶん）遺跡」もこの時期の甕棺墓であろう。 
 
 
 

６ 火明命と「天孫降臨」 
 

（1）「天火明命」の天孫降臨 
「天火明命」は天之忍穂耳尊の長子であり、弟は「邇邇藝命」である。『古事記』に「高

木神の女（娘）に御合いして生まれた子、天火明命。次に邇邇藝命。二柱なり」とある。 
「天火明命」も「天孫降臨」する。『旧事本紀』は概略次のように記す。 

（注）「天火明命」は「天照国照彦天火明櫛玉饒速日」とあるが、「櫛玉饒速日」が付い

ているのは誤りである（６３号）。 
 

天照大神は正哉吾勝勝速日天押穂耳尊を天降りさせようとしたとき正哉吾勝

勝速日天押穂耳尊に天照国照彦天火明（櫛玉饒速日）尊が生まれる。そこで天

照国照彦天火明（櫛玉饒速日）尊を降臨させる。   『旧事本紀』（天神本

紀）概要 
 

『旧事本紀』は「天照国照彦天火明（櫛玉饒速日）尊を降臨させる」とある。 
邇邇藝命の兄も「天孫降臨」している。 
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（2）「天火明命」と「北九州」 
「天火明命」が天孫降臨したとき三十二人が護衛に付く。これらの人々にはさらに従者

が付く。 
 
〇五部の人を副（そ）えて従と為し天降り仕え奉（たてまつ）る。 
・物部造等の祖  天津麻良 
・笠縫部等の祖  天曽蘇 
・為奈部等の祖  天津赤占 
・十市部首等の祖 富々侶 
・筑紫弦田物部等の祖 天津赤星 
 

「五部の人を副（そ）えて従と為し天降り仕え奉（たてまつ）る」とある。 
さらに「五部の造を伴領と為し天つ物部を率いて天降り仕え奉る」とある。 

 
〇五部の造を伴領と為し天つ物部を率いて天降り仕え奉る。 
・二田造 
・大庭造 
・舎人造 
・勇蘇造 
・坂戸造 
〇天つ物部等二十五部人。同じ兵仗を帯びて天降り仕え奉る。 
二田物部・当麻物部・芹田物部・鳥見物部・（中略）・赤間物部・（中略）・

筑紫聞物部・播磨物部・筑紫贄田物部              『旧事本

紀』（天神本紀） 
 

「天つ物部等二十五部人。同じ兵仗を帯びて天降り仕え奉る」とある。「二十五部人」

の「天つ物部」が一緒に「天孫降臨」している。 
これらの「天つ物部」は「北九州」に住み着いている。 

「二田物部」は「筑前国鞍手郡」の「二田」であろう。『和名抄』の「筑前国鞍手郡」

に「二田（布多多）」がある。 
 

筑前国鞍手郡  金生（加奈布）・二田（布多多）・生見（伊無美）・十市（止

布知）・新分（爾比岐多）・粥田（加都多）   『和名抄』 
 

「赤間物部」の「赤間」は「（福岡県）宗像市赤間」であろう。 
「筑紫聞物部」は「（雄略）十八年（４７４年）」条に登場する「筑紫聞物部大斧手」の

祖先であろう。「聞（きく）」は「企救（きく）」であり、『和名抄』の「豊前国企救郡」

であろう。今の北九州市小倉区あたりである。 
このように「天火明命」に従って「天孫降臨」した「物部氏」は「北九州」に住み着

いている（６３号、古代史の復元⑥『物部氏と蘇我氏と上宮王家』）。 
「天火明命」は「北九州」に「天孫降臨」している。 
 
〇「天孫降臨」のまとめ 

 「邇邇藝命（または日子波瀲武鵜葺不合尊）」は「筑紫」に「天孫降臨」する。 
 「天火明命」は「北九州」に「天孫降臨」する。 
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 「元帥火須勢理命」は「佐賀県南部」に「天孫降臨」する。 
 「紀元前１００年」ころ、朝鮮半島から「倭人（天氏）」が「北部九州」に大量に

渡来している。 
 北部九州は「倭人」が占拠したと言えるほどであろう。 
 天孫降臨により、北部九州は新しい文化が始まる。「銅剣・銅矛・銅戈、銅鏡、勾

玉の三種の神器」、「甕棺墓」、「割竹型木棺墓」等々である。 
 「天孫降臨」により、新しい「日本の歴史」が始まる。 

 
 

（3）「天孫降臨」の時期の問題 
最後に「弥生時代中期」の始まりについて問題を提起したい。 

「日本の考古学」は「弥生時代中期」の始まりを「紀元前三世紀」ころにしている。 
その根拠の一つは「吉武高木遺跡」であろう。吉武高木遺跡の報告書『吉武高木』（福

岡市埋蔵文化財調査報告書第１４３集）は次のように記述している。 
 

吉武高木遺跡は弥生時代前期末から中期初頭にかけての特定集団の甕棺墓・木

棺墓地である。   『吉武高木』 
 

「吉武高木遺跡の３号木棺墓」から出土した「勾玉・細形銅剣・多鈕細文鏡」が最も古

い。「弥生時代中期」の始まりを「紀元前三世紀」にしているのはこれらの出土品からで

あろう。 
しかし「吉武高木遺跡の３号木棺墓」から出土した「勾玉・細形銅剣・多鈕細文鏡」

等は「火照須尊」が「高天原の金山の陵（邇邇藝命、木花咲夜毘女）」から取り出して持

って来た物である。しかも「三種の神器」は邇邇藝命が作ったのではなく、代々伝えら

れていたのではないだろうか。 
例えば「木花咲夜毘女」の「鏡」は「内持所の御鏡を玉體に副へ」とある。「邇邇藝命」

の「勾玉、銅剣」についても「神霊の御玉を玉體（身体）に副え、室雲の宝剣を奉持し

て」とある。大切に保管されていたものを身に付けている。 
すなわち「吉武高木遺跡の３号木棺墓」から出土した「勾玉・細形銅剣・多鈕細文鏡」

等から「吉武高木遺跡」の時期を決定することは出来ないということである。 
 
 
として伝えられていたのかもしれない。 

「吉武高木遺跡の３号木棺墓」から出土した「勾玉・細形銅剣・多鈕細文鏡」から「吉

武高木遺跡」の時期を決定することは出来ないということである。 
「第十五代高皇産霊神（天氏）」は「医巫閭山」の近くで国を「卑弥氏」に譲り、朝鮮

半島南部に「高天原」を建国する。その直後に「賁彌氏が立って未だ日が経たないうち

に漢が攻めて来た」とある。「前２００年」ころと考えてよいであろう。 
『宮下文書』では高天原を建国した「国常立尊」から「四世代目の火照須命」が「邇邇

藝命、木花咲夜毘女」の「三種の神器」を「吉武高木遺跡の３号木棺墓」に埋葬してい

る。 
「一世代」を「２３年」とすると「４×２３年＝９２年」になる。「吉武高木遺跡の３

号木棺墓」が造られた時期は「前２００年」から「約９０年後」の「前１１０年」頃と

なる。 
「天孫降臨」の時期は「吉武高木遺跡の３号木棺墓」に埋葬される「１０年前」とする

と「紀元前１２０年」頃になる。 
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したがって「弥生時代中期」の始まりも「紀元前１２０年」頃となる。 
 
〇「弥生時代中期」の始まりは「紀元前１２０年」頃である。 

 「天孫降臨」の時期は「紀元前１２０年」頃である。 
 「吉武高木遺跡」や「大型建物跡」は「天孫降臨」の後に造られる。 
 「吉武高木遺跡」や「大型建物跡」は「紀元前１１０年」ころの遺跡であろう。 
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