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ABSTRACT 

This paper is the fifth article on my own serial dissertations “Cave and Manyoshu,” 

which has appeared on the annals since 2011. As a scene of thesis, I focalize the paper on 

Wakanoura Bay, located on the southwest of Wakayama-City in Wakayama Prefecture. 

Wakanoura Bay, one of the best places of scenic beauty, has become well-known since 

ancient times and was designated as a Japan’s national natural monument in 2010. 

Yamabe-no Akahito, a famous poet of the 8th Century, praised the scenery in his poem as 

follows:  

Wakanoura ni shio michikureba kataonami, ashibe wo sashite tadu nakiwataru. 

The historic poem of Japan, appeared in the oldest collection of poems Manyoshu, says:   

On Wakanoura, tides come and go, over and over, while crying cranes flying to reed 

fields. 

There is a small cave called “Koshi no iwaya” at the base of Kagamiyama Mountain in a 

corner of Wakanoura Bay. In the cave, “Shiogama-jinjya” is enshrined. Tradition says that 

God of the small shrine brings women having an easy birth, and therefore, many people 

visit even nowadays.          

People assimilate the cave to the womb, that is to say, the source of life. Therefore, other 

than Shiogama-jinjya, several shrines with caves have been believed to be sacred places of 

an easy birth.  For example, Udo-jinjya facing Hyuga-nada in Nichinan-City, Miyazaki 

Prefecture and Funatsu-Tainaijyukei in the foot of Mt. Fiji, Fujikawaguchiko-Town of 

Yamanashi Prefecture are popular as well. All of these three “Cave-shrines” appear on 

Manyoshu or the country’s oldest epic Kojiki. I intend to look into the world of the Japan’s 

ancient spirit that Manyoshu and Kojiki illustrate with “Cave.” 
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1.はじめに 

「洞窟環境ＮＥＴ学会」の紀要に 2011 年以来連載している、「万葉集と洞窟」の第 5 稿である。今回の舞台は和歌の

浦。和歌山市の南西部に位置し、空と海と大小の島山が一体となったのどかな景観が広がる屈指の景勝地だが、国

指定天然記念物（名勝）となったのは、平成 22 年（2010）と意外に新しい。しかし、名勝地として注目を集めた発端は、

まさに万葉時代にあり、柿本人麻呂と並ぶ代表歌人、山部赤人（注 1）の名歌「若の浦に潮満ち来れば潟を無み葦辺

をさして鶴鳴き渡る」をもってその嚆矢とする。 

一帯は「玉津島山」と呼ばれ、当時いくつかの小さ

な島が点在していたが、今は地続きになるなど四囲の

状況は一変している（写真 1）。 

当時そうした小島の一つであった鏡山の南面に位

置するのが塩竃(しおがま)神社である。伽羅岩（きゃら

いわ）と呼ばれる肌理の美しい結晶片岩の岩盤が露

出、松の古木との取り合わせが和歌の浦の原風景を

今に伝えている。その祠は、「輿の窟（ｺｼﾉｲﾜﾔ）」と名

付けられた小さな海食洞窟である。祭神は古事記にも

登場する塩槌翁尊（シオツチオジノミコト）。山幸彦（ヤ

マサチヒコ）と豊玉毘売（トヨタマヒメ）の縁結びの役割

を果たし、その子・鵜葺草葺不合尊（ウカヤフキアエズ

ノミコト）が産屋の建設も間に合わないほどすんなりと生まれたことから、安産の神社として知られている。 

洞窟は女性の胎内にも喩えられ、古来人類の暮らしと深い関わりを持ってきた。洞窟の中に祠、社殿をつくり、安

産・子育ての神として信仰を集めている神社は塩竃神社のほかにもいくつかある。本稿では、それらのうち、塩竃神

社と同じく古事記や万葉集に登場する宮崎県・日南市の日向灘に面した鵜戸神宮（うどじんぐう）、山梨県・富士山麓

の溶岩洞窟・船津胎内樹形（ふなつたいないじゅけい）を取り上げて洞窟と安産祈願についても言及してみたい。鵜

戸神宮の主祭神はウカヤフキアエズノミコトであり、富士山には、「若の浦…」とともに叙景歌人としての赤人の名を不

朽のものにしたもう一つの歌、「田子の浦ゆうち出て見れば真白にそ不尽の高嶺に雪は降りける」という絶唱があり、し

写真 1.現在の和歌の浦。中央に突き出している緑地が片

男波。手前右側の小さい橋が不老橋（奠供山から） 



かも祭神はウカヤフキアエズノミコトの祖母にあたる木之花佐久夜毘売（コノハナサクヤヒメ）。地球誕生の息吹を伝え

る自然の造形・洞窟と、それぞれつながりがある万葉集、古事記とが織りなす古代ロマンの世界を辿ってみる。 

 

２.万葉歌 

若の浦に潮満ち来れば潟
かた

を無
な

み葦辺
あ し べ

をさして鶴
たづ

鳴き渡る(巻 6－919) 

〈和歌の浦に潮が満ちて干潟が無くなってきたので、葦辺に向かって鶴が鳴きながら飛んで行く〉 

山部赤人の代表歌であり、この歌によって和歌の浦が

名だたる景勝地として広く知られるようになった。歌の題

詞（前書き）に「神
じん

亀
き

元年甲子
か ふ し

の冬十月五日、紀伊
き の

国
く に

に

幸
いでま

しし時に、山部宿禰赤人の作れる歌一首併せて短歌」

とある通り、聖武天皇（注 2）即位の年の神亀元年（724）、

天皇の行幸に従った時に“宮廷歌人”として作った歌の

第 2反歌である。 

続日本紀（注 3）によれば、一行は 10月 5日に平城京

を出発して 8 日に玉津島（和歌の浦）に到着、10 日余り

滞在している。天皇は滞在中に離宮をつくり、行幸に従

った官人や土地の高齢者らに恩賞を与え、住民の税金

を免除、死罪以下の罪人に恩赦を与えたりしている。ま

た、「山に登り海を望むに、比間
こ こ

最も好
よ

し。遠行
ゑんかう

を労
いたは

ら

ずして、遊覧するに足
た

れり」（山を登って海を眺める景色はここが最も良い。遠くまで出かけなくても十分遊覧できる）

と、玉津島からの景観を愛で、それまで「弱浜（わかのはま）」と呼ばれていた地名を「明光浦（あかのうら）」と改名する

よう 詔
みことのり

を出した。さらに、守
し ゅ

戸
こ

（番人）を置いて、一帯の地が荒廃するのを防ぐ手立てをし、春と秋の 2 回、官人を派

遣して玉津島の神、明光浦の霊をお祀りするよう命じている。 

海を見ることのない大和の都人にとって、いかに和歌の浦の景観が感動的なものであったかが分かる。 

冒頭の赤人の歌はこの天皇にお供をした時につくった“宮廷歌人”としての歌だと述べたが、歌の題詞にある一首

（長歌）にその意味合いが込められている。 

やみすしし わご大君の 常宮
とこみや

と 仕へまつれる 雑賀
さ ひ が

野
の

ゆ 背
そ

向
がひ

に見ゆる 沖つ島 清き渚
なぎさ

に 風吹けば 白波騒
さわ

き 潮干
ふ

れば 玉
たま

藻
も

刈りつつ 神代より 然
しか

そ尊
たふと

き 玉津
た ま つ

島
し ま

山
やま

（巻６－917） 

 〈国をお治めになる我が天皇が永遠に続く都となさる、雑賀野からうしろに見える沖の島の宮。その清い渚に風が吹

けば白波が立ち、潮が引けば美しい藻を刈る。神代からこのように尊いことよ、玉津島山は〉 

 一世代前の柿本人麻呂の歌を彷彿とさせる天皇賛歌である。ただ、人麻呂の場合、歌全体が天皇を讃える文言に

終始している場合がほとんどであるのに対し、赤人の場合「清き渚に風吹けば白波騒ぎ、潮干れば玉藻刈りつつ」と、

天皇賛美の抽象的な形容だけでなく、目の前の情景を具体的に歌いこんでいる（写真 2）。天皇賛歌であるとともに

叙景歌としての趣が色濃く出ていて、これが赤人歌の大きな特色となっている。また、長歌に続く反歌の一首目が 

沖津島荒磯
あ り そ

の玉藻潮干
し ほ ひ

満ちてい隠
か く

りゆかば思ほえむかも（同―918） 

〈沖の島の荒磯の美しい藻が、潮の満ち干で隠れてしまったら偲ばれてならないことだ〉 

写真 2.潮が満ち始め、片男波周辺の干潟も徐々に小

さくなっていく。赤人の歌が浮かぶ情景である 



 長歌の「玉藻刈りつつ」というやや一般的な潮の満ち干の表現を受けて、実際に目の前にした干潮時の情景をさら

に具体的に描写。その上で「思ほえむかも」と、いとしい人の俤を偲ぶ叙情性を加味している。 

本稿表題歌である 2 首目の反歌「若

の浦に潮満ち来れば」は、今度は満潮

時の情景に目を移し、餌をついばんで

いた鶴が徐々に寄せてくる波から逃れ

るように飛び立っていく実景を鮮やかに

描き出している。当時ツルはどこにでも

見られたという。赤人ならではの見事な

構成であり、「和歌の浦」が後の世に歌

枕として定着していく所以でもある。  

 

3.和歌の浦 

赤人が「若の浦」と詠んだ和歌の浦は、

和歌山県北部、和歌山市南西部の和歌浦干潟を中心とする地域で、約 90haが平成 22 年（2010）8 月、国指定記念

物（名勝）に指定された（平 成 26 年 10 月に

7.8ha を追加）。指定を目指 して和歌山県教

委が各界の専門家による 和歌の浦に関す

る大がかりな総合調査を行 い、その結果をま

とめた「和歌の浦学術調査 報告書」（平成 22

年 12 月発行）によると、和 歌の浦の範囲は

以下の通りである（写真 4）。 

「各時代により微妙な違 いはあるが、歴史

的に大きく和歌川の河口一 帯を指す」「北側

は高松、東は名草山、南は 片男波の砂嘴、

西は雑賀崎まで含むと考え られる」としている。

（右図参照）。そのうえで具 体的に和歌の浦

を構成する名勝（地域）として①玉津島山（奠
てん

供
ぐ

山、鏡山、雲
う ん

蓋
かい

山、妙見山、船頭山、妹背
い も せ

山）②天神山③権現山④

章魚頭
た こ ず

姿
し

山（雑賀山）⑤双子島⑥名草
な く さ

山⑦和歌川河口部の干潟⑧片男波⑨御手洗池⑩秋葉山―を挙げている。

片男波は、言うまでもなく赤人歌の「潟を無み」から名付けられたものである。 

この地域には、前述の赤人の歌を含む 14 首の万葉歌が残されているほか、奈良時代から平安時代にかけて多く

の有名歌人、文人墨客訪れて和歌、紀行文を残している玉津島神社（塩竃神社）を初めとして▽藤原道真ゆかりの

天満宮（平安時代）▽紀州初代藩主・徳川頼宣が造営した東照宮（元和 7 年（1621）、権現山）▽第 10 代藩主・徳川

治宝の命により嘉永４年（1851）に完成した不老橋▽宝亀元年（770）の創建と伝えられる紀三井寺（名草山）―などの

有名建造物が点在する。 

聖武天皇が玉津島山一帯の地名を「弱浜（わかのはま）」から「明光浦（あかのうら）」に改名するよう詔を出したこと

は先に触れたが、赤人らの万葉歌には「若浦」と表記されており、「あか」が「わか」に変わり、その後多くの歌人が訪

写真 3.玉津島神社本殿横にある赤人の歌碑。右が長歌、左が反歌 2首。

万葉仮名で、犬養孝氏の揮毫 

写真 4.和歌の浦一帯を示す地図 



れて歌を残すことで歌道の聖地としてその名が広がり、歌枕として定着していく中で「若」が「和歌」に変化していった

ものとされている。古代から中世にかけて歴代天皇の行幸も続き、大阪の住吉大社、京都の北野天満宮（一説には

兵庫県明石市の柿本神社）と並ぶ和歌三神の一つとされている。 

近代になって和歌の浦一帯には観光開発や住宅地造成・公共土木工事など都市開発の波が押し寄せ、歴史的

景観保存との問題が持ち上がる。昭和 63年（1988）、和歌山県が和歌山港湾リゾート開発の一環として、不老橋のす

ぐ東側に新不老橋（あしべ橋）の建設を決めたことを巡って地元住民、文化人らを中心に反対運動が起き、裁判にま

で持ち込まれた。橋は裁判途中の平成 3 年（1991）に完成。裁判も同 6 年（1994）11 月、原告の訴えを退け、建設を

認めることで決着したが、開発か景観保護かを巡るわが国初の本格的な裁判であり、著名な文化人が多数参加した

こともあって、全国的な注目を集めた。その影響もあって平成 7 年（1995）には、和歌山市が不老橋を修理したうえ、

文化財に指定した。また、平成 20 年（2008）6 月には、県教委が和歌の浦一帯 10.2ha を「県指定文化財名勝・史跡

和歌の浦」に指定するなど環境保護の体制が整い、2年後の国指定記念物指定へとつながった。 

多小重複するが、和歌山県教育委員会文化遺産課課長補佐、黒石哲夫氏のレポート「名勝和歌の浦の特徴と価

値―古来の歌枕の世界―」（平成27年7月）によると、「『和歌の浦』国名勝指定への道」は以下の通りに要約される。 

・ 奈良時代、聖武天皇・称徳天皇、和歌の浦行幸、保護と顕彰がなされた 

・ 江戸時代に和歌山城主浅野氏や徳川氏によって保護と顕彰がなされた 

・ 明治 28年（1895）、県立和歌山公園が設置された 

・ 大正 14年（1925９、徳川頼倫らにより「史蹟名勝天然記念物保存顕彰規定」制定 

・ 和歌浦を県名勝に指定 

・ 昭和 16年（1941）、和歌浦地区約 37haを都市計画風致地区に指定 

・ 昭和 26年（1951）、和歌山県指定文化財規則制定、大正 14年の規定を継承 

・ 昭和 31年（1956）、和歌山県文化財保護条例制定 

・ 昭和 33年（1958）3月 31日、和歌浦、名勝指定失効 

・ 平成元年（1989）、新不老橋建設等に関して、歴史的景観権の侵害を論争とする地元住民が原告となった裁

判が起こされた 

・ 平成 19年（2007）、和歌山県教育委員会が和歌の浦の学術調査開始 

・ 平成 20年（2008）6月 24日、県の名勝・史跡に指定 

・ 平成 22年（2010）8月 5日、国の名勝に指定 

・ 平成 26年（2014）10月 6日、東照宮、・天満宮・御手洗池など名勝に追加指定 

 

４.玉津島・塩竃神社 

「神代より然そ貴き玉津島山」と、赤人の歌にあるように、和歌の浦の景観美の中心は、歴史的に見ても玉津島山で

ある。かつて紀ノ川河口部にあって船頭山、妙見山、奠供山、妹背山など 6つの島が玉のように連なっていたことから

この名がある。その後徐々に海水面が下がっていって、現在は妹背山だけが島として残り、他はすべて陸続きになっ

ている。玉のようだった島の一つ、奠供山（標高 38.1m）の山裾に位置するのが玉津島神社。 

所在地は和歌山市和歌浦中 3丁目 4－26。数理位置は北緯 34度 11分 17秒、東経 135度 10分 19秒。社伝に

よると、息長足姫尊（オキナガタラシヒメノミコト、神宮皇后）が紀伊半島に進軍したさい、玉津島の神の加護を受けた

ことからその分霊を祭ったのが始まりとされ、祭神は息長足姫尊と、稚日女尊（ワカヒルメノミコト）、衣通姫尊（ソトオリヒ



メノミコト）（注 4）の 3神。配祀神は明光浦霊（アカノウラノミタマ）。 

「玉津島の神は『上
かみ

つ世
よ

』より鎮
しず

まり坐
ませ

る」（社伝）とされるが、神社の創建年次は不明。聖武天皇が行幸した際、そ

の景観に感動し玉津島と明光浦の霊を祀るよう命じた前述の続日本紀の記述が初見である。ただし、どういう形で霊

を祀ったかなど詳細は不明であり、玉津島山そのものを神として祀ったのではないかとするのが一般的である。その

後、玉津島神社の社殿の創建を明白に示す資料は残っていない。ただ、天平 13 年（1585）、紀州を平定した豊臣秀

吉が神社に参拝したこと、関ヶ原の戦い後、紀伊和歌山の初代領主となった浅野行
よ し

長
なが

（1576－1613）が慶長 11 年

（1605）、敷地を整備し、本殿などを再興したこと、紀州徳川家初代藩主・徳川頼宣
よ りのぶ

（1602－1671）がさらに和歌の浦

一帯の本格的な整備を行った―等々の記録があり、承応 4年（1655）に頼宣が寄進したという灯篭が境内に残されて

いる（写真 5）。 

現在は、奠供山と鏡山（標高19.9 ｍ）に挟まれた地域に約8.5haの広大な境内が広がり、朱塗りの明神鳥居（写真

6）をくぐると正面に瓦葺の拝殿（約 50 ㎡）がどっしり構える（写真 7）。鳥居はもともと石造りだったものを平成 9 年

（1997）、檜造りに建て替え、一昨年塗り替えたばかり。拝殿の奥、木造銅瓦葺きの小さな鈴門をくぐり、奠供山の山

裾に刻まれた急な石段 39段を上りきったところが本殿（写真 8）。平成4年（1992）に修復を終えた春日造り（約 10㎡）

で、周囲はきちんと整った石垣で囲まれている。本殿内部は、和歌の神を祀るにふさわしい往時の華麗な姿を再現し

たという。極彩色の漆塗りで、柱や扉の黄金の輝きはまばゆいばかりだ。辛卯（かのとう）の年（211 年）の卯月、卯日

に祀られたという祭神・神功皇后にちなんで飾られている 2 匹のウサギの彫刻や、内陣外壁に描かれた和歌の浦の

絵などが目を引く（写真 9）。屋根は檜皮葺で、奠供山の深い木々の中に映えている（写真 10）。 

 

 
 

 

写真 5.徳川頼宣が寄進した

という灯篭  

写真 6.塗り替えられて間がない明神鳥居 。

朱が鮮やかだ 

写真 7.拝殿。この奥の石段を上りきっ

た所に本殿がある  

 

 

 



 

  

写真 8. 平成 4 年に修復改装された

本殿 

写真 9. 本殿内部。絢爛たる装飾が

往時を偲ばせる 

写真 10. 屋根は檜皮葺。周囲の緑

によく映える  

                                

塩竈神社は玉津島山の一つ、鏡山の南面に位置し、住所地は和歌山市和歌浦仲 3丁目 4－25（北緯 34度 11分

14秒、東経135度10分22秒）。元は玉津島神社の参道沿いにあって、同神社の祓所であったが、大正9年（1917）、

正式に神社となった。今も玉津島神社が所有、管理している。 

石造りの鳥居（高さ 3.3ｍ、幅 3.5ｍ）をくぐると 9.4ｍ奥に瓦ぶきの建屋（高さ 3ｍ、幅 4.6ｍ）があり、さらに落石防止

のため鉄筋造り金網張りの大きな屋根で全体

が覆われている（写真 11）。次節で詳述する

通り、「輿の窟」（こしのいわや）と呼ばれる海

食洞窟であり、中に祠が二つ設けられている。

祭神は、これも後述するシオツチオジノミコト

で、海を守り、潮を司る神。古事記にも登場し、

安産の神として親しまれているほか、江戸時

代に塩田を焼く「しおかま」としての信仰を集

め、この名が付けられた。同じような塩田絡み

の塩竈神社は九州から北海道まで全国各地

に存在するが、近畿地方ではここだけだ。 

 

５.興の窟 

輿の窟は前述した取り、塩竈神

社の祠を収めた洞窟で、鏡山が和

歌の浦に沈みこんでいく波打ち際

のすぐ上にある。現在は県道を挟

んでいるが海面までわずか１ｍほ

どしかない。鏡山の岩肌には今も

結晶岩が露出し、数本の松の老木

と一体となって万葉時代の原型を

伝えている、とされている。 

 

写真 11.鏡山の南面山裾にある塩竈神社。立看板の右側に「若の

浦に…」の歌碑。正面石造りの鳥居の奥に鉄筋金網張りの大屋根

で覆われた洞窟の入り口がある（右） 

  

写真 12.「伽羅岩」の名にふさわしい鮮やかな縞模様が残る洞窟内部（左）と剥

落が目立つ鏡山山頂部 



和歌の浦一帯は結晶片岩の断崖がつづく荒磯である。約 2 億年前のジュラ紀から白亜紀にかけての海洋プレート

の沈み込みに伴い形成された堆積岩などの岩石が海底深くで、強い圧力や熱によって再結晶したできた結晶片岩

が地表に露わらえたものと考えられている。この結晶片岩が和歌の浦周辺には特に鮮やかな形で残っている（写真

12）。源石は暗灰の泥質片岩で、結晶が一定方向に並んで鮮やかな縞模様を描いている。香木の伽羅（きゃら）と似

ているために、伽羅岩と呼ばれている（前掲「和歌の浦学術調査報告書」）。 

この洞窟が「輿の窟」と呼ばれるようになったのは、その起源を古代に遡る浜降（はまくだり）神事に由来する。言い

伝えによると、毎年 9 月 16 日、高野山の地主神であえる丹生都比売神社（にうつひめじんじゃ＝和歌山県伊都郡か

つらぎ町上天野）から神輿にのった丹生明神が紀ノ川を下って玉津島神社に渡御していく神事。和歌の浦に入った

神輿が入り江でお祓いを受けて、この洞窟で一晩留め置かれ、翌日玉津島神社に入った。神輿が置かれた場所で

あったことからこの名がついた。浜降り神事は中断を繰り返しながら室町時代まで続いたが、江戸期になると、丹生都

比売神社境内から玉津島神社を遥拝する形に簡略化された。 

輿の窟の入り口は幅約 3.6ｍ、高さ約 2.04ｍ（洞窟内の最高部で 2.9ｍ）。奥行きは 15.6ｍ。内部は天井と両側面を

木造の建家で囲って落石を防ぎ、祠を保護している。下はアスファルトで歩き安いように整備されている。洞窟全体が

奥へ向かってゆるく左に湾曲した逆「く」の型で、天井部分は左が高く右側が低い緩やかな傾斜状になっており、高

低差が 60cmほどある。海食洞窟らしく、長年の波浪の侵蝕の跡と見られる岩肌が自然な形状のまま残っている。 

 

 

入ってすぐ右側に「和合の松」と名付けられた枯れた松の大木の根元がまるで“化石”のように岩にへばりついてい

る。その形がちょうど男女のシンボルが合体したような形で、すぐそばに小さな祭壇が穿たれ、参拝者が安産を祈願し

ていく（写真 13）。逆「く」の字の曲がり角付近の右側には、もう一つの祭神である祓戸大神四座（ﾊﾗｴﾄﾞﾉｵｵｶﾐﾖｻﾞ）を

祀った祠が設えられている。由緒書きによると、瀬織津比売神（セオリツヒメノカミ）など 4座で、すべての罪、汚れを祓

い清める神である。前述した、輿の窟の名がついた浜降り神事に関連する神であろう。 

 逆「く」の字を左に曲がった突き当り、入口から約 10.9ｍ、洞窟最奥部に主祭神であるシオツチオジノミコトを祀った

祠がおさめられている。木製格子状の仕切り奥にある祠は縦 116cm、横 107cm。上部は天井岩にほとんど接するほど

で、周囲の岩には鮮明な縞模様が刻まれ、祠全体が自然の造形にぴったり調和している（写真 14）。 

 

  

写真 13.洞窟は入口から左へゆるく湾曲している。手前右側に枯れた松の大木「和合の松」。安産祈願の小さな祭壇が

穿たれている（右） 



   

写真 14.洞窟中央に賽銭箱、その右側が祓戸大神四座（左）。左奥に塩槌翁尊が祀られている（中）。祠は太古の岩肌

がそのまま残る洞窟の最深部に鎮座している（右） 

 

６.洞窟と神社と安産祈願 

洞窟は地球誕生の鼓動を伝える深遠な世界であり、太古の昔から人類の営みと深い関わりを持ってきた。それが

生命の誕生の神秘性にもつながり、母の胎内にも喩えられてきた。多くの洞窟が安産信仰と結びついている所以で

ある。 

前述の塩竃神社・輿の窟もその一つであり、他にも宮崎県・日向

灘の断崖を抉り取ったような巨大な洞窟内に極彩色の社殿を設け

た鵜戸神宮や、富士山麓の溶岩洞窟・船津胎内樹型などが有名

である。しかも鵜戸神宮は塩竃神社の祭神・シオツチオジノミコトの

縁結びによって誕生するウカヤフキアエズノミコトを祭神とし、船津

胎内樹型の富士山もウカヤフキアエズノミコトの祖母にあたるコノハ

ナサクヤヒメの伝説に由来する。しかも富士山は、本稿・表題歌の

「和歌の浦に…」と並ぶ山部赤人の代表歌「田子の浦ゆ打ち出て

見れば…」（後述）の舞台でもある。古事記、万葉集と深い縁があっ

て、いずれも安産祈願で知られるこれら三つの洞窟・神社について

述べてみたい。 

 

6-1.塩竃神社・塩槌翁尊（和歌山市） 

塩竃神社の祭神・シオツチオジノミコトが安産の神として崇められるのは、出産と深い関係にあるとされる潮の満ち

引きを司る神であると同時に、神々の世界でも他に例のないほどの安産に関わっていたことによる。 

その顛末を「古事記上巻
かみつまき

」が以下のように伝えている。 

天上界から降臨した邇邇芸尊（ニニギノミコト）とコノハナサクヤヒメとの間に生まれた兄弟で、山の幸を司る弟のヤ

マサチヒコが、兄で海の幸を司るウミサチヒコから借りた釣り針をなくして途方に暮れているところで、シオツチオジノミ

コトと出会い、「海神（ワダツミノカミ）のところへ行けばいい」と助言を受ける。竹篭の舟に乗って大海原へと漕ぎ出し、

ワダツミノカミの宮殿に着いたヤマサチヒコは、そこで娘のトヨタマヒメと出会って結婚。宮殿で 3年間を過ごした後、釣

り針を飲みこんでいた鯛の体から針を取り出して兄に返す。妊娠していたトヨタマヒメが後を追い「この海辺で子を産

みたい」と産屋を建て出産しようとする。しかし、産屋が出来上がる前に生まれるほどの安産であった。「鵜の羽で屋

根を葺き終わらないうちに前に生まれた」ことから「鵜のカヤ葺きあえずのミコト」と名付けられた。 

 

図 1.関係する神々の系図 

ｲﾜﾚﾋｺﾉﾐｺﾄ（神武天皇）

ｱﾒﾉｵｼﾎﾐﾐﾉﾐｺﾄ

ｵｵﾔﾏﾂﾐﾉｶﾐ

ｺﾉﾊﾅｻｸﾔﾋﾒ

ﾔﾏｻﾁﾋｺ

天照大神

ﾄﾖﾀﾏﾋﾒ

ｳｶﾔﾌｷｱｴｽﾞﾉﾐｺﾄﾀﾏﾖﾘﾋﾒ

ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ

ｳﾐｻﾁﾋｺ



トヨタマヒメは本来のワニ（鮫）の姿に還って出産したのを、約束を破ってヤマサ

チヒコが覗いてしまったため、これを恥じ、ワダツミの国へと姿を消してしまう。残さ

れたウカヤフキアエズノミコトは長じて、トヨタマヒメの妹である玉依毘売（タマヨリヒ

メ）と結婚。二人の間にもうけられた4子の末っ子が神倭伊波礼毘古尊（カムヤマト

イワレヒコノミコト）であり、後に初代天皇・神武天皇としてこの国を統治する。日本

書紀によると、イワレヒコノミコトの東征はシオツチオジノミコトの進言によって始ま

ったともされる。 

こうした古事記の描く世界が背景にあって、塩竃神社は安産の神として信仰を

集めるのであるが、江戸初期・慶長 19 年（1614）)に描かれた名古屋城本丸御殿

対面所次の間の障壁画には、当時の塩竃神社の光景が描かれている（写真 15）。

中央緑の山の窪んだあたりが輿の窟で、安産祈願のため、舩でお参りする人々の

姿が見られる。（「－よみがえる輝き 名古屋城本丸御殿 障壁画復元模写」名古

屋市 2009から）＝注 5  

 

6-2.鵜戸神宮（宮崎県日南市） 

ウカヤフキアエズノミコト（同神社の正式名称は、ヒコナギサタケウガヤフキアエズノミコト）を主祭神とするのは、日

向灘に面した鵜戸岬の断崖に穿たれた広大な洞窟の中に極彩色の社殿を構える鵜戸神宮（所在地は宮崎県日南

市大宮浦 3232。数理位置は北緯 31度 39分 01秒、東経 131度 28分 00秒）。トヨタマヒメがウカヤフキアエズノミコト

を生むために建てた産屋があったのが、この洞窟の中であるとする。 

洞窟は、海面から約 11ｍの高さの位置にある。東西 38ｍ、南北 29ｍ、総面積約 1000 ㎡、高さも 8.5ｍにも達する

巨大洞窟である。日向灘の荒波で浸食された海食洞で、内部は今も荒削りな岩肌（砂岩と泥岩）がそのまま太古の姿

をとどめている。洞窟をすっぽり埋め尽くすように朱塗りの社殿が建っている。屋根は天井に届かんばかりだ。第10代

崇神天皇の時代にウカヤフキアエズノミコトら 6 神を祀ったのが創始とされ、推古天皇（在位 592～628 年）の時代に

社殿が建てられたという。本殿、拝殿、幣殿が一体となった権現造（八棟造）で、平成 7 年（1995）、県の文化財に指

定されている（写真 16）。 

本堂裏には、乳房に似た二つの岩の突

起があり、「お乳岩」と呼ばれている。トヨタマ

ヒメが産んだばかりのウカヤフキアエズノミコ

トのために残した乳房をくっつけておいたも

のと伝えられ、そこから滴り落ちる「お乳水」

を母乳代わりに育てられたという。こうした言

い伝えから安産、子育てを願う人々の厚い

信仰を集めており、「古事記の舞台はここに

間違いありません」と神宮関係者は胸を張

る。 

また、岬の先端を挟んで鵜戸神宮の南側

に広がるのが「鵜戸千畳敷奇岩」と名付けら

れた異様な海岸線だ。1000万年前、海中で

 

写真 1５.名古屋城の障壁画 

 

写真 16.巨大な洞窟を埋め尽くさんばかりの鵜戸神宮社殿（産経新

聞社提供） 



できた水成岩（固い砂岩と柔らかい泥岩が繰り返し積み重なった地層）が隆起してできた隆起海床で、長い年月にわ

たる波と風によって柔らかい泥岩の部分が浸食され、一面にデコボコの洗濯板が広がっているように見える。日向灘

一帯の岸壁に見られる特異な光景で「鬼の洗濯板」と呼ばれ、大海原の果てのワダツミノ国が思い浮かぶ、まさに古

事記の舞台にふさわしい光景だ。 

 

6-3.船津胎内樹型（静岡県富士河口湖町） 

山部赤人が万葉を代表する歌人としてその名を不朽のものにしたのは、冒頭に挙げた「若の浦に潮満ち来れば…」

の歌とともに、日本の象徴・富士山を詠んだ次の歌がある。 

田子
た ご

の浦ゆうち出
い

て見れば真白
ま し ろ

にそ不尽
ふ じ

の高嶺
た か ね

に雪は降りける（巻 3－318） 

〈田子の浦を通って出て見ると富士山の高嶺に真っ白に雪が降り積もっていることだ〉 

天地
あめつち

の別
わか

れし時ゆ神
かむ

さびて高く貴
たふと

き駿
するが

河なる布士
ふ じ

の高嶺を（同―317）…で始まる「不尽山を望める歌」の反歌で、

「若の浦」の歌と違って、天皇の行幸に従った宮廷歌人としての立場から離れて、富士山の崇高さを目の当たりにし

た感動を格調高く歌い上げた絶唱、叙景歌人としての赤人の真骨頂が表れた歌である。 

 万葉時代は、1 万―5000 年前に始まったとされる新富士火山の活発な活動期にあたり、赤人の上記 2 首を含め計

11 首が万葉集に残されている。富士山を讃え、燃える思いを山頂付近から立ち上がる盛んな噴気にたとえて詠み上

げたものが多いが、本稿で取り上げるのは、少し後の平安時代中期・承平7年（937）に富士山8合目付で起きた際の

噴火「剣丸尾（けんまるび）溶岩流」によって出来た「溶岩樹型」と呼ばれる洞窟についてである。 

 溶岩樹型とは、玄武岩質の流れやすい

溶岩が噴出・流下する祭、山麓の樹木を

巻き込んだまま固まったもので、中の樹

木が燃え尽きてその跡が鋳型のような空

洞になって残る。こうした溶岩樹型は富士

山麓剣丸尾赤松樹海には 250 個以上点

在する、という。その中の最大規模で、き

わめて珍しい形のものが船津胎内樹型

（国指定天然記念物）である。 

この樹型を管理している河口湖フィー

ルドセンターのＨＰによると、「横倒しにな

った樹木数本がつながってできた複合型

で、側壁は肋骨状、天井は鍾乳石状にな

っていたり、流れ込んだ溶岩がうねったり、

奇妙なしわ模様をつくったりしてまるで、

人の胎内のよう。全長 70ｍ、長いもので

約 20ｍの樹木が複数組み合わさり、一帯

で一番大規模な溶岩樹型」という（写真 17）。奥へ行くほど狭くなるが、最深部の子宮にあたる部分はぽっかり空間が

あり、富士山の祭神・コノハナサクヤヒメの小さな像が飾られている。コノハナサクヤヒメは、山を統括する大山津見神

（オオヤマツミノカミ）の娘で、前述した通りニニギノミコトと結婚したが、一夜にして身ごもったことから貞操を疑われ、

産屋に火を放って 3子を産み、神の子であることを証明する。山の神を父に持ち、火の中でも出産できることから日本

 

写真 1７.人の胎内を思わせる「船津胎内樹型」の内部（河口湖フィールド

センターＨＰから） 

https://www.fujisan.ne.jp/up_img/info/214/if_00021402.jpg


一の火の山・富士山の神として崇められ、祭神として祀られている。 

    

７.おわりに 

万葉集を代表する歌人、山部赤人の「若の浦に潮満ち来れば…」にちなんだ和歌

山市・和歌の浦の景勝地にある「玉津島・塩竃神社」の小さな海食洞窟・輿の窟から始

めた「万葉集と洞窟」の第Ⅴ稿は、生命誕生に通じる洞窟の神秘性に注目していく中

で、洞窟が出産の場、あるいは母の胎内としてたとえられ、古代から神聖な祈りの場と

して認識されていたことを知ることができた。 

和歌の浦の輿の窟にはシオツチオジノミコト、日向灘の鵜戸神宮の広大洞窟にはウ

カヤフキアエズノミコト、富士山麓の船津胎内樹型にはコノハナサクヤヒメ、とそれぞれ

出産・子育てに関連する神々が主祭神として祀られ、安産祈願の場として崇められてき

た。古事記はこれらの神々にまつわるロマンあふれる物語を紡ぎ、それぞれの洞窟に

神秘の彩りを添えている。和歌の浦、富士山は赤人ら幾多の万葉歌人がその秀麗な

景観を格調高く詠いあげ、日本の原風景であることを伝えて来た。 

長年の風波や火山爆発でそれぞれ形を変えながら人類との接触を持った洞窟は、安産祈願の場となり、その祈り

は古事記、万葉集によって後世に伝わり、日本文化の神髄となっていく。三つの洞窟神社はそれを現代のわれわれ

に雄弁に語りかけてくれる稀有な空間であった。 
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注１. やまべのあかひと。生没年は不詳だが、万葉集から神亀元年（724）以前から天平 8 年（736）まで生存していた

ことが分かる。下級官人であったが、聖武天皇の行幸にお供をして、紀伊国のほか、吉野、難波、播磨など各地で天

皇賛歌、土地褒めの歌を残している。万葉集には長歌 13 首、短歌 37 首の計 50 首が収められている。大伴家持の

書簡にある「山柿の門」の「山」は赤人を指すとされ（山上憶良説もある）、古今集序でも柿本人麻呂と並ぶ歌仙と讃え

られている。宮廷歌人である以上に、自然の美しさを格調高く詠う“叙景歌人”としての評価が高い。 

 

注 2. しょうむてんのう。第 45代天皇＝大宝元年（701）～天平勝宝 8年（756）。在位＝神亀元年（724）2月～天平勝

宝元年（749）7月。在位中内乱や災害、疫病の流行が相次ぎ、紫香楽、恭仁、難波と 5年間に 4度も遷都、745年に

平城京に戻った。光明皇后とともに深く仏教を信仰、全国に国分寺、国分尼寺をつくり、東大寺大仏殿を建てた。愛

用品は正倉院の宝物として残され、天平文化の粋を今に伝えている。 

 

注 3. しょくにほんぎ。平安時代初期に編纂された勅撰史書で、六国史の一つ。文武元年（697）から延暦 10 年（791）

 

写真 1８.塩竃神社脇に建つ

「若の浦に…」の歌碑 



までを扱い、延暦 16年（797）に完成した。編年体で漢文表記、全 40巻。 

 

注 4. おきながたらしひめのみこと（じんぐうこうごう）。第 14 代仲哀天皇の皇后。日本書紀などによれば仲哀天皇の

急死を受けて熊襲を討伐、妊娠中の身でありながら、お腹に石を抱いて出産を送らせ、大軍を率いて朝鮮半島に出

兵。新羅についで高句麗、百済を降伏させた（三韓征伐）。その帰路、筑紫で応神天皇を出産。帰国後畿内で起き

た反乱も平定するなど勇猛な“女帝”として名を馳せ、後々武人の崇拝を受けた。 

わかひるめのみこと。高天原で織物を織っていたとき、暴れ込んできたスサ  ノオノミコトが投げ込んだ馬の死骸に

びっくりして機から落ち、ひ（梭）で女陰部をついて死んだとされる。天の岩戸神話に関わる神であり、天照大神の幼

名、または妹神ともされている。また、神宮皇后の三韓征伐の帰途、占いで軍船を神戸に導いたとされ、この言い伝

えから神戸・生田神社でも祭神として祀られている。 

そとおりひめのみこと。古代史中最大級の美人とされる。日本書紀は「顔かたちすぐれて比ぶものなし。その艶える色

は衣をとおりて照れり」（容姿比類なく、その美しさは衣を通して輝いていた）と書く。第19代允恭天皇の寵愛を受けた

が、皇后の嫉妬を恐れて河内に移され、後に玉津島神社祭られた。和歌に秀れ、日本書紀にも衣通姫の詠んだ歌と

して 2首載っている。 

 

注 5. 名古屋城に塩竃神社の風景が描かれているのは、初代尾張藩主、徳川義直に嫁いだ紀州の初代藩主、浅野

幸長の娘、春姫と深い関係がある。元和元年（1615）結婚した春姫は寛永 10 年（1633）、江戸に移るまで名古屋城本

丸御殿に住んでいたとされ、故郷・和歌山の風景が描かれた障壁画を楽しんでいたのであろう。春姫の輿入れは女

騎馬武者 43 騎、長持 300 棹、御駕籠 50 挺に及んだと言われ、名古屋城では毎年 4 月には、輿入れの模様を再現

する春姫道中が開催されている。名古屋の派手な結婚式のルーツはこの春姫の輿入れにあるとも言われる。 
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