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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 " Kumano Hongū Taisha " which is Tanabe-shi, Wakayama.  
A country of Kumano is an area consisting of South Wakayama and South Mie. Amenohoakari-no-

mikoto occupying the district at the south end of Kii peninsula is the ancestral god who ruled the ground 
of Kumano in the ancient times. Kumano 99 princes passes "Settu-izumi" more than Kyoto, and there 
is organized every king child company (Shrine) on a route in kumanomoude. Distribution of Kumano 
shrine distributed throughout the country is 500 or more.  

Worshipped Gods is Ketumimiko-no-Ookami (Susanoo-no-Mikoto). From the fact that the deity 
festival is settled on the twelfth, it is also respected as Kumano twelve-shrine. Enshrined deity 
(Saizin) is as follows. The first hall is Nishino-gozen (ketuguu) Izanami-no-ookami (kotosaka-no-
ookami). The spring festival's festival festival is as follows. That is, April 13 is yunobori-shinzi and 
miyahara shrine. April 14th is Hunetama Festival, Tenzin Festival and Eve of Festival. April 15th is 
Honden Festival, Mikoshi-Togyo Festival and Onda Festival. 

Torimon is a three-legged Yatagarasu, also Shinshi. Yatagarasu had enthusiastic faith as a traffic 
guardian from the auspicious kumano-tori led safely when first emperor Jimmu-tousei. 
Takamimusuhi-no-kami sent Yatagarasu from heaven, and first emperor Jimmu was led to Kashihara 
of the Yamato ". 

In the year 1889, Kumano Hongu Taisha was in Nakasu of the Kumano River until it was shed by 
the flood. After the Meiji era, the forest was abruptly cut down, so that the water retention capacity 
of the forest was lost, a large flood was caused, and the old company's house was damaged. 
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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。本稿は、和歌山県田辺市、社格としての官幣大社・別表神社である熊野本宮大社の地域である。 

地域は北緯 33 度 50 分 26 秒と東経 135 度 46 分 25 秒で、標高は 58.1m である。主祭神は、素戔嗚尊（家都美

御子大神）である。熊野本宮大社は古来より神仏習合の社で、本地仏は阿弥陀如来をお祀りし、中世には多くの

人々が熊野へ集まった。新宮市にある速玉大社は薬師如来のパワ-で前世の救済である。和歌山県東牟婁郡那

智勝浦町にある熊野那智大社は千手観音のパワ-で現世の利益である。熊野本宮大社は阿弥陀如来のパワ-に

よって来世の加護を頂く事ができると伝えられる。平成 16（2004）年には「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界文

化遺産に登録された。 

御祭神として、上四社において、第一殿の祭神は伊邪那美大神（熊野牟須美大神ｸﾏﾉﾑｽﾐ)、事解之男神（ｺﾄｻ

ｶﾉｵ）で、第二殿の祭神は伊邪那岐大神と速玉之男神で、第三殿の祭神は本社の家都美御子大神（ｹﾂﾐｺ）（素

戔嗚尊）で、第四殿の祭神は天照大神である。中四社（別社地に石祠を造営し合祀。）において、第五殿の祭

神は忍穂耳命で、第六殿の祭神は瓊々杵命で、第七殿の祭神は彦火火穂々出見命で、第八殿の祭神は鵜葺

草葺不合命である。     

摂末社は、産田社（伊邪那美命荒魂）、滝姫神社（湍津姫命）、八咫鳥神社（武角見命）、大国主神社（大国

主命）、須勢理姫神社（須勢理姫命）、祓戸天神社（天児屋根命）、海神社（底津綿津見命・中津綿津見命・上

津綿津見命）、高倉下神社（高倉下命・穂屋姫命）、御所開神社（天手力男命）、市杵島神社（市杵島姫命）、真

名井社（天村雲命）、月見岡神社（天照大神・月読命）と音無天神社（少彦名命）の 13 社である。  

熊野本宮大社は、壮大なる熊野の山・川は申すまでもなく「大斎原」を発信基地として熊野の大神の御神徳を

得ている。我が国最高の鳥居は、神と自然と人が共にある様、皇紀 2661 年に、熊野大神の御神徳が千木高く厳

然として誇りますよう平成 12（2000）年に完成（高さ：約 34ｍと幅約 42ｍ）した。 

熊野本宮大社の周辺は多くの河川と山によって古代国家の文化開発の基礎を繰り広げた地である。我々は、

そうした歴史背景を抑えつつ、全国の大社と近畿地方の大社について位置の経緯度や標高の詳細なデータ解

析を行った。さらに文献等によって神宮や神社および周辺の歴史、伝承地の由来についても調査研究を行った。

本稿は、国家の命運を決定づけた舞台としての熊野本宮大社を多角的にとらえた実証研究の報告である。住民



発達史や環境変遷史との関わりで、神社がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要である。

今後の研究課題として、神社の保全と環境問題などについて所見を整理したい。さらに、短時間の調査であった

ため、未解明の事項が少なくない。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整

理した。国際化時代に相応すべく、神社の由来については多国語（日本語・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.熊野本宮大社の資料 

２-１.神紋 鳥紋（三本足の八咫鳥）熊野本宮大社 

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。神武天皇（磐余彦命）が、熊野か

ら大和国へ侵攻するとき、深く険しい山

越えを天照大神が遣わした３本足の八

咫鳥の案内で、無事に大和にはいることができたという。八咫鳥は熊野那智大社に戻り、石になったという鳥石

が残っている。また、三本足とは熊野三党（宇井・鈴木・榎本）を表すとも云われ、智・仁・勇、また、天・地・人の

意を表すとも云う。また、奈良県宇陀郡榛原町にもこれを祀った八咫鳥神社がある。 

 
２-２.旧社地の移転別社地、大斎原 

 太古より熊野牟婁郡音無里（本

宮町本宮）大斎原（おおゆのは

ら）に鎮座した。明治２２（1889）

年、熊野川未曾有の大洪水の

際、上中下各四社の内上四社を

除く外、非常な災害をこうむっ

た。明治２４（1891）年３月、現地

に遷し、従来の地を別社と称し、

その所に仮に石祠二殿を造営

し、西方に中四社下四社、東方

に元境内摂末社を合祀した。熊野本宮大社は阿弥陀如来のパワ-によって来世の加護を頂く事ができると伝え

られる。平成 16（2004）年には「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界文化遺産に登録された（写真 2-1）。 

  

写真 2-1.八咫鳥由来 写真 2-2.鳥紋（三本足八咫鳥） 

 
 

写真 2-1.霊場と参詣道」として世界文化遺産に登録 



 

   
写真 2-2.旧社地（大斎原）、国の指定史跡の名称、掲示板、史跡碑 

 
写真 2-2 は旧社地（大斎原）、国の指定史跡の名称、掲示板、史跡碑である。熊野本宮大社は熊野三山の一

つで、熊野川と音無川の合流地点で、参道の階段上にある。熊野本宮大社は河原の森に、古社地（大斎原）が

あり、明治 22（1889）年６月、洪水で 12 社あった社殿のうち流出を免れた上四社が現社地へ移った。中四社・下

四社は大斎原の小祠へ祀った。旧社地は河原にあった。神紋も貴船と同じ三つ巴だ。八咫烏は熊野神の使い。

家都美御子を本殿とする説と熊野牟須美を本殿とする説があるようだ。家都美御子を本殿とすると、若宮に天照

大神が祭られているのはおかしな話だ。もとは若一王子と呼ばれていたようである。 
 
2-3.九十九王子社と分社の勧請 

有名な熊野九十九王子は、熊野詣の道中、

熊野の御子神を祀り、難行苦行の信仰の道を

つなぐ為に設けられた神社である。京都より

摂津和泉を過ぎ当国に入り田辺より近露を

経て当地に至る沿道に諸王子社があり、古く

は、末社と称せられたが、後世九十九王子社

の多くは、衰微して、僅かに地名のみで、そ

の遺蹟を止めている現状である（図 2-1）。 
全国に分布する熊野神社の分社は、五千社余

ある。勧請せられた原因は次の三つである。

熊野九十九王子は、多くは衰微してわずかに地名のみその遺跡を留めている。①当社全国の神領域に、②祠

官の移住に。③熊野信仰によって勧請せられたものである。 
昔、インドの摩訶陀（ﾏｶﾞﾀﾞ）国の善財王には１０００人の后がいた都の西端の五哀殿に住む一番の醜女、善法

女御は、王の訪問がなく嘆いていたが、千手観音を逝えて祈ったところ、そのご利益で絶世の美女になった。そ

の後、王は善法女御のもとに入りびたることになる。９９９人の后は、これを憎く思い、色々と画策するが失敗する

が、ついに妊娠している善法女御を后達は、偽りの王の命令書を作り、６人の武士達を使い、山中で暗殺する。

死の直前に産まれた王子は血の匂いを嗅ぎ付けて、近づいてきた 12 頭の虎に守護される。 

 
図 2-1.田辺市内の熊野古道王子の神社 



13 年後、喜見上人（ｷｹﾝｼｮｳﾆﾝ）は、十羅刹女の告げにより、山中で王子を発見し、12 頭の虎達をなだめて、

連れ帰り、王子が７歳になった誕生日に善財王のもとへ連れ参上する。王は、これを嘆かれ、他の后達のいる宮

には帰りたくないと、国を離れる決意をし、五本の剣を取り出し投げて行き先を占うと、小さな日本秋津島に飛ん

で行き、第一の剣は紀伊国牟婁郡（神蔵）に、第二の剣は筑紫国英彦山に、第三の剣は陸奥国中宮山に、第四

の剣は淡路国和に、第五の剣は伯耆（ほうき）国大山に留まった。王、王子と上人の三人を乗せた飛び車も剣に

ついて飛んできて、最初は英彦山へお着きになり、そして五箇所を転々とし、紀伊の国に落ち着いたのが熊野権

現である。ちなみに、後を追ってきた９９９人の后は赤虫になった。 『神道集』では、本殿は喜見上人、西の御前

は善法女御、若一王子は善財王の御子、中の御前が善財王となっており、喜見上人が最上位にある。 

 
2-4.神宝及文書 

熊野に関する文学書、文書、記録は、正史を始めとして多いが、御本殿に蔵せられた古文書、宝物等の多か

ったことは、想像に難くない。杜殿の宝物目録によっても、旧神宝の多かったことが、知られますが寛正、永録、

明和年間の三度の大災及び明治２２（1889）年熊野川の大洪水で、殆んど焼亡流失し、今日、蔵する古文書、記

録、宝物類の少ないことは、甚だ遺憾である。 

 

２-５.熊野詣に栄えた日本最古の湯 

湯の峰温泉は４世紀ごろに熊野の国造、大阿刀足尼が発見。開湯

1800 年。日に７回も湯の色が変化する天然温泉の岩風呂「つぼ湯」は

参詣道の一部として世界遺産に登録されている。周辺には、九十九王

子の湯峯王子や、小栗判官伝説の史跡各所。つぼ湯が流れる河川壁

面。図 2-2 は湯峰温泉(湯筒)～湯の峰王子～月見の丘神社～大日越

登り口～大斎原～大鳥居～熊野本宮大社である。 

 

２-６.熊野大権現 

当宮は熊野三山（本宮・新宮・那智）の首位で、 全国にある熊野神

社の総本宮で、熊野大権現である。御主神は、家都美御子大神（素戔

嗚尊）といい、 樹木を支配される神で、紀国（木ノ国）の語源である。大

神は植林を御奨励になり造船の技術を教えられて外国との交流を開かれ生命の育成発展を 司られた霊神で第

１０代崇神天皇の御代に熊野連が当地に社殿を 造営して鎮祭したと伝えられる。奈良朝のころから修験の行者

が頻繁に、ここに出入りして修行し、ますます神威が広くなった。延喜 7 年（約 1000 年前） 宇多法皇の御幸をは

じめ約 300 年にわたり法皇、上皇、如院の御幸は実に百数 10 回に及びました。 

  これと前後して当時の神仏習合によって御主神を阿弥陀如来と言って尊び、日本一といわれた霊験を仰ごうと

する参詣者は全国 各地から熊野の深山幽谷を埋め「蟻の熊野詣」とか「伊勢に七度、熊野に三度、どちらが欠

けても片参り」などと謳われるとともに全国に御分社を祭り、その数は現在約五千数社を数えている。その後、源

平の争乱、承久の変、南北朝の戦乱と、さまざまな変災の渦中にありながら、人心の信仰はますます高まり、当宮

の神威は 熊野牛王（おからす様）の神符とともに、全国に伝播して明治時代にいたった。 

 
図 2-2.湯峰温泉～熊野本宮大社 



3.熊野十二所権現と神事 

➀上四社の第一殿（相殿）は、西御前（にしのごぜん）・西宮（結宮）で、祭神はｲｻﾞﾅﾐﾉｵｵｶﾐ：伊邪那美大神、

（ﾌｽﾐｵｵｶﾐ：夫須美大神）・ｺﾄｻｶﾉｵｵｶﾐ：事解之男神である。本地仏は千手観音である。国土の基礎を築き、多く

の神々を生んだ、伊邪那岐大神様の夫婦神である。亡くなった大神様は「黄泉国」に鎮まるが、『日本書紀』に

「紀州熊野の有馬」が大神様のお隠れになった地と記され、三重県熊野市有馬の花窟神社が、伊邪那美大神様

の御墓である。伊邪那岐大神様は黄泉国に伊邪那美大神様に逢いに来られ、互いにあるお約束事をされた時

に、発した言葉の中から生まれた神様である。 

②上四社の第二殿（相殿）は、中御前・中宮（速玉宮）で、祭神はｲｻﾞﾅｷﾞﾉｵｵｶﾐ：伊邪那岐大神とﾔﾀﾏﾉｵｵｶﾐ：

速玉大神である。本地仏：薬師如来である。伊邪那岐大神と速玉大神は、国土の基礎を築き、多くの神々を生ん

だ、伊邪那美大神様の夫婦神である。伊邪那岐大神様が伊邪那美大神様に逢いに黄泉国熊野に来られ、後に

黄泉国の穢れを禊により祓い、唾を吐き合う儀式の中から天照大神・月読尊・素盞嗚尊の三貴子を生んだ神様で

ある。 

③上四社の第三殿（本社）は、證証殿・丞相（家津王子）で、祭神はｹﾂﾐﾐｺﾉｵｵｶﾐ：家都美御子大神とｽｻﾉｵﾉﾐｺ

ﾄ：素戔嗚尊である。本地仏は阿弥陀如来である。素戔嗚尊は御身の御毛を抜いて、種々の木を育成させた事に

より、木の神と称えられ、木（紀）の国の名の起こりは大神様の御神徳によるものと伝わる。 

 

表 3-1.熊野十二所権現、社殿、祭神と本地仏 

 

 



④上四社の第四殿は若宮で、祭神は天照大神で、伊勢神宮の内宮と同じ神様である。本地仏は十一面観音

である。天照大神は伊邪那岐大神様が黄泉国の穢れを禊により祓った際、左の目を洗った時に燦然と輝いた光

と共に生まれ、高天原を治め、皇室の皇祖神として仰がれている美しい女神様である。 

⑤中四社の第五殿は禅児宮で、祭神はｵｼﾎﾐﾐﾉﾐｺﾄ：忍穂耳命である。忍穂耳命は天照大神様の長子である。

本地仏は地蔵菩薩である。天照大神様に素盞鳴尊様が天の安河で、邪心の無い事を誓約した時、天照大神様

の左の髪に付けた勾玉をすすぎ洗ったとき生まれた神様で、天照大神様に命じられて豊葦原の瑞穂国（日本) 

に降臨する準備をされた。 

⑥中四社の第六殿は聖宮で、祭神はﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ：瓊々杵尊である。本地仏は龍樹菩薩である。瓊々杵命は忍

穂耳命様の御子である。天照大神様に豊葦原の瑞穂国を統治するよう命じられて、父、忍穂耳命様に代わって

降臨し、国の基礎を築いた神様である。 

⑦中四社の第七殿は児宮で、祭神はﾋｺﾎﾎﾃﾞﾐﾉﾐｺﾄ：彦火火出見尊である。本地仏は如意輪観音である。身ご

もった木花開耶媛命様が、正しく瓊々杵命様の子であると証明する為に、母屋に火をつけ、燃え盛る炎の中で三

人の子を産んだ中の末子で、彦火火出見命と申し別名を山幸彦と呼ばれ、兄の海幸彦（火照命）の釣針を無くし

た事に始まる神話は有名である。 

⑧中四社の第八殿は子守宮で、祭神はｳｶﾔﾌｷｱｴｽﾞﾉﾐｺﾄ：鵜葺草葺不合命である。本地仏は聖観音である。

穂々手見命様が兄の釣り針を探す為に大綿津見神の国へ行った時に結ばれた豊玉毘売命が産気づいたので、

産屋を急造したが、屋根に鵜の羽を葺き終わらないうちに産まれたので、鵜葺草葺不合命様と言う名が付いた。 

育ての親である母の妹の玉依毘売命と結婚して、四人の子を得たが、四番目の子が神倭伊波礼毘古命で、後の

神武天皇である。 

➈下四社の第九殿は一万十万で、祭神は、ｶｸﾞﾂﾁﾉﾐｺﾄ：軻遇突智命である。本地仏は文殊菩薩・普賢菩薩で

ある。火の神の伊邪那美大神様は、火の神軻遇突智命様を生む事により御亡くなりになられた。 

⑩下四社の第十殿は米持金剛で、祭神は、ﾊﾆﾔﾏﾋﾒﾉﾐｺﾄ:埴山姫命である｡本地仏は毘沙門天である｡土の神で 

伊邪那美大神様がお亡くなりになる間際に、生まれた神様、弥都波能売命である。 

⑪下四社の第十一殿は飛行夜叉で、祭神は、ﾐﾂﾞﾊﾉﾒﾉﾐｺﾄ：弥都波能売命である。本地仏は不動明王である。水

の神、伊邪那美大神様がお亡くなりになる間際に、生まれた神様である。  

⑫下四社の第十二殿は勧請十五所で、祭神は、ﾜｸﾑｽﾋﾞﾉﾐｺﾄ：稚産霊命である。本地仏は釈迦如来である。稚

産霊命は穀物の神・農業の神である。伊邪那美大神様がお亡くなりになる間際に、生まれた神様とも、軻遇突智

命・埴山姫命二神の御子とも言われる。 伊勢神宮外宮の御祭神豊受大神様は、稚産霊命様の御子神である。 

熊野坐大神の御鎮座の年代は文献に明白でないが、神武天皇御東征以前には、既に御鎮座になった。第１０

代崇神天皇６５（前 33）年に社殿が、創建されたと「神社縁起」「帝王編年記」「皇年代略記」等に記載。熊野三山

の新宮は第１２代景行天皇５８（128）年に社殿が造営されたと「皇年代略記」「延喜式神名帳」に、那智大社は、

仁徳天皇の御代御鎮座と「熊野略記」「古今皇代図」に記載。熊野大神を斎まったのは熊野連、尾張連で、氏族

は饒速日命の子、高倉下の子孫である。最近の造営は第 119代光格天皇（1779-1817）時代の享和 2（1802）年、

本社、第一殿、第二殿、同文化７（1810）年第四殿造営将軍徳川家斎公国守権中納言源朝臣治宝郷、奉行は、

享和の年は安藤順輔、久野近江守輝純、文化の年は水野飛弾守忠奇、渡辺生水正載綱にて御造営がすすめら

れたのが現在の社殿である。熊野大神を祀ったのは、熊野国道家でこの氏族は天照大神の孫、饒速日命（名を



天火明命）の子孫で物部氏の祖先に当る。饒速日命の子孫が味饒田命に当たり、さらに２世を経て、第１３代成

務天皇（131－191 年）時代に国造りを賜って以来、ご子孫が代々大神に奉仕し、江戸時代の末まで及んだ。表

3-2 は熊野本宮大社の年間祭行事のないようである。 

 

表 3-2.熊野本宮大社の年間祭行事 

 

 

４.熊野本宮大社の由来（和英文） 

４-１.熊野本宮大社の由来と現在（和文） 

１.起源と創建：熊野の国は、現在和歌山県と三重県の両県にまたがり東、西、南、北牟婁郡の四郡を言う。天火

明命（ｱﾒﾉﾎｱｶﾘﾉﾐｺﾄ）は、古代、熊野の地を治めた熊野国造家の祖神である。天火明命の息子である高倉下（ﾀｶ

ｸﾗｼﾞ）は神武東征に際し、熊野で初代神武天皇に天剣「布都御魂（ﾌﾂﾉﾐﾀﾏ）」 を献じてお迎えした。熊野本宮

大社（旧官幣大社熊野坐神社）は、熊野三山（本宮、新宮、那智）の首座として熊野信仰の総本山である。創建

は不明（第 10 代伝崇神天皇、B.C.33 年?）である。 



２.伝承と勧請・誓約（ちかい）の神：有名な熊野九十九王子は、京都より摂津和泉を過ぎ当国に入り田辺よ

り近露を経て、当地に至る沿道に諸王子社ある。全国に分布する熊野神社の分社は、500 以上である。勧

請せられた原因は、①当社全国の神領域、②祠官の移住、③熊野信仰によって勧請せられた。九十九王子

社の多くは、衰微して地名と遺蹟のみである。誓約（ちかい）の神として、天照大神と天安河を挟み誓約と約

をされ、後世烏文字を用いた熊野牛王神符が誓約に用いた起請文である。 

３.祭神と例祭：主祭神は、家都美御子大神（須佐之男命）である。十二殿に御祭神が鎮座ますことから、熊野十

二社権現とも仰がれている。祭神は西御前（結宮）熊野牟須美大神(伊弉冉大神)事解之男神。中御前（速玉宮）

速玉之男神。本殿（證証殿）家都美御子大神。東御前（若宮）天照大神である。例祭は春例大祭：４月１３日：湯

登神事（ゆのぼりしんじ）、宮腹神事。４月１４日：船玉祭、袚戸天神祭、前夜祭。４月１５日：本殿祭、神輿渡御祭、

御田祭である。 

４.神紋・鳥紋(３本足の八咫烏) ：八咫烏（やたがらす）として有名で、神武天皇御東征の時、熊野鳥が大和へ

無事先導した縁起から交通守護人として熱烈な信仰があった。時を併せて高御産巣日神（タカミムスヒノカミ）

は天より八咫烏を遣わし、神武天皇を大和の橿原まで導かれました。太陽の使いとされる八咫烏を神使と

することから太陽神であるという説や、中州に鎮座していたことから水神とする説、または、木の神とする説などが

ある。 

５.水害と復興：明治 22（1889）年、大洪水で流されるまで社地は熊野川の中州にあった。明治以後、山林の伐

採が急激に行われたことにより山林の保水力が失われ、大規模な洪水が引き起こされ、旧社地の社殿は破損し

た。明治 22（1889）年の未曽有の大水害により社殿のうち中・下社が倒壊し、現在地に上四杜のみお祀りする。他

八社は石祠として、旧社地大斎原（おおゆのはら）にお祀りし、現在に至っている。 

６.建築物の社殿と鳥居：社殿は崇神６５年、第１０代崇神天皇の時代に創建されたと『皇年代略記』や『神社縁

起』に記載。熊野坐大神の御鎮座の年代は、神武東征以前には既に御鎮座になったと云われる。熊野本宮大社

は上・中・下社の三社から成るため、熊野三所権現と呼ばれる。奈良朝から熊野権現として信仰され、十二殿に

御祭神が鎮座してから熊野十二社権現とも仰がれる。真ん中にある月が「我は證誠大権現（家都美御子大神＝

素戔嗚尊）であり、両側の月は両所権現（熊野夫須美大神・速玉之男大神）である。本殿の様式は、入母屋造

（第一殿・第二殿）、切妻造（正面）・入母屋造（背面）（第三殿・第四殿）である。 

平成 12（2000）年、旧社地の中州は「大斎原」（おおゆのはら）と呼ばれ、日本一高い大鳥居（高さ 33.9m、横

42m、鉄筋コンクリート造）を建立した。さらに、新社地にもある。 

７.文化財：温泉守護人：建造物の重要文化財は、熊野本宮大社第一殿・第二殿（西御前・中御前）、熊野本宮

大社第三殿（証誠殿）、熊野本宮大社第四殿（若一王子）である。美術工芸品の重要文化財は、木造家都美津

御子大神坐像、木造速玉大神坐像 、木造夫須美大神坐像、附 木造天照大神坐像と鉄湯釜である。史跡の重

要文化財は、熊野三山、大斎原（本宮大社旧社地）である。第 13 代成務天皇（131-191）の御代の饒速日命の五

星尊大川と足天、舎人温泉を発見以後、最屋（湯屋）を建て熊野本官の潔斎場となる之が湯峰温泉であり、全国

の温泉場には湯野権現として温泉守護神とあがめられている。 

 

表４-1.和歌山県、熊野本宮大社の和文詳細資料 

1 主祭神 家都美御子大神（ｹﾂﾐﾐｺﾉｵｵｶﾐ。別名：ｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ） 



2 神社創建 伝崇神天皇 65 年。 

3 勧請神 

有名な熊野九十九王子は、京都より摂津和泉を過ぎ当国に入り田辺より近露を経

て当地に至る沿道に諸王子社ある。全国に分布する熊野神社の分社は、5000 社以

上である。勧請せられた原因は、①当社全国の神領域、②祠官の移住、③熊野信仰

によって勧請せられた。 

4 祭 神 
西御前（結宮）熊野牟須美大神(伊弉冉大神)事解之男神。中御前（速玉宮）速玉之男

神。本殿（證証殿）家都美御子大神。東御前（若宮）天照大神 

5 社格等 旧社格：式内社（名神大）、官幣大社（現、神社本庁の別表神社） 

6 例 祭 
春例大祭：4 月 13 日：湯登神事（ゆのぼりしんじ）、宮腹神事。4 月 14 日：船玉祭、袚戸

天神祭、前夜祭。4 月 15 日：本殿祭、神輿渡御祭、御田祭。 

7 特殊祭 

特殊祭典竝特殊神事として、開寅祭・元旦。八咫烏神事：1 月 7 日。お粥祭：1

月 15 日。木苗祭：4 月 29 日。萬灯祭：8 月 15 日。月見岡・神社祭：旧正月 28

日、旧 5 月 28 日、旧 9 月 28 日。御籠木祭：12 月 10 日。 

8 宮 司 九鬼家隆 現・熊野本宮大社宮司/宗隆の長男 

9 鎮座地 和歌山県田辺市本宮町本宮 1100  

10 交通手段 ＪＲ紀勢本線新宮駅下車、バス「本宮大社前」下車すぐ 

11 位 置 位置：北緯 33 度 50 分 26.1 秒 東経 135 度 46 分 24.5 秒 

12 標 高 58.1ｍ 

13 電話・FAX TEL 0735-42-0009 FAX 0735-42-0753 

14 本 殿 入母屋造（第一殿・第二殿）、切妻造（正面）・入母屋造（背面）（第三殿・第四殿） 

15 摂末社 

産田社、滝姫神社、八咫烏神社、大国主神社、須勢理媛神社、祓戸天神壮、海神壮、

高倉下神社、御所開神社、市杵島神社、真名井社、月見岡神社、音無天神社の１３神

社である。  

16 鳥 居 
平成 12（2000）年、旧社地の中州は「大斎原」と呼ばれ、日本一高い大鳥居（高さ

33.9m、横 42m、鉄筋コンクリート造）を完成した。さらに、新社地にもある。 

18 札所等 札所等：神仏霊場巡拝の道第 4 番（和歌山第 4 番） 

 

４-2.熊野本宮大社の由来と現在（英文） 

1. Origin and Foundation: A country of Kumano is an area consisting of South Wakayama and South 
Mie. Amenohoakari-no-mikoto occupying the district at the south end of Kii peninsula is the ancestral 
god who ruled the ground of Kumano in the ancient times. Takakurazi, the son of Amenohoakari-no-
mikoto, welcomed Kusanagi "Hutu-no-mitama" to the first Emperor Jimmu in Kumano for "Zinmu-
Tousei". Kumano HongūTaisha is the head temple of a Buddhist sect of the Kumano faith as a head of 
Kumano Miyama (Hongu, Shingu, Nachi). The foundation is unclear (10th Emperor Sujin(B.C.33 year?). 

2. God of Tradition, Invitation and God of Covenant: Kumano ninety-nine prince passes "Settu- 
izumi" more than Kyoto, and there is organized every king child company (shrine) on a route in 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B9%9D%E9%AC%BC%E5%AE%B6%E9%9A%86&action=edit&redlink=1


kumanomoude. Distribution of kumano shrine distributed throughout the country is 500 or more. The 
cause of enshrined is the divine area of the whole country, the migration of the shrine and Kumano 
faith. Much in Kumano ninety-nine prince shrine decays, and is only a place name and ruins. As a 
god of covenant, pledged between amaterasu-oomikami and amanoyasugawara, kishoumon used 
"kumano-goouhu" using a posthuman "karasu character" by pledge. 
3. Enshrined Deity and Annual Festival: Worshipped Gods is Ketumimiko-no-Ookami (Susanoo-
no-Mikoto). From the fact that the deity festival is settled on the twelfth, it is also respected as 
Kumano twelve company. Enshrined deity (Saizin) is as follows. The first hall is Nishino-gozen 
(ketuguu) Izanami-no-ookami (kotosaka-no-ookami). The second hall is naka-no-gozen (Hayatama-
guu) Hayatama-no-ookami. The third hall is Honden (shoujou-den) Ketumiko-no-ookami. The fourth 
is the higashi-no-gozen (waka-miya) Amaterasu-ookami. 

The spring festival's festival festival is as follows. That is, April 13 is yunobori-shinzi and miyahara 
shrine. April 14th is Hunetama Festival, Tenzin Festival and Eve of Festival. April 15th is Honden 
Festival, Mikoshi-Togyo Festival and Onda Festival. 
4. God Crest and Messenger of God: Torimon is a three-legged Yatagarasu, also Shinshi. 
Yatagarasu had enthusiastic faith as a traffic guardian from the auspicious kumano-tori led safely 
when first emperor Jimmu-tousei. Takamimusuhi-no-kami sent Yatagarasu from heaven, and first 
emperor Jimmu was led to Kashihara of the Yamato. There is the theory that it is "the sun god" from 
Yatsugarasu which is regarded as the use of the sun as Shinshi, the theory that it is "water god" 
because it was settled in Nakasu, or the theory that it is "tree god". 
5. Flood Damage and Reconstruction: In the year 1889, Kumano Hongu Taisha was in Nakasu of the 
Kumano River until it was shed by the flood. After the Meiji era, the forest was abruptly cut down, so that 
the water retention capacity of the forest was lost, a large flood was caused, and the old company's house 
was damaged. During the Meiji 22 (1889), major and minor companies of the shrine collapsed due to the 
flood of "Mizou", and only four citizens are enshrined in the current location. The other eight shrines have 
been deified to Ooyunohara in the former company as a stone shrine, and have reached the present. 
6. Main Shrine and Torii of the Building: The shaden of the tenth Emperor Sujin era was founded 
in 615. The age of Kumano Hongū Taisha's settlement is before Zinmu-Tousei. Kumano Hongū Taisha 
consists of 3Sha of upper, middle and lower-Sha, so it is called Kumano-3 shogongen. Irimoya-dukuri 
is the first hall and the second hall. Kiriduma-dukuri (front) and Irimoya-dukuri (back) are the 3rd 
and 4 th. In Heisei 12 (1999), former Taisha's nakasu was called "Ooyunohara" and built the world's 
largest torii (height 33.9 m, width 42 m, reinforced concrete structure). 

 

表４-2.和歌山県、熊野本宮大社の英文詳細資料 

1 
Worshipped 

Gods 

Ketumimiko-no-Ookami。Alias：Susanoo-no-Mikoto 



2 Foundation Biography Emperor Sujin 65（33） 

3 
Enshrined          

God 

Kumano ninety-nine prince passes "Settu - izumi" more than Kyoto, and there 
is organized every king child company (Shrine) on a route in kumanomoude. 
Distribution of Kumano shrine distributed throughout the country is 500 or 
more. The cause of enshrined is the divine area of the whole country, the 
migration of the shrine and Kumano faith. 

4 
Festival    

God 

The first hall is Nishino-gozen (ketuguu) Izanami-no-ookami (kotosaka-no-
ookami). The second hall is naka-no-gozen (Hayatama-guu) Hayatama-no-ookami 
The third hall is Honden (shoujou-den) Ketumiko-no-ookami. The fourth is the 
higashi-no-gozen (waka-miya) Amaterasu-ookami. 

5 
Shrine  

Ranking 

Old shrine-ranking: shikinaisha. Kanpei-Taisha (Currently the appointed 
shrine of the shrine headquarters) 

6 
Annual 

Festival 

The spring festival's festival festival is as follows. That is, April 13 is yunobori-
shinzi and miyahara shrine. April 14th is Hunetama Festival, Tenzin Festival and 
Eve of Festival. April 15th is Honden Festival, Mikoshi-Togyo Festival and Onda 
Festival. 

7 
Special 

Festival 

Aketora-festival is New Year's Day. YataGarasu-Shinzi is January 7th. Porridge- 
festival is on January 15. Tree-festival is April 29th. Mantou-festival is August 
15th. Tukimigaoka and shrine-festival are Lunar New Year's 28th, Old May 28th, 
Old September 28th. Mikamagi - festival is December 10. 

8 Chief Priest Ietaka KUKI 
9 Shrine Site 1100, Honguucho-honguu, Tanabe-shi, Wakayama 

10 Transportation 
Getting off at JR Kisei Main Line Shingu Station, bus "Hongu University front 
garden of a shrine" getting off are immediate 

11 Latitude  The north latitude is 33°50' 26.1 seconds. The east longitude is 135°46' 24.5 seconds. 

12 Elevation 58.1ｍ 

13 TEL・FAX TEL 0735-42-0751 FAX 0735-42-0752 

14 Honden 
Irimoya-dukuri is the first hall and the second hall. Kiriduma-dukuri (front) and 
Irimoya-dukuri (back) are the 3rd and 4 th. 

15 
Setsu/   

Matsusha 

Ubutashiya, Takihime, Yatakarazu, Ookuninushi, Suserihime, Harahetoten, 
Watatumi, Takakurazi, Mitobiraki, Itikishima, Manai, Tukigaoka, Otonashiten. 
 

16 Torii 
In Heisei 12 (1999), former Taisha's nakasu was called "Ooyunohara" and built the 
world's largest torii (height 33.9 m, width 42 m, reinforced concrete structure). 

18 Hudasho Shin Buddhist sacred place road 4th (Wakayama No. 4) 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B9%9D%E9%AC%BC%E5%AE%B6%E9%9A%86&action=edit&redlink=1


５.熊野本宮大社の社殿と摂末社 

５-1.熊野本宮大社の社殿 

社殿は崇神６５年、第１０代崇神天皇の時代に創建されたと『皇年代略記』や『神社縁起』に記載。熊野坐大神

の御鎮座の年代は、神武東征以前には既に御鎮座になったと云われる。熊野本宮大社は上・中・下社の三社か

ら成るため、熊野三所権現と呼ばれる。奈良朝から熊野権現として信仰され、十二殿に御祭神が錐座してから熊

野十二社権現とも仰がれる。真ん中にある月が「我は證誠大権現（家都美御子大神＝素戔嗚尊）であり、両側の

月は両所権現（熊野夫須美大神・速玉之男大神）である。本殿の様式は、入母屋造（第一殿・第二殿）、切妻造

（正面）・入母屋造（背面）（第三殿・第四殿）である。 

 

 

第一殿は、国土を修理固成し夫婦の道を興して神人万物を育成し、人倫の大本をおしへて群品の祖として崇

められている（写真５-1）。第二殿は生成発展の神として崇敬され、他の神々も縁由あり、最初は家都美御子大

神、夫須美大神と速玉大神の三神であると伝えられている（写真５-2）。第三殿は本社の家都美御子大神（ｹﾂﾐｺ）

（素戔嗚尊）で(写真５-3)。第四殿の祭神は天照大神である(写真５-4)。 

  

 
 

写真５-５.第三殿（証誠殿）の正面 写真５-６.社殿全景(左から第一と二殿、第三殿、第四殿) 

 

写真５-5 は第三殿（証誠殿）の正面と壁面である。写真５-6 は上 4 社の社殿全景(左から第一と二殿、第三

殿、第四殿である。三所権現は両所権現と証誠である。ここで、両所権現は第一相殿と第二相殿である。第四

殿は上四社の五所王子に所属している。 

    
写真５-1.第一殿(西御門) 写真５-2.第二殿(中御門) 写真５-3.第三殿（証誠殿）  写真５-4.第四殿((若宮) 



 

５-2.熊野本宮大社の摂末社 

摂末社は、産田社（伊邪那美命

荒魂）、滝姫神社（湍津姫命）、八

咫鳥神社（武角見命）、大国主神

社（大国主命）、須勢理姫神社（須

勢理姫命）、祓戸天神社（天児屋

根命）、海神社（底津綿津見命・中

津綿津見命・上津綿津見命）、高

倉下神社（高倉下命・穂屋姫命）、

御所開神社（天手力男命）、市杵

島神社（市杵島姫命）、真名井社

（天村雲命）、月見岡神社（天照大

神・月読命）と音無天神社（少彦名

命）の 13 社である。  

熊野本宮大社の摂末社と祭神

は、産田社〈うぶたしや）の祭神は

邪那美命荒魂、滝姫神社（たきひ

めの祭神は湍津姫命、八咫烏（や

たからず）の祭神は武角見命、大

国主神社（おおくに）の祭神は大国

主命、須勢理媛神社（すせりひめ）

の祭神は須勢理姫命、祓戸天神壮

（はらへとてん）の祭神は天児屋根

命、海神壮（わたつみ）の祭神は底

津綿津見命・中津綿津見命・上津

綿津見命）、高倉下神社（たかくら

じ）の祭神は高倉下命・穂屋姫命、

御所開神社（みとびらき）の祭神は

天手力男命、市杵島神社（いちきし

ま）の祭神は市杵島姫命、真名井

社（まない）の祭神は天村雲命、月

見岡神社（つきみがおか）の祭神は

天照大神・月読命、音無天神社

（おとなしてん）の祭神は少彦名命の１３社である。 
 

表５-1.熊野本宮大社の摂末社と祭神 

 



６.熊野本宮大社の鳥居 

   
  

写真６-1.国内最高の大斎原大鳥居 写真６-2.参道の中腹にある正面鳥居と扁額 

 

写真６-1 は国内最高の大斎原大鳥居で、皇紀 2661 年に千木高く厳然として鎖まりますよう平成 12（2000）年

に完成（高さ：約 34ｍと幅約 42ｍ）した。写真６-2 は、参道の中腹にある正面鳥居と扁額。 

 
表６-1.国内にある高さ 22ｍ以上の鳥居のランキング 

 
 

表６-1 は、国内にある高さ 22ｍ以上の鳥居のランキングである。和歌山県田辺市にある熊野本宮大社（くまの

ほんぐうたいしゃ）の高さは 33.9ｍで、平成 12（2000）年に建立した。奈良県桜井市にある大神神社（おおみわじ

んじゃ）の高さは 32.2ｍで、昭和 61（1986）年に建立した。新潟県西蒲原郡にある弥彦神社（やひこじんじゃ）の高

さは 30.2ｍで、昭和 57（1982）年に建立した。岡山市高松稲荷にある最上稲荷（さいじょういなり）の高さは 27.5ｍ

で、昭和 47（1972）年に建立した。高砂市阿弥陀町にある鹿嶋神社（かしまじんじゃ）の高さは 26.0ｍで、平成 10

（1998）年に建立した。  



 

  
図６-1.全国鳥居のランキング 11 基 図６-2.全国鳥居の高さ 22ｍ以上の高さ対幅の比率 

 

図６-1 は、全国鳥居のランキング 11 基である。図６-2 は全国鳥居の高さ 22ｍ以上の高さ対幅の比率である。 

 

7.おわりに 

  

表図 7-1.国内の大社における標高の比較 

 
表図 7-1 は国内の大社における標高の比較である。標高の低い大社は、1.宗像大社 4ｍ、2.住吉大社 5ｍ、3.

熊野速玉大社 8ｍ、4.出雲大社（戦前）12ｍおよび 5.大鳥大社 14ｍである。標高の高い大社は、1.多賀大社

125ｍ、2.日吉大社 168ｍ、3.高良大社 225ｍ、4.熊野那智大社 286ｍおよび 5.諏訪大社 760ｍである。国内の

大社における標高において、最高値は 760ｍで、平均値は 101ｍと最低値は 4ｍである。 



 

  
表図 7-2.国内の大社における東経と北緯のとの関係 

 
 
 
 

表図 7-2 は国内の大社における東経と北緯との関係である。東経 138 度 30 分の付近では、多くの大社が分

布している。北緯 35 度 56 の付近では、多くの大社が分布している。最大値の東経と北緯はそれぞれ 138 度

55 分と 36.度 55 分である。最小値の東経と北緯はそれぞれ 130 度 31 分と 33 度 18 分である。 
 

  
図 7-1.近畿 2 府 4 県大社の北緯の比較 図 7-2.近畿 2 府 4 県大社の東経の比較 

 



図 7-1 は近畿 2 府 4 県大社の北緯の比較である。北緯 35 度 36 分の付近では多くの大社が分布し、最大値は

34 度 13 分と最小値は 33 度 41 分である。図 7-2 は.近畿 2 府 4 県大社の東経の比較である。東経 135 度 50 分

の付近では多くの大社が分布し、最大値は 136 度 17 分と最小値は 135 度 27 分である。 
 

  

表図 7-3.近畿 2 府 4 県大社の北緯と東経との関係 
 

表図 7-3 は近畿 2 府 4 県大社の北緯と東経との関係である。東経 135 度 50 分の付近では、多くの大社が分

布している。東経の範囲は 135 度 27 分と 136 度 17 分である。北緯の範囲は 33 度 41 分と 35 度 13 分であ

ることが判明できた。 
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別表:和歌山県、熊野本宮大社の年表 

和歴 西暦 内   容 

崇神 65 前 33 
第 10 代崇神天皇（前 97-前 30 年）、崇神 65（前 33）年に社殿が創建されたと「神社縁起」

「帝王編年記」「皇年代略記」等に初めて記載。 

景行 58 128 
熊野三山の一つ新宮は第１２代景行天皇（71-130）、景行５８（128）年に社殿造営されたと

「皇年代略記」「延喜式神名帳」に記載 

仁徳元 270 
那智大社は、第 15 代仁徳天皇（270－399 年）の御代御鎮座と「熊野略記」「古今皇代目」

に記載され上古の造営、中古以後は諸国に造営料地を寄進せられた。 

成務元 131 

第１３代成務天皇（131-191）の御代の饒速日命の五世孫大河斗足尼、社人温泉を発見以

後、斎屋（湯屋）を建て熊野本官の潔斎場となる湯峰温泉で、全国の温泉場には湯野権現

として温泉守護神とあがめられた。 

貞観元 859 
平安時代、第５６代清和天皇（858-876）の正月に従五位下の熊野坐大神に従五位上を、

ついで五月に従二位を授けられる。 

延喜７ 907 １０月宇多法皇に行幸あるや正二位に昇格。 

元暦元 1184 第２１代熊野別当に就任したのは、本宮・田辺を拠点とする田辺別当家の湛増でした。 

享和 2 1802 最近の本社、第一・二殿造営は第 119 代・光格天皇（1779-1817）時代。 

文化 7 1810 第四殿造営の御造営がすすめられたのが現在の社殿。 

文久 03 1863 神武天皇の御陵が、現在地である。 

明治初 1868 神祇官直支配社となる 

明治 4 1871 ５月、熊野坐神社（くまのにますじんじゃ）として国幣中社に列格。 



明治 22 1889 

６月、熊野川味曽有の大洪水時、１２社の社殿中に流出を免れた上四社が現社地へ移っ

た。大水害により社殿のうち中・下社が倒壊し、現在地に上四杜のみ祀る。中四社・下四社

は大斎原の小祠へ祀った。大洪水で流されるまで社地は熊野川の中州にあった。大洪水

にあって現社地に修造して遷座。 

明治 24 1891 
現地に遷し、従来の地を別社とし，此所を仮に石祠２段を造営し、西方に中四社・中四社。

東方に、元境内摂社を合祀している。 

大正 4 1915 １１月、官幣大社に昇格。大東亜戦の終戦と共に官制は廃され、一宗教法人となった。 

平成 12 2000 
現在の社地は山の上にあるが、旧社地の中州は「大斎原」（おおゆのはら）と呼ばれ、日本

一高い大鳥居（高さ 33.9m、横 42m、鉄筋コンクリート造が完成 

平成 14 2002 
１１月、熊野三山が熊野参詣道より分類し、名称変更された際、現在地が史跡の追加指定

を受けた。 

平成 16 2004 「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界文化遺産に登録されました。 

 

 

 

別地図.旧熊野本宮殿絵図 由来と参道 
 


