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 ABSTRACT  

We studies of an origin, a main shrine, a torii and the stone garden lantern in Yao-Tenmangu 
Shrine, 4-2-45 Hon-mati, Yao-City. Furthermore, the origin of Yao-Tenmangu Shrine translated 
Multilingual translation (Japanese, English, Korea and Chinese) of history that supported the 
globalization era.  

About Shinto shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management 
method.  Moriya Mononobeno is a family of the Kawachi country and is a stronghold 
of Uematsu -cho and Kinomoto-cho in Yao-city. Moriya Mononobeno took charge of weaponry in a 
powerful family of the Asuka era when I did it and died of Buddhism war with Umako Sogano. 

In Yao-Tenmangu Shrine, the popular name is "Tenzin-san of Yao".The main enshrined deity is 
2 God of Ame-no-hohi-Mokoto and Sugawara-no-mitizane-kou. Kanjiyo God enshrined Sugawara 
Shrine of Daishin-ji-shinden together in 1872. Yao-Tenmangu Shrine enshrined Kit suki-Shrine 
in Sado town and Anou-Shrine in anou town together in 1907.  But two companies of 
Kitsuki-Shrine and Anou-Shrine separated since it depended on Religious Corporation Law and 
founded it in 1959. Yao-Tenmangu Shrine founded it by katagiri–katumoto during year (1596 
-1614). Yao-Tenmangu Shrine is a site of family (the Moriya Mono-nobeno whole families) of the 
ancient national times. 

The current main shrine is Honden (Main-Hall), Heiden (Middle-Hall), Haiden (Worship), San 
shuuden (Gathering) and Syamusho (Shrine Office). A scale of the main shrine which merged 
Honden (Main-Hall), Heiden (Middle-Hall), Haiden (Worship) is height (4.81m), a frontage 
(8.98m) and profundity (17.47m). Keidai Massha is Inari-sha, Kotohira-sha, 3-sha(Amatera 
su-ōmikami, Kasuga-ōmikami,Hatiman-ōmikami), Ebisu-sha. The number of the toriis is five 
engines. In other words, it is "first torii (a maximum of 4.82m)", " second torii“, "Inari Shrine torii 
two" and others one. The number of the stone garden lanterns is 15 Stone Tourous (max of 290m, 
large-Garden 5, Middle-Garden 10) 
 
キーワード：物部守屋・蘇我馬子・聖徳太子、由来の四ヶ国語(日英韓中)用語、神社の由来、神社の社殿 
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History，Main shrine consideration  
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1. はじめに 

本研究の目的は、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、古代河内国において物部氏が勢力を持っていた地域である大阪府八尾市、八尾天満宮で行った洞窟環境NET学

会の総合学術調査(2012)報告の一部である。八尾天満宮の所在地は、581-0003 大阪府八尾市本町 4-2-45、北緯 34

度 37 分 49.8 秒、東経 135 度 35 分 59.1 秒、標高 10mで ある。八尾天満宮の詳細概要は、次のとおりである。 

通称名は 八尾の天神さんである。主祭神は天穂日(あめのほひ）命、菅原道真（すがわらのみちざね）公の 2 神である。 

勧請神は 明治５（1872）年 4月大信寺新田の菅原神社を合祀、明治 40（1907）年 9月佐堂の杵築神社、穴太の穴太神社

を合祀した。但し、杵築・穴太の二社は昭和 34（1959）年 12 月宗教法人法に依り創立分離した。関連天皇は 祭神二座

の内、道真公神像は昭和４（1929）年５月菅前大納言の高辻土殿が当社に参拝して寄進せられた。 

宮司名は菅尾龍太で、社格等は旧村社である。例祭は歳旦祭 1/1、戎祭 1/8、追儺式 2/3、菅公御命日祭 2/25 夏祭

7/25、秋祭 10/25、753、七五三祝祭 11/15。年 7 回の例祭である。特殊神事として、毎年 2 月節分祭の夜に行なわれる

追儺式であって府下唯一の鬼追い神事である。1 月 8 日は八日戎として賑わい 2 月 25 日の菅公祭には、古式ゆかしい

献茶式があり、また恵美須神が勧請される。関係氏族は 古代氏族（物部氏の一族）の敷地である。日本書紀では、 「媚

び鎮まりたまいぬ 媚びて、油断させておいて併合した」に記載。古事記では、「あんの天菩卑（あめのほひ）、3 年も帰っ

てきやがらねぇ」に記載。 

社殿は以前、本殿・幣殿・拝殿・神楽殿・神饌所・神輿舎・大鼓舎等、中門・手水舎・逍拝殿所である。現在は本殿・幣

殿・拝殿・参集殿・社務所である。境内末社： 琴平社・稲荷社、三社(天照大神、春日大神、八幡大神)、八尾市産業の

守護神として、崇敬篤き戎社である。鳥居は鳥居計 5 基（最高 4.82m 1 の鳥居、2 の鳥居、稲荷神社鳥居 2 基、その他 1

基）である。石燈籠は石燈籠 18 基（最高 290m、大庭 5 基、中庭 13 基）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、神社鳥居の関連資料に関する報告はこれまで少ない。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。 

八尾天満宮における社殿と鳥居の測量をし、八尾市内の神社にある鳥居の比較を行った。さらに、八尾市と大阪市西

淀川区の鳥居測量値との比較検討を行った。その結果、鳥居の笠木(上端と下段)と貫（上端と下段)の関係を回帰方程

式によって勾配と決定係数を 解明した 。 

今後の研究課題として、神社の保全と環境問題などについて所見を整理したい。さらに、短時間の調査であったため、

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。 

古代国家成立期、八尾市の八尾天満宮周辺は地元・物部氏一族と蘇我・聖徳太子の連合軍が仏教導入を巡って死

闘を繰り広げた地で、物部氏一族の住宅や鉄器工場の多い所である。 

そうした歴史背景を抑えつつ八尾天満宮の社殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータを測量して、さらに解析を行った。さら

に文献等によって神社及び周辺の歴史、伝承地の由来についての調査研究を行った。本稿は、古代国家の命運を決定



 3 

づけた仏教戦争の主要舞台としての八尾天満宮を多角的にとらえた実証研究の報告である。国際化時代に相応すべく、

神社の由来については多国語（英語、韓国語、中国語）の翻訳を添付した。 

 

2．八尾天満宮の由来 

創建の年月については文永年間(1264～1275)とも、慶長年間（1596～1614）とも二説が有って不祥であるが、旧八尾

町大字八尾集落の開発は、慶長年間であることから河内名所図絵所載の如く、八尾天満宮は慶長年間、片桐東市正且

元の造営であるとの確証が強い。享保年間（1716～1735）、火災に罹り、社殿なくなり、村民は直ちに協力して再興した。

現社殿は安政 5（1858）年の改築である。 

 八尾部落沿革誌に拠れば、「社記、社宝は享保の火災で焼失のため旧縁不祥であるが、祭神二座の内、道真公神像

は昭和 4（1929）年5月菅前大納言高辻土殿が当社に参拝寄進せられ、爾後御神忌の都度高辻家より寄付目録等有之」

とある。明治 5（1872）年 4 月大信寺新田の菅原神社を合祀し、また、 明治 40（1907）年 9 月佐堂の杵築神社、穴太の穴

太神社を合祀した。(但し、杵築・穴太の二社何れも昭和 34（1959）年 12 月宗教法人法に依り創立分離した。 

御祭神の天穂日命（あめのほひのみこと）は、日本神話に登場する男神。天之菩卑能命（あめのほひのみこと）、天穂

日命、天菩比神（あめのほひのみこと）などと書かれる。物実（ものざね）の持ち主である天照大神（あまてらす）の第二子

とされ、天の忍穂耳の命（おしほみみ）の弟神にあたる(図 2-1)。出雲に伊邪那美神（いざなみ）を祭る神魂神社（島根県

松江市）を建て、子の建比良鳥命は出雲国造らの祖神となったとされる。 

 

八尾神社と周辺にある神社の石灯籠の比較するために、図 6-6 のように表示した。近鉄八尾駅付近の 4 神社の

石灯籠については、八尾神社には 12 基・八尾天満宮には 7 基・穴太神社には 5 基・許麻神社には 10 基であり、

最高値は 2.9m、平均値は 2.11 および最低値は 0.90m である。八尾神社の最高値は 2.4m であり、最低値は 1.55m

である。 

 

 

図 2-1.神話時代（神世七代）と黎明期の皇室系図 

 

 天穂日命（あめのほひのみこと）は地上の悪神を鎮めるために地上に遣わされ、地上の様子を天照にきちんと報告し、

子の「アメノヒナドリ」および剣の神「フツヌシ」とともに地上を平定した、としている。すなわち、こちらでは地上を平定した

偉大な神とされているが、『出雲国造神賀詞』は「アメノホヒ」の子孫である出雲国造が書いたものであるので、そこは割り

引かなければならないかもしれない。農業神、稲穂の神、養蚕の神、木綿の神、産業の神などとして信仰。 

注 1.天照大神（あまてらすおおみかみ）は、日本神話に登場する神である。日本書紀では スサノオが姉と呼んでいる。

伊邪那岐神・伊邪那美神(いざなぎ神・いざなみ神)は、天の神様たちの命を受けて、国作りを始めた神である。 

注 2.スサノオ（スサノヲ、スサノオノミコト）は、日本神話に登場する神である。『日本書紀』では、素戔男尊、素戔嗚尊等 
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『古事記』では、建速須佐之男命（たけはやすさのおのみこと、たてはやすさのおのみこと）、須佐乃袁尊『出雲国風土

記』では、神須佐能袁命（かむすさのおのみこと）、須佐能乎命などと表記する。 

御祭神の菅原道真公（すがわらのみちざねこ/ みちまさ / どうしんう 845- 903 年）は、応神天皇の八幡宮と並んで人

が神になったとされる神社で、大勢力を持つのは菅原道真の天満宮（天神様）。菅原道真公は、学問に秀でた学者政治

家の一門で、まれに見る秀才で、第 59 代宇多天皇(887-897 年)の信任厚く、33 歳で文学博士に就任。次いで右大臣ま

で上り詰めた。 

左大臣藤原時平の陰謀により太宰府の地に左遷させられ、京より追従してきた門弟の味酒安行（うまさけやすゆき）が

牛車に乗せ、当時の安楽寺に運び、墓の上に祠を建立、これが太宰府天満宮の起こりとなる。無実の罪が晴れるのを夢

見て望郷の念を強くもったが、903 年に当地で 59 歳の生涯を閉じる。 

弘法大師・小野道風と共に書道の三聖と称せられ、書道達人を願われている。最初は怨霊神であったが、やがて偽りを

正す神、裁判の神としてその信仰は広がっていった。しかし、天神さまの暮らしと共にする神徳は、五穀豊穣・学業成就・

技芸上達・祭難・厄除などの霊験を乞い願う人の参詣にも信仰の対象となっている。現在は学問の神として親しまれ、さら

に、「誠の心」は、今日も日本人の心に生き続けているだろう。 

 

2-1.八尾天満宮の和文由来と現在 

八尾天満宮の創建年月については文永年間(1264～1275)と、慶長年間（1596～1614）という二説があるが、旧八尾町大

字八尾集落の開発が慶長年間であることから、河内名所図絵記載の通り、慶長年間に片桐且元が造営したとするのが一

般的である。八尾天満宮の由来文は写真 2-1 と 2-2 である。八尾天満宮、記念碑石は写真 2-3 である。享保年間（1716

～1735）、火災のため社殿が焼失したが、村民の協力で再興。現社殿は安政 5（1858）年の改築である。 

  

   

写真 2-1.八尾天満宮、由来文 写真 2-2.八尾天満宮、由来書 写真 2-3.八尾天満宮、記念碑石 

 

 明治 5（1872）年 4 月、大信寺新田の菅原神社を合祀し、また、明治 40（1907）年 9 月、佐堂の杵築（きづき神社、穴太の

穴太（あのう）神社を合祀した(但し、杵築・穴太の 2 社は何れも昭和 34（1959）年 12 月、宗教法人法により創立分離した)。 

 氏子範囲は現在の八尾市本町 1～5 丁目・栄町・光南町・新家町で、八尾の中心部である。特殊神事は、毎年 2 月節分

祭の夜行なわれる追儺式であって、府下唯一の鬼追い神事が行われる。御霊験は、学業成就、入学祈願、厄除、開運招

福、交通安全、五穀豊穣、安産、生業繁栄、家内安全、諸祈願である。 

 

表 2-1. 大阪府八尾市、八尾天満宮の詳細資料 

1 主祭神 天穂日 (あめのほひ：菅公の祖先）命、菅原道真（すがわらのみちざね）公の 2 神。 

2 神社創建 片桐且元（かたぎりかつもと）が創建、慶長年間（1596～1614）。神社の旧社格は村社。 

3 勧請神 
明治５（1872）年４月大信寺新田の菅原神社を合祀、明治 40（1907）年 9 月佐堂の杵築神社、穴太

の穴太神社を合祀。(但し、杵築・穴太の二社は昭和 34（1959）年 12 月宗教法人法、創立分離。 

4 例 祭 
歳旦祭 1/1、戎祭 1/8、追儺式 2/3、菅公御命日祭 2/25。  

夏祭 7/25、秋祭 10/25、七五三祝祭 11/15。 年 7 回の例祭。 

5 宮 司 菅尾龍太。 

6 鎮座地 581-0003, 八尾市本町 4-2-45 （境内地 1142 坪）。  

7 交通手段 近鉄大阪線 八尾駅」西南 200m。 

8 緯 度 34.62956(34 度 37 分 46.41 秒)N と 135.595897(135 度 35 分 45.22 秒)E。 
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9 標 高 10m。 

10 電話・FAX TEL072-922-3558, FAX072-922-3128  yaotenmanguu@jinjya-osaka.gr.jp。 

11 社 殿 本殿・幣殿・拝殿・参集殿・社務所。 

12 境内末社  稲荷社・琴平社・三社(天照大神、春日大神、八幡大神)、八尾市産業の守護神として戎社。 

13 鳥 居 鳥居計 5 基（最高 4.82m 「1 の鳥居」、「2 の鳥居」、稲荷神社鳥居 2 基、その他 1 基。 

14 灯 籠 石燈籠 18 基（最高 290m、大庭 5 基、中庭 13 基）。 

15 ホームページ 
http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/dai6sibu/yao-city/m13_04_yao_yaotenman.html 

 

2-2.八尾天満宮の英文由来と現在 

It is proper that Yao tenmangu shrine was built by Katagiri Katsumoto in Kicyou period (1596to1614), 
and Yao settlement has been developed around the same time. 

The shrine was destroyed by fire and has been rebuilt by the villagers, in Kyouho era (1716to1735). And 
present shrine had been renovated in the year 1858. The Idol Sugawara Mitsizane had been donated here in 
the year 1929. 
Meiji era, the shrines of Sugawara, Kizuki and Ano has been enshrined. But Kizuki and Ano shrines were 
as an independent religious corporation in the year 1959. Range of parishioners is the center of Yao city. 
Such the ritual of chasing demons is famous, in February. Many people come to pray to God for academic 
achievement etc. 
 

表 2-2. 大阪府八尾市、八尾天満宮の詳細資料 

1 
Worshipped 

Gods  
Amenohohi-Mokoto, Sugawara-no-mitizane-kou. 
 

2 
Enshrined 

Gods 

Katagiri katumoto founded it to Keicho era year (1596-1614). In five (1872) Meiji 
years, Yao-Tenmangu enshrined Sugawara Jinjya Shrine of  Daishinzi-Shinden 
together. In 40 (1907) Meiji years, Yao-Tenmangu enshrined Kinetiku Jinjya Shrine of 
the Sadou area and Ano Jinjya Shrine of the Anaou area together. But, in 1959, I 
separated two companies of Kitsuki, Ano for foundation by Religious Corporation Law. 

3 Foundation The old shrine ranking of the Shinto shrine is a village shrine.  

4 
Annual 

Festival 

New Year's Day Festival 1/1、Ebisu Festival 1/8、Chase Nuo2/3、Kankou Anniversary 
of a Death Festival2/25, Summer Festival7/25, Autumn Festival 10/25, 753 Festival 
11/15,   7 times a year of annual festival. 

5 Chief Priest Sugao Ryuuta. 
6 Site 581-0003, 4-2-45 Honmati, Yao-city, Osaka （Precincts place: 1142 tsubos）. 

7 Access 200meters Southwest of “Yao Station” on Kintetsu Osaka Line. 
8 Latitude 34 degrees 37 minutes 46.41seconds N and 135 degrees 35 minutes 45.22 seconds E. 

9 Altitude 10 meters. 

10 TEL・FAX TEL: 072-922-3558, FAX: 072-922-3128  yaotenmanguu@jinjya-osaka.gr.jp 

11 
Shrine 

Pavilions  
Honden(Main-Hall), Heiden （ Middle-Hall ） , Haiden （ Worship ） 、 Sanshuuden
（Gathering）, Syamusho（Shrine Office）. 

12 
Keidai 

Massha 
Inari-sha,Kotohira-sha,3sha(Amaterasu-ōmikami,Kasuga-ōmikami,Hatiman- 
ōmikami ), Ebisu-sha 

13 Torii 
Torii five engines (Max4.82m "1 torii", "2 toriis", Inari Shrine torii two, others one) in 
total. 

14 Tourou 15 Stone Tourous (max of 290m, large-Garden 5, Middle-Garden 10) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kintetsu_Yao_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/Kintetsu_Osaka_Line
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15 Websites 
http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/dai6sibu/yao-city/m13_04_yao_yaotenman.html 

 

2-3. 八尾天満宮の韓文由来と現在（야오 천만궁 의 유래와 현재） 

야오 텐만궁의 창건 년월은 문영 연간 (1264~1275)과 게이쵸 연간 (1596~1614)이라는 두 설이 있지만, 옛날 

야오쵸 오아자 야오 마을의 개발이 게이쵸 년간이라는 것으로 미루어보아, 카와치 명소 도감에 기재된 대로 게이쵸 

년간에 카타 기리 카츠모토가 축조했다고 하는 것이 일반적이다. 

 교호 연간 (1716~1735)에, 화재로 인해 신전이 소실 되었으나, 주민의 협력으로 재흥. 현재의 신전은 안세 5 (1858) 

년에 개축되었다. 

 야오 부락 연혁지에는 "신사의 기록 및 보물은 교호의 화재로 소실되어 년대는 미상이지만, 제신 두 자리 가운데 

도진공 신상은 쇼와 4 년 (1929)  5 월, 관전 대납언고술 토전 당사에 참배 위임 당해, 이후어신기의 도도 고술가에 

의한 기부 목록 등에 있다」라고 기록되어 있다. 

 메이지 5 (1872) 년 4 월, 대신사 신전의 스가와라 신사를 합사하고, 또한, 명치 40 년 (1907) 년 9 월, 좌당의 

키즈키 (키즈키 신사, 아노우 신사를 합사 했다 (단, 키즈키 ·아노우 2 개 신사는 모두 쇼와 34 년 (1959) 년 12 월, 

종교 법인법에 의해 창립 분리했다). 

 시손의 범위는 현재 야오시 혼쵸 1~5 쵸메 · 사카에 마을 · 코우난 마을 · 신가 마을에서 야오의 중심부이다. 특수 

제사는 매년 2 월 절분제의 밤에 열리는 추나식이 있고, 오사카후에서 유일하게 귀신을 쫓는 진혼식이 열린다. 

영험이 있기로는, 학업 성취, 입학 기원, 액막이, 행운, 교통 안전, 오곡풍양, 순산, 생업번창, 가내번영, 가내안전, 

여러 기원등이다. 

 

表 2-3.大阪府八尾市、八尾天満宮の詳細資料 

1 모시는 신 천수일명: 아메노호히-미코토, 스가와라도진공:스가와라노미치자네-코. 

2 권청신 

가타기리 가쓰모토가 게이쵸 연간(1596~1614)에 창건 했다. 메이지 5(1872) 년, 야오 

텐만궁은 대신사신전의 스가와라 신사를 합사했다. 메이지 40 (1907) 년, 야오 텐만궁은 

좌도우치역에 있는 키즈키 신사와 아노 지역에 있는 아노 신사를 합사했다. 단, 1959 년, 

키즈키・아나오의 2사는 종교 법인법에 의해 창립 분리했다. 

3 신사 창건  신사의 구 신사격은 촌사이다.  

4 예 제 
설날제 1/1, 융제 1/8, 추나식 2/3, 관공명일제 2/25, 하제 7/25, 추제 10/25, 753축제 11/15,  

연 7회의 예제 

5 궁사 스가오 류타 

6 진좌지  581-0003, 야오시 혼마치 4쵸메 2-45 (경내지는 1142평) 

7 교통 수단 킨테츠 오사카선 「야오역」남서 200m 

8 위 도 34도 37부 46.41초 N와 135도 35부 45.22초 E 

9 표 고 10미터 

10 전화・FAX 전화: 072-922-3558, FAX: 072-922-3128  yaotenmanguu@jinjya-osaka.gr.jp 

11  신 전 본전, 폐전, 배전, 참집전, 사무소 

12 경내 말사 
이나리사, 코토히라사, 3 사(아마테라스-오오미카미, 카스가-오오미카미, 하치만-오오미 

카미), 에비스사 

13 도리이 토리이 5기(최고 4.82 m 「1의」, 「2의」, 이나리 신사 도리이 2기, 그 외 1기. 

14 등 불 15석등불(최고 2.96m, 대정원 5기, 중정원 10기) 

15 홈페이지  
http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/dai6sibu/yao-city/m13_04_yao_yaotenman.html 

 

2-4.八尾天満宮の中文由来と現在（八尾天满宫的由来与现况）  

 关于八尾天满宫的创建年份，有建于文永年间（1264～1275 年）与建于庆长年间（1596～1614 年）的两种说法。但从
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原八尾町大字八尾村落的开发在庆长年间的这一事实，一般认为，正如《河内名所图绘》所记载，由片桐且元于庆长

年间兴建了八尾天满宫。 

  享保年间（1716～1735 年），神殿因火灾而被烧毁，后经村民的共同努力而得以重建。现在的神殿是于安政 5 年

（1858 年）重建的。 

  《八尾部落沿革志》中记载道，“因社记、社宝在享宝的火灾中烧毁而使旧缘不详，但道真公神象是由菅前大纳言高

辻土先生于昭和 4 年（1929 年）参拜本神社时所捐献，尔后每次神忌时均有高辻家的捐献目录等”。 

  明治 5 年（1872 年）4 月合祀了大信寺新田地区的菅原神社所祭之神，明治 40 年（1907 年）9 月又合祀了佐堂地区的

杵筑神社与穴太地区的穴太神社所祭之神。不过，杵筑神社与穴太神社均于昭和 34 年（1959 年）12 月依据宗教法人法

而从八尾天满宫分离创建。 

  氏子（祭祀同一个氏族神的居民）居住范围为现八尾市本町 1 至 5 丁目、荣町、光南町及新家町，均为八尾的中心区

域。特殊祭神仪式是毎年 2 月的节分祭夜里举行的追傩式，在此举行大阪府下唯一的驱鬼仪式。御灵验为学业成功、

入学、消灾、开运招福、交通安全、五谷丰登、平安分娩、生计繁荣、家庭平安等诸祈祷。 

 

表 2-4.大阪府八尾市、八尾天満宮の詳細資料 

1 主祭神 天穂日命，菅原道真公。 

2 劝请神 

由片桐且元于庆长年间(1596-1614年)创建。明治 5年（1872年）4月，合祀了大信寺新田地区的菅

原神社所祭之神。明治 40 年（1907 年）9 月，合祀了佐堂地区的杵筑神社和穴太地区的穴太神社。

不过，杵筑神社与穴太神社均于昭和 34年（1959年）12月依据宗教法人法而从八尾天满宫分离创

建。 

3 神社创建 神社的原级别为村社。 

4 定期祭祀 
岁旦祭：1 月 1 日；戎祭：1 月 8 日；追傩式：2 月 3 日；菅公御命日祭 2 月 25 日；夏祭：7 月 25 日；

秋祭：10 月 25 日；七五三祝祭：11 月 15 日；每年七次的祭祀。 

5 宫 司 菅尾龙太 

6 供奉地 581-0003，八尾市本町 4 丁目 2-45（境内地面积：1142 坪） 

7 交 通 近铁大阪线“八尾站”西南 200 米。 

8 经纬度 北纬 34 度 37 分 46.41 秒，东经 135 度 35 分是 45.22 秒。 

9 标 高 10 米 

10 电话、传真 电话：072-922-3558，传真：072-922-3128  yaotenmanguu@jinjya-osaka.gr.jp 

11 神 殿 正殿，币殿，前殿，参集殿，社务所。 

12 境内末社 稻荷社，琴平社，三社(天照大神、春日大神、八幡大神)，戎社。 

13 鸟 居 5 个鸟居（最高 4.82 米的“一之鸟居”，“二之鸟居”，2 个稻荷神社鸟居，1 个其他鸟居。 

14 灯 笼 18 个石灯笼（最高 290 米，大庭 5 个，中庭 13 个) 

15 主 页 
http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/dai6sibu/yao-city/m13_04_yao_yaotenman.html 

 

3．八尾天満宮の社殿と神木 

 3-1. 八尾天満宮の社殿の写真 

本殿は、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

 

図 3-1.八尾天満宮航空写真 
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定する。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。 

社殿の系統は、次のように分類できる。①大社造（たいしゃづくり）、②住吉造（すみよしづくり）、③神明造（しんめいづ

くり）、④春日造（かすがづくり）、⑤流れ造（ながれづくり）、⑥八幡造（はちまんづくり）、⑦ 日吉造 (ひえづくり)、⑧権現

造（ごんげんづくり）の屋根(図 3-1)、⑨妻入様式（つまいりようしき）、⑩平入様式（ひらいりようしき）、⑪向拝（ごはい）、⑫

鰹木（かつおぎ）、⑬切妻造（きりづまづくり）、⑭寄棟造（よせむねづくり）、⑮入母屋造（いりもやづくり）、⑯方形造（ほう

ぎょうづくり）（宝形造）である。 

 

写真 3-1 は八尾天満宮本殿内部。写真 3-2 は八尾天満宮拝殿外部。写真 3-3 は八尾天満宮拝殿全景である。 

 

   

写真 3-4.八尾天満宮側面 鰹木 0 本 写真 3-5.八尾天満宮の参集殿 写真 3-6.八尾天満宮の集拝殿 

 

写真 3-4は八尾天満宮側面 鰹木 0本。写真 3-5は八尾天満宮の参集殿。写真 3-6は八尾天満宮の集拝殿である。 

 

3-2. 八尾天満宮の社殿規模 
 

 

 

神社名 高さ 間口 奥行き 

八尾神社    6.35 9.95 4.11 

八尾天満宮 4.81 8.98 17.47 

穴太神社 5.84 10.51 12.73 

許麻神社  8.01 12.01 13.01 

 

表 3-1.近鉄八尾駅前にある神社の社殿規模（m） 図 3-1.近鉄八尾駅前にある神社の社殿規模 

 

表 3-1 は近鉄八尾駅前にある神社の社殿規模を測量したデ－タである。図 3-1 は、近鉄八尾駅前にある神社の社殿

規模の測量値を図示した。グラフの上にある数字は、測量値である。社殿規模は次のように要約できる。高さは許麻神社

   

写真 3-1.八尾天満宮本殿内部 写真 3-2.八尾天満宮拝殿外部 写真 3-3.八尾天満宮拝殿全景 
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（8.01m）が大きく、次に八尾神社（6.35m）、穴太神社（5.84m）そして八尾天満宮（4.81m）の順に低くなっている。間口は

許麻神社（12.01m）が広く、次に穴太神社（10.51m）、八尾神社（9.95m）、そして八尾天満宮（8.98m）の順に狭くなってい

る。奥行きは八尾天満宮（17.47m）が長く、許麻神社（13.01m）が長く、次に穴太神社（12.73m）、八尾神社（4.11m）、そし

ての順に狭くなっている。ゆえに、四神社の中で八尾天満宮の高さと間口は最小値で、奥行きは最大値である。 

 

3-3. 八尾天満宮の末社の写真と考察 
八尾天満宮にある八尾の 8 日戎縁起によると、御祭神は事代主命（恵比須大神）と大国主命（恵比須大神の親神）で

ある。事代主命(ことしろぬしのみこと)の別名は、①八重言代主神（やえことしろぬしのかみ）・②都味歯（積羽）八重事代

主神（つみはやえことしろぬしのかみ）・③天之八重言代主神（あめのやえことしろぬしのかみ）・④天之事代主神（あめの

ことしろぬしのかみ）・⑤於虚事代（そらにことしろ）・⑥玉籤入彦厳之事代神（たまくしいりひこいつのことしろぬしのか

み）・⑦辞代主（:ことしろぬし）である。『古事記』では、スサノオ（スサノヲ、スサノオノミコト）の子孫である大国主命と神屋

楯比売命との婚姻によって生れた神である。『先代旧事本紀』では、大己貴神と高津姫神との婚姻によって生れた神であ

る。出雲国譲りの際に、大国主神に代わって国譲りの言葉を述べたため、皇室の守護神である。神功皇后の三韓征伐で、

この神の神徳があった。宮中の神祇官が祀っている八神殿の一神である。『出雲國造神賀詞』では宇奈提に祀り、皇孫

命の近き守り神とされた。 出雲国譲りの際に、釣りをしていた神として、恵比須大神と同神と考えられている。御祭日は 1

月 7 日（宵戎）と 8 日（本戎）である。八尾戎社の神像は、河内源氏の流､安井道頓が自家の守護神としていた。八尾戎社

の高さ 5.81m、間口 10.92 および奥行き 10.41m である（表 3-2）。 

 
 

  神社名 末社名 高さ 間口 奥行き 

1 
八尾天満

宮 1  
八尾戎社 5.81 10.92 10.41 

2 
八尾天満

宮 2  
琴平社 2.46 1.01 1.11 

3 
八尾天満

宮 3 
稲荷社 2.46 1.01 1.11 

4 
八尾天満

宮 4 

3 社(天照・春

日・八幡) 
2.46 1.01 1.11  

表 3-2.八尾天満宮の末社測量値（m） 図 3-2.八尾天満宮の末社の測量グラフ（m） 

 

八尾天満宮の末社は 4 社である(表 3-2) 。図 3-2 は八尾天満宮の末社測量値をグラフ化したのである。八尾戎社の高さ

は他の末社より 2 倍以上高い値で、間口は 10 倍以上で、奥行きは約 9 倍以上である。 

 

   

写真 3-7.八尾天満宮、戎社正面 写真 3-8.八尾天満宮、戎社を拡大 写真 3-9.八尾天満宮、戎社の測量班 

 

写真 3-7 は八尾天満宮、戎社正面と拝殿。写真 3-8 は八尾天満宮、戎社の拡大。写真 3-9 は八尾天満宮、戎社の測量

班である。 

 

写真 3-10 は八尾天満宮中庭、境内神社 1 の琴平社の鰹木 4 本。写真 3-11 は八尾天満宮中庭、境内神社 2 の稲荷社
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の鰹木 4 本。写真 3-12 は八尾天満宮中庭、境内神社 3 の 三社(天照大神・春日大神・八幡大神)の鰹木 4 本である。 

 

 
 

 

写真 3-10.八尾天満宮中庭、境内神

社 1 の琴平社の鰹木 4 本 

写真 3-11.八尾天満宮中庭、境内神

社 2 の稲荷社の鰹木 4 本 

写真 3-12.八尾天満宮中庭、境内神

社 3 の三社(天照・春日・八幡大神) 

 

3-4.八尾天満宮の神木と樹木の写真 

   

 

写真 3-13.八尾天満宮

中門の前で円周 3.3m 

写真 3-14.八尾天満宮

の神木 

写真 3-15.八尾天満宮本殿

の右側の樹木 

写真 3-16.八尾天満宮中庭、境内

神社と灯籠が集中 

 

写真 3-13 は八尾天満宮中門の前で円周 3.3m。写真 3-14 は八尾天満宮の神木。写真 3-15 は八尾天満宮本殿の右側

の樹木。写真 3-16 は八尾天満宮中庭、境内神社と灯籠が集中している。 

 

4. 八尾天満宮の鳥居写真と数値解析 

鳥居とは神霊として鳥を招くという意味である。神社鳥居の構造と区分として、構造は 2 本柱に 2 本横木(笠木と貫)から

構成され、神明系と明神系の鳥居の違いは、笠木の下に島木が無と有(装飾)と、笠木の反りの有(神明系)と無(明神系)と

いった特徴がある。明神系鳥居の貫には、出る(中山鳥居を除く)ものと出ない(中山鳥居)のものに区分できる。神明系鳥

居の貫には、出る(鹿島鳥居を除く)ものと出ない(鹿島鳥居)のものに区分できる。神明系鳥居は次の 4 タイプがある。すな

わち、①神明系伊勢（いせ）・神明（しんめい）鳥居、②神明系鹿島(かしま)鳥居、③神明系黒木(くろき)：素木(しらき)鳥居

と④神明系靖国(やすくに)鳥居等である。明神系鳥居は次の 8 タイプがある。すなわち、⑤明神系稲荷(いなり:台輪(だい

わ)鳥居、⑥明神系春日(かすが) 鳥居、⑦明神系山王(さんのう)鳥居、⑧明神系住吉(すみよし)・中山(なかやま)鳥居、

⑨明神系八幡(はちまん)鳥居、⑩明神系明神(みょうじん)鳥居、⑪明神系三輪(みわ)鳥居と⑫明神系両部(りょうぶ)鳥居

等である。 

 

4-1. 八尾天満宮の鳥居の写真 
写真 4-1 は八尾天満宮、第 1 鳥居、商店街から撮影。写真 4-2 は八尾天満宮、第 2 鳥居、中庭から撮影。写真 4-3

は.八尾天満宮の中門。写真 4-4 は八尾天満宮中庭、第 3 と 4 鳥居 3 である。 
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写真 4-1.八尾天満宮、第 1

鳥居、商店街から撮影  

写真 4-2.八尾天満宮、第 2

鳥居、中庭から撮影 

写真 4-3.八尾天満宮の中門 写真 4-4.八尾天満宮中

庭、第 3 と 4 鳥居 3 

 

4-2. 八尾天満宮の鳥居の計測値 

表 4-1は、渋川神社と樟本神社の鳥居測量である。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)を区分して計測資料を表示している。 

 

表 4-1. 八尾天満宮の鳥居の測量値（m） 

 

神社名 鳥居名 

柱断面 柱間 

距離 

貫の高さ 笠木の高さ 

円周 直径 下点 上点 下点 上点 頂点 

 a 9.1a 9.1a 9.1a 9.1a 9.1a 9.1a 

3 八尾天満宮 一の鳥居 1.50 0.46 3.83 3.78 4.16 4.50 4.82 5.01 

4 八尾天満宮 二の鳥居 1.16 0.34 2.70 2.84 3.09 3.45 3.64 3.79 

5 八尾天満宮稲荷社 前方鳥居 0.37 0.11 1.43 2.00 2.10 2.25 2.35 2.40 

6 八尾天満宮稲荷社 後方鳥居 0.37 0.11 1.37 2.00 2.10 2.28 2.35 2.43 

 

  

図 4-1.八尾天満宮鳥居名と高さ（2-D 縦棒） 図 4-2.八尾天満宮鳥居名と高さ（3-D 円柱） 

 

八尾天満にある鳥居の最大値では、柱の円周 1.50m、直径 0.46m、柱間距離 3.83m である。貫の高さは下点 3.78m と

上点 4.16m で、笠木の高さは下点 4.50m、上点 4.82m と頂点 5.01m である。八尾天満宮鳥居の平均値では、柱の円周

0.85m、直径 0.26m、柱間距離 2.33m で、貫の高さは下点 2.66m と上点 2.86m である。笠木の高さは下点 3.12m、上点

3.29m と頂点 3.41m である。八尾天満宮鳥居の最小値では、柱の円周 0.37m、直径 0.11m、柱間距離 1.37m である。貫の

高さは下点 2.00m と上点 2.10m で、笠木の高さは下点 2.25m、上点 2.35m と頂点 2.40m である。図 4-1 は八尾天満宮鳥

居名と高さ（2-D 縦棒）で、並行状態の高さである。図 4-2 は八尾天満宮鳥居名と高さ（3-D 円柱）で、測量値を表示し

た。 

 

4-3.八尾天満宮、鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

正門の一の鳥居は右上にあるデ－タ-で、二の鳥居よりもはるかに大きい値であることが理解できる。中庭にある

鳥居は、最小値である（図 4-3）。鳥居の柱間距離と笠木の高さ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(笠木上の高さ■) = 1.013(柱間距離) +0.927  ……決定係数(R2 =0.9994) …測量値……(4-1) 
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Y(笠木下の高さ◆) = 0.918(柱間距離) +0.978 ……決定係数(R2 =0.9989) …測量値……(4-2) 

 

笠木上と笠木下の勾配は、1.013 と 0.918 である。笠木上の勾配は笠木下より大である。笠木上の決定係数は

笠木下より僅かに大である。 

 

  

図 4-3.八尾天満宮鳥居の柱間距離と笠木高さ 図 4-4.八尾天満宮鳥居の柱間距離と貫高さ 

 

正門の一の鳥居は右上にあるデ－タ-で、二の鳥居よりもはるかに大きい値であることが理解できる。中庭にある鳥居

は、最小値である（図 4-4）。鳥居の柱間距離と笠木の高さ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(貫上の高さ■) = 0.837(柱間距離) +0.909  ……決定係数(R2 =0.997) …測量値……(4-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 0.722(柱間距離) +0.971 ……決定係数(R2 =0.995) …測量値……(4-4) 

 

貫上と貫下の勾配は、0.837 と 0.722 である。貫上の勾配は貫下より大である。貫上の決定係数は貫下より僅か

に大である。 

 

4-4.八尾市 4 神社、柱間距離と高さとの比較 

八尾市 4 神社とは、近鉄八尾駅付近の八尾神社(八尾 1 と八尾 2)・八尾天満宮(八 1～4)・穴太神社（穴太 1～3)・許麻

神社（許麻 1～3)で 12 基の鳥居である。この 4 神社 12 基の鳥居について棒グラフによって比較を行った。図 4-5 による

と、八尾天満宮鳥居の笠木上の高さは、2.35m～4.82m である。最小値と最大値を比較すれば約と 2 倍であることが確認

できた。正面にある笠木上の高さは、許麻神社より低いが他の鳥居より高い値である。正面にある笠木下の高さは、最高

値である。図 4-6 は八尾天満宮鳥居の貫高さの比較である。正面にある貫上の高さは図 4-5 と同様な傾向である。貫上

の高さは、2.10m～4.16m である。最小と最大値を比較すれば約と 2 倍であることが確認できる。 

 

  

図 4-5.八尾市 12 鳥居の笠木高さの比較 図 4-6.八尾市 12 鳥居の貫高さの比較 

 

図 4-7は八尾市 12鳥居の笠木と貫高さとの関係である。正面にある笠木と貫の高さは、許麻神社より低いが他の

鳥居より高い値である。正面にある笠木上の高さは、最高値である。 
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図 4-7.八尾市 12 鳥居の笠木と貫高さの比較 図 4-8.八尾市 12 鳥居の柱間距離と笠木高さ 

 

図 4-8 は八尾市 12 鳥居の柱間距離に対する笠木と貫の高さをプロットした。図下にある矢印は八尾天満宮の測量値で

ある。 

 

4-5.八尾市 4 神社、12 基鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 
八尾市 4 神社とは、近鉄八尾駅付近の八尾神社・八尾天満宮・穴太神社・許麻神社のことである。ここでは、各神社の

12 鳥居の測量値である。矢印は八尾天満宮のデータである。図 4-9 は八尾市 4 神社 12 基鳥居の柱間距離と笠木の高

さ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(笠木上の高さX) = 1.170(柱間距離) +0.646  ……決定係数(R2 =0.941) …測量値……(4-5) 

Y(笠木下の高さ▲) = 0.765(柱間距離) +1.343  ……決定係数(R2 =0.774) …測量値……(4-6) 

 

笠木上と笠木下の勾配は、1.170 と 0.765 である。笠木上の勾配は笠木下より大である。笠木上の決定係数

(0.941)は笠木下(0.774)より大である。 

 

  

図 4-9.八尾市神社鳥居の柱間距離と笠木高さ 図 4-10.八尾市神社鳥居の柱間距離と貫高さ 

 
八尾市 4 神社とは、近鉄八尾駅付近の①八尾神社・②八尾天満宮・③穴太神社・④許麻神社である。ここでは、各神

社の正面鳥居の測量値である。矢印は八尾天満宮のデータである。図 4-10 は八尾市 4 神社 12 基鳥居の柱間距離と笠

木の高さ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(貫上の高さ■) = 0.985(柱間距離) +0.621  ……決定係数(R2 =0.926) …測量値……(4-7) 
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Y(貫下の高さ◆) = 0.873(柱間距離) +0.657  ……決定係数(R2 =0.912) …測量値……(4-8) 

 

貫上と貫下の勾配は、0.985と0.873である。貫上の勾配は貫下より大である。貫上の決定係数(0.926)は貫下

（0.912）より僅かに大である。 

 

5.八尾天満宮の灯籠と考察 

石灯籠には笠、火袋、中台、竿、基礎という各部位の名称がある。笠は火袋の屋根になる部分で、六角形や四角形が

主流であるが雪見型の円形などもある。多角形の場合は宝珠の下部分から角部分に向かって線が伸び、突端にわらび

手という装飾が施されることもある。火袋は、灯火が入る部分で灯籠の主役部分である。装飾目的の場合は火をともすこと

は無いが、実用性が求められる場合には火や電気等により明りがともされる。中台は、火袋を支える部位で、基礎と対照

的な形がとられる。竿はもっとも長い柱の部分で、雪見型に代表される背の低い灯籠ではよく省略される。円筒状が一般

的であるが、四角形、六角形、八角形のものも見られる。節と呼ばれる装飾がよく用いられる。基礎は、最下部の足となる

部分である。雪見型灯籠などでは 3本や 4本の足で構成される。灯籠の代表的な種類は、春日型神社仏閣で多く見られ

るもので実用性も高い。竿が長く火袋が高い位置にあるのが特徴である。笠の丸い丸雪見と六角形の六角雪見がある。 

岬型…雪見型から基礎部分（足）を取り除いたものである。 

 

  

図 5-1.八尾天満宮にある石灯籠の配置図 図 5-2.八尾市、八尾天満宮にある石灯籠の高さ 

 

図5-1は八尾天満宮にある石灯籠の配置図である。図 5-2は現在の八尾市、八尾天満宮にある石灯籠の高さである。

天満1（2.96m）と2（2.86m）は、15の正灯籠の中で最も高い石灯籠である。最も低い石灯籠は天満3（1.60m）である。その

他は 2.03m～2．43m の範囲内にある。 

 

 
   

写真 5-1.八尾天満宮にあ

る石灯籠 1 の高さ 2.96m 

写真 5-2.八尾天満宮にあ

る石灯籠 2 の高さ 2.86m 

写真 5-3.八尾天満宮にある

石灯籠 3 の高さ 1.60m 

写真 5-4.石灯籠 6 の高さ

2.43m、中門の前 
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写真 5-1は八尾天満宮にある石灯籠1の高さ2.96m（昭和4年）。写真 5-2は八尾天満宮石にある灯籠2の高さ2.86m

（昭和 4年）。写真 5-3は八尾天満宮にある石灯籠 3の高さ 1.60m。写真 5-4は八尾天満宮にある石灯籠 6の高さ 2.43m

（中門の前）である。 

 

  
 

 

写真 5-5.八尾天満宮、石灯

籠 7 の高さ 2.43m 中門の前 

写真 5-6.八尾天満宮中庭にあ

る石灯籠 21 の高さ 2.10m 

写真 5-7.八尾天満宮中庭にあ

る石灯籠 22 の高さ 2.13m 

写真 5-8.八尾天満宮中庭に

ある石灯籠 23 の高さ 2.18m 

 

写真 5-5 は八尾天満宮にある石灯籠 7 の高さ 2.43m（中門の前）。写真 5-6 は八尾天満宮中庭にある石灯籠 21 の高

さ 2.10m。写真 5-7 は八尾天満宮中庭にある石灯籠 22 の高さ 2.13m。写真 5-8 は八尾天満宮中庭にある石灯籠 23 の

高さ 2.18m である。 

 

 
   

写真 5-9.八尾天満宮中

庭、石灯籠 24 の高さ 2.03m 

写真 5-10.八尾天満宮中庭、

石灯籠 25 の高さ 2.30m 

写真5-11.八尾天満宮中庭、石

灯籠 26 の高さ 2.05m 

写真 5-12.八尾天満宮中

庭、石灯籠 27 の高さ 2.20m 

 

写真 5-9 は八尾天満宮中庭にある石灯籠 24 の高さ 2.03m。写真 5-10 は八尾天満宮中庭にある石灯籠 25 の高さ

2.30m。写真 5-11 は八尾天満宮中庭にある石灯籠 26 の高さ 2.05m。写真 5-12 は八尾天満宮中庭にある石灯籠 27 の

高さ 2.20m である。 

 

6. おわりに 

6-1.八尾天満宮の社殿建築  
八尾天満宮の社殿の規模は、近隣の神社との比較を行った。社殿の高さは許麻神社（8.01m）が大きく、次に八尾神社

（6.35m）、穴太神社（5.84m）そして八尾天満宮（4.81m）の順に低くなっている。間口は許麻神社（12.01m）が広く、次に穴

太神社（10.51m）、八尾神社（9.95m）、そして八尾天満宮（8.98m）の順に狭くなっている。奥行きは八尾天満宮（17.47m）

が長く、許麻神社（12.01m）が長く、次に穴太神社（10.51m）、八尾神社（9.95m）、そしての順に狭くなっている。ゆえに、

八尾天満宮の高さと間口と奥行きは、四神社の中で最小値である。 

 

6-2.八尾天満宮の鳥居の考察 

 
表 6-1.八尾天満宮と八尾 4 神社正面における鳥居の勾配と決定係数 

神社名 位置 勾配 決定係数 位置 勾配 決定係数 

八尾天満宮 笠木上 1.013 0.999 貫上 0.837 0.997 
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八尾天満宮 笠木下 0.918 0.999 貫下 0.722 0.995 

八尾 4 神社正面 笠木上 1.170 0.940 貫上 0.985 0.926 

八尾 4 神社正面 笠木下 0.765 0.774 貫下 0.873 0.912 

 

八尾天満宮の笠木上の勾配（1.013）は、八尾 4 神社正面より小（1.170）で、が笠木下では逆である。八尾天満宮の決

定係数（0.999）は八尾 4神社正面より小（0.94と 0.774）で大である。八尾天満宮の貫上の勾配（0.837）は、八尾 4神社正

面より小（0.985）で、が笠木下では同じ傾向である。八尾天満宮の決定係数（0.997 と 0.995）は八尾 4 神社正面より小

（0.926 と 0.912）で大である（表 6-1）。 

 

  
図 6-1.八尾市と西淀川区神社の笠木比較 図 6-2.八尾市と西淀川区神社の貫比較 

 

鳥居の高さ（ｙ）と柱間隔（ｘ）との関係式を表示した。すなわち、 

笠木上ではy = 0.996ｘ3 -10.582ｘ² +38.195ｘ -41.979（図 6-1）、 

笠木下ではy = 1.180ｘ3 -12.443ｘ² +44.275ｘ -48.655（図 6-1）、  

貫上では  y = 0.821ｘ3 - 8.737ｘ² +31.624ｘ -34.821 （図 6-2）、 

貫下では  y = 0.850ｘ3 - 9.038ｘ² +32.545ｘ -35.948 （図 6-2）である。 

さらに、決定係数の順位は、笠木上 0.897、笠木下 0.866、貫上 0.889 および貫下 0.869 である。笠木上と貫上の決定

係数は笠木下と貫下より大である。柱間距離が大きくなるにつれ、鳥居の高さが高くなる傾向である。が柱間距離 2.5m～

3.0m と 4.0m～4.5m 間は勾配が大で、その中間は小さい値であることが確認できた。 

 

6-3. 八尾市8神社と西淀川区8神社の鳥居の高さ比較 

八尾市 8神社と西淀川区 8神社の鳥居の高さ比較した。図 6-3 は八尾市（左側）と西淀川区（右側）の地域別にした鳥

居の高さである。図 6-4 は八尾市と西淀川区の鳥居の高さ順にプロットした。小さい鳥居は樟本神社北木の本と福住吉

神社であり、高い鳥居は野里住吉神社と許麻神社であることが確認できた。 

 

  

図 6-3.八尾市と西淀川区の地域別にした鳥居の高さ 図 6-4.八尾市と西淀川区の地域別にした鳥居の高さ順 
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6-4.八尾天満宮の石灯籠と記念碑と商店街の天井 
写真 6-1 は八尾天満宮中庭石灯籠 32 高さ 2.23m である。写真 6-2 は記念碑「城ありしこと知ってるん本気かな」城あ

りしこと知ってるん本気かな」である。写真 6-3 は商店街の垂れ幕には八尾天満宮と八尾戎神社である。 

 

   
写真 6-1.八尾天満宮中庭石灯籠 32

高さ 2.23m 

写真 6-2.記念碑「城ありしこと知って

るん本気かな」 

写真 6-3.商店街の垂れ幕 
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