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ABSTRACT 
Worshipped Gods is Amaterasu-ōmikami, the Four Pillars of Sumiyoshi and the Four Pillars of 

Kasuga.God Sumiyoshi four pillars is Uwatsutsu-no-Onomikoto, Nakatsutsu-no-Onomikoto, Soko 
tsutsu-no-Onomikoto, the Empress Jingu. The Four Pillars of Kasuga is Takemikaduti-no-mikoto, 
Ihahinushi-no-mikoto, Amenokoyawa-no-mikoto, Hime-gami. 

Enshrined Gods is a street as follows. 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 of the 
Anaou area together. But, in 1959, I separated two companies of Kitsuki, Ano for foundation by Religious 
Corporation Law. 

The associated Emperor the 20th Emperor Anko (a reign:) Land (old Wakae-gun) of one of the Emperor's 
name charges parts "Anahobe" that comprised) for 454 through 456. Because this area is a birth place of the 
(Anahobe-no-hashi-hito) empress who is the real mother of Prince Shotoku, I do a festival as "Genius locus 
God" state. 

The Anahobe-no-hashi-hito princess who was hashi-hito avoided social confusion with Mr. Soga 
and Mr. Monoobe and became a dependent on "tango". Hashi-hito is the royalty of the Asuka era, the 
third princess of the 29th Emperor Kinmei (539-571 years). Mother of hashi-hito is a daughter of 
Iname-Sogano and "is Oanenokimi-Sogano", and the husband is the 30th Emperor Yomei (585-587 
years). When the real mother of Prince Shotoku was a princess of the Emperor Yomei, during a cruise, I 
delivered Prince Shotoku without a difficulty at the doorway of the stable (horse shop).  

Precincts Shrine is Hankurou-InariShrine of the original first place. The number of the toriis is 
43 engines (a maximum of 3.96m). The number of the stone lantern baskets is five engines (a 
maximum of 2.51m). 
 
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 
 Keywords：Moriya Mononobeno, Umako Sogano, Prince Shotoku, Multilingual Translation of 
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、

大阪府八尾市、古代河内国の物部氏地域である穴太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。穴太神社の所在地は、581-0815 大阪府八尾市宮町 1 丁目-10-15、北緯 34 度 37 分 49.8 秒、東経 135 度 35

分 59.1 秒、標高 9mで ある。穴太神社の詳細概要は、次のとおりである。 

1.主祭神は天照大御神、住吉四柱神（上筒男命、中筒男命、底筒男命、神功皇后）と春日四柱神（健御賀豆智命、伊波

比主命、天子八根命、比賣神）の 9 神である。 

2.勧請神は産土神(うぶすながみ)である。物部氏の藤原氏は祖神である天児屋根命を香取神宮から勧請した。その後、

東大阪市の枚岡神社から奈良市の春日大社を経て、穴太神社に移した。 

3.神社創建は不祥であり、神社の社格は民社である。 

4.例祭は歳旦祭 1/1、とんど祭 1/15、夏祭 7/15、秋祭 10/15、月次祭。年 15 回である。 

5.宮司は菅尾迪雄と菅尾美恵である。 

6.社殿は本殿・幣殿・拝殿である。高さは 5.84m、間口は 10.51m と奥行きは 12.73m である。 

7.境内末社は半九朗稲荷神社 1 社である。 

8.鳥居は鳥居計 43 基（最高 3.96m 旧正面の 1 の鳥居、新正面 2 の鳥居、稲荷鳥居 41 基）。 

9.灯籠は石燈籠 7 基（最高 2.51m）。 

 

  

図 1-1.古代河内国の物部氏地域の一部、 図 1-2.穴太氏一族の本地の祖神を祀る所 

 

古代、八尾市の穴太神社の周辺は地元・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

地である。我々は、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解析を行った。さらに
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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づ

けた舞台としての穴太神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。 

 仏教戦争は 6 世紀後半、崇仏派の蘇我氏と、排仏派の物部氏との間で行われた。物部氏は八尾市のこの周辺を本拠地

とし、兵器製造を管掌する軍事氏族あり、仏教導入には強く反対した。一方の蘇我氏は飛鳥時代から頭角を現した政治家

で、仏教を積極的に導入して用明、崇峻、推古らの歴代天皇に取り入って権力を掌握した所である。 

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皆無である。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。 

調査団は 、さらに、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を行った。その結果、筆者は鳥居の笠

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の所見を整理した。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．穴太神社の資料と由来と現在 

2-1.穴太神社関連の資料 

2-1a.天照大御神 
伊勢の聖地、五十鈴川の川上に坐す皇祖神。八百万神を統御せられ、明るい温かい清い神格を有し、万物育成の源、

日の神として象徴される。 

2-1ｂ.住吉四柱神 

上筒男命（うわつつおのみこと）、中筒男命（なかつつおのみこと）、底筒男命（そこつつおのみこと）、神功皇后（じんぐう

こうごう）、の四柱神をいう。この神神は国守りの神、海上平安の神、農耕の神、和歌の神として知られる。「住吉大神」と総

称される。住吉大神宮になる。 延喜式神名帳には「住吉坐 神社 四座」と記載され、名神大社に列し、月次・新嘗・相嘗

の幣帛に預。 

2-1ｃ.春日四柱神 

武甕槌神（たけみかづらのかみ）、斉主神（いわいぬしのかみ）、天児屋根神（あめのこやねのかみ）、比賣神（ひめかみ）

の四柱神をいう。武道、学問、知恵の神とし外交にも長じ国土安定の神と仰ぎ奉られる。旅行安全・交通安全・航海安全・

留学成功祈願～京都の神社・お寺. 春日神社. ご利益. 旅行安全、病気平癒、交渉成就、事業等 333 年（天長 10 年）淳

和天皇が淳和院にお移りになった際、奈良の春日四座大神を勧請して、守護神としたのが始まりとされる。 

2-1ｄ.当神社の由来 

当神社は、旧若江郡式内社の中にて、第 20 代安康（あんこう）天皇の設けられた御名代部の一つ穴穂部の地として、聖

徳太子の生母、間人穴穂部皇后の生誕地であり、成人された地であって、その産土神として奉齋せられ来たと伝えられて

いる。また、古来宝物、古記録等豊富であったが、後の世記録の火災に罹（かか）りて総て焼失したので創建年月は不祥

であるが古名柱の一つである。 

昭和 57（1982）年 10月社殿の老朽著しく、穴太旧村 25戸をはじめ氏子崇敬者によって千木高々に新社殿を竣工、御遷

座仕へ奉って結構壮麗今日に至る。また、境内地北側にある末社半九朗稲荷大明神も同じく竣工相成って御遷座仕へ奉

り今日に至る。穴太大神と共にこの稲荷社も広く氏子崇敬者の守りの神と仰ぎ奉らる。 

2-1e.安康天皇 
第 20 代安康（あんこう）天皇、穴穂天皇・穴穂皇子（あなほのみこ）、在位期間: 454 年～456 年の 3 年間、先代:19 代允

恭天皇、次代:21 代雄略天皇、誕生：401 年?、崩御:456 年、陵所:菅原伏見西陵、父親:19 代允恭天皇の第 2 皇子、母親:

忍坂大中姫（允恭天皇の第二皇子：おしさかのおおなかつのひめ）、皇居:石上穴穂宮(いそのかみのあなほのみや)である。

第 21 代雄略天皇の同母兄。皇后：中磯皇女（なかしのひめみこ、中蒂姫命。第 17 代履中天皇の皇女。  

略歴 :19 代允恭天皇 42 年（453 年）に允恭天皇が崩御する。軽皇子は穴穂皇子を討ち殺そうとして兵を集めるが、群臣

が離反していく不利な現況を悲嘆して、物部大前宿禰（もののべのおおまえのすくね）の家に潜んだ。穴穂皇子は 12 月に

皇位を践祚した。安康天皇元年（454 年）、根使主の讒言を信じて大草香皇子（仁徳天皇の皇子）を誅殺し、翌年にその妃

であった中蒂姫を皇后に立てた。 『古事記』『旧事紀』に享年 56、『帝王編年記』に享年 54 と伝えられる。皇太子を指名す
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ることなく崩御したが、従兄弟の市辺押磐皇子（履中天皇の皇子）を皇位継承者に立てる腹積もりであったとされる。  

近親相姦説 :兄である木梨軽皇子には近親相姦疑惑があったとされているが、安康天皇も近親相姦をしていたのでは

ないかという説がある。これは、『古事記』では大草香皇子を殺した後に妻にした皇后が、同母姉であるはずの長田大娘皇

女とされており、木梨軽皇子と軽大娘皇女の逸話からして禁止されていると推測されている同母の兄弟姉妹婚に当たるた

めである。ただし『日本書紀』の雄略紀では安康天皇の妻は履中天皇の皇女である中磯皇女とし、亦の名は長田大娘皇女

と註を付けている。  

2-1ｆ.穴太神社の御祭神 

1

月 

1 日：歳旦祭（中祭式） 

15 日：とんど祭（小祭式） 

2 月 1 日：月次祭（小祭式） 

11 日稲荷祭（大祭式）

護摩祈願 

3

月 

1 日：月次祭（小祭式） 4

月 

1 日：月次祭（小祭式） 

5

月 

1 日：月次祭（小祭式） 6 月 1 日：月次祭（小祭式） 7

月 

1 日：月次祭（小祭式） 

15 日 夏祭（中祭式） 

8

月 

1 日：月次祭（小祭式） 

9

月 

1 日：月次祭（小祭式） 10

月 

1 日：月次祭（小祭式）

15 日：秋祭（大祭式） 

11

月 

1 日：月次祭（小祭式） 12

月 

1 日：月次祭（小祭式） 

 

2-1ｇ.穴太神社の社頭祈願 
初宮詣・安産祈願・七五三詣り・少人数結婚式・家内安全・商売繁盛・厄年払い・厄除け・招福祈願・病気平癒・入試合

格新車交通安全祈願である。 

2-1ｈ.穴太神社の諸出長祭典 

初宮詣・安産祈願・七五三詣り・少人数結婚式・家内安全・商売繁盛・厄年払い ・厄除け・招福祈願・病気平癒・入試合

格・新車交通安全祈願である。 

 

2-2.穴太神社ウェブサイトの由来文 

2-2a.穴太神社由来 （八尾の史跡・新改訂 2011 年） 

安康天皇の設けられた御名代部である穴穂部の後とか、聖徳太子 の生母間人穴穂部皇后の生地であり、成人された

地として、その産土神という。境内に散在する巨石は、廃千眼寺のもので、付近から鎌倉、室町時代の古瓦が出土する。も

と渡辺勘兵衛鎧掛けの松があった。元和元年（1615）大坂夏の陣に渡辺勘兵衛の陣所となったことによる。西南隈に“旧領

主恩顧碑”がある 

2-2ｂ.穴太神社、廃千眼寺跡 

当地域は安康天皇の設けられた穴穂部の地、聖徳太子の生母間人穴太部皇后の成人の地といわれる。当社は古代氏

族穴太氏の一族の祖神を祭る産土神で、境内に残る寺跡はその氏寺であったと考えられる。同寺は河内鑑名所記、和漢

三才図会に名刹千眼寺として紹介されている、この社の付近一帯はそのむかし大集落の繁栄がうかがわれ、これまで奈良

時代から室町にかけて住居跡の埋没が確認され昭和 56 年の調査では多くの遺物が発掘されている。 

 

  

写真 2-1.穴太神社廃千眼寺跡 写真 2-2.穴太神社略記 

 
写真 2-1 は穴太神社廃千眼寺跡である。写真 2-2 は穴太神社略記である。 
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2-2ｃ.穴太神社由来の石碑 

当地域は安康天皇の設けられた穴穂部の地、聖徳太子の生母間人穴太部皇后の成人の地といわれる。当社は古代氏

族穴太氏の一族の祖神を祭る産土神で境内に残る寺跡はその氏寺であったと考えられる。同寺は河内鑑名所記、和漢三

才図会に名刹千眼寺として紹介されている、この社の付近一帯はそのむかし大集落の繁栄がうかがわれ、これまで奈良時

代から室町にかけて住居跡の埋没が確認され昭和五十六年の調査では多くの遺物が発掘されている。 

 

  
  

写真 2-3.穴太神社の標識 写真 2-4.穴太神社記念

石柱 

写真 2-5.穴太神社の総合案内

文 

写真 2-6.穴太神社の遺

跡文 

 

写真 2-3 は穴太神社の標識。写真 2-4 は穴太神社記念石柱。写真 2-5 は穴太神社の総合案内文。写真 2-6 は穴太

神社の遺跡文である。 

 

2-3.穴太神社の和文由来と現在 
穴太（あのう）神社は旧若江郡式内社で、第 20 代安康（あんこう）天皇（在位 453―456 年）によって設けられた部民の一

つ穴穂部（あなほべ）の地（現在の八尾市宮町）に建立したとされる。また、この地は聖徳太子の生母、間人穴穂部皇后

（はしひとあなほべのひめみこ ?－622 年）が生まれ、成人した地でもあったとされ、その産土神として奉齋されたたと伝え

られている。創建時は不明。 

古代氏族・穴太氏の氏神として広く信仰を集め、江戸時代に出版された絵入り百科事典「和漢三才図会」にも名刹として

紹介されている。また、付近一帯には大集落が広がって繁栄していたとみられ、奈良時代から室町時代にかけての住居後

も見つかっている。 

昭和 57（1982）年 10 月、社殿が老朽化したため、旧穴太村民をはじめ氏子崇敬者によって社殿が新築され、同時に境

内地北側にある末社、半九朗稲荷大明神も新しく建て替えられた。 

社頭祈願は、初宮詣、安産祈願、七五三詣り、少人数結婚式、家内安全、商売繁盛、厄年払い、厄除け、招福祈願、病

気平癒、入試合格、新車交通安全祈願である。出長祭典は、起工式、地鎮祭、上棟式、竣工式、家土地清祓、工場事務

所開業清祓、年祭、宅神祭、他諸祭式である。 

 

表 2-1.大阪府八尾市、穴太神社の日文詳細資料 

1 主祭神 
天照大御神 住吉四柱神（上筒男命、中筒男命、底筒男命、神功皇后）、 

春日四柱神（健御賀豆智命、伊波比主命、天子八根命、比賣神）の 9 神。 

2 勧請神 
産土神(うぶすながみ) 。物部氏の藤原氏は祖神である天児屋根命を香取神宮から勧請した。そ

の後、東大阪市の枚岡神社から奈良市の春日大社を経て、穴太神社に移した。 

3 神社創建 不祥。 神社の社格は民社。 

4 例  祭 歳旦祭 1/1、とんど祭 1/15、夏祭 7/15、秋祭 10/15、月次祭。年 15 回の例祭。 

5 宮  司 菅尾迪雄・菅尾美恵。 

6 鎮座地 581-0815 八尾市宮町 1 丁目 10-15 （標高 9m）。  

7 交通手段 近鉄大阪線 「八尾駅」西北西 500m。 
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8 緯 度 34.63384(34 度 38 分 01.82 秒)N と 135.596961(135 度 35 分 49.05 秒)E。 

9 標 高 9m。 

10 電話・FAX TEL:074-996－8667  ＦＡＸ：074-924－3989。 

11 社 殿 本殿・幣殿・拝殿。 

12 境内末社 半九朗稲荷神社 1 社。 

13 鳥 居 鳥居計 43 基（最高 3.96m 旧正面の 1 の鳥居、新正面 2 の鳥居、稲荷鳥居 41 基）。 

14 灯 籠 石燈籠 7 基（最高 2.51m）。 

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

  
鎮座地は、〒581-0084 八尾市木の本 1-59 で、緯度と標高は、34 度 36 分 04 秒最南、135 度 35 分 12 秒最東と 10m

である。交通としては、JR 大和路線「八尾駅」1.1km、地下鉄谷町線「八尾南駅」1.4ｋm である。境内末社は、事代主（ことし

ろぬし）神社のみである。社殿は、本殿と拝殿、権現造（ごんげんづくり）である。鳥居は 1 基で、両部(りょうぶ）鳥居として理

念を表した柱に袖軸が付属した特徴がある。例祭は 7 月 15 日、10 月 9 日である。穴太神社は、樹齢数百年の大きい「楠

の木」がある。 

 

2-4.穴太神社の英文由来と現在  

Anou shrine which was the Sikinaisya shrine of Wakae country was built in Anahobe of Yao in the era of 
Anko emperor (453 to 456). Here was said land the mother of Sotkoku -taishi was born and grew up. 
  Anou shrine had been also introduced in ‘Wakansansaizue’ of the Edo period. Settlement remains of Nara 
to Muromati era were found in this area. 

Shrine which was aging has been renovated by parishioners in the year 1982. Many people come to pray to 
God for pray for easy delivery, prosperous business etc. And prayer is also held at the location of the 
groundbreaking ceremony and the festival etc. 
 

表 2-2.大阪府八尾市、穴太神社の詳細資料（英文） 

1 

Worshipped 

Gods  
Worshipped Gods is Amaterasu-ōmikami, the Four Pillars of Sumiyoshi and the Four 

Pillars of Kasuga.God Sumiyoshi four pillars is Uwatsutsu-no-Onomikoto, 
Nakatsutsu-no-Onomikoto,Sokotsutsu-no-Onomikoto,the Empress Jingu.  The Four 
Pillars of Kasuga is Takemikaduti-no-mikoto, Ihahinushi-no-mikoto, Ame-no- 
koyawa-no-mikoto, Hime-gami. 

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 

http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/dai6sibu/yao-city/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kintetsu_Yao_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/Kintetsu_Osaka_Line
mailto:yaotenmanguu@jinjya-osaka.gr.jp
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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 43engines (best m "1 torii", "2 toriis", Inari Shrine torii two, others one) in total. 

14 Tourou 18 Stone Tourous (maximum of 290m, large-Garden 5, Middle-Garden 13) 
15 Websites http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/dai6sibu/yao-city/ 

 

2-5.穴太神社の韓文由来と現在 

아노우 신사는 구 와카에군 식내사로, 제 20 대 안강천황 (재위 453-456 년)에 의해 설치된 부민의 

하나인 아나호베의 땅 (현재의 야오시 미야마치)에 건립했다고 한다. 또한, 이 지역은 쇼토쿠 태자의 생모, 

하시히토 아나호베노 황후 ( ? - 622 년)가 태어나 성인이 된 지역이라고 전해지고 있고 그 출생지 신으로 

봉해졌다고 알려 지고있다. 창건 시기는 불명. 

  고대 씨족 · 아나노씨의 씨족 신으로 널리 신앙을 모았으며, 에도시대에 출간된 그림 백과사전인 "일한 

삼재 도회"에도 유명한 사찰로 소개되고 있다. 또한, 부근의 일대에는 큰 마을이 확산되고 번영하고 있던 

것으로 보이며, 나라 시대부터 무로마치 시대에 걸쳐 주거지의 흔적이 발견되고 있다. 

  쇼와 57 년 (1982) 년 10 월, 신전이 노후화 된 관계로, 구 아나타이 주민을 비롯한 시손 숭배자에 의해 

신전이 신축됨과 동시에 경내지 북쪽에 있는 말사인 반구랑 이나리 대명신도 새롭게 재건축 했다. 

  샤토우 기원은 첫 성전참배, 안산기원, 시치고산 참배(칠오삼세 참배), 소규모 결혼식, 가내안전, 장사번성, 

액운기원, 액막이, 소원성취 기원, 질병기원, 입시합격, 신차 교통안전 기원이다. 출장 제례는, 기공식, 

지진제, 상량식, 준공식, 주택/토지 기원, 공장/사무실 개업 기원, 연제, 택신제, 다른 여러 제식이 있다。 

 

表 2-3.大阪府八尾市、穴太神社の詳細資料（韓文） 

1 모시는 신 
아마테라스-오미카미, 스미요시 4주신(상통남명, 중통남명, 저통남명, 진구 황후), 

춘일 4주신( 건하두주명, 이나미비주명, 천자 8근명, 비매신). 

2 권청신 

출생지신. 모노노베씨의 후지와라씨는 조신인 천아 지붕생명을 가토리신궁 신사부터 

권청했다. 그 후, 히가시 오사카시의 히라오카 신사에서 나라시의 가스가 다이샤를 

거치고, 아노 신사로 옮겼다. 

3 신사창건  불명, 신사의 구 신사격은 민사이다. 

4 예 제 설날제 1/1, 돈도제 1/15, 하제 7/ 15, 추제 10/15,  월차제, 연 15회의 예제.   

5 궁 사  스가오 미쓰오/스가오 미에.  

6 진좌지  581-0815,  야오시 미야-마치 1쵸메 10-15. 

7 교통 수단 킨테츠 오사카선 「야오역」서북서 500m.. 

8 위 도 34도 38부 01.82초 N와 135도 35부 49.05초 E.. 

9 표 고  9미터. 

10  전화・FAX   전화：074-996-8667, FAX：074-924-3989. 

11 신 전 본전, 폐전, 배전. 

12 경내 말사 반구랑 이나리 신사. 

13 도리이 
도리이수 43 기(최고 4.82 m 구정면의 1 의도리이, 신정면의 2 의 도리이, 이나리 신사앞 

도리이수 41기). 

14 등 불 석등룡 7기(최고 2.51 m).  

15 홈페이지 http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/dai6sibu/yao-city/ 
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2-6.穴太神社の中文由来と現在 
  穴太神社是原旧若江郡的式内社，据说建于由第 20 代天皇安康天皇（453―456 年在位）设立的一个部民，即穴穗部

的居住地（现八尾市宫町）。此外，据传该地方是圣德太子的生母间人穴穗部皇后（?－622 年）出生并长大成人之地，而

且作为出生地守护神而被供奉。神社的创建时期则不明。 

    作为古代氏族穴太氏氏族神该神社所祭之神吸引了很多人的信仰，在江户时代出版的具有插图的百科全书《和汉

三才图会》将神社作为名刹而做了介绍。此外，神社附近一带被认为曾有过宽广、繁华的大村落，亦发现了奈良时代至

室町时代的住宅遗迹。 

  昭和 57 年（1982 年）10 月，因神殿破旧，由原穴太村村民及氏子（祭祀同一个氏族神的居民）中的虔诚信徒重建了神

殿，同时，位于境内地北侧的末社、半九朗稻荷大明神亦得到了翻新。 

 神社前祈祷有初宫诣、平安分娩、七五三诣、出席人数少的婚礼、家庭平安、生意兴隆、厄运之年消灾、祓除灾病、招

福、疾病痊愈、入学考试合格、新车交通安全等祈祷。出长祭礼有开工式、地镇祭、上栋式、竣工式、家土地清祓、工厂

事务所开张清祓、年祭、宅神祭、以及其它诸祭礼。 

 
表 2-4.大阪府八尾市、穴太神社の詳細資料（中文） 

1 主祭神 
天照大御神，住吉四柱神（上筒男命、中筒男命、底筒男命、神功皇后），春日四柱神（健御贺豆智

命、伊波比主命、天子八根命、比卖神)。 

2 劝请神 
出生地守护神。由物部氏的一个氏族藤原氏从香取神宫将祖先神——天儿童根命迎接而来。 而

后，经东大阪市的枚冈神社与奈良市的春日大社至穴太神社。 

3 神社创建 不详。神社的原级别为民社。 

4 定期祭祀 元旦祭：1 月 1 日；爆竹节祭：1 月 15 日；夏祭：7 月份 15 日；秋祭：10 月 15 日；月度祭。 

5 宫 司 菅尾迪雄/菅尾美惠 

6 供奉地 581-0815，八尾市宫町 1 丁目 10-15 

7 交 通 近铁大阪线“八尾站”西北偏西 500 米。 

8 经纬度 北纬 34 度 38 分 01.82 秒，东经 135 度 35 分是 49.05 秒。 

9 标 高 9 米 

10   电话、传真 电话：074-996-8667，传真：074-924-3989。 

11 神 殿 正殿，币殿，前殿。 

12 境内末社 半九朗稻荷神社 

13 鸟 居 43 个鸟居(最高 3.96 米的原正面的“一之鸟居”，新正面的“二之鸟居”，41 个稻荷鸟居) 

14 灯 笼 5 个石灯笼（最高 2.51 米) 

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

 

3．穴太神社の社殿と神木 

3-1. 穴太神社の社殿の写真 

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。これらの系統別項目を探検するために、次のような事項を参考にすれば

理解できる。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）、⑨妻入様式

http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/
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（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）に分類できる。 

 

  

 
写真 3-1.穴太神社の拝殿・幣殿・本

殿 

写真 3-2.手前は社務所、中央は拝

殿  

写真 3-3.穴太神社の屋根 

  

写真 3-1 は穴太神社の拝殿・幣殿・本殿の正面である。写真 3-2 は穴太神社の手前は社務所、中央は拝殿。写真 3-3 は 

穴太神社の屋根である。 

 

3-2.穴太神社の社殿規模 

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 3-4 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

（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、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（10.51m）、八尾神社（4.11m）、そして

の順に狭くなっている。ゆえに、穴太神社の高さ（5.84m）は許麻神社（8.01m）と八尾神社（6.35m）より低く、八尾天満宮

（4.81m）より高い値である。穴太神社の間口（10.51m）は許麻神社（12.01m）より低く、 八尾神社（9.95m）と八尾天満宮

（8.98m）より狭い値である。穴太神社の奥行き（10.51m）奥行きは八尾天満宮（17.47m）と許麻神社（13.01m）とより短く、八

尾神社（4.11m）より長い値である。 

 

 

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 3-4.近鉄八尾駅前にある神社の社殿規模 

 

3-3.穴太神社の末社の写真と考察 

摂末社（せつまつしゃ）とは、神社本社とは別に、その神社の管理に属する。

末社（まっしゃ）とは、主祭神と関係のない神社で、主に他の神社から境内に

招いた神様を祀ると考えられ、小規模な神社である。分類すれば、格式は本

社＞摂社（せっしゃ）＞末社（まっしゃ）の順とされる。一般には、摂社はその

神社の祭神と縁故の深い神を祀った神社である。末社はそれ以外のものと区

別できる。 

本社の境内にあるものを境内摂社（けいだいせっしゃ）または境内社、境外

に独立の敷地を持つものを境外摂社（けいがいせっしゃ） 

または境外社という。 

 
写真 3-4.穴太神社の半九郎稲荷社 
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明治から戦前までの近代社格制度では、官国幣社の摂社は以下のいずれかを満たすものとされ、それ以外を末

社とすると規定されていた。伊勢神宮については、『延喜式神名帳』に記載のあるもの（式内社）を摂社、『延暦儀式

帳』に記載のあるものを末社という。府県社以下の諸社（民社）については、境内神社・境外神社の呼称を使用した。

ここで、穴太神社は民社である。穴太神社における稲荷神社の高さ、間口と奥行きは、それぞれ 4.85m、2.42m と 2.22m で

ある。 

 

3-4. 穴太神社の神木規模 

 

    

写真 3-5.穴太神社の本殿側

にある神木 

写真 3-6.穴太神社の神

木の根としめ縄 

写真 3-7.穴太神社の鳥居前

神木 

写真 3-8.穴太神社の神木の

根(別方向) 

 

写真 3-5 は穴太神社本殿側にある神木。写真 3-6 は穴太神社神木の根としめ縄。写真 3-7 は穴太神社鳥居前神木。写

真 3-8 は穴太神社神木の根(別方向)である。 

 

4. 穴太神社の鳥居写真と数値解析 

神社鳥居の区分と構造には、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。神明系鳥居は次の 4 タイプがある。 

穴太神社の鳥居は稲荷(いなり:台輪(だいわ)形である。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。 

 

4-1.穴太神社の鳥居の写真 
 

   

 写真 4-1.穴太神社の 1 鳥居、穴太共有地管

理組合鳥居の横昭和 57 年鳥居建立 

写真 4-2.穴太神社の 1

鳥居柱のある建立記念 

写真 4-3.穴太神社鳥居は、以前 1 の鳥居

である。現在は 2 鳥居 
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写真 4-1 は穴太神社の 1 の鳥居、穴太共有地管理組合鳥居の横昭和 57 年鳥居建立した。写真 4-2 は穴太神社の 1

鳥居柱のある建立記念である。写真 4-3 は穴太神社鳥居で、以前は 1 の鳥居であった。現在は 2 鳥居である。 

 

   

写真 4-4.穴太神社の 3 鳥居、半九

郎稲荷社 

写真 4-5.穴太神社の 3 鳥居、半九郎稲

荷社 40 基 

写真 4-5.穴太神社の 3 鳥居、半九郎

稲荷社 40 基の側面 

 

写真 4-4 は穴太神社の 3 鳥居、半九郎稲荷社。写真 4-5 は穴太神社の 3 鳥居、半九郎稲荷社 40 基。写真 4-5 は穴

太神社の 3 鳥居、半九郎稲荷社 40 基の側面である。 

 

4-2.穴太神社の鳥居の計測値 
表 5-1 は、穴太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.穴太神社の鳥居測量値（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 

1 穴太神社旧正面 一の鳥居 1.18 0.33 2.92 3.12 3.42 3.78 3.96 4.16 

2 穴太神社新正面 二の鳥居 1.03 0.30 2.77 2.65 2.90 3.78 3.46 3.59 

3 穴太神社半九朗 稲荷社 0.72 0.21 1.66 2.34 2.50 2.75 2.86 2.94 

 

穴太神社鳥居の最大値では、柱の円周 1.18m、直径 0.33m、柱間距離 2.92m である。貫の高さは下点 3.12m と上点

3.42m である。笠木の高さは下点 3.78m、上点 3.96m と頂点 4.16m である。 

穴太神社鳥居の最小値では、柱の円周 0.72m、直径 0.21m、柱間距離 1.66mである。貫の高さは下点 2.34mと上点 2.50m

である。笠木の高さは下点 2.75m、上点 2.86m と頂点 2.94m である。 

 

  

図 4-1.穴太神社の柱間距離と高さの比較（勾配分析用） 図 4-2.穴太神社の柱間距離と高さの比較（数値分析用） 
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図 4-1 は穴太神社の柱間距離と高さの比較（勾配分析用）で、穴太神社 1 の鳥居は稲荷社と正比例の関係が見られる。が 1 の鳥居は

その中間にある。図 4-2 は穴太神社の柱間距離と高さの比較するため計数化を行った。 

 

4-3.穴太神社鳥居、柱間距離と高さとの回帰方程式 

図 4-3 は穴太神社における笠木の高さと柱間距離との関係である。本実験は、外山計算より大きいあ値であることが確

認された。式 4-1 と式 4-2 の決定係数は、それぞれ 0.875 と 0.858 である。式 4-1 の決定係数は、式 4-2 より僅かに大き

い値である。笠木上高さの勾配は、笠木下高さよりわずかな大きい値である。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(笠木の高さ：上) = 0.748(柱の直径) +1.593  ……決定係数(R2 =0.875) …測量値……(4-1) 

Y(笠木の高さ：下) = 0.693(柱の直径) +1.575 ……決定係数(R2 =0.858) …測量値 ……(4-2) 

 

 

図 4-4 は、穴太神社における貫の高さと柱間距離との関係である。式 4-3 と式 4-4 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。ゆえに、式 4-3 の決定係

数は、笠木上と下はそれぞれ 0.875 と 0.858 である。式 4-4 の決定係数は、貫上と下はそれぞれ 0.779 と 0.742 である。本

実験は、外山計算より大きいあ値であることが確認された。式 4-3 の決定係数は、式 4-4 より僅かに大きい値である。貫上

高さの勾配（0.592）は、貫下高さ（0.492）よりわずかな大きい値である。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(貫の高さ：上) =0.592(柱の直径) ＋1.491 ……決定係数(R2 =0.779) …測量値………(4-3) 

Y(貫の高さ：下) = 0.492(柱の直径) +1.499 ……決定係数(R2 =0.742) …測量値 ………(4-4) 

 

4-4.八尾市 4 神社、柱間距離と高さとの比較 

 

  

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 

 
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、

 
 

図 4-3.穴太神社鳥居の柱間距離と笠木の高さ 図 4-4.穴太神社鳥居の柱間距離と貫の高さ 
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穴太神社鳥居の笠木上の高さは、2.86m～3.96mである。最小値と最大値を比較すれば約 1.4倍であることが確認できた。 

穴太神社正面にある笠木上の高さ（3.96m）は、他のより低い値である。図 4-6 は穴太神社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、2.50m～3.42mである。最小と最大値を比較すれば約

と 1.4 倍であることが確認できる。 

 

図 4-7 は八尾市 12 鳥居の笠木と貫高さとの関係である。穴太神社の正面にある笠木と貫の高さは、八尾天満宮より高

い値である。正面にある笠木上の高さは、低い値である。 

 

  

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。図下にある矢印は穴太神社の測量値である。 

 

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・許麻神社である。ここでは、各神社の 12鳥居

の測量値である。図 4-9は八尾市神社鳥居の柱間距離と笠木高さとの関係図である。図 4-10は八尾市神社鳥居

の柱間距離と貫高さとの関係図である。矢印は穴太神社のデータである。式 4-5 と式 4-6 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 
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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。矢印は穴太神社のデータである。図 4-7 と図 4-8 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) 

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.穴太神社の石灯籠と考察 

石灯籠の部分名称は、上からの部分名称として説明を行

う。笠は火袋の屋根になる部分である。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。 

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。 基礎 最下部の足となる部分である。 

六角形や円形が主流である。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。織部式灯籠…つくばいの鉢明りとして使用する、四角形の火袋を持

つ活込み型の灯籠奇抜な形から江戸時代の茶人・古田織部好みの灯籠ということで「織部」の名が着せられるが、古田織

部が考案したという証拠は無い。石竿に十字模様や聖人のようにも見える石像が刻まれており、これをもってキリシタン灯籠

と呼ばれることもある。図 5-1 は、現在の八尾市、穴太神社の石灯籠の配置図で、次のように説明できる。 

 

   

写真 5-1.穴太神社、3 段灯籠 1 の

高さ 2.35m 

写真 5-2.穴太神社、灯籠 2の高さ

2.35m 

写真 5-3.穴太神社、灯籠 3 の高さ

2.51m 

 

写真 5-1 は穴太神社、3 段灯籠 1 の高さ 2.35m である。写真 5-2 は穴太神社、灯籠 2 の高さ 2.35m である。写真 5-3

は、穴太神社、灯籠 3 の高さ 2.51m である。 

 

地図 5-1.現在の八尾市、穴太神社の石灯籠の配置図 
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写真 5-4.穴太神社、灯籠

4 の高さ 1.80m 

写真 5-5.穴太神社、灯籠

5 の高さ 1.77m 

写真 5-6.穴太神社の半九

郎稲荷社、灯籠 6 

写真 5-7. 穴太神社の半

九郎稲荷社、灯籠 7 

 

写真 5-4 は穴太神社、灯籠 4 の高さ 1.80m。写真 5-5 は穴太神社、灯籠 5 の高さ 1.77m。写真 5-6 は穴穴太神社の半

九郎稲荷社、灯籠 6 の高さ 2.30m。表 6-7 は穴太神社の半九郎稲荷社、灯籠 7 の高さ 2.30m である。 

 

表 5-1.穴太神社の石燈籠測量（m） 

灯籠形 場所 灯籠番号 測量値 文献値 建立年月 

神前 拝殿の左 穴太 1 2.35 2.35  天保 15（1844）年 

神前 拝殿の右 穴太 2 2.35 2.35  天保 15（1844）年 

神前 中央 穴太 3 2.51 2.51  寛政 10（1798）年 

四角 中央鳥居の近 穴太 4 1.81 1.80    

四角 中央鳥居の遠 穴太 5 1.77 1.80    

 旧正面左 穴太 6 2.03  平成 8（1996） 

 旧正面右 穴太 7 2.03  平成 8（1996） 

 MAX 穴太 7 2.51  2.51   

 AVG  2.12  2.16   

 MIN 穴太 5 1.77  1.80   

 

 

 

図 5-1.穴太神社の石燈籠測量値の高さ 図 5-2.八尾・穴太神社と八尾天満宮の石燈籠測量値 

 

表 5-1 は穴太神社の石燈籠測量（m）で、灯籠の番号は 1～7 である。石燈籠の最大値は穴太 7（2.51m）である。石燈籠

の最小測量は穴太 5（1.77m）である。平均値は 2.12m である。石燈籠の古い建立年は寛政 10（1798）年からで、最近は平
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成 8（1996）である。石燈籠の最大値は穴太 7（2.51m）と石燈籠の最小値は穴太 5（1.77m）を比較すれば、1.42 倍である。

表 5-2 は八尾・穴太神社と八尾天満宮の石燈籠測量値である。 

 

6.おわりに 

6-1. 穴太神社と物部（守屋）との関係  
延喜式神名帳は、樟本神社、三座（さんざ）、鍬（クワ）靱（ユキ）、河内国（かわち）、志紀郡鎮座である。主祭神は、布都

大神（ふつのおおかみ）、饒速日（ニギハヤヒ）命である。勧請神は、物部氏守屋の神とする。神社創建は、崇峻天皇 2 年

（587）に物部守屋滅亡頃。古墳時代以前に遡るか不祥？である。社格等は、式内小社、例祭：7月 15日、10月 9日である。

関係氏族は、物部守屋（日本古来の神勢力）氏 (物部守屋の旧領地)である。。 

 

6-2. 穴太神社の社殿建築  
穴太神社（5.84m）の高さは、許麻神社（8.01m）と八尾神社（6.35m）より低く、八尾天満宮（4.81m）より高い値である。穴

太神社の間口（10.51m）は許麻神社（12.01m）より狭く、八尾神社（9.95m）と八尾天満宮（8.98m）より広い値である。穴太神

社の奥行き（12.73m）は、八尾天満宮（17.47m）と許麻神社（13.01m）とより短く、八尾神社（4.11m）より長い値である。 

 

6-3. 穴太神社の鳥居 

穴太神社鳥居の最大値では、柱の円周 1.18m、直径 0.33m、柱間距離 2.92m である。貫の高さは下点 3.12m と上点

3.42mである。笠木の高さは下点 3.78m、上点 3.96mと頂点 4.16mである。穴太神社鳥居の最小値では、柱の円周 0.72m、

直径 0.21m、柱間距離 1.66m である。貫の高さは下点 2.34m と上点 2.50m である。笠木の高さは下点 2.75m、上点 2.86m と

頂点 2.94m である。 

鳥居の高さ（ｙ）と柱間距離（X）との関係式は、笠木上では y =0.748x + 1.593（R² = 0.875）、 笠木下では y =0.693x+ 

1.573（R² = 0.858）、貫の上では y = 0.592x + 1.491（R² = 0.779）、貫の下では y = 0.492x + 1.499（R² = 0.742）である。傾斜

の順位は、笠木上 0.748、笠木下 0.693、貫上 0.592 および貫下 0.492 である。さらに、決定係数の順位は、笠木上 0.875、

笠木下 0.858、貫上 0.779 および貫下 0.742 である。これは鳥居の高さが高くなるにつれ大である。この値からみると、笠木

と貫の上部が大きく、笠木と貫の下部が小さいことが確認できた。 

 

6-4. 穴太神社の石灯籠 

穴太神社の石燈籠は 7 基である。石燈籠の最大値は穴太 7（2.51m）である。石燈籠の最小測量は穴太 5（1.77m）である。

平均値は 2.12mである。石燈籠の古い建立年は寛政 10（1798）年からで、最近は平成 8（1996）である。石燈籠の最大値は

穴太 7（2.51m）と石燈籠の最小値は穴太 5（1.77m）を比較すれば、1.42 倍である。八尾神社・穴太神社と八尾天満宮の石

燈籠測量値を比較すれば、2m 以上のが 13 基がる事が確認できた。 
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