
　古事記や日本書紀に記載され
ている国生み神話によると、日
本国家の起源は淡路島から始
まっています。神話という言葉の
通り、ごく一般的には史実として
受け止められることなく、単なる
昔話のような感覚で捉える方が
多いようです。しかしながら、古
代人の視点に立って日本列島の
地勢を見つめ直していくうちに、
何故、多くの島々の中から淡路
島が国造りの原点として選ばれ
たのか、その理由が見えてきます。
「記」「紀」に記された古代史に
おける淡路島に纏わる話は、単
なる神話として終始するような空
想話ではなく、優れた地勢観の
元に特別な位置づけを持つ場所
として選別された結果であり、日
本列島各地には淡路島に紐づけ
られた重要拠点が多々存在する
のです。それらの中には古代の
集落、主要港、名山、そして著
名な神社等が含まれることからし
ても、淡路島が重要な指標となっ
ていたことを知ることができます。
　淡路島を起源とする国生みの
在り方を再考し、列島に渡来し
た古代人の渡航経路も含め、そ
の地理観と列島全体の地勢を見
つめ直すことは、島々に散在す
る史跡の由緒を理解する上で重
要です。日本列島にて育まれた
古代社会の姿をより良く理解す
る為にも、今一度、日本人とは
何か、そして古代人の目に映った
日本列島の姿とはいかなるもの
であったか、振り返ってみましょう。

DNA研究が証する古代人の渡航経路

　世界でも屈指の長い歴史の
痕跡が随所に残されている日本
列島ですが、その歴史の主人公
である私たちの祖先が如何にし
て列島に渡来し、古代文化の
礎を築いたのか、手掛かりも少
ないことから、これまであまり
明文化されることはありません
でした。ごく一般的に弥生人と、

それに遡る縄文人の存在まで
は定説として理解されています
が、それより遡る時代になると、
学説も多種多様に異なり、学校
教育の場でも多くは語られずに
きたのです。しかしながら、昨
今の遺跡の発掘調査やDNA
研究の成果により、古代の民が
いつ頃、どこから日本列島を訪
れ、どの地域に定住したか、あ
る程度の目安をつけることがで
きるようになりました。
　元来、日本人の祖先はアフリ
カで育まれた人類の集団の一
部が、東南アジア周辺を経由し
て日本列島に渡ってきたと考え
られています。遅くとも5-6万
年前には到来し、それが旧石器
時代の始まりとなります。それ
らの民は、北はシベリア、樺太
や朝鮮半島、南からは南西諸
島など、複数の渡来航路を経由
して列島に移住し、縄文時代人
の祖先になったと、これまで推
定されてきました。しかし昨今
のDNA研究の結果を踏まえる
と、南西諸島を経由する渡来経
路がより、重要視される傾向に
あります。また、全国4000ヶ
所以上の場所から発見された
旧石器時代の遺物からも、先
史時代における列島の住民が
各地に散在していたことが伺え
ます。種子島の横峯遺跡からは、
約3万年以上前の調理場跡も
発見され、岩手県金取遺跡は
5-9万年前、出雲の砂原遺跡
はおよそ7-12万年前という年
代が推定され公表されています。
しかし原始時代の石器は自然石
との見分けがつきにくく、それ
らの年代を特定することも容易
ではないことから異論も多いよ
うです。いずれにしても3-4万
年前までの遺物は確認されてお
り、旧石器時代には日本人の祖
先となる人々が列島に存在して
いた史実を知ることができます。
　昨今では DNA研究の進化
に伴い、分子人類学による検
証から、日本人のルーツをよ
り良く理解するヒントが与えら
れ、人類学的にはモンゴロイド
に分類される日本人の祖先とな
る集団ルーツについて、真相が
序々に明らかにされていく過程
にあります。まず、ミトコンドリ
アDNAによる系統分析からは、
琉球諸島と北方のアイヌには多

く見つかるものの、本州には少
ないとされる、日本人特有のグ
ループが見つかっています。この
グループは、アジア大陸の北方
から南下したのではなく、台湾
付近、琉球界隈から日本列島を
北上してアイヌまで至ったと考え
られています。つまり、本州をお
よそバイパスして北海道方面に
まで北上し、琉球と相対するよ
うに南北の二手に分かれたので
す。そのミトコンドリア母系の分
析とは別に、父系Y染色体の系
統分析の研究も進められていま
す。その結果、Y染色体の中で
も非常に古い系統であり、しか
も地中海沿岸や中東に広く分布
するグループのものと同じ染色
体が、日本人の中には濃厚に存
在することがわかってきたので
す。このグループはYAPハプロ
タイプとも呼ばれるD系統に属
し、中近東の人種と同じ仲間です。
　これらの研究成果から、日本
列島に渡来した古代人とはアジ
ア大陸の西端、地中海周辺にルー
ツを持つ人々 であった可能性が見
えてきました。その古代西アジ
アの民は大陸を東方面に移動し、
台湾から更に海を渡り、琉球地
方を訪れたと考えられるのです。
そして、琉球地方から北方アイヌ
へ向けて移動を続ける民も存在
し、いつしか琉球地域に残存す
る民と、アイヌに向かった民とに
分かれるという特徴的な分布に
なったと推定されます。
　古事記や日本書記に記載され
ている神々の旅も、舟で海を渡
るイメージのものが多いように、
古代社会では海を舟で渡ること
は常套手段であり、アジア大陸
から列島に渡る航海路も古くか
ら存在していたようです。果たし
て古代社会において、広大な海
原を渡る航海術などあったのだ
ろうかと疑問視する声もありま
すが、有史においても中国の春
秋戦国時代前期では、既にアジ
ア大陸の沿岸を倭国へと向かい、
今日の北九州界隈まで到来する
ことができる航海路が確立され
ていたのです。そして時代を遡り、
殷の時代では大陸と台湾との行
き来もあったことが知られてい
ます（香港博物館編製地図参照）。
そして更に古代史を遡ると、高
度な文明を持つシュメール文化
や古代エジプトの文明に遭遇し、

そのいずれもが優れた天文学と
航海術を携えていました。それ
故、日本では縄文時代と言われ
る原始的なイメージに映る時代
であっても、アジア大陸や地中
海周辺においては古代の民が舟
で海を旅していたと考えることに
何ら不思議はありません。

ストーンサークルの拠点選び

　長い年月に育まれた古代の日
本文化は、その歴史の重みを様々
な遺跡を通して感じとることがで
きます。縄文遺跡や弥生遺跡の
発掘調査は今日、全国至る所に
おいて行われ、定説を覆すよう
な新たなる発見も少なくありませ
ん。そして多くの遺物や土壌か
ら浮かびあがる爪痕を通して、大
昔の様相を多少ながらも垣間見
ることができます。その縄文遺
跡の中で最も特異な事例が、環
状列石とも呼ばれるストーンサー
クルです。ごく一般的にはイギリ
スのストーンヘンジがその代表
格として名高いですが、実は古代
日本おいても大きな存在感を示
していたのです。
　日本のストーンサークルの遺
構は、中心となる立石の周辺に
石塊を環帯状に配したものであ
り、それが環状列石とも呼ば
れる所以です。直径は30メー
トル程度のものが多く、中には
50メートル以上のものもあれば、
10メートル程度の大きさのもの
もあります。円形に配石された
環状石の内側にも2重、3重に
河原石が並べられ、周辺に墓穴
や土器棺が存在することもあり
ます。これらのストーンサークル
は一種の天文台のように太陽を
用いたカレンダーの機能を果た
し、そこで祭祀儀礼が行われる
こともあったと考えられています。
古代社会において、太陽は時計
の代わりをなし、人々は中央の
立石から見て、列石のどの位置
に太陽が昇り降りするのかを見
ながら、神事の日を覚え、「時」
と「暦」を刻んでいたのです。特
に冬至と夏至、春分と秋分の観
測は重要であり、古代の暦法で
は冬至の日、すなわち太陽の出
入りが最も南による陰の極限の
日が、1年の初めとなっていたこ
とからしても、太陽の観測が不
可欠であったことがわかります。
それ故、古代の民が海を渡って
日本列島に到達した際には、ま
ず季節を知り、生活のリズムを
刻む為に必要なストーンサークル
を築く拠点を厳選し、環状列石
が置かれた後、周辺に集落を築

いていったことでしょう。
　ストーンサークルは主に東北
の青森県と秋田県、北海道を中
心に多く見つかっていますが、古
いものでは本州中部にも発見さ
れています。主たるものを時代
別に並べてみると、時代と共に
列島を北上していることがわか
ります。まず、最古と考えられて
いるのが長野県諏訪郡原村にあ
る阿久遺跡です。その年代は縄
文時代前期、およそ前3000年
から前4500年と推定されてい
ます。その後、縄文中期では直
径が30メートル以上もある大型
のストーンサークルが諏訪盆地
に近い静岡県、山梨県や群馬県
付近で見られるようになり、中で
も富士山の西南麓のなだらかな
裾野に立地する千居遺跡や、山
梨県都留市の牛石遺跡の存在は
有名です。縄文中期後半以降に
は、九州を除いた日本各地でス
トーンサークルが造られるように
なり、後期前半、前1500-前
2000年には、大型のストーン
サークルが秋田県北部・青森県・
北海道西南部に出現します。中
でも秋田県鹿角市の大湯環状列
石では日時計状組石の存在が認
められ、夏至の日に太陽が沈む
方向に環状列石が配置されてい
ることが確認されています。
　最も古い阿久遺跡の時代は、
エジプトにおいて農耕や牧畜が
始まった先王朝時代、前4500
年頃から、その後、古代文明が
開化する前3000年頃の初期王
朝時代と一致します。エジプト
ではその後、古王朝時代へと発
展し、前2500年頃にはギザに
三大ピラミッドが建造されました。
その優れた文明の真相は、今日
でも多くの謎に包まれたままで
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す。もし、日本列島に渡来した
古代人の出自が地中海周辺や西
アジア周辺であり、エジプト文化
に匹敵するような高度な航海技
術と天文学を携えていたとするな
らば、遠い昔に舟で大陸沿いを
東に向けて航海し、台湾から琉
球諸島を経由して列島を北上し
て航海したと考えても不思議で
はありません。そしてエジプトに
ピラミッドの文化が発展した時期
と並行して縄文中期、本州以北
の日本各地でストーンサークルが
建造されるようになり、やがて
縄文後期に入ると、大型のストー
ンサークルが東北、北海道に造
営されたのです。

古代の民が諏訪盆地を見定めた理由

　これら古代ストーンサークルの
歴史の流れの中で注目すべき点
は、一番初期のものと推定され
る阿久遺跡が、長野県諏訪郡に
発見されたことです。八ヶ岳西
麓にある阿久遺跡の規模は大き
く、環状列石の長径は120メー
トルにも達し、そこにおよそ20
万個とも言われる河原石が並べ
られています。また、700基を
越える土墳墓が存在するとも推
定され、周辺には竪穴式住居址
が見つかっています。縄文時代
前期に、長い年月をかけて造成
された大規模な集落が形成され、
そこで祭祀活動が活発に行われ
ていたことに驚きを隠せません。
諏訪盆地は太平洋岸より離れた
距離にあり、その途中に多くの
山岳が存在することからしても、
内陸の奥地にある諏訪盆地に従
来から大勢の人々が居住してい
たとは考えられません。それ故、
生活に適した海沿いの広い平野
部を離れ、諏訪湖そばの盆地ま
で山や谷を越えてでも行かなけ
ればならない何かしらの理由が
あったと考えるのが妥当です。
　縄文時代前期という、ごく一
般的には大変原始的な時代と

考えられているその当時、大規
模な環状列石を造成し、そこで
祭祀活動が執り行われていたこ
とから察するに、その集落を築
いた古代人は大陸経由で渡来し、
外来の文化を携えてきたと考え
られます。古代の渡来者は列島
に到達した際、まず新天地の地
勢を綿密に調査した上で、諏訪
湖そばの盆地をピンスポットで
見出し、そこにストーンサークル
を造ったと推定されます。では、
どのようにその場所を見極める
ことができたのでしょうか。
　昨今のDNA研究による提言
に準じて、古代、日本列島に住
みついた人々は、台湾、琉球界
隈にまず集落の拠点を持ち、そ
こから海を渡ってアイヌ方面まで
北上してきたという前提で、古代
史の流れを再検証してみましょう。
古代の旅人は何を思い、列島に
住みついたのでしょうか。まず、
大陸から到来した古代の旅人は
日の昇る方向を尊び、東に向かっ
て旅する傾向にあったと考えられ
ます。例えば中国の儒教では「天
帝は北辰に座して南面す」という
思想があります。北極星を背にし
て南に向いて座ることにより、太
陽は左手の東から昇ることにな
り、よって、日の昇る東は沈む西
よりも尊いと考えられていたので
す。このような日の出る方角を尊
ぶ思想は古代からあり、いつの
日においても、日が昇る東方の
最先端に向かって旅する動機づ
けとなったことでしょう。
　次に、古代の旅人は自らの拠
点となる土地の条件として、豊か
な水源を求めたことが挙げられ
ます。それは日本列島では湖の
存在を意味し、そのほとりに集
落を築くことが好まれたのです。
また、太陽を観察しながらカレン
ダーを刻むという観点から、夏
至、冬至、そして春分、秋分の
日柄が重要な指標となり、四季
の存在が望まれたのです。春夏

秋冬の季節は人体に優しい生活
環境を実現するだけでなく、太
陽をベースにしたカレンダーを刻
む上でも分かりやすいのです。そ
の結果、南北に3000km以上
に渡って広がる日本列島の中でも、
温暖な四季に恵まれた地域を中
心として、集落の拠点が見出され
ていったのではないでしょうか。
　その列島の中心となる場所と
して注目されたのが淡路島と推
定されます。まず、淡路島は琉
球地域から南西諸島を北上し、
四国、瀬戸内海と繋がる一連の
列島の突き当たりに位置し、そ
の後に続く本州、北海道や北方
領土の島々も含めて全体を見渡
すと、そこは緯度、経度共にお
よそ日本列島の中間地点となり
ます。また、淡路島は、ちょう
ど沖縄島から徳之島、奄美大島
と続く南西諸島が並ぶ方向、お
よそ35度の角度にあたる一直
線上に位置します。琉球諸島を
介して大海原を南西諸島が並ぶ
方向に沿って北東に航海すれば、
ごく自然に四国南岸を通り過ぎ
て淡路島に到達するのです。ア
ジア大陸からの渡来者にとって、
淡路島は大陸の東方に並ぶ島々
の中心となる目印として、絶好の
場所にあると考えられたのでは
ないでしょうか。
　また淡路の地勢は、実は地中
海に浮かぶキプロスに類似して
います。新石器時代から集落が
存在し、長い歴史を誇るキプロ
スは、アフリカ、ヨーロッパ、ア
ジア三大陸の交差する場所に位
置し、いつの時代でも重要な位
置を占めていました。そのキプ
ロスのミニチュア版が淡路島と
考えられるのです。まず、キプロ
ス島南端の緯度は34度36分
ですが、淡路島の中心緯度もお
よそ34度30分であり、ほぼ
同じです。次に島の航空写真を
比較してみれば一見してわかる通
り、島の形だけでなく、その地

勢も類似していることがわかりま
す。島の形は北東方向に細長く
伸び、島の南側に集中する山間
部の地勢にも共通点を見出すこ
とができます。そしてキプロスが
三大陸の交差点に存在するよう
に、淡路も四国、山陽、近畿と
いう三つの地域が交差する場所
に位置しているのです。無論、キ
プロス島の面積が9251平方キ
ロメートルであるのに対して、淡
路島は595平方キロメートルで
すから、15倍以上も面積に差が
あります。よってミニチュア版の
様相ではありますが、キプロスを
彷彿させる地勢だけに、渡来人
にとって淡路島はとても魅力的に
感じられた可能性があります。
　その淡路島を見出した古代人
は、更にピンスポットで島内の中
心地点を定めようとした可能性
があります。そしてくまなく島を
探索した結果、淡路島のほぼ中
央にあたる小高い山の上に、空
に向けて突き出す巨大な岩石を
見出したのです。そこは今日、岩
上神社が建立され、その本殿裏
の山の中腹には、高さ約12ｍ、
周囲16ｍもある巨石が、神籬岩
として祀られています。このストー
ンサークルの中心によく見られる
立石と酷似した様相をもつ巨石
を、古代の渡来人は大陸の東に
浮かぶ島 の々基点とすべく、認知
したと考えられるのです。
　岩上神社の神籬岩が古代人
の一大指標になったと考えられ
る根拠として、３つの理由が挙
げられます。まず、前述した通
り、神籬岩の形状がストーンサー
クルの立石の形に類似し、その
巨大バージョンとみなすことがで
きることです。よって、列島の中
心的な指標に最もふさわしい自
然石として捉えられたことでしょ
う。次に、その神籬岩から夏至
の太陽が昇る30 度ちょうどの
方向に阿久遺跡が存在すること
に注目です。列島の中心点が淡
路島の神籬岩と定められたから
こそ、初代の集落は、太陽が昇
る方向に結び付けることのでき
る場所に造営されたのではない
でしょうか。そして神籬岩から正
確に30度を指す夏至の方角で
あり、かつ豊かな水源に恵まれ
た湖のそばという立地条件を満
たす場所として、諏訪盆地が浮
かびあがり、その線上に集落を
造成したと考えられます。阿久
遺跡の場所が選別されるに至る
経緯は、この神籬岩の存在なく
しては説明が難しいことからして
も、信ぴょう性は高まります。
　もう一つの理由は、その神籬
岩が34度26分の緯度に位置
していることです。淡路島、そし
て東の島々の中心点として定め
られた神籬岩は、古代日本の最
初の集落を造成する場所を選ぶ
ための基点となっただけでなく、
大陸においては、中国で世界の

中心となる「地中」を定める為の
指標としても用いられた可能性
があるのです。一見、信じられ
ないような繋がりですが、これを
単なる偶然の一致と見るか、そ
れとも計算づくめで特定された
場所の連鎖と位置付けるべきか、
今一度、検証してみましょう。

世界中心の緯度は34度26分

　古代中国の世界観によると、
大地には中心があると考えられ
ていました。そこは中国の古書
である「周礼」の大司徒職の項
に、「夏至の時に8尺の棒を立
てて影の長さが1尺5寸になる
所」と記載され、地上に立てられ
た1本の棒にできる影から、方位、
時間、季節などの情報を得る場
所でした。それ故、世界の中心
となる「地中」と呼ばれ、古代の
天文学や地勢学に精通する学者
にとっては極めて重要な観測拠点
となったのです。古くから「地中」
は、今日の河南省登封市、古代
では陽城と呼ばれた場所に比定
され、北緯34度26分に位置
します。そこには今日、周公観景
台と書かれた石碑があり、古代中
国の天文観測が行われた場所と
しても知られています。元朝にお
いても授時暦の編纂をする際に、
四十尺もある高さの高表が建造
され、学者らが天文学的にデー
タを見直したことが史実として残
されているように、いつの時代で
も中国の天文台として重要な位
置づけを保っていたのです。
　陽城が「地中」いう教えは殷の
時代まで遡ることができ、定説
としてその後、晋書、宋書、隋
書などの様々な古代中国史書
の天文志にも紹介されています。
そして唐や宋の時代に至るまで、
中国の首都は北緯34度26分
を中心として、その南北に10分
少々の誤差で収まるように「地
中」を意識したかのごとく、そ
の緯度の範疇内で首都の場所は
移動を繰り返しました。例えば
洛陽は、「東都賦」によれば「即
土之中」に位置するからこそ、前
十四世紀、殷の盤庚や前十一世
紀に周の成王が、そこに都を置
いたとしています。
　しかしながら、陽城の場所が
特定された背景は全くわかって
いません。そもそも「影の長さが
1尺5寸になる所」という基準で
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考えるならば、その緯度にある
線上のどこでも良い、ということ
になってしまうのです。しかも陽
城周辺には何ら目印となるよう
な地点があるわけでもなく、単
に古代中国において山岳信仰が
盛んであった地域の山麓に位置
します。その信仰の山は嵩山と
呼ばれ、殷の時代では既に山上
に祭祀場が設けられ、王朝の為
の儀式が執り行われていました。
後世においては王都の山として
揺るぎない定評を博し、周代に
至っては神の昇降する場所として
民から篤く尊崇されたのです。そ
して陽城が「地中」と呼ばれ、世
界の中心は天の中心とも考えら
れたことから、近隣の嵩山は天
帝の下りる「降神」の場所として
崇拝されるようになったようです。
それ故、陽城と嵩山とは深い繋
がりによって結ばれ、「後漢書」
や「東観記」の記述からも、嵩山
と陽城が「地中」であるという観
念が、後漢代までも続いていた
ことがわかります。
　ではなぜ、広大な中国大陸の
中で、特異な地勢もなく、単に
山麓に囲まれる陽城の場所が地
中として選ばれたのでしょうか。
大胆な発想にはなりますが、「地
中」が位置する北緯34度26分
は淡路島の神籬岩とちょうど並
ぶことから、淡路島の中心と「地
中」が何らかの理由で結び付いて
いると考えてみました。中国大

陸にて陽城が「地中」であると特
定された根拠とは、神籬岩と同
じ34度26分の線上に、その
場所を探し求めた結果ではない
でしょうか。縄文時代前期、日
本列島に渡来した古代の民が、
列島の中心となる場所を淡路島
の神籬岩と定め、そこを基点と
して阿久遺跡の場所を特定した
ように、その神籬岩を基点として、
アジア大陸の「地中」を同じ緯度
上に見出した古代人が存在した
という考察は、自然の地勢と太
陽を大切にした古代の民であっ
ただけに、検討に価します。
　ひとつ注意しなければならな
いことは、ここでは古代史にお
ける日本の歴史的優位性など全
く視野に入っていないということ
です。あくまで淡路島の神籬岩
は、古代の知者らが世界を見渡
しながら旅をした結果として見
出した地球上の一つの指標であ
り、それがアジア大陸の東の端、
日本列島に見い出されただけの
ことです。無論、その指標を見
出したのは、まぎれもなく大陸
からの渡来者であり、世界は様々
な絆で繋がっていました。古代
日本のストーンサークルと中国の
「地中」が、神籬岩を介して接点
を持っていたかもしれないという
不思議な縁に、大きなロマンを
感じすにはいられません。

東北地方に出現したストーンサークル

　淡路島の神籬岩が重要な指
標として認知されていたと仮定
することにより、阿久遺跡の
集落が造成された後、古代の
人々が東北地方北部、十和田
湖周辺を、次の拠点となる場所
として選んだ理由も見えてきま
す。昨今のDNA研究結果が
示唆するように、日本人の祖先
は元来、台湾から琉球諸島に渡
り、沖縄周辺に居住したと想定

されます。そしていつしか四季
に恵まれた淡路島が列島の中
心的な存在として認知され、そ
こには指標となる神籬岩の存在
がありました。また、夏至の太
陽が昇る方角には阿久遺跡のス
トーンサークルと集落が造成さ
れ、アジア大陸においても、い
つしか「地中」と呼ばれる天文
所が、神籬岩と連携する指標と
して定められました。
　その後、琉球地域に相対す
る日本列島の北部においても集
落を形成することが望まれ、神
籬岩の北側に選別された地域が、
東北地方北部の十和田湖周辺で
す。琉球にある沖縄島の最南端、
今日の平和之塔が建造されてい
る喜屋式岬から淡路島の神籬岩
を通過する一直線を引くと、北
方に向かう線は青森県八戸市の
北部の太平洋岸沿いにあたりま
す。その線が海岸線と交差する
地点から十和田湖方面に真西に
向かった場所に、縄文時代後期
の太師森遺跡が造営されている
のです。十和田湖の豊かな水源
の存在を見出すことで、列島北
部の拠点を容易に確定すること
ができたのです。こうして古代の
民は、同一の線上や、緯度にあ
る土地を選別しながら、ストーン
サークルの地を選別した可能性
があります。それ程、太陽に通
じる天文学と地球上の緯度、地
勢は、重要であったのです。
　縄文時代後期には太師森遺
跡を始めとして、十和田湖周辺
に複数のストーンサークルが造
られました。その立地条件を決
める手掛かりは２通りあったよ
うです。まず、日本列島北方の
拠点の中心として位置づけられ
た十和田湖の周辺にあることが
不可欠でした。あくまで豊かな
水源の存在が、集落を形成する
条件だったのです。次に、その

十和田湖に向けて海岸から川沿
いに上流までの上っていくこと
ができる地点であることが重要
視されたようです。こうして小
牧野遺跡は青森湾に注ぐ荒川
沿いに、大湯環状列石と伊勢堂
岱遺跡は日本海に注ぐ米代川沿
いに、湯舟沢環状列石は三陸南
部に注ぐ北上側沿いに造られた
のです。無論、太師森遺跡も例
にもれず、浅瀬石川沿いに造ら
れています。十和田湖は見事な
水源を提供しただけでなく、近
隣の海岸周辺は漁撈の宝庫で
もあることから、これら古代の
集落は栄えたに違いありません。
こうして古代の日本列島には、
淡路島を基点として、その中心
そばには諏訪盆地の阿久遺跡が、
南方には琉球界隈の集落が、そ
して列島の北部、十和田湖周辺
にも多くの集落が形成され、そ
の他、列島各地にストーンサー
クルが造成された時代があった
ことを知ることができます。

アジア大陸から日本列島へ旅する航海術

　遠い昔の古代社会において、
大陸経由の民が日本列島に渡来
して淡路島に指標を見出し、そ
れを機に、集落や重要拠点が見
出された可能性についてこれま
で言及してきました。その背景
には、世界的な視野で地勢を
見渡すことができる航海術を持
つ民が存在していたという前提
が不可欠です。一見、不可能と
思える高度な航海技術であって
も、日本で阿久遺跡が造られ
た縄文時代前期にあたる前三十
世紀頃、地中海周辺ではエジ
プトが初期王朝時代を迎え、そ
れから200年もたたぬうちに
古王国時代が始まり、ピラミッ
ドの建造が始まったことを振り
返れば、多くの可能性を秘めた
時代であったことに気がつきま

す。そして前二十六世紀頃には
ギザの三大ピラミッドが建造さ
れ、エジプト文化の優れた土木
技術を世界に知らしめることと
なりました。今日でもピラミッド
の背景は多くの謎に包まれたま
まですが、確かなことは、当時
の天文学や土木技術に代表され
る古代文明は極めて高度な技術
を保持していたことからしても、
古代の文化レベルは想像を絶す
る程高いものであったというこ
とです。その後、西アジアにお
いてはメソポタミア文化が発展
し、シュメール文化を中心とす
る極めて高い天文学の技術と航
海術を持つ民族が一世を風靡し
ていたことが知られています。
　アジアを中心とする古代文明
においては、遠い昔から航海術
を駆使して海原を渡る民族が存
在していました。そして全世界
をくまなく行き来する過程にお
いて、アジア大陸の東の端にあ
る日本列島が見出され、その中
心にある淡路島を指標としたの
ではないでしょうか。淡路島の
直下には列島を分断する程の潜
在的な亀裂を持つ大きな断層
が走っているだけに、古代の知
者は、そこが地勢的に列島の大
きな分岐点であることをいち早
く悟ったのかもしれません。そ
して何よりも大切なことに、巨
大な立石の雄姿がそこにはあ
り、岩を大切にした古代人だか
らこそ、その場所を一大指標と
することにためらいはなかった
でしょう。そして中国大陸の中
心となるべく「地中」をも同緯度
に定めたのです。神籬岩と「地中」
が並ぶ34度26分の緯度こそ、
古代文明の優れた英知を証して
いるといえます。 （文・中島尚彦）
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連載中の歴史コラムは随時更新して
http://www.historyjp.com/
に掲載しています。是非、ご覧下さい。
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（担当：採用係）お問合せ

活躍できるステージがあります
サウンドハウスは楽器・音響業界のネット通販で全国トップ、
ひとり一人のお客様にとって最高の存在でありたい

※米国Music Trade 誌 2012年 8月号より

プ、プ、ププ ※

株式
会社

株式
会社

＜サウンドハウスでは、こんな業務を行なっています＞ ＜ロジハウスでは、こんな業務を行なっています＞
●最新の物流システムを駆使した商品のピッキング、梱包、出荷　
●より快適で効率的な物流システムへの改善、提案　●スタッフの労務管理
●フォークリフトを使用した商品の搬送　●税関に赴いての通関業務

国内最大規模の
楽器・音響機器販売会社

サウンドハウスグループの
中核である物流を担う

充実の福利厚生

etc...

●社保完備、年2回賞与（パート含む）
●車通勤可　●海外研修　●天然温泉無料優待
●独身・家族用マンション、家族用戸建あり

●自社製品の開発企画、デザイン　●国内外取引先への商品発注
●電話やメールでの問い合わせ、注文への対応　●ショールームでの接客
●自社WEBサイトの制作、管理　●販売管理システムの構築、管理

正社員・パート募集中
月給19万円～ 時給1000円～社 パ

岩上神社の神籬岩
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NCJ編集長 
中島 尚彦
1957年東京生まれ。14歳

で米国に単身テニス留学。

ウォートンビジネススクール

卒業後、ロスアンジェルスに

て不動産デベロッパーとして

起業、米国ビジネス最前線で

活躍する。1990年に帰国後、

成田においてサウンドハウスを立ち上げる。現在ハウ

スホールディングス代表、日本シティジャーナル編集

長を兼務。趣味はギターとマラソン、アイスホッケー、

及び日本古代史研究。

編
集
後
記

日本シティジャーナルをご覧いただきありがとうございます。
本紙のバックナンバーはWEBサイトにてすべてご覧頂けます。
連載中の歴史に関するコラムは最新情報に随時更新して
スペシャルサイト「日本とユダヤのハーモニー」にまとめ
てあります。また、ご意見・ご要望等をお待ちしております、
FAXやホームページからお寄せ下さい。
日本シティジャーナル：http://www.nihoncity.com/
日本とユダヤのハーモニー：http://www.historyjp.com/

WEBサイト案内 北アフリカ地域での内乱、中近東での緊張の
高まり、北朝鮮の挑発的メディア対応、そして
日中の尖閣諸島問題など、世界各地で大規模な
動乱になりかねない多くの問題を人類は抱えて
います。歴史を振り返るならば、確かに21世紀
ほど人権の大切さが謳われ、平和な時代はこれまで
なかったことは事実です。それでも、より良い
社会と世界平和を求め続けていきたいものです。
今月は都会を離れ、徳島の自然の中で仕事や
執筆に費やす数日の日 を々持つことができました。
日本の美しい地勢に魅了されるこの頃です。

▼携帯で確認▼▼携帯で確認

※直接引き取りに
　来られる方のみ
※直接引き取りに
　来られる方のみ
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千葉県成田市新泉14-3（平日 9:00～19:00・土曜 12:00～17:00）

㈱ロジハウス

何 に で も 使 え て 便 利

野毛平工業団地・清掃工場近く
（株）サウンドハウス内

1,000円

●100×72×69cm
●140×72×69cm

幅×高さ×奥行

㎝72㎝

㎝100㎝㎝69㎝

カリフォルニアのおいしい水

お手頃な価格でお届けします。
◀携帯でのご注文はこちら
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500㎖×24本

全国どこでも送料 420円
※一部地域、離島は除く

隠れ家居酒屋　だん
千葉県成田市花崎町814-32
☎0476-23-2016
［17:00～01:00　不定休］
※ラストオーダー24:00

★★★☆☆

　鍋を囲んで家族や友人と語り合う時間
が愛おしい季節。今回は、本格的な
水炊き鍋を提供する店として評判の成田
駅前「だん」を訪れてみた。古民家を思わ
せるウッディな内装の店内にはJAZZが
流れ、落ちついたアットホームな雰囲気で
好印象。メニューは鹿児島産の知覧鶏を
軸に、焼き物や鍋、おつまみも豊富に
ラインナップされている。今回は水炊き

鍋をオーダー。鶏ガラを6時間以上煮込
んだというスープに、野菜、つみれなどが
たっぷりと入り、別皿に盛られた知覧鶏
は、しゃぶしゃぶ風に少しだけ火を通して
食べるのが流儀とのこと。まずはスープを
じっくりと味わう。深みがありながらも
くどさがなく、さっぱりとした素晴らしい
味わい。知覧鶏は、評判通り野趣溢れる
ダイナミックな味で、生でも食べられるような
新鮮さ。まるで貝のような豪快でしっかり
とした歯ごたえは、現代人が普段なかなか
味わうことのできない、鶏本来の味に
気付かされる、この店ならではの体験と
言えそうだ。個室や宴会用のテーブルもあり、
仲間内でゆっくり楽しめるお勧めの良店だ。

隠れ家居酒屋 だん
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COE142

座る人に優しい
背もたれ形状
座る人に優しい
背もたれ形状

幅：57cm
奥行：44cm
高さ：87-99cm

幅：57cm
奥行：44cm
高さ：87-99cm

¥4,600¥4,600
COE175

シックな
ソフトレザー仕様
シックな
ソフトレザー仕様

幅：62cm
奥行：46cm
高さ：98-110cm

幅：62cm
奥行：46cm
高さ：98-110cm

¥3,580¥3,580

RC15BK
無段階無段階

色：ブラック
幅：75cm
奥行：79-110cm
高さ：95-82cm
＊足乗せオットマン付き

色：ブラック
幅：75cm
奥行：79-110cm
高さ：95-82cm
＊足乗せオットマン付き

¥12,800¥12,800

80121

色：ビーチ
幅：W145cm
奥行：D60.2cm
高さ：76.4cm

色：ビーチ
幅：W145cm
奥行：D60.2cm
高さ：76.4cm

¥14,800¥14,800

伸長式ダイニングテーブル入荷！伸長式ダイニングテーブル入荷！
SM23E

¥149,800
●色：オーク
●幅：150/202/254/306cm
　奥行：90cm 高さ：73cm
●重量：75kg
●天然木化粧板
●4～12 人掛け
※チェアは別売りです

●色：オーク
●幅：150/202/254/306cm
　奥行：90cm 高さ：73cm
●重量：75kg
●天然木化粧板
●4～12 人掛け
※チェアは別売りです

ガガ デンデン家具家具家ガーガーデンデン家具家具ガーデン家具

最大 306cmまで伸長！

SM24B

¥168,000
●色：ビーチ
●幅：200/252/304/356cm
　奥行：100cm 高さ：73cm
●拡張板３枚付
　（天板下収納 / 特許取得済）
●重量：75kg
●天然木化粧板
●6～18人掛け
※チェアは別売りです

●色：ビーチ
●幅：200/252/304/356cm
　奥行：100cm 高さ：73cm
●拡張板３枚付
　（天板下収納 / 特許取得済）
●重量：75kg
●天然木化粧板
●6～18人掛け
※チェアは別売りです

最大 356cmまで伸長！

SM101N

¥129,800
●色：ウォルナット　
●幅 40/109/179cm
　奥行：80cm高さ：73cm
●重量：60kg
●2～6人掛け
※チェアは別売りです

最大 179cmまで伸長！

●キズあり　アウトレット品
●色：メイプル　
●直径：120/146cm 高さ：73cm
●ベース（脚部）の直径：50cm
●重量：97kg
●折り畳み拡張板３枚付　
　（中央のベースに収納）
●メイプル天然木化粧板
●4～6人掛け
※チェアは別売りです

円形からおにぎり型へ伸長！

リクライニングチェアリクライニングチェア

RC17BK

色：ブラック
幅：63cm
奥行：79-107cm
高さ：104-92cm
＊足乗せオットマン付き

色：ブラック
幅：63cm
奥行：79-107cm
高さ：104-92cm
＊足乗せオットマン付き

¥12,800¥12,800

コンパクトコンパクト

RC33KH

色：カーキ
幅：W76.5cm
奥行：88-118cm
高さ：102-87cm
＊足乗せオットマン付き

色：カーキ
幅：W76.5cm
奥行：88-118cm
高さ：102-87cm
＊足乗せオットマン付き

¥27,800¥27,800

本革張り本革張り

RC37BK

色：ブラック
幅：81,5cm
奥行：80-125cm
高さ：78-96cm
＊足乗せオットマン付き

色：ブラック
幅：81,5cm
奥行：80-125cm
高さ：78-96cm
＊足乗せオットマン付き

¥25,800¥25,800

本革張り本革張り

オフィスチェアオフィスチェア

COF105

背もたれのネットが
背中を優しくホールド
背もたれのネットが
背中を優しくホールド

幅：56cm
奥行：49cm
高さ：85-96cm

幅：56cm
奥行：49cm
高さ：85-96cm

¥2,980¥2,980
COF017GY

座面のクッションが
快適な座り心地を実現
座面のクッションが
快適な座り心地を実現

幅：47cm
奥行：42cm
高さ：78-90cm

幅：47cm
奥行：42cm
高さ：78-90cm

¥1,980¥1,980

80120

色：プラム／ホワイト
幅：110cm
奥行：60.2cm
高さ：76.4cm

色：プラム／ホワイト
幅：110cm
奥行：60.2cm
高さ：76.4cm

¥9,800¥9,800
80127

色：コーヒー
幅：140cm
奥行：60cm
高さ：77cm

色：コーヒー
幅：140cm
奥行：60cm
高さ：77cm

¥13,800¥13,800
81001

色：コーヒー
幅：120.2cm
奥行：48.5cm
高さ：74.3cm

色：コーヒー
幅：120.2cm
奥行：48.5cm
高さ：74.3cm

¥12,800¥12,800

ファーストクラスの眠りをお届けするBASIXオリジナルマットレス
忙しい現代人が眠りに使える時間は限られています。
少ない時間だからこそ良質の眠りをとりたいというあなたに、BASIX がお届けするオリジナルマットレス。
忙しい現代人が眠りに使える時間は限られています。
少ない時間だからこそ良質の眠りをとりたいというあなたに、BASIX がお届けするオリジナルマットレス。

＊シングル・ダブルはUSサイズ /EUサイズもございます。

PSM01 ジャパンシングル
W97×H25×D195cm

¥11,800

PSM01 ジャパンダブル
W140×H25×D195cm

¥17,800

PSM01 USクイーン
W197×H25×D201cm

¥19,800

PSM01 USキング
W193×H25×D203cm

¥25,800

SM32B

¥128,000

パソコンデスクパソコンデスク

全商品送料無料全商品送料無料
Skovby（スコービー）は、デンマークで創業 80 年の歴史を持つ北欧家具の老舗メーカー。
厳選された木材だけを使用し、熟練した職人技によって生み出される製品は、世界中で
高い評価を受けています。

家族の団らんやホームパーティ…シーンに合わせて伸縮自在！数量限定大特価家族の団らんやホームパーティ…シーンに合わせて伸縮自在！数量限定大特価
SM23E

12人まで
対応
12人まで
対応

18人まで
対応
18人まで
対応

6人まで
対応
6人まで
対応

6人まで
対応
6人まで
対応

北欧デンマーク製北欧デンマーク製

ご一緒にダイニングチェアもオススメ！ご一緒にダイニングチェアもオススメ！

●色：メイプル
●幅：46cm 奥行：47cm 高さ：90cm
●重量：11kg
●木枠：メイプル天然木
●張地：Alba444
　（ウール 83% シルク7% ポリアミド 7% ポリエステル3%）

●色：メイプル
●幅：46cm 奥行：47cm 高さ：90cm
●重量：11kg
●木枠：メイプル天然木
●張地：Alba444
　（ウール 83% シルク7% ポリアミド 7% ポリエステル3%）

SM50MB/ALBA444

¥39,800
●色：ウェンジ
●幅：45cm 奥行：41cm 高さ：95cm
●張地：Leather CREAM

●色：ウェンジ
●幅：45cm 奥行：41cm 高さ：95cm
●張地：Leather CREAM

SM66W/L0461

¥39,800

BXWA52

幅：30cm
奥行：30cm
高さ：3cm

幅：30cm
奥行：30cm
高さ：3cm

¥298¥298

ウッドデッキパネルウッドデッキパネル
GBT630

幅：168cm
奥行：66cm
高さ：105cm
座面の高さ：44cm

幅：168cm
奥行：66cm
高さ：105cm
座面の高さ：44cm

¥35,800¥35,800
ガーデンベンチガーデンベンチ

GCT010

幅：55cm
高さ：100cm
奥行：60cm
座面の高さ：46cm
肘掛の高さ：68cm

幅：55cm
高さ：100cm
奥行：60cm
座面の高さ：46cm
肘掛の高さ：68cm

¥8,980¥8,980
ガーデンチェアガーデンチェア

GCT009

幅：48cm
奥行：60cm
高さ：100cm
座面の高さ：46cm

幅：48cm
奥行：60cm
高さ：100cm
座面の高さ：46cm

¥6,980¥6,980
ガーデンチェアガーデンチェア

GTT055

幅：100cm
高さ：75cm
幅：100cm
高さ：75cm

¥21,800¥21,800
ガーデンテーブルガーデンテーブル GTT031

幅：70cm
奥行：70cm
高さ：75cm

幅：70cm
奥行：70cm
高さ：75cm

¥15,800¥15,800
ガーデンテーブルガーデンテーブル

手編みアタティッシュボックス
（大小 2 個セット）
手編みアタティッシュボックス
（大小 2 個セット）
ATA10078

（大）幅：27cm 奥行：14cm高さ：8cm
（小）幅：12cm 奥行：8cm高さ：4cm
（大）幅：27cm 奥行：14cm高さ：8cm
（小）幅：12cm 奥行：8cm高さ：4cm

¥5,480¥5,480

AZV010

幅：17.5cm 奥行：4.5cm高さ：16cm
素材：ガラス・天然木
幅：17.5cm 奥行：4.5cm高さ：16cm
素材：ガラス・天然木

¥1,380¥1,380

アジアンフラワーベースアジアンフラワーベース

アジアンキャンドルホルダー
（大中小 3 個セット）
アジアンキャンドルホルダー
（大中小 3 個セット）
ALC008

（大）直径：11cm（中）直径：9cm（小）直径：8cm
素材：ガラス・天然木
（大）直径：11cm（中）直径：9cm（小）直径：8cm
素材：ガラス・天然木

¥2,680¥2,680

アジアンティッシュボックスアジアンティッシュボックス
AZB025

幅：14cm 奥行：14cm高さ：15cm
素材：ニヤトー天然木
幅：14cm 奥行：14cm高さ：15cm
素材：ニヤトー天然木

¥1,580¥1,580

※使用写真はMサイズ3マット付※使用写真はMサイズ3マット付

ゆったり読書、映画や音楽を聞いたり、昼寝をしたり。
のんびりタイムの必需品。デザイン豊富で和室にも洋室にも合います！

ゆったり読書、映画や音楽を聞いたり、昼寝をしたり。
のんびりタイムの必需品。デザイン豊富で和室にも洋室にも合います！

サイズ・
カラー豊

富な品揃
え！

webにて
バリエー

ションを
チェック！

2,580
2,980
2,580円～
2,980円～

◆コットン地Mサイズ
◆シルク地　Mサイズ
◆コットン地Mサイズ
◆シルク地　Mサイズ

三角枕

北欧家具の本場デンマークから
直輸入にてお届けします

〒286-0044千葉県成田市並木町14-2
TEL：0476-24-5111 FAX：0476-24-5112　送料・お支払い方法・発送時期などについては、お問い合わせください。お客様のご都合によるキャンセル・返品は承っておりません。

★配送についてなどお気軽にご相談下さい

至
千
葉

至
香
取

不
動
橋

交
差
点

www.furniturehouse.co.jp 5151

掲載商品は全てショールームに展示中！

成田赤十字病院


