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ABSTRACT 

This study clarifies the local history and is intended to make the document of cultural heritage 

studies. This report is a part of the general academic investigation of the Cave Environmental Net 

Society which went in "the Shirahishi Shrine (Jinja)" which is Shiga Prefecture、an area of ancient 

Ōmi-Kuni. In Ōmi Province, Ichinomiya is Kurobe Taisha, Ninomiya is Hiyoshi Taisha and 

Sannomiya are Taga Taisha and Mikami Shrine. 

About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management method. The 

location of Shirahige Shrine is 34°41′14.7″north latitude, 135′29′57″east longitude. The 

altitude is 16m. Shinto shrine foundation is Jiayo 3 (850) year. Shirahishi Shrine (Jinja) is a 

shrine in Ugawa, takashima-city, shiga-Pref. According to tradition, this jinja was founded by 

Yamatohime-no-mikoto : imperial princess, in before about two thousand years.  

It is a state history company and the former company is a prefecture company. Another name is 

"White Beard Daimyojin" "Hira Akashin". Gypsum is "Left three times". It is regarded as the total 

headquarters of Shirake shrine nationwide. In 675, the shrine was given the name Hiramyo-Shrine 

by Imperial order of Emperor Tenmu. Origin of this shrine, sung in SHIRAHIGE (stele of kan-ami), and 

this shrine is the imperial palace of haku-myeo-ji of the approximately 300 shirahige shrine. Enshrined 

Kami of this jinja is Sarutahiko-no-Mikoto. Sarutahiko guided the grandson (ninigi-no-mikoto) of the 

sun goddess (Amateras-Oumikami) during Tensonkorin, because he came to be regarded as a god of 

roads and travelers and designated the same position as that of Doso-shin or michibara (traveler's 

guardian deity). 

The present building was constructed in 1603 by bugyo Katsumoto KATAGIRI by order to Hideyori 

TOYOTOMI and his mother YODOGIMI to excecute dead Hideyoshi TOYOTOMI's will. Together with 

Munafuda in which written this things, main shrine building was designated as a national important 

cultural in 1938 and up to date.There are 11 Keidai shrines. ➀Wakamiya Jinja,②Koutai 

Jingu(Naigu),➂Toyouke Dai Jingu(Gegu), ④Hatiman Jinja,⑤Kamo Jinja,⑥Koura JinjaC,⑦Tenman 

Jinja,⑧Namiyoke Inarisya,⑨Jyuro Jinja,⑩Naruko Benzaiten, and ⑪ Iwato Sya ※No.l to 6 was 

designated a Cultural Property of the City of Takashima, and No.4 to 6 is Aidono. Aidono is a building 

in a Shinto shrine which enshrines several deities. 

https://twitter.com/michibara_rance


2 

 

2 

 

キーワード：近江最古の大社・古墳（洞窟）の石室・湖中の最高鳥居・文化財 

Keywords：Omi earliest taisha/ Tomb of the rock-room / The highest torii in the lake/ Cultural assets 

［洞窟環境 NET学会 紀要 10号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.10(2019),  -  pp］ 

目次  1．はじめに、2.白鬚神社の資料、3.白鬚神社の由来と現在、4.白鬚神社の社殿、5.白鬚神社の鳥居と

灯籠、6.おわりに  謝辞、参考文献、別表.白鬚神社の年表。 

 

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総合学術調査

の一部である。白鬚神社の所在地は、滋賀県高島市鵜川にある神社で、北緯 35 度 16 分 28.3 秒、東経 136

度 0分 39.9秒である。標高は 16ｍである。神社の創建は、第 11代垂仁天皇（前 29-70）25年に伊勢の地で、 

天照大神を祀る最初の斎宮（ｻｲｸﾞｳ）となった倭姫命（ﾔﾏﾄﾋﾒﾉﾐｺﾄ）によって社殿が建てられた（一説に再建）。

また白鳳 2（674）年には、天武天皇の勅旨により「比良明神」の号を賜り、後に見える神名「比良神」で、祭祀は

比良山に対する説がある。一方、白鬚信仰の多く分布する武蔵国北部や近江・筑前には渡来人が多く、その

祖神を祀ったことに始まるという説もある。当社の周囲には、背後の山中に横穴式石室（現・末社岩戸社）が残

るほか、山頂には磐座と古墳群が残っている。 

白鬚神社は、近江国に所属している。近江国の一宮、は建部大社、二宮は日吉大社と三宮は多賀大社と御

上神社である。祭神は、猿田彦命(猿田彦大神）である。国史に「比良神」と見える神名が当社を指す。元々の

祭神は比良山の神である。人格神が猿田彦命とされた。猿田彦命は水尾神社（高島市拝戸）の縁起『三尾神

社本土記』にも見えることから、両社の密接な関係が指摘される。別社名は、白鬚明神と比良明神をいう。白鬚

神社は、近江最古の大社で、第 40代天武天皇（673-686）の白鳳３（675）、年勅旨(ﾁｮｸｼ)を以て「比良明神(ﾋﾗ

ﾐｮｳｼﾞﾝ)」の号を賜るとある。当社の縁起は謡曲(ﾖｳｷﾖｸ)「白鬚」（観阿弥(ｶﾝｱﾐ)作にも謡われ、日本全国に約

300の分霊社が祀られている。 

 

祭神の猿田彦命(ｻﾙﾀﾋｺﾉﾐｺﾄ)は、天孫(ﾃﾝｿﾝ) 瓊瓊杵尊(ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ)が降臨(ｺｳﾘﾝ)の際に先頭に立って道

案内をされた神で、導き・道開きの神として知られている。当社にお祀りされている猿田彦命は白髪で白い鬚

（あごひげ）を蓄えた老人のお姿で、御社名の由来にもなっている長寿神である。現在の本殿は慶長 8(1603)

年に、太閤秀吉公の遺命により豊臣秀頼公とその母、淀君が、片桐且元を奉行として造営した。このことを記し

た棟札とともに、昭和 13(1938)年、国の重要文化財に指定され、今日に至っている。桃山時代の風格ある入母

屋造（いりもや）造りで屋根は桧皮葺きである。 

境内の 11社は、若宮神社・皇大神宮(内宮）・豊受大神宮(外宮）・八幡神社・加茂神社・高良神社の三社は

相殿で、高島市文化財に指定。天満神社・浪除稲荷社・寿老神社・鳴子弁財天社・岩戸社がある。湖中大鳥

居は、鳥居の規模は湖岸より沖約 58ｍ・高さ湖面より約 10ｍ・柱間約８ｍである。往古、神社前の湖中に鳥居

があったという伝説や絵画がある。現在の鳥居は昭和 56(1981）年に、琵琶湖総合開発の補償事業で再建した

「びわ湖」を代表する景観である。大小「三ツ鳥居」は、横に組み合わせた珍しい６本の鳥居で、「近江の厳島」

とも称される。白鬚神社の御神徳は。古くから延命長寿白鬚の神として広く崇敬され、また縁結び・子授け・福

徳(ﾌｸﾄｸ)開運・攘災(ｼﾞﾖｳｻｲ)招福(ｼﾖｳﾌｸ)・商売繁盛・交通安全の神として信仰されてきた。 
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1. 白鬚神社の資料 

２-１.滋賀県 

面積:4,017.38km2（境界未定部分あり）。総人口:1,410,014人(推計人口、2018年 4月 1日）。人口密度:351

人/km2。隣接都道府県:福井県、岐阜県、三重県、京都府。県の木:モミジ。県の花:シャクナゲ。県の鳥:カイツ

ブリ。所在地：〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目 1番 1号、北緯 35度 0分 15.7秒 東経 135度 52分 6.6

秒である。磯野員昌（ｲｿﾉ-ｶｽﾞﾏｻ）により新庄城に政治の中心が移ったが、間もなく入城した員昌（ｶｽﾞﾏｻ）の

嗣養子(織田信長の甥)となった津田信澄（ﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞｽﾞﾐ）により大溝城に政治の中心が移された。信澄の後は京

極高次などが大溝城主となったが、元和 5（1619）年に分部光信（ﾜｹﾍﾞ ﾐﾂﾖｼ)が伊勢上野藩より入封して大溝

藩が成立し、以後、明治維新まで分部氏が治めた。江戸時代の高島郡は、天領・大溝藩および小浜藩の飛び

地・加賀藩の飛び地・膳所藩の飛び地・郡山藩の飛び地・旗本の朽木領等が混在していた。江戸時代は、幕

府の役所が設置された海津村（旧マキノ町）と城下町である大溝村（旧高島町）を中心に発展した。明治時代

になり、陸軍の駐屯地・饗庭野演習場が置かれたことをきっかけに、今津村（旧今津町）に高島郡役所が設置

され、以後、国・県の出先機関は今津に設置されるようになった。 

 

2-2.滋賀県高島市 

面積:693.05km2、人口密度:69.4 人/km2、総人口:48,132 人(推計人口、2018 年 4 月）、人口密度:69.4 人

/km2。隣接自治体:大津市と長浜市, 京都府: 京都市と南丹市、 福井県の小浜市、敦賀市、三方上中郡若

狭町、三方郡美浜町、大飯郡おおい町。所在地：〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑 565、座標: 北緯 35

度 21分 10.8秒、東経 136度 2分 8.6秒である。 

◎概要：安曇川と石田川流域の扇状地や三角州にまとまった平地があるほかは、比良山地や野坂山地など

森林が広がり、また、琵琶湖の汚染も少なく、自然豊か。日本さくら名所 100選にも選定されている。マキノ町海

津大崎には、花見シーズンになると 10万人を超える観光客が訪れ、またマキノ町のカタクリの花の群生地や今

津町のザゼン草、新旭町針江区の川端（かばた）なども有名。安曇川沿いの扇骨生産、「琵琶湖周航の歌」の

発祥地としても知られ、日本海側気候で、特に旧今津町・旧マキノ町・旧朽木村は豪雪地帯対策特別措置法

における豪雪地帯となっており、それを利用したスキー場も賑わいを見せ、森林セラピー基地に認定されてい

る。 

◎歴史：◎９世紀頃の高島郡は、『和名類聚抄』によると、木津・鞆結・善積・河上・角野・三尾など１０郷の存

在の記載がある。このうち、木津荘（旧饗庭村）は、保延 4（1138）年山門領に加えられ、富永荘（伊香郡）、栗見

荘（神崎郡）とともに、「三箇庄聖供領（千僧供領）」と言われ、延暦寺の重要な経済基盤を担った。また、安曇

川・鴨川デルタ地帯（旧新旭町・旧安曇川町・旧高島町）は、応永 29（1422）年の『木津荘検注帳』、年次不詳

の『木津荘引田帳』などから条里制が敷かれていたことが知られている。 

◎鎌倉時代初期、近江源氏である佐々木信綱の子の佐々木高信が、父の信綱より高島郡に所領を分与され

て高島氏を称し、高島高信と名乗った。高島氏は後に数流に分かれたが、それぞれ高島郡の各所に居城を構

え、戦国期まで栄えた。高島一族には、惣領家である高島氏を筆頭に、高島朽木氏・高島永田氏・高島平井

氏・高島横山氏・高島田中氏らに分かれた。 

◎高島高信以降の高島氏歴代は、高島平野の中央部（安曇川北岸の饗庭野丘陵末端・新旭）にある清水山

の清水寺跡に清水山城を築いて居城とした。鎌倉時代及び室町時代と将軍家に直属する奉公衆として栄えた。
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しかし、享禄 4（1531）年より浅井郡の戦国大名の浅井亮政の侵攻が始まり、永禄 11（1568）年には、浅井氏の

影響下に置かれることになった。元亀年間、明智光秀らの織田軍の進攻により、高島氏宗家は高島郡を追わ

れた。朽木氏は市西部の朽木谷を鎌倉時代・室町時代を通して所領としており、織田家および豊臣家・徳川家

に従い、その旗本として幕末まで転封することなく栄えた。 

 

３.白鬚神社の由来と現在 

３-１.白鬚神社の和文由来と現在 

主祭神は、猿田彦命 （猿田彦大神）である。国史に「比良神」と思える神名が当社を指す。元々の祭神は比

良山の神である。人格神が猿田彦命とされた。猿田彦命は水尾神社（高島市拝戸）の縁起『三尾神社本土記』

にも記されていることから、両社の密接な関係が指摘される。別社名は、白鬚大明神及び比良明神という。由

来は、近江最古の大社で、社記によると、2000余年前、第 11代垂仁天皇の 25年、皇女の倭姫命が社殿を御

創建（御再建とも）、第 40代天武天皇の白鳳 3（675）年、勅旨(ﾁｮｸｼ)を以て「比良明神(ﾋﾗﾐｮｳｼﾞﾝ)」の号を賜る。

当社の縁起(ｴﾝｷﾞ)は謡曲(ﾖｳｷﾖｸ)「白鬚」（観阿弥(ｶﾝｱﾐ)作にも謡われ、日本全国に約 300 の分霊社が祀(ま

つ)られている。御祭神の猿田彦命(ｻﾙﾀﾋｺﾉﾐｺﾄ)は、天孫(ﾃﾝｿﾝ) 瓊瓊杵尊(ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ) の降臨(ｺｳﾘﾝ)の際に

先頭に立って道案内され導き、道開きの神として知られている。当社にお祀りされている猿田彦命は、白い鬚

（ｱｺﾞﾋｹﾞ）を蓄えた老人のお姿で、御社名の由来にもなっている長寿神である。 

現在の本殿は慶長 8(1603)年に、太閤秀吉公の遺命により豊臣秀頼公とその母、淀君が、片桐且元（ｶﾀｷﾞﾐ

-ｶﾂﾓﾄ）を奉行として造営したことを記した棟札とともに、昭和 13(1938)年、国の重要文化財に指定され、今日

に至っている。桃山時代の風格ある入母屋造（いりもや）造りで屋根は桧皮葺きである。社格等は、国史見在社

と旧県社である。例祭は表 3-1 である。 

 

表 3-1.白鬚神社の例祭 

１月 １日/歳旦祭 １月１５日頃/成人祭 １月１５日頃/どんど ２月 ３日/節分祭 

２月１１日/建国祭 ２月 下旬/祈年祭 ５月 ２日/宵宮祭 ５月 ３日/例大祭 

６月 初旬/菖蒲湯祭 ６月３０日/水無月大祓 ９月５・６日/秋季大祭 １１月２３日/新嘗祭 

 １１月１５日/七五三（前後の約１か月間） １２月３１日/ 

大祓、除夜祭 

月次祭/ 

毎月１日・５日・１５日 

 

３-2.白鬚神社の英文由来と現在 

Shirahige jinja is the earliest shrine of Shiga Prefecture. According to tradition, this jinja was 

founded by Yamatohime-no-mikoto : imperial princess, in before about two thousand years. In 675, the 

shrine was given the name Hira-myojin-Shrine by Imperial order of Emperor Tenmu. Origin of this 

shrine, sung in SHIRAHIGE (stele of Kan-Ami), and this shrine is the imperial palace of haku-myeo-ji 

of the approximately 300 Shirahige shrine.Enshrined Kami of this jinja is Sarutahiko-no-Mikoto. 

Sarutahiko guided the grandson (Ninigi-no-Mikoto) of the sun goddess (Amateras-Oumikami) during 

Tensonkorin, because he came to be regarded as a god of roads and travelers and designated the same 

position as that of Doso-shin or michibara (traveler's guardian deity).  

https://twitter.com/michibara_rance
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The present building was constructed in 1603 by bugyo Katsumoto KATAGIRI by order to Hideyori 

TOYOTOMI and his mother YODOGIMI to excecute dead Hideyoshi TOYOTOMI's will. Together 

with Munafuda in which written this things, main shrine building was designated as a national 

important cultural in 1938 and up to date. 

There are 11 Keidai shrines. ➀Wakamiya Jinja,②Koutai Jingu(Naigu),➂Toyouke Dai Jingu(Gegu), 

④Hatiman Jinja,⑤Kamo Jinja,⑥Koura JinjaC,⑦Tenman Jinja,⑧Namiyoke Inarisya,⑨Jyuro Jinja,⑩

Naruko Benzaiten, and ⑪ Iwato Sya ※No.l to 6 was designated a Cultural Property of the City of 

Takashima, and No.4 to 6 is Aidono. Aidono is a building in a Shinto shrine which enshrines several 

deities. 

About large gateway toａshinto shrine(torii)in the lake Torii is built in the lake about 58m off 

the coast, and its height above the water line is about 10m. In ancient time, there is a legend and 

picture of Torii in the lake front of shrine. Kyube-Konishi: who was drug wholesaler in Doshu-machi, 

Osaka, knew it and he donated Toriito this shrine in1937. The present Torii was rebuilt by 

compensation business of general development of Lake Biwa in 1981, and now, this is one of the 

leadiing landscape of Lake Biwa｡ 

 

表３-2.滋賀県高島市、白鬚神社の日文詳細資料 

1 主祭神 

猿田彦命は、天孫である瓊瓊杵尊降臨の際に先頭に立って道案内をされた神で、

導き・道開きの神として知られている。当社にお祀りされている猿田彦命は、白髪で

白い鬚（あごひげ）を蓄えた老人のお姿で、御社名の由来にもなっている長寿神で

ある。  

2 神社創建 社殿創建:第 11代垂仁天皇 25年。 

3 別 名 白鬚大明神・比良明神。  

4 社格等 国史見在社と旧県社。 

5 例 祭 5月 3日、9月 5日・6日。 

6 鎮座地 滋賀県高島市鵜川 215。 

7 交通手段 

西日本旅客鉄道（JR西日本）湖西線 近江高島駅下車 。予約制乗合タクシー（鵜

川線、フリー乗降制）で「白鬚神社前」下車。毎年 9月 5日の秋季大祭の日には、

江若交通により、臨時バス（高島今津線）が運行される。 

8 位 置 北緯 35度 16分 28.25 秒 東経 136度 0分 39.92秒: 標高 88.4ｍ 

9 電 話 TEL：0740-36-1555、FAX: 0740-36-1560。 

10 社 殿 

現在の本殿は慶長 8(1603)年に、太閤秀吉公の遺命により、豊臣秀頼公とその母の

淀君が、片桐且元（ｶﾀｷﾞﾐ-ｶﾂﾓﾄ）を奉行として造営したものである。このことを記した

棟札とともに、昭和 13(1938)年、国の重要文化財に指定され、今日に至っている。

桃山時代の風格ある本殿の様式は、入母屋（いりもや）造りで、屋根は桧皮葺きであ

る。 

11

2
境内社 

11 社：若宮神社・皇大神宮（内宮）・豊受大神宮（外宮）・八幡神社・加茂神社・

高良神社の三社は相殿で、高島市文化財に指定。他に、天満神社・浪除稲荷社・
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4 寿老神社・鳴子弁財天社・岩戸社がある。 

12 鳥 居 

湖中大鳥居の規模は、湖岸より沖約 58ｍ・高さ湖面より約 10ｍ・柱間約８ｍである。往

古、神社前の湖中に鳥居があったという伝説や絵画があり、これを知った大阪道修町の

薬問屋「小西久兵衛氏」が、昭和 42(1967)年に復興寄進されたもの。現在の鳥居は、昭

和 56(1981)年に琵琶湖総合開発の補償事業で再建したびわ湖を代表する景観で、大

小「三ツ鳥居」は、横に組み合わせた珍しい６本の鳥居である。 

13 史 跡 

重要文化財（国指定）：本殿。登録有形文化財（国登録）：社務所。 

高島市指定有形文化財として、末社：若宮神社本殿（建造物）。末社：八幡･加茂･

高良神社本殿（建造物）、末社：内宮本殿・外宮本殿（建造物）。 

14 御神徳 

古くから延命長寿白鬚の神として広く崇敬され、また、縁結び・子授け・福徳（ﾌｸﾄｸ）開

運・攘災招福・商売繁盛・交通安全など人の世の総ての導き・道開きの神として信仰さ

れてきた。９月の秋の大祭には「なる子まいり」と称する神事があり、数え年二歳の子ども

に御神前で名前（呼び名）を授け、その名前を三日間呼ぶと、子どもの無事な成育と延

命長寿のご加護が頂けるという。 

 

3-2.白鬚神社の英文由来と現在 

表３-２.白鬚神社の英文由来と現在 

1 

Worshipped 

Gods 

① Sarutahiko guided the grandson (Ninigi-no-Mikoto) of the sun goddess 

(Amateras-Oumikami) during Tensonkorin, because he came to be regarded 

as a god of roads and travelers and designated the same position as that of 

Doso-shin or michibara (traveler's guardian deity). 

2 Foundation The foundation is 25 years of the 11th Emperor Suinin (29-79 BC) 

3 Alias White beard Daimyojin · Hirao Meishin 

4 Rankings Kunashiri-shi company and former prefecture company 

5 
Annual 

Festival 

May 3, September 5 and 6 

6 Shrine Site Shiga Prefecture Takashima-shi Ugawa 215 

7 Access 

West Japan Railway (JR West) Get off at Oimi Takashima station on 

Konishi Line. Take a reservation system ride taxi (Ukawa Line, free 

boarding and getting off) and get off at "Shirahige Shrine". A special bus 

(Takashima Imazu Line) will be operated by Eiwa Traffic on the autumn 

season festival on September 5 every year. 

8 Latitude 
Northern latitude 35 degrees 16 minutes 28.25 seconds E longitude 136 

degrees 0 minute 39.92 seconds: Altitude 88.4m. 

9 TEL・FAX TEL:0740-36-1555・FAX:0740-36-1560 

10 
Shrine               

Pavilions 

The present building was constructed in 1603 by bugyo Katsumoto KATAGIRI 

by order to Hideyori TOYOTOMI and his mother YODOGIMI to excecute dead 

Hideyoshi TOYOTOMI's will. Together with Munafuda in which written this 

https://twitter.com/michibara_rance
tel:0740-36-1555・FAX
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things, main shrine building was designated as a national important cultural 

in 1938 and up to date. 

11 Keidai 

➀Wakamiya Jinja,②Koutai Jingu(Naigu),③Toyouke Dai Jingu(Gegu),④

Hatiman Jinja,⑤Kamo Jinja,⑥Koura JinjaC,⑦Tenman Jinja,⑧Namiyoke 

Inarisya,⑨Jyuro Jinja,⑩Naruko Benzaiten and ⑪Iwato Sya.  

12 Torii 

About large gateway toａshinto shrine(torii)in the lake Torii is built in 

the lake about 58m off the coast, and its height above the water line is about 

10m. In ancient time, there is a legend and picture of Torii in the lake front of 

shrine. Kyube-Konishi: who was drug wholesaler in Doshumachi, Osaka, 

knew it and he donated Toriito this shrine in1937. The present Torii was 

rebuilt by compensation business of general development of Lake Biwa in 

1981, and now, this is one of the leadiing landscape of Lake Biwa｡ 

13 
Historical  

Sites 

Important cultural property (designated by the country): main shrine. 

Registered tangible cultural property (country registration): company 

office. As Takashima City designated tangible cultural asset,①Wakamiya 

shrine of Honden（Kenzōbutsu）, Hatiman, Kamo and Koura-shrine Honden

（Kenzōbutsu）, Naiguu shrine and Geguu shrine-Honden（Kenzōbutsu） 

14 Shintoku 

Since ancient times, Sarutahiko has been regarded as Shirahige-no-Kami 

is god of longevity, and god of guidance for all things (matchmaking, 

pregnancy, well-being and better fortune, prosrerity of business, traffic safety, 

etc). 

 

４.白鬚神社の社殿 

4-1.白鬚神社の主祭神（猿田彦神社） 

猿田彦神社は、三重県伊勢市の伊勢神宮内宮の近くにある神社で、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）で、第二次大戦後は別表神社となった。猿田彦神社として、所在地は、三重県伊勢

市宇治浦田 2-1-10 である。主祭神は、猿田彦大神と大田命、社格等は、無格社・別表神社である。日本神話

によれば、猿田彦神は瓊瓊杵尊（ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ）の天降りの先導を終えた後、伊勢の五十鈴川の川上に鎮まった。

倭姫命（ﾔﾏﾄﾋﾒﾉﾐｺﾄ：第 11 代垂仁天皇の皇女）の世記によれば、その子孫の大田命は天照大神を祀る地とし

て倭姫命に五十鈴川川上の地を献上したとあり、大田命の子孫は宇治土公（ｳｼﾞﾉﾂﾁｷﾞﾐ）と称し、神宮に玉串

大内人として代々奉職したが、その宇治土公が邸宅内の屋敷神として祖神の猿田彦を祀っていた。明治時代

に入り、神官の世襲が廃止されることになって、屋敷神を改めて神社としたのが、猿田彦神社である。 

５月５日の御田祭は、三重県の無形民俗文化財に指定されており、神饌として飛魚を献上する風習がある。

境内には、天降りの際に、猿田彦神と応対した天宇受売命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒﾉﾐｺﾄ：天照大神が天(あま)の岩屋に隠れ

た際、その前で踊り、大神を誘い出した女神）を祀る佐瑠女神社（さるめじんじゃ）が、猿田彦神社の本殿に向

かい合うように建っており、交通安全の神・芸能の神として信仰されている。                                                                    
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4-2.白鬚神社の社殿 

本殿は、慶長８（1603）年の造営。棟札等から、片桐且元を奉行として播州の大工の手で建てられたとされる。

本殿の規模は間口三間（約 5.45m）・奥行三間（約 5.45m）の面積（約 29.75ｍ2）・入母屋造で、向拝の一間に付

し、屋根は檜皮葺である。向拝の手挟・蟇股等は桃山時代の特徴である。明治の拝殿造営・接続に伴い、向

拝の軒先は切り縮められて権現造のような複合社殿様式となり、その際に、屋根も杮葺から檜皮葺に改められ

ている。この本殿は国の重要文化財の指定を受けている。 

 

   
  

写真 4-1.拝殿 写真 4-2.本殿の入口と神殿 写真 4-3.神殿本殿と拝殿の建築物 

 

写真 4-1 は、白鬚神社の拝殿である。写真 4-2 は、本殿の入口と神殿。写真 4-3 は、神殿本殿と拝殿の建築

物である。拝殿は明治１２（1879）年の造営で、間口は三間三尺（5.999m）・奥行は二間（3.6365m）・面積

（21.912ｍ2）の四棟造である。旧拝殿は、寛永元（1624）年の大溝藩主・分部光信による造営で、現在は絵馬

殿として使用されている。 

写真4-4は、白鬚神社の拝殿である。写真4-5は、本殿と拝殿である。写真4-6は、本殿の横である。写真4-7

は、本殿裏がわである。滋賀県高島市にある白鬚神社は、琵琶湖と比良山系に挟まれて、全国各地に 150 社

以上である白鬚神社の総本宮である。 

 

白鬚神社の創建は、11 代垂仁天皇(前 29-70)の 25 年に、皇女の倭姫命（ﾔﾏﾄﾋﾒﾉﾐｺﾄ）が、この地に来た時

に社殿を建設して創建した近江最古の神社は、現在の境内の建物は桃山時代に豊臣秀頼公によって整備さ

れたもので、重要文化財に指定されている。本殿の背後には、比良山系がそびえ、段上に社殿が並んでい

る。 

 

 
   

写真 4-4.白鬚神社の拝殿 写真 4-5.本殿と拝殿 写真 4-6.本殿横 写真 4-7.本殿裏 
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写真 4-8.本殿と拝殿の連結天井 写真 4-9.白鬚神社の拝殿部分の内部分 

 

写真 4-8は、本殿と拝殿の連結天井部分である。写真 4-9は、白鬚神社の拝殿部分の内部分である。境内は、

慶長年間（1596年-1615年）に豊臣秀頼公によって整備が行われた。 

 

    

写真 4-10.若宮神社 写真 4-11.皇大神宮（内宮） 写真 4-12.白鬚神社の豊受大神宮（外宮） 

 

写真 4-10は、若宮神社である。若宮神社の社殿は慶長期の造営で、一間社流造の杮葺。高島市指定文

化財。一番下に若宮神社があって、その横の階段から上がることができます。写真 4-11は、皇大神宮（内

宮）で、皇大神宮（内宮）の社殿は慶長期の造営で、高島市指定文化財である。写真 4-12は、白鬚神社の豊

受大神宮（外宮）で、豊受大神宮（外宮）の社殿も慶長期の造営で、高島市指定文化財である。 

 

  

 

 

 

写真 4-13.八幡三社相殿：八幡神

社、加茂神社と高良神社 

写真 4-14.天満社・稲荷社・寿老神社と弁財天社 

 

写真 4-13は、左奥から八幡三所社（３社相殿：八幡神社、加茂神社と高良神社）の社殿は、慶長期の造

営で、高島市指定文化財である。高良神社・八幡神社・賀茂神社の三社の合同祭祀の真ん中が伊勢神宮 内宮、

右側が伊勢神宮 外宮の神様となっている。写真 4-14は、左から天満社・稲荷社・寿老神社と弁財天社であ

る。 
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写真 4-15.岩戸社 写真 4-16.岩戸社の古墳（洞窟）の覆屋玄室 写真 4-17.磐社 

 

写真 4-15は、岩戸社で、奥は山の斜面になって、岩戸社は 古墳の石室前に祠が建立している。写真 4-16

は、岩戸社の古墳（洞窟）の覆屋玄室である。岩戸社を横から見ると「社殿」というよりも「古墳」と感じる。写真

4-17 の磐社の横には注連縄を巻かれた大きな岩が祀られている。下の摂末社の場所と比べて空気の違いを

感じる。天岩戸神社は、宮崎県高千穂町に鎮座し、日本神話(古事記・日本書紀)の中に書かれている天照大

御神様のお隠れになられた天岩戸と呼ばれる洞窟を御神体として御祀りしており、天岩戸神話の舞台となった

場所でもある。岩戸社は、天岩戸神社と連想できる。 

 

５.白鬚神社の鳥居と灯籠 

５-1.白鬚神社の鳥居 

鳥居とは、神社などにおいて神域と人間が住む俗界を区画するもの（結界）であり、神域への入口を示すも

のであり、一種の「門」である。鳥居の起源については諸説あり、考古学的起源については、はっきりしたことは

分かっていない。単に木と木を縄で結んだものが鳥居の起こりであると考えられる。主要な説として、天照大御

神を天岩戸から誘い出すために鳴かせた「常世の長鳴鳥」（鶏）に因み、神前に鶏の止まり木を置いたことが起

源であるとする説、日本の冠木門に起源を求める説などがある。 

インド仏教にみられるトーラナや中国の華表や鳥竿、牌楼（ぱいろう）、朝鮮半島の紅箭門（ホンサルムン）、

イスラエルの移動型神殿、雲南省とビルマとの国境地帯に住むアカ族（英: Akha）の「村の門」など海外に起源

を求める説などがある。また、ユダヤ教と関連があるとする説もある（日ユ同祖論）。満州には鳥居のような冠木

門が見られる。また、大鳥居は湖中に立ち、当社のシンボルとなっている。鳥居について古くは弘安３（1280）

年の比良庄の絵図では、「白鬚大明神」が陸上に描かれているが、その後の琵琶湖の水位上昇に伴い、水中

に立つようになったと伝える。その伝説に基づいて昭和 12（1937）年に鳥居の寄進がなされ、昭和 56（1981）年

に、現在に見る鳥居が再建された。文献に徴すれば古くは「於不葦御門（うへふかずのみかど）」と称して、奈

良時代から神社建築の門の一種としている。いずれにせよ、8世紀頃に現在の形が確立されている。 

 

    

写真 5-1.白鬚神社の正面の６本鳥居 写真 5-2.本殿横の鳥居 
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写真 5-1は、白鬚神社の正面の６本鳥居である。写真 5-2は、本殿横の稲荷鳥居である。湖中大鳥

居は、本殿は比良山系の地にあり、社殿も山に沿っているのに、弘安３(1280)年の絵図があって、それによると、この

鳥居は陸上に描かれている。 

写真 5-3は、稲荷鳥居。写真 5-4は、湖上と正面鳥居。写真 5-5は、琵琶湖上の６本鳥居と奥に島

である。鳥居の由来は、古来では、波打ち際に鳥居が見え隠れしていたとも、天下変災の前兆として

社前の湖中に石橋や鳥居が突然、姿を現したとも言われる。（社伝・社記）。 

 

    

写真 5-3.稲荷鳥居 写真 5-4.湖上と正面鳥居 写真 5-5.琵琶湖上の６本鳥居と奥に島 

 

湖上交通の盛んな頃、舟でのご参拝の目印でもあったか？湖中大鳥居の向こうに見えるのは琵琶湖最大の

島＝沖の島である。日本三鳥居とは、①吉野山・銅の鳥居（かねのとりい）（重要文化財、世界遺産）、金峯山

寺（きんぷせんじ）蔵王堂の参道に立ち、室町時代のものと伝えられ、高さ約 8ｍ、額束は「発心門」。②安芸の

宮島・朱丹の大鳥居（木造）（重要文化財、世界遺産）で、厳島神社・社殿前の海中に立ち、楠造り両部鳥居。

現在の鳥居は、平安時代から数えて 8 代目で、明治 8(1875)年 7 月に完成したもの。神額：沖側「厳島神社」、

神社側「伊都岐島神社」（有栖川宮熾仁親王染筆）。③大阪四天王寺・石の鳥居（重要文化財）で、永仁２

(1294)年に造られた日本最古の石造りの大鳥居の一つとされている。扁額の文字:「釈迦如来 転法輪処 当極

楽土 東門中心」と書いている。日本三大鳥居とは、厳島神社（広島県）、伊勢神宮（三重県）と春日大社（奈良

県）である。 

 

5-2.白鬚神社の灯籠 

灯籠は、日本の伝統的な照明器具の一つで、「灯」を旧字体

で「燈」、「籠」を異体字で「篭」と表記する場合もある。神社にお

ける灯籠：神社では、神前の「みあかし」用、献灯用に灯籠が用

いられる。また、庭上用、社頭装飾用等にも使用される。なお、

神社での灯籠の種類は、木灯籠、金灯籠、石灯籠、釣灯籠、懸

灯籠等に分類される。ところで、神葬祭や夜間の神事では、陰

灯（かげとう）を使用する。これは陰灯籠（かげとうろう）とも言う。 

降神、昇神、遷座の儀など、灯火を消して行う浄暗中の神事

に、明かりを隠して、かすかに一方だけを照らすためのもの。陰

灯は檜薄板製で長方形の箱状で正面には長方形の小穴があり、明かり取りとし、中で蝋燭をともす。 

本項では固有名詞以外は「灯籠」の表記で統一する。白鬚神社は、神社とともに「宝城寺」と言われる神宮寺が併

 

写真 5-6.白鬚神社の主な石灯籠の史跡 
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設されていた。その当時の境内は、今より広かったようで、明治時代の神仏分離令により、そのお寺の敷地が切り離

され、現在も神社の南側に鳥居だけが残ったと言われている。石灯籠の史跡は、一対で嘉永２（1849）年に建造し

た。 

６.おわりに 

社務所は、昭和７（1932）年の造営になり、書院造で、中世を思わせる造りである。昭和８(1933)年、竣功の建

物で、総檜の書院造り、日本の檜の木材と日本の住宅建築の伝統的なスタイルである。現在は、国の登録文

化財になり、日本の有形文化財として指定されている。その社務所前には、与謝野鉄幹・与謝野晶子夫妻が

当社へ参詣した際に詠んだ歌碑が建立されている。 

 

  

図 6-1.白鬚神社の境内平面図 写真 6-2.白鬚神社に参拝した関西大学のOB/OG 
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別表. 白鬚神社年代順の内容 

和歴 西暦 白鬚神社の各年代の内容 

  11代垂仁天皇 25年。倭姫命（ﾔﾏﾄﾋﾒﾉﾐｺﾄ）により社殿が建てられた。 

白鳳 0３ 675 第 40代天武天皇（673-686）、勅旨を以て「比良明神(ﾋﾗﾐｮｳｼﾞﾝ)」の号を賜るとある。 

保延 04 1138 
木津荘（旧饗庭村）は、山門領に加えられ、富永荘（伊香郡）、栗見荘（神崎郡）とともに、「三

箇庄聖供領（千僧供領）」と言われ、延暦寺の重要な経済基盤を担った。 

弘安 03 1280 
古い鳥居は、絵図では陸上に描かれている。その後の琵琶湖の水位上昇に伴い、水中に

立つようになったと伝えられている。 

永仁 0２ 1294  日本最古の石造りの大鳥居の一つと、されている。 

享禄 04 1531 
鎌倉時代及び室町時代と将軍家に直属する奉公衆として栄えた。しかし、浅井郡の戦国大

名の浅井亮政の侵攻が始まった。 

永禄 11 1568 浅井氏の影響下に置かれることになった。 

慶長年間 1596  -1615年、境内は、豊臣秀頼公によって整備された。 

慶長 08 1603 
現在の本殿は、太閤秀吉公の遺命により豊臣秀頼公とその母、淀君が、片桐且元を奉行と

して造営したものである。 

元和 05 1619 分部光信が、伊勢上野藩より入封して大溝藩が成立し、明治維新まで分部氏が治めた。 

寛永元 1624 旧拝殿は、大溝藩主・分部光信による造営である。 

嘉永 0２ 1849 石灯籠の史跡は、一対で建造した。 

明治 08 1875 現在の鳥居は、平安時代から数えて 8代目で、完成したものである。 

明治１２ 1879 拝殿を造営した。 

昭和 0７ 1932 社務所は、造営され、書院造で、中世を思わせる造りである。 

昭和 0８ 1933 
社務所は、 竣功の建物で、総檜の書院造り、日本の檜の木材と日本の住宅建築の伝統的

なスタイルである。 

昭和 12 1937 
鳥居は、その後の琵琶湖の水位上昇に伴い、水中に立つようになった。その伝説に基づい

て寄進がなされた。 

昭和 13 1938 本殿は、国の重要文化財に指定され、今日に至っている。 

昭和 42 1967 
鳥居は、神社前の湖中もあったと知り、大阪道修町の薬問屋「小西久兵衛氏」が、復興寄進

された。 

昭和 56 1981 

現在の鳥居は、琵琶湖総合開発で再建した「びわ湖」を代表する景観で、文献には奈良時

代から神社建築の門の一種、大小の「三ツ鳥居」は、横に組み合わせた珍しい６本鳥居であ

る。 

 


