
 
 

J-AASJ 

Journal of the Astronomical Archeology Society of Japan 2 [1]  2020                      

© 2020 The Astronomical Archeology Society of Japan                                  1 

 調査報告  

フナ岩を中心とした中津川市の巨石群 ～その後の調査と考察～ 
Megaliths in Nakatsugawa City centered on Funa-iwa: Subsequent Investigation and 
Study 
 
小林由来 （金山巨石群リサーチセンター代表） 
Yoshiki KOBAYASHI  (Kanayama Megaliths Research Center) 
 
 2018年から調査を開始した岐阜県中津川市の丸山神社にある謎の巨石、鮒岩（フナ岩）。リサーチセンタ
ーでは、その謎を解き明かすため周辺の山々にある巨石群を調査してきた。これまでに太陽観測のための巨

石群を 7 ヵ所において確認している。中には東西南北のすべてが一組の巨石構造に組みこまれているものが
あるが、調べる限りこのような巨石遺構は世界にも類がない。これは古代において、太陽だけでなく北極星

の観測も行った可能性を示すものであり、狩猟や採集、漁労で生活を営む縄文人たちに必要な暦、そして移

動の過程で必要とされる方位（東西南北）の概念を、古代人たちが太陽や北極星観測から獲得していた証で

はないか、と私たちは考えている。 
 
A mysterious megalith called Funa-iwa is located at Maruyama Shrine in Nakatsugawa City, Gifu Prefecture. The 
Kanayama Megaliths Research Center began its investigation in 2018. Since then, we have been investigating megaliths 
at sites in the surrounding mountains to unravel the mystery. So far, we have confirmed groups of megaliths at seven 
locations for solar observations. One of these sites allows the observation of the north star as well as the sun. Therefore, 
determining the four directions is incorporated into megalithic structures. As far as we know, these megaliths are unique 
in the world. The Jomon people certainly had a calendar for hunting, gathering, and fishing, and knew the four directions 
for movement. These megaliths may be the evidence that the ancients acquired this knowledge from the sun and the north 
star. 

 
 2019年の学会誌第 1号では、中津川市の丸山神社
にあるフナ岩（図 1）へ、笠置山へしずむ春分の頃
（2019 年 3 月 22 日）と秋分の頃（2018 年 9 月 18
日）の太陽光が実際に射しこむ巨石構造を紹介し、

これが縄文時代にさかのぼる太陽観測の可能性を考

察した。2019年、フナ岩を中心とした周辺の山々で
は、西は笠置山、北は岩山でそれぞれ春分と秋分の

朝日を、東は浅間
せんげ

山で夏至の朝日（冬至の夕日）を

観測できる巨石群がみつかった。このうち笠置山の

巨石群は、フナ岩が春分・秋分の頃、笠置山へ沈む

太陽光をとらえているという事実から、反対に笠置

山には春分と秋分の朝日をとらえる巨石があるので

はないか、という仮説のもとにみつかっている。 
 その後リサーチセンターでは、スタッフ 1 名（杉
阪一夫氏）を増員し、計 3 名でその後の調査を継続
した。おもに 2020年 3月の春分から 12月末までの
間に、合計 33回調査にでかけた。 
 

 
 
 
 
 
 

図 1. 中津川市苗木・丸山神社のフナ岩 

 
 図 2 は、中津川市に密集している縄文遺跡が赤丸
で示されたマップに、東のフナ岩から西の笠置山ま

での範囲においてみつかった各山々の太陽観測の巨

石群を掲載している。2020 年 12 月までに観測し撮
影した光の写真も掲載している。 
 まず笠置山と岩山の巨石群では、春分頃の朝日を

それぞれ、今年 3月 21日（図 2 -A）と 25日（図 2 
-B）に観測し、そして浅間山の巨石群では、前年11
月 29 日（図 2 -C）に冬期の光を観測した。予測と
おりとは言え、いずれも巨石の造形と光が一体にな

る瞬間は感動的でありメッセージ性の強い光である。
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仮説のもとにみつかった笠置山の巨石とフナ岩が、

互いに春と秋の朝日と夕日を実際に観測できるしく

みが確認され整列していることがわかった。 
 4月には浅間山の南面に、東西方向に 70m以上連
立する大規模な巨石群をみつけた。西の端には高さ

5.5m の巨石があり、中央のスリットから見える僅
かな視界には、真西に位置する笠置山が見える。つ

まり春分と秋分の太陽が笠置山へ沈むとき、その光

は奥行約 2m のスリットを貫通することが予測でき
る。夏と冬を分ける春と秋の太陽観測の巨石ではな

いか。私たちは秋分に近い 9月 27日の日没時刻に、
実際に沈む太陽光がスリットを貫通したのを確認し

た（図 2 -D）。 
 次に私たちは夏と冬を分ける中間（春分と秋分）

の観測のための巨石があるならば、それ以前に夏至

や冬至を観測するための巨石がなければならないと

仮説を立て、周辺の山々にある巨石群の調査も行っ

た。これまで新たに、フナ岩と笠置山の中間点にあ

る鳶岩巣
とびいわす

山では冬至の朝日（図 2 -E）を、その南側
にある若山では夏至の朝日を観測する巨石群がみつ

かり、いずれも 2020年に観測調査を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3. 中日新聞掲載記事（2020年 9月 6日付） 

 
 2020年 9月 6日、リサーチセンターの最新の調査
結果が中日新聞に掲載された（図 3）。若山にある
北極星観測のための 4 組の巨石群がみつかったとい
う記事である。5月 9日、No.1と 3を、その後 5月

22日に No.2と 4がみつかった。No.1から 4まで完
成度を高める観測のプロセスがみてとれるようだ。

No.3 の南北の長さ約 21m の巨石群は、天部が南か
ら北に向かって 30度から 35度の傾斜があり、その
線上では北極星が輝く。この巨石群には夏至や冬至

頃の沈む太陽が観測できる側面もあり（図 4 –
F,G）、春分や秋分の朝日と夕日が観測できるスリ
ットもつくられている。秋分の 9 月 22 日には、巨
石のスリットに射しこむ朝の太陽光を観測した（図

4 -H）。No.4の巨石群は、もっとも先進的で私たち
は方位型巨石群とよんでいるが、高さ約 5m、周囲
は垂直方向に 4 つの側面があり、正確な東西ライン
と南北ラインのスリットが中央につくられている。

つまり No.4 の巨石は、ひとつの巨石で太陽と北極
星の観測ができるというものである。 
 この巨石群が意味するものは、古代の人々が暦と

同時に、方位の 4 方向「東西南北」の知識を、太陽
や北極星観測から得ていたことを意味するのではな

いか、と私たちは考えている。世界の遺跡を調べる

限り、このような観測の巨石構造は見あたらない。

現在私たちは方位磁石にしたがい北とか東を認識で

きるが、方位磁石がなかったら、それをどのように

認識するだろうか。それを古代人たちは、太陽の動

きや北極星の位置から導きだし方位型の巨石群を構

築したのだろう。 
 
 調査の発端となった謎のフナ岩。クジラのような

形で、その頭は西向き、そして真西へ沈む太陽光が

射しこむ構造である。私たちは様々な可能性を考慮

し中津川市から、2020年夏以降の調査によりみつか
った太陽観測の巨石群、関市西神野の「たんす岩」

まで、範囲を西に 48km 圏内へ拡大し、フナ岩の謎
解き調査を続けている。 
（撮影・作図：金山巨石群リサーチセンター 徳田紫穂） 
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図 2. 中津川市に点在する太陽観測のための巨石群 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4. 北極星観測の巨石群（中津川市蛭川の若山） 
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