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ABSTRACT 

The Shizunoiwaya in "「Manyoshu collection, Vol.3」 (oonamuti-sukunahiko-no-imashikemu-shizu-noiwaya- 
ha-ikuyohenuramu) was sung by with oishi-no-suguri-no-mahito. Shizunoiwaya is the mythical cave where 2 
gods of oonamutinomikoto and sukunahikonanomikoto was considered to be a temporary Imperial Palace in 
the case of country management. Therefore oonamutino-mikoto and sukunahikonanomikoto were enshrined 
in this cave in the ancient times.  

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 oonamutinomikoto and sukunahikonanomikoto to the Tarumizu village nearby 
afterwards. 

Main shrine and Torii in Iya-zinja Shrine are Taisha shrine style and Inari torii form of Myojin origin. The 
scale of the front shrine in Iya-zinja Shrine is front 12.61m, 6.52m in depth, height 10.17. Furthermore, the 
scale of the main shrine in Iya-zinja Shrine is front 12.81m, 12.86m in depth, 12.86m in height. 

The investigating group measured it about Torii in the entrance of Shizunoiwaya. 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、島根県松江市の揖屋神社東出雲町で行った洞窟環境NET学会の総合学術調査(2012)報告の一部である。揖屋神

社の所在地は、〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 2229 番地、北緯 35 度 25 分 51 秒、東経 133 度 09 分 05 秒、

標高 3mに 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
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示す事実を明らかにしたい。国内において、揖屋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が重要である。 
調査では、揖屋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.島根県松江市東出雲町の地理と環境 
東出雲町は、島根県の北東に位置し、中海の南側に存在した町である。企業城下町であり、松江市のベッドタウンとして

機能していた。2011 年（平成 23 年）8 月 1 日、松江市に編入合併され消滅し、松江市の一部となり住所表記は島根県松江

市東出雲町となった。 
松江市は、宍道湖と中海に挟まれた地域に広がる都市である。面積は 573km²。隣接自治体は、雲南市、出雲市、安来

市、鳥取県境港市。総人口は 207,770 人（推計人口、2012 年 7 月 1 日）で、人口密度は 363 人/km²である。市の魚はひら

め（1993 年 11 月 2 日制定）。市の木はマツ。市の花はツバキである。宍道湖畔、大橋川の両岸に築かれた町であることや、

松江城下の堀川の保存状態も良いことから「水の都」とされ、水郷水都全国会議の第 1 回会議は松江市で開催された。 
松江藩の城下町を中心に発展してきた山陰の中心都市であり、鳥取県米子市とともに中海・宍道湖経済圏の中核を担う。

江戸時代中期以降は親藩松平家（松江藩）の城下町であり、山陰の都として盛える。中でも「松平不昧公」の異名を持つ松

平治郷は有名である。明治時代になると、松江は島根県の県庁所在地となった。小泉八雲が訪れたのもこの時代である。 
 

  

 

 

 
図 2-1.北東アジア地域の地形と松江

市東出雲町の位置関係 

図 2-2.地図上では、揖夜神社（5235）の右下に黄泉

比良坂（5279）がある 

図 2-3.揖夜神社の平面図 

 
図 2-1 は、北東アジア地域の地形と松江市東出雲町の位置関係。図 2-2 の地図上では、揖夜神社（5235）の右下に黄泉

比良坂（5279）がある。図 2-3 は揖夜神社の平面図である。 
 

3. 揖夜神社の由来と現代 
3-1. 揖夜神社由来 

揖夜神社は、伊弉冉命・大巳貴命・少彦名命・事代主命の四柱大神を祀る。出雲地方でも熊野大社（八雲村）と共に最も

古く、風土記に「伊布夜（イフヤ）杜」と記され、日本書紀斉明天皇の条に「言屋（イフヤ）社」の名で登場する。南北朝時代に

は揖屋大社と称し、戦国時代から揖屋大明神と称していた。 
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御祭神のイザナミ（伊弉冉、伊邪那美、伊弉弥）命は、イザナギ（伊弉諾・伊邪那岐）命の妻である。別名は黄泉津大神、道

敷大神という。大巳貴命は、別名大国主命と言い、出雲神話に登場する神である。少彦名命は、大国主の国造りに際して、

天乃羅摩船に乗って来訪した神である。事代主命は、大巳貴命の息子で、国譲り神話に関わっている。 
 

表 3-1. 島根県松江市、揖夜神社の年表 
和 歴 西 暦 内     容 

縄文時代

齊明御紀

五年 

1275 年前 日本紀齊明天皇御紀五年（紀元 1319年 1275年前）是歳の絛に言屋社言屋此云伊浮耶出雲

風土記に伊布夜社延喜式神名帳に揖夜神社と載せられたり。トロイ戦争・中国王朝の段国の

時代・縄文時代の架空人物［日本神話の人物（イザナギ・イザナミ・天照大神・スサノオ・大国

主） 
貞観 9 年 1617 年前 古来朝廷の御崇敬厚く、三代實録に清和天皇の貞観 9 年 5 月（紀元 1527 年 1617 年前）揖

屋神従五位上 
貞観13年 1613 年前 貞観 13 年 11 月（紀元 1531 年 1613 年前）揖屋神正五位下御神階の御事見え特に出雲國造

奉仕の神社として仄くより別火の職を定められる 
天文12年 391 年前 天文 12 年 3 月（紀元 2203 年 391 年前）大内義隆は太刀神馬を進獻 
天文24年 379 年前 天文 24 年 2 月（紀元 2215 年 379 年前）尼子晴久は出東郡氷室庄の内百貫を寄進 
天正 11年 351 年前 天正 11 年 11 月（紀元 2243 年 351 年前）毛利元秋は社殿を造立 
慶長六年 333 年前 慶長 6 年卯月 26 日（紀元 2261 年 333 年前）堀尾吉晴は社領四十石を寄せる 
元和元年 319 年前 元和元年 11 月 27 日（紀元 2275 年 319 年前）同忠晴は社殿を再建 
寛永 11年 299 年前 寛永 11 年九月 26 日（紀元 2294 年 299 年前）京極忠高は舊領を安堵し、次いで社殿の修造

を行う 
明治 5 年 1872 年 明治 5 年 2 月郷社に列する 
明治40年 1906 年 同 40 年 4 月 28 日勅令による神饌幣帛供進神社の指定を受ける 
大正15年 1926 年 大正 15 年 11 月 22 日縣社に昇列する 

 
3-2. 揖夜神社＜特別神社＞ 
御祭神：伊弉冉命 大己貴命 少彦名命 事代主命 
御本殿：大社造（御神座は出雲大社と反対向に御鎮座） 
境内： 韓国伊太氏神社 三穂津姫神社 
 御鎮座についての詳細は不明ですが、古事記神代巻には「伊賦夜坂」につい

て記述があり、日本書紀齊明天皇五年の条に「言屋社」、出雲国風土記に「伊布

夜社」、延喜式神名帳に「揖夜神社」の記述があり、平安朝以前から広く知られて

いた古社であります。 
 古より朝廷の崇敬は篤く、「三代實録」には清和天皇の貞観 13年に「正五位下」

の御神階が授けられた記録があります。武将の崇敬も篤く、大内氏、尼子氏、毛

利氏、堀尾氏、京極氏、松平氏がそれぞれ寄進や社殿の修造を行っています。 
 また、社殿の営繕は松江藩作事方で行われ、御遷宮には藩主の代参がありました。 
 當社は出雲国造との関係が深い「意宇六社」の一であり、御遷宮には今でも出雲国造のご奉仕があります（写真 3-1）。 
穂掛祭（特殊神事）：祭りの前日に、中海の袖師ヶ浦で禊を修した後、社務所において新米をもって神酒や焼米などの神饌

を調理し、当日穂掛榊（稲穂を榊に掛け瓢豇を付ける）を作って 75 か所に捧げ、その神饌をお供えする。 
一ツ石神幸祭（特殊神事）：袖師ヶ浦の沖にある一ツ石まで神輿を舟に載せてお運びし、禊を修して祭事を斎行する。穂掛

祭当日の午後、当社の前灘より神船を出し、多数の船が先曳をなして祭事を執り行っている。本殿内の壁にその様子が描か

れている。 

 
写真 3-1.揖夜神社の説明板 
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3-3. 揖夜神社（神社辞典） 
 鳥根県八束郡東出雲町。伊弉冉命・大己貴命・少彦名命・事代主命を主祭神とし、武御名方命・経津主命を配祀する。『延

書式神名帳』はイフヤと訓み、『出雲国風土記』も伊布夜社と載せる。記紀神話の黄泉の国と現世との境である黄泉比良坂

は、当社の東方・平賀字神子谷と伝えるがはっきりしない。神階は『三代実録』によると、貞観 9年（867）5月 2日に従五位上、

同13年に正五位下に昇叙。後、毛利・堀尾・京極・松平各氏の崇敬篤く、それぞれ領地の寄進を見る。社殿は大社造りに属

すが、内陣は出雲大社の逆造りになっている。当社の文書は『出雲意宇六社文書』として刊行されている。例祭 10 月 19 日

（写真 3-2）。 
 

   
写真 3-2.揖夜神社の表札 写真 3-3.石刻した「由緒碑」 写真 3-4.伊布神社「揖夜神社」の記念石碑. 

 
3-4. 揖夜神社の由来碑（http://www.yuyuyu.jp/ancient/iya_shrine.htm） 

謹みて按するに當社は伊弉冉命大己貴命少彦名命事代主命の四柱大神を齋き祀るその御鎭座の由緒は沓遠にして詳

悉すへからすと云へとも既に古事記神代巻には伊賦夜坂に就いて記され降つて日本紀齊明天皇御紀 5 年是歳の條に言屋

社出雲風土記に伊布夜社延喜式神名張に揖夜神社と載せられたり古來朝廷之御崇敬厚く三代實録に清和天皇の貞観 9
年 5 月 2 日揖屋神從五位上同 13 年 11 月 10 日職を定めらる固より歴代不精將の崇敬も他に異るものあり天文 12 年 3 月

27 日大内義隆は太刀神馬を進獻し同 24 年 2 月 28 日尼子晴久は出東郡氷室庄の内百貫を寄進し天正 11 年 11 月 24
日毛利元秋は社殿を造立し慶長 6 年卯月 26 日堀尾吉晴は社領四十石を寄せ元和元年 11 月 27 日同忠晴は社殿を再建

し寛永 11 年 9 月 26 日京極忠髙は舊領を安堵し次いて社殿の修造を行ひしか更らに松平氏に送つては寛永 15 年 12 月 6
日初代直政社領 53 石を定目て年中の祭事を執行はしめ爾來歴代の藩主咸この例によれり而して社殿の營繕は所謂御修

覆社として藩作事方の手に成リ御遷宮には藩主の代参立ち又古例によりて出雲國造の奉仕ありき明治 5 年 2 月郷社に列し

同 40 年 4 月 28 日勅令による神饌幣帛供進神社の指定を受け大正 15 年 11 月 22 日縣社昇列す（写真 3-3）。  
 
3-5. 揖夜神社の社頭案内板 

出雲地方でも熊野大社（八雲村）と共に最も古く、風土記に「伊布夜（イフヤ）杜」と記され、日本書紀斉明天皇の条に「言

屋（いふや）社」の名で登場する。本殿は大社造りで、五色の八雲、極彩色の神事の障壁画が扉に描かれている。豊作豊漁

を祈念する祭礼として毎年 8 月 28 日に穂掛け祭が賑やかに行われる（写真 3-4～3-7）。 
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写真 3-5.揖夜神社の説明板 写真 3-6.揖夜神社の記念石碑 写真 3-7.揖夜神社の記念石碑 

 
3-6. 揖夜神社の和文由来と今昔 

御祭神は伊弉冉命・大己貴命・少彦名命・事代主命である。御本殿は大社造（御神座は出雲大社と反対向に御鎮座）で

ある。境内の末社は韓國伊太氏神社「素盞嗚命」五十猛命、三穂津姫神社「三穂津姫命」、恵比須神社「事代主命」、稲荷

神社「倉稻魂命」である。 

御鎮座の詳細は不明である。揖夜神社の記述は、古事記神代巻には「伊賦夜坂」・日本書紀の齊明天皇五年の条には

「言屋社」・出雲国風土記には「伊布夜社」・延喜式神名帳には「揖夜神社」とある。揖夜神社は、平安朝以前から広く知られ

ていた古社である。 

古より朝廷の崇敬は篤く、「日本三代實録」には清和天皇の貞観 13（871）年に「正五位下」の御神階が授けられた記録が

ある。武将の崇敬も篤く、大内氏、尼子氏、毛利氏、堀尾氏、京極氏、松平氏がそれぞれ寄進や社殿の修造を行っている。

また、社殿の営繕は松江藩作事方で行われ、御遷宮には藩主の代参がある。揖夜神社は出雲国造との関係が深い「意宇

六社」の一であり、御遷宮には今でも出雲国造のご奉仕があった。揖夜神社の社殿と鳥居は大社造と明神系稲荷鳥居形で

ある。揖夜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、揖夜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 3-2. 島根県大田市、揖夜神社の詳細資料 

延喜式神名帳 
出雲国意宇郡の「揖屋神社」に比定される。揖夜神社[イフヤ]同社坐韓國伊太氏神社[カラクニイタ

テ]と記載。 

主祭神 伊弉冉命（いざなみのみこと：創造神、海の神、製鉄の神） 

配神 
大己貴命（おおなむちのみこと：国造りの神、農業神、商業神、医療神）、少彦名命（すくなひこなのみ

こと：醸造の神）、事代主神（ことしろぬしのみこと：海の神、商業の神、釣りの神）。 
神階 『日本三代実録』によれば貞観 9 年（867 年）に従五位上、貞観 13 年に正五位下に昇叙。 

キーワード 黄泉比良坂承伝、意宇六社  

神社創建 不詳。縄文時代から続く。式内社・揖夜神社に比定されている古社。 

社格等  式内社で六座と県社 旧社格 郷社、後に県社 

式内社 出雲國意宇郡 揖夜神社 

例祭 
古傳祭・田打祭 1 月 3 日、祈年祭 4 月 19 日、田植祭 6 月、穂掛祭 8 月 28 日、例祭 10 月 19 日、新

嘗祭 11 月 25 日、一ツ石神幸祭 同日、 （平成祭データ 境内由緒碑も同文）  

鎮座地 699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 2229  

位置 北緯 35 度 25 分 51 秒、東経 133 度 9 分 14 秒。 

ホームページ http://www.yuyuyu.jp/ancient/iya_shrine.htm 

電話番号  0852-52-6888  Fax 番号  

社殿 拝殿 、本殿（大社造）、内部の造りは出雲大社とは逆の向き 

http://www.yuyuyu.jp/ancient/iya_shrine.htm
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摂社 
韓國伊太氏神社「素盞嗚命」五十猛命、三穂津姫神社「三穗津姫命」、恵比須神社「事代主命」、稲

荷神社「倉稻魂命」 

交通手段 ＪＲ 揖屋駅下車 北側を東に 1km 

黄泉比良坂  承

伝承 

「出雲国風土記」に「伊布夜社（いふやしゃ）」と記。「風土記」には「伊布夜社」が二座記（当社と摂社

「坐韓国伊太氏神社」）。「古事記」に「黄泉の国（死者の国）との境である「黄泉比良坂」は、『出雲国

の伊賦夜（いふや）坂である』」の記述、この周辺を「黄泉の国の入り口」とする伝承が残っている。「イ

フヤ」と云う言葉から、後に「イヤ」「ユヤ」に変わる。 

意宇六社 

①神魂神社（島根県松江市大庭町）、②熊野大社（島根県松江市八雲町）、③揖夜神社（島根県八

束郡東出雲町）、④真名井神社（島根県松江市山代町）、⑤八重垣神社（島根県松江市佐草町）、⑥

六所神社（島根県松江市大草町） 

ご利益 
殖産振興、安産祈願、商売繁盛、良縁祈願、起業成就、病気平癒、武勇掲揚、勝利祈願、五穀豊

穣、国家鎮護、海上守護、交通安全 他 ［対応業種］医療業／温泉業／酒造業 

黄泉比良坂  石

石碑 

黄泉(あの世)の国と現世の境界の地として古事記上巻に、伊邪那岐（いざなぎ）命が先立たれた最後

の妻伊邪那美（いざなみ）命を慕って黄泉の国を訪ねて行かれた入口が、この地（黄泉比良坂）であ

るとされている。別名「伊賦夜坂」の起源でもある。昭和 15年に「神蹟黄泉比良坂伊賦夜伝説地」と刻

んだ石碑が設立された。（現地案内板引用） 
 
3-7. 揖夜神社の英文由来と今昔 

The enshrined deity is zanami-no-Mikoto, Ohnamuchi-no-Mikoto, Sukunahikona-no-Mikoto, 
Kotoshironushi -no-Mikoto. A main shrine is Build Taisha. (Kanza is enshrined for Izumo Taisha 
and anti-facing)。Subordinate shrine precincts is Mr. It is Ita shrine Korea and Miho Shrine Tsu 
princess. 

The details of the enshrining are unclear. The descriptions of Iyazinja are as follows. In other 
words, in Volume Jindai Kojiki "Ibuyazaka". In the article of 37th SAIMEI Emperor five years of 
Nihonshoki "Ihuya-no-Yashiro ,"  In Izumo-no-Kunihudoki "Ihuya-no-Yashiro ," "It is Iya-zinja" in 
Engishiki Zinmyou- chou. Iya-zinja is an old shrine known widely from the Court of Heian Period 
past. 

Old; the veneration of the Imperial Court is more ardent, and there is the record that the shrine 
rank of "the original fifth place bottom" was granted to in 871year of the Emperor Seiwa year in 
"Japanese Minoru Sandai record (Nihon-Sandai-Zituroku)".  The veneration of the military 
commander is ardent, too, and Ouchi, Mr. Amago, Mori, Horio, Kyogoku, Matsudaira perform Shuzo 
of oblation and the main shrine each. In addition, the repairs of the main shrine is carried out in 
Matsue feudal clan construction foremen, and removal of a shrine includes the vicarious visit of the 
feudal lord. Iya-zinja was one of "Said six companies" where relations with Izumo-Kokusou were 
close, and there was still service of Izumo-Kokusou in removal of a shrine (Sengu).  

Main shrine and Torii in Iya-zinja Shrine are Taisha shrine style and Inari torii form of Myojin 
origin. The scale of the front shrine in Iya-zinja Shrine is front 12.61m, 6.52m in depth, height 10.17. 
Furthermore, the scale of the main shrine in Iya-zinja Shrine is front 12.81m, 12.86m in depth, 
12.86m in height. 
 

3-8.  揖夜神社の韓文由来と今昔（이야 신사의 유래와 역사） 

모시는 신은, 이자나미, 오오나무치노미고코, 수쿠나비코나노미코토, 코토시로누시노미코토이다. 본전은 

타이샤 축조 (신좌는 이즈모 타이샤와 반대방향에 진좌)방식이다. 경내의 말사는, 한국 카라쿠니이타테 신사 
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"스사노오노미코토" 이타케루, 미호쯔히메 신사 "미호쯔히메노미코토", 에비스 신사 "오오쿠니누시노미코토" 

이나리 신사 "우카노미타마"가 있다. 

진좌의 자세한 사항은 불명이다. 이야 신사의 설명은 다음과 같다. 즉, 고사기 카미노 마키에는 "이부야자카" 

일본 서기의 코우쿄쿠 천황 오년의 율조에는 "이부야노야시로"· 이즈모노국 풍토기에는 "이후야노야시로"· 

연희식 신명부에는 "이야 신사'로 기록되어 있다. 이야 신사는 헤이안시대 이전부터 널리 알려져 있던 오래된 

신사이다.  

옛날부터 조정의 숭배는 아주 깊어, "일본 삼대실록"에는 세이와 천황의 871 년 "정오위하"의 신급이 하사 

되었다는 기록이 있다. 무장의 숭배도 아주 깊어서, 오우치 씨, 아마고 씨, 모리 씨, 호리오 씨, 쿄고쿠 씨, 

마츠다이라 씨가 각각 헌납/기부하거나 신전의 축조를 행했다. 또한 신전의 영선은 마츠에한 사크지소가 

행했고 신사에는 영주의 참배소가 있다. 이야 신사는 이즈모노 국조와 관계가 깊어 " 오우의 여섯 신사 중 

하나로 신사에는 지금도 이즈모노 국조의 봉사가 있었다. 

이야 신사의 신전과 토리이는 다아샤 구조와 카스가 구조이다. 이야 신사의 배전의 규모는 정면 10.45m · 

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

8.68m이다. 

 
3-9.  揖夜神社の中文由来と今昔（揖夜神社的日文由来与今昔） 

揖夜神社的祭神为伊奘冉命、大己贵命、少彦名命及事代主命。正殿为大社造（神座坐落于出云大社

的对面）。境内的分神社为韩国伊太氏神社“素盏鸣命”五十猛命、三穗津神社“三穗津姬命”、惠比须神

社“事代主命”及稻荷神社“仓稻魂命”。  

镇座的详情不明。关于揖夜神社的记述，在古事记神代卷记为“伊赋夜坂“，在日本书纪的齐明天皇

五年之条记为“言屋社”，在出云国风土记记为“伊布夜社”，在延喜式神明帐记为“揖夜神社”。 揖夜神

社是在平安朝之前就广为人知的古社。 

从古代起朝廷对神社的崇敬就很深厚，在《日本三代实录》中就有于清和天皇年间的 871 年被授予“正

五位下”神阶的记录。武将们对神社的崇敬也很深厚，大内氏、尼子氏、毛利氏、堀尾氏、京极氏、松平

氏均各自进行了捐献与神殿的修造。而且，神殿的营缮是以松江藩建法进行的，迁移神殿时有人代替藩主

参拜了祭神。揖夜神社为与出云国造有很深的关系的“意宇六社”之一，即使现在迁移神殿时，亦有过出

云国造的效劳。 

揖夜神社的神殿与鸟居为大社造和明神系稻荷鸟居型。揖夜神社拜殿的规模为正面宽 10.45 米，进深

11.8米，高 10.06 米。而揖夜神社的正殿规模为正面宽 8.68 米，进深 9.36米，高 8.68。 

 

4. 揖夜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、明神造系の大社造（たいしゃづくり）あるいは明神造の

春日造（かすがづくり）である。 
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4-1. 大社造 
大社造（たいしゃづくり）は、出雲大社に代表さ

れる神社本殿形式の一つである。妻入様式の大

社造の有・無には、千木（有）・鰹木（3 本：男神を

祀る）・切妻造り（有・への字形屋根）・妻入り

（有・）・妻入屋根（有）・平入り（無）・反り増し（有）

に区分できる。この区分から整理すれば、平入り

以外はすべて設置しているのが特徴である。入

口が片寄り。掘建柱。棟持柱。掘立柱。内部に中

心柱。 宮殿風。男神を祀る鰹木。千木の先端は垂直に切断している(図 4-1～3)。 
 

   
写真 4-1.揖夜神社の注連柱 写真 4-2.揖夜神社拝殿全面 写真 4-3.揖夜神社拝殿内部 

 

    
写真 4-4.揖夜神社の本殿

入口 

写真 4-5.揖夜神社本殿、手

前：韓國伊太氏神社 

写真 4-6.揖夜神社の本殿

横、手前：三穂津姫神社 

写真 4-7.揖夜神社の本殿

後部屋根 

 
4-2. 揖夜神社（特別神社） 
御祭神： 伊弉冉命 大己貴命 少彦名命 事代主命 
御本殿： 大社造（御神座は出雲大社と反対向に御鎮座） 
境内内： 韓国伊太氏神社 三穂津姫神社 
 御鎮座についての詳細は不明ですが、古事記神代巻には「伊賦夜坂」について記述があり、日本書紀齊明天皇五年の条

に「言屋社」、出雲国風土記に「伊布夜社」、延喜式神名帳に「揖夜神社」の記述があり、平安朝以前から広く知られていた

古社であります。 
 古より朝廷の崇敬は篤く、「三代實録」には清和天皇の貞観一三年に「正五位下」の御神階が授けられた記録があります。 
 武将の崇敬も篤く、大内氏、尼子氏、毛利氏、堀尾氏、京極氏、松平氏がそれぞれ寄進や社殿の修造を行っています。ま

た、社殿の営繕は松江藩作事方で行われ、御遷宮には藩主の代参がありました。當社は出雲国造との関係が深い「意宇六

社」の一であり、御遷宮には今でも出雲国造のご奉仕があります。 
特殊神事の穂掛祭 

祭りの前日に、中海の袖師ヶ浦で禊を修した後、社務所において新米をもって神酒や焼米などの神饌を調理し、当日穂

掛榊（稲穂を榊に掛け瓢豇を付ける）を作って 75 か所に捧げ、その神饌をお供えする。 
特殊神事の一ツ石神幸祭 

   

図4-1.大社造の正面 図4-2.大社造の平面 図 4-3.大社造の側面 
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袖師ヶ浦の沖にある一ツ石まで神輿を舟に載せてお運びし、禊を修して祭事を斎行する。穂掛祭当日の午後、当社の前

灘より神船を出し、多数の船が先曳をなして祭事を執り行っている。本殿内の壁にその様子が描かれている。 
 

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 

正面 奥行き 高さ 正面 奥行き 高さ 
揖夜神社 12.61 大 6.52 小 10.17 中 12.81 大 12.86 大 12.86 大 
静間神社 10.45 11.18 10.06 8.68 9.36 8.68 

静間神社末社 天満宮    1.26 1.51 3.72 
静間神社末社 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    

 

揖夜神社は、拝殿では正面12.61m、奥行き6.52mと高さ10.17mである。本殿では正面12.81m、奥行き12.86m
と高さ 12.86m である。拝殿の正面 12.61m は静間神社と志都岩屋神社より大きい。拝殿の奥行き 6.52m は静間神社

と志都岩屋神社より小さい。拝殿の高さ 10.17m は静間神社より高く、志都岩屋神社より低い。一方、本殿の正面

12.81m、奥行き 12.86m と高 12.86m は共に静間神社と志都岩屋神社より大きい(表 4-1)。 
 

4-3. 揖夜神社の末社 
揖夜神社の末社としては、三穂津姫神社（写真4-8と4-9）恵比須神社（事代主命、写真4-10）、天満宮（写真4-11）

である。 
 
 
 

 

 
 

 
  

写真 4-8.揖夜神社の末社、三

穂津姫神社 

写真 4-9.揖夜神社の末社、

三穂津姫神社裏 

写真 4-10.揖夜神社の末社、

恵比須神社（事代主命） 

写真 4-11.揖夜神社の末

社、天満宮。 

 

5. 揖夜神社の鳥居の写真と測量 
揖夜神社の鳥居の写真は、正面鳥居（明神系稲荷：写真 5-1）、稲荷神社（倉稲魂命写真 5-2）を撮影した。写真 5-3は境

内にある神木である。 
稲荷(いなり:台輪(だいわ)の鳥居は、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の

が特徴である。台輪鳥居と呼び、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・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。 
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写真 5-1.揖夜神社の正面鳥居は稲荷 写真 5-2.揖夜神社の稲荷神社（倉稲魂命） 写真 5-3. 揖夜神社の神木 

 
5-1. 八尾市と西淀川区と島根県神社鳥居の計測値 

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  
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 
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図 5-1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 5-1.島根県神社鳥居の柱間距離と笠木の高さ 図 5-2.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) 
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 5-2 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 5-3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) 
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図 5-3. 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 5-4. 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 5-4 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(表 5-2)。 
 

表 5-2.八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 

 
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。 
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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6.黄泉比良坂 
6-1. 黄泉比良坂（遺跡） 

    
写真 6-1.黄泉比良坂説明板 写真 6-2.黄泉比良坂入口 写真 6-3.黄泉比良坂石碑 写真 6-4.黄泉比良坂石碑 

 

    
写真 6-5.黄泉比良坂池 写真 6-6.道反の大神（千引

石） 

写真 6-7.道反の大神（千引

石） 

写真 6-8.ドラマ撮影の準備 

 
記紀神話の神産みや大国主の神話に登場する黄泉の国（根の国）との境である黄泉比良坂の比定地が揖夜神社の東方

の東出雲町揖夜平賀にあり、石碑が建てられている。ここは、「黄泉の国」と「現世」の境界地であるとされている。 
写真 6-1 は黄泉比良坂説明板、写真 6-2 は黄泉比良坂入口、写真 6-3 は黄泉比良坂石碑、写真 6-4 は 黄泉比良坂石

碑、6-5 は黄泉比良坂池、写真 6-6 と 6-7 は道反の大神（千引石）、写真 6-8 は、調査に訪れた日に行われていた黄泉比良

坂を利用したドラマ撮影の準備風景である。 
 
6-2. 黄泉比良坂物語（比良坂神蹟保存会） 

古事記や、日本書紀にあるこの神話を分かり易く、また古老の言い伝え等をまじえながら物語としたい。男神イザナギの命、

女神イザナミの命の二神は、天つ神の「お前たち二人心を合わせて国土を生み、もろもろの神々を生んで、天の下の国と

神々を立派に作るように」との仰せに従い、オノコロ島に立って、淡路、四国、隠岐、九州、壱岐、対馬、佐渡、本州といわゆ

る大八洲の国土を作られ、次にはその国に住む様々な神々をお生みになり、最後に火の神をお生みになったが、この時イ

ザナミの命は女の大切な女陰を焼かれてお亡くなりになった。 
 イザナギは亡くなった妻のイザナミに逢いたくて、あとを追いかけて黄泉の国へ行かれた。しかしここは死者だけのいる国で

あった。イザナギは大声で「我が最愛の妻イザナミよ。お前とニ人で作った国はまだ作りおえておらぬ。早く還ってほしい」と

いわれた。けれどもイザナミは「それは残念でした。もっと早く迎えに来てくださったらよかったのに。私はもう黄泉の国の食べ

物を食べてしまいました。でもあなたがわざわざ迎えに来てくださったので、何とかして還りたいので、黄泉の国の神々に相

談してみましょう。しかし私が返事を申し上げるまでは絶対に来られてはいけませんよ」と消えて行かれた。イザナギは待てど

も待てども返事がないので、とうとうしびれを切らし約束を破って真っ暗な黄泉の国へ入り、髪にさした櫛の歯を一本折ってそ

れに火をつけあたりをご覧になった。そこには体中に蛆のわいたイザナミの体が横だわっており、体の八か所には雷が生ま

れふた目と見られぬひどい姿であった。 
驚いたイザナギは恐ろしくなって一生懸命逃げ還ろうとされた。ところがイザナミは「あれほどここへ来られぬようにと約束し

たのにそれを破って、私に辱をお見せになった」と大へん怒り、黄泉の国の魔女たちを使って大勢が追いかけた。追われた

イザナギは、髪の飾りにしていた木の蔓を投げたら葡萄がなったり、櫛の歯を折って投げたら筍が生えた。魔女たちがそれを
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食べている間に逃げられたが、今度は黄泉の国の魔軍たちが大勢追いかけてきた。イザナギは黄泉比良坂の坂本まで逃げ

たところに折よく桃の木があり、その桃の実を投げつけてやっと退散させることが出来た。そこでイザナギは「お前が私を助け

たように。この葦原の中つ国に暮らしている多くの人たちが苦しい目にあった時には助けてやってくれ」と仰せられオホカムヅ

ミの命という名を、桃の実につけられた。 
けれども最後にはイザナミ自身が追いかけてこられたので、イザナギは黄泉比良坂にあった大きな岩で道をふさいでしま

われた。その岩を中にしてイザナミは「あなたが約束を破ってこんな目にあわされたから、もう私はあなたの国へは還らない」

といわれた。イザナギは「私は今でもお前が恋しくてならない。けれどもそんなに腹が立つなら仕方がない。別れることにしよ

う」とお互いに別離のことばを交わした。イザナミは「あなたがこんなことをしたからには、これから後あなたの国の人間を毎日

千人ずつ殺す」といわれた。イザナギは「お前がそんなことをするなら私は毎日千五百の産屋をたててみせる」と仰せられた。

そのようなわけで日本の人口は増えるといわれている。 
このイザナミの命を黄泉津大神と申し、今の揖夜神社の祭神である。 
このように記紀などからみると夫婦喧嘩の神であり、イザナミの命は不幸な神であったようにも受けとられるが、神は人間社

会の不幸を救う存在として奉ったもので、神話の意図するものは夫婦仲良くすること、また女性は出産という大役を持つもの

で、産後が悪くて早く他界されたイザナミの命は女性の守り神となり後世あがめられた。今の揖夜神社の元宮は五反田にあり

特に女性の諸病にはご利益があったと伝えられている。また桃の実の神オホカムヅミの命とは黄泉比良坂東方の山の上にあ

る荒神森のことではなかろうか。 
  イザナミが黄泉の国に隠れた後をつけて通った谷を、今もつけ谷（付谷）といい、山坂道を追っかけ上がった坂を追谷坂

（大谷坂）とよばれている。その峠には塞の神（道祖神）が祀ってあり、そこを越した所がヨミジ谷であって、ここに神蹟伝説の

碑が建っている。この碑から西に行けば前記の付谷を渡り山越えして五反田、そこから勝負を越して須田方面に向かう。東

方に行けば中京東越坂から、馬場に出て雉子谷を越えて高丸から安来市の岩舟方面に通じる。南方には山の峯道より上意

東から荻山（京羅木山）や星上山に通じたのが大昔の道であったとは古老の語りぐさである。 
 
6-3. 黄泉比良坂の石碑（http://www2.izumo-net.ne.jp/oyashiro/2009/12/post_52.html） 
 黄泉国（よみのくに・あの世）と現世の境界とされ、古代出雲神話の中で、イザナギ（伊邪那岐）命が、先立たれた最愛の妻

イザナミ（伊邪那美）命を慕って黄泉国を訪ねて行かれるその入口が黄泉比良坂であると伝えられ、古事記ではこの地を出

雲国の伊賦夜坂であるとしており、「神蹟黄泉比良坂伊賦夜伝説地」と刻まれた石碑が建っています。 
黄泉の国の醜い女達に追われ、ここに逃げてきたイザナギ命は桃の実を投げつけ退散させた。最後にイザナミ命自ら追

い来たり。大岩をもちて塞ぎ、生の國と死の國の境となせり。千引の大岩なり。これより西二百米に道祖神あり。追谷坂と呼ぶ

急坂を下れば、揖屋付谷に通ず。又東四百米に峠あり。夜見路超えとて中意東馬場に通ずる古道あり。ここの神を塞坐黄泉

戸大神なり。 
 

7.おわりに 
7-1.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 7-1 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 8～340m である。 

 
表 7-1.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 
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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 7-1 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 7-2 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。 
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図 7-1.北緯と標高との関係 図 7-2.東経と標高との関係 

 
7-2.島根県、調査を行った神社鳥居の回帰分析値 

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 7-2）。 
 

表 7-2.八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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(2012 年 12 月 1 日受稿、2013 年 2 月 2 日掲載決定) 
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