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ABSTRACT 

We study an origin and the torii environment of the Nozato-Sumiyoshi Shrine in 1-15-12, Nozato, 
Nishi-Yodogawa Ward, and there is our study for the purpose of making the database of the cultural 
heritage. The Nozato-Sumiyoshi Shrine can recognize connection about the Emperor Nintoku's wife, 
Yakamochi Otomono (a poet having written lots of tankas in the Man' yo-shu), Ichiya-Kanjo, the internal 
conflict of the Hosokawa family, Yoshimitsu Asikaga(the third shogun of the Muromachi government). 

The origin of the Nozato-Sumiyoshi Shrine supported in the globalization times and translated it into 
Multilingual Translation (Japanese-English-Korea and Chinese). About the torii environment, we 
analyzed data of the torii environment by scientific management method.  

The height of a certain 37 toriis is 6.59m from 2.17 in Nishiyodogawa-ward. The height of five toriis in 
the Nozato-Sumiyoshi Shrine is 6.59m from 2.17. The writer was able to confirm the generation of the 
torii cultural heritage in the Nozato-Sumiyoshi Shrine clearly. Erection of the torii in Nishi-Yodogawa-ku 
has gone from 1511 to 2006. Erection of the torii in the Nozato Sumiyoshi shrine is performed from 1923 
to 1936. 
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1. はじめに 
 

本研究は、大阪の文化遺産学として、地域に貢献する資料を後世に残す参考文献として作成したものである。本稿

は、大阪市西淀川区野里にある野里住吉神社で行った洞窟環境 NET 学会と関西大学校友会西淀川支部鳥居総合

学術調査(2010)報告の一部である。西淀川区は大阪府大阪市の最西端に位置し、東西約 5.31km、南北約 5.94km、

境界線距離約 17.68km、総面積 14.23km2、人口 99.090 人である。野里住吉神社は、西淀川区の最東端に位置し、

標高 1m、緯度 34°42′35″N；経度 135°27′46″にある。野里住吉神社は、「野里村を水害や災害から守る目的」で室町

幕府足利義満三代将軍によって、永徳 2(1382)年に創建されたものである。鎮座地は、西淀川区の南東部にあり、大

阪市西淀川区野里1丁目15-12に属する標高(1m)、面積(3799.9平方m=約1151.5坪)、外周距離(0.3km＝295m)
である。本神社に関してはこれまで本格的な学術調査は少ない。新淀川と交差する旧中津川が接近した位置にあり、

台風や水害が多く、貴重な歴史文化遺産が消失しているため、歴史の文化遺産をどのように保存できるかを工夫した

のである。後世に残す貴重な遺産を継承する関連性も興味深く、そうした点が本神社調査の最初の動機となった。写

真 1 の左は、新撰増補大坂大絵図の元禄 4(1691)年、写真 1 の中央は、野里住吉神社の鳥瞰図、写真 1 の右は、野

里住吉神社の社殿である。 
 

  
 

新撰増修大坂大絵図、元禄 4(1691)年 野里住吉神社の鳥瞰図 野里住吉神社の社殿、建築様式は住吉造 
写真 1. 大阪市西淀川区にある野里住吉神社の鳥瞰図と本殿 

 
既存の神社関連資料情報を収集して、調査と鳥居の規模と形態、成因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。そして、区内にある神社と鳥居の大きさに重要な関連性があることを予測した。ただし、

区内において、神社と鳥居の存在に関する報告はこれまで皆無である。 
単に生駒山の火山活動史だけでなく、北摂の堆積流とその沿岸地域の海岸地形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。野里住吉神社と行政との関連歴史の結

果は、① 明治 5(1872)年、大阪神史 p.410、神社の村社・郷社に列し、② 明治 40(1907)年、西成郡史 p.835、大阪

府告示 493 号、会計規定適用指定、③ 明治 42(1909)年、大阪神史 p.410、大阪府告示 神饌幣帛料供進社に指定、



 

 

④ 明治 47(1912)年、野里平成 21 (2009)年、「一夜官女祭」を大阪府文化財保護委員会が重要民族資料として認定

(村社野里住吉神社)である。 
神社の歴史と由来を四ヶ国語(日英韓中)用語に翻訳するにあたって、①明治末期の新淀川開削までは、旧中津川

右岸に、住吉神社の石垣、②中津川には野里の渡しがあり、尼崎へ抜ける八丁街道の交通網、③安閑天皇の時代に

奉献された三野郷(みのごう)で、この地域をさす、④地帯が開発され時期は、南北朝時代(1331～1392 年)、⑤永徳年

間(1381～1384 年)に、開発が進み、住吉大神を勧請、⑥大阪府指定文化財の一夜官女(いちやかんじょ)神事、⑦細

川家内紛から戦に発展した「野里川(中津川)の合戦」と「島村蟹」等がある。 
さらに、神社の鳥居の件には、一応の成果が得られたので、解析を行ったのは、①神社の鳥居の写真撮影、②鳥居

の精密測量(鳥居の測量値と模型製作)、特に平面と縦断面計測である。平成 22(2010)年夏、西淀川区民祭りと図書

館の展示において中間報告を行った。今後の研究課題、そ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。

さらに、短時間の調査であつたため、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、今後の研究課題、そして神社の保全問題などについて所見を整理した。測量した値は、多項式によっ

て解析を行った。本報においては、大阪市西淀川区、野里住吉神社の由来と鳥居に関する四ヶ国語(日英韓中)用語、

鳥居の測量値解析と模型製作と観察を行った結果について報告する。 
 

2．野里住吉神社の 4 ヶ国語(日英韓中)由来 

 
2-1.野里住吉神社の日文由来 

野里は、名称変更により歌島・姫里とも呼ばれる。明治末期の新淀川開削までは旧中津川(なかつがわ)の右岸に沿

って開けた村落で、今日の住吉神社の石垣はその中津川の堤防の名残をとどめている。中津川には野里の渡し(別名、

柏の渡し)があり、大坂から「渡し」をわたり尼崎へ抜ける八丁街道は人馬の往来が絶えない交通の要衝であった。 
この「渡し」は、仁徳(にんとく)天皇の皇后が、「檞(かしわ)の葉」を海に投げ入れられた故事から名づけられたという。

万葉歌人・大伴家持(おおとものやかもち)が「船いだす沖つしほさい白妙にかしわのわたり浪高く見ゆ」と詠じのもこの

渡しだと言われています。また、一説では、安閑(あんかん)天皇の時代に奉献された上御野(みの)・下御野は「和名抄

(わみょうしょう：平安時代の辞書)」にいう三野郷(みのごう)で、野里周辺地域をさすのではないかとも言われる。 
野里は、このように古い伝説を有する土地で、難波八十島(やそしま：島が多い)と呼ばれたデルタ地帯であった。こ

の地帯が開発され時期は、南北朝時代(1331～1392 年)であろうと推定される。とくに永徳年間(1381～1384 年)に、こ

の地の開発が進み、住吉大神を勧請したという記録がある。地元では、野里住吉神社の創建年代は、永徳 2(1382)年
と伝わっている。現存する旧崇禅寺(そうぜんじ)の古文書には嘉吉 2(1442)年、摂州中島野里庄(野里の旧名)の現在

地に宮が存在したことを示す記述もある。 
また、本神社には大阪府指定文化財の一夜官女(いちやかんじょ)神事がある。この祭は摂津名所図絵(せっつめい

しょずえ)や摂陽落穂集(せつようおちぼしゅう)などにも見えるなど、江戸時代から近郷に広く知れわたり、人身御供(ひ
とみごくう)の伝説話が神事として伝わっている。 

現在使われている祭具には、元禄 15(1702)年の墨書があり、それ以前からの古い神事であることには間違いない。

もとは正月 20 日の夜中に行われた神事が、明治 40(1907)年から 2 月 20 日に改められた。さらに、野里は一夜官女

にまつわる話として、岩見重太郎の豪傑退治話や、細川家内紛から戦に発展した享禄 4(1531)年の「野里川(中津川)
の合戦」と「島村蟹(しまむらがに)」の由来など、数多くの昔話を伝承する町でもある。(「平成祭礼データ」から一部修

正)。一方、本神社の創建について、「当時の野里村を水害や災から守る目的で室町幕府足利三代将軍の義満(よしみ

つ)によりなされたものである」という説明もある(表 1)。(神社から加筆) 
 

表 1. 大阪市西淀川区、野里住吉神社の詳細資料 
御祭神 住吉大神(底筒男命、中筒男命、上筒男命、神功皇后) 
キーワード 仁徳天皇の皇后、万葉歌人・大伴家持、一夜官女、細川家内紛、足利三代将軍の義満 



 

 

鎮座地 555-0024 西淀川区野里 1-15-12 神社創建 永徳 2(1382)年 
電話番号 06-6471-0277 Fax 番号 06-6471-0277 

ホームページ 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html  
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_01_nisiyodogawa_nozatosumiyosi.html                       

交通手段 市バス・阪神バス「野里下車」北へ 200m、ＪＲ神戸線「塚本駅」西へ約 10 分 
 
2-2.野里住吉神社の英文由来 
（History of the Nozato-Sumiyoshi Shrine Founded in 1382 (Eitoku 2) 

Nozato was also called Utajima or Himezato in the past. Until the end of the Meiji era when the Shin- 
Yodogawa River was built, it was a village located along the right bank of the old Nakatsu River. The 
stone fence of today’s Sumiyoshi Shrine still shows a few remains of the Nakatsu River’s bank.This river 
had the Nozato ferry, a.k.a. the Kashiwa-no ferry, which was an important part of the Haccho-Main-Road 
linking Osaka and Amagasaki, with lots of humans and horses passing through it.  

This ferry was probably named according to the tradition that the Emperor Nintoku’s wife threw an oak 
(kashiwa) leaf into it. It is also said that Yakamochi Otomo, a famous poet during the Nara period, 
composed here his kanka “Far away from the boat, the roar of the sea is purely white. The Kashiwa-no 
ferry shows high waves.” Still another rumor says that the localities Kami-Mino and Simo-Mino offered 
up to the Emperor Ankan were Mino-Go mentioned in Wamyo-sho, a dictionary written during the Heian 
period, and that the district was none other than Nozato and its skirts.  

Nozato is full of such old legends. It was geographically a delta region called Namba-Yasoshima, 
“yasoshima” meaning “so many islands.”  This district was developed probably during the Namboku-cho 
period (1331-1392). Especially, during the Eitoku era (1381-1384), according to some documents, the 
development was rapid, and Sumiyoshi-no- Okami was received by local people.  

In the locality, the Nozato-Sumiyoshi Shrine is said to have been founded in 1382 (Eitoku 2). The 
documents still owned by the old Sozenji Temple also show that in 1442 (Kakitsu 2) there was a shrine 
here in Nakajima- Nozato manor, Settsu Province, which is another old name of Nozato. 

The shrine has a Shinto ritual, Ichiya-Kanjo, designated cultural heritage of Osaka Prefecture.This 
festival has been widely known in the locality since the Edo period, listed in Settsu-Meisho-Zue as well as 
Settsu-Ochibo -Shu, and famous for its legend of the human sacrifice. 
  Since the ritual’s instruments used at the present time have a mention of 1702 (Genroku 15) written in 
Chinese ink, the ritual must have been already celebrated before that date. Originally it was held during 
the night of January 20 but a change in 1907 (Meiji 40) moved the celebration to February 20.  

Nozato is a town filled with old legends, such as Jutaro Iwami’s having murdered a daring man who 
perturbed the ritual of Ichiya-Kanjo, or the internal conflict of the Hosokawa family which degenerated 
into the battle over the Nozato River (the Nakatsu River), or the legend of “Shimamura-Gani.”  

We partially adapted these details from Heisei’s Festivals Data.Moreover, the director of the shrine says 
that the Nozato Shrine was founded “by Yoshimitu Ashikaga, the third shogun of the Muromachi 
government, wishing to protect the then Nozato village from disasters such as floods” (Table2). 
 

表 2. 大阪市西淀川区、野里住吉神社の詳細資料(和英翻訳) 
Table2. Details on the Nozato-Sumiyoshi Shrine, Nishi-Yodogawa Ward, Osaka City 

Worshipped Gods 
Sumiyoshi-no-Okami (Sokotsutsu-no-Onomikoto,                        

Naka-tsutsu-no-Onomikoto, Uwatsutsu-no-Onomikoto, the Empress Jingu) 



 

 

Key Words 
the Emperor Nintoku’s wife, Yakamochi Otomo (a poet having written lots of tankas in 
the Man’yo-shu), Ichiya-Kanjo, the internal conflict of the Hosokawa family, Yoshimitsu 
Asikaga (the third shogun of the Muromachi government) 

Site 
555-0024,1-15-12,Nozato, Nishi-Yodogawa 
Ward 

Foundation 1382 (Eitoku 2) 

Telephone 06-6471-0277 Fax 06-6471-0277 

Websites 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html 
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_01_nisiyodogawa_nozatosumiyosi.html 

Access  
200 meters north of the “Nozato stop” of Osaka-city -Bus / Hanshin-Bus, or 10 minutes’                        

walk west of ”Tsukamoto Station” on the JR Kobe-Line 
 
2-3. 野里住吉神社の韓文由来 (노자토 스미요시 신사의 유래 영덕 2(1382) 년창건) 
노자토는 명칭변경에 의해 우타시마/노자토/히메사토로 불리운다. 메이지 말기의 신요도 강을 

개척하기까지는, 구 나카츠강의 우측 암벽을 따라서 개발된 촌락으로,오늘날 스미요시 신사의 돌담은 그 
나카츠강의 제방의 자취를 남겨놓고 있다. 나카츠강에는 노자토 나룻배가 있었고 오사카에서 나룻배로 
건너와서 아마가사키로 통하는 팔정가도는 사람과 말의 왕래가 끊어지지 않았던 중요한 교통망이었다. 
이 나자토 나룻배는 인덕천황의 황후가「떡갈나무의 잎」을 바다에 던져넣었던 고사에서 명명되었다고 

한다. 만엽가인・야카모토 오모토가 「배가 해변에서 멀어져 갈때 물보라치는 떡갈나무의 의자에서 파도가 
높게 보인다」라고 읊었던것도 이 나룻배라고 말해지고 있다. 또한, 일설에는 안한(안칸)천황시대에 봉헌된 
카미미노와・시모미노는「와묘쇼：헤이안시대의 사전)」에서 말하는 미노고로、노자토 주변 지역을 가리키고 
있는것이 아닌지 추측되기도 한다.  
 노자토란, 이와같이 오래된 전설을 가진 지역으로、나니와야소시마(야소시마：섬이 많다)로 불리운 
델타지대였다. 이 지대가 개발되어진 시기는 남북조시대(1331～1392년)였다고 추정된다. 특히 영덕( 
에이토쿠)천황의 연간(1381～1384년)에 이 지역의 개발이 진행되어, 스미요시 대신을 모셨다는 기록이 
있다. 그 지역에서는, 노자토 스미요시신사의 창건 연대를 영덕 2(1382)년으로 전하고 있다. 현존하는 구 
숭선사(소우젠지)의 고문서에는 희길 2(1442)년, 셋츠나카지마노자토(노자토의 옛이름)가 현존하고 있는 
곳에 신사가 존재한 것을 표시하는 기록도 있다.  
또한, 본 신사에는 오사카후 지정문화재의 일야관녀(이치죠칸죠)제사가 있다. 이 제사는 

셋츠명소도(셋츠메이쇼즈)나 섭양낙수집(셋츠요우오치보슈)등에도 보이는등, 에도시대부터 그 근처에 널리 
알려져 인신공양(히토미구쿠라)의 전설위 신사로 전해오고 있다.  
현재 사용되고 있는 제사도구에는, 원록 15(1702)년의 묵서에 기록되어, 그 이전부터 유래가 있는 

제사임에는 틀림이 없는 것 같다. 원래는 정월 20일의 밤중에 행해졌던 제사가 메이지 40년(1907)부터 
2월 20일로 변경되었다. 더욱이, 노자토는 일야관녀와 관련된 이야기로, 이와미쥬타로의 호걸퇴치 
이야기나 호소카와의 집안 내분에서 큰 싸움으로 발전된, 향록 4(1531)년의「노자토강(나카츠)의 전투」와

「시마무라가니」의 유래등、수많은 옛날 이야기를 전승하는 마을이기도 하다.  
한편, 본 신사의 창건에 있어 「당시의 노자토 마을을 수해나 재앙으로부터 지키는 목적으로 무로마치 

막부의 아시카가 삼대장군의 요시미츠에 의해 세워진 것이다」라는 설도 있다(표 3). 
 

表 3. 大阪市西淀川区、野里住吉神社の詳細資料(和韓翻訳) 
표 3. 오사카시 니시 요도가와구 노자와 스미요시 신사의 상세 데이터 

모시는 신 
스미요시대신 (소코쯔쯔의 오노미코토, 나까쯔쯔의 오노미코토, 우와쯔쯔노 오노미고토, 
진구황후) 

키워드 
인덕천황의 황후, 만엽가인・야카모토 오모토, 일야관녀, 
호소카와의 집안 내분, 아시카가 삼대장군의 요시미츠 



 

 

진좌지 555-0024 니시요도가와구 노자토 1-15-12 신사창건 영덕 2(1382)년 
전화번호 06-6471-0277 Fax번호 06-6471-0277 

홈페이지 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html  
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_01_nisiyodogawa_nozatosumiyosi.html 

교통수단 시버스・한신버스「노자토 하차」북쪽으로 200m, ＪＲ고베선「쯔까모토 역」서쪽으로 약 10분 
 
2-4.野里住吉神社の中文由来 (野里住吉神社的由来 永德 2(1382)年创建) 
  野里，据其名称的变化又称歌岛，野里，姬里。其是在明治末期开凿新淀川之前，沿旧中津川的右岸兴起的村

落。今天的住吉神社的石墙作为中津川的堤防而名存于世。在中津川有一处叫做野里渡口(别名 柏之渡口)的地方。

过去从大坂经野里渡口出发，通过尼崎到达八丁街道，作为重要的交通要道，这里曾商贸繁荣，人马往来络绎不

绝。 
   关于这个渡口，据说其名字是由仁德天皇的皇后将“槲之叶”投入海中这个故事而来。有万叶的诗人・大伴家

持的诗歌描述这个野里渡口。另外还有一说，安闲天皇时代的上御野，下御野，在《和明抄》(平安时代的辞典)
里面叫做三野乡，据说这个三野乡也应该是指野里周边地区。 

在野里这样一个拥有古老传说的土地上，有着曾被称作难波八十岛的三角洲地区。据推定，此地区在南北朝

时期已被开发。尤其是在永德年间，对该地区的开发达到了最高峰。这时期开展了对住吉大神的请神运动。关于

野里住吉神社的的创建年代，据传为永德 2 年(1382 年)。在现存的旧崇禅寺的古文献里，这样描述道：“嘉吉 2
年(1442 年)，在摄州中岛野里庄(野里的旧名)的现在地，有神社殿堂存此地”。 

此外，本神社拥有作为大阪府指定文化遗产的“一夜官女”祭神仪式，关于这个仪式，在“摄津名所图绘”以及“摄
阳落穗集”等文献里面也能看到。自江户时代起远近闻名。相传“人身御供”(小学馆日中辞典：以活人献祭作为牺

牲品)的传说也因本神社而广为流传。 
在现今仍被使用的祭祀用道具中，因为有元禄 15 年(1702 年)的墨书。于是能确定在这之前也有古代的祭神

的仪式在这里举行。原本于正月 20 日的午夜举行的祭神仪式，在明治 40 年(1907 年)开始，被更改于 2 月 20 日

举行。此外，在野里， 围绕着“一夜官女”的这个话题，还有着像岩见重太郎打倒豪绅的故事，以及细川家从内

部纠纷发展到战争的历史事件——享禄 4 年(1531 年)的“野里川大战”。还有岛蟹村的由来等等，总之，野里是一

个传承了众多传奇故事的地方。 
另外，关于本神社的创建的目的，神社里有“为了保护野里村不受水灾，由当时室町幕府足利三代将军义满建

造”的说明(表 4)。 
 

表 4. 大阪市西淀川区、野里住吉神社の詳細思慮資料(和中翻訳) 
表 4. 大阪市西淀川区，野里住吉神社详细资料 

祭神 住吉大神(底筒男命，中筒男命，上筒男命，神功皇后) 
关键词 仁德天皇的皇后，万叶歌人・大伴家持，一夜官女，细川家内乱，足利三代将军义满 
供奉地 555-0024 西淀川区野里 1-15-12 创建年 永德 2(1382)年 
电话号码 06-6471-0277 Fax 传真 06-6471-0277 

主页 
http://www.cave-ens.com/cave/jinja.html 
http://www.jinjacho-osaka.net/m01k_01_nisiyodogawa_nozatosumiyosi.html  

交通手段 乘市公交或阪神公交在“野里”下车往北 200 米。乘 JR 神户线在“塚本站”下车，往西徒步 10 分。 

 

3 .  野里住吉神社鳥 居 の模 型 制 作 と構 造 観 察  
 



 

 

3-1. 野里住吉神社鳥居の写真と模型製作 
鳥居とは神霊として鳥を招く意味である。構造は 2 本柱に 2 本横木(笠木と貫)から構成。神明系と明神系の鳥居は、

笠木の下に島木が無と有(装飾)の違い、笠木の反りの有(神明系)と無(明神系)による。明神系鳥居の貫には、出る(中
山鳥居を除く)と出ない(中山鳥居)のが区分できる。神明系鳥居の貫には、出る(鹿島鳥居を除く)と出ない(鹿島鳥居)
のが区分できる。神明(しんめい)系鳥居には、次のような特徴がある。鳥居の名称には、上層部から反り増し、笠木、島

木、台輪、楔、額束、貫、根巻・藁座、亀腹・饅頭の 9 部分と、これらを支える両側に柱がある。すなわち、 
①伊勢(いせ)・神明(しんめい)は、伊勢斎宮。笠木が鎬の五角形で屋根への発展を示す。両端は下方に向かって斜

め。貫は貫通せず、楔で固定。柱の円柱は転び(傾斜)がない特徴である。神明系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関

係を次のように要約できる。柱は丸柱・垂直、反り増しは無、笠木は丸型直線、島木・台輪は無、楔は有、額束は無、貫

は丸型内側、根巻・藁座は有、亀腹・饅頭は有、構造はシンプル、類似鳥居は伊勢内外神宮・熱田神宮(伊勢鳥居)で
ある。 

②鹿島(かしま)鳥居は、貫が四角、柱が出る。貫の特徴は柱の外に張るのが特徴である。神明系鳥居の系列と構造

と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸柱・垂直、反り増しは無、笠木は丸型直線、島木・台輪は無、楔は

無、額束は無、貫は角型外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、構造は笠木・貫の両端は垂直切断、類似鳥居は鹿

島神社である。 
③黒木(くろき：素木(しらき)は、 皮付き丸太をそのまま使用した円柱二本が垂直で、上部に円柱形の笠木を載せる。

貫は円柱を載せ、柱を傾斜させない特徴がある。神明系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約でき

る。柱は丸柱・垂直、反り増しは無、笠木は丸型直線、島木・台輪は無、楔は無、額束は無、貫は丸型内側、根巻・藁

座は無、亀腹・饅頭は無、構造はシンプル、類似鳥居は伊勢斎宮・野宮斎院である。 
④靖国(やすくに)は、2 本の垂直な丸柱、上部に丸型の笠木が乗り、貫が四角(断面長方形)の角材である特徴。額

束や楔などもない質素な構成である。神明系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸

柱・垂直、反り増しは無、笠木は角型直線、島木・台輪は無、楔は無、額束は無、貫は角型内側、根巻・藁座は無、亀

腹・饅頭は無、構造はシンプル、類似鳥居は神明鳥居である。 
鳥居の名称には、上層部から反り増し、笠木、島木、台輪、楔、額束、貫、根巻・藁座、亀腹・饅頭の 9 部分と、これら

を支える両側に柱がある。明神(みょうじん)系鳥居には、次のような特徴がある。すなわち、 
①稲荷(いなり:台輪(だいわ)は、島木の下に構造的補強した大輪形。柱の上部、島木と接する箇所に台輪がある特

徴。台輪鳥居と呼び、楔あり。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸柱・内傾

斜、反り増しは有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は有、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は

無、亀腹・饅頭は有、構造の笠木・島木は斜め切断、類似鳥居は伏見稲荷大社(台輪鳥居)等である。 
②春日(かすが)は、島木の上にある笠木の端が垂直であり、貫中央に額束がある。明神系鳥居の系列と構造と類似

鳥居との関係を次のように要約できる。柱には傾斜がある。柱は丸柱・内傾斜、反り増しは有、笠木は角型曲線、島木

は角型曲線、台輪は無、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は有、構造の笠木・貫は垂

直切断、類似鳥居は春日大社等である。 
③春日大社。山王(さんのう)は、笠木の上に破風型をした合掌の形状であり、合掌は神仏習合を表現する特徴であ

り、破風鳥居・総合鳥居とも言える。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸柱・

垂直、反り増しは有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は有、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座

は有、亀腹・饅頭は無、構造の破風状の合掌が最上部、類似鳥居は日吉大社・破風鳥居・総合鳥居等である。 
④住吉(すみよし・中山(なかやま))は、柱が四角(角柱)なっている特徴があり、大阪・住吉大社の神門前の鳥居が有

名である。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は角柱・垂直、反り増しは有、笠

木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は無、楔は無、額束は有、貫は角型内側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、

構造の四角柱、類似鳥居は明神鳥居・住吉神社等である。 
⑤八幡(はちまん)は、笠木端が斜めで、鳥居笠木の両端を斜めに切り落した特徴があり、春日鳥居とよく似た形であ

り、楔がある。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸柱・垂直、反り増しは有、

笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は無、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は無、



 

 

構造の笠木・島木は斜め切断、類似鳥居は石清水八幡宮等である。 
⑥明神(みょうじん)は、最も普通の鳥居であり、笠木と島木に反り、笠木・島木の両端は斜め、柱根元には亀腹がある

のが特徴である。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸柱・内傾斜、反り増し

は有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は無、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅

頭は有、構造の笠木・島木は斜め切断、類似鳥居は神田神社等である。 
⑦三輪(みわ)は、扉の有無関係なく三輪の鳥居であり、横の脇鳥にある鳥居は付属であり、大鳥居の左右に小型の

鳥居を付けた特徴がある。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸柱・4 本柱、

反り増しは有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は無、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は無、

亀腹・饅頭は有、構造の脇に鳥居・左右に腹柱、類似鳥居は大神神社・三光鳥居等である。 
⑧両部(りょうぶ)は、両部に神道の理念を表した柱に袖柱が付属している特徴で、後に控柱(稚児柱)を設けている

(写真 2 上左と下)。明神系鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸柱・6 本柱、反り増し

は有、笠木は角型曲線、島木は角型曲線、台輪は有、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅

頭は有、構造の笠木・島木は斜め切断、類似鳥居は厳島神社・気比神社等である。 
写真 2 は鳥居の写真と模型製作品である。模型は大阪市西淀川区、野里住吉神社にある鳥居の測量値から 20 分

の 1 に縮小にした製作品である。 

 

   
正面鳥居の構造は明神系 正面鳥居の模型 月頼稲荷神社鳥居の構造は明神系 

 

   

天満・春日・八幡・八百萬神神社鳥居の構

造は神明系 
淀川戎神社鳥居の構造は神明系 東門鳥居の構造は明神系 

写真2. 野里住吉神社鳥居の写真と模型写真 

 

3-2. 野里住吉神社鳥居の構造観察 
表 5 は野里住吉神社鳥居の構造観察を行った。写真 2 からも理解でき、次のように要約できる。①反り増し(そりまし)

の有は、東門、正面、淀川戎、天満・春日・八幡・八百萬神、月頼稲荷である。明神系鳥居は 3 基であることを確認した。

野里住吉神社の鳥居は、有名な稲荷・台輪・春日・山王・中山・住吉・八幡・明神・三輪・両部・枠差の鳥居と類似点が



 

 

見られる。②笠木(かさぎ)有は、東門、正面、淀川戎、天満・春日・八幡・八百萬神、月頼稲荷である。③島木(しまぎ)の
角型曲線の有は、東門、正面、月頼稲荷で、無は淀川戎、天満・春日・八幡・八百萬神である。明神系鳥居は 3 基であ

ることを確認した。野里住吉神社の鳥居は、有名な稲荷・台輪・春日・山王・中山・住吉・八幡・明神・三輪・両部・枠差

の鳥居と類似点が見られる。④台輪(だいわ)は無である。⑤楔(くさび)の有は、東門、正面、月頼稲荷であり、無は淀川

戎、天満・春日・八幡・八百萬神である。明神系鳥居は 3 基であることを確認した。野里住吉神社の鳥居は、有名な稲

荷・台輪・春日・山王・八幡・明神・三輪・両部・枠差の鳥居と類似点が見られる。⑥額束(がくづか)の有は、東門、正面、

月頼稲荷であり、無は淀川戎、天満・春日・八幡・八百萬神である。明神系鳥居は 3 基であることを確認した。野里住吉

神社の鳥居は、有名な稲荷・台輪・春日・山王・中山・住吉・八幡・明神・三輪・両部・枠差の鳥居と類似点が見られる。 
⑦貫(ぬき)四角・外側は、東門、正面、月頼稲荷であり、四角・内側は淀川戎、天満・春日・八幡・八百萬神である。

明神系鳥居は 3 基であることを確認した。野里住吉神社の鳥居は、稲荷・台輪・春日・山王・中山・住吉・明神・三輪・両

部・枠差の鳥居と類似点が見られる。⑧根巻・藁座(わらざ)の有色は、月頼稲荷であり、無は東門、正面、淀川戎、天

満・春日・八幡・八百萬神である。明神系鳥居は 1 基であることを確認した。野里住吉神社の鳥居は、山王の鳥居と類

似点が見られる。⑨亀腹・饅頭(かめはら)有は、東門、正面、淀川戎、月頼稲荷であり、無は天満・春日・八幡・八百萬

神である。野里住吉神社の鳥居は、稲荷・台輪・春日・明神・三輪・両部・枠差の鳥居と類似点が見られる。表 5 は、大

阪市西淀川区、野里住吉神社鳥居の構造観察を表示した。 
 

表5. 大阪市西淀川区、野里住吉神社鳥居の構造観察 

 
構造と観察から本鳥居と他鳥居のとの類似点と特徴を有と無で確認できるようになった。①正面大鳥居では、反り増

しは角型直線で、島木は角型直線で、台輪は無で、楔と額束は有で、貫は四角外側で、根巻藁座は無で、亀腹饅頭

は有で、構造は明神系鳥居に見られる。②月頼稲荷神社鳥居と東門鳥居では、反り増しと島木は角型曲線で、台輪は

無で、楔と額束は有で、貫は四角外側で、根巻藁座は無で、亀腹饅頭は有で、構造は明神系鳥居に見られる。神田

神社と類似。③天満・春日・八幡・八百萬神神社鳥居では、反り増しは無で、島木は丸形直線で、台輪と楔と額束は無

で、貫は四角内側で、根巻藁座と亀腹饅頭は無で、構造は明神系鳥居に見られる。④淀川戎神社鳥居では、反り増し

は無で、島木は丸形直線で、台輪と楔と額束は無で、貫は四角内側で、根巻藁座は無で、亀腹饅頭は有で、構造は

明神系鳥居に見られる。 

 

4. 野里住吉神社鳥居の計測結果と解析 
 

野里住吉神社鳥居の測量値は、レーザー、巻尺、棒尺によって行われた。野里住吉神社にある 5 基鳥居の測量値

は、次の通りである。①正面鳥居の構造は明神系鳥居。柱の直径は 0.52m、柱内側幅 4.45m、高さ(笠木上点 6.27、

鳥 居 名 反り増し 島木 台輪 楔 額束 貫 根巻藁座 亀腹饅頭 構 造 

正面大鳥居 角型直線 角型直線 無 有 有 四角外側 無 有 明神系鳥居  

月頼稲荷神社鳥居 角型曲線 角型曲線 無 有 有 四角外側 無 有 明神系鳥居          

天満・春日・八幡・

八百萬神神社鳥居 
無 丸形直線 無 無 無 四角内側 無 無 神明系鳥居    

淀川戎神社鳥居 無 丸形直線 無 無 無 四角内側 無 有 神明系鳥居    

東門鳥居 角型曲線 角型曲線 無 有 有 四角外側 無 有 明神系鳥居          



 

 

頂点 6.59m)、高さは区内上位、大正 12(1923)年建立である。②月頼稲荷神社の構造は明神系鳥居、柱の直径は

0.17m、柱内側幅 1.58m、高さ(笠木上点 2.45、頂点 2.50m)、屋根は平入様式(神明造)。大正 2(1913)年建立である。

③天満・春日・八幡・八百萬神神社の構造は神明系鳥居、柱の直径は 0.20m、柱内側幅 1.42m、高さ(笠木上点 2.13、

頂点 2.17m)である。④淀川戎神社の構造は神明系鳥居、柱の直径は 0.29m、柱内側幅 2.73m、高さは(笠木上点

3.34、頂点 3.34m)、屋根は平入様式(神明造)である。昭和 11(1936)年建立である。⑤東門の構造は明神系鳥居。柱

の直径は 0.40m、柱内側幅 3.05m、高さは(笠木上点 4.47、頂点 4.78m)、元文 2(1738)年建立である。 
表 6 は、大阪市西淀川区、野里住吉神社鳥居の測量値(m)である。神社の鳥居に対して、柱断面(円周と直径)、柱

内側の幅(内側間と中心間)、貫高さ(下点と上点)、笠木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測デ－タを表示してい

る。 
 

表 6. 大阪市西淀川区、野里住吉神社鳥居環境の測量値(m) 

鳥居名 
柱断面 柱 貫高さ 笠木高さ 

円周 直径 柱間幅 中心間 下点 上点 下点 上点 

正面大鳥居  1.80 0.52 4.45 5.11 4.74 5.15 6.02 6.27 
月頼稲荷神社

鳥居 0.47 0.17 1.58 1.72 1.91 2.05 2.38 2.45 

天満・春日・八幡・八

百萬神神社鳥居 
0.59 0.20 1.42 1.60 1.60 1.75 1.97 2.13 

淀川戎神社鳥居 0.97 0.28 2.73 3.04 2.52 2.73 3.06 3.34 
東門鳥居 1.28 0.40 3.05 3.48 3.35 3.68 4.28 4.47 

最大値 1.80 0.52 4.45 5.11 4.74 5.15 6.02 6.27 
平均値 1.02 0.31 2.65 2.99 2.82 3.07 3.54 3.73 
最小値 0.47 0.17 1.42 1.60 1.60 1.75 1.97 2.13 

 
野里住吉神社鳥居の規模は、全西淀川区内の鳥居の規模と比較を行ったのである。ベスト 10 にある鳥居の高さとし

て、柱直径・柱間幅・貫上高さ・笠木上高さは 2 基である。平均貫下高さと平均貫上高さは、2.82m と 3.07m である。こ

の値により算術すると貫の厚さは、0.25m である。平均笠木下高さと平均笠木上高さは、3.54m と 3.73m である。この

値により算術すると笠木の厚さは、0.19m である。ここで、この貫の厚さは、笠木の厚さより厚くなっている。次に貫上高

さと笠木上高さについて、計測値と計算値の誤差が得られた。 
平均貫下高さは 2.45m(計測値)と 9.1 直径の高さは 2.82m(計算値)で、誤差は-0.37m(37cm)である。 
平均貫上高さは 3.07m(計測値)と 9.9 直径の高さは 3.07m(計算値)で、誤差は 0m(0cm)である。 
平均笠木下高さは 3.54m(計測値)と 11.2 直径の高さは 3.47m(計算値)で、誤差は 0.07m(7cm)である。 
平均笠木上高さは 3.73m(計測値)と 11.8 直径の高さは 3.66m(計算値)で、誤差は 0.07m(7cm)である。 
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図 1. 野里住吉神社鳥居の柱間幅と高さとの関係 

図 1 は、表 6 から野里住吉神社鳥居の柱間幅と高さとの関係を表示したのである。柱間隔は 1.42～4.45m の範囲

で、平均 2.65m である。貫高さは、下点の範囲(1.60～4.74m、平均 2.82m)と上点の範囲(1.75～5.15m、平均

3.07m)である。笠木高さは、下点の範囲(1.97～6.02m、平均 3.54m)と上点の範囲(2.13～6.27m、平均 3.73m)と頂

点の範囲(2.17～6.59m、平均 3.88m)である。 

 
野里住吉神社鳥居の柱間幅と高さ              野里住吉神社鳥居の柱間幅と笠木の高さ 

図 2. 野里住吉神社鳥居の柱間幅と高さとの関係 
 

図 2 左は、野里住吉神社鳥居の柱間幅(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測

量値を図示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の

実線である。貫下の高さは 9.1D(直径)と貫上の高さは(9.1+0.8)＝9.9D に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法

を引用した。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 

Y(貫高さ：上) = 1.101(柱間幅) + 0.159 ………決定係数(R2 =0.967) …………(1) 
Y(貫高さ：下) = 1.009(柱間幅) + 0.154 ………決定係数(R2 =0.969) …………(2) 

 
野里住吉神社鳥居の範囲では、鳥居の柱間幅が増大するにつれ、貫高さは共に増大の傾向である。式 1 と式 2 の

勾配は、それぞれ 1.101 と 1.009 である。式 1 と式 2 の決定係数は、それぞれ 0.967 と 0.969 である。式 1 の勾配と

決定係数は、式 2 のよりほぼ同じ値である。貫上高さの勾配と決定係数は、貫下高さよりわずかな相違点が判明した。 
図 2 右は、野里住吉神社鳥居の柱間幅(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測

量値を図示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の

実線である。笠木下の高さは 11.2D(11.2 は 9.9 と 1.3 の和である)と笠木上の高さは 11.8D(11.8 は 11.2 と 0.6 の和



 

 

である)に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を引用した。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法と

して、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
Y(笠木高さ：上) = 1.348(柱間幅) + 0.165 …決定係数(R2 = 0.971) ……………(3) 
Y(笠木高さ：下) = 1.302(柱間幅) + 0.098 …決定係数(R2 = 0.957) ……………(4) 
 

野里住吉神社鳥居の範囲では、鳥居の柱間幅が増大するにつれ、貫高さは共に増大の傾向である。式 3 と式 4 の

勾配は、それぞれ 0.996 と 0.898 である。式 3 と式 4 の決定係数は、それぞれ 0.919 と 0.904 である。式 3 の勾配と

決定係数は、式 4 のより大きい値である。貫上高さの勾配と決定係数は、貫下高さよりわずかな相違点が判明した。 
 

5. 野里住吉神社鳥居の考察 
 

5-1. 西淀川区内の鳥居文化の建立 
区内の鳥居文化の建立について、建立年を神社順に並べた(図 3)。区内の神社鳥居の建立年は、田蓑神社の正門

の永正 8(1511)年が古く、五社神社北裏門の平成 19(2007)年が新しい鳥居である。阪神・淡路大震災は、平成

7(1995)年 1 月 17 日(火)に起こった。震災後に建立した区内鳥居数は 8 基である。8 基の内容は、五社神社が 6 基、

大和田住吉神社が 1 基、大野百島住吉神社が 1 基である。野里住吉神社鳥居の東門は元文 2(1738)年、正面は大正

12(1923)年、淀川戎は昭和 11(1936)年である。野里住吉神社の鳥居は図 3 の左側枠線に囲まれている。 

 

 
図 3. 西淀川区内神社にある鳥居文化遺産の神社別の順 

 
鳥居文化遺産の中には、古い鳥居には表示が不明であることから削除しているため 29 基の鳥居のみ情報処理を行

った。大和田住吉神社鳥居の正門の建立年度は、古いため判読が困難である。1800 年前では 2 基、1800 年代では

3 基、1900 年代の前半では 8 基、および 1900 年代の後半では 16 基を建立している。従って、戦後に多いことが理解

できる。 
 

5-2. 西淀川区内の鳥居の貫と笠木高さ 
西淀川区内の神社は、神功皇后が三韓征伐より七道の浜(現在の大阪府堺市堺区七道、南海本線七道駅一帯)に

帰還した時、神功皇后への神託により天火明命の流れを汲む一族で摂津国住吉郡の豪族の田裳見宿禰が、住吉三

神を祀ったのに始まる。その後、神功皇后も祭られる。応神天皇の頃からの大社の歴代宮司の津守氏は、田裳見宿禰

の子の津守豊吾団(つもりのとよあだ、つもりのとよのごだん)を祖とする(ホームページ参照)。 



 

 

西淀川区内は 1500 年前から船の往来が盛んで、海産業者が信仰を広めていた。神社と鳥居の建設が住民らの努

力によって成し遂げられている。その古代の文化遺産を継承するためには、次のようなデータから認識すべきである。

区内の神社鳥居の古いものは阪神淡路大震災によって倒壊したところもある。これらを次の世代に伝承するためにも

次のような資料が必要である。 
柱間隔は 1.32～4.45m の範囲で、平均 2.34m である。貫高さは、下点の範囲(1.87～4.74m、平均 2.55m)と上点

の範囲(2.01～5.15m、平均 2.77m)である。笠木高さは、下点の範囲(2.21～6.02m、平均 3.15m)と上点の範囲(2.39
～6.27m、平均 3.35m)である。図 3 は区内の柱間幅(X 軸)に対する貫と笠木高さ(Y 軸)との関係を表示した。図 4 は

正面の鳥居、稲荷神社系と金毘羅神社系の鳥居の貫と笠木の高さである。 
 
図 4 左は、西淀川区内鳥居の柱間幅(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量

値を図示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の実

線である。貫下の高さは 9.1D(直径)と貫上の高さは(9.1+0.8)＝9.9D に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を

引用した。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 

y = 0.915x + 0.4035
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区内の柱間幅と貫高さとの関係                 区内の柱間幅と笠木高さとの関係 

図4. 西淀川区内の柱間幅に対する貫と笠木高さとの関係 
 

Y貫上 = 1.009柱間幅 + 0.409・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.939)・・・・・・・・・・(5) 

Y貫下 = 0.915柱間幅 + 0.404・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.925)・・・・・・・・・・(6) 
 

西淀川区内鳥居の範囲では、鳥居の柱間幅が増大するにつれ、貫高さは共に増大の傾向である。式 5 と式 6 の勾

配は、それぞれ 1.009 と 0.915 である。式 5 と式 6 の決定係数は、それぞれ 0.939 と 0.925 である。式 5 の勾配と決

定係数は、式 6 のより大きい値である。貫上高さの勾配と決定係数は、貫下高さよりわずかな相違点が判明した。 
 

図 4 右は、西淀川区内鳥居の柱間幅(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量

値を図示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の実

線である。笠木下の高さは 11.2D(11.2 は 9.9 と 1.3 の和である)と笠木上の高さは 11.8D(11.8 は 11.2 と 0.6 の和であ

る)に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を引用した。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法として、

次のような回帰方程式を与えられる。 
 

Y 笠木上 = 1.262 柱間幅 + 0.395・・・・・・・・決定係数(R² = 0.946)・・・・・・・・・・(7) 
Y 笠木下 = 1.173 柱間幅 + 0.406・・・・・・・・決定係数(R² = 0.922)・・・・・・・・・・(8) 

 



 

 

西淀川区内鳥居の範囲では、鳥居の柱間幅が増大するにつれ、笠木高さは共に増大の傾向である。式 7 と式 8 の

勾配は、それぞれ 1.262 と 1.173 である。式 7 と式 8 の決定係数は、それぞれ 0.946 と 0.922 である。式 7 の勾配と

決定係数は、式 8 のより大きい値である。 
 

5-3. 西淀川区内にある正面の鳥居の貫と笠木の高さ 
神社社殿の南向きが若干多い事が認められる。南向きとは、太陽が一番高く、長時間強く照らされる場所である。一

部の国民は太陽を崇拝し、太陽を吉や明るさを表現であると考えられる。西淀川区には、地域環境や区画整理によっ

て逆方向も見られる。区内にある鳥居の貫高さ(ベスト 10)については、鳥居の高さ(5m)以上は、野里住吉神社

(5.15m)で最高である、次に、4m 以上は、姫嶋神社(4.30 m)・鼻川神社(4.08 m)・大和田住吉神社(4.04 m)・五社神

社(4.02 m)である。 
柱間隔は 2.79～4.45m の範囲で、平均 3.35m である。貫高さは、下点の範囲(2.78～4.74m、平均 3.48m)と上点

の範囲(3.05～5.15m、平均 3.81m)である。笠木高さは、下点の範囲(3.40～6.02m、平均 4.35m)と上点の範囲(3.73
～6.27m、平均 4.64m)である。区内正面鳥居の柱間幅と貫高さとの関係において、鳥居下部の高さは実線で、鳥居

上部の高さは破線である。ここでは、正面鳥居の柱間幅と貫高さとの関係を図示した(図 5)。野里住吉神社の正面大鳥

居において、柱間隔は 4.45m、貫高さは、下点 4.74m、上点 5.15m である。笠木高さは、下点 6.02m、上点 6.27m
である。 
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図 5. 西淀川区内にある正面大鳥居の柱間幅と貫高さとの関係 
 

図 5 左は、西淀川区内正面鳥居の柱間幅(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため

測量値を図示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式

の実線である。貫下の高さは 9.1D(直径)と貫上の高さは(9.1+0.8)＝9.9D に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手
法を引用した。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 

 
Y 貫上 = 1.141 柱間幅 – 0.021・・・・・・・・・・・決定係数(R2 = 0.871)・・・・・・・・・・・・・・(9) 
Y 貫下 = 1.056 柱間幅 – 0.059・・・・・・・・・・・決定係数(R2 = 0.841)・・・・・・・・・・・・・・(10) 
 
西淀川区内正面鳥居の範囲では、鳥居の柱間幅が増大するにつれ、貫高さは共に増大の傾向である。式 9 と式 10

の勾配は、それぞれ 1.141 と 1.056 である。式 9 と式 10 の決定係数は、それぞれ 0.871 と 0.841 である。式 9 の勾配

と決定係数は、式 10 のより大きい値である。貫上高さの勾配と決定係数は、貫下高さよりわずかな相違点が判明した。 
図 5 右は、西淀川区内正面鳥居の柱間幅(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため

測量値を図示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式

の実線である。笠木下の高さは 11.2D(11.2 は 9.9 と 1.3 の和である)と笠木上の高さは 11.8D(11.8 は 11.2 と 0.6 の

和である)に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を引用した。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法



 

 

として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
Y 笠木上 = 1.393 柱間幅 – 0.026・・・・・・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.878)・・・・・・・・・・・・(11) 
Y 笠木下 = 1.341 柱間幅 – 0.144・・・・・・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.818)・・・・・・・・・・・・(12) 
 
西淀川区内正面鳥居の範囲では、鳥居の柱間幅が増大するにつれ、笠木高さは共に増大の傾向である。式 11 と

式 12 の勾配は、それぞれ 1.393 と 1.341 である。式 11 と式 12 の決定係数は、それぞれ 0.878 と 0.818 である。式

11 の勾配と決定係数は、式 12 のより大きい値である。 
 

5-4. 西淀川区内にある稲荷神社系の鳥居の貫と笠木の高さ 
稲荷神社とは、空海が東寺を建立時、稲荷山の木を了解なく切り出した。そのため稲荷の神が怒って害をなした。そ

の後空海は、稲荷神社を崇敬したため、空海の人気が全国に広められたのが由来とされる。稲荷神社などにある鳥居

の色は朱である。この色は、生命の躍動を表し災いを防ぐために使われるため鳥居にも影響している。区内の鳥居文

化の建立について、鳥居文化遺産の建立年を神社順に並べた。区内の神社鳥居の建立年は、古い鳥居は福住吉神

社の昭和 15(1940)年で、一方、新しい鳥居は大野百島住吉神社の平成 18(2006)年で阪神大震災によるものである。 
柱間隔は 1.48～1.88m の範囲で、平均 1.66m である。貫高さは、下点の範囲(1.87～2.12m、平均 1.94m)と上点

の範囲(2.01～2.31m、平均 2.10m)である。笠木高さは、下点の範囲(2.21～2.63m、平均 2.37m)と上点の範囲(2.39
～2.87m、平均 2.52m)である。稲荷神社系鳥居の柱間幅と貫高さとの関係において、鳥居下部の高さは実線で、鳥

居上部の高さは破線である。ここでは、稲荷神社系鳥居の柱間幅と貫高さとの関係を図示した(図 6)。野里住吉神社の

稲荷神社系鳥居において、柱間隔は 1.58m、貫高さは、下点 1.91m、上点 2.05m である。笠木高さは、下点 2.38m、

上点 2.45m である。 
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図 6. 稲荷神社系鳥居の柱間幅に対する貫と笠木高さとの関係 
 

図 6 左は、稲荷神社系鳥居の柱間幅(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量

値を図示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の実

線である。貫下の高さは 9.1D(直径)と貫上の高さは(9.1+0.8)＝9.9D に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を

引用した。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
Y 貫上 = 0.305 柱間幅 + 1.592 ・・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.175)・・・・・・・・・・・(13) 
Y 貫下 = 0.165 柱間幅 + 1.665 ・・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.069)・・・・・・・・・・・(14) 
 

稲荷神社系鳥居の範囲では、鳥居の柱間幅が増大するにつれ、貫高さは共に増大の傾向である。式 13 と式 14 の

勾配は、それぞれ 0.305 と 0.165 である。式 13 と式 14 の決定係数は、それぞれ 0.175 と 0.069 である。式 13 の勾



 

 

配は、式 14 のより約 2 倍大きい値である。式 13 の決定係数は、式 14 のより約 2.5 倍大きい値である。このことは、稲

荷神社系の 1 基が高いからである。貫上高さの勾配と決定係数は、貫下高さとの相違点が判明した。 
図 6 右は、稲荷神社系鳥居の柱間幅(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測量

値を図示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の実

線である。笠木下の高さは 11.2D(11.2 は 9.9 と 1.3 の和である)と笠木上の高さは 11.8D(11.8 は 11.2 と 0.6 の和で

ある)に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を引用した。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法とし

て、次のような回帰方程式を与えられる。 
 
Y 笠木上 = 0.665 柱間幅 + 1.415・・・・・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.069)・・・・・・・・・・・(15) 
Y 笠木下 = 0.091 柱間幅 + 2.220・・・・・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.009)・・・・・・・・・・・(16) 
 

稲荷神社系鳥居の範囲では、鳥居の柱間幅が増大するにつれ、笠木高さは共に増大の傾向である。式 15 と式 16
の勾配は、それぞれ 0.665 と 0.091 である。式 15 と式 16 の決定係数は、それぞれ 0.069 と 0.009 である。式 15 の

勾配と決定係数は、式 16 のより大きい値である。 
 
5-5. 西淀川区内にある金毘羅神社系の鳥居の貫と笠木の高さ 

江戸時代に船の往来が盛んで、海運業者らによって金毘羅信仰が広められた。明治維新に神仏分離によって神仏

習合の金毘羅大権現は廃止になり、主祭神とする神道の神社になった。金刀比羅神社・琴平神社・金比羅神社は、香

川県琴平町に総本宮とし、大物主神を祀る神社で、「神社」ではなく「宮」と称している。区内の鳥居文化の建立につい

て、鳥居文化遺産の建立年を神社順に並べた。区内の神社鳥居の建立年は、古い鳥居は福住吉神社昭和 2(1927)
年で、一方、新しい鳥居は五社神社平成 10(1998)年で阪神大震災によるものである。 

柱間隔は 1.32～2.22m の範囲で、平均 1.90m である。貫高さは、下点の範囲(1.93～2.44m、平均 2.11m)と上点

の範囲(2.05～2.65m、平均 2.30m)である。笠木高さは、下点の範囲(2.25～3.03m、平均 2.60m)と上点の範囲(2.41
～3.15m、平均 2.73m)である。区内金毘羅神社系の鳥居の貫と笠木の高さとの関係を図 7 に表示している。 
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図 7. 金毘羅神社系鳥居の柱間幅に対する貫と笠木高さとの関係 
 

図 7 左は、金毘羅神社系鳥居の柱間幅(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測

量値を図示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の

実線である。貫下の高さは 9.1D(直径)と貫上の高さは(9.1+0.8)＝9.9D に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法

を引用した。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法として、次のような回帰方程式を与えられる。 
 

Y 貫上 = 0.281 柱間幅 + 1.761・・・・・・・・・・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.178)・・・・・・・・・・(17) 
Y 貫下 = 0.183 柱間幅 + 1.758 ・・・・・・・・・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.096)・・・・・・・・・・(18) 



 

 

 
金毘羅神社系神社鳥居の範囲では、鳥居の柱間幅が増大するにつれ、貫高さは共に増大の傾向である。式 17 と

式 18 の勾配は、それぞれ 0.281 と 0.183 である。式 17 と式 18 の決定係数は、それぞれ 0.178 と 0.096 である。式

17 の勾配は、式 18 のより大きい値である。式 1 の決定係数は、式 2 のより約 2.5 倍大きい値である。このことは金毘羅

神社系の 1 基が高いからである。貫上高さの勾配と決定係数は、貫下高さとの相違点が判明した。 
図 7 右は、金毘羅神社系鳥居の柱間幅(X 軸で単位は m)と貫下高さ(Y 軸で単位は m)との関係を究明するため測

量値を図示した。鳥居上点である系列■表示は、直線方程式の破線、鳥居下点である系列◆表示は、直線方程式の

実線である。笠木下の高さは 11.2D(11.2 は 9.9 と 1.3 の和である)と笠木上の高さは 11.8D(11.8 は 11.2 と 0.6 の和

である)に計算する外山晴彦(平成 20(2008)年)手法を引用した。計算値と測量値との関係を究明するため考察方法と

して、次のような回帰方程式を与えられる。 
 

Y 笠木上 = 0.425 柱間幅 + 1.920・・・・・・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.267)・・・・・・・・・・(19) 
Y 笠木下 = 0.413 柱間幅 + 1.812・・・・・・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.226)・・・・・・・・・・(20) 

 
金毘羅神社系神社鳥居の範囲では、鳥居の柱間幅が増大するにつれ、笠木高さは共に増大の傾向である。式 19

と式 20 の勾配は、それぞれ 0.425 と 0.413 である。式 19 と式 20 の決定係数は、それぞれ 0.267 と 0.226 である。

式 19 の勾配と決定係数は、式 20 のより大きい値である。 
 

5-6. 全国と西淀川区内の鳥居の高さ 
ホームページなどで公表しているデータを収集し、西淀川区内にある神社との比較を行った。結果を図7に表示して

いる。この図 7 における左側のプロット数は、区内のデータである。グラフの右上にあるのは、全国で最も高い神社の鳥

居である。直線より左側にある鳥居は5基である。これは、標準値より上方へシフトしていることが分かる。地域の区画整

理等の環境の変化によることもあれば、鳥居設計者による思想であるかもわからない。そのため、グラフ下は各神社の

データとの区分が明白になっている。この中で、熊野本宮の鳥居は、33.8m で国内最高である。次に高い鳥居は、大

宮神社(33.2m)であることが確認された。このようなことを比較すれば、西淀川区内にある鳥居は約 7m 以下である。す

なわち、熊野本宮と大宮神社の高さは、西淀川の神社よりも約 4～5 倍であることが確認された。 
外山晴彦(平成 20(2008)年)によると笠木上の高さは、直径の 11.8 倍になっている。ここで、推定値の直径の 11.8

倍は、貫の幅 0.8、貫と笠木間の幅 1.3 および笠木の幅 0.6 の和である。全国と区内の柱間幅と笠木高さとの関係にお

いて、鳥居下部の高さは実線で、鳥居上部の高さは破線である。ここでは、全国鳥居の柱間幅と笠木高さとの関係を

図示した(図 8)。 

 
図 8. 全国と西淀川にある鳥居の柱間幅と高さとの関係 

 



 

 

神社鳥居の範囲では、柱間幅が増大するにつれ、鳥居の高さは共に増大の傾向である。このグラフの勾配と決定係

数は、0.761 と 0.791 である。 
 

6. おわりに 
６-1.西淀川区の地域環境  
 日本列島形成時に太古の西淀川区はまだ海の底で、大阪湾の東は生駒山麓、西は六甲山麓まで深く入りこんだ海

である。それから長い年月にわたり淀川、大和川、武庫川などの運んできた土砂が、河口に堆積して洲をつくり、次第

に島になった。これが古代に難波八十島と呼ばれたのである。西淀川区の地名に、竹島、御幣島、佃島、出来島、姫

島、百島、中島、城島、西島、外島など、島の名が多いのは、その名残と言える。これらの地は、古くから都の貴族や文

人の間によく知られ、今日残されている多くの歌碑から知ることができる。 
水辺に拓かれた地は、古来幾度となく水禍に見舞われた。区内の神社の多くが、海上の守護神である住吉大社を勧

請しているのも、昔の水災をしのぶのである。現在は浸水対策として、大規模な防潮堤が築造され、今後の抜本的な浸

水対策として、"淀の大放水路"も着工した。 
西淀川区の誕生は大正 14(1925)年 4 月 1 日で、明治・大正・昭和の初期にかけ、水運の発達や鉄道・道路・橋梁

などの急速な整備に伴い、紡績・機械・金属・鉄鋼・化学といった近代工業が集中し一大工業地帯を形成した。しかし、

これらの工業地帯は一方では大気汚染の発生源となり、当区に深刻な公害問題を生じさせたが、いち早く発生源対策

を鋭意推進してきた結果一定の成果をあげた。河川汚濁の多い大野川・中島大水道も市民生活の環境改善を図り、

緑あふれる緑陰道路として再生され、広く区民の憩いの場・健康づくりの場として活用されている。 
さらに、西淀川区を緑豊かな潤いのまちにしたいとの願いから、昭和 50(1975)年、区制 50 周年を記念して、区の花に

「サザンカ」が定められた。西淀川区のマスコット「に～よん」もある町である。 

 
 

西淀川区の規模は、大阪府大阪市の最西端に位置し、東西間距離約 5.31km、南北間距離約 5.94km、境界線

距離約 17.68km、総面積 14.23 平方 km、人口 99.090 人である。①区内最東端の町である柏里 1 丁目は、

34°42′33″N と 135°28′15″E で、標高 1m である。②区内最西端の町である中島 2 丁目は、34°42′23″N と

135°25′57″E で、標高 0m である。③区内最南端の町である西島 2 丁目は、34°41′13″N と 135°25′05″E で、標高

1m である。④区内最北端の町である竹島 5 丁目は、34°43′59″N と 135°26′57″E で、標高 0m である。⑤大阪市西

淀川区には、多くの組織・施設が地域に貢献し、社会を構成している。⑥3 島名は中島・西島・佃島である。3 橋道路

線名は池田線・神戸線・湾岸線である。⑦4 鉄道名は JR 東海道本線・JR 東西線・阪神本線・阪神なんば線である。

⑧4 市立中学校名(創立順)は淀・西淀・歌島・佃である。⑨5+2 川名は中島川・左門殿川・神崎川・西島川・淀川・旧

大野川・旧中津川である。⑩7 駅名は塚本駅・御幣島駅・加島駅・姫島駅・千船駅・福駅・出来島駅である。⑪8 神社

は野里住吉神社・姫嶋神社・姫嶋神社・福住吉神社・福住吉神社・鼻川神社・五社神社・大野百島住吉神社である。



 

 

⑫14 市立小学校名(創立順)は香簑・野里・歌島・佃西・佃・大和田・姫里・福・姫島・出来島・佃南・川北・柏里・御幣

島である。⑬17 町名は西島・百島・大野・竹島・花川・千舟・福町・柏里・中島・出来島・歌島・姫里・野里・大和田・姫

島・御幣島・佃である。⑭17 橋名は中島新橋・辰巳橋・左門小橋・左門橋・中島出来島大橋・城島橋・城島小橋・千

北橋・千船大橋・神崎大橋・両島橋・中島大野高架橋・新伝法大橋・伝法大橋・淀川大橋・中島川橋・神崎川橋であ

る。 
 

６-２.西淀川区にある野里住吉神社の調査要約  
野里住吉神社の由来と測量と解析によって明らかにした点をはじめ、さらに、鳥居の詳細な測量値に基づいて模型

製作を行なった点を要約する。 
1. 野里住吉神社の創建は永徳 2(1382)年で、鳥居の建立は 1738 年～1936 年間である。 
2. 神社の由来に関して、四ヶ国語(日本語・英語・韓国語・中国語)用語の翻訳を行った。 
3. 鳥居の構造観察によって特徴が見られた。構造と観察から本神社の鳥居と他鳥居のとの類似点を考察した。す

なわち、東門の鳥居は、明神系明神鳥居。神田神社と類似。正面の鳥居は、明神系明神鳥居。神田神社と類似した淀

川戎の鳥居は、神明系靖国鳥居。靖国神社と類似。天満・春日・八幡・八百萬神の鳥居は、神明系伊勢神明鳥居。伊

勢内外神宮・熱田神宮(伊勢鳥居)と類似。月頼稲荷の鳥居は、明神系明神鳥居。神田神社と類似が見られた。 
4. 鳥居計測値の結果と解析としては、柱内側の幅と貫中央の高さの実測値は、円周から計算した直径よりも実測し

た直径がより近い値である。柱内側の幅と笠木頂点の高さの実測値は、円周から計算した直径よりも実測した直径がよ

り近い値である。これは、図の解析や回帰式および決定係数(R2)からも明白に理解できる。この貫の厚さは、笠木の厚

さより厚くなっている。 神社内の正面大鳥居は、最も高く、金比羅神社から稲荷神社の鳥居が低くなっている。 
5. 鳥居の模型製作については、鳥居実測の 20 分の 1 で、左から正面、東門、淀川戎神社、月頼稲荷神社および

天満・春日・八幡・八百萬神神社の鳥居の順に並べると区別できる。 
6. 鳥居全体、正面大鳥居、稲荷神社と金毘羅神社の回帰分析を行った。その特徴は次のように解析できる。 
笠木上のデータから考察すると、勾配では正面鳥居(1.393)が大きく、決定係数は区内全体(0.946)が大きい。 
区内全体   Y 笠木上 = 1.262 柱間幅 + 0.395・・・・・・・・決定係数(R² = 0.946)・・・・・・・・・・(7) 
正面鳥居   Y 笠木上 = 1.393 柱間幅 －0.026・・・・・・・・決定係数(R² = 0.878)・・・・・・・・・・(11) 
稲荷神社   Y 笠木上 = 0.665 柱間幅 + 1.415・・・・・・・・決定係数(R² = 0.069)・・・・・・・・・・(15) 
金比羅神社 Y 笠木上 = 0.425 柱間幅 + 1.920・・・・・・・・決定係数(R² = 0.267)・・・・・・・・・・(19) 
 
笠木下のデータから考察すると、勾配では正面鳥居(1.341)が大きく、決定係数は区内全体(0.922)が大きい。 
区内全体   Y 笠木下 = 1.173 柱間幅 + 0.406・・・・・・・・決定係数(R² = 0.922)・・・・・・・・・・(8) 
正面鳥居   Y 笠木下 = 1.341 柱間幅 – 0.144・・・・・・・・決定係数(R² = 0.818)・・・・・・・・・・(12) 
稲荷神社   Y 笠木下 = 0.091 柱間幅 + 2.220・・・・・・・・決定係数(R² = 0.009)・・・・・・・・・・(16) 
金比羅神社 Y 笠木下 = 0.413 柱間幅 + 1.812・・・・・・・・決定係数(R² = 0.226)・・・・・・・・・・(20) 
 
貫上のデータから考察すると、勾配では正面鳥居(1.141)が大きく、決定係数は区内全体(0.939)が大きい。 
区内全体   Y 貫上 = 1.009 柱間幅 + 0.409・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.939)・・・・・・・・・・(5) 
正面鳥居   Y 貫上 = 1.141 柱間幅 －0.021・・・・・・・・・決定係数(R2 = 0.871)・・・・・・・・・・(9) 
稲荷神社   Y 貫上 = 0.305 柱間幅 + 1.592・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.175)・・・・・・・・・・(13) 
金比羅神社 Y 貫上 = 0.281 柱間幅 + 1.761・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.178)・・・・・・・・・・(17) 
 
貫下のデータから考察すると、勾配では正面鳥居(1.056)が大きく、決定係数は区内全体(0.925)が大きい。 
区内全体   Y 貫下 = 0.915 柱間幅 + 0.404・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.925)・・・・・・・・・・(6) 
正面鳥居   Y 貫下 = 1.056 柱間幅 – 0.059・・・・・・・・・決定係数(R2 = 0.841)・・・・・・・・・・(10) 



 

 

稲荷神社   Y 貫下 = 0.165 柱間幅 + 1.665・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.069)・・・・・・・・・・(14) 
金比羅神社 Y 貫下 = 0.183 柱間幅 + 1.758・・・・・・・・・決定係数(R² = 0.096)・・・・・・・・・・(18) 
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