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福井県敦賀市、越前国一之宮、気比神宮の由来と鳥居 
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1.はじめに 

気比神宮の鎮座は、福井県南西部（嶺南地方）の、敦賀湾に面する敦賀市内にある。原子力発電所や昆布の加

工として有名である。敦賀とは加羅国（大伽耶国；現韓国の金

海市）から渡来した王子である都怒我阿羅斯等（ツネガアラシ

ト）の名前に由来する。歴史として氣比神宮は平安時代まで氣

比神宮が創建された。「古事記」「日本書紀」に「角鹿」が記さ

れ、大宝律令（701年によって「敦賀」に改称される。804年渤

海使が訪れ、交易が行われた。松原客館が置かれる（10世紀

初期まで）。10世紀から 13世紀 日宋貿易の拠点となった。こ

こで、敦賀市内の観光マップは写真 1-1 と概要は表１-1のよう

に表示する。 

 

表１-1.気比神宮の鎮座の敦賀市内の概要 

面積:251.20km² 総人口:66,678人 人口密度:265人/km² 市の木:マツ  

市の木:マツ  市の花:ハギ 市の鳥:ユリカモメ  敦賀港は扇状地地形 

木ノ芽峠のすぐ南側 若狭湾の最も東に位置 敦賀湾と琵琶湖を結ぶ線 リアス式海岸 

半島：敦賀半島 湿原：中池見、池河内湿地 海岸：若狭湾（敦賀湾）  

川：笙の川、黒河川、木の芽川、井の口川 山：岩籠山、西方ヶ岳、野坂岳、天筒山、乗鞍岳、三国山 

 

気比神宮の祭神と神徳内容は、７柱である。すなわち、①伊奢沙別命（ｲｻﾞｻﾜｹﾉﾐｺﾄ）衣食住・海上安全・農漁業・

交通安全、②仲哀天皇（第１4代ﾁｭｳｱｲ-ﾃﾝﾉｳ：192-200）無病息災・延命長寿・武運長久）、③神功皇后（第１4代ｼﾞ

ﾝｸﾞｳ-ｺｳｺﾞｳ：200-270）安産・農漁業・海上安全・無病息災・延命長寿・武運長久・音楽舞踊、④応神天皇（第１5 代

ｵｳｼﾞﾝ-ﾃﾝﾉｳ：270-310）海上安全・農漁業・無病息災・延命長寿・武運長久、⑤日本武尊（ﾔﾏﾄﾀｹﾙﾉﾐｺﾄ）武運長

久・無病息災・延命長寿、⑥玉姫命（ﾀﾏﾋﾒﾉﾐｺﾄ）音楽舞踊、⑦武内宿禰命（たけのうちのすくねのみこと）延命長寿・

無病息災・武運長久である。この時代の天皇は、黎明期の第１４代仲哀天皇、古墳時代の（15代応神天皇）である。 

本殿（本宮）は、①伊奢沙別命 （ｲｻﾞｻﾜｹﾉﾐｺﾄ）：主祭神、②「気比大神」または「御食津大神」とも称される、③仲哀天

皇 （ﾁｭｳｱｲﾃﾝﾉｳ）：第 14 代天皇、④神功皇后 （ｼﾞﾝｸﾞｳｺｳｺﾞｳ）：仲哀天皇の皇后である。四社の宮は、①東殿宮：日本

 

写真 1-1.敦賀市の観光マップ 
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武尊 (ﾔﾏﾄﾀｹﾙﾉﾐｺﾄ）、②総社宮：応神天皇 （ｵｳｼﾞﾝﾃﾝﾉｳ）：第 15 代天皇、③平殿宮：玉姫命（タマヒメノミコト、玉妃命）： 

『気比宮社記』では神功皇后の妹・虚空津比売命とする。④西殿宮：武内宿禰命 （タケノウチノスクネノミコト）である。 

気比神宮の摂社は、角鹿神社、天利劔神社、天伊弉奈彦神社、天伊弉奈姫神社と伊佐々別神社である。末社

は猿田彦神社、大神下前神社、兒宮、神明両宮擬領神社、擬領神社、鏡神社、林神社と金神社である。すなわち、

総社である。九社の宮は天利劔神社、天伊弉奈彦神社、天伊弉奈姫神社、伊佐々別神社、擬領神社、鏡神社、林

神社、金神社、劍神社である。 

気比神宮の社殿造営と建築物を要約できる。天喜 2 年（1054 年）炎上と造畢、保延元年（1135 年）大風で倒壊と 

再建・遷宮、建久 2 年（1191 年）焼失、建久 7 年（1196 年）本殿造営された。元久元年（1204 年）遷宮、建長 8 年

（1256年）焼失、正中 2年（1325 年） 地震で倒壊された。建武 4年（1337 年）南北朝の戦乱で幣殿以外全焼した。

元亀 2年（1571年）は兵火で焼失した。慶長 19年（1614年）正遷宮（旧本殿）と元和 2年（1616年）拝殿造営した。

宝暦 5年（1755年）本殿修造、正遷宮。昭和 20年（1945年） 戦災でほぼ全焼。昭和期に大造営（現本殿）した。 

本殿の建築様式は桁行 5.45ｍ・梁間 7.27ｍ、「両流造」という独特の形式の大規模な社殿で、屋根は檜皮葺、正

面には一間の向拝が付設されていた。また内部は正面一間通りを外陣とし、奥は一間ごとに３分割して中央間に中

陣・内陣・内々陣を設け、左右脇間は空殿とされている。 

寛永 19 年（1642 年）平殿再興・正保 2 年（1645 年）大鳥居造営（現存）、それから慶安 4 年（1651 年）御子神 9

社再興 （神宮寺を除いて中世期をほぼ再現）した。高さ10.9m、柱間7.27ｍ、木造両部型本朱漆。国の重要文化財。

正保 2 年（1645 年）大鳥居造営（現存）。奈良の春日大社と広島の厳島神社とともに「日本三大両部鳥居」である。

全国鳥居の高さランキングは、23位である。境内の広さは 11,253坪である。本報告書では、気比神宮の由来、社殿、

鳥居と石灯籠の資料について、写真撮影から所見を纏める事が出来たので以下報告する。 

 

2.気比神宮の資料 

祭神は次の 7柱は、本殿（本宮）に主祭神と 2 柱、本宮周囲の四社の宮（ししゃのみや）にそれぞれ 1 柱を祀る。 

2-1.本殿（本宮） 

伊奢沙別命 （ｲｻﾞｻﾜｹﾉﾐｺﾄ）：主祭神。    

「気比大神」または「御食津大神」とも称される。 

仲哀天皇 （ﾁｭｳｱｲﾃﾝﾉｳ）：第 14 代天皇。 

神功皇后 （ｼﾞﾝｸﾞｳｺｳｺﾞｳ）：仲哀天皇の皇后。 

 

2-1-1.本殿（本宮）の伊奢沙別命 

千有余年、天筒の嶺に霊跡を垂れ境内の聖地（現在の土公）

に降臨したと伝承される伊奢沙別命は笥飯大神（ケヒノオ

ホカミ）、又の名を御食津大神（ミケツオホカミ）と称へ奉

り食物を司り給う神で、上古より北陸道総鎮守と仰がれ、

海には航海安全と水産漁業の隆昌、陸には産業発展と衣食

住の平穏に御神徳、霊験著しく鎮座されている。また、ケは食物を意味し、ヒは霊妙（不可思議な働き）を

意味する。また、弘法大師(774－835 年：香川県生まれ)が立宗された真言宗（密教）では、高野山真言宗の

表 2-1.歴代天皇と宮の名称と場所推定地 
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四大守護神（四社明神）のひとつとして祀られ、伝教大師が立宗された比叡山天台宗においても山中に氣比

神社を建て守護神として祀られている。 

 

2-1-2.本殿（本宮）の仲哀天皇 

 帶中津彦命である第 14代天皇（192－200年）は氣比大神の御神徳を尊ばれ国内平定に尽力された天皇様で、

九州平定の途中にて崩御した。神社祭祀の重儀である大祓祭縁起を物語る神様である。当神宮に深い信仰を

寄せられたことにより、第 42 代文武天皇(697-707年)の御代大宝 2(702)年に合祀される。 

 

2-1-3.本殿（本宮）の神功皇后 

息長帶姫命である仲哀天皇の皇后は應神天皇の御母君。天照大御神、住吉三神が懸られ、国を導いて行か

れた皇后である。摂津國一之宮住吉大社の御祭神（第四本宮）として有名である。古事記・日本書紀等に当

神宮を参拝されたという記述がある。第 42 代文武天皇(697-707年)の御代大宝 2(702)年に合祀される。 

 

2-2.四社の宮 

東殿宮：日本武尊(ﾔﾏﾄﾀｹﾙﾉﾐｺﾄ） 

総社宮：応神天皇（ｵｳｼﾞﾝﾃﾝﾉｳ）： 第 15 代天皇。 

平殿宮：玉姫命（タマヒメノミコト、玉妃命）： 『気比宮社記』では神功皇后の妹・虚空津比売命とする。 

西殿宮：武内宿禰命（タケノウチノスクネノミコト） 

 

2-2-1.日本武尊 

本名の小礁皇子は、第 12 代景行天皇(71-130 年)の皇子で、日本童男ともいう。その一生を日本国平定の

為に捧げ、東奔西走して力の限りを尽し、その高き志の中で薨去され神上がりされた古代伝承中の白眉の人

物。当神宮では仲哀天皇の御父君として祀られております。第 42 代文武天皇(697-707年)の御代大宝 2(702)

年に合祀される。 

 

2-2-2.譽田別命（応神天皇： 第 15代天皇） 

仲哀天皇と神功皇后間の皇子である第１５代応神天皇は、大和国高市郡軽の明宮で天下を治め給う。全国八

幡神社(宮)の主祭神である。第 42 代文武天皇(697-707年)の御代大宝 2(702)年に合祀される。 

 

2-2-3.玉妃命 

神功皇后の御妹君。仲哀天皇参拝時に同行し氣比大神が懸られ、大神の神宣があったと伝えられている。

第 42 代文武天皇(697-707年)の御代大宝 2(702)年に 

 

2-2-4.武内宿禰命 

第 14 代仲哀天皇と第 15 代應神天皇時代に時の大臣であり、審神者、神功皇后、玉妃命に懸られた神が

正神であるか、邪神であるか、常に審神をされていたと伝えられている。第 42 代文武天皇の御代大宝 2(702)

年に合祀される。第４２代文武天皇（白鳳・奈良時代：697-707）の大宝２（702）年勅して当宮を修営し、仲哀天皇と

神功皇后（200-270）を合祀されて本宮となした。後に、本殿の周囲には東殿宮（本殿の東）・総社宮（東北）・平殿宮
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（西北）・西殿宮（西）の 4 社殿が立ち、これらは「四社の宮（シシャノミヤ、四社之宮）」と総称される。四社の宮はいずれも

平成に入っての再建社殿である。また、本殿に接続して内拝殿・外拝殿が立つが、これらは昭和の大造営時の再建にな

る。本殿（本宮）に主祭神と 2柱、本宮周囲の四社の宮にそれぞれ 1柱を祀る。表 2-2は気比神宮の 7柱祭神であ

る。 

 

表 2-2.気比神宮の 7柱祭神 

 

- 『気比宮社記』では神功皇后の妹・虚空津比売命とする。 

 

2-3.御祭神と御神徳 

主祭神 伊奢沙別命は御食津大神（みけつおおかみ）とも称し食物を司り、また古くより海上交通、農漁業始め衣食住

の生活全般を護り給う神として崇められている。神功皇后、応神天皇はまた漁業に対する御神徳著しく、古来五穀豊穣、

海上安全、大漁祈願が行われ、現に農漁海運業者の崇信が極めて篤い。神功皇后は安産の神として霊験あらたかであ

る。仲哀天皇・神功皇后・日本武尊・応神天皇・武内宿禰命は無病息災延命長寿、また神功皇后・玉妃命は音楽舞踊の

神である。 

表 2-3.御祭神と御神徳 

 
 

2-4.年中祭典行事 

 

表 2-4. 気比神宮の年中祭典行事
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表 2-4 は気比神宮の年中祭典行事である。若水祭 1 月 1 日 午前 0 時 延命長寿と称えられ、毎年元旦の午前

零時に汲みとられた長命水が神前に献じられ、生活の第一歩が始まる当社ならではの縁起の祭りである。 

 

３.気比神宮の由来と現在 

伊奢沙別命は、笥飯大神（ｹﾋﾉｵｵｶﾐ）、御食津大神とも称し、２千有余年、天筒の嶺に霊跡を垂れ境内の聖地

（現在の土公）に降臨したと伝承され今に神籬磐境（ﾋﾓﾛｷﾞｲﾜｻ

ｶ）の形態を留めている。第１４代仲哀天皇（192-200）は御即位

の後、当宮に親謁せられ国家の安泰を御祈願された。 

渤海使（ボッカイシ：698年～926年）が相次いで日本海沿岸

に来着したので神領の氣比の松原（現国定公園・日本三大松

原）を渤海使停宿の処としていた。明治28（1895）年3月26日、

神宮号宣下の御沙汰により氣比神宮と改められた。延喜式神

名帳に「越前國敦賀郡氣比神社七座並名神大社」とあり、中古

より越前國一ノ宮と定められた。天平神護２年（766）勅によって

松原客館が建設され、これを、氣比神宮宮司が検校した。 

慶長 19 年（1614）福井藩祖結城秀康公が社殿を造営されると共に社家 8 家を復興し、社領百石を寄進された。

明治 28（1895）年、官幣大社に列せられた。当神宮の神領は持統天皇の御代より増封が始まり、奈良時代を経て平

安朝初期に能登国の沿海地帯は当神宮の御厨（ﾐｸﾘﾔ）となった。昭和 20（1945）年の戦火で焼失し、その後敦賀区

裁判所の庁舎を移築、長く利用してきたが、老朽化により解体、昭和 25（1950）年御本殿の再建につづき同昭和 37

（1962）年拝殿、社務所の建設九社之宮の復興を見て、祭祀の厳修につとめたが、近年北陸の総社として御社頭全

般に亘る不備を痛感した。写真 3-1は気比神宮の社務所、写真 3-2は九社の宮・神明両宮由来と写真 3-2は気比

神宮の由来文である。 

 

   

写真 3-1.気比神宮の社務所 写真 3-2.九社の宮・神明両宮由来 写真 3-2.気比神宮の由来文 

 

昭和 57（1982）年氣比神宮御造営奉賛会が結成され「昭和の大造営」に着手、以来、本殿改修、幣殿、拝殿、儀

式殿、廻廊の新設成り、旧国宝大鳥居の改修工事を行なった。更に国家管理時代の社務所が平成 23（2011）年 6

月大社に相応しい格式ある総木造社務所が新築落成した。本殿は桁行 5.45ｍ・梁間 7.27ｍ、「両流造」という独特

の形式の大規模な社殿で、屋根は檜皮葺、正面には一間の向拝が付設されていた。また内部は正面一間通りを外

陣とし、奥は一間ごとに３分割して中央間に中陣・内陣・内々陣を設け、左右脇間は空殿とされている。鳥居は７基

 

図 3-1.祭神関係の黎明期と古墳時代の天皇系図 
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（木造両部２基と明神鳥居５基）である。第１両部鳥居は高さ 10.9m、柱間 7.27ｍ、木造両部型本朱漆、国の重要文

化財、正保 2年（1645年）造営されて現存している。第 2両部鳥居は本殿の前方に建立している。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「渤海国 698年～926年」について、領土は中国東北部、朝鮮半島北部とロシア沿海州である。民族は靺鞨族(ツ

ングース系諸部族)で、高句麗遺民の建国者は大祚栄である。略史 668 年の高句麗滅亡後、営州に囚われていた

大祚栄が、唐の混乱に乗じて東方に脱出、現在の吉林省付近で勢力を拡大し、698 年に建国した。建国当時の国

号は震(震国)。唐や日本などと国交を結び、713 年には玄宗皇帝から冊封国として渤海郡王を認められて、国号も

渤海としている。以後、唐の諸制度に学んだ国家を建設、周辺諸国との交易によって栄えた。新唐書は「海東の盛

国」と讃え、東西南上中の五つの京を持っていたとしている。926 年、契丹族国家の遼の耶律阿保機の遠征によっ

て滅ぼされた。 

 

4.気比神宮の社殿 

 

4-1.気比神宮の社殿 

戦災で焼失した旧本殿は、江戸時代初期の慶長 19 年（1614 年）に福井藩主結城秀康結城秀康によって再建されたも

ので、旧国宝に指定され、屋根両流造の代表的建造物であった。その虹梁には、二つに割れた桃の実の中に陣羽織を

身にまとった桃太郎が刻まれ童話の起源を物語る。桃山時代の貴重な作品として知られている。 

桁行 5.454ｍ・梁間 7.272ｍ、「両流造」という独特の形式の大規模な社殿で、屋根は檜皮葺、正面には一間の向拝が

付設されていた。また内部は正面一間通りを外陣とし、奥は一間ごとに３分割して中央間に中陣・内陣・内々陣を設け、左

右脇間は空殿とされていた。 

『気比宮旧記』によれば、そのうち内々陣の中央に仲哀天皇、右（西）に神功皇后、左（東）に保良太神（伊奢沙別命）が

祀られていたという主要社殿は昭和 20 年（1945 年）の空襲で焼失したため、いずれも戦後の再建である。本殿（本宮）は

昭和 25 年（1950 年）の再建で、南面して鎮座する。本殿の周囲には東殿宮（本殿の東）・総社宮（東北）・平殿宮（西北）・

西殿宮（西）の 4 社殿が立ち、これらは「四社の宮（ししゃのみや、四社之宮）」と総称される。四社の宮はいずれも平成に

入っての再建社殿である。また、本殿に接続して内拝殿・外拝殿が立つが、これらは昭和の大造営時の再建になる。写真

4-1 は気比神宮の社殿である。 

 

    

写真 4-1.気比神宮の社殿 

 

4-2.気比神宮の境内神社（文は神宮栞参照） 

4-2-1.猿田彦神社 
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写真 4-2.猿田彦神社の鳥居と石碑 写真 4-3.気比神宮の神木 写真 4-4.神宮の授与所 

 

猿田彦神社は、末社、祭神 猿田彦大神、氣比大神の案内をされる神で表参道北側にある。一般に庚申様と唱

えて信仰が篤い。猿田彦神社（サルタヒコジンジャ）は、三重県伊勢市の伊勢神宮内宮の近くにある神社である。猿

田彦大神と、その子孫の大田命を祭神とする。旧社格は無格社（社格がないという意味ではなく「無格社」という社格）

で、第二次大戦後は別表神社となった。 

 

4-2-2.大神下前神社 

 

    

写真 4-5.気比宮古殿地の事 写真 4-6.大神下前神社の鳥居と扁額と社殿 

 

大神下前神社は、末社、祭神：大己貴命（オオナムチノミコト）、式内社、敦賀市内氣比大神四守護神の一つとし

てもと天筒山麓に鎮座されていたのを明治年間現在の地に移転、稲荷神社と金刀比羅神社を合祀し、特に海運業

者の信仰が篤い。 

 

4-2-3.兒宮 

 

 

 
  

写真 4-7.兒宮の社殿 写真 4-8.兒宮の鳥居 写真 4-9.兒宮の石柱 写真 4-10.気比社の記念碑 
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兒宮は、末社、祭神 伊弉冊尊（いざなみのみこと）、平安朝時代、第 65代花山天皇（984-986）寛和 2（986）年 9

月 20日遷宮の事が残されており、その以前より御鎮座の事があきらかである。徳川時代から子宝祈願を始め安産の

神と称され、更には小児の守神として信仰が篤い。拝殿には、母子大小の狛犬が御護りする。 

 

    

写真 4-11.角鹿神社の正面 写真 4-12.角鹿神社の鳥居と石柱 写真 4-13.角鹿神社の由来 

 

4-2-4.角鹿神社 

角鹿神社は、摂社、祭神 都怒我阿羅斯等命（ツヌガアラシトノミコト）、式内社、第 10代崇神天皇（前９７-前 30）

の御代、任那の皇子の都怒我阿羅斯等氣比の浦に上陸し貢物を奉る。天皇氣比大神宮の司祭と当国の政治を任

せられる。その政所（マンドコロ）の跡にこの命を祀ったのが当神社で現在の敦賀のもとの地名は「角鹿」でこの御名

による。往古東門口が表通であったため氣比神宮本社の門神と云われる。式内社、崇神天皇の御代、任那の王子

の都怒我阿羅斯等気比の浦に上陸し貢物を奉る。天皇、気比大神宮の司祭と当国の政治を委せらる。その政所の

跡に此の命を祀ったのが当神社で現在の敦賀の地名はもと『角鹿』でこの命の御名に因る。殿内に宝物獅子頭を安

置す。除災招福の信仰が篤い。天

保十年松尾大神を合祀、酒造家の

信仰が篤い。 

 

4-2-5.神明社両宮  

末社、祭神は 天照皇大神（内

宮）、豊受大神（外宮）である。

ここで、外宮は慶長 17（1612）

年 3月 28日、内宮は元和元（1615）

年 9 月 28 日それぞれ勧請奉祀さ

れた。南北朝争乱時代の延元元（1336）年当神宮宮司氣比氏治が南朝後醍醐天皇を奉じ氣比大明神の神旗を掲

げたと云う「旗掲の松」。金ヶ崎城を築いて足利軍に対し奮戦したものの、一門ことごとく討ち死す。今でも旧根が朱

塗中鳥居前に残り二代目が成木として雄々しく育つ。昭和 11（1936）年、当時陸軍関係者が武運を祈願して献木さ

れたユーカリの木は、敦賀市指定天然記念物に指定されている。 

 

 

 

 

 

  

写真 4-14.境内神社、神明社両宮（外宮：豊受大神と内宮：天照皇大神） 
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表 4-1.気比神宮の境内神社の社格と御祭神 

 

 

4-3.気比神宮の９社の宮（文は神宮栞参照） 

境内の西方に位置し、御本殿を向い九社の神社が鎮座する。古来より氣比大神の御子神等関係の神々をお

祀りする社として崇敬され、九社之宮として知られる。 

 

    

写真 4-15.天利劔神社 写真 4-16.天伊弉奈彦神社 写真 4-17.天伊弉奈姫神社 写真 4-18.伊佐々別神社 

 

4-3-1.天利劔神社（アメノトツルギ－ジンジャ） 

祭神は天利劔大神。式内社、仲哀天皇当宮に参拝、宝劔を奉納せられ霊験いと奇しと云う。後に祠（ほこ

ら）を建て天利劔宮と称え奉り御神徳をさずかる崇敬者は多い。 

  

4-3-2.天伊弉奈彦神社（アメノイザナヒコ－ジンジャ） 

祭神は天伊弉奈彦大神（あめのいざなひこのおおかみ）。式内社で續日本後記に、承和 7年 8月越前國従

二位勲一等氣比大神御子無位天利劔神、天比女若御子神、天伊佐奈彦神、並従五位下を奉授せられるとある。 

 

4-3-3.天伊弉奈姫神社（アメノイザナヒメ－ジンジャ） 

祭神は天比女若御子大神。式内社、社家伝記に、伊佐奈日女神社、伊佐奈日子神社は造化陰陽の二神を祀

りしものなりと云う。古来縁結びの御神徳が顕著である。 

 

4-3-4.伊佐々別神社（イササワケージンジャ） 

祭神は御食津大神荒魂神(ミツケオオカミアラミタマノカミ)。当宮奮記によれば「古来漁捕の輩之を尊敬

し奉る」とある。この社殿が北面しているのは漁撈を守る神であるから、北方の海を向いているのだと伝え

られている。往昔応神天皇皇太子の時当宮に参拝され、夢に大神が現れ御名を易うる事を約しまた仰せの通

り翌朝浜に出てみると笥飯の浦一面に余る程の御食（ミケ）の魚（ﾅ）を賜わった。天皇大いに嬉び給うと

共に御神威を辱なみ、武内大臣に命じて新たに荒魂（アラミタマ）を勧請崇祀せしめられたのがこの社であ

る。 
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写真 4-19.九社の天利剣 写真 4-20.九社の鏡神社 写真 4-21.九社の林神社 写真 4-22.九社の金神社 

 

4-3-5.擬領神社（オオミヤツコ－ジンジャ） 

社記に武功狹日命(タケイサヒノミコト)と伝え、一説に大美屋都古神(おおみやつこのかみ)又は玉佐々良

彦命(タマササラヒコノミコト)とも云う。奮事紀には「蓋し當國國造の祖なるべし」と載せてある。 

 

4-3-6.鏡神社（カガミノ－ジンジャ） 

神功皇后角鹿に行啓の際種々の神宝を当宮に捧げ奉った。其の中の宝鏡が霊異を現わされたので別殿に國

常立尊（ｸﾆﾉﾄｺﾀﾁﾉﾐｺﾄ）と共に崇め奉り天鏡宮（ｱﾒﾉｶｶﾞﾐﾉﾐﾔ）と称え奉ったと云う。慈悲の大神として知ら

れる。 

 

4-3-7.林神社（ハヤシノ－ジンジャ） 

林山姫神（はやまひめのかみ）を祀る。福徳円満の大神として崇敬者が多い。延喜式所載の越中國礪波郡

林神社は当社と御同体である。垣武天皇延暦 4年勅に依り僧最澄氣比の宮に詣で求法を祈り、同 7年再び下

向して林神社の霊鏡を請ひ比叡山日吉神社に遷し奉った。即ち当社が江州比叡山氣比明神の本社である。 

 

4-3-8.金神社（カネノ－ジンジャ） 

素盞鳴尊（すさのおのみこと）を祀り、家内安全の神とされている。垣

武天皇延暦 23年 8月 28日、僧空海当宮に詣で、大般若経 1千巻を転読求

法（てんどくぐほう）にて渡唐を祈る。嵯峨天皇弘仁 7年に復び詣でて当

神社の霊鏡を高野山に遷して、鎮守の杜とした。即ち紀州高野山の氣比明

神はこれである。 

 

4-3-9.劍神社（ツルギージンジャ） 

御祭神は姫大神尊（ひめのおおかみのみこと）、剛毅果断の大神として往古神明の神託があったので、莇

生野村（旧敦賀郡）へ勧請し奉ったと伝えられる。劒神社には氣比大神と忍熊王が並祀されているのが面白

い。一緒に祀って祟りを封じており、更に主祭神に素戔嗚尊であれば、忍熊王も動けないと云うことだろう。

吉備国（備前国）にも忍熊王命碑が残っているのは、応神新王権の擁立に吉備国の勢力も関与したことを示

す。吉備と気比との関連が注目される所である。 

 

 

 

 

写真 4-23.九社の劍神社 
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表 4-2.気比神宮の「９社の宮」の社格と祭神 

 

 

５.気比神宮の鳥居 

鳥居は７基（木造両部２基と明神鳥居５基）である。第一両部鳥居は高さ 10.9m、柱間 7.27ｍ、木造両部型本朱漆、

国の重要文化財として現存している。第二両部鳥居は本殿の前方に建立している。奈良の春日大社と広島の厳島

神社とともに「日本三大鳥居」の一つである。が、国内鳥居の高さランキングでは 23位である。 

弘仁元年（810）年、初代の鳥居は境内東側にて創建されたが、康永２（1343）年暴風で倒壊となり、後に現在の西側の

地に再建された。慶長 19（1614）年福井藩主結城秀康造営の国宝本殿（昭和 20 年焼失）は、屋根両流造の代表的建造

物であった。その虹梁には、二つに割れた桃の実の中に陣羽織を身にまとった桃太郎が刻まれ童話の起源を物語る。桃

山時代の貴重な作品として知られている。正保 2 年（1645）年、寛永年間旧神領地佐渡国鳥居ケ原から伐採奉納した榁

樹（むろのき）で建立した。明治 34（1881）年国宝に指定され、現在は国の重要文化財である。 

明治 34（1901）年国宝に指定され、現在は国の重要文化財である。正面の扁額は有栖川宮威仁親王（アリスガワノミヤ

タケヒトシンノウ）の御染筆である。昭和 20 年（1945）の敦賀空襲では唯一その戦火を免れている。写真 5-1 は文化財指

定、第一の両部鳥居と扁額である。写真 5-2 は旧国宝の大鳥居の由来文である。 

 

  

 

 

写真 5-1.文化財指定、第一の両部鳥居と扁額 写真 5-2.旧国宝の大鳥居の由来文 

 

敦賀市、気比神宮の社殿の前方にある両部鳥居は第二両部鳥居と扁額の写真である。両部鳥居（りょうぶとりい）

は、本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱（稚児鳥居）があり、その笠木の上に屋根がある鳥居である。神仏習合を

示す名残。四脚鳥居、稚児柱鳥居、権現鳥居、枠指鳥居などの別名がある。おもな両部鳥居は、広島の厳島神社、

奈良市の春日大社、敦賀市の氣比神宮、秩父市の三峯神社、宇都宮の宇都宮二荒山神社、八尾市の恩智神社と
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樟本神社（木本）等がある。写真 5-3 は大鳥居の下部で、写真 5-4 は本殿前の第二の両部鳥居と扁額である。 

 

    

写真 5-3.大鳥居の下部 写真 5-4.本殿前の第二の両部鳥居と扁額 

 

別表  福井県、気比神宮の詳細資料 

１ 主祭神 伊奢沙別命 

２ 神社創建 当神宮創祀は 2000 年以上。（伝）第 14 代仲哀天皇 8（200）年。 

３ 勧請神 飛鳥時代末期の大宝 2（702）年に建立し．朝廷関係の神々を合祀した。 

４ 祭 神 伊奢沙別命、仲哀天皇、神功皇后、応神天皇、日本武尊、玉姫命、武内宿禰命 

５ 社格等 式内社（名神大 7 座）、越前国一宮、 旧官幣大社、別表神社  

６ 例 祭 ９月 4 日 

７ 主な神事 
御誓祭（3 月 6 日）、御名易祭（3 月 8 日）、御田植祭（6 月 15 日）、牛腸祭（6 月 16 日）、総

参祭（7 月 22 日）、気比の長祭（9 月 2 日-15 日） 

８ 鎮座地 福井県敦賀市曙町 11-68  

９ 交通手段 
鉄道：西日本旅客鉄道（JR西日本）北陸本線・小浜線 敦賀駅 徒歩：約 15 分。バス：福鉄

バスで「気比神宮前」バス停下車 （下車後徒歩すぐ） 

10 位 置 北緯 35 度 39 分 17.85 秒 東経 136 度 4 分 28.92 秒    

11 標 高 4.00m。 

12 電話・FAX TEL0770-22-0794 と FAX 0770-22-0786 http://kehijinngu.jp 

13 本 殿 

桁行 5.45ｍ・梁間 7.27ｍ、「両流造」という独特の形式の大規模な社殿で、屋根は檜皮葺、

正面には一間の向拝が付設されていた。また内部は正面一間通りを外陣とし、奥は一間ごと

に３分割して中央間に中陣・内陣・内々陣を設け、左右脇間は空殿とされている。 

慶長 19 年（1614 年）正遷宮（旧本殿）、宝暦 5 年（1755 年）本殿修造 

14 拝 殿 元和 2 年（1616 年）拝殿造営。  

15 九社の宮 
天利劔神社、天伊弉奈彦神社、天伊弉奈姫神社、伊佐々別神社、擬領神社、 

鏡神社、林神社、金神社、劍神社 

16 境内末社 猿田彦神社、大神下前神社、兒宮（コノミヤ）、角鹿神社、神明両宮。 

17 鳥 居 

鳥居は７基（木造両部２基と明神鳥居５基）である。第１両部鳥居は高さ 10.9m、柱間 7.27

ｍ、木造両部型本朱漆、国の重要文化財、正保 2 年（1645 年）造営されて現存してい

る。第 2 両部鳥居は本殿の前方に建立している。奈良の春日大社と広島の厳島神社と

ともに「日本三大鳥居」。 
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18 その他 

神宮の社名について、史料には主なものとして次の呼称が見える[1]（史料の引用には常用

漢字体を使用）。気比大神/気比神（『古事記』[原 1]、『続日本紀』[原 2]等）、笥飯大神/笥

飯神 （『日本書紀』[原 3][原 4][原 5]）、気比神社 （『日本後紀』[原 6]、『延喜式』神名

帳）、気比大神宮 （『続日本後紀』[原 7]等）、気比神宮 （『日本文徳天皇実録』[原 8]等） 

 

参考文献 

http://search.yahoo.co.jp/気比神宮 

http://www.turuga.org/places/kehijingu/kehijingu.html 敦賀市観光案内ガイド 

http://www.genbu.net/data/etizen/kehi_title.htm 気比神宮 

http://kamnavi.jp/ym/hiboko/kehi.htm 気比神宮 

http://guide.travel.co.jp/article/5686/気比神宮 

http://www2.ocn.ne.jp/~kehi/gosaijin.html 気比神宮 

 

注.都怒我阿羅斯等（ツヌガアラシト：http://www.eonet.ne.jp/~temb/5/kika_1.htm） 

歴史に登場する最初の帰化人は、日本書紀、垂仁天皇 2（前 28）年、分注のツヌガアラシトである。時代について真剣

に考慮する必要はありません。古代からの伝承を、「紀」の編纂時、適宜組み込んだだけで、ただ、早い、遅いという順序

のみはあてにできます。これは神功皇后を卑弥呼と扱ったことから帰結するもので、それを遡る時代に置かれているのは、

卑弥呼以前の、より古い時代の出来事ということになります。《天皇即位順／第 10 代崇神（前 97-30 年）―第 11 代垂仁

（前 29-70年）―第 12代景行（71-130年）―第 13代成務（131-191年）―第 4代仲哀（神功皇后）（192-200年・200-270）

―第 15 代応神（270-310 年）》。新羅（前 57-935 年）、伽耶国（42-532 年）。 

 「一に云う。崇神天皇の世に、額に角がある人が一隻の船に乗って、越の国の笥飯（ケイ）浦に泊まった。それで、その土

地を角鹿というのである。どこの国の人かと尋ねると、意富加羅国の王子、都怒我阿羅斯等と答えた。またの名は于斯岐

阿利叱智干岐（ウシキアリシチカンキ）という。日本に聖皇がいるという噂を聞き、帰化しようと、穴門に到った時、その国に

伊都々比古（イツツヒコ）という人がいて、我はこの国の王だと言ったが、その人となりを見て、王ではないと思い引き返した。

道を知らなかったため、島浦を伝って北海（山口県北部の海）より之（穴門）を廻り、出雲国を経てここに到ったのだと語っ

た。《＊／山口県西部の響灘に面したどこか》 

  出身地という加羅（伽耶、任那､現金海市。）は、陳寿の三国志では、倭と表されている朝鮮半島最南部の呉人（韓人）

中心の国です。都怒我阿羅斯等は、「角がある人」の意で、額に角の生えた牛トーテム（特定の集団）を表し、ウシキアリシ

チカンキという別名がそのことを教えてくれます。牛の姫(木)氏なのです。角の土地という意味で「ツノガ」となったらしく、角

鹿の文字が当てられていますが、鹿とは無関係でしょう。現在の福井県敦賀市付近の伝承で、ここは畿内から近江を通過

し、北陸へ抜ける軍事、交通上の要衝。 

敦賀には、延喜式名神大社、越前国一の宮の気比神社が存在。主祭神は伊奢沙別命で、別名を御食津大神、気比大

神と言う。これは農業神の后稷が食物神として、海産物にまで拡大されたものかと思える。 

 「気比神宮の境内地は 11,253 坪に及び、そのなかに遺址として『土公』がある。境内末社、大神下前神社の付近にある

墳型の盛地で、周囲に卵形の石を八角形にめぐらしており、社殿や家屋を建てるとき、その土砂をまけば悪神の祟りがな

いと伝えられる。（日本の神々８、谷川健一編、白水社）」 

  そして、この土公は保食神（＝御食津大神）降臨の地ともいうのです。これは明らかに土地神・后土（＝土公）の祭りで、

http://www.turuga.org/places/kehijingu/kehijingu.html
http://guide.travel.co.jp/article/5686/
http://www2.ocn.ne.jp/~kehi/gosaijin.html
http://www.eonet.ne.jp/~temb/5/kika_1.htm。%20新羅（前57-935
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気比神社では周につながる社稷（后土、后稷）が祭られていたことになります。呉（韓人）は周の分家なので、社稷を祭る

のは筋が通りますし、形が八角形ということで、新羅（＝弁辰韓）のソシモリ（蘇之保留）に天下り、土船に乗って渡来したと

いう八坂神社の祭神・須佐乃男命（神代紀）にも結び付いてきます。この都怒我阿羅斯等の伝承は、呉系楚人・弁辰韓人

でもある堂谿氏の渡来伝説なのです。馬韓(-前 18 年：百済)、弁韓(-42 年：伽耶国)､辰韓(-前 57 年：新羅)。  

 

注. 

伽耶（かや）は加羅（から）の現代韓国に於ける表記。また加羅諸国は、３から６世紀中頃にかけて朝鮮半島の中南

部の洛東江流域にて散在していた小国家群である。後述のように、広義の任那に含まれるが狭義の任那とは位置

が異なる。本文上は加羅で統一する。国の後継国である日本で 720年に成立した『日本書紀』では、加羅と任那が

併記される。伽耶連盟の盟主となったとする金官国・大加羅だけではなく、安羅、古寧、星山、小加羅などは六伽

耶・五伽耶とまとめて呼ばれた。小国としては、多羅、卓淳、己汶、滞沙等が挙げられる。これらの地域からは前方後

円墳が発見されており、日本の墓制との関連で注目されている。 

 

伽耶国・駕洛国史年表 

 

 

 


