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ABSTRACT
Hanano-iwaya Shrine's work is part of a comprehensive academic study aimed at revealing local
history and creating cultural heritage materials. The shrine that is the subject of this article is Hananoiwaya Shrine, 130, Arima-cho, Kumano City, Mie Prefecture, 519-4315, Japan, an ancient area. Hananoiwaya Shrine is located at 33 degrees 52 minutes 35 seconds north latitude, 136 degrees 05 minutes 48
seconds east, and 10.4 meters high. The construction of Hanano-iwaya Shrine is unknown.
Worshipped Gods is burned to Izanami-no-mikoto / Japanese mythological goddess and Kagututi-nomikoto who was burned at birth. Izanami-no-mikoto is the sister of Izanaki-no-mikoto and is written in
Kojiki with his wife. Hanano-iwaya Shrine is the oldest place in Japan, the cave of flowers, and the
oldest place in Japan where gods sleep. The sacred body of Hanano-iwaya Shrine is a world heritage,
Japan's longest 170m rule, and the height of the cave is about 45m. Scorpio (Iikura) is a giant rock with
a height of about 45m and is a deity. The scale of the weathered cave is about 6m high, 2.5m wide, and
50cm deep. The huge rock of Hanano-iwaya Shrine is “Kite stone”. Gotobiki Rock, the body of Kamikura
Shrine in Shingu, is a “Positive stone”
The main shrine is a weathered cave at the top of Geoje, a funeral place of Izanami-no-mikoto, and a
sacred body dedicated to the spirit. In the weathered cave in the center and the south of Geoje, the god
of Kagu-tsuchi is enshrined. If it is the son of Izanami-no-mikoto, it is a rock about 12m high called the
“prince's weathered cave”. The worship hall is a festival hall with shingle gravel, surrounded by
tamagaki. Annual Festival is February 2 (Spring) and October 2 (Autumn). The special ritual is a shining
ritual that is a 170m long bunched of seven rice trolleys.
The nationally designated cultural property is a flower cave in the monument (historic site) Kumano
Sansyu in 2002.The prefecture-designated cultural property is a ritual shrine of a folk cultural property
(intangible folk cultural property) flower cave in 1969. The natural monument is the Hanano Cave
Shrines in 1964. World heritage registration is a world heritage (cultural heritage) in 2004, including
Kumano Kodo that spans the three prefectures of Mie, Wakayama, and Nara. The weathered cave is the
Prince's cave, the flower cave, and the oldest tomb in Japan where the gods sleep.
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１.はじめに
花窟神社の研究は、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
査の一部であり、本稿の対象である神社の所在地は、〒519-4315 三重県熊野市有馬町上地 130 にある花窟神社
で、古代の地域である。花窟神社の位置は、北緯 33 度 52 分 35 秒、東経 136 度 05 分 48 秒で、高さ 10.4m である。
花窟神社の創建は不詳である。
主祭神は、伊邪那美命（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ、伊弉冉、伊邪那美、伊耶那美、伊弉弥）/軻遇突智尊（ｶｸﾞﾂﾁﾉﾐｺﾄ）を生む
時に大火傷を負った日本神話の女神である。伊邪那美命（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）は、伊邪那岐神（伊邪那岐命、伊耶那岐命・
ｲｻﾞﾅｷﾞ）の妹であり、妻と『古事記』に記されている。
花窟神社は、日本最古の地・花の窟・神々が眠る日本最古の地である。花窟神社の御神体は、世界遺産・日本一
長い１７０ｍの岩窟の高さ 45ｍ程である。https://ja.wikipedia.org/wiki/花窟神社。磐座（ｲﾜｸﾗ）は、高さ約 45ｍの巨
岩の神体である。風化洞窟の規模は、高さ 6ｍ、幅 2.5ｍ、深さ 50ｃｍ程である。花窟神社の巨岩は「陰石」であり、新
宮市の神倉神社の神体であるゴトビキ岩は「陽石」である。
本殿は、巨巌の最上部にある風化洞窟で、伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）の御葬所で、神霊を祀る御神体であり、巨巌の
中央・南部にある風化洞窟には、軻遇突智（ｶｸﾞﾂﾁ）神の神霊を祀る。伊弉冉（ｲｻﾞﾅﾐ）尊の御子なれば、「王子の風
化窟」と呼ばれる高さ１２ｍ程の岩であり、拝殿は、玉砂利を敷きつめた祭場で、玉垣で囲う拝所である。
祭事は、2 月 2 日（春季） 10 月 2 日（秋季）であり、特殊神事は、縄を掛ける神事で、米の藁縄７本を束ねた長さ
170ｍの大綱で、鎮座地（Shrine Site）は、〒519-4325 三重県熊野市有馬町上地 130-3 である。
国指定文化財は、平成 14（2002）年、記念物（史跡）熊野参詣道にある花の窟であり、県指定文化財は、昭和 44
（1969）年、民俗文化財（無形）花窟のお綱かけ神事であり、市指定文化財は、平成 11（1999）年、民俗文化財（有形）
の花窟神社の版木である、天然記念物は、昭和 39（1964）年、花窟神社社叢である。世界遺産登録は、平成 16
（2004）年、三重、和歌山、奈良の三県にまたがる熊野古道などを含む「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産（文
化遺産）である。風化洞窟は、王子の窟、花の岩屋であり、さらに、神々が眠る日本最古の地の墓所でもある。
境内の地は、歴史背景を抑えつつ、花窟神社の社殿・拝殿と末社の詳細な内容を考察し、本稿は、古代国家の
命運を決定づけた舞台としての花窟神社を、多角的にとらえた実証研究の報告で、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をした。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、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。国際化時代に対応すべく、神社の由来については英語の翻訳を添付し、最後に、神社の年表と内容を
纏めることができた。

２.花窟神社の資料
2-1.三重県熊野市の環境
熊野市（ｸﾏﾉｼ）は、三重県の南部に位置し、熊野灘に面する市である。吉野熊野国立公園内に位置し、豊かな自
然と温暖な気候に恵まれている。旧南牟婁郡。七里御浜の東端に位置し、中心市街地は古くからの中心である木本、
かつては沼地であったが近年新しく開発された井戸であり、この 2 つの市街地は連続し、かつて木本は奥熊野代官
所がであって、人口: 17,727 (2015)年。面積: 373.6 km²である。

2-2.指定文化財
2-2-1.記念物：昭和 39（1964）年、花窟神社社叢の天然記念物
2-2-2.国指定文化財：平成 14（2002）年、記念物（史跡）熊野参詣道にある花の窟である。
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2-2-3.県指定文化財
昭和 44（1969）年、民俗文化財（無形民俗文
化財）花窟のお綱かけ神事である。

2-2-4.市指定文化財
平成 11（1999）年、民俗文化財（有形）花窟
神社の版木原画、菱川廣隆。版木の花の窟図
には、お綱掛け神事による綱が御神体に掛け
られた景観が表示。写真 2-1 は神社の西入

写真 2-1.神社の西入口

写真 2-2.熊野市指定文化財

口。写真 2-2 は熊野市指定文化財である。
表 2-1.版画の文：日本書紀曰くの内容
伊弉冉尊生火神時被

伊奘冉尊が火の神を生む時

灼而神退去矣故葬於

灼かれて神退去りましぬ 故

紀伊國熊野之有馬村

紀伊國熊野の有馬村に葬る

焉土俗祭此神之魂者

土俗（ｸﾆﾋﾞﾄ）此の神の魂を祭る者は

花時亦以花祭又用鼓

花の時に花を以て祭り又鼓（ﾂﾂﾞﾐ）

吹幡旗歌舞而祭矣

吹（ﾌｴ）幡旗（ﾊﾀ）を用いて歌い舞いて祭る）

花の岩屋の御祭は、２月と１０月の２日である。 すなわち、縄をもて旗をつくり千尋のみしめな ゆひそえ いかめし
き巖の上より濱松のこずゑに引延ばし、神主をはじめ縣の奴祢男女等種々の花横山の如く備え奉れるなむ、神代よ
りの風俗にはありける、是れより十丁ばかり、西の方に産田の社とて二神の鎮り座す社あり すべては此地のさま 万
の書にみえたればもらしける（表 2-1）。

2-4.短歌
表 2-2.短歌の文と作者
「紀の国や花の窟にひく縄の ながき世絶えぬ里の神わざ」

本居宣長

「紀の国や有馬の村にます神に 手向る花は散らじとそ思ふ」

徳大寺公能（大炊御門右大臣）

「三熊野の御浜によする夕浪は 花のいはやのこれ白木綿（ｼﾗﾕｳ）」

西行

「神まつる花の時にやなりぬらん 有馬の村にかかるしらゆふ」

光俊朝臣

「春風に木すゑさきゆく紀の国や ありまのむらにかみまつりせよ」

よみ人しらず

表 2-2 は、短歌の文と作者である。

2-5.社務所の花の岩屋展示室
御神体にある花の窟・御神体下方にある窟は伊弉冉尊の御葬所である。季節の花を供え飾って尊を祀ったが、故
に花窟との社号が付けられたと考えられる。花の窟は、日本最古の地・神々が眠る日本最古の地・世界遺産である。
写真 2-3 は社務所の茶屋の入り口。写真 2-4 は、伊弉冉尊の黄泉の穢れをはらった際に生まれた三神、天照大神
（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ、太陽神）、月読尊（ﾂｸﾖﾐﾉﾐｺﾄ、月神）、素戔嗚尊（ｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ、暗黒神）の掛け軸である。
写真 2-5 は、社務所にある民族文化の展示品である。花窟神社の前には、「花の岩屋」という御茶屋がある。地元
の方が、花窟神社に参りにこられた方たちの為に、お茶をふるまっており、まるで故郷にかえって来たかのようなホッ
とする場所である。茶屋と花の岩屋では、花窟神社にちなんだお土産物を購入することもできる。

写真 2-3.社務所の

写真 2-4.人格神の天照大神・月読尊・素戔

茶屋の入り口

嗚尊）の掛け軸

写真 2-5.社務所にある民族文化の展示品

2-6.大祭・縄掛け神事
花の窟は、神々の母である伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）が火神・軻遇突智尊（ｶｸﾞﾂﾁﾉﾐｺﾄ）を産んだ時、女陰に大火傷
負い、亡くなった後に葬られた御陵である。平成１６（2004）年７月に花の窟を含む「紀伊山地の霊場と参詣道」が世
界遺産に登録された。花窟神社は日本書紀にも記されている日本最古の神社といわれ、古来より聖地として、今に
続く信仰はあつく、花の窟では年２回、例大祭をする。神々に舞を奉納し、日本一長い１７０ｍの大綱を岩窟上４５ｍ
程である。御神体から境内南隅の松が御神木である。この「御綱掛け神事」は、太古の昔から行われており昭和 44
（1969）年「三重県無形文化財指定」されている。写真 2-6 は県無形文化遺産。花窟神社お縄かけ神事。写真 2-7 は
上空にお縄かけ神事。および、写真 2-８は岩の上部から下部へのお縄かける神事光景である。

写真 2-6.県無形文化遺産。

写真 2-7.上空にお縄かけ

写真 2-8.岩の上部から下部へのお縄かける神事

花窟神社お縄かけ神事

神事

光景

写真 2-9.三重県無形文化遺産。花窟神社お縄かけ神事

写真 2-9 は三重県無形文化遺産。花窟神社お縄かけ神事である。表 2-3 はイザナミの子である下記の

然体である。

7 つの自
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表 2-3.イザナミの子である下記の 7 つの自然体
風の神

級長戸辺命

ｼﾅﾄﾍﾞﾉﾐｺﾄ

海の神

少童命

ﾜﾀﾂﾐﾉﾐｺﾄ

木の神

句句迺馳

ｸｸﾉﾁ

草の神

草野姫

ｶﾔﾉﾋﾒ

火の神

軻遇突智尊

ｶｸﾞﾂﾁﾉﾐｺﾄ

土の神

埴安神

ﾊﾆﾔｽﾉｶﾐ

水の神

罔象女

ﾐﾂﾅﾉﾒ

他に、３神とは、宇宙を基本構成する伊弉冉尊（イザナミ）の子は、伊弉冉尊の黄泉の穢れをはらった際に生まれ
た三神、天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ、太陽神）、月読尊（ﾂｸﾖﾐﾉﾐｺﾄ、月神）、素戔嗚尊（ｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ、暗黒神）である。御
縄掛け神事は、 ２月２日（春季大祭）と１０月２日（秋季大祭）で、県指定無形民俗文化財である。特別な田で作られ
たもち米の藁縄７本を束ねた長さが、およそ 170ｍの大綱に、季節の花（2 月はﾂﾊﾞｷを入れ、10 月はｹｲﾄｳを入れる）
を結びつけた３つの縄幡および扇を吊して、磐座の頂上（ｳﾊﾞﾒｶﾞｼに結ばれる）から七里御浜の海岸へと大綱が引か
れ、境内の南隅にある柱（かつては、マツの神木）の先端へと引き渡される。その大綱の先端は地面の支柱に結び
つけられ、大綱として束ねられる７本の細い藁縄は、伊弉冉尊の子で自然神である（表 2-3）。
級長戸辺命（ｼﾅﾄﾍﾞﾉﾐｺﾄ、風の神）、少童命（ﾜﾀﾂﾐﾉﾐｺﾄ、海の神）、句句迺馳（ｸｸﾉﾁ、木の神）、草野姫（ｶﾔﾉﾋﾒ、
草の神）、軻遇突智尊（カグツチノミコト、火の神）、埴安神（ﾊﾆﾔｽﾉｶﾐ、土の神）、罔象女（ﾐﾂﾅﾉﾒ、水の神）を意味する。
また、３つの旗縄は、三流の幡（ﾐﾅｶﾞﾚﾉﾊﾀ）と呼ばれ、岩側より、伊弉冉尊の黄泉の穢れをはらった際に生まれた三
神を意味し、天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ、太陽神）、月読尊（ﾂｸﾖﾐﾉﾐｺﾄ、月神）、素戔嗚尊（ｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ、暗黒神）を表し
ている。この３つの旗縄は、朝廷より毎年奉献されていた「錦の幡」が運ばれるとき、舟が熊野川の増水により転覆し
た時、変わり「縄の幡」が作られたものであるといわれる。綱は掛け替えることなく自然に切れるまで残されたため、新
たな綱として２本見られることもあり、縁起がよいものとされる。

写真 2-10.三重県無形文化遺産。花窟神社お縄かけ神事

写真 2-11.花窟神社。左側は石碑で、右側

左側は拡大で、右側は遠方より撮影。

は「のぼり」である。

写真 2-10.三重県無形文化遺産。花窟神社お縄かけ神事、左側は拡大で、右側は遠方より撮影。写真 2-11 は
花窟神社。左側は石碑で、右側は「のぼり」である。
2-7.花の窟と日本書紀
天地開闢において神世七代の最後に、伊弉諾尊・伊弉冉尊がともに生まれた。国産み・神産みにおいて伊弉諾
尊との間に日本国土を形づくる多数の子を設ける。その中には、淡路島隠岐島からはじめ、やがて日本列島を生み、
更に山・海など森羅万象の神々を生んだ。伊弉冉尊の神の逝った後、妻に逢いたくて黄泉国まで行った伊弉諾尊
に死後の姿を見られたことを恥じて、逃げる伊弉諾尊を追いかけるが、黄泉比良坂(現；島根県東出雲町)で伊弉冉

尊が道を塞ぎ、伊弉諾尊と離縁する。その後、伊弉冉尊は黄泉国の主宰神となった。日本書紀の一書では三重県
熊野市有馬の花窟神社に葬られたと記されている。
2-8.花窟神社と熊野
花窟神社がある熊野市は、三重県南部に位置し、北西部は標高 500ｍを超える山々が連なり、奈良県および尾鷲
市に接し、東南部は熊野灘に面して変化に富んだ景観に恵まれ、南西部は和歌山県、奈良県と接しています。平
成 16（2004）年７月７日に熊野市の歴史文化遺産である松本峠や大吹峠などの熊野古道が「紀伊山地の霊場と参
詣道」として世界遺産に登録されました。熊野古道とは、三重、奈良、和歌山の三県にまたがり、伊勢や大阪・京都と
紀伊半島南部にある熊野の地とを結ぶ道で、古くは「ｸﾏﾉﾐﾁ」、「熊野街道」とも呼ばれ、「熊野参詣道」として国の史
跡に指定されています。
「紀伊山地の霊場と参詣道」は、古代以来、自然崇拝に根ざした神道、中国から伝来し、我が国で独自の展開を
見せた仏教、その両者が結びついた修験道など多様な信仰の形態を育んだ神仏の霊場であり、熊野信仰の中心地
である「熊野三山」、修験道の拠点である「吉野・大峯」、真言密教の根本道場である「高野山」の３つの霊場と、これ
らを結ぶ「熊野参詣道（熊野古道）」・「大峯奥駈道」・「高野山町石道」からなっており、三重県・奈良県・和歌山県の
合計２９市町村にわたる広範囲にわたっている遺産は日本で唯一、世界でも比類のない資産として価値が高いとい
われる。

2-9.世界遺産・紀伊山地の霊場と参詣道茶屋 花の岩屋（神々が眠る日本最古の地・花の窟）
花の窟は、神々の母である伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）が火神・軻遇突智尊（ｶｸﾞﾂﾁﾉﾐｺﾄ）を産み、灼かれて亡くなった
後に葬られた御陵である。平成 16（2004）年、三重、和歌山、奈良の三県にまたがる熊野古道などを含む「紀伊山地
の霊場と参詣道」の世界遺産（文化遺産）に花窟神社も登録。

３.花窟神社の由来と現在
3-1.花窟神社の和文由来と現在
この窟は伊弉冉尊の御葬所であり、季節の花を供え飾って尊を祀ったが、故
に花窟との社号が付けられたと考えられる。古来、花窟神社には神殿がなく、熊
野灘に面した巨巌が伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）の御神体とし、その下に玉砂利を敷
きつめた祭場そして、王子の岩と呼ばれる高さ１２ｍ程の岩がある。この神が伊弉
冉尊の御子であることから王子の窟の名の由来とされている（写真 3-1）。
http://hananoiwaya.jp/history.html

写真 3-1.花窟神社表示板

◎しおりの由書：日本書紀に「一書曰（あるふみにいはく）伊弉冉尊火神を生み給う時に、灼（や）かれて神退去(さ
り)ましぬ、故（か）れ紀伊国熊野の有馬村に葬（ｶｸ）しまつる、土俗（ｸﾆﾋﾄ）此神の魂（みたま）を祭るには、花の時（り）
に花を以って祭る。又鼓（ﾂﾂﾐ）吹幡旗（ﾌｴﾊﾀ）を用いた歌い舞いて祭る」とある。即ち、当神社にして、其の由来する
ところ最も古く、花窟の名は、増基法師が花を以て祭るより起これる名なり。花窟神社は古来社殿なく、石巌壁立高さ
45.2ｍ。南に面し其の正面に壇を作り、玉垣で囲う拝所を設く。此の窟の南に岩あり、軻遇突智（ｶｸﾞﾂﾁ）神の神霊を
祀る。 此の神は、伊弉冉（ｲｻﾞﾅﾐ）尊の御子なれば王子の窟という旧藩主に於いて、此の霊地保護のため、寛文 9
（１669）年 9 月、及び元禄 8（1695）年 11 月、四至限界御定言を下付し、且つ、高札を建て、殺生禁断を布令せられ
た。また、昭和 23（1948）年 4 月 10 日、現在の平成上皇が、皇太子殿下の当時、熊野地方御見学の途中に寄りあら
せられる。
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概要：『日本書紀』（神代巻上）一書には、伊弉冉（ｲｻﾞﾅﾐ）尊は軻遇突智（ｶｸﾞﾂﾁ・火の神）の出産時に陰部を焼かれ
て死に、「紀伊国の熊野の有馬村」に埋葬され、以来、近隣の住人たちは、季節の花を供えて伊弉冉（ｲｻﾞﾅﾐ）尊を
祭ったと記されている。当社では、それが当地であると伝え、社名も「花を供えて祀った岩屋」ということによるもので
ある。
神体である巨岩の麓にある「ほと穴」と呼ばれる高さ 6ｍ、幅 2.5ｍ、深さ 50ｃｍほどの大きな窪みがある岩陰が伊
弉冉（ｲｻﾞﾅﾐ）尊の葬地であるとされ、白石を敷き詰めて玉垣で囲んだ拝所が設けられている。一説には、伊弉冉尊
を葬った地は、およそ西 1.3ｋｍ先にある産田神社（ｳﾌﾞﾀｼﾞﾝｼﾞｬ）であり、当社は、この火の神である軻遇突智（ｶｸﾞﾂ
ﾁ）の御陵であるともいう。花窟神社では、伊弉冉尊の拝所の対面にある高さ 18ｍの巨岩が、軻遇突智の墓所とされ
ている。古事記や延喜式神名帳に「花窟神社」の名はなく、神社というよりも墓所として認識されているものとみられ
る。実際、神社の位格が与えられたのは明治時代のことである。
今日に至るまで社殿はなく、熊野灘に面した高さ約 45ｍの巨岩である磐座（ｲﾜｸﾗ）が神体である。この巨岩は「陰
石」であり、和歌山県新宮市の神倉神社の神体であるゴトビキ岩は「陽石」であるとして、一対をなすともいわれ、とも
に熊野における自然信仰（巨岩信仰・磐座信仰）の姿を今日に伝えている。2004 年、世界遺産「紀伊山地の霊場と
参詣道」の一部（熊野参詣道伊勢路の一部）として登録されている。表 3-1 は花窟神社の和文資料である。

表 3-1.三重県熊野市、花窟神社の和文詳細資料
1

主祭神

2

神社創建

伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐｰﾉｰﾐｺﾄ）、軻遇突智尊（カグツチノミコト）
不詳
磐座（ｲﾜｸﾗ）：高さ約 45ｍの巨岩である磐座が神体である。

3

神 体

「ほと穴のな窪み」は、高さ 6ｍ、幅 2.5ｍ、深さ 50ｃｍほどである。この巨岩は「陰石」であり、
和歌山県新宮市の神倉神社の神体であるゴトビキ岩は「陽石」である。

4

祭 事

5

特殊神事

6

鎮座地

例祭 2 月 2 日（春季） 10 月 2 日（秋季）
御縄掛け神事、米の藁縄７本を束ねた長さ 170ｍの大綱
〒519-4325 三重県熊野市有馬町上地 130-3
名古屋駅から JR 紀勢本線 熊野市駅まで約 2 時間 50 分

7

交通手段

JR 松阪駅から南紀で熊野市駅まで約 1 時間 50 分,/
熊野市駅から三重交通バス「熊野市駅前」停⇒「花の窟」停まで約 5 分

8

位 置

北緯 33 度 52 分 35 秒、東経 136 度 05 分 48 秒、標高：11ｍ。
本殿は、巨巌の最上部にある風化洞窟で、伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）の御葬所で、神霊を祀

9

本殿/拝殿

る御神体である。巨巌の中央・南部にある風化洞窟には、軻遇突智（ｶｸﾞﾂﾁ）神の神霊を祀
る。伊弉冉（ｲｻﾞﾅﾐ）尊の御子なれば「王子の風化窟」と呼ばれる高さ１２ｍ程の岩であり、拝
殿は、玉砂利を敷きつめた祭場で、玉垣で囲う拝所である。

10

境内社

稲荷神社、龍神神社。

11

鳥 居

正面鳥居、参道鳥居、稲荷神社鳥居、龍神神社鳥居。

12 国指定文化財 平成 14（2002）年、記念物（史跡）熊野参詣道 花の窟
13

県指定文化財 昭和 44（1969）年、民俗文化財（無形）花窟のお綱かけ神事

14 市指定文化財 平成 11（1999）年、民俗文化財（有形）花窟神社の版木
15

天然記念物

16 世界遺産登録

昭和 39（1964）年、花窟神社社叢
平成 16（2004）年、三重、和歌山、奈良の三県にまたがる熊野古道などを含む「紀伊
山地の霊場と参詣道」の世界遺産（文化遺産）に花窟神社も登録。

17

風化洞窟

18

その他

王子の窟、花の岩屋。
日本最古の地・花の窟・神々が眠る日本最古の地・花の窟である。
世界遺産・日本一長い１７０ｍの大綱である。

３-２.三重県熊野市、花窟神社の由来と現在（英文）
Hanano-iwaya shrine's cave is a funeral place for Izanami-no-mikoto. Since ancient times, there was
no temple in Hanano-iwaya shrine, a giant that faced the Kumano clan was the sacred body of Izanamino-mikoto, and a rock with a height of about 12m called the prince's rock, which was paved with gravel.
is there. This god is the son of Izanami-no-mikoto.
A rocky shade with a large pit about 6m in height, 2.5m in width and 50cm in depth called "Hotana"
at the foot of the giant rock is said to be a funeral place for Izanami-no-mikoto. There is a place of worship
that is laid down and surrounded by tamagaki. According to one theory, the place where Izanami-nomikoto was buried is Ubutajinja, about 1.3 km west, and our company is the imperial palace of Kagutsuchi-no-mikoto, the god of fire. Say.
In Hanano-iwaya shrine, the 18m-high boulder on the opposite side of Izanami-no-mikoto's place of
worship is considered the grave of Kagu-tsuchi-no-mikoto. In the Kojiki and Enki-style shrines, there is
no name “Hanano-iwaya shrine”, and it seems that it was recognized as a tomb rather than a shrine.
In fact, it was during the Meiji period that it was given the status of a shrine. To date, there is no
shrine and the main body is the Iokura, a 45-meter-high giant rock facing the Kumano Pass. This giant
rock is a “Kinishi”, and Gotobiki Rock, the body of the Kamikura Shrine in Shingu City, Wakayama
Prefecture, is said to be a pair of “Yoishi”.
Both of them convey today the nature of nature in Kumano. In 2004, it was registered as a part of the
world heritage “Kii Mountains Sacred Site and Sanroku-do” (part of Kumano Sansetsu Iseji).

表 3-2.三重県熊野市、花窟神社の英文詳細資料
1

Worshipped
Gods

2

Shrine Foundation

Izanami-no-mikoto and Kagu-tsuchi-no-mikoto

Unknown
Scorpio (Iikura) is a giant rock with a height of about 45m and is a deity. The scale

3

God body

of the weathered cave is about 6m high, 2.5m wide, and 50cm deep. The huge rock
of Hanano-iwaya Shrine is “Kite stone”. Gotobiki Rock, the body of Kamikura Shrine
in Shingu, is a “Positive stone”.

4

Annual Festival

5

Special Ritual

6

Shrine Site

Annual Festival is February 2 (Spring) and October 2 (Autumn).
The holy ritual is a 170m long ruler that is a bundle of seven rice ropes.
130-3 Arimacho Uechi, Kumano City, Mie Prefecture 519-4325, Japan
About 2 hours and 50 minutes from Nagoya Station to JR Kisehon Line Kumanoshi

7

Access

Station. About 1 hour and 50 minutes from JR Matsusaka Station to Kumanoshi
Station by Nanki

8

Latitude

9

Shrine Pavilions

Latitude is north latitude 33 degrees 52 minutes 35 seconds east longitude 136
degrees 05 minutes 48 seconds, altitude: 11m.
The main shrine is a weathered cave at the top of Geoje, a funeral place of Izanamino-mikoto, and a sacred body dedicated to the spirit.In the weathered cave in the
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center and the south of Geoje, the god of Kagu-tsuchi is enshrined. If it is the son
of Izanami-no-mikoto, it is a rock about 12m high called the “prince's weathered
cave”. The worship hall is a festival hall with shingle gravel, surrounded by tamagaki.
10

Keidai Massha

11

Torii

12
13
14
15
16

Nationally designated
cultural property

Inari Shrine, Ryu Shrine
Front Torii, Sando Torii, Inari Torii, Ryujin Torii

The nationally designated cultural property is a flower cave in the monument
(historic site) Kumano Sansyu in 2002.

Prefecture designated The prefecture-designated cultural property is a ritual shrine of a folk cultural
cultural property

property (intangible folk cultural property) flower cave in 1969.

City designated

City-designated cultural property is a block print of Hana cave shrine in 1999, a

cultural property

folk cultural property (tangible folk cultural property).

Natural monument
World heritage
registration

17

Weathered cave

18

Other

The natural monument is the Hanano Cave Shrines in 1964.
World heritage registration is a world heritage (cultural heritage) in 2004, including
Kumano Kodo that spans the three prefectures of Mie, Wakayama, and Nara.
The weathered cave is the Prince's cave, the flower cave, and the oldest tomb in
Japan where the gods sleep.
Japan's longest 170m long cave is a 45m high sacred body.

４.花窟神社の社殿
伊邪那美命（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ、伊弉冉、伊邪那美、伊耶那美、伊弉弥）は、日本神話の女神。伊邪那岐神（伊邪那岐
命、伊耶那岐命・ｲｻﾞﾅｷﾞ）の妹であり妻。日本書紀では伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）と記されている。（『古事記』では伊邪
那美命）である。軻遇突智尊（ｶｸﾞﾂﾁﾉﾐｺﾄ）を生むときに大火傷を負い、それがもとで神逝る。

4-1.熊野酸岩神と風化洞窟（タフォニ）
① タフォニの発達は、ウッギ石/熊野酸岩類）の分布地域に一致している｡
② 熊野酸性の中に発達する垂直の岩壁、特に、その南向きの斜面にのみタフォニが生じている。
③ 池野山の虫哨岩の場合、水際ではなく、垂直の岩壁面中のいろいろな高さに形成されており、層状構造をなし
ていない。すなわち、特定な高さを示すことなく、崖面の下部から崖面の 35ｍ付近まで前面に生じている

4-2.タフォニ(風化洞窟・Tafoni)形状とタイブ

写真 4-1.Tafoni の分類と地形

写真 4-2.Tafoni の発達過程

写真 4-3.側面 Tafoni

写真 4-4.岩魂 Tafoni

写真 4-1 は Tafoni の分類と地形。写真 4-2 は Tafoni の発達過程。写真 4-3 は側面 Tafoni および写真 4-4 は
岩魂 Tafoni である。写真 4-5 は内壁風化状況。写真 4-6 は風化状況形成。写真 4-7 は風化状況形成と写真 4-8
は板状隔離 Tafoni である。

写真 4-5.内壁風化状況

写真 4-6.風化状況形成

写真 4-7.風化状況形成

写真 4-8.板状隔離 Tafoni

4-3.花窟神社の御祭神
4-3-1.伊弉冉尊
日本書紀では伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）と記され
ている。（『古事記』では伊邪那美命）。日本神話
の大地母神であり、人間の寿命を司る黄泉津大
神である。同時期に生まれた国之常立神、豊雲
野神、宇比地邇神、須比智邇神、角杙神、活杙
神、意富斗能地神、大斗乃弁神、淤母陀琉神、
阿夜詞志古泥神、伊邪那岐命と並んで「神世七
代」と称される。『記紀神話』では、伊弉諾尊と共
に天津神に国造りを命じられ、大八島国（日本の
国土）と大事忍男神ら３５の神々を生むが、軻遇
突智尊（ｶｸﾞﾂﾁﾉﾐｺﾄ）を生むときに大火傷を負い、
それがもとで神逝る。伊奘冉尊、火神を生む時
に、灼かれて神退去りましぬ。故、紀伊国の熊野
市の有馬村に葬りまつる。土俗（ｸﾆﾋﾄ）、此の神
の魂を祭るには、花の時には亦花を以て祭る。又

図 4-1.花窟神社の平面図

鼓吹幡旗を用いて、歌い舞ひて祭る（図 4-1）。

写真 4-9.伊弉冉尊の墓所である身体

写真 4-10.伊弉冉尊の墓所前の拝殿
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写真 4-9 は伊弉冉尊の墓所である身体。写真 4-10 は伊弉冉尊の墓所前の拝殿である。伊奘諾尊、恨みて曰は
く、「唯、一児（ｺﾉﾋﾄﾂｷﾞ）を以て、我が愛しき妹に替へつるかな」とのたまひて、則ち、頭辺に匍匐ひ、脚辺に匍匐ひ
て、哭き泣ち流涕びたまふ。其の涙墜ちて神と為る。是即ち畝丘の樹下に所居す神なり。啼沢女命と号す。遂に所
帯せる十握劍（とつかのつるぎ）を抜きて、軻遇突智を斬りて三段に為す。此客神と化成する。
伊邪那美命（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ、伊弉冉、伊邪那美、伊耶那美、伊弉弥）は、日本神話の女神。伊邪那岐神（伊邪那岐
命、伊耶那岐命・ｲｻﾞﾅｷﾞ）の妹であり妻。神世七代 第七代。先代:阿夜訶志古泥神。神祇:天津神。全名：伊邪那美
命。別名：黄泉津大神、道敷大神。別称：伊邪那美神、伊弉冉命、伊耶那美命、伊弉弥命、伊弉那彌命。 陵所：伯
耆国の境の比婆山、花窟神社。親なし。配偶者：伊邪那岐命。子：国生み・神生みを参照。神社：多賀大社、花窟神
社などがある。
●神話のエピソード：天地開闢において神世七代の最後にイザナギと共に生まれた。オノゴロ島におりたち、国産
み・神産みにおいてイザナギとの間に日本国土を形づくる多数の子をもうける。その中には淡路島・隠岐島からはじ
めやがて日本列島を生み、更に山・海など森羅万象の神々を生んだ。火の神、軻遇突智（迦具土神・ｶｸﾞﾂﾁ）を産ん
だために陰部に火傷を負って、病に臥せたのちに亡くなるが、その際にも尿や糞や吐瀉物から神々を生んだ。そし
て、カグツチはイザナギに殺された。
亡骸は、『古事記』によれば出雲と伯伎（伯耆）の境の比婆山（現在の、中国地方にある島根県安来市伯太町）に、
『日本書紀』の一書によれば、紀伊の熊野の有馬村（三重県熊野市有馬の花窟神社）に葬られた（図 4-1）という。
死後、イザナミは自分に逢いに黄泉国までやってきたイザナギに腐敗した死体（自分）を見られたことに恥をかかさ
れたと大いに怒り、恐怖で逃げるイザナギを追いかける。しかし、黄泉国と葦原つ津国（地上）の間の黄泉路におい
て葦原中国とつながっている黄泉比良坂（ﾖﾓﾂﾋﾗｻｶ）で、イザナミに対してイザナギが大岩で道を塞ぎ会えなくして
しまう。イザナミは閉ざされた大岩の向こうの夫に向かって愛しい人よ、こんなひどいことをするなら私は 1 日に 1000
の人間を殺すでしょう」と叫ぶ。イザナギは「愛しい人よ、それなら私は産屋を建てて 1 日に 1500 の子どもを産ませよ
う」と返した。そして、イザナミとイザナギは離縁した。この後、イザナミは黄泉の主宰神となり、黄泉津大神、道敷大神
と呼ばれるようになった。
●名前の由来：「イザナ」は「誘う」の語幹、「ミ」は女性を表す語とする説、また、名前の「ナ」は助詞とする説がある。
別名の黄泉津大神（ﾖﾓﾂｵｵｶﾐ）は黄泉国の主宰神の意、道敷大神（ﾁｼｷﾉｵｵｶﾐ）は（黄泉比良坂でイザナギに）追
いついた神という意味である。 このようにイザナミの神名からは多様な性格が読み取れる。また、比較神話学の見地
から見ると、イザナギ・イザナミ神話は各地の様々な神話を組み合わせて形成されたと、考えられている。
●神陵・神社など：安来市の隣、松江市の揖夜神社付近にはイザナミとイザナギとが永遠の離別をした黄泉平坂の
神蹟があり、創造神として信仰されている。上記の神陵のほか、比婆山久米神社（島根県安来市）-安来市の比婆山
の麓にある神社。山頂には奥宮がある。熊野神社(広島県庄原市) -広島県庄原市から島根県仁多郡奥出雲町にま
たがる比婆山(1264m)の広島県側山麓にある遥拝神社。山頂には「比婆山御陵」がある。
旧「比婆大社」。揖屋神社（島根県八束郡）、花窟神社（三重県熊野市）、熊野大社（島根県松江市）、神魂神社
（島根県松江市）、伊弉諾神宮（兵庫県淡路市）、皇大神宮別宮の伊佐奈弥宮（三重県伊勢市）と波上宮（沖縄県那
覇市）などで祀られている。

2-8-2.軻遇突智尊（カグツチノミコト）・花窟神社の御祭神

写真 4-11.風化洞窟内の伊弉冉尊の墓所の本殿

写真 4-12.風化洞窟内の伊弉冉尊の墓所の拝殿

写真 4-11 は風化洞窟内の伊弉冉尊の墓所の本殿。写真 4-12 は風化洞窟内の伊弉冉尊の墓所の拝殿である。
日本書記では、軻遇突智（ｶｸﾞﾂﾁ）、火産霊（ﾎﾑｽﾋﾞ）と記されている。 伊弉冉尊が、火の神である軻遇突智尊に焼
かれ、臥せりながらも土神（ﾂﾁﾉｶﾐ）埴山姫（ﾊﾆﾔﾏﾋﾞﾒ）と水神（ﾐﾂﾞﾉｶﾐ）罔象女(Mituhanome）を生んだ。軻遇突智尊
は埴山姫を娶って、稚産霊（ﾜｸﾑｽﾋﾞ）を生んだ。この神の頭の上に、蚕と桑とが生じ、また、臍の中に五穀が生じた。
罔象、これを“みつは”と読む。
カグツチとは、記紀神話における火の神。『古事記』では、火之夜藝速男神（ﾋﾉﾔｷﾞﾊﾔｦﾉｶﾐ）・火之炫毘古神（ﾋﾉｶ
ｶﾞﾋﾞｺﾉｶﾐ）・火之迦具土神（ﾋﾉｶｸﾞﾂﾁﾉｶﾐ；加具土命）と表記される。また、『日本書紀』では、軻遇突智（ｶｸﾞﾂﾁ）、火産
霊（ﾎﾑｽﾋﾞ）と表記される。

●神話の記述：神産みにおいてイザナギとイザナミとの間に生まれた神である。火の神であったために、出産時に
イザナミの陰部に大火傷を負い、これがもとでイザナミは死んでしまう。その後、怒ったイザナギに腰を帯びていた十
拳剣「天之尾羽張（ｱﾒﾉｵﾊﾊﾞﾘ）」で殺された。
『古事記』によれば、カグツチの血から、以下の神々が生まれた。1.石折神（ｲﾜｻｸﾉｶﾐ）、2.根折神（ﾈｻｸﾉｶﾐ）と 3.
石筒之男神（ｲﾊﾂﾂﾉｦﾉｶﾐ）など年以上三柱の神は、十拳剣の先端からの血が岩石に落ちて、生まれた神々である。
4.甕速日神（ﾐｶﾊﾔﾋﾉｶﾐ）、5.樋速日神（ﾋﾊﾔﾋﾉｶﾐ）と 6.建御雷之男神（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁﾉｦﾉｶﾐ） 別名は、建布都神（ﾀｹﾌﾂﾉ
ｶﾐ）別名は、豊布都神（ﾄﾖﾌﾂﾉｶﾐ）の三柱の神は、十拳剣の刀身の根本からの血が岩石に落ちて生成された神々で
ある。7.闇淤加美神（ｸﾗｵｶﾐﾉｶﾐ）と 8.闇御津羽神（ｸﾗﾐﾂﾊﾉｶﾐ）の以上二柱の神は、十拳剣の柄（つか）からのイザナ
ギの手の指を伝え落ちた血より生成された神々である。

また、カグツチの死体から、以下８柱の山神々が生まれた。1.正鹿山津見神（ﾏｻｶﾔﾏﾂﾐﾉｶﾐ、迦具土神の頭
から生まれる）、2.淤縢山津見神（ｵﾄﾞﾔﾏﾂﾐﾉｶﾐ、迦具土神の胸から生まれる）、3.奥山津見神（ｵｸﾔﾏﾂﾐﾉｶﾐ、迦具土
神の腹から生まれる）、4.闇山津見神（ｸﾗﾔﾏﾂﾐﾉｶﾐ、迦具土神の性器から生まれる）、5.志藝山津見神（ｼｷﾞﾔﾏﾂﾐﾉｶ
ﾐ、迦具土神の左手から生まれる）、6.羽山津見神（ﾊﾔﾏﾂﾐﾉｶﾐ、迦具土神の右手から生まれる）、7.原山津見神（ﾊﾗﾔ
ﾏﾂﾐﾉｶﾐ、迦具土神の左足から生まれる）、8.戸山津見神（ﾄﾔﾏﾂﾐﾉｶﾐ、迦具土神の右足から生まれる）。

●信仰：宝亀 2（771）年に創祀されたとされる火男火売神社（大分県別府市）は、別府温泉の源である鶴見岳の 2
つの山頂を火之加具土命、火焼速女命の男女二柱の神として祀り、温泉を恵む神としても信仰されている。秋葉山
本宮秋葉神社（静岡県浜松市）を始めとする全国の秋葉神社、愛宕神社、野々宮神社（京都市右京区、東京都港
区、大阪府堺市ほか全国）などで祀られている。また、島根県安来市の意多伎神社（ｵﾀﾞｷｼﾞﾝｼﾞｬ）も、この神との関
連の指摘がある。
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産田神社(三重県熊野市有馬町)で、伊奘冉尊により出産されたとする同神社の社伝が存在する他、花窟神社(三
重県熊野市有馬町)には、境内に鎮座する伊弉冉尊の御陵の対面に軻遇突智の御陵も併せて鎮座している。先の
産所とされている産田神社も軻遇突智の墓所であると言う説もあり、いずれにせよ熊野に、非常に縁を持つ神である。
神産み・国産みによって多くのものを生んだ伊奘冉尊が、火(ｶｸﾞﾂﾁ）を生み出すことで死に至るというのは、比較神
話学的にも興味深い(参照プロメテウスの火）。

４-2.花窟神社の末社
４-2-1.花窟神社の末社の稲荷神社
稲荷神社（ｲﾅﾘｼﾞﾝｼﾞｬ）・稲荷社（ｲﾅﾘｼｬ）は稲荷神を祀る神社である。京都市伏見区深草にある伏見稲荷大社が、
神道上の稲荷神社の総本宮となっている。神社のうちで稲荷神社は、2970 社（主祭神として）あり、32000 社（境内
社・合祀など全ての分祀社）を数え、屋敷神として個人や企業などに祀られているものや、山野や路地の小祠まで入
れると、稲荷神を祀る社は、さらに膨大な数にのぼる（写真 4-13）。

写真 4-13.稲荷神社と関連する稲荷様の光景

４-2-2.花窟神社の末社の龍神神社
龍神総宮社でお祀りさせて頂いています神々様は、「天上が原（ﾃﾝｼﾞｮｳｶﾞﾊﾗ）系」の神々様である。その頂点には、
本殿中央の「天主宝殿」にお祀りさせ、「天主天帝様」である。神々様の世界には、天上が原系・高天原系・出雲系・
長野原系・春日系など、いくつかの御神族がある。皆様方になじみ深い神々様のお名前を出させて頂きますと、次の
ようになります。
古事記・日本書紀で知られている、天照大御神様、天御中主命様などは、「高天原系」の神々様、出雲神話であ
る。須佐之男尊様、大国主命様などは、「出雲系」の神々様、賀茂神社の御祭神である、別雷（ﾜｹﾉｲｶﾂﾞﾁ）尊様など
は、「長野原系」の神々様、 奈良時代以前より三輪山地方でお祀りされており、現在は、春日大社の御祭神としてお
祀りされている、春日尊様などは、「東雲系」の神々様である。

写真 4-14.龍神神社とそれに関連する龍神様の光景
そして、天上が原系・高天原系・出雲系・長野原系・春日系のそれぞれの御神族の中から、主だった神々様が御
参集され、神界の運営、仏界・菩薩界の擁護、人間界の御守護を行っている。そこにお集まりになられた神々様のこ
とを、特に「天上王神様」と呼ばれる。その天上王神様の頂点に立っていらっしゃるのが天主天帝様であらせられる。
したがって、天主天帝様は、銀河系の最高神でも左らせられるということである（写真 4-14）。
天主天帝様、庚申塚龍王神祖神様、白姫龍王神大神様という、本来は、御礼拝なさる神々様が御降臨下さった。
このような偉大な神様が御降臨下さいますのは、2000 年に一度といわれ、「地上乱れしとき、天の神、御降臨給う」と
いう言葉がある通り、人類の心が乱れ、自然破壊が進んだことで、今や人智を尽くしても自然界の不調和を修復する
ことが困難な状況になっている。神々様は、御降臨下さることで、神様の御心に沿い奉る生き方を取り戻しなさいとの
メッセージを発信している。

５.花窟神社の鳥居と燈籠

写真 5-1.三重県熊野市有馬町には、花窟神社が伊奘冉尊と産田神社が軻遇突智

写真 5-2.稲荷神社と龍

の墓所のある鳥居がある。

神神社の通路

写真 5-1 は、三重県熊野市有馬町には、花窟神社が伊奘冉尊と産田神社が軻遇突智の墓所のある鳥居がある。
写真 5-2 は、稲荷神社と龍神神社の通路である。写真 5-3 は、花窟神社の参道にある神秘的な燈籠は神聖なパワ
ーアップが感じられる環境である。
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写真 5-3.花窟神社の参道にある神秘的な燈籠は神聖なパワーアップが感じられる環境である。

写真 5-4.伊奘冉尊の鳥居と神社の史跡

写真 5-5.神社の手水舎

写真 5-6.怖くない黄泉国へゲ－ト

写真 5-4 は伊奘冉尊の鳥居と神社の史跡。写真 5-5 は
神社の手水舎と写真 5-6 は怖くない黄泉国へゲ－トであ
る。

6.伊弉冉尊の御陵の伝説地
6-1.岩坂陵墓参考地；島根県松江市八雲町日吉
『雲陽誌』によると、「神納山は剱山から 500ｍほど離
れ、神納峠（ｶﾝﾅﾄｳｹﾞ）に鎮守の森がある。1０ｍ程の古墳
で、天皇家の関係者の墓で、宮内庁管理のお陵墓参考
地で、皇室ゆかり国生みの女神「イザナミの墓」である（写
真 6-1）。
『古事記』によると、国生みを成し遂げた男神イザナギ
は、亡くなってしまった最愛の妻、女神イザナミを泣きな
がら出雲国と伯耆国の境にある比婆山に葬ったとある。

写真 6-1.松江市 岩坂陵墓参考地

明治 33（1900）年、宮内庁は大規模な調査を行い。全国にイザナミの墓所とされる地は数 10 カ所あるが、ここ岩坂陵
墓参考地は、もっとも有力な候補地とされた。～http://furusato.sanin.jp/p/

6-2.比婆山久米神社 島根県安来
市伯太町
比婆山山頂に久米神社がある。その
背後に４ｍ位の高さで１０ｍ四方の古墳
があり、比婆山神社古墳と呼ばれてい
る。この境内にのみ群生するといわれる
陰陽竹は、男竹に女性的なササがつい
ている珍しい竹で、伊弉冉尊が比婆山に
登ったときの杖が、珍しい柱状節理であ
ると古事記に伝えられている（写真 62）。

写真 6-2.島根県安来市伯太町 比婆山久米神社

女性神イザナミが、この国の国土を生み出した神話で語る。国
土や様々な神をも彼らは産み出した。イザナミは火の神を産む際
に致命的な大火傷を負い、黄泉の国へと旅立っている。黄泉の国
へと出向いたイザナギは、彼女との約束を守れず、朽ち果てた姿
を見られ激怒するイザナミに命じられた黄泉の国の軍勢に追わ
れ 、 這 う 体 で 逃 げ 出 す 周 辺 部 に い く つ か あ る 。 shimanelive.jugem.jp/?eid=100

6-3.佐太大社裏山 島根県松江市鹿島町佐陀宮内
佐太神社は伊弉冉尊の大元の社で、その背後の山に陵墓の
伝承地があり、祀っていると伝える。伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）の陵
墓である比婆山（ﾋﾊﾞﾔﾏ）の神陵を遷し祀った社と伝え、旧暦十月

写真 6-3.島根県松江市 佐太大社裏

は母神である伊弉冉尊を偲んで八百万の神々が当社にお集まりになり、この祭りに関わる様々な神事が執り行われ
ることから当社を「神在の社」（ｶﾐｱﾘﾉﾔｼﾛ）とも云い、広く信仰を集
めている。安来市伯太町東母里井戸に伊弉冉尊が使った井戸が
伝えられて、伊弉冉尊は奥出雲地方を転々とした後、広島県側に
滞在した。経路は日向原→三井野原→油木→比婆郡西城町日南
（ひな）と推定される。この周辺も、製鉄遺跡の多いところである（写
真 6-3）。

6-4.広島県庄原市 比婆山 1264ｍ
比婆山は古事記所載の「故神避りましし伊邪那美神（ｲｻﾞﾅｷﾞﾉﾐ
ｺﾄ）は出雲国（ｲｽﾞﾓﾉｸﾆ）と伯伎国（ﾊﾊｷﾉｸﾆ）の境。比婆山に葬（ｶ

写真 6-4.広島県比婆山 1264ｍ節理群

ｸ）しまつりき」とある。比婆山で一名美古登山（ﾐｺﾄﾔﾏ）とも言い、山上にある墳墓はｲｻﾞﾅｷﾞﾉﾐｺﾄの鎮まる神陵として、
古くから陵墓であると言われている。この陵墓は、三町歩にわたった平坦地の中央を南北にやや長い経 64ｍ、周囲
約 200ｍの大円墳が築かれ、比婆山大神の神陵とされている。（説明板より） 比婆山（ﾋﾊﾞﾔﾏ）は、中国山地中部に
あり、比婆道後帝釈国定公園に属す。写真は玄武岩柱状節理群である（写真 6-4）。
https://ja.wikipedia.org/wiki/比婆山

6-5.花窟神社に伊弉冉尊の御陵/三重県熊野市有馬町
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花窟神社は古来社殿がなく、石巌壁立高さ 45ｍ。南に面し其の正

面に壇を作り、玉垣で周う拝所を設けている。此の窟の南に岩があ
り、軻遇突智神の神霊を祀る。この窟は伊弉冉尊の御葬所であり、季
節の花を供え飾って尊を祀ったが、故に花窟との社号が付けられたと
考えられる。
古来、花窟神社には神殿がなく、熊野灘に面した巨巌が伊弉冉尊
の御神体とし、その下に玉砂利を敷きつめた祭場で、王子の岩と呼
ばれる高さ１２ｍ程の岩がある。この神が伊弉冉尊の御子であることか
ら王子の窟の名の由来とされている。一説によると、ここは軻遇突智
神の墓といわれる（写真 6-5）。
神々の母である伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）が火神・軻遇突智尊（ｶｸﾞﾂ

写真 6-5.花窟神社に伊弉冉尊の御陵

ﾁﾉﾐｺﾄ）を産み、灼かれて亡くなった後に葬られたという伝説の御陵である。花の窟を含む「紀伊山地の霊場と参詣
道」が世界遺産に登録。花窟神社（花窟神社）は『日本書紀』にも記され。日本最古の神社という説、花窟神社は、古
来より聖地として今に続く。https://tripnote.jp/mie/hananoiwaya-shrine/花窟神社

6-6.黄泉比良坂、島根県松江市東出雲町
黄泉比良坂（ﾖﾓﾂﾋﾗｻｶ）とは、日本神話には、生者の住む現世と死者の住む他界（黄泉）との境目にあるとされる
坂または境界場所である。生者と死者の住む領域に境があるとする神話は、三途の川などとも共通する世界各地に
見当たる。日本神話での黄泉比良坂は古墳の石造りや、棺を納めた石室に通じる道からの印象とも言える。
ククリヒメ伝説：黄泉比良坂について『日本書紀』の本文では、「泉平坂(ﾖﾓﾂﾋﾗｻｶ)」で言い争っていたイザナミとイ
ザナギの仲をククリヒメがとりもった、ｸｸﾘﾋﾒは縁結びや和合の神とされている。https://ja.wikipedia.org/wiki/黄泉

比良坂

写真 6-6.黄泉比良坂、古墳

写真 6-7.黄泉比良坂、黄泉国へ至

写真 6-8.「古事記」伝承の黄泉へ

の石造

る伝説地

続く坂

写真 6-6 は黄泉比良坂、古墳の石造。写真 6-7 は黄泉比良坂、黄泉国へ至る伝説地と写真 6-8 は「古事記」

伝承の黄泉へ続く坂である。

6-7.イザナミの猪目洞窟（黄泉の穴）/島根県出雲市猪目
町
昭和 23（1948）年、漁船の船置き場として洞窟の拡張工事
が行われ、堆積土の中に弥生時代～古墳時代の人骨数十
体が発見。その腕には貝和（貝の飾り？）が付けられていて、
他にも副葬品、釣り針、木器や灰、獣骨などが埋められてい
るのを発見。この洞窟が出雲風土記の「黄泉の穴」に当たる
とし、のちに国の史跡に認定された（写真 6-9 月）。洞窟内に
は、蟹が多い。http://taisha.jp/index.php?ID=1236/猪目洞

写真 6-9.イザナミの猪目洞窟（黄泉の穴）

窟

7.おわりに
7-1.地域史
地域には酸性の火成岩岩類が分布され、がっでは、石英粗面岩と呼ばれた。この火成岩岩類は、古いものから神
ノ木流紋岩・凝灰岩・花崗斑岩に区分される。花崗斑岩の K-Ar 年代は、柴田・野沢(1967)によると、4､200 万年前、
川井・広岡(1966)によると、4､300 万年頃である。
このほかにも、小規模な酸性火山岩脈がみられる。さらに、流絞岩質の結品凝灰岩から見る火砕岩から、なみられ
る火砕岩が、小岩脈として熊野|層群を各地に貫いている。特異な風化洞窟の形成と深く関る凝灰岩は花崗斑岩の
岩体の周辺に分布し、一部は花崗斑岩に捕獲されている。凝灰岩は岩層から層理の明瞭な軽石などの凝灰岩と層
理の不明瞭な凝灰岩に分類できる。前者は量が少なく、散在しており、長さ 3cm 以下の扁平な暗緑色のガラスのレ
ンズに多量に含み面構造をつくっている。後者は、凝灰岩の大部分を占めており、軽石を殆ど含まれず、斑品鉱物
の:量が一般に多い。風化面での 2ｍｍの青緑色では、直径数ｍｍの青緑色の長石・石英が突出し、粗い地肌をうず、
顕微鏡下では、破片状の石英・斜長石・カリ長石のほか黒雲母・柘榴石・粘土鉱物が見られる。
地方以南の地域で古座川町と那智勝浦町の大部分、東牟財部古座町・同太地町、西牟婁郡串本町東部に相当
する。北部では層厚が約 2,5OOm で、南方にむかって急激に厚くなり、南縁部では 4､000m 以上となる。下位から、
下里・敷屋・美津野の３累層に区分される。タフォニ化と密接な係りをもつ町入岩体のなりたちの概略は、次のような
ものである。池野山～高池～宇津木～月野瀬～明神～蔵土にいたる弧状となった流絞岩質火砕岩（通称ウッギ石）
は中新世新期（約 1、400 年万前）に紀伊寥島南東部でおこった大噴火活動によって生じ、その後、ウツギ石に沿っ
て花陶斑岩（鬼ミカゲ）が貫入した。
火山活動は、当時地表面に噴出、火噴火であったが、今日のほる姿はその後 1､000 万年以上経過し、地表部が
侵食されてしまい、噴火当時は地中にあった部分である。火山活動の様子は、先ず、地表部の弱いところへ集中的
に粘性が高くガスの少ないマグマが噴出し、両方の火山活動の間隔は数時間で、活動としては１回と見てよい。それ
は粘性の低いマグマからの生成物（ウッギ石）と粘性の高いマグマからの生成物（鬼ミカゲ）の成分が同一であること
からうかがえる。ただ、噴火であっても、今日見える姿はかっての地中部分なので火成岩であるが貫入岩と分類され
ている。

7-2.「虫喰岩」の形成
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写真 7-1.古座川の松食虫

写真 7-2.古座川の硬化地殻

写真 7-3.古座川の風化側面

写真 7-4.薬師寺如来が祀

写真 7-1 は古座川の松食虫。写真 7-2 は古座川の硬化地殻。写真 7-3 は古座川の風化側面および写真 7-4 は薬師寺如来
が祀である。写真 7-5 は古座川被殻窟。写真 7-6 は座川農具庫。写真 7-7 は鬼ヶ城ハニカムと写真 7-8 はフランス・

コルシアである。
この火山活動でマグマ中に多くの汽まれる金属が熱永のなかに溶けたかたちで地殻の割れ目に入り込み、冷却に
伴い結晶化し、火山岩にそった堆積岩中に銅、鉄などの鉱脈ができた。石英斑岩（鬼ミカゲ）、流紋岩（ウツギ石）を
問わず本町に産するものはガーネット（石榴石／ザクロ石）を含むという共通の特徴を有し、石碑、石造物等の産地
を推定する大きな手がかりとなる。ウツギ石と鬼ミカゲ石は、近くで見れば区別が容易だが、遠くの岩峰として見る場
合、ウッギ石は風化されやすく丸尾根になりやすい。粒に方向性がなく、節理が不明瞭である。これに対して、鬼ミカ
ゲ石はゴッゴツした岩蜂をなし、節理が明瞭である。

写真 7-5.古座川被殻窟

写真 7-6.古座川農具庫

写真 7-7.鬼ヶ城ハニカム

写真 7-8.フランス・ｺﾙｼｱ

虫喰岩は和歌山県東牟婁郡古座川町にあり、1935 年 12 月 24 日に国の天然記念物に指定されている。品田 穣
は「日本の天然記念物」（1955）のなかで次のように解説している。「奇岩怪蜂の続く、和歌山県の古座峡に虫喰岩が
あり、流紋岩質凝灰岩が風食や水食をうけたものであるが、風化を受けやすい部分が穴となり、遠望するとあたかも
虫が喰った穴のように見えることからこの名ができた。
岩体で高さ 60m ほどもあり、西面は全面虫喰い状になっている。一つ一つの虫喰い穴は直径 10cm 内外、深さ 4
～5cm のものが最も多いが、なかにはｌｍをこえる穴も少なくなくない。凝灰岩には、時としてこのような虫喰いが見ら
れ、心材として使われる大谷石にもミソと呼ばれる虫喰いが入ることがあるが、高地の虫喰岩のように大規模なものも
珍しく、まさに自然の記念物と呼ぶにふさわしい」。すなわち、虫喰岩の成因を、風食と水食であると見なしている。
一方、虫喰岩や牡丹岩の面白い模様について、古座川文化財、第２号（1985）では約１０万年前以降の風化作
用によるものであり、その成因について帥岩体に含まれる塩類の結晶は、（ア）鉱物の結晶の配列によるもの、（イ）火

山ガスの抜けた通り道との関連、更に、（ウ）岡海食作用（波食作用）や團風食作用などを上げられる。まだ、定説は
ないとしている。また、古い時代には海面が今日よりかなり上昇していたので、現在の河川から 10～20m 位上にある
ウッギ石のなかに穿たれた大小さまざまな洞窟のなかに旧石器時代の遺物が発見される可能性が大きいと指摘して
いる。
大阪地域地学研究会（1995）は虫喰岩の成因について、長期にわたる流水や波の侵食によって凝灰岩の中に取り
込まれた砂岩や泥岩が侵食されてなくなり、「くぼみ」となったもので、侵食された後にできた「くぽみ」の中に発達す
る蜂の巣状の穴は、風雨による侵食であると説明できる。

7-3.熊野灘に向かって吠える世界遺産の「獅子岩」
世界遺産、そして天然記念物及び名勝「獅子岩」は、地盤の隆起と海蝕現象によって産まれた高さ約２５ｍ、周
囲約２１０ｍの奇岩である。昔から南側に位置する神仙洞の吽（うん）の岩（雌岩）に対して阿（あ）の岩（雄岩）と呼ば
れ、井戸川上流に位置する大馬神社の狛犬として敬愛されている。写真 7-9 は荒波に浸食した奇岩絶壁が 1.2km
岩塊。写真 7-10 は大地震によって隆起した凝灰岩が絶景。写真 7-11 は高さ約 25m、周囲約 210m の岩塊および
写真 7-12 は海風蝕による奇観を生み出す岩塊である。

写真 7-9.荒波に浸食した

写真 7-10.大地震によって

写真 7-11.高さ約 25m、

写真 7-12.海風蝕による

奇岩絶壁が 1.2km 岩塊

隆起した凝灰岩が絶景

周囲約 210m の岩塊

奇観を生み出す岩塊

7-4.その他

写真 7-13.風化洞窟にある花窟神社の壁面地

写真 7-14.風化作用により切断された巨大樹木

写真 7-13 は風化洞窟にある花窟神社の壁面地。写真 7-14 は風化作用により切断された巨大樹木である。
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別表.花窟神社の年表

年

表

和 暦

西暦

寛文 9

１669

9 月、四至限界御定言を下付し、且つ、高札を建て、殺生禁断を布令せられた。

元禄 8

1695

11 月、四至限界御定言を下付し、且つ、高札を建て、殺生禁断を布令せられた

昭和 10

1935

虫喰岩は和歌山県東牟婁郡古座川町にあり、12 月 24 日に国の天然記念物に指定。

昭和 23

1948

4 月 10 日現在の平成上太皇が、皇太子殿下の当時、熊野地方御見学の途中に寄ら
れた。

昭和 30

1955

品田 穣は「日本の天然記念物」の解説では、「奇岩怪蜂の続く、和歌山県の古座峡に
虫喰岩がある。流紋岩質凝灰岩が風食や水食を受けたものであるが、風化を受けやす
い部分が穴、遠望するとあたかも虫が喰った穴のように見える事からこの名ができた。

昭和 39

1964

天然記念物：花窟神社社叢。

昭和 41

1966

花崗斑岩の K-Ar 年代は、川井・広岡によると、4､300 万年頃である。

昭和 42

1967

花崗斑岩の K-Ar 年代は、柴田・野沢によると、4､200 万年前である。

昭和 44

1969

県指定文化財：民俗文化財（無形）花窟のお綱かけ神事である。

昭和 60

1985

虫喰岩や牡丹岩の面白い模様について、古座川文化財、第２号では約 10 万年前以
降の風化作用によるものであり、その成因について帥岩体に含まれる。

平成 07

1995

大阪地域地学研究会は虫喰岩の成因に、長期にわたる流水や波の侵食によって凝灰
岩の中に取り込まれた砂岩や泥岩が侵食されて、「くぼみ」となったもので、侵食された
後にできた「くぽみ」の中に発達する蜂の巣状の穴は、風雨による侵食であると説明。

平成 11

1999

市指定文化財:民俗文化財（有形）の花窟神社の版木。

平成 14

2002

国指定文化財：記念物（史跡）熊野参詣道にある花の窟。

平成 16

2004

世界遺産登録：三重、和歌山、奈良の三県にまたがる熊野古道などを含む「紀伊山地
の霊場と参詣道」の世界遺産（文化遺産）に花窟神社も登録。風化洞窟は、王子の窟、
花の岩屋であり、さらに、神々が眠る日本最古の地の墓所でもある。

