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ABSTRACT 
The Shizuma Shrine was sung by Ohishi-no-Suguri-no-Mahito in the 3rd volume of the Collection of Ten 

Thousand Leaves (Manyoushu): "The Shizu-no-Iwaya Cave where Ohnamuchi and Sukunahiko are said to 

have stayed! How many generations have passed away since then? The Shizuma Shrine is the mythical Shrine 

which the two gods, Ohnamuchi-no-Mikoto and Sukuna- hikona-no-Mikoto, chose as their temporary imperial 

palace while they would develop and manage the country's territory. 

Until early period of Edo era, there was the village of 1,000 in the waterfall neighborhood in front of the 

cave. I is said to have died in the sea in a moment in the tsunami in April 1656. I moved shizuma Shrine 

dedicated to two God of Ohnamuchi-no-Mikoto and Sukunahikona-no-Mikoto to the Tarumizu village nearby 

afterwards. 

I can summarize the enshrining place move of Shizuma Shrine as follows. 1. I founded it for 886 years. 2. I 

received an altar for 891 years. 3. A mountain cliff collapsed by a deluge in 1674. 4. I built it to 1734. 5. I called 

myself  Shizuma Shrine in 1790. 6. I authorized it to a village shrine in 1876. 

Main shrine and Torii of Shizuma Shrine are Kasuga Shrine-style structure and Hachiman-dorii form of 

Myojin origin. The scale of the front shrine in Shizuma Shrine is front 10.45m, 11.18m in depth, height 10.06. 

Furthermore, the scale of the main shrine in Shizuma Shrine is front 8.68m, 9.36m in depth, 8.68m in height. 

The investigating group measured it about Torii in the entrance of Shizuma Shrine. Furthermore, the writer 

found an incline and a decision coefficient by an equation of regression about kasagi( upper end of Torii and 

lower berth) and Nuki( upper end and lower berth). 

The writers studied the chemical characteristic of the rock about Shizunoiwaya which they investigated as 

follows.  In other words, at first it is alkali rhyolite (AH) from SiO2 and (Na2O+K2O). Next,  It is 

Low-potassium during from SiO2 and K2O relations. Finally I was proved to be calc-alkali from relations with 

SiO2 and Fe2O3/Mg. 
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1. はじめに 

本研究の目的は、国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いからである。本

稿は、「神話の国」である島根県出雲市、静間神社で行った洞窟環境NET学会の総合学術調査(2012)報告の一部である。

静間神社の所在地は、〒694-0031 大田市静間町垂水 1765 番地、北緯 35 度 12 分 9 秒、東経 132 度 27 分 25 秒、標高

41mに ある。 

地質時代は大規模な海底火山活動に由来すると考えられており、日本列島の根幹をなす岩石のひとつ。また、噴出した

火山角礫が堆積した層もある。一連の火成活動で形成されたと考えられている。この地域の海岸には、第三紀中新世の大

森層に属するデイサイト火砕岩が分布している。層序は大森層（牛切層）・ 静之窟・半島部であり、主要岩相はデイサイトソ

レアアイト/カルクアルカリ系（安山岩・流紋岩）であり、放射年代（K-Ar）は 1450 万年前である。 

静間神社はかつて、大田市 静間町魚津にある静の窟内に鎮座していた。しかし、大波などの自然災害により社殿が崩壊

したことにより、同町にある垂水山へ遷座した。この神社の祭神である大己貴命は、大国主として広く知られる神で多くの別

名がある。これは神徳の高さを現すと説明されるが、元々別の神であった神々を統合したためともされる。別名としては、①大

国主神（おおくにぬしのかみ）- 大国を治める帝王の意 、②大穴牟遅神（おおなむぢ）・大穴持命（おおあなもち）・大己貴

命（おほなむち）- 大国主の若い頃の名前 、③大穴牟遅神（おおなむぢ）・大穴持命（おおあなもち）・大己貴命（おほなむ

ち）- 大国主の若い頃の名前 、④大汝命（おほなむち）-『播磨国風土記』での呼称、⑤大名持神（おおなもち）、⑥八千矛

神（やちほこ）- 矛は武力の象徴で、武神としての性格を表す、⑦葦原醜男・葦原色許男神（あしはらしこを）-「しこを」は強い

男の意で、武神としての性格を表す、⑧大物主神（おおものぬし）、⑨大國魂大神（おほくにたま）、⑩顕国玉神・宇都志国玉

神（うつしくにたま）、⑪国作大己貴命（くにつくりおほなむち）・伊和大神（いわおほかみ）伊和神社主神-『播磨国風土記』で

の呼称、⑫所造天下大神（あめのしたつくらししおほかみ）- 『出雲国風土記』における尊称、⑬幽冥主宰大神（かくりごとし

ろしめすおおかみ）である。（http://ja.wikipedia.org/wiki/大国主） 

大国主は多くの別名の他、妻子の数も多い。これは、古代に広い地域で信仰されていた証と言える。信仰の広がりと共に、



3 
 

各地域で信仰された神と統合し、妻や子供として位置づけられた経緯が考えられるからである。スサノオの娘の一人であるス

セリビメは、大国主の正妻とされる。皇室系図にある大国主の子孫関係は「古事記」によるものである（図 1-1）。 
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図 1-1. 神話時代（神世七代）と黎明期の皇室系図 

 
静間神社の由来は、 ①仁和 2 年(886)鎭座、②寛平 3 年(891)被授神位、③延宝 2 年(1674)6 月 27 日大洪水で山崖崩

壊、④享保 19 年(1734)造営、⑤寛政 2 年(1790)静間神社と称、⑥明治 8 年 7 月 28 日郷社と⑦明治 44 年 2 月神饌幣帛料

供進神社指定之遍歴がある。 

既存の神社鳥居の関連資料情報を収集して、調査との規模と形態、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い。国内において、静間神社の研究に関する報告は少ない。住民発達史や環境変遷史との関わり

で、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も必要である。 

調査では、静間神社における鳥居と社殿の測量を行った。この鳥居の測量値を用いて、島根県にある他の神社との比較

を行った。加えて、大阪府八尾市と大阪市西淀川区の鳥居測量値との比較検討も行った。その結果、鳥居の笠木(上端と下

段)と貫（上端と下段)について、回帰方程式による勾配と決定係数 係を数学的に解明できた。 

今後の研究課題としては、神社の保全と環境問題などがある。調査は短時間であったため、未解明の事項が少なくない。

今後も研究を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。測量した値は、回帰方程式の多項式に

よって解析を行った。さらに、観察を行った結果について報告する。 

 

2. 島根県大田市の地理と環境 

大田市は、島根県の中西部にある都市で、日本海に面している。石見地方内では、石東地域（石見東部地域）に位置し、

大田市、浜田市、益田市で石見三田（いわみさんだ）と呼ばれる。隣接する出雲市と共に県中部の中心地域となっている。

2007 年に「石見銀山遺跡とその文化的景観」が世界遺産に登録された。 

面積は 436.12km²で、総人口は 37,061 人（推計人口、2012 年 7 月 1 日）である。人口密度は 85 人/km²。 隣接自治体は

出雲市、江津市、邑智郡川本町、美郷町、飯石郡飯南町。市の木はうめ、市の花はれんげつつじで、市の魚はひらめであ

る。 

大田市の大半は旧安濃郡と旧邇摩郡である。但し大田市祖式町、大代町新屋・大家（新屋地区、大家本郷地区、北佐木

地区の一部）はかつての邑智郡、大田市山口町山口・佐津目は、昔の出雲国（旧簸川郡）にあたる。主な山岳は三瓶山（標

高 1126.2m）、大江高山（標高 808m）、鶴降山（標高 538.1m）、仙山（標高 537.5m）である。主な池沼は浮布池（三瓶町）、姫
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逃池（三瓶町）、室ノ内池（三瓶町）、上野池（大田町）、徳田池（富山町）である。主な河川は静間川水系（静間川、三瓶川、

忍原川、銀山川）、江の川水系（祖式川。神戸川水系 伊佐川）と潮川水系（潮川）である。 

大田市は、神話にも深く関わりがあるとされる。日本書紀によれば素戔嗚尊（スサノオ）は息子の五十猛命（イタケル）、娘

の大屋津姫命（オオヤツヒメ）、抓津姫命（ツマツヒメ）とともに新羅から出雲へと渡るが、その上陸地点は大田市仁摩町から

五十猛町にかけての海岸であったのではないかとする説がある。現在でも韓島（仁摩町）や韓郷山（五十猛町）といった地名

が残っており、五十猛町や大屋町の地名は五十猛命や大屋津姫命に因むものとされる。また、静間町には国造りにおいて

大国主命と少彦名命が国造りの際に仮住まいとしたという静之窟海食洞窟がある。 

一方、市東部に位置する三瓶山は古くは佐比売山と呼ばれ、出雲国風土記の国引き神話において火神岳（大山）とともに

島根半島を引き寄せてつぎ止めた杭であるという。 

 

 

  

図 2-1.北東アジアの大田市の海と陸地 図 2-2. 神社は、静之窟右方向の垂水 図 2-3. 等高線から見る Op の海と陸地間 

 
図 2-1 は北東アジアの大田市の海と陸地。図 2-2 の神社は、静之窟右方向の垂水。図 2-3 は等高線から見る Op の海と陸

地間である。 

 

3. 静間神社の由来と現代 

3-1.静間神社の由来(石川勝典より試料提供) 

1. 所在地： 大田市静間町垂水 

2. 祭神：大己貴命・少彦名命が主祭神。江戸期以降、村内にあった厳島神

社、八幡宮、大年神社、天満宮、枯木神社等を併合し、現在は 15 の祭神が

合祀されている。 

3. 例祭： 4 月 15 日［明治期までは旧暦 3 月と 9 月の］15 日） 

4. 沿革：万葉集に歌われた静の窟ゆかりの古社。仁和 2 年（886 年）創建、

延喜式に載せられた式内社。郷社は（昔は静同村のほかに大屋村と五十猛

村の一部を含んでいた。）。古代は静の窟内に鎮座していたが、大波による

社殿破壊で一度窟外に出た後、延宝 2 年（1674 年）6 月 25 日～29 日の大

雨により、27 日に山津波が発生し、社殿が崩壊したため、垂水山に遷座した。

明暦 2 年（1656 年）に大津波があり、社殿が破壊されたとの言い伝えが一部で伝えられているが、これについての歴史的根

拠は存在しない。おそらく、「津波」と聞いた後世の人々が、山津波を海の津波と誤って伝えたのであろう。 

 
写真 3-1. 静間神社の由来看板 
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3-2.静間神社の由来(神社看板) 

静間神社（式内・元郷社） 

祭 神：大己貴命・少彦名命。 

配祀神：田寸津姫命・田心姫命・市杵島姫命・大年神・若年神・倉稲魂神。 

境内神社：垂水八幡宮（息長足姫命・誉田別命・玉依姫命）、宇賀魂神社（倉稲魂神）、東照宮（徳川家康・磐長姫命・毛利

輝元）。 

沿革由緒：静間神社は、第 58 代光孝天皇の御代、仁和 2（886）年 2 月 8 日に創建されました。昔は魚津の静ノ窟に鎮座し

ていましたが、明暦 2（1656）年に魚津滝の前に遷座し、さらに延宝 2（1674）年 6 月 27 日、現在地に遷し祀られました。 

 大己貴命、少彦名命の二柱の神は、農民に鋤、鍬を与え、水稲の種子をまいて、田作りの方法を教えられました。また、人

間の病気はもとより、家畜の病気治療にも当たられた神々として、今の世でも日本各地で、病める人たちの深い信仰を集め

ています。 

 

3-3. 静間神社の和文由来と今昔 

静間神社の御祭神は、大己貴命と少彦名命である 。静間神社は、江戸期以降、村内にあった厳島神社、八幡宮、大年神

社、天満宮、枯木神社等を併合し、現在は 15 の 祭神 が合 祀されている。配祀は、田寸津姫命 ・田心姫命 ・市杵嶋姫命・ 

大歳神・ 若年神・ 倉稲魂神（宇迦之御魂神）の 6 神である。 

神社の創建は、光孝天皇（886）年である。昔の静間神社は魚津の「静ノ窟に鎮座し、万葉集に歌われたゆかりの古社であ

る。江戸初期まで洞窟の前には滝の前に 1000 軒という集落があったが、明暦 2 年（1656 年）4 月の大津波で一瞬にして海中

に没したと伝えられる。 

静間神社の鎮座地移転は次のように要約できる。①仁和 2 年(886)鎭座、②寛平 3 年（891）被授神位、③延宝 2 年(1674)6

月 27 日大洪水で山崖崩壊、④享保 19 年(1734)造営、⑤寛政 2 年(1790)静間神社と称、⑥明治 8（1876）年 7 月 28 日郷社

と⑦明治 44（1911）年 2 月神饌幣帛料供進神社指定之遍歴がある。 

静間神社の社殿と鳥居は春日造と明神系の八幡鳥居形である。静間神社における拝殿の規模は、正面 10.45m、奥行き

11.18m、高さ 10.06m である。さらに、静間神社における本殿の規模は、正面 8.68m、奥行き 9.36m、高さ 8.68m である。 

 

表 3-1. 島根県大田市、静間神社の詳細資料 

延喜式神名帳 
静間神社 石見国 安濃郡鎮座。延喜式に載せられた式内社 旧郷社(昔は静間の他に大屋村・五

十猛村の一部を含む)。 

御祭神 
大己貴命 （おおなむちのみこと)、少彦名命（すくなひこなのかみ）。江戸期以降、村内にあった厳島

神社、八幡宮、大年神社、天満宮、枯木神社等を併合し、現在は 15 の 祭神 が合 祀されている。 

配祀  田寸津姫命 ・田心姫命 ・市杵嶋姫命・ 大歳神・ 若年神・ 倉稲魂神 

境内神社 
①垂水八幡宮、②息長足姫命、③誉田別命、④玉依姫命、⑤宇賀魂神社、⑥倉稲魂神、⑦東照宮、

⑧徳川家康、⑨磐長姫命、⑩毛利輝元 

キーワード 静間厳島大明神、静間八幡宮、静之窟、万葉集 

神社創建 光孝天皇仁和 2（886）年 2 月 8 日の創祀。延宝 2（1674）年 6 月 27 日、高波により崩壊 

鎮座地移転 

①仁和 2 年(886)鎭座、②寛平 3 年（891）被授神位、③延宝 2 年(1674)6 月 27 日大洪水で山崖崩壊、

④享保 19 年(1934)造営、⑤寛政 2 (1790) 年静間神社と称す、⑥明治 8（1875)年 7 月 28 日郷社と

⑦明治 44(1910)年 2 月神饌幣帛料供進神社指定之遍歴がある。 
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社格等 延喜式に載せられた式内社 旧郷社(昔は静間の他に大屋村・五十猛村の一部を含む) 

社殿 本殿：春日造     

境内社 静間天満宮、東照宮徳川 創建・ 仁和 2(886)年 

鎮座地 694-0031 大田市静間町垂水 1765 番地 御神徳 農業・病気治療のため 

位置 北緯 35 度 12 分 7 秒、東経 132 度 27 分 20 秒 

例祭 4 月 15 日 例大祭（明治期までは旧暦 3 月と 9 月の 15 日） 

祭祀対象 本来は岩窟を祀る。江戸時代は「静間厳島大明神」「静間八幡宮」と称していた。 

ホームページ http://kensaku.shimane-jinjacho.or.jp/jinja_ooda.php 

交通手段 JR 大田市駅よりバスで 10 分、静間平口下車徒歩約 20 分 

 

表 3-2.島根県大田市、静間神社の年表 

和 暦 西 暦 内       容 

仁和 2 886 光孝天皇仁和 2（886）年 2 月 8 日の創祀 

寛平 3 891 寛平 3 年（891）被授神位 

明暦 2 1656 大津波があり、社殿が崩壊されたとの言い伝えがいるが、歴史的に根拠がない。 

延宝 2 1674 

延宝 2（1674）年 6 月 27 日、高波により崩壊。鎮座地は当初静之窟の中に祭られていたその

後附近の魚津部落に移り、延宝 2 年(1674)6 月 27 日大洪水山崖崩壊し現在地（垂水山）へ遷

座。 

享保 19 1734 享保 19 年(1734)造営 

寛政 2 1790 寛政 2 年(1790)静間神社と称 

明治 8 1876 明治 8 年 7 月 28 日郷社 

明治 44 1911 明治 44 年 2 月神饌幣帛料供進神社指定 

 

3-4. 静間神社の英文由来と今昔 

The enshrined deity of Shizuma Shrine is Ohnamuchi-no-Mikoto and Sukuna-hikona-no- Mikoto. Shizuma 

shrine annexes Itsuku-shima Shrine, Hachiman-gu, Otoshi shrine, Tenman- gū, kareki Shrine which there 

was in a village Edo period later, and 15 enshrined deities are enshrined together now. Enshrined distribution 

is 6 God of Takitu-Hime-no-mikoto, Tagori- Hime-no-Mikoto, Itiki-Shima-Hime-no-Mikoto, Ohtoshi-no-Kami, 

Waka-Toshi-no-Kami, Uka- no-mitama-no-Kami.   

The foundation of the Shinto shrine is Emperor Koko (886) year. The old Shizuma Shrine is enshrined in the 

Shizu-no-Iwaya "Sea Cave" of Uozu and is the old shrine of a connection sung in Manyoshu tanka collection. 

Until early period of Edo era, there was the village of 1,000 in the waterfall neighborhood in front of the cave. I 

is said to have died in the sea in a moment in the tsunami in April 1656. 

I can summarize the enshrining place move of Shizuma Shrine as follows. I founded it for 886 years. I 

received an altar for 891 years. A mountain cliff collapsed by a deluge in 1674. I built it to 1734. I called myself 
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Shizuma Shrine in 1790. I authorized it to a village shrine in 1876.  

Main shrine and Torii of Shizuma Shrine are Kasuga Shrine-style structure and Hachiman-dorii form of 

Myojin origin. The scale of the front shrine in Shizuma Shrine is front 10.45m, 11.18m in depth, height 10.06. 

Furthermore, the scale of the main shrine in Shizuma Shrine is front 8.68m, 9.36m in depth, 8.68m in height. 

 

3-5. 静間神社の韓文由来と今昔（시즈마 신사의 유래와 역사） 

시즈마 신사에서 모시는 신은, 오오나무치노미고코와 수쿠나비코나노미코토이다. 시즈마신사는 에도시대 이후 마을 안에 

있던 이쯔쿠시마 신사, 하치만 신사, 오토시 신사, 텐만 신사, 고목 신사 등을 합병하여 현재는 15 제신이 합사 돼 있다. 

모셔진 신은 타끼츠키메토모, 타고리헤메노미고토, 이츠끼시마히메토모, 타이사이 신, 와카토시노 신, 와카노미타마 신을 

포함하여 6 신이다. 

신사의 창건은 광효천황 (886)때 이다. 옛날의 시즈마 신사는, 우오즈의 "조용한 굴에 진좌되었고, 만요슈의 노래책에도 

나온 오래된 신사이다. 에도 초기까지 동굴이 있는 폭포 앞에는 1000여 가구의 마을이 있었는데, 명력 2 년 (1656년) 4 

월 쯔나미로 순식간에 바다 속으로 침몰 한 것으로 알려졌다. 

시즈마 신사의 진좌지 이전은 다음과 같이 요약 할 수 있다. ① 인화 2 년 (886) 진좌, ② 관평 3 년 (891) 피주신위 ③ 

연옥 2 년 (1674) 6 월 27 일 큰 홍수로 산 절벽 붕괴, ④ 향보 19 년 (1734) 축조 ⑤ 관정 2 년 (1790) 시즈마 신사로 

명해짐 ⑥ 메이지 8 (1876) 년 7 월 28 일 향사 ⑦ 메이지 44 (1911) 년 2 월 신센헤이하크료 공급 신사로 지정된 

편력이 있다. 

시즈마 신사의 신전과 토리이는, 카스가 구조와 스타지오 계의 하치만 도리 모양이다. 시즈마 신사의 배전의 규모는 정면 

10.45m · 세로 11.18m · 높이 10.06 m 이다. 또한 시즈마 신사의 본전의 규모는 정면 8.68m · 두께 9.36m · 높이 

8.68m이다. 

 

3-6. 静間神社の中文由来と今昔（静间神社的中文由来与今昔） 

静间神社的祭神是大己贵命与少彦名命。静间神社于江户时期以后由原位于村内的严岛神社、八幡宫、大年神社、

天满宫及枯木神社等合并而成，现合祀有 15 尊祭神。配祀为田寸津姬命、田心姬命、市杵屿姬命、大岁神、若年神、

仓稻魂神（宇迦之御魂神）等 6 尊神。 

神社创建于光孝天皇年间的 886 年。过去的静间神社镇座于鱼津的静之窟，是万叶集所讴歌

的有渊源的古神社。据传，至江户初期在洞窟前面的瀑布之前曾有过 1000 户的村落，在明历 2

年（1656 年）4 月的大海啸中一瞬间被大海吞没。 

静间神社的镇座之地可以归纳为如下所述：①仁和 2 年(886 年)鎭座，②宽平 3 年（891 年）

被授予神位，③延宝 2 年(1674 年)6 月 27 日因大洪水而造成山崖崩塌，④享保 19 年(1734 年)

兴建，⑤宽政 2 年(1790 年)称为静间神社，⑥明治 8 年（1876 年）7 月 28 日被指定为乡社，⑦

明治 44 年（1911 年）2 月被指定为神馔币帛料供进神社。 

静间神社的神殿与鸟居为春日造与明神系的八幡鸟居型。静间神社拜殿的规模为正面宽

10.45 米，进深 11.18 米，高 10.06 米。而静间神社的正殿规模为正面宽 8.68 米，进深 9.36 米，

高 6.68 米。 

 

 

 
写真 4-1.静間神社 

鳥居の表札 
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4. 静間神社の社殿の写真と測量 

本殿（ほんでん）は、祭神を奉斎する建物で、御神体奉安の場でもあり、御神体が安置される中心の建物でもある。大神神

社のように三輪山を御神体として本殿を持たない神社もある。主な形式は、神明造り、大鳥造り、住吉造り、大社造り、春日造

り、八幡造りであり、本殿 ・神殿・正殿がある。本殿の規模は、正面から見る柱間の数で表示する。例えば、三間社とは、正

面に柱が四本立っていて柱と柱の間が三つである。「間」は、柱間が一尺でも十尺でも一間と数える。普通は、一間社が圧倒

的に多い、全体の九割以上を占め、残りは三間社である。 

神社本殿は、建築構造から身舎（おもや・母屋）と庇（ひさし）に区分される。向拝や流造と春日造の庇には、角柱を用いる。

円柱は正式の柱、角柱は略式の柱と規定する。野里住吉神社本殿の構造は、神社の殿舎の重要な点として、様式が厳重に

守られてきた日本の建物では、出入口の位置（妻入りと平入り）で分類できる。妻入りは、大鳥造・住吉造・春日造などがある。

平入りは、神明造・流造・八幡造・日吉造がある。静間神社の社殿は、明神造系の春日造（かすがづくり）である。 

 
春日造（かすがづくり）は、春日大社に代表される神社本殿形式の一つである。妻入様式の春日造の有・無には、千木

（有）・鰹木（2・4 本：女神を祀る）・切妻造

り（有）・妻入り（有）・妻入屋根（有）・平入

り（無）・反り増し（有）に区分できる。この

様式から整理すれば、平入り以外の設

置が特徴である。大社造との違いは、鰹

木の数である。彩色がほどこされている。

正面に庇がある。掘立柱。向拝つき。女

神を祀る鰹木。千木の先端が垂直に切

断。曲線と彩色が導入された様式。正面

に庇（ひさし）。屋根を反らしたものが春日造の特色である(図 4-1～3)。 

 

    
写真 4-2. 静間神社の鳥居

と社殿正面 

写真 4-3. 静間神社の拝殿

内部 

写真 4-4.社殿右、天満宮 写真 4-5.社殿左、東照宮徳

川 

 
写真 4-2 は静間神社の社殿の正面。写真 4-3 は静間神社の拝殿内部である。静間神社の正面鳥居は明神鳥居系八幡

（はちまん）形である。理由は、八幡宮が合祀されているからである。 

 

表 4-1.島根県、神社の拝殿と本殿の規模（m） 

神社名 拝  殿 本  殿 

   

図 4-1.春日造の正面 図 4-2.春日造の平面 図 4-3.春日造の側面 



9 
 

間口・正面 奥行き 高さ 間口・正面 奥行き 高さ 

揖夜神社 12.61  6.52 10.17 12.81 12.86 12.86 

静間神社 10.45 中 11.18 大 10.06 小  8.68 中 9.36 中 8.68 中 

静間神社末社(右) 天満宮    1.26 1.51 3.72 

静間神社末社（左） 東照宮徳川   1.46 1.61 3.91 

志都岩屋神社 8.8 8.1 10.77 3.51 4.11 6.31 

志都岩屋神社 13.06 鏡岩 9.44    

 
石川勝典の資料によると社殿の様式（式内調査報告 21 巻）として、本殿は春日造り（明治 15 年再建）間口 2．5 間と奥行

き 1．5 間である。一方、拝殿は間口 5 間と奥行き 5 間である。レーザー距離計による計測では、拝殿が間口 10.45m、奥行き

11.18m で、高さ 10.06m である。本殿は間口 8.68m、奥行き 9.36m と高さ 8.68m である。島根県内で調査した神社と比較して

みると、拝殿の正面 10.45m は揖夜神社より小さく、志都岩屋神社より大きい。拝殿の奥行き 11.18m は揖夜神社と志都岩屋

神社より大きい。拝殿の高さ 10.06 は揖夜神社と志都岩屋神社より低い。一方、本殿の正面 8.68m、奥行き 9.36m と高さ

8.68m は共に揖夜神社より小さく、志都岩屋神社より大きい(表 4-1)。静間神社末社(右側)は天満宮で間口・正面 1.26m、奥

行き 1.51m と高さ 3.72m である（写真 4-4）。静間神社末社(左側)は天満宮で間口・正面 1.46m、奥行き 1.61m と高さ 3.91m

である（写真 4-5）。 

 

5. 静間神社の鳥居の写真と測量 

5-1.八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の計測値 

静間神社の鳥居は明神系の八幡鳥居である。八幡鳥居の特徴は、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

（図 5-1）。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。表 5-1 は、八尾市と西淀川区と島根県神社鳥

居の鳥居測量値である。神社の鳥居の柱間距離、貫高さ(下点と上点)、笠木高さ(下点と

上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 

 

表 5-1.八尾市と西淀川区と島根県神社の正面鳥居比較（m） 

 地域 神社正面鳥居 柱間距離 貫下点 貫上点 笠木下点 笠木上点 

1 
八
尾
市 

渋川神社 4.00  4.07  4.50  5.03  5.27  

2 樟本神社木の本 2.96 3.65 3.95 4.51 4.62 

3 樟本神社北木の本 2.53 2.48 2.72 3.05 3.22 

4 樟本神社南木の本 3.04 3.02 3.31 3.61 3.81 

5 西
淀
川
区 

野里住吉神社 4.45  4.74  5.15  6.02  6.27  

6 田蓑神社 3.05  3.13  3.41  3.97  4.12  

7 姫嶋神社 3.30  4.01  4.30  5.05  5.25  

 

図 5-1.明神鳥居系、八幡鳥居 
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8 大和田住吉神社 3.59  3.68  4.04  4.48  4.88  

9 福住吉神社 2.79  2.79  3.05  3.40  3.73  

10 鼻川神社 3.90  3.70  4.08  4.57  5.04  

11 五社神社 2.86  2.83 3.13  3.67  3.83  

12 大野百島神社 2.88  2.99  3.28  3.64  4.02  

13 

島
根
県 

揖夜神社 3.68 4.31 4.61 5.18 5.39 

14 静之岩 2.66 2.72 3.04 3.21 3.39 

15 静間神社 2.87 3.01 3.31 3.68 3.87 

16 志都岩屋神社 2.62 3.02 3.31 3.67 3.81 

  最大値 4.45  4.74  5.15  6.02  6.27  

  平均値 3.20  3.38  3.70  4.17  4.41  

  最小値 2.53  2.48  2.72  3.05  3.22  

 
鳥居の最大値では、柱間距離 4.45m である。貫の高さは下点 4.75m と上点 5.15m である。笠木の高さは下点 6.02m、上

点 6.27m である。鳥居の平均値では、柱間距離 3.20m である。貫の高さは下点 3.38m と上点 3.70m である。笠木の高さは下

点 4.17m、上点 4.41m である。渋川神社鳥居の最小値では、柱間距離 2.53m である。貫の高さは下点 2.48m と上点 2.72m

である。笠木の高さは下点 3.05m、上点 3.22m である。 

 

5-2. 島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

図 5-2 は、島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図であるである。式 5-1 と式 5-2 の勾配は、それぞれ 9.9（外

山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した。式 5-1 と式 5-2 の

決定係数は、それぞれ 0.974 と 0.966 でほぼ同じ値である。笠木の高さにおける式 5-1 と式 5-2 勾配は、それぞれ 1.525 と

1.478 でほぼ同じ値である。 

 
Y(笠木の高さ：上・計×) = 1.525(柱間距離)－0.419 ……決定係数(R2 =0.972) …測量値………(5-1) 

Y(笠木の高さ：下・計▲) =1.478(柱間距離)－0.461 ……決定係数(R2 =0.966) …測量値………(5-2) 

 

  
図 5-2.島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さ 図 5-3.島根県神社鳥居の柱間距離と貫の高さ 

 
Y(貫の高さ：上・計■) = 1.157(柱間距離) －0.117 ……決定係数(R2 =0.961) …測量値………(5-3) 
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Y(貫の高さ：下・計◆) = 1.107(柱間距離) －0.045 ……決定係数(R2 =0.947) …測量値………(5-4) 

 
図 5-3 は、島根県神社鳥居の柱間距離と貫の高さとの関係図であるである。式 5-3 と式 5-4 の勾配は、それぞれ 9.9（外

山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した。式 5-3 と式 5-4 の

決定係数は、それぞれ 0.961 と 0.947 でほぼ同じ値である。笠木の高さにおける式 5-3 と式 5-4 勾配は、それぞれ 1.157 と

1.107 でほぼ同じ値である。 

ここで、笠木の高さ式 5-1 と式 5-2 の決定係数（0.974 と 0.966）と貫の高さ式 5-3 と式 5-4 の決定係数（0.961 と 0.947）を

比較すれば、笠木の決定係数は貫の決定係数より大である。ここで、笠木の高さ式 5-1 と式 5-2 の勾配（1.525 と 1.478）と貫

の高さ式 5-3 と式 5-4 の勾配（1.157 と 1.107）を比較すれば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。 

 

5-3. 八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

図 5-4 は、島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図であるである。式 5-5 と式 5-6 の勾配は、それぞれ 9.9（外

山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示した。式 5-5 と式 5-6 の

決定係数は、それぞれ 0.869 と 0.818 である。笠木の高さにおける式 5-5 と式 5-6 勾配は、それぞれ 1.414 と 1.336 である。 

 
Y(笠木の高さ：上・計×) = 1.414(柱間距離)－0.118 ……決定係数(R2 =0.869) …測量値………(5-5) 

Y(笠木の高さ：下・計▲) =1.336(柱間距離)－0.104 ……決定係数(R2 =0.818) …測量値………(5-6) 

 

  

図 5-4. 八尾市・西淀川区・島根県神社鳥居の柱間距離

と笠木の高さ 

図 5-5. 八尾市・西淀川区・島根県神社鳥居の柱間距離

と貫の高さ 

 
Y(貫の高さ：上・計■) = 1.121(柱間距離) －0.112 ……決定係数(R2 =0.845) …測量値………(5-7) 

Y(貫の高さ：下・計◆) = 1.041(柱間距離) －0.052 ……決定係数(R2 =0.818) …測量値………(5-8) 

 
図 5-5 は、八尾市・西淀川区・島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図であるである。式 5-7 と式 5-8 の勾配

は、それぞれ 9.9（外山:9.9a）と 9.1（外山：9.1a）である。ここで、計算値は外山晴彦（2008 年）の計算方法を引用して表示し

た。貫の式 5-7 と式 5-8 の決定係数は、それぞれ 0.845 と 0.818 である。貫の高さにおける式 5-7 と式 5-8 勾配は、それぞ

れ 1.121 と 1.041 である。 

島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.525 と 1.478）と貫の高さ(上端と下端)の勾配（1.157 と 1.107）を比較す

れば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。島根県における笠木の高さ(上端と下端)の決定係数（0.972 と 0.966）と貫の高さ

(上端と下端)の決定係数（0.961 と 0.947）を比較すれば、笠木の決定係数は貫の決定係数より大である。 
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八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.414 と 1.336）と貫の高さ(上端と下端)の勾配

（1.121 と 1.041）を比較すれば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ(上端

と下端)の決定係数（0.869 と 0.818）と貫の高さ(上端と下端)の決定係数（0.845 と 0.818）を比較すれば、笠木の決定係数は

貫の決定係数より大である。ゆえに、笠木の高さと貫の高さにおいて、勾配と決定係数を比較すれば、鳥居の上端は下端よ

り大である。 

 

６.おわりに 

6-1.島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係 

島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高との関係を区別するため、猪目洞窟・揖屋神社・静之窟・脳島洞窟・静間

神社・志都岩屋神社を表 6-1 のように表示した。北緯は 34 度 50 分 54 秒～35 度 26 分 23 秒間、東経は 132 度 27 分 25 秒

～132 度 42 分 39 秒間で、標高は 3～340m である。静間神社の北緯は南方で、東経は中間である。 

 

表 6-1. 島根県、調査を行った洞窟と神社の位置と標高 

洞窟と 

神社名 
郵便番号 住   所 北 緯（°′″） 

東 経

（°′″） 

標 高

（m） 

脳島洞窟 699-0761 島根県出雲市大社町鷺浦 1079-9 35.26.23 132.41.10 13 

猪目洞窟 691-0024 島根県出雲市猪目町 1338 35.26.23 132.42.39 13 

静之窟 694-0031 島根県大田市静間町魚津  35.12.15 132.27.24 8 

静間神社 694-0031 島根県大田市静間町垂水 1765 35.12.09 132.27.25 41 

揖夜神社 699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 2229 35.25.51 133.09.05 3 

志都岩屋神社 696-0314 島根県邑智郡邑南町岩屋 34.50.54 132.32.55 340 

 
図 6-1 は北緯と標高との関係を図示した。北緯が増大すると標高は低くなっているが判明した。回帰方程式によると、標高 

＝1370（北緯）2－96858（北緯）+2E+06・・・・（R2=0.993）のようになる。決定係数が 0.993 であるから一定の傾向が見られる。

図 6-2 は東経と標高との関係を図示した。東経が増大すると標高は低くなっているが判明した回帰方程式によると、標高＝

-145.6（東経）+19384・・・・（R2=0.080）のようになる。決定係数が 0.080 であるから一定の傾向が見られない。 

 

1338 13
41

340

y = 1403.8x2 - 99227x + 2E+06
R² = 0.9937
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370
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標
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ｍ
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13 38 13
41
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ｍ
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図 6-1.北緯と標高との関係 図 6-2.東経と標高との関係 

 

6-2.島根県、調査を行った神社鳥居の回帰分析値 
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島根県における笠木の高さ(上端と下端)の勾配（1.525 と 1.478）と貫の高さ(上端と下端)の勾配（1.157 と 1.107）を比較す

れば、笠木の勾配は貫の勾配より大である。島根県における笠木の高さ(上端と下端)の決定係数（0.972 と 0.966）と貫の高さ

(上端と下端)の決定係数（0.961 と 0.947）を比較すれば、笠木の決定係数は貫の決定係数より大である（表 6-2）。 

 

表 6-2.八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の回帰分析値 

鳥居の高さ 位置 
勾   配 決定係数 

島根県 県市区 島根県 県市区 

笠木の高さ 上 1.525 1.414 0.972 0.869 

笠木の高さ 下 1.478 1.336 0.966 0.818 

貫の高さ 上 1.157 1.121 0.961 0.845 

貫の高さ 下 1.107 1.041 0.947 0.818 

 
八尾市と西淀川区と島根県における笠木の高さ (上端と下端 )の勾配

（1.414と1.336）と貫の高さ(上端と下端)の勾配（1.121と1.041）を比較すれば、

笠木の勾配は貫の勾配より大である。八尾市と西淀川区と島根県における笠

木の高さ(上端と下端)の決定係数（0.869 と 0.818）と貫の高さ(上端と下端)の

決定係数（0.845 と 0.818）を比較すれば、笠木の決定係数は貫の決定係数

より大である。 

ゆえに、笠木の高さと貫の高さにおいて、勾配と決定係数を比較すれば、

鳥居の上端は下端より大である。 
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