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魏志倭人伝の各國の比定

（煩雑を避けるため「大王」或いは「天皇」の記載を省略する不敬をお許し願います）

1. 魏志倭人伝 1解釈における邪馬壹國九州説における旁國比定への疑問

⑴「自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳」より、戸數・道里の記述の無い旁

國二十一國は女王國より南（方位修正をすれば東）になければおかしい。「遠絶」という語感からしても、

筑紫平野北部に旁國を比定することは出来ない筈である。例えば、伊都國（怡土郡）に隣接する博多を

好古都國 2に、志摩郡を斯馬國に比定するのはおかしい。

⑵ 伊都國から奴國・不彌國・投馬國・邪馬壹國に至るまでの倭人伝の記述を仮に放射式に解読する場合

には、他の旁國との関係においてなぜ奴國・不彌國だけが記されているのかについて合理的な解釈が与

えられる必要がある。もし旁國が筑前・筑後・豊前などにもあるのであれば、放射式説明の際に奴國・

不彌國と同様に戸數・道里の説明がなされる筈である。

⑶ 倭人伝には「參問倭地」とあるように倭地について広く見聞を得ようとする姿勢が窺える。それにも

関わらず、当時の有力な先進地域であったであろう出雲や畿内についての記述が倭人伝に全く無いとい

うのは不自然である。「侏儒國」「裸國、黒歯國」といった國々が紹介される一方、これら先進國が「女

王國東渡海千餘里、復有國、皆倭種」という文章だけで済まされるという解釈は腑に落ちない。

2. 各國比定にあたっての視点

以下の視点に基づき各國の比定を進める。

⑴ 倭人伝冒頭に「使譯通所三十國」とある。この「三十國」という表現・数字に曖昧さは認められ

ない。三十國とは對海國・一支國・末盧國・伊都國・奴國・不彌國・投馬國・邪馬壹國・房國二

十一國・狗奴國のことである。

⑵ 倭人伝は三十國を郡に近い順から説明しようとする態度で記述されている。

⑶ 伊都國・奴國・不彌國・投馬國・邪馬壹國の道筋は連続に記述されている。

⑷ 斯馬國以下の房國は「自女王國以北、其戸數道里可得略載」を踏まえ、戸數・道里の記載の無い

旁國は郡からみて邪馬壹國=女王國よりも遠方にある。

3. 投馬國及び邪馬壹國

「混一疆理歴代国都之図」を持ち出すまでも無く、末盧國の東北東にある伊都國を「東南」としてい

ることが方向誤認の事実を示している。方位修正ののちは邪馬壹國まで連続式に解読する。「投馬國」の

出雲への比定は笠井新也氏の説に加えるものは何も無い。「水行二十日」で投馬國 = 出雲に達し、更に

「水行十日」で丹後に上陸、「陸行一月」で邪馬壹國=大和に至る道が示されていると解釈する。

つとに指摘されることであるが、あらためて記載しておくと、投馬國の官名（彌彌・彌彌那利）は他

國と際立って特徴的であるが、この「みみ」という音は、大国主神の系譜（同神の神裔の多くが「み」

で終わる神名を持っている）に通じるものがある。
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《 大国主神の系譜 [古事記；太字は「み」で終わる神名を示す] 》
大国主神－鳥鳴海神－国忍富神－速甕之多気佐波夜遅奴美神－甕主日子神

－多比理岐志麻流美神－美呂浪神－布忍富鳥鳴海神－天火腹大科度美神

－遠津山岬多良斯神

4. 旁國二十一國及び狗奴國

「自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳」「次有斯馬國、次有…（中略）次有

奴國、此女王境界所盡」という記述からして、旁國は郡からみて邪馬壹國よりも遠方に位置し、且つ基

本的には邪馬壹國に近い國から奴國まで順に記されていると考えるのが自然であろう。ただし「其餘旁

國遠絶、不可得詳」であり、多少の順序外れがあっても仕方が無い。

表-１はその理解に基づき、音を頼りに旁國の推定比定地を纏めたものである。令制国名、国造名、記

紀 3,4,5の伝承、和名抄 6の郡名、古社伝承、古墳（群）の所在を比定にあたっての一応の目安とした。例

えば、東国の古社伝承は相当の量があり（表-2）、比定に当たって全てを無視出来るものとは思えない。

結果、推定の域を出るものではないが、⒜志摩・伊勢から東山道、⒝畿内周辺、⒞北陸道、そして⒟東

海道、の諸國を順序立てて記載しているとした。奴國は遠江の久努に、狗奴國は「其南」を「奴國の東」

と解釈し毛野と比定した。女王國連合域は甲信・三遠までとなる。

⒜ 大まかにいえば、旧事本紀（国造本紀）7が伝える、神武の御代に任ぜられた国造の範囲よりも広

く、その後の崇神～成務の御代に任ぜられた範囲よりも狭い。

⒝ 女王國連合域は銅鐸（近畿式・三遠式）・四隅突出形方丘墓の各文化圏 8を包含している。

⒞ 女王國連合域は纏向遺跡より出土する土器の分布（山陰系、吉備系、中河内系、近江系、尾張系、

駿河系）と符合する 9。

⒟ 志摩・伊勢から東山道の諸國は日本武尊の東征復路を、東海道の諸國は同じく往路を彷彿させる。

魏志倭人伝が伝える女王國の時代と日本武尊の時代は一世紀を隔てておらず、両者には連続性が認

められて然るべきである。日本武尊の東征においても、戦いの描写は駿河・相模からなされている

ことからも、女王國の時代も倭王権の勢力境界はこのあたりにあったと想像される。

表-1 の幾つかの國の比定について以下補足する。

►「1. 斯馬國」；志摩国に比定。旁國二十一國の記述が（紀伊や熊野、伊賀などよりも大和から遠い）

この國から始まっているのは「単に思い付いた順に記述した」というものではないだろう。伊勢

国風土記（逸文）によると、伊勢・志摩は渡会氏（外宮禰宜家）の祖である天日別命が神武東遷

の際に治平に赴き国造に任じられた地であり、神武の御代以降（倭姫命が伊勢の地に天照大神を

祀るよりも以前の卑彌呼の代においても）伊勢・志摩が女王國にとって重要な位置を占めていた

ことを示すものである。

►「2. 己百支國」；伊富岐神社（美濃国二宮）付近に比定。尾張氏と同祖の伊福部氏が勢力を持って

いた地とされる。古事記において、日本武尊が東征の帰路に伊吹山の神と対決する描写がなされ

ているが、この國の後裔と対峙したのではないか。

►「4. 都支國」；美濃国多藝郡と比定。美濃国三宮とされる多岐神社がある。古事記では、日本武尊

東征の帰路（當藝野）として地名の由来「吾が足得歩まずたぎたぎしくなりぬ」が語られている。
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►「6. 好古都國」；「はこと」～「あがた」であり、尾張国丹羽郡 大縣神社 (尾張国二宮)付近と比

定。同神社からは銅鐸も出土しており、西方 4km には同神社所管の青塚古墳（古墳時代前期）が

在る。丹羽郡は神八井耳命の後裔 尾張丹羽臣が治めていた地方である（神八井耳命を祀る式内社

爾波（尓波）神社がある）。

►「8. 姐奴國」；諏訪に比定。「諏」は、もともと諏訪が「すわ」ではなく「しゅは」と発音されて

いた名残と考える。古事記でも「州羽海」と表記されている（尚、倭名抄では「諏訪」の音に「須

波」を当てているが、「須」の漢音は「シュ」）。「姐（しゃ）」は「諏訪・州羽（しゅは）」

を映したものである。

►「10. 蘇奴國」；信濃に比定。「信濃」は、もとは「しなぬ」と云い「科野」と記されたとされる。

（「古事類苑 地部十七 信濃國」）。

►「11. 呼邑國」；甲斐に比定。甲斐は綏靖の御代の開拓伝承を持ち（甲斐奈神社・佐久神社など；

表-2）、また日本武尊の東征復路（酒折宮）にもあたる。駿河と異なり早くから倭王権の勢力下に

入っていたようである。

►「12. 華奴蘇奴國」；埴科に比定。銅鐸（外縁付鈕式）・銅戈（九州型・大阪湾型）を出土する柳

沢遺跡 10は、九州・畿内に繋がる國が千曲川に沿った北信地域に存在した証である。また、埴科

郡には、日本武尊東征のおり奉祀されたとの伝承を持つ坂城神社や、古墳時代前期のものを含む 4
つの前方後円墳から成る埴科古墳群がある。

►「19. 支惟國」；三河に比定。「三河」の語源は今日に至るまで未だ定まっていない。女王國のこ

ろ、単に「河（か）」と呼ばれており（和名抄 6に「河‐川也音何」とある）、「かぁ」「けぇ」

を「きぇい」と聞き取ったものと想像した。

►「20. 烏奴國」；多氏がその足跡を残す遠江 磐田郡 飯寶郷（おほ）に比定する。谷川健一氏はそ

の著書 11にて同地を「大の浦は良港として知られ、古代の有力氏族の多氏はそこを足がかりに東

への道をたどったようである」と記している。

►「21. 奴國」；女王國と狗奴國との境界に位置するこの國は、纏向出土土器や銅鐸の分布との整合

性から、遠江或いは駿河に在ると考える。久努（遠江国山名郡久努郷）は後世 久努国造が置かれ

た地であり、音の近似性も考慮し「奴國」と比定。その隣国（駿河）は、筆者が「狗古智卑狗」

と比定する「天香香背男」の伝承を伝える（富士郡倭文神社）。

谷川健一氏は万葉集の一首「あらたまの伎倍が竹垣編目ゆも妹し見えなばわれ恋ひめやも」を引

用し「遠江国の東部には柵
き

養
こう

または柵
き

戸
へ

が置かれていた」（「あらたま」は「遠江国麁
あら

玉
たま

郡」・

「伎倍」は「柵戸」に由来）と述べている 12。後世においてもなお、遠江国の東部は駿河の蝦夷

と対峙する前線であったのである。

寺沢薫氏は、三遠式銅鐸が近畿式に対峙する形で分布していることや前方後方墳が濃尾平野に出現し

東方へ波及していったと考えられることなどの考古学的証拠から、狗奴國は濃尾平野に中枢があったこ

とが有力視されるとしている 8。然しながら、纏向遺跡の出土土器の分布からも、銅鐸文化圏の観点から

も、濃尾平野を狗奴國に比定する説には納得出来ない。狗奴國はこれら文化圏の外側にある勢力である。

「使譯通所三十國」は一般には「使者と通訳の通ずるところは三十國」1 と読まれているようである。

然しながら「其餘旁國遠絶、不可得詳」とされ房國二十一國は単に國名の羅列となっていることから、

これら諸國が使者・通訳を郡に直接派遣（或いは伊都國で郡使と直接に接触）していたとは考えられな
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い。「使譯して通ずる所三十國」（使者の説明を通じて把握しているのは三十國）と読むのが正しい 13 。

内外使節の文書・賜遣之物の伝送は一大率が行っていたのであるから（王遣使詣京都帶方郡諸韓國

及郡使倭國皆臨津搜露傳送文書賜遺之物詣女王不得差錯）、伊都國に居る一大率が「使譯」であり、

郡吏は三十國の情報の多くを、一大率を通じて得たものと思われる。

投馬國から邪馬壹國まで記述が一足飛びに飛んでおり、但馬・丹波・河内などに相当する国の記載が

見当たらないことから、「今使譯通所三十國」の「三十國」が主要國全てを網羅していないことは明らか

である。女王國と狗奴國との抗争に焦点が当たっている時期であり、邪馬壹國と狗奴國との間に位置す

る各國が旁國として列記されているものと理解出来る。

5.「自郡至女王國萬二千餘里」

邪馬壹國論争での最大の論点の一つであるこの文章については以下のように解釈する。前後の文脈の

乱れから錯簡の可能性が指摘されることもあるが14、本論ではそのような推測は排除する。

倭人伝では「女王（國）」は二通りに用いられている。狭義には邪馬壹國そのもの、広義には女王國連

合である。両者の使い分けに明確な定義は認められない。ここでの「女王國」は後者である。「次有奴

國、此女王境界所盡」「其南有狗奴國」「不屬女王」により広義女王國の遠方境界（奴國・狗奴國）まで

の説明を終えたのち、三十國の一連の説明の締めくくりとして、広義女王國の窓口である伊都國までの

（帯方郡からの）道里を「自郡至女王國萬二千餘里」としてあらためて記しているものであるという極

めて単純な解釈を取りたい。帯方郡から狗邪韓國までは「七千餘里」、その後の各道里も「千餘里」と

いう千里単位の数字であり、合計道里についても千里単位に丸めて記載したのである。對馬國の「方四

百餘里」及び一支國の「方三百里」のそれぞれ一辺を加えると帯方郡から伊都國までの道里は合計萬一

千二百里となるが、末盧國から伊都國までの「五百里」以外は各道里に全て「餘」或いは「可」と記さ

れており、合計する際にこれら不確かさを考慮して切り上げたとしても不自然ではない。

帯方郡から伊都國までの合計里数である萬一千五百餘里（對馬國と一支國の陸上距離は含まず）と「萬

二千餘里」の差である千五百里が論争され続けてきたが、松本清張氏が結論付けたように15 萬二千餘里

という数字にはそのような論争に耐える精度は無いように思われる。陳寿が伊都國から邪馬壹國までを

千五百里と考えていたのであれば、「水行十日陸行一月」に続けて「可千五百里」と補足併記したであ

ろう。

6. 女王國東、侏儒國、裸國・黒歯國

「女王國東渡海千餘里、復國有、皆倭種」は広義女王國の境界にある奴國 = 久努を基点として、遠江・

伊豆・相模から東に海を渡り房総に到達する様子を示す。房総の各一宮が神武の御代に創建伝承を持つ

こと（表-2）や日本武尊が海路房総に渡ったという伝承はこの比定と符合する。また、二世紀後半～三世

紀前半に製作されたとされる漢鏡（画文帯神獣鏡・斜縁神獣鏡）の出土域 16とも良く一致する。

同様に、「其南」に在る「侏儒國」は伊豆諸島と理解出来る。「其東南、船行一年可至」に位置する「裸

國、黒歯國」は、小笠原諸島或いはマリアナ諸島を指す。他の倭地との風俗差も想像されるところであ

り、海流に乗った更に遠方（マーシャル諸島或いはハワイ諸島）を漠然と指しているのかも知れない。
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女王國東の國・侏儒國・裸國・黒歯國は三十國には含まれず情報元も異なると推定されるので、邪馬

壹國他の國々に対する方位の記述と整合が取れないのは当然である。陳寿はこれら國々の方位を倭人か

らの伝聞のままに「東」「南」「東南」と理解したであろう。
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表-1 旁國二十一國の比定

（注1）上古・中古音表記は正確には文献17に拠ること。本表は一部文字修飾(ə, d)が再現出来ていない。
（注2）推定音は上古音・中古音から筆者が参考に平仮名表記をしたもの。
（注3）令制国名、郡郷名の漢字表記は文献4,6,7を参考にした。
（注4）不破郡近傍に複数の比定地が集中しており今後再検討の余地があろう。
（注5）銅鐸の分類は文献18に拠る。【Ⅰ】菱環鈕式【Ⅱ】外縁付鈕式【Ⅲ】扁平鈕式【Ⅳ】突線鈕式

No. 國名
(上段) 上古音17

(下段) 中古音17
推定音

（参考）
推定比定地

備考
令制国・郡郷

神社
銅鐸出土地

(代表例)

－ 投馬國
dug-măg
dəu-mă (mbă) どぅま 出雲

雲南市加茂町
(加茂岩倉遺跡)【Ⅱ・Ⅲ】

ほか

－ 邪馬壹(臺)國 ŋiăg-măg-·iet (dəg)
yiă (ziă)- mă (mbă)-·iĕt (dəi) やまだい 大和

桜井市大福
(大福遺跡)【Ⅳ】

ほか

1 斯馬國
sieg- măg
siĕ- mă (mbă) しま 志摩

伊勢市中村町
(桶子遺跡)【Ⅳ】

2 己百支國
diəg-păk-kieg
yiei-pʌk-tʃIĕ いぱき

伊吹
(いぶき)

美濃国不破郡
伊富岐神社 (美濃国二宮) (不呼國に同じ)

3 伊邪國
·Iər- ŋiăg
·I i-yiă (ziă)

いや
いじゃ

伊勢
或いは 近江国犬上郡
多賀大社 (伊邪那岐命)

鈴鹿市磯山町【Ⅱ】

ほか

4 都支國
tag-kieg
to- tʃIĕ とき 多岐

美濃国多藝郡
多岐神社 (美濃国三宮) (不呼國に同じ)

5 彌奴國
miĕr-nag
miĕ-no (ndo) みの 美濃 美濃国本巣郡 (美濃郷) 岐阜市上加納山【Ⅲ】

6 好古都國
hog-kag-tag
hau-ko-to はこと

大縣
(おおあがた)

尾張国丹羽郡
大縣神社 (尾張国二宮)

犬山市宮山
(大縣神社)【Ⅲ】

7 不呼國
pIuət-hag
pIuət -ho ぷくほ 不破

美濃国不破郡
南宮神社 (美濃国一宮)

大垣市十六町
(南宮神社近傍)【Ⅱ】

8 姐奴國
tsiăg-nag
tsiă-no (ndo)  しゃの

諏訪
(洲羽海)

塩尻市大門
(大門神社)【Ⅳ】

9 對蘇國
tuəd-sag
tuəi-so つぃそ

安曇
(阿都之) 信濃国安曇郡

松本市宮渕
(本村遺跡)【Ⅳ】

10 蘇奴國
sag-nag
so-no (ndo) その

信濃
(科野) 信濃国筑摩郡, 小縣郡 (華奴蘇奴國に同じ)

11 呼邑國
hag-·Iəp
ho-·Iəp   くほい 甲斐

12 華奴蘇奴國
ɦuăg-nag-sag-nag
ɦuă-no (ndo)-so-no (ndo) ふぁのその

埴科
(はにしな) 信濃国埴科郡

中野市柳沢
(柳沢遺跡)【Ⅱ】

13 鬼國
kIuər
kIuəi くぃ 紀伊

和歌山市黒田
(太田黒田遺跡)【Ⅱ】

ほか

14 爲吾國
ɦIuar-ŋag  
ɦIuĕ-ŋo ふぃご 伊賀

伊賀市比土 【Ⅳ】

ほか

15 鬼奴國
kIuər-nag
kIuəi-no (ndo) くぃの 熊野

新宮市新宮
(神倉神社)【Ⅳ】

ほか

16 邪馬國
ŋiăg-măg    
yiă (ziă)-mă (mbă) やま 山代

木津川市相楽台【Ⅲ】

ほか

17 躬臣國
kIoŋ-ghien
kIuŋ-ӡIĕn くんじぇん 高志

坂井市三国町【Ⅱ】

ほか

18 巴利國
păg-lIed 
pă-lIi  ぱり 尾張

一宮市苅安賀【Ⅱ】

ほか

19 支惟國
kieg-diuər
tʃIĕ -yiui きぇい 参河 三河国寶飯郡

豊川市伊奈町【Ⅳ】

ほか

20 烏奴國
·ag-nag
·o -no (ndo) おの 遠淡海 遠江国磐田郡 (飯寶郷) 磐田市敷地【Ⅳ】

ほか

21 奴國
nag
no (ndo) の 久努 遠江国山名郡 (久努郷)

袋井市高尾
(掛之上遺跡)【Ⅳ】

ほか

－ 狗奴國
kug-nag
kəu-no (ndo) くの 毛野
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表-2 神代，神武～缺史八代の御代の伝承を持つ東国古社（注 1～注 3）

⒜ 一宮～三宮

神社名 祭神 由緒
真清田神社 尾張国

一宮
天火明命 祭神の御子天香山命は神武三十三年に大和高尾張邑から尾張

国に移り、当地にきて建国の基を定め、この地を尾張国と名づ
け父君天火明命の神霊を奉仕したとされる。

熱田神宮 尾張国
三宮

熱田大神
天照大神，素盞嗚尊，日本武尊，
宮簀媛命，建稻種命

三種神器の一つである草薙神剣（素盞嗚尊が八岐大蛇を倒して
獲た剣）を神体として祀る。

富士山本宮
浅間神社

駿河国
一宮

木花之佐久夜毘売命
天津日高日子番能邇邇芸命，
大山津見命

孝霊の御代に富士山が噴火して鳴動常ならず、人民は恐れて逃
散し国中が荒廃。垂仁三年に山麓に浅間大神を祀り山霊を鎮め
られたのが社殿の創建と伝える。（「富士本宮淺間社記」）

御穂神社 駿河国
三宮

大己貴命 (大国主命，三穂津彦命)
三穂津姫命

大国主命（三穂津彦命）と三穂津姫命の二神が羽車に乗御して
三保の浦に降臨し国土の隆昌を無窮に護るため三保の神奈備
に鎮座したのが創建と伝わる。

三嶋大社 伊豆国
一宮

大山祇命，事代主命
阿波神，伊古奈比咩命，楊原神

孝安の御代に三嶋大神を伊古奈比咩命（三嶋大神の后）と共に
三宅島（富賀神社）に祀ったのが始まりと伝わる。後に伊豆半
島の白浜海岸（伊古奈比咩命神社）に渡り、その後当地に遷座
したという。

比々多神社 相模国
三宮

豊斟渟尊
天明玉命，雅日女尊，日本武尊，
大酒解神 (大山祇神)，
小酒解神 (木花咲耶姫)

神武六年、当地に社を建立し相模国の霊峰大山を神体山として
豊斟渟尊を祀ったことに始まるとされる。(「社伝記」天保五年
/ 西暦 1835 年）

氷川神社 武蔵国
一宮

須佐之男命
稲田姫命，大己貴命

孝昭三年、勅願により出雲国杵築大社を遷し祀り氷川神社の神
号を賜ったとされる。

小野神社 武蔵国
一宮

天下春命
瀬織津比咩命，倉稲魂命

安寧十八年二月の創建と伝える。

安房神社 安房国
一宮

天太玉命
天比理刀咩命，斎部五部神，
天忍日命，天富命

神武の御代に天富命が阿波斎部を分けて東方の沃土を求め、麻
殻を播殖させ、その居所を安房郡と名づけ、この地に天太玉命
の社を創建し、安房社としたとある。(「古語拾遺」)

香取神宮 下総国
一宮

経津主命 (伊波比主命)
比売神，武甕槌神，天児屋根命

国譲りに出雲国に下り大功のあった経津主神は、その後国内を
巡り東国・東北の各地を鎮撫し当地に留まった。近世の「香取
誌」は旧記を引用し、神武十八年の創建と述べている。

鹿島神宮 常陸国
一宮

武甕槌大神 武甕槌神は経津主神と共に水郷一帯に群棲する蝦夷の諸部落
を撫循して鹿島に本拠を定めた。神武元年に神恩感謝の思召を
持たせられて御勅祭遊ばされたのが創祀とされる。

南宮神社
仲山金山彦

神社

美濃国
一宮

金山彦命
彦火火出見命，見野命

神武即位元年に神霊を斎祀したに始まるとも伝わる。

諏訪大社 信濃国
一宮

[上社] 建御名方神，八坂刀売神
[下社] 上社二柱，八重事代主神

国譲り神話に纏わる建御名方神の伝承を持つ。

穂高神社 信濃国
三宮

穂高見命
綿津見命，瓊々杵命，天照大御神，
安曇連比羅夫命，信濃中将

穂高見命は神代の昔に人跡未踏の穂高岳に降臨し、重畳たる中
部山岳を開発するとともに、梓川の流域安曇筑摩を沃野とし、
神胤を当地に蕃息したという。

塩竈神社 陸奥国
一宮

武甕槌神
経津主神
塩土老翁神

武甕槌神・経津主神が東北を平定した際に両神を先導した塩土
老翁神が当地に留まり、土民に塩を煮ることを教え、塩竈神と
して祀られたという。

気比神宮 越前国
一宮

伊奢沙別命(気比大神)
帶仲津彦命(仲哀天皇)，
息長帶姫命(神功皇后），
譽田別命(応神天皇)，
日本武命，玉姫命，武内宿禰命

伊奢沙別命は「気比大神」「御食津大神」と唱え、神代より鎮
座の神と伝える。仲哀二年、天皇は皇后と共に角鹿に行幸し気
比大神に三韓征伐を祈請されたと伝わる。 (「気比宮社記」)

劔神社 越前国
二宮

素盞嗚尊
気比大神
忍熊王

孝霊の御代に伊部郷の北に聳える座ヶ岳に素盞嗚尊を奉祀し
たのに始まり、その後垂仁の御代に伊部臣が五十瓊敷入彦命が
和泉国鳥取川上宮で造らせた劔一口を戴き御霊代として祀り
「劔大神」と称えてきたことが縁起として伝わる。

気多大社 能登国
一宮

大己貴命 口碑によれば孝元の御宇、大己貴命が当地に来て賊衆を平定、
土民等がその神徳を称えて奉斎したのに始まるという。

高瀬神社 越中国
一宮

大己貴命
天活玉命，五十猛命

大己貴命が北陸を平定し出雲へ戻る時自らの御魂を当地に鎮
め置き国魂神としたのに始まるとされる。(「高瀬神社誌」)

弥彦神社 越後国
一宮

天香山命 神武東征のとき大功を立てた天香山命がのち勅を奉じて越後
に下り国内を鎮撫し、漁塩耕種の法を授けて生民の幸福を増進
し、弥彦山の東麓に宮居して徳を布き統を垂れたと伝わる。
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⒝ 式内社

神社名 祭神 由緒
桃澤神社 駿河国 建御名方神，瓊瓊杵命，

木花咲耶姫命
孝霊元年の創祀と伝わる。(「愛鷹山縁起」)

伊豆山神社 伊豆国 伊豆山神
(火牟須比命，伊邪那岐命，伊邪那美命 )

孝昭の御代に日金峰山頂（上の本宮）に鎮座。のちに牟須夫峰
（中の本宮）に遷り、更に当地（新宮）に遷座したという。

伊古奈
比咩命神社

伊豆国 伊古奈比咩命
三嶋大神（事代主神），
見目大神，若宮大神，剣御子大神

孝安元年の創建と云い、伊古奈比咩命は三嶋大神の后神で三宅
島（富賀神社）に創祀されその後当地に遷座したと伝わる。

甲斐奈神社 甲斐国
四宮

菊理姫命，木花咲耶姫命 綏靖の御代、甲斐国開拓に際し甲斐奈山頂に白山大神を祀るこ
とに始まるとされる。

佐久神社 甲斐国 向山土木毘古王
建御名方命，菊理姫命

向山土木毘古王は綏靖の御代甲斐に入国、大開祖として崇めら
れ懿徳の御代に薨去、崇神八年国祭を以て宮殿が造営され佐久
大明神と号せられたとされる。

穴澤天神社 武蔵国 少彦名命
菅原道真，大己貴命

孝安四年三月に少彦名神を祀ったのが創建とされる。

楡山神社 武蔵国 伊邪那美命 孝昭の御代の創建との伝承がある。
調神社 武蔵国 天照大御神，豊宇気姫命，素盞嗚尊 縁起によれば、開化三年の奉幣の社として創建とされる。
飽富神社 上総国 倉稻魂命

市杵嶋姫命，少彦名命，大己貴命，
事代主命，猿田彦命，天児屋根命

綏靖元年四月皇兄神神八井耳命が創祀したと伝わる。

筑波山神社 常陸国 筑波男大神 (伊弉諾尊) [男体山頂]
筑波女大神 (伊弉冉尊) [女体山頂]

筑波山信仰により神代に発生。神武元年に男体女体両宮が創祀
されたとされる。

武水別神社 信濃国 武水別神
誉田別命，息長足比売命，比売大神

武水別神の鎮座は孝元の御代と伝えられる。

健御名方
富命彦神別

神社

信濃国 健御名方富命 水内湖に面した当地に出雲国より健御名方富命が入国、地方民
に恩徳と教化を施されたため命を敬仰追慕し奉斎したのが創
建とされる。

阿智神社 信濃国 天八意思兼命，天表春命
誉田別命，大山咋命，建御名方命

孝元五年正月天八意思兼命御兒神を従えて信濃国に天降り阿
智祝部の祖となったと伝わる。(「信濃地名考」)

榛名神社 上野国
六宮

火産靈神，埴山姫神
水分神，高靇神，闇靇神，大物主神，
木花開耶姫神

綏靖の御代に鎮座と伝わる。(「榛名山誌」「室田町誌」)

鼻節神社 陸奥国 猿田彦神
大山祇神，保食神，菅原道真

孝安四年に岐神として猿田彦命を花淵浜吼坊ヶ崎に勧請して
神社を創建したと伝わる。

鹿島御児
神社

陸奥国 武甕槌命，鹿嶋天足別命 往古、鹿島・香取の両神宮祖神の御子が命を受け海路奥州へ下
向し東夷征伐と辺土開拓の経営にあたることとなり、その乗船
が石巻の沿岸に到着、停泊して錨操作の際、石を巻上げたこと
から石巻という地名の発祥をみたとの伝えがある。

野坂神社 越前国 大山祇命
天津彦火瓊瓊杵尊，木花開耶姫命，
秋葉大神，蛭子大神

懿徳二十三年三月伊予国越智郡三嶋大明神の祠官が三嶋大神
を勧請したのが創祀と伝わる。

能登生国
玉比古神社
(気多本宮)

能登国 大己貴神
素戔嗚尊，奇稻田姫命，事代主神，
底筒男神，中筒男神，上筒男神，
建御名方命，多遲摩毛理命

大己貴神が出雲国より所口の地に至り人民を苦しめていた湖
水に棲む毒蛇を退治し当地に垂迹したとされる。社殿は孝元の
御代に創建されたという。

斐太神社 越後国 大國主命 (八千矛神)
矢代大神 (積羽八重事代主神)，
諏訪大神 (建御名方神)

大国主命が国土経営のため御子事代主命・建御名方命を従えて
当国に神幸し、国中の日高見国として当地に滞在した故事に因
んで創祀されたという。

多岐神社 越後国 高靇神，合産五神
伊邪那岐命，伊邪那美命，譽田別命

社伝によると、大国主命八世の孫である稲田多彦命が当地を開
拓し高靇神を奉斎したという。

桐原石部
神社

越後国 天日方奇日方命 天日方奇日方命は大物主命の御子神で神武の御代に食国政申
大夫を務め蝦夷征伐の勅命を受け当地に入ったとされる。
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⒞ 諸社

神社名 祭神 由緒
村山浅間

神社
駿河国 木花之佐久夜毘売命

大山祇命，他五柱
孝昭二年三月に富士山中腹の水精ケ岳に創建されたと伝わる。

富知六所
浅間神社

駿河国 大山祇命
木花開耶姫命，深淵之水夜礼花神，
阿波乃咩神，大山咋神，高龗神

孝昭二年六月に富士山山腹に創建されたと伝わる。

富賀神社 伊豆国 阿米都和気命，事代主神，
伊古奈比咩神

三嶋大社，伊古奈比咩命神社の項参照。三嶋大神発祥の地と伝
える。

朝気熊野
神社

甲斐国 伊邪那岐命，伊邪那美命，
速玉男命，事解男命

綏靖の御宇、皇子土本昆古王が甲斐国を開拓の砌、当地に村邑
を設けその守護神として創祀されると伝わる。

箱根神社 相模国 箱根大神
(瓊々杵尊，木花咲哉姫命，彦火々出見尊 )

孝昭の御代に聖占仙人が駒ヶ岳を神体山として奉祀したと伝
える。(「筥根山縁起」)

簸川神社 武蔵国 素盞鳴命，大己貴命，稲田姫命 孝昭三年の創建と伝わる。(「小石川氷川明神社緣起」)
氷川神社
(下落合)

武蔵国 素盞鳴尊，稲田姫命，大己貴命 孝昭の御代の創建と伝えられる。
(ガイドブック新宿区の文化財)

神田ノ月読
神社

武蔵国 月読命 孝安二十年の創建と伝わる。

鳥見神社
(萩原）

下総国 饒速日命
御炊屋姫命，宇麻志麻治命

由緒書に、孝昭の御代、大和国城上郡萩原の鳥見山神々の霊を
下総国印旛郡萩原の地へ遷座し奉るとある。

大甕倭文
神社

常陸国 建葉槌命 建葉槌命が討った香香背男の荒魂を封じ込めた宿魂石が伝わ
る。(「大甕倭文神宮縁起」)

天津日神社 美濃国 天照大御神 一書に孝霊の御代の頃に創建されたとある。
戸隠神社 信濃国 [奥社] 天手力男命

[中社] 天八意思兼命
[宝光社] 天表春命
[九頭龍社] 九頭龍大神
[日之御子神社] 天剱女命，他三柱

奥社の創立年代として孝元五年の古記録がある。天手力男命が
筑前紀伊を経て遷座したという。

春日神社
(増泉)

加賀国 武甕槌尊，経津主尊，天児屋根命，
比咩大神

孝元四十五年の創建、天暦元年（西暦947年）に大和国春日大
社の神霊を勧請し春日社と称すようになったと伝わる。(春日神
社社務所)

北嶋荒御前
神社

能登国 天照皇大御神，素盞嗚命 懿徳の御代の創祀と伝わる。(石川県神社庁)

(注 1) 本表では三関（鈴鹿，不破，愛発）以東の諸社を対象とした
(注 2) 文献 19～24 ほかを参考に筆者が纏め得た内容に限る
(注 3) 神社，神社庁，自治体の公式サイトも参考にさせていただいた
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