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-紀国造家（紀氏）、日像鏡、日矛鏡、準皇祖神古谷昭雄*・久森洋昭**・藤田康雄**・沢 勲**
（大阪青山大学*・洞窟環境 NET 学会**）

History of the Hinokuma Shrine・Kunikakasu Shrine and its Culture,
Kiinokuni Ichinomiya, Nichizengu, Wakayama-City, WAKAYAMA
-Kiikokusou(Kiuji), Higata-ｎo-Kagami, Hiboko-ｎo-Kagami, Jun-Ｋouso-ＳhinAkio FURUTANI*・Hiroaki HISAMORI**・Yasuo FUJITA**・Isao SAWA**
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 hinokuma shrine ・ kunikakasu shrine "which is wakayama-city,
wakayama, an area of ancient kiinokuni. About shrine environment, the writer analyzed data
by a scientific management method.
Worshipped gods are hinokuma-jingū of hinokuma-no-Ōkami and kunikakasu-jingū of
kunikakasu-no-Ōkami. Shrine foundation is first emperor jinmu (660-before 585) 2 years.
Shintai are hinokuma-jingū of higata-no-kagami and kuni kakasu-jingū of hiboko-no-kaｇami.
Aidono-gods of hinokuma-jingu are omoi-kane-no-mikoto and ishikoridome-no-mikoto. Aidonogods of kunikakasu-jingūu are tamaoya-no-mikoto, aketatu-amenomikage-no-mikoto and
uｚume-no-mikoto. Reisai is the festival is held on september 26. In 686, hinokuma-jingū and
kunikakasu-jngū ranked in myouzin-taisha and became kii ichinomiya. In 1871, hinokuma-jingū
and Kunikakasu-Jingū ran into the former kanpei-taisha.
Honden is hinokuma-jingū and kunikakasu-jingū. The style of honden is irimoyaｚukuri in
Japan. Sessha are amenomitine-shrine and nakagoto-shrine. Sessha are Amenomitine-Shrine
and Nakagoto-Shrine. Massha are 20 keidai-massha including matuo-shrine. The area of keidai
is about 20,000 tsubo.
The torii of jingū are six ①large torii, ②hinokuma-jingū torii, ③kunikakasu-jingū torii, ④
amenomitine-shrine torii, ⑤nakagoto-shrine torii, and ⑥matuo-shrine torii. Alias are Nichizengu and Nagusagu
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１.はじめに
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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。本稿は、和歌山県和歌山市秋月 365 にある日前宮で古代の地域である。日前宮の所在地
は、度分秒として、北緯 34 度 13 分 44 秒、東経 135 度 12 分 8 秒、標高 4.5ｍである。
主祭神は、日前神宮(ﾋﾉｸﾏ-ｼﾞﾝｸﾞｳ)の日前大神(ﾋﾉｸﾏﾉ-ｵｵｶﾐ)と國懸神宮(ｸﾆｶｶｽ-ｼﾞﾝｸﾞｳ)の國懸大神(ｸ

ﾆｶｶｽﾉ-ｵｵｶﾐ)である。神社創建は、初代神武天皇（前 660-前 585）2 年である。神体は、日前神宮の日像
鏡と國懸神宮の日矛鏡である。社格等は、朱鳥元（686）年、延喜式神名帳では名神大社に列し、紀伊国一
宮となった。明治 4（1871）年、近代社格制度において両宮ともに旧官幣大社に列せられた。
本殿/拝殿は、本殿の様式；入母屋造であり、日前神宮と国懸神宮の 2 つの建築物である。摂社は、天道根

神社(ｱﾒﾉﾐﾁﾈ-じんじゃ)と中言神社（ﾅｶｺﾞﾄ-じんじゃ）である。末社は、松尾神社（ﾏﾂｵ-じんじゃ）を含む境
内末社 20 社である。境内の敷地の總坪は、約 2 万坪である。鳥居は、大鳥居、日前神宮鳥居、国懸神宮鳥
居、摂社・天道根神社鳥居、摂社・中言社神社の鳥居、末社・松尾神社の鳥居の６基である。 別名は、日前
宮と名草宮である。
本稿は、国家の命運を決定づけた舞台としての日前宮、日前神宮・國懸神宮を多角的にとらえた実証研
究の報告である。既存の神社鳥居の関連資料情報を収集して、調査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。住民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。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、短時間の調査であったため、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英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.日前宮の資料
２-１.和歌山市の環境
和歌山市は。面積:208.84km2、総人口:360,000 人（推計人口、2017 年 10 月）、人口密度:1,724 人/km2、
隣接自治体:海南市、紀の川市、岩出市、大阪府:阪南市、泉南郡岬町、兵庫県:洲本市（紀淡海峡を挟ん
で）である。市の木：クスノキ と市の花：ツツジである。和歌山市は、近畿地方の南西部、和歌山県の北部に
位置する市で、和歌山県の県庁所在地。江戸時代には御三家のひとつである紀州徳川家が治める紀州藩
の城下町として栄え、「若山」とも表記された。県の面積の約４%ほどで、県人口の約４０%の中核市に指定さ
れている。
歴史として、徳川吉宗騎乗像（和歌山城南西）の 5-7 世紀、岩橋千塚古墳群が築造。宝亀元年（770）年、
唐僧・為光により護国院（紀三井寺）が開創。天正 13（1585）年、豊臣秀吉の命を受けた豊臣秀長による和
歌山城築城開始。古代からの名勝地「和歌浦」に対して、秀吉が「和歌山」と命名。慶長 5（1600）年、関ヶ原
で徳川氏に味方した浅野幸長が紀伊国和歌山 37 万 6,000 石で和歌山城に入城。元和 5（1619）年、徳川
頼宣が紀伊和歌山 55 万石で和歌山城に入城し、紀州徳川家を創設。昭和 20（1945）年、和歌山大空襲、
旧国宝和歌山城天守焼失。1958 年、和歌山城天守再建。1997 年（平成 9 年）、中核市に指定。神社：淡嶋
神社、紀州東照宮、和歌浦天満宮、玉津島神社、日前神宮・國懸神宮、竈山神社、日前宮等がある。
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２-２.和歌山市の環境
天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ）は、
日本神話に登場する神。皇室の
祖神で、日本国民の総氏神とも
される。『延喜式』では自然神とし
て神社などに祀られた場合の「天
照」は「あまてる」と称されている。
天岩戸の神隠れで有名であり、
記紀によれば太陽を神格化した
神であり、皇室の祖神（皇祖神）
とされる。
別名、大日孁貴神（ｵｵﾋﾙﾒﾉﾑﾁ
ﾉｶﾐ）。神社によっては大日女尊
（ｵｵﾋﾙﾒﾉﾐｺﾄ）、大日霊（ｵｵﾋﾙ
ﾒ）、大日女（ｵｵﾋﾒ）とされてい
る。
『古事記』においては「天照大

図 2-1.父イザナギと母イザナミの子である天照皇大神

御神」という神名で統一されているのに対し、『日本書紀』においては複数の神名が記載されている。系譜と
して、父のイザナギ（伊弉諾、伊邪那岐、伊耶那岐）と母のイザナミ（伊弉冉、伊邪那美、伊耶那美、伊弉弥）
である。◎三貴子（イザナギ自身が自らの生んだ諸神の中で最も貴いとしたアマテラスを含む三姉弟の神）
である。 弟のツクヨミ（月夜見尊、月読命）、弟のスサノオ（建素戔嗚尊速、素戔男尊、素戔嗚尊、須佐之男
命）である（図 2-1）。表 2-1 は、天照大御神は夫なしの五男三女神である。
表 2-1.天照大御神は夫なしの五男三女神。
男神 正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命

男神 天之菩卑能命

男神 活津日子根命

女神 多紀理毘売命-別名：奥津島比売命

男神 熊野久須毘命

女神 市寸島比売命-別名：狭依毘売命

男神 天津日子根命

女神 多岐都比売命

素盞嗚大神はイザナギの鼻から生まれた男神で素戔嗚（ｽｻﾉｵ）大神・海原の神である。素戔嗚大神は、伊
許諾大神が膜をされたときに生まれ、天照皇大神・月読大神の弟神にあたられる。伊許諾大神から海の支
配をまかせられたにもかかわらず、亡くなった母の伊弉册大神を慕われ、毎日泣いていた。激しい気性から
乱暴な振る舞いを続けられるため、高天原の神々によって、この地上に追放される。素戔嗚大神は、これま
での振る舞いを深く悔やまれ、朝鮮半島の新羅国あたりに降りられ，舟によって出雲国にやって来た。この
国で暴れまわっていた恐ろしい大蛇「八俣（やまた）のおろち」から人々を数うことを決意、叡知を尽くし、苦
闘を重ねた末、ついにこれを退治され、平和な国をつくりあげられた。雄々しく、やさしい神となった素戔嗚
大神は、その偉大なご事績からさまざまな信仰を集めた。素戔嗚尊は、厄除けの神と火の神と言える。

２-3.神体の鏡について
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神体の鏡はいずれも伊勢神宮内宮の神宝である八咫鏡と同等である。八咫鏡は伊勢神宮で天
照大神の神体とされ、日前宮・國懸宮の神は、それだけ重要な神とされ準皇祖神の扱いをうけた。
日神（天照大神）に対する日前神という名称からも、特別な神であると考えられている。また、伊勢
が大和への東の出口に対して、当社は西の出口にあるため、伊勢神宮とほぼ同等の力を持ってい
た。
２-4.神階について
日前神宮の祭神である日前大神は天照大神の別名でもあり、朝廷は神階を贈らない別格の社と
して尊崇した。神位を授けられることがなかったのは伊勢神宮をおいては日前・國懸両神宮しかな
かった。なお、日前大神が天照大神の別名とされることについては諸説がある。
２-5.日前神宮・國懸神宮の日前宮の歴史
日本書紀には、天照大神が岩戸隠れした際、八咫鏡に先立って石凝姥命が鋳造した鏡が日前
宮に祀られている。社伝によれば、神武東征の後の神武天皇２年、紀国造家（紀氏）の祖神である
天道根命が、八咫鏡に先立って鋳造された鏡である日像鏡・日矛鏡を賜り、日像鏡を日前宮の、
日矛鏡を國懸宮の神体とした。当初は名草郡毛見郷浜宮に祀られ、垂仁天皇 16 年に現在地に遷
座した。なお、伊太祁曽神社の社伝では、元々この地に伊太祁曽神社があったが、紀伊国におけ
る国譲りの結果、日前神・国懸神が土地を手に入れ、伊太祁曽神社は現在地に遷座した。また、
日前・國懸両神宮の遷宮前の旧社地には浜宮神社が鎮座している。
朱鳥元（686）年、延喜式神名帳では名神大社に列し、紀伊国一宮となった。天正 13（1585）年、
社領が豊臣秀吉に攻め込まれ没収された。江戸時代に紀州藩の初代藩主徳川頼宣により社殿が
再興された。明治 4（1871）年、近代社格制度において両宮ともに官幣大社に列せられた。大正 8
（1919）年、国費による改善工事により、建物は一新され、旧観は大きく変化した。大正 15（1926）年、
工事完成をもって現在の左右対称の姿となった。現在は神社本庁などの包括宗教法人に属さない
単立神社となる。
日像鏡・日矛鏡とは、石凝姥命が八咫鏡（三種の神器の一つ）に先立って造った鏡とされ、現在
は日前神宮・國懸神宮（和歌山市）の御神体と伝わる。概要:『日本書紀』の岩戸隠れの段の第一
の一書には以下の記述がある。石凝姥を以て冶工（たくみ）として、天香山（あめのかぐやま）の金
（かね）を採りて、日矛を作らしむ。又、真名鹿の皮を全剥ぎて、天羽鞴（あめのはぶき（鹿の革で作
ったふいご））に作る。此を用て造り奉る神は、是即ち紀伊国に所坐す日前神なり。日前・國懸神宮
の社伝では、日矛とは矛ではなく日矛鏡という名の鏡であるとし、三種の神器の一つである八咫鏡
（伊勢神宮の御神体として奉斎されているとされる）に先立って造られた「日像鏡」と「日矛鏡」の二
枚の鏡の一枚と伝えている。つまり、天照大御神の御姿を型取った日像鏡と日矛鏡の次に作った
のが、八咫鏡であるという内容である。
現在まで日像鏡と日矛鏡は、天照大御神の前霊（さきみたま）として日像鏡は日前神宮、日矛鏡
は國懸神宮の御神体として奉斎されていると伝わる。なおこれまでに実物が調査されたことは無い
ため、日前・國懸両神宮の社伝通りであるかどうか検討することはできない。故に現在のところ詳細
は不明。
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２-5.日前神宮・國懸神宮の日前宮の祭儀
1 つの境内に日前神宮・國懸神宮の 2 つの神社があり、総称して日前宮（にちぜんぐう）あるい
は名草宮とも呼ばれる。両社とも式内社（名神大）、紀伊国一宮で、旧社格は官幣大社。現在は神
社本庁に属さない単立神社。表 2-2 は、日前神宮・國懸神宮（日前宮）の祭儀である。
表 2-2.日前神宮・國懸神宮（日前宮）の祭儀

３.日前神宮・國懸神宮の由来と現在
3-1.日前宮の和文由来と現在
① 主祭神：日前神宮：日前大神、 國懸神宮：國懸大神。②起源と創建: 起源とは、天孫降臨の際、
三種の神器とともに両神宮の御神体も副えられ、神武天皇東征の後、紀伊國造家の肇祖に当たる
天道根命(ｱﾒﾉﾐﾁﾈﾉﾐｺと)を紀伊國造(ｷｲﾉｸﾆﾉﾐﾔﾂｺ)に任命し、二つの神鏡を以て紀伊國名草郡毛
見郷の地に奉祀せられたのが起源である。創建は、2600 餘年を溯る日前神宮・國懸神宮は、同一
境内に座し、二社の大社をなした。③遷座：日前・國懸両神宮の遷宮前の旧社地には、名草郡毛
見郷の浜宮神社が鎮座した。１０代崇神天皇（前 97～前 30）５１年、名草郡濱ノ宮に遷宮され、１1
代垂仁天皇（前 27～70）16 年に現在地に遷座した。紀伊国における国譲りの結果、日前神・国懸
神が土地を手に入れ、伊太祁曽神社は現在地に遷座した。
④日像鏡・日矛鏡：天照大御神が天の岩窟に御隠れた時、思兼命(ｵﾓｲｶﾈﾉﾐｺﾄ)のはかりごとに従
い種々の供物を供え、天照大御神の御心を慰め和んで頂くため、石凝姥命(ｲｼｺﾘﾄﾞﾒﾉﾐｺﾄ)を治工
とし、天香山(ｱﾒﾉｶｸﾞﾔﾏ)から採取した銅を用いて御鏡(ﾐｶｶﾞﾐ)を鋳造した。八咫鏡：天照大神が岩
戸隠におれした際、日像鏡・日矛鏡とは、石凝姥命（ｲｼｺﾘﾄﾞﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）が八咫鏡（三種の神器の一つ）
に先立ち造った。現在は、日前神宮・國懸神宮（和歌山市）の御神体と伝わる。神武東征の後の初
代神武天皇（前 581～前 549）２年、紀国造家（紀氏）の祖神である天道根命が、八咫鏡に先立って
鋳造された鏡（日像鏡・日矛鏡）を賜り、日前宮と日矛鏡を國懸宮の神体とした。日像鏡・日矛鏡は
三種の神器に次ぐ宝鏡とされた。伊勢の神宮に次いで朝廷からの崇敬も篤く、延喜の制には両社
とも名神大社に列し、祈年(としごい)、月次(つきなみ)、相嘗(あいなめ)、新嘗(にいなめ)の祭祀には
天皇から幣帛(御供)を賜るほどであった。
５.社格：朱鳥元（686）年、延喜式神名帳では名神大社に列し、紀伊国一宮となった。明治 4（1871）
年、近代社格制度において両宮ともに官幣大社に列せられた。
６.社殿：天正 13（1585）年、豊臣秀吉の「天正兵乱」により境内荒廃、社領没収の憂き目に逢った。
江戸時代に紀州藩の初代藩主徳川頼宣(ﾄｸｶﾞﾜﾖﾘﾉﾌﾞ)により社殿が再興された。大正 8（1919）年、
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国費による改善工事（境内建物）により大きく変化した。大正 15（1926）年、工事完成をもって現在
の左右対称の姿となった。現在は神社本庁などの包括宗教法人に属さない単立神社となった。境
内総坪は、約 2 日 5 日万坪である。鳥居の数は大鳥居、日前神宮鳥居、国懸神宮鳥居、摂社・天道根神
社鳥居、摂社・中言社神社の鳥居、末社・松尾神社の鳥居の６基である。本神宮の 別名は日前宮・名草
宮である。
表 3-1.和歌山県和歌山市、日前神宮・國懸神宮の和文詳細資料
日前神宮(ﾋﾉｸﾏ-ｼﾞﾝｸﾞｳ)の日前大神(ﾋﾉｸﾏﾉ-ｵｵｶﾐ)

1

主祭神

2

神社創建

3

神 体

日前神宮：日像鏡。國懸神宮：日矛鏡。

4

例 祭

9 月 26 日。

5

社格等

6

神 事

主な神事；御鎮座祭（4 月 8 日）。

7

宮 司

紀 俊武 （きい としたけ）。

8

鎮座地

和歌山県和歌山市秋月 365、標高：4.5m。

9

交通手段

10

位 置

11

電話・FAX

073-471-3730 http.//hinokuma-jingu.com/

12

本殿/拝殿

本殿の様式；入母屋造、日前神宮、国懸神宮。

13

摂 社

天道根神社(あめのみちね－じんじゃ)、中言神社（なかごと-じんじゃ）。

14

末 社

松尾神社（マツオ-じんじゃ）を含む境内末社は 20 社である。

15

敷 地

境内総坪：約 2 万坪。

16

鳥 居

17

別 名

國懸神宮(ｸﾆｶｶｽ-ｼﾞﾝｸﾞｳ)の國懸大神(ｸﾆｶｶｽﾉ-ｵｵｶﾐ) 。
初代神武天皇（前 660-前 585）2 年。

朱鳥元（686）年、延喜式神名帳では名神大社に列し、紀伊国一宮となった。明治 4
（1871）年、近代社格制度において両宮ともに旧官幣大社に列せられた。

鉄道；和歌山電鐵貴志川線 「日前宮駅」（徒歩 1 分）。
バス：和歌山バスで「日前宮前」バス停下車 （下車後徒歩すぐ）
北緯 34 度 13 分 44 秒、東経 135 度 12 分 8 秒。

大鳥居、日前神宮鳥居、国懸神宮鳥居、摂社・天道根神社鳥居 、摂社・中言社神社
の鳥居、末社・松尾神社の鳥居の６基。
別名；日前宮・名草宮。

３-２.日前神宮・國懸神宮の由来と現在（英文）
表 3-2.和歌山県和歌山市、日前神宮・國懸神宮の英文詳細資料
1

Worshipped
Gods

Hinokuma-Jingū：Hinokuma-ｎo-Ookami.
Kunikakasu-Jingū)：Kunikakasu-ｎo-Ookami.

2

Shrine
Foundation

First Emperor Jinmu (660-before 585) 2 years.

3

Shintai

Hinokuma-Jingū：Higata-no-Kagami.
6

7

Kunikakasu-Jingū：Hiboko-no-kaｇami.
4

Aidono-Gods

Aidono-Gods of Hinokuma-Jingu are Omoi-Kane-no-Mikoto and Ishikoridome-noMikoto. Aidono-Gods of Kunikakasu-Jingūu are Tamaoya-no-Mikoto, AketatuAmenomikage-no-Mikoto and Udume-no-Mikoto.

5
6

Reisai

Rankings

The festival is held on September 26
In 686, Hinokuma-Jingū and Kunikakasu-Jingū ranked in MyouzinTaisha and became Kii Ichinomiya. In 1871, Hinokuma-Jingū and
Kunikakasu-Jingū ran into the former kanpei-Taisha.

7

Chief Priest

KII Toshitake

8

Shrine Site

Wakayama prefecture Wakayama city Akizuki 365, altitude: 4.5 m
Railway; Wakayama Electric Meteorikishikawa Line "Hinomiya Station"

9

Access

(1 min on foot). By Bus: Get off at "Hagomekyu" bus stop at Wakayama
bus (just a short walk after getting off)

10

Latitude

34°13'44" N, 135°12'8" E

11

TEL・FAX

073-471-3730 http.//hinokuma-jingu.com/

12

Shrine
Pavilions

Honden is Hinokuma-Jingū and Kunikakasu-Jingū. .
The style of Honden is Irimoya-Dukuri in Japan.

14

Sessha

Amenomitine-Shrine、Nakagoto-Shrine.

15

Massha

There are 20 Keidai-Massha including Matuo-Shrine.

16

Shrine site

The area of keidai is about 20,000 tsubo.
The torii of Jingū are six ①Large Torii, ②Hinokuma-Jingū Torii,

17

Torii

③Kunikakasu-Jingū Torii, ④Amenomitine-Shrine Torii, ⑤NakagotoShrine Torii, and ⑥Matuo-shrine Torii.

18

Alias

Nichizengu・Nagusagu

４.日前宮の社殿
社伝によれば、元は秋月の日前神宮・國懸神宮の社地に祀られていた。文献上の所見は大宝２（702）年
2 月 22 日条である。この時まで三神は一緒に祀られていたが、日前宮・大屋都比売・都麻津比売の三社に
分かち遷された。三社はいずれも名草郡内に鎮座し、延喜式では名神大社に列している（図４-１）。和銅６
（713）年、現社地に遷座した。

４-1.日前宮の本殿
4-1-1.日前神宮(ひのくまじんぐう)
祭神：日前大神(ﾋﾉｸﾏﾉｵｵｶﾐ)。相殿：思兼命(ｵﾓｲ-ｶﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）と石凝姥命(ｲｼｺﾘﾄﾞﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ)。
由来；創建 2600 餘年を溯る日前神宮・國懸神宮は、同一境内に座します２社の大社をなしている。日前神
宮は 日像鏡(ﾋｶﾞﾀﾉｶｶﾞﾐ) を御神体として日前大神を奉祀し、日前神宮（國懸神宮・日前神宮）の祭神であ
る日前大神は、天照大御神の別名でもあり、朝廷は神階を贈らない別格の社として尊崇した。神体の鏡はい
7

8

ずれも伊勢神宮内宮の神宝である八咫鏡 と同等のものとされる。

写真 4-1.日前神宮標識

写真 4-2.日前宮の本殿の外観と本殿内部

写真 4-3.日前宮の拝殿

写真 4-1 は、日前神宮の標識である。写真 4-2 は、日前宮の本殿の外観と本殿内部である。写真 4-3 は、
日前宮の拝殿である。相殿の思兼命(ｵﾓｲ-ｶﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）は、高皇産霊尊の子で、常世の神とする記述もある。
名前の「ｵﾓﾋ｣は「思慮」、「ｶﾈ｣は｢兼ね備える｣の意味で､思想や思考、知恵を神格化したものである。「八意
（ﾔｺﾞｺﾛ)｣は、多くの知恵という意味である。最も有名な話では、岩戸隠れの際に、天の安原に集まった八百
万の神に天照大神を岩戸の外に出すための知恵を授けたとされている。葦原中国平定では、葦原中国に
派遣する神の選定をし、その後の天孫降臨で瓊々杵尊に随伴した。思兼神は信濃国に降り立って信之阿
智祝の祖になり、また、秩父国造の祖ともなった。子に天表春命・天下春命がおり、栲幡千千姫命は思兼神
の妹に当たる。
相殿の石凝姥命(ｲｼｺﾘﾄﾞﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ)は、岩戸隠れの際に八咫鏡を作った。日前神宮・國懸神宮（和歌山市）
には、八咫鏡に先立って鋳造された鏡である日像鏡・日矛鏡がある。日像鏡は、日前神宮の身体。日矛鏡
は國懸神宮の神体となっている。天孫降臨の際、瓊瓊杵尊（ﾆﾆｷﾞ）に附き従って天降るよう命じられ、天児屋
命（ｱﾒﾉｺﾔﾈ）、太玉命（ﾌﾄﾀﾞﾏ）、天鈿女命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒ）、玉祖命（ﾀﾏﾉｵﾔ）と共に五伴緒の一人として随伴し
た。解説：名前は、石（イシ）の鋳型を用いて鏡を鋳造することに精通した（コリ）特別の女性（トメまたはトベ）
の意味である。鋳物の神・金属加工の神として信仰される。

4-1-２.國懸神宮(くにかかすじんぐう)
祭神：國懸大神(ｸﾆｶｶｽﾉｵｵｶﾐ)
相殿：玉祖命(ﾀﾏｵﾔﾉﾐｺﾄ)と明立天御影命（ｱｹﾀﾂ-ｱﾒﾉﾐｶｹﾞﾉﾐｺﾄ)と鈿女命(ｳﾂﾞﾒﾉﾐｺﾄ)。
由来：太陽を運ぶと言う概念で天孫は複数の鏡を祀っている。伊勢神宮と日前国懸神宮など複数の神社が
天照大神を祭神としている。國懸神宮は 日矛鏡(ﾋﾎﾞｺﾉｶｶﾞﾐ)を御神体として國懸大神を奉祀している。御舟
山は日前国懸神宮の神体山である。紀氏の古墳が多く造られている。山に二艘の舟があると思われていた
のは、日神は船に乗って来臨したとの伝承があるため、太陽神を船に乗せて運ぶのは『住吉大社神代記』
では、船木氏の役割としている。

8

9

写真 4-4.日前宮標識

写真 4-5.日前宮の鳥居

写真 4-6.日前宮の本殿と拝殿

写真 4-4 は、日前宮の標識である。写真 4-5 は日前宮の鳥居である。写真 4-6 は.日前宮の本殿と

拝殿である。相殿の玉祖命(ﾀﾏｵﾔﾉﾐｺﾄ)：玉祖命は、玉造部（ﾀﾏﾂｸﾘﾍﾞ）の祖神とされる。神話の記述：岩戸
隠れの際に八尺瓊勾玉（ﾔｻｶﾆﾉﾏｶﾞﾀﾏ）を作った。天孫降臨の際瓊瓊杵尊（ﾆﾆｷﾞ）に附き従って天降るよう
命じられ、天児屋命（ｱﾒﾉｺﾔﾈ）、布刀玉命（ﾌﾄﾀﾞﾏ）、天宇受売命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒ）と伊斯許理度売命（ｲｼｺﾘﾄﾞﾒ）と
共に五伴緒の一人として随伴した。『日本書紀』の岩戸隠れの段では、八尺瓊勾玉を作ったのは「玉造部の
遠祖・豊玉神（ﾄﾖﾀﾏﾉｶﾐ）」、「玉作の遠祖、伊弉諾尊の児・天明玉命（ｱﾒﾉｱｶﾙﾀﾏﾉﾐｺﾄ）」としている。どちら
も「玉造部の祖」と同神と考えられる。
相殿の明立天御影命（ｱｹﾀﾂ-ｱﾒﾉﾐｶｹﾞﾉﾐｺﾄ)：
アメノミカゲ命は刀鍛冶の祖神という。父神が天津彦根（ｱﾏﾂﾋｺﾈ）命、子は意富伊我都神（ｵｵｲｶﾞﾂ-ﾉ-ｶﾐ）
とどちらも「刀鍛冶の神様」として信仰が厚い。『古事記』では、この神さまが近江国の三上山をご神体とする
「御上神社」（滋賀県野洲市）に祀られている神である。アメノミカゲ命の原像が三上山に宿る山の神である。
古くから近江近辺は帰化人が多く定着した。そのため外来文化に密接な関係があった。その文化の中には
進んだ鍛冶技術もあった。野洲周辺の古墳から出土された品の多くに刀剣や銅鐸が含まれている。古くから
根付いていた鍛冶の技術が、中世以降に、刀鍛冶として急速に発展した。その延長として、近江国友の鉄
砲鍛冶技術とつながる。天照大神（アマテラスオオカム）は、何事かと天岩戸を開け、再び世界の光が戻っと
ある。
相殿の鈿女命(ｳﾂﾞﾒﾉﾐｺﾄ)：
天照大神（アマテラスオオカム）の岩戸隠れで、世界が暗闇となったので、川原に神々は集まり、対応を相
談の結果、天鈿女命（ｱﾒﾉ-ｳﾂﾞﾒﾉﾐｺﾄ）が岩戸の前で足を踏み鳴らし回りながら、桶を伏せて踏み鳴らせた。
し舞い踊った。神憑りをして、胸をさらけ出し、裳の紐を陰部までおし下げて踊った。八百万の神々はこの舞
を観て、笑い転げる声が谷に響き渡り、高天原が鳴り轟くように八百万の神をが一斉に笑わせた。

４-2.日前宮の摂社
４-2-1.天道根神社(ｱﾒﾉﾐﾁﾈﾉｼﾞﾝｼﾞｬ)
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祭神：天道根命(ｱﾒﾉﾐﾁﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ)
由来：天孫降臨の時、天道根命は２種の
神鏡とともに日前大神と国県懸大神の両
大神に従臣として仕え、彼に神武天皇２
年春２月、紀伊國を賜り初代國造職に任
命された。
この祭神は日前宮を創建、紀氏の祖先
神であるを祀る。この祭神である 天道根

命は 神武天皇から、紀伊国を賜り、初代
の紀伊国の国造りを命じられた。以来、国

写真 4-７.天道根神社

造りを務め、現在も日前宮の祭神を担う紀
氏の祖先神でもある。紀氏は天道根命の末裔にあたり、歴代に渉り、國造職を受け継ぎ、明治 10 年 3 月 21
日には官命を以て、日前國懸両神宮の摂社として定められた。
天道根命は、日本の神。天津神の一柱で、紀伊国造家を始めとする紀氏の祖神とされ、神魂神の５世の
孫で、伊蘇氏（伊蘇志）・楢原氏・滋野氏の祖と伝わる。神統・後裔氏族：『先代旧事本紀』は神皇産霊尊の
子神である天御食持命の「次」で、川（河）瀬造（ｶﾜｾﾉﾐﾔﾂｺ）等の祖とするが（神代本紀、国造本紀）、『新撰
姓氏録』では神魂命の５世の孫で、滋野宿祢、大坂直（ｵｵｻｶﾉｱﾀｲ）、紀直（ｷﾉｱﾀｲ）、大村直田連（ｵｵﾑﾗﾉ
ｱﾀｲﾀﾉﾑﾗｼﾞ）、川瀬造等の祖とされる。

４-2-2.中言神社（ﾅｶｺﾞﾄ-ｼﾞﾝｼﾞｬ）
祭神：名草姫命(ﾅｸﾞｻﾋﾒﾉﾐｺﾄ)と名草彦命
(ﾅｸﾞｻﾋｺﾉﾐｺﾄ)。由来：明神鳥居の奥にあ
る二つの社殿には、名草姫命と名草彦命
の二柱のご祭神が祀られている。当地を
支配していた地主神の名草姫命は、神
武天皇の東征に反撃したが、敗北し、討
死する。その後、名草姫命は息子同怨に
していた天道燃根命が、初代国造りして

写真 4-８.中言神社

五代目に当たり、また夫婦神として名草
姫命と御一緒に中言神社として奉祀されている。和歌山の名草郡だけ中言社と呼ばれた神社が１２社もあっ
た程で、同郡では最も多い神社であったと伝えられる。明治 10 年 3 月 26 日官命を以て、日前國懸両神宮
の摂社に定められた。名草姫命（写真左）、名草彦命（右）が鎮まる二つの社殿は、春日造である。古代紀ノ
川、名草姫命は名草山周辺を支配していた豪族の女王である。

４-3.日前宮の末社
４-3-1.深草神社（ふかくさじんじゃ）
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祭神：野槌神(ﾉﾂﾞﾁﾉｶﾐ)
由来：祭神の野槌神はイザナキ・
イザナミ 二 柱の大 神の 御子に し
て、草や野に関するすべてを司
り、守護する神である。 祠に並ぶ

牛の像は、神の使いとしての
「牛」と信仰を結び、 牛が 野草(人

写真 4-9.深草神社

体の腫物)を食（は）むことから「病
気平癒」の高い御神徳がある。すなわち、草野を司るご祭神に由来している。野槌神：動物の外見は蛇

のようだが、直径 15ｃｍ、体長 1ｍぐらいで、太さの割りに短い。頭のてっぺんに口がある以外は目
も鼻もなく、ちょうど柄のない槌のような形をしている。深山に棲み子ウサギやリスを食べる。時には
人を喰うとされた。ツチノコは、野槌に似ていることから名づけられた名前である。あるいは一説に、
野槌の伝説の元になった実在の生物ともいう。昭和 40 年頃には、野槌の伝承はツチノコとしてほぼ
統一されている。
４-3-2.邦安神社. (くにやすじんじゃ)
祭神：松平頼雄命(ﾏﾂﾀﾞｲﾗﾖﾘｶﾂﾉﾐｺﾄ)。
由来：和歌山城内から、幕末に遷座され
た。ご祭神は無実の罪で父から義絶され、
非業の最期を迎えた伊予西条藩の嫡子。

松平頼雄公は、紀州藩支藩の伊予西条
藩の世継ぎであり、お家騒動で廃嫡の憂き
目にあう等と不遇の生活を強いられた。そ
こで、紀州藩々主で従弟であった徳川吉

写真 4-10.邦安神社

宗公は、頼雄公を紀州へと移され、ここに
紀州徳川家と頼雄公の御縁が始まった。その後、吉宗公が、将軍となり紀州を去ると再びその地位を追われ
ることになった頼雄公は、５１歳で非業の最後を遂げられた。やがて和歌山城内に頼雄公を祀る神社が創建
され、代々徳川氏によってお祀りされていたが、幕末の混乱期に日前宮へ御遷座され、。(現社殿は、平成２
５年正月再興)。

４-3-3.市戎神社(いちえびすじ
んじゃ)
祭神：蛭子神(ﾋﾙｺﾉｶﾐ)。由来：市
戎神社は、江戸中期に遷座され、
境内の外に祀られた。享保６
（1722）年に境内に遷座され日前
宮末社となった。この社の近く「市」
が立ち非常に賑わったことが社名

写真 4-11.市戎神社
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の由来である。次第に市のえべっさん・市えびすと呼ばれるようになり、往時は新内(あろち)から芸者衆の
「宝恵かご」が出て、たいそう賑わったことから毎年１月の３日間には「日前宮えびす詣り」が行われる。
蛭子社：明治の合祀令によって近隣の神社が合祀された。「日本書紀」では三貴子（ミハシラノウズノミコ）
の前に生まれたとするが、必ずしも最初に生まれ神ではない。書紀では、イザナミがイザナギに声をかけ、最
初に淡路洲（淡路島）、次に蛭児を生んだが、蛭児が三歳になっても脚が立たなかったため、天磐櫲樟船
（アメノイワクスフネ、堅固な楠で作った船）に乗せて流した、とする。中世以降に起こる蛭子伝説は主にこの
日本書紀の説をもとにしている。

４-3-4.松尾神社（まつおおじんじゃ）
祭神：大山咋神(ｵｵﾔﾏｸｲﾉｶﾐ)と中津
島姫命(ﾅｶﾂｼﾏﾋﾒﾉﾐｺﾄ)。由来：京都
洛西の総氏神である松尾大社から分
社され末社である。特に醸造の祖神
として特別な崇敬を受けることで、知
られる大山昨神を祀る。毎年 11 月に
は「松尾祭」が厳かに斎行している。

大山咋神(ｵｵﾔﾏｸｲﾉｶﾐ)：大山咋神

写真 4-12.松尾神社

は、日本の神である。別名は山末之
大主神（ﾔﾏｽｴﾉｵｵﾇｼﾉｶﾐ）で、大年神とアメノチカルミヅヒメの間の子である。名前の「ｸｲ(ｸﾋ)」は杭のこと
で、大山に杭を打つ神、大きな山の所有者の神を意味する山の地主神であり、農耕（治水）を司る神とされ
る。『古事記』では、近江国の日枝山（ひえのやま、後の比叡山）および葛野（かどの、葛野郡、現京都市）の
松尾に鎮座し、鳴鏑を神体とすると記されている。なお、大山咋神は里山に鎮まるとされることから、『古事
記』の「日枝山」とは、比叡山全体というより、里山である八王子山（比叡山の東側山麓）を指すとする説もあ
る。中津島姫命(ﾅｶﾂｼﾏﾋﾒﾉﾐｺﾄ)：中津島姫命は市杵島姫神（イチキシマヒメ）の別名とされ、大山咋神と供
に主祭神とする神社がある

５.日前神宮・国懸神宮の鳥居
鳥居の構造は 2 本の柱の上に笠木（かさぎ）、２層の水平材とする場合に上層の笠木に接して島木（しま
ぎ）を渡す。その下に貫（ぬき）を入れて柱を固定したのが一般的な鳥居の構造である。他に、貫と笠木の間
に額束（がくづか）を建てることがあり、柱下部に亀腹（かめばら。饅頭ともいう）を施したり、掘立であれば根
巻きや根巻き石（ねまきいし）を施すことがある。笠木と柱の間に台輪（だいわ）という円形の保護材をつける
例もある。
鳥居の分類は大別すると、柱や笠木など主要部材に「照り」や「反り」、（柱の円柱加工を含まない曲線を
表す加工）があるかないかである。照りや反りが施された代表例としては明神鳥居（みょうじんとりい）があり、
それらが施されない代表的な例としては神明鳥居（しんめいとりい）があげられる。
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写真５-1.日前宮の大鳥居

写真５-２.日前神宮の鳥居

写真５-３.国懸神宮の鳥居

写真５-1 は日前宮の明神鳥居である。写真５-２は日前神宮の明神鳥居である。写真５-３は国懸神宮の
明神鳥居である。

写真５-4. 摂社・天道根神社の

写真５-5.摂社・中言社神社の明

写真５-6.末社・松尾神社の

神明鳥居

神鳥居

明神鳥居

写真５-4 は摂社・天道根神社の神明鳥居である。写真５-5 は摂社・中言社神社の明神鳥居である。
写真５-6 は末社・松尾神社の明神鳥居である。ここでは、神明鳥居は、摂社・天道根神社の鳥居である。
他は神明鳥居である。

６.おわりに

写真 4-1.神社の本殿

写真 4-2.本殿外部

写真 4-3.本殿の内部

写真 4-4.燈籠

写真 4-1 は、神社の本殿である。写真 4-2 は、本殿外部である。写真 4-3 は、本殿の内部である。写真 44 は、燈籠である。
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別表：日前宮・日前神宮の年表
和 暦

西暦

年

表

朱鳥元

686

社格は、延喜式神名帳では名神大社に列し、紀伊国一宮となった。

宝亀元

770

唐僧・為光により護国院（紀三井寺）が開創される。

天正 13

1585

豊臣秀吉に、攻め込まれ、社領が没収され、社殿が取り壊される。

慶長 05

1600

“”関ヶ原の戦い”で争ただ会多田会でで徳川氏に味方した、浅野幸長が、紀伊国和
歌山 37 万 6,000 石をあたえられ和歌山城に入城。

元和 05

1619

徳川頼宣が紀伊和歌山 55 万石で和歌山城に入城し、紀州徳川家を創設。

明治 04

1871

社格は、近代社格制度において両宮ともに旧官幣大社に列せられた。

大正 08

1919

国賓のよる改善工事により、境内の建物は、すべて一新する。

大正 14

1925

日前神宮の本殿を造営。天道根神社(ｱﾒﾉﾐﾁﾈ-)を造営。

大正 15

1926

工事完成を待って、現在の左右対称の姿になった。

昭和 20

1945

和歌山の空襲、旧和歌山城天守が消失。

昭和 33

1958

和歌山城天守再建。

昭和 62

1987

大鳥居を造営。

昭和 61

1986

手水社を建立。

平成 09

1997

和歌山市が中核市に指定される。

平成 15

2003

本殿を囲む玉垣内に祝詞殿を新築。

平成 23

2011

四方に流れる小川に架かる石製の橋。

平成 26

2014

約 40 年前の大鳥居を白 1 色に改修。
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別図 日前神宮・國懸神宮の配置図
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