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ABSTRACT 

Worshipped Gods is Izanagi-no-mikoto・Izanami-no-mikoto.Both God appears for the mythical 
country bearing a child, God bearing a child in Japan. Worshipped Gods is large ancestor God of the 
Japanese race in parents of Amaterasu-ōmikami which is an ancestral god of the Imperial Family. As 
a special ritual, there is a festival and Taue Kayuura Festival. Enshrined Gods is unknown, but, 
according to jindai, "Kojiki" / Nippon-shiki, is “Kakuri-No- Miya“.  

There is Engishiki, awaji-Izanagi shrine (Myouzin-tailya) in Tsuna District in Hyōgo.Izanagi Zingu 
are described in Myouzin-tailya in "Engishiki-Zinmyouchou", in 1885, I was promoted to 
"Kanpei-taisha". Thus, I was renamed to Izanagi Zingu and was promoted to Hyogo throughout the 
prefecture only "Zingu". In addition, Izanagi Zingu was promulgated "Zingu-go" from Emperor 
Hirohito in 1954. Then I was renamed to current Izanagi Zingu from Izanagi shrine.  
In Main Shrine (honden), for 1879 years, I constitute a basis platform to two folds on the hill that was 

kinsokuchi. Hiwada-buki is with Nagare-dukuri/Kouhai. It is one roof connected with Heiden on a roof 
before a ridge. I developed land for a graveyard of the back behind the ridge in 1882 and removed and 
rebuilt it. A front shrine (haiden) is Irimoya-dukuri of the copper covering a roof with shingles and I 
serve as 3.636m of Mai between five ken of length of a crossbeam (9.09m), beam. A main shrine and a 
table shrine gate erect the front shrine in Meiji 15(1882) year. Keidai Massha is , Sayuu Shirine・Ne 
Shirine・Kama-dono Shirine・Kashima Shirine・Suminoe Shirine・Iwagusu Shirine・Ahazi-Soreisha.  

In 1995, torii collapsed, and, on 7, Heisei (1995) January 17, the first gate was rebuilt in November 
of the year by Hanshin/Awazi-daishinsai. Shinmei-tori (height) made by granite proud of a biggest in 
Japan scale I rebuilt 8.18m). Tourou: Approximately 170 "country bearing a child stone garden 
lanterns" erect it in the Ichinomiya-machi-Tsunacho interval (approximately 4km). A surveying level 
of this time is high in 16 engines: 7.42m, mean: It is 3.91m and minimum 2.33m.As Kuniumi festival 
"in 1985, of about 170 groups" Kuniumi stone lantern "has been erected (about 4km) Ichinomiya-machi 
between Tsuna.  

Sacred Tree: To an old geographical book of Awaji, Kusu of the sacred tree is trunk lap 8.00m, root 
lap 12.40m, height of the tree approximately 30m in about 900 years old. 
 
キーワード：国生みの淡路島、霊宮、神宮の由来由来の四ヶ国語(日英韓)用語、 
 Keywords：Awajishima of Creation of Japan (Kuniumi), Mitama-no-Miya, Origin of the Major Shrine. 
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1．はじめに 

本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている。本稿は、兵庫県淡路

市、伊弉諾神宮で行った洞窟環境NET学会の総合学術調査(2013)報告の一部である。伊弉諾神宮の鎮座地は兵

庫県淡路市多賀 740。旧一宮町（現 淡路市）の地名は、当社に由来する。通称「一宮（いっく）さん」「伊弉諾さん」

という。位置は北緯 34 度 27 分 36 秒、東経 134 度 51 分 09 秒、標高 13ｍである。境内地は、約１万５０００坪。沖積

地にあって天然記念物の大楠など照葉樹林に覆われ四季を彩る草木が繁茂する日本最古のお社です。江戸時代

の地誌によれば、二丁四方の社地を領したとあり、広大な神域であったようである。 

主祭神は伊弉諾尊(ｲｻﾞﾅｷﾞ-ﾉ-ﾐｺﾄ)・伊弉冉尊(ｲｻﾞﾅﾐ-ﾉ-ﾐｺﾄ)で、両神は日本神話の国産み・神産みに登場す

る神である。神社創建は、神代、日本書紀・古事記による幽宮であり、ご皇室のご祖神にたる天照御大神の両親に

当たり、日本民族の大祖先神である。延喜式は、淡路國津名郡、淡路伊佐奈伎神社、名神大社である。社格は、

明治 18（1885）、延喜式名神帳、名神大社、淡路国一宮。官幣大社、昭和 29（1954）神宮号宣下である。 

例祭は、4 月 20、21、22 日である。宮司は本名孝至（ほんみょう たかし）。社殿様式は三間社流造檜皮葺。本殿

は明治 12(1879)年、禁足地であった御陵丘の上に基檀を２重に構え、檜皮葺、三間(5.454ｍ)社流れ造り向拝付き

である。拝殿は前方に檜皮葺(現銅葺)の入母屋造で、桁行五間(9.09ｍ)・梁間二間(3.636ｍ)の舞殿を兼ね、明治

15(1882)年に本殿と表神門が建立した。 

伊弉諾神宮を中心とした緯度は、同じ東経や同じ北緯になっている事や日の出・日没にも深い関係が見られる。

既存の神社の関連資料情報を収集して、調査との規模と形態等についての概要を把握し、構成要素の現象を示

す事実を明らかにしたい。国内において、神社鳥居や灯籠の関連資料に関する報告はこれまで皆無である。住民
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発達史や環境変遷史との関わりで、神社がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要である。 

調査団は、関連のある鳥居と灯籠の測量値との比較検討を行った。その結果、筆者らは鳥居の笠木(上端と下

段)と貫（上端と下段)について回帰方程式によって勾配と決定係数を解明した。今後の研究課題として、神社の保

全と環境問題などについて所見を整理したい。さらに、短時間の調査であつたため、未解明の事項が少なくない。

今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。国際化時代に相応すべく、神

社の由来については多国語（日本語・英語・韓国語・中国語）の翻訳を添付した。最後に、神社の年表と内容を纏

めることができた。 

2．伊弉諾神宮の資料と由来と現在 

2-1.伊弉諾神宮関連の資料 
伊弉諾神宮は、古事記・日本書紀の冒頭にその創祀を記し、神代の昔に伊弉諾大神 が、御子神の天照皇大御

神に統合の権限を委ね、淡路の多賀の地に「幽宮（かくりのみや）」を構えて余生を過された神宅の旧跡と伝えられ

ている。ここで終焉を迎へた伊弉諾大神は、その宮居の敷地に神陵を築いて祭られた。これを創祀の起源とする最

古の神社が伊弉諾神宮です。明治以前は、神陵の前方に本殿があり、明治初（1868）年の国費により造営で、神陵

の墳丘を整地して本殿を真上に移築し、現在の景観に整いた。 

平安時代の延喜式の制では、名神大社。三代実録には神格一品。明治の制度では官幣大社に列格し、古くか

ら淡路國の一宮と崇められ、地元では日本第一番の宮であることから「いっくさん」とも呼ばれた。また日之少宮、津

名明神、多賀明神、淡路島神、一宮皇大神とも別称されている。昭和 29（1954）年に、昭和天皇が「神宮号」を宣下

され、伊弉諾神宮と改称し、兵庫県下唯一の「神宮」に昇格しました。 

全国には、神宮號を宣下された格式高いお宮が 23 社で、御皇室にお縁りの深い神社並びに天皇をお祀りする

お宮で、當神宮は御皇室の御祖神たる天照御大神の御両親にあたり、日本民族の大祖先神である。 

◎国産み神話 

国産み神話とは、天地開闢の時に現れた５柱の神は、①天之御中～天地を主催する神、②.高御座巣日神～万

物の生産・生成を掌る神(天つ系) 、③神産巣日神～万物の生産・生成を掌る神(出雲系) 、④宇摩志阿斯訶備比

古遅神～万物の生命力・成長力を神格化した男神、⑤天之常立神～天の永遠性を神格化したものである。 

◎神代７代 

神代７代とは、①国之常立神～天之常立神に対する神名、②豊雲野神～原野の形成される様を神格化したもの、

③宇比地邇神・須比智邇神～ウヒヂ(泥土)・スヒヂ(砂土)土砂の神格化、④角杙神・活杙神～生き生きとした杙の

意？、⑤意富斗能地神・大斗乃弁神～オホトは、「大所」、チ(男性)べ(女性)、⑥於母陀流神・阿夜訶志古泥神～オ

モダル(面足神)―地面の完成。 アヤカシコ(あやに畏かしこし)、⑦伊邪那岐神・伊邪那美神である。 

◎伊邪那岐・伊邪那美の二柱の神 

伊邪那岐・伊邪那美の二柱の神とは、別天津神ことあまつのかみ たちに漂っていた大地を完成させるよう命じら

れる。別天津神たちは天沼矛（ｱﾒﾉﾇﾎｺ）を二神に与えた。伊邪那岐・伊邪那美は天浮橋あめのうきはしに立ち、天

沼矛で渾沌とした大地をかき混ぜる。このとき、矛から滴り落ちたものが積もって淤能碁呂島(ｵﾉｺﾞﾛｼﾞﾏ)となった。

二神は淤能碁呂島に降り、結婚する。以後は国生み伝説の画面のとおり大八島の国を産み、続けて６島(現在名で、

児島半島・小豆島・周防大島・姫島・五島列島・男女群島)を産むのである。 

 

◎陽の道しるべ 

陽の道しるべとは、境内の一角には神宮遙拝所があり、神宮の祭儀日には遙拝式の神事が伝えられている。本

名孝至宮司は、太陽の運行を専門家に依頼して計測した結果が（http://www.awajishima-kanko.jp）である。春分

秋分には同緯度にある伊勢から太陽が昇り、對馬の海神（ﾜﾀﾂﾐ）神社に沈む。夏至には信濃の諏訪大社から出雲

大社、冬至には熊野那智大社から高千穂神社。真南には山上に伊邪那岐・伊邪那美の二神を祀る諭鶴羽神社の

ある諭鶴羽山、その向うには沼島。諭鶴羽山は「元熊野」とされ、熊野那智の縁起では、この山から神霊が移された

となっているそうである。 現地には熊野那智大社宮司の揮毫した「元熊野諭鶴羽神社」の社標が建てられている。 

－ 7－



 

伊弉諾神宮の本名孝至宮司によれば、伊弉諾大神は神功によって日（陽）の大神の神格に召された。「命」から

「神」「大神」となり、さらには天照大御神と並ぶ「大御神」へと変化する古事記の敬称にも連動するようにも思える。

モニュメント「陽の道しるべ」は神話世界に対する独自の科学的アプローチである。伊弉諾神宮もそういった技術者

によって場所が選定されたのかも知れない。そこで思いつくのは「海人族」という集団。伊弉諾神宮と日本各地の神

社とは、太陽の軌道において不思議な縁で結ばれています。 

モニュメントによると、［伊弉諾神宮］と［伊勢神宮内宮］が同緯度にあり、その中間点に藤原京が造られていたこと

がわかるが図 2-1 と表 2-1 とおりである。 

 

  

図 2-1.陽の道しるべ図。伊弉諾神宮の本名孝至宮司著「淡路

島と國生み傳承雜考」より参照 

表 2-1.伊弉諾神宮を中心とした各方向に

ある格調高い神宮・大社・神社 

 

2-2.伊弉諾神宮の和文由来と現在 

主祭神は、伊弉諾尊・伊弉冉尊である。両神は日本神話の国生み・神生みに登場する。特殊神事としては、粥

占(ｶﾕｳﾗ)祭と田植祭などがある。神社創建は、神代で不詳であるが、日本書紀による「幽宮（ｶﾄﾘﾉﾐﾔ）」である。伊

弉諾尊は、皇室の祖神にたる天照大神の両親に当たり、日本民族の大祖先神である。その幽宮が当宮（伊弉諾神

宮）であると記されている。「古事記」「日本書記」には、上古、国生みに始まる全ての神功を果たされた伊邪那岐命

は、現社地を根拠地として国土経営を終えて静かにお隠れになった。 

 伊弉諾神宮は、淡路島にあるため古来淡路島神と称し、また多賀にあるので多賀明神、多賀宮とも称した。延喜

式には、淡路國津名郡、淡

路伊佐奈伎神社、名神大社

と記載している。伊弉諾神宮

は延喜式神名帳では名神大

社 に 列 せ ら れ 、 明 治 18

（1885）年に官幣大社に昇格

した。ゆえに、この神社は、

伊弉諾神宮と改称し、兵庫

県下唯一の「神宮」に昇格し

ました。昭和 29（1954）年に

昭和天皇より、「神宮号」が

宣下された。それからは伊弉

諾神社から現在の伊弉諾神

宮に改称した。例祭は 4 月

20 ～ 22 日 で あ る （ 写 真

2-1）。 

  

写真 2-1.伊弉諾神宮由来 写真 2-2.伊弉諾神宮の本名孝至宮司（右）
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  御本殿は、後背の禁足地であった御陵地が整地されて移築された。御陵を中心として神域の周囲に濠、堀が巡

らされていたと伝えられる。現在の神池、背後の湿地はこの周濠の遺構という。第 33 代推古天皇(女性：595 年)、香

水(沈水)が初めて、淡路島に伝来(1400 年前)している。旧一宮町は日本一の線香生産地のため、香りの文化発展

を願って記念碑を建立した。それは夫婦円満・子宝・長寿信仰での霊験で崇拝され、香木伝来の石碑がある。淡路

の古地誌にも「連理の楠」と記録がある。神木の楠は、樹齢 900 年ほどで、幹周 8.00m・根周 12.40m・樹高約 30m

である。接する県道観光誘致のため「国生みライン」として愛称されている。写真 2-2 は同神宮の本名宮司である。 

  1995 年、鳥居は阪神・淡路大震災(震度７)で倒壊の被害を受け、再建された。正面の大鳥居と西鳥居は、高さは

8.18ｍと 6.06ｍであり、花崗岩製の神明鳥居で再建している。昭和 60（1985）年に「国生みの祭典」として、旧一宮

町～津名町間(約 4ｋｍ)に 176 基の｢国生み石灯籠｣が建立されている。 

 

表 2-2.兵庫県淡路氏、伊弉諾神宮の日文詳細資料 

1 主祭神 
伊弉諾尊(ｲｻﾞﾅｷﾞﾉﾐｺﾄ)・伊弉冉尊 (ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ)。 

両神は日本神話の国生み・神生みに登場。 

2 神社創建 
神代、日本書紀・古事記による幽宮。 

ご皇室のご祖神にたる天照御大神の両親に当たり、日本民族の大祖先神である。 

3 延喜式 淡路國津名郡、淡路伊佐奈伎神社、名神大。 

4 社 格 
延喜式名神帳、名神大社、淡路国一宮。 

明治 18（1885）官幣大社、昭和 29（1954）神宮号宣下 

5 例 祭 4 月 20、21、22 日。 

6 宮 司 本名孝至（ほんみょう たかし） 

7 鎮座地 
〒656-1521 兵庫県淡路市多賀 740。旧一宮町（現 淡路市）の地名は、当社に由来す

る。通称「一宮（いっく）さん」「伊弉諾さん」。 

8 交通手段 
交通アクセスバス：高速バスで「郡家」または「津名一宮 IC」または「津名港」バス停下車、

淡路交通西浦線に乗り換えて「伊弉諾神宮前」バス停下車 （下車後徒歩すぐ）。  

9 経緯度 北緯 34 度 27 分 36 秒、 東経 134 度 51 分 09 秒。境内地は、約 15、000 坪。標高：13ｍ

10 電話・FAX 
TEL：0799-80-5001、 FAX：0799-80-5021 

Web 運営： ＴＥＬ0799-70-1010（10:00～17:00）、E-mail：info_web@izanagi-jingu.jp 

11 本 殿 

明治 12(1879)年、禁足地であった御陵丘の上に基檀を２重に構え、檜皮葺、三間(5.454

ｍ)社流れ造り向拝付き。棟には千木・鰹木(５本)を置き、前方に幣殿と屋根で連結される

一屋根。後、明治 15(1882)年に、後背のご陵地を造成して移築。 

12 拝 殿 
前方に檜皮葺(現銅葺)の入母屋造で、桁行五間(9.09ｍ)・梁間二間(3.636ｍ)の舞殿を兼

ねる。表神門は明治 16(1883)年建立。 

13 末 社 
①左右神社・②根神社・③竈(ｶﾏﾄﾞﾉ)神社・④鹿島(ｶｼﾏ)神社・⑤住吉(ｽﾐﾉｴ)神社・⑥岩

楠神社･⑦淡路(ｱﾊｼﾞ)祖霊社。⑨伊勢神宮遥拝所 

14 鳥 居 

平成７(1995)年 01 月 17 日、一の鳥居は、阪神・淡路大震災で鳥居が倒壊、同年 11 月に

再建された。神明鳥居としては日本最大規模を誇る花崗岩製の石鳥居（高さ：8.181ｍ）と

して再建。 

 

15 
灯 籠 

「国生みの祭典」として、一宮町～津名町間(約 4ｋｍ)に約 176 基の｢国生み石灯籠｣が建

立。測量値は１６基で最高値：7.42ｍ、平均値：3.91ｍと最小値 2.33ｍである。 

  

16
神 木 

岩楠神社には、イザナギ・イザナミの二神が宿る御神木、県指定天然記念物、蛭子(ヒル

コ)大神を祀り、夫婦円満・子宝・長寿信仰での霊験で崇拝され、香木伝来の石碑がある。

淡路の古地誌にも「連理の楠」と記録。神木の楠は、樹齢約 900 年で、幹周 8.00m・根周

12.40m・樹高約 30m である。 
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17 特殊神事 1 月 15 日：御粥占(ｶｲｳﾗ)祭：方言で“ｶｲｳﾗﾏﾂﾘ”といえる、6 月 1 日：御田植祭。 

18 力 石 

淡路島は、古来、相撲の盛んなところで有名な関取を輩出した地域であった。祭礼では、

奉納相撲や力だめしが行なわれ、大石を持ち上げや運ぶ競技に愛用したのが力石で、

その時に、｢一宮力石｣と持ち上げた人の住所・氏名・年月・重量などを刻字して奉納し

た。地元では「ｲｯｸｻﾝ」と別称され、日之少宮・淡路島神・多賀明神・津名明神と崇めた。 

 

2-3.伊弉諾神宮の英文由来と現在  

Worshipped Gods is Izanagi-no-mikoto・Izanami-no-mikoto。Both God appears for the mythical 
country bearing a child, God bearing a child in Japan. Worshipped Gods is large ancestor God of 
the Japanese race in parents of Amaterasu-ōmikami which is an ancestral god of the Imperial 
Family. As a special ritual, there is a festival and Taue Kayuura Festival. Enshrined Gods is 
unknown, but, according to jindai, "Kojiki" / Nippon-shiki, is （Kakuri-no- Miya）. Per barrel to 
parents of Amaterasu-ōmikami to Soshin imperial, Izanagi-no-mikoto is a large ancestral god of 
Japanese race. It is written that kakuri-no-miya is our shrine (Izanagi Zingu). In "Kojiki"/ 
"Nippon-shiki," Izanagi-no-  mikoto where all which originated in "Kuniumi" was achieved 
finished country management as a base in the existing precinct of a Shinto shrine and passed 
away calmly. 

Izanagi Zingu was called Awaji-shima-kami from ancient times because they are in the 
Awaji-shima. In addition, it was called Taga-Myouzin, also Taga-nomiya because in the region of 
the Taga. There is Engishiki, awaji-Izanagi shrine (Myouzin-tailya) in Tsuna District in Hyōgo. 
Izanagi Zingu are described in Myouzin-tailya in "Engishiki-Zinmyouchou", in 1885, I was promoted to 
"Kanpei-taisha". It was renamed Izanagi Zingu and was promoted to the “Zingu” shrine of Hyogo 
prefecture only one. Thus, I was renamed to Izanagi Zingu and was promoted to Hyogo throughout the 
prefecture only "Zingu".  

In addition, Izanagi Zingu was promulgated "Zingu-go" from Emperor Hirohito in 1954. Since then, 
it was renamed Izanagi Zingu. Annual Festival of Izanagi Zingu is April 20(Yoimiya-sai), April 21 
(Awaji-Soreisha) and April 22 (Hongu-daisai). 
 Your main shrine was relocated imperial tomb site was a place of confinement Doggy Style is 
leveling. It is informed that a moat, a moat were used around precincts around Misasagi. Current 
Kamiike, the damp ground of the rear are called the remains of an ancient structure of this lap moat. 
The 33rd Emperor Suiko (a woman: 595), perfume (agallochum) perform transmission (1,400 years 
ago) for the first time in Awajishima. For incense production center in Japan, Ichinomiya town erected 
a monument in the hope that cultural development of the fragrance. It is admired by a miracle by 
couple harmony, a child, the longevity faith, and there is a monument of the scented wood 
transmission. The old geographical book of Awaji has "Kusu of the eternal love" and a record. Kusu of 
the sacred tree is trunk lap 8.00m, root lap 12.40m, height of the tree approximately 30m in about 900 
years old. It is done a nickname for a sightseeing invitation as "Kuniumi-Rain". 

In 1995, the torii suffered damage for the collapse by Hanshin, Awaji great earthquake disaster 
(seismic intensity 7) and was rebuilt. The height of front torii and the west torii was rebuilt in a 
Shinmei Shinto shrine gate made by granite at 8.18m and 6.06m each. As Kuniumi festival "in 1985, of 
about 170 groups" Kuniumi stone lantern "has been erected (about 4km) Ichinomiya-machi between 
Tsuna. 
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表 2-3.兵庫県淡路市、伊弉諾神宮の詳細資料（英文） 

1 Worshipped 
Gods 

Izanagi-no-mikoto・Izanami-no-mikoto。Both God appears for the mythical 
country bearing a child, God bearing a child in Japan. Worshipped Gods is large 
ancestor God of the Japanese race in parents of Amaterasu-ōmikami which is 
an ancestral god of the Imperial Family. 

2 Enshrined 
Gods 

The Kakuri-No-Miya Kojiki by the Age of the Gods, and the Chronicles of 
Japan. 

3 Engishiki Tsuna District in Hyōgo, awaji-Izanagi Shinto shrine (Myouzin-tailya) 
4 Shrine 

Ranking 
Meiji 18(1885), Engi era-style Meishin Expressway book, Myouzin-tailya, Awaji 
country Ichinomiya. Kanpei-taisha, Kanpei-taisha 、 1954: It is Senge in 
Zingu-go 

5 Annual 
Festival 

April 20: Yoimiya-sai, April 21: Awaji-Soreisha, April 22:  
Zinsatishiki following Honguu-daisai. 

6 Chief Priest Honmyou Takashi 

7 Enshrining 
Place 

〒656-1521 740, Taga, Awaji-shi, Hyogo. 

8 Access 
A traffic access bus: "Gunie" or "Tuna-itinomiya IC" or "Tuna-minato" bus stop 
gets off by express bus. The transfer to Awaji traffic Nishiura-line 
"Izanagi-Zingu-Mae " bus stop and get off. 

9 
Latitude 
Altitude 

34°27'36" N. 27 minutes 36 seconds north latitude 34 degrees 
134°51'09" E. 09 seconds, 51 minutes east longitude 134 degrees. Altitude: 
13m 

10 TEL・FAX TEL ：0799-80-5001、 FAX ：0799-80-5021 
Web：0799-70-1010（10:00～17:00）、E-mail：info_web@izanagi-jingu.jp 

11 Main 
Shrine 

For 1879 years, I constitute a basis platform to two folds on the hill that was 
kinsokuchi. Hiwada-buki is with Nagare-dukuri / Kouhai. It is one roof 
connected with Heiden on a roof before a ridge. I developed land for a graveyard 
of the back behind the ridge in 1882 and removed and rebuilt it. 

12 
Front 

Shrine  
In Irimoya-dukuri of the copper covering a roof with shingles, I serve as Mai of 
9.09mX3.636m forward. In 1882, a main shrine and a table shrine gate erect 
it. 

13 Keidai 
Massha 

①Sayuu Shirine・②Ne Shirine・③Kama-dono Shirine・④Kashima Shirine・

⑤Suminoe Shirine・⑥Iwagusu Shirine･⑦Ahazi-Soreisha. 

14 Torii 
A torii collapsed, and, on 7, Heisei (1995) January 17, the first gate was rebuilt 
in November of the year by Hanshin/Awazi-daishinsai. Shinmei-tori (height) 
made by granite proud of a biggest in Japan scale I rebuilt 8.18m). 

15 Tourou 

Approximately 170 "country bearing a child stone garden lanterns" erect it in 
the Ichinomiya-machi-Tsunacho interval (approximately 4km). A surveying 
level of this time is high in 16 engines: 7.42m, mean: It is 3.91m and minimum 
2.33m. 

16 Sacred Tree 
To an old geographical book of Awaji, Kusu of the sacred tree is trunk lap 
8.00m, root lap 12.40m, height of the tree approximately 30m in about 900 
years old. 
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17 Special 
Ritual January 15: Kayuura Festival, June 1: Otaue Festival. 

18 Chikara-Ishi 

Awajishima was the area that produced the prosperous ranking sumo wrestler 
who, by the way, was famous of the sumo from ancient times. A ritual sumo 
match and a test of strength were carried out, and Chikara-ishi at the festival 
used Oishi habitually in lifting and a competition to progress. At that time, I 
performed carving a character of "Ichinomiya-Chikara-ishi" and an address, a 
full name, time, the weight of the person whom I flattered and dedicated it. 

 

 

2-4.伊弉諾神宮の韓文由来と現在（효고현 아와지시、이자나기신궁의 일본어 유래） 

주된 신은、이자나기노 미코토・이지나미노 미코토。양 신은 일본신화의 국가의 탄생・신의 탄생에 장한다。 

특수 신제로는、카유우라제와 전답제가 있다。신사창건은、신대가 불분명하지만、일본서기・고사기에 의하면 

카무리노미야 이다。이자나기노 미코토는、황실의 조상신인 아마테라스노 미카미이 양친이며、일본민족의 대 

조상신이다。그 카무리노미야가 （이자나기 신궁）이라고 기록되어 있다。    「고사기」「일본서기」에는、상고、

국가의 탄생이 시작되는 모든 신공을 달성한 이자나기노 미코토는, 현 사지를 근거지로 국토경영을 마치고 

조용하게 숨어서 지냈다。 이자나기 신궁은、아와지섬에 있기 때문에 옛날부터 아와지섬 신이라 칭해졌고、

또한 다가에 있기 때문에 다가명신、다가궁이라고도 칭했다。 

연희식에는、 아와지국 츠나군、 아와지 이자나기 신자、 명신대신사로 기재되어 있다。 는 연희식 

신명부에는 명신대사로 열거되어 있고、메이지 18（1885）년에 칸페이대신사로 승격되었다。더욱이、이 

신사는、이자나기 신궁으로 불려졌고、효고현하 유일의「신궁」에 승격되었다。쇼와 29（1954）년에 쇼와 

천황으로부터、「신궁호」가 공포되었다。그리고부터는 이자나기 신사에서 현재의 이자나기 신궁으로 

개칭되었다。예제는 4 월 21、22 일。보전은、배후의 금족지였던 구릉지가 정리되어 이축되었다。구릉지를 

중심으로 신전 주변에 해자가 둘러졌다고 전해진다。현재의 신지、배후의 습지는 이 주호의 유적이다。 

제 33 대 스이코천황(여성：595 년)、코수이(침수)가 처음으로、아와지섬에 전래(1400 년전)되었다。 

이치노미야쵸는 일본 제일의 향 생산지로 、 향기의 문화발전을 기원하여 기념비를 세웠다 。 이것은 

부부원만・자식복・장수신앙의 영험에서 숭배되어、향수전래의 비석이 있다。아와지의 오래된 지도책에도

「연리의 쿠수」라는 기록이 있다。신목의 수는、수령 900 년경에、둘레 8.00m・뿌리 12.40m・수고평 

약 30m 이다。관광유치로 인해「국가탄생 라인」으로서 애칭되어 진다。 

1995 년、도리이는 한신・아와지 대지진(진도７)때 상당한 피해를 받아、재건되었다。정면의 큰 도리이와 

서쪽 도리이는、높이가 8.18ｍ와 6.06ｍ이며、화강암제의 신명 도리이로 건축되어 있다。쇼와 60（1985）

년에「국가 탄생의 제전」으로、이치노미야쵸～츠나쵸사이(約 4ｋｍ)에 약 170 기의｢국가탄생 등｣이 

건립되어 있다。 

 

表 2-3.兵庫県淡路市、伊弉諾神宮の詳細資料（韓文） 

1 주된제신 
이자나기노 미코토・이자나미노 미코토。 

양 신은 일본 신화의 국가탄생・신 탄생에 등장。 

2 신사창건 
신대、일본서기・고사기에 의해 카크리노미야。 

황실의 조상신인 아마테라 대신에 해당되어、일본민족의 대 조상신。 

3 연희식 아와지국 츠나군、아와지 이자나기 신사、명신대。 

4 신사격 
메이지 18（1885）년、연희식 명신첩、명신대사、아와지국 이치노미야。칸페이 

대신사、쇼와 29（1954）신궁호 센게 

5 예 제 4 월 21、22 일。 

6 궁  사 본명 타카시 
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7 진좌지 
〒656-1521 효고현 아와지시 타가 740。구 이치노미야쵸（현 아와지시）의 

지명은、당사에 유래함。통칭「일궁」「이자나기씨」。 

8 교통수단 

교통 버스：고속버스「쿠니에」 또는「츠나 이치노미야 IC」 또는「츠나항」버스 

정차、아와지 교통 니시우라선으로 갈아타고「이자나기 신궁앞」 버스승하차 （하차후 

도보 바로）。  

9 경위도 경위 34 도 27 분 36 초、 동위 134 도 51 분 09 초。경내지는、약 15、000 평。표고：13ｍ 

1
전화・FAX 

TEL：0799-80-5001、 FAX：0799-80-5021 

Web 운영：ＴＥＬ0799-70-1010（10:00～17:00）、E-mail：info_web@izanagi-jingu.jp 

1
본 전 

◎메이지 12(1879)년、금족지였던 구릉지 위에 기단을 2중으로 쌓고、 히와다부키, 3칸 

(5.454m) 사 나가래 축조 구조 향배 첨부. ◎ 동으로는 천목 · 카츠오 목 (5 개)을 

두고 전방에 전과 지붕으로 연결되는 한 지붕. 후에 메이지 15 (1882) 년 배후의 

구릉지를 조성하여 이축。 

1
배 전 

전방에 히와다부키 (현 도부키)의 이리에야 축조술로 행간 5 칸 (9.09m) · 보 사이 2 칸 

(3.636m)의 무용 단을 겹침. 메이지 15 (1882) 년에 본전과 표신무이 건립 

1
말 사 

①좌우신사・②근신사・③카마도노신사・④카시마신사・⑤스미노에신사・

⑥이와구스신사･⑦아와지 조령사。 

1
도리이 

◎평성７(1995)년 01 월 17 일、한 도리이는、한신・아와지 대지진으로 파손、동년 11 월에 

재건축 되었다。신명 도리이로는 일본 최대규모를 자랑하는 화강암제의 바위 

도리이（높이：8.181ｍ）로 재건축。 

 

1 등 

「국가 탄생의 제전」으로、이치노미야쵸～츠나쵸간(約 4ｋｍ)에 약 170 기의｢국가 

탄생의 석등｣이 건립。측량치는１６기에서 최고치：7.42ｍ、평균치：3.91ｍ와 

최저치 2.33ｍ。 

 

1

신 목 

이와쿠스 신사에는 이자나기 · 이자나미의 두 신이 깃든 신목, 현 지정 천연 기념물, 

에비스 (히루코) 대신을 모셔, 부부원만 · 자식 · 장수신앙의 영험으로 숭배되고 

향나무 전래의 비석이 있다.  

아와지의 옛지도에도 "연리의 쿠스“라고 기록. 신목의 구스는 수령 900 년경에 둘레 

8.00m · 뿌리 12.40m · 나무높이 약 30m 이다. 

1 특수행사 1 월 15 일：카유우라제、6 월 1 일：전답제。 

1
력  석 

아와지섬은 옛날부터 스모가 활발한 곳으로, 유명한 장사를 배출 한 지역이었다. 

제례는 봉납과 스모와 힘을 겨루는 행사가 열려, 큰 돌을 들거나 나르는 경기에 애용한 

것이 리키이시로 당시에 "이치 노미야 리키이시"를 든 사람의 주소 · 성명 · 년월 · 

중량 등을 새겨 봉납했다. 현지에서는 "잇쿠산"이라는 별칭으로 불리워, 히노와카미야 

· 아와지섬 신 · 다가명신 · 츠나명신을 모셨다.  

 

2-5.伊弉諾神宮の中文由来と現在（兵库县淡路市伊弉诺神宫的日文由来） 

主祭神为伊弉诺尊与伊弉冉尊。这两座神出现于日本神话中的国家与神的创立之中。作为特殊祭神仪式，

有粥占祭与田植祭。虽然神社创建于神话时代，具体不详，却为《日本书纪》、《古事记》所述的幽宮。据两

书中记载，伊弉诺尊相当于皇室祖神天照大神的双亲，是日本民族的大祖先神，其幽宫即为本神宫（伊弉诺

神宫）。《古事记》与《日本书纪》中还记载，完成了从上古建国起的全部神功的伊邪那岐命将现在的神社之

地作为根据地而结束了国土经营之后，静悄悄地离开了人世。 

伊弉诺神宫因其位淡路岛而自古以来被称为淡路岛神，又因位于多贺而被称为多贺明神、多贺宫。在延

喜式记载为淡路国津名郡、淡路伊佐奈伎神社、名神大社。伊弉诺神宫在延喜式神名帐被列为名神大社，于

明治 18 年（1885 年）升格为官币大社。因此，此神社被改称为伊弉诺神宫，并升格为兵库县下唯一的“神宫”。
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昭和 29 年（1954 年），由昭和天皇颁布了“神宫号”。从此，由伊弉诺神社改称为现在的伊弉诺神宫。定期

祭祀为 4 月 20、22 日。 

将背后的曾为禁足之地的御陵之地平整之后，在其上移建了正殿。据传，以御陵为中心，在神域的周围

曾挖有护城河、沟。现在的神池、背后的湿地即为该护城河的遗迹。第 33 代天皇推古天皇(女，595 年)时期，

香水(沉水)首次传到淡路岛(1400 年前)。由于一宫町为全日本第一的线香产地，故祈愿芳香文化的发展而建

立了纪念碑。此因据信对夫妇圆满、子孙兴旺、长寿有灵验而受到崇拜，有香木传来之石碑。在淡路的古地

志亦有“连理之楠”之记录。神木之楠木具有 900 年左右的树龄，树干周长为 8.00 米，根部周长为 12.40 米，

树高约 30 米。为了吸引旅游而被爱称为“建国线”。 

1995 年，鸟居因遭受阪神・淡路大震灾（震度 7）而倒塌而重建。正面的大鸟居与西鸟居分别高 8.18 米

与 6.06 米，重建为花岗岩的神明鸟居。昭和 60 年（1985 年），作为“建国之祭礼”，在一宫町与津名町之间

（约 4 公里）建起了约 10 座“建国之石灯笼”。  

 

表 2-4.兵庫県淡路市、伊弉諾神宮の詳細資料（兵库县淡路市伊弉诺神宫的日文详细资料） 

1 主祭神 
伊弉诺尊与伊弉冉尊。 

两座神出现于日本神话中的国家与神的创立之中。 

2 神社创建 
神话时代，为《日本书纪》、《古事记》所述的幽宮。 

相当于皇室祖神天照大神的双亲，是日本民族的大祖先神。 

3 延喜式 淡路国津名郡，淡路伊佐奈伎神社，名神大。 

4 神社等级 
明治 18 年（1885 年），延喜式名神帐列为名神大社、淡路国一宫。 

官币大社，昭和 29 年（1954 年）颁布神宫号。 

5 定期祭事 4 月 21、22 日。 

6 宫  司 本名孝至 

7 供奉地 
〒656-152 兵库县淡路市多贺 740。原一宫町（现淡路市）的地名即源于此神社。 

俗称“一宫桑”、“伊弉诺桑”。 

8 交通 
公交巴士：乘坐高速巴士在“郡家”、“津名一宫 IC”或“津名港”停车站下车，

换乘淡路交通西浦线在“伊弉诺神宮前”停车站下车（下车后步行即到）。 

9 经纬度 北纬 34 度 27 分 36 秒，东经 134 度 51 分 09 秒。境内地为约 15 坪。标高 13 米。 

10 电话，传真 

电话：0799-80-5001，传真：0799-80-5021。 

网页运营： 电话 0799-70-1010（10:00～17:00），E-mail：

info_web@izanagi-jingu.jp 

11 正 殿 

明治 12 年(1879 年)，在原为禁足地的御陵丘上修筑双重基檀，建造桧皮葺、三间

(5.454 米)社流，并带有向拜。屋脊上放置交叉长木、装饰圆木(5 根)，前面通过房

顶与币殿连成一体屋顶。此后，于明治 15 年(1882 年)移建于后背的御陵地。 

12 前 殿 
前面为桧皮葺（现为铜葺）的入母屋造，兼作桁行五间(9.09 米)・梁间二间(3.636

米)的舞殿。明治 15 年(1882 年)年，在正殿建起正面神门。 

13 末 社 
①左右神社；②根神社；③灶神社；④鹿岛神社；⑤住吉神社；⑥岩楠神社；⑦淡

路祖灵社。 

14 鸟 居 
平成７年(1995 年)1 月 17 日，鸟居在阪神・淡路大震灾中倒塌，于同年 11 月重建。

重建的鸟居作为神明鸟居为号称日本最大规模的花崗岩石鸟居（高 8.181 米）。 

 

15 
灯 笼 

作为“建国之祭礼”，在一宫町与津名町之间（约 4 公里）建起了约 10 座“建国之

石灯笼”。測量值为 16 座中最高 7.42 米，平均高 3.91，最低为 2.33 米。 

  

16 神 木 

在岩楠神社祭祀伊弉诺与伊弉冉两座神寄居的御神木、县指定天然记念物、蛭子大

神，因据信对夫妇圆满、子孙兴旺、长寿有灵验而受到崇拜，并立有香木传来之石

碑。在淡路的古地志亦有“连理之楠”之记录。神木之楠木具有 900 年左右的树龄，
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树干周长为 8.00 米，根部周长为 12.40 米，树高约 30 米。 

17 特殊祭神仪式 1 月 15 日：御粥占祭；6月 1 日：御田植祭。 

18 力 石 

淡路岛自古以来盛行相扑，涌现出了很多有名的关取。在祭礼上，举行献纳相扑或

力气比试，在举起或搬运大石头的竞技中所喜欢用的便是力石，此时，将举起了力

石的人的地址、姓名、以及举起年月及力石重量刻在“一宫力石”上，并将其献纳。

当地与将其另称为“一宫桑”，敬崇为日少宫、淡路岛神、多贺明神、津名明神。

 

◎在古事记、日本书纪中记载道，完成了开始建国的全部神功的伊弉诺大神将国家统治大业托付于御子神天

照大御神，而后在最初诞生之地淡路岛多贺修筑了“灵宫”，并在此度过了余生。 

◎在居住遗址建造了御陵，作为至贵之圣地而创建了最古老的神社，此即为富神宫的起源。 

 

３．伊弉諾神宮の社殿 

3-1.伊弉諾神宮の社殿位置 

本殿は、祭神を奉斎する建物で、御神体奉安の場でもあり、御神体が安置される中心の建物でもある。大神神社

のように三輪山を御神体として本殿を持たない神社もある。主な形式は、神明造り、流造り、大鳥造り、住吉造り、大

社造り、春日造り、八幡造りであり、本殿 ・神殿・正殿がある。本殿の規模は、正面から見る柱間の数で表示する。

例えば、三間社とは、正面に柱が四本立っていて柱と柱の間が三つである。「間」は、柱間が一尺でも十尺でも一

間と数える。普通は、一間社が圧倒的に多い、全体の九割以上を占め、残りは三間社である。神社本殿は、建築構

造から身舎（おもや・母屋）と庇（ひさし）に区分される。流造り向拝は春日造の庇には、角柱を用いる。円柱は正式

の柱、角柱は略式の柱と規定する。様式が厳重に守られてきた日本の建物では、出入口の位置（妻入りと平入り）

で分類できる。妻入りは、大鳥造・住吉造・春日造などがある。平入りは、神明造・流造・八幡造・日吉造がある。これ

らの系統別項目を探検するために、次のような事項を参考にすれば理解できる。①大社造（たいしゃづくり）、②住

吉造（すみよしづくり）、③神明造（しんめいづくり）、④春日造（かすがづくり）、⑤流れ造（ながれづくり）、⑥八幡造

（はちまんづくり）、⑦ 日吉造 (ひえづくり)、⑧権現造（ごんげんづくり）、⑨妻入様式（つまいりようしき）、⑩平入様

式（ひらいりようしき）、⑪向拝（ごはい）、⑫鰹木（かつおぎ）、⑬切妻造（きりづまづくり）、⑭寄棟造（よせむねづくり）、

⑮入母屋造（いりもやづくり）、⑯方形造（ほうぎょうづくり）（宝形造）に分類できる。写真 3-1 は伊弉諾神宮の本殿様

式は三間社流造向拝付に幣殿が連結している。 

 

3-2.伊弉諾神宮の本殿規模 

本殿は三間社流造で、屋根は幣殿と連結される。禁足地であった御陵の上に建てられた。祓殿と本殿は、当社

では、先ず祓殿でお祓いを行う。写真3-1は伊弉諾神宮の本殿で、その左右には狛犬と石燈籠が６基である。写真

3-2 は伊弉諾神宮本殿幣殿の正面と偏額。写真 3-3 は本殿後面から聳える神秘的な鰹木５本である。 

 

 

写真 3-1.伊弉諾神宮の中門 写真 3-2.伊弉諾神宮本殿中門と偏額 写真 3-3.本殿後面。鰹木 5 本

 

本殿（幽宮：ｶｸﾘﾉﾐﾔ）は、古事記、日本書紀には、国生みに始まるすべての神功を果たされた伊弉諾大神が、御子神

－ 15－



 

なる天照大御神に国家の統治の大業を委譲され、最初にお生みになられた淡路島の多賀の地に「幽宮」を構えて余生

を過ごされたと記されている。本殿は、御陵丘を覆うように基壇を二重に構へ、檜皮葺、三間社流造向拝付で、前方の幣

殿と連結して一屋根にして造った。すなわち、棟に千木・鰹木を置本殿は三間社流造である。明治 9（1875）年の建立、

明治 14（1881）年御陵上に移築された。当初は約 10 間前方に建てられた。 

次いで前方に檜皮葺（現銅葺）入母屋造、桁行五間・梁間二間の舞殿を兼ねた明治 15（1882）年に拝殿を建立し、次

いで明治 16（1883）年に表神門が建立した。 

その御住居跡に御陵（ﾐｻｻｷﾞ）が営まれ、至貴の聖地として最古の神社が創始されたのが、富神宮の起源である。地元

では「いっくさん」と別称され日少宮・淡路島神・多賀明神・津名明神と崇められている。左端が祓殿。当社では、先ず

祓殿でお祓いを行っている。 
 

 

写真 3-4.幣殿前の調査団 写真 3-5.本殿の中央にあるのは伊弉諾大神の夫婦の御柱 

 

写真 3-4 は幣殿前の調査団である。写真 3-5 は本殿の中央にあるのは伊弉諾大神の夫婦木である。本殿（幽

宮）:古事記、日本書紀には、国生みに始まるすべての神功を果たされた伊弉諾大神が、御子神なる天照大御神に国家

の統治の大業を委譲され、最初にお生みになられた淡路島の多賀の地に「幽宮」を構えて余生を過ごされたと記されて

います。その御住居跡に御陵（ﾐｻｻｷﾞ）が営まれ、至貴の聖地として最古の神社が創始されたのが、富神宮の起源です。

地元では「いっくさん」と別称され日少宮・淡路島神・多賀明神・津名明神と崇められています。 

本殿の測量時には宮司の特別配慮によって撮影の許可を頂いた。神殿に入るには了解とお祓いが必要である

ことが確認されたのである。神殿に入ると本当の聖域について感動と緊張した雰囲気になることが実感した。 

本殿の測量値は、間口 7.78m・奥行 7.66m・高さ 12.00ｍおよび面積 59.59 平方 m である。幣殿の測量値は、間

口 6.10m・奥行 5.68m・高さ 9.80ｍおよび面積 152.71 平方 m である。幣殿内部における天井の高さ 4.78ｍである。 

 
拝殿の測量値は、間口 17.12m・奥行 8.92m・高さ

10.50ｍおよび面積 152.71 平方 m である。である。 間口

の範囲は 6.10m～17.12ｍ、奥行の範囲は 5.68m～8.92

ｍ、高さは9.80m～12.00ｍおよび面積は34.65～１５２．７

１平方ｍである。この神宮本殿の間口・奥行き・高さの規

模は､図 3-1 であることが確認された。 

 

3-3.伊弉諾神宮の拝殿規模 

拝殿は銅板葺入母屋造で舞殿を兼ねる（写真 3-6）。

伊弉諾神宮の拝殿規模として、入母屋造/流造、間口 9.63m(測量値は 17.12ｍ)・奥行 4.79m(測量値は 8.92ｍ)・高

さ 4.58ｍ（10.50ｍ）である。伊弉諾神宮の拝殿（手前）と本殿（奥の建築物）は別々棟である。写真 3-7 は、拝殿と幣殿

にて神楽を演じている光景である。 

 

図 3-1.伊弉諾神宮の規模 
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写真 3-6. 神宮の拝殿 写真 3-7.拝殿と幣殿にて神楽を演じている光景 

 

図 3-2 は伊弉諾神宮の社殿の規模(棒グラフ)である。この神宮本殿の間口・奥行き・高さの規模に対しては､本殿・

拝殿・拝殿との関係を考察するため相関分析を行った。すあわち、２変数の直線方程式は、式 3－1 と式 3-2 を算出し

た。 

Y(社殿規模) = 2.17 幣殿 X +4.807  ……決定係数(R2 =0.771) …測量値……(3-1) 

Y(社殿規模) = 2.06 本殿 X +3.073  ……決定係数(R2 =0.826) …測量値……(3-2) 

 

幣殿と本殿の勾配は、2.17 と 2.06 で、その差は 0.11 である。一方、幣殿と本殿の決定係数は、0.771 と 0.826 で、そ

の差は 0.55 である。 

 

図 3-2.伊弉諾神宮の社殿の規模(棒グラフ) 図 3-3.伊弉諾神宮の社殿の規模(線グラフ). 

 

図 3-3 は伊弉諾神宮の社殿の規模(線グラフ)である。この神宮本殿の間口・奥行き・高さの規模に対しては､本殿・

拝殿・拝殿との関係を考察するため相関分析を行った。すなわち、２変数の曲線方程式は、式 3－3 と式 3-4 を算出し

た。 

 

Y(社殿規模) = 2.05 幣殿 2 -6.03 幣殿 X +11.64  ……決定係数(R2 =1.000) …測量値……(3-3) 

Y(社殿規模) = 1.64 本殿 2 -4.50 本殿 X +8.54   ……決定係数(R2 =1.000) …測量値……(3-4) 

 

幣殿と本殿の勾配は、-6.03 と-4.50 で、その差は 0.153 である。決定係数は 1.000 であることが判明した。２変数の直

線方程式と２次２変数方程式を比較すれば、決定係数は、２次２変数方程式では 1.000 である。が、２変数の直線方程式

では 0.771 と 0.826 になっていることが確認できる。 

 

3-4.伊弉諾神宮の末社規模 

格式のランキングは、本社＞摂社＞末社の順とされる。一般には、摂社はその神社の祭神と縁故の深い神を祀った神

社である。末社はそれ以外のものと区別できる。本社の境内にあるものを境内摂社または境内社、境外に独立の敷地を
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持つものを境外摂社または境外社という。明治から戦前までの近代社格制度では、官国幣社の摂社は以下のいずれか

を満たすものとされ、それ以外を末社とすると規定されていた。 

伊弉諾神宮には、摂社、末社と境内末社の３つに区分できる。摂社は、濱神社(淡路市郡家宮の森鎮座）。末社

は、櫛笥（ｸｼｹﾞ)神社(淡路市多賀老の内鎮座)である。ここでは、①左右（ｻｳﾉ）神社・②根（ﾈﾉ）神社・③竈(ｶﾏﾄﾞﾉ)

神社・④鹿島(ｶｼﾏ)神社・⑤住吉(ｽﾐﾉｴ)神社・⑥岩楠（ｲﾜｸｽ）神社（夫婦の大楠の根本にあり、子授け・安産の神）･

⑦淡路(ｱﾊｼﾞ)祖霊社について言及する。ここでは伊勢神宮遥拝所も測量を行った。摂末社（ｾﾂﾏﾂｼｬ）とは、神社本

社とは別に、その神社の管理に属する。末社（ﾏｯｼｬ）とは、主祭神と関係のない神社で、主に他の神社から境内に招い

た神様を祀ると考えられ、小規模な神社である。 

 

 

 

写真 3-8.左右(ｻﾉｳ)神社：鰹木３本と標識 写真 3-9.伊勢皇大神宮遥拝所と末社 

 

左右(ｻｳﾉ)神社の写真 3-8 は伊弉諾神宮の境

内末社である。左目より出現した天照皇大神と右

目より出現した月読尊を祀る。本殿の東、伊勢神

宮の方位に鎮座している。 

写真 3-9 は伊勢神宮遥拝所である。伊勢神宮

遥拝所(ようはいじょ）は伊勢神宮を遥かに望み拝

む場所である。 

写真 3-10.根(ﾈﾉ)・竉（ｶﾏﾄﾞﾉ）神社である。根神

社とは周辺地域の産土神として昔から崇拝され、

主祭神は、面足尊・惶根尊・素盞嗚尊・猿田彦神

である。竉（ｶﾏﾄﾞﾉ）神社は縁結びの神様として知

られる。写真 3-11 は、住吉・鹿島神社の写真である。 

 

写真 3-12 と写真 3-13 は、岩楠神社と淡路祖霊社である。淡路祖霊社とは、先の大戦から６８年、祖国や家族を

想いながら徳を起こした数多の戦いから平和を願う志をもち、戦禍に倒れた御霊に安らかに祈念する例祭である。

写真 3-14 は伊弉諾神宮の「放生の神池」（淡路島／兵庫県淡路市）である。神池にかかる橋と太鼓橋が印象的で

ある。放生の神池は、幽宮跡の御陵を中心にあったとされる濠の遺構とされる。命乞いに鯉、快癒の報賽に

亀を放って祈願する所であるが、手前には末社がある。 

 
写真 3-12.岩楠神社。  写真 3-13.東門 写真 3-14.伊弉諾神宮の「放生の神池」に延壽官 

 
写真 3-10.根(ﾈﾉ)・竉（ｶﾏﾄﾞ

ﾉ）神社。鰹木３本 

写真 3-11.住吉・鹿島神社。

鰹木３本 
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鰹木 3 本 

 
表 3-2 は伊弉諾神宮の末社の規模のデ－タである。表 3-４は伊弉諾神宮の末社の規模図である。 

神宮の末社の奥行・間口・高さ・面積について統計分析を行った。すなわち、 

奥行の最大値は 3.32ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 2.01ｍ、最小値は 1.08ｍ（伊勢神宮遥拝所）である。 

間口の最大値は 3.88ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 1.96ｍ、最小値は 0.78ｍ（伊勢神宮遥拝所）である。 

高さの最大値は 5.94ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 3.53ｍ、最小値は 1.95ｍ（伊勢神宮遥拝所）である。 

神宮の末社の奥行・間口・高さとして、大きい末社は淡路祖霊社であり、小さい末社は伊勢神宮遥拝所であることが確

認された。面積の最大値は 12.88ｍ2（淡路祖霊社）が広く、平均値は 4.54ｍ2、最小値は 0.84ｍ2（伊勢神宮遥拝所）が狭

いことは確認できた。 

 

表 3-2.伊弉諾神宮の末社の規模（ｍ） 図 3-4.伊弉諾神宮の末社の規模図（ｍ） 

 

3-5.伊弉諾神宮の神木（夫婦大楠・岩楠神社） 

 

 
 

 写真 3-15 は夫婦大楠文 写真 3-16.岩楠神社(末社) 写真 3-17.夫婦大楠のＹ字 写真 3-18.夫婦楠由来 
 

伊弉諾神宮は国生み・神生み神話の伊弉諾命、伊弉冉命の二神を祀る古社で、境内はすべての神功を果たされた伊

弉諾大神が統治の大権を天照皇大神に託して、ここに幽宮（かくりのみや）を構え、余生を過ごされた故地とされている。

古事記・日本書紀では、この場所は伊弉諾・伊弉冉の命が生んだ最初の島が淡路島で、淡路の一の宮で、多賀の地の

幽宮（かくりのみや）に鎮まって、当社の起源とされている。多くの参拝者が御神木からパワーを貰おうため写真を撮って

いる風景は神泉のような雰囲気に感じられる。写真 3-15 は夫婦大楠文。写真 3-16 は夫婦大楠案内標識である。

写真 3-17 は夫婦大楠のＹ字に成長している。写真 3-18 は夫婦楠由来を和英に表記している。 
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名称は伊弉諾神宮の夫婦大楠である。「夫婦大楠」は、昭和 48（1973）年の指定された兵庫県指定天然記念物で、二

株の楠が成長する合体して一株となった珍樹。この記念物は地上 1m 程で二幹に分岐し、樹齢９００年、幹周 8.00m・根

周12.40mである。大きく離れることなく大空に伸び、樹高さ３０ｍ余に成長している。古くから「連理の楠」と記されており、

伊弉諾・伊弉冉二神の神霊が宿る神木として、夫婦円満・安産子授・縁結びなどの信仰で篤く崇められている。伊弉諾神

宮の御祭神は伊弉諾大神、伊弉冉大神で、夫婦の正道の掟を定められた皇祖の大神様である。岩楠神社には蛭子大

神を祀り、夫婦円満、良縁良結、子授け、子育ての霊験あらたかと崇敬されています。 

第 33 代推古天皇(女性：595 年)、香水(沈水)が初めて、淡路島に伝来(1400 年前)している。旧一宮町は日本一

の線香生産地でもあるため、香りの文化発展を願って香木伝来記念碑を建立した。 

 

4.伊弉諾神宮の鳥居写真と測量と数値解析 

4-1.伊弉諾神宮の鳥居写真   

神社鳥居の区分と構造には、鳥居とは神霊として鳥を招く意味である。構造は2本柱に2本横木(笠木と貫)から構成。

神明系と明神系の鳥居は、笠木の下に島木が無と有(装飾)の違い、笠木の反りの有(神明系)と無(明神系)による。  明

神系鳥居の貫には、出る(中山鳥居を除く)と出ない(中山鳥居)のが区分できる。神明系鳥居の貫には、出る(鹿島鳥居を

除く)と出ない(鹿島鳥居)に区分できる。神明系鳥居は次の４タイプがある。伊弉諾神宮の鳥居は、神明系鳥居である。一

の鳥居は、平成７(1995 年)01 月 17 日の阪神・淡路大震災で鳥居が倒壊したため、同年 11 月に再建された。神明

鳥居としては日本最大規模を誇る花崗岩製の石鳥居として再建された、高さ 27 尺（8.181ｍ）。二の鳥居(鋼製)：正

面の大鳥居から正参道を進むと神池や神門が迎える所である。 
 

 

 

写真 4-1.神宮正面鳥居 写真 4-2. 神宮中之鳥居 写真 4-3.東門鳥居 写真 4-4.神宮西門鳥居

 
写真 4-1 の伊弉諾神宮には、神明系鳥居である一の鳥居は、平成７(1995) 年０１月１７日の阪神・淡路大震災で

鳥居が倒壊したため、同年１１月に再建された。正面の大鳥居は、先の大震災で倒壊したが神明鳥居としては日本

最大規模を誇る花崗岩製の石鳥居として再建された、高さ 27 尺（8.181ｍ）。（参照 http://izanagi-jingu.jp/）。写真

4-2 の伊弉諾神宮二の鳥居(鋼製)は、正面の大鳥居から正参道を進むと神池や神門が迎える所にある。写真 4-3
は神宮の東門である。写真 4-3 は西門鳥居である。西門鳥居の高さ 20 尺(6.06ｍ)の神明鳥居が再建された。

写真 4-5 は平成７(1995)年、阪神淡路大震災(震度 7)により倒壊して破損した鳥居は氏子により再建である。 
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写真 4-6. 平成７(1995)年、阪神淡路大震災(震度 7)により倒壊して破損した鳥居は氏子により再建 

 
写真 4-6 は平成７(1995)年、阪神淡路大震災(震度 7)により倒壊して破損した鳥居は氏子により再建中の現

場である。 
 

 

 

写真 4-7.淡路祖霊社鳥居 写真4-8. 伊勢神宮遥拝所の鳥居 写真 4-9. 夫婦大楠鳥居 
 

写真 4-7～4-9 は淡路祖霊社・伊勢神宮遥拝所・夫婦大楠鳥居の神明鳥居である。 
 

 4-2.伊弉諾神宮の鳥居の測量解析 

表 4-1 は、伊弉諾神宮の鳥居測量である。神社の鳥居に対して、柱断面(円周と直径)、柱内側の幅(内側間と中心間)、

貫高さ(下点と上点)、笠木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 

表 4-1 は伊弉諾神宮の鳥居の規模のデ－タである。神宮の鳥居の柱直径・柱間距離・貫の高さ・笠木の高さについて

統計分析を行った。すなわち、柱直径の最大値は 0.83ｍ（正面大鳥居）、平均値は 0.52ｍ、最小値は 0.26ｍ（伊勢神宮

遥拝所鳥居と岩楠社鳥居）である。 

柱間距離の最大値は 5.76ｍ（正面大鳥居）、平均値は 3.99ｍ、最小値は 2.16ｍ（伊勢神宮遥拝所鳥居）である。 

貫下の高さの最大値は 6.06ｍ（正面大鳥居）、平均値は 4.05ｍ、最小値は 2.53ｍ（岩楠社鳥居）である。 

貫上の高さの最大値は 6.76ｍ（正面大鳥居）、平均値は 4.50ｍ、最小値は 2.79ｍ（岩楠社鳥居）である。 

 

 
写真 4-5.平成７(1995)年、阪神淡路大震災(震度 7)により倒壊して破損した鳥居は氏子により再建 
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表 4-1.伊弉諾神宮の鳥居測量値（m） 

 
 

笠木下の高さの最大値は 7.59ｍ（正面大鳥居）、平均値は 5.04ｍ、最小値は 3.10ｍ（岩楠社鳥居）である。 

笠木上の高さの最大値は 8.47ｍ（正面大鳥居）、平均値は 6.46ｍ、最小値は 4.94ｍ（岩楠社鳥居）である。 

伊弉諾神宮の鳥居の柱直径・柱間距離・貫の高さ・笠木の高さとして、大きい値は伊弉諾神宮の正面大鳥居であり、

小さい値は岩楠社鳥居であることが確認された。 

 

図 4-1 は、伊弉諾神宮の 7 基鳥居の棒グラフである。ここでは、笠木の下点と上点を比較した。鳥居の高さは、３つの

に分類できる。すなわち、第 1 グル－プに神社正面の鳥居が大きく、第２グル－プに中門・東門・西門鳥居は中間であり、

および第３グル－プに淡路祖霊社・伊勢神宮遥拝所・夫婦大楠（岩楠社）鳥居の神明鳥居鳥居は低い高さである。

第 1 と 2 グル－プの鳥居は花崗岩の大理石で、他の神社には見られなユニ－クな鳥居である。 

 

図 4-1 は、伊弉諾神宮鳥居と笠木高さの棒グラフ 図 4-2 は、伊弉諾神宮鳥居の柱間距離と笠木との関係 

 

図 4-2 は、伊弉諾神宮鳥居の柱間距離に対する笠木の高さとの関係で、伊弉諾神宮の社殿の規模(直線グラフ)であ

る。この伊弉諾神宮鳥居の笠木の上と下との関係を考察するため相関分析を行った。すなわち、２変数の直線方程式

は、式 4－1 と式 4-2 を算出した。 

 

Y(笠木上) = 0.897 X（柱間距離） +2.888  ……決定係数(R2 =0.945) …測量値……(4-1) 

Y(笠木下) = 1.151 X（柱間距離） +0.448  ……決定係数(R2 =0.935) …測量値……(4-2) 

 

笠木上の勾配 0.897 は、笠木下の勾配 1.151 より小さい値で、その差は 0.254 である。相関分析を行うと決定係数にお
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いて、笠木上は 0.945、笠木下は 0.935 で、その差は 0.01 である。すなわち、２変数の直線方程式の式 4－1 は、２変数

の直線方程式の式 4-2 より高い信頼性であることが確認できた。 

 

図 4-3.伊弉諾神宮鳥居名と貫高さの棒グラフ 図 4-4.伊弉諾神宮鳥居の柱間距離と貫との関係 

 

図4-３は、伊弉諾神宮の7基鳥居の棒グラフである。ここでは、貫の下点と上点を比較した。鳥居の高さは、３つのに分

類できる。すなわち、第 1 グル－プに神社正面の鳥居が大きく、第２グル－プに中門・東門・西門鳥居は中間であり、およ

び第３グル－プに淡路祖霊社・伊勢神宮遥拝所・夫婦大楠（岩楠社）鳥居の神明鳥居鳥居は低い高さである。第 1

と 2 グル－プの鳥居は花崗岩の大理石で、他の神社には見られなユニ－クな鳥居である。 

図 4-4 は、伊弉諾神宮鳥居の柱間距離に対する貫の高さとの関係で、伊弉諾神宮の社殿の規模(直線グラフ)である。

この伊弉諾神宮鳥居の貫の上と下との関係を考察するため相関分析を行った。すなわち、２変数の直線方程式は、式

4－３と式 4-４を算出した。 

 

Y(貫上の高さ■) = 1.032(柱間距離) +0.417 ……決定係数(R2 =0.957) …測量値…………………(4-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 0.867(柱間距離) +0.478 ……決定係数(R2 =0.945) …測量値…………………(4-4) 

 

貫の上と下の勾配は、1.032 と 0.867 で、その差は 0.165 である。貫の上と下の決定係数は、0.957 と 0.945 で、その差は

0.012 である。式 4-１～式 4-４のデータを比較すれば、大きい勾配は、笠木下 1.151、貫上 1.032、笠木上と貫下は共に

0.897 と 0.867 の順に小さい値である。すなわち、笠木下 1.151 貫上 1.032＞笠木上 0.897＞貫下 0.867＞である。勾

配の範囲は 0.867～1.151 である。大きい決定係数は、貫上 0.957＞貫上 0.945＝笠木上 0.945＞笠木下 0.935 の順に

小さい値である。決定係数の範囲は 0.935～0.957 である。 

 

５.伊弉諾神宮の石灯籠と考察 

５-1.伊弉諾神宮の石灯籠写真 

石灯籠の部分名称は、上からの部分名称として説明を行う。笠は火袋の屋根になる部分である。六角形や四角形が主

流であるが雪見型の円形などもある。多角形の場合は宝珠の下部分から角部分に向かって線が伸び、突端にわらび手と

いう装飾が施されることもある。火袋は、灯火が入る部分で灯籠の主役部分である。装飾目的の場合は火をともすことは

無いが、実用性が求められる場合には火や電気等により明りがともされる。 

円筒状が一般的であるが、四角形、六角形、八角形のものも見られる。 基礎 最下部の足となる部分である。六角形

や円形が主流である。雪見型灯籠などでは 3 本や 4 本の足で構成される。 

灯籠の代表的な種類は、春日型…神社仏閣で多く見られるもので実用性も高い。竿が長く火袋が高い位置にあるの

が特徴である。笠の丸い丸雪見と六角形の六角雪見がある。 
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５-2.伊弉諾神宮の石灯籠考察 

 

   
写真 5-1.正面の大鳥居横の石灯籠 写真 5-2.中の島鳥居横の石灯籠 写真 5-3.正面～中之島間の灯籠

 

写真 5-1 は伊弉諾神宮正面にある５段灯籠の高さ 7.42m である。写真 5-2 は伊弉諾神宮にある「中の島」灯籠の高さ

5.00m である。写真 5-3 は伊弉諾神宮の参道に並んでいる灯籠の光景である。 

 

 

 

写真 5-4.東門付近、素晴しい花崗岩灯籠 写真 5-5.東門付近にあるユニ－クな花崗岩の鳥居と灯籠 

 

写真 5-4 は伊弉諾神宮の東門付近にある素晴しい花崗岩灯籠の高さ 4.42m である。 

写真 5-5 は伊弉諾神宮、東門付近にある素晴しい花崗岩灯籠のの鳥居と灯籠高さについて比較し、さらに、鳥居と

灯籠の全景を撮影した。 

 

 

 
写真 5-6. 幣殿前の石灯籠

は、４基の石燈籠がある 

写真 5-7.放生の神池

の左側にある石灯籠 

写真 5-8. 祖霊社の前

には木石灯籠 

写真 5-9.中之島石灯

籠。奥は放生の神池 

 

写真 5-6 は伊弉諾神宮の幣殿前には、４基の石燈籠がある。幣殿とは、神道用語で、参詣人が幣帛を供進す

るための建物。本殿と拝殿の間に設けられる。石燈籠４基の中央には左右に 3.30ｍであるがその外側にある

灯籠は 2.80ｍと 2.33ｍである。ゆえに、外側にも小さい石灯籠が見られるが、高さも異なっている。 
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写真 5-7 は伊弉諾神宮の「放生の神池」で、幽宮跡の

御陵を中心にあったとされる濠の遺構とされる。命乞い

に鯉、快癒の報賽に亀を放って祈願する所であるが、

手前の左側には末社がある。祖霊社前には木灯籠であ

る（写真 5-8）。祖霊社とは屋敷内の一隅または先祖に

由緒のある地点に設けられた祖霊を祀る小祠である。

江戸末期の神仏分離運動で，持仏堂を廃して代わりに

建立したものといわれる。また，明治初期に氏神の境内

に設けられた社で，氏子の祖霊を合祭した末社である。

写真 5-9 は中之島石灯籠の奥には「放生の神池」があ

る。写真 5-10 と 5-11 は本殿前の灯籠である。 

 

 

 

 

表 5-1.伊弉諾神宮の石燈籠

測量（m） 
図 5-1.伊弉諾神宮の石燈籠測量値の高さ（ｍ） 

 

 

表 5-1 は伊弉諾神宮の石燈籠測量値である。高さは 2.13～7.42ｍで、平均値は 4.18ｍで、次のように分類できる。第 1

グル－プ(2m 代)の石燈籠は 2.13ｍで最も低い高さである（淡路祖霊社）。第 2 グル－プ(3m 代)の石燈籠は 2.33m～3.30

ｍである（幣殿前）。第 3 グル－プ(4m 代)の石燈籠は 4.40m～4.42ｍで中間の高さである（拝殿前と東門鳥居前）。第 4 グ

ル－プ(5m 代)の石燈籠は 5.50m である（中之島鳥居側）。第 5 グル－プ(7m 代)の石燈籠は 7.42m で最も高い高さである

（正面大鳥居側）。 

 

6.おわりに 

6-1.伊弉諾神宮の拝殿建築 

伊弉諾神宮の社殿において、本殿の測量値は、間口 7.78m・奥行 7.66m・高さ 12.00ｍおよび面積 59.59 平方 m であ

る。幣殿の測量値は、間口 6.10m・奥行 5.68m・高さ 9.80ｍおよび面積 152.71 平方 m である。幣殿内部における天井の

高さ 4.78ｍである。拝殿の測量値は、間口 17.12m・奥行 8.92m・高さ 10.50ｍおよび面積 152.71 平方 m である。間口の

 
写真 5-10.本殿前の灯籠左 写真 5-11.本殿前の灯籠

右 
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範囲は 6.10m～17.12ｍ、奥行の範囲は 5.68m～8.92ｍ、高さは 9.80m～12.00ｍおよび面積は 34.65～１５２．７１平方ｍ

である（図 6-1 と図 6-2）。 

 

 

図 6-1.伊弉諾神宮の社殿の規模（ｍ） 図 6-2.伊弉諾神宮の社殿の面積（平方ｍ） 

 

伊弉諾神宮の末社において、奥行の最大値は 3.32ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 2.01ｍ、最小値は 1.08ｍ（伊勢神宮遥

拝所）である。間口の最大値は 3.88ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 1.96ｍ、最小値は 0.78ｍ（伊勢神宮遥拝所）である。高さ

の最大値は 5.94ｍ（淡路祖霊社）、平均値は 3.53ｍ、最小値は 1.95ｍ（伊勢神宮遥拝所）である。神宮の末社の奥行・間

口・高さとして、大きい末社は淡路祖霊社であり、小さい末社は伊勢神宮遥拝所であることが確認された。面積の最大値

は 12.88ｍ2（淡路祖霊社）が広く、平均値は 4.54ｍ2、最小値は 0.84ｍ2（伊勢神宮遥拝所）が狭いことは確認できた。 

 

6-2.伊弉諾神宮の鳥居考察 

図 6-３は伊弉諾神宮の鳥居の規模のデ－タである。神宮の鳥居の柱直径・柱間距離・貫の高さ・笠木の高さについて

統計分析を行った。すなわち、柱直径の最大値は 0.83ｍ（正面大鳥居）、平均値は 0.52ｍ、最小値は 0.26ｍ（伊勢神宮

遥拝所鳥居と岩楠社鳥居）である。柱間距離の最大値は5.76ｍ（正面大鳥居）、平均値は3.99ｍ、最小値は2.16ｍ（伊勢

神宮遥拝所鳥居）である。 

 

図６-3.伊弉諾神宮の鳥居高さの棒グラフ（m） 図 6-4.伊弉諾神宮の鳥居高さの線グラフ（ｍ） 

 

貫下の高さの最大値は 6.06ｍ（正面大鳥居）、平均値は 4.05ｍ、最小値は 2.53ｍ（岩楠社鳥居）である。貫上の高さの

最大値は6.76ｍ（正面大鳥居）、平均値は 4.50ｍ、最小値は 2.79ｍ（岩楠社鳥居）である。笠木下の高さの最大値は 7.59

ｍ（正面大鳥居）、平均値は 5.04ｍ、最小値は 3.10ｍ（岩楠社鳥居）である。笠木上の高さの最大値は 8.47ｍ（正面大鳥

居）、平均値は 6.46ｍ、最小値は 4.94ｍ（岩楠社鳥居）である。伊弉諾神宮の鳥居の柱直径・柱間距離・貫の高さ・笠木

の高さとして、大きい値は伊弉諾神宮の正面大鳥居であり、小さい値は岩楠社鳥居であることが確認された。図 6-3 は、
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伊弉諾神宮鳥居の柱間距離に対する笠木と貫の高さとの関係について、相関分析を行った。すなわち、２変数の直線方

程式は、式 6－1～式 6-4 を算出した。 

 

Y(笠木上の高さ) = 0.897 （柱間距離） +2.888 ……決定係数(R2 =0.945) …測量値……(6-1) 

Y(笠木下の高さ) = 1.151 （柱間距離） +0.448……決定係数(R2 =0.935)  …測量値……(6-2) 

Y(貫上の高さ)   = 1.032 (柱間距離)  +0.417 ……決定係数(R2 =0.957) …測量値……(6-3) 

Y(貫下の高さ)   = 0.867 (柱間距離)  +0.478 ……決定係数(R2 =0.945) …測量値……(6-4) 

 

勾配は、1.151（笠木下）＞1.032（貫上）＞0.897（笠木上）と＞0.867(貫下)＞、その範囲は 0.284 である。勾配の大き

い値から小さい値への鳥居は、笠木下、貫上、笠木上および貫下であることが確認された。決定係数は、0.957（貫下）＞

0.945（（笠木上）＝0.945（（貫下）＞0.935（笠木下）、その範囲は 0.022 である。決定係数の大きい値から小さい値への鳥

居は、貫下、笠木下、笠木上と貫下および貫上であることが確認された。 

6-3. 伊弉諾神宮の石灯籠 

伊弉諾神宮の石燈籠は８基である。石燈籠の最大値は正面大鳥居付近にあるぬ鳥居（7.42m）である。石燈籠の最小

値は祖霊社（2.13m）である。平均値は 3.98m である。 

 

表６-1.伊弉諾神宮の燈籠の測量（m） 図６-5.伊弉諾神宮の燈籠の測量値のグラフ（m） 

 

 

6-4.伊弉諾神宮の方位学 

陽の道しるべとは、境内の一角には神宮遙拝所があり、神宮の祭儀日には遙拝式の神事が伝えられる。春分秋

分には、同緯度にある伊勢から太陽が昇り、對馬の海神（ﾜﾀﾂﾐ）神社に沈む。夏至には、信濃の諏訪大社から出雲

大社、冬至には熊野那智大社から高千穂神社。真南には、山上に伊邪那岐・伊邪那美の二神を祀る諭鶴羽神社

のある諭鶴羽山、その向うには沼島である。諭鶴羽山は「元熊野」とされ、熊野那智の縁起では、この山から神霊が

移されたと連想できる。現地には熊野那智大社宮司の揮毫した「元熊野諭鶴羽神社」の社標が建てられている。 

伊弉諾神宮の本名孝至宮司によれば、伊弉諾大神は神功によって日（陽）の大神の神格に召された。「命」から

「神」「大神」となり、さらには天照大御神と並ぶ「大御神」へと変化する古事記の連動にも思える。モニュメント「陽の

道しるべ」は、神話世界に対する独自の科学的アプローチ、「海人族」集団の発想である。伊弉諾神宮と日本各地

の神社とは、太陽の軌道において不思議な縁で結ばれている。 

「陽の道しるべ」とは、伊弉諾神宮の真東に飛鳥藤原京、さらに伊勢皇大神宮（内宮）が位置しているのだそうで、

このことは古くから認識されていた。宮司さんの素晴しい発想に感謝の敬意を表する。さらに、「愉しむ心」と「深い

洞察力」にも感心させられる（文献から一部修正）。 

筆者の沢勲・小川孝徳・大橋健・鹿島愛彦・金昌植・洪忠烈は、2001 年には北緯と東経から韓国、済州道の火山・溶岩

洞窟の分布-日英韓の表記によって、大阪経済法科大学論集に掲載した。沢勲・小川孝徳・立原弘・鹿島愛彦・河村一

之・勝間田隆吉・本多力・肥塚義明葉、2002 年には富士山、静岡県にある火山・溶岩洞窟の分布-日英韓の表記を大阪

経済法科大学論集に掲載した。同年には、富士山、山梨県にも同様な論文を報告した。その時に、分ったのは、富士
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山・白頭山・漢拏山はトライアングルであることが判明した。各神社について分析をすれば、既存のデ－タから各種の直

角三形や直線状の神社や垂直状の神社も判明した。伊弉諾神宮(北緯：34 度.27 分と東経（134 度５１分）から大阪方

向のにある神社との位置を直線方程式によって解析を行った。 

 

 
図 6-6.伊弉諾神宮、大阪の神社へ

の位置 

図 6-7.伊弉諾神宮、八尾の神社

への位置 

図 6-8.伊弉諾神宮、島根の神社へ

の位置 

 

伊弉諾神宮(北緯：34 度.27 分と東経（134 度５１分）から大阪方向と八尾にある神社との位置を直線方程式によって

解析を行った(図 6-6)。Y 軸を北緯とし、X 軸を東経とすれば、式６-5～式６-8 ようになる。 

 

Y(北緯) =  0.200（東経） + 7.314   ………………決定係数(R2 =0.740) …大阪方面 …………(6-5) 

Y(北緯) =  0.116（東経） +18.689   ………………決定係数(R2 =0.860) …八尾方面 …………(6-6) 

Y(北緯) = -0.308（東経）  +75.888   ………………決定係数(R2 =0.399) …島根方面 …………(6-7) 

Y(北緯) = -2.177（東経）2  +587.06（東経） -39540 決定係数(R2 =0.775) …淡路島内神社  ……(6-8) 

 

 

図 6-9.伊弉諾神宮含む淡路島の神社の北緯（左図）と北緯に対する東経との関係（（右図） 

 

図 6-9 について、伊弉諾神宮含む淡路島の神社の北緯（左図）と北緯に対する東経との関係（（右図）を表示し

た。自凝神社(北緯 34 度 10 分)は最南端で、４分上ると論鶴羽神社(北緯 34 度 14 分)、さらに５分上がると大和大国魂神

社（北緯 34 度 19 分)になる。平均は（北緯 34 度 24 分)である。さらに北緯大和大国魂神社から 6 分上がると伊弉諾神宮

（北緯 34 度 27 分）である。これ等の神社は東経 134 度 46 分～49 分である。すなわち、3 分範囲内である。上昇は、3 分、

4 分、5 分および６分ことに北緯にシフトしている。 

伊弉諾神宮（北緯 34 度 27 分）から 4 分上がると伊勢久留麻神社（北緯 34 度 31 分）になる。さらに、4 分上がると石屋

神社と岩楠神社（（北緯 34 度 35 分）になる。すなわち、４分ことに北緯にシフトしていることが判明できた。 

式 6-5～式 6-7 は、直線の回帰方程式である。式 6-5～式 6-7 の勾配では、大阪方面 0.200＞八尾方面 0.116＞島

根方面-0.308の順になっている。式6-5～式6-7の決定係数では、八尾方面0.860＞大阪方面0.740＞島根方面0.399

伊弉諾神宮 

八 尾 市 の 神 社

伊弉諾神宮 
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の順になっている。式 6-8 は、２次２変数の曲線の回帰方程式である。決定係数は 0.775 である。 
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別図-1.伊弉諾神宮境内の平面略図 
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 1

別表 1.伊弉諾神宮の年代順の内容 

和歴 西暦 年代順の内容 

大同元 806 
古代には、淡路島神、津名神、多賀明神とも言われた。『新抄格勅符抄』によれば、神封 13

戸が充てられた。 

貞観元 859 『日本三代実録』の条では、無品勲八等であった当社へ「神位一品」を授けたとする。 

延長 05 927 
『延喜式神名帳』に「淡路国津名郡九座 大一座 小八座 淡路伊佐奈伎神社 名神大」と記

載され、名神大社に列した。 

天慶 03 940 ９月 13 日の官符で５戸が加増された。 

永万元 1165 ６月の『神祇官諸社年貢注文』の「淡路国一宮＜炭五十籠木五十束＞」の記述。 

元久 02 1205 ４月の『淡路国司庁宣』の「可令早引募一・二宮法華桜両会舞楽料田荒野拾町事」の記述。

貞応 02 1223 

4 月の『淡路国大田文』の「一宮社一所 同神宮寺一所」の記述などにより、平安時代末期か

ら鎌倉時代初期にかけて「淡路国一宮」とわかる。また、上記文書から中世の当社の様子が

伺える。『淡路国司庁宣』から、国衙が当社と二宮である大和大国魂神社の祭礼などを管轄

しており、両社の法華会・桜会で舞楽が催されたと考えられる。 また、『淡路国大田文』の記

述から、鎌倉時代初期には神宮寺があったとわかる。 

弘安 3 1280 
当社の別当であった妙京寺の記録では、坂上田村麻呂の子孫と言う田村仲実が社殿を再

興した。 

大永 5 1525 棟札によれば、田村氏は一宮神主であり領主であった。 

弘治元 1555 
『淡路草 巻 4』の記述から、法相宗とも真言宗とも言われた神宮寺が田村氏によって日蓮宗

に改宗された。 

天正 9 1581 
田村経春は、織田信長より、武田勝頼との戦いで先陣を命じられたが従わず切腹となり、田

村氏は滅んだと言う。 

元和 7 1621 

江戸時代には徳島藩主蜂須賀家に崇敬され、黒印状で一宮供領１０石を得た。また、石上

氏が世襲で神職を勤め、当社の祭祀は社家と寺家の両部に司られたが、両部は幾度か争

いを起こしている。 

寛文元 1661 

当社の縁起である『二柱尊縁起』[7]が作成された。縁起は領主・巡見使の参拝時に面前で

読まれるため、社家と寺家のいずれが勤めるかで争いが起こった。『郡家物語』には、宝暦

年間に起こった６年に及ぶ『一宮の唯一騒動』の記載がある。 

元禄元 1688 
東と西神門を建立。 

修理の記録が残る境内最古の建造物。阿波藩主(蜂領賀家)の寄進。 

元禄 12 1699 
８月の『宮坊旦那追書付ニ付返答書控』の記述から、改宗に従わない社僧が追放されたとわ

かる。このため、中世末の一宮の管轄権は田村氏が掌握していたとする説もある。 

宝暦 02 1752 

『郡家物語』により、檀家を持たず一宮領分を配分して祭礼を勤める社家 6 坊と、別当の妙

京寺末の寺家 6 坊の存在がわかり、この社家 6 坊が神宮寺と考えられる。しかし、『宮坊旦那

追書付ニ付返答書控』によれば、社家 6 坊のうち東蔵坊・東林坊・円行坊・新坊・実蔵坊の 5

坊は退転し、宮坊だけが残ったと言う。 

文化 05 1808 神興庫。阿波藩人が造営寄進。 

－ 31－



 2

嘉永 03 1850 手水鉢は繁栄した往時の淡路西浦(播磨灘側)を偲ばされる。 

明治 03 1870 名東県より、それまで 2 柱だった祭神を伊弉諾尊 1 柱と定められた。 

明治 04 1871 国幣中社に列格。  

明治 09 1877 

建物や工作物は、殆んど管費で造営（明治 09～21 年）された。神輿庫及び東西の御門は、

旧幕時代の阿波藩主の寄進による本殿を再現した。当初は約１０年間前方に淡路出身の先

賢と日清・日露・大東亜の戦歿した英霊やイザナギ神宮歴代の祀職を祭る「淡路祖霊社」を

建立。 

明治 12 1879 
御陵地を造成し、再建した本殿を移築する。本殿修理は三間社流造向拝付・檜皮葺。面積

27.34 m2。完成は明治１４（１８８１）年。 

明治 15 1882 拝殿修理は入母屋造・檜皮葺・吹放。面積 96.96 m2。 

明治 16 1883 
表神門。以前は郷土色のある四脚門で、左右に随神門が安置される三棟造り、現在の様式

に改めた。 

明治 18 1885 官幣大社に昇格した。幣殿修理は片入母屋造・檜皮葺・吹放。面積 19.83 m2。 

大正 11 1922 昭和天皇（当時は摂政官）がご手植え「楠」。近くに常陸宮御手植え「楠」もある。 

昭和 07 1932 祭神に伊弉冉尊を合祀することが認定。建築された貴賓殿。貴族を迎えるための建物。 

昭和 25 1950 祖霊社本殿の構造物は一間社流造向拝付・銅板一文字葺。面積は 4.95m2 である。 

昭和 29 1954 
昭和天皇が「神宮号」を宣下されましたので、伊弉諾神宮と改称し、兵庫県下唯一の「神宮」

に昇格しました。伊弉諾神社から現在の伊弉諾神宮に改称した。 

昭和 30 1955 

左右（ｻｳﾉ）・根（ﾈﾉ）・竈(ｶﾏﾄﾞﾉ)・鹿島(ｶｼﾏ)・住吉(ｽﾐﾉｴ)・④楠（ｲﾜｸｽ）神社の建築年代は

1955 年。面積と建造物として左右・根・竈・鹿島・住吉神社は 1.65 m2 と二間社流造向拝付・

銅板一文字葺であり、岩楠神社は 0.50 m2 と一間社流造向拝付・銅板一文字葺である。 

昭和 60 1985 
「国生みの祭典」として、一宮町～津名町間(約4ｋｍ)に約170基の｢国生み石灯籠｣が建立。

観光誘致のため「くにうみライン」として愛称されている。 

平成 07 1995 

1 月 17 日の阪神・淡路大震災(震度７)で鳥居が倒壊擂る大被害を受けた。 

１１月、正面の大鳥居は氏子の奉納により、改め鳥居として再建された。 

大鳥居の規模は、高さ：27 尺（8.181ｍ）、花崗岩製の神明系鳥居で再建。 

西鳥居の規模は、高さ：20 尺（6.060ｍ）、花崗岩製の神明系鳥居で再建。 

第 33 代推古天皇(女性)595 年、香水(沈水)が初めて、淡路島に伝来(1400 年前)、 

一宮町は日本一の線香生産地のため、香りの文化発展を願って記念碑を建立。 
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