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ABSTRACT 

The Worshipped Gods is 4 God of Gozu-Tennou, Kourai-Ourei-Shin, Susanou-no-Mikoto, Koma-Ookami. 

About Enshrined Gods, I am as follows. Koma reaches in Kokuryo. This ground is called koma Zhuang 
in the ancient times. The visit race performed a lot of settling from Kokuryo. It was enshrined later 
as a Shinto shrine that they made religious service as ancestor's soul. The company name is thought 
to have stayed as "a top". 

The foundation of shrine is a deplorable affair. The shrine ranking is an old village shrine. It dated 
back to "Kyuuhoji" where Prince Shotoku was erected, but assumed Prince Shotoku own work and 
11 Kannon of the principal idol which came a principal idol. In 33rd Emperor Suiko (593-622 years) 
March, 2, it became the Imperial prayer place and was the center of the said country French 
jurisprudence.  

In koma-Jinjya, I build the current main shrine in Nagare-zukuri consisting of Honden(Main-Hall), 

Heiden(Middle-Hall) and Haiden(Worship). Keidai Massha is next six companies. In other words, it is , 

Kotohira-GūShrine (the Emperor Sutoku), Enshrining Together-Temmasya (Michizane Sugawara),  Akibasya, 

Inari Shrine, Hachiman Shrine (the Emperor Ojin), Itsukushima Shrine. 

About a torii, the all quantity of the torii is three engines. The high of the torii is 6.00m. The tree garden 

lantern that 11 stone garden lanterns are about a garden lantern (a maximum of 2.70m) is 65 engines. 

 
キーワード ：物部守屋、神社由来の四ヶ国語(日英韓中)用語、鳥居測量、灯籠測量、仏教戦争地 

 Keywords：Moriya Mononobeno, Multilingual Translation of Shrine History，Torii Surveying, 
Garden lantern surveying、Buddhism Battlefield 
［洞窟環境 NET 学会 紀要 4 号］［Cave Environmental NET Society(CENS) 、Vol.4 (2013),  -  pp］ 

 

目次 

1.はじめに 

2.許麻神社の由来 

2-1.許麻神社の和文由来と現在              2-2.許麻神社の英文由来と現在 

2-3.許麻神社の韓文由来と現在              2-4.許麻神社の中文由来と現在 



2 
 

3．許麻神社の社殿と神木 

3-1.許麻神社の社殿の写真                 3-2.許麻神社の社殿規模 

3-3.許麻神社の神木と樹木の写真             3-4.許麻神社の末社の写真と考察 

4. 許麻神社の鳥居写真と数値解析 

4-1.許麻神社の鳥居の写真                 4-2.許麻神社の鳥居の計測値 

4-3.許麻神社、鳥居の柱間距離と高さとの回帰方程式 

4-4.八尾市 4 神社、鳥居の柱間距離と高さとの比較 

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 

5. 許麻神社の石灯籠の写 真  

6. おわりに 

6-1.許麻神社と物部（守屋）との関係            6-2. 許麻神社の社殿建築 

6-3. 許麻神社の鳥居                     6-4. 許麻神社の石灯籠 

謝辞  参考文献 

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許麻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。許麻神社の所在地は、581-0072 大阪府八尾市久宝寺 5 丁目-4-8、北緯 34 度 37 分 33 秒、東経 135 度 35 分 8

秒、標高 11mで ある。 

 

  

図 1-1.古代河内国の物部氏地域の地図 図 1-2.許麻神社一族の本地の祖神を祀る所 

 

図 1-1 は古代河内国の物部氏地域の地図である。図 1-2 は許麻神社一族の本地の祖神を祀る所の神社である。 

 

古代、八尾市の許麻神社の周辺は地元・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許麻神社の社殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータ解析を行った。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づけた舞

台としての許麻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。 
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社名の由来は当神社の資料によると次のように要約できる。許麻」を「コマ」と訓み、「河内誌」には「今称天皇」と記し、近

世徳川期には「久宝寺の牛頭天王」と呼ばれている。往来、この地は朝鮮の高麗からの渡来民族が各所に蟠居し、繁行した

氏族が祖霊として祭祀した由来をもって「高麗」と呼び慣はされていたことから「社名」となっている。前記、「久宝寺明細帳」

にも「久宝寺牛頭天王宮」と記載されて、長い間、村人に親しまれてきた。 

昔、社のそばに「久宝寺観音院」があり許麻の宮寺として「真言宗大悲閣」と呼ばれ、落西御室御所真光院の末で、当時

の地名が「久宝寺」と呼ばれた。同観音院の旧記によると、久宝寺は、聖徳太子の建立で、太子自作の 11 面観音を本尊とし、

推古天皇 2 年 3 月、刺願所となり、当国仏法の中心であったが、松永弾正久秀の兵火にかかり、悉（ことごつ）く灰燼と化し、

本尊のみ伊賀の国に難をさけられました。 

その後、国人の夢に「河内国久宝寺」は、有縁の霊場となり速やかにかの地に復帰すべし」という霊告によって送りかえさ

れ、小堂に安置し、僧念西に供養させられたのが久宝寺観音院の始めである。寛文 7 年、堂舎を補修、御室御所院家尊寿

院大僧正、顕證上人の弟子によって継承されて以来、明治初年の神仏分離により廃寺となった。 

本尊は一時、高井田村、長栄寺に移されたが、今は迎えて当時の念仏寺に安置されている。 

鐘楼は現在、当神社の｢手水舎｣となって残っている。鐘楼の鐘は有名で、その響きは、10 里の外に及ぶ遠く大和の高田

まで達したと伝えられている。ところが明治以後、その所在は不明となり、探査の結果明治 37・8 年の日露戦役に第 6 師団所

属兵の清水重吉が捕らわれてムスクワに送られ、その地で外出した際に、ニコライ寺院に「渋川郡久宝寺村」刻した大鐘を発

見、その旨を通知してこられた為、所存が判明した。 

 昔時は、この地を「許麻荘」と言い、久我通久候の揮亳による古歌を社に保存している。 

＝＝許麻の里 沢辺に生ふる 社若（かきつばた）  君が手毎に 水やかかさん＝＝ 

社殿の建立は、近世の文献によると、天正 10（1583）年 6 月で、その後も幾度となく改建、修復された。昭和 44（1969）年 9

月 13日不審火により、本殿幣殿が全焼、拝殿も類燃する災禍にあった、後に、いち早く再建し 2年後、本殿及び拝殿を鉄筋

構造として改築したのが現在のものである。当神社の「6 角神輿」は、 祭神「素盞鳴命」の祭祀象徴である。「神輿」の同形は、

京都、八坂神社にもある。修復記録によると元和年間（1615 年）とあり、昭和 60（1985）年に大修復した。 

許麻神社の詳細概要は、次のとおりである。① 許麻神社の主祭神は、牛頭天王(（ごずてんのう：仏教））、高麗王霊神（こ

うらいおうれいしん）、 素盞鳴尊（すさのうのみこと）、許麻大神（こまおおかみ）の 4 神である。② 許麻神社の勧請神は、許

麻は高麗（高句麗）に通じ、この地は古代では、「巨麻荘」または「許麻荘」という。渡来民族は高句麗からの多く住着した。彼

らが祖霊として祭祀したのが、後に神社として祀られた。社名は「コマ」として残ったと思われる。③許麻神社創建は、神社の

創建は不祥。神社の社格は旧郷社。聖徳太子が建立された「久宝寺」に遡るが、聖徳太子自作と伝わる本尊の 11 面観音を

本尊とした。第33代推古天皇（593-622年）2年3月、勅願所となり、当国仏法の中心であった。④ 許麻神社の社殿は本殿・

幣殿・拝殿の流造りである。⑤ 許麻神社の境内末社は、金比羅神宮（崇徳天皇）、合祀殿－天満社（菅原道真）、秋葉社

（迦具土神）、稲荷社（保食神）、八幡神社（応神天皇）、厳島神社（市杵島姫命）の 6社である。⑥許麻神社の鳥居は鳥居計

3 基（最高 6.00m：1 の鳥居、2 の鳥居、厳島神社鳥居 1 基）である。⑦許麻神社の灯籠は石燈籠 11 基（最高 2.70m）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、大阪府八尾市の 8 神社と大阪市西淀川区と島根県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。 
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2.許麻神社の由来 

2-1. 許麻神社の和文由来と現在 

許麻神社の創立は不明で、「延喜式神名帳（延長 5（927）年」に、「式内社として小社に列せられる」とあり、10 世紀初頭で

ある。また、第 120 代仁孝天皇の文政 10(1827)年の「久宝寺明細帳」には、記載され、久宝寺の氏神として、村全体で維持

管理されていた。さらに、河内国内神名帳」には｢神位三位を授けられる｣と記され、「河内名所図絵」には、明治 5(1872)年神

社制度発布の際、｢郷社｣に列せられる。各村奉仕神社の氏子より、本神社を親宮と称し、毎年米麦両度の初穂を供進され

た」と記載されており、古くから地域住民の信仰を集めていたことが分かる。 

昭和 21（1946）年、マッカーサーの「神道指令」により国家神道廃止後、宗教法人として現在に至っている。「許麻」を「コマ」

と訓（よ）み、社名の由来は、かつて、朝鮮・高麗（高句麗）からの渡来民族が多く住み、氏族が祖霊として祭祀したことから

「高麗＝コマ」と呼び慣わされ、社名となった。「河内誌」には「今称天王」と記し、近世徳川期には「久宝寺の牛頭天王」と呼

ばれていた。前記、「久宝寺明細帳」にも「久宝寺牛頭天王宮」と記載されている。 

かつて社のそばに「久宝寺観音院」があった。許麻の宮寺として「真言宗大悲閣」と呼ばれた。洛西御室御所真光院の末

で、同観音院の旧記によると、聖徳太子(574～622年)の建立（摂政と四天王寺 593年、勝軍寺創建 594年、飛鳥寺・法隆寺

建立 596 年を参考）、太子自作の 11 面観音を本尊とし、推古天皇 2（593）年、勅願所（天皇の勅願で建立した寺）となり、仏

法の中心であった。しかし、戦国時代、松永弾正久秀の兵火にかかり、ことごとく灰燼と化したが、本尊のみは伊賀の国に移

して難を逃れた。 

本尊はその後、「河内国久宝寺は、有縁の霊場となり速やかにかの地に復帰すべし」という霊告があったとして送りかえさ

れ、小堂に安置し、僧念西に供養させられたのが久宝寺観音院の始まりである。寛文 7（1667）年、堂舎を補修、御室御所院

家尊寿院大僧正、顕證上人の弟子によって継承されて来たが、明治初（1868）年の神仏分離により廃寺となった。本尊は当

時の念仏寺に安置されている。この地は「巨麻荘＝許麻荘」と言われ、久我通久候の揮亳による次のような古歌が社に保存

されている。＝＝許麻の里 沢辺に生ふる 社若（かきつばた） 君が手毎に 水やかかさん＝＝ 

社殿の建立は、近世の文献によると、天正 10（1583）年 6 月で、その後も幾度となく改建、修復された。昭和 44（1969）年 9

月不審火により、本殿幣殿が全焼、拝殿も類燃する災禍にあった。2 年後、本殿及び拝殿を鉄筋構造として改築したのが現

在のものである。 

 

表 2-1.大阪府八尾市、許麻神社の和文詳細資料 

1 主祭神 
牛頭天王(（ごず-てんのう：仏教））、高麗王霊神（こうらいおうれいしん）、 素盞鳴尊（すさのうのみこと）、許麻大

神（こまおおかみ） 

2 勧請神 

許麻は高麗（高句麗）に通じ、この地は古代では、「巨麻荘」または「許麻荘」という。渡来民族は高句麗からの

多く住着した。彼らが祖霊として祭祀したのが、後に神社として祀られた。社名は「コマ」として残ったと思われ

る。 

3 神社創建 

神社の創建は不祥。神社の社格は旧郷社。聖徳太子が建立された「久宝寺」に遡るが、聖徳太子自作と伝わる

本尊の 11 面観音を本尊とした。第 33 代推古天皇（593-622 年）2 年 3 月、勅願所となり、当国仏法の中心であ

った。 

4 
例  祭 月次祭、毎月 1 日と 16 日、歳旦祭 1/1、とんど祭 1/14、節分祭 2/3、例祭 4/16、夏祭 7/19、秋祭 10/16、七五

三祭 11/15、除夜祭 12/31 

5 宮  司 田中洋次郎（たなか ようじろう） 

6 鎮座地 581－0072 八尾市久宝寺 5-4-8   （標高 11m） 

7 交通手段  JR 大和路線 久宝寺駅 北へ 300m 
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8 緯  度 北緯 34 度 37 分 33 秒 N，東経 135 度 35 分 8 秒 E 

9 標  高  9 メートル。34.626133(34 度 37 分 33 秒)N と 135.585857(135 度 35 分 8 秒)E。 

10 電話・FAX 電話：072-923-4235, FAX：072-923-4235。   

11 社  殿 
流造りである。拝殿（はいでん）：入母屋造・五間×二間・瓦葺）、その奥、透塀に囲まれて本殿（（ほんでん：一間

流造・銅板葺・RC 造）が鎮座する。その中間に幣殿（へいでん）がある。 

12 境内末社 
①金比羅神宮（崇徳天皇）、②合祀殿－天満社（菅原道真）、③秋葉社（迦具土神）、④稲荷社（保食神）、⑤八

幡神社（応神天皇）、⑥厳島神社（市杵島姫命） 

13 鳥  居 鳥居計 3 基（最高 6.00m：1 の鳥居、2 の鳥居、厳島神社鳥居 1 基） 

14 灯  籠  石燈籠 11 基（最高 2.70m）。 

 

2-2. 許麻神社の英文由来と現在 

The history of Koma Shrine can be read from the following recording. The shinmei-cho( the bo0k name 
of God ) of Engishiki, published in 927, Koma Shrine had been described as Sikinaisya-Shrine.In the list 
of Kyuhoji-temple, 1827, this shrine has been referred to as tutelary deity in Kyuhoji area. And in the 
famous drawing of Kawachi rigion, it had been drawn that the shrine was ’Gosya’ (the central shrine of 
Kawachi region) under the system of the Meiji Shrine, 1872.  This shrine which many people 
have believed in, became head shrine of this area, currently, this shrine is a religious corporation by 
‘Shinto Directive’ 1946. 

The name of the shrine comes from the fact that people brought over from Korea 
and Koguryo had faith.  And this shrine has remained a record that has been referred to as 
‘Konjyo-tenou’ (Kawachi topography), ’Kyuhoji no gyuto-tenou’ (Tokugawa era), ’kyuhoji gyutotenou no 
miya’ (Shinmei-cho of Kyuhoji ). 

Selfishness, "Kyuhoji Kannonin" which was present as Miyadera, was built on the same site as 
this shrine.  Although the foundation of the temple dates back to Prince Shotoku was built in the 
"Kyuhoji", Warring States period, Matsunaga Hisahide suffering of fire caused by war, turned 
into ashes.  Fortunately, the surface 11 of the Buddha Kannon own Prince Shotoku was handed 
down and evacuated to the country of Iga escaped. Through the twists and turns, and is now enshrined in 
the town of the same Kyuhoji, the Nembutsu temple.  Kyuhoji Kannonin had been revived 1677, but it 
ceased to exist by Shinto and Buddhism separation of Meiji Shinto 1868. 
  Shrine is built in 1583, has been renovated and repaired several times thereafter. It was destroyed by 
arson in 1969, to the present will be rebuilt as rebar structure two years later. 

 
表 2-2.大阪府八尾市、許麻神社の英文詳細資料 

1 
Worshipped 

Gods 
Gozutennou, Kouraioureishin, Susanoo-mikoto, Komaookami 

2 
Enshrined 

Gods 

Koma reaches in Kokuryo. This ground is called koma Zhuang in the ancient 
times. The visit race performed a lot of settling from Kokuryo. It was enshrined 
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later as a Shinto shrine that they made religious service as ancestor's soul. The 
company name is thought to have stayed as "a top". 

3 Foundation 

The foundation of shrine is a deplorable affair. The shrine ranking is an old village 

shrine. It dated back to "Kyuuhoji" where Prince Shotoku was erected, but assumed 

Prince Shotoku own work and 11 Kannon of the principal idol which came a principal 

idol. In 33rd Emperor Suiko (593-622 years) March, 2, it became the Imperial prayer 

place and was the center of the said country French jurisprudence. 

4 
Annual 

Festival 

Monthly Festival, every month 1st and 16th. New Year's ceremony 1/1. Tondo Festival 

1/14. Setsubun-Festival 2/3、Monthly Festival 4/16、Summer Festival 7/19. Autumn 

Festival 10/16. 753- Festival 11/15. New Year's Eve festival 12/31. 

5 Chief Priest Tanaka Youziro 

6 Site 581-0072,  5-4-8 Kyuuhoji, Yao-city, Osaka.  

7 Access 300 meters North of “Kyuhoji Station” on JR Yamato Line 

8 Latitude 34 degrees 37 minutes 33 seconds N and 135 degrees 35 minutes 8 seconds E. 

9 Altitude 11 meters. 

10 Telephone・FAX,  TEL：072-923-4235, FAX：072-923-4235. 

11 
Shrine 

Pavilions  

Honden(Main-Hall), Heiden（Middle-Hall）, Haiden（Worship）. 

 

12 
Keidai 

Massha 

① Kotohira-gū shrine (the Emperor Sutoku) , Enshrining together -Temmasya 

(Michizane Sugawara), ③Akibasya, ④Inari shrine, ⑤Hachiman shrine (the Emperor 

Ojin), ⑥Itsukushima Shrine.  

13 Torii 
3 engines (1 torii of the best m old front, torii of new front 2, Itukushima torii 1) of the 
number of the toriis. 

14 Tourou 11 stone garden lanterns (a maximum of 2.70m).  

15 Websites http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/ 

 

2-3.許麻神社の韓文由来と現在 

 코마신사의 창립은 불분명, "연희식 신명부 연장 5 (927 년)"에, "식내사로서 작은 신사로 열거되었다" 라고 

말해진것이 10 세기 초반이다. 또한, 제 120 대 인효천황의 문정 10 (1827) 년의 "구보사 명세부"에 기재되어 

구보사의 씨족 신으로 마을 전체에서 유지 관리되고 있었다. 또한 카와치 국내 신명부 "  에는 "신위 삼위를 

수여한다 "고 기록되어 "카와치 명소도감 "에는 메이지 5 (1872 년) 신사 제도 발포시 " 향사로 열거되었다". 각 

마을의 봉사 신사의 씨족 신으로부터 본 신사를 친궁으로 칭하고, 매년 쌀과 보리의 처음 익은 열매를 

진수했다 "라고 기재 되어있어 옛부터 지역 주민의 신앙을 모았음을 알 수 있다. 

 1946 년 맥아더의 "신도 지령 '에 따라 국가 신도가 폐지된 후 종교 법인으로 현재에 이르고있다. "허마"를 

"코마"라고 발음하고, 신가명의 유래는 일찍이 조선·고려(고구려)로부터 도래한 민족이 많이 살고 씨족이 조상의 

영령으로 제사 지내온 것으로 보아 "고려=코마" 라고 불려지게 되어 신사명이 되었다. "카와치지"에는 "금칭 

천왕"이라고 적고, 근세 도쿠가와 시대에는 "구보사의 우두 천왕"이라고했다. 전기   "구보사 명세부"에도 

"구보사 우두 천왕궁"이라고 기재되어있다. 
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 한때 신사 옆에 '구보사 관음원'이 있었다. 코마의 궁사로서 "진언종 대비각"이라고 불리웠다. 낙서어실어소 

진광원의 말에, 이 관음원의 옛 기록에 따르면, 쇼토쿠 태자 (574 ~ 622 년)의 건립 (섭정과 사천왕사 593 년, 

승군사 창건 594 년, 아스카·호류지 건립 596 년을 참고), 태자 자작 11 면 관음을 본존으로 하고 스이코 천황 2 

(593) 년, 회원소 (천황의 기원으로 건립한 절)가 되어, 불법의 중심이 되었다. 하지만 전국 시대, 마츠나가 

히사히데의 병화에 관련되어 모조리 잿더미로 변했지만, 본존만은 이가 지방으로 옮겨져 난을 피했다. 

 본존은 그 후, "카와치국 구보사는 효험이 있는 영장이 되어 신속하게 그 땅을 복귀해야 한다" 라는 영령의 

경고가 있었다고 반환 되어져 소당에 안치되고, 승렴 서쪽으로 공양 되어졌다는 것이 구보사 관음원의 시작이다. 

간분 7 (1667) 년 당사를 보수하고, 어실 어소원 가존수원 대승정, 두등상인의 제자에 의해 계승되어 왔지만, 

메이지 초년 (1868)의 신불 분리에 의해 폐사되었다. 본존은 당시 염불사에 안치되어있다. 이 지역은 

"거림장=코마장"이라고 불리워져 코가미찌즈네의 휘호로 다음과 같은 오래된 노래가 신사에 보존되어 있다. 

==코마의 마을 못가에 피어있는 붓꽃, 그대가 손으로 물을 뜨려하나 떠지지 않아==  신전의 건립은, 근세의 

문헌에 의하면, 텐쇼 10 (1583) 년 6 월과, 그 후에도 몇 번이나 개축되어 건물이 복구되었다. 쇼와 44 (1969) 년 

9 월 원인모를 화재로 본전이 전소, 배전도 손실을 입는 큰 재앙이었다. 2 년 후, 본전과 배전을 철근 구조로 

개축한 것이 현재의 것이다. 

 

表 2-3.大阪府八尾市、許麻神社の韓文由来と詳細資料 

1 모시는 신 우두 천왕, 고려왕령 신, 소잔명존, 코마대신 

2 권청신 

코마(koma)는 고구려와 연경되어, 이 지역은 고대에는, 거마장」,또는허마장이라고 했다. 

도래 민족은 고구려의 유민이 많이 정착했다. 그들이 조상신으로 제사 한 것이, 후에 

신사로서 모셔졌다. 신사명은 「코마」로서 남게 됐다고 생각된다. 

3 신사창건 

신사의 창건은 미상. 신사의 사격은 구향사. 쇼오토쿠 태자가 건립한 「구보사」로 

거슬러 올라가지만, 쇼오토쿠 태자 자작이라고 전해지는 본존의 11 면관음을 본존으로 

했다. 제 33 대 스이코천황(593-622 년) 2 년 3 월, 임금의 기원소가 되어, 국가의 불법의 

중심이 되었다. 

4 예 제 
월차제, 매월 1일과 16일, 신년제 1/1, 톤도제 1/14, 절분제 2/3, 예제 4/16, 하제 7/19, 

추제 10/16, 칠오삼제 11/15, 제야제 12/31 

5 궁 사 타나카 요지로 

6 진좌지 581-0072,  야오시 규호지 5쵸메 4-8. 

7 교통수단 JR야마도지선 「큐호데라역」북 500m. 

8 위 도 34도 37부 33초 N, 동경 135도 35부 8초 E. 

9 표 고 11미터 

10 전화・FAX 전화：072-923-4235, FAX：072-923-4235. 

11 신 전 본전, 폐전, 배전. 

12 경내 말사 

① 금비라신궁（숭덕 천황), ②합사전-텐마사(스가와라도신), ③아키바사(가구토신), 

④이나리 신사(보식신), ⑤하치만 신사(응신텐노우), ⑥이쓰쿠시마쓰쿠시마 신사(일본 

신화의 여신) 

13 도리이 
도리이수 3기(최고 6.00 m 구정면의 1의도리이, 신정면의 2의도리이, 이쓰쿠시마 신사앞 

도리이수 1기). 

14 등 불 석등롱 11기(최고 2.70 m).  
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15 홈페이지 http://www.jinjacho-osaka.net/osakafunai-no-jinjya/ 

 

2-3.許麻神社の中文由来と現在 

  许麻神社的创建时期不明，但在延长 5年（927年）的《延喜式神名帐》中记载道：“作为式内社被列于本神社”，因此，可

以看出 10 世纪的初期该神社已创建。此外，在第 120 代天皇——仁孝天皇文政 10 年(1827 年)的《久宝寺明细帐》中记载：

“无各神官。由惣村（村落运营机构）负责”，该神社作为久宝寺的氏族神神社，由整个村落维持、管理。而且，在《河内国

内神名帐》中记有该神社“被授予神位三位”；而在明治 5 年（1872 年）发布神社制度时，在《河内名所图绘》中该神社被列

为“乡社”，并记有“大莲、金冈、衣摺、柏田、蛇草、横沼、吉松、三之濑、长堂、太平寺、岸田堂、大地等各村侍奉神社的

氏子（祭祀同一个氏族神的居民）将该神社称为亲宫，每年两次供奉米麦奠物”，可以看出从古代起该神社就得到了地区

居民的广泛信奉。 

 明治 39 年（1906 年），伴随着神社整理供奉仪式也消失。同年 4 月，依据敕令第 96 条，该神社被指定为“神馔币帛供进

指定神社”（供品币帛供奉指定神社）。昭和 21年（1946年），根据麦克阿瑟的“神道指令”废除了国家神道之后，该神社作

为宗教法人而至现在。 

 “许麻”读作“COMA”。这一带曾经有很多由朝鲜半岛的高丽渡海而来的民族居住，其氏族将其祖神作为祖灵而祭祀。

由此，此地被惯称为“高丽（COMA）”，并成为神社名称。在《河内志》记述为“今称天王”，近代的德川时期，被称为“久宝

寺的牛头天王”。在上述的《久宝寺明细帐》中亦记载为“久宝寺牛头天王宫”。 

 在神社的旁边曾有过“久宝寺观音院”，作为许麻的宫寺（附属于神社的寺院）被称为“真言宗大悲阁”。 据承洛西御室

御所真光院的该观音院的古记录，由圣德太子（574～622 年）兴建（参阅 593 年的摄政与四天王寺、594 年的胜军寺兴建

及 596 年的飞鸟寺（后来的法隆寺）兴建）的该寺院，以太子自制的 11 尊观音作为主佛，于推古天皇 2 年（593 年）成为敕

愿所（依据天皇的祈愿而兴建的寺院），曾为佛法的中心。但是，该寺院在战国时代惨遭松永弹正久秀的战祸而化为灰烬，

只有主佛因被移至伊贺的领地而免于灾难。 

 此后，据说因为有“河内国久宝寺已成为有缘灵地，应速使主佛回到原地”的佛告，主佛被迎回安置在小堂中，并由僧

念西供奉，这就是久宝寺观音院的开端。宽文 7 年（1667 年），修补了堂舍，并由御室御所院家尊寿院大僧正显正上人的

弟子继承之。明治元年（1868 年），因神佛分离而被废寺。主佛被安置在当时的念佛寺中。此地方被称为“巨麻庄”（与许

麻庄同音），由久我通久候挥毫本题写的“許麻の里 沢辺に生ふる 社若 君が手毎に 水やかかさん”的古诗被保存在神

社中： 

 据近代的文献，神殿兴建于天正 10 年（1583 年）年 6 月，此后经历了多次改建与修复。昭和 44 年（1969 年）9 月，因原

因不明的火灾，正殿、币殿全部被烧毁，前殿亦被烧毁。现在的正殿与前殿是两年后重建的钢筋混凝土结构的殿堂。该

神社的“六角神舆”是祭神“素盏鸣尊”的祭祀象征，据修复记录，其建于元和年（1615 年）间，于昭和 60 年（1985 年）大

修。 

 

表 2-4.大阪府八尾市、許麻神社の中文由来と詳細資料 

1 主祭神 牛头天王, 高丽王灵神, 素盏鸣尊, 许麻大神 

2 劝请神 

许麻与高丽有渊源。 古时此地被称为“巨麻庄”或“许麻庄”，有很多从高句丽渡海而来的氏族居

住。他们所祭祀的祖灵后来成为神社的所祭之神。其渊源被认为是以“许麻（读COMA）”残留在神

社名称中。 

3 神社创建 

神社的创建时期不祥。 神社的级别为原乡社。其渊源可以追溯至圣德太子兴建的“久宝寺”，该

寺以据传是由圣德太子自制的11尊观音为主佛。第33代天皇——推古天皇（593-622年）2年3月，

该寺成为敕愿所，曾为当时国家的佛法中心。 
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4 定期祭祀 
月度祭：每月 1 日和 16 日；元旦祭：1 月 1 日；爆竹节祭：1 月 14 日；节分祭：2 月 3 日；例祭：4 月 16

日；夏祭：7 月 19 日；秋祭：10 月 16 日；七五三祝祭：11 月 15 日；除夕祭：12 月 31 日。 

5 宫 司 田中洋次郎 

6 供奉地 581-0072，八尾市久宝寺 1 丁目 10-15 

7 交 通 JR 大和路线“八尾站”北 500m. 

8 经纬度 北纬 34 度 37 分 33 秒，东经 135 度 35 分 8。 

9 标 高 11 米 

10 电话、传真 电话：072-923-4235, 传真：072-923-4235 

11 神殿 正殿，币殿, 前殿。 

12 境内末社 
①金比罗神宫(崇德天皇), ②合祀殿-天满社(菅原道真), ③秋叶社(迦具土神), ④稻荷社 (保食

神), ⑤八幡神社(应神天皇), ⑥严岛神社(市杵岛姬命) 

13 鸟 居 3 个鸟居(最高 6 米，一之鸟居，二之鸟居，严岛神社鸟居) 

14 灯 笼 11 个石灯笼(最高 2.70 米) 

 

当社の創立については「延喜式神名帳」に、創立年月日は不祥なれども延喜の制に洩れず式内社として小社に列せられ

る」としている。「河内国内神名帳」には｢神位三位を授けられる｣、「河内名所図絵」には「明治 5 年神社制度発布の際｢郷社｣

に列せられると共に、旧渋川郷第一大区第一小区 12 番組、すなわち、大蓮、金岡、衣摺、柏田、蛇草、横沼、吉松､三の瀬、

長堂、太平寺、岸田堂、大地等の各村奉仕神社氏子より、本神社を親宮と称し、毎年米麦両度の初穂を供進された」とあり

あす。 

明治 39 年、神社整理と共に、供進の儀も消滅し、同年 4 月、勅令第 96 条により神饌幣帛供進指定神社に指定された。

文政 10年(1827年仁孝天皇)の「久宝寺明細帳」には、｢各社人は無御座候、惣村持にて御座候｣と記載され、久宝寺の氏神

として、村全体の維持管理とされており現在に及んでいます。昭和21年、マッカーサーの「神道指令」により国家神道廃止後、

宗教法人として現在に至っております。 

 

  

 

写真 2-1.八尾市教育委員会社頭石碑 写真 2-2 許麻神社の記念碑 写真 2-3.手洗社建立由来 

 

八尾市教育委員会の社頭石碑（http://www.geocities.jp/engishiki01/kawachi/html/041105-01.html）には、次の通りで

ある（写真 2-1）。その記念碑は写真 2-2 である。さらに写真 2-3 は、手洗社建立由来である。式内社で、もと牛頭天王と称

され、渋川六座の一である。この地は古く巨麻荘といい、河内国諸蕃の大狛連の住地で、その祖神を祀ったと伝えられる。

境内の手洗いの屋形は、むかしの宮寺久宝寺観音院の鐘楼の名残である。この寺は聖徳太子の建立で、戦国時代に兵火

にあって焼失した。その後観音院のみ復興したが、明治初年廃寺となった。本尊十一面観音は今念仏寺にある。神社の西

方にむかし弥生式土器を埋蔵したベントウ山があった。 
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平成祭礼データによると、本神社の創立年月は不祥でありますが、藤原忠平が、醍醐天皇より朱雀天皇に至る三十年の

間に勅を奉じて撰した「延喜式」（今より約 1050 年前）の中の神名帳に記されている「式内社」で小社に列せられております。

河内国神名帳には、神位を従四位とあり、明治五年、神社制度発布の際、郷社に列せられるとともに、旧渋川郡第一大区第

一小区一二番組、即ち、大蓮、金岡、衣褶、柏田、蛇草、横沼、吉松、三の瀬、長堂、太平寺、岸田堂、大池等の各村奉仕

神社氏子より、本神社を親宮と称し、毎年米麦両度の初穂を供進されました。  

 河内国に居住した渡来人で“コマ”を名乗る氏族として、新撰姓氏禄（815）には、河内国諸蕃、大狛連、高麗国溢士福貴

王之後也・河内国諸蕃、大狛連、高麗国人伊利斯沙礼斯之後也・河内国未定雑姓、狛人、 高麗国須牟祁王之後也 

 ・河内国未定雑姓、狛染部、高麗国須牟祁王之後也などがある。これら狛人のいずれが当地に居たのかは不明だが、大

阪府史蹟名勝天然記念物（1928）は、 「許麻神社は大狛連の祖神・溢士福貴王ならんか」と記している。 

創建由緒： 当社の創建年代および創建後の経緯は不明。当社案内には 「河内国内神名帳に“神位三位を授けらる”と

あり」とあるが、その出典・時期は記されておらず、確認不能。また、「久宝寺明細帳（文政 10-1827）には『各社人は無御座候。

惣村持にて御座候』とあり、久宝寺の氏神として村全体の維持管理とされて、現在に及んでいる」ともあり、早くから特定氏族

による祭祀は止んでいたらしい。 

 

とんど祭 

 祭礼行事の一つで、「とんど祭」を例年 1 月 14 日夜 6 時より神社境内で行い、 1 年間、皆様方の御家庭で御神事に使用

された諸々のものを神社境内に集め、神社に献じた火を用いてこれを焼く行事である。一般家庭で正月に使用された門松と

しめ縄、1 年問受けられた御祈祷札、御守り等も一緒に焼く習慣である。 

  一般の方はこの火を受けて家に持ち帰り、旧正月（1 月 15 日）の小豆粥を煮て御祝いをし、幸福を祈願した習慣は、昭和

17 年頃まで続いたが、戦争で一時中断された。 

現在この「とんど祭」が復活して、毎年行われていりのは、近在では数少なく、直系 2m、高さ数 m に組まれて焼かれる神事

は、闇夜に火柱が上がり。今年、1 年の隆盛幸運を思わせる感がある。 

 尚、とんど祭と共に、これからの 1 年間の無病と家庭の幸福を祈願した「厄除けの甘酒」を接待している。 

 

表 2-1.許麻神社案内記の祈祷 

初宮参り祈願 はつみやまいり 結婚式挙式 けっこんしき 地鎮祭祈願 じちんさい 

家内安全祈願 かない‐あんぜん 安産祈願  あんざん 上棟祈願 うえむね 

学業成就祈願 がくぎょうじょうじゅ 厄除祈願 やくよけ 交通安全祈願 こうつうあんぜん 

 

表 2-2.許麻神社案内記の境内神社（御祭神） 

神 社 名 御 祭 神 御 神 徳 

厳島神社 いつくしまじんじゃ 市杵島姫命 いちきしまひめのみこと 交通安全 心願成就 

太宰府神社 だざいふじんじゃ 菅原道具公 すがわら の みちざねこう 学業成就 受験合格 

稲荷神社 いなりじんじゃ 保 食 神 うけもちのかみ 農   耕 商売繁盛 

秋葉社  あきはじんじゃ 加具士命              

（火産霊神） 

かぐつちのみこと                   

（ほむすびのかみ） 

防   火 厄除開運 

金刀比羅神宮 ことひらじんぐう 第 75 代崇徳天皇 すとくてんのう 旅行安全 社運隆昌 

八幡神社 はちまんじんじゃ 第 15 代応仁天皇 おうじんてんのう 家内安全 病気平癒 
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3．許麻神社の社殿と神木 

3-1. 許麻神社の社殿の写真 

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。 

 

   

図 3-1.流造の賀茂御祖神社本殿の正面 図 3-2.流造の賀茂御祖神社本殿の平面 図 3-3.流造の賀茂御祖神社本殿の側面 

 

許麻神社の社殿は、写真 3－1 のように流れ造（ながれづく

り）で、以前は神明造りであった。流れ造は賀茂神社に代表さ

れる神社本殿形式の一つである。 

平入様式の流れ造の有・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（有）に区分できる。神明造りの流れを組むも

ので、正面入口にあたる屋根の一方が長く延びている特徴が

ある。前面の屋根が長い。井桁に組んだ土台。男神を祀る鰹

木。千木の先端は垂直に切断。側面から見ると、前後が不同。

正面の柱間は規模によって異なる。 

図 3-1 は流造の賀茂御祖神社本殿の正面、図 3-2 は流造

の賀茂御祖神社本殿の平面と図 3-3 は流造の賀茂御祖神社

本殿の側面である。 

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）の屋根(写真 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）に分類できる。拝殿は、最も幅が広く、石の間と本殿はどちらかが

広い。屋根は、瓦葺など幅広い。 

 

 
写真 3-1.許麻神社の屋根(上空より撮影) 
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写真 3-2 は許麻神社本殿内部。写真 3-3 は許麻神社拝殿外部。写真 3-4 は許麻神社拝殿全景である。 

 

   

写真 3-5.許麻神社の祭例行事 写真 3-6.許麻神社の側面 写真 3-7.許麻神社の側面 

 

写真 3-5 は許麻（こま）神社の祭例行事。写真 3-6 は許麻（こま）神社側面。写真 3-7 は許麻（こま）神社側面である。 

 

3-2.許麻神社の社殿規模 

 
 

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 3-4. 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 3-4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

 
 

 

写真 3-2.許麻神社本殿内部 写真 3-3.許麻神社拝殿外部 写真 3-4.許麻神社拝殿全景 



13 
 

（4.11m）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.許麻神社の神木と樹木の写真 

 

   

写真 3-8.許麻神社神木 写真 3-9.許麻神社の神木 写真 3-10.許麻神社の神木と公園 

 

写真 3-8は許麻神社中門の前で円周 3.3m。写真 3-9は許麻神社の神木。写真 3-10は許麻神社本殿の右側の樹木と公園

もある。 

 

3-4.許麻神社の末社の写真と考察 

末社等： 境内右手手前から①金比羅神宮（崇徳天皇）、②合祀殿－天満社（菅原道真）・③秋葉社（迦具土神）・④稲荷

社（保食神）、⑤八幡神社（応神天皇）、⑥厳島神社（市杵島姫命）、境内右奥の池の中に鎮座する小祠。曾て、この地にカ

キツバタが群生していたとのことで、傍らに、「許麻の里 沢辺に生ふる 杜若君が手毎に 水やかかさん」（九我通久揮毫－

大正初年）との歌碑が立ち、池内にカキツバタが残っている。 

 

神社名 高さ 間口 奥行 

許麻 1 2.70  1.52  1.60  

許麻 2 2.75  1.38  1.60  

許麻 3 2.75  1.83  2.80  

許麻 4 2.75  1.73  2.80  

許麻 5 2.75  1.73  2.80  

許麻 6 5.20  4.95  2.80  

MAX 5.20  4.95  2.80  

AVG 3.15  2.19  2.40  

MIN 2.70  1.38  1.60  
 

 

表 3-2.許麻神社の末社測量（m） 図 3-5.許麻神社の末社測量のグラフ 

 

許麻神社にある八尾の 8 日戎縁起のによると、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・④天之事代主神・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
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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。御祭日は 1 月 8 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）。 

 

許麻神社における末社の高さは、最大 5.20m、平均 3.15m と最小 2.70m である。間口は、最大 4.95m、平均 2.19m と最小

1.38m である。奥行きは、最大 2.80m、平均 2.40m と最小 1.60m である（表 3-2 と図 3-5）。高さの最小値と最大値の比率は

1.93 倍である。間口の最小値と最大値の比率は 3.62 倍である。奥行きの最小値と最大値の比率は 1.75 倍である。 

 

   

写真 3-11.許麻神社の厳島神社 写真 3-12.許麻神社の八幡宮 写真 3-13.許麻神社の大宰府宮 

 

写真 3-11 は 許麻神社の厳島神社。写真 3-12 は許麻神社の八幡宮。写真 3-13 は許麻神社の大宰府宮である。 

 

 
  

写真 3-13.許麻神社の秋葉社 写真 3-13.許麻神社の稲荷社 写真 3-13.許麻神社の三社 厳島 

 

写真 3-13 は許麻神社の秋葉社。写真 3-13 は許麻神社の稲荷社。写真 3-13 は許麻神社の三社 厳島である。 

 

4.許麻神社の鳥居写真と数値解析 

4-1.許麻神社の鳥居の写真 

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。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
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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。 

 

   

写真 4-1.許麻神社第 1 鳥居西側 写真 4-2.許麻神社第 2 鳥居西側 写真 4-3.許麻神社第 3 鳥居厳島神社 

 

写真 4-1 は許麻神社、第 1 鳥居、商店街から撮影した。写真 4-2 は許麻神社、第 2 鳥居、中庭から撮影した。写真 4-3

は許麻神社の中門である。 

 

4-2. 許麻神社の鳥居の計測値 

表 4-2 は、許麻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 4-2.許麻神社の鳥居の測量値（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 

10 許麻神社 一の鳥居 1.77 0.55 4.36 4.70 5.15 5.70 6.00 6.22 

11 許麻神社 二の鳥居 1.25 0.38 2.67 3.17 3.50 3.82 3.85 4.01 

12 許麻神社 厳島神社 0.70 0.20 1.80 1.92 2.10 2.34 2.47 2.57 

 MＡＸ  1.77 0.55 4.36  4.70  5.15  5.70  6.00  6.22 

 ＡＶＧ  1.24 0.37 2.94  3.26  3.58  3.96  4.19  4.26 

 MＩＮ  0.70 0.20 1.80  1.92  2.10  2.25  2.47  2.57 

 

許麻神社鳥居の最大値では、柱の円周1.77m、直径0.55m、柱間距離4.36mである。貫の高さは下点4.70mと上点5.15m

である。笠木の高さは下点 5.70m、上点 6.00m と頂点 6.22m である。許麻神社鳥居の平均値では、柱の円周 1.24m、直径

0.37m、柱間距離 2.94m である。貫の高さは下点 3.26m と上点 3.58m である。笠木の高さは下点 3.96m、上点 4.19m と頂点

4.26.41mである。許麻神社鳥居の最小値では、柱の円周0.70m、直径0.20m、柱間距離1.80mである。貫の高さは下点1.92m

と上点 2.10mである。笠木の高さは下点 2.25m、上点 2.47mと頂点 2.57mである。図 4-1は許麻神社鳥居名と高さ（2-D縦棒）

で、並行状態の高さである。図 4-2 は許麻神社鳥居名と高さ（3-D 円柱）で、測量値を表示した。 
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図 4-1.許麻神社鳥居名と高さ（2-D 縦棒） 図 4-2.許麻神社鳥居名と高さ（3-D 円柱） 

 

4-3.許麻神社、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. 345(柱間距離) +0.228 ……決定係数(R2 =0.982) …測量値……(4-1) 

Y(笠木下の高さ◆) = 1.307(柱間距離) +0.114 ……決定係数(R2 =0.972) …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 は 許麻神社鳥居の柱間距離と笠木高さの関係である。図 4-4 は許麻神社鳥居の柱間距離と貫高

さとの関係である。 

 

  

図 4-3.許麻神社鳥居の柱間距離と笠木高さ 図 4-4.許麻神社鳥居の柱間距離と貫高さ 

 

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■) = 1.162(柱間距離) +0.163 ……決定係数(R2 =0.982) …測量値……(4-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 1.061(柱間距離) +0.139 ……決定係数(R2 =0.985) …測量値……(4-4) 

 

貫上と貫下の勾配は、0.837 と 0.722 で、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。 
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4-4.八尾市 4 神社、鳥居の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 と表示)・八尾天満宮(八 1～4 と表示)・穴太神社（穴太 1

～3 と表示)・許麻神社（許麻 1～3 と表示)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、許麻神社鳥居の笠木上の高さは、2.47m～6.00m である。 

 

 
 

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

 

最小値と最大値を比較すれば約と 2 倍以上であることが確認できた。正面にある笠木上の高さは、他の鳥居より高い値で

ある。正面にある笠木下の高さは、八尾の鳥居より低い値である。図 4-6 は許麻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、2.10m～5.15mである。最小と最大値を比較すれば約と 2倍以上

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。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（6.00m）である。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。正面鳥居の高さは、八尾神社と許麻神社が高く、他は低い値である。 

 

  

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。図下にある矢印は許麻神社の測量値である。

正面鳥居の高さは、八尾神社と許麻神社が高く、他は低い値である。 
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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。矢印は許麻神社のデータである。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。矢印は許麻神社のデータである。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) 

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. 許麻神社の石灯籠の写真 

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。宝珠（擬宝珠）は、笠の頂上に載る玉ねぎ状のものである。 

笠は火袋の屋根になる部分。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。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。竿は、もっとも長い柱の部分。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
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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 最下部の足となる部分である。六角形や

円形が主流。雪見型灯籠などでは 3 本や 4 本の足で構成される。 

竿が長く火袋が高い位置にあるのが特徴である。竿と中台が無い為、高さが低い。

主に水面を照らすために用いられるので笠の部分が大きく水際に設置することが多い。

足は 3 本のものが主流。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。州浜や護岸石組の突端に設置する。灯台を

模したものである。 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。その為、高さの調節が可能である。露地で使用される。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。ただし、織部灯籠を

キリシタン遺物と結びつけ

る説が現れたのは昭和初

期からであり、否定的な学

者も多い。 

図 5-1は、許麻神社の石灯籠の配置図である。図 5-2は.八尾

市、許麻神社の 11 基石灯籠の高さである。許麻神社の最大値

では 2.70m（許麻 1 と許麻 2：安永 9(1780)年）である。平均値は

2.16m で、最小値は 0.90m である。寛文 5(1667)年には 2.34m と

2.42m の高さからなっている。 

 

表 5-1.許麻神社の石燈籠の測量値（m） 

  神社名 灯籠型 場所 灯籠番号 測量値 文献値 建立年月 

1 許麻神社 1 石燈籠 拝殿の左 許麻 1 2.70  2.68  安永 9(1780)年 

2 許麻神社 2 石燈籠 拝殿の右 許麻 2 2.70  2.68  安永 9(1780)年 

3 許麻神社 3 石燈籠 厳島神社前 許麻 3 1.20  2.51    

4 許麻神社 4 石燈籠 厳島神社前 許麻 4 0.90  1.80    

5 許麻神社 5 石燈籠 金毘羅社 許麻 5 2.25  2.15  明治 17(1884)年 

6 許麻神社 6 石燈籠 社務所近 許麻 6 2.43  2.40  寛文 5(1667)年 

7 許麻神社 7 石燈籠 社務所遠 許麻 7 2.42  2.40  寛文 5(1667)年 

8 許麻神社 8 石燈籠 社務所遠 許麻 8 2.42  2.40  寛文 5(1667)年 

9 許麻神社 9 石燈籠 中央鳥居の遠 許麻 9 2.34  2.30  寛文 5(1667)年 

10 許麻神社 9 石燈籠 旧正面左 許麻 10 2.25  2.30    

11 許麻神社 10 石燈籠 旧正面右   ｘ 1.72    

 MAX     2.70  2.68   

 AVG     2.16  2.30   

 MIN     0.90  1.72   

 

表 5-1は許麻神社の石燈籠測量値である。建立年月は、3段階に分類できる。安永 9(1780)年、明治 17(1884)年および寛

文 5(1667)年である。古い石燈籠は 345 年の歴史が刻まれている。測量班と文献値を比較すると最大値では 0.02m である。

 

図 5-2.八尾市、許麻神社の 10 基石灯籠の高さ 

 

図 5-1.八尾市、許麻神社の配置図 
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平均値は 0.14m で、最小値は 0.82m の差が見られる。測量値の最大値と最小値に比率は 3 倍である。一方、文献を引用す

れば、1.56 倍である。 

 

   

写真 5-1.本殿の右側、破損した

旧灯籠 

写真 5-2.本殿右側、厳島神社前の木製灯籠 写真 5-3.許麻神社、第 1 の灯籠、

拝殿前 

 

写真 5-1 は本殿の右側にあり、破損した旧灯籠である。写真 5-2 本殿右側にあり、厳島神社前の木製灯籠である。写真

5-3 許麻神社、第 1 の灯籠で、拝殿前にある。 

 

    

写真5-4. 許麻神社、第2の灯

籠、拝殿前 

写真 5-5.許麻神社、第 3の

灯籠、金刀比羅 3 社務所前 

写真 5-6.許麻神社、第 6

の灯籠 

写真 5-7. 許麻神社、第

7 の灯籠 

 

写真 5-4 は許麻神社、第 2 の灯籠で、拝殿前にある。写真 5-5 は許麻神社、第 3 の灯籠で、金刀比羅で 3 社務所前である。写真

5-6 は許麻神社、第 6 の灯籠である。写真 5-7 は 許麻神社、第 7 の灯籠で、破損状態であるため添え木で支えている。 

 

 

  
 

写真 5-8. 許麻神社、第 8

の灯籠 

写真 5-9. 許麻神社、

第 10 灯籠 

写真 5-10. 許麻神社、第 11

灯籠  

写真 5-11.許麻神社、公園内の

数多くの灯籠 
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写真 5-8 は許麻神社、第 8 の灯籠、鳥居正面と社殿の中間にある。写真 5-9 は許麻神社、第 10 灯籠で、神社庭内にある。

写真 5-10 は許麻神社、第 11 灯籠である。写真 5-11 は許麻神社、公園内の数多くの灯籠がある。 

 

   

 

写真 5-12.許麻神社、灯籠、

公園南側 

写真 5-13.許麻神社、玉

垣に並ぶ灯籠 

写真 5-14. 許麻神社、正面入り

口から並ぶ鳥居 

写真 5-15.許麻神社、

玉垣改修記念碑 

 

写真 5-12 は許麻（こま）神社、灯籠で公園南側にある。写真 5-13 は許麻神社、玉垣に並ぶ灯籠である。写真 5-14 は許麻

神社、正面入り口から並ぶ鳥居である。写真 5-15 は許麻神社、玉垣改修記念碑である。 

 

6.おわりに 

6-1.許麻神社と物部（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. 許麻神社の社殿建築  

許麻神社（8.01m）の高さは、と八尾神社（6.35m）、八尾天満宮（4.81m）と穴太神社（5.84m）より高い値である。許麻神社

（12.01m）の間口は八尾神社（9.95m）、八尾天満宮（8.98m）と穴太神社（10.51）より広い値である。許麻神社（13.01m）の奥

行き（12.73m）は、八尾神社（4.11m）、八尾天満宮（17.47m）と穴太神社（12.73）より長い値である。 

 

6-3. 許麻神社の鳥居 

許麻神社鳥居の最大値では、柱の円周1.77m、直径0.55m、柱間距離4.36mである。貫の高さは下点4.70mと上点5.15m

である。笠木の高さは下点 5.70m、上点 6.00m と頂点 6.22m である。許麻神社鳥居の平均値では、柱の円周 1.24m、直径

0.37m、柱間距離 2.94m である。貫の高さは下点 3.26m と上点 3.58m である。笠木の高さは下点 3.96m、上点 4.19m と頂点

4.26.41mである。許麻神社鳥居の最小値では、柱の円周0.70m、直径0.20m、柱間距離1.80mである。貫の高さは下点1.92m

と上点 2.10m である。笠木の高さは下点 2.25m、上点 2.47m と頂点 2.57m である。 

鳥居の高さ（ｙ）と柱間距離（X）との関係式は、次の 4 つの式である。 

Y(笠木上の高さ) = 1. 345 (柱間距離) +0.228 ……決定係数(R2 =0.982)  

Y(笠木下の高さ) = 1.307(柱間距離) +0.114 ……決定係数(R2 =0.972)  

Y(貫の上の高さ) = 1.162(柱間距離) +0.163 ……決定係数(R2 =0.982)  

Y(貫の下の高さ) = 1.061(柱間距離) +0.139 ……決定係数(R2 =0.985)  
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傾斜の順位は、笠木上 1. 345、笠木下 1.307、貫上 1.162 および貫下 1.061 である。これは鳥居の高さが高くなるにつ

れ勾配が大きくなるい傾向である。さらに、決定係数は、笠木上 0.982、笠木下 0.972、貫上 0.982 および貫下 0.985 であ

る。決定係数は 0.972～0.985 の範囲にあることが確認できた。 

 

6-4. 許麻神社の石灯籠 

許麻神社における石燈籠の建立年月は、3 段階に分類できる。安永 9(1780)年、明治 17(1884)年および寛文 5(1667)年で

ある。古い石燈籠は 345 年の歴史が刻まれている。測量班と文献値を比較すると最大値では 0.02mである。平均値は 0.14m

で、最小値は 0.82m の差が見られる。測量値の最大値と最小値に比率は 3 倍である。一方、文献を引用すれば、1.56 倍で

ある事が確認できた。 
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許麻神社の宮司様と測量班に代表者 池と花園の横から神社側面を撮影 神社正面にある玉垣と公園に光景 

 

 


