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奈良県橿原市、神武天皇、橿原神宮の由来と経緯度 

-黎明期の系図、神武天皇の経歴、黎明期の陵墓- 

沢  勲＊・近江巳記夫＊・古谷昭雄＊＊・藤田康雄＊＊＊ 

 （大阪経済法科大学＊・大阪青山大学＊＊・洞窟環境 NET 学会＊＊＊）  

History of the Kashihara-Jingu Shrine and its Latitude, 
ｔhe Emperor Jinmu, Kashihara-shi, NＡＲＡ 

-A Genealogy of Reimeiki, Career of the Emperor Jinmu, the Tomb of Reimeiki- 
Isao SAWA*・Mikio OUMI・Akio FURUTANI・Ysuo FUJITA 

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 " Kashihara-Jingu Shrine " which is Kumecho, Kashihara-shi, NARA.  

1.Worshipped God of of Kashihara-Jingu Shrine: The worshipped god is the first Emperor, the two 
pillars of Emperor Jinmu and the Empress· Himetatara-Isuzuhime of our founding founder. Himetatara-
Isuzuhime of the empress hits a daughter of Ōmono-nushi which is a descendant of Susa-no-Mikoto. 
Himetatara-Isuzuhime of the empress hits a daughter of Ōmono-nushi which is a descendant of Susa-
no-Mikoto. 

2.Takama-ga-hara to Kashihara-jingu Shrine: Emperor Jinmu is a great-randchild of Ninigi which 
parachuted from Takama-ga-hara. Emperor Jinmu landed at Arasakatu of Kumano and aimed for one 
way "Yamato". Kashihara, the sacred place of the founding nation, Japan's country is beginning. Nihon 
Oldest "Nihon Shoki", was written as the land of Japanese founding. Overcoming the unexpected hardships, 
Kashihara Jingū was founded at the foot of the southeast of Unebiyama. The year when you acceded as 
the first emperor is born before 2600 afterlives, and Jinmu is the era first year. Kashihara, also the 
birthplace of Japanese history and culture, can be said to be the origin of Japan. 
3.Kashihara-jingu Shrine of the Meiji Era: In 1888 local volunteer volunteers petitioned for the 
creation of a shrine fronting the Emperor Jinmu. In 1890, Kashihara-jingu Shrine palace was proclaimed. 
After removing and reconstruction had been completed, "southeast in" Unebiyama made the shrine 
title Kashihara-jingu Shrine, and it was affiliated with Kanpei-taisha. 
4. Architecture of Kashihara Jingu Shrine: In 1855, Honden relocated kensho (Naishidokoro) of kyouto-
gosho upon founding. Honden and Bunkaden are appointed to an important cultural property. In 1890, 
the first Emperor Jinmu reigned and built Kashihara-gu. The first torii is in Omote-sando and is 9.77m 
in height. The second torii is in Omote-sando and is 10.51m in height. Heiden, ritual ceremony, shrine 
place, kagura-den, Sanshuu-den, Doma-den, south shrine gate and north shrine gate. 
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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目的とした総合学術調査の一部である。本稿

は橿原市、古代の地域である橿原神宮について考察を行った。橿原市の内容は、次の通りである。地方:近畿地方、都

道府県:奈良県、面積:39.56km2、総人口:123,655 人 （推計人口、2016 年 10 月 1 日）、人口密度:3,130 人/km2、隣接

自治体:御所市、桜井市、大和高田市、北葛城郡広陵町、磯城郡田原本町、高市郡明日香村、高取町、市の木:樫、市

の花:くちなし、所在地:〒634-8586 奈良県橿原市八木町一丁目 1 番 18 号、北緯 34 度 30 分 34.1 秒東経 135 度 47 分

33.4 秒座標である。標高は 62.7ｍである。 

市名は神武天皇が磐余（いわれ）の地において磯城郡の首長の兄磯城（えしき）を破り、饒速日命（ニギハヤヒノミコ

ト）も天津瑞を献じて仕えることとなり、神武天皇即位紀元辛酉の年の春正月の庚辰の朔日に畝傍山東南「橿原の宮」

で即位し、大和を平定したことに由来する。市章（シンボルマーク）の金鵄（キンシ）は、神武天皇の弓の弭に止まって金

色に光り輝き、長髄彦（ナガスネヒコ）の兵を追い払った鳶（トビ）から意匠された。 

ここでは、橿原神宮について、所在地:奈良県橿原市久米町 934 番地、位置:北緯 34 度 29 分 18 秒 東経 135 度 47

分 10 秒座標、主祭神:神武天皇、 社格等:官幣大社・勅祭社・別表神社、創建:1890 年（明治 23 年）、例祭:2 月 11 日

（紀元祭）である。神武天皇の関連資料情報を収集して、調査と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。 
筆者は、国内において、黎明期（始祖）の系図と陵墓の経緯度、標高、陵高と全長のデ－タから回帰方程式によ

って勾配と決定係数を解明した。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．橿原神宮の資料 

２-１.黎明期（始祖から初代-3 代）の系図 
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彦火火出見尊（ﾋｺﾎﾎﾃﾞﾐﾉﾐｺﾄ・山幸彦）は、瓊瓊

杵尊(ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ)と山の神の娘の木花開耶姫(ｺﾉﾊﾅ

ｻｸﾔﾋﾒ)と結婚して生まれた子である。彦火火出見尊

は、海の神の娘である豊玉姫と結婚し、陸と海の力

を手に入れる神々の時代から人の時代へと移って

いく天皇の系譜である。「日本書紀」では、神武天皇

は神日本磐余彦尊（ｶﾑﾔﾏﾄｲﾜﾚﾋｺﾉﾐｺﾄ）の恩名であ

る。父は麟鵠草葺不合尊（ｳｶﾞﾔﾌ ｷｱｴｽﾞﾉﾐｺﾄ）と母

は玉依姫（タマヨリヒメ）の間に九州日向の地に第四

皇子として誕生した。１５歳で皇太子となり、成長され

て「日向・ヒムカ国（今の宮崎県）吾田の村」の吾平

津媛（ｱﾋﾗﾂﾋﾒ）を妃とされた。手研耳命（ﾀｷﾞｼﾐﾐﾉﾐｺ

ﾄ）と岐須美美命（ｷｽﾐﾐﾉﾐｺﾄ)いう御子が生誕した。 

 

２-２.神武天皇の経歴と誕生 

神武天皇は、日本書紀・古事記に伝説上(定

説)の人物で、初代天皇で、始馭天下（ハツクニシ

ラススメラ）之天皇）と称されている。神武天皇は、

高天原から天降った瓊々杵尊（ニニギノミコト）の

曾孫で、長兄の彦五瀬（ﾋｺｲﾂｾ）命らと語らい東の

美しい土地を目指して日向国（現在の宮崎県）か

ら出発した。 

漫画の神武天皇の御一代記によると、次の通り

である。1.神武天皇高千穂宮に御降誕。2.高千穂

宮に於ける東征御前会議（とうせいごぜんかい

ぎ）。3.賓船美々津（ﾎｳｾﾝﾐﾐﾂ） 御解鑑速連吸之

門（ｺﾞｶｲﾗﾝﾊﾔｽｲﾉﾄ）豊予海峡に至るー豊国（ﾄﾖﾉｸﾆ）の兎狭(大分県)、筑紫国（ﾂｸｼﾉｸﾆ・福岡県）、安芸国（広島

県西半部）、吉備国(岡山県）。4.孔舎衛坂（ｸｻｶﾉｻｶ）の激戦－難波津(大阪湾)、紀国（和歌山県）。5.熊野灘の御

危難。6.高倉下師霊（たかくらじふっのみたま）の剣(つるぎ）を奉り危難を祓う‐葦原の国。7.天照大神より派遣され

た八咫烏（やたがらす）の先導を給る。8.道臣命（ﾐﾁﾉｵﾐ・大伴連の祖）に詔を奉じて兄猾（ｴｳガシ）を誅（せめる）す。

9.吉野御巡幸と土豪の国順（ｷｼﾞｭﾝ）-土器製造。10.丹生（ニウ）の川上朝原の祭-兎田の高倉山の土器と瓦。11.

國見缶の戦い-八十梟師を討ち倒す。12.忍坂（おしさか）の大室（おおむろ）に八十梟帥（やそたける）を舞い打つ

‐大洞窟に集合。13.登美の瑞光（ずいこう・金鴇・きんし）－やる気を起こす歌と大大和（奈良県）。14.饒速日尊（ニ

ハヤヒノミコト）は長隨彦（ナガスネビコ）を誅して恭順－長髄彦を殺害。15.転都（てんと）と宮殿造営－畝傍（ウネビ）

山の東南に橿原の宮を建立。16.立皇后、17.御即位疆（ｺﾞｿｸｲﾉﾚｲ)。18.鳥見山（とりみのやま）に皇祖天神を祀る。

19.立太子の決定。20.天皇崩御等である。 

宇佐・筑紫を経由して瀬戸内海に入り大和をめざした。長髄彦(ﾅｶﾞｽﾈﾋｺ・先住民の大和地方の族長)と戦いにな

り、饒速日（ﾆｷﾞﾊﾔﾋ）命が神武を天神の子孫と認めて長髄彦を殺して帰順したので、ようやく戦いは収まった。戦い

 

系図 2-1 黎明期（始祖から初代-3 代）の系図 

 

系図 2-2 黎明期（始祖から初代-3 代）の系図 

https://kotobank.jp/word/%E5%B2%90%E9%A0%88%E7%BE%8E%E7%BE%8E%E5%91%BD-1069200
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初めは神武一行に不利で長兄の彦五瀬命を戦いで失い、また暴風雨に遭って海神を鎮めようとして次稲氷命と三

兄御毛沼命の両兄が海中に身を投じた。神武は日の神の啓示により日に向かって戦うことの益なきことを悟り、草

香津まで退き、紀州へと迂回した。その後、息子の手研目命と共に熊野の荒坂津に上陸して一路、大和を目指し

た。途中、八咫烏（ヤタガラス）らの導きもあって、ようやく吉野の地に入った。そこで、神武の行く手はまだまだ困難

が伴った。橿原宮で即位して倭国(日本)初代天皇がここに誕生した。 

 

表 2-1.神武天皇の経歴 

誕生：庚午年 1 月 1 日  父親：彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊 母親：玉依姫命 

次代：綏靖天皇  皇后：媛蹈鞴五十鈴媛命  皇居：畝傍山橿原宮 

崩御:神武天皇 76 年 3 月 11 日 陵所:：畝傍山東北陵  

在位期間：辛酉（前 660）年 1 月 1 日 - 神武天皇 76（前 585）年 3 月 11 日 

子女：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(２代綏靖天皇）  

異称:神倭伊波礼琵古命（カムヤマトイワレヒコノミコト）、神日本磐余彦尊（カムヤマトイワレヒコノミコト）、始馭天

下之天皇（ハツクニシラススメラミコト）、若御毛沼命（ワカミケヌノミコト）、 狹野尊（サノノミコト）、 彦火火出見

（ヒコホホデミ）  

 

妃：吾平津姫（ｱﾋﾗﾂﾋﾒ、阿比良比売）-阿多小椅君の妹。手研耳命（ﾀｷﾞｼﾐﾐﾉﾐコト）、岐須美美命（ｷｽﾐﾐﾉﾐｺﾄ、研

耳命。古事記のみ）である。皇后：媛蹈鞴五十鈴媛命（ヒメタタライスズヒメノミコト）-大物主の娘、のち手研耳命の妻 

日子八井命（ヒコヤイノミコト、彦八井耳命）、神八井耳命（ｶﾑﾔｲﾐﾐﾉﾐｺﾄ）-多朝臣・阿蘇国造・科野国造・火国造等

の祖、神渟名川耳尊（カムヌナカワミミノミコト、神沼河耳命・次代の綏靖天皇である。 

 

２-３.橿原神宮略記 

神武天皇は天孫・瓊瓊杵尊より四代目で、初代天皇に当り、神日本磐余彦火火出見天皇ともいう。古事記によ

ると、日本の古名は「豊葦原(とよあしはら)の瑞穂(みずほ)の国」とされた。天皇は天孫降臨の日向高千穂の宮

におられ、九州地方の政治が不安定であった。天皇は、東遷の途に立たれ、浪速国に至る。河内国に入って、東

に軍を向けて生駒山を経て大和盆地へ入ろうとした。当地を支配する長髄彦が軍衆を集めて孔舎衛坂で戦いにな

った。戦いに利なく、彦五瀬命が流れ矢を受けて負傷した。磐余彦は日の神の子孫には、太陽が昇る方向に向か

い戦うことは天の意思に逆らうことだと悟り兵を返した。 

国の中心たる大和（現在の奈良地方）を美し地と定め、天の下の政治を行うべく東遷の途に立たれた。途中幾多

の困難に遭われましたが、ついに、橿原の宮に即位の礼をあげ給い、米作りをはじめ、多くの産業を興し、正しきを

養い、国の基をたてられました。途中、幾多の困難の後、ついに大和の国を中心とした中つ国を平定され、畝傍（ウ

ネビ）の橿原の宮において即位の礼をあげて、国の基をたてられた。国内を統一せられ、畝傍（うねび）山の東南・

橿原の地に皇居を営んで、即位の礼を行った。 

 

２-４.御神徳の天業悛弘（テンギョウーカイコウ） 

御神徳の天業悛弘（ﾃﾝｷﾞｮｳｶｲｺｳ）として、神武天皇の御聖業は、天照大神の御神勅に基づいて天業をおし広

めんとする思し召しに出たものである。神武天皇は「国の襖区（モナカ）」、すなわち豊葦原（トヨアシハラ）の瑞穂（ミ
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ズホ）の国の中心として、地理的にも政治的にも極めて重要な意味をもつ大和平原に帝都をお定めになり、天下に

君臨されることになった。天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐﾉｶﾐ）が瓊瓊杵尊（ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ）の御降臨の際に賜った御神助に宣

せられたごとく、葦原（アシハラ）の中つ国に君として降臨になられ、民のために正しい政治を行い、これによって四

方八方はるか遠くの国々にまでも天皇の錬威光を及ぼし、やがて「八紘を掩（オオ）いて宇と為（せ）む」との天業恢

弘の理想を実現されるためである。この橿原の宮でこそ、日本を統一して国家体制を築きあげることができると確信

されたからである。 

 

2-5.橿原神宮の祭神名 

御祭神は、神武天皇と姫踏鞴五十鈴媛命（ﾋﾒﾀﾀﾗｲｽｽﾞﾋﾒﾉﾐｺﾄ）皇后である。神武天皇は、天孫・瓊瓊杵尊(ニニギ

ノミコト)より四代目に当たり、初代天皇になり、天照大神の天津神系である。古くは神日本（ｶﾑﾔﾏﾄ） 磐余彦（ｲﾜﾚﾋ

ｺ）火火出見（ﾎﾎﾃﾞﾐﾉ）天皇（ｽﾒﾗｺﾄ）と申し上げた。皇后の姫踏鞴五十鈴媛命は大物主命（ｵｵﾓﾉﾇｼ）の御娘に当た

る方で、須佐之男命の国津神系である。 

 
表 2-2.橿原神宮の主要行事 

1/1 歳旦祭 1/3 元始祭 1/7 昭和天皇祭遥拝式  
2/11 紀元祭（例祭）：神武天皇の橿原宮での即位を偲ぶ祭り 2/17 祈年祭 
4/3 神武天皇祭 4/29 昭和祭   
9/9 献燈祭 11/23 新嘗祭 12/23 天長祭 、12/31 大祓式 

  下県 
2-5.八咫烏の道案内 

神武東征（じんむとうせい）の際、東征に憂えた天照大御神は霊剣の武甕槌神と相談して、霊剣の布都御魂

（フツノミタマ）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。天照大御神は道案内に八咫烏（ヤタガラス）を送

り、教導となした。八咫烏に案内されて、莵田の下県郡(しもあがたぐん・対馬)の地に入った。畝傍山の東南の橿

原の地を都と定める。大物主命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。 

八咫烏は、神武東征（じんむとうせい）の際、高皇産霊尊（ﾀｶﾐﾑｽﾋﾉﾐｺﾄ）によって神武天皇のもとに遣わされ、熊

野国から大和国への道案内をしたとされるカラス（烏）の姿絵。八咫烏は熊野大神（素盞鳴尊）に仕える存在として

信仰され、熊野のシンボルともされる。 

３.神宮の由来と現在 

３-１.橿原神宮の和文由来と現在  

３-１-１.橿原神宮の祭神 

祭神は初代天皇で、我が国建国の始祖の神武天皇と媛蹈鞴五十鈴媛皇后（ﾋﾒﾀﾀﾗｲｽｽﾞﾋﾒ）の２柱である。媛

蹈鞴五十鈴媛命は、神武天皇の皇后である。神武皇后はスサノミコトの子孫である事代主命（古事記には大物主

命）の娘に当る。神武天皇は、東征以前の日向で、すでに吾平津姫を娶り子供も二人いたが、大和征服後、在地

の豪族の娘を正妃とすることで、天津神系と国津神系に分かれた系譜がまた 1 つに統合されることになった。子

女は日子八井命、神八井耳命、第２代綏靖天皇である。父親は三輪の有力蒙族の大物主神で、母親は勢夜陀

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%AD%90%E5%85%AB%E4%BA%95%E5%91%BD
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多良比売である。皇后の出身氏族が、製鉄と深い関係がある東部出雲（島根県松江市、安来市、奥出雲町を含

む）地域であった。 

３-１-２高天原から橿原神宮へ 

神武天皇は、日本書紀・古事記に伝説上(定説)の人物で、初代天皇で、始馭天下（ﾊﾂｸﾆｼﾗｽｽﾒﾗ）之天皇と称

されている。神武天皇は、高天原から天降った瓊々杵（ﾆﾆｷﾞ）の曾孫で、長兄の彦五瀬（ﾋｺｲﾂｾ）命らと語らい東の

美しい土地を目指して日向から宇佐・筑紫をを経由して瀬戸内海に入り大和をめざすが、戦況が不利であることを

悟った。その後、迂回して熊野の荒坂津に上陸して一路、大和を目指した。途中、八咫烏（ヤタガラス）らの導きも

あってようやく畿内大和に入った。神武の行く手は、まだまだ困難が伴った。 

建国の聖地・橿原は、日本の国の平定のが始まりである。日本最古の『日本書紀』、日本建国の地と記された。

天照大神の血を引く神倭伊波礼毘古命（ｶﾑﾔﾏﾄｲﾜﾚﾋﾞｺﾉﾐｺﾄ・後の神武天皇）が、豊かで平和な国づくりをめざして、

九州高千穂の宮から東に向かった。想像を絶する苦難を乗り越え、畝傍山（ウネビヤマ）の東南の麓に橿原宮を創

建された。第一代天皇として即位された紀元前６６０年が、2,600 余年前に誕生し、紀元元年である。日本の歴史と

文化の発祥の地でもある橿原は、日本の原点とも言える。 

3-1-3.明治時代の橿原神宮 

文久 3（1862）年、神武天皇の御陵が現在地であり、幕末の時代である。明治８（1875）年、奈良県は政府に対し、

神武天皇即位の地である畝火山東南の橿原宮に創建を請願した。明治 10（1877）年、橿原宮址を調査し、民間か

ら宮址碑の建立や橿原神社建築を出願した。明治 21（1888）年、地元の県会議員より神武天皇をまつる神社創建

を内務大臣に請願した。明治 22（1889）年、明治天皇の勅許が下り、神武天皇即位の地に創建を認可し、社殿とし

て京都御所の賢所と神嘉殿の２棟が下されました。明治 23（1890）年、橿原神宮の神宮号を宣下し御鎮座。時あた

かも神武天皇即位紀元 2550 年に当たる。移築が完了後。社号を「畝傍山東南」橿原神宮とし、官幣大社に列せら

れ、御鎮座祭が執り行われ、橿原神宮を創建した。「教育勅語」を渙発した。明治 44（1911）年、宮域の拡張整備と

社殿の修築・造営が行われ、創建時の２万１５９坪から 3 万 600 坪に拡張された。 

3-1-4.昭和時代の橿原神宮 

昭和 15（1940）年、紀元 2600 年記念の国の事業として、全国各地からの勤労奉仕も加わって宮域整備拡張事

業が行われ、本殿・拝殿（現在の神楽殿）の修復と幣殿・内拝殿・外拝殿・廻廊その他附属建物が新たに造営され

ました。121 万人余りが参加した建国奉仕隊、献木宮域の造成に約 7 万 6,000 本余の樹木。昭和 20（1945）年、現

在創建から 120 年余り、第二次世界大戦の終結後、橿原神宮も一宗教法人の神宮として、維持経営上多くの困難

に直面しました。国民の休日「建国記念の日」の制定に伴う全国運動の盛り上がりなどを経て、参拝者も増えた。橿

原神宮は日本人の心の糧として、日本建国の聖地として、新しい使命を見いだした。紀元節は昭和 23（1948）年に

廃止されたが、昭和 42（1967）年に 2 月 11 日は「建国記念の日」として国民の祝日となった。 

3-1-5.橿原神宮の建築物  

昭和 15（1940）年、紀元 2600 年記念事業として境内地、社殿及び付属建物が整備拡充され、雄大かつ荘厳な

現在の規模に改められた。本殿は、安政 2（1862）年、建造した重要文化財で、京都御所の賢所（かしこどころ）を

移築したものである。拝殿として同じく神嘉殿（しんかでん）が献進されました。畝傍山の南東麓、１６万坪（約５３万平

方ｍ）もの広大な神域に建てられた檜皮葺き（ひわだぶき）で素木（しらき）造りの本殿と神楽殿が、玉砂利の参道と背景

となる深い森の緑に調和した。明治 23 年（1890）、初代の神武天皇祀る為、明治天皇により、官幣大社として創建した。 

参道の鳥居は表参道の第一鳥居、高さ 9.77m、幅約 7.5ｍ。神橋（表参道）の二の鳥居、高さ 10.51m、幅約 8.1

ｍである。北の鳥居（北参道）と西の鳥居（西参道）の４基である。境内では、本殿：1855 年（安政 2 年）建立の京都

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E9%9B%B2
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御所賢所（内侍所）を創建に際して移建した重要文化財である。幣殿、内拝殿、外拝殿、儀式殿、神饌所、神楽殿、

参集殿、土間殿、南神門と北神門である。 

 

表 3-1.奈良県橿原市、橿原神宮の和文詳細資料 

1 主祭神 神武天皇と皇后・媛蹈韛五十鈴媛（ヒメタタライスズヒメ）である。 

2 神社創建 明治 23（1890）年４月２日 

3 勧請神 

天照大神が天孫・瓊瓊杵尊に仰せになった「豊葦原の瑞穂国」は古代の日本国名

である。神武天皇が国内を統一なさり、畝傍山の東南・橿原の地に皇居を造られ、即

位の礼を行った所から、官幣大社・橿原神宮として御鎮座になった。 

4 祭 神 

第一代神武天皇と皇后の媛蹈韛五十鈴媛命である。神武天皇は、天照大神の天

孫・瓊瓊杵尊より四代目に当たり、正式には「神日本磐余彦火火出見天皇」である。

皇后の媛蹈韛五十鈴媛命は、素戔嗚尊／須佐之男命の子孫である大物主命の御

娘に当たる。 

5 社格等 官幣大社・勅祭社・別表神社  

6 例 祭 
例祭は 2 月 11 日の紀元祭で、勅使の参向がある。 

主な祭典として 4 月 3 日＝春季大祭、10 月 3 日＝秋季大祭である。 

7 宮 司 権宮司 山田 敬介 

8 鎮座地 〒634-8550 奈良県橿原市久米町 934 

9 交通手段 
橿原神宮前駅-近鉄南大阪線・橿原線・吉野線、 

畝傍御陵前駅-近鉄橿原線、 橿原神宮西口駅-近鉄南大阪線 

10 位 置 北緯 34 度 29 分 18 秒  東経 135 度 47 分 10 秒 

11 標 高 71ｍ 

12 電話・FAX 電話：0744-22-3271 

13 本 殿 
本殿、安政 2（1855）年）京都御所賢所（内侍所）の創建に際して移建した。本殿と文

華殿は重要文化財に指定されている。 

14 拝 殿 内拝殿（特別参拝）と外拝殿（一般の参拝） 

15 境 内 幣殿、儀式殿、神饌所、神楽殿、参集殿、土間殿、南神門・北神門、 

16 鳥 居 
第一鳥居は、表参道にあり、高さ 9.77m。第二鳥居は、表参道にあり、高さ 10.51m

である。 北の鳥居（北参道）と西の鳥居（西参道）の４基である。 

17 札所等 神仏霊場巡拝の道 33 番（奈良 20 番） 

18 橿原宮跡 
橿原宮畝傍山の東南にある。葛上郡と高市の境である。 

神武天皇が始めて本朝の国土を治めて宮都をここに造られた。『和漢三才図会』 

橿原神宮の表参道にある第一鳥居と第二鳥居の高さは、それぞれ 9.77ｍと 10.51ｍであります。 

表参道にある灯籠は 1 基に当たり金 300 万円であります。 

 

３-２.橿原神宮の英文由来と現在 

３-２-１. Worshipped god of of Kashihara-Jingu Shrine 
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The worshipped god is the first Emperor, the two pillars of Emperor Jinmu and the Empress· 
Himetatara-Isuzuhime of our founding founder. Empress · Himetatara-Isuzuhime is the empress of 
Emperor Jinmu. Himetatara-Isuzuhime of the empress hits a daughter of Ōmono-nushi which is a 
descendant of Susa-no-Mikoto. Emperor Jinmu already married Ahiratuhime in Miyazaki hyuuga 
city before "Tousei", and there were two children. After conquering “Yamato” Emperor Jinmu made the 
daughter of the local clan as the princess. The empress clan family was an area including Eastern Izumo 
(Matsue City, Shimane Prefecture) where it has a close relationship with steelmaking. 

 

３-２-２.Takamagahara to Kashihara-Jingu Shrine 

Emperor Jinmu is a legendary man in Nihon Shoki·Kojiki, the first emperor, is called Hatukuni-
shirasu-Sumera-mikoto. Emperor Jinmu is a great-grandchild of Ninigi which parachuted from 
Takama-ga-hara. Emperor Jinmu aimed for beautiful land in his brother, Ituse-Mikoto et al. and 
"Hyuuga", "Usa" · "Tikushi", "Seto Inland Sea" into "Seto Inland Sea" aiming for "Yamato". After that, 
Emperor Jinmu landed at Arasakatu of Kumano and aimed for one way "Yamato". On the way, 
Yatagarasu's guidance also entered "Yamato" at last. The difficulty accompanied Jimmy's way to go 
further. Kashihara, the sacred place of the founding nation, Japan's country is beginning. Nihon Oldest 
"Nihon Shoki", was written as the land of Japanese founding. Overcoming the unexpected hardships, 
Kashihara Jingū was founded at the foot of the southeast of Unebiyama. The year when you acceded 
as the first emperor is born before 2600 afterlives, and Jinmu is the era first year. Kashihara, also the 
birthplace of Japanese history and culture, can be said to be the origin of Japan. 
 
３-２-３. Kashihara-Jingu Shrine of the Meiji Era 

In 1862, a mausoleum in Emperor Jinmu is a present location and is the time of Bakumatsu. In 1877, 
a resident investigated Kashihara miyashi and applied for building of miyashihi and Kashihara-jinja 
construction from people. In 1888 local volunteer volunteers petitioned for the creation of a shrine 
fronting the Emperor Jinmu. In 1889, the government authorized the foundation in the place of 
Emperor Jinmu enthronement, and two of "kensho and Shinkaden" of Kyoto Imperial Palace were 
defeated as Shaden. In 1890, Kashihara-jingu Shrine palace was proclaimed. After removing and 
reconstruction had been completed, "southeast in" Unebiyama made the shrine title Kashihara-jingu 
Shrine, and it was affiliated with Kanpei-taisha. In 1900, enshrining festival was held and founded 
Kashihara-jingu Shrine. 

 

３-２-４. Kashihara-jingu Shrine of the Showa Era 

In 1940, as a project of a country commemorating the year 2600 AD, work service from various parts 
of the country was also joined, and the expansion project of the Miya area was carried out. Restoration 
of Honedn·Haiden (present kaguraden) and Heiden·naiheiden·geheiden·corridor and other attached 
building newly constructed. In 1945, after 120 years since the foundation, after the end of World War 
II, Kashihara-jingu Shrine also faced many difficulties in maintaining and maintaining as a shrine of 
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one religious corporation. Following the excitement of the national movement accompanying the 
enactment of the national holiday 'National Day of Founding', the number of worshipers also increased. 

Kashihara-jingu Shrine found a new mission as Japanese pabulum as a sacred place of the founding 
of a country in Japan. On February 11th in 1967 it became a national holiday as the "National Day of 
Founding Memorial Day". 

 

３-２-５. Architecture of Kashihara Jingu Shrine 
In 1940, Kashihara Jingu Shrine was developed and expanded the shrine and its attached buildings 

as a memorial project for 2600 AD. In 1855, Honden relocated kensho (Naishidokoro) of kyouto-gosho 
upon founding. Honden and Bunkaden are appointed to an important cultural property. Shinkaden 
was also dedicated as Haiden. In 1890, the first Emperor Jinmu reigned and built Kashihara-gu. The 
first torii is in Omote-sando and is 9.77m in height. The second torii is in Omote-sando and is 10.51m 
in height. It is four engines in the north torii (north-sando) and west torii (west-sando). Heiden, ritual 
ceremony, shrine place, kagura-den, Sanshuu-den, Doma-den, south shrine gate and north shrine gate. 

 

表 3-2.奈良県橿原市、橿原神宮の英文詳細資料 

1 Worshipped Gods Emperor Jinmu and the Empress·Himetatara-Isuzuhime 
2 Foundation Meiji 23(1890) year 

3 Enshrine God 

Amaterasu Ogami told Tenson·Ninigi-no-Mikoto Toyoashihara's Mizuho 
country "is an ancient Japanese name. Emperor Jinmu unified the domestic 
and made Imperial Palace in the southeast in Unebiyama place by 
Kashihara. From the place where the imperative Futa (Confucianism) was 
done, it became a sacred seat as kanpei-taisha・Kashihara Jingu. 

4 
Annual 
Festival 

Emperor Jinmu and the Empress· Himetatara-Isuzuhime. Emperor Jinmu is the 
fourth generation from Tenson·Ninigi-no-Mikoto of Amaterasu Ogami. It is 
officially "kamu-yamato-iware、real name/hikohohodemi-tennou". Himetatara-
Isuzuhime of the empress hits a daughter of Ōmono-nushi which is a 
descendant of Susa-no-Mikoto. 

5 Shrine Ranking kanpei-taisha・Chokusaisha・Beppyou-Shrine 

6 
Annual  
Festival 

An annual festival is an era festival on February 11, and a visit to the 
superior of Chokushi is here. As the main celebration, April 3rd = Spring Great 
Festival, October 3rd = Autumn Great Festival. 

7 Chief Priest Gonguuzi no shrine, Keisuke Yamada. 
8 Shrine Site  〒 634-8550 934, Kumecho, Kashihara-shi, Nara 

9 Transportation 
Kashihara-jingumae Station-Kintetsu South Osaka Line, Kashihara Line, 
Yoshino Line. Ryubadobimenmae Station-Kintetsu Kashihara Line, Kashihara 
Jinguma Nishiguchi Station-Kintetsu Minami Osaka Line 

10 Latitude  34°29'18" N 135°47'10" E 
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11 Elevation 71ｍ 

12 TEL TEL：0744-22-3271 

13 Front Shrine 
In 855, Honden relocated kensho (Naishidokoro) of kyouto-gosho upon 
founding. Honden and Bunkaden are appointed to an important cultural 
property. 

14 Haiden 
Internal worshipers (special worshipers) and worship houses (general 
worship) 

15 Keidai  
Heiden, ritual ceremony, shrine place, kagura-den, Sanshuu-den,Doma-
den, south shrine gate, north shrine gate. 

16 Torii 
The first torii is in Omote-sando and is 9.77m in height. The second torii is 
in Omote-sando and is 10.51m in height. It is four engines in the north torii 
(north-sando) and west torii (west-sando). 

17 Fudasyo Shinto and Buddha Sacred Ceremony Path No.33 (Nara 20) 

18 
Kashihara 
Kyuuato 

Kashihara-Kyuuato of Kashihara-Kyuu, Unebiyama is southeast, and is a 
boundary of Kuzujou-gun and Takaichi. Emperor Jinmu first ruled the land of 
this morning and built Miyako here. 

 

4.橿原神宮境内の建築物 

    

写真 4-1.神宮の第２鳥居 写真 4-2.神宮の第１鳥居 写真 4-3.感動する灯籠 写真 4-4.参道と灯籠 

 

写真 4-1 は神宮の第２鳥居、写真 4-2 は神宮の第１鳥居、写真 4-3 は基 300 万円灯籠である。写真 4-4 は参

道と灯籠である。初代神武天皇の橿原神宮は表参道にある第一鳥居と第二鳥居の高さは、それぞれ 9.77ｍと

10.51ｍであります。表参道にある灯籠は 1 基に当たり金 300 万円である。 

 

    

写真 4-5.皇紀年号 写真 4-6.参道の鳥居と灯籠 写真 4-7.天皇の巫女 写真 4-8.第１鳥居付近の灯籠 
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写真 4-5.皇紀年号、写真 4-6.参道には鳥居と灯籠、写真 4-7.天皇の巫女および写真 4-8.第１鳥居付近の灯

籠である。 

    

写真 4-9.橿原神宮の回廊を通過して内拝殿へ 写真 4-10.神宮の深田池 写真 4-11.外拝殿の屋根 

 

写真 4-9 は.橿原神宮の回廊を通過して内拝殿へ、写真 4-10 は神宮の深田池と写真 4-11 は外拝殿の屋根で

ある。 

 

   

写真 4-12.橿原神宮の本殿と幣殿 写真 4-13 は橿原神宮にある幣殿の横側にある玉砂利と参拝者 

 

写真 4-12 は橿原神宮の本殿と幣殿である。写真 4-13 は橿原神宮にある幣殿の横側にある玉砂利と参拝者で

ある。 

 
   

    

写真 4-14.奈良良県の橿原神宮宝物館にある刀、ライト、神武天皇像、白銀八角鏡、古代の木彫 
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写真 5-1.神武天皇の陵墓 

５.黎明期の陵墓、経緯度、標高と全長の数値解析 

５-１.初代神武天皇の陵墓 

畝傍橿原宮は、初代神武天皇、奈良県橿原市畝傍町で、北緯 34°29′22″・東経 135°47′46″であり、標

高 71ｍである。葛城高丘宮は、第 2 代綏靖天皇、奈良県御所市森脇で、北緯 34°26′34″・東経 135°43′

11″であり、標高 129ｍである。片塩浮孔宮は、第 3 代安寧天皇、奈良県大和高田市三倉堂参照しているで、北

緯 34°29′59″・東経 135°44′48″であり、標高 65ｍである。（写真は HP 参照） 

 

   

写真 5-2.初代神武天皇の石碑 写真 5-3.初代神武天皇の札舎 写真 5-4.初代神武天皇の鳥居 

 

写真 5-2 は初代神武天皇陵墓の石碑、写真 5-3 は初代神武天皇陵墓の札舎と写真 5-4 は初代神武天皇陵墓

の鳥居である。畝傍山（うねびやま）の北東の麓、橿原神宮に北接する神武天皇陵は、円丘で周囲は約 100m、高

さ 5. 5m の広い植え込みがあり、幅約 16m の周濠をめぐらせています。紀元前 660 年の 1 月 1 日（新暦 2 月 11

日）に橿原宮で即位し、初代の天皇になった。 

 

５-２.黎明期の天皇の陵墓  

表 5-１.黎明期（初代～9 代）の陵墓名 
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表 5-2.黎明期（初代～9 代）の経緯度、標高、陵高、全長 

 

 

表 5-１は、黎明期（初代～9 代）の陵墓名である。表 5-2 は、黎明期（初代～9 代）の経緯度、標高、陵高、全長で

ある。 
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表図 5-1.黎明期（初代～9 代）、陵墓の東経と北緯との関係 

 

黎明期（初代～9 代）の陵墓名について，東経と北緯の解析を行った。表図 5-1 は.黎明期（初代～9 代）、陵墓

の東経 135 度分秒と北緯 34 度分秒との関係図のデータである。黎明期（初代～9 代）の陵墓名について，東経

135 度の 41 度から 49 度までに陵墓していることが確認された。すなわち、7 代孝霊天皇から 5 代孝昭天皇、初代

神武天皇、 4 代懿徳天皇、3 代安寧天皇、 13 代成務天皇、神功皇后、11 代垂仁天皇、2 代綏靖天皇、8 代孝元

天皇、9 代開化天皇まである。 

 
他はその付近である。ここで、■表示は初代

神武天皇である。特に、1 代神武天皇の陵墓

付近は多くの陵墓があることに図解で鮮明に

確認された。図 5-1 は天理市内に分布してい

る古墳群は東経 135 度 50 分に多いことで、類

似点が見られた。黎明期（初代～9 代）の陵墓

名について，東経と北緯の解析を行った。図

5-1 の左は黎明期（初代～9 代）、陵墓の東経

135 度分秒のデータである。東経 135 度分秒と

御陵墓の関係を究明するため考察方法とし

て、次のような２変数（X と Y）の曲線回帰方程

式を与えられる。ここで、X は御陵墓で、Y は東

経 135 度分秒の値である。決定係数は R2であ

る。初代神武天皇の陵墓は左側で、近くに多

いことが確認できる。 

 

Y(東経 135 度分秒) = -0.119X2 +2.90X +31.721  ……決定係数(R2 =0.825) ………(5-1) 

 

図 5-1.天理市の古墳群の分布 
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図 5-2.黎明期（初代～9 代）、陵墓の東経（左図）と陵墓の北緯（右図） 

 

黎明期（初代～9 代）の陵墓名について，東経と北緯の解析を行った。図 5-2 の右は黎明期（初代～9 代）、陵

墓の北緯 34 度分秒のデータである。北緯 34 度分秒と御陵墓の関係を究明するため考察方法として、次のような２

変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は御陵墓で、Y は北緯 34 度分秒の値である。決定係数

は R2である。初代神武天皇の陵墓は左側で、近くに多いことが確認できる。 

Y(北緯 34 度分秒) = 0.040X2 +0.583X +26.40  ……決定係数(R2 =0.951) ………(5-2) 

 

  
表図 5-3.黎明期（初代～9 代）、陵墓と標高との関係 

 

黎明期（初代～9 代）の陵墓名について，標高の解析を行った。図 5-3 は黎明期（初代～9 代）、陵墓の標高（ｍ）

のデータである。標高と御陵墓の関係を究明するため考察方法として、次のような２変数（X と Y）の曲線回帰方程

式を与えられる。ここで、X は御陵墓で、Y は標高の値である。決定係数は R2である。初代神武天皇の陵墓の標高

は 73ｍで中間にあることが確認できる。 

Y(標高) = 4.014X +46.58……決定係数(R2 =0.825)……(5-3) 
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図 5-4.黎明期（初代～9 代）、陵墓の陸高（左図）と陵墓の全長（右図） 
 

図 5-4 は黎明期（初代～9代）、陵墓高さ（ｍ）のデータである。陵高と御陵墓の関係を究明するための考察方法

として、次のような２変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は御陵墓で、Y は陵高の値である。決

定係数は R2である。初代神武天皇の陵墓の標高は８ｍで小さいことが確認できる。 

Y(陵高) = -0.452X2 +7.309X -4.107…決定係数(R2 =0.947)…(5-4) 

黎明期（初代～9 代）の陵墓名について，標高の解析を行った。図 5-4 の右は黎明期（初代～9 代）、陵墓の全

長（ｍ）のデータである。全長と御陵墓の関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回

帰方程式を与えられる。ここで、X は御陵墓で、Y は全長の値である。決定係数は R2である。初代神武天皇の陵墓

の全長は 100ｍであることが確認できる。 

Y(全長) = 31.473 -24.655……決定係数(R2 =0.943)……(5-5) 

 

６.おわりに 

６-１.橿原神宮の祭神 

祭神は初代天皇で、我が国建国の始祖の神武天皇と媛蹈鞴五十鈴媛（ヒメタタライスズヒメ）皇后の２柱で

ある。媛蹈鞴五十鈴媛命は、神武天皇の皇后である。神武皇后は素戔嗚尊/須佐之男命の子孫である事代主命

（古事記には大物主命）の娘に当る。神武天皇は、東征以前の日向ですでに吾平津姫を娶り子供も二人いた。

皇后の出身氏族が、製鉄と深い関係がある東部出雲（島根県松江市、安来市、奥出雲町を含む）地域であった。 

６-２.高天原から橿原神宮へ 

神武天皇は、日本書紀・古事記に伝説上(定説)の人物で、初代の天皇で、始馭天下之天皇と称されている。神

武天皇は、高天原から天降った瓊々杵尊の曾孫である。天照大神の血を引く後の神武天皇が、豊かで平和な国

づくりをめざして、九州高千穂の宮から東に向かった。熊野の荒坂津に上陸して大和を目指した。途中、八咫烏

（ヤタガラス）らの導きもあってようやく畿内大和に入った。畝傍山の東南の麓に橿原宮を創建された。第一代天皇

として即位された年が、2,600 余年前に誕生し、紀元元年であり、橿原宮で即位。日本の歴史と文化の発祥の地で

もある橿原は、日本の原点とも言える。 

６-３.明治時代の橿原神宮 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E9%9B%B2
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明治 8（1875）年、奈良県は政府に対し、神武天皇即位の地である畝火山東南の橿原宮に創建を請願した。明

治 10（1877）年、橿原宮址を調査し、民間から宮址碑の建立や橿原神社建築を出願した。明治 21（1888）年、地元

民間有志より神武天皇をまつる神社創建を請願した。社号を「畝傍山東南」橿原神宮とし、官幣大社に列せられた。

明治 23（1890）年、御鎮座祭が執り行われ、橿原神宮を創建した。明治 44（1911）年、宮域の拡張整備と社殿の修

築・造営が行われた。 

６-４.昭和時代の橿原神宮 

昭和 15（1940）年、紀元 2600 年記念の国の事業として本殿・拝殿（現在の神楽殿）の修復と幣殿・内拝殿・外拝

殿・廻廊その他附属建物が新たに造営されました。昭和 20（1945）年、現在創建から 120 年余り、第二次世界大戦

の終結後、橿原神宮も一宗教法人の神宮として多くの困難に直面しました。橿原神宮は日本人の心の糧として、

日本建国の聖地とした。昭和 42（1967）年に 2 月 11 日は「建国記念の日」として国民の祝日となった。 

６-５.橿原神宮の建築物  

本殿は、安政 2（1855）年、建造した重要文化財で、京都御所の賢所（かしこどころ）を移築したものである。拝殿

として同じく神嘉殿（しんかでん）が献進されました。明治２３年（1890）に初代の神武天皇が即位し、橿原宮を建立し

た事を記念し、創建される。参道の鳥居は表参道の第一鳥居、高さ 9.77m、神橋（表参道）の二の鳥居、高さ 10.51m

で、北の鳥居（北参道）と西の鳥居（西参道）の４基である。境内では、本殿：1855 年（安政２年）建立の京都御所賢

所（内侍所）を創建に際して移建した重要文化財である。幣殿、内拝殿、外拝殿、儀式殿、神饌所、神楽殿、参集

殿、土間殿、南神門と北神門である。 

６-６.黎明期の経緯度の考察 
黎明期（初代～9代）の陵墓名について，東経と北緯の解析を行った。黎明期（初代～9代）の陵墓名について，

東経 135 度の 41 度から 49 度までに陵墓していることが確認された。初代神武天皇の陵墓付近は多くの陵墓があ

ることに図解で鮮明に確認された。天理市内に分布している古墳群は東経 135 度 50 分に多いことで、類似点が見

られた。東経 135 度分秒と御陵墓の関係を究明するため考察方法として、次のような２変数（X と Y）の曲線回帰方

程式を与えられる。ここで、X は御陵墓で、Y は東経 135 度分秒の値である。決定係数は R2である。初代神武天皇

の陵墓は左側で、近くに多いことが確認できる。 

Y(東経 135 度分秒) = -0.119X2 +2.90X +31.721  ……決定係数(R2 =0.825) ………(5-1) 

６-７.黎明期の陵墓の標高 

標高と御陵墓の関係を究明するため考察方法として、次のような２変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。

ここで、X は御陵墓で、Y は標高の値である。決定係数は R2である。初代神武天皇の陵墓の標高は 73ｍで中間に

あることが確認できる。Y(標高) = 4.014X +46.58……決定係数(R2 =0.825)……(5-2) 
６-８.黎明期の陵墓の陸高 

陵高と御陵墓の関係を究明するため考察方法として、次のような２変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。

ここで、X は御陵墓で、Y は陵高の値である。決定係数は R2である。初代神武天皇の陵墓の標高は８ｍで小さいこ

とが確認できる。Y(陵高) = -0.452X2 +7.309X -4.107…決定係数(R2 =0.947)…(5-3) 

６-９.黎明期の陵墓の全長 
全長と御陵墓の関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられ

る。ここで、X は御陵墓で、Y は全長の値である。決定係数は R2である。初代神武天皇の陵墓の標高は 100ｍであ

ることが確認できる。Y(全長) = 31.473 -24.655……決定係数(R2 =0.943)……(5-4) 
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別表.橿原神宮と地域の歴史 

和歴 西暦 内   容 

文久 03 1863 神武天皇の御陵が、現在地である。 

明治 8 1875 
奈良県は教部省に対し、神武天皇即位の地である畝火山東南の橿原宮の旧地に、神宮

創建を請願した。 

明治 10 1877 橿原宮址を調査し、民間から宮址碑の建立や橿原神社建築を出願した。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/
http://jingu125.info/
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明治 21 1888 
橿原宮跡の考証に、地元県会議員より神武天皇をまつる神社創建を政府に請願した。 

明治天皇は、嘉賞せられ京都御所の賢所と神嘉殿、また多額の御手元金を下された。 

明治 22 1889 
神武天皇即位の地に創建を認可し、社殿として京都御所の賢所と神嘉殿の 2 棟が下された。 

明治天皇は、社殿として京都御所の内侍所及び神嘉殿を奉献された。 

明治 23 1890 
移築後。社号を「畝傍山東南」橿原神宮とし、官幣大杜して御鎮座した。御鎮座祭が執行さ

れ、「教育勅語」渙発した。神武天皇即位紀元 2550 年に当たる。神宮創建年 

明治 44 1911 宮域の拡張整備と社殿の修築・造営が行われた。 

昭和 15 1940 

121 万人余りが参加した建国奉仕隊、献木宮域の造成に約 7 万 6,000 本余の樹木。紀元 2600

年奉祝紀元節大祭には、昭和天皇が同神社に行幸し、秋には日本各地で紀元 2600 年奉祝

式典が挙行された。参拝者は約 1000 万人に達したという。現在でも皇族の参拝がある。 

昭和 20 1945 
〜現在創建から 120 年余り、昭和 20（1945）年の第二次世界大戦の終結後、橿原神宮も一宗

教法人の神宮として、維持経営上多くの困難に直面しました。 

昭和 51 1976 本殿・拝殿造替・長寿殿竣工（3 月） 

平成 10 1998 御造営１１０周年・合祀９０周年記念式典・事業 

平成 24 2012 御鎮座１１０周年大祭・事業(４月 14・１５日) 

 

 

 

別地図.橿原神宮境内のマップ 
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