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ABSTRACT 

The Shizu-no-iwaya 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 Shizu-no-Iwaya Shrine is the mythical Shrine which the two gods, Ohnamuchi-no-Mikoto and 

Sukunahikona-no-Mikoto, chose as their temporary imperial palace while they would develop and manage the 
country's territory. Therefore, people enshrined Ohnamuchi-no-Mikoto and Sukuna－hikona-no-Mikoto in this 

Shizu-no-Iwaya Cave and worshipped them during ancient times. 

The Shizu-no-iwaya Shrine is appointed in "a natural monument and the natural beauty spot" of Shimane for 

1,979 years. The Shizu-no-iwaya Shrine can observe a huge rock and the strangely shaped rocks in the back with 

"granitite". In other words, the huge monolith called the mirror-stone "is Shizu-no-iwaya". . 

Main shrine and Torii in Shizu-no-Iwaya Shrine are Shinmei shrine style structure and Inari torii form of 

Myojin origin. The scale of the front shrine in Shizu-no-Iwaya Shrine is front 8.81m, 8.11m in depth, height 10.77. 

Furthermore, the scale of the main shrine in Shizu-no-Iwaya Shrine is front 8.68m, 4.11m in depth, 6.31m in 

height. 

The investigating group measured it about Torii in the entrance of Shizu-no-iwaya . 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。志都岩屋神社の所

在地は、〒696-0314 島根県邑智郡邑南町岩屋、北緯 34 度 50 分 54 秒、東経 132 度 32 分 55 秒、標高 340m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。この地域には、地質時代は、古生代、後期白亜紀

である。層序は佐津目火山岩類である。主要岩相は流紋岩と花崗岩である。ケイ酸質火成活動の放射年代（K-Ar）は 1 億年前

から 7 千万年前である。 

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、志都岩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.島根県邑智郡邑南町の概要 

邑南町（おおなんちょう）は、島根県中部に位置する町。2004 年 10 月 1 日に石見町、瑞穂町、羽須美村の合併により誕生し
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た。また島根県内で最も面積が広い町である。面積は 419.22km²。総人口は 11,564 人（推計人口、2012 年 7 月）で、人口密度

は 27.6 人/km²である。 

隣接自治体は、島根県（浜田市、江津市、川本町、美郷町）と広島県（三次市、安芸高田市、北広島町）。町の木 は赤松

（2007 年 11 月制定）で、 町の花は桜（2007 年 11 月 22 日制定）である。写真 2-1 は邑南町出羽公民館、写真 2-2 は邑南町出

羽公民館三浦氏との打ち合わせ風景で、写真 2-3 は志都の岩屋神社看板、写真 2-4 は 「志都の岩屋」案内看板、写真 2-5 は 

「志都の岩屋」記念石碑、写真 2-6 は志都の岩屋石碑である。 

 

   

写真 2-1.邑南町出羽公民館 写真 2-2.邑南町出羽公民館三浦氏 写真 2-3.志都の岩屋神社看板 

 

   

写真 2-4. 「志都の岩屋」案内看板 写真 2-5. 「志都の岩屋」記念石碑 写真 2-6. 志都の岩屋石碑 

 

3. 志都岩屋神社の由来と現代 

3-1.志都の岩屋（名勝・天然記念物）（昭和 54 年 8 月 24 日県指定） 
祭神 ：大己貴命・少彦名命 

合祭神：応神天皇・神功皇后・王依姫命 

当社の発祥は縄文文化の時代から巨石崇拝にあり、鏡石を仰いで累々たる巨岩の

間に小祠を建て厳戒に対する素朴な信仰であった。いつの頃か出雲族の往来が始まり、

ここを拠点として国土経営を始め大己貴・少彦名二神に確定されるようになった。志都

神社は「八面神」と関連し、農耕神と、タタラ神とが融合した古代信仰の場でもあった。

万葉集、三の巻 生石の村人眞人の歌「大汝少彦名のいましけむ志都の岩屋は幾代

経ぬらむ」と読まれている。 

平安時代に仏教の興隆につれて我が国固有の山岳信仰と仏教の結合が進められ、修経者の霊場となった。弥山・ひじり屋

敷・古志都・奥の院・行場岩・廻・岩・飛石など巨岩にはそれぞれ修行の内容をあらわす名称や修行の居所名がつけられている。

江戸時代には国学者本居宣長も玉勝間に「石見国なるしづの岩屋」の記事がある。出羽代官広野国右衛門は元禄 13（1700）

年に「寛文の頃鉄穴溝から 5cmの金仏が発見され、その由来記録板」を残し、神徳を讃え神社の興隆を祈念している。こうした

 
写真 3-1「志都の岩屋」由来看板 
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歴史的背景には弥山（標高 607m）の南東斜面一帯に分布する粗大な節理面を持つ黒雲母花崗岩が屹立・累積する巨大な岩

城群と岩塊流・行場岩と石割松など地形学・地質学・植物学上極めて貴重な自然景観が存在する。 

昭和 55 年 4 月 瑞穂町教育委員会 瑞穂町文化財愛護協会。 

 

3-2.志都岩屋神社の和文由来と今昔 
志都岩屋神社の祭神は、大己貴命と少彦名命である。志都岩屋神社の合祭神は、応神天皇、神功皇后、王依姫命である。

発祥は縄文時代からの巨石崇拝で、鏡岩のそばに祠を建てて祈る場であった。神社の裏には、鏡岩と呼ばれる巨大な一枚岩

があり、これが志都乃石屋である。 

この地には出雲族の往来が始まり、国土経営を始めた大己貴命と少彦名命の二神に確定された。志都乃石屋は、万葉集に

も詠われた大国主命と少彦名命の国造りの伝承に関わる岩屋である。 

志都石屋神社は「八面神」と関連し、農耕神とタタラ神が融合した古代信仰の場でもあった。この地は平安時代の仏教の興隆

と、我が国における固有の山岳信仰によって修行者の霊場として利用されていた。巨岩のそれぞれには、修行の内容を表す名

称がつけられている。 

江戸時代には、国学者である本居宣長も玉勝間に「石見国なるしづの岩屋」の記述がある。出羽代官である広野国右衛門

は 1700年に寛文の頃鉄穴溝から 5cmの金仏が発見され、その由来記録板を残し、神社の興隆を祈念している。 

弥山（標高 607m）の南東斜面一帯には、粗大な節理面を持つ黒雲母花崗岩が屹立して分布している。この巨大な岩城群は

地形学・地質学・植物学上極めて貴重な自然景観である。そのために、この地は、1979 年に島根県の「天然記念物及び名勝」

に指定されている（表 3-1）。 
志都岩屋神社の社殿と鳥居は神明造と稲荷鳥居形である。志都岩屋神社における拝殿の規模は、正面間口 8.81m・奥行き

8.11m・高さ 10.77m である。さらに、志都岩屋神社における本殿の規模は、正面 8.68m・奥行き 4.11m・高さ 6.31m である。 

 

表 3-1. 邑智郡邑南町、志都岩屋神社の詳細資料 

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） 

合祭神 応神天皇(おうじんてんのう )、神功皇后(じんぐうこうごう )、王依姫命(たまよりひめのみこと ) 

キーワード 志都乃石屋、鏡岩、万葉集 

神社創建 縄文時代から続く巨石崇拝にあるといわれ、当初は鏡岩のそばに祠を建てて祈る素朴なもの 

鎮座地 696-0314 邑智郡邑南町岩屋 1714 番地 神社創建 享保 14 (1729)年 

位置 北緯 34 度 50 分 54 秒、東経 132 度 32 分 55 秒 

例祭 

志都岩屋神社の初詣元旦～3 日、志都のとんど祭り 1 月 15 日、スプリングカ－ニバル兼春の例祭 4

月第 1 土曜日、志都の桜まつり 4 月下旬、志都の泥落とし 6 月上旬、志都の盆踊り大会 8 月 15 日、

志都岩屋神社しめ縄奉納 10 月上旬、志都岩屋神社秋祭 10 月中旬。 

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

古代信仰 「八面神」と関連し、農耕神と、タタラ神とが融合した古代信仰の場。 

天然記念物 
巨岩や奇岩を観察できる。この地は、昭和 54（1979）年に島根県の「天然記念物及び名勝」に指定。

神社拝殿の裏手には、鏡岩と呼ばれる巨大な一枚岩が志都乃石屋である。黒雲母花崗岩。 

交通手段 道の駅瑞穂より町営バス乗車、志都神社口下車、徒歩約 15 分 

岩石名 流紋岩、デイサイト火砕岩、花崗岩 

特  記 
農耕神とタタラ神とが融合した古代信仰の場で、平安時代の仏教の興隆と、山岳信仰によって修行

者の霊場として利用された地 
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3-3.志都岩屋神社の英文由来と今昔 

The enshrined deity of Shizu-no-Iwaya Shrine is Ohnamuchi-no-Mikoto, Sukunahikona-no-Mikoto. 

Enshrining of more than two deities God of Shizu-no-Iwaya Shrine is Emperor Ojin, Jinguu empress, 

Tamayori-Hime-no-Mikoto. The origin was the huge stone worship from Jomon period and was the place that I 

built a small shrine near a Mirror-Stone, and said grace.There is the huge monolith called the mirror-stone on the 

back of Shrine, and this is Shizu-no-Iwaya.  

This place was established from the traffic of the Izumo family by Ohnamuchi-no-Mikoto after starting country 

management, Nikami of Sukunahikona-no-Mikoto. Shizu-no-Iwaya is Iwaya affecting tradition made with a 

country of Ohnamuchi-no-Mikoto and Sukunahikona-no-Mikoto which were sung in the 3rd volume of the 

Collection of Ten Thousand Leaves (Manyoushu). 

Shizu-no-Iwaya Shrine was related to "God octahedral", and God farming and Tatara God were places of the 

ancient faith that fused. This area prospered in Buddhism of the Heian era and used it as hallowed ground of the 

exercisers by peculiar mountain worship. A huge rock has a name to express the contents of ascetic practices. In 

the Edo era, in Motoori-Norinaga which is a scholar of ancient Japanese thought and culture, there is an article of 

"Iwami-no-Kuni-naru-Shizu-no-Iwaya" in "Tamagatuma". 

In this zone, granitite having a large-size joint side distributed over the southeastern slope whole area of 

Misen( 607m above sea level) rises in the historic background. This huge rock group is the natural scene which is 

extremely valuable in topography, geology, botany. Therefore this ground is appointed in "a natural monument 

and the natural beauty spot" of Shimane in 1979.   
Main shrine and Torii in Shizu-no-Iwaya Shrine are Shinmei shrine style structure and Inari torii form of 

Myojin origin. The scale of the front shrine in Shizu-no-Iwaya Shrine is front 8.81m, 8.11m in depth, height 10.77. 

Furthermore, the scale of the main shrine in Shizu-no-Iwaya Shrine is front 8.68m, 4.11m in depth, 6.31m in 

height. 

 
3-4.志都岩屋神社の韓文由来と今昔（ 시즈이와야 신사의 유래와 역사）  

시즈이와야 신사의 제신은 오오나무치노미고코와 수쿠나비코나노미코토이다. 시즈이와야 신사의 합제신은 오우진 

천황, 진구 황후, 타마요리 공주이다. 발상은 죠몬시대의 거석 숭배로 암자 옆에 사당을 지어 기도했던 곳이었다. 

신사의 이면에는 암자라고 일컬어지는 거대한 바위가 있어 이것이 시즈이와야이다. 

이 땅에는 이즈모 족의 왕래가 시작되어 국토 경영을 시작한 대오오나무치노미고코와 수쿠나비코나노미코토의 두 

신이 확정되었다. 시즈노 이와야는 만요슈에도 나와있어 대국주명과 수쿠나비코나노미코토의 국가 건설의 전승에 

관계된 암자이다. 

시즈이와야 신사는 "팔면신'과 관련된, 농경신과 타타라 신이 융합된 고대 신앙의 장소이기도 했다. 이 땅은 헤이안 

시대의 불교의 융성과 우리나라의 고유의 산악 신앙으로 수행자의 영지로 이용되었다. 

큰 바위는 수행의 내용을 나타내는 명칭이 있다. 에도 시대의 국학자인 모토오리 노리나가도 타마가쯔마에 "이와미 

나라 가 될 시즈의 암자"의 기사를 남기기도 했다. 카도야국 우위문은 1700 년에 "관문의 철 구멍 홈에서 5 ㎝의 

금 불상이 발견되어 그 유래의 기록 판"을 남겼다. 신덕을 기리는 신사의 융성을 기원하고 있다. 

이러한 역사적 배경에는 미산 (표고 607m, 히로시마 소재)의 남동쪽 경사면 일대에 분포하는 대형의 절리면을 

가진 흑운모 화강암이 서 있다. 이 거대한 이와키 군은 지형학 · 지질학 · 식물학상 매우 귀중한 자연경관이다. 

따라서 이 지역은 1979 년에 시마네 현의 "천연 기념물 및 명승'으로 지정했다. 

시즈이와야 신사의 신전과 토리이는 카스가 구조와 이나리 토리이의 형태이다. 시즈이와야 신사의 배전의 규모는 
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정면 폭 8.81m · 두께 8.11m · 높이 10.77이다. 또한 시즈이와야 신사의 본전의 규모는 정면 8.68m · 두께 4.11m 

· 높이 6.31m이다 

 
3-5.志都岩屋神社の中文由来と今昔（志都岩屋神社的由来与今昔） 

志都岩屋神社的祭神是大己贵命与少彦名命。志都岩屋神社的合祭神为应神天皇、神功皇后与王依姫命。其发祥为

自绳文时代起的巨石崇拜，是在镜岩之旁建祠堂进行祈祷的地方。在神社的后面，有一块被称为镜岩的巨大岩石，这就

是志都乃石屋。 

这个地方的起源是出云族的往来，并由开始国土经营的大大己贵命与少彦名命二神所确定。志都乃石屋是与在万叶

集所讴歌的大国主命与少彦名命的建国传承有关的岩屋。 

志都石屋神社亦与“八面神”有关，曾是融合了农耕神与塔塔拉神（音译，是一尊山神）的古代信仰的场所。这个

地方因平安时代的佛教的兴隆与我国固有的山岳信仰而被修行者所利用。 

在巨岩上有说明修行内容的名称。在江户时代，国学者本居宣长所著《玉胜间》中亦有“石见国的志都石屋”的记

载。出羽代官广野国右卫门于 1700 年留下了“宽文年间从铁穴沟发现了 5 厘米的金佛，记录此由来的板”的记载，以祈

念称颂神德的神社的的兴隆。 

在这种历史背景里，屹立着分布于弥山（海拔 607 米）东南斜坡一带的、具有粗大石纹的黑云母花岗岩。这一巨大

的岩穴群是地形学、地质学及植物学上及其贵重的自然景观。因此，这个地方于 1979 年被岛根县指定为“天然纪念物及

名胜”。  

志都岩屋神社的的神殿与鸟居为神明造和稻荷鸟居型。志都岩屋神社拜殿的规模为正面宽 18.81 米，进深 8.11 米，

高 10.11 米。而志都岩屋神社的正殿规模为正面宽 8.68 米，进深 4.11 米，高 6.31 米。 

 

4.志都岩屋神社社殿の写真と測量 

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。 

 

   

写真 4-1.志都岩屋神社拝殿 写真 4-2.拝殿の側面 写真 4-3.屋根と鏡岩（手前） 

 
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
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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。 

写真 4-1 は志都岩屋神社の拝殿を正面から撮影し、写真 4-2 は、拝殿の側面から撮影したものである。写真 4-3 は、鏡岩の

上部あたりから撮影したもので、拝殿の屋根が見え、手前には鏡石が写っている。 

 

神明造（しんめいづくり）は、伊勢神宮に代表さ

れる神社本殿形式の一つである。平入様式の神

明造の有・無には、千木（有）・鰹木（5 本：男神を

祀る有）・切妻造り（有）・妻入り（無）・妻入屋根

（無）・平入り（有）・反り増し（無）に区分できる。最

古の形式には、他に大社造、住吉造がある。棟に

破風を延長して作った。千木と鰹木には、金銅製

などの装飾金具が取り付け、耐候性を高められる。

屋根を支える側面の破風（はふ）は継手でとどまらず、先端が飛び出し「千木（ちぎ）」となる。千木の先端は水平に切断されてい

る（伊勢神宮）。千木は V 字タイプ。三角屋根。棟持柱である(図 4-1～4-3)。 

 

   
写真 4-4.拝殿内部、神殿と幣殿 写真 4-5.神殿の天井 写真 4-6.拝殿内部の神輿 

 
写真 4-4 からは、志都岩屋神社の拝殿内部の写真である。写真 4-4 は、拝殿内部の神殿と幣殿で、写真 4-5 は神殿の天井部

分、写真 4-6 は、神輿である。 

 
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 

正面 奥行き 高さ 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 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 小 8.1 中 10.77 大 3.51 小 4.11 小 6.31 小 

志都岩屋神社 13.06 鏡岩 9.44    

 
志都岩屋神社は、拝殿では正面8.8m、奥行き8.1mと高さ10.77mである。本殿では正面3.51m、奥行き4.11mと高さ6.31m

である。御神体の鏡岩が正面の幅が約 13.6mで、高さが約 9.44mである。拝殿の正面 8.8mは揖夜神社と静間神社より小さい。

 
  

図 4-1.神明造の正面 図 4-2.神明造の平面 図 4-3.神明造の側面 
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拝殿の奥行き 8.1m は揖夜神社より大きく、静間神社より小さい。拝殿の高さ 10.77 は揖夜神社と静間神社より高い。一方、本殿

の正面 3.51m、奥行き 4.11m と高さ 6.31m は共に揖夜神と静間神社より小さい(表 4-1)。 

 

５. 志都岩屋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 

鳥居とは神霊として鳥を招く意味。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。 

 

   
写真 5-1.志都岩屋神の鳥居 写真 5-2.志都岩屋神参道鳥居 図 5-1.明神系鳥居の稲荷鳥居 

 
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。 

明神系稲荷:台輪鳥居とは、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。 

鳥居の写真としては、写真 5-1 が神社入口の明神系稲荷鳥居で、写真 5-2 が参道の鳥居である。図 5-1 は、明神系鳥居の

稲荷鳥居の基本となる形のモデルである。参道鳥居の中間距離は 2.62m、貫の高さ（下点 3.02m、上点 3.31m）、笠木の高さ（下

点 3.67m、上点 3.81m）である。 

 

5-2.八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、島根県の神社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  
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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。 

 
5-3.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。 

 
5-4.八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。 

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
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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.「志都の岩屋」の伝説と由来 

6-1.「志都の岩屋」の地質年代・層序・放射年代 

6-1a.新生代 第四紀 洪積世後期 (氷河時代) 22.3 万年から 1 万年前の間 

地球の誕生から今日に至るまでを、五期間「始生代・原生代・古生代(約 5.7～2.45 億年前)・中生代(約 2.45 億年前～6500

万年前)・新生代（6500 万年前）」に分類できる。200 万年前を境に新生代は第三紀と第四紀に、1 万年前を境に第四紀は洪積

世（更新世・最新世）と沖積世（完新世） に分類できる。このうち洪積世は氷河時代であり、極寒の氷期とやや寒さが緩む間氷

期が交互に繰り返されていた。人類は間氷期に出現した。マンモスの時代：第四紀という時代の第四紀は約 164 万年前から始

まり、現在もその中に含まれる。 

第四紀は更に、その始まりから約 1 万年前まで（更新世）と約 1 万年前から現在まで（完新世）に分けられ、更新世は約 73 万

年前と約 13 万年前を境に前期・中期・後期に分けられる。 

第一の特徴は、第四紀が、「氷河時代」と呼ばれるように、地球が全体に寒冷化した時代であったということである。 

第二の特徴は、この時期に著しく環境が変化したということである。第四紀は、ただ寒冷であったというだけではなく、その中

で寒冷期と温暖期が繰り返しされ、気温・降水量などの気候条件が大きく変化し、海水温や海流など海洋の諸環境も大きく変化

した。海面の著しい上下運動に伴って海岸線も著しく変化した。そして植物相や動物相など生物的環境も繰り返し大きく変化し

た。第三の特徴は、この時期に我々人類が進化・発展を遂げたということである。後期更新世の後期にあれほど繁栄していたマ

ンモスは、完新世の到来と共に滅び去ってしまったのに対して、人類は完新世になると更に発展して高度な文明を築き、今日

の繁栄を謳歌しているのである。更新世の時代、約 164 万年～約 1 万年前までの一区分で、第四紀の前半にあたる。洪積世、

最新世、氷河時代ともよばれる。第四紀の「更新世の氷河」更新世には、海陸の分布はほぼ現在と同じになったが、陸地の 4 分

の 1 は氷河でおおわれていた。アメリカ大陸では氷河がカナダをこえてアメリカまで分布を広げていた。 

岩魂が深成岩(花崗岩)、反深成岩(石英班岩・花崗班岩) これらは 1億年前から 7千万年の中生代白亜紀の後半、大規模の

火山活動や地下深い所では、岩漿が上昇し冷え固まってきたものである。その後、長い間侵蝕削刹の作用を受け、地表の岩石

や地層は削り去られ、深成岩体が地表に現れるようになった。地表に現れると気温の変化によって、霜食作用が行われ粗大に

発達している節理や割れ目に沿い機械的に剥離・解体され、また化学的風化が進み軟弱かして部分が次第に流れ去り、解体

された岩塊の陵角部が失われ内核部が円味を帯びた巨岩塊として累積して、岩海を形成したものである。 

 

6-1ｂ. 新生代 第四紀 洪積世後期 (氷河時代) 22.3 万年から 1 万年前の間 

大陸の時代（中生代白亜紀～新生代古第三紀） は、主に火成活動による地質形成時期である。ジュラ紀末に陸化した日本

は、新生代中新世になって日本海ができるまで、東アジア大陸の一部を成していました。この時代、白亜紀から古第三紀にかけ、

西南日本内帯では広域的な火成活動が起こった。各地で激しい火山活動による大規模な火砕流が発生し、巨大なカルデラが

形成された。地下深くではマグマが冷え固まって花こう岩類ができた。 

 

表 6-1.新生代新第四紀の層序・放射年代 

地 質 

年 代 

層

序 
記号 埋立地の岩石名 採集地 主要岩相 

放 射

年代 

新 洪 大 Os 砂岩(礫岩を挟む)   14M
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生

代

新

第

四

紀 

積

世

後

期 

 

森

層 

Oc 礫岩及び砂岩   a 

(K- 

Ar) 

Op4 安山岩軽石火山礫凝灰岩-凝灰岩  凝灰岩 

Op3 安山岩スコリア-軽石火山礫凝灰岩-凝灰岩  凝灰岩 

Op2 安山岩石質火山礫凝灰岩   

Op1 安山岩－デイサイト火山礫凝灰岩（礫岩・砂岩)  安山岩 

Oa 安山岩－デイサイト溶岩  安山岩 

Od デイサイト溶岩  デイサイト溶岩 

川

合

層 

Kwp 流紋岩火砕岩(流紋岩溶岩を伴う) HKW-1 佐田町 玄武岩 15～

19 

Ma 

(K- 

Ar) 

Kwr デイサイト-流紋岩溶岩・貫入岩（流紋岩火砕岩) HKW-2 佐田町 安山岩 

Kwd デイサイト火砕岩 HKW-3 佐田町 安山岩 

Kwa 安山岩－デイサイト溶岩及び火砕岩 HKW-9 佐田町 流紋岩 

Kws 砂岩及び礫岩 HKW-10 佐田町 流紋岩 

後期白

亜紀 

佐津目火

山岩類 

流紋岩、デイサイト火砕岩、花崗岩 

ケイ酸質火成活動（1 億年前から 7 千万年前） 
邑南町 花崗岩  

 

6-2.「志都の岩屋」の特徴 

志都乃石室（しづのいわや）は神話の大国主命と少彦名命の国造り伝承に由来し、万葉集（巻 3-355）に収められている生石

村主真人（おいしのすぐりのまひと）の「大汝少彦名乃将座志都乃石室者幾代将経（おほなむち すくなひこのいましけむ しつ

のいわやは いくよへにけむ）」に詠まれた地である。作者の生石村主真人は続日本紀によれば天平 10 年に美濃少目となり、

天平勝宝 2 年に外従五位下に叙されたとされる。 

邑南町にある県の天然記念物、「志都の岩屋」は神の宿る巨大岩である。この巨大岩の脇からは、清らかな水が湧き出してい

る。この湧水は、県の名水百選「志都岩屋の薬清水」で、遠方からも水を汲みに来る人が訪れる名水である。背後には弥山があ

り、頂上まで散策できる観察路が整備されている。この山中には、様々な名称で呼ばれる巨石が点在している。 

 

6-2a.くぐり岩  
 志都岩屋神社入口、昇り口に右側にもある神門岩とも言われる。「はらばうて清水掏うや岩狭間 里人」と詠まれ、この岩は神

霊への門と言われている。古来、この石門をくぐって神前に至ったと伝えられる（写真 6-1～6-3）。 

 

   
写真 6-1.志都岩屋神社のくぐり岩 写真 6-2.志都岩屋神社のくぐり岩 写真 6-3.志都岩屋神社のくぐり岩 

 

6-2b.鏡岩(神体岩、えぼし岩) 
石見の国邑知郡岩屋村といふに、いと大きなる岩屋あり、里人しづ岩屋といふ、浜田の主の領（しらす）す地なりと伝えられ、こ

の岩屋は、高さ 9.44m(本殿高さは 4.72m)と横幅 13.06m である。外周は約 45m もある大岩屋である。  
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この岩屋は、大穴牟遅（おおあなむち）と少彦名（すくなひこな）二神の、かくれ給ひし岩屋であると、古来よりの伝説があり、

岩屋を祭っている聳える鏡岩である。岩魂の表面は風化作用によって班晶が隔離して小穴が多いため粗い面になっている。こ

の岩間に流れる落下する清水に、神秘的な感動を覚える（写真 6-4～6-6）。 

 

  

 
写真 6-4.御神体の鏡岩と本殿 写真 6-5.御神体の鏡岩と本殿と幣殿 写真 6-6.御神体の鏡岩と薬水 

 

6-2c.薬清水(島根の名水“名勝・史跡“) 
 志津岩屋神社の後に、島根「名水百選の歴史の泉」に選定されている「志津の岩屋の薬清水」が流れている。薬清水は、神

社の裏山にある鏡岩の間により流れ出る湧水で、薬となり無病長寿、万病に効く神霊水といわれ、霊験あらたかで美味なため持

ち帰る人も多い。鏡岩と薬清水は、多くの人々に御利益を与えてきたと考えられる（写真 6-7～6-9）。 

 

   
写真 6-7.志都岩屋神社の清水看板 写真 6-8.志都岩屋神社岩屋の薬清水 写真 6-9.志都の岩屋の薬清水 

 

 6-2d.奥の院（石の宝殿） 
 

   
写真 6-10.奥の院（石の宝殿） 写真 6-11.夫婦岩 写真 6-12.夫婦岩 
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この岩は、大穴牟遅（おおあなむち）と少彦名（すくなひこな）二神の居ましし岩とかしこ見て、仰げば高し見れば尊し、正養住

古は岩間に神殿があったと伝わっている（写真 6-10）。 
 

6-2e.夫婦岩 
夫婦岩は、夫婦が寄り添うように見えることから名づけられる。一般的には「夫婦円満や家内安全」の祈願祈念である。古くは

古神道における磐座信仰といわれる。自然に存在する象徴的な場所やもののうち、特に巨石、岩、山を神体とし、神が宿る場所

として信仰されている（写真 6-11、6-12）。 

 

6-2ｆ.千畳敷（柵岩、浮岩）と屏風岩 
千畳敷は、広い岩畳を思わせる大岩盤である。風食作用によっ

て浸食され壮大な景観を創っている。大岩盤で打ち寄せる荒風に

浸食され壮大な景観をもつ大岩盤は柵岩や浮岩を創っている。屏

風岩（びょうぶいわ）は、素晴しい屏風状の岩で、実に壮観で、自

然現象の驚異を感じさせられる（写真 6-13、6-14）。 

 
6-2g.行場岩（ばかだめし）と古志都岩と万葉の石碑 
 

   
写真 6-15.行場岩（ばかだめし） 写真 6-16.古志都岩 写真 6-17.縄の貼られた古志都岩 

 
行場岩は、約 45度の型斜面で、上部は畳 2枚程の広さである。割れ目が多く、独特の岩塊の景観が観察できる（写真 6-15）。

古志都岩は、大国主命と少彦名命の二神が国造りの際に利用した岩屋を彷彿させる（写真 6-16、6-17）。 

 

6-3.大田地域のジオサイト島根地質百選選定委員会 志都の岩屋

（http://www.geo.shimane-u.ac.jp/geopark/82sizunoiwaya.pdf） 

 ジオサイトの特徴やみどころ志都の岩屋は、邑南町南東部に位置する弥山（標高 607m）の南東側斜面一帯に分布する黒雲

母花崗岩の未風化岩塊の一群であり、縄文時代以降、巨石崇拝や山岳信仰の対象物として修験者の霊場にもなっています。 

 この黒雲母花崗岩の地質時代は、新生代後期古第三紀に対比され、中国山地一帯に広く分布している花崗岩類の一翼を担

っています。 

 

6-3a.記念物指定など 
①島根県指定 天然記念物及び名勝 （昭和 54 年 8 月 24 日） 

②島根の名水選定 志都の岩屋の薬清水 （昭和 60 年 6 月 11 日） 

③島根県選定  みんなでつくる身近な自然観察路（平成 2 年 11 月 1 日） 

  

写真 6-13.千畳敷 

（柵岩、浮岩） 
写真 6-14.屏風岩 
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6-3ｂ.地質学的な意義 
 志都の岩屋の斜面上に分布する巨石群は、花崗岩体の風化の過程で生成されたものである。この付近の風化花崗岩は、亀

裂間隔が 1 メートル以上におよび、「コアストーン」と呼ばれる未風化礫（円磨された岩塊で大きなものは数メートルに及ぶ）が折

り重なって特異な産状を形成している。これらは、古来より信仰の対象とされてきたのである。 

 山陰の花崗岩は、良質な鉄鉱成分を多く含んでおり、風化した岩石からこの鉄鉱が採取されて製鉄産業に大きく寄与してい

た。また、「マサ土」は土木工事のための良質な土質材料としても利用価値が高い。一方、マサ土化の進んだ斜面は、がけ崩れ

や土石流といった土砂災害を起こし、山腹斜面に存在するコアストーンは落石災害を起こす危険性がある。これらの亀裂や節

理に囲まれた岩塊は、岩盤崩壊や岩すべり災害などの原因となるのである。 

 風化花崗岩は、信仰の対象や、資源材料として利用され、自然災害を引き起こす脅威にもなるのである。 

 

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 

島根県で調査を行った洞窟と神社の位置、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 3～340m 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 

静之窟 695-0031 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 

 

1338 13
41

340

y = 1403.8x2 - 99227x + 2E+06
R² = 0.9937

-30

70

170

270

370

34.8 35 35.2 35.4 35.6

標
高
（
ｍ
）

北緯（度）  

13 38 13
41

340

y = -145.6x + 19384
R² = 0.0798

-30
20
70

120
170
220
270
320
370

132.4 132.5 132.6 132.7 132.8 132.9 133 133.1 133.2

標
高
（
ｍ
）

東経（度）  

図 7-1.北緯と標高との関係 図 7-2.東経と標高との関係 

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
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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。 

 

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 7-2.八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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