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はじめに 
 

福井、長野、奈良、鳥取、島根の各県にはそれぞれに、いにしえからの歴史

や文化、自然が連綿と受け継がれており、その中で育まれた温かい人間関係や

地域社会などが息づいています。 

歴史や文化はそれぞれの地域の貴重な財産であり、その素材を磨き上げてい

くことで、観光客を引きつける魅力的な観光資源となり得るものです。 

そこで、歴史・文化をテーマとして、既存の観光圏の枠を超えた新たな地域

間連携による観光振興策、情報発信について調査・研究する、ふるさと知事ネ

ットワーク共同研究プロジェクト「歴史・文化をテーマとした広域観光ネット

ワーク研究プロジェクト」に取り組むこととしました。 

 

本プロジェクトでは、平成２４年に「古事記編纂１３００年」の節目を迎え

ることから、古事記を中心に日本書紀、万葉集、風土記など、古代の歴史・文

化をテーマとし、それに関連する各県の観光資源やテーマに沿った観光振興策

について共同研究を進めていきます。これにより、各県への観光誘客を図ると

ともに、古事記等に関連する他県にも関心を広げ、訪れていただけるような、

新しい旅行スタイルの気運を全国的に高めていくことを目指します。 

 

これまでなら何気なく素通りしていたであろう風景が、古事記等に流れる壮

大な歴史に触れることにより、我が国の悠久の文化を感じることのできる舞台

に変わっていく、そういった旅を一人でも多くの人に味わっていただきたいと

考え、この報告書は具体の観光資源をストーリーでつなぐ試みも取り入れてい

ます。 

こうした新しい旅のスタイルを提案し、新しい観光客の流れを作り出す上で、

マスコミや旅行会社は大きな発信力、誘導力を持つ存在です。このプロジェク

トに参加する５県が連携して情報発信することにより、マスコミ等で取り上げ

ていただき、全国的な関心を高める動きにつなげていきたいと考えます。 

 

また、古事記等に関連した歴史、文化、自然などの「ゆかりの地」は全国各

地に存在しており、本プロジェクトの取り組みをきっかけとして、参加県以外

の地域でも歴史・文化をテーマとした観光振興の気運が醸成されることを期待

いたします。 
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Ⅰプロジェクトの概要 

 

１ 旅の志向の変化 

（１）旅の個人化・小グループ化 

現代は、国民一人平均２．３９泊の国内旅行に出かけるほど観光旅行は一般的

になっている（参考：平成２３年版観光白書）。また、インターネットの普及によ

り、豊富な旅行情報が個人にもたらされるようになった。 

この豊富な旅行経験と旅行情報によって、それぞれの個人の中に様々な「して

みたい旅」が存在するようになっており、その旅を実現してくれる観光地が今求

められている。 

また、景気低迷が長く続いたことにより、人々は自らの時間、お金の使い方を

厳しい目を持って慎重に考えるようになってきており、自分の価値に合うもの、

自分が納得いく内容を持つと思われるもののみに投資するようになってきている。 

以前は「わがまま」な旅行は困難であった。インターネットの普及による情報

の多様化によって、より廉価に自由な旅行をする機会が増えた。このため、団体

旅行が主流であった我が国の旅行のニーズは大きく変化した。 

現在は、サービスの多様化、選択肢の拡大などの要求が、観光地に対して向け

られており、「旅の個人化・小グループ化」への対応が求められている。 

（２）物語性を前面に出した観光地づくり 

従来からの団体型観光では、各地の名所旧跡を回るといった「見る」観光が中心

であったが、「旅の個人化・小グループ化」への流れの中、旅先で何ができるのか、

何が得られるのかということを動機とする「テーマを持って参加・体験する」観光

のニーズが高まっており、こういった観光客のニーズに対応した誘客施策がますま

す重要になっている。 

観光とは、地域の光－地域が持つ独自の自然、文化、歴史、生活、風習－を観る

ことであるといわれるが、今日、「テーマ志向」の旅が増えるにしたがって、この

観光の持つ本来の意味が大きな意義を持つようになってきている。 

この「テーマ志向」の旅にとって重要なのは、その土地だけの、代替性のない、

他地域と差別化できる「場の物語」があるかないか、ということである。日本全土、

風土も習慣も歴史も他の地域には見られない特色がある。必ず土地土地にそこだけ

の代替性のない素材がある。その素材に着目し、自分たちの地域にこだわり、「自

分たちの地域を際だたすもの」を発見し、これを組み立てていくことが必要とされ

ている。 

地域に埋もれている原石を見つけ、それが光を放つよう丹念に磨くことが必要で

あり、そのために地域の知恵を最大限使うことが大切である。そこから描き出され

る「地域の物語」、つまり、「地域の売り（セールスポイント）」を外部に向かって

強くアピールしていかなければならない。 
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２ プロジェクトの目的 

（１）テーマ設定による遠隔県の連携 

これまでの広域観光連携の取組みは、同一地域圏など近接するまとまりのある

ブロックでの取組みが主流であったが、「テーマ性のある観光に向けた取組みを行

っている地域同士で連携ができないか」と考えた。 

今回のプロジェクトは、平成２４年が日本最古の歴史書「古事記」が編纂され

てから１３００年目の節目を迎える年であることから、同じ８世紀に完成した日

本書紀・風土記・万葉集などに登場する古代の歴史・文化をテーマに据えた。 

 

（２）古事記等の魅力を伝える方法の検討 

古事記や日本書紀は神話の世界からはじまる、我が国の最も古い時代に属する

まとまった書籍であり、そこに登場する舞台が目を見張るような建築物・構造物

で構成されていない場合が多く、一見しただけではその魅力が「伝わりにくい」

と考えられる。 

   そのため、名所旧跡を「見る」だけの観光スタイルでは、その魅力を十分に伝

えられない面があり、そうした従来型の観光スタイルからの変化を好機と捉え、

「伝わりにくい」古事記等の世界の魅力を、ゆかりの地で「感じる」ことができ

るような、独自の観光のあり方を探っていくこととした。 

 

（３）プロジェクトの進め方 

このプロジェクトでは、まず参加５県（福井県・長野県・奈良県・鳥取県・島

根県）に関係の深い「古事記」、さらには同じ奈良時代に編纂された「日本書紀」

「万葉集」「風土記」に関係する観光資源の調査と情報収集からスタートするこ

ととした。 

   次に、目を見張るような建築物・構造物で構成されていないため「伝わりにく

い」とされている古事記等の魅力を伝える手法を研究した。 

その手法は、収集した情報を整理し、古事記等の神話や伝説と、その舞台とな

る史跡や自然景観といった「具体の観光資源」を「ストーリー」でつなぎ、古事

記の神話・伝承の舞台を訪れる観光を提案することにより、それぞれの観光資源

の魅力を高めていくものである。 

現地を訪れただけでは何気なく見過ごしてしまいそうな風景が、古事記等の世

界に触れることにより、歴史上の重要な舞台であることに気づくことで、新しい

価値を発見し、旅の深みを一層増すことにつながるのではないかと考える。 

かつての建築物・構造物は永い時間が経つことにより朽ちることもあるが、古

い時代から続く神事や、伝統芸能により当時の風習を知り、また、その文化を受

け継ぐ人々に出会うことで、悠久の時に思いを馳せることができるのではないか
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と考えた。古い時代から今に受け継がれている神事や、能・神楽といった伝統芸

能を古事記等との関連性で整理し、それらに触れていただくことにより、単に訪

れるだけでなく、現地での体験型の観光につなげようとするものである。 

また、遠隔県同士である参加５県が相互に連携した誘客対策について検討を行

い、効果的な観光振興施策や、情報発信の手法についても研究を深めた。 

 

３ プロジェクトの特色 

 

   このプロジェクトでは、古事記等をテーマとする観光についての調査研究を行

う活動にとどまらず、実践につなげていくことを心掛けた。特に観光施策や情報

発信の分野については、参加県観光担当者による研究会の中で、具体的な取り組

みの可能性を探り、実際の連携につなげた。 

この観光連携プロジェクトのための特別な予算措置は伴わない中で、効果的な

施策連携が行えた点は、このプロジェクトの特色であると考える。 
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Ⅱ新たな広域観光ネットワークについて 

 

１ 従来型の広域観光 

 

各地域に存在する代表的な観光拠点を中心として形成されている「観光圏」は、 

都道府県や市町村といった行政区域を越えて広がっている。このため、各自治体 

ごとの観光政策だけでなく、近接した他の自治体と連携した観光誘客への取組み 

が必要とされてきたところである。 

 観光客は訪問先の圏内に多くの魅力的な観光地があれば、一度の旅行でできるだ

け周遊してみたいと考えている。そこで観光拠点を訪れた観光客に、観光圏で滞在

していただき、消費していただくことを目的として、周遊できる観光ルートづくり

や、モデルプランなどを作成している。 

 このタイプの広域観光にも、対象エリア圏には様々なものがあり、いくつかの市

町村がまとまったネットワークから、東北地方・九州地方といった各ブロック単位

のネットワークや、福井県、三重県、奈良県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県

が参加している「歴史街道推進協議会」、大阪・和歌山から福岡・大分までの瀬戸内

の１１県と１０７市町村が参加する「海の道ネットワーク」などが存在する。 

 これらのネットワークでは、観光圏全体を紹介する地図・パンフレットの作成や、

ホームページの整備、連泊プランの企画立案、滞在力を高める農業・アウトドア体

験メニューの開発、早朝・夜間イベントの実施、インバウンド観光への対応、観光

案内所の共同設置などを行い、観光客の利便性と満足度の向上を図っている。 

 

２ 観光地同士のネットワークによる広域観光 

 

 近接していない観光地同士がその特質を共通項としてネットワークを形成する例

として、日本開港五都市観光協議会（函館市・新潟市・横浜市・神戸市・長崎市）、

日本三景観光連絡協議会（松島町・宮津市・廿日市市）などが挙げられる。 

それぞれ港町としての共通性や、日本三景という共通する資源を持つ観光地が、

特色のある共通項を前面に出し、相互に協力して PRを行っている。 

これらのネットワークでは、それぞれの観光地が離れているため、一回の旅行で

訪れることは難しく、上記の広域観光とは異なり、周遊観光ルートづくりは行われ

ていない。 

  

 【連携例】 

  ・日本開港五都市観光協議会では、協議会のホームページを運営しているほか、

ポートタウンフェスティバルや開港５都市麺フェスタ等のイベントを実施し

ている。 

  ・日本三景観光連絡協議会（松島町・宮津市・廿日市市）では、協議会の HP
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を運営しているほか、合同観光ポスター、パンフレットの作成、合同ノベル

ティの作成・配布、東京キャラバンの合同実施、旅フェアへの出店、それぞ

れの日本三景で実施されている「松島かき祭り」、「宮島かき祭り」、「天橋立

寒中てんころ舟競争」に相互参加している。 

 

３ 歴史・文化をテーマとした広域観光 

 

このプロジェクトでは、上記２の広域観光ネットワークをさらに発展させ、歴史・

文化のうち特定のテーマ（物語性を持つ古事記、城、戦国武将など）を選定し、その

テーマを共有する地域が連携して観光振興に取り組むことを試みることとした。 

取り上げるテーマによって連携地域の広がりは異なるが、古事記等をテーマとした

今回のプロジェクトでは連携する主体が福井、長野、奈良、鳥取、島根の５県であり、

連携エリアが広範となる。一回の旅行で全ての観光地を周遊していただくことは困難

であるため、特定テーマが持つ物語性をいかに活かして連続性をアピールするかが重

要になる。 

広域観光ネットワークで「古事記などをテーマとした旅」を提案し、古事記ゆかり

の地を訪れた観光客が、あたかもパズルを完成させるように、次にまた別の古事記ゆ

かりの地を訪れてみたいと思っていただけるような仕掛けを提案したい。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ県 
Ｄ県 

Ｇ県 

Ｙ県 Ｊ県 

②古事記などをテーマ 

とした旅の構築 

①古事記などに関連した 

遠隔県が連携 

③遠隔県が相互に連携して誘客施策を展開 

プロジェクトのイメージ 

観光客 
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味真野苑（福井県） 白兎海岸（鳥取県） 神魂神社（島根県） 

飛鳥（奈良県） 諏訪湖（長野県） 

古事記ゆかりの観光資源の例 
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Ⅲ記紀万葉の概要 

 

１ 古事記（712年編纂） 

 

710年に都が藤原京（奈良県橿原市）から奈良の平城京に移された。その２年後の

712年、太安万侶
オオノヤスマロ

によって『古事記』がまとめられた。 

これは、７世紀後半の天武朝に天皇の命を受けて、稗田阿礼
ヒ エ ダ ノ ア レ

が習誦していた歴史を

太安万侶が筆録したものとされている。日本の歴史を叙述したものとしては現存最古

であり、日本の古代史を語る際には欠かすことのできない根本史料である。  

『古事記』は、神代から推古天皇までを紀伝体で記述している。上・中・下巻の３

巻から成っていて、このうちの上巻は神代にあてられており、神々の世界が描かれて

いる。具体的には、天地初発から始まって、初代天皇とされる神武天皇の誕生に至る

までが叙述されている。 

このように上巻の出だしは天地が分離したことから始まっているが、太安万侶が記

した序文では、天地が未分離の状態から書き始められている。 

いずれにしてもここから言えるのは、神話の比重が大きいことである。このことは

神代の昔からの葦原中国（地上の国）の支配者の正当性を強調していると思われ、こ

こにこそ『古事記』の最大の編纂意図があると考えられている。 

中巻は神武天皇から応神天皇までが記されている。この時代は、神武天皇の伝承や

神功皇后の伝承など、英雄的な天皇が多く登場する。 

下巻は聖帝伝承で有名な仁徳天皇から推古天皇までのことが記されているが、最後

のほうになると記述がとても簡潔になっており、有名な聖徳太子の伝承などはほとん

ど記されていないところにも特徴がある。 
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２ 日本書紀（720年編纂） 

 

720年に舎人親王
トネリシンノウ

らを中心としてまとめられた。古くは『日本紀』ともよばれ、『古

事記』とともに、日本の古代史を研究する際の根本史料である。全部で30巻からなり、

神代から持統天皇までの歴史が編年体で書かれている。 

この編年体という形式は、その後の歴史書にも受け継がれていく。すなわち、古代

においては、『日本書紀』に続いて、『続日本紀』・『日本後紀』・『続日本後紀』・『日本

文徳天皇実録』・『日本三代実録』といった正史が作られた。これらの六つを総称して

六国史とよばれているが、『日本書紀』はその最初のものにあたる。 

編纂にあたっては、天皇家の皇統を記した『帝紀』や豪族たちの歴史を描いた『旧

辞』をはじめとして、朝鮮半島に残されていた古記録や氏族たちの家に伝えられた家

伝など多くの資料が使われたと考えられている。 

全30巻のうち、巻一と巻二の2巻が神代であり、全体の15分の1が神話の世界という

ことになる。『古事記』が全体の3分の1を神話にあてていることと比較すると、少な

いようにも思われるが、2巻分が神話というのは決して少ない分量ではない。 

また、『日本書紀』の特色の一つに「一書」の存在があげられる。一般には「ある

ふみ」とよみ、別伝承のことをさす。『日本書紀』には、本文の後にこの「一書」が

ついていることが時々ある。本文のあとにいくつもの「一書」がついていることは、

ストーリーの流れを切ることになり、読む側にとっては、面倒に感じることになる。 

しかし、そうしたマイナス面があるにもかかわらず「一書」を載せている意味は、

公平性を保つためであると考えられている。すなわち、一つの伝承を本文として述べ

たあと、違った伝承もあるということを示しているわけであり、これは氏族などの言

い分も汲み上げようという姿勢と受け取ることも可能である。この「一書」が特に多

いのが巻一と巻二の神代であり、この点からも、神話の世界は『日本書紀』において

も重視されていたと考えられる。 
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３ 風土記（出雲風土記完成 733年） 

 

713年に『風土記』作成の命が出された。国ごとに出されたその命令には、「①地名

に良い名をつけなさい」「②土地の産物をあげなさい」「③土地の良し悪しを記しなさ

い」「④地名の由来を述べなさい」「⑤古老の伝承を書き記しなさい」という５項目の

ことがらが要求されていた。これにのっとって、733年に出雲国で編纂されたのが『出

雲国風土記』である。命令が出てから、ちょうど20年かかって作られたことになる。 

全国60あまりのそれぞれの国で『風土記』が作られたと考えられているが、長い年

月のうちにその多くは失われてしまい、現在かろうじてまとまった内容を伝えている

のは、常陸・出雲・播磨・肥前・豊後のわずか５カ国にとどまる。その中でも、『出

雲国風土記』は内容的にそのほとんどが残されていて、大変貴重なものである。私た

ちは『出雲国風土記』によって、8世紀前半の出雲の様子をずいぶんと知ることがで

きるのであるが、『出雲国風土記』は、その名からわかるように風土を記したもの、

つまり地誌である。そこには出雲の歴史、人々の風俗や習慣などさまざまな事柄が記

されている。こうしたことがわかるのは、すべて『出雲国風土記』のおかげだといえ

よう。 

『出雲国風土記』の中にある興味あふれる神話を見ると、天下造
アメノシタツク

らしし大神とた

たえられるオオナモチ（オオクニヌシ）の世界が展開されている。しかし、オオクニ

ヌシのイナバノシロウサギやスサノオのヤマタノオロチ退治といったよく知られた

神話はまったく記されていない。また神社の数が399社と明記されているのもユニー

クである。8世紀初めの段階で、一つの国にいくつ神社があったかがわかるのは出雲

だけである。 

一般の『風土記』がその国の役人である国司によって編纂されたのに対して、出雲

の場合には出雲国造（現在の出雲大社の両国造家の祖先）によって作られていること

は特筆すべきである。そのため、『出雲国風土記』には、『古事記』や『日本書紀』と

比べ、より地元の目線で書かれていると考えられている。 
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４ 万葉集 

 

万葉集の歌は、仁徳天皇の皇后であった磐姫皇后の歌と伝えられるものがもっとも

古いが、推古朝以前の歌については後の時代の人が仮託した作と考えられている。そ

のため、実質上の万葉の時代は、天智天皇や天武天皇の父である舒明天皇（629年即

位）の時代から万葉集最後の歌（巻20･4516番）が作られた天平宝字三年（759年）ま

での、約130年間といえる。  

「万葉」の「葉」は、「世（代）」すなわち時代の意であり、「万葉集」とは、歌集

が万世まで伝わるようにとの祝賀の意を込めた命名と考えられている。  

万葉集の編纂、成立の経緯については詳しくは分かっていない。一人の編者によっ

てまとめられたのではなく、何人かの編者の手が加わり複雑な過程を経て成立したも

ので、最終段階で大伴家持の手によって現存の万葉集に近い形にまとめられたと考え

られている。  

『万葉集』は全20巻である。歌番号にして4516番までの歌から成り、その内容は大

きく「雑歌」「相聞」「挽歌」に分類されている。「雑歌」は行幸や遊宴、旅などさま

ざまな折の歌であり、晴れがましい歌が多く含まれている。「相聞」はお互いの消息

を交わし合う意で、親子・兄弟姉妹・友人など親しい間柄で贈答された歌も含まれる

が、多くは男女の恋の歌である。「挽歌」は人の死に関する歌である。 

万葉集は、人が生を受けて死ぬまでのほとんどの場面が歌われた歌集といえよう。 
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Ⅳ古事記等をテーマとした観光の提案 

 

 

１ イザナキノミコトの黄泉の国訪問 

 

―はじまりの物語― 

伊耶那岐命（イザナキ）と伊耶那美命（イザナミ）は、神話の冒頭に登場する国土 

創成の神です。また、イザナキとイザナミの神話は、生と死のはじまりの物語でもあ

るのです。 

―国生み・神生み― 

神々が、天上の高天原に生まれた頃、地上はまだ出来たばかりで、クラゲのように

漂っていました。そこで、高天原の神々は、イザナキという男神とイザナミという女

神に、国を生み固めるように命じました。イザナキとイザナミは、淡路島、四国、隠

岐、筑紫、壱岐、対馬、佐渡、本州の八つの島を生みました。この八つの島を大八島

国といいます。そのあと六つの島々を生み終えると、次に様々な神々を生みました。

石の神、土の神、海の神、風の神、山の神、穀物の神。ありとあらゆる神々を生みま

したが、火の神を生むと、イザナミは火傷をおってしまい、ついに命を落としてしま

ったのです。 

イザナキはイザナミの枕もとで、腹ばいになって泣きに泣きました。その涙から

泣沢女
ナキサワメ

神という女神が生まれました。香山
カグヤマ

の畝尾
ウ ネ オ

の木本
コノモト

に鎮座する神です。 

―イザナキの黄泉の国訪問― 

イザナキは、妻のイザナミの亡骸を、出雲国と伯伎国（伯耆国）の境にある比婆の

山に葬りましたが、イザナミに会いたい気持ちが募り、死者が集うという黄泉の国に

向かいました。暗闇のなかで妻に呼びかけます。「愛しいイザナミ。私たちはまだ国

作りを終えていない。帰ってきておくれ。」妻は応えます。「悔しいわ。わたしはもう

黄泉の国のかまどで煮たものを食べてしまったので、帰ることができません。けれど

も愛しいあなたがいらしたので、黄泉の神に相談しましょう。それまで私を見ないで

ください。」   

……長い時間が過ぎましたがイザナミは一向に現れません。待ちくたびれたイザナ

キは髪に挿していた櫛
く し

の歯を折って火を灯しました。すると、そこには変わり果てた

イザナミの姿が横たわっていたのです。体じゅうにウジがたかり、八種もの雷神が坐

っていました。 

―生と死のはじまり― 

驚いたイザナキは、死の恐怖から逃れようと走り逃げました。「よくもわたしに恥

をかかせましたね。」怒ったイザナミは、予母都志許売（ヨモツシコメ）にイザナキ

を追いかけさせます。イザナキが身につけていた髪飾りや櫛をヨモツシコメにむかっ

て投げると、髪飾りはぶどうに、櫛はたけのことなりました。ヨモツシコメが食べて

いる間にイザナキが逃げると今度は雷神たちが追ってきます。剣を後ろ手に振って逃

※この章は物語性を重視した表現方法を用いています。 
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げ、ようやく黄泉比良坂にたどり着くと、千人がかりで引くような大きな千引石で死

者の国につづく黄泉比良坂を塞ぎました。最後に追いかけて来たイザナミは言いまし

た。「愛しい夫よ。かくなる上は、あなたの国の人を1日に千人殺しましょう。」これ

にイザナキが応えて言いました。「愛しい妻よ。あなたがそうするならば、私は1日に

千五百の産屋を立てよう。」こういう理由で、人は1日に千人死に、千五百人生まれる

のです。こうしてイザナミは黄泉の大神となりました。 

黄泉比良坂は、今は出雲国の伊賦夜
イ フ ヤ

坂だと『古事記』は伝えています。 

 

―黄泉比良坂ゆかりの地― 

この伊賦夜坂は現在の島根県松江市東出雲町の揖屋神社あたりと考えられていま

す。『古事記』では黄泉の国とこの世の境は黄泉比良坂と考えられており、出雲国の

伊賦夜坂だと伝えています。『日本書紀』の斉明紀には「言屋
イ フ ヤ

社」が見え、『出雲国風

土記』にも「伊布夜
イ フ ヤ

社」がみえることから、現在の松江市東出雲町にある揖屋神社一

帯ではないかと考えられています。 

 ところが『出雲国風土記』では、黄泉の国の入り口は別の場所だと伝える記事があ

ります。出雲郡宇賀郷（現在の島根県出雲市）に伝わる伝承に「黄泉の穴、黄泉の坂」

と名づける窟戸があり、「夢に見ると必ず死ぬ」と記されています。島根半島の西部

の猪目洞窟（出雲市猪目町）のことではないかと考える説があり、この場所からは弥

生時代から古墳時代にかけての人骨が発見されています。 

 

この神話に登場する県 奈良県、島根県、鳥取県 

 

≪奈良県≫ 

◇畝尾都多本神社(うねおつたもとじんじゃ) 

天香久山の西麓に位置する。『万葉集』に、「哭沢の神社
モ リ

に

御酒
ミ ワ

すえいのれどもわご 王
オオキミ

は高日
タカツヒ

知らしぬ」とあり、桧隈
ヒノクマ

女

王が持統天皇の十年（696）七月十日に没した高市皇子の延命

を祈った神社だと考えられる。  

（奈良県橿原市木之本町） 

 

≪島根県≫ 

◇比婆山(ひばやま) 

島根県安来市の比婆山の山頂にある熊野神社（比婆山久米

神社）には、イザナミの墓と伝えられる「イザナミの神御陵

古墳」がある。 
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◇イザナミ御陵伝承地(いざなみごりょうでんしょうち) 

イザナミの御神陵と伝えられている場所。宮内庁の指定も

あり、大切に保存されている。『古事記』にある比婆山はこ

の地で、イザナミが葬られた場所に比定されている。 

古くから子授け安産の守護神として広く崇敬されたとこ

ろである。明治33年宮内省が全国十数か所のイザナミノミコ

ト御神陵伝説地中保存すべきものと認定し陵墓伝説地に指

定したものである。   

（島根県松江市八雲町） 

 

◇黄泉比良坂伝承地（よもつひらさかでんしょうち） 

黄泉の国（根の国）への入り口と言われた場所。 

亡くなった妻・イザナミを追って、イザナキが黄泉に行く

際に通ったとされる黄泉比良坂の伝承地は、東出雲町をはじ

め、島根県内に数カ所ある。 

（島根県松江市東出雲町） 

 

◇揖夜神社(いやじんじゃ)  

古代より、黄泉の国に縁の深い社として重視された神社。

出雲大社の縁起につながる由緒正しき社。神座は出雲大社と

反対で、左から右に向かっているのが特徴的である。扉には、

５色の極彩色で神事を描いた障壁画が残る。 

（島根県松江市東出雲町） 

 

◇猪目の洞窟(いのめのどうくつ) 

1948年に発見された洞窟遺跡。縄文中期から古墳時代後期

にかけての土器片や木製品など貴重な遺物が出土。弥生時代

のものと考えられる貝の腕輪を身につけた人骨も出土した。 

（島根県出雲市猪目町） 

 

≪鳥取県≫ 

◇母塚山（はつかさん） 

 母塚山は、国生みの神、イザナミのお墓があった山とい

われている。展望台までは道路が整備されており、車で行

くこともできる。大山（だいせん）などの山々から島根半

島や日本海までパノラマの景色が楽しめ、特にここから見

る大山は山陰一の絶景といわれている。                   

（鳥取県西伯郡南部町） 
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２ スサノオノミコトとヤマタノオロチ 

 

―太陽と月と海原の神の誕生― 

黄泉の国から帰ったイザナキは自分の身を清めました。左目を洗うと天照大御神

（アマテラス）、右目をあらうと月読命（ツクヨミ）、鼻を洗うと須佐之男命（スサノ

オ）が生まれました。イザナキは「ついに貴き子を得た。」と言って、アマテラスに

高天原を、ツクヨミに夜の国を、スサノオには海原を治めるよう命じました。ところ

がスサノオは「母のいる根の堅州国に行きたい。」と泣きわめき、イザナキに葦原中

国を追い払われました。スサノオは、姉のアマテラスにお別れのあいさつをしてから

根の堅州国に行こうと思い、高天原に向かいました。 

―アマテラスとスサノオ― 

一方、スサノオがやって来ることを知ったアマテラスは驚いて、「我が国を奪おう

としているのだ。」と思い、武装してスサノオを迎えます。国を奪おうとする邪な心

がないことを「うけい」という占いで証明したスサノオは、「うけいに勝った！」と

勝ちに乗じて高天原を暴れ回り、田んぼの畔や用水路を埋めてしまいます。はじめは

弟をかばっていたアマテラスでしたが、機織りをしていた乙女を驚かせて死なせてし

まったことを知ると、悲しみのあまり、とうとう天の石屋戸
イ ワ ヤ ド

にこもってしまいました。

するとあたりは暗くなり、たくさんの禍が起こり始めたのです。そこで、天の八百万

の神は集まって相談をし、アマテラスを石屋戸から出す話し合いをしました。アメノ

ウズメが舞い遊ぶのを見て、神々がいっせいに笑い、なんとかアマテラスを石屋戸か

ら出すことに成功すると、あたりは再び明るさを取り戻しました。 

一方、八百万の神々は、スサノオの高天原追放を決定。ヒゲと手足の爪を切られた

スサノオは、罪を償わされて、高天原を追い払われました。 

―スサノオは出雲国で恋をする― 

姉のアマテラスが支配する天の高天原で大暴れしたスサノオは、追い払われて、出

雲国の肥の河の源流がある鳥髪という地に降り立ちました。ふと川を見れば上流から

箸が流れています。スサノオは、上流に人がいると思い、人を探して歩くと、そこに

は泣いている老夫婦と娘がいました。聞けば、老夫婦には八人の娘がいましたが、毎

年、高志の「ヤマタノオロチ」に娘が食べられてしまい、残るは末娘の櫛名田比売（ク

シナダヒメ）ただ一人。オロチの姿は、頭が八つ、尻尾が八尾、背中に杉や檜が生え

ていて、その長さは八つの山を渡るほど。それを聞いたスサノオは「クシナダヒメを

私の妻に。」と言いました。驚いたクシナダヒメの父足名椎（アシナヅチ）は「あな

たはどなた様ですか？」と尋ねると、スサノオは「私は高天原を支配するアマテラス

の弟だ。」と告げて、クシナダヒメとの結婚の承諾を得ると、ヤマタノオロチを退治

することになりました。 

―ヤマタノオロチ退治― 

スサノオはクシナダヒメを櫛に変えて束ねた髪の毛に刺すと、老夫婦に、強い酒を

つくり、八つの大きな器にその酒を準備するよう命じて、オロチを待ちぶせました。   
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やがて現れたヤマタノオロチは、その大きな器に頭を垂れて酒を飲み、酔ってその

場に突っ伏して寝入ってしまいました。姿は大きな蛇です。スサノオは十拳剣を抜い

て、その蛇を切り散らしました。オロチの尾を切り裂くと、そこからはつむ羽の大刀

が現れました。その大刀をすばらしい物だと思ったスサノオは、アマテラスに大刀を

差し上げることにしました。これが草那芸（草薙）の大刀です。 

―八雲立つ出雲― 

こうしてヤマタノオロチを退治したスサノオは、出雲中を巡り歩きました。須賀の

地にたどり着くと、「私の心は清々しくなった。」と言って宮をつくり、クシナダヒメ

と結婚しました。この時に詠んだ歌が「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作

る その八重垣を（たくさんの雲がわき立つ出雲の国は、雲が垣根のように国を守っ

ている。私も妻の住む宮のまわりにたくさんの垣根を作って妻を守ろう。出雲の国の

雲のように。）」という歌です。その後スサノオには多くの子孫が生まれました。その

六代後の子孫が大国主神（オオクニヌシ）です。 

 

―ヤマタノオロチ退治の意味― 

古代においてオロチとは、水神であり、山神であり、雨・水をつかさどる神とされ

ていました。また、雨はしばしば雷をともない、稲光が蛇の形に似ていることから雷

神ともされていました。そして、稲の成育には水が必要なことから農耕とも結びつい

ていたと考えられます。 

 古代の肥の河（斐伊川）は、農耕に必要な水を供給すると同時に、しばしば洪水を

引き起こしました。洪水は一時的には農耕に害を与える一方で、肥沃な土地を生み出

すことから、氾濫する川を大蛇で表していると考える説があります。オロチ退治は、

肥の河の氾濫と治水を象徴するという解釈です。 

 また、クシナダヒメは、『日本書紀』では、「奇稲田姫」と表記されており、「クシ」

は美称で、稲田を賛美したものと考えられ、田の女神とも考えられます。このように

とらえると、ヤマタノオロチとクシナダヒメとの関係を水神と田の神の関係と解釈す

ることもできます。 

―オロチ退治の伝承の広がり― 

「高志」とは当時の北陸地方を指しているとも考えられています。「高志」は「越」

とも書かれ、８世紀以降に越前・越中・越後に分割される「高志国」を指すとする説

があります。福井県の「九頭竜川」にもヤマタノオロチ伝説があり、斐伊川と同様に

氾濫の多い九頭竜川にオロチの姿を重ねたものと考えられます。 

―日本海沿岸の交流― 

実際に、出雲や稲羽（因幡）と高志は、海路を利用した交通があったと考えられ、

四隅突出型墳丘墓や前方後方墳などの共通した形状の墳墓の築造を行っています。 
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この神話に登場する県 島根県、長野県、福井県、鳥取県 

≪島根県≫ 

◇鳥上の滝（とりかみのたき） 

ヤマタノオロチの物語では、スサノオは肥の河の鳥髪の峰に

降り立った、と描かれている。肥の河は現在の斐伊川のことだ

と考えられているが、船通山の中腹には鳥上の滝があり、この

滝が斐伊川の源流である。 

 

◆宣揚祭（せんようさい） 

スサノオが降り立ったとされる鳥髪は、現在の船通山（島根 

県奥出雲町）と言われており、昭和３２年までは付近に「鳥上」

という名の村があった。現在の船通山の山頂には、スサノオを

祀る祠があり、毎年7月28日にはスサノオが降り立つ神話にち

なむ宣揚祭が行われる。 

 

◇天が淵（あまがふち） 

島根県雲南市木次町には、曲がりくねる斐伊川の淵がある  

が、ここはオロチの住み処と伝えられた場所。中世には、古 

事記や日本書紀にはみられない、その土地に根付いた新しい 

神話の解釈が生まれた。この時期には、ヤマタノオロチは斐 

伊川上流に住むと考えられていた。 

 

◇須我神社（すがじんじゃ） 

ヤマタノオロチを退治したスサノオが妻と一緒に造った神 

社。「日本初之宮」として有名。日本最古の和歌「八雲立つ～」 

という歌はこの地でスサノオに詠まれた。                             

（島根県雲南市大東町） 

 

◇河辺神社(かわべじんじゃ) 

懐妊したスサノオの妻、クシナダヒメが産湯に使う水を求 

めて御産所に定めた神社。 

（島根県雲南市木次町） 

 

◇八重垣神社(やえがきじんじゃ) 

スサノオとクシナダヒメを祀る神社。古事記に登場する 

「八雲立つ～」というスサノオの歌が神社名の由来。 

縁結びで有名な神社で、奥の院にある鏡の池で和紙を浮かべ   

る縁占いが人気。 

（島根県松江市佐草町） 
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≪長野県≫ 

◇戸隠神社（とがくしじんじゃ） 

アマテラスがこもった天の岩戸を開け、戸隠へ投げたとの

伝承がある天手力男神（アメノタヂカラオ）を祀る奥社をは

じめ、中社、宝光社、九頭龍社、火之御子社の五社からなる。

麗山・戸隠山の麓にあり、パワースポットとしても有名。 

（長野県長野市 戸隠神社奥社参道杉並木） 

 

◆仁科神明宮の神楽（にしなしんめいぐう） 

 毎年９月の敬老の日に実施される秋の例祭で奉納される 

神楽で、演目７座のうち２座が古事記等を題材としており、 

岩戸神楽が「天岩戸」の物語、竜神神楽が「日照命（海幸 

彦）と日遠理命（山幸彦）」の物語を題材としている。 

（長野県大町市） 

 

≪福井県≫ 

◇九頭竜川（くずりゅうがわ） 

  福井・岐阜県境に源を発し、三国湊のあたりで日本海へ注 

ぐ。古くは「崩れ川」と言われるほど頻繁に氾濫を起こし、 

福井平野に豊かさをもたらした。「高志之八俣遠呂知」に縁が 

あるとの説もある。現在は鮎釣りのメッカ。 

 

≪鳥取県≫ 

◇氷ノ山（ひょうのせん）  

鳥取県若桜（わかさ）町内には、「高天原」の地名が残り、

アマテラスの行幸伝説とともに、アマテラスが詠んだといわ

れる御製が伝わっている。氷ノ山の名は、アマテラスが樹氷

の美しさに感動して日枝（ひえ）の山と呼ばれたことが起源

とされ、登山道の一つでもある氷ノ越の峠を通って因幡の国

をあとにした、とされている。 

（鳥取県八頭郡若桜町） 

 

◇霊石山（れいせきざん）  

アマテラスが西征のために降臨され、猿田彦に導かれてこ

の山の伊勢ヶ平で行宮を設けて地域を治め、やがて氷ノ山を

越えて帰還されたという伝承が残されている。山腹には、伝

承ゆかりの御子岩などの遺跡が点在している。  

（鳥取県鳥取市河原町） 
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遺跡 

◇四隅突出型墳丘墓 

山陰地方を中心に日本海沿岸に広く分布した弥生時代後期の墳墓。方形の墳丘墓で、

方形の四つの隅が、文字通り突出した独特の特徴をもつ。弥生時代中期に広島県三次

市で発祥したと考えられ、弥生時代後期の二世紀末～三世紀初頃に島根県出雲市の出

雲平野や、安来市の荒島地区で大型化した。その後、山陰・北陸の各地で広く築造さ

れた。特に安来市の荒島地区の墳墓群にある四隅突出型墳丘墓は碧玉製管玉や鉄剣な

どの副葬品が出土した他、弥生時代の墓制としては、古墳時代を先取りするような高

度な土木技術によって墳丘が築造されており、日本海沿岸の広域に広く採用された。   

北陸地方では山陰地方よりやや遅れて築造が開始されたが、このことは、北陸と山

陰が墳墓の技術の伝播を含む広域の文化交流をしていたことを示すと考えられる。 

【代表的な墳丘墓】 

福井県 

  小羽山３０号墓（出土品は清水郷土資料館に保管） 

 鳥取県 

  洞ノ原１号墓 

  妻木晩田遺跡 

島根県 

  西谷３号墓・西谷９号墓（西谷墳墓群：弥生の森博物館） 

  仲仙寺９号墓 宮山４号墓 

  （仲仙寺墳墓群・宮山墳墓群：古代出雲王陵の丘、塩津山公園） など 

 

◇前方後方墳（ぜんぽうこうほうふん） 

 古墳時代に東日本ならびに日本海沿岸から中国地方で築造された、前後部ともに方

形の古墳である。方形の後部に、台形の前部をもつ形状は、方形の墳丘への通路が突

出したものが大型化して形成されたと考えられている。後部を円形とする前方後円墳

と共通する墓制をもち、画一化された形状の古墳が広く築造された。中でも出雲地方

の前方後方墳は古墳時代を通じて築かれたことから、方形へのこだわりが指摘されて

いる。前方後方墳と前方後円墳の形状の違いについては、築造を通じた政治勢力の形

成を指摘する学説もあるが、未だ十分に解明されたとはいえず、今後の研究の進展が

期待される古墳である。 

【代表的な古墳】 

 奈良県 ノムギ古墳 

 福井県 桜谷古墳 

 鳥取県 古海36号墳（古海野山） 

 島根県 山代二子塚古墳        など 
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３ イナバノシロウサギ（稲羽の白兎）とオオクニヌシノミコト 

―オオクヌニシの冒険― 

スサノオから数えて六代目の子孫に大国主神（オオクニヌシ）がいます。『古事記』

に書かれた神話のなかでも、最も親しまれている話の一つが、この「イナバノシロウ

サギ（稲羽の素兎）」です。若きオオクニヌシの成長の物語です。 

※因幡は古事記では「稲羽」の表記 

―稲羽（因幡）への旅― 

オオクニヌシには、八十神
ヤ ソ ガ ミ

というたくさんの兄弟がいました。その八十神たちは稲

羽の女神八上比売（ヤカミヒメ）を妻にしたいと思って、みなで稲羽に出かけました。

その時に、オオクニヌシには荷物を背負わせてお供として連れて行きました。 

―傷ついたウサギ― 

八十神が気多
ケ タ

の岬（鳥取県）にたどり着いた時、毛皮を剥がれて裸になったウサギ

が倒れているのを見つけました。八十神は、ウサギに「海水で身体を洗い、風にあた

って山の高いところに伏せなさい。」と教えました。ウサギが、八十神の教えの通り

にすると、海水が乾くにしたがって、皮膚が風に吹かれてひび割れてしまいました。

そのあまりの痛みに、ウサギは苦しんで泣き伏してしまいました。 

―ワニをだまして気多岬に渡ったウサギ― 

 袋を背負って、一番後にやって来たオオクニヌシが、泣き伏せているウサギを見て

「どうして泣いているのだ。」と聞いたところ、ウサギはこう答えました。 

「私は、オキの島から、この気多岬に渡ろうと思っていましたが、渡る手段がありま

せんでした。そこで、海にいるワニをだまして『私とあなたで競争して、ウサギとワ

ニ、どちらの一族が多いか数えてみたい。あなたの一族をことごとく集めて、この島

より気多の岬まで並んでくれないか。私が、あなたたちの背中を渡って、どちらが多

いか数えよう。』と言いました。ワニの背を踏んで海を渡り終えようとした時に『お

まえたちはだまされたのだ。』と言い終える間もなく、岸の最も近くにいたワニに捕

まって毛皮をはがれてしまいました。赤裸になった私が泣いていると、そこを八十神

が通りかかり『海水を浴びて、風に当たって横になっていなさい。』とおっしゃるの

で、八十神の教えの通りにすると、私の身体が傷だらけになってしまいました。」 

 ※ワニは鮫の古語で、現在でも中国地方の山間部の方言として残っています。 

―オオクニヌシの教え― 

 それを聞いたオオクニヌシは「今すぐに河口に行って、真水で身体を洗い、蒲黄（か

まのはな）を摘んで来て、その花粉の上に寝転べば、おまえの身体は必ず治るだろう。」

と言いました。ウサギは、オオクニヌシの教えの通りにすると、もと通りの身体に戻

ることができました。このウサギをイナバノシロウサギといいます。今は兎神といわ

れています。 

―ウサギの予言― 

このウサギは、オオクニヌシに言いました。「八十神は決してヤカミヒメの心を得

ることはできないでしょう。ヤカミヒメを妻とするのはあなたです。」 
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―八十神の嫉妬― 

ヤカミヒメの元にたどり着いた八十神が求婚すると、ヤカミヒメは「私はオオクニ

ヌシ様と結婚いたします。」と答えました。 

これをひどく怒った八十神は一緒に相談して、オオクニヌシを殺してしまうことに

しました。兄神たちは、オオクニヌシを伯耆の国にある手間の山のふもとへ連れて行

きました。そして、珍しい赤い猪を山の上から追い立てるので下で捕まえろと言いつ

けました。もちろん、赤い猪などいるはずがありません。兄神たちは、オオクニヌシ

を殺すために、火で真っ赤に焼いた大岩を上から落としました。転がり落ちてくる真

っ赤な大岩を猪だと信じて疑わないオオクニヌシは、大岩を正面から受け止めようと

しましたが、無残にも焼き潰され、絶命してしまいました。 

―麗しきオオクニヌシの再生― 

これを知ったオオクニヌシの母は嘆き悲しみ、天に昇って、神産巣日之命（カミム

スヒ）に助けを求めました。母の願いを聞いたカミムスヒは、赤貝の神・キサカイヒ

メと、ハマグリの神・ウムカイヒメを地上に遣わしました。キサカイヒメが貝殻でオ

オクニヌシの体を大石から刮
こ そ

げはがし、ウムカイヒメがそれを受け取って母親の乳を

塗ったところ、オオクニヌシは麗しい青年となり、立ち歩きました。 

 

この神話に登場する県 鳥取県、島根県 

 

≪鳥取県≫ 

◇白兎神社（はくとじんじゃ） 

白兎神社は、大兎大明神あるいは兎の宮白兎大明神と

いわれ、神話「イナバノシロウサギ」の舞台であり、古

事記や日本書記に記される由緒明らかな神社である。神

話にちなみ、皮膚病ややけどなどに効く神社として信仰

されてきた。最近はオオクニヌシとヤカミヒメゆかりの

縁結びの神様として知られている。 

（鳥取県鳥取市） 

 

◇白兎海岸（はくとかいがん） 

白兎神社の北方１５０メートルにある海岸。この海岸

の西端に突出した岬（気多ノ前）に白兎が上陸したとい

われている。 

白兎海岸の海水は清く澄み、海底の砂が数えられるく

らい透明で、夏は東方の水平線からの日の出、夕方は西

の海上への夕日の眺めは絶景。 

（鳥取県鳥取市） 
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◇売沼神社（めぬまじんじゃ） 

オオクニヌシと結ばれたヤカミヒメを祀っている。神

話「因幡の白うさぎ」は、オオクニヌシがヤカミヒメに

会いに行く途中の出来事で、神社周辺には、神話にちな

んで蒲が植えられているほか、近くの簗瀬山には、ヤカ

ミヒメの古墳ではないかとされる前方後円墳がある。 

（鳥取県鳥取市河原町） 

 

◇唐王神社 （とうのうじんじゃ） 

スサノオの娘須勢理毘売命（スセリビメ）はオオクニ

ヌシの妻となるが、スセリビメが鎮座された地に創設さ

れ、またスセリビメを葬ったという伝承が残る神社。古

くは唐王御前神社と呼ばれ、スセリビメにちなんでマム

シや毒虫・害虫除けの神として人々から崇敬された。 

神社近くにお手洗いの井泉があり、心の汚れた者がこ

の水を汲むとすぐ濁り、その水に神前の砂を投げ入れる

と自然に綺麗な水になったといわれている。 

（鳥取県西伯郡大山町） 

 

◇赤猪岩神社（あかいいわじんじゃ）  

◇清水井（しみずい） 

オオクニヌシが八十神の計略により命を落とし、母の愛と二人の女神の力で生き返

った「再生神話」の地が、赤猪岩神社である。境内にはオオクニヌシが抱いて落命し

たとされる大岩が封印されており、周囲には注連縄が張ってある。また、神社近くに

は、オオクニヌシ蘇生のために使われたとされる水が湧く清水井もある。 

（鳥取県西伯郡南部町）  
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◇大石見神社（おおいわみじんじゃ） 

一度は復活したオオクニヌシであるが、その後さらにも

う一度、兄神たちの策略によって木の股に挟まれて殺され

てしまう。この舞台となったのが大石見神社であるとの伝

承が残されている。 

母の願いにより再び復活したオオクニヌシは、この後、

木の国に逃れた後、さらに根の国を訪問し、国づくりの物

語へと続いていく。 

（鳥取県日野郡日南町） 

 

≪島根県≫ 

◇隠岐の島（おきのしま） 

『古事記』では一匹の白兎が「淤岐島」から因幡国へ

渡ったとされている。「淤岐島」がどの島を指すのかは諸

説あるが、島根県隠岐郡の隠岐の島を指しているという

説が有力である。 

 

◇佐太神社（さだじんじゃ）  

◆佐陀神能（さだしんのう） 

オオクニヌシを再生させた女神のキサカイヒメを祀る。キサカイヒメは、『出雲国

風土記』では佐太大神の母親で、加賀の潜戸を黄金の矢で射ぬいた神として登場する。 

また、毎年９月２５日に行われる御座
ご ざ

替
か え

祭
まつり

では境内において佐陀神能が舞われ、こ

れは出雲神楽の源流ともいわれている。佐陀神能は２０１１年、ユネスコの無形文化

遺産に登録された。（詳細はⅥ章３「大社」を参照） 

（島根県松江市鹿島町） 

 

◇法吉神社（ほっきじんじゃ） 

オオクニヌシを再生させた女神のウムカイヒメを祀る。ウムカイヒメは、『出雲国

風土記』では、カミムスヒの娘で法吉鳥（鶯の古名）となって、法吉郷に留まった、

とある。現在、法吉神社がある。 

（島根県松江市法吉町） 
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４ オオクニヌシノミコトと国譲り 

―国づくりを行ったオオクニヌシ― 

 嫉妬する八十神に命を狙われて、再び命を落としたオオクニヌシを再生させた母神

の勧めで、オオクニヌシは木の国に逃れますが、八十神が矢を射ながら追いかけてき

ます。オオクニヌシは、そこからさらに根の堅州国に逃れ、スサノオの娘である須勢

理毘売命（スセリビメ）と恋に落ちます。スサノオの試練を乗り越えた二人は、スサ

ノオの大刀や弓矢、琴を持って、スサノオの元を逃れます。追いかけて来たスサノオ

は、オオクニヌシに向かって「その大刀と弓矢で八十神を追い払って、大国の主とな

れ。」と叫びました。 

 オオクニヌシは、国に戻って八十神を追い払うと、海のむこうからガガイモの船に

乗ってやって来た少名毘古那神（スクナビコナ）と国づくりを始めました。スクナビ

コナが常世の国に行ってしまうと、御諸山（三輪山）の山頂にいる神を祀って、国を

完成させたオオクニヌシを高天原から見ている神がいました。アマテラスです。 

―アメノホヒの派遣― 

アマテラスは「葦原中国は、私の子孫である忍穂耳命（オシホミミ）が治める国だ。」

と言って、オシホミミに地上の葦原中国を治めさせようとしましたが、オシホミミは

「また地上は騒がしいようです。」と言って還ってきました。そこで天菩比神（アメ

ノホヒ）を使者として派遣しましたが、アメノホヒはオオクニヌシを慕って、三年経

っても命令を果たしませんでした。 

―アメノワカヒコの心― 

そこで、アマテラスと高御産巣日神（タカミムスヒ）は高天原の神々と相談して、

天若日子（アメノワカヒコ）に弓と矢を授けて、地上へ遣わしました。しかしアメノ

ワカヒコはオオクニヌシの娘の下照比売（シタテルヒメ）と結婚して、地上の葦原中

国を自分のものにしようと、八年経っても命令を果たしませんでした。そこで、様子

を見ようと、鳴女
ナ キ メ

という雉を遣わしましたが、アメノワカヒコが射殺してしまいまし

た。雉を射抜いた矢は高天原まで届きました。そこでタカミムスヒは「アメノワカヒ

コに邪心があるなら、この矢よ当たれ」と言ってその矢を投げ返すと、その矢はアメ

ノワカヒコの胸に刺さり、絶命しました。 

―アメノワカヒコの葬喪― 

アメノワカヒコの死を悼む妻のシタテルヒメの泣く声が風に乗って高天原まで届

くと、天の高天原にいるワカヒコの父や妻子が、地上の葦原中国までやって来て喪屋

を作り、八日八晩の間、アメノワカヒコの死を嘆き悲しみました。この時に阿遅志貴

高日子（アヂシキタカヒコ）がアメノワカヒコの喪を弔いにやって来ました。それを

見たアメノワカヒコの父や妻子は、「わが息子は、わが夫は死んでいなかったのだ。」

とアヂシキタカヒコの手足を取って泣きました。それを聞いたアヂシキタカヒコは怒

って「死者と間違うなんて」と、十掬剣
トツカノツルギ

を抜いて、喪屋を切り倒し、足で蹴り飛ば

しました。これが、三重国の藍見河の河上にある喪山です。アヂシキタカヒコが名前

も告げずに怒って飛び去ると、シタテルヒメは「あれは、玉のように美しく輝くアヂ

シキタカヒコです。」と歌いました。 
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―タケミカヅチの派遣― 

その時、高天原では、どの神を派遣するのがよいか、神々が相談していました。派

遣されることに決まったのは建御雷神（タケミカヅチ）と天鳥船神（アメノトリフネ）

です。こうして二神は、伊耶佐
イ ザ サ

の小浜（稲佐浜）に降り立ちました。タケミカヅチは

十掬剣
トツカノツルギ

を波頭にさかさまに立て、その剣の先にあぐらを組んで坐り、オオクニヌシ

に国譲りを迫りました。オオクニヌシは「私は申し上げられません。その答えは、言

代主神（コトシロヌシ）がいたします。」と、わが子であるコトシロヌシに返答を委

ねました。その時コトシロヌシは御大
ミ ホ

の前
サキ

（美保関）で釣りの真っ最中です。迎えに

アメノトリフネを遣わすと、やって来たコトシロヌシは「この国は天の神の子孫に差

し上げましょう。」と国譲りに同意し、乗って来た船を踏み傾けて、天の逆手を打ち、

その船を青柴垣
アオフシガキ

に変えて隠れてしまいました。 

タケミカヅチは、「コトシロヌシは同意したが、他に聞くべき子どもはいるか。」と

尋ねました。オオクニヌシは、「もう一人、建御名方神（タケミナカタ）がおります。」

と、言いました。そこに巨大な石を手先で持ち上げながら現れたタケミナカタは、「力

比べをしよう」と言って、タケミカヅチの腕を取ります。しかし、タケミカヅチがた

ちまち手を氷柱に変え、また剣の刃に変えたので、タケミナカタは恐れて引き下がり

ました。今度はタケミカヅチがタケミナカタの手を取って投げ飛ばしたので、タケミ

ナカタは直ちに逃げ出しました。タケミカヅチは逃げ出したタケミナカタを科野国

（信濃国）の州羽海（諏訪湖）に追い詰めて、国譲りに同意させました。 

 二人の子どもが同意したのを知ったオオクニヌシは、国譲りに同意して、「この葦

原中国は、天の子孫にお譲りしましょう。ただ、私の住まいは、高天原まで氷木（千

木）が届くような住まいを建ててお祀り下されば、私は多くの道が曲がり角を経て行

った先の、この出雲に隠れておりましょう。」と言いました。 これを聞いたタケミカ

ヅチは、高天原に返り昇り、葦原中国の平定を伝えました。 

 

―国譲り神話の意義― 

国譲り神話は、天上の世界にある高天原が、地上の世界にある葦原中国、つまり日

本列島の支配権を、高天原の子孫に譲るよう、オオクニヌシに使者を遣わす物語です。 

アマテラスは、スサノオとのウケイで生まれたオシホミミに、葦原中国の支配を任

せますが、オシホミミが高天原から地上世界をうかがうと、また地上は騒がしい。そ

こで、葦原中国を譲るようにアメノホヒやアメノワカヒコを派遣するのですが、何年

経ってもうまく行かない。そこで遂にタケミカヅチとアメノトリフネを派遣すること

で、オオクニヌシの国譲りの同意を得ることに成功します。この間にオシホミミには

邇々芸命（ニニギ）という子どもが生まれていました。このニニギが高千穂の峰に天

より降って来ます。 

『古事記』上巻のクライマックスとも言える物語で、出雲大社創建の神話的起源と

もなっている物語です。 
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この神話に登場する県 島根県、長野県、鳥取県 

 

≪島根県≫ 

◇出雲大社（いずもたいしゃ） 

 オオクニヌシの国譲りに伴って造営された壮大な宮殿 

が出雲大社の起源とされる。主祭神のオオクニヌシは七  

福神の大黒様と習合し、さらに縁結びの神として親しま    

れている。平成２５年には、６０年ぶりに大遷宮が執り 

行われる。              

（島根県出雲市大社町） 

 

◇稲佐の浜（いなさのはま） 

 高天原からの使者がオオクニヌシの国譲りを談判した

場所。旧暦10月10日には、出雲大社に集まる神々がこの浜

から上陸するとされ、火が焚かれる中で厳かな「神迎え神

事」が行われる。 

（島根県出雲市大社町） 

 

 

◇美保神社（みほじんじゃ） 

 島根半島の東端近くに鎮座する。オオクニヌシの妻の

ミホツヒメノミコト、第一子のコトシロヌシを祀る。コ

トシロヌシは庶民信仰の「ゑびすさま」として親しまれ、

美保神社は全国各地にあるゑびす社3,385社の総本山で

もある。    

（島根県松江市美保関町） 

 

◆青柴垣神事（あおふしがきしんじ） 

 美保神社において、3月31日よりはじまり、4月7日に榊

船で美保関港内を巡る神事で、国譲りを決めたコトシロ

ヌシが海中の青柴垣に隠れたという神話にちなむ。 

 

 

◆諸手船神事（もろたぶねしんじ） 

 12月3日には、2艘の諸手船に乗った漕ぎ手が互いに海水

を掛け合いながら、美保関港内を巡る神事で、コトシロヌ

シに国譲りの是非を問う使者を遣わす神話にちなむ。 

 美保神社では年間を通じて多くの神事が執り行われる。 
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≪長野県≫ 

◇諏訪湖 【諏訪湖御神渡り】 

 真冬に諏訪湖が全面結氷した際に、氷がせり上がって 

できる「御神渡り（おみわたり）」は、諏訪大社上社の 

男神・タケミナカタが下社の女神・ヤサカトメのもと 

へと渡る恋の道であるというロマンチックな言い伝え 

があり、今も神官が御神渡りかどうかを認定する拝観式  

が行われる。 

 

◇諏訪大社（すわたいしゃ） 

お諏訪様と呼ばれる全国一万有余の諏訪神社の総本社

で、長野県の諏訪湖の周辺に四箇所社殿をもつ。信濃国一

宮で名神大社。上社では、タケミナカタとヤサカトメを祀

り、下社には併せて、ヤエコトシルヌシが祀られている。 

国譲りに反対したタケミナカタがタケミカヅチに力比べ

を挑み負けた際、諏訪まで逃れ、この地で国を築いたとい

われる。 

（長野県諏訪市ほか） 

 

◇矢彦神社（やひこじんじゃ） 

 タケミナカタを祀る神社。信濃国二之宮としての格式

があり、御柱神事は諏訪本社の翌年に行われる。 

タケミナカタが小野の里に入られてしばらくこの地に

留まったと言われている。また、倭建命（ヤマトタケル）

も東征の際に立ち寄ったと言われている。 

（長野県上伊那郡辰野町） 

 

≪鳥取県≫ 

◇波波伎神社（ははきじんじゃ） 

オオクニヌシの子であるコトシロヌシを祀る。オオ   

クニヌシから国譲りの返答を任されたコトシロヌシは、   

「天逆手（天栄手）」を打って、青柴垣に籠もったが、 

その場所が波波伎神社であるとの伝承が神社に伝わっ 

ている。 

（鳥取県倉吉市） 
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５ カムヤマトイワレビコノミコト（神武天皇）東への道 

出会いに彩られた壮大なる一代記 

―16年以上に及ぶ旅の始まり― 

神倭伊波礼毘古命
カムヤマトイワレビコノミコト

（神武天皇）は、兄の五瀬命
イツセノミコト

とともに高千穂の宮で国を治めて

いたが、より国を治めるにふさわしい地を求めて、はるか東方に向かうことを決意。

日向（九州の南方）の国を出立し、はるばる青雲の白肩津（大阪府）へとたどり着く

が、登美の那賀須泥毘古
ナ ガ ス ネ ビ コ

との戦いがもとで五瀬命は絶命。再起をかけ、伊波礼毘古命

は紀伊半島を迂回し、熊野から大山塊を踏み越えて、倭
ヤマト

（奈良県）へと向かうので

あった。 

伊波礼毘古命が熊野の村へと至ると、荒ぶる神が化身した大熊が現れるが、熊野の

高倉下
タカクラジ

という者より差し出された、天より降された霊剣の霊力により、危機を脱する。

また、「天つ神の御子よ。これより奥には、荒ぶる神々が大勢いるから容易に踏み込

んではならない。今、天より八咫烏
ヤタガラス

を遣わすから、その案内に従うがよい」という高

木神のお告げの通り現われた、八咫烏の後をついていくと、吉野河の河尻にたどり着

いた。河で筌
ウエ

を仕掛けて魚を獲っている人がいたので、名を問うと、「私は国つ神で、

贄持の子」と答えた。さらに進むと、光る井戸から尾のある人が出てきて、「私は国

つ神で、名を井光鹿
イ イ カ

」と言った。続いて山中に入ると、またもや尾のある人と遭遇。

大きな岩を押し分けて出てきて、「私は国つ神で、名を石押分
イワオシワク

の子。今、天つ神の御

子がおいでになると聞き、参上しました。」と言った。 

―違う道を選んだ兄と弟― 

そして、これより険しき深山に分け入り、道を穿つようにして進みながら、ようや

く一行は宇陀へとたどり着く。この宇陀の穿という地には、兄宇迦斯
エ ウ カ シ

と弟宇迦斯
オ ト ウ カ シ

とい

う兄弟がいた。まず八咫烏を遣わして「今、天つ神の御子がお見えになったが、お前

たちは御子に仕えるか。」と尋ねると、兄宇迦斯は八咫烏めがけて鏑矢を射放ち、追

い返してしまった。 

兄宇迦斯は伊波礼毘古命一行を迎え撃とうとしたが、十分な軍勢が確保できず、ひ

とまず帰順する振りをする。大きな御殿を建てて、その内部にはいった者を圧し殺す

「押機
オ シ

」という罠を仕掛けて、伊波礼毘古命を待ち受けた。しかし弟宇迦斯が兄の企

みを事前に密告。そこで道 臣 命
ミチノオミノミコト

（大伴連らの祖先）と大久米命
オオクメノミコト

（久米直らの祖先）

の二人が、「汝が建てた御殿だろう。まずは自らが中に入ってみせよ」と御殿に追い

詰める。追われた兄宇迦斯は自ら作った罠にかかり、命を落としたという。以来、こ

の地を「血原
チ ハ ラ

」というようになった。 

―苦難の末、初代天皇が即位― 

その後、忍坂の大室にて尾のある人として描かれた土雲八十建
ツチグモヤソタケル

を倒し、さらに兄・

五瀬命の仇敵である那賀須泥毘古をも討ち果たした。 

続いて兄師木
エ シ キ

、弟師木
オ ト シ キ

との戦いにも勝利し、ついには邇芸速日命
ニギハヤヒノミコト

（『日本書紀』に

は伊波礼毘古命に先立って天磐
アメノイワ

船に乗って天から飛来したとある）が帰順。同じ天
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つ神の御子であることを示す宝物を差し出し、長い旅は終わりを告げたのであった。 

このようにして、荒ぶる神々を平定し、敵対する者を次々と退けた伊波礼毘古命は、

畝火
ウ ネ ビ

の白檮原
カシハラノ

宮を営み、天下を治めることとなったと『古事記』は語る。 

 

―味わい方のヒント― 

日向から筑紫、豊国の宇沙、筑紫の岡田の宮、阿岐国の多祁理宮へと。そして吉備

の高島の宮から、さらに東へ。 

青雲の白肩津にて那賀須泥毘古と交戦した際、兄の五瀬命は手に矢を受け、重症に。 

「私は日神の御子であるのに、太陽に立ち向かう形で戦っていた。今後は太陽を背負

う陣形で敵を討つ」と誓うが、五瀬命は無念の雄たけびを挙げて絶命する。 

伊波礼毘古命は、兄の言葉の通り、紀伊半島を迂回する進路をとるが、熊野から倭

へと向かう紀伊山地の険路は、困難極まるものであった。 

伊波礼毘古命の東への旅路は実に16年以上かかっており、その行程は誠に壮大。西

日本全体に及ぶそのスケール感を胸に、物語のクライマックスである奈良県内各地の

伝承地をたずねてみるのも、一興だ。 
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この神話に登場する県 奈良県 

 

≪奈良県≫ 

◇橿原神宮（かしはらじんぐう）  

『古事記』は、伊波礼毘古命の物語を「畝火の白檮原宮に坐しまして、天の下治ら

しめしき」と締め括る。神武天皇が宮を営んだとされる場所に明治23年、橿原神宮が

創建された。野鳥がさえずり、木漏れ日が降り注ぐ神宮を包む森で『古事記』と出か

ける憩いのひとときを過ごしたい。 

（奈良県橿原市） 

 
 

◇八咫烏神社（やたがらすじんじゃ） 

伊波礼毘古命が熊野から紀伊山地の山々を越えて吉野川・宇陀へと至る険路を歩き

切ることができたのは、天から遣わされた八咫烏の導きによるもの。奈良時代の記録

『続日本紀』に「八咫烏社」と記された八咫烏神社。その化身が八咫烏であるとされ

る建角身命をご祭神とする。熊野・宇陀地域で語り継がれた八咫烏の伝承は、伊波礼

毘古命が山塊を踏み穿ち越えてたどり着いたという宇陀の地に、古社の名として連綿

と伝えられている。 

境内から鳥居越しに東方を望むと、古事記歌謡に歌われた伊那佐山がまるで絵画の

ように美しい。 

（奈良県宇陀市） 

 
 

◇神武天皇陵（じんむてんのうりょう） 

畝傍山北東の地に治定される。『古事記』では、「凡そこの神倭伊波礼毘古天皇の御

年、一百三十七歳。御陵は畝火山の北の方の白檮の尾の上にあり」と記す。 

（奈良県橿原市） 
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６ ヤマトタケルノミコト望郷の旅 

父の愛を渇望した、哀しき勇者 

―美しき勇者、熊曾を討つ― 

大帯日子淤斯呂和気
オ オ タ ラ シ ヒ コ オ シ ロ ワ ケ

天皇（景行天皇）は、息子の小碓命
オウスノミコト

（のちの 倭 建 命
ヤマトタケルノミコト

）の

荒々しい気性を恐れ、西国に出征して熊曾建
クマソタケル

兄弟を討つよう命じる。小碓命はこのと

き、年のころ十五、六。まだ髪を額で束ねる少年だった。伊勢神宮に仕える叔母・

倭比売命
ヤマトヒメノミコト

から彼女の衣装をもらい受け、懐に剣を携えた小碓命は、わずかばかりの

兵を引き連れ、西国へと旅立つ。 

しかし旅の先、たどり着いた熊曾建兄弟とその館は精強な兵で厳重に守られている。

そこで策をめぐらし、小碓命は結っていた髪を長く垂らし、叔母からもらった衣装を

身に纏って少女になりすまし、兄弟の宴へと潜入。美しい少女にのぼせ上がる熊曾建

兄弟の隙をつき、まずは兄を倒し、続いて、逃げる弟を追い詰める。息も絶え絶え、

弟が声を振り絞る。「西方に我ら兄弟をしのぐ強者はいない。しかし大倭の国にはど

うやら我々よりも強い男がいたようだ。勇者よ、あなたに名前を献じたい。これから

は倭建御子と称えることにしよう」。そこまで聞き届けると、小碓命はとどめを刺し

た。 

―父は私を愛しているのか― 

小碓命こと倭建命は、帰路に出雲国の勇者・出雲建
イズモタケル

をも討ち破り、凱旋。任を果た

した報告に父・天皇のもとへ参内する。そこで待っていたのは、あたたかな言葉では

なかった。「続いて東方を征伐せよ」。父からの過酷な命令に耳を疑う。 

悩み苦しむ倭建命は、再び伊勢神宮の叔母のもとを訪ねる。 

「父は私に早く死ねばいいと思っておられるのでしょうか。西国征伐の任を果たし

たばかりというのに、兵卒を賜ることのないまま、今度はさらに東国を平定するよう

お命じになる。父は私の死を願っておいでになるのです」。 

涙を流す倭建命に、倭比売命は草薙剣と嚢を授けた。「危急に出くわすことがあれ

ば、この嚢をお開けなさい」。叔母の言葉を胸に、倭建命は旅の疲れも癒えないまま

東国へと旅立った。 

―東国出征に落ちる暗い影― 

相武国
さがむのくに

では、国造の策謀に遭いながらも、叔母から授かった草薙剣と嚢の中に入っ

ていた火打ち石を使い、難を逃れる。また、走水の海（浦賀水道）では、海峡の神が

荒波を立てて渡海を阻むも、后・弟橘比売命
オトタチバナヒメノミコト

の犠牲の上に苦しくも先へと進むので

あった。その後、東国の勇猛な神や人々を降し、ようやく都への帰途に着く。甲斐、

科野（信濃）国を越えて尾張国に戻ってきたとき、その地の姫・美夜受比売
ミ ヤ ズ ヒ メ

と結婚す

る。 

しかし、穏やかな日々も束の間、倭建命は伊吹の山の神を討ちに出かける。これま

でいつも腰に帯びていた草薙剣を比売のもとに置いたまま。山のほとりまで来たとこ

ろで牛の大きさほどもある白い猪と出会う倭建命。「これは山の神の使いだ。今でな

くとも帰りに殺してやる」と、言い放って先を急ぐ。すると激しい雹、霰が降り注ぎ、
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倭建命は正気を失うほど打ちのめされた。 

実はこの白い猪は神の使いではなく伊吹山の神自身だったのである。 

―望郷の念が悲しく響く― 

どうにか下山し、当芸野
タ ギ ノ

へとたどり着く。 

「私の心はいつも空を羽ばたきゆくほどであるのに、どうしたことだ。足がいうこ

とをきかず、歩くのもままならぬとは」。体が重い。苦悩がにじむ。杖をつきながら

も能煩野
ノ ボ ノ

へと至る。ふいに故郷への思いが胸にこみ上げてくる。倭建命は歌う。 

「倭は国の中でもっとも素晴らしい場所。青々とした垣根のように重なりあった山々

が取り囲む、麗しき我が故郷よ」。 

「命の無事な人々は、平群
ヘ グ リ

の山の樫の葉を挿頭に挿すとよい、人々よ」。 

倭建命はいよいよ危篤に陥る。 

「懐かしい我が家の方から湧き上がる雲よ…」。「姫のところに置いてきた草薙の大刀

よ…」。 

最後の歌を歌い終わると、哀しき勇者は故郷の風景を胸にその短い生を終えるので

あった。 

 

―味わい方のヒント― 

訃報が倭へ届くと、倭建命に有縁の人々は能煩野まで駆けつけ、墓を造り、その死

を嘆き悲しんだ。すると倭建命の魂は大きな白鳥となって空を駆け上がり、浜の方へ

と飛び去った。皆、泣きながら必死であとを追う。白鳥はいったん、河内国の志幾
シ キ

に

降り立った後、再び天空へと飛び去り、ついに姿が見えなくなってしまったという。 

「やまとたける」には勇猛果敢な英雄というイメージがある。しかし、改めて『古

事記』を読み返すと、物語を貫くのは、父の愛を渇望する少年の苦悩だ。望郷の念に

駆られながらも、ついに異国の地に果てた倭建命。「まほろば」とことほいだ彼の胸

中をしのび、その故郷を訪ねたい。 
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この神話に登場する県 奈良県、長野県 

 

≪奈良県≫ 

◇琴弾原白鳥陵（ことびきはらしらとりりょう） 

白鳥となった倭建命の魂が降りた地に造られたとする。『日

本書紀』の記述から「白鳥三陵」と呼ばれ、当地はその一つ

とされる。 

（奈良県御所市） 

 

 

 

 

 

◇景行天皇陵（けいこうてんのうりょう・渋谷向山古墳） 

『古事記』には「御陵は山邊の道の上にあり」と記されて

いる。全長300ﾒｰﾄﾙもある倭建命の父・景行天皇の陵に治定

された。陵に接する山の辺の道からの眺望がすばらしい。 

（奈良県天理市） 

 

≪長野県≫ 

◇神坂峠（みさかとうげ） 

約1300年前に整備された古代東山道の最大の難所といわれ

た峠。現在の滋賀県から東北地方へと通じていた。 

古事記には、倭建命が東征の後「科野の坂の神をことむけ

給ひて尾張の国に還り来ましこ」をはじめとし、日本書紀、

続日本紀など多くの古典にその険しい峠の名をとどめてい

る。 

（長野県下伊那郡阿智村と岐阜県中津川市の間） 

 

◇白鳥神社（しらとりじんじゃ・北国街道 海野宿） 

倭建命を祭神とする神社。倭建命が東従の折、碓氷の坂

を越え信濃に入り、海野の地に立ち寄った際、眼前の千曲

川原を見て「この海も野となれ」と言ったのが地名の由来

と言われている。 

倭建命が亡くなった後、その魂が白鳥となって飛び立ち、

海野の千曲川原に舞い降りていったということから、その

場所を白鳥河原と称し、その場所に倭建命を祭ったのが白

鳥神社の起源と伝わる。 

（長野県東御市）   
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◇大御食神社（おおみけじんじゃ） 

 倭建命が東征の帰りにこの地に立ち寄り、手厚いもてな

しを受けたことに感謝し、この地の豪族赤須彦に大御津彦

の名を賜った。 

これを記念し、倭建命が休まれた御影杉の根元の地を大

御食神社とし、倭建命を祀った。 

（長野県駒ヶ根市） 
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７ 高志（越）の国福井から継体天皇の足跡を巡る 

 

―海を渡った神功皇后 越前がにを詠んだ応神天皇― 

 帯中日子
タラシナカツヒコ

天皇（仲哀天皇）が急逝したため、代わりに息長帯日売命
オキナガタラシヒメノミコト

（神功皇后）

が新羅に遠征した。皇后は帰国の途につき、筑紫で品陀和気命
ホムタワケノミコト

（応神天皇）を出産し

た。その後、倭に帰る時に、腹違いの皇子・忍熊王
オシクマノミコ

たちの謀反の情報をつかみ、機

転により事なきを得たとされる。この忍熊王は、福井県越前町の劔神社（越前国二の

宮）にゆかりがある。社伝によれば、忍熊王はご神体の剣を用いて一帯の賊徒を平定

したとされ、素盞鳴
ス サ ノ オ

大神らとともに祀られている。 

 その後、神功皇后は、皇子の応神天皇の穢れを祓うため、角鹿へ禊ぎに向かわせた

とされ、このとき、応神天皇は、当地の食物を祀る神・氣比大神から「名替え」を申

し出られる。大神は名替えの礼としてたくさんのイルカを送った。そのイルカの鼻血

が臭かったため、この場所を「血浦
チ ヌ ラ

」、転じて「都奴賀
ツ ヌ ガ

」と呼ぶようになったと記さ

れている。 

 また、応神天皇は、即位の後、矢河枝比売
ヤ ガ ワ エ ヒ メ

を見初めるが、このときの喜びを「この

蟹や 何処の蟹 百伝ふ 角鹿の蟹 横去らふ（以下略）」と表したとされる。（詳細

はⅤ章２「古事記等に関係する美食」を参照） 

 

―のちの継体天皇、男大迹王とのゆかり― 

日本書紀によれば、男大迹王
オオドノオオキミ

の父・彦主人王
ヒ コ ウ シ オ ウ

が、三国の坂中井（現在の坂井市付近）

にいた振媛
フリヒメ

の美しさを聞き、妃とした。振媛はほどなく男大迹王を出産するが、彦主

人王が亡くなったため、幼い男大迹王を連れて故郷へ里帰りする。 

時代は下り、後嗣のいない武烈天皇が急逝する（日本書紀では５０７年）と、大臣

らは協議し、“応神天皇５世の子孫”袁本杼命
オオドノミコト

（日本書紀では男大迹王）を後継に抜

擢する。継体天皇である。 

 継体天皇は、樟葉宮（現在の大阪府枚方市）で即位後、筒城宮（現、京都府京田辺

市あたり）、弟国宮（現在の京都府長岡京あたり）に遷都し、即位から２０年近く立

った５２６年、ようやく大和の磐余玉穂宮（古事記では伊波礼玉穂宮。現在の奈良県

桜井市あたり）に入ったという。この経緯は古代史の謎の一つである。 

 

―古事記と福井県とのゆかり― 

 古事記が記されたころの福井県は、「高志（越）」と呼ばれており、大和王権勢力の

およびにくい地域の１つであったとされる。 

 このため、崇神天皇のころには、四道将軍の一人・大毘古命
オオビコノミコト

を高志の平定に派遣

したとの記述があるほか、同時期、室毘古王
ム ロ ビ コ オ ウ

という人物も若狭地方の平定に遣わさ

れたとされる。 

 めがねの町として知られる福井県鯖江市にある王山古墳群は、大毘古命が祈りを捧
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げた場所と伝えられており、麓にある舟津神社の祭神は、大毘古命である。 

 水晶浜など美しい海岸線を持つ美浜町には、室毘古王を祀る彌美
ミ ミ

神社や、その子孫

のものとされる獅子塚古墳が現存している。 

 

―仲哀天皇と神功皇后 今でも年に一度、逢瀬ゆかりの祭事が催されている― 

 倭建命の東征の頃まで高志（越）は、中央に従属しない国の１つであったと考えら

れているが、その子、仲哀天皇の頃になると様子が変わってくる。 

 仲哀天皇とその妻・神功皇后の結婚後、角鹿
ツ ヌ ガ

（現在の敦賀市あたり）の笥飯
ケ ヒ

宮（古

事記では氣比大神。現在の氣比神宮。越前国一の宮）にしばし滞在したという言い伝

えがある。そして、仲哀天皇はこの地から、神功皇后は対岸の常宮
ジョウグウ

神社から、長州

の熊襲征伐へと出航。日本書紀では、神功皇后が長州へ向かって若狭湾を進む途中、

船上からお酒を注ぐと鯛が酔って海上に浮かび上がり、大漁になったとのいわれが残

る。（詳細はⅤ章２「古事記等に関係する美食」を参照） 

今でこそ海岸線からやや内陸に位置する氣比神宮も、かつては、海に面していたと

され、敦賀湾をはさんで対岸の常宮神社と向かい合っていた。当地においては、毎年

７月２２日、仲哀天皇の御霊を乗せた神輿が船で湾を渡り、常宮神社の神功皇后を訪

ねるという、年に一度の逢瀬を楽しまれる「総 参 祭
ソウノマイノマツリ

」が催されている。 

 

―男大迹王が残した足跡 越前漆器など特産品の発祥伝説― 

男大迹王は、５７歳で即位した後も直ちに大和には入らず、その周囲に転々と都を

遷した謎の多い人物とされるが、福井県には、即位までの間、高志（越）の王として

行った様々な偉業が伝説として残されている。 

古くは「崩れ川」と呼ばれ頻繁に氾濫を起こした九頭竜川の治水に尽力したとされ、

福井市の中心部、足羽山の山頂に建つ継体天皇像は、九頭竜川の河口、三国湊を見つ

めている。 

この継体天皇像は、明治の石工が「笏谷石」という福井特産の石を用いて建立した

４ｍほどの像だが、笏谷石を産業化したのも男大迹王であると言われる。青みがかっ

た美しいこの石は、時が下って北前船が日本海を行き来した時代には、遠く北海道ま

で運ばれるなど、福井県の重要な産物であった。 

 越前漆器も、その発祥は、男大迹王の冠を漆で修理したことに由来するともいわれ、

１５００年の伝統を有する。 

 同じ時代に、日本三大和紙のひとつである越前和紙も生まれている。福井県越前市

にある和紙の里に近い花筐
カキョウ

公園のあたりに男大迹王が住んでいたとされ、名のとおり

２人の皇子の産湯に用いた泉と伝えられる「皇子ヶ池」がある。近くの岡太神社では、

毎年２月１１日、王の即位を祝って１５００年続くと伝わる祭事「蓬莱祀
オ ラ イ シ

」が行われ

ている。 

 また、同じ越前市の味真野
ア ジ マ ノ

地区は、男大迹王と寵妃「照日
テ ル ヒ

の前」の恋物語を題材と



- 36 - 

 

する謡曲「花筐
ハナガタミ

」の舞台として知られ、お二人の像「花がたみ像」が立っている。 

 

この神話・伝承に登場する県 福井県、奈良県 

 

≪福井県≫ 

◇氣比神宮（けひじんぐう）  

 北陸道総鎮守、越前国一の宮。創建は定かでないが、２千

有余年前、氣比大神が当地に降臨したと伝わる。朱塗の大鳥

居は厳島神社、春日大社と並んで「日本三大木造大鳥居」に

数えられる。 

（福井県敦賀市） 

 

◇常宮神社（じょうぐうじんじゃ）  

 神功皇后らを祀る。皇后の「常に宮居し、波風静かなる哉

楽しや」との神託がその名の由来。大谷吉継が寄進したと伝

わる「朝鮮鐘」は国宝。安産のご利益でも知られる。 

（福井県敦賀市） 

 

 

◇劔神社（つるぎじんじゃ）  

 越前国二の宮。仲哀天皇の皇子・忍熊王らを祀る古社。 

織田信長の先祖は代々、この神社の神官であったと伝わる。 

「梵鐘」は国宝。 

（福井県越前町織田） 

 

◇足羽（あすわ）神社と継体天皇像  

 足羽神社は継体天皇を祀る。子宝に恵まれた天皇にちなみ、

安産のご利益があると言われる。神社の近くにある継体天皇像

は笏谷石製で座高約４ｍ。明治の石工による建立。治水に努め

た九頭竜川の河口を臨んで立っている。足羽川原とともにさく

ら名所百選に選定されている。 

（福井県福井市） 

◇花筺公園（かきょうこうえん）  

 継体天皇が暮らしていた場所とされ、謡曲「花筐」の舞台

としても名高い。桜、紅葉など四季を通じて美しく、２人の

皇子の産湯と伝わる皇子ヶ池、天皇お手植えとされる薄墨桜

など、見どころも多い。 

（福井県越前市） 
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◇味真野苑（あじまのえん）  

 味真野は謡曲「花筐」の舞台とされ、継体天皇と照日の

前が並ぶ「花がたみ像」や、近傍には天皇を祀る味真野神

社がある。四季折々の花々が楽しめ、万葉集の舞台として

も知られる。 

（福井県越前市） 

 

 

≪奈良県≫ 

◇衾田陵（ふすまだりょう・西殿塚古墳）  

山の辺の道へと続く尾根上にある継体天皇皇后・手白香

皇女（たしらかのひめみこ）の衾田陵。全長 219mの前方後

円墳は巨大な側面を見せ、柿畑の奥に優雅に横たわる。た

だ、築造時期は 4世紀前後とされている。 

（奈良県天理市） 
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８ 古事記編纂の物語 

 

―格調高き名文が語り出す― 

和銅五年（７１２年）正月二十八日。撰録者・太安万侶により、上中下三巻からな

る『古事記』が完成し、献上されたことが、その序文に記される。 

序文冒頭で安万侶は、およそ次のように述べている。 

 

元明天皇の臣下である安万侶がここに奏上いたします。 

遠い昔、すべてのものの形が定かではなかった宇宙の初めのこと。 

ある時、天と地が二つに分かれ、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 ノ カ ミ

・神産巣日神
カ ミ ムス ヒノ カ ミ

の三柱

の神様が出現されました。 

次いで、陰と陽とが別になり、伊耶那岐神・伊耶那美神の男女二神が現れ、万物の

生みの親となられたのです。 

 

つづいて序文は、『古事記』に記される物語のあらましを語る。 

伊耶那岐命・伊耶那美命の黄泉の国での物語。 

天照大御神、月読命ら神々の誕生。 

天照大御神の天の岩屋戸隠れ。 

八俣の大蛇と須佐之男命の戦い。 

歴代天皇の祖神や、さらなる神々の誕生。 

大国主神からの国譲り。 

天照大御神の孫である邇邇芸命
ニニギノミコト

の天孫降臨。 

神倭伊波礼毘古命（神武天皇）は、はるばる東への旅路の途中、荒ぶる神が化身し

た熊と遭遇するも、神剣によって、それを退けた。行く先々で、ユニークな人々と出

会い、大きな烏の導きによって目的の地にたどり着いた。 

御真木入日子印恵命
ミ マ キ イ リ ヒ コ イ ニ エ ノ ミ コ ト

（崇神天皇）は、あまたの神々を崇敬し賢君と伝えられた。 

大 雀 命
オオサザキノミコト

（仁徳天皇）は、民家の煙が立ち上る様を見て課税を減らすなど、人民

を慈しむ政治を行なったことから聖帝と今に伝えられる。 

そして若帯日子
ワカタラシヒコノ

天皇（成務天皇）、男浅津間若子宿禰命
オアサツマワクゴノスクネノミコト

（允恭天皇）の治績を記し、

いつの時代でも、いにしえのことがらを明らかにすることで今を顧みてきたのだと述

べ、いにしえの伝えの意義を語る。 

続く序文第二～三段においては、天武天皇による『古事記』へとつながる史書編纂

企画の開始から太安万侶が稗田阿礼と共に成し遂げた『古事記』撰録について記し、

「併せて三巻に録して、謹みて献上る。臣安万侶、誠惶誠恐、頓首頓首」と締めくく

る。 
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―味わい方のヒント― 

６７２年に起きた古代最大の内乱「壬申の乱」に勝利した大海人皇子は、飛鳥の地

に飛鳥浄御原宮を営み、翌年、天武天皇として即位する。天武天皇は、国家体制をよ

り盤石なものとするため、『古事記』『日本書紀』へとつながる歴史書の編纂を命じた

と思われる。『古事記』序文は、天武天皇の言葉をこのように記す。 

「私が聞くところでは、諸家が先祖より伝え持っている『帝紀』と『本辞』はもは

や真実と違っており、虚偽を加えているものも多いと聞く。今その誤りを正さなかっ

たら、幾年も経たずに、言い伝えの本旨は滅び去ってしまうであろう。『帝紀』と『本

辞』は国家行政の根本組織であり、天皇徳化の基本であるから、 今こそそれらを考

究し、正しいものを定めて後世に伝えようと思う。」 

天武天皇はまず、舎人（天皇に近侍して雑事に奉仕する者）である稗田阿礼に『帝

紀』・『本辞（旧辞）』を誦み習わせた。しかし天武天皇が崩御し、編纂事業は中断。『古

事記』は時が過ぎても未完成のままだった。 

その後、天武天皇の遺業を継承した元明天皇は和銅四年（７１１年）9月18日、阿

礼が誦む神話や伝説、物語の撰録を安万侶に命じる。翌和銅五年（７１２年）1月28

日、『古事記』は完成し元明天皇へと奏上された。 

企画から完成まで約30年。その間、都は飛鳥から藤原京、平城京へと、奈良盆地を

北上した。これら三都の軌跡をたどり、現在の私達が触れる事が出来る最古の歴史書、

『古事記』が誕生した古代社会の大局を追想してみてはいかがだろうか。 
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この神話・伝承に登場する県 奈良県 

 

≪奈良県≫ 

◇太安万侶墓（おおのやすまろのはか） 

太安万侶。彼がいなかったら、古代史は今のような形で伝わっていなかったかも知

れない。その墓は、平城京東方に位置し、大和茶の名産地としても知られる奈良市田

原にある。１９７９年、茶樹の植え替え作業中、竹西英夫さんによって茶畑の斜面か

ら偶然発見された。 

直径約４・５mの墳墓に収められていたのは、墓主を明らかにする墓誌をはじめ、

火葬骨や真珠など。41文字から成る銘文には「太朝臣安萬侶」の名のほか、居住地や

位階、死亡年月日などが記されていた。『古事記』撰録者・太安万侶が実在したこと

が明らかになった歴史的発見である。 

（奈良県奈良市） 

 

 

◇多神社（おおじんじゃ） 

奈良盆地のほぼ中央に鎮座し、古くは広大な社域を誇った大和屈指の大社。古代、

多氏の根拠地といわれ、（多氏は安万侶の時代、「太」と名乗った。）多氏につながる

神八井耳命、神武天皇こと神日本磐余彦命や二代綏靖天皇こと神沼河耳命、姫御神、

太安万侶を祀る。神八井耳命は神武天皇の第二皇子で、後に綏靖天皇となる弟ととも

に異母兄による暗殺に立ち向かった。その後、弟に皇位を譲って自らは祭祀者になっ

たと『古事記』『日本書紀』にある。 

三輪山・多神社・二上山はほぼ東西一直線で、当神社は春・秋分の山頂からの日の

出を拝する特別な位置にある。奈良盆地を四方に見渡すこの立地環境が、安万侶の情

報力を育て、全国に広がる『古事記』へとつながったのかもしれない。 

（奈良県磯城郡田原本町） 
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◇賣太神社（めたじんじゃ） 

稗田阿礼を祀る。平城京の羅城門付近にあって、都への出入りを祭祀によって守護

する役割を持っていたとされる。環濠集落で有名な稗田の地は、天宇受売命を太祖と

する猿女君が居住していたとされる場所でもある。天宇受売命は、多くの神の前で神

がかりした踊りを披露して神々の喝采を受け、天岩屋戸に隠れていた天照大御神を招

き出した女神。芸能の始祖神として芸能・技芸全般の信仰を集める。 

（奈良県大和郡山市） 
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Ⅴ古事記等に関連する食文化 

 

１ 観光における食の重要性 

「食」は、日々の大きな楽しみであり、かつ我々の生活になくてはならないもので

あるが、近年、「食」に対する関心が非常に高まっている。 

テレビではグルメに関する番組が毎日のように放映され、インターネットでは業種

別で知りたい情報が掲載されている「ぐるなび」や、全国のレストラン・飲食店の口

コミが掲載されている「食べログ」などの飲食店情報サイトや個人による食べ歩きサ

イトなどが大人気である。 

テレビ番組やインターネットサイトでは高級グルメばかりではなく、日本の各地域

でのＢ級グルメや漁師料理なども取り上げるなど、旅行先の「食」情報が充実し、観

光客の「食」に対する関心が高まっており、「フードツーリズム」という言葉も生ま

れている。 

宿泊観光の旅行タイプのうち、グルメを主目的とした旅行が占める割合は、平成１

７年度に４．５％だったものが、平成１９年度に５．２％、平成２１年度に５．８％

と徐々に高まっている（出典：社団法人日本観光振興協会「数字が語る旅行業２０１

１」）。 

観光客のニーズに対応するため、旅行会社による国内ツアーでは、従来の名所・旧

跡をメインとした商品や、名門温泉旅館をメインとした商品に加え、「焼きガニ食べ

放題と北陸の海の幸」・「信州三大グルメといちご狩り」など、食を前面に打ち出した

商品が増加している。 

観光庁がとりまとめた平成２３年版観光白書によると、平成２１年度の国内旅行消

費額２２．１兆円のうち、飲食店業で２．３９兆円、食料品産業で１．５５兆円を消

費しており、直接「食」に関する産業に３．９４兆円が支出されている。宿泊業に 

３．４兆円、農林水産業に０．２６兆円など、関連産業まで含めると実に年間７．６

兆円が支出される巨大産業である。 

 

 出典：国土交通省観光庁「平成２３年版観光白書」 

単位：兆円 

平成２１年度国内旅行消費額２２．１兆円の内訳 
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観光での「食」は、家族など同行者と一緒にその地域の名物料理を楽しめる、また

訪れた土地の気候・風土・歴史を感じることができる、観光にとって非常に重要な構

成要素といえる。 

 

２ 古事記等に関係する美食 

 

今回、古事記等をテーマとした観光を研究するにあたり、古事記に登場する「食」、

あるいは古事記が編纂された奈良時代の料理などについても調べることとした。 

古事記には、当時良く食べられていたと思われる食べ物や、宴会の場面が登場し、

食習慣など古代の生活習慣を知ることができる。 

 

（１）桃 

イザナキが、黄泉の国の住人となったイザナミの追っ手である黄泉の国の醜女から

逃げようとするときに、黒い御蔓をとって投げ捨てると、山ぶどうの実がなった。醜

女が拾って食べている間にイザナキは逃げていったが、なおも追いかけてきた。右の

みづらにさしていた爪櫛を折り取って投げ捨てると、たちまち竹の子が生えた。それ

を醜女が抜いて食べている間に、逃げのびて行った。 

その後、イザナミは雷神に大勢の黄泉の軍勢をそえてイザナキを追わせた。イザナ

キは十拳の剣を抜いて後ろ手に振りながら逃げていったが、雷神たちはなおも追いか

けてきた。 

黄泉比良坂のふもとに至り着いた時に、イザナキはその坂のふもとに生えていた桃

の実を三個取って迎え撃つと、みな坂を逃げ帰って行った。そこでイザナキは桃の実

に、「お前は、私を助けたように、葦原中国に住む、すべての生ある人々が、苦しい

目にあって苦しみ悩むようなときには、助けよ」と仰せられ、桃の実に名を賜って意

富加牟豆美命と名付けた。 

中国では古くから桃は邪鬼を払うと信じられてきた。纏向
マキムク

遺跡（奈良県桜井市）か

ら桃の種が発掘されているが、食料ではなく、祭祀用であったと考えられている。 

桃は品種改良が重ねられており、甘くまろやかで、大変人気のある果実である。 

長野県では、桃の生産量が全国三位であり、「白鳳」と「川中島白桃」系統の桃が

栽培されている。 

川中島白桃 
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（２）五穀（稲、粟、小豆、麦、大豆） 

天照大御神が天の石屋からお出ましになると、高天原も葦原中国も自然と照り明る

くなったが、すべての神々は一緒に相談して、須佐之男命にたくさんの祓えものを背

負わせ、また鬚と手足の爪を切り、罪をあがなわせて、神やらいに追い払った。 

また、神々は大気都比売神（オオゲツヒメ）に食べ物を求めた。するとオオゲツヒ

メは、鼻・口と尻からさまざまの美味なものを取り出して、さまざまに料理し盛りつ

けて差し上げる時に、スサノオがこの様子を窺っていて、汚くして差し上げるのだと

思い、たちまちオオゲツヒメを殺してしまった。そうして、殺された神の体には、頭

に蚕が成り、二つの目には稲の種子が成り、二つの耳には粟がなり、鼻には小豆がな

り、下腹には麦がなり、尻には大豆がなった。 

そこで、神産巣日御祖命（カミムスヒ）は、スサノオにこのなった穀物の種を取ら

せた。 

古事記では、このことから五穀や蚕が生じたとされている。 

特に米は、我が国の主食としてなくてはならないものであり、現代においてもねば

り・つやがあり、食味のいい米を求めて品種改良が進められ、各地でブランド米が栽

培されている。 

 

（３）日本酒 

古事記には多くの酒にまつわるエピソードが登場するが、代表的なものとして次の

神話・伝承があげられる。 

 

【１ 八俣のおろち】 

スサノオは八俣のおろちを退治するために、八塩折の酒（何度も繰り返し醸造した

強い酒）を造らせ、八俣のおろちにその酒を飲ませた。おろちは酒を飲んで酔い、そ

の場で突っ伏して寝てしまった。 

そこでスサノオは、腰に帯びていた十拳の剣を抜き、その蛇を切り散らしたところ、

肥の河は血の川となって流れた。そして、その蛇の中ほどの尾を斬った時に、御刀の

刃が欠けた。そこで、不審に思って御刀の切っ先で刺し、裂いてみてみると、つむ羽

の大刀があった。それでこの大刀を天照大御神に献上した。これが草薙の大刀である。 

 

【２ 須々許理（すすこり）の酒） 

応神天皇の御代に、百済から須々許理という名の、酒の醸造を知っている人が渡来

して、御酒を造って天皇に献上した。天皇は、この献上された御酒を飲んで気持ちが

愉快になって、「須々許理が 醸みし御酒に 我酔ひにけり 事無酒 笑酒に 我酔

ひにけり（須々許理が醸造した酒に、私はすっかり酔ってしまった。無事平安になる

酒、笑いたくなる酒に、私はすっかり酔ってしまった。）」とお歌いになった。 
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【３ 三重の采女】 

雄略天皇が酒宴を催した時に、伊勢国の三重の采女が大御杯を捧げ持って天皇に奉

った。するとケヤキの葉が落ちて大御杯に浮かんだ。采女は落ち葉が杯に浮いている

のに気づかず、そのまま大御杯を献上した。天皇はその杯に浮いた葉をご覧になって、

その采女を打ち倒し、剣をその首にあてて斬ろうとした時に、采女は、天皇の治世を

賛美する歌を歌い、罪を許された。そして、その三重の采女をほめて、たくさんの品

物を与えた。 

 

八俣のおろち伝承に登場する八塩折の酒（何度も繰り返し醸造した強い酒）につい

て、古事記では、八塩折の酒という記述のみであるが、日本書紀（一書）には、「衆

菓を以ちて」との記述があり、多くの果実を用いてつくると解釈することもできる。

いずれにしても、八俣のおろちを酔わせたという酒の具体的な製法や酒質はわかって

いない。 

古代酒の原型を留めているといわれているのが、濃く、ペースト状でねっとりとし

た島根県の出雲地方などに伝わる練酒である。 

このほかプロジェクト参加県には、地域の気候・風土を生かした個性的な地酒があ

り、古事記ゆかりの地を訪れた際には、名物料理と共に是非地酒を味わい、古事記の

世界に想いを馳せていただきたい。 

 

（４）越前がに 

応神天皇は即位の後、現在の京都府宇治市あたりの姫・矢河枝比売
ヤ ガ ワ エ ヒ メ

を見初め、結婚

する。このとき、その結婚の喜びを「この蟹や 何処の蟹 百伝ふ 角鹿の蟹 横去

らふ（以下略）」という歌で表したという。祝いの食膳に供された角鹿（敦賀）の蟹

は、歌に詠われるほど高級食材として有名であったと考えられる。角鹿の蟹は現代の

「越前がに」であり、日本海の味覚の王様、福井のブランド食材の代表格である。 
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（５）若狭ぐじ 

神功皇后が長州へ向かって若狭湾を進む途中、「渟田門
ヌ タ ノ ト

」というところで船上から

お酒を注ぐと、鯛が酔って浮かび上がり、大漁になったという（日本書紀）。若狭湾

の酔った鯛はアカアマダイ（ぐじ）と考えられている。京料理にも欠かせない高級魚

「若狭ぐじ」は、若狭を代表するブランド食材である。 

 

 

（６）菘菜（高菜） 

 仁徳天皇が淡路島から吉備の国においでになった際、黒日売は、その国の山の方 

面の地に天皇をお連れして、お食事をさしあげた。その乙女が天皇に奉る熱い汁の 

物を煮ようとして、その地の高菜を摘んでいるところに、天皇がおいでになって、 

「山方に 蒔ける青菜も 吉備人と 共にし摘めば 楽しくもあるか（山のあたり 

に蒔いた青菜も 吉備の乙女と一緒に摘むと、心満たされることであるよ）」とお 

歌いになった。 

 奈良県の郷土料理には、牛乳で鶏肉や野菜を炊いて食べる 

という料理をルーツに持つ飛鳥鍋がある。今から１４００年 

ほど前の推古天皇の時代に、唐からやってきた人たちがこの 

地に広めたのが由来とも、１０００年ほど前にお坊さんが考 

えたのが始まりとも、また、飛鳥時代に唐から来た渡来人の 

僧侶が、寒さをしのぐためにヤギの乳で鍋料理を作ったのが 

最初などとも言われている。 

 

（７）鱸 

大国主命が、高天原からの使者であるタケミカヅチに対し、国譲りを行うことを 

伝え、「釣為る海人が、口大の尾翼鱸（鱸を訓みて須受岐（スズキ）という。尾び 

れがぴんと張ったスズキの意）、さわさわに控き依せ騰げて、打竹のとををとをを 

に、天の真魚咋を献る。」と言った。そこで、タケミカヅチは高天原へ返り参り上 

り、葦原中国を言向け、帰順させて平定したことを復命した。 

天の真魚咋がどのような料理かは伝わっていないが、スズキは古代より神饌とし 

て尊ばれた魚であったと考えられる。江戸時代には鱸を和紙に包んで蒸し焼きにし 
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たものを「鱸の奉書焼き」と呼び、島根県松江地方の郷土の名物料理とされている。 

 

 

（８）鮎 

神功皇后が、筑紫の松浦県の玉島里にお着きになって、その川のほとりでお食事 

をされた。その川中の磯にいらっしゃって、御裳の糸を抜き取って、飯粒を餌にし 

て、その川の鮎を釣った。その川の名は、小河という。また、その磯の名は、勝門 

比売という。 

この鮎料理をはじめとして、古事記編纂１３００年を記念し、鳥取県では、三朝 

温泉観光協会加盟の９つの旅館が、鳥取市にある因幡万葉歴史館監修の下、奈良時 

代に食べられたと思われている食材・料理法による「古事記料理」を平成２４年４ 

月から提供する。 

具体的なメニューとしては、鯛昆布締め、煮豆、芋ぜんざい、煎り蛤と焼き蛸、 

白身魚と根野菜のオンドル蒸し、古代米を使った五穀米の釜飯と川魚の朴葉（朴の 

木）焼きを栃餅と大根のあんかけ、鯛の古代米蒸し、古代米を使ったお寿司鴨と芹 

の霙（みぞれ）仕立てなどがあり、それぞれの旅館で味わうことができる。 

はわい温泉・東郷温泉では、奈良時代の貴族料理を元に、厳選した地元食材を使 

用した「古代料理」を再現し、平成２４年の４月から９月まで提供されることにな 

っている。 

練り蓮根古代米包み蒸し、氷頭紅白膾、焼魚、朴葉古代盛り、筍のすもし、焼き 

鰰（ハタハタ)の赤飯包み、海鮮酒盗炙り石焼き、古代東郷湖七珍味がそれぞれの 

旅館で提供される。 

 

 

 

 

 

 

 



- 48 - 

 

  

 

（９）古代食 

島根県内には、出雲国風土記に登場する食材を使った古代食を提供する旅館がある

ほか、出雲大社周辺の１０カ所の料亭では、出雲大社の出雲国造家に代々伝わる、お

もてなし料理「うず煮」を提供している。 

 「うず煮」は、旧暦の元旦に出雲大社の「福神祭」などで、お祭りを手伝う人たち

にふるまわれるもので、地元で捕れる高級食材マフグでとった出し汁にとろみをつけ、

ご飯にかけ、岩のりやわさびをのせた料理である。 

 出し汁にとろみがついているのは、寒さの厳しい夜の神事に体を温めるためとも言

われているが、「福」を招くといわれる「ふぐ」の出し汁をかけたご飯に一年の幸福

を願う気持ちが込められた料理ともいえる。 

 

 

「うず煮」 
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Ⅵ古事記・日本書紀と能楽 

 

能は、室町時代に世阿弥により大成した、我が国の伝統舞台芸能である。能の主役

を演じるシテ方、シテの相手役となるワキ方、囃子方である笛・小鼓・大鼓・太鼓そ

れぞれの分野で、文化庁による重要無形文化財に認定されている保持者（いわゆる人

間国宝）がいる。また、能と狂言を総称する「能楽」としてユネスコの無形文化遺産

に指定されている。（文化庁HPより） 

能の題材は、伊勢物語・源氏物語・平家物語・義経記・太平記・曽我物語などから

取り上げられているものが多いが、古事記や日本書紀の影響を受けた作品もあること

から、この研究では古事記等と能のつながりについて取り上げることとした。 

古事記等にまつわる神事・神楽などは、現在でもゆかりの地で見ることができるが、

能は東京・京都など大都市を中心に公演されることが多い。 

能を鑑賞した後に、その物語の舞台となった場所を訪れることにより、登場人物の

想いに触れ、より深く作品を味わうことができるものと考える。 

ここで取り上げた「花筐」、「三輪」、「大社」の三作品の他にもイザナキ・イザナミ

神話を題材とした「淡路」（作者不詳）、スサノオ神話を題材とした「大蛇（おろち）」

（観世小次郎信光）、海幸彦と山幸彦神話を題材とした「玉井（たまのい）」（観世小

次郎信光）、ヤマトタケル伝説を題材とした「草薙」（作者不詳）なども一部の流派で

演じられることがある。 

なお、平成２４年１０月には、国立能楽堂において古事記千三百年にちなんだ公演

が予定されている。 

 

１ 花筐（はながたみ） 

世阿弥の作品。継体天皇とその寵姫照日前（てるひのまえ）を題材としている。 

越前の国（現在の福井県）味真野（あじまの）に住む照日前は大迹部皇子（おおあ

とべのみこ 後の継体天皇）に寵愛されていた。武烈天皇が崩じられたため、皇子は

急遽皇位継承が決まり、都へ上ることになった。皇子からの使者が照日前のもとへ手

紙と花籠を届けに来た。照日前を都へ伴うことはできなかったため、後日の再会の機

会を待つという文であった。この文と花筐（花籠）を受け取った照日前は悲しみにく

れた。 

皇子は即位して継体天皇となられ、大和（奈良）の玉穂の宮を皇居と定めた。 

継体天皇は、警護の官人たちに守られて紅葉狩りに出かけられた。その道筋に、侍

女に花籠を持たせた女が現れる。その姿から心を乱していることは明らかであった。  

警護の官人が見苦しいと言って花籠を払い落とすと、女は、この花籠は継体天皇か

らいただいたものであると話した。女はさらに漢の武帝が夫人を亡くした故事を語り

ながら継体天皇への想いを舞ってみせる。やがて継体天皇はその女が照日前と気づき、

照日前を伴って皇居に帰るのであった。 
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２ 三輪（みわ） 

作者不詳。奈良の三輪山伝説を題材とした作品である。 

大和の国（今の奈良県）・三輪山の麓の草庵にひっそりと暮らす玄賓僧都という高

僧のもとに、毎日樒（しきみ）と閼伽（あか）の水を持って訪れる女がいた。今日

もこの草庵を訪れた女は、罪を救ってほしいと僧都に頼む。また、秋も夜寒になっ

たので、玄賓に衣を譲ってほしいとも言う。僧都は女に衣を与え、女の住み家を尋

ねると、「杉の木立がある門を目印においで下さい」と言って、姿を消した。 

  僧都は、三輪の社の神木に衣が掛かっているという里人の知らせに出向くと、女

に与えた衣が杉の枝に掛けられ、衣の裾には一首の歌が書いてあった。それを読ん

でいると、杉の木陰から女姿の三輪明神が現れ、衆生を救うために、迷える人の心

を持ってしまうので救って欲しいと願う。三輪明神は、三輪山の伝説を語り、玄賓

を慰めるために神楽を舞い、天の岩戸隠れの神話を再現して、夜明けとともに消え

て行く。 

 古事記での三輪山伝説は、比類ないほど容姿が優れた男の正体が、実は神の子であ

ったというものであるが、能「三輪」では女の正体が、実は三輪明神であったという

内容になっており、興味深い。 

  

（作品の舞台） 

奈良盆地の東側、山々の裾を縫うように続く「山の辺の道」には大神神社をはじ

め、社寺旧跡や古墳などが数多く点在する。大神神社は三輪山全体をご神体として

おり、拝殿のみであり本殿を持たない神社であり、もっとも早く祭祀が整えられた

神社の一つとされている。大神神社では毎年春の例祭後に後宴能が開催され、「三輪」

などの曲目が演じられる。 

また、「山の辺の道」の途中には、能「三輪」にワキ方で登場する玄賓僧都の庵も

残されている。 

 

３ 大社（おおやしろ） 

 作者不詳。出雲地方の神在月にまつわる伝説を題材とした作品。  

 旧暦の１０月は神無月と呼ばれているが、出雲地方では神在月といい、八百万の

神々が大社に参集して神事が行われるという伝説がある。この話を聞いた廷臣は、都

からはるばる出雲大社に参詣した。 

 出雲大社を訪れると宮人が現れ、出雲大社の縁起を尋ねると、その中の老人が「毎

年十月一日の寅の刻、諸神、ことごとくこの地に影向して、神遊びをなさる」と語り、

社殿の中に姿を消す。 

 やがて時雨の空も晴れ、月に輝いて十羅刹女が現れて舞を舞う。御崎の神、出雲の

大神が登場し舞楽を奏される。 

 その後、夜も更け、海上から竜神が現れ、黄金の小箱から小龍を取り出して、神前

に捧げる。やがて神事は滞りなく終了し、大神は神殿の内へ、竜神は再び海中に帰っ

て行く。 
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（作品の舞台） 

出雲大社の祭神はオオクニヌシであり、古事記によると、国譲りを求めるタケミカ

ズチに対して、国譲りの条件として「我が住処を、皇孫の住処の様に太く深い柱で、

千木が空高くまで届く立派な宮を造っていただければ、そこに隠れておりましょう」

と述べ、これに従って出雲の「多芸志（たぎし）の浜」に「天之御舎（あめのみあら

か）」を造ったのが出雲大社の創建であるとされている。 

 現在の本殿は高さ約２４メートルであり、神社としてはとても大きいものであるが、

かつての本殿は現在よりもはるかに高く、中古には４８ｍ、上古には９６ｍであった

と伝えられている。 

 なお、出雲大社に隣接する島根県立古代出雲歴史博物館では、平安時代の出雲大社

本殿を１／１０スケールの模型で再現したものを見ることができる。 

 

 

出雲大社本殿模型（島根県立古代出雲歴史博物館蔵） 

 

（佐陀神能） 

 「佐陀神能（さだしんのう）」は、島根県松江市にある佐太神社で行われている神

楽である。神能の構成はシテ、ワキ、ツレ、トモといった役立ちになっていることな

どから能形式と言われており、他の神楽と大きく異なる。 

 佐陀神能は七つの舞がある「七座神事」、能楽の根元として神聖視されている翁（お

きな・シテ）、千歳（せんざい・ワキ）、三番叟（さんばそう・狂言）の「式三番」、

出雲諸社の縁起や古事記の神話を題材とした、着面の神話劇である「神能」の三つの

神事舞で構成されている。 
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 佐太神社では、毎年9月24日の夜に御座替神事が行われ、これとともに舞殿では「七

座神事」が行われる。翌25日の午後から例祭がはじまり、夜には「式三番」と「神能」

が演じられる。 

佐陀神能にも「大社」という演目があり、出雲大社が佐太大社に、出雲の大神が佐

太大神となっている点を除いて、能「大社」とほぼ同一の話となっている。なお、神

能の演目は年ごとに異なる。 

佐陀神能は、昭和51年5月に国の重要無形民俗文化財に指定され、平成23年11月に

はユネスコ無形文化遺産リストに登録された。 
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Ⅶ各県の連携による誘客施策 

 

 この共同研究プロジェクトでは、歴史・文化をテーマとした観光、中でも古事記等

のゆかりの地を訪れる観光の気運を高めるため、各県連携による効果的な情報発信手

法・観光施策を研究することを重要な目的として取り組んだ。 

 

１ インターネットでの効果的な情報発信 

（１）旅行の情報源としてのインターネットの重要性 

 近年、旅行の情報源としてインターネットを活用する人の比率が飛躍的に上昇して

おり、平成１１年度では７．３％であったのに対し、平成１８年度では３５．８％に

まで高まっている（参考：平成１９年度版 観光の実態と志向 社団法人日本観光協

会編 より）。 

 従来から、旅行ガイド本のほか、観光地を実際に訪れた人による「口コミ」による

観光情報が重視されてきたが、インターネットの中でも旅行経験談や感想に現地での

写真などを添えた個人の「口コミ」的な旅行ブログや、旅行をテーマとしたＳＮＳ（ソ

ーシャル・ネットワーキング・サービス）の利用が増加している。 

（２）旅行をテーマとした個人発信型メディア 

我が国でのブログ登録者数は平成２１年１月末時点で約２，６９５万人、同月の月

間閲覧数は約２０５億件、ＳＮＳ会員数は約７，１３４万人、月間閲覧数は約４３９

億件と巨大であり（いずれものべ人数 総務省情報通信政策研究所調査研究部調べ）、

観光に関連するサイト数については統計データが存在しないものの、著名なブログラ

ンキングの一つでは観光関係のブログが２万件以上登録されている。 

東北旅行・九州旅行といった地域別のカテゴリーや、街道を歩く旅・パワースポッ

トを巡る旅など目的別のカテゴリーに分けられていて必要な情報が探しやすく、観光

地だけでなく近隣の飲食店情報なども充実している。 

（３）自治体に求められるインターネット上の情報提供 

 一方で、インターネット上で多くの情報が氾濫しており、サイトの中には不正確な

情報や、個人の好みを強く反映したものも見受けられる。観光客を受け入れる自治体

は、観光客が必要とする信頼できる情報を的確に、かつ見やすく発信することが求め

られている。 

 特に、歴史・文化をテーマとした観光を振興していくためには、多くの歴史に関す

る観光地を分析し、文献や伝統芸能など様々な情報と関連づけることにより観光地の

魅力を高めて、ホームページで紹介していく必要がある。 

 このプロジェクトでは、古事記・日本書紀などに登場する神話・古代の歴史や伝統

文化を効果的に発信する手法と、その味わい方についての提案について検討した。そ

の一つの例がⅣ章の「古事記等をテーマとした観光の提案」である。  
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２ ホームページの相互連携 

 

 各県が古事記等にゆかりのある観光資源を紹介するホームページを個別に開設し

ており、この各県のホームページに、参加県を相互にリンクする共通バナーを設定し、

全国に広がる古事記にゆかりのある参加県でのネットワークを構築した。 

 なお、古事記等に特化したホームページがない県については、既存の観光関連ホー

ムページに、古事記等に関連する観光資源を巡る「街道・古道・味巡り」など、街道

歩きをテーマとした観光情報を充実させて、情報発信を行うこととした。 

各県のホームページから、古事記に関係する他県の情報にアクセスしやすくするこ

とで、古事記ゆかりの地を訪れた観光客が、次にまた別の古事記ゆかりの地を訪れて

みたいと思っていただけるよう取組みを行った。 
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島根県 

福井県 

鳥取県 奈良県 

参加県の関係ホームページ 
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３ シンポジウム・イベントでの情報発信 

（１）シンポジウム等での共同ブースの設置 

このプロジェクトのメンバー県が開催する、古事記等に関係するシンポジウ

ム・フォーラム等に他の参加県が相互参加し、観光ＰＲブースを設置した。 

これらのシンポジウム・フォーラムは、古事記等への関心を高め、誘客につな

げようと、地元だけでなく、東京でも開催したところである。 

この研究プロジェクトでは、今回の観光連携のための特別な予算措置を伴わな

い中で、効果的な施策連携を行うことを目指したところであるが、古事記等に関

連するフォーラムに参加された方々の中には歴史に造詣の深い方も多く、歴史・

文化をテーマとした観光のＰＲ「ターゲット」としては最適である。準備してい

たリーフレットも不足するほどの盛況であった。 

古事記等に関心の深い方々に対象を限定した、効果の高いＰＲが実施できたも

のと考えている。 

また、今回のプロジェクト参加県の他、三重県・兵庫県・熊本県・宮崎県も一 

部のシンポジウムに参加し、共同ＰＲを行った。 

 

 

① 古事記完成1300年記念プレ・イヤーフォーラム「今、記紀万葉が語ること」 

開催日：平成23年3月13日(日) 場所：奈良県橿原市 主催：奈良県 

○会場ロビーにてプロジェクト参加県５県が各県ごとにブースを設置し、フ

ォーラムの来場者に向けて古事記等をテーマとした観光のＰＲを行った。 
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② 古事記完成1300年記念シンポジウム「日本の原風景に出会う古事記の世界」 

開催日：平成24年1月29日(日) 場所：東京都中央区 主催：奈良県 

○奈良県は、「古事記・日本書紀・万葉集、今、ここから」をテーマに全国

古事記ゆかりの地サミットを開催し、参加県の知事が自県の古事記ゆかり

の地を紹介し、意見交換を行った。 

○会場ロビーではプロジェクト参加県５県のほか、古事記にゆかりの深い三

重・兵庫・熊本・宮崎の計９県が各県ごとにＰＲブースを設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「古事記編さん1300年」記念フォーラム 

「古事記が語る出雲神話～よみがえる はじまりの物語～」 

開催日：平成24年3月4日(日) 場所：島根県出雲市  

主催：神々の国しまね実行委員会 

○会場ロビーではプロジェクト参加県５県のほかに、古事記にゆかりの深い

兵庫県・宮崎県も参加し、７県が各県ごとにＰＲブース設置した。 
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（２）イベントへの参加 

プロジェクト参加県では、古事記等をテーマとした観光への気運を高めるため、

それぞれ古事記編纂１３００年を記念した各種のイベントを開催しており、開催

県に加え、プロジェクト参加県やその他古事記等にゆかりのある県が参加して、

広域連携によるＰＲを行った。 

 

①  全国夜神楽フェスティバルｉｎ松江城 

開催日：平成23年10月9日(日)～10月13日(木)〔5日間〕場所：島根県松江市 

〇全国各地に分布する神楽の多くは神話を題材とするものであり、神楽を通

じて古事記等の神話の魅力を伝えること等を目的として開催した。 

○島根県内８団体のほか、県外６団体（岩手・岡山・広島・鳥取・高知・宮

崎）により伝統的な神楽が公演された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「きゃら在月」inしまね 

開催日：平成23年12月3日(土)～12月4日(日)〔2日間〕場所：島根県松江市 

〇全国の八百万の神が旧暦１０月に出雲地方へ参集されるという「神在月」

伝承にちなみ、奈良県の「せんとくん」、鳥取県の「トリピー」など全国

各地のゆるキャラが島根に集結し、イベントに参加した。 
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（３）首都圏でのＰＲ連携 

大都市圏における観光資源の周知及び観光誘客の手段として、首都圏に所在す

る各県のアンテナショップを活用して情報発信を行ったほか、マスメディア・旅

行事業者向けの観光プロモーションに参加した。 

 

① 東京にある各県のアンテナショップでの連携 

「古事記１３００年特集コーナー」を設置し、島根県のにほんばし島根館内

に奈良県及び三重県のパンフレットを、奈良県の奈良まほろば館内に島根県

のパンフレットを置き、連携したＰＲを行った。 

 

 

（にほんばし島根館での様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

（奈良まほろば館での様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根県 奈良県 
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② 首都圏のマスメディア・旅行会社へのプロモーション（奈良県主催） 

奈良県が開催した首都圏のマスメディア・旅行会社向けの観光プロモーシ 

ョンに他のプロジェクト参加県も参加し、古事記等をテーマとした観光誘客 

に向けた動きが全国に広がりつつあることを印象づけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（マスメディア・旅行会社との意見交換会の様子） 

 

 

４ ＮＥＸＣＯ西日本によるキャンペーン 

 

ＮＥＸＣＯ西日本（西日本高速道路株式会社）により、「日本古代ドライブラリー

『やまとごころ周遊記』」が実施される。 

古事記編纂１３００年を記念し、西日本各地に存在する古事記ゆかりの地や、当時

の生活を体験できる施設を訪れ、「やまとごころカード」を収集することを通して、

古事記・古代の知識を深めつつ楽しく周遊いただくカードラリーである。 

 

  期 間  平成２４年４月１６日～１２月３１日 

  内 容  古事記１３００年を記念したゆかりの地を巡るキャンペーン。西日本

の古事記ゆかりの地など４３カ所の「やまとごころカード」設置場所を

巡ってカードを収集していただく。収集者には各県の特産品などがプレ

ゼントされる。 

  参加県  福井、奈良、和歌山、兵庫、鳥取、島根、愛媛、大分、宮崎の９県 
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Ⅷ古事記等をテーマとした各県の取組み 

 

１ 福井県 

 

○「古事記・日本書紀ゆかりの地」マップやパネルの作成 

  パンフレット 規格：Ａ３版両面二つ折りカラー 

         部数：２万部 

  パネル 規格：Ｂ１版カラー 

      部数：２種 

 

 

○県立図書館での「古事記特集」 

  ・福井県立図書館 特集「古事記１３００年の旅」 

   期間：平成２４年３月１６日（金）～４月８日（日） 

   内容：図書館所蔵の古事記の入門書、解説書や、福井県 

      関係の古事記関連図書を特集 

      合わせて、本県含め当プロジェクト５県のパネル、 

      関連パンフレットも展示 

  ・県立若狭図書学習センターでも同様の特集コーナーを開設 
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２ 長野県 

 

○「古事記と信濃」パネル作成 

 古事記と信濃、諏訪、戸隠神社、神坂峠など 

パネル 規格 B１版カラー 部数 ４種 

 

○県庁での「古事記と信濃」パネル展 

 長野県庁 1階ロビー 「古事記と信濃」パネル展 

 期間：平成 24年 6月 18日（月）～平成 24年 6月 22日（金）（予定） 

 内容：古事記にゆかりのある長野県の地域資源として、諏訪大社、戸隠神社、

神坂峠などを紹介するほか、当プロジェクト５県の古事記関連パネル、

パンフレットを展示 

 

○県立図書館での「古事記と信濃」パネル展 

 長野県立長野図書館 正面玄関ロビー 「古事記と信濃」パネル展 

 期間：平成 24年 6月 26日（火）～平成 24年 7月 10日（火）（予定） 

 内容：古事記にゆかりのある長野県の地域資源として、諏訪大社、戸隠神社、

神坂峠などを紹介するほか、当プロジェクト５県の古事記関連パネル、

パンフレットを展示 

 

○諏訪地域では、諏訪湖エリアまちなか案内人協議会が実施するガイドコースと

して、タケミナカタが渡ったと言い伝えの残るルート（諏訪大社上社本宮を参

拝し、諏訪湖上の御神渡りができるルートを船に乗って廻った後、諏訪大社下

社秋宮を参拝する「御神渡りコース」）を案内している。 

 

○長野市商工会戸隠・鬼無里支所ホームページ「心の平穏を取り戻す神々の宿る

里 戸隠・鬼無里」にて、戸隠神社五社に祀られる古事記に登場する神々の解

説、岩戸伝説やアマノウズメ伝説を紹介している。 

 

○戸隠村（現長野市戸隠）では、村が長野市に合併する前の昭和 62年から、タジ

カラヲの投げた岩戸が戸隠まで飛んだという岩戸開きの神話の縁で、宮崎県高

千穂町と交流事業を続けている。 

 

○阿智村では、ガイドブック「神坂越え古代東山道を歩く」を作成し、ＰＲを行

っている。 

 

○長野県観光振興課では、各市町村の協力を得て、長野県内の古事記ゆかりの観

光資源を把握し、とりまとめた。今後、観光パンフレット、ホームページなど

で紹介していく予定である。 



- 63 - 

 

３ 奈良県 

「記紀・万葉プロジェクト」の推進 

平成24（2012）年は古事記完成1300年、また平成32（2020）年は日本書紀完成1300

年の節目の年にあたることから、奈良県では古事記、日本書紀の編纂、完成の地とし

て、この9年間を結ぶ長期の取り組みである「記紀・万葉プロジェクト」を推進する。 

これまで一般的にはなじみの少なかった記紀・万葉集など、日本と日本人の源流を

たどることができる書物を、多くの人に広く親しまれるような事業として展開する。 

 

１．奈良県内で記紀・万葉を親しむ 

  記紀・万葉の魅力を発掘し、奈良県の歴史の価値をわかりやすく、親しみやすい取

り組みとして推進 

  ・県内シンポジウムの開催 

  ・「なら記紀・万葉名所図会」及び「子ども向け冊子」の制作、発行 

  ・記紀・万葉ゆかりの地をめぐるウォークイベントの実施 

  ・「記紀・万葉」をテーマにした県民活動への支援及び市町村等と連携したイベン

ト等の実施 

 

２．全国ゆかりの地との連携 

 全国的な「記紀・万葉」の機運の醸成 

  ・首都圏シンポジウムの開催 

  ・「なら記紀・万葉ホームページ」による情報発信、古事記ゆかり地全国マップの

発行 

 

 

 

 

 

 

 

記紀・万葉の地を歩く 

首都圏シンポジウム 

全国ゆかりの地との連携 ： 観光PRブース 
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４ 鳥取県 

 

○古事記編纂１３００年記念料理の開発 

 ・三朝温泉の９箇所の温泉旅館で、古事記が編纂された奈良時代の貴族の食事を

再現した記念料理メニューを開発し、提供中。 

 ・はわい温泉、東郷温泉の６箇所の温泉旅館で、古事記が編纂された奈良時代の

貴族の食事を再現した記念料理メニューを開発し、提供中。 

 

○古事記編纂１３００年記念和菓子の開発 

 ・倉吉市観光協会では、奈良時代の貴族が食べたと

される「唐菓子（からくだもの）」を再現し、市内

４箇所の和菓子屋で販売を検討中。 

 

 

○ゆかりの地をパワースポット化した「開運アイテム」の制作 

 ・倉吉市観光協会では、「時代を読み繁栄を招く」パワースポットとされる波波伎

神社ゆかりの開運グッズを制作。 

 ・湯梨浜町観光協会では、「女子力アップ」のパワースポットとされる倭文神社ゆ

かりの開運グッズを制作。 

神社アイテム（湯梨浜町 倭文神社） 

 

 

 

 

 

 

○周遊ツアーの企画 

 ・米子市観光協会では、鳥取県西部の古事記ゆかりのスポットを巡るツアー「山

陰の古事記の旅」を企画するとともに、ガイド養成講習会を行った。 

 ・道の駅清流茶屋かわはらでは、鳥取県中西部の古事記ゆかりのスポットを巡る

ツアー「神話のふるさと山陰の古事記謎解きの旅」を実施する予定。 

  開催日：平成２４年５月２０日 

  内容：赤猪岩神社、清水井、唐王神社、倭文神社などを巡り、それぞれのゆか

りの地に秘められた伝説や神々の足跡をたどる。 

 

○県内市町村の取り組み 

 ・再生のパワースポット「赤猪岩神社」がある南部町では、

古道看板や案内看板の整備、ＰＲポスターなどの作成を
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行っているとともに、「よしもと住みます芸人」をＰＲ大使とした積極的な宣伝

展開を行っている。 

 

 ・「売沼神社」がある鳥取市河原町では、古事記を通して郷土の歴史や魅力を再発

見し広く情報発信するため、古事記編纂１３００年記念特別展を実施中。 

  期間：平成２４年３月３日～平成２４年１２月２４日 

  内容：切り絵展「神話の神々」、マンガでみる古事記のヒーロー・ヒロイン展、

陶芸展「古代神々の立像」、古事記のふるさと写真展 

  場所：河原城 

 

○県民への普及啓発 

 ・鳥取県では、県内の古事記ファンを対象とした「古

事記編纂１３００年神話フォーラム」を開催 

   開催日：平成２３年１１月２３日（水・祝） 

   場 所：米子コンベンションセンター 

 

 ・鳥取県経済同友会では、県内の古事記ゆかりの地に    

ついての理解を深めるための講演会を開催 

 開催日：平成２４年５月１７日(木) 

 内容：「古事記神話の絵本」について 

 

○他県が行う取り組みへの参加 

 ・奈良県が実施した「記紀万葉首都圏シンポジウム」に参加し、知事トップセー

ルスを行うとともに、ＰＲブースで本県ゆかりのスポットを紹介した。（H24.1） 

 ・島根県が実施した「神話フォーラム」に参加し、会場内ＰＲブースで本県ゆか

りのスポットを紹介した。（H24.3） 

 ・島根県で開催される「神話博しまね」にブースを出展し、本県ゆかりのスポッ

トをＰＲする。（H24.7～11） 

 

○情報発信ツールの整備 

 ・本県に存在するゆかりの地を情報発信するため、「鳥取県古事記ゆかりの地周遊

マップ」を制作する予定。 

 

○山陰デスティネーションキャンペーンでのＰＲ 

 ・平成２４年１０月～１２月に、山陰両県で実施する「山陰デスティネーション

キャンペーン」での情報発信に取り組み、山陰両県への誘客を促進する。 
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５ 島根県 

 「神々の国しまね」プロジェクトの展開 

平成２４年の古事記編纂１３００年や平成２５年の出雲大社平成の大遷宮を契

機として、「しまね」の歴史・文化などの魅力を県内外に情報発信し、多くの方々

に訪れていただくため、島根県では平成２２年より「神々の国しまね」プロジェク

トを展開している。 

古事記、日本書紀、出雲国風土記、万葉集などにも描かれ、今も残る自然、風景、

歴史遺産など次世代へと引き継いでいくべき島根の素材を、地域で守り、育て、活

用する中から、住民や来訪者が魅力を感じる島根をつくりあげることを本プロジェ

クトの基本理念としている。 

 

項       目 内     容 

１ ふるさと再発見 

～「しまね」の魅力をみんなが知り、育てる～ 

県民の皆さんの事業提案に対する助成制度を

設けるとともに、次の時代を担う子ども達に「し

まね」の歴史文化をしっかり伝え、ふるさとへの

愛着を育て、未来へと受け継ぐための環境づくり

を行います。 

□ふるさと学習の推進 

・民間団体が開催する研修会への助成 

□子ども学習の推進  

・ふるさと読本「いずも神話」の活用 

・子ども神楽交流 

・高校生による文化発信活動 

２ おもてなし 

～「しまね」の魅力を感じていただく環境づく

り～ 

訪れた方に再び「しまね」に来たいと感じてい

ただける「おもてなし」の心に溢れた環境を県民

の皆さんと一緒につくります。 

□観光ガイドの養成、おもてなしの向上 

・観光関係者が開催する研修会への助成 

・地域イベントへの助成 

□観光案内サイン整備 など 

・道路サイン、現地案内板の整備（Ｈ23） 

３ イベント  

～「しまね」の魅力を満喫していただく機会づ

くり～ 

「しまね」の魅力を「楽しんで」「感じて」「学

んで」いただけるイベントを県内各地や県外で開

催することで、多くの方々に「しまね」に訪れて

頂きます。 

 

□プレイベント（Ｈ23） 

・夜神楽フェスティバル、きゃら在月の開催 

□主要イベント 

・「神話博しまね」の開催（H24） 

・各圏域で開催する主要イベントへの助成 

□県内各圏域・地域イベント 

・地域イベントへの助成 

□企画展・ギャラリー展 など 

・美術館、歴博、アクアスでの企画展等の開催 

□県外巡回展（京都・東京）（Ｈ24） 

□シンポジウムの開催 
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４ 情報発信  

～「しまね」の魅力を全国に知っていただく～ 

「しまね」の魅力を県内外の多くの皆さんに知

っていただくため、県内各地の観光資源の魅力を

活用して、県内外のメディア等に効果的・効率的

に働きかけ、情報発信していきます。 

□テレビ、雑誌等を活用した広報宣伝 

□山陰デスティネーションキャンペーン（Ｈ24） 

□専用 WEBサイトの開設 

□神話等をモチーフにした漫画・アニメ・ゲーム

の制作 

□メッセージソング、プロモーション映像の制作 

□パンフレット等広報資料の作成 

・公式ガイドブック、県民向け・観光事業者用

資料等 

□企業とタイアップした商品制作 

・神話等にゆかりのある商品企画への助成 

５ 旅行商品づくり  

～「しまね」の魅力とふれあう旅のご用意～ 

多くの方々に選ばれる魅力的な旅行商品を構

築し、旅行会社等に商品造成を積極的に働きかけ

ます。 

 

□旅行商品の企画 

・神話博や大遷宮へ誘客する旅行商品の造成支

援 

□着地型旅行商品の構築 

・周遊バスなど広域２次交通の整備 

・まち歩き観光（定時ガイドの設置） 

□誘客キャンペーンの実施 

□しまねの歴史や文化を学ぶ教育旅行の誘致 

 

プロジェクトのシンボルイベント「神話博しまね」 

「古事記編纂１３００年」を記念し、島根県内各地を訪ね歩くための「エントラ

ンスゾーン」として、「しまね」の魅力を紹介。 

・会 期：平成２４年７月２１日～平成２４年１１月１１日（日）【１１４日間】 

 ・主会場：出雲大社周辺（特設会場：古代出雲歴史博物館敷地内） 

 ・特設会場：神話映像館、しまね魅力発信ステージ、 

       グルメ＆おみやげ、定時ガイドツアーなど 

 ・古代出雲歴史博物館：テーマ別展示室・総合展示室、神話シアター、 

            神話講座、写真展、創作体験など 

・主会場エリア：神話フィギュアジオラマ展・スタンプラリー 

        写真展、神門市など 

 

 

 

 

 

 

 

 

神話博しまね 

  特設会場イメージ 
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各県の問い合わせ先・ホームページ 

 

福井県観光営業部観光振興課 

（ＴＥＬ）０７７６－２０－０３８０ 

（ＦＡＸ）０７７６－２０－０３８１ 

（Ｅ－ｍａｉｌ）kankou@pref.fukui.lg.jp 

（ホームページ）http://info.pref.fukui.jp/keitaidaio 

 

長野県観光部観光振興課 

（ＴＥＬ）０２６－２３５－７２５３ 

（ＦＡＸ）０２６－２３５－７２５７ 

（Ｅ－ｍａｉｌ）kankoshin@pref.nagano.lg.jp 

（ホームページ）http://www.pref.nagano.lg.jp/kanko/kankoshin/kashokai.htm 

 

奈良県地域振興部観光局ならの魅力創造課 

（ＴＥＬ）０７４２－２７－８９７５ 

（ＦＡＸ）０７４２－２７－７７４４ 

（Ｅ－ｍａｉｌ）miryoku@office.pref.nara.lg.jp 

（ホームページ）http://www.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/ 

 

鳥取県文化観光局観光政策課 

（ＴＥＬ）０８５７－２６－７２３９ 

（ＦＡＸ）０８５７－２６－８３０８ 

（Ｅ－ｍａｉｌ）kankou@pref.tottori.jp 

（ホームページ）http://yokoso.pref.tottori.jp/ 

 

島根県商工労働部観光振興課 

（ＴＥＬ）０８５２－２２－６６６９ 

（ＦＡＸ）０８５２－２２－５５８０ 

（Ｅ－ｍａｉｌ）kankou@pref.shimane.lg.jp 

（ホームページ）http://www.pref.shimane.lg.jp/kanko/ 

 

 

 

 

 

 

file://ad.pref.shimane.jp/Share/政策企画局/政策企画監室/企画分権S/D80%20ふるさと知事連合/ふるさと知事連合/01-2共同プロジェクト（リーダー分：歴史文化）/120227報告書案/kankou@pref.fukui.lg.jp
http://info.pref.fukui.jp/keitaidaio
file://ad.pref.shimane.jp/Share/政策企画局/政策企画監室/企画分権S/D80%20ふるさと知事連合/ふるさと知事連合/01-2共同プロジェクト（リーダー分：歴史文化）/120227報告書案/kankoshin@pref.nagano.lg.jp
http://www.pref.nagano.lg.jp/kanko/kankoshin/kashokai.htm
file://ad.pref.shimane.jp/Share/政策企画局/政策企画監室/企画分権S/D80%20ふるさと知事連合/ふるさと知事連合/01-2共同プロジェクト（リーダー分：歴史文化）/120227報告書案/miryoku@office.pref.nara.lg.jp
http://www.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/
file://ad.pref.shimane.jp/Share/政策企画局/政策企画監室/企画分権S/D80%20ふるさと知事連合/ふるさと知事連合/01-2共同プロジェクト（リーダー分：歴史文化）/120227報告書案/kankou@pref.tottori.jp
http://yokoso.pref.tottori.jp/
mailto:kankou@pref.shimane.lg.jp
http://www.pref.shimane.lg.jp/kanko/
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研究報告書 

平成２４年３月 

 

リーダー県：島根県 

参加県：福井県・長野県・奈良県・鳥取県 

 

 

 

古事記（島根県古代出雲歴史博物館所蔵） 


