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和歌山県、紀伊国一之宮、初代神武天皇の長兄、竈山神社の由来と文化
-西国三社参り、竈山墓、長髄彦の軍との戦い、国際関係久森洋昭・藤田康雄・沢
（洞窟環境 NET 学会）

勲

History of the Kamayama Shrine and its Culture,
Kiinokuni Ichinomiya, Eldest Ｂrother of first Emperor Jinmu,
Wakayama-City, WAKAYAMA
-Saikoku San-Sha-Mairi, Kamayama Grave, The fight with Military of NAGA SunehikoHiroaki 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 Ｋａｍａｙａｍａ Shrine" which is Wakayama-City, WAKAYAMA, an area of
ancient Kiino-Kuni. About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific
management method.

Worshipped God is Hikoituse-ｎo-Mikoto. Shrine Foundation is Unidentified

On left side: In brother God of Hikoituse-no-Mikoto, Inahi-no-Mikoto is second child. Mikeirinuno-Mikoto is the third child. Kamuyamatoiwarehiko-no-Mikoto· Emperor Jifu first generation is the
youngest brother (fourth child). Right armpit: It is an entity that served in Zinmu-Tousei.
➀Takakurazi- ｎ o-Mikoto 。 ② Umashimade- ｎ o-Mikoto, ③ Amenohigatakushibigata- ｎ o-Mikoto, ④
Amenotaneko-ｎo-Mikoto,⑤Amenotomi-ｎo-Mikoto,⑥Mitinoomi-ｎo-Mikoto,⑦Ookume-ｎo-Mikoto,⑨
Shiinetuhiko-ｎo-Mikoto and ⑩Yatagarasu-ｎo-Mikoto.
Kamayama Shrine is Shikinaisha (small) and Betuhyou- Shrine, which was ranked by KanpeiChuusha in 185 (185) and further promoted to Kanpei-Taisha in 1915.
Special Occasion is Crime-Festival (February 11), Spring Festival (April 13), Yuutu-Festival (May

8), Nagoshiooharaeshiki-Wakugurishinzi (June 30), Summer Festival (July 13), Manseitaihei-sai
(15th August), Shiwasuooharaeshiki (31st December)

In Shrine Pavilions is The style of Honden is Kasuga-zukuri.The current shrine is the construction
of Mokuzou-Hiwadabuki-Nagare-zukuri in 1945. The area of Honden, Heiden and Haiden are 39,
6m2, 128.7 m2 and 133.6 m2 respectively. Keidai-sha is Goushi-Jinja, Musubi-Jinja, Koyasu-Jinja,
Aoba-Jinja. The torii of 1 is Myōjin torii made of weathering steel plate. The torii of 2 is Myōjin
torii made of reinforced concrete. Another name is Shinto and Buddhist priest ceremony road No.
8 (Wakayama No. 8).
キーワード：西国三社参り、竈山墓、長髄彦の軍との戦い、国際関係
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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総合学術調査の
一部である。本稿の対象は、和歌山県和歌山市和田 438 にある竈山神社、古代の地域である。竈山神社の所
在地は、位置:北緯 34 度 12 分 3.69 秒、東経 135 度 12 分 16.01 秒 標高 5.7m である。神社創建は不詳であ
る。社格等は式内社（小） 別表神社、明治 18（185）年、官幣中社に列せられ、大正 4（1915）年、官幣大社に昇
格される。主祭神は初代神武天皇の長兄にあたる彦五瀬命（ﾋｺｲﾂｾﾉﾐｺﾄ）である。
左脇殿の配祀神は彦五瀬命の兄弟神 稲飯命（イナヒノミコト）-『日本書紀』本文では 第２子（一書で第 3 子）。
御毛入沼命（ﾐｹｲﾘﾇﾉﾐｺﾄ）-『日本書紀』本文では、日子波限建鵜草葺不合命（ﾋｺﾅｷﾞｻﾀｹｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞﾉﾐｺﾄ）第
２子（一書で第３子）。神日本磐余彦命（ｶﾑﾔﾏﾄｲﾜﾚﾋｺﾉﾐｺﾄ、初代神武天皇）-末弟（第４子）。右脇殿の配祀神
は、神武東征に従軍した随身 高倉下命（ﾀｶｸﾗｼﾞﾉﾐｺﾄ）-熊野の土豪。可美眞手命（ｳﾏｼﾏﾃﾞﾉﾐｺﾄ)-物部氏祖。
天日方竒日方命(ｱﾒﾉﾋｶﾞﾀｸｼﾋﾞｶﾞﾀﾉﾐｺﾄ）-大神氏祖。天種子命（ｱﾒﾉﾀﾈｺﾉﾐｺﾄ）-中臣氏祖。天富命（ｱﾒﾉﾄﾐﾉﾐｺﾄ）
-忌部氏祖。道臣命（ﾐﾁﾉｵﾐﾉﾐｺﾄ）-大伴氏祖。大久米命（ｵｵｸﾒﾉﾐｺﾄ）-久米氏祖。椎根津彦命（ｼｲﾈﾂﾋｺﾉﾐｺﾄ)倭氏祖。頭八咫烏命（ﾔﾀｶﾞﾗｽﾉﾐｺﾄ）-賀茂氏祖である。
本殿/拝殿は、本殿の様式:春日造。現在の社殿は昭和 14（1939）年の造営。本殿（木造檜皮葺流造 39,6 ㎡）、
幣殿（木造檜皮葺流造 128,7 ㎡）、拝殿（木造銅板葺流造 133,6 ㎡） 社務所斎館参集所等（木造銅板葺流造
740,4 ㎡）である。境内社は合祀神社・結神社・子安神社と青葉神社である。鳥居は、一ノ鳥居：耐候性鋼板製
明神鳥居、二ノ鳥居：鉄筋コンクリート製明神鳥居である。

２.竈山神社の資料
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%で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）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
したの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 5（1619）年、徳川頼宣が
紀伊和歌山 55 万 5 千石で和歌山城に入城し、紀州徳川家を創設。昭和 20（1945）年、 和歌山の大空襲、旧
国宝和歌山城天守焼失。1958 年、 和歌山城天守を再建。平成 9（1997）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、伊太祁曽、竈山神社等がある。

２-２.和歌山市の西国三社参り
和歌山県和歌山市では、地域で一番社格が高い紀伊國一之宮である 日前神宮・國懸神宮、竈山神社と
伊太祁曽神社の三社で詣でる風習がある。俗に「西国三社参り」と呼ばれる。この三社を結ぶ形で和歌山電鐵
貴志川線が走っている。日前神宮、國懸神宮は、竈山神社は旧官幣大社であり、伊太祁曽神社は旧官幣中社
2

3

である。最寄駅：日前神宮・國懸神宮、和歌山電鐵貴志川線日前宮駅。竈山神社は、和歌山電鐵貴志川線竈
山駅、伊太祁曽神社は、和歌山電鐵貴志川線伊太祈曽駅である。

２-３.和歌山市の竈山神社由諸を引用
このお社は彦五瀬命を祭っている。命（ﾐｺﾄ）は初代神武天皇（前 660－前 585）の長兄君で、大和平定の途中
戦傷、雄水門（ヲノミナト）で亡くなられ竈山（カマヤマ）に葬られる。今から千年程前の国の法律である延喜式の
神名帳に「紀伊国名草郡 竈山神社」とあり、古くから官幣に与る皇室御崇敬の大社である。しかるに、天正１３
（1873）年豊臣秀吉が「根来寺」を伐った時の兵禍により、社地社領を没収され、社殿を始め宝物・古文書など一
切を失ったが、寛文 9（1669）年、和歌山城主徳川頼宣が再建、歴代の尊崇を捧げた。
明治 18（1885）年４月２２日官幣中社に列せられ、大正４（1915）年 11 月 10 日官幣大社に昇格、昭和 13（1938）
年には国費及び崇敬者の献資を以て、社殿を造営し、境内を拡張して現状となっている。大東亜戦争は、人種
的差別の撤排に近づき、東亜諸国の独立という大目的を遂げた点て成功と申せるが、我国自体は敗戦が惨苦
を具さになめさせられた。「身を殺して仁をなす」とはこの事である。日本の国のあけぼのに、彦五瀬命の示しに
なった。寛政６（1792）年の冬、本居居長はこの社に詣で、「おりたけびの かみよのみこゑ おもほへて あらし
はげしき かまやまのまつ」と詠まれた。竈山の岩根に鎮まります御神霊は、この日本の基礎であると共に、永久
に世界の安定と発展とをお守り下さることである。

３.竈山神社の由来と現在
3-1.竈山神社の和文由来と現在
祭神の彦五瀬命は神武天皇（初代）の長兄にあたる。彦五瀬命は、神武天皇の長兄である。『古事記伝』では
厳稲（ｲﾂｼﾈ）の意味とされる。神武天皇は高千穂宮において、兄の五瀬命と相談し、「何れの地に坐さば、平ら
けく天の下の政を聞し看さむ。」「猶東に行かむと思ふ」ということで、東遷を開始する。
大和平定の途中、順調だった東遷だが、難波の白肩津で、登美能那賀須泥毘古に敗れ、五瀬命は手に痛矢
串（矢）が当って傷を負う。「吾は日の神の御子として、日に向ひて戦ふこと良からず。かれ、賤しき奴が痛手を負
いぬ。今より行き廻りて背に日を負ひて撃たむ。五瀬命は、そう言って、南下を開始するが、結局、その途上、死
んでしまう。 『古事記』『日本書紀』によれば、神武天皇の東征の際に行軍した彦五瀬命は、孔舎衛坂（くさえざ
か）で長髄彦（ﾅｶﾞ ｽﾈﾋｺ）の戦いで、流れ矢に当たり給いて戦傷したため、軍は進路を転じ、その後、紀国の雄
水門(きのくにお-の-みなと・男之水門）に至りて遂に崩御し、のち竈山に葬られたという。
神紋は、「三つ巴」であるが、むやみに使うものでは無いと判断し、「子持ち三つ柏」を設定したということだ。通
常この形は、「実付き」と表現される「子持ち」。神階：六国史以後 従四位上、『紀伊国神名帳』の表記は「竈山
神」。遺跡は延喜式の神名帳に「紀伊国名草郡、竈山神社」と記載。神職：神職は明治まで代々鵜飼家（ｳｶﾞｲｹ)
が世襲した。鵜飼家は、『古事記』において吉野川（紀の川）で魚を取ったと見える人物・贄持之子（苞苴擔之子、
阿陀之鵜飼の祖・阿太養鸕部の祖）に始まるという。一族は官幣中社列格の際に禰宜を任じたが、数年で郷里
を出たため９１代で社家としては断絶した。
本殿の左わきには神日本磐余彦天皇ほか 2 神を祀(まつ)る左脇殿（神武天皇社）がある。大正１３（1924）年、
豊臣秀吉が「根来寺」を伐った時の兵禍により、社地社領を没収され、社殿を始め宝物・古文書など一切を失っ
た。寛文 9（1669）年、和歌山城主である徳川頼宣の入国後、社殿を再興した。明治１８（1885）年に官幣中
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社に列せられ、大正４（1915）年に官幣大社に昇格、昭和１３（1938）年には国費及び崇敬者の献資を
以って社殿を造営し、境内を拡張して現状となっている。
表 3-1.和歌山県和歌山市、竈山（カマヤマ)神社の和文詳細資料
1

主祭神

2

神社創建

彦五瀬命。
不詳。
左脇殿：彦五瀬命の兄弟神 稲飯命（イナヒノミコト）-『日本書紀』本文では第 2 子（一

3

配祀神

書で第 3 子）。御毛入沼命（ﾐｹｲﾘﾇﾉﾐｺﾄ）-『日本書紀』本文では第 3 子（一書で第 2
子）。神日本磐余彦命（ｶﾑﾔﾏﾄｲﾜﾚﾋｺﾉﾐｺﾄ、初代神武天皇）-末弟（第 4 子）。
右脇殿：神武東征に従軍した随身 高倉下命（ﾀｶｸﾗｼﾞﾉﾐｺﾄ）-熊野の土豪。可美眞手
命（ｳﾏｼﾏﾃﾞﾉﾐｺﾄ)-物部氏祖。天日方竒日方命(ｱﾒﾉﾋｶﾞﾀｸｼﾋﾞｶﾞﾀﾉﾐｺﾄ）-大神氏祖。

4

配祀神

天種子命（ｱﾒﾉﾀﾈｺﾉﾐｺﾄ）-中臣氏祖。天富命（ｱﾒﾉﾄﾐﾉﾐｺﾄ）-忌部氏祖。道臣命（ﾐﾁﾉｵ
ﾐﾉﾐｺﾄ）-大伴氏祖。大久米命（ｵｵｸﾒﾉﾐｺﾄ）-久米氏祖。椎根津彦命（ｼｲﾈﾂﾋｺﾉﾐｺﾄ) 倭
氏祖。頭八咫烏命（ﾔﾀｶﾞﾗｽﾉﾐｺﾄ）- 賀茂氏祖。
（左脇殿）神日本磐余彦命 御毛入沼命 稲飯命

5

祭 神

（右脇殿）➀高倉下命 ②可美眞手命 ③天日方竒日方命 ④天種子命 ⑤天富命
⑥道臣命 ⑦大久米命 ⑧椎根津彦命 ➈頭八咫烏命。

6

社格等

7

祭 事

式内社（小）

別表神社.明治 18（185）年、官幣中社に列せられ、大正 4（1915）年、官

幣大社に昇格。
例祭:10 月 13 日。
紀元節祭（2 月 11 日）、春季祭（4 月 13 日）、雄叫び（5 月 8 日）、夏越大祓式輪くぐり

8

特殊神事

神事（6 月 30 日）、夏季祭（7 月 13 日）、万世太平祭（8 月 15 日）と師走大祓式（12
月 31 日）。

9

宮 司

吉良義章。

10

鎮座地

和歌山県和歌山市和田 438。

11

交通手段

12

位 置

13

電話・FAX

和歌山電鐵（わかやま電鉄）貴志川線 竈山駅（徒歩約 10 分）。
位置:北緯 34 度 12 分 3.69 秒

東経 135 度 12 分 16.01 秒 標高 5.7m。

073-471-1457。
本殿の様式:春日造。現在の社殿は昭和 14（1939）年の造営。本殿（木造檜皮葺流

造 39,6 ㎡）、幣殿（木造檜皮葺流造 128,7 ㎡）、拝殿（木造銅板葺流造 133,6
㎡） 社務所斎館参集所等（木造銅板葺流造 740,4 ㎡）。

14

本殿/拝殿

15

境内社

合祀神社 結神社 子安神社 青葉神社。

16

境外社

静火神社（和田鎮座）。

17

敷 地

境内の広さは 34,979ｍ2（約 3.5 ヘクタール）。

18

鳥 居

一ノ鳥居：耐候性鋼板製明神鳥居、二ノ鳥居：鉄筋コンクリート製明神鳥居。

19

別 名

別名:釜山神社。

20

札所等

神仏霊場巡拝の道第 8 番（和歌山第 8 番）

21

その他

大正１３（1924）年、豊臣秀吉が「根来寺」を伐った時の兵禍により、社地社領を没収さ
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れ、社殿を始め宝物・古文書など一切を失った。寛文 9（1669）年、和歌山城主徳川頼
宣が再建、歴代の尊崇を捧げた。

３-２.竈山神社の由来と現在（英文）
表 3-2.和歌山県和歌山市、竈山（カマヤマ)神社の英文詳細資料
1
2

Worshipped
Gods
Shrine

Hikoituse-ｎo-Mikoto.
Unidentified.

Foundation
On left side: In brother God of Hikoituse-no-Mikoto, Inahi-no-Mikoto is

3

HaishishinⅠ

second child. Mikeirinu-no-Mikoto is the third child.
Kamuyamatoiwarehiko-no-Mikoto· Emperor Jifu first generation is the
youngest brother (fourth child).
Right armpit: It is an entity that served in Zinmu-Tousei. ➀Takakurazi-ｎo-

4

HaishishinⅡ

Mikoto。②Umashimade-ｎo-Mikoto, ③Amenohigatakushibigata-ｎo-Mikoto,
④Amenotaneko-ｎo-Mikoto,⑤Amenotomi-ｎo-Mikoto,⑥Mitinoomi-ｎo-Mikoto,
⑦Ookume-ｎo-Mikoto,⑨Shiinetuhiko-ｎo-Mikoto and ⑩Yatagarasu-ｎoMikoto.

5

Rankings

Kamayama Shrine is Shikinaisha (mall) and Betuhyou- Shrine, which was
ranked by Kanpei-Chuusha in Meiji15 (185) and further promoted to
Kanpei-Taisha in 1915.

6

Annual
Festival

The Annual Festival will be the location of Kamayama Shrine (within
Wakayama Prefecture) on 13th October.
Crime-Festival (February 11), Spring Festival (April 13), Yuutu-Festival

7

Special
Ooccasion

(May 8), Nagoshiooharaeshiki-Wakugurishinzi (June 30), Summer Festival
(July 13), Manseitaihei-sai (15th August), Shiwasuooharaeshiki (31st
December).

8

Chief Priest

Giakira KIRA.

9

Shrine Site

Wakayama prefecture Wakayama city Wada 438.

10

Access
Wakayama Electric Railway (Wakayama Electric Railway) Kishi-gawa Line
Transportation Yuyama Station (about 10 minutes on foot).

11

Latitude

12

TEL・FAX
Shrine

13

Pavilions

Northern latitude 34 degrees 12 minutes 3.79 seconds, East longitude 135
degrees 12 minutes 16.01 seconds. Altitude: 5.7m.
073-471-1457.
The style of Honden is Kasuga-zukuri.The current shrine is the construction
of Mokuzou-Hiwadabuki-Nagare-zukuri in 1945. The areas of Honden,
Heiden and Haiden are 39, 6 ㎡, 128.7 ㎡ and 133.6 ㎡ respectively.
5

6
14

Keidai sha

Goushi-Jinja, Musubi-Jinja, Koyasu-Jinja, Aoba-Jinja.

15

keigaisha

Shizuhi-Jinja.

16

Keidai Area

17

Torii

18
19

Another

The width of (keidai is 34,979ｍ2.
The torii of 1 is Myōjin torii made of weathering steel plate. The torii of 2 is
Myōjin torii made of reinforced concrete.
Another name is Kamayama Shrine.

name
Ceremony

Shinto and Buddhist priest ceremony road No.8 (Wakayama No.8)

Road
In Taisho 13 (1924), when the Toyotomi Hideyoshi trimmed "Negoro
Temple", the ｓhrine territory was forfeited by soldiers. Therefore, the shrine

20

Other

lost anything including treasure, treasure, ancient documents. Hirofumi 9
(1669), Tokugawa Yorinobu of Wakayama Castle daughter reconstructed,
dedicated his historical respect.

４.竈山神社の社殿
4-1.竈山神社の本殿と拝殿
主祭神の彦五瀬命（ﾋｺｲﾂｾﾉﾐｺﾄ）は、記紀等に伝わる古代日本の皇族（王族）。『日本書紀』では「彦五瀬命」
や「五瀬命（ｲﾂｾﾉﾐｺﾄ）」、『古事記』では
「五瀬命」と表記される。神武天皇（初代
天皇）の長兄である。『日本書紀』・『古事
記』によると、鸕鶿草葺不合尊と海神の娘
の玉依姫との間に生まれた長男である。
弟に稻飯命・三毛入野命・神日本磐余彦
尊（神武天皇）がいる（系図 4-1）。
東征の開始と長髄彦との戦いと苦難太
歳甲寅年の１０月、磐余彦は兄の五瀬命
らと船で東征に出て筑紫国宇佐に至り、
宇佐津彦、宇佐津姫の宮に招かれて、姫
を侍臣の天種子命と娶せた。11 月に筑紫
国崗之水門を経て、12 月に安芸国埃宮
に居る。乙卯年 3 月に吉備国に入り、高島
宮の行宮をつくって 3～8 年滞在して船と

系図 4-1.黎明期（始祖から初代-3 代）の系図

兵糧を蓄えた。船団を出して速吸之門に来た時、国津神の珍彦（ｳﾂﾞﾋｺ）（宇豆毘古命）、後の椎根津彦（日本書
紀。古事記では槁根津彦）を水先案内とした。彦五瀬命は弟たちとともに東征に従軍した。
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戊午年の 2 月、浪速国の白肩津（孔舎衛坂：生駒トンネル大阪方坑口に位置）に至る（写真 4-1 と写真 4-2）。
3 月、河内国に入って、4 月に龍田へ進軍するが道が険阻で先へ進めず、東に軍を向けて生駒山を経て中州へ
入ろうとした。この地を支配する長髄彦（ﾅｶﾞ-ｽﾈﾋｺ）が軍衆を集めで戦いになった。戦いに利なく、五瀬命が流
れ矢を受けて負傷した。長髄彦との戦いには彦五瀬命は「我々は日の神の御子だから、日に向かって（東に向
かって）戦うのは良くない。廻り込んで日を背にして（西に向かって）戦おう」と助言し、一行は南へ廻り込んだ。し
かし、紀国の男之水門に着いた所で、彦五瀬命の射られた傷が悪化した。
磐余彦は日の神の子孫の自分が日に向かって（東へ）戦うことは、天の意思に逆らうことだと悟り、兵を返した。
草香津まで退き、盾を並べて雄叫び
をあげて士気を鼓舞した。この地を
盾津と名付けた。５月、磐余彦は船
を出したが、五瀬命は山城水門で
矢傷がひどくなり、紀伊国竈山で死
去した。名草戸畔という女賊を誅し
て、熊野に経て、再び船を出すが暴
風雨に遭った。陸でも海でも進軍が
阻まれることを憤慨した兄の稲飯命

写真 4-1.孔舎衛坂の付近図

写真 4-2.生駒トンネルの孔舎衛坂

（ｲﾅｲﾉﾐｺﾄ）と三毛入野命（ﾐｹｲﾘﾉﾉﾐｺﾄ）が入水した。
この時に彦五瀬命が「賊に傷つけられて死ぬと
は」と雄叫びしたので、その地は「雄水門という（写
真 4-3 と写真 4-4）。その後、『日本書紀』による
と、五瀬命は紀国竈山で亡くなり、竈山に墓が築
かれたという。ただし『古事記』では紀国男之水門
で亡くなった。
鸕鶿草葺不合尊（ｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞ）は、日本神話
の神、神武天皇の父にあたる。鸕鶿草葺不合尊

写真 4-3.雄水門標識

写真 4-4.雄水門記念碑

は彦火火出見尊（山幸彦）と海神の娘である豊玉
姫の子である（系図 4-1 と表 4-1.）。

表 4-1.初代神武天皇父の鸕鶿草葺不合尊（ｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞ）の表記
日子波限建鵜草葺不合命・彦波 天津日高日子波限建鵜草葺不合 彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊（ﾋｺﾅｷﾞ
瀲武盧茲草葺不合尊（ｳｶﾞﾔﾌｷｱｴ 命（ｱﾏﾂﾋｺﾋｺﾅｷﾞｻﾀｹｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞ ｻﾀｹｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞﾉﾐｺﾄ）・『日本書
ｽﾞは、神武天皇の父の別名

ﾉﾐｺﾄ）と表記（古事記）

紀』では

彦火瓊々杵尊・彦火火出見尊・彦波瀲武盧茲草葺不合尊の三代は 彦火火出見尊（山幸彦）と、海神の
日向三代（ﾋﾑｶｻﾝﾀﾞｲ-ﾏﾀﾊ-ﾋｭｳｶﾞｻﾝﾀﾞｲ）と呼ばれる。

娘である豊玉姫の子

神話：誕生は「山幸彦と海幸彦」に記述される。天津日高日子波限建鵜草葺不合命は、母の妹（つまり叔母）
であり、育ての親でもある玉依姫と結婚し、五瀬命（ｲﾂｾ）、稲飯命（ｲﾅﾋ）、御毛沼命（ﾐｹﾇ）、若御毛沼命（ワカミ
ケヌ//）の四子をもうけた。御毛沼命は常世へ渡り、稲飯命は母のいる海原へ行った。末子の若御毛沼命が、神
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倭伊波礼古命（ｶﾑﾔﾏﾄｲﾊﾚﾋﾞｺ、後の神武天皇）となる（系図 4-1）。
玉依姫（ﾀﾏﾖﾘﾋﾒ）：玉依姫は霊（たま）の憑（よ）りつく巫女神。玉依毘売命（古事記）、本書紀）と表す。記紀・
風土記などに見える女性の名で、固有名詞ではない。玉依姫は、豊玉姫の妹（海神の娘）や、賀茂別雷神の母
など数多く登場する。神霊を宿す女性・巫女。日本神話で、「海の神」の娘。鸕鷀草葺不合尊(ｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞﾉﾐｺﾄ）
の妃となり、四子を産んだ。末子は神武天皇（ｶﾝﾔﾏﾄｲﾜﾚﾋﾞｺﾉﾐｺﾄ、神日本磐余彦尊）。2.賀茂伝説で、タケツヌミ
ノミコト(建角身命)の娘。丹塗矢（本性は火雷神）と結婚し、ﾜｹｲｶｽﾞﾁﾉｶﾐ（別雷神）を産んだ。日本神話：綿津見
大神（海神）の子で、豊玉姫の妹である。天孫降臨の段および鸕鶿草葺不合尊の段に登場する。トヨタマビメが
ホオリとの間にもうけた子であるウガヤフキアエズ（すなわちタマヨリビメの甥）を養育し、後にその妻となって、五
瀬命（ｲﾂｾ）、稲飯命（ｲﾅﾋ）、御毛沼命（ﾐｹﾇ）、若御毛沼命（ﾜｶﾐｹﾇ）を産んだ。末子の若御毛沼命が、神倭伊
波礼昆古命（ｶﾑﾔﾏﾄｲﾊﾚﾋﾞｺ、後の神武天皇）となる。神武天皇の別称は、神日本磐余彦天皇（紀）と 神倭伊波
礼毘古命（記）である（系図 4-1）。

4-2.左脇殿：彦五瀬命の兄弟神
➀稲飯命（ｲﾅﾋﾉﾐｺﾄ）：第２子。
稻飯命（稲飯命）は、記紀等に伝わる古代日本の皇族（王族）。『日本書紀』では「稻飯命」や「彦稻飯命」、
『古事記』では「稻氷命」と表記される。神武天皇（初代天皇）の兄である。『日本書紀』・『古事記』によれば、彦波
瀲武鸕鶿草葺不合尊と、海神の娘の玉依姫との間に生まれた第二子（第三子とも）である。兄に彦五瀬命、弟に
三毛入野命・神日本磐余彦尊（神武天皇）がいる。『日本書紀』では、稲飯命は神武東征に従うが、熊野に進ん
で行くときに暴風に遭い、「我が先祖は天神、母は海神であるのに、どうして我を陸に苦しめ、また海に苦しめる
のか」と言って剣を抜いて海に入って行き、「鋤持（ｻﾋﾓﾁ）の神」になったとする。『古事記』では事績の記載はな
く、稲氷命は妣国（母の国）である海原へ入坐としたとのみ記されている（系図 4-1）。
考証：稲飯命について『日本書紀』には「鋤持神（ｻﾋﾓﾁﾉｶﾐ)」と見えるが、関連して『古事記』の神話「山幸彦と海
幸彦」でも「佐比持神（ｻﾋﾓﾁﾉｶﾐ）」とあり、これらはワニ（鰐）の別称とされる。『古事記』の神話では、山幸彦（火
遠理命）は海神宮から葦原中国に送ってくれた一尋和邇（一尋鰐）に小刀をつけて帰したという。また以上から、
「サヒ」とは刀剣を指すとも考えられ、ワニの歯の鋭い様に由来するとされる。特に『日本書紀』神代上では「韓鋤
（ｶﾗｻﾋ）」、推古天皇 20 年条では「句禮能摩差比（呉のﾏｻﾋ）」などと見えることから、大陸から伝来した利剣を表
すともいわれる。
②御毛入沼命（ﾐｹｲﾘﾇﾉﾐｺﾄ）：第 3 子
三毛入野命は、記紀等に伝わる古代日本の皇族（王族）。『日本書紀』では「三毛入野命」や「三毛野命」・「稚
三毛野命」、『古事記』では「御毛沼命（ﾐｹﾇﾉﾐｺﾄ）」と表記される。系譜：『日本書紀』・『古事記』によると、鸕鶿草
葺不合尊と海神の娘の玉依姫との間に生まれた子で、初代神武天皇の兄である。兄弟に彦五瀬命（五瀬命）・
稻飯命・神日本磐余彦尊（神武天皇）がいるが、系譜・表記には次の差異がある。記録：『日本書紀』神武即位前
紀では、兄弟とともに神武東征に従うが熊野に進んで行くときに暴風に遭い、「母も叔母も海神であるのに、どう
して我々は波によって進軍を阻まれなければならないのか」と言って、波頭を踏み、常世に行ったとしている。
『古事記』では、事績は何も記されずに「波頭を踏んで常世の国に渡った」とだけ記されている（系図 4-1）。
考証：名前の「み」は敬称で、「け」は食物を意味するとされる。伝承：宮崎県高千穂町の伝承では、三毛入野
命は常世に渡ったのではなく、兄弟たちからはぐれてしまったので、出発地の高千穂に帰還したとする。高千穂
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には「鬼八（ｷﾊﾁ）」という悪神がいて、人々を苦しめていたので、三毛入野命はこれを退治し高千穂の地を治め
たと伝えてられいる。三毛入野命は高千穂神社の祭神であり、その妻子神とあわせて「十社大明神」と称されて
いる。

③神日本磐余彦命（ｶﾑﾔﾏﾄｲﾜﾚﾋｺﾉﾐｺﾄ、初代神武天皇）-末弟（第４子）。
誕生庚午年、崩御神武天皇 76 年、127 歳、陵所は畝傍山東北陵で、諱彦は火火出見で、別称は神日本磐
余彦天皇（紀）、神倭伊波礼毘古命（記）である。称号は狭野尊である。父親は彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊、母親
は玉依姫命、皇后は媛蹈鞴五十鈴媛命（紀）、富登多多良伊須須岐比売命/比売多多良伊須気余理比売（記）。
子女は手研耳命、岐須美美命、日子八井命、神八井耳命、神渟名川耳尊（綏靖天皇）である。皇居は橿原宮で
ある。生涯：主に『日本書紀』に拠った神武天皇の事跡であるが、その内容が神話的で、歴史学では、神武天皇
の実在も含めて、筋書きそのままが事実であるかは不明である。『古事記』にも神武天皇の物語があり、大略は
同じだが遠征の経路などが若干異なる。『日本書紀』『古事記』の神武天皇の記述は東征が大部分を占めており、
詳細は神武東征の項目も参照のこと。神武天皇は即位前は神日本磐余彦尊（ｶﾑﾔﾏﾄｲﾜﾚﾋｺﾉﾐｺﾄ)といい、彦波
瀲武鸕鶿草葺不合命（ﾋｺﾅｷﾞｻﾀｹｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞﾉﾐｺﾄ）の四男（または三男）である。生まれながらにして明達で、
強い意志を持っていた。15 歳のときに皇太子となり、長じて吾平津姫（ｱﾋﾗﾂﾋﾒ）を妃とし、息子の手研耳命（ﾀｷﾞ
ｼﾐﾐﾉﾐｺﾄ）を得た（系図 4-1）。
◎八咫烏の道案内と勝利
東征がはかばかしくないことを憂えた天照大御神は、武甕槌神と相談して、霊剣（布都御魂）を熊野の住民の
高倉下に授け、高倉下はこの剣を磐余彦に献上した。剣を手にすると軍衆は起き上がり、進軍を再開した。だ
が、山路険絶にして苦難を極めた。そこで、天照大御神は八咫烏を送り、教導となした。八咫烏に案内されて、
莵田の地に入った（写真 4-5.）。

写真 4-5.雄水門記念碑八咫烏の道案内と勝利
8 月、莵田の地を支配する兄猾（ｴｳｶｼ）と弟猾（ｵﾄｳｶｼ）を呼んだ。兄猾は来なかったが、弟猾は参上し、兄
が磐余彦を暗殺しようとする姦計を告げた。磐余彦は道臣命を送ってこれを討たせた。磐余彦は軽兵を率いて
吉野の地を巡り、住人達はみな従った。9 月、磐余彦は高倉山に登ると八十梟帥（ﾔｿﾀｹﾙ）や兄磯城（ｴｼｷ）の
軍が充満しているのが見えた。磐余彦は深く憎んだ。高皇産霊尊（ﾀｶﾐﾑｽﾋﾉﾐｺﾄ）が夢に現れ、その言葉に従っ
て天平瓦と御神酒をいれる器をつくって天神地祇を祀り、勝利を祈願した。
10 月、磐余彦は軍を発して国見岳で八十梟帥を討った。11 月、磯城に攻め入り、八咫烏に遣いさせ弟磯城
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は降参したが、兄磯城が兄倉下、弟倉下とともになおも逆らったため、椎根津彦が奇策を用いてこれを破り、兄
磯城を斬り殺した。12 月、長髄彦と遂に決戦となった。連戦するが勝てず、天が曇り、雹が降ってきた。そこへ鵄
（ﾄﾋﾞ）があらわれ、磐余彦の弓の先にとまった。すると電撃のごとき金色の煌きが発し、長髄彦の軍は混乱し、そ
こへ磐余彦の軍が攻めかかった。饒速日命は敗走する、長髄彦をおって殺して降伏した。
翌己未年 2 月、磐余彦は従わない新城戸畔、居勢祝、猪祝を討った。また高尾張邑に土蜘蛛という身体が小さ
く手足の長い者がいたので、葛網の罠を作って捕らえて殺した。これに因んで、この地を葛城と称した。これによ
って、磐余彦は中州を平定した。3 月、畝傍山の東南の橿原の地を都と定める。庚申年、三輪山の貴族・大物主
の娘の媛蹈鞴五十鈴媛命（ﾋﾒﾀﾀﾗｲｽｽﾞﾋﾒ）を正妃とした。

4-３.竈山神社の社殿
社殿の様式は春日造である。現在の社殿は昭和１４（1939）年に造営した。本殿は、木造檜皮葺流造で、面
積：39,6 ㎡である。幣殿は木造檜皮葺流造で、面積：128,7 ㎡である。拝殿は、木造銅板葺流造で、面積：133,6
㎡である。 本殿の面積は最も大きく、幣殿の面積は、最も小さいことが分かった（写真 4-1 と 図 4-1）。

写真 4-1.竈山神社の本殿の正面と屋根

図 4-1.竈山神社の社殿の規模

写真 4-1 は、竈山神社の本殿の正面と屋根である。写真 4-2 は、竈山神社の拝殿と正面と内部である。
写真 4-３は、竈山神社の幣殿と幣殿横である。

写真 4-2.竈山神社の拝殿と正面と内部

写真 4-３.竈山神社の幣殿と幣殿横

4-4.右脇殿：神武東征に従軍した随身
➀高倉下命（ﾀｶｸﾗｼﾞﾉﾐｺﾄ）-熊野の土豪
神武天皇とその軍は東征中、熊野で悪神の毒気により倒れた。しかし、高倉下が剣をもたらすと覚醒したとい
う。高倉下がこの剣を入手した経緯は次のようなものである。高倉下の夢の中で、天照大神と高木神が、葦原中
国が騒がしいので建御雷神を遣わそうとしたところ、建御雷神は「自分がいかなくとも、国を平定した剣があるの
でそれを降せばよい」と述べ、高倉下に「この剣を高倉下の倉に落とし入れることにしよう。お前は朝目覚めたら、
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天つ神の御子に献上しろ」と言った。そこで高倉下が目覚めて倉を調べたところ、はたして本当に倉の中に剣が
置いてあったため、それを献上したのである。この剣は佐士布都神といい、甕布都神とも布都御魂ともいい、石
上神宮に祀られている。

天孫降臨に供奉して下り、のち紀伊国熊野にすみ、神武天皇の大和入国に功績をあげ、のち天皇
の勅をうけ、越後国三島郡野積浜に上陸して弥彦山の東麓に来り、当地方を開拓、住民に漁労、製塩、
農耕と酒造等を教えたという。BC5000～300 頃、縄文前期～晩期、奥熊野地方で縄文文化が営まれる
(熊野速玉大社・有馬・曽根・北山遺跡など)。BC220 頃、秦の始皇帝の命により、徐福が、不老不死の
仙薬を求めて熊野に渡来したという。（朝鮮の「海東諸国記」の記載）始皇帝（ｼｺｳﾃｲ、紀元前 259 210 年）は、中国戦国時代の秦王（在位紀元前 246 -221 年）。姓は嬴（ｴｲ）、氏は趙（ﾁｮｳ）、諱は政（ｾ
ｲ）。紀元前 221 年に史上初の中国統一を成し遂げると最初の皇帝となり、紀元前 210 年に 49 歳で死
去するまで君臨した。
②可美眞手命（ｳﾏｼﾏﾃﾞ-ﾉ-ﾐｺﾄ)-物部氏祖
可美眞手命（ｳﾏｼﾏﾃﾞ・宇摩志麻治命）は、物部氏の祖される人物である。可美眞手命は神武天皇が奈良盆
地に侵攻した際、抗戦するが、最後は叔父の長髄彦（ナガ スネヒコ）を斬って神武に帰順したとされる。物部氏
は、初期大和王権にあって有力な豪族の一つである。ウマシマジ命は、物部氏、穂積氏と采女氏らの祖とされる
人物。日本書紀の「可美真手命」は、古事記の「宇摩志麻遅命」である。瓊瓊杵尊の兄は、尾張氏、海部氏の祖
の天火明命である。瓊瓊杵尊の子、天火明命が物部氏の祖で、系図 4-２のようである。

系図 4-2.ウマシマジ命は、物部氏、穂積氏と采女氏らの祖
可美真手命は、饒速日命が長髄彦の妹である三炊屋媛（ﾐｶｼｷﾔﾋﾒ）を娶って生んだ子であり、天香山命（尾
張氏の祖）が、異母兄であるとする伝えがある。長髄彦は、饒速日命の手によって殺された、が、失脚後、故地に
留まり死去か、東征前に政情不安から太陽に対して弓を引く神事を行ったという東征にも関与していた可能性を
も匂わせる故地の候補地の伝承、自らを後裔と主張する矢追氏による自死したという説もある。
したがって、瓊瓊杵尊の兄が海部氏の祖の天火明命。瓊瓊杵尊の子、火明命が物部氏の祖。すなわち饒速
日ではないかと推測する。ニギハヤヒは、饒速日命で、邇藝速日命と表記する。物部氏、穂積氏と熊野国造らの
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祖神と伝わる。長髄彦の妹が、饒速日の妻となる。饒速日との間に物部氏、穂積氏らの祖先神である可美真手
を生んだ。
物部氏は、「物部」を名とする氏族である。姓（かばね）は、始め物部連、後に物部朝臣。大和国山辺郡・河内
国渋川郡あたりを本拠地とした有力な豪族で、神武天皇よりも前に大和入りをした饒速日命が祖先と伝わる神別
氏族で、穂積氏や采女氏とは同族の関係にある。饒速日命は、登美夜須毘売を妻とし物部氏の初代となる可美
真手命をもうけた。

③天日方奇日方命(ｱﾒ-ﾉ-ﾋｶﾞﾀｸｼﾋﾞｶﾞﾀ-ﾉ-ﾐｺﾄ）-大神氏祖
天日方奇日方命は、事代主神(ｺﾄｼﾛﾇｼﾉｶﾐ)の子で、母は溝咋耳命の娘、玉櫛媛命(ﾀﾏｸｼﾋﾒﾉﾐｺﾄ）や・活玉
依媛(ｲｸ-ﾀﾏﾖﾘﾋﾒ)とも呼ばれる。 妹が、媛蹈鞴五十鈴媛命(ﾋﾒﾀﾀﾗｲｽｽﾞﾋﾒﾉﾐｺﾄ)で神武天皇の皇后になる。 大
和の事代主が熊鰐に姿を変えて、淀川を下り、三島の玉櫛姫のもとへ通った。玉櫛媛（ﾀﾏｸｼﾋﾒ）とは、大物主の
妃。神武天皇の皇后である媛蹈鞴五十鈴媛命の母。別名:溝咋姫神・三島溝杭姫・三嶋溝樴姫・溝咋玉櫛媛・
活玉依姫・勢夜陀多良比売ともいう。
天日方奇日方命の別名：櫛甕玉（ｸｼﾐｶﾀﾏ)、櫛御方命（ｸｼﾐｶﾀﾏﾉﾐｺﾄ）といい、食国政申大夫（ｵｽｸﾆﾏﾂﾘｺﾞﾄﾓ
ｳｽﾏｴﾂｷﾐ）に任じられている。古事記では父は、大国主とされていて須佐之男命の六世の孫。子孫に大田田根
子〈ｵｵﾀﾀﾈｺ〉がいる。 第２子の媛蹈鞴五十鈴媛（ﾀﾀﾗｲｽｽﾞﾋﾒﾉﾐｺﾄ）は、神武天皇の皇后になり、神渟名河耳天皇
（ｶﾑﾇﾅｶﾜﾐﾐ：綏靖天皇）と彦八井耳命(ﾋｺﾔｲﾐﾐﾉﾐｺﾄ）のふたりの皇子を産んだ。綏靖天皇は、媛蹈鞴五十鈴媛の
異母姉妹、五十鈴依姫命と結婚し皇子を出産。溝咋耳命 (ﾐｿﾞｸｲﾐﾐﾉﾐｺﾄ）は、五十鈴媛命の祖父で、天日方奇
日方命(ｱﾒﾉﾋｶﾀｸｼﾋｶﾀﾉﾐｺﾄ）-五十鈴媛命の兄 速素盞鳴尊（ｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ）-五十鈴媛命の祖 天児屋根命 （ｱﾒ
ﾉｺﾔﾈﾉﾐｺﾄ）-藤原氏祖である。玉櫛媛命は、神武天皇皇后である媛蹈鞴五十鈴媛命と天日方奇日方命のお母
さんで、溝咋姫神（ミゾクイヒメノカミ）、三島溝杭姫（ﾐｼﾏﾐｿﾞｸｲﾋﾒ）、三嶋溝樴姫(ﾐｼﾏﾐｿﾞｸｲﾋﾒ）、溝咋玉櫛媛（ﾐｿﾞ
ｸｲﾀﾏｸｼﾋﾒ）、活玉依姫（イクタマヨリヒメ）と勢夜陀多良比売（ｾﾔﾀﾞﾀﾗﾋﾒ）などの別名がある。

➃天種子命（ｱﾒﾉﾀﾈｺﾉﾐｺﾄ）-中臣氏祖
「日本書紀」にみえる豪族。天児屋命(ｱﾒﾉｺﾔﾈﾉﾐｺﾄ)の孫。中臣(ﾅｶﾄﾐ)氏の遠祖。神武天皇の東征に従軍し、
筑紫(ツクシ)の宇佐(ウサ)で菟狭津媛(ｳｻﾂﾋﾒ)と結婚したという。古代の日本において、忌部氏とともに神事・祭
祀をつかさどった中央豪族で、古くから現在の京都市山科区中臣町付近の山階を拠点としていた。天児屋命（ｱ
ﾒﾉｺﾔﾈ）を祖とする。姓（かばね）は連（むらじ）、八色の姓制定後の姓（かばね）は朝臣（ｱｿﾐ･ｱｿﾝ）。中臣の氏
姓:中臣連、のち中臣朝臣。始祖:天児屋命。著名な人物:中臣鎌足、中臣勝海、中臣金、中臣意美麻呂。藤原
朝臣、大中臣朝臣、中村連、春日神社神主家（社家）、気比神社神主家（社家）、鈴鹿家（社家）、今西氏（社家）、
鹿島氏（社家）、長谷川氏（武家）、伊勢氏（武家） など。

➄天富命（ｱﾒﾉﾄﾐﾉﾐｺﾄ）-忌部氏祖
天富命は、天太玉命の孫。神武東征において橿原宮を造営し、阿波国に続いて房総の開拓をした。神武東
征においては、手置帆負・彦佐知の二神の孫の讃岐忌部・紀伊忌部を率い、紀伊の国の材木を採取し、畝傍山
の麓に橿原の御殿を作った。また斎部の諸氏を率いて種々の神宝・鏡・玉・矛・楯・木綿・麻等を作らせ、そのう
ち櫛明玉命の孫の出雲玉作氏は御祈玉を作った。
忌部氏/斎部氏：氏神の天太玉命神社（奈良県橿原市）。氏姓：忌部首、のち忌部連、のち忌部（斎部）宿禰。
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始祖：天太玉命。種別：神別（天神）。本貫：大和国高市郡忌部（奈良県橿原市忌部町）。著名な人物：忌部黒
麻呂、斎部広成、ほか（人物節を参照）。後裔：①出雲・②讃岐・③筑柴・④伊勢・⑤紀伊・⑥阿波の忌部氏ほか
（氏族節参照）である。忌部氏（ｲﾝﾍﾞｳｼﾞ）のうち斎部氏(ｲﾝﾍﾞｳｼﾞ)は、「忌部」または「斎部」を氏の名とする氏族。
天太玉命を祖とする神別（天神）の古代史族、「忌部首（ｲﾝﾍﾞﾉｵﾋﾞﾄﾞ）」、「忌部連（ｲﾝﾍﾞﾉﾑﾗｼﾞ）」、「忌部宿
連（ｲﾝﾍﾞﾉｽｸﾈﾉｳﾁ」のち「斎部宿禰」姓を称した。
天日鷲命の孫の阿波忌部を率いて肥沃な土地を求め、阿波国に遣わして穀・麻種を植え、その郡の名は麻
殖となった。続いて、更に肥沃な土地を求めて阿波忌部を分けて東国に率いて行き、麻・穀を播き殖え、良い麻
が生育した国は総国と言われ、穀の木の生育したところをは結城郡と言われ、阿波忌部が住んだところは安房
郡と言われた。やがて、その地に祖父の天太玉命を祀る社を建てた。現在の安房神社でありその神部に斎部氏
が在る。また、手置帆負命の孫は矛竿を造り、その末裔は、今、別れて讃岐の国に在り、讃岐忌部氏として年毎
に調庸の他に八百竿を奉るのは、その事のしるしである。

⑥道臣命（ﾐﾁﾉｵﾐﾉﾐｺﾄ）-大伴氏祖
古事記でも日本書紀でも「道臣命」。 日本書紀では「日臣」だったものが、道案内をしたことで、神武天皇より
道臣命と改名したとある。 古事記でも日本書紀でも大伴連（ｵｵﾄﾓﾉﾑﾗｼﾞ）の祖先と記される。古事記にも日本書
紀にもハッキリとは書かれてい、大伴連の祖先であるということは自動的に「天忍日命（ｱﾒﾉｵｼﾋﾉﾐｺﾄ）の子孫」と
いうことになる。忍日命はニニギの天孫降臨の際に、弓矢と武具を身につけていた神である。

⑦大久米命（ｵｵｸﾒﾉﾐｺﾄ)-久米氏祖
天久米命は、久米氏の祖神と記されている。『古事記』では天孫降臨の場面に登場する。『日本書紀』では同
場面、第四の一書に登場する。大伴氏の祖神とされる天忍日命（ｱﾒﾉｵｼﾋ）と共に武装して瓊瓊杵尊（ニニギ）の
先導をした。『古事記』では、天久米命と天忍日命は対等の立場で書かれているが、『日本書紀』では、天久米
命は天忍日命に率いられたことになっている。また、『日本書紀』の神武東征の場面では、天久米命の子孫の久
米部は、天忍日命の子孫である道臣命（ﾐﾁﾉｵﾐ）の部下となっている。天久米命を祀る神社は少なく、大和での
久米氏の居住地であった現在の奈良県橿原市久米町にある久米御縣神社に祀られている。

⑧椎根津彦命（ｼｲﾈﾂﾋｺﾉﾐｺﾄ)-倭氏祖
椎根津彦(（ｼｲﾈﾂﾋｺ、槁根津彦（ｻｵﾈﾂﾋｺ）、または珍彦（ｳｽﾞﾋｺ））は、記紀に登場する国つ神。神武東征にお
いて登場する。倭国造（倭直部）の祖。神武天皇が東征において速吸門で出会った国つ神で、船路の先導者と
なる。このとき、『日本書紀』では曲の浦（ﾜﾀﾞﾉｳﾗ）で魚釣りするところを、天皇が勅で椎の棹を授けて、名を珍彦
から椎根津彦に改めさせたとあり、『古事記』では亀の甲羅の上に乗っていたのを、棹をさし渡し御船に引き入れ
て槁根津彦の名を賜ったという。その後、神武天皇に献策し、兄磯城を挟み撃ちにより破る。速吸門については
諸説ある。氏族：倭氏（ﾔﾏﾄ—）。国名の変遷とともに氏族名も変わった（大倭・大養徳・大和など）。姓は直だが、
天武天皇 10 年（681 年）に倭竜麻呂が連姓に、12 年に一族が連に、14 年に忌寸姓に、さらに、奈良時代には
大和長岡（ﾔﾏﾄ ﾉ ﾅｶﾞｵｶ）と一族の水守が共に宿禰に昇格した。なお、和氏は、百済の国王・武寧王の子孫な
ので、別系統である。
『日本書紀』では豊予海峡を指すと考えられており、大分県大分市佐賀関には、椎根津彦を祀る椎根津彦神
社がある。『古事記』では吉備国の児島湾口を指すと考えられる。岡山県岡山市東区水門町には、珍彦(宇豆毘
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古命、ｳﾂﾞﾋｺﾉﾐｺﾄ）の乗った大亀の化身とされる亀岩を祀る亀石神社(ｶﾒｲﾜｼﾞﾝｼﾞｬ）がある。
倭国造（やまとのくにのみやつこ・やまとこくぞう。）は、後世の大倭国（大和国）中央部にあたる領域を支配し
た国造。大倭国造や大和国造を称したともいわれるが不詳。祖先：珍彦（ｳﾂﾞﾋｺ）（宇豆毘古）。後の槁根津彦（古
事記）、椎根津彦（日本書紀）。イワレビコ（神武天皇）が、吉備国の高嶋宮を出発した後、吉備国の速吸門で出
会い、水先案内や献策などを行った。神武東征の功により、神武天皇 2 年に、初めて倭国造に任じられた。

➈頭八咫烏命（ﾔﾀｶﾞﾗｽ-ﾉ-ﾐｺﾄ)-賀茂氏祖
皇軍は内つ国に赴こうとした。しかし山が険しく、道も無く、進退窮まった。この時、夜に夢の中で天照大神が
彦火火出見（ﾋｺﾎﾎﾃﾞﾐ、後、、神武天皇）に教えて言うには、「私が今、頭八咫烏を遣わす。これを郷の導きとしな
さい」と。果たして頭八咫烏が空から翔び降りてきた。
彦火火出見は「この烏の来ることは、夢のとおりである。なんと偉大なことであろう。我が皇祖天照大神は天業
を助けようとして下さる」と言った。この時、大伴氏（ｵｵﾄﾓﾉｳｼﾞ）の遠祖「日臣命（ﾋﾉｵﾐﾉﾐｺﾄ）」は、大来目（ｵｵｸﾒﾉ）
を率いて、大軍の将として、山を踏み道を分けて、烏が向うのを仰ぎ見ながら追った。そして菟田（ｳﾀﾞ）の下県（ｼ
ﾓﾂｺｵﾘ）に着いた。それで、その地を菟田の穿邑(ｳｶﾁﾉﾑﾗ)という。賀茂氏（ｶﾓｳｼﾞ、鴨氏/加毛氏）は、速須佐之
男命の１１世の孫の大鴨積命を祖とする出雲国の古代の氏族とされる

◎長髄彦（ﾅｶﾞ ｽﾈﾋｺ）
長髄彦は、日本神話に登場する人物である。『古事記』では那賀須泥毘古と表記され、登美能那賀須泥毘古
（ﾄﾐﾉﾅｶﾞｽﾈﾋｺ）、登美毘古（ﾄﾐﾋﾞｺ）とも呼ばれる。神武東征の場面で、大和地方で東征に抵抗した豪族の長とし
て描かれている人物。安日彦（ｱﾋﾞﾋｺ）という兄弟がいる。饒速日命「ﾆｷﾞﾊﾔﾋﾉﾐｺﾄ)の手によって殺された、或いは、
失脚後に故地に留まり死去したともされているが、東征前に政情不安から太陽に対して弓を引く神事を行ったと
いう東征にも関与していた可能性をも匂わせる故地の候補地の伝承、自らを後裔と主張する矢追氏による自死
したという説もある。旧添下郡鳥見郷（現生駒市北部・奈良市富雄地方）付近、あるいは桜井市付近に勢力を持
った豪族という説もある。なお、長髄とは記紀では邑の名であるとされている。
神話：登美夜毘売(ﾄﾐﾔﾋﾒ)､あるいは三炊屋媛(ﾐｶｼｷﾔﾋﾒ）ともいう自らの妹を、天の磐舟で、斑鳩の峰白庭山に
降臨した饒速日命（ﾆｷﾞﾊﾔﾋﾉﾐｺﾄ）の妻とした。中世の武将の伊達家が長髄彦の子孫であると言われている。神
武天皇が浪速国青雲の白肩津に到着したのち、孔舎衛坂（くさえさか ）で迎え撃ち、このときの戦いで天皇の
長兄の彦五瀬命は矢に当たって負傷し、後に死亡している。その後、八十梟帥や兄磯城を討った皇軍と再び戦
うことになる。このとき、金色の鳶が飛んできて、神武天皇の弓弭に止まり、長髄彦の軍は眼が眩み、戦うことがで
きなくなった。

4-2.竈山神社の摂末社
本殿横の境内社３神は、左より合祀神社、結
社と子安社である。拝殿から北に昇殿、幣殿、
中門、本殿が昇るように配置され 、昭和１３
（1962）年に建立。設計は内務省神社局技師の
角南隆氏で、数多くの神社建築にかかわった建
築家である。角南氏は、戦後も明治神宮の復興

写真 4-1.境内社３神は、左寄り合祀神社、結社と子安社。
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造営に携わった方との事である。写真 4-1 の境内社３神は、左寄り合祀神社、結社と子安社である。写真 4-2 の
合祀(ごうし)神社とは、神社の合併政策により生まれた神社である。神社整理ともいう。複数の神社の祭神を一つ
の神社に合祀（いわゆる稲八金天神社）させるか、もしくは一つの神社の摂末社にまとめて遷座させ、その他の
神社を廃することによって、神社の数を減らすというもの。主に、明治時代末期に行われたものをさす。

写真 4-2.合祀神社

写真 4-3.結神社

写真 4-4.子安神社

写真 4-5.青葉神社

写真 4-3 の結（むすぶ）神社は、いまから 900 年ほど前に創建された神社である。京都と鎌倉を結ぶ街道沿
いにあることから、尾張国（現在の岐阜県）の歌枕として知られ、和歌にも詠まれた古社である。織田信長は、こ
のお社を篤く信奉していた。織田信長・徳川家康連合軍と武田勝頼軍が戦った長篠の戦いでは、戦勝祈願を行
なっている。お祀りされている天之御中主神・高御産巣日神・神産巣日神の三柱の神さま方は、天地を主宰し、
生産と生成をつかさどるとされる。このことから、古くより、ことを成す＝むすびの神さまとして信仰されてきた。「結
び」から縁結びにもご利益があるとされ、多くの尊崇を受けている。創建は、嘉応年間（1169－1171）である。祭
神は天之御中主神（ｱﾒﾉﾐﾅｶﾇｼﾉｶﾐ）、高御産巣日神（ﾀｶﾐﾑｽﾋﾞﾉｶﾐ）、神産巣日神（ｶﾐﾑｽﾋﾞﾉｶﾐ）と猿田彦命（ｻﾙ
ﾀﾋｺﾉﾐｺﾄ）である。写真 4-4 の子安（こやす）神社は、主に安産・子育ての神が祀られている神社である。三重県
では、三重県子安神社 (伊勢市)-三重県伊勢市の内宮所管社と子安神社 (紀宝町)-三重県南牟婁郡紀宝町
神内に鎮座している。
写真 4-5 は、青葉神社である。静火（シズヒ／シヅヒ）神社は、和歌山県和歌山市和田にある神社。式内社（名
神大社）で、旧社格は村社。現在は竈山神社の境外摂社である。伊達神社（和歌山市園部）、志磨神社（和歌
山市中之島）とともに「紀三所社（きのさんしょしゃ）」と称される。社家の鵜飼氏の文書によれば、祭神は火結神
とされていた。別説として、伊太祁曽三神（五十猛命・大屋都比売命・都麻津売命）を分祀するとし、静火神社祭
神を津麻都比売命に推定する。一方、「木の国」である紀伊国の「鎮火の神」であったとする説もある。また『住吉
大社神代記』では、住吉大社摂社の船玉神社が紀氏の神であり「志麻神・静火神・伊達神」の本社であるとして
いる。

5.竈山神社の鳥居
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写真 5-1.一の鳥居

写真 5-2.二の鳥居

写真 5-3.竈山神社の神門

写真 5-1 は一ノ鳥居：耐候性鋼板製明神鳥居である。写真 5-2 は、二ノ鳥居：鉄筋コンクリート製明神
鳥居である。写真 5-3 は、竈山神社の神門である。神門（しんもん） とは、神社に設けられる門。

６. おわりに
6-1.竈山神社の古墳「竈山墓」
和歌山市に鎮座。彦五瀬（ﾋｺｲﾂｾ）命をまつる。《日本書紀》に，彦五瀬命は神武天皇の兄で，神武天皇東征
のとき，ともに進み，孔舎衛坂(ｸｻｴｻﾞｶ）の戦で敵の流矢に当たって負傷，のち茅渟（ちぬ）の海より雄の水門を
過ぎ。伊国竈山に進んだとき死去し、その竈山に葬ったとあるが，本社の後丘にその墓と伝えられるものがある。
延喜の制で小社，その墓は諸陵寮式に〈竈山墓，彦五瀬命，兆域東西一町，南北二町，守戸三烟〉とある。

写真 6-1.竈山墓参道

写真 6-2. 竈山墓前

写真 6-3.宮内庁表示

写真 6-4.彦五瀬命の竈山墓

竈山墓は、竈山神社の本殿後背にある古墳（位置）である(写真 6-1～6-4)。実際の被葬者は明らかでないが、
宮内庁により彦五瀬命の墓に治定されている。宮内庁上の円墳。高さ約 9ｍの独立丘上に位置し、墳丘は直径
約 6ｍ、高さ約 1ｍで、裾に護石を配する。『古事記』『日本書紀』では、彦五瀬命は「紀国之竈山」または「紀伊
国竈山」に葬られたと記載。延長５（927）年、『延喜式』諸陵寮では「竈山墓」と記載され、紀伊国名草郡にあり、
兆域（墓域）は東西 1 町・南北 2 町で守戸 3 烟を付して遠墓としている。『延喜式』において紀伊国唯一の陵墓
である。その後、康和 2（1100 年）の解状では、紀伊国等の陵墓は格式に規定されているにも関わらず、国司に
よって兆域侵犯や陵戸収公が行われていると記している。上記の記録があるものの、その後、竈山墓の所在地
は不明となった。『紀伊続風土記』では寛文 9（1669）年に区域を定めて殺生を禁じたというが、これは神社の区
域を定めたものであり、竈山墓の所在自体はなお不明であった。寛政 6（1794）年、国学者の本居宣長（ﾓﾄｵﾘ･ﾉ
ﾘﾅｶﾞ）とともに竈山神社を参拝した本居大平は、所在不明の旨を「なぐさの浜づと」に記している。明治 9（1876）
年に現在の古墳が「竈山墓」に治定され、明治 14（1881）年に修営された。所在地：•和歌山県和歌山市和田 438。
交通アクセス：•鉄道：和歌山電鐵（わかやま電鉄）貴志川線 竈山駅 （徒歩約 10 分）。
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竈山神社の年表
和 暦

西暦

年

表

神亀 0４

727

日本は 渤海との関係を強化して新羅を牽制する。

天平 0３

731

この年には、畿内に惣管、山陽道・山陰道・南海道に鎮撫使をおいて、新羅の対する戦
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時体制を強化した。そうした状況で、朝鮮半島への航路を司る宗像三女神が宇佐神宮
に祀られた。
延長 05

927

成立の『延喜式』神名帳では紀伊国名草郡に「竈山神社」と記載され、式内社に列して
いるほか、『紀伊国神名帳』では「従四位上 竈山神」と記載されている。

永徳元

1381

日前宮文書では、鵜飼新五郎の紀国造家からの神主補任の記載があり、以降中世を
通じて鵜飼家が神職を世襲していたとされる。

永徳元

1381

日前宮文書で、鵜飼新五郎の神主補任の記載が見える。

弘治年間

1555

-1557 年） 鵜飼家文書によれば、鵜養半太夫 8(ママ)まで 79 代を数えたという。

天正 13

1585

羽柴秀吉による紀州攻めでは、社宝・古文書を焼失、社領の神田 8 町 8 段も没収され
た。豊臣(とよとみ)秀吉の根来寺(ねごろじ)征伐の際、兵禍により社地、社領などを消
失。

慶長 05

1600

紀伊国、和歌山 37 万 6 千石を与えられた。に入った浅野幸長によって小祠が再建。

寛文 09

1669

初代紀州藩主・徳川頼宣（徳川御参家の一つ）によって社殿が再建された。しかし、江
戸時代を通じて寺社奉行の支配下に置かれたため、氏子・社領なく衰微したという。
以後歴代藩主の厚い崇敬を受けた。

明治 06

1873

近代社格制度において、村社に列した。
昭和 13（1938）年頃、現在の規模の社殿が整えられた。

明治 18

1885

官幣中社に列せられた。

大正 04

1915

官幣大社に昇格した。村社から官幣大社まで昇格したのは、竈山神社が唯一の例であ
る。

昭和 13

1938

平成 14

2002

国費及び崇敬者の献資を以って社殿を造営し、現在の規模の社殿が整えられた。
竈山神社の初見記事である大宝２（702）年より数えて 1300 年にあたり、天皇陛下より
幣帛料を頂戴し、鎮座１３００年大祭を執行した。その記念とし、本殿屋根葺き替えを始
め割拝殿の改修などの整備を行った。本殿（木造檜皮葺流造 28 ㎡）、左右脇殿（木造
檜皮葺流造 7 ㎡）、拝殿（木造檜皮葺 78 ㎡）。
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