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１．はじめに 

福岡県朝倉市山田の恵蘇八幡宮（写真１）は筑後川の中流を見下ろす丘陵地にある（図 1）。

八幡宮背後の斜面には楕円状の墳墓状構造（写真 2）が見られ、さらにその中に二つの地形

的高まり（小円墳？）が見られ、斉明天皇の遺体を殯葬した場所（御陵山）ではないかとも

言われている。一方、この墳墓状構造が邪馬台国女王卑弥呼の墓ではないかとの指摘もあ

る（河村哲夫氏私信）。このように恵蘇八幡宮背後の墳墓状構造は、弥生時代後期～古墳時

代の高貴な人物の埋葬に関係した場所ではないかと考えられる。斉明天皇の場合は、埋葬

というより殯葬であり、必ずしも遺体が埋められたとは言えないが、卑弥呼の場合であれば

埋葬された可能性が高い。墳墓状構造が斉明天皇の埋葬地であれ、卑弥呼の埋葬地であれ、

あるいは別の第三者の埋葬地であれ、高貴な人物の遺体が弥生時代後期～古墳時代に、箱

式石棺のような棺に埋葬されたなら、その遺体は水銀とともに葬られた可能性は十分高い。

また、実際に、弥生時代後期～古墳時代の墳墓の棺から水銀が出たり、棺内が朱で覆われ

たりしている例が多く見られる（市毛 勲、2016）。 

 

 

図１ 朝倉市東部地形概略図（原図 高倉盛雄氏による）。図中央やや下側の筑後川 

右岸に恵蘇八幡（宮）がある。周辺には多くの古代の名所旧跡がある。 



 

写真１ 恵蘇八幡宮（八幡宮入口の大鳥居） 

 

 

 

写真２ 恵蘇八幡宮の墳墓状構造（しめ縄がかかった二つの石柱の後方に広がっている） 



そこで、もし高貴な人物が水銀とともに葬られたとすると、石棺等から漏れ出た水銀蒸

気はその上部地層を通過し、現在でも地表から放出されている可能性がある。もしそうで

あれば、現在実用化されている高精度の「水銀ガス測定装置＊」で検出することができると

考えられる。そこで、手始めに恵蘇八幡宮の墳墓状構造に水銀探査法を適用することを試

みたものである。 

 

＊日本インスツルメンツ（株）製 可搬式超高感度水銀ガス連続測定装置 EMP Gold+ 

 

もし、水銀の高濃度異常が見出されれば、それだけでは埋葬者が誰であるかの特定はで

きないにしても、高貴な人物が埋葬されている可能性が考えられる。一方、何の異常も検

出されない場合は、そのような高貴な人物が埋葬されている可能性は低い。もちろん、水

銀を伴わず埋葬された可能性は残る。 

 

２．恵蘇八幡宮の墳墓状構造の水銀調査 

水銀調査には，水銀測定部 EMP-2 と水銀捕集金アマルガムユニット Gold+からなる水銀

測定装置と、測定対象地面を覆う洗面器状のチャンバ（N-パッカー）を組み合わせて用い

る（図２）。測定対象地である平坦な裸地に被せた N-パッカー内の空気を吸気流量 0.3L/min

で5分間吸引して測定装置に導き，その間にN-パッカー内に地下から上昇する水銀をGold+

に濃縮した後，加熱放出させて原子吸光法により水銀量を求める。測定結果は安定してお

り，測定は良好に推移した。なお、現地測定は 2017 年 9 月 19～20 日に行った。 

 

 

図２ 水銀調査に用いた装置構成図 

 

測定は、恵蘇八幡宮の墳墓状構造（御陵山）に向かう長い階段の最後部から、ほぼ N30°

E 方向に約 20m 離れた位置にある「斉明天皇埋葬地」と書かれた円筒形の石柱から N30°

E 方向、約 10m 後方の A 点を基準点とした。測定対象地域は、墳墓状構造の楕円状の地形

的高まり（ほぼ南北方向に長径 60m、ほぼ東西方向に短径 40m）の中心部をほぼ南北方向



及びそれにほぼ東西方向に直交する測線を選んだ。もし水銀濃度異常が存在するならば楕

円形の墳墓状構造の高まりの中心部に存在する確率が高いと想定したものである。A 点を基

準として、ここから N30°E 方向に 5m 間隔で 9 点（A～I 測線と呼ぶ。測点名は A、B、C、

D、E、F、G、H、I）、また、A 点から N60°W 方向に 5m 間隔で 3 点（A～L 測線と呼ぶ。

測点名は A、J、K、L）、また A 点から N120°E 方向に 5m 間隔で 3 点（A～O 測線と呼

ぶ。測点名は A、M、N、O）、そして、N 点から N30°E 方向に 5m 離して P 点、及び N

点から N120°E 方向に 5m 離して Q 点とした。したがって、A 点から、N30°E 方向に 9

点（A～I 測線。測線延長 40m）、A～I 測線の直交方向に 7 点（L～A～O 測線。L、K、J、

A、M、N、O。測線延長 30m）、そして N 点の N30°E 方向に P 点、N 点の N120°E 方

向に Q 点を取った。P 点及び Q 点は N 点でやや高い異常が検出されたので、それぞれの方

向に測定を伸ばしたものである。以上の測点を図 3 に示した。 

 

図 3 水銀測定地点図 



図４に各測点における水銀量を書き入れた(0.006(A), 0.006(B), 0.006(C), 0.021(D), 

0.021(E),0.007(F),0.007(G),0.006(H),0.006(I),0.019(J),0.005(K),0.000(L),0.028(M),0.144(

N),0.005(O),0.013(P),0.021(Q)：単位は ng(ナノグラム）)。 

自然界の様々な物質の濃度分布は対数正規分布を示すことが知られている。本地域の測

定結果に当てはめると，0.00316～0.01ng（ナノグラム）が最頻値のベル型の正規分布であ

ると考えられた。そこで，0.00316ng 未満を低濃度，0.00316 以上～0.01ng 未満を普通濃

度，0.01ng 以上を高濃度と区分して解析することとした。 

 

図４ 恵蘇八幡宮の墳墓状構造における水銀測定結果（単位：ng ナノグラム） 

 

 3 段階に区分した低濃度，普通濃度，高濃度を円の大きさと色で表し濃度分帯として示し

たのが図５である。測定空白域があるので推定が含まれるが，高濃度帯の分布は，楕円の

墳墓状構造頂部を中心として上下方向（ほぼ南北方向）に伸びる楕円状（おおよそ標高 70

ｍの等高線に一致）であり，中心部には同じ方向に伸びる、それほど高濃度ではないが、

やや濃度の小さめの楕円（または、帯状構造）が含まれ，全体として高濃度帯は上下（お

およそ南北方向）に伸びるドーナツ状であると考えられる。このような特殊な形状の高濃

度帯は，墳墓状構造の造成の際の水銀の取り扱いと関係する可能性があり興味深い。墳墓

状構造の造成の際に，水銀鉱物（HgS）がこのような楕円状に埋設あるいは塗布された可

能性が考えられる。議論を深めるためには今後、水銀が使用されたことが知られる他の古

墳で同様の水銀調査の結果と水銀鉱物使用の関係を調べることが重要と考えられる。 



 

図５ 恵蘇八幡宮の墳墓状構造における水銀濃度解釈図 

                     

３．恵蘇八幡宮の墳墓状構造における水銀調査結果の解釈 

 上述のように、ほぼ南北方向に伸びた楕円の墳墓状構造（長径約 60ｍ、短径約 40ｍ、標

高は縁辺部の約 60ｍから最高部の約 74ｍの範囲。したがって、比高は 15ｍ程度）の中心

部で、水銀の高濃度帯（長軸を南北方向に持つ、長軸約 30ｍ、短軸約 15ｍの楕円）が見ら

れた。なお、中心部の南北方向（長さ 15ｍ程度）で周辺の高濃度帯よりやや低いゾーンが

見られ、水銀高濃度分布はドーナツ状を呈しているように見える。水銀高濃度帯は墳墓状

構造の標高 70ｍ以上の部分の中で、南北約 30ｍ、東西約 15ｍの小さな楕円内に集中的に

存在しているように見える。そして、この小さな楕円の中にほぼ南北方向に並んだ二つの

地形的高まりが見られる。現地に掲げられた説明板によると、（二つの）円墳と記述されて

いる（町指定史跡：恵蘇八幡宮 1・2 号墳。写真３）。 

 

 

写真３ 恵蘇八幡宮１・２号墳の説明用看板 



ただし、これらの墳墓状構造の構成は二重構造になっている可能性がある。すなわち、

もともとの丘陵地表面に、南北方向約 60ｍ、東西方向約 40ｍ、比高 15ｍ程度の楕円の墳

墓状構造が形成され、さらにその中心部の北側に北西～南東方向に長軸を持つ楕円の小さ

な円墳状構造（長軸方向約 10ｍ、短軸方向約 8ｍ、比高 1～２ｍ程度）、そして、中心部の

南側に北東～南西方向に長軸を持つ楕円の小さな円墳状構造（長軸方向約 10ｍ、短軸方向

約 6ｍ、比高 1～2ｍ程度）が存在しているとも見られる。なお、参考のため、図６に恵蘇

八幡宮周辺の概念的地形及び建物等の配置図を示した。図中央の南北方向に長軸のある楕

円の集合地域（特に中心部の緑色の領域）が水銀高濃度帯に対応している。 

 この高濃度帯からどれくらいの水銀が大気中に発散しているかを計算してみる。N パッ

カーの地表被覆面積は 266 ㎠で測定は 5 分間である。パッカー内の空気を吸引しており，

高濃度帯の平均水銀発散量は 0.020ng である。これらのデータから 1 ㎡，1min（分）当た

りの水銀発散量を求めると， 

 

 0.02ng/0.0266 ㎡・5min = 0.150ng/㎡・min 

 

である。高濃度帯の面積は 723 ㎡であるから，高濃度帯全体からは 

 

 0.150ng/㎡・min×723 ㎡ ＝108.5ng/min 

 

となり，1 分間に 108.5ng の水銀が発散している。年間だと， 

  

 108.5ng/min×(60min×24×365) = 57,027,600ng = 57.03mg/y 

 

であり，57.03mg の水銀が発散している。これは水銀だとゴマ粒くらいの大きさである。 

 では，恵蘇八幡宮の「木の丸殿」が建立された斉明天皇 7 年（661 年）に地中に埋設され

た水銀鉱物が，仮に毎年変わることなく水銀を放出してきたとすると，その総量はどうな

るであろうか。661 年は今から 1,356 年前なので，57.0mg/y×1,356y = 77,292mg = 77.2g

である。 

一方、卑弥呼が死んだとされるのが 249 年とすると 1768 年前なので、 

 

58.3mg/y×1768y=100776mg=100.8g である。 

 

水銀は当時，貴重品であったが重要な供給源は中国産の辰砂（HgS）であり，卑弥呼の貢

物の答礼品としてもたらされたことが魏志倭人伝にも記されている。その量は 50斤であり、

1 斤は約 226.67ｇであるので、50 斤は約 11.34kg になる。その一部が恵蘇八幡宮の墳墓状

構造に埋設されていたとしても、十分過ぎる量がある。 



４．墳墓状構造からの水銀放出メカニズム 

 恵蘇八幡宮の墳墓状構造から放出される水銀は墳墓状構造に埋設された辰砂（HgS）か

らのものだと述べてきたが，疑わないといけないことがある。辰砂は非常に安定な鉱物で

あることが知られており，そこから水銀が本当に出てくるかということである。水銀の精

錬では，辰砂を酸素雰囲気で加熱すると次の反応式に従って水銀が遊離してくる。 

 

 HgS+O2 ⇔ Hg+SO2 

 

しかし，地中は酸素の乏しい雰囲気であり，高温でもないので，このような反応が起こっ

ているとは考えられない。ところが，辰砂の鉱石を大気中に置き，恵蘇八幡宮の墳墓状構

造で行ったのと同じく N-パッカーを被せて循環させた空気中の水銀を EMP Gold+で測定

すると，10ng/㎡・min と恵蘇八幡宮の墳墓状構造の高濃度帯の約 70 倍の非常に多い水銀

の放出量が実測される。 

 低温域でのこのような水銀の発散については詳しく研究された例はないが，可能性とし

て次のような反応式があるのではないかと考えている。 

 

 HgS＋2O2+2e- ⇔ Hg+SO42- 

 

地中は酸素に乏しいと述べたが，その濃度は地下に向かって漸移的で，浅いところだと

昆虫の幼虫やそれを餌とするモグラなども生息する。非常に緩やかだが低濃度の酸素を使

う上記のような反応があるのかもしれない。無機物のみによる反応だけでなく，微生物が

関与しているかもしれない。実際に辰砂から水銀が発散されるという事実がある以上，今

後，解明しなければならない課題である。 

 古墳の地下に埋設した水銀鉱物から例えば上の化学式によって生じた水銀は気体であり，

他のいろいろな気体物質と同じように拡散によって媒質（土壌）中を地表に運ばれる。拡

散に関しては、次式に示すフィックFickの拡散法則が適用できる（y軸を深度方向に取る）。 

 

 j = -D・∂c/∂y 

 

この式は水銀の質量流束（mass flux）j が水銀濃度 c の勾配（深度 y 方向の勾配）に比例す

ることを意味する。比例係数 D は拡散係数と呼ばれる。地表での水銀濃度（大気中の水銀

濃度）は既知であるが，地下埋設水銀鉱物の表面での水銀濃度は未知である。水銀の拡散

係数は，媒質（土壌）中の水銀（ガス）の正味の拡散に，水銀の土壌への吸着（物理吸着

と化学吸着）の効果が加味されるので，見掛けの拡散係数は非常に小さい可能性がある。

この式は水銀鉱物の周囲の水銀の総量が一定であれば，時間とともに水銀は地表に向かっ

て運ばれて徐々に低下し，長年経つと発散水銀異常はなくなることを意味する。ところが，



1,356 年（もしくは 1,768 年）を経た今も，恵蘇八幡宮の墳墓状構造の地表部で高濃度の水

銀が観測されることは，それなりのメカニズムがあるように思われる。その一つは前述の

ように拡散係数が非常に小さく拡散がゆっくりであることと，もう一つは水銀鉱物から周

囲への水銀の発散が，表面で酸素に触れた部分だけが辰砂から水銀に変わり，それが拡散

してなくなるにつれて辰砂内部からの補給があって水銀濃度が一定に保たれるような機構

があるのではないかと想像される。同じような現象は，果物（例えばリンゴ）の芳香が，

収穫されてしばらくは表皮から芳香物質が揮散するのを補給するように，果肉で生産され

た芳香物質が表皮に供給される現象と類似する。水銀鉱物は生命体ではないので，水銀が

ある限り、そのプロセスは永続すると考えられる。もしそうだとすると，先に仮定したよ

うに古墳に水銀鉱物を埋設してから一定量の水銀が放出されたとしてもおかしくない。こ

のことを実証するには，長期にわたるモニタリングによる発散水銀濃度変化の測定と発掘

による埋設水銀鉱物の状態の確認が必要である。 

 

図６ 恵蘇八幡宮の墳墓状構造周辺の概念的地形図及び建物等の配置。緑色部は標高 70m

以上で、ほぼ水銀高濃度帯の楕円に一致している（平成 4 年 2 月 5 日発行の朝倉新

聞に一部加筆）。 

 

５．今後の研究の方向 

 既に述べたように、今回の水銀調査で、恵蘇八幡宮の墳墓状構造（ほぼ南北方向約 60ｍ、

ほぼ東西方向約 40ｍの楕円）の中心部のほぼ南北約 30ｍ、ほぼ東西約 15ｍの楕円内に二つ

の地形的高まり―町指定史跡 恵蘇八幡宮 1・2 号墳を含む中心部－付近に水銀の高濃度帯

が存在することは確かなことと考えられる。おそらく、弥生時代後期～古墳時代の高貴な



人物が水銀とともに埋葬されている可能性が想定される。それが誰であるかは現状ではわ

からないが、今後、恵蘇八幡宮の歴史の文献的検討を進める必要があろう。 

また、この墳墓状構造の形態学的興味も尽きない。恵蘇八幡宮は筑後川の中流を見下ろ

す丘陵地にあり、この丘陵地上の斜面に楕円状の墳墓状構造（長径 60m、短径 40m）が見

られ、さらにその中に二つの地形的高まり（小円墳？）が見られる。すなわち、この墳墓

状構造は、従来多く見られるような平地に円形の盛り土（三次元的にみると球体の一部）

がなされた単純な構造ではなく、丘陵地斜面の楕円状の墳墓（長径 60m、短径 40m）の上

に、後から二つの小さな墳墓（円墳？）が付置された様な二重構造となっている。従って、

この楕円状の墳墓状構造の成因と二つの小さな墳墓（円墳？）の成因を分けて考える必要

があると思われる。すなわち、まず、ある時期に楕円状の墳墓（長径 60m、短径 40m）が

形成され、後に、その楕円状の墳墓の上に、小さな墳墓（円墳？）が 2 個（北側：約 10m

×約 8m、南側：約 10m×約 6m、高さ 1~2ｍ程度）が付置されたのではないか。 

このように考えるとき、文献的に思い起こされることがある。恵蘇八幡宮は、もともと

天智天皇が対朝鮮の戦勝祈願のために応神天皇を祀って創建した神社とされ、白鳳期（7 世

紀後半）に斉明天皇と天智天皇が合祀されたと伝わる（古代史探訪『魏志倭人伝の旅』～

対馬国・邪馬台国（甘木朝倉）を結ぶ～、邪馬台国の会が準備した資料、2016 年 10 月作

成 による）。 

また、日本書紀によると、斉明天皇は、斉明天皇七年（661 年）、百済を支援するため、

中大兄皇子（後の天智天皇）以下を率いて九州へ下向した。そして、恵蘇八幡宮近傍に「朝

倉橘広庭宮」すなわち「朝倉宮」を造り、拠点にした。そのとき「朝倉の社」の木を切り

払って宮殿を造ったため、神の祟りを受けて宮殿は破壊され、鬼火が現れ、多くの病死者

が出て、斉明天皇も亡くなった。「朝倉の社」とは、麻底良山（までらさん）の山頂（図 1

参照。中央やや右（東）方）にある麻底良布神社のことと伝えられている。式内社で、天

照大神を祀っている。「朝倉宮」は「木の丸殿」とも呼ばれたと言い、恵蘇八幡宮境内には

「朝倉木丸殿旧蹟」の石碑が立てられている。現在は公園として整備されている。 

恵蘇八幡宮は，中世においては広大な神領を有し、上座郡の惣社として信仰を集めた。

享保五年（1720 年）の銘がある獅子頭一対は県有形民俗文化財，境内の大楠は県天然記念

物に指定されている。 

このように恵蘇八幡宮は歴史的由緒が多く、時代を下れば天照大神につながるようであ

る。天照大神は卑弥呼ではないかとも推定されており（古代史学者 安本美典氏の説）、恵

蘇八幡宮は卑弥呼ともつながる可能性がある。したがって、すでに指摘されているように

卑弥呼が埋葬されている可能性もある。 

ここで一つの仮説が可能である。斉明天皇が何故「朝倉宮」を拠点としたのか。一つの

可能性は、女王卑弥呼の伝えのある土地として、「朝倉宮」を選択したのではないか。すな

わち、斉明天皇が朝倉を拠点としたときには、すでに天照大神（卑弥呼）の墳墓（楕円の

長径 60m、短径 40m。この規模は魏志倭人伝に記述されている規模と大きくは異ならない）



があったのではないか。そして、その後その上に斉明天皇と天智天皇が合祀されたとき、

そのときの記憶として、二つの小墳墓（円墳？）が造られたのではないか。この恵蘇八幡

宮の二重式の墳墓状構造は、このように、卑弥呼の墓の上に、後に斉明天皇と天智天皇の

合祀が行われたことが反映されているのではないか（なお、弥生時代後期の古墳がずっと

新しい時期の六世紀になって再び利用されている例が奈良県の見田・大澤 1 号墳で知られ

ている。石野博信討論集「古墳とは何か」2013、新泉社）。なお、恵蘇八幡宮において、古

い墳墓の上に、新しい二つの小墳墓（円墳？）が形成されている様子を概念的に示したの

が図 7 である。 

 

図 7 楕円の墳墓状構造（60m×40m）の上に乗る二つの小墳墓（円墳？）の概念的構造（数

値は概数）。なお、長径 30m、短径 15m の楕円内で水銀が高濃度になっている。 

 

以上のように、種々の可能性が考えられるが、まだまだ、詰めるべき必要なことも多い。

今後、墳墓状構造及び小さな二つの小墳墓（円墳？）及び周辺の詳細な水銀分布の測定、

墳墓状構造及び二つの小墳墓（円墳？）及び周辺の詳細な地形測量、墳墓状構造及び二つ

の小墳墓（円墳？）の地下構造（石棺等があるとすれば、その位置・形状等）を調べるこ

とも有効と考えられる。議論はやっと途についたに過ぎない。しかしながら、大きな墳墓

状構造中心部付近に、水銀異常が明瞭に認められたことは確かであり、これを足掛かりに、

今後も研究を進展させたい。 
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