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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 "the Onokorojima Jinjya "which is 415,Enix row Shita Hata, Minami-Awaji-

shi (former Mihara-cho),Hyogo-ken. Worshipped Gods are Izanagi-no-Mikoto and Izanami-no-

Mikoto. Enshrining together is Kukurihime no Kami. 

This shrine is in the ancient "Ohara-irie", has been revered and respected as "Onogoro Island" in 

the hill reported as "the sanctuary of Kuniumi" of Izanagi-no-Mikoto and Izanami-no-Mikoto. This 

is Onogoro Island. Izanagi-no-Mikoto and Izanami-no-Mikoto got off to that island, and they 

declared "Kuniumi" with a couple's ticket. It is said that the hill where our Shrine sits is Onogoro 

Island which was the stage of "Kuniumi and Kamiumi" by both gods. The roof of the shrine was 

once covered with Ashi after "Ashihara-no-kuni". Currently it is covered with a copper sheet, and 

under it is a reed (Ashi) that is roofed. Healthy longevity, solid rigid connection, husband and wife 

harmony, salted sand of safe, invitation brochure 

キーワード：国生みの聖地、葦原の国、夫婦和合、日本発祥の地 
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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、古代の地域の兵庫県南あわじ市榎列（えなみ）下幡多 415 にある自凝島神社である。

自凝島神社の標高は 12.8ｍである。 

主祭神は伊弉諾命と伊弉冉命である。例祭：５月３日。自凝島神社（おのころじま）は、兵庫県南あわじ市（旧

三原町）にある神社である。おのころ島神社とも表記される。弉諾命（イザナギのミコト）・伊弉冉命（イザナミのミ

コト）を主祭神として菊理媛命（キクリヒメのミコト）を合祀する。当社が鎮座する丘が両神による国産み・神産み

の舞台となった自凝島であると伝えている。このことから縁結びや安産などの御利益があるといわれる。高さ

21.7ｍの大きな鳥居がランドマークとなっている。この鳥居は平安神宮及び厳島神社と並び「日本三大鳥居」

の一つに数えられる。当社西側を流れる三原川には朱色の欄干の「おのころ橋」がかかっている。 

本稿は、古代国家の命運を決定づけた舞台としての自凝島神社の境内を多角的にとらえた実証研究の報

告である。既存の摂社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。国内において、神社の関連資料に関する報告は少ない。住民発達史

や環境変遷史との関わりで、地域の神社大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。 

筆者らは、神社の位置と歴史的な由来を規模と祭神で整理した。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.自凝島神社の関連資料 

２-1.淡路島 
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座標：北緯 34 度 09 分～34 度 36 分と 東経 134 度 39 分～135 度 01 分。面積：592km² 、海岸線長：203 

km、最高標高：608m、最高峰：諭鶴羽山（コスバルハサｎ）、淡路島は、兵庫県に属し瀬戸内海東部に位置し、

瀬戸内海では最大の島である。現在は北から淡路市・洲本市・南あわじ市の 3 市で区分される。日本国内の島

ランキングでは第５位の面積である(表 2-1)。 

地形として、淡路島北部と南部に分かれる地塁山地。砂岩・礫岩・頁岩で形成される。諭鶴羽山・柏原山・先

山の３峰は「淡路三山」と呼ばれる。白亜紀の花崗岩の上に大阪層群が覆う。平地が少ないため中部東側の

海岸には淡路市の市街地が南北に伸び、埋立地が造成され、西側海岸には棚田が見られる。明石海峡北端

の松帆崎と、本州の兵庫県明石市の間にある海峡の峡間は３.６km である。潮流が早く、古くから海の難所であ

る。島には全長 3,911m の世界最長の吊り橋「明石海峡大橋」と全長 1,629m の吊り橋「大鳴門橋」が架けられ

ている。 

歴史として、記紀の日本列島の国産みの神話では、

淡路島は伊弉諾尊（イザナギノミコト）・伊弉冉尊（イザ

ナミノミコト）が日本列島中、最初に創造した島であると

いう。『古事記』では淡道之穂之狭別島と書かれ、『日

本書紀』では、淡路洲と書かれる。初期の天皇家との繋

がりは深いらしく、淡路宮や淡路からの皇后の記載も見

られる。また、第 18 代反正天皇(406－410)は淡路島で

生まれたとされる。古代から平安時代まで御食国（ミケ

ツクニ）として、皇室・朝廷に贄（にえ）を貢いだとされ

る。『延喜式』によると、淡路国は旬料・節料として「雑魚」を贄として納めることが記載されている。神代より淡路

国として存在したが、大阪の陣で活躍した蜂須賀氏に与えられ、江戸時代には徳島藩の知行地となっている。 

 

2-2.南あわじ（みなみあわじ）市 

南あわじ市（みなみあわじし）は、兵庫県最南端に位置する市である。南あわじ市の特徴は、面積：229km2、

総人口：45,779 人 （推計人口、2017 年 10 月）、人口密度：200 人/km2、隣接自治体は：洲本市、以下、海上

を隔てて隣接、徳島県:鳴門市である。市の木：黒松、市の花：日本水仙である。地理として、淡路島の南部、

表 2-1.日本の島ランキング 
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兵庫県最南端に位置し、播磨灘・鳴門海峡・紀伊水道に面しており、兵庫県下の自治体で、唯一、太平洋に

面している。瀬戸内気候区に属し、温暖な気候で夏季は少雨のため、市内には、ため池が多い。市東部には、

淡路島内最高峰の諭鶴羽山（ゆずるはさん）がある。紀伊水道には沼島（ぬしま）がある。鳴門海峡を挟んで徳

島県と接する。人口として、合併後の人口は約５万4000人となり、面積や人口とも淡路島最大の市となったが、

合併後からの人口減少により、現在は約４万 6000 人ほどである。 

 

2-3.国生み神話 

伊弉諾尊（イザナギノミコト：男神）と伊弉冉尊（イザナミノミコト：女神）が、国生みの際に、「天の浮き橋：天と

地を結ぶ宙へ浮く橋）に立ち、天の沼矛（ぬぼこ）をまだ何も出来ていない青海原に下ろしかきまわし、かき回

し矛を持ち上げると、滴り落ちた潮（しお）が凝（こ）り固まって一つの島となった。これがオノゴロ島である。オノ

ゴロ島に降りた２神は「天の御柱（ミハシラ）」と「八尋殿（ヤヒロドノ：広大な殿舎）」を建てた。まず淡路島を造り、

つぎつぎと大八洲（おおやしま）を拓かれ国々（日本列島）をつくられた(表 2-2)。 

 

 

伊邪那岐（イザナギ）・伊邪那美（イザナミ）の二柱の神は、別天津神（ことあまつがみ）たちに漂っていた大

地を完成させるよう命じられる。別天津神たちは天沼矛（あめのぬぼこ）を二神に与えた。二神は続けて六つの

島を産んだ。。二神は淤能碁呂島に降り、結婚する。表 2-3 は、神話の二神は続けて六つの島を産むである。 

 

表 2-3.神話、二神は続けて六つの島を産む 

表 2-2.神話、日本を大八島国（おおやしまのくに） 
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表 2-4 は、伊邪那岐が黄泉国から帰り、禊ぎ祓いした時に生まれた神である。 

 

表 2-4.神話、伊邪那岐が黄泉国から帰り、禊ぎ祓いした時に生まれた神 

 

 

表 2-5 は、「日本書紀」神代巻本文による神系図である。自凝島神社は、古事記・日本書紀によれば、神代

の昔、国土創世の時に二神は「天の浮橋」にお立ちになった、「日本発祥の地」である。当社が鎮座する丘が

両神による国産み・神産みの舞台となった自凝島であると伝えている。  

この神話は、もとは、淡路の海人族（あまぞく）が伝えた「島生み神話」であったといわれる。それが、大和朝

廷の起源を語る『古事記』や『日本書紀』に取り入れられ、その冒頭にすえられるたのは、大和朝廷が淡路に屯

倉（みやけ）をおいて、淡路島を直接の支配下におき、さらに御饌都国（みけつくに）と呼んで食料貢献の特別



6  

 

な地としたことに関係する。このようなことから、淡路の海人が朝廷に出仕するようになり、淡路の神話が宮廷に

伝えられて、古事記や日本書紀の編纂の時期（奈良時代）に壮大な「国生み神話」となって語られた。  

 

表 2-5.神話、「日本書紀」神代巻本文による神系図 

 

 

３.自凝島神社の由来と現在 

３-１.自凝島神社の和文由来と現在 

御祭神（主祭神）は伊弉諾尊・伊弉冉尊で、配祀（合祀）は菊理媛命である。当神社は、古代の「御原入江」

の中にあり、伊弉諾尊・伊弉冉尊の国生みの聖地と伝えられる丘に「おのころ島」と親しまれ、崇敬されてきた。

古事記・日本書紀によれば、神代の昔、国土創世の時に二神は「天の浮橋」にお立ちになり、「天の沼矛」を持

って海原をかき回すに、その矛より滴る潮が、おのずと凝り固まって島となる。これが自凝島である。二神は、そ

の島に降りて、夫婦の契りを結んで国生みをされた。この島に降り立たれ、八尋(やひろ)殿を建て、まず淡路島
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を造り、つぎつぎと大八洲（おおやしま）を拓かれながら国々（日本列島）をつくられた。当社が鎮座する丘が両

神による国産み・神産みの舞台となった自凝島であると伝えている。当社西側を流れる三原川には朱色の欄

干の「おのころ橋」がかかっている。この二神は天照大御神様の親神様である。本社の正殿は伊勢神宮と同じ

神明造である。伊勢神宮の内宮の鰹木は十本、外宮は九本あり、おのころ島神社は八本となっている。神社の

屋根は、かつては、葦原国にちなんで葦（あし）で葺いてある。現在は、銅板で葺いてあり、その下は葦で葺か

れている。千木（ちぎ）の上端が水平である。朱塗りの大鳥居は、昭和５７年に建立された、高さ 21.7ｍ（全国十

位）である。 他に八百萬神社の鳥居、安産砂所の鳥居、葦原の国の鳥居等がある。神徳は健康長寿、夫婦和

合、縁結びや安産の塩砂の神および招福の松葉「三鈷（サンク)の松）の御利益と言われる。 

 

表 3-1.兵庫県南あわじ市、自凝島神社の和文詳細資料 

1.主祭神 伊弉諾命（イザナギのミコト）・伊弉冉命（イザナミのミコト）。御祭神ともいう。 

2.合 祀 菊理媛命（キクリヒメのミコト）を合祀する。配祀ともいう。 

3.例 祭 祭事：春大祭（5 月 3 日）、夏祭（7 月 8 日）、八百萬神社祭（9 月 1 日） 

4.鎮座地 〒656-0423 兵庫県南あわじ市（旧三原町）榎列下幡多 415。 標高：12.8ｍ。 

5.交通手段 
(1)西淡三原 IC から車で 15 分 。(2)三ノ宮バスターミナルから高速バスで 69 分  

榎列バス停から徒歩で 10 分 

6.位 置 北緯 34°18′33.38″ 東経 134°46′25.96″ 

7.TEL＆FAX 0799-42-5320  

8.本 殿 

本社の正殿は伊勢神宮と同じ神明造である。伊勢神宮の内宮の鰹木は十本、外宮

は九本あり、おのころ島神社は八本となっている。神社の屋根は、かつては、葦原国

にちなんで葦（あし）で葺いてある。現在は、銅板で葺いてあり、その下は葦で葺かれ

ている。千木（ちぎ）の上端が水平である。 

9.摂 社 正殿の西側に八百萬神社がある。伊弉諾命・伊弉册命の御子神様を奉斎している。 

10.末 社 天の浮橋分社 

11.境外社 葦原の国、 安産のお砂所 

12.鳥 居 朱塗りの大鳥居は、昭和 57 年に建立された、高さ 21.7ｍ（全国 10 位）である。 
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八百萬神社の鳥居、安産砂所の鳥居、葦原の国の鳥居がある。 

13.神 徳 健康長寿、良縁堅固、夫婦和合、安産の塩砂、招福の松葉 

14.その他 
神木、天の浮橋，五十鈴川、鶺鴒（せきれい）石，歌碑、日本国誕生の聖地である。

当社西側を流れる三原川には朱色の欄干の「おのころ橋」がかかっている。 

 

３-２.自凝島神社の英文由来と現在 

Worshipped Gods are Izanagi-no-Mikoto and Izanami-no-Mikoto.  Enshrining together is 

Kukurihime no Kami. This shrine is in the ancient "Ohara-irie", has been revered and respected 

as "Onogoro Island" in the hill reported as "the sanctuary of Kuniumi" of Izanagi-no-Mikoto and 

Izanami-no-Mikoto. According to 「Kojiki Nihon Shoki」, in the early days of the Kamiyo period, at 

the time of the nation's creation, the two gods stood out to "Amano-uki-hashi", to stir the ocean 

with "Ame-no-nuhoko" The dripping tide will naturally tighten and become an island. This is 

Onogoro Island. Izanagi-no-Mikoto and Izanami-no-Mikoto got off to that island, and they declared 

"Kuniumi" with a couple's ticket. 

The goddess was descended to this island, built Yahiro, first built Awajishima, first made nations 

(the Japanese archipelago) while opening up Ooyashima. It is said that the hill where our Shrine 

sits is Onogoro Island which was the stage of "Kuni - umi and · Kami - umi" by both gods. The 

"10.58 km of Mihara River" flowing in the west side of Shrine is subject to vermill railings "" 

Onokoro Bridge ".  

The two gods of Izanagi-no-Mikoto and Izanami-no-Mikoto are parents of the Amaterasu Amagi-

god. The main shrine of the head office is the Shinmei-zukuri as Ise Shrine. Ise Grand Shrine's naiku, 

geku and "Onokoro-Shima Shrine" Chigi are ten, and the grand shrine is nine and eight. 

The roof of the shrine was once covered with Ashi after "Ashihara-no-kuni". Currently it is 

covered with a copper sheet, and under it is a reed (Ashi) that is roofed. The upper end of Chigi 

(architecture) is horizontal. The vermillion Otorii was built in 1982 and is 21.7 m high (the tenth 

place nationwide). Other torii are "Yaoyorozu Shrine" tori, "Sannomiya Shrine" torii and "Ashihara-
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no-kuni" tori "Yaoyorozu Shrine" tori, "Sannomiya Shrine" torii and "Ashihara-no-kuni" tori. 

Healthy longevity, solid rigid connection, husband and wife harmony, salted sand of safe, invitation 

brochure. 

 

表 3-1.兵庫県南あわじ市、自凝島神社の英文詳細資料 

1.Worshipped 

Gods 

Worshipped Gods are Izanagi-no-Mikoto and Izanami-no-Mikoto. 

Enshrining together is Kukurihime no Kami.  

2.Goushi Kukurihime no Kami to Enshrining Together. 

3.Annual 

Festival 

Also called festival: Spring Great Festival (May 3rd), Summer Festival (July 8th),  

Yaoyorozu Shrine Festival (September 1)  

4.Shrine Site Enamu Shimohata Minami-Awaji-shi, Hyogo Pref. Altitude: 12.8 m 

5.Access 

Transportation 

(1) 15 minutes by car from Seibu Mihara IC. (2) 69 minutes by high-speed 

bus from Sannomiya Bus Terminal 

6.Latitude 34°18′33.38″ 134°46′25.96″ 

7.TEL＆FAX 0799-42-5320  

8.Shrine 

Pavilions 

The main shrine of the head office is the same shinmaku as Ise Shrine. 

Ise Grand Shrine's naiku, geku and "Onokoro-Shima Shrine" Chigi are ten, 

and the grand shrine is nine and eight. The roof of the shrine was once 

covered with Ashi after "Ashihara-no-kuni". Currently it is covered with a 

copper sheet, and under it is a reed (Ashi) that is roofed. The upper end of 

Chigi (architecture) is horizontal. 

9.Keidai 

Sessha 

On the west side of the main shrine is Yaoyorozu Shrine. 

Izanagi-no-Mikoto · Izanami-no-Mikoto is serving God the Son. 

10.Massha Separation of "ame-no-ukihasi" 

11.Sotosha "Ashihara-no-kuni" and Sannomiya Shrine (anzan of osunasyo). 
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12.Torii 

The vermillion Otorii was built in 1982 and is 21.7 m high (the tenth place 

nationwide)."Yaoyorozu Shrine" tori, "Sannomiya Shrine" torii and 

"Ashihara-no-kuni" tori. 

13.Divine 

Virtues 

Healthy longevity, solid rigid connection, husband and wife harmony, salted 

sand of safe, invitation brochure 

14.Others 

Shinboku, Isuzu River, Sakire stone, "Ashihara-no-kuni" (Holy Land of the 

Birth of Japan). There is a vermillion "Onokoro Bridge" in "10.58 km of 

Mihara River" flowing in the west side of our Shrine. 

 

４.自凝島神社の社殿の建築物 

    

写真 4-1.拝殿の全面と奥に神殿 写真 4-2.幣殿 写真 4-3.本殿 

 

写真 4-1 は拝殿の全面と奥に神殿で、写真 4-2 は幣殿と写真 4-3 は自凝島神社の本殿である。 

         

   

写真 4-4.摂社八百萬神社の由来、神殿と鳥居 

 

写真 4-4 は摂社八百萬神社の由来、神殿と鳥居である。伊弉諾命・伊弉冉命の御子神様を奉斎している。 
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５.自凝島神社の建築物と記念物 

神木とは、古神道における神籬（ひもろぎ）としての木や森をさし、神体のこと。また依り代・神域・結界の意味

も同時に内包する木々で、御神木とも称される。 

   

写真 5-1.自凝島神社の神木 

一般的に神社神道の神社、神宮の境内にある神体としての木や神聖視される木、その周りを囲む鎮守の森

や、伐採をしないとされる木を指す。写真 5-1 は御神木正殿の東側に何年前かと思われる古い夫婦松（こえ松）

がある。 

 

   

写真 5-2.自凝島神社の鶺鴒（せきれい）石 写真 5-3.安産の砂所 

 

写真 5-2 は.自凝島神社の鶺鴒（せきれい）石である。鶺鴒石とは、伊弉諾命・伊弉冉命の二神様は、正殿

前にあるこの石の上につがいの鶺鴒が止まり夫婦の契りを交わしている姿を見て、夫婦の道を開かれ御子様を

お生みになられた。新しい出会いを授かりたい場合、白→赤の順に縄を握り、思いを込めてお祈り下さい。今

の絆をより深めたい場合（お 1 人で来られた際）赤→白の順に縄を握り、思いを込めてお祈り下さい。今の絆を

より深めたい場合（お 2 人で来られた際）、赤（男性）→白（女性）の縄を握り、手を繋いで、思いを込めてお祈り
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下さい。 セキレイ（鶺鴒、鶺䴇）は、鳥類の 1 グループ。 イシクナギ、イモセドリ。イシタタキ（石叩き）、ニワタタ

キ（庭叩き）、イワタタキ（岩叩き）、イシクナギ（石婚ぎ）、オシエドリ（教鳥）、コイオシエドリ（恋教鳥）、トツギオシ

エドリ（嫁教鳥）がある。写真 5-3 は安産の砂所である。安産の御砂所とは、神社を西側に降りると産宮神社（お

砂所）がある。自凝島神社の塩砂は、大八洲の国生みの故事である「天の沼矛」から滴り落ちた塩なので、安

産の神様として妊婦さんが参拝し安産を御願いされている。 

写真 5-4 は.天の浮橋の石碑と浮橋の石の分社である。天の浮橋とは古事記、本書記によると［天と地がひら

けるはじめは、国土が浮き漂い遊漁が水の上に浮かぶようであった。『古事記・日本書紀』の国生み神話による

と、イザナギ、イザナミ 2 尊が、天の浮橋の上に立って天の瓊矛で青海原をかきまわし、その矛先からしたたり

落ちた潮が凝り固ってできたのがこの自凝島（おのころじま）で、2 尊はこの島に降りて、淡路島をはじめ日本の

国土を生んだとされている。http://www.freedom.ne.jp/onokoro/onokoro/  

 

   

写真 5-4.天の浮橋の石碑と浮橋の石の分社 

 

写真 5-5 は葦原国（あしはらのく

に）である。葦原国 ：「古事記」『日

本書紀』によれば、古事記、日本書

紀によると、天（あめ）と地（つち）が

ひらけるはじめは、国土が浮き漂い

遊魚が水の上に浮かぶようであっ

た。その中から葦芽（あしかび）のよ

うなものが生じて神となり、国常立

  

写真 5-5.葦原国 写真 5-6.五十鈴川と赤色橋 
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尊（クニノトコタチノミコト）とした。伊弉諾尊・伊弉冉尊までを神代七代（かみよ-ななよ）と称す。このようなことか

ら、葦原国は、古代伝承にもとづく日本国の別の呼名とされている。海辺に葦が繁っていて、その中に五穀豊

穣の沃土があるという。 現在、おのころ島の西方約 500ｍにある葦原国のまわりには、葦が茂っている。 

 

 

写真 5-7 は鳥居の正面、斜面と柱である。自凝島神社の鳥居工事概要は、①構造・鉄骨鉄筋コンクリ－ト。

柱間距離 12.6ｍ、柱径 3.0ｍと笠木全長 31.2ｍである。表 5-1 は国内の鳥居高さランキングである。自凝島神

社の鳥居は「日本十位である鳥居」の一つに数えられる。 

 

写真 5-7.鳥居の正面、斜面と柱 表 5-1.国内の鳥居ランキング 

  

 

 

表図 5-1.イザナギとイザナミ 2 尊が関連する神社の鳥居規模 
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表図 5-1 はイザナギとイザナミ 2 尊が関連する神社の鳥居規模である。柱直径の最大値は 3.00ｍ、柱間距

離の最大値は 12.60ｍおよび高さの最高値は 21.70ｍであることから、柱直径の平均値は 1.22ｍ、柱間距離の

平均値は 6.53ｍおよび高さの平均値は 10.10ｍである。柱直径の最小値は 0.45ｍ、柱間距離の最小値は

3.75ｍおよび高さの最小値は 4.77ｍであることから、おのころ島神社の鳥居の規模は最高であることが確認さ

れた。 

 

６.おわりに 

6-1.おのころ島伝承の地 

オノゴロ島、とは、日本神話や記紀に登場する島。特にイザナギノミコト・イザナミノミコトによる国生み神話で

知られ、神々がつくり出した最初の島となっている。『古事記』では淤能碁呂島（おのごろじま）、『日本書紀』で

は磤馭慮島（おのころじま、初字は「石殷」で一字）と表記する。 

②沼島（ぬしま）：沼島は、空から見ると勾玉のような神秘的な形をした離

島で、 淡路島の南海上 4.6km 先に位置している。平成 6（1994）年に、

１億年前の「地球のしわ」とされる同心円状の「鞘型褶曲（さやがたしゅう

きょく）」と言う、非常に珍しい岩石が発見された島である。沼島の海岸線

には奇岩や岩礁が多く見られ、東南海岸には、矛先のような形をした高

さ約３０m の屹立する巨岩「上立（かみたて）神岩）」がそびえ立ち、国生

みの舞台を思わせる。この上立神岩は、神話に登場する「天の御柱」とも

言われ、イザナギノミコトとイザナミノミコトの２神が降り立ったと伝わっている。越冬地として1971年（昭和46年）

に兵庫県の天然記念物に指定。 

②上立神岩とおのころ（自凝）神社：おのころ神社は小高い山の上にあり、この山全体が「おのころさん」と呼ば

れる神体山である。天地創造の神である伊弉諾尊・伊弉冉尊の二神を祀っている。 

③紀淡海峡の友ヶ島の沖ノ島：友ヶ島の神島は対岸加太立にある淡嶋神社の発祥の地とされている。もとは神

島で少彦名命（スクナヒコナノミコト）と大己貴命（オホナムジノミコト）を祀っていたところである。 

 

写真 6-1.上立神岩 
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④淡路市の絵島：絵島は淡路島北部の岩屋港にある小島である。地質学的に貴重な約 2000 万年前の砂岩

層が露出し、岩肌の浸食による縞模様が美しく、古来より月見の名所として知られる。近くの岩屋城跡の丘下

洞窟には、イザナギノミコトとイザナミノミコト、そして２神の最初の子である蛭子命（ヒルコノミコト）を祀る石屋神

社の「岩樟（いわくす）神社」がある。写真 6-2 は自然の砂岩洞窟の前にある岩樟神社の鳥居である。鳥居の

左側にある穴は人工砂岩洞窟である。 

写真 6-3 は格調高い岩樟神社の鳥居額束である。日本神話で蛭子命は不具の子であったため、後に葦舟に

のせて流されてしまう神であるが、伝承によるとこの岩屋から蛭子命は流され、えびす宮で有名な西宮神社に

辿りつき神体になったと言われる。 

⑤自凝島（おのころじま）神社：淡路島

内の小高い丘にある自凝島神社、イザ

ナギノミコトとイザナミノミコトの２神を祭

神とし、キクリヒメノミコトが合祀されてい

る。自凝島神社は現在は陸地にある

が、なぜ株式会社オノゴロ「島」と言わ

れ、数千年前の縄文時代では、丘の辺りは海に浮かぶ小島だったという説がある（図 6-1.）。神社を西側に下

ると、「天の沼矛」から滴り落ちた塩と伝わる安産のお砂場があり、産宮神社となっている神社の碑石がある（写

真 6-4）。 

オノゴロ島は、自凝島とも表記され、「自（おの）ずから凝り固まってできた島」の意味である。旧三原町榎列

に、おのころ島の地名が古くからあり、おのころ島の頂上には、おのころ島神社が祀られ、近くには国生み神話

に関連する葦原国（あしはらのくに）や天の浮

橋、せきれい石、塩砂（御砂所）などがある。お

のころ島は、陸地にあってなぜ島なのか？疑問

がある。また、水辺に群生する葦が最近まで島

の北部一帯に広がっていたことからも、むかし

は、海の中に浮かぶ小島であったと考えられ

る。 

 

 

写真 6-2.鳥居(奥は洞窟) 写真 6-3.岩樟神社の額束 

  

図 6-1.自凝島神社の地図 写真 6-4.神社碑石 
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図 6-2 は自凝島神社付近の経緯度である。自凝島神社の東経は自凝神社より北側にあり、イザナギ

神宮より南方向にある。すなわち、この 3 つの神社が東経 134.5 度である。図 6-3 は自凝島神社付近

の神社標高である。自凝島神社と自凝神社と伊勢神宮内宮は高い標高であることが判明できた。 

 

 
 

図 6-2.自凝（おのころ）島神社付近の経緯度 図 6-3.自凝島神社付近の神社標高 

 

⑥十神（トガミ）山（島根県安来市）：十神というのは伊邪那岐、伊邪那美両神を除いた神世七代の七柱神々を

祀ったことによる名称とされている。記紀神話に登場する黄泉平良坂の否定とされる揖屋（いや）神社（松江市）

などの神世から神代へうつりかわる言い伝えが社伝として残る地域でもある。 

 

6-2.伊弉諾尊(イザナギ)・伊弉冉尊(イザナミ)を祀る神宮 

淡路島の伊弉諾尊・伊弉冉尊を祀る神社は、二尊がこの島で日本国の島々を生んだとされる「おのころ島神

社」のほかに、淡路島の神として古くから島人達から尊崇され、延喜式内大社である「伊弉諾神宮（一宮）」をは

じめ島内には多くの二尊を祀る神社がある。左端が祓殿。当社では、先ず祓殿でお祓いを行っている。本殿の

後方には、伊弉諾尊・伊弉冉尊の墓がある。写真 6-4 は宮司様と幣殿前の調査団である。写真 6-5 は本殿の

中央にあるのは伊弉諾大神の夫婦木である。本殿（幽宮）:古事記、日本書紀には、国生みに始まるすべての
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神功を果たされた伊弉諾大神が、御子神なる天照大御神に国家の統治の大業を委譲され、最初にお生みに

なられた淡路島の多賀の地に「幽宮」を構えて余生を過ごされたと記されている。   

 

   

写真 6-4.幣殿前の調査団 写真 6-5.本殿の中央にあるのは伊弉諾大神の夫婦の御柱 
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